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 2011 年 3 月に発生した東北地方太平洋沖地震では，都市機能や市民生活を支えるライフラインも機能

しなくなり，地震後の混乱に拍車をかけた．本稿は都市ライフラインの被害特性について分析するととも

に，東日本大震災の被災例をもとに今後解決するべきライフライン防災の課題について考察している．阪

神・淡路大震災を教訓に進められてきた防災対策は一応の効果を示したが，東日本大震災後はさらなる備

えが望まれる．これまでの経験からライフラインの脆弱性はおよそ把握できており，地域防災計画などに

おいて被害想定が組み込まれている．想定内・想定外ということばで曖昧にすることなく，事業者も市民

も発生しうるリスクを認識することが重要となる．今回の震災以上の混乱は考えにくいが，対策を取らな

ければ今回程度の混乱は何度でも繰り返されることを前提に，いろいろな分野の専門家が意見を交わし，

善処策を早急に進める必要がある． 
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１．はじめに 

 

 都市ライフラインは都市機能を支える水道や下水，電

力やガス，電話や放送などのインフラ群の総称である．

都市ライフラインは人々の生活や経済活動に欠くことの

できないサービスであり，特にヒトやモノが密集する都

市において，水の供給と排出，エネルギーの供給，情報

通信，物流などの機能低下は多大な支障をもたらす． 

 多くのライフライン事業者は，自然災害後の混乱を

小にするために事前の対策をとっている．事前の対策が

有効な範囲では想定内の事象となり，深刻な状況は避け

ることができる．逆にこの深刻な状況を事前に想定でき

れば，対策費の範囲内で準備が行える．しかし対策実施

は安全性と経済性のバランスの問題となり，一律に安全

レベルを決めるのは難しい．さて事前の対策の守備範囲

になければ想定外の事象となるが，想定外であっても対

応不能となるわけではない．想定はあくまで目論見であ

り，目論見が外れてもすべてが無になることはない．目

論見による事前の準備は 悪の事態を回避するのに十分

な場合もある．一方で、地震などによりライフラインが

停止することは周知の事実となっており、利用者は事業

者の対策の限界を知っておく必要がある． 

 本稿はこれまで明らかになっているライフラインの防

災上の課題と，今回の大震災で加わった新たな課題を対

比することにより，今後のライフライン防災の研究の方

向性を考察する．2011年3月の東日本大震災では，名前の

とおり東日本全体が機能停止する事態となり，大地震，

大津波と原発事故は日本の作り上げてきた戦後システム

の問題点を露呈させた．これまで経験したことのない広

い範囲で混乱を生じた原因は，単に地震規模が大きく，

大津波が襲ったことだけでなく，効率性を追求したシス

テムの不具合も影響していると考える．遠隔地に大規模

な発電所を建設して都市に送る電力システムは震災前に

は多重化したネットワークになっていて安全とされてい

たが，大地震・大津波が起きた現時点で考えると脆弱に

思える．また通信は民営化により，よりよいサービスを

低料金で提供するシステムに変更されたが，公的機関の

災害時通信まで民間任せになっていたようにもみえる．

公衆通信は契約者がシステムを共同利用することにより

低料金となり，また低料金を維持するには必要 低限の

災害対策しかできないことになる．今回の震災では割高

な衛星携帯電話が威力を発揮したが，災害後に申し込ん

でも災害直後の通信には使えない．商用電源と公衆通信

を前提に計画された災害対策本部のマニュアルは機能せ

ず，混乱するのは自明である．停電もなく，電話やFAX

で現場と連絡が取れればマニュアルどおりに事が進むの

と対照的である． 

 今回の震災で起こりうるリスクがすべて露見したかど



うかはわからないが，ライフライン防災の課題をライフ

ライン事業者の観点と利用者の観点で洗い出し，次の震

災に備える必要がある．同じ失敗を繰り返さない方策は

見つかるはずであり，すぐには実現できなくとも課題を

解決する道筋をライフライン事業者と利用者で情報共有

する必要がある． 

 

 

２．社会技術的観点による評価 

 

 堀井はその著書の中で，安全安心のための社会技術の

解決法は共通する部分があり，他の問題解決手法がヒン

トになるとして，問題特性を分類し，問題解決のヒント

をまとめている．鈴木はこのガイドラインを参考に，ラ

イフライン機能停止の問題を分析している．その結果と

して，問題の複雑化・高度化，関係主体間の連携，シス

テムの多階層性，リスク認知の低さ，システムの更新頻

度の低さ，ハザードの追加性といった項目は，ライフラ

インの機能停止の問題によく当てはまる問題特性と考え

られる．この問題特性は今回の震災のライフライン被害

にも当てはまる．課題を洗い出す際のキーワードになる

と考える． 

 一般的な問題特性に対して，特性に応じた問題解決の

ヒントがある．表1にはライフライン停止問題の特性ごと

の問題解決のヒントをまとめている．これらのヒントは

同じ特性を持つ問題解決の成功事例から抽出されたもの

である．問題の複雑化・高度化に対して，現象のモデル

化，予測・明示，データの規格化などがヒントになって

いる．現象のモデル化と予測は，まさにこれまでの研究

の流れであり，一層研究を進める必要がある．一方でデ

ータの規格化は，業種ごとに行われてきた研究を同じ土

俵で議論するべきことを示唆している．これまでの研究

は業界ごとに指標を決めて分析するパターンが多かった

が，ライフライン被害データの規格を統一するのが望ま

しいといえる．関係主体間の連携においても，情報の規

格統一・共有がヒントになっているが，複雑化に対する

ヒントと同じ解決策となっている． 

 システムの多階層性に対して，システム間のリスク受

け渡しの把握がヒントとなっている．リスク認知の低さ

の項目にも関係するが，他事業者との連携の少なさが問

題とされる．被害が起こらないように徹底できればこの

問題はなくなるが，一部に被害が発生するのは避けられ

ない段階であり，その被害がどのように波及するかを定

量的に解明し，事業者が事実を認識する必要がある． 

 更新頻度の低さとハザードの拡大は，ライフライン事

業者全体の問題といえる．ライフライン設備は長い年月

をかけて建設され，新旧の設備を織り交ぜてサービスを

提供している．不良設備の取り換えには長い時間を要し，

また地盤の液状化や，宅造地の問題など後になってハザ

ードが追加されることもある．ハザードにさらされてい

る対象の改善が基本策となるが，それ以上に，被害を

小化する方策や回避策が有効となる．被害の 小化策の

検討においても，事業者間の連携や，情報の規格統一・

共有が望まれる． 

 今回の震災の被害を踏まえて，問題特性を考えてみる．

いろいろな不具合が露見したが，広域停電により電源が

いきわたらない事態が発生したことと，特に被災地域で

情報途絶が起きたことが注目される．停電は発電所の被

災が主な原因であり，情報途絶にも深刻な影響を与えて

いる．今回の震災において停電や情報途絶が他の混乱に

どのように影響したか，またそのリスクが事前にどの程

度認識され，事前準備がなされていたかの分析が望まれ

る．事業者と利用者のリスクの認識に差があれば，早期

に是正する必要がある． 

 

表1ライフライン停止の問題解決のヒント 

関連する問題特性 ライフライン停止の問題解決のヒント 

問題の複雑化・高度

化 

 

 潜在的被害者に 小限の情報提供 

 現象のモデル化，予測・明示 

 データの規格化・収集・加工 

 被害発生の防止の徹底 

 当該分野の理解促進 

関係主体間の連携 

 

 情報の規格統一・共有化 

 人的/組織ネットワークの構築 

 統一的な窓口 

システムの多階層

性 

 

 被害発生の防止の徹底 

 システム間のリスクの受渡しの把握 

リスク認知の低さ 

 

 リスク認知の適正化 

 被害者への情報伝達の制度化 

 

財・サービス・シス

テムの更新頻度の

低さ 

 ハザードにさらされている対象の改

善 

 被害 小化／回避 

ハザード拡大に対

策が追いつかない 

 ハザード拡大の防止 

 対策のソフト化による進捗速度向上 

 

 
 

３．利用者から見たライフライン研究 

 

(1)研究ニーズの分析 

 ライフライン防災の研究のニーズを事業者と利用者に

分けて考える．都市の供給・処理系統を担っている事業

者にとって，将来発生する大地震時に現状の設備でどの

程度の被害が起こるかという事故の予見性を明確にする

ニーズがあげられる．予見性は法律用語であるが，その

発生が予測しえた事故は責任が重いとされるときに用い

られる．市民生活の混乱に直結する問題であり，事前の



対策をとることにより，事故を未然に防止するとともに

混乱を 小にする管理義務が望まれる．事業者のみなら

ず，事業法を所管する監督官庁の責任問題にも発展しう

る． 

 一方，利用者について個人レベルと企業レベルで考え

る．個人レベルでは地震が起これば生活が混乱するかも

しれないという漠然とした不安を解消したいニーズがあ

げられる．事前の準備で混乱が抑えられるのなら，行動

したい人も多くいる．また企業レベルではライフライン

の停止が会社の経営に影響することから，リスク回避の

基礎データとして活用するニーズがある． 近では

BCP/BCMといったリスク管理が広く行われるようにな

り，システム評価の研究のニーズは高いといえる．表2に

以上の内容を整理している． 

 近では，地域防災計画の被害想定においてもライフ

ライン被害の項目が設けられ，水や食料の備蓄や，緊急

時の家族の連絡方法の取り決めなどが推奨されている．

全体計画では断水，停電，交通マヒ，通信途絶などが起

こるものとしているが，個々の対応ではライフライン停

止の影響が十分反映されていない部分もある． 

 

表2 ライフラインの防災研究のニーズ 

区分 研究ニーズ 

事業者  現状の設備でどの程度の被害が出るか事前

に知りたい（事故の予見性） 

 被害を最小限に抑える方策を検討したい（善管

義務，リスク管理，BCP，CSR） 

市民  災害に対する漠然とした不安を解消したい（未

知の不安） 

 事前に準備できること，災害時にとるべき行動

を事前に学習したい（不安の解消） 

企業  災害が企業経営に及ぼすリスクを定量的に知

りたい 

 事前の準備でリスクを最小化したい

（BCP/BCM) 

 

(2)利用者の視点 

 ライフラインの地震被害の特徴として，構造的な特徴

から被害が起こりやすく機能停止しやすい点があげられ

る．人的被害が顕著でない地震であってもライフライン

の機能停止が問題になった地震を多く経験している．逆

の見方をすれば，ライフラインの被害は人命には直接関

係しない特徴を持つ．消防用水が不足して鎮火できずに

延焼する，あるいは停電の影響で生命維持装置が停止す

るなど人命に影響するケースもあるが，何らかのバック

アップがあれば致命的とはならない．サービスが止まっ

ても短時間ならば影響は小さく，少し不便になっても代

替のサービスがある． 

 利用者から見て地震時のライフラインサービスは代替

性が重要な観点であり，事業者が準備するにしろ，利用

者が準備するにしろ，必要 低限のバックアップがあれ

ば 悪の事態は避けられる．水に関して，発生直後は市

販の容器入り飲料，しばらくしてからは応急給水があれ

ば当座はしのげる．下水の仮設トイレ，電気のバッテリ

ー，都市ガスのカセットコンロなどサービスが止まった

時の代替はいろいろとある．情報通信にしても，電話，

テレビ，ラジオのほか， 近では携帯電話やインターネ

ットなど情報を集める手段は多様化している．平常時と

比べて不便は感じるが何とかなるのがライフラインサー

ビスといえる． 

 社会技術的観点でいくつかの問題特性を述べたが，関

係主体間の連携の無さ，リスクの認知の低さは利用者に

とって深刻な問題である．生死に影響する被害ではない

が，社会的には経験のない大混乱が想定されるのに，有

効な防止策が示されていないのである．行政やライフラ

イン事業者は啓蒙に努めている．道路，鉄道は不通とな

る，断水する，停電する，ガスも止まる，電話はかから

ないことが予想されるので留意するように周知がされて

いる．それに対して需要家が準備行動を起こせないでい

る． 

 地震によるライフラインの停止は複雑極まりない都市

全体の問題である．将来を予測するにも限度がある．関

係主体も多く，縦割りで管理されているケースがほとん

どである．また解決策が明らかになっても公共料金の範

囲で改善を進めるには長い時間が必要となり，解明が進

めば進むほど新しい問題も追加される．全貌の解明には

時間を要すると考えられるが，解明された範囲で利用者

に準備行動を促し，被害をできるだけ小さく抑えること

は可能であろう．個人レベルだけでなく，企業レベルで

はBCPが盛んになりつつあり，将来のリスクに対処する

動きが加速してきている．利用者の行動をコントロール

して地震に備えるライフライン研究が望まれている． 

 

 

４．東日本大震災のライフライン被害 

 

(1)被害の総括 

 今回の東日本大震災では，大津波と原発事故に注目が

集まったため，これまでの大地震に比べてライフライン

被害の注目度は比較的低いと思われる．今回の震災では，

大津波による被害と原発事故の枕詞として想定外という

用語が多く用いられたと感じている．ライフライン研究

のニーズで述べたように，事故の予見性はライフライン

事業者にとって重大な事業判断材料である．平時であれ

災害時であれ，ライフラインの停止は市民生活への影響

が大きく，起こりうる不具合に対して適切な対応が望ま

れる．対応とは事故防止の努力だけでなく，不具合の可

能性を情報公開し，社会のコンセンサスを得ることも含



まれる． 

 原発では地震などの外乱により，定常運転ができなく

なった場合には「止める，冷やす，閉じ込める」という

万全の対策が準備されているので安全であるというコン

センサスがつくられていた．その適否については本稿で

は述べないが，原発の用語に倣って，各ライフライン事

業者の地震後の対応方針を簡単な用語にして表3にまと

めてみた． 

 水道は可能な限り水を流し，断水地区は給水車で対応

することが基本となっている．水を流すのは水を止めて

しまうと破損個所が見つからないからである．給水車の

対応は数日後となるため，事前の広報により利用者で必

要 小限の水を確保することが要請されている．一方で

都市ガスは地震後の火災など2次災害防止のために被害

の大きな地域では供給停止することを基本方針としてい

る．揺れの大きさを検知するセンサーを各所に配置する

ことにより，自動的にバルブ遮断するシステムとなって

いる．さらに利用者との切り分け点に感震遮断機能をも

ったマイコンメータを設置して，揺れで家が壊れてもガ

ス漏洩がないネットワークをつくっている． 

 電話と電力も止めることが基本とされている．電話は

災害対応機関などの災害時重要通信を確保することが要

請されており，一般ユーザの利用を制限して重要通信を

優先する仕組みが作られている．また通信途絶地域が発

生した場合には，応急機器を使って早期復旧する準備が

なされている．また電力は需給バランスが崩れた場合に

は広域に停電とする仕組みとなっている．都市部の被害

により需要が急減するあるいは発電所の被害により供給

が急減するような状況では，電圧，周波数が不安定にな

るため，停電させて安定化を図ることとしている．必要

なだけの電力を発電して供給する仕組みは大地震のよう

な急激な変動に対応できるシステムになっていないとい

える．なお切れた電線を仮配線でつなぐのは電話と同じ

である． 

 鉄道も対応方針が決まっており，列車を安全に停止し，

乗客の安全を確保することを第一としている．地震に耐

え運転を継続できるシステムではないことになる．結局，

都市ライフラインで地震後に意図的に止めないのは水道

と下水だけであり，そのほかのライフラインは止めるこ

とを市民に周知して，社会のコンセンサスができあがっ

ていると考えられる．被害が軽微で各ライフラインが問

題なくサービスを提供しているのであれば，緊急対応に

至らない程度の災害ということになる． 

 次項より，東日本大震災の混乱について述べるが，各

ライフライン事業者とも，想定してきた 大級の被害に

対応し，混乱を 小限に収めたといえる．このことは阪

神の教訓が役立った成果といえる．各事業者は阪神レベ

ルの被害想定を行い，阪神の混乱を繰り返さないように

努力をしてきた．その準備は経済的なこともあり100％で

はないが，限られたリソースを 大限有効に利用する仕

組みを作っていた．しかしながら，経験のない大津波と

原発事故では大きく混乱したのが今回の震災の総括であ

る． 

 

表3 都市ライフラインの地震後対応 

事業者 対応方針 

水道 流す，配る，復旧する 

都市ガス 止める，復旧する 

電話 止める，つなぐ，復旧する 

下水 復旧する 

電力 止める，つなぐ，復旧する 

鉄道 止める，逃す，復旧する 

 
(2)阪神・淡路大震災との比較  

 東日本大震災の都市ライフラインの被害数は復旧が完

了した後に確定する．ここでは速報値として発表された

データを阪神・淡路大震災の数字と比べて，今回の震災

の特徴を考察する． 

 水道は阪神の2倍の断水が発生した．断水が発生した範

囲も広く，東北のみならず，東京圏でも断水地区が発生

した．大きな揺れが広い範囲を襲ったことが原因である

が，東京湾岸では埋立地の液状化により被害が拡大した

ことが指摘されている．液状化は緩い砂地盤が強い揺れ

を受けることにより強度を失う現象であるが，住宅だけ

でなく地下に埋設した管の被害も大きくなる． 

 電気は，太平洋岸に設置した発電所の多くが津波によ

り被災し，早期に再稼働できないことが停電範囲を拡大

させた．電力不足の長期化にともない，東北電力，東京

電力管内では計画停電が実施され，社会の混乱を増幅さ

せた．電源回復の遅れは他のライフラインにも波及し，

断水や電話の不通を招いた． 

 都市ガスは阪神と比べて被災規模は小さく，停止件数

はおよそ半分であった．都市ガス事業を行っているおも

な都市は，仙台市，いわき市，日立市などであるが，揺

れの特に大きかった東北地方では阪神地区ほど都市ガス

が普及していなかったことによる． 

 通信については後で詳しく述べるが，固定電話で190万

回線が停止し，携帯基地局は1万2千局が停波した．固定

電話の被害数は阪神の約10倍であり，携帯基地局の被害

数は阪神のおよそ100倍となっている．津波被害に加えて，

広域に長時間停電した影響を受けている． 

 下水は太平洋岸に設置した 終処理場が津波により大

きな被害となった．阪神では液状化の影響により東灘処

理場が長期稼働停止となったが，今回の震災では14か所

の処理場が長期稼働停止と見込まれている． 

 さて兵庫県南部地震のマグニチュードは7.3，今回の地

震は9.0である．地震のエネルギーで比べると約350倍，断

層の面積で比べると約50倍の開きがある．マグニチュー



ドに加え、都市の直下と遠く離れた海底下という地震の

性質と，大きく揺れた範囲の都市人口の条件により，ラ

イフラインの被害の傾向に差異が出た．水道とガスの供

給設備は都市に集中するため，大きく揺れた範囲の都市

人口が少なかったことから，およそ倍半分の差異となっ

たと考えられる．一方，電話と電力は都市人口に関係な

く広域にネットワークを形成する．利用者は都市部に集

中するが，ネットワークは東日本全体に分布する．その

ため広域で起きた大きな揺れと津波の影響が顕著に表れ

て，被害数が1オーダー大きくなったといえる． 

 

表 4 阪神淡路大震災と東日本大震災のライフライン被害の比

較（東日本大震災は速報値） 

区分 1995阪神 2011東日本 

水道 約123万戸が断水．全国

各地から約18000人の応

援を得て2月末に仮復旧

が終了 

地震直後に10県で約210

万戸が断水（宮城，岩手，

福島，茨城ほか） 

電気 関西電力管内で約100万

戸が停電（地震直後は一

時的に260万戸），約1

週間で復旧 

東北電力：地震直後に約

486万戸が停電．3月20

日時点で約24万戸が停電

東京電力：地震直後に約

405万戸が停電，1日後に

は約60万戸に減少，2日

後は26万戸，1週間で復

旧 

ガス 大阪ガス管内で約86万戸

が供給停止．他の事業者

の応援を加え約3ヶ月で

復旧 

地震発生翌日の供給停止

件数は全国で約46万件，

仙台市では全国からの応

援を受けて約1ヶ月で復

旧 

通信 電源被害等により約29万

加入，配線系の被害で約

19万加入があったが，2

週間で復旧 

大規模な輻輳が発生 

固定電話は3社合計で約

190万回線が停止，携帯電

話は基地局が約12000局

停波，2週間で応急復旧を

完了 

大規模な輻輳が発生 

下水 処理能力に影響のでた8

処理場のうち7処理場は

早期に仮復旧を実施．東

灘は長期停止 

太平洋沿岸を中心に52の

処理施設が被災し，14施

設で長期稼働停止の見込

み 

 
(3)通信の混乱状況 

 水道や都市ガスに比べて，電力と通信の被害がけた違

いに大きかったが，電力は主に発電所被害が原因であり，

津波の影響を含めた発電所の耐震化が教訓となるであろ

う．ここでは広域で起きた通信の混乱について分析をす

る．通信支障の原因には 3 つの要因がある．まず通信施

設自体が故障して利用できなくなることがあげられる．

ビル内の通信施設、アンテナ、通信ケーブルのいずれか

が故障すれば通信はできない．さらに利用者が所有する

端末機器が故障しても通信はできない．第 2 に停電の影

響がある．通信サービスは電気装置の集合体で成り立っ

ている．通信事業者の装置も利用者の端末機器も商用電

源が途切れれば基本的に利用できなくなる．停電が長時

間に及ぶ場合、バッテリー切れ、発電機の燃料切れ、可

搬型電源の配備遅れなどにより通信不能となる．第 3 に

輻輳の問題がある．通信サービスは交換機やサーバ、通

信ケーブルを共同利用している．共同利用することによ

り料金が安くなり、多くの人が利用できる仕組みとなっ

ている．災害などにより多くの人が利用し始めると、設

備の容量を超えるため、システムが不安定になり通信で

きなくなる．そこで重要通信を確保するために災害時優

先電話の仕組みが整えられ、災害関係機関の通話を優先

し、一般利用者には使用制限がかけられる． 
 表4に挙げた通信の被害数は第1と第2 の原因による

ものであり，電話の輻輳による被害数は入っていない．

設備被害として主に東北 3 県で通信ケーブルの切断，通

信装置の浸水など発生している．停電の影響はさらに広

範囲に及び，電源の回復と再停電を繰り返す地域もあっ

た．携帯電話の基地局は全国に10万カ所以上設置されて

いる．今回の震災では 大で 1 万カ所以上が主に停電の

影響により停波したが，全国のおよそ 1 割の利用者が停

波の影響を受けたことになる． 
 さて電話の輻輳は定量化の難しい現象であるが，通信

会社は設備の使用状況を監視して，一定レベルを超える

と発信規制をかける仕組みとしている．地区ごとの監視

データを総合して規制措置が取られるが，地震当日は東

京を含めて東日本全体で電話が利用できない状態となっ

た．設備被害がなくても利用できなくなる輻輳が大きな

混乱を招いたといえる．規制は重要通信を確保するため

にとられる措置であるが，一般ユーザのために災害時伝

言ダイアルあるいは伝言板サービスが準備されている．

伝言ダイアルは阪神の教訓をもとにつくられたサービス

であり，全国に分散配置した伝言蓄積装置に 大 800 万

伝言を保存できる仕様になっている．今回の震災では300
万伝言以上の利用があり，まさに阪神の教訓が生きた結

果となった．海外からの利用要望に応えてシステム変更

も行われた．電話が使えない状況での安否確認において

twitter や facebook などのインターネットサービスに注

目が集まっているが，肉声を録音して電話を通じて声を

聞きたいというニーズは高いと言える． 
 

 

５．ライフライン防災の課題 

 

 都市ライフラインの構造的な被害の特徴，社会技術的

にみた防災の現状の評価，東日本大震災の都市ライフラ

インの被害の概要について述べてきた．当面は都市ライ



フラインは大地震によって機能停止することを前提に震

災後の対応を考えざるを得ない．施設を構築してきた経

緯と公共料金で運営する経営形態からみて急激に改善さ

れる見込みは小さい．日本という地震国に水道，ガス，

電気，通信などといった都市ライフラインが整備されて

半世紀足らずである．大都市においては古くからインフ

ラ整備が進められているが，地方都市においては経済成

長に合わせて整備されてきた． も後発で整備された電

話の場合，全国の設置希望者に電話が行き渡り，ダイヤ

ル通話が可能になってから30年余りしか経っていない．

地震被害の経験不足から，都市ライフラインが停止する

リスクが事業者ならびに利用者に十分認識されていない

面もうかがえる．  

 日常生活では利用できて当たり前のサービスが災害に

より急に使えなくなるというのは想定しにくいことであ

る．今回の震災で体験したとしても，利用できて当たり

前の生活に戻れば忘れてしまうのは致し方ない．震災体

験を記憶にとどめ，後世に語り継ぎましょうというには

社会の変化が急速であり，簡単にはいかないと思われる．

しかしライフラインの災害対応の基本方針を理解してお

けば，混乱防止の一助にはなる．社会技術的観点での評

価において，リスクの認識が不十分であると述べたが，

今回の震災でも当てはまる事例が多い．地震後に停電に

なって対応が混乱した，あるいは現場と電話がつながら

ず，情報把握に手間取ったというような事例である．穿

った言い方をすると，電話とファックスで現地の状況が

把握でき，指揮命令系統が計画通りに運用できるのなら

ば，それは災害対応というよりも平時の事故対応のレベ

ルとなる．ライフラインの仕組みから見ても，停電・電

話不通の状況でどう行動するかを計画しておく必要があ

る． 

 ライフライン事業者には今回の震災を教訓にして近い

将来起こるであろう次の大地震に備えることが要請され

る．今回の教訓を追加して防災対策を強化することで，

被害を軽減できるはずである．業種によっても地域によ

っても検討条件は異なるが，その地にあった 善の対策

を実施していくことが望まれる．対策の検討には事業者

や行政だけでなく研究者も積極的に参加していく必要が

ある．一方利用者は事業者の対応の限界を理解して，で

きうる準備を行う必要がある．公共料金が多少高くなっ

ても安全対策を強化することを希望する意思表示も必要

となろう．事業者と監督官庁ではそこまでは言い出せな

い．自らの生活基盤をいま一度考え直す時期といえる． 

 後にライフライン防災の研究に関して，より融合し

た研究組織が望まれる．理学・工学のみならず，政治学・

経済学・社会学などの連携がなければ，ライフラインの

防災の研究は進まない．工学ではライフライン工学とい

う分野をつくって研究者が集まるようになっているが，

都市ライフラインの裾野は広く，工学の研究者だけで問

題解決ができるとは思えない．広い範囲の人智を集めて，

東日本大震災の課題を明確にし，次の大震災に備える必

要がある． 
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