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大規模災害に対する早期機能回復の
ための情報システムのあり方と構築
方法に関する共同研究

1.

研究目的

わが国は地震や大雨等による自然災害が多く発生
し，その対策に取り組んできた歴史があり、災害に
対し被害を発生させない「防災」の視点でハードウ
ェアの整備がなされてきたが，平成 23 年に発生した
東日本大震災では下水道施設をはじめ，多くのイン
フラ施設が甚大な被害を受けた。このことから，地
震対策の強化が進められ，ハード対策とともにソフ
ト対策の強化が求められており，国においてもＢＣ
Ｐ策定等のソフト対策を進めている。これらを踏ま
えて，本研究では下水道ＢＣＰ等の活用により，大
規模災害時において被害を受けた下水道の機能を，
早期回復させるための情報システムのあり方と構築
方法について整理することを目的に調査研究した。

2.

研究体制と研究機関

2.1 研究体制
(株)東芝，(株)日立製作所 ，三菱電機(株)， (株)
明電舎，メタウォーター(株) ，ならびに本機構の 6
者で共同研究を行った。
2.2 研究期間
平成 24 年 4 月～平成 26 年 3 月(2 年)

復させるための情報システム（以下，早期機能回復
支援システム）のあり方を，3.2 にシステムの構築
方法等について示す。
3.1 システムのあり方
3.1.1 下水道ＢＣＰと情報
大規模災害時には下水道事業の継続に関わるリソ
ース（資源）に制約が生じる。このため，リソース
の制約等，各事業体の実情を踏まえて事業継続に必
要な計画として，下水道ＢＣＰ（事業継続計画）が
策定される。
下水道ＢＣＰは，発災直後の業務立上げ時間の短
縮や業務レベル向上を図り，より高いレベルで業務
を継続する状況を整えるために，優先実施業務を特
定し，この業務継続に必要な資源の確保・配分や，
そのための手続きの簡素化，指揮命令系統の明確化
等について必要な措置を策定するものである。早期
機能回復支援システムは図－１に示すとおり，発災
後のＢＣＰの業務レベルの向上，対応時間の短縮に
つなげる効果が期待できる。
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東日本大震災の事例においても，広範囲で下水道
施設に被害が生じているが，ＢＣＰ策定した下水処
理場では平均初動時間が大きく短縮される効果があ
った。このことからも，ＢＣＰを基本にこれらの情
報を具体的に整理することで，効果的な早期機能回
復支援システムを構築できると考える（図－２）。

図－２ ＢＣＰ策定状況と平均初動時間（下水処理場）
3.1.2 システムに必要な情報
下水道事業の早期機能回復を図るためには，下水
道ＢＣＰを確実かつ速やかに遂行することが重要で
あることから，「下水道ＢＣＰ策定マニュアル 第２
版（地震・津波編）」
（平成 24 年３月，国土交通省水
管理・国土保全局下水道部）に基づく，
「非常時対応」
「事前対策」
「訓練・維持改善」の３つの視点の情報
が重要となる。また，下水道ＢＣＰを具体的に運用
していくには，ヒト・モノ・情報等の「リソース」
の視点が不可欠である。これらを踏まえて４つの視
点で情報を収集・整理して活用することが必要とな
る（表－１）
。
表-１

3.1.3 ヒアリング等を通じた要求機能の整理
地震災害により被災した自治体や被災した自治体
を支援した団体等にヒアリングを行い，具体的にシ
ステムに必要な機能のあり方等を検討した。ヒアリ
ングは，被災者側に行うとともに，状況をより客観
的に捉えている可能性のある被災者支援者側にも実
施した。
ヒアリング内容から，早期機能回復に向けての課
題や潜在リスクを抽出し，これらを速やかに対処す
ることで，被災施設を早期に機能回復させることが
可能と考えられる。
検討の結果，大規模災害発生後の被害状況の把握
から緊急措置および応急復旧までを通じて，ヒアリ
ング結果から得られた下水道機能の早期回復システ
ムの構築に向けて取り組むべき要求機能を，
「災害対
応を想定した情報整理と訓練」
「災害に強いデータ保
管や通信手段の確保」
「関係者との情報共有」の３つ
に整理した。
3.1.4 民間企業の連携
民間企業では，災害時に支援部隊を編成し，処理
場等の早期復旧を行うための体制を整えている企業
が少なくない。また，ＢＣＰを策定し，自らも災害
時の体制を整えている。このことから，民間企業と
の情報連携を図ることで，より効率的な復旧につな
がることが可能となる。本システムを検討する際に
は，民間企業との情報連携を考慮することが重要で
ある。

ＢＣＰと情報種類例
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3.1.5 機能要件等
（１）対象利用者
下水道施設における早期機能回復支援システムの
想定する利用対象者は下水道部局職員、関連他部局
職員、支援自治体・団体等の支援者、協定締結民間
企業の４者とした。
（２）利用場所・利用形態
早期機能回復支援システムは自治体庁舎や災害対
策拠点等の事務所，下水処理場・ポンプ場等の事務
所や作業現場での利用が考えられる。また，支援自
治体・団体や協定締結先の民間企業等の事務所での
利用も考えられることから，通常の電話やパソコン
等でも利用できるシステムとした。
（３）機能要件
3.1.3 に示したように，早期機能回復支援システ
ムには，「災害対応を想定した情報整理と訓練」「災
害に強いデータ保管や通信手段の確保」
「関係者との
情報共有」の３つの機能が必要である。また，災害
発生後の緊急措置，応急復旧時においては，混乱す
る現場で下水道ＢＣＰに基づく行動を利用者が円滑
に行える環境を確保することも重要である。このた
め，災害発生後の環境と上記機能の一部である「訓
練」と合わせて「下水道ＢＣＰの支援」機能要件と
して整理した。さらに情報はネットワークを通じて
扱うことから，
「情報セキュリティ」を確保すること
が求められる。
このことから，
「災害対応を想定した情報整理」
「災
害に強いデータ保管や通信手段の確保」
「関係者との
情報共有」「下水道ＢＣＰの支援」「情報セキュリテ
ィの確保」の５つを本システムに必要な機能要件と
した。
3.2 システムの構築方法等
3.2.1 システム概要
早期機能回復支援システムは，大規模災害に直面
した下水道施設において，限られた人員体制や必要
な情報が不足する状況の中，早期機能回復に向けて
活動する下水道関係者を支援する情報システムであ
る（図－３）
。
対象とする業務は，事前準備から応急復旧までと
するが，システムの導入検討時にはシステムの習熟
や稼働効率性向上のため，通常時の利用も考慮する。
事前準備においては，下水道ＢＣＰ計画と早期復旧
に必要な情報の収集・整理を行い，システムに登録・
保管を行う。災害発生後は，復旧に関する各作業を

遅滞なく正確に進められるように，現場の被害状況
の把握を支援し，ネットワークを利用した被災状況
の情報共有を行う。

図－３

早期機能回復支援システムの概念

3.2.2 システム機能
現実的に被災後，速やかに下水道の機能を回復す
るためには，迅速に被害を把握すること，適切な緊
急措置を実施することなど，それぞれの場面で必要
な情報や対応も異なる。このため，3.1.5（３）の機
能要件をそれぞれの段階（時間軸）に沿って，図－
４のとおり「被害把握機能」「緊急措置機能」
「ＢＣ
Ｐ支援機能」
「情報セキュリティ機能」の４つの機能
として整理した。

図－４

早期機能回復支援システムの概要

（１）被害把握機能
被災直後に，被害状況の早期把握を支援する機能
である。被害状況の把握は，職員の巡回による目視
点検で行われることが多い。そのため，通常時から
日常の維持管理業務に使用し，その延長として被害
状況を把握できる機能とすることで，被災時にも普
段使い慣れたシステムとして利用できるものとする。
本機能で扱う情報は，施設の被害状況（場所・内
容・程度）の文字，写真，映像等である。収集した
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被害状況は，関係者が直ちにネットワークを利用し
た情報伝達や情報共有による把握ができるものとす
る（図－５）
。
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図－５

現場調査における機能例

（２）緊急措置機能
上記機能で得た被害状況をもとに，下水道施設の
最低限の機能確保のための緊急措置業務（設計・手
配）を支援する機能である。上記と同じく，通常時
は設備故障時等の対応業務に使用し，被災時にも使
い慣れたシステムとして利用できるものとする。
本機能で扱う情報は，被害状況に関連する既設情
報（台帳・図面）
，予備品管理状況，資機材管理情報
等である。担当者はこれらの情報を事前に保管・管
理し，緊急措置が必要な施設をどのようにして修復
するかの意思決定を行えるようにする。扱う情報は，
統括して画面表示等ができるようにし，ネットワー
クを利用した情報伝達や共有によって，関係者間で
の認識を統一するとともに，外部からのアドバイス
が得られるようにする。

（３）ＢＣＰ支援機能
各自治体等で策定された下水道ＢＣＰの実行と進
捗状況の管理を支援する機能である。通常時は訓練
に使用し，ＰＤＣＡのサイクルを回す事によって，
下水道ＢＣＰをレベルアップさせる。ＢＣＰ工程の
進捗管理を，管理者および職員間でビジブルに行え
るようにし，各自に対し，マニュアルや体制等のＢ
ＣＰ実行に必要な情報の提供を行う。また災害時に
は，熟練した職員が被害を受けたり，交通事情によ
り出勤できないことも想定される。熟練した職員の
技術を補完して継承するため，誰もが緊急時対応に
関するノウハウを文書データや画像データとして一
元管理を行う。一元管理されたデータ保管に関して
は，被災時を想定したバックアップ対策を施す必要
がある。
本機能では，下水道ＢＣＰを事前にインプットデ
ータとして入力し，施設等の被害ごとに行動項目と
達成しなければならない目標時刻を記した業務フロ
ーを表示し，進捗状況の見える化を図ることで，下
水道ＢＣＰの達成状況を管理する。これにより現在
の状況を把握した上で，次の意思決定を支援する機
能を持つ（図－７）
。

図－７

ＢＣＰ支援機能のイメージ

（４）情報セキュリティ機能
早期機能回復支援システムは個人情報等の機密情
報を扱うことがあることから，各自治体のセキュリ
ティポリシーに基づき，ウィルス対策や不正アクセ
ス対策を施すものとする。また職員の権限によって
アクセス制限や機能の利用制限を設ける等の情報の
保護を行う（図－８）。

図－６

設備台帳管理画面のイメージ
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しての活用も可能となる。

図－８

情報セキュリティ機能の構成イメージ

3.2.3 通常時活用
通常時からシステムに慣れておくことで，災害時
に必要な情報管理が確実に実施でき，万が一の災害
時にも，その後の工程を遅らせることなく対応がで
きる。さらに通常業務の効率化にもつながり，本シ
ステムのＢ/Ｃも向上することが期待できる。
上記を踏まえ，下水道の機能を早期に回復するシ
ステムには，災害時対応の円滑化やシステムの効率
化を図るためにも，災害時のみならず通常時から業
務システムとして活用できることが求められる。
早期機能回復支援システムにおける上記（１）～
（３）の機能は，通常時においてアセットマネジメ
ント支援，維持管理業務支援，防災訓練支援等に使
用できる（図－９）
。アセットマネジメントや維持管
理に向けたデータベースおよび業務システムが既に
構築されている場合には，早期機能回復システムへ
の拡張が，比較的容易に行えると考えられる。
（災害時向け）

早期機能回復支援システム
緊急措置機能

（通常時向け）

アセットマネジメント支援

維持管理業務支援

訓練・維持改善支援

図－９

・地図データ 等
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ＢＣＰ支援機能

・備蓄リスト 等
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・点検データ 等

・作業進捗情報 等

・運転データ 等
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・ＢＣＰ評価 等

・連絡先リスト 等

早期機能回復支援システムの通常時および
災害時の活用イメージ

（１）アセットマネジメント支援
早期機能回復支援システムには，災害発生後の緊
急措置，応急復旧時に台帳・図面管理等の情報に基
づく機能回復計画の立案と業務遂行を支援する機能
が含まれる。この機能には，施設情報を事前登録す
る必要があることから，台帳システムとして活用で
きる。また，下水道施設の施設情報に点検情報を付
与することでアセットマネジメント支援システムと

（２）維持管理業務支援
早期機能回復支援システムには，被災時の施設状
況を把握する機能が含まれることから，通常点検を
支援するシステムとしても利用できる。また，包括
的民間委託を行っている施設においては，災害時に
も情報の共有化の確保が求められる。これらは，通
常時にも民間事業者が契約事項を順守して施設運用
を行っているかを定常的に把握・評価する機能とし
ても活用できる。
（３）防災訓練支援
早期機能回復支援システムは，災害時における下
水道ＢＣＰの業務遂行を確認する機能や過去の災害
情報を踏まえた情報を蓄積する機能を持つ。このた
め，防災訓練を計画する際に，シミュレーションと
して活用することで災害時発生事象を検討すること
ができる。また，ＴＶ会議等を利用して訓練時の業
務進捗状況を確認することも可能となる。
3.2.4 導入計画
早期機能回復支援システムの計画は，以下の手順
で各項目の検討を行う。
（１）基本方針
早期機能回復支援システムの導入に向けて，基本
方針を検討する。ここでは目的および対象とする施
設や設備範囲を明確化する。各自治体で策定された
下水道ＢＣＰに沿い，本システムの運用方法につい
て整理・分析する。早期機能回復支援システムの機
能は，すべて整備することが望ましいが，それが難
しい場合は必要に応じて緊急性および経済性を考慮
して，段階的に整備することができる。
基本方針の検討内容は，
「導入目的」および「対象
業務範囲・施設範囲」について検討を行う。
（２）基本設計
早期機能回復支援システムの基本設計は，システ
ムで必要なデータの検討を行った後，導入する機能
構成に基づいて必要となるハードウェア構成，ハー
ドウェア容量等を概略決定し，導入場所や必要スペ
ース等を検討する。近年発達してきている，クラウ
ド等のネットワークを経由したアウトソーシングの
形態の導入も可能である。
また基本設計は「データ整理」「機能構成」「シス
テム構成」
「電源の確保」について検討を行う。
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（３）システム設計
早期機能回復支援システムの設計は，基本設計の
内容に基づいて導入するシステムのハードウェア構
成，ソフトウェア機能について具体的に詳細検討す
る。本システムに既存の監視制御システムからデー
タを取り込む場合は，既設システムとの適合性の検
討を行い，必要に応じてハードウェア，ソフトウェ
アの機能追加の検討を行う。
早期機能回復支援システムの構成例を図－10 に
示す。小規模都市を想定した構成例で，処理場内で
クローズできる場合である。場内のＬＡＮで情報伝
送を行う。

存に際しては，データサーバの冗長化やクラウドサ
ービスの利用等，扱う情報量，利用環境，経済性等
を考慮して総合的なバックアップ対策を検討する。
（３）通信インフラの検討
通信インフラの種類については，回線の信頼性，
経済性を考慮し総合的に判断する。被災後，対策本
部を他場所に移転せざるを得ないことが想定される
場合は，移転先でも通信回線が確保できるよう，通
信事業者の回線等を考慮する。

4.

まとめ

本研究では、災害時に被害を受けた下水道機能を
早期に回復するだけでなく、通常時のアセットマネ
ジメント管理にも活用可能な情報システムのあり方
を検討した。また、本システムの導入により策定済
の下水道 BCP を効果的に見直すことも可能である。
今後この技術が自治体等で実用化し，普及すること
で下水道事業のリスク管理等が向上していくことが
期待される。

図－10

早期機能回復支援システムの構成例

3.2.5 システム設計時の留意事項
（１）情報信頼性の確保
下水道ＢＣＰを実行する際に，複数人による照査
や管理・監督者の承認が必要な事項については，ワ
ークフローに従って電子承認が行える機能を，必要
に応じて設けるものとする。特に，重要な情報・書
類に位置づけられるものは，変更履歴を残せるよう
にし，その都度承認行為を行うように考慮する。ま
た，誤情報については，情報が誤りだと分かった時
点で，その情報が誤りだとわかるように表示できる
よう検討する。
（２）情報喪失に対する対策
本システムで扱う情報，特に既設情報（図面，台
帳）が災害によって喪失した場合，早期回復に大き
な支障が出ると考えられる。したがって，データ保
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