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1. はじめに 表 1 最大加速度 

 想定南海地震への対策は必要性の高い問題である。広

域での被害が予想される想定南海地震に対して具体的な

対策を立案するためには、1 棟 1 棟の建物に焦点を当てた

詳細な被害予測が望ましい。しかし、詳細な被害予測は

膨大な計算量を必要とするため、実務的には地域を分割

して複数の建物をまとめる集計的な被害予測が行われて

きた。もし、地域の全建物の 1 棟 1 棟に対してシミュレ

ーションに基づく詳細な被害予測ができれば、その結果

は具体的な避難計画の立案に役立つと考えられる。本研

究の目的は統合地震シミュレータ  (IES: Integrated 

Earthquake Simulator) [1][2] による地域規模の時刻歴応答解

析の結果を用いて、想定南海地震への具体的な避難計画

や、現状把握を行う一例を紹介し、地域規模の解析の導

入への問題点や可能性を示すことにある。 

NS 方向の地表面最大加速度 7.48(m/s2) 

EW 方向の地表面最大加速度 6.78(m/s2) 

4. 建物分布 

 本研究で想定した福良地区における 3,627 棟の建物分布

はゼンリン電子住宅地図デジタウン兵庫県南あわじ市を

基とする。これと国土地理院の基盤地図情報に基づく道

路と海岸線を ESRI ジャパン社の ArcGIS によって重ね合

わせた。作成したものを図 2 に示す。図 2 の範囲におい

て構造種別棟数を表 2 に示す。 

表 2 構造種別棟数（福良地区） 

構造種 棟数（棟） 

木造 3,062 

S 造 447 

RC 造 118 

 

2. 被害想定対象地域 

 淡路島は兵庫県内の中でも想定される震源に特に近く、

その海側に位置する南あわじ市福良地区は津波による被

害が予想される。この地域での想定南海地震（陸側ケー

ス）をシミュレーションすることで現状の把握及び今後

の具体的な対策・施策につながることを期待する。 

3. 使用した地震波 

 本研究では津波による被害も発生すること、巨大地震

と予想されること、将来確実に起こるとされていること

を考慮して、想定南海地震波（陸側ケース）を採用した。

対象となる福良地区での任意の建物における想定南海地

震（陸側ケース）の NS 方向の地表面加速度と EW 方向の

地表面加速度から作成した波形を図 1 に示す。 

図 2 建物分布（福良地区） 

5. 被害想定 

 被害想定を行うにあたり、2 章で述べた範囲において、

IES を用いて時刻歴応答解析を行った。解析結果の最大層

間変形角を 1/10,1/50(rad)の閾値を基に 3 種類に場合分

けした。最大層間変形角≤1/50 を緑、1/50＜最大層間変形

角≤1/10 を黄、1/10＜最大層間変形角を赤とした被害予測

結果を図 3 に示す。また、表 3 に被害想定の区分を示す。 

 

 

(a)NS 方向               (b)EW 方向 

図 1 加速度の時刻歴波形（養田南地区） 
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また、図 3 および予測震度分布を重ねたものを用いて

算出した全壊棟数を表 6 に示す。 

表 6 時刻歴応答解析手法による予測震度別倒壊数 

震度 倒壊の可能性がある（黄） 場合によっては倒壊(赤） 

6強 1,797棟 55棟 

6弱 885棟 1棟 

表 5,6 より時刻歴応答解析手法による被害予測の全壊数

の方が経験的手法による全壊数よりも少ないことがわか

る。これは、経験的手法による全壊率の設定を震度の中

央値とした為だと考えられる。今回、6 強と 6 弱の二種類

の震度によって全壊率の数値を定めたため、結果が正確

であるとは言えない。そのため、より細かい計測震度を

用いて倒壊数を算定することでより精度の高い被害予測

ができるのではないかと考える。 

図 3 被害想定 

表 3 被害想定の区分 

赤：1/10＜最大層間変形角 場合によっては倒壊 

黄：1/50＜最大層間変形角 ≤ 1/10 倒壊の可能性がある 

緑：最大層間変形角 ≤ 1/50 倒壊の可能性が低い 

7. おわりに  図 3 より、福良港北側に赤色が比較的集中しており、

黄色も多くみられることがわかる。福良港の北側には住

宅街が広がっており、構造として木造が多いために図 3

のような分布となったと考えられる。 

 本研究では現状の把握として建物の構造種別と時刻歴

応答解析手法による層間変形角を用いた被害想定の可視

化を行い、さらに経験的手法を用いた被害予測と比較し

た。これにより被害に関して想定される被害がどのよう

に分布しているかを可視化することができた。それらを

基に防災について考えることでより現実を見据えた対策

が可能となる。一方で、施策へとつなげるためには、情

報を公開することによる経済に与える影響やプライバシ

ーの問題などを考慮する必要がある。今後は建造物と被

害想定のつながりを相互に考慮するようなことができれ

ばより精度の高い可視化が可能になる。階高や築年数と

いった個々の情報が付加されるとより詳細な防災計画の

指針になり得ると考えられる。 

6. 時刻歴応答解析手法と経験的手法との比較 

 経験的手法と時刻歴応答解析手法を用いた被害予測の

比較を行った。経験的手法による被害予測は南海トラフ

の巨大地震モデル検討会による地表震度分布図[5]を用いた。

福良地区の予測震度は 6 強と 6 弱であり、フラジリティ

カーブの全壊率は木造・非木造建築物の全壊率テーブル[6]

を用いて表 4 のように設定した。経験的手法による予測

震度を図 5 に示す。図 5,表 4 より震度・構造別の全倒壊

数を表 5 に示す。 

表 4 震度別木造・非木造の全壊率設定値 

  構造種別全壊率（％） 
謝辞 

震度 木造 非木造 

本研究の成果の一部は、令和 2 年度文部科学省「地

震・火山観測データを活用した減災・復興モデルの構築

とリスクコミュニケーションに資する事例収集（課題番

号：HYG01、研究代表者：阪本真由美（兵庫県立大学大

学院減災復興政策研究科・准教授））」により遂行した。

ここに記し謝意を表す。 

6強 80% 15% 

6弱 10% 5% 

表 5 震度・構造別 全壊数 

  構造種別棟数（棟） 

震度 木造 非木造 

6強 1,698棟 58棟 

6弱 169棟 14棟 
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図 4 経験的手法による予測震度 
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