
危機管理研修 

特別講演 

「ライフラインと危機管理」 

 

日時：平成２２年６月２日（水）１３：０１～１５：０１ 

場所：高松サンポート合同庁舎 アイホール 

講師：香川大学工学部 教授  野田 茂 

内容： 

13:01-15:01 特別講演 香川大学工学部 教授 野田茂                    

○自己紹介 

・わかる！ 学問 理科系の最先端 大学ランキング 

・安全システム建設工学科は地震分野をリードする機関としてトップ１０にランキング。 

・四国の他機関では理工系９４分野においてランキング入りなし。 

 

○講演項目 

・四国に迫る巨大地震 

・応急対策行動 

・ライフラインとは？ 

・ＢＣＰ など 

 

○世界の大都市域における災害リスク指数 

・りすく ＝ ハザード × 脆弱性 × ストック 

・東京、横浜は格段に高いリスク 

 

○質問：災害時に最も重要なライフラインは何か？ 

・電気 

・ガス 

・水道  研修参加者の中では１番多い 

・電話 

・交通  研修参加者の中では２番目 

 

＜四国に迫る巨大地震＞ 

○各都道府県庁所在地での震度６弱以上３０年超過確率の影響度 

・四国の４県は、南海トラフ沿いの巨大地震の影響が非常に大きい。 

 

○東海・東南海・南海地震の発生間隔 

・１８５４年以降駿河トラフが空白域となっている。 
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○次の南海地震の発生はいつ頃か？ 

・一番発生しやすいのは２０３０年。 

・３０年以内に南海トラフ沿いで巨大地震が発生する確率 南海地震：５８．２％ 

 東南海地震：６９．７％ 

 

○今世紀前半に３兄弟の巨大地震（東海・東南海・南海地震）が確実に起きる 

・東南海地震 Ｍ＝８．４ 

・東南海地震 Ｍ＝８．１ 

・東海地震  Ｍ＝８．０ 

 

○震源域におけるアスペリティの分布 

・アスペリティ プレートのズレが大きい場所のこと 住数メートルズレる 

 

○震度分布図 

・和歌山沖からプレートが壊れ始め、周囲に広がる。 

・壊れる領域が広大なので、揺れは強く、長周期成分も多い。 

 

○想定南海地震の猶予時間は？ 

・緊急地震速報発表から主要動（大きな揺れ）が到達するまでの時間は、高松なら４０数秒の猶

予がある。 

 

○東南海・南海地震時の満潮位における海岸の想定津波高さ 

・高知側では十数メートル、その他の海岸でも数メートル。 

 

○津波は一波だけではなく、次から次ぎへと押し寄せる。 

 

○津波災害予測の現状と限界 

・東海・東南海・南海地震が同時に発生した場合が被害最大となるとは限らない。 

・アスペリティを考慮した津波の評価、予測とはなっていない。 

 

○応急対策活動 「東南海・南海地震応急対策活動要領」 

・政府の活動体制 

・各省庁の役割を明記 

・緊急輸送ルート計画 

・応援部隊の派遣 

・応援医療搬送 
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○果たして、巨大地震時に これらの体制はスムースに機能するか？ 

・広域で同時に発生する災害のため、被害情報の把握が困難。 

・広域で同時に発生する災害のため、防災機関内等の情報伝達が困難。 

・広域で同時に発生する災害のため、住民等への情報提供が困難。 

・広域で同時に発生する災害のため、通常の広域防災体制等では対応が困難。 

 

＜ライフラインとは？＞ 

○動脈系と静脈系 

  流入         流出 

情報  →    → 情報 

エネルギー →    → 熱 

水   →    → 下水 

物資  →    → 廃棄物 

 

都

市 

 

・阪神・淡路の地震では、水よりも下水、物資よりも廃棄物が問題視された。 

 

○ライフラインとは？ 

・教義には交通施設を切り離し、電力・ガス・上下水道・電話施設をライフラインと呼ぶことが

多い。 

 

○ライフラインの特徴 

・ネットワークで構成されるのがライフライン・システム 

①公共性が高い 

②広範囲にわたって線的・面的に構築されたネットワーク形状をしていること → 軟弱地

盤が存在すると、その影響は避けられない。 

→ ネットワークが階層構造を形成し、数が多い下部の要素ほど地震視に破壊しやすく、

その影響が大きい。 

→ ネットワークが階層構造を形成し、数が多い下部の要素ほど地震時に破壊しやすく、

その影響が大きい。 

③多数・多種類の構造物が有機的につながって１つのシステムを形成していること 

 → システムの信頼性はネットワークの冗長性（リダンダンシー）に依存する。 

④構造的・物理的な被害のみならず、機能的な被害が問題となってくること 

 → 構造的被害と機能的被害が異なる。 

⑤物質・。情報などの輸送・伝達機能を有していること 

⑥ライフライン系は、相互に有機的な結びつきのもとに、全体系として都市機能を支えてい

ること 

⑦一般住民の生活・生命に深くかかわっていること 
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○ネットワーク形態と災害対応 

・ループ化 

・ブロック化 

・多ルート化 

・バックアップ  リダンダンシーが重要 

 

○ライフラインの地震防災対策 

（事前対策） 

・個々の施設の耐震性向上 

・被害予測と影響波及評価 対応を事前に検討 

・ネットワークの多重化・バックアップシステム 

 

（事後対応） 

・モニタリングと情報伝達 

・早期被害推定と緊急対応 

・先端技術を用いた災害情報把握 大量な情報の処理を先端技術で 

 

＜相互依存性を考慮した重要インフラの危機管理＞ 

○重要インフラ 

・インフラの間で被害連鎖が発生 

・電気、ガス、水道、交通、通信など、個々のインフラの地震対策は進んでいるが、相互依存関

係に伴う被害波及対策が十分でなく、早急な取り組みが求められる。 

・一箇所でのライフラインの同時被災 

・復旧作業の錯綜に伴う復旧支障 

 

○医療機関の診療能力はなぜ低下した？ 

１番 断水 

２番 電話普通 

３番 ガス供給停止 

４番 停電 

 

○復旧段階における上下水道、ガス供給システム間での相互影響 

・水の復旧が進むことで、ガスの需要が生まれ、供給量が増えてくる。 

・汚水量 平常時には１０時頃と２１時頃に二山の需要があったが、被災後には汚水量に変化が

ない。 

 

○ライフライン寸断により市民生活で困ったこと 

・時間とともに、苦情の内容が変わっていく。 
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・１週間目：復旧の見通しは？ 給水車はいつどこにくるか？ 

・２週間目：具体的かつ正確な情報がほしい。給水車の広報をせよ。 

・３週間目：詳しい情報提供がない。 

・４週間目：我慢も限界だ 

 

○停電の他のライフラインへの影響 

・都市ガス：製造プラントの機能停止 

・上水道：浄水場機能停止、配水ポンプ機能停止 

・下水道：処理プラント機能停止 

・電話：交換施設電源喪失 

・交通システム：信号停止、管制システム機能停止 

・ライフラインは相互に機能連関 

 

○機能支障に起因する被害波及例 

・電力は要、最も重要。次に道路が大事 

 

○ライフライン地震防災対策の基本構造 

・事前、事後 ハード面、ソフト面 

・個別最適化 → 全体最適化 

 

○阪神・淡路大震災後の都市震災対策の改善 

・情報を活用して情報処理をうまくすれば、被害が少なくなると誤解していた。 

・組織体制、指揮・命令系統、機器対応システムを整備すれば、災害対応が円滑に進むと誤解し

た。 

 

＜地震③兄弟による被害の特徴は？＞ 

○東海・東南海・南海地震災害が起こったらどうなるか 

・人的・物的不足問題 

・救援過疎問題 

・情報過疎問題 

 

○来る東南海・南海地震による津波災害の特徴 

・避難不可能 

・住宅での生き埋めや避難路の通行不可 

・地下空間の浸水 

・津波による浸水、火災の恐れもある 

・港湾機能麻痺 

・応急対応不可能 
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○被害は広域化する なぜ被害が広域化するのか？ 

・外力が広域に作用する。 

・社会構造がネットワーク化している。広域でシステムがダウンする。 

・被害が巨大で、救助・救援活動等が長期化する。 

・広域連携を経験していない。 

 

○特に重要視したい対策 

・長周期地震動対策 

・ライフライン被害の長期化 

・高齢災害 

・複合災害 

・津波対策 

 

○長周期地震動対策 

・超高層ビル、長大橋、大型タンクなどが危ない 

・制振機構などの対策が急務 

 

○ライフライン被害の長期化 

・全てのライフラインが長期にわたって、機能停止する。 

・水道で１７ヶ月、都市ガスで７ヶ月、電気で１ヶ月復旧にかかると予想される。 

・情報伝達網が寸断され、住民等への情報提供が困難となる。 

・ライフラインの支障は、人、物、情報、資金の流れを寸断し、その影響は復旧、復興を遅らせ

る。 

 

○高齢災害 

・高齢犠牲者の占める割合が高い。 

 

○複合災害 

・複合災害：同種もしくは異種の災害の時間差発生によって被害が拡大する災害、被害連鎖 

・倒壊家屋が道路にはみ出し、２車線以下の復員の道路は通行不可能となる。 

・緊急輸送道路では、構造体の被害が無くても、液状化に伴う路面陥没や橋の取付部分の段差や

ジョイントの不整合から、通行不可能となる。 

 

＜津波対策＞ 

○最近の津波災害事例における課題と問題点 

・情報による被害軽減には限界がある。 
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○津波避難勧告が出ても避難しない理由 

・心理的理由 

・知識の欠如 

・避難行動を起こす動機付けが大切 

 

○津波には個性がある 

・災害は進化する 

 

○津波防災対策の基本 

・防災施設で守る ← 時間と経済的に限界がある 

・地域防災計画 

・防災体制 

 

○津波対策 

・注意報・警報の早期発令・解除と高精度化 

・各種センサーの避難勧告への有効活用 

・ハザードマップの普及と活用の徹底 

・地下鉄・地下街などの対策 

 

＜住宅・建築物の耐震化戦略＞ 

○公立学校施設の耐震改修状況調査 

・四国４県は５５～６０％程度の耐震化率。 

・特定建築物・住宅の耐震化率 

・持ち家の耐震化率 

 

○阪神・淡路大震災における主な死因 

・８３．７％は、家屋の倒壊や家具転倒による圧死 

・建物は凶器と化する 

 

○水道の大切さ 水は命に関わる 

・水道の耐震化への補助事業について、事業仕分けでは反対され、「水道料金の高いところへだけ

補助しなさい」との判定。 

・水の大切さ、実体をわからずに、イメージだけで仕分けられている。 

 

＜事業（業務）継続計画ＢＣＰ＞ 

○ＢＣＰとは？ 

・災害が起きる前に、計画・準備しとく。 
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○ＢＣＰの概念図 

・損失 × 時間 の面積を最小にしようとの概念が抜けている。復旧の立ち上がりや、損失を軽

減させることを意識しなければいけない。 

 

○ＢＣＰのための相互依存性解析 

・サプライチェーンが考えられていない。 

・供給系ライフライン機能の麻痺 

・交通・通信系ライフライン機能麻痺 

 

○インフラ施設こそＢＣＰを！ 

 

○優先順位 

 

○目標復旧時間 

・新潟地震でわかったこと 

 震度５弱 ３日以内 

 震度５強 １０日以内 

 震度６弱 ２０日～１２０日（１４日以内へ） 

 震度６強 ４０日～２４０日（３０日以内へ） 

 

○現在のＢＣＰの課題 

・最適復旧戦略の定式化が行われていない。 

・復旧過程の最適性の判断基準、復旧作業の制約条件を考慮した上で、人的・物的資源の配分、

管理、運用、体制が整備されていない。 

・サプライチェーンとネットワーク経由による被害伝播、広域化した連鎖被害、他社リスクの増

大とその影響、複雑性・階層性に起因した遅延問題が考慮されていない。 

 

○我が国における本格的かつ実用的なＢＣＰの始まり 

・財団法人地震予知総合研究振興会の委員会 

・電力流通システム・要素構造物の耐震性評価と復旧の予測手法に関する研究 

・電力流通システムの耐震性評価・復旧計画策定支援システム開発に関する研究 

・地震直後２６０万件が停電 送電ルートを変更し２時間後には１００万件が復旧 被災地域の

ブロックをネットワークから切り離し翌日には大部分のエリアで復旧。１週間でほぼ完全復旧。 

・電気の復旧が行われたことで、医療や通信が使えるようになった。 

 

○成果の発表 

 

○四国企業を対象としたアンケート調査 
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・２００６年１２月に実施 

・サンプル数 ２７９社 回収率４１．７％ 

・ＢＣＰの必要性は５０％程度認識されている。 

・必要と認識されていない原因は、情報不足。 

 

○守るべきもの 

・命、資産、生活 

・自己防衛、自助が重要 

・日頃の心の備えが家族を守る 

 

○想像力から対策が始まる 

・意識 → 知識 → 認識 → 実践（具体的対策） 

 

○最後は人の問題 

 

○居安思危（こあんしき） 

 

○お金で見る耐震化（水道代） 

・水道の基本料金の最も高いところと安いところ、平均料金と、管路の耐震化率を比較してみた。 

・水道料金の高さと耐震化は関係ない。事業仕分けの結論は理にかなっていない。こんなことで

は、耐震化は進まない。 

・もっとデータを深く見る必要がある。 

 

― 以上 ― 


