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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 

3.3.5 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 

 
（1）業務の内容 

（a）業務の目的 

本委託業務では、「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」として、①～④で実施する 4つのＥ－ディフェンスによる大型振動台実験の成果、これ

までにＥ－ディフェンスで実施された各種実験のデータ、既設の常時地震観測記録等の情報を収

集・整理・統合し、今後の防災への利活用方策検討、および一般・関連団体等への公開・普及を

図る。 

 
(b) 平成３０年度業務目的 

   本年度は、課題①のチームと連携しながら、木造建物実験におけるセンサ配置計画を策定する。

また、層間変位センサの設置に必要な、実験模型の寸法にあわせたキャリブレーションを実施す

る。Ｅ－ディフェンス実験において、種々のデータ計測を行うが、特に、無線センサの性能に焦

点をあてる。加えて、前年度に東京の多くの高層建物群にセンサが配置されたときの広域危険度

判定のスキームとして、簡易な「応答スペクトル」を提案したが、センシングデータの迅速な収

集システムの検討も含めて、より具体的なあり様を検討する。ひきつづき、サブプロジェクト(b)

等との連携により、サブプロジェクト(b)が収集する既設の常時地震観測記録を断続的に利用し、

地盤－建物系の地震応答評価精度の向上に向けた取り組みを進める。 
 
(c) 担当者 

所属機関 役職 氏名 
早稲田大学 理工学術院 教授 西谷 章 

早稲田大学 理工学術院 教授 谷井 孝至 

早稲田大学 理工学術院 助手 服部 晃平 
足利大学 工学部 
（早稲田大学 研究院） 

准教授 
（客員准教授） 

仁田 佳宏 

  
(2) 平成３０年度の成果 

(a) 業務の要約 

・＜テーマ１＞ 木造建物Ｅ－ディフェンス実験に向けたセンサ配置計画の策定とＥ－ディフェ

ンス実験における種々のデータ計測の実施。 

・＜テーマ２＞ 層間変位センサの、実験模型寸法にあわせたキャリブレーションの実施。 

・＜テーマ３＞ 簡易な「応答スペクトル」推定に向けたデータ収集システムの検討。 

・＜テーマ４＞ 既設センサによる地盤－建物系の地震観測記録の収集と地震応答評価制度向上

に向けた取組み。 
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(b) 業務の成果 

<テーマ１> 木造建物Ｅ－ディフェンス実験に向けたセンサ配置計画の策定とＥ－ディフェン

ス実験における種々のデータ計測の実施。 

・木造建物の設計を担当した「課題①」の名古屋大学チームと緊密に連携し、平成 30 年度の木

造建物Ｅ－ディフェンス加振実験に向けて、具体的な建物寸法・形状、建物平面に合わせて複数

種の無線センサ、層間変位センサを中心としたセンサ設置計画を策定した。木造建物の施工段階

からの現地での打合せ、建物ほぼ完成段階での打合せを行って、層間変位センサのデータ送信の

ための配線計画も含めた計測システムの策定を行った。 

・上述のセンサ設置計画に基づいて、平成 31 年 1 月～２月のＥ－ディフェンス加振実験におい

て種々の計測を行った。 

使用した無線センシングシステムについては、表１にまとめている。Ｅ－ディフェンス実験を

通して、無線センサの性能となる「時刻同期精度」「通信速度」「電源供給」などの点を検証した。

この検証から、センサごとの長所短所を確認でき、同時に計測時の問題点・今後の実験および将

来に向けての改善点を抽出することもできた。次の実験に生かすため、今後メーカーと協議して

改善をはかる。 

・無線センサは、さまざまな理由・事情からデータ計測が行えない事態が生じる可能性もあり、

事実、今回のＥ－ディフェンス実験でも一部データ取得ができなかった例もあった。表２は、今

回の実験における以下の定義による「データ取得率」を示したものである。 

          データ取得率 = �1 −
欠測個数

センサ数×加振回数
� × 100(%)    

 

表１ 無線センシングシステムの一覧 

システム名称 
(メーカー) 

構成 
サンプリング 
周波数(Hz) 

実験時の 
収録方法 

sonas (ソナス)  センサ 10 台 

シンクノード 

1 台 

PC1 台 

100 

センサ内蔵 microSD 

カードにて収録、実

験後回収 

Swing Minder (四国総合研究所)  センサ 4 台 

親器 1 台 

ルータ 1 台 

PC 1 台 

200 

センサ内蔵 microSD 

カードにて収録、実

験後回収 

Swing Minder Ⅱ (四国総合研究所)   センサ 10 台 

親器 1 台 

ルータ 1 台 

PC 1 台 

200 

センサ内蔵 microSD 

カードにて収録、実

験後回収 
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G-Link (LORD)  センサ 10 台 

親器 2 台 

ルータ 1 台 

PC 1 台 

128 
無線にて PC にリアル

タイムで転送、収録 

iPod Touch (Apple) センサ 4 台 

PC 1 台 

（スマートフォン

による簡易計測が

目的） 

100 
機器内収録(白山工業

製 i 地震使用) 

 

 

表２ 各センサのデータ取得率 

センサ名 Sonas Swing Minder Swing Minder Ⅱ G-Link iPod 

センサ数 10 4 10 10 4 

加振回数 26 26 26 26 26 

欠測数 2 17 35 58 30 

データ取得率 99% 84% 87% 78% 71% 

 

・層間変位センサに関しては、一部、実験中間段階での、実験対象建物の基礎固定条件変更な

どの作業にともない計測不能となった箇所もあったが、おおむね計測は順調に行われた。加速

度データからの積分により算出する変位との比較なども含めた、詳細なデータ検証は、2019 年

度に行う。 
・今回の実験に際して、将来的な、映像による室内被害判定も視野にいれ、ドローンを用いた

映像データ合成を試みた。震動台のある建屋内でのドローン飛行には制約があるため、建屋内

への搬入前に、複数角度からの撮影を行って全体画像を合成した。 

 

<テーマ２> 層間変位センサの、実験模型寸法にあわせたキャリブレーションの実施。 

・層間変位センサ 1)は、「光源部」と「受光部」からなる（写真１）。「光源部」が「受光部」の

真上にあれば、「受光部」内の電流・電子の流れは均一であるが、両者の相対的な位置がずれる

と、この流れが変わる。この流れの変化から、「光源部」の「受光部」からの相対的なズレを特

定し、「層間変位」を計測している 1)。精確な層間変位データ計測にあたっては、「光源部」と「受

光部」の設置位置の寸法に合わせたキャリブレーションが必要で、設置する全センサのキャリブ

レーションを行った（このキャリブレーションには、購入した、専用の機器「ＸＹステージ」を

利用する）。なお、層間変位センサについては、計測精度のさらなる向上に向けた機器としての

改良（センサ設置箇所の相対傾斜角データの同時取得、小型化・軽量化等）を本年度も継続的に

実施している。今回の木造建物実験への設置には至っていないが、引き続き改良を継続する。 
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写真１：層間変位センサ 

 

<テーマ３> 簡易な「応答スペクトル」推定に向けたデータ収集システムの検討。 

・地震直後の広域的な危険度判定スキームとして、23 区ごとの簡易的な、計算不要の「応答ス

ペクトル」推定を前年度に提案した 2)。この実現には、首都圏の多くの建物最上階への加速度セ

ンサ設置が前提となるが、データとして時刻歴は不要であり、最大値のみが取得できればよい。

特別な計算を行わずに、最大値と建物固有周期情報（建物高さ情報からの算定も可能）から「加

速度応答スペクトル」の簡易評価が可能である。この実現に向けて、センサ・メーカと、低価格

帯の、最大値のみを記録する加速度センサの、開発・製造の可能性を検討し、またデータ送信の

あり方として最大値データのみを送信受信するための、簡易で効率的なシステム構築の可能性に

ついての検討も行った。また、日常的に、多くの建物の揺れを観測しているエレベータ会社のデ

ータ利用可能性に関して、エレベータ会社との議論も行った。 

 
<テーマ４> 既設センサによる地盤－建物系の地震観測記録の収集と地震応答評価制度向上に

向けた取組み。 

・自由学園、成蹊学園、豊洲小学校の三建物では、MeSO-net 地震計と文部

科学省「都市の脆弱性が引き起こす激甚災害の軽減化プロジェクト」３) で

設置された地震計による計測を継続している。地盤と建物の観測記録デー

タを利用して、建物被害有無の判定にも利用可能な、地盤－建物系の精度

のよい応答解析モデルの構築を目指している。本年度は、豊洲小学校地点

において、地盤を 3 次元有限要素モデル、建物を多質点モデルとする連成

系モデルによって、建物近接地盤の応答を評価した。また、Sway-Rockingモ

デル（SR モデル）（図１）における地盤に関わる諸係数の扱いについて検討を行った。ただし、

本年度は比較的大きめの地震は観測されておらず、両検討においても、「建物被害有無の判定」

に利用可能となるような、という目的に直結するようなモデル構築には至っていない。 

 

(c) 結論ならびに今後の課題 
・事業計画書にあげた項目に関してはほぼ予定通り進捗している。 
・E-ディフェンス実験が 1 月～2 月であったため、実験データの主要な解析・検証は平成 31 年

度（2019 年度）となる。 
・30 年度の実験において、無線センサによるデータ計測をおおむね行えているが、今後に向け

図 1：建物－地盤連成系 
SR 解析モデル 

光源（LED） 

受光部 
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ての改善点を抽出することができた。無線センサは、こののち発展、需要増大も見込まれている。

将来のため、また今後の実験に生かすために、メーカーと協議して改善を図る。 
・地域ごとの加速度応答スペクトルの簡易的推定は、地震直後の、応急的、広域的危険度判定に

役立てることができる。計測データの効率的な送受信のあり方の検討、とくに地震時に予想され

る停電など非常事態の電力対応に焦点をあてた検討・検証を行う必要がある。 
・実在の三建物で観測された地震時データに基づいて、地盤－建物系の解析モデルを作成した。

他に比べて地盤性状の複雑な豊洲地点において、地盤を 3 次元有限要素モデルとした解析を行

ったことで、現実の応答結果に近づけることはできた。ただ、本年度に発生した地震規模では、

建物被害判定に結び付くような検証は行いにくい。比較的、大きめの地震発生時に検証を行う必

要がある。 

 
(d) 引用文献 

1) Matsuya, I., Tomishi, R., Sato, M., Kanekawa, K., Nitta, Y., Takahashi, M., Miura, S., 
Suzuki, Y., Hatada, T., Katamura, R., Tanii, T., Shoji, S., Nishitani, A., and Ohdomari, I. : 
Development of lateral displacement sensor for real-time detection of structural damage, 
IEEJ Transactions on Electrical and Electronics Engineering, 6, pp.266-272, 2011 
(DOI:10.1002/tee.20654)  

2) 西谷章：データ活用による地震後の広域的な安全度・危険度判定への期待と展望（記録資料），

首都圏レジリエンスプロジェクト データ利活用協議会第 3 回シンポジウム「データ利活用が

目指す３つの先進技術」（主催：防災科学技術研究所） 
https://forr.cc.niigata-u.ac.jp/duc/archives/sympo_20180116. 

3）京都大学防災研究所：都市の脆弱性が引き起こす激甚災害軽減化プロジェクト：サブプロジ

ェクト②都市機能の維持・回復のための調査・研究 
www.toshikino.dpri.kyoto-u.ac.jp/index.html 
 
 

(e) 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 
（口頭発表） 
構造物の被害推定システ

ム構築のためデータ管理・

利活用に関する研究 そ

の１：建物の健全性評価法

の大型振動台実験データ

を 用 い た 検 証 、 論 文

No.21063 

森井雄史、渡邊

享哉、岡沢理

映、白石理人、

岡田敬一、西谷

章 

日本建築学会大会 2018 年 9 月 国内 

http://www.toshikino.dpri/


52 
 

 
2)学会誌・雑誌等における論文掲載 

（口頭発表） 
構造物の被害推定システ

ム構築のためデータ管理・

利活用に関する研究 そ

の２：大型振動台実験に適

用する各種無線型加速度

センサー性能検証 論文

No.21063 

岡田敬一、岡沢

理映、白石理

人、森井雄史、

渡邊享哉、西谷

章 

日本建築学会大会 2018 年 9 月 国内 

（口頭発表） 

層間変位センサを用いた

モニタリングシステムの

実建物への適用、 
論文 No.21078 

畑田朋彦、片村

立太、谷井孝

至、仁田佳宏、

西谷章 

日本建築学会大会 2018 年 9 月 国内 

（口頭発表） 
MeSO-net システムと連動

した既設地震計を利用し

た地盤―建物連成計の地

震応答解析と震動特性の

評価、 
論文 No.21244 

谷沢智彦、酒向

裕司、西谷章 
日本建築学会大会 2018 年 9 月 国内 

（口頭発表） 

構造物の被害推定システ

ム構築のためデータ管理・

利活用に関する研究 そ

の６ 今後の長期モニタ

リング概要 
論文 No.21067 

秋山大地、大久

保孝昭、寺本篤

史、蘇振東、松

原大祐、伊藤佑

治、西谷章、江

尻憲泰、高尾秀

幸 

日本建築学会大会 2018 年 9 月 国内 

（ポスター発表） 

地震時レジリエンスの向

上を目指す建築都市のモ

ニタリング 

西谷 章 早稲田オープンイノ

ベーションフォーラ

ム 2019 

2019 年 3 月 国内 

掲載論文（論文題目） 発表者氏名 発表場所 
（雑誌等名） 

発表時期 国際・国

内の別 
二段階制御を適用した免

震構造物の長周期地震動

時に対する応答低減効果

の検討 

井上波彦・仁田

佳宏・西谷章 
構造工学論文集 2019 年 3 月 国内 

限られた階の加速度記録

のみに基づく３次スプラ

イン補間による建物全層

の応答推定 

小寺健三・西谷

章・沖原有里奈 
日本建築学会構造系

論文集 
2018 年 4 月 国内 
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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 

・ なし 
 

(3) 平成３１年度業務計画案 

 
平成 30年度には、平成 31年 1月～2月に、木造建物の E－ディフェンス実験を行った。実験

実施が年度末であったため、詳細な検証は平成 31年度（2019年度）となる。31年度には、取

得したデータをもとに、建物被害との関連に焦点をあてた検証を行う。この検証においては、

「層間変位直接計測のデータ」と「加速度データから積分によって算出した変位推定値」との

比較も重要な検討事項となる。 

平成 30年度の実験を通して把握できた「順調に推移した点」「問題点」等も踏まえ、平成

31年度実施予定のＲＣ建物実験に向けて、課題②のチームと連携しながら、無線センサ、層間

変位センサを中心としたセンサ設置計画を策定する。そのうえで、12月前後を予定している実

験において計測を行う。無線センサに関してはいくつかの改善点も把握できたので、メーカと

協議して必要な改善・改良を施したうえで、実験に臨む。 

計測予定の種々のデータのうち、余裕度・事業継続性の判断に重要な指標を与える層間変位

センサによる計測には、実験建物個々の寸法に合わせたキャリブレーションが必要である。XY

ステージを用いたキャリブレーションを実施して、設置建物に合わせたデータ取得の準備を整

える。また、層間変位センサのさらなる高性能化に向けて、引き続きより正確な計測データの

取得に向けた改良（センサ設置箇所の相対傾斜角データの同時計測を可能とする改良、小型

化・軽量化に向けた改良等）を継続して実施する。 

全サブプロジェクトが関係する、民間のデータも含めた「防災のためのデータ利活用」に関

連して、以前より提案している地域別の、「簡易応答スペクトル推定」スキームの実現に向け

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・東北大震災 

8年倒壊リスク瞬時に判定 
記事に登場す

るのは、西谷

章・楠浩一 

新聞記事 

朝日新聞 
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て、より実用的な観点からの検討を行う。すでに述べたように、このスキームには、通常の応

答スペクトルのような応答計算は不要で、建物頂部付近の加速度応答最大値データのみを収集

できればスペクトル推定が可能であり、地震直後の速やかな地域別危険度判定に結び付けるこ

とができる。特に、大地震時には停電発生も予想されることから、データ送信のための非常時

電力供給への対応もふくめた、データ収集のあり方に焦点をあてた検証を行う。 

また、ひきつづき、サブプロジェクト(b)等とも連携して、既設の常時地震観測記録を断続的

に利用して、地盤－建物系のより精度の高い、建物被害推定にも応用可能な、地震応答評価モ

デル（建物－地盤連成系モデル）の構築に向けた取り組みを進める。 
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