
はじめに

～「BCP策定と弁護士の役割」における
「BCPを作ろう!」の意味～
　本誌2014年4月号「特集：震災後3年、弁護
士の活動と展望～司法の分野を超えて広がる
弁護士の役割～」で筆者は、「BCP策定と弁
護士の役割」というテーマでBCPに関する拙
稿を掲載いただいた。そこには「BCPの策定
は我が国で事業活動を展開する企業には必須
である。弁護士はその持てる知識、能力、そ
してこれまでの企業法務の経験を最大限活用
して、BCP策定支援の社会的役割を果たすべ
きである。もちろん、自らの事業所（法律事

務所）のBCPも…。」と結んだ。「BCPを作ろ
う！」がメインのテーマだったわけであるが、
それは弁護士会員に向けてのメッセージのつ
もりでもあった。
　しかしその後、法律事務所においてBCP、
すなわち「業務継続計画」の策定が進んだと
いうことは聞かない。逆に、東日本大震災か
ら時が経ち、記憶が曖昧になりつつあること
から、災害から身を守る、業務を守る、とい
うことの重要性についてすら意識が薄れてし
まったのではないかとの感もある。
　そこで、再度、お声がけをいただいたので、
今度こそ法律事務所のBCPを作ろう！という
ことで、執筆をお受けすることとした。

業務継続計画（ＢＣＰ）の概要

ＢＣＰの定義と策定状況1

　業務継続計画（BCP=Business Continuity 
Plan、以下、BCPと言う。）とは、「災害時に
特定された重要業務が中断しないこと、また
万一業務活動が中断した場合に目標復旧時間
内に重要な機能を再開させ、業務中断に伴う

特 集

弁護士とBCP
　弁護士とBCP。ときには、顧問先のBCPの作成を手
伝ったり、レビューすることもあろうかと思います。
　でも、あなたの事務所のBCPは作ってますか？ある
いは、作って、そのままになっていませんか？
　東日本大震災から丸7年が経過しました。本誌では、

毎年この時期に震災関連の特集を行ってきましたが、今
年は、BCPです。
　この特集をお読みいただいたら、すぐにBCP作成に
取りかかりましょう。
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顧客取引の競合他社への流出、マーケットシ
ェアの低下、企業評価の低下などから事業者
を守るための経営戦略をいう」とされている
（内閣府ホームページ「防災情報のページ」よ
り）。
　自然災害時にも事業者は従業員の安全を守
り、さらに利益確保をして事業を存続させる
ことが要請されており（民法第644条、会社法
第330条、労働契約法第5条）、それらは事業者
にとって重大な課題となるものである。また、
災害対策基本法では、「災害時においてもこれ
らの事業活動を継続的に実施するとともに、
当該事業活動に関し、国又は地方公共団体が
実施する防災に関する施策に協力するように
努めなければならない。」など、事業者は支援
をする立場であるとの定めもある（第7条第2
項）。ただ、この重大な課題に対して、法的に
はそのための支援メニューは決して多くない。
特定非常災害として指定された場合には、平
成8年に制定された特定非常災害特別措置法で
被災者の権利利益を保全するための措置、す
なわち運転免許証の有効期限や有価証券報告
書の提出期限が延長されたり、裁判所による
破産手続開始の決定が一定期間留保されるな

どの措置がとられる。また、東日本大震災で
は税の納期限が延長されたり、株主総会の開
催時期に関する一定の見解が示されるなどし
ていたが、経営に関する根本的な支援とは異
なる。すなわち、企業経営者が自然災害時に
おいて「従業員の安全を守り、さらに利益確保
をして事業者を存続させる」ための方策は自
己で準備せざるを得ないのであり、その具体
的方策がBCP（ 図表1 参照）ということにな
る＊1。したがって、我が国で活動している事
業者はBCPの策定が必須と思われるが、平成
28年1 ～ 2月に内閣府防災担当がBCP策定状況
について調査したところ（事業者の事業継続
の取組に関する実態調査＊2）、大企業では
60.4%が「策定済み」であり、「策定中」を加
えると75.4%にもなるものの、中堅企業（区分
は中小企業基本法等における資本金、常用雇
用者数による区分）では、「策定済み」が
29.9%、「策定中」を加えても4割強との結果で
あった。東日本大震災の影響で、確かに実施
率が増加傾向であり、国土強靱化推進本部の
「国土強靱化アクションプラン2014」で、平成
32（2020）年までの目標として、大企業はほ
ぼ100%、中堅企業は50%の策定割合の指標が
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ＢＣＰとは何か図表1

＊1　 内閣府で作成された図に筆者が加筆修正を加えている。「BCP曲線」と呼称されることがあるが、そもそもBCPは曲線的(緑色のS字的曲線）な回復ではなく、リスク発生後も損
失の発生を極限まで減らし、かつ、無理な増収策も不要となるよう、なるべく直線（濃紺の戦）となるようにするための施策である。

＊2　内閣府防災情報のページよりhttp://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/pdf/h27_ＢＣＰ_report.pdf
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決められていることからすると、今後も実施
率が高まることが推定されるが、調査結果の
回収率が39.4%であり4割に満たないことに鑑
みる（アンケートに協力しない事業者がBCP
を策定しているとは考えがたい。）と、まだま
だ途上にあると考えることが妥当であろう。
なお、策定しない理由についての調査もなさ
れているが、いずれも正当性を有するような
理由とは言い得ないものである（ 図表2 参
照）。

法律事務所のＢＣＰ策定状況2

　ところで、翻って考えてみたとき、司法機
能の一翼を担うとされている弁護士の事業所
である「法律事務所」では、BCPはどの程度策
定されているのだろうか。法律事務所の個別
の状況を調査した例はないが、例えば、およ
そ6900人もの弁護士が事務所登録している＊3

東京都千代田区が実施した防災に関する調査
（平成29年度千代田区事業所防災アンケート調
査＊4）では、300人以上の大企業ではBCP策定
済みが78％であるにもかかわらず、全事業所

の回答では、策定済みは16％に低迷している。
このことから推察すると、事業規模が全体的
に小さい法律事務所では、BCPの認知や実際
の策定作業はほぼ進んでいないと言ってよい
のであろう。しかし、これで大丈夫であろう
か。ちなみに、裁判所、検察庁は、いずれも
BCPは策定済みとのことである（最高裁判所
では「最高裁判所業務継続計画」を平成22年7
月1日付けで、また「首都直下地震等対応業務
継続計画」を平成25年2月27日付けで策定し、
平成27年11月25日には同計画を改訂しており、
公表されている。東京高等裁判所および同管
内裁判所の当該計画についても策定されてい
るとは伝えられているが公表はされていない。
検察庁においては、法務省による「法務省業
務継続計画（首都直下地震編）」（平成20年6月
27日決定、平成27年4月10日最終修正）で「最
高検察庁 、高等検察庁、地方検察庁、区検察
庁」で業務継続計画を策定することとしてお
り、東京高等検察庁および同管内検察庁の当
該計画について策定されていると伝えられて
いるが、公表はされていない。）。
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ＢＣＰを策定しない理由図表2

＊3　日弁連ホームページ「弁護士検索結果」より（２０１７年１２月６日現在）
＊4　 https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/bosai/jore-kekaku/documents/29gaiyo.pdf

調査対象 ： 千代田区内の事業所　抽出方法 ： 層化二段無作為抽出　対象数 ： 6,000事業所　調査方法 ： 郵送配布-郵送回収　回収数（率） ： 1,331事業所（22.1％）
調査時期 ： 2017年（平成29年）７月
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弁護士・法律事務所にＢＣＰは必要か3

（1）被災事業者の対応
　弁護士・法律事務所にBCPは必要かどうか
を検討するにあたり、これまでの大規模災害
で被災した事業者がどのような状況であった
か、その体験談を確認することが有益である。
① 東日本大震災で被災した自動車工場の事例
（栃木県）
　同工場では製造工程全てが緊急停止。60台
近い車体がラインの搬送用機械から転げ落ち、
潰れて散乱した。電気、ガス、水道などライ
フラインについても全て途絶え生産ラインは
全停止の状況となった。「復旧に3か月は必要
だろう」と見込まれていたが、事前準備もあ
り1か月で復旧できた。
［早期復旧のポイント］
ア　 経験豊富な技術者の勘と技術に基づく
「復旧の手順」が的確であった＊5。

イ　 応援部隊による支援を受けることができ
た。同社は2007年7月の新潟県中越地震で
の際、被災したエンジン部品工場の復旧
のための応援に駆けつけていた。そのた
め、東日本大震災では当該部品工場から
人員を派遣され復旧の支援がなされた。

② 東日本大震災で被災したリサイクル事業を
営む事業者の事例（宮城県）
　同社は、工場からの廃油や汚泥、廃プラス
チックなどの廃棄物を回収し、再生重油や固
形燃料などに再資源化して販売する会社であ
る。東日本大震災では地震発生から約1時間後
に大津波に襲われた。18基あった大型タンク
は、ほぼ全てが流され、油水分離処理施設な
どの機械設備も修理に数か月を要する状態と
なった。また、24台あった運搬車両も半数が
津波で流失した。しかし、BCPを策定してお
り、目標復旧時間（3日）と大差がない3月17
日から業務再開を宣言した。

［同社がほぼ目標時間内に業務再開できたポイ
ント］
① 工場の2階に置いてあったコンピューター・
サーバーが無事だった。
② 3月14日から登記上の本社がある民家に本社
機能を移し、協力会社との確認、被災状況
の具体的な調査などを開始することができ
た。
③ 回収した廃油を自社で精製するのではなく、
他県のリサイクル会社まで運んで再生燃料
（重油）にしてもらい、それを自社の取引先
に届ける仕組みを構築した。
④ 木くずや廃プラスチックの破砕や、固形燃
料化の事業などについては、BCPに基づき、
当面、復旧は行わないことを決めた。
　また、平成29年度関弁連シンポジウム報告
書（将来の災害に備える平時の災害対策の重
要性）にも他の事業者の取り組み事例が掲載
されているので、併せて確認いただきたい。
（2）被災法律事務所の状況
　次に、弁護士会員は、どのような被災体験
をしているのかを確認してみたい。
①阪神・淡路大震災（平成7年1月17日）
　阪神・淡路大震災では、神戸の弁護士の多
くの事務所が被災した。1997年1月17日発行の
神戸弁護士会（現兵庫県弁護士会）の「神戸
弁護士会会報～阪神・淡路大震災特集号★そ
の時、神戸の弁護士たちは」では、同弁護士
会の会員（神戸本部243名、尼崎支部30名、伊
丹支部13名、明石支部8名）のうち、自宅が全
焼・全壊した会員は20名、事務所が全壊した
のは21法律事務所、会員数は37名、うち4会員
は自宅と事務所がともに全壊した旨が記され
ている。そこには「会員は、裁判所に期日変
更の連絡をしたり、什器備品の買い換えや散
乱した記録の整理に手間取った」などの記述
もある。また、兵庫県弁護士会が2000年11月
30日に発行した「被災地弁護士会の活動の軌
跡：阪神・淡路大震災：From’95.1.17」では、

＊5　 同社工場では復旧の手順を以下のようにしていた。目の前に見える車体の撤去、補修等は後回しとしていた。
①電力の復旧（電力設備のうち要の１機が故障してしまっていた。停電が解消してもこのままでは工場を稼働できない。）
② 国内外の工場に供給する部品の製造部門の復旧（エンジンや車体に使う鉄・アルミの鋳造炉は電気やガスの供給が停止。このまま日が経つと溶けた鉄が炉内で冷えて固まり、
業界の常識では丸ごと交換が必要な状態。）

　　  ③組み立て工程の復旧（落下した車体の撤去や設備補修。）
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「人的被害：会員本人死亡者無し、会員家族死
亡者無し、事務職員1名死亡　自宅の被害：全
壊18名（全焼1名を含む。）、半壊10名、一部損
壊29名（自宅移転19名）　事務所の被害：全壊
28名（20事務所）、半壊23名、一部損壊23名
（事務所移転35名）」ということであった。会
員数に比較し、その被災会員数の多さは特筆
すべきものだと思う。
　この地震で事務所が入居しているビルが全
壊した永井幸寿弁護士にその当時の様子を聞
くと、被災後、特に問題となったのが、賃貸
用オフィス物件の激減であったという。被災
後は他の事業者の方においても賃貸用オフィ
ス物件を確保する必要性があり、かつ、その
動きが速く、市役所、ゼネコン、保険会社な
どが我先にと賃貸物件を押さえてしまってい
た。その結果、なかなか適切な事務所用の賃
貸物件が見つからなかったという。結局、知
り合いの弁護士同士で事務所を共同化するこ
とで難を逃れたということであるが、事は深
刻である。
②東日本大震災（平成23年3月11日）
　東日本大震災でも、弁護士の複数の被災事
例がある。宮城県気仙沼市で事務所を運営し
ていた東忠宏弁護士は、仙台弁護士会の会報
で以下のとおり当時を振り返っている。
　「私は石巻に出張中に被災したため、気仙沼
に戻れたのは3月23日でした。（中略）翌3月24
日、瓦礫を踏み越え、膝くらいまでの浸水箇
所をいくつも越えて震災後初めて事務所に行
ったのですが、事務所は確かに残っていたも
のの、壁が一部屋丸ごと剥離しており、そこ
から大量の重油混じりの海水が流れ込んでい
る、ひどい状況でした。事務所は2階にあるの
ですが、椅子の座面くらいまで浸水したよう
で、パソコン類は水没していました。記録の
流出はなく、また書籍類もほぼ無事だったの
は幸いでした。パソコンは専門の復旧業者に
依頼し、費用はかかりましたが回復しました。
この24日から、私も三陸法律相談センターに
おける震災相談に参加しつつ、また水没した
自宅の復旧作業もしつつの、事務所の移転・
復旧作業が始まりました。引っ越し先は、先

の酒屋のご主人が経営する、服屋の事務室ス
ペースをお借りすることになりました。早期
に電気、水道が復旧していたのが決め手にな
りました。 この移転作業自体は、要は緊急の
引っ越しに過ぎませんが、 （中略）
・   人手の問題。事務員らも家の事情でいつも
は来られず、守秘義務を課しつつ、各位に
協力をお願いしました。

・   平行しての、パソコン、電話、複合機、広
告などの契約、また震災法律相談、自宅の
復旧作業の継続。
　 （中略）泥まみれになりながら、事前準備な
し・自力で明渡し断行・整理しての保管まで
やる、というひどいものでした。」
　また、同じく東日本大震災で被災した佐藤
文行弁護士（岩手県釜石市で釜石ひまわり基
金法律事務所を所長として運営）は、津波被
災で事件記録の3分の1が流出し、その他も事
務所内には残っていたものの水浸しとなって
しまっていて使い物にならない状態だったと
いう。その際、津波で事務所の壁やドアが流
失してしまっていたため、その場所に水浸し
となった記録の残骸を保管して置いたままに
してよいのか悩んだそうだ。また、刑事事件
の弁護人としての立場で業務を継続すること
の困難さ、民事事件とは異なる重責に悩んだ
ということであった。クライアントへの連絡
としては損壊した事務所に張り紙をし、さら
には各クライアント宛に同弁護士の被災状況
と業務再開の見込み等について手紙を書いて
郵送したという（この時、郵便は避難所に避
難していた被災者にもかなり的確に配達され
ていたようである。）。また、事務局職員に事
前に安全対策を指示していなかったとのこと
であるが、この点については、本当はどうし
ておけば良かったのだろうと今も悩むという。

ＢＣＰの本質論～ＢＣＰとは何か～4

　BCPの策定を進めるため、まず被災された
事業者、弁護士会員の体験談を聞いてもらう
ことが重要と考えている。前項のような事業
者や弁護士会員の被災状況をみたとき、「被災
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前にできることがあればしておくべき」とい
う感覚を抱くことになるからである。そこか
ら導かれる業務継続（業務対策）の本質的要
素は「代替戦略」である。被災して失った資
源（物的資源、人的資源等）をどのように維
持・回復・代替するか、である（ 図表3 参
照）。
　また、東日本大震災に関する裁判では、従
業員や顧客に対する安全配慮義務が大きく取
り上げられた。事業者は災害時であっても、
従業員、顧客が生命、身体等の安全を確保す
るために必要な配慮をする法律上の義務（安
全配慮義務）を負う（仙台地裁平成25年9月17
日判決（日和幼稚園バス津波被災事件）、仙台
地裁平成26年2月25日判決（七十七銀行女川
支店津波被災事件）、仙台地裁平成27年1月13
日判決（常磐山元自動車学校津波被災事件）
等。）。したがって、事業者がBCPを策定する
においても、事業者の業務に基づき従業員等
が被災しないような措置を講ずることも必須
の要素として盛り込まれなければならない。
ただ、安全配慮を尽くすには相応の費用がか
かることはもとより、「最善の安全対策は事業
を休止することだ。そうすれば業務上の被災
は0になる。」などと指摘されることもある。
つまり、事業継続と安全配慮は背反する関係
にあるのではないかという意見もある。しか
し、以下のとおり、大規模災害による被災後、
事業継続を実現するために事業者が安全配慮
義務を履行することは背反するものではなく、
むしろ不可欠な要素である。

（1）  従業員が動けることは事業継続の原動力
であること

① 事業継続においては人的資源を維持するこ
とが不可欠である。人的資源の維持とは従
業員が事業に従事できる状態に保つことで
ある。これが事業継続の大前提である。そ
のためには従業員の安全を確保する必要が
ある。
② 災害時に事業継続を実現するには従業員の
モチベーションを維持することが必須であ
る。会社が従業員の安全に意を配らなけれ
ば、従業員は会社とともに事業継続をしよ
うという気持ちを維持することはできない。
③ 災害時に従業員が業務を行うことは相当な
ストレスとの闘いになる。メンタルの不調
を訴える従業員などが発生することを防ぐ
ためにも安全に対する配慮が不可欠である。

（2）  顧客からの信用を維持するために顧客の
安全は最重要ポイント

① 顧客は自分が怪我をするような場所にわざ
わざ足を運ぶことはない。もし、顧客を自
社店舗内、自社敷地内で死傷させてしまっ
たら、顧客の足が遠のいてしまい事業継続
の危機状態となる。まさに顧客の安全に尽
くすことは事業継続の最重要ポイントであ
る。
② そして、顧客の信用を得るものの最大の要
因は、利用している建物が安全なことであ
る。

（3）従業員の避難する権利とBCP
　災害からの従業員の避難は法的にも緊急避
難等として認められている行動であり、当該
権利を剥奪するような対応方針を会社は到底
維持できない。したがって、そのような法的
な位置づけを意識して、従業員の安全を確保
しておくべきである。
（4）防災とBCP
　BCPの策定を推進するNPO事業継続推進機
構では、防災と事業継続との関係について、
次のように説明する。すなわち、「従来の防災
における視点は「人命の安全確保、物的被害
の軽減、拠点レベルでの対策・対応、主に安
全関連部門・施設部門の取組」ですが、事業

ＢＣＰ策定に関する基本事項（対策）図表3

確保すべき資源

権限委譲

標準化の推進

社内外を活用

在宅勤務

バックアップの構築・活用

アウトソース活用

代替性の確保（取引先の発掘）

原材料などの標準化

１ 役職員・業者

２ 業務拠点

３ システム

４ 物資

特集：弁護士とＢＣＰ
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継続の取組の特徴は「従来の防災の考え方に
加え以下の新しい視点をプラスするもの」で
す。そして、その「新しい視点」とは「重要
業務（商品・サービスの供給）の継続・早期
復旧〈経営の観点〉、サプライチェーンでの対
策・対応」であると示している（ 図表4 参
照）。つまり、事業継続は「防災の考え方を排
除するものではなく、防災の視点に新しい視
点を加える」ものである。したがって、事業
継続の視点としては、短絡的に重要業務の継
続・早期復旧なのではなく、当然ながら人的
資源の確保・保全を意味する「人命の安全確
保」が大前提となる。
（5）損失危険管理体制とBCP
　以上のとおり、BCPの本質は、代替戦略と
安全配慮の履行である。そして、会社法で言
えば「内部統制システム構築で求められる損
失危険管理体制」が中心となる。つまり、損
失を減らすことが重要なのであり、人的資源
の損失を減らすための最大の方策は安全配慮
義務の履行にあることを銘記されるべきであ
る。

BCPの具体的実践

　それでは、具体的なBCPを策定する際の検
討ポイントを示したい。

事前に実施しておくべきこと1

（1）地域の想定リスクを知っておくこと
　BCPを策定する大前提の情報としては、「こ
の事務所はどんなリスクがあるのか」を知る
こと、つまり、この地域にはどのような災害
等の重大リスクがあるのかを知ることである。
会社におけるリスクは様々であり（ 図表5 参
照）、法律事務所も程度は異なることはあって
も同様のリスクは免れない。自然災害はその
リスクの1つである。また、日本である以上、
自然災害のうち地震はどの地域でも想定して
準備をしておくべきであるし、津波、土砂災
害、高潮等の災害についても、想定される地
域かどうかを自宅や事務所の所在する自治体
が策定している「地域防災計画」で確認をし
ておくことが必要である。
（2）入居している建物の状況を知っておくこと
　次に、入居している建物の耐震レベルを確
認しておくことも重要である。平成25年11月
施行の「建築物の耐震改修の促進に関する法
律」改正により、耐震診断結果の公表が定め
られている。これらを確認しながら現時点で
のリスクを考えることも有用であろう。また、
最近のオフィスビルでは、耐震基準を上回る
耐震性を示して、建物の安全性を確保するだ
けでなく、「機能性にも影響なし」として入居
を推進していることがある。このようなビル
の状況も参考となろう。
　さらに、非常電源設備や災害時の立ち入り
を制限しているかどうか、また、建物管理者
としての非常時のための備蓄状況なども確認
しておくとよい。非常電源設備などは有無だ
けでなく、電源の容量なども確認するべき。
避難のための誘導灯を点灯させるレベルでし
か用意していないビルもあると聞く。単に避
難に必要な最低限の準備なのか、業務ができ
るようなレベルの準備状況であるかどうかが、
確認のポイントである。
（3）  裁判所、検察庁および顧問会社等の対応

を知っておくこと
　弁護士の業務と深く関連する裁判所、検察
庁等の災害時の対応や、顧問会社等の対応方

防災と事業継続（BC）の違い図表4

従来の防災 BCへの取組の特徴

視点 人命の安全確保
物的被害の軽減
拠点レベルでの対策・
対応
主に安全関連部門・
施設部門の取組

従来の防災の考え方に
加え以下の新しい視点
をプラス
重要業務（商品・サービ
スの供給）の継続・早期
復旧〈経営の観点〉
サプライチェーンでの
対策・対応

指標 死傷者数
物的損害額

復旧時間・復旧レベル
経営ならびにステーク
ホルダーに及ぼす影響

出典 ： 特定非営利活動法人 事業継続推進機構
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針等を知っておくことが重要である。前述の
とおり、1995年1月17日の阪神・淡路大震災で
は、「会員は、裁判所に期日変更の連絡をし
た」というが、現時点で、東京高等・地方・
家庭裁判所は、千代田区において震度6弱以
上の地震が発生した際にはBCPを発動するも
のとし、その場合には、原則として事件処理
を中断し、その後の期日を職権で取り消し、
BCP発動期間中は新たに期日を指定しないと
されている。また、東京高等・地方検察庁は、
震度6強以上の首都直下地震が発生したときに
BCPが発動されるとするが、東京地方検察庁
では身柄事件については非常時優先業務とし
て選定しており、休日の日直体制と同じよう
に体制を組んで、終局処分まで行うことを予
定している。さらに、顧問会社などが予定し
ている災害時対応についても情報提供を受け
ておけば、被災後の連絡等もスムーズに実施
できることとなる。このような情報を入手し
ておくことは無用な事務所での作業を削減し、
復旧作業・重要業務に向けて多くのエネルギ
ーを注入することができることと結びつく。
（4）その他
　その他、事前に対応しておくべきこと（事
後では意味がないこと）を列記しておく。

① 入居する建物の消防計画（自衛消防隊）の
確認…見たことありますか？
② 入居する建物の避難経路、点検方法・エレ
ベータからの救出方法の確認
③ 事務所内の什器・備品の転倒防止措置の確
認…災害が発生しても死なないような準備、
訓練を怠らない。家族が被災すると事務所
への貢献が不可能ないし著しく困難。その
ためには家族も被災しないことが重要。
④ コンピュータシステム・データ等のバック
アップ…クラウドなどによるデータの保管
など
⑤ クライアントと連絡を取り合うための緊急
連絡先の整備…連絡内容は、事務所事業継
続計画を発動して業務は継続していること
を伝えること。顧客を不安にさせないこと。
⑥ 入居する建物あるいは事務所による自家用
発電機の導入…ビル保有発電機の場合には
出力容量の確認
⑦ 応急給水設備・非常トイレの整備…非常時の
トイレの使用ルール（館内規則等）の確認等
⑧緊急時通信体制（情報収集機器）の整備
⑨ 弁護士、事務局職員に救急救命法講習の受講
⑩地震保険の付保　など

企業活動に潜在する
様々なリスク

事故リスク
火災・爆発
電力供給停止

製品・商品リスク
製造物責任事故
不当表示

経営戦略リスク
競合他社参入
技術開発の遅延

法務・倫理リスク
不公正取引
特許権侵害

ク
発
止

災害等のリスク
地震・台風
新型インフルエンザ

ク
情報漏洩リスク
個人情報漏洩
経営情報漏洩

漏洩リスク

情報システムリスク
システム破壊
ネットワーク障害

情報システムリスク

環境リスク
不法投棄
違法処理

スク

ルエンザザエンザザ 物流リスク
物流阻害事故
納入遅延

競合他社参入
技術開発の遅

財務リスク
貸倒れ
為替変動

法務 倫理リ

為替変動

人事・労務リスク
労災
人材流出

企業活動に潜在する様々なリスク図表5

特集：弁護士とＢＣＰ
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ＢＣＰ策定に向けた８ステップ3

（1）BCPの策定にあたって
　BCPの策定にあたって、まず念頭に置いて
おくべきことは、BCP策定が法律事務所全体
の業務の再構築「見える化」の取り組みとな
る、ということである。すなわち、法律事務
所内において、BCP策定の重要性を共通の認
識として有していただき、法律事務所の所長
弁護士等を中心とした検討体制を整備した上
で、BCPの策定に向けて議論をはじめること
が重要である。
（2）BCP策定に向けた8ステップ
　BCPは、下記の8ステップにより策定を進め
ていくと良いと考える。
BCPを策定するための8ステップ
【ステップ1】方針と検討組織
　法律事務所の方針を決定、責任者の選定
【ステップ2】現況の把握
　指揮命令系統の確認、人員の確保状況の確
認、場所や資機材の確保状況の確認等
【ステップ3】被害の想定
　時間別の状況の想定の確認、法律事務所に
おける被害の想定等
【ステップ4】通常業務の整理
　通常業務の列挙と必要な資源についての整理
【ステップ5】災害応急対策業務の整理
　災害時に必要な業務の列挙と必要な資源に
ついての整理
【ステップ6】業務継続のための優先業務の整理
　ステップ4、5で挙げた業務の取りまとめ、
優先業務の設定、目標時間・実施レベルの設
定等
【ステップ7】概要表の文書化
　BCP行動計画表の作成
【ステップ8】BCPの取りまとめ
　ステップ1～ 7の取りまとめ
（3）具体的な進め方
【ステップ1】方針と検討組織
①責任者による方針の表明
　まず、弁護士・法律事務所長等の責任者を

検討項目2

BCP策定の目的と活用方法
　首都直下地震の被害想定＊6では、建物等被
害は全壊および焼失棟数合計最大約610,000棟
（風速8m/s、冬の夕方）、人的被害は死者数最
大約23,000人（風速8m/s、冬の夕方）、負傷
者数が最大約123,000人、揺れによる建物被害
に伴う要救助者（自力脱出困難者）数最大約
72,000人（冬の深夜）、ライフライン停止率は
電力では被災直後の最大約1220万軒（全体の
約5割）が停電（復旧に1か月程度）、通信障害
が固定電話で最大約470万回線（全体の約5割）
で通話支障（復旧に1か月程度）、携帯電話に
おいても、基地局の停電の影響を受け、復旧
に1か月程度を要するとされており、弁護士や
法律事務所の業務継続に大きな影響を与える
可能性がある。
　しかし、震災等の大規模災害発生時におい
ても、弁護士や法律事務所は刑事弁護や民事
事件に関する業務を継続し、また、クライア
ントとの関係を適切に維持していくことが求
められる。その備えとして、大規模災害発生
時にも業務を維持するためのBCPを策定する
必要がある。
　ここでは、法律事務所における震災対策の
検討を行うきっかけを提供し、実際の計画策
定を支援することを目的とする。もとより法
律事務所の規模や環境などによってBCPの内
容は異なってくるため、実際のBCP策定にあ
たっては、法律事務所を経営する弁護士が積
極的にかかわり、また弁護士や事務局職員ら
スタッフの多くに加わっていただき、各法律
事務所に適合するBCPを構築する必要がある。
また、こうした備えは、首都直下地震などの
震災や大規模災害に限らず、火災やテロなど
に対しても通ずるものであり、法律事務所の
包括的な危機管理対策を意識しながら構築し
ていただきたい。

＊6　 平成25年12月中央防災会議首都直下地震対策検討ワーキンググループによる「首都直下地震の被害想定と対策について（最終報告）」
http://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/taisaku_wg/pdf/syuto_wg_siryo01.pdf
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選定し、同責任者が、大規模災害等の危機に
対して事前の備えを行い可能な限り業務を継
続する（そのために事務所の弁護士や事務局
職員、クライアントの安全を確保する）とい
う法律事務所の方針を表明する。
②検討組織（担当者）の設置
　検討組織（担当者）を設置し、これに対し
て事務局職員からの十分な支援が受けられる
体制を確保しておく。
【ステップ2】現況の把握
　BCPを策定するにあたり自らの法律事務所
が災害に対してどの程度備えができているの
か把握する。
①指揮命令系統
　「BCP指揮命令系統」や「法律事務所災害対
策本部」の発動基準などについて確認する。
通常は地震であれば事務所所在地周辺で震度6
弱の地震が発生した場合には自動的にBCPが
発動されるとし、当該震度に満たない場合で
も状況等を勘案し責任者が設置を宣言するこ
ととしていることが多い。
②人員の確保状況
ア　通常時の配置要員の確認
　通常時において、平日昼間、平日夜間、休
日昼間、休日夜間等において、弁護士、パラ
リーガル、訟務担当職員、庶務・経理担当職
員、受付・秘書等といった各部門にどの程度
の人員が配置されているか確認する。

イ　安否確認・緊急時参集要員の確認
　弁護士・事務局職員の安否確認をする。そ
して、緊急時に参集が可能な職員数について、
発災から1時間後、3時間後、6時間後といった
時間別に確認する。その場合、あらかじめ弁
護士および事務局職員の自宅から法律事務所
までの徒歩の場合の距離および徒歩で来る場
合の渡る橋の数を確認しておき、分布表等に
まとめておくと良い。

③執務場所や備品の確保状況
ア　業務スペース等の確認
　事務所内での活動ができるかどうかの確認
をする。業務スペース等が不足した場合に転
用できるスペースを確認し、その場所におけ
る収容可能人数を確認する。
イ　備蓄業務備品等の保有状況の確認
　平常時から保有している（備蓄している）
備品、PCなどについて確認する。そして、大
規模災害時に備えて、余分に備蓄等をして必
要があるかどうかを検討する。
④搬送手段・滞在対応の準備状況
　現状で想定できる来客（一時期に来客する
人数の概数）や備品・物品の搬送手段につい
て確認する。帰宅できない来客について一時
滞在できるための準備を検討する。
⑤建物や設備の耐震化の状況
ア　建物の耐震化
　法律事務所が入居している建物の免震、耐
震構造といった耐震化状況について確認し、
必要に応じて建物所有者や管理者と耐震化に
ついて協議等を行う。
イ　各ライフライン設備の耐震性
　電力設備や受水槽、トイレ等の耐震性等に
ついて確認する。
ウ　エレベータの閉じ込め防止等の備え
　法律事務所が入居している建物のエレベー
タ閉じ込め防止やリスタート機能の整備状況
について確認し、訓練に参加する。
エ　業務機器や家具の転倒防止
　法律事務所に設置されている業務機器、什
器・備品や家具などの転倒防止状況を確認す
る。
⑥ライフラインの確保
ア　 電気等ライフラインのバックアップ状況
の確認

　入居している建物および法律事務所内にお
ける電気・水道・ガスなどのライフラインの
バックアップ状況や、燃料等の備蓄状況につ
いて確認する。
イ　バックアップ燃料の補充体制の確認
　入居している建物の管理者に対して電気等
ライフラインが不足した場合の供給体制や供

時間帯別人員配置表（例） （員数）
部署名 総人数 平日昼間 平日夜間 休日昼間 休日夜間

弁護士 5 5 4 3 0

パラリーガル 2 2 1 0 0

訟務担当事務局 10 8 5 0 0

庶務・経理担当事務局 2 2 0 0 0

受付・秘書 1 1 1 0 0

特集：弁護士とＢＣＰ
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る作業と同一である。この点は、弁護士だけ
では把握は困難であり、事務局職員の協力は
欠かせない。
　訟務、庶務、経理、秘書等の各業務部門に
おいて、通常実施している各業務を列挙し、
各業務内容とその実施のために必要な資源
（物的設備、PC、人的資源（員数））について
整理を行う。
　分類　業務　担当者　必要な資源（人員、
場所、物品）
業務：  平時において実施している業務ごとに

洗い出す。その際、必要となる資源に
ついても情報をまとめておく。

【ステップ5】災害応急対策業務の整理
　現状や被害想定を踏まえながら、（通常業務
ではなく）災害応急対策業務を列挙して、各
業務内容とその実施のために必要な資源（人
員、場所、物品）について整理を行う。なお、
災害時には通常業務と災害応急対策業務に必
然的な関連性もあり、その境界はそもそも定
かではないが、当該状況になることも意識し
ながら整理をしていただくことが有益である。
【ステップ6】業務継続のための概要表の作成
①必要業務の整理・統合
　ステップ4、5にて検討を行った通常業務お
よび災害応急対策業務等について、概要表を
作成し、同一業務や関連のある業務ごとに並
べ替えを行う。
②優先業務の設定
　上記①において作成した概要表を基に、法
律事務所全体で議論を行い、BCPとしての優
先業務の設定を行う。通常業務の優先順位の
設定方法としては、下記のような切り口が考
えられる。
ア　設定例
・  身柄事件への対応は優先業務として継続す
る。
・  裁判所に係属している民事事件についての裁
判所との連絡調整は被災状況が一段落してか
ら再開する。
＜来客等への対応＞
・  現に法律事務所にいる来客への対応は、一時
滞在させることを基本とし、法律事務所が保

給可能な量について確認する。
【ステップ3】被害の想定
①法律事務所における被害の想定
ア　周辺環境の被害想定の確認
　地域防災計画を参考にしながら、発生する
被害内容、時間別の被災状況等について想定
を行う。

②弁護士・法律事務所内の被害想定
　「【ステップ2】現況の把握」により確認した
状況と、前述の被害想定から、法律事務所内
ではどのような被害や状況が発生するのか想
定する。すなわち、指揮命令系統は決めてい
るが、一部の者にしか知らしめていないため、
混乱が発生しそうであるとか、人員の確保に
ついては、夜間に発生した場合には、人員が
不足するとか、緊急時において1時間以内に参
集できる人員が全体の20%しかいないなどの
検討である。その他移動手段がどのようにな
り、法律事務所の業務（出退勤、必要な業務
上の送付など）にどのような影響が生じるか
なども検討する。また、特に停電が発生した
場合に、クライアント等へ連絡をするための
拠点となり得るか、そもそも業務を継続する
ための拠点となり得るか確認する。建物管理
者が非常用発電機を設置していると説明して
いても、電力の供給能力がどのようなもので
あるか、単に避難のための照明点灯用という
設備もある。十分な説明を求めて、対処を検
討することが必要である。その他、当該建物
内での対応が困難な場合に備えて、代替拠点
を想定しておき法律事務所内で情報共有をす
る。場合によっては他の法律事務所との連携
なども検討をしておくと有用である。
【ステップ4】通常業務の整理
　通常業務の中で、優先度の高いものについ
て整理を行うためには、その前に、どのよう
な業務を実施しているかを詳細に洗い出して
把握しておく必要がある。複数の事務局職員
を採用して事務分担を指示する際に必要とな

（時間）

発生直後 フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３ フェーズ４ フェーズ５

～６時間 ～７２時間 ～１週間 ～２週間 ～３か月 ３か月以降

（例）  電気、固定電話、携帯電話、インターネット通信、上水、下水、ガス、周
辺道路の状況などに区分して想定をすると良い。
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管する備蓄等の提供を行う。
・  予定していた来客や打合せ会議等について
は、原則として延期等の変更を行う（そのた
めの連絡方法についてはあらかじめ確認して
おく。）。
③目標復旧時間・実施レベル想定の考え方
　上記②により整理した概要表を確認しなが
ら、それぞれの業務について、目標時間（いつ
までに）・実施レベル（どの程度）の設定を行う。
設定を行う際には、情報収集やライフラインの
供給など各業務に関連する業務や対応につい
て考慮し、現実的な設定を行う必要がある。
【ステップ7】概要表の文書化
　優先業務について目標時間・実施レベルの
設定を行い、概要表を法律事務所として調整
した上で、災害時の具体的な行動の取りまと
めを行う。取りまとめとしては、業務名・方
針・担当部門・責任者・目標レベル・目標時
間・役割および活動内容・必要情報・物品・
場所・課題の項目を挙げて列記する。
【ステップ8】BCPの取りまとめ
　概要表について文書化を行った上で、最終
的なBCPとして、基本的な考え方などを定め
ておく。
　BCP文書の目次としては以下のようなこと
が考えられる。
＜策定の基本的な考え方＞
　BCPの方針と策定体制
　現況の把握
　被害の想定
　優先業務の抽出
＜BCP行動計画＞
　実施する業務内容
　目標実施レベル
　目標実施時間
　役割・活動内容
　実施に必要な資源
　課題
＜課題と今後の取り組み＞
　現況の課題と改善に向けた取り組み
　訓練・教育の取り組み
　点検・是正の取り組み
　見直しの取り組み

＜参考資料＞
　マニュアルなど

終わりに

～やはり、弁護士法律事務所もBCPを作ろう！～
　以上のとおり、弁護士法律事務所のBCPと
は何か、そして具体的な策定手順を検討して
みた。会員諸氏の中には、今でも、弁護士業
務は「災害時には弁護士は開店休業だ」と考
えている方もおられるかと思う。また、BCP
などなくても弁護士業務は、机と紙があれば
できる業務だから「BCPなど不要だ」と考え
る諸氏もおられるだろう。しかし、いずれも
本当にそうだろうか。仮に開店休業だと考え
るのだとしても、その開店休業時の事務所を
想像してほしい。事務局職員には出勤を求め
るのか、給料はどうするのか、依頼された事
件についてクライアントにどのように説明す
るのかなど検討する事項は少なくない。まし
てや、被災したら、開店休業ではなく事務所
復旧作業という新しい業務は不可欠であると
申し上げたい。また、BCPなどなくても弁護
士業務は継続可能と考える諸氏には、そのよ
うな自信があったとしても、事前に準備して
おくことが、より良い対処ができることにつ
ながり、弁護士にも事務局職員にも、そして
クライアントにも有益なこととなる、とお考
えいただけないだろうか。本稿ではそれらを
弁護士会員に検討していただく機会にするた
めのものとして提供したいと思う。
　やはり、弁護士法律事務所にもBCPは必要
である。ぜひ、「ひとまず作ってみる」と考え
て実践していただきたい。もちろん、最初か
ら完全なBCPなどに仕上げようと考える必要
などは無い。少しずつ、一歩ずつ、で結構で
ある。 

特集：弁護士とＢＣＰ
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