
大成建設技術センター報 第39号(2006) 

 

 

事業継続計画における復旧曲線の評価 
 

 

 

坂本 成弘＊１

 

Keywords : business continuity planning, recovery curve, seismic risk assessment 

事業継続計画，復旧曲線，地震リスク評価 

 

1. はじめに 

 
 平成16年度以降、新潟・福井豪雨や新潟県中越地震

などによる水害や地震災害が続いてきており、企業が

被災してその経営に影響するような事例も報告されて

いる。企業が被災した場合には、その影響は被災企業

だけでなく、サプライチェーンなどによって結びつい

ている他の企業にも及び、更にはこれら企業の周辺地

域の経済にも影響が及ぶことになる。このため、企業

は自らのためだけでなく、取引先企業や周辺地域のた

めにもサプライチェーンを断ち切らないこと、即ち、

被災した場合にも重要な業務を中断しないこと、中断

しても可能な限り短い時間で再開することが求められ

るようになってきている。このような事業を中断しな

い（継続する）ための計画を「事業継続計画」（BCP: 
Business Continuity Plan）と呼び、平成17年8月には国の

中央防災会議によって事業継続ガイドライン１）が示さ

れたことから企業が策定しておくべき防災対策のひと

つとして注目されるようになってきている。 
 事業継続計画において想定する災害には様々なもの

が考えられるが、その中でも最も重要な自然災害であ

ると言える地震災害については、対策手段として従来

よりSRM（Seismic Risk Management）が検討されてき

ている２）。地震リスクを定量化して費用対効果を評価

する手法であり、SRMによる評価値はデューデリジェ

ンスにおける建物耐震性能評価や建物の耐震対策選択

時の判断材料のひとつとして用いられている。本報で

は、地震を対象とした場合の事業継続計画とSRMの関

係について述べるとともに、事業継続ガイドラインで

示されている復旧曲線についてその評価方法と評価例

を示す。 

2.2 計画 

 

2. 事業継続計画とＳＲＭの関係 

 
 事業継続計画の詳細については、ガイドライン１）に

チェックリストやモデル例と共に示されているので参

照されたい。ここではSRMや建物被害との関係に関連

する部分の概要について示す。 
 ガイドラインにおいて示されている取組みの流れを

図-1に示す。事業継続に関する取組みではあるものの、

事業継続するための前提条件としての従来の防災の項

目、即ち、生命の安全確保や二次災害の防止等が2.2.6
項に含まれている。ここで、事業継続に関わる項目で

ある2.2.1～2.2.5項を除くと2.2項は従来の防災計画とな

2.2.6 事業継続とともに求められるもの 
 2.2.6.1 生命の安全確保と安否確認 
 2.2.6.2 事務所・事業所および設備の 
 災害被害軽減 
 2.2.6.3 二次災害の防止 
 2.2.6.4 地域との協調・地域貢献 
 2.2.6.5 共助、相互扶助 
 2.2.6.6 その他の考慮項目 

2.3 実施および運用 

2.3.2 文書の作成 
 2.3.2.1 計画書および 
 マニュアルの作成 
 2.3.2.2 チェックリストの作成

2.2.5 事業継続計画の策定 
 2.2.5.1 指揮命令系統の明確化 
 2.2.5.2 本社等重要拠点の機能の確保 
 2.2.5.3 対外的な情報発信および情報共有 
 2.2.5.4 情報システムのバックアップ 
 2.2.5.5 製品・サービスの供給関係 

2.2.4 重要な要素の抽出 

2.2.3 重要業務が受ける被害の想定 

2.2.2 影響度の評価 
 2.2.2.1 停止期間と対応力の見積もり 
 2.2.2.2 重要業務の決定 
 2.2.2.3 目標復旧時間の設定 

2.2.1 検討対象とする災害の特定 

2.1 方針 

2.3.5 災害時の経営判断の重要性

2.3.4 計画が本当に機能するか 
   の確認 

2.3.3 財務手当て 

2.3.1 事業継続計画に従った対応

   の実施 

2.4 教育・訓練の実施 

2.5 点検および是正措置 

2.6 経営層による見直し 

＊１ 技術センター建築技術研究所防災研究室 

図-1 事業継続の取組みの流れ 
Fig.1  Flow of Bussiness Continuity Planning 

（中央防災会議ガイドライン1）より）
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り、これを含めた2.2計画、2.3運用、2.4教育、2.5点検

と2.6見直し、といった一連の手順は従来の防災とほぼ

同じとなることが分かる。むしろ、図-1に示す事業継

続の手順は、従来の防災計画の上に、重要業務決定や

被害想定、復旧目標設定等の事業継続に関わる部分

（2.2.1～2.2.5項）を加えた形となっていると言える。

例えば、事業継続のための2.2.3項の被害想定において

も、起こり得る災害を想定するのではなく、これより

も更に厳しい災害による被害を想定することが勧めら

れており、従来の防災計画と同様に「万が一」への対

処を考えることになっている。事業継続計画では、被

災する可能性がどの位あるのかよりも、被災した場合

にどのように対処するのかが重視されていると言える。 
 ここで、SRMの流れを図-2に示す。図に示すように

SRMでは現状での被害を評価して対策案を立て、対策

に必要なコストと対策による効果（＝∑(現状の被害額

－対策後の被害額)×発生確率）を比較して費用対効果

が最も良い対策を施す。被害の大きさにはその発生確

率も考慮されるため、例えば、大きな被害を生じるよ

うな災害であっても発生する可能性が非常に低い場合

には、費用対効果が認められずに対策を講じないとい

う選択もあり得る。一方、前述したように事業継続計

画は、これによって企業自身の被害を小さくするだけ

でなく、間接的な経済被害を減少させる備えとしての

役割も期待されている。従って、その効果を表すため

には間接的な経済被害も評価に含めなければならず、

SRMのような費用対効果の評価が難しい。 
 評価対象とする被害を区分けすると図-3のようにな

るであろう。従来の防災計画の多くは人的被害の回避

を目的としており、いわゆるPML等のデューデリジェ

ンスで用いられる評価値は物的被害の中の建物被害を

対象としている。SRMでは、比較効果をより明確にす

るために建物や建物内の備品・機器類等の物的被害の

みを対象とする場合が多いが、人的被害や被災による

事業停止で被る被害も含めることは可能であり、図に

示すように被災企業が被る全ての損失が対象となる。

これらに対して、事業継続計画では被災企業外への波

及被害も含めることになる。この場合、対策によって

波及被害が軽減されたとしても、対策を施す企業自身

にとってはこれを防災対策による効果（＝利得）と考

えるのは難しい。事業継続計画ではSRMのような直接

的な費用対効果による判断は馴染まないと言える。 
 以上のように、事業継続計画では災害被害の定量化

や費用対効果の評価は重要な項目ではないものの、計

画策定において建築関連技術が果たすべき役割はある。

図-1に赤下線で示すように、被害想定（2.2.3項）では

定量的ではなくとも定性的に建物や建物設備にどのよ

うな被害が生じるのかを想定することができるほか、

耐震診断等による建物の安全性の診断（2.2.6.1項、

2.2.6.2項）や耐震補強等の対策立案（2.3.1項）が可能

である。また、事業継続計画は費用対効果に基づくも

のではないものの、対策を検討するにあたってその効

果を全く考慮しないということはないであろうし、効

果を表わすにあたって企業が直接的に受ける被害に限

    対策案ごとに 

比較 

対策案（複数可） 

対策費 対策効果 

対策後の被害評価 

現状の被害評価 

対策の選択、実施 

図-2 SRM の流れ 
Fig.2  Flow of Seismic Risk Management 

定して損失を評価・提示する場合も少なからずあるも

人的被害 建物被害 

被災企業の被害

被災企業外への波及被害 

ＳＲＭ 

デューデリジェンス従来の防災計画 

ＢＣＰ 

図-3 災害対策における対処対象 
Fig.3  Target of Loss Mitigation 

物的被害 

図-4 復旧曲線の例 
Fig.4  Concept of Bussiness Continuity Planning 

（中央防災会議ガイドライン1）より）
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のと考えられる。この場合の評価対象は物的損失のみ

では不充分であり、事業停止による損失の評価が重要

となるであう。 
 ガイドラインでは事業停止の状況を表す例として復

. 復旧曲線の評価例 

.1 復旧曲線 

において事業継続計画の概念として示

により生じ得る被

(1) 
 

って、耐震性能（＝対策）による違

価例 

階建ての事務所ビルの評価例

因とその

おいて事業継続計画の概念として示

により生じ得る被

(1) 
 

なる。これによって、耐震性能（＝対策）による違

価例 

階建ての事務所ビルの評価例

因とその

旧曲線を示している。次章ではこの復旧曲線の評価例

を示す。 
 

3

 
3

 ガイドライン

されている復旧曲線を図-4に示す。災害発生からの経

過時間に対する操業度の変化を示した図であり、災害

によって低下した操業度がどの程度回復していくのか

が分かるものである。図-4に示すように、災害によっ

て低下する操業度の下限と回復に要する期間の上限の

双方について許容限界を設定し、これを満足するよう

に計画を策定することとしている。 
 事業継続計画では、想定した災害

されている復旧曲線を図-4に示す。災害発生からの経

過時間に対する操業度の変化を示した図であり、災害

によって低下した操業度がどの程度回復していくのか

が分かるものである。図-4に示すように、災害によっ

て低下する操業度の下限と回復に要する期間の上限の

双方について許容限界を設定し、これを満足するよう

に計画を策定することとしている。 
 事業継続計画では、想定した災害

害のうち厳しい状況における復旧曲線を評価して改善

を図ることになるが、厳しい状況下のみでの復旧曲線

の違いからでは対策の費用対効果は評価できない。同

じ災害を想定したとしても生じ得る被害状況、即ち、

考慮すべき被害シナリオは様々であり、費用対効果を

評価するにはこれらの被害シナリオ下での様々な復旧

状況を考慮する必要がある。しかしながら、被害シナ

リオとその復旧状況は数多くあり、個々に復旧曲線に

表して評価するのは現実的ではない。ここで、SRMの

場合と同様に、それぞれの発生確率で重み付けして平

均した復旧曲線によって効果を評価することとする。

即ち、図-4はひとつの被害シナリオの復旧曲線である

が、これを全てのシナリオについて平均した値を復旧

曲線として表わすこととする。各シナリオの復旧曲線

を災害発生からの経過時間tの関数Ri(t)とし、発生確率

をPiとすると復旧曲線R(t)は、 
 

害のうち厳しい状況における復旧曲線を評価して改善

を図ることになるが、厳しい状況下のみでの復旧曲線

の違いからでは対策の費用対効果は評価できない。同

じ災害を想定したとしても生じ得る被害状況、即ち、

考慮すべき被害シナリオは様々であり、費用対効果を

評価するにはこれらの被害シナリオ下での様々な復旧

状況を考慮する必要がある。しかしながら、被害シナ

リオとその復旧状況は数多くあり、個々に復旧曲線に

表して評価するのは現実的ではない。ここで、SRMの

場合と同様に、それぞれの発生確率で重み付けして平

均した復旧曲線によって効果を評価することとする。

即ち、図-4はひとつの被害シナリオの復旧曲線である

が、これを全てのシナリオについて平均した値を復旧

曲線として表わすこととする。各シナリオの復旧曲線

を災害発生からの経過時間tの関数R

ととなる。これによ

いを各ひとつずつの復旧曲線の違いによって表すこと

ができるようになり、後出する図-8のような比較がで

きるようになる。 
3.2 復旧曲線の評

いを各ひとつずつの復旧曲線の違いによって表すこと

ができるようになり、後出する図-8のような比較がで

きるようになる。 
3.2 復旧曲線の評

 横浜市内に位置する４ 横浜市内に位置する４

を示す。評価にあたって、事業全体に対する建物内各

部分での事業の分担率は全て同じであるとし、建物の

機能支障のみが事業に影響するものとする。 
 評価条件を表-1に示す。表-1(1)には被害要

を示す。評価にあたって、事業全体に対する建物内各

部分での事業の分担率は全て同じであるとし、建物の

機能支障のみが事業に影響するものとする。 
 評価条件を表-1に示す。表-1(1)には被害要

形態、損失、耐力等のフラジリティ情報を示しており、

「各種設備」としている被害要因の詳細を表-1(2)に示

している。ここに示す条件に基づいてイベントツリー

を展開し、被災確率や物的損失を評価する方法につい

ては既報３）等を参照されたい。ここでは復旧曲線の評

価に関わる部分について述べる。建物の機能を表-1(2)
に示す被害要因の７種の機能とし、各機能が停止した

場合の事業への影響度を表-1(2)に示す値（事業影響

度）とする。例えば、電気、空調の影響度をそれぞれ

1.0、0.0としており、これは電気機能が停止すると事業

を行えないこと、空調機能が停止しても100%事業が行

えることを示している。また、建物を各階ごとの４部

分に分けてそれぞれの事業分担率を25%ずつとし、各

部分の機能を維持する設備を表-1(2)に示す構成として

フォールトツリーを構築して各部分ごとに機能支障を

評価する。例えば、通信機能では、外部から１階の交

換器、各階への配線、各階端子盤（４部分）、各階配線

（４部分）の経路としてこれら全てが維持される場合

に該当部分の通信機能が維持されるとしている。この

場合の通信機能の被害形態は2^(1+1+4x(1+1)) = 1,024通
り（階乗内の1, 1, 4, 1, 1はそれぞれ、１階の交換器、各

階への配線、部分数、各階端子盤、各階配線）である。

形態、損失、耐力等のフラジリティ情報を示しており、

「各種設備」としている被害要因の詳細を表-1(2)に示

している。ここに示す条件に基づいてイベントツリー

を展開し、被災確率や物的損失を評価する方法につい

ては既報

i(t)とし、発生確率

をPiとすると復旧曲線R(t)は、 
 

∑=
i

ii PtRtR )()(

表-1 評価条件 
Table 1  Conditions for the Evaluation 

３）等を参照されたい。ここでは復旧曲線の評

価に関わる部分について述べる。建物の機能を表-1(2)
に示す被害要因の７種の機能とし、各機能が停止した

場合の事業への影響度を表-1(2)に示す値（事業影響

度）とする。例えば、電気、空調の影響度をそれぞれ

1.0、0.0としており、これは電気機能が停止すると事業

を行えないこと、空調機能が停止しても100%事業が行

えることを示している。また、建物を各階ごとの４部

分に分けてそれぞれの事業分担率を25%ずつとし、各

部分の機能を維持する設備を表-1(2)に示す構成として

フォールトツリーを構築して各部分ごとに機能支障を

評価する。例えば、通信機能では、外部から１階の交

換器、各階への配線、各階端子盤（４部分）、各階配線

（４部分）の経路としてこれら全てが維持される場合

に該当部分の通信機能が維持されるとしている。この

場合の通信機能の被害形態は2^(1+1+4x(1+1)) = 1,024通
り（階乗内の1, 1, 4, 1, 1はそれぞれ、１階の交換器、各

階への配線、部分数、各階端子盤、各階配線）である。

(1) 被害要因のフラジリティと損失設定 

(2) 各種設備の条件 

被害 物的 耐力 復旧
形態 損失率 λ ζ 日数

構造体 倒壊 1.00 10 0.40 180
大破 0.30 8 0.40 90
中破 0.10 6 0.40 60

内外装材 大破 0.10 3.0/200 0.45 60
軽微 0.01 1.5/200 0.45 10

各種設備 主要機器 9～23 0.4,0.45 90
各階機器 6～15 0.45 60
各所 3.0/200 0.45 10

被害要因

※ 物的損失率は建物価格に対する損失額の比。 
※ λは耐力の中央値、ζは耐力の対数標準偏差。 
※ λは最大加速度(m/s2)（構造体と各種設備の機器）または変形角。

物的 事業
損失率 影響度

電気設備 0.09 1.00 １階受変電→各階分電盤→各所
通信設備 0.01 0.75 １階交換器→各階端子盤→各所
空調設備 0.12 0.00 各階機器→各所
衛生設備 0.04 0.25 １階受水槽→屋上高置水槽

→各階機器→各所
昇降機設備 0.02 0.00 巻き上げ機＋各階
情報機器設備 0.00 0.50 ルータ他→各階機器→各所
備品 0.00 0.50 各所

構成被害要因
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他の機能も含めた建物全体では1.7×1023通りの被害形

態となる。表-1(1)は新耐震設計による標準的な建物を

想定した評価条件であり、この他に建物の耐力中央値λ
を0.8倍、1.5倍、2.0倍した場合と免震建物とした場合

の評価も行った。 
 評価結果を図-5、図-6、表-2に示す。図-6は表-1に示

図-7、図-8に

す耐震建物と免震建物の地震ロス関数であり、それぞ

れの物的損失のNEL（平均値）とPML（90%非超過

値）を示している。また、図-5に示す地震ハザードよ

り50年10%の超過確率の地震動は最大加速度4m/s2程度

の地震動であることから、これによるNELとPMLを表-
2に示している。ここで、通常のNELは建築設備の被害

も含めた建物の物的損失であり、建物の安全性（＝耐

力）のみでなく設備の耐力も関わっているため、建物

の安全性のみを示す指標として構造被害のみによる損

失をNEL*として表中に示している。耐力2.0倍の耐震

建物と免震建物を比較すると、NELは免震建物で0.2%、

耐震建物で0.8%となっており免震建物の方が小さい値

となっているのに対して、NEL*は耐震建物の方が小さ

い値となっている。耐震建物では通常の2倍程度の耐力

としているために、免震建物よりも構造安全性が高く

なっているものの、建物応答は免震建物に比べて大き

いために設備機器の被害が大きくなって物的損失が大

きくなってしまっていることが分かる。 
 事業停止日数と復旧曲線の評価結果を

示す。図-7は、標準的な（耐力1.0倍）耐震建物と免震

建物の平均事業停止日数を示した地震ロス関数である。

地震動が大きくなると免震建物であっても停止日数が

大きくなるものの、50年超過確率10%となる3～5m/s2程

度では耐震建物と免震建物の差が大きいことが確認で

きる。図-8には耐力を1.0倍、1.5倍、2.0倍とした耐震建

物と免震建物について最大加速度4m/s2の地震動による

復旧曲線を示している。図に示す復旧曲線は式(1)の
R(t)であり、生じ得る様々な被害シナリオ下での復旧曲

線Ri(t)を平均したものである。通常の耐震建物（1.0
倍）では、地震直後に操業可能率が0.6以下となってお

り免震建物との差が大きいことが分かる。耐力を1.5倍
とした場合には地震直後の操業可能率が0.7程度となり

改善されるものの、更に耐力を大きくして2.0倍として

図-5 対象地点の地震ハザード 
Fig.5  Seismic Hazard Curve 
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図-7 地震ロス関数（事業停止日数） 
Fig.7  Seismic Loss Function ( Bussiness Interruption ) 

図-6 地震ロス関数（物的損失） 
Fig.6  Seismic Loss Function ( Physical Loss) 
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耐力 NEL PML NEL*
中央値 (%) (%) (%)
0.8倍 11.8 28.4 8.872

耐震 1.0倍 4.9 11.4 3.348
1.5倍 1.2 2.8 0.345
2.0倍 0.8 1.9 0.044

免震 1.0倍 0.2 0.4 0.093

表-2 物的損失一覧 
Table 2  Results for Physical Loss 

90

（最大加速度 4m/s2の地震動による平均値）

免震 NEL* = 0.093%
耐震（2.0 倍）、 NEL* = 0.044%
耐震（1.5 倍）、 NEL* = 0.35%
耐震（1.0 倍）、 NEL* = 3.3% 

（最大加速度 4m/s2の地震動による平均値）

図-8 復旧曲線 
Fig.8  Recovery Curve 
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も1.5倍の場合とほとんど変わらなくなる。これらを免

震建物の場合と比べると、NEL*が免震建物で0.093%で

あり、耐震建物（1.5倍）の0.35%と耐震建物（2.0倍）

の0.044%の間の値となっていることから免震建物での

構造被害による損失は両者の間であるものの、復旧曲

線を見ると免震建物では地震直後においても操業可能

率が0.95以上となっており耐震建物との差が大きい。

耐震建物では、補強等によって建物耐力を大きくして

も復旧曲線の改善には限界があり、免震建物と同等な

性能を得るのは難しいことが分かる。 
 

4. まとめ 

事業継続計画について、従来の SRM との関係を概観
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