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耐震改修等に係る費用対効果に関する地震リスクマネジメント 

A STUDY ON SEISMIC RISK MANAGEMENT  

FOR EARTHQUAKE-PROOF REPAIRS 
 

名波文乃 
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The purpose of this paper is to evaluate and quantify seismic risk of Tokyo. More analytical approach relative to recent regional seismic 
loss estimation studies are applied to estimate loss of damaged buildings in detail. Generally, many regional seismic loss estimation studies 
are performed with a scenario earthquake causing maximum loss for buildings are estimated using Monte Carlo simulation, considering 
seismic conditions Tokyo and then seismic risk are calculated with occurrence probabilities of earthquakes. I introduce the results of 
simulations for some ideas that classified by structure and age of the buildings. 
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 宮城県沖地震、関東地震、東南海地震をはじめとする大規模地

震災害が切迫しているといわれている。しかし、阪神・淡路大

震災以後、市民の防災意識は次第に風化し、また社会の防災投

資が進んでいるとはいえないのが現状である。一方、地震リス

クに関する経済的な側面での研究が急速に進んできており、地

震リスクマネジメントは、耐震対策の意思決定法として定量的

に評価を行うための有効な手法であると考えられる。  

 

  E  ：分析対象物の年間損失期待額 

     ：地震 の損失額 L i
   ：地震 の年間発生確率 iip

i

すべてのシナリオ地震に対し損失期待値を求め、それらを足

し合わせ、地域全体に対する損失期待値が求まる。  
 本研究では東京都を対象として、関東周辺で地震が発生した

と想定し、町丁目単位でリスク評価を行い、これに対する耐震

対策案を考え、耐震対策を行う前後での累積損失期待額の変化

について考察を行う。それにより本手法が既存不適格構造物の

耐震化促進に効果的に活用できる可能性を示す。  

２．２ リスク評価の流れ 

複数建物の地震リスク評価手法として次に示す順序で行った。 

① 地震活動度モデルよる複数の想定地震に対し、対象地域にお

けるそれぞれのの PGV（地表面最大速度）を求める。 

② その PGV より、既存の被害関数を用い、対象地域の建物被害

率を被害関数を用いて求める。  

２．本研究によるリスク評価手法 ③ 対象とする複数建物の延床面積をベースとし、exposure（生じ

うる最大の損害額）を求める。 ２．１ リスクの定量評価 

地震によって生じる被害は不確実なものなので、確率密度関数に

よって表される。これは、何十年、何百年という評価期間内に、対

象地域に対して影響を与えうる複数の地震動によってもたらされる

損失の確率密度関数を足し合わせたものがその評価期間での地震損

失の確率密度関数となる。しかし、損失の分布を直接求める事は

一 般 に 難 し い 事 が 多 い の で 、 損 失 期 待 値 、 PML[Probable 

Maximum Loss：最大予想損害額 ]、VaR[Value at Risk]などの指

標を用いて地震リスクを評価する事が多い。本研究では、この

うちの損失期待値を用いて、対象地域の地震リスク評価を行う。 

④  ②の建物被害率と③の exposure の積により、地震が“発生し

た”場合の損失期待額を算出する。 

⑤ 対象とする各想定地震の発生確率を推定する。 

⑥ ④の地震が“発生した”場合の損失期待値と⑤の地震発生確

率との積により実際の建物被害に関する損失期待値を求める。 

⑦ さらに、間接災害による火災によって生じる損失額、復興・

復旧のためのプレファブ設置費用、瓦礫撤去費用等を加算し、

それらを含めた全体での損失期待値を求める。 

なお、PGV、被害率、及び間接被害の不確実性については、式

(2)を用いてモンテカルロシミュレーションを行い、バラツキを

考慮する。  

損失期待値は、個々のシナリオ地震による被害にその地震の

起こる確率を乗じた値のことで、これにより地震による損失期

待値を求めることができる。    
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３．被害額の評価  

今回評価する被害額の算出法について、手順を詳細に示す。  

３．１ 想定地震 

 想定地震に関しては、神田 1)に従い、活断層による地震とプ

レート境界地震、これらに含まれないランダム地震を考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

断層名

内ノ篭断層
深谷断層
平井－櫛挽断層帯
荒川断層
越生断層
立川断層帯
鶴川断層
長者舎断層
伊勢原断層
玄倉－塩沢断層帯
東京湾北部断層
綾瀬川断層帯
北武－武山断層帯
神縄・国府津－松田断層帯
丹那断層帯
霧ヶ峰断層帯
扇山断層
曽根丘陵断層帯
甲府盆地西縁断層帯
畑薙山断層
達磨山断層帯
富士川河口断層帯
上賀茂断層
糸魚川－静岡線断層帯
常念岳東断層帯
伊那谷断層帯
下伊那竜東断層帯
中央構造線赤石山地西縁断層
奈良井断層帯
境峠－神谷断層帯
木曽川断層帯

関東地震
東海地震

図２．地震リスク分析フローチャート 
 

 

 

 

活断層地震とプレート境界地震については、固有の規模（マ

グニチュード）と平均活動間隔を設定し、地震発生過程に最新

活動時期からの経過時間を考慮するモデル、または定常ポアソ

ン過程を適用する。また、ランダム地震については、活動域を

設定し、地震規模に後に説明する Gutenberg-Richter の式、地震

発生過程に定常ポアソン過程のモデルを適用する。  

 

 

 

 

 

 

① 想定地震で破壊面が設定できるもの  

破壊面が特定できる活断層地震およびプレート境界地震で

は、最新の地震活動時期からの経過時間を考慮し、地震発生

確率が算出される。ここでは、マグニチュードは規定値とし

て与え、地震動発生間隔のばらつきは BPT (Brownian Passage 

Time)分布によるものとする。 

 

 

② 想定地震で破壊

破壊面が設定でき

はランダムに発生す

設定に際しては、文

地震活動がほぼ一様

浅、20km 以深とに分

今後Ｔ年間で地震が発生する条件付確率 Pn は、  
 

  Pn
 

で評価される。信頼度関数 ( )tφ は、次式で求められる。   
                 (4) 

Φ− /1φ  

                   (5) )122 tu −= α  

    (6) )  

  
ここに、Te は平均活動間隔、Tp は対象の活断層やプレート境

界の最新地震活動からの経過時間である。α は活動間隔ばらつ

きの変動係数である。 は標準正規分布の累積確率分布関数で

ある。  
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今回対象とした活断層およびプレート境界地震のパラメー

タは表１に、位置は図５に示した通りである｡ 
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表１ 使用パラメータ 

長さ
（ｋｍ）

M
変位速度
(m/千年)

間隔
(千年)

最新活動
　(西暦)

50年確率
　　(％)

12.0 6.6 0.1000 9.1 - 0.55
10.0 6.5 0.3200 2.5 - 2.52
20.0 7.0 0.3200 5.0 1931 0.00
20.0 7.0 0.3200 5.0 - 1.01
13.0 6.7 0.0320 32.7 - 0.15
33.0 7.3 0.3200 7.5 400 0.00
58.0 7.8 0.0320 149.6 - 0.03
11.0 6.6 0.3200 2.9 - 1.75
24.0 7.1 0.3200 5.7 - 1.19
18.0 6.9 3.2000 0.4 - 11.59
16.0 6.8 0.3200 3.8 - 1.33
25.0 7.2 0.3200 6.5 - 0.10
16.0 6.8 3.2000 0.4 -100 9.85
25.0 7.2 3.2000 0.7 -1000 6.04
30.0 7.3 3.2000 0.7 1930 0.00
20.0 7.0 3.2000 0.5 - 10.10
23.0 7.0 0.1000 15.8 - 0.32
12.0 6.7 0.3200 3.3 - 1.53
24.0 7.1 3.2000 0.6 - 8.79
14.0 6.7 0.0320 32.7 - 0.15
16.0 6.8 0.0032 375.7 - 0.01
25.0 7.2 3.2000 0.7 500 7.90
10.0 6.5 0.1000 7.9 - 0.63

145.0 8.4 3.2000 3.4 762 7.36
29.0 7.3 0.1000 24.0 - 0.21
80.0 8.0 3.2000 2.0 - 2.54
27.0 7.2 0.3200 6.5 - 0.77

帯 110.0 8.2 0.3200 26.0 - 0.19
25.0 7.2 1.0000 2.1 - 2.39
50.0 7.7 3.2000 1.3 - 3.84
46.0 7.6 0.3200 11.3 - 0.44

長さ
(km)

M 間隔(年) 
BPTのα

(係数)
最新活動
　(西暦)

50年確率
　　(％)

95 7.9 220 0.24 1923 1.5%
100.0 8.0 118 0.24 1854 93.0%

活断層パラメータ

プレート境界地震パラメータ

面が設定できないもの  

ないものについては、震源位置、発生時期

ると考えられる。ランダム地震域モデルの

献 1）を参考に過去の地震データをもとに、

とみなせる複数の地震域を、深さ 20km 以

け、図４-a、b のように設定する。  

対象とする活断層・プレート境界 

a 地震活動域（0ｋｍ～20ｋｍ） 



 であらわされ、これを破壊面が設定出来ない場合の年平均発生

頻度として設定する。   

 ３．２ 建物に対する直接被害による損害額 

建物被害の推定を行うため、司・翠川 2)による最短距離法に

よる距離減衰式から PEV(基準地盤速度 )を求め、それに松岡・

翠川 3)の手法により求めた対象地域の増幅率を掛け合わせ、

PGV を求める。そこでの増幅率は久保 4)のものを用い、さらに

建物の延べ床面積については平成 13 年、14 年の東京都都市整

備局のデータ 5)を使用した。建物全損率については、村尾・山

崎 6)の被害関数を用いて算出した。  

 

 

 

 

 

 

 

ζ)／λ)－((ln(PGV)＝(PGV)Ｐ φ      (10)  

  :地震動 x のときの被害率 )(xP
  (x)φ :標準正規分布の累積確率関数 

 
 :最大地表速度(kine) PGV

 
 λ :ln(PGV)の平均値 

 
 ζ :ln(PGV)の標準偏差 

 
以上のようにして、東京都のデータをもとに木造・非木造別

建築年代別に町丁目ごとの 50 年での建物損失超過確率を算出

する。  

 

 

  本研究では、損失額を再調達価格とし、文献 7)より、費用は建

替え (全損 )の場合、木造で 15 万円 /㎡ ,非木造で 30 万円 /㎡、改

修 (一部損壊 )の場合は、木造で 1 万円 /㎡、非木造で 4 万円 /㎡と

する。  

 

図４-b 地震活動域（20ｋｍ～150ｋｍ） 

図５．メッシュ分割  

また、ある程度震源を特定するため、ここでは地震域の範囲

を 1 度(約 10km)ごとに区切ったメッシュを図 5 のように作成す

る 。 各 メ ッ シ ュ の 中 心 を 震 央 位 置 と し 、 地 震 規 模 に

Gutenberg-Richter 式、地震発生に定常ポアソン過程を適用する。 

３．３ 間接被害の推定 

今回、間接被害として考慮したのは、間接被害の評価につい

ては、火災による被害、瓦礫撤去費用、プレファブ設置費であ

る。これらについて以下にあげる計算式により求め、さらにモ

ンテカルロ法によって不確実性を付加していく。  

地震規模は以下のように評価する。  

個々の地震域内では規模別の地震発生頻度は同一で、地震の

発生場所はランダムであるとしてモデル化する。地震域におい

ては、既存の地震研究成果から、最大マグニチュードが設定さ

れる。このようにして、それぞれの地震域において、最大から

最小までの複数のマグニチュードの地震が想定される。  

 火災による被害は、木造出火率、非木造出火率、から焼失棟

数 8)を求める。  
 

Ｙ(%)=0.0018ｐ･ｑ･Z･0.7055 (11) 
Ｎ =0.152・Ｎ Ｗ ・ U/W (12) 

地震の規模別の発生確率は、過去に発生した地震データを使

って、以下の Gutenberg-Richter 式で表す事が出来る。  
Ｂ=P・ｂ((0.048V+0.822)/ｓ)2 

Y:  木造出火率 (%)    Z :  木造全壊率 (%)  
(13) 

MbAMN ⋅−=)(log  (7) p :  時刻係数         q :季節係数  
N :  非木造出火数      Ｎ Ｗ :  木造出火数  )(MN ：マグニチュード M 以上の地震の発生頻度  
U :  非木造建物棟数    W:  木造建物棟数  bA,  ：係数  
B :  焼失棟数          P :  出火点数  これより活動域内における地震のマグニチュードの確率密

度関数は は次式となる。  mf b :  １出火当たり焼失家屋数  
V:  風速 (m/ s )          s :  風速補正係数  

)(

)(

101
1010ln

LU

L

MMb

Mmb

m
bf −−

−−

−

⋅
= (8) 被害額については、倒壊の場合と同じと考えられるので構造

被害額と同じく、文献 7)の値を用いる。   

 瓦礫量については次式 8)で求める。 LM ：最小マグニチュード  

ＤＷ=41.25(ＣＷ+ＢＷ･0.4)   UM ：限界マグニチュード  
LM 及び は各活動域ごとに設定する。  UM ＤＵ=957(ＣＵ+ＢＵ)    (

Ｄ=ＤＷ+ＤＵ   (次に、地震の発生過程は、定常ポアソン過程に従うものとす

る。メッシュ分割した活動域内の地震の年平均発生頻度νe は、 DW: 木造建物被害による廃棄物量(t) 
CW: 木造建物全損数     FW: 木造建物                   (9) ( Aa=ν )/10 Aee LbMa−

DU: 非木造建物被害による廃棄物量(Ae ：活動域を分割したメッシュの面積  

CU: 非木造建物全損数    BU: 非木造Aa ：活動域の面積 
(14) 

15) 
16) 

焼失数  
t) 
建物焼失数  



また、目黒・高橋 9)にならい、瓦礫の撤去費用は建物 1 棟あ

たり 327 万円とする。  

復興時に仮住まいとして必要なプレファブの設置数は、文献

より全損失建物数（直接被害＋火災による焼失）の 3 割とし、

その設置費用は１棟 280 万円 9)とする。  

 

４．損害に対する方策 

 以上の手法によって求めた地震リスクに対し、次のように耐

震補強策を想定して、その比較、検討を行う。  

４．１ 耐震補強策 

耐震補強策は清家ら 9)を参考に以下の 6 のケースを想定する。

その各想定に基づいて解析を行い、耐震投資の検討を行う。  

 Case(0): 何も対策を行わない。 

 Case(1): 1970 年以前の木造を非木造に建て替える。 

 Case(2): 1970 年以前の木造を耐震改修する。 

 Case(3): 1971 年以降の木造を非木造に建て替える。 

Case(4): 1971 年以降の木造を耐震改修する。 

Case(5): 1980 年以前の RC を耐震改修。 

Case(6):1980 年以前の鉄骨,軽量鉄骨を造耐震改修。 
何も策を施さない case(0)のときと比較し、50 年間の累積損失

期待値がどの程度低下したかで各投資効果が分かる。  

 

５ 結果 

 これまでの手法を用い解析を行ったところ、Case(2)が最も費用効

率がよい、との結果を得ることができた。各町丁目の費用効果の分

布を図６に、全体での損失期待値、費用効果を表２に示す。 

この分布と各町丁目における構造別築年代別棟数の分布を比較

すると、1970 年以前の木造密集地域での費用効果が高いことが確認

できる。 

構造被害のみを考慮した既往の研究 10)においてはすべての耐震 

投資策においてマイナス、つまり効果を投資費用が上回ってしまっ

たのだが、今回 2 次被害等を考慮することにより、プラスの費用効

果を得ることが出来た。 

 

６. まとめ 

本研究では東京都を対象に町丁目単位でリスク評価を行った。累

積損失期待値を考察し、耐震対策にかかる費用と比較することで、

対策の効果が具体的にイメージしやすくなる。また、耐震補強など

の地震被害軽減のための対策における意思決定手段として有効であ

ると言えるだろう。 
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表２ Case(2)の東京都全体での各損失期待額の変化及び費用効果

Case2 費用効果
(単位：10万円）

 ～ 0

0 ～ 500

500 ～ 1000

1000 ～ 2000

（単位：十億円）

構造被害 焼失 瓦礫 プレファブ 総被害 費用 費用効果
case(0) 11858.1 9112.4 4406.0 122.7 25499.2
case(1) 9053.1 5886.9 3674.8 64.1 18678.9 28840.6 -22020.3
case(2) 8940.0 7955.1 3965.4 89.0 20949.5 961.4 3588.4
case(3) 11199.1 5563.6 3652.3 58.9 20473.8 44512.3 -39486.9
case(4) 11552.1 8100.9 3965.4 93.2 23711.7 1483.7 1953.9
case(5) 10318.7 8292.0 3965.5 110.1 22686.5 15479.4 -12666.6
case(6) 10464.1 8192.0 3965.4 110.3 22697.4 6855.0 -4053.2

2000 ～ 5000

5000 ～ 図６ Case(2)における各町丁目の費用効果 
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