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インフラ分科会 
「首都圏災害に活かせる企業の情報、企業に活かせる災害情報」 
能島 暢呂（防災科研 首都圏レジリエンスプロジェクト サブプロ a 分担責任者／ 

インフラ分科会会長／岐阜大学工学部 社会基盤工学科 教授） 

住吉 英勝（首都高速道路株式会社 保全・交通部道路情報・交通室 室長） 

水上 清二（東京ガス株式会社 防災・供給部 防災グループマネジャー） 

松丸  晃（東京電力ホールディングス株式会社 経営企画ユニット 総務・法務室  
部長） 

保永 政幸（東京都水道局 総務部 水道危機管理 専門課長） 

佐野 雅章（東日本旅客鉄道株式会社 技術イノベーション推進本部企画部門企画 
グループ 課長） 

 

（司会：古屋） 皆さまに報告があります。冒頭、文科省の挨拶でも触れていただ
いたとおり、私どもは 7 番目の分科会としてインフラ分科会を立ち上げようとし
ています。そこで本日は、インフラ分科会長をお願いしている岐阜大学教授の能島
先生より、新しい分科会の取り組み趣旨等をご説明いただきたいと考えています。
それではよろしくお願いします。 

 

（能島） 岐阜大学の能島です。せんえつながら、インフラ分科会の会長を仰せつ
かりました。首都圏災害に生かせる企業の情報、企業に生かせる災害情報というこ
とで、今日はインフラ分科会の説明をします。それに先立ち、中心的にご協力いた
だく皆さまを紹介します。 

 首都高速道路株式会社保全・交通部道路情報・交通室室長の住吉英勝様、東京ガ
ス株式会社防災・供給部防災グループマネジャーの水上清二様、東京電力ホールデ
ィングス株式会社経営企画ユニット総務・法務室部長の松丸晃様、東京都水道局総
務部水道危機管理専門課長の保永政幸様、東日本旅客鉄道株式会社技術イノベーシ
ョン推進本部企画部門企画グループ課長の佐野雅章様です。 

 

（住吉） 首都高速の住吉と申します。1 都 3 県で 320km の高速のネットワーク
を有する交通事業者として本分科会に携われることをありがたく思います。どうぞ
よろしくお願いします。 
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（水上） 東京ガスの水上です。災害時において緊急対応を迅速に行うためには、
さまざまな情報をいかに適切に入手し、それを適切に生かしていくかということが
非常に大事だと思います。この分科会で少しでも情報共有の仕組みに貢献できたら
と思っています。どうぞよろしくお願いします。 

 

（松丸） 東京電力の松丸です。台風 15 号では、広範囲・長時間にわたっての停
電を起こしてしまい、皆さまには大変ご迷惑をお掛けしました。このインフラ分科
会に参加し、弊社としてどういう情報を出せばいいのか、また私どもがどういう情
報を頂ければ早期の停電復旧につながるのか等を勉強していきたいと思います。ど
うぞよろしくお願いします。 

 

（保永） 東京都水道局の保永と申します。日頃からお世話になっています。東京
都水道局では、災害時に断水が発生した場合に、できるだけ皆さんに分かりやすい
表示ができるよう、マッピングの形で状況を地図に落とせるよう改善を進めている
ところです。引き続きよろしくお願いします。 

 

（佐野） JR 東日本技術イノベーション推進本部企画グループの佐野と申します。
弊社は鉄道運行を中心に皆さまの生活に密着したサービスを提供し、計画運休等、
皆さまの安全を確保しながらいかに早く復旧していくかを日々考えています。そう
した中でこのような機会を頂きましたので、皆さまと協力しながらより良いサービ
スと安全の提供を考えていきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

1.2016年福岡駅前 地下延伸工事現場陥没事故 

（能島） 皆さんも記憶があるかと思いますが、2016 年に福岡駅前の地下鉄延伸
工事の現場で陥没事故がありました。普段ライフラインは地下に埋まっていて、使
えて当たり前という感覚なのでほとんど意識することはありませんが、この陥没事
故では、まるで人のはらわたが見えるような形でライフラインの全てが見える状況
になりました。驚くべきことに 1 週間後には何事もなかったように復旧しました。
当時、BBC が、日本のレジリエンスはすごい、イギリスだったら 1 カ月かかると
報道していたことをよく覚えています。ただ、日本は非常に大きな地震災害等の巨
大災害が控えています。福岡では 1 カ所の被害だったのですぐ復旧できましたが、
これから非常に長いライフラインの途絶を経験するかもしれないことを思い出し、
苦々しい思いがしています。 
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2.重要インフラ 

 図表 1はよく使っている図です。インフラストラクチャーは重層的に、都市を覆
うような形になっていて、どれが被害を受けたとしても機能的な被害が広がったり，
復旧がやりづらくなる、複合災害に発展する、ひいては長期化・広域化して社会経
済的な影響に発展することが巨大災害の非常に恐ろしいところです。ひとたび被害
を受けると、その復旧期間は大震災級であれば 1 カ月単位です。 

図表 2は上が阪神・淡路大震災の電気、水道、ガスの復旧の過程です。東日本大
震災も相似的な形になっています。 最近の三つの震災（熊本地震、大阪北部地震、
北海道胆振東部地震）を見てみると、被災規模が圧倒的に小さいこともあり比較的
早期に復旧していますが、それだけではなく、企業が震災対策に非常に力を入れて
きた成果があって被害が減らせていますし、復旧も早くなってきていることは確か
です。 
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 防災の定義は災害対策基本法に定められています（図表 3）。未然防止という意
味ではライフライン・施設を強化し、地盤対策を行う。拡大防止という意味では、
安全に供給できるように危険で止めるべきところは止める。ネットワークを冗長に
して、切れたところを迂回して機能が維持できるような形にする。迅速な復旧だけ
ではなく、応急的に供給する、代替手段でサービスを継続するなどのことが重点的
に行われてきた結果、今の復旧の姿があるわけです。 

 その一つの例として、図表 4が復旧対応に関するデータです。左側が高圧発電機
車の被災地への派遣台数です。停電が長引くと、特に送電鉄塔が倒壊すると復旧に
1～2 カ月かかってしまうので、そこでの停電被害に対しては応急的に高圧発電機
車が派遣されます。熊本地震の段階で全国の電力会社が保有している台数は 380台
です。阪神・淡路大震災のときはこれほどの台数はなかったと思います。東日本大
震災では 220 台使っています。これは全国にある台数の半数以上を使っているわ
けです。熊本地震と北海道胆振東部地震でも 4 割近く使っています。北海道胆振東
部地震については他社の応援の分だけ示していて、自社分は 32 台ほど保有してい
るので、これにプラスアルファしてたくさんの高圧発電機車が派遣されたことが分
かっています。見てお分かりのとおり、被災規模が全く違うのに対して、派遣状況
はほぼ同程度です。余力は多少あるでしょうが、ほぼ全力を尽くして復旧に当たっ
ていることが分かると思います。 
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 一方、都市ガスの復旧要員数を見ると、阪神・淡路大震災は別格ですが、東日本
大震災、熊本地震、大阪北部地震はいずれも 4000～5000 人の復旧要員になってい
ます。これも震災規模を考えるとほぼ全力を尽くしたということです。将来の南海
トラフ巨大地震や首都直下地震でも同じように対応できるかというと、どう考えて
も圧倒的に発電機車や復旧要員が足りません。東日本大震災では震度 6 弱以上の
揺れが発生した地域の人口は約 600 万人でしたが、南海トラフ巨大地震では 2000
万人、首都直下地震では 2500 万人の被害者が出るという試算が出ています。これ
は林理事長の以前の研究成果です。そういう規模に対しては圧倒的に体制が不足し
てしまい、ライフラインの途絶の影響が広範囲化・長期化してしまうことは避けら
れないと思います。 

 ライフラインが使えないと、図表 5の全ての活動がほぼ停止してしまいます。特
に災害対応は、ありとあらゆる対応行動がインフラに依存しているため、インフラ
が滞ってしまうと影響が非常に長期化してしまうことが懸念されます。 

 これまでのデ活シンポジウムでも各分科会から報告があったように、これまで六
つの分科会が立ち上がってきました。インフラ分科会はこれに継ぐ第 7 の分科会
ということで設立されましたが、他の六つと違うのは、やはりインフラなので、 

 

5  



 

6 

多かれ少なかれ全ての分科会のベースになるものを扱っているということです（図
表 6）。 

3.インフラ分科会について 

 ライフラインが止まると、それがどんな所で広がっているのか、どんな対応が事
業者によってなされるのか、復旧状況はどうなのか、いつごろになると復旧するの
かなど、いろいろな情報が必要になってきます。 

 そういった情報に関して、各社はそれぞれの情報のプラットフォームで公開が進
んでいます。ただ、そういったものをばらばらに公表されると比較したり総合的な
判断になかなか結び付かないので、全容を把握するには情報の共有が重要です。そ
れができると、インフラの事業者間はもちろんのこと、首都圏にある企業、ひいて
は市民全体の災害対応に対する判断に非常に役立つだろうということで、インフラ
分科会は、迅速・的確な対応に向けたインフラ被害・対応状況の全容把握の仕組み
を検討するという使命を負っています（図表 7）。仮に短く言うならば、インフラ
被害状況の集約ということでスタートしようとしています。 

 ただ、各社が持っているデータ、あるいは収集したデータの中には他に出しては
いけないものがたくさんあるので、これから注意すべきはオープン／クローズの情
報の扱いです。これを十分検討しながら、何をどういうふうに共有すればいいのか、
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本当に求められている情報は何か、それに応えるにはどういう情報が必要なのか、
どこまで公表することができるのかなどを検討していきたいと考えています。まだ
スタートしていません。来年 1 月 29 日に第 1 回分科会が予定されていて、今のと
ころは準備を始めた段階です。先ほどの生活再建分科会のようにたくさん成果があ
るわけではありません。 

 例えば企業の視点でインフラを見てみると、自分のところがいろいろな被害を受
けていて、供給系が途絶えている、あるいは交通が途絶えているとなると、自社だ
けではなく川上・川下の会社についても全部情報を収集しなければいけません（図
表 8）。個別に情報を収集していると非常に効率が悪いです。そういったことを一
気に解決できるような仕組みをわれわれは目指しています。 

 例えば阪神・淡路大震災のときはどうだったかというと、電気、水道、ガスに限
ってですが、3 種類あるので 23＝8 通りの停止パターンが出てきます。図表 9は地
震の当日について 1 と 0 で電気、水道、ガスが使えるかという状況を表していま
す。3 日後にはこういう状況になりました。震災の帯の所はやはり復旧が遅れてい
ることが分かります。1 カ月後、2 カ月後の様子はご覧のとおりです。事後なので
こういうことを俯瞰的に見ることができますが、災害を受けた直後の段階では本当
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に暗中模索で、その時その時にどういう状況なのかという情報が求められると思い
ます。 

 防災基本計画においては、ライフライン事業者の責務として被害状況の予測把握
や緊急の供給、それからそういったものに関する計画を策定することが定められて
います（図表 10）。加えて、ライフラインや交通輸送等の関係機関は地区別の復旧
予定時期の目安を明示することと書かれています。これに応えるべくさまざまな事
業者が苦労しています。 

 インフラの機能障害・復旧情報には where と when という二つの曖昧さがあり
ます（図表 11）。今これは使えるのか、使えないのかが分かっていたとしても、ど
こで使えるのか、いつ使えるようになるのか、どこで使えるようになるかという面
的な情報が必要になってきます。ただ、復旧情報を出すのは非常に難しいことです。
目安を示したとしても、それが達成できないと社会をある意味裏切ることになって
しまうので、情報の出し方は復旧の予定を漸次追加していくような形になります。 

 かつては被災地の瓦版のようなものやローカル紙を見れば「○○市△△町で明日
復旧予定」ということが書かれていました。私自身はそういう情報の出し方に非常
に批判的な思いを持っていました。あまり先が見えず、本当に明日のことしか分か
らないような書き方でいいのかと思っていましたが、ここに来てそういう情報が
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GIS できちんと出るようになり、私も考え方を改めないといけないと思っています。
典型例が大阪ガスの「復旧見える化システム」です（図表 12）。2018 年 5 月 10 日
にプレスリリースされました。お客さんが住んでいる所がどういう状況にあるのか、
供給が止まっているのか、ガスの検査をしているのか、修理をしているのか、開栓
の準備をしているのか、それが完了しているのかなどの現状をしっかり示すことで、
お客さんはある程度の予想ができ、それによって適切な対応に結び付くということ
が実際に可能になるようなシステムが立ち上がりました。まさかその 1 カ月後に
本当に使うとは思っていなかったかもしれませんが、こういう情報が非常に活用さ
れるようになってきました。 

 それから、図表 13も画期的な例だと思います。北海道胆振東部地震でブラック
アウトが起きましたが、このまま停電が続くと電話局で持っている非常用の電源の
寿命が尽きてしまい、そうなると電話がいずれ使えなくなるという情報を NTT 東
日本が出しています。ダイレクトな被害状況ではありませんが、このままいくとこ
うなりそうだということです。左は 9 月 6 日時点、右は 9 月 7 日時点です。随時
そういう情報が公開されています。災害対応に非常に有益な情報だと思います。た
だ、これは知らない人も多いです。これからわれわれが考えているようなプラット
フォームに入れていくことで、誰でもすぐに入手できる、あるいは知らない人もす
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ぐに分かるような体制にしていきたいと思っています。図表 14は、今言った北海
道と同じようなシステムが台風 15 号で用いられた例です。 

 図表 15は「通れるマップ」です。車メーカー各社やコンソーシアム的なところ
でも公表されていますが、これは国土交通省が出している例です。実態調査も含め
て、通れる道がどこかをネットワーク上で示しています。復旧見込みまでは示せて
いませんが、現状はこれでしっかり把握することができるという非常に便利なシス
テムだと思います。 

 今申し上げたようなシステムが手を伸ばせば手に入る状況になってきましたが、
それを一元化して管理することで、知らなかった情報にアクセスできるようになれ
ば非常に使いやすいですし、社会的な貢献も大きいと思います。 
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 図表 16、17は、今のところ関与していただく事業者が出している情報です。停
電情報や水道局の情報、ガスの供給状況、道路の情報、電話の状況、それから鉄道
の状況です。こういったものをできる限り収集して、それを統一的なプラットフォ
ームで開示していこうと考えています。それだけではなくて、さまざまな情報を重
ね合わせた結果、生み出される新たな価値もあります（図表 18）。地震動の分布や
被害状況、予測情報などと重ねることで、より有用な情報に高めることができます。
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さらに図表 19は洪水・土砂災害リスク度マップと重ね合わせたものですが、この
ようなものをレジリエンス情報ウェブサイトのような形で情報提供していければ
と考えています。 

 以上のような形でインフラ分科会がこれからスタートします。中心のメンバーは
もちろんのこと、皆さんのご協力を仰ぎ、良い活動をしていきたいと思いますので、
これからよろしくお願いします。 
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