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3.3 非構造部材を含む構造物の崩壊余裕度に関するデータ収集・整備 

3.3.4 室内空間における機能維持 

 

(1) 業務の内容 

(a) 業務の目的 

非構造部材、屋内設備、家具、什器等に関して、地震時の損傷挙動データを収集するとともに、

損傷被害検証手法のガイドライン、被害対策法、地震被害センシング手法を提案する。具体的に

は、各種非構造部材、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（主要構造部材は無損傷に留め、内部に設置する非構造部材、屋内設備、家具、什器等

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

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

備・検討して、被害モニタリング手法の構築をめざす。 
 
(b) 平成３０年度業務目的 

Ｅ－ディフェンス大型振動台実験に用いる試験体一部の設計製作を継続する。室内被害評価モ

ニタリング手法の構築のため、監視カメラ等よる室内映像（実験映像）を用いた被害状況を評価

するための手法の検討、実験に用いるセンサの検討や、データ分析手法の提案等を行う。 
 
(c) 担当者 

所属機関 役職 氏名 
防災科学技術研究所地震減災実験研究部門 
（防災科学技術研究所兵庫耐震工学研究センター） 
防災科学技術研究所地震減災実験研究部門 
豊橋技術科学大学大学院工学研究科 

部門長 
センター長 
主任研究員 
助教 

梶原 浩一 
 
佐藤 栄児 
林 和宏 

  
(2) 平成３０年度の成果 

(a) 業務の要約 

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

関および各種メーカが参加）を実施し、実験研究計画の立案、非構造部材、屋内設備、家具、

什器等の選定および過去の地震被害調査を実施した。 
・室内空間の振動台実験に向けて、試験体内部に室内空間を再現し繰り返し使用可能な試験体

ユニットの検討を行った。 
・監視カメラ等よる室内映像（実験映像）を用いた被害状況の評価手法の検討を行った。 
・室内空間における非構造部材の被害モニタリング手法提案に向けて、簡易地震計、スマート

フォン、感震ブレーカーを用いた振動センシングの可能性を検討した。 
・本年度実施された E－ディフェンス大型振動実験に参加し、各種センシングデバイスを用い

て建物の振動応答を取得した。 
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(b) 業務の成果 

I)室内空間の振動台実験に向けた検討 

1) はじめに 

過去の地震災害において、室内における非構造部材、家具什器による被害が施設の機能の低下

とともに人的被害や経済的被害を引き起こしている。本研究では、実験的検証手法の確立、被害

判定法や対策方法の検討などを実施し、地震時における室内空間のより効果的な機能維持を実現

させ、得られた成果の展開をめざす。そのため、以下の項目ごとに研究を推進する。 
１）機能維持性能の検証システムの確立と標準化 
２）機能維持に関わる判定法の科学的創出 
３）総合的な耐震性向上・機能維持のための対策検討 
４）人的影響・防災教育システムの検討 
 

2) 被害状況の評価手法の検討 

a)動画による被害モニタリングの検討 

室内空間の被害評価システムとして、防犯カメラなどの映像から動画解析を用い評価する方法

について試みた。図 1 に、Ｅ－ディフェンスで過去に実施された振動実験で収録された動画デー

タを用いて画像解析を実施した結果の１例を示す。解析では、初期状態からの変化がみられるも

のを赤で、直前の状態から変化がみられるものを青で示す。現状では、単純な解析方法であるが、

今後は家具等の物品や非構造部材を検出し、それらの変化および移動などの物理量を評価し、そ

れらの物理量と実被害評価とを関係性を導きだし、被害評価システムの構築をめざす。 

 
図 1 室内被害の画像解析（左：原画像、右：解析画像） 

 
b) 室内被害状況判定手法の検討 

オフィス・店舗等の建物には既に多くの監視カメラが設置されており、その映像には地震時にお

ける室内の状況も記録されている。これらの映像を自動で分析して被害状況を判定することが出

来れば、室内状況把握にかかる時間を大幅に短縮できる可能性がある。そこで、発災直後の対応

順序を決めるためのスクリーニングに役立つ被害状況把握システムの構築に向けて、カメラ映像

から被害状況を評価するための手法について検討を行った。 
図 2 に被害判定手法の開発および判定の自動化に向けた検討のフローを示す。カメラ映像から

自動的に被害状況を判定するにあたり、機械学習等を用いることを想定している。その学習デー
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タの元となるカメラ映像と被害状況の対応は以下の手順で検討した。 
a)  被害判定フローを策定する。 
b)  収集した各映像データに対し、a)で設定したフローに従い、定性的被害状況（人が感じ

る被害の大小）と定量的被害状況（食器棚が倒れている等）を整理する。 
c)  定性的被害状況と定量的被害状況を確認する。 

 

 
図 2 検討のフロー 

 
ここでは、Ｅ－ディフェンスにおける振動実験映像 1)を用いた。表 1 に検討に用いたカメラ映

像の概要を示す。検討に用いた映像の数は全 819 個の内 626 個で、部屋用途別の映像数は、病院

＞住宅＞オフィス＞学校の順となっている。 
 

表１ 検討に用いたカメラ映像の概要 

 
 

図 3 に策定した被害判定フローを示す。このフローは人的被害を対象としており、機器の損傷

や避難経路の封鎖等の被害については評価対象外である。家具の損傷度と人体の損傷(AIS)の関係

について検討された既往の文献 2)を参考に、「人の有無」、「（家具の）転倒の有無」、「落下物の有

無」、「落下物の危険度」、「家具の移動量」、「（小物の）散乱の有無」の 6 つの項目に対してフロー

の分岐を設けた。被害状況は大・中・小・無の 4 段階に分けており、被害大は AIS 3.0～4.0（重

い打撲～骨折/内臓破裂）、中は AIS1.5～3.0（軽い打撲～重い打撲）、小は AIS1.0～1.5（擦り傷～

軽い打撲）を想定している。移動量については、既往の文献 3)を参考に 60cm を閾値として大・

小を区分する。フローに従って被害を判定した結果の一例を図 4 に示す。図には実験映像の概要

と加振前後の物の位置と映像のスナップショットを示している。病院のナースステーションを想

被害判定手法の開発

機械学習等による判定の自動化

映像データ収集

定量的被害状況
(食器棚が倒れている・

機器が〇〇cm動いている等)
の整理

定性的被害状況
(人が感じる被害の大小)

の整理

定量的被害状況と定性的被害状況の対応検討

被害判定フローの策定

住宅 オフィス 病院 学校 その他

819 626 72 47 201 14 292
14

(2006～2012年)

検討対象
Eディフェンス

実験数

動画の数

総数
部屋用途内訳検討に

用いた
数
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定した部屋で、キャスター付きの椅子や機器が長時間にわたって大きく移動し続ける映像である。

フローに従うと、被害の判定は「中」（図 3 の太線参照）となり軽い打撲～重い打撲が想定される

判定となった。映像上では激しく椅子がぶつかる場面があり、妥当な判定と考えられるが、人に

よっては椅子の重量が軽いことを考慮して「被害小」と判定する場合も考えられる。 
 

 
図 3 被害判定フロー 

 
図 4 被害判定フローによる判定例 

 
定性的被害判定結果は、人によりばらつく可能性がある。そこで表 2 に示す 5 人を対象に評価

を実施した。各人が直感的に感じた被害の大きさ（大・中・小・無）を判定値として記録するよう

にした。また、人（マネキン）がいない場合でも、いると想定して判定する。音については、監視

スタート

人の有無
YES NO

転倒の有無

YES

被害：大

NO

落下物の
有無

YES
NO

散乱物の
有無

被害：中 被害：小

NO

YES

落下物の
危険度

大

家具等の
移動量

大

小 小

被害：無
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カメラ等は音を撮っていない場合が多いため、音無しで判定する。 
 

表 2 定性的被害状況の評価者 

 

図 5 に定性的被害状況の判定結果の例を示す。図には加振前後のスナップショットと各評価者

の判定結果の一覧を示している。この映像は、住居の子供部屋にて背の高い棚が転倒しているた

め、どの評価者も被害大と判定した。 
図 6 はオフィスの執務空間の映像で、被害判定結果が評価者によって小～大にばらついたもの

である。この映像では右側奥のパーティションが転倒しており、このパーティションを重い危険

なものと認識したかどうかで判定結果が分かれていた。 
図 7 は病院で人がベッドに横になって透析を受けている状況が想定されており、ベッド横の透

析器がロッキングをしながら動いている映像である。判定者は全員医療従事者ではなく、透析中

に機器が動くことの危険度に関する知識を持ち合わせておらず、危険度の認識が評価者毎に異な

ったことにより判定結果に差が出てきていた。 
以上の結果より、人は純粋に映像だけで判断しているのではなく、その映像に関連した情報を

無意識に付加した上で被害を判定しており、それがばらつきの一因となっていることが分かった。

判定結果のばらつきに影響が大きい付加情報としては、主に以下のようなものがみられた。 
a) 部屋の重要度（手術室かどうか等） 
b) 移動・落下・転倒するものが危険なものかどうか（重いか、割れるか、薬品が飛び散る

と危ないかどうか、少し動くだけでも危ないものなのか等） 
c) 部屋にどんな人がいるのか（小さな子供か、病人か、年配者か、元気に動くことが出来

る人か等） 
現状では評価者の数が少ないが、今後評価者の数を増やして、ばらつきの要因や影響度を詳細

に分析することにより、自動判定時における被害推定精度の向上につながると考えられる。 
室内被害の程度を映像から自動で推定するには、定量的被害状況と定性的被害状況の関連性に

ついて検討する必要がある。今回の検討では、定量的被害状況である「転倒の有無」・「移動の有

無」・「大きな落下物の有無」・「小物類の散乱」に対して表 3 のような被害スコアを設定し、映像

毎に求めた被害スコアの累積値と定性的被害判定値の関係について検討した。図 8 に、評価者 A
に対する定性的な被害判定値と被害スコアの関係図を示す。大局的には定性的被害と被害スコア

の相関は見られるものの、ばらつきが大きい結果となった。今後、ばらつきの要因を考慮し、部

屋の重要度や移動・落下・転倒した物の重量や危険度を考慮して被害スコアに補正をかけること

で、ばらつきを小さく出来る可能性について検討する。 
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 図 5 定性的被害状況判定結果 図 6 定性的被害状況判定結果 

 （被害：大） （被害：小～大） 

 

 

図 7 定性的被害状況判定結果（被害：小～大） 

 
3) 検証用試験体ユニット 

Ｅ－ディフェンスで用いる室内空間を再現し繰り返しの振動実験が可能な試験体ユニットを検

討している。本試験体ユニットは、室内空間として床、天井、間仕切壁、家具、什器、室内設備機

定量的被害 被害スコア 
転倒の有無 有：+10、無：0 
移動の有無 移動量大：+5、移動量小：+1、無：

0 
大きな落下物

の有無 
有：+10、無：0 

小物類の散乱 有：+2、無：0 
 

表 3 被害スコアのカウント方法 

図 8定性的な被害判定値と被害スコア
 



41 
 

器等を設置し、実際の居住空間（住居、オフィス、商業施設等）を再現させ、試験体ユニットごと

Ｅ－ディフェンス上に搭載し、過去の観測地震動、今後想定される地震動、あるいはそれらの地

震動による建物の床応答波での加振実験を行い、室内空間の被害様相の把握、室内空間の安全性

の検証を実施するものである。１つの試験体ユニットの広さは、40m2（8×5m）程度とし、平面

方向および上下方向に複数組み合わせることでより広い空間での評価も可能となる。試験体ユニ

ットを最大限組み合わせた場合の構想案を図 9 に示す。 
 

 

 
図 9 試験体ユニット 
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4) 室内空間を中心とした機能保持のための研究会 

室内空間は多種多様であり、それぞれの状況に応じて被害状況やその対応などが異なってくる。

そのため、効果的な研究推進をめざし、産業界や防災関連機関と協力するための研究会を立ち上

げている。本年度は、４回（5/14、8/24、11/16、2/19）開催とＥ－ディフェンス実験の見学会（2/7：
「地盤配管設備等を再現した木造３階建て住宅の機能を検証するための振動台実験」（首都レジサ

ブＣ課題１））を開催し、研究推進に関する議論等を行ってきた。現時点での研究会のメンバーを

示す。 
IMV(株)、NPO 安心安全のまちづくり機構、(株)イトーキ、(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、（独）国民生活センター、コクヨ(株)、コマニー(株)、
セコム(株)、センクシア（株）、大成建設(株)、TOA(株)、東京消防庁、豊橋技術科学大学、日

東工業(株)、(一社)日本オフィス家具協会、(一社)ビジネス機械・情報システム産業協会、(株)
日立製作所、藤澤建機(株)、フリーアクセスフロア工業会、プラス(株)、(一社)防災事業経済

協議会、(株)山小電機製作所、(一社)防災機器検査協会 （順不同） 
多種多様な室内空間での評価を実施するため、今後も研究会への参加メンバーを求めつつ研究

を推進する。 
 
II)室内空間における非構造部材の被害モニタリングに向けた E-ディフェンス実験 

地震時に被害を受ける室内空間の非構造部材については、主として対象となる室内の床応答

加速度記録から、その程度を推定できる可能性が高い 4)～8)など。本年度は、E－ディフェンスで実

施された実物木造住宅振動破壊実験に参加し、室内空間が被害を受けた際の建物各階の床応答

加速度記録を取得した。 
本年度は、図 10 に示す IT 強震計（簡易地震計）、図 11 示すスマートフォン、図 12 に示す

感震ブレーカーを対象とし、E－ディフェンス実験試験体に設置した。表 4 は、上記 3 デバイス

の概要一覧である。また図 13 に各デバイスのセンサ部取り付け位置概要を示す。 
 

  
 

Ｅ－ディフェンス震動台 

IT強震計 

スマートフォン 

感震ブレーカー(親機) 

感震ブレーカー(子機) 

 
図 10 IT 強震計 図 11 ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ  図 12 感震ﾌﾞﾚｰｶｰ 図 13 センサ部設置位置 
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表 4 各デバイスのセンサ部情報  
          

   IT 強震計 ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ 感震ﾌﾞﾚｰｶｰ  

 大きさ (mm) 95×95×72 123×59×6 50×107×60  

 加速度センサ MEMS MEMS MEMS  

 計測軸数 3 軸 6 軸 3 軸  

 
計測レンジ

(gal) 
±2450 ±2000 ±2000  

 ノイズレベル 0.1gal 以下 2gal 程度 10gal 程度  

      

 

 
 

E－ディフェンス試験体は図 14 に示す 3 階建て住宅 2 棟である。住宅は耐震等級 3 の軸組み

構造と枠組み構造である。試験体木造住宅の一次固有周期は長辺方向が 0.17sec、短辺方向が

0.23sec であった。実験は 2019 年 1 月 31 日、2 月 1 日、7 日、12 日の 4 日間である。ここで

は、2 月 7 日に実施された JMA 神戸波 100%加振の記録を示す。 
 

 
図 14 実物木造住宅を対象とした E－ディフェンス実験 

 
図 15 は軸組み住宅 1 階で計測した床応答加速度履歴を、図 16 は同記録に基づく加速度応答

スペクトルを示す。加速度履歴、スペクトルの双方で、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。感震ブレーカーについては、短辺方向の高周波域でやや応答が過少であ

るものの、全体としては IT 強震計の記録と概ね対応している。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時室内被害評価に、可能性があ

ることを示している。 
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図 15 軸組木造住宅 1 階床面の加速度応答記録（0-10sec） 図 16 加速度応答スペクトル 
 
(c) 結論ならびに今後の課題 
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、実験研究計画の立案、非構造部材、屋内設備、家具、什器等

の選定および過去の地震被害調査を実施した。 
室内空間の振動台実験に向けて、試験体内部に室内空間を再現し繰り返し使用可能な試験体ユ

ニットの検討を行い、最終年度での振動実験の方向性を確定させた。 
監視カメラ等よる室内映像（実験映像）を用いた被害状況の評価手法の検討を行い、映像によ

る被害状況の把握の可能性と問題点を明らかにした。 
室内空間における非構造部材の被害モニタリング手法提案に向けて、簡易地震計、スマートフ

ォン、感震ブレーカーを用いたセンシングを実施した。実物木造住宅を対象とした E－ディフェ

ンス大型振動破壊実験では、1 階床面の加速度記録において、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の取得記録が、簡易地震計の物と概ね対応していた。これ

は、スマートフォンや感震ブレーカーなどの簡易デバイスを用いた地震時室内被害評価に、可能

性があることを示している。 
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(e) 学会等発表実績 

1)学会等における口頭・ポスター発表 

 
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 

名称 機能 
建物被害モニタリングシステ

ム 
本年度実施の E－ディフェンス実験において、簡易地震

計等のセンサデバイスの記録を一元的に収集・管理し、即

座に視覚的情報として描画する。 
 

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 
地盤配管設備等の非構造
部材を含む 3 階建て住宅
の機能を検証するＥ－デ
ィフェンス実験 
（首都圏レジリエンスプ
ロジェクト） その 4 損傷
モニタリング、口頭 

林和宏，山田有
孝，佐藤栄児 

日本建築学会学術講

演梗概集 

2018 年 9 月 国内 

防災拠点建物を対象とし
たリアルタイム耐震診断
システムの社会実装 －
市役所庁舎へのシステム
導入とその運用状況、口頭 

林和宏，齊藤大
樹 

第 15 回日本地震工

学シンポジウム 

（2018） 

2018 年 12 月 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 
地震の建物損傷を簡単判

断へ実験 
林和宏 NHK 東海・北陸 2019 年 2 月 国内 
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3) 仕様・標準等の策定 

・  なし 
 

(3) 平成３１年度業務計画案 

Ｅ－ディフェンス大型振動台実験に用いる試験体の設計・製作、実験計画の策定を継続す

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

内空間の映像等に評価法の確立をめざし、実験映像を用いた定量的評価と定性的評価の相関

についての検討等を行っていく。また、「室内空間を中心とした機能保持のための研究会」の

継続し、Ｅ－ディフェンス大型振動台実験に向けた準備検討を引き続き実施していく。さら

に、実験に用いるセンサの検討や、データ分析手法の提案を引き続き実施する。ここで、セン

サは簡易地震計やスマートフォンなど安価なデバイスを主に検討し、インターネットを通じ

たリアルタイムデータ共有に向けた取り組みを進める。 
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