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大規模社会システムの事業継続を可能とするシステム監査について
－サプライチェーン・マネジメントシステムの視点から－
Consideration about Systems audits（SA）to make Business Continuity Plan/Business Continuity
Management System（BCP/BCMS）of a Large-scale Society System possible
－ from the Views of the Supply Chain Management System（SCMS）－
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企業活動のグローバル化に伴い，事業継続のリスクが増大している。このリスクを低減するためには，サ
プライチェーンに関係する多くの組織の事業継続管理の達成度を評価し，それらに対して横断的なシステム
監査を実施する必要がある。筆者は実際の大きなサプライチェーンに対するこの試みを開始した。
It increases in risk of Business Continuity with Globalization of Business Activities. It's necessary
to estimate the Achievement of the Business Continuity Plan/Business Continuity Management
System（BCP/BCMS）of much Organization related to a Supply Chain Manegement System and put
the crossing Systems Audits（SA）into effect to reduce these Risk. A Writer has begun this try to an
actual big Supply Chain Manegement System（SCMS）
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1

背景

近年は製造の国際分業や，それに伴う国際流

本稿ではサプライチェーン・マネジメントシス
テム（SCMS）の事業継続を可能とするシステ
ム監査（SA）について考察すると共に，その試

通の発展により巨大な流通網が形成され，サプ

行の概要を紹介する。

ライチェーン・マネジメントシステム（SCMS）
は，多くの生産システム，流通システム等や，そ

2

モデル化

れを支える情報システム，通信システムから構成

2.1

サプライチェーン・マネジメントシステム

されるようになった。
しかしながらこのようなビジネスには，地震や

図1はサプライチェーンモデルの例であり，図中
の個々の要素は多くの単一システムの集合である。

台風等の自然災害，流通や電力等の社会インフラ

倉庫・輸送

のトラブル，テロや人為的な危害，コンピュータ
やネットワークによる情報システムの障害等，潜
在的なものも含め様々なリスクが存在するため，
事業継続への脅威が増している。
そのため，従来のように単一システムの事業
継続マネジメントシステム（BCP/BCMS）の運
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サプライチェーンモデル

用だけでは限界があり，複数のシステム，すな

本図は，製品の製造に関する多層的な BtoB モ

わちサプライチェーン・マネジメントシステム

デル（Business to Business：企業間の商業

（SCMS）全体の事業継続（BCP/BCMS）とし

取引）と，消費者に製品を販売するまでの BtoC

て取り組むことが必然的な課題となってきた。こ

モデル（Business to Consumer：企業と一般

のような複雑なシステムでは，リスクの摘出や対

消費者間の商業取引）を表している。すなわち発

策の困難さが飛躍的に増加する。

注者のオーダがメーカに行き，それぞれの部品等
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がメーカに納入されて製造され，その製品が倉庫

間を接続するネットワークを加えると極めて繁雑

に格納され，発注者へ納入後，エンドユーザ，つ

になるため，省略する。

まり顧客／消費者に届けられる。

3

図では情報システムと，そのデータの流れを表

BCP/BCMSの評価尺度／達成度レベル

しているが，実際にはこれと並行して物流システ

システム監査の実施において，BCP/BCMS

ム，金流システムが存在する。本稿では，これら

の評価尺度あるいは達成度レベルを設定すること

の全てを対象としているが，誌面の都合で情報シ

は，現状の認識と向上策の実施における共通認識

ステムを主に説明する。

に有効である。
表1

2.2

レベル

単体システムモデル

企業の事業継続には様々なリスクがあり，この

評価尺度／達成度レベル

段階

概

要

評価度／達成度Ⅰ 初期 部分的に行われている
Ⅱ 定義 マニュアルがあり，運用されている

リスクを摘出し，対策を行うリスクマネジメント

Ⅲ 管理 組織化され，運用されている

（RM）が社会的な責任を負う企業の重要な課題
である。

Ⅳ 制御

定期及び不定期の訓練が行われ，かつ定量
的な分析とフィードバックが行われている

Ⅴ 最適

マネジメントサイクル（PDCA）が確立さ
れている

図 2 は単体のシステムについて，この関係を
整理し，モデル化したものである。企業活動の中

そのために表 1 に示す 5 段階を設定した。適

にリスクマネジメント（RM）が位置づけられ，

用対象は，単体システムおよび SCMS 全体，そ

その一環として事業継続マネジメントシステム

の中間の単体ソリューションシステム（複数の単

（BCP/BCMS）があり，その総体を外部の第三

体システムから構成される，機能システム）や，
ネットワークにもこの評価尺度を適用することが

者機関によるシステム監査

可能である。

（SA）が統制する。

この 5 段階をもって，単体システムあるいは

本 稿 で は， こ の よ う

SCMS を評価する。

にベースをシステム監査
（SA） に お き， 外 部 の 第

SCMS の構成エレメントは，理想的にはレベ

三 者 で あ る SA の 視 点 で

ルⅣ以上，即ち制御された段階以上が望ましい。

BCP/BCMSを検討する。
2.3

図2

単体システムモデル

単体システムの 3 重高層モデル

図 3 に示すように，単体システムが一つあり，
それにネットワーク（NW）がそれぞれ前後に接

4

SCMS とステークホルダ

4.1

SCMS と SA

ここで，SCMS の成熟度と，システム監査の
対応を考える。

続されているので，これを一つのサプライチェー

図 4 は，SCMS が単体システムの集合である

ン・マネジメントシステムのエレメントとする。

場合であり，個々の組織において，SA がそれぞ

これが n 個で，サプライチェ－ン・マネジメント

れ個別に行われている。このレベルは，先ほどの

システムを構成すると定義する。
ただしこれからの説明において，単体システム
NW
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図3

単体システムモデルの 3 重高層

図4

個別システム監査
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評価段階で表すと， レベルⅡ（定義段階）から
レベルⅢ（管理段階）に該当する。

4 番目は官公庁である。災害等が起これば，政
府や自治体がかなりの力をもって対応しないと問

次に，図 5 に示すように単一システムの監査

題が処置できない場合が出てくる。

と連携して，主要なシステムの監査組織が，関連

最後に，最も重要なものが顧客である。顧客

のあるシステムをそれぞれ監査することにより，

は，個人，企業，組織があるが，顧客の立場，顧

BCP/BCMS のレベルがⅢ（管理段階）からⅣ

客への影響を考える必要がある。

（制御段階）の場合に対応する。

いずれも事業継続への影響度及び連携を評価
し，横断監査の対象とする必要がある。
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5

米国半導体業界サプライヤの事例

SCMS における米国半導体業界のサプライヤと
して主な BCP/BCMS のチェック項目 2）を参考と
して紹介するが，表現は分かりやすく改めた。
ア）BCP/BCMS を持ち，全ての施設／工場で
それを展開し，実施しているか。

連携システム監査

最後に，図 6 は SCMS 全体を独立したシステ

イ）事業の連続性／継続性はあるか。

ム監査グループが横断的にチェックする，理想的

ウ）基幹データのオフサイト保存を行っているか。

な形となる。こういう形になればレベルⅣ（制御

エ）専門設備の代替戦略はあるか。

段階）ないしレベルⅤ（最適段階）と言える。

オ）緊 急時の連絡網と，代替施設へ輸送方法を
もっているか。
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カ）緊急時対応および損害評価の見積を実施して
いるか。
キ）災 害宣言に対する責任とプロセスが明確に
なっているか。

図6

4.2

ク）災害時における最重要事業の最低限受容可能
サービスレベルの設定とその回復手順がある

横断（串刺し）システム監査

ステ－クホルダ（利害関係者）

また，図6のような横断的／串刺しのシステム監
査を実施するためには，SCMSのステークホルダ

か。
ケ）基幹業務の運用の回復は決定しているか。
コ）主要な施設・工場の復旧，修理処置方法は，

（発注先，納入先，消費者等）との対応である。

明確であり，シミュレーション／試行は行わ

課題の 1 番目は，企業グループの中で，その子

れているか。また，マネジメントサイクルは

会社，1 次下請け，2 次下請け，あるいは曾孫など
いろいろあるが，これらをどこまで監査の対象に
するかである。これは大きな課題になる。
2 番目は SCMS そのものである。地域的に日
本国内だけの場合と，海外まで含めた場合があ

あるか。

6

今後の試行計画と課題

現在，筆者は大きなサプライチェーンの横断的
な監査の準備と実施を計画し，着手している。

り，海外の場合，その国の法律，社会制度により
対応の仕方が異なってくる。

6.1

SCMS 参加／構成組織の役割

3 番目に業界の立場である。業界にはいろいろ

システム監査対象である SCMS の運営には，

な力関係，競合関係がある一方で，補完・協力関

SCMS 参加メンバーの役割の認識と遂行が重要

係もあり，かなりの影響がある。

である。
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・BCP/BCMS に関する必要十分な要件の完遂
／保持／保証

・国 内／国外の物流に支障を来たすことがない
か，社会情勢を踏まえて確認しているか。

・情報の開示（グループ内：システム監査報告等）

・売れない商品（不振在庫）を整理し，売れる商

・情報の共有化

品（流行）の仕入を計り，在庫計画を適切に見

・相互の監視／監査と強制的な要件整備改善要求

直しているか。

・離脱勧告（認定取り消しなど）
・統括者／幹事企業

・複数の調達ルートを確保し，定期的に見直しを

等

しているか。
・補完的な調達先の製造活動，経営活動を定期的

6.2

望ましいシステム監査のタイプ

に把握しているか。

SCMS に組み込まれた横断システム監査にお
いて，その対象により，次の三種類のシステム監
査（SA）のタイプが考えられる。
（1）発 注者（BtoB）：信頼に足る厳格なシステ
ム監査

6.5

適用スケジュール

導入にあたり，スケジュールと方法は次のよう
に考えている。
・期間：中長期（3 ～ 5 年？）

（2）供給者（BtoB）：緩やかなシステム監査

・導入：横断的な SA へ

（3）顧 客（BtoC）：信頼に足る厳格なシステム

・シ ステム監査の適用：BCMS の企画から運用

監査

フェーズまで

ここで，
（1）と（3）は保証型システム監査，
（2）は助言型システム監査になると考えるが，
単純にそうするのではなく，SCMS 全体のバラン
スを配慮しトレードオフを図ることとした。

7

おわりに

大規模社会システムであるサプライチェーン・
マネジメントシステムの事業継続を確保するため
の横断的（串刺し）システム監査を試行して，そ

6.3

BCP/BCMS の導入および運用

BCP/BCMS を導入するにあたり，次の事項
を達成する必要がある。

の効果と実施に伴う課題を明らかにする計画であ
る。また，一定の成果が出たところで報告を行い
たい。

・経営者のトップダウンによる実施
・専門部門の組織化（稼動時，通常時）
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3） 黒澤兵夫ほか：システム監査の理論と実践－監査

6.4

ニーズの多様化へいかに対応するか－，システム

ガイドラインの検討

SCMS に お け る BCP/BCMS と SA を 試 行 す
るにあたり，ガイドライン案を作成する予定であ
る。その主な項目は次のとおりである。
①調達

②インフラ

（資金調達）⑤人財

③品質
⑥風評

④ファイナンス
等

監査学会編／日本情報処理開発協会，2008.1
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次に調達の一例を述べる。
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