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2014.09 

第 195回 月例研究会 ２０１４年９月１８日開催 

会員番号 ０４３６ 大石正人 （当協会理事） 

 

【講演テーマ】首都直下地震の被害想定の警告～情報システムのバックアップは本当に機能するか～ 

【講師】東京海上日動リスクコンサルティング株式会社 上席主席研究員 指田朝久氏 

【日時】2014年 9月 18日(木曜日） 18時 30分～20時 30分 

【場所】機械振興会館 地下 2階 ホール 

【講演骨子】講師より 

 2013年末に公表された政府の首都直下地震の被害想定は東日本大震災を踏まえて前回2005年に公表された想定

を大きく変えている。しかしながらその被害想定の内容はあまり認識されていない。 

本セミナーでは今回公表された被害想定を解説し、企業はどのように対応すればよいかについて提言する。このよう

に書くとありふれた内容に思われるかもしれないが、政府は首都直下地震につきかなり踏み込んだ被害想定を行った

ことを理解していただきたい。 

政府は今回はじめて具体的なライフラインの途絶時間を公表した。その内容をみると情報システムの稼働に大きな

影響を与える電力の被害想定が大幅に悪化したことがわかる。また通勤困難、飲食料入手困難さらに非常用発電機

に不可欠な燃料の調達困難などがあり、これらを含め政府は過酷事象も想定外としないように求めている。 

それを踏まえると首都圏における経済活動が困難であり、企業はこれらを正しく踏まえたＢＣＰを構築することが必要

である。 

 

【講演概要】 

１．政府等の主な取り組み 

 この 1年、政府は政策的に法律改正等に取り組んできた。最も大きいもののひとつは①「国土強靭化基本法」であり、

新たな国土軸の創出がうたわれています。また②災害対策基本法について、自治体の広域応援等を盛り込んだ改正

の実施、③首都直下型地震対策特別措置法の制定、④南海トラフ地震に係る地震防災対策に関する特別措置法へ

の改正（特措法の一本化）、⑤大規模地震防災・減災対策大綱の制定（地域別５大綱の統合）も図りました。一方経団

連も、防災に関する委員会が 2014年 2月に報告書「企業間のＢＣＰ／ＢＣＭ連携の強化に向けて」を出し、規制緩和、

時限立法での対応など、産業界としての申し入れを行ったところです。 

 

２．首都直下地震の想定の変更要点 

 2013年に変更された首都直下地震の想定の要点は以下の通りです。 

① 2005 年に想定された東京湾北部地震は当面発生しない－最新の地震学知見で関東大震災時に同震源域も同

時に活動していたことが判明。 

②発生時期が近付いていることは事実だが、震源は特定できない－企業、行政は各々の主要拠点直下での地震発生

を想定した取り組みの必要性を示唆。 

③想定マグニチュードはＭ７．３と不変－阪神・淡路大震災の規模を踏襲したものに過ぎず、それ以上にならないとい

う保証はない。 

④南関東地震（Ｍ８．２、関東大震災の再来）は切迫せず－絶対ないと言い切れないので、耐震化などの対策は進め

るべき（高層ビルの長周期地震動対策、東西動脈の分断対応）。 



 November 2014                              日本システム監査人協会 会報 

 

日本システム監査人協会 会報                                   19 

⑤津波想定は東京湾入口で津波高１０ｍ（外房など太平洋岸の大津波避難計画の策定）、湾内１～２ｍ 

（東日本大震災時と同じ）－南関東地震、延宝房総沖地震等の再来を想定した内容。 

 

 この結果、被害想定についても、以下のように変化しました（支障率は地震発生 1日目の想定）。 

項目 2013年新想定 東京南部 2005年東京湾北部 

家屋の損失 最大６１０千棟 最大８５０千棟 

うち地震火災による焼失   ４１２ 〃   ６５０ 〃 

揺れによる全壊家屋   １７５ 〃   １５０ 〃 

死者 最大 23,000人 最大 11,000人 

うち地震火災による     16,000〃      6,200〃 

建物倒壊 〃      6,400〃      3,100〃 

避難者 約 ７２０万人 約 ７００万人 

帰宅困難者 約１７００万人 約 ６５０万人 

電 力支障率 約  50％（23区 50％） 6.1%（東京 12.9%） 

上水道支障率 約 30-50%（23区 50％） 25.7%（東京 33.3%） 

ガ ス支障率 約 10-30%（23区 30％） 12.3%（東京 19.9%） 

通信支障率 規制停電の影響で 50%以上 4.8%（東京  9.3%） 

（2013 年 12 月 19 日内閣府公表「首都直下地震の被害想定と対策について」の解説・詳細版：ＴＲＣリスク

マネジメント最前線 2014No13） 

 

新想定をみると、東日本大震災の経験を踏まえ、帰宅困難者が大幅に増加しています。また支障率が大きく悪化し

ていますが、これでもライフライン単独での支障のみ考慮しており、相互依存は考慮されていません。またライフライン

の復旧が、人的・物的資源の不足（ライフライン事業者の従業員不足、燃料や工事車両不足）により想定通り進まない

可能性がある点にも留意が必要です。 

 

３．首都直下地震の被害 

（1）被害の特徴としては以下が挙げられます。 

 ①政府関係機関や経済中枢といった首都中枢機能への影響が生じ、全国への波及の惧れがある、②巨大過密機

能を襲う被災がどういったものになるかよくわからない、③膨大な被災者が発生し、火災に逃げ惑い、帰宅も困難にな

る、④深刻な交通麻痺に陥る、⑤電力供給が不安定化する、⑥情報が混乱する、⑦復興・復旧のための土地（具体的

にはがれき置き場、住宅用地、等）が不足する、などです。 

 

（2）こうした被害はどんな様相を呈するでしょうか。 

 建物については、木造家屋を中心に多くが損壊します。火災が同時多発し延焼は 2 日程度続きます。この間①5 割

が停電し、最悪 1 週間回復しない、②電話も不通になり（1 日以上は 9 割の通信規制）、長期化の場合は携帯電話の

使用も不安定化する、メールの遅配も生じる可能性がある、③主要道路の開通まで 1～2 日間を要し、一般道のガレキ

による不通区間が大量に発生、深刻な交通麻痺が発生し、復旧に 1 カ月以上を要する、④鉄道の運転再開に、地下

鉄で 1 週間、他の会社線で 1 カ月を要する、⑤燃料の備蓄があっても、タンクローリー不足、深刻な交通渋滞により、
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非常用発電向けの重油や軽油・ガソリンの供給が困難になります。都心部は中心部から外延部にかけてドーナッツ状

に延焼するため、3つのエリアに分断され、都心部で被災した人々は 3日間、この内円部に足止めされます。 

なお上表の火災の被害想定では、以前の想定より風速を小さくする一方、東日本大震災の事例等を踏まえてシビア

に見直しが行われていますが、他方で、幹線道路での自動車の渋滞により３０ｍ道路の延焼防止機能が働かない可能

性までは想定していませんので、更に厳しい結果も予想されます。 

 電力についてみると湾岸の火力発電所が点検と被災で運転を停止し、復旧には 1 週間から数カ月を要します。供給

能力は夏場のピーク需要の約 5割を賄える程度まで低下します。需給バランスが崩れることにより、発災直後は 5割の

地域で停電し、通電の再開は需要見合いになりますから、需要抑制のため計画停電の措置が取られます。 

 

 なお国土交通省は更にシビアな想定を置いています。 

避難者 720 万人は指定避難所の収容可能数を超過します。食糧や救援物資の需要不足が続き、食料は 3,400 万

食不足します。災害発生 1週間後でも停電率が 5割、断水は最大 3割が継続し、冷暖房の利用、飲料水の入手（最大

1,700 万リットル）、水洗トイレの利用が困難化します。2007 年の中越沖地震のように真夏に発生すれば最悪の事態に

なります。仮設トイレも不足し、し尿処理やごみ収集も遅延します。燃料類の供給も遅れが生じます。 

復旧工事の面でも、都心部での集中・輻輳により大幅に遅延します。鉄道は地震後 1 カ月でも 6 割の復旧に止まり

ます。市街地の火災で高速道路の高架橋の変形の可能性があり、数カ月にわたり首都高速 3，4 号、湾岸線が通行停

止になります。道路に滞留・放置車両が残存し、救急活動の支障になります。排水機械の機能不全が、海抜零メートル

地帯の浸水災害を引き起こします。250岸壁の被災、東京湾内への石油類の流出で船舶の入港が困難になります。 

このため経済的被害は建物等の直接被害で約 47兆円、生産・サービス被害で約 48兆円、合計約 95兆円が見込ま

れるため、その軽減のために国と経団連が各企業の事業継続計画の促進を働きかけることで認識を一致させました。 

 

 政府としては首都直下地震への対処（特に事前防災）について、中枢機能の確保、被害軽減の観点から以下のよう

な課題への対策を取りまとめていく方針です。 

①首都中枢機能の継続性確保の観点から、政府全体としての業務継続体制の構築、情報の収集や集約、発信体制

の強化、金融決済機能等の継続性、企業の事業継続の備え等に取り組みます。このうち政府のＢＣＰは作成公表され

ました。 

②震源域が特定できないことから、首都圏全般で建築物、施設の耐震化等を推進します。 

③出火防止対策として、感震型電源ブレーカー等の普及を促進します。 

④2020年五輪東京大会に向け、外国人観光客への防災情報の伝達等につき早急な対策を講じます。 

 また 2014年 6月 3日には国土強靭化基本計画を閣議決定しました。 

 

 

４．首都圏直下地震の政府被害想定を読み解く 

 改めて政府の首都直下地震の被害想定を踏まえると、これから対応を考える上でのポイントは第一に「どこで地震が

起きるか不明」であり、第二に「この被害想定は最大ではない」の 2点であり、前者は企業として一番致命傷になる直下

地震の想定を示唆しており、後者はより過酷事象を例示している、ということです。 

 企業経営をめぐって東日本大震災以降のリスクマネジメントを考える上で、重要なのは世の中なりステークホルダー

の認識や要求レベルがより厳しくなり、経済合理性は意識しつつも、標準シナリオのほかに過酷事象、というように複数

のシナリオを用意することが経営戦略として求められるようになったことです。 
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 こうした観点から、レベルを分けて想定を置いて対応することも必要です。南海トラフ地震を例にとると、まずレベル 1

（南海トラフ被害想定 2005 年、Ｍ８クラスを念頭）では人と経済の双方を守る対策を講じます。コスト対効果を踏まえ、

例えば堤防の建設はこのレベルで構築します。レベル２（南海トラフ被害想定 2012 年、Ｍ９クラスを念頭）では人命を

守る対策を優先し、例えば避難計画を策定します。そして業種によってはレベル 3 として、レベル 2 を超える災害の発

生可能性も念頭に、対策を講じます。 

 ここで東日本大震災の教訓を災害の大きさについての想定と想定外の事態を横軸に、これに対応した業務内容（人

命の安全性確保、事業継続）を縦軸にとって整理してみると、現在のリスクマネジメントでは一定の想定のもとに事業継

続計画を策定し、訓練による実践力を高める、というアプローチをとっています。これはいわばインシデント対応です。

シナリオ（想定）を超える事態においては、人命の安全確保を確実にしたうえで、事業継続の面では危機管理モードで

対応します。この領域になるといかにチェックポイント（やるべきこととその優先順位）を挙げられるかが問われ、企業経

営者は意思決定を通じてその真価を問われるわけです。 
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想定範囲
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事
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人
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安
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Ｉｎｃｉｄｅｎｔ Ｃｒｉｓｉｓ

 

 それでは政府資料に基づく想定外事態における過酷事象とはどんなイメージなのでしょうか。それを例示すると、東

京湾岸の火力発電所での大規模被災とそれに伴う電力事情の悪化、湾内への油流出による海上火災、放送やイン

ターネットの業務停止、堤防決壊等による海抜ゼロメートル地帯の浸水（ハリケーン・カトリーナ来襲により米ニューオー
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リンズでは 1 カ月間水が抜けませんでした）、高層ビルの被災、数万人規模でのエレベータへの閉じ込め、燃料・食糧

等の供給停止（特に避難所に行かず自宅等へ留まる人のケア）等が起こります。また復旧活動の面で、首都圏には建

設業者が少なく不通道路の啓開が難しかったり、ガレキ処分場の確保ができなかったりするため、相当な遅れが見込

まれます。また電力など社会インフラの復旧時間の見積もりは、その他のインフラの 100％使用可能性を前提としており、

多重的な被災を考慮した場合にはさらに遅れる点も考慮が必要です。 

 このほか、経団連危機管理タスクフォースの会合で首都直下地震対策検討ワーキンググループ増田主査は、火災に

よる 3 地域への分断とそれに伴う移動や生活物資の供給困難を踏まえ、企業には 1 週間の備蓄、出勤や業務実施が

困難になることの認識、全社員を対象とした訓練の実施、を求めています。つまり、避難所に行かない人の衣食住が政

府の対応計画のスコープ外になっていること、首都圏立地の企業活動について被災者保護優先のため政府により活

動を制限される可能性があることを念頭に置いて、被災地の外への役職員の移動、更には重要拠点の移転や代替拠

点の確保を考える必要があると思います。 

 

５．バックアップシステムは稼働できるのか 

 バックアップシステムの稼働条件としては、まずシステムサイドでは、センターやサーバーの二重化やオフサイトバック

アップを確保するほか、これに使用するデータやデータベースの取得（紙媒体を含むバイタルレコード＜重要情報資

産＞）とバックアップ、代替通信ネットワークへの接続、端末や保守要員の確保、リモートメンテナンスの実施体制の構

築が必要です。発災時には、サーバーが被災する、休日夜間に発生した場合にはシステム要員やその交代要員の確

保が困難になったり、保守要員が帰宅困難者になります。物流の麻痺により、非常用発電機燃料の確保が困難になる

ほか、被災地要員の衣食住も確保出来難くなります。ちなみに、非常用発電機から出火したケースが最近発生したこと

を考えると、電気系統の不稼働などの事態もありうることへの認識も必要です。 

 また要員が確保できても、非常時のデータセンターへの入館ができない、切替手順書が未作成だったり、手順の習

熟者が限られている、手順書がペーパーレスで停電により参照できない、無人運転のケースで、リモート保守のために

は、災害時に外部接続機器の稼働が前提になっている、テスト環境がない、バックアップ側に切り替えた後の切り戻し

手順が設計されていない、といった懸念事項もあります。 

 なお、バックアップシステム稼働に当たり、入居ビルの耐震安全性についても注意が必要です。一般には新建築基

準法に準拠した建物は大丈夫だと認識されていますが、実際には、災害応急対策活動に必要な機能を有する施設か

どうか、等に対応して、構造体・建築非構造部材・建築設備ごとに、より厳しい基準が設けられています。自社のバック

アップ機器の設置ビルの基準充足状況にも関心を払うことが大切です。 

 

 次にユーザーサイドからみたバックアップシステムの稼働条件ですが、ユーザーの場合には、システムによりサービス

を受ける（バックアップ）業務の範囲、復旧目標時点や目標時間等、業務継続計画の認識がどうなっているかが重要で

す。そのうえでシステムを利用する要員やオペレーション場所の確保、代替事務処理のためのマニュアル、帳票などを

準備のうえ、事務への習熟や訓練等、教育を行います。バックアップの前提となるメールや掲示板がその対象から漏れ

ていると業務が遂行できません。以上について、被災地、非被災地各々について検討し、応援ができる体制の構築が

必要です。 

 このほかの配慮事項としては、計画停電の可能性（1 カ月以上の停電需給バランス調整）があり、メイン・サブサイトが、

ともに計画停電域になりうる関東や山梨静岡の一部にある場合、同時に影響を受ける懸念が挙げられます。 
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 ではクラウドサービスを利用している場合にはどうでしょうか。同サービスの場合、サーバーについてメインまたはサブ

のいずれかが非被災地にあり、被災を免れる可能性が高い、とは言えます。また非被災地にいるユーザーは機能が期

待できます。しかしながら、オンプレミスの場合と同様、通信規制・通信支障に伴うネットワークへの影響、中継サー

バーの停電による停止、バックアップサイトへの円滑な切り替え可否、計画停電の影響や在宅勤務者の衣食住確保な

どの課題は共通しています。 

 

 ここでＩＴ関連で懸念事項として挙げられている点について考えてみましょう。 

Ｑ１：安否確認システムは機能するか。 

Ａ：首都圏での同システムの同時稼働に伴い、発信数の増大でシステム容量の超過や、通信網の機能不全による携

帯電話あるいはメールの機能不全、通信規制の可能性もあるため、100％の依存は危険です。 

 

Ｑ２：ツイッターやＳＮＳの有効性はどうか。 

Ａ：停電のなかった地域では東日本大震災でも有効性が確認されましたが、東北地方の多くでは停電により携帯電話

の中継器のバッテリー切れから携帯電話が機能せず、情報収集手段としても限界がありました。首都圏では発信数が

膨大になると想定されるため、通信数の抑制等の取り組みが必要です。 

 

Ｑ３：過酷事象で指摘されている、インターネット業務停止に伴う具体的な被害想定はどうか。 

Ａ：インターネット全体にどのような影響が生じるかは不明です。首都圏で業務を行う多くのプロバイダーはサーバーを

はじめ多数の情報機器を首都圏に集積させています。このため計画停電や非常用発電機用の燃料不足から、プロバ

イダーのサーバーが停止する懸念があります。 

 

Ｑ４：通勤不能への代替措置として、在宅勤務は有効か。 

Ａ：在宅勤務の有効性が確保されるためには、自宅が停電しておらず、インターネットが接続でき、業務システムにつき

バックアップサーバーにスムーズに切り替えられる、等の前提条件が整う必要があります。 

 

【出典】 

・「首都直下地震の被害想定項目及び手法の概要～人的・物的被害～」（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）  

・「評価対象とする自然災害等を巡る現状及び課題」（平成 26年 1月 22日、経済産業省商務流通保安グループ 電

力安全課） 

・経済産業省産業構造審議会保安分科会電力安全小委員会「電気設備自然災害等ワーキンググループによる検討

結果」（平成 26年 4月 25日）  

・国土交通省；首都直下地震対策計画第一版；平成 26年 4月 1日 

・「国土強靭化基本計画」の概要；平成 26年 6月 3日閣議決定 

【参考文献】 

・「企業の地震リスクマネジメント入門」東京海上日動リスクコンサルティング株式会社編著；日科技連 

・「必ずやってくる首都圏巨大地震」；Newton 2014年 10月号 

 

【質疑】 
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質問 1：首都圏直下型地震で震度 7、という時のインパクトを具体的に教えてください。 

回答：倒壊家屋が 3 割に達するが、どこで起きるかわからないので、ポイントは自社の拠点が震度 6 強を超えるレベル

に堪えうるのか、にあります。 

 

質問 2：被災したオフィスは再使用できない、との理解で良いでしょうか。 

回答：その理解で良いです。新建築基準法では安全で逃げられるかどうかがポイントであり、被災すれば二度と使用は

できません。 

 

質問 3：幹線道路に自動車が積滞するとのことだが、これを排除する対策はありますか。 

回答：警視庁は最近方針を改悪しました。大地震が発生した場合、従来は、環状 7号線の内側での通行禁止でしたが、

東日本大震災後、都心から外への通行の許容に方針を変更しました。運転者の基本動作としては、被災時には車を

動かさず、キーを付けたまま停止して避難してほしいと思います。 

 

質問 4；テレビやラジオなど放送も支障が生じるとのことだが、マスメディアの影響をどう見ればよいでしょうか。 

回答：東京タワーやスカイツリーなど電波塔が被災する影響が大きいです。このためＮＨＫの場合、衛星放送の大阪へ

の切り替えを想定しています。受信者の立場としては、ワンセグサービスの利用も考えられます。 

 

質問 5：エレベータへの閉じ込めが多数発生するとのことだが、近接階での停止などの機能との関係はどうでしょうか。 

回答：直下型の場合は間に合いませんので、閉じ込められる人が多数出ます。保守員の駆けつけまでの時間を考慮し、

現在エレベータサービス各社では、ビルオーナーでも復旧措置が取れるタイプへの改修を進めています。 

 

質問 6：南海トラフの危険性がクローズアップされているが、関東や北海道など他の地域は大丈夫ですか。 

回答：今回の政府想定の見直しは、東日本大震災の発生を踏まえたものとなっています。この地震の発生により、再発

の可能性は低下したとも見なせますが、絶対大丈夫とも言い切れません。 

 余談ですが、全国各地に海岸段丘がみられ、中にはおよそ想像しがたい大きな隆起のものもあります。もっと大きな

巨大災害も想定外であるとは言い切れない、というのが歴史的地学的知見だと思います。 

 

質問 7：都心部はドーナッツ状に延焼するとのことだが、通信網も影響を受けるのではないでしょうか（世田谷ケーブル

火災の時も、大きな影響が出たくらいなので）。 

回答：今回は電力の需給バランスと火力発電所の影響を中心に想定を置いており、変電所の焼失による影響とか、さ

らには電力供給を受ける通信網の焼失の影響までは考慮されていません。 

 

質問 8：建物の倒壊や火災による死者への対処策についてはどうでしょうか。 

回答：米国などでは死者を包むシートの準備や安置場所の確保まで視野に入れてマニュアル化しています。日本では

言霊信仰、とでもいうのでしょうか、対策の必要性を言い出すこと自体が禁句になっている気がします。現実には医師

による生死の見極めや遺体の確認、付き添いの必要性等、職域で対応すべきことが発生します。 

 

質問 9：ガスの支障率が低いのはなぜでしょうか。 
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回答：ガス会社がガス管のリニューアルや切換装置の更新を進めていることが大きいです。ただ老朽化したビルでは耐

震性の低いガス管が残っているケースもあるため、注意が必要です。 

 

質問 10：地震が発生すると流言飛語のような事態も予想されますが、正しい情報を得るためにはどういった配慮が必要

でしょうか。 

回答：組織的な内容の確認が重要と考えます。そのためには第一に情報発信元の信頼性を確認すること（できるだけ

大本の情報源で確認すること）、第二に、情報の確からしさを高めるため、複数の情報源を付き合わせること、が大切で

す。ＩＳＯ２２３２０を参照してください。 

 広島の豪雨でも消防と警察の公表で、行方不明者数等に食い違いが生じました。東日本大震災でも同様の食い違

いが解消されないままになっています。 

 また東日本大震災でも、自治体は情報発信しているのにアクセスの集中でウエブページが繋がらない事態が発生し

ました。ボランティアでのミラーサイトの立ち上げなど、支援策も有用です。 

 

【感想】 

 政府の被災想定の見直し内容を可視化して説明いただいたうえ、インシデント対応からクライシス対応まで視野に入

れた対処こそ企業経営者の責任、とした説明はわかりやすく、参加者の満足度は極めて高かった、と推察されます。 

今回のセミナーをきっかけに、首都圏に立地する組織体において、ありうるべき首都圏直下地震への対処を着実に

進めることの重要性とともに、その進捗状況をシステム監査の立場からもきちんと見ておく必要性が痛感されました。 

講師はＮＰＯ事業継続推進機構・副理事長ほかを務められる傍ら、政府所管の各種委員の要職としても活躍されて

いますが、今後も同分野を中心に発信を続けて頂きたいと思いますし、当協会としても連携していければ、と希望して

います。 

以上 
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