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報　文

基幹的灌漑用水路における大規模地震災害に備えた災害対応力の強化

Enhancement of Measures for Main Irrigation Canal 
against a Large-Scale Earthquake Disaster

大久保　天　　立石　信次　　中村　和正

OHKUBO Takashi， TATEISHI Shinji and NAKAMURA Kazumasa

　本研究では、基幹的な灌漑用水路における大規模地震災害時の災害対応力を強化するため、現行の災害対応計画
における課題を明らかにして、その課題解決に資する新たな災害対応計画の策定方法を提案する。本研究で事例と
した灌漑用水路における現行の計画では、地震発生後に施設管理者がほぼ単独で灌漑用水路の現場において災害対
応を行う。この計画に対して、地震発生後、直ちに複数名の施設管理者がそれぞれ取水ゲートまたは放流ゲート設
備に急行して災害対応にあたる計画を提案し、その場合における各ゲート設備への施設管理者の割当人数を最適化
する方法を構築した。さらに、大規模地震災害時には、水管理システムの水位データのみによって水路における被
害の有無を把握することが困難であるため、万一の被害発生にも即座に対応可能な災害対応体制が現場において構
築できるか否かを判断基準として、取水ゲートを閉鎖するか否かの意思決定を行う方法を提案した。こうした現行
の災害対応計画の改善効果を、FTA（Fault tree analysis）を用いて評価した結果、地震発生直後の災害対応が遂
行不能になる確率は大幅に低減されることが分かった。

《キーワード：大規模地震；灌漑用水路；災害対応；FTA 》

　This study identifies issues in the existing disaster response plan and proposes methods to develop a new 
disaster response plan to solve the issues, and thereby enhances measures for main irrigation canals against a 
large-scale earthquake disaster. The existing plan of the irrigation canal as an example in this study is supposed 
that the facility manager is to perform disaster response alone after an earthquake occurrence at a main canal 
site. The new response plan proposes that two or more facility managers hurry to the intake gate and discharge 
gate after an earthquake occurrence to respond to the disaster, and a method to optimize the number of facility 
managers to be assigned to those gates was developed. It is difficult to understand the situation of canal damage 
only by gauging the water level of the water management system during a large-scale earthquake disaster. 
Therefore, a method is proposed to determine the closure of the intake gate based on the criteria concerning the 
possibility of on-site establishment of a system to enable disaster-response measures to be taken immediately 
after an emergency occurs. The effect of the new improved disaster response plan was assessed using FTA 
(Fault Tree Analysis), and it was found that the use of the new disaster response plan would substantially 
reduce the probability of failure to execute disaster response immediately after an earthquake occurrence.

《Keywords：large-scale earthquake；irrigation canal；disaster response；FTA 》
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１．はじめに

基幹的な灌漑用水路が大規模な地震災害によって被
害を受ければ、受益者の営農に必要な農業用水の供
給が広範囲にわたって停止する。さらに、そのとき、
万一にも被災箇所から多量の水が流出する事態となれ
ば、近隣住民の人命や財産に関わる甚大な二次災害を
引き起こすことが考えられる。このような大規模地震
災害に対応するには、たとえ施設が損壊しても、その
後の災害対応により被害拡大を最小限に防止する減災
対策が重要になる。しかし、大規模地震発生時には、
その災害対応に必要な資源である人、情報通信、設備
機器、インフラなどもまた被災して、その機能を喪失
してしまうおそれがある。それゆえ、大規模地震発生
時に起こり得る多種多様な被害に備えた災害対応計画
が必要である。

そこで、本研究では、頭首工と開水路からなる典型
的な灌漑用水路における震災時の災害対応を対象にし
て、現行の災害対応計画における課題を明らかにする
とともに、その課題解決にアプローチする新たな災害
対応計画を提案することを目的とする。なお、本報文
は、既報1)を再編集して説明を充実させたものである。
本研究成果が今後大規模地震対策の強化に取り組もう
とする土地改良施設管理者および関係者の一助となれ
ば幸いである。

以下、２．では、現行の災害対応計画の内容および
位置付けを明確にして、地震発生直後の緊急的な災害
対応（以下、「緊急対応」）を対象とする計画の必要性
を述べる。３．では、現行の緊急対応が遂行不能にな
るリスクの特定および対策の評価に関する既往研究の
成果を要約して、現行の緊急対応における課題につい
て述べる。４．では、現行の災害対応力を強化する方
策として、現場において緊急対応を行う技師の増員お
よびその配置計画を提案する。５．では、現行の緊急
対応における意思決定上の課題を挙げて、その解決に
資する新たな意思決定方法について述べる。６．では、
４．および５．における提案を導入した場合の効果を
FTAにより評価して、その意義を確認する。

２．現行の災害対応計画における課題

２． １　解析対象とする施設の概要

本研究において解析対象とした施設は、北海道の水
田地域に灌漑用水を供給するS幹線用水路である。S
幹線用水路は、延長約29km、最大計画通水量21㎥/s

のコンクリートフリューム水路である（図－1）。同用
水路を管理するS土地改良区には、十数名の職員が勤
務しており、そのうちの7名が技術系の職員（以下、「技
師」）である。その技師のひとりであるA技師は、幹
線用水路や揚水機、各ゲート施設などの現場（以下、
単に「現場」）における実務的な施設管理を担当して
いる。灌漑期における日常管理は、A技師の監督の下
に数名の委託者によって行われている。A技師は用水
路における各種設備機器の配置や操作を熟知してお
り、災害発生時には、まっ先に現場において緊急的な
災害対応を実施する。

２． ２　大規模地震災害時に想定される災害対応

S土地改良区では、災害対応計画として、職員間の
連絡網や関連機関への連絡方法、上司から部下への指
示系統などが決められている。さらに、災害発生後に
は、全職員は土地改良区本部へ参集することになって
いる。この計画は、職員の安否を速やかに確認すると
ともに、参集した職員が滞りなく施設の点検や被災箇
所の応急処置を実施することを目的としている。しか
し、大規模地震災害の場合、用水路施設の決壊や溢水
といった事態の発生を想定すれば、一刻の猶予もなく
現場において対応にあたらなければならない。そこ
で、明文化されている訳ではないが、A技師は地震が
発生した時には、即座に現場に向かう初動を起こすこ
とにしている。すなわち、実際には、図－2に示すよ
うな2段階の災害対応過程になるであろう。地震発生
直後における第1段階の災害対応（緊急対応）では、
A技師は水管理システムにおける水位データを自身が
所有する携帯電話によって確認し、そこで水位に異常
があれば、直ちに頭首工へ向かい取水ゲートを閉鎖す

図－1　灌漑期におけるS幹線用水路の外観
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る。その後の第2段階の災害対応では、土地改良区本
部へ参集した職員らによって、組織的に施設の点検や
被災箇所の応急処置が行われる（以下、「点検・応急
処置対応」）。

２． ３　緊急対応の計画策定の必要性

大規模地震に備えるための方策として、事業継続
計画（BCP：Business Continuity Plan 以下、「BCP」）
の策定がある。BCPとは、大規模な災害発生時におい
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。土地改
良施設を対象にしたBCP策定マニュアル2)も作成され
ており、その普及が進められている。しかし、BCPが
主に対象とするのは、先に述べた「点検・応急処置
対応」であり、「緊急対応」ではない。なぜならば、
BCPは事後対応に重点をおいた計画であり、そこでの
組織的な対応強化を図ることを主な目的としているか
らである。そのため、BCPの策定とは別途に、緊急対
応に関する具体的かつ実践的な行動計画を策定するこ
とが必要である。しかし、これまでのところ、緊急対
応に関して、詳細に検討を行った研究報告は見当たら
ない。

そこで，筆者らは、既往研究3)において，大規模地
震発生時に想定される緊急対応を対象にして、信頼性
工学手法のひとつであるFTA（Fault tree analysis）
を用いて、緊急対応が遂行不能になる原因を特定する
とともに、その対策の効果を評価した。次章では、そ
の既往研究3)の成果を要約する。

３． 緊急対応の遂行を阻害する原因の特定と対策の効

果（既往研究3)の成果）

３． １　 FTAを用いたリスクの特定方法および対策効

果の評価方法

３． １． １　FTAの概要

大規模地震は稀少な現象であり、過去の被害データ
の蓄積は乏しい。そのため、大規模地震対策の検討は

机上の想定にならざるを得ないが、その際にできる限
り実効性のある対策を案出できる方法が求められよ
う。既往研究3)では、その目標にアプローチできる方
法として、複雑なシステムのリスク解析に実績のある
FTAを適用した。

FTAとは、解析対象とす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、頂上事象の発生を低減する対策を明ら
かにする方法である4)。FTAは、機械設備の故障から
ヒューマンエラーまで特性の異なる事象を、FT図を
用いて統一的に解析することができるので、人や情報
通信、インフラなど多種多様な資源が関連して行われ
る災害対応過程を解析する手法として適当である。

FTAは、次のような、①解析対象の把握、②FT図
の作成、③対策の検討、④リスクおよび対策効果の評
価の手順で実施する。
３． １． ２　解析対象の把握

FTAの第一段階は、解析対象とする災害対応の流
れを把握することである。２．２で述べたように、地
震発生直後における緊急対応とは、水路における被害
の有無を速やかに察知して、被害があれば直ちに取水
ゲートを閉鎖して、決壊や溢水による二次災害の発生
または拡大を防止することである。そこで、既往研
究3)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． １． ３　FT図の作成

FT図は表－1に示す記号を用いて作成する。FT図
の例を図－3に示す。頂上事象Fが起こる直接的な原
因となる事象を挙げて、それを頂上事象Fの下位に並
べて書き出す。この場合は中間事象Aおよび基本事象
Dである。このとき、頂上事象F の直下のORゲートは、
中間事象Aおよび基本事象Dのいずれかひとつが生じ
た場合に、頂上事象Fが発生することを意味する。ま
た、中間事象Aが生じる原因は、基本事象Bおよび基
本事象Cである。この場合は、ANDゲートで結合され
ているので、基本事象Bと基本事象Cがともに生じた
場合に中間事象Aが発生することを意味する。

また、中間事象および基本事象を挙げる際の発想の
公平性や一般性を確保するため、FT図の作成は複数
名によって行うことが望ましい。既往研究3)では、調
査対象とするS幹線用水路を管理する土地改良区職員

（施設管理者）、災害に関する知見を有する技術者およ

目標：人命や財産に関わる被害の防止 目標：用水路機能の維持・回復

取水ゲート
の閉鎖

第1段階（地震発生直後～） 緊急対応 第2段階 点検・応急処置対応

幹線用水路水位計

水位データ
の確認

災害対策本部
（土地改良区）

二次災害
の発生

取水ゲート 取水ゲート

A技師による緊急的な対応 組織的な対応

破損箇所

決壊・溢水

図－2　大規模地震災害時における災害対応過程
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び筆者らを含めた6名または7名のチームよってFT図
を作成した。
３． １． 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対策
を検討する。ただし、施設管理の現場では、対策の実
施に投入できる費用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、挙げられた対策を現
状の施設管理において実施可能な対策と、費用や労力
の制約から当面のところ実施が困難な対策に分類・整
理した。
３． １． ５　リスクおよび対策効果の評価

FTAでは、FT図における任意の事象の発生確率P
を、その直下のN個の事象の発生確率P1, P2,・・, PNを
用いて算出できる。ANDゲートには(1)式を、ORゲ
ートには(2)式を適用する。

∏=
=1

 （1）

∏= 1 − (1 −
=1

)  （2）

各基本事象の発生確率を設定できれば、この計算を
積み重ねて、頂上事象の発生確率を算出することがで
きる。図－3のFT図中に記した数値は、頂上事象の発
生確率の算出例である。基本事象B、基本事象C、基

本事象Dの発生確率がそれぞれ0.55、0.38、0.24である
とすれば、このとき、頂上事象Fの発生確率は0.40と
計算できる。また、例えば、基本事象Dの対策を行うこ
とによって、基本事象Dの発生確率を対策実施前の1/2
に低減できるとすれば、頂上事象Fの発生確率は0.30
に低減する。この対策実施前後の頂上事象Fの発生確
率の差が対策の効果であると評価することができる。

ただし、一般に基本事象そのものの発生確率が既知
であることはほとんどない。そのため、基本事象の発
発生確率には、過去の震災時におけるデータなどから、
基本事象の発生確率に相当すると考えられる確率を適
用するか、あるいは推定して与えるしかない。例えば、
A技師が被災する確率には、既往の震災時における住
宅の全壊率データを適用した。こうした基本事象への
発生確率の与え方には議論の余地があり、今後も見直
して信頼性を高めていく必要がある。しかし、あいま
いさを含むとしても、「当たらずとも遠からず」を目
指して、定量的に評価することは、現実に対策導入を
検討する際の重要な判断材料となるであろう。

３． ２　 緊急対応の遂行を阻害する原因の特定と対策

効果の評価（既往研究3)の結果）

３． ２． １　FT図作成による基本事象の特定

既往研究3)では、S幹線用水路において二次災害が
発生しているにも関わらず、取水ゲートを閉鎖できな
いという事態が生じる原因を、FT図を用いて特定し
た。そのFT図の一部を図－4に示す。頂上事象の下位に
緊急対応の各工程が遂行不能となる事象を列挙した。
それらの各事象が発現する中間事象を連鎖的に挙げて

記号  名称 内容

頂上事象
中間事象

頂上事象：解析対象とする事象
中間事象：上位事象の原因となる事象

基本事象 根本的な原因となる事象

ORゲート
下位事象のひとつ以上が発生すれば上位事
象が発生

ANDゲート
下位事象のすべてが発生する場合に上位事
象が発生

表－1　FT図に使用される記号

F

A

P1= 0.55

P1 ・P2

= 0.21

P = 1- (1-P1 ・P2 )(1–P3)
= 0.40

→ 0.30（対策後）

B C D

P2= 0.38 P3= 0.24 
→ 0.12（対策後）

頂上事象

中間事象

基本事象

図－3　FT図の例

取水ゲートの閉鎖不能

取水ゲート
の動作不能

対応行動
開始の困難

電源の喪失

被害情報
収集の困難

電動操作
のミス

電動設備
の故障 系統電力

の停電
予備電源
の故障

△：他のFT図
に連結

電動操作の不能

頂上事象
（解析対象事象）

手動操作の不能

取水ゲートの操作不能

ゲート設備
の損壊

判断の
誤り

取水ゲート操
作者の不在

図－4　 「取水ゲートの閉鎖不能」を頂上事象としたFT図の

一部
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いき、根本的な原因となる24の基本事象を特定した。
３． ２． ２　対策の検討および評価

各基本事象の対策を検討した。その対策の中から、
特に現状の施設管理において実施可能な対策を抽出し
た。そのような対策を表－2に示す。設備機器の操作
ミスなどに対するヒューマンエラー対策や設備機器の
転倒防止対策などが挙げられた。これらの対策実施前
後の頂上事象「取水ゲートの閉鎖不能」の発生確率の
算出結果を図－5に示す。対策を実施しない現状では、
震度6強以上の震災となれば、頂上事象の発生確率は
おおむね0.5を超えることになり、取水ゲートを閉鎖
できないおそれがある。ただし、この場合、対策を講
じることによって、震度6強における頂上事象の発生
確率は0.3となり、一定の効果が期待できることが分
かった。しかし、震度7の震災では、対策実施による
効果はほとんど得られないことが示唆された。

以上の結果から、震度7の震災に対する対策には限
界があることが分かり、その場合の対応策が今後の課
題となった。

４．緊急対応時の人員配置の最適化

４． １　現行の緊急対応を改善するための着眼点

既往研究3)では、現行の災害対応過程を強化すると
いう視点から対策を検討して、その導入効果を評価し
た。本論では、緊急対応過程を根本から見直して、災
害対応力を強化する方策を検討する。そのため、筆者
らが第一に着目したのは、地震発生後、直ちに現場に
おいて緊急対応を行う技師の増員である。

４． ２　緊急対応人員の増員

現行では、S幹線用水路において地震発生後直ちに
現場で緊急対応を行うのは、実質A技師のみである。
それゆえ、A技師が被災して対応行動を起こすことが
困難となれば、緊急対応の遂行は大幅に遅延する。そ
こで、A技師と同様に、現場において緊急対応を行う
ことができる技師を増員できれば、当然のことながら
現場における対応者が皆無となるリスクは低減されよ
う。それでは、どのようにして現場において緊急対応
を行う技師を増員するのか。

先の２．２で述べたように、S土地改良区における
現行の計画では、地震発生後に職員は土地改良区本部
へ参集することになっている。そこで、図－6に示す
ように、技師の何人かは、土地改良区本部へ参集する
のではなく、直接現場に向かって緊急対応に当たると
いう計画にすれば、現場における技師を増員すること
ができる。すなわち、S土地改良区では、新規に技師
を雇用して増員を図らずとも、現行の災害対応体制を
変更することによって、複数名の技師による現場にお
ける緊急対応体制を計画することができる。ただし、
この計画では、A技師以外の技師も、用水路における
各種設備機器の配置や操作方法を熟知していることが
大前提である。

      基本事象      対策                            内容

水位データの誤表示
水位データの不足

水管理
システム
の強化

振動や故障による水位データの誤表
示を確認
水位観測地点の妥当性の確認
水位計の増設

電話機の使用不能
防災無線の使用不能
電動操作のミス
手動操作のミス

ヒューマン
エラー対策

携帯電話や防災無線の日常管理に
おける確認
ゲート操作方法の日常管理における
確認
ゲート操作方法の簡略化
ゲート操作方法の見える化

監視モニターの損傷
観測機器の不具合

観測機器の
破損防止
対策

監視用パソコンなどの転倒防止対策
観測機器の転倒防止対策
観測機器の振動による破損に対する
対策

表－2　施設管理において実施可能な対策

（既往研究3)より作成）

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

震度6弱 震度6強 震度7

頂
上
事
象
「
取
水
ゲ
ー
ト
の

閉
鎖
不
能
」
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率

：施設管理において実施可能な対策による確率の低減

0.20

0.48

0.91

：対策実施後の頂上事象の発生確率

0.81

0.30

0.08

図－5　 「取水ゲートの閉鎖不能」を頂上事象とするFT図の

実例の一部と震度6強における発生確率の算出例

（既往研究3)より作成）

幹線水路

取水ゲート

幹線水路

頭首工

S土地改良区の技師7名

S土地改
良区本部

地震発生後、
直ちに現場に
おいて対応を
行う技師

1名
（A技師）

取水ゲート

頭首工

S土地改
良区本部

S土地改良区の技師7名

現場へ 本部へ 現場へ 本部へ

現行の災害対応体制 緊急対応体制

地震発生後、
直ちに現場に
おいて対応を
行う技師

地震発生後、
土地改良区
本部へ向か
う技師

地震発生後、
土地改良区
本部へ向か
う技師 6名 例えば

5名
例えば

2名

図－6　 土地改良区本部へ参集する技師の現場における緊

急対応への割り当て
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４． ３　緊急対応体制の最適化の問題

現場における緊急対応を複数名の技師によって実施
できるとなれば、取水ゲート閉鎖だけでなく、放流ゲ
ート開放による減災効果も期待できる。そこで、現場
における緊急対応体制の計画策定に際して、各ゲート
への技師の割り当て人数をどのようにすれば最も減災
効果を高められるのかという最適化の問題が生じる。

筆者らは、S幹線用水路を対象にして、緊急対応に
おける幹線水路の水位の低下、つまり、幹線水路から
の放流量を最大化する各ゲートへの技師の割り当て人
数を試算した。ただし、灌漑期には取水している状態
が通常であるから、取水ゲート閉鎖によって取水が止
められるということは、放流するのと同じ効果を発揮
すると捉えて、ここでは取水量の減を放流量として扱
う。

４． ４　最適化の方法

４． ４． １　モデルの定式化

各ゲート設備への技師の配置計画モデルを図－7に
示す。ゲート1を取水ゲートとし、ゲート2からゲート
mまでを放流ゲートとする。nk（k=1, 2,・・m）は、k番
目のゲートにおける緊急対応を割り当てられる技師数
である。P(nk)はゲートkの操作が実行可能（取水ゲー
トの閉鎖あるいは放流ゲートの開放）となる確率であ
る。Q1は取水ゲート閉鎖により停止される取水量（こ
こでは放流量）であり、Qk（k=2～m）はゲートkから
の放流量である。震災時における幹線水路からの全放
流量は、(3)式にように、確率P(nk)を用いて放流量の
期待値Eで表される。本研究では、地震発生後、直接
幹線水路のゲート設備に急行できる技師の総数Nを制
約条件（(4)式）として、放流量の期待値Eを最大と
する各ゲートへの技師の配置人数n1、n2、・・、nmを求め
る。

 （3）

 （4）

４． ４． ２　ゲートkの操作可能確率P(nk)の算出

P(nk)は、図－8に示すFT図をもとにして求める。
Phは技師がゲート設備に到着できない確率、Pdはゲー
ト設備が動作不能になる確率である。「技師のゲート
k設備への到着不能」の下位には、地震発生後のゲー
トk操作を割り当てられた各技師が到着不能となる事

象「技師の到着不能」が配列されて、その上位と下
位の事象間はANDゲートで結合される。このことは、
ゲートkへの割り当て技師数nkが多いほど、ゲートkに
到着する技師が皆無となる確率、すなわち、「技師の
ゲートk設備への到着不能」が生じる確率が低下する
ことを示す。ただし、本研究では、各技師1～Nの到
着不能となる確率Phは、すべて等しいとした。すなわ
ち、「技師のゲートk設備への到着不能」の発生確率は、
Phのnk乗と表される。一方、「ゲートkの動作不能」と
は、地震動によるゲート設備の破損や不具合などであ
る。そのため、「ゲートkの動作不能」の発生確率Pdは、
技師数nkには関係しない。

以上のことから、「ゲートkの操作不能」の余事象で
ある「ゲートkの操作可能」の確率P(nk)は、次の(5)
式により求められる。

+     - ・Pｈ
nk Pd Pｈ

nk PdP(nk) = =  1-1-Pｈ
nk 1-Pd  （5）

４． ４． ３　ゲートkにおける放流量Qkの算定

本研究では、灌漑期の通水量が最も多い時期におけ
る震災を想定して、Q1は最大計画通水量とした。また、
Qk（k=2～m）は各放流工の施工図面から最大放流量
を算定した。

Q2 m
3/s Qk m3/s Qm m3/s・・・ ・・・

ゲート2
（放流ゲート）

ゲートk
（放流ゲート）

ゲートm
（放流ゲート）

河
川 幹線用水路

P（nk ）P（n1） P（n2） P（nm）・・・ ・・・

n1 n2 nk nm

・・・ ・・・

現地において緊急対応を実施する技師の総数N人

ゲート1
（取水ゲート）

Q1 m
3/s

図－7　各ゲート設備への技師の配置計画モデル

+       - ・Pｈ
nk Pd Pｈ

nk Pd ゲートk の操作不能

ゲートk の
動作不能

技師のゲートk 設備
への到着不能

技師1の
到着不能 ・・・

Ph

Ph
nk Pd

技師2の
到着不能

技師 の
到着不能

PhPh

nk

図－8　ゲートkの操作不能を頂上事象とするFT図
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４． ４． ４　最適解の算出方法

複数名の技師による緊急対応体制において、減災の
効果を最大化する各ゲート設備への人員配置数を決定
する問題は、(3)式、(4)式、(5)式によって、数理計
画問題として定式化される。このような問題は、例え
ば、ある資源をN個の工場に配分することを考えて、i
番目の工場にxiの資源を配分してf(xi)の利得が得られ
るとき、総利得 f1(x1)+ f2(x2)+・・・+ fN(xN)を最大化す
る資源の配分x1、x2、・・・xN（∑xi = M）を決定するとい
う資源配分問題に相当する。この種の問題には、一般
に動的計画法などによる解法が知られている5)。しか
し、総資源量Mが離散的でごく小さければ、資源配分
のすべての組み合わせに対して総利得を計算するとい
う方法が最も簡便である。ほとんどの土地改良区で
は、職員数の制約から現場において緊急対応が実施可
能な技師は数名程度であり、多くても10名を超えるこ
とは考えられない。それゆえ、(4)式を満たすすべて
の組み合わせに対して、(3)式により放流量の期待値
Eを算出し、そのEの最大値に対応する配置人数を求
めるという方法が、この場合、実用的で分かり易い。

４． ５　試算結果および考察

４． ５． １　ゲート操作不能のFT図

試算対象とするS幹線用水路には、取水ゲートのほ
か6箇所の放流ゲートがある。取水ゲートは電動で開
閉し、停電時には自動で発電を開始する予備電源を備
えている。放流ゲートの開閉はすべて手動による機側
操作である。また、現行の緊急対応では、２．２で述
べたとおり、地震発生後、技師は水管理システムの水
位データを確認して、「水位に異常があれば取水ゲー
トを閉鎖する、水位に異常がなければ取水ゲートを閉
鎖しない」と判断する。しかし、本モデルでは、水管
理システムの水位データが正常値であっても、技師は
直ちに割り当てられたゲート設備へ向かうものとし
た。なぜならば、大規模地震災害における被害の発生
は不確実であることから、たとえ水位データが正常値
を示していても、水路において被害が生じていないと
は言い切れないからである。このことに関連した意思
決定の課題については、次章において議論する。

図－8のFT図に従って、「取水ゲートの閉鎖不能」
を頂上事象とするFT図（以下、「FT図1」）と「放流
ゲートの開放不能」を頂上事象とするFT図（以下、「FT
図2」）を作成した。FT図1を図－9に、FT図2を図－

10に示す。両FT図ともに「技師の到着不能」の原因
となる事象として、「技師の被災」と「移動手段の喪失」

の2事象を挙げた。「取水ゲートの動作不能」および「放
流ゲートの動作不能」の原因となる事象は、ゲート操
作を行うための制御設備が故障する「制御設備の故障」
とゲートの躯体そのものが被害を受けて損壊する「ゲ
ート躯体設備の損壊」に分けられる。取水ゲートの開
閉は電動で行われるので、「制御設備の動作不能」は、

「電気設備の故障」のほか、「電源の喪失」を原因事象
として挙げた。一方、放流ゲートは手動操作であるの
で、その操作部の「設備の故障」のみを原因事象に挙
げた。

取水ゲート（ゲート1）の閉鎖不能

取水ゲートの
動作不能

技師の取水ゲート設備
への到着不能

技師1の
到着不能 ・・・

技師2の
到着不能

技師Nの
到着不能

技師の
被災

移動の
困難

電源の喪失

系統電力
の停電

予備発電
の故障

電気設備
の故障

ゲート躯
体設備の

損壊

電動不能

aa

a

各 に 以下
のFT図が接続

a a

図－9　「取水ゲートの閉鎖不能」を頂上事象とするFT図

（FT図１）

放流ゲート（ゲートk）の開放不能

放流ゲートの
動作不能

技師の放流ゲート設備
への到着不能

技師1の
到着不能

・・・
技師Nの
到着不能

技師の
被災

移動の
困難

設備の
故障

ゲート躯
体設備の
損壊

aaa

技師2の
到着不能

* 各 に、 以下
のFT図が接続

a a

図－10　「放流ゲートの閉鎖不能」を頂上事象とするFT図

（FT図２）
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４． ５． ２　試算に用いたデータの決定

本研究では、震度7の最大級の地震災害が起きた場
合を想定して、図－9と図－10に記す基本事象の発生
確率を表－3のように設定した。(1)式および(2)式を
用いて、FT図1とFT図2の「技師の到着不能」の発生
確率Phと「取水ゲートの動作不能」と「放流ゲートの
動作不能」の発生確率Pdを求めた。

表－4にPh、およびPd、４．４．３で算定したQkを示
す。これらのデータを(3)式、(4)式、(5)式に代入して、
震災時に幹線水路からの放流量を最大化する人員配置
数を求めた。ただし、S土地改良区では、現行の計画
において本部へ参集することになっている7名の技師
のうち、本部において技術的な対応を行うために必要
な最低2名の技師を除いた5名までが現場における緊急
対応を行う技師として各ゲート設備へ割り当てが可能
である。それゆえ、試算を行う技師総数Nは、1人～5
人までの5通りを仮定した。
４． ５． ３　最適化の試算結果

図－11に技師総数に対する放流量の期待値Eの最大
値を示す。緊急対応を実施する技師総数Nが1人また
は2人のときは、取水ゲートのみに対応行動を集中さ
せることが最も効果的であるという結果となった。こ
のことは、緊急対応を行う技師が単独である現行の緊
急対応では、施設被災時に、第一に取水ゲートを閉鎖
するという対応行動が妥当であることを示す。Nが3
人であれば、取水ゲートだけでなく、ゲート2の放流
ゲートへも技師を1人割り当てたほうが全体の放流量
を増量できるという結果となった。Nが4人であれば、
さらにゲート3へ人員を配置することで最も放流量が
大きくなった。また、Nを5人にできれば、取水ゲー
トへ3名、ゲート2とゲート3の放流ゲートへそれぞれ1
名ずつ配置する体制が最適解として得られた。このN
が5人の場合は、単独の技師（N=1）によって緊急対
応を行う現行の場合の約2倍の減災効果が期待できる
ことが示唆された。ただし、技師数が増えるほど、1
名増員に対する放流量の期待値の増加量が減少する。
それゆえ、現場において緊急対応を行う技師をどこま
でも増員し続けることが、必ずしも適切であるとは限
らない。このことから、現場の緊急対応への割り当て
人数は、全体の職員数と他の災害対応業務のバランス
を考慮して決定することが重要である。

５．緊急対応における意思決定方法の提案

５． １　意思決定方法の検討

地震災害による被害が皆無であったとしても、取水
ゲートを閉鎖してしまうことによって灌漑用水の供給
が停止すれば、受益者の営農に不利益をもたらす。そ
のため、緊急対応時における取水ゲートを閉鎖するか
否かの意思決定は、災害対応上の重要課題である。

現行では、水管理システムの水位データに異常が見
られるか否かによって、取水ゲートを閉鎖するか否か

表－3　基本事象の発生確率の設定

技師の被災 0.350 震災時における木造住宅の全壊率6)を適用

移動の困難 0.150 震災時における道路のリンク閉塞率6)より推定

動力設備の故障 0.100 震災時における鉄筋コンクリート建物の全壊率6)を適用

系統電力の停電 0.900

系統電力の停電率は電柱折損率および建物の全壊率

に比例するとして、震度6強における停電率18%7)と震度6

強における木造住宅の全壊率7)から、各震度階級の停
電率を設定

予備電源の故障 0.100 震災時における鉄筋コンクリート建物の全壊率6)を適用

電気設備の故障 0.400

建物の倒壊率より大きく、設備機器の転倒率より小さい

として、鉄筋コンクリート建物の倒壊率6)と家具等の移

動・転倒率7)の平均値を適用

ゲート躯体設備
の損壊

0.100 震災時における鉄筋コンクリート建物の全壊率6)を適用

基本事象
震度7において想定
される発生確率

基本事象の発生確率の設定根拠

表－4　試算に用いたデータ（震度7の場合）

ゲート名 ph pd Q k  m3/s

ゲート1（取水） 0.448 0.509 20

ゲート2（放流） 0.448 0.190 3

ゲート3（放流） 0.448 0.190 2

ゲート4（放流） 0.448 0.190 1.5

ゲート5（放流） 0.448 0.190 1

ゲート6（放流） 0.448 0.190 1

ゲート7（放流） 0.448 0.190 0.5

0.0
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6.0

9.0

12.0

1 2 3 4 5放
流

量
の

期
待

値
E
 の

最
大

値
m

3
/
s

技師総数N 人

： ゲート1（取水ゲート）による放流量

： ゲート2（放流ゲート）による放流量

： ゲート3（放流ゲート）による放流量

1人

1人

3人

2人

図－11　技師総数に対する放流量の期待値の最大値
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の意思決定を行う。つまり、その意思決定は、「水位
に異常があれば、取水ゲートを閉鎖する。水位に異常
がなければ、取水ゲートを閉鎖しない。」である。た
だし、このことは、施設管理者が水管理システムの水
位データによって、水路における被害の有無を確実に
把握できるということが大前提となっている。しか
し、大規模地震は極めて強大であり、不測の被害が起
こり得る。そのため、水管理システムの水位データの
異常の有無が必ずしも水路における被害の有無に対応
するとは限らない。そのため、現行の意思決定方法
に従うA技師の意思決定が困難になる場合が考えられ
る。

本章では、このような観点から、以下、現行の意思
決定方法の課題を明確にして、その課題解決の方策を
検討する。

５． ２　現行の緊急対応における意思決定方法の課題

大規模地震災害時において、現行の意思決定に従う
ことが困難になる状況として、まず水管理システムが
被害を受けて、その機能を喪失してしまうことが考え
られる。水管理システムが機能不全を起こせば、幹線
用水路に関する被害情報を得られないことになり、そ
れに頼るA技師は意思決定が困難となる。また、大規
模地震災害時には、たとえ水管理システムにおける水
位データを確認できたとしても、意思決定を行うA技
師の心理面において、次のような問題が生じることが
考えられる。

気象庁の震度階級8)によれば、地震動規模が震度6
強以上であれば、A技師の周囲では、全壊する建物が
現れ始め、震度7ともなれば周囲の至る所で甚大な被
害を目の当たりにする事態となる。こうした被害状況
の最中にあって、A技師はたとえ水管理システムの水
位データに異常が見られないからといって、「幹線用
水路に被害はない」と即断できるものであろうか。お
そらく、A技師は、その判断に躊躇することであろう。
なぜならば、水位データが正常値を示していても、そ
のことが幹線水路に被害がないことを保証するもので
はないからである。それゆえ、この場合、A技師は現
行の意思決定方法に従って取水ゲートを閉鎖しない
か、あるいは万一の被害発生に備えて念のため取水ゲ
ートを閉鎖するか、選択に迷うことになろう。しかし、
いかに被害情報が不確実であったとしても、A技師は
そこで災害対応の遂行を停滞させてしまう訳にはいか
ない。それゆえ、A技師は何らかの判断基準をもって
自らの対応行動を決定しなければならない。

５． ３　 現場における緊急対応体制の構築を判断基準

とした意思決定方法の提案

前節における想定から、大規模地震災害時における
現行の意思決定方法（以下、「意思決定方法1」）には、
次のような3つの課題がある。①大規模地震災害時に
は、判断基準となる被害の有無を確実に把握すること
は困難である。そのため、②二次災害が発生している
にも関わらず、「取水ゲートを閉鎖しない」と判断し
てしまうおそれがある。しかし、その一方で、③被害
が発生していないのに取水ゲートを閉鎖してしまう事
態、つまり、「空振り」となれば、受益者の営農に不
必要な損失を与えてしまうおそれがある。

こうした大規模地震災害時における意思決定上の
課題を解消するための方策として、筆者らは、前章
で述べた「現場における緊急対応体制」が構築でき
るか否かを判断基準とした意思決定方法（以下、「意
思決定方法2」）を提案する。すなわち、現場におけ
る緊急対応体制が構築できれば、取水ゲートを閉鎖
せず、現場における緊急対応体制が構築できなけれ
ば、取水ゲートを閉鎖する。ただし、ここでの緊急
対応体制とは、A技師を含む緊急対応が可能な複数
名の技師が、あらかじめ割り当てられた取水ゲート
設備をはじめとする幹線用水路の各要所へ速やかに
移動して、いつ何時に幹線水路において二次災害
が発生しても、即座にそれに対する対応、すなわ
ち、取水ゲートの閉鎖や放流ゲートの開放を実施でき
るという体制である。

以上のような緊急対応体制のイメージを図－12に示
す。まず、緊急対応体制では、取水ゲートを閉鎖する
か否かの意思決定を行う主体は、A技師だけではなく
取水ゲートにおける対応を割り当てられた技師の各々
ということになる。大規模地震発生後、緊急対応体制
が支障なく構築できれば、現場における技師らが幹線
用水路の安全を保障することになるので、取水ゲート
を閉鎖せずに（取水ゲートを閉鎖しないと判断して）、
そのまま幹線用水路の監視を継続する。

河川

土地改良区
本部

技師1
（取水ゲート操作）

放流ゲート取水ゲート

S幹線用水路 水位計
住宅地など
重要区間

データ
通信

技師2
（放流ゲート操作）

技師3
（重要区間の点検・監視）

技師4
（j情報収集）

図－12　緊急対応体制のイメージ
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しかし、図－13に示すように、地震発生後、緊急対
応を実施する技師どうしで連絡がとれない、技師の何
人かが被災して現場へ向かえない、水管理システムが
ダウンして水位の状況が把握できないなど、満足な緊
急対応体制が構築できなければ、万一の二次災害発生
に対応できない。そのときは、取水ゲート操作の担当
で、かつ取水ゲートへ急行可能な技師が「取水ゲート
を閉鎖する」と判断して、その対応行動を開始する。
ただし、この場合、緊急対応を実施する技師は、土地
改良区の施設管理責任者の許可なく、自らの判断で取
水ゲートを閉鎖することができるものとしておく。

この意思決定方法2に従えば、緊急対応を行う技師
の意思決定は図－14のようになる。水管理システムの
水位データが確認できない状況は、それ自体が緊急対
応体制の重要部分の欠落であるので、直ちに取水ゲー
トを閉鎖する。水位データが確認できて、その水位に
異常があれば即座に取水ゲートを閉鎖する。水位に異
常がないときは、緊急対応体制が構築できなければ、
取水ゲートを閉鎖し、緊急対応体制が構築できれば、
取水ゲートを閉鎖しないとする。

このように意思決定方法2では、安全性を確保した
上で、「取水ゲートを閉鎖しない」という対応行動の
選択が可能である。また、「緊急対応体制を構築でき
ない」という状況とは、「施設管理者の被災」、「電話
連絡の不通」、「水位データの通信遮断」、「停電」など
であり、それらの事象は、緊急対応を行う技師がほぼ

確実に把握可能である。それゆえ、意思決定方法２に
従えば、意思決定方法1における課題をおおむね解決
することができるものと考えられる。

５． ４　意思決定方法２に関する補足

意思決定方法2では、緊急対応体制が構築できない
場合には、取水ゲートを閉鎖するので、結果的に被害
がないにも関わらず取水ゲートを閉鎖してしまうとい
う状況になり得る。しかし、この場合は、そもそも施
設を管理できない状態で水路に通水することはできな
いのであって、「空振りになってしまった」という評
価は適切ではない。さらに、大規模地震発生後しばら
くは余震の発生が懸念されることから、通水を継続し
たまま、用水路を管理できない状態で放置するわけに
はいかない。この意味からも、緊急対応体制が構築で
きない場合には、取水ゲートを閉鎖することが妥当で
あるといえる。

６．緊急対応の強化対策の評価と提案

６． １　現行の緊急対応計画の改善策の評価

S土地改良区では、最大5名の技師を現場における
緊急対応体制に割り当てることが可能であり、その場
合、図－15に示すように、取水ゲートへ3名、放流量
が1番目と2番目に大きい放流ゲートへそれぞれ1名ず
つ配置する体制が最適解として得られた。この結果を
用いて、ここでは3名の技師が取水ゲート設備へ急行
して対応を行うとして、「取水ゲートの閉鎖不能」の
発生確率の低減を評価する。

取水ゲートを閉鎖することは、単独の技師によって
実施可能である。その単独の技師が被災あるいは移動
困難によって、取水ゲートまで到達できない確率をP
とすれば、3名の技師が誰も取水ゲートに到達できな
い確率はP3となる。また、緊急対応における意思決定
を意思決定方法2に従って行うことで、各技師は地震
の規模や不確実な被害状況に関わらず意思決定を行う
ことができる。それゆえ、意思決定方法2を導入すれ

河川

技師の被災 取水ゲートを
閉鎖する！

電話やメール
の不通

移動困難

電話やメール
の不通

水管理システム
の不具合

取水ゲート
の閉鎖

取水
ゲート

S幹線用水路
水位計

河川

取水ゲートを
閉鎖する！

図－13　緊急対応体制が構築できない場合の意思決定

図－14　緊急対応体制の構築を判断基準とした意思決定

確認できる

水管理システムによる
水位データの確認

異常あり

構築できる

構築できない

閉鎖する

閉鎖する

閉鎖しない

閉鎖する

初動の
開始

水位データ
の異常

緊急対応体制
の構築

取水ゲートを閉鎖
するか否かの判断

確認できない

異常なし

放流ゲート1取水ゲート 放流ゲート2

・・・

S幹線用水路

河川

取水の
停止

・・・

技師3名 技師1名 技師1名

取水量 20m3/s

放流量 3m3/s 放流量 2m3/s

図－15　各ゲートへの人員の配置計画の事例

（S幹線用水路施設の場合）
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ば、水管理システムや外部通報によって被害情報を収
集する過程やその被害情報に基づいて意思決定を行う
過程を、現行の緊急対応過程から除外できる。

図－4に示したFT図上に、以上に述べた修正を記載
したFT図を図－16に示す。各事象に添えた数字は、
震度7における発生確率であり、黒字は当初の無対策
における発生確率、赤字は３．２．２で述べた対策およ
び４．および５．で述べた現行の緊急対応に関わる改
善策実施後の発生確率である。このFT図に基づいて、
各震度階級における頂上事象「取水ゲートの閉鎖不能」
の発生確率を試算した結果を図－17に示す。震度6強
における頂上事象の発生確率は、0.48から0.19に低減
し、震度7における頂上事象の発生確率は、0.91から
0.59に低減した。このことから、本報で述べた対策お
よび改善策の実施によって、一定の減災効果が期待で
きることが分かった。また、この試算は取水ゲートの
閉鎖のみを対象としたものであるので、実際には、放
流ゲートの開放による効果がこれに加わる。

６． ２　緊急対応の強化対策の提案

本報告では、S幹線用水路施設を対象として、震災
時における施設管理者の緊急対応行動を阻害するリス
クに対する対策、現地において緊急対応を行う技師の
増員および水管理システムに頼る現行の意思決定方法
の改善を検討した。その結果、以上の対応策の実施に
よって、一定の減災効果が期待できることを確認し
た。このことにより、本研究では、緊急対応の強化対
策として、表－2に示す対策の実施、図－12に例示す
る緊急対応体制の計画、図－14に示す意思決定方法を
提案する。しかし、震度7の震災時には、依然として、
緊急対応が遂行不能になる確率が0.6である。提案す
る方策を施しても、その効果には限界があることも示
唆された。震度7の震災ではある程度の被害発生を許
容せざるを得ない。この場合に備えて、２．で述べた
BCPの策定が必要になる。被害が生じてしまった場合
を想定して、何を優先して対処するのか明確に検討し
て、早期復旧に向けた準備をしておく必要がある。

７．おわりに

本研究の成果をもとにして、大規模地震発生直後の
災害対応を対象とした土地改良施設管理者向けの災害
対応計画策定マニュアルを作成する予定である。ただ
し、これは研究としてのひとつのゴールであるが、具
体的な災害対応計画を策定する施設管理者としては出

発点となる。すなわち、個々の灌漑用水路における具
体的な災害対応計画を策定するまでには、検討しなけ
ればならない課題は少なくない。例えば、設備機器の
操作ミスに対するヒューマンエラー対策といっても、
その具体的な内容は多種多様である。個々の対象の特
徴に応じたヒューマンエラー対策をひとつひとつ検討
していく必要がある。また、意思決定方法に関しても、
現場における緊急対応体制が構築できるか否か、明確
に判断できない場面が当然のことながら考えられる。
現場へ向かう技師が何人であれば、緊急対応体制が構
築できたとするのか、夜間など勤務時間外の震災で、
技師らは現場に向かっているものの、緊急対応体制が
構築されるまでに時間を要する場合は、どのように考
えるべきか、想定されるシナリオ毎に対応行動を取り

取水ゲートの閉鎖不能
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の動作不能

対応行動
開始の困難

電源の喪失

被害情報
収集の困難

電動操作
のミス

電動設備
の故障

系統電力
の停電

予備電源
の故障

0.40

0.90 0.10

0.15 → 0.015
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ゲート設備
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判断の
誤り

取水ゲート操
作者の不在

緊急対応体制構築を
基準とした意思決定方
法の導入により削除

0.35 → 
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（取水ゲートへ3名
の技師を割り当て）

0.10

0.91 → 0,59

ヒューマンエラー
対策の実施後

図－16　 緊急対応人員の増員、意思決定方法の改善および

対策の実施箇所を記したFT図

図－17　 緊急対応人員の増員、意思決定方法の改善、対策

の実施前後における各震度階級の頂上事象「取水

ゲートの閉鎖不能」の発生確率
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決めて、緊急対応を行う技師らの間で周知しておくこ
とが必要である。

今後、こうした個々の施設の実践的な災害対応計画
の策定を支援し、その普及に努めていく方針である。

参考文献

１） 大久保　天、立石信次、中村和正：基幹的灌漑用
水路の施設管理における災害対応力強化対策、農
村計画学会誌、36(3)、pp.422-425、2017.

２） 農林水産省農村振興局整備部防災課災害対策室：
土地改良施設管理者のための業務継続計画（BCP）
策定マニュアル、2016.

３） 大久保　天、本村由紀央、中村和正：基幹的な灌
漑用水路における大規模地震災害に備えた災害
対応力強化対策の評価、農業農村工学会論文集、

No.302(84-2)、pp.I_121-I_130、2016.
４） 小野寺勝重：国際標準化時代の実践FTA手法 信

頼性、保全性、安全性解析と品質保証、日科技連、
pp.2-3、2007.

５） 小和田　正、沢木勝茂、加藤　豊：OR入門　意
思決定の基礎、pp.45-58、2013.

６） 横田　崇、川上徹人、尾崎友亮、下山利浩、近藤
さや、岡部　来、吉田知央、坂本誠一、能勢　努、
辻村晃一、下坪善浩：震度に関する検討について、
験震時報、75、pp.61-105、2011.

７） 東京都：首都直下地震等による東京の被害想
定、第3部被害想定手法、（オンライン）、入
手先＜http://www.bousai .metro .tokyo. jp/
taisaku/1000902/1000401.html>、2012.（平成30
年6月24日確認）

８） 気象庁：気象庁震度階級の解説、p.2、2009.

大久保　天
OHKUBO Takashi

寒地土木研究所
寒地農業基盤研究グループ
水利基盤チーム
総括主任研究員
博士（農学）

中村　和正
NAKAMURA Kazumasa

寒地土木研究所
寒地農業基盤研究グループ
グループ長
博士（農学）
技術士（農業）
APECエンジニア（Civil）

立石　信次
TATEISHI Shinji

北海道開発局
函館開発建設部
農業開発課
上席農業開発専門官
技術士（農業）

（前 寒地土木研究所
 寒地農業基盤研究グループ
 水利基盤チーム
 主任研究員）


