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論文の内容の要旨

論文題目. 兵庫県南部地震の実被害データに基づく建物被害評価に関する研究

氏名 村尾修

本論文では.兵庫県南部地震により被害を受けた建物データを用いて，建物被害評価に関する研究

を行い，かつ防災環境都市デザイン手法 MUSE (The Method of Urban Safety Analysis and Environmental 

Design)を提案し.本研究成果を用いた防災的観点からの将来的な都市ピジョンを示した

各自治体で所有している建物データを用いて， 地域の建物倒綾危険度を評価し町建物被害推定等を

行うことは，都市の防災対策をする上で極めて重要である.本研究ではそれらに必要な建物被害関数

および建物倒壊危険度評価法を構築するために図ー1に示すような過程で検討を行った.

まず.本研究で主として用いた神戸市の建物被害データの位鐙付けを明確にするため. 兵庫県南部

地緩におけるいくつかの建物被害訓査を比較検討し.問題点を浮き彫りにし 3 今後大地震が発生した

時にそれらの問題点が解消されるような調査票を提案した また調査法が具なる)~合の建物被害評価

変換法を鑓案したそして神戸市の建物被害データを用いて兵庫県南部地震による建物被害を分析し，

飽物精進や建築年代によって異なる建物被害の傾向を明らかにした 次に.地震動観測記録が限られ

ていたために不充分であった兵庫県南部地震における地震動分布を，上記建物被害データと微地形分

滋を用いて詳wlに披定し，構造 ・建築年代5JIJの建物被害関数を構築した さらにこの被筈関数を基に

して信頼性解析を用いた建物倒漉危険度評価法を促案した 段後に本研究の成巣である建物被害関数

や建物倒壊危険度評価法等を都市デザインに適用するために防災環境都市デザイン手法 MUSE(百e

Method of Urban Safety Analysis and Environmental Design)を提案した

以下に本研究の成果を要約して示す
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図ー1 本論文の研究フロー

第 1章では，兵庫県南部地震の概要を含む本研究の背景を述べ，本研究の目的と位置付けを示した

次に，建物被害訓査法.鐙物被害分析，兵庫県南部地鍍における地震動分布推定.建物被筈関数.盛

物被害想定および危険度評価.そして都市デザインと防災都市計画など本研究に関連した各項目に関

する既往の研究について概観した 最後に本研究の精成と内容を説明した

第 2章では，自治体という公的な立渇からの建物被害評価法を提案するために，兵庫県衛官官地媛後

に実施された建物被害調査の内容を整理 ・分析した 各自治体で行われた翻査は闘の統一基準に基づ

いてはいるが，大災害を想定した翻査法が確立されていなかったため，自治体ごとに調査内容が異な

り，同じ判定結果であっても「全段Jや「半壊」等の用語の定義が異なることが分かった.また自治

体による翻査は学会等による調査とは異なり，建物内部も考慮したものであり.判定結果に大きな影

響を与えていた さらに自治体による調査は雄物を資産価値として3平価するという艦旨で行われるた

め，建築コストとの比較も行った.以上の結果をふまえ.資産悩伎を評価する自治体という公的な立

場からの建物被害調査累を鑓案した

第 3章では.兵庫県南部地震で被害を受けた芦屋市の約 12，000練の建物を対象として，自治体と緩

災復興都市づくり特別委員会(以下，震特委員会)による建物被害調査の判定結果を比較した.その

結:U<.全体としては芦屋市の全波判定は震特委員会調査の中破以上，芦屋市の全半島在判定は銀特委員

会の軽微なHI傷以上にほぼ等しいことがわかった.また判定結呆と推定地震動との関係を調べた結果.

地震動の大きさが Z訓査による彼審判定結果の違いに影響を与えていることがわかった.以上の分折

により，自治体による資産的評価を霊視した建物被害関査の判定結果を.震特委員会の調査に基づく

彼書判定へと変換する評価法を提案した.
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第4章では灘区における建物被害のマクロ分析を行った.その結果，精進別の全半壊率はレンガ造

が母も高く，続いて木造，鉄骨鉄筋コンクリート造，鉄骨造.軽量鉄骨造，コンクリートプロック造，

鉄筋コンクリート造の順であった.各精進ごとの建築年代および建築年期jの被害率は，どの構造にお

いても，一部の例外を除いて建築年代が新しいほど小さくなる傾向が見られた また耐震基準の改正

による影響も見られた.建物の階数別の被害分析では，鉄骨造，鉄筋コンクリート造とも高層になる

ほど被害率が高かった.木造建物の屋根別の被害は，どの建築年代においても重量の大きい瓦葺きが

最も大きく.軽いスレート王まきが最も小さかった. GISを用いた灘区の建物被害分析を行った結果，

どの構造においても，全島E率の高い地域はいわゆる「震災の帯J上に広がっているという傾向が確認

された また全段率の高い地域で死者発生率も高いという傾向が見られた 木造建物の被害率と微地

形(土地条件)との関係を調べた結果，台地・段丘上では上位薗，低{立面，浅い谷の臓に，また沖積

低地においては扇状地，緩扇状地，海洋平野・三角州の順に.木造建物の全半壊率(とくに全婆率)

が大きかったω このことから表層の地盤条件の遣いが建物の全半接率に大きく影響していることが窺

われた。

第5章では，兵庫県南部地震後に震特委員会等が調査を行い.建設省建築研究所がまとめた建物被

害データを用いて後定した地鍵動分布と，神戸市により実施された翻査に基づく建物被害データを用

いて，構造 ・建築年代を考慮した建物被害関数を求めた この被害関数を用いて，灘区における地震

動分布を再推定した.木造建物の建築年代ごとの被害関数から推定された地震動を比較検討すること

により.建築年代ごとの棟数分布が地域によって異なることの影響を取り除くことができ守町丁目ご

との微t由形も考慮した精度の高い地震動を捻定することができた

第6章では，神戸市によって実施された兵庫県南部地震による灘区の建物被害データと， 第5章で

J世定した詳細な地震動分布を用いて.構造別および建築年代目IJの建物被害関数を構築した

総築された織造別の建物被害関数では，木造の被害は小さい地震動から発生し始め守かつどの最大

速度値においても他の精造に比べて被害率が高くなるのに対し， RC造は高い地震動になっても被害率

が低かった.また建築年代別では，木造以外の全てにおいて古い建物ほど小さい地緩動で被告・率が上

がり始め.それぞれの地震動においても新しい建物より高い被害率を示した.これらと問織の傾向は，

第4章の建物被害分析の給呆からも見られた木造に関しては可基本的にそれぞれの PGVにおいて古

いものほど高<，新しいものほど低い被害率となっていたが.古い 3曲線は 120cn協を超えたあたり

からほとんど重なってしまっていた また，本章の中で詳細な地震動分布を用いて構築された建物被

筈関数と， 第4章で構築した建物被害関数とを町丁目ごとの実被害を用いて比較した その結果，本

主主により，建物被害関数の精度が向上したことが確認された，

第7章では，東京都の建物倒壊危険度の手法を神戸市灘区に適用して.兵庫県南部地践による建物

被害との比較を行った その結果，建物棟数密度が大きく建物倒樋危険率に彪響していることがわか

った.次に.地域の被災ポテンシャルを表す指標は，その地主主での地盤条件を含めた建物館Jmの危険

率であると考え. 建物fIlJmの危険度を地震発生時の全m~容に対応する指僚として.信頼性解析に基づ

く評価式を繊築した ここで提案した新建物倒峻危険度は.ある地域の建物存在比率と建物および地

盤から決定されるマトリクスタイプの危険性ウエイトから求められるもので，灘区の実被害と比較し

た給呆，強い相関が確認された.この評価式を用いて各地減の地威特性を含んだ新建物倒鹿危険度を

算定することができる最後にここで提案した野価式を舟いて東京都の新建物倒壊危険度を評，価したー

その結果.東京都の方法では支配的姿因であった建物機数密度の影響を取り除き，建物強度や地盤の
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影響をJ苦慮した新!:l!物館'Jltlf，ι険度を評価することができたー

第B章では.Lynch‘Kev川の「都市のイメージjという考え万を参考にして，都市を生i底的に見たて

て.21世紀に向けた防災的・環境的な観点からの罰Idi解析およびデザイン手法(図ー2)を従請さした

この手法を防災~境都市デザイン手法 MUSE (The Mcthod of Urban Safely Analys時間dEnvironmental 

Design)と名づけた.MUSEとは，ある都市をひとつの閉じた有機的な系に見立て.8 fiItの物的要J軽に

分類し，都市の織相を可主同化することにより，それぞれの要素あるいは妥議開相克の関係性から都市

を解析し.設計およびシミュレー 卜するための手法である この 8 fí~の要素は r I 主体J.r日 形

態IJl[，kiJ.r阻 クェプJ. rN 自然」の4障に大きく分鎖され ru形態要素Jはさらに5つの要素

(パス，エッジ，セノレ，グォイド，コア)に分額される またひとつの地域を仮;l!.!的に閉ざすために

準安泰として 「仮先日壁Jを惣定している.この手法を用いた将来的なビジョンを摘し、た.

第9章では，本研究の全体内容を統指し，本研究で得られた成呆を要約した.

図-2 羽Im~r/ijをいくつかの物的要素に分額し，本研究の成来である雄物卸l綴危険度等を用いた

MUSE (The Melhod of Urban Safcly Analysis and Environmemal Design)の全体イメ」ジ
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第 11宮 序音曲

1. 1 研究の目的と位置付け

本節では.本研究の目的と位置付けを明確にするために.まず防災都市計画という側面から見

た兵廊県南部地震の奴要とその意義について述べる.その後，いくつかの間題点の解決のために

本研究で行った建物被害評価に関する分析 ・J是案について解説する

なお本研究は，これまでに研究し，その成来として投稿してきた建物被害評価に関する一連の

研究論文を修正 ・加筆し.さらに数章を加えたものである.

1.1. 1 兵庫県南部地震の概要と研究の目的

1995年 i月 17日午前 5時 46分，淡路島北部，深さ 14kmを震源、とするマグニチュード 7.2の

兵廊県南部地震が発生した.この直下型地震は，神戸市を中心とした阪神地域に過去に例を見な

いほどの都市型大災害をもたらした 神戸市海洋気象台では民大加速度 818gal(南北成分)を観

測し，震源から遠く離れた東京や鹿児島でも震度 1と発表された 国土庁 (199S) によれば，こ

の「阪神・淡路大震災Jによる被害は， 死者 6，430名，負傷者 43，773名，品大避難民 32万人，

全段住家 10万5千棟，半場i家屋 14万4千棟，焼損家屋 7，500練，鉄道の不通 13社，高速道路等

の通行止め 27路線 36区間，水道断水 123万戸，停電 260万戸.都市ガスの供給停止 86万戸，加

入電話の障害 48万3千件， !.是防・護岸被害 32箇所，農林水産業関係の被害総額 900億円程度で

ある.我々が長い年月をかけて擁立してきた都市という高度に発達した社会システムは，この地

震により一瞬のうちに崩駿し，そのシステムの裏に潜む様々な問題が浮き彫りになった.我々|防

災研究に撚わる者は，あまりにも多くのものを奪い去ったこの地震を謙虚に受け止め，多くのも

のをそこから学び，この経験を未来の社会のために昇惑させていく必婆がある.

兵庫県南部地笈では上記のように膨大な数の建物が被害を受け，地震直後にはそれぞれ異なる

目的でいくつかの建物被害調査が行われた これらの建物被害調査結果の中には，地震による建

物被害特性の分析.観測記録が少なかったことにより不充分であった地震動分布の推定.建物被

密閉数の構築など，今後の都市防災研究に欠かせない大変質重なデータが数多く含まれている.

過去の地震による被害データを用いた研究は，これまでにも行われて来たが，そのデータ数は比

較的少なかった そういう怠味で兵隊県南部地震による膨大な被客データを研究に生かすことは

大変意義のあることであり，これまでに明らかにされなかった多くの新しい知見を得る可能性が

ある.

本研究では，兵庫県南部地震による建物被害データ(とくに神戸市による翻査データ)を用い

て.ill物被害調査法を比較 ・整理することにより兵庫県南部地震時に浮き彫りになった問題点を

解消するための縫祭を行い，地滋動を推定することにより詳細な建物被害関数を構築し，そして

それらに基づく建物倒緩危険度す円前法を縫案することを目的としている.さらに，ここで得た研

究成果を都市の分析手法に生かすための防災都市デザインのビジョンを提案している
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1. 1. 2 建物被害評価に関する研究の意義 と位置付け

(1)兵庫県南部地震における建物被害調査;去の比較 (第2章，第 31重)

兵庫県南部地震直後にいくつかの組織により，建物被害調査が実施された.そこで得た貴重な

被筈データを用いて新たな知見を得ることが本研究の主目的であるが，各調査の方法や被害レベ

ルの判定基準は主体組織や調査の目的によって異なっていた.また兵庫県南部地震はその時代

性 ・規模においてこれまでに大都市で体験したことのないものであったため，これまでには問題

にされなかったような建物被害認査に関するいくつかの間題が浮き彫りになった.建物被害デー

タは本研究の基盤となるものであり，研究を進める上で，これらの建物被害調査を比較・整理し

ておく必要がある.さらにその中で得た成果を.今後建物被害調査をする上で役立つような新た

な知見として提案している.以上のことを第2章 「兵庫県南部地震における建物被害調査の比較

検討J，第 3章 「調査法が異なる場合の建物被害評価変換法」で行う.

(2)灘区の建物被害データ(第4章)

第4章から第 7f1_では，符1戸市から提供された建物被審データを用いて灘区を対象とした各研

究を行う そのためにまず第4章 「灘区における盛物被害のマクロ分析」で，対象となる灘区と

建物被筈データの概要を説明し，マクロな建物被害分析を行う.

(3)灘区における地震動分布推定と建物被害関数の権築(第 5章一第6章)

地震による楠造物被害を評価するためには，被災地域での地震動強さの面的分布を推定するこ

とが重要である しかし兵庫県南部地震時に観測された強震記録は限られており.これのみから

地域の地震動分布を求めるには，不充分である 地震動分布は，アンケート調査や墓石の転倒率

あるいは地盤モデルの FEM解析等により推定することが可能だが.本研究では.膨大な建物被害

データを用いて灘区の詳細な地震動分布推定を行っている そのために，震災復興都市づくり特

別委員会(日本都市計商学会関西支部.日本建築学会近畿支部都市計画部会)および兵庫県都市

住宅自11計図書Eが行った建築物被災度調査結果を数値化した建設省建築研究所 (1996)のデータと

神戸市から提供された灘区のデータを使い分けている.これを第5章 「兵庫県南部地震における

灘区の地震動分布の推定」で行う.

次に， 第 5';主で錐定された地震動分布と灘区の建物被害データから建物被寄関数を行う ここ

では兵庫県南部地震で過去に例を見ない規棋で破媛された約 3万棟の建物被害データを用いてい

るため，精進別 ・建築年代別の精度の高い建物被害関数の構築が可能である これを第6章 f構

造別・ 建築年代別を考慮した建物被害関数」で行う

(4)建物伺111裏危険度評価法 (第7章)

兵庫県南部地震を契機に，国，地方自治体.個人とあらゆるレベルで地震防災への意識が高ま

り，大規般かつ多岐にわたった被容を考l越して，被害想定を見直し，あるいは新たに検討する気

還が高まっている.}員害保険料率算定会 (1998a)の報告によれば，各自治体で行われている地震

被害想定には様々な手法が存在する本研究では，東京都 (1998)および東京都都市計図局(1998a，

1998b)が実施した『東京都地域危険度測定調査J(第 4回)に基づき，建物倒峻危険度を分析対
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象とする.これは. rある地震の発生を仮定した上で地震動を推定し.経験的な被害関数などから

地震発生時の被害を予測するJ被害怨定とは異なり .r被災ポテンシャルを地域間で比較し，格対

的1:危険な地域を抽出するJことを目的としている.この東京都の方法を灘区に適用し.実被害

と比較することにより，モデルとしての簡易性を保ちつつ.確察論的な概念も取り入れ，より一

般的な建物倒媛危険度評価法を提案するーこれは本研究で扱っている建物被害データを用いるこ

とにより初めて可能となる.以上のことを第7章 「実被害データに基づく建物倒綴危険度骨判箇法

の提案」で行う

(5)防災環筑都市デザインのビジョン (第B章)

地震国であり，かつ高密度の日本の都市では防災似]な観点から都市を設計する必要がある.地

震図であるが故に接被された日本の数々の教訓を都市設計に生かし， 21世紀さらにはその先の未

来における都市像を提案することが日本のアイデンティテイを倍い， 地球上の他の都市に役立つ

ものと怒われる ω しかしながらいくつかの事例を除き.防災的な研究成果が具体的な都市ビジョ

ンとして焔かれたことはあまり多くなかった. ここでは主に第6掌，第7章の成果を用いて，防

災がJ.環度的な綬点から都市の解析およびデサ・ィン手法を提案する.これを第8章 「防災猿境都

市デザインのビジョン」で行う
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1.2 既往の研究の概要

本節では.建物被害評価に関する既往の研究成果を概括する

1. 2. 1 建物被害調査法に関する研究 (第 2章，第 3章)

t員宅害保険料率算定会 (1998b)の報告によれば.震災後の建物被災度評価は.逃灘所の確保.二

次災害の防止，災害救助法の適用.各種補助金申請用等のm災証明の発行，固定資産税減免誠査，

保険金支払いのための権災程度の評価などを目的として行われている その評価方法は.昭和 43

年6月 14日以降， 3華祭・厚生・建設 ・消防関係では「災害の被害認定基準の統一についてJ内閣

総理大臣官房審査室長通知により統ーが図られているが.その他の分野では，それぞれ微妙に異

なる方法が探られている ここでは本研究で用いた自治体による調査法について述べる.

兵庫県南部地震のように高度にシステム化された大都市を広範聞にわたって襲った都市直下地

震は.これまでに経験したことがなかったため，調査の仕方や被災程度の判定基準を巡っていく

つかの間題が初めて浮き彫りになった 自治省固定資産税課 (1997)によれば.以前から自治体

による建物被害判定基準は「天災，火災等の理由による固定資産税減免のための家屋に対する評

価基準」として定められていたが，大災害を想定したものではなかったため‘全境・半地の判定

は自治体の判断lご委ねられた(自治省固定資産税課および神戸市に対する ヒアリングより) 問題

点の多くはこのように統ーされた評価法がなかったことが原因と思われる.これらの問題を解消

するためには，自治体の職員および住民が個々の調査の目的を十分に認識するとともに，地震直

後の混乱の中で適切かつ客観的に被害判定ができるよう，全国で統一された評価法が必襲である

そのためには兵庫県南部地震後に広域で実施された建物調査方法および判定基準等を比較し，整

理しておく ことが重要である 林 ・宮腰 ・田村 (1997a)は兵庫県南部地震後の日本鐙築学会近畿

支部が主体となった被害調査(鈴木 ・藤原. 1995).建設省建築研究所 (1996)がとりまとめた建

物敏筈調査結果の被災度定義について比較しているが，各自治体論査の詳細についてはこれまで

報告されていない.

1. 2. 2 兵庫県南部地震における建物被害分析(第4章)

兵庫県南部地震はこれまでに経験したことのないほど多くの建物被害をもたらしたため，その

被審データを分析することにより.これまで主には得られなかった多くの知見を得る ことが可能で

ある (1)で述べたように.兵隊県南部地震発生後に，その目的 ・組織に応じていくつかの建物

被害調査が実施されたため，いくつかの異なった被害データが存在している.その結果.各研究

グループにより様々な建物被害分析の報告がされている.

自治体によって行われた建物被答調査に基づくデータを用いたものとしては，杉浦・山崎(1996)

による宝塚市.後緩 ・山崎 ・佐波 (1996)による芦屋市，村尾 ・山崎 (1997.)による北淡町，後

藤 ・¥.li附 ・若f'Li.浅野 (1997)による尼崎市，杉浦 ・山崎 (1997) による伊丹市， 山口 ・山崎 ・
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若松 (1997)あるいは宕弁イ色目 ・碓井 (1997)による西宮市.Miyakoshi， Hayashi， Tamura， and Fukuwa 

(1997) による神戸市，そして小川・山崎 (1998) による明石市等がある.いずれも精進別・建

築年代日IJを基本として建物被筈の分析をしており.データに応じて階数別・屋彼自IJ等も行ってい

る.

自治体による調査以外のデータとしては，震災復興都市づくり特別委員会(日本都市計画学会

関西支部，日本建築学会近畿支部都市計画部会)および兵庫県都市住宅部計画課が行った建築物

被災度調査結果のデータが挙げられる ω それを数値化した建設省建築研究所 (1996) は情造別 ・

建築年代別 ・階数別 ・用途5]IJ等詳細な分析を行っている 緑)11・長谷川 ・向井 ・西山 ・福田・山

内 (1997)は神戸市内の特定地域の調査データを用いて鉄骨造の被害レベルと建築年代との関係

や年代とl倍数日IJの分析を行っている.村上 ・白原 ・藤国 ・三湾(1996) は，神戸市東灘区の木造

住宅の密集した震度 7の地威内における詳細調査に基づくデータを用いて.建築年代，建物規棋

などと被害の関係を明らかにしている

1. 2. 3 兵庫県南部地震における地震動分布推定(第 5章)

兵庫県南部地震時の鰻測記録の数は充分とは言えないため， {也の情報を用いて地震回jを推定す

る必要がある 兵庫県南部地震の被災地域における地震動分布推定および建物被害関数に関する

研究としては，これまでに，翠川 ・藤本 (1996)が地形条件と被災地減での墓石転倒率の分布か

ら神戸市およひPその周辺での最大速度分布を推定し.藤本 ・翠川 (1996) は各種被害データを重

合して阪神 ・淡路地戚での震度 6の分布を推定している.また，林 ・宮腹 ・田村・渡辺 (1996)• 

林 ・宮腰・田村 ・川瀬 (1997)は一連の研究の中で，地盤モデルの FEM解析による再現地震動と

建設省建築研究所 (1996) によってまとめられた建物被害調査データを用いて.最大地i!lJJ速度と

低周惣立住宅敏筈との被害関数(林 ・宮綬・田村.1997) を備築し，同調査の建物被害率から被

害地域全峻での愚大地動速度分布を推定している その他に太田 ・小山・ 中川 (1998) は，被災

地域におけるアンケート調査結果を用いて，計訊IJ震度分布を推定している.

山口 ・山崎 (1999)は，強震絞首UI記録とその周辺地域における建設省建築研究所(1996)の低

層独立住宅被害データを用いて，低層独立住宅の被寄関数を求め.その関数を同データのもとと

なった調査地域に適用し.阪神地域の地震動分布を推定している.この手法は，林 ・宮腰 ・田村・

渡辺 (1996).林 ・宮腹 ・凹村・ 川瀬 (1997)による研究と似ているが，大阪府内における小さい

地震動による被害データも考慮している.本研究ではこの推定地i21lYJを土台として灘区の詳細な

地震動分布を推定している.

1. 2. 4 建物被害関数の構築(第6章)

被害関数は.着目している被災対象群が平均的な耐震強さ乃の周りに標準備差。で正規分布し

ているという仮定のもとに標準正規分布関数でよく記述されるこれまで我が国では.物部(1926)

が家屋倒i境率と合震度との関係を被害関数として定式化したことを皮切りとして，東京都防災会
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議 (1980)の震度階解説表の記P政内容の定量化により各種情造物の被害関数を作成した岡田 ・鏡

味 (1991)の研究など.綴々な震害の縫験に基づく，建物被筈関数あるいは建物被害率曲線(パ

ルナビリティ関数またはフラジリティカーブ)に関する研究が報告されてきた.しかし，建物被

筈関数のもとになるデータは限られていたため.その精度についての十分な確証は待られていな

かった.最近では.兵庫県南部地震による膨大な彼笛データを用いた被害関数に関する研究が，

いくつかの研究グループにより報告されている.建物被害関数を権築するためには.対象地区の

地震動分布と建物被害データが必要であるが.兵庫県南部地震時の強袋記録はそれほど多くは観

測されていなかったため，地震動分布を何らかの方法で推定する必要がある また実施されたい

くつかの建物被害調査もその目的 ・方法によって判定基準が異なっていたため，これまでに報告

されてきた被害関数も，使用したデータによる違いを見せている.

林・宮腰・田村 (1997b)は.地盤モデルの FEM解析による再現地震動と建設省建築研究所 (1996)

のデータを用いて推定された林 ・宮腰 ・田村・川瀬 (1997)の簸大地動速度分布から.低厨建物

および中高層建物の用途別の被害関数を椛築している. Miyakoshi， Hayashi， Tamura， and Fukuwa 

(1997) は.同推定地Q9J速度分布と神戸市の行った調査データからも1¥1造・建築年代別の被害関数

を求めている.また長谷川・ 翠川 ・総岡 (1998)は.建設省建築研究所 (1996)のデータと東灘

区西部地区の建物について村上 ・田原 ・藤田 ・三深 (1996)が行った建築年代?JIJ被害調査結果を

用いて木造建築物の建築年代別被害関数を作成し，林 ・宮腰・田村 (1997b)の結果と比較してい

る.

1. 2. 5 建物被害想定および危険度評価(第7章)

損害保険料率算定会 (1998.)は地震被害怨定調査の歴史について，以下のように報告している

1970年代後半から 1990年代前半にかけて 関東 ・東海地方の自治体により f仮想東海地震J

や「南関東地震」等を対象とした地震被害想定調査が行われてきた.その過程で. 1923年の関東

地震による地震のゆれと被害の関係が研究 ・分析され.被害予測手法の開発や検証が行われた.

1980年代に入ると， 1978年宮城県沖地震や 1983年日本海中部地震などの被害状況を含めて解析

を行う自治体もt曽えてきたその後，莫大な被害をもたらした 1995年の兵庫県南部地震では r関

西には地震がないj という俗説が一蹴さ才L その地緩を契機に，図，地方自治体，個人とあらゆ

るレベルで地震防災への意識が高まり.大規線かつ多岐にわたった被害を考慮して，被害想定を

見直し，あるいは新たに検討する気運が高まっている

地震による建物被害には，ゆれや地盤の液状化による被告の他.斜間断J!1iや津波，火災による

被害がある.これらのうち建物被害予測の項目で考屈されているものは.主にゆれや液状化を原

因とするものであり.斜面勝犠や津波による影響が議論されているものは少ない 焼失建物につ

いては，地震火災の出火 ・延焼を検討する際に取り扱われる.

地震のゆれによる建物被害の予測としては，過去の地震被害の経験に基づく予ill!Jと建物応答解

析に基づく予測があるが.本研究で対象とした建物被害評価法は.兵庫県南部地震の経験に基づ

くものであるため. ここでは同地震被害に基づく予ð~J を用いている例について述べる.

東京都 (1997a，1997b)や山梨県 (1996) は，兵庫県南部地震での事例から，加速度と建築年
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代矧!被害率の関係を設定している.名古屋市(1997)は，建物被害と地表加速度推定値から建物

被害を予測しており，また栃木県 (1995)は，神戸市中央区や芦屋市の被害事例から程度と建物

被害率の関係を設定している.三重県 (1997a，1997b) は， 1944年の東南海地震における三重県

内の怨定震度と建物被害の関係，ならびに西宮市の被害率から建物の「権災証明全波率Jを求め

ている.滋賀県 (1996)は.神戸市(中央区 ・灘区 ・東灘区)・西宮市・尼崎市の分析に基づき，

建物 ・地盤条件・At秒、断倍距離との関係から被害予測を行っている

地震被~J想定調査の現状をま主主E した後藤 ・ 山崎 ・ 片山 ( 1 995) は，被害想定の今後の課題とし

て， r事前想定では，仮定・条件パラメータが非常に多いことから.後雑なシミュレーションなど

学術研究的な方法よりも.簡便な方法でおおざっぱな!Jtj{怨定できる手法を用いる.J， f既往地震

被害データを用いて作られた准定式の中には，最近の地震で明らかになった知見を考慮していな

いものもあり，推定式の見直しが必要である.Jなどを挙げている.本研究はこの二つの問題点を

解消するものである.

本研究で取り上げた東京都 (1998)および東京都都市計画局 (1998a，1998b) による「東京都

地域危険度測定調査J(第 4回)は.これまでの被害想定とは違った角度から.都内の地袋にt!す

る危険度を'fi.定したものである これは東京都が東京都震災予防条例に基づき， 5年ごとに実施

している籾査であり.その目的は f都市災害に強い者11$づくりの指傑とするJ，f震災対策事業を

優先的に実施する地域を選択する際の参考とするJ，r地波災害に対する都民の認識を深め 防災

意識の高揚に役立てるJなどである.地震が発生することを仮定して被害を予測するという点で

は，被お想定も地域危険度評価も同じ性質のものであるが.被害想定が特定の地震動発生を仮定

し，その地震によって生じる具体的な被害虫を想定することを目的としているのに対し.地域危

険度評価は.被災ポテンシャルを地主主聞で比較し.相対的に危険な地主主を抽出することを目的と

しているという点で.その算定方法 ・考え方に違いがある このため危険度の算出過程において，

特定の地震は考慮されておらず，対象地域全体で震源位置に依らない地震動が仮定されており，

複雑な解析を必要とする被害怨定に比べ，比較的簡単な'fi.・定式と町丁目単位での地盤や建物のデ

ータ等を用いて決定される しかしながら，東京都による現行の手法は，東京都の特性に合わせ

て分類された地鐙や他物について.専門家の判断に基づく危険性ウエイトが設定されており，危

険度評価の精度や普遍性は確認できない.東京都以外には，北海道 (1987)が古い住宅の存在率

と持ち家率をパラメータとした住宅磁波による危険度評価を行っている.

本研究で行った「実被害データに基づく建物倒壊危険度評価法の健案Jの目的は.東京都地域

危険度の中の建物倒境危険度許イ西方法を検討し，モデルとしての簡易性を保ちつつ.より一般的

な建物倒綴危険度評価法を提案することにある

1. 2. 6 都市デザインと防災都市計画(第8:;主)

ここでは，村上 (1986)，石田 (1987)，新建築社 (1991)，槻橋 ・石崎 ・奈尾 (1995)，総永 (1998)

らの文献を参考として今世紀における都市デザインと防災都市計画の変遷の概要を示す.

(1 )今世紀における都市デザインの変遷
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ここ数百年にかけて.都市 (City)は急激な発展を遂げたと言う事ができる.ルネサンス以降

の5∞年.産業革命以降の 2∞年.第二次世界大戦以降の 50年，そしてインターネットが世界的

に普及したこの 10年.都市あるいは都市生活の急激な変貌は，それぞれのタイムスパンに応じて

諮ることが可能であろうこれまでの社会的な変化に伴い，都市に住む人々すなわち市民 (Citizen)

の考え方.価値観も大きく変わり.各時代ごとあるいは都市ごとの理念の違いに応じて.都市デ

ザインに関する様々な促案が行われてきた 19位紀のオスマン男爵による「パリの都市計画J.

20世紀初頭のエペネザー ・ハワードによる「レッチワース田園都市 (1902)]. ト二一・ガルニエ

の「工業都市論 (1904)J、ル・コルビジェの f300万人のための現代都市 (1922)Jなどは，社会

の変貌とともに提案された都市デザインの例である 1960年代に入ると.菊竹消訓，黒川紀怒ら

による「メタポリズム思想 (1960年代)J，パックミンスター ・フラーによる「マンハッタンのジ

オテックドーム (1961)J，丹下健三研究室 (1961)の「東京計画 1960(1961)J，あるいはアーキ

グラムの「プラグイン ・シティ(1964)J， rウォーキング・シティ (1964)Jなど，現実の都市計

画の健案あるいは近代都市の理怒としてのユートピア都市階惣が提案されるようになるー 1970年

には，近代技術の万能思怨を究極的に具現化したものとして「大阪万国博覧会 (1970)Jが開催さ

れるが，それと同時に我身が理想、としてきたモダニズムの限界性も露になり.都市レベルのビッ

グ ・プロジェクトは徐々に衰退していき，建築家の関心は相対的に個体としてのill築へと向けら

れるようになった‘ 1980年代にはポストモダンの時代に突入し.停滞していたモダニズムの反動

からか，自由な造形，自由なビジョンが儲かれるようになる さらによりコンセプチャルな思怨

を務長として，ダニエル ・リペスキンドの「マイクロメガス (1980)Jやザハ ・ハディドの「香港

ピーク設計競妓案 (1983凡などのドローイングによって脱俗築と呼ばれるプロジェクトが従業さ

れるようになる. 1990年代になると，これまでに普及してきたパーソナル ・コンビュータおよび

インターネットの利用率が一挙に上昇し.それに{半い，コンピュータ ・グラフィック妓術が向上

し，渡辺誠の「誘導部市 (1990-)J，島田良一研究室の r2∞6Tokyo (1997) Jそしてジョン ・フレ

イザーの「フローニンゲン ・プロジェクト (1996-)J に見られるようなシミュレーションとして

の都市， mn日空間の中での都市像が捕かれるようになる.

(2) 日本における防災都市計画の変遷

次に今世紀の我が国における防災的な分野から見た都市のビジョンの変遷を示す

関東大震災により綴滅的な被害を受けた東京では，後藤新平を中心とした震災復興都市計画事

業が進められた.ここで整備された幹線道路.土地区画.公園.ライフラインなどのインフラス

トラクチャ一基鐙は，東京オリンピックのある 1960年代まで都市の基盤として発展した.

その後， 1960年代には災害対策基本法が制定されたが.都市の防災問題を解決するためには筏

術的な対応だけでは不十分であったことから，東京大学に都市工学科が設立され，都市計画の領

峡での防災研究が始められた.防災都市計画とはその当時に用いられ始めたもので. 1971年の東

京都震災予防条例の中では r災害に強い郷市づくり計画のため，都市の危険診断を定期的に行

うJことや. r特別危険区域には優先的に都市計画事業を実施して行く」ことが定められている.

これを受けて.東京で設も地震災害に対して弱いとされる江東デルタ地帯Fの防災拠点再開発情怨

が軌道に采り始めた.そして東京大学高山英筆研究室による江東十字ベルト構想 (1966)が提案

され， 1970年代には，その中から村上 (1986)らを中心とする白銭東地区のプロジェクト (1976-84)
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が防災再開発事業として具現化した.その後，大きな都市被害をもたらすほどの大地震は発生し

なかったが.自治体や住民遠の「防災まちづくり」と称した地道な努力が各地で実り.東京都の

堂島区東池袋地区や世田谷区太子堂地区などに小さな防災広場等が生まれるようになった. 1995 

年には，兵庫県南部地震により阪神・淡路地域が大災箸を受けた.その後，安緩忠雄による『阪

神大震災復興プロジェクト (199S)Jや竹山袈による「神戸新首都計画 (199S)Jなどが提案され

た.また尾島 (1996，1998)は，彼の持つ壮大な東京都のプロジェクトの一環として防災も取り

上げており.環境 ・ライフライン・地下構想などと関連した防災都市のビジョンを健案している.

兵庫県南部地袋以降. GlSが広く普及し，それらを用いた防災シミュレーシヨン等が各自治体

等により行われるようになった.GlS.コンビュータ.インターネット等の筏術を用いたシミュレ

ーションという奴念は.これまでの模型等のみを用いた思考だけでは不可能であった都市のビジ

ョンを摘くことが可能となると思われる.日本では，防災関連の各分野でGlSを用いた研究も含

め‘ 4華々な研究がされているが，それらの研究成果をもとに防災都市のビジョンとして提案して

いるものは数少ない しかし.社会がさらに複雑になるであろう 21世紀において.防災という分

野は.エネルギー問題.環境問題などと並んで重要なパラダイムとなるに違いない 本研究のよ

うに防災的な視点から描いた都市のビジョンは，地震国の中でも世界に例を見ない高密度の都市

を持つ日本にとって.1世界における 21世紀のアイデンティティを培う上でも大切な意味を持つも

のと恩われる
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1.3 論文の構成と内容

本論文は全昔11で 9掌から惜成されている.第 1章 「序論Jと第9章 「結論j を除いた研究内容

は，本研究の基礎となる建物彼害データについて整理した「兵庫県南部地震における建物被害調

査法の比較J(第2章，第3章)，本研究による新たな知見である『灘区の建物被害データに基づ

く建物被害関数と建物倒壊危険度評価法J(第4章 第71量)，そしてこの研究成果をどのように

社会的に応用していくかを示した「防災環境都市デザインのビジョンJ(第8章)の 3つの部分か

ら成り立っている 本論文の情成フローを図ー1.1に示す 第 1章は「序論J，第2章は『兵庫県

南部地震における建物被害調査の比較検討J，第3:0主は自治体と震災復興都市づくり特別委員会に

よる調査比較に基づく「調査法が異なる場合の建物被害許イ高変後法J，第4章は「灘区における建

物被害のマクロ分析J，第 5章は「兵庫県南部地震における灘区の地震動分布の推定J，第 6:;主は

推定された地震動分布と建物被害分析に基づく「構造別 ・建築年代別を考慮した建物被害関数1.

第7章は前章により構築された建物被害関数を用いた「笑被害データに基づく建物倒犠危険度評

価法の提案J，第B章は本研究の成果を用いた「防災環凌都市デザインのビジョンJ，第 91重は結

論である 以下にその内容の概要を述べる.

第 1章 「序論」では，まず兵庫県南部地震の概要とその建物被害データを基に建物被害評価に

関して研究することの意義 ・目的 ・位置付けを述べる 次に建物被害評価に関する研究を，建物

被害調査，建物被害関数，被害想定および危険度という側面から媛り返り，本研究との関連性を

述べる 愚後に論文の全体構成と各撃の内容を要約して紹介する

第2章 「兵庫県南部地震における建物被害調査の比較検討Jでは.まず兵庫県南部地震後に笑

絶された建物被害調査に関する問題点を簡潔に述べ.それらを比較・整理し.自治体のための統

一された被害調査票を提案することの必要性を述べる.次にいくつかの組織により実施された建

物被害調査を取り上げ，その概要と浮き彫りになった問題点を述べる第三に被災地となった「各

自治体J，r地震保船員審査定J，r震災復興都市づくり特別委員会」および「応急危険度判定Jに

よる建物被害調査の方法を整理し比較する.さらに各自治体による建物被害調査を， r地震保険加

害査定Jと「震災復興都市づくり特別委員会」による調査を基準として比較し，それぞれの調査

法・判定基準の違いが調査結果にどのような影響を与えたかを分析する.また自治体で実方Eされ

た建物被筈調査の項目別の被害繍失ウェイトと，実際に僚かる建築コストとの比較も行っている.

以上の結果に基づき建物被害調査禁を提案する.儀後に第2章で得られた知見をまとめる.

第3章 「調査法が異なる場合の建物被害評価変換法j では， 第2章で行った建物被害調査の比

較に基づき，芦屋市を対象地域とした「自治体Jと「震災復興都市づくり特別委員会」との詳細

な分析を行う まず第 2章で得られた知見を基に調査法が異なる場合の佳物評価変換法の必要

性を述べる 次に兵庫県南部地震後に芦屋市内で実施された上記の 2調査について， 12万棟の

建物を対象とした詳細な比較分析を行い，それぞれの傾向を明らかにする.そして全建物を対象

とした建物被害関数を 2調査の判定基準ごとに作成し，地震動強さの違いがどのように判定結果

に彩轡を与えたかを評価率という概念を用いて明らかにし， 2調査情]の建物被害評価変換法を侵
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案する.忌後に第 3章のまとめを行う.

第4章 「灘区における建物被害のマクロ分析Jでは.まず兵庫県南部地震による建物被害デー

タを分析することの意義を説明する.次に第4章以降の研究の対象地域となる灘区の概要につい

て述べるそして神戸市から提供された建物被害データについて説明し.構造 ・建築年代 ・階数・

屋根等の極別に応じて被害をマクロに分析する.足後に第4章で得られた結論を示す.

第 5章『兵庫県南部地震における灘区の地震動分布の推定Jでは，まず兵庫県南部地震時の強

波観測記録が限られていたことを述べ，地震による建物被害評価をするうえでの地震動惟定の必

要性とその方法について説明する.次に灘区における詳細な地震動推定を行う上で基礎となる建

設省建築研究所 (1996)のデータを用いた推定地震動の概要を述べる.第三に，この推定地鐙ID/J

と第4章の建物被害データから.瞥定的な建物被害関数を鱗築する ここで得られた木造年代目1)

建物被害関数と建物被害データを用いて.複数の地震動分布を導き出し，それらを比較検討する

ことにより、微地形を考慮した詳細な地震iJilJ分布を決定する.最後に第 5章のまとめを行う

第6l章「椛造別 ・建築年代別を考慮した建物被害関数Jでは，まず建物被害関数について既往

研究の級msと， 第 5章を含めた被害関数構築までのプロセスを説明する 次に第 5章で得られた

最終的な推定地震動と建物被害データから，構造別 ・建築年代別の被害関数を構築する.そして，

これらの被害関数による建物被害推定舗を. 第5章の瞥定的な被害関数による推定値と比較し，

最終的に精度が向上したことを示すとともに.実被害と比較する.長主f去に第 6章のまとめを行う.

第7章 「実被答データに基づく建物倒猿危険度評価法の提案j では，まず兵庫県南部地震以降

各自治体により気運が高まっている被害想定と危険度についての概略を述べる 次に本意で取り

上げた東京都の建物倒犠危険度について説明する.続いて灘区のデータを東京都の方法に適用し，

実被害と比較することにより問題点を明らかにする そして，これらの問題点を解消する新しい

建物倒綴危険度評価法を鑓案する さらに信頼性解析を用いてこの評価法が灘区だけではなく一

般的にも適用出来るような手法を述べる.こうして提案された新建物倒駁危険度評価法を改めて

東京都に適用し，東京都の方法による危険度分布との違いを比較する.足後に第 7章で得られた

知見をまとめる.

第8章 「防災康度都市デザインのビジョンJでは，まず第 6章.第7章で得た建物被害関数と

建物倒峻危険度評価法を都市デザインに生かすことの意義を述べる.次に本章で提案する手法の

もとになる Lynch(1968)の f都市のイメージ Jの被要を説明する そして防災環境都市デサ・ィ

ン手法 MUSE(The Method of Urban Safely Ana1ysis and Environmental Design)を提案するーさらに

MUSEの適用法についていくつかのイメージを示し，今後の|防災環境都市デザインのビジョンに

ついて説明する.局後に第8章のまとめを行う.

第9章 「結論Jでは.本研究の全体内容を統括し.本研究で得られた成果を要約する.
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||兵庫県南部地震の実被害データに基づく建物被害評価に関する研究 11
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物世宙判定結*を比蛇し 日
前体とL官民臨興鼎市づ〈り特
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のE燐訟を抱突する

ーーーーーーーーーーーマーーー
評価E挽;去の漣毘

隻皇室

主1皇
序論

本研究の臼的と位聞付けについて述べ.既往の
研究を蜘叫する

重皇室
情造別・ 建築年代s'Iを考慮した建物被害関数

車区白建物肱宙調査に品づ〈出物置宙開量~.柄 5
I~由軒畢を111 いて構援し . それによる国百推定柑と
:且世苫とを比較することにより，府民を儲泌する

建明篠宮間誼町繍第

第 7草

案後書デ-9に基づく
建物倒壇危険度評価，去の復業

l!W仰の方訟を用いてJ.'HJJした灘区田也物倒頃危険
度を11銚古と比較する二とにより.問題点を刷出し
節 6阜の辿噛匝古田置をmいたIlf噺治的な町1I!物倒
壇frs.険度1'1蜘拡を出来する

昆楠倒埴危限度評価法の鑓累

防災環境都市デザインのピジョン

Jfi 7'~. ;llS(;tQ)戚躍である組物挫古凶且と建物園出危険度評価
法を川いたIVj民環境吊!Iiデザインにおける侃市骨折HLをr..t車t...
その手法を111いたピy ョンを控室する

本研究の成果そ淘いた
郁子有ビジョンの既成 8 . 

9 . し一一一一一一一一一一一|官 一一一一ーー一一一一ー一一一ーー
本研究町内幹と符られた凪鼎についてまとめる

図ー1.1 本論文の椛成フロー
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第2章 兵庫県南部地震における建物被害調査の比較検討

2. 1 はじめに

国土庁 (1998)によれば，兵Jili!県南部地震による住家被害は，全時置が約 10万 5千棟 1 半綾が約

14万4千棟にも上った筆者らの研究グループは，これまでに図-2.1に示す自治体による建物被

害データの分析を行ってきた 杉浦・山崎 (1996) による宝塚市.後藤・山崎 ・佐藤 (1996) に

よる芦屋市.村尾 ・山崎 (1997b)による神戸市灘区，村尾 ・山崎 (1997a)による北淡町.後藤 ・

山崎・若松・浅野 (1997)による尼崎市，杉浦 ・山崎 (1997)による伊丹市.山口・山崎 ・若総

(1997) による西宮市等である 建設省建築研究所 (1996)によっても建物被害分析が行われて

おり.これらから推定した地震動分布を用いて精度の高い建物被害推定式を導くことが可能とな

る しかし.兵庫県南部地震後に実施された建物被害調査の方法は自治体によって異なっており。

被害推定式など普通的な研究成果を導くためには，調査の項目や方法等の比較分析を行っておく

必要がある また調査の仕方や被災程度の判定基準を巡って次節に示す問題も生じた.自治省固

定資産税課 (1997) によれば，以前から判定基準は「天災.火災等の理由による固定資産税減免

のための家屋に対する評価基準」として定められていたが，大災害を怨定したものではなかった

ため.全綴 ・半桜の判定は自治体の判断に委ねられた(自治省固定資産税諜および神戸市に対す

るヒアリングより)問題点の多くはこのように統一された評価法がなかったことが原因と恩われ

る.これらの問題を解消するためには.自治体の職員および住民が個々の調査の目的を十分に認

識するとともに，地震直後の混乱の中で適切かつ客観的に被害判定ができるよう 全国で統ーさ

れた評価法が必婆である そのためには今回のように広域で実施された建物刻査方法および判定

基準等を比較し，援理しておくことが重要である.林 ・宮腹・田村 (1997a)は.鈴木・藤原 (1995)

カT報告している日本建築学会近畿支部が主体となった被害調査，建設省建築研究所 (1996)がと

りまとめた建物被害調査結果の被災度定義について比較しているが.各自治体調査の詳細につい

てはこれまで報告されていない，

本君主では，大地震により被害を受けた建築物の資産価値を評価する公的な立場(自治体)から

の評価法を確立するといっ目的で 以下の分析を行った まず自治体以外の級織による 3調査を

含む建物被害調査の方法と被富判定基準等を務理し，各自治体による調査の相互比較を行った

次に f地震保険煩筈査定J，r震災復興都市づくり特別委員会(以下，震特委員会)による調査」

を基準として建物被害判定の分析を行い，各自治体の調査方法と判定結果の相関を見い出した.

また自治体による今回の調査と実際にかかる建築コストとの比較を行い，それらをもとに調査察

を提案した.

2-2 

第2章 兵庫県南部地震における遺物被審制査の比較検討

西宮市

伊丹市

『

亡コ分析対象地域

図-2.1 建物被筈分析の対象地域
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第 2意 兵庫県南部地震における建物錠笹調査の比較倹討

2. 2 兵庫県南部地震後の建物被害調査の慨萎と問題点

兵庫県南部地震後に被災地では保険金支払のための「地震保険損害査定調査J.震特委員会によ

る被災記録のための『被害実態緊急調査J.二次災害防止のための「応急危険度判定調査J.自治

体による減免および義援金繍助のための「建物被害調査Jなどが実施された.他にも建築学会近

畿支部が主体となった中央区の木透建物被害調査，灘区，東灘区の RC造被害調査等があるが，

ここでは上記 4調査について比較を行う.

( 1)地震保険績害査定

地震等を原因とした火災，煩壊等によって保険対象物について生じた煩筈の迅速.円滑.公平

な処理を期すことを目的としている.

昭和 39年に起きた新潟地震を契機として、 rl也震保険に関する法律Jが制定され、地震保険制

度が昭和 例 年 6月1日から発足した.調査は保険会社の査定要員または鑑定人によって行われる.

t員害保険料率算定会 (1997) によれば，兵庫県南部地震による被害の保険金支払状況は約 6万

5千件(総額 780億円)であった また兵庫県における契約件数は，兵庫県南部地震以前の平成 6

年 12月に約 6万件であったものが，平成7年 12月には 14万件を越え.2倍以上となっている.

(2)震災復興都市づくり特別委員会による被害実態緊急調査 (建設省建築研究所.1996) 

兵庫県南部地袋による建物被害の全体像の把短と後の学術的貢献を目的として，日本都市計画

学会関西支部と日本建築学会近畿支部都市計画部会(震災復興都市づくり特別委員会. 1995)が

中心となって実施した調査である.ただし翻査範囲がl寝られたものであったため、兵庫県都市住

宅部が同じ調査方法で追加l調査した.本章では向調査を含めて震特委員会調査として扱っている.

外観目視により.ランク c(住める見込みは非常に少ない全駿または大般にランク B(大儒な

修理で住める可能性あり:中程度の損l易).ランク A (修理を加えると住める:軽微な償傷).無

被害(見た目に被害がない)の 4段階で評価した.

(3)応急危険度判定 (日本建築防災協会. 1991} 

余震等による被災建物の倒域や落下物による人命への危険性を防止，軽減することを目的とし，

建物倒竣と浴下物の危険性について，判定用シートの項目に従い，軽微な方から A.B. Cの3ラ

ンクに区分し.各ランクの総数により「安全J. r要注意J. r危険Jと判定する 中埜 (1996) に

よれば，これまで応急危険度判定は園内外の被害地震でも試用されたが，組織的かつ多数の建物

を対象としたのは兵j事県南部地震が最初であった

(4)各自治体による建物被害調査

被災者ーに対する義綾金の配分，固定資産税の減免措置，および復旧 ・復興絡策のための被密実

態犯爆を目的とする.その判定基準は，政府の通達(内閣官房審議室 1968r被省認定統一基準J}

に基づいており， 表-2.1の自治体における「判定項目及び定義Jに示されているように定義づけ

られている.
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(5)建物被害調査に関する問題点

丹治.t曽成 (1995). 明石市 (1996).西宮市 (1996).芦屋市 (1997).尼崎市 (1998)などの

報告によれば目兵庫県南部地震後には.建物被害調査の方法.被災程度の判定基準を巡って以下

のような問題が生じたー

①物理的基準，機能性基準，経済性基準など異なった続長から見ることにより判定基準も異な

る.

②応急危険度判定の結果を，自治体の駿員が減免姶置を目的とした全段 ・半援の半IJJi::に用いよ

うとしたため，義援金支給，応急仮設住宅の入居，公費解体等の状況の中で混乱を招いた.

③災害救助法に基づく家屋調査は.被災者にとって義盛金や税の減免など経済的に直後影響す

るにもかかわらず，判定基準が不明確なため調査員の主観による部分も多<.判定が量産しい

④外観目視による全波調査終了後，判定に対する住民からの苦情があり .家屋内被害も考慮し

た再調査を行うことになった

①.②は調査全般に関する問題点である.①のような調査ごとの途いに対する認識の低さが②

のような問題を引き起こしている.③.③は自治体調査に関する問題点であり，客観的な基準が

示されていなかった(③)ことにより住民の抱いた不公平感を説得できなかった(④)ものと考

えられる.このような問題は客観的かっ統一された評価法が用いられるようになることで解消さ

れると思われる.
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表-2.1 兵E重県南部地袋後の建物波害調査に関する比較
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2. 3 建物被害調査の比較

ここでは自治体の笑施した被害調査を対象として.明石市(1996).神戸市(1996a)・西宮市 (1996).

芦屋市 (1997)，北淡町 (1997)，伊丹市 (1997)，笠原市 (1997).尼崎市 (1998)から発行され

ている報告書およびヒアリング等により，各調査の駿理.比鮫検討を行った.表-2.1に調査の概

要を示す

調査方法に関しては.彼災直後に職員が目視によって被災程度を判断し.その後住民による異

議申し立てを受け.専門家等の協力を得て再調査を行ったという自治体が多かった.北淡町では

被災者が自己申告し. 必~に応じて職員が確認するという方法をとった

北淡町以外の自治体による評価基準は.地震保険損筈査定と同感.国の被害認定統一基準lこ従

っているが，細かい評価方法については各自治体に委ねられていたため.それぞれ独自の調査察

に基づき評価された.西宮市では項目ごとのチェックをした後，調査員により全咳 ・半犠 ・一宮11

銀波のやl定が下された，伊丹市では調査員の主観により総合的に百分率で評価され，北淡町では

自己申告制で 8区分に評価された.その他の自治体では建物全体および部分ごとの被筈項目によ

り設定された被害割合に基づく百分率で評価された

以上の評価の結果.減免のための被害判定が行われた.表中にはその判定区分を百分率表示で

示している.自治体および地震保険綱審査定の中で r被害額Jをもとにしたものと「床函積Jを

もとにしたものとこ重の判定が定義づけられている.日本妨害保険協会 (1980)の報告に. r床の

被害面積だけから建物全体の綴筈を認定することは，立体物としての建物全体の領容を認定する

方法としては問題がある.しかし，床面積による基準は査定伎術上使い易く.一般常識からも容

易に理解が得られるため.損害の性格上利用可能な『焼失J.r流失』の被害を受けた場合のみ使

用する Jとある これらの理由から国の基準に基づいている 6市では.被害度評価の結果 5富1J以

上のものを全綴.2割以上 5書1J未満の被筈を半緩とし，減免措箇を行っている 宝塚市では.被

筈率から直後減免姶置を行っている.一部摘壊については幾つかの違いが見られた.西宮市では

全頃.半段以外の建物も何らかの被害が発生していると判断し.全て一宮11煩波として判定してい

るのに対し‘神戸市では.全壊.半島在以外の全ての縫物に対してその他という判定を行った し

たがって西'8市の一部煩懐と神戸市のその他は同様の意味を持ち.減免率も同じである 震特妥

員会の判定についても. r被害率は，自治体の全峻とE童特餐員会のランク B以上，自治体の半I笈以

上とjj¥l:特委只会のランク A以上がほぼ等しいJという次節に示す分析結果から.表中では仮の区

分を行った.

表-2.2は各調査察の調査項目を整理し，比較したものである 調査項目は建物全体項目と部分

項邑とに大きく分かれており，建物部分の各項目について明確な区分はできないが.ここでは外

観目視項目，内部項目，建物外工作物.その他の 4つに分頴している‘櫛造別の比較では，非木

造の方が木造よりも内部項目が多くなっている.非木造は木造に比べ倒J.:IA率が少なく，自治体の

判定は資産価値も含めた評価をする必要があるために，非木造の室内被害の比率を高くとってい

るものと思われる 制査主体ごとの比較では.応急危険度判定の項目数は多く，地震保険初審査

定と幾特委員会は外観目視に比重が蛮かれている.逆にほとんどの自治体で，室内被害も考日置さ

れており，項目数は西宮が品も多く.北淡町が織も少ない.また宝塚，芦屋， 神戸 ・明石では非

木造の項目が木造よりも多くなっている
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表-2.3は調査項目内容を整理したものである 被害項目により被害割合が設定されているもの

については判定比率を数字で示している.

伊丹，西宮.北淡町以外では構造日IJに調査哀が分かれており，判定比率も異なっている また

応急危険度判定の調査内容が詳細に設定されていることがわかる 判定の流れとしては，ほとん

どの自治体で鼠初に全体項目として全懐か否かを判定し.その上で部分別に被害割合を導き，全

体の被害割合を計算しているのに対し，宝塚市では全体項目と部分項目を含めて全体の被害割合

を判定している.

判定比率が設定されている自治体ごとの建物部分積目別の比率を図-2.2に示す.綴線下は外観

目視で判断できる部分， ヒは室内判定部分(表-2.2，表ー2.3内・の項目)を示している (ただし

壁の項目には内壁 ・外壁が含まれている).木造の調査項目については7割以上が外観に関するも

ので.室内に関する比率は小さい 非木造については， 外観に関する比率は木造よりも低く.仕

上1 建具，設備等室内に関する比率は 3創から 6書11と木造の約 2倍となっている.その理由は先

にも述べた通り.非木造の倒IJt要率の低さと.自治体による建物被害判定が資産価値と しての評価

を含んでいることなどが考えられる
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表-2.2 建物被害調査項目の比較
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表-2.3 建物被害総査項目の内容と判定比率
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2. 4 建物被害判定の比較

これまでに行ってきた杉浦・山崎 (J996)，後藤・山崎 ・佐藤 (1996)可村尾 ・山崎 (1997b). 

後藤・山崎 ・若必 浅野 (1997)，杉浦 ・山崎 (1997)，山口 ・山崎 ・若松 (1997) による自治体

の建物被害分析結果と詮設省述築研究所 (1996) によって報告された震特委員会調査，および地

震保険tR審査定調査結果(績害保険料率算定会から侵供されたデータ)の比較を， 表-2.4と図-

2. 3に示す注 2). ただし，宝塚市 (1997)では表ー2.3のように全体項目を含めた償答率で判定し

ているため.全援を 70%以上のj~筈.半唆を 20%以上 70%未満の損害として用いている.また震

符委員会調査の「ランク CJ，rランク sJ，rランク AJ. r無被害」および地震保険損害査定調査

の「全ff(J，r半J員J，r一宮II}員J，rその他」を，ここでは「全駿1. r半滋J，r一吉11損駁J，rその他」

として扱った

ほとんどの自治体で全綴率，全半島書Z容が， ~童特委員会〈自治体d也震保険支払の順になっている

震特委員会と自治体を比較すると，西宮市以外では震特委員会の全半犠:$と自治体の全壊率とが

ほぼ等しく，宝塚市，西宮市以外では震特委員会の一宮11煩峻以上と自治体の全半壕E容が概ね等し

くなっている 自治体と地震保険煩審査定とを比較すると，伊丹，尼崎.宝塚の 3市と灘区での

全壊同士がほぼ等しく，全半境問士では伊丹，尼崎.西宮，芦屋の 4市で地震保険t質審査定の方

がやや高く，灘区でほぼ与しいという傾向を示した.

図-2.4は自治体と地震保険損害査定の木造，非木造別判定結果の比較である.木造は全建物と

ほぼ同様の傾向を示し.非木造については全綴率，全半額率とも地震保険の方が高くなっており，

伊丹，尼崎，芦屋の 3市でその傾向が特に著しい

ここでは震特委員会および地震保険煩:審査定を基準とした各自治体による判定結果の比較を行

い.被害害rJ合が設定されている尼崎.宝塚，芦屋の 3市と灘区について室内判定比(階段，仕上・

室内，主主具，設備{也の比率)との関係を調べた.

(1)地震保険損害査定調査との比較

まず地震保険焔審査定と自治体について以下の比較を行った.

比較 It1 (全建物:自治体の全段一地震保険煩筈査定の全駿)

比較 ItII (全建物.自治体の全半機一地震保険損害査定の全半綾)

比較 IwI (木造; 自治体の全駿一地震保険償審査定の全段)

比較 IwII (木造・ 自治体の全半綴一地震保険損筈査定の全半綴)

比較 Js1 (非木造:自治体の全壊一 地震保険煩審査定の全壊)

比較lsll (非木造:自治体の全半壊一地疫保険鍛審査定の全半壊)

図-2.5にその結果を示す.金建物 Itと木造 Jwでは.それぞれ傾きがほぼ 1であったが，全半

t愛同士の相闘は R2=0.173. 0.255と低かった.非木造 lsではl. TIとも相関が低く，ばらつきが

見られた.全体として木造よりも非木造の方が，また Iよりも Eの方が相闘が悪い.図中には室

内判定比をシンボルの大きさで表している 地震保険般審査定の線数が自治体調査に比べ 1桁少

ないことも関係していようが，室内判定比が相関の低さに影響を与えていると忠われる

2-12 
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(2)震災復興都市づくり特別委員会との比較

次に図ー2.3より自治体の全緩和l定と震特委員会の全半緩和l定，全半t婆判定と一部規駿以上判定

がほぼ等しいという前提に基づき，6市についての分析を行ったー震特委員会の調査では木造，

非木造の区別がないため，全建物について以下の比較を行った

比較srI (全建物・自治体の全波ー震特委員会の全半峻)

比較 SIJI (全建物:自治体の全半駿一震特委員会の一郎煩境以上)

図-2.6にSIJ. SI JIの比較とそれぞれの分布の近似直線を示す.

近似直線の傾きは 1.00，0.99とほぼ 1に等しいが.SIIIの方は R'=0.J42と相測が低かった. Sl 

1にも室内判定比の高いものがあるが，こちらはほぼ近似直線上に位置している.stlは SlIIよ

りも被害の大きいもの同士の比較であるため，地震動が大きい.あるいは締造的に弱いという理

由で建物が倒犠 ・大自主している確率は高い そのような時.室内判定比に関わらず会峻(自治体

判定)または全半境(笈特委員会判定)と判定される このような理由から室内判定比により影

響を受け，相関の低くなってしまっているのは.SIIよりも StIIの方であるということが出来よ

っ

(3)室内判定比との関係

ここでは自治体と震特委員会との比較結果を用いて.室内判定比との関係を分析した 図ー2.7 

に比車交 StJ ，比較SlJIにおける被害率の震特委員会比と室内判定比(各地峻の木造，非木道線数

を重みとした平均値)の比較を示す.プロットしである位置は 1.00から縦れているほど自治体と

震特委員会とのずれが大きいことを表している.ずれの最も大きい宝塚市で室内判定比も高くな

っていることがわかる.近似直線を求めた結果. stlよりも slIIの方に高い相関 (R'=0.87)が見

られた.建物被富が大きい時は.調査方法に関わらず被害度は高いと判定されるが，建物被害が

小さい時は外観による調査だけでは全体像をJ包爆できず，室内判定比の大きさと判定結果とが密

j妾に関係していることを示している

これらのことから以下のことが言える

①全建物に関して，自治体の全壊判定は，震特委員会の全半駿，地震保険損害査定の全壊とほ

ぼ等しい.

②木造に関して，自治体の全域判定は，地震保険償審査定の全段とほぼ等しい

③被答が比較的小さい時(木造よりも非木造，全壊よりも半槌のH寺)，自治体の建物被害調査

における室内判定の比率が，判定車古来に大きな影響を与えている.

2-13 



第2章 兵廊県南部地震における建物波書調査の比較検討第 2意兵庫県南部地盤における盛物被害調査の比較検討

灘区

トー

トー トーー トーー

ト←

トーー

トー

トー

開!! 

M
E明
l
経
雄

uE
?設
相
一
個

帳
。
鎧
砥

υ
で
栓
刊
山
佃

u
E
?鑑
嘘

U

宣
明
故
現
佃

υ
で
鑑
磁

u
で
設
相
担
也

4母+モ** * fモ** * fモ+モ+時
金会守ネ 念会キキ 念企キキ
司~Pj!:まま~ ~翌日量士量~ 決勝士~~
佃 ~~ g世 佃 望号 E量 個 五聖 雄
也 個個

判定主体 ・全塩 ・半填ロ一部鍋犠口その~

uER'鑑
雄

M
E
?故
現
佃

U
肯

I
鑑
嵯

げ
で
援
羽
山
佃

t
a

釦

苅

陛

m
川

釦

市

佐

m
伽

vm
町

苅

即

売

釦

河

町
市

即

網

"

n
u
n
u
nu

n
u
n
u
n
u

nu

n
u

nu

nu

n
U

刊
持
吋
向
胆
-M
R
u
v

n
u
n
u
向

。

守

F
n
O
E
u

a件
。

d

q

4

噌

E

恥
や
伽

R
Z毛・喝

1
 

芦屋市酋宮市宝塚市尼崎市伊丹市

地域 判定主体 全媛 半峻 一宮川口峻|その他 合計

伊丹市 自室特委員会 720 2， 000 12， 946 I 25. 487 41. 153 

自治体 2， 023 8， 516 18.658 1 3.lli 42. 319 
地震保険鎖審査定 73 351 507 I 189 1， 120 

尼崎市 E童特委員会 993 3. 454 21. 925 I 63.154 89. 526 

自治体 5， 601 27. 341 32. 111 1 52. 250 117. 303 
地~保険拡1審査定 286 1. 081 1. 676 I 841 3. 884 

宝塚市 震特委員会 1.530 2. 066 9，122 I 25.703 38， 421 

自治体 5， 814 19， 728 12， 815 I 7， 258 45， 615 
地震保険J員筈査定 Z08 518 848 I 341 1. 915 
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地緩保険m審査定 523 333 380 I 81 1. 317 
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自治体 13， 198 6， 053 ー111.293 30， 544 

地震保険持i筈査定 610 361 4131 172 1， 556 

各地域の建物被害判定の比較表-2.4 
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2. 5 自治体による建物被害調査と建築コストとの比較

自治体による建物被筈調査は建物の資産的価値の損失度を見積もるという経旨で行われるため，

建築コストとの比較を行った.

表-2.5は，建築知識 (1997)の報告に基づき，木造，非木造 (s造， RC造)の矩形平蘭， 2階

建住宅を怨i.Eし，建築総工費(仮設工事を除く)に対する項目ごとの比率を各工事から計算した

ものである 工事費はここで分類した調査項目ごとに厳密に分けられるものではないが，大まか

な傾向をつかむという目的では有効かと思われる.

被答者l合が設定されている自治体の建物部分に関する項目を，表 2.5と同様に 4種に分類し.

木造，非木造ごとの実際の建築コストと比較したものを図 2.8に示す.木造については.主要精

進が実際のコストの 1/4から 1/2，屋根，内外装 ・仕上は実際よりも高い比率となっている.全体

的に木造は非木造に比べコストとの差が著しく大きくなっている

次に精造ごとの建物部分項目の対建築コスト比を図-2.9 1:示す.木造に関しては.屋根が約 5

俗(平均値)と著しく高くなっている この程白として屋線工事費が主に瓦等にかかる工事費で

あるのに対し.自治体の判定は瓦 ・構造も含む屋線全体の被害を見積もっているためと思われる.

主要構造と内外装・仕上は約 2倍である 一方， s造， RC造は，平均値が共に 0.5から1.5の範

囲になっており.コストとの差異が小さくなっている.

自治省固定資産税;i!l!(1997) によれば，建物としての資産価値は経年劣化によっても評価され

るが，建築コストに限って言えば， I資産的な側面から建物被筈を評価した場合.自治体による翻

査は木造よりも非木造の方が建築コストを適切に反映しているJと言えよう.しかし.芦屋市の

被筈調査票作成に関与した東京大学生産筏術研究所の中埜良昭助教俊によれば.兵庫県南部地Il¥i

後の調査察作成の段階では時間も限られており，比率の決定は必ずしも厳密な論理に基づいてい

るわけではない したがって本分析に基づき建築コストを考慮した調査票を提案することは.重

要であろう
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2. 6 建物被害調査票の提案

最後に本章の分析結果と兵庫県南部地震後に使われた自治体の調査察を参考にして，大地震発

生時の自治体による建物被害調査察を図-2.10，図 2.11のように提案する 以下に設計のプロセ

スを示す.

①木造，非木造と別々の調査票に分けた.非木造の内. RC造， s造と分けることも可能であ

るが，今回は同ーの説査察とした.

②評怖にばらつきが出ないよう，調査者二人分の倒を作った.

③2段階評価(1， II)とし，効率化を図った また兵庫県南部地震後には修復可能な建物

まで取り漉してしまったため復興の妨げになってしまったことから，全段，半纏、-l5Ilf負

壊，その他に加え， (jIJ(衷(修復不能)という判定項目を追加した.

④客観的に調査できるよう各部位の構成比を設定した ただしi1寺間的制限の中で多数の調査

を行う必要があり，また建物被害という性格上，現実的に厳密な客観性を持たせるのは難

しいため，簡便な方法を用いた 構成比は基本的に表-2.5，図-2.8をもとに決定した.木

造屡栂については工事費の対象部分以外も磁綾されることを考慮して少し高めの 16に設定

した.また屋被，基礎 ・床，住 ・紬組の合計で 48と全体の約半分になるようにした.

⑤非木造の構造部分は致命的な嫌{おとなるためコストよりも高めに設定し.主要構造部(上 2

段)で 48と約半分になるようにした.RC造と S造は内外装にかかる コスト比が泉なるた

め構成比を変えた.

⑥神戸 ・明石市，尼崎市の誠笠票に則り， }員蓄の程度を 25%刻みに設定し，型!t被筈から大破

の5段階とした.

⑦簡便な方法を用いることにより発生する被害判定の著しい格差を補正するため，微調査主音11

分(その他)を 12%設けた.

③鼠書留l合合計から判定結果が出しやすいように配置した

③焼失(神戸 ・明石市の調査察に則るに同調査による変更にも対応できるようにした (備

考欄， i註終調査結果)

⑬地震保険損害査定に則り，一郎J員域を被害E容を用いて定義した.
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建物被害状況調査票(木造)
重量理番号

所属 医名

所属 氏名

申請者本人.本人以外(所属 氏名 ) 

年月日 時分~時分

自宅借家社明 | 一 月 ・鼻音住宅

集合住宅名 ( ) 階 号室/ 階建/班工 ( 年 月1

l 悠物全体の状況{いずれかを選ぶ)
1 解体またはJ世去済み 2.倒喧. 3 傾斜有 当

4 その他 コ

日 建物In笹割合判定表

部位 憎成比 内容

無被冨 睡微

昆椴 16 
Eのゆるみ ー落下白屋栂
のうねり 捌傷

。 '1 

外壁 8 亀裂剥落浮上 。 2 

内壁 12 亀裂剥落I 浮上 。 3 

基随床 1G 陥没.沈下.亀裂 。 4 

柱軸組
傾斜.損串割れたわ

IG み
。 4 

建具 20 
注付け不良I ガラス専の
J員傷晶下

。 5 

その他 12 
股備器具，階段，その他
の全体的な銅盤

ロ盟笠」盆笠互盤L
Eへ進む

槻書の寝度

'1、破 中航 大厳

s 12 16 

4 6 8 

6 9 12 

8 12 IG 

8 12 16 

10 15 20 

合計 100 )1¥ 結果司ロ主!!口笠~口二盤盟墜ロ圭笠i!!l

図-2.10 建物被害状況調査察(木造)
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2. 7 まとめ

建物被害状況調査票(非木造)

墾理事号号
自治体という公的な立場からの建物被害評価法を鑓案するために.兵庫県南部地震後に実胞さ

れた建物被害調査の内容を整浬 ・分析した.各自治体で行われた調査は国の統一基準に基づいて

はいるが.大災害を想定した調査法が確立されていなかったため.自治体ごとに調査内容均~!fI，な

り， 1司じ判定結泉であっても全境や半島量等の意味が泉ーなることが分かつた 今後も被災度合の尺

度や，地震被害怨定等でこれらの用語が使われるであろうが.どの調査結果に基づくものなのか，

また予測結果をどのような目的に使用するかなどを考慮し，用語をtri重に使い分ける必要があろ

う.また自治体による調査は他調査と異なり，建物内部も考慮したものであり，判定結果に大き

な影響を与えていた.さらに自治体による調査は建物を資産価値として評価するという述旨で行

われるため.建築コストとの比較も行った.以上の結果をふまえ，資産価値を評価する自治体と

いう公的な立場からの建物被筈調査察を提案した.これは倒綾 ・傾斜の状況だけを即座に調査す

ることにより.資産価値評価だけではなく地震直後に必要な被2事実態の氾涯にも有効であると思

別査者(1)
訓査者(2)

所廊 氏名

所属 氏名一一一一一一一一一
'1'術者本人.本人以外(所属一一一一一一一 氏名 ) 

年月日 時 分 ~ 時 分

自 宅 ・ 間 社 宅 等 | 一戸建・集合住宅

集合住宅名( ) 階 号室/ 階建/竣工( 年月}

4
4
4
4
 

僻傾。。
)
雄

ぶ

倒

選を

2

品
H
Hれ

み

ず

片

岡

い
去

(
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の
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他

体

体
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物住

1

4

ロ倒境(修復不能)

Eへ進む

日 建物jJlilf割合判定表
われる.

t!l曹の程度 ( )内はS.軽量S町場合

部俊 柵成比 内容
然被曹 特徴 小砿 中磁 大阪

住li(
32 

傾斜， I比111.座屈.亀裂. 。 8 lG 24 32 
面1.堕 主筋肉oill

韓日E 16 陥没沈下，亀裂 。 4 8 12 16 

外吉 8 (12) 亀~‘剥晶浮上.ずれ 。 2 (3) 4 (6) 6 (8) 8 (12) 

内韮 12 室内のItH凪亀裂，倒埴 。 3 6 9 12 

建具 12 
紐付け不良.ガフス専の 。 3 6 D 12 m倒・落下

政価等 B (4) 股儲器具.階段 。 2 (1) 4 (2) 6 (3) B (.1) 

その他 12 その他全体的な調聖書 1 

合計 100 ) % 結集坤口全盛口主J1!口二盤坐壁ロ主Q)fl!l

|坂官11・淡路大震災での経験を生かし，政令等により全国で統一された評価法が規定されれば.

調査方法の迷いによる判定結果のばらつきや，それによる住民の不公平感等の問題も解消される

であろう.

恐語扇蚕結果
年 月 日夜在

口倒頃

ロ全額

ロ半檀

ι ロ一部鍋壊
{焼失の場合 :ロ主総ロ欄| ロその他

判定基司5:主唱 (50%以上)，学喰【20%以上50同未満) 一部HI埴 (3%以上 20%未満) その他【3%未満)

図-2.11 建物被管状況溺tt~ (非木造)
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第 3翠 調査法が異なる場合の建物被審評価変換法

3.1 はじめに

地震による建物被害の程度を表すひとつの尺度として「全段率Jや「全半綾率Jが用いられる

ことが多い.それらは今後の防災における貴重な記録としてだけではなく.被害推定式の重要な

パラメータとして被害想定等にも使われる.しかし一口に「全域J. r半島高Jと言っても，その定

義は調査によって異なっており.それらを使用する際には注意が必要である.

国土庁 (1998)によれば.1995年 1月に発生した兵府県南部地震による住家被害は，全犠約 10

万 5千練.半I笈約 14万4千棟という多大な{主家被害を受けた.被災地ではそれぞれ異なる目的で

保険金支払のための「地震保険探筈査定調査J.震災復興沼市づくり特別委員会による被災記録の

ための「紋密実態緊急調査J.二次災害防止のための「応急危険度判定調査J. 自治体による減免

および義媛金補助のための「家屋被害調査」など，いくつかの建物被害調査が実施されたが.第

2章で示したように.方法および判定基準はそれぞれ異なっており.判定結果に大きな影響を与

えていたと思われる.本:t，Iではその中から，自治体による減免および義援金補助のための「家屋

被害調査」と，日本都市計画学会関西支部および日本建築学会近畿支部都市計画部会を中心とし

て幹事成された震災復興都市づくり特別委員会 (1995) (以下「震特委員会J)が実施し， (建設省建

築研究所， 1996)がデータ化した被災記録のための「被害実態紫急調査Jを取り上げ.比較分析

を行った 前者は被災者救済のために政府の通達(内閣官房審議室 1968r被害認定統一基準J)

に基づき，国から義務づけられているもので大地震時には必ず実施されるが，家屋の資産的価値

のJ員失度を見積もることが主たる目的であるため.実際、の建物の被害評価という点では緩い基準

となっている.一方後者は，阪神・淡路大震災の全体像の氾怒と今後への学術的貢献を目的とし

て実施された調査である.主に建物が再使用可能かどうかという観点から建物被害評価を行って

おり，建築工学・土木工学 ・都市計画に関わる専門家とそれらの分野を専攻する学生等によって

笑胞されているため，都市防災という観点からすると大変負重な資料である 被災地域の地震動

の図的分布推定には翠川 ・藤本 (1996)のように墓石転倒翻査から求めることカfできるが，林 ・

-a'腰 ・田村 ・川瀬 (1997)のように広域にわたって同ーの基準で判定されているこの建物被害澗

査を用いて求めることも可能である.しかし.このような調査が今後の大地震時に必ず行われる

という保誼はない したがって各自治体によって今後も確実に実施されるであろう『家屋被害訓

査(建築年・情造等を含む詳細データ)Jから，兵廊県南部地震時に震特委員会等が行ったような

建物被害判定に変換する評価式を構築しておくことは，今後フラジリテイカーブの作成や防災的

な都市計画を進めるうえで大いに役立つと忠われる.

本o-では上で述べた評価安換式の情築を目的として.芦屋市における特定地峡の一棟一棟の建

物を対象として.自治体と縫特委員会による建物被害調査の判定結果を比較し，さらに推定され

る地震動との関係を分析している.
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3. 2 芦屋市における建物被害判定結果の比較

(1)建物被害調査の織要

以下に本章で対象とした建物被害調査の概要を示す

被災者に対する議m金の配分および固定資産税の減免姶置は.各自治体によって実施される「家

屋被害調査」の判定結泉によって行われる 芦屋市 (1997)では 「被箸認定統一基準Jに基づき

作成された怨自の被筈調査惑をもとに.数回にわたる調査を実鈍した.

一方.震災復興郎市づくり特別委員会 (1995)による被害実態緊急調査は.日本都市計画学会

学術委員会と日本建築学会都市計画委員会の問で.淡路島から阪神地域数十キロメートルに及ぶ

市街地の.悠築物被災の全体像を客観的にデータ化することを目的として実施された.構造租UJIJ

は明らかでないが，阪神地減というかなり広い範囲での調査である 判定基準は修理 ・再利用可

能性の観点から設定されており.建物の被災度評価は，外観の目視により.ランク C:全峻また

は大破(以下「大破J)，ランク B:中程度の損傷(以下「中破J).ランク A:軽微な狐傷(以下

「軽微J). 無被筈の 4段階で評価している

表-3.1に芦屋市と震特委員会による調査内容の比較を示す.芦屋市の調査は建物の資産的価値

の煩失度を見積もるという側面も含まれているため，建物内部の床 ・階段 ・建具・設備等も評価

対象となっているのに対し， m特委員会の方は目視による外観調査であるため.建物内部は調査

対象から外れている.

筆者らの研究グループでは.杉浦 ・山崎 (1996)による宝塚市.後藤 ・山崎 ・佐藤 (1996)に

よる芦屋市，村尾・山崎 (1997a)による神戸市灘区，後藤・山崎・若松 ・浅野 (1997)による尼

崎市 杉浦・山崎 (1997)による伊丹市，山口・山崎・若総 (1997) による西宮市等.これまで

に兵庫県南部地震における鐙物被害分析を行ってきたが，ほとんどの地域で自治体の方が鐙特委

員会の判定基準よりも緩くなっている.

表-3.2. 図-3.1に芦屋市におけるによる自治体調査(後藤 ・山崎・佐藤， 1996)と震災復興都

市づくり特別委貝会 (1995)による調査の建物被害被数と被害率の比較を示す ただし両調査に

は，目的，調査地峡，対象総物等に違いがあるため守合計煉数は異なっている.この結果から，

縦して芦屋市の全I援は笈特委員会の中破以上，芦屋市の全半電車は震特委員会の軽微以上とほぼ等

しいと仮定できる.本章で一線ー僚の判定結果を比較することにより，より詳細な傾向を見いだ

すことが可能であろう.

(2)研究の方法

研究を進めるにあたり，芦屋市内でt直答の大きかった住宅地区を 15のエリアに区分し，分析対

象地域とした(図-3.2).各エリアの建物棟数と町名を表-3.3に示す.この中で臨海部にある N，

Oの 2エリア(芦屋浜)は地震動よりも液状化による被害が多発した地療であり，また高層集合

住宅が多いために比較的木造建物比が小さく f 他エリアとは異なった特性を持っている.以上の

15エリアについて， 芦屋市 (1997)による建物被害状況図と震災復興都市づくり特別委員会 (1995)

による被災度目IJm物分布状況凶を見比べ，対応のついた 12，138練の建物の被害判定結果注 2)を比

較し，エリアごとの分析を行った ただし，芦屋市が笑胞した建物被害調査では全峻 ・半峻 ・一

部煩峻・その他の 4区分となっているが，参照した建物被害状況図上では一部損境・その他の区
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第 3#- 調査法が異なる場合の建物被害評価変険法

分がつけられていなかったため，本主主では芦屋市の判定結果を全綴・半電車・その他の 3区分とし

て分析した

(3)エリアごとの建物被害判定結果の比較

対象地域全域での判定結果と芦屋市による建物被害判定に占める震特委員会判定の比率を表-

3. 4.図-3.3 1こ示す.全域判定の中では大破が，半壊判定の中では軽微が?その他判定の中では

無被害がそれぞれ 63%，47%， 77%を占めている.また全波判定の中に無被害が 4.5%，その他判

定の中に大般が0.6%と正反対の判定も含まれていた.

建物被筈調査の判定結果を GIS上に表示し，比較したものを図ー3.4に示す.液状化の激しかっ

た臨海 2エリアを|除き.全体的に震特委員会の中磁以上が芦屋市の全波判定に近く，また軽微以

上が全半媛判定に近い傾向を見せている.

図 3.5は芦屋市による建物被害判定ごとの震特委員会判定の内訳である 全綴と判定された建

物の中には大破の判定が多く見られるが.特に震度 7の帯(図-3.2)の中でその傾向が特に商い

臨海2エリアの内エリア Nでは全境線数が0であり，エリア Oでは芦屋市により全療と判定され

ていた建物が軽微な顕傷とされているのがわかる.また芦屋市によりその他と判定された建物の

大半は無被害と判定されており，震度 7の帯から縦れたエリアでその傾向が高くなっている.以

上のことから芦屋市による判定と震特委員会による判定の対応は地震動の強さとも関係がありそ

うである

半埴判定は主に中破と軽微な娘{拐によって占められているが，全療とその他の中間に位置する

ためか，その内訳が場所によって大きく異なっている.

図-3.6は芦屋市の全壊判定と震特委員会の中段以上の判定(大破+中破)をエリアごとの率で

プロットしたものである.線形近似をとったところ全 15エリアではが=0.98，臨海 2エ リアを除

いた場合は 0.97という高い相闘が見られ，共に傾きは 1.09となった

次に芦屋市による全半液の判定と震特委員会による軽微以上の判定の比較を図ー3.7に示す.ま

ず全 15エリアについて回帰したところ，点線で示した近似直線のようになり， R'=0.22と相闘が

著しく低くなったため，木造率が低く液状化の激しかった臨海2エリアを除外して再度回帰した.

その結泉，R'=0.80まで仁がり，傾きは 1.03となった 続海 2エリアのように木造が少ない地域

では，建物自体の被害が小さく.家具の転倒等により内部被害は大きいという事態が発生する.

したがって，外観目視による震特委員会の判定と，内部評価を含んだ自治体の判定が大きく異な

ることが考えられる.図-3.6と図-3.7の中で，臨海 2エリアによる影響に速いが見られたのは，

このような理由からであろう

以上のことから，全体としてとらえた場合，芦屋市の全緩やl定は震特委員会の中破以上とほぼ

等しく ，また臨海 2エリアを除いたほとんどのエリアで芦屋市の全半猿判定は震特委員会の軽微

な娘傷以上とほぼ等しいということが言える.
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表-3.1 建物被害調査内容の比較

芦屋市 重量特委員会
制査方法 消を防制本べ部判定臓員が目視により煩密度合 専門家・学生等による外観自説

調査員
消再防調本査部は専gn員門家の協力有 (3人1*ω 建わ築る工専学 ・土・木学生工学等 ・都市計画に保i

門家

抑査期間 1/23-1/29 2/1-2/9 
2/4-2110 2/10-3/13 
3/17-3/21 

評価方法 銀自の硝査察による百分率評価 調査察の定寂(持軍進別}に従つ L申l
定

|円滋似判災定度闘s評事 以-全上犠):{主家滅失 (l民主事程度が50% .7ンクE住{全め場るま見た込はみ大が破非1 ・jlj
定義 使用不可/ 門

-半若草:I員騒が甚だしいが，再使用 ない
可 (111害程度が20%以上50%未満) ランクB(中程度のtIl傷) 大嶋
-一部彼扱.金尾監および半漉に歪ら な修理で湾使用可能/大幅な修理で|
ないもので，補修を必要とする程度 住める可能性あり
のもの -ランウA(軽微な般協)経微な
-その他・会E畳半峻・一宮11控i桜以 損傷で使用可能/少しの修織で住め
外のもの る可能性あり

-無鉱害・見た目に彼自陣がない

木造 |全壁体・傾斜/屋椴開)/壁(外 全面.j的世倒去埴(使用の可否，傾斜/の有傾
調査項目 内壁)/基礎・床/往/階段/無 の状況)/各階の倒唆

その他 斜/構造材(基礎の破断.モルタル
の車l離 ーひび割れ往の磁場)/犀
権(般trI.瓦の落下)/外壁(事i
舷. ~担l落) .ガラス愈(iS下)/隣
練等による破峨

非木道 全体部傾雑斜壁/位/梁/部耐滋壁壁/基礎/各階の倒住趨祭/の傾斜/併座進屈材。柱(蓋脚健の
調査項目 外 /階段//綾備内 仕上/建 破断守 破自E・ アン

具/天井/床 /その他 カーの妓断.沈下)/外壁{詞l雌.
動l認:)

表-3.2 建物被害棟数の比較
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判定主体

芦屋市

1.-----

震特委員会

0% 10:. 20椙 30~ 40官 50% 60% 70冒 80% 90% 100% 

被害率 -全寝 図半犠 ロ 部 樋 塩 口その他
大破(ランヲC) 中破(ランウ日) 軽微(ランヲA) 無被害

図-3.1 建物被害率の比較

図-3.2 芦屋市対象地域と震度7の祷
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表-3.3 エリアごとの建物練数と町名

工リ7建物線数 町名

A 941 二条町 山芦屋町 ・西山町

B 1. 208 山手町 ・東芦屋町・東山町

C 830 朝日ヶ丘町・六麓荘町

D 604 岩国町

E 537 ー条南町 ・西芦屋町 ・月若町

F 812 松/内町 ・船戸町・大原町

G 800 級王塚町・翠ヶ丘町
H 733 清水町・前日町・津知町・川西町・平田北町

1. 401 業平町 ・公光町 ・大桝町 ・茶屋之町 ・精道町
-上宮川町・宮塚町 ・宮川町

j 1. 080 楠町・打出小槌町・春日町・若宮町 ・打出町

K 142 平田町

L 1. 060 浜芦屋町・総浜町 ・伊勢町・竹園町 ・呉川町

M 1. 014 西蔵田J.浜町南昌町 ・大東町

N 493 緑町 ・潮見町・若葉町。 483 高浜町新浜町浜風町

表-3.4 対象地域全滅における建物被害判定結果

100目

90司

塁側
8 70% 
似閲覧

号!: 50l場
4~ 
llII( 40% 

蝋 30~

主 2日告

10官

0% 
全頃 半島匝 その他 合計

芦屋市判定 皇室堅固中破口経板百系議蚕

図-3.3 芦屋市による建物被害判定に占める震特委員会判定の比率
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0の大きさは木造率を表す
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エリアごとの建物被害判定結果の比較図-3.4 
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図-3.5 芦屋市による建物被害判定ごとの震特委員会判定の内訳

エリアごとの判定比較E図-3.7
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第 3章調査法が異なる場合の建物被審評価変検法

3. 3 建物被害判定ごとの被害率曲線の比較と評価変換法

前主主で，芦屋市による判定と震特委員会による判定の対応関係は地震動強さに関係しているら

しいことを述べた ここでは低層建物被害と地震動観測他から推定された地震動分布を用いて.

建物被答関数(フラジリティカーブ)を求め，地袋却jの段大速度と建物被害判定の関係を調べた.

(1)対応レベルの設定

まず芦屋市と震特委員会判定の対応関係を調べる.前章の結果から「芦屋市の全援は鐙特委員

会の中破以上と等しいJ. r芦屋市の全半境は震特委員会の軽微な隙{努以上と等しいJと仮定し.

芦屋市と震特委員会の判定の関係を以下のように 4つのレベルに設定した

Level1 仮定どおり芦屋市の判定基準の方が緩いもの

Leve12 :仮定以上に芦屋市の判定基準の方が緩いもの

Leve13 :仮定と逆になっているもので Leve14以外のもの

Leve14・「全域と無被害J. rその他と大破Jのように正反対の判定が出てしまっているもの

対応レベルの内容とその様数およびエリアごとの比惑を図ー3.8に示す.芦屋市の判定基準の方

が緩くなっているLevellとLevel2は全体の 95.8%と大半を占めている.また Level3， Level 4は.

それぞれ 2.7%. 1.5%と少なかった. Level 3， Level 4のような対応関係は調査項目に室内の被害

が含まれるか否かという 2調査の差から発生すると考えられる.さらにLevel4のように正反対の

判定が出てしまった理由としては，調査時に使用した地図の途いによる建物の誤認，地図にプロ

ットする際の写し間違いなどから発生する雨誠査記録の不一致なども考えられる.エリアごとの

対応レベルの比率を見ると臨海 2エリアで他エリアと違う傾向が見られ，Level 1とLevel2が半

分ずつで， Level3， Levcl 4は存在しなかった その理由として液状化現象による被害，木造比の

少なさ等が考えられるが，ここでは判断できない.

(2)建物被害関数

山口 ・山崎 (1999) は.兵庫県南部地震時に得られた強震記録と，震特委員会および兵庫県都

市住宅部計画課が行った建築物被災度調査結果を建設省建築研究所 (1996)が数値化したデータ

を用いて，建物被宙開数を作成し，阪神地域の地震動の空間分布を推定した.ただし，この検討

で用いた建物データは併i怠種別や建築年代の属性が含まれていないため，木造戸建住宅にほぼ相

当すると思われる低層戸il!住宅のデータを用いた 本君主では.ここで得られた芦屋市内の推定地

震動(町了目単位の段大速度)を用いて，芦屋市とza特委員会の実施した 2調査に基づく全建物

に関する建物被害関数の術祭を誌みた.ただしこの地震動データは町丁目を単位としているため.

全棟数による重み付き平均により対象エリアごとの地鍵!IVJに検算した，また対象エリアは臨i(II2 

エリアを除いた 13エリアとしている.

ここで求めた地震動強さ(段大速度)と被害務の関係から，減査ごとの縫物被害関数を求める.

n出した推定地鍵lJyJ強さ(f量大速度)と建物被害率を表-3.5に示す.ある地震動xのときに被災

ランク R以上の被害が発生する確率九 (x)は，懐司E正焼分布の;阜獄確率分布関数φ(x)を用いて，対
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数正規分布で表せると仮定した.すなわち，

PR (PG~つ=φ((1" PGV-λ)ft;) (3-1) 

となる ここで係数λtは，In PGVの平均値および標準偏差であり. 図-3.9.図-3.10に示すよ

うな確率紙を用いた辰小二乗法により求めた.その結果を表ー3.6に示す.また各被i1t関数を図-

3. 11 (芦屋市)， 図-3.12 (銀特委員会)に示す 図ー3.13は芦屋市と震特委員会のそれぞれの建

物被害関数を重ねて比較したものである.芦屋の判定は曲線を用いて.緩特委員会の各判定は領

域を用いて表現している.ただし，Ii/;大速度は，再現地震動の燥大速度値から， 50-150c皿!s程

度までが適用範囲であると考えられる.

この図から芦屋市判定(全封書.半峻)と震特委員会判定(大破.中破，軽微)の関係を見ると.

大磁の発生確率は地震動の大きさに関わらず，全寝のものより小さくなっている.中破以上の発

生篠率は約 60cm/s以下で全績の発生確率とほぼ等しいが， t也鐙!WJが大きくなるにしたがい.全駿

半1]定よりも大きな発生確率となっているーまた軽微以上の発生確率も 60cm/s以下で全半援のもの

とほぼ等しいが，地震!WJが大きくなるにつれ，全半媛判定よりも大きな発生確率となっている.

(3)建物被害関数による比較と評価率

前節では建物被害関数を機築することによ り，芦屋市と震特委員会における各判定ごとの関係

を誠べた.しかし実際には図ー3.13のように大破の判定が全て全癒と判定されているわけではな

い そこで芦屋市判定のフラジリティカーブを国定して，その内訳を調べた

ここでは前宣告と同様に図-3.14に示すような確率紙を用いた最小二乗法により求めている 表

-3.7に判定ごとの l"PGVの平均値 (λ)および標準偏差(と)を示す.図-3.15は芦屋市の各判定

(全猿.半I乳その他)ごとにm特委員会でどのように判定されたかの条件付被害率を建物被富 k

関数で表したものである 図-3.15では半綴以上(全半島置)と全駿の幽線に挟まれた領域が半

I哀を表し，半機以上の幽線よりも上の部分がその他の判定を表している 全犠と判定されたもの

の大半が大破と判定され.半場と判定されたものの中では地震動が大きい所ほど大破と判定され

たものの比率が大きくなっている またその他と判定されたものの中では無被害が大きい比率を

占めているが.地震lIlIJが大きくなるにつれ，中破と判定される比率も大きくなっている.

芦屋市による各判定が，地震動の大きさによって震特委員会にどのように判定され.どの程度

合致したかを音利回率という尺度で示したのが.図-3.16 (全滋)，図ー3.17 (半緩)， 図-3.18 (その

他)である.評価率は判定ごとの震特委員会の各被害家を芦屋市による各被害率で除して求めて

いる.また対応レベルに応じて線磁を変えており ，LevellとLevcl2は太線で示している

全体として見ると.地震動の強さによって各判定のされ方が違っているのがわかる 市によっ

て全壊と判定された建物は地震動の小さいところでは.大破として判定されている率が低いが，

地震動が大きくなるにつれて評価率も上がり， 0.9まで上がっている 逆に中般の判定は地震動

50cm/sのあたりで自利回準が 0.3程であり，大破と判定されるものよりも比率が大きいが， 70cm/s 

あたりで逆転され.地震lJyJが大きくなるにしたがい，評価E絡が下がっている.地震動の小さい地

峻では一見建物の被害が小さくても.住物内郎の被害は大きいということも考えられる.その場

合に外観目視による評価を行った震特委員会の判定は中破だが，内部評価を含む市の判定は全峻

3-11 
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であるということが起きる 図ー3.16のような現象はこのような理由によると思われる.

次に半i哀の判定では， 50cm/s付近から 180cmJsまで帝王微の評価率がほぼ 0.5と安定している.

中敏の判定は地震動の地jJ日とともに緩やかに上昇している.また無被害の判定は 40cmJs付近で中

磁と問符度の評価率であったが，地震動が大きくなるにつれて 0.1まで減少している.

「その他」の中では， J照被筈の評価率が高いが，地震動が大きくなると 0.5まで下がり ，逆に

経微の判定は地震動の増加とともに 0.3程度まで上がっている rその他」の中での大破，中倣判

定の評価率[ま，地震動が大きくなると多少矯加しているが，それでも 0.1tJ.-Fと比較的に小さい.

(4)自治体による全犠率からの評価変換

前節では地震動と被害率の関係から芦屋市と震特委員会の建物被害判定を比較した.ただし，

ここでffjいた地震動分布は震特委員会による低層戸建住宅の被害率と複数地点の地祭観測値から

導いた推定地袋到Jである.したがって，もともとの地震動そのものが，震特委員会の建物被害率

と高い相関関係にあると言える.ここではこれまでの結果から媒介変数である地震動を消去し，

自治体全境率および震特委員会大破率から，他の被害率へと変換する方法を従来する .

図 3.13で被害関数の比1阪を示したように，自治体の全峻率がわかれば， 地震動がわかり，そ

こから半媛率，あるいは震特委員会の被害率(大破，中破等)がわかる.図 3.19に自治体の全

峻率から他の被害率へと変換するグラフを示す.どちらも様納に自治体の全峻本をとっている .

全峻率(地波動)が大きくなるにつれ，被害のない建物すなわちその他の割合は減り続ける .ま

た半峻は全峨率が 20%1立になるまで鴻加するが，それ以上の被害になると全峻として判定される

ため，‘ド峻率は下がっていくのがわかる.全峻+半峻(全半峻率)はその他の判定以外のものであ

るので，その他を表す曲線と被害率 50怖の線を糊とした線対称の関係になっている .

図-3.20は自治体の全壊率から，震特委員会の被害率を求めるグラフである.大破率は全峻率

が大きくなるにつれ直線状にt削日している .軽微は全域率が 20%程度になるまで急激に増加する

が，それ以降は中磁へと変わるため減少していく 軽微がピークを過ぎたあたりでそれらの建物

は中被へと移行していき，軽微よりも少し高い 40%付近で中破はピークとなる .また中破以上(大

E世+中破)は図-3.6でも示したように全壊率とほぼ同じ備をとっている.

図-3.21は震特委員会の大鍛率から震特委員会の他の被害率へと変換できるようにしたグラフ

である.図-3.20と同じような傾向があるが，軽微のピークは 10%あたり，中磁のピークは 30%

あたりと，自治体の全壊率でみるよりも少し低いところに位置している .図ー3.22は震特委員会

の大倣率から自治体の被害率への変換グラフである.図-3.19と比べると，その他， 半綾，全峻+

半峻のどの曲線もやや大破率の低い方向へスライドしたような形になっている .

これらの変換グラフは，今後の大地侵略に実施されるであろう自治体による建物被害調査を兵

庫県南部池袋i時の被害と比較する場合，あるいは判定基準の異なった兵庫県南部地震に関する自

治体による詳細な悠物被害データを分析する場合に，有効に利用できるものと思われる.しかし，

残念ながら今回分析したデータは，村上 ・田原・ 1車問 ・三湾 (1996)の研究のように詳細な主主物

属性を考慮したものではないため，建物全体としての平均的な関係であることに注怠する必要が

ある.またデータ数の不足により，大きい地震動地域における精度は低いと思われる.適用範囲

があることにも注意しなくてはならない.
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ーーー Levcl1:9.849楓(81.1%) Level 
「ーiLv.l - uvcl2: 1，777練(14.7%) ド=-i
Ii Lv.2 

-_. u:vcl3・331視(2.7%) Ii LV.3 
圃・・ LV.4

回目白 Level4: 181棟(1.5%) ・・圃
(円の大きさはエリアごとの生練数を示す)

図-3.8 被害判定の対応レベルとエリアごとの比率

表-3.5 建物被害関数の構築に用いた推定地震動と建物被答率

エリ7 PGV 
llt物(棟鋭)致

芦屋市調査 滋特長員会湖査

Ccmls) 全域率全半壊$ 大破 |中磁以上軽微以上

A 84.2 941 n 2% 59.7% 12.1% 21. 8% 53. 1% 

B 16.2 1. 208 12.7% 38.3% 7.2% 15. 7% 40.5% 

E 63.6 830 10.0% 43.5% 2.0% 11. 4% 38.4% 

D 66.0 604 11. 1% 47. 5% 3.5% 15.2% 38.4% 

E 95.7 537 36.3% 67.8% 21. 8% 35. 2% 81. 2% 

F 99.7 812 28.2% 55.8% 21. 8% 30.3% 62.6%1 

じ 100.0 800 29.3% 60.5% 19. 1% 36. 1% 64.8%1 

H I 177. 4 133 65.3% 85.7% 57.3% 70.3% 87.4% 

122.0 1. 401 43.4% 72. 4% 36.5% 50.9% 79. a 
111. 2 1. 080 36. 1% 64. 7% 27.0% 44.4% 67.4% 

K 62.7 142 6.3% 19.7% 2.1% 6.3% 35.9% 

L I 10日.1 1. 060 40.4% 75. 1% 26.7% 44.2% 77.3% 

M 97.0 1. 014 30.0% 57.3% 16.6% 28.9% 46.9% 
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図-3.9 最大速度と芦屋市による建物被害率の関係の篠率紙表示
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図-3.10 最大速度と震特委員会による建物被害率の関係の確率紙表示

表-3.6 建物被害関数の係数
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図-3，13 芦屋市と震特委員会の建物被害関数の比較
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図-3，14 最大速度と各建物被害率の関係の確率紙表示
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図-3.19 自治体全域率から被害率への

訴側変J失
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3.4 まとめ

兵庫県南部地震で被容を受けた芦屋市の約 12，∞0繊の建物を対象として.自治体と震特委員会

による建物被害調査の判定結果を比較した その結果，全体としては芦屋市の全波判定は1M特委

員会の中彼以上，芦屋市の全半筏判定は震特委員会の粍微なm傷以上にほぼ等しいことがわかっ

た また判定結果と姶定地震動(辰大地震速度)との関係を調べた結果，地震動の大きさが 2調

査による被害判定結果の違いに影響を与えていることがわかった 地震動の小さいエリア内，そ

して強固な建物等は倒綴・全壊することが少ない しかし家具の転倒等により，内部被富は発生

しているということが考えられる.そのような時.建物内部被害の判定項目の有無が.建物被害

調査結果の大きな速いとなって現れてくる.地震動の大きさが判定結果の違いに彫響を与えてい

るのは，このような理由によるものと考えられる.以上の分析により.自治体による資産的評価

を箆視した建物被寄鍋査の判定結果を，震特委員会の調査に基づく被害判定へと変換する評価法

を提案した.

今後，大地震が発生した際に実施されるであろう被災地域の自治体による調査結果を，判定項

目内容を考慮したうえで，本評価法により変換することにより，兵庫県南部地震との比較を定B
的に行うことが可能になる.
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第 4章 iil区における建物波書のマクロ分析

4. 1 はじめに

1995年 1月 17日に発生した兵廊県南部地震は，これまでに経験したことのないほどの都市災

害をもたらした.今後も各地で発生するであろう大地震に備え.これまで使われてきた地震被害

准定式を.この地震による膨大な被害データを取り入れて.より精度の高いものへと向上させる

ことは重要であろう.さらに建物の被害データを分析することは，地震記録数が十分でないため

に犯濯しきれていない地震動の分布状況を逆縫定する上でも有効である.

膨大な数の建物が被害を受けた兵庫県南部地震の被答データを分析することにより.これまで

には待られなかった多くの知見を得ることが可能である.兵庫県南部地震発生後には， 第2章で

述べたように.その目的 ・組織に応じていくつかの縫物被害調査が実施されたため.いくつかの

異なった被害データが存在している.その結果.各研究グループにより様々な建物被害分析の報

告がされている.

自治体によって行われた建物被害調査に基づくデータを用いたものとしては，杉官官・山崎 (1996)

による宝塚市，後藤 ・山崎 ・佐蕗 (1996)による芦屋市，村尾 ・山崎 (1997.)による北淡町，後

藤 ・山崎 ・若松 ・浅野 (1997) による尼崎市.杉浦 ・山崎 (1997) による伊丹市， 山口 ・山崎 ・

若松 (1997)あるいは岩井・他聞.rlffi井 (1997)による西宮市.Miyakoshi， Hayashi， Tamur.， and Fukuwa 

(1997) による神戸市.そして小川 ・山崎(1998) による明石市等がある.いずれも構造別 ・建

築年代別を基F本としてl.l!物被害の分析をしており，データに応じて階数別・屋板別等も行ってい

る

自治体による調査以外のデータとしては，震災復興都市づくり特別委員会(日本都市計図学会

関西支部.日本l.l!築学会近畿支部都市計画部会)および兵庫県都市住宅部計函課が行った建物被

災度調査結果のデータが挙げられる それを数値化した建設省総築研究所 (1996) は精進別 ・建

築年代別・階数別 ・用途)JIJ等詳細な分析を行っている.緑川 ・長谷川 ・向井 ・西山 ・福田・山内

(1997)は神戸市内の特定地峻の調査データを用いて鉄骨造の被害レベルと建築年代との関係や

年代と階数日11の分析を行っている.村上 ・田原・藤田 ・三湾 (1996)は， 神戸市東灘区の木造住

宅の密集した震度 7の地域内における詳細調査に基づくデータを用いて，建築年代，建物規綴な

どと被害の関係を切らかにしている.

本:1;1では. 第5章.第6章で地震動分布の推定やm物被省関数の精築を行っていく上で基盤と

なる建物被害調査のデータを用いて，神戸市灘区における建物被筈の分析を行った

-ーー 第 4章 灘区における建物被容の7クロ分析

4. 2 灘区の概要

灘区の概要図を図-4.Iに示す.

灘区は，南北に長く ，~tに六甲山，摩耶山，南に大阪湾をひかえ.海と山に凶まれた地減で，

昭和 4年に神戸市に編入され，臨海部の神戸製鋼所をはじめとする大規模工場と普後の工業地や

住宅地.商業地と，山渡部の緑鐙かな住宅地の整備をii1iじて発展してきた.また区内には神戸大

学，松蔭女子学院などの大学.短期大学や王子公園.近代美術館.王子市民ギャラリーなど神戸

市の広域的な文化 ・教育・スポーツ純設が立地し.神戸の文化・教育 ・スポーツの後として機能

している 昭和 45年当時約 17万人であった人口はその後徐々に減少し.高齢者人口比率は地加

してきた.

兵庫県南部地設時には，良好な環境の住宅地である北部は比較的に被害が少なかったが.中央

音It以南では，火災が発生し焼失した地区や住宅がほとんどiftJ題した地区もある.神戸市 (199Gb)

の統計によれば，灘区全体では全緩 12，757棟，半島草 5，675練，全焼 327線!.半焼 43練，死亡者

924人という被害を受けた.神戸市内においてこれらの被害は，全時童数では長田区 (15，521{来上

東灘区 (13，687練)についで，金総数では長田区 (4，759棟)，兵庫区 (940僚)についで.死亡

者数では東灘区 (1，461人)についで被害が大きかった 図-4.2 による兵庫県南部地震における

灘区周辺の強箆記録観測点(日本建築学会近畿支部耐笈精道研究部会， 1996) と気象庁 (1997)

が発表した震度 7の格を示す.強震記録が観iJliJされた点はこのように数が少なく、 4.1で述べた

ように建物被害関数を術築するためには.地震動の分布を推定しなければならないことがわかる.

震度 7の帯は.東西に伸びた阪急電鉄と阪神電鉄の間にあることがわかる.
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図-4.1 灘区の概要図

図-4.2 兵節県南部地震における強w記録観測点と震度 7の待
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4. 3 灘区の建物被害データ

本主主に使用した建物被害データは.兵庫県南部地震後に神戸市によって実施された建物被災度

調査に基づくもので，調査項目は一棟ごとの町丁目.建築構造 (7分類 木造.軽量鉄骨造，鉄

骨造，鉄骨鉄筋コンクリート造，コンクリートブロック造.レンガ造).建築日付，合計床面積，

屋根 (5分額瓦葺き，スレート葺き.金属葺き.板葺き，その他)，階層，被害区分 (3分額:

全I妥半I護，全焼)である.第2輩てづ述べたように，被害区分に関して. r一部煩I愛j という区分

を取り入れた自治体もあるが『事1I戸市では，どの建物も何らかの被害を受けており「一部領峻J
と「無被害Jの区別をするのは燥しい，という判断をしたため，r全峻J，r半I要J，r全焼J以外の

ものを「その他j としている.これらのデータの内.床面僚 10ni未満のデータ (2，542件)，地上

階のないデータ (213件)，建築日付が特定されていないデータ (35件)を削除した後.ゼンリン

(1994)の住宅地図と照合したうえで.約 3万件の灘区建物被害データベースを作成し.被富の

分析を行った

表ー4.1に各主要情造の建築年代別の建物被害線数を示す.図ー4.3に示した通り.これらの建物

データを構造別に見ると，全体の約 4分の 3を木造建物が占め，次いで鉄筋コンクリート造(以

下， Rci宣)，鉄骨造(以下， s造)，軽量鉄骨造(以下，軽量 S造)が全体のほぼ妓りを占め.コ

ンクリートプロック造.鉄骨鉄筋コンクリート造およびレンガ造などを含むその他の精道(以下，

その他)はわずかであった.

構造別に見てみると.木造建物は，建築年の新しいものほど少なくなっており.肢も多い 1951

年以前の建物の中には明治初期のものも含まれている.一方.日本において伝統的な建物情造で

ある木造と比べて.新しい構法である RC造.s造および軽!Ils造は建築年の新しいものほど地

加している.ただし. 表-4.1では軽量 5造に関して 1971年以前のものを全て一区分にしている

ため， 1972-81年の線数が段も少なくなっている

灘区の建物の精道別被i!j2容を図-4.4に示す.コンクリートプロック造，煉瓦造など線数が少な

い割に被害率が高いものを含むその他の構造を除けば.全段率および全半猿If，ともに，木造が段

も高く.次いで S造 I経i立5造， Rci盆と低くなっている 線数が全体の 4分の 3を占める木造

と残りの約半分を占める RC迭とを比較すると，木造の全波率 (52.4%)は鉄筋コンクリート造

(9.3%)のが-16倍となっている
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表ー4.1 滋区の主主物被害線数

4構造 建築年代 全i裏 半犠

ー1951 5.032 1.636 

1952-61 2.897 93(; 

木造
1962-7l 2.588 928 

1972-81 1.006 7臼

1982.94 38-1 542 

言十 1I.907 4.806 

.1951 10 5 

1952-61 30 27 

RC造
1962.71 131 lエヲ

1972-81 126 224 

1982.94 57 153 

言十 354 532 

-1951 ヲー 1 

1952-61 JI 9 

S造
1962-71 227 92 

1972.81 185 157 

1982-94 107 203 

言f 532 462 

-1971 221 77 

軽量S造
J972.81 25 39 

1982.94 26 48 

自十 272 164 

その他 133 89 

金建物 13.198 6.053 

軽量S造 4.2%

(1.301棟)

S造 7.1%

(2.173t車)

RC造 12.3%

(3.814様)

木造 74.5%
(22.710様)

その他

1.138 

開 2

1.126 

1.218 

1.513 

5.997 

18 

l25 

613 

明】6

1.256 

2.928 

32 

121 

l45 

288 

593 

J.179 

245 

231 

389 

865 

324 

11.293 

図-4.3 灘区内建物の締巡別比率

H 

4・ーーー

第4章 灘区における建物彼穫のマクロ分析

言十

7.806 100% 

4.825 
90% 

4.642 

2.988 80% 

2，449 70% 
2~.71O 

33 持 60%

182 

877 

1.256 

制3gE50% 

40% 

1.466 30% 

3.814 
20% 

35 

14J 10% 

464 。%日。
903 

木造 S造 軽量S造 RC造 その他 合計

2.173 

543 

295 図-4.4 建物の構造別被答率

463 

1.301 

546 

30.544 
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4.4 建物被害のマクロ分析

(1)建築年代別被害分析

ここでは木造.RCi1t s造および軽昆S造の建築年代目IJの被害を分析する.非木造建物につい

ては耐震基準改正による影響を考慮し. 1971年と 1981年を境に IO年ごとに区切り分析したが，

木造建物に関しても比較検討のため同線の区分を絡した

図-4.5に木造建物の建築年代目IJ被害状況を示す全域率及ひ全半島車率は建築年代が車Iiしくなる

とともに減少している.とくに ]971年.1981年を境に全I護率の減少幅が大きくなっている.

次に RC造の建築年代目IJ被害を図-4.6に示す.全峻E事及び全半耳車率は新しい建物ほと小さくな

っており，木造と同様の傾向が見られる.とくに ]951年. 1981年を境に全半境率の減少傾が大

きくなっており，また金色長率は 1971年にも大きく減少している これらは耐震基準改正による影

響かと思われる，

図 4.7にsi鐙建物の建築年代目IJ被害率を示す. 1962年以降の建物に関しては，木造. RC造と

同織に全駁怒及び全半白星率が.新しい建物ほど低くなっているが， 1961年以前は著しく小さい.

そこで，この時期1のili物分布を調べた結果，それらの多くは臨海部に位置しており ，液状化の影

響を強く受けている.またこのi.l!物群の中には製鋼所の工場・倉廊などが多く含まれており. 他

の地域の鉄骨iPJとi些う特性を持っていたことも考えられる 1961年以前と 1962年から 1971年

までの建物の用途を調べてみると.1951年以前に全駿，半壊した 3僚の中で 2棟が居宅であり，

被答のない 32練の内 311来は工犠.倉庫.停車場等であった.続いて 1952年から 1961年の建物

の内，全君主または半漉した居宅.事務所等は全 56棟中 5棟 (8.9%に工場.倉庫等は 85練中 15

綴 (17.6%)である. 1962年から 197J年になると S造の居宅.事務所等が 256棟とそれ以前の 5

倍近くに~ぇ.その内の 76.6%である 196 練が全緩または半地を受けた.工場，倉廊等の建物の

中で全域または半犠の被答を受けたのは 208棟中. 59.1%の 123練であった さらに全tl!を受け

た建物の居宅官共同住宅，事務所，庖舗等の占める書IJ合?を調べると，196]年以前に 13練中 6械

と半分以下であったものが， ]962年から ]971年にかけては 227練中 153憾!となり， 67.4%の占有

率であったまた 3階辿て以上の S造建物がillてられるのは ]960年代になってからであった.以

上のこのことから全半峻率が 1961年を唆に大きく変わった埋由として， 1960年代から 1970年代

の高度経済成長を背呆として増加した鉄骨造の住宅.事務所等が大きな被害を受け.それ以前に

造られた建物の多くは低層の固定荷重の少ない工場，倉庫等が多く，被害が少なかったことなど

が考えられる.

図-4.8に示した軽量 S造も{也の榊造と同様に，古いi.l!物ほど被害率が高いという傾向が見られ

る とくに 1981年を境に全段率の減少率が大きくなっており .耐震基準改正による影響を受けて

いるようである この古い建物ほど被害率が高いという傾向は，杉浦 ・山崎 (1996)による宝塚

市，後藤 ・山附 ・佐藤 (1996)による芦屋市，村尾 ・山崎 (1997b) による津名郡北淡町，後藤 ・

山崎 ・務総 ・浅野 (1997)による尼崎市.杉浦 ・山附 (1997) による伊丹市， 山口 ・山崎 ・若松

(1997)による西'1!;;rn等包 {也の地域でも見られる

また図ー4.9から図ー4.12のように各階.il!iについて，1年ごとに区分した被害率の変化も調べて

みたが，ほぽ連統的に年代が古くなるほど被害率の地加が見られ，経年による劣化の影響を受け

ていると思われる.
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(2)建築階数別被害分析

ここでは建築階数による被警を分析した.

表-4.2および図ー4.13に灘区における RC造建物の階数別被害練数と被害率を示す.全体的に

8階建てまで階数がmすほど全峻率および全半綾率が大きくなっている .8階以上は棟数が減少し，

統計的な解釈が困難だが，低層住築に比較して金峻率および全半峻率が大きくなっている.

次に S造建物の階1&別被害線数と被害率を表-4.3および図ー4.14に示す.RC造と同僚に，全

半壊率は， 1階建てから 5階建てまで高さがI曽すほど大きくなっている .6階建て以上の悠物は線

数が少ないため統計的解釈をするのが困難である.

(3)木造建物の屋根別被害

ここでは，木造建物の屋銀別被害について分析する.金木造の屋.fH極別の比率は瓦葺き (18.236

線).が全体の 80.2%を占め，次に金属母き (2，308傑)が 10.2%，スレー ト箆き (1，742練)が 7.7%

となり ，級王幸き (134練)とガラス，ビニール等を含むその他 (290練)の屋綴がわずかに 2%弱

であった.

表-4.4，図ー4.15に木造建物にI測する主要な 3般の屋恨(瓦蕊き，金属ままき，スレート泣き)

ごとの建築年代別被害線放および被害率を示す.総棟数で見ると，全壊率は瓦葺きが段もお く

57.2%，続いてその他 55.2%，板fまき 47.8%，金属王手き 45.1%となる.スレート民きは 11.4%と

木造の 5分の lと辰も低かった.fIl築年代ごとに見ると，どの年代においても全峻率，全半峻司誌

は瓦箆きが最も高く，スレート泣きが忌も低いという傾向が見られた.

新耐震設計法 (1981年)に定められた固定荷重と，杉山 (1996)によれば，下地を含む屋級車

設は瓦丘 (65-150kglm')，スレート (20-55kglm')，金属(データは主に亜鉛鉄板箆)(5-25kgl 

m')の順に軽くなり，各年代ごとで巌も被害率の高い~.f.艮の重量1が最もJ1ìくなっている.しかし

金属の屋線とス レー トの屋線とでは被害率と重鼠の関係が逆転している データからではその理

由が確認できなかったが， ~量級のi重いによる構法の追い，あるいは慶線種の選択と鐙物所有者の

経済的事情などが側係していると思われる.
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図-4.6 RC造の建築年代別被笛率
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第 4章 灘区における建物被蓄のマ7ロ分析

表-4.2 RC遣の階数7l
'
J被害線数
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図-4.13 RC造の階数別被答率
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表-4.3 S造の階数別被害線数

100% 

80% 

誌60%

~ 
40% 

20% 

。%

建物階聖書

lF 

2F 

3F 

4F 

5F 

6F 

7F 

8F 
9F 

計

全壊

77 

131 

207 

78 

28 

6 

3 

532 

半犠 その他

41 358 
75 262 

229 412 

86 122 

20 14 

7 9 
3 1 。 。

462 1179 

計

476 

468 

848 

286 

62 

22 

5 

2 
4 

2173 

1 F 2F 3F 4F 5F 6F 1F 8F 9F 

図-4.14 S造の階数別被密主将



~ーー

第4:t;t d種区における11!物被害の7クロ分析 第 4車 灘区における建物波容のマクロ分析

表-4.4 木造の震.tN陸別 ・建築年代別被害線数 4. 5 GI Sを用いた建物被害分析

建築年代 屋根種jjl 全壊 半寝 被害なし E十

-1951 瓦 4467 1471 1021 6959 

金属 441 128 222 791 

スレト 23 13 67 103 

1952-61 瓦 2572 830 749 4151 

金属 253 84 237 574 

スレト 24 10 33 67 

1962-71 瓦 2226 776 773 3775 

金属 286 121 329 736 

スレート 22 16 59 97 

1972-81 瓦 887 612 890 2389 

金属 54 31 81 166 

スレト 50 111 252 413 

1982- 瓦 291 371 645 1307 

金属 7 11 53 71 

スレト 80 159 844 1083 

合計 瓦 10443 4060 4078 18581 

金属 1041 375 922 2338 

スレート 199 309 1255 1763 

次に，灘区内の山麗部を除く 350町丁目を対象として，地理情報システム (GIS)を用いた建

物被害分析を行う.

陀

wnu 
nりl
 

1951 1952-61 1962-71 1972-81 1982- 合計

(2)建物の分布と被害の状況

図-4.16から図-4.18は主要精道(木造. RC進，s造)iJlJの線建物数分布である.灘区におけ

る建物の約 3/4(図-4.3参照)を占める木造は.臨t怒部を除き広範囲に分布しているのに対して.

RC 道および鉄骨造は50練以下の町丁目が大半を占めている

町丁目ごとの椛造別全壊率を図-4.19から図-4.21に示す.木造全段率が 60%以上の町丁目は全

体の 52%にあたる 182町丁目であり.練数の著しく少ない臨海部を除いた南部から阪急電鉄にか

けての地域に広がっており，阪急電鉄の北側では全渡率 20%未満の地域が急培している 鉄骨造

およびRC造の全滋率 60%以上の地援は，それぞれ8町丁目. 46町丁目と木造に比べて著しく少

ないが，どの精進においても.臨海部以北より阪急電鉄までの東西方向の帯状地峡て被害率が高

いという傾向が見られたそれぞれの構造について全段率の分布が類似しているということから，

第5意において地震動を推定するうえで，最も棟数の多い木造建物の被害率を用いることが録も

有効であることがわかる

次に建物全波率の分布と兵庫県南部地震により発生した死者の関係について調べる.神戸市

(1996b)の統計によれば.兵庫県南部地震による灘区内の死亡者は 924人であり.神戸市内では

東灘区 (J.461人)についで二番目に大きかった.今回調査した 350町丁目の中では.約 46%の

160町丁目で死者が発生しており.最も多かったのは髭琶町 l丁目の 40人であった. 図-4.22に

神戸市 (1991)の各町丁目の人口を基に作成した町丁目ごとの死者発生率を示す ただし新しく

生まれた町である大月台については，平成 7年版国勢調査を使用した.死者発生率の高い地峻は

臨海部以北から阪急f邸主に挟まれた給状の地域であり，全壊率の高かった地域と同僚の傾向を示

している.40% 
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(3)木造建物の微地形区分別彼害

兵庫県南部地震における各種権造物の被害分布が微地形と密践に関係していたことが，吉岡 ・

宮地 ・主主川・下川 ・奥村 ・水野 ・松村 (1995)により指摘されている.本家では国土地理院 (1966.

1996) による土地条件図にもとづき.被害の著しく小さかった山E軍部及び液状化による影響が大

きい臨海部を除いた地域を， 図-4.23のように町丁目単位で 6種の微地形に区分し，木造建物の

被害率と微地形(土地条件)との関係を調べた.その結果を図-4.24に示す この中で.微地形

区分は左より右に向かつて偲高の高い順に配列しているが.これは表層の堆核物の粒径とも対応

しており.左より順次紛l粒な地積物に移行している

台地 ・段丘の全壊率および全半島車率を見ると，地質年代の若い低位薗の方が上位商よりも路い

被害率となっている.また低位百!の台地 ・段fi上には小河川に沿って浅い谷が分布していること

から，ここでは谷部分とそれ以外の一般函を区別して示している 両者における全峻率および全

半君主主容を比較すると，浅い谷が一般商よりも高い被害率となっており，谷地形もしくはこれに起

因する表屑の地盤条件の巡いが建物の全半媛率に大きく~~していることが綴われる
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第 4章 施区における建物被害のマクロ分析

さらに沖級低地についても比較すると，扇状地，緩扇状地 海洋平野 ・三角州の順に全半壊率

(とくに全波率)が大きくなっており.原高が~<租l粒な砂僚で権成されている扇状地より. 綱

粒の砂ないし粒土で構成されている海洋平野 ・三角州の方が全半境率が高いことがわかる

1'1'
積低地上の被害率が台地 ・段丘と比較して，必ずしも大きくなっていない理由として.地震

動の大きさが被害率に影響していたことなどが考えられる.

(4)建築研究所との全i裏率判定の比較

本章で用いた神戸市の調査データと震災復興都市づくり特別委員会 (1995)による建物被答調

査をもとにした建設省述築研究所 (1996)のデータを， Wr丁目ごとの木造建物の全段率で比較し

たものを図-4.25に示す.建築研究所データには.精進積日IJによる分類がされていないため，低

層住宅 (2階以下)という分類を木造と仮定し，神戸市調査データの全媛率と比較している 灘

区のデータは固定資産税減免を目的とした神戸市による建物被災度調査にもとづくもので， r {:主

宅が滅失したもの.あるいはa 補修しても家屋として再使用することが困難なもの. (扱寄の程度

が50%以上)J (神戸市確災証明)を全駿と定義している.一方ι 建築研究所の用いたデータの判

定基準は第2章で説明したようにそれとは央ーなっているため，r倒l域あるいは大破Jを全域として

比較した図 4-25はこのような判定基準の違いを示しており，全体的に本章で用いた神戸市調査

による被害データの方が， i主築研究所データよりも高い全I聾率となっていることがわかるーこれ

は第2章および第3章で得た結果と一致する.図中，一部判定基準が逆になっている町丁目があ

るが，これらは主に臨彼自fiの建築様数が少ない地域で.それぞれの母集団の棟数の少なさの影響

が大きくなってしまった結果と思われる
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第4宜主灘区における建物彼客のマクロ分析
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図-4.16 町丁目 ごとの木造線数分布
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図-4.17 町丁目ごとの RC造校数分布
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第4:1事 擁区における建物被害のマクロ分析
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第 4章 灘区における塩物被害のマクロ分析
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図-4.25 建設省建築研究所 (1996) データと神戸市調査データの田T丁目別全綾率判定の比較
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第4章 灘区における建物被害の-;;，'7ロ分析

4.6 まとめ

本意では産量区におけるill物被害のマクロ分析を行った.その結果，構造別の全半壊率はレンガ

造が最も高く，続いて木造，鉄骨鉄筋コンクリート造，鉄骨造，軽盆鉄骨造，コンクリートブロ

ック造，鉄筋コンクリート巡の順であった .各総造ごとの正I!築年代および建築年男IJの被害率は，

どの構造においても， 一部の例外を除いて建築年代が新しいほど小さくなる傾向が見られた.ま

た耐震基準の改正による影容も見られた.建物の階数月IJの被害分析では，鉄骨造，鉄筋コンクリ

ート造ともMll"iになるほど被害率が高かった.木造主s物の尾恨別の被害は，どの建築年代におい

ても重畳の大きい瓦.uきが長も大きかったが，スレート蕊きと金属ままきとでは被害率と屋級選盆

との関係が逆転していた.データからではその理由が確認できなかったが，屋伎の途いによる備

法の違い，あるいは屋線極の選択と建物所有者の経済的事情などが関係していると思われる.

また GISをmいた凝区の建物被筈分析も行った.木造建物は RC造，鉄骨造と比較して棟数が

多く，広い地域に分布している .どの憐造においても，全綾率の高い地域はいわゆる「震災の俗」

ょに広がっているという傾向が確認された.これらは池袋動の分布を推定するための尺度として，

木造建物の被害率が有効に用いられる可能性を示している.また全峻率の高い地域で死者発生本

も高いという傾向が見られた，木造建物の被害率と微地形(土地条件)との関係を調べた結果，

台地 段丘上では上位而，低位商，浅い谷の順に，また沖績低地においては扇状地，緩扇状地，

海岸平野・ 三角州の順に，木造建物の全半壊率(とくに全峻率)が大きかった.このことから表

胞の地盤条例の迷いが悠物の全半糠率に大きく影望書していることが溺われた.ただし，地震動の

大きさによる影響も大きいと恩われる.さらに本主主で用いた減免用被災度調査データと総築研究

所データを， ~寺町丁目ごとの全峻率に関して比較した.その結果，神戸市調査データの方が， ill

築研究所データよりも判定基準が緩くなっていることが確認された.
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第 5章兵廊県南部地震における漉区の地震動分布の推定

5. 1 はじめに

地震による情造物被害を評価するためには、被災地域での地i2J動強さの面的分布を推定するこ

とが重要である.しかし兵庫県南部地震についての強鍵記録は，これのみからその地域の地震動

分布を求めるに充分なほどは得られていない.

兵庫県南部地震の被災地域における地震動分布推定および建物被害関数に関する研究としては.

これまでに.翠川 ・藤本 (1996)が地形条件と被災地域での必石転倒率の分布から神戸市および

その周辺での最大速度分布を推定し，藤本 ・翠川 (1996)は各組被害データを重合して阪神 ・淡

路地域での震度 6の分布を舵定している.また林 ・2・腹・田村 ・渡辺 (1996)，林 ・宮腰 ・回村 ・

川瀬 (1997)は一連の研究の中で.地主主モデルの FEM解祈による再現地震動と建設省建築研究所

(1996) によってまとめられた建物被筈調査データを用いて.汲大地;fiIJ速度と低層組立住宅被害

との被害関数(林 ・宮腰 ・田村， 1 997b)を構築し.向調査の建物被害率から被害地域全域での段

大地動速度分布を雄定している さらに長谷川・翠川|・ 総岡 (1998) は.同じ建設省建築研究所

(1996)のデータと東灘区西部地区の建物について村上 ・田原 ・藤田 ・三滞 (1996)が行った建

築年代別被害制査結果を用いて木造建築物の建築年代別被害関数を作成している

筆者らの研究グループは，地震動強さと建物被害との詳細iな被害関数を精築することを目的と

して，これまでに兵廊泉南部他震による建物被害データを各自治体から収集し.分析を行ってき

た.杉iili・山崎 (1996)による宝原市，後緩 ・山崎 ・佐藤 (1996)による芦屋市，村尾・山崎 (1997b)

による神戸市灘区，村尾 ・山崎 (1997.)による北淡町，後藤 ・山崎 ・若松 ・浅野 (1997)による

尼崎市，杉浦 ・山崎 (1997) による伊丹市.山口 ・山崎 ・若松 (1997) による西宮市等である.

図ー5.1に建物被害関数を俗築するまでのフローチャートを示す.まず強震観測記録とその周辺地

域の低層独立住宅被宮データ(建設省建築研究所.1996)とを用いて低厨独立住宅の被害関数 (1) 

を求め，その関数を同データのもととなった調査地域に適用し.阪神地域の地震動分布を推定す

る.ここまでは山口 ・山崎 (1999)によりまとめられており，次節で詳しく述べる.本章(図中.

太線で闘った部分)では，この地震動分布の推定結果と神戸市から提供された灘区の建物被害デ

ータ(第4章参照)の中から尿も彼答率が高く，絶対数も多い木造のデータを用いて木造建物の

年代別被害関数 (ll)を構築し，それぞれの関数を再度灘区に適用することにより地震動分布を

再推定し.地震動推定の精度を高めることを目的としている 以上の過程を経ることにより， 地

震動分布の推定範囲も広がり，精進，建築年，屋被種別など詳細な腐性を含む自治体データとと

もに用いることにより.詳細な建物被害関数(皿)を構築することが可能となる.
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山口・山崎による研究 (1999)

自治体による建
物被害データ
(1斉造1重別・建
築年・屋~lH重
別 ・用途・延床
面積等)

図-5.1 詳細な建物被害関数構築までのフローチャート
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5. 2 建築研究所データを用いた地震動分布推定の概要

山口・山崎 (1999)は強震記録数が不足している兵庫県南部地震の地震動分布の推定法として，

いくつかの観測値と被災地域全域にわたって問一基準で被災度判定を行っている建設省建築研究

所 (1996)のデータを用いて. 1ft陪独立住宅と伝大加速度.応大速度などの地震動強さとの関係

を調べ，地震IJiIJ強さに対する低周独立住宅の被害関数を機築し.縫物被害E容による地震動強さの

面的分布の逆般定を行っている.

本主主では.この推定結果を前縫として分析が行われているため. 以下にその概要を示す

(1)使用 したデータ

山口・山崎 (1999)の研究では.被害関数を構築するための地震動強さの値として，公表され

ている 17地点(図ー5.2)の地盤上での記録{振り切れた記録についても，復元によって汲大俗が

予測されたものは含まれる)を用いている.建物被害データとしては，震災復興都市づくり特別

委員会 (1995)および兵庫県郎市住宅部計画課が行ったill築物被災度縞査結果を，建設省主l!築研

究所 (1996)が数値化したデータ(以下，建築研究所データ)を使用している.この調査は阪神

地獄全滅を統一された評価基準で調査したものである.また被容の小さかった地域の地震動強さ

を彼寄関数に反映させるために，大阪市消防局 (1996)による大阪府内の強震記録と大阪府 (1997)

による調査結果も使用しているー

(2)低層独立住宅の被害関数

山口・山崎は地盤条件.震源断層からの距隊，建物線数等を考慮した上で，地震計設置地点を

中心とした対象地域純閣を決定し.その地域の建物被答率から被害関数を求めている.その際，

建物l砦数と用途による分類となっている建築研究所データの内，栂!数が多く被害率も高い木造建

物と足も傾向lが似ていると思われる低筒 (2階建て以下)惣立住宅のデータを使用している ま

た自治体の繍査に基づいている大阪府内のデータは，建築研究所データとは評価基準が異なって

おり.その違いを修正するために山口・山崎 ・若松 (1997)が行った西宮市の被客分析に基づき

換算している.

被害関数は rある地震動xのときに全主主，半媛以上，一部tn駿以上の各被害が発生する確率九

(x)は，傑準正規分布の累積確率φ(x)を用いて，対数正規分布(xが計測震度Iの場合は正規分布)

で表せる.Jという仮定から，確率紙を用いた最小二乗法により求められた忌大速度に関する被

害関数を図ー5.3に示す.

(3)兵庫県南部地震における地震動分布

(2)で求められた被宙開数と建築研究所データから兵廊県南部地震における地震動分布が推定

された.その過程を以下に示す.

はじめに，火災による扮傷等を除いた有効線数を考慮した上で，泌物事R数回T丁目単位(神戸市

内は町丁目面積が小さく.有効線数が少なくなってしまうため町単位)ごとの低層独立住宅に関

する全綴率，全半域E弘一宮11蝦I衷以上の比率が計算された.次に図-5.3の被害関数から 3種の被

害率による忌大速度他を計1草し，それぞれ西宮市の町丁目について比較し.分布傾向が似ている
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ことを確認した上で，田T丁目ごとの推定地震動分布が決定された.これは気象庁 (1997)が発表

した震度 7の帯?と似た分布となっている また低層勉立住宅の線数が少ないなどの理由により地

震動の推定が縦しかった地境については.低層建物全体の被害率を代嘗して補正している.阪神

地域における地震動分布(最大速度)の縫定結果を図-5.4に示す

山口 ・山崎は以上の研究の中で.この推定法は「全体的な分布を抱怨するのに有効であるJと

しながらも.今後の~JI1iとして「建築研究所データのない地域の取り扱いJ や r被害率が大きい

地域で発生する著しく高い地震動准定値の純正」を挙げている

5-5 
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図-5.4 山口 ・山崎により推定された地震動分布(母大速度)
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5. 3 自治体の建物被害調査に基づく灘区の建物被害関数

ここでは山口 ・山崎により准定された兵庫県南部地震の地震動を用いて.自治体の調査に基づ

く灘区の建物被害関数(フラジリティカーブ)を求める

(1)兵庫県南部地震における灘区の被害の彼要

まずは兵廊県南部地震における灘区の被害の概要を述べる.良好な潔t}i:の住宅地である北部は

被害が比較的少なかったが.中央官11以南では.焼失した地区や.ほとんどの住宅が倒壊してしま

った地区もある.神戸市 (1996b)の統計によれば.区全体では全峻約 13，000転t半積約 6，000.f車.

全焼 327械L半焼 43糠，死亡者 924人という被害を受けた神戸市内においては，全波数では長

田区 (15，521練).東灘区 (13.687棟)についで，全焼数では長問区 (4，759扮n.兵庫区 (940棟)

についで.死亡者数では東灘区 (1，461人)についで被筈が大きかった.

第 4章で，神戸市により調査された建物被寄データを用いて.建物被害分析を行った.その結

果.建築精造別の被害率では木造が母も高く .鉄筋コンクリート迫が最も低く.建築年代別では

それぞれの締造において悠築年代が新しくなるほど被害率が低かったことがわかった.

(2)使用したデータと山口・山崎による灘区の地震動分布

本軍で使用したデータは， 第4章で説明した返り，神戸市が兵庫県南部地震後に実施した調査

に基づく約 31，000練の灘区内の建物被害データである.被害項目は全境 ・半綾 ・その他(一部m
f童を含む全君主 ・半媛以外のもの)の 3区分となっており， 第2章で述べた巡り ，建築研究所デー

タのものとは定誌が異なっている.また各データには，町丁目，建築総造，建築年.床面積.屋

綴種別等の属性が含まれている.

前節で説明した，山口 ・山崎が建築研究所データを用いて推定した灘区の地震動分布を図-5.5 

に示す.本意では.液状化の影響による被害が大きかった臨村正郎と.被筈が著しく少なかった山

麓地域以外を対象地域としている これを見ると地震動の大きい地域が東西方向に帯状に伸びて

おり，気象庁 (1997) による震度 7の格の存在が読み取れる.白い音11分は町丁目全てが公園であ

るため建物がなかったり，建築研究所データのもととなった調査の対象地域外であるなどの理由

から推定できなかった地域である.また灘区内には 3つの川が流れており，町丁目ごとに微地形

分類などが途うが，山口 ・山的の研究では神戸市内の地域は，町丁目ごとの建物棟数が比較的少

ないという理由で，町単位で処理されているため.微地形分類は考l議されていない . この地~!IìIJ

推定のもととなった建築研究所データの低層独立住宅は.建築年代の区分がないため.地域によ

って建築年代ごとの建物分布が異なることの影響を受けていると忠われる.この推定地震動を

30cm/sごとにランク分けし，木造建物の建築年代ごとの機数率を比較したものを図ー5.6に示す.

肢も被害率の商い 1951年以前Iの建物は， PGVの最も大きな l50-180cm/sで半数以上を占め， 0-

30cm/sでは 30%に満たない また被害率の低い 1972年以降に建てられた比較的新しい建物の割

合は，PGVが大きくなるにつれ，減少しているのがわかる 建築年代を考慮した被害関数を用い

て.地震!IiIJの再十世定を行い，それらを比較倹討することにより，建築年代ごとの建物分布の彬響

を除去することが可能となろう.
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(3)灘区の建物被害関数

ここでは， (2)で得られた灘区対象地域内の推定地震動(町丁目単位の忌大速度)を用いて.

神戸市の実施した建物被害鯛査に基づく建物被害関数(フラジリティカーブ) (Il) (図ー5.1参照)

の情築を試みた

表-5.1に対象地域内の建物被害係数を示す被害関数構築の対象としたのは械造別には.木造，

鉄筋コンクリート造(以下， RC途上鉄骨造(以下町 S造).軽易鉄骨造(以下.軽盆 S造)の 4

事主である.また木造は灘区全体のが04分の 3を占めているため.建築年に応じて 5区分し.建築

年代ごとの彼答関数構築も試みている. 1971年，1981年に，建築基準法に基づく RC造.s造等

の耐震基準が改正されたため，木造建物についても同線の建築年代区分を用いた(第四章参照).

被害関数を楠築するためには，被害率算定のためにある一定数以上の建物データ集合が必要で

ある.ここで用いた建物被害データは町丁目を単位としているが，建物陳数が不充分であったり.

被害の少ない町丁目が存在するため， 表-5.2のように地震動指僚の大きさで町丁目を並び替えた

上で，被答率算定のための十分な線数が得られるよう，線数に応じて区分した.各精道・建築年

代分類ごとの区分数と区分線数は表-5.1に示した通りである.尚，被害データを区分した際には，

棟数によるmみつき平均により区分ごとの地震動値を求めている.

ここで求めた地震動強さ(最大速度)と被害率の関係から，調査ごとの建物被害惟定式を求め

るある地震!IiIJxのときに被災ランク R以上の被害が発生する確率 P.(x)は.様準正規分布のJ謀術

確率分布関数φ令)を用いて.対数正規分布で表せると仮定した すなわち.

p.(PGη=φ((/n PGV-λ)11;) (5-1) 

となる ここで係数λ，1;は，/n xの平均値および懐準偏差であり.図-5.7に示すような擁率紙を

用いた鼠小二乗法により求めた その結果を表-5.3.表ー5.4に示す.

神f造別では木造が全む長率目全半壊率ともに相関係数が 0.9を越えており辰も高く， s 造は全域ヰ~，

全半f安率ともに 0.8以下で最も低い軽量 Si鐙と RC造では，前者の方がやや高いがほぼ同じよう

な備となっている 全地率と全半痩率を比べると，全半地率(平均 0.88)では S進以外の 3租の

相関係数が 0.9を超えており.全I費率(平均 0.84)よりも高い相関を見せている.木造の年代目り

では， 1972-81の相関係数が平均 0.93と織も高く， 1982以降が平均 0.84と織も低い.全I委率と全

半癒率では平均が 0.89.0.86であり全綴率の方がやや高い相関が見られる多少の途いはあるが，

構造別も木造建築年代別も相関係数が平均 0.86.0.88と比較的高いといえよう しかし，ここで

回帰分析に用いた地震動はもともと建築研究所の低厨組立住宅被害データから推定したものなの

で，神戸市による建物被害データと相関が高いのは当然ともいえる.

構造別の建物被害関数を図-5.8，図-5.9に示す.全級車巨，全半島担率ともに木造が1&も高く， RC 

透が低い.s 1宣と軽量 S造は木造と RC造の聞でほぼ同じような曲線を錨いている.また木造の

建築年代別の被害関数を図ー5.10.図-5.11に示す どちらの図も基本的に建築年代の早い建物ほ

ど，小さい地)il!lilJで被害が発生し始め，被害率は地震動の範囲によらず大きい.ただし 1952・61

と 1962-71はほぼ重なってしまっており，大きな違いが見られない.以上の結果は第4章の構造

別，建築年代日IJの被答分析結果とも盤合している

以上のように.本節では灘区における併進別，木造建築年代別の被害関数 (11)を構築した
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しかし，ここで用いた地震動データの対象地波は建築研究所データに基づいているため.建物年

代分布tJ~地域によって異なることの影響を受ける.また図ー5. 5に示されているように地震動が縫

定されていない地域のill物被筈データを用いることはできなかった ここで権築された被害関数

日)をもとに地震動を再惟定することより，建築年代分布による地震動推定分布の誤差を取り

除くことができ，また今回使われなかった建物被害データも使うことができるため.より精度が

高く詳細な被害関数(皿)を構築することが可能となる.
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表-5.1線区の対象地主主内(臨海・山霊堂地減以外)の建物被害事Ii数

全i裏 半壊 その他 計 区分数 区分筏数

ー1951 4，987 1，474 834 7，295 20 360 

1952-61 2，854 822 714 4，390 20 220 

木造
1962-71 2，531 773 629 3，933 20 200 

1972-81 991 675 779 2，445 20 120 

1982-94 384 512 1，135 2，031 20 100 

小at 11，747 4，256 4，091 20，094 20 1，000 

RC造 358 496 2，033 2，887 20 140 

S造 502 408 848 1，758 17 100 

軽量S造 255 142 543 940 10 100 

その他繕造 98 48 111 257 

計 12，960 5，350 7，626 25，936 

表-5.2 統合された区分の例 (140棟ごとに統合された RC造の場合)

区分コー ド 町了目コード 町丁目名 PGV RC造練数 区分棟数

17 

211 天減退八丁目 64.6 10 
10 寺口町 61.9 8 140 

18 11 11 61.9 14 

9 六甲台町 60.1 60 

45 富山町一丁目 58.4 7 

46 富山町一丁目 58.4 17 

47 宮山町ニ丁目 58.4 17 

199 畑原通一丁目 55.4 5 

201 畑原通一丁目 55.4 13 
203 畑原通五丁目 55.4 7 140 

19 11 11 55.4 I 

291 青谷町一丁目 52.9 19 

140 

5-12 

第5章 兵廊県南部地震における灘区の地震動分布の推定

3.0 

2.0 

~ 1.0 
'"" ~ 
~ 0.0 
'" 巴
E言

。-1.0

-2.0 

-3.0 

3.0 

建 築様造

木造

RC造

S造

寝室 S造

建築年代

ー1951

1952-61 

1962・71

1972-81 

1982-94 

」

全半漆 旦h

.1 __3タう;
• R 

レ唱 m 

ノイ7νデ
シ/

:三くf
/-く

. 

3.5 4.0 4.5 5.0 

ln (PGV) 

図ー5.7 段大速度と木造建物被害率の関係の確率紙表示

表-5.3 建物被害関数の回帰係数(椛造別)

全t裏 全半滋

λ と R
1 

λ と
4.47 0.42 0.93 4.00 0.55 

5.40 0.64 0.80 4.99 0.79 

5.04 0.53 0.78 4.65 0.62 

5.06 0.65 0.83 4.71 0.61 

表-5.4 建物被筈関数の回帰係数(木造建築年代別)

全i裏 全半1裏

入 ζ R2 λ c 
4.32 0.42 0.91 3.69 0.62 

4.40 0.36 0.88 3.95 0.49 

4.39 0.37 0.92 3.93 0.48 

4.69 0.34 0.92 4.23 0.42 

5.01 0.40 0.84 4.60 0.46 
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第5章 兵庫県南部地質における灘区の地震動分布の推定

5.4 灘区における地震動分布の再推定

(1)地震動分布再錐定の方法

次に前節で求めた被害関数を周いて，灘区の地震動分布を推定した，ここでは 4.5で指摘した

ようにどの主裏付~i箆も被害率の分布が要員似していたことから，最も建物棟数が多く，五主も被害関

数の相闘が高い(表-5.3参照)木造盛物の建築年代ごとの被宙開数(図-5.10，図-5.11)を用い

て，以下のような方法で惟定した.

①対象地域内の 346町丁目について，それぞれの建築年代行区分)ごとの被害関数(全波率

と全半右担率)から地震動を推定する

② 第4章で述べたように微地形ごとに建物被害率は異なっているため.各年代ごとの建物の

全線数が 15未満の町丁目については.図-5.12に示すような微地形分類を考慮したうえで，

15棟以上となるように周辺の町丁目と統合する.さらに全I護率と全半癒率がともに 0%また

は 100%となる地域は.地震動が0または著しく商い数値となってしまうため.同級の方法

で統合する

③②の結*得られた 10通りの推定地震動 (5建築年代ごとの全様率，全半寝率)を比較検討

し.応終的な般定地震!liIJを決定する.

(2)全壊率，全半i裏率による地震動推定の比較

(1)の結果.各建築年代ごとに全駿率と全半綴率の被害関数による Z巡りの地震動が推定された

図-5.13に各建築年代ごとの全号車率と全半墳率により推定された PGVの比較を示す.ただし全段

率と全半t笈率のどちらか一方が 0%または 100%となる場合は除外している 表ー5.1に見られるよ

うに建物棟数は新しくなるほど減少しているため，推定のために統合された後の地域数も建築年

が新しくなるほど少なくなっているまた地域数の少ない 1972・81と1982-94の相関が比較的低く

なっている 全峻率と全半滋率の傾きに関しては，鼠も相関の低い 1982-94以外はどれも 0.9と

1.0の間にあり，全体的には全自主率による推定値と全半緩率による舵定値はほぼ等しいと言えよう

(3)建築年代ごとの地震動後定の比較

次に，各建築年代ごとの地震動機定備を全駿率と全半綾率による倣定値平均から求めた.ここ

で全境率と全半媛率のどちらかが 0%または 100%の場合は，もう片方の推定値を用いている こ

のようにして得られた 5Wiの.U!~年代ごとの地震動縫定値を.対象地域内の 346 町丁目について

比較する.5つに区分された建築年代のうち，相関係数，建物校数の点から忌も平均的な指標(表

-5. 1，表-5.4参照)と忠われる 1962-71を基準として.他の建築年代および全木造による准定他

と比較した.その結果を図-5.14に示す.各相関係数は 0.51(ー1951)から 0.68(1962-71) とそれ

ほど高くはないが，傾きは 0.92から 1.06の問でほぼ 1.0に等しく.建築年代による推定値の差は

それほど異なっていないと言える. LlJ口・山崎 (1999) による研究では，建築年代ごとの建物被

害関数を使っているわけではないので，地震動分布を推定するうえで，建築年代ごとの建物分布

の影響を受けてしまっている可能性がある(図ー5.6参照)。 しかし本主主において，各建築年代ご

との被害関数を用いることにより.それらの影響が解消されていることを図-5.14は示しているー
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(4)灘区における地震動の再縫定

ここでは.これまでの結果をふまえて，木造建物の被害関数を用いた灘区における地震動の再

推定値を決定する. (3)で求めた各年代により推定された地震動{自の段大差を町丁目ごとに淑べ

たところ.346町丁目の平均は 46cm/sで.優も大きかったのは，対象地域内北東部に位鐙する土

山田Tと綴ヶ丘町で.約 130cm/sであった.

これらの地峡のデータを調べたところ，著しく大きな差が出てきてしまった理由として，主主物

棟数の少ないことなどが考えられる.このような各年代ごとの被害関数による縫定値差を補正す

るために.各年代ごとの縫定値平均をとることとするただし 1951以前に建築された建物の中に

は.明治時代に建てられた古いものも含まれており，ぱらつきが多いと考えられるので除外する.

以上のような方法で再縫定した灘区の地震動分布を図ー5.15に示す.この結果と山口・山崎に

より推定された灘区の惟定地震動分布(図-5.5)を町丁目ごとに比較したものを図ー5.16に示す

ばらつきがあるが.全体的には傾きが 1.06であり，大まかな分布傾向は近似している.また丙推

定した地震動分布をもとに，再度，木造建築年別の建物被害関数を構築し，その結果を同様の方

法を用いて計算し，地震動の再々推定を行った.なお，新しく術築された被害関数は.図-5.10， 

図-5.11のものと傾向はほぼ同じであるが，より実妓筈を再現しているものとなっている.図-5.17 

に地震動分布の再推定値と再々機定値の比較を示す.図ー5.16 Iこ比べ，ぱらつきがほとんどなく

なり，本主主により地震動推定値が収束していることがわかる.

次に 3(2)で行ったように，新たに得た地震!lYJを 30cm/sごとにランク分けし.木造建物の建

築年代ごとの棟数率を比較したものを図-5.18に示す.再従定では 30cm/s以下の PGVが得られ

なかったため，それよりも上のランクについて示してある 図ー5.6と比較すると 150-180cm/sに

おける 1951年以前の建物の比率が 20%ほど下がっている 各ランクをみると 30-60cm/sでやや古

い建築年代の比率が小さいが，全体的に図ー5.6に比べて平均化されており， PGV各ランクの建築

年代による影響が除かれていると思われる.地震動を再推定したことによる成果を以下に述べる.

①建築年代ごとの被害データから推定された地震動を比較検討し.平均値をとることにより，

建築年代ごとの線数分布が地岐によって異なることの影響を取り除くことができた.

②建築年代および全島担率，全半壊率ごとのlOi湿り の地震動舵定!砲を比較検討することにより.

建物線数が著しく少ないことによって生じる僅端な地鍵!liIJ惟定値を補正することができた.

③ 第2奪で述べたように，兵庫県南部地震後に実施した各自治体の建物被害調査は，調査方

法，判定基準等がそれぞれ異なっていたため，山口・山崎 (J999)は広主主にわたって調査

方法が統一されていた建設省建築研究所 (1996)のデータを使い.被災地主主全峻の地震動

分布惟定を行った.その中で「建築研究所データのない地域の取り扱いJ等を今後の課題

として挙げている.本章では，練数の多い木造建物の建築年代ごとの被害関数を用いるこ

とにより，これらの課題を解消することができた.

③湾推定をすることにより，地震動の推定された地域が広がった 新たに地震動が推定され

たこれらの地威内には，木造約 2，000練，RC造 700棟， s造 I∞燦，軽量 S造 200僚のil!.

物被害データが含まれている，この結果， fI寄進， llH高年，屋綴種別，延床面積などを考慮

した詳細なi1!物被害関数 (ill)(図-5.1参照)を椛築するためのより多くのデータ数を獲得

することができる.
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5. 5 まとめ

本意では.兵庫県南部地震後に震災復興都市づくり特別主主員会等が調査を行い，建設省建築研

究所 (1996)がまとめた述物被害データを用いて推定した地JJ!UilJ分布と，神戸市により実胞され

た調査に基づく建物被iYデータを用いて，精進 建築年代を考慮した建物被害関数を求めた.そ

の結果.構造自IJの被密関数では，地震動の大きさに関わらず，全I'l!率，全半壊率ともに木造が依

も高<， RC造が低いことがわかった.s造と軽量S造の被害率は，木造と RC造の間にあり.ほ

lま同じような被害率曲線を揃いていた.また木造の建築年代目IJの被害関数では，全唆率，全半I愛

率とも建築年代の早い建物ほど，小さい地震動で被害が発生し始め，被害率は地震動の範凶によ

らず大きいことがわかった. 1952-61と 1962-71は，大きな違いが見られなかった.ただし.こ

れらの被害関数は本立で地震動を再推定するために用いたものであり.さらに改良していく必要

がある.

この被害関数をJFJいて，灘区における地震動分布を再推定した 木造建物の建築年代ごとの被

害関数から推定された地震動を比較検討することにより.建築年代ごとの棟数分布が地域によっ

て異なることの影響を取り除くことができ.町丁目ごとの微地形も考慮した精度の高い地震動を

推定することができた

本章で十世:定された地震動分布と詳細な建物被害データを用いることにより，構造，建築年，屋

綬種別，延床面積などを考l議した建物被害関数を構築することが可能となる.それらを各自治体

の所有する固定資産管理のための建物データ等に適用することにより，被害想定や大地震直後の

対応などに役立てることができると恩われる司
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第6準 備造別・建築年代別を考慮した建物波書関数

6.1 はじめに

本童書では.神戸市によって実鈍された灘区の建物被害調査データを用いて，建物被省関数のjj¥1

築を試みている

これまで我が国では.1930年代の物部(1926)による研究を皮切りとして，岡田・鏡味 (1991)

によるものなど，様'<な霊童容の経験に基づく.鐙物被害関数あるいは建物被害率曲線(パルナビ

リティ関数またはフラジリティカーブ)に関する研究が報告されてきた しかし，建物被筈関数

のもとになるデータは限られていたため，その精度についての十分な確証は得られていなかった.

愚近では.兵隊県南部地袋による膨大な被害データを用いた被害関数に関する研究が，いくつか

の研究グループにより報告されている.建物被害関数を構築するためには.対象地区の地震動分

布と建物被省データが必要であるが.兵庫県南部地震時の強震記録はそれほど多くは観測されて

いなかったため.地震動分布を何らかの方法で推定する必要がある.また第2章で述べたように，

実施されたいくつかの建物被害調査もその目的 ・方法によって判定基準が異なっていたため，こ

れまでに報告されてきた被答関数も，使用したデータによる違いを見せている.鏡味 (1998)が

建築学会等で報告しているようにこれらの被害関数を使用する際には.作成された被筈関数がど

のデータを用いたものか正しく認識しておく必要がある.

林・富雄・田村 (1997b)は，地盤モデルの FEM解析による再現地tii動と建設省建築研究所 (1996)

のデータをHlいて惟定された林 ・宮腰 ・田村 ・川瀬 (1997) の最大地動速度分布から，低庖建物

および中高層建物の用途別の被害関数を燐築しているが.建築年代については考慮していない.

Miyakoshi， Hay出 hi，Tamura， and Fukuwa (1997)は，同推定地動速度分布と神戸市の調査データか

ら構造 ・建築年代別の被害関数を求めているが ここで用いた地震動分布は，町単位であり，比

較的大きな強震記録のみから推定されたものである また長谷川・濃川|・紛岡 (1998) は.建設

省建築研究所 (1996)のデータと東灘区西部地区の建物について村上 ・田原 ・藤田 ・三湾 (1996)

が行った建築年代別被答調査結果を用いて，木造建築物の建築年代別被害関数を作成しているが，

他の階選については行っていない.本研究では，低い地震動レベルや微地形分類を考慮した聞T丁

目単位の惟定地t1l!lllJ分布と 3万棟を超える被区の詳細な建物被害データを用いることにより，構

造・建築年代別の建物被害関数を構築し，その精度を上げることを目的としている

本章は町神戸市から提供された建物被害データ(第4章参照)と独自の方法で推定した灘区の

地震動分布を用いて建物被宙開数を構築する.それらを多くの自治体が固定資産管理のために所

有している儲造 ・建築年別の建物データに適用することにより.被害想、定や建物倒駿危険度の算

定に役立てることが可能となるであろう.

建物被害関数を俗築するためには，建物被筈データとその地域の地震動分布が必要である.地

震動分布をllE定するためには，怒川 .ii喜本 (1996)の行ったように墓石の転倒率や太田 ・小山・

中川 (1998)の行ったアンケー卜調査を別いる方法等があるが，本研究では，神戸市から提供さ

れた 3万棟の建物データが，そのデータ数ゆえに地震動推測の尺度として有効であると考え，そ

れらの被害率を用いて地震動分布を推定した.図-6.1のフローチャートに建物被筈関数構築まで

の過程を示す まず強震鋭測記録と建設省建築研究所 (1996)がまとめた周辺地域の低層独立住

宅被害データとをよ日いて低府組立住宅の被宙開数 (1)を求め.その関数を同データのもととな

った調査地域に適用し，阪神地域の地震動分布を推定する.次にこの地震動分布の推定結果と神
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戸市から提供された灘区の建物被害データ(最も被害率が高く.絶対数も多い木造のデータ)を

用いて木造建物の年代別の建物被害関数 (n) を情築する.そしてそれぞれの関数を再度灘区に

適用することにより地震動分布を再推定し，地震動推定の精度を高める ここまでは山口 ・山崎

(1999)の研究および第 5章で行っている.本章(図中.太線で凶った部分)では. 第5章で推

定された灘区の地震動と神戸市の調査に基づく約 3万棟の灘区の建物被害データを用いて，構

造 ・建築年代別の建物被害関数(血)を精築し.さらにその結果を実被害と比較し，精度が向上

したことを確認している
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図-6.1 縫物被害関数構築までのフローチャート
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第6車 構造別・建策年代別を考慮した建物援害関数

6.2 自治体の建物被害調査に基づ く灘区の建物被害関数

こ こでは第 5~でJ桂定された図ー5 .15 に示す灘区の地震動分布(町丁目単位の巌大速度)を用

いて，自治体調査に基づく建物被害関数を求める .液状化の影智による被害が大きかった臨海都

と，被害が著しく少なかった山E草地主惑を除いた溌区を対象地域としている.これにより 4.4の建

物被筈分析で，特殊な傾向が兄うけられた 1961年以前の S造建物は大偏に減少し，かつ S迭の被

害関数は 1971年以前を一区分としているため，図ー4.7における特殊な傾向による被害関数への

彫響は取り除かれている .

(1)建物被害関数構築の方法と回帰係数

こ こで用いた建物被害データは町丁目を単位としているが，建物被~関数を機楽するうえで，

建物線数が不充分であったり ，被害の少ない町丁目が存在するため，表-6.1に示すように地震動

宿線の大きさで並び替えたよで，十分な線数が得られるよう，棟数に応じて被害データの統合を

行った.各精進 ・建築年代ごとの線数と区分分類は表-6.2に示す通りである .木造以外は，係数

が比較的少ないため，建築年代を 3区分とした.なお，被害データを統合した際には，線数によ

る重みつき平均により区分ごとの地震動値を求めている .

ここで求めた地震動強さ(i量大速度=PGV)と被害率の関係から，地物被答推定式を求める .

ある地震動式のときに被災ランク R以上の被害が発生する確率九(x)は，標準正規分布の累綴確率

分布関数例λ)を用いて，対数正規分布で表せると仮定した.すなわち，

p.(PG内=φ((111PGV-.λ)n) (6-1 ) 

となる.ここで係数λ，1;ti， 111 Xの平均値および線準偏差であり，図-6.2に示すようなI!/l率紙を

用いた忌小二乗法により求めた .その結果得られた回帰係数を表-6.3に示す.相関係数を精道別

(全年代)にみると， s造が全峻，全半峻ともに 0.7前後とやや低いが，それ以外の機造について

は全て0.9以ヒと高い相[却を示している .各精進ごとの悠築年代別の係数をみると，木造が 1982-94

(全機)と・1951(全半峻)を除く全てにおいて 1.0に近く，相関が尚い.しかし，ここで回帰分

析に用いた地震動はもともと同じ木造建物データから推定したものなので，木造の相関が高いの

は当然ともいえる.その他の構造についても一部 0.7程度のものがあるがほとんどは 0.9以上であ

り，建築年代別についても高い相関を示していると言えよう .ただし，中には建築年代別のEの値

が，全年代のものよりも大きくなってしまったもの，すなわち分散が土台えたものがいくつかある .

これらは構造別のデータを年代別に区分したために，確率的処理をするよで充分なデータ数を得

られなかったものと恩われる.今後，これらのパラメータを被害推定等に使用するうえでは，そ

の点を1型解し注怠する必嬰がある .

(2)権造別建物被害関数

図-6.3，図-6.4に (1)から求めた構造別の彼害関数を示す.全峻率，全半壊率ともに木造の

被害率が最も向く， RC造が最も低い.また全壊率，全半島車率ともに木造は小さな地震動での立ち

よがりがあるが，その他の術進は比較的滑らかなカーブを嫡きながら，徐々に被害率が上がって
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いるのがわかる .

ここで，神戸市の建物被害データ(地域・データ数などの詳細は示されていないが被害区分・

定義は同じと思われる)と建設省建築研究所 (1996)のデータから林 ・宮腹・田村・川瀬 (1997)

により推定された地~邸Jを用いて Miyakoshi ， Hayashi，百mura，and Fukuwa (1997) (以下，宮腰・

ff ら)により材I~~草された併造・年代別の被害関数と比較する.図-6.5，図-6.6 に各構造ごとの被

答関数の比較を示す.全峻4~，全半峻率ともに，全ての精進において傾向は似ているが，宮腰 ・

林らのカーブはいずれも立ち tがりが平く，小さな地祭政lで被害が発生している.宮腰・林らの

用いた林・ 2腰・囚，f1.川議員(1997)による推定地震動が被害の大きかった地域のみの観測IJ記録

をもとにしているのに対し，本車で用いた雄定地震動は，被3率の小さかった大阪府の観測記録

も考慮して雄定された山n.山崎 (1999) による地震動を.発展させたものである .そのため低

い観測簡が式に反映され，被害率曲線の追いとして表れているものと思われる

(3)各構造の建築年代別建物被害関数

ここでは (1)で求めた建築年代別被害関数について考察する.

まず木造のill築年代別の被害1謝数を図-6.7，図-6.8に示す.これをみると 1952-61，1962-71 

の曲線は全l蓮司~，全半峻率ともに近媛したカーブを揃いている.問織の傾向は第 4章の図ー4.5 で

も見られた.全体的にはそれぞれの PGVにおいて古いものほど高く，新しいものほど低い被害率

となっているが，古L、31lJJ紡lは 120cm!sを超えたあたりからほとんど重なって しまっている.本

主主で鍛ったデータの'1'には明治時代初wlの建物もあり，それらも 1951年以前の建物に含まれて

いる .これら占くから残っている建物に関しては，強度の日い良好なもののみが残っている可能

性があり，新しい年代の曲線と地震動の高い付近で蛋なることもありうると考えられる.全峻率

では 1951年以前の建物は 30om!sを越えたあたりで被害が発生し始めるのに対し， 1982年以降に

建てられたものは 60crn/sあたりから被害が発生し始めている .また全半壊率ではそれよりも小さ

な PGVでそれぞれ被害が発生し始めている.

図 6.9にRC逃についての被害関数を示す.全壊率について見ると， 1971年以前のものは40cm/s 

あたりから被害が発生し， 1982-94のものは 80cm/s位まで被害が出ないのがわかる .同ocm/sで

の 1971年以前(耐i!i基準改正以前)の RC造建物全綾率は 50%強であり ，これは図-6.7に見られ

る俊も新しい木造建築物の全峻率よりも小さく， RC造建物が被害を受けにくいことかわかる.

5逃，軽量 S治については図 6.10，図-6.11に示す通りであるが，木造， RC造と同僚に，い

ずれも古い他物ほど小さな PGVで被害を受けていることがわかる.また図-6.11，軽量S迭の 1971

年以前の結期被害率的線は他の 2つの建築年代の迎いに比べて著しく立ち上がりが早くなってい

るが，軽量 S造の年代別被宮率を示した第4章の図-4.6にもこれと同織の傾向が見られる.
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表-6.1 統合された地成区分の例 (1951年以前の木造の湯合)

区分コ ド 町丁目コ ド 町T目名 PGV 木道 (ー1951)様数 区分棟数
11 

. 
105 惜原南町丁目 104.3 38 

304 械内通五丁目 102.6 23 380 
12 " " 102.6 9 

214 福住通丁目 102.3 112 

215 福住通四T目 102.3 103 

219 福住通八丁目 101.1 7 

287 味泥町 100.0 7 

220 中原通一丁B 99.8 113 

227 倉石通丁目 99.8 29 380 
13 11 " 99.8 55 

285 大石南町丁目 99.4 23 

. 380 

表-6.2 被害関数作成のための構造 ・年代区分の分類

木造(2018:分} RC逢 (10区分} S進(10区分] 経量S遺(10区分)
建物 区分 建物 区分 建物 区分 建物 区分
4車数 様数 線数 棟数 棟数 棟数 練数 練数

-1951 7，603 380 

1952-61 4，707 230 

1962-71 4，498 220 913 90 481 48 450 45 

1972-81 2.875 140 1.195 120 526 52 243 ユ5
1982-94 2，374 120 1，455 140 848 85 442 44 

主体 22守507 1.100 3，563 360 1.855 180 1，135 110 
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図-6.2 段大速度と木造建物被害率の関係の確率紙表示

表-6.3 建物被害関数の回帰係数

100唱

90也

80% 

70見

時 60覧

車50自

制 40百

全犠 全半犠

λ と R' λ 主 R' 

木造 -1951 4.36 0.411 0.957 3.66 0.674 0.880 

1952-61 4.44 0.353 0.976 3.97 0.490 0.952 

1962-71 4.45 0.342 0.977 4.02 0.456 0.966 

1972-81 4.73 0.378 0.974 4.25 0.395 0.976 

1982-1994 5.12 0.496 0.881 4.61 0.474 0.969 

全年代 4.51 0.410 0.983 4.07 0.514 0.983 

RC造 1971 5.12 0.646 0.954 4.72 0.691 0.929 

1972-81 5.33 0.575 0.941 4.85 0.612 0.844 

1982-94 6.00 0.789 0.902 5.33 0.789 0.917 

全年代 5.50 0.705 0.968 4.99 0.716 0.924 

S造 ー1971 4.64 0.619 0.718 4.25 0.712 0.788 

1972-81 4.97 0.490 0.941 4.49 0.549 0.797 

1982-94 5.64 0.731 0.893 5.01 0.733 0.824 

全年代 5.14 0.628 0.752 4.69 0.672 0.686 

軽量S造 1971 4.70 0.550 0.928 4.41 0.504 0.913 

1972-81 5.82 0.972 0.728 4.95 。守855 0.763 

1982-94 6.19 1.101 0.858 5.28 0.865 0.849 

全年代 5.03 0.564 0.944 4.73 0.601 0.970 

は全年代よりも分散が大きくなってしまったもの
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第6章 僧造別・建策年代~Ilを考慮した建物被害関数

6. 3 建物被害関数による推定値と実被害との比較

第5章では，山口 ・山崎 (J999)による推定地震動を用いてill物被害関数 (II) を求め，それ

をもとにして灘区における地鐙動分布を再推定した その結果.建築年代ごとの線数分布が地域

によって異なることの影響を取り除くことができ，町丁目ごとの微地形も考慮した精度の高い地

震動を惟定することができた.本裁はこの再推定した地震!f~Jをもとにして.より精度の高い建物

被害関数 (m)を求めることを目的としている.この建物被害関数(国)とは 6.2で求めたもの

であり. 図-6.1のようなプロセスを得てようやく得られるものである 被害関数を構築するた

めには建物被寄データと地箆動分布が必要であるが5 兵庫県南部地震の際の観測記録は[鐙られて

おり， 町了目ごとの正R確f控EなI地也震E邸動U油J分布を閉訳測[1]

ように'地震動のような縫定値と仮説(建研低層独立住宅データを木造建物と仮定して計算する

など)を含む過程を経て，応終的な被害関数構築へと至ったのである.ここでは.これらの過程

の危終段階として，建物被害関数 (II) と(皿)を町丁目ごとの実被害との関係から比較し、精

度が上がったことを確認する.

(1)町丁目ごとの建物被害関数計算値と実被害との比較

ここでは灘区の推定地震動分布と二つの木造被害関数 (II)と (皿)を用いて.町丁目ごとの

建物被答線数を計算し，実際の建物線数と比較する 図 6-12は木造(全半犠)の被害関数による

比較である.上が被害関数 (ll) と山口 ・山崎(1999) による推定地震動を用いたものであり，

下は被筈関数(田)と第 5章で求めた再推定地震動を用いたものである 左上には近似直線の式

と相関係数が示されている 被害関数 (ll)よりも第 5章で構築された被害関数 (mlの方が，

実被答との相関が商く，また直線の傾きが 1.00に近くなっている.これは図-6.1に示したように，

微地形や建物分布の偏りを考慮することにより s 地震動を再推定し，さらにその地震動の再推定

値から被害関数を構築することにより，精度が高くなったことを示している. 6. 2で得た構造別

および池築年代初l全ての被富関数で同様の比較を行ったところ.全ての関数において精度が上が

っていることが隊認された. また木造の建物被害関数 (II)と (皿)の比絞は図-6.14のように

なる.これらのカーブの迷いは，被害関数構築の基となった地震動のi主いを示している.

(2)灘区における建物被害推定棟数と実被害との比較

足後に本章によって得られた雄物被害関数(皿)を用いて，灘区全体(対象地域内)の建物被

害糠数を求め、実被害と比較する.表-6.4に建物被害機数の惟定値と実被害との比較を示す.上

段の表は織j登別の被害関数を用いた場合，下段は建築年代別の被害関数を用いた場合であり，合

計という糊は各年代ごとの被害関数による推定値を合計したものである.どの項目も推定値と笑

被寄が良〈近似していることがわかる 実被害に対する推定他の平均比率(精進 ・建築年代目1]18 

種の平均)は，全切の場合が 99.6%. 全半島車の場合が 100.9%とi問いI再度であった.また木造のよ

うにデータ数の多いものに比べて.戦五ts造のように少ないデータから構築した被害関数(特に

建築年代別)は， 表-5.4に見られるように梅関が低いものが一郎あるため，その*ti度に多少の問

題があると忠われたが，これを見る限りかなり良い結果となっている.構造別の関数も建築年代

初lの関数も，向精度に見えるが.それは灘区全体の合計としてとらえているためであり，町丁目
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毎の線数でみれば，建築年代jjl]の被害関数を用いる方がより良い被害怨定ができると恩われる.

今後，各自治体で被害想定等を行う場合に，可能ならは建築年代別の被害関数を使用した方が良

い.しかし.建築年代目1]の建物データがない場合あるいは簡易的なシステムを作る場合には術進

別被害関数を用いるなど，状況に応じて使い分けることも可能であろう.

以上 (1). (2)の結巣から.本軍によって峨築された構造別・ ill築年代別の建物被笛関数は.

建物被害の状況をかなりの高官j度で再現するものであるということができる.
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~-6. 4 灘区における推定建物被害線数と実被容との比較

構造別の建物被害関数(illJを用いた場合

構造 l 全鹿糠数 l 全半壕棟数
推定値(IDJI 実被害 I!在定健(illJI 実被害

示盃

RC造
S造

語査s]置

建築年代~IJの建物被害関数 ( ill lを用いた場4】
構造 建築年 全壊操教

推定値(IDJ 実被害

木造 -1951 5.031 5、029
1952-61 2.915 2，891 
1962司 11 2，626 2.585 
1912-81 1，021 1，006 

1982-94 390 384 

ロ官 11 ，983 11.901 

RC造 -1911 110 169 
1912-81 131 131 

1982-94 61 61 

合計 368 313 

S造 -1911 232 231 
1912-81 183 182 

1982-94 104 107 

合計 519 520 

軽量S遺 -1971 212 214 
1912-81 23 25 

1982-94 27 24 

ロt十 262 263 
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6.4 まとめ

本車では，神戸市によって笑錨された兵庫県南部地震による灘区の他物被害データと，第 51主

で推定した詳細な地震動分布をmいて，構造別(木造 ・鉄筋コ ンクリート造 ・鉄骨造・軽量鉄骨

造)およびill築年代別(木造 5区分，その他の機泊は 3区分)の建物被苫関数を防築した

術祭された俄造~IJの建物被害関数では，木造の被宮は小さい地震動から~生し始め，かつどの

鼠大速度値においても他の榔泊に比べて被害率が高くなるのに対し， RC造は高い地震動になって

も被害率が低かった.また建築年代別では，木造以外の全てにおいて古い建物ほど小さい池波動

で被害率が上がり始め，それぞれの地震動においても新しい建物より高い被害率を示した.これ

らと同織の傾向は，第 4t;iの建物被害分析の結果からも見られた.木造に関しては，基本的にそ

れぞれの PGVにおいて占いものほど高く .新しいものほど低い被筈率となっていたが，古い 3曲

線は 120cm/sを超えたあたりからほとんど重なってしまっていた.本車で級ったデータの中には

I明治時代初期の泌物もあり，それらも 1951年以前の悠物に含まれている それらの建物は強度が

高く良好なものばかりであった可能性もあり ，そのよ うな理由から，新しい年代の曲線と地震動

の高い付近で重なることもありうると考えられる .

またs 本f，iの中で詳細な地震動分布を用いて機築された建物被害関数と，第4章で構築した建

物被害関数とをH可丁目ごとの実被害を用いて比較した.その結果，本f[f.により ，建物被害関数の

精度が向上したことが確認された.

以上の結果から，本車によって構築された術造別・建築年代別の縫物被害関数は，兵庫県南部

地震の建物被害の状況を高精度で再現するものであり，固定資産管理のための建物データを所有

する自治体等が被害推定や危険度評価を実施する際に，有ffIな被害推定式を提供すると思われる

ただし，中には建築年代別のとの他が，全年代のものよりも大きくなってしまったもの，すなわち

分散が用えたものがいくつかある .これらは構造別のデータを年代別に区分したために，確率的

処還をする上で充分なデータ数を得られなかったものと思われる.今後，これらのパラメータを

被害判国等に使間するうえでは，その点を別手し注愈する必要がある .また判)f究で機策された

建物被害関数における全峨 ・半域の定義は神戸市が実胞した調査の判定基準に基づくものであり ，

第2章2 第3章で述べたように他の自治体や震災復興者s市づくり特別委員会による建物調査の基

準とは呉なっている.一般に適用する際には，その旨を理解し，それらを示したうえで利用する

ことが重要であり， I謝数が一人歩きしないよう注意すべきである.

今回用いた建物被宮データには，機造・建築年の他に階数 ・ 用途・屋級位別・延床面~i等の属

性が含まれている.これまでに行ってきた分析によれば，それぞれの属性が少なからず建物被害

に彫響を与えており，各属性に応じたさらに細かい被害関数を精築することも可能かと思われる.

しかし r木造は住宅が多いJ，r古い主~物は瓦屋艇が多い」など各属性がお互いに関係しており，

被害関数を更に細かくしていくためには，数量化理論等を用いて，どの属性による影響が最も大

きいか検討する必要がある.本f，iでは，多くの自治体が所有している精道・建築年別の建物デー

タに適用出来るよう，納治 . m距年別の被筈関数のみを構築した.用途 ・ 鼠根等の被筈関数fI~~軽

に関しては，今後の話~題としたい.
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第H量 実被害デ-~に基づ〈建物倒峻危険度評価法の縫案

7.1 はじめに

兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)を契機に，国，地方自治体，倒人とあらゆるレベルで地

震防災への意識が高まり，大脱線かつ多般にわたった被筈を考慮して，被害怨定を見直し，ある

いは新たに倹討する気運が高まっている.t!員害保険料率算定会 (1998a)によれば，各自治体で行

われている地震被害怨定には隙々な手法が存在するが，それらの多くは，ある地疫のA1:を仮定

した上で地震動をfft.定し，経験的な被害関数などから地震発即時の被苫を予測するものである .

東京都 (1997a，199Th)でも被害想定を実施しているが，本主主で取り上げた東京都れ998)およ

び東京都都市計画局 (1998a，1998b)による「東京街地滅危険度測定調査J(雪)4回)は，これま

での被害惣定とは巡った角度から，都内の地震に対する危険度を算定したものである .これは東

京都が東京都~災予防条例に基づき， 5年ごとに実施している調査であり，その目的は r都市災

害に強い都市づくりの指僚とするJ，r震災対策事業を優先的に実施する地域を選択する際の参考

とするJ，r地震災筈に対する初民の認識を深め，防災滋識の高協に役立てる」などである.地震

が発生することを仮定して被害を予ìllllするという点では，被~怨定も地域危険度評価も同じ性質

のものであるが，被害fJ~定が特定の地震動発生を仮定し，その地震によって生じる具体的な被害

i註を怨定することを目的としているのに対しJ 地域危険度評価は，彼災ポテンシヤルを地域間で

比較し，相対的に危険なI也成を抽出することを目的としているという点で，その算定方法 ・考え

βに遣いがある.このため危険度の算出過程において，特定の地震は考慮されておらず，対象地

域全体で震源位置に依らない地震動が仮定されており，線維な解析を必要とする被害怨定に比べ，

比較的簡単な算定式と町丁目単位での地緩や建物のデータ等を用いて決定される.東京高官による

現行の手法は，東京古sの符性に合わせて分類された地磁や建物について，専門家の判断に基づく

危険性ウエイトが設定されており，危険度を被害率ではなく被含総量という怠味でとらえている.

本章の目的は，東京郎地域危険度の中の建物倒綾危険度評価方法を検討し，モデルとしての簡

易性を保ちつつ，より 一般的な建物倒峻危険度評価法を提案することにある .そのために，ここ

では東京都による手法を神戸市涜区に適用 し， その結果求められた建物倒壊危険度と兵庫県南部

地震により笑際に発生した悠物被筈を比較する さらに篠率論的な概念も取り入れ，地鑑や機造

物の地震に対する危険性ウェイトの設定方法を具体的に定義し，新建物倒峻危険度の評価手法を

提案する .
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7.2 東京都の建物倒境危険度

東京都 (1998)および東京都術市計画局 (199&，1998b)により発表された「建物倒境危険度」

は，地震動によってill物が媛れたり傾いたりする危険性の度合を，建物，地盤などの蘭から評価

し，他地域と比較した相対的な危険の度合を単位面積当たりの被害総鼠という観点、から 5段階に

分類したものである )Jl物館l峻危険度決定までの過程を図ー7.1に示す.

分類項目は表ー7.1の巡りである.建物については，構造別，年代別，階激により 20に分額し，

「その他」を除く 19分類に対して耐震性能を評価し，ウェイトとして算定式に反映させている.

また建物倒峻に忌も影響すると与えられている基礎地盤については，地建被玄ーの発生しやすさの

観点から地形・地質によって 10騒頬に分類している.さらに地盤による影響を補完するために，

液状化の可能性，大規綴造成地，忽立地，急傾斜地の有無についても考慮されている.各ウェイ

トは 6人の専門家により， 0と lの悶で危険なものほど 0に近くなるよう 6バターン設定されて

いる.これらを基に，あるパターン nにおける建物ごとの倒綾危険畳 Q...は以下のように算定さ

れる.

Q..=D，{l-W"'. U"，) (1<=1-19: ~物分類) (7-1 ) 

ここでパターン 11 (n=1・6)における各パラメータは，それぞれ Q"， :建物ごとの倒壊危険!il(線

数/単位面積)， 0.: ill物線数密度(棟数/単位面積)， ~ル :i耐震性能ウエイ卜(熊次元tit) J Uht: 

地盤特性ウェイト(熊次元flt)である .地聖書特性ウェイト U伽は次式により算定される .

Uk (l.~ 14/11 • "]"・IlJ" • U4tl . U '" 
(7-2) 

パターン nにおけるウエイトの各要素は U'n:基縫地盤I tI;t，.:液状化，UJn :大規校造成地，u，内;
埋立地，U j" : ~急傾斜地である.

よ記の住物ごとのfiil竣危険1ItQ伽を次式のように合算したものが，パターン nにおけるH町丁目

の建物倒峻危険盈 Q'nとなる.

Qin ・ 2:~..Q"， {m= 19 : ill物分類数) (7-3) 

(7-1)式，(7-2)式により算出した 6極のパターン("コト6)ごとの悠物倒綴危険量 Q仇を線準偏

差の 3倍で除して規準化し，平均したものが迷物倒峻危険盆 Q，(無次元最)となる(以下，この

Qiを建物倒峻危険昆と呼ぶこととする).そして忌終的な建物倒峻危険度 Qは，Q，を大きいもの

から順に 5段階に割り当てたものである.

東京都 (1997n)の各ウェイトの設定基準は，過去の地震被宮市例および耐震基準改正の時期等

が考慮されているが，それぞれの草1・門家のウエイトを比較してみると， 6つのパターンに大きな

差異が存在しており ，ウエイト付けの困難さが溺える.東京総の建物倒峻危険度は，被害率では

7.3 
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なく彼筈総議という窓I球でとらえているため，建物線数密度が建物侵l峻危険量算定に忌も影響を

与えており ， 区部(平勾建物線数密度 3，4ω 練Ikm') の~物倒峻危険度が多序地区(平均建物棟数

密度 830桜!lkm')と比較して圧倒的に高くなっている.本1;1では東京msの方法とは別の観点から ，

一棟 一線の建物の特性とそれが立地している地銀に起因する建物倒峻危険度について検討する
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図-7.1 東京都の建物倒媛危険度決定までのフロー

表ー7.1 *京初の建物倒墳危険度評備における建物・基縫地盤分類項目

|鍔腕 極類 |誇基礎地箆分煩 地形地震の特徴

住宅 昭和45年以R' 1 山地丘陵山地及び丘陵地

木造 一一一一一一一一一 昭和46年以降
3 底制!併用住宅 昭和45年以R' 2 台地1 河成懐層のよ!こ関東ローム
4 昭和46年以降 層をのせる台地

5 昭和45年以前 3 台地2 海成粘土 砂層の上に関東
6 I I 1-3F 昭和46-55年 ローム層をのせる台地

7 一一一一一一一一一 昭和56年以降 4 谷底低地1 軟弱以な士上監積層の厚さが10m
自 昭和45年以献 程度

9 I RC造 4-7F 昭和46-55年 5 谷底低地2 軟弱な堆積層の厚さが10m
10 昭和56年以降 程度未渇

11 昭和45年以前 6 沖積薗1 沖積層が主に河成健からな
12 I I 8F以上 昭和46-55年 るところ

13 昭和56年以降 7 沖積面2 軟弱な堆積層の厚さが10m
14 1 1 1-5F 昭和55年以前 程度未満

1~ 1 s造一 一一一一一一一一一 昭和56隼以降 B 沖積函3 軟弱な土産積層の厚さが10m
16 1 ~- 1 6F以上 昭和55年以前 以上25m未満

17 昭和何年以降 9 沖積面4 軟弱な土佐積層の厚さが25m
181 m 昭和55 以R' 以上40m未海

19 軽造 昭和552以降 10 沖積面5 軟弱な土産積層の厚さが40m
20 その他 ‘石造，ブロッヲ道，土産d 以上

7-4 7~5 
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7.3 東京都の方法による灘区の建物倒犠危険度と実被害との比較

(1)灘区の建物特性と地盤特性

東京都の方法を用いて，潔区の 353I町丁目についてそれぞれの地銀特性と建物を分類した.た

だし北部山E喜朗1は図rJl省略している.

建物の分類にあたっては，第 4 章で解説した神戸市による建物被'J;;~調査データを使用した.器量

区における木泣i，RC造， s.ii!i，経i量S造の割合は，それぞれ 74.6%，12.771， 7.0%， 4.2%となっ

ており，木造建物の比率が全体の 3/4を占めている.木造鐙物の中では，住宅，庖書面併用住宅の

割合がそれぞれ 92.7%，7.3%で，圧倒的に住宅の割合が高い.各町丁目の商fs'-lは，町丁目ごとの

統計資料が入手できなかったため， GISの機能を用いて算出した.以よの結果得られた建物棟数

密度分布を図 7.2に示す.

地盤に関しては東京高官と緩区とでは本質的に異なる.そのため地銀を分類するにあたり，山地，

台地，宇j1積面などの微地形分類は国土地忽院 (1966，1996)の土地条件図や償問 ・機山 ・若総 (1995)

による液状fじ，地盤変{立及び地盤条件により判断した.また軟弱な堆fs'l胞の厚さは，神戸市企画

局 (1980)の地鍛のボーリング住状図に基づき，砂 ・傑周では N11自LO以下，粘土層では N他 4

以下の地層を軟弱周とみなして算定した.

図ー7.3から図ー7.7に綴区の地盤特性分頬を示す.東京都の方法では基礎地盤が LO磁頬に分瀕

されているが r灘区には谷底低地の項目に当てはまる町丁目がないJ，r東京節には『軟弱な封t.f!~

l自が 10mを趨える神的函』が存在するのにMし，灘区の大部分の地械では軟弱地盤が 10m以下で

あり，町丁目単位で見た泌合，軟弱なj世積層が 10m以よという1貝口(沖，f;l面 3，4， 5)に当ては

まる地域がなし、」などの潔白により， 5極類の分類となった.その中で六叩山町，摩耶山町等， r山

地・丘陵」と分類された山箆地区を省略したものを図ー7.3に示す.液状化可能性(図ー7.4)につ

いては，兵庫県南部地震によって実際に液状化が発生した地区を液状化可能性大として判定した.

それ以外の地区では大規微な液状化は起こらなかったため，全て液状化可能性なしと判定した.

大規桜造成地の分類(図ー7.5)においては， r人工地形」が町丁目の 50%を占めるか否かで判定し

た.思立地(図ー7.6)，急傾斜地(図ー7.7)についても国土地理院 (1966，1996)の土地条例ー図に

より分類したが，急傾斜地の分類は， r纏急斜面」の存在の有無で判定した.また埋立地は滋区に

おいて液状化可能性のある地区と合致した.

(2)灘区の建物jilJ聖書危険度

(1)のように悠物・地盤を分類集計し，東京都3の算定式に適用した結果，灘区内の各町r自にお

ける建物倒峻危険Eが算出された.喜重区の建物slJ峻危険鐙は平勾的に見て東京都の建物但l場i危険

盆よりも少し高い程度であった.算出された建物倒壊危険sを 5段階にランク分けした建物倒峻

危険度を図ー7.8に示す.比率割当は，笑被害と容易に比較できるよう全峻率の 20%間隔に分類さ

れる町丁目の数に合わせた.例えば，全壊率 80-100%の町丁目数と建物倒壊危険度 5の町丁目数

が同数となっている.

建物倒壊危険度の分布は非常に絞らなものになっており ，建物倒峻危険度 1の附丁目と建物倒

峻危険度 5の岡I丁目が隣り合っている個所が随所に見られる.また，図中北凶部(王子公闘駅東

側一俗)に主主物倒峻危険度5の地域が多く集中しているが，これは建物事R数密度の高い地戚(図 2
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参照)と一致する.液状化可能性の高い臨淘部の寝立地域では建物倒峻危険度が!となっている

が，これは当該地域の建物がその広さに比べて少ないためである.建物侵j峻危険度 1の町丁目は，

その他に北部の丘陵地帯にも広がっている .

(3)兵庫県南部地震による灘区の被害概要と地震動の推定

第4章で滋区における建物被害を分析した.それによれば，全焼建物が474棟，全峻建物が 13.196

練，半壊建物が 6，053僚，その他の主主物が 11，257棟であった.特に，過半数の木造主I!物が全峻し

ており，会木造建物の 74%が全半峻の判定を受けている.また木造鐙物は潔区における全姥物の

75%を占めているため.木造建物の被害率は，灘区全体の被害率に多大な影響を与えている .

第5主主で推定した滋区の伝大速度 (PGV)分布を図ー7.9に示す.この分布は，翠川1・藤本 (1996)

が墓石の転倒から推定した長大速度分布とも類似しているものである.気象庁 (1997)の震度 7

の俄(阪急電鉄神戸線と JR紛に挟まれた地域)内で， 一線に地震動が大きくなっているのが錐認

できる.また町丁目単位でまとめた建物の全壊率分布(図ー7.10)から，震度 7の械に沿って，被

2警が顕著に表れていることがわかる.会峻率 20%以上の田1丁目のほとんどは，阪急電鉄神戸線以

南に集まっており，同級の北側では，ほとんと・被害がなかった

(4)建物倒壊危険度と実被害との比較

ここでは， (2)で得た東京都の方法による灘区の建物倒峻危険度と兵庫県南部地震による実被3

とを比較する.図ー7.8と図ー7.10を比較すると，実被害が大きかった震度 7の骨子内でも建物倒峻

危険度の小さい地域が多数存在し，また北西部(王子公闘駅東側一俗)には実被害が少ないにも

かかわらず建物倒峻危険度の大きい地場がある.

東京都の方法による建物倒峻危険度は第 3回調査(東京郎， 1993)と向係に被害総量を見積も

ったものと考えられるため，そのような観点から，建物filJ峻危険盆と実被害の比較を数益的に行

ったものを図ー7.11及び図ー7.12に示す縦輸には建物館l域危険IL織輸は建物倒峻危険nlに対応

した値として，全峻および全半峻建物線数密度(町丁目内の建物被害事長数/町丁目の閥抗)をと

っている また PGVの大きさに応じて図中のシンボルを区別して示している.全体的に見て図ー

7.11の全駿建物 (R'=O.292)よりも図ー7.12の全半峻建物 (R'=O.765)のβが相関が高くなってい

ることがわかる図ー7.11の全峻建物との関係をみると， PGVの弱いものほど分布の傾きが急に

なっている つまり小さな被害に対して大きな建物倒唆危険量が見積もられていることであり，

同じ建物倒峻危険量でも PGVが大きい方が実被害は大きかったということを示している.

兵庫県南郡地袋の際には，建物filJ峻により多くの死者が発生し，それらは火災など 2次災害の

原因にもなっていた.被災ポテンシャルとしての建物倒峻危険度は，全峻率に対応するものであ

ることが望ましいと考えられる .ここで，図ー7.13に.全峻率と建物倒域危険量との比較を示す.

ここでも PGV についてシンボルを変えて示している.これを見る限り， ~l惑星事と建物倒機危険量

との聞に明篠な相関は見られない.しかし PGVの大きさに応じて分布の特徴が見られる.これは

第 5章で推定された地震動が，iJ!物被答率に1基づいているため， PGVと全峻率の相関が強くなっ

ているためである .

一方，図ー7.11から図ー7.13と同織の図を用いて，基礎地盤に関しての分布の相関も調べてみた

が，関係性が認められなかった.
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(2)で建物倒壊危険度 5の集中している地成が，建物線数密度の高い地域と類似していることを

述べた.建物倒峻危険量と基礎地盤の悶に明確な相関がないことから，建物但l境危険盆が縫物線!

数密度を主因として決定されていることがわかる.これは~物棟数密度と建物倒峻危険最とを比

較した図ー7.14からも明らかである .i前節において，東京郎の鐙物倒j填危険度算定における主主物

密度の影響を指摘したが，溌区においては更に顕著であると思われる.その理由として，台地 1，

2，沖積商 1，2で設定された地鍛特性ウエイトには大差がなく， (7-1)式における建物線数密度

仇の寄与度が答しく高くなってしまったことが考えられる. そのため，図ー7.15に示したように

建物棟数密度と実際の金峻率の聞には，相関が見られない.したがって会峻率に対応する指標と

して建物館j峻危険度を考えるとき，建物線数密度の影響を取り除く必要がある ある町丁目にお

いて全峻率が高いということは，地at動入力を一定と考えた場合，その町丁目内での地緩条件を

含めた建物の倒地可能性が高いということである.行政が震災対策事業によって改善すべき地主義

を選択する場合に，全峻率に対応した指練を用いることが出来ればよりイ'i9JJであると思われる.

次節では，以上のことを踏まえた評価法として，東京都の建物但j峻危険度評価法の簡易性を保ち

ながらも，建物事~数密度の影智を取り除き，確率論的な概念に基づくウェイト設定を用いた，よ

り実被答に迎合する評価法を提案する .
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lkm2あたりの建物棟数

図-7.2 灘区の建物練数密度分布

-台地1
- 台地2
日 沖積面 1

沖積面2

図ー7.3 灘区の基E草地盤分類
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円漉技化危制大
ほとんどない

図-7.4 灘区の液状化可能性

図ー7.5 灘区の大規機造成地占有率
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35年未満
35年以上

図-7.6 灘区の思立地

図-7.7 灘区の急傾斜地
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図ー7.8 灘区の建物倒様危険度

図ー7.10 灘区の建物全壊率
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7.4 実被害データに基づく新建物倒壊危険度評価法の提案
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まず，束京都建物但l峻危険度に関する (7-1)式において ，rO， 建物線数密度」を rN，:建物

存在比率」とする(例木造建物の存在比率=田1丁目内の木造建物線数/町丁目内の金建物練数).

0.4 これにより，全境率に対応した建物倒l峻危険度が求められる.
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次にウェイ卜の設定を見直す. (7-1)式のように，東京節の方法では，建物耐震特性と地総特

性がそれぞれ独立のものとして設定されているが，まずは，その有効性について検討する

建物耐震特性は，第 6望者で稿築した建物被害関数に基づき，機造・建築年代から分類している.

また地銀分頬については，灘区の地盤をより正確に表すものとして， U.J口・山崎・若訟 (1997)

による西宮市や，後藤・山崎 ・若訟・浅野 (1997)による尼崎市の分析における地盤分類と同様

に，国よ地理院 (1966，1996)の土地条件図および神戸市企画局 (1980)のボーリング位状図等

から， lLit也，段丘，扇状地，デルタ，埋立地の 5つの表層地敏タイプに分類した(図ー7.16).た

だし， ~島海部の嬰立地 4 町丁目に関しては大規模な液状化が発生し，それらが建物被';l:iーに大きな

影響を与えているため，対象地域から外しである .

表ー7.2は，各地鍛 ・建物の分類項目ごとの建物全域率と規準化数値を示したものである.規準

11:;数値とは， 1982-9-1年に建造された RC造建物の全唆率を 1.0として，各項目で，被t!lを受ける

確率の比率がどれ位かということを表している.建物分類項目ごとに地盤項目を比較すると，そ

れぞれ規準化数値の変動が大きく ，地鍛による全壊率の~~聖は一定ではない.これは鐙物耐震特

性と地盤許制生とのウェイトがそれぞれ独立して設定できないことを示している.

したがって，ここでは表ー7.2の全壊率をマトリクスタイプの地震危険性ウエイ卜として取り級

う.このウェイト設定によって縫物耐震特性と地銀特性との関係を表現することが可能となり，

より実際の地震被害に近い建物倒峻危険度が得られる.なお，ここで設定した危険性ウェイトは

兵庫県南部地震の経験に基づいており ，この地震による地震動分布や阪神地域の鐙物特性の影響

を含んでいる.

図ー7.13 全量産~と建物倒嬢危険量の比較 図ー7.14 建物棟数密度と建物倒壊危険量の比較
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(2)新建物@J犠危険度

新たな指糠は表ー7.2の全壊率を危険性ウエイトとして級かつており，東京都の用いた「危険盆」

よりも「危険率」の方が名称として適切であると考え，下記のように建物ごとの倒壊危険率九を

定義する.図ー7.15 建物棟数密度と全綾率の比較

P，=N，' Wk/ 
(k=ト14 他物分頬， 1=1-4:地鍛分類) (7-4) 

ここで，P， 建物ごとの倒壊危険率(%)， N，:建物存在比率(%)， W~: 危険性ウェイト(%)

である.
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第 7意 実被害データに主主づ<iI!物倒t費危険度評価法の援実

このようにして各町丁口内の地盤;t.建物に応じた建物ごとの倒峻危険率んが求まり，それら全

障の建物ごとの倒域危険本を次式によって合算したものが各町 rnにおける建物倒峻危険率 P，と
なる.

円=L~-J ぺ (m=14: it物分額数) (7-5) 

新幻i物。l峻危険度 Pは. (7-5)式により求められた町 Hl ごとの新ill物倒峻危険ヰ~ Piを大きい

ものから阪に 51受慨に:'illり‘うてられたものである .算出された緑区のill物倒検危険率を前節 (2)

の比率割当に従ってランク分けし，新建物倒峨危険度として表したものが図ー7.17である .東京

怖の刀法によるit物倒峻危険度(図ー7.8)と比較してみると ，危険度のぬい地!JXが比較的南側へ

移動した.

(3)新建物倒犠危険度と実被害との比較

析しく PIf¥されたIIIJrnごとのill物館l峻危険率と全域率の関係を.PGVの);;.きさによってシン

ボルを|実分し，図ー7.18にぷす. PGVの比較的小さかった11可了目で，全域率より もiJ!物倒峻危険

本がおく評価されていることが説み1&11.る.危険性ウェイトは灘区全域での全峻率を基に設定さ

れているため，必ずしも行IIITr口ごとに他物但l境危険率と全峨本が 叙するとは言えないが，図

-7.13と比べ附関が向くなったことがわかる .全壊率と建物倒峻危険3事に大きな，1が生じた地主義

を調べてみた結浪，その原l珂として .rll汀丁目内の線数が極めて少ない(1.4棟lJ.r ill物事!!数密度

がおく，占い木造it物で内められている地域であるため，算出されたill物(fIll事危険率は高くなっ

たが，兵同1県南部地球の際には，災災の415から外れたため実被待が小さかった」こ となどが考え

られる.

i.Il物の絶対線数が少ない地域におけるill物倒峻危険率と全峻本のずれを補正するため.III[丁目

内の全住物線放をかけたもの，すなわちUlrr臼ごとの全峻棟数と倒峻危険線数の関係を図ー7.19

に .I J~す.この ~Iにおいては，図ー7.1 8 に比べ，より強い相闘がZ見える

以」二のことから ，ここで算出されたill物倒壊危険率は，地域の被災ポテンシャルを表すよで，

行合1)な指際であると!ぷわれる.
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-山地

問段丘扇状地
デルタ
埋立地

図-7.16 灘区の地盤分額

表ー7.2 分額項目ごとの建物全島担率(%)と鋭機化数値

分類
山地 段丘 扇状地 デルタ

4 

情造 年代 番号 全犠率
規準化

全寝率
規準化

全場率 規準化 全i車率
規準化

数値 数値 数値 数値

-1951 0.9 1.9 19.6 19. 7 76.0 11.1 87.8 10. 1 
1952-61 2 20. 1 40.7 12.5 12.5 76.9 11.3 77.1 8.9 

木造 1962-71 11. 0 22.4 11.1 11.1 74.0 10.9 79.4 9. 1 
1972-81 4 8.0 16.2 4. 1 4. 1 50. 2 7.4 48.9 5.6 
1982-94 5 3.8 7.6 0.8 0.8 24. 2 3.6 26.2 3.0 

ー1971 E 1.7 3.5 6.0 6.0 29.5 4.3 29.0 3.3 
RC造 1972-81 7 2.6 5.3 1.2 1. 2 17.5 26 31. 3 3.6 

1982-94 B 0.5 1.0 1.0 1. 0 6.8 1.0 8.7 1.0 

ー1971 9 5.7 11. 6 5.7 5.7 54.2 8.0 40.0 4.6 
S造 1972-81 10 。。 。。 6.7 6 7 41. 5 6. 1 18.6 2. 1 

1982-94 11 0.0 。。 2.6 2.6 13.7 2.0 13.1 1. 5 

ー1971 12 2.9 5.9 3.7 3.7 62. 5 9.2 50.0 5. 7 
軽5造 1972-81 13 1.7 3.4 4.3 4. 3 15.4 2.3 10.0 1.1 

1982-94 14 I 1.2 I 2.5 ll__U___2ヨ 8.4 1.2 14. 3 1. 6 

7.17 
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図ー7.17 潔区の新建物倒峻危険度
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図ー7.18 全I安本と建物倒竣危険率との比較 図 7.19 令』察側{数と新建物危険棟数との比較
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第 7章実後苫デ-9に基づく建物倒壊危険度評価法の提案

7.5 汎用ウェイ卜の設定手法

(1)実被害に基づ く確率密度関数

ここでは，灘区以外の一般的な地域においても悠物倒壊危険率および新建物倒域危険度がf):i.主

できるよう，これまでに昼谷(1973)，中笠 岡133(1989)が行ってきた心鮒性解析を用いた危険

性ウェイトを設定する.信頼性解析には，主E物強度日産ギ密度関数 Rと地鍛ごとの忌大速度の'1:，包

縫率官官j室関数Sが必裂である.以下に，確率官民度I苅数の求め方についてまとめる

建物強度確率分布を対数正規分布と仮定し，対数正規E産率紙上で検輸に田I了11単位の PGV，縦

'MIに全峻ヨドをプロットし ，回州u]線を弓Iく.この回帰直線の傾きを a，切片を-bとすれば，iJ!物

強度確率密度関数

/仲布cxpl-i(!ET二土)' (o<x<∞) (7-6) 

がi!iられる.ただし， λ:=bl.α， /;=I!aであり，それぞれ loxの平均u白及ひ'線推{扇Aとなっている.

ここでは，ん， ιのiitiとして第 6章で機築した灘区の被湾関数の他を使刈した.図ー7.20から図

ー7.23に全峻に対応する得隠建物強度のGItf率密皮肉数を示す.円71.年以前の木造悠物の俄本街Jf1.

分布には大きな差は見られないが，基本的にどの構造でも新しいものほど J r.::ïい地f~MJにヒーク

があり ，耐震性が強くなることを表している.また，新しいものほど分散が大きく，平らな分布

j杉を呈している .同僚にして求めた兵庫県南部地震に対するJ1l!鍛ごとの PGV生起確率密度分布関

数を図ー7.24に示す.ピーク時の PGV指標は山地，段丘，扇状地，デルタのmに高くなっている.

また，綴れの分布は山地， 扇状地で比較的広範に分布しており ，段l王，デルタではピーク値目;j.ill.

に集中している .各分郊のパラメータの他を表ー7.3に一覧する. tJJI也，扇状地ではζの仰がそれ

ぞれ 0.53，0.33と大きくなっており ，広範に分布している.段丘 ・デルタのιはそれぞれ 0.24，

0.15で， 1I.1地や扇状地に比べると分布範聞は狭くなっている.

(2)信頼性解析による汎用ウエイト設定手法

縫物強度の確率密度関数を R，地j彰区分ごとの PGV生起依率寓皮肉数を Sとtnくと，全峻の確

率 p"ま，次の式で表される .

乃=や1) (7.7) 

ここで，Z=R/Sとi置くと， じ式より，

円-1. Jt)dz (7.8) 

7-[9 



第71Ii. 実被害デ--$>に基づく述物倒1費危険度評価法の提案

となる .ところで .R. SはIE規対数分布を仮定しており(図ー7.25).その自然対数はその・F均(in

をそれぞれん， A"標準(届J~を ι，らとすれば， lnZ=lnll-ln S より， InZも正規分布となる.こ こ

で R と 5が1I州1附と仮定すれば.In Zの平均他及び標準偏差はそれぞれ， λ=λ ーλ，. 

1;， =!E六l;"で守えられる.よって，

p _ __1 r _l_，， -t~-)・ 1ム
リJ2;と;ム7 山

Inz -λ 
y=ゴーと慨すると，

町田方戸Jト 1-(T(士)

(7.9) 

(7.10) 

となり，ある RとSに対する倣峻雌容が決定される.ここで，φ (λJι)は線準正規確率分布|刻

数である.

これを名地~tR (5) . ill物分類 (11)の組み合わせごとに算ー定した危険性ウェイトを表ー7.3に示

す.図ー7.26のように表ー7.2の全j安3ドと比較したところ，出1い相1関 (R'=O.9-l)がれ}られ，この方

法による全壊率のl耳lil悦が倣認された ここで使用した他物強度の餓準宿皮肉数は，他の地域に

おいても泊川できると与えられることから，地域の地総特性による PGV 分布。車率密度関数をmJ~

することで，地域1;.HJj:1こ応じた危険性ウェイトが設定できる.

(3)汎用ウエイト設定手法を用いた新建物倒壊危険度評価法

以上のことと (7.4)パ.(7.5) 式から ， 改めて次のような新II物倒峻危険度評価法を提~する.

①it物倒i浪危険率 P.を，次式で定義する.

P， ="2.， (N. . W..) (k : ill物分頬 ; 1:地盤分類) (7.11 ) 

ここで l Pj : 1.]:物伊l域危険本，N.:建物作(E比率.w.，:危険性ウエイトで， Pjは，地域の被

災ホテンシャルを制対的にぷす指標である .危険性ウェイトは，他物 ・地盤分類のマトリクス

形式で定義される.

②地~li分類は地域的な特性に};~，じてrJ rJJ に E没定することができる.但し， PGV生起縫率分布がf.i

出できる分頬をmいる必媛がある .

③危険性ウェイト (wu)は， {J"納』陀解析による手法で決定する .ill物の全峻能率分布と地盤ごと

の PGV生起確率分布をm滋することにより，地域特性に応じたウエイト設定が可能である .

7.20 
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@①で3草山された建物倒峻危険率 P，を大きいものから順にランク(，1けし，新主E物倒峻危険度 p

とする.ランク分けの比率割当については，東京都の方法のように危険度 5に分類される町r
日を少なくしてもよいし， 20%ずつに分頬してもよい.地ほの大きさに応じた比率割当が可能

である

このように，地自主の分矧に 11111度を筏したことにより， ー般的な地域で新ill物倒1)1安危険度の鍔

出が可能な評Iilhよとなっている.

7.21 
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図ー7.20 全岐に対応したili物強度の6在宅密度以l数 (木造)

0.03 

0.025 

0.01 ・ー一一一一一

0.005 

一一9:-1971
一一ー10:1972-81 

.ー 11:1 982-94 

ー.・.一 一一一一一ーー・.。。 100 200 300 400 500 

PGV (cm/s) 

図-7.22 全岐に対応した建物強度の般車密皮肉数 (S造)
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図-7.21 全岐に対応した建物強度の確率密度関数 (RC造)
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図ー7.23 全I曹に対応した建物強度の確怒密度関数(軽!J1si怠)

7・23



第 7章 実筏苔データに誕づくi主物倒t聾危険度評価法の煙家

0.035 

0.03 

0.025 

制
0.02 i羽

議0.015

0.01 

0.005 

100 

一一 1:山地

一一2:段丘

--3扇状地

一一4デルタ

200 300 

PGV (cm/s) 

図ー7.24 地盤ごとの PGV生起確率密度分布|苅数

400 500 

表ー7.3 I確率密度関数のパラメータと全壊率をほぼ再現するような危険性ウェイト(%)

---------
λ， ~ ， 山地 段丘 扇状地 デルタ

3 4 
λs 3.90 3， 95 4.76 4.74 
， 0.53 0.24 O. 33 。15
ー1951 4.36 0.41 24.6 19.5 77.9 8日S
1952-61 2 4.44 。守35 19.8 11.6 74.8 78.3 

木造 1961-71 3 4.45 0.34 19. 1 11.6 74.6 78.1 
1971-81 4 4 73 0.38 10. 1 4， 1 51.7 51. 0 
1981-94 5 5. 11 0.50 4.6 1.7 17.5 13. 1 
-1971 6 5， 11 0.65 7. 1 4.4 31. 0 18. 1 

RC途 1972-81 7 5.33 0.58 3.4 1.3 19.7 16.1 
1982-94 8 6.01 0.79 1.3 0.6 7. 3 5，8 
ー1971 日 4.64 0.61 18.1 15.0 57. 0 56.2 

S造 1972-81 10 4. 97 0.49 6.8 3.0 36.1 3Z.4 
1981司 94 11 5.64 日13 1..7 1. 4 13.7 11.3 
-1971 11 4. 70 0.55 14.8 10. 7 54.1 53.1 

軽5造 1972-81 13 5.81 0.97 4. 1 3.1 15.1 13.6 
1982-94 14 6. 19 1. 10 3.1 1.4 10.8 9.7 
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第71.草案複;1>.デ-9に基づく建物倒峻危険度評価法の提案

7.6 新建物倒犠 危 険 度評価法による東京都の危険度

ここでは，本市で鎚案した評価法をJlu吉郎に適用し，討'備する .

まず危険性ウェイ卜を，没~する際に必'!.liな地被ごとの PGV の'左足確率密度分布については ， 大

西 ・111崎 .;('_i松 (1998) によるl1!!級九可制度を川いて決定する.また同上放fi!.i十|占報の山地における

PGV't起般が礎度分イ'1;のハラメータとして，東京都 (l9973，1997b)の1"¥F地災被筈怨定にお

ける品館地i之助レベルのJtl大速度を 30cm/sとした11寺の人=3.40をITJいて建物倒域危険率と新建物

倒峻危険度を求めた (別のハターンと して，兵庫県南部地iZ時の灘区山地におけるλ，=3.90の湯

合でも新生11物ftlJ峻危険度をn;としたが，結果はそれほど進わなかった.)iEt大速度の与としては，

Molas and Yamazaki ( 1 995) による， i忌大速I~の距離減袋岡山i式の地域内の変動成分を使用した.

これらの数(I!jを表ー7.4に11¥す ，iijujjで使mした主s物分類JH口における泌物強度。症率裕度関数のハ

ラメ-)yをそれぞれλ円らとし，地盤における PGV生r包餓率官官民E関数のパラメータをそれぞれλ

m ふとすると， (7.10)式より危険性ウェイトが求められる(表ー7.5). 

以 1:のデータと 5節で悦楽した評価法に基づき，東京 23区の新建物fllJ峻危険度を算出した.そ

のi品段で-*京自11のi.s物分mゐ・法で築，-ilされた雄物線数データを使日]したため， 木造の 1971年以前，

1972 年以降 . 欽'r.r~の 1 981 "1ミ以前，'I!'I'位鉄'丹j自の 1981年以前のill物については，東京都の分類

と対応する絞数のill物分額瓜日での危険6ド1=ウエイトを平均してmいた.図ー7.27に現行の点京都1

による/j法と新評価法に基づく危険度分布の比較を示す.

-*点創iの方法は '11位而<<1、'iたりの被;J;，総fEをぶしているのと同時に，3 (4)で記したように地

線条1牛に比べて，対i物全体としてのちu数密度が支配的要肉であるため，建物倒壊危険度の高い地

域が環状に分イHしている -/j ，本市の方法では，地盤の危険性ウェイ卜が向く ，{ilJl袋可能性の

It~~t 、木造住物の多い地域 (J反都下町n で新建物倒峻危険度が，'..."!j くなっている.これは本車の評価

iとにより，iJ!物強度や地燃の影空軍がより -)同母l主されるようになったためである

.j;:(，'1'で拠奈された新建物似l峻危険度は，東京都の簡易的な方法を縦;f!，する ー方で，信機として

は見なった忠I味を持っている ーこれは，地域の被災ホテンシヤルを表す指線が実際の地震によ る

ill物全峻平に相当するものであると与えている点にある .
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表-7.4 東京都の地盤分主要ごとの PGV地盤t曽縞度と生起確率密皮肉数のパラメータ!tti

国土数値情報の 東示都の 愚大速度の
λs 1:， t也形分類 地盤分類 地盤増幅度

山t也 なし 1. 00 3.40 

丘陵地 山地丘陵 1. 71 3. 94 O. 10 

扇状地性低地 沖積面1 1. 48 3. 79 O. 10 

砂日豊台i也 台地1 1. 62 3. 88 O. 10 

火山灰台地
台i也2

2.50 3. 88 日 10
谷底!IH也2

ニ角州性(lfl也(砂) 沖積面2 2. 39 4. 27 O. 10 

谷底低I也1

三角州性低地 (泥)
沖積面3

2. 92 4. 47 0.10 
沖積面4

沖積面5

表-7.5 本章のウエイ トを東京昔日に適用した場合の1凡m危険性ウエイト(%)

~ 丘陵地
扇状地性

砂礎台地 火山灰台地
二角州性 ニ角州性

{丘地 低地(砂) 低地(;尼)
ー1951 16.0 9.1 13.1 46.0 41.9 60.6 
1952-61 8.6 3.9 6.5 36.9 32.4 53.6 

木造 1962-71 7.6 3.3 5.7 35.6 31.0 52.7 
1972-81 2.2 O.自 1.5 14.6 12.1 25.6 
1982-94 1.0 0.4 0.7 5.6 4.7 10.0 
ー1971 3.5 2.' 2.9 10.9 9.7 16.0 

RC造 1972-81 0.9 0.4 0.7 4.2 3.5 7.1 
1982-94 0.5 0.3 0.4 1.7 1.5 2.7 
-1971 13.2 8.8 11.4 30.3 27.9 39.5 

S進 1972-81 1.9 0.9 1.5 9.5 8.0 15.8 
1982-94 1.0 0.6 0.9 3.6 3.2 5.7 
ー1971 8.8 5.3 7.3 24.9 22.4 34.5 

軽S造 1972-81 2.7 1.9 2.4 6.2 5.7 
色4‘

1982-94 2.1 1.5 1.9 4.5 4.2 6.1 
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- レベル5
慰霊富 レベル4

Cヨ レベル3
亡コ レベル2

仁コ レベル1

- レベル5
際蕊 レベル4

じコ レベル3
仁コ レベル2

亡コ レベル1

図-7.27 束京 23区における鐙物倒主主危険度の比較
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7.7 まとめ

本章では，東京郎のm物伊l主主危険J3l:の手法を神戸市溌区に適用して，兵Jo.I1県南部地設による建

物被害との比較を行った その結果，建物棟数寄皮が大きく ill物館j域危険本に影暫していること

がわかった.次に，地域の被災ホテンシャルを表す指僚は，その地域での地盤条件を含めたill物

倒櫨の危険率であると考え，iJ!.物倒峨の危険度を地波発生時の全峻唱に対応する指燃として，信

頼性解析に越づく評価式を総築した .ここで提案した新建物倒峻危険度は，ある地域のill物(:f.u:.

比率とill物および地儲から決定されるマトリクスタイプの危険性ウエイトから求められるもので，

灘区の実被書と比較した結栄，強い相関が確認された.この評価式をmいて符地械の地I或特性を

含んだ新建物倒峻危険度をn・AEすることができる.忌後にここで従来した評価式を月]いて点京都

の新建物但j峻危険度を評倒した .その結果s 東京郎のβi去では支配的安肉であった主II物悦!数街l長

の影響を取り除き，建物強度や地盤の影響を考慮した新悠物fsl域!危険度を評価することができた .

ただし，今後この評価法をmいる際には，ここで設定した危険性ウェイトが兵節目込南部地伎の経

験に基づいており，この地袋による地震動分布や阪神地域の建物特性の影符を含んでいることを

考慮する必要がある φ

今後の課題として，焼よ及び切上地盤L液状化などの地総変状先生による建物被害の取扱いな

どがあげられる .また本市では東京節都市計Ii!JI局 (1998a，1998b)の1"eJをした 「地袋に関する地

域危険度測定調子空Jrl'の 4つの危険度のうち，忌も恨幹部Jなm勿倒峨危険度について取り上げた

が，火災，人的被害，避難など他の 3つの危険度予法や，それらの*11みf';わせについても，検討

が必要である.

7-29 





第 81事 防災都市デザインのビジョン

一/ー/一 /第8章一/ー/一/

防災環境都市デザインのビジョン

8. 1 はじめに …“…… .............ーー… 0・・・ ・ ・・・...................・.....…....ー…・ー 8-2 

8. 2 都市のイメージ・…ー・ ・・・…....... ・ ……一ーー ー…“……………… 8-4 

8. 3 生態的都市翁...・・・・・ ....…“ 一ー一.......…............. …・・…....・ー・ ……一 .....8-7

8.4 防災環器量都市デザイン手法 MUSEの提案.........・・・…・・““……… ...................8-14 

8. 5 防災環器電都市デザイン手法 MUSEのイメージ，ーー一...........…ーーー ー・・ 0 ・・8-19

8. 6 まとめ …ーー・・・・“一ー・ー一 ーー・・・・一 ..........ーー・・・ 0 ・…“一ー ・・・.....日日.........".・ 8-36

一/一/一/_/一/一/一/里/一/

8-1 



第S章 防災都市デザインのビジョン

8. 1 はじめに

(1)今世紀における都市デザインの変遷

まずi設初に，村上 (1986).石田 (1987). 新建築社 (1991)，槻橋・ 5附 ・奈足 (1995).総水

(1998)らの文献を参考として今l且紀における都市デザインと防災都市計四の変遷の綱要を示す，

ここ数百年にかけて.都市 (Cily) は急激な発展を遂げたと震う事ができる.ルネサンス以降

の500年.iljf業革命以降の 200~Iõ. 第二次世界大戦以降の 50 年，そしてインターネットが也界的

に普及したこの 10年。r.lliliあるいは郡市生活の急激な変貌は.それぞれのタイムスパンに応じて

語ることが可能であろう.これまでの社会的な変化に伴い.都市に住む人々すなわち市民 (Cilizen)

の勾えプ)，価u直観も大きく変わり 各時代ごとあるいは都市ごとの理念の違いに応じて.都市デ

ザインに関する係々なI:!~程が行われてきた. 19 u!:紀のオスマン男爵による「パリの都市計画J，

20也紀初頭のエベネザー ・ハワードによる「レッチワース困問都市 (1902)J， トニー ・ガルニエ

の「工業郎市論 (1904)J，ル コルピジエの r300万人のための現代都市 (1912)Jなどはー社会

の変貌とともに促築された都市デザインの例である. 1960年代に入ると句.jjii竹前訓，黒)11紀主主ら

による「メタボリズム忠;¥f!(1960年代)1.パックミンスター フラーによる「マンハッタンのジ

オテックドーム (1961)J. )ヰ下健三研究室 (1961)の「東京計画 1960(J96J)J. あるいはアーキ

グラムの「プラグイン ・シティ (1964)J. rウォーキング ・シティ (1964)Jなど，現実の都市計

画の鑓猿あるいは近代郎市のJ1Ili':nとしてのユートピア的郷市機想、が徒案されるようになる 1970 

年には，近代技術の万能思想を究極的に具現化したものとして「大阪万国博覧会 (1970)Jが開催

&れるが.それと同時に孜々が理~1としてきたモダニズムの限界性も銭になり 都市レベルのビ

ッグ ・プロジェクトは徐々に袋i忌していき，建築家の関心は相対的に個体としての建築へと向け

られるようになった 1980年代にはポストモダンの時代に突入し，停滞していたモダニズムの反

動からか，自 111な造形. 1~1 凶なビジョンが給かれるようになる.さらによりコンセプチャルな思

忽を背長として.ダニ工ル ・リペスキンドの「マイクロメガス (1980)Jやザハ ・ハディドの「寄

港ピーク設計続技築 (1983)Jなどのドローイングによって脱構築と呼ばれるプロジェクトが従案

されるようになる 1990年代になると.これまでに普及してきたパーソナル ・コンビュータおよ

ひインターネットの利ffI!f-1が一挙に上昇し，それに伴い，コンビュータ ・グラフィック技術が向

ヒし，渡辺誠の f誘導邸，ti(1990-)J.島田良-0f究室の r2006Tokyo (1997) Jそしてジョン ・フ

レイザーの「フローニンゲン ・プロジェクト (1996・)J に見られるようなシミュレーションとし

ての都市.f!J:目前空11刊の中での都市像が姉かれるようになる.

(2)日本における防災都市計画の変遷

次に今世紀の孜が国における防災(j(Jな分野から見た都市のビジョンの変遷を示すー

関東大震災によりl袋滅的な被寓を受けた東京では.後藤新平を中心とした緩災復興都市計画事

業が進められた.ここで鐙備された幹線道路 上地区画，公図，ライフラインなどのインフラス

トラクチャー基従は，東京オリシピックのある 1960年代まで都市の基盤として発展した

その後.1960年代には災笛対策基本法が制定されたが侃市の防災問題を解決するためには技

術的な対応だけでは不十分であったことから，東京大学に都市工学科が設立され.郎市吉十磁の領
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域での防災研究が始められた.防災都市計画とはその当時に用いられ始めたもので， 1971年の東

京都震災予防条例の中では. r災害に強い都市づくり計画のため.都市の危険診断を定期的に行

うJことや. r特別危険区域には優先的に都市計画事業を実純して行くJことが定められている.

これを受けて.東京で最も地震災害に対して弱いとされる江東デルタ地般の防災l処点再開発精想

が軌道に乗り始めた.そして東京大学高山英議研究室による江東十字ベルト情怨 (1966)が縫案

され.1970年代には，その中から村上 (1986)らを中心とする自銭京地区のプロジェクト (1976-84)

が防災再開発事業として具現化した その後，大きな郡市被害をもたらすほどの大地震は発生し

なかったが，自治体や住民遠の「防災まちづくり」と称した地道な努力が各地で実り，東京都の

豊島区東池袋地区や位田谷区太子堂地区などに小さな防災広場等が生まれるようになった. 1995 

停には，兵庫県南部地震により阪神・淡路地域が大災害を受けた.その後，安維忠雄による「阪

神大震災復興プロジェクト (1995)Jや竹山霊による「神戸新首邸計画 (1995)Jなどが提案され

た.また尾島 (1996. 1998)は，彼の持つ壮大な東京都のプロジェクトの一環として防災も取り

上げており.環君主・ライフライン ・地下情想などと関連した防災郎市のビジョンを提案している.

(3) 21世紀臼本における防災環涜都市デザイン手法の必要性

地経国であり .かつi高密度の日本の都市では防災的な観点から都市を設計する必要がある. し

かしながらこれまでは，いくつかの事例を除き，防災的な研究成来が具体的に魅力的な都市ビジ

ョンとして地かれたことはあまり多くなかった. !l!!~霊園であるが伎に話航された日本の数々の教

訓|を都市設計に生かし.未来の都市像を提案することは地緩国日本の使命ではなかろうか これ

は21I世紀世界における日本のアイデンティティを培い，地震対策が必嬰な地球上の他の仰市にも

役立つものと思われるー 一方で，地球的な規模での環続問題は 21世紀の郡市にとって取り組む

べきテーマのひとつであるが，防災的に必要な要素と環JJl~Hこ必要な要素とは. 水辺や緑地の扱

い方など共通する項目が多いと.'isわれる またそれら防災 ・環境という側1mは.都市の公共空間

にとっても重要な怠味をなし，市民にとって快適な公共性を号|導することにもなる.防災 ・環境

の他に.高度に情報化したネットワーク空間の存在も.21世紀の一都市デサ・インを考えるうえで忘

れではならない.兵庫県南部地震以降. GISが広く普及し，それらを用いた防災シミュレーシヨ

ン等が各自治体等により行われるようになった GlS.コンビュータ，インターネット等の妓術を

用いたシミュレーションという慨念は.これまでの線型等のみをJfIいた思考だけでは不可能であ

った都市のビジョンを的くことが可能となると思われる.またネットワーク化されて社会の中で

は.災害時におけるリアルタイムでの対応も不可欠になるであろう.日本では.防災関連の各分

野で GlSを用いた研究も含め，様々な研究がされている

以上のことから.社会がさらに複雑になるであろう 21世紀において.防災という分野は，環境

問題，高度ネットワーク化と関連して重要なパラダイムとなるに違いない.

本章では. Lynch (1968) の「都市のイメージ Jを参考とした，防災的.環鋭的な観点からの

都市の解析およびデザイン手法すなわち『防災環l:;1都市デザイン手法 MUSE(The MClhod of Urban 

Safely Analysis and Environmemal Design) Jを提案する.また第 6耳I. 第H誌で得た建物被害関数

と建物倒駿危険度評価法の適用を含むいくつかの MUSEのイメージを示し，今後の防災環境都市

デザインのビジョンについて説明する.
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8. 2 都市のイメージ

(1)都市をとらえる営み

「都市の違いを示せ」と吉われてどのようなことを思うだろうか 首郎東京をひとつの都市と

提えることも可能であろうが，もう少し);J1伎を狭めて山手線内の駅周辺を考えてみよう.r品IIIJ.

fl!'<谷J.r新宿L fi也袋J. fntJ盟J. f上野J. f東京J. f有淡町J. r新橋Jとそれぞれ. f若者が

多いJ. r業務地区J. rターミナル奴Jなど係々なイメージが思い浮かぶことであろう.

では， ill築・都市計画を扱う立場として考えると，どうであろうか.r占い木造住宅が多いJ.r道
路が警備されているJ. r副都心として開発されているため高府ピルが多い」などのイメージが浮

かぶであろう しかし.只体的に物的な礎ぷを限り上げてその途いを認識するのは難しい

「都市の姿は.その中を動きまわる人々の自にどのように写っているであろうかJ. rそのイメ

ージは彼らにとってどんな意味を持っているであろうか1. f人々が求めるイメージはどんなもの

だろうJ. fそのイメージを与える環境のあるべき姿はどんなものだろうかJ.rそのために都市計

画家たちに何ができるだろうかJ. Lynch (1968)は著書「苦R市のイメージ」の中で.これらの問

閣に答えるためにイメージアピリティという新しい基準を提案した.そしてポストン，ジャージ

ーシティーロサンジェルスの 3/ft1rliを調査対象として取り上げ.この考え方が都市を解析し.デ

ザインするためにいかに役立つかを示そうとした.この「都市のイメージ」という概念は.都市

にある物的要素を 5級に分新し，その配置によって都市の特性を記述することができるというも

のであり それまで郎市を解析する上で欠けていた規党的認識について.客観的な活様 ・基準を

設定した実験的な試みであった.

以下にその詳細を示す

(2)書H市のイメージとエレメン ト

Lynch (1968)は，イメージを 3つの次元から分類している，それは.アイデンティテイ idcntity 

(そのものであることにストラクチャー slruclure (情造).ミーニンゲ meaning (怠味)であ

る アイデンティティとは.後で説明する「パス (palh)J. rエッジ (edge)J. rディストリクト

(dislricl)J. rノード (node)J. rランドマーク (landmark)Jの5つの要素(図 8.1)そのもので

あり，形悠を持つ1!l!立した物的';M体である.ストラクチャー.上記 5つの要素間同志の空間的関

係あるいはパターンの関係であり.ミーニングは観察者にとっての実際的 ・感情的を含む何らか

の意味である.ミ一二ングは時代的.文化的.社会的など様々な要因によって変化し.また対象

を個人出~ . 集団rt.J にするかによっても変化するため，研究の対象からははずされている.

ここでは。以上の 3つの次えから肢も基本的なものであるアイデンティティについて述べる.

①パス path (道路)

パスとは，脱祭11が日ごろあるいは時々巡る，もしくは通る可能性のある道筋のことである

街路，散歩近.運送路.運i可，鉄道などである 多くの人々にとっては.これらが支配的なエレ

メントになっている 人々は移動しながらその都市を観察している.そしてこうしたパスにそっ

てその他の要素が配置され.関連づけられているのである.
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②エッジ edge(縁)

エッジとは.観察者がパスとしては用いない，あるいはパスとはみなさない.線状の要素をい

う.つまり海岸，鉄道線路の切通し，開発地の縁.壁など. 2つの局商の間にある境界であり.

連続状態を中断する線状のもののことである これは点を示す康保軸というよりは.人々が領減

を知るために績側から参照するものである これは多少の通り抜けのある隙~かも知れないし. 2 

つの地域を相互に関連させる継ぎ目かも知れない.この襲来はおそらく.パスほど支配的なもの

ではないが，それでも多くの人々にとって組立てのための重要な要素であり，とくに，水面や~

が郡市の輪郭を形づくっている場合のように.i葵然とした地域をひとつにまとめる役割を来たす

という点で軍重要である

③ ディストリクト dislrict (地域)

ディストリクトとは.中から大の大きさを持つ都市の部分であり. 2次元の広がりを持つもの

として考えられ.観察者は心の中で"その中1;::"入るものであり.また何か訟自な特徴がその内

自11の各所に共通して見られるために認識されるものである.多くの人々はかなりこの方法に基づ

いて 彼らの住む古llijj'を組み立てている.ただし，パスとディストリクトのどちらを支配的なエ

レメントとするかについては個人差もあり，また都市によっても益が生じているようであるー

④ ノード nodc (後合点.集中点)

ノードは点である.都市内部にある主要な地点である 観察苦がその中に入ることが出来る点

であり.彼がそこへ向かったり，そこから出発したりする強い焦点である ノードとなるのは.

まずは銭合点，すなわち道路の交差点ないし集合点であり，次に街角の寄り合い所や閤われた広

場のように集中点であることもある.何らかの用途または物理的な性格がそこに凝縮されている

ために重要性を待つものである.こうした集中点のノードはディストリクトの焦点とも細菌図とも

なることがあり.その彫響力はディストリクト全体に広がり.そのディストリクトの象徴の役割

も果たしている ノードはほとんど全てのイメージから発見できるものであり.それが段も支配

的な要素になっている場合もある

⑤ ランドマーク landmark (目印)

ラシドマークもやはり.点を示すものであるが，この場合は観察者はその中に入らず.外部か

ら見るのである.これは普通は.建物.看板.商庖.山など，どちらかときえば単純に定義され

る物理的な物を指す.何かをランドマークとして用いるということは，必然的に.限りない多く

の可能性の中から，あるひとつの要素を取り出すことを意味している これらはしばしば.アイ

デンティティの手がかりとして.そしてストラクチャーの手がかりとして用いられている.

これらの要素は.観察者によってそのタイプが変わってくることがある.つまり高速道路は運

転する者にとってはパスであり，歩行者にとってはエッジであろう.しかし，それらの関係性は

安定しているようである すなわち，ディストリクトはノードで組み立てられ，エッジに図まれ.

パスに貫通され，ランドマークで彩られている
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パス

エッジ

仁コ ディストリクト

ノード

ランドマーク

図-8.1 煉浜山下公邸周辺の都市のイメージ
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8. 3 生態的都市論

(1)これまでの生態的都市論

第二次大戦後，世界的に大規模な建設の時{切Tおとずれ.ニュータウンの建設や湾開発が行わ

れるようになると.都市をデザインするよで従来の都市計図伎術では対応できなくなってきた

そして，ル ・コルピジエのアルジエリア計阪.丹下健三研究室 (1961)の点京計図 1960(図 8.2). 

Smi(hson (1971)の都市論(図-8.3)など.人体の憐造 他物の幹.校，采といった有機体のア

ナロジーによって.都市の機能を統合しようという動きが現れた.これらは緑地椛.fnJJl1.交通

網，都市設備などを都市の骨絡とし，空間に秩序を与えようとする方法である.土木的なスケー

ルを持つ耐久性の大きな俗造物(メイジャー - ストラクチャー)でf~絡を併成し，耐久性の小さ

なスケールの小さい個身の術造物(マイナー ，ストラクチャー)でコ ントロールされると考えら

れた.これらの理論は，新しい古1¥市をつくる場合には有効かも知れないが. 一方で.複雑に成長

発展を続けている巨大な現代都市では通用しないという考え方もあった.そして 1960年代には.

部分からスタートし.それらを結ぶネットワークとして郡市をつく っていくというメタポリズム

(新陳代謝の意)という都市理論も生まれた.菊竹消訓の「海上部市J. r*t.a:都市J. rffijl字書I¥diJ. 

黒川l紀単の「空間都市J. r農村都市J. r垂直竪都市J.級文彦 ・大高正人の「新7f'r副都心計画J. r人

工土地計画Jなどがこれにあたる これらの理論は高度密集化し.スクラップ ・アンド ・ビルド

を繰り返す日本の都市に適合するものとして広く受け入れられた.

しかし.石油危機が叫ばれ.高度経済成長にもw;ちつきが見られるようになる 1970年代には.

大気汚染・水質汚濁などの公害や交通渋滞などの都市問題が浮き彫りになり 夢をもたらすべき

都市づくりに対する気速が簿れていく また 1980年代にはバブル経済の影響によりスクラップ・

アンド ・ピルドの周期は早まり，もはや空間的な観点ときうよりも経済的な繋因によりf，f¥市がコ

ントロールされるようになる.そのバブル経済もはじけ.不張気の中兵庫県南部地鐙が発生した

のである.

生態的都市論が叫ばれた 1960年代から 40年近くの年月が経った そしてここ数年のコンピュ

ータ技術の進展は法まじく.今現在も|世界的規模での高度なネットワーク化が進められているこ

とであろう 兵庫県南部地滋では，この複鋭化した社会の脆弱さが館呈してしまったが，それら

は都市の機能が麻縛した結楽である この彼雑化した高度情報化社会において.防災的な観点か

ら，あるいは 21世紀の涜境問題に対処するために.改めて都市を生悠的に見なし.解析する手法

は今後の都市づくりのために大変有効であると恕われる.

(2)都市の務官系

ここでは NeWlon(1992) を参考文献として，都市を人体の総官系に例えて，どのような都市

機能が各系に対応しているのかを考える.

人間が活動するには体を支える，動かすなどの機能，生命を維持するには食事をとる.呼吸す

る，全身に益分や酸系を供給するなどのさまざまな機能が必要である.人体にはそれぞれの機能

を分短するいくつかの務省系が発還している 体を支える骨格系，骨を互いに結び付け.引っ張

ることによって体を動かす筋肉系，運動のエネルギーを与え体を維持する内臓系，全身に養分や

自主素を供給する血管系，そして運動を結合して体の維持などのさまざまな機能を調節する神経系
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などが，代表出]な器官系である(図-8.4，図-8.5). 

①筋肉系

筋肉は線維状の筋細胞が多数集まって.全体として一つの活動を行うように組織されている.

各筋肉は』本の神経に支配され.その中の多数の筋線維は同じ活動を仔う.いくつかの筋肉が集

まって一つの活動を行うことも多いが.その際はそれぞれの筋肉を支配する神経が協調して同じ

活動を行う

都市の実任であるよ地そのものは人間のように運動するわけではないので.人間の運動に必要

なこの筋肉系に対応するものは思い浮かばない.しかし筋肉は骨絡を守りクツンヨンのような役

割もするため.強いて挙げれば.筋肉系とは道路 ・矯等の都市基盤，建物の構造的靭伎であろう.

②仔協系

人体は17格という骨組みで支えられている 8個の頭の骨， 14個の顔の骨.52個の首と胴体の

f~. 64個の手の骨.62個の足の什.合わせて200個の骨から人情|の骨格が形成されている.これ

らのftは関節と靭裕でtl!給している 関節は骨の自由な動きを可能にする.

mnliの骨協系とは 2つの側而から考えられる.ひとつは都市のフレームという意味での構造で

あり.これは都市交jjJj ライフラインなど都市生活を支える上で基金量となる道路の配置であり，

人の流れや波jjJjなど都市の特性を形成する主要因である.もうひとつは重力・地震力などの外力

から都市を守るためのストラクチャーという側面であり.道路.~!fi等の lfß市基盤から個々の各施

設まで待i極しなくてはいけない系である.それぞれ違う二つの側面から見た上でも.郡市の骨格

系として道路は重要な接点である白

③P-JR民系

内臓は体のJ;I;Jl1Iiのさellliにある 内政の機能はさまざまで町食物を消化して益分をl汲収する悶や

小JI誌などの消化;ほ殴糸を取り入れて二般化炭素を占支出するJ"1iなどの日手放~~.不要な物質を排出

する将臥などの排出獄， f孫をつくる1三船65などに分けられる

この内臓系は生物としての人flllにとって必婆な各種機能を司る系である したがって都市に鐙

き倹えてみると.内燃とは都市機能を司る施設であり 。下水処~場.発電所，遊戯施設.病院.

商業胞投(!也域)， ~務総投(.t也域)など多種多織のものが挙げられるだろう.

③血管系

心阪から出る大動脈によって全身に運ばれる血液は 体の各部の細胞へ~分や般家を運ぶ 毛

細lfn管を涜れる!血液と細胞の聞で物質のやりとりが行われ.血液は静脈を巡って心服へ戻り， J"I; 

へ送られるーさらに!怖から心隙へ戻り.血液はfI'iび全身へi孟られる.

兵廊県南部地援による郎市機能の麻療とは.言いj食えれば道路・ライフライン経路の遮断によ

って郷市の循環システムが麻鈍したと言う ことが出来る 血管系とはこのような交通 ・ライフラ

イン系に対応するものであり， .tln管とは.人 ・ 自動車が走り.その下の共同fIt~tJ~!型まっている道

路に他ならない.ただし行格系が精進的な観点からの道路であるのに対し.ここでは機能的な側

面からの道路という意味合いが強〈なる 動脈系.，¥'1'脈系など殴素・二際化炭素を運ぶ主要な血

第8章 防災照市デザインのビジョン

管は都市の幹線道路であり.それ以外の組織に酸素や栄養素を運ぶ毛細血管は各家庭にエネルギ

一等を供給する小選 ・路地などに例えることが可能であろう.また血管をi成れる血液は.第一に

人・自動車という都市の主体であり.次に水・ガス .m気・食料など生活に必要な各種のものに

例えることができょう，

⑤神経系

自や皮l脅などの感覚Hsが得た情報は r神経の興奮Jと呼ばれる信号となって神経線維を伝わる.

信号は脳や脊髄の中偲神経へ伝わって処理され.体を動かしたり.怠Jt~したりする指令となる.

体の各部と中偲神経とを連絡しているのが末梢神経である.

辰後の都市における神経系は.情報伝達機能に例えることができるだろう.この系はti線であ

れば道路と密J妾に関連するだろうが，無線であれば.いくつかの拠点となる施設を除いて物思的

な1M約は受けなくなる.
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有機生命体の成長の過程
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図-8.3 Smithson (1971)の都市論(クラスターとしての都市)

開いた系と閉じた系 都市軸発展方向の可能性

図-8.2 丹下健三研究室 (196J)の東京計岡 1960
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図-8.4 人体の25官系 (1)(New1on. 1992) 

図-8.5 人体の器官系 (2) (New1on. J 992) 
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8.4 都市防災環境デザイン手法 MUSEの提案

本節では. 8.2で説明した「郡市のイメージJの慨念を参考にして，かつ 8.3で述べたように

仰市を生態的に見たてて.21 ll1紀に向けた防災的・環境的な観点からの都市解析およびデザイン

手法を催案したい，これは. 1:11市を防災的 ・環境的観点から提えなおすために.都市空間の物a{J

環境を要素に分額し.それらを基本襲来として防災都市計四原論を体系化し直すことを目的とし

ている.

(1)防災環m都市デザイン手;去 MUSEの体系

ここで提案する|防災君主成郷市デザイン手法を MUSE(The Melhod of Urban Safety Analysis and 

Environmcnlal Design)と名づけた MUSEとは，ある都市をひとつの閉じた有機的な系に見立て，

8 :fif[の物的嬰ぷに分室長し.都市の儀相を可視化することにより，それぞれの要素あるいは要素問

相互の関係性から都市を解析しー設計およびシミュレートするための手法である この 8 種の~

来は大きく 4 将に分~され. rn 形態要素jはさらに 5つの要素に分類される.またひとつの地

域を仮怨的に閉ざすために幣要素として「仮怨墜Jを怨定している.

MUSEの要素

O 仮想~ Ima呂田aryWall 

I 主体 SubjCCI(Physical Dynamic日emcnl):人間 自転車，自動車.鉄道等

日 形態要素 Shape(physical Slatic ElemeOl) 

a.パス Palh (Leading Palh. Secondary Path) 幹線道路，街路.小路.liI道等

b.エッジ Edgc : Ihi序.鉄道線路の切通し，開発地の縁.Ml等

C.セル Cell : tMIK. ブロック等

d.ヴォイド Void ・公共空間のオープンスペース，学校の校庭.広場.駐車場.~地等

C.コア Corc:役所.病院.消防署， t警察署，ライフラインのj処点純殺害事

回 ウエプ Wcb(Syslcmatical Elcment) :ライフライ ンの配管，共同前.m線等

W 自然 Nalure (Nalural Elemcnl) :水辺，河川，緑地.農地等

8. 2でiAべたように Lynch(1968) は「都市のイメージJをアイデンティティ idenlity (その

ものであること).ストラクチャ- slructurc (情造l.ミーニング mcaning (窓味)の 3つの次

元に分頴した MUSEは.その使用に際して次の 3つの段階に分室長される MUSEは郡市を構成

する物的姿ボを語袋 (Vocabulary)として取り吸うものであり この 3つの段階は言語における詩

集.文法.話法に対応する(i也上. 1984) 

①要素の意味 Semanlics in MUSE 

MUSEでは.者111行を構成する物的要素を是正本的な単位としている.これは言語における誇袋に

例えられ 道路の持つ機能，オープンスペースの持つ機能，街区の特性などそれぞれの要素とそ

れらが持つ防災的 ・おt完的怠味を論じるものである.
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②要素の統辞 SyOlacli回 inMUSE 

MUSEにおける各要系は，その性質に応じて防災的・環続的に係々な意味を持つ.また道路と

ライフラインとの関係.道路とオープンスペースとの関係.オープンスペースと消防署との関係

など，各要素相互の関係性により.より高度な都市解析を行うことが可能となる 統詩論とはこ

のように言語における議袋と語数とを結びつける文法のように.郷市における各婆索の関係性を

論じるものである.

③MUSEの実用 Pragmali回 inMUSE 

MUSEの実用とは.①の意味論と②の統辞論を用いて MUSEを社会的に適用する方法について

論じるものである 都市を解析していくつかのタイプに分類する，被害怨定などのシミュレーシ

ョンと危険性を可視化することによる市民への情報発信，これらを踏まえてより良い都市づくり

をするためのデザイン手法などが挙げられよう

(2) MUSEの要素

ここでは前述した各要素について説明する(図-8.6). 

• MUSE-Elemenl: 0 仮怨壁 lmaginary Wall 

ある地域を分析する時に.それらを閉じた系として考える必姿がある.illi1ii'は行政区峻で閉じ

るのが者s合が良かろう また状況に応じて規伎を変えることも可能である.日本全国を対象とし

たマクロゾーネーションを検討する時には東海地方，近畿地方など大きく分ける必要があるであ

ろうし.都道府県単位になることも在り得る 市.区.町村，町丁目.学校区など状況に応じて

規綴を変えていけば良い.その時にその地域を閉ざす役割をするのが仮怨l)lである.

仮想壁は地域の涜界上に想定された鉛直面である この仮怨l)lによって地域はその内部と外部

に区分される 地減を取り巻く仮想壁のある部分を限定することにより断而絞あたりまたは距離

あたりの交通路数.交通t1，物資の流通量.人口移動品等を計測することが可能になる 観祭省

は仮恕墜を肉眼で見ることができないが.モニターや装着型映像装!百(ソニーのグラストロンな

ど)上に視党化することにより.あるI自滅の各種情報を感党的に他県できるようになる.

• MUSE-ElemeOl: 1 主体 Subject (Physical Dynamic Element) 

都市を舞台と考えれば.一人一人の人聞は，そこで演じる役者であり観客でもある.都市とい

う人工的な環境は見る・見られるという両方の立場を共有している一人一人の人間のために道ら

れてきた.都市とは物a{J!li1.1Ji:と人間活動を積分したものであり，政治 ・終決・|防災 ・娯楽等都市

活動のほとんどは.一部の地球環境中心的な考えを除いて.人間を中心としたものであろう.そ

こで MUSEにおける主要な第一要素として都市の主役である主体を定義する.主体とは人間であ

り.その人間の移動手段である自転車.自動車.鉄道等を指す それらは多くの場合移動可能な

点として扱われる.多くの場合この主体の移動によりエネルギー.物資 情報等が伝達されるた

め.この主体という概念は都市における血液のようなものでもある.

• MUSE-Elemenl: n 形態要素 Shape σhysical Stalic Elemenl) 

8-15 
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MUSEは.主に都市空間を取り級う手法である e そのため経済.政治.留学など形而上学的な

ものではなく空間的な要素({立也.長さ.高さ.幅.面積.体f耳.形等の属性を持ち ω 触わるこ

とができる物的なもの)を対象としている この形態襲来とは郡市の地上に存在し，空間上で移

動したり操作したりすることができる婆素である.ただし主体とはJtなり.自らの怠j忍では鋭jく

ことの出来ない((1.的な要ぷである.

[j -a.パス Path (Lcading Pa[h. Secondary Path) 

パスとは.街路，散歩道.巡送路. iilli可.鉄道など人々の通行路である 形態的には線状であ

り.ネットワーク化された~ぷである.地上においてパスは，主体の公共がjな通行路であり.そ

れに沿って政本道のように自然史系を組み込むことも可能である.また通常・その地下にはウエブ

が組み込まれ.ライフラインのネットワークとも密J査にからんでくる 防災的には進路下1:共同

消を設け。ウェプを組み込むのが有効とされている.以上のことからパスを生態的に例えれば，

ものの通路である血管系であり.それらを保護すべき符絡系であり.情報終路である神経系でも

あり重要な要点である

パスは，そのm棋，役割に応じてさらにリーディングパスとセカンダリーパスに分徹される.

リーディングパスとは主に幹線道路を指し.地域防1を結び。ライフラインの主張経路ともなる.

また災害時には延焼ill1:t腕祢となることもあり，被災者を避難場所へと迅速に正確に導く役割もす

るため.計画する時にはわかりやすさなどを考慮する必要もある.一方，セカンダリーパスとI

小路，裏道など比較的規似の小さい道路であり，個々の家庭の日常生活の中で管着した存在であ

る.このセカンダリーパスは都市における毛細血管のようなもので，幹線道路から分岐して各家

庭に様々なものを供給する役割をする

ll-b エッジ Edgc 

エッジとは.観察者がパスとしてはJ甘いない.あるいはパスとはみなさない.線状あるいは商

状の婆ポをいう つまりilm.鉄道線路の切通し，開発地の縁，壁など 2つの局簡の間にある

境界であり v 述総状態を中断する紘t状のもののことである.これは点を示す座主主軸というよりは.

人身が鎖減を1;[1るために横側から参照するものである.これは多少のiffiり依けのある障壁かも知

れないし. 2つの地峡を相互に|苅述させる継ぎ目かも知れない この要素は.防災的には延焼遮

断の役制が大きいであろう ある都市機能を持つエッジとしての堕状の要素を.木造密集地域等

に姉入することにより，延焼危険性を低減させることも可能である また港湾など平常時には歩

行者にとってエッジとされる場所も 災筈時には水路のパスになることもある

Il-c.セル Ccll

セルとは街区(ブロック)である.ほとんどの都市は区画1華麗され街区と街区の問を道路がi湿

っている そのような街区は都市においてセル(細胞)のようなもので. MUSEにおいては節的

な最小単位と位倍付けた.fij区の中は建物が立ち並んでおり それらのm物は構造 ・建築年代等

の属性を待っている それらili物の倒域危険性と街区の地盤条件によって街区ごとの建物倒峻危

険度や地震が発生した時の被密機数を恕定することが可能である 街区の中には建物に占有され

た部分と駐車場のように空地となっている部分があるが.それらの空地は私有地である場合が多

8-t6 
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く.災害時においても中に入れないものと仮定し.基本(lt.Jにはヴォイドとは区別したマスとして

考えることとする.すなわちセルは一般の人が中に入ることが出来ないマス (Mass) として考え

ることとする

セルは.商級.建物被数.lli物倒滋危険度，空t也率.想定死亡者数等の!高性を持っている

[j -d.ヴォイド Void 

ヴオイドとは，都市の中の公共的なオープンスペース.広場.駐車場.学校の校庭，宝!t也等を

指す パスを稲を持たないネットワークとして考えれば.建物に占められたセルを反転したもの

と考えられるかも知れない.しかし基本的には，ヴォイドとパスは~立したものとして考え，ヴ

オイドは閉じた閣として考えることとする。ヴォイドは主体にとって.郷市の中で憩う場.公共

的な活動をするために集まる場.災筈時には避難をする場など公共空間として峨々な機能を持つ

重要な場である 災害時には.パスと共に都市のlJ1Eiffiにとって重要な役割を担い，パスとのネッ

トワークの良し慈しによって，災害時におけるヴォイドの機能は大きく左右される.

II -e.コア Core 

コアとは.役所.病院，消防署.替祭署，ライフラインの拠点施設等.都市生活において核と

なる重要な機能を持つ各施設を指す それらは点として扱われ.位館情報を持つ.災富時には.

各施設の持つ.収容人員数，出動可能数などのパラメータが有効となるであろう.

• MUSE-Element:lI1 ウエプ Web(Systemalical Element) 

地上における物的要素である 5種類の形態婆素に対し，ネットワークシステムが重要な意味を

持ち.必ずしも地上に設置されてはいないライフラインなどの姿素をウエプと定義した ウェブ

は，ライフライン(上下水道，ガス.電気.情報通信等)の配管.共同情.m線等を指すが.衛

星通信等の不可視な要素も含まれる.

• MUSE-Element:N 自然 Naiure (Nalural Element) 

都市の中には.水辺守何)11.緑地.農地等.般有な自然の要素が存住する それらは.災害時

における生活用水，消火用水.延焼遮断帯等として防災面で重姿であるだけでなく .都市におけ

るヒートアイランドの防止などの環境面や，快適な公共空間をつくるなど口常生活においてもm
要な婆素である これらの自然要因は都市のアイデンティティを形成していることが多く，それ

らをうまく生かすことが，都市を計図する上では必要不可欠である.
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図-8.6 MUSEの要素の紙念図

苧 18
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8. 5 都市防災環境デザイン手法 MUSEのイメージ

前節で各要素についての説明をした これらはMUSEの出発点であり .防災的.ru境的に都市

を考えた場合，各要点がそれぞれどのような意味 ・機能 ・可能性を持つのかさらなる研究が必製

であろう またそれらの関係について考えた場合，さらに深く検討する必要がある ここでは，

MUSEという考え方を提案するに留め.詳細な研究は今後の線胞としたいー

その上で.本論文の成-*を含めた，防災的な観点からJi.た MUSEのイメージと利用法具体例を

提示する

図-8.7 MUSEタイ トノレ

-19 
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(1) MUSE の卜-~ルイメージ

図-8.8 MUSEの全体イメージ

図-8.9 MUSE の紙皇~
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図-8.10 MUSEの各要素 (1)

図-8.11 MUSEの各要素 (2)
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(2) Imaginary Wall 

図-8.12 Imaginary Wall (1)・灘区を凶 う仮惣壁

図-8.13 Imaginary Wall (2) 仮想壁と都市のデータ
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図-8.15 hnaginary WaJl (4) 仮惣鐙の概要
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(3) Path 

図-8.16 Path (1) :網の自のような都市のパス
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第8草防災都市デザイ ンのピジョン

図-8.18 Path (3) パスと交通情報

図-8.19 Path (4) パスの概要
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(4) Edge 

図-8.20 Edge (1) 港湾におけるエ ッジのイメージ

図-8.21 Edge (2) :主婆エッジの全体像
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図-8.23 Edge (4) エッジの槻要
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(5) Ce 11 

国
広三にや.γ川~主主:逗型空潤

..  二、2ι1乙ιlII:iI二勺~正面ι二~手ヲー再三ご旦弓 E==-・.. よづ~- 1mマ;戸『面下烹己主京三~ιヨ~

ド-=:!llノミτ てiIiiiIIIi一二二三帽哩』司会.... ゴ・・・・・・・・・
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5iB三え& ;ー-r←子二..ドー込ーーー昌司
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. !一ー一 巳 ~ 
仁L ・~ 三ムム_.= :国間四阿明剛山即時・唱If'Wi+j'n

図-8.24 Cell (1) :都市における細胞のようなセル

図 8.25 Cell (2) :色彩と高さで表現された地震発生時のセルごとの地震動分布

8-28 



-~- ‘・-島ー~
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図-8.26 Cell (3) : 3次元で表現されたセルごとの建物倒壊E危険度

図-8.27 Cell (4) :セノレの傾嬰
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(6) Void 

図-8.28 Void (1) グォイドの全体イメージ

図-8.29 Void (2)・グォイドによる延焼安全皮のイメージ
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図-8.30 Void (3)ー装着型映像装鐙から見えるグォイトのイメージ

図-8.31 Void (4) :ヴ措イドの概要
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(7) Core 

図-8.32 Core (1)ーネジトワータ化されたコア

図-8.33 Core (2) :都市におけるコア
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図-8.34 Core (3) :装着型映像装債に映し出されるコアのデータ

図-8.35 Core (4) コアの概要
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(8) Web 

図-8.37 Web (2) :システム化されたウェプ

8-34 



耳í8~ 防災都rl，デザインのビジョン

図-8.38 Web (3)・モニターに映し出されるクェプのデータ

図-8.39 Web (4) ウェブの概婆
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表-8.1 MUSE利用法の具体例
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8.6 まとめ

本章では， Lynch (1968)の「都市のイメージ」という考え方を参考にして，都市を生態的に見

立て， 21世紀に向けた防災的・環境的な観点からの都市解析およびデザイン手法を提案した.こ

こで提案した防災民境都市デザイン手法を MUSE(τ11e Method of Urban Safety Analysis and 

Environmental Design)と名づけた MUSEとは，ある都市をひとつの閉じた有機的な系と考え， 8 

慢の物的要素に分類し，都市の綴紛を可視イじすることにより，それぞれの要素あるいは要素間相

互の関係性から郎市を解析し，設計およびシ ミュレートするための手法である この 8穣の要素

は iI 主体J，i II 形態嬰系j，i III ウェプj，iN 自然」の 4種に大きく分類され， i II 形

態要素」はさらに 5つの婆素(パス，エッジ，セルs ヴオイド，コア)に分類される またひと

つの地域を仮怨的に閉ざすために準要素として「仮怨l，¥!Jを怨定している.この防災原境都市デ

ザイン手法を用いた将来的なビジョンを嫡いた.

本研究の成果である建物被害関数や建物倒峻危険度は MUSEの要素における「セル(街区)j

の評価に適用できる その他の要素の評価に関しては，これまでにも各方面の専門家により研究

されているため， 今後の謀題として検討していく必要がある .各婆素および各婆素r.llの関係の評

価手法を主主理し，ここで提案したビジョンに肉付けしていくことにより，防災的な観点からの都

市の特性の比s肢が可能となると思われる.また GISや GPSとの関連性についても検討していく必

婆がある

Vitruv山 s(1979)は，建築を「強 .m.美」を備えた総合芸術であると述べている r強」とは

憐造的に丈夫であること(安全性)， i周」とは建築としての各機能を備えていること(機能性)，

「美」とはそこに住む人々，あるいは公共の場からその建築を見る人々にとって美しく恕えるこ

と(芸術性)である.この考え方を育~市に飽き換えてみると. i強 ・用・美」は「安全性 ・機能性・

快適性」と言い換えることができる.これら 3要素が調和することによって都市にとって霊要な

キーワードである「公共性」というものが生まれるのではないかと考えている.この 3襲業はそ

れぞれ独立 しているものではな く，それぞれがバランスを保ちながら共存しなければならない概

念である.しかし，これまでの臼本の高度経済成長期において，あまりにも機能的な観点(経治

性)に偏りすぎて公共空間が軍基日有されてきたように思える.その結果，ほとんどの道路は自動車

中心のものとなり ，歩行者が安心して楽しめる賑わいのある界隈は，海外の都市に比べて，とて

も少ない.またG!Sによる防災システムや公閣の防災設備など災害に備えたシステムは多数存在

するが"度々指摘されているように，頻度の少ない災害時のみにしか使えないものは形骸化して

しまう.公共性という観点からli1l市を桃めてみれば.i安全性・機能性・快適性」というものは共

有可能なものである.例えば，公園において水辺のある快適な広い空間は災害時には広域避難場

所になり，火災の延焼を防ぎ，避難時の生活用水等にも使われる そこをバーベキューが可能な

場所にすれば，人々から愛され，親しまれる場となり，いざという時に特別な設備を採さなくて

も簡単なテント生活が出来る.またそこに地域住民が楽しめる銭湯があれば，その公共空間を中

心としたコ ミュニティができ，それが人々の日常生活に潤いを与える.

都市を防災的な観点から考えるということは，特別に日常生活からかけ縦れたことを考えるも

のではない.地;23等で都市が被害を受けた時に郷市生活におけるあらゆる分野においてそれらの

8.37 

官~8 章防災都市デザインのビジョン

重要性が浮き彫りになるだけであり，防災という特別な分野があるのではない.災害時に，それ

らが機能しなくなり，改めて日常生活の怠味が関われているにすぎない.防災的な観点から郎市

をデザインするというのは，平常時に見過ごしがしな都市生活を防災というマイナス側からのフ

ィルターを用いて見つめ，平常時における都市を再構築しようという考え方である このような

考え方を前提として， MUSEを発展させていきたいと思う.

8.38 
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第 9章結論

本論文では.兵庫県南部地震により被害を受けた建物データを用いて，建物彼審評価に関する

研究を行い.かつ防災環境i都市デザイン手法 MUSE(η1e Melhod of Urban Safely AnaJysis and 

EnvironmentaJ Dcsign) を鑓案し，本研究成巣を用いた防災的観点からの将来的な都市ビジョンを

示した

各自治体で所有している建物データを用いて， 地域の建物倒峻危険度を評価し.建物被害推定

等を行うことは，都市の防災対策をする上で緩めてZ重要である.本研究ではそれらに必婆な建物

被筈関数および建物倒治危険度評価法を構築するために次のような方法で検討を行った.

まず，本研究で主として用いた神戸市の建物被害データの位置付けを明確にするため. 兵瓜I県

南部地震におけるいくつかの建物被害誠査を比較検討し.問題点を浮き彫りにし.今後大地震が

発生した時にそれらの問題点が解消されるような調査哀を提案した また調査法が異なる場合の

建物被害音下イ凶変後法を提案した.そして神戸市の建物被害データを用いて兵庫県南部地震による

建物被害を分析し，建物構道や建築年代によって異なる建物被害の傾向を明らかにした.次に.

地震iJiIJ観測記録が限られていたために不充分であった兵庫県南部地震における地震動分布を.上

記建物被害データと微地形分類を用いて詳細に後定し.術進 ・建築年代別の建物被害関数を機築

した.さらにこの被害関数を基にして信頼性解析を用いた建物倒峻危険度評価法を鑓案した.段

後に本研究の成呆である建物被害関数や建物倒犠危険度評価法等を都市デザインに適用するため

に，防災環境都市デザイン手法 MUSE(百1eMelhod of Urban Safetyん1alysisand Environmemal 

Design) を提案したー

以下に本研究の成果を要約して示す.

第 1章では，兵J1li県南部地震の概要を含む本研究の背景を述べ，本研究の目的と位鐙{寸けを示

した.次に，建物被害調査法.建物被筈分析.兵庫県南部地震における地震動分布地定.i1t物被

害関数.建物被害想定および危険度評価，そして都市デザインと防災都市計画など本研究に関連

した各項目に関する既往の研究について概観した.最後に本研究の櫛成と内容を説明した.

第2章では，自治体という公的な立場からの建物被害評価法を縫案するために，兵駆県南部地

震後に実施された建物被害調査の内容を整理 ・分所した.各自治体で行われた調査は図の統一基

準に基づいてはいるが.大災答を想定した調査法が確立されていなかったため，自治体ごとに鏑

査内容が異なり，同じ判定結果であっても「全緩Jや「半綴J等の用語の定義が異なることが分

かった.今後も被災度合の尺度ゃー地震被害想定等でこれらの用語が使われる時に，どの調査結

果に基づくものなのか，また予測結果をどのような目的に使用するかなどを考慮し.用語を慎重

に使い分ける必要があろうことを示した.また自治体による調査は学会等による調査とは異なり，

建物内部も考慮したものであり，判定結果に大きな影響を与えていた.さらに自治体による調査

は建物を資産価値として評価するという趣旨で行われるため，建築コストとの比較も行った.以

上の結果をふまえ，資産価値を評価する自治体という公的な立場からの建物被害調査梨を提案し

た.これは倒iJl裂 ・傾斜の状況だけを即座に調査することにより.資産価値評価だけではなく地震

直後に必要な被害実悠の抱僅にも有効であり，また政令等により全国で統一されたま干価法が規定

されれば.調査方法の速いによる判定結果のばらつきゃ，それによる住民の不公平感等の問題も
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解消されると思われる.

第3章では.兵庫県南部地震で被害を受けた芦屋市の約 12，000練のill物を対象として，自治体

と震特委員会による建物被密調査の判定結果を比較した.その結巣，全体としては芦屋市の全綴

判定は震特委員会の中破以上，芦屋市の全半綾判定は震特委員会の軽微な蝋(~以上にほぼ等しい

ことがわかった.また判定結泉と般定地震動(最大地震速度)との関係を調べた結果.地震動の

大きさが 2誠査による被富判定結果の途いに銘響を与えていることがわかった 地震動の小さい

エリア内.そして強固な建物等は倒壊・全峻することが少ない.しかし家具の転倒等により.内

部被害は発生しているということが考えられる.そのような時，建物内部被害の判定項目の有無

が守建物被害調査結果の大きな違いとなって現れてくる.地震動の大きさが判定結果の違いに影

響を与えているのは，このような理由によるものと考えられる.以上の分析により，自治体によ

る資E量的評価を重視した建物被害調査の判定結果を.震特委員会の鯛査に基づく被筈判定へと変

換する評価法を提案した.

第4章では縦区における建物被害のマクロ分析を行った その結果. ~\1造別の全半綾率はレン

ガ造が最も高く，続いて木造.鉄骨鉄筋コンクリート造.鉄骨造.軽虫鉄骨造.コンクリートプ

ロック造，鉄筋コンクリート造の順であった.各構造ごとの建築年代および建築年目1)の被害率は，

どの構造においても.-811の例外を除いて建築年代が新しいほど小さくなる傾向が見られた.ま

た耐震基準の改正による影響も見られた.建物の階数日1)の被害分析では.鉄骨造，鉄筋コンクリ

ート造とも高胞になるほど被害E容が高かった 木造建物の屋綴別の被害は.どの建築年代におい

ても重量の大きい瓦葺きが忌も大きく，軽いスレート王まきが最も小さかった.

また G1Sを用いた灘区の建物被害分析も行った.木造建物は RC造，鉄骨造と比較してちI!数が

多く，広い地減に分布している.どの構造においても. 全壊~3の高い地域はいわゆる「震災の帯J

上に広がっているという傾向が被認された.これらは地震動の分布を推定するための尺度として，

木造建物の被害率が有効に用いられる可能性を示している.また会E自主事の高い地域で死者発生率

も高いという傾向が見られた.木造建物の被害率と微地形〔土地条件)との関係を調べた結果，

台地 ・段丘上では上位商，低位商，浅い谷の'1貢に，また沖積低地においては扇状地，緩扇状地.

海岸平野 ・三角州の順に.木造建物の全半綴率(とくに全織率)が大きかった.このことから表

層の地盤条件の違いが建物の全半波率に大きく影響していることが綴われた.ただし.地震動の

大きさによる彫響も大きいと思われる.さらに本撃で用いた減免用被災度調査データと建設省建

築研究所 (1996)のデータを.各町丁目ごとの全境率に関して比較した.その結果，神戸市調査

データの方が.mm研究所データよりも判定基準が緩くなっていることが確認された.

第5章では，兵庫県南部地震後に震災復興都市づくり特別委員会等が調査を行い，建設省述築

研究所 (1996)がまとめた建物被害データを用いて推定した地震動分布と，神戸市により実施さ

れた調査に基づく建物被';!;データを用いて，精進 ・建築年代を考慮した建物被ili関数を求めた.

この被害関数を用いて，灘区における地震動分布を丙依定した 木造建物の建築年代ごとの被害

関数から雄定された地震動を比較検討することにより，建築年代ごとの線数分布が地域によって

主主なることの影響を取り除くことができ.町丁目ごとの微地形も考慮した精度の高い地震動を推
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定することができた.

第6章では.神戸市によって実施された兵康県南部地震による灘区の建物被害データと.第5

章で推定した詳細な地震動分布を用いて，構造jJlj (木i隼・鉄筋コンクリート造・鉄骨造・軽鼠鉄

骨造)および建費5年代別(木道 5 区分， その他の構造は 3 区分)の住物被~関数を椛築した.

術祭された構造月1)の建物被害関数では，木造の被害は小さい地震動から発生し始め，かつどの

忌大速度値においても他の精進に比べて被害率が高くなるのに対し， RC透は高い地震動になって

も被害率が低かった.また建築年代別では.木造以外の全てにおいて古い縫物ほど小さい地震動

で被害率が上がり始め，それぞれの地震動においても新しい建物より高い被害率を示した これ

らと同様の傾向は.第4章の建物被害分析の結果からも見られた.木造に関しては，基本的にそ

れぞれの PGVにおいて古いものほど高く，新しいものほど低い被害率となっていたが，古い 3曲

線は 120crn/sを超えたあたりからほとんど重なってしまっていた.また.本患の中で詳細な地震

動分布を用いて情築された建物被害関数と， 第4章で構築した建物被害関数とを町丁目ごとの笑

被害を用いて比較した.その結果，本意により.建物被害関数の精度が向上したことが確認され

た.

第 71震では，東京都の縫物fjj)J<Ai危険度の手法を神戸市灘区に適用して，兵廊県南部地震による

建物被害との比較を行った.その結果，建物練数密度が大きく述物侵j療危険率に影響しているこ

とがわかった.次に，i血液の被災ポテンシャルを表す指僚は.その地域での地盤条件を含めた建

物倒駿の危険率であると考え，建物倒壊の危険度を地震発生時の全筏率に対応する指僚として，

信頼性解析に基づく評価式を精築したーこ こで提案した新建物倒壊危険度は.ある地戚の建物存

在比率と建物およひ。地盤から決定されるマトリクスタイプの危険性ウェイトから求められるもの

で，灘区の実被害と比較した結果，強い相関が確認された.この3判雌式を用いて各地域の地域特

性を含んだ新建物倒媛危険度を算定することができる.足後にここで提案した評価式を用いて東

京者ßの新建物倒峨危険度をす判而した.その結果，東京都の方法では支配的要因であった建物事~数

密度の影響を取り除き.建物強度や地盤の影響を考慮した新建物館~I襲危険度を評価することがで

きた ただし.今後この評価法を用いる際には. ここで設定した危険性ウェイトが兵庫県南部地

震の経験に基づいており .この地震による地震動分布や阪神地主主の建物特性の影響を含んでいる

ことを考慮する必婆がある

第8章では. Lynch (1968)の「都市のイメージJという考え方を参考にして，都市を生態的に

見たてて.21世紀に向けた防災的 ・環境的な鋭点からの都市解析およびデザイン手法を提案した.

ここで提案した防災察境都市デザイン手法を MUSE (百leMethod of Urban Safcty Analysis and 

Environmenlal Design)と名づけた MUSEとは.ある都市をひとつの閉じた有俊的な系に見立て，

B種の物的要素に分類し.者11市の様相を可視化することにより，それぞれの要素あるいは要素間

相互の関係性から加市を解析し.殺到およびシミュレートするための手法である.この B種の要

素は r] 主体J. rn 形態要素J. rm ウェプJ.rN 自然Jの 4積に大きく分室長され.r n 

形態要素Jはさらに 5つの要素(パス，エッジ，セル.ヴォイド.コア)に分類される.またひ

とつの地械を仮惣的に閉ざすために準要素として f仮想壁Jを想定している.これは， 都市を防
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災的 ・環凌的観点から促えなおすために.都市空間の物的環.I!iを守の要素に分類するものである.

さらに，防災環境観市デザイン手法を用いた将来的なビジョンを錨いた.

以上のことから.本研究の主な成果をまとめると次のようになる.

(J)兵庫県南部地震後に実施された建物被害調査および問題点が整理された.

(2) これらの問題点を解消するような大地震時の自治体用建物被害調査裂が提案された，

(3)兵庫県南部地震における灘区の詳細な地震動分布が推定された.

(4)精度の高い構造・建築年代別の建物被害関数が機築された.

(5)建物倒l綴危険度評価法が縫案された.

(6) 防災環.I!i都市デザイン手法 (MUSE)が提案され.上記の建物被害関数や建物倒壊危険度評

価法を用いた具体的な都市解析ビジョンが示された
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付録 1・建物被害調査票 付録 1・建物被書欄査票

伊丹市② 尼崎市①

毛皮毛重肖夕日兄ヲユーェックリスト 毒疋E室宇皮軍事ヰ犬t兄宮司歪圭~ 区二E
氏名 住所 : 本・小・大・立・武 ・ 聞

林名

j
il
l
-

尼崎市

種 類楊造 専用住宅 ・併用住宅・き盟主室

0 家屋の状況

木造・非木造 f東，戸敏: t軍 P 
T自家 借家 社宅等 l戸理て・文化住宅 長屋建て

横須 l 集合住宅名 ( 階 号室

l 家屋全体の状況 [ 倒樋 傾斜 (有 ・鯖 } 撤去済

2 t員寄書rJ合蛇足表 修惜の有鯨( 有 知)

小 - t員蓄の程度 『 大 説 R閃
部分 ~rJ 情 成 比

~ 1/4 1/2 3/4 ※該当箇所を
1/4 -1/2 -3/4 ~ 0で阻む

屋 被 2 0 屋恨瓦のゆる
(天井) 5~ 10~ 15~ 20~ 品のみ 5耳

亀 訟のみ 5% 10% 15% 20% 外壁と内壁に
壁 4 0 差がある喝合

(外壁、内壁) t<Jii 浮き上り 10% 20% 30% 40% は平均値

基 礎 亀 裂のみ 3% 5X 8% 10% 床落ち、傾斜
2 0 等の場合I~下

床 剥落・沈下あり 5% 10% 15% 20% 欄を優先

住 1 0 2目 5% 7X 10X 性のf員{語、傾
斜、ずれ

建 具 1 0 2% 5X 7X 10% 怨具、ガラス

合 Z十 1 0 0 % 

記事側 調査結果 (0て囲む}

50X以上

2. 20X以上 50X未満
， 

3 20%未議

後害状況

l 全暖ま たは復旧不能

2 忽分別の1症害

(1)屋被 ①篠瓦のはがれ ，②平面の瓦のはがれ③軒先の瓦のはか'れ

@屋伎にうねりがみられる

(星担金体で %程度の損傷]

(2]外壁 ①全部き裂 <2>2函a上き軍基③全部はく落 @2ifi以上は〈高

〔外壁全体で %程度の後傷)

(3) 基礎 ①全面陥投 (2)2面以上帰設 ③全部き主主 ⑥2面以上き裂

-(4) 内壁 ①全部き裂②2室以上き裂③全部はく落 @2室以上は〈湾

(内生全体で %程度の損傷}

3 その他の賞害 fJII-門笹・門扉 ①全部倒壊 ②一部倒洩 ③き裂

(信 考〉
日
M

一一
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付録 1:建物被害綱査察 付録 l 遺物被害調査=

尼崎市② 宝t車市①

重反居室宇皮主主F~犬す5王国司宝筆菜室E I ~~ * ~ I 
( 1)調査表

町l 煩 墳 状 況

本・小・大 ・ 立・武・画 11 全機または彼旧不能
(解体を予定または解体済〉

~ 
12 者しく傾斜している 20 市五1

20 
13 傾斜している 10 

体
14 領傷なし 。

O 家屋の状況 (家具、家財の領峨を除()

21 昆般がない 20 

度 22 瓦が全而的にゆるみ波打って

社宅等 l戸建て 集合住宅

種額
集合住宅名 ( 練 階 号室

いる 15 
l 家屋全体の状況 [ 倒拘置 傾斜 ( 有・無 ) 徹去済 20 

23 瓦が全而ゆるんでいる
(落ちている) 10 2 I員害事l合認定表 修織の有無( 有 無 〉

恨
24 瓦が一部ゆるんでいる

(落ちている) 5 

小← 宿署の程度ー大 説 日月

部分知| 情成比
~ 1/4 1(2 3/4 ※ l査当する箇所を
1/4 -112 -3/4 ~ 0で囲む

31 全而(nにはく話している 10 
外

32 一部はく蕗している 8 
10 

亀軍司のみ 6% 12% 18% 25~ 亀裂と蜘l落がある場

内( 外義 35 合は下欄を優先する
仕上げ〕 fil 議 8~ m 26% 35% 

建 具 1 5 3% 7% 11% 15X 建具・ガラス 33 全部き裂がはいっている 6 
望星

亀裂のみ 1~ 2~ 3~ 5% -‘殺が深い場合は、 34 一部き劉がはいっている 4 
基 礎 1 0 下械を用いる

和| ~ 2X 5~ 7% 10X ~ 1 全両((.Jに不同沈下している 10 

2ま 42 2而以上不同沈下している 8 
10 

43 -M不同沈下している 6 

主体構造部 亀裂のみ 3X 7x 11% 15% 内・外装の姻傷部分
(屋恨・壁体・ 4 0 からチェ yクする
床・柱等〉 制 A 10% 20X 30% 40耳

dロh Z十 1 0 0 % 官E
44 ひび書1]れが著しい 4 

記事楓 調査結果 (0で閤む}
はく殺している

50%以上
内

51 全而iY-Jにはく iaしている 15 

2 20%以上 50X未満 52 一部はく箔している 10 
15 

3 20%未満 53 全邸き裂がはいっている 8 
!t 

平成 7年 2月 日
54 一部き裂がはいっている 5 

外観 ・ 内部 迎 61 件制lみが骨折している 10 
10 

具 62 s!付けが亦良である 5 

li 
呂 71 喜子しく銅傷がある 5 5 
胃C (墜にひび書1]れ等)

目線で判断できないfdT所の鴻N. ※合計190-10

10-8 10-9 



付録 1 建物彼害調査票付録 1:盛物被筈縞査票

.家屋被災状況 l再開査車ム

〆

|被害状況|地区| ページ | 

|||;;:: | 
~~~g= 2 IiU= 3'甲IU=4 n..~c~~=S 

西宮市

[世帯番号

波地区コード古代g=1 

被

害

状

況

欄

伝

児

主主 住 百1 l西宮市(町s) 容 号

災 世落主氏名 rEL 

物 物件区分 2生立ー戸惑 一線共同住宅{マ同ρ・院.l:t)白鯨割り住宅

{牛 (~~在宅m

担主災 本人申出 L 金主主 2. 全焼 3 単担 4 単土曜 5 ー認破1;

.) 

状況 市 E司査 .1. 全頒 2 全焼 3. 半島高 ~ . 半焼 5. 一部被1員 領害なし

申出人 (u) mwU) (TEl) ー ー

選絡先 市 町1 $ 号 採万

TEL 

--・司噌・・ーーー・ー・・・ーー事ー・--.__.'¥骨ーーーーーーーーーーーーーーー・ー・司--ー_.ー・ーーーーーーーーーー--ーーー---骨......J...

以下、再認査担当者犯人

(再調査日 / / 調査担当者

~物傾斜 有(1階 国.2'階 .団・全体 国) ー無

外 往.*車組のズレ 有 ・・ー無

3耳 基礎の破IA 大・中・小・無

部 昆額五のズレ 大・中・小ー無

飼 外壁の破損 大・中・小・無

内笠の破鍋 大 ・ 中 。.小 '無

Eま 内 祭-天井の破f員 大 ・ 中 .・小・無 . 
柱・床の殴la 大・中・小 ・ 無 ‘

部 基礎の磁1員 大・ ・中・小・無

古車 R普段目磁tli 大・中・ 0小・無

建具(扉・窓等〉の磁f員 大・中・小・鰐

果 電気・ガス・上下水道投備破銭 大¥中・小. l!Il 

その他

(問時詑入割}

再調査認定い鈍 2 全焼 3. 判 4 問。 S. -!Il蹴 1-'1'..:L 1--;;1 

処理者名〈サイン〉

)
-
;
 

冷
J

一
-
-
-

ツ-
-
-
-

二
一
(
国
(
一
(
一
(

チ一

一

-

一

:
:
・

-，，，-，，，-'''-，，， 

目

-

一

-

』

白
川
一
一
-
-

年
一
/
『
/
一/
一
/

混一処一
処理lJi 13 

後災者台帳リスト・支給台帳記入

電算訂正入力

設災E明郵送

釜121金等支払い

印 !!1 島自 状 況

II 全再現または復旧不能
(解体予定または解体済)

全
12 王子しく 傾斜している 1 5 

15 
13 傾斜している 10 

体

14 lU担割なし 。
(家具、家財の鎖墳を除<)

主要梢造部(基礎・住.!!・梁〕の
21 被榎コンクリートが脱滋して、 主j窃 25 

が篠山し、変形している.
~ 

22 主要綱造部に大きなき烈が全面的に 15 
入っている.

25 
23 主要4荷造部の一部にき烈が入ってい 1 0 

体 る。

24 特に目立ったき烈はないが、雨漏り 5 
がする o ， 

31 外盟主が全而が1にはく活している. 10 
外

外笠が一書~はく訴しτいる.32 7 

外壁が全而rt-Jにき百円lしている。
10 

装 33 5 

34 外壁の一部がき裂している. 3 

4 I 室内が全而的に領域している@ 15 
内

42 室内の一部が恨峨している. 10 
15 

43 室内の量産に全面的にき烈が入ってい 7 
る.

官民

44 室内の笠の一部にき裂が入っている 5 

51 沼!具が全市「内に煩摘してている. J 0 
l.I! 

52 ill具の料、が大半わい曲している. 7 
J 0 

53 lI!具の材、が一部わいIluしている. 5 
具

54 mNけが不良である。 3 

給 61 金而rt-Jに鼠慢している. 5 

一部1 1a~闘している。
5 

排 62 3 

践 エレベーター ・その他の設備(らせ
71 ん階段、〆ラベット等)が銅峨して J 0 J 0 

+臨 いる。

(2)大規惚調査表
宝草壁市②

目視で判断できない閉所の調整 ※合間窓~到
10・11

10 

10.JO 



付録 l 建物被害調査票
付録 J:建物被害調査票

芦屋市①
芦屋市②

木造建築物の被害調査票 鉄筋コンクリート造、鉄骨造建築物の被害調査票

調査者所属

氏名

盤理醤号 調査者所属

氏名

書E理番号

ロu
肉
月年勾，成

問
平

時

者

日

会

査
立
樋 後

犠
全
一

全

日
目

ロ

圃
岨

'

鹿

半

一

半

ロ
一
口

邸

前一
一

口
一
ロ

度

他

度

他

警

の

寄

の

被
そ
一
世
そ

終

口

↓在

日

愚

現 口
μ

臼
H年ヲ

e成

問
平

時

者

日

会

査
立
調

愚終被害度

ロその他口一部ロ半月E 口金頃

現在彼害度

ロ そ の 他 口 一 部 ロ 半 海 ロ 全 暖

- 建物概要
- 建物概要

所在地 芦屋市 町 番 号

依頼者(所有者等}

家 屋 穂 鎖 | 山 家 |口住家
( ) 自家 借家 社宅等 集合住宅名( ) 

全体傾斜(最大傾斜角をo(Rad j an)とする.} 

ロ無被害 (0=0) 口 0孟1/100 ロ 1/100<8孟5/100 ロ 5/100くO

名称

所在地 芦屋市 町 番 号 ロ有ロ無

依頼者(所有者等} 連絡先

経祭物用途 ロ共同住宅 (口賃貸 ロ分議 戸)

口事務所 ロ住宅 ロ底餓 ロその他(

構澄種目IJ ロRC 口SRC ロブロック造 ロプレキャスト型口S造
構造形式 ロラーメン構造 (X.y) ロ筋違構造 (X.Y) ロ混合補遺
基硲講道 口直俊基礎( ロ抗基磁(
建築物規績 地上 陪 地下 階 熔屋 階 |竣工年・ 年

外装仕上げ 口打放し ロモルタルロタイル白石葱ロカーテンウオール

ロプロック口ALC板口その他(

全体傾斜{最大傾斜角を 8(Rad i an)とする.) 
ロ無被害 (0=8) 口 0壬1/100 ロ 1/100く8孟5/100 ロ 5/100く0

- 個別(部位別)篠宮度
偶査方法{外観・内部)

7トぞh無鍍1M 軽微 小舷 中 破 大破。 1 5 30 60 100 

屋線(天井) 。 3 6 1 2 20 

~ 〔外壁 ・内箆) 。 5 10. 5 2 1 35 

基礎 ・ 床 。 3 6 1 2 20 

住 。 1. 5 3 6 1 0 

階 段 。 1. 5 3 6 1 0 

その他( 。 l 1. 5 3 5 

自十

d口h Z十

備考

- 個別{部位別)被害度
調査方法{外観・内部)

よ?ゴ竺 無被害 軽微 小破 中破 大 破

柱

主 銀

要 耐震壁

情 基礎

造 その他(

小 計 。 9 1 8 36 60 
外部錐壁 。 1 2 4 7 
階 段 。 1 2 4 7 

内部壁、仕上げ 。 O. 5 l 2 3 

建 兵 。 1 2 4 7 
天 井 。 O. 5 l 2 3 

床 。 O. 5 l 2 3 
設 備 。 l 2 4 7 

その他{ 。 O. 5 2 3 
小 計

合 Z十
備考

10-12 
10・13



付録 l・建物被害調査票 付録 1:建物被答削査察

表定申
十A

口
宝口害損屋

間
家

市一戸神 神戸市・明石市②

(木造 ・プレハプ)
家屋損害割合判定表 {非木造 )

日同]

区 町 ・通 帯地丁目
=

l

ー

-

W

R

E

=

地

一

日

=

=

U

一

面

=

一

府

一

僻

一

区 町・ 適 丁目 番地

nllli(lu"..，._I 己 ば戸司 日
量重量 F司 半'J 主主 鍋書割合 告制幅 云坦宮

(屋根の状況)

i 全 寝〔家屋として使用不能} 「危険』 ・ 『要注意J 5 0 ~以上

2 損害割合判定基準

t員 害 の 度 合 (蟹の状況〕

部分別 情 成比 l 方 2 方 3 方 4 方 その他

2 5 " 5 0 !16 7 5 .96 100.96 

uの制

毘棋 2 0" 5" 1 0.96 15%' 2 0 " EのHみ

のみ 5" {基礎・ 住町傾 き状況〕

ア T.イが目ー

A 島S 6 0.96 ，;.耳H 5" 1 0" 1 5 % 2 0 " ーにある竜自

HUH 

イ U(革 1 5" 3 0 " 4 5 % 6 0'幅

構治体モ司
(モの他}

住 ・き 20% 5% 1 0 " 1 5 % 2 0 % 

f白 書 割 合 (A) 

強存割合 ( 1 0 0 -A) 

ITUiU I 

是主証 F司 半リ 主主主 !自害割合 4万有 元号

{昆恨の状況)

l 全 懐(家屋として使用不能) 「危険J ・ 「要注意 j 5 0"以上

2 !員警割合判定占基準

!員警の度合 (壁の状況]

部 分別 情成比 その{出

2 5 % 5 0" 7 5 " 100% 

権造体

個 体 ・ きそ 4 0 % 1 0 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 

仕上 UIUU (話国量 ・位向傾き状況)

2 4 % 6.96 1 2.96 18% 2 4 " Sうスの童書

外装 ・ 屋 根 UiX 

設 備 3 6 % 百% 1 8 % 2 7 % 
3 6 " 

t白書 割 合 (A) 

(設備・ その他}

残存割合 (IOO-A) 

|調吋
〔注) 1.母屋について紀献 し.附属家の状況につ いては 備考欄四【その他)に紀依すること

2. 附属家がある 地合 配置図を簡単に配入すること

[注) 1.母屋につ いて紀臓 L. 附属まの状祝については 備考聞の(設備 ・その他}に記入する こと

2 附属家がある吻合， 配置図を 簡単に記入すること

10-14 10-15 



付録 1:建物鍍害調査察

津名郡北淡町

毛皮万之君芝居霊訪司歪壬カ ー ド

住所

氏名

あなたの家屋の被災の程度を練ごとにお聞きします。

4 

伊IJ:居宅 ・木造・瓦蓑・ 120m，. (20皿，)一部取りこわし

倉庫 ・木造 ・瓦葺 ・ 50m， 

4 
まず、練の種類を上記例にならって記入下さい。

用途 造 葺面積 面積

〈 ・ ・ ・ ・備考欄

言己---̂ -っち主主主

一番彼蓄の大きかった部分(たとえば屋根なら屋根、または、往なら柱、など)

を見て判断して被災の程度欄の番号を選んでO印を入れてください。

なお、町と本人のとの程度の差が著しい湯合は、再度個別調査を行う予定です。

一部だけ の 取 り こ わ し の 場 合 は 、 備 考 欄 に 面積を記入してください

辛庄 多ZL CD を呈 毘養三 有菊。 2 3 4 5 

(屋線瓦が 〉
-ー・・一一ーー一ーー........._-一Fー---ー 一一一ー・・ーーーー，・・・ー・・ ・ーー-・---

もつ
ZHt je?i fi署警 ti~~\ 

警

(基礎が〕
--・--・・噌..._.-..酢圃噌--ーー---.-._---干ー・・『 晶._-----・・..._--_・・--・・ー・・ー

え 社雪ん ti宅J、意2号事害容をえで

f
つ
こ

L
る
、

(柱が〉
で

な
し、

ー・曙--・ーー--・・・・ ーー_._---..._--ー...._--_・--ー._...・・・--......

少ていし傾るい 議室軒 事察室 銭主義L、

(外壁や内皇室が)
ー唱・p・p ・・ーー-..._-_.・・・・・・---一 a一.一一唱 ・一・一・一・司噂・ーー・ー.--ーーーーーー-...ーー・ー

社雪ん を完勝 争fgぇ
管理番号| 半 q 定|

10-16 

付録 1:建物被害調査累

震災復興都市づくり特別委員会①

く〉調査マニュアル
1 実態調査(現地調査)

・主三三で、被害を受けている建物についてその状況を、収単位で記録する。

*住宅地図に、練の境界を囲み、その棟について下表に従ってJ判定結果を記入する。

・被災状況のラソタは以下の表のとおりとする。

・調査完了したベースマ ップ(住宅地図)には、調査日時と調査員名を記入する。

フ 1ノ タ 記号 木機造 (W) 鋼構造 (5) RC構造 (RC)
ラソヲC

図
-全面的信om -同じ→ -各階の磁l!1J

(住める見込みは非常に少なH -各階の磁綾 -傾き
~ -明かな傾き -構造材の損傷

フンク B

図
. i茸造材の破損 -同じ「 -徳造材以外の鼠傷

援(大幅な1鈎型で住める可能性あり) -電柱、隣棟に (Mなど)

よる打撃

ランクA

日
-量痕瓦が1Eち -同じ→ -壁の小さなひび剖

状(修理を加えると住める) ているなど比 れなど比較的経い

絞的経L、t員傷 損傷

況無被害

日(見た目には被害がない) 見た自に主主警がない

火災による彼筈

山 火災による被害
記号織に火災の程度を記入

全焼は記号のみ
(上の~康状況記号との組み合わせあり)

タラソク C ・B'Aについては、後災度判定基準参考例を参照

2 彼災度判定基準参考例

・ランクc(~， l~ ヲ 「二 '1 T-，:n. ) 
(再使用不可Y住める見込みが非常に少なじ)

木造の場合

・既に家屋がない(撤去済み) .，!~ '~ 
・全面的倒壊(1階が被れている、屋

根が落ちている、傾斜(5度以上)が
著しい) 〆今

-基礎の破断(上部構造と遊離してい

る、ひび割れが著しく上部を支えら
れなし、)

-柱など破製(柱が折損している、主主

け出している、制l組が分解している)

.外壁の破媛(外壁の構造体が量1)離、

剥浴している)

・その他(火災による焼失、隣の建物

や電往の倒れ込みによる破壊など)

鉄骨造の場合

.~に家屋がなL 、(鍬去済み)

・全面的倒媛(ある階が被れている、

I 屋狼が蕗ちている、傾斜(5度以上)

が著しい)

-柱梁の磁波(BE胞が著しい、折れI泊

10-]7 

， 
" 

がっている、柱脚のア γカーが級断

している)

-外壁の磁波(外壁の構造体が剥維、

最IJ務している v いまにも落下しそう

である)

・その他(火災による焼失が著しく蒋

使用不可能)

鉄筋コ Y クリー卜造の場合

・既に家屋がない(撤去務み)

・全面的倒製(ある階が潰れているか、

屋彼が落ちている、傾斜何度以上)

が著しい、転倒の危険がある)

.沈下(1M以上沈下している)

-柱梁の磁波(鉄筋のはらみだし ・曲

がり・破断が認められる、コソクリー

トが崩れ落ちている、柱に刻断磁島症

が認められる)) 

・外壁の自主製(外壁の構造体が釦j離、

剥落している、いまにも滋下しそう

である)

・その他(火災による焼失が著しく再

使用不可能)



付録 1・建物被害調査察

震災復興都市づくり特別委員会②

.7ンク8 (午、lit h-k':j 
(大幅な修理で再使用可能/大幅な修理

で住める可能性あり)

木造の場合

・部分的破!ilC傾 きが認められる(5度
以下)) 

- 基礎の破断(基礎のモルタノレが~J離
している、義礎にひび割れが認めら

れる)

・外壁の破壊(大きな亀裂が認められ

る、白地が著しく ずれている、ガラ

ス窓が破れ落ちている)

*~のモノレ タノレが剥離 しているだけの
ものはこのラ ソクに含めない

-屋根の破損(屋狼瓦のズレが著しい

(大半が落ちている など))

・その他(被害が顕著でラソク CIこは
いたらなL、)

鉄骨造の場合
・部分的破袋(傾きが認められる (5度

以下))
-基礎の破断(基礎のコソタリ ートが

部分的に破壊)

-フンク A (干 ~;，主 1.. I d ~ ..，_/. ノ
(軽微な損傷で使用可能/少 しの修繕で

住める可能性あり)

木造の場合
・外壁の破jlJ!(モル タノレが部分的に落

ちている、壁に僅かなひび割れがあ

る)
-屋根の破損(屋根瓦が部分的に・落ち
ている)

・その他(被害が軽自tで ラソク BI:こは

いた らない)

10・18

-柱禁の破事担(柱や梁がわずかに変形

している)

・外壁の破媛(壁の一部が落ちている、

目地がずれている、隅角部に亀裂が

ある、際問がみえる)

*ガラス窓が破損しているだけのも

のはこのランク に含めない

・その他(被害が顕著でラ γクCには

いた らない)

鉄筋 コン クリー卜造の場合

・部分的m竣(傾きが認められる (5度
以下)) 

-沈下 (20cm~lmの沈下が認められ
る)

・基礎の破断(基礎のコ ンクリ ー トが

部分的に破壊)

・外壁の破君事(壁の一部が)%:ちている、

目地がずれている、隅角部ビ亀裂が

ある、際聞が見える)
本ガラス窓が破損しているだけのも

のはこのラ"./9に含めない

・その他(被害が顕著でランク Cには

いたらない)

鉄骨造の場合
・外壁の破綾(モノレタノレが部分的に滋

ちている、壁に僅かなひび割れがあ

る、ま どガラスが一部破領している)
.その他(被害が顕著でラ YクBには

いたらない)

鉄筋コ ソク リー ト造の場合

・外壁の破駿(目地に亀裂が認められ
る、壁に僅かなひび破れがある、ま

どガラスが一部破領している)

・その他(被害が顕著でラ ソクBには
いたらない)

付録 2:灘区の町丁目データ

付録 2 灘区の町丁目データ

コド 町丁目名 全建物 再推定PGV 建物倒寝危険量 建物倒蟻危険率 l

全寝率 (本研究) (東京都) {本研究)
鶴甲丁目 0.00 38.29 0.01 0.06 
鶴甲一丁目 日0日 38.29 0.03 0.05 

3 鶴甲一丁目 0.00 38.29 0.06 0.06 

4 鶴甲四T冒 0.00 38.29 0.08 0.05 
鶴甲五T13 0.00 38.29 0.01 0.03 

E 土山町 O. 22 108.41 0.04 0.08 
7 桜ケ丘町 日71 129. 50 0.08 O. 11 

8 王山町 O. 13 65.78 O. 12 日 11

9 六甲台町 。。。 47.49 0.02 日.05

10 寺口町 日 11 53.85 0.23 0.08 

11 弓木町 T目 1. 00 163.64 0.02 0.42 

11 弓木町一丁目 0.86 163.64 0.21 0.56 

13 弓木町一丁目 0.71 146.24 O. 15 0.48 

14 弓木町四T目 0.91 146.24 0.37 0.68 

15 弓木町五丁目 0.64 146.14 0.31 日60

16 大和町丁目 0.74 163.64 O. 18 0.48 

17 大和町一丁目 0.86 153.37 0.43 0.60 

18 大和町二丁目 0.78 153. 37 0.20 0.53 

19 大和町四丁目 0.57 153. 37 0.10 0.56 

20 大和町五丁目 建物なし 153.37 。.0日 日目。

21 中郷町一丁目 0.93 163.64 0.23 0.54 

22 中郷町一T目 0.81 141. 75 0.32 0.60 

23 中郷町二T13 0.64 141. 75 0.23 0.48 

24 中郷町四丁目 0.67 141. 75 日22 0.60 

25 中郷町五丁目 建物なし 141. 75 0.00 0.00 

26 徳井町一丁目 0.86 149.48 O. 14 O. 58 

27 徳井町二T目 O. 56 143.88 0.26 O. 52 

28 徳井町ニT目 0.43 133.44 0.13 O. 53 

19 徳井町四丁目 日76 136.32 0.17 0.62 

30 徳井町五7目 0.72 135.76 0.11 O. 57 

31 le田町一丁目 O. 76 154. 16 O. 17 O. 51 

31 記田町一丁目 O. 56 154. 16 0.12 日55

33 記田町一丁目 O. 34 154. 16 0.09 且 31

34 記田町四丁目 O. 74 153.03 0.14 0.59 

35 2e田町五丁目 0.76 161.81 0.50 0.58 

36 赤松町丁目 日 15 37. 58 O. 16 0.09 

37 赤松町一丁目 0.00 37. 58 O. 18 0.04 

38 赤松町一T目 日目。 37. 58 日08 0.04 

39 曽和町一T目 日日2 37.54 O. 16 0.06 

40 曽和町一丁目 0.01 37.54 0.20 0.08 

41 曽和町一丁目 日08 37. 54 O. 17 0.07 

41 山田町一T目 目。。 45. 53 。 16 0.07 

43 山田町一T13 O. 13 45. 53 0.24 0.09 

44 山田町 T目 日 11 45. 53 O. 13 O. 10 

45 宮山町一丁目 0.08 46.90 O. 18 0.56 

46 富山町一丁目 O. 12 46.9日 O. 19 O. 10 

47 宮山町丁目 O. 10 46.90 0.08 0.44 

48 八幡町丁目 O. 15 57.67 0.24 0.60 

49 八幡町丁目 0.08 57.47 O. 16 0.08 

50 八幡町ニ丁目 0.30 73.67 日 15 O. 58 

51 八幡町四丁目 O. 40 75.67 O. 18 。.54 

10.19 



付録 2 灘区の町丁目データ 付録 2:灘区の町丁目データ

52 日尾町一丁目 0.44 95.26 O. 18 0.54 108 情原南町五T自 日68 133.92 。.24 O. 10 

53 日尾町丁目 O. 15 95.26 O. 20 0.45 109 保原南町六T目 0.57 89.97 0.34 。ゐ64
54 日尾町一丁目 0.57 95.26 O. 21 0.60 110 篠原南町七丁目 0.77 106.08 0.32 0.63 

55 森後町一丁目 0.34 95.26 0.21 O. 56 

56 森後町 T目 0.68 95.26 0.26 O. 12 

57 森後町ー丁目 0.71 95.26 0.31 0.57 

58 永手町丁目 0.50 108.03 0.24 O. 58 

111 神"'1町 T目 0.88 177. 62 0.34 0.66 

112 神前町 T目 0.91 177. 62 。、41 0.66 

113 神前町一丁目 0.75 161. 94 0.30 0.64 

114 神前町四TEl 0.86 124.49 0.27 0.73 

59 永手町丁目 0.40 108.03 O. 15 0.45 115 将軍通-T目 0.94 124.49 0.57 0.72 

60 永手町丁目 0.50 108.03 。19 0.48 116 将軍通一丁目 0.81 124.49 o 45 0.65 

61 永手町四丁目 1. 00 108.03 。.00 0.07 117 将軍通ニT目 0.75 124. 16 0.52 日.65

62 永手町五丁目 0.66 108.03 0.30 0.54 118 将軍通四丁目 日 82 133.92 0.29 0.60 

63 深田町 TEl 0.56 143.85 0.23 O. 54 119 神ノ木通 T目 0.69 114.71 O. 33 0.68 

64 深田町丁目 0.81 143.85 0.34 O. 56 120 神ノ木通=TEl 0.44 114.71 0.24 0.56 

65 深田町ー丁目 0.50 143.85 0.20 0.41 121 神ノ木通::::T目 0.74 123.65 0.33 0.62 

66 深田町四丁目 0.80 143.85 0.02 O. 18 122 神ノ木巡回丁目 0.57 133. 92 0.07 0.51 

67 深田町五丁目 0.62 143.85 0.29 0.50 123 千田通一丁目 0.57 114.71 日 11 0.56 

68 備後町丁目 0.87 162.81 日 11 0.60 124 千旦返一丁目 0.27 114. 71 0.37 O. 38 

69 備後町丁目 0.78 162.81 0.29 0.60 125 干旦iffi三丁目 0.27 108. 57 0.46 日41

70 備後町ー丁目 0.82 135. 35 0.26 0.69 126 千日通四T目 O. 11 118. 46 O. 16 0.20 

71 備後町四T目 0.86 135.35 O. 32 0.69 1z7 稗原町丁目 0.82 152. 15 日.33 0.59 

72 備後町五丁目 0.86 132. 45 0.52 0.64 128 稗原町一丁目 0.87 152. 15 0.28 0.59 

73 経口町一丁目 0.79 162.81 0.36 0.57 129 稗原町二丁目 0.69 147.03 日 12 0.49 

74 桜口町丁目 。.85 140.86 0.31 O. 54 130 稗原町四丁目 0.68 140. 5日 0.25 O. 54 

75 桜口町 T目 0.94 140.86 0.42 O. 67 131 上河原通 T目 0.67 113. 29 0.35 0.66 

76 桜口町四丁目 0.72 140. 86 O. 19 0.49 132 上河原通一丁目 。、14 113. 29 O. 12 0.21 

77 桜口町五T目 0.67 140.86 O. 19 0.52 133 上河原通一丁目 0.25 11 3. 29 0.24 O. 38 

78 友田町一丁目 日85 148. SO 日 56 0.59 134 上河原通四丁目 O. 21 134. 75 O. 16 O. 18 

79 友田町丁目 0.91 148. 50 O. 57 0.66 135 琵琶町一T目 0.80 162. 67 0.57 0.62 

80 友白町一丁目 0.66 145. 10 O. 34 O. 55 136 震琶町一丁目 0.79 162. 39 O. 32 0.60 

81 友田町四丁目 0.54 130. 70 O. 36 0.53 137 琵琶町一丁目 O. 73 147.03 日.15 O. 57 

82 友田町五丁目 0.29 130.70 日目1 0.24 138 下河原通 丁目 0.67 118.35 0.30 0.65 

83 浜田町一T目 O. 55 11 2. 48 O. 13 O. 56 139 下河原通一丁目 0.44 116. 98 0.46 0.64 

84 浜国町丁B 0.78 128.45 0.33 0.65 140 下河原通一丁目 O. 38 112.73 0.43 O. 52 

85 浜田町丁目 0.72 128.45 0.47 0.59 141 下河原通四丁目 0.44 122.32 0.30 O. 53 

86 浜田町四丁目 0.71 112. 48 日 10 0.42 142 下河原通五丁目 O. 57 145.00 0.09 0.56 

87 大土平町丁目 0.00 48. 20 0.07 0.07 143 烏帽子町一丁目 建物なし 152. 27 。。。 0.00 

88 大土平町丁目 0.04 48. 20 0.21 0.08 144 烏帽子町一丁目 0.77 152. 27 0.33 0.59 

89 篠原北町一丁目 0.09 50. 13 日 16 O. 11 145 烏帽子町ー丁目 O. 56 147.03 O. 16 0.45 

90 陣原北町丁目 0.04 47.76 日 19 0.09 146 鹿ノ下通丁目 0.68 127.07 0.41 0.59 

91 惜原北町一丁目 0.05 49.05 O. 17 0.08 147 鹿ノ下通二丁目 O. 94 145.00 0.37 0.67 

92 悔原北町四丁目 0.06 53. 38 O. 13 0.07 148 鹿ノ下通ー丁目 O. 74 145.00 0.27 0.61 

93 暗原本町丁目 0.41 71. 14 0.26 O. 13 149 大石東町 T目 0.68 150. 34 0.09 0.58 

94 篠原本町一丁目 O. 16 61. 76 0.24 O. 11 150 大石東町 丁目 0.55 137.62 0.24 0.57 

95 惜原本町丁目 0.09 52. 15 0.20 O. 12 151 大石東町一丁目 0.74 144. 17 O. 11 0.53 

96 惜原本町四丁目 0.00 50.50 O. 14 0.081 152 大石東町四丁目 0.80 144. 17 0.36 0.62 

97 惜原本町五T目 日 08 50.50 0.24 0.09 153 大石東町五T目 0.68 129.26 0.45 O. 57 

98 篠原中町 T目 O. 39 69. 54 O. 19 0.58 154 大石東町六丁目 0.73 125.07 0.22 0.63 

99 惜原中町丁目 0.26 69.54 。.14 0.48 155 新在家北町 丁目 0.67 150.34 0.07 0.48 

100 情原中町二丁目 0.28 62. 12 0.31 O. 54 156 新在家北町一丁目 0.61 150.34 日 14 0.61 

101 陣原中町四丁目 0.20 55.09 日 28 0.61 157 新在家南町 T目 0.53 128. 35 0.02 0.36 

102 院原中町五丁目 日 14 54. 73 0.20 0.61 158 新在家南町丁目 0.69 128. 35 O. 15 0.58 

103 領原中町六丁目 0.21 67. 19 O. 14 0.47 159 新在家南町一丁目 0.70 124.98 O. 19 0.66 

104 崎原南町一T目 0.72 122.94 O. 35 0.59 160 新在家南町四丁目 0.63 120.45 O. 15 O. 57 

105 情原南町 T目 0.68 104.33 0.35 0.60 161 新在家南町五丁目 0.67 123.62 0.23 0.62 

106 情原南町丁目 0.56 107. 16 0.39 0.60 162 灘浜東町 0.04 ‘ 0.02 1・
107 篠原南町四丁目 0.64 11 6. 65 0.45 0.64 163 箕岡通-T目 O. 1日 51. 85 0.22 0.08 
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164 箕岡通一丁目 0.07 52. 51 O. 25 0.07 220 中原通一丁目 0.51 99. 84 0.65 0.64 

165 箕岡通一丁目 0.08 51. 38 O. 17 日08 121 中原通 T目 0.41 106. 98 0.64 0.67 

166 箕岡通四丁目 0.03 51. 38 O. 14 0.06 211 中原通丁目 0.36 106. 98 0.40 0.55 

167 高尾通一丁目 0.06 49.63 O. 25 O. 12 213 中原通四T目 0.50 106. 98 O. 17 0.40 

168 高尾通丁目 0.03 49.63 O. 31 。 11 224 中原通五丁目 0.67 109. 59 1.50 0.69 

169 高尾通ー丁目 0.00 49.63 日 10 0.07 225 中原通六7目 0.87 122. 85 0.53 0.64 

170 高尾通四丁目 0.03 49.63 0.24 0.07 226 中原通七丁目 0.51 116. 86 0.14 O. 53 

171 五毛通丁目 0.06 48.08 日23 日 11 227 倉石通一丁目 0.89 99.84 0.84 0.70 

172 五毛通 丁目 日目1 50. 11 0.38 O. 10 228 倉石通丁目 0.75 122.79 0.57 日71

173 五毛遜ニTEI 0.02 48. 97 0.22 0.09 229 倉石通ーT目 0.38 122. 79 0.57 o 56 
174 五毛i盈四T目 0.02 48. 97 0.25 0.07 230 倉石通四丁目 0.55 130. 22 0.34 0.50 

175 薬師通 T目 日 18 53.27 0.23 日 14 231 倉石通五丁目 0.81 130. 22 0.26 0.59 

176 薬師通丁目 日日3 53. 27 0.26 O. 12 232 倉石通六丁目 0.88 130. 22 O. 33 0.56 

177 薬師通ーTI3 0.02 53. 27 0.35 0.09 233 水道筋了目 0.72 137. 57 0.23 0.64 

178 薬師通四丁思 0.02 48.65 日 30 0.07 234 水道筋丁目 0.95 137. 57 0.74 0.72 

179 国玉通-TI3 0.06 62. 30 日 19 O. 12 235 水道肋ー丁目 0.79 135. 34 0.64 0.61 

180 国玉通 fl3 0.05 62. 30 O. 31 日 11 136 水道筋四丁目 0.70 135. 34 0.49 0， 571 

181 国玉通一丁目 日07 58. 11 0.36 O. 11 137 水道筋五丁目 0.67 136.89 O. 37 0.54 

182 国玉通四丁目 0.02 58. 78 0.43 O. 09 238 水道肋六TI3 0.85 143.81 0.47 0.62 

183 よ野通-T目 日日o 60. 50 O. 16 0.49 239 岸地通ー了目 0.90 121. 54 0.64 0.73 

184 上野通一丁目 0.05 6日。50 0.46 0.65 240 岸地通 T目 0.48 110. 50 0.22 0.46 

185 上野通ーT回 日日7 68. 27 0.42 O. 13 241 岸地通:::'T目 0.61 110. 50 0.47 0.55 

186 よ野i通四丁目 0.08 57. 12 0.60 日 13 242 岸地通四丁目 0.57 110. 50 O. 10 0.56 

187 上野通五丁目 0.02 53.40 0.42 。.11 243 岸地通五T目 0.59 129. 50 0.23 0.51 

188 上野通六丁目 0.01 49.65 0.48 0.08 244 大内通一丁目 0.50 113.80 0.20 0.53 

189 上野通七丁目 0.08 58.06 0.38 0.64 245 大内通丁目 0.58 116.63 0.37 0.57 

190 上野ill八TI3 0.21 58.25 日28 0.09 246 大内通ー丁目 0.79 116.63 0.55 0.67 

191 赤i亙通-TI3 0.02 55. 16 0.28 0.53 247 大内通四丁目 0.45 116.63 O. 31 0.38 

192 赤坂通丁目 日 18 55. 16 0.48 0.69 248 大内通五T自 0.00 116.63 0.02 O. 12 

193 赤板過ー丁目 日日9 62.84 0.61 0.63 249 大内通六T13 0.71 129.50 0.39 0.60 

194 赤坂通四 j 目 日日5 57. 21 0.60 日.13 250 泉通-TEI O. 16 113.80 O. 12 O. 35 

195 赤坂通五T13 0.04 54.06 0.47 O. 16 251 泉通 T自 0.0日 133.71 O. 12 O. 17 

196 赤坂通六T目 0.03 54.06 O. 33 0.091 252 泉通ー丁目 0.63 133.71 0.54 0.63 

197 赤坂通七T目 0.02 48.92 0.47 0.091 253 泉通四T目 0.62 133.71 。、16 。.40

198 赤t雇通八丁目 0.08 54.72 O. 25 0.09 254 泉通五T目 0.81 134. 98 0.44 0.58 

199 畑原通一丁目 O. 11 68.21 日.47 0.63 255 泉通六T目 日83 140.62 日44 0.61 

200 畑原通丁目 日 12 68. 21 0.46 0.67 256 灘北通-T13 0.35 118.21 O. 18 0.39 

201 畑原通 T13 日 19 61. 12 0.56 O. 57 257 ;灘北通 T目 日79 118.21 0.44 0.66 

202 畑原通四丁目 建物なし 61. 12 0.00 0.00 258 滋北通一丁目 0.67 118.21 0.51 0.61 

203 畑原通五丁目 0.05 61. 12 0.44 O. 56 259 灘北通四T目 0.67 162.59 O. 36 0.43 

204 天!JO通丁目 0.28 77. 79 0.44 0.60 260 灘北通五了目 0.89 158. 56 0.43 0.64 

205 天誠通一丁目 0.46 77. 79 0.61 0.64 261 灘北通六T自 0.86 158.56 0.47 0.69 

206 天liiI通一丁目 0.51 88. 32 0.51 0.70 262 灘北通七丁目 0.83 160.74 0.41 日.61

207 天線通四T目 日48 88.32 0.75 0.69 263 灘北通八T自 0.86 136.21 0.09 0.65 

208 天i曜通五丁目 0.48 88. 32 0.55 0.60 264 灘北通九丁目 0.46 136.21 O. 36 0.60 

209 天城通六丁目 日 12 68.50 0.40 0.61 265 灘北通十T目 0.49 136.21 O. 17 O. 59 

210 天城通七丁目 日 13 53. 36 0.44 0.64 266 灘南通一丁目 0.69 125.64 O. 17 0.63 

211 天泌通八T目 0.06 54.95 0.41 0.58 267 灘南通 T13 日50 125.64 。 15 0.55 

212 福住通一丁目 0.33 81. 19 0.47 0.55 268 灘南通一丁目 0.46 123.09 0.31 0.59 

113 福住通=T目 0.71 81. 19 。72 0.70 269 灘南通四丁目 0.80 123.09 O. 12 0.57 

114 信住通ー丁目 0.38 102.27 0.81 0.70 270 灘南通五丁目 0.72 13日07 O. 18 0.58 

215 福住通四丁目 0.90 102.27 L 23 0.70 271 灘南通六T目 日69 130.07 O. 15 0.58 

216 褐{主通五丁目 日68 112.63 0.58 0.56 272 船寺通-T自 0.79 144.74 O. 27 0.62 

117 福住通六丁目 0.46 112.98 0.55 0.56 273 船寺通丁目 0.82 169.33 0.21 0.60 

118 福住通七T目 建物なし 112.98 日目。 0.00 274 船寺通一丁目 0.87 169.33 O. 13 0.57 

219 信{主通八丁目 0.20 101.09 0.25 0.64 275 船寺通四T目 0.80 176. 97 日30 0.59 

10-22 10.23 
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276 船寺通五T目 。φ80 176. 50 

277 紛寺巡六T自 0.79 176. 50 

278 都遜丁目 0.32 143. 65 

279 部退 丁目 0.60 143. 65 

280 都通三丁目 0.60 150. 17 

281 都通四丁目 0.77 150. 17 

282 都通五丁目 日73 122.89 

283 大石北町 0.76 127. 14 

284 大石南町 T目 日54 99. 31 

285 大石南町 T目 0.48 99. 36 

286 大石南町一丁目 0.41 95. 56 

187 味泥町 0.43 1日0.04

188 灘浜町 0.06 争

189 摩耶1草額 0.1.4 $ 

290 i青谷町一T目 建物なし 41.11 

191 青谷町一丁目 0.02 42.11 

292 青谷町一丁目 日16 52.70 

193 菅谷町四丁目 0.01 39.79 

194 王子町一丁目 日15 111. 96 

295 王子町一丁目 建物なし 106.55 

196 王子町ーT自 0.00 106. 55 

297 原因通一丁目 0.36 106. 11 

298 係国通=T目 0.61 106. 11 

199 原因通ー丁目 0.50 106.55 

300 i且内通一丁目 0.69 143.05 

301 1高内通丁目 0.74 110.05 

301 戚内通ーT目 0.66 111.01 

303 む宮内通四丁目 日49 112日1

304 緑内通五丁目 0.51 102.64 

305 岩屋北町一丁目 0.69 144. 11 

306 岩屋北町 丁目 0.85 138. 15 

307 石屋北町ー丁目 0.65 115. 18 

308 岩屋北町四丁目 0.79 137.69 

309 岩屋北町五丁目 0.65 137.69 

310 岩屋北町六丁目 建物なし 134.60 

311 岩屋北町τ丁目 日50 134.60 

312 岩屋中町一T目 日84 130.07 

313 岩屋中町一T目 0.78 137.66 

314 岩屋中町ー丁目 0.68 130.07 

315 岩屋中町四丁目 0.56 130.07 

316 岩屋中町五丁目 0.72 130.07 

317 岩屋南町 0.33 137.66 

318 日出町 0.01 8 

319 高羽町一T目 0.43 94.29 

320 前羽町一丁目 0.51 93. 18 

311 高羽町一丁目 0.13 75.40 

311 高羽町四丁目 0.06 71. 27 

313 高羽町五丁目 日目9 65.04 

324 楠丘町一T呂 0.91 147. 15 

325 楠丘町=T目 0.79 147. 25 

326 制丘町一T目 0.62 92.03 

327 楠丘町四T目 0.22 71. 27 

328 制丘町五TI3 0.08 52.81 

329 続丘町六T自 0.02 47.07 

330 高徳町丁目 0.88 147.25 

331 E五億町一丁目 O. 91 135.79 
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0.35 O. 58 

0.32 0.60 

0.07 0.44 

0.32 0.64 

0.21 O. 58 

0.23 0.62 

。.17 O. 57 

0.34 0.62 

0.20 0.61 

0.13 0.61 

O. 16 O. 58 

0.04 0.43 

0.01 * 
0.01 9包

日目。 0.00 

O. 10 0.07 

O. 17 0.09 

0.28 日10

0.35 0.50 

0.00 0.00 

0.00 0.41 

0.13 日50

O. 57 0.63 

0.27 O. 60 

O. 11 0.53 

日31 0.60 

0.41 0.57 

0.39 0.58 

0.35 0.63 

0.18 0.59 

日。27 0.69 

0.10 0.64 

O. 18 O. 58 

O. 17 0.45 

0.00 0.00 

0.10 O. 57 

O. 17 0.63 

0.28 O. 58 

0.31 O. 54 

O. 14 O. 51 

O. 12 日51

0.02 0.37 

0.02 4包

O. 11 0.67 

0.36 0.58 

O. 37 0.61 

日16 0.63 

0.30 0.09 

0.14 0.64 

0.41 0.55 

O. 38 0.64 

O. 19 0.54 

0.26 0.52 

0.20 O. 52 

O. 19 0.61 

0.07 0.63 

付録2・麓[，の目J丁I='-'1 

332 

333 

334 

335 

336 

337 

338 

339 

340 

341 

342 

343 

344 

345 

346 

347 

348 

349 

350 

351 

352 

353 

高穂町一丁目

高穂町四TI3
高種、町五T目

高穏町六丁目

六甲町 TI3 
六甲町丁目

六甲町一T目

六甲町四T目

六甲町五T目

長崎台一丁目

長崎台 7目

持の下通一丁目

l屠の下通一丁目

峻の 下 通 丁目

T是E章、台
1草原伯母野山町 丁目

{去原伯母野山町 T目

ぼ原{自母~f LlJ IIITニT目

六甲山町

大石

i宮耶山町

大月台

-: 1量定不可I也i車

掌:対象i也i草外

0.67 135.79 日19 0.50 
0.57 135.79 0.40 0.53 
0.27 74.54 0.50 o 59 
日15 71. 19 0.60 0.63 
O. 74 150.08 0.52 0.57 
0.79 150.08 0.39 0.61 
0.85 151.31 0.59 0.65 
O. 76 142.36 0.46 0.62 
日81 155.89 0.38 0.62 
O.日9 60.83 O. 16 0.07 
0.06 60.83 0.03 0.06 
0.04 52.46 0.07 O. 10 
0.05 54.84 O. 16 0.08 
。13 52.22 0.33 0.08 
0.01 41. 70 O. 10 0.04 
0.00 37.95 。守01 0.01 
日日目 37.95 0.01 0.04 
0.00 37.95 O. 10 0.08 
0.00 $ 0.00 $ 

0.05 
'‘ 

0.00 $ 

0.00 • 0.00 $ 

0.00 41. 70 0.02 0.01 
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も研究をするうえでプラスになった.これまでに資料を提供してくださった方々，そして常にア

ンテナを張り巡らせ資料を収集するなど KOBEnelの運営をされてきた先生方にも感謝したい.

本論文は.英大な社会的J良書を与え，多くの犠牲者を出した兵庫県南部地役の被害データを基

に研究させていただき，同上論文としてまとめたものである.東京大学生産技術I研究所に来て 3

年の月日が流れようとしているが，改めてこれらー述の研究が多くの犠牲のよに成り立っている

という事実を謙虚に受け止めるとともに，今後も災害による被害を少しでも軽減させるための研

究を続けようと，防災に関わる身として責任を感じる今日この頃である.

各研究会，委員会を通して知り合った多くの学会関係者の方々にもお世話になった .tfl害保険

料率算定会の熔川憎彰氏，佐伯啄磨氏，日本総合研究所の入江さやか女史には潔区，北淡町のデ

ータ絵.!!I!に関して協力していただいた.地震予知総合研究撮興会の池田潤一氏，東京ガスの消水

善久氏をはじめとする「地波時被害推定・対応システムの開発に関する研究」の委員会の方々と

の打合せは研究の方向性を定める上で参考になった.また文部省の特定領域研究「社会主主総シス

テムの笑時間制御妓術」研究の打合せからも多いに刺激を受けた.京郎大学の清野純史先生，鳥

取大学の聖子関戊先生，名古屋大学の福利{III夫先生，飛岡潤先生，目立製作所の尊重古沢照治氏から

は貴重な助言をいただいた.鳥取大学の盛川仁先生，依岡昌志、氏をはじめとする地震防災フロン

テイア研究センターのスタッフには，同世代ということで飲みながら，相談にのっていただいた.

奈良大学の碓井照子先生には GISの使用に関して 1週間に渡り特別に指導をしていただいた.そ

のお江主で，MUSEをはじめとする自分のイメージを視覚化することが出来た.エコプランの三船

))})':送氏には防災および都市デザインの位界に身を飽くという共通の立場から，相談にのっていた

だき.貴重な資料も快く貸していただいた.これらの方々にも心からお礼申し上げたい.

東京大学の山崎文雄先生， Jl長野陽三先生，小出治先生，中坐良昭先生，目黒公郎先生，そして

験浜国立大学の村上施直先生らには，主査 ・副査として多大なる助言をいただいた.これらの貴

重なアドバイスのおかげで，本論文を完成させることが出来，それと同時に今後の研究の方向性

も見つけることが出来た.この場を借りて深く御礼申し上げたい.

本論文では，兵庫県南郎地疫の被災地域である尼崎市，伊丹氏，宝塚市，西宮市，芦屋市，神

戸市，明石市，北淡町の建物被害データを使用させていただくと問時に，建物被害調査の研究に

関して協力をしていただいた 特に神戸市，北淡町の役所の方々には，研究の目的を理解してい

ただき，データ使用に関して多大なる便宜をはかつていただいた .j]築学会，郎市計画学会，ir.t 
災復興都市づくり特別愛日会，兵庫県，建築研究所によるデータおよび資料は高頻度で利用させ

ていただいた.関係指の方々に深〈感謝したい.さらに，この湯を借りて兵庫県南部地震により

亡くなられた多くの方々のご冥福を祈るとともに，被災地の更なる復興を願う次第である.

経済的な援助としては，山崎先生代表の文部省科学研究費および山崎研究室に対する各組織か

らの補助によるところが大きかったが，個人的にも2年間に渡る奨励研究が採用されたお蔭で，

研究費に困ることなく研究することが出来た.改めて感謝したい.

指導教官である山崎文雄先生には.生産技術研究所で助手として研究をする機会を与えてくだ

さったことに対して深く感謝したい.また各委貝会，研究会等に参加させていただいたことで，

多くの人々と知り合うことができた.そして本論文をまとめるにあたり，研究の方向づけから，

詳細に至るまで熱心に指導していただいた.私が計画系出身であるため，精道的な観点からの指

導は多いに刺激的であると同時に，専門知識が欠けていたばかりに戸惑いを感じることも少なく

なかったが，山崎先生の線気良く暖かい指導のお蔭で，幅広い視点で研究をすることが出来た.

本論文で提案した MUSEという考え方は，生産技術研究所以前の経験から生まれている .繊浜

国立大学の村上腿直先生，佐土原聡先生には，アメリカ研修など多くの素晴らしい経験をさせて

いただき，大学院卒業後も多いにお世話になっている.兵庫県南部地震直後に防災都市計画研究

所で働く機会を与えてくれた筒先生に感謝したい.Virginia Polylechnic 111剖ilUleのG.Hunl先生に

は実際の鐙築・都市に触れながら多くのことを教えていただいた.また生産技術研究所に来る際

に便宜を図って下さった早樹回大学の尾島俊雄先生，防災_f;件後術研究所の片山恒錐先生にも心

よりお礼申し上げたい.尾島俊雄先生には早稲田大学内の災害情報センターに所属していた際に，

壮大な昔日市ビジョンについて触れる機会を与えてくださり，勉強させていただいた.防災都市計

画研究所，災害情報センターの所員の方々にも，災害 ・防災という分野に関して多くのことを教

えていただいた.特に元谷監，井田敦之の両氏とは建築について議論することが多く，良き友人

として大変お位話になった.後することは少なかったが，東京大学教授であり詑築家の安藤忠雄

氏の考え方，言要VJ.作昂からは，心の師として多くの影響を受けてきた.コンビュータシミュレ

ーシヨンに対する考え方は，大学院l時代にお世話になった鐙築家の渡辺誠氏からの影響が大きい.

また機浜国立大学助教綬であり姥築家でもある北山恒氏には.建築に関する多くのことを教えて

いただいた i防災という立湯から，村尾君にしか出来ないことがあるはずだ.Jという氏の言葉

を思い出し，どれだけ励みとなったことか.これらの方々から受けた影響は計り知れず，今後も

研究を続けていく上でまだまだ学ぶことは多いであろう.

同じ研究グループの須藤研先生，目黒公郎先生，若絵hU寿紅先生，及び lNCEEDのA.S. Heralh 

先生 D.Dulla助手には，ミーティングやその他の行事を通して，公私それぞれの立弱から数々

の助言をいただくと共に，研究者としての生き方を教えていただいた.特に目黒先生とは飲む機

会も多く ，ある時は防災の研究者として，ある時は六本木の先輩として，ある時は兄貴分として，

数多くの資重なアドバイスをいただいた.研究室の学生，秘杏にも感謝したい.同じ研究グルー

プの仲間として，杉浦lE美研究貝，杉本質子研究員，山口直也おらと交した多くの議論は研究の

原動力となった.また悶':I':mき存者の協力により危険度評価の部分をまとめることが出来た.秘書

の山悶府校さん，{戸線はるなさん，f}I.戸友紀子さん，泊:上怖さんらには，研究室の雑務を肩代わ

りしていただいた.生産技術研究所の先生方にもお世話になった.中埜良l沼先生には芦屋市の調

査および応急危険度判定について質重な助言をいただいた.三神厚助手には，博士論文提出の事

務手続きの簡で何度も相談にのっていただいた所内に KOBEnelという情報の宝庫があったこと
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大学院時代に経済的な面で支媛していただいた(株)エ郡冷熱にも深く感謝したい.大学時代

の仲間である SLUICEWAYの友人達には私的な立場から常に励まされて来た.中でも伊藤寛経，

青山文彦の両氏は，私の良きJ1M角卒者であった.高校時代からの友人である阿郎皇ニ，中島均，針

谷俊也らは，数学的思考，Illl市環境，建築設計という各立場から相談にのってくれた.

弟の俊~~，友の家自民も応援してくれた . 委の奈保はことあるごとに ， 励まし，力づけ，ある l時
は批判し，あるI怖は誉め，この数年間の悲しみと喜びをよ毛布してくれた.私の一番の理解者ーであ

る彼女がいてくれたお蔭で，多いに!yi気づけられ，精神的にも安定し，本論文を書き上げること

が出来たと思う.

これらの方々の御理解，御協力なくして本論文は完成しえなかった.博士論文を書き上げられ

たことにことに対して，これまでお世話になった全ての方々に改めて謝意を表したい.

足後に，本論文を書き終えたことを忌も喜んでく れたであろう，親不孝ばかりかけていた両親

に，感謝を込めて本k!Jを捧げる .

1999年 11月 村尾修
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