
築の課題（製造業を事例 
目し、策定することが特徴である。また、

BCPはこれまでの防災計画のように工場等

ＢＣＭ構
 
(株)損保ジャパン・リスクマネジメント 

ＢＣＭ事業本部 自然災害事業部 

加藤 康広 

 
１．はじめに 

近年の地震や水災、火災などの災害・事

故では、単に工場が被災し、自社の操業が

停止するだけでなく、サプライチェーンの

途絶により、被災地から離れた取引先にも

大きな影響を与える事例が多く報告されて

いる。 

新潟県中越沖地震（2007 年 7 月）では、
自動車部品工場とその関連工場が被災し、

国内で高いシェアを占めるエンジン・変速

機部品の生産が停止した。これにより国内

主要自動車メーカーが 1週間近く生産停止
し、13万台以上に影響したことは記憶に新
しい。3年前の新潟県中越地震（2004年 10
月）でも、半導体工場や自動車部品工場が

被災し、取引先に生産停止、生産計画の見

直しなどの影響を与えている。 

サプライチェーンが複雑化、グローバル

化する中で、国内外の取引先等から BCP策
定を求められる傾向が一層強くなっており、

BCM構築への取組みが活発化している。 
以下に、筆者が製造業における BCM 構

築（BCPの策定・運用等）のコンサルティ
ングにおいて考慮した事項・課題等を示す。 
 

２．製造業におけるＢＣＰ 

大規模な事業所では、既に消防計画や防

災計画を策定し、定期的な防災訓練などを

実施している。これまでの防災計画の目的

は、人命安全や建物等の資産の保全、近隣

への 2 次災害の防止等が主であったが、
BCPにおいては、それらに付け加えて、企
業経営の立場から「重要業務の継続」に着

の拠点単位の計画ではなく、事業という観

点から組織の枠を超えた横断的な計画であ

る。 

として） 

多くの工場は、日常的に防災活動に取り

組んでいる。このような工場では、BCPは、
従来の防災計画の延長にあり、災害対策の

初期対応に続き、生産活動を復旧させるま

での手順を充実させると捉えた方が、取組

みやすい。ただし、工場の生産復旧は、製

造部門だけでなく、調達部門や営業部門な

ど他部門と連携した対応が必須であり、組

織横断的な計画を策定する必要がある。 

実際に、ジャストインタイムで操業して

いる工場では、製品・部品在庫が極めて少

なくなっている。このため、交通事故・渋

滞、サプライヤーの雪害・火災・事故等に

よる納品遅延等のトラブルに日常的に対応

しており、これらの企業の担当者は、危機

への対応に慣れており、BCM構築への取組
みに抵抗が少ないものと考えられる。 

 
３．方針の策定 

(1) 推進体制の明確化 

BCM 構築においては、まず経営層が

BCM構築に取り組むことを決定し、その基
本方針を策定し、社内外の関係者に周知す

ることが重要である。 

BCM構築には相当の労力（要員・時間）
を必要とする。その要員は、部門の業務に

精通しており、一定の判断ができる人物で

あることが望ましく、その人選がプロジェ

クトの進行に大きく影響する。 

また、既存の防災計画は、総務部門など

が主体となって（あるいは単独で）、運営す

る場合が多いが、BCP の運用においては、
関係する各部門が主体的に取り組む必要が

ある。工場の生産復旧だからといって、製

造、生産技術、生産管理といった製造現場 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 ＢＣＰ策定プロジェクト編成（例） 

 

に直結した部門だけでなく、取引先を含め

たサプライチェーン全体への対応として調

達、営業、情報システム部門の役割も大き

い。 

各部門の協力を得て、BCP策定をスムー
ズに進めるためには、経営層による指示・

支援が欠かせない。経営層の指示のもと、

各部門の代表者による部門横断的な検討ワ

ーキンググループを構成することが望まし

い（図-1）。 
(2) 適用とする範囲の決定 

全部品を自社で製造している企業は少

なく、多くはサプライヤーに依存している。

とくに製造の中間工程を外注委託している

場合には、その工程を自社の生産ラインの

一部と考えて、自社の BCPに組み込む必要
に迫られる。このため、BCPの適用範囲と
しては、社内全部門はもちろんのこと、サ

プライヤー等も含めることが必要である。 
しかし、サプライヤーに対して自社の復

旧方針、優先する製品・数量・納期を明確

にしないままでは、サプライヤーに BCP策
定を要請しても、自社にとって実効性のあ

る BCPとはならない。このため、まずは自
社の BCP策定に着手し、順次、サプライヤ
ーへ拡張し、内容の充実を図ることが効率

的である（図-2）。 

経営層

事務局

○○業務
BCP検討WG

△△業務
BCP検討WG

××業務
BCP検討WG

営 業 製 造 生産技術 システム 財 務

調 達 品 質 生産管理 人 事 総 務

社内関連部門

BCP 定プロジェクト

 

図-2 ＢＣＰ策定の枠組みイメージ 

 
４．影響度の評価 

(1) 重要業務の決定 

BCPが、これまでの防災計画と大きく異
なる点として、「重要業務の継続」に重点が

置かれていることである。災害により多く

の業務に被害が生じた場合、全ての業務を

同時に再開させるよりも、重要な業務から

再開させることが現実的である。 

BCP策定において、重要業務の決定に多
くの労力がかかると考えがちであるが、こ

れまでのコンサルティング経験では、詳細

な分析を行った場合と、簡易な検討で済ま

せた場合において、その結果には大きな違

いは現れない場合がある。まずは、以下の

ような観点から重要業務を決定することが

現実的である。 

①人命への影響 

②社会・市場への影響 

③取引先への影響 

④売上げ・利益・生産量 

⑤戦略商品・ブランドの維持 など 

企業によっては、③・④は、日々変動す

る要素であり定期的な見直しが不可欠とな

る。このような場合「どの業務を重要業務

としたか」ということよりも、「どのように

して重要業務を決定したか」が大切であり、

その決定方法を明確に記録として残してお

くことが大切である。 

策



(2) 目標復旧時間の設定 

自社にとって重要業務の停止が許容さ

れる時間を「最大許容停止時間」とし、最

大許容停止時間以内に「目標復旧時間」を

設定する。また、「生産再開時点での生産の

レベル」や「通常生産に戻るまでの時間」

なども明らかにしておくことが望まれる。 
実際にはサプライチェーンに組み込ま

れた企業であれば、目標復旧時間は取引先

の要求により決定される場合が多い。ただ

し、取引先が具体的な時間を明示していな

い場合が多く、この場合には取引先に要求

される時間を想定し、目標復旧時間とする。 
取引先にとってはサプライチェーン全

体の復旧が必要となるため、他のサプライ

ヤーが目標復旧時間を示していれば参考と

できる。短い目標復旧時間を設定するため

には、その対策にコストを必要とし、自社

だけが目標復旧時間を短く設定する必要は

ない。また、他サプライヤーよりも長く設

定すると、取引先への供給責任・信用を失

いかねない。 
 (3) 重要業務が受ける被害の想定 

重要業務が受ける被害の程度と復旧に

要する時間を想定する。製造業の場合には、

生産再開し、取引先への納品が可能となる

時間である。この場合、生産再開とは、自

社の生産工程を復旧させる場合に限らず、

サプライヤーや同業他社に生産委託する場

合も含まれる。 
被害の想定は、工場の建屋、設備（金型、

治具等を含む）、要員、情報システム、原材

料・部品、物流、公共インフラ、取引先な

ど様々な対象に与える影響を考慮する。 
地震災害を例にすると、建屋、設備につ

いては、自社の耐震化の状況や過去の被災

事例などから具体的な被害（未固定の生産

設備は転倒し、設備・配管等が破損するな

ど）が想定できる（図-3）。海外製の設備、

ユーティリティー、金型・治具などは、被 

  
設備の転倒    配管の振動 

図-3 地震による設備の被災イメージ（例） 

 
災時には復旧に長時間がかかるおそれがあ

るため、注意が必要である。 
生産のために必要な建屋、設備、要員等

を整理し、個別の要素の復旧時間を積み上

げることで、製品生産の復旧時間を想定す

ることが可能となる（図-4）。 
想定復旧時間が、目標復旧時間を超える

場合には、ボトルネックの一つとして把握

でき、このような業務は重要な要素として、

他の業務に優先して対策が必要となる。 
 

 
図-4 想定復旧時間の検討（例） 

 

) 事業継続計画の策定 

、会社の事業を

継

揮命令系統の明

確

(4

これまでの検討を踏まえ

続するため、重要業務を目標復旧時間ま

でに回復させる計画を策定する。 
①指揮命令系統の明確化 
災害発生時における指

化は、既存の防災対策と同様に BCPでも
重要である。製造業の場合、初動期におい

ては、総務部門を中心として実施するが、

生産復旧の段階になってからは、製造、生

産技術、生産管理部門など、生産現場に近



い部門に活動の中心が移行していく。いず

れにしても、権限委譲・代行順位等、既存

の防災計画に求められる事項は BCP でも
不可欠である。 
②重要拠点の機能の確保 

の生産ラインを

複

な情報発信および情報共有 
なる、

何

れた

企

システムは、重要

な

、

日

工場を早期復旧

さ

イヤー・同業他社を利用した代替

生

ど生産ラ

イ

．実施および運用 

予算を確保し、中

長

の極小化に有効な設備の耐震化に

つ

対応で済ま

さ

製造業の場合、同一製品

数の工場で持つことは、コスト的に見合

わない場合が多い。このため、BCPでは自
社工場の被災時に、サプライヤーを利用し

て代替生産ラインを確保することがある。

地震災害の場合、複数の企業が同時被災し、

代替先確保の需要も高まるため、事前に十

分な協力体制を構築しておくことが重要で

ある。 
③対外的

災害時には、企業活動が見えなく

をしているのか全然分からないといった

ブラックアウトの状態を防ぎ、企業やブラ

ンドのイメージを維持する意味から、利害

関係者への情報発信が重要となる。 
また、サプライチェーンに組み込ま

業では、サプライヤーや取引先と情報を

共有しないと、何から生産を再開するか決

定できない場合がある。サプライヤーや取

引先との連絡体制を構築し、災害発生後に

迅速に情報を共有する必要がある。 
④情報システムの対策 
生産活動において情報

インフラであるため、地震対策をはじめ

とする災害対策が実施されている場合が多

い。ただし、システム・データを守るため

の対策は十分であるが、災害時のシステム

運用方法の検討が不十分な場合がある。 
例えば、製品・部品の受発注データが

次・月次で管理されている場合がある。

災害時には取引先の操業停止等により受注

数量等の大きな変更が随時発生することが

あり、緊急時のシステム利用や、平常運用

へ戻る際のデータの欠落・不正合などの対

策が必要となる。また、受発注データは生

産計画や物流管理などのデータとも連動し

ている場合があり、会社全体のシステムと

しての検討も必要である。 
⑤製品・サービスの供給 
製造業の場合、被災した

せる以外に、代替生産や在庫の活用によ

り、一定量の生産を確保することが可能で

ある。 
サプラ

産をする場合には、品質管理体制の整備、

技術情報の漏洩対策なども必要であろう。

例えば、部品の加工ラインが被災を受けて、

同等設備を有するサプライヤーに、代替生

産を委託する場合、加工図面を提供するだ

けでは代替生産は不可能であり、加工条件

等の技術情報の提供、技術者の派遣・指導

などが必要となる場合がある。 
また、代替ラインを設置するな

ンが変更となった場合、自社の品質確認

はもちろんのこと、取引先における品質確

認も必要となるケースが多い。製品の品質

確認が大量に発生した場合の対応について

は、取引先を含めて検討が必要であろう。 
 
５

BCP策定後は、必要な
期計画も含めて、年次計画の中で具体的

な対策を順次実施し、重要業務が目標復旧

時間で復旧できるようにしていく必要があ

る。 
被害

いては、生産設備の耐震化は実施されて

いるが、設備に付属する金型、治具等の管

理が不十分である工場も多い。前述の自動

車部品工場においても、金型が落下・破損

し、生産再開に影響しており、金型、治具

等の保管対策も重要である。 
なお、耐震対策は、一過性の

れがちであるが、最新の耐震技術を自社

の「設備設計基準」などに反映し、設備導



入、その後の設備配置の見直し（ライン変

更）の際にも、確実に耐震対策が実行され

ることが重要である。 
 
６．教育・訓練の実施 

、日常的に経験

す

Pを実践するためには、全従業
員

．点検および是正措置・経営層によ

いても他のマネジメントシス

テ

は、日々変化しているため、重

要

替ライン

の

．おわりに 

種調査によると、日本企業

は

の要求により、形式的に BCP
を

 

BCPで対象とする事象は
ることがないため（経験したときは BCP

を発動するときである）、教育・訓練を通じ

て、BCPの運用を経験し、抜け・漏れをチ
ェックし、内容の見直し・充実を図る必要

がある。 

また、BC
が事業継続の重要性を共通の認識として

持つこと、つまり「企業文化」として定着

していることが大切である。前述のとおり、

ジャストインタイムで操業している企業の

担当者は、サプライヤーの管理等、日常か

ら小さな危機管理を実践しているため、

BCP発動時に迅速かつ的確に対応する素養
が高いと考えられる。これは新潟県中越沖

地震（2007年）において、自動車業界が被
災したサプライヤーに対して、復旧応援チ

ームを結成し、被災直後から復旧を支援し

た事例にも現れている。 

 
７

る見直し 

BCM にお

ムと同様に、対策の実施や教育・訓練を

行った後に、計画の内容や対策の実施状況、

教育・訓練などの活動状況について点検を

行い、改善していくことが重要である。こ

のためには、事務局任せにせず、BCP策定
時のプロジェクト組織を継続することが望

ましい。 
事業内容

業務を定期的に見直し、それに応じて

BCP全体を見直す必要がある。 
なお、建屋・設備の耐震化、代

設置、在庫の積み増しなど BCPの対策に

は、一時的なコストが発生するため、経営

層による判断が欠かせない。経営層が、次

のステップ（対策の実施、適用範囲・想定

リスクの拡大）への取組みを意思決定し、

予算その他の経営資源の配分を指示する必

要がある。 
 
８

BCMに係る各
、欧米企業と比較して、BCP策定率の低

さなど、BCMの取組みが遅れているとの報
告がある。これまでは、海外の取引先から

の要求により BCP を策定することが多か
ったが、今後は新潟県中越沖地震を契機に

して、国内の取引先からの要求も増えてく

るだろう。 

取引先から

策定するのではなく、企業の社会的責任

（CSR）として、取引先への供給責任、従
業員の雇用確保、地域貢献などの視点から、

実効性のある BCM を構築することが必要

である。 
 


