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都市における地震時建物応答シミュレーションに基づく天井被害予測
―神戸市中央区における鋼構造建築物を対象として―
正会員 ○増田幸枝*1 同 大谷英之*2 同 永野康行*3
2.構造―2.振動―k.被害予測・地震防災
在来吊り天井, 被害予測, 鋼構造建物, 南海トラフ地震, 統合地震シミュレーション
1.はじめに

変化や地震波と地盤の性質の相互関係を明確に反映

現在日本では柱や梁、耐力壁といった構造部材に関す する仮想都市モデルを作成し、想定する地震シナリ
る研究及びその技術は発展している。しかし、天井や扉 オに地震動と建物の時刻歴地震応答解析を建物 1 棟
などの非構造部材の地震被害にはあまり注目されてこな 1 棟行うことができる。スーパーコンピューターで計
かった。平成 23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震では大 算する必要があり解析に時間を要するが、フラジリ
空間施設での天井落下被害から平成26 年4 月に特定天井 ティカーブなど経験則に基づいた手法よりも詳細な
に対する天井落下防止対策が義務化されたが、大空間施 シミュレーションが可能となる[6]。
設以外の建物は義務化対象外であり、多くの建物がそう
3.都市モデルの設定と解析

である。
天井に関する既往研究では震動台実験やシミュレーシ

都市全体の時刻歴地震応答解析を実行するために、

ョン技術による天井脱落のメカニズムを解明する研究は 対象都市を神戸市中央区と設定する。そして前節で
存在するが、都市レベルの天井被害を予測する研究は今 示した建物モデルや地盤モデルから、神戸市中央区
までにされていない。これまで、都市全体の建物被害予 を想定した都市モデルを作成し、時刻歴地震応答解
測では経験則的手法が用いられていたが、地盤や地震波 析を実行する。
が考慮されない被害予測である。

都市モデルの作成に関して、神戸市中央区の建物

本研究では、建物を質点系モデルに置換し時刻歴地震 数は株式会社ゼンリンの提供する住宅地図データベ
応答解析による地震時シミュレーションを行い、その応 ース「Zmap-TOWN2」を参照した。このデータベー
答解析結果と仮定した閾値との大小関係から天井被害予 スに含まれる建物データ数は 7065 棟であり、都市モ
測を行う。経験則では表現できない天井被害予測分布を デル内の建物数もそれに合わす。都市モデル内建物
例示することが本研究の目的である。

モデル 7065 棟のうち、構造種別が鋼構造と記されて
いる建物は 1892 棟である。本研究では構造種別が鋼

2.IES による地震応答解析

構造と記されている建物 1892 棟のみに着目する。

将来発生すると想定されている南海トラフ地震を
想定した都市全体の時刻歴地震応答解析を実施する。4.地震応答解析に用いる大規模地震波
本研究では都市全体の時刻歴地震応答解析に用い
都市全体の時刻歴地震応答解析では、理化学研究所
計算科学研究機構(AICS)総合防災・減災研究ユニッ る地震波を想定南海トラフ地震波とした。南海トラ
トとの共同研究として提供されている統合地震シミ フ地震は将来必ず発生すると言われている大地震で
ュレーション(IES:Integrated Earthquake

あり、想定される地震規模は過去最大級で広範囲に

Simulator)を使用した。IES は建物 1 棟 1 棟の地震 渡り被害が発生すると言われている。南海トラフ地
応答解析を行う精度の高い計算ベースの手法をとる 震の予測震度分布は中央防災会議による東海地震、
ため経験則的手法では表現できない被害予測が可能

東南海・南海地震の検討結果を参考に設定している。

となる。

それを基本ケースとした場合、陸側ケースの震度分

IES では都市デジタルデータに基づき都市構造物の 布は基本ケースの強振動生成域を、可能性がある範
Creation of Building Damage Warning Map Based on Building Damage Prediction for City
-As a Study of the Steel Structure Buildings in Chuo-ku, KobeMASUDA Yukie, O-TANI Hideyuki and NAGANO Yasuyuki
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囲で最も陸域側の場所に設定したものである[8]。陸側
ケースの場合、神戸市内の最大震度は 6 弱である。
本研究では数ある想定南海トラフ地震波の中で、神
戸市内で最も震度の大きいと推測され一番影響を与
えると想定される陸側ケースを取り上げて地震応答
解析を行う。
入力する南海トラフ地震の地震動は IES を用いて
(b)速度応答スペクトル(h=2%)

工学的基盤である基盤面から表層地盤、地表面まで
の増幅を計算して各地点の地震動を作成している。
本研究で対象とする神戸市中央区での入力地震動
を図 1 に示す。図 1(a)は NS 方向の加速度波形、図
1(b)は EW 方向の加速度波形を表す。また加速度応
答スペクトルを図 2(a)に、速度応答スペクトルを図
2(b)に、変位応答スペクトルを図 2(c)に示す。減衰定
数は 2%としている。

(c)変位応答スペクトル(h=2%)
図 2 応答スペクトル
5.天井被害判定閾値の設定
天井被害予測ではクリアランスを有さない在来吊
り天井を対象とする。そのため天井被害判定では変
形を考慮せず、各階床応答の最大応答加速度に着目
(a)NS 波

し、閾値の設定を行う。

(b)EW 波
図 1 入力地震動加速度波形

図 3 概略図
シミュレーション結果から天井被害判定する閾値
では、天井脱落対策に係る基準で設定された設計用
地震力を参照する。平成 26 年 4 月 1 日より施行され
ている天井脱落対策に係る仕様ルートでは、水平方
向の設計用地震力 2.2G に耐える天井の設計が義務
付けられている[5]。
天井被害判定では設計用地震力である 2.2G を閾

(a)加速度応答スペクトル(h=2%)

値として設定し、2.2G を超えた場合、または 2.2G
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に安全率 1.5 を乗じた地震力 3.3G を上回った場合に

図 4 から建物の 3 階部分で閾値を超えていること

天井被害が発生すると仮定して天井被害判定を行う。が確認できた。
表 1 天井被害判定閾値
3 階建ての建物の固有周期を求める。1 階 3m と設

閾値

被害判定

定して 3 階建て建物の高さ H=9[m]と仮定した場合、

2.2G 未満

被害なし

設計用一次固有周期 T[s]は下記の通り算出できる。

2.2G 以上 3.3G 未満

被害可能性高

T = 9 × (0.02 + 0.01) = 0.27[s]

3.3G 以上

被害あり

想定南海トラフ地震における加速度応答スペクト
ル(図 2(a))を見ると周期 0.2~0.3[s]の成分が卓越して
いるため、3 階建て鋼構造建物の固有周期と想定南海

6.解析結果と被害判定
鋼構造と記されている建物モデル各階の最大応答

トラフ地震の周期成分が一致し、共振現象が起こっ

加速度に着目する。1892 棟中、2.2G 以上を超えた建 た可能性が高いことが確認できる。この結果から、
物は 16 棟であり、天井被害可能性高と判定できた。 建物の天井被害の有無は加速度応答スペクトルの周
これら 16 棟は全て 3 階建て建物であった。
また 3.3G 期成分に影響されることが分かった。
以上を超えた建物は 1 棟もなかった。表 2 に天井被
害判定棟数、図 4 に 3 階建ての建物の最大加速度応 7.天井被害建物の分布
天井被害閾値を超えた層を含む建物の分布を図 5
答散布図を示す。
に示す。
表 2 天井被害判定棟数

閾値

被害判定

棟数(棟)

2.2G 未満

被害なし

1876

被害可能性高

16

被害あり

0

2.2G 以上
3.3G 未満
3.3G 以上

2.4
2.2
2

1.8
最大加速度(G)

1.6
1.4

1階

1.2

2階

1

3階

0.8
0.6
0.4

図 5 天井被害判定建物分布図

0.2
0
0

5000
ID No.

10000

図 4 3 階建て建物の最大加速度応答散布図

図 5 から 2.2G の閾値を超え天井被害可能性高と判
定された建物モデルはランダムに分布するのではな
く西側の地域にその建物モデルが集中していること
が確認できた。
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図 6 に神戸市中央区の計測震度と天井被害判定建 棟でその全てが 3 階建ての建物という結果となった。
物モデルの分布を示す。計測震度は南北 200m、東西 地震波の応答スペクトルを見ると 3 階建ての建物で
250m 間隔で計測された値をプロットしている。

共振現象が起こる可能性が高いことが確認できた。

計測震度は沿岸部に近いほど高くなる傾向にある このように IES を用いた地震応答解析によって経験
が、天井被害判定を受けた建物モデルは計測震度の 則では予測できない被害予測が可能となった。
低い地区に分布していることが確認できる。神戸市

作成した都市モデルは階高や単位重量が平均的な

中央区内で最も計測震度が高い地区はポートアイラ 情報を用いており、実際の都市の建物の固有の情報
ンドであることが確認できるが、そこに位置する建 のばらつきを考慮していない標準的なモデルである。
物には天井被害判定閾値を超えた建物はなかった。

建物固有の情報をも考慮した都市モデルの作成は今

このことから計測震度が必ずしも天井被害判定に 後の課題としたい。
影響を与えるわけでないことが分かった。
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図 6 計測震度と天井被害判定建物分布図
8.おわりに
本研究では都市全体の時刻歴地震応答解析を実施
し、その結果から天井被害予測を行った。
都市全体の建物の時刻歴地震応答解析では、統合
地震シミュレータ(IES)を用いて神戸市中央区に存
在する鋼構造建物を対象に南海トラフ地震を想定し
た地震応答解析を実行した。建物各階の最大応答加
速度に着目すると、天井被害閾値を超えた建物は 16
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