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企業における事業継続マネジメント (Business Continuous 

Management、BCM) の確保について 

- KPMGの新型コロナウイルス性肺炎感染症対応シリーズ（その1） 

            

2019年12月から発生している新型コロナウイルス性肺炎感染症は、中国国民にとって大きな挑戦であるものの、これは一過性のもであ

ると信じています。KPMGは、皆さまと共にこの難関を乗り越えるよう取り組む所存です。中国国民は勤勉さと知恵を発揮して、既存のサ

イエンス・技術テクノロジーを駆使し、柔軟な勤務形態を導入することにより、新型コロナウイルス感染問題の影響を最小限にとどめること

ができると信じています。KPMGは、皆さまに最高品質の専門サービスを提供し、社会貢献を続けてまいります。KPMGはいつでも皆さま

と一丸となって協力し合い、必ずこの困難を克服できると信じています。 

1. 深刻な疫病が発生した場合の事業継続マネジメント 

疫病の発生は、事業継続マネジメント（Business Continuity Management、BCM）標準システムにおける重要な脅威の１つとして

位置付けられている。自然災害、火災又はテロに比べて、疫病が事業活動に及ぼする影響の最大の特徴として、影響範囲の予測が困

難で、長期化する可能性や高い不確実性などが挙げられる。時間の経過と蔓延に伴い、人々の生命と移動に対する影響が持続すると

ともに、心理的な影響も伴うことで、相乗作用が生じて、さらに連鎖反応を引き起こしていく。 

 

多くの企業は、BCMガイドラインの作成にあたり、建物、システム、機器設備、製品又はサービスに何らかのダメージが生じたことに重点を

置いており、かつ、少なくとも一部の職員が事象発生後に職場に戻り、事業復旧を開始できると想定している。しかし、深刻な疫病が発

生した場合、事業復旧活動に重要な２大要素である職員及び事業所は共に規制を受ける。疫病の蔓延には著しい「波及」効果があ

り、人への影響が徐々に各産業への影響にまで拡大する恐れがある。このため、企業は疫病に対応するための事業継続マネジメントの特

徴に特に注目する必要がある。 

2. 深刻な疫病が発生した場合の事業継続マネジメントに関する KPMGの経験とアドバイス 

KPMGはこれまで、アジア太平洋地域における2つの国家と地域の政府及び多くのビジネスセクター（銀行や保険会社などの金融機関

を含む）において、疫病が発生した場合の事業活動の緊急対応及び復旧策の設計、訓練を行い、突発的な疫病発生時の政府及び

企業の事業復旧力と緊急対応力の向上に協力した。疫病が発生した場合の事業継続マネジメントに関するKPMGの見解を下記のと

おりまとめた。 
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一般市民及び職員の反応及びその影響：人々が疫病の発生により、パニック状態に陥った後の行動は、事業に予期せぬ不利益を及

ぼし、物資の不足にも繋がる。また、正常な状態に戻るまでに相当な時間を要する。多くの業界では、事業復旧時期が、明らかに疫病

終息時期より遅れる傾向にある。疫病の状況の変化に伴い、様々な情報が現在発達したソーシャルメディアを通じて錯綜し、その真実

性の判断が困難なため、客観的に人々の恐怖感があおられることとなる。 

 

事業集約度への影響：作業集約度の高い企業は、事業復旧力を個別に評価し構築する必要がある。さもなければ、いったん疫病に

よる影響を受け事業所が隔離されると、事業活動に回復不能な影響を与える恐れがある。 

過去数年間において、多くの企業はミドルオフィス・バックオフィス機能（例えば、運営、財務など）の集中化を行ったため、人員、ワークス

ペース、職能が集約されている。このため、いったんある特定地域の人員が集中作業できない又はワークスペースが集中隔離されると、通

常の事業運営に直接影響する。 

 

部門間の協調、コミュニケーション及び情報発信：企業と政府部門は共に、部門間の協調、コミュニケーション及び情報発信の適時性

を確保し、深刻な疫病の変化に迅速に対応できる秩序立った、効果的でオープンな情報伝達システムを確立して、積極的に管理やモニ

タリングを実施する必要がある。 

 

人事部門の役割：多くの問題は職員の安全と職場復帰の可否に係るため、企業の人事部門は事業復旧にとって重要な部門の1つと

して位置付けられ、事業継続マネジメント戦略を主導する部門となる場合もある。 

 

情報セキュリティと管理：緊急事態に対応する中で、情報セキュリティと職務分掌が妥協されやすいため、緊急対応した事業への見直

しに係る統制を整備しなければならない。 

 

3. 疫病終息後のビジネスモデルへの長期的な影響 

KPMGは、疫病による影響を受けて、多くの企業が自社の事業継続マネジメントを見直し、一連の長期的な変化ひいては新しいビジネ

スモデルの形成につながると考えている。 

 

勤務形態と理念：従来の事業所集中型勤務から、ビデオ会議によるリモートワーク、複数人が共同作業するソフトウェア、オンラインのイ

ンタラクティブな業務プロセス管理などへとシフトしつつある。 

 

サービス提供形態：研修を例にすれば、従来の対面式研修から、企業職員のニーズに応じたインタラクティブなオンライントレーニングモデ

ルへと進化ていく。 

 

情報技術及び通信技術（5Gなど）の活用：便利かつ高速で安定した通信技術の活用により、企業は緊急事態が発生しても企業

や人員への管理不能に陥ることを回避できる。 

 

戦略方針：企業の集中運営戦略の見直しにより、事業への影響評価業務に対してより一層細分化した評価を実施する。 

 

ビジネスと予算：企業に自社事業の緊急対応力と柔軟性、復旧能力を見直し、リソース配置の調整を促す。 

 

KPMGは、引き続き新型コロナウイルス感染問題の影響を受ける企業の対応戦略を研究し、シリーズ形式で注目ポイントを分析したうえ

で、専門的な見解やアドバイスを伝達・解説してまいります。KPMGは皆さまと緊密なコミュニケーションを維持し、共に挑戦に立ち向かう

所存です。更に詳しい情報をお知りになりたい方は、下記担当者までお気軽にお問い合わせください。 
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