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　万一の大規模地震に備えて、基幹的な灌漑用水路施設における災害対応力を強化することが急務で
ある。本研究では、頭首工と開水路からなる典型的な灌漑用水路施設を対象に、FTA 手法を適用して、
大規模地震発生後の初動から取水ゲート閉鎖に至るまでの災害対応が遂行不能になる原因を特定する
とともに、その原因に対して施設管理者が経費をかけずに実施できる対策の効果を評価した。その結
果、震度6強以下の震災に対しては一定の対策効果が期待でき、従来の災害対応がおおむね計画どお
りに遂行できることが分かった。しかし、震度7の震災となれば、対策の効果は限定的なものとなり、
災害対応の遂行は依然として困難であることが示された。このことは、取水ゲートが閉鎖できない場
合に備えた計画策定の必要性を示唆するものである。

《キーワード：大規模地震；灌漑用水路施設；災害対応；FTA 手法》

　To protect against large-scale earthquakes, there is an urgent need to strengthen disaster-
response capabilities associated with main irrigation channel facilities. This study focuses on typical 
irrigation channel facilities consisting of head works and open channels. By applying Fault Tree 
Analysis （FTA）, the study has identified the causes of disaster response incapability from the 
initial reaction immediately after a large-scale earthquake to the closing of intake gates. The 
effectiveness of possible measures that facility managers can implement at low cost against the 
events was evaluated. It was found that for earthquakes with seismic intensities of 6 or lower on 
the Japanese scale, the measures are expected to be a certain effective and conventional disaster 
response can be generally carried out as planned. It was shown that the effectiveness in 
preventing disaster response incapability could hardly be expected through measures that are 
workable by facility managers for earthquakes with maximum seismic intensities of 7 on the 
Japanese scale and that such earthquakes make it difficult for facility managers to carry out 
disaster response. This suggests the necessity of making contingency plans to prepare for the 
possibility that the intake gates cannot be closed.
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１．はじめに

　近年、10年を待たずに大規模な地震災害が起きてお
り、社会基盤の防災・減災対策の必要性が改めて認識
されている。食料生産基盤であるダムや用水路などの
土地改良施設も、これまでの震災では幾多の被害を受
けてきた1）2）。そうした施設の被災により甚大な社会的
損失が想定される基幹的な土地改良施設において、大
規模地震対策の強化が喫緊の課題となっている3）4）。
　北海道では灌漑期の通水量が10m3/s 以上におよぶ大
規模な灌漑用水路施設が多数供用されている。その代
表的な灌漑用水路の外観を写真－1に示す。灌漑用水路
には河川における高水敷や堤防敷に相当する余裕幅が
ほとんどなく、その水路沿線には農地ばかりでなく住
宅地や道路などの生活圏に隣接している場所も少なく
ない。それゆえ、基幹的な灌漑用水路施設の被災は、そ
の受益農家の営農に支障を与えることのみに留まらな
い。図－1に示すように、住宅地や主要道路付近におい
て、水路から多量の水が流出する被害となれば、一刻
をあらそう対応が必要な緊急事態となることも考えら
れる。そのため、万一の大規模地震災害に備えて、基
幹的な灌漑用水路施設における災害対応力を強化する
ことが急務である。
　しかし、施設構造物の耐震性を強化する防災対策に
は自ずと限界がある。大規模地震の破壊力は強大であ
り、たとえ耐震性を有する施設であっても、大規模地
震時には致命的な損傷を受けるおそれがある。先に述
べたとおり、基幹的な用水路施設が被害を受けて、水
路から多量の水が流出する事態となれば、その被災箇
所近傍の地域では深刻な二次災害の発生が懸念される。
施設の耐震性に限界があるとすれば、大規模地震発災
後の災害対応により万一の二次災害の拡大を防止する
減災対策の備えが極めて重要になる。
　こうした土地改良施設を対象とした減災対策に関連
した既往の研究として、ため池防災に関わるハザード
マップの作成や決壊の危険度情報配信システムに関す
る研究5）6）、施設機能の早期復旧の観点から、農業水
利施設の対策箇所や対策優先順位の意思決定を支援す
る地震リスクマネジメントに関する研究7）8）などが散
見される。しかしながら、大規模地震時における災害
対応に焦点をあてて、その主要な役割を担う施設管理
者の対応行動に関する課題の抽出や対策の検討を行っ
た研究はみあたらない。
　そこで、筆者らは、先行研究9）において、実際の幹
線用水路施設の災害対応を対象に、大規模地震時にお

ける施設管理者の判断ミスを誘発する原因を、後述す
る FTA 手法を用いて解析した。本研究では、さらに、
同手法を用いて、大規模地震時における施設管理者の
災害対応行動を阻害する原因の全容を特定するととも
に、その原因に対する対策の効果を評価して、同対策
の有効性と限界を明らかにすることを目的とする。
　なお、本報文は、既報10）の内容を再編し、そのオリ
ジナルな部分の解説を充実させたものである。本研究
成果が今後災害対策に取り組もうとする土地改良施設
管理者およびその関係者の参考資料として活用される
ことに期待するものである。

２．事業継続計画策定における課題とその解決方法

２．１　大規模地震に備えた事業継続計画の必要性

　大規模地震災害に備えて、土地改良区など灌漑用水
路の施設管理者は、従来から震災時に行うべき災害対
応行動を計画している。しかし、大規模地震時には、
災害対応の遂行に必要な資源である人、情報通信、設
備機器、インフラ、エネルギーもまた被害を受けて、
その機能を喪失してしまうおそれがある（図－2）。すな
わち、大規模地震時には、災害対応に必要な資源がす
べて健全に機能することを前提としている従来の災害
対応計画に従って災害対応を遂行できる保障はない。

写真－1　満水時における灌漑用水路の外観

図－1　大規模地震時に想定される二次災害
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それゆえ、大規模地震時における災害対応の遂行を確
実なものにするためには、大規模地震時に起こり得る
多種多様な資源の被害リスクを明らかにして、それに
対する対策を備えた新たな災害対応計画を策定するこ
とが必要である。
　近年、こうした深刻な被害をもたらす大規模災害に
対応する計画として、事業（業務）継続計画（BCP：
Business Continuity Plan 以下、「BCP」）が注目され
ている。BCP とは、大規模な災害時においても最重要
業務の継続を図るため、それに必要な対策、方針、体
制、手順を示した計画のことである11）。東日本大震災
以降、とくに BCP の重要性が認識され、国や自治体で
も BCP 策定マニュアル12）を整備して、その普及に努め
ている。こうした取り組みを受けて土地改良施設を対
象とした BCP 策定マニュアル13）14）が一部の自治体で策
定されている。また、平成28年度から農林水産省では、
同省が作成した BCP 策定マニュアル15）を活用して、全
国的な BCP 策定の普及を目指した取組みを推進して
いる。以下、こうした土地改良施設を対象とした既存
の BCP 策定マニュアルを「既存マニュアル」と記す。

２．２　既存の BCP 策定マニュアルにおける課題

　大規模地震災害に備えるためには、まず、既存マニュ
アルに従って BCP を策定することが必要である。た
だし、既存マニュアルは汎用的かつ簡易的な内容であ
り、実際の具体的な施設において活用する場合には、
その施設の規模や特徴に応じた課題が考えられよう。
　例えば、既存マニュアルには、図－1に示したような
大規模地震発災直後における万一の二次災害発生に備
えた緊急対応に関する記載がない。筆者らは、施設管
理者への聞き取り調査に基づいて、大規模地震時にお
ける災害対応を図－3に示す2段階に整理している。大

図－2　災害対応に必要な資源の被災 図－3　大規模地震発生後に想定される災害対応過程

規模地震発災直後における第一段階の災害対応では、
施設管理者は水管理システムにより用水路内の水位を
確認し、そこで万一水位に異常が認められれば、施設
管理者は単独であってもただちに頭首工における取水
ゲートを閉鎖して、二次災害の拡大を防止する。その
後の第二段階の災害対応では、しだいに参集してきた
複数の施設管理者により管理体制を整えて、組織的に
施設の被災箇所の応急処置や水路全体の点検を行う。
　既存マニュアルにおいて記載される発災後の初動は、
まず、職員が参集して対策本部を立ち上げることから
始まる。すなわち、既存マニュアルは、図－3における
第二段階の災害対応行動の計画策定を対象とするもの
である。しかしながら、用水路施設における被害は発
災直後から起こり得るものである。そのとき、施設管
理者は万一の施設被災による二次災害を防止するため、
単独であっても緊急的な対応を独自の判断で遂行しな
ければならない。こうした発災直後の緊急対応に関す
る計画は既存マニュアルとは別に策定する必要がある。
　また、既存マニュアルには被害想定や対策を検討す
る方法が示されていない。それゆえ、現状では、施設
管理者や関係者の知見や経験、感覚を拠り所に被害想
定や対策を議論するしかない。そこで、次のような検
討方法が求められよう。

（1） 想定される被害を網羅的に特定する方法
　大規模地震時には施設管理者の想定をこえる不測の
被害が起こり得る。それゆえ、事前に考えられる可能
な限りの被害状況を論理的かつ網羅的に特定するため
の技術的方法が必要である。

（2） 被害の影響や対策の効果を評価する方法
　災害対応への被害の影響や対策効果を定量的に評価
することができれば、対策の要否や優先順位を合理的
に議論することができる。それゆえ、最適な計画を策
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図－4　大規模地震災害時に想定される災害対応の流れ

定するための評価手法が求められる。

２．３　FTA 手法によるリスク解析

　筆者らは、既存マニュアルにおける課題を解決して、
基幹的な灌漑用水路施設を対象とする BCP の策定手法
を確立することを目指している。そのための有力な方
法として、本研究では、信頼性工学におけるリスク解析
手法のひとつである FTA 手法（Fault Tree Analysis：
故障の木解析）に着目した。FTA 手法とは、解析対象
における望ましくない事象（頂上事象）を出発点にし
て、その発生原因となる事象（中間事象）を FT 図と呼
ばれる樹形状の図に整理していくことで、根本的な原
因となる事象（基本事象）を網羅的に特定し、その基本
事象に対する適切な対策を施すことにより頂上事象の
発現を低減する方法である16）。さらに、FTA 手法では、
FT 図上の基本事象に適当な発生確率を与えることに
より、頂上事象の発生確率が算出でき、これを用いて
対策の効果を定量的に評価することができる。すなわ
ち、FTA 手法を災害対応のリスク解析に適用すること
で、既存マニュアルにおける課題の解決にアプローチ
できるものと考えられる。
　以上の観点から、本研究では、既存マニュアルには
記載がない発災直後の初動から取水ゲート閉鎖に至る
までの災害対応（図－3に記す第一段階の災害対応）を
対象に、FTA 手法を用いたリスク解析を実施する。

３．方法

３．１　FTA 手法の概要

　FTA 手法は1960年代に米国のベル研究所において
考案されて以来、今日ではあらゆる工学分野における
信頼性・安全性の解析に適用されている17）。防災分野
では、自然災害や経年劣化に備えたハード面の対策検
討に FTA 手法が適用されてきた実績18）がある。本研
究のような災害対応計画の策定技術として FTA 手法
が適用された事例はみあたらないが、FTA 手法は機
械設備の故障からヒューマンエラーまで複合的な事象
を統一的に解析することができることから、多様な資
源が関連して成立する災害対応過程を解析する方法と
して適当であると考えられる。
　本研究では、FTA 手法を①解析対象の把握と頂上
事象の設定、② FT 図の作成、③対策の検討、④頂上
事象の発生確率と対策効果の定量評価の手順で実施す
る。
　次に各手順を解説する。

３．２　解析対象の把握と頂上事象の設定

　FTA 手法の第一段階は、解析対象の内容や状況を把
握することである。本研究では、北海道の水田地帯に
て供用される頭首工と開水路からなる典型的な灌漑用
水路施設（最大計画通水量21m3/s、延長約29km）にお
いて計画されている大規模地震時の災害対応を解析対
象とした。施設管理者への聞き取り調査結果を整理し
た災害対応過程を図－4に示す。施設管理者が被災せず
に初動を開始（工程①）できれば、施設管理者は第一に
水管理システムにより用水路の水位を確認する（工程
②）。そこで、水位に異常が認められれば、施設管理者
は頭首工における取水ゲートを閉鎖すると判断する（工
程③）。そして、まず、頭首工の管理者に連絡して取水
ゲートの閉鎖を指示する（工程④）。しかし、連絡が通
じない場合には、施設管理者自らが頭首工に移動して

（工程④）取水ゲートを閉鎖する（工程⑤）。
　以上の一連の災害対応の目的は、取水ゲートを速や
かに閉鎖して、決壊や溢水による浸水被害の拡大を防
止することである。そこで、本研究では、取水ゲート
が閉鎖できない状況、すなわち、「取水ゲートの閉鎖不
能」を FT 図の頂上事象として設定した。

３．３　FT 図の作成

　FTA 手法の基本は、表－1に示す記号を用いて、頂
上事象の発生原因を樹形状の図に整理していく FT 図
を作成することである。FT 図の事例を図－5に示す。
頂上事象「設備操作の不能」が起こり得る直接的な原
因となる事象を挙げて、それを頂上事象の下位に並べ
て書き出す。この場合は中間事象「電動操作の不能」
と「手動操作の不能」である。このとき、「電動操作
の不能」および「手動操作の不能」の両方が生じた場
合に、頂上事象「設備操作の不能」が発生するので
AND ゲートを用いて結合する。中間事象「電動操作の
不能」が生じる原因は、中間事象「電源の喪失」およ

寒地土木研究所月報　№758　2016年７月  15



コストや労力の制約から当面のところ実施困難な対策
に分類・整理した。

３．５　頂上事象の発生確率と対策効果の定量評価

　FTA 手法では、FT 図を用いて頂上事象の発生確率
を算出することができる。FT 図における任意の事象
の発生確率 P は、その直下の N 個の事象（中間事象ま
たは基本事象）の発生確率 P1、P2、・・、PN を用いて，
AND ゲートの場合では（1）式により、OR ゲートの場
合では（2）式によりに算出される19）。

　P = P1× P2×・・PN  　　　　　　　　　・・・（1）

　P = 1- （1- P1）×（1- P2）×・・（1- PN） 　　・・・（2）

　すなわち、FT 図上の基本事象に各発生確率が与え
られれば、（1）式および（2）式を用いて、下位事象から
上位事象の発生確率を順次計算していくことにより、
最終的に頂上事象の発生確率を算出することができる。
例えば、図－5に示した FT 図における頂上事象発生確
率の算出事例を図－6に示す。No.1 ～ No.10の各事象
に添えた数字は発生確率である。No.7と No.8の基本事
象は、その上位である No.4の中間事象と AND ゲート
で結合されているので、No.7と No.8の発生確率から（1）
式を用いて No.4の発生確率が求まる。さらに、No.5、
No.6の基本事象および No.4の中間事象は、その上位
の中間事象である No.2と OR ゲートで結合されている
ので、No.5、No.6、No.4の発生確率から（2）式を用いて
No.2の発生確率が算出される。同様にして、No.3の発
生確率が導かれ、最終的に No.2および No.3の発生確
率から、No.1の頂上事象の発生確率が求められる。
　本研究では、異なる地震動規模における頂上事象の

び基本事象「電動操作のミス」、「電動設備の故障」で
ある。この場合は、各事象のいずれかひとつが生じた
場合に中間事象「電動操作の不能」が発生するので
OR ゲートを用いて結合する。中間事象「電源の喪失」
の発生原因として、さらに「系統電力の停電」および

「バックアップ電源の故障」の基本事象が考えられる。
　以上のような規則と手順に従い FT 図を作成するこ
とで、本研究では、解析対象とする頂上事象、すなわ
ち、「取水ゲートの閉鎖不能」が生じる根本的な原因と
なる基本事象を網羅的に特定した。なお、FT 図の作
成作業には、発想の公平性や一般性を確保するため、
複数名のチームにより作業にあたることが望ましい。
本研究では、調査対象の施設管理者を含む6名の技術
者により FT 図を作成した。

３．４　対策の検討

　FT 図により明らかとなった基本事象に対して適切
な対策を施せば、頂上事象の発生を抑制することがで
きる。ただし、施設管理の現場では、対策に支出でき
る予算の制約から実際に実施できる対策は限られたも
のになる。そこで、本研究では、各基本事象に対する
対策を挙げるとともに、それらを実現性の高い対策と、

表－1　FT 図に使用される記号

図－5　FT 図の事例

図－6　頂上事象の発生確率の算出事例

16 寒地土木研究所月報　№758　2016年７月



図－7　「取水ゲート閉鎖の不能」を頂上事象とする FT 図

＊1施設管理者およびその家族や近親者あるいは自宅など重要財産の被災、＊2事務所内の水位データ監視モニターの転倒などによる損傷、＊3携帯電
話の充電切れや電話機の不携帯など施設管理者のヒューマンエラー、＊4固定電話および携帯電話の不通、＊5被害通報は地域の災害対策本部を経由
して施設管理者に届くと想定し災害対策本部の立ち上げ遅延による被害情報伝達の遮断、＊6施設管理者が被害通報を受けても内容が不明確である
状況、＊7各水位観測機器からの水位データの通信不能、＊8観測機器の不具合による水位確認不能、＊9夜間や人気が少ない場所における被害発生、
＊10被害発見者が被災している状況で通報が困難、＊11震災時の混乱による情報伝達過程における被害情報の紛失、＊12水位観測機器が誤表示をして
いるにも関わらず施設管理者はそれを正しい値と認識している状況、＊13被災による急激な水位変化を捉えるためには水位観測地点数が不足して
いる状況、＊14頭首工管理者およびその家族や近親者あるいは自宅など重要財産の被災、＊15施設管理者と頭首工管理者の連絡手段である防災無線
の使用不能、＊16頭首工管理者に取水ゲート操作を依頼できず施設管理者が頭首工へ急行する場合の道路の不通、＊17電動操作（通常時の操作）で取
水ゲートを閉鎖する場合の操作ミス、＊18地震動による電動設備の故障、＊19通常時の電源である系統電力の停電、＊20系統の停電に備えたバックアッ
プ電源の故障、＊21手動による取水ゲート操作のミス、＊22地震動による手動設備の故障、＊23手動操作は単独の管理者が行うことは困難、＊24取水ゲー
トの躯体自体の変形や損傷

発生確率を比較・評価する。そのため、震度6弱、震
度6強、震度7の各震度階級20）における基本事象の発生
確率を各種文献・資料から設定し、（1）式および（2）式
を用いて、頂上事象の発生確率を算出した。また、同
様にして、対策実施後の各基本事象の発生確率を設定
して、その場合の頂上事象の発生確率を求めた。こう
して得られた対策実施前と対策実施後の頂上事象の発
生確率を比較することにより、期待される対策効果を
定量的に評価した。

４．結果および考察

４．１　FTA 手法による基本事象の特定

　頂上事象を「取水ゲートの閉鎖不能」とする FT 図
を図－7に示す。最初に取水ゲートが閉鎖されるため
には、図－4に示した工程①～⑤の各工程が確実に実
施されなければならない。それゆえ、頂上事象「取水
ゲートの閉鎖不能」が発生する第一の原因は、工程①
～⑤のいずれかの工程が実施不能になる場合である。
すなわち、各工程が実施不能となる事象、「対応行動
開始の困難」、「被害情報収集の困難」、「判断の誤り（取
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水ゲートを閉鎖しないと判断）」、「取水ゲート操作者
の不在」および「取水ゲートの動作不能」が最初の中
間事象となる。これらの中間事象は、そのいずれかひ
とつでも発生すれば頂上事象が起こることから、OR
ゲートを用いて頂上事象と結合した。これらの各中間
事象について FT 図を展開して、その発生原因となる
No.1 ～ No.24の基本事象を特定した。ただし、本研究
では、施設管理の範囲を超える事象に得られた時点、
あるいは一定の具体的な対策方針が明らかとなった時
点でその事象を基本事象とした。例えば、前者の事例
として、「施設管理者の被災」に対する対策は、個人の
備えによるものであることから、これを基本事象とし
た。また、後者の事例として、「監視モニターの損傷」
に対して、事務所内設備の転倒防止など具体的な対策
が考えられたことから、これを基本事象とした。

４．２　基本事象に対する対策の検討

４．２．１　対策の分類

　基本事象に対する対策を表－2に示す。対策実施の実
現性が高い順に、①施設管理者により実施可能な対策、
②管理体制を強化する対策、③地域の行政や住民との
連携が必要な対策、④構造物や社会インフラの耐震強
化が必要な対策に分類・整理した。以下、各対策につ
いて解説する。
４．２．２　施設管理者により実施可能な対策

　携帯電話の不携帯や防災無線の使用方法の忘却、機
械設備の操作ミスは、震災時のパニック状況における
施設管理者のヒューマンエラーである。震災時におけ
る施設管理者の心的状況を踏まえた、ミスが生じにく
いシステムの構築が必要である。水位観測機器などの
故障リスクに対しては、観測機器の転倒防止や振動破
壊に対する対策を施すことのほか、強振を受けた場合
や実際に異常水位となった場合に現地の観測機器が正
しい値を表示するのか、事前に確認しておくことが重
要である。また、現状の水位観測地点におけるデータ
だけでは、発災時における水路内の水位変化を確実に
捉えることができないおそれがある。現地調査やシミ
ュレーションにより適切な水位観測地点を推定して、
観測設備の増設を検討する必要がある。
　以上の対策はさらに詳細を検討し、施設の特徴に応
じて具体化していく必要がある。これらの対策は、施
設管理者の労力を要するものの費用負担は少ない。そ
れゆえ、現状の施設管理の枠組みにおいて実施可能な
対策であると考えられる。

４．２．３　管理体制を強化する対策

　大規模地震時には、施設管理者自らが被災する場合
も考えられる。しかし、災害対応を遂行する施設管理
者がだれもいなければ災害対応は始まらない。それゆ
え、災害対応に必要な管理技術を熟知した技術職員を
養成するとともに、他の土地改良区職員や支線管理者、
受益者などの関係者から速やかに支援が得られる体制
づくりが必要であると考えられる。こうした体制の確
立は、通常の施設管理の範囲において調整できるもの
ではなく、施設に関わる関係者全体の枠組みの中で連
携・協力体制を構築する必要がある。労力はかかるも
のの、実施可能な対策であると考えられる。
４．２．４　地域行政や住民との協力・連携が必要な

　　　　　　対策

　長大な用水路施設における被害の第一発見者の多く
は地域住民である。その被害情報は、まず、地域の災
害対策本部に通報され、そこから施設管理者に到達す

表－2　基本事象に対する対策およびその分類・整理
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定する。例えば、地震動による設備機器の故障率は、
建物の倒壊率より大きく、設備機器の転倒率より小さ
いものと推定される。それゆえ、「設備機器の故障」
の発生確率は、図－10に示すように、既知のデータ21）

である鉄筋コンクリート建物の全壊率と家具等の移
動・転倒率の平均値とした。

（4） 設定方法Ⅳ：現地調査または施設管理者への聞き
　　　　　　　  取りから設定
　既知のデータの中に手がかりのない基本事象の発生
確率は、現地調査や施設管理者への聞き取り調査によ
り推定した。
　以上の方法を用いて、すべての基本事象の発生確率

るものと考えられる。それゆえ、施設管理者への被害
情報の到達を確実なものにするためには、地域住民の
協力体制の確立や行政機関における危機管理対策の強
化が必要である。
４．２．５　構造物や社会インフラの耐震強化に関わ

　　　　　　る対策

　情報通信や道路の不通など社会インフラの被害ある
いは住宅や施設構造物の損壊を低減する対策は、基本
的に耐震強化対策である。これには社会全体の強靱化
が必要であり、施設管理の中で耐震強化対策を直接実
施できるものではない。

４．３　基本事象の発生確率の設定

　頂上事象の発生確率を算出するため、各基本事象の
発生確率を設定した。ただし、対象とする基本事象の
正確な発生確率が既知である場合はほとんどない。そ
のため、過去の震災時における既知のデータから、対
象とする基本事象にみあった発生確率を次の4つの設
定方法により推定した。

（1） 設定方法Ⅰ：既知のデータの適用
　基本事象の発生確率と同等であるとみなせる既知の
データを適用する。例えば、施設管理者が対応行動を
開始できない状況として、当人の被災だけでなく家族
や隣人の被災、家屋の損壊などが考えられる。そこで、
施設管理者の被災は震災時における建物の倒壊に等価
であるとして、図－8に示すような、横田ら21）におけ
る「木造住宅の全壊率」のデータを「施設管理者の被
災」の発生確率とみなして適用した。

（2） 設定方法Ⅱ：既知のデータに比例すると仮定
　対象とする事象の発生確率が、既知のデータに比例
するとみなして、その比例係数の推定により、対象事
象の発生確率を設定する。例えば、東京都22）における
震災時の被害想定では、電話回線の不通率を電柱折損
率から求めており、その電柱折損率は建物の全壊率に
比例するとしている。そこで、本研究では、通信機能
の支障率は、木造住宅の全壊率に比例するとした。札
幌市23）の地震被害想定に記載されている震度6強にお
ける通信機能の支障率9.2％と震度6強における木造住
宅の全壊率7.0％から求めた係数1.314（=9.2/7.0）を、
各震度階級における木造住宅の全壊率に乗じて、図－

9に示すような通信機能の支障率を算出した。
（3） 設定方法Ⅲ：2種類の既知のデータからの推定
　対象とする基本事象の発生確率が、2種類の既知の
データの間の値であると推定できるとき、その2種類の
発生確率の平均を対象とする事象の発生確率として設
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図－8　既知データを適用した事例

図－9　既知データに比例するとして推定した事例

図－10　2種類の既知データの平均値とした事例
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ね支障なく遂行できるものと考えられる。しかし、震
度6強を境に頂上事象の発生確率は0.5より大きくなり、
計画どおりの災害対応が遂行不能になるおそれがある。
すなわち、震度6強以上の大規模地震時に万一用水路
施設が被災して二次災害が発生しても、それを防止す
る災害対応もまた遂行不能になる状況が考えられる。

４．５　対策後に想定される頂上事象の発生確率

　施設管理の現場では、限られた予算の制約の中で、
当面のところ実施可能な対策は何かということが現実
の問題として重要である。そこで、本研究では表－3に
挙げた対策のうち、①施設管理者により実施可能な対
策および②管理体制を強化する対策を実施した場合の
効果を評価することとした。表－4に対策実施により低
減する基本事象の発生確率の想定を示す。
　ヒューマンエラー対策の実施により、震災時のパニ
ック状態におけるヒューマンエラーが通常時のヒュー
マンエラーの発生頻度まで低減されるとして、対策実
施後の基本事象の発生確率は、対策実施前の発生確率
の1/10であるとした。観測機器の故障の発生確率は、
機器の固定化など振動に対する強化対策を施すことに
より、対策実施前の50％に低減されると想定した。ま
た、用水路に被害が生じた場合の水位は、豪雨時の管
理実績や数値シミュレーションなどにより推定できる
ことから、水位観測設備を適切に増設することにより
水位データ不足は解消できるものとして、本研究では、
対策実施後はゼロリスク、すなわち、その発生確率は
0であるとした。

を設定した。表－3に震度6弱，震度6強，震度7の震災
時における各基本事象の発生確率を示す。

４．４　頂上事象の発生確率

　基本事象に与えた発生確率から、（1）式および（2）式
を用いて頂上事象の発生確率を求めた。図－11に震度
6弱、震度6強、震度7の各震度階級における頂上事象

「取水ゲートの閉鎖不能」の発生確率を示す。震度階級
の増加に伴い、取水ゲートが閉鎖不能になる確率が急
激に高まる。対策実施前の頂上事象の発生確率は、震
度6弱では0.20、震度6強では0.48、震度7では0.91となっ
た。震度6弱以下の震災であれば、従来の災害対応が概

表－3　基本事象の発生確率の設定

6 6 7

図－11　頂上事象「取水ゲートの閉鎖不能」の発生確率
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５．まとめ

　本研究では、大規模地震時における災害対応の遂行
を阻害する原因に対して、施設管理者が経費をかけず
に実施できる対策の効果を FTA 手法によって評価し
た。その主要な結果を次にまとめる。

（1） 対策を実施していない現状の場合、震度6弱以下
の震災であれば、計画どおりの災害対応が概ね支
障なく遂行できる。しかし、震度6強以上の震災
であれば、従来の災害対応が遂行不能になるおそ
れがある。

（2） 対策を実施した場合、震度6強以下の震災であれ
ば一定の対策効果が期待でき、従来の災害対応が
計画どおり遂行できる可能性が高まる。しかし、
震度7の震災では、対策の効果が限定的なものに
なり、依然として災害対応が遂行不能になるおそ
れがある。

（3） 以上の結果から、本研究で想定した対策（表－4に
示す①施設管理者により実施可能な対策および②
管理体制を強化する対策）を講じることは、有意
義な計画である。一方、取水ゲートが閉鎖できな
い場合に備えた対応計画の策定も必要である。

　以上のように、FTA 手法を災害対応計画の策定手段
として用いることで、これまで施設管理者が経験的か
つ感覚的に考察してきた大規模地震時の被害リスクや
対策を定量的に議論することができる。しかし、FTA

　また、現状の施設管理において管理体制を強化する
対策は、基本的に対策にあたることができる人員を増
員することである。本研究では、現状の体制の2倍相
当への増員をみこむものと設定した。

４．６　対策実施後に期待される頂上事象の発生確率

　基本事象に対する対策実施により期待される頂上事
象「取水ゲートの閉鎖不能」の発生確率を図－12に示
す。施設管理者により実施可能な対策を実施すること
で、頂上事象の発生確率は、震度6弱では0.08、震度6
強では0.30、震度7では0.81となった。また、管理体制
の強化対策を実施することにより、頂上事象の発生確
率は、震度6弱では0.05、震度6強では0.19、震度7では
0.69となった。震度6強以下の震災では、対策実施に
より災害対応を阻害するリスクをおおむね解消するこ
とができ、計画どおりの災害対応が遂行できる可能性
が高まった。しかし、震度7においては、対策効果は
見込まれるものの依然として頂上事象の発生確率は高
い。
　以上の結果から、震度6強までの震災であれば、施
設管理者により実施可能な対策および管理体制を強化
する対策により、一定の効果が期待できることが分か
った。しかし、震度7の最大級の地震動を受けた場合
には、対策の効果は限定的で、依然として災害対応を
従来の計画通りに遂行することは困難であることが示
唆された。このことは、震度7の最大級の震災に対応
するためには、本研究で想定した対策を実施するのみ
では限界があることを意味する。そのため、今後の課
題として、取水ゲートが閉鎖できない状況を考慮して
代替手段を備えるなどの計画策定が必要になる。

6 6 7

表－4　対策実施後における基本事象の発生確率の想定

図－12　対策実施後における頂上事象の発生確率
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手法では、得られた結果の妥当性を客観的に確認する
方法は確立されていない。それゆえ、今後も現場の状
況に応じて FT 図を修正し、対策評価の精度を向上さ
せていく作業が必要である。
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