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3.2  官民連携による超高密度地震動観測データの収集・整備 

3.2.2 マルチデータインテグレーションシステム開発の検討 

3.2.2.3  スマートフォンによる揺れ観測技術の開発 

 

(1) 業務の内容 

(a) 業務の目的 

「官民連携による超高密度地震観測データの収集・整備」において首都圏における

より稠密な地震観測データの収集を可能にするために、スマートフォンを用いた揺れ

の観測技術の開発を行う。 
 
(b) 平成３０年度業務目的 

   前年度に引き続きモニターを募集しスマートフォン地震計を設置する。サーバの対

多数同時接続テストを行い、大規模展開時の実効性を確認するとともに、API 等によ

る配信システムのプロトタイプ開発を行う。 
 
(c) 担当者 

所属機関 役職 氏名 
国立研究開発法人防災科学技術研究所 特別技術員 東 宏樹 

 
(2) 平成３０年度の成果 

(a) 業務の要約 

 1) 首都圏の住宅・企業等を対象に一般モニター募集を継続し、スマートフォン地震計端

末を設置した。 
 2) モニターからの問い合わせ対応ならびに運用状況の把握を行った。 
 3) 計測データ情報の集約及び API による外部提供を行う仕組みの構築を行った。 
 4) 開発した治具プロトタイプを用いた加振実験を実施した。 

※なお、サーバ負荷試験は上記 4 業務を優先し、次年度での繰越実施とした。 
 
 (b) 業務の成果 

1) 新規観測参加者の募集 

 募集は次の URL に示すエントランス・ウェブサイトで常時実施している。 
https://www.jishincheck.com 

また、展示会や研究発表会の会場でも PR し、上記ウェブサイトからの応募を促した。 
 
2) モニターからの問い合わせ対応ならびに運用状況の把握 

a) モニターからの問い合わせ対応 

2018.年度の運用管理の中で設置ユーザーからの問い合わせが３件あり、対応した。 
 

b)運用状況の把握 

データ集約クラウドサーバから端末の稼働状況を収集した結果を示す。 



24 
 

2019 年 3 月 20 日現在の稼働数は配布 76 台中、24 台（35%）となっている。 

 
図１ 2019 年度旬別稼働状況グラフ 

 

c) ユーザーからの意見集約 

2019 年 3 月時点で設置しているモニターを対象にアンケートを依頼した。 
70 名にメールを送付し、2019 年 3 月 25 日までに 31 名（回答率）を得た。アンケート

集計および個別のユーザーからの意見は、分析した後、ユーザーへの対応や運用の最適化

に活かす予定である。 
 
d) 設置状況の確認 

 2018 年度の設置状況は以下の表１．表２．のとおり 32 台設置した。 
なお、設置状況は申込時 web から入力された情報により把握している。 
 
    表１．建物構造 

 

     表２．全棟数分の木造棟数の建築年 

 

建物構造 2017年度 2018年度 通年

RC造 15 16 31

鉄骨造 9 1 10

木造 20 15 35

合計 44 32 76

建築年 2017年度 2018年度 通年

1980年以前 3/3 1/2 4/5

1981～1990年 3/7 4/6 7/13

1991～2000年 7/16 2/4 9/20

2001～2010年 4/12 5/13 9/25

2011年以降 3/6 3/6 6/12

不明 0/0 0/1 0/1

合計 20/44 15/32 35/76
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3) 計測データ情報の集約及び API による外部提供を行う仕組みの構築 

スマートフォン地震計データは、防災科研のクラウドサーバ(icomi.geonavi.com)に集約

され登録ユーザーはそのデータを閲覧できる。このデータを広く利用して、建物の被災度

計算や他の防災情報とのマッシュアップサービスを行うためには、別のサーバとのデータ

連携が必須である。そこで、サーバのデータを外部ユーザーに提供する API を開発した。

既存の icomi.geonavi.com のデータを API 搭載サーバに移行することによって、スマート

フォン地震計のデータをより広く活用できる。以下に API の目次を図２に示す。 

 
図２ スマホ地震計 API 目次 

4) 治具プロトタイプの設計開発ならびに加振実験 

 治具のプロトタイプ版を開発し、複数の治具で比較した加振実験を行った。 
a) 治具プロトタイプの設計ならびに開発 

スマートフォン地震計の設置を簡便かつ確実にするために、スマートフォン端末を壁や

床に直付け（両面テープなどを使用）した設置方法に限らず、設置治具の利用が望まれる。

前年度の治具加振実験結果から、スマートフォンをしっかり固定できかつ着脱が容易なこ

とが治具としての必須条件であることが示された。そこで本開発では、αタイプ（サイズ

固定）とβタイプ（サイズ可変）の 2 種類の治具を開発した。 
 

 
図３ αタイプ治具（左）βタイプ治具（右） 
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b) 比較振動実験の実施 

開発した 2 種類の治具を使った計測データを比較するために、サブプロ(c)と連携し、E-
ディフェンスにおいて木造建屋の揺れを計測した。図４に試験体の木造住宅を示す。 
 

 
図４ E-ディフェンス実験の試験体（3 階建て木造住宅） 

 
図５に地震計の設置状況を示す。各地点では以下の様に設置した。 
1) 床：直置きし、両面テープで固定  
2) 壁（向かって左の地震計）：従来どおり壁に直付けし、両面テープで固定  
3) 壁（中央の地震計）：αタイプ治具に設置し、治具はビス留めして固定  
4) 壁（向かって右の地震計）：βタイプ治具に設置し、治具は両面テープで固定  
 

 
図５ スマートフォン地震計の設置状況（4 地点とも同様に設置） 
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c) 加振実験の結果ならびに評価 

計測点における壁付とαタイプ、βタイプの計測データからパワースペクトルを比較

した。表３に例を示す。 
表３ パワースペクトル比較（加振 No.6 [2019/2/1, 17:00]、B 棟 2 階 x 方向）

 
 
(c) 結論ならびに今後の課題 

1)スマホ地震計の展開に関する結論と課題 

 モニターを募集しての観測を昨年度に引き続いて実施し、2019 年 3 月 20 日現在、ユ

ーザー登録数は 76 人で、稼働地震観測点数は 24 である。配布数に対して少なくとも

60%以上の稼働率を目標としたが、H30 年度末の稼働率はこれをクリアしておらず、次

年度以降何らかの方策が必要である。 
 
2)治具加振実験比較計測に関する結論 

揺れ計測の結果、どの設置点も治具によるパワースペクトルの違いは少なかった。したが

って、αタイプとβタイプはどちらも従来の直付けと同等の計測が可能であると考えられ
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る。βタイプで計測可能ということは、大きさの異なるスマートフォンでも同じ治具を使

って設置できる、という大きな利点を得たことになる。今後の治具改良の方向性とする。 
 
 (d) 引用文献 
1) 藤原広行・東宏樹・内藤昌平・先名重樹・中村洋光・はお憲生・吉田稔・結城昇・平山

義治，センサークラウド技術を用いた建物の地震応答情報共有システム，日本地震工学

会論文集，第 13 巻、第 5 号，44-61．2013. 
 

(e) 学会等発表実績 

1)学会等における口頭・ポスター発表 

 
2)学会誌・雑誌等における論文掲載 
・ なし 

 
3)マスコミ等における報道・掲載 

 
(f) 特許出願，ソフトウエア開発，仕様・標準等の策定 

1)特許出願 

・ なし 
 

2)ソフトウエア開発 

・ なし 
 

3) 仕様・標準等の策定 

・ スマホ地震計クラウドサーバAPIの策定 
 

(3) 平成３１年度業務計画案 

発表成果（発表題目、口

頭・ポスター発表の別） 
発表者氏名 発表場所 

（学会等名） 
発表時期 国際・

国内の

別 
スマートフォン地震計の

振動台実験と社会実装 
東宏樹，山田有

孝，内藤昌平，木

村 武 志 , 青 井

真，藤原広行 

第 15 回地震工学

シンポジウム 
2018 年 12
月 8 日  

国内 

報道・掲載された成果 
（記事タイトル） 

発表者氏名 発表場所 
（新聞名・TV

名） 

発表時期 国際・

国内の

別 
科学の扉  災害ビッグデ

ータ活用 
東 宏樹 朝日新聞 朝刊 2018 年 4 月

23 日 
国内 
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前年度に引き続きモニターを募集しスマートフォン地震計を設置する。具体的には、応募

者を増加させつつ稼働率を現在の 35％程度から 60%程度に向上する。また、前年度までの

モニターからのフィードバック等を踏まえ、稼働率改善のための検証ならびに対応を行う。

治具に関しては、H30 年度ではプロトタイプ治具を開発し、加振実験を行ったが、2019 年

度ではこれらの検証結果を踏まえた治具の標準仕様を開発する。 
 
  




