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CBCI 資格認定トレーニングコース

4日

コース概要

コースの目標

この4日間のトレーニングコースは、事業継続に関する独立
した知識体系である BCI の Good Practice Guidelines (GPG)
に基づいており、かつ ISO 22301 にも沿った内容となってい
ます。
このコースでは世界各国で標準的に用いられている事業
継続マネジメント（BCM）の手法を学ぶことができます。した
がって特に海外拠点をお持ちの企業であれば、このコース
で習得できる手法を導入することで、海外拠点における事
業継続計画（BCP）の導入に取り組みやすくなります。
また、このように国際的に認知されている手法を用いること
によって、海外の取引先に対して自社の BCM の取組状況
を説明し、理解を得ることが、より容易になります。
4 日間の講習のあと、5 日目には CBCI 試験を受けることが
できます（試験は英語による選択式筆記試験です）。試験
範囲は 4 日間の講習内容全てをカバーしており、これに合
格すれば BCM の実務者として国際的に通用する資格が得
られます。

こ の コ ー ス の 目 標 は 次 の と お り で す 。
世界各国で標準的に用いられている手法に基づくBCM の
実 践 に 必 要 な 知 識 を 理 解 し 、 身 に つ け る
CBCI 資格認定試験に必要な全ての知識を学ぶ

【参考】 BCI とその資格認定制度について
BCIとはThe Business Continuity Institute の略で、BCMの普
及啓発を推進している国際的な非営利団体です。1994年
に設立され、英国を本拠地として、世界100カ国以上で
9,000名以上の会員が活動しています。また BCI が編集・発
行している「Good Practice Guidelines」は BCM に関して世
界で最も広く参照されているガイドラインのひとつであり、こ
のガイドラインの内容に基づく試験に合格することで得られ
る資格「CBCI」は、BCM の実務者にとって必須の資格として
世界的に認知されています。
BCP Asia 社は、2008 年にこのコースに関するアジア太平洋
地域で最初の公認トレーニングプロバイダーとなって以来、
60 回以上の研修を実施し、1,500 人以上の専門家を育て
てきました。
BCI から認定され、これまで 90% 以上の CBCI 試験合格率
を誇る当社のベテラン講師が、本講座を担当させていただ
きます。

コースの対象者
実務で BCM に携わっておられる方々
BCM に関する仕事に就くことを目指しておられる方々

受講費
コース
料金
初回オファー：
2021年12月31日
までに登録し、
2022年1月31日
までに支払いま
す
通常料金

JP¥
278,800
(15％
割引)

JP¥
328,000

受験
料
JP¥
60,000

合計

JP¥
60,000

JP¥
388,000

JP¥
338,800

お問い合わせ
www.bcpasia.com
enquiry@bcpasia.com
(65) 6325 2080 / (60) 3 9212 4899

コース期間
5 日間（資格認定試験を含む）

Disclaimer: As in all of its products and services, BCP Asia provides high quality and/or industry-standard courses. BCP Asia, however, takes no responsibility for any misuse, misinterpretation and/or misapplication of any type of knowledge and/or information learned and/or acquired from any of our courses. Individual performance and/or capabilities are
taken into consideration by BCP Asia. Hence, results attained during and/or after taking any of our courses may indeed vary.
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コースの構成
BCM ライフサイクルの説明
BCM プログラムの開発、導入、運用管理に関してキーとな
る重要な局面の特定
BCM ライフサイクルを形成する、運用管理面および技術面
における、以下の 6 つのプロフェッショナル実践領域（PP）
に関する研修


モジュール 1： ポリシーおよびプログラムのマネジメント
（PP1）
• 事業継続プログラムの適用範囲の設定
• 事業継続プログラムの導入
• 外部委託された活動やサプライチェーンの継続
性に関するマネジメント



モジュール 2： 事業継続の適用（PP2）
• 事業継続に関わる人々に求められる力量やスキ
ル
• 教育訓練プログラムのマネジメント
• 意識付けのための活動のマネジメント



モジュール 3： 分析（PP3）
• 事業影響度分析（BIA）の目的と重要性
• 事業影響度分析の手法の開発
• 脅威のアセスメントを行うための手法とその成果
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モジュール 5： 導入（PP5）
• 事業継続計画（BCP）の開発と運用管理
• コミュニケーション計画の重要性
• 戦術レベルおよび実務レベルの対応計画に
関する要求事項



モジュール 6： 妥当性の確認 （PP6）

• 演習プログラムの開発
• 事業継続プログラムにおいて求められる、運用
管理のための活動の評価
• 事業継続プログラムをレビューする手法

追加情報
CBCI 資格認定試験（5 日目）
試験は 120 問の選択式で、制限時間は 2 時間です。
CBCI 資格認定試験に合格してから 3 年以内に、CBCI と
同等レベルとなる AMBCI （Associate Member）の年会費
を支払うことで、BCI から認定されます。さらに、より高い
会員資格である MBCI（Member）および FBCI（Fellow）の
取得を目指すこともできます。

モジュール 4： デザイン（PP4）
• 事業継続および復旧のための戦略・戦術
• 脅威を軽減・緩和する手法
• 緊急事態対応体制

Disclaimer: As in all of its products and services, BCP Asia provides high quality and/or industry-standard courses. BCP Asia, however, takes no responsibility for any misuse, misinterpretation and/or misapplication of any type of knowledge and/or information learned and/or acquired from any of our courses. Individual performance and/or capabilities are
taken into consideration by BCP Asia. Hence, results attained during and/or after taking any of our courses may indeed vary.
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