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2. 総括研究報告【サブプロ (c)】
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

Ⅲ-1　簡易・広域センシングを用いた広域被害推定・危険度判定

分担責任者：長江　拓也（名古屋大学）

1.  研究の目的

都市密集地域の木造住宅の耐震性評価と向上に資す

る研究開発を実施する。内外装、地盤・基礎までを現

実にそって再現した 3 層の耐震と免震の木造住宅の実

験を実施し、稠密計測に基づく分析と解析を行う。

都市圏で建設件数が増えている 3 階建て木造住宅を

対象とし（図 1）、品確法における耐震等級 3 の許容応

力度設計を満たす条件において終局性能を評価する。

地震時における地盤上基礎の動きを反映し、建物全体

の変形分布を評価する手法を提案する。

地震時の建物動作のセンシングによる被害推定、危

険度判定のための評価手法開発では、被害が集中する

1 階柱の傾きを直接評価する、スマートシャッターシス

テムを開発する。住宅集中管理機能の一部として居住

者の理解を向上し、情報共有で、自治体などの応急危

険度判定との連携も推進する。

 

2.  木造住宅のＥ－ディフェンス実験

図 2と図 3 に、2019 年 2 月に実施したＥ－ディフェン

スにおける木造住宅実験のセットアップ時の様子と準備

状況を示す。地盤上基礎の動作、上部構造、間仕切壁・

外壁の損傷、配管の変形、免震装置の揺れ、室内家

具什器の被害、等について、中小地震時から大地震時

までの詳細な計測データを取得した。実験では兵庫県

南部地震時に観測された JMA 神戸波のスケール波を用

いた。震度階と加振スケールの関係を図 4 に示す。

地盤上に RC 造基礎を敷設し、その上に木造住宅を

建設していく施工手順は定石となっており、将来におい

ても、大きな変化はないと考える。一方で、耐震等級

を 3として剛性と強度を高める例が増えており、また、

住宅会社等の指向により、それ以上の剛性と強度を確

保したプランの販売もかなり一般化している。これは、

間取りを大きく変化させなくとも必要剛性を確保できる

高耐震壁の開発や、石膏ボードの存在を合理的に利用

する設計法が確立したためである。木造住宅の条件に

限ってのことであるが、今や、耐震等級 3 の採用に対

するハードルはさほど高くない。

図 1　対象の住宅密集地域の 3 階建て木造住宅

図 2　耐震等級 3 の 3 階建て木造住宅に関する

E-Defense 実験（建設：一条工務店 2019）

図 3　実地盤条件の準備と基礎・上部の建設

図 4　震度階と JMA 神戸波の加振スケール

木造住宅の上部構造が固く強くなれば、大地震時に

おいて地盤と基礎の間に滑りが生じ、上部構造への強

烈な入力を遮断する条件が生まれる。このような事実に

ついては、過去の被害調査資料・報告等において指摘

されており、技術者や研究者の間では議論されてきた

が、現状の実務設計や被害評価において、まったく考
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慮されていない。そのような状況を分析できる詳細な実

験データが存在しないことが理由のひとつである。

本実験では、一般的な地盤条件、割栗石の敷設など

の慣例を忠実に反映して、標準的な仕様の RC 造基礎

を施工した。建物上部は耐震等級 3 に必要な壁量を確

保したが、大きく超えないようにし、接合金物について

も必要量をわずかに上回る程度にとどめた。実験では、

震度 5 強（JMA 神戸波の 25%）、震度 6 弱（JMA 神戸

波の 50%）で、各層にはわずかな亀裂が生じた程度で、

終局強度までに余裕を見せた。このとき、基礎は地盤

上で動かなかった。次の JMA 神戸波の原波（計測震度

6.9、震度 6 強でほぼ震度 7）の実験では、基礎が地盤

上を約 24 cm 滑った。上部構造の変形と損傷は、震度

6 弱の実験時と大して変わらなかった。後日、比較のた

めの実験として、鋼梁部材で基礎を振動台に固定して

動けない様にし、JMA 神戸波の原波を基礎に入力した

ところ、強烈な地震外力が上部構造に作用し、層間変

形角はそれまでの約 10 倍の1/10 に達し、倒壊に至った。

このとき、軸組工法（いわゆる在来工法）と枠組壁工法（い

わゆるツーバイフォー工法）は同等の終局強度を示し、

現状設計法の安定した品質確保を確認できた。

JMA 神戸波の原波で耐震等級 3 の住宅の基礎が地

盤上を滑った。比較のため、耐震等級 1と耐震等級 2
の条件をシミュレーションにより検討したところ、基礎

は動かず上部構造が終局強度に達して倒壊した。すな

わち、耐震等級 3 の耐震性を確保すれば、震度 6 弱の

地震に対しては基礎を含め住宅全体に大きな動きは生

じず、機能継続にも大きな影響はない。震度 6 強以上

では基礎が動き、上部構造は軽微な補修で再使用可能

な条件にとどまる。耐震等級 1、2 の場合においては、

基礎が動く前に上部構造が壊れ始める。（耐震等級 3で
も基礎が特別強く拘束されている条件の場合は、基礎

が動けず上部構造が終局に至る。）

木造住宅の上部構造は、終局強度に至ったのち、ね

ばりが期待できず、強度低下が顕著で、余震時に、崩

壊の危険性がある。大地震後に室内に留まる場合は上

部構造が終局強度に対応する傾斜角（1/50）を経験した

かどうかを把握することが重要である。

一方、すべり支承と復元ゴム、オイルダンパーで構成

される免震構造の場合においては、JMA 神戸波の原

波の実験においても、室内の家具什器等に被害はなく、

壁紙のごく一部に微細なしわが残る程度あった。建設

時に追加費用が必要となるが、非常に高い機能維持性

能を確保できる。

3.  さらなる耐震性向上の方策

将来さらに、耐震等級 3 かそれ以上の上部終局性能

を有する住宅が増えてきた場合、基礎の動きを反映しな

い被害評価は実際とかけ離れる可能性が高く、科学的

に実情をとらえられない。

つまり、耐震等級 3 は耐震等級 1（現行基準要求）

よりも、1.5 倍強い上部強度を確保することが要求性能

であるが、実性能はそれに留まらず、一般的な地盤上

基礎の実情を反映すると、大地震時には、基礎の滑り

によって建物全体の動きが支配される可能性が高く、そ

の場合、震度 6 強以上の地震に対しても上部構造の損

傷は、軽微な程度に抑えられる。

耐震等級とは別の評価軸を準備することも視野に入

れつつ、「現行基準の 1.5 倍の上部終局強度を持つ木造

住宅は大地震時においても上部損傷が小さく留まり、軽

微な補修費に抑えることができる」ということを陽に示

すことができれば、高い耐震等級選択への社会意識、

インセンティブを高めることができ、高耐震の住宅仕様

に誘導できる。結果として、都市全体の木造住宅群全

体の高耐震化を図ることができる。

大地震時の基礎・地盤系の滑り変位と、上部構造の

変形は、現行設計基準の限界耐力計算法と通ずるキャ

パシティー・スペクトル法で合理的に評価可能である。

その適用性をＥ－ディフェンス実験結果から実証できた

（図 5）。ただし、実務設計で、上部強度と基礎強度、

そしてその比率を評価することが重要であり、上部構

造の評価体系では、要素レベルでは精度が確保できて

いるが、建物レベルでは知見が十分でない。各条件で

の実験結果（図 7、図 8）を含めてまとめた図 6 は、設

計評価値と各条件の強度推移についての実性能を系統

的、定量的に示しており、有用な参照資料となる。

 

(3) 地盤上基礎の滑り応答

(2) ⽊造上部構造の弾塑性応答

(1) 免震住宅の⾼減衰滑り応答

図 5　実大木造住宅の E-Defense 実験と応答スペクトル

法による最大変形量評価
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4.  円滑な基礎滑りの実現へ

安定した滑り強度を制御できれば、基礎滑り構造の適

用性は高くなる。基礎構造の実験では、世界中で容易に

利用可能な材料における小さな摩擦係数を利用した、安

定した滑りを実現する材料検証に取り組んだ（図 9）。台

湾の国立施設（図 10）では現地の材料を用いて実験を

行い、鋳鉄のような身近な材料を用いて国際的に普及

力のある基礎滑り構造を実現し、発展途上の地震国を

含め、高耐震化を推し進めることができる知見を得た。

鋳鉄・モルタル間の滑りでは、鋳鉄側から剥離する黒

鉛の自己潤滑作用により、0.2 の摩擦係数を発現し、滑

り進行時にその値を安定して維持する。

 
5.  センシングシステム

各種の実験に基づけば、木造住宅の被害は 1 階に集

中し、損傷度と崩壊余裕度は地震時に柱が経験する最

大傾斜角に依存する。センシング手法として、高層ビル

の既存方法に準ずれば 2 階床と1 階床の水平変位を評

価してその差を階高で割る方法となるが、複数センサー

のデータ同期など高い技術が必要となる。木造住宅の

モデルケースとして、一元管理のスマートシャッターの回

路を使用することとし、柱に固定されるシャッターフレー

ム内に Gyro（角速度計）を内蔵し、直接柱の傾きを評

価する手法、応急危険度判定結果を LED 照明とスマー

トシャッター管理ディスプレイで伝達する手法開発に取

り組んだ。Ｅ－ディフェンスでの実験実績（図 11）では、

基礎の移動に影響されず、上部構造の被害に対応する

柱傾斜角を良好に評価でき、また、LED 照明の発光色

による瞬時の表示技術を検証できた。

継続して製品としてパッケージ化するために具体的な

Gyro センサーの選定および回路の更新を続けている 
（図 12、図 13）。シャッターフレーム内へのセンサーの

内蔵、データ制御について目途を立て、製品部との協

働を開始する段階に至った。

図 6　上部強度の評価値と実験結果の関係

図 7　文化シヤッター・カネシン実験 2020, 2021

図 8　外構面とGyro センシング実験 2018
（不二サッシ社施設）

図 9　モルタルと鉄系金属の要素摩擦検証 2017

図 10　鋳鉄基礎とGyro センシング実験 2018, 2021
（台湾 NCREE）

（不二サッシ、文化シヤッター、防災科学技術研究所）

図 11　木造住宅用センシングユニット開発 2019

-  115 --  114 -

慮されていない。そのような状況を分析できる詳細な実

験データが存在しないことが理由のひとつである。

本実験では、一般的な地盤条件、割栗石の敷設など

の慣例を忠実に反映して、標準的な仕様の RC 造基礎

を施工した。建物上部は耐震等級 3 に必要な壁量を確

保したが、大きく超えないようにし、接合金物について

も必要量をわずかに上回る程度にとどめた。実験では、

震度 5 強（JMA 神戸波の 25%）、震度 6 弱（JMA 神戸

波の 50%）で、各層にはわずかな亀裂が生じた程度で、

終局強度までに余裕を見せた。このとき、基礎は地盤

上で動かなかった。次の JMA 神戸波の原波（計測震度

6.9、震度 6 強でほぼ震度 7）の実験では、基礎が地盤

上を約 24 cm 滑った。上部構造の変形と損傷は、震度

6 弱の実験時と大して変わらなかった。後日、比較のた

めの実験として、鋼梁部材で基礎を振動台に固定して

動けない様にし、JMA 神戸波の原波を基礎に入力した

ところ、強烈な地震外力が上部構造に作用し、層間変

形角はそれまでの約 10 倍の1/10 に達し、倒壊に至った。

このとき、軸組工法（いわゆる在来工法）と枠組壁工法（い

わゆるツーバイフォー工法）は同等の終局強度を示し、

現状設計法の安定した品質確保を確認できた。

JMA 神戸波の原波で耐震等級 3 の住宅の基礎が地

盤上を滑った。比較のため、耐震等級 1と耐震等級 2
の条件をシミュレーションにより検討したところ、基礎

は動かず上部構造が終局強度に達して倒壊した。すな

わち、耐震等級 3 の耐震性を確保すれば、震度 6 弱の

地震に対しては基礎を含め住宅全体に大きな動きは生

じず、機能継続にも大きな影響はない。震度 6 強以上

では基礎が動き、上部構造は軽微な補修で再使用可能

な条件にとどまる。耐震等級 1、2 の場合においては、

基礎が動く前に上部構造が壊れ始める。（耐震等級 3で
も基礎が特別強く拘束されている条件の場合は、基礎

が動けず上部構造が終局に至る。）

木造住宅の上部構造は、終局強度に至ったのち、ね

ばりが期待できず、強度低下が顕著で、余震時に、崩

壊の危険性がある。大地震後に室内に留まる場合は上

部構造が終局強度に対応する傾斜角（1/50）を経験した

かどうかを把握することが重要である。

一方、すべり支承と復元ゴム、オイルダンパーで構成

される免震構造の場合においては、JMA 神戸波の原

波の実験においても、室内の家具什器等に被害はなく、

壁紙のごく一部に微細なしわが残る程度あった。建設

時に追加費用が必要となるが、非常に高い機能維持性

能を確保できる。

3.  さらなる耐震性向上の方策

将来さらに、耐震等級 3 かそれ以上の上部終局性能

を有する住宅が増えてきた場合、基礎の動きを反映しな

い被害評価は実際とかけ離れる可能性が高く、科学的

に実情をとらえられない。

つまり、耐震等級 3 は耐震等級 1（現行基準要求）

よりも、1.5 倍強い上部強度を確保することが要求性能

であるが、実性能はそれに留まらず、一般的な地盤上

基礎の実情を反映すると、大地震時には、基礎の滑り

によって建物全体の動きが支配される可能性が高く、そ

の場合、震度 6 強以上の地震に対しても上部構造の損

傷は、軽微な程度に抑えられる。

耐震等級とは別の評価軸を準備することも視野に入

れつつ、「現行基準の 1.5 倍の上部終局強度を持つ木造

住宅は大地震時においても上部損傷が小さく留まり、軽

微な補修費に抑えることができる」ということを陽に示

すことができれば、高い耐震等級選択への社会意識、

インセンティブを高めることができ、高耐震の住宅仕様

に誘導できる。結果として、都市全体の木造住宅群全

体の高耐震化を図ることができる。

大地震時の基礎・地盤系の滑り変位と、上部構造の

変形は、現行設計基準の限界耐力計算法と通ずるキャ

パシティー・スペクトル法で合理的に評価可能である。

その適用性をＥ－ディフェンス実験結果から実証できた

（図 5）。ただし、実務設計で、上部強度と基礎強度、

そしてその比率を評価することが重要であり、上部構

造の評価体系では、要素レベルでは精度が確保できて

いるが、建物レベルでは知見が十分でない。各条件で

の実験結果（図 7、図 8）を含めてまとめた図 6 は、設

計評価値と各条件の強度推移についての実性能を系統

的、定量的に示しており、有用な参照資料となる。

 

(3) 地盤上基礎の滑り応答

(2) ⽊造上部構造の弾塑性応答

(1) 免震住宅の⾼減衰滑り応答

図 5　実大木造住宅の E-Defense 実験と応答スペクトル

法による最大変形量評価
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2. 総括研究報告【サブプロ (c)】
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

Ⅲ-2　災害拠点建物の安全度即時評価および継続使用性即時判定

分担責任者：楠　浩一（東京大学）

1.  研究の目的

本研究課題では、このサブプロジェクト (c) のうち、「②

災害拠点建物の安全度即時評価および継続使用性即

時判定」として、行政庁舎や体育館など、災害時拠点

となる既設の建物内に少数のセンサを設置し、地震後

速やかに建物安全性、崩壊余裕度、および継続使用の

可否等を判定するシステムの構築を目指す研究開発を

行う。具体的には、構造躯体のみならず設備・非構造

部材をも再現した実物建物を大型振動台実験により損

傷させ、センサによって検知した建物の揺れのデータを

もとに、躯体から設備・非構造部材までの損傷レベル

を即時に評価する技術、および崩壊余裕度の定量的評

価に基づく施設の継続使用性判定手法を提案する。

本研究課題では、災害拠点建物として国土交通省の

「災害拠点設計ガイドライン」に準じた建物（以下、拠点

建物）を対象としている。拠点建物には、比較的高い

強度が要求される。そこで、腰壁・袖壁・垂れ壁を構

造要素として積極的に利用することを考える。しかし、

壁端部に配筋された端部曲げ補強筋が早期に降伏し、

損傷を拡大することが知られている。そこで、端部曲げ

補強筋を定着せず、圧縮側のみコンクリートで圧縮力を

負担する新たなディテールを開発し、その基本性能の

検討と、建物全体の挙動を確認することも目的とする。

センサを用いた構造物の被災度自動判定技術は、等

価線形化法を援用した方法を用い、余震に対する安全

性を基に被災度を判定する手法を確立することを目的と

する。更にその有効性を実大 3 層鉄筋コンクリート造建

物の振動台実験により確認する。

一方、センサを用いた非構造部材の被害把握はこれ

までに例がない。その為、本研究課題では窓サッシ、

吊り天井、外壁仕上げタイル、屋上配管を対象に、振

動レベル・構造被害と非構造部材の被害の関係を整理

し、非構造部材の被災度自動判定技術開発に資する

データを蓄積することを目的とする。

2.   新しい壁端部ディテールを採用した袖壁付柱の性能

確認実験

本実験では、1) RC 柱の耐力増大を意図として柱せ

いと同じ長さの袖壁を有する構造の性能確認、2) 袖壁

の損傷抑制を意図して袖壁脚部の壁縦筋を定着しない

構造詳細の効果検証を目的として、柱 1体、袖壁付柱

4 体の1/2 スケール試験体を対象とする構造実験を実施

した。

図 1　袖壁付き柱試験体の配筋図

（左：壁筋定着なし、右：壁筋定着）

図 2　荷重変形関係の比較

（赤線：袖壁付柱、黒線：柱）
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袖壁付柱 4 体の実験変数は、袖壁脚部の壁縦筋の

定着の有無（図 1）、袖壁端部の拘束域の構造詳細で

ある。後者は、保有水平耐力指針（案）による FB、み

なし FA 相当の仕様、ACI 規準を満足する仕様とした。

図 2 に袖壁付柱（みなし FA 相当）の荷重変形関係を柱

と比較する。いずれの袖壁付柱も上記の設計意図通り

耐力の向上が図られ、危険断面を除き袖壁の損傷を抑

制できることを確認した。実験変数に着目すると、袖壁

脚部の壁縦筋の定着をなくすことで袖壁の損傷を低減

できること、袖壁端部の拘束域に変形性能は本実験条

件の範囲で FB＜みなし FA≒ACI 規準の各仕様であ

ることが確認された。
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3.   新しい壁端部ディテールを用いた腰壁・垂壁付き梁

の性能確認実験

本実験では袖壁付き柱の実験と同様に壁端部の鉄筋

を定着しない二次壁を有する梁 2 体（試験体 BS, BSH）

の構造実験を行った。図 3 に試験体 BSH の配筋図を

示す。試験体の因子は壁端部の拘束筋量とした。荷重

－変形関係と最終破壊状況を図 4 に示す。試験体はい

ずれも断面解析により計算した耐力を発揮し、良好な

靭性能を有することを確認した。拘束筋量の異なる両

試験体の性能に大きな差異は見られず、危険断面の浮

き上がりに伴うひび割れの拡大を除き、大きな損傷が生

じないことも確認した。

 
   

更に、壁付き部材の壁端部を模擬した試験体の構

造実験により、新しい壁端部詳細における拘束筋と壁

筋の定着が壁部材の損傷に及ぼす影響について考察を

行った。試験体は壁付き部材の壁端部を模擬した 6 体

であり、片持梁形式で繰り返し載荷を行った。壁筋比

および壁筋の定着の有無、拘束筋の有無、壁厚を因子

とした。図 5 に試験体 12NA, 12HN の変形角1/50 後の

ひび割れ性状を示す。壁筋定着をせず拘束筋を配した

試験体 12HN の損傷が小さかった。また、壁筋を定着

した試験体 12NAの最大耐力以後の耐力低下が顕著で

あった。壁筋を定着せず拘束筋を配筋することで、壁

筋定着時と同等の耐力に加え靭性能を確保できることが

わかった。

4.  画像解析による天井の劣化診断

地震発生時の天井板の損傷を確認する為の予備実験

として、画像処理による天井裏の非構造物（吊りボルト、

レール、天井板）のずれ量を測定した。（図 6 参照）。

 

図 6　吊りボルト

実験結果より、画像処理によってマーカーのずれを

検知し、カメラから 4m 程度の距離において、5cm 程

度の検出が可能であることがわかった。ただし、画像

検知の精度のバラつきが照明条件によることや、Z 方向

のずれ量は検出困難であることなど、高精度のカメラを

複数台設置して補完することが必要である。

更に、天井材の損傷を画像解析で検知する方法につ

いて検討を行った。天井材の画像の被災前後の変化量

から損傷を検知する方法である。図 7 は天井材のひび

割れおよび落下を再現した画像から差分を求めたもの

であり、画像下の数値が画像の変化率であり、天井材

の被害面積により大きくなることがわかる。被災前後の

画像の比較により損傷を検知することが可能であり、画

像の差分量を数値化することで損傷の程度を定量化す

ることが可能であり、損傷度を求めることができること

がわかった。

 

図 7　天井材の被害の検知

5.  仕上げタイルの損傷

5.1  損傷検知実験

外壁タイルと躯体との接着一体性は地震作用時に低

下し、剥離、剥落を引起す場合がある。外壁タイルの

剥離、剥落を検知する手法としては打音検査が一般的

であるが、検査に時間を要するため、巨大地震下にお

ける被害推定、機能継続可否・機能損失度を即時に判

断可能とする技術が必要である。

図 3　試験体 BSH の配筋図

図 4　荷重－変形関係と最終破壊状況
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本実験では、RC 耐震壁を想定した壁部材にタイルを

貼り付け、水平載荷によって曲げひび割れ、せん断ひ

び割れを導入し、タイルの剥離を発生させ、載荷時に

生じるタイルの剥離を、各種非破壊試験によって検知す

ることを目的とした。

実施した非破壊試験およびセンサは、打音検査、パ

イゲージ、光ファイバセンサ、加速度センサ、サーモグ

ラフィ、三次元計測であり、載荷後にタイルの実際の

接着強度を取得するため、タイルの引張試験を行った。

その結果、1) 躯体のひび割れとそれに対応するタイル

表層に導入されるひび割れは異なる挙動を示す。2) 十
分な温度変化が与えられた場合、サーモグラフィによっ

て剥離を検知することができる。3) パイゲージによりタ

イルと下地のディファレンシャルムーブメントを取得でき、

剥離が想定されるタイルに設置することで、剥離の早期

検知が可能などの知見が得られた。（図 8）

 

図 8　タイルの剥離状況（1/200 終了後）

5.2  光ファイバセンサによる外壁タイルの剥離検知

従来、外装タイルの剥離はタイルと下地コンクリート

の間のひずみ差（ディファレンシャルムーブメント）によっ

て評価できると考えられ、ひずみ追従性が検討されて

きた。ひずみを測定するセンサとしては一般的にひずみ

ゲージが用いられてきたが、ひずみゲージそのものが剥

離の起点になる可能性を否定できない。

本実験では、極細径の光ファイバセンサを用いること

で、タイルの接着性能に影響を与えない環境で剥離検

知モニタリングを実施した（図 9）。その結果、打音検

査でタイルに剥離音の発生が生じる直前の載荷サイクル

で光ファイバセンサのひずみが不連続な挙動を示し、光

ファイバセンサによるタイルの剥離検知が可能であるこ

とが示された。（図 10）

6.  加速度計を用いた被災度判定

応急危険度判定と被災度区分判定は、建設省（当時）

の総合技術開発プロジェクト「震災構造物の復旧技術の

開発」（昭和 56 年～ 60 年）で開発され、昭和 61年に「建

築物の震災復旧マニュアル（案）」3) がまとめられている。

この中で、「応急危険度判定においては、被災建築物に

ついて、余震等による倒壊危険性及び落下物による危

険性を調査し、その結果に基づき、危険度を「危険」、「要

注意」、「安全」の三区分により判定する。被災度区分判

定においては、被災状況を調査し、その被災度を「軽微」、

「小破」、「中破」、「大破」、「倒壊など」の五区分により

判定する。」とある。そこで、最大余震を本震と同じと

仮定し、このマニュアルの定義に基づき、加速度計測

値から、建物の被災度を「軽微」、「小破」、「中破」、「大破」、

「倒壊など」の五区分により判定する方法を提案した 4)。

この手法により、被災した建物が本震の何割の地震ま

で倒壊せずに耐えられるかも計算することが出来る。こ

の手法は、目視による従来の被災度区分判定や地震保

険における損害算定結果とも良好に対応しており、それ

らにも応用可能である。今後、文化財も含めて、既存

建物への普及を促進する。

7.  実大 3 層鉄筋コンクリート造建物の振動台実験

7.1  試験体概要

実験は、1方向入力で行った。試験体は加振方向に

2スパン、直交方向に1スパンの 3 階建て鉄筋コンクリー

ト造建物である。柱は袖壁、梁は腰壁・垂れ壁を有す

る。1 階柱脚部の袖壁には、新しい配筋詳細を採用し

てる。2・3 階床梁に取り付く腰壁・垂れ壁は、袖壁端

部で構造スリットを有している。屋上階床ばりに取り付

く垂れ壁は、袖壁端部で新しい配筋詳細を採用してい

る。実験では、各階に加速度計・レーザー変位計を配

置し、応答加速度と層間変形量を計測している。試験

体の外観を写真 1に示す。

 

図 9　試験の様子

図 10　光ファイバセンサにより得られた

各層のひずみ履歴
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3.   新しい壁端部ディテールを用いた腰壁・垂壁付き梁

の性能確認実験

本実験では袖壁付き柱の実験と同様に壁端部の鉄筋

を定着しない二次壁を有する梁 2 体（試験体 BS, BSH）

の構造実験を行った。図 3 に試験体 BSH の配筋図を

示す。試験体の因子は壁端部の拘束筋量とした。荷重

－変形関係と最終破壊状況を図 4 に示す。試験体はい

ずれも断面解析により計算した耐力を発揮し、良好な

靭性能を有することを確認した。拘束筋量の異なる両

試験体の性能に大きな差異は見られず、危険断面の浮

き上がりに伴うひび割れの拡大を除き、大きな損傷が生

じないことも確認した。

 
   

更に、壁付き部材の壁端部を模擬した試験体の構

造実験により、新しい壁端部詳細における拘束筋と壁

筋の定着が壁部材の損傷に及ぼす影響について考察を

行った。試験体は壁付き部材の壁端部を模擬した 6 体

であり、片持梁形式で繰り返し載荷を行った。壁筋比

および壁筋の定着の有無、拘束筋の有無、壁厚を因子

とした。図 5 に試験体 12NA, 12HN の変形角1/50 後の

ひび割れ性状を示す。壁筋定着をせず拘束筋を配した

試験体 12HN の損傷が小さかった。また、壁筋を定着

した試験体 12NAの最大耐力以後の耐力低下が顕著で

あった。壁筋を定着せず拘束筋を配筋することで、壁

筋定着時と同等の耐力に加え靭性能を確保できることが

わかった。

4.  画像解析による天井の劣化診断

地震発生時の天井板の損傷を確認する為の予備実験

として、画像処理による天井裏の非構造物（吊りボルト、

レール、天井板）のずれ量を測定した。（図 6 参照）。

 

図 6　吊りボルト

実験結果より、画像処理によってマーカーのずれを

検知し、カメラから 4m 程度の距離において、5cm 程

度の検出が可能であることがわかった。ただし、画像

検知の精度のバラつきが照明条件によることや、Z 方向

のずれ量は検出困難であることなど、高精度のカメラを

複数台設置して補完することが必要である。

更に、天井材の損傷を画像解析で検知する方法につ

いて検討を行った。天井材の画像の被災前後の変化量

から損傷を検知する方法である。図 7 は天井材のひび

割れおよび落下を再現した画像から差分を求めたもの

であり、画像下の数値が画像の変化率であり、天井材

の被害面積により大きくなることがわかる。被災前後の

画像の比較により損傷を検知することが可能であり、画

像の差分量を数値化することで損傷の程度を定量化す

ることが可能であり、損傷度を求めることができること

がわかった。

 

図 7　天井材の被害の検知

5.  仕上げタイルの損傷

5.1  損傷検知実験

外壁タイルと躯体との接着一体性は地震作用時に低

下し、剥離、剥落を引起す場合がある。外壁タイルの

剥離、剥落を検知する手法としては打音検査が一般的

であるが、検査に時間を要するため、巨大地震下にお

ける被害推定、機能継続可否・機能損失度を即時に判

断可能とする技術が必要である。

図 3　試験体 BSH の配筋図

図 4　荷重－変形関係と最終破壊状況
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写真 1　試験体外観

7.2  入力地震動

加振は水平１方向で、入力地震波には、人工地震波

を用いた。ターゲットスペクトルは、工学的基盤の告示

のスペクトルを地盤種別を第 2 種地盤とした略算の Gs
で増幅したものを用いた。位相には、JMA 神戸波の

NS 成分を使用した。試験体が実寸の 80%であるため、

時間軸を  0.80 倍した。

加振は、表 1に示すように 3日に分けて実施された。

初日は継続使用性を確認するために、人工地震波の入

力の 20% および一般建物の設計レベルである100% を

入力した。2日目には本建物の設計目標である150% を

入力した。3日目には、最大余震を想定して再度 150%
で入力し、最後に振動台の加振限界である160% を入力

した。各地震動入力の前後で、試験体の動特性を把握

するために 3 方向別々に White noise 波を入力した。油

圧をたち下げないと試験体の損傷観察ができないため、

各加振日の最後に試験体の損傷状況を確認した。

表 1　入力地震動

7.3  実験結果概要

表 2 に各入力での各層の最大応答加速度と最大層間

変形角を示す。最大応答加速度は試験体中央に設置し

た LAM02 で計測された加速度、最大層間変形角は床

中央に設置したレーザー変位計の値を採用した。20%
入力では各層とも最大層間変形角が十分小さく、凡そ

弾性範囲であったと思われる。100% 入力でも層間変形

角は最大で 1/292（1 層）であり、ひび割れは生じたもの

の、性能曲線上の第二折れ点付近であろうと思われる。

150% 入力から大きく変形が進み、150% 入力 1 回目で

1/65（1 層）、2 回目の入力では更に変形が進み1/43（1 層）

に達した。最終的には 160% 入力でおよそ1/30 に到達

した。

表 2　各入力での最大応答

7.4  センサを用いた被災度判定

図 11 に 150% 入力 2 回目で計測された性能曲線、

150% 入力 1回目で推定された 3 折れ線および最大余震

に対する最大応答予測点、150% 入力 1 回目の最大応

答点、および被災度区分結果を示す。150% 入力 1回目

では、正・負側ともに大破 (IV)と判定され、予測され

た最大余震に対する応答点から余震では倒壊 (V)と推
Day 1 No Input 

 1 ホワイトノイズ
 2 告⽰波 (20%) (損傷限界レベル) 

 3 ホワイトノイズ

 4
告⽰波(100%) (⼀般建物の設計⽬

 
標) 

 5 ホワイトノイズ
Day 2 6 ホワイトノイズ

 7 告⽰波(150%) (設計⽬標レベル) 

 8 ホワイトノイズ
Day 3 9 ホワイトノイズ
 10 告⽰波(150%) (余震を想定) 

 11ホ ワイトノイズ
 12 告⽰波(160%) (加振限界) 

 13ホ ワイトノイズ

Run 
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angle 
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150
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図 11　1 回目の 150% 入力での応答予測点と 2 回目の 150%
入力での応答
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定された。実際、150% 入力 2 回目では負側で最大応

答変位が建物が耐えられる限界の点（安全限界点と呼

ばれる）を超えて倒壊の域に達しており、判定は安全側

となったことが分かる。

7.5  仕上げタイル

外装タイルの剥落は地震作用時だけでなく、地震時

に生じた剥離を起点として、その後の余震時や環境変

化によっても生じる。そのため、地震作用後の継続使

用を判断するために、外装タイルの剥離状態を検知す

ることが重要となる。

外装タイルの剥離は、タイルと下地コンクリートの間

のひずみ差によって評価できると考えられるため、極細

径の光ファイバセンサを用いることで、タイルの接着性

能に影響を与えない環境で剥離検知モニタリングを実施

した。タイルの施工は、モルタル張りと弾性接着剤張り

の二種類で行った。

加振実験の結果、タイルの劣化は、構造ひび割れが

入りやすい柱脚や構造スリットの周辺に集中すること、

モルタル張り部には剥離・剥落のほか、タイルを貫通す

るひび割れが生じること、一方、弾性接着剤張り部には、

ひび割れ・剥落はないものの多数の剥離が生じること

が分かった。タイルの劣化状況の一例を図 12 に示す。

 

また、剥離したタイル近傍の光ファイバセンサでは、

タイルと下地コンクリートの間に顕著なひずみ差が観測

され、図 13 のように剥離前後でタイルの追随性が低下

する現象が確認された。

以上から、光ファイバセンサを活用することで外装タ

イルの剥落危険性を即時に判定できる可能性が確認さ

れた。

7.6  窓サッシ

(1) 設置した窓の概要

躯体の 2 階と 3 階にそれぞれ、はめ殺し窓と引き違

い窓を設置した。3 階には 1,650×1,440mm、合わせ

8mm の大判のはめ殺し窓を設置した。3 階と比較し層

間変形角が大きくなることが想定される 2 階には、790
×1,440mm のはめ殺し窓を 2 つ設置した。また各階に

1,490×1,440mm、4mm 厚の引き違い窓を設置した（写

真 2、写真 3）。
 

写真 2　3 階に設置した窓の様子

 

写真 3　2 階に設置した窓の様子

(2)  窓の挙動の計測結果

はめ殺し窓のサッシに対するガラスの水平方向の変

位は、100% 入力時に 2 階で最大 4mm、3 階で 2.5mm
程度になった。150% 入力時には 2 階の変形が計測器

の許容量を超えたため、正確な値は不明だが、負方向

の変位は最大 15mm 程度に達していた。また 3 階は最

大 10mm 程度の変位に達した。はめ殺し窓では、100%
入力時に 2 階の柱側で最大 8mm、中央側で 5mm 程度、

3 階の柱側で 7mm 程度、中央側で 3mm 程度になった。

150% 入力時には 2 階、3 階共に変位が計測器の許容

量を超えたため、正確な値は不明だが、正方向の変位

は最大 10mm 程度に達した。

(3)  窓に生じた損傷

100% 入力後には、窓と躯体の間に充填されたモルタ

ルに軽微なひび割れが確認されたことと、引き違い窓の

クレセントが開きかけていた。150% 入力後にはモルタ

ルのひび割れが進行し、引き違い窓とはめ殺し窓両方

においてサッシが小破した。ただし、その壊れ方は各

図 12　最終加振後のタイルの劣化状況
青：12/3，緑：12/4，赤：12/6，ハッチが剥離，塗りつぶ

しが剥落，実線がひび割れ。

図 13　下地とタイル表層のひずみ差
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写真 1　試験体外観

7.2  入力地震動

加振は水平１方向で、入力地震波には、人工地震波

を用いた。ターゲットスペクトルは、工学的基盤の告示

のスペクトルを地盤種別を第 2 種地盤とした略算の Gs
で増幅したものを用いた。位相には、JMA 神戸波の

NS 成分を使用した。試験体が実寸の 80%であるため、

時間軸を  0.80 倍した。

加振は、表 1に示すように 3日に分けて実施された。

初日は継続使用性を確認するために、人工地震波の入

力の 20% および一般建物の設計レベルである100% を

入力した。2日目には本建物の設計目標である150% を

入力した。3日目には、最大余震を想定して再度 150%
で入力し、最後に振動台の加振限界である160% を入力

した。各地震動入力の前後で、試験体の動特性を把握

するために 3 方向別々に White noise 波を入力した。油

圧をたち下げないと試験体の損傷観察ができないため、

各加振日の最後に試験体の損傷状況を確認した。

表 1　入力地震動

7.3  実験結果概要

表 2 に各入力での各層の最大応答加速度と最大層間

変形角を示す。最大応答加速度は試験体中央に設置し

た LAM02 で計測された加速度、最大層間変形角は床

中央に設置したレーザー変位計の値を採用した。20%
入力では各層とも最大層間変形角が十分小さく、凡そ

弾性範囲であったと思われる。100% 入力でも層間変形

角は最大で 1/292（1 層）であり、ひび割れは生じたもの

の、性能曲線上の第二折れ点付近であろうと思われる。

150% 入力から大きく変形が進み、150% 入力 1 回目で

1/65（1 層）、2 回目の入力では更に変形が進み1/43（1 層）

に達した。最終的には 160% 入力でおよそ1/30 に到達

した。

表 2　各入力での最大応答

7.4  センサを用いた被災度判定

図 11 に 150% 入力 2 回目で計測された性能曲線、

150% 入力 1回目で推定された 3 折れ線および最大余震

に対する最大応答予測点、150% 入力 1 回目の最大応

答点、および被災度区分結果を示す。150% 入力 1回目

では、正・負側ともに大破 (IV)と判定され、予測され

た最大余震に対する応答点から余震では倒壊 (V)と推
Day 1 No Input 

 1 ホワイトノイズ
 2 告⽰波 (20%) (損傷限界レベル) 

 3 ホワイトノイズ

 4
告⽰波(100%) (⼀般建物の設計⽬

 
標) 

 5 ホワイトノイズ
Day 2 6 ホワイトノイズ

 7 告⽰波(150%) (設計⽬標レベル) 

 8 ホワイトノイズ
Day 3 9 ホワイトノイズ
 10 告⽰波(150%) (余震を想定) 

 11ホ ワイトノイズ
 12 告⽰波(160%) (加振限界) 

 13ホ ワイトノイズ
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図 11　1 回目の 150% 入力での応答予測点と 2 回目の 150%
入力での応答
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階で異なり、2 階のサッシには中央部分の角部が折れる

ような損傷が生じ、3 階のサッシには、はめ殺し窓の水

平材と鉛直材の接合部に隙間が生じた。はめ殺し窓に

はシールの切れが生じていた。160% 入力後には、モル

タルのひび割れが進行し、一部サッシを支えるアンカー

が露出した。またサッシの接合部が大破し、シールも

各所で切れた。2 回目の 150% 入力時に 2 階の引き違

い窓、160% 入力時に 3 階の引き違い窓のクレセントが

破損し、部品が脱落した（写真 4）。なお、クレセント

が外れたあとは障子が加力時に自由移動していた。また、

2 階のはめ殺し窓は室内側向かって左上が割れ、3 階

のはめ殺し窓は左上が 2 階と同様に割れた他、対角線

上にもひび割れが生じた（写真 5）。

 

写真 4　160% 入力後 3 階引き違い窓

 

写真 5　160% 入力後 3 階はめ殺し窓

7.7  天井

(1) 天井の概要

躯体の 2 階と 3 階に天井を設置した。2 階の天井は、

JIS19 形を用いた、ブレース無しの標準的な取り付け構

法としている。2 階と比較し応答加速度が大きくなるこ

とが想定される 3 階の天井は、在来 40 型の、ブレース

有り、クリアランス有りの標準的な耐震天井の取付構法

としている。両天井とも12.5mm の石膏ボードに 12mm
のロックウール化粧吸音板を取付けた（図 14、図 15、
写真 6 ～写真 9）。

図 14　2 階天井　伏図

図 15　3 階天井　伏図

写真 6　3 階天井裏

写真 7　3 階天井

写真 8　2 階天井裏

写真 9　2 階天井
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本実験では、天井の応答加速度を計測するため、加

速度センサを 2 階の天井面（中央と4 隅）に 5 か所、3
階の天井面に 7 か所設置した（中央と4 隅に加え、加

力方向とその鉛直方向のブレース付近にそれぞれ一つ

ずつ追加）。また各階に、天井下と天井裏に 2 台ずつ、

計 8台カメラを設置し、加力時の天井の様子を記録した。

また、人工波の 100% 入力後、1 回目の 150% 入力後、

160% 入力後に目視による損傷観察を行った。

(2)  天井の計測結果

図 16、図 17 に人工波の 100% 入力時、150% 入力時

（1 回目）の天井の中央に取り付けた加速度計の計測結

果を示す。床の加速度は屋上の 3 階の方が高いにも関

わらず、天井の加速度は 3 階の耐震天井の方が低い値

となっている。150% 入力時には、2 階の天井は、加速

度の瞬間的な最大値が 60m/sec² 以上にまで達している

ことから、端部が梁と衝突していたと考えられる。

 

図 16　100% 入力時　2 階天井の計測値

 

図 17　100% 入力時　3 階天井の計測値

(3)  天井の損傷観察結果

100% 入力後には、2 階 3 階共に天井に特に損傷は

観察されなかった。1 回目の 150% 入力後には、2 階の

天井の角部が、わずかに変形していることが確認でき

た。端部が梁と衝突したことによると考えられる。160%
入力後には、この変形が天井の辺全体で生じ、梁と天

井の間に隙間が開いていることが確認された。点検口

の周囲でもボードの変形が確認された。

7.8  天井材の損傷検知

画像解析による天井材の損傷検知実験を実施した。

4章で実施した予備実験に基づき加振前後の画像により

天井材の損傷度を推定した。画像解析では天井材の損

傷はなしと判定し、本実験による損傷状況と一致した。

画像解析により天井材の損傷検知が可能であることが

わかった。

7.9  屋上配管

実験概要と結果の概要を以下に示す。

屋上階における置き基礎配管設備の計測計画を図 18
に示す。

 

図 18　実験装置及び計測位置

設備配管および置き基礎に設置された変位および加

速度のデータの計測結果の例を図 19 に示す。また加振

前後の配管システムの挙動把握のために、3 次元点群

データの計測結果を図 20 に示す。

図 19　床応答加速度と支持架台の床からの相対変位の

比較（告示波 150% 加振（1 回目））

図 20　ハンドヘルドスキャナーで計測した 3 次元点群データ
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階で異なり、2 階のサッシには中央部分の角部が折れる

ような損傷が生じ、3 階のサッシには、はめ殺し窓の水

平材と鉛直材の接合部に隙間が生じた。はめ殺し窓に

はシールの切れが生じていた。160% 入力後には、モル

タルのひび割れが進行し、一部サッシを支えるアンカー

が露出した。またサッシの接合部が大破し、シールも

各所で切れた。2 回目の 150% 入力時に 2 階の引き違

い窓、160% 入力時に 3 階の引き違い窓のクレセントが

破損し、部品が脱落した（写真 4）。なお、クレセント

が外れたあとは障子が加力時に自由移動していた。また、

2 階のはめ殺し窓は室内側向かって左上が割れ、3 階

のはめ殺し窓は左上が 2 階と同様に割れた他、対角線

上にもひび割れが生じた（写真 5）。

 

写真 4　160% 入力後 3 階引き違い窓

 

写真 5　160% 入力後 3 階はめ殺し窓

7.7  天井

(1) 天井の概要

躯体の 2 階と 3 階に天井を設置した。2 階の天井は、

JIS19 形を用いた、ブレース無しの標準的な取り付け構

法としている。2 階と比較し応答加速度が大きくなるこ

とが想定される 3 階の天井は、在来 40 型の、ブレース

有り、クリアランス有りの標準的な耐震天井の取付構法

としている。両天井とも12.5mm の石膏ボードに 12mm
のロックウール化粧吸音板を取付けた（図 14、図 15、
写真 6 ～写真 9）。

図 14　2 階天井　伏図

図 15　3 階天井　伏図

写真 6　3 階天井裏

写真 7　3 階天井

写真 8　2 階天井裏

写真 9　2 階天井
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7.10   事前事後 FEM 解析

本振動台実験を対象に試験体の形状を忠実の再現し

た大規模 FEM による事前・事後解析を実施した。事

前解析による各部の応力・ひずみの考察より綿密に実験

計画を遂行させた。事後解析では、実験と解析の結果

を比較することで、本振動台実験における非線形応答

性状を精度良く再現できることを確認した。図 21に解

析モデルと解析から得られたひび割れ損傷状況を示す。

8.  開発したモニタリングシステムの普及

開発したモニタリング技術の普及と検証のため、東京

大学内の応急危険度判定支援に用いることを目的に東

京大学医科学研究所（写真 10）の本館にセンサを設置

し、観測を開始した。

 

写真 10　東京大学　医科学研究所

 　 
また、文化財である四国善通寺五重塔および本山寺

五重塔（写真 11）の各層および心柱にセンサを設置し、

振動観測を開始した。特に風による振動が大きいため、

風速計も併せて設置した。時刻同期した風速および加

速度データの観測は他に例を見ない。図 22 に 2021年
11 月 24日 0:54:24 ～ 1:00:24 での強風による観測結果

を示す。明瞭な伝達関数が得られており、その卓越振

動数は 0.6Hzと高層建築物と同等である。

本技術の社会還元を目指し、一般財団法人日本建築

防災協会が 2021年 11月より開始した「応急危険度判定

基準に基づく構造モニタリングシステム技術評価」に今

後申請を予定している。

9.   残留変形が Wavelet 変換に与える影響に関する振動

台実験

本プロジェクトで検討対象とした被災度判定システム

では、構造物の応答変形は観測加速度を 2 階積分す

ることにより算出している。積分時における加速度計測

誤差の影響を取り除くため、Wavelet 変換を用いて主要

振動数成分以外は除去している。この過程で、構造物

の非線形化に伴う残留変形成分の一部が失われる傾向

がある。そこで、この問題を検討するためのベンチマー

クデータを得ることを目的に、左右方向で特性が異な

り、一方向に塑性変形が集中する鉄骨平面試験体を作

成し、振動台実験を実施した。写真 12 に 5 層試験体

の例を示す。実験では、有効なベンチマークデータを

取得することができた。

図21　FEM解析から得られた損傷状況と最大主ひずみコンター

善通寺五重塔  本⼭寺五重塔
写真 11 五重塔

また、⽂化財である四国善通寺五重塔お
よび本⼭寺五重塔（写真 11）の各層および
⼼柱にセンサを設置し、振動観測を開始し
た。特に⾵による振動が⼤きいため、⾵速計
も併せて設置した。時刻同期した⾵速およ
び加速度データの観測は他に例を⾒ない。
図 22 に 2021 年 11 ⽉ 24 ⽇ 0:54:24〜1:00:24
での強⾵による観測結果を⽰す。明瞭な伝
達関数が得られており、その卓越振動数は
0.6Hz と⾼層建築物と同等である。

写真 11　五重塔
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図 22 善通寺五重塔の伝達関数図 22　善通寺五重塔の伝達関数

写真 12　5 層試験体
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10.  安価な加速度センサの開発

新しい MEMS を用いた安価な加速度計を開発すると

ともに、既存センサとの性能比較を実施し、開発した

構造ヘルスモニタリング技術に適用可能であることを確

認した。

11.  まとめ

実大 3 層鉄筋コンクリート造建物の振動台実験によ

り、災害拠点建築物の設計ガイドラインに従って設計さ

れた建物は高い強度と継続利用性を有することを確認

した。

高い強度と靭性能を確保できる袖壁・腰壁・垂れ壁

端部の新ディテールを用いた部材の構造性能を静的加

力実験により検証し、その有効性を確認した。また、

振動台実験により建物全体でも所要の性能を発揮でき

ることを確認した。今後、一般建物に採用するための

法令等の整備が必要となろう。

センサ観測データを用いて、自動的に余震の安全性

に立脚した被災度区分判定を実施する方法を確立した。

更に振動台実験によりその有効性を確認した。また、

実建物への設置を推し進め、文化財への設置も達成し

た。本手法は既存の目視に依る応急危険度判定および

被災度区分判定に置き換わることが出来、地震保険の

損害認定にも利用が望まれる。まずは応急危険度判定

基準に基づく判定であることの技術評価を受ける予定

である。今後も実建物への設置を促進し、実データに

よる検証が望まれる。

非構造部材の損傷を自動的に検知するシステム構築

のための基礎資料として、以下の情報を取得・整理した。

今後、これらの情報を基に、被災度の自動判定技術の

確立が望まれる。

・ 天井吊り材の変形を画像解析により把握する手法の

基本性能

・ タイル仕上げの損傷劣化検知に関する基本情報

・ 光ファイバーを用いたタイル仕上げの損傷劣化検知

に関する基本情報

・ 屋上配管の滑り、窓ガラスの割れ、天井の振動、タ

イルの落下と応答加速度・構造被害の関係に関する

基本情報
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7.10   事前事後 FEM 解析
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た大規模 FEM による事前・事後解析を実施した。事

前解析による各部の応力・ひずみの考察より綿密に実験

計画を遂行させた。事後解析では、実験と解析の結果

を比較することで、本振動台実験における非線形応答

性状を精度良く再現できることを確認した。図 21に解

析モデルと解析から得られたひび割れ損傷状況を示す。

8.  開発したモニタリングシステムの普及

開発したモニタリング技術の普及と検証のため、東京

大学内の応急危険度判定支援に用いることを目的に東

京大学医科学研究所（写真 10）の本館にセンサを設置

し、観測を開始した。

 

写真 10　東京大学　医科学研究所

 　 
また、文化財である四国善通寺五重塔および本山寺

五重塔（写真 11）の各層および心柱にセンサを設置し、

振動観測を開始した。特に風による振動が大きいため、

風速計も併せて設置した。時刻同期した風速および加
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11 月 24日 0:54:24 ～ 1:00:24 での強風による観測結果

を示す。明瞭な伝達関数が得られており、その卓越振

動数は 0.6Hzと高層建築物と同等である。
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本プロジェクトで検討対象とした被災度判定システム

では、構造物の応答変形は観測加速度を 2 階積分す

ることにより算出している。積分時における加速度計測
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振動数成分以外は除去している。この過程で、構造物

の非線形化に伴う残留変形成分の一部が失われる傾向

がある。そこで、この問題を検討するためのベンチマー

クデータを得ることを目的に、左右方向で特性が異な

り、一方向に塑性変形が集中する鉄骨平面試験体を作

成し、振動台実験を実施した。写真 12 に 5 層試験体

の例を示す。実験では、有効なベンチマークデータを

取得することができた。
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た。特に⾵による振動が⼤きいため、⾵速計
も併せて設置した。時刻同期した⾵速およ
び加速度データの観測は他に例を⾒ない。
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での強⾵による観測結果を⽰す。明瞭な伝
達関数が得られており、その卓越振動数は
0.6Hz と⾼層建築物と同等である。
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図 22 善通寺五重塔の伝達関数図 22　善通寺五重塔の伝達関数
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2. 総括研究報告【サブプロ (c)】
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

Ⅲ-3　災害時重要施設の高機能設備性能評価と機能損失判定

分担責任者：倉田　真宏（京都大学）

1.  研究の目的

首都圏の大地震に対するレジリエンス向上には、災

害時重要施設の事業継続が肝要である。地震動が比較

的小さかった 2016 年の熊本地震や 2018 年大阪府北部

地震でも、災害時重要施設内の非構造部材や重要機器・

設備の被害が報告されている。

本課題では、災害時重要施設の一例として病院を主

な対象とし、非構造部材や医療機器等の高機能設備を

含めた病院施設の地震時挙動に関する包括的なデータ

を収集した。被害を迅速に把握するシステムの構築に

向けて、病院施設特有の脆弱性を陽に考慮した検討を

実施した結果、以下の成果を獲得した。

 病院施設の実地調査や管理者、医療従事者、設備

業者、医療機器メーカーへのヒヤリングを通した脆

弱要素の同定

 個別要素の実大実験による非構造部材や医療機器

の挙動分析

 災害時重要施設の構造耐震性に資するデータとして、

保有水平耐力に余力のある S 造建物の地震時挙動

を初めて取得

 病院施設の実情を鑑み、耐震構造・免震構造の 2
診療棟を模擬した実大建物を同時に揺らす実験を世

界で初めて実施

 構造躯体、非構造部材の損傷を自動判定するモニタ

リングシステムの実証データを獲得

 事業継続性の評価に向けて、天井材の損傷によるク

リーンルームの機能低下度、間仕切り壁の損傷やド

アの開閉支障による機能被害度、貯水槽や配管設

備の破損による水損度、などの他に類を見ない精緻

なデータセットを収集

より患者に近い領域では、医師や臨床工学技士、医

療機器メーカーや関連学会の積極的な参画を得て、下

記の課題を達成した。

 標準的なレイアウトを再現した診療室や処置室にお

いて、医療機器や設備の地震時応答、機器同士や

壁との衝突による影響、を評価

 部屋レベルの減災手法として、床材の特性やキャス

ターの固定度による被害差、に関する他に類を見な

いデータを収集

 応急危険度判定士と災害派遣医療チーム（DMAT）
隊員からなる合同調査チームの可能性を検討すべ

く、損傷度と事業継続性限界の共同検証を初めて実

施

獲得したデータを、地域医療を担う医療関係者や関

連行政機関が利用しやすい形にフォーマットするため、

以下の項目を実施した。

 重要度係数が高い病院施設の地震時挙動の視覚化

と性能指標の評価

 地震発生直後に医療施設内の被害程度を評価する

指標として、生命維持などの医療行為に支障をきた

す可能性が高くなる医療機器の被害が増大する建物

応答の閾値を整理

 既存の病院施設の応急的な耐震安全性向上策とし

て、災害時に利用が難しくなる機器とその被害低減

策を分類

2.  脆弱要素の事前評価

非構造部材や医療機器を対象に、京都大学防災研

究所の振動台を用いて機能低下度に関する脆弱性評価

を事前検討した。各試験の状況を図 1と図 2 に示す。

2.1  非構造部材

(1) エキスパンションジョイント

過去の地震ではエキスパンションジョイント（EXPJ）
の損傷が多数報告されているため、振動台実験により

EXPJ の損傷メカニズムを評価した（図 1a）。実験では、

設計可動量まで損傷しないことを振動台実験で確認し

ているAランク相当、手動などで設計可動量まで損傷

しないことを確認しているBランク相当を対象とした。

Aランクでは、設計可動量を超えても機能損失に至らな

いが、Bランクでは、設計可動量内で軽微な損傷があり、

設計可動量を超えるとすぐに機能損失に至った。

(2) 天井配管

共用廊下の給水管、医療ガス管などの配管、天井・

空調室内機・照明器具を取り付けた試験体の振動台実

験を行い（図 1b）、天井裏配管や機器等と天井吊り材・

ボードの干渉を観察した。ダクトと天井の接合位置に損

傷が見られた。天井は脱落せず、配管吊り材の変形や

機器と天井ボードの衝突による石膏ボード粉末の飛散

等を確認したが、配管そのものに被害はなかった。また、

京都工芸繊維大学で約 50 年間使用した給水管の繰返

し曲げ実験を行い、新品配管と同程度の性能を有する

ことを示した。

(3) 高架水槽

高架水槽の振動台実験を実施した（図 1c）。水槽に

は水の代わりに 50kN の砂を入れた。高架水槽のアン
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カーボルトを十分に緊結すれば、加振後もアンカーボル

トに緩みが生じないことを確認した。

2.2  医療機器

地震時における手術患者の体位ごとの転落リスクを

検討し、術中の患者固定方法を検証した。振動台上に

手術台を設置し、模擬人形を手術台に固定した（図 2）。
手術台にはキャスターがついているが、術中は床に固

定用の電動油圧シリンダーを下して４点で固定する。手

術台は脚部に床面の凹凸に対応するためのダンパーが

ついている新仕様とついていない旧仕様の 2 種類であ

る。床材は RC あらわしと床シートを張り付けた 2 種類

を用意した。人形の手術体位や固定法を変えて、E―ディ

フェンス試験体耐震棟の数値解析により得られた建物

内の床加速度応答を入力した。加振波には、JMA 神

戸 NS 波と、OS-2 波を使用した。

通常の手術台高さでは、特に床シートがある場合に

一部のブレーキが滑り手術台が移動した。手術台が高

い場合には、両方の床で傾きを伴う揺れがみられ、RC
あらわしでは転倒が確認された。脚部にダンパーがつい

ている場合には、特に OS-2 波入力時に手術台が大き

く揺れ、人形の位置がずれた。

3.  実大震動台実験

2016 年熊本地震（Mj7.3）では、震度 6 弱や 5 強の

地域に位置する医療施設でも、入院診療を中断する病

院避難が発生し、地域医療に大きな影響が出た。これ

らの建物は耐震構造を採用しているが、構造躯体の損

傷が軽度な場合でも、非構造部材や配管の損傷による

水損などで被害が拡大した。一方で、規模の大きい病

院施設では免震化が進みつつあり、施設内に既存の耐

震建物と新設の免震建物が機器や患者の行き来のため

に渡り廊下で繋がれている例が多く見られる。以上のこ

とから、E－ディフェンスを用いた実大震動台実験では、

耐震構造と免震構造の鋼骨組が渡り廊下で繋がれた試

験体を製作した（図 3）。耐震構造・免震構造の 2 棟の

実大鉄骨造建物を同時に揺らす実験は世界で初めての

試みである。

3.1  設計方針

両建物内には非構造部材や医療機器を設置して診療

科の室内を再現した。4 階建ての耐震骨組は災害拠点

となる病院施設を想定し、重要建物として、基準法で

要求されている必要保有水平耐力の 1.5 倍の耐力を保

有している。柱脚は露出型形式とし、アンカーボルト先

行降伏型の設計とした。

3.2  試験体概要

平面は、耐震建物を 7m×10m、免震建物を 5m×

6mとした。階高は、一般的な病院建物を参考に、耐

震建物の 1 階部分は 3.6m、2 階以上は 3.4m、免震建

物は 3.5mとした。総重量は耐震試験体が約 3,200kN、
免震試験体は約 2,000kN であった。

柱は FAランクの角形鋼管（BCR295）を、2F、4F、
RF の梁は、FAランクの H 形鋼（SN490）を使用した。

3F の梁は、梁端ウェブ補剛工法を採用した。柱脚は、

ハイベースを用いた柱脚ヒンジ仕様とし、柱形を小さく、

根切りを浅くした。また、1 階 Ds 値を 0.05 割増してい

る。床スラブはデッキ形式とし、2Fと4F はフラットデッ

キ、3F にはサイノスデッキを用いた。

免震骨組には球面滑り支承を採用し、支承が滑動し

たときに上部構造の固有周期が 4.5 秒程度になるように

設計した。渡り廊下部には免震対応の EXPJ を設置し

た。

各棟の居室を図 3 に示す。生命維持装置を要する部

屋として、NICU、手術室、コロナ重症患者用病室、透

(a)EXPJ 実験 (b)配管・天井実験 (c)⾼架⽔槽実験
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図 1　非構造部材の事前検討

図 2　手術ベッドの転倒リスク評価実験
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2. 総括研究報告【サブプロ (c)】
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

Ⅲ-3　災害時重要施設の高機能設備性能評価と機能損失判定

分担責任者：倉田　真宏（京都大学）

1.  研究の目的

首都圏の大地震に対するレジリエンス向上には、災

害時重要施設の事業継続が肝要である。地震動が比較

的小さかった 2016 年の熊本地震や 2018 年大阪府北部

地震でも、災害時重要施設内の非構造部材や重要機器・

設備の被害が報告されている。

本課題では、災害時重要施設の一例として病院を主

な対象とし、非構造部材や医療機器等の高機能設備を

含めた病院施設の地震時挙動に関する包括的なデータ

を収集した。被害を迅速に把握するシステムの構築に

向けて、病院施設特有の脆弱性を陽に考慮した検討を

実施した結果、以下の成果を獲得した。

 病院施設の実地調査や管理者、医療従事者、設備

業者、医療機器メーカーへのヒヤリングを通した脆

弱要素の同定

 個別要素の実大実験による非構造部材や医療機器

の挙動分析

 災害時重要施設の構造耐震性に資するデータとして、

保有水平耐力に余力のある S 造建物の地震時挙動

を初めて取得

 病院施設の実情を鑑み、耐震構造・免震構造の 2
診療棟を模擬した実大建物を同時に揺らす実験を世

界で初めて実施

 構造躯体、非構造部材の損傷を自動判定するモニタ

リングシステムの実証データを獲得

 事業継続性の評価に向けて、天井材の損傷によるク

リーンルームの機能低下度、間仕切り壁の損傷やド

アの開閉支障による機能被害度、貯水槽や配管設

備の破損による水損度、などの他に類を見ない精緻

なデータセットを収集

より患者に近い領域では、医師や臨床工学技士、医

療機器メーカーや関連学会の積極的な参画を得て、下

記の課題を達成した。

 標準的なレイアウトを再現した診療室や処置室にお

いて、医療機器や設備の地震時応答、機器同士や

壁との衝突による影響、を評価

 部屋レベルの減災手法として、床材の特性やキャス

ターの固定度による被害差、に関する他に類を見な

いデータを収集

 応急危険度判定士と災害派遣医療チーム（DMAT）
隊員からなる合同調査チームの可能性を検討すべ

く、損傷度と事業継続性限界の共同検証を初めて実

施

獲得したデータを、地域医療を担う医療関係者や関

連行政機関が利用しやすい形にフォーマットするため、

以下の項目を実施した。

 重要度係数が高い病院施設の地震時挙動の視覚化

と性能指標の評価

 地震発生直後に医療施設内の被害程度を評価する

指標として、生命維持などの医療行為に支障をきた

す可能性が高くなる医療機器の被害が増大する建物

応答の閾値を整理

 既存の病院施設の応急的な耐震安全性向上策とし

て、災害時に利用が難しくなる機器とその被害低減

策を分類

2.  脆弱要素の事前評価

非構造部材や医療機器を対象に、京都大学防災研

究所の振動台を用いて機能低下度に関する脆弱性評価

を事前検討した。各試験の状況を図 1と図 2 に示す。

2.1  非構造部材

(1) エキスパンションジョイント

過去の地震ではエキスパンションジョイント（EXPJ）
の損傷が多数報告されているため、振動台実験により

EXPJ の損傷メカニズムを評価した（図 1a）。実験では、

設計可動量まで損傷しないことを振動台実験で確認し

ているAランク相当、手動などで設計可動量まで損傷

しないことを確認しているBランク相当を対象とした。

Aランクでは、設計可動量を超えても機能損失に至らな

いが、Bランクでは、設計可動量内で軽微な損傷があり、

設計可動量を超えるとすぐに機能損失に至った。

(2) 天井配管

共用廊下の給水管、医療ガス管などの配管、天井・

空調室内機・照明器具を取り付けた試験体の振動台実

験を行い（図 1b）、天井裏配管や機器等と天井吊り材・

ボードの干渉を観察した。ダクトと天井の接合位置に損

傷が見られた。天井は脱落せず、配管吊り材の変形や

機器と天井ボードの衝突による石膏ボード粉末の飛散

等を確認したが、配管そのものに被害はなかった。また、

京都工芸繊維大学で約 50 年間使用した給水管の繰返

し曲げ実験を行い、新品配管と同程度の性能を有する

ことを示した。

(3) 高架水槽

高架水槽の振動台実験を実施した（図 1c）。水槽に

は水の代わりに 50kN の砂を入れた。高架水槽のアン
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析医療室を、事業継続を求められる部署として、診察室、

処置室、検査部、薬剤部、スタッフステーションを再現

し、耐震・免震両棟に医療機器を配置した。一例として、

耐震棟 4F のレイアウトを図 4 に示す。

耐震棟試験体には、病院の継続使用性に影響を及

ぼす可能性が高い非構造部材や設備を配置した。耐震

棟の屋上には、2011 年東日本大震災以前の旧仕様と、

それ以降の新仕様の 2 種類の高置水槽を設置し、各水

槽と門型の架台で支持された置き配管をフレキシブル配

管で接続した。また、軽量鉄骨下地を有する間仕切壁

（2F ～ 4F）、間仕切壁の内側にユニット型内壁および

クリーンルーム用の天井（3F 手術室）、在来天井（4F）、
給水用とスプリンクラー用の排水管（3F・4F）、天井埋

込型エアコン（4F）を設置した。各部屋には吊り下げ式

の照明を据え付けた。

3.3  入力地震動と事前解析

入力地震動を表 1に示す。2020 年 12 月初めに、3
日間に渡り加振した。首都直下地震を想定した地震動

として JMA 神戸 NS 波を、南海トラフ沿いの巨大地震

による長周期地震動対策用として、建物立地に 2 種地

盤を想定した地震動（OS2）を採用して、非線形解析に

より地表波を求めた。

3.4  実験結果

(1) 試験体の応答と構造材被害

図 5 に耐震棟試験体の全体挙動を示す。長周期地

震動 ID5 の入力後は、アンカーボルトの増し締め前後

で、固有振動数を計測した。固有振動数は入力ととも

に減少し、特に ID5 で大きく低下した。X，Y 方向の

表 1　入力地震動

図 4　耐震棟 4Fレイアウト図

最大層間変形角は、最終加震で 0.026rad、0.032radと
なった。X 方向のベースシアー係数は 0.4 程度で塑性

化の兆候を示し、ID4 のときに最大で 0.7 程度であった。

最終加震ではアンカーボルトの破断の影響で、X 方向

とY 方向ともに耐力が 2 割程度低下した。頂部最大加

速度は、最終加震では約 20m/s2 に到達した。

図 6 に免震棟の全体挙動を示す。頂部最大加速度は

免震の効果により耐震棟に比べて大きく低減した。長

周期地震動 ID5 で水平 2 方向に 150mm 程度滑動し、

免震効果を発揮した。

耐震棟建物は 1 次設計レベルの ID1 ～ ID3 では、

ほぼ無損傷であった。保有水平耐力限界レベルの入力

（ID4）で構造部材の一部（2 階梁端部と柱脚）が損傷し

たものの、応急危険度判定の結果、目立った損傷なし

と判定された。長周期地震動の入力（ID5）により、2F
と 3F の床スラブに合成梁の変形に伴う曲げひび割れが

多く生じた。柱脚のアンカーボルトに緩みが生じたため、

増し締めを行った。最大加震（ID6）で柱脚のアンカー

ボルトが 2 か所で破断したため、応急危険度判定で危

険と判定され、加震を終了した。免震棟建物では、免

震装置が正常に動作し、ほぼ無被害であった。

(2) 医療機器・什器の被害

各医療機器のキャスターロックは、通常医療現場で

行われている対角ロック・片面ロック・3点ロック・オー

ルロック・オールフリーから選択した。2 種類の床材を

使用しているフロアでは、機器を対称的になるように配

置した。医療機器・医療材料を収納する棚・キャビネッ

トは、一般的な病院施設で使用されるL 字金具を用い

て固定した。

図 7 に、2 次設計レベルの直下地震の加震（ID4）を
終えた時点の、耐震棟試験体内の病室の様子を示す。

耐震棟建物内では、3 階および 4 階に設置した重心の

高い医療機器が転倒するとともに、医療機器の多くが

大きく移動し、互いに衝突する、壁に激突するなどした。

ベッドに設置したマネキンには挿管チューブや回路を装

着したが、医療関係者から、チューブが抜ける等、医

療行為に支障をきたす可能性が指摘された。長周期地

震動（ID5）では、さらに多くの医療機器が転倒した。

図 3　鉄骨造病院試験体の概要
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(3) 非構造材

間仕切り壁：図 8 に示すように間仕切り壁の損傷は、

(i) 石膏ダスト・石膏片の落下、(ii) パネル端部の皺、(iii)
固定具の損傷、(iv) パネルのひび割れ、(v) パネル内部

のひび割れ、(vi) パネル端部の破損、(vii) 構造部材と

の衝突による壁の破損、(viii) 二つのパネルのずれ、(ix)
衝突によるへこみ、(x)ドアフレームとの分離 (xi) 構造

体との分離に分類できる。図 9 に間仕切り壁のせん断

変形と最大層間変形の関係を示す。最大層間変形角が

0.29% を超えると、いくつかの間仕切り壁のコーナー部

などの応力が集中する部位が損傷した。

配管：図 10a、10b に、配管の吊り材の変形、配管が貫

通している壁の損傷、冷媒管の変形を示す。吊り材の

変形は確認できたが、配管自体の変形や損傷は見られ

なかった。

高架水槽および置き配管：高架水槽と屋上配管の損傷

の概要を図 10c に示す。架台脚部のベースプレートの

わずかなずれが確認されたが、その他の損傷は確認さ

れず、実験後の満水試験でも亀裂等による水漏れはな

かった。高架水槽に接続する配管についても、配管そ

のものには損傷は見られなかった。配管と置き架台は

一体になって振動し、フレキシブル管は曲がっていた。

配管架台脚下のゴム板は付近に散乱していた。

4.  高機能設備評価と損失判定

本震後に入院患者の避難や外来患者の受け入れ停止

が必要かどうかは、1) 建物の倒壊危険性、2) 建築的観

点からの病室使用継続性、3) 医療的観点から機能低下

度、の情報に基づき判断する必要がある。1) について

は全館避難が必要になり、2)と 3) については、診療科

ごとの判断となる。さらに、本震と同等の強さの地震動

に対しても、同様の指標を用いて医療機能の提供停止

までの余裕度を評価することが可能になる。

そこで実大震動台実験を利用して、応急危険度判定

士と災害医療派遣チーム（DMAT）が地震後に建物被害

や医療事業継続性を共同調査するチームを形成し、被

災地における病院調査の課題について世界で初めて検

討した。各指標の評価方法を検討した結果をまとめる。

4.1  骨組の崩壊余裕度評価

骨組の崩壊余裕度は、“都市の脆弱性が引き起こす

（a）固有振動数 （b）X⽅向の最⼤層間変形⾓ （a）頂部最⼤加速度

（c）X⽅向のベースシアー係数 （d）頂部最⼤加速度 （b）免震層の最⼤変位
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図 5　耐震棟の挙動 図 6　免震棟の挙動

周辺機器が移動し，⼿術台に衝突

機器が⼤きく移動し，⼈⼯⼼肺装置などが転倒

透析機器が⼤きく移動し，カバーが脱落

機器が⼤きく移動し，⼈⼯⼼肺装置などが転倒・転落

機器とベッドが壁に激しく衝突したのち右側に移動

図 7　病室の様子 : 左 ) 加振前 ; 右 ) 加振後
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析医療室を、事業継続を求められる部署として、診察室、

処置室、検査部、薬剤部、スタッフステーションを再現

し、耐震・免震両棟に医療機器を配置した。一例として、

耐震棟 4F のレイアウトを図 4 に示す。

耐震棟試験体には、病院の継続使用性に影響を及

ぼす可能性が高い非構造部材や設備を配置した。耐震

棟の屋上には、2011 年東日本大震災以前の旧仕様と、

それ以降の新仕様の 2 種類の高置水槽を設置し、各水

槽と門型の架台で支持された置き配管をフレキシブル配

管で接続した。また、軽量鉄骨下地を有する間仕切壁

（2F ～ 4F）、間仕切壁の内側にユニット型内壁および

クリーンルーム用の天井（3F 手術室）、在来天井（4F）、
給水用とスプリンクラー用の排水管（3F・4F）、天井埋

込型エアコン（4F）を設置した。各部屋には吊り下げ式

の照明を据え付けた。

3.3  入力地震動と事前解析

入力地震動を表 1に示す。2020 年 12 月初めに、3
日間に渡り加振した。首都直下地震を想定した地震動

として JMA 神戸 NS 波を、南海トラフ沿いの巨大地震

による長周期地震動対策用として、建物立地に 2 種地

盤を想定した地震動（OS2）を採用して、非線形解析に

より地表波を求めた。

3.4  実験結果

(1) 試験体の応答と構造材被害

図 5 に耐震棟試験体の全体挙動を示す。長周期地

震動 ID5 の入力後は、アンカーボルトの増し締め前後

で、固有振動数を計測した。固有振動数は入力ととも

に減少し、特に ID5 で大きく低下した。X，Y 方向の

表 1　入力地震動

図 4　耐震棟 4Fレイアウト図

最大層間変形角は、最終加震で 0.026rad、0.032radと
なった。X 方向のベースシアー係数は 0.4 程度で塑性

化の兆候を示し、ID4 のときに最大で 0.7 程度であった。

最終加震ではアンカーボルトの破断の影響で、X 方向

とY 方向ともに耐力が 2 割程度低下した。頂部最大加

速度は、最終加震では約 20m/s2 に到達した。

図 6 に免震棟の全体挙動を示す。頂部最大加速度は

免震の効果により耐震棟に比べて大きく低減した。長

周期地震動 ID5 で水平 2 方向に 150mm 程度滑動し、

免震効果を発揮した。

耐震棟建物は 1 次設計レベルの ID1 ～ ID3 では、

ほぼ無損傷であった。保有水平耐力限界レベルの入力

（ID4）で構造部材の一部（2 階梁端部と柱脚）が損傷し

たものの、応急危険度判定の結果、目立った損傷なし

と判定された。長周期地震動の入力（ID5）により、2F
と 3F の床スラブに合成梁の変形に伴う曲げひび割れが

多く生じた。柱脚のアンカーボルトに緩みが生じたため、

増し締めを行った。最大加震（ID6）で柱脚のアンカー

ボルトが 2 か所で破断したため、応急危険度判定で危

険と判定され、加震を終了した。免震棟建物では、免

震装置が正常に動作し、ほぼ無被害であった。

(2) 医療機器・什器の被害

各医療機器のキャスターロックは、通常医療現場で

行われている対角ロック・片面ロック・3点ロック・オー

ルロック・オールフリーから選択した。2 種類の床材を

使用しているフロアでは、機器を対称的になるように配

置した。医療機器・医療材料を収納する棚・キャビネッ

トは、一般的な病院施設で使用されるL 字金具を用い

て固定した。

図 7 に、2 次設計レベルの直下地震の加震（ID4）を
終えた時点の、耐震棟試験体内の病室の様子を示す。

耐震棟建物内では、3 階および 4 階に設置した重心の

高い医療機器が転倒するとともに、医療機器の多くが

大きく移動し、互いに衝突する、壁に激突するなどした。

ベッドに設置したマネキンには挿管チューブや回路を装

着したが、医療関係者から、チューブが抜ける等、医

療行為に支障をきたす可能性が指摘された。長周期地

震動（ID5）では、さらに多くの医療機器が転倒した。

図 3　鉄骨造病院試験体の概要

ＮＩＣＵ コロナ重症患者⽤病室
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ID 地震波 参考レベル

1 JMA 神⼾ NS X ⽅向 16% 弾性限界

2 JMA 神⼾ NS Y ⽅向 16% 弾性限界

3 OS-2 Y ⽅向 20% ⻑周期⼩振幅

4 JMA 神⼾ NS X ⽅向 50% 2 次設計

5 OS-2 XY ⽅向 50% ⻑周期⼤振幅

6 JMA 神⼾ NS XY ⽅向 50%,
UD Z ⽅向 100%

設計超
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激甚災害の軽減化プロジェクト　サブプロ② 都市機能

の維持・回復のための調査・研究”により示された「建

物の崩壊余裕度評価のための技術資料 - 高層建物編」

に基づき、スケルトンカーブ、応答点の位置関係から総

合的に判断する手法を用いて評価した。低層建物では、

高層建物と異なり一般に設計時に動的解析を実施しな

いため、解析データから崩壊点を求められない。

本実験では、ID4 にて 2 次設計レベルで柱脚のアン

カーボルトが塑性化した。この時点では、アンカーボル

トの伸び能力と比較して十分な変形性能が残されている

ことを確認し、同等程度の地震動を再度入力しても崩

壊には至らないと判断した。

図11に ID5と ID6入力時の 45度方向のベースシアー

と1 層変形角関係を示す。アンカーボルトを増し締めす

ることで初期状態に近い剛性と固有周期に回復できるこ

とを確認した。ID5 で 2 次設計レベルの長周期地震動

を入力した時点でも履歴挙動に大幅な劣化が見られな

いことを確認した。再度アンカーボルトを増し締めして

初期状態の回復を試みた。アンカーボルトの残存伸び

能力はもう一度同程度の地震動に耐えられると判断され

たため、終局状態に至らしめるために、45 度方向に 1.4
倍の地震動を入力した。予測通り、アンカーボルトの

判断により骨組の耐力や剛性が大幅に低下し、終局状

態を迎えた。ただし、骨組が自重を支えられない倒壊

は免れている。

また、柱脚部の塑性化に伴い、全体崩壊系から骨組

下層部に変形が集中し始める状態を特異点と位置づけ、

建物基礎、下層階、頂部の 3点に取り付けた加速度計

の記録から抽出した固有モードにより状態を評価した。

4.2  非構造材の機能損失評価

天井裏の設備配管等を対象としたモニタリングでは、

加振による揺れを検知した後に動画・画像データを自動

的に収集することに成功した。加振前後の画像データ

の差分解析より配管の吊り材等にわずかに残留変形が

生じていることを検知したが、機能損失に至るほどの損

傷は生じなかった。

配管および高架水槽の機能損失評価に関しては、周

囲の状況が大きく影響していると考えられる。専門家だ

けでなく、建築の極めて高度な知識を必要としないリス

ク評価のために、配管が有するリスクを簡単に評価する

ための実験、解析データの収集および現地調査を行い、

そのデータを元に周囲の混雑状況、配管の形状、その

他配管に影響を与える因子表を作成した。

配管モデルを作成し、配管と障害物との距離をパラ

メータとした解析に基づいた損傷評価のためのデータを

作成した。

事前に予備振動実験がされる免震対応のエキスパン

ションジョイントについては、3 軸加振においても設計

(a) 3F (b) 4F (c) RF
(a) 3F (b) 4F (c) RF

図 8　間仕切り壁の被害 図 9　壁と骨組の変形

図 10　配管と高架水槽の被害

Yielding
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damage

Maximum

w.t. minor damage

図 11　終局状態と応答点
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可動域内の変位で安定した挙動を示した。免震装置の

可動域と隣接する建物の変位を考慮して設計可動域を

適切に確保すれば、機能に支障をきたす可能性は低い。

4.3  医療機器の機能損失評価

試験体内に配置した人工呼吸器・人工心肺装置・透

析装置・体外式膜型人工肺（ECMO）などの生命維持装

置について、実際に患者が装着する回路も再現した（図

12）。保育器を除く生命維持装置については、600 mm
以上の移動又は転倒で、接続回路が外れる危険がある

ため、治療継続の限界と判定した。保育器については、

転倒した場合にのみ治療継続の限界と判定した。

医療機器のキャスター位置をマーキングし、機器の

移動距離を測定した（図 13）。また、部屋内で撮影した

動画に対して、動体解析手法を適用し、移動量の時刻

歴応答を推定した。免震棟の生命維持装置の移動はな

く、治療継続が可能と判定された。耐震棟では、保育

器を除く接続回路が必要な生命維持装置では、600mm
以上の移動又は転倒が発生した。このことから、手術室・

透析室・NICU・コロナ重症患者病室において、治療継

続が困難な状況が想定される。耐震棟 2 階の薬剤・検

査室に設置したキャビネットの L 字金具が、2日目の加

振において外れ、3日目の加振でキャビネットが転倒し

た。医療従事者の生命にも影響を与える可能性がある。

耐震建物において、治療継続不可の状況を回避する

手段として、床材の種類、医療機器架台の設計条件、

医療機器別のキャスターロック方法、患者接続回路へ

の工夫などが考えられる。また、棚・キャビネットにつ

いては、医療従事者の安全を考慮した固定方法の検討

も不可欠である。

5.  モニタリング手法の検討

5.1  赤外線カメラ

天井裏の設備配管を対象とした画像計測に基づくモ

ニタリングシステムを構築した。本システムは、地震前

後の静止画データを取得し、画像解析により対象とする

配管に生じた残留変形や散乱度合を定量化することを

目的としている。画像奥行方向の変形量は、配管の上

下方向と左右方向にも特徴点があることを前提に、特

徴点間の間隔が既知とした推定法について検証した。

加振中の動画データから設備配管に生じた最大変形

や配管の周期特性についても取得が可能であることを明

らかにした。

5.2  動ひずみ計測

サーバーの設置が不要で、バッテリーのみで長期間

の計測が可能な Sigfox 通信形式を採用したセンシング

手法を適用した。天井裏の吊り材に設置した無線ひず

みセンサにより、吊り材の応力変化をモニタリングした。

試験直前のデータに対して、全試験期間後で残留ひず

みを確認できた。医療機器及び高架水槽架台に無線傾

斜センサを設置し、機器の転倒や残留変形をモニタリ

ングした。傾斜および衝撃検知の機能により、地震の

際の局所的な影響（転倒や破壊）、衝撃による影響（損

傷や内部被害）を検知可能であることが実証できた。

露出柱脚部の塑性変形量を評価するために、柱のひ

ずみ波形や反曲点変化を利用する手法を考案した。ひ

ずみ波形からアンカーボルトの伸びに生じるスリップ現

象を同定し、さらにスリップ時間を利用して露出柱脚の

塑性回転角、ならびにその原因となるアンカーボルトの

塑性変形伸びを推定する評価式を開発した。また、ひ

ずみの時間平均から柱内の反曲点位置を同定し、柱脚

の固定度低下を推定できることを示した。

5.3  刺激関数を用いた応答予測

実大震動台実験により、微動計測で評価したモード

情報を用いて建物の多自由度系等価線形モデルを作成

し、地震応答を推定する方法を検証した。この方法は

設計図面や構造計算書がなくても適用でき、同時計測

でなくても微動計測した位置で応答が得られることに

特長がある。建物内の多くの場所で予め微動計測され、

建物の基礎部で地震時に加速度波形が計測されること

を想定している。実験から、微動時と大地震時では建

物の動特性は異なるが、微動時の固有振動数を大地震
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図 12　生命維持装置の接続回路（ECMO・人工呼吸器）

図 13　位置マーキング

-  131 --  130 -

激甚災害の軽減化プロジェクト　サブプロ② 都市機能

の維持・回復のための調査・研究”により示された「建
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(a) 3F (b) 4F (c) RF
(a) 3F (b) 4F (c) RF

図 8　間仕切り壁の被害 図 9　壁と骨組の変形

図 10　配管と高架水槽の被害

Yielding

w.t. severe
damage

Maximum

w.t. minor damage

図 11　終局状態と応答点
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6.  まとめ

 災害時に事業継続性を求められる病院施設を念頭

に、通常の建物より大きな地震荷重に耐えられる病

院施設の実大振動台実験を実施し、耐震性能と建

物崩壊余裕度を評価した。建物構造の被害を低減

できる一方で、室内被害はあまり低減できず、診療

行為の継続が困難になる可能性が高いことを明らか

にした。

 生命維持などの医療行為に支障をきたす機器や高

機能設備について、地震後に迅速に状態を評価する

ために必要な定量的指標と閾値を明らかにした。

 広域無線通信式センサ、画像データ、動画データな

どを利用して、非構造部材や医療機器の状態を把

握する仕組みを提案し、実社会においても適用でき

る信頼性と精度が確保できることを確認した。

 本震後に入院患者の避難や外来患者の受け入れ停

止が必要かどうかは、1) 建物の倒壊危険性、2) 建
築的観点からの病室使用継続性、3) 医療的観点か

ら機能低下度、の情報に基づき判断する必要がある。

構造関係者と医療関係者が地震後に建物被害や医

療事業継続性を共同で調査する仕組みを検討した。

 センサなどから得られる情報により、全館避難、部

分避難、待機など管理者の運用判断を支援する仕

組みを提示した。

（謝辞）

日本製鉄、日鉄建材、日鉄エンジニアリング、センク

シア、新高製作所、セントラルユニ、日機装、田島ルーフィ
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京都大学医学部附属病院、宇治徳洲会病院、西陣病院、

佼成病院、大垣市民病院の医療関係者には、実験計画
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繊維大学の学生には、計測準備と損傷観察に尽力いた
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2. 総括研究報告【サブプロ (c)】
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

Ⅲ-4　室内空間における機能維持

分担責任者：佐藤　栄児（防災科研）、林　和宏（千葉大学）

1.  研究の目的

本研究は、防災科学技術研究所が推進する「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」の課

題の 1つである、「サブプロ (c)　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」の内、「室

内空間における機能維持」において、地震時に建物の

室内空間の機能を維持することを目的に行っている。

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、

屋内設備、家具、什器等の地震動による損傷が再現可

能な大型振動台実験用試験体を製作し、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。

これらの成果より、現在までに確立されていない、

室内被害による検証方法のガイドラインの作成、およ

び、画像処理技術を用いたセンシングシステムの構築を

行う。室内被害を定量的に評価できることで、構造物

を含めた総合的な地震時の被災状況を把握し、早期復

旧が可能となる。

2.   室内空間における損傷被害検証手法のためのＥ－

ディフェンス振動台実験

2.1  実験目的

地震時における非構造部材、家具什器等の安全性お

よび施設機能などへの影響（被害）について、振動台実

験により被害度の評価法や被害軽減のための対策方法

を検証する。これにより、地震時における室内空間全

体でのより効果的な機能維持を実現させることを目指し

ている。

そこで、室内空間に関して実験的かつ統一的に機能

維持性能を評価できる検証システムを確立するため、

室内空間に特化し繰り返し同一条件下で振動台実験を

実施する手法を提案する。

2.2  検証用実験ユニット

E－ディフェンスを用い、各種非構造部材、屋内設備、

家具、什器等に特化し、これらを比較的自由にかつ効

果的に設置し、室内空間を再現させたうえ、繰り返しお

よび同一条件での振動台実験による検証および評価が

可能な実験治具（以下、「検証用実験ユニット」という）

を設計した。

1つの検証用実験ユニットの大きさは柱スパンで 8×
5m（図 1）で、基準高さは 3.58mである。質量は 1ユニッ

トあたり約 57ton（床スラブを含む）で、比較的剛な構造

として設計している。それぞれの検証用実験ユニットは

結合可能で、最大で平面方向に 2 個× 2 個、高さ方向

で 2 層まで積み重ね振動台に搭載可能である。本実験

では検証用実験ユニットを平面方向に 3 基設置し加振

実験を行った。E－ディフェンスに搭載した際の全体図

を図 2 に示す。

検証用実験ユニットは、主要構造部材を無損傷に留

めることで繰り返しの使用を可能とし、検証目的に応じ

て、実験ごとに検証用実験ユニットの内部に設置する非

構造部材、屋内設備、家具、什器等を組み替え、室内

環境を変化させることが可能である。これにより短期間

で効果的に室内空間に同一条件での振動台実験が可能

となる。

2.3  再現室内空間

検証用実験ユニットには、構造要素として柱梁のほ

か床スラブと天井スラブがあり、これらに非構造部材、

屋内設備、家具、什器等を設置することになる。実験

においては、検証目的に応じて室内環境・機能を設定

する必要がある。そこで過去の地震災害時に機能損失

により大きく影響を受けた建物用途・施設について事

図 1　検証用実験ユニット　パース図

図 2　検証用実験ユニット
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前に調査し、それらの建物用途・施設に応じた室内環

境・機能を再現した。具体的には、建物用途として住居、

オフィス、展示施設を設定した。これらの再現室内空

間の計画レイアウトを図 3 に示す。

2.4  入力波形

検証用実験ユニットへの入力波は、既往の構造物を

対象とした振動台実験の様に、過去に観測された地震

動や設計用の入力地震動（地表面加速度）だけではな

く、それらの地震動により建物が揺すられた際の床応

答加速度も入力した。そのため検証目的により設定し

た建物用途に合わせて、建物構造および設定階を決定

した上で、応答解析により設定階の床応答加速度を算

出し、その床応答加速度を振動台実験の入力波として

用いた（図 4）。また、応答解析における設定建物への

入力地震動のレベルとして、震度階級が 3 ～ 4 程度、5
弱～ 5 強、6 弱以上と段階的にレベルを上げて評価し

た。これらにより、建物の固有周期や地震動の入力レ

ベルと室内空間の被害状況との関係についても検証を

行った。

また、今後発生が確実視されている、首都直下型地

震に対して、サブプロ (b)との連携により、関東域での

地盤や震源の特性などを考慮した波形の作成を行い振

動台実験の入力波として使用した。

本実験に用いた主な地震動を表 1に示す。

2.5  実験計画

本実験では、検証用実験ユニットを平面方向に 3 基

設置した加振実験を 2 シリーズに分けて行った。詳しく

は、1シリーズ目の加振実験が終了、被害検証を行った

後、内装工事を改めて行い 2 シリーズ目の加振実験を

行った。室内の様子の一例を図 5 に示す。

2.6  実験結果

検証用実験ユニット内に室内空間を再現し、E－ディ

フェンスを用いた振動台加振実験を行った。加速度計、

変位計を用いたセンシングに加え、監視カメラ等、画像

によるセンシングを行うことで地震時の建物・施設の機

能継続性ついての検証や、被害状況の判定法の確立、

耐震性向上・機能維持のための対策検討を行った。

実験時の主な被害を図 6 および表 2 にまとめる。

展示ケースや展示台の被害が発生しない場合でも、

そのうえの展示物の移動や転倒がみられた。転倒した

(a) 博物館のレイアウト

(b) 住居・オフィス・サーバールーム
図３ 再現空間のレイアウト図 3　再現空間のレイアウト

(a) 想定される観測地震動

(b) 想定建物に⼊⼒し数値解析を⾏

(c) 数値解析で得られた特定階の
床応答加速度波形

想定⾸都圏地震（サブ B 連携波）
JMA 神⼾波
JR 鷹取波

熊本地震本震（KiK-net 益城）
東北地⽅太平洋沖地震（K-NET 仙台）

想定東海地震（三の丸波）

図 4　入力加速度波形作成手順

表 1　主な入力地震動
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場合、展示物の損傷も発生しており、損傷により歴史的

価値の喪失も生じるため、これらの対策などが必要であ

る。

また展示ケースの転倒、照明の落下などは重大な人

的被害につながる可能性がある、これらの対策も重要

になってくる。

3.   カメラ映像を用いた地震時即時室内被害状況判定手

法の開発 
3.1  被害判定アンケートの分析

震災時に機能維持に関わる被害の判定法の検討を

行っており、人が地震被害を察知する時、視覚、聴覚、

嗅覚などの情報から判断していることに着目し、映像や

音響等（五感センサ）を利用した定量的な被害評価シス

テムの構築を目指す。映像からの評価では、人が映像

を目で見て判定した定性的評価と、センサ等からの定量

的評価との相関関係を導き出し、最終的にはセンサ等

から総合的に被害判定を行う。図 5　室内の再現状況（博物館）

図 6　実験時の被害状況（博物館）

表 2　主な被害状況

対象 被害状況 
展⽰台上の展⽰物 展⽰台からの落下、転倒。展⽰物の

破損。 
壁掛けの展⽰物 ワイヤーケーブルの破損・展⽰物の

落下。壁の損傷。 
展⽰ケース 展⽰ケースの転倒・破損。

展⽰物の破損。 
免震台 ⼀定の効果あり 

地震動により展⽰物の落下、転倒。 
ダクトレールの照明 照明の落下、落下による破損。 
プロジェクター 取り付け部材の⼀部変形。置き型は

移動。 
間仕切壁 物品の衝突による破損。 
OA フロア 物品の転倒等によるパネルの変形。 

-  135 --  134 -

前に調査し、それらの建物用途・施設に応じた室内環

境・機能を再現した。具体的には、建物用途として住居、

オフィス、展示施設を設定した。これらの再現室内空

間の計画レイアウトを図 3 に示す。

2.4  入力波形

検証用実験ユニットへの入力波は、既往の構造物を

対象とした振動台実験の様に、過去に観測された地震

動や設計用の入力地震動（地表面加速度）だけではな

く、それらの地震動により建物が揺すられた際の床応

答加速度も入力した。そのため検証目的により設定し

た建物用途に合わせて、建物構造および設定階を決定

した上で、応答解析により設定階の床応答加速度を算

出し、その床応答加速度を振動台実験の入力波として

用いた（図 4）。また、応答解析における設定建物への

入力地震動のレベルとして、震度階級が 3 ～ 4 程度、5
弱～ 5 強、6 弱以上と段階的にレベルを上げて評価し

た。これらにより、建物の固有周期や地震動の入力レ

ベルと室内空間の被害状況との関係についても検証を

行った。

また、今後発生が確実視されている、首都直下型地

震に対して、サブプロ (b)との連携により、関東域での

地盤や震源の特性などを考慮した波形の作成を行い振

動台実験の入力波として使用した。

本実験に用いた主な地震動を表 1に示す。

2.5  実験計画

本実験では、検証用実験ユニットを平面方向に 3 基

設置した加振実験を 2 シリーズに分けて行った。詳しく

は、1シリーズ目の加振実験が終了、被害検証を行った

後、内装工事を改めて行い 2 シリーズ目の加振実験を

行った。室内の様子の一例を図 5 に示す。

2.6  実験結果

検証用実験ユニット内に室内空間を再現し、E－ディ

フェンスを用いた振動台加振実験を行った。加速度計、

変位計を用いたセンシングに加え、監視カメラ等、画像

によるセンシングを行うことで地震時の建物・施設の機

能継続性ついての検証や、被害状況の判定法の確立、

耐震性向上・機能維持のための対策検討を行った。

実験時の主な被害を図 6 および表 2 にまとめる。

展示ケースや展示台の被害が発生しない場合でも、

そのうえの展示物の移動や転倒がみられた。転倒した

(a) 博物館のレイアウト

(b) 住居・オフィス・サーバールーム
図３ 再現空間のレイアウト図 3　再現空間のレイアウト

(a) 想定される観測地震動

(b) 想定建物に⼊⼒し数値解析を⾏

(c) 数値解析で得られた特定階の
床応答加速度波形

想定⾸都圏地震（サブ B 連携波）
JMA 神⼾波
JR 鷹取波

熊本地震本震（KiK-net 益城）
東北地⽅太平洋沖地震（K-NET 仙台）

想定東海地震（三の丸波）

図 4　入力加速度波形作成手順

表 1　主な入力地震動
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人による定性的評価について、検証するため振動台

実験の実験映像を見た時の評価について、web を用い

たアンケート調査を行っている 1)。これまでに 100人の

回答を得たアンケートを分析した。

3.2  定性的被害判定の根拠となった要因

アンケートにより得られた被害判定理由を分析するこ

とにより、人が被害程度を判定する上で何に着目してい

るのか分析する。

表 3 は、被害判定理由から読み取ることが出来る着

目点を 9 種類に分類し、各着目点に関連するキーワー

ドを含む判定理由の回答数をカウントした結果である。

表は回答数が多い順に上から並べており、上位 4 項目

は上から順番に「物の移動」・「物の転倒」・「小物の落

下・散乱」・「人の状況」となった。

4.  動画解析による自動被害判定に向けた検討

4.1  概要

室内被害の自動判定を目的とした動画解析を実施し、

前述したアンケート結果をどの程度再現可能かを検証す

る。

4.2  動画解析による被害判定手法の概要

室内被害発生時には、家具・什器の転倒や天井の崩

落等、モノの動きが生じる。そこで本検討では動画内

の動きを表す「動きベクトル」を用いて被害程度を推定

する。動きベクトルとは、動画の各画素に映るモノが画

像平面上をどの方向にどれくらいの速さで動いているか

を表すベクトルであり、時系列の前後 2 枚の画像から

算出される。

またカメラ映像ではカメラから離れた位置にあるモノ

や動きは小さく映るため、画像平面上の動きだけでは

正確な動きが把握できない。そこでカメラと各画素に映

るモノの距離（奥行き）を推定し、動きベクトルの大きさ

にその距離に応じた重みを乗じて補正を行った。

4.3  動画解析による被害判定のための特徴量抽出

前述の室内被害映像の判定に関するアンケート調査

の結果分析により、人が定性的に室内被害を判定する

際の着目点の上位 3 項目は「物の移動」、「物の転倒」お

よび「小物の落下・散乱」であることを明らかにした。

そこで、この 3 つの着目点を動画解析により定量化し、

被害を判定する手法について検討した。

室内のそれぞれの対象（家具、壁、天井など）に対し

て動き、移動、落下などを画像解析により16 種類の特

徴量として数値化する。特徴量算出フローを図7に示す。

本特徴量と被害判定アンケートより、被害予測式を導き

出した（ここでは 2 つの回帰分析を実施）。それぞれの

分析結果を図 8 に示す。図からデータに対する回帰モ

デルの当て嵌まりが良く、住宅・オフィス共に正解値に

近い予測値を算出していることが分かる。

5.  簡易デバイスを用いた地震被害評価

近年開発された簡易デバイスを活用した地震時の被

害評価システムと、当該情報を迅速に共有する仕組み

を提案、開発する。

5.1  簡易センシングデバイス

ここでは、地震時の被害評価で最も多く用いられる

加速度記録に着目し、MEMS センサを用いた簡易地震

計、スマートフォン、感震ブレーカーなどの簡易センシ

ングデバイスの活用を想定する（図 9 参照）。

表 3　被害判定時における着目点

項⽬ 備考

1 物の移動 転倒せずに物が移動（キャスターのない家具類
であれば滑動）しているか。

873

2 物の転倒 主に⼤きな家具や重量物が転倒しているか。 665

3 ⼩物の落下・散乱 ⼩物が落下したり散乱したりしているか。 504

4 ⼈の状況 ⼈の怪我の程度や動けるかどうか。 415

5 部屋全体の揺れ⽅
部屋全体または映像全体がどのように揺れてい
るか。（カメラ⾃体が振動することによる映像
の揺れも含む）

246

6 物の破損 コピー機などの物が損傷しているか。 173

7 部屋全体のレイアウト 部屋全体の家具等のレイアウトがどのくらい変
化しているか。

164

8 吊り照明の揺れ・天井落下 吊り照明がぶらぶらと揺れているか。天井が落
下しそうになっているか。

131

9 引き出し・扉の動き 引き出しや冷蔵庫の扉等が開閉したり、落下し
たりしているか。

128

※2全判定理由回答数：2047個

No
着⽬点 回答数※1

(個)

※1 着⽬点を含む判定理由の回答数

図 7　動画解析による特徴量算出フロー

図 8　被害判定の回帰分析結果
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2018 年度に本プロジェクトで実施された E－ディフェ

ンス実験において、上記 3 デバイスの性能を検証した。

図 10 は軸組み住宅 1 階で計測した床応答加速度履歴

を示す。IT 強震計、スマートフォン、の応答は精度よく

対応している。これは、本来地震計として製作されては

いないスマートフォンや感震ブレーカーを用いた地震被

害評価に、可能性があることを示している。

5.2  スマホ地震計アプリ

地震発生時の揺れの記録を自動的に収集し、インター

ネット回線を通じて共有するスマートフォンアプリ（以後、

スマホ地震計アプリ）を開発した（図 11 参照）。アプリ

は Android デバイス上で常駐し、揺れを感知することで

加速度記録を FTP サーバーやAmazon Web Services
の S3 データストレージ等に自動アップロードする機能を

有する。本アプリについて、2021年度の E－ディフェン

ス実験（図 12）で性能検証を実施した。今後、本アプ

リについては Google Playなどを通じた無料配布をめざ

す。

5.3   クラウドコンピューティングを活用した被害評価と

情報共有

インターネットを通じたリアルタイムな被害評価と情

報共有をめざして、リアルタイム地震被害評価システム

を、クラウドコンピューティング上に構築した。ここでは、

AWS が提供するEC2を利用した。図 13 は、当該シス

テムの試験運用結果の一部で、実在する自治体庁舎の

被害評価結果である。

6.  まとめ

 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」（関連機関および

各種メーカが参加）を実施し、室内空間における損

傷被害検証手法のため、E－ディフェンス振動台実

験を行った。

 製作した検証用ユニット内に様々な室内空間（博物

館・オフィス・住宅・サーバールーム）を再現し、加

振実験を行うことで、建物用途により異なった被害

状況を把握・評価した。

 室内被害を再現する目的から、振動台に入力する波

形については、いくつかの建物ケースを想定し、想

定階に準じた入力加速度を数値計算で算出し、振

動台の入力波形とした。これらの方法により、通常、

低層に比べ揺れが大きい高層階での室内被害につい

ても評価することができた。

 サブプロ (b)との連携により、今後発生が確実視さ

れる首都直下型地震を想定した、関東域での地盤

や震源の特性などを考慮した波形を作成し、入力波

形として用いた。想定地震動による室内被害を現わ

a)簡易地震計 (b)ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ (c)感震ﾌﾞﾚｰｶｰ
図 9　簡易センシングデバイス

図 10　木造住宅 1 階床面の加速度記録

図 11　スマホ地震計アプリ

図 12　E－ディフェンス実験での性能検証

図 13　被害評価結果例
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人による定性的評価について、検証するため振動台

実験の実験映像を見た時の評価について、web を用い

たアンケート調査を行っている 1)。これまでに 100人の

回答を得たアンケートを分析した。

3.2  定性的被害判定の根拠となった要因

アンケートにより得られた被害判定理由を分析するこ

とにより、人が被害程度を判定する上で何に着目してい

るのか分析する。

表 3 は、被害判定理由から読み取ることが出来る着

目点を 9 種類に分類し、各着目点に関連するキーワー

ドを含む判定理由の回答数をカウントした結果である。

表は回答数が多い順に上から並べており、上位 4 項目

は上から順番に「物の移動」・「物の転倒」・「小物の落

下・散乱」・「人の状況」となった。

4.  動画解析による自動被害判定に向けた検討

4.1  概要

室内被害の自動判定を目的とした動画解析を実施し、

前述したアンケート結果をどの程度再現可能かを検証す

る。

4.2  動画解析による被害判定手法の概要

室内被害発生時には、家具・什器の転倒や天井の崩

落等、モノの動きが生じる。そこで本検討では動画内

の動きを表す「動きベクトル」を用いて被害程度を推定

する。動きベクトルとは、動画の各画素に映るモノが画

像平面上をどの方向にどれくらいの速さで動いているか

を表すベクトルであり、時系列の前後 2 枚の画像から

算出される。

またカメラ映像ではカメラから離れた位置にあるモノ

や動きは小さく映るため、画像平面上の動きだけでは

正確な動きが把握できない。そこでカメラと各画素に映

るモノの距離（奥行き）を推定し、動きベクトルの大きさ

にその距離に応じた重みを乗じて補正を行った。

4.3  動画解析による被害判定のための特徴量抽出

前述の室内被害映像の判定に関するアンケート調査

の結果分析により、人が定性的に室内被害を判定する

際の着目点の上位 3 項目は「物の移動」、「物の転倒」お

よび「小物の落下・散乱」であることを明らかにした。

そこで、この 3 つの着目点を動画解析により定量化し、

被害を判定する手法について検討した。

室内のそれぞれの対象（家具、壁、天井など）に対し

て動き、移動、落下などを画像解析により16 種類の特

徴量として数値化する。特徴量算出フローを図7に示す。

本特徴量と被害判定アンケートより、被害予測式を導き

出した（ここでは 2 つの回帰分析を実施）。それぞれの

分析結果を図 8 に示す。図からデータに対する回帰モ

デルの当て嵌まりが良く、住宅・オフィス共に正解値に

近い予測値を算出していることが分かる。

5.  簡易デバイスを用いた地震被害評価

近年開発された簡易デバイスを活用した地震時の被

害評価システムと、当該情報を迅速に共有する仕組み

を提案、開発する。

5.1  簡易センシングデバイス

ここでは、地震時の被害評価で最も多く用いられる

加速度記録に着目し、MEMS センサを用いた簡易地震

計、スマートフォン、感震ブレーカーなどの簡易センシ

ングデバイスの活用を想定する（図 9 参照）。

表 3　被害判定時における着目点

項⽬ 備考

1 物の移動 転倒せずに物が移動（キャスターのない家具類
であれば滑動）しているか。

873

2 物の転倒 主に⼤きな家具や重量物が転倒しているか。 665

3 ⼩物の落下・散乱 ⼩物が落下したり散乱したりしているか。 504

4 ⼈の状況 ⼈の怪我の程度や動けるかどうか。 415

5 部屋全体の揺れ⽅
部屋全体または映像全体がどのように揺れてい
るか。（カメラ⾃体が振動することによる映像
の揺れも含む）

246

6 物の破損 コピー機などの物が損傷しているか。 173

7 部屋全体のレイアウト 部屋全体の家具等のレイアウトがどのくらい変
化しているか。

164

8 吊り照明の揺れ・天井落下 吊り照明がぶらぶらと揺れているか。天井が落
下しそうになっているか。

131

9 引き出し・扉の動き 引き出しや冷蔵庫の扉等が開閉したり、落下し
たりしているか。

128

※2全判定理由回答数：2047個

No
着⽬点 回答数※1

(個)

※1 着⽬点を含む判定理由の回答数

図 7　動画解析による特徴量算出フロー

図 8　被害判定の回帰分析結果

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

定
性
的
被
害
判
定

予
測
値

定性的被害判定平均値
(アンケート結果)

重回帰

住宅 オフィス

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

定
性
的
被
害
判
定

予
測
値

定性的被害判定平均値
(アンケート結果)

ランダムフォレスト回帰

住宅 オフィス



-  139 --  138 -

すことにより、今後の防災活動の普及・啓発に有効

的な結果となった。

 震災時に機能維持に関わる被害の判定法の検討を

おこなう目的で、人による定性的評価に対し、映像

や音響等（五感センサ）を利用した定量的な被害評

価システムの構築を目指した。

 100人を対象に、過去の実験で得られた室内被害の

動画に対して定性的被害判定のアンケートを実施し

た。被害判定理由の回答の文章中に含まれるキー

ワードを分析した結果、人が被害を判定する際に重

要視していると推測される項目は、上から「物の移

動」・「物の転倒」・「小物の落下・散乱」・「人の状

況」となった。

 室内被害の自動判定を目的とした動画解析を実施

し、アンケート結果で得られた定性的被害判定をど

の程度再現可能か検証した。その結果、定性的被

害判定と同等の判定が可能であることを確認した。

 スマートフォンや感震ブレーカーで取得した地震記

録は、地震被害評価に用いるに十分な精度を有して

いた。

 地震波形の記録・共有を目的とした Android スマ

ホアプリを開発した。本アプリについては、Google 
Playなどを通じた無料配布をめざす。

 汎用のクラウドコンピューティングサービスを利用し

て、リアルタイム地震被害評価システムを構築し、

その試験運用を行った。システムは、実在する地方

行政庁舎での試験運用を継続しており、今後は更な

る広域展開をめざす。

（謝辞）

本研究は、「室内空間を中心とした機能保持のための

研究会」の協力により実施できた。特に振動台実験に

おいては、IMV（株）、NPO 安心安全のまちづくり機構、

（株）イトーキ、FKK（株）、セイコーエプソン（株）、（株）

オカムラ、カリモク皆栄（株）、（株）桐井製作所、（株）

構造計画研究所、コクヨ（株）、センクシア（株）、帝京

大学、東京国立博物館、京都国立博物館、NHK 技研、

藤澤建機（株）、フリーアクセスフロア工業会、（株）ホタ

ルクス、明治大学、防災機器検査協会には多大な協力

を得た。

また、簡易デバイスを用いた地震被害評価に関して

は、サブプロジェクト (b) 課題 2C『スマートフォンによ

る揺れ観測技術の開発』と、データ利活用協議会『建

物付帯設備分科会』の協力を得た。

ここに深く感謝の意を表します。

参考文献

1） 地震時被害映像に関するアンケート（住居・オフィ

ス・学校編） https://forms.gle/TuJ5nBATBtx7Buh59
2） I. Laina, C.Ruppercht, V.Belagiannis, F. Tombari, 

and N. Navab. Deeper Depth Prediction with Fully 
Convolutional Residual Networks. In 3DV, 2016.
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2. 総括研究報告【サブプロ (c)】
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

Ⅲ-5　データ収集・整備と被害推定システム構築のためのデータ管理・利活用検討

分担責任者：西谷　章（早稲田大学）

1.  研究の目的

人口が集中し、多数の企業が本社機能を置く首都圏

が巨大地震に襲われたときの迅速な復旧・立直りに向

けた有効な対策が求められている。このひとつが、地

震直後の、建築物のすみやかな損傷度・余裕度評価、

事業（使用）継続性判定である。

センサ技術・IT を有効活用した、迅速な判定法の構

築を目的として、サブ (c)では、＜課題１～ 5＞が推進

されてきた。

＜課題 1～ 4＞は、それぞれが担当の E－ディフェン

ス大型震動台実験を実施してデータ収集を行い、＜本

課題 5＞は全実験に関与して、無線加速度センサ・層

間変位センサを中心に据えたデータ計測を行ってきた。

また、地震の地盤・建物への影響を定量的に把握する

目的で、サブ (b)との協力のもと、地盤－建物系に設置

された地震計データの整備も行っている。

以上のデータ収集整備を通して、今後の防災への利

活用方策を検討し、被害推定システムの構築に向けた

判定法の提案等を行って、その普及をはかる。

2.  無線加速度センサと層間変位センサ

4 つの E－ディフェンス実験において無線加速度セン

サの、3つの実験において層間変位センサの計測を行っ

た。

これまでにも、さまざまな研究課題、研究機関によっ

て、実大建物試験体の加振実験が実施されてきている

が、中小地震から大地震まで、木造・RC 造・S 造に対

して共通のセンサを設置して、統一的なデータ計測収集

を実施したのは、これまでに例がなく、意義あるデータ

整備を行うことができた。そして、両センサのデータを

融合した損傷度等の判定法を提案した。

共通のセンサとして、無線センサ、層間変位センサを

選択した理由は次の通りである。

自動車の自動ブレーキ・自動運転に代表されるように、

現代技術の発展はセンサ技術の発展と不可分である。

無線センサは、複数層にわたるデータが必要な建築物

において、ケーブル不要で設置も容易となり、建物のモ

ニタリングにおける利点は大きい。将来の建築構造ヘル

スモニタリングの主流となりうるものである。

もう一方の、層間変位センサ [1] は、建物の安全度・

崩壊余裕度ともっとも相関性の高い層間変位時刻歴を

直接計測する機器である。

現在複数の機関により提案・実装されている建物モ

ニタリングも、加速度センサ計測値を積分して層間変位

を算出し、健全性判定を行う方式を採用しているもの

が多い。実大建物模型の加振実験では、LVDTタイプ

[2]の接触型センサによる層間変位計測も可能であるが、

設置が大掛かりで、大きなスペースを要するため、実建

物への適用は現実的ではない。

このような背景から、コンパクトに、層間変位時刻歴

を直接計測できる機器はずっと求められていたが、早

稲田大学－鹿島の共同研究がこの開発を成功させた

[1]。設置・計測に大きなスペースは不要であり、すでに、

このセンサが設置された実建物もある。

この層間変位センサは「光源部」と「受光部」からな

り、光源部を上階梁下端に、受光部を真下の梁上端に

設置する。光学的な原理によって、受光部が光源部位

置を追跡することで、2 方向の層間変位時刻歴を計測で

きる非接触型のセンサである。

このセンサによる精確な層間変位データ取得には、

「光源部」と「受光部」間の設置寸法に合わせて、計測

実施前か後のいずれかに、専用の機器「XYステージ」

を用いたキャリブレーションを行う必要がある。

今回、上述の両センサによって収集したデータは、

今後のモニタリングのあり方の議論に、損傷度や余裕度

の判定法構築の議論に有用なデータとなる。また、細

かな技術的課題となるが、加速度積分から推定する層

間変位の妥当性に関する議論にも大いに役立つはずで

ある。

3.  Ｅ－ディフェンス実験でのデータ計測収集

以上述べたように、E－ディフェンス実験において、

共通のセンサによるデータ収集を行った。2017 年度に

は、事前準備として、選択した無線センサの性能検証

実験を実施し、2018 ～ 2021年度の実大実物実験では、

それぞれの主担当の＜課題 1～ 4＞と協力しながら、セ

ンサ設置計画を策定して、計測を行った。

本報告の冒頭でも述べたが、木造・RC 造・S 造を対

象に、中小～大地震までの加速度応答を無線センサに

よって、層間変位応答を層間変位センサによってデータ

取得した。

以下、2017 ～ 2021 年度の実験内容と関連する検討

検証結果を述べる。

3.1  2017 年度の無線センサ性能検証

・翌年度以降の E－ディフェンス実験用に選定した無線
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すことにより、今後の防災活動の普及・啓発に有効

的な結果となった。

 震災時に機能維持に関わる被害の判定法の検討を

おこなう目的で、人による定性的評価に対し、映像

や音響等（五感センサ）を利用した定量的な被害評

価システムの構築を目指した。

 100人を対象に、過去の実験で得られた室内被害の

動画に対して定性的被害判定のアンケートを実施し

た。被害判定理由の回答の文章中に含まれるキー

ワードを分析した結果、人が被害を判定する際に重

要視していると推測される項目は、上から「物の移

動」・「物の転倒」・「小物の落下・散乱」・「人の状

況」となった。

 室内被害の自動判定を目的とした動画解析を実施

し、アンケート結果で得られた定性的被害判定をど

の程度再現可能か検証した。その結果、定性的被

害判定と同等の判定が可能であることを確認した。

 スマートフォンや感震ブレーカーで取得した地震記

録は、地震被害評価に用いるに十分な精度を有して

いた。

 地震波形の記録・共有を目的とした Android スマ

ホアプリを開発した。本アプリについては、Google 
Playなどを通じた無料配布をめざす。

 汎用のクラウドコンピューティングサービスを利用し

て、リアルタイム地震被害評価システムを構築し、

その試験運用を行った。システムは、実在する地方

行政庁舎での試験運用を継続しており、今後は更な

る広域展開をめざす。

（謝辞）

本研究は、「室内空間を中心とした機能保持のための

研究会」の協力により実施できた。特に振動台実験に

おいては、IMV（株）、NPO 安心安全のまちづくり機構、

（株）イトーキ、FKK（株）、セイコーエプソン（株）、（株）

オカムラ、カリモク皆栄（株）、（株）桐井製作所、（株）

構造計画研究所、コクヨ（株）、センクシア（株）、帝京

大学、東京国立博物館、京都国立博物館、NHK 技研、

藤澤建機（株）、フリーアクセスフロア工業会、（株）ホタ

ルクス、明治大学、防災機器検査協会には多大な協力

を得た。

また、簡易デバイスを用いた地震被害評価に関して

は、サブプロジェクト (b) 課題 2C『スマートフォンによ

る揺れ観測技術の開発』と、データ利活用協議会『建

物付帯設備分科会』の協力を得た。

ここに深く感謝の意を表します。

参考文献

1） 地震時被害映像に関するアンケート（住居・オフィ

ス・学校編） https://forms.gle/TuJ5nBATBtx7Buh59
2） I. Laina, C.Ruppercht, V.Belagiannis, F. Tombari, 

and N. Navab. Deeper Depth Prediction with Fully 
Convolutional Residual Networks. In 3DV, 2016.
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加速度センサを、4 層のせん断型構造物試験体に設置

し、清水建設技術研究所の大型振動台を用いて、性能

確証実験を実施した（写真 1）。結果として、比較のため

に設置した「サーボ型加速度計 JA-40GA（日本航空電

子）」と同等の計測精度が確認できた。

 

写真 1　無線センサ性能確証実験

・また、2005 ～ 2015 年実施の、E－ディフェンス加振

実験 52 件の公開結果を対象にデータ整理も行った。モ

ニタリング実装の多くでは加速度センサが採用されてい

ることを踏まえて、52 件のうちの建物系実験の中から、

センサが各層に設置され、計測条件が確実に把握でき

る13 件を選んで、加速度データから層間変位への変換

手法の検証も行った。

3.2  2018 年度木造Ｅ－ディフェンス実験 
・実験対象は、木造 3 層の耐震住宅と免震住宅である。

免震住宅については、実験途中段階での基礎固定への

改装を行っている。当初からの耐震建物は、基礎を模

擬した土の地盤上に建ち、再現された配管等も地中か

ら建物に繋がっている。

・無線加速度センサとして、前年度に性能確認を行った 4
種（sonas、Swing Minder、Swing Minder II、G-Link-200）
による全層の計測を行い、加えてスマートフォンによる簡

易計測を想定して、i-Pod Touchも設置した。

・サブ (c)として初の E－ディフェンス実験であり、無線

センサの「時刻同期精度」「通信速度」「電源供給」など

の点も実験を通して検証し、将来に向けての改善点も抽

出した。メーカとの協議を経て、一部改善も実施したも

のもある。

・無線センサは、複数の無線通信の交錯などから、

データ計測が行えない事態も発生しうる。事実、今回

の実験でも一部データ欠測が生じた。データ取得率の

良好度の点からは、sonas、Swing Minder II、Swing 
Minder、G-Link-200 の順となった。

・有線の加速度センサも同時に設置している。このデー

タと無線センサデータの数値積分から求めた変位を比

較した。絶対変位時刻歴については、各層の結果に大

差はない。しかし、その差分をとった層間変位時刻歴

には違いが生じている。時刻同期の精度がこの「違い」

に繋がっている可能性は大きく、加速度から層間変形

を算出するには正確な時刻同期が求められることにな

る。

・計測が限定層のみとなる状況も想定して、1・3 層の

データから 2 層応答を「モード合成法」によって予測す

る試みも実施した。正確なモードを事前に評価できて

いれば、推定可能であることを確認した。

・層間変位センサは、両建物とも各層 2 箇所で計測を

行った。一部、実験途中段階での、免震から基礎固定

への変更作業にともなって計測不能となった箇所もあっ

たが、データ収集はおおむね順調であった。

3.3  2019 年度ＲＣ造Ｅ－ディフェンス実験 
・対象は、3 層のＲＣ造防災拠点建物である。

・無線加速度センサとして、3 種（sonas、Swing Minder、
G-Link-200）を採用し、全層計測を行った。木造同様、

スマートフォンによる簡易計測用として、i-Pod Touchも設

置している。

図 1は、立面図的に、無線センサ設置位置を示して

いる（奥行方向となる短辺方向は 1スパンである）。

・無線センサの計測において、木造実験でも触れたよ

うに、複数の無線通信が交錯するとデータ欠測が生じ

やすく、欠測頻度も重要な確認項目となる。データ取

得率は、木造実験時と同様の、sonas、Swing Minder、
G-Link-200 の順の良好度となった。

・層間変位センサは、各層 2 箇所で計測を行った。

・層間変位直接計測のメリットは、健全度・危険度・事

業継続性の判断指標として有用な残留変位も計測でき

ることである。

層間変位最大値のみであれば、加速度からの積分に

よってもある程度の推定は可能である。しかし、残留

変位の算出も含めると、以下のような結果となる。

・線形範囲にほぼおさまる程度の応答なら、加速度積

分は、層間変位直接計測とおおむね一致する。しかし、

塑性化に至る規模の地震波入力（人工地震波 160％）

図 1　無線センサ設置位置図１ 無線センサ設置位置

震動台テーブル上に設置

天井⾯に設置

天井⾯に設置

3 12

SN: sonas
SM: Swing Minder
GL: G-Link
iP: iPod
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に対して、積分では残留変位を算出できない。実大建

物震動台実験において、積分による評価の限界を明確

に示したのは初めてと言える。

3.4  2020 年度Ｓ造Ｅ－ディフェンス実験

・実験対象は、S 造医療施設である。4 層耐震棟と 3
層免震棟からなる。両棟には種々の医療機器が置かれ、

2 層位置で Expansion Jointをもつ渡り廊下によって結ば

れている。

・無線加速度センサとして、Swing Minder、sonas によ

る計測を実施した。簡易計測用の i-Pod Touch の設置は

これまでと同様である。

・本実験では、Swing Minder は「構造躯体の被害推定」

用とし、sonas は「非構造部材（天井・間仕切り壁）の

被害推定」を主目的とした。実験中の医療機器の接触・

転倒に起因するデータ収集の不具合が一部発生したが、

すべての地震波入力に対してデータ収集が行えた。

・前年度までの検証から、層間変位の最大値のみなら

ば、加速度の積分結果も直接計測値と大差ないことに

既に触れた。この実験でも以下のように確認している。

・揺れの大きい耐震棟に関して、＜ Swing Minder によ

る加速度の積分から算出した層間変位最大値＞と＜層

間変位センサによる直接計測値の最大値＞とを比較した

のが、図 2 である。縦軸は積分結果、横軸は直接計測

値で、全層を同時に示している。多くは両最大値がほ

ぼ一致し、斜め 45 度の線付近にある（この線からのず

れを生じている加速度データには、スパイク状のノイズ

混入が確認されており、＜積分値＞が＜実測値＞を上

回った原因であろう）。

 

・医療施設では特に、間仕切り壁の破損・損傷は事業

継続に大きく影響する。非構造部材の被害推定検討用

として、sonas を、耐震棟の各階床位置と 2・4 層の間

仕切り壁の高さ方向中央位置に設置した。

　この計測データから、入力地震動の増大にともない、

間仕切り壁が躯体以上に変形し、破損先行が予想され

ることを定量的に確認した。以下、具体的なデータに

触れる。

・sonas 加速度データ積分をもとにした＜直上床と間仕

切り壁中央の変位の差分＞、＜間仕切り壁中央と直下床

の変位の差分＞から、躯体と間仕切り壁の間の変形角

を算出した。この変形角最大値を＜構造躯体の最大層

間変形角＞と比較したのが、図 3である。

図中の「間仕切り壁（上部）」「間仕切り壁（下部）」

はそれぞれ、壁上半分、下半分の変形角を指す。図中

の番号は加振番号を示し、大きな番号ほど入力地震動

は大きい。

地震動の増大とともに、間仕切り壁の変形角が躯体

を上回っており、大地震時に間仕切り壁の破損が先行

するであろうことを定量的、具体的に示すことができた。

・＜課題 5＞は、絶対加速度データと層間変位の実測

データの併用による損傷判定法の提案を目的としてい

る。

制御分野では、実測した出力データをもとに「計測し

ていない応答量」を推定して、その情報をも制御に反

映させる「オブザーバ」という手法がある。

この考え方に基づいて、計測した加速度出力データ

から、Kalman Filter（KF）オブザーバによる層間変位推

定を行う。弾性時の構造情報をもとに KF を設定する

と、塑性化の進行とともに KF による層間変位推定値が

図 2　数値積分と直接計測による層間変位最大値の比較

図 3　間仕切壁の変形角（上から順に

4 層面内・面外、2 層面内・面外）
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加速度センサを、4 層のせん断型構造物試験体に設置

し、清水建設技術研究所の大型振動台を用いて、性能

確証実験を実施した（写真 1）。結果として、比較のため

に設置した「サーボ型加速度計 JA-40GA（日本航空電

子）」と同等の計測精度が確認できた。

 

写真 1　無線センサ性能確証実験

・また、2005 ～ 2015 年実施の、E－ディフェンス加振

実験 52 件の公開結果を対象にデータ整理も行った。モ

ニタリング実装の多くでは加速度センサが採用されてい

ることを踏まえて、52 件のうちの建物系実験の中から、

センサが各層に設置され、計測条件が確実に把握でき

る13 件を選んで、加速度データから層間変位への変換

手法の検証も行った。

3.2  2018 年度木造Ｅ－ディフェンス実験 
・実験対象は、木造 3 層の耐震住宅と免震住宅である。

免震住宅については、実験途中段階での基礎固定への

改装を行っている。当初からの耐震建物は、基礎を模

擬した土の地盤上に建ち、再現された配管等も地中か

ら建物に繋がっている。

・無線加速度センサとして、前年度に性能確認を行った 4
種（sonas、Swing Minder、Swing Minder II、G-Link-200）
による全層の計測を行い、加えてスマートフォンによる簡

易計測を想定して、i-Pod Touchも設置した。

・サブ (c)として初の E－ディフェンス実験であり、無線

センサの「時刻同期精度」「通信速度」「電源供給」など

の点も実験を通して検証し、将来に向けての改善点も抽

出した。メーカとの協議を経て、一部改善も実施したも

のもある。

・無線センサは、複数の無線通信の交錯などから、

データ計測が行えない事態も発生しうる。事実、今回

の実験でも一部データ欠測が生じた。データ取得率の

良好度の点からは、sonas、Swing Minder II、Swing 
Minder、G-Link-200 の順となった。

・有線の加速度センサも同時に設置している。このデー

タと無線センサデータの数値積分から求めた変位を比

較した。絶対変位時刻歴については、各層の結果に大

差はない。しかし、その差分をとった層間変位時刻歴

には違いが生じている。時刻同期の精度がこの「違い」

に繋がっている可能性は大きく、加速度から層間変形

を算出するには正確な時刻同期が求められることにな

る。

・計測が限定層のみとなる状況も想定して、1・3 層の

データから 2 層応答を「モード合成法」によって予測す

る試みも実施した。正確なモードを事前に評価できて

いれば、推定可能であることを確認した。

・層間変位センサは、両建物とも各層 2 箇所で計測を

行った。一部、実験途中段階での、免震から基礎固定

への変更作業にともなって計測不能となった箇所もあっ

たが、データ収集はおおむね順調であった。

3.3  2019 年度ＲＣ造Ｅ－ディフェンス実験 
・対象は、3 層のＲＣ造防災拠点建物である。

・無線加速度センサとして、3 種（sonas、Swing Minder、
G-Link-200）を採用し、全層計測を行った。木造同様、

スマートフォンによる簡易計測用として、i-Pod Touchも設

置している。

図 1は、立面図的に、無線センサ設置位置を示して

いる（奥行方向となる短辺方向は 1スパンである）。

・無線センサの計測において、木造実験でも触れたよ

うに、複数の無線通信が交錯するとデータ欠測が生じ

やすく、欠測頻度も重要な確認項目となる。データ取

得率は、木造実験時と同様の、sonas、Swing Minder、
G-Link-200 の順の良好度となった。

・層間変位センサは、各層 2 箇所で計測を行った。

・層間変位直接計測のメリットは、健全度・危険度・事

業継続性の判断指標として有用な残留変位も計測でき

ることである。

層間変位最大値のみであれば、加速度からの積分に

よってもある程度の推定は可能である。しかし、残留

変位の算出も含めると、以下のような結果となる。

・線形範囲にほぼおさまる程度の応答なら、加速度積

分は、層間変位直接計測とおおむね一致する。しかし、

塑性化に至る規模の地震波入力（人工地震波 160％）

図 1　無線センサ設置位置図１ 無線センサ設置位置

震動台テーブル上に設置

天井⾯に設置

天井⾯に設置

3 12

SN: sonas
SM: Swing Minder
GL: G-Link
iP: iPod
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実測データから乖離し、損傷発生時点、損傷度、損傷

層の情報に繋がる。

図 4 は、この比較の一例として、OS2 50%（加振番

号 202）入力時の、1 層における両者の比較である。加

振途中からの乖離の発生が明瞭に確認でき、損傷発生

時点が推定できる。分量の制約から提示していないが、

2・3・4 層では、これほど顕著な乖離になっていない。

OS2 50%では、1 層柱脚のボルトが破損し、主に 1
層のみに損傷が発生したという状況に対応した結果を反

映しており、損傷層の特定に結びついている。

・この手法を RC 造の実測データにも適用して、有効性

を確認している。

・このオブザーバを利用した提案手法では、塑性化後

の構造情報は不要で、線形時の情報のみをもとに KF
を構築して、層間変位時刻歴を推定すればよい。この

推定結果と実測値の乖離状況は、すでに述べたように、

損傷発生時点、発生層、損傷度の同定に有為な情報を

与える。

3.5  2021年度室内空間の機能維持Ｅ－ディフェンス実験

・実験対象は、博物館、事務所、住居を模擬した室内

空間である。この実験の主目的は、内装の破損、展示

物や家具什器の散乱とそれらのモニタリング手法、検

証方法、被害対策法の提示である。

・実験用に、繰返し使用可能な鋼構造のユニットを建

設している。このユニット内の、内装・什器等を変更す

ることで、さまざまな室内を再現できる。

・ユニットは剛な仕様となっていることから、＜課題 5＞
としては、無線加速度センサ Swing Minder を、ユニッ

ト上ではなく、震動台上に設置して、データ収集・通信

に焦点をあてて計測を行った。大きなデータ欠損もなく、

データ収集ができた。

4.   地域別応答スペクトル簡易推定とそのための「加速

度最大値記録送信センサ」

・＜課題 5＞では、地震直後の、地域別（たとえば都

内 23区ごとの）危険度判定のための1次診断スキームと

して、計算不要の地域別「加速度応答スペクトル」簡易

推定を提案してきた。

・通常の応答スペクトル作成は、地域ごとの地震加速

度記録をもとに、固有周期別に 1質点系応答計算を行っ

て、その最大値をプロットする。このため、地域別の応

答スペクトル算出には多くの計算を要する。

・これに対して、数多くの、建物頂部付近の加速度応

答最大値が、固有周期情報とともに収集できれば、計

算不要で、地域別の「簡易的応答スペクトル」を推定で

きる。これにより、地域別に、どの周期の建物が揺れ

やすく、どの程度の応答を呈したかが把握でき、被害

発生の状況や可能性を簡易に推測可能となる。

・この「簡易的応答スペクトル推定」は、多くの建物最

上階への「最大値記録送信センサ」を設置できれば、

可能となる。このセンサの実現に向けて無線データ通

信規格の検討を行い、遠距離通信の適否・安価・省電

力などの条件を満たすものとして、SIGFOX を採用した

加速度センサを試作した（写真 2）。

写真 2　最大値記録送信センサ

・このセンサを、「2020 年度Ｓ造実験」では試験体建

物屋階に、「2021年度室内空間の機能維持実験」では

震動台上に設置して、最大値のみをデータ送信する機

能、その送信を管理者に知らせるスキーム等を検証し

た。あわせて、大学建物内にも試験的に設置して、デー

タ送信通知も含めた、有効性・実効性を確認し、将来

的な実装が可能であることを確認した。

図 4　Kalman Filter による層間変位推定値（青線）と直接計測値（赤線）
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5.   既設センサの実地震時データ収集と地震応答評価

精度向上に向けた取組み

・現在、三つの学校建物（自由学園・成蹊学園・豊洲

小学校）において、MeSO-net システムに連動した地盤・

建物へのセンサが設置済みである。それらのデータを

断続的に収集整備し、同時にこの計測データを活用して、

「地盤－建物連成系応答解析」の精度向上を目指してい

る。

・三建物の地盤－建物連成系モデルを作成して、観測

記録を用いてシミュレーション解析を実施し、モデルの

更新を行った。

・＜課題 5＞は 2017 年度発足だが、観測は、自由・成

蹊では2013年から、豊洲では2015年から行われている。

・観測データから得られる伝達関数において、ピーク

を示す振動数に大きな変化はなく、建物が健全である

ことがわかる。

・各学校の連成系解析モデルを整備した。自由・成蹊

では①多質点 1 本棒 SR モデル（簡易モデル）、設置セ

ンサ数も多く、軟弱な地盤に建つ豊洲小学校（4 層建

物）では、①に加え、②基礎固定とした上部構造立体

フレームモデル（基礎固定モデル）、③立体フレームモ

デルの基礎位置に地盤ばねを取付けたモデル（詳細モ

デル）、そして④当該地盤の 3 次元有限要素モデル化を

行って、その上に上部構造立体フレームモデルを構築し

た「3DFEM モデル」を作成している。各モデルの概念

図は図 5 のようになる。

・豊洲小学校の、2021年 2 月13日発生の地震（地表面

最大加速度 0.5m/s2 程度）について、観測と各解析モデ

ルから得られる、1 階床位置での応答に対する 4 階床

応答の伝達関数の例を図 6 に示す。

1次ピーク付近については、どの解析モデルもおおむ

ね評価できているが、高振動数域では赤線の「3DFEM
モデル」以外は実測結果を追跡できていないことがわか

る。

 

図 5　検討対象モデル

図 6　伝達関数の比較

・この 5 か年に発生した地震は小さく、またそれ以前の

地震もそれほど大きくないため、今後も観測を継続し、

非線形領域となるような応答観測に基づく解析・分析

が望まれる。

6.  まとめ

・木造・RC 造・S 造に、初めて共通の無線センサ・層

間変位センサを設置して、中小地震から大地震までの

データを取得した。

・加速度積分と層間変位直接計測値の比較から、層間

変位最大値のみに着目するならば、積分によってもおよ

その値が得られるものの、積分では残留変位を算出で

きないことを実測データから確認した。残留変位を加

速度積分からは導き出せないという指摘は以前からあ

るが、定量的、具体的に、このような積分計算の限界を、

実大建物の震動台実験を通して、初めて検証できた。

・損傷発生時点・損傷発生層の特定、損傷度判定を目

的として、加速度実測データと層間変位実測データを融

合した Kalman Filterオブザーバによる手法を提案した。

この手法は、弾性時の構造情報のみで構築可能であり、

非線形時や塑性化以降の構造情報を必要としないこと

は、メリットとなる。

・広域地域別被災度予測のための、計算不要の、簡易

的な応答スペクトル推定を提案した。この推定のための「加

速度最大値記録送信センサ」を試作し、その有効性を確

認した。このセンサから得られるデータは、「デ活」が推

進する官民学のデータ共有に資することも期待できる。

・既設の地盤－建物系の観測データを断続的に収集整

備し、そのデータを利用した建物－地盤連成系モデル

の構築を行った。当該プロジェクトの 5 年間に大きな地

震は発生しておらず、本モデルについては、引き続き観

測データの収集・整備を進めることにより、当該モデル

化の検証につなげていくことが必要である。
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実測データから乖離し、損傷発生時点、損傷度、損傷

層の情報に繋がる。

図 4 は、この比較の一例として、OS2 50%（加振番

号 202）入力時の、1 層における両者の比較である。加

振途中からの乖離の発生が明瞭に確認でき、損傷発生

時点が推定できる。分量の制約から提示していないが、

2・3・4 層では、これほど顕著な乖離になっていない。

OS2 50%では、1 層柱脚のボルトが破損し、主に 1
層のみに損傷が発生したという状況に対応した結果を反

映しており、損傷層の特定に結びついている。

・この手法を RC 造の実測データにも適用して、有効性

を確認している。

・このオブザーバを利用した提案手法では、塑性化後

の構造情報は不要で、線形時の情報のみをもとに KF
を構築して、層間変位時刻歴を推定すればよい。この

推定結果と実測値の乖離状況は、すでに述べたように、

損傷発生時点、発生層、損傷度の同定に有為な情報を

与える。

3.5  2021年度室内空間の機能維持Ｅ－ディフェンス実験

・実験対象は、博物館、事務所、住居を模擬した室内

空間である。この実験の主目的は、内装の破損、展示

物や家具什器の散乱とそれらのモニタリング手法、検

証方法、被害対策法の提示である。

・実験用に、繰返し使用可能な鋼構造のユニットを建

設している。このユニット内の、内装・什器等を変更す

ることで、さまざまな室内を再現できる。

・ユニットは剛な仕様となっていることから、＜課題 5＞
としては、無線加速度センサ Swing Minder を、ユニッ

ト上ではなく、震動台上に設置して、データ収集・通信

に焦点をあてて計測を行った。大きなデータ欠損もなく、

データ収集ができた。

4.   地域別応答スペクトル簡易推定とそのための「加速

度最大値記録送信センサ」

・＜課題 5＞では、地震直後の、地域別（たとえば都

内 23区ごとの）危険度判定のための1次診断スキームと

して、計算不要の地域別「加速度応答スペクトル」簡易

推定を提案してきた。

・通常の応答スペクトル作成は、地域ごとの地震加速

度記録をもとに、固有周期別に 1質点系応答計算を行っ

て、その最大値をプロットする。このため、地域別の応

答スペクトル算出には多くの計算を要する。

・これに対して、数多くの、建物頂部付近の加速度応

答最大値が、固有周期情報とともに収集できれば、計

算不要で、地域別の「簡易的応答スペクトル」を推定で

きる。これにより、地域別に、どの周期の建物が揺れ

やすく、どの程度の応答を呈したかが把握でき、被害

発生の状況や可能性を簡易に推測可能となる。

・この「簡易的応答スペクトル推定」は、多くの建物最

上階への「最大値記録送信センサ」を設置できれば、

可能となる。このセンサの実現に向けて無線データ通

信規格の検討を行い、遠距離通信の適否・安価・省電

力などの条件を満たすものとして、SIGFOX を採用した

加速度センサを試作した（写真 2）。

写真 2　最大値記録送信センサ

・このセンサを、「2020 年度Ｓ造実験」では試験体建

物屋階に、「2021年度室内空間の機能維持実験」では

震動台上に設置して、最大値のみをデータ送信する機

能、その送信を管理者に知らせるスキーム等を検証し

た。あわせて、大学建物内にも試験的に設置して、デー

タ送信通知も含めた、有効性・実効性を確認し、将来

的な実装が可能であることを確認した。

図 4　Kalman Filter による層間変位推定値（青線）と直接計測値（赤線）
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