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3.1.3  被害拡大阻止のためのフラジリティ関数の検討 
3.1.3.1 建物フラジリティの検討 

 

(1) 業務の内容 

(a) 業務の目的 

「被害拡大阻止のためのフラジリティ関数の検討」においては、災害を発生させる外

力と被害規模の関係式を明らかにし、構造物被害の顕在化の確率を精緻化することで、

平時と災害時における被害軽減策を推進する。特に発災直後の被害状況の把握が難し

いフェーズにおいて、外力情報に基づいて、いちはやく被害規模の予測を実現するこ

とは、被害の拡大防止に大きく貢献できる。本研究グループにおいては、阪神・淡路

大震災以降の建物フラジリティ関数にかかる研究成果に基づき、さらに平成 28 年熊

本地震の建物被害データを活用し、より災害対応への実効性の高い関数モデルの確立

に努め、協議会における被害把握ニーズに応え、技術的課題を具体的に抽出し検討す

る。 

 

(b) 平成２９年度業務目的 

a)建物フラジリティの検討 
平成 28 年熊本地震における地震動データの収集・整理を実施する。また，複数市町村

の建物被害データの収集・整理を実施する。 
 

(c) 担当者 

所属機関 役職 氏名 

国立大学法人 千葉大学  

大学院工学研究院 

教授 山崎 文雄 

 

(2) 平成２９年度の成果 

(a) 業務の要約 

・熊本地震における地震動データの収集・整理を実施した 
・熊本地震における益城町による建物被害データの収集・整理を実施した  
 

 (b) 業務の成果 

1) 熊本地震における地震動データの収集・整理 

  2016 年 4 月 16 日に発生した熊本地震の本震について、地震動データの収集・整理を

実施した。地震動データに関しては、防災科学研究所の K-NET および KiK-net の計 698

地点の観測記録に加えて、気象庁 316 地点、自治体 111 地点、および西部ガス 16 地点の

波形記録を収集した。これらの波形データから最大速度（PGV），最大加速度(PGA)、計測

震度などの指標を計算した。地震動マップ即時推定システム(QuiQuake)の方法で、これ

らの地震動強度指標の面的分布を 250m メッシュで推定した。この際、震源断層からの距

離減衰式を考慮するとともに、断層としては国土地理院によるモデルを参考にした。 

  例として、推定した最大速度の熊本県全体およびその益城町部分の拡大図を図 1 に示
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す。この結果は、地震観測点における観測値を満たすものの観測点から離れると地形地

盤区分に基づく増幅度の影響を大きく受ける。益城町の中心部に関しては増幅度に大き

な違いが無いために地震動分布にあまり差のない結果となった。 

 

   

 

図 1 熊本地震(本震)による熊本県(左)および益城町(右)の最大速度分布 

 

2) 益城町の建物被害データの収集 

本年度は、建物被害データに関しては新潟大学および静岡大学の協力を受けて、益城

町による建物被害認定調査の結果を家屋課税台帳の建物属性（構造，建築年等）とリン

クした形で収集することができた。またこのデータを用いて、建物構造・建築年代・屋

根形式などと被害率との関係を検討した。熊本地震に関しては、益城町を主な対象とし

て様々な機関による建物被害調査が実施され、その分析結果が報告されている 1) 。災害

により建物に被害が生じた場合、自治体により被害認定調査 2), 3)が実施され、その認定

結果に基づき、罹災証明書が発行される。一般的に被害認定調査は被災者の申請を受け

実施されるが、益城町においては被災者の申請を受ける前に益城町内の全建物に対して

認定調査が実施された 4)。この調査によって建物の被災区分は、全壊・大規模半壊・半

壊・一部損壊・無被害に分類され、その認定結果に基づき罹災証明書が発行された。ま

た、益城町では罹災証明書の発行段階において被災者の合意のもと、家屋情報と家屋被

害認定結果を関連付けデータの一元管理が進められた。 

本研究では、益城町における罹災証明発行記録、建物被害調査認定結果および家屋課

税台帳情報からなるデータを「元データ」として使用した。元データは 13,718 棟分の情

報からなり、個別建物の構造・建築年・屋根形式等の情報が含まれている。しかしこれ

らのデータの中には、物置や倉庫等のデータや被害情報や建築年が不明なものも含まれ

ている。そのための元データのうち物置・倉庫・車庫等に関するデータ（2,945 棟）、同

一物件において複数個の罹災証明発行記録がある場合、最終的な記録以外のデータ 
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図 2 益城町による被害認定調査結果と家屋台帳の突合データに基づく建物被害分布 

 

（461 棟）、建築面積 20m2 未満のデータ（142 棟）、地上階のないデータ（11 棟）を削除

した。本研究では、残った 10,159 棟分のデータを使用する（図 2）。 

 

3) 益城町の建物被害分析 

益城町の建物について、構造，木造の建築年代、木造の屋根形式別に被害との関係を

分析した．建物の構造別被害率を図 3 に示す。全壊率は木造が最も高く、次いで CB 造，

S 造，軽量 S 造，RC 造の順に低くなっている。  

木造建物の年代別の被害率を図 4 に示す。1951 年以前を除いて建築年代の新しいもの

ほど被害率が小さくなっている。とくに 1981 年を境に全壊率の減少割合が大きくなっ

ており、耐震基準改正による影響とも考えられる。1951 年以前の建物の被害率が小さく

なっている点に関して、これらの建物が建てられてから 65 年以上という長い年月が経

過しており、それだけの年月が経過しても残存する建物には、良質のものの割合が高い

ためと考えられる。図 5 に示すように１年毎に区分した木造建物の被害率の変化も調べ

た。ほぼ連続的に建築年が古くなるほど、被害率は大きくなっており、建物の経年劣化

が被害率に影響を及ぼしていると考えられる。 
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図 3 益城町建物の構造別被害率  

 
図 4 益城町の木造建物の年代別被害率 

 

図 5 益城町の木造建物の１年毎の被害率と棟数 
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  木造建物の屋根形式別の被害率を図 6 に示す。いずれの年代区分おいても、全壊率は

瓦屋根の建物が最も大きくなっている。1991 年以降，金属屋根とスレート屋根の建物の

全壊率はほとんど変わらない。 

2016 年熊本地震における益城町の木造建物の全壊率を 1995 年兵庫県南部地震におけ

る神戸市灘区 5)、西宮市 6)、2007 年新潟県中越沖地震における柏崎市 7)の結果と比較し

たものを図 7 に示す。いずれの建築年代においても、益城町と灘区の木造全壊率はオー 

ダー的に近似しており、西宮市はそれよりもやや低い。これは西宮市の全壊率は、北部

に地震動の小さい地域も含まれていることから、同じ地震における灘区よりも全壊率が

小さくなっていると考えられる。柏崎市に関しては、地震動強さは他の地震に匹敵する 

レベルであったにも関わらず、全壊率は非常に小さかった。 

 

図 6 益城町の木造建物の屋根形式別被害率 

 
図 7 近年の 3 地震における木造建物の全壊率比較 
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（c）結論ならびに今後の課題 

2016 年熊本地震における地震動指標の面的分布の推定を行った。また益城町の建物被

害に関して自治体による住家被害認定調査結果をもとに作成されたデータを用いて分

析した。益城町の建物被害においては，建物の構造種別が被害率に大きく影響を及ぼし

ていた。木造建物に関しては、耐震基準の改正に応じた年代区分に対応し、全壊率が減

少する様子が確認できた。また、屋根形式による被害の傾向として瓦屋根の建物は他の

形式のものと比較して高い全壊率を示した。さらに、益城町における木造建物の全壊率

は 1995 年兵庫県南部地震における神戸市灘区に近似した全壊率を示した。 

 今後の課題としては、益城町の推定地震動分布と建物被害を組み合わせて，建物フラジ

リティ関数の構築を行うこと。また他の自治体の建物被害を収集し，整理・分析を行う

ことが挙げられる。 
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(e) 学会等発表実績 

1) 学会等における口頭・ポスター発表 

 
発表した成果（発表題目、
口頭・ポスター発表の別） 

発表者氏名  発表した場所  
（学会等名）  

発 表 し
た時期  

国 内 ・
外の別  

Extraction of Building 
Damage due to 2016 
Kumamoto Earthquake 
from PALSAR-2 Data (口
頭) 

Fumio 
Yamazaki, 
Wen Liu, Luis 
Moya 

ウィーン，オーストリア  
(12th International 
Conference on Structural 
Safety & Reliability 
(ICOSSAR2017)) 

2017年8
月8日  

国外  

Use of multi-temporal 
Lidar data to extract 
changes due to the 2016 
Kumamoto earthquake (口
頭) 

Fumio 
Yamazaki, 
Luis Moya,  
Wen Liu 

ワルシャワ，ポーランド  
(The Conference:「SPIE. 
Remote Sensing」) 

2017年9
月12日  

国外  

ドローン空撮による2016
年熊本地震の被害把握と
3次元モデル構築  (口頭) 

山崎文雄，久
保佳澄，劉  
ウェン  

沖縄県石垣市（第40回
（地域安全学会研究発表
会）  

2017年6
月9日  

国内  

2016年熊本地震における
益城町の建物被害分析
（口頭）  

須藤巧哉，山
崎文雄，井ノ
口宗成，堀江  
啓，劉ウェン  

新潟県新潟市（土木学会
第8回インフラ・ライフ
ライン減災対策シンポジ
ウム）  

2018年1
月19日  

国内  

 

2) 学会誌・雑誌等における論文掲載 

       なし 

3) マスコミ等における報道・掲載 

なし 

(f) 特許出願，ソフトウエア開発，仕様・標準等の策定 

1) 特許出願 

なし  

2) ソフトウエア開発 

なし 

3) 仕様・標準等の策定 

なし 

  

  



27 
 

(3) 平成３０年度業務計画案 

 

a) 建物フラジリティの検討 

地震動および複数市町村の建物被害データの収集・整理を実施するとともに、それらを

用いた統計分析を行う。具体的には以下の項目を実施する。 

 

 1) 宇城市の罹災証明データの収集と分析 

熊本県宇城市において同市が実施した熊本地震に対する建物被害認定調査結果 

データを収集し、課税台帳ベースの建物構造、建築年との照合を行う。この結果に基づ

いて、構造・建築年と建物被害との関係を照査し、益城町や以前の被害地震における結

果と比較する。 

2) 熊本地震における地震動分布の精度向上 

熊本地震における熊本県内自治体の地震動分布に関して、応答スペクトルの面的分布の

推定を行う。また、昨年度実施した地震動強度指標の面的分布の推定に関しては、ボー

リングデータ等に基づく推定精度の向上を目指す。 

 

3) 深層学習に基づく建物被害要因の分析 

益城町を対象とした日本建築学会九州支部による被害調査結果、および益城町や宇城市

による建物被害認定調査結果を用いて、要因と考えられる建物属性・地盤・地震動など

のパラメータを深層学習により分析する。 

 

4) 益城町の罹災証明データに基づく被害関数の構築 

益城町が実施した建物被害認定調査結果と推定した最大速度などの地震動強度分布を

比較し、熊本地震に対する木造建物の経験的被害関数を構築する。またこの結果を既往

の兵庫県南部地震におけるものなどと比較し、差異の要因を分析する。 

 

5) 航空レーザー測量データに基づく倒壊建物の抽出 

国土地理院や航空測量会社が熊本地震前後に撮影した航空レーザー測量データを収集

し、2 時期における建物輪郭内の高さの変動などを用いて倒壊建物の抽出を試みる。こ

の結果を日本建築学会九州支部などの調査による倒壊判定と比較し、倒壊抽出の適切な

パラメータや閾値を抽出する。 

 

 以上の検討より得られた結果については、国内外の学会で発表する。また優れた成果に   

ついては審査付き論文に投稿する。 

  


