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話題

１．私の地震防災研究50年

２．インフラ耐震設計の源流

３．スマートインフラDX

４．デジタル・ビッグデータと確率照査性能設計



ライフライン研究に興味を持った動機

京都市地下鉄
建設計画

1968: 計画
1974: 建設（Ms→Dr)
1982: 烏丸線完成

縦長の施設を横長にすればよい？？



インフラ地震防災研究の50年



兵庫県南部地震
1995年，M7.3

えびの地震
1968年，M6.1

大分県中部地震
1975年，M6.4 芸予地震

2001年，M6.7

鳥取県西部地震
2000年，M7.3

能登半島地震
2007年，M6.9

新潟県中越沖地震
2007年，M6.8

新潟県中越地震
2004年，M7.1

新潟地震
1964年，M7.5

宮城県沖地震
1978年，M7.4

三陸はるか沖地震
1994年，M7.6

根室半島沖地震
1973年，M7.4

北海道南西沖地震
1993年，M7.8

宮城県北部地震
2003年，M6.4

十勝沖地震
2003年，M8.0

釧路沖地震
1993年，M7.5

地震調査



ノースリッジ地震
（アメリカ合衆国）
1994年，M6.8

ロマプリエタ地震
（アメリカ合衆国）
1989年，M7.1

ウィティアナロー地震
（アメリカ合衆国）
1987年，M5.9

唐山地震
（中国）1976年，M7.8

バム地震
（イラン）2003年，M6.7

バラディ地震
（イラン）2004年，M6.1

スマトラ島沖地震
（インドネシア）
2004年，M9.3

エルジンジャン地震
（トルコ）1992年，M6.9

トルコ大地震
（トルコ）1999年，M7.4

ジャワ島中部地震
（インドネシア）
2006年，M6.3

フィリピン地震
（フィリピン）
1994年，M7.1

メキシコ地震
（メキシコ）
1985年，M8.1

地震調査



テヘラン大学(2008~2015)での日々, Adjunct Prof. (学内業務免除)

大学正門 大学モスク（金曜事に地域信者集会） 土木棟







コンピューター室
現在は男女仲良く勉強



講義とショートコース

高田部屋 神戸大研究室より立派 博士課程は女性多く成績優秀



研究活動・プロジェクト

港湾施設の耐震補強（ＰＭＯ）



テヘラン大学での東日本地震講演や元大統領との懇談

ラフサンジャニー
1993~1997



国際プロジェクトで思うこと

●発展途上国への支援(国際戦略)
●派遣技術者の能力

国際感覚、異文化への理解、国際協力、
英語、体力

●国際間の壁

目的、技術、基準、契約、国家体制、

Corruption(行政腐敗）、言葉、
●途上国の課題

開発と矛盾、貧困



世界における⽇本の⼟⽊技術者の役割

l リーダシップと交流継続

l 規格の統一・標準化, ISO

l 建設技術の供与と技術者の活用

l 国内外での人材育成

l 環境・防災・エネルギー問題での貢献



2. 地下インフラシステム防災技術の源流



関東⼤震災(1923)と地下インフラ被害

震災予防評議会：建築物以外の工作物編、No.100,1926
東京市水道震害調査報告書、1924

・軟弱地盤は基礎工事をすること

・管は相当の深さに埋設すること

・本橋への管の添架は避けること

・橋端基礎には管は固定しないこと

・管の接合方法にはさらに一段の研究を要すること

・自動遮断装置を設けること

関東震災：東京市水道鉄管の破裂： 0.199個所/km
神戸震災：神戸市水道鉄管の被害率：0.450個所/km



耐震設計指針の歴史（道路橋・上下⽔道・関連）その１



耐震設計指針の歴史（道路橋・上下⽔道・関連）その２



耐震設計指針の歴史（道路橋・上下⽔道・関連）その
３



Bay Area Rapid Transit(BART Submerged Tunnel)
（変位スペクトル設計） Kuesel.T.R 1964



アラスカ石油パイプラインの耐震設計
Newmark N. M. and W. J. Hall: Pipeline design to resist large fault displacement, Proceedings of the U.S. 
National Conference on Earthquake Engineering-1975,EERI, pp.416-425, June 1975.



⽯油パイプライン技術基準（5波⼊⼒） 1974年 ⽇本道路協会
5 波動⼊⼒ （係数3.12 ）



沈埋トンネル耐震設計指針 1975年 ⼟⽊学会（岡本俊三）
(社)⼟⽊学会：沈埋トンネル耐震設計指針（案），1975

応答変位法



地下埋設管路耐震継⼿の技術基準1977年 国⼟開発技術研究セン
ター



⼀般中・低圧ガス導管耐震設計指針1982年 ⽇本ガス協会



共同溝設計指針1986年 ⽇本道路協会



周⾯せん断⼒の導⼊



駐⾞場設計・施⼯指針同解説1992年 ⽇本道路協会







物理的被災分析 機能停止分析 リスク管理

地震外力と施設の挙動
解明（観測・実験・理論解

析）

緊急対応・被害把握・復
旧過程の分析

・ライフラインの災害情報
・相互関連
・社会・経済影響の分析

耐震設計法 システム信頼性
　　　・リスク管理・計画
　　　・BCP

耐震化対策・補強対策 システム防災対策 適正な防災投資

防災都市空間でのライフライン信頼性向上

日常生活 救命 復旧・復興

ライフライン地震防災



3. スマートインフラDX

•DX=Digital Transformation=ﾃﾞｼﾞﾀﾙ変換
英語圏では、Trans（変換・交わる）をＸと略する

デジタルの反対語はアナログ
デジタル的頭脳とアナログ的頭脳
デジタル的頭脳：硬直した考え⽅しか出来ない
アナログ的頭脳：物事を柔軟に多⾯的に判断出来る



第４次デジタル産業⾰命への変遷



AI抬頭

1次は1956年頃にコンピューターに⼈間のような知能を持たせよう

とした時代。

2次はエキスパートシステムなどで技術者が持つルールをコン

ピューターに覚えさせようとした時代。

3次は深層学習でコンピュータ⾃体が⾃ら学習する時代に

入った。

何千年も前から存在する人類よりも、わずか70年ほどでコンピュー
タが人間より知恵が上になる？



IoTとビッグデータ解析に⽀えられるスマートコミュニ
ティ
IoT:  Internet of Things (Kevin Ashton,1999)
IoE：Internet of Everything
Smart Everything, Service by Social Computing Thing 

IoT:インターネットを通じて相互に維持管理できるシステム

M2M: (Machine to Machine), 人間を介せずにコンピューター

を結ばれたマシンとマシンが自動的に情報交換できるシス
テム
IoT2H: (IoT to Human): IoTが人間と対話できる技術

知識レベル 言葉の知識
コミュニティレベルの知識交換: 社会活動の言葉
認識レベル: 人との対話、説明



SI (Smart Infra)の必要性



ＳＩ機能の情報活⽤プロセス

データ取得

マイクロ
センサー

カー
プローブ

人
プローブ

データ伝送 情報 3D空間マッピン
グ

操作、対応

人工
衛星

クラウド

適応性

予測性

統合性

最適性

空間
情報

情報通信
SNS
MMS

GIS
ソフトウエア

ロボット

ドローン

自動認識
システム

ICN: Information Centric Network
SNS: Social Network Service
MMS: Multi-Media Messaging Service

無線



カープローブからヒューマンプローブへ

•① ヒューマンプローブによってカープローブより継続的データ取得が可能となる

•② ヒューマンプローブによって、カープローブより、低コスト、非対称的情報

入手が可能となる

•③ 有効で、環境に優しい国内物流システムが可能となる



スマートコミュニティとグリッド機能



地球を汚さないエネルギーの確保

⾼速増殖炉、⽔素エネルギー、バイオエネル
ギー？



電力会社と顧客によるソーラーエネルギーの利用



スマートハウス
（HEMS)



スマートコミュニティにおけるデータの利
⽤

Satellite Data

IoT  , IoE



インフラとMENS (Micro Electric Mechanic   
Systems(MEMS)

機械的

および

物理センサー

⾳響
および
マグネティク
センサー

光
および
ラディオ
センサー

温度

および

化学センサー



データ取得、情報化、伝送、分析、表⽰プロセス



電⼒制御DX
HEMS: Home Energy Management System
EDMS: Electric Demand Management System



ガス供給制御DX



⽔供給制御DX
ADSL:ケーブル回線
FTTH: 光回線
CATV：ケーブルTV



下⽔道制御DX



ICT・BIM・CIMと社会への実装（国⼟交通省）



第4次産業⾰命の今後と
第５次産業⾰命・バイオテクノロジーが開く新た

な社会

?



第4次産業⾰命の⾏⽅



バイオ・テクノロジーの拡がり
⽣物が持っている能⼒や性質を⼈々の⽣活に役⽴てる技術



第五次産業⾰命で⽬指す課題解決



第五次産業⾰命とは（経済産業省）

DXDX アナログ
+デジタル

DX



DXとバイオ （⼭際寿⼀）

• コロナ禍・・「動く⾃由」「集まる⾃由」「語る⾃由」が制限
集まり・語る⼈間⾷事⽂化の制約、
⾷べ物は戦いの源（⼈間以外の動物）

• DX: 0 か１の⼆進法世界、決定が安定したデジタル世界
⼈間の尊厳を守れるかの課題多々（AI, IoT, Big Data, xR)

• バイオ：⽣き物(染⾊体４基の塩基組み合わせ無限、デジタルとアナログの組
み合わせであり、予測不能なアナログ世界）

• ⽣物はアナログ的：不安定だが修正可能、デジタルは安定している
が復元困難



ジレンマの世界と拡がる分断・対⽴・差別の世界（⼭際）

• テトラレンマ：レンマ（直観的な把握）ジ（⼆つ）・レンマ）
①ＡはＡである、②Ａは⾮Ａではない、
③Ａでもなく⾮Ａでもない、④Ａでもあるし、⾮Ａでもある（バイオ）

コロナ禍、今⽇の世界に分断・対⽴を避ける④の思想が必要（⼭際）
（アナログ）すべての事象に「あいだ」を置いて許容する哲学

• かつては、信頼性の⾼い情報発信で世相は動いていた。
今⽇、「SNSでファイクであっても、誰もがビッグデータを発信でき、
ストリーを構成できる時代」

・科学技術時代AIの暴⾛を⽌め得る発想は何か？DXとアナログのバランス
⼈間とは違う何者かが⾃分を⾒詰めているという、内なる監視が必要
か？



4.デジタル・ビッグデータと確率照査性能設計

・世界における構造物設計基準

・国内の設計基準化

・⽔道耐震設計基準と性能設計





設計基準変更検討の背景
①社会的背景

ISO基準が性能設計を導⼊、⽇本の現状は仕様設
計

⾃由な設計法と信頼性照査の厳格化
事業受注の国際性
品質確保の国際性

②多くの技術レベル向上の蓄積
信頼性解析・地震観測関連ビッグデータ
ライフサイクル基準の導⼊
⼊⼒地震動（作⽤）の⾼精度化など



EＵ CodeとISO/IECなどの関係



DXデータ統計解析技術

・DX技術者にはビッグデータを取り扱う情報科学・
統計解析技術が必要

・確定データではなくデータのバラツキ解析の感覚

・設計は、データの分散を極める感覚必要、設計指針に従う

計算では、設計の目的を果たせない（公共施設?民間施設?）



EU（欧）, NIST（⽶）の確率安全性照査法へ

カナダの道路橋規準⽶国全州道路交通運輸⾏政官協会



基準地震動の速度設計スペクトルとバラ
ツキ



津波波⼒の設計（国⼟交通省港湾）



荷重と強度・信頼性指標

情報がない

ビッグデータ



港湾施設性能設計と安全性指標

レベル１信頼性：部分安全係数
レベル２信頼性：信頼性指標
レベル３信頼性：破壊確率



外⼒・材料の⼊⼒データばらつき

安全性指標のばらつき



原⼦⼒発電所の確率性能設計（レベル３）
残余のリスク（2006年指針）

• 原子力発電所近傍の放射能散乱に対して、突然死の確率を10-6を超
えないようにする。

• 下記の2種類の確率を満足するように設計する。
①一つの原子炉毎に、1年間に原子炉事故発生の確率が10-4を超え
ないように設計する

②原子炉容器事故発生が1年間に 10-5を超えないように設計する



ISOと国内管路耐震基準
• 地震動⼊⼒ レベル1,レベル２は⽇本のみ
レベル１及びレベル２の課題

• 速度スペクトル使⽤は⽇本のみ、海外は加速度スペクトルか
ら変換、地上・地下施設の整合性

• 管路使⽤⽬的によって地震動レベルが異なる

• 環境変化による作⽤がない、劣化、寒冷地
• 偶発作⽤の考え⽅、想定外地震、地滑り、豪⾬、沈下陥没、
修復と設計

• ⼊⼒は設計施設に依存するか？

• 仕様設計と性能設計



想定外のイベントの発⽣（偶発作⽤）
• 全く予想もできなかった？

• イベント発生は想定されていたが規模が小さかった？想定外であった。

・ ”決定論的想定”か”確率論的想定か“？

・ 想定したくない規模の大きいハザードを”想定外”とする傾向がある。

原子力発電所：断層の影響
①最近の１２～１３万年内（後期更新世）に動いた断層を考慮して設計
②最近の４０万年内（中期更新世）に動いた断層を考慮して設計



⾼⽥⾄郎

2014 2015

2016
2021
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ご清聴ありがとう
ございました。


