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Abstract: Business Continuity Management (BCM) becomes critical for both private companies and
governments, in which they prepare for emergency situations, such as big earthquakes and security
incidents. We propose an incident management system, which is based on a workflow management.
The system supports corroboration work among incident response teams in the early stage of the
incidents..
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１．

本論文では，事前に緊急時の対応方法を整理
し，「緊急対応シナリオ」として用意しておくこ
とで，最適なインシデント対応を可能とするワ
ークフローシステムを提案する．本システムを
活用することで，指揮者や各対応チームなどの
役割に応じて最適なタイミングで指示や情報を
提示し，現場作業の効率化を行うことが可能と
なる．また，本システムを事前の訓練に活用す
ることで「緊急対応シナリオ」を洗練し，危機
対応能力を向上させることが可能となると考え
られる．

はじめに1

近 年 ， 事 業 継 続 計 画 (Business Continuity
Plan, 以下 BCP)の必要性が注目を集めている．
事故や災害などの外的要因から事業の継続性を
保証し，組織活動が継続可能なような計画の策
定や実施が全ての公官庁，自治体や企業に求め
られるようになっている．このため，内閣府で
は専門委員会を開催し，BCP の策定ためのガイド
ライン1)を公開している．また，計画だけでなく
そのマネジメントの側面からトータルに事業継
続性を担保するための仕組みとして Business
Continuity Management (BCM)の概念も提唱され
2)
，その必要性がわが国にも認識されるようにな
りつつある．
また，BCM の実践を想定した場合，特にイン
シデント初期の対応は非常に重要といわれてい
る．実際に，初期対応に失敗すると被害規模が
１桁以上大きくなる可能性もあり，的確な初期
対応を行うことがより強く求められるようにな
ってきている．
他方，大規模なインシデントに対しては，複
数人または複数チームでの対応が必要になるが，
通常の業務とは全く異なる対応処理が必要にな
ることから，チームとして適切な対応を実施す
るためには事前の訓練が求められる．
1

２．

インシデントマネジメントの概要

図１にインシデントマネジメントの基本的な
概念を示す．一般に，インシデントマネジメン
トは以下の４つの対策3)に大別される．
１．被害軽減(Mitigation)
被害軽減では，そもそものインシデントが発
生する可能性を最小化する活動を行う．
例えば，災害対応の場合，洪水に備えて堤防
を強化する活動は「被害軽減」に位置づけら
れる活動である．
２．準備(Preparedness)
「準備」では，インシデントが発生すること
を前提に，被害を最小限にするための活動を
行う．
災害対応の場合には，災害に備えて災害対応
計画を策定することや，予め避難所を用意し
ておく活動は準備に位置づけられる．
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３．対応(Response)
「対応」では，インシデント発生時に的確に
対応し，被害の規模を最小限に抑える活動を
行う．
災害対応の場合，消防の消火活動や救助隊の
救出活動などは「対応」に位置づけられる活
動である．
４．復旧(Recovery)
「復旧」は，被害を受けた都市や人を，イン
シデント発生の前の状態に戻す活動である．
再び被害を受けることがないように，同時に
軽減活動を行う場合も多い．
準備
（Preparedness）
１

インシデント
インシデント
発生
発生

対応
（Response）

２

インシデントマネジメント
４つの対策

被害軽減
（Mitigation）

実施の抜け漏れがなくなる．
(B) 対応
対応段階では，対応計画に従って計画項目の
実施を進める．
多くの対応計画の場合には，関連情報の収集
から始まり，対応レベルの判断，対応行動の決
定，関係者への周知や指揮命令などの処理を，
手順を踏んで進めることになる．
従来は情報収集システムや指揮指令システ
ムなどの情報収集系システムおよび通信系シ
ステムの IT 化が実施されているか，意思決定
の支援に関しては，対応計画を理解した上で人
間が判断する方法が取られていた．
ワークフローとして，定型的な処理をシステ
ム化することで，抜け漏れの防止や，判断の質
の向上が期待される．

３

３．

４

システムの設計方針

3.1 システムの概念
本項では，提案するシステムの全体構成を示す．
まず，プロトタイプである「緊急時指揮支援シス
テム Gurukun システム（以下，Gurukun）」をもと
に，その概念を図２に示す．

復旧
（Recovery）

図 1 インシデントマネジメントの４つの対策

提案するシステムは，準備および対応の段階で
利用する．すなわち，以下のユースケースを想定
している．
(A) 準備
準備段階では，対応計画の策定および検証が
実施される．従来は，対応計画は書類としてま
とめられ，関係者に周知される．作成された計
画に従って，対応の事前準備が進められる．場
合によっては，計画の検証および訓練のため，
図上演習が実施される場合もある．
本システムは，作成した対応計画を「シナリ
オ」と呼ばれる流れ図（ワークフロー）の形式
でシステムに格納しておく．ワークフローには，
作業項目ごとに，その実施者（チーム）および
実施の順序関係やタイミングなどを記述する．
ワークフローに沿って実行可能な形式で対応
計画を管理することで，以下のメリットが生ま
れる
・紙の計画書に比べ，ワークフローとして定式
化することで，曖昧性がなくなり整理が進む．
特に，作業項目の実施主体および責任の所在
が明確になる．
・図上演習の際に自動的に手順が示されをため，

2

インシ デント対応シナリオ

①シナリオ登録
事前にインシデントへの 対応シナリオを
作成してGurukunシステムへ 登録して おく 。

②インシデント発生通知
インシ デントの 発生をGurukun
システムに 通知することで、
状況に応じたシ ナリオが起動する。

Gurukunシステム
イン シデ ント発生

④回答

③やるべき事の表示

ユーザはGurukunシ ステム
からの指示に回答するこ とで
状況を通知する 。

状況に応じてGurukun シ ステムが
やるべき事を判断してユーザへ
知らせる。

図 2 システムの概念図

① インシデントへの対応計画をもとに，想定さ
れる状況に応じて複数のシナリオを作成し，
システムに登録する．
② インシデントが発生した段階で，状況に最適
なシナリオを選択し，起動する．
③ シナリオに記述されたワークフローに従って，
利用者に「やるべきこと」などが示される．
④ 利用者からの回答に従って，シナリオ中の分
岐先を選択し，場合によっては新たな対応シ
ナリオを実行する．

社会におけるAI研究会（第四回）
SIG-SAI-004-01

3.2 ドメインに特化したワークフローの記述
ワークフローの記述については，基本的に一般
のビジネスワークフローと同様の記述が必要と
される．しかし，緊急時に意思決定に利用すると
いう条件を考慮して，以下の概念をドメイン定義
として導入することとした．
(A) フェーズ（大項目）
インシデント対応計画の実施状況を把握する
ため，計画全体像が大域的に分かると理解の助
けになる．そこで，インシデント対応計画の大
項目をフェーズと定義した．
図３にフェーズを含めたシナリオ定義の概念
を示す．全ての実施項目は必ずどこかのフェー
ズに属する．

図 4 メインフロー図の記述例

(C) 処理項目の種類（質問，すべきこと，重要情
報など）
ワークフロー中の処理項目で最も多く使われ
る重要な処理を取り上げ，ドメインに特化した
記述とした．
「質問」
画面の「質問」エアリに表示され，ユーザか
ら「はい」または「いいえ」の回答を得る．
回答内容によって，処理の流れを分岐される
ことが可能である．
「すべきこと」
画面の「すべきこと」エリアに表示され，ユ
ーザから実施の確認を得る．
「重要情報」
画面の「重要情報」エリアに表示され，ユー
ザに提示される

シナリオ
開始ノード

フェーズ１
条件分岐
ノード

メッセージ表示ノード
（重要メッセージ）

メッセージ表示ノード
（確認メッセージ）

フェーズ２
メッセージ表示ノード
（確認メッセージ）

終了ノード

図 3

シナリオの構成例

(B) メインフロー
フェーズの組み合わせで，シナリオ中の処理
フロー全体を示したものを，メインフローと呼
ぶ． 図 4にメインフォロー図の記述例を示す．
メインフロー図上でどのフェーズを実施中で
あるかを知ることで，計画全体の進捗状況の概
要を知ることが可能となる．
また，複数の処理を並行して実施するフロー
も記述可能である（並行実行）．このため，実
行中のシナリオのある時点でのスナップショ
ットを取った場合，複数のフェーズを同時に実
行している場合もありえる．

(D) ロールとユーザの割当て
ワークフロー中の処理項目を担当する人ま
たはチームを「ロール」と呼ぶ．シナリオ実
行に必要なロールを，シナリオ実行前にユー
ザに割り当てておくことが必要とされる．
１個のロールに対しては複数人のユーザを
割り当てておき，割り当てられたユーザの誰
かが処理を実行することが可能である．また，
逆に１人のユーザに複数のロールを割り当て
ることも可能である．前者は正・副担当者に
役割を割り当てておき，そちらか早く処理で
きる人が処理をするような場合に役立つ．後
者は，訓練などの場合に誰かの役割を兼務し
て実施するような場合に有効である．

3

社会におけるAI研究会（第四回）
SIG-SAI-004-01

XML を基礎とした jPDL4)をもとに，上記の概念を
取り入れたドメイン記述定義用の言語を制定し，
GDSL（Gurukun Domain Specific Language）と名
づけた．後述の処理エンジンはシナリオの定義用
の言語として，GDSL を採用している．
４．

4.2 Web クライアントの画面設計
図 6に操作画面の例を示す．
先に述べた重要な実施項目である「質問」，「す
べきこと」，および「重要情報」については，そ
れらの項目の種類を明確にするため，画面上で左
側のエリアの決まった場所に表示を行うことと
した．また，画面の右側にメインフロー図を表示
し，図中に実施中のフェーズを明示することで，
全体フロー中のどの部分を実施中であるかを確
認することが出来るようにした．

プロトタイプシステムの実装

4.1 システムアーキテクチャ
緊急時の意思決定支援に供することなどを考
慮して，システムであることを構築にあたり，以
下の要件を満たすべくソフトウエアアーキテク
チャの設計を行った．
(1) 信頼性が高く，故障した場合にもすぐに回
復できること．
(2) 従来のシステムと連接が容易に行えること
(3) なるべく手軽にシステム構築が出来るよう
に既存のソフトウエアコンポーネントを利
用すること．
プロトタイプシステムのシステム構成を図 5
に示す．
本システムは，Web アプリケーションの構成を
とっている．すなわち，ユーザは Web クライアン
トから Web ページを操作することで本システムを
利用する．更に，サーバ側は Web サーバ，アプリ
ケーションサーバ，データベースサーバの３層構
造を採用した．
システムのコアとなるワークフローのエンジン
には，オープンソースソフトウエア（OSS）の中
から，利用実績と信頼性を考慮し，JBOSS プロジ
ェクトの jBPM を採用した．他に OSS のワークフ
ローエンジンとしては Bonita5)が有名であるが，
機能的にはどちらも遜色が無い．

図 6

図 7に進捗状況管理画面を示す．
進捗状況管理画面は，全体の処理をチェックリス
ト形式で確認したいという要望に応えて設計し
た．この画面ではシナリオの含まれる全ての項目
を一覧表の形式で表示している．各項目の状態
（実施済み，対応待ち，未実施）を確認すること
が可能である．また，割当てロールごとに各項目
状態の確認を行うことが可能である．

WEBクライアント

クライアン
ト機能

携帯クライアント

WEBクライアント機能

Javaアプリケーション
WEBサービス

ユーザ管理機能

シナリオ実行機能

データベースサーバ
コア機 能

シナリオ管理機能

外部システム連携機能

外部システム

セキュリティ管理機能

Gurukunシステムサーバ

図 5

操作画面の例

システム構成図
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図 9 初期画面(PCR)
図 7

進捗状況の管理画面例

５．

5.2 FD によるインシデントの確認
RCR からの通知の応じて FD では現地に向かい確
認を行うように促す指示が出る(図 10)．また PCR
に対しては FD からの報告を受けて火災の通報が
誤報でないことを確認するように指示する(図
11)．

シナリオ実施例

本章では，火災対応のシナリオを例にシナリオ実
行の様子を説明する．
図 8に工場火災の対応シナリオの前提条件を示
す．隣接する複数のタンクを有する工場内で火災
が発生し，対応が必要となる．全体の統括を担当
する「プロセスコントロールチーム(以下 PCR)」
および消化活動など実際の作業を担う「消火チー
ム(以下 FD)」が連携して対応を行う．
メインフローは図 4に示した８個のフェーズか
ら構成される．
以下，フローに従って処理の流れの概要を示す．
●工場内
●工場内
インシデント
インシデント

対応チーム
対応チーム

風向：北西
プロセスコントロールルーム（ＰＣ Ｒ）

隣接するタンク

X
Y

Z

図 10最初の指示(FD)

報告・指示

内的・外的の様々な要因により
時間とともに刻々と
状況は変化していく。
消火チーム（ＦＤ）

図 8 工場火災シナリオの例

5.1 PCR からのインシデント通知
最初に PCR により災害発生場所（タンクのどれ
か）の通知が行われる．質問事項でタンクの場所
を選択すると，処理が火災発生場所に応じたシナ
リオに分岐する．図 9に PCR の画面例を示す．
図 11 確認指示(PCR)
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5.3 FD による一般的な消火
火災の発生を確認し，手に負える規模である場
合には，FD に対して，「一般的な消火」の指示事
項が出る．同時に，PCR に対しては，FD が一般的
な消火を実施中である旨が「重要情報」に表示さ
れる．
FD に対して質問事項として，「火災が拡大して
いるかどうか」を聞いているが，拡大した場合に
は，「はい」を回答することで，外部の機関をま
き込む「高度な消火」フェーズに推移する(図 12)．

図 13 高度な消火の指示(FD)

図 12 一般的な消火(FD)

5.4 高度な消火
図 14 高度な消火と避難の指示(PCR)

火災の延焼が拡大している場合，自衛の FD だけ
では対応が不可能であるとの判断を行うと，高度
な消火フェーズに移行する．移行に伴い，まず，
両方のチームに高度な消火フェーズに移行した
ことが重要情報で表示される．
このフェーズでは，FD に対しては，高度な消火
装置を利用したり，爆発の恐れのあるタンクの内
容物を他に移すような，より高度な活動の指示が
出る．同時に，外部機関との連携動作の指示が行
われる（図 13）．
一方，一般的な消火フェーズでは静観していた
PCR に対しても，外部機関への連絡や，場合によ
っては自治体を巻き込んだ周辺住民への避難の
指示などが出される（図 14）．

5.5 鎮火と後片付け
火災の鎮火が確認できれば，鎮火フェーズを経
て後片付けのフェーズに移行する．
以上，フェーズを追って説明したように，２つ
のチームがシナリオに沿ってお互いに状況を確
認しながら処理を進めることが可能になる．
６．

課題

現在，プロトタイプシステムの評価を実施中で
あるため，ここでは現在までにあがっている課題
について述べるにとどめる．
特にシナリオ作成に関して課題が多いと考えて
いる．
6.1 シナリオ作成の効率化
シナリオの作成は対応計画のブレークダウンと
項目への分解が必要になる．この作業は機械的な
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作業ではないため，インシデント対応計画作成に
関する知識を要する．
また，一からシナリオを作成するのではなく，
既存のシナリオを再利用することで効率が上が
ることが期待される．このため，シナリオを格納
するレポジトリを作成し，類似シナリオの検索機
能や編集機能を充実することが必要になる．また，
シナリオを部品として扱えるように，シナリオの
作り方をモジュール化するなどの工夫も必要に
なると考えられる．
6.2 シナリオ入力の効率化
現在，シナリオの作成には以下の２種類の方法が
可能である．
(1) GDSL で直接シナリオを記述する
最も単純な方法で汎用性も高いが，XML の
記述が冗長かつ煩雑であるため，生産性が低い
という問題点がある．
(2) 簡易入力ソフトを利用する
効率化のため，表計算ソフトのマクロを利用
したシナリオの簡易作成ソフトを準備した．本
方式では単純に実施項目を投入するだけでシ
ナリオが作成可能であるが，複雑な処理を記述
することが難しいという問題点がある．
(1)，(2)どちらの方法に関しても欠点があるため，
より高度な編集機能が必要であると考えられる．
このため，ユーザが普段使っているフローチャー
ト形式でシナリオを入力することが可能な編集
機能（エディタ）を準備することを計画中である．
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6.3 シナリオの検証方法
緊急時に利用することを考慮すると，作成した
シナリオの妥当性を事前に検証することは非常
に重要な課題である．
シナリオのシンタックスレベルのチェックは，
XML の定義ファイルから自動化が可能である．し
かし，処理の妥当性に関する検証は別に必要であ
る．例えば，質問に対して無限ループして先に進
まないシナリオもシンタクス的には正しい．
これらのチェックを行うためには，通常のプロ
グラムを試験する方法と同様の手順が必要にな
る．このため，レビューなどの人手によるチェッ
ク方法や，予めテストパタンを記述しておき，試
験を自動化するなどの方法が有効であると考え
られる．
７．

いてグループワークの支援を行うことが可能で
ある．
具体的なシステムの実装について述べた後，具
体例として，火災対応シナリオについて説明した．
本システムは，実ユーザに導入することが決ま
っているが，現場のフィードバックを受けて，評
価を実施することが必要であると考える．

まとめ

本稿では，インシデントマネジメントを効率化
するため，ワークフローシステムを提案した．提
案したシステムは，準備および対応フェーズにお
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