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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 

3.1.3.2 インフラフラジリティの検討 

 

(1) 業務の内容 

(a) 業務の目的  

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。研究グループにお

いては、インフラ被害について検討する。具体的には，阪神・淡路大震災以降のフラ

ジリティ関数にかかる研究成果に基づき、さらに平成 28 年熊本地震の家屋被害デー

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３０年度業務目的 

地震動および複数インフラの被害データの収集・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。 
 (c) 担当者 

所属機関 役職 氏名 
国立大学法人岐阜大学 工学部 教授 能島 暢呂 
国立大学法人筑波大学 システム情報系 准教授 庄司 学 
国立大学法人千葉大学 大学院工学研究院 教授 丸山 喜久 
  

 

(2) 平成３０年度の成果 

(a) 業務の要約 

平成 30 年度においては、2016 年までの既往地震に加えて 2018 年大阪府北部の地震

および 2018 年北海道胆振東部地震における地震動分布および供給・処理・交通系ライフ

ラインの被害・復旧データを収集・整理した。さらに、首都圏を中心としたレジリエン

ス総合力向上を目指した基礎的検討として、被害・復旧データの統計分析を行い、物理

的・機能的フラジリティ関数およびレジリエンス関数の構築を進めた。具体的には以下

のとおりである。 

上水道管路については、2016 年熊本地震における熊本市内の被害分析を行い、口径・

地形・管種に加えて老朽管の影響を考慮して被害予測式の補正係数を検討した。下水道

埋設管路については、既往の 6 地震を対象とし、管種・口径・微地形区分の観点から、

地震動強さに対する標準被害率曲線をモデル化した。また、供給系ライフライン全般に

ついての被害・復旧予測モデルにおけるレジリエンス関数を見直し、震災全体の被災規

模を表す指標を導入して精度向上を図った。 

高速道路については、既往の４地震を対象として機能的フラジリティ関数を構築し、

レジリエンス関数の構築に着手した。平面道路については、2011 年東北地方太平洋沖地

震における地震被害データを整理し、液状化地域と強震動地域を対象としてそれぞれフ

ラジリティ曲線を構築した。鉄道については 2018 年大阪府北部の地震を対象として鉄   
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道運休の影響人数を推計するとともに、地震後の点検所要時間の予測に有用なレジリエ

ンス関数の構築に着手した。 

 

(b) 業務の成果 

1) 熊本地震における熊本市内の上⽔道管路の被害分析 

2016 年熊本地震における熊本市内の上水道管路の被害分析を行った。管路、被害データ

は熊本市上下水道局から提供を受けた。これらのデータから管種および口径ごとに上水道

管路の被害率を算出し、地震動強さや地形などとの相関性を評価した。なお、熊本地震の

際の地震動分布は松岡ら 1)によって推定されたものを用いた。管路の被害率は延長 1 km あ

たりの被害数とした（件/km）。 

熊本市内全域における管種および口径ごとの被害率を、それぞれダクタイル鋳鉄管普通

継手（DIP-A 型）、口径 100-150 mm の被害率を基準とした場合の比率を算出し、既往の被

害予測式 2)の補正係数と比較した。その結果、普通鋳鉄管（CIP）とネジ継手鋼管（SP）の

被害率の比が補正係数と比べて著しく大きく、これらの管種の上水道管路は地震に対して

脆弱であることがわかった。また、口径に関しては、被害率の比は補正係数の値と概ね整

合していた（図 1(a)）。 

被害予測式の補正係数と管種ごとの被害率の比に差異が見られる原因を数量化 I 類に基

づき考察した。目的変数を被害率、説明変数を管種、地震動の最大速度（PGV）、敷設年度

として数量化 I 類を実行すると、敷設年度の影響が最も高いことが分かった。ネジ継手鋼

管や溶接鋼管の被害率は、法定耐用年数（40 年）を超過した老朽管と敷設 20 年以上の経

年管のものが高く、これらの管路の更新は地震時脆弱性の改善に強く影響するものと考え

られる（図 1(b)）。 

 

図 1 熊本市の上水道管路の被害率 

 
2) 熊本地震における下水道埋設管路網のフラジリティの検討 
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熊本地震ならびに既往の 5 地震（兵庫県南部地震、新潟県中越地震、能登半島地震、新

潟県中越沖地震、岩手・宮城内陸地震）で被災した下水道埋設管路を対象とし、敷設され

た管路データを液状化および非液状化領域に分類した上で、管種、口径および埋設位置の

微地形区分の観点から被害の特徴を明らかにした。これら 3 つの観点から被害率データの

クロス集計を行ない、数量化理論Ⅰ類に基づいて基準とする管種、口径、微地形区分に対

する被害率データ間の定量的な比較を示した結果が図 2 の通りである。敷設延長が長く一

般的な VP/VU 管は、これに準じて一般的な HP 管より被害が大きくなる可能性が高い。DCIP

管は耐震的で被害が生じにくく、FRPM 管と SP 管も相対的に低い被害率を示した。逆に PP

管と TP 管は相対的に高い被害が生じていた。口径に関しては、300mm 未満より大きくなる

につれて被害が小さくなり耐震性は高くなっている。微地形区分に関しては、沖積平野と

比べて丘陵・火山性丘陵、ローム台地、火山地で被害が低くなり、それに準じて山地、干

拓地・埋立地、砂礫質台地で被害が低かった。一方、砂州・砂礫州、谷底低地・扇状地で

は被害が高くなる傾向を示し、特に液状化領域での被害は沖積平野より 1.64 倍大きくな

った。以上を踏まえ、VP/VU 管および口径 300mm 未満に絞り、微地形区分は非液状化領域

と液状化領域の 2 区分として標準被害率データを定義した上で、地表面最大速度 PGV と標

準被害率データの関係を図 3 のような標準被害率曲線でモデル化した。 

 

図 2 既往 6 地震で被災した下水道管路を対象とした被害率データ間の定量的な関係 

 

図 3 既往 6 地震で被災した下水道管路を対象とした PGV と標準被害率データの関係 

 

3) 供給系ライフラインの被害・復旧予測モデル 

 

供給系ライフライン全般についての被害・復旧予測モデルにおけるレジリエンス関数を

見直し、震災全体の被災規模を表す指標を導入して精度向上を図った。 
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はじめに、1995 年兵庫県南部地震の被災事例に基づく供給系ライフラインの機能的被

害・復旧評価モデル 3)を用いて、推定値と実測値との整合性について検証した。対象は 6

地震（2011 年東北地方太平洋沖地震、2004 年新潟県中越地震、2007 年新潟県中越沖地震、

2016 年熊本地震、2018 年大阪府北部の地震、2018 年北海道胆振東部地震）とした。その

結果、2011 年東北地方太平洋沖地震に関してほぼ整合しているものの、その他の地震に関

しては、特に復旧所要期間が過大評価となっていることが分かり、その主要因は震災規模

の違いであることが推察された。そこで推定精度向上を目的として、震災規模の違いが復

旧所要期間に影響することに着目してその改良方法を検討した。モデル改良の対象は電力

と水道とした。なお都市ガスについては第 1 次緊急停止判断基準の変更 4)の動向を踏まえ

て将来的に改良することとした。 

まず、復旧所要期間の推定値と実測値との乖離度合いを表す指標として、供給支障人口

の累積値（累積供給支障人口）の実測値と推定値との比率（実測値／推定値）を定義した。

また、震災規模の違いを表す指標として、震度曝露人口5)を用いた影響規模指数を定義し、

累積供給支障人口の比率と影響規模指数が整合するように、非線形最適化手法を用いてパ

ラメータを同定した。この影響規模指数を用いて、電力と水道の復旧所要期間の平均値お

よび標準偏差を伸縮させることとした（変動係数は一定）。累積供給支障人口の推定値と

実測値とを比較した結果を図4に示す。ばらつきは残っているものの、全般的に改善される

傾向にあることが確認された。 

 

 
 (a) 従来モデル (b) 改良モデル 

図4 累積供給支障人口の地震間比較（縦軸：推定値、横軸：実測値） 

 

4) 高速道路の機能的フラジリティ関数の検討 

供給系ライフラインの地震時機能的被害・復旧に関する二段階評価モデル 3)の第一段階

目の手法を応用し、近年の主要地震の被災事例（2011 年東北地方太平洋沖地震、2016 年熊

本地震、2018 年大阪府北部の地震、2018 年北海道胆振東部地震の 4 地震）に基づいた高速

道路の機能的フラジリティ関数を構築して震災間比較を行った。 

各地震に伴う IC区間の通行止めの有無 6),7)と推定地震動分布 8),9)を重ね合わせた結果を

図 5 に示す。これに基づいて、通行止めの有無に関する二値データと震度の関係を集計し
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た。低震度領域における「通行止めなし」のデータを確保するため、図 5 の範囲外の広領

域を含めて分析対象とした。 

計測震度別の通行止め発生率（＝通行止めありの区間数／データ総数）とそのロジット

モデルを図 6 に示す。機能的フラジリティ関数は通行規制基準値（事業者により震度 4 な

いし 5 弱以上）の付近で急激に増加している。ただし立ち上がりは規制基準値よりも低震

度側の震度 2.8～3.5 程度となっている。この理由としては、基準超過地点の両側の IC 区

間に通行止めが及ぶこと（規制が IC 区間ごとの場合）や、ブロック内の一部の基準超過が

ブロック全体の通行止めに波及すること（規制がブロック単位の場合）、震度不明地点があ

る場合、安全側の措置として通行止めとなる場合があること、などが考えられる。また、

通行止め確率が 50%に達するのはおよそ震度 3.7～4.4 であり、ほぼ 100%に達するのはお

よそ震度 4.8～5.6 という結果が得られた。なお全モデルについて、適合度を表す尤度比は

0.8 以上、的中率は 0.9 以上であり、モデルのデータフィッティングは良好であった。 

    
 (a) 2011年東北 (b) 2016年熊本 (c)2018年大阪 (d) 2018年北海道 

図5 通行止めの有無（青：通行止めなし、赤：通行止めあり）と推定震度分布 

 

 

図 6 計測震度別の通行止め発生確率を表す機能的フラジリティ関数 

 

5) 平面街路の機能的フラジリティ関数の検討 

2011 年東北地方太平洋沖地震において液状化による被害が顕著であった地域（茨城県神

栖市）と強震動による被害が卓越した地域（福島県いわき市）の 2 地域を対象として絞り、

それらの地域に敷設された平面道路の地震被害データを図 7 のように整理した。なお、液

状化領域を表わすデータは文献 10)から文献 12)によった。その上で、地表面最大速度 PGV
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と被害率の空間分布の関係を定量的に明確化し、地震動強さに対する被害の有無を表現す

る確率モデルであるフラジリティ曲線を図 8 のように構築した。図 8 より、液状化による

地盤変状が支配的であった地域の道路被害の方が、強震動が支配的であった地域の道路被

害よりも PGV が比較的に低い領域から、被害の有無を表わす被害確率が高まり、被害が発

生しやすくなると言える。 

 

図 7 東北地方太平洋沖地震において、液状化による被害が顕著であった地域と強震動に

よる被害が卓越した地域の平面道路の被害 

 

図 8 地表面最大速度 PGV と被害確率の関係を表わすフラジリティ曲線 

 

6) 大阪府北部の地震における鉄道運休時間予測モデルに関する検討 

2018 年 6 月 18 日午前 7 時 58 分に最大震度 6 弱、気象庁マグニチュード 6.1 の大阪府北

部を震源とする地震が発生した。この地震では、鉄道機関の運休及び大幅な遅れが生じた。

さらに、地震発生時は通勤・通学のラッシュの時間帯であり、多くの利用客に影響を与え

た。そこで、大阪府北部地震における鉄道の運休・遅延状況を分析し、各鉄道会社の地震

対応や地震による運休状況を整理した。さらに、地震動強さと鉄道運休の関係に基づき、

鉄道構造物の被害が軽微な際に点検作業に起因する復旧時間予測モデルを構築することを
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ら、鉄道路線のデータは国土数値情報ダウンロードサービス 13)から、それぞれ入手した。

なお、本研究では大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県の 2 府 4 県の鉄道

の運休状況を分析した（図 9(a)）。 

地震発生から 3 時間ごとに運転休止区間を集計した。時間の経過と共に、運転休止区間

が徐々に減少していることが分かった。また、2 府 4 県の全線全区間（1590 区間）に対す

る震度階級ごとの運転休止区間の占める割合を 3 時間ごとに算出した（図 9(b)）。震度が

大きいほど運休率が長く続くことから、震度と鉄道の運休時間には相関関係があることが

分かった。 

既往研究 14)のモデル式を参考に、鉄道の運休時間予測式を構築した。この式は中小規模

の地震発生時に生じる安全確認等による運休時間を予測するものである。鉄道構造物に被

害が生じる場合に関しては、他谷・翠川（2016）15)による復旧予測手法がある。構築され

た予測式の AUC（Area Under the Curve）は 0.879（カットオフ値 0.70）となり、良好な

判別能力をもつモデルとなった。 

 

図 9 大阪府北部地震における鉄道の運休状況  

(c) 結論ならびに今後の課題 
2016 年までの既往地震に加えて 2018 年大阪府北部の地震および 2018 年北海道胆振東部

地震における地震動分布および供給・処理・交通系ライフラインの被害・復旧データを収

集・整理した。さらに、首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上を目指した基礎的検

討として、被害・復旧データの統計分析を行い、物理的・機能的フラジリティ関数および

レジリエンス関数の構築を進めた。上水道管路については、2016 年熊本地震における熊本

市内の被害分析を行い、口径・地形・管種に加えて老朽管の影響を考慮して被害予測式の

補正係数を検討した。下水道埋設管路については、既往の 6 地震を対象とし、管種・口径・

微地形区分の観点から、地震動強さに対する標準被害率曲線をモデル化した。また、供給

系ライフライン全般についての被害・復旧予測モデルにおけるレジリエンス関数を見直し、

震災全体の被災規模を表す指標を導入して精度向上を図った。高速道路については、既往

の４地震を対象として機能的フラジリティ関数を構築し、レジリエンス関数の構築に着手

した。平面道路については、2011 年東北地方太平洋沖地震における地震被害データを整理
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し、液状化地域と強震動地域を対象としてそれぞれフラジリティ曲線を構築した。鉄道に

ついては 2018 年大阪府北部の地震を対象として鉄道運休の影響人数を推計するとともに、

地震後の点検所要時間の予測に有用なレジリエンス関数の構築に着手した。  
 平成 30 年度の研究期間中には、大阪府北部の地震と北海道胆振東部地震が発生し、多く

の新たなデータが蓄積されたが、さらに追加できる余地も大きいと考えられることから、

引き続きデータを収集・整理することが課題である。また、平成 30 年度までの地震災害に

関するデータや研究成果と合わせて考えると、異なった地震特性・システム特性に対する

結果が得られつつある。そのような多様性がもたらす種々の不確実性を考慮しながら、モ

デルの精緻化を図ることが今後の課題である。 
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2016 年熊本地震、2018 年大阪府北部の地震、2018 年北海道胆振東部地震など複数の地

震災害によって、異なった地震特性・システム特性に対する結果が得られつつあるため、

種々の不確実性を考慮しながら、モデルの比較検討を実施するとともに、各モデルの精緻

化を図る。以上の成果に基づいて、首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上に資する

検討を行う方針である。 
 

  


