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1. 研究の背景と目的
1.1 研究の目的
　地震災害の対策として，民間建物の耐震化の様々な施
策が実施されているが，十分な成果をあげていない。多
様化した民間建物を対象とし，更にはそのオーナーの状
況も多様であることから，耐震改修を促進するためには，
個々の建物に加え，地域から見た視点を形成する地震リ
スク情報を詳細に伝える施策が必要である。このような
情報を得て，オーナーは合理的な判断形成が出来るので
ある。筆者らはこの点に着目し，建物の耐震改修の促進
を目指した，地震リスク情報の作成手法の開発を行った。

1.2 研究の射程
　一般的な耐震診断は単体の建物の耐震診断を行い，そ
のオーナーに情報を伝えるという手法である。しかし，
情報の範囲を個人の建物に限ってしまうことは，自身の
建物が地域の建物全体の中で相対的にどのような位置に
あるのか，地域全体の耐震性能にどのように寄与してい
るか，あるいは地域のリスクとなっているか，という地
域から見た視点を欠くことになる。耐震改修は最終的に
は個々のオーナーの判断にかかってくるが，判断の形
成過程で地域から見た視点を持つ事は重要であると考え
る。
　そこで本研究は，耐震改修の促進にあたって地域から
見た視点を形成する地震リスク情報の作成と伝達手法の
開発を行う。すなわち地域のまとまりに注目して情報を

作成し，住民のまちづくり組織などの地域の集団に対し
て情報を伝達する手法を開発する。
　GIS 等を活用して，地域の広がりを対象として詳細
なスケールで地盤，地震動，建物構造といった建物倒
壊のリスクや被害想定を情報提供する取り組みは多い。
例えば横浜市の「横浜市わいわい防災マップ（http://
wwwm.city.yokohama.jp/bousaimap/index.html）」が
挙げられる。一方で，耐震改修を住民のまちづくり組織
の取り組みとして展開する事例を見ると，中村 1)，石
川 2) の取り組み等が挙げられる。本研究の射程は，こ
うした地域における取り組みを想定して情報を作成し，
伝達する手法の開発である。
　では，どのような情報が求められているか，以下本研
究での地震リスク情報作成の視点とその作成のポイント
を整理しておく。
①地域性と総合性をもった情報の作成 :地域の固有のデ
ータを用い，地盤，地震動，建物構造について，それ
ぞれ開発されているシミュレーション技術を組み合わ
せ，建物倒壊のメカニズムを踏まえた，総合的，かつ
地域独自の情報を作成すること。専門性の高い情報と
なるため，情報の組み立てとその内容をいかに分かり
やすく伝えるかが情報作成のポイントとなる。
②詳細性を持った情報の作成 :具体的な個別の建物がも
たらす被害と地域の関係がわかるスケールの情報を作
成すること。詳細な情報はプライバシーの侵害につな
がったり，特定の個人の建物のリスクが地域に公開さ
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 れることへの抵抗が懸念されるため，どのように詳細
な情報を表現するかが情報作成のポイントとなる。
③実践性を持った情報の作成 :地域での耐震改修の実践
につなげるために，実践を進めることで地域の耐震性
能がどのように向上するか，その効果等を示すこと。
実際に実践に向けた意識がどう形成されたのかが情報
作成のポイントとなる。
　本研究では，上記の 3点に留意した情報を作成し，住
民組織とのワークショップを開催してその情報を伝達
し，それぞれの情報作成のポイントについて評価を行っ
た。

1.3 研究対象地とワークショップの概要
　東京都葛飾区のY地域を対象とした（図 1）。同地域
は 2つの町丁で構成されており，両丁とも東京都の「地
域危険度測定調査」において，総合危険度 3) はランク
5であり，東京都の防災都市づくり推進計画 4) では「緊
急整備地域」に指定されている。
　同地域では 1996 年より木造密集市街地の解消を主眼
とした都市整備事業が行われており，その為の地域組織
として「Y地区整備委員会」が設立され，年に 3回の協
議会を開催している。同委員会には，3つの町会，1つ
の商店街組合，および同地域の駅周辺の整備を検討する
協議会の代表が参加しており，区からのまちづくりに関
する報告，および参加者からの意見聴取が行われている。
　2010 年 2月 2日に開催された委員会をワークショッ
プの場として情報を発表し，会場にてアンケートを行っ
て情報についての評価を得た。11名の委員全員が参加
し，そのうち９名より回答を得た。

2. 情報の作成
2.1 作成の流れと構成 
　情報の構成と作成の流れを図 2に示す。情報は現況
の把握，揺れのシミュレーション，被害想定のシミュレ
ーション，耐震改修の効果のシミュレーションで構成し，
図に示す通りの流れで作成した。現況については建物と
地盤の詳細な現況の情報を区の資料より作成した。地盤
の揺れについては，3つの地震動（関東地震，告示波，
東京湾北部地震）のデータを，建物の揺れについては１
つの地震動（東京湾北部地震）のデータを用いたシミュ
レーション結果の情報を作成した。被害想定については， 
建物の倒壊， 道路の閉塞， 外壁の落下についてそれぞれ
情報を作成した。耐震改修の効果のシミュレーションに
ついては同様に，建物の倒壊，道路の閉塞， 外壁の落下
について情報を作成した。以下，それぞれの情報につい
て作成手法とその内容を詳述する。

2.2 情報の内容と作成手法
(1) 建物の状況
　建物の耐震性能を把握する基本的な情報として，東京
都の都市計画基礎調査のデータをベースマップとした建
物の建築年の情報を作成した。都市計画基礎調査では建
物の外形，階数，構造種別が調査されている。これに加
えて，区が保管している建築確認が申請された敷地の位
置を記録した地図より建築年のデータを入力し，情報を
作成した (図 1)。同図の作成が始まったのは 1981 年で
あり，これにより新耐震基準の以前の建物の位置と，新

図 1　対象地域と建物の建築年　

図 2　情報の構成と作成の流れ
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 耐震基準以後に建てられた建物の建築年が明らかにな
る。
　これにより全 1500 棟のうち 524 棟（35%）が 1981
年以降に建てられたものであり，図 1を見ると，1980
年以前に建設された小規模な建物が部分的に集積してい
る箇所があることが分かる。また，木造建物はほぼ２階
建て，RC造，鉄骨造建物も２～３階建ての低層建物が
多く，５階建て以上の建物は 11棟しか存在しない。

(2) 地盤の状況
　区が保管している建築確認申請時のボーリング調査で
得られた柱状図 13サンプルより , 表層地盤の評価を行
った。柱状図より層厚・土質・N値を読み取り , 層厚・
土質・せん断波速度・単位体積重量からなる地盤データ
を作成した 5)。次に地盤の周波数応答関数を計算し 6),
一次固有周期を推定した。なお , 散乱減衰係数α =2.0,
材料減衰係数β =0.02 を仮定している。図 3に地盤固
有周期の分布を示す。作図にはGMT7) を用いた。図中
の星印は ,柱状図の得られた地点である。全般的に軟弱
な地盤で , 地盤固有周期は北東側では約 1.1 秒 , 南下す
るにつれて短くなり ,南東側では 0.7 秒程度と評価され
た。「東京の液状化予測図」8)では ,半分程度の領域が「液
状化が発生しやすい地域」とされており ,解析からも地
震時の液状化や基礎・杭の損傷が懸念される結果となっ
た。

(3) 地盤の揺れ
　(2) の地盤データをもとに ,「関東地震 9)」,「告示
波」「東京湾北部地震 (1)」の 3種の地震波に対して ,表

層地盤の地震応答解析を行った。告示波は ,建設省告示
第 1461 号において極めて稀に発生する地震動として減
衰 5%に対する加速度応答スペクトルが与えられている
もので , ランダム位相を仮定し 100 波作成した 6)。以
下では 100 波に対する解析結果の平均値を告示波の結
果としている。等価線形化法に基づく一次元地盤の地
震応答解析を , 吉田・末富のDYNEQ10) を用いて行っ
た。地盤材料の非線形性を表す「せん断剛性 - せん断
歪」および「減衰定数 - せん断歪」関係は , 建設省告示
第 1457 号によった。得られた応答時刻歴から計測震度
を計算した。なお ,関東地震と東京湾北部地震は水平二
方向 , 告示波は水平一方向のみを用いて算出している。
図 4, 図 5, 図 6にそれぞれの地震波に対する計測震度の
分布を示す。分布の傾向は地震波ごとに異なり ,大きさ
は関東地震が 5弱～ 5強でもっとも小さく ,次が告示波
, 東京湾北部地震が 5強～ 6弱と最も大きくなった。な
お ,全ての地震で北東部に震度の小さい領域が見られる
が ,これは地盤が極端に軟弱なため短周期領域の応答が
小さくなったためと考えられる。

(4) 建物の揺れ
　(1) と (3) のデータをあわせ ,「東京湾北部地震」のケ
ースについて ,個別の建物の揺れを評価した。固有周期
が 20/i 秒 (i=1 ～ 1024) の一質点せん断モデルの最大応
答変位を計算し 6)， 0.2 秒以下 ,0.2 ～ 0.4 秒 ,0.4 ～ 1.0
秒の範囲で , 各々の平均値を求めた。これらは建物種別
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 による地震時の揺れの違いを評価するためのもので ,0.2
秒以下は鉄筋コンクリート造 (RC) 建物 ,0.2 ～ 0.4 秒は
鉄骨(S)造建物,0.4～1.0秒は木造建物を想定している。
RC造建物では 0.1cm以下 ( 図 7),S 造では 0.5cm程度
( 図 8), 木造建物では数 cm( 図 9) と ,RC 造建物は小さ
な揺れだが ,木造建物の揺れははその数十倍の揺れにな
り ,大きな被害が予想される。

(5) 建物の倒壊
　建物の倒壊状況をモンテカルロシミュレーションによ
って予測し，情報を作成した。まず (1) をもとに，地域
の建物を，木造と非木造，新耐震基準の前後とに分類し
た。続いて (3) から 3つの地震動について地表面最大速
度 ( 以下「PGV」) を図化した。図 10 に関東地震の場
合を示す。これらをもとに，各建物の倒壊確率を，東京
都の想定 11) に基づき，兵庫県南部地震の被害データか
ら導かれた建物分類別の PGVと建物全壊率の関係を適
用して求めた。このとき東京都の想定における「RC造」
と「S造」，「S45 まで」と「S45 ～ S55」は各々統合し
て中央値を読み取った。その上で対象地域の建物から，
この確率にもとづき、計算機で発生させた疑似乱数によ
って倒壊する建物をランダムに選出し，情報を作成した。
以上より，予測された倒壊状況は個別の建物の詳細な特
性を反映したものではない。このことを踏まえて，情報
は 3つの地震動の各々について 2回選出したものを作
成し，それぞれCASE1，CASE2 と呼ぶ。また，得られ

た情報を提示する際に，上記の予測過程を分かりやすく
説明している。紙幅の都合上，図 11 には CASE1 のみ
を示す。図中の倒壊建物数は，関東地震で 123件 ( 倒壊
率 7.8%)，告示波で 172 件 (10.9%)，東京湾北部地震で
256件 (16.2%) である。

(6) 道路の閉塞
　(5) のデータをもとに道路閉塞をシミュレーションに
よって予測し，情報を作成した。道路閉塞は地震によっ
て建物が倒壊し瓦礫が街路上に残ることによって起因
し，自動車や電柱，看板，自動販売機などは考慮しない
ものとした。瓦礫は，最悪の場合を考え，建物高さと同
じ幅で周り全体に飛び散ると想定する。道路幅いっぱい
まで瓦礫で埋まるとき，その街路が閉塞すると判断さ
れる。判断は，独立行政法人建築研究所住宅・都市研
究グループによる「大大特震災総合シミュレーション
システム組込用道路閉塞シミュレーションプログラム」
Road_simu.exe を用い，情報を作成した 12)。図 11 に
赤色で示された街路の閉塞の状況は，交差点を切れ目と
して街路網を枝分かれがない道路に分けたときに，それ
ぞれの道路で 1カ所でも建物倒壊による閉塞が起きれ
ば，その道路が閉塞したと判定されている。図中の閉塞
街路件数 (交差点と道路を合算 )は，関東地震で 76件 (
閉塞割合 17.0%)，告示波で 110 件 (24.6%)，東京湾北
部地震で 151 件 (33.8%) である。CASE1，CASE2 とも
に，建物倒壊，街路閉塞は関東地震が最も少なく，告示
波が中位，東京湾北部地震が最も多くなる。最悪の結果

図 10　地表面最大速度 (関東地震 )
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図 7　建物の揺れ
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図 8　建物の揺れ
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図 9　建物の揺れ
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となる東京湾北部地震においても，倒壊する建物の数は
地域の全ての建物に比べ多くなく，街路閉塞も全ての街
路に比べれば多くない。ただし，地域の中央部を中心に
街路閉塞が生じ，孤立する地区が発生する危険性がある。

(7) 耐震改修の効果 (建物倒壊・道路閉塞 )
　新耐震基準以前の建物をランダムに 10% あるいは
50%選定し，それらが改修されて倒壊の確率を新耐震

基準の建物と同等に減少させたときのシミュレーション
を行い，情報を作成した (図 11の 10%改修，50%改修 )。
10%の改修では，明確な効果を観察することはできな
いが，50%の改修では，全ての地震において，明確な
効果が得られる。図中では 50%の改修で，倒壊率は関
東地震で 2.2 ポイント減，告示波で 3.2 ポイント減，東
京湾北部地震で 4.6 ポイント減，街路閉塞割合は関東地
震で 3.1 ポイント減，告示波で 2.7 ポイント減，東京湾

建物

0 : 非倒壊

1 : 倒壊

道路

0 : 非閉塞

1 : 閉塞

関東地震
現状

関東地震
10％改修
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50％改修
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現状
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告示波
50％改修

東京湾北部
現状

東京湾北部
10％改修

東京湾北部
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図 11　建物倒壊と道路閉塞のシミュレーション結果
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 北部地震で 7.6 ポイント減となる。

(8) 外壁の損傷リスク
　地区の戸建住宅を対象に，平成 20 年 10 月にアンケ
ート調査を実施し，齋藤ら 13) による地震時の外壁損傷
リスク評価手法を用いて，「建物建設年」，「外壁種類」，「外
壁改修の有無」，「外壁改修年」を基に，地区の外壁損傷
リスクの評価を行った。アンケート調査は，対象地域内
にある約 1200 戸の戸建て住宅から 500 戸を地図上で
無作為抽出し，このうち空家や戸建住宅でなかった 25
戸を除いた 475 戸を最終的な調査対象建物とした。ア
ンケート用紙は直接配布・郵送回収し，120戸から回答
を得た（回収率約 25%）。表 1に集計結果を示す。

　地震時の外壁損傷リスクは，構造体の損傷リスクＦ
と外壁の層間変形追従性能Ｌの組合せによって評価し，
10年以上外壁の補修・改修を行っていない際には，外
壁の層間変形追従性能Ｌのグレードを 1つ下げる事と
している。アンケート調査の結果，外壁損傷リスクが高
いⅣの割合が過半数を占めており，最もリスクが低いⅠ
が存在しないことが明らかとなった。これは，構造体損
傷リスクが高い住宅が多く，また，10年以上補修・改
修が行われていないラスモルタルが多いことが要因であ
る。

(9) 耐震改修の効果 (外壁損傷リスク )
　外壁の補修・改修が，全ての住宅で 10年以内に定期
的に行われると仮定した場合のY地域の外壁の地震時
被害リスクを集計した結果を表2に示す。定期的な外壁
の補修・改修を想定したことで，外壁の層間変形追従性
能のグレードがL3及びL5のものがL2及びL4となり，
最も注意が必要なⅣの割合が54%から18%へと減少し，
外壁被害のリスクが改善している。この結果は，個々の
建物の外壁を維持管理することが，地域全体のリスク軽

減に寄与することを示している。

2.3 まとめ
　これらの情報の作成にあたって，1.2 であげた三つの
視点にどのように対応したのかをまとめておく。
　①地域性と総合性を持った情報の作成については，地
域の建物と地盤の詳細なデータを元に，建物と地盤の揺
れ，建物倒壊，道路閉塞，外装材落下の被害想定，耐震
改修の成果に至るまでの一連の情報を作成したことで対
応した。②詳細性を持った情報の作成については，個別
の建物や街路までを識別できる情報を作成した。一方で
プライバシーの懸念については，複数の地震波，複数の
シミュレーション結果を示すことで対応した。これによ
り，シミュレーションの詳細さを実現しつつ，結果が絶
対的なものではなく，特定の建物が倒壊するケースも倒
壊しないケースもあることを示し，特定の個人の建物の
リスクが地域に公開されることへの抵抗を軽減すること
を意図した。③実践性を持った情報の作成については，
10%と 50%の 2段階に分けて，地域で耐震改修の取り
組みが進んだ場合のリスク軽減の情報を示し，耐震改修
の効果をビジュアルに示すことで対応した。

3. 住民の評価
　上記の情報を「Y地区整備委員会」の場において住民
に提供し，その評価を調査した。参加者の手許に情報を
まとめた 13ページからなる資料を準備し，あわせてス
ライドを用いて 40 分の説明を行い，20 分の質疑を行
った。2.3 でまとめた情報作成の工夫が，実際にどのよ
うに評価されているのか，参加住民にアンケートを配布
し，その評価を得た。なお，資料の図版は本報告で示し
たものを用いた。
　回答者の属性は，60 ～ 70 代の男性であり，全て世
帯主である。Y地区整備委員会のメンバーは町会会長な
どの地域リーダー層の参加である。また，新耐震基準以
前の住居に居住しているのは 1名であり，耐震診断を既
に行っている。

表 2　外壁の補修・改修を想定した
外壁損傷リスクの集計結果

表 1　アンケート調査から得た
外壁損傷リスクの集計結果
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 　このように，地域リーダー層であり，地震には相対的
に高い意識を持った参加者である。自身の住居のリスク
も低い事から，自身の課題や悩みのみが回答の視点にな
っているわけではなく，「地域の他の住民にとってどう
であるか」という視点が含まれているものであると考え
られる。

(1) 地域性と総合性を持った情報の作成
　地域性と総合性を持った情報は専門性が高く，複雑な
内容となった。この点に対し，情報の内容の理解とその
理由について調査を行った（図 12）。情報の理解につい
ては，8名の参加者が「理解できた」以上の評価として
いる。その理由を見ると（図 13），①全体構成について
は「情報の量」の満足度は高いが，「目次の組み立て，流れ」
が低く，情報量は適切であったが構成が十分でなかった
との評価である。②個別の内容を見ると，「現状が示さ
れていること」の満足度は高いが，「想定被害」や「耐
震改修の結果」の満足度は低い。③説明と質疑を見ると，
「説明」の満足度は高いが「質疑応答」の満足度は低い。
まとめると，全体的に高い評価を得ており，現状から想
定被害，耐震改修の結果に至るまでの情報の組み立ては
概ね理解をされているものの，想定被害，耐震改修につ
いては十分な理解がされない場合もあることがわかる。

(2) 詳細性を持った情報の作成
　詳細性を持った情報の作成については，プライバシー
への配慮がポイントとなる。この点に対し，資料の表
現について調査を行った（図 14）。表現については有効
回答者６名のうち５名の参加者が「よい表現である」以
上の評価としている。その理由を見ると（図 15），「複
数の結果を示したこと」「図版の詳細さ」については概

ね高い評価が得られた。一方で，「プライバシーの配慮」
については評価が分かれたが，「低く評価する」の回答
は無く，複数の結果を示したことが，プライバシーへの
配慮の評価に一定程度は程度つながったことが分かる。

(3) 実践性を持った情報の作成
　地域での耐震改修の取り組みにどうつながるかをみる
と（図 16），「自分自身でもう少し知識を知りたい」「自
分の建物の耐震診断や耐震改修」に回答が集まった。「地
域で勉強会」「地域で耐震診断」については少数にとど
まり，この先の取り組みは個人の取り組みと考えられて
いることが分かる。地域のリーダー層にとって，地域で
耐震診断を行うような取り組みとは捉えられなかったと
いう結果である。

4. まとめ
　本研究は，市民による耐震改修の促進のため，地域性
と総合性，詳細性，実践性を持った地震リスク情報を作
成し，市民とのワークショップを開催し評価を得た。地
域性と総合性については，複雑で多岐にわたる地震リス
ク情報をなるべく分かりやすい構成と内容を工夫して表
現し，参加者から一定の評価を得た。詳細性については，
プライバシーへの配慮を懸念し，複数の成果を示すなど
の工夫を行って表現し，同様に一定の評価を得た。実践
性については，実践に向けての意識を形成することを企
図して，耐震診断の効果を示す工夫を行って表現をした

5

4

3

1

3

1

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

c.　複数の結果を
示したこと

b.　図版の詳細さ

a.　プライバシーへの配慮

高く評価する
どちらとも言えない
低く評価する
無回答

図 15　資料の表現の評価の理由（n=6）

5 1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

資料の表現

1.　大変によい表現である
2.　よい表現である
3.　どちらとも言えない
4.　悪い表現である
5.　大変に悪い表現である

図 14　資料の表現の評価（n=6）

図 16　今後どのようなことに取り組んでいきたいか
（n=6）

1

1

3

4

0 1 2 3 4 5

a.　特に何もしようと思わない

d.　地域で勉強会等をしたい

e.　地域で建物の耐震診断や
耐震改修に取り組んで行きたい

c.　自分の建物の耐震診断や
耐震改修を検討したい

b.　自分自身でもう少し知識を知りたい

���

6

8

5

4

8

6

9

3

1

3

4

3

1

1

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

g.　説明後の質疑応答

f.　大学側スタッフの説明

e.　資料に耐震改修を行った
場合が示されていること

d.　資料に想定被害が示
されていること

c.　資料に現状が示されていること

b.　資料の目次の組み立て、流れ

a.　資料の情報の量

満足
どちらとも言えない
不満足
無回答

1 7 1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

情報の内容の理解

1.　よく理解できた
2.　理解できた
3.　どちらとも言えない
4.　あまり理解できなかった
5.　全く理解できなかった

図 13　情報の内容の理解の評価の理由

図 12　情報の内容の理解の評価

- 61 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.11, 2012 年 8 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.11, August, 2012 

 

 が，この先は個人の取り組みであり，地域としての取り
組みとしては意識されなかった。
　このように，地域性と総合性，詳細性についての地震
リスク情報提供の手法としては市民参加の現場で十分に
通用すると考えられる。今後は実践性の向上を改善しつ
つ，他地域での活用等を行っていきたい。
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