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本研究はライフライン停止問題を一般的な社会技術の問題特性のカテゴリーと対比して，今後望まれる

研究の方向性を分析している．都市化の進展により，ライフラインシステムは複雑化・高度化し，また市

民の価値観も多様化している．研究の方向性として，問題の全体像の把握，情報の規格統一，被害をコン

トロールする技術が望まれると考える．特に情報の規格統一は，サービス種別ごとの研究の障壁を取り除

くためにも重要であり，技術交流が進むことにより，リスクの認知も進んでいくと考えられる．市民の目

線にも合わせられる研究成果が望まれる． 
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1．はじめに 
 

 現代文明の発達は，都市に人を集め，巨大都市を

出現させた．巨大都市の中心部は高層ビルや地下街

などで多層化され，集積密度をさらに高めている．

集積が進めば進むほど効率的になる都市システムに

は，膨大な物資，水やエネルギーの供給が必要とさ

れ，流通する情報も飛躍的に増大する．都市システ

ムの供給・処理系統を担うライフラインの役割は重

要であり，地震時においても機能停止しないことが

望まれている． 

 ライフラインの地震防災の研究は，構造要素を強

化するためのハード的な研究と，全体系を評価する

システム的な研究に大別できる．システム的研究は

地震工学や構造工学のように基礎方程式がないジャ

ンルといえ，問題を小分けにして，データに基づく

一般的な問題解決手法であるOR（Operations Re-
search）を適宜用いてきた．代表的な手法として，

統計的推論，信頼性理論，システムダイナミクス，

シミュレーションなどがあげられる．これらの手法

は被害データの分析や将来予測に有用であり，手法

の高度化が望まれている． 

 さて，堀井1)は著書の中で現代社会の安全安心問

題の複雑性に関して，問題の複雑化，問題の高度化，

価値の多様化の3点をあげている．都市を支えるラ

イフラインの機能停止の問題もまさに複雑な安全安

心問題であり，問題の本質を明らかにして，都市の

機能を支えるライフライン事業者，サービスを享受

する市民が満足できる解決策を探る必要がある．解

決策の検討にあたっては，科学技術だけではなく，

社会技術的な観点からも検討が必要とされる． 

 本研究は，ライフラインのシステム的な研究の流

れを概観し，今後望まれるライフライン防災の研究

の方向性について考察している．考察にあたっては

堀井の著書に示された社会技術の問題解決ガイドラ

インを参考に，ライフライン防災の問題特性を明確

にし，問題解決の方向性を検討している．ライフラ

インの防災の問題は，いろいろなライフラインが相

互依存する関係にあり，問題の全体像の把握が難し

い．また事業者の視点と市民の視点の両方が必要と

されるため，アウトプットとして何を望むかが決め

にくいといった特性がある．こうした問題の解決に

向けて，重点化するべき研究内容を分析している． 

 

 

2．ライフラインのシステム的研究の流れ 
 

 ライフラインの研究の流れを概観する前に，研究

のニーズについて考えてみる．研究のニーズを事業

者と市民に分けて考える．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．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，混乱を 小にする管理義務が望まれ

る．一方，サービスを享受する市民は，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．表-1に以上の内容を整理している． 
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 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．断水，停電，交通マヒ，通信途絶など

が起こるものとして事前対策がとられているといえ

る． 

 さて，ライフライン防災のシステム的研究は1970
年代から始められ，多くの研究者が問題の解明に取

り組んできている2)3)4)5)．その中で，都市防災と環

境に関する研究会編の地震と都市ライフライン4)に

は，およそ20世紀末までの研究成果が網羅されてい

る．同書からシステム的研究のキーテクノロジーを

まとめたのが，表-2である．事業者と市民の研究ニ

ーズに対して，ネットワークの評価技術，システム

の診断技術，復旧の 適化技術，モニタリングと制

御技術に大別される科学技術で応えてきている．分

析のための基礎理論として， 
 

・信頼性理論 

・グラフ理論 

・ 適化手法 

・ 適制御理論 

・統計的推測理論 

・シミュレーション理論 

 

などが用いられている．ORと総称される問題解決

方法であるが，構造工学における釣り合い方程式や

地震工学における振動方程式のように基礎方程式は

なく，観測量を直接分析する手法である．OR手法

の場合，手法が違っていても元になるデータが同じ

なら，分析結果はおよそ一致する特徴がある． 

 これまでの研究により，被害量や復旧日数は過去

の被災データから演繹的に推定が可能になっている．

また古い設備は耐震性が低く，被害になりやすいた

め更改の必要があることが認識されるようになった．

また地盤条件のよくないところでは被害が集中する

ので注意する必要があることも認識された．現状の

設備では一部の被害は避けることができず，被害を

前提に冗長化による信頼性向上や，ブロック化によ

る被害波及の阻止，早期復旧対策などがとられてい

る． 

 これまでの研究の主な成果を事業者，市民の視点

で評価してみる．物理被害と機能被害に分けて考え

る．物理被害に関して，事業者の視点では，古い設

備や弱点部を更改する際の効果の定量化に役立って

いると考えられる．一方，市民の視点では，断水や

停電が起こることの啓蒙になるが，被害実績だけで

も同じと考えられる．機能被害に関して，事業者的

には事前対策，復旧対策の目安となるが，あくまで

も予測値であり，被災後の情報の方が重要となる．

市民にとって機能被害はイメージが伝わりにくい内

容になっていると考えられる．サービス停止期間を

示されても，不安の解消にはならないといえる． 

 表-3に示した評価結果は筆者の主観であり，客観

性はない．しかしながら時期をみて，研究成果の評

価を行う必要がある．ライフラインの防災に関する

研究のニーズは高く，事業者においても，市民の場

合も，何が起こり，どんな混乱があるか，さらにそ

の混乱を回避できる手段があるか探る必要がある．

これまでは，事業者向けの研究が主流になっている

と見受けられるが，市民向けの研究も活性化する必

要があると考える． 

 

 

表-1 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 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）  

 
表-2 ライフラインのシステム的研究のキーテクノロジー 

項目  キーテクノロジー  

ネットワー

クの評価技

術  

 

個別ネットワークの連結性  

個別ネットワークの機能低下  

システム構造信頼性 

（FTA，ETA，ISM，FSM，SDなど）  

システムの

診断技術  

 

物理的被害の予測  

機能被害の予測  

システム制御方法  

ライフラインの相互依存  

復旧の 適

化技術  

 

適化問題（日数 小，費用 小，影響

小など）  

OR（線形計画法，動的計画法，システム

ダイナミクス，PERT，CPなど）  

モニタリン

グと制御  

地震動モニタリング  

リアルタイム被害予測  

システムの緊急制御  

 
表-3 研究成果の評価 

主な研究成果 事業者の評価  市民の評価  

（物理被害）  

被害率，被害数

の分析  

設備の脆弱性  

 

旧仕様設備や弱

点部を更改する

対策による被害

軽減の目安にな

り，貢献大  

 

地震時にいろい

ろなライフライ

ンが被害になる

ことの啓蒙にな

った．被害実績

だけでも同程度

か？  

（機能被害）  

地震時信頼性  

地震時サービス

停止日数，復旧

日数 

 

事前対策・復旧

対策の目安には

なるが，参考情

報で被災後の情

報が重要となる  

サービス停止期

間の期待値を示

されても実感は

ない．過去の実

績程度の予想と

なり現実感がな

い  
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3．社会技術的観点による評価 
 

 堀井はその著書1)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ことを述べている．同書中では，

ガイドラインを整理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．堀井の示したガイドラ

インを参考に，ライフライン停止の問題を分析して

みる． 

 表-4はガイドラインに示された一般的な問題特性

とライフライン停止の問題を対比した結果をまとめ

ている．表中の○はよく合致するもの，△は一部当

てはまるもの，×はあまり当てはまらないものを示

している．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，ライフライン停止の問題によく当てはまる

問題特性と考えられる． 

 やや関連するとした特性のうち，被害の外部波及

性は相互依存を考えると，思いもよらないところに

影響が及ぶことを考慮した．価値・権利の衝突は，

ライフラインサービスは公共サービスで，免責事項

も約款などに記載されているため，裁判沙汰になる

ことは少ないと判断した．被害者側の対処可能性は，

代替サービスや備蓄などである程度は対処できると

考えた．ヒューマンエラーの影響は支配的とはいえ

ないが，防災関係機関の担当者の判断ミスなどで被

害が拡大することもあることを考慮した． 

 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-5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たものである．

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

業界に通じた研究者が被害データを得て分析するパ

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事業者が認識する必要があ

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

表-4 ライフライン停止問題の特性 

一般的な問題特性  ライフライン停止の問題  

1.問題の複雑化・高度化 
 

○複数の問題が複合してい

る  

2.社会的受容の困難さ  ×解決策は受容されやすい 

3.関係主体間の連携  ○相互に関係し合う  

4.被害の外部波及性  △相互依存により，遠隔波

及することもある 

5.システムの多階層性  

 

○停止の影響は階層構造と

なる  

6.悪意の介在  

 

×テロ行為を除いて悪意は

ない  

7.価値・権利の衝突  

 

△責任区分は不明確ではあ

る  

8.利便性追求と安全性低

下のトレードオフ  
×トレードオフの関係には

ない 

9.被害者側の対処可能性

の低さ  
△必要 低限の対処はでき

る  

10.ハザードの移動  ×基本的に特定地域の問題

である 

11.ヒューマンエラー  

 

△自然災害は人間の影響は

小さが，人の判断要素も関

連する  

12.リスク認知の低さ  

 

○事業者・利用者とも高く

はない  

13.被害の晩発性  ×晩発性はない 

14.財・サービス・シス

テムの更新頻度の低さ  
○設備リプレースに時間が

かかる  

15ハザード拡大に対策が

追いつかない  
○液状化など新たに追加さ

れるハザードに既設設備は

対応できない  

 
表-5 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  

1.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 

3.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  

5.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  

12.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  

14.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  

15.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  

 



 

 4

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． 

 

 

4．望まれる防災研究 
 

 一般化された社会技術の解決手順に従って，ライ

フラインの停止の問題解決が進められているといえ

るが，分野間の交流に乏しく，現象のモデル化やデ

ータの扱い方などが統一されていない現実がある．

また各システムのリスクが明確になっていないため，

リスクの認知が不十分であり，相互連関の問題解決

にいたっていない．これまでの研究成果により，被

害になりやすい設備や地域は予測できるようになっ

たが，その被害を 小化するあるいは回避する方法

論が確立されていないといった課題がある．計画分

野の研究テーマといえるが，防災投資とその効果の

算定は多くのライフライン事業者が抱える問題とい

える． 
 そこで，3章の分析結果に基づいて，今後望まれ

るライフラインの防災研究を考えてみる．兵庫県南

部地震の被害を教訓に不良設備の更改が進み，また

近年ではGISによる設備データベース化が進展して

いる．計算技術も格段に進歩した現在において，望

まれるライフラインの防災研究項目は何かを考えて

みる． 
(1) 全体部分の把握 
 従来の研究は，小分けした問題の解決結果をつな

ぎ合わせて被害の全体を予測する体制であったとい

える．前述の地域防災計画のライフライン被害予測

結果などがまさに該当する．断片的な情報のつなぎ

合わせで見えてくる分もあるが，全体構図なしには，

研究成果の集積も効率が上がらない． 
 その解決策として，各ライフラインのシステムを

同じ座標軸で評価・分類し，望まれる研究の方向性

を明確にする必要がある．その際に，表-5に示した

ような問題特性は整理の補助軸になると考える． 
(2) 情報の規格統一・共有化・公開 
基本となる被害率の分析のほか，信頼性，脆弱性，

サービス性，保全性などいろいろな評価尺度が提案

されている．これまでの研究を総括してライフライ

ン防災の評価基準を設定し，研究目標を明確にする

必要があると考える．業種に関係のない共通の評価

基準が設定できれば，問題が単純化されて，異分野

の研究者（計画系，社会科学系）も参入しやすくな

る．事業者のニーズ，住民のニーズにこたえられる

評価基準を設定することにより，リスクの認知も進

む効果が期待できる． 

ORは手法による結果の差異はそれほどないので，

方法論の差異を主題にするのではなく，結果として

何を求めるかを議論 する必要がある． 
(3) 被害 小化技術と企業連携 

ライフライン被害は前提条件がそろえばおよそ推

定できるものから，予測不可能なものまで幅が広い．

予測可能な被害に対処する対策が進められているが，

刻々と変化する災害情報に対応して，リアルタイム

に被害を軽減するシステムを構築する必要がある．

被害を 小にする計算スキームで災害情報を処理す

る技術が望まれる．被害予測技術，復旧予測技術の

次のステージは被害 小化技術になると考える．そ

の際に企業連携が不可欠になると考えられる．サー

ビス停止地域のトリアージと復旧の連携戦略は有望

な研究といえる． 

(4)現象のモデル化 

 古くからの課題であるが，ライフライン停止とい

う現象をモデル化して，数理的に分析できる方法論

の確立が望まれる．ORによるデータ分析を進展さ

せたモデル化は，上記の3項目を解決する際に必要

になると考える． 
 

 

5．おわりに 
 

 本研究はライフライン停止問題を堀井の提

案した一般的な社会技術の問題特性のカテゴ

リーと対比して，今後望まれる研究の方向性

を分析している．都市化の進展により，ライ

フラインシステムは複雑化・高度化し，また

市民の価値観も多様化している．研究の方向

性として，問題の全体像の把握，情報の規格

統一，被害をコントロールする技術が望まれ

ると考える．特に情報の規格統一は，サービ

ス種別ごとの研究の障壁を取り除くためにも

重要であり，異業種間の技術交流が進むこと

により，リスクの認知も進んでいくと考えら

れる．さらに事業者だけでなく市民の目線に

も合わせられる研究成果が望まれる． 
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