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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

２年度（2020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 理工学術院総合研究所  特任研究教授 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 

東海国立大学機構 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 

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 客員研究員 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  教授 清家 剛 3.3.2 

名古屋大学大学院 環境学研究科 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 

東京大学地震研究所  特任研究員 Trevor 

Zhiqing Yeow 

3.3.2 

東京大学地震研究所  大学院生 八木 尚太朗  3.3.2 

東京大学地震研究所  大学院生 キム キョンジン3.3.2

東京大学地震研究所  大学院生 木下 俊輝 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  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 

京都工芸繊維大学 工芸科学研究科  助教 小島 紘太郎  3.3.3 
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所属機関  役職 氏名 担当課題 

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 

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 Jiantao 

Huang 

3.3.3 

京都大学 防災研究所  研究員 Jasmine 

Gipson 

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 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 

NHK 技研  小松 佑人 3.3.4 

日立製作所  浜田 宏一 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 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）  

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)２０２０年度業務目的 

Ｅ－ディフェンスによる大型振動台実験の分析を進める。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。  

(c) 担当者 

所属機関 役職 氏名 

東海国立大学機構 名古屋大学 減災連携研究センター  准教授 長江 拓也 

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 客員研究員 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) ２０２０年度の成果 

(a) 業務の要約 

・2019 年度に実施したＥ－ディフェンスによる大型振動台実験の分析を進め、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した。  

・ 数値解析を実施し、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、

一般化に取り組んだ。  

・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した。  

 

(b) 業務の成果 
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1) 木造 3 層住宅（2019 年度）の剛性、耐力に非構造材が及ぼす影響  

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）。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（図 2）1)。  

図 1 住宅密集地域に増える 3 階建て木造住宅と 3 層木造住宅実験  

 

 

図 2 木造 3 層住宅（2019 年度）の実験工程 

 

木造住宅の許容応力度計算では耐力壁の長さと壁倍率によって鉛直構面の許容せん断

耐力とせん断剛性を算出する。このせん断剛性は設計時に算出することのできる値、つま

り設計用剛性であり、耐力要素のみを対象とする。したがって、設計時に耐力としてカウ

ントされない非耐力要素も含む建物全体としての実際のせん断剛性と大きく異なる可能性

がある。本年度は、Ｅ－ディフェンス実験において使用された耐力要素を抜き出した架構

の振動台実験と静的加力実験、2 層外構面切り出し実験の結果を合わせることで、割線剛

性を評価し、非耐力要素の存在による影響を確認した。図 3 に準備した実験の全容を示す。  

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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それぞれの試験における水平力-水平変位関係から骨格曲線を求め、1/500、1/300、1/150、

1/100、1/67、1/50 の層間変形角での正負の層せん断力を平均して、各層間変形で除した値

を割線剛性として評価した。各変形角の割線剛性を設計用剛性で除した剛性比を図 4 に示

す。ここで設計用剛性とは許容応力度設計において壁倍率から計算される短期許容せん断

耐力を 1/150 変形角相当の変形で除した値である。黄色の変形角 1/150 rad 時における実験

剛性が最も設計想定に対応すると考えて関係を見ていく。右側の筋かい要素と構造用合板

要素では架構振動台実験および架構静的加力実験が 1.2 ~ 1.6 倍でほぼ整合した。一方、一

図 3 比較に用いた実験の全容（単位  mm）  

2
,7

3
0

耐力要素架構（静的）
筋かい要素3

耐力要素架構（静的）
合板要素2

耐力要素架構
筋かい要素1,2

耐力要素架構
合板要素1

実大3層住宅外構面切出し

4,550

不二サッシ 

文化シャッター 

カネシン 

E-Defense 

文化シャッター 

カネシン 

実大3層住宅
長辺1F 実大3層住宅

長辺2F

実大3層住宅
長辺3F 実大3層住宅

短辺1F

実大3層住宅
短辺2F 実大3層住宅

短辺3F

外構面切出
1F 外構面切出

2F

筋かい要素1

筋かい要素2

合板要素1

筋かい要素3

合板要素2

2

4

6

8

10

0

せ
ん
断
剛
性
比

設計用剛性

1/500 1/300 1/150

1/100 1/67 1/50

図 4 割線剛性比推移 
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番左側の実大 3 層住宅長辺方向では 1F で 3.5 倍、2F で 4 倍、3F で 2.5 倍程度となってい

る。同短辺方向では 1F で 2.5 倍、2F で 3 倍、3F で 2.5 倍程度と長辺方向よりも若干小さ

くなっている。外構面切出しは 2F で開口部の寸法が小さく、4 倍となっている。要素実験

を見ると、1/500 rad、1/300 rad の初期の剛性は構造用合板が筋かいよりも高い傾向にあり、

2 倍程度となる。実大 3 層住宅長辺方向は、6 ~ 8 倍、短辺方向は 4 ~ 6 倍となった。  

要素から構面、実建物になるにつれて余力の上昇が見られたので、非耐力要素の種類や

量が割線剛性に与える影響をみる。今回は設計で耐力要素に含まれない構造用合板と石膏

ボードを非耐力要素とした。1/150 変形角を設計想定として取り上げ、非耐力要素について

次のようにせん断剛性を計算し、全体の剛性評価値に対して非耐力要素のせん断剛性評価

の分担比を求めた；非耐力要素におけるせん断剛性は品確法の評価方法基準で定められる

準耐力壁の計算を参照し、非構造要素と同種の耐力壁要素がもつ壁倍率 M' に乗じる係数

にここでは 0.5 を採用して、非耐力要素の壁倍率 M を下式にて評価した。  

M  =  M' × 0.5 × H  /  L 

この時、H を面材の高さ、L を架材間内法高さとする。  

各試験体の非耐力要素の剛性分担比を縦軸に、図 4 (1/150)の剛性比を横軸に取った（図

5）。実大 3 層住宅では、縦軸の比は 0.2 ~ 0.5 の間にあり、実際の横軸剛性比の 3 ~ 4 に比

べて、大きな差異がある。すなわち、設計用剛性に対する余力に非耐力要素以外の影響も

大きいと判断される。また、縦軸の値に対して横軸の値に正の相関は強くない。外構面切

出しの場合は、特に開口部の小さな 2F のプロットが外れているが、1F のプロットは実大

3 層住宅と同等の関係にある。要素実験については縦軸がゼロ、剛性比は 1.2 ~ 1.6 倍とな

り、実大 3 層住宅、外構面切出しの条件よりも小さな値になる傾向は浮かび上がる。  

 

 

木造住宅の実建物実験を経験すると、許容応力度設計に基づく設計用剛性に対して、実

験から評価される実剛性は相当大きな値となる。ここでは、構面切出しや要素架構との比

較を加えて非耐力要素の影響を考察したが、その影響は部分的であった。他の要因として

考えられる、建物重量による鉛直方向の浮き上がり抑え込み効果、建築物が立体架構であ

ることによる立体効果、等についても考慮しながら数値解析に取り組んでゆく。  

 

2) 数値解析に基づく検証 

べた基礎と地盤との動的相互作用、強非線形の水平すべりの評価に展開していく計画の

図 5 非耐力要素の剛性分担の寄与（1/150）  

要素2
合板要素要素1

要素2
筋かい要素要素1 要素3

2層 外構面
1層

2層 E-短辺
1層 3層

2層 E-長辺
1層 3層

剛性比

非
耐
力
要
素
の
剛
性

分
担
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もと、本年度は、各構成要素の力学特性が明快な免震層において、解析精度を検証した。  

a) 等価線形化に基づく解析のもつ精度 

免震層はすべり支承 15 基と高減衰ゴム系積層ゴム 6 基（以降、積層ゴム）、オイルダン

パ 6 基（長辺、短辺それぞれ 3 基）で構成される。鉛直の自重を支持するすべり支承の摩

擦係数は = 6.5 / 100 であり、地震応答時には滑りに伴う履歴減衰を生じる。積層ゴムのせ

ん断剛性は kr = 24.5 N / mm で復元力と履歴減衰を生じる。告示レベルの地震動に対して、

積層ゴムとすべり支承のみでも一定の免振効果が得られるが、本免震システムではさらに、

オイルダンパを導入し、高性能化を図った。JMA 神戸波と JR 鷹取波を用いて、JMA 神戸

波 25%、JMA 神戸波 50%、JR 鷹取波 25%、JR 鷹取波 50%、JMA 神戸波 100%、JR 鷹取波

100%の加振を行っている。JMA 神戸波 100%、JR 鷹取波 100%の加振において、速度換算

エネルギースペクトルを図 6 に示す。  

 

図 6 エネルギースペクトル  

免振層のせん断力係数—水平変位関係を図 7 に示す。JMA 神戸波 100%加振で長辺方向、

短辺方向ともにせん断力係数が約 0.2 に、JR 鷹取波 100%では長辺方向で約 0.4 になった。

JMA 神戸波 100%加振では短辺方向で約 150 mm であるのに対して、JR 鷹取波 100%加振

では長辺方向で 350 mm を超えた。上部構造の最大層間変形角は JMA 神戸波 100%加振、

JR 鷹取波 100%加振において、長辺方向の最大層間変形角は 0.001rad (1/1000)以下、短辺方

向の最大層間変形角は 0.002 rad (1/500)以下に抑えられた。  

 

 

図 7 免震層のせん断力係数—水平変位関係  

 

長辺
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JMA神戸波25%

JMA神戸波50%

JMA神戸波100%

JR鷹取波25%

JR鷹取波50%

JR鷹取波100%



10 

 

応答スペクトル解析による免震建物の応答評価手法では、上部構造を剛体と考え、免震

層の特性をばねとダッシュポットで表現した 1 自由度系としてモデルを作成する。滑り支

承、積層ゴム、オイルダンパにおいて規定される特性値から、設計限界変位に対して、設

計固有周期と減衰定数を評価する。設定の設計変位として、50 mm から 400 mm までの 5

種を選択した。計算される等価周期、等価減衰定数を表 1 に示す。  

表 1 設計諸元より設定される等価線形のパラメータ  

 

計算過程は次のとおりである。水平力-水平変位関係のせん断剛性 K と建物質量 M を用

いて、2π √𝑀/𝐾にて周期が求められる。オイルダンパの復元力が速度に依存する。応答変

位波形が極値となるとき、応答速度はゼロとなるので、オイルダンパの復元力はゼロとみ

なせる。よって、最大変位時におけるせん断力はすべり支承と積層ゴムのみが負担すると

仮定でき、復元力特性から、設定した最大変位における割線剛性を求めて等価周期𝑇𝑒𝑞を計

算した。  

解析モデルにおける等価減衰 h は、すべり支承と積層ゴムによる等価減衰定数 hd とオイ

ルダンパによる等価減衰定数 hv の和を用いた。hd は次式にて計算した。  

ℎ𝑑 =  
𝛥𝑊

4π ∑ 𝑊𝑖
 × 0.8 

定常ループ時に計算される等価粘性減衰定数に対し、非定常であることを考慮するための

係数 0.8 を乗じている。hv は等価円振動数と設定した最大変位の積に対し、1 質点系の応

答と地動との相対速度に高振動成分が含まれることによる係数 λ = 2 を乗じた値を等価速

度 Veq とし、オイルダンパの復元力特性から計算の等価減衰係数 Ceq を次式に入れて求め

た。評価される等価周期は 1.6 ~ 3.4 秒、等価減衰定数は 0.73 ~ 0.90 となった。  

ℎ𝜈 =
𝑇𝑒𝑞

4π𝑀
𝐶𝑒𝑞 

なお、実験結果については、免震層の平均等価減衰定数ℎ𝑠を次式により求めた。  

ℎ𝑠  =  
− ∫ 𝑦0̈�̇� 𝑑𝑡

2𝜔𝑒𝑞 ∫ �̇�2 𝑑𝑡
 

𝑦0̈：地動加速度、 �̇�：速度応答波形、𝜔𝑒𝑞：固有角振動数。  

概ね、評価値と整合し、ℎ𝑠は JMA 神戸波 100%で長辺方向 0.76、短辺方向 0.71、JR 鷹取

波 100%で長辺方向 0.77、短辺方向 0.89 となった。JMA 神戸波 50%で長辺方向 0.31、短辺

方向 0.25、JR 鷹取波 50%で長辺方向 0.96、短辺方向 0.91 となった。  

以上のパラメータ組み合わせで等価線形解析を実施し、実験結果と比較した。図 8 に

は最大応答水平力、最大応答水平変形について、それぞれ実験値に対する比を示す。設定

最大変位 50 mm において、加速度を過大評価し、変位を過小評価する傾向にある。設定

最大変位
[mm]

等価剛性
[kN/m]

等価周期
[s]

等価速度
[m/s]

ダンパ
等価減衰

支承,ゴム
等価減衰

合計
等価減衰

50 1204 1.6 0.38 0.45 0.45 0.90 

100 670 2.2 0.58 0.50 0.40 0.90 

200 409 2.8 0.90 0.50 0.33 0.83 

300 322 3.2 1.18 0.50 0.28 0.78 

400 278 3.4 1.46 0.49 0.24 0.73 
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最大変位 400 mm ではその逆の傾向である。これらの評価に、設定変位レベルが与える影

響は大きく、適切な設計変位レベルの設定が合理的な評価を与えることを示唆している。  

 

 

図 8 最大応答比（解析／実験）  

 

その設定時には、想定地震動の Sa – Sd スペクトルを参照することが考えられる。図

9(1)に実験と解析の加速度－変位関係を示す。Sa – Sd スペクトルは対応の等価減衰定数

で描いた。減衰定数が大きいと、Sa – Sd スペクトルの最大変形と最大加速度が同じ時刻

に発生しなくなり、解析結果は Sa – Sd スペクトルと接しない条件となる。ただし、実験

に生じる加速度の頭打ちを反映した設定変位を用いれば実験結果を概ね表現できそうであ

る。エネルギー吸収の時刻歴波形を図 9(2)に示す。設定変位が大きくなると等価周期が

長くなり、総エネルギー吸収が小さくなる傾向が示されている（図 6 のエネルギースペ

クトル形状と整合）が安定した工学量と言える。  
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図 9 基礎免震の応答検討 

 

b) 非線形モデルに基づく逐次積分解析の精度 

使用した解析モデルの模式図を示す（図 10）。上部構造は 3 質点からなるせん断ばねモ

デルとし、免震の a.積層ゴム要素、b.すべり支承要素、及び c.オイルダンパ要素と d.上部

構造要素から成る。1) ダンパありモデルと、2)免振層を積層ゴムとすべり支承のみで構

成するダンパなしモデルについて弾塑性応答解析を行った。  

 

図 10 弾塑性解析モデル 

 

積層ゴム、すべり支承、オイルダンパ、上部構造の復元力特性をそれぞれ図 11 に示す。 

積層ゴムは弾性ばねを用いて、弾性復元機能のみを再現した。すべり支承が鉛直荷重（805.3 

kN）を支えているとして、十分に剛性が大きい剛塑性モデルとした。オイルダンパは等価

なバイリニア型に置換してモデル化した。実験時の 1 層最大層間変形角が 1/500 以下であ

ることから、上部構造を弾性とした。せん断ばね剛性は実験値より、1/500 変形角時の割線

免振層
a. 積層ゴム

b. すべり支承

d. 上部構造

1層

2層

3層

a. 積層ゴム

b. すべり支承

d. 上部構造

c. オイルダンパ

2) ダンパなしモデル1) ダンパありモデル

3階骨組

1階床・基礎

2階床

3階床

R階床

2階骨組

1階骨組

弾性バネ

剛塑性バネ

減衰バネ

 

(1) Sa – Sd フォーマット          (2) エネルギー吸収の推移            

JMA神戸波100%長辺 JMA神戸波100%短辺

JR鷹取波100%長辺 JR鷹取波100%短辺

73% 78% 83% 90%

100 mm50 mm 200 mm

300 mm 400 mm

設定最大変位

実験値

JR鷹取波100%短辺

JR鷹取波100%長辺

JMA神戸波100%短辺

JMA神戸波100%長辺 JMA神戸波100%長辺 JMA神戸波100%短辺

JR鷹取波100%長辺 JR鷹取波100%短辺

73% 78% 83% 90%

100 mm50 mm 200 mm

300 mm 400 mm

設定最大変位

実験値

JR鷹取波100%短辺

JR鷹取波100%長辺

JMA神戸波100%短辺

JMA神戸波100%長辺
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剛性を採用し、長辺方向では 1 層と 2 層で 50 kN/mm、3 層で 20 kN/mm とし、短辺方向で

は、1 層と 2 層で 30 kN/mm、3 層で 10 kN/mm とした。  

 

 

図 11 免震要素の復元力特性  

 

 長辺方向について示す。図 12 に水平力-水平変位関係を示す。ダンパなしのオレンジの

線は摩擦抵抗力のみによる履歴を示しておいる。ダンパありのブルーの線は、ダンパの減

衰力による付加的な抵抗力が存在しており、履歴性状はブラックの線の実験結果と概ね整

合している。水平力時刻歴と水平変位時刻歴を図 13 に示す。解析において、ダンパありと  

 

 

図 12 水平力—水平変位の応答履歴比較  

オイルダンパ

すべり支承高減衰積層ゴム

上部構造

1層,2層

3層

等価バイリニア型

べき乗型

JMA神戸波100% 長辺

JR鷹取波100% 長辺

JMA神戸波50% 長辺

JR鷹取波50% 長辺

JMA神戸波25% 長辺

JR鷹取波25% 長辺

ダンパなし弾塑性解析ダンパあり弾塑性解析 実験値
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図 13 長方向の水平力—水平変位の関係図および時刻歴応答波形  

 

なしの条件では入力地震動の水平力時刻歴において、明確な差が表れており、ダンパあり

の条件と実験結果が整合性している。水平変位時刻歴については、最大変位以降の変位の

減衰にダンパによる効果が明確に表現された。こうした検証を等価線形法に基づく設計法

にフィードバックすることと、べた基礎の地盤上水平滑りの問題に展開することが今後の

目標である。  

 

3) 被害度判定の表示技術と地震火災リスクの軽減の実験  

a) 地震被災建物の被害度即時評価・表示技術に関する振動台実験  

本実験は、防災科学技術研究所つくば大型耐震実験施設にて実施した。試験体は 2 層建

築で、骨組大変形再現用のユニットハウス（図 14）に JMA 神戸波を入力する振動台実験

から、被害度即時評価・表示技術の概要を紹介する。  

 

ダンパなし弾塑性解析ダンパあり弾塑性解析 実験値

 

(1) 水平力時刻歴波形  

 

JMA神戸波100% 長辺

JR鷹取波100% 長辺

JMA神戸波50% 長辺

JR鷹取波50% 長辺

JR鷹取波25% 長辺

JMA神戸波25% 長辺

 

(2) 水平変位時刻歴波形  

 

JMA神戸波100% 長辺

JR鷹取波100% 長辺

JMA神戸波50% 長辺

JR鷹取波50% 長辺

JR鷹取波25% 長辺

JMA神戸波25% 長辺
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図 14 試験体 2 層建築（骨組大変形再現用のユニットハウス）  

 

被害度即時評価・表示技術の概念を図 15 に示す。計測器から得たデータをもとにリア

ルタイムで被害度に関連する工学指標を計算し、あらかじめ設定した閾値をもとに被害度

を複数段階で評価する。評価の段階に対応する LED の照明色を白、黄、燈、赤に変化させ

ることで周囲へ評価結果を速やかに表示する。LED 照明色の制御実績を図 16 に示す。  

 

      

図 15 モニタリングシステムの概念図  

 

図 16 層間変形角閾値に応じた LED 照明色の制御実績  

 

b) 水道連結型スプリンクラーの耐震性能検証実験  

平成 25 年に消防法施行令により規模に関わらず社会福祉施設へのスプリンクラーの設

置が義務付けられた。この対応として、既存施設の多くは水道連結型スプリンクラーを導

入している。本プロジェクトにおいては、前田バルブ工業（愛知県名古屋市）との共同研

究として技術資料の共有を開始した。既往の性能試験データなどに基づき、特に都市の住

宅密集地域における大規模火災の原因となりうる、住宅個室における初期消火能力の高さ

については、図 17 に示すとおりである。  

加振方向北

南西棟東北棟

[mm]

W棟E棟

LED LED

加振方向

段階1 段階2 段階3 段階4

白 黄 燈 赤



16 

 

  

図 17 水道連結型スプリンクラーの初期消火能力実験 

 

本研究では、水道管系統を利用することで、施工性、経済性において適用性が高い水道

連結型スプリンクラーの耐震性評価と向上を目的としている。ここではその天井内敷設条

件を模擬し、地震時挙動を検証する大規模な振動台実験を実施したので報告する。提案の

水道連結型スプリンクラーは、水道管を延長した架橋ポリエチレン (PE) 管から青銅継手

を介して天井下面に位置するスプリンクラー  (SP) ヘッドまで水道水を供給する。実験に

は 13 mm の口径を使用した。吊り天井内の野縁受け材上に角バーが固定される実施工条件

はモデル化した。  

 図 18(a)に青銅継手（質量 350 g、日本水道協会承認品）を示す。図 18(b)に本実験での

敷設状況を示す。図 18(c)に青銅継手を鋼板製角バー（16 mmｘ16 mm、1.2 mm 厚）に固定

する固定金具（固定時）を示す。固定金具は、蝶ボルトを締める付けることで、青銅継手

の胴体部と角バーを同時に押さえ付ける設計となっており、施工時には手で締め付けたの

ちにペンチを使用して増し締めした。2 層目ユニットの屋上位置の床下面に設置した角バ

ーの様子を床断面図に重ねて示す（図 18(d)）。床の短辺方向にチャンネル材（せい 84 mm

以上）が概ね 500 mm ピッチで配置されており（端部のみ約 340 mm）、その下面に角バー

を溶接によって固定した。実験前にスプリンクラー管内を水で満たし、PE 管の末端部より

加圧し、常時に対する設計の最大水準 1 MPa を与えた（図 19）。図 14 に示す 2 棟のユニ

ットハウスは、E 棟、W 棟の屋上床下の軽鉄下地材に角バーを溶接固定しており、E 棟は

角バーの軸方向に、一方、W 棟は角バーの直交方向に床応答の振動が加わる配置となる。 

7分18秒

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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 SP ヘッドの先端に小型高容量加速度計（無線式）を固定して加速度波形を記録した。

JMA 神戸波の 50%加振時と 100%加振時の加速度記録波計を図 20 に示す。角バーの軸方

向に振動が与えられる E 棟では、屋上床の波形と SP ヘッドの波形が一致した。すなわち、

優れた固定性能を確認することができた。最大で 2 m/s2 (2 G) の水平加速度が加わった。

一方、角バーの直交方向に振動が与えられる W 棟では、SP ヘッドの振幅が 2 倍程度に増

大している。架橋 PE 管含め直交方向の振動特性に注意が必要である。いずれの場合も事

後検証では、スプリンクラー管内の水圧 1 MPa は、すべての加振後に維持されていた。  

 

水道連結型スプリンクラーは既存戸建て木造住宅まで含めると非常に広範な普及展開

が見込まれ、都市火災の大幅な軽減の展望に基づき、産官学連携活動を継続してゆく。  

 

 

架橋PE管

角バー

SPヘッド

青銅継手

加速度計

角バー

固定金具

青銅継手

図 18 水道連結型スプリンクラーの敷設状況 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

320 280 343 287 103

角バー

屋上床位置

320 280 343 287 103

角バー

屋上床位置

（単位  mm）  

1
4

8
3

5

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

2
0

4
0

35

48 19.519.5

青銅継手

SPヘッド

角バー  

屋上床  

SP ヘッド  

青銅継手  

図 19 水圧管理状況 

図 20 屋上とスプリンクラー (SP) ヘッドの加速度応答波形  
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(c) 結論ならびに今後の課題  

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、検証を進めた。数値解析を実施し、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た。さらに、基礎滑り工法

に関するモデル実験等を実施して評価方法の精度を向上させる必要がある。  

 

(d) 引用文献 

1) T. Nagae, S. Uwadan, C.Yenidogan, S. Yamada, H. Kashiwa, K. Hayashi, T. Takahashi, T. 

Inoue: The 2019 Full-Scale Shake Table Test Program of Wood Dwellings, Proceedings of 17th 

WCEE, 2020, Japan 

 

(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 24 家屋の滑

動対策を施した排水管 , 

ポスター  

河又洋介，

高橋武宏，

長江拓也  

2020 年度日本建

築学会年次大会  

(講演会は中止の

ため全てポスタ

ー発表) 

2020 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 25 地盤上条

件と基礎固定条件におけ

る消費エネルギー , 

ポスター  

上段聖也，

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  

2020 年度日本建

築学会年次大会  

(講演会は中止の

ため全てポスタ

ー発表) 

2020 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 26 基礎ロッ

キング回転・転倒モーメ

ント関係と基礎鉛直変位

・地盤応力関係に基づく

消費エネルギー , 

ポスター  

高谷和樹，

上段聖也，

長江拓也  

2020 年度日本建

築学会年次大会

(講演会は中止の

ため全てポスタ

ー発表) 

2020 年 9 月  国内  
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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 27 終局耐力

に関する考察（軸組） , 

ポスター  

平野茂，  

高橋武宏，

上段聖也，

山田祥平，

柏尚稔，  

林和宏，  

井上貴仁，

長江拓也  

2020 年度日本建

築学会年次大会

(講演会は中止の

ため全てポスタ

ー発表) 

2020 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 28 柱脚及び

壁脚の損傷劣化（枠組） ,

ポスター  

高橋武宏，

平野茂，  

上段聖也，

山田祥平，

柏尚稔，  

林和宏，  

河又洋介，

井上貴仁，

長江拓也  

2020 年度日本建

築学会年次大会

(講演会は中止の

ため全てポスタ

ー発表) 

2020 年 9 月  国内  

強度が異なるモルタルと

FC250 鋳鉄間の摩擦特

性，および基礎すべり層

に鋳鉄支承とモルタル底

板を採用する鋼製架構の

地震応答性状,ポスター  

鍾育霖，  

梶原浩一，

長江拓也  

2020 年度日本建

築学会年次大会

(講演会は中止の

ため全てポスタ

ー発表) 

2020 年 9 月  国内  

地震被災建物の被害度即

時評価・表示技術に関す

る振動台実験, 

ポスター  

日高和幸，

神崎喜和，

梶原浩一，

長江拓也，

高谷和樹，

岡崎太一郎 , 

松宮智央，

御子柴正，

中澤博志  

2020 年度日本建

築学会年次大会

(講演会は中止の

ため全てポスタ

ー発表) 

2020 年 9 月  国内  

水道連結型スプリンクラ

ーの耐震性能検証実験 , 

ポスター  

前田崇統，

長江拓也，

吉川拳人，

加藤和生，

福井隆浩，

日高和幸，

桐山義郎，

中村賢一，

松宮智央，

岡崎太一郎 , 

中澤博志，

梶原浩一  

2020 年度日本建

築学会年次大会

(講演会は中止の

ため全てポスタ

ー発表) 

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 

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  国内・

外の別 

Full-scale cyclic test of a 

Japanese post and beam 

wood shearwall assembly 

Cem 

Yenidogan, 

Ryota Nishi, 

Takuya Nagae, 

Takahiro 

Inoue, Koichi 

Kajiwara 

BULLETIN OF 

EARTHQUAKE 

ENGINEERING 

2020 年 6 月  国外  

Full-Scale Shake Table 

Test Damage Data 

Collection Using 

Terrestrial Laser-Scanning 

Techniques 

Aghababaei 

Mohammad, 

Okamoto 

Christian, 

Koliou Maria,  

Nagae Takuya,  

Pantelides 

Chris P., 

Ryan Keri L., 

Barbosa Andre 

R., 

Pei Shiling,  

van de Lindt 

John W., 

Dashti Shideh 

JOURNAL OF 

STRUCTURAL 

ENGINEERING 

2021 年 3 月  国外  

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 国内・

外の別 

The 2019 Full-Scale Shake 

Table Test Program of 

Wood Dwellings 

T. Nagae,  

S. Uwadan, 

C. Yenidogan,  

S. Yamada, 

H. Kashiwa, 

K. Hayashi, 

T. Takahashi,  

T. Inoue 

Proceedings of 17th 

World Conference in 

Earthquake 

Engineering 

Proceedings

のみ 2020 年

9 月発刊  

(会議は 2021

年 9 月に延

期) 

国外 

Full-scale testing of a two-

story P&B shear wall 

assembly under dynamic 

loading test protocol 

C. Yenidogan, 

R. Nishi,  

S. Uwadan,  

T. Nagae,  

T. Takahashi, 

T. Inoue,  

K. Kajiwara 

Proceedings of 17th 

World Conference in 

Earthquake 

Engineering 

Proceedings

のみ 2020 年

9 月発刊  

(会議は 2021

年 9 月に延

期)  

国外  
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Preliminary dynamic 

response characterization 

tests-III: South NCREE 

multi-directional shake 

table test for the seismic 

performance evaluation of 

the freestanding structures 

Y. L. Chung,  

C. Y. Ku,  

J. Chen, 

T. Nagae, 

K. Kajiwara 

Proceedings of 17th 

World Conference in 

Earthquake 

Engineering 

Proceedings

のみ 2020 年

9 月発刊  

(会議は 2021

年 9 月に延

期)  

国外  

Stiffness, ultimate strength 

capacity and cyclic 

loading deterioration 

characteristics of two 

different wood-structure 

dwellings following the 

current Japanese practice 

T. Takahashi, 

S. Uwadan, 

T. Nagae, 

C. Yenidogan, 

S. Yamada, 

H. Kashiwa, 

K. Hayashi, 

T. Inoue 

Proceedings of 17th 

World Conference in 

Earthquake 

Engineering 

Proceedings

のみ 2020 年

9 月発刊  

(会議は 2021

年 9 月に延

期)  

国外  

Seismic performance 

evaluation of a base 

isolated P&B structure 

though full-scale shake 

table tests 

 

 

C. Yenidogan, 

T. Takahashi,  

T. Nagae,  

T. Inoue 

Proceedings of 17th 

World Conference in 

Earthquake 

Engineering 

Proceedings

のみ 2020 年

9 月発刊  

(会議は 2021

年 9 月に延

期)  

国外  

Sliding-rocking combined 

actions at base foundation 

influencing global and 

local deformations of 

upper wood structure 

T. Nagae,  

S. Uwadan, 

K. Takaya, 

C. Yenidogan,  

S. Yamada, 

H. Kashiwa, 

K. Hayashi, 

T. Takahashi, 

T. Inoue 

Proceedings of 17th 

World Conference 

in Earthquake 

Engineering 

Proceedings

のみ 2020 年

9 月発刊  

(会議は 2021

年 9 月に延

期)  

国外  

Damage mechanism of 

PVC drainage pipe 

connected to house with 

high seismic performance 

Y. Kawamata, 

T. Takahashi, 

T. Nagae 

Proceedings of 17th 

World Conference 

in Earthquake 

Engineering 

Proceedings

のみ 2020 年

9 月発刊  

(会議は 2021

年 9 月に延

期)  

国外  

Cost-effective smart 

sensing technologies to 

monitor the residential 

building systems 

K. Hayashi, 

A. Yamada, 

Y. Komiya, 

T. Nagae 

Proceedings of 17th 

World Conference 

in Earthquake 

Engineering 

Proceedings

のみ 2020 年

9 月発刊  

(会議は 2021

年 9 月に延

期)  

 

国外  
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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) ２０２１年度業務計画案 

Ｅ－ディフェンスによる大型振動台実験の分析を完了する。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完了する。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する。基礎滑り工法に関するモデル実験を実施して評価方法

を検証する。 

 

 

  

Rapid damage assessment 

procedure to collect, 

process and analyze data 

for monitoring of full-

scale tests 

M. Koliou, 

M.Aghababaei, 

T. Nagae, 

C. Pantelides, 

K. L. Ryan, 

A. Barbosa, 

S. Pei, 

J. W. van de 

Lindt, 

S. Dashti 

Proceedings of 17th 

World Conference 

in Earthquake 

Engineering 

Proceedings

のみ 2020 年

9 月発刊  

(会議は 2021

年 9 月に延

期)  

国外  
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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)２０２０年度業務目的

 2019(平成 31)年度に実施した実大３階建て鉄筋コンクリート造建物の振動台実験

結果を用いて、解析モデルの精度について検討するとともに、建物の損傷検知システ

ムを検証し、既往の損傷評価方法との関係を整理する。更に、入力地震動レベルと非

構造部材の損傷の関係を整理し、災害拠点の継続利用性を判断する上での基礎資料を

まとめる。それらの成果を論文として発表する。  

(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 

名古屋大学大学院 環境学研究科 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 

東京大学地震研究所  特任研究員  Trevor Zhiqing Yeow 

東京大学地震研究所  大学院生 八木  尚太朗  

東京大学地震研究所  大学院生 キム  キョンジン

東京大学地震研究所  大学院生 木下 俊輝  
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(2) ２０２０年度の成果 

(a) 業務の要約 

以下の項目を実施した。 

1) 解析モデルの精度検討  

2) 建物の損傷検知システムの検証  

3) 既往の損傷評価方法との関係の整理  

4) 入力地震動レベルと非構造部材の損傷の関係の整理と基礎資料のまとめ  

 

(b) 業務の成果 

1) 解析モデルの精度検討 

2019 年の E-Defense 実験で観測された加速度と層間変位の記録を使用して、試験体の

非線形時刻歴解析の精度を確認した。 2019 年日本建築学会大会で発表した、以前に作

成した数値モデルから、（i）最新の材料試験結果、（ii）ホワイトノイズデータの分析か

ら得られた減衰定数の低下、および（iii）基礎で計測された加速度を入力地震動とする

ように更新した。実験結果と数値解析の比較を、1％の減衰定数を使用した場合につい

て図 1 に示す。一般に、最大の代表変位は、特に負の方向で一致しており、全体的な応

答は類似している。この検討結果、特にベースシアと 1 階変位の実験結果について、

Journal of Earth Engineering の論文に掲載され、ホワイトノイズデータから得られ

た減衰定数に関する検討は 2020 年日本建築学会大会に掲載された。  

  

  

図１ 実験結果と解析結果の比較  
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2) 建物の損傷検知システムの検証 

損傷検知システムに関しては、既往の目視に依る被災度区分に対応させるため、軽

微：コンクリートにひび割れが発生しているものの、極めて限定的な状態、小破：損傷

は確実に発生しているが、余震に対する倒壊の余裕度が十分にある状態、中破：余震に

対する倒壊の余裕度が十分にない状態、大破：本震と同じ地震が再度発生した場合は、

建物が倒壊に至る危険性が高い状態、倒壊：既に安全限界状態を超えている状態と基準

を設定した。また、この基準を用いて、余震に対する最大応答変形予測値を基に、各被

災度の区分の領域算出方法を定義した。安全限界時塑性率が５の場合の例を図２に示

す。また、図３に示すように、本手法を昨年度の E-Defense 実験に適用し、150％一回

目の入力結果から、２回目の入力では倒壊の領域に至ることを正しく推定できること

を確認した。この成果は文献 1)に発表した。 
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図２ 各被災度の領域           図３ E-Defense 実験での適用  

 

3) 既往の損傷評価方法との関係の整理 

2)では、提案する損傷評価方法は、既往の被災度区分判定法と対応可能であることを確

認した。そこで次に、地震保険による損害算定と被災度区分判定の関係について、柱の損

傷度を乱数によって発生させることにより、数値的に検討した。図４に、被災度 R と部分

的被害による損害認定結果（損害割合の合計）D の関係を示す。ここで、R は 0～1 の数値

で、建物の残存耐震性能率を表し、R が小さいほど被害が大きい。一方 D は 0～100 の数

値で、損害の率を表し、D が大きいほど被害が大きい。図３から、両者にはおおむね線形

関係があることが分かる。なお、図中の丸で囲んだ部分は大きく線形関係から外れている

が、これは、被害の程度 IV が 50%を超えると全損とし、その損害率は 50 で頭打ちとなる

ためである。この結果から、提案する損傷評価方法は地震保険による損害算定にも利用可

能であることが分かる。この成果は文献 1)に発表した。  
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図４ 被災度と損害割合の関係  

 

4) 入力地震動レベルと非構造部材の損傷の関係の整理と基礎資料のまとめ 

 非構造部材を試験体に取り付け、入力地震動レベルと非構造部材に生じた損傷の関係の

整理を行った。取り付けた非構造部材は吊り天井、窓、タイルであり、それぞれ複数種類

のものを取り付けることで、種類ごとの耐震性の違いを確認できるようにした。損傷の確

認は 100%入力後、1 回目の 150%入力後、160%入力後に目視により行った。吊り天井に

ついては、試験体の 2 階に在来構法による天井を、試験体の 3 階には耐震性を考慮して設

計された耐震天井を取り付けた。窓については、試験体の 2 階に 790×1,440mm のはめ

殺し窓と引き違い窓を、3 階には 1,650×1,440mm の大判のはめ殺し窓と引き違い窓を取

り付けた。タイルについては、試験体の室外側でエリアを分け、それぞれセメントモルタ

ルで躯体に張り付ける方法と、弾性接着剤で張り付ける方法（半乾式工法）でタイルを取

り付けた。 

 各非構造部材に確認された損傷を表１に示す。吊り天井に深刻な損傷は確認されなかっ

たが、実際の地震でも確認される損傷が 100％入力時より確認された。はめ殺し窓は 160%

入力後にガラスが割れた。引き違い窓には深刻な損傷は確認されなかったが、クレセント

錠が機能しなくなった。セメントモルタルで張られたタイルは 160%入力時に剥落したが、

弾性接着剤で張られたタイルは剥離のみにとどまった。これらの整理結果を基礎資料とし

て考察を加えてまとめ、Journal of Earthquake Engineering に投稿した。  
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表１ 各非構造部材に確認された損傷  

  目視観察結果 
 階 100%入力後 1 回目の 150%入力後 160%入力後 
応答加速度 RF 1.10 1.82 1.63 

3F 0.93 1.38 1.40 
2F 0.69 1.07 1.08 

層間変形角 3F 1/833 1/127 1/58 
2F 1/333 1/69 1/29 

耐震天井の損傷 3F - - - 
在来構法による
天井の損傷 

2F 梁と天井の間に隙
間が生じる 

梁と天井間の隙間の増大 梁と天井間の隙間の増大 
点検口周囲のボードの変形 

はめ殺し窓の損
傷 

3F モルタルひび割れ シーリング材の切れ 
サッシの変形 
サッシ接合部に隙間が生じる 
モルタルひび割れの増加 

シーリング材の切れの進行 
ガラス角部と対角線上にひび割れ 
モルタルひび割れの増加と破片の落下 
サッシの変形の進行と隙間の増大 

2F モルタルひび割れ シーリング材の切れ 
サッシの変形 
サッシ接合部に隙間が生じる 
モルタルひび割れの増加 

シーリング材の切れの進行 
ガラス角部にひび割れ 
モルタルひび割れの増加と破片の落下 
サッシの変形の進行と隙間の増大 

引き違い窓の損
傷 

3F モルタルひび割れ モルタルひび割れの増加 モルタルひび割れの増加 
サッシの接合部に隙間が生じる 
クレセント錠の解錠（変形） 
サッシの変形 

2F モルタルひび割れ モルタルひび割れの増加 モルタルひび割れの増加 
サッシの接合部に隙間が生じる 
クレセント錠の解錠（変形、部品脱落） 
サッシの変形 

セメントモルタ
ルで張られたタ
イルの損傷 

3F タイルの剥離 タイルの剥離の増加 
ひび割れ（主にタイル） 

タイルの剥離の増加 
ひび割れ（主にタイル）の増加 
タイルの剥落 

2F タイルの剥離 タイルの剥離の増加 
ひび割れ（主にタイル） 

タイルの剥離の増加 
ひび割れ（主にタイル）の増加 
タイルの剥落 

1F タイルの剥離 タイルの剥離の増加 
ひび割れ（主にタイル） 

タイルの剥離の増加 
ひび割れ（主にタイル）の増加 
タイルの剥落 

弾性接着剤で張
られたタイルの
損傷 

3F タイルの剥離 タイルの剥離の増加 
ひび割れ（主にタイル目地） 

タイルの剥離の増加 
ひび割れ（主にタイル目地）の増加 

2F タイルの剥離 タイルの剥離の増加 
ひび割れ（主にタイル目地） 

タイルの剥離の増加 
ひび割れ（主にタイル目地）の増加 

1F タイルの剥離 タイルの剥離の増加 
ひび割れ（主にタイル目地） 

タイルの剥離の増加 
ひび割れ（主にタイル目地）の増加 

 

(c) 結論ならびに今後の課題  

2019（平成 31）年度に実施した実大３階建て鉄筋コンクリート造建物の振動台実験結果

を用いて、解析モデルの精度について検討するとともに、建物の損傷検知システムを検証

し、既往の損傷評価方法との関係を整理した。更に、入力地震動レベルと非構造部材の損

傷の関係を整理し、災害拠点の継続利用性を判断する上での基礎資料をまとめた。それら

の成果を論文として発表した。  

 今後は、更に同様に損傷検知システムの検討、既往の評価方法との関係整理、入力レベ

ルと非構造被害の関係の検討を進める。併せて、損傷検知システムの精度検証のための鉄

骨フレームを用いた振動台実験を実施するとともに、実建物の観測システムのこれまでの

知見を反映した更新と新しい建物への設置を行う。  

 

(d) 引用文献 

 

1) 楠 浩一：加速度記録により求めた R/C 造建物の性能曲線による被災度評価法に関

する研究, 日本建築学会構造系論文集 , 第 85 巻 第 774 号, pp.1055-1065, 2020.8 
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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 

国内・

外の別 

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 23）外装タイ
ルの剥離検知に関する予備
実験及び振動台実験概要 , 
ポスター  

川口莉穂・大久保孝昭・
寺本篤史・早野博幸・関
根麻里子・楠  浩一  

日本建築学会大会
学術講演梗概集 (講
演会は中止のため
全てポスター発表) 

2020 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 24）光ファイバ
センサを用いた外装タイル
の剥離検知および構造部材
の損傷モニタリング , 
ポスター  

関根麻里子・早野博幸・
寺本篤史・大久保孝昭・
川口莉穂・楠  浩一  

日本建築学会大会
学術講演梗概集 (講
演会は中止のため
全てポスター発表) 

2020 年  
9 月  

国内  

災害拠点建物の安全性即時
評価および継続使用性即時
判定 （その 25）打診音解析
による外装タイル壁の剥離
検知技術の検討 ,ポスター  

北村成寿・大久保孝昭・
寺本篤史・川口莉穂・楠 
浩一  

日本建築学会大会
学術講演梗概集 (講
演会は中止のため
全てポスター発表) 

2020 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 20 実験および天
井・窓の概要 ,ポスター  

清家剛・八木尚太朗・都
築澪・楠浩一・中村いず
み・中川椋太郎・渡邊千
加  

日本建築学会大会
学術講演梗概集 (講
演会は中止のため
全てポスター発表) 

2020 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 21 天井の損傷お
よび挙動 ,ポスター  

渡邊千加・八木尚太朗・
清家剛・都築澪・楠浩
一・中村いずみ・荻原健
二・中川椋太郎  

日本建築学会大会
学術講演梗概集 (講
演会は中止のため
全てポスター発表) 

2020 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 22 窓の損傷お
よび挙動 ,ポスター  

都築澪・八木尚太朗・清
家剛・楠浩一・中村いず
み・小林健二・中川椋太
郎・渡邊千加  

日本建築学会大会
学術講演梗概集 (講
演会は中止のため
全てポスター発表) 

2020 年  
9 月  

国内  

常時微動計測に基づく RC 造
建物の振動特性 ,ポスター  

井出  彩葉・楠  浩一  

日本建築学会大会
学術講演梗概集 (講
演会は中止のため
全てポスター発表) 

2020 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 3 試験体変更概
要および実験結果概要 , 
ポスター  

深井  悟・楠  浩一  

日本建築学会大会
学術講演梗概集 (講
演会は中止のため
全てポスター発表) 

2020 年  
9 月  

国内  

A new safety evaluation 
system and the continuous 
functionality of buildings 
with post-disaster functions 
following earthquakes 
（ Part 4 - Dynamic 
identification of the test 
specimen） ,ポスター  

グラネロ  ガブリエル・
ヤオ  トレボー・楠  浩
一  

日本建築学会大会
学術講演梗概集 (講
演会は中止のため
全てポスター発表) 

2020 年  
9 月  

国内  

A new safety evaluation 
system and the continuous 
functionality of buildings 
with post-disaster functions 
following earthquakes 
Part 5 – verification of peak 
total floor acceleration 
using CWT,ポスター  

ヤオ  トレボー・楠  浩
一  

日本建築学会大会
学術講演梗概集 (講
演会は中止のため
全てポスター発表) 

2020 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 6 振動台実験に
対する非線形 FEM 解析 ,ポス
ター  

米澤  健次・水越  一晃・
勝俣  英雄・楠  浩一* 

日本建築学会大会
学術講演梗概集 (講
演会は中止のため
全てポスター発表) 

2020 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 7 性能曲線を用
いた応答評価 ,ポスター  
 

楠  浩一・中村いずみ  

日本建築学会大会
学術講演梗概集 (講
演会は中止のため
全てポスター発表) 

2020 年  
9 月  

国内  
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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 8）袖壁付柱の
曲げ解析 ,ポスター  

張  政・百家  祐生・  
尹  ロク現・真田  靖士・
楠  浩一・日比野  陽・  
向井  智久  

日本建築学会大会
学術講演梗概集 (講
演会は中止のため
全てポスター発表) 

2020 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 9：構造部材の損
傷性状 , 
ポスター  
 

日比野  陽・楠  浩一・中
村  いずみ  

日本建築学会大会
学術講演梗概集 (講
演会は中止のため
全てポスター発表) 

2020 年  

9 月  
国内  

A New Safety Evaluation 
System and the Continuous 
Functionality of Buildings 
with Post-disaster 
Functions Following 
Earthquakes  Part 10: 
Effect of reinforcement 
detailing on seismic 
performance of isolated 
non-structural walls,ポスタ
ー  

Walid AHMAD SAFI・ 
Yo HIBINO・  
Koichi KUSUNOKI 

日本建築学会大会
学術講演梗概集 (講
演会は中止のため
全てポスター発表) 

2020 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 11 置き基礎設
備配管の実験計画 ,ポスター  

田辺  恵一・向井  智久・
木村  剛・神原  浩・林 
一宏・水谷  国男・込山  
治良・坪井  淳一・楠  浩
一・中村  いずみ  

日本建築学会大会
学術講演梗概集 (講
演会は中止のため
全てポスター発表) 

2020 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 12 置き基礎配
管に関する実験結果概要 ,ポ
スター  

水谷  国男・向井  智久・
渡邊  秀和・木村  剛・神
原  浩・林  一宏・田辺 
恵一・込山  治良・楠  浩
一・中村  いずみ  

日本建築学会大会
学術講演梗概集 (講
演会は中止のため
全てポスター発表) 

2020 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 13 置き基礎配
管に関する実験結果考察 ,ポ
スター  

林  一宏・向井  智久・渡
邊  秀和・木村  剛・田辺  
恵一・神原  浩・水谷  国
男・込山  治良・楠  浩
一・中村  いずみ  

日本建築学会大会
学術講演梗概集 (講
演会は中止のため
全てポスター発表) 

2020 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 14 置き基礎配
管に関する解析検討 ,ポスタ
ー  

込山  治良・向井  智久・
渡邊  秀和・木村  剛・神
原  浩・林  一宏・水谷 
国男・田辺  恵一・楠  浩
一・中村  いずみ  

日本建築学会大会
学術講演梗概集 (講
演会は中止のため
全てポスター発表) 

2020 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 15 置き基礎設
備配管実験で得られた知見
とまとめ , 
ポスター  

木村  剛・向井  智久・渡
邊  秀和・田辺  恵一・神
原  浩・林  一宏・水谷 
国男・込山  治良・楠  浩
一・中村  いずみ  

日本建築学会大会
学術講演梗概集 (講
演会は中止のため
全てポスター発表) 

2020 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 16 レーザース
キャナーを用いた損傷評価
のための計測計画 ,ポスター  

向井  智久・村山  盛行・
根本  直行・硴崎  賢一・
渡邊  秀和・南部  禎士・
楠  浩一・中村  いずみ  

日本建築学会大会
学術講演梗概集 (講
演会は中止のため
全てポスター発表) 

2020 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 17 レーザース
キャナーを用いた損傷評価
のための計測結果 ,ポスター  

根本  直行・向井  智久・
硴崎  賢一・村山  盛行・
渡邊  秀和・南部  禎士・
楠  浩一・中村  いずみ  

日本建築学会大会
学術講演梗概集 (講
演会は中止のため
全てポスター発表) 

2020 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 18 レーザースキ
ャナーによる計測データを
用いた損傷評価手法と結果 ,
ポスター  

硴崎  賢一・根本  直行・
向井  智久・村山  盛行・
楠  浩一・中村  いずみ  

日本建築学会大会
学術講演梗概集 (講
演会は中止のため
全てポスター発表) 

2020 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 19 高解像度カメ
ラを用いた計測計画および
結果 , 
ポスター  

雨谷  周也・向井  智久・
南部  禎士・楠  浩一・中
村  いずみ  

日本建築学会大会
学術講演梗概集 (講
演会は中止のため
全てポスター発表) 

2020 年  
9 月  

国内  

鉄筋コンクリート造建物の
加振試験 , 
ポスター（口頭発表動画）  

中村いずみ  

令和 2 年度防災科
学技術研究所成果
発表会（ポスター研
究発表集及び動画） 

2021 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 

掲載した論文（発表

題目） 

発表者氏名  発表した場所  

（学会誌・雑誌等名） 

発 表 し た

時期 

国内・

外の別 

 INITIAL DAMAGE 
OBSERVATIONS 
FROM AN E-
DEFENSE SHAKE-
TABLE TEST OF A 
BUILDING WITH 
POST-DISASTER 
FUNCTIONS 

Trevor Zhiqing 
YEOW, Koichi 
KUSUNOKI, Izumi 
NAKAMURA and Yo 
HIBINO 

Proceedings of the 2020 
Japan Concrete 
Institute Annual 
Convention, Hiroshima, 
Japan, paper 2124 

2020 年 7 月  国内  

THE 2019 TOKYO 
METROPOLITAN 
RESILIENCE 
PROJECT E-
DEFENSE TEST OF A 
3-STORY DISASTER 
MANAGEMENT 
CENTER 

Trevor Zhiqing 
YEOW, Koichi 
KUSUNOKI, Izumi 
NAKAMURA, Yo 
HIBINO, Takaaki 
OHKUBO, Tsuyoshi 
SEIKE, Shotaro 
YAGI, Tomohisa 
MUKAI, Paolo 
CALVI, Mohammen 
MOUSTAFA and 
Satoru FUKAI:  

Proceedings of the 17th 
World Conference on 
Earthquake 
Engineering, Sendai, 
Japan, paper 2i-0020 

Proceedings
のみ 2020 年
9 月発刊  
( 会 議 は
2021 年 9 月
に延期) 

国外  

RESPONSE 
PREDICTION OF 
TYPICAL JAPANESE 
RC BUILDINGS 
CONSIDERING 
PARAMETRIC 
UNCERTAINTY 

Trevor Zhiqing 
YEOW, Koichi 
KUSUNOKI and 
Haoran PAN 

Proceedings of the 17th 
World Conference on 
Earthquake 
Engineering, Sendai, 
Japan, paper 2b-0059 

Proceedings
のみ 2020 年
9 月発刊  
( 会 議 は
2021 年 9 月
に延期) 

国外  

E-DEFENSE SHAKE-
TABLE TEST OF A 
BUILDING 
DESIGNED FOR 
POST-DISASTER 
FUNCTIONALITY 

Trevor Zhiqing 
YEOW, Koichi 
KUSUNOKI, Izumi 
NAKAMURA, Yo 
HIBINO, Satoru 
FUKAI and Walid 
Ahmad SAFI 

Journal of Earthquake 
Engineering 

2021 年 2 月  国外  

加速度記録により求め
た R/C 造建物の性能曲
線による被災度評価法
に関する研究  

楠 浩一  
日本建築学会構造系論文
集 , 第 85 巻  第 774 号 , 
pp.1055-1065 

2020 年 8 月  国内  

置き基礎を用いた屋上
配管の耐震性に関する
実大実験（第 1 報）実験
計画  

田辺恵一 ,向井智久，
木村剛，神原浩，林一  
宏，水谷国男，込山治
良，坪井淳一，楠浩
一，中村いずみ  

空気調和・衛生工学会講
演論文集  

2020 年 9 月  国内  

 置き基礎を用いた屋上
配管の耐震性に関する
実大実験（第 2 報）実験
結果  

水谷国男 ,向井智久，
木村剛，神原浩，林一  
宏，田辺恵一，込山治
良，渡邊秀和，楠浩
一，中村いずみ  

空気調和・衛生工学会講
演論文集  

2020 年 9 月  国内  

置き基礎を用いた屋上
配管の耐震性に関する
実大実験（第 3 報）解析
検討  

込山治良，向井智久，
木村剛，神原浩，林一  
宏，水谷国男 ,田辺恵
一，渡邊秀和，楠浩
一，中村いずみ  

空気調和・衛生工学会講
演論文集  

2020 年 9 月  国内  

置き基礎を用いた屋上
配管の耐震性に関する
実大実験（第 4 報）知見
とまとめ  

 木村剛，向井智久，
神原浩，田辺恵一 ,林
一宏，水谷国男，込山
治良，坪井淳一，楠浩
一，中村いずみ  

空気調和・衛生工学会講
演論文集  

2020 年 9 月  国内  

損傷抑制を目的とした
壁縦筋を定着しない袖
壁付柱：壁縦筋の定着の
有無と袖壁端部の拘束
筋量が袖壁付柱の耐震
限界性能に与える影響  

張政，真田靖士，尹ロ
ク現，楠浩一，日比野
陽，向井智久  

構造工学論文集，  
Vol.67B  

2021 年 3 月  国内  
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・ 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 

なし 

 

3) 仕様・標準等の策定 

なし 

 

(3) ２０２１年度業務計画案 

2019(平成 31)年度に実施した実大３階建て鉄筋コンクリート造建物の振動台実験結

果を用いて、2020(令和２)年度に引き続き解析モデルの精度について検討するととも

に、建物の損傷検知システムを検証し、既往の損傷評価方法との関係、入力地震動レ

ベルと非構造部材の損傷の関係を整理し、災害拠点の継続利用性を判断する上での基

礎資料をまとめる。それらの成果を論文として発表する。更に損傷検知システムの精

度検証のため鉄骨フレームを用いた振動台実験を実施する。令和２年度までの研究成

果を基に、建物の安全性判断と継続使用性即時判定を行うシステムの改良とシステム

導入建物の保守作業を実施するとともに、実建物への試験設置を進め、５年間のプロ

ジェクトの成果を具体的な実観測で活用する。  
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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)２０２０年度業務目的 

2020(令和 2)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。 

 

(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  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 

京都工芸繊維大学 工芸科学研究科  助教 小島 紘太郎 

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 Giuseppe Marzano 

京都大学 防災研究所  研究員 Jiantao Huang 

京都大学 防災研究所  研究員 Jasmine Gipson 

  

(2) ２０２０年度の成果 

(a) 業務の要約 

 2020 年 12 月にＥ－ディフェンスにて実施した大型振動台実験について、昨年度に
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作成した施工図に基づき、実大鋼構造骨組を製作した。非構造部材の配置を最終決

定し、施工図を作成した。施工図に基づき、骨組内に非構造部材・機器を施工した。  

 医療関係者や医療機器メーカーとの協議の上、各居室への医療機器の配置計画を最

終決定した。レイアウト図を作成し、非構造部材を施工した試験体内に医療機器を

設置した。  

 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、

加振計画の最終案を策定した。 

 実験で得られた応答結果について、分析を開始した。事前に構築した数値解析モデ

ルを用いて、応答結果と解析結果を比較した。  

 実験データを分析し、非構造部材や高機能設備の被災度を評価した。  

 医療機器の被害を分析し、事業継続性を評価した。  

 モニタリングシステムで得られたデータを分析し、システムの性能を評価した。  

 

(b) 業務の成果 

1) 振動台実験用試験体 

a) 試験体の設計と製作 

2020 年 12 月に兵庫県耐震工学研究センター（Ｅ－ディフェンス）において、病院施設

の実大震動台実験を実施した。試験体の平面図および軸組図を図 1、図 2 に示す。図 1 に

示すように、耐震構造と免震構造の鋼骨組が渡り廊下で繋がれた試験体を用いた。平面の

大きさは、耐震建物が 7m×10m、免震建物が 5m×6m で、短辺方向と長辺方向に加振し

た。階高（床スラブ天端間の距離）は、一般的な病院建物を参考に、耐震建物の 1 階部分

は 3.6m、2 階以上は 3.4m、免震建物は 3.5m とした。試験体の総重量は耐震建物が約

3,200kN、免震建物は約 2,000kN であった。梁断面および柱断面を表 1、表 2 にまとめる。

スラブは、フラットデッキおよびサイノスデッキを用いて施工し、スラブ厚は、免震棟 R

階は 610 mm、それ以外は 150 mm とした。また、免震棟 1 階および 2 階の渡り廊下が接

続されている反対側には、重量のバランスをとるための増打壁を設けた。免震装置は球面

すべり支承を、基礎とベースプレートを固定する柱脚部はハイベース工法を採用した。耐

震棟と免震棟は、渡り廊下で繋がれており、接続部にはエキスパンションジョイントを設

置した。 

 



34 

 

 

図 1 平面図（単位：mm） 

 

図 2 軸組図（単位：mm） 

表 1 梁断面  

試験体 断面 

耐震試験体  1F, 2F, 4F, RF H－400×200×8×13 

耐震試験体  3F BH－400×150×6×19 

免震試験体  1~3F H－400×200×8×13 

表 2 柱断面  

試験体 断面 

耐震試験体  1～4F □－250×250×16 

免震試験体  1~3F □－250×250×9 

試験体内部には、病院機能を模擬するため、設備配管、間仕切壁、天井を配置した。設

備配管として、吊り配管を耐震棟 3 階と 4 階に、高架水槽および置き配管を耐震棟 R 階に

設置した（図 3）。また、間仕切壁と吊り天井は、耐震棟 2 階、3 階、4 階および免震棟 2

階に施工した（図 4）。3F は手術室を形成するために、間仕切壁の内側にユニット型の内

壁を設置し、また天井はクリーンルームに用いられる材料とした。非構造部材を含む試験

体の各部位に、加速度計、変位計、ひずみゲージを設置して、加振中の試験体応答を計測

した。 
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医療機器の配置図を図 5 に示す。各部屋は、手術室や NICU などを再現し、医師、臨床

工学技士、看護師、医療メーカーと協議の上、各部屋に一般的に存在する機器を配置した。

機器は展示用や廃棄予定の備品を各地の医療施設から収集した。種類の異なる床材を敷設

した。一部の医療機器に加速度計を設置して、その挙動を計測するとともに、多数のカメ

ラを設置して、各部屋の状況を撮影した。  

 

  

(a) 耐震棟 R 階高架水槽・置き配管  (a) 4 階間仕切壁・天井  

  

(b) 耐震棟 4 階天井配管 (b) 3 階間仕切壁・天井  

  

(c) 耐震棟 3 階天井配管 (c) 2 階間仕切壁  

図 3 設備配管図  図 4 間仕切壁・天井図  
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(a) 1 階 (b) 2 階 

  

(c) 3 階 (d) 4 階 

図 5 医療機器配置図  

 

試験体の製作状況を写真 1 に示す。屋外で鉄骨を建て込み（写真 1a）、スラブを打設（写

真 1b）、天井配管や間仕切壁および天井の下地を設置した（写真 1c）。その後、試験体を屋

内に移動、仮置きして（写真 1d および 1e）、間仕切壁や天井を施工した。医療機器を試験

体内に搬入した後、試験体を震動台上に設置、固定した（写真 1f）。医療機器のレイアウト

調整と並行して、計測機器やカメラの設置、接続、配線作業を行った。  

 

  

(a) 鉄骨の建込み  (b) スラブコンクリートの打設  
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(c) 天井配管，間仕切壁・天井下地  (d) キャリアによる試験体の移動  

  

(e) 試験体の吊り上げ  (f) 震動台上に設置された試験体  

写真 1 試験体製作・移動・設置  

b) 加振計画 

Ｅ－ディフェンス震動台を用いて試験体に入力した地震動を表 3 に示す。加振試験は 3

日間にかけて実施した。1 日目は、超高層建物用入力波のレベル 1（弾性限界）およびレベ

ル 2 相当の地震動を用いて、耐震棟および免震棟試験体の耐震性および機能性を調査、検

証した。2 日目は、長周期地震動・基整促波を試験体に入力し、上記に加えて、免震棟試

体の応答を確認した。3 日目は、レベル 2 相当の地震動を再入力して、耐震棟試験体の基

礎とベースプレートを締結するアンカーボルトを破断し、加振実験を終了した。  

 

表 3 入力地震動一覧  

加振日  ID 加振波  備考  

1 日目  

12 月 1 日  

 特性把握ランダム波   

1 JMA 神戸波 X 軸 16% 超高層建物用入力波のレベル 1 相当  

 特性把握ランダム波   

2 JMA 神戸波 Y 軸 16% 超高層建物用入力波のレベル 1 相当  

 特性把握ランダム波   
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3 OS2 波 Y 軸 20%  

 特性把握ランダム波   

4 JMA 神戸波 X 軸 50% 超高層建物用入力波のレベル 2 相当  

2 日目  

12 月 4 日  

 特性把握ランダム波   

5 OS2 波 XY 軸 50%  

 特性把握ランダム波   

3 日目  

12 月 8 日  

 特性把握ランダム波   

7 JMA 神戸波 XY 軸 50%, Z 軸 100%  

 特性把握ランダム波   

 

c) 計測計画 

計測対象が非常に多いため、計測箇所を絞ることになった。耐震棟の構造部材について

は、東側構面と北側構面のみを計測した。柱に設置したひずみゲージから構面内の曲げモ

ーメント分布を推定することとした。また、柱脚については、アンカーボルトの軸ひずみ、

接触型の変位計を用いてベースプレートの回転角を計測した。1 層の柱は、ワイヤー式の

変位計を用いて部材端回転角を計測した。梁は屋上階を除いて、ワイヤー式の変位計によ

り端部の回転角を計測した。  

 

2) 実験結果の概要 

a) 目視による室内の被害確認 

耐震棟建物は 1 次設計レベルの入力では、ほぼ無損傷であった。保有水平耐力限界レベ

ルの入力で構造部材の一部（2 階梁端部と柱脚）に損傷は見られたが、応急危険度判定の

結果は、目立った損傷が無い調査済み（調査済み、注意、危険のうち）と判定された。長

周期地震動の入力により、2F と 3F の床スラブに合成梁の変形に伴う曲げひび割れが多く

生じた。非構造部材では、間仕切壁のコーナー部で石こうボードの割れが見られ、目地部

にずれが生じた。またドアの周りでもボードに変形が生じ、2 階では鋼製枠が変形してド

アが閉まらなくなった。最大加震で、前日までの入力で塑性化後に増し締めした柱脚のア

ンカーボルトが 2 か所で破断したため、応急危険度判定の結果が危険と判定され、加震を

終了した。免震棟建物では、免震装置が正常に動作し、建物内の医療機器や什器は無被害

であった。 

図 6 に耐震棟試験体内の病室の様子を示す。2 次設計レベルの直下地震の加震を終えた

時点である。耐震棟建物内では、3 階および 4 階に設置した重心の高い医療機器（人工心

肺装置、除細動器、点滴台など）が転倒するとともに、医療機器の多くが大きく移動し、

互いに衝突する、壁に激突するなどした。ベッドに設置したマネキンには挿管チューブや

回路を設置したが、実験後の様子を観察した医療関係者から、チューブが抜ける等、医療

行為に支障をきたす可能性が指摘された。長周期地震動では病室内の様子は一変し、多く

の医療機器が転倒する事態となった。医療関係者の目視では、診療行為の継続は困難であ

ると結論付けられた。  
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（前）    

（後）    

 周辺機器が移動し手術台に衝突 機器が大きく移動し人工心肺装置、

カートやごみ箱などが転倒 

RO供給装置など透析機器が 

大きく移動しカバーが脱落 

 

（前）   

 

（後）   

 機器が大きく移動し人工心肺装置 

や除細動器などが転倒・転落 

機器とベッドが左側壁に何度か 

激しく衝突したのち右側に移動 

図 6 病室の様子 

 

b) 全体応答 

図 7 に耐震棟試験体の全体挙動を示す。固有振動数は入力とともに減少し、特に ID5 の

長周期地震動で大きく低下した。繰り返し入力による床スラブのひび割れや柱脚部のモル

タルの圧壊、アンカーボルトの塑性変形が影響したと考えられる。X 方向の最大層間変形

角は、ID1 で 1 次設計限界の 0.005rad を下回った。2 次設計レベルの 1 方向加震（ID4）

で 0.018rad に到達し、最終加震で 0.026rad となった。なお、層間変形角は床スラブ天端

と梁下フランジ間の変位を 2 点間の距離で除した。Y 方向の層間変形角は X 方向よりも 2

割程度大きく、最終加振（ID6）では 0.032rad となった。X 方向のベースシアー係数は 0.4

程度で塑性化の兆候を示し、ID4 のときに最大で 0.7 程度であった。最終加震ではアンカ

ーボルトの破断の影響で、X 方向と Y 方向ともに耐力が 2 割程度低下した。頂部最大加速

度は、弾性限界レベルの加震で約 5m/s2、最終加震では約 20m/s2 に到達した。  

図 8 に免震棟の全体挙動を示す。頂部最大加速度は免震の効果により耐震棟に比べて大

きく低減し、1～1.5m/s2 程度であった。1 回目の加震が若干大きくなったが、初動時に免

震装置に若干の固着があったためと考えられる。免震層は 1 次設計レベルの入力ではほと

んど動いていない。長周期地震動 ID5 で水平 2 方向に 150mm 滑動した。  
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c) 耐震骨組試験体の構造部材の挙動 

加振初日の最終地震波 JMA 神戸 NS X 方向 50%に対する耐震骨組試験体の主要構造部

材の挙動について以下にまとめる。他の加振時の挙動については現在データ整理中である。 

柱脚には露出型柱脚を採用し、アンカーボルト先行降伏型の設計としている。ベースプ

レートを 4 本のアンカーボルト（M30、HAB）により固定している。各階柱梁接合部は通

しダイアフラム形式を基本とし、ノンスカラップ工法を採用している。4F の隅柱と梁の接

合部のみ外ダイアフラム形式を採用している。隅柱の接合部は梁端降伏型、側柱の接合部

はパネル降伏型となり、外ダイアフラム接合部は梁よりも強く設計されている。  

図 9 に柱 C3、C5 の柱脚モーメント－ベースプレート回転角関係を示す。いずれの柱脚

もアンカーボルトの降伏に起因する明瞭なスリップ性状を示し、隅柱 C5 では転倒モーメ

ントによる軸力変動の影響で挙動の非対称性が明瞭に現れた。弾性回転剛性計算値（斜め

破線）は実験挙動と概ね対応し、曲げ耐力に関しては、軸力が軽減される場合には最小軸

力に対する計算値（一点鎖線）と概ね合致し、軸力が付加される場合には軸力変動を無視

した計算値（水平破線）とほぼ対応した。 

2F 梁 B5 と柱 C5 の接合部における梁端モーメント－梁回転角関係を図 10 に示す。図

の第一象限は合成梁が正曲げを受ける状態に相当し、破線は材料試験に基づく純鉄骨梁の

全塑性モーメント計算値 Mp である。図 10 より 2F 梁 B5 は負曲げ時に Mp にほぼ到達し

履歴も非線形性を示した。なお、梁端フランジに貼付した歪ゲージより Mp 付近での歪の

急増を確認した。その他 3F、4F の梁については弾性に留まっていることも別途確認した。

その他、接合部パネルについても一部の挙動を確認し、想定通り 2F 柱 C3 のパネルには塑

性化が確認できた。隅柱 C1、C5 には各パネル中心に 3 軸歪ゲージを貼付しており、それ

らの結果からは弾性であることを別途確認した。  

 

（a）固有振動数     （b）X 方向の最大層間変形角      （a）頂部最大加速度  

 
（c）X 方向のベースシアー係数    （d）頂部最大加速度       （b）免震層の最大変位  

図 7 耐震棟の挙動                   図 8 免震棟の挙動  
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   (a) 柱 C3        (b) 柱 C5      （2F、B5-C5 接合部） 

図 9 柱脚モーメント－回転角関係  図 10 梁端モーメント－回転角関係  

 

d) 数値解析との比較 

地震応答解析には、立体骨組モデルを用いた。表 4 に数値解析により得られた固有周期

および固有振動数を示す。実測値 X 方向 0.67s、Y 方向 0.71s と概ね良い対応がみられた。

復元力特性は、1 階露出柱脚はスリップ型モデル、柱頭は正規バイリニア、それ以外の柱

はファイバーモデルとし、梁端はすべて正規バイリニアとした。減衰は瞬間剛性比例型と

し、1 次固有振動に対して減衰定数を 2％とした。 

表 4 固有周期と固有振動数  

 

図 11 に JMA 神戸波 50% X 方向加振、図 12 に OS2 波 50%XY 方向加振の層せん断力

－層間変形角関係を示す。実験結果の層せん断力は加速度計から算出し、層間変形角は課

題 5 の研究チームにより光学式層間変位センサーで計測された変位を用いる。数値解析で

は中地震時については床スラブの合成効果による剛性増大と、大地震時については露出柱

脚の繰返しによるスリップ型の履歴特性を考慮することにより実験挙動を良い精度で再現

できた。 

免震棟の地震応答解析には、1 方向加振においては質点系モデル、2 方向加振について

は立体架構モデルを用いた。切片荷重 Qd を算出する際の軸力は試験体設置時の実測値を

用い、球面すべり支承の製造ばらつきによる補正係数は、標準ケース・ハードケースの 2

種類、摩擦係数は速度依存性を考慮したものを採用した。上部構造の減衰定数は 1%とし

た。実験結果と設計諸元を用いた地震応答解析結果を比較した。図 13 に JMA 神戸 50% X

方向加振時の挙動を示す。すべり出し時には摩擦係数が安定せず、免震層の層せん断力は

解析結果に対して増大したが、上部構造に与える影響はなかった。免震層の最大変形量や

上部構造の応答としては、設計諸元を用いた解析結果と実験結果で高い整合性を確認でき

た。 

固有周期 固有振動数 固有周期 固有振動数

(s) (Hz) (s) (Hz)

1 0.681 1.469 0.737 1.357

2 0.221 4.528 0.234 4.266

3 0.130 7.702 0.134 7.464

X方向 Y方向

次数
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(a) 1 層 X 方向  (b) 2 層 X 方向  (c) 3 層 X 方向  (d) 4 層 X 方向  

図 11 JMA 神戸波 50% X 方向加振 

    

(a) 1 層 X 方向  (b) 2 層 X 方向  (c) 1 層 Y 方向  (d) 2 層 Y 方向  

図 12 OS2 50% XY 方向加振 

     

                    (a) 免震層変位時刻歴           (b)免震層層せん断力-変位関係  

図 13 JMA 神戸 50% X 方向加振（解析：ばらつき標準ケース）  

 

3) 医療機器における事業継続性判定 

a) 医療機器 

免震棟及び耐震棟の診療施設には、一般的に各診療で使用される実際の医療機器を配置

した（表 5）。各医療機器のキャスターロックについては、通常医療現場で行われていると

想定される方法を対角ロック・片面ロック・3 点ロック・オールロック・オールフリーか

ら選択して固定した。対称的な 2 種類の床材を使用しているフロアについては、機器の配

置について対称的になるよう配置した。医療機器・医療材料を収納する棚・キャビネット

については、一般的な病院施設で使用される L 字金具を使用し固定を行った。  

b) 医療材料 

配置した医療機器において、人工呼吸器・人工心肺装置・透析装置・体外式膜型人工肺

（以下、ECMO）などの生命維持装置について、実際に患者と接続する回路を装着した（図

14）。 

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

-0.02 -0.01 0 0.01 0.02

Test ACC

Calculation

R(rad)

StoryShear

(kN)

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

-0.02 -0.01 0 0.01 0.02

Test ACC

Calculation

R(rad)

StoryShear

(kN)

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

-0.02 -0.01 0 0.01 0.02

Test ACC

Calculation

R(rad)

StoryShear

(kN)

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

-0.02 -0.01 0 0.01 0.02

Test ACC

Calculation

R(rad)

StoryShear

(kN)

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

-0.02 -0.01 0 0.01 0.02

Test ACC

Calculation

R(rad)

StoryShear

(kN)

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

-0.02 -0.01 0 0.01 0.02

Test ACC

Calculation

R(rad)

StoryShear

(kN)

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

-0.02 -0.01 0 0.01 0.02 0.03

Test ACC

Calculation

R(rad)

StoryShear

(kN)

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

-0.02 -0.01 0 0.01 0.02

Test ACC

Calculation

R(rad)

StoryShear

(kN)

-100

-50

0

50

100

150

10 15 20 25 30

Test Results

Calculation

Displacement(mm)

Time(s)

-120

-80

-40

0

40

80

120

-150 -100 -50 0 50 100 150

Test Results

Calculation

Displacement

(mm)

StoryShear

(kN)



43 

 

 

表 5 診療施設と生命維持装置の配置  

  免震棟  耐震棟  

1 階  薬剤・検査室  医療ガスマニホールドシステム  

生命維持装置      

2 階  NICU スタッフステーション  薬剤・検査室 診察室 処置室 

生命維持装置  保育器 人工呼吸器          

3 階  透析室  手術室  透析室 透析機械室 

生命維持装置  透析装置  麻酔器 人工心肺装置  透析装置   

4 階  NICU コロナ重症患者病室  

生命維持装置  保育器 人工呼吸器  人工呼吸器 ECMO IABP 

 

  

図 14 生命維持装置の接続回路（ECMO・人工呼吸器）   図 15 位置マーキング  

 

c）事業継続性の観察結果 

医療機器については、キャスターの位置をマーキングし、医療機の移動距離を測定した

（図 15）。保育器を除く生命維持装置については、600mm 以上の移動又は転倒は、接続回

路の外れる危険があり治療継続の限界と判定した。保育器については、転倒した場合にの

み治療継続の限界と判定した。  

 免震棟の生命維持装置の移動はなく、治療継続の限界はなかった。耐震棟では、保育器

を除く接続回路が必要な生命維持装置について、600mm 以上の移動又は転倒が発生した

（表 6）。このことから診療施設で重要となる手術室・透析室・NICU・コロナ重症患者病

室において、治療継続の限界が考えられる。耐震棟 2 階の薬剤・検査室に設置した医療材

料を収納するキャビネットの L 字金具の接続が、2 日目の加振において固定が外れ 3 日目

の加振にてキャビネットが転倒し、医療従事者の生命にも影響を与えると可能性があると

考えられる。  

 回路接続が必要な生命維持装置においては、実際の地震が発生した場合に生命維持装置

の移動距離により、患者が接続回路から外れ治療継続が困難になると予測される。今回の

加振実験の結果において、耐震棟での生命維持装置を使用した治療継続は限界があると判
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断された。今後は耐震建物において、治療継続の限界をいかに回避するか検証する必要が

ある。回避する手段については、床材の種類、医療機器架台の設計条件、医療機器別のキ

ャスターロック方法、患者接続回路への工夫などが考えられる。今後は、棚・キャビネッ

トの固定方法については、医療従事者の安全を考慮した、固定方法を検討する必要がある。  

 

表 6 生命維持装置最大移動距離  

  

階  診療施設  床材* 医療機器  
キャス

ター** 

1 日目  2 日目  3 日目  
治療

継続

限界  
  

JMA 神戸

50% 

OS2 

50%XY 

JMA 神戸

50%XY 

100%Z 

免

震

棟  

2 NICU 

P 人工呼吸器  AL 0 0 0   

P 保育器  DL 0 0 0   

A 人工呼吸器  AL 0 - 0   

3 透析室  

A 透析装置  F 0 0 0   

M 透析装置  F 0 0 0  

耐

震

棟  

3 

手術室  
S 麻酔器  AL 76 133 90 〇  

S 人工心肺装置  FL 48 110 45 〇  

透析室  
A 透析装置  F 57 140 97 〇  

M 透析装置  F 48 104 18 〇  

4 

NICU 

A 人工呼吸器  AL 62 120 89 〇  

A 保育器  DL 60 189 87   

P 人工呼吸器  AL 転倒  120 46 〇  

コロナ重症

患者病室  

A 人工呼吸器  FL 102 転倒  270 〇  

A ECMO AL 40 転倒  転倒  〇  

A IABP AL 19 転倒  58 〇  

M 人工呼吸器  FL 97 転倒  80 〇  

M ECMO DL 8 38 転倒  〇  

*P:パーマリューム，A: AC Floor, S: 移動荷重用フロア , M: マジェスタ  

**AL: オールロック , DL: 対角ロック , FL: 前面ロック , F: オールフリー  

4) 非構造部材の損傷 

被災後の機能維持確保を目指した耐震性能評価基準を整備する目的で病院施設を想定し

た鉄骨造試験体の実大振動台実験において、以下のデータ収集に努めた。 

① 3，4F 壁の地震時挙動と損傷  

② 3，4F の吊り配管および RF の置き配管の地震時挙動と損傷  

③ 高架水槽の地震時挙動と損傷  

a) 間仕切り壁の挙動と損傷の様子  

図 16 に耐震棟 2～4 階の間仕切り壁の配置を示す。間仕切り壁の損傷は、 (i) 石膏ダス

トまたは石膏片の落下、(ii)パネル端部の皺、(iii)固定具の損傷、(iv)パネルのひび割れ、(v)
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パネル内部のひび割れ、 (vi)パネル端部の破損、(vii)構造部材との衝突による壁の破損、

(viii)二つのパネルのずれ、(ix)衝突によるへこみ、(x)ドアフレームとの分離、(xi)構造体と

の分離、に分類できる。図 17 に上記の損傷の様子を示し、図 18 に試験終了後に取り外し

た二層パネル間仕切り壁の内側および外側の損傷を示す。  

1 日目の加振終了後、主に 2 階の間仕切り壁に損傷を確認した。2 日目以降の加振では、

3、4 階の間仕切り壁に医療器具等の衝突によるへこみを確認した。単層パネル間仕切り壁

において、コーナー部分の破損が発生した。固定具の損傷は単層パネル間仕切り壁で観測

されており、二層パネルの間仕切り壁では、固定具の損傷は内側のパネルのみで観測され

た。また、二層パネルの間仕切り壁において圧縮を受ける部分においては、内側のパネル

が外側パネルと比較してより損傷が大きかった。図 19 に、間仕切り壁のせん断変形と最

大層間変形の関係を、加振ケースごとに示す。最大層間変形角が 0.29%を超えると、いく

つかの間仕切り壁のコーナーにて損傷が確認できた。壁両端の固定度が間仕切り壁の変形

に大きく影響し、両端が固定された間仕切り壁（Group A）には変形がほとんどなく、両

端とも構造体で固定されていない間仕切り壁（Group C）は純せん断変形を示し、変形量

は層間変形に近い値となった。  

   

図 16 間仕切り壁の配置          図 17 二層パネルの損傷 

   
    図 18 間仕切り壁の損傷         図 19 間仕切り壁最大変形と最大層間変形  

 

 b) 吊り配管および置き配管・高架水槽の地震時挙動と損傷の様子 

 図 20 に配管と高架水槽の配置を示す。屋上階には、東北地方太平洋沖地震前後の基準

を比較する目的で、2 基の高架水槽と水槽に接続される置き配管を対称に配置した。4 階

天井には消火管、スプリンクラー、給水管、冷媒管、3 階天井には給水管および排水管を

配置し、吊り材の間隔が異なる配管を対称に配置した。  

図 21 に、3 階と 4 階の配管の吊り材の変形、配管の通っている壁の損傷、冷媒管の変形

を示す。図中の楕円で囲った部分は吊り材の変形や壁の損傷が確認された部分を表す。

JMA 神戸 50%X 方向加振後、現基準、旧基準ともに 3 階の配管の吊り材は全体的に南北

       

(a) Compression of partition walls      (b) Impact by equipment 

Fig. 3 Damage of the partition walls with double layers 

Outer layer Inner layer Outer layer Inner layer 



46 

 

方向（X 方向）に変形していた。4 階の配管の吊り材の変形も確認できたが、3 階と 4 階共

に、配管そのもの変形や損傷は確認されなかった。  

高架水槽と屋上配管の損傷の概要を図 22 に示す。現基準水槽は、北東部のタンクと架

台の間に 6 mm の浮き上がりが確認できた。旧基準水槽は、架台脚部のベースプレートが

北方向にずれていた。どちらの高架水槽もその他の損傷は確認されず、試験終了後の満水

試験も亀裂等による水漏れは確認されず、貯水機能は確保されたままであった。  

高架水槽に接続する配管についても、配管そのものには損傷は見られなかった。配管と

その架台は一体になって振動しており、縦方向のフレキシブル管は南北方向に曲がってい

た。図 22 中に、矢印で加振終了時の配管の移動方向を示している。また、配管架台脚下に

敷いていたゴム板が架台脚部下から外れて、付近に散乱していた。   

病院施設を想定した鉄骨建物の振動台実験行い、壁、配管と高架水槽の損傷観察及び加

速度応答をはじめとしたデータ収集を行った。屋上の置き配管が大きく移動していること

や配管と壁の衝突の痕跡などは確認されたものの、設備配管と高架水槽は旧基準、現基準

共に機能維持が困難になるほどの損傷は確認されなかった。  

 

図 20 高架水槽と配管配置 

   

(a) 3 階                             (b) 4 階 

図 21 配管の損傷  

   図 22 水槽・R 階配管損傷  

(a) ３階天井 (b) ４階天井 (c) 屋上階
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5) モニタリング 

自律型センサーを用いて構築したモニタリングシステムについて報告する。  

a) 赤外線カメラ付き自律型画像計測 

耐震棟 3 階及び 4 階の天井裏に赤外線カメラを搭載した自律型計測ユニットを図 23 に

示すように配置した。モニタリングの対象としたのは、天井裏の設備配管や天井吊り材な

どの非構造部材であり、配管の固定部など変形や損傷が生じる可能性がある位置や配管を

長手方向に見通す位置など、合計で 20 カ所の計測位置を選定した。本計測ユニットには、

MEMS 加速度として MPU9250 を搭載しており、加速度値が指定した閾値を超えた際に、

映像及び画像データの収集を開始する。本加振実験では、ホワイトノイズ加振を除く全て

の加振ケースについて、自動的に画像計測・収集が開始されたことが確認された。図 24(a)

及び図 24(b)では、本計測ユニット（計測位置①）により得られた加速度と本計測で得られ

た屋上スラブの加速度について、時刻歴と変位応答スペクトルをそれぞれ比較したもので、

概ね対応していることが確認できる。  

加振前後の画像比較により、加振による損傷の有無や程度の同定を行った。差分解析の

手順としては、加振前後の画像のレンズの歪み補正を行い 2)、それぞれの画像をグレース

ケール化し、同じ座標上での画素値の差分をとる。求めた差分を設定した閾値によって二

値化し、差分面積を画像全体に対する割合として求める。この手法では、光や検知対象外

の物体の影響が大きいため、今後の課題となる。差分面積割合に特徴がみられたケースと

して、加振前・加振後と差分画像の一例を図 25 に示す。また、図 26 及び図 27 では、20

カ所の計測位置について、2 日目と 3 日目の加振前後の差分面積割合をグラフで示す。加

振レベルと差分面積割合には相関がみられ、差分面積割合から加振レベルの予測に利用で

きると考えられる。  

    

 (a) 耐震棟 4 階 (b)耐震棟 3 階 

図 23 計測ユニットの設置位置  

 

 

①

⑧

⑨

⑩
⑪

⑫

③
④

⑤

⑥

⑦

②

天井高さ2500mm 天井高さ2200mm

⑬
⑭

⑮

⑯⑰
⑱⑲

⑳

天井なし天井高さ2500mm
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 (a) 時刻歴 (b) 変位応答スペクトル 

図 24 計測ユニットにより得られた加速度時刻歴  

 

 

   

 

(イ ) 加振前    (ロ ) 加振後    (ハ ) 二値化  

(b) 計測位置⑥  神戸波 (振幅レベル 50%,X・Y 方向 ,100%,Z 方向 )  

   
図 26 JMA 神戸波(50%, X 方向) 

(イ ) 加振前     (ロ ) 加振後    (ハ ) 二値化  

(c) 計測位置⑨  神戸波 (振幅レベル 50%,X・Y 方向 ,100%,Z 方向 ) 

 

   
(イ ) 加振前     (ロ ) 加振後    (ハ ) 二値化  

(d) 計測位置⑬  神戸波 (振幅レベル 50%,X・Y 方向 ,100%,Z 方向 ) 

図 25  差分解析による加振前後の変化  図 27 JMA 神戸波  

(50%, X・Y 方向, 100%, Z 方向) 

 

b) Sigfox 通信形式の無線ひずみセンサー 

図 28 にひずみゲージの取り付け位置を示す。また、図 29 では加振前後における各ゲ

ージの変化の一例を示す。表 7 は、試験直前と全加振終了後のひずみ値の一覧と差分を示

す。図 30 に示すように加振前後におけるひずみの変化が観測した（±5~10μεの残留ひ

ずみ）。表 7 より、試験直前のデータに対して、全試験期間後すべてのゲージで残留ひず

みを示した。吊り天井の健全度を長期的にモニタリング可能と言える。  

今後は、吊り天井を継続使用した場合に次の震度 5 で崩落する等の目安を設けるため

のデータを、小規模天井モデルによる台上加振、FEM 解析により取得し、吊り天井の残

存耐震性能評価を行い、健全度を定量化する必要がある。  
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(a) 天井段差部 (b) エアコン周辺  図 29 加振前後での各ゲージの変

化部分抜粋  図 28   ゲージ貼付け部 

  

表 7 加振直前と全加振終了後のひずみ変化  

 

 

c) Sigfox 無線通信形式の無線傾斜センサー 

 医療機器及び高架水槽架台に無線傾斜センサーを図 30 に示すよう配置した。本センサ

ーは、バッテリー内蔵で数年稼働し、Sigfox 通信を行う小型 IoT センサーであり、2 度以

上の傾斜および 2G 以上の衝撃を検知すると異常をメールで通知する。本実験では、本セ

ンサーにより対象設備の破壊、変形、転倒等の検知を行い、地震による設備被害状況を広

域に安価に即時把握するために活用可能かどうかを検証する。  

表 8 及び表 9 では、加振全期間における傾斜及び衝撃の検知結果の一覧を示す。傾斜

の検知に関しては、3 日目の加振により、④医療機器と⑦キャビネットが転倒した場合の

傾斜は、正しく計測でき、1 分以内に通知された。しかしながら、2 日目の加振では、長

周期長時間地震動によって試験体の揺れが継続することから加振中の加速度の変化を捉え

てしまい、傾斜を誤検知した。傾斜検知の検知後は 1 分後に再度姿勢の計測を行う機能

を搭載しており、この計測値をもとに傾斜検知が地震波によるものかどうかを判断するこ

とで傾斜検知をキャンセルすることが可能であることも確認できた。  

1 日目の加振では、④医療機器と⑤天井配管以外は衝撃の検知はされなかった。一方、

2 日目および 3 日目の加振では、多くのセンサーで衝撃を検知しており、強い地震波を受

けた場合は衝撃センサーで検知できることがわかった。③手術台と④医療機器では衝撃を

検知しなかったが、装置の脚部にキャスターが搭載されており、これによって衝撃が緩和

された可能性がある。  

本センサーの傾斜および衝撃検知の機能により、地震の際の局所的な影響（転倒や破

壊）、衝撃による影響（損傷や内部被害）を検知可能であることが実証できた。  

 

エアコン周辺 天井段差部

時間 A1 A2 A3 A4 B上1 B下1 B上2 B下2

2020/12/1 10時 -65 -1 1 -3 -2 -6 NA 9

2020/12/8 20時 -71 -4 33 3 8 3 NA -4

差分 6 3 -32 -6 -10 -9 － 13

B 上 2  

B 下 2  

B 下 1  

B 上 1  

JMA 神戸  50%  

温度 

B 上 2  

B 下 2  

B 下 1  B 上 1  
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図 30 傾斜センサー配置箇所  

 

 

表 8 傾斜検知結果  

 

 

表 9 衝撃検知結果 

 

 

(c) 結論ならびに今後の課題  

 Ｅ－ディフェンスにおける病院鉄骨建物の大型振動台実験にむけて、構造部材・非

構造部材・設備機器の施工図を作成し、試験体を製作した。各居室への医療機器の

配置計画を最終決定し、試験体内に医療施設の診療科を再現した。  

 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、

加振計画の最終案を策定した。2020(令和 2)年 12 月に加振実験を実施した。  

 実験の流れと実験結果の概要を報告した。免震建物では、免震装置が正常に動作し、

建物内の医療機器や什器は無被害であった。耐震建物では、保有水平耐力限界レベ

ルの入力で構造部材の一部（2 階梁端部と柱脚）に損傷は見られたが、応急危険度

判定の結果は、目立った損傷が無い調査済み（調査済み、注意、危険のうち）と判

定された。最大加震、前日までの加振で塑性化後に増し締めした柱脚のアンカーボ

ルトが 2 か所で破断したため、応急危険度判定の結果が危険と判定され、加震を終

日時 入力波
①高架水槽

(屋根上）

②高架水槽

（架台）

③3F手術台

（脚台部）

④医療機器

（背面）
⑤3F天井配管

⑥3F透析装置

（天面）

⑦2Fｷｬﾋﾞﾈｯﾄ

（天面）

1日目
JMA神戸波

16%(X軸)
変化なし 変化なし 変化なし 変化なし 変化なし 変化なし 変化なし

2日目
OS-2波

50%(XY軸)

13:32[誤検知]

傾斜7度を検知

13:32[誤検知]

傾斜102度を検知

13:12[誤検知]

傾斜74度を検知

13:32[誤検知]

傾斜53度を検知

13:32[誤検知]

傾斜101度を検知
変化なし 変化なし

3日目

JMA神戸波

50%(XY軸)，

100%(Z軸)

変化なし 変化なし 変化なし
13:04

傾斜88度を検知
変化なし 変化なし

13:04

傾斜90度を検知

日時 入力波
①高架水槽

(屋根上）

②高架水槽

（架台）

③3F手術台

（脚台部）

④医療機器

（背面）
⑤3F天井配管

⑥3F透析装置

（天面）

⑦2Fｷｬﾋﾞﾈｯﾄ

（天面）

1日目
JMA神戸波

16%(X軸)
変化なし 変化なし 変化なし 変化なし 変化なし 変化なし 変化なし

2日目
OS-2波

50%(XY軸)

13:32

衝撃を検知

13:32

衝撃を検知
変化なし 変化なし

13:32

衝撃を検知
変化なし

13:32

衝撃を検知

3日目

JMA神戸波

50%(XY軸)，

100%(Z軸)

13:04

衝撃を検知

13:04

衝撃を検知
変化なし 変化なし

13:04

衝撃を検知

13:04

衝撃を検知
変化なし
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了した。倒壊はしなかったが医療関係者の目視では、診療行為の継続は困難である

と結論付けられた。  

 回路接続が必要な生命維持装置においては、実際の地震が発生した場合に生命維持

装置の移動距離により、患者が接続回路から外れ治療継続が困難になると予測され

る。耐震棟での生命維持装置を使用した治療継続は限界があると判断された。今後

は耐震建物において、治療継続の限界をいかに回避するか検証する必要がある。回

避する手段については、床材の種類、医療機器架台の設計条件、医療機器別のキャ

スターロック方法、患者接続回路への工夫などが考えられる。  

 非構造部材では、間仕切壁のコーナー部で石こうボードの割れが見られ、目地部に

ずれが生じた。またドアの周りでもボードに変形が生じ、2 階では鋼製枠が変形し

てドアが閉まらなくなった。屋上の置き配管が大きく移動していることや配管と壁

の衝突の痕跡などは確認されたものの、設備配管と高架水槽は旧基準、現基準共に

機能維持が困難になるほどの損傷は確認されなかった。  

 耐震棟 3 階及び 4 階の天井裏に加速度をトリガーとした赤外線カメラ付き自律型画

像計測ユニットを設置し、加振前後・加振中の設備配管や天井面の画像データを自

動収集した。加振前後の画像比較により、損傷の有無や程度の同定を行った。天井

裏吊り材に無線ひずみセンサーを設置し、吊り材の応力変化をモニタリングした。

試験直前のデータに対して、全試験期間後すべてのゲージで残留ひずみを示した。

医療機器及び高架水槽架台に無線傾斜センサーを設置し、機器の転倒や残留変形を

モニタリングした。傾斜および衝撃検知の機能により、地震の際の局所的な影響（転

倒や破壊）、衝撃による影響（損傷や内部被害）を検知可能であることが実証できた。  

 今後の課題として、Ｅ－ディフェンス実験のデータ分析を進め、構造被害と崩壊余

裕度の関係、非構造部材・設備機器・医療機器の被害と事業継続性限界までの余裕

度を定量化する。崩壊余裕度や事業継続性限界を被災後に評価するために有用な手

法をまとめる。実験で確認された被害が大きい非構造部材や機器については、被害

を低減する対策技術を特定する。  

 

(d) 引用文献 

なし 
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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 国内・

外の別 

Integrated Complex 

Structural / Non-

Structural Assessment 

on Steel Hospital 

Building、ポスター  

Masahiro Kurata, 

Yohsuke 

Kawamata, 

Jasmine Gipson, 

Lori Kanao, Shigeru 

Otsuru, Shintaro 

Matsuo, Kohei 

Fujita, Shinji Aida, 

Takahiko Tsutsumi, 

Kosai Cho, Kotaro 

Kojima, Megan 

Boston 

QuakeCORE 

Annual 

Meeting 

2020年 9月 国外 

モード曲げモーメントを

利用した鉄骨柱脚の固定

度評価その 1：アルゴリ

ズムの開発、ポスター

小林岳人、倉田真宏、

Huang Jiantao、青木 

拓哉、伊藤 倫夫 

日本建築学会  

学術講演発表会

（関東） 

2020年 9月 国内 

モード曲げモーメントを

利用した鉄骨柱脚の固定

度評価その 1：LPWA 型

無線センサ―による動ひ

ずみ計測、ポスター

倉田真宏、小林岳人  日本建築学会  

学術講演発表会

（関東） 

2020年 9月 国内 

腐食配管の繰返し曲げ実

験による変形能力の評

価、ポスター  

金尾伊織、高岡剛規、

小島紘太郎、倉田真

宏 

日本建築学会  

学術講演発表会

（関東） 

2020年 9月 国内 

設備配管の損傷評価、ポ

スター

高岡剛規、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

（関東） 

2020年 9月 国内 

球面すべり支承を用いた

低層免震建物の挙動、ポ

スター

赤澤資貴、佐分利和

宏、 倉田真宏、松尾

真太朗、 

河又洋介、山崎伸介  

日本建築学会  

学術講演発表会

（関東） 

2020年 9月 国内 

強地震時における高架水

槽の挙動特性  

(その１) 実大振動台実験

とその損傷記録、ポスタ

ー 

八木詠都、久保慶祐、

髙岡剛規、小島紘太

郎、金尾伊織、倉田真

宏 

日本建築学会  

学術講演発表会

（関東） 

2020年 9月 国内 

強地震時における高架水

槽の挙動特性  

(その２) 時刻歴応答と伝

達関数、ポスター  

久保慶祐、八木詠都、

髙岡剛規、小島紘太

郎、金尾伊織、倉田真

宏 

日本建築学会  

学術講演発表会

（関東） 

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 

 

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 国内・

外の別 

Seismic evaluation of 

two-elevation ceiling 

system by shake table 

tests 

Qi, L.,  

Kurata, M., 

Ikeda, Y., 

Kunitomo, K., 

Takaoka, M. 

Earthquake 

Engineering and 

Structural 

Dynamics 

2020 年 11

月 

国外 

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 国内・

外の別 

Seismic Evaluation of 

Japanese Two-

Elevation Integrated 

Ceiling System 

Liangje Qi, 

Keichiro 

Kunitomo, 

Masahiro 

Kurata, 

Yoshiki Ikeda 

Proceedings of 

17th World 

Conference in 

Earthquake 

Engineering 

(WCEE) 

Proceedings 

のみ 2020 

年 9 月発刊 

(会議は 

2021 年 9 

月に延期)  

国外 

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 国内・

外の別 

大地震想定の世界初の実

験 病院の機能維持できる

か？ 

 NHK 神戸  ＜ニ

ュース＞ 

2020 年 12

月 4 日 

国内 

地震想定、病院揺らし実験 

機器転倒で医療継続困難 

 共同通信＜地方紙

と共同通信のよん

ななニュース＞  

2020 年 12

月 4 日 

国内 

地震災害 病院機能は？   テレビ⼤阪＜やさ

しいニュース 2＞ 

2020 年 12

月 4 日 

国内 

災害拠点の病院は地震が

きても大丈夫？南海トラ

フ地震を想定した実験  

 テレビ⼤阪＜テレ

ビ大阪ニュース＞  

2020 年 12

月 4 日 

国内 

地震時の病院機能を検証 

兵庫・三木で耐震実験  

 産経新聞＜速報ニ

ュース（電子）＞  

2020 年 12

月 4 日 

国内 

Ｅ―ディフェンスで病院

揺らす実験 

 神戸新聞＜朝刊 28

面＞ 

2020 年 12

月 5 日 

国内 

地震時の病院機能検証 

兵庫で耐震実験  

 産経新聞＜朝刊 28

面＞ 

2020 年 12

月 5 日 

国内 

大地震で病院はどうな

る？三木市の施設で公開

実験 

 

 サンテレビ＜テレ

ビニュース＞  

2020 年 12

月 7 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) ２０２１年度業務計画案 

2020（令和 2）年 12 月に実施したＥ－ディフェンスでの実大病院の実験結果の分析を進め、非

構造部材や高機能設備の被災度を迅速に評価するシステムについて、有効なセンシング手法や情

報伝達の仕組みを整理する。 

また、実験で確認された被害が大きい非構造部材や機器については、被害を提言する対策技術

を提案し、有用性を部材要素実験や数値解析により検証する。 

5 年間の取り組みについて、医療現場での利用を意識して、最終成果をとりまとめる。 

  

震度６程度の揺れを“地域

の拠点病院”想定した建物

に加える実験 Ｅ－ディフ

ェンス 

 MBS 毎日放送＜

MBC ニュース＞ 

2020 年 12

月 5 日 

国内 

大規模地震の病院再現   

京大など損傷調べる公開

実験 

 毎日新聞＜京都朝

刊 25 面）＞ 

2020 年 12

月 13 日 

国内 

大規模地震の病院再現   

京大など損傷調べる公開

実験 

 毎日新聞＜神戸朝

刊 25 面）＞ 

2020 年 12

月 13 日 

国内 

巨大地震と“未治療死” 〜

阪神・淡路から 26 年 災

害医療はいま〜  

 NHK スペシャル 2021 年 1 月

17 日 

国内 



55 

 

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%



63 

 

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、
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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、

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 

An experimental study 

on the relationship 

between earthquake 

damage and the natural 

frequency of wooden 

house （口頭）  

K. Hayashi, 

A. Yamada, 

Y. Komiya 

the 11th 

International 

Conference on 

Structural 

Dynamic (Greece) 

2020 年 11 月 国外 

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  国内・

外の別 

実物3階建て木造住宅の

地震損傷進展と固有振

動数変動に関する一考

察 

林和宏，佐藤

栄児，河又洋

介，山田有孝  

日本建築学会・構

造工学論文集 , Vol. 

67B 

2021年3月 国内 
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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。  
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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)２０２０年度業務目的 

2020 年度は、課題③のチームと連携しながら、センサ設置計画を策定し S 造建物実験を行う

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。このうち、無線センサは、今後の構造モニタリングの普及・発展に大きく貢献

することが期待されている。また、非接触型の層間変位センサは、余裕度・事業継続性の判定に

有用な指標となる地震時の層間変位時刻歴を、直接計測できる大きなメリットを有する。 

層間変位センサによる正確な計測値の取得には、実験建物のセンサ設置位置の寸法にあわせた

キャリブレーションが必要であり、ＸＹステージを用いてこれを実施する。また、計測システム

のあり方も含めたさらなる改良も実施する。 

 前年度のＲＣ実験データに関して（必要に応じてはこれまでのサブプロ（c）Ｅ-ディフェ

ンス実験データも含め）、さらなる検証も実施する。 

 サブプロ（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」にも関連

するが、課題⑤では、地震直後の「地域別応答スペクトル」の簡易予測による、地域別危険度判

定スキームを提案してきた。この実現に向けて、最大加速度値のみを記録送信する試作センサに

関して、データ収集・通信の検証を実施する。 

加えて、ひきつづき、サブプロ（b）等とも連携して、既設の常時地震観測記録を断続的に利用

し、地盤－建物系のより精度の高い地震応答評価モデルの構築に向けた取組みを進める。 

 

(c) 担当者 
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早稲田大学 理工学術院総合研究所  特任研究教授 西谷 章 

早稲田大学 理工学術院 教授 谷井 孝至 

早稲田大学 理工学術院 助手 服部 晃平 

足利大学 工学部 

（早稲田大学研究院） 

教授 

（客員教授）  

仁田 佳宏 
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(2) ２０２０年度の成果 

(a) 業務の要約 

本年度の業務は、以下の＜テーマ１～４＞に要約できる。  

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

種々のデータ計測の実施。実験建物寸法にあわせた層間変位センサのキャリブレーション実施。

層間変位センサによる計測システムの改良。 

・＜テーマ２＞ 前年度のＲＣ建物実験データを中心とした検証。 

・＜テーマ３＞ 「地域別応答スペクトル」の簡易推定に向けた、最大値記録送信センサのＥ－

ディフェンス実験を利用した検証。 

・＜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精度向上に向けた取組み。 

 

 (b) 業務の成果 

＜テーマ１＞ Ｓ造建物Ｅ－ディフェンス実験に向けたセンサ配置計画の策定と実験における種々のデ

ータ計測の実施。実験建物寸法にあわせた層間変位センサのキャリブレーション実施。層間変位センサ

の計測システムの改良。 

・Ｓ造医療施設建物の設計・実験計画担当の課題③のチームと連携し、2020 年度のＥ－ディフェ

ンス加振実験に向けて、具体的な建物寸法・形状に合わせて、複数種の無線加速度センサ、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。また、建物施工段階での歪ゲージ設置

等に関しても協力を行った。施工時最終段階での現地確認を経て、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。 

1) 無線センサによる計測と検証 

・使用した無線センシングシステムは、表１に記載の Swing Minder、sonas と iPod Touch であ

る。無線センサは今後の需要増大も予想されており、動向調査を経て 2017 年度に選定したも

のである。なお、＜テーマ２＞で触れるが、昨年まで使用していた無線センサのうちの一種に

ついては、本年度計測を取りやめた。 

・表１に記載の通り、Swing Minder は主に「構造躯体の被害推定」を目的とし、sonas は「非構

造部材（天井・間仕切壁）の被害推定」を目的としている。iPod Touch はスマートフォンによ

る簡易計測を目的とする。図１に実験における無線センサの設置位置を示す。医療機器の接触や

転倒によるデータ不具合の一部発生を除いては、すべての地震波入力に対して、無線センサ

によるデータ収集が行えた。  

・表２に実験時の入力地震動を示す。以下、表中の「加振番号」を用いて入力地震動を表す。 

・試験体は４層の耐震建物と３層の免震建物からなる（図１）。両者は、２層位置で、エク

スパンションジョイントをもつ渡り廊下によって結ばれている。 

・揺れの大きい耐震建物に関して、「Swing Minder による絶対加速度データ」の積分と差分

から求めた層間変位の最大値と、層間変位センサの直接計測による最大値との比較を図２

に示す。この図は４層分の結果を全て表示している。横軸が層間変位センサによる測定

値、縦軸が加速度積分に基づく評価値である。中央に引かれた斜め 45 度の線近くにあ

るほど一致度は高い。加振番号 108 と 302 を除いては、両者はよく一致している。108 
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表 1 無線センシングシステムの計測目的・構成・設定 

メーカー  四国総合研究所  ソナス  Apple 

型式  Swing Minder Sonas iPod Touch 

外観  

 
 

 

計測目的   構造躯体の被害推定  

 

非構造部材（天井・
間仕切壁）の被害
推定 

スマートフォンに
よる簡易計測  

システム  

構成  

センサ 10 台  

親機 2 台  

ルータ  2 台  

PC 2 台  

センサ 10 台  

ｼﾝｸﾉｰﾄﾞ 1 台  

PC1 台 

センサ 4 台  

PC 1 台  

サンプリング  

周波数  

200Hz 100Hz 100Hz 

使用無線  

チャンネル  

ch.42, ch47 

2 系統で計測  

ch.11～26 

（自動切換） ――  

データ  

収集方法  

無線データ伝送  

内蔵 microSD カード  

はバックアップ用  

内蔵 microSD カー
ドにて収録、  

実験後回収  

機器内収録 （白山
工業製 i 地震アプ
リ使用） 

 

 

表２ 加振用入力地震動 

加振番号  加振波種別  加振方向  実験日  

102 JMA 神戸 16% X 2020. 12. 1 

104 JMA 神戸 16% Y 2020. 12. 1 

106 OS2 20% Y 2020. 12. 1 

108 JMA 神戸 50% X 2020. 12. 1 

202 OS2 50% X、Y 2020. 12. 4 

302 JMA 神戸 50% X、Y、Z のみ 100% 2020. 12. 8 

101、103 

105、107 

201、203 

301、303 

各地震波加振前後の  

ランダム波加振  

X、Y、Z  

        （X：耐震建物の長辺方向； Y：耐震建物の短辺方向； Z：鉛直方向） 
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図１  無線センサ設置位置 

 

 
 

図２  地震波加振時の層間変位最大値の数値計算値と直接計測値の比較 
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と 302 に関しては、計測データにスパイク状のノイズが混入しており（医療機器の転

倒・接触のためと推測される）、これが積分演算に影響したものと判断している。  

・地震波加振前後のランダム波（白色雑音）入力（101、103、105、107、201、203、301、303）

時のデータを利用して、耐震建物の固有振動数と減衰比の変化を追跡したが、加振が進むにつ

れて、固有振動数の低下と減衰比の増大傾向が確認できた。 

・非構造部材の被害推定の検討として、sonas を耐震建物の各階床位置と２層・４層の間仕切壁

の高さ方向中央に設置している。間仕切壁の破損・損傷は、一般の建築においても機能継続に

支障をきたすが、特に医療施設ではその影響は大きい。間仕切壁の変形について、sonas 計測

データに基づく分析を行った。 

・ sonas 加速度データの積分をもとに、躯体と間仕切壁の変形角を算出した。「直上床と間仕切

壁中央の変位の差分」、「間仕切壁中央と直下床の変位の差分」からそれぞれ求めた変形角最大

値を、「構造躯体の最大層間変形角」と比較した結果が、図３である。図中にある「間仕切り壁

（上部）」「間仕切り壁（下部）」は、それぞれ、壁上半分、下半分の変形角を指す。図３から、

入力地震動の増大にともなって、間仕切壁変形角が躯体の層間変形角よりも大きくなっていく

ことが見てとれる。大地震時に躯体以上に間仕切壁が変形して、その破損が先行するであろう

ことを定量的、具体的に示す結果が得られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 間仕切壁と構造躯体の最大変形角の比較  

 

・本年度Ｅ－ディフェンス実験においては、耐震建物・免震建物ともに、全床位置に無線加速度

センサを設置している。しかし、現実のモニタリングシステム実装時には、全床位置へのセン

サ設置が必ずしも現実的でないことも想定される。このような状況を想定して、限られた階の

計測データから全層の応答を推定する手法の検討検証を行った。 

・揺れの大きい耐震建物を対象に、測定を行わなかったと仮定した床位置の加速度を推定してみ
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た。建物モード情報が得られることを前提として（今回の検討では各層質量情報、層剛性情報

をもとにモードを算出）、Swing Minder のデータを用いて「モード合成法」による推定を行っ

た。ただし、現実には層質量、層剛性が既知とは限らないので、各層質量を均一、層剛性を台

形分布と仮定して算出したモードに基づく推定も同時に行っている。 

・検証にあたって、センサは１階床・４階床位置に設置されているものと仮定した。ここでは、

「加振番号 202」の OS2 波 50%入力時を例に、Y 方向（短辺方向）の最大加速度、最大層間変

形角、１層の履歴特性の推定結果を図４に示す。図中の「設計モデル」は、設計データからの

正しいモード情報に基づく推定結果を、「台形(0.7)」は、最上層の剛性を最下層の 70%と仮定

した「層剛性台形分布時のモード」に基づく推定結果を意味する。ふたつの「モデル」の推定

結果に大きな差異はないようであり、最大加速度を除けば、両モデルともに実測値に近い結果

を与えている（X 方向も同様の結果となった ）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ モード合成法による全層応答値と１層履歴の推定  

 

・損傷度、余裕度の判定に重要となる最大層間変形角に関するさらなる検討として、図５に、「モ

ード合成法による推定結果」の「全層計測加速度データに基づく結果」に対する適合度を、最

大加速度値に関する適合度とともに、入力地震波ごとに表示した。ここでは、各層適合度の４

層平均値を示している。「設計モデル」を用いた場合には、最大層間変形角が 1/50 を超えるよ

うな場合（加振番号 302）でも平均で 0.95 の推定精度となっていて、「台形モデル」を採用時
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には 0.90の適合度となっている（弾性時のモード情報を用いているので、非線形性が強くでる

状況では、現実に反して硬めの剛性が維持されていることになり、「302」では、大きめの加速

度、小さめの層間変形推定値を与えることになろう）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 最大層間変形角に対応したモード合成法による推定値の適合度  
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・無線センサによる検証結果でもすでに触れたが、層間変位センサが、層間変位の２方向時刻歴

を直接計測している。４層耐震建物、３層免震建物の全層の計測を行っている。層間変位セン 
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サは、LED 光源と受光器からなる 1)。受光器は各階床上端位置に設置され、対となる光源は上

階梁下端に設置される（一例を写真１に示す）。図６に、設置した計 14 基の受光器の設置位置

を示す（図中に「#2～#15」と表示）。これらのセンサにより、小さな揺れから損傷発生に至 

 

 

 

 

図６ 層間変位センサ（受光器）設置位置  
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る揺れまで、Ｓ造建物の層間変位直接計測データを収集できた（ただし、一部のセンサにおい

て、加振中の医療機器の接触・転倒によりデータ欠損も発生）。前々年度、前年度の木造、ＲＣ

造も含めて、実大・実物建物の層間変位データの、このような直接計測は例がない。 

・層間変位センサによる計測データの高精度化に必要な、試験体建物の設置位置寸法にあわせた

ＸＹステージを用いたキャリブレーションを実施した。また、層間変位センサの高性能化とし

て、表示のためのソフトウエアを作成して、計測直後に時刻歴波形の把握を容易にできるよう

に計測システムの改良を行った。本年度の実験にはこの改良システムを用いた。 

 

＜テーマ２＞ 前年度のＲＣ建物実験データを中心とした検証。 

・無線加速度センサに関しては、前々年度の木造住宅実験、前年度のＲＣ建物実験において、三

種のセンサによる計測を実施した。これらの取得データの検証から、このうちの一種について

は、データ欠損率が大きいことを確認した。実験時にも、当該センサのデータ送信状況が設置

位置にかなり敏感であることを把握しており、現状では実建物の実装には不向きと判断し、本

年度のＳ造実験では計測を取りやめることとした。 

・前年度ＲＣ実験データを用いて、Ｓ造建物と同じように、「モード合成法」に基づく全層加速度

推定と層間変位推定の有効性の検討を行ったが、入力地震波が大きくなると、推定値の精度が

低下する。損傷判定にこの乖離を利用する方法を今後の検討課題としたい。 

 

＜テーマ３＞ 「地域別応答スペクトル」の簡易推定に向けた、最大値記録送信センサのＥ－デ

ィフェンス実験を利用した検証。 

・課題⑤では、地震直後の１次診断的な地域別の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「地域別応答スペクトル推定」を提案してきた。この実現には、多くの建物最上

階への「最大値のみを記録・送信する加速度センサ」の設置が前提となる。 

・「最大値記録送信センサ」としてこれまでに試作した、SIGFOX を採用した比較的安価に作れる

加速度センサを、本年度の実験対象建物屋上に設置して（写真２は一例）、データ通信も 

 

写真２ 最大値記録送信センサ（試作品）  
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含めた有効性の検証を行った。おおむね、最大値の記録に成功しているが、「202」の長周期地

震動加振時に、センサが複数回の地震動入力があったものと認識して、複数の最大値を記録す

るという問題点も抽出された。この点を改良して、次年度に再度検証を行う。 

 

＜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精度向上に向けた取組み。 

・現在、三建物に、MeSO-net システムに連動した地盤・建物へのセンサが設置済みである。

この計測データを利用した、精度のよい「地盤－建物連成系応答解析モデル」構築を目指して

きた。三建物のうち、もっとも多くのセンサが設置されている豊洲小学校の上部構造立体フレ

ームモデルを前年度に構築済みである。本年度は、当該地盤の３次元有限要素モデル化を行っ

て、立体フレームモデルと結合した「地盤－建物連成系モデル」を構築した。 

・揺れの大きかった 2021 年 2 月 13 日の観測データを利用して、この新たな「モデル」（以降、

「3DFEM モデル」と呼ぶ）の妥当性・有効性の検証を行った。このモデルから得られる応答

解析結果と実測データとを比較する。あわせて、①各層を１質点に置換し、地盤ばねを付けた

多質点１本棒 SR モデル（簡易モデル）；②上部構造立体フレームモデルの基礎を固定とした建

物フレームモデル（基礎固定モデル）；③立体フレームモデルの基礎位置に地盤ばねを取付けた

モデル（詳細モデル）、との比較も行った。各モデルの概念図は図７のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ ４つの検討対象モデル  

(c) 建物フレーム+地盤ばね (d) 建物フレーム+地盤3DFEM
(詳細モデル)                          (3DFEMモデル)

(a) 建物1本棒SRモデル (b) 建物フレームモデル
(簡易モデル)                        (基礎固定モデル)
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・ 図８に対象建物の地震計設置位置と名称を示す。一例として、「3DFEM モデル」から算出さ

れた 4F-EPS 位置の加速度 Fourier 変換を、1F-EPS 位置の加速度 Fourier 変換で除した結果

を、実測値および他の三モデルの Fourier 変換による結果と比較したものが、図９である。赤

線の「3DFEM モデル」による結果が、高振動数領域において、「黒線の実測結果」から得られ

る挙動を反映していることがわかる。他の三モデルでは、実測結果を追跡できていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ 地震計設置位置  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ 4F-EPS/1F-EPS の Fourier スペクトル比 
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(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。  

・本年度のＳ造Ｅ－ディフェンス実験において、小地震から大地震までの、構造躯体から

非構造部材の挙動まで、無線センサ・層間変位センサによるデータ収集を行うことがで

きた。今後の検討では、各データ単独ではなく、無線センサによる加速度データ、層間

変位直接計測データを融合した余裕度判定手法の構築に結びつけたい。  

・加速度応答スペクトルの簡易推定は、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。本年度のＥ－ディフェンス実験を利用して、このスペクトル簡易推定のために

試作した「最大値記録送信センサ」の検証を行った。おおむね期待通りの機能を果たしたが、

長周期地震動入力時に一部問題点も抽出された。この点を改良して、さらに検証を行い、

実装に道筋をつける。 

・精度のよい地盤―建物系モデルの構築を目指して、豊洲小学校を対象に、「上部立体フ

レームモデル＋地盤 3DFEM モデル」の新たなモデルを構築した。このモデルにより、

高振動数領域での挙動を追跡しうることが確認できた。最終年度となる次年度には、損

傷度判定にも有効な地盤―建物連成系応答評価モデルを構築する。 

 

(d) 引用文献 

1) Matsuya, I., Tomishi, R., Sato, M., Kanekawa, K., Nitta, Y., Takahashi, M., Miura, S., Suzuki, 

Y., Hatada, T., Katamura, R., Tanii, T., Shoji, S., Nishitani, A., and Ohdomari, I.: Development 

of lateral displacement sensor for real-time detection of structural damage, IEEJ Transactions on 

Electrical and Electronics Engineering, 6, pp.266-272, 2011 (DOI:10.1002/tee.20654)  
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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  国内・

外の別 

（ポスター発表） 

MeSO-net システムと連動し

た既設地震計を利用した建

物立体フレームモデルによ

る地盤 -建物連成系の地震

応答解析  

谷沢智彦、  

酒向裕司、  

西谷章  

 

日本建築学会大会

（関東） 

梗概 No. 21137 

2020 年 9 月  国内 

（ポスター発表） 

大型振動台を用いた RC 

造建物加振実験における

同時計測による各種計測セ

ンサの有効性の検証  

 

阿部雅史、 

鈴木芳隆、 

片村立太、 

金子貴司、 

西谷章  

谷井孝至、  

服部晃平、 

仁田佳宏  

日本建築学会大会

（関東）  

梗概 No. 21222 

 

2020 年 9 月  国内  

(ポスター発表) 

構造物の被害推定システム

構築のためのデータ管理・

利活用に関する研究 その

3： ３層木造住宅の大型震

動台実験による無線加速度

センシングシステムの性能

検証 

岡田敬一、  

森井雄史、  

岡沢理映、  

白石理人、 

西谷章 

 

日本建築学会大会

（関東）  

梗概 No. 21505 

2020 年 9 月  国内  

（ポスター発表） 

構造物の被害推定システム

構築のためのデータ管理・

利活用に関する研究 その

4： ３層木造住宅の大型震

動台実験による構造躯体の

被害推定手法の適用性 

森井雄史、  

岡田敬一、  

岡沢理映、 

白石理人、 

西谷章 

 

日本建築学会大会

（関東）  

梗概 No. 21506 

2020 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  発表した場所 

（学会等名）  

発表時期  国内・

外の別 

（ポスター発表） 

加速度センサを用いた 

トールゲートの点検手法に

関する研究 その 1： トール

ゲート健全性監視システム  

伊藤佑治、  水

野真歩 、大久

保孝昭 、西谷

章、江尻憲泰、 

高尾秀幸 

日本建築学会大会

（関東） 

梗概 No. 21524 

 

2020 年 9

月 

国内 

（ポスター発表） 

加速度センサを用いた 

トールゲートの点検手法に

関する研究 その 2：モニタ

リングデータの集計と分析 

水野真歩 、伊

藤佑治 、大久

保孝昭 、江尻

憲泰 、高尾秀

幸、西谷章 

日本建築学会大会

（関東） 

梗概 No. 21525 

2020 年 9

月 

国内  

（ポスター発表、Online） 

ナノピラー構造を組み込ん

だ Er:O 共添加  Si ダイオ

ードの電気伝導特性および

エレクトロルミネッセンス計測 

古瀬遼、藤本  

宇郁、魏啓

楠、アブデル

ガファ愛満、

矢野  真麻、千

葉悠貴、Enrico 

Prati、Michele 

Celebrano、佐

藤真一郎、品

田高宏、谷井  

孝至 

第 68 回応用物理学

会春季学術講演会  

2021 年 3

月  

 

国内 

（ポスター発表、

Online）  

Electroluminescence of 

Er:O-doped nano pn diode 

in silicon-on-insulator and 

its current-voltage 

characteristics at room 

temperature 

T. Fujimoto,  

K. Gi,  

S. Bigoni, 

M. Celebrano, 

M. Finazzi,  

G. Ferrari,  

T. Shinada,  

E. Prati,  

T. Tanii  

2020 IEEE Silicon 

Nanoelectronics 

Workshop 

2020 年 6

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 

 

 

 

 

 

 

 

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 

（ポスター発表、Online） 

Extracellular stimulation of 

a target neuron in micro-

patterned neuronal circuits 

using a pair of needle 

electrodes 

K. Hattori,  

H. Kurakake,  

J. Imai,  

T. Hashimoto, 

M.  Ishida, 

K.  Sato,   

H. Takahashi,   

S. Oguma, 

H.  Yamamoto,  

A.Hirano-Iwata, 

T. Tanii 

PRiME2020 

 

2020 年  

10 月 

 

国際 

(ポスター発表) 

SLAMを用いた建築物屋内

の測量  

張天、 

仁田佳宏、 

石田正美 

日本建築学会大

会（関東） 

梗概 No. 1060 

2020 年 9 月  国内  

（口頭発表、Online） 

点群データの建築物メンテ

ナンスへの活用 

仁田佳宏、 

D.Y. Bogale、 

張天、 

久芳頼正  

ロボッテクス・メカ

トロニクス講演会

2020 

 

2020 年 6 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  国内・

外の別 

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 

DOI: 

10.1002/2475- 

8876.12155 

2020 年 4 月  

 

国際 
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・ 査読なし 

 

 

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  国内・

外の別 

Position‐Controlled 

functionalization of 

vacancies in silicon by 

single‐ion implanted 

germanium atoms 

S. Achilli,  

N. H. Le,  

G. Fratesi,  

N. Manini,  

G. Onida,  

M. Turchetti, 

G. Ferrari,  

T. Shinada,  

T. Tanii,  

E. Prati 

Adv. Funct. Mater. . 

Paper No. 2011175 

2021 年 2 月  国際 

Contribution of AMPA 

and NMDA receptors in 

the spontaneous firing 

patterns of single 

neurons in autaptic 

culture  

K. Hattori, 

T. Hayakawa, 

A. Nakanishi,  

M. Ishida, 

H. Yamamoto, 

A.Hirano-Iwata, 

T. Tanii 

Biosystems 

Paper No. 104278. 

2020 年  

12 月  

国際 

Evaluating SLAM 2D 

and 3D mapping of 

indoor structures 

Y. Nitta, 

D.Y. Bogale, 

Y. Kuba, 

Z. Tian 

Proceedings of 

International  

Symposium on 

Automation and 

Robotics in 

Construction, 

IAARC 

DOI: 

https://doi.org/ 

10.22260/ISARC 

2020/0113 

2020 年  

11 月 

国際 

著書 著者 出版社 発表時期  国内・

外の別 

［入門］複素関数・フーリ

エ変換・ラプラス変換 建

築工学への数学  

西谷 章 鹿島出版会 . 

 

2020 年 5 月  国内 

https://doi.org/
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3)マスコミ等における報道・掲載 

 

(f) 特許出願，ソフトウエア開発，仕様・標準等の策定 

1)特許出願 

なし 

 

2)ソフトウエア開発 

なし 

 

3) 仕様・標準等の策定 

なし 

 

(3) ２０２１年度業務計画案 

・これまでにサブプロ（c）で実施した木造・ＲＣ造・Ｓ造Ｅ-ディフェンス実験において収集し

た、無線加速度センサ・層間変位センサの主要データを整理・保存・統合したうえで、これら

を総合的に分析して、両センサのデータを利用・併用した構造種別ごとの余裕度検討のあり方

を提示する。 

・サブプロ（c）の最終年度実験となる室内空間を対象とするＥ－ディフェンス実験に向け

て、課題④のチームと連携しながら、無線センサ設置計画を策定し、12～１月（予定）

の実験において計測を行う。  

・加速度応答スペクトルの簡易推定のための試作の「最大値記録送信センサ」を、2021

年度のＥ－ディフェンス実験用の室内ユニット上に設置して、性能確認を行う。また、

これとは別個に、都内の二地点、都内・都外の二地点において、最大値データ送受信の

確証実験も実施する。このセンサが機能すれば、地域別の加速度応答スペクトル簡易推定の実

装に道が拓ける。さらに、全サブプロが関係する「データ利活用」への融合も期待できる。 

・既設の常時地震観測記録を断続的に利用した地盤－建物系のデータ収集を行ってきているが、

とりまとめの年度として、2021 年度に収集されるデータも含めて５年間の主要データを整理・

保存し、それらを分析・統合して、より精度の高い地盤―基礎－建物連成系応答評価モデルを

構築する。 

 

  

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  国内・

外の別 

振動実験で分かった病

院の死角 

 

記事著者：  

池谷和浩 

倉田真宏・西

谷章のコメン

ト等が登場 

日経アーキテクチ

ャア 2021-1-14 

2021 年  

1 月 14 日  

国内 
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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 10 回 (令和 2 年度第 1 回) 運営委員会 

１．日 時  令和 2 年 7 月 2 日（木）13 時 00 分～16 時 00 分 

 

２．場 所  Web 会議（Zoom） 

 

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) 実験施設の運用に係る感染予防行動と利用者等への協力のお願い 

 (5) その他(今後の日程等) 

 

４．配付資料 10-1 前回議事録(案) 

 10-2 研究会審議内容 

10-2-1 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  

10-2-2 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  

10-2-3 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  

10-2-4 ④ 室内空間における機能維持  

10-2-5 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 

 10-3 令和 2 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 

 10-4 実験施設の運用に係る感染予防行動と利用者等への協力のお願

い 

  

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 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 
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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 遠藤 和歌子 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 平田 直 (国) 防災科学技術研究所 首都圏レジリエンス研究推進センター 

オブザーバー 郡司 文彦 (国) 防災科学技術研究所 首都圏レジリエンス研究推進センター 

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推進センター 

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。 

・ 今年度の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

活動の予定を周知した。 

・ コロナ禍の影響による今年度の防災科研  実験施設運用に係る感染予防行

動と利用者等への協力依頼が示され、議論した。 

・ 次回の運営委員会の開催日時について議論した。例年、開催は年 3回（5月末

～6 月上旬、9 月中下旬、2 月）である。次回委員会の日程は、コロナ禍の推移

を見たうえで、対面会議とするか Web 会議とするかを 8 月上旬に決定すること

とした。 

 

 

(2)第 11 回 (令和 2 年度第 2 回) 運営委員会 

１．日 時  令和 2 年 10 月 12 日（火）15 時 00 分～17 時 20 分 

 

２．場 所  Web 会議（Zoom） 

 

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安全に関する考え方 2020 

 (4) 令和２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) 
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４．配付資料 11-1 前回議事録(案) 

 11-2 研究会審議内容 

11-2-1 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  

11-2-2 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  

11-2-3 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  

11-2-4 ④ 室内空間における機能維持 

11-2-5 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 

 11-3 Ｅ－ディフェンス実験における安全に関する考え方 2020 

 11-4 令和２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 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 福井 弘久 (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。 
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・ Ｅ－ディフェンス実験における安全に関する考え方が周知された。 

・ 令和２年度  首都レジ統括委員会・データ利活用協議会・シンポジウム日程が

周知された。 

・ 次回の運営委員会の開催日時について議論した。例年、開催は年 3回（5月末

～6 月上旬、9 月中下旬、2 月）である。次回委員会の日程は、コロナ禍の推移

等を見たうえで、12 頃に決定することとした。 

 

 

(3)第 12 回 (令和 2 年度第 3 回) 運営委員会 

１．日 時  令和 3 年 3 月 1 日（月）9 時 00 分～12 時 00 分 

 

２．場 所  Web 会議（Zoom） 

 

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) 学会投稿論文について 

 

４．配付資料 12-1 前回議事録(案) 

 12-2 研究会審議内容 

12-2-1 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  

12-2-2 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  

12-2-3 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  

12-2-4 ④ 室内空間における機能維持  

12-2-5 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 

 12-3 学会投稿論文について 

 

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 倉田 真宏 国立大学法人京都大学 防災研究所 

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 
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オブザーバー 福田 和樹 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 遠藤 和歌子 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推進センター 

オブザーバー 福井 弘久 (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。

・ 学会投稿論文・梗概に関して、謝辞記載例を周知した。

・ 次年度の運営委員会の開催日時について議論した。例年、開催は年 3回（5 月

末～6 月上旬、9 月中下旬、2 月）である。次回委員会の日程は、コロナ禍の推

移等を見たうえで、新年度になってから候補日をアンケートにより確定することと

した。 



94 

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  発表した場所 

（学会等名）  

発表時期  国内・
外の別 

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 24 家屋の滑
動対策を施した排水管 ,

ポスター

河又洋介，
高橋武宏，
長江拓也  

2020 年度日本建
築学会年次大会  

(講演会は中止の
ため全てポスタ
ー発表) 

2020 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 25 地盤上条
件と基礎固定条件におけ
る消費エネルギー ,

ポスター

上段聖也，
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  

2020 年度日本建
築学会年次大会  

(講演会は中止の
ため全てポスタ
ー発表) 

2020 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 26 基礎ロッ
キング回転・転倒モーメ
ント関係と基礎鉛直変位
・地盤応力関係に基づく
消費エネルギー ,

ポスター

高谷和樹，
上段聖也，
長江拓也  

2020 年度日本建
築学会年次大会
(講演会は中止の
ため全てポスタ
ー発表) 

2020 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 27 終局耐力
に関する考察（軸組） ,

ポスター

平野茂，  

高橋武宏，
上段聖也，
山田祥平，
柏尚稔，  

林和宏，  

井上貴仁，
長江拓也  

2020 年度日本建
築学会年次大会
(講演会は中止の
ため全てポスタ
ー発表) 

2020 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 28 柱脚及び
壁脚の損傷劣化（枠組）,

ポスター

高橋武宏，
平野茂，  

上段聖也，
山田祥平，
柏尚稔，  

林和宏，  

河又洋介，
井上貴仁，
長江拓也  

2020 年度日本建
築学会年次大会
(講演会は中止の
ため全てポスタ
ー発表) 

2020 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  発表した場所 

（学会等名）  

発表時期  国内・
外の別 

強度が異なるモルタルと

FC250 鋳鉄間の摩擦特

性，および基礎すべり層

に鋳鉄支承とモルタル底

板を採用する鋼製架構の

地震応答性状,ポスター  

鍾育霖，  

梶原浩一，

長江拓也  

2020 年度日本建

築学会年次大会

(講演会は中止の

ため全てポスタ

ー発表) 

2020 年 9 月  国内  

地震被災建物の被害度即

時評価・表示技術に関す

る振動台実験, 

ポスター  

日高和幸，

神崎喜和，

梶原浩一，

長江拓也，

高谷和樹，

岡崎太一郎 , 

松宮智央，

御子柴正，

中澤博志  

2020 年度日本建

築学会年次大会

(講演会は中止の

ため全てポスタ

ー発表) 

2020 年 9 月  国内  

水道連結型スプリンクラ

ーの耐震性能検証実験 , 

ポスター  

前田崇統，

長江拓也，

吉川拳人，

加藤和生，

福井隆浩，

日高和幸，

桐山義郎，

中村賢一，

松宮智央，

岡崎太一郎 , 

中澤博志，

梶原浩一  

2020 年度日本建

築学会年次大会

(講演会は中止の

ため全てポスタ

ー発表) 

2020 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 23）外

装タイルの剥離検知に関

する予備実験及び振動台

実験概要, 

ポスター  

川口莉穂・  

大久保孝昭・

寺本篤史・  

早野博幸・  

関根麻里子

楠 浩一  

日本建築学会大

会学術講演梗概

集(講演会は中止

のため全てポス

ター発表)

2020 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 24）光

ファイバセンサを用いた

外装タイルの剥離検知お

よび構造部材の損傷モニ

タリング,ポスター

関根麻里子・

早野博幸・  

寺本篤史・  

大久保孝昭・

川口莉穂・  

楠 浩一  

日本建築学会大

会学術講演梗概

集(講演会は中止

のため全てポス

ター発表)

2020 年 9 月  国内  

災害拠点建物の安全性即

時評価および継続使用性

即時判定 （その 25）打

診音解析による外装タイ

ル壁の剥離検知技術の検

討,ポスター

北村成寿・  

大久保孝昭・

寺本篤史・  

川口莉穂・  

楠 浩一 

日本建築学会大

会学術講演梗概

集(講演会は中止

のため全てポス

ター発表)

2020 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  

発表した場所  

（学会等名）  
発表時期  

国内・外

の別 

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 20 実験および
天井・窓の概要 ,ポスター 

清家剛・ 

八木尚太朗・都
築澪・ 

楠浩一・ 

中村いずみ・中
川椋太郎・渡邊
千加 

日本建築学会大
会学術講演梗概
集 (講演会は中止
のため全てポス
ター発表)

2020 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 21 天井の損傷
および挙動,ポスター 

渡邊千加・  

八木尚太朗・清
家剛・ 

都築澪・ 

楠浩一・ 

中村いずみ・荻
原健二・ 

中川椋太郎  

日本建築学会大
会学術講演梗概
集 (講演会は中止
のため全てポス
ター発表)

2020 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 22 窓の損傷
および挙動,ポスター 

都築澪・ 

八木尚太朗・清
家剛・ 

楠浩一・ 

中村いずみ・小
林健二・ 

中川椋太郎・渡
邊千加 

日本建築学会大
会学術講演梗概
集 (講演会は中止
のため全てポス
ター発表)

2020 年 9 月 国内 

常時微動計測に基づく RC

造建物の振動特性 ,ポスタ
ー 

井出  彩葉・楠 

浩一 

日本建築学会大
会学術講演梗概
集 (講演会は中止
のため全てポス
ター発表)

2020 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 3 試験体変更
概要および実験結果概要 ,

ポスター 

深井 悟・ 

楠 浩一 

日本建築学会大
会学術講演梗概
集 (講演会は中止
のため全てポス
ター発表)

2020 年 9 月 国内 

A new safety evaluation 
system and the 
continuous functionality 
of buildings with post-
disaster functions 
following earthquakes 
（Part 4 - Dynamic 
identification of the test 
specimen）,ポスター  

グラネロ  ガブ
リエル・
ヤ オ  ト レ ボ
ー・
楠 浩一

日本建築学会大
会学術講演梗概
集 (講演会は中止
のため全てポス
ター発表)

2020 年 9 月 国内 

A new safety evaluation 
system and the 
continuous functionality 
of buildings with post-
disaster functions 
following earthquakes 
Part 5 – verification of 
peak total floor 
acceleration using CWT,
ポスター 

ヤ オ  ト レ ボ
ー・
楠 浩一

日本建築学会大
会学術講演梗概
集 (講演会は中止
のため全てポス
ター発表)

2020 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  
発表した場所  

（学会等名）  
発表時期  

国内・外
の別 

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 6 振動台実験
に対する非線形 FEM 解析,

ポスター 

米澤 健次・ 

水越 一晃・ 

勝俣 英雄・ 

楠 浩一* 

日本建築学会大
会学術講演梗概
集 (講演会は中止
のため全てポス
ター発表)

2020 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 7 性能曲線を
用いた応答評価 , 

ポスター 

楠 浩一・ 

中村いずみ  

日本建築学会大
会学術講演梗概
集 (講演会は中止
のため全てポス
ター発表)

2020 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 8）袖壁付柱の
曲げ解析, 

ポスター 

張 政・ 

百家 祐生・ 

尹 ロク現・ 

真田 靖士・ 

楠 浩一・ 

日比野 陽・ 

向井 智久 

日本建築学会大
会学術講演梗概
集 (講演会は中止
のため全てポス
ター発表)

2020 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 9：構造部材の損
傷性状, 

ポスター 

日比野 陽・ 

楠 浩一・ 

中村 いずみ 

日本建築学会大
会学術講演梗概
集 (講演会は中止
のため全てポス
ター発表)

2020 年 9 月 国内 

A New Safety Evaluation 
System and the 
Continuous Functionality 
of Buildings with Post-
disaster Functions 
Following Earthquakes 
Part 10: Effect of 
reinforcement detailing 
on seismic performance of 
isolated non-structural 
walls, 
ポスター 

Walid AHMAD 
SAFI・ 
Yo HIBINO・ 
Koichi 
KUSUNOKI 

日本建築学会大
会学術講演梗概
集 (講演会は中止
のため全てポス
ター発表)

2020 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 11 置き基礎
設備配管の実験計画 ,ポス
ター

田辺 恵一・ 

向井 智久・ 

木村 剛・ 

神原 浩・ 

林 一宏・ 

水谷 国男・ 

込山 治良・ 

坪井 淳一・ 

楠 浩一・ 

中村 いずみ 

日本建築学会大
会学術講演梗概
集 (講演会は中止
のため全てポス
ター発表)

2020 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  
発表した場所  

（学会等名）  
発表時期  

国内・外
の別 

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 12 置き基礎
配管に関する実験結果概
要,ポスター 

水谷 国男・ 

向井 智久・ 

渡邊 秀和・ 

木村 剛・ 

神原 浩・ 

林 一宏・ 

田辺 恵一・ 

込山 治良・ 

楠 浩一・ 

中村 いずみ 

日本建築学会大
会学術講演梗概
集 (講演会は中止
のため全てポス
ター発表)

2020 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 13 置き基礎
配管に関する実験結果考
察,ポスター 

林 一宏・ 

向井 智久・ 

渡邊 秀和・ 

木村 剛・ 

田辺 恵一・ 

神原 浩・ 

水谷 国男・ 

込山 治良・ 

楠 浩一・ 

中村 いずみ 

日本建築学会大
会学術講演梗概
集 (講演会は中止
のため全てポス
ター発表)

2020 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 14 置き基礎
配管に関する解析検討 ,ポ
スター

込山 治良・ 

向井 智久・ 

渡邊 秀和・ 

木村 剛・ 

神原 浩・ 

林 一宏・ 

水谷 国男・ 

田辺 恵一・ 

楠 浩一・ 

中村 いずみ 

日本建築学会大
会学術講演梗概
集 (講演会は中止
のため全てポス
ター発表)

2020 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 15 置き基礎
設備配管実験で得られた知
見とまとめ, 

ポスター 

木村 剛・ 

向井 智久・ 

渡邊 秀和・ 

田辺 恵一・ 

神原 浩・ 

林 一宏・ 

水谷 国男・ 

込山 治良・ 

楠 浩一・ 

中村 いずみ 

日本建築学会大
会学術講演梗概
集 (講演会は中止
のため全てポス
ター発表)

2020 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 16 レーザー
スキャナーを用いた損傷評
価のための計測計画 ,ポス
ター

向井 智久・ 

村山 盛行・ 

根本 直行・ 

硴崎 賢一・ 

渡邊 秀和・ 

南部 禎士・ 

楠 浩一・ 

中村 いずみ 

日本建築学会大
会学術講演梗概
集 (講演会は中止
のため全てポス
ター発表)

2020 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  
発表した場所  

（学会等名）  
発表時期  

国内・外
の別 

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 17 レーザー
スキャナーを用いた損傷評
価のための計測結果 ,ポス
ター

根本 直行・ 

向井 智久・ 

硴崎 賢一・ 

村山 盛行・ 

渡邊 秀和・ 

南部 禎士・ 

楠 浩一・ 

中村 いずみ 

日本建築学会大
会学術講演梗概
集 (講演会は中止
のため全てポス
ター発表)

2020 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 18 レーザース
キャナーによる計測データ
を用いた損傷評価手法と結
果,ポスター

硴崎 賢一・ 

根本 直行・ 

向井 智久・ 

村山 盛行・ 

楠 浩一・ 

中村 いずみ 

日本建築学会大
会学術講演梗概
集 (講演会は中止
のため全てポス
ター発表)

2020 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 19 高解像度カ
メラを用いた計測計画およ
び結果,

ポスター

雨谷 周也・ 

向井 智久・ 

南部 禎士・ 

楠 浩一・ 

中村 いずみ 

日本建築学会大
会学術講演梗概
集 (講演会は中止
のため全てポス
ター発表)

2020 年 9 月 国内 

鉄筋コンクリート造建物の
加振試験, 

ポスター（口頭発表動画）  

中村いずみ  

令和 2 年度防災
科学技術研究所
成果発表会（ポス
ター研究発表集
及び動画）

2021 年 2 月 国内 

Integrated Complex 

Structural / Non-

Structural Assessment on 

Steel Hospital Building、
ポスター 

Masahiro 

Kurata, 

Yohsuke 

Kawamata, 

Jasmine 

Gipson,  

Lori Kanao, 

Shigeru 

Otsuru, 

Shintaro 

Matsuo,  

Kohei Fujita, 

Shinji Aida, 

Takahiko 

Tsutsumi, 

Kosai Cho, 

Kotaro 

Kojima, 

Megan Boston 

QuakeCORE 

Annual Meeting 
2020 年 9 月 国外 
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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  発表した場所  

（学会等名） 

発表時期 国 内 ・
外の別 

モード曲げモーメントを
利用した鉄骨柱脚の固定
度評価その 1：アルゴリ
ズムの開発、ポスター  

小林岳人、 

倉田真宏、 

Huang Jiantao、 

青木 拓哉、 

伊藤 倫夫 

日本建築学会  

学術講演発表会
（関東） (講演会
は中止のため全
てポスター発表) 

2020 年 9 月 国内 

モード曲げモーメントを
利用した鉄骨柱脚の固定
度評価その 1：LPWA 型
無線センサ―による動ひ
ずみ計測、ポスター  

倉田真宏、 

小林岳人 

日本建築学会  

学術講演発表会
（関東） (講演会
は中止のため全
てポスター発表) 

2020 年 9 月 国内 

腐食配管の繰返し曲げ実
験による変形能力の評
価、ポスター 

金尾伊織、 

高岡剛規、 

小島紘太郎、 

倉田真宏 

日本建築学会  

学術講演発表会
（関東） (講演会
は中止のため全
てポスター発表) 

2020 年 9 月 国内 

設備配管の損傷評価、ポ
スター 

高岡剛規、 

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
（関東） (講演会
は中止のため全
てポスター発表) 

2020 年 9 月 国内 

球面すべり支承を用いた
低層免震建物の挙動、ポ
スター 

赤澤資貴、 

佐分利和宏、  

倉田真宏、 

松尾真太朗、 

河又洋介、 

山崎伸介 

日本建築学会  

学術講演発表会
（関東） (講演会
は中止のため全
てポスター発表) 

2020 年 9 月 国内 

強地震時における高架水
槽の挙動特性  

(その１) 実大振動台実験
とその損傷記録、ポスタ
ー 

八木詠都、  

久保慶祐、  

髙岡剛規、  

小島紘太郎、  

金尾伊織、  

倉田真宏 

 

 

日本建築学会  

学術講演発表会
（関東） (講演会
は中止のため全
てポスター発表) 

 

 

2020 年 9 月 国内 

強地震時における高架水
槽の挙動特性  

(その２) 時刻歴応答と伝
達関数、ポスター  

久保慶祐、  

八木詠都、  

髙岡剛規、  

小島紘太郎、  

金尾伊織、  

倉田真宏 

日本建築学会  

学術講演発表会
（関東） (講演会
は中止のため全
てポスター発表) 

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 



101 

 

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 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 

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、  

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 

An experimental study 

on the relationship 

between earthquake 

damage and the natural 

frequency of wooden 

house （口頭） 

K. Hayashi,  

A. Yamada,  

Y. Komiya 

the 11th 

International 

Conference on 

Structural 

Dynamic 

(Greece) 

2020 年 11 月 国外 

MeSO-net システムと連動し
た既設地震計を利用した建
物立体フレームモデルによ
る地盤 -建物連成系の地震
応答解析  

（ポスター発表） 

谷沢智彦、  

酒向裕司、  

西谷章  

 

日本建築学会大
会（関東） 
梗概 No. 21137 

(講演会は中止の
ため全てポスタ
ー発表) 

2020 年 9 月 国内 

大型振動台を用いた RC 

造建物加振実験における同
時計測による各種計測セン
サの有効性の検証  

（ポスター発表） 
 
 

阿部雅史、 

鈴木芳隆、 

片村立太、  

金子貴司、  

西谷章  

谷井孝至、  

服部晃平、 

仁田佳宏  

 

日本建築学会大
会（関東）  

梗概 No. 21222 

(講演会は中止の
ため全てポスター
発表) 

2020 年 9 月 国内  

構造物の被害推定システム
構築のためのデータ管理・
利活用に関する研究 その
3： ３層木造住宅の大型震
動台実験による無線加速度
センシングシステムの性能
検証 
(ポスター発表) 

岡田敬一、  
森井雄史、  
岡沢理映、  
白石理人、 
西谷章 
 

日本建築学会大
会（関東）  

梗概 No. 21505 

(講演会は中止の
ため全てポスター
発表) 

2020 年 9 月 国内  

構造物の被害推定システム
構築のためのデータ管理・
利活用に関する研究 その
4： ３層木造住宅の大型震
動台実験による構造躯体の
被害推定手法の適用性 
（ポスター発表） 

森井雄史、  
岡田敬一、  
岡沢理映、 
白石理人、 
西谷章 
 

日本建築学会大
会（関東）  

梗概 No. 21506 

(講演会は中止の
ため全てポスター
発表) 

2020 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  発表した場所  

（学会等名）  

発表時期  国 内 ・
外の別 

加速度センサを用いた 
トールゲートの点検手法に
関する研究 その 1： トール
ゲート健全性監視システム
（ポスター発表）  

伊藤佑治、  
水野真歩、 
大久保孝昭、 
西谷章、 
江尻憲泰、  
高尾秀幸 

日本建築学会大
会（関東） 
梗概 No. 21524 
(講演会は中止の
ため全てポスター
発表) 

2020 年 9 月 国内 

加速度センサを用いた 
トールゲートの点検手法に
関する研究 その 2：モニタ
リングデータの集計と分析
（ポスター発表） 

水野真歩、 
伊藤佑治、 
大久保孝昭、 
江尻憲泰、 
高尾秀幸、 
西谷章 

日本建築学会大
会（関東） 
梗概 No. 21525 

(講演会は中止の
ため全てポスター
発表) 

2020 年 9 月 国内  

ナノピラー構造を組み込ん
だ Er:O 共添加  Si ダイオ
ードの電気伝導特性および
エレクトロルミネッセンス計測
（ポスター発表、Online） 

古瀬遼、  
藤本  宇郁、  
魏啓楠、アブデ
ルガファ愛満、
矢野  真麻、  
千葉悠貴、Enrico 

Prati、Michele 

Celebrano、  

佐藤真一郎、  
品田高宏、  
谷井  孝至 

第 68 回応用物理
学会春季学術講
演会  

2021 年 3 月  
 

国内 

Electroluminescence of 

Er:O-doped nano pn 

diode in silicon-on-

insulator and its 

current-voltage 

characteristics at room 

temperature 

(ポスター発表、Online） 

 

T. Fujimoto,  

K. Gi,  

S. Bigoni, 

M. Celebrano, 

M. Finazzi,  

G. Ferrari,  

T. Shinada,  

E. Prati,  

T. Tanii  

2020 IEEE 

Silicon 

Nanoelectronics 

Workshop 

2020 年 6 月 国外 

Extracellular 

stimulation of a target 

neuron in micro-

patterned neuronal 

circuits using a pair of 
needle electrodes 

(ポスター発表、Online） 

K. Hattori,  

H. Kurakake,  

J. Imai,  

T. Hashimoto, 

M.  Ishida, 

K.  Sato,   

H. Takahashi,  

S. Oguma, 

H.  Yamamoto,  

A.Hirano-Iwata, 

T. Tanii 

PRiME2020 
 

2020 年 10 月 
 

国外 

SLAM を用いた建築物屋内
の測量  

(ポスター発表) 

張天、 
仁田佳宏、 
石田正美 
 

日本建築学会大
会（関東） 
梗概 No. 1060 

(講演会は中止の
ため全てポスター
発表) 
 

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 

・査読あり 

INITIAL DAMAGE 

OBSERVATIONS 

FROM AN E-

DEFENSE SHAKE-

TABLE TEST OF A 

BUILDING WITH 

POST-DISASTER 

FUNCTIONS 

Trevor Zhiqing 

YEOW, Koichi 

KUSUNOKI, 

Izumi 

NAKAMURA and 

Yo HIBINO 

Proceedings of 

the 2020 Japan 

Concrete 

Institute Annual 

Convention, 

Hiroshima, 

Japan, paper 

2124 

2020 年 7 月 国内 

E-DEFENSE SHAKE-

TABLE TEST OF A 

BUILDING 

DESIGNED FOR 

POST-DISASTER 

FUNCTIONALITY 

 

Trevor Zhiqing 

YEOW, Koichi 

KUSUNOKI, 

Izumi 

NAKAMURA, Yo 

HIBINO, Satoru 

FUKAI and Walid 

Ahmad SAFI 

 

 

 

Journal of 

Earthquake 

Engineering 

2021 年 2 月 国外 

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 

点群データの建築物メンテ
ナンスへの活用 

（口頭発表、Online） 

仁田佳宏、 

D.Y. Bogale、 

張天、 

久芳頼正  

ロボッテクス・メカト
ロ ニ ク ス 講 演 会
2020 

 

2020 年 6 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 国内・
外の別 

Full-scale cyclic test of 

a Japanese post and 

beam wood shearwall 

assembly 

Cem Yenidogan, 

Ryota Nishi, 

Takuya Nagae, 

Takahiro Inoue, 

Koichi Kajiwara 

BULLETIN OF 

EARTHQUAKE 

ENGINEERING 

2020 年 6 月 国外  

Full-Scale Shake Table 

Test Damage Data 

Collection Using 

Terrestrial Laser-

Scanning Techniques 

Aghababaei 

Mohammad, 

Okamoto 

Christian, 

Koliou Maria,  

Nagae Takuya,  

Pantelides Chris 

P., 

Ryan Keri L., 

Barbosa Andre R., 

Pei Shiling,  

van de Lindt 

John W., 

Dashti Shideh 

 

JOURNAL OF 

STRUCTURAL 

ENGINEERING 

2021 年 3 月 国外  



104 

 

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 国内・

外の別 

加速度記録により求め
た R/C 造建物の性能曲線
による被災度評価法に
関する研究 

楠 浩一 

日本建築学会構
造系論文集 , 第
85 巻 第 774 号, 
pp.1055-1065 

2020 年 8 月 国内 

置き基礎を用いた屋上
配管の耐震性に関する
実大実験（第 1 報）実験
計画 

田辺恵一, 
向井智久， 
木村剛，神原浩， 
林一 宏， 
水谷国男， 
込山治良， 
坪井淳一，楠浩一，
中村いずみ 

空気調和・衛生工
学会講演論文集 

2020 年 9 月 国内 

置き基礎を用いた屋上
配管の耐震性に関する
実大実験（第 2 報）実験
結果 

水谷国男, 
向井智久，木村剛，
神原浩，林一 宏，
田辺恵一， 
込山治良， 
渡邊秀和，楠浩一，
中村いずみ 

空気調和・衛生工
学会講演論文集 

2020 年 9 月 国内 

置き基礎を用いた屋上
配管の耐震性に関する
実大実験（第 3 報）解析
検討 

込山治良， 
向井智久，木村剛，
神原浩，林一 宏，
水谷国男, 
田辺恵一， 
渡邊秀和，楠浩一，
中村いずみ 

空気調和・衛生工
学会講演論文集 

2020 年 9 月 国内 

置き基礎を用いた屋上
配管の耐震性に関する
実大実験（第 4 報）知見
とまとめ 

  
木村剛，向井智久，
神原浩，田辺恵一,
林一宏，水谷国男，
込山治良， 
坪井淳一，楠浩一，
中村いずみ 
 

空気調和・衛生工
学会講演論文集 

2020 年 9 月 国内 

損傷抑制を目的とした
壁縦筋を定着しない袖
壁付柱：壁縦筋の定着の
有無と袖壁端部の拘束
筋量が袖壁付柱の耐震
限界性能に与える影響 

張政，真田靖士， 
尹ロク現，楠浩一， 
日比野陽， 
向井智久 

構造工学論文集， 
Vol.67B  

2021 年 3 月 国内 

Seismic evaluation of 

two-elevation ceiling 

system by shake table 

tests 

Qi, L., Kurata, 

M., Ikeda, Y., 

Kunitomo, K., 

Takaoka, M. 

Earthquake 

Engineering and 

Structural 

Dynamics 

2020 年 

11 月 

国外 

実物 3 階建て木造住宅の
地震損傷進展と固有振
動数変動に関する一考
察 

林和宏， 

佐藤栄児，  

河又洋介，  

山田有孝 

日本建築学会・構
造 工 学 論 文 集 , 

Vol. 67B 

2021 年 3 月 国内 
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・ 査読なし 

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 内 ・
外の別 

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 

DOI: 

10.1002/2475- 

8876.12155 

2020 年 4 月 

 

国外 

Position‐Controlled 

functionalization of 

vacancies in silicon by 

single‐ion implanted 

germanium atoms 

S. Achilli,  

N. H. Le,  

G. Fratesi,  

N. Manini,  

G. Onida,  

M. Turchetti, 

G. Ferrari,  

T. Shinada,  

T. Tanii,  

E. Prati 

Adv. Funct.  

Mater. . 

Paper  

No. 2011175 

2021 年 2 月 国外 

Contribution of AMPA 

and NMDA receptors 

in the spontaneous 

firing patterns of 

single neurons in 

autaptic culture  

K. Hattori, 

T. Hayakawa, 

A. Nakanishi,  

M. Ishida, 

H. Yamamoto, 

A.Hirano-Iwata, 

T. Tanii 

Biosystems 

Paper 

No. 104278. 

2020 年 

12 月 

国外 

Evaluating SLAM 2D 

and 3D mapping of 

indoor structures 

Y. Nitta, 

D.Y. Bogale, 

Y. Kuba, 

Z. Tian 

Proceedings of 

International  

Symposium on 

Automation and 

Robotics in 

Construction, 

IAARC 

DOI: 

https://doi.org/ 

10.22260/ISARC 

2020/0113 

2020 年 

11 月 

国外 

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 国内・
外の別 

The 2019 Full-Scale 

Shake Table Test 

Program of Wood 

Dwellings 

T. Nagae,  

S. Uwadan, 

C. Yenidogan,  

S. Yamada, 

H. Kashiwa, 

K. Hayashi, 

T. Takahashi,  

T. Inoue 

Proceedings of 

17th World 

Conference in 

Earthquake 

Engineering 

Proceedings

のみ 2020 年
9 月発刊 

(会議は 2021

年 9 月に延
期) 

国外 

https://doi.org/
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Damage mechanism of 
PVC drainage pipe 
connected to house 
with high seismic 
performance 

Y. Kawamata, 
T. Takahashi, 
T. Nagae 

Proceedings of 
17th World 
Conference in 
Earthquake 
Engineering 

Proceedings
のみ 2020 年
9 月発刊 
(会議は 2021
年 9 月に延
期) 

国外 
 

Cost-effective smart 
sensing technologies to 
monitor the residential 
building systems
  

K. Hayashi, 
A. Yamada, 
Y. Komiya, 
T. Nagae 

Proceedings of 
17th World 
Conference in 
Earthquake 
Engineering 

Proceedings
のみ 2020 年
9 月発刊 
(会議は 2021
年 9 月に延
期)  

国外 

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 国内・
外の別 

Full-scale testing of a 
two-story P&B shear 
wall assembly under 
dynamic loading test 
protocol 

C. Yenidogan, R. 
Nishi,  
S. Uwadan,  
T. Nagae,  
T. Takahashi, T. 
Inoue,  
K. Kajiwara 

Proceedings of 
17th World 
Conference in 
Earthquake 
Engineering 

Proceedings
のみ 2020 年
9 月発刊 
(会議は 2021
年 9 月に延
期)  

国外  

 

 

 

 

 

 

Preliminary dynamic 
response 
characterization tests-
III: South NCREE 
multi-directional shake 
table test for the 
seismic performance 
evaluation of the 
freestanding structures 

Y. L. Chung,  
C. Y. Ku,  
J. Chen, 
T. Nagae, 
K. Kajiwara 

Proceedings of 
17th World 
Conference in 
Earthquake 
Engineering 

Proceedings
のみ 2020 年
9 月発刊 
(会議は 2021
年 9 月に延
期)  

国外  

Stiffness, ultimate 
strength capacity and 
cyclic loading 
deterioration 
characteristics of two 
different wood-
structure dwellings 
following the current 
Japanese practice 

T. Takahashi, 
S. Uwadan, 
T. Nagae, 
C. Yenidogan, 
S. Yamada, 
H. Kashiwa, 
K. Hayashi, 
T. Inoue 

Proceedings of 
17th World 
Conference in 
Earthquake 
Engineering 

Proceedings
のみ 2020 年
9 月発刊 
(会議は 2021
年 9 月に延
期)  

国外  

Seismic performance 
evaluation of a base 
isolated P&B structure 
though full-scale shake 
table tests 

C. Yenidogan, 
T. Takahashi,  
T. Nagae,  
T. Inoue 

Proceedings of 
17th World 
Conference in 
Earthquake 
Engineering 

Proceedings
のみ 2020 年
9 月発刊 
(会議は 2021
年 9 月に延
期)  

国外  

Sliding-rocking 
combined actions at 
base foundation 
influencing global and 
local deformations of 
upper wood structure 

T. Nagae,  
S. Uwadan, 
K. Takaya, 
C. Yenidogan,  
S. Yamada, 
H. Kashiwa, 
K. Hayashi, 
T. Takahashi, 
T. Inoue 

Proceedings of 
17th World 
Conference in 
Earthquake 
Engineering 

Proceedings
のみ 2020 年
9 月発刊 
(会議は 2021
年 9 月に延
期) 

国外  
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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  国内・
外の別 

Rapid damage 
assessment procedure 
to collect, process and 
analyze data for 
monitoring of full-scale 
tests 

M. Koliou, 
M.Aghababaei, 
T. Nagae, 
C. Pantelides, 
K. L. Ryan, 
A. Barbosa,  
S. Pei, 
J. W. van de 
Lindt, 
S. Dashti 

Proceedings of 
17th World 
Conference in 
Earthquake 
Engineering 

Proceedings
のみ 2020 年
9 月発刊 
(会議は 2021
年 9 月に延
期) 

国外 

THE 2019 TOKYO 
METROPOLITAN 
RESILIENCE 
PROJECT E-DEFENSE 
TEST OF A 3-STORY 
DISASTER 
MANAGEMENT 
CENTER 

Trevor Zhiqing 
YEOW,  
Koichi 
KUSUNOKI, 
Izumi 
NAKAMURA, 
Yo HIBINO,  
Takaaki 
OHKUBO,  
Tsuyoshi 
SEIKE, 
Shotaro YAGI, 
Tomohisa 
MUKAI, 
Paolo CALVI, 
Mohammen 
MOUSTAFA and 
Satoru FUKAI  

Proceedings of 
the 17th World 
Conference on 
Earthquake 
Engineering, 
Sendai, Japan, 
paper 2i-0020 

Proceedings
のみ 2020 年
9 月発刊 
(会議は 2021
年 9 月に延
期) 

国外 

RESPONSE 
PREDICTION OF 
TYPICAL JAPANESE 
RC BUILDINGS 
CONSIDERING 
PARAMETRIC 
UNCERTAINTY 

Trevor Zhiqing  
YEOW,  
Koichi 
KUSUNOKI and 
Haoran PAN 

Proceedings of 
the 17th World 
Conference on 
Earthquake 
Engineering, 
Sendai, Japan, 
paper 2b-0059 

Proceedings
のみ 2020 年
9 月発刊 
(会議は 2021
年 9 月に延
期) 

国外 

Seismic Evaluation of 
Japanese Two-
Elevation Integrated 
Ceiling System 

Liangje Qi, 
Keichiro 
Kunitomo, 
Masahiro 
Kurata, 
Yoshiki Ikeda 

Proceedings of 
17th World 
Conference in 
Earthquake 
Engineering 
(WCEE) 

Proceedings 
のみ 2020 
年 9 月発刊 
(会議は  
2021 年 9 
月に延期) 

国外 

 
 

 

 

 

 

 

 

著書 著者 出版社 発表時期 国内・
外の別 

［入門］複素関数・フーリエ
変換・ラプラス変換 建築工
学への数学 

西谷 章 鹿島出版会 . 
 

2020 年 5 月 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）

から順次実施している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の準備、

実施が中心となる。 

課題（1）（2）(3)の実験は 2018、2019、2020 年度にすでに実施済みであり、課題（4）

の実験は 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 年度に実施したＥ－ディフェン

ス実験結果のさらなる検証として、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、免震構造性能の特定に向けてデータの分析を行った。また、

被害度判定の表示技術と地震時の火災リスク軽減手法に関する実験を実施した。 

 

課題（2）では、2019 年度に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。この実験結果を用いて、解析モデルの精度について検討するととも

に、建物の損傷検知システムを検証し、既往の損傷評価方法との関係を整理した。さらに、

入力地震動レベルと非構造部材の損傷の関係を整理し、災害拠点の継続利用性を判断する

上での基礎資料をまとめた。 

 

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本年度に実施した。間

仕切壁・天井等の内装を施し、高架水槽・天井配管等を敷設した４層耐震棟と３層免震棟

からなる試験体建物を製作し、医療関係者とも協議のうえ内部には、病院施設用の実物の高

機能設備・什器を設置した。数値解析による試験体の応答予測結果に基づいて、加振計画

を策定した。耐震棟の計測データを分析し、構造部材、非構造部材や高機能設備の被災度

評価を行った。医療機器の被害を分析し、事業継続性を評価した。免震棟では免震装置が

正常に動作し、建物内の医療機器や什器は無被害であり、免震構造とするメリットが確認

できた。 

 

  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「検証用実験ユニット」の設計および一部製作を実施

し、実験実施計画の策定を行った。室内被害評価モニタリング手法構築のため、 監視カメ

ラ等よる実験時の室内映像を用いた評価を目的として、人の目を通した定性的被害評価に

関する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を検討した。加え

て、地震波形を自動的に記録・共有する「スマホ地震計アプリ」を開発し、本年度の鉄骨

造Ｅ-ディフェンス実験、また室内空間の地震被害要素振動実験において、このアプリの性

能を検証した。 
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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行ってきた。本年度は、課題(3)と連携しながら、鉄骨造建物実験におけ

る無線センサ・層間変位センサ設置計画を策定し計測を実施した。本課題では、「地域別応答ス

ペクトル」の地震直後の簡易推定のための「最大値記録送信センサ」の試作を行っている

が、このセンサの、本年度Ｅ－ディフェンス実験を利用した性能検証も行った。また、前

年度までの実験データのさらなる検証も進めた。加えて、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精度向上に向けた取組

みを進め、上部構造を３次元立体フレーム、地盤を 3DFEM モデルとする連成系モデルを構

築し、このモデルの優位点を実計測データに基づいて検証した。 

 

サブプロジェクト(C) 研究統括 西谷章、梶原浩一 




