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まえがき 

北海道における河川、道路、港湾、空港、

農業、漁港等の開発整備や維持管理をつか

さどる北海道開発局（以下、当局とする）

職員の職務を円滑に行うために、行政ＬＡ

Ｎネットワーク管理者の立場から災害時

の BCP についての検討を行う。 

 行政ＬＡＮの役割と課題を明らかにし、

データ・サーバ設定情報のバックアップ等

のため、バックアップセンター設置の必要

性を整理したい。 

 
１ BCP とは 

 BCP とは Business Continuity Plan の

略称で、事業継続計画のことである。自然

災害など、予期せぬ事態が発生したときで

も、業務を継続できる、もしくは可能な限

り短時間で再開するための計画である。

BCP は米国の同時多発テロ（2001 年 9 月）

以来、日本でも注目され、対応が進められ

ており、2005 年 8 月に内閣府において事

業継続ガイドライン第１版が策定されて

いる。事業継続の視点から防災対策を考え

る事が必要とされている。 

 国土交通省業務継続計画は 2007 年 6 月

に策定され、北海道開発局業務継続計画に

ついても策定の準備が進められている。 

 BCP 運用のプロセスとしては、PDCA

サイクルが重要となる。図１に PDCA サイ

クルのイメージを示す。災害等が起きた場 

 

合において、実際にどのように業務を維持

していくのか等の計画を立て(Plan)、その

計画を実行し(Do)、上手く機能しなかった

部分を抽出し(Check)、それを改善するた

めにはどのようにすべきかを考え(Action)、

次期計画に反映させる(Plan)。よって、

BCP は策定後に見直しをかけていくこと

が重要である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ PDCA サークルイメージ 

 
２ 災害時の行政 LAN の役割 

 当局ネットワークは行政 LAN と防災

LAN に分類される。防災 LAN は河川、道

路系各種情報システム、防災情報共有シス

テム、ＣＣＴＶ、情報板、トンネル防災設

備等を扱っており、直接人命に関わる情報

を取り扱っている。一方、行政 LAN は業

務系システムの利用、職員端末からのメー

ルの送受信、HP による国民への情報提供

等を行っており、間接的に防災情報を扱っ

ている。 

 

業務継続

Ａｃｔｉｏｎ （改善） 

Ｃｈｅｃｋ（評価）  Ｐｌａｎ（計画） 

 Ｄｏ（実行） 

ＰＤＣＡサイクル 

Miki Takahashi,  Shinichi Hanyu,  Isao Naitou   

安－06



 災害時における行政 LAN の役割は主に

以下の２点である。 

① 当局HPへ災害情報を短時間にアップ

ロードし、国民への迅速な情報提供を

行う 

② 当局職員が災害情報を内部、外部関係

者とやりとりできるように、メール・

インターネット通信を確保する 

①の国民への情報提供は行政機関とし

ての義務であり、②は情報共有不足が判断

の遅延につながり、人命にかかわる可能性

があることから、災害時には 低限これら

の機能を維持することが重要である。 

 
３ 北海道開発局業務継続計画の想定被

害状況  

 北海道開発局業務継続計画では、道央圏

被害地震（石狩低地東緑断層帯及び当別断

層を震源 M７．８とする地震）を想定して

いる。本局は震度６弱であるとして、具的

な被害状況を表１に示す。 

新潟県中越沖地震（2007 年 7 月）は、

震源 M6.8 大震度６強であり、阪神淡

路大震災(1995 年 1 月)は震源 M7.3 大

震度７であったことから、これらに匹敵す

る規模の大地震を想定している。 

 
４ バックアップセンターの設置につい

て 

 当局の行政 LAN システムは全開発建設

部（以下、開建とする）の大部分を本局（札

幌）に集約している。表１の想定被害下で

は光ファイバケーブルの切断により、本局

が光ネットワークから孤立し、本局及び全

開建がインターネット、メールが使用でき

なくなる。また、当局 HP も公開できない。 

 

 

表１ 想定被害状況 

 
そのため、このような想定被害を受けた

災害時に必要とされる BCP 対策としては

は、道央圏被害地震の影響を受けない区域

にバックアップセンターを設置すること

であり、本局の機能を代行して行えるよう

にすることである。 

 
４－１ バックアップセンター設置例 

 バックアップセンターの設置による遠

隔バックアップは、官公庁や大手民間会社

等で既に行われている。数社共同のバック

アップセンターを設置したり、提携会社と

相互にバックアップセンターを設置する

分類 設備名 最大停止期間・状況 

鉄道  ３日間 

地下鉄 ２４時間 

公
共
交
通

機
関 

バス  ３日間 

建物 庁舎 業務可能な範囲 

電気 ２日間 

電話（ＮＴＴ） １週間つながりにくい 

上水 飲料水 ２週間 

下水 トイレ ２週間 

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン 

（
他
機
関
） 

ガス ３０日間 

電話（多重無線回線） 停止しない 

多重無線 
停止しない 

（行政 LAN はほぼ通信不可） 

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

（
当
局
） 

光ファイバ ３日間 

サーバ 停止しない 

ルータ 停止しない 

端局装置 停止しない 

広域イーサネット 停止する 

ＭＤＮ（ＮＴＴ） 停止する 

インターネット回線 停止する 

ＳＤＨ 停止する 

情
報
管
理
室 

機
器
・
回
線 

庁舎内配線 停止しない 



ことで、設置コストを抑えることができる。

以下にバックアップセンターの設置例を

示す。 

① 経済産業省は沖縄にバックアップセ

ンターを設置している。 

② 日立情報システムズは大阪にバックア

ップセンターを設置している。 

③ 日本生命保険は大阪のバックアップセ

ンターを東京に設置している。 

④ セブンイレブン・ジャパンはバックア

ップセンターを大阪に設置している。 

⑤ サン・マイクロシステムズなど国内外

のＩＴ関連１１社が地表から１００メ

ートルの地下空間にバックアップセン

ターの設置を予定している。中部地方

の鉱山跡地に建設される。 

 
４－２ バックアップセンターに 低限

必要な機能 

 「２ 災害時の行政 LAN の役割」から

具体的に継続しなければならないと考え

る業務内容を以下に示す。 

① 外部（国民）から当局 HP が閲覧でき

る 

② 当局 HP へ 新災害情報をアップロー

ドできる 

③ 当局職員が災害対応に必要なインター

ネット閲覧ができる 

④ 当局職員がメールの送受信ができる 

災害時、これらの機能を維持することに

より、 低限の情報伝達手段は確保される

ことになる。 

従って、バックアップセンターには、こ

れらの機能を実現するための機器、回線、

セキュリティー装置が必要になる。 

 

 

 

４－３ バックアップセンターの設置場

所選定条件  
次に、当局のバックアップセンターの設

置場所の選定条件を以下に示す。 

（１）外部的要因 

地理的条件 

① 道央圏被害地震による影響を受けない

こと 

② 津波、洪水による被害を受けにくいこ

と 

③ 地盤が固いこと 

④ 交通のアクセスが容易であること 

⑤ 空港が近いこと（千歳空港以外） 

環境整備条件 

① 技術者の確保のため、ある程度大きな

都市であること 

② ISP 大手のＡＰがあること 

（２）内部的要因 

① 防災ネットワークのクロスポイントで

あること 

② 本局（札幌）と大容量データのやりと

りができること 

③ 本局機能を代行できる人員確保が可能

なこと 

 
４－４ バックアップセンターの設置位

置の検討 

 国土交通省全体で、各地方整備局間で互

いにバックアップを行う取り組みが検討

されている。しかし、当局は東北地方整備

局とのデータ通信を行う際に、津軽海峡を

挟んでネットワークを構築しなければな

らないため、内部的要因②を満たすことが

できない。本局（札幌）とバックアップセ

ンター間では、両者に同一データの蓄積が

必要となるので、大容量通信が生じる。デ

ータの種類によっては、本局（札幌）から

バックアップセンターへ情報を常に送り



続ける。例えば、HP の情報はリアルタイ

ムでバックアップセンターでもデータ保

管が必要である。 

 本州と北海道間の通信手段は、光通信と

多重無線回線がある。光通信は民間の光通

信契約により１００Ｍｂｐｓ、多重無線回

線は５２Ｍｂｐｓの帯域が確保されてい

るが、本局（札幌）とバックアップセンタ

ー間のデータ転送に必要な帯域の確保は

できない。 

よって、当局所有の光ネットワークが利

用可能な北海道内にバックアップセンタ

ーを設置することが 適であると考える。

以下は、選定条件を満たす場所を仮に A 市

とし、A 市にバックアップセンターを設置

した場合について記述する。 

 
４－５ データバックアップの流れ 

 図２にデータバックアップの簡単な構

成を示す。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２ データバックアップ構成 

 
 通常時のバックアップ状態から災害が

発生し、本局システムが復旧するまでの流

れを表２に示す。 

①において、通常時はデータの種類によ

って同時または１日１回は本局からバッ

クアップセンターへデータを送り、本局の

サーバとバックアップセンターのサーバ

が同じ情報を持っている状態となってい

る。 

表２ データバックアップの流れ 

① データバックアップ（同時書き込み、

または１日１回深夜書き込み） 

 
② 道央圏被害地震発生 本局光ネットワ

ーク切断 

 
③ データバックアップ停止、インターネ

ット機器・回線の接続先変更（本局→

Ａ市） 

 
④ Ａ市システムが本局システムの通常業

務を代行 

 
⑤ 本局光ネットワーク復旧 

 
⑥ Ａ市システムから本局システムへ差分

データを転送 

 
⑦ インターネット機器・回線の接続先変

更（Ａ市→本局）・データバックアップ

再開 

 
⑧ 本局通常業務復旧 

 
次に、②において、道央圏被害地震が発

生し、光ファイバーケーブル切断によって、

本局が光ネットワークから切り離される。

③において、通信異常によりデータのバッ

クアップは停止する。また、各開建のイン

ターネット・メール関連機器の接続先をバ

ックアップセンターへ自動または手動で

切り替える。この時、④において、本局は

 本局（札幌）  

A市 バックアップセンター 

 

ISP 札幌 

ＩＳＰ A 

 アクセスポイント 

通常運用 システム     

北海道開発局光ネットワーク 

 
 

外部メール 

インターネット 

アクセスポイント 

  

専
用
線 

外部メール 

  

専
用
線 

インターネット 



災害復旧に努めるため、バックアップセン

ターが本局の通常業務を代行する。 

⑤の本局設備復旧後は、⑥によりバック

アップセンターから本局へデータの差分

を転送する。この時点で本局とバックアッ

プセンターが同じ情報を持つ状態に戻る。

その後、⑦において、各開建の接続先を A

市から本局へ変更し、データバックアップ

を再開する。その後、①の状態にもどる。 

以上の流れにより必要 低限の当局業

務の維持が可能となる。 

 
４－６ バックアップセンター設置に対

する留意点 

 バックアップセンターの設置にあたり

以下のような問題点があげられる。 

① 切り替えの判断方法（自動切替か手動

切替か） 

② 札幌のＡＰを経由しないＩＳＰルート

の確保 

これらの問題について、以下のとおり考 

察する。 

①について、接続先は自動切替と手動切

替のどちらが良いのか考える。災害が当局

職員の庁舎不在時に発生し、職員が庁舎に

たどりつけないケースもあるため自動切

替が必須である。職員が庁舎に到着し、現

状を把握し、電話（多重無線回線）でバッ

クアップセンターに切替作業の指示を出

し、接続先が実際に切り替わるまでには、

数時間がかかると考えられる。その場合、

業務に支障をきたすため、自動切替を確実

に行える様なシステムを構築する必要が

ある。 

自動切替の場合は、接続先切替のトリガ

ーとなる情報が必要になる。例えば、気象

庁の緊急地震速報、当局保有の地震計情報

がある。震度６弱の地震情報を受信した時

点で光ケーブルの生死にかかわらず、自動

で接続先を切り替える。震度６弱の地震は

発生していないが、インターネット回線の

切断や、インターネット関連機器の故障等

によるバックアップセンターへの切り替

えが必要な場合には、手動で切り替えるこ

ととなる。この時、本局の光ケーブルが実

際に切断されていなかった場合も、本局職

員はインターネット、メールの使用はでき

なくなる。 

または、サーバの死活監視システムを A

市に設置し、本局のインターネット回線の

遮断、インターネット関連機器の停止を検

知した場合に、自動的に切り替わるように

する。こちらの方が、地震以外の障害にも

対応できるため、効果的だと考える。しか

し、通信状態が不安定になった場合に、切

り替える必要がないのに切り替わってし

まう可能性はある。 

これについては、運用方法を細かく定め、

整理していく必要がある。 

②について、ＩＳＰ 大手５社に聞き取

りを実施したが、A市から札幌を経由せず、

本州に接続するルートは確定できなかっ

た。 

一部ＩＳＰでは、インターネット関連機

器・回線ともに札幌市内で冗長化構成をと

っており、機器については耐震対策を行っ

ていて、震度６弱では問題ないということ

だが、光ケーブルまたは電話線については

切断の可能性がある。 

 したがって、本州の AP からインターネ

ット接続を行う必要があるため、北海道内

の A 市と本州の仮に B 市とにバックアッ

プセンターを分散して設ける必要がある。

業務系システムのバックアップは A 市で

行い、インターネット公開系システムのバ

ックアップは B 市で行う。４－３で述べた

 



とおり、本州と北海道間ではデータ転送に

必要な帯域の確保は難しいので、インター

ネット公開系サーバのみ B 市の地方整備

局（以下、地整とする）に設置するものと

する。 

  
４－７ データバックアップセンター構

成について 

 ４－６で述べたデータバックアップの

構成を図３に示す。A 市に業務系サーバ群

を、B 市にインターネット公開系サーバ群

を設置し、B 市の ISP AP からインター

ネット接続を行う。基本的に、図３のサー

バについてはバックアップセンター（A 市

と B 市）にも本局と同等機種のサーバが必

要になる。 

グループウェアサーバ等の業務系サー

バの大容量データのバックアップは、A 市

で行う。 

B 市には Web サーバ等のインターネッ

ト公開系サーバを設置し、ISP ＜B＞か

らインターネット外部へ通信を行う。ISP

札幌が道央圏被害地震により光ケーブル

が切断された場合にも、本州の B 市へ当局

光ネットワークから国土交通省光ネット

ワークへ接続し、インターネットによる

HP の公開を行うことができる。 

 本局が光ネットワークから切断された

場合は、各開建は A 市と B 市のサーバへ

接続を行い、通常業務を継続することがで

きる。その際に、A 市と B 市間でデータの

やりとりが生じる。 

業務系サーバとインターネット公開系

サーバの情報を守るため、インターネット

外部に対する「外部 FW」と、当局または

国土交通省光ネットワーク内部に対する

「内部 FW」を設置する必要がある。 

現在の当局光ネットワークや ISP への

接続条件を考えると、図３の構成が現実的

であると考えられる。 
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                 図３ バックアップセンター構成図 



 
５ まとめ 

 これまで、道央圏被害地震下でのＢＣＰ

対策としてバックアップセンターの必要

性と構成について述べてきた。 

 当局の必要 低限の機能が、災害時にも

業務継続することは、行政機関である当局

の役割を果たすためには、必要不可欠であ

る。 

 災害時に被害を 小限におさえ、迅速な

対応をとり、国民の安全を確保することは

重要である。支障による影響が出た場合、

国民の信頼を失うことになり、大地震の設

備破壊以上の損失となると思われる。 

従って、今後将来的なＢＣＰ対策として

バックアップセンターの設置について、先

に述べた留意点を考慮し、関係各課と調整

の上進めて行きたい。 

 また、装置が動いても人が動かなければ

迅速な復旧はできない。誰が何をどのよう

な順番で行うのか行動マニュアルの整理

と、実際のネットワーク構成・電源系統・

システム構成の把握、基礎知識の向上によ

り、円滑な対応が可能となる。 

 バックアップセンターを機能させるた

めには、職員の相互の協力が必要であり、

バックアップセンターが機能した上で、職

員の内部・外部関係者との情報共有を深め

ることにつながる。 

 バックアップセンターが整備されて、イ

ンターネット回線やインターネット関連

機器の接続先を自動で変更できるように

なったとしても、それを構築・維持してい

く人員確保ができなければ、ＢＣＰとして

は不十分である。 

 以上の理由から、システム管理者の立場

において、バックアップセンター設置はＢ

ＣＰへの第１歩であり、バックアップセン

ターを設置し、遠隔地でデータのバックア

ップを行うことは、当局のＢＣＰを考える

上で必要不可欠なことである。 

 
６ 用語集 

  LAN：Local Area Network の略称で、

同一敷地内などの総合的な情

報通信ネットワークのこと 

  BCP：Business Continuity Plan の略

称で、業務継続計画のこと 

  HP：Home Page の略称で、インタ

ーネットの WWW サーバにより

提供される画面のこと 

  ISP：internet service provider の略称

で、インターネットへの接続サー

ビスを提供する団体のこと 

  AP：Access Point の略称で、ISP が、

利用者のモデムやターミナルア

ダプタからの電話回線や ISDN回

線を介した接続を受け付け、イン

ターネットに接続するために設

けた施設 

  クロスポイント：ネットワークループ

の交点となる箇所 

  死活監視システム：監視対象サーバの

稼働状況を確認出来るシステム 

  Web：World Wide Web のことで、イ

ンターネットにおける世界規模

の情報ネットワーク 

  DNS：Domain Name System の略称

で、インターネット上のホスト名

と IP アドレスを対応させるシス

テム 
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