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特集：企業・社会の新たな価値創造と持続的発展　《企業変革事例》

東日本大震災を踏まえ、富士通総研では、被災地の政府機関・自治体・民間企業の情報システムの
被害状況調査を実施した。本稿では、地震・津波・計画停電それぞれを原因とした被害と復旧対応の
具体事例を紹介する。

また、調査を通し明らかになった事実・教訓を踏まえ、今後企業や団体のIT部門が真の危機対応能力
を獲得するために、災害対策の実施に際し考慮すべきポイントを論じる。本稿では、特に行動手順検
討によるルールの整備、訓練実施によるスキルの強化等のソフト面の対策に着目し、その重要性につ
いて述べる。

寺西孝裕（てらにし　たかひろ）

（株）富士通総研
BCM事業部 所属
政府機関・電力業界・製造業等、幅
広い業種を対象にBCP/IT-BCPの策
定・運用に係る業務に従事。

東日本大震災のIT被害から学ぶ
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ま　え　が　き

業務の情報システムへの依存度合いが急速に拡
大している現在においては、システム部門にとって
情報システムの可用性確保は重要な取り組み事項
の一つである。例えばメールやWeb等のコミュニ
ケーションシステムは、情報収集・共有・伝達手段
として極めて重要なツールとなっており、万一利用
不能となった場合、企業のあらゆる活動や意思決定
に深刻な影響が生じかねない。また企業の基幹シス
テムの停止時には、業務継続そのものに極めて深刻
な影響が発生することは容易に想像できる。

一方、我が国においてはその自然災害の多さ/規
模の大きさから、情報システムの可用性確保のた
めには障害対策だけでなく災害対策の視点が極め
て重要な視点として求められる。特に2011年3月
11日に発生した東日本大震災は、地震だけではな
く津波や計画停電等によって従来の想定を超える
甚大な被害を引き起こした。こうした経験を踏ま
え、企業は自らの組織が準備してきた数々の災害対
策の何が機能し、何が機能しなかったのかを把握
し、今後の改善活動につなげることが重要である。

本論文では、近年特に大きな被害を引き起こした
東日本大震災に焦点をあて、当該震災における情報
システムの被害の特徴を述べるとともに、本特徴を
踏まえて今後企業や団体が災害対策の実施に際し
て考慮すべき取り組みのポイントを述べる。本論文
では中央省庁の出先機関、地方自治体、民間企業の
被害状況について富士通総研が調査した結果を基
として論じる。異なる業態や業種であっても、シス
テム担当者が東日本大震災において何に困りどの
ように対応したのかという生の情報は、災害対策を
見直す際において十分に有用であり、広く危機対応
能力の向上に資すると考えている。

東日本大震災の情報システム被害調査

富士通総研では、東日本大震災における情報シス
テム部門の対応内容を、中央省庁の出先機関・自治
体・民間企業を対象とした文献調査・アンケート

（233拠点）・インタビュー（5件）等により調査した。
以降の章では、被災時に情報システム部門が対応し
た復旧対応について、地震・津波・計画停電の3つ

の脅威それぞれにおける具体事例を紹介する。

事例1．地震被災拠点の復旧対応

本章では地震を原因とした被害と復旧対応の事
例を紹介する。

被害の概要
仙台市内にある政府機関の組織AとBでは、自拠点

のシステムに被害はなかったものの、2日間程度外
部電力の供給が停止したことによる影響を受けた。

固定電話、携帯電話は通話不可能な上、メール
もほぼ利用できない状況であり、コミュニケーショ
ン手段は極めて限定された。

被災時の動きの具体事例
＜避難および安否確認＞
• 地震発生直後は、500 mほど離れた公園に2時間

ほど待機し、避難者の点呼をとった。出張者につ
いては携帯電話・メールのいずれも繋がらず、何
度も連絡をとった。被災当日の夜に、一部連絡が
とれたものもいた。

＜各地の被害状況確認＞
• 各地のネットワークや情報システムの被害状況の

確認を試みたが、ネットワークが繋がらず、被
災2日後に電力が復旧するまで全く確認はとれな
かった。ただしその間、霞が関側が遠隔リモート
で各地のネットワーク状況を確認しており、その
情報共有が役に立った。

＜ベンダへの連絡＞
• 日中被災でベンダが在席していたため、特に問題

はなかった。ただしベンダが参集できない夜間や
休日の場合、何の対応も出来ないということに改
めて気付かされた。最低限、被害状況の簡単な確
認程度はベンダがいなくても実施できるよう手順
を準備すべきである。

＜自家発電装置の稼働＞
• 被災当日は自家発電装置の稼働が可能なことに思

いが至らなかった。自家発電装置の管轄部署との
連携が遅れ、起動は被災翌日になった。電力疎通
後、システムの被害状況を確認し、再立ち上げを
実施した。

 自家発電装置稼働に係るルールを文書として整
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備しておくべきだった。また電力の疎通にあたっ
て、電力経路の確認が必要になったため、電源系
統図を事前に手元に持っておくべきだった。

＜自家発電装置の燃料節約＞
• 燃料節約のため、メール以外のシステムは全て停

止するよう判断し、シャットダウン処理をした。
 止めてはいけない重要システムを事前に把握し、

必要な電力容量を確保しておくべきだった。また
自家発電装置は、複数の組織が兼用で使うもので
あったため、限られた電力をどのように分配する
かの取り決めがなかったことから上手く調整が
出来ず、効率的な電力利用ができなかった点が反
省点である。

＜物資の調達＞
• 燃料の確保、食糧の確保に担当者を向かわせたが、

なかなか調達ができなかった。また、対策本部を
10階に設置していたため何度も階段を登り降り
することとなった。

 時間が経つにつれて、燃料等の物資の確保は困難
になっていった。必要な物資の早期確保が出来な
かった。事前確保しておくか、早期に確保できる
ように少なくともリスト化しておくべきだった。
また、対策本部は機動力確保のため低層階に設置
すべきである。

＜被災者対応＞
• 自家発電装置稼働により灯りが点灯した際、周辺

一帯が停電していることから、周辺住民が避難し
てきた。会議室を臨時開放するとともに職員用の
備蓄品を分配する等の対応をした。

＜システム復旧作業＞
• 停電を原因としてサーバの障害が発生し、ディス

ク交換が必要となった。バックアップを利用し、
データ復旧はできたが、データ整合性の確保にお
ける他サーバへの影響範囲の特定や対応作業に時
間を要し、ディスク交換実施後1週間程度システ
ムが利用できなかった。

 バックアップを取得に際しては、戻して復旧する
ことを意識し、関連するサーバや業務との関係性
をあらかじめ整理しておくべきである。

＜クライアントパソコンの復旧作業＞
• 情報システムに被害はなかったものの、特にデスク

トップ型のクライアントパソコンの損壊が多く発生
した。再調達や再セットアップの作業を実施した。

 被災時の暫定的なパソコン運用方法の事前検討
が今後の課題である。

事例2．津波被災拠点の復旧対応

本章では津波を原因とした被害と復旧対応の事
例を紹介する。

被害の概要
津波の被害として、土砂や浸水による建物および

あらゆる付帯設備とハードウェアの損壊・流出、復
旧に必要な関係要員の被災、電力・水道・交通機関
等の各種ライフラインの長期間の途絶に見舞われた。

被災時の動きの具体事例
＜避難および対策本部参集＞
• 担当者は避難のため高台に上がっており、難を逃

れた。津波の水が長時間ひかず庁舎に戻ることが
できなかったため、近隣の地区本部に避難した。
無線はあったが、庁舎との連絡はとれなかった上、
バッテリ切れにより途中より利用もできなくなっ
たため、状況は全く不明な状況にあり、一晩を地
区本部で過ごした。3月12日に、近隣の関連施設
に市の災害対策本部が設置されたとの情報を人づ
てに聞き、駆けつけた。

＜被災者対応＞
• 災害対策本部参集後は、情報システム環境が全く

存在しなかったため、住民の安否確認用の用紙作
成を実施。3月14日に電力が回復するまで、ノー
トパソコンに住民が記載した安否確認を入力する
作業を続けた。

＜情報システムの復旧対応方針の検討＞
• 電力供給が再開した3月14日、市担当者とベンダ

により情報システムの復旧対応方針検討の打ち合
わせが実施された。この際、現職だった市担当者
は、津波により犠牲になっていたため、前々任の
担当者が対応にあたった。現地は確認できていな
かったが、情報システムは完全に壊滅したとの前
提のもと必要なハードウェアの調達や導入スケ
ジュールの検討を、ベンダと合同で実施した。

＜情報システムの被害状況確認＞
• 被災1週間後、職員が保守運用ベンダとともに市

庁舎に入り、ハードディスクやバックアップ媒
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対策であり、関東1都8県の市町村単位にグループ
を設定、各日3時間程度ずつ電力供給を停止すると
いうものである。

被害の概要
停電事前のシステム停止作業等に代表される度

重なる計画停電対応や、通常ITを使用して行う業
務を、手作業で代替する等の人的リソースに関する
負荷が増大した。

被災時の動きの具体事例
＜計画停電実施の周知＞
• 計画停電に備え、注意事項の周知徹底（データ保

存、システム停止等）を実施した。この周知に多
大な労力を費やした。

＜情報システムのシャットダウン対応＞
• 情報システムが急な停電によって損壊することの

ないよう、計画停電の数時間前に自動的にシャッ
トダウンするよう対応した。

 しかし設定をUPSの自動シャットダウン設定を
正しく設定していなかったことやバッテリ寿命
による性能劣化によるUPSの電源容量が不足か
ら、強制的な電源断が起きた。定期的に訓練をと
おし検証しておくべきだった。

＜情報システムの再起動対応＞
• 計画停電終了後に、システム復旧のためのサーバ

再立ち上げを実施した。しかし再立ち上げ手順を
しっかり整備していないサーバがあり、サービス
再開が遅れたケースがあった。
事前に再立ち上げ手順を整備しておくべきだった。

考察．今後の災害対策に必要な視点

前章までで一部紹介した事例も踏まえ、東日本大
震災の事例から今後災害対策として取り組むべき
視点として参考となるポイントが幾つか明らかに
なった。

まず何より、津波の被害に関しては従来の予想を
超える甚大なものであり、耐震や免震措置等の地震
対策の実施や、バックアップを同一拠点内で取得
しておくだけでは十分にシステムを守れなかった。
これは、今後の災害対策を考える上で十分考慮すべ
き事項の一つである。

体を回収した。サーバは市庁舎の1階に設置され
ていたことから完全に水没した他、バックアップ
媒体もサーバルーム内にあったため水没し泥をか
ぶっていた。

＜情報システムの復旧作業＞
• 災害対策本部の近隣に、仮設のシステム設置ス

ペースを設け、業者から借用したサーバ、業者か
らのバックアップデータを受け取り、被災一週間
後には一部システムについて仮運用を再開した。
復旧が進むにつれ、ネットワークや電力の増強も
行った。

• 水没したハードディスクやバックアップ媒体から
のデータ復旧作業をベンダに依頼した。復旧対応
には1 ヶ月以上を要し、一部主要システムのデー
タは復旧ができた。しかし復旧できなかったシス
テムもあり、例えば戸籍情報については別拠点に
保管していた副本から再製データを作成した。水
没していたバックアップ媒体からは、いずれも
データ復旧できなかった。

＜通信手段の確保＞
• 仮設のシステム設置拠点内にLANケーブルの敷

設を行った。
• 外部との通信は、仮設のシステム設置拠点設置の

1週間後ほどで、総務省から衛星携帯電話による
インターネット接続機器を借入れ利用した。しか
し回線が細く、用途はメール閲覧程度に限定し利
用した。さらに3月末には通信衛星によるインター
ネット回線も借入れ、対策本部等にアンテナを設
置し、以降はこれを主に利用した。また庁内ネッ
トワークについては無線回線と本通信衛星による
回線を組み合わせたネットワークを暫定的に構築
した（有線による本格復旧は7月末完了）。

＜必要電力の確保＞
• 3月14日には電力が復旧したが、住民の住宅等の

通電等により供給が不安定だったため自家発電装
置の稼働や変圧器の確保により電力の安定供給に
努めた。

事例3．計画停電拠点の対応内容

本章では計画停電を原因とした被害と復旧対応
の事例を紹介する。計画停電は、震災後の3月14日
から1か月強の期間に渡り実施された電力需給緊急
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策（ルール・スキル）にも同様に重要度高く取り組む
ことが迅速な復旧活動の実現には必要不可欠である。

それでは、ソフト面の対策（ルール・スキル）と
いっても具体的には何に取り組むべきなのだろう
か。次章以降、情報システム部門が取り組むべき重
要事項を3点、具体的に記述する。

取り組み1．構成管理情報の整備

ソフト面の対策－すなわちルール整備やスキル
強化の取り組みの中で、まず最も基本となる重要
な取り組みが、業務と情報システムおよびその構成
要素の関係性の整理（構成管理情報の整理）である

（図-2）。
多くの企業では、業務のシステム化推進やオープ

ン化・仮想化の影響により、システム環境は複雑化
している。サーバールームには多くのサーバが設置
されており、各サーバ上でシステムが互いに連携し
ながら利用者にサービスを提供している。マルチベ
ンダのためベンダはシステムごとに異なり、保守状
況も異なる。こうした状況下で特定のサーバが損壊
した場合、どのシステムにどのような影響が生じる
のか、どのような対応が必要なのか、全てのシステ
ムについて瞬時に判断できる担当者は多くはない。
影響範囲の特定から作業をし、その後の資機材・対
応要員の手配、業務部門との調整も含めた必要な対
応の洗い出しをゼロから実施することで、復旧作業
は長期化しやすい。システム環境が複雑な状況であ
るからこそ、迅速な復旧対応のためには業務とシス
テムとその構成要素の関係性をあらかじめ明確化
しておくことが極めて重要である。例えば表-1のよ
うに、業務とシステムの関連性を俯瞰できるように
準備しておくことが有効である。

 
システムの重要度/目標復旧時間/復旧方法の明確化 

 
 

 

システム継続戦略

【ハード】事前対策
IT資源への予防対策と
減殺対策の実施

 
 

 

【ルール】行動計画
体制と役割分担
行動基準および手順

 
 

 

【スキル】対応能力
訓練による組織・人の
危機対応能力の向上

図-1 災害対策に必要な3つの視点

また被災時に情報システム部門は様々な対応が
求められたことも注目すべきポイントである。情報
システムそのものの復旧だけではなく、例えばシス
テム停止期間中のパソコンへのデータ入力、通信手
段の確保、パソコンの再セットアップ等については
従来十分意識されてこなかったのが実情ではない
だろうか。

これらを踏まえ、情報システム部門において、今
後の災害対策のポイントとなる点は大きく2点ある。

1点目は、重要システムに対する遠隔地のバック
アップサイト確保と代替システム環境準備である。
津波や原子力発電所事故等の影響により、本番環境
が完全に利用不可能となる事態においては、周辺環
境も壊滅的な被害を受け、要員参集・ネットワーク・
電力等の面からも平常通りのシステム運用は望めな
い。東日本大震災前からこの対策の有効性について
は広く周知されていたが、東日本大震災の事例によっ
て本対策の有効性が改めて認識されたと言える。

2点目は、情報システム自体への対策だけでなく、
情報システム部門の被災時の役割や対応内容を明
確化し、必要な対策を実施しておくことの重要性で
ある。情報システム自体の復旧は、情報システム部
門にとって最も重要な対応事項の一つではあるが、
数多くの対応しなければならない事項の一つであ
り、同対策の実施だけでは十分ではない。情報シス
テム部門に求められる責務を果たすためには、情報
システム部門が被災時にどのような役割や対応を
求められるのか、視点を広く持ちあらかじめ明確化
しておくことが重要なポイントである。

以上、1点目の取り組みのポイントに挙げた遠隔
地の代替システム環境の構築については例えば独
立行政法人情報処理推進機構「高回復力システム基
盤導入ガイド（2012年5月）」など多くの公的機関が
有益な情報を発信しており、参考となる文書が多い
状況にある。

しかし、2点目に挙げた情報システムそのもの以
外への対策の重要性は、一般的に十分認識されてい
るとはまだまだ言いがたい。こうした状況を踏まえ、
本稿では特にこの対策の重要性について論じたい。

災害時の迅速な復旧を実現するためには、図-1の
3つの要素にバランスよく取り組むことが重要であ
る。繰り返しとなるが、この中のハード面の対策を
実施しておくだけでは十分ではなく、ソフト面の対
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色分けが可能にもなる。
このように、全ての対応の基となる本取り組み

は、基本的な取り組みとして実施しておくことが望
ましい。

取り組み2．ルール整備：部門の行動手順整備

重要な取り組みの2つ目は、情報システム部門全
体の被災時の行動手順を整備しておくことである。
個々のシステムの復旧手順書は存在するが、情報シ
ステム部門としての行動手順は存在しないという
組織は多い。

情報システム部門が被災時にどのように役割分
担をし、誰が何を実施するのか事前に検討し行動手
順書として整備しておくことは、被災時の迅速な復
旧対応のためには極めて重要である。また、これに
より取り組むべき具体的な対策も明確になる。

取り組みのポイントは2点ある。まず、行動計画
を記したマニュアルは、ポイントを絞った簡単な

表-1 業務とシステムの関連性整理例

No. システム名 業務名
営業 製造 出荷

受注 
（海外） 

受注 
（国内） ・・・ 調達

購買
生産
計画 ・・・ 物流 出荷

管理 ・・・
1 メール ● ● ●
2 物流管理システム ● ● ●
3 出荷用システム ●
4 EDI ● ●
5 ・・・

さらに、上記の構成情報の管理にあたっては、
ユーザー側がシステムを利用する視点で必要とな
る要素を構成情報として明確化しておくことが重
要である。ユーザーが情報システムを利用するため
には、サーバそのものだけではなく、クライアント
パソコンやネットワークの回線、ネットワーク機
器、外部ベンダや復旧手順書等も必要となり、これ
らに対して網羅的に対策を実施しておかなければ、
対策実施が漏れていたところを原因として、被災時
の復旧対応が長期化してしまう可能性が生じてし
まうためである。

以上の取り組みは、災害対策への投資を最適化す
る上でも重要である。業務部門側では事業継続計画
を策定する中で、非常時に重要な業務とその目標復
旧時間を明確化しているはずである。業務とシステ
ムの関連性を整理しておくことで、重要業務を支え
る情報システムおよびその構成要素に対しては手
厚い災害対策をとり、あまり重要でない業務のそれ
に対してはほどほどの災害対策に留める等、投資の

生産管理受注
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サービスA
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APLAPLAPL APL

サービス B サービスC
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図-2 業務とシステム構成要素の関連性整理イメージ
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記載にしておくことである。分厚いマニュアルは、
被災時に読まれることはない。さらに平常時におい
てもメンテナンスする負荷が重荷となり、ほとんど
更新されず実態にそぐわないマニュアルとなって
しまう危険性が高まる。これではかえって危機対応
能力の低下を招いてしまう。このようなことがない
よう、被災時の行動の抜け漏れがないレベルで、簡
潔にマニュアルを準備しておくことが重要である。

もう一点は、メンテナンスを考慮しマニュアルを
構造化しておくことである。例えば人事異動のたび
に全てのマニュアルを更新する必要がある作りに
してしまうと、やはりメンテナンスする負荷が重荷
となりほとんど更新されない危険性が高まる。図-3
のように、頻繁に更新する文書は別紙化するなど、
メンテナンス性を意識した文書構成としておくこ
とが重要である。

被災時に情報システム部門全体としての行動手
順を明確に文書として準備している組織は少なく、
多くが総務部門の作成した防災マニュアルを利用
する水準にとどまっている。しかし、組織全体に
とって情報システムは極めて重要な経営資源であ
り、被災時の情報共有（例：被害状況の確認、安否
確認の実施等）で果たす役割が特に大きいことを踏
まえると、具体的な行動手順を整備しておくべき最
重要部門の一つは、実は情報システム部門である。
情報システム部門が行動手順を整備することが、被
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図-3 行動手順の構造化（例）

災時における組織全体の復旧の迅速さに大きく影
響してくる。

取り組み3．スキル強化：継続的な訓練の実施

最後に、今後情報システム部門が最も充実を図る
べき、訓練実施の重要性について述べる。

訓練を実施する一番の目的は、不測の事態発生時
の判断能力の向上にある。危機はいつどのような状
況でどのように起こるのかは本質的に予測できな
い。そうした事態に対応する中で、非常に有用なの
は過去の経験である。つまり、実際の災害や危機的
状況を切り抜けてきた組織や人は、未経験者よりも
非常時における想像力が高く、先読みの対応ができ
る。しかし危機事象は滅多に起きるものではなく、
積極的に実経験を積むことは出来ない。このため、
非常事態を疑似体験する訓練の中で継続的に経験
を積むことが非常に重要な取り組みとなる。

訓練の実施にあたっては、従来多くの企業で取り
組まれてきた避難訓練やシナリオを読み上げてい
く予定調和型の訓練だけではなく、参加者に事前準
備なしでその場で意思決定させる訓練の実施が必
要である。危機下においては予定に無いことが次々
に起きて当たり前ならば、訓練においても同様に参
加者にその場で対応を考えさせることで、経験を積
むことが可能となるためである。
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ただし今まで訓練を実施してきたことのない企
業においては、訓練実施のハードルが高いことも事
実である。初期の段階では、必ずしも上記に挙げた
大がかりな訓練の実施のみを前提に考える必要は
ない。例えば現場担当者同士で、仮にいま全ての情
報システムが停止したら何が起こりうるか、その時
どんな行動がとれるのか、どのような代替手段が考
えられるのか等を業務視点で議論する場を継続的
に設けるだけでも、現在の備えでは不足しているこ
と、改善すべき事項が具体的に見えてくる等、十分
な効果が期待できる。
東日本大震災の事例でも明らかなように、何が起

きるか分からない危機事象に対し、準備してきた物
理的対策やルールが有効である保証はどこにも無
い。こうした中で重要なのは、組織や個人が、発生
した状況を見極め、迅速に対応方針を決め、行動出
来る力である。これが様々な危機事象に共通的に有
効に働く重要な要素であり、今後、情報システム部
門は特にこの能力の向上を重視して取り組んでい
くべきである。
富士通総研では、2010年4月より、国内初のBCM

専門の訓練センターを立ち上げ、企画から運営・評
価に至るまでの一連の訓練実施の支援サービスを提
供している。本稿で述べた非予定調和型の訓練につ
いては、富士通総研にて定期的に集合研修形式で開
催しており（2012年現在）、少人数でも体験するこ
とが可能である。担当者におかれては是非一度ご経
験いただき自社での展開にお役立ていただきたい。

む　　す　　び

近年、ハード面の災害対策についてはストレージ
機能の進化、ネットワーク技術の進化等、各ベンダ
による開発の進展により様々なソリューションが
登場してきている。一方、ソフト面の災害対策につ
いては、各社ともにその重要性の認識・取り組み状
況ともに未だ取り組む余地の大きい状況である。情
報システム部門にとっての真の危機対応能力とは、
ハード対策の実施だけでは実現しない。ルールやス
キルといったソフト面の対策にもバランスよく取
り組み、危機対応能力の向上を組織全体として図る
ことが情報システムの復旧ひいては企業全体の迅
速な復旧を実現する上で重要である。
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