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兵庫県南部地震による被害率曲線

清水建設(株)和泉研究室　　林　康裕、　宮腰淳一

1.はじめに

  兵庫県南部地震における建物群の被害実態調査は多数の機関によって実施された。その一方で、

震度VII地域周辺でも幾つかの本震観測記録が得られたことを受けて、精度の高い最大地動速度分

布の推定を行うことができた。ここでは、推定最大地動速度分布と建物被害率分布を対応づけて

得られた被害率曲線について紹介するとともに、都市震災予測を行なう上での適用範囲や被害率曲

線が示唆する都市地震防災上の課題について記述する。

2.被害率曲線の構築

　被害率曲線は、地震動強さ指標（例えば、震度、SI値、速度、加速度など）と建物被害率の関

係を示すものであり、想定地震に対して推定された地震動強さから建物被害棟数を算定する際に

用いられる。また、地震による死傷者数、地震火災の発生数、避難者数、必要な救援の量なども

建物被害率の関数として扱われ、建物被害率の推定は地震防災を考える上で不可欠となる。被害

率曲線の構築は、a)建物群の数学モデルに基づく方法と、b)経験(実被害)に基づく方法に大きく

分類できよう。前者は、建物群の耐力や限界変形といった耐震性能指標の統計的性質を用いる必

要があるが、そのような統計的資料の蓄積は十分とは言えない。また、兵庫県南部地震に関する

検討においては、大きな地震動レベルと建物被害の関係が十分に整合しているとは言えず 1)、大き

な地震動レベルに対する適用性は十分ではない。これに対して後者の方法は、地震動強さの推定

結果と建物被害調査データを直接結び付けるもの

であり、前者よりも真実に近い。本報告では、兵

庫県南部地震に関する地震動強さ(最大地動速度)

の推定結果と建物被害調査結果を結び付けて得ら

れた被害率曲線について紹介する。

　図１に被害率曲線の概略算定フローを示す。兵

庫県南部地震に基づく被害率曲線は、同地震での

建物群の被害率と推定最大地動速度の平均的な関

係を回帰して算定したものである。

  建物被害率は、地震後に精力的に行われた4種

類の建物被害調査結果 2-6)に基づいて算定してい

る。4種類の調査結果は再使用可能性や補修可能

性(a)、財産価値の損失度合い(b)、構造的被災度

(c,d)など様々な観点から調べられたものである。

建物の被災度の定義や建物の区分(分類)などは、

対象とする調査の目的によって異なっている。各

調査における被災度の定義は、紙面の都合上割愛

する。参考文献 2-6)を参照されたい。

  最大地動速度の推定は、以下の手順で行なっ

た。まず、神戸海洋気象台における観測記録より

三宮地域のほぼ南北断面の地震動を再現し 7)、同

再現地震動を用いて三宮地域周辺におけるポート
図1 被害率曲線算定の流れ
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図 2 最大地動速度分布

アイランドや葺合瓦斯供給所の強震記録を概ね再現できていることを確認した。ここで、前述の建

物被害調査(a-d)は三宮地域に限らず様々な地域で実施されている。そこで、より広い地域におけ

る最大地動速度分布の推定を試みた。推定は、震災復興都市づくり特別委員会が調べ 2)、建築省建

築研究所が取りまとめた建物被災度調査結果 3)のうち、神戸市須磨区より尼崎市、伊丹市にいたる

地域で調べられた低層(2 階建以下)独立住宅の被害率を最大地動速度に読み替えることによって

行った。読み替えに際しては、三宮地域での再現地震動の最大地動速度と被害率の関係を用いた。

推定された最大地動速度分布は、三宮地域周辺以外で得られた強震観測記録や再現地震動の最大地

動速度、墓石の転倒率などとも概ね整合したものであった 8-10)。筆者等は、低層独立住宅以外の被

害も考慮するとともに、推定密度を改善して最大地動速度の再評価を行なっている10)が、低層独立

住宅のみから推定した分布と大きく異なるものではなかった。図2には、再評価して得られた最大

地動速度分布を示す。

  被害率曲線の作成は、以下のような手順に従って算定した。

1) 推定最大地動速度に応じて、推定地域を最大地動速度レベル(例えば80-100kine,100-

120kine,･･･等)に分類する。

2) 同一最大地動速度レベル毎に建物被害率と棟数で重み付き平均した最大地動速度を算定する。

3) 建物被害率と最大地動速度の関係を対数正規分布関数を用いて回帰する。

得られた被害率曲線を表1にまとめて示す。

3.被害率曲線の特徴と適用範囲

  表1に示した被害率曲線の特徴と適用上の注意事項を以下にまとめる。

○被害率曲線は高い地震動レベルまで適用可能である。ただし、被害調査結果によっては被災度

(地震動レベル)の比較的小さな地域の建物被害データの不足から、比較的低い地震動レベルに対

しては精度が落ちる場合がある。適用範囲の目安を表1の注)に示した。

○建物棟数および最大地動速度の推定密度が高いため、比較的精度の高い被害率曲線が得られてい

ると考えている。これは、既往の被害地震に比べて地震観測記録や深部を含めた地盤情報が豊富

であったこと、大都市における巨大地震災害であったことによっている。
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表
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○新耐震設計法による建物の被害率曲線を含む他、建物の用途・高さ・建設年代・被災度の定義な

ど多様な区分について算定されている。

○兵庫県南部地震における地震動は周期1秒前後に明瞭な卓越を有し、継続時間が短いという特徴
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を有している。当然、被害率曲線にもこのような地震動特性が反映されたものとなっており、そ

の適用に当たっては十分な注意が必要である。また、木造建物については、地域によって耐震性

能が異なる場合もあり、同様に適用上注意が必要である。

○被害率曲線の算定に用いた推定最大地動速度分布は、臨海部の液状化が生じたであろう地域につ

いては約2/3程度に過小評価されている可能性がある 10)。これは、液状化による免震効果により

短周期成分が遮断され、建物被害が低減されたためと考えられる。このことを考慮し、被害率曲

線は液状化したと考えられる地域の建物被害データを除いて作成しており、液状化地域に対して

は適用できない。

4.被害率曲線が示唆する建築・都市地震防災上の課題

  表１に示した被害率曲線を基に、建築・都市地震防災上の課題について記述する。

  まず、財産価値の損失度合いを示す全壊率被害率曲線を構造形式をパラメータとして図3に示

す。図に示された被害率曲線は、建築年代については区別していない。図より、木造建物が最も

全壊率が高く、RC造が最も低くなっている。S造がRC造に比べて全壊率が高くなっていることに

は、1秒前後の周期が卓越した地震動に対して相対的に周期の長いS造の方が不利であったこと、

剛性が低く変形しやすいS造の方が非構造部材などの損傷が著しくなり財産価値の損失度合いとし

ては高くなったことなども関係している可能性がある。S造については構造的被災度が調べにくい

こともあり、構造的被災度を表す被害率曲線を算定できるデータベースは見当たらない。しかし、

構造的被災度と財産価値の損失度合いがどのように対応するかは、今後の建物の性能設計化の流れ

の中で議論されていくべき内容と考える。

  図4には木造建物の被害率曲線を示す。図4(a)は建築年代別の倒壊率（構造的被災度）を示す。

まず、1974年以前に建てられた木造建物の倒壊率は最大地動速度100kineで約30%、150kineで約

60%となっている。一方、1974年以降の木造建物では100kineにおける倒壊率は小さいが、そのう

ち1985年以前の建物は最大地動速度の増加とともに急激に倒壊率が高くなる傾向にある。1985年

以降の木造建物は、150kineでも約10％の倒壊率となっている。多くの報告書や研究者が指摘して

いるように、古い木造建物程、耐震性の改善が急務であることが分かる。

  次に、図4(b)には木造建物の構造的被災度と、低層独立住宅の再使用･補修可能性の対応を、そ

れぞれに対応する被害率曲線で示す。低層独立住宅のほとんどが木造建物であることを考えると、

構造的被災度の倒壊、中破、小破は、それぞれ再使用･補修可能性の観点からは全壊、半壊、一部

損壊に対応していることが分かる。一方、図5(c)には中高層(3階以上)集合住宅をRC造とみなし

て、RC造建物についても同様の比較を行なっている。構造的被災度の中破以上の比率は、再使用･

補修可能性の観点からの全壊率よりも小さくなっている。このことは、被災度の定義の差からも明

らかである。都市直下の大地震時に要求される建物･都市の安全性能を議論する際には、人命の安

全性確保だけでなく、建物群の再使用可能性や補修可能性、財産価値の維持などを視野に入れた目

標性能の設定が重要なテーマであると考える。そのような目標性能の設定の際に、ここで提示した

被害率曲線が役立つことを期待したい。

  図5(a),(b)には、ピロティを除く一般RC造建物について高さ別、年代別(2-5階建)の中破以上

(構造的被災度)の被害率曲線を示す。2-5階建の場合、現行設計規準によるRC造建物の被害率は

小さい。しかし、高さが増加するにつれて現行設計規準による建物でも中破以上の被害となる割

合が大きくなっている。特に、8-12階建の場合には最大地動速度100kineで約10%、150kineで30%

が中破以上となっており、1971年以前に建てられた2-5階建一般RC造に比べて約2倍の被害率と

なっている。また、表1に示したように、小破以上の被害率で見ると100kineで約33％、150kine

で 50％となっており木造建物の構造的被災度と比べても十分小さいとは言えない。なお、被害率
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 (a)ピロティ建物（71-81）    (b)ピロティ建物（81-） (c) 8-12階(81-：ピロティ除く）

図6 ピロティ建物と8～12階建一般RC造建物との被害の比較　
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図4 木造建物の被害率曲線　

   (a)高さ別構造的被災度（1981-）  (b)年代別構造的被災度(2-5階建) (c) 構造的被災度と再使用･補修可能性

図5 ピロティ建物を除く一般RC造建物の被害率曲線

図3 構造形式別被害率曲線

(財産価値の損失：全年代)

曲線を作成するだけのデータ数はなかったが、8-12階建でも建築年代が古くなるほど被害率は高

くなっている。次に、速度レベル別・被災度別の被害棟数の形でピロティ建物の被害と比較して図

6に示す。ピロティ建物でも、1981年以降に建てられた現行設計規準による建物では、最大地動速

度110kine以下の地域で中破以上の被害を受けた建物はない。そして、110kine以上の地域でも、中

破以上の割合は現行設計規準による8-12階建の一般建物よりもむしろ小さくなっている。ただし、

中破以上の建物のうち大破・倒壊に至る建物の割合は、8-12階建の一般建物の方がピロティ建物

と比べると明らかに小さい。以上のことは、次のように解釈されよう。ピロティ建物は第1層に損

傷を受けた場合に損傷エネルギーが集中してしまいやすく被害が進展しやすい。これに対して、損

傷集中のしにくい8-12階建の一般建物の場合にはいわゆる変位一定則が成り立ち、建物の耐力に

関わらずある地動レベルに対して応答変位が一定となる傾向がある。その変形レベルは、最大地動

速度100kineで平均的な層間変形角として1/60～ 1/70程度となる 1)。従って、建物はある程度の

変形(損傷)は避けにくいかわりに、それ以上の変形(損傷)にも至りにくい性質がある。このような

性質は、都市直下地震に対して、例えば防災拠点や病院建物などのように地震後にも機能維持が期

待されるような建物については、例えば保有水平耐力を増しただけの設計では機能維持は難しいの
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ではないかと考えられる。免震の採用など、防災設計上の配慮が必要なのではないだろうか？

　先に、建物群の数学モデルに基づく方法は現時点では精度が十分でないと述べた。しかし、兵庫

県南部地震とは異なった地震動特性を有する地震動に対する被害想定や、地震防災上必要となる建

物の耐震性能の議論を行なう際には、数学モデルに基づく方法が有力となる。その際にも、ここで

紹介した兵庫県南部地震による被害率曲線は、数学モデルに基づく方法の良いキャリブレーション

の材料になるのではないだろうか？

5. まとめ

  本報告では、兵庫県南部地震に基づく被害率曲線とその適用範囲、および被害率曲線が示唆する

建築・都市地震防災上の課題について記述した。主な結論を以下にまとめる。

○ここで紹介した被害率曲線は、大きな地震動レベルや新耐震設計法による建物へも適用可能であ

る。しかし、兵庫県南部地震とは異なった地震動特性を有する地震への適用性や液状化地域への

適用性など残された課題も多い。

○地震防災上は、木造建物を中心として古い建物の耐震性向上が急務であることには変わりはない

が、都市直下地震時に防災拠点として機能維持が確保されるべき建物のうち、10階程度の中層建

物には構造・防災計画上の配慮が必要である。

○地震時に要求される建物･都市の安全性能を議論する際には、人命の安全性確保だけでなく、建

物群の再使用可能性や補修可能性、財産価値の維持などを視野に入れた目標性能の設定が重要な

テーマとなると考える。そのような目標性能の設定の際にも、ここで提示した被害率曲線が役立

つことを期待したい。
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