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重要業務を特定し、特定した重要業務を

東日本大震災において想定外の被災をした多くの企業が、事業の
予想以上の大幅な中断や廃業を余儀なくされた。大手企業では
BCP（事業継続計画）
を策定されていたところも多いと思われる
が、それでも大幅な事業中断が発生し
た。この点に関して、BCP、BCMS
（事業継続マネジメントシステム）構築
の側面から検証をしていきたい。
最大許容停止時間

─事業継続マネジメントシステムの検証─
事業継続
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特集 震災を乗り越える
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特集 震災を乗り越える
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項の概要フローは図２の通りである。
が、このＢＳ２５９９９規格を使ったＢ

被災地企業ルポ

事業を断念した企業が多くあるが、こ
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インシデントマネジメント
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リスクアセスメント
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ビジネスインパクト
分析
（ BIA）

3

BCMS 方針の決定
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適用範囲の決定
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定の企業が 社（ 公表： 社、非公表：２

真）
。この規格は単なる災害復旧のみな

図 2 BS25999 パート2
要求事項の概要フロー

める指針であり「 実践規範 」と呼ばれる。

らず、事業の復旧に力点を置き、事業継

行うこと

ヤーが本当に目標復旧時間内に製品納入

れない。⑦ＢＣＰの策定までは机上の理

可能かまでは言及していなかった。

論である。ここで作られたＢＣＰをいざ

ＢＳ２５９９９
規格の成り立ちと要求事項
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Ｂ Ｓ ２ ５ ９ ９ ９ は 英 国 規 格（
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British

）であり、２部構成で作られて
Standard
いる。パート１が 年 月 日、パート
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２が 年 月 日に発行されている（ 写
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