
 
 

データプラットフォーム拠点形成事業（防災分野） 

 

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 

 
サブプロジェクト（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」 

 

 

 

 

（２０１９年度） 

成果報告書 
 

 

２０２０(令和２)年 5 月 

 

国立研究開発法人防災科学技術研究所 
 



i 
 

はじめに 

 
わが国は世界でも有数の地震大国であり、これまでに幾度となく甚大な物理的・人的・

経済的被害をうけてきました。特に、過去に甚大な被害をもたらしてきた首都直下地震や

南海トラフ地震については、地震調査研究推進本部地震調査委員会の長期評価によれば、

今後 30年以内の地震発生確率はどちらも 70％程度であり、その切迫性が高まっています。 

3,800 万人を擁する世界最大の都市圏における首都直下地震については、内閣府より、

首都機能の喪失をはじめその経済被害想定額が 95 兆円と試算されており、社会的懸案事

項として捉えられています。こういった自然災害に対応するため、最先端の防災科学技術

を一層推進すべく、「経済財政運営と改革の基本方針 2016（平成 28 年 6 月 2 日閣議決定）」、

「日本再興戦略 2016－第 4 次産業革命に向けて－(平成 28 年 6 月 2 日閣議決定)」、「科学

技術イノベーション総合戦略 2016(平成 28 年 5 月 24 日閣議決定)」といった政府の基本方

針が定められています。 

 

わが国の現在の防災力ではこうした大規模地震災害の被害を完全に予防することはで

きず、残された時間の中で少しでも被害を減らすこと、高い事業継続能力を持つこと、速

やかな復旧・復興を実現することで災害に対するレジリエンスを向上させることが課題で

す。 

一方で、2015 年 5 月に発生した小笠原諸島西方沖地震では、大きな被害こそ発生しなか

ったものの、首都圏における約 2 万機のエレベータの停止、交通機関の乱れ、ライフライ

ンの一時停止等が生じ、事業の中断や経済機会損失にもつながっており、このように比較

的頻度の高い中規模地震への備えの充実も決して看過することができません。 

また、政府では、急速に成長するアジアをはじめとする世界の観光需要を取り込み『観

光先進国』への新たな国づくりに向けて邁進していることから、災害発生時の訪日外国人

旅行者向けの対策も重要な課題です。 

特に、都市機能、人口が集中し、社会経済活動の中枢でありわが国の頭脳となっている

首都圏においては、災害に対する脆弱性を内在していることから、首都機能の維持を図る

ため、詳細に災害リスクを評価するとともに発災に備えた対策を施しておくことは、これ

までにも増して重要かつ喫緊の課題となっています。 

 

そこで、本プロジェクトにおいては、以下に掲げる 3 つのサブプロジェクトの推進、有

機的連携を通じて、官民一体の総合的な事業継続や災害対応、個人の防災行動等に資する

データの収集・整備を目指します。 

 

（a）首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上に資するデータ利活用に向けた連携

体制の構築 

（b) 官民連携による超高密度地震動観測データの収集・整備 

（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 
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本プロジェクトの推進に当たっては、防災科研が有する、又は管理・利用する研究開

発基盤（施設・設備・リソース等）を活用した大学等との連携方策等について提案を募

り、オールジャパンによる研究推進体制を構築し、本プロジェクト終了時における研究開

発成果の最大化を図ります。 

 

 本報告書は「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」のうち、「（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」に関する、令和元年度

（2019 年度）の実施内容とその成果を取りまとめたものです。 
 
「（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」では、センシ

ングデータに基づく迅速な継続使用可否・機能損失度・崩壊余裕度判定によって、地震直

後の首都圏の機能ロスを最小限に抑制し、その後の速やかな復旧・復興に寄与することを

目的としています。具体的には、住宅密集地域の速やかな損傷度判定、行政庁舎・病院・

帰宅支援ステーション等の防災拠点候補建物の速やかな選別を目的として、国立研究開発

法人防災科学技術研究所が所有する実大三次元震動破壊実験施設（Ｅ－ディフェンス）を

活用し、実物を再現した建物モデルの振動台実験を行って、非構造部材を含む構造物の崩

壊余裕度に関するデータを収集・整備します。キーワードは、広域被害推定・危険度判定、

安全度（危険度）即時評価、継続使用性即時判定、高機能設備性能評価、機能維持・損失

判定、となります。 
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1. プロジェクトの概要 

1.1  目的 

 

サブプロジェクト(c)では、都市の防災拠点をなす建物（行政庁舎、体育館、帰宅支援ス

テーション、病院等）における安全点検の自動化並びに避難者の迅速な安全確保、都市の

中枢をなす建物の機能維持（事業の継続や生活の確保）と速やかな回復（損傷の同定や修

復）、住宅密集地域における保全を目的として、国立研究開発法人防災科学技術研究所が所

有する実大三次元震動破壊実験施設（Ｅ－ディフェンス）を活用し、非構造部材を含む構

造物の崩壊余裕度に関するデータを収集・整備する。また、自然地震の建物への影響を把

握するため、 サブプロジェクト(b)が取得する地盤－建物系に設置されている地震計のデ

ータ等を利用・整備する。具体的に以下の業務を行う。 

(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 

(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 

(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 

(4) 室内空間における機能維持 

(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 

 

1.2  各課題の概要 

(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 

簡易で安価な普及型センサのデータや既設の広域地震観測網の情報などを統合した、住

宅密集地域の広域被害推定手法および地域別危険度判定手法の研究開発を行う。具体的に

は、耐震性能の異なる種々の木造住宅を対象に、大型振動台実験や高度数値解析によって、

建物が損傷から崩壊に至るまでの挙動と各種普及型センサから得られるデータを関連づけ、

既存の木造建物応急危険度判定および自治体住宅再建判定への支援・連携を意識した、セ

ンシング技術に基づく広域被害・危険度高度判定法を提案する。 
 

(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 

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。 

 

(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 

災害時にも継続的な運用が期待される地域医療の中核病院等を対象に、地震直後にその

機能損失度を定量的に評価する手法を提案し、無用な混乱を回避し安全かつ効率的な管理

者の被災後運用判断を支援する仕組みに関する研究開発を行う。具体的には、高機能設備
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を付した病院建物に対する大型振動台実験を実施し、建物崩壊余裕度、病院機能の低下要

因の特定、高機能設備個別の性能評価、施設の機能損失に関する定量的判定法を提案する。 

 

(4) 室内空間における機能維持 

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、各種非構造部材の地震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、そこに取り付ける非構造部材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。 

 

(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 

本研究プロジェクトにおいて課題(1)～(4)で実施される 4つのＥ－ディフェンス大型振

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、さらには今後のセンサ普及を前提とした

応急的な広域危険度・被害度判定の枠組みの検討・提案もあわせて行い、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。 
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2．研究機関および研究者リスト(サブプロｃ)

所属機関 役職 氏名 担当課題

早稲田大学理工学術院 教授 西谷 章 研究統括

3.3.5
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

センター長

部門長

梶原 浩一 研究統括

3.3.4
名古屋大学減災連携研究センター 准教授 長江 拓也 3.3.1
名古屋大学減災連携研究センター 研究員 ジェム ヨニドアン 3.3.1
株式会社日建設計 主管 山田 祥平 3.3.1
国土交通省国土技術政策総合研究所 主任研究官 柏 尚稔 3.3.1
豊橋技術科学大学 建築・都市システム学

系

助教 林 和宏 3.3.1,
3.3.2,
3.3.4

防災科学技術研究所兵庫耐震工学研究ｾﾝﾀｰ 主幹研究員 高橋 武宏 3.3.1
防災科学技術研究所兵庫耐震工学研究ｾﾝﾀｰ 副ｾﾝﾀｰ長 井上 貴仁 3.3.1
東京大学地震研究所 教授 楠 浩一 3.3.2
東京大学大学院新領域創成科学研究科 准教授 清家 剛 3.3.2
広島大学大学院工学研究科 准教授 日比野 陽 3.3.2
建築研究所構造研究グループ 主任研究員 向井 智久 3.3.2
大阪大学大学院工学研究科 教授 真田 靖士 3.3.2
広島大学大学院工学研究科 教授 大久保孝昭 3.3.2
広島大学大学院工学研究科 助教 寺本 篤史 3.3.2
大林組技術研究所 所長 勝俣 英雄 3.3.2
大林組技術研究所構造技術研究部 副部長 米澤 健次 3.3.2
防災科学技術研究所地震減災実験研究部門 主任研究員 中村いずみ 3.3.2
防災科学技術研究所地震減災実験研究部門 主任研究員 松森 泰造 3.3.2
東京大学地震研究所 特任研究員 Trevor Zhiqing

Yeow
3.3.2

京都大学防災研究所 准教授 倉田 真宏 3.3.3
防災科学技術研究所地震減災実験研究部門 主任研究員 河又 洋介 3.3.3
京都工芸繊維大学工芸科学研究科 教授 金尾 伊織 3.3.3
京都大学医学部附属病院 准教授 大鶴 繁 3.3.3
九州大学人間環境学研究院 准教授 松尾真太郎 3.3.3
京都大学工学研究科 准教授 藤田 皓平 3.3.3
京都大学医学部附属病院 講師 趙 晃済 3.3.3
京都大学医学部附属病院 技師長 相田 伸二 3.3.3
京都大学医学部附属病院 医員 堤 貴彦 3.3.3
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所属機関 役職 氏名 担当課題

京都大学防災研究所 研究員 Konstantinos
Skalomenos

3.3.3

京都大学防災研究所 研究員 Giuseppe
Marzano

3.3.3

京都大学防災研究所 研究員 Jintao Huang 3.3.3
防災科学技術研究所地震減災実験研究部門 主任研究員 佐藤 栄児 3.3.4
防災機器検査協会 江原 信之 3.3.4
防災機器検査協会 内藤 昌彦 3.3.4
日立製作所 小松 佑人 3.3.4
構造計画研究所 正月 俊行 3.3.4
構造計画研究所 中西 良成 3.3.4
構造計画研究所 坂元 一雄 3.3.4
構造計画研究所 畠山 祐季 3.3.4
明治大学 専任講師 富澤 徹弥 3.3.4
早稲田大学理工学術院 教授 谷井 孝至 3.3.5
早稲田大学理工学術院 教授 高口 洋人 3.3.5
早稲田大学理工学術院 助手 服部 晃平 3.3.5
足利大学工学部

（早稲田大学 研究院）

教授

( 客 員 教 授

［ 客 員 上 級

研究員］)

仁田 佳宏 3.3.5
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3．研究報告 

 
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 (サブプロ c) 

3.3.1 簡易・広域センシングを用いた広域被害推定・危険度判定 (課題 c①) 

 
(1) 業務の内容 

(a) 業務の目的 

簡易で安価な普及型センサのデータや既設の広域地震観測網の情報などを統合した、

住宅密集地域の広域被害推定手法および地域別危険度判定手法の研究開発を行う。具

体的には、耐震性能の異なる種々の木造住宅を対象に、大型振動台実験や高度数値解

析によって、建物が損傷から崩壊に至るまでの挙動と各種普及型センサから得られる

データを関連づけ、既存の木造建物応急危険度判定および自治体住宅再建判定への支

援・連携を意識した、センシング技術に基づく広域被害・危険度高度判定法を提案す

る。 
 
(b) ２０１９年度業務目的 

   Ｅ－ディフェンスによる大型振動台実験（2018 年度実施）の分析を進める。具体的

には、地盤と基礎の相互作用、建物損傷過程、建物最大強度と変形性能、補修・補強

効果、免震構造性能を特定するために、実験データを分析する。また数値解析による

現象再現を実施する。 
 
(c) 担当者 

所属機関 役職 氏名 
名古屋大学 減災連携研究センター 准教授 長江 拓也 
名古屋大学 減災連携研究センター 研究員 ジェム ヨニド

アン 
株式会社日建設計 主管 山田 祥平 
国土交通省国土技術政策総合研究所 主任研究官 柏 尚稔 
豊橋技術科学大学 建築・都市システム学系 助教 林 和宏 
防災科学技術研究所 兵庫耐震工学研究センター 主幹研究員 高橋 武宏 
防災科学技術研究所 兵庫耐震工学研究センター 副センター長 井上 貴仁 

  
(2) ２０１９年度の成果 

(a) 業務の要約 

・Ｅ－ディフェンスによる大型振動台実験（2018 年度実施）について、地盤と基礎の相

互作用、建物損傷過程、建物最大強度と変形性能、補修・補強効果、免震構造性能を

特定するために、実験データを分析した。  

・数値解析による現象再現に取り組んだ。 
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(b) 業務の成果 

1) 実験データ分析 

a) 耐震性能評価 

本課題では首都圏住宅密集地域における 3 階建て木造住宅を対象に、高耐震化によ

るレジリエンス能力向上に関する実験を実施した（図 1）。周辺地盤・べた基礎・埋設

配管類を含む条件および高性能免震構法に関する実験条件を組み入れた。上部構造に

耐震等級 3 の軸組構法を採用する試験体 A 棟、耐震等級 3 の枠組壁構法を採用する試

験体 B 棟の 2 棟を準備し、Ｅ－ディフェンス震動台上に並べて設置した。一連の実験

は 3 つの期間、Phase 1 (2019/1/31, 2019/2/1)、Phase 2 (2019/2/7)、Phase 3 (2019/2/12) に

分けられ、A 棟、B 棟ともに最初の Phase 1 から順次、構造条件を変更することで建物

全体としての各種耐震性能を検証した 1)。ここでは図 2 における実験条件の中から、

Phase 1 の A 棟免震構造、B 棟耐震構造（地盤上べた基礎）、Phase 2 の A 棟耐震構造

（基礎固定）について、分析結果を系統的に報告する。  

図 1 住宅密集地域に増える 3 階建て木造住宅と 

周辺地盤・べた基礎・埋設配管類を含む木造住宅実験  

 

図 2 実験工程 

Phase 1: 2019/01/31, 2019/02/01

Phase 2: 2019/02/07

Y

X
Z

Y

X
Z

A棟
B棟

免震構造耐震構造

(地盤上べた基礎)

耐震構造(基礎固定)
基礎下鋳鉄板支持

試験体A棟試験体B棟

A棟
B棟
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図３に A 棟免震構造／Phase 1 の実験条件 2)を示している。小規模建物の免震仕様

(四号免震)に準拠し、基礎における鉄筋コンクリート造の上下の床板の間に免震層を

設けている。免震材料は、すべり用支持部  15 基と高減衰ゴム系積層ゴム(復元用ゴ

ム)6 基、オイルダンパー 6 基(X 方向、Y 方向 それぞれ 3 基)で構成した。すべり

支持部の摩擦係数はµ=0.065 で、鉛直支持機能を担う。復元用ゴムのせん断剛性は 

kr=2.45x10-2 kN/mm で、弾性復元機能と減衰機能の一部を担う。オイルダンパーは免

震層応答速度に応じて免震層変形を抑制するものである。 建物総重量 805.3 kN と摩

擦を含めた  300 mm 変位時の剛性から求まる等価周期 Te は約 3 秒である。  

 

図 3 試験体 A 棟免震構造／Phase 1 の実験条件 

  A 棟免震構造／Phase 1 と A 棟耐震構造（基礎固定）／Phase 2 に対して、それぞれ、

JMA 神戸波 25%加振、JMA 神戸波 50%加振、JMA 神戸波 100%加振の順序で実験を実

施している。JMA 神戸波の強い方向成分（NS 方向）を X 方向に入力した。表 1 には、

JMA 神戸波の加振倍率と震度の関係を示す。震動階級では、震度 5 強、6 弱、6 強と

一段階ずつ上げていったことになる。一方、最大応答加速度スペクトルなどを参照す

ると、現行耐震設計では神戸波 50%加振の水準を設計用の大地震（数百年に一度の頻

度）と位置付けている。その 2 倍の神戸波 100%加振の威力については極大地震と呼

ばれている（千年以上に一度の頻度）。  

A 棟耐震構造（基礎固定）／Phase 2 については、A 棟免震構造／Phase 1 の実験実

施の後に、基礎における鉄筋コンクリート造の上下の床板の間を鋼製ストッパーおよ

び鋼製水平梁によって剛強に固定し、土台下の基礎（上部床板）に振動台入力と同等

の入力を与えた。  

        表 1 加振倍率と計測震度の関係  

 計測震度  震度階級  

JMA 神戸波 25%加振  5.2 5 強  

JMA 神戸波 50%加振  5.8 6 弱  

JMA 神戸波 100%加振  6.4 6 強  

A棟免震構造 (Phase 1)

A棟

B棟

減衰用オイルダンパー 滑り用支持部 復元用ゴム

(a) 実験時の3階建て木造住宅試験体A棟

(b) 免振層の構成
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A 棟免震構造／Phase 1 の JMA 神戸波 100%加振時における免震層の水平相対変位

の時刻歴波形を図 4 に示す。相対水平変位の最大振幅は、約 150 mm となった。時刻

13 秒から 18 秒において、概ね 1.3 秒-1.6 秒程度の周期で変位の往復を繰り返した。  

 

図 4 試験体 A 棟免震構造／Phase 1 の JMA 神戸波 100%加振時における  
免震層の水平相対変位の時刻歴波形（X 方向） 

X 方向の最大層間変形角分布を図 5 に示す。図 5(a)の A 棟免震構造／Phase 1 にお

いては、1 階から 3 階まで同程度の最大層間変形角となり、JMA 神戸波 100%加振ま

で、最大層間変形角は 0.002 rad 以下に抑えられている。上部構造としてほぼ弾性領域

に収まっている。現行耐震設計の設計用大地震相当の JMA 神戸波 50%の 2 倍の極大

地震に対して、高い耐震性能が示された。  

図 5(b)の A 棟耐震構造（基礎固定）／Phase 2 では、最大層間変形角が 1 階におい

て大きくなる。1 階における最大層間変形角は、JMA 神戸波 50%加振では 0.007 rad 程

度となった。現在一般的な金物補強を採用する上部構造（軸組構法）において、強度

は層間変形角 0.02 rad 程度まで上昇する 3)ことを踏まえると、現行耐震設計の設計用

大地震に対して、余力のある安全な範囲に応答変形が抑えられたと評価することがで

きる。一方、JMA 神戸波 100%加振では、1 階における最大層間変形角が 0.03 rad を超

えた。JMA 神戸波 100%加振時における 1 階の力と変形の関係について、縦軸に層せ

ん断力、横軸に層間変形角をとって図 6 に示す。実験開始時の層の剛性は概ね青の矢

印の角度に相当する。横軸の変形角が 0.02 rad 程度を超えると、黒の矢印の領域に入

り、縦軸の力の上昇はほぼなくなった。変形角が 0.03 rad に達し、それ以降の揺れに

対して、赤の矢印に示すように剛性が大きく低下する。 

 

 

図 5 試験体 A 棟の免震構造と耐震構造（基礎固定）の最大層間変形角分布   

(X 方向、JMAkobe: JMA 神戸波加振・JRtakatori: JR 鷹取波加振) 

 

 

 

3rd story

2nd story

1st story

 

 

 

 

 

 

X-direction

3rd story

2nd story

1st story

 

2  

 

X-direction

層間変形角 (rad)

3階

2階

1階

層間変形角 (rad)

3階

2階

1階

(a) A棟免震構造／Phase 1 (b) A棟耐震構造(基礎固定)／Phase 2
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図 6 試験体 A 棟の耐震構造（基礎固定）における 1 階部分の  

層せん断力と層間変形角の関係(X 方向、JMA 神戸波 100%加振) 

 

木造住宅の地震時の目視で観察できる損傷は内壁の壁紙にいち早く現れる。骨組全

体が変形するなかで、下地の石膏ボードの継ぎ目がずれて、壁紙に、浮き、亀裂、の

順で損傷が生じる。実験では、1 階の X 方向の外構面の窓枠下において損傷が比較的

早期に進展した。この部位を対象に、各加振後の観察状況を図 7 に示す。図 7(a)の A

棟免震構造／Phase 1 の JMA 神戸波 100%加振（層間変形角 0.002 rad 程度）において、

壁紙の浮き、亀裂が石膏ボードの継ぎ目に生じている。図 7(b)の A 棟耐震構造（基礎

固定）／Phase 2 の JMA 神戸波 50%加振（層間変形角 0.007 rad 程度）において、亀裂

が窓枠高さから床位置の亀裂がつながった。図 7(b)の A 棟耐震構造（基礎固定）／

Phase 2 の JMA 神戸波 100%加振（層間変形角 0.03 rad 程度）では、亀裂が大きく拡幅

している。  

 

図 7 試験体 A 棟の免震構造と耐震構造（基礎固定）の  

実験後の内壁損傷 (X 方向外構面) 

 

  A 棟免震構造／Phase 1 と A 棟耐震構造（基礎固定）／Phase 2 における高さ方向の

最大床応答加速度分布（X 方向）を図 8 に示す。床応答加速度は家具への水平慣性力

層
せ

ん
断

力
(k

N
)

層間変形角 (rad)

JMA神戸波100%加振後
(a) A棟免震構造／Phase 1

JMA神戸波50%加振後 JMA神戸波100%加振後
(b) A棟耐震構造(基礎固定)／Phase 2
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の程度を意味する。縦軸の一番下のプロットは振動台において記録された最大加速度

を示しており、免震構造では、免震層下の鉄筋コンクリート造床板への入力、耐震構

造では鉄筋コンクリート造基礎（上の床板）への入力となる。図 8(a)の A 棟免震構造

／Phase 1 において、いずれの加振においても、免震層の存在により、1 階以上の床の

最大床応答加速度を大幅に低減している。JMA 神戸波 100%加振時においても、3 m/s2

以下に抑えられている。図 8(b)の A 棟耐震構造（基礎固定）／Phase 2 では、いずれ

の加振においても、基礎入力と同等の最大加速度が 1 階に生じており、2 階、3 階、R

階の順に値が増大している。JMA 神戸波 100%加振時において 1 階床は 12 m/s2、3 階

床は 18 m/s2 に達した。図 9 に JMA 神戸波 100%加振後の、1 階居室の状況を示す。図

9(a)の A 棟免震構造／Phase 1 では、家具の引き出しが開いた状態になった程度の変化

で、什器類にも被害が出なかった。一方、図 9(b)の A 棟耐震構造（基礎固定）／Phase 

2 では、家具が大きく移動し、すべて転倒した。 

 

図 8 試験体 A 棟の免震構造と耐震構造（基礎固定条件）における最大床応答加速度  

 (X 方向、JMAkobe: JMA 神戸波加振・JRtakatori: JR 鷹取波加振) 

 

 

図 9 試験体 A 棟の免震構造と耐震構造（基礎固定条件）における  

実験後の 1 階居室の状況 (JMA 神戸波 100%加振後) 

 

Phase 1 における B 棟耐震構造（地盤上べた基礎）について、土槽、地盤、基礎の関

係の図 10(a)に示す。B 棟耐震構造（地盤上べた基礎）の基礎における JMA 神戸波

100%加振時の水平力と水平移動の関係を、縦軸に基礎下せん断力係数、横軸に水平す

べり変位をとって図 10(b)に示す。図 10(b)の縦軸の基礎下せん断力係数は、基礎下に

最大床加速度 (m/s2)

R階

3階

1階

2階

振動台

最大床加速度 (m/s2)

R階

3階

1階

2階

振動台

(b) A棟耐震構造／基礎固定 (Phase 2)(a) A棟免震構造 (Phase 1)

(a) A棟免震構造／Phase 1 (b) A棟耐震構造(基礎固定 )／Phase 2
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働くせん断力を、基礎を含む総重量で除した値である。せん断力係数は 0.9 まで上昇

し、X 方向に 240 mm の滑り変位が生じた。  

 

図 10 試験体 B 棟の耐震構造（地盤上べた基礎）における  

JMA 神戸波 100%加振時の基礎の移動状況  
 

上部構造の地震応答性状について、最大層間変形角分布と最大床応答加速度分布を

図 11 に示す。図 11(a)の最大層間変形角分布において、1 階において最大層間変形角

が大きくなる傾向は A 棟耐震構造（基礎固定）と同様である。1 階における最大層間

変形角は、JMA 神戸波 50%加振では 0.003 rad 程度に抑えられている。JMA 神戸波

100%加振でも 0.01 rad 程度に抑えられている。B 棟は枠組壁構法、A 棟は軸組構法で

あり、構造形式は異なるが、いずれも現行設計法に基づき、耐震等級 3 の性能を満た

している。また、いずれも設計要求値と同等の（要求値をわずかに超える）設計条件

が意図された。すなわち同等の剛性、終局強度の条件が意図された。したがって、前

述の A 棟耐震構造（基礎固定）における最大層間変形角、JMA 神戸波 50%加振の 0.007 

rad 程度、JMA 神戸波 100%加振の 0.03 rad 程度と比較すると、B 棟耐震構造（地盤上

べた基礎）では、地盤と基礎の相互作用、JMA 神戸波 100%加振では特に、水平滑り

を伴う入力の頭打ちにより、上部構造の変形が大幅に低減されたといえる。JMA 神戸

波 50%加振における水平滑り変位は、3 mm 以下であったが、ロッキングによる基礎

の回転も上部構造への入力低減につながっている；のちの「c)数値解析検証」にても

述べる。  

一方、図 11(b)の最大床応答加速度分布（X 方向）では、いずれの加振においても、

剛強な土槽が地盤に与えた入力（振動台）と同等の最大加速度が 1 階、2 階、3 階、R

階の床に生じている。JMA 神戸波 100%加振後における、1 階の内壁および居室の観察

状況を図 12 に示す。変形に応じて損傷が進展する図 12(a)の 1 階の内壁において、壁

紙の浮き、亀裂が生じているが、目立った拡幅は生じていない。水平加速度により水

平慣性力の程度が決まる図 12(b)の 1 階居室の家具は、大きく移動し、転倒した。  

以上をまとめると、B 棟耐震構造（地盤上べた基礎）は上部構造が耐震等級 3 の構

造性能を有しており、終局強度が一般住宅よりも高いため、JMA 神戸波 100%加振に

おいて、上部構造の終局破壊以前に基礎の水平滑りが生じた。通常の住宅の強度では、

基礎の滑りよりも先に上部構造が終局破壊に至る傾向にあることを別途解析で確認し

B棟A棟
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ている。A 棟耐震構造（基礎固定）は鋼材を用いて基礎を完全に固定した条件であり、

上部構造の終局破壊に至った。B 棟耐震構造（地盤上べた基礎）は JMA 神戸波 100%
加振時において特に 1 階の層間変形が、A 棟耐震構造（基礎固定）の 1/3 程度に抑え

られた。その分、内外壁、構造躯体における重度な損傷を免れた。軽微な補修で済む

程度の損傷と判断できる。床加速度については、基礎の滑りによる大きな低減効果は

なく、居室内の家具等に被害が生じた。ただし、この問題は通常の家具固定で防ぐこ

とができる。すなわち、被害抑制効果、機能維持性能は免震構造に勝るものではない

が、上部構造の構造性能を耐震等級 3 以上としておき、家具対策をしておくことで、

現行設計で考える大地震の 2 倍の強さを持つ極大地震時においても、建物としての機

能を十分確保できる。基礎の水平滑りによる配管損傷等の問題については別途対策が

必要である。  

 

図 11 試験体 B 棟の耐震構造（地盤上べた基礎条件）の最大層間変形角  

および床応答加速度  (X 方向、JMAkobe: JMA 神戸波) 

 

 

図 12 試験体 B 棟の耐震構造（地盤上べた基礎条件）の実験後の 

1 階居室の状況と内壁損傷 (JMA 神戸波 100%加振後) 
 

 b) 各種センシングシステムの開発 

 感震ブレーカーは、1995 年兵庫県南部地震を契機に開発が進んだ。また近年では、

3rd story

2nd story

1st story

X-direction

最大層間変形角 (rad)

3階

2階

1階

(a) 各階の最大層間変形角 (b) 各階床の最大応答加速度

最大床加速度 (m/s2)

R階

2階

1階

3階

土槽

(a) 内壁の状況 (b) 1階キッチンの家具類の状況
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MEMS 加速度計を内蔵したスマートフォンの発展・普及が著しい。そこで、感震ブレ

ーカーとスマートフォンをセンシングデバイスと位置付け、住宅の損傷モニタリング

機能への展開を検証した 4)。実験では図 13 に示すように、住宅 1 階天井付近と 2 階床

面に両提案システムを設置した。  

図 14 は A 棟耐震構造（基礎固定）において、JMA 神戸波 100%加振時に計測され

た加速度時刻歴波形および最大応答加速度スペクトルである（いずれも Y 方向）。両

デバイスとも、汎用地震計と比べて遜色のない加速度記録が得られた。  

 
図 13 感震ブレーカーとスマートフォンの設置状況 

 

 

図 14 提案センサリングシステムの精度（JMA 神戸波 100%加振） 
 

c) 数値解析検証 

 建物に対する現行の耐震設計規定では、レベル 1 地震動程度の地震動に対して構造

体を弾性範囲とどめる性能、レベル 2 地震動程度の地震動に対して倒壊に対して十分

安全な性能を、設計目標としている。本実験において、JMA 神戸波 25%加振と JMA 神

戸波 50%加振が、それぞれレベル 1 地震動とレベル 2 地震動に対応するとみなす。こ

こでは、Phase1、土槽地盤上べた基礎条件の試験体 B 棟に対する、JMA 神戸波 25%加

振と JMA 神戸波 50%加振を対象に、ロッキングにおける基礎の挙動に着目し、上部構

(a)感震ブレーカー (b) スマートフォンシステム

(a) 加速度時刻歴波形 (b) 最大応答加速度スペクトル

  

(m/s2) 

(sec.) 
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造の計測データから求まる転倒モーメントにより計算する消費エネルギーと、基礎側

の計測データから求まる地盤反力により計算する消費エネルギーを比較、分析した。

基礎側の評価については地盤に対する数値解析モデルを導入した。なお、JMA 神戸波

50%加振までにおける水平滑り変位は、3 mm 以下であった。  

基礎のロッキング角と転倒モーメントを用いて、ロッキングによる基礎での消費エ

ネルギーを求める。基礎位置における転倒モーメントと基礎のロッキング回転角の関

係を図 15 に示す。X 方向の梁間方向の関係において、転倒モーメント 1000 kNm 付近

より剛性の顕著な低下が見てとれ、基礎下地盤の塑性化が示唆される。  

 
図 15 転倒モーメントと基礎のロッキング回転の関係（JMA 神戸波 50%加振） 

 

転倒モーメントと抵抗モーメントの条件を図 16 に示す。上部側の転倒モーメント

に対して、基礎下地盤反力からの抵抗モーメントが常に釣り合っていると考える（図

16(a)）。本実験では 2 方向の水平力が同時作用するため、合成される転倒モーメント

に抵抗モーメントが釣り合う。基礎側は、この条件を満たすように、重量の重心と基

礎下地盤反力の重心の距離、すなわち抵抗モーメントの腕の長さが決まる（図 16(b)）。 

 
図 16 転倒モーメントと抵抗モーメントの条件 

 
基礎の鉛直変位分布を評価するために、基礎 4 隅に設置した鉛直変位計の計測結果

に基づき、曲率が連続となる曲面を持つ 3 次スプライン内挿を適用し、基礎全体の鉛

直変位を X 方向に 200 分割、Y 方向に 100 分割したグリッドで評価した（図 17）。転

倒モーメントによるロッキング挙動の評価を図 18 に示す。図 18(a)は基礎の鉛直変位

分布の評価の一例である。初期の基礎位置を基準面 0 とし、鉛直変位がマイナスにな

る範囲を圧縮領域と仮定した。地盤の圧縮領域における圧縮応力-圧縮変位の関係には

Y方向X方向

X方向
Y方向

(a) 転倒モーメントと抵抗
モーメントの釣り合い (b) 基礎伏せ図

転倒モーメント 抵抗モーメント

慣性力

地盤反力

地盤反力の重心

基礎平面

圧縮域

重量の重心

抵抗モーメントの腕の長さ
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数値モデルを適用した。図 18(b)に示すように、地盤反力は、地盤の最大圧縮変位が更

新されたときに生じるとした。地盤反力は圧縮領域内で一定とし、地盤は引張応力を

負担しないものとした。基礎下地盤側の抵抗モーメントを図 16(b)に従い計算した。

建物重量と地盤反力の合計は常に釣り合っている。図 18(c)に地盤側の抵抗モーメン

トの時刻歴波形と上部側の転倒モーメントの時刻歴を示す。概ね傾向をとらえている

が、本検討は端緒についたばかりであり、単純化した地盤の履歴則も原因となり、大

きな差が生じる時刻もある。  
 

 
図 17 転倒モーメントと抵抗モーメントの概念 

 

     
(a) 基礎の鉛直変位分布    (b) 地盤の圧縮領域の力-変位の履歴仮定 

 

(c) 地盤側計算（抵抗モーメント）と上部側計算（転倒モーメント） 

図 18 転倒モーメントによるロッキング挙動の評価 
 

地盤側の圧縮変形と圧縮応力による消費エネルギーを、内挿した基礎の格子点ごと

に計算し、地盤側の消費エネルギーを求めた。上部側の転倒モーメントによる消費エ

ネルギー（図 15 の関係から計算）と合わせて時刻歴波形を図 19 に示す。地盤側の消

費エネルギーについて、地盤モデルに弾性範囲を考慮しておらず、微小変形時からエ

ネルギー消費が始まるため、初期の立ち上がりが大きくなったと考えられる。図 20 に

おいて各加振における消費エネルギーの最終値を比べる。地盤側計算した抵抗モーメ

ントによる消費エネルギーは、25%加振において上部側の転倒モーメントによる値を

上回り、50%加振において上部側の転倒モーメントによる値を下回った。別途、上部

：鉛直変位計測位置

基準面
接地領域

基礎面を格子状に補完
鉛直変位が0以下の要素を接地領域

要素

鉛直変位計測位置

 
 

JMA神戸50%加振

圧縮変位δ

圧
縮
応
力
σ

σy
1 2 3

 
 

JMA神戸50%加振
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構造の実験分析から求めた消費エネルギーをもとに、全体の消費エネルギーに占める

割合を括弧内の数字で示した。ロッキングにおける消費エネルギーは全体の 10%-30%

を占めており系全体に対して大きな影響を有することが分かる。今後地盤に詳細な数

値モデルを適用し、議論を深める予定である。

図 19 地盤解析に基づく消費エネルギー計算 

図 20 ロッキング挙動による消費エネルギーが全体の消費エネルギーに占める割合 

(c) 結論ならびに今後の課題

2018 年度実施のＥ－ディフェンスによる大型振動台実験について、地盤と基礎の相

互作用、建物損傷過程、建物最大強度と変形性能、補修・補強効果、免震構造性能を

特定するために、実験データを分析した。今後は、実験データの分析に並行して、有

限要素法解析を実施し（図 21）、実験システム全体を地盤含め表現し、分析結果を定

量的に検証する。さらに、被害度判定の表示技術と地震火災リスクの軽減手法につい

て実験を実施する。

図 21 土槽地盤上べた基礎条件の試験体 B 棟に対する数値解析モデルの展望 

(d) 引用文献

1) 井上貴仁 ,高橋武宏，及川孝則，平野茂，山田祥平，柏尚稔，林和宏，長江拓也：地中

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 11 実験条件の変遷と計測計画，日本建

築学会大会学術講演梗概集，構造 II，pp. 645-646，2019
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変形域の挙動（枠組）（口

頭） 

鈴木兼二，平野

茂，高橋武宏，

山田祥平，柏尚

稔，林和宏，井

上貴仁，長江拓

也 

 

金沢工業大学

（日本建築学会

大会） 

2019 年 9 月 国内  

地中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 19 耐震補強

の計画及び試験結果（鉄

骨フレーム）（口頭） 

和木洋， 鈴木

兼二，穴原一

範，高橋武宏，

山田祥平，柏尚

稔，林和宏，井

上貴仁，長江拓

也 

 

金沢工業大学

（日本建築学会

大会） 

2019 年 9 月 国内  

地中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 20 耐震補強

の試験結果（ワイヤブレ

ース）（口頭） 

穴原一範，和木

洋， 鈴木兼

二，高橋武宏，

山田祥平，柏尚

稔，林和宏，井

上貴仁，長江拓

也 

 

金沢工業大学

（日本建築学会

大会） 

2019 年 9 月 国内  

地中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 21 免震性能

（口頭） 

及川孝則，高橋

武宏，山田祥

平，柏尚稔，林

和宏，井上貴

仁，長江拓也 

 

金沢工業大学

（日本建築学会

大会） 

2019 年 9 月 国内  
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2)学会誌・雑誌等における論文掲載 

 ・査読あり 

 
 
3)マスコミ等における報道・掲載 

なし 
 
(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 

地中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 22 排水管損

傷（口頭） 

河又洋介，鍾育

霖，西崚汰，高

橋武宏，井上貴

仁，長江拓也 

 

金沢工業大学

（日本建築学会

大会） 

2019 年 9 月 国内  

地中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 23. 都市ガス

配管機能検証（口頭） 

菅沼淳，中村い

ずみ，高橋武

宏，井上貴仁，

長江拓也，北川

夏樹 

 

金沢工業大学

（日本建築学会

大会） 

2019 年 9 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 

Seismic responses of a 

free-standing two-story 

steel moment frame 
equipped with a cast 

iron-mortar sliding base 

（査読あり）  

Yu-Lin Chung,  

Kuan-Ting Kuo, 

Takuya Nagae,  
Koichi 

Kajiwara  

EARTHQUAKES 

AND 

STRUCTURES 

2019 年 9 月  国際  
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(3) ２０２０年度業務計画案 

Ｅ－ディフェンスによる大型振動台実験（2018 年度実施）の分析を進める。具体的

には、地盤と基礎の相互作用、建物損傷過程、建物最大強度と変形性能、補修・補強

効果、免震構造性能を特定するために、実験データの分析を継続する。並行して、有

限要素法解析を実施し、実験システム全体を地盤含め表現し、分析結果を定量的に検

証し、一般化に取り組む。さらに、被害度判定の表示技術と地震火災リスクの軽減手

法について実験を実施する。 
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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 

3.3.2 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 (課題 c②) 

 
(1) 業務の内容 

(a) 業務の目的 

・「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。 
 
(b)２０１９年度業務目的 

・平成 30(2018)年度に作成した試験体の設計検討結果に基づいて、振動台実験用試験体

を作成し、加振実験を実施する。試験体には 30(2018)年度までに検討した非構造材も

設置する。振動台実験においては、平成 30(2018)年度までに検討した損傷度の検知シ

ステムの検証も行う。 
 
(c) 担当者 

所属機関 役職 氏名 
東京大学地震研究所 教授 楠 浩一 

東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授 清家 剛 

広島大学大学院工学研究科 准教授 日比野 陽 
建築研究所構造研究グループ 主任研究員 向井 智久 

大阪大学大学院工学研究科 教授 真田 靖士 

広島大学大学院工学研究科 教授 大久保 孝昭 
広島大学大学院工学研究科 助教 寺本 篤史 
豊橋科学技術大学建築・都市システム学系 助教 林 和宏 

大林組技術研究所 所長 勝俣 英雄 

大林組技術研究所構造技術研究部 副部長 米澤 健次 

防災科学技術研究所地震減災実験研究部門 主任研究員 中村 いずみ 

  
(2) ２０１９年度の成果 

(a) 業務の要約 

以下の項目を実施した。 
1) 振動台実験用試験体の製作 
2) 仕上げタイル・窓サッシ・天井・屋上配管の設置 
3) 振動台実験の実施 
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4) 損傷検知システムの検証 
 

(b) 業務の成果 

1)振動台実験用試験体の製作 
試験体の平面図、軸組図を図１、図２に、柱断面、梁断面を表１、表２に示す。 
 

 

図１ 平面図 

     
図２ 軸組図 

 
  

 

A

B

4800 mm 4800 mm

4800 mm

1 2 3

 

4.8 m

4 m

3.2 m

3.2 m

0.3 m

1 2 3

 

A B

4800 mm

4000 mm

3200 mm

3200 mm

300 mm
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表１ 柱断面詳細 表２ 梁断面詳細 

 

 

 
試験体の製作は、実験棟横の屋外で行った。屋外の試験体製作時には鉄筋コンクリート

躯体だけでなく、コンクリートに埋め込まれる鉄筋ゲージの貼付け、光ファイバーによる

モルタルセンサ埋込みも行った。また、サッシの取付け、天井の取付け、光ファイバーセ

ンサを含むタイル張り、屋上配管についても屋外で行った。試験体製作状況の全景写真を

写真１に、配筋状況を写真２に示す。 
 

 Location Outer, center inner Wall 

RF 0.
48

0.
15

0.32

 

0.
40

0.18  
Top 3-D19 Flecxural:2-D13 

Bottom 3-D19 Hor.:D10@160 
Stirrup D10@160 Ver.:D10@160 

Location Outer Center Inner Walls 

3F 0.
48

0.
15

0.32

 
  

0.
88

0.
40

0.18

 
Top 4-D19 3-D19 4-D19 Flecxural:2-D13 

Bottom 2-D19 3-D19 2-D19 Hor.:D10@160 
Stirrup D10@160 Ver.:D10@160 

Location Outer Center Inner Walls 

2F 0.
48

0.
15

0.32

 
  

0.
88

0.
40

0.18

 
Top 4-D19 3-D19 4-D19 Flecxural:2-D13 

Bottom 2-D19 3-D19 2-D19 Hor.:D10@160 
Stirrup D10@160 Ver.:D10@160 

 Inner column Corner column 

3F 
0.48

0.52

0.
18

0.
60

 
0.48 0.48

0.52

0.
18

0.
60

 
Rebar 10-D19 10-D19 
Hoop D10@80 D10@80 

2F 
0.48

0.52

0.
18

0.
60

 
0.48 0.48

0.52

0.
18

0.
60

 

Rebar 10-D19 10-D19 
Hoop D10@80 D10@80 

1F 
0.48

0.52

0.
18

0.
60

 
0.48 0.48

0.52

0.
18

0.
60

 

Rebar 10-D19 10-D19 
Hoop D10@80 D10@80 
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写真１ 試験体作成状況（全景） 写真２ 試験体作成状況（配筋） 

 
屋外で試験体作成後、試験体はキャリアで実験棟屋内へ移動させ、天井クレーンで所定

の実験棟の震動台上に移動した。キャリアの移動状況を写真３に、天井クレーンでの移動

状況を写真４に示す。 
 

  
写真３ キャリアでの試験体移動状況  写真４ 天井クレーンでの試験体移動状況 

 
2) 仕上げタイル・窓サッシ・天井・屋上配管の設置 

a) 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３に示す。  
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図３ 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。 

 

外装タイルの剥落危険性の即時判定に関しては、光ファイバセンサを用いてタイルの剥

離検知を試みたところ、図４に示すように、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た。また、図５のように加振

時に生じる下地のひずみに対するタイルのひずみの比を取ると、剥離の前後で明らかにタ

イルの追随性が低下する現象が確認された。  

  
図４ 最終加振後のタイルの劣化状況  図５ 下地とタイル表層のひずみ差  

 

以上のことから、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。今後は、タイルの劣化部（剥離・剥落・ひび割れ）と、

裏側の躯体のひび割れ状況との関係および、剥離が発生したと判定できる閾値について引

き続き検討を行う。  

 
b) 窓サッシ 

i) 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５、写真６）。 
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写真５ 3 階に設置した窓の様子      写真６ 2 階に設置した窓の様子 
 

ⅱ) 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。 
ⅲ) 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７）。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８）。 

  
写真７ 160%入力後 3 階引き違い窓  写真８ 160%入力後 3 階はめ殺し窓 
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c) 天井 

i) 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６、図７、写真９～12）。 

  

図６ ３階天井 伏図 図７ ２階天井 伏図 

  

写真９ ３階天井  写真 10 ３階天井裏 

  

写真 11 ２階天井   写真 12 ２階天井裏 

 

 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。 
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ⅱ) 天井の計測結果 

図８、図９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８ 100%入力時 ２階天井の計測値  図９ 100%入力時 ３階天井の計測値 

 

ⅲ）天井の損傷観察結果 

 人工波の 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。  

 
d) 屋上配管 

 以下に、実験概要と結果の概要を示す。  
本章では、屋上階における置き基礎配管設備の計測計画（図 10 参照）を示す。  

図 10 実験装置及び計測位置 
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次に、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 11 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 12 に示す。  

 

図 11 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 12 ハンドヘルドスキャナーで計測した 3 次元点群データ 

 
3)振動台実験の実施 

a) 損傷検知システムに用いる加速度センサ 

振動台実験では、加速度センサとして図 13 に示す MEMS 型の高精度のもの（LAM02）
および教育用の廉価なもの（ADXL355）の２種類を採用した。価格には 20 倍程度の開き

があり、それぞれの性能は表３に示すとおりである。表からも、ADXL355 の最少観測可

能加速度（表中の Min. acceleration）は LAM02 に比べて 12 倍程度大きい（精度が低い）

ことが分かる。なお、加速度計は床のほぼ中央に設置した。 
 

    
 (a) LAM02                  (b) ADXL355 

図 13 使用した加速度計 

600～800 cm/s2
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表３ センサの仕様 
 LAM02 ADXL355 
固有周期(kHz) 1.7 2.4 
感度(mV/G) 400 400 
測定範囲(G) ±2.5 ±2.0 
分解能(bit) 24 20 
最小加速度(×10-3cm/s2) 0.15 1.87 
非線形性 Less than 0.3% 0.1% 

 

b) 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。入力した波形を図 14 に示す。 
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図 14 入力地震波（100％） 

 
 加振は、表４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。各入力レベルでの 5%減衰を仮定して求めた要求曲線を図 15 に示す。100%入力での

要求曲線を見ると、短周期部分で上回るものの、凡そ設計用ペクトルと一致していること

が分かる。 
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図 15 各入力レベルでの要求曲線 
 

表４ 入力地震動 
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 

 
表５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

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。 
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表５ 各入力での最大応答 

Run 
1F 2F 3F 

Peak Acc. 
(cm/sec2) 

Max. 
Drift 
angle 

Peak Acc. 
(cm/sec2) 

Max. 
Drift 
angle 

Peak Acc. 
(cm/sec2) 

Max. 
Drift 
angle 

20% 140 1/3828 190 1/3800 221 1/5970 
100% 690 1/292 944 1/330 1085 1/873 
150% 1103 1/65 1340 1/71 1714 1/128 
150% 1245 1/43 1434 1/45 1619 1/92 
160% 1079 1/29 1382 1/30 1590 1/59 

 
4) 損傷検知システムの検証 

a) 性能曲線の算出と３折線近似 

性能曲線は、文献 1)に従って、各階の中央に配した LAM02 および ADXL355 で計測さ

れた加速度記録を用いて２つの性能曲線を算出した。計算においては、White Noise は無

視し、20%入力から順に、連続入力として計算した。即ち、160%入力の検討では、20%入

力、100%入力、150%入力、２回目の 150%入力、そして 160%入力の記録までの全てを連

続した加速度記録として計算した。 
 

b) 検証結果 

160%入力までを連続した波形として算出した性能曲線を図 16 に示す。図には LAM02
および ADXL355 の結果を合わせて示している。150%入力２回目（図中 150%-2）では、

塑性変形が負側に進展し、正側では 150%での最大応答点を更新しなかった。図から、入

力の小さい範囲では安価なセンサと高精度のセンサでは算出された性能曲線に若干の差は

見受けられるものの、判定結果に影響を与えるような大きな差はないことが分かる。なお、

今後の検討には LAM02 を用いる。 
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図 16 ２種類のセンサでの性能曲線 

 
図 17 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
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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)と推定された。実際、150%入力 2 回目では

負側で最大応答変位が安全限界点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。 
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図 17 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 

 
(c) 結論ならびに今後の課題 

非構造材を有する鉄筋コンクリート造３階建て試験体を、当初目的通り大きな変形領域

まで安全に加振することができた。また、非構造材に関しても、屋上配管の滑り、窓ガラ

スの割れ、天井の振動、タイルの落下を確認・計測することができた。三次元測量技術に

より、試験体の振動中を含めた観測を行うことができた。 
 今後は、得られたデータをより詳細に分析し、地震入力レベルと被害の程度、センサに

よる被災度の把握方法の確立、解析精度の検証を行っていく必要がある。 
 
(d) 引用文献 

1) 楠 浩一 , 日向大樹 , 服部勇樹 , 田才 晃：加速度計を用いた実構造物の性能曲線算

出法に関する研究 多質点系構造物の場合, 日本建築学会構造系論文集, 第 79 巻 第
699 号, pp.613-620, 2014.5 
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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

発表成果（発表題目、口

頭・ポスター発表の別）

発表者氏名 発表した場所

（学会等名）

発表時期 国際・

国内の

別

Cost-effectiveness of 
Japanese concrete 
cladding detailing for 
improved seismic 
performance (口頭) 

ヤオ トレ

ボージキ

ン、楠浩一

2019 Pacific 
Conference on 
Earthquake 
Engineering, 
Auckland, New 
Zealand 

2019年4月 国外

Influence of exterior 
concrete wall cladding 
detailing on downtime 
and injuries (口頭) 

ヤオ トレ

ボージキ

ン、楠浩一

コンクリート工学

年次大会2019
2019年7月 国内

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（その 1 試験体

設計） 

深井悟、楠

浩一、ヤオ

トレボージキ
ン

2019年度日本建築

学会大会

2019年9月 国内

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(その 2 非線形

解析)  (口頭) 

ヤオ トレ

ボージキ

ン、楠浩

一、深井悟

2019年度日本建築

学会大会

2019年9月 国内

E-Defense Test of a 3-

Storey Reinforced Concrete

Frame Structure with

Special Concrete Wall

Cladding Detailing(口頭)

K. 
Kusunoki, 
T.Z. Yeow, I. 
Nakamura, 
and Y. 
Hibino 

8th International 
Conference on 
Advances in 
Experimental 
Structural 
Engineering, 
Christchurch 
New Zealand 

2020年2月 国際
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2)学会誌・雑誌等における論文掲載

・ 査読付き

3)マスコミ等における報道・掲載

掲載論文（論文題目） 発表者氏名 発表した場所

（雑誌等名）

発表時期 国際・

国内の

別

Structural 
Performance of 
Reinforced Concrete 
Members with 
Monolithic Non-
structural Wall under 
Static and Dynamic 
Loads 

Walid Ahmad Safi, 
Yo Hibino, Koichi 
Kusunoki, Tomohisa 
Mukai, Yasushi 
Sanada, Izumi 
Nakamura, Trevor 
Zhiqing Yeow, and 
Satoshi Fukai 

Buildings 採 択 決 定

(2020 年 
５ 月 ６ 日

掲載予定） 

国際

Impact of the 
Reinforcement 
Detailing on Seismic 
Performance of 
Isolated Non-
structural Walls. 

Safi, W.A.; Hibino, 
Y.; Kusunoki, K.; 
Sanada, Y.; Mukai, 
T. 

Buildings 採 択 決 定

(2020 年 
５月 7 日

掲載予定） 

国際

報道・掲載された成果

（記事タイトル）

発表者氏名 発表した場所

（新聞名・TV
名）

発表時期 国際・

国内の

別

「震度 7」連発でも使え

る庁舎へ

楠 浩一 日経アーキテクチ

ュア

2020 年 1 月

9 日 
国内

世界最大の耐震実験施

設「Ｅ－ディフェンス」

とは？

中村いずみ 毎 日 放 送 「 News 
ミント！」

2020 年 1 月

9 日 
国内

ネット配信：世界最大の

耐震実験施設「Ｅ－ディ

フェンス」とは？

中村いずみ 毎 日 放 送 「 News 
ミント！」

2020 年 1 月

16 日 
国内

阪神・淡路大震災から 25
年報道特別番組「進化の

軌跡」

中村いずみ 毎 日 放 送 「 News 
ミント！」スペシ

ャル

2020 年 1 月

17 日 
国内
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(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) ２０２０年度業務計画案

２０１９年度に実施した実験結果をもとに、試験体の損傷程度を確認・検討する。検

証においては、従来の被災度区分判定に加えて、地震保険における損害算定の方法も

検討する。さらに、センサを用いた被災度の判定方法を検討し、その結果と、従来の

判定結果を比較する。

非構造材については、その損傷程度を検討し、構造物の被害程度との関係を検証する。
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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 

3.3.3 災害時重要施設の高機能設備性能評価と機能損失判定 (課題 c③) 

(1) 業務の内容

(a) 業務の目的

本委託業務では、サブプロジェクト(c)のうち、「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」として、災害時にも継続的な運用が期待される地域医療の中核病院等

を対象に、地震直後にその機能損失度を定量的に評価する手法を提案し、無用な混乱を回

避し安全かつ効率的な管理者の被災後運用判断を支援する仕組みに関する研究開発を行う。

具体的には、高機能設備を付した病院建物に対する大型振動台実験を実施し、建物崩壊余

裕度、病院機能の低下要因の特定、高機能設備個別の性能評価、施設の機能損失に関する

定量的判定法を提案する。

(b)２０１９年度業務目的

研究 4 年目のＥ－ディフェンス大型振動台実験に向けて、試験体を本設計し、各居室

への高機能設備・什器の配置計画を策定する。また試験体の運搬方法や設置方法を含めた

実験計画、計測計画、ならびに加振計画を策定する。更に、Ｅ－ディフェンス大型振動台

実験に適用する高機能設備の自動性能評価システムの構築に繋げる。

(c) 担当者

所属機関 役職 氏名

京都大学 防災研究所 准教授 倉田 真宏

防災科学技術研究所 主任研究員 河又 洋介

京都工芸繊維大学 工芸科学研究科 教授 金尾 伊織

京都大学 医学部附属病院 准教授 大鶴 繁

九州大学 人間環境学研究院 准教授 松尾 真太郎

京都大学 工学研究科 准教授 藤田 皓平

京都大学 医学部附属病院 講師 趙 晃済

京都大学 医学部附属病院 技師長 相田 伸二

京都大学 医学部附属病院 医員 堤 貴彦

京都大学 防災研究所 研究員 Konstantinos Skalomenos 
京都大学 防災研究所 研究員 Giuseppe Marzano 
京都大学 防災研究所 研究員 Jintao Huang 

(2) ２０１９年度の成果

(a) 業務の要約

 研究 4 年目のＥ－ディフェンス大型振動台実験に向けて、試験体の構造設計を終えて、施

工図を作成した。

 試験体の地震時応答を正確に評価するために、耐震棟試験体については、柱脚部の履歴特

性を考慮し、免震棟試験体については、免震装置の特性を考慮した詳細な解析を実施した。
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 試験体に設置する非構造部材及び設備機器の配置を決定した。医療機器のレイアウト案を

作成し、医療機関などから提供された廃棄予定の機器をＥ－ディフェンスの仮保管場所に

運搬した。

 病院施設の高機能設備や非構造部材の耐震度合を評価し、また計測計画を立案するために、

天井システム、高架水槽、手術室ベッド、配管の要素実験を実施した。

 構造部材、非構造部材や医療機器の挙動を把握するためのモニタリング手法について検討

を進め、上記の要素実験において手法の有効性を検討した。

(b) 業務の成果

1）構造部材

a) 耐震棟試験体の設計・数値解析

前年度に設計した試験体の細部を検討し、施工図を作成した。一般的な設計を参考に、

柱に先行して柱脚部が降伏するメカニズムを採用し、柱脚部の詳細を設計した。また、柱

脚部が先行して降伏する際の骨組全体の挙動について、立体解析プログラムを利用した地

震応答解析を実施した。柱脚部の降伏により、下層階により変形が集中する傾向があるこ

とや、骨組全体の変形が大きくなることが確認された。

b) 免震棟試験体の設計・数値解析

前年度に設計した試験体の細部を検討し、施工図を作成した。免震装置の挙動および免

震装置が弾性域の上部構造に与える影響を検討した。上部構造については、前年度に報告

したが、レベル 2 地震動に対して十分な余裕度をもった耐震設計として、Ai 分布（C0=0.2）
に対して許容応力度設計をしている。架構は 3 階建てのラーメン構造で、柱は冷間成形角

形鋼管、梁はＨ形鋼である。図 1 に床伏図、軸組図柱、梁の断面と鋼材種をまとめた表を

示す。平面は長辺（X）方向が 6m ×1 スパン、短辺（Y）方向が 5m× 1 スパンで、高さ

は約 12m である。跳ね出し部分を有するため偏心が生じている。免震装置は、高面圧に

対応できる球面すべり支承を用いる。同支承はスライダーと呼ぶ可動体の上下に凹形の球

面上すべり板がある二面摺動タイプである。

 
図１ 免震棟試験体の概要

地震応答解析には、質点系モデル、および立体骨組モデルを用いた。実験での主な加振

予定方向と同じ X（長辺）方向の上部構造の 1 次固有周期は 0.84 秒となった。SSB の 
動的すべり荷重 Qd は面圧・製造ばらつきによる補正係数、摩擦係数、軸力をパラメータ

ーとした数値解析を実施した。検討対象地震動は、レベル 2 地震動として告示波（A：八

戸位相、B:神戸位相、C:乱数位相）に加えて、ELCENTRO 1940 NS 波、TAFT 1952 EW 

部位 断面 鋼材種別

柱 □250×250×9 BCR295
大梁 H‐400×200×8×13 SN490B
基礎梁 B1200×D1000 RC
スラブ t=150 RCスラブ
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波および HACHINOHE 1968 NS 波の 3 波、レベル 2 を超える地震動として 1995 年兵

庫県南部地震 JMA 神戸 NS 波を用いた。表 1 に解析諸元と解析結果の一部を報告する。 
免震層の変位に着目すると、CASE①と③および②と⑤の比較により質点系と立体骨組

のモデル化による影響はほとんどなかった。CASE③と④の比較により変動軸力の影響は

ほとんどなかった。CASE④と⑤の比較により、速度依存性を考慮した場合に変形量に大

きな変化はないが、層せん断力係数は 10%程度低減した。CASE⑤～⑦の比較により、製

造ばらつきにより変形量に±15％程度変動がみられたが、最大層せん断力係数はほとんど

影響がなかった。上部構造の層せん断力係数ついては、CASE④と⑤の比較により、速度

依存性の考慮により 30%程度低減し、製造ばらつきにより±20％程度変動がみられた。 
表１ 免震棟試験体の応答解析結果

a) ********************
***********************************************************．

b) *********************

c) 柱梁接合部

耐震棟試験体に適用する 3 種類の梁端接合形式について、構造性能の基礎情報を取得す

るための要素実験を実施した。本実験では 5 体の載荷を実施したが、本報告では基本デー

タの整理が完了している 3 体の概要をまとめる。①震動台実験における骨組挙動に資する

データの取得、②静的挙動と動的挙動の比較用データの取得、③震動台実験に適用される

実際のディテールによる性能検証・比較、④梁端回転角等の変位計測方法の検討、⑤鋼重

量軽減の目的でウェブ幅厚比種別を下げた梁を用いた場合の外ダイア適用性に関する検討

と設計法へ取り入れる方法についての検討、を目的として要素実験を計画した。

 表 2 に試験体一覧を示す。いずれも梁端が終局に至るまでを確認するものであり、耐震

骨組で想定される弱パネル形式（側柱）や床スラブの影響を踏まえた実験にはなっていな

いことに注意を要する。梁の全塑性耐力計算値 bMp 相当の弾性部材回転角計算値θp を基準

として、±θp、±2θp、±4θp、±6θp を各 2 サイクル、その後、終局まで単調載荷を行った。

表 2 試験体一覧 

No.1～3 の荷重－変形関係を図 2 に示す。荷重は梁端モーメントを試験体の全塑性耐力

計算値で無次元化、変形は梁部材回転角をθp で無次元化（塑性率）して示している。表 3

試験体
番号

梁端接合形式 梁 詳細
耐震骨組
適用箇所

No.1 H-400×200×8×13
（SN490B）

ダイア：PL-22（SN490C）

ノンスカラップ形式

2F・ RF
4Fの側柱

No.2 BH-400×150×6×19
（SN490B）

ダイア：PL-25（SN490C）

ノンスカラップ形式
梁端ウェブ補剛工法

3F

No.3 H-400×200×8×13
（SN490B）

ダイア：PL-19（SN490B）

外ダイア－梁間は溶接接合
4Fの隅柱

No.4 －

No.5 －

※柱はすべて□-250×250×16（BCR295）

通しダイアフラム

外ダイアフラム BH-400×150×6×19
（SN490B）

ダイア：PL-19（SN490B）

外ダイア－梁間は溶接接合
外ダイアサイズ：No.4＜
No.5
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には変形性能に関する実験結果を示している。No.1 と No.3 は 4 θp 振幅で最大耐力を迎え

るまで安定した挙動を示したが、その後、梁の局部座屈の進展に伴い、耐力低下を示した。

No.2 は 6θp 振幅で最大耐力を迎えた後も安定した挙動を示し、高い変形性能を示した。 

 
   (a) No.1（従来）    (b) No.2（梁端ウェブ補剛）  (c) No.3（外ダイア） 

図 2 無次元化梁端モーメント－梁塑性率関係 

表 3 実験結果（変形性能） 

 
2) Ｅ－ディフェンス実験計画 

a) 試験体の詳細設計・施工計画に関する検討 

Ｅ－ディフェンス実験で用いる試験体は、その特異性を考慮して、詳細設計や施工計画

の策定を行った。 
 試験体製作・解体工事の仕様書、設計図書、積算資料の作成。ほぼ終了し、2020 年度

早々に公示予定。 
 Ｅ－ディフェンスの利用申請。外部有識者と質疑を交わし、施設利用の認可を受けた。  
 鉄骨等の先行手配。随時、Ｅ－ディフェンスに搬入予定。 
 非構造部材の設置、試験体内への医療機器搬入・設置・配線、センサーの設置・配線

等、屋内作業、屋外作業、震動台上作業の分類。同時期に多種多様な工事が行われる

ため、最適な工程調整が不可欠。 
 効率的な実験計画のため、Ｅ－ディフェンスが保有する倒壊防止フレーム、先行して

実施された課題 2 の実験で製作された吊り天秤を再利用する。 
b) 医療機器の確保および保管 

医療機器は高価で特殊なものが多いため、京都大学付属病院他から、買い替え・廃棄の

タイミングで譲り受けている。一部の機器は、2019 年度からＥ－ディフェンス構内の実験
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b M p （b M p
*） θ p θ M max θ 0.9M max

kNm ×10-3rad
No.1 498 7.58 31.9 32.9 2.17（4θ p-1） 1.86（6θ p-1）
No.2 451 7.37 75.5 90.1 4.40（6θ p-2） 7.78（単調載荷）

No.3 549 8.36 32.3 32.8 3.12（4θ p -2） 3.10（6θ p-1）

η η E試験体
×10-2rad （括弧内は載荷振幅）

b M p ：梁の全塑性モーメント計算値

b M p
*
：b M p を柱フェースに換算した値

η：残留塑性回転角に基づいた累積塑性変形倍率

η E ：履歴面積に基づいた累積塑性変形倍率

θ M max：正側最大耐力時の梁部材回転角

θ 0.9M max：正側最大耐力の0.9倍に耐力低下した時の梁部材回転角（0.9倍まで低下しなかった

場合は最終到達時）
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準備棟・地下書架に搬入・保管しており、2020 年度も引き続き搬入を予定している。 
c) 計測計画の検討 

災害時重要施設の高機能設備の性能評価と機能損失判定や、構造物の応答評価や健全度

判定を行うための計測計画を検討する。予算配分、工程、要素試験や事前解析の結果や関

連研究グループによる付加計測等を総合的に考慮して、効率的な計測計画を策定する。 
d) 加振計画の検討 

入力地震動は、1995 年兵庫県南部地震の観測波を中心に検討を進める。また、免震棟内

の高機能設備の性能評価・機能損失判定を行うため、「南海トラフ沿いの巨大地震による長

周期地震動」である OS-2 波の使用を考慮する。振動台実験における設備や試験体の応答・

損傷程度が、事前解析の結果と異なることを想定して、予備の地震動も用意する。 
 

3）非構造部材・医療機器・モニタリング 

2020 年度の実大実験に向けて、非構造材の設計について検討するとともに、部分実験を

実施した。2017 年に実施した天井・配管の部分実験についてより詳細な検討を進めた。医

療機器については、振動台実験において手術室ベッドの転倒可能性について検討した。ま

た、部分実験の機会を利用して、検討を進めているモニタリング手法・機器の有効性につ

いて検証した。 
a) 実大実験試験体の非構造材設計 

 各階の天井、壁、設備に関して検討し、詳細を確定した。 
① NICU、手術室などのレイアウトを決定し、間仕切り壁の配置を確定した（図 3）。

耐震棟 4 階については、NICU と病室の間の間仕切り壁を境界にして、段差のある

天井部分を設けることとした。 
② 設備配管に関しては、旧指針と新指針に従った配管を配置することとした。さらに、

耐震支持の有無による固定度の違いを比較する。 
エアコン、照明や手術室無影灯やシーリングペンダントも実際の施工方法に従って取

り付ける計画である。 

図 3 非構造材設計概要 

(a) 設備
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b)部分実験

ⅰ)段差のある天井の振動台実験 

4m×3m×3m の鉄骨躯体に 1.5m と 2m の 2 種類の高さの天井・空調室内機・照明器具

を取り付けた試験体（図 4(a)）を振動台で加振し、天井システムの損傷把握を試みた。各

機器と天井材に加速度計、吊ボルトに歪ゲージを取り付け、試験体周囲にレーザー変位計

を設置し計測した。また設計用地震動のレベル 1・2 を反映した JMA 神戸 NS 波と、AC-
156 に則って作成した人工波の 2 種を入力波とした。結果として、機器と天井ボードの衝

突による石膏ボードの粉末の落下や天井と吊ボルトをつなぐハンガーの移動などは見られ

たが、天井システムとしては特筆すべき損傷は確認できなかった。また、図 4(b)は段差の

ある天井の相対変位を示しており、立上部の斜め補強材を外した場合、立上部の斜め補強

材を設置した場合を比較した。この結果から、斜め補強材が段差部の相対変位を小さくす

るのに大きく寄与していることを確認できた。
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(a) 試験体全景 (b) 天井段差部の相対変位

図 4 段差のある天井の振動台実験 
ⅱ)高架水槽の振動台実験 

図 5 に示すように振動台上に 150mm 厚の RC 床を固定し、その上に 2m×2m×1.2m の

架台を設置、2m×2m×2m の水槽を取り付けた。振動台と架台は M16 のアンカーボルト 8
本で接合されている。水槽と架台は M16 のボルト 16 本で接合され、50kN の砂を水槽の

中に入れている。水槽と架台の頂部及び脚部に加速度計を取り付け、水槽と架台を接合す

るプレート、架台柱、外側のアンカーボルトに歪ゲージを張り付けた。ベースプレート鉛

直方向に変位計を 2 台ずつ設置し、水槽下にレーザー変位計を設置した。JMA 神戸 NS 波

と OS-2 波を入力波として骨組の時刻歴応答解析により求めた屋上階の絶対加速度応答を

入力波とした。図 6 にタンク頂部の加速度応答結果を示す。(a)はアンカーボルトを緩めた

状態、(b)はアンカーボルトを締め付けた状態である。アンカーボルトの緩みによって加速

度応答が大きくなる。また、アン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。また、アンカーボルトや接合部ボルトを減らしても、

アンカーボルトが緊結されている場合は、アンカーボルトに緩みが生じないことを確認し

た。

ⅲ)使用済み配管の繰返し静的実験 

京都工芸繊維大学で約 50 年間使用された腐食した給水配管 3 体と新品配管 3 体の繰返

し曲げ実験を行った。実験の概要を図 7 に示す。載荷は非ねじ部の全塑性モーメントに到
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達したときの弾性回転角を基準として、±θp0、±2θp0、±3θp0、±4θp0、±5θp0 の変形を 2 回ず

つ与え、最後は押切りの載荷履歴とした。モーメント－変形角関係を図 7 に示す。 いずれ

の試験体も最大耐力は Mp 以上を示しており、錆の発生は、配管の耐力に影響しないこと

がわかる。また、図 8 に骨格曲線を示す。新品の配管と使用済みの配管の大きな違いも見

られない。腐食している使用済み配管においても、新品の配管と概ね同程度の性能を有し

ていることを示した。 
 

 

ⅳ)手術室ベッドの地震時挙動把握実験 

京都大学防災研究所の保有する振動台を利用して、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、従来の術中の患者固定方法を検証した。図 10 に示すように、メー

カーから貸与を受けた手術台を設置し、模擬人形（ダミー人形：ヒューマンボディー社×

1 体、人形と表記）を手術台に固定した。手術台にはキャスターがついているが、術中は

4 点での油圧制御で上下する脚部を下げて床に固定する。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張り付けた 2 種類を用意した。人形の手術体位や固定法、床の摩

擦係数を変えて、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。手術体位と

して、仰臥位、頭低位などを検討対象とした。 
通常のテーブル高さでは、特に床シートがある場合にロッキング（傾きを伴う揺れ）の

支点となるブレーキが滑り手術台は移動した。テーブルが高い場合には、両方の床でロッ

キングがみられ、特に 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、人形の位置ずれが生じた。 
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(a) 仰臥位 (b) 頭低位

図 10 手術ベッドの転倒リスク評価実験 

c) 部分実験の詳細な検討

ⅰ)天井・配管の振動台実験の解析的検討 

2018 年 3 月に行われた設備配管の振動台実験に基づき、配管の解析モデルの提案し、配

管に発生する最大曲げモーメント分布と、継手部に作用する変形角を求める。また、配管

が損傷に至るときの固定条件および入力を解明する。図 11(a)の給湯管モデルを用いて時

刻歴応答解析で得られた最大曲げモーメント分布を図 11(b)に示す。また、各継手の最大変

形角を図 11(c)に示す。指針通りの仕様で施工されていれば配管が損傷する可能性は低く、

横走り管を建物の構造体に固定することが配管の耐震性能の向上において重要と考えられ

る。また、配管端部を完全自由にした場合は横走り管の継手部において、繰返し曲げ実験

によって得られた変形能力θp を超えた場合もあるが、完全固定では全ての入力に対して最

大変形角がθp を下回る結果となった。指針を満足する仕様であれば JMA 神戸波原波時の

建物応答に対しても配管が損傷する可能性は低いことを示した。

ｄ）モニタリング 

本年度では、2020 年度実施する本試験においてモニタリングを行う項目の選定や具体

的な方法について議論した。さらに、本試験で実施予定のモニタリング手法を部分試験に

適用し、課題の抽出した。具体的に検証したモニタリングは、段差のある天井の振動台加

振試験では、天井裏を対象とした定点カメラによる画像計測と、無線による天井吊り材の

ひずみ計測である。また、高架水槽の振動台試験では、無線傾斜センサーによる傾きの検

知の可能性について検討した。これらの部分試験への適用によって得られた知見を項目ご

とに記す。
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(a) 解析モデル (b) モーメント分布 (c) 継手に生じる変形角

図 11 天井・配管の振動台実験の解析的検討  
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ⅰ)画像計測による給排水管の残留変形の同定 

天井裏の画像計測では、天井裏が暗所であることを想定し、実験終了後に棟内を消灯し

日没後に撮影した。ここでは、給排水管の変形に着目し、地震後に残留変形が生じたとい

う想定で給排水管に強制変形を付与させ、その前後での画像データの収集を行った。得ら

れた画像データの一例を図 12 に示す。配管の移動量として、配管先端の移動量をスケー

ルで実測し、これを画像データから配管の移動量の推定と照らし合わせて検証した。図に

示すように、画像センサーを配管の長手方向に俯瞰するように設置することを念頭にして

いることから、配管の奥行方向の補正を 1 台のカメラで行う方法について検討した。吊り

材の長さや吊り材のピッチが既知であれば、ある程度の精度で配管の変形量の変化を同定

できることを確認した。但し、今回の検証では、トラッキング用のマーカーの位置を利用

したため、図 12 に示すような画像を用いて異常検知や設備システムとしての損傷度や余

裕度の評価につながる配管の残留変形を同定するには画像認識手法についてさらに検討を

要する。

(a) 変形前 (b) 残留変形あり

図 12  暗所時の天井裏の画像データ 
ⅱ)無線静ひずみ計測 

吊り天井クリップに生じる残留応力を評価することを目的として、無線計測が可能な

ST-COMM を設置した。地震動加振によって天井の構造部材に生じる塑性変形を監視でき

るかどうかを検証する。図 13 に部分実験においてひずみの計測位置の平面図と設置時の

写真を示す。ひずみゲージは、FLAB-6-11-3LJCT-F を用い、測定条件として 15 分間隔で静

ひずみの値を取得する。データは Sigfox 無線通信によって収録し、計測によって得られた

ひずみ値がサーバーに自動的に収集される。図 14 に加振 2 日目、3 日目の記録と加振スケ

ジュールの対応について示す。 

図 13 ひずみセンサー位置 
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図 14 ひずみ計測データ 

ⅲ)傾き検知 

衝撃を感知しにくく永続的な傾きが生じたかどうかを検知する落石センサーを建物内

の設備等のモニタリングに適用する方法について検討した。本センサーは、1 分に 1 回の

頻度で、姿勢の変化を MEMS 加速度センサーにより確認して、振動や傾斜が発生していな

いかどうかを監視し、Sigfox 無線通信規格によってデータを収録する。基準姿勢から 2 度

以上の変化または、2G 以上の衝撃を受けた際に異常発報を行う。  

高架水槽の振動加振実験において、落石センサーを設置し、振動台の加振に対する反応

として、加振中の衝撃を感知せず、傾斜の発生を検知できるかどうか検証を行った。図 15

にセンサー設置位置を示す。図 16 に、加振実験中の異常発報の検知結果を時系列で示す。

振動試験中に検知されたものは、すべて傾斜異常であり、衝撃検知はされなかった。この

ことから、普段は動かない対象物の傾斜を検知する上では、落石センサーが十分な機能を

有すると考えられる。しかしながら、傾斜検知については、試験体に 2 度以上の傾斜が生

じているとは考えにくく、加速度センサーが振動試験中の重力加速度の変化を捉えてしま

い、傾斜と誤判定している可能性がある。なお、衝撃検知がみられたのは、加振試験中で

はないことから、実験装置の調整時に発生した振動を受けたものによると考えられる。  

  

 図 15 傾斜センサーの設置位置 図 16 異常検知の履歴 
ⅳ)柱脚固定度評価 

鋼構造建物の露出柱脚の固定度を推定する手法を新たに開発し、前年度に開発した無線

型動ひずみ計測装置を用いて、実証試験を実施した。露出柱脚の復元力特性において、回

転角の小振幅領域における剛性の低下と経験した最大回転角の関係に着目し、目視では評

？（電源切）
■ ■ ■ ■ ■ * ■ ■ ■
10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時

試験1～10 試験11～17

12:09
センサー③
衝撃検知

16:14頃
センサー①

14:43
センサー①
傾斜検知

14:44
センサー④
傾斜検知

■ ■ ■ * ■ ■ ■ ■ ■
10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時

試験1～12 試験13～22 試験23～32 試験33～41

10:16
センサー②
傾斜検知

11:23
センサー②
衝撃検知

10:23
センサー③
傾斜検知

13:44
センサー④
衝撃検知
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価が難しい柱脚の損傷度の簡易推定を目指した。柱脚の固定度評価指標として、DI
（Damage Index）を以下のように新たに提案する。DI は、建物内の基準点 r と柱脚付近

の計測点 m の曲げモーメント比 R の変化を標準対数で表したもので、添え字の d と int は
損傷時と初期計測（健全）時をそれぞれ示す。

𝐷𝐷𝐷𝐷＝10
𝑅𝑅𝑑𝑑
𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

×2 (%), 𝑅𝑅 = 𝑀𝑀𝑚𝑚

𝑀𝑀𝑟𝑟  (1) 

建物内で計測した動ひずみから曲げモーメント比 R を計算する際には式（2）を用いる。

部材端部から十分離れた位置の弾性域においては、曲げモーメント M の比は軸方向ひずみ

𝜀𝜀の比に比例すると仮定できる。微振動下で安定した計測データを得るため必要なサンプリ

ング時間を設定する。ひずみ時刻歴応答から 1 次モード応答成分を抽出し（右上の添え字）、

時刻歴データの実効値 RMS を計算する。

𝑅𝑅 = 𝑀𝑀𝑚𝑚

𝑀𝑀𝑟𝑟 ∝
(𝜀𝜀𝑚𝑚)𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

(1)

(𝜀𝜀𝑟𝑟)𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
(1)  (2) 

図 17(a)に示す 1/3.75 サイズのブレース付き 3 層鋼骨組を用いた振動実験において、 
Sigfox 型無線計測装置で動ひずみの RMS 値を計測した。柱と梁は H 形鋼で、中柱の強軸

は X 方向に、外柱の強軸は Y 方向に合わせてある。R 階に小型加振機を設置し、X 方向に

ホワイトノイズを入力した。図 17(b)の CB1、CB2 および CB3 で計測された RMS を表 4
にまとめる。また部材の断面 2 次モーメントに比例して、強軸方向の柱脚において、大き

な動ひずみが計測できた。さらに、試験体の柱脚 CB1 に損傷を与えた場合の損傷指標 DI
の推移を図 17(c)に示す。CB1 の状態を完全固定からピンになるまで X 方向の曲げ剛性を

小さくすると、DI が徐々に小さくなることを確認した。

(a)試験体外観 (b) センサー位置 (c) 損傷指標 DI の推移

図 17 損傷指標 DI の推移

表 4 動ひずみ計測機器の比較 

動ひずみの RMS 値 単位（  μ𝜖𝜖 ） 
計測個所 CB1 CB2 CB3 

DI 514.8 644.8 490.8 

(c) 結論ならびに今後の課題

 耐震棟試験体の挙動について、立体解析プログラムを利用した地震応答解析を実施し
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た結果、柱脚部の降伏により、下層階により変形が集中する傾向があることや、骨組

全体の変形が大きくなった。球面すべり支承を用いた免震試験体の地震応答解析にお

いて、摩擦係数の速度依存性や製造ばらつき補正係数を考慮して、免震層の変位応答

予測精度を向上させた。

 Ｅ－ディフェンス実験で用いる試験体は、その特異性を考慮して、詳細設計や施工計

画の策定を行った。同時期に多様な工事が集中するため、最適な工程調整が不可欠で

ある。また予算配分、工程、要素試験や事前解析の結果や関連研究グループによる付

加計測等を総合的に考慮して、効率的な計測計画を策定する必要がある。

 各階の天井、壁、設備に関して検討し、詳細を確定した。特に応答予測が難しい要素

（段差のある天井、高架水槽、配管、手術室ベッド）については、振動台を用いた部

分実験により地震時挙動を評価した。今後は実験データを利用して高精度な数値解析

モデルを構築し、一般的な建物における被害想定の向上につなげる。

 応答・損傷評価を迅速に実施するためのモニタリング手法を検討し、上記の部分実験

や小型模型を用いた振動実験において、性能を評価した。データを分析し、E－ディフ

ェンス実験でのセンサー配置計画を立案する。

(d) 引用文献

特になし

(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 発表した場所

（学会等名）

発表時期 国際・

国内の

別

設備配管と天井の振動台

実験と振動特性，口頭

久保慶祐，髙岡剛

規，小島紘太郎，金

尾伊織，倉田真宏，

藤田皓平，髙岡昌

史，川良 剛

日本建築学会

学術講演発表

会（東北）

2019 年 9 月 国内

Vibration Model 
Considering Interaction 
between Ceiling System 
and Equipment Part I: 
Test and FEM 

Qi Liangjie ，

Kunitomo 
Keiichiro，Kurata 
Masahiro ， Ikeda 
Yoshiki 

日本建築学会

学術講演発表

会（東北）

2019 年 9 月 国内

天井材と機器の要素間相

互作用を考慮した振動モ

デル そのⅡ 機器の簡

易振動モデルと地震時の

応答評価，口頭

國 友 慶 一 朗 ， Qi 
Liangjie ，倉田真

宏，池田芳樹

日本建築学会

学術講演発表

会（東北）

2019 年 9 月 国内
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2)学会誌・雑誌等における論文掲載 
・ 査読付き 

 
3)マスコミ等における報道・掲載 

なし 
 
(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) ２０２０年度業務計画案 

2020 年 11 月にＥ－ディフェンスにて大型振動台実験を実施する。各居室への医療機器

の配置計画を最終決定し、試験体を製作する。また数値解析により試験体の応答を予測し、

その結果に基づいて実験計画、計測計画、ならびに加振計画の最終案を策定する。さらに、

構造部材、非構造部材や高機能設備の被災度を評価するシステムについて性能を評価する。 

経年配管の繰返し曲げ実

験と変形能力，口頭 
髙岡剛規，金尾伊

織，小島紘太郎，倉

田真宏 

日本建築学会 
学術講演発表

会（東北） 

2019 年 9 月 国内 

低層重要建物の設計検討

と終局状態，口頭 
赤澤資貴，佐分利

和宏，倉田真宏，松

尾真太朗，河又洋

介 

日本建築学会 
学術講演発表

会（東北） 

2019 年 9 月 国内 

掲載論文（論文題目） 発表者氏名 発表した場所 
（雑誌等名） 

発表時期 国際・

国内の

別 
Investigating the 
vibration properties of 
integrated ceiling 
systems considering 
interactions with 
surrounding 
equipment 

Liangjie Qi, 
Keiichiro 
Kunitomo, 
Masahiro 
Kurata, 
Yoshiki 
Ikeda 

Earthquake 
Engineering and 
Structural 
Dynamics 

2020 年 2 月 国際 
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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 (課題 c④) 

(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)２０１９年度業務目的

Ｅ－ディフェンス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を行う。

また、非構造部材の被害モニタリングに向けた検討を継続し、具体的なセンシング

手法を提案する。特に豊橋技術科学大学委託業務では、被害モニタリング手法の提案

の一部を担当し、実験に用いるセンサーの検討や、データ分析手法の提案を引き続き

実施する。センサーは、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。

(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

防災機器検査協会

防災機器検査協会

日立製作所

構造計画研究所

構造計画研究所

構造計画研究所

構造計画研究所

明治大学

部門長

主任研究員

助教

専任講師

梶原 浩一

佐藤 栄児

林 和宏

江原 信之

内藤 昌彦

小松 佑人

正月 俊行

中西 良成

坂元 一雄 

畠山 祐季 

富澤 徹弥
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(2) ２０１９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検討を行い、実験時における室内空間の具体

的な再現案の検討を行った。

・ 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のため、

人による被害評価に関してアンケート調査を行うとともに、画像解析による被害評

価の基礎検討を行った。

・ 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、簡易地震計やスマート

フォンなど安価なデバイスを用いて建物の振動応答を取得した。

・ クラウドコンピューティングサービスを利用したリアルタイムデータ分析・共有に

向けた取り組みを進めた。

(b) 業務の成果

1) 室内被害状況判定手法の開発

a) 被害判定アンケート

ⅰ）はじめに 

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

感センサー）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、センサー等からの定量的評価との相関関係を

導き出し、最終的にはセンサー等から総合的に被害判定を行う必要がある。

前年度までに、人による定性的評価について 5 名の被調査者による分析について述べた

1)が、ここでは、さらに被調査者を多数に広げ調査をおこなったので、それらについて述べ

る。なお今回は後述する「住居・オフィス・学校編」による調査結果について述べる。

ⅱ）室内被害映像の判定に関するアンケート調査 

これまでに、5 名の被調査者に被害度を評価してもらったが、映像によっては判定結果

が被調査者によりばらつきがみられた。その要因として、室内の環境条件（用途など）の

情報を加味して評価したためと推測されるが、必ずしもその理由が明確でない。加えて、

被調査者が 5 名と少ないことから、定性的評価を分析するためには不十分であると考えら

れる。そこで、同様の実験映像から、多くの被調査者に評価してもらい、またその判定に

至った理由も回答いただくことで、判定のばらつきの要因について分析することとした。

被調査者には、多種多様な方であることが望ましいので、Google フォームを使い、Ｅ－

ディフェンスでの実験動画をみて回答いただくアンケート形式で実施することとした。ア

ンケート調査の方針として以下とした。

① 想定回答時間は最大で 30~40 分程度に抑える。

② 施設の用途・特殊性などを考慮し、住居、オフィス、学校の「住居・オフィス・
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学校編」と、病院の「病院編」の２つに分けて調査する。

③ 目的・用途としてアンケート冒頭に「オフィス・店舗等に既に設置されている多

くの監視カメラ等の映像を用いて被害状況を素早く判定するシステム構築のた

めのアンケートです。アンケート対象の方には、地震時の室内被害映像（Ｅ－デ

ィフェンスにおける振動実験映像）を見ていただき、その被害程度を判定して

いただきます。」と示す。

④ 被害の大きさを「大」・「中」・「小」・「無」の４段階で判定していただく。定性的

判定の質問は必須とし、判定理由の記述は自由回答とする。

⑤ 被害程度のイメージを統一するため、アンカー映像を回答前に示す。なお、アン

カー映像は、前回の被調査者 5 名の調査時に、全てまたはほとんどが同じ、大・

中・小・無被害の判定となった４つの映像とする。

⑥ 将来的な監視カメラ等による映像取得において音が含まれない場合を考慮し、

音無しの映像とする。

⑦ 映像に人（マネキン）がいない映像でも、人がいると想定して判定していただ

く。

今回のアンケート調査では、前回の調査で用いた 625 個の映像すべてで実施することが

困難であるため、以下の方針に従い映像を絞りこむこととした。

ア) 室内の映像のみとし、またサーバー等の特殊な設備のみしかない映像は除外す

る。

イ) 前回の調査で 5 名全員が同じ被害レベルと判定した映像は、ばらつきが少ない

映像とみなし、対象動画としては除外する。ただし、本当に、ばらつきが小さい

のかを確認するため、一部は含める。

ウ) 前回の調査において全員が被害レベルを小以下と判定した映像は、優先的に除

外する。

エ) 同じカメラアングルかつ物の動きが似ている映像は除外する。

オ) 部屋にほとんど物がない映像は除外する。

「住居・オフィス・学校編」では、住居の映像が 11 個、オフィスが 11 個、学校が 2 個

とし、合計 24 個の映像を選定した。なお映像長さの合計は 755 秒で、全質問項目に対す

る回答時間は、アンカー映像の閲覧等を含めて約 30 分と想定している。今回作成した「住

居・オフィス・学校編」のアンケートサイト 2)の画面を図 1 に示す。 
アンケートに用いた住居、オフィス、学校の主な動画のスナップショットを図 2 に示す。

これらは、被害が大、中、小と判定された代表的な映像になっている。
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ⅲ）室内被害映像の判定に関するアンケート結果および分析 

2019 年 12 月（開始）から 2020 年 3 月 4 日時点でのアンケート結果についての概要を

述べる。

アンケートの実施の告知が、まだ多くに広まっていないこともあり、回答数は 45 件に

とどまった。回答者の年齢、住いの地域などの属性の結果を図 3 に示す。女性による回答

が少ないが、それ以外は特に偏った被調査者になっていないことがわかる。また、図 2 で

示した映像での回答結果を、それぞれの図の下に示す。ここで平均値は、大中小無被害を

それぞれ 3,2,1,0 点として点数化した場合の平均である。図 2(a)の住居（ID 2-5）の場合

は、ピアノの激しい移動と食器棚の転倒がみられるものであったが、映像が途中で途切れ

たためか、無被害（理由なし）との回答もあった。

次に、被害判定を画像解析により自動で実施する事を見据え、人の属性と被害判定結果

図１ アンケート調査サイト  トップ

(a) 住居 (ID 2-5)
（大 38 名、中 6 名、小 0 名、

無 1 名、平均値 2.8）  

(b) 学校 (ID 9-16)
（大 13 名、中 26 名、小 6 名、

無 0 名、平均値 2.16）  

(c) オフィス (ID 13-17)
（大 0 名、中 10 名、小 30 名、

無 5 名、平均値 1.11）  

図 2 主なアンケート動画スナップショット  
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の関連性や、人が被害を判定する上で着目している点、判定結果のばらつき要因等につい

て分析を行う。

①回答者の属性と定性的被害判定結果の関係

本節では、アンケートにより得られた定性的被害判定結果（人が地震時における室内被

害映像を目で見て判定した被害程度）を数値（無=0・小=1・中=2・大=3）に置き換えた上

で、回答者の属性別の平均を求め、全回答者 45 名の平均と比較することで、回答者の属性

と判定結果の関連性について検討する。

図 4(a)は、年齢と定性的被害判定結果の関係に対する検討結果である。各分類のデータ

数が小さくなりすぎないように、「30 代以下」・「40~50 代」・「60 代以上」の 3 つに分類し

た。図 4(a)左側の図は、各動画に対する分類毎の判定値の平均と標準偏差を示している。

図 4(a)右側の表は「30 代以下」の平均値に対するその他の分類の平均値の比の一覧であ

る。全動画に対する比の平均値（以降、全動画平均比と呼ぶ）には色を付けており、1 以

上は赤色、1 未満は緑色で表示している。その結果、「40~50 代」、「60 代以上」の全動画

平均比は「30 代以下」と比較すると 5%程度低い結果となった。この違いが有意かどうか

は今後検証する必要があるものの、年代が高い方が被災経験豊富であることが多く、その

分感じる被害程度が小さくなっているのではないかと推測される。

図 4(b)は、年齢以外の属性に対して前述の方法で求めた全動画平均比の一覧である。居

住地域別にみると、地域による違いは明確には見られなかった。性別による違いについて

は、女性の方が男性よりも 1 割程度被害を大きめに判定していた。建築土木構造や地震防

災関連従事者かどうかによる違いについては、地震や防災に関する専門知識が乏しい「い

いえ」の方が 1 割程度高くなる傾向が見られた。 

②定性的被害判定の個人差

本節では、定性的被害判定結果に個人差が見られるか検討を行う。図 5 左側の表は、各

回答者の判定値と全回答者の平均値（整数に丸めた値）の大小関係を 3 つ（平均と同一・

平均より大きい・平均より小さい）に分類した上で、それらの比率を示した一覧である。

紙面の都合上、4 名分のみ示している。図 5 右側は、全回答者に対する比率を示した図で

ある。回答者 No.19 や No.24 のように、平均と同一の判定を下す比率が最も高い人が一番

図 3 アンケート被調査者属性結果  
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多かった一方で、回答者 No.29 や No.40 のように平均より大きめ、または、小さめに判定

する傾向が強い人も存在した。被害を大きめに判定していた No.29 の判定理由を分析する

と、物の動きを転倒や滑動といった挙動タイプに分けず、動きの激しさに強く着目して判

定していた傾向が見られ、それが一因で平均からのずれが大きくなったと推測される。被

害を小さめに判定していた No.40 については、大きな物の転倒や移動があったとしても、

復旧に時間がかからない、または、死に至るほどではないと判断した動画の被害程度を低

く判定していた。

アンケート実施時に被害程度の判定基準を明示していない（アンカー映像を示したのみ）

ため、人によって判定基準にぶれがあり、それが判定結果の個人差（ばらつき・偏り）と

して現れたと推測される。

③定性的被害判定の根拠となった要因

本節では、アンケートにより得られた被害判定理由（全回答数 814 個）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 1 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。一つの判定理由

の文章中に複数の着目点に関するキーワードが含まれている場合は、それぞれの着目点に

対して数をカウントしている。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。なお、

回答数が多い程、判定の際に重要視されることが多い項目であると仮定しているが、引き

出し・扉・吊り照明・天井等が全ての映像に含まれているわけではないため、それが原因

で数が少なくカウントされている着目点も含まれていることに留意する必要がある。

図 4 回答者の属性と 

定性的被害判定結果の関係 

※被害程度判定値：

無=0・小=1・中=2・大=3 

※平均判定値のカッコ内の数値

は丸め前の数値 

※回答者毎判定値の丸括弧内の

記号： 

「＝」：平均と同一判定値 

「↑」：平均より大きい判定値 

「↓」：平均より小さい判定値 

※赤色セル：「＝」・「↑」・

「↓」の内、最大の値となった

もの

図 5 各回答者の判定値と平均の比較 
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ここで、既往のアンケート分析結果にて、人は映像に存在しない関連情報を付加した上

で判定を行っており、それが判定値のばらつきの一因となっていることが指摘されている

1)。今回のアンケートの判定理由から読み取ることが出来た付加情報の一覧を表 2 に示す。

「人の状況」・「復旧時間」・「経済的被害」・「避難」・「物の損傷（見えない部分）」・「建物自

体の損傷」の 6 分類を設定し、各分類に関連する代表的なキーワードを示している。これ

らの情報は画像解析で得ることが困難なため、自動的に被害程度を判定する際には、部屋

の用途等に応じて事前に付与する必要があると考えられる。

今回は、住居・オフィス・学校編でのアンケートについて述べたが、今後病院編でのア

ンケートも実施し結果の分析を行い、画像解析による評価指標の構築をめざす。

b) 動画を用いた自動被害判定に向けた基礎検討

ⅰ）はじめに 

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

度再現可能か検証する。今回は、住宅の動画を対象として基礎検討を行った結果について

述べる。

ⅱ）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。 
室内被害発生時には、広い範囲で動きが生じるもしくは転倒・落下等により速い速度で

モノが動く可能性が高いため、動きベクトルの個数や大きさに特徴が表れる。そこで動き

ベクトルから算出する下記 3 つのパラメータによる線形重回帰分析により被害判定を行っ

た。

a) 1 フレーム内の動きベクトルの最大個数

(=同時に動きが生じている面積)
b) 最大動きベクトル(=急激な動きの有無）

表 1 被害判定時における着目

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。

380

2 物の転倒 主に大きな家具や重量物が転倒しているか。 278

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。 217

4 人の状況 人の怪我の程度や動けるかどうか。 156

5 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。

60

6 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）

53

7 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。

44

8 物の破損 コピー機などの物が損傷しているか。 37

9 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。

28

着目点
No 回答数※1

(個)

※1 着目点を含む判定理由の回答数

表 2 被害判定時において
人が付加した情報

分類 キーワード
立っていられない
ポットを乗せたワゴンにぶつかり熱湯がかかるという偶発的な被害
ケガをすると感じる
子供がいる場所かいない場所かで変わる
軽微な怪我も想定される
修復できる
すぐに片づけられそう
経済的被害につながらない
TVの損傷による経済的な損害

避難 避難経路の確保が難しい
収容物破損の可能性あり
物的損傷なし
建物の一部に亀裂の可能性あり
木造建物の被害想定

復旧時間

経済的被害

物の損傷（見えない部分）

人の状況

建物自体の損傷
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c) 動画内の動きベクトルの総数(=動きの総量)
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。

奥行きの推定には Iro Lania らの”Deeper Depth Prediction with Fully Convolutional 
Residual Networks”3)を用いた。この手法は 1 枚の静止画から奥行きを推定できるため、

撮影に距離測定のための特別な装置が不要であるという利点がある。

図 6 に被害判定の処理フローを示す。動画からフレーム画像を取り出し、動きベクトル

の算出と奥行き推定を実施した後、奥行きに応じて重み付けした動きベクトル（以降、「判

定用動きベクトル」と呼ぶ）を求め、これを被害判定に用いた。この判定用動きベクトル

から上記 a)～c)の 3 パラメータを算出し、重回帰分析により被害判定を実施した。 
ⅲ）被害判定結果 

①検討に用いる動画データ

本検討では、アンケートをとった動画のうち、住宅を対象とした 9 本の動画を検討対象

とした。また各動画の被害判定の正解値は、アンケートにより得られた定性的被害判定結

果を数値（無=0・小=1・中=2・大=3）で置き換えた上で求めた全回答者 45 名の平均値と

した。

②検討手法による判定結果

図 6 のフローに従い各動画の被害判定を行った結果を図 7 に示す。動画 2-1 以外の推定

値はすべてアンケート結果の平均±σ内に収まっており、アンケート結果と概ね整合する

推定値が得られた。図 8 は、アンケート結果との整合が良かった動画と乖離が大きかった

動画の例を示している。推定精度（乖離の大小）に影響が大きい因子については今後詳細

図 7 定性的被害判定値の推定結果  

-1

0

1

2

3

4

1-17 3-7 3-10 1-54 2-7 1-55 1-53 2-1 2-5

被
害

判
定

動画ID

アンケート結果平均
推定値

平均＋σ

平均－σ

図 6 動画解析による被害判定の処理フロー  



60 

に分析する必要があるが、今回の検討から得られた推定精度低下の原因を以下に示す。

ア） 事象の認識の有無

動画 2-1 のアンケート結果によると、被害程度の判定理由として、冷蔵庫の扉の破損が

多く挙げられており、人が被害を判定する際に重要視されていたと考えられる。一方、今

回の推定手法では動きの量や大きさのみに着目しており、扉の破損という事象は認識して

いない。このような事象の認識の有無が推定精度低下の一因となっていた。

イ） 揺れやすいモノの影響

動画 3-7 には天井から吊り下げられた照明が映っている。このような揺れやすいモノは

僅かな揺れでも動きやすく、また揺れが治まった後も揺れ続ける。そのため、被害の大き

さに関わらず、動きベクトルの長さと動画内の動きベクトルの総数が大きくなりやすいた

め、人の判断と乖離する原因となることがある。

ウ） 照明の動きによる影や陰影変化の影響

点灯した照明が揺れる場合や点灯した照明の前に揺れ動くモノが存在する場合、動くモ

ノだけでなくその影や陰影にも動きベクトルが生じる。そのため、動きが過大に評価され

る傾向がある。

今後の改善策としては、現状の手法に物体認識を取り入れて「何がどのように動いたか」

を判別し、前述した推定精度低下を引き起こす要因を除外する等が考えられる。また、今

回は、基礎検討として少ない数の動画のみ検討対象としたが、今後その数を増やすととも

に、住宅以外の動画についても検証していくことが必要である。

1-54

・ アンケート

1 . 7 3結果平均：

・ 推定値： 1 . 7 5

2-1

冷蔵庫の扉が開閉を

繰り 返し た後落下

・ アンケート

結果平均： 2 . 7 3

・ 推定値： 2 . 2 2

3-7

・ アンケート

結果平均： 1 . 31
・ 推定値： 1 . 4 8

吊り 照明が終始揺れ続

け、 室内の影や陰影も

変化し 続けていた

(b)アンケート結果との乖離が大きかった例
図 8 定性的被害判定との乖離が小さい/大きい例

(a)アンケート結果と整合が良かった例
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c)部屋の構造や家具の推移に基づいた災害評価モデルに関する検討

地震による室内の被害状況について、室内映像をもとに評価するシステムの構築をめ

ざしている。ここでは、家具や間取りなどのオブジェクトごとの動きベクトルを算出す

る方法を検討する。今回、非構造部材を含む構造物の崩壊状況に関するデータ取得・整

備を行い、上記データをもとに評価モデルを検討した。

(1) 画像を用いた部屋の構造や家具の推移モデルを導出する。

(2) 部屋の構造や家具の時間的変化から、被害状況を把握するための評価モデルを検

討する。

今回、昨年度、サブプロＣ課題１で実施した「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」において、試験体の 1 階のリビングルームおよ

び 2 階の子供部屋にカメラを設置し、加振実験を行った際の画像を撮影した(図 9)。今回

撮影した評価画像をもとに、次節に示す画像処理のフローを導出し、評価実験を行った。

ⅰ）家具推移算出技術 

画像を用いて家具や間取りなどのオブジェクトごとの動きベクトルを算出する。家具の

推移を算出すための処理フローを図 10 と図 11 に示す。初回の画像に対しては、図 10 に

示す通り、領域分割後にラベリング処理を行うことによって、動きベクトルを追跡するた

めの領域を決定する。

次に、図 11 に示す通り、ラベリングにより決定した領域に対して、動きベクトルを追跡

する。動きベクトルの算出には、オプティカルフローを用いて領域ごとの動きベクトルを

算出する。次節では、本処理フローに基づく評価実験について説明する。

ⅱ）評価 

前節で述べた「家具推移算出技術」について、評価実験を実施した。評価実験では、実

験時に実際に撮影した画像に対して実施した。

家具推移算出技術の評価結果を図 12 に示す。2 階の子供部屋のカメラで撮影した画像

に対し、オブジェクトごとの動きベクトルを算出できていることを確認した。

(b) 1 階リビングルームに
設置したカメラ

(a) 木造３階建て住宅試験体

図 9 振動実験時撮影状況 

(c) 2 階子供部屋に
   設置したカメラ
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ⅲ）まとめ 

監視用途で普及している一般的なカメラを用いることにより、広範囲に設置可能な家具

推移算出技術を開発した。家具推移算出技術の評価の結果、撮影画像からオブジェクトご

との動きベクトルを算出できていることを確認した。今後は、被害状況を把握するための

評価モデルの検討を進めていく。

d) 室内空間を中心とした機能保持のための研究会および試験体の検討

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、3 回（5/17、8/23、2/21）開催とＥ－ディフェンス実

図 12 評価結果  

図 11 初回以降の画像処理フロー  図 10 初回の画像処理フロー  
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験の見学会（12/6：「非構造部材を有する３階建て鉄筋コンクリート造建物の災害時機能を

検証するためのＥ－ディフェンス実験」（首都レジサブＣ課題２））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、明治大学、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。

本研究会では、実験時における室内空間の具体的な再現案の検討を行った。そのいくつ

かの例を図 13 に示す。 

(a) 賃貸マンション (b) 小規模店舗

(c) 作業場付き店舗 (d) 防災センサー

図 13 室内空間再現案  
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2) 簡易地震計およびスマートフォンを用いた建物振動応答記録

2019 年度に E－ディフェンスで実施された実物 RC 造建物振動破壊実験に参加し、簡

易地震計およびスマートフォンなど安価なデバイスを用いて加速度記録を取得した。試

験体は図 14 に示す 3 階建て実大 RC 建物である。図 15 に示すように、簡易地震計とス

マートフォンをワンセットとし、建物各階における床面の応答記録を取得した。図 16 は、

2019 年 12 月 6 日に実施された最大加振（告示波 160%）における試験体 1 階床面（振

動台上）の記録を示す。図のように、スマートフォンの記録は簡易地震計（汎用品）とお

おむね一致している。

図 14 本年度の E－ディフェンス実験 図 15 簡易地震計とスマートフォン 

(gal) 

(sec.) 

簡易地震計 スマートフォン

図 16 告示波 160%加振（最大加振）における 1 階床面の記録 

3) クラウドコンピューティングサービスを利用したリアルタイムデータ分析・共有

インターネットを通じたリアルタイムデータ共有については、2017(平成 29)年度に開

発したリアルタイム被害モニタリングシステム（詳細は引用文献 4）参照）を、クラウド

コンピューティングに移行した。ここでは、AWS（アマゾン・ウェブ・サービス）が提

供するクラウドコンピューティングサービス EC2 を学術利用した。図 17 は、EC2 の遠

隔管理用画面であり、上記システムが正常に動作したことを示している。これにより、提

案システムはインターネットを通じたデータ分析・共有が可能となった。
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図 17 EC2 上におけるリアルタイム被害モニタリングシステム実行画面 

(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検討を行い、室内空間の再現検討を行った。

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のため、人

による被害評価に関してアンケート調査を行うとともに、画像解析による被害評価の基礎

検討を行った。人による被害の判定においては、なんらかの判断基準（指針）等を示して

いない状況においては個人差がみられるが、判定結果の理由から、「人の状況」・「復旧時

間」・「経済的被害」・「避難」・「物の損傷（見えない部分）」・「建物自体の損傷」など被害を

判定する上で着目しているキーワードがみられることが明らかになった。今後、被害判定

システムにおいて、これらのキーワードに関連した検討を行う。また、動画解析による判

定では、単純な動きベクトルと家具や間取りなどのオブジェクトの動きベクトルを用いる

ことで、算出することができた。また単純な動きベクトルを用いて人が判定した結果と（ア

ンケート結果）と概ね整合する推定値が得られた。今後様々な条件での動画解析と被害判

定の関係について引き続き検討を行う。

また、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

およびスマートフォンを用いた建物振動応答取得を実施した。実物 RC 造建物を対象とし

た E－ディフェンス大型振動破壊実験では、汎用の簡易地震計とスマートフォンで概ね等

しい加速度記録が取得できた。インターネットを通じたリアルタイムデータ共有では、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、リアルタイム被害モニタリングシ

ステムを運用する体系を構築した。

(d) 引用文献

1) 正月俊行・他：地震時における室内空間の機能維持のための研究 （その 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（定性的被害判定結果と定量的被

害状況の対応））、AIJ 大会 2019 梗概集

2) 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
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3) I. Laina, C.Ruppercht, V.Belagiannis, F. Tombari, and N. Navab. Deeper Depth
Prediction with Fully Convolutional Residual Networks. In 3DV, 2016.

4）K. Hayashi,T. Saito, T. Horioka, E. Sato：Implementation of real-time seismic
diagnostic system on emergency management center buildings: system
introduction and operational status on municipal government office buildings,
Journal of Civil Structural Health Monitoring (Springer), DOI 10.1007/s13349-019-
00349-4，2019.08.

(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 発表した場所

（学会等名）

発表時期 国際・

国内の

別

地震時における室内空

間の機能維持のための

研究 その１ 「室内空

間における機能維持」研

究の概要

佐藤栄児、梶

原 浩 一 、 林 

和宏、富澤徹

弥

日本建築学会大会 2019 年 9 月 国内

地震時における室内空

間の機能維持のための

研究 その 2 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（映像データの概

要と被害判定フローの

策定）

坂本 陸、正月

俊行、山根 義
康、佐藤  栄
児、畠山 祐季

日本建築学会大会 2019 年 9 月 国内

地震時における室内空

間の機能維持のための

研究 その 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（定性的被害判定

結果と定量的被害状況

の対応）

正月 俊行、山

根 義康、佐藤

栄児、畠山 祐

季、坂本 陸 

日本建築学会大会 2019 年 9 月 国内

2 台の簡易な地震計を用

いた木造住宅の被災度

判 定 シ ス テ ム の 開 発 

その１  被災度判定方

法と検証、口頭

林和宏，古宮

嘉之，山田有

孝

日本建築学会東海

支部研究報告集

2020 年 2 月  国内
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2)学会誌・雑誌等における論文掲載

・ 査読付き

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 台の簡易な地震計を用

いた木造住宅の被災度

判 定 シ ス テ ム の 開 発 

その２  被災度判定方

法の改良、口頭

古宮嘉之，山

田有孝，林和

宏

日本建築学会東海

支部研究報告集

2020 年 2 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

Implementation of 
real-time seismic 
diagnostic system on 
emergency 
management center 
buildings: system 
introduction and 
operational status on 
municipal government 
office buildings 

K. 
Hayashi,T. 
Saito, T. 
Horioka, E.
Sato 

Journal of Civil 
Structural Health 
Monitoring 
(Springer),  DOI 
10.1007/s13349-
019-00349-4

2019 年 8 月 国際

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

林和宏，齊藤

大樹

日本地震工学会論

文集, Vol.19, No.5, 
pp.378-387 

2019 年 9 月 国内

報道・掲載された成果

（記事タイトル）

発表者氏名 発表した場所

（新聞名・TV 名） 
発表時期 国際・

国内の

別

サイエンス BOX 追う

住まいの安全性「家具の

転倒怖さ」

佐藤栄児 読売新聞 2020 年 1 月

23 日 
国内
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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 
建物の地震被害を、インターネット上のクラウドコン

ピューティングを活用して推定する。 
 

3) 仕様・標準等の策定 

なし 
 

 (3) ２０２０年度業務計画案 

Ｅ－ディフェンス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

関についての引き続き検討を行い、具体的な画像解析を行い被害判定システムの構築をめ

ざす。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

ス振動台実験に向けた準備検討を引き続き実施する。さらに、実験に用いるセンサーの検

討や、データ分析手法の提案を引き続き実施する。センサーデバイスは、安価なスマート

フォンの利活用を前提に、多種のスマホ OS に対応した地震波形記録・共有アプリの開発

と、その性能検証を実施する。 
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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 (課題 c⑤) 

(1) 業務の内容

(a) 業務の目的

本委託業務では、サブプロ（c）のうち、「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) ２０１９年度業務目的

  本年度は、課題②のチームと連携しながら、ＲＣ建物実験におけるセンサ配置計画を策定し、

実験を行うことが主要な目的となる。実験においては、種々の無線センサおよび層間変位センサ

による計測に焦点をあてる。地震時の層間変位情報は余裕度・事業継続性の判定に有用な指標と

なるが、これを非接触型で直接計測可能な層間変位センサによって、正確な計測値を取得するに

は、実験建物寸法にあわせたキャリブレーションが必要であり、ＸＹステージを用いたキャリブ

レーションを実施する。さらなる正確性向上を目指した、計測システムのあり方も含めた改良も

実施する。 

前年度（2019年1月・2月）実施した木造建物Ｅ－ディフェンス実験で得られた種々の

計測データと建物損傷状況との関連の検証や、各種のセンサによる相互のデータ整合

性の検証も行う。 

また、サブプロジェクト(a)(b)(c)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、地震直後の速やかな「都内地域別応答スペクトル」の簡易予測に基づく、地

域別危険度判定スキームの構築・実現を目指して、応答データの発信・収集の在り方に焦点をあ

てた検討検証を行う。 

ひきつづき、サブプロジェクト(b)等とも連携して、MeSO-net システムに連動した既設の常時

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モデルの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 教授 高口 洋人

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）

教授

（客員教授［客員上級研究員］） 

仁田 佳宏
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(2) ２０１９年度の成果

(a) 業務の要約

・＜テーマ１＞ ＲＣ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。層間変位センサの、実験建物寸法にあわせたキャ

リブレーションの実施。

・＜テーマ２＞ 前年度木造建物実験データの検証、センサ間のデータ整合性の検証。

・＜テーマ３＞ 簡易な「地域別応答スペクトル」推定に向けたデータ発信・収集のあり方の検

討。

・＜テーマ４＞ MeSO-net システムに連動した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モデル精度向上に向けた取組み。

(b) 業務の成果

<テーマ１> ＲＣ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。層間変位センサのためのキャリブレーションの実

施。 

・ＲＣ建物の設計を担当した「課題②」の東京大学チームと緊密に連携し、２０１９年度のＥ

－ディフェンス加振実験に向けて、具体的な、建物平面・寸法・形状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。施工時最終段階での、現地での

打合せを経て、有線となる層間変位センサによる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、２０１９年 11・12 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は、表１のようになる。はじめの 3種のセンサは、今後の

構造ヘルスモニタリングにおいて活用の広がりが予想されるもので、動向調査を経て 2017 年度

に選定したものである。4番目の iPod Touchは、スマートフォンによる簡易計測を目的として

いる。なお、センサは、加振日の朝に設置し、終了後取り外してデータ回収等を行い、次の加振

日朝に再設置する運用を行った。 

sonasは、非構造部材となる天井の応答計測にも使用している。Swing Minder は、試験体建物

の立体応答性状の把握も目的に設置した。G-Link-200 は、系統別に 2 台の無線親機に接続する

構成とし、データ転送と系統間の時刻同期性能の確認も目的としている。 

図１に、実験における無線センサのー設置位置を示す。 
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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 

使用無線チャンネル  

データ 

収録方法  

sonas（ソナス) 

 センサ 10 台  

シンクノード 1 台  

PC1 台  

100 Hz 

ch.11-26 

（自動切換）  

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 Hz 

ch.40 

センサ内蔵

microSD カー

ドにて収録、  

実験後回収  

G-Link-200（LORD）  

 
センサ 5 台×2 系統  

親器 1 台×2 系統  

ルータ  1 台  

PC 1 台  

128 Hz 

加振日により系統 1,2

を設定  

無線により

PC にリアル

ライム伝送・

収録  

iPod Touch（Apple）  

センサ 4 台  

PC 1 台  

（スマートフォンによる 

簡易計測目的） 

100 Hz 
機器内収録  

（白山工業製） 
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（ａ）平面図

（ｂ）立面図

図１ ＲＣ建物への無線センサ設置位置 

制御室側

上部天井
SN:07
SM:06
GL:4168, 4173
iP:03

３F

SM:05

SM:07

SN:11
(天井面)
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A
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SN:08
SM:09
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RF

SM:08

SM:10 SN:09

3 12

B

A

制御室側

上部天井

SN:06
GL:4167, 4172

2F

SM:03

SM:04

SN:10
(天井面)

3 12

B

A

制御室側

SN:05
SM:02
GL:4166, 4171
iP:02

3 12

B

A

SN:03SN:04

基礎梁上に設置

SN:02
SM:01
GL:4165, 4170
iP:01震動台テーブル上に設置

基礎梁上に設置 基礎梁上に設置

1F

SN: sonas
SM: Swing Minder
GL: G-Link
iP: iPod

X

Y

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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・無線センサには、データ欠測という不測の事態の発生可能性がある。本年度の実験でも一部デ

ータ取得ができなかった例も生じている。表２は、以下に示す計算式の基づく、今回の実験での

「データ取得率」である。 

データ取得率 = �1 −
欠測数

センサ数 × 加振回数
�× 100 % 

表２ 各センサのデータ取得率 

センサ名 Sonas Swing Minder G-Link-200 iPod 

センサ数 10 10 10 4 

加振回数 13 13 13 1326 

欠測数 2 41 60 030 

データ取得率 100 % 68 % 54 % 100 % 

・今回の実験時に発生した無線センサの欠測事態から、次のことが言える。sonas では

データ無線送信に予測以上の時間を要したが、実験における多くの無線通信の交錯・干

渉が原因と考えられる。今後建物内にはさまざまな無線通信が導入されよう。実用化に

おいては、この干渉への対処が必要となろう。乾電池駆動の Swing Minder において

は、駆動時間の長いリチウムイオン電池の使用が必要である。また、G-Link では、無

線通信環境が十分でない場合にデータ転送に遅延が生じ、ときに再送が追い付かずにデ

ータ欠測になってしまうことがあった。無線環境に注意した使用が求められ、その対策

も必要となろう。

・sonas による加速度データを数値積分することで求めた層間変形に関しては、人工地震

波 100％では線形範囲にあることを示す値が、人工地震波 150％では非線形領域に入っ

ていることを示す値が、また 160％に対しては強非線形領域にあることを示す結果を得

ている。が、次に述べる「層間変位センサ」によるデータとの、定量的な整合性のさらな

る検証が必要である。

・層間変形を直接計測する層間変位センサに関しては、図２に示すような位置に 5 台設

置した（図中では、No.11～15 センサ、と表示）。図３は、実験時の設置状況の一例で

ある。

層間変位センサとともに有線の加速度センサも設置している。この加速度センサ・デ

ータから積分と差分によって層間変形を算出している。ひび割れ発生はあるものの、応

答がおおむね線形範囲におさまる人工地震波 100％加振に対しては、加速度積分から得

られる層間変形時刻歴と、層間変位センサによる履歴はほぼ一致している。一方、大き

く塑性化の進んだ人工地震波 160％に対しては、後者は残留変位を捉えているが、前者
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は捉えていないことが確認できた。残留変位の有無は、健全度・危険度・事業継続性の

判断に非常に有用な指標を与えるが、積分によるこの評価には限界がある、と言える。

塑性化を引起すような規模の、実大建物震動台実験において、このような違いを明瞭に

提示したのは初めてと考える。

Tile (Optical fiber)Tile (Optical fiber)

図２ ＲＣ建物への層間変位センサ設置位置 

図３ ＲＣ建物 2層への層間変位センサ設置位置

天井
（上部）

Tile (Optical fiber)

No.14 センサ No.15 センサ 

y 

x 

No.12 センサ 
No.13 センサ 

No.11 センサ 

3 層
 

2 層 

1 層 

3 階梁 
LED 

受光器 
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・層間変位センサは、「光源部」と「受光部」からなる 1）。正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

必要であり、設置する全センサに対して、専用の機器「ＸＹステージ」を利用したキャリ

ブレーションを行った。さらに、計測精度のさらなる向上に向けた機器としての改良（小

型化・軽量化を含む）を継続的に実施している。 

<テーマ２> 前年度実施の木造建物実験データの検証

前年度の木造建物実験は前年度末 2019 年 1 月・2 月に実施されたので、データの検証を本年

度に行っている。以下にその検証結果を挙げる。 

・有線のサーボ型加速度センサによる計測データを比較基準として、木造建物実験にお

ける無線センサ計測値の検証を行った。結果は次のようになる。

̶ ＜テーマ１＞で挙げた無線センサのフィルタ処理後の最大加速度値は、どれもほぼ同

程度となる。

̶ 無線センサによる計測値をもとにした固有振動数評価によって、損傷や補修による効

果を捉えることができる。

̶ 有線センサと各種無線センサのデータの数値積分から得られる、各層絶対変位の時刻

歴に大差はない。しかし、その差分をとった層間変位では時刻歴に差を生じてしまう。

時刻同期の精度の差がこの「差」に繋がっている可能性が大きく、この考察通りとすれ

ば、加速度から層間変形を算出するには相当正確な時刻同期が求められることになる。 
̶ 限定層の計測情報から他層のデータを予測する方法として「線形補間法」と「モード

合成法」を選択し、1 層と 3 層のデータをもとに 2 層応答を予測した。そのうえで、各

層の最大層間変形の評価を行った。「線形補間法」ではさらなる何らかの工夫がないと、

また「モード合成法」では正確なモードをあらかじめ評価できていないと、有効な被害

推定に結びつけるのは難しいのが現状となる。

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

・地震直後の１次診断的な広域的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」推定を提案している 2)。都内の多数の建物最上階への加速度センサ設置が

前提とするが、時刻歴は不要であり、最大値のみを送信・収集すればよい。特別な計算を行わず

に、最大値と建物固有周期あるいは建物高さ情報から「加速度応答スペクトル」の簡易評価が可

能である。このための、最大値のみを記録する加速度センサを試作した。遠距離通信・安価・省

電力などの条件を満たす、無線データ通信規格の検討を行って、SIGFOX を採用した加速度セン

サとした。図４に、その試作品の写真を示す。
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図４ 最大加速度センサ試作品

<テーマ４> MeSO-net システムに連動した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モデル精度向上に向けた取組み。 

・本年度は、もっとも多くのセンサが設置されている豊洲小学校を立体フレームモデルとして整

備し、解析モデルの妥当性を検証し、上部構造のねじれを含めた応答を考察した。対象建物は、

RC 造(一部 S 造)の４層の杭基礎建物であり、地震計は、上層階と下層階に 3 点ずつ、地表面と

GL -20 m地点に配置されている。 

・１階平面はねじれ応答をしており、ねじれ動を入力すると高次の振動数まで観測データに対応

した傾向を把握できる；各層の全体的な応答ではなく、建物端部の応答などを表現することも可

能となる。ただし、本年度は大きめの地震は観測されておらず、「建物被害有無の判定」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。

・本年度度の実験において、無線センサによるデータ計測をおおむね行えているが、データ欠

測は生じている。この理由として、多くの無線通信の交錯・干渉、無線環境の不十分さなど

が挙げられる。今後、無線センサをはじめ無線通信の増大が予想される。このような環境

での、無線センサの有効利用を考える必要があろう。

・加速度応答スペクトルの簡易的推定は、地震直後の、応急的な地域別危険度判定に役立て

ることができる。このためには、最大値のみを記録・送信させて、それを収集すればよい。この

ための無線データ通信規格の検討を行って、遠距離通信・安価・省電力などの条件を満たすセン

サ試作品を作成した。次年度には、少なくとも数キロメートル離れた地点での、データ通信・収

集テストを行いたい。 

・精度のよい地盤―建物系モデルの構築を目指して、豊洲小学校の立体フレームモデル

を整備した。本建物のようにねじれ応答を呈するような場合には、ねじれを評価すること

で高次の振動数まで観測データに対応した傾向を把握できる。多少とも大きめの地震があれば、

「建物被害有無の評価」に直結するようなモデル構築への発展も可能であるが、本年度はそのよ

うな地震は観測されていない。 

Sigfox モジュール 
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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.bosai.go.jp/duc/archives/sympo_20180116/
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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

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）

MeSo-net システムと連

動した既設地震計を用

いた 3 次元地盤―建物

連成系の地震応答解析

講演 No. 21002 

谷沢智彦、酒向裕

司、西谷章

日本建築学会

大会（北陸）

2019 年 9 月 国内

（口頭発表）

PCa 造トールゲートに

おける長期モニタリン

グを想定した地震観測

（その３）微動・強震動・

交通振動及び風荷重に

よる応答性状

講演 No. 21358 

保井美敏、成田修

英、山本健史治、

小坂宏之、伊藤佑

治、西谷章、大久

保孝昭、江尻憲

泰、高尾秀幸

日本建築学会

大会（北陸）

2019 年 9 月 国内

（口頭発表） 

Resonant photocurrent at 

1550 nm in an erbium low-
doped  silicon  transistor 

at room temperature 

E. Prati,
M. Celebrano,
L. Ghirardini,
M. Finazzi,
G. Ferrari,
T. Shinada,
K. Gi, Y. Chiba,
A. bdelghafar,
M.Yano,
T.Tanii

2019 Silicon Nano-

electronics  
Workshop 

2019 年 6 月 国際

（口頭発表）

Self-align fabrication of 
nano-reservoir with NV 

center in diamond surface 

for nuclear magnetic 

resonance of small 

molecules 

K. Kawakatsu,
Y. Ishii, Y. Hata,
Y.Saito, K. Naka-
mura, K.Naga-oka,
T. Sonoda, T.
Tatsuishi,
T. Teraji, S.
Onoda,
T. Higuchi,
K.Yamada
T. Oshima,
T.Shimada
H.Kawarada,
W.Kada,
O. Hanaizumi,
J. Isoya, T. Tanii

32nd International 
Microprocesses 

and 

Nanotechnology 

Conference 

2019 年 10 月 国際
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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） 

高分解能ナノ NMRに向け

たダイヤモンドへの NV 

センターと微小容器の

一括形成

齋藤悠太、石井

邑、川勝一斗、永

岡希朗、畑雄貴、

中村洸介、榎田尊

昭、徐海州、薗田

隆弘、立石哲也、

金久京太郎、寺地

徳之、小野田忍、

樋口泰成、山田圭

介、大島武、品田

高宏、川原田洋、

加田渉、花泉修、

磯谷順一、谷井孝

至

第 67 回応用物理

学会春季学術講

演会

2020 年 3 月 国内

（口頭発表） 

An experimental study on 

the spontaneous firing of 

single isolated neurons in 
autaptic culture using 

micropatterned substrates 

K. Hattori

K. Sato

H. Takahashi

S. Oguma
M. Ishida

H. Yamamoto

A.Hirano-Iwata
T. Tanii

The 8th RIEC 

Inter- 

national 

Symposium on 
Brain Functions 

and Brain 

Computer

2020 年 2 月 国際

（口頭発表） 

２針電極を用いた神経

細胞刺激の応答計測と

その理論解析

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 

服部晃平、石田実

穂子、鞍掛碧流、

今井絢子、橋本拓

弥、佐藤晃揮、髙

橋穂乃歌、小熊奏

一郎、山本英明、

平野愛弓、谷井孝

至 

第 67 回応用物理

学会春季学術講

演会 

2020 年 3 月 国内

Evaluating the seismic 
Retrofits from ambient 
vibration measurement 
講演 No. 21351

M.N. Albebrawi,
D.Y. Bogale、張

天, 仁田佳宏, 石
田正美

日本建築学会大

会（北陸） 

2019 年 9 月 国内

常時微動測定に基づく古

民家の振動特性評価   

講演 No. 22290 

張天, 
M.N. Albebrawi,
D.Y. Bogale、
仁田佳宏、

石田正美:

日本建築学会大

会（北陸） 

2019 年 9 月 国内

Developing UGV for 
construction site

D.Y. Bogale,
Y. Nitta, Y. Kuba

第 62 回自動制御

連合講演会

2019 年 11
月

国内
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2)学会誌・雑誌等における論文掲載

・ 査読あり

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 

Structural control: 
Then and now 

A. Nishitani Japan Architectural 

Review Vol.2, Issue 3 
2019 年 5 月 国際

Research project toward 
enhancement of resilience 
for Tokyo Metropolitan 
area: Preparing for seismic 
event in Tokyo 

A.Nishitani,
K.Kajiwara,
T.Nagae,
T.Inoue,
K.Kusunoki,
I.Nakamura,
M.Kurata,
Y.Kawamata,
E.Sato,
K.Hayashi,
M.Morii,
R.Okazawa,
K.Okada,
M.Shiraishi

ANCRiSST 2019 
Procedia 
(14th International 
Workshop on 
Advanced Smart 
Materials & Smart 
Structures 
Technology) 

2019 年 6 月 国際

鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造

PCaトールゲート屋根

スラブの交通振動  によ

る劣化のモニタリング

に関する技術提案

蘇振東、大久保孝

昭、寺本篤史、伊

藤佑治、西谷章、

江尻憲泰、高尾秀

幸

日本建築学会技

術報告集

Vol.26、No.63 

2020 年 6 月

（掲載決定）

国内

Cubic spline interpolation
based estimation of all
story seismic response
with acceleration
measurement　 at　a
limited number of floors 

K. Kodera,
A. Nishitani,
Y. Okihara

Japan 
Architectural 
Review 

2020 年 4 月

（掲載決定）

(DOI: 
10.1002/2475-
8876.12155) 

国際

Triple nitrogen-vacancy 
centre fabrication by 
C5N4Hn ion implantation 

M.Haruyama,
S.Onoda,
T.Higuchi,
W.Kada, A.Chiba,
Y.Hirano, T.Teraji,
R.Igarashi,
S.Kawai,
H.Kawarada,
Y.Ishii, R.Fukuda,
T.Tanii, J.Isoya,
T.Ohshima,
O.Hanaizumi

Nature 
Communications 
10 (2019) 2664.

2019 年 6 月 国際
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3) マスコミ等における報道・掲載

なし

(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) ２０２０年度業務計画案

・サブプロジェクト（ｃ）の中心課題となるのは、S 造 E-ディフェンス実験である。課

題③のチームと連携しながら、建物形状に合わせた、層間変位センサ、無線センサ設置計

画を策定し、11～12 月に予定の実験において計測を行い、計測データの検証を行う。層

間変位センサの正確な測定のために、XY ステージを用いたキャリブレーションを事前に、

あるいは実験後に実施する。 

・加速度応答スペクトルの簡易的推定のための試作品を作成した。2020 年度には、デー

タ送信・収集の具体的、現実的な実験的検証を行い、必要に応じて、センサおよび通信収

集システムに改良を加える。

・建物被害推定にも応用可能な、地震応答評価モデルの構築を目指して、ひきつづき、サブプ

ロジェクト(b)等とも連携して、より精度の高い、地盤－建物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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4．活動報告 

4.1 サブプロジェクト（c） 運営委員会議事録 

(1)第 7 回 (令和元年度第 1 回) 運営委員会

１．日 時  令和元年 6 月 12 日（水）15 時 00 分～18 時 00 分 

２．場 所  早稲田大学 西早稲田キャンパス 55 号館 S 棟 5 階 首都圏レジリエンス PJ 会議室 

３．議 題  (1) 前回議事録確認

(2) 研究会報告(今年度研究計画等)

(3) 今年度の首都圏レジリエンスプロジェクトの活動

(4) その他(今後の日程等)

４．配付資料 7-1 前回議事録(案) 

7-2 研究会審議内容 

7-2-1  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

7-2-2  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

7-2-3  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

7-2-4  ④ 室内空間における機能維持

7-2-5  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 

7-3 令和元年度 首都圏レジリエンスプロジェクト全体活動およびデータ

利活用協議会活動の予定 

7-4 委員名簿および会議開催予定 

５．出席者 

氏 名  所 属 

研究統括 西谷 章 早稲田大学 理工学術院 

研究統括 梶原 浩一 (国) 防災科学技術研究所 兵庫耐震工学研究センター 

委員 長江 拓也 国立大学法人名古屋大学 減災連携研究センター 

委員 楠 浩一 国立大学法人東京大学 地震研究所 

委員 倉田 真宏 国立大学法人京都大学 防災研究所 

委員 佐藤 栄児 (国) 防災科学技術研究所 兵庫耐震工学研究センター 

オブザーバー 山田 豊 文部科学省研究開発局 地震・防災研究課 防災科学技術推進室 

オブザーバー 古屋 貴司 (国) 防災科学技術研究所 首都圏レジリエンス研究センター

委員(事務局) 林 和宏 国立大学法人豊橋技術科学大学大学院 工学研究科 

６．議事概要 
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・ 前回議事録(案)を確認した。

・ 課題①における簡易・広域センシングを用いた広域被害推定・危険度判定に

ついて説明があり、議論した。

・ 課題②における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

定について説明があり、議論した。

・ 課題③における災害時重要施設の高機能設備性能評価と機能損失判定につ

いて説明があり、議論した。

・ 課題④における室内空間における機能維持について説明があり、議論した。

・ 課題⑤におけるデータ収集・整備と被害推定システム構築のためのデータ管

理・利活用検討について説明があり、議論した。

・ 令和元年度 首都圏レジリエンスプロジェクト全体活動およびデータ利活用協

議会活動の予定が示され、議論した。

・ 委員名簿および今年度の運営委員会の開催日時を確認した。

第 08 回 (令和元年度 第 2 回) ＝ 9/20 (金)  15:00～18:00 

第 09 回 (令和元年度 第 3 回) ＝ 令和 2 年 2 月を予定（メールで調整） 

(2)第 8 回 (令和元年度第 2 回) 運営委員会

１．日 時  令和元年 9 月 20 日（金）15 時 00 分～18 時 00 分 

２．場 所  早稲田大学 西早稲田キャンパス 55 号館 S 棟 5 階 首都圏レジリエンス PJ 会議室 

３．議 題  (1) 前回議事録確認

(2) 研究会報告(今年度研究進行状況)

(3) E－ディフェンス実験における付加計測申込状況

(4) 令和元年度 首都レジ統括委員会・データ利活用協議会・シンポジウム日程

(5) その他(今後の日程等)

４．配付資料 8-1 前回議事録(案) 

8-2 研究会審議内容 

8-2-1  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

8-2-2  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

8-2-3  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

8-2-4  ④ 室内空間における機能維持

8-2-5  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 

8-3 E－ディフェンス実験における付加計測申込状況について 
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8-4 令和元年度 首都レジ統括委員会・データ利活用協議会・シンポジ

ウム日程について

５．出席者 

氏 名  所 属 

研究統括 西谷 章 早稲田大学 理工学術院 

研究統括 梶原 浩一 (国) 防災科学技術研究所 兵庫耐震工学研究センター 

委員 長江 拓也 国立大学法人名古屋大学 減災連携研究センター 

委員 倉田 真宏 国立大学法人京都大学 防災研究所 

委員 佐藤 栄児 (国) 防災科学技術研究所 兵庫耐震工学研究センター 

委員 中村 いずみ (国) 防災科学技術研究所 兵庫耐震工学研究センター 

委員(事務局) 林 和宏 国立大学法人豊橋技術科学大学大学院 工学研究科 

６．議事概要 

・ 前回議事録(案)を確認した。

・ 課題①における簡易・広域センシングを用いた広域被害推定・危険度判定に

ついて説明があり、議論した。

・ 課題②における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

定について説明があり、議論した。

・ 課題③における災害時重要施設の高機能設備性能評価と機能損失判定につ

いて説明があり、議論した。

・ 課題④における室内空間における機能維持について説明があり、議論した。

・ 課題⑤におけるデータ収集・整備と被害推定システム構築のためのデータ管

理・利活用検討について説明があり、議論した。

・ E－ディフェンス実験における付加計測申込状況が示された。

・ 令和元年度 首都圏レジリエンスプロジェクト全体活動およびデータ利活用協

議会活動の予定が示され、議論した。

・ 委員名簿および今年度の運営委員会の開催日時を確認した。

第 09 回 (令和元年度 第 3 回) ＝ 令和 2 年 2 月を予定（メールで調整） 

(3)第 9 回 (令和元年度第 3 回) 運営委員会

１．日 時  令和 2 年 2 月 7 日（金）15 時 00 分～18 時 00 分 

２．場 所  防災科学技術研究所 東京会議室 C 

３．議 題  (1) 前回議事録確認

(2) 研究会報告(今年度研究進行状況)
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(3) 学会投稿論文について

(4) 2020 年度 首都レジ統括委員会・データ利活用協議会・成果報告会日程に

ついて 

(5) 首都レジ PJ パンフレット（英語版）について

(6) その他(今後の日程等)

４．配付資料 9-1 前回議事録(案) 

9-2 研究会審議内容 

9-2-1  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

9-2-2  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

9-2-3  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

9-2-4  ④ 室内空間における機能維持

9-2-5  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 

9-3 学会投稿論文について 

9-4 2020 年度 forR 活動スケジュール案 

9-5 首都レジ PJ パンフレット（英語版）について 

５．出席者 

氏 名  所 属 

研究統括 西谷 章 早稲田大学 理工学術院 

研究統括 梶原 浩一 (国) 防災科学技術研究所 兵庫耐震工学研究センター 

委員 長江 拓也 国立大学法人名古屋大学 減災連携研究センター 

委員 楠 浩一 国立大学法人東京大学 地震研究所 

委員 井上 貴仁 (国) 防災科学技術研究所 兵庫耐震工学研究センター 

委員 佐藤 栄児 (国) 防災科学技術研究所 兵庫耐震工学研究センター 

委員 中村 いずみ (国) 防災科学技術研究所 兵庫耐震工学研究センター 

委員 河又 洋介 (国) 防災科学技術研究所 兵庫耐震工学研究センター 

オブザーバー 石山 信郎 文部科学省研究開発局 地震・防災研究課 防災科学技術推進室

オブザーバー 山田 豊 文部科学省研究開発局 地震・防災研究課 防災科学技術推進室 

オブザーバー 古屋 貴司 (国) 防災科学技術研究所 首都圏レジリエンス研究センター

委員(事務局) 林 和宏 国立大学法人豊橋技術科学大学大学院 工学研究科 

６．議事概要 

・ 前回議事録(案)を確認した。

・ 課題①における簡易・広域センシングを用いた広域被害推定・危険度判定に

ついて説明があり、議論した。
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・ 課題②における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

定について説明があり、議論した。

・ 課題③における災害時重要施設の高機能設備性能評価と機能損失判定につ

いて説明があり、議論した。

・ 課題④における室内空間における機能維持について説明があり、議論した。

・ 課題⑤におけるデータ収集・整備と被害推定システム構築のためのデータ管

理・利活用検討について説明があり、議論した。

・ 学会投稿論文・梗概に関して、謝辞記載例を周知した。

・ 2020 年度 首都圏レジリエンスプロジェクト全体活動およびデータ利活用協議

会活動の予定が示され、議論した。

・ 首都レジ PJ パンフレット（英語版）原稿案について、研究課題ごとに記載文章

の確認をお願いした。修正内容は、2 月 21 日(金)までに、事務局 林に提出を

お願いする。

・ 次年度の運営委員会の開催日時について議論した。開催は年 3 回（5 月末～6

月上旬、9 月下旬、2 月）とし、候補日を出欠アンケートにより確定することとし

た。 



87 

4.2  対外発表 

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

3 層木造住宅の外構面下

層切り出し試験体に対す

る性能検証（口頭） 

上段聖也，長江

拓也，高橋武

宏，井上貴仁 

京都大学 

（日本地震工

学会大会/一般

セッション）

2019年 9月 国内 

地中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 5 下層 2 層

外構の面切り出し実験

（2018.1) と数値解析モ

デル（口頭） 

Cem YENIDOGAN，

長江拓也，西崚

汰，高橋武宏 

金沢工業大学

（日本建築学

会大会） 

2019年 9月 国内 

地中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 6 NCREE 振

動台を用いた基礎すべり

実験 (2018.9) の概要

（口頭） 

鍾育霖，長江拓

也，陳威中，西

崚汰，高橋武宏 

金沢工業大学

（日本建築学

会大会） 

2019年 9月 国内 

地中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 7 NCREE 振

動台を用いた基礎すべり

実験 (2018.9) の排水管

検証（口頭） 

西崚汰，高橋武

宏，長江拓也，

陳威中，鍾育霖 

金沢工業大学

（日本建築学

会大会） 

2019年 9月 国内 
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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 

地中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 8 実験用地

盤の形成過程と評価（口

頭） 

品川恭一，高橋

武宏，河又洋

介，山田祥平，

柏尚稔，林和

宏，井上貴仁，

長江拓也  

金沢工業大学

（日本建築学

会大会） 

2019年 9月 国内 

地中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 9 木造軸組

設計と建設状況（口頭） 

高橋武宏，古田

昌弘，山田祥

平，柏尚稔，林

和宏，井上貴

仁，長江拓也 

金沢工業大学

（日本建築学

会大会） 

2019年 9月 国内 

地中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 10 枠組壁工

法の設計と建築過程（口

頭） 

古田昌弘，高橋

武宏，山田祥

平，柏尚稔，林

和宏，井上貴

仁，長江拓也 

金沢工業大学

（日本建築学

会大会） 

2019年 9月 国内 

地中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 11 実験条件

の変遷と計測計画（口

頭） 

井上貴仁，高橋

武宏，及川孝

則，平野茂，山

田祥平，柏尚

稔，林和宏，長

江拓也 

金沢工業大学

（日本建築学

会大会） 

2019年 9月 国内 

地中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 12 画像計測

検討（口頭） 

飯塚嵩明，新津

靖，平野茂，高

橋武宏，井上貴

仁，長江拓也 

金沢工業大学

（日本建築学

会大会） 

2019年 9月 国内 
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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 

地中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 13 基礎入力

と基礎応答性状（口頭） 

上段聖也，西崚

汰，山田祥平，

柏尚稔，高橋武

宏，品川恭一，

河又洋介，林和

宏，井上貴仁，

長江拓也 

金沢工業大学

（日本建築学

会大会） 

2019年 9月 国内 

地中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 14 基礎応答

と上部応答（口頭） 

山田祥平，上段

聖也，西崚汰，

柏尚稔，高橋武

宏，品川恭一，

河又洋介，林和

宏，井上貴仁，

長江拓也 

金沢工業大学

（日本建築学

会大会） 

2019年 9月 国内 

地中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 15 建物応答

の推移と損傷観察（軸組

構法）（口頭） 

下田卓，竹内祥

平，高橋武宏，

山田祥平，柏尚

稔，林和宏，井

上貴仁，長江拓

也 

金沢工業大学

（日本建築学

会大会） 

2019年 9月 国内 

地中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 16 建物応答

の推移と損傷観察（枠組

壁工法）（口頭） 

竹内祥平，和木

洋，下田卓，高

橋武宏，山田祥

平，柏尚稔，林

和宏，井上貴

仁，長江拓也 

金沢工業大学

（日本建築学

会大会） 

2019年 9月 国内 

地中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 17 損傷過

程・終局性能分析と許容

応力度設計規範の考察

（軸組）（口頭） 

平野茂，鈴木兼

二，高橋武宏，

山田祥平，柏尚

稔，林和宏，井

上貴仁，長江拓

也  

金沢工業大学

（日本建築学

会大会） 

2019年 9月 国内 
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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 

地中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 18 損傷過

程・降伏変位を超える大

変形域の挙動（枠組）（口

頭） 

鈴木兼二，平野

茂，高橋武宏，

山田祥平，柏尚

稔，林和宏，井

上貴仁，長江拓

也 

金沢工業大学

（日本建築学

会大会） 

2019年 9月 国内 

地中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 19 耐震補強

の計画及び試験結果（鉄

骨フレーム） 

（口頭） 

和木洋， 鈴木兼

二，穴原一範，

高橋武宏，山田

祥平，柏尚稔，

林和宏，井上貴

仁，長江拓也 

金沢工業大学

（日本建築学

会大会） 

2019年 9月 国内 

地中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 20 耐震補強

の試験結果（ワイヤブレ

ース）（口頭） 

穴原一範，和木

洋， 鈴木兼二，

高橋武宏，山田

祥平，柏尚稔，

林和宏，井上貴

仁，長江拓也 

金沢工業大学

（日本建築学

会大会） 

2019年 9月 国内 

地中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 21 免震性能

（口頭） 

及川孝則，高橋

武宏，山田祥

平，柏尚稔，林

和宏，井上貴

仁，長江拓也 

金沢工業大学

（日本建築学

会大会） 

2019年 9月 国内 

地中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 22 排水管損

傷（口頭） 

河又洋介，鍾育

霖，西崚汰，高

橋武宏，井上貴

仁，長江拓也 

金沢工業大学

（日本建築学

会大会） 

2019年 9月 国内 
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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 

地中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 23.都市ガス配

管機能検証（口頭）

菅沼淳，中村い

ずみ，高橋武

宏，井上貴仁，

長江拓也，北川

夏樹 

金沢工業大学

（日本建築学

会大会） 

2019年 9月 国内 

Cost-effectiveness of 
Japanese concrete 
cladding detailing for 
improved seismic 
performance (口頭) 

ヤオ トレボー

ジキン、楠浩一

2019 Pacific 
Conference on 
Earthquake 
Engineering, 
Auckland, 
New Zealand 

2019年 4月 国外

Influence of exterior 
concrete wall cladding 
detailing on downtime 
and injuries (口頭) 

ヤオ トレボー

ジキン、楠浩一

コンクリート

工学年次大会

2019

2019年 7月 国内

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（その 1 試験体

設計）（口頭）

深井悟、楠浩

一、ヤオ　トレ

ボージキン

2019 年度日本

建築学会大会

2019年 9月 国内

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(その 2 非線形

解析)  (口頭) 

ヤオ トレボー

ジキン、楠浩

一、深井悟

2019 年度日本

建築学会大会

2019年 9月 国内

E-Defense Test of a 3-
Storey Reinforced
Concrete Frame
Structure with Special
Concrete Wall Cladding
Detailing(口頭)

K. Kusunoki,
T.Z. Yeow,
I. Nakamura,
and Y. Hibino

8th 
International 
Conference on 
Advances in 
Experimental 
Structural 
Engineering, 
Christchurch 
New Zealand 

2020年 2月 国際

設備配管と天井の振動台

実験と振動特性，口頭

久保慶祐，髙岡剛

規，小島紘太郎，

金尾伊織，倉田真

宏，藤田皓平，髙

岡昌史，川良 剛

日本建築学会

学術講演発表

会（東北）

2019年 9月 国内
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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

Vibration Model 
Considering Interaction 
between Ceiling System 
and Equipment Part I: 
Test and FEM（口頭） 

Qi Liangjie ，

Kunitomo 
Keiichiro ，

Kurata 
Masahiro，Ikeda 
Yoshiki 

日本建築学会

学術講演発表

会（東北）

2019年 9月 国内

天井材と機器の要素間相

互作用を考慮した振動モ

デル そのⅡ 機器の簡

易振動モデルと地震時の

応答評価，口頭

國友慶一朗， Qi 
Liangjie，倉田真

宏，池田芳樹

日本建築学会

学術講演発表

会（東北）

2019年 9月 国内

経年配管の繰返し曲げ実

験と変形能力，口頭

髙岡剛規，金尾伊

織，小島紘太郎，

倉田真宏

日本建築学会

学術講演発表

会（東北）

2019年 9月 国内

低層重要建物の設計検討

と終局状態，口頭

赤澤資貴，佐分利

和宏，倉田真宏，

松尾真太朗，河又

洋介

日本建築学会

学術講演発表

会（東北）

2019年 9月 国内

地震時における室内空間

の機能維持のための研究 

その１ 「室内空間におけ

る機能維持」研究の概要

（口頭）

佐藤栄児、梶原浩

一、林 和宏、富

澤徹弥

日本建築学会

大会

2019年 9月 国内

地震時における室内空間

の機能維持のための研究 

その 2 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（映像

データの概要と被害判定

フローの策定）（口頭）

坂本 陸、正月 俊
行、山根 義康、佐

藤 栄児、畠山 祐
季

日本建築学会

大会

2019年 9月 国内

地震時における室内空間

の機能維持のための研究 

その 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（定性

的被害判定結果と定量的

被害状況の対応）（口頭）

正月  俊行、山根

義康、佐藤 栄児、

畠山  祐季、坂本

陸

日本建築学会

大会

2019年 9月 国内

2 台の簡易な地震計を用

いた木造住宅の被災度判

定システムの開発 その

１ 被災度判定方法と検

証、口頭

林和宏，古宮嘉

之，山田有孝

日本建築学会

東海支部研究

報告集

2020年 2月 国内
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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

2 台の簡易な地震計を用

いた木造住宅の被災度判

定システムの開発 その

２ 被災度判定方法の改

良、口頭

古宮嘉之，山田有

孝，林和宏

日本建築学会

東海支部研究

報告集

2020年 2月 国内

MeSo-netシステムと連動

した既設地震計を用いた

3 次元地盤―建物連成系

の地震応答解析

講演 No. 21002 
（口頭発表）

谷沢智彦、酒向裕

司、西谷章

日本建築学会

大会（北陸）

2019年 9月 国内

PCa 造トールゲートにお

ける長期モニタリングを

想定した地震観測 （その

３）微動・強震動・交通振

動及び風荷重による応答

性状

講演 No. 21358 
（口頭発表）

保井美敏、成田修

英、山本健史治、

小坂宏之、伊藤佑

治、西谷章、大久

保孝昭、江尻憲

泰、高尾秀幸

日本建築学会

大会（北陸）

2019年 9月 国内

Resonant photocurrent 
at 1550 nm in an erbium 
low-doped silicon  
transistor at room 
 temperature 
（口頭発表）

E. Prati,
M. Celebrano,
L. Ghirardini,
M. Finazzi,
G. Ferrari,
T. Shinada,
K. Gi, Y. Chiba,
A. bdelghafar,
M.Yano,
T.Tanii

2019 Silicon 
Nano-
electronics  
Workshop 

2019年 6月 国際

Self-align fabrication of 
nano-reservoir with NV 
center in diamond surface 
for nuclear magnetic 
resonance of small 
molecules 
（口頭発表）

K. Kawakatsu,
Y. Ishii, Y. Hata,
Y.Saito, K. Naka-
mura, K.Naga-oka,
T. Sonoda, T.
Tatsuishi,
T. Teraji, S.
Onoda,
T. Higuchi,
K.Yamada
T. Oshima,
T.Shimada
H.Kawarada,
W.Kada,
O. Hanaizumi,
J. Isoya, T. Tanii

32nd 
International 
Microprocesses 
and 
Nanotechnology 
Conference

2019 年 10

月 

国際
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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

高分解能ナノ NMR に向け

たダイヤモンドへの NV 

センターと微小容器の一

括形成

（口頭発表）

齋藤悠太、石井

邑、川勝一斗、永

岡希朗、畑雄貴、

中村洸介、榎田尊

昭、徐海州、薗田

隆弘、立石哲也、

金久京太郎、寺地

徳之、小野田忍、

樋口泰成、山田圭

介、大島武、品田

高宏、川原田洋、

加田渉、花泉修、

磯谷順一、谷井孝

至

第 67 回応用物

理学会春季学

術講演会

2020年 3月 国内

An experimental study 
on the spontaneous 
firing of single isolated 
neurons in autaptic 
culture using 
micropatterned 
substrates 
（口頭発表）

K. Hattori
K. Sato
H. Takahashi
S. Oguma
M. Ishida
H. Yamamoto
A.Hirano-Iwata
T. Tanii

The 8th RIEC 
Inter- 
national 
Symposium 
on Brain 
Functions and 
Brain 
Computer 

2020年 2月 国際

２針電極を用いた神経細

胞刺激の応答計測とその

理論解析

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

（口頭発表）

服部晃平、石田実

穂子、鞍掛碧流、

今井絢子、橋本拓

弥、佐藤晃揮、髙

橋穂乃歌、小熊奏

一郎、山本英明、

平野愛弓、谷井孝

至 

第 67 回応用物

理学会春季学

術講演会 

2020年 3月 国内

Evaluating the seismic 
Retrofits from ambient 
vibration measurement 
講演 No. 21351

M.N. Albebrawi,
D.Y. Bogale、張

天, 仁田佳宏, 石
田正美

日本建築学会

大会（北陸） 

2019年 9月 国内

常時微動測定に基づく古民

家の振動特性評価   

講演 No. 22290 

張天, 
M.N. Albebrawi,
D.Y. Bogale、
仁田佳宏、

石田正美:

日本建築学会

大会（北陸） 

2019年 9月 国内

Developing UGV for 
construction site

D.Y. Bogale,
Y. Nitta, Y. Kuba

第 62 回自動制

御連合講演会

2019 年 11

月 

国内
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2)学会誌・雑誌等における論文掲載

・査読あり

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 

Seismic responses of 
a free-standing two-
story steel moment 
frame equipped with 
a cast iron-mortar 
sliding base 

Yu-Lin Chung, 
Kuan-Ting 
Kuo, Takuya 
Nagae,  
Koichi 
Kajiwara  

EARTHQUAK
ES AND 
STRUCTURES 

2019 年 9 月 国際

Structural 
Performance of 
Reinforced Concrete 
Members with 
Monolithic Non-
structural Wall under 
Static and Dynamic 
Loads 

Walid Ahmad 
Safi, Yo Hibino, 
Koichi 
Kusunoki, 
Tomohisa 
Mukai, Yasushi 
Sanada, Izumi 
Nakamura, 
Trevor Zhiqing 
Yeow, and 
Satoshi Fukai 

Buildings 採 択 決 定

(2020 年 

５ 月 ６ 日 掲

載予定） 

国際

Impact of the 
Reinforcement 
Detailing on Seismic 
Performance of 
Isolated Non-
structural Walls. 

Safi, W.A.; 
Hibino, Y.;
Kusunoki, K.; 
Sanada, Y.; 
Mukai, T. 

Buildings 採 択 決 定

(2020 年 

５月 7 日掲載

予定） 

国際

Investigating the 
vibration properties of 
integrated ceiling 
systems considering 
interactions with 
surrounding 
equipment 

Liangjie Qi, 
Keiichiro 
Kunitomo, 
Masahiro 
Kurata, 
Yoshiki Ikeda 

Earthquake 
Engineering 
and Structural 
Dynamics 

2020 年 2 月 国際

Implementation of 
real-time seismic 
diagnostic system on 
emergency 
management center 
buildings: system 
introduction and 
operational status 
on municipal  
government office 
buildings 

K. Hayashi,T.
Saito, T. 
Horioka, E. 
Sato 

Journal of Civil 
Structural 
Health 
Monitoring 
(Springer),  
DOI 
10.1007/s13349
-019-00349-4

2019 年 8 月 国際
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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

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

林和宏，齊藤大

樹

日本地震工学会

論文集 , Vol.19, 
No.5, pp.378-
387 

2019 年 9 月 国内

Structural control: 
Then and now 

A. Nishitani Japan 
Architectural 
Review Vol.2, 
Issue 3 

2019 年 5 月 国際

Research project toward 
enhancement  of 
resilience for Tokyo 
Metropolitan area: 
Preparing for seismic 
event in Tokyo 

A.Nishitani,
K.Kajiwara,
T.Nagae,
T.Inoue,
K.Kusunoki,
I.Nakamura,
M.Kurata,
Y.Kawamata,
E.Sato,
K.Hayashi,
M.Morii,
R.Okazawa,
K.Okada,
M.Shiraishi

ANCRiSST 2019 
Procedia 
(14th 
International 
Workshop on 
Advanced Smart 
Materials & 
Smart Structures 
Technology) 

2019 年 6 月 国際

鉄筋コン ク リー ト造

PCaトールゲート屋根

スラブの交通振動  に
よる劣化のモニタリン

グに関する技術提案

蘇振東、大久保

孝昭、寺本篤史、

伊藤佑治、西谷

章、江尻憲泰、高

尾秀幸

日本建築学会技

術報告集

Vol.26、No.63 

2020 年 6 月

（掲載決定） 

国内

Cubic spline 

Interpolation based 

estimation of all story 

seismic response 

with acceleration 

measurement at a 

limited number of floors 

K. Kodera,

A. Nishitani,

Y. Okihara

Japan 

Architectural 

Review 

2020 年 4 月

（掲載決定） 

(DOI: 

10.1002/2475-

8876.12155) 

国際
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3)マスコミ等における報道・掲載

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

Triple nitrogen-vacancy 
centre fabrication by 
C5N4Hn  ion 
implantation 

M.Haruyama,
S.Onoda,
T.Higuchi,
W.Kada,
A.Chiba,
Y.Hirano,
T.Teraji,
R.Igarashi,
S.Kawai,
H.Kawarada,
Y.Ishii,
R.Fukuda,
T.Tanii, J.Isoya,
T.Ohshima,
O.Hanaizumi

Nature 
Communications 
10 (2019) 2664.

2019 年 6 月 国際

報道・掲載された成果

（記事タイトル）

発表者氏名 発表した場所

（新聞名・TV 名） 
発表時期 国際・

国内の

別

「震度 7」連発でも使え

る庁舎へ

楠 浩一 日経アーキテク

チュア

2020 年 1 月

9 日 

国内

世界最大の耐震実験施

設「Ｅ－ディフェンス」

とは？

中村いずみ 毎日放送「News 
ミント！」

2020 年 1 月

9 日 

国内

ネット配信：世界最大の

耐震実験施設「Ｅ－ディ

フェンス」とは？

中村いずみ 毎日放送「News 
ミント！」

2020 年 1 月

16 日 

国内

阪神・淡路大震災から 25
年報道特別番組「進化の

軌跡」

中村いずみ 毎日放送「News 
ミント！」スペシ

ャル

2020 年 1 月

17 日 

国内

サイエンス BOX 追う

住まいの安全性「家具の

転倒怖さ」

佐藤栄児 読売新聞 2020 年 1 月

23 日 

国内
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5. むすび

サブプロジェクト（c）の研究は、課題（1）～（5）ともに、平成 30 年度（2018 年度）

から順次実施予定の、実物建物を模擬した試験体のＥ－ディフェンス震動台実験に向けた

準備、実験の実施が中心となる。 

課題（1）（2）の実験は 2018、2019 年度にすでに実施済みであり、課題（3）（4）の実験

は、それぞれ 2020、2021 年度となる。このため、課題ごとに、実験対象となる建物モデル

の設計状況、実験に対する準備状況、計測データ分析状況は異なる。 

各課題の本年度の成果は、次のようになる。 

課題（1）は、住宅密集地の木造建物を想定して、2018 年度にＥ－ディフェンス実験を

実施した。実験実施が年度末であったため、各種の計測結果をもとにした精緻な検証・分

析を本年度に進めた。地盤と基礎の相互作用、建物損傷過程、建物最大強度と変形性能、

補修・補強効果、免震構造性能の特定に焦点をあてて、実験データの分析を行った。 

課題（2）では、前年度の設計検討結果に基づいて、防災拠点を想定した３層鉄筋コンク

リート造建物を作成し、E－ディフェンス加振実験を実施した。防災拠点としての機能維持

を意図して、大きな変形まで耐えうるように設計を行ったが、当初目的通りの加振結果を

得ることができた。また、非構造材に関しても、屋上配管の滑り、窓ガラスの割れ、天井

の振動、タイルの剥落落下を確認・計測することができた。加えて、三次元測量技術によ

り、試験体の振動中を含めた観測を行った。 

課題（3）では、鉄骨造の病院を想定したＥ－ディフェンス実験を 2020 年度に実施する。

試験体は耐震棟と免震棟からなる。試験体を本設計し、地震時応答の正確な評価を目的に、

詳細な解析を実施した。病院施設の高機能設備・什器の配置計画、試験体の運搬設置方法を

含めた実験・計測計画、ならびに加振計画を策定した。また、天井システム、高架水槽、手

術室ベッド、配管の要素実験を実施し、想定するモニタリング手法の有効性を検証した。 

  課題（4）では、非構造部材を主対象とした室内空間被害に関するＥ－ディフェンス実験

を 2021 年度に行う。実験に用いる試験体の一部の設計製作を継続し、室内空間の具体的な

再現案の検討を行った。また、非構造部材のモニタリングとして、監視カメラ等よる室内

映像（実験映像）を用いた被害状況評価手法の検討を行った。本年度の E－ディフェンス

実験において、簡易地震計やスマートフォンなど安価なデバイスの利用による手法を検討

し、計測も行っている。 

課題（5）は、上記の各課題の統括の役割も担いながら、Ｅ－ディフェンス実験に共通して

設置するセンサの選定をすでに行っている。本年度は、課題(2)のチームと連携しながら、E－デ

ィフェンス実験において、種々の無線センサおよび層間変位センサに焦点をあてて計測を行った。

また、前年度末に実施の木造建物実験での計測データの検証も行った。さらに、地震直後の速や

かな「都内地域別応答スペクトル」の簡易予測の実現を目指して、応答データの発信・収集方法

の検討を行った。また、常時地震観測記録を利用した、地盤－建物系の地震応答評価モデルの精

度の向上にも取り組んでいる。 

サブプロジェクト(C) 研究統括 西谷章、梶原浩一 
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