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I. 委託業務内容 

１．委託業務の題目 

「災害時における建物の保守・点検員の派遣の効率化のニーズに基づく研究開発」 

 

２．実施期間 

住所 東京都港区赤坂六丁目5番30号 

機関名 株式会社 小堀鐸二研究所 

 

３．委託業務の目的 

4300万人以上の人口、5万3千以上の事業所を抱える首都圏が強い地震に見舞われ

た際、膨大な数の建物について安全確認をする必要が生ずる。しかし、そのための技

術者など人員は限られており、震災後、速やかに社会活動を再開するためにも、派遣

先の優先順位を適切に判断しなければならない。判断には、個々の建物に被害が生じ

ていると推定される可能性が重要な根拠となる。 

初年度では、首都圏地震観測網（MeSO-net）の観測データと建物地震観測データを

比較し、MeSO-netの観測データから建物への入力地震動を推定する手法を検討した。

結果、観測建物が高密に存在する地域に有用な手法を開発できたが、観測建物が存在

しない地域での適用が将来的な課題として挙げられた。 

そこで、本年度は以下の2点を主眼とした研究開発を行う。 

 

①建物観測データの統合利用に向けた方策検討 

②地震動の面的推定情報に基づく高精度な建物応答推定手法の開発 

 

①では、様々な機関が各自の目的で実施している建物観測に関する調査や海外で

の事例調査を行い現状と課題を把握する。また、建物観測データが統合利用されるこ

とによる価値を創出するため、データを提供可能な観測建物数が増加した場合の早

期被害把握におけるデータ推定精度の向上について検討する。②では、防災科学技術

研究所の有するJ-RISQ（リアルタイム地震被害推定システム）における面的な強震動

指標と建物地震観測データを比較・検討することで、建物応答を高精度に推定する手

法を開発する。本研究により、初年度の課題を解決し、更なる技術的発展を遂げるも

のとなる。 

上記研究開発の成果である建物応答推定手法は、災害時の早期被害把握・共有にお

いて極めて有益なデータとなるほか、既往の解析技術や知見と組み合わせることで、

幅広く利用可能なアウトプットとなる。また、並行して各機関が保有するデータの統

合利用に向けた有益な研究事例を提示することとなり、データ利活用を通じた今後

の更なる研究の発展に資するものと考える。 

本研究では業務の総合的推進のために、建物観測データの統合利用および活用法

に関する検討会を開催する。 

 

４．当該年度における成果の目標及び業務の方法 

  ①建物観測データの統合利用に向けた方策検討 

ａ．建物観測データの統合利用を阻害する要因の調査 

我が国における建物観測に関する文献調査と、学識者等へのヒアリング調査等

を通じ、建物地震観測の現状とデータの統合利用に関する課題を整理する。 

ｂ．海外におけるデータ共有の成功事例の調査 

米国カリフォルニア州ロサンゼルス地域等における建物観測の義務化やデータ
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共有の事例について、文献調査や関係者への聞き取り等を通じて、その実態や経緯

について調査する。 

ｃ．単独の観測情報に付加価値を創造できるデータ提供の在り方の検討 

初年度および②の開発成果を踏まえ、建物観測データを提供可能な建物が増加

した場合の、早期被害把握におけるデータ推定精度の向上程度や、必要となるデー

タ項目、精度等について検討する。 

 

  ②地震動の面的推定情報に基づく高精度な建物応答推定手法の開発 

ａ．利用可能な建物観測データの整理 

初年度での成果を踏まえ、建物被災度判定システムq-NAVIGATOR（以下、q-NAVI）

が設置された建物で観測された地震観測データのうち、利用条件を満たした観測

データを抽出し、分析用に整理する。 

ｂ．J-RISQによる強震動指標データの整理 

q-NAVIデータに対応する、J-RISQによる強震動指標を抽出し、分析用に整理する。 

ｃ．建物関連情報の整理 

初年度での成果を踏まえ、建物規模や地盤情報など分析に用いる基礎情報を検

討し、収集、整理する。 

ｄ．建物応答の評価法の技術開発 

a.およびb.で収集した記録を、c.で収集した関連情報に基づき分類して、比較・

分析する。分析にあたっては機械学習等のAI技術の適用を検討する。さらに、その

分析結果に基づき、J-RISQによる強震動指標から建物応答を推定する手順を開発

する。 

 

③建物観測データの統合利用および活用法に関する検討会 

①②の検討にあたっては、研究開発の適切な段階において、建築構造モニタリング等

を専門とする学識経験者を加えた検討会を開催して、構造工学における学術・技術上

の観点、成果利用の観点から助言を受け、研究計画に沿った業務の総合的推進を図る。 

 

④報告書の作成 

①～③での業務内容および成果を踏まえた報告書を作成する。 
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II. 委託業務の実施体制 

１．業務主任者 

役職・氏名 株式会社小堀鐸二研究所 構造研究部 副部長 日下 彰宏 

 

２．業務項目別実施区分 

業  務  項  目 実 施 場 所 担 当 責 任 者 

①建物観測データの統合利用に向けた

方策検討 

  

ａ．建物観測データの統合利用を阻害す

る要因の調査 

東京都港区赤坂6-5-30 

㈱小堀鐸二研究所 

㈱小堀鐸二研究所 

構造研究部 長谷川 幹 

ｂ．海外におけるデータ共有の成功事例

の調査 
〃 〃 

ｃ．単独の観測情報に付加価値を創造で

きるデータ提供の在り方の検討 
〃 

㈱小堀鐸二研究所  

構造研究部 日下 彰宏 

②地震動の面的推定情報に基づく高精

度な建物応答推定手法の開発 
 

 

ａ．利用可能な建物観測データの整理 
〃 

㈱小堀鐸二研究所 

構造研究部 長谷川 幹 

ｂ．J-RISQによる強震動指標データの整

理 
〃 〃 

ｃ．建物関連情報の整理 〃 〃 

ｄ．建物応答の評価法の技術開発 
〃 

㈱小堀鐸二研究所  

構造研究部 日下 彰宏 

③建物観測データの統合利用および活

用法に関する検討会 
〃 〃 

④報告書の作成 〃 〃 
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III.業務実施計画 

区分 8 9 10 11 12 1 2 3 

①建物観測データの統合利用に向けた方

策検討 
        

ａ．建物観測データの統合利用を阻害す

る要因の調査 
        

ｂ．海外におけるデータ共有の成功事例

の調査 
        

ｃ．単独の観測情報に付加価値を創造で

きるデータ提供の在り方の検討 
        

②地震動の面的推定情報に基づく高精度

な建物応答推定手法の開発 
        

ａ．利用可能な建物観測データの整理         

ｂ．J-RISQによる強震動指標データの整

理 
        

ｃ．建物関連情報の整理         

ｄ．建物応答の評価法の技術開発         

③建物観測データの統合利用および活用

法に関する検討会 
   △   △  

④報告書の作成         

 

IV. 研究報告 

1. 要約 

① 建物観測データの統合利用に向けた方策検討 

• 建物地震観測の普及とデータ活用に向け、国内における学識経験者へのヒアリングと、

米国カリフォルニア州等における建物地震観測に関する調査を行った。 

• 観測データが提供される場合の活用例として、建物観測データを用いて建物周辺の震度

を推定する手法の適用可能性を検討した。 

 

② 地震動の面的推定情報に基づく高精度な建物応答推定手法の開発 

• 建物観測記録と推定地表面地震動強度を用いた建物応答推定手法を検討し、全国 126棟

における延べ 2,621 セットの強震観測記録を収集した。また、各観測データから卓越周

期、代表加速度等を算出し、地表面地震動の推定を行った。推定した地表面加速度応答

スペクトルと、建物最下層の加速度応答スペクトル、1次モード応答加速度を比較した。 

• 建物最下層の加速度応答スペクトルと応答加速度の応答比率は、構造種別による影響が

大きい。これは、構造種別による減衰定数の違いが一因と考えられる。 

• 地表面と建物最下層の加速度応答スペクトル比は、建物固有周期、地盤の硬軟（AVS30）、

基礎形状の影響が大きい。これは建物への入力損失効果による影響が一因と考えられる。 
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• 地表面と建物最下層の加速度応答スペクトル比、建物最下層の加速度応答スペクトルと

応答加速度の応答比率について、影響する建物属性に応じた比率を統計的に算出した。 

 

2. 成果 

2.1 建物観測データの統合利用を阻害する要因の調査 

2.1.1 目的 

我が国における建物観測に関し、学識者等へのヒアリング調査等を通じ、建物地震観測の

現状とデータの統合利用に関する課題を整理する。 

 

2.1.2 調査概要 

調査日：2020年 3 月 12 日（木） 

 

参加者： 

  千葉大学    中井正一 名誉教授 

  東京大学 地震研究所  楠 浩一 教授 

  京都大学 防災研究所 倉田 真宏 准教授 

 

聴き手：株式会社小堀鐸二研究所  鈴木、日下、長谷川 

オブザーバー：株式会社小堀鐸二研究所 加藤、酒向、小笠原、谷沢、福富 

 

2.1.3 議事概要 

建物観測の普及およびそのデータの利活用をテーマとして参加者間での情報交換と議論

を行った。建物観測の普及や活用に向けた、国・行政の動向、自身の経験に即したデータ入

手の困難さ、普及・データ利活用に向けた課題と解決への方策等、広範な意見交換が行われ

た。 

 

2.2 海外におけるデータ共有の成功事例の調査 

2.2.1 目的 

米国カリフォルニア州ロサンゼルス地域等における建物観測の義務化やデータ共有の事

例について、文献調査や関係者への聞き取り等を通じて、その実態や経緯について調査する。 

 

2.2.2 米国における公的な建物地震観測 

カリフォルニア州における強震観測計画（CSMIP：California Strong Motion 

Instrumentation Program）、米政府による強震観測計画（NSMP：National Strong Motion 

Project）について調査を行った。また、カリフォルニア州等で定められている建物地震観

測の義務付けについて、法令等に関する調査を行った。 
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2.2.3 米国における建物観測記録の公開 

CSMIP／NSMPによる観測結果の収集・公開はCGSとUSGSが共同で設立したCESMD

（Center for Engineering Strong Motion Data）が行っている。CSMIP／NSMP に参加して

いる建物で観測された強震記録は、自動的に CESMD のサーバにアップロードされ、

CESMDの HP(https://strongmotioncenter.org/)で公開されている。 

 

2.2.4 観測建物数 

2019 年 1 月実施の調査によると、カリフォルニア州内で CSMIP／NSMP による観測が

行われている建物は約 320 棟ある。用途は事務所が最多（127 棟）、次いで病院（92 棟）、

住宅（24棟）、教育施設（18 棟）である。 

 

2.3 単独の観測情報に付加価値を創造できるデータ提供の在り方の検討 

2.3.1 目的 

観測データを提供可能な建物が増加した場合に、早期被害把握におけるデータ推定精度

の向上程度や、必要となるデータ項目等について検討する。 

本研究では、建物観測情報のうち建物上部の構造情報や被害等の情報が含まれないこと

から、データの提供や共有への障壁が比較的低いと考えられる１階や地下階などの建物基

部における観測記録を対象に、その情報を用いて当該建物周辺の局所的な震度分布を推定

する場合の精度を検討する。 

 

2.3.2 対象建物と観測記録 

 検討対象とする建物観測震度と推定地表面震度 

本研究では、建物観測記録における計測震度と、地表面における計測震度を比較・検討す

る。ここで、地表面における計測震度には、リアルタイム地震被害推定情報 1)が提供する推

定震度を用いる。 

2.4.2 に記載する建物観測記録 2,621 セット（建物数：126 棟、地震数：283 地震）のう

ち、リアルタイム地震被害推定情報により建物の所在する 250m メッシュにおいて当該地

震による推定震度が提供されている記録セットのみを、本研究の検討対象とする。検討対象

となる観測記録数は延べ 1,978 セット（建物数：123 棟、地震数：115 地震）である。 

以下、各建物観測記録セットの建物基部（地下階もしくは１階）の加速度記録から計算し

た計測震度を建物観測震度 I０、リアルタイム地震被害推定情報による建物が所在する 250m

メッシュの推定震度を推定地表面震度 ISとする。 

 

 建物観測震度と推定地表面震度の比較 

上記の 123 建物、115 地震における 1,978 の観測記録に関して、建物観測震度 I０と推定

地表面震度 ISをそれぞれ縦軸、横軸にとり図 2.3-1に示す。 

https://strongmotioncenter.org/
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図 2.3-1 地表面震度と建物観測震度の比較 

I０は ISに対して、平均的に小さい傾向を示す。差の平均値は 0.185 であった。この値は

既往研究 2)おける値 0.26 よりやや小さい。また、I０と ISの関係にはばらつきがあり、一部

には I０が ISより大きい記録も確認できる。こうしたばらつきの要因として①推定地表面震

度 ISを算定する際の推定誤差、②建物の振動特性が I０に与える影響（入力損失等）の多寡、

の２点が考えられる。 

本研究では、これらのうち後者に起因するばらつきを低減させることを目的として、建物

属性等を用いて( 2.3.1 )式に示す I０と ISの差ΔI を推定する方法を検討する。 

 

𝛥𝐼 = 𝐼𝑆 − 𝐼0 ( 2.3.1 ) 

 

2.3.3 建物観測震度と地表面震度の差ΔI の推定法の検討 

 ΔI の平均値を用いた推定方法の検討 

はじめに建物震度 I０と地表面震度 ISの差ΔI の平均値が 0.185 であることから、震度の差

の推定値として𝛥𝐼1 = 0.185 を用いて地表面震度を推定することを考える。このときの二乗

平均平方根誤差（RMSE）は 0.341 である。 

 

 建物属性を用いた推定方法の検討 

建物観測震度 I０と推定地表面震度 IS の差ΔI と各種建物属性の関係を確認し、地表面震

度の推定精度を向上させるパラメータを探索する。用いる建物属性は 2.4.4 に示すものに加

え、工学的判断により複数のパラメータを組み合わせた指標とする。なお、AVS30 は地形・

地盤分類 250m メッシュマップ 3) における建物が所在するメッシュの値を用いた。 

建物ごとのΔI の平均と、検討対象としたパラメータの関係の例を図 2.3-2 に示す。図の

上部にはスピアマンの順位相関係数 R および P 値 4)をあわせて示す。 
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図 2.3-2 AVS30 と各建物の震度の差ΔI の平均の関係 

 

ΔI に対して有意に相関を示すパラメータとして、P 値が 0.05 以下のものに着目すると、

AVS30 との相関係数 R が最大であり、他の有意に相関を示すパラメータも AVS30 を用い

て作成した指標であった。よって、AVS30 のみを説明変数とする線形回帰式である( 2.3.2 )

式に示す𝛥𝐼2でΔI を推定することとする。 

 

𝛥𝐼2 = −0.0168 ∙ (AVS30 − 315.7) ( 2.3.2 ) 

 

このときの推定誤差（𝛥𝐼 − 𝛥𝐼2）の RMSE は 0.315 であり、a)の検討における（𝛥𝐼 − 𝛥𝐼1）

の RMSE からわずかに減少する。また、推定誤差（𝛥𝐼 − 𝛥𝐼2）と AVS30 を除く他のパラメ

ータとの関係を再度確認したところ、相関性がほぼ見られなかった。 

( 2.3.2 )式では、AVS30が小さいほど、震度の差の予測値𝛥𝐼2が大きくなる。つまり、地

盤が柔らかいほど、地表面の震度に比べて建物基部で観測される震度が小さくなることを

意味している。これは、地盤が柔らかいほど建物と地盤の相互作用の影響が働きやすく、

建物基部の揺れが小さくなる傾向が表れているものと考えられる。 

また、( 2.3.2 )式では AVS30>315.7[m/s]の時に𝛥𝐼2 < 0となり、地表面の震度に比べ建

物基部で観測される震度が大きくなると予測されることになる。しかし、図 2.3-2 に示す

ように、本研究の検討対象とした建物の多くは AVS30<350[m/s]程度であり、AVS30が

大きい場合の震度の差の傾向や、( 2.3.2 )式の適用性については確認できておらず、今後

の課題と考える。 

 

 建物観測記録を用いた場合 

b)では、事前に収集できる、いわば静的情報を用いた推定方法を検討した。ここでは地震

観測記録のような、いわば動的情報を用いた推定方法について検討する。 

動的情報の一つとして、𝐼0の算定に用いた建物基部での観測記録から( 2.3.3 )式により算

定した等価卓越周期𝑇𝑒𝑞を用いて推定精度を向上することを検討する。 

 



  

 

9 

 

𝑇𝑒𝑞 = 2π ∙
最大速度

最大加速度
 ( 2.3.3 ) 

ここで、最大速度[cm/s]、最大加速度[cm/s2]は、建物基部観測記録の水平 2 方向ベクト

ル和の時刻歴上の最大値とする。 

 

震源の地域性など、入力される地震の特性の差を排除するため、同じ地震で観測記録が

得られている首都圏の建物 9 棟を抽出した。b)の手法による推定誤差（𝛥𝐼 − 𝛥𝐼2）と𝑇𝑒𝑞の

関係を図 2.3-3 に示す。同図には順位相関係数 Rと P 値、入力損失との関連が考えられる

パラメータとして、各建物の AVS30、杭先端深さをあわせて示す。ここで、抽出した 9棟

のうち 8 棟は杭基礎、1 棟は基礎種別不明の建物である。 

 

 

図 2.3-3 各建物の等価卓越周期𝑇𝑒𝑞と推定誤差（𝛥𝐼 − 𝛥𝐼2）の関係 

 

 

建物① 建物② 建物③ 

建物④ 建物⑤ 

建物⑥ 建物⑦ 建物⑧ 

建物⑨ 

P 値<0.05 

P 値≧0.05 
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b)の検討と同じく、P<0.05 を有意であるとして相関を有する建物①~建物⑤の特徴をみ

ると、𝑇𝑒𝑞と推定誤差（𝛥𝐼 − 𝛥𝐼2）は負の相関を示し、有意に相関の見られない建物⑥~建物

⑨に比べて AVS30 が小さい傾向にあることが確認できる。 

負の相関を示す、すなわち卓越周期の短い入力に対して震度の差が大きくなることにつ

いては、震度の差に建物への入力損失効果が寄与しているためと考えられる。入力損失効果

は入力地震動の短周期成分に強く働くため、卓越周期の短い地震ほど震度の差が大きくな

ったものと考えられる。また、AVS30 が小さい建物では入力損失効果が働きやすく、この

傾向が明瞭に見られたものと考えられる。ただし（𝛥𝐼 − 𝛥𝐼2）と𝑇𝑒𝑞の関係はばらつきが大き

く、定量的な評価は今後の課題である。 

 

2.4 地震動の面的推定情報に基づく高精度な建物応答推定手法の開発 

2.4.1 目的 

全国の任意地点で適用可能な手法として、面的に推定された地震動強度と建物観測記録

を比較することで、観測していない任意の建物の応答を推定する手法を検討する。本項目の

検討フローを図 2.4-1 に示す。 

 

図 2.4-1 観測記録を用いた建物弾性応答推定手法 

 

建物弾性
応答加速度

推定・観測データの統計処理

応答倍率の
平均・ばらつきの評価

影響する建物属性の探索

地震観測記録
（K/KiK-net)

空間補間

地表面地震動分布の推定

推定地表面
地震動

観測記録DBの構築

・所在地 ・階数/高さ/構造
・基礎形式/深さ ・地盤情報 etc.

建物属性

建物観測記録
・1次卓越周期
・建物代表加速度
・最下層Sa(T1)、計測震度

地表面地震動
・推定加速度応答スペクトル
・推定震度（J-RISQ）

建物弾性応答加速度予測モデルの開発

建物属性

地表面地震動
（加速度応答スペクトル）

応答加速度
予測モデル

大地震時の被害推定に活用

建物観測記録
観測建物

加速度計
（数層毎）
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2.4.2 利用可能な建物観測データの整理 

 対象とする建物観測記録 

本研究では 2015 年 4月から 2018年 3 月に発生した 283地震において、q-NAVIGATOR※ 

（以下、q-NAVI）が設置された、全国に分布する 126 棟の建物で観測された地震観測記録

を用いる。 

 

対象地震の震央分布を図 2.4-3 に、建物位置を図 2.4-4 に示す。 

  

図 2.4-3 対象地震の震央分布 図 2.4-4 観測建物分布 

  

*q-NAVIGATOR の概要： 

構造ヘルスモニタリングのために小堀研が開

発したシステムで、その概要を 

図 2.4-2 に模式的に示す。システムは、建物各

層から構造特性等を勘案して選択した 4 層程度

の床に設置した加速度計と、ケーブルで連結さ

れた制御・データ処理用の PC等で構成される。

観測記録は PC で処理され、現地の在館者に向

けて避難の要否判断等の意思決定を支援する情

報提供に利用される。また、観測記録と処理デー

タは、現地 PCに保存されるとともに、クラウド

上のサーバにアップロードされ蓄積される。 

 

図 2.4-2 q-NAVIGATOR の概要 
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q-NAVIの観測記録は、設置建物において１回の地震を観測した場合に、各階に設置され

た３方向加速度計（水平２方向、鉛直１方向）の記録が、全て時刻を同期した状態で１セッ

トとして保管されている。本研究では、観測記録セットに含まれる各階記録のうち水平２方

向加速度記録を用い、全 126 建物で計 2,621 セットの観測記録セットを得た。 

 

 建物観測記録の代表指標の算出 

各観測記録セットを代表する指標として、①1次卓越周期、②1 次モード代表加速度、

③最下層加速度応答スペクトルを算出する。 

以下、添字iは対象建物・方向における記録番号であり、各記録・方向毎にデータを有す

ることを示す。 

 

b.1 1 次卓越周期 𝑻𝟏,𝒊 

各観測記録の 1 次卓越周期𝑇1,𝑖を最下層記録と最上層記録の伝達関数から算出する。ホワ

イトノイズを受けた 1 質点系の固有角振動数𝜔1は加速度応答のパワースペクトル密度𝐺(𝜔)

から( 2.4.1 )式で算出できる 5)。 

 

𝜔1 = √∫ 𝜔2𝐺(𝜔)𝑑𝜔
∞

0

∫ 𝐺(𝜔)𝑑𝜔
∞

0

⁄  ( 2.4.1 ) 

本研究では ( 2.4.1 )式の𝐺(𝜔)を伝達関数の振幅 2乗に読み替える。実建物は多自由度系

であることから、( 2.4.1 )式の積分範囲を0.5𝜔1,𝑖 < 𝜔 < 1.5𝜔1,𝑖として 1 次卓越周期𝑇1,𝑖 =

2𝜋 𝜔1,𝑖⁄ を算出する。 

 

b.2 1 次モード代表加速度𝑨𝟏,𝒊 

各記録各方向の応答加速度を 1 自由度系に置換した際の最大応答絶対加速度を 1 次モー

ド代表加速度𝐴1,𝑖とする。算出手順を下記に示す。 

 

【1 次モード代表加速度𝐴1,𝑖の算出手順】 

1) 上階記録{�̈�𝑢,𝑖(𝑡)}と最下層記録�̈�0,𝑖(𝑡)の相対加速度時刻歴{�̈�𝑖(𝑡)}に対し、0.5𝜔1,𝑖 < 𝜔 <

1.5𝜔1,𝑖のバンドパスフィルタを掛けた上で固有直交関数展開
6)し、最大固有値に対す

る固有ベクトル{𝜙1,𝑖}を得る。 

2) 当該建物・方向の全記録の{𝜙1,𝑖}を最上層=1 に正規化し、1 次モードとして不適な形

状のものを除いた上で中央値をとり、代表 1次モード{𝜙1𝑀}を得る。 

3) 構造計算書等から算出した各階質量を、観測階に集中させた質量行列[𝑀]を用い、

( 2.4.2 )式により{𝜙1𝑀}を 1次モードと仮定した 1次モード代表加速度�̈�1,𝑖(𝑡) + �̈�0,𝑖(𝑡)

を算出する。 
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�̈�1,𝑖(𝑡) + �̈�0,𝑖(𝑡) =

{𝜙1𝑀}
𝑇[𝑀]{�̈�𝑖(𝑡)}

{𝜙1𝑀}
𝑇[𝑀]{1}

+ �̈�0,𝑖(𝑡) ( 2.4.2 ) 

4) 代表加速度の時刻歴上の最大値𝐴1,𝑖を得る。 

但し、代表加速度に高次モード成分が残存している場合には、最下層記録に対する代

表加速度の伝達関数の振幅比が極小値となる振動数をカットオフ振動数として、4 次

バタワースフィルタで高振動数成分を除去した上で最大値𝐴1,𝑖を得る。 

 

b.3 最下層加速度応答スペクトル𝑺𝒂𝟎,𝒊(𝑻𝟏,𝒊) 

最下層記録�̈�0,𝑖(𝑡)の 1 次卓越周期𝑇1,𝑖における h=5%の加速度応答スペクトル𝑆𝑎0,𝑖(𝑇1,𝑖)を

算出する。 

 

2.4.3 地表面推定強震動指標データの整理 

q-NAVIは建物損傷評価を目的とした観測システムであり、基本的に地表面は観測して

いない。そのため本研究では、地震観測網における観測記録を空間補間することにより、

q-NAVI設置建物地点での地表面地震動強度を推定する方針とした。 

 

本研究では、防災科研 K-NET/KiK-net 観測点における地表面地震動記録 7)から計算し

た、加速度応答スペクトル（h=5%）を空間補間する。加速度応答スペクトルは水平２方

向（東西・南北）で個別に計算したうえで、各周期において２方向の幾何平均をとった、

水平２方向幾何平均応答スペクトルとする。 

 

地表面加速度応答スペクトル𝑆𝑎𝑠(𝑇1)の推定手順 

1) K-NET/KiK-net の地表観測記録から加速度応答スペクトル𝑆𝑎𝐾𝑠(𝑇)（h=5%、水平 2 方

向幾何平均）を算出する。対象とする周期 T は 0.1 秒から 10 秒を対数刻みで 40 分割

した。 

2) 𝑆𝑎𝐾𝑠(𝑇)を観測点位置の AVS30 による加速度応答スペクトルの増幅率で除算し、

AVS30=500[m/s]における加速度応答スペクトル𝑆𝑎𝐾𝑏(𝑇)に変換する。増幅率は山口・

翠川（2011）8)を用いる。 

3) 内山・翠川（2006）9)の距離減衰式により AVS30=500[m/s]における、各 K-NET/KiK-

net 観測点位置での加速度応答スペクトルの推定値𝑆�̂�𝐾𝑏(𝑇)、各建物位置での推定値

𝑆�̂�𝑏(𝑇)を算出する。 

4) 各建物位置において、探索範囲内かつ観測記録を有する K-NET/KiK-net 観測点を探索

する。該当した K-NET/KiK-net が𝑁地点存在するとき、建物位置での AVS=500[m/s]

における加速度応答スペクトル𝑆𝑎𝑏(𝑇)を( 2.4.3 )式により計算する。ここで、𝑑𝑗は 𝑗 番

目の K-NET/KiK-net 観測点と建物の距離を示す。 
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 log(𝑆𝑎𝑏(𝑇)) = log (𝑆�̂�𝑏(𝑇)) +

∑ [(
1
𝑑𝑗
)
𝑛

{log (𝑆𝑎𝐾𝑏,𝑗(𝑇)) − log (𝑆�̂�𝐾𝑏,𝑗(𝑇))}]
𝑁
𝑗=1

∑ (
1
𝑑𝑗
)
𝑛

𝑁
𝑗=1

 ( 2.4.3 ) 

ここで、( 2.4.3 )式に用いる K-NET/KiK-net の探索範囲は建物から 20km以内とし、

( 2.4.3 )式の係数𝑛は 2 とした。 

5) 𝑆𝑎𝑏(𝑇)に建物位置の AVS30による増幅率を乗じ、建物位置における地表面加速度応

答スペクトル𝑆𝑎𝑠(𝑇)を算出する。建物固有周期𝑇1における値を線形補間により求め、

𝑆𝑎𝑠(𝑇1)とする。 

 

上述の空間補間には、K-NET/KiK-net の地表面観測記録に加え、距離減衰式に用いる

パラメータ（断層面最短距離(km)、震源深さ(km)、モーメントマグニチュード）、K-

NET/KiK-net観測点の AVS30、建物位置の AVS30が必要となる。それぞれのパラメータ

は以下のように取り扱った。 

 

断層面最短距離： 

震源距離により代替する。震源位置は気象庁地震月報の震源データ 10)の値を用いる。 

震源深さ： 

気象庁地震月報の震源データ 10)の値を用いる。 

モーメントマグニチュード： 

気象庁地震月報の震源データ 10)にモーメントマグニチュードが記載されている場合は、

その値を用いる。モーメントマグニチュードが記載されておらず、気象庁マグニチュード

のみ記載されている場合は、震央地名や震源深さから判断して陸域の浅い地震と判断でき

る場合には武村(1990)11)の地震モーメント M0 [N・m]とモーメントマグニチュード MW、

気象庁マグニチュード MJの関係から導かれる( 2.4.4 )式により MJを MWに変換する。そ

れ以外の地震については、気象庁マグニチュードとモーメントマグニチュードは等しいも

のとした。 

 {
log𝑀0 = 1.17𝑀𝐽 + 10.72

log𝑀0 = 1.5𝑀𝑊 + 9.1
  ⇒   𝑀𝑊 = 0.78𝑀𝐽 + 1.08 ( 2.4.4 ) 

 

K-NET/KiK-net 観測点の AVS30： 

K-bet/KiK-net 観測点の土質データ 7)に記載されたせん断波速度 Vs [m/s]の走時平均に

より算出する。この時、データの最下層深度に応じて以下のように取り扱う。 

①深度 30m以深の土質データが存在する場合：深度 30mまでの Vsの走時平均により

AVS30 を算出する。 
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②深度 30m未満の土質データが存在する場合： 

②-1 藤本・翠川(2003)12)を参考とし、最下層までの深さと最下層の Vs が表 2.4-1の

関係を満たす場合には最下層が深度 30mまで続くものとして下方補完し、

AVS30 を計算した。 

表 2.4-1 最下層の深さと Vs による下層補完基準 

最下層までの深さ(m) 10.0～ 15.0～ 17.5～ 20.0～ 22.5～ 25.0～ 27.5～ 

最下層の Vs(m/s) >1,000 >500 >400 >350 >250 >200 >100 

②-2 ②-1 で下方補完ができない場合で、深度 20mまでの土質データがある場合は、

20m平均 S 波速度 AVS20を Vsの走時平均により計算し、Kanno et al.(2006)13)

の AVS20 と AVS30の回帰式（( 2.4.5 )式）により AVS30 を算出した。 

 AVS30 = 1.13AVS20 + 19.5 ( 2.4.5 ) 

②-3 ②-1、②-2 をともに満たさない場合は、地形・地盤分類 250m メッシュマップ 3)

における観測点所在メッシュの AVS30を取得した。 

③土質データが入手できない場合：②-3 と同様に、地形・地盤分類 250m メッシュマッ

プ 3)における観測点所在メッシュの AVS30を取得した。 

 

建物位置の AVS30： 

建物位置の AVS30 は、地形・地盤分類 250mメッシュマップ 3)から取得する。このと

き、国土地理院地形分類 14)を参照し、建物所在地周辺の 250mメッシュに適当と思われる

別のメッシュがある場合には、当該メッシュの AVS30 を取得する。 

 

2.4.4 建物関連情報の整理 

図 2.4-4 に示した 126 棟の観測建物は、9 割以上が事務所ビルであり、すべて非木造建物

（鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造）である。 

以降の統計的分析に用いるため、各観測建物の建物属性を設計図書や耐震診断報告書等

から収集した。代表的な項目を表 2.4-2 に示す。 

表 2.4-2 収集した建物属性の代表的な項目 

建物概要 竣工年、延床面積 [㎡]、構造種別（S 造、SRC 造、RC 造） 

地上階数、地下階数、建物高さ（軒高） [m]、設計 1 次固有周期 [秒] 

基礎概要 基礎形式（直接基礎、杭基礎）、基礎底深さ [m] 

支持深さ（基礎底深さ or 杭先端深さ） [m] 

基礎外周長（長辺、短辺） [m]、基礎面積 [㎡] 

杭種（場所打ち杭、既製杭）、杭径 [mm]、杭長 [m]、杭本数 

地盤情報 微地形区分（J-SHIS）、AVS30（J-SHIS） [m/s] 

地盤種別(1 種、2種、3種)、柱状図の有無 
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収集した属性情報のうち、地上階数と構造種別の分布を図 2.4-5 に、地上階数と地下階数

の分布を図 2.4-6 にそれぞれ示す。 

 

図 2.4-5 構造種別ごとの地上階数分布 

 

図 2.4-6 地上階数・地下階数別の棟数分布 

 

2.4.5 建物応答の評価法の技術開発 

 建物ごとの平均応答倍率の算出 

各建物各方向における平均応答倍率として、推定地表面に対する建物最下層の 5%加速

度応答スペクトル比𝑅0𝑠とその誤差𝜎0𝑠、建物最下層 5%加速度応答スペクトルに対する代表

加速度の比𝑅𝐴0とその誤差𝜎A0、を( 2.4.6 ),( 2.4.7 )式により算出する。これは建物・方向ご

とに、各記録の比率𝑅0𝑠,𝑖, 𝑅𝐴0,𝑖の対数平均をとることを意味する。 

 

 

{
 

 log𝑅0𝑠 =
1

𝑁
∑ log(𝑅0𝑠,𝑖)

𝑁

𝑖=1

𝜎0𝑠 =
1

𝑁 − 1
∑ {log(𝑅0𝑠,𝑖) − log𝑅0𝑠}

𝑁

𝑖=1

        𝑅0𝑠,𝑖 =
𝑆𝑎0,𝑖(𝑇1,𝑖)

𝑆𝑎𝑠,𝑖(𝑇1,𝑖)
 ( 2.4.6 ) 

 

{
 

 log𝑅A0 =
1

𝑁
∑ log(𝑅A0,𝑖)

𝑁

𝑖=1

𝜎A0 =
1

𝑁 − 1
∑ {log(𝑅A0,𝑖) − log𝑅A0}

𝑁

𝑖=1

       𝑅𝐴0,𝑖 =
𝐴1,𝑖

𝑆𝑎0,𝑖(𝑇1,𝑖)
 ( 2.4.7 ) 
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ここで、𝑁(≤ 10)は記録数であり、10 以上の観測記録がある場合は𝑆𝑎0,𝑖(𝑇1,𝑖)の大きい順に

10 記録を用いる。また、𝑇1,𝑖の中央値を各建物各方向の代表 1 次固有周期𝑇1mとする。 

 

 建物最下層𝑆𝑎0に対する代表加速度𝐴1の応答倍率𝑅𝐴0 

各建物の属性と RA0の関係を確認したところ、構造種別による影響が大きいことが確認で

きた。図 2.4-7 に構造種別ごとの RA0の分布を示す。 

 

図 2.4-7  構造種別ごとの RA0の分布 

 

RA0の対数平均は S 造＞SRC 造＞RC造の順となっている。RA0は、建物最下層の観測記

録の 5%加速度応答スペクトルと、１質点系に置換した建物応答加速度の比である。その

ため、RA0に影響すると考えられる主要なパラメータとしては建物の減衰定数が考えられ

る。仮に建物が完全な並進１質点系であった場合には RA0は減衰定数 5%に対する建物減

衰定数による加速度低減率 Fh と一致することになる。RA0の対数平均が S 造＞SRC造＞

RC 造の順となっていることは、減衰定数の違いという観点で理解できる。 

一方、図 2.4-7 に示したように RA0が 1 以下や 1.5以上にも一定数の建物が分布してお

り、建物の減衰定数の違いのみで解釈することが困難な建物も存在する。 

  

S造

SRC造

RC造
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 システム同定による応答倍率𝑅𝐴0の影響要因の検討 

𝑅𝐴0が 1 以下や 1.5 以上と、建物の減衰定数の違いのみで解釈することが困難な建物を対

象として、システム同定を用いてその要因を考察する。 

本章の検討で取り上げる観測記録セットの概要を表 2.4-3 に示す。対象となる建物

（06161A）は平均応答倍率𝑅𝐴0=0.78(X方向), 1.68(Y 方向)と、方向によって𝑅𝐴0が大小に乖

離している建物の例である。本建物で得られた観測記録セットの中で、応答加速度が最大の

記録を検討対象として選定した。 

 

表 2.4-3 検討対象とする観測記録セット 

【建物概要】 

建物名：06161A 

階数：地上 12 階、地下無し 構造：SRC 造 軒高：43.5m 

計測位置：1 階床、4 階床、8 階床、12階床 

平面形状：ほぼ矩形 34m（X 方向）×17.6m（Y方向） 

平均応答倍率（代表加速度÷最下層 Sa）：𝑅𝐴0 = 0.78(X方向), 1.68(Y方向)  

 

【対象観測記録セットによる算出値（X 方向, Y 方向）】 

卓越周期：𝑇1,𝑖 = 0.46𝑠(X方向), 0.80s(Y方向)  

応答倍率（代表加速度÷最下層 Sa）：𝑅𝐴0,𝑖 = 0.60(X方向), 1.57(Y方向)   

代表加速度：𝐴1,𝑖 = 23.1gal(X方向), 27.1gal(Y方向) 

 

表 2.4-3 に示す観測記録セットに対し、1階床における水平２方向加速度を入力、4,8,12

階床における水平２方向加速度を出力とする、２入力 6 出力の多入力多出力（MIMO）シ

ステムの同定を行った。 

システム同定手法には部分空間法（MOESP 法）15)を用い、( 2.4.8 )式に示す状態空間モ

デルの係数行列 A, B, C, D を同定する。ここで𝒙(𝑘), 𝒖(𝑘), 𝒚(𝑘)は k ステップにおける出力

ベクトル、入力ベクトル、状態ベクトルである。 

 {
𝒙(𝑘 + 1) = 𝐀𝒙(𝑘) + 𝐁𝒖(𝑘)

𝒚(𝑘) = 𝐂𝒙(𝑘) + 𝐃𝒖(𝑘)
 ( 2.4.8 ) 

 

同定された係数行列 A, B, C, D から、各方向のインパルス入力に対する z-変換表現によ

る伝達関数𝐻(𝑧)を求める。𝐻(𝑧)を部分分数展開した極と留数から、各次モードの振動特性

を算出することができる 16)。 
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表 2.4-3 に示す観測記録セットに対しシステム同定を行い、同定した 3 次までの振動特

性と、各モードの固有周期、減衰定数による 1 階観測記録の加速度応答スペクトルの値

𝑆𝑎0(𝑇, ℎ)を表 2.4-4に示す。また表 2.4-4 の最右列には 2.4.2 b)で示した代表加速度𝐴1の算

出に用いた代表 1 次モード形の刺激関数を併せて示す。 

図 2.4-8 には同定した刺激関数形状と構造計算書に記載の 12 階重心・剛心位置を示す。 

 

表 2.4-4 システム同定による刺激関数 

 
システム同定結果 𝐴1,𝑖 

算出時 mode 1 mode 2 mode 3 

𝑇𝑛 0.85 0.72 0.43 0.46 0.80 

ℎ 0.020 0.023 0.029  

刺激関数 X Y X Y X Y X Y 

Ⅹ 

入 

力 

12F 0.01 0.09 0.43 -0.50 0.76 0.35 1.28  

8F 0.00 0.05 0.35 -0.28 0.44 0.22 0.85  

4F 0.00 0.01 0.12 -0.08 0.14 0.05 0.31  

𝑆𝑎0(𝑇𝑛 , ℎ𝑛) 27.4 38.6 36.9  

Ｙ 

入 

力 

12F 0.11 1.06 -0.09 0.11 0.00 0.00  1.29 

8F 0.05 0.61 -0.07 0.06 0.00 0.00  0.73 

4F 0.03 0.16 -0.03 0.02 0.00 0.00  0.19 

𝑆𝑎0(𝑇𝑛 , ℎ𝑛) 20.2 25.9 63.1  

 

 

図 2.4-8 システム同定による刺激関数図 

  

観測位置 重心(12F) 剛心(12F) βu(4F) βu(8F) βu(12F)

mode1
( T=0.85s h=0.019 )

mode2 
( T=0.72s  h=0.021 )

mode3
( T=0.43s  h=0.027 )

X方向入力時

Y

X

Y方向入力時
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本建物は図 2.4-8 に示す通り、重心と剛心が Y 方向に離れており、X方向入力に対して

ねじれ応答を生じると考えられる。同定された刺激関数から、この建物の振動特性には以

下のような特徴があると推測される。 

⚫ X 方向入力に対しては mode2 と mode3 が主に励起される。mode2 と mode3 は X 方

向並進モードとねじれモードが複合しているモードと考えられる。 

⚫ Y 方向入力に対しては、ほぼ並進モードである mode1 のみが励起される。 

 

上記の振動特性と応答倍率𝑅𝐴0,𝑖の関係を考察するため、各方向の𝐴1,𝑖算出時の刺激関数

=1 となる高さにおける応答加速度�̂�1,𝑖を、応答スペクトル法により推定する。 

まず、𝐴1,𝑖算出時の刺激関数を高さ方向に線形補間し、各方向で刺激関数＝１となる高さ

HeqX, HeqYを求める。次に、各同定モードの HeqX, HeqY における刺激関数を線形補間によ

り求め、最下層の加速度応答スペクトル𝑆𝑎0(𝑇𝑛 , ℎ𝑛)に乗じることで、各次の HeqX, HeqY に

おけるモード応答を得る。応答加速度の推定値は、観測方向の同一方向入力と直行方向入

力のモード応答の SRSS とする。 

応答加速度の推定結果�̂�1,𝑖を表 2.4-5 に示す。X 方向では𝐴1,𝑖 = 23.1[𝑔𝑎𝑙] に対して�̂�1,𝑖 =

25.2[𝑔𝑎𝑙] 、X 方向では𝐴1,𝑖 = 27.1[𝑔𝑎𝑙] に対して�̂�1,𝑖 = 24.9[𝑔𝑎𝑙] と予測値�̂�1,𝑖は観測記録

の𝐴1,𝑖と整合的である。 

 

表 2.4-5 代表加速度位置の応答加速度推定結果 

観測 

方向 

入力 

方向 

応答スペクトル法 [gal] 

(各観測方向𝐴1,𝑖算出時の刺激関数=1 の高さ) 

𝐴1,𝑖 

算出値 

[gal] mode1 mode2 mode3 SRSS(mode1-3) 

X 
X 0.2 14.6 20.4 25.1 

25.2 23.1 
Y 1.5 2.1 0.2 2.6 

Y 
X 1.8 15.0 10.4 18.3 

24.9 27.1 
Y 16.8 2.2 0.1 16.9 

 

表 2.4-5 に示す�̂�1,𝑖に対する各モードの寄与から、以下のことが推測される。 

⚫ X 方向の代表加速度𝐴1,𝑖は主として mode2 と mode3 の応答によるものである。X方向

入力に対しては、並進モードとねじれモードの複合によって固有周期の異なる２つの

モードが励起されることになる。固有周期が異なるために２つのモード応答は時刻歴

上の相関性が低く、応答加速度の最大値は並進１次モードのみが励起した場合より小

さくなったために、X 方向で応答倍率𝑅𝐴0,𝑖が小さくなったと考えられる。 

また、対象建物では観測位置と回転中心となる剛心の Y 座標が近く、ねじれ応答によ

る X 方向加速度の増分が小さかったことも、ねじれ応答が生じながら𝑅𝐴0,𝑖が小さいこ

との要因と考えられる。 
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⚫ Y 方向の代表加速度𝐴1,𝑖は主として並進 1 次モードである mode1 の応答と、直行方向

入力に対する mode2、mode3の応答の和によるものと考えられる。直行方向である X

方向入力に対してねじれ応答が励起され、その Y 方向成分が観測記録に含まれるため

に、𝑅𝐴0,𝑖が大きくなったものと考えられる。 

 

以上の検討より、𝑅𝐴0が 1 以下や 1.5以上と、建物の減衰定数の違いによる加速度低減率

で解釈可能な範囲から乖離する原因の一つには、建物のねじれ応答があることが示され

た。 

 

 応答倍率𝑅𝐴0による建物応答推定と誤差 

本研究により得られた𝑅𝐴0を用いて、建物基部の加速度応答スペクトルが得られたとき

に建物の代表加速度応答を推定する方法としては、構造種別ごとの𝑅𝐴0の平均値とばらつ

きを用いることが考えられる。 

構造種別ごとにグループ分けした場合の統計値である、平均応答倍率�̅�𝐴0、建物間の誤差

𝜎𝐴0𝐵
 、建物内の誤差 𝜎𝐴0𝐸

 、評価誤差𝜎𝐴0を( 2.4.9 )式により求める。 

 

{
 
 

 
 
log �̅�𝐴0 =

1

𝑛1
∑log 𝑅𝑘

 
A0

𝑛1

𝑘=1

𝜎𝐴0 = √ 𝜎𝐴0𝐵
 2 + 𝜎𝐴0𝐸

 2

     但し  

{
  
 

  
 
𝜎𝐴0𝐵
 =

1

𝑛1 − 1
∑(log 𝑅𝑘

 
A0 − log �̅�𝐴0)

𝑛1

𝑘=1

𝜎𝐴0𝐸
 = √

1

𝑛2
∑( 𝜎𝑘

 
A0)2

𝑛2

𝑘=1

 ( 2.4.9 ) 

ここで、𝑛1は各グループに属する建物・方向の数、𝑛2は各グループで観測記録が 2セッ

ト以上得られた建物・方向の数を、log 𝑅𝑘
 
A0、 𝜎𝑘

 
A0は( 2.4.7 )式による建物・方向 k におけ

る応答倍率の対数平均と対数標準偏差である。 

平均応答倍率�̅�𝐴0と評価誤差𝜎𝐴0を用いて求めた、建物の代表加速度応答を推定する際

に、最下層の加速度応答スペクトルから読み取った応答値に乗じる係数を表 2.4-6 に示

す。なお、表 2.4-6の係数は、本研究の対象とした建物群の特性を含んでおり、我が国の

すべての建物の平均ではないことに留意する必要がある。 

 

表 2.4-6 構造種別に応じた代表加速度応答の推定係数 

構造種別 平均値 �̅�𝐴0 －標準偏差 �̅�𝐴0 ∙ 10
−�̅�𝐴0 +標準偏差 �̅�𝐴0 ∙ 10

�̅�𝐴0 

RC 造 0.91 0.67 1.23 

S 造 1.21 0.94 1.55 

SRC 造 1.08 0.77 1.50 
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 推定地表面𝑆𝑎Sに対する建物最下層𝑆𝑎0の応答スペクトル比𝑅0S 

図 2.4-9 に全建物の各方向における𝑅0Sの分布を示す。推定地表面と建物最下層の加速度

応答スペクトル比は平均で約 0.82倍の関係にある。 

 

図 2.4-9 𝑅0Sの分布 

各建物の属性と𝑅0Sの関係を確認したところ、建物固有周期が短く、基礎底が深く、地盤

の AVS30 が小さい場合に R0Sが小さくなる傾向がある。これは基礎の根入れによる入力損

失が生じる建物の傾向と整合的である。図 2.4-10に、これらの建物属性の中央値により

各建物・方向を２グループに分類した場合の𝑅0Sの分布を示す。 

 

図 2.4-10 建物属性による分類と RA0の関係 

  

建物固有周期 T1m

基礎底深さDf

AVS30

T1m  < 0.6 s T1m   ≥ 0.6 s

Df < 3.7 m Df ≥ 3.7 m

AVS30 < 251 m/s AVS30 ≥ 251 m/s
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 建物属性を用いた分類による応答倍率𝑅0𝑠の統計評価 

f.1 統計評価に用いる建物属性 

本研究の成果の適用先としては、震災後に多くの建物の応答推定や被害推定を行うこと

を想定している。そのため、比較的入手や推定が容易な建物属性を用いて、建物応答の評

価精度を向上できることが望ましい。本研究では、入手や推定が容易な建物属性として、

建物 1 次固有周期、AVS30、基礎底深さをパラメータとして𝑅0𝑠を評価する手法について

検討する。 

 

f.2 建物属性を用いた説明変数の設定 

埋込基礎への地震動の入力損失の簡易評価式としては、( 2.4.10 )式に示す原田ら 17)の提

案式がある。本研究では、同式におけるパラメータ𝜔𝐷𝑓 𝑉𝑠⁄ に基づいた、応答倍率𝑅0𝑠の評

価手法について検討する。 

 𝐻(𝜔) =

{
 
 

 
 |
sin(𝜔𝐷𝑓 𝑉𝑠⁄ )

𝜔𝐷𝑓 𝑉𝑠⁄
|                            (

𝜔𝐷𝑓
𝑉𝑠

≤
𝜋

2
)

2

𝜋
                                       (

𝜔𝐷𝑓
𝑉𝑠

>
𝜋

2
)

 ( 2.4.10 ) 

但し、𝐻(𝜔)：角振動数𝜔における地表面地震動と基礎入力地震動のフーリエ振幅比、

𝐷𝑓：基礎埋め込み深さ[m]、𝑉𝑠：基礎周辺の地盤のせん断波速度[m/s]を示す。 

ここで、本研究で用いる地盤の硬軟を表す指標は AVS30 であり、基礎周辺の Vs とは異

なる。地盤中の各層の Vsについては、例えば太田・後藤 18)は土質や地質年代、N 値に加

えて深さをパラメータとした回帰を行っている。このように、Vs には深さ依存性があるこ

とが指摘されている。 

そのため、同じ AVS30 となる地盤であったとしても、入力損失に影響するような基礎

周辺の Vs は、基礎の埋め込みが浅いほど小さくなると考えられる。これを反映するた

め、( 2.4.11 )式に示す無次元化振動数 b0 を応答倍率𝑅0𝑠の説明変数として提案する。 

 𝑏0 =
2𝜋 ∙ 𝐷𝑓

𝑇1m ∙ {𝐴𝑉𝑆30 ∙ (𝐷𝑓 30⁄ )
𝑘
}
 ( 2.4.11 ) 

ここで、𝑇1mは建物１次固有周期[s]、𝐷𝑓は基礎埋め込み深さ[m]、k は深さによる AVS30

の補正係数である。 

 

f.3 無次元化振動数 b0 を用いた分類による平均応答倍率 

無次元化振動数 b0 の有効性と、適切な係数 k の設定のため、本研究では分散分析 

(ANOVA)による 2 グループの平均差の有意確率 p値<0.05 を有意とし、平均差を最大とす

る𝑘および𝑏0の境界𝑏0𝑒を探索した。結果、𝑘 = 0.46, 𝑏0𝑒 = 0.61の場合に最適に分類された（p

＜0.001）。分類された２グループの応答倍率𝑅0𝑠の分布を図 2.4-11 に示す。 
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図 2.4-11  𝑏0で分類した応答倍率𝑅0𝑠の分布と統計値(𝑘 = 0.46, 𝑏0𝑒 = 0.61)  

 

 応答倍率𝑅0Sによる建物応答推定と誤差 

本研究により得られた𝑅0Sを用いて、建物所在地点の地表面加速度応答スペクトルが得ら

れたときに、基礎固定の固有周期における建物基部の加速度応答スペクトルを推定するに

は、図 2.4-11 に示す b0 による分類の平均値とばらつきを用いることが考えられる。 

b0 により分類した場合の統計値である、平均応答倍率�̅�0𝑆、建物間の誤差 𝜎0𝑆𝐵
 、建物内

の誤差 𝜎0𝑆𝐸
 、評価誤差𝜎0𝑆を( 2.4.12 )式により求める。 

 

{
 
 

 
 
log �̅�0𝑆 =

1

𝑛1
∑log 𝑅𝑘

 
0S

𝑛1

𝑘=1

𝜎0𝑆 = √ 𝜎0𝑆𝐵
 2 + 𝜎0𝑆𝐸

 2

     但し  

{
  
 

  
 
𝜎0𝑆𝐵
 =

1

𝑛1 − 1
∑(log 𝑅𝑘

 
0𝑆 − log �̅�0𝑆)

𝑛1

𝑘=1

𝜎0𝑆𝐸
 = √

1

𝑛2
∑( 𝜎𝑘

 
0𝑆)2

𝑛2

𝑘=1

 ( 2.4.12 ) 

ここで、𝑛1は各グループに属する建物・方向の数、𝑛2は各グループで観測記録が 2セッ

ト以上得られた建物・方向の数を、log 𝑅𝑘
 
0S、 𝜎𝑘

 
0Sは( 2.4.6 )式による建物・方向 k におけ

る応答倍率の対数平均と対数標準偏差である。 

平均応答倍率�̅�0𝑆と評価誤差𝜎0𝑆から求めた、建物基部の加速度応答スペクトルを推定す

る際に、地表面の加速度応答スペクトルに乗じる係数を、表 2.4-7 に示す。 

 

表 2.4-7 構造種別に応じた建物基部 Sa の推定係数 

無次元化振動数 平均値 �̅�0𝑆 －標準偏差 �̅�0𝑆 ∙ 10
−�̅�0𝑆  +標準偏差 �̅�0𝑆 ∙ 10

�̅�0𝑆 

𝑏0 < 0.61 0.89 0.51 1.56 

𝑏0 ≥ 0.61 0.68 0.40 1.14 

 

表 2.4-7 の係数は、本研究の対象とした建物群の特性を含んでおり、我が国のすべての

建物の平均ではないこと、また、評価誤差には本研究で用いた地表面地震動の推定誤差が

含まれていることに留意する必要がある。 

  

b0  < 0.61 b0 ≥ 0.61
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2.5 建物観測データの統合利用および活用法に関する検討会 

2.5.1 目的 

研究計画に沿った業務の総合的推進を図るため、研究開発の適切な段階において、建築構

造モニタリング等を専門とする学識経験者を加えた検討会を開催して、構造工学における

学術・技術上の観点、成果利用の観点から助言を受ける。本研究では、計２回の検討会を開

催した。 

 

2.5.2 第 1回検討会概要 

 日時 

 2019年 12月 26日（木）15 時 00 分～17時 00分 

 

 場所 

 鹿島 KI ビル 221 会議室 

 

 議事 

（１）開会挨拶 

（２）出席者紹介 

（３）経緯説明 

（４）令和元年度の研究計画について 

（５）現在までの進捗状況について 

（６）閉会挨拶 

 

 出席者一覧 

中井 正一 千葉大学 名誉教授 

楠 浩一 東京大学 地震研究所 教授 

倉田 真宏 京都大学 防災研究所 准教授 

  

㈱小堀鐸二研究所 鈴木、日下、長谷川 

 中島、神田、酒向、小笠原（オブザーバー） 

※所属、役職は開催当時 

 

2.5.3 第２回検討会概要 

 日時 

 2020年 3 月 12 日（木）15 時 00 分～17 時 00 分 
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 場所 

 鹿島 KI ビル 221 会議室 

 

 議事 

（１）開会挨拶 

（２）出席者紹介 

（３）建物観測データの統合利用に関する意見交換 

（４）「地震動の面的推定情報に基づく高精度な建物応答推定手法の開発」 

   進捗状況及び今年度成果について 

（５）閉会挨拶 

 

 出席者一覧 

中井 正一 千葉大学 名誉教授 

楠 浩一 東京大学 地震研究所 教授 

倉田 真宏 京都大学 防災研究所 准教授 

  

㈱小堀鐸二研究所 鈴木、日下、長谷川 

 中島、加藤、酒向、小笠原、谷沢、福富（オブザーバー） 

※所属、役職は開催当時 

 

3. 結論及び今後の課題 

3.1 結論 

① 建物観測データの統合利用に向けた方策検討 

• 建物地震観測の普及とデータ活用に向け、国内における学識経験者へのヒアリングと、

米国カリフォルニア州等における建物地震観測に関する調査を行った。 

• 観測データが提供される場合の活用例として、建物観測データを用いて建物周辺の震度

を推定する手法の適用可能性を検討した。 

 

② 地震動の面的推定情報に基づく高精度な建物応答推定手法の開発 

• 建物観測記録と推定地表面地震動強度を用いた建物応答推定手法を検討し、全国 126棟

における延べ 2,621 セットの強震観測記録を収集した。また、各観測データから卓越周

期、代表加速度等を算出し、地表面地震動の推定を行った。推定した地表面加速度応答

スペクトルと、建物最下層の加速度応答スペクトル、1次モード応答加速度を比較した。 

• 建物最下層の加速度応答スペクトルと応答加速度の応答比率は、構造種別による影響が

大きい。これは、構造種別による減衰定数の違いが一因と考えられる。 

• 地表面と建物最下層の加速度応答スペクトル比は、建物固有周期、地盤の硬軟（AVS30）、
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基礎形状の影響が大きい。これは建物への入力損失効果による影響が一因と考えられる。 

• 地表面と建物最下層の加速度応答スペクトル比、建物最下層の加速度応答スペクトルと

応答加速度の応答比率について、影響する建物属性に応じた比率を統計的に算出した。 

 

3.2 今後の課題 

① 建物観測データの統合利用に向けた方策検討 

 建物観測データの共有や統合利用を進めるためには、建物所有者がメリットを感じら

れる制度の創出や、データ活用の成功事例の提示が有効と考えられ、今後もこのような

取り組みを進めていくことが重要と考える。 

 

② 地震動の面的推定情報に基づく高精度な建物応答推定手法の開発 

 大地震時には地盤や建物の非線形性の影響があることから、今回の知見の適用性につ

いてさらなる検討を要する。 

 本研究成果を活用し、地震時の非観測建物の応答推定手法や、被害推定手法について検

討を進めたいと考える。 
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5. 学会等発表実績 

(1) 学会等における口頭・ポスター発表 

発表題目 発表者氏名 発表場所 発表時期 国 内 外

の別 

建物地震観測の災害対応

への活用 

その１ 建物地震観測と

首都圏地震観測網（MeSO-

net）を活用した建物入力

地震動推定手法の検討 

（口頭発表） 

日下 彰宏 

長谷川 幹 

神田 克久 

木村 武志 

酒井 慎一 

2019 年度日本建築

学会大会（北陸）学

術講演会 

2019年 

9月 6日 

国内 

建物地震観測の災害対応

への活用 

その 2 加速度応答スペ

クトル比による建物と 

MeSO-net 観測記録の比

較 

（口頭発表） 

長谷川 幹 

日下 彰宏 

神田 克久 

木村 武志 

酒井 慎一 

2019 年度日本建築

学会大会（北陸）学

術講演会 

2019年 

9月 6日 

国内 

 

(2) 学会誌・雑誌等における論文掲載 

掲載した論文（発表題

目） 

発表者氏名 発表した場所 

（学会誌・雑誌等

名） 

発表した時

期 

国内・外

の別 

     

     

     

     

     

 

6. 特許出願・ソフトウェア開発等 

 

特になし 


