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3.3 非構造部材を含む構造物の崩壊余裕度に関するデータ収集・整備 

3.3.4 室内空間における機能維持 

 

（1）業務の内容 

（a）業務の目的 

非構造部材、屋内設備、家具、什器等に関して、地震時の損傷挙動データを収集す

るとともに、損傷被害検証手法のガイドライン、被害対策法、地震被害センシング手

法を提案する。具体的には、各種非構造部材の地震損傷が再現可能な大型振動台実験

用試験体（主要構造部材は無損傷に留め、そこに取り付ける非構造部材を実験毎に取

り換えることで、繰り返し使用が可能な実験ユニット）を製作し、さまざまな地震動

に対して各非構造部材の損傷に関するデータを収集・蓄積する。さらに、それらのデ

ータを整備・検討して、被害モニタリング手法の構築をめざす。 

 

（b）平成 29 年度業務目的 

研究 5 年目に計画するＥ－ディフェンスによる大型振動台実験に向けて、対象とす

る非構造部材の選定と、試験体（繰り返し使える実験ユニット）の一部を設計・製作

する。また、非構造部材の被害モニタリング手法の検討に着手する。 

 

（c）担当者 

所属機関 役職 氏名 

防災科学技術研究所 主任研究員 佐藤 栄児 

豊橋技術科学大学大学院工学研究科 助教 林 和宏 

 

（2）平成 29 年度の成果 

（a）業務の要約 

・室内空間の振動台実験に向けて、「室内空間を中心とした機能保持のための研究会」を

設立し、実験研究計画の立案、非構造部材等の選定に取り組んだ。 

・室内空間の振動台実験に向けて、試験体内部に室内空間を再現し繰り返し使用可能な

試験体ユニットを設計した。 

・室内空間における非構造部材の被害モニタリング手法提案に向けて、簡易地震計を用

いた観測システムと評価対象空間の自動応答評価システムのプロトタイプを構築し

た。 

・提案したプロトタイプシステムは、試験運用中実際に発生した地震に対し、2 分程度

でモニタリング評価結果をメールで配信できた。 

 

（b）業務の成果 

1)室内空間の振動台実験に向けた検討 

a) はじめに  

本課題では、地震災害時での被害軽減をめざし、家具什器、屋内設備等を中心とし



29 
 

た各種非構造部材の地震被害に関する実験的検証手法の確立と、各種非構造部材の損

傷挙動の把握および被害対策方法の検討などを実施し、各種知見の取得と得られた成

果の展開を実施する。そのため、以下の項目を中心に研究を推進していく。 

a）機能維持性能の検証システムの確立と標準化 

b）機能維持に関わる判定法の科学的創出 

c）総合的な耐震性向上・機能維持のための対策検討 

d）人的影響・防災教育システムの検討 

 

本年度は、これらの実施のため研究体制の構築、研究方針・計画の策定、実験計画

の立案などを中心に実施した。また、研究に取り組むにあたって、過去のいくつかの

地震災害における人的被害の要因について調査した。その結果を以下に示す。 

 

 

これらの結果から、被害の大小はあるが人的被害の約半数の要因が、物品等を含む

家具什器、非構造部材によるものであることがわかる。そのため、家具什器、非構造

部材による詳細な被害評価分析および人的被害軽減方策の検討が、人的被害の軽減に

大きくつながり、早期の復興復旧に大きく貢献できるものと考えられる。 

平成 28 年熊本地震での 

室内における受傷の原因 3) 

平成 7 年兵庫県南部地震での 

負傷原因 1) 

平成 21 年駿河湾を震源とする 

地震での受傷の原因 2) 

図１ 人的被害の要因調査結果 
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b) 室内空間を中心とした機能保持のための研究会  

本研究では、大地震が発生した場合、建物の室内空間を対象とした機能を継続させ

るため、Ｅ－ディフェンスを用いた振動実験を中心に検討を行うこととしており、対

象とする機能としては、家具什器、設備機器、間仕切壁、天井等、建物の構造要素以

外のものを考えている。これらの機能に対して、地震時の被災状況の把握、対策技術

の検討、それらの検証方法・判定方法等の標準化、人的な感覚と類似した判定で被害

の状況を把握するシステムの検討等を行い、得られた成果の社会実装を見据え研究を

推進する。本研究の推進にあたり、関連機関からの協力および助言等をいただくため

「室内空間を中心とした機能保持のための研究会」を設けた。2017 年度での参加機関

を以下に示す。 

 

表１ 室内空間を中心とした機能保持のための研究会参加機関 

社名・単体名  

IMV（株）  

NPO 安心安全のまちづくり機構 

（株）イトーキ 

（株）岡村製作所 

（株）桐井製作所 

（株）構造計画研究所 

コクヨ（株） 

コマニー（株） 

セコム（株） 

センクシア（株） 

TOA（株） 

日東工業（株） 

日本オフィス家具協会 

ビジネス機械・情報システム産業協会 

藤澤建機（株） 

フリーアクセスフロア工業会 

プラス（株） 

防災機器検査協会 

三井住友建設（株） 

（株）山小電機製作所 

順不同。なお、東京消防庁には、オブザーバー的に参加いただいている。 

 

研究会は、2017 年度に準備会を含め５回開催しており、うち１回はＥ－ディフェン

スの見学を行った。これは、「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェク

ト」での初めてのＥ－ディフェンスの見学となっている。 
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図２ 研究会開催状況 

 

研究会では、参加機関が所有している地震時の被災情報や各機関の地震災害に対す

る取り組み、本実験研究への要望などについて意見交換を行っている。今後研究会で

の意見などを取り入れ参加機関の協力のもと研究を推進する。 

 

c) 試験体ユニットの設計  

機能維持性能の検証システムの確立と標準化の実施のため、Ｅ－ディフェンスで用

いる内部に室内空間を再現し繰り返しの使用が可能な試験体ユニットの設計を行っ

た。 

本試験体ユニットでは、室内空間として床、天井、間仕切壁、家具、什器、室内設

備機器等を設置し実際の居住空間（住居、オフィス、商業施設等）を再現させ、試験

体ユニットごとＥ－ディフェンス上に搭載し、過去の観測地震動、今後想定される地

震動あるいはそれらの地震動による建物の床応答波での加振実験を行い、室内空間の

被害様相の把握、室内空間の安全性の検証を実施する。１つの試験体ユニットの広さ

は、40m2（8×5m）程度とし、平面方向および上下方向に複数組み合わせることでよ

り広い空間での評価も実施できる。 
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2)室内空間における非構造部材の被害モニタリング 

地震時に被害を受ける室内空間の非構造部材としては、家具や什器、天井、間仕切壁

やパーティションなどの非構造壁、空調等の設備機器、が考えられる。既往の研究 4)～8)

などでは、各非構造部材に対する耐震性能評価が試みられており、その損傷を評価する指

標が示されている。表２はその一例で、主として評価対象の室内空間における最大床応

答加速度（一部は天井の応答加速度）、最大床応答速度、当該階の最大層間変形角が損傷

評価基準として示されている。 

 

表２ 室内空間における非構造部材の被害評価指標 

対象 
損傷評価指標 

加速度 速度 層間変形 

家具の転倒 4) 〇 〇   

天井の損傷・落下 5) 〇     

非構造壁の損傷 6,7) 〇   〇 

空調等の設備機器の損傷 8) 〇 〇 〇 

 

上記の値は、いずれも地震時の床応答加速度記録から同定することができる。本年度

は、室内空間における非構造部材の被害モニタリング手法提案に向けて、建物に設置し

た簡易地震計による常時地震観測システムの構築と、評価対象空間における地震応答の

自動評価システムプロトタイプを提案した。図４と表３に提案システムで用いた簡易地

震計の概要を示す。また、図５は今回提案する被害モニタリングシステムプロトタイプ

図３ 試験体ユニッ
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の概要を示す。 

 

 

 図４ 簡易地震計 ioLAM-02 

大きさ (mm) 95×95×72 

重さ (g) 640 

給電 PoE (LAN) 

センサ部 MEMS 

計測軸数 3 軸 

計測レンジ(gal) ±2450 

ノイズレベル 0.1gal 以下 

表３ 地震計 ioLAM-02 の概要 

 
 

 
図５ 提案被害モニタリングシステムプロトタイプの概要 

 

常時地震観測システムで用いる簡易地震計は、建物の一部の階にのみ設置することと

し、観測した加速度記録はリアルタイムでインターネットクラウドにアップロードされ

る。これを受けて、評価対象空間の地震応答自動評価システムは、加速度記録の最大値が

閾値を超えているか否かで地震発生の有無を判定する。地震発生と判定された場合は、

その旨を建物の防災担当者にメールで通知するとともに、対象室内空間の床応答加速度

履歴、応答速度履歴、層間変形角履歴の評価に向けた地震応答シミュレーション解析を

実行する。当該シミュレーション解析では、対象建物を図５中に示すような多質点系モ

デルに置換し、入力地震動に対する各階の応答を計算させる。その結果は、被災後の建物

の運用判断に資するよう、発生した最大加速度、最大速度、層間変形角等の情報を建物防

災担当者にあらためてメールで通知する。本研究では、プログラム言語として高い可搬

性(多様な OS への対応)を有する Ruby と、計算速度の速い Fortran を併用した。Ruby

にはインターネットクラウドへの接続やメール送信を、Fortran には地震応答シミュレ

ーション解析を実行させる。 

今年度は、提案システムプロトタイプを愛知県豊橋市内にある某公共建物（SRC 造 15
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階建て）に設置し、試験運用を行った。図６は、試験運用中である 2018 年 2 月 13 日 14

時 39 分に長野県南部で発生した M4.2 の地震の震度分布を示す。図のように、愛知県東

部は震度 1 を観測しており、試験運用中の提案システムも地震発生との判定を下した。

システムは、発生後約 2 分で地震観測を通知するメールを、その約 6 秒後にモニタリン

グ評価結果を配信しており、概ね想定通り機能していることを確認した（図７、８）。 

   

図６長野県南部地震(2018.2.13)の震度分布 図７試験運用結果（モニタリング評価結果） 

 図８ 提案モニタリングシステムの試験運用結果（地震発生の通知） 

 

（c）結論ならびに今後の課題  

2017 年度では、研究体制の構築として「室内空間を中心とした機能保持のための研

究会」を設立し、研究計画の策定などを実施するとともに、2021 年度でのＥ－ディフ

ェンス実験のための試験体ユニットの設計を行った。また地震における人的被害の要

因について過去の地震災害での被害について調査したところ、室内空間の安全性を高

める必要があることを改めて認識する結果を得た。なお、地震被害の調査は今後も引

き続き実施していく予定であるが、多くの場合、被害データの入手が困難であり、こ

れらの課題解決が重要となってくる。 

室内空間における非構造部材の被害モニタリング手法提案に向けて、簡易地震計を

用いた観測システムと評価対象空間の自動応答評価システムのプロトタイプを構築し、

試験運用を実施した。提案システムは、実際地震下で概ね想定通り機能していること

を確認している。今後は、提案モニタリングシステムの評価精度の高度化を図ってい

くとともに、試験運用を継続することで問題点を抽出してゆく。また、提案手法を他
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のセンシングデバイス（例えば、スマートフォンや感震ブレーカーなど）に移植する

ことで、更に安価なモニタリングシステムの可能性を追求する。これは、提案システ

ムの幅広い社会展開を考えるためである。 
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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 

   なし 

 

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 
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3) 仕様・標準等の策定 

なし 

 

（3）平成 30 年度業務計画案  

Ｅ－ディフェンス大型振動台実験に用いる試験体の設計・製作、実験計画の策定を

継続する。また、非構造部材の被害判定法の検討を継続し、具体的な手法について提

案する。そのため、「室内空間を中心とした機能保持のための研究会」の継続などを実

施していく。さらに、被害モニタリング手法の提案に向けて、実験に用いるセンサの

検討や、データ分析手法の提案を実施する。 

  




