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都市インフラの老朽化の進展と維持管理の問題がとりあげられて久しいが，ライフライン施設もその中

に含まれ，老朽化した設備で地震被害が多く発生している．一時期に大量に作られた設備の更改には相当

の時間と費用を要するが，人口が減少する条件で 適な維持管理方法を模索する必要がある．本稿は都市

ライフラインを取り巻く現状を俯瞰して，ライフラインの防災上の要求性能を整理し，要求性のを向上さ

せる方向性について考察している．これからの議論のたたき台になればと考える． 
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1.  はじめに 
 
 近年多発している地震災害や豪雨災害によるライフラ

インの停止が問題になっている．半世紀以上前から研究

が進められてきたが，断水や停電，通信途絶などを心配

することのない社会は道半ばといえる．技術面は昔と比

べて格段に進歩しており，設計指針類に従った設備なら

ば大きな混乱が起こるようには思えない．液状化が起こ

る地域や浸水予想地域はおよそ把握されており，設備面

の対処はできそうに思われるが災害は繰り返されている． 

 ライフラインの防災強化に向けての動きは遅く，当面

は今のような混乱が続くと予想される．その第一の原因

は設備の老朽化に対応する仕組みができてないことにあ

り，維持管理が未成熟であることが，防災対策を妨げて

いる．日本では 1970 年前後の高度経済成長期に集中的

に道路や橋，トンネルなどのインフラが整備された．そ

れらの建設に合わせて水道，下水道，電力，通信などの

地下インフラや電柱が日本中につくられた．これらの寿

命が 50 年程度だとすると令和の時代は大量更新の時期

にあたる．ところが人口減少が加速的に進む現実があり，

維持管理の財源の確保もままならない時代ともなる． 

 現有の設備のうち，将来も必要な設備を選定し，定期

的に点検・修繕して，性能を満たさなくなったら更改す

る制度が整わなければ，従来考えていないリスクに対応

する防災対策は進められない．日本列島に人が住み続け

る限り，供給系ライフラインは必要とされ，設備形態を

技術の進展に合わせて作り替えて継続する必要がある．

その作り替えルーチンを構築して，そこに防災を入れ込

まなければいけない．今の設備をあと何年使うかの方針

がなければ，100 年に一回の災害への対応策も決められ

ない．老朽化への対応の大幅な遅れが事態を深刻にして

いるといえる． 近ではある程度の被害が起きることを

前提に影響を 小化する BCP が取り入れられているが，

災害後の対応策と設備の老朽化は別問題である．防災の

基本は設備の強化であり，壊れることがわかっていなが

ら，いつ壊れるかが想定できないために壊れてから直せ

ばよいという考えでは防災強化は進まない． 

 根本は科学技術に関する調査プロジェクト 2018 にお

いて「インフラ老朽化対策と維持管理技術」の報告書を

まとめている．その中で科学技術の取り組みの方向性を

評価する尺度して，技術面，経済面，制度面，合意形成

の 4つの側面を挙げて，建築，土木の社会インフラの老

朽化の問題を分析し，ボトルネックの解消が問題解決に

つながるとしている．公共施設は「量を 大限減らして

機能をできるだけ維持する方法」、土木インフラは「で

きるだけ量を削減しないで費用を引き下げる方法」が適

していることを提案している．本報告は根本の提案を参

考にして，ライフラインの防災と維持管理について考察

した結果を紹介する．  

 
 
2.  維持管理技術の現状評価 
 

前述した根本を代表としてまとめられた国立国会図書

館レポート中の供給系ライフラインの維持管理技術の評

価結果を表‐1 に示す．評価の基準は技術面，経済面，

制度面，合意形成の 4項目であり，政策決定の観点から

技術評価を行った結果である．詳細な評価結果は引用文



献をみていただきた．公営である水道，下水道と民間で

ある電気，通信，ガスに区分されているが，技術面で維

持管理技術の重要性は各業界が認識しており，点検・修

繕技術は確立されている評価になっている．しかし，経

済面では予算確保が問題であり，開発された新技術を展

開するには値上げの問題が絡むことが指摘されている．

法制からみた制度面では大きな問題はないとされている

が，維持管理に必要なコストが見込まれていない課題が

浮かび上がる．合意形成では値上げが課題となる点が指

摘されているが，これも老朽化の認識遅れにより，特に

公営の水道・下水道では適正な料金の設定をしてこなか

ったことが影響していると推察される． 

 点検・修繕技術はできているのに十分に行っていない

現状は技術の立場からは単純に制度の問題と思われるが，

料金の問題となると住民の意思も反映される政治・経営

の判断であり，その解決は容易ではない．そこに防災技

術が追加されなくてはいけないのであるが，老朽化の予

算確保が難しい状況では防災までとはいかないのが現状

である．逆に防災対策として老朽設備の更新を進める方

法もあるが，十分な財源のある一部の事業者に限られる． 

 現状の防災対策の基本は事後保全方式であり，被害を

確認して復旧が行われている．地震や風水害がいつ起こ

るかは不明であり，防災対策を強化しても耐用年数内に

災害が無ければ無駄な投資になるという発想であろう．

更新も防災対策も行わないことはひとつの経営判断とも

いえ，人口減少による消滅を待つ自治体なら妥当といえ

る．劣化の年数，災害の繰り返し年数と町の存続時間の

問題となるが，このようなケースは稀であり，人口減少

に合わせた更新と防災の仕組みは必要とされよう． 

 事後保全方式を改良したのが予防保全方式であり，設

備事故の影響を合理的に減少させる方法である．時間基

準型と状態基準型に分けられ，保全データを統計分析す

ることにより，望まれる性能（要求性能）を維持する基

準値が決められる．劣化の問題も災害による機能低下の

問題も統計データと要求性能の関連で望ましい状態が規

定できる．しかし技術面で達成可能でも経済面，合意形

成の面から実現できないのが現状ではなかろうか． 

 
 
3.  ライフラインの要求性能 
 
 構造物の性能設計では安全性，修復性，使用性の側面

から要求基準を定める方法が一般的である．安全性は

悪でも有するべき機能，修復性は時間余裕がある条件で

有するべき機能，使用性は通常に近い機能となる．作用

の発生頻度に応じて決められた要求基準を達成する仕組

みを前もって準備することにより被害の影響を緩和する

設計法である． 

 ライフラインは単体構造物でなくネットワーク型にパ

ーツが組み合わされる．そのパーツも長年にわたり構築

 

表-1 ライフラインの維持管理技術の現状評価（国立国会図書館レポートの抜粋） 

課題 水道 下水道 民間（電気，通信，ガス） 

技術面 点検・修繕技術は現状確立してい

る．以下の問題を考えると、水道

管に代わる給 配水技術の開発が求

められる． 

点検・修繕技術は現状確立してい

る．公共下水道以外の技術（集落

排水、合併処 理浄化槽など）もあ

る．管路更生技術、管路内で汚水

を処理する技術の開発なども進ん

でいる． 

小口径の埋設管内や架空送電線等

を点検するロボット等の開発、実

用化が進められている． 

経済面 予算確保が困難な状況にある．受

益者負担原則があるため値上げが

必要である． 

公共下水道が早く普及した都市部

ではすでに老朽化が始まり、予算

確保が困難な状況にある． 

小規模事業者では経済合理性が確

保できない可能性がある。更新投

資が困難になることを見据えて公

営ガスの民営化、コンセッション

方式の導入が進んでいる． 

制度面 基本的にはない． 基本的にはない． 大きな課題はないと考えられる

が、他のインフラ同様、点検診断

技術の利用の制約がある可能性が

ある． 

合意形成 値上げに対する合意形成は必要で

ある． 

基本的には障害はない． 料金の値上げ等につながる場合に

は課題となりうる． 

総合評価 技術面、制度面、合意形成で支障

になっていることは少ない．予算

確保という経済面の制約は値上げ

によって解決することが原則． 

基本的に重なり部分が多い． 小規模事業者の経済性確保、料金

の値上げ等の合意形成に課題あ

り． 

 



したため，老朽化の度合いやパーツごとの設計基準も異

なっている．またネットワークとしてサービスを提供す

るために，物理被害とサービス低下が一致しないことも

ある．前述したように，既存不適格のパーツが劣化して

いるのに更改が進まない状況では，一定量の物理被害が

起きることは避けられない．そこで 近では BCP/BCM

といった被害が出るのを前提にした行動計画を作成して，

影響緩和をするのが一般的になっている． 

 影響緩和の計画がある前提で，ライフラインの要求性

能を整理したのが表-2である．安全性は生命・財産に重

大な影響のあるサービス停止を防ぐことであり，災害対

応機関や要援護者が居住する機関には 低限のサービス

が継続できることである．設備の見直しであれ，早期復

旧であれ，安全性が保障されているのが望ましい．使用

性は BCP/BCM で想定したとおりに影響緩和ができるこ

とであり，サービス低下がコントロールできる状態にあ

ればよい．修復性は所定の期間にサービスが回復できる

ことであり，その時間が公表できれば混乱は 小限に抑

えられる．修繕には工事会社の作業員，工事機器の手配，

工事資金が必要であるが，被災規模に応じて前もって準

備を整えておくことになる．広域災害の場合にはひとつ

の会社が複数の事業者の復旧をすることになるが，前も

っての準備として復旧日数を見積もることになる．事後

保全の場合，同時多発的に発生する修善には限界があり，

回復時期の見積もりはかなりの難問である．． 

 要求性能の 3項目の概念を説明したが，全国画一でな

く，事業者の維持管理状態によって要求水準が変化する

ことに注意が必要である．補助金などで全国一斉に建設

が進んだ時代には同じ仕様であったが，時間の経過への

対応で現状のシステムは別物になっている．地域の特性

に応じて，安全性・修復性・使用性の水準を決め，さら

にその内容を利用者に伝え，サービス低下のリスクを認

識してもらい，合意形成しておけば混乱は小さくなるで

あろう．図-1に要求性能のダイアグラムを示している．

コストとリスク回避の効果とのバランスから性能が決ま

ると考えられるが，リスク（ハザードが顕在化する可能

性）は地域によって大きく異なり，また負担できるコス

トレベルも事業者によって異なる．サービス区域内に液

状化地盤が存在する，あるいは活断層が存在することは

大きなリスクであるが，コストと要求性能で対策レベル

が決まる．事後保全で乗り切るのもひとつの判断であり，

復旧に長期間要することが公表され，住民サイドで対応

の準備が進んでいれば混乱は小さくなる． 

 

 

4.  ライフライン防災の課題 
 
 堀井はその著書「安全安心のための社会技術」の中で

表-2 ライフラインの防災性能 
項目 性能の解説 例 

安全性 機能停止による人

身，財産の甚大な損

失を避ける 

・災害拠点（市役所，

警察，消防など） 

・災害弱者の施設（病

院，老人ホームなど） 

修復性 所定の期間に修繕で

きる施設とし，修繕

の見通しが公表でき

る仕組みとする 

・被害が集中する地区

の対応 

・非常時の協力会社な

ど人員と工事機器の準

備状況 

使用性 災害前のBCPによ

り，被災量と機能停

止を想定内に留める 

想定外の重大事故以外

はコントロールできる

仕組み 

 

 
図-1 要求性能の関連要因 

 

複雑化・高度化する社会問題の解決例を俯瞰して，問題

解決ガイドラインを示している．15 の問題特性のうち

ライフライン防災に関連すると考えられる 5項目とその

解決策特性を表-3にまとめている．問題の複雑化・高度

化はライフライン防災にもまさに当てはまり，現象のモ

デル化の研究が進められている．しかしながら相互依存

する現実のシステムではモデル化が不十分な点も見受け

られる．一例として通信を考えてみる．固定電話が主体

であった時代は交換装置側から電気を送っていたため，

停電でも電話はできるシステムであったが，電話機が高

度化すると商用電源が必要となり，停電時には電話がで

きなくなった． 近では光ファイバー通信が主流になっ

て，給電もできないため，災害時に利用したい場合には

自前でバックアップ電源を準備するのが普通になった．

使われている端末は多種多様であり，電力への依存度も

異なっており，停電と通信途絶を簡単に説明するのは難

しい． 

 関係主体間の連携とシステムの多階層性では

BCP/BCM の問題を考えてみる．それぞれの事業者は混

乱を緩和するために事前の計画を持っているが，事業者

内に留まって連携まで行っていないと思われる．自己解 



表-3 社会技術の問題解決ガイドライン 

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 

潜在的被害者に最小限の情報提供 

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 

被害最小化/回避 

 

決できる範囲の計画であり，解決できなかったときのリ

スクがシステム間で受け渡しされていない状態では，想

定外の事象が常に発生することになる．リスクの想定は

過去の経験に基づくが，近年の災害の教訓からリスクの

受け渡しができる仕組みが必要であろう．阪神地震の通

電火災などが例として挙げられるが，後から考えれば連

携不足であったライフライン被害は多いといえる． 

 リスク認知の低さは防災情報が適切でないことに関係

している．断水するから水と非常食を常備する，停電す

るから懐中電灯を準備することは広報されているが，な

ぜ断水・停電するか，どれくらいの時間か等の説明が不

十分だとたいしたことはない印象を与えてしまう．事業

者の BCP を利用者に説明してリスクをしっかり認識し

てもらう必要がある．事業者が災害対応を十分にできな

い計画であることを知らせる必要がある． 

更新頻度の低さは社会インフラとしての性質上しかたの

ない特性であるが，短期的には応急対応でしのぐにして

も，長期的には安全安心なライフラインに変更していく

必要がある．耐用年数を決めて LCC が 小になるよう

な設計･維持管理に変更していくしかない．設備の耐用

年数を超えて利用者はサービスを希望する前提で，計画

的に更改を進めていく必要がある．ハザードの拡大の影

響も考えられるが，阪神地震以降の 4半世紀におきた地

震災害，豪雨災害により，およそのハザードは把握され

ていると考える．稀に発生する大きな揺れも液状化も浸

水も既知として，50 年後にどのような設備形態にする

かを検討する必要がある． 

 

 

 

5.  おわりに 
 
 著者はおよそ 10 年前に同じようなテーマをライフラ

インシンポジウムで発表している．東日本大震災の前で

あり，今から思うとライフラインが停止する問題への意

識は低かったように思う．停止問題の解決に堀井の示し

たキーワードが使えるくらいの内容であったが，情報の

規格統一やリスクの受け渡し，リスク認知の適正化など

はいま早急にやらなくてはいけないことに思える．それ

を解決するのが BCP/BCM であるが，何か足らない気が

してならない．今後その方面の研究を進めてみたい． 
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