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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。 

過年度では、建物地震観測データを用い、首都圏地震観測網（MeSO-net）の観測デ

ータに基づく建物入力地震動の推定手法と、面的補間した地表面応答スペクトルに

基づく建物応答推定手法について検討した。 

本年度は過年度の知見に基づく建物の被害推定精度の向上および、推定した被害

情報に基づく効率的な調査員派遣手法について検討を行う。また本研究では、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建物属性を考慮した建物被害推定手法の開発 

ａ．利用可能な推定地表面地震動強度の検討 

建物被害推定に用いる推定地表面地震動強度について、地震発生後の即時性や入

手可能性などを考慮し、利用可能なデータ入手手段について検討する。 

ｂ．推定地表面地震動強度と建物属性に基づく建物被害推定手法の検討 

昨年度開発した建物応答推定手法を活用し、任意建物の建物被害の推定と推定結

果の確信度を評価する手法を開発する。主に技術者の派遣・調査を要するような構造

被害の有無を対象とするが、非構造材被害等、他の有用な被害情報の推定可能性につ

いても検討を行う。 

ｃ．大地震時における適用可能性および推定精度の検討 

過去の地震被害実績に基づき、ｂ．で開発した推定手法の適用可能性と精度につい

て検証を行う。 

 

  ②建物被害推定結果に基づく効率的な調査員派遣手法の検討 

震災時の調査員派遣のニーズとしては、一見して危険と判断できないようなレベ

ルの構造被害に対する、建物継続使用の可否や応急復旧の要否を判断することが想

定される。 

そこで本研究では、建物所有者・管理者が建物の継続使用可否を意思決定できた棟

数などの評価軸に基づき、震災時における地震動強度分布、建物被害推定結果とその

確信度が与えられた場合の、最適な調査員派遣戦略について検討を行う。 
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  ③建物観測データを活用した建物被害推定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。 

 

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 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建物属性を考慮した建物被害

推定手法の開発 

  

ａ．利用可能な推定地表面地震

動強度の検討 

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．推定地表面地震動強度と建

物属性に基づく建物被害推

定手法の検討 

〃 〃 

ｃ．大地震時における適用可能

性および推定精度の検討 
〃 〃 

②建物被害推定結果に基づく効

率的な調査員派遣手法の検討 
 

㈱小堀鐸二研究所  

構造研究部 日下 彰宏 

③建物観測データを活用した建

物被害推定および活用法に関

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 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

①建物属性を考慮した建物被害推定手法

の開発 
           

ａ．利用可能な推定地表面地震動強度

の検討 
           

ｂ．推定地表面地震動強度と建物属性

に基づく建物被害推定手法の検討 
           

ｃ．大地震時における適用可能性およ

び推定精度の検討 
           

②建物被害推定結果に基づく効率的な調

査員派遣手法の検討 
           

③建物観測データを活用した建物被害推

定および活用法に関する検討会 
  △     △    

④報告書の作成            
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IV. 研究報告 

 
1. 成果 

1.1 建物属性を考慮した建物被害推定手法の開発 

1.1.1 ⽬的 
地震発⽣後の対応に資するため、建物の被害推定精度の向上を⽬指す。建物の被害の有無

は、その建物の耐震性などに影響される。そのため、⾼精度な建物被害推定には、建物固有
の属性情報（例：構造、階数、建築年 など）を考慮可能とする必要がある。本節では、地
震後に得られる地震観測記録と、建物の属性情報を反映した建物モデルを⽤い、建物の⾮線
形応答を評価することで被害推定を⾏う枠組みの適⽤可能性について検討した。 

 
1.1.2 本研究の概要 

本研究では、解析的なアプローチと、統計的なアプロ―チの両⾯から被害推定⼿法につ
いて検討した。解析的なアプローチでは、既往研究と同様に過去の地震被害を再現できる
ような建物解析モデルの設定法について検討した。建物の応答解析には、昨年度の PRISM
成果 5)を活⽤して精度の向上を図った。 

統計的なアプローチとしては、被害関数を⽤いて建物被害を予測する⼿法について検討
する。この時、被害関数を事前に⼀意に⽤意して被害を予測するのではなく、地震発⽣後
に得られた少数の建物被害データを⽤いて、その地震に最も適合した被害関数のパラメー
タを推定する⼿法について検討した。 

また、解析的、統計的によらず、推定しようとする地震における地表⾯の地震動分布を
必要とする点は同様である。解析的なアプローチをとる場合は、建物の応答解析に必要な
地震動波形や応答スペクトル、統計的なアプローチをとる場合は被害関数の変数として⽤
いる計測震度や PGV などを、任意の地点で推定できる必要がある。そのため、本研究で
は最初に、今後の地震時に⼊⼿可能な地震動指標やその⼊⼿⽅法について検討した。 
 
1.1.3 利⽤可能な推定地表⾯地震動強度の検討 
 
 本研究では、発災後、できるだけ早くかつ地理的に詳細な揺れの強さの情報を⼊⼿して建
物被害を推定するために、各種の地震動指標を提供するサービスについて、⼊⼿性（速報性
と地理的詳細さ）と提供される指標の観点から各種のサービスを検討した。 

代表的な地震動指標である最⼤加速度、最⼤速度、計測震度であれば、地震発⽣後早期に
リアルタイム地震被害推定情報 1)や QuiQuake 2)から⼊⼿可能である。統計的アプローチに
よる被害推定に⽤いることを考えると、既往の被害関数の変数としても広く⽤いられてい
る最⼤速度もしくは計測震度を利⽤した被害推定⼿法を構築するべきと考える。 

また、解析的アプローチで任意の地点にある建物の応答を直接推定し、被害を予測するの
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であれば、任意の地点の加速度波形や応答スペクトルを早期に⼊⼿する必要があるが、その
推定精度や⼊⼿の困難さを考えると、適⽤は容易ではなく、例えば当該地震における K-NET、
KiK-net の即時公開データを⼊⼿し、最⼤速度や計測震度が⼀定の値になるようにスケーリ
ングした上で、解析的アプローチにより詳細な建物属性ごとの被害関数を計算することが
考えられる。つまり、当該地震の地震動の特徴と建物属性を反映した、詳細な被害関数を解
析的に作成することを意味する。この場合には数地点の地震観測記録と、最⼤速度や計測震
度の任意地点における推定値が必要となる。 
 
1.1.4 地表⾯地震動強度と建物属性に基づく建物被害推定⼿法の検討（解析的アプロー

チ） 
 ⽬的 
地震時に解析的に被害率を推定するために⽤いる建物モデルについて、過去の地震の被

害実績に基づいて検討する。 
 

 解析条件 
b.1 対象とする地震被害実績 

本研究では、図 1.1 に⽰す⽂献 3)に記載された兵庫県南部地震における RC 造⾮ピロテ
ィ建物の被害関数（以下、実績被害率）を対象に、この被害関数を振動解析により再現でき
るような建物モデルについて検討した。これは、⽇本建築学会近畿⽀部鉄筋コンクリート構
造部会による兵庫県南部地震における神⼾市灘区・東灘区の震度Ⅶ地域の悉皆調査結果 4)に
基づき算出されたものである。 

 
図 1.1 林ら(2000) 3)による RC 造⾮ピロティ建物の被害関数 

 
b.2 解析モデルの設定 

本研究では、図 1.1 の被害関数のうち新耐震基準の建物である、建築年 1982 年以降の低
層（2~5 階建）、中層（6~7 階建）、⾼層（8~12 階建）の被害関数との⽐較を⾏うため、新
耐震基準の RC 造建物を想定した振動解析モデルを設定する。 

解析モデルは、せん断多質点系モデルとし、階数 N と降伏ベースシア係数 Cb をパラメー
タとする複数のモデルを⽤意する。解析モデルの概要を図 1.1 に⽰す。 
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図 1.2 解析モデルの概要 

 
振動解析の⼊⼒地震動は⼤阪ガス葺合供給所の記録を PGV でスケーリングして⽤いる。

被害関数の階数区分に含まれる各階数モデルの⽐率、また各階数モデルにおける耐⼒（降伏
ベースシア係数）の⽐率、被害が発⽣するときのクライテリア（最⼤層塑性率）については、
各種⽂献等を参考に設定した。この時、耐⼒の⽐率は材料強度や設計式などの持つ余裕度を
考慮して設定した。 

 
b.3 実測による応答スペクトル⽐を⽤いた補正 

昨年度 PRISM 研究成果 5)を⽤いて、振動解析結果の補正を⾏った。昨年度 PRISM 成果
では、地表⾯地震動の応答スペクトルに対し、建物基部での応答スペクトルが低減されるこ
とを確認している。本研究では、その低減効果に関する経験式を作成し、低減効果により被
害関数の横軸である PGV を割り戻すことで、その効果を反映した被害率を簡易的に計算し
た。 
 

 被害率の計算結果 
c.1 標準的なパラメータによる補正後の計算被害率 

以上の設定により計算した被害率を図 1.3 中に実線で⽰す。複数の実線があるのは、被
害クライテリアにばらつきを考慮した場合の結果である。また、図中の⾚点線は実績被害率、
灰点線は b.3 の補正を⾏わない場合の計算被害率である。 

計算被害率は実績被害率を過⼤評価している。そのため、本検討で⽤いた標準的な解析パ
ラメータでは、⼤地震時に建物被害を精度よく推定することはできない。 
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図 1.3 標準的な解析パラメータによる計算被害率（補正後） 

 
 実績被害率と整合する解析パラメータの探索 
既往の⼯学的知⾒から設定した標準的な解析パラメータを解析モデルに設定した場合、

計算される被害率は実績被害率を⼤幅に過⼤評価することが確認された。そこで本検討で
は、耐⼒の割増率を⽰す耐⼒係数αと各被害レベルのクライテリア𝜇 を調整することで、
実績被害率と計算被害率を整合させる場合について検討した。結果を図 1.4 に⽰す。 

耐⼒係数αに加えてクライテリア𝜇 を変更した場合、実績被害率と概ね整合する計算被
害率を得ることができる。変更した耐⼒係数αによる割増を考慮した耐⼒分布を図 1.5 に
⽰す。 

 
 まとめと考察 
兵庫県南部地震の被害データから得られた被害関数と、振動解析モデルにより計算した

被害率を⽐較することで、建物被害推定を解析的に⾏うための検討を⾏った。 
既往の⼯学的知⾒から想定可能な解析パラメータから計算される被害率は、実績被害率

を⼤幅に過⼤評価する。解析パラメータを変更すれば、計算した被害率は実績被害率と整合
するが、得られたパラメータは、全ての階数区分で耐⼒を割り増し、8-12 階建てでは変形
性能も⼤きく割り増す必要があった。 

このようにパラメータを調整する必要があった理由は特定できていない。そのため、本検
討で実績被害率と整合するように設定したパラメータが、真の建物の構造的性能を表して
いるものと断じることはできず、将来の地震での被害推定への適⽤には今後のさらなる検
討を要すると考える。 
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図 1.4 耐⼒係数α、クライテリア𝜇 を変更した場合の計算被害率 

 
図 1.5 変更した耐⼒係数αによる耐⼒分布 
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1.1.5 地表⾯地震動強度と建物属性に基づく建物被害推定⼿法の検討（統計的アプロー
チ） 

 ⽬的 
本項では、統計的アプローチである被害関数を⽤いた被害推定⼿法について検討した。 
被害関数の形状が地震によって異なることが指摘されていることや、既往研究による⾮

⽊造建物の被害関数が限られていること、また解析的アプローチによる被害推定に課題が
残ることを踏まえて、本研究では、地震後に現地調査などを通じて得られる建物の被害判定
結果（以下、実被害データ）を⽤いて、その地震による被害と整合するように被害関数を逐
次更新することで、推定精度を向上させながら被害を推定する⼿法について検討した。 

 
 ベイズ推定による被害関数の更新⼿法 
本研究におけるベイズ推定では、𝑛 個の建物区分 S と𝑛 個の地域区分 A における被害関

数の変量効果 𝜷 , , …, 𝜷 , 、 𝜷 , , …, 𝜷 , からなる被害レベル d のパラメータベクトル
𝜣 を、実被害データを⽤いて更新する。本研究における被害関数の更新フローの概要を図 

1.6 に⽰す。 
 

 
図 1.6 被害関数のベイズ推定フローの概要 

地域
区分
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𝜣 𝜷 , , … , 𝜷 , , 𝜷 , , … , 𝜷 ,

事前分布のパラメータ

事前分布：𝑝 𝜣 𝒩 𝜣 𝝁 , 𝜮 

推定被害率： 𝝁 ,
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ベイズ推定（MCMC）

事後分布： 𝑝 𝜣 𝑋 のサンプル

事後分布の要約統計量：
各変量効果 𝜷 , の平均 𝝁 ,

 、共分散行列 𝚺 ,
 

実被害データが追加された場合の再更新
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 被害関数のパラメータの事前分布の検討 
c.1 ⽬的と概要 

ベイズ推定により被害関数のパラメータを更新するには、パラメータの事前分布𝑝 𝜣 

が必要である。 
被害関数のパラメータがとる範囲について予備知識がなければ、パラメータの事前分布

をきわめて分散の⼤きい正規分布などの、無情報分布とすることが考えられる。実被害デ
ータが⼗分な量あれば、事前分布を無情報分布としても事後分布は適切な推定結果に収束
するが、実被害データが少ない状態では事後分布に事前分布の影響が強く残り、被害関数
のパラメータとして⾮現実的な範囲の推定結果を多分に含んでしまう。本研究では、地震
発⽣後早期の実被害データが少ない状態から適⽤可能な被害推定⼿法を⽬指しているた
め、少なくとも事前分布は、特定の地震、地域、建物を対象とした詳細な被害関数として
の精度は⾼くないものの、被害関数として適切な範囲のパラメータをとる分布である必要
がある。このような事前分布を設定することができれば、実被害データの多寡に合わせ
て、推定精度を向上しながら被害関数を更新していくという、本研究の⽬的を達成するこ
とができると考える。 

そこで本研究では、過去の地震被害実績を参考として、多様な地震動を仮定した被害率
を仮想的に作成し、被害関数のパラメータがとり得る範囲を推定することで、事前分布を
作成した。 
 
c.2 仮想的被害率の作成 

⽂献 3)に記載された兵庫県南部地震における RC 造⾮ピロティ建物の実績被害率を対象
に、⼊⼒地震動が異なる場合の被害率を仮想的に作成した。 

まず、⽂献 3)の被害関数を、周期範囲 𝑇 ,𝑇 での 5%平均疑似速度応答スペクトル𝑉[m/s]
を変数とする累積対数標準正規分布Φ log𝑉 𝜆 𝜉⁄ に変換する。この時、建物階数ごとに
その弾性固有周期や変形性能を仮定して周期範囲 𝑇 ,𝑇 を定め、実績被害率と整合する累積
対数正規分布のパラメータを、各建築年代、階数区分、被害レベルについて決定した。 

次に、近年観測された震度 5 弱以上の地震観測記録を⽤い、決定した被害関数のパラメ
ータを⽤いて仮想的に被害率を作成した。⽤いる地震観測記録は、近年の主要な地震におけ
る K-NET、KiK-net6)の地表⾯における 576 の観測記録とする。 

以上により算出した各建物区分の仮想的被害率を図 1.7 に⽰す。また、建物区分、被害レ
ベルごとに仮想的被害率を累積正規分布で回帰した回帰曲線と、⽂献 3)の被害関数につい
て変数 PGV を藤本・翠川（2005）7)の回帰式で計測震度に変換し、累積正規分布に近似し
た被害関数を併記する。 



  
 

1-8 
 

 
図 1.7 仮想的に作成した被害率 

 
c.3 ⼀般化線形混合モデルによる被害関数パラメータ範囲の推定 

c.2 で作成した仮想的被害率を⽤いて、⼀般化線形混合モデルにより、被害関数パラメー
タの、固定効果 𝜷 、変量効果の共分散⾏列 𝜮 、 𝜮 を、最尤法により推定した。結果を表 
1.1 に⽰す。なお、相関係数𝜌 、𝜌 は⼩数点第 3 位以下を切り捨てとしている。 

 
表 1.1 推定したパラメータ分布 

被害レベル 
𝜷  𝜮  𝜮  

𝛽  𝛽  𝜎  𝜎  𝜌  𝜎  𝜎  𝜌  
⼩破以上(d=1) -15.11 2.23 4.45 0.70 -0.99 0.01 0.10 0.99 
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中破以上(d=2) -21.39 3.06 7.27 1.16 -0.99 2.09 0.49 -0.99 

⼤破以上(d=3) -26.18 3.74 9.23 1.50 -0.99 4.30 0.85 -0.99 
 
 まとめと考察 
本研究では、地震後に現地調査などを通じて得られる建物の被害判定結果を⽤いて、そ

の地震による被害と整合するように被害関数を逐次更新することで、推定精度を向上させ
ながら被害を推定する⼿法について検討し、⼿法の実装に必要となるパラメータの事前分
布を設定した。 

本研究で設定した事前分布は、建物区分や地域区分による被害の多寡について、何の事
前情報も⽤いていないことを意味する。実際には、例えば新耐震基準のほうが旧耐震基準
より耐震性が⾼く、被害率が⼩さくなることなど、過去の耐震⼯学などの知⾒から確信で
きる情報は存在する。こうした情報を反映し、事前分布のばらつきを⼩さく、建物区分や
地域区分による事前分布の違いを明確に設定することができれば、被害の推定においてそ
の有⽤性は⼀層⾼まると考えるが、これは将来の課題と考える。 
 
1.1.6 ⼤地震時における適⽤可能性および推定精度の検討 
 

実被害データを⽤いた被害関数のベイズ推定⼿法について、⾸都直下地震を想定した事
例計算により、その適⽤性を確認した。 

⼩破以上、中破以上の被害関数について、実被害データの⼊⼿量が増えるにつれて推定
被害率の精度が向上すること、また推定被害率の誤差とデータ⼊⼿棟数の関係について検
討し、本⼿法が⼤地震時における被害推定に活⽤可能であることを確認した。 
 
1.1.7 建物属性を考慮した建物被害推定⼿法のまとめ 

建物属性を考慮した地震時の建物被害推定にあたり、地震動強度指標について⼊⼿⽅法
と、⼊⼿可能な地震動指標の適⽤可能性について検討し、被害推定には最⼤速度や計測震度
を⽤いること、解析的に被害関数を作成するのであれば、代表的な地点での観測記録を併⽤
することが有効であることを確認した。 

これを踏まえ、被害推定⼿法の解析的なアプローチでは、兵庫県南部地震における RC 造
新耐震建物の被害率を振動解析により再現できる建物モデル群を構築し、設定すべきパラ
メータについて検討した。結果として、被害率を再現できる建物モデルのパラメータを設定
することは可能であるが、その建物耐⼒や変形性能は、設計や⼯学的知⾒から想定される建
物性能より⾼く設定する必要があった。しかし、このように建物性能を⾼く設定すべき根拠
については明確ではない。市中の建物が、例えば今回の建物モデルで考慮していない雑壁等
の⾮構造部材による影響により⾼い建物性能を有していることを⽰している可能性もある
が、今回構築した建物モデルで考慮できていない要因が影響している部分を、建物性能によ
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り便宜的に調整しているだけに過ぎない可能性も否定できない。そのため、今回設定した建
物モデルを⽤いた解析的なアプローチにより、将来発⽣した地震時に建物の被害推定を⾏
うことは可能であるが、⼗分な精度を有していることは保証されないと考えられる。 

統計的アプローチでは、地震後に得られる少数の実被害データを⽤いて、被害関数のパラ
メータをベイズ推定することで、当該地震に適⽤可能な被害関数を得る⼿法を検討した。ま
た、⼤地震時への適⽤性について、数値実験により 100 棟程度の被害データであっても被
害関数の推定に極めて有⽤であることを確認できた。 
 
1.2 建物被害推定結果に基づく効率的な調査員派遣手法の検討 

1.2.1 ⽬的 
実被害データとベイズ推定による被害関数の推定⼿法を⽤い、地震後の安全確認調査を

効率的に⾏う⼿法について検討した。また、構造ヘルスモニタリング（以下 SHM）の観測・
判定結果が共有されることにより、地震直後に⼊⼿された場合の効果についても検討した。 

 
1.2.2 被害推定を活⽤した調査⼿法 

本検討で⽤いる、被害推定を活⽤した調査⼿法の概要を図 1.8 に⽰す。 
 

 
図 1.8 被害推定を活⽤した調査⼿法の概要 

 
本⼿法では、調査開始時点で調査対象建物は全て既知とし、その建物概要（所在地、建築

年、階数など）が事前に判明しているとする。各調査建物には、その所在地域や建物概要に
基づき、地域区分と建物区分をあらかじめ設定する。また、各建物所在地の推定計測震度は、
リアルタイム地震被害推定情報 1)などから、調査開始前に⼊⼿可能とする。 

地震発⽣後に建物の安全確認調査を開始する。調査が進むにつれて得られる建物の被害
判定結果（以下、実被害データ）を⽤い、ベイズ推定により被害関数を更新する。更新後の
被害関数を⽤いて、未調査の建物の推定被害率を算出し、推定被害率が⾼い建物に調査員を
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派遣する。これにより、調査を要する建物に効率的に調査員を派遣することができる。 
以下では、この調査⼿法を数値実験により模擬することで、本⼿法の有効性を検討した。 

 
1.2.3 検討条件の設定 

以下では、数値実験で⽤いる調査対象データの作成⽅法について述べる。 
 
 検討シナリオの設定 
⾸都圏が⼤地震に⾒舞われ、多くの被災建物が発⽣した場合における、建設会社の安全確

認調査を想定し、⾸都直下地震（都⼼南部直下地震）発⽣時の東京都 23 区内における安全
確認調査を検討シナリオとした。 

 

 
図 1.9 都⼼南部直下地震の震度分布 8) 

 
調査対象建物は、東京都 23 区内に存在する新耐震・旧耐震の混在した RC 造建物 1000

棟とする。調査対象データには、地域区分・建物区分、計測震度、被害の情報を割り当てる
ため、⽂献等を参考にこれらの発⽣確率を設定した上で、ランダムサンプリングにより調査
対象データを作成した。 
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 調査戦略の設定 
b.1 調査⽬的 

地震発⽣後早期には、所有者が建物の継続使⽤可否を判断するのが難しい、軽微な構造被
害が⽣じた建物に調査のニーズが⾼いと考える。そこで本検討では、発災後早期である調査
開始 10 ⽇後（２週間）、15 ⽇後（３週間）における、⼩破となった建物の調査棟数の最⼤
化を⽬的とした。以降、1000 棟中の⼩破棟数に対する調査済みの⼩破棟数の⽐率を調査進
捗率と呼ぶ。 

調査速度は 20 棟/⽇とし、全棟数 1000 棟の調査には 50 ⽇を要する想定する。 
 

b.2 調査員の派遣⼿順 
調査開始時点（１⽇⽬）では、調査対象データは計測震度、建物区分が既知、被害が未知

の状態である。以下、下記(1)~(4)の処理を１⽇ごとに繰り返すことで、被害推定を⽤いた
調査を模擬する。 

 
(1) N-1 ⽇時点の推定被害率と N ⽇⽬の調査戦略から、調査対象建物 20 棟を選択する。 
(2) (1)で選択した建物の実被害データを⼊⼿する。 
(3) (2)の実被害データで被害関数を更新する。 
(4) (3)により、N ⽇⽬終了時点の未調査建物の推定被害率を求める。 

 
調査戦略とは、(1)の調査対象建物の選択基準を指す。具体的な調査戦略の内容を次項で

述べる。 
 

b.3 調査戦略の設定 
基本的な調査戦略は、各建物の⼩破となる確率を、⼩破以上の推定被害率と中破以上の推

定被害率の差として計算し、⼩破となる確率の⾼い建物を調査対象として選択することで
ある。これにより、実際に⼩破となっている建物に到達できる確率を⾼め、調査を効率化す
ることができる。⼀⽅、調査開始直後は被害率の推定精度が低いため、本来は被害率が⾼い
はずの建物区分の被害率が低いと誤認し、調査の優先順位が下がってしまうなど、調査対象
の選択を誤る可能性がある。そのため、調査開始後の⼀定期間を初動期間とし、情報収集を
優先した調査を⾏った場合の効果を併せて検討した。 

本検討で設定した調査戦略の⼀覧を表 1.2 に⽰す。 
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表 1.2 検討する調査戦略の⼀覧 

 
 

 計算条件 
被害関数パラメータのベイズ推定には、マルコフ連鎖モンテカルロ法の⼀⼿法である

No-U-Turn Sampler (NUTS)9)を⽤い、3 チェーンで各 2000 サンプルを⽣成した。事後分
布は、burn-in 期間として各 500 サンプルを除外した計 4500 サンプルから求めた。なお、
調査１⽇⽬の事前分布は表 1.1 のとおりとし、2 ⽇⽬以降の事前分布には、前⽇の各変量
効果の事後平均、事後共分散⾏列を近似的に⽤いる。 

解析は、調査 1 ⽇ごとに 15 ⽇⽬まで⾏った。また、15 ⽇⽬終了後、残った全未調査デ
ータを⽤いて被害関数を更新し、50 ⽇⽬終了時の状態を確認した。 

各ステップの収束については German-Rubin 統計量 10)により確認し、𝑅 1.1となってい
ることを確認している。また、乱数を変えて調査対象データ 20 パターンを作成し、それぞ
れのパターンで解析を⾏った。 

 
1.2.4 調査戦略による調査進捗率の⽐較 

各調査戦略における調査進捗率として、5 ⽇⽬（調査棟数 100 棟）、10 ⽇⽬（調査棟数 200
棟）、15 ⽇⽬（調査棟数 300 棟）時点における、乱数 20 パターンから計算した調査進捗率
の平均値と±標準偏差の範囲を図 1.10〜図 1.12 に⽰す。 
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図 1.10 調査進捗率の平均値と±標準偏差範囲（5 ⽇⽬） 

 
図 1.11 調査進捗率の平均値と標準偏差範囲（10 ⽇⽬） 

 
図 1.12 調査進捗率の平均値と標準偏差範囲（15 ⽇⽬） 
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 被害推定の有無による影響 
被害推定の有無による調査効率を⽐較するため、初動戦略を⽤いずに被害推定により被

害が⽣じている確率が⾼いと推定される建物（以下、簡単に⾼被害率）の調査を⾏うケース
AD と、被害推定を⽤いず⾼震度の調査を⾏うケース AI を⽐較した。ケース AI では５⽇、
10 ⽇、15 ⽇時点の調査進捗率の平均値がそれぞれ 0.14、0.27、0.39 であるのに対し、ケー
ス AD では 0.20、0.43、0.59 となり、被害推定を⽤いることで調査進捗率が 1.4〜1.6 倍に
向上していることがわかる。 
 

 初動期間の⻑さによる影響 
ケース AD に対して初動戦略を⽤いたケースの結果を⽐較することで、初動戦略の効果

について検討する。まず、初動期間の⻑さ（2 ⽇、５⽇、７⽇）による影響について考察す
る。 

調査５⽇⽬時点では、初動期間を２⽇としたケースでケース AD より若⼲調査進捗率が
向上している。⼀⽅、初動期間を５⽇〜７⽇としたケースでは、ケース AD より進捗率が低
下する。これは、初動期間中に優先する建物の選択基準に拠らず共通した傾向であり、⾮効
率的な調査を⾏う初動期間の割合が⻑くなるほど、進捗率が低下していることを⽰してい
る。 

調査 10 ⽇⽬時点では、初動期間を２⽇としたケースで、ケース AD に対して平均値、ば
らつきともに改善される結果となった。また、初動期間を 5 ⽇としたケースでも平均値は
ケース AD と同程度だが、ばらつきが改善される。初動期間を７⽇としたケースではケー
ス AD より進捗率が低下する傾向である。 

調査 15 ⽇⽬時点では、初動戦略による平均進捗率の差は⼩さい。これは、初動期間内の
⾮効率的な調査と、その期間における被害推定精度の向上による調査効率の改善がバラン
スした結果と考えられる。ばらつきの⾯で⾒ると、初動期間が⻑いほどばらつきが低減する
傾向にある。 

以上より、初動期間は⽬標とする調査⽇数と関連して検討すべき事項であるが、発災後 1
〜2 週間程度を想定するのであれば、２⽇程度の情報収集のための初動期間を設けた上で被
害推定を併⽤して被害調査を⾏うことが有⽤と考えられる。 

 
 初動期間中の調査建物選択による影響 
初動期間中に優先する建物の選択基準として、被害率の信頼区間幅（C）、被害率（D）、

震度（I）をパラメータとしたが、その違いは明瞭とは⾔えなかった。これは、多少の差は
あるが、基本的に計測震度が⾼く被害率が⾼い建物を優先する傾向にあることが共通して
いるため、⼗分な違いが出なかったものと考えられる。 

また、初動期間中の調査棟数分配については、考慮しない(n)と、各建物区分に等分する
(s)の２パターンを⽤いた。ｎシリーズでは、初動期間中も⽐較的被害率の⾼い建物に調査
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棟数が集中する傾向があり、初動期間中の調査効率の低下が少ないが、⼀部の建物区分で調
査が進まない可能性がある。⼀⽅、s シリーズでは全ての建物区分が必ず調査されるため、
特定の建物区分の被害推定に⼤きく誤差が出ることを回避できるが、初動期間中の調査効
率は低下する傾向にある。 
 

 調査進捗率の向上に資する調査戦略 
本検討では、初動期間中に優先する建物の選択基準（C、D、I）について、突出して有益

な戦略は⾒られなかった。⼀⽅、実際の調査⼿順を考慮すると、C シリーズや D シリーズ
では毎⽇の調査結果を踏まえて、翌⽇の調査先を検討する必要があるが、I シリーズでは発
災後すぐに得られる推定計測震度から初動期間中の調査対象を選択することが可能である。
こうした、災害対応マネジメントの⾯から考えると、各建物区分において計測震度の⾼い建
物を初動調査する I-s シリーズが有効な戦略であると考えられる。初動期間の⻑さについて
は、⽬標とする調査期間や、建物区分の数、調査員数などに影響されると考えられるため、
事前にその期間を決定する⽅法については今後の検討課題と考えられる。 

 
1.2.5 構造ヘルスモニタリングデータを⽤いた場合の影響 

 ⽬的 
近年では構造ヘルスモニタリング（SHM）の普及が進んでおり、⼤地震時には地震発⽣

直後に建物における地震観測記録や、そこから推定される建物被害の推定情報が⼊⼿され
ることになる。SHM のデータは⼀般には建物所有者や使⽤者などの SHM システムのユー
ザーと、SHM システムの管理者のみが閲覧可能なもので、そのデータ共有は未だ途上であ
るが、本研究では多数の SHM データが共有された状況を仮定し、地震発⽣直後に多くの
SHM データが得られることにより、地震後の被害推定調査にもたらされるメリットについ
て検討した。 
 

 SHM データの反映⽅法 
本研究では、前項と同様に、被害推定を併⽤した調査を数値実験により模擬した。すなわ

ち、1000 棟の実被害データをランダムサンプリングにより作成し、調査対象建物データと
した上で、20 棟/⽇の調査スピードで調査を⾏う。また、SHM データとして、新たに 100
棟の実被害データを 1000 棟の実被害データと同様の確率分布から別途サンプリングし、調
査１⽇⽬の開始前に作成した 100 棟の SHM データを⽤いて被害関数のパラメータをベイ
ズ推定した上で、調査を開始する。 

 
 SHM データの有無による調査進捗率の⽐較 
各調査戦略における調査進捗率として、5 ⽇⽬（調査棟数 100 棟）、10 ⽇⽬（調査棟数 200

棟）、15 ⽇⽬（調査棟数 300 棟）時点における、乱数 20 パターンから計算した調査進捗率
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の平均値と±標準偏差の範囲を図 1.10〜図 1.12 に⽰す。図中には SHM データを⽤いない
場合の結果を灰⾊で併記する。 

 
図 1.13 SHM データを⽤いた場合の調査進捗率の平均値と±標準偏差範囲（5 ⽇⽬） 

 
図 1.14 SHM データを⽤いた場合の調査進捗率の平均値と±標準偏差範囲（10 ⽇⽬） 

 
図 1.15 SHM データを⽤いた場合の調査進捗率の平均値と±標準偏差範囲（15 ⽇⽬） 
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ケース AI、AR、AT は被害推定を⽤いていないため、SHM データの有無による調査進捗
率への影響はない。 

ケース AD では、調査開始時の SHM データの推定精度向上の影響により、５⽇⽬、10 ⽇
⽬、15 ⽇⽬の全てで調査進捗率の平均およびばらつきが改善している。 

初動戦略を⽤いたケースでも多くのケースで SHM データを⽤いたことで調査進捗率が
改善しているが、ケース AD と初動戦略を⽤いたケースを⽐較すると、5 ⽇⽬と 10 ⽇⽬の
時点では初動戦略を⽤いることで調査進捗率が低下する。15 ⽇⽬には、平均進捗率は初動
戦略の有無による影響は⾒られず同程度であり、初動期間を７⽇としたケースにケース AD
よりばらつきが低減しているケースが⾒られる。 

これは、地震後早期の調査進捗率を考慮すると、SHM データを⽤いた場合には、初動戦
略を⽤いることで調査が遅れることになることを意味する。SHM データを⽤いることで調
査開始時点の被害推定精度が向上し、初動期間での⾮効率な調査による被害推定精度向上
を⾏う必要がなくなるためであり、初動期間の⾮効率な調査により調査進捗率が低下する
影響を受けて、初動戦略が不利に働いたものと考えられる。 

以上より、本検討の条件下では、SHM データが地震発災直後に得られれば、初動戦略を
⽤いることなく被害推定を併⽤して調査を⾏うのが効率的であるといえる。 

 
 SHM データの必要棟数についての考察 
本検討では、1000 棟の調査対象建物に対して 100 棟の SHM データを⼊⼿できた場合を

想定した。その結果、地震直後に SHM データを⼊⼿できることにより被害調査が効率化
できることを確認できた。 

これは、調査棟数の 10%の SHM データを必要とすることを意味してはいない。ベイズ
推定による被害推定精度の向上は、ある建物区分に対して得られる実被害データの棟数に
依存する。そのため、今回⽤いた建物区分は６区分としたが、これに対して 100 棟の
SHM データがあれば、調査開始時点として有益な程度、被害推定精度を向上でき、建物
区分による被害率の⼤⼩を概ね把握できていることを意味している。 

建物区分数が変わらなければ調査対象棟数が増加しても、必要となる SHM データの量
は⽐例して増加するわけではないと考えられ、相対的な SHM データの有⽤性は⾼まると
考えられる。建物区分の数が増えれば、必要となる SHM データの棟数は⽐例して増える
と推測されるが、その定量的な検討は今後の課題である。 
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1.2.6 建物被害推定結果に基づく効率的な調査員派遣戦略のまとめ 
実被害データとベイズ推定による被害関数の推定⼿法を⽤い、地震後の安全確認調査を

効率的に⾏う⼿法について検討した。また、構造ヘルスモニタリング（以下 SHM）の観測・
判定結果が共有されることによる効果についても検討した。 

被害関数の推定を併⽤して安全確認調査を⾏うことで、調査効率を向上させることが可
能であることが確認できた。また、調査開始時に短期間、例えば全ての建物区分を平等に、
⾼震度となる建物の被害調査を⾏うことで、被害推定精度を向上させることが、調査効率の
改善に有効であることが確認できた。 

SHM データが地震直後に⼊⼿される場合には、そのデータを⽤いて調査開始時点の被害
推定精度を向上させることが可能となり、調査開始直後から、被害を⽣じている確率が⾼い
と推定される建物を調査することで調査を効率的に実施できることが確認できた。 
 
1.3 建物観測データを活用した建物被害推定および活用法に関する検討会 

 
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、2020 年 9 ⽉ 18 ⽇、2021 年 3 ⽉ 11 ⽇に計２回の検討会を開催した。 
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2. 結論及び今後の課題 

2.1 結論 

 地震動指標の⼊⼿⽅法と、⼊⼿可能な地震動指標の適⽤可能性の観点から、被害推定に
利⽤する地震動指標について検討した。本研究の⽬的を考慮すると、地震動指標として
は最⼤速度や計測震度を⽤い、解析的に被害関数を作成するのであれば、代表的な地点
での観測記録を併⽤することが有効と考える。 

 建物属性を考慮した地震時の建物被害推定⼿法について、解析的アプローチと統計的
アプローチの両⾯から検討を⾏った。 

 解析的なアプローチとして、兵庫県南部地震における RC 造新耐震建物の被害率を振
動解析により再現できる建物モデル群を構築し、設定すべきパラメータについて検討
した。 
 被害率を再現できる建物モデルのパラメータを設定することは可能であるが、

その建物耐⼒や変形性能は、設計や⼯学的知⾒から想定される建物性能より⾼
く設定する必要があった。しかし、このように建物性能を⾼く設定すべき根拠に
ついては明確ではない。 

 今回設定した建物モデルを⽤いた解析的なアプローチにより、将来発⽣した地
震時に建物の被害推定を⾏うことは可能であるが、⼗分な精度を有しているこ
とは保証されないと考えられる。 

 統計的アプローチとして、地震後に得られる少数の実被害データを⽤いて、被害関数の
パラメータをベイズ推定することで、当該地震に適⽤可能な被害関数を得る⼿法を検
討した。また、⼤地震時への適⽤性について、数値実験により 100 棟程度の被害デー
タであっても被害関数の推定に極めて有⽤であることを確認できた。 

 実被害データとベイズ推定による被害関数の推定⼿法を⽤い、地震後の安全確認調査
を効率的に⾏う⼿法について検討した。また、構造ヘルスモニタリング（以下 SHM）
の観測・判定結果が共有されることによる効果についても検討した。 
 被害関数の推定を併⽤して安全確認調査を⾏うことで、調査効率を向上させる

ことが可能であることが確認できた。また、調査開始時に短期間、例えば全ての
建物区分を平等に、⾼震度となる建物の被害調査を⾏うことで、被害推定精度を
向上させることが、調査効率の改善に有効であることが確認できた。 

 SHM データが地震直後に⼊⼿される場合には、そのデータを⽤いて調査開始時
点の被害推定精度を向上させることが可能となり、調査開始直後から⾼被害率
と推定される建物を調査することで調査を効率的に実施できることが確認でき
た。 
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2.2 今後の課題 

 解析的アプローチによる被害推定⼿法については、今後も構造ヘルスモニタリングに
よる地震観測記録の収集や分析により、建物の構造性能の実態を把握し、適切なモデル
化を⾏っていく必要がある。特に、建物に被害をもたらすような強震動を受け、被害が
⽣じた建物、また被害を⽣じなかった建物の両⾯で検討を進める必要がある。 

 統計的⼿法による被害推定⼿法については、その有⽤性を数値実験で確認することが
できた。そのため、将来の地震発⽣時に活⽤できるよう、GIS 上のシステムとして実装
することが必要である。その際には、事前の建物データの DB 化と、地震後に⽣成され
る推定震度、被害推定結果、被害調査結果などをリレーショナルな形で保持するシステ
ムが必要となる。 

 SHMデータを被害推定に⽤いる場合には、地震発⽣後早期にその結果を得られるよう、
データの⼊⼿⽅法について検討する必要がある。また、SHM データ数を増やすため、
各機関が個別に保有する SHM システムの結果を共有する仕組みづくりが必要である。 

 SHM データによる判定結果には、本来の被害状況に対してばらつきを持つと考えられ
る。これが被害推定にもたらす影響については今後の検討課題と考える。 

 被害推定に⽤いる震度分布については推定値であり、ばらつきを持つと考えられる。ま
た、空間補間を⽤いた推定震度分布には、空間的に相関したばらつきがあると考えられ
る。これらのばらつきが被害推定にもたらす影響について検討する必要がある。 

 本研究におけるベイズ推定を⽤いた被害推定⼿法では、建物区分を事前に⼀意に定め
て被害推定を⾏った。⼀⽅、建物区分の数は本来、⼊⼿できる実被害データの数に応じ
て定めるべきものであり、例えば調査開始初期は少ない建物区分数で、調査棟数が増え
るにつれて区分を細分化していくように、動的に建物区分を定めることが望ましい。そ
の⼿法については今後の課題と考える。また、地域区分についても同様の課題がある。 

 数値実験の条件を⼀意に定めたうえで、被害推定⼿法を⽤いた場合の調査効率につい
て検討したが、被害率、震度分布、調査対象棟数などが異なる場合にも同様の結論が得
られるかを確認する必要がある。 
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4. 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 3 建物地震観測と
地震動強度の⾯的推定を
活⽤した建物応答推定⼿
法の検討 

⽇下彰宏 
⻑⾕川幹 
福富佑 
神⽥克久 

2020 年度⽇本建築
学会⼤会（関東）学
術講演会 

2020 年 9 ⽉ 国内 

建物地震観測の災害対応
への活⽤ 
その 4 建物応答に影響
する建物属性の統計的検
討 

⻑⾕川幹 
⽇下彰宏 
福富佑 
神⽥克久 

2020 年度⽇本建築
学会⼤会（関東）学
術講演会 

2020 年 9 ⽉ 国内 

建物地震観測の災害対応
への活⽤ 
その 5 建物基部の観測
記録に基づくローカルな
地表⾯震度の推定⼿法の
検討 

福富佑 
⽇下彰宏 
⻑⾕川幹 
神⽥克久 

2020 年度⽇本建築
学会⼤会（関東）学
術講演会 

2020 年 9 ⽉ 国内 

DEVELPOMENT OF 
ESTIMATION 
METHOD OF 
BUILDING INPUT 
GROUND MOTIONS 
USING SEISMIC 
RECORDS ON SHM 
AND MeSO-net 

K. 
Hasegawa 
A. Kusaka 
K. Kanda 
T. Kimura 
S. Sakai 

The 17th World 
Conference on 
Earthquake 
Engineering 

2020 年 9 ⽉ 国外 

 

(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 
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5. 特許出願・ソフトウェア開発等 

 

特になし 


