ストックマネジメント

●

中央の動き

水資源機構におけるストックマネジメントの取組について
（第 2 回）
独立行政法人水資源機構
水資源機構では，本誌において，機構が取り

停止措置，応急復旧対策という視点からの対応を

組んでいるストックマネジメントの概要につい

検討し，その後の防災訓練に取り入れたほか防災

て 3 回に分けて報告させて頂いています。第 1 回

業務計画に反映させています。

（JAGREE № 85）では日常的な施設管理やライ

一方，ハード面においては，水路等施設の震災

フサイクルコストの縮減に向けた老朽化対策など

対策設計の検討に取り組み，平成 13 年度に水資

について報告させて頂きました。今回は，第 2 回

源機構における水路施設設計のガイドラインであ

として大規模地震に備えた事故発生リスクの低減

る水路工設計指針に「震災対策設計編」として取

に向けた取組や，事故発生時に速やかに通水を再

りまとめました。この「震災対策設計編」では，

開するための取組（ロスコントロール）等につい

水路システム全体の機能が地震時にも著しく損な

て紹介させて頂きます。

われないことを基本に，施設の重要度に応じた耐

1．大規模地震対策におけるこれまでの取
り組み
（1）阪神淡路大震災後の緊急対策
平成 7 年 1 月に発生した阪神淡路大震災（兵庫

震性能を考慮して耐震設計を行うこと，安全性を
重視した施設配置計画とすること，構造物や周辺
地盤の特性を考慮した耐震計算方法を適切に設定
することを基本的な考え方に耐震設計手法を取り
まとめています。

県南部地震）を契機に各機関において耐震設計に

また，その後の大地震に対する研究が進む中で

係る基準の見直し等が行われる中で，水資源機構

国等から今後 30 年以内の大規模地震の発生確率

においてもソフト・ハードの両面から水路等施設

等が公表されるなど，震災対策の緊急度が一層高

の震災対策を緊急的に見直しました。

まったことから，平成 23 年度に水路工設計指針

ソフト面においては，予防，震災発生時の通水

の「震災対策設計編」をこれまでに実施してきた
耐震対策で得られた知見を踏まえ，「震災対策・
耐震設計編」に改訂しました。
主な改訂内容は，耐震対策の必要性を判断する
施設の重要度評価を“震災時における通水機能確
保”と“二次災害防止”の観点から区分し，確保
すべき耐震性能について，前者は致命的な損傷を
防止すること，後者は限定された損傷にとどまる
こととし，個々の施設が必要とする性能の確保を
目標とする性能規定型の思想を取り入れました。
（2）地震対策事業の推進

写真－ 1
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防災訓練の実施状況

水資源機構の水路等施設の耐震対策を推進する
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●

写真－ 2

写真－ 3

既設トンネルの補強工事

併設水路（鋼管φ 1650）の新設工事

ため，東海地震，東南海・南海地震に係る地震防

写真－ 4

写真－ 5

現地研修会（講演）

現地研修会（現場視察）

路）の新設工事を合わせて実施しています。

災対策推進地域及び大規模地震の発生が高い確率

また，水資源機構においては水路等の建設事業

で想定される南関東地震地域において施設の耐震

を実施している事業所が最盛期に比べて減少して

対策を実施する「水資源機構営大規模地震対策事

おり，職員が水路の設計・工事に携わる機会も少

業」を平成 19 年度に新たに導入しました。

なくなってきていることから，若手技術系職員を

この「水資源機構営大規模地震対策事業」は，

対象に，水路に関する技術の維持・向上・伝承を

国営の防災事業と同様の地方財政措置により実施

目的とした現地研修会を平成 22 年度より実施し

するもので，農家に負担を求めず大規模地震対策

ています。この研修会には水資源機構職員のほか

を実施する新たな制度です。

関係利水者の職員の方々にも参加いただき，耐震

制度創設の目的は，大規模地震が発生した際に

対策等に係る情報等を幅広く提供するとともに，

第三者被害が危惧される施設や長期の断水により

水資源機構事業への理解を一層深めていただける

社会経済活動を停滞させる恐れのある施設を対象

よう努めています。

に防災・減災の視点から耐震対策を実施し，地震
による被害を未然に防止するというものです。
この目的を達成するため，現在，水資源機構の
豊川用水において既設の開水路・トンネル・サイ

2．ロス・コントロール対策（事故発生時
の対応）
（1）ロス・コントロール対策について

ホン等の耐震補強工事を鋭意実施中であり，鋼管

ストックマネジメントにおいては，事故発生時

等の地震に強い管材による併設水路（バイパス水

のリスクを低減していく視点も重要となります。
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ここで言うロス・コントロールとは，施設が損

ストックマネジメント

●

たものと考えています。以下に，霞ヶ浦用水施設

傷した際の被害を軽減する方策を指しますが，水

での事例を紹介します。

資源機構では施設管理者としての立場から，この

霞ヶ浦用水施設は，霞ヶ浦の水をポンプで押し

ロス・コントロール対策を進めています。

上げ，筑波山を越えて，茨城県西南部に水道用水（8

水資源機構が管理する施設は，地域インフラと

市 1 町，給水人口約 30 万人），工業用水（約 150

して広域にわたり重要な役割を有していることか

事業所），農業用水（受益地約 1. 9 万 ha）を供給

ら，各施設においては，万一通水停止に至る災害

する重要なライフラインです。今回の地震では主

が発生した場合でも，被害を最小限に止め「一日

に排泥工等の付帯構造物が被災し，用水供給を全

も早い復旧」を最優先に対策を講じています。

面的に停止せざるを得ない状況となりました。
①

（2）東日本大震災時における現場対応

初動対応
霞ヶ浦用水施設の関係市町において最大震度６

平成 23 年 3 月 11 日に発災した東日本大震災で

強が観測されたことから，地震時の防災態勢発令

は，水資源開発施設にも大きな被害が生じ，霞ヶ

基準に基づき，直ちに非常態勢を発令して防災本

浦用水施設を初めとする施設の損壊により通水停

部を立ち上げ，施設の臨時点検・巡視による被災

止の事態に見舞われました。ここでも「一日も早

状況の把握に当たりました。その際，関係利水者

い復旧」が実現できたのは，関係機関の協力を得

からの被災報告（漏水箇所等）も重要な情報とな

られたことが大きな要因ですが，一方で日頃から

りました。なお，水資源機構全体の防災態勢とし

のロス・コントロール対策への取り組みが奏効し

ては表－１のとおりでした。

表－ 1 防災態勢発令状況（被災直後）
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凡例：下段（ ）書きは発令時刻，震度

※ 1：利根川河口堰管理所は津波に対する防災態勢も執った。
※ 2：本社は，霞ヶ浦用水施設等の甚大な被災状況を確認し，3/12 19：30 から第二警戒態勢から非常態勢へ移行した。
※ 3： 沼田総合管理所，矢木沢ダム管理所及び奈良俣ダム管理所においては，3/12 3：59 の新潟県中越地方地震により，基
準点（新潟県湯沢町神立）で震度 5 弱が観測されたため，同時刻に第一警戒態勢から第二警戒態勢へ移行した。
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③

災害協定
破損した施設の応急復旧では，作業員や施工機

械が必要なため職員だけでは対応ができません。
管理所では近隣の施工業者（土木 3 社，機械 2 社，
電気 1 社）と協定を結んでおり，震災直後も速や
かに復旧態勢を整えることができました。




写真－ 6



埋設管から分岐する排泥管からの出水







図－ 1

④

災害協定の概要

施設への精通
職員が日常的な管理を通じて施設を十分に把握

していたことも重要な要素の一つです。例えば，
写真－ 7

液状化による埋設管地表部の沈下

漏水事故対応や機能診断調査の機会を通じて，管
路の充排水作業等を経験・体得していたことが特
筆されます。
発災後，応急復旧には工事の施工条件や復旧資
材（空気弁）の調達日数を考慮すると約 1 ヶ月が
必要と見込まれました。本社防災本部では，本部
長である理事長が，長期断水の社会的影響は計り
知れないものがあるため，水道用水を１週間以内
で通水再開とする方針を強く指示しました。また，
理事長に代わって現地で陣頭指揮をとる理事を派
遣し，応急復旧に当たりました。

写真－ 8

②

空気弁の破損による漏水

要員確保

まず，二連構造である霞ヶ浦用水の管路の特長
を生かし，片側の管路を先行復旧するよう考えま

甚大に被災した施設の応急復旧を進めるに当た

した。具体的には，損傷が少ないと判断される片

り，管理所全職員 11 名では圧倒的に不足してい

側の管路に，もう片側から健全な部品を移設する

たことから，全社的対応として特に霞ヶ浦用水の

とともに，破損・出水した箇所は現地で調達でき

経験者を優先する方針の下，被災当日から通水再

る材料で閉塞することを職員が検討しました。

開（3 月 18 日）までの 8 日間で延べ 142 人（土

さらに管路にとって最も危険な状態となる充水

木職 85 名，用地職 40 名，その他 17 名）に上る

（管に過大な圧力がかからないように水を充たす

応援者の配置を行いました。
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作業）時は，慎重の上にも慎重を重ねて実施する
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必要があるため，充水期間の短縮は一番の難題で

パッケージ型ポンプ設備とは，必要な機器（ポン

したが，上述の経験を活かして，通常 1 週間程度

プ，ホース，電源ケーブル等）を収納したポンプ

かかる充水を 2 日間で行いました。

パッケージ，発電機と運搬車両で構成されるもの

その結果，被災 8 日目の 3 月 18 日の早朝には

です。以下に活用事例を紹介します。

水道用水及び工業用水の通水を再開することがで

平成 24 年 8 月（分散配備強化以前）に豊川

き，農業用水についても，もう片側の管路を 4 月

用水支線水路の送水ポンプで不具合が発生した

20 日までに復旧することで，水田への通水に間

ことを受けて，関東管内からポンプ車（吐出量

に合わせることができました。

60 m3/min）を緊急出動させ，需要のピークを迎
える用水の安定供給に寄与しました。なお，分散

（3）組織的なロス・コントロール対策
①

資機材の備蓄

配備が完了した現在では，大小様々な被災場所・
規模形態に応じて，最寄りの備蓄基地からの出動

大規模地震や突発的な漏水など，様々な災害に
起因して通水被害が生じたとしても，速やかな応急

が可能となったため，更に機動性が高まったとこ
ろです。

復旧が可能となるよう，市販品の代用が困難な資材

また，機構外部からの要請に応えた事例を紹介

や，応急復旧に必要な汎用性の高い機材を全国各

します。平成 25 年 5 月，埼玉県東部の水田に用

ブロックの備蓄基地にストックし，有事の際にはブ

水供給する土地改良区の取水ポンプに不具合が発

ロック内外，機構内外を問わず供給・支援する体

生し，最も用水を必要とする田植え時期に取水が

制を構築しています。備蓄している主な資機材とし

できない事態となりました。土地改良区から相談

ては，鋼管，内面バンド，継輪，空気弁，ドレッサ

を受けた埼玉県からの要請により，分散配備して

ー型ジョイント，ガスケットなどであり，特に空気

いるポンプ車（吐出量 30m3/min）の貸し出しを

弁については，震災時にこれまで想定していなかっ

直ちに決定し，翌日には現地でポンプ車が稼働で

た被害が発生し，通水再開までに相当の日数を要

きるよう協力を行い大変感謝されました。

した経験を踏まえ追加配備を行ったものです。

③

可搬式浄水装置
水資源機構では，従来より施設の供給エリアに

おいて渇水や災害等により水道水が供給不能とな
った場合に備え，可搬式浄水装置を保有してい
ます。東日本大震災時には，霞ヶ浦用水施設等の
被災に伴い給水区域である茨城県桜川市の断水被
害が顕著であったことから現地へ可搬式浄水装置
を緊急輸送し，浄水場からの供給体制が復旧する
までの 9 日間，機構職員が直営作業により累計約
写真－ 9 備蓄資機材の状況
（倉庫の上屋を開放した状態）

②

ポンプ車

115 m3（3 万 8 千人分の飲料水に相当）の給水活
動を行いました。
④ 「緊急油圧装置」の開発
水資源機構では，災害発生による電源喪失又は

東日本大震災の経験を踏まえ，緊急事態発生時

駆動機器の故障時に，油圧駆動式ゲート設備の最

のリスク ( 道路渋滞・寸断，燃料確保 )，機動性

低限の開閉機能を確保するための「緊急油圧装置」

を考慮し，車両一体型の大型のポンプ車（吐出量

を開発しました。この装置は，既設油圧タンク内

3

3

60 m /min・30 m /min）に加えて，新たにパッ
3

の作動油を利用するシステムとすることで，小型

ケージ型ポンプ設備（吐出量 10 m /min）を導入

軽量，可搬式で簡単な操作方式としたことに特徴

することで分散配備の強化を図っています。なお，

があります。今後，水資源機構内外での普及，活
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25

●

写真－ 10 ポンプ車配置状況
（吐出量：60 m3/min，車両 32 トンクラス）

写真－ 11

吸水槽から吐水槽への送水

写真－ 13

給水活動状況（茨城県桜川市）

写真－ 14

給水活動状況（茨城県桜川市）

写真－ 15 （左）装置本体（右）車載状況

務を行っており，用水の安定的な供給の確保は首
写真－ 12 パッケージ型ポンプ設備
（クレーン装置付きトラック 8 ｔ車ベース）

用が望まれます。

3．防災・減災対策の充実に向けて
（1）業務継続計画（BCP）の作成
水資源機構は，全国 7 つの水系において，水道
用水，工業用水，農業用水の供給から，洪水調節，
流水の正常な機能の維持増進まで，多岐に亘る業
26

都圏地域を始め全国各地域のライフラインを担う
業務であり，被災時等でも業務を継続することは
非常に重要です。
このため水資源機構では，大規模災害等が発生
した場合などにおいても業務を遂行するため，業
務継続計画を作成し，緊急事態に備えているとこ
ろです。
この業務継続計画は，各管理所における訓練の
実施，災害に関する経験，対策の積み重ね等の
JAGREE 86. 2013・11

●

ストックマネジメント

●

状況を踏まえ，適宜見直されるべきものであり，

り，再生可能エネルギーを活用した発電設備の導

PDCA サイクルを通じ継続的に改善を図り，よ

入に向けて，積極的に取り組んでいます。

り実践的な内容とすることを目指しています。

このほか，災害時等における商用電源の停電（以
下「停電時」）に備えて，非常用予備発電設備に

（2）耐震照査の推進

より電源のバックアップを行うこととしています

水資源機構の造成した水路等施設の大半は多目

が，大規模災害による長期停電時においても，電

的で極めて長大であり，かつ多様な工種から構成

源供給が継続できるよう，燃料タンクの増強，A

されています。また，仮に施設が被災した場合の

重油から調達が容易な軽油への変更に取り組んで

社会的影響度合いは施設の位置する地域の社会環

いるところです。

境によっても大きく異なります。このため，水路

再生可能エネルギーを活用した発電設備では，

等施設の耐震照査については，阪神淡路大震災（平

発電した電気は自己消費用とは別に商用系統に連

成 7 年 1 月 ) の教訓も踏まえ，施設の重要度区分

系して送電を行っていますが，停電時には商用系

に応じた対策優先度の考え方を導入し，耐震照査

統がストップするため発電電力と自己消費電力が

を進めることを基本としています。これまで照査

不平衡となり電圧変動が著しくなるため，設備に

が進んでいない施設も多く見られるため，第 3 期

悪影響を及ぼすことから発電を停止することとな

中期目標期間（平成 25 ～ 29 年度）において，全

ります。

地区を対象に重要度評価を踏まえた水路等施設の

この停電時の発電を有効利用するため，太陽光

耐震照査をストックマネジメントの一環として実

発電設備においてはパワーコンデショナー（太陽

施していくこととしています。

電池により発電された直流電力を交流電力に変換
し，商用系統に連系する交流電源装置）に自立運

（3）再生可能エネルギー導入促進

転機能を付加し，安定した電気を非常用電源とし

今世紀最大の環境問題として地球温暖化対策が

て供給しています。一方，水力発電設備において

叫ばれ，地球規模での取り組みが進められていま

は，一部の設備に自立運転機能を付加し非常用電

す。水資源機構では，水資源開発施設等の管理及

源として供給しているところですが，未付加の既

び事務に伴い温室効果ガス（CO2）を排出してい

設発電設備にも安定した電気を継続的に供給でき

ることから，自主的に具体的な対策を実行する必

るよう自立運転に必要な電圧調整装置などの設置

要が生じています。

検討をはじめました。

また，東日本大震災以降，原子力発電の代替エ

このように，再生可能エネルギーを活用した発

ネルギーとして再生可能エネルギーが注目されて

電設備の導入及び改善にむけて，関係者の理解を

おり，さらに平成 23 年 8 月に「電気事業者等に

得た上で積極的に取り組んで行くこととしており

よる再生可能エネルギー電気の調達に関する特別

ます。

措置法」が施行され，再生可能エネルギーを活用
した発電設備（小水力，太陽光等）の導入が全国
各地にて進められているところです。
水資源機構では，現在まで，9 地区に小水力発
電設備を設置し，2 地区に太陽光発電設備を設置
しました。また，今後は，第 3 期中期計画に「環
境の保全」
，「機構のダム・水路等施設が有する潜
在能力の有効活用」の項目において再生可能エネ
ルギーの活用を掲げるなど，重要な課題として，
技術 5 カ年計画の中でも取り組むこととしてお
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写真－16 太陽光発電
（愛知用水白山観測所）
設置事例
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