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東日本大震災の被災企業調査も踏まえた熊本でのBCP策定支援
Support Activities to Formulate BCPs in Kumamoto based on the Research on 

the Companies Damaged by the Great East Japan Earthquake

〇丸谷浩明
1
，寅屋敷哲也

1
，藤見俊夫

2

Hiroaki MARUYA1, Tetsuya TORAYASHIKI1 and Toshio FUJIMI2

1 東北大学災害科学国際研究所

    International Research Institute of Disaster Science, Tohoku University
2 熊本大学くまもと水循環・減災研究教育センター

   Center for Water Cycle, Marine Environment and Disaster Mitigation, Kumamoto University

Based on the surveys on the enterprises that recovered early from the damage of the Great East Japan Earthquake and 
Kumamoto Earthquake, first author published a BCP Introduction Guide utilizing the result of the survey. After the 
Kumamoto Earthquake, Kumamoto Prefecture included the promotion of Business Continuity Plans (BCP) in their 
Revival Plan. Responding to this, the authors held the BCP formulation and improvement seminar (altogether 3 days).
22 persons from 17 organizations attended the seminar in which BCP Introduction Guide was used. In the seminar, the 
points such as 1) recovery time objective, 2) necessary resources for business continuity, 3) securing substitute 
resources were emphasized and the attendants seemed to understand them and improve their BCPs’ effectiveness.
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１．熊本でのBCP支援の背景

(1) 東日本大震災被災企業調査

筆頭著者は，東日本大震災を教訓とした事業継続マネ

ジメント（BCM）の改善策を発生後から論じ（Maruya
(2013)），さらに，2014年 8月からほぼ 1年間，第二著者

とともに早期復旧を果たした東日本大震災の被災中小企

業 13 社及び参考の大企業 3 社に対して企業の早期復旧を

実現する事業継続の必要要素の把握などを目的にヒアリ

ング調査を行い，その結果から次のような必要要素を指

摘した（丸谷・寅屋敷(2016)）．

・ BCP を持つか否かにかかわらず，経営者等が代替拠

点を迅速に確保するために素早い行動をとること

・ 通信手段を確保し，取引先に迅速に被災状況説明や

取引維持のための連絡をとること

・ 電力，水道などの代替調達や燃料の確保に具体的に

取り組むこと

・ 代替拠点を遠隔地に持ちにくい企業もあるが，現地

復旧しか考えないと事業継続は難しいので，近隣で

も代替拠点の確保の考慮が必要であること

・ 代替拠点の活用に当たり，被災地の地元への地域貢

献など地域との関係にも留意すべきこと

(2) 2016年熊本地震の被災企業調査

2016 年熊本地震の発生後，著者の丸谷及び寅屋敷は被

災企業の発表資料等を継続的に収集して被災から復旧ま

での動向を把握し，さらに，2016年後半から 2017年春に

かけて，被災企業に対する訪問調査を行い論文で報告し

た（Maruya and Torayashiki (2017)）．その中で，BCP に

関するポイントとして，次の点を指摘した．

・ 取引先が製品を必要とする時期を考慮し，代替業務

拠点から早期に供給を行う多くの企業があった．こ

の点は東日本大震災の教訓がある程度有効に働いた

とみられる．

・ 早急な現地復旧を実現した企業の中には，東日本大

震災の教訓を活かして耐震性を向上させていた企業

もあった．

・ 熊本地震後に，耐震補強を既に実施している企業も

あったが，全般的には，九州地方において耐震対策

の促進が必要と考えられる．

・ BCP の普及も必要な状況である．

(3) 中小企業 BCP導入ガイドの策定・公開

筆頭著者は，以上で述べた東日本大震災及び熊本地震

の被災企業調査の結果を踏まえて，2007 年より公開され

てきた「中小企業 BCP ステップアップ・ガイド」（丸谷

(2007)で紹介）を大幅改定したものとして，「中小企業

BCP 導入ガイド～BCP 策定を目的意識，戦略の差異を踏

まえて実効性重視で解説～」1を策定し，策定経緯を丸谷

(2017)で論文報告した．

このガイドの特徴は，事業継続に関する「目的」に合

った部分から読み始められ，取組を始められること「目

的」に合う部分から先に着手すると，実効性や達成感を

早く感じられること等である．

２．熊本でのBCP策定・改善支援の実施経緯

熊本県の「平成 28 年熊本地震復旧・復興プラン」2 に

は，地域産業の再生の項目の中に「被災した企業の復

旧・経営再建やサプライチェーン回復に取り組むととも

に，企業の事業継続計画（BCP）策定や耐震化を支援し，

戦略的な企業誘致に取り組みます．」と記載されている．

このため，大学としての社会貢献として，熊本での BCP
普及支援を行うことが有益と考えられた．また， 2017 年

2月 7日に熊本市内で開催された公益財団法人地方経済総

合研究所主催の「トップマネジメントセミナー」におい

て，筆頭著者は「事業継続計画（BCP）の必要性と要点

～熊本地震を活かす～」をテーマに講演を行ったが，約
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120 名の参加が得られ，熊本地震を経験した地域での企

業・組織の BCP への関心の高さが伺えた．

そこで， 第 3 著者を研究者代表，他の２著者を共同研

究者として平成 29 年度東北大学災害科学国際研究所共同

研究の募集に「熊本地震被災地の企業の事業継続計画

（BCP）の推進人災の育成」をテーマに応募し，採択さ

れた．この共同研究の中で，次項で説明する「企業の事

業継続計画（BCP）策定・改善講習会」を実施した．

３．第1回講習会の開催

(1) 実施概要

2017 年 9 月 7 日(木)10 時から 17 時まで，東北大学災害

科学国際研究所丸谷研究室と熊本大学くまもと水循環・

減災研究教育センター藤見研究室の共同主催，公益財団

法人地方経済総合研究所の協力により，「企業の事業継

続計画（BCP）策定・改善講習会」の第 1 回講習会を開

催した．会場は，熊本市の肥後銀行熊本駅前支店である．

講師は著者ら 3 名で，地方経済総合研究所職員，熊本大

学学生の数名の運営支援も得た．熊本の企業・組織 17 団

体から 22 名の参加が得られらた．

講義内容（担当講師は括弧内）は次のとおりである．

10:30～12:00 事業継続計画（BCP）の基礎（丸谷）

13:00～13:45 熊本地震の概要と対応（藤見）

13:45～14:30 近年の災害と企業の対応事例（寅屋

敷）

14:30～15:40 BCP 策定方法の基礎（丸谷）

15:40～16:40 BCP 作成に関するグループ討議（講師

全員）

16:40～17:00 第 2 回までの宿題の説明（丸谷）

最初の「BCP の基礎」の講義では，BCP の概念や策定

の意義，期待される効果等を説明し，「熊本地震の概要

と対応」の講義では，熊本地震の地震想定，発生以前の

備え，被害の実態，避難所の状況，救援物資，ライフラ

インの復旧状況，認知バイアスなどを講義した．「近年

の災害と企業の対応事例の講義」では，東日本大震災及

び熊本地震の著者らによるヒアリング調査の結果から，

企業の防災・事業継続，復旧対応の中の参考となる事項

を説明した．「BCP 策定方法の基礎」では，中小企業庁

が公開している最も簡易な BCP の様式 3 から前述の「中

小企業 BCP 導入ガイド」までを示しつつ，BCP 策定で不

可欠な分析・検討の方法，BCP に盛り込むべき必須要素

を説明した．

図 1 丸谷の講演の様子  図 2 藤見の講演の様子

図 3 寅屋敷の講演の様子

       図 4 グループ討議の様子

グループ討議では，講義で説明した BCP の策定・改善

に重要なポイントを参加者それぞれが自らの団体に当て

はめたうえで，それを相互に発表して意見を出し合う議

論を 4 班に分かれて行った．

第 2 回までに作成・提出を求める宿題としては，「中

小企業 BCP 導入ガイド」の様式のうち，①事業継続の基

本方針，②BCP の対象とする事業の範囲，③事業継続計

画の策定体制と平時の運用体制，④重要業務と目標復旧

時間（基本のみ），⑤対応体制・対応拠点の概要，⑥対

応体制・指揮命令系統図，⑦代替本社業務拠点の概要，

⑧安否確認方法一覧表，⑨災害発生直後に連絡すべき相

手方リスト，⑩従業員等のための備蓄，⑪建物の耐震性

に関する状況把握，⑫バックアップをするデータ・文書

整理表，⑬事前対策の実施計画（事業継続の課題の改善

計画）を指定した．

(2) 参加者アンケートの結果概要

第 1 回講習会の参加者に記入を求めたアンケートの集

計結果の概要は次のとおりである．有効回答数は参加者

22 名中 21 であった．

参加者の年齢構成は 33％が 50 歳代で，30 歳代，40 歳

代がそれぞれ 24％であった（図 5）．また，防災や事業

継続を担当してきた職務経験の年数は，0年が 19％，3年
以内が 33％，4～5年が 24％で，さほど経験年数は長くな

いことが分かった（図 6）．

図 5 参加者の年齢構成（N=21）

図 6 参加者の防災や事業継続の経験年数（N=21）

講習会全体に関する感想は「満足」が 14％，「ほぼ満

足」81％，「やや不満」が 5％で，講習への満足度はお
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おむね良好であった（図 7）．また，講習会全体の理解

度は「満足」が 33％，「ほぼ満足」が 67％で，講義内容

の理解度も概ね良好であった（図 8）．

図 7 講習会全般に関する感想（N=21）

図 8 講習内容全般の理解度（N=21）

４．第２回講習会の開催

(1) 実施概要

第 2 回講習会は，2017 年 11 月 9 日（木）10 時から 17
時まで，第 1 回講習会と同じ体制，同じ会場で開催した．

熊本の企業・組織 14団体から 19名の方に参加を得た（第

1 回参加団体のうち，3 団体は日程の都合がつかず欠席と

なった）．なお，熊本大学大学院生命科学研究科から 2
名がオブザーバーの受講者として参加した．

講義内容（担当講師は括弧内）及び予定時間割は次の

とおりである．

10:10～12:00 第 1 回の宿題（自社 BCP の一部作成）

の簡易な発表と質疑応答（丸谷，藤見，寅屋敷）

13:00～14:30 BCP の拡充・改善の方策（丸谷）

14:40～16:40 BCP の簡易訓練（グループ形式）とそ

れを踏まえた有効性向上（丸谷，藤見，寅屋敷）

午前中に実施した自社の BCP の一部の発表は，各社が

順に自社の既存の BCP や宿題として作成を進めた BCP の

内容を発表し（ただし，社外に説明しても問題ない内容

に限る），それに対して参加者全員で質疑応答，意見交

換を行った．発表内容としては，①重要業務と目標復旧

時間の考え方，②安否確認の方法，③代替拠点の考え方，

④作成に当たって難しかった点や工夫した点の 4 項目を

発表でのポイントとして指定した．各団体の発表に対し

て，講師からは各企業・団体として難しかったと発表が

あった点に対して説明を行い，さらに，各企業・団体の

取引先・関係先との関係の特性を踏まえて，何を重要業

務とし，目標復旧時間をどの程度とすべきかを含む「事

業継続戦略」の方向性について説明を行った．実際には

この発表と質疑応答に時間を要し，また講師側としても

重要と認識したので，予定より 1 時間ほど延長して行っ

た．その分，午後の講義を短縮した．

午後の演習では，BCP 策定に重要なポイントを確認す

るため，①被害確認，②重要な連絡先，③代替拠点に移

るかの判断の 3 項目について，おおまかな業種別に 4 班

に分かれてグループ討議を行った．類似の経営内容であ

ることから，グループ内での意見交換は具体的な内容の

質疑応答に及ぶことが多かった．

図 9 参加企業の BCP の一部の発表の様子

図 10 演習（グループ形式）の様子

(2) 参加者アンケートの結果概要

第 2 回講習会の参加者に記入を求めたアンケートの集

計結果の概要は次のとおりである．有効回答数は参加者

19 名中 18 であった．

講習会全体に関する感想は「満足」が 16％，「ほぼ満

足」が 79％，「やや不満」が 5％であり，おおむね良好

であった（図 11）．また，講習会全体の理解度は「満

足」が 37％，「ほぼ満足」が 63％で，講義内容の理解度

は第 1 回よりやや高まった．また，図 13 を見ると，参加

企業が作成した BCP の一部について質疑応答について

18 名中 16 名が参考となったと回答しており，個々の企

業・団体の疑問や難しい点に応えることが，参加者のニ

ーズに合ったことが推察される．

また，午後の講義の「BCP の拡充．改善の方向」で

は，キーワードとして①復旧時間の認識，②不可欠なリ

ソース，③時系列のチェックリスト，④代替の確保，⑤

BCP の劣化を防ぐの 5 項目を示し，理解の再整理を行っ

た．これらは，東日本大震災及び熊本地震の教訓として

重要性が認識された BCP の重要事項であり，この再整理

も図 13 をみると参考になったものとみられる．

図 11 講習会全般に関する感想（N=18）
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図 12 講習内容全般の理解度（N=18）

図 13 今後の業務の参考になった講義・演習（N=18）

５．個別企業面談の概要

個別相談は，筆頭著者らの企業団体向けの BCP策定・

改善講習会の経験 4 から有効性があると見込み，計画し

たものであったが，前述の第 2 回講習会のアンケートの

回答（図 13）からもニーズがあることが推察された．

第 2 回の講習会の後，2018 年 3 月 5 日及び 6 日を候補

日として個別面談の希望の有無を参加団体に確認し，7
社から参加希望が出た．参加企業の中には，日程が合わ

ないために参加できないとの回答や，まだ個別面談をす

るにふさわしいレベルにまで BCPの策定が進んでいない

ため希望しないとの回答があったのは残念であった．

面談の内容は，個々の企業・組織の BCPの案を踏まえ

て，企業の策定上の疑問に答えることに加え，講師側か

ら問題点と考えられる点を指摘して意見交換を行い，全

体的な BCP案に対する評価も行った．当日は，数名の責

任者・担当者が参加する熱心な企業もあり，1 時間の予

定時間のぎりぎりまで議論を行う場合が多かった．個別

の面談の内容は企業の秘密事項を含むため論文に記述で

きないが，例えば，安否確認の方法について企業の規模

や社員の特性を踏まえて意見交換を行う機会も多かった．

個別面談を行った企業の過半は BCPをほぼ作成済みで

あり，熊本地震の前から保有していた BCPを見直す企業

もあり，使用していた BCPの構成や様式も多様であった．

残りの企業も面談を踏まえて完成に向けて努力する意向

が確認できた．参加者側からは，個々の企業・組織の社

内状況が経営環境を個々に踏まえた面談であり，具体的

な不明点への助言や改善すべき点の指摘を受けられたこ

とに対して感謝の意向を示される場合が多かった．

図 14 個別面談の様子

６．むすび

2017 年 9 月，11 月に熊本市内で実施した 2 回の BCP
策定・改善の講習会及び希望する企業に対する 2018 年 3
月に実施した個別相談会によって，少なくても数社は

BCP をほぼ完成し，参加企業の BCP の策定・改善とい

う目的はある程度果たされたと推察される．ただし，参

加を得られた団体数は 17であり，熊本地域の企業数全体

からすれば，当然のことであるがごく一部にしか過ぎな

い．企業等に対する BCPの支援策は熊本県，商工団体な

どが担っており，その効果を期待したいが，単なる策定

方法を説明する講演会だけでは有効性が高くないことに

は留意が必要と考える．

なお，著者らは，2018 年度に，本件で活用したのと同

じ東北大学災害科学国際研究所の共同研究助成により

「熊本地震被災地の公的組織の業務継続力の向上のため

の実践的研究」に取り組む予定である．
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補注

1. この中小企業 BCP 導入ガイドは，次の筆頭著者のウェブサ

イトから公開している．http://maruya-laboratory.jp/ bcm-
bcp（2018 年 6 月 25 日閲覧）

2. 熊本県(2016)の 40 頁及び 46 頁に記載されている．

3. 中小企業庁(2012)の入門コースの BCP の様式を用いた．

4. 筆頭著者の企業に対する BCP 策定・改善の講座実施の経験

としては，港区芝地区総合支所主催の事業者向けセミナー

を 2013 年から連続して担当しており，近年は 1 年の 4 回の

講座を，それぞれ演習を含めて実施している．
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形式）、それを踏まえた有…

②BCPの拡充・改善の方策

①宿題（自社BCPの一部作
成）の簡易な発表と質疑応答
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