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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

し使用が可能な検証用実験ユニット）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)２０２０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（検証用実験ユニット）の設計および

一部製作を実施する。室内空間における被害検証手法の構築のためのＥ－ディフェン

ス振動台実験の実施計画の策定を行う。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）を用いた評価方法の検討、実験に用いるセン

サーの検討や、データ分析手法の提案等を行う。  

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、

実験に用いるセンサーの検討、データ分析手法の提案を引き続き実施する。センサデ

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。  

 

(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  部門長 梶原 浩一 

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 

防災科学技術研究所地震減災実験研究部門  特別研究員  福井 弘久 

豊橋技術科学大学大学院工学研究科  助教 林 和宏 

防災機器検査協会   江原 信之 

防災機器検査協会   内藤 昌彦 

NHK 技研  小松 佑人 

日立製作所  浜田 宏一 

構造計画研究所  正月 俊行 

構造計画研究所  中西 良成 

構造計画研究所  坂元 一雄 
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構造計画研究所   畠山 祐季 

明治大学 専任講師 富澤 徹弥  

 

 (2) ２０２０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、室内空間における損傷被害検証手

法のため、Ｅ－ディフェンス振動台実験の実施計画の策定を行った。  

・ 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、

人による定性的被害評価に関してアンケート調査を行うとともに、動画解析による

定量的被害評価の検討を行った。  

・ 地震波形を自動的に記録・共有するスマホアプリ（スマホ地震計アプリ）を開発し

た。 

・ 本年度、課題③が実施した E －ディフェンス大型振動実験、および課題④が実施し

た室内空間の地震被害要素振動実験に参加し、スマホ地震計アプリの性能を検証し

た。 

 

(b) 業務の成果 

1) 室内空間における損傷被害検証手法のためのＥ－ディフェンス振動台実験計画 

a）実験目的 

地震時における非構造部材、家具什器等の安全性および施設機能などへの影響（被害）

について、振動台実験により被害度の評価法や被害軽減のための対策方法を検証する。こ

れにより、地震時における室内空間全体でのより効果的な機能維持を実現させることを目

指している。  

そこで、室内空間に関して実験的かつ統一的に機能維持性能を評価できる検証システム

を確立するため、室内空間に特化し繰り返し同一条件下で振動台実験を実施する手法を提

案する。 

b）検証用実験ユニット 

Ｅ－ディフェンスを用い、各種非構造部材、屋内設備、家具、什器等に特化し、これら

を比較的自由にかつ効果的に設置し、室内空間を再現させたうえ、繰り返しおよび同一条

件での振動台実験による検証および評価が可能な実験治具（以下、「検証用実験ユニット」

という）を設計した。  

１つの検証用実験ユニットの大きさは 8×5m（柱スパン）で、基準高さは 3.85m であ

る。質量は１ユニットあたり約 57ton である。本検証用実験ユニットは、それぞれに結合

可能で、平面方向で２個×２個まで結合でき、また高さ方向で２層まで積み重ね振動台に

搭載可能である。検証用実験ユニットを平面方向に２個×２個、高さ方向に２層に積み重

ねＥ－ディフェンスに搭載した場合のパース図を図１に示す。また検証用実験ユニットの

平面図、立面図を図２に示す。  
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検証用実験ユニットは、主要構造部材を無損傷に留めることで繰り返しの使用を可能と

し、検証目的に応じて、実験ごとに検証用実験ユニットの内部に設置する非構造部材、屋

内設備、家具、什器等を組み替え、室内環境を変化させることが可能である。これにより

効率的に室内空間に同一条件での振動台実験が可能となる。  

検証用実験ユニット自体は、比較的剛な構造として設計している。検証用実験ユニット

の主要な部材リストを表１に示す。一方、図３に示すように各柱の中間部に積層ゴムを組

み込み、床と天井間で層間変形が発生するような機構を備えている。また、柱の中間部に

50cm の柱長さ調整材を組み込める構造とし、階高を 50cm 刻みで変更させることができ

る。これらにより建物の層間変形および階高間の設置長さ等に影響を受ける非構造部材等

についても、安全性や被害度などの評価が可能となる。  

さらに、長周期地震動などによる高層建物の上層階の床応答で評価する際には、Ｅ－デ

ィフェンスの基本仕様（最大水平変位±1m、最大加速度 1.2G（600ton 搭載時）など）を

超える加振が必要になる場合が考えられる。このような試験条件では振動台実験により検

証、評価を十分に行えない。そこで、大きな床応答での評価を実施する場合に備え、振動

台と検証用実験ユニットの間にリニアスライダーと積層ゴムによる変位増幅機構を設置で

きる構造として計画している。  

 

 

図１ 検証用実験ユニット  

(a) 平面図（1 階床伏図）  

(b) 立面図（長手方向） 

図２ 検証用実験ユニット図面  
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このように、震災時における室内空間の機能維持性能の評価に関して、検証用実験ユニ

ットを用いることで、できるだけ多くの条件下で、繰り返し同一条件での実験検証が可能

となる。 

 

c）再現室内空間 

検証用実験ユニットには、構造要素として柱梁のほか床スラブと天井スラブがあり、こ

れらに非構造部材、屋内設備、家具、什器等を設置することになる。実験においては、検

証目的に応じて室内環境・機能を設定する必要がある。そこで過去の地震災害時に機能損

失により大きく影響を受けた建物用途・施設について事前に調査し、それらの建物用途・

施設に応じた室内環境・機能を再現する計画としている。具体的には、建物用途として住

居、オフィス、複合施設（中小規模店舗、展示施設など）を設定した。このうち住居につ

いての再現室内空間の計画の例を図４に示す。  

再現室内空間によっては、１ユニットのみでは面積的に不十分な場合、複数ユニットを

結合し、２つのユニット、３つのユニット、４つのユニットにまたがって室内空間を再現

させることも可能である。これにより比較的広い室内空間についても評価が可能となる。  

 

 

(a) 柱部パース図  (b) 柱部立面図  

図３ 柱中間部構造  

表１ 主要部材リスト  

 符号 部材 

柱 C1 φ406.4×16 (STKN490B) 

梁 G1 H-500×200×10×16 (SN490B) 

 



59 

 

d）入力波形 

検証用実験ユニットへの入力波は、既往の構造物を対象とした振動台実験の様に、過去

に観測された地震動や設計用の入力地震動（地表面加速度）ではなく、それらの地震動に

より建物が揺すられた際の床応答加速度を基本的に入力する。そのため検証目的により設

定した建物用途に合わせて、建物構造および設定階を決定した上で、応答解析により設定

階の床応答加速度を算出し、その床応答加速度を振動台実験の入力波として用いる。また、

応答解析における設定建物への入力地震動のレベルとして、震度階級が３～４程度、５弱

～５強、６弱以上と段階的にレベルを上げて評価する。これらにより、建物の固有周期や  

地震動の入力レベルと室内空間の被害状況との関係についても検証を行う。  

 

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 

a）被害判定アンケートの分析（追加） 

ⅰ）アンケート分析の目的 

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。  

ここでは、人による定性的評価について、検証するため振動台実験の実験映像を見た時

の評価について、web を用いたアンケート調査を行っている 1)。前年度までは 45 名のア

ンケートの回答だったのに対して 100 人のアンケートの回答を得た。これらの増加したア

ンケートの回答を再分析した。  

 

ⅱ）回答者の数と属性と定性的被害判定結果の関係 

図５に 2020 年 3 月時点と 2021 年 3 月時点におけるアンケート回答者の属性分布の比較

を示す。「年齢」・「性別」の 2 項目については偏りが改善された。「お住いの地域」につい

ては、東京の回答者が極端に多くなった一方で、北海道や沖縄の回答者が新たに追加され

ており、回答者の地域的な分布は広がった。「建築土木構造や地震防災関連従事者ですか？」

図４ 再現室内空間（住居例）  
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については、2021 年 3 月では「いいえ」の方が多くなっており、逆転している。  

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 100 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６(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６(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６(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%程度高い結果となった。  

図６(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、関東以外はデータ数が少ないことに留意する必要があるが、±10%程

度の差が見られた。性別による違いについては、女性の方が男性よりも 5%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。  

図５ 回答者の属性分布（前年分析との比較）  
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ⅲ）定性的被害判定の個人差 

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７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。ここでは、

4 名分のみ示すこととする。図７右側は、全回答者に対する比率を示した図である。分析

の結果、No.29・96 のように全体的に平均より大きめの判定を下す回答者や、No.40・53

のように全体的に小さめの判定を下す回答者が存在することが分かった。No.29・96 は、

物の動きを転倒や滑動といった挙動タイプに分けず、動きの激しさを重視して判定してい

たため、平均よりも大きめの判定となることが多くなったと推測される。一方、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。No.53 については、

棚やロッカーが転倒したり、天井が落下したりした映像のみ被害大と判定しており、それ

以外の事象（物の落下等）は被害程度を低く判定していた。  

図６ 回答者の属性と定性的被害判定結果の関係  
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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。  

 

ⅳ）定性的被害判定の根拠となった要因 

アンケートにより得られた被害判定理由を分析することにより、人が被害程度を判定す

る上で何に着目しているのか分析する。  

表２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

図７ 各回答者の判定値と平均の比較  

※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  

1-17 1 (1.11) 2 (↑) 0 (↓) 0 (↓) 2 (↑)

1-53 2 (2.05) 3 (↑) 0 (↓) 1 (↓) 3 (↑)

1-54 2 (1.75) 3 (↑) 0 (↓) 1 (↓) 3 (↑)

1-55 2 (2.08) 3 (↑) 0 (↓) 2 (＝) 3 (↑)

13-16 2 (1.53) 2 (＝) 1 (↓) 1 (↓) 2 (＝)

13-19 3 (2.86) 3 (＝) 2 (↓) 3 (＝) 3 (＝)

2-1 3 (2.69) 3 (＝) 2 (↓) 2 (↓) 3 (＝)

2-5 3 (2.85) 3 (＝) 3 (＝) 2 (↓) 3 (＝)

2-7 2 (1.80) 2 (＝) 0 (↓) 0 (↓) 3 (↑)

3-10 1 (1.34) 3 (↑) 0 (↓) 0 (↓) 3 (↑)

3-7 1 (1.22) 2 (↑) 0 (↓) 0 (↓) 3 (↑)

11-10 1 (1.27) 2 (↑) 0 (↓) 1 (＝) 1 (＝)

11-22 2 (2.42) 3 (↑) 2 (＝) 3 (↑) 3 (↑)

11-30 3 (2.79) 3 (＝) 2 (↓) 2 (↓) 3 (＝)

13-17 1 (1.13) 2 (↑) 0 (↓) 0 (↓) 3 (↑)

13-18 1 (1.49) 3 (↑) 1 (＝) 0 (↓) 0 0

13-20 2 (1.83) 2 (＝) 1 (↓) 0 (↓) 3 (↑)

13-27 1 (1.39) 2 (↑) 1 (＝) 0 (↓) 2 (↑)

13-6 1 (0.98) 2 (↑) 1 (＝) 0 (↓) 2 (↑)

4-3 2 (2.38) 3 (↑) 1 (↓) 2 (＝) 3 (↑)

4-4 2 (2.32) 3 (↑) 1 (↓) 2 (＝) 3 (↑)

6-14 3 (2.82) 3 (＝) 3 (＝) 3 (＝) 3 (＝)

9-16 2 (2.15) 3 (↑) 2 (＝) 1 (↓) 3 (↑)

9-7 3 (2.77) 3 (＝) 3 (＝) 3 (＝) 3 (＝)

動画ID
平均

判定値 No.29 No.40 No.53 No.96

＝の比率 38% 33% 29% 35%

回答者毎判定値

↑の比率 0%63% 4% 65%

↓の比率 67%0% 67% 0%
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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。この

4 項目については、順位含めて前年度までと同様の結果となった。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。  

 

 

b）動画解析による自動被害判定に向けた改善検討 

ⅰ）概要 

昨年度まで実施した被害判定手法の改善を行った。実施した改善策は領域分割を用いた

動きベクトルの評価と、前述したアンケート調査から得られた定性的被害判定における着

目点の動画解析による定量化と回帰分析による被害判定である。  

 

ⅱ）動きベクトルの評価方法の改善 

昨年度までは、奥行き情報で重み付けした動きベクトルにより被害判定を実施した。こ

れにより地震により動いた物とカメラの距離の影響を受けずに被害を判定出来るようにな

った。 

今年度は、ピクセル単位で算出した動きベクトルを物ごとに取りまとめ評価することで

被害判定の改善を図った。動画に映る物の認識には、画像の領域分割(watershed 法)を用

い、各領域で生じた最大の動きベクトルを当該領域の動きベクトルとして評価した。この

時使用する領域は、隣接する 2 時刻の画像の領域分割結果を重ね合わせて生成した領域と

する。2 時刻の領域を重ね合わせることにより、移動したものの輪郭周辺に移動の位置ズ

レによる細かい領域が生じるため、物の移動を強調することが出来る。  

 

表２ 被害判定時における着目点  

項目 備考

1 物の移動
転倒せずに物が移動（キャスターのない家具類

であれば滑動）しているか。
873

2 物の転倒 主に大きな家具や重量物が転倒しているか。 665

3 小物の落下・散乱 小物が落下したり散乱したりしているか。 504

4 人の状況 人の怪我の程度や動けるかどうか。 415

5 部屋全体の揺れ方

部屋全体または映像全体がどのように揺れてい

るか。（カメラ自体が振動することによる映像

の揺れも含む）

246

6 物の破損 コピー機などの物が損傷しているか。 173

7 部屋全体のレイアウト
部屋全体の家具等のレイアウトがどのくらい変

化しているか。
164

8 吊り照明の揺れ・天井落下
吊り照明がぶらぶらと揺れているか。天井が落

下しそうになっているか。
131

9 引き出し・扉の動き
引き出しや冷蔵庫の扉等が開閉したり、落下し

たりしているか。
128

※2全判定理由回答数：2047個

No
着目点 回答数※1

(個)

※1 着目点を含む判定理由の回答数
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ⅲ）動画解析による被害判定のための特徴量抽出 

前述の室内被害映像の判定に関するアンケート調査の結果分析により、人が定性的に室

内被害を判定する際の着目点の上位 3 項目は「物の移動」、「物の転倒」および「小物の落

下・散乱」であることを明らかにした。そこで、この 3 つの着目点を動画解析により定量

化し、被害を判定する手法について検討した。各着目点の定量化方法は以下の通りである。  

 「物の移動」および「物の転倒」  

動きベクトルを方向により「移動」と「転倒」に分類する。画像平面上で下向きのベク

トル(画像座標系で(0,1)のベクトル)となす角が±π /4 のベクトルを「転倒」、それ以外を

「移動」のベクトルとした。「移動」および「転倒」は、それぞれのベクトルが生じた画像

上の面積により定量化した。  

 小物の落下・散乱  

小物の落下・散乱が生じた箇所には多数の物が映るため、多数の領域が現れる。そこで

画像をグリッドに分割し、各グリッド内の領域数により小物の落下・散乱を判定した。前

時刻の画像よりも領域数が閾値(物の移動と区別のため 2 とした)以上増加したグリッドを

小物の落下・散乱が生じたグリッドと見なし、そのグリッド数により定量化した (図８参照)。 

昨年度までに、吊り照明等揺れ易い物が被害判定に悪影響を及ぼすことを確認した。そ

こで動画に映っている物の種別と位置を事前情報として付加することにより、被害判定の

精度向上を図った。今回、上述の着目点と対象の動き易さの観点から下記 5 つの種別を選

定し、それらの位置をマスク画像(図９参照)として付加した。  

 1)  家具・什器類  

 2)  吊り照明等揺れ易い物  

 3)  扉・引き出し  

 4)  壁 

 5)  天井 

このマスク画像を用いることで物の動き易さに応じた特徴量の細分化と被害判定が可

能となる。今回、動きベクトルの大きさ、「移動」および「転倒」が生じた画面上の面積を

この 5 つの種別ごとに算出し、これに「小物の落下・散乱」が生じたグリッドの割合を加

えた 16 種類の特徴量を抽出した。なおこの特徴量は 1 秒ごとに算出し、その総和を動画

の特徴量とした。1 秒当たりの特徴量の算出フローを図１０に示す。  

図８ 小物の落下・散乱の抽出例  
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ⅳ）動画解析による被害判定のための特徴量抽出 

本検討では、前述のアンケート調査に用いた対象動画のうち、住宅およびオフィスを対

象とした 22 本の動画を対象とした。  

前述の被害判定手法で求めた各動画の特徴量による回帰分析とし、重回帰およびランダ

ムフォレスト回帰を試行した。なお正解値は、同アンケートの結果を数値（無=0・小=1・

中=2・大=3）で置き換えた上で求めた全回答者 100 名の平均値とした(表３の被害判定参

照) 

図１０のフローに従い各動画から抽出した特徴量を用い、回帰分析により被害判定を行

った。図１１に重回帰とランダムフォレスト回帰の結果を示す。図からデータに対する回

図９ 事前情報として付加するマスク画像の例  

フレーム画像 家具・什器類マスク

図１０ 1 秒当たりの特徴量算出フロー  

表３ 検証対象動画の定性的被害判定平均値  

住宅

動画ID 1-17 1-53 1-54 1-55 2-1 2-5 2-7 3-7 3-10 13-19 13-27

被害判定※ 1.11 2.05 1.75 2.08 2.69 2.85 1.8 1.22 1.34 2.86 1.39

オフィス

動画ID 4-3 4-4 6-14 11-10 11-22 11-30 13-6 13-16 13-17 13-18 13-20

被害判定※ 2.38 2.32 2.82 1.27 2.42 2.79 0.98 1.53 1.13 1.49 1.83

※ 定性的被害判定平均値
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帰モデルの当て嵌まりが良く、住宅・オフィス共に正解値に近い予測値を算出しているこ

とが分かる。一方で、予測モデルのデータに対する当て嵌まりの良さを定量的に表す自由

度調整済決定係数は、重回帰が 0.124 と非常に低く、ランダムフォレスト回帰は 0.492 で

あった。重回帰の自由度調整済決定係数が非常に低い原因は 16 種の特徴量(説明変数)に対

しデータ数が動画 22 本分と少ないためである。またランダムフォレスト回帰は学習デー

タに過度にフィッティングする過学習が生じている可能性が高い。したがって両手法とも

十分な量のデータを蓄積した後に再検証する必要がある。  

今後の課題は、データの蓄積とそれらを用いた本手法の再検証と、今回事前情報として

付加した情報を動画から自動抽出することである。事前情報を動画から自動抽出する手法

として、深層学習を用いたセグメンテーションの適用が考えられる。しかし本研究が対象

としている監視カメラの映像は、深層学習等の研究で一般的に用いられる映像に較べ撮影

アングルが独特であるため、適用可能性の確認が必要である。  

3) 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。本年度の研究会は、新型コロナウイルスの感染予防を考慮し、

対面と同時に web の会議システムを用いて合計 4 回（6/26、8/28、11/27、3/19）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、NHK 放送技術研究所、(株)

オカムラ、カリモク皆栄(株)、(株)桐井製作所、（一財）建材試験センター、(株)構造計

画研究所、（独）国民生活センター、コクヨ(株)、NPO 小杉駅周辺エリアマネジメン

ト、コマニー(株)、セコム(株)、センクシア（株）、大成建設(株)、タカラスタンダード

(株)、TOA(株)、（独）国立文化財機構 東京国立博物館、東京消防庁、豊橋技術科学

図１１  回帰分析結果  
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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。  

 

4) Android 用スマホ地震計アプリの開発とその性能検証 

地震発生時の揺れの記録を自動的に収集し、インターネット回線を通じて共有するス

マートフォンアプリ（以後、スマホ地震計アプリ）を開発した（図１２参照）。アプリは

Android デバイス上で常駐し、揺れを感知することで 3 次元的な揺れのデータ（加速度

記録）を CSV ファイルとして記録する。地震終了後は、作成した CSV ファイルを FTP

サーバー、Amazon Web Services の S3 データストレージもしくは EC2 インスタンス、

各種ネットストレージに自動アップロードする機能を有する。  

 

   

図１２ 開発したスマホ地震計アプリ  

 

開発したスマホ地震計アプリについて、E－ディフェンス大型振動実験（図１３参照）

および室内空間の地震被害要素振動実験（図１４参照）で性能検証を実施した。実験で

は、サブプロジェクト(b) 課題 2C『スマートフォンによる揺れ観測技術の開発』との連

携として iPhone 用の地震計アプリの性能にくわえて、本業務において開発した Android

用の地震計アプリ（iPhone 用アプリよりも種々のネットサーバー・クラウドとの連携機

能を強化）の性能を検証した。図１５は、実験で得られた地震記録（JMA 神戸波 NS、

最大加速度約 400gal）である。様々なスマートフォンで、リファレンスとなる地震計と

ほぼ同等の加速度記録が得られており、デバイスの個体差は大きくない。なお、E－ディ

フェンス大型振動実験では、得られた地震記録（CSV ファイル）は格安 SIM 回線を使っ

て FTP サーバーに自動アップロードさせた。実験では、ほぼ全ての加振で 10 分以内に

記録が共有できた。  
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図１３ E－ディフェンス大型振動実験      図１４ 室内空間の地震被害要素振動実験  

 

図１５ スマホ地震計とリファレンス地震計の性能比較  

 

(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、室内空間における損傷被害検証手法のための

Ｅ－ディフェンス振動台実験の実施計画の策定を行った。検証目的に応じて室内環境・機

能を設定するため、過去の地震災害時に機能損失により大きく影響を受けた建物用途・施

設について事前に調査し、それらの建物用途・施設に応じた室内環境・機能を再現する計

画とする。具体的には、建物用途として住居、オフィス、複合施設（中小規模店舗、展示

施設など）を設定し、再現させる室内空間のプランをいくつか絞り込んだ。また、これら

の室内空間を再現させるため、繰り返しおよび同一条件での振動台実験による検証および

評価が可能な実験治具として検証用実験ユニットを設計し、一部製作を行った。  

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、昨

年度に実施した人による被害評価に関して、アンケート調査をさらに進めより多くのデー

タを取得しそれらの分析を行った。昨年度までの傾向と大きく異なっている点はそれほど

みられなかった。一方、アンケートにより得られた被害判定理由を分析することにより、



69 

 

改めて人が被害を判定する際に重要視していると推測される項目は、上から「物の移動」・

「物の転倒」・「小物の落下・散乱」・「人の状況」であることがわかった。これを検出する

ことが被害評価システムの構築には重要であると考えられる。  

そこで、動画解析による定量的評価は、「物の移動」・「物の転倒」・「小物の落下・散乱」

に着目し検討を行った。なお、実験映像には人が含まれていないため、「人の状況」は除外

した。それぞれの着目点での定量化方法を提案し、かつ対象動画に映っている物の種別と

位置を事前情報としてマスク処理で付加することにより、被害判定の精度向上を図った。

これらの動画解析の結果からおおむね人が判定する定量被害と同等の判定が実現できるこ

とが確認できた。今後、次年度に実施する実験でのデータを活用し、動画解析による被害

判定について引き続き検討を行う。  

 さらに、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、スマート

フォンを用いた地震波形記録・共有スマホアプリ（スマホ地震計アプリ）を開発した。当

該アプリの性能を振動実験で検証した結果、スマートフォンの個体差は大きくなく、リフ

ァレンスとなる地震計とほぼ同等の加速度記録（CSV ファイル）が得られることを明らか

にした。また、CSV ファイルは、格安 SIM 回線を利用することで加振実験終了後、自動

的に所定の FTP サーバに自動アップロード・共有されることを確認した。今後は、当該ア

プリの利用を前提とした非構造部材の被害モニタリング手法の提案をめざす。  

 

(d) 引用文献 

1) 地震時被害映像に関するアンケート（住居・オフィス・学校編）  

 https://forms.gle/TuJ5nBATBtx7Buh59 

 

(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 国内・

外の別 

地震時における室内空間

の機能維持のための研究 

その４ 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 被

害判定アンケート(ポスタ

ー) 

佐藤栄児、

梶原浩一、

正月 俊行、

中西 良成、

坂元一雄、

畠山 祐季、

富澤徹弥、

林 和宏 

日本建築学会大会  

(講演会は中止のた

め全てポスター発

表扱い) 

2020 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 5 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 ア

ンケート結果の分析（ポス

ター） 

正月 俊行、

中西 良成、

坂元一雄、

畠山 祐季、

佐藤栄児 

日本建築学会大会

(講演会は中止のた

め全てポスター発

表扱い) 

2020 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 

 

・ 査読なし 

 なし 

 

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 

名称 機能 

スマートフォンを用いた地

震波記録・共有システム 

地震発生時の揺れの記録を自動的に収集し、インタ

ーネット回線を通じて共有する。  

 

3) 仕様・標準等の策定 

なし 

 

地震時における室内空間

の機能維持のための研究 

その 6 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 自

動被害判定に向けた基礎

検討(ポスター) 

中西 良成、

正月 俊行、

坂元一雄、
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(3) ２０２１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製作を行い、Ｅ－ディフェンス振動台実

験の準備を行う。その中で、室内空間における損傷被害検証手法を効率的に実証するため、

再現する室内空間を選定し確定する。これらの計画に基づき、室内空間・機能を対象とし

た地震災害軽減および被害判定のためのＥ－ディフェンス実験を実施する。  

また、被害判定手法の検討を継続する。特に室内空間の映像を用いた評価法の確立をめ

ざし、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、振動台実験で取得

したデータより被害判定システムの実証検討を行う。  

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

動台実験の実施に向けた様々な検討を行う。  

さらに、非構造部材の被害モニタリングに向けた検討を継続し、実験においてデータを

収集・整備する。特に委託業務では、被害モニタリング手法の提案の一部を担当し、各種

センサデバイスを用いて実験データを収集・整備するとともに、具体的な被害モニタリン

グ手法を提案する。センサデバイスは、安価なスマートフォンや感震ブレーカーなどの利

活用を前提に、多種のスマホ OS に対応した地震波形記録・共有アプリの開発や、デバイ

スの性能検証を実施する。  

 

  


