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緊急事態こそ、持続的成長のチャンス。

BCPを策定/活用し持続可能な成長を目指す！

【 BCP（事業継続計画）策定サイクル 】

1

株式会社 タナベ経営
経営コンサルティング本部
東京ファンクションコンサルティング本部
生産性カイカク（見える化、BPR）

官公庁出身。主に見える化手法を活用した業務プロセスの改善による
生産性の向上支援を行っている。経営の見える化研究会リーダー。

　BCP（Business Continuity Plan）とは、企業が自然
災害や今回の新型コロナウイルスのような疫学的災害、お
よびテロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、
事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業
の継続あるいは早期復旧するために、平常時に行うべき
活動や緊急時における事業継続のための方法・手段など
を取り決めておく計画のことです。
　緊急事態は突然発生します。企業が緊急事態に遭遇す
ると操業率が大きく落ちます。何も備えを行っていない企
業では、事業の復旧が大きく遅れて事業の縮小を余儀な
くされたり、復旧できずに廃業に追い込まれたりする恐れ
があります。
　それらを避けるためには、平常時からBCPを周到に準
備しておき、緊急時に事業の継続・早期復旧を図ることが
重要となります。こうした企業は、顧客の信用を維持し、
市場関係者から高い評価を受けることとなり、株主にとっ
て企業価値の維持・向上につながります。

　BCPの特徴は、
①優先して継続・復旧すべき中核事業を特定する
②緊急時における中核事業の目標復旧時間を定めておく
③緊急時に提供できるサービスのレベルについて顧客と
　予め協議しておく
④事業拠点や生産設備、仕入品調達等の代替策を用意し
　ておく
⑤全ての従業員と事業継続についてコニュニケーション
　を図っておく
─以上、５つとなります。
　BCPを導入している企業は、緊急時でも中核事業を維
持・早期復旧することができ、その後、操業率を100％に
戻すだけでなく、さらには市場の信頼を得て事業が拡大
することも期待できます。その際、積極的にテレワークを
導入するなどの働き方改革も同様に推進することが重要
です。
　ピンチこそチャンス。BCPを策定・運用し、現在のよう
な緊急事態の「先の未来」を各企業が強く描くことが、持
続可能な成長の第一歩となります。この環境を悲観的に
捉えていては何も始まりません。

In t roduct ion

本部長代理  武政 大貴  経 歴

❶ ❷

❸

❹

❺

❶自社の事業を理解する
（1）事業への影響度を評価する
（2）中核事業が受ける被害を評価する
（3）財務状況を診断する

❺BCPのテスト、維持・更新を行う
（1）BCPの診断・チェックを行う
（2）BCPの維持・更新を行う

❹BCP文化を組織に定着させる
（1）従業員へのBCP教育を実施する
（2）BCP訓練を実施する
（3）BCP文化を醸成する

❷BCPの準備、事前対策を検討する
（1）事業継続のための代替策の特定と選択をする
（2）事前対策を検討・実施する

❸BCPを策定する
（1）BCP発動基準を明確にする
（2）BCP発動時の体制を明確にする
（3）事業継続に関連する情報の整理と文書化をする



コロナ禍を生き抜くために

コロナショックにより露呈した、対応力の“ある”企業“ない”企業

求められる企業の対応力

　ー企業は環境適応業であるー
　これは、タナベ経営創業者 田辺昇一の言葉であり、常
日頃我々コンサルタントがクライアントにお伝えしてきた
言葉でもあります。多くの経営者・ビジネスマンがこの言
葉に感銘を受けてきましたが、実践できている企業がど
れほどあるのか。期せずして今回のコロナショックは企
業の環境適応力が露呈されました。

　今回のコロナショックに対する企業の対応は大きく分
けて４つに分類されるのではないでしょうか。
❶素早い判断で先行して対応した企業
❷対応せざるを得ず、少ない損失（売上・信用等）で強引
　に対応した企業
❸対応できず多大な損失（売上・信用等）を被った企業
❹対応していない（そもそも対応しようとしていない）
　企業
これらの企業の違いは何でしょうか。ポイントは「リスク
を想定していたか」「判断・実施の実行力があったか」の
２つに分類されるでしょう。すなわち「計画性×実行力
（やり切る力）＝対応力」で捉えると、自社の課題が見え
てくるのではないでしょうか。

株式会社 タナベ経営
経営コンサルティング本部
東京ファンクションコンサルティング本部
生産性カイカク（見える化、BPR）

チーフコンサルタント  小原 怜
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　別の見方をすると、今企業に求められている対応の
多くは「働き方」に関する取り組みです。すなわち、「生
産性向上」「脱労働集約型」「働き方改革」など、昨今企
業に求められている「カイカク」に対する現時点での進
捗状況が、そのまま表れたと言っても過言ではありませ
ん。今回企業に求められている対応は、近い将来必ず、
普遍的な価値観の変革として再度企業に求められるこ
とでしょう。

　以上を踏まえ、不測の事態に備えると共に自社のカイ
カクに対する遅れを取り戻す意味で、今一度自社内で
「リスクを見える化」し、短期的および中長期的に取り組
むべき施策について、自社内で意思決定していくことを
提言いたします。　

 経 歴 中期経営計画策定、業務改善、経営の見える化、５S導入から、人事制度設計、
人材育成まで幅広く活動している。経営の見える化研究会サブリーダー。

出典：東京商工リサーチアンケート（2020年3月2日～8日実施）

【 図表1 】 在宅勤務・リモートワーク実施割合

実施した
2,759社
18％

実施していない
12,838社
82％

在宅勤務・リモートワークを実施したか？
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コロナ禍を生き抜くために
社内で実施する「リスクの見える化」

②阻害要因を洗い出す
　続いて阻害する要因（=リスク）を洗い出していきま
す。ここでのポイントは、あらかじめリスクをカテゴライ
ズして検討することです。具体的には、「内部リスク」と
「外部リスク」に分類されます。さらに分けると、内部リ
スクはヒトに関連するもの、経営に関連するものに分類
されます。
（細かいカテゴライズの例は図表2、3を参照ください。）
　ポイントは「必要な要素」×「リスクカテゴリー」で抜け
漏れなくリスクを洗い出す（社内で議論する）ことです。

リスクの見える化の進め方
　リスクを見える化する際、当然リスクの洗い出しが必
要となりますが、会議で意見を出し合っても十分な効果
は得られません。ここでは、検討方法について実施すべ
き順序に沿って説明をします。BCPを作成されている企
業でも、改善実行に向けた意思統一をする意味でも、こ
の手順に沿って今一度リスクの確認を行ってください。

①リスクを定義する
　まず初めに取り組むことは、リスクを定義することで
す。具体的にやるべきことは、自社が持続的に成長して
いくために、「必要な要素」を洗い出し、その要素に優先
順位を付けていきます。
　勘の良い方はお気づきかもしれませんが、この「必要
な要素」の「阻害要因」こそがリスクの定義となります。
　この「必要な要素」をどこまで細かく設定するかは、議
論のしやすさによって調整してもらって構いません。
　例えば、持続的な成長のために必要な要素に、「業
界トップの技術力」があったとしましょう。この段階で、
「阻害する要因」がどんどん出てくるようであれば、こ
れ以上細分化する必要はありません。しかし、この段階
でも意見が出ない、または抜け漏れがありそうであれ
ば、「業界トップの技術力」を維持するために必要な要
素を洗い出します。
「常に最新な技術情報が収集できている」
「活発に技術開発が行われている」
「技術伝承ができている」・・・など
　ここまで洗い出すことができれば、想定されるリスク
も比較的出しやすくなるのではないでしょうか。
　このように、自社の持続的な成長に必要な要素を洗い
出し、リスクを定義することで、リスクの洗い出しの準備
をします。

リスクの見える化の３ステップ

①リスクを定義する

②阻害要因を洗い出す

③リスクを評価する

【 図表２ 】 内部リスクの具体例

項目 具 体 的リスク の 一 例

ヒト

1.後継者問題
2.人事問題（社内派閥、補充難、集団離職、高齢化、外国人就労）
3.役員トラブル（不正・不法行為、スキャンダル）
4.社員トラブル（不正・不法行為、過労死、自殺）
5.社風悪化（甘え、おごり、うぬぼれ、マンネリの蔓延）
6.差別、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント

【 図表３ 】 外部リスクの具体例

項目 具 体 的リスク の 一 例

国際的
政治経済

1.為替相場の変動
2.輸出入環境の変化、貿易制限・通商問題
3.国際的ルール・規制の強化、国際社会の圧力
4.戦争・内乱・クーデター

国内
政治経済

1.政権交代、政策の変更
2.法律・制度の急激な変更、規制緩和・撤廃
3.金利の変動
4.景気変動・経済危機、個人消費の低迷、公共投資の減衰
5.テロ、破壊活動、襲撃、占拠

社会および
法的変動

1.人口減と高齢化
2.需要構造の変化、ニーズの二極化
3.自己責任の強化
4.ボイコット・不買運動

経営環境
変化

1.取引先の倒産・信用収縮
2.コスト競争の激化
3.ストック過剰
4.インターネットによる中傷、批判

自然
1.台風、火災、震災、落雷
2.天候不良、異常気象
3.停電、交通機関ストップ
4.交通事故、航空機事故、列車事故

経営

1.トップの健康問題、経営層の執務不能
2.不正な利益供与、インサイダー取引、粉飾決算、過剰接待
3.知的財産に関する紛争
4.環境規制、廃棄物・リサイクル違反、製造物責任
5.リコール、欠陥製品、偽造
6.監督官庁への虚偽報告
7.顧客・社員からの内部告発・賠償請求、株主代表訴訟
8.与信管理の失敗、デリバティブの失敗
9.新規事業、設備投資、技術革新、宣伝広告の失敗
10.企業買収、合併、吸収の失敗
11.社内機密、顧客・取引先情報の漏洩
12.顧客・取引先の被災・事故、仕入先・外注先の被災・事故
13.乱脈経営、資金繰りの急速悪化
14.地域社会、近隣との関係悪化
15.マスコミ対応の失敗



4

　ここまででリスクが見える化されましたが、これで終
わりではありません。重要なことはこれらリスク評価に
従って、優先度の高いリスクから順に対策を講じること
が重要です（当然、短期・中期・長期で対策を練ることを
推奨します）。
　ここで、押さえるべきポイントはリスク対応が以下の４
つに分類されるということです。

【 リスク対応の分類 】
▶リスクの回避
　リスクが発生する状況に巻き込まれないように
　意思決定する。または撤退すること。
▶リスクの軽減
　対策を実施して、リスク発生の可能性を低減する、
　もしくはリスク発生時の損失を軽減する。
▶リスクの移転
　リスク発生時の損失負担を他者へ移転、
　または共有する。保険の利用が代表的。
▶リスクの保有
　特定の対策を実施せず、リスク発生時の損失負担を
　受容すること。

　各対応方法は、図表６のようにリスク評価と相関して
きます。必ずしも、リスクを回避することだけが正解では
ないということを検討メンバーと共有し、対策を検討し
てください。

対策の検討③リスクを評価する
　一般的に言われるリスクの評価軸は「発生時の損失」
と「発生する可能性」の２つです。

　しかしながら、コロナショックによる短期的対応が求め
られること、中長期的に見ても流動性が高い経済環境を
鑑みると、時間軸を加えた評価が必要になってきます。
　例えば、「業界における非連続的な技術革新（=技術
の陳腐化）」は１年以内に起こる可能性は低いですが、
中長期的に見ると可能性が高くなります。
　以上により、短期的（１～２年）、中期的（３～５年）、長
期的（６～１０年）なスパンで考えた際のリスク評価を実
施し、対策を検討することを推奨します。

　最後に補足になりますが、洗い出したリスクを緊急時
のリスク（今回のコロナショックなど）か、平時のリスク
（技術革新など）かで分類すること、リスクをコントロー
ルできるか否かで分類することも、対策を検討する上で
有効になるので、ぜひ覚えておいてください。

【 図表4 】 一般的なリスクの評価軸

【 図表5 】 時間軸で見たリスク評価例

【 図表6 】 リスク評価とリスク対応の相関

大区分

❶高優先度　❷中優先度　❸低優先度

内　容

経営環境

1.技術革新による
　自社技術の陳腐化

リスク評価

短期 中期 長期

低 高 高

2.取引先の倒産 低 中 中

3.社員トラブル（不正・不法
　行為、過労死、自殺）

中 中 中

4.人材不足 低 高 高

・・・
・・・

発生する可能性

中 高低

発
生
時
の
損
失

大

中

小

❶

❶

❷

❶

❷

❸

❷

❸

❸

発
生
時
の
損
失

発生する可能性
小

小

大

大

リスクの
移転

リスクの
回避

リスクの
保有

リスクの
軽減
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コロナ禍を生き抜くために ｜社内で実施する「リスクの見える化」

コロナリスク（対策）は新型インフルエンザを参考にする

　早急に検討が必要な事項として、具体的にコロナリスクに対して、どのように対策を検討すれば良いのでしょうか。着眼点
は新型インフルエンザのBCPを参考にすると良いでしょう。

①時間軸（感染拡大状況）に合わせたリスクの洗い出し
　最初のステップは時間軸に合わせたリスクの洗い出しを実施します。図表７のように、カテゴリー別に時間軸で区切り想定
されるリスクを洗い出しましょう。

【 図表7 】 感染症に伴うリスクの洗い出し

②時間軸に合わせた対応策の洗い出し
　リスクの洗い出し同様、感染拡大状況は合わせて対応策を洗い出す必要があります。詳細な対策内容については、各自治
体が発信している新型インフルエンザに対するBCPのサンプルを参考にすると良いでしょう。　　

【 図表8 】 感染状況に合わせた対応策の洗い出し

・情報収集

・保健所等の
　連絡先確認

・公衆衛生対策

・生活必需品の備蓄

平常時の対応 第一段階
（海外発生）

第二段階
（国内発生）

第三段階
（感染拡大）

第四段階
（感染収束）

・関連情報の収集
　（厚生労働省、
　 外務省など）

・海外渡航の制限措置

・発生国からの
　帰国者への対応

・従業員への周知

・公衆衛生対策

・公衆衛生対策強化

・感染機会の逓減
　（テレワーク、
　テレビ会議等）

・出社基準の変更

・来訪者対応
　（来訪者の記録等）

・感染者・濃厚接触者
　への対応

・事業継続のための
　BCP発動

・公衆衛生対策の緩和

・関連情報の収集

・第二波に備えた備蓄

・感染者へのフォロー

・左記（第二段階）の
　取り組みの強化・徹底

消費行動

生産量・供給量

原材料調達（輸入）

原材料調達（国内）

企業・従業員

流通

第一段階
（海外発生）

第二段階
（国内発生）

第三段階
（感染拡大）

第四段階
（感染収束）

例：海外渡航者減少

例：備蓄適性の高い
　 食品の増産

例：発生国からの
　 輸入減少

例：まとめ買い加速

例：需要拡大に伴う
　 生産量の増加

例：従業員への感染対策
　 が求められる

例：一部食品の
　 流通在庫が減少

例：輸入業務が
　 遅延、停滞

例：原材料の供給力減少

例：外出・外食回数減少

例：サプライチェーンの
　 機能低下

例：テレワークなど
　 労働環境の変更が
　 求められる

例：原材料、梱包資材、
　 輸送手段の供給が
　 一部停滞

例：輸入業務の
　 更なる停滞

例：原材料等の
　 調達が停滞

例：まとめ買いが
　 生活必需品から
　 嗜好品へ

例：感染した従業員に
　 対するアフター
　 フォローが必要

例：供給の停滞が
　 続く可能性あり

例：供給再開ー

ー

ー

ー

ー
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実行できなければ始まらない

本質的な課題はソフト面にあり

　ここまでは、事前の備え「計画力」について解説をし
てきました。しかしながら、冒頭に「対応力＝計画力×実
行力」と記述した通り、実行が伴わなければ意味があり
ません。

②ハード面から見た実行力を上げるポイント
　ハード面の要素は「体制・制度・デジタル環境」等が挙
げられます。お気づきの方も多いと思いますが、ソフト面
は実行力を上げるまでに非常に時間がかかります（社員
への指摘はしやすいのですが）。一方で、ハード面は比
較的すぐ取り組めるものもあり、ソフト面をカバーする効
果を持っています。
　ハード面から実行力を上げるためには、以下の取り組
みが効果的になります。

１．緊急時のルール設定
　（１）体制・意思決定構造
　（２）コミュニケーションパイプ
　（３）発動基準
　（４）顧客対応基準

２．緊急時の制度設計
　（１）時差出勤、シフト勤務の設計
　（２）リモートワーク時のマネジメントシステム

３．DX（デジタルトランスフォーメーション）投資
　（１）テレビ会議システムの導入
　（２）オンライン教育システム
　（３）顧客にバーチャルで提供できるサービス
　　　および、それに付随するシステム

─以上のように、すぐできるものから中長期的な計画を
要するものもありますが、今回のコロナショックを機に今
一度、取り組みを加速されることを推奨します。

　先述しましたが、ハード面は前提条件であり、ソフト面
の解決なくして、本質的な解決には至りません。今一度、
リスクの定義を思い出してみてください。リスクの定義
は「特定の目的を阻害する要因」であったはずです。　
　つまり、コロナへの対応はリモートワークや遠隔営業
を実施することではなく、「今の状況下で何ができるか」
を経営者から一般社員まで全員で考え、その意識を持ち
ながら、多様な取り組み（リモートワーク等）の中で持続
的な成長を実現することが、目指すべき姿でなのです。
　

　ここでは実行力について、ソフトとハードに分類し、そ
れぞれの側面から実行力向上のための着眼点を解説し
ます。後述しますが、「ハード面は前提条件であり、ソフト
面の解決なくして、本質的な解決には至らない」。
　これが実行力のポイントになります。

①ソフト面から見た実行力を上げるポイント
　ソフト面で重要な要素は「風土・各人の意識・意思決定
の速さ」等が挙げられます。これらを改革するためには、
「組織でPDCAを早く回せるようになる」ことが必要で
す。これを個人で行うのか、組織で行うのかではその難
易度が大きく異なります。なぜなら、組織でPDCAを回す
ためには以下のポイントを満たす必要があるからです。

１．あるべき姿が明確で、浸透している
　（同じ定義・解釈で浸透してる）
２．全員が参画している（参画意識を持っている）
３．現状が明確になっている
４．誰もが意見を言える風土がある

　多くの会社が組織の実行力を上げるために、教育やプ
ロジェクト活動に取り組まれていると思いますが、上記４
つのポイントは満たせているでしょうか。改めてご確認
下さい。
　私の所属している経営の見える化研究会では、これら
を満たす最も効果的な活動は「５S活動」であると考えて
います。（「組織でPDCAを回すための５S活動」につい
ては、今回の内容と異なるので割愛します。）

実行力の要素

①ソフト
・風土
・従業員各人の意識
・意思決定の速さ

②ハード
・体制
・制度（仕組み）
・デジタル環境

等



〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉃鋼ビルディング9F
TEL：03-6758-0083　FAX：03-6758-0074

〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-3-41
TEL：06-7177-4008　FAX：06-7177-4028

2020.04

事業所一覧




