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1. はじめに 

 
 台風による被害には，洪水被害，漏水被害や強風被

害など様々なものがあり，2004年には多くの台風が発

生して被害をもたらした。また，2005年には中央防災

会議によって事業継続ガイドラインが示され，事業継

続のために災害下においても機能を維持することが建

物に求められるようになってきている。このような状

況から，台風による建物の機能被害についてその評

価・対策が行われるようになってきた。 
 台風時に建物に生じる大きな被害としては強風によ

って屋根や外装材（帳壁，窓ガラス）が破損する被害

が挙げられよう。外装材が破損すると破損部分から雨

が吹き込むため，浸水が機能停止につながるような建

物では台風時の外装材破損は極力避ける必要がある。

また，体育館や工場などの屋根スパンの長い建物では，

外装材破損によって建物内部の圧力が変化して屋根全

体の大きな被害に至る可能性がある。本報では，筆者

らが構築した強風による建物外装材の破損確率の評価

手法について紹介し，被災リスクの概算値を示す。 
 

2. リスク評価方法 

 
 被災リスクは強度と荷重の関係によって決まるが，

この強度を決めるにあたって基づく建築基準法が 2000
年に改正されている。既存の多くの建物は 2000 年以前

に設計されており，この改正前の風荷重に基づいて設

計されていることになる。ここで，改正前の基準を旧

基準として 2.1 項において現行基準と比較して概説し

ておく。また，2.2 項にリスク評価手法を示す。 
2.1 既存建物の設計荷重 

 設計用の風荷重については，2000 年 6 月の建築基準

法関連省令・告示の制定・改正によって，建築基準法

施行令に風荷重が規定されて以来の大幅な改正が行わ

れている。屋外に面する外装材の設計荷重は，旧基準

では「構造部材等」として屋根ふき材等の緊結を定め

た令 39 条を受けて告示 86 号（1991 年）で定められて

いた（高さ 31m 超の建物）。改正により令 39 条を受け

る告示 1348 号（2000 年）から設計荷重の具体的な値

の記述がなくなり，換わりに「許容応力度等計算」と

して令 82 条の 5 が追加されて，これを受ける告示

1458 号（2000 年）で定められるようになった。旧基準，

現行基準ともに速度圧 q に風力係数 Cf を乗じて設計荷

重 w を算出するが（式(1)），それぞれの算出方法，特

に q の算出方法が異なる。旧基準による q(kgf/m2)と Cf

を式(2)に，現行基準による q(N/m2)と Cf を式(3)に示す。

Z は荷重算出位置の高さ，H は建物高さであり，V0 は

敷地位置により決まる基準となる風速，ZG，Zb，αは敷

地周辺の状況（地表面粗度区分）により決まる定数で

ある。 

(1) 

  （旧基準） 

(2) 

 Cf : 高さ Z に対して一定。 

  （現行基準） 
(3) 

 

 Cf : 高さ Z に対して正圧は依存，負圧は一定。 

上式に示すように，旧基準では荷重 w は対象高さ Z に

依存して Z が大きいほど w も大きくなるのに対して，＊１ 技術センター建築技術研究所防災研究室 
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現行基準では正圧（荷重）は Z に依存するものの負圧

は一定値となる。旧基準，現行基準におけるこの負圧

分布の違いが Z の低い部分で旧基準による荷重が現行

基準よりも小さくなる要因となっている。また，現行

基準では V0 や地表面粗度区分によって敷地の地理的強

風危険度や周辺状況を考慮しているのに対して，旧基

準では式(1)の w に 0.6~1.0 以上の係数（以下，地域係

数）を乗じるようになっている（告示 1074 号，1952
年）。 
 旧基準と現行基準による荷重を図-1 に示す。一般部

と隅部それぞれについて正圧と負圧の絶対値のうち大

きい値を比較しており，図-1(1)では，旧基準による荷

重（アスペクト比 2.5 以下の建物。風力係数 Cf は一般

部で正圧 0.8，隅部で負圧 1.5）と現行基準による高さ

30m と 50m の建物の荷重（V0=34m/s，地表面粗度区分

Ⅱ）を示している。例えば，現行基準による 50m 建物

の一般部の荷重（青実線）では，Z<8m の一定値

2.2kN/m2 は負圧よるもの，Z>8m で Z に従って漸増す

る荷重は正圧によるものであり，隅部（青破線）につ

いては Z<40m において負圧 2.8kN/m2 によって決まっ

ていることを示している。図によると，現行基準によ

る荷重は高さ 30m，50m の建物ともに 2~3kN/m2程度に

なっているのに対して，旧基準では一般部で 0≤Z≤H に

渡って現行基準による荷重を下回っていることがわか

る。隅部においても Z<5~10m で現行基準より小さい荷

重となる。 
 図-1(2)では，現行基準による地表面粗度区分Ⅰ～Ⅲ

の荷重（V0=34m/s，建物高さ H=50m）に対する旧基準

による荷重の比を示している。荷重比は地表面粗度区

分が小さいほど小さいことがわかる。旧基準による荷

重は，地表面粗度区分Ⅰの場合には一般部と Z<17m の

隅部で現行基準より小さくなっており，地表面粗度区

分Ⅲにおいても Z<22m の一般部と Z<5m の隅部で現行

基準を下回っている。 
 以上のように，旧基準による荷重は現行基準に比べ

て一般部において小さく，特に高さ Z が低いほど，ま

た現行基準による地表面粗度区分が小さいほど小さく

なる。 
2.2 評価手法 

 外装材が破損する確率Pを式(4)によって評価する。 

(4) 

 ここに，Pf(w)は荷重 w によって外装材が破損する確

率，w は風速 u の時に外装材に作用する荷重であり，

H(u)は敷地位置における風速 u の超過確率である。

H(u)を敷地位置や近隣地での観測記録によって決め，

風速 u と荷重 w の関係を風洞実験等によって決めて，

Pf(w)を設計図書等に基づいて外装材の強度によって決

めることになる。しかしながら，評価においてこれら

のデータが得られるとは限らず，得られたとしても時

間上の制約等によって詳細な評価を行えない場合も多

い。このような場合には，必要に応じて荷重指針１）に

基づく H(u)の評価や u と w の関係づけ，あるいは，基

準法に基づく Pf(w)の設定などの簡易評価を行うことも

可能である。以下では，これらの簡易評価を行う場合

の方法を示す。 
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2.2.1 風速 u の超過確率 H(u) 
 風速 u の超過確率，即ち強風ハザード曲線 H(u)の評

価には荷重指針による風速を用いる。荷重指針には，

地表面粗度区分Ⅱ，地上 10m における再現期間 1 年，

100 年，500 年の風速（以下，U1，U100，U500）の全国

マップが示されていることから，これらの値を用いて，

年最大風速の発生頻度を Gumbel 分布として当てはめ

る。H(u)は式(5)となる。 

(5) 

式(5)において，u≤U100 で U1 と U100，u≥U100 で U100 と

U500 を通るようにぞれぞれの係数 a，b を設定した場合

の H(u)を図-2 に示す。札幌，東京，静岡，鹿児島，沖

縄における強風ハザード曲線の例であり，他の４地点

に比べて沖縄で大きいことがわかる。 
2.2.2 風速 u と荷重 w の関係 
 荷重指針による関係を用いる。評価方法は現行基準

と同様であり式(6)のようになる。 

(6) 

上式は荷重指針における基本風速 U0を u に置き換えた

評価式であり，Cf は風力係数，ρは空気密度で他は地表

面粗度区分など周辺状況により決まる係数である。算

出される荷重は現行基準とほぼ同じとなる。 
2.2.3 外装材の破損確率 Pf(w) 
 外装材の破損確率を表すフラリジティ曲線Pf(w)を対

数正規分布，即ち，式(7)とする。 

(7) 

 ここに，Φは標準正規分布の累積確率分布関数，λは
外装材強度の中央値であり，ζは外装材強度のばらつき

（対数標準偏差）である。λやζは設計図書等の資料に

基づいて評価するが，資料が得られない場合には設計

時の基準による荷重等に基づいて設定する。 
 

3. リスク評価例 

 
3.1 評価条件がリスク評価結果に及ぼす影響 

 旧基準または現行基準に基づいて設計された建物の

リスク評価例を示す。評価にあたって，建物高さ

H=40m とし，旧基準では，建物をアスペクト比 2.5 以

下（風力係数正圧 0.8），荷重の下限を Z=5m における

荷重とした。全面積に対する一般部の面積比 R(Z)を，
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旧基準では 0≤Z<(5/6)H で 0.8，Z≥(5/6)H で 0（全て隅

部）とし，現行基準では 0≤Z≤H で 0.8 とした。また，

外装材強度の余裕率（荷重に対する強度の比）を，旧

基準の場合と現行基準の場合ともに 1+(1−0.8Z/H)（Z=0
で 2.0，Z=H で 1.2）とし，ばらつき（式(7)のζ）を 0.3
とした。以上と式(6)，式(7)により風速 u における高さ

Z での一般部，隅部の破損確率 Pf を評価し，それぞれ

を Pf,g(u,Z)，Pf,c(u,Z)として式(8)により風速 u における

建物全体での平均の破損確率 Pf(u)を求め，更に，式(4)
の Pf(w)を Pf(u)として建物外装材の平均の年間破損確率

P を算出した。 

(8) 

 風速 V0 に対する年間破損確率を図-3(1)に示す。旧基

準で地域係数を 1.0，0.8 として設計した建物と現行基

準で V0を 34m/s と 30m/s として設計した建物について，

仙台，静岡，東京，鹿児島，沖縄（それぞれの V0=30, 
32, 34, 38, 46m/s）の各地点のハザード H(u)を用いて算

出した破損確率を示したものであり，ハザードの違い

が破損確率に与える影響がわかる。東京相当の

V0=34m/s での破損確率を見ると，現行基準 34m/s 建物

（黒実線）で 0.008 であるのに対して現行基準 30m/s
建物（黒破線）で 0.023 であり 34m/s 建物の約 3 倍，

地域係数 1.0 の旧基準建物（赤実線）では 0.020 であり

2.5 倍となっている。地域係数 0.8 の場合（赤破線）に

は 0.044 と更に大きい。これに対して，V0=40m/s 弱

（本州内程度）での現行基準 34m/s 建物の破損確率は

0.030 程度となっており，V0による影響は基準の違いに

よる影響と同程度かこれより小さいことがわかる。 
 地表面粗度区分が及ぼす影響を図-3(2)に示す。現行

基準において地表面粗度区分Ⅰ～Ⅲとして設計した建

物と旧基準に基づいた建物について，それぞれが荷重

指針による地表面粗度区分Ⅰ～Ⅳに位置する場合の年

間破損確率を示したものである。例えば，横軸Ⅱの白

棒の値 0.025 は，現行基準で地表面粗度区分Ⅲとして

設計した建物が実際には荷重指針で地表面粗度区分Ⅱ

とされる地点にある場合の破損確率が 0.025 であるこ

とを示している。現行基準と荷重指針による地表面粗

度区分が一致している場合（横軸Ⅰの黒色，Ⅱの灰色，

Ⅲの白色）はいずれも約 0.01 であり同程度の値を示し

ているものの，荷重指針の地表面粗度区分Ⅱにある現

行基準地表面粗度区分Ⅰ～Ⅲで設計した建物の破損確

率は 0.003~0.025 となっており地表面粗度区分の違いに

よる影響が大きいことがわかる。即ち，評価結果への

高さ方向の風速分布の影響が大きいと言える。 

 建物高さ及び外装材強度の中央値とばらつきの影響

を図-3(3)~(5)に示す。図-3(3)によると建物高さの影響

は殆どないことがわかる。図-3(4)の横軸は外装材強度

の設計荷重に対する余裕度を 1+r(1−0.8Z/H)とした場合

の r であり，r=0 で強度は荷重と一致し，r=1 の時に

Z=0 で 2.0，Z=H で 1.2 となる。強度の影響が大きく，

余裕がない場合（r=0）には現行基準建物の破損確率は

0.05 程度となり，旧基準建物の破損確率は 0.1 を超え

る。これに対して，強度のばらつきについては旧基準

建物の破損確率がζ=0.4 で 0.03，ζ=0.5 でも 0.04 程度と

なっており，強度に比べるとその影響は小さい。 
3.2 リスク評価結果例 

 破損確率の評価結果を図-4(1),(2)に示す。図-4(1)が旧

基準による建物（地域係数は札幌 0.8，東京・静岡・鹿

児島 1.0，沖縄 1.5），図-4(2)が現行基準による建物であ

り，評価条件は前項と同様である。風速 u を介して縦

軸に式(5)の年超過確率 H(u)，横軸に式(8)の破損確率

Pf(u)を示しており，外装材の破損有無の相関を考慮し

なければ横軸を外装材の破損率と考えることができる。

例えば，東京の旧基準建物（図-4(1)の赤実線）では，

破損確率 0.4，0.8 の年超過確率はそれぞれ 10−2，10−4

となっており，外装材の 40%が破損するような強風は

100 年に一度，80%が破損するような強風は 10,000 年

に一度生じるということを示している。図によると，

沖縄の旧基準建物の破損確率が高い（図-4(1)の黒一点

鎖線）。沖縄では強風ハザードが高いため旧基準におい

ても地域係数を 1.5 としており，図-2 に示しているハ

ザードに比べると他地点との差は小さくなっているも

のの，地域係数がまだ過小であったと言える。現行基

準（図-4(2)）では他地点との差が更に小さくなるが，

破損確率が最も高い地点であることは変わらない。ま

た，旧基準と現行基準を比べると，沖縄・鹿児島のほ

か札幌でも改善されている。他の２地点においても超

過確率 10−3 以下の低いところでは同等程度の値となる

ものの，10−3以上で改善されていることがわかる。 
 ここで，地震による被災確率を図-4(3)に示す。図-
4(1),(2)と同様の図であり，鉄骨構造建物が一部損壊以

上の被害を生じる確率の年超過確率を示している。地

震ハザードは地震調査研究推進本部による手法２）に基

づいて評価し，建物のフラジリティには村尾らによる

値３）を用いている。但し，表層地盤の影響は考慮せず，

また，フラリジティの中央値には基準法による地震荷

重の地域係数（沖縄 0.7，鹿児島 0.8，札幌 0.9，東京・

静岡 1.0）を乗じている。これら４地点のうちハザード

が最も高くなるのは静岡であるが，沖縄と鹿児島の建
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物（赤破線と黒一点鎖線）ではフラジリティに地域係

数 0.7, 0.8 を乗じているため年超過確率の低いところで

被災確率が高くなっている。また，強風による外装材

破損確率（図-4(1),(2)）と比較すると地震ハザードの高

い静岡とフラジリィ中央値の低い沖縄・鹿児島では強

風破損確率（現行基準建物）と地震被災確率が同程度

の値を示すところも見られるが，全般に強風破損確率

の方が大きい。同様にして，文献３）の値により地震で

全壊，半壊する確率を求め，損失率を全壊 1.0，半壊

0.3，一部損壊 0.1 として地震による年間リスクを算出

し，被災による損失率を 0.1 とした強風リスクの地震

リスクに対する比を表-1 に示す。 

 
表-1 地震リスクに対する強風によるリスクの比 

Table 1  Ratio of Wind Risk to Earthquake Risk 

札幌 東京 静岡 鹿児島 沖縄

旧基準 20  45  1.1  6.1  2.9  

現行基準 3.4  17  0.7  1.1  0.7   

 
 表-1 によると，旧基準による静岡と現行基準による

静岡・鹿児島・沖縄で地震リスクと強風リスクが同程

度となっているものの，他の地点では強風リスクの方

が大きい。強風被災の損失率を 0.1 としていることな

ど数値の再検討は必要であるが，旧基準による札幌，

東京や新基準による東京などではリスク比が 10 を超え

ており，相対的に強風リスクが高いことがわかる。 
 

4. まとめ 

 
 建物外装材の強風リスクについて，評価方法と評価

例を示した。2000 年の建築基準法関連法改正以前に設

計された建物のリスクが高いこと，特に地表面粗度区

分ⅠまたはⅡにある建物や鹿児島，沖縄など現行基準

による風速 V0 の高い地域にある建物のリスクが高いこ

とを示した。また，地表面粗度区分と外装材強度がリ

スクに及ぼす影響が大きいことがわかった。外装材強

度については設計図書や建物調査によって評価精度を

高めることができるが，地表面粗度区分の選択や，風

速の高さ方向分布については注意を払う必要がある。

また，地震リスクと強風リスクを比較したところ，静

岡県など地震ハザードの大きい地域や鹿児島や沖縄な

ど地震地域係数の小さい地域では地震リスクが高いた

め強風リスクと同程度の大きさとなるものの，他の地

域では強風リスクが地震リスクを上回ることがわかっ

た。 
 

参考文献 
 
1) 日本建築学会：建築物荷重指針・同解説（２００４），

651p.，2004． 
2) 地震調査研究推進本部地震調査委員会：全国を概観した地

震動予測地図． 
3) 村尾修、山崎文雄：震災復興都市づくり特別委員会調査デ

ータに構造・建築年を付加した兵庫県南部地震の建物被害

関数、日本建築学会構造系論文集、第555号、pp.185-192、
2002． 

(3) 地震リスク（鉄骨造，一部損壊以上） 
図-4 リスク評価結果例 

Fig.4  Examples of Evaluated Risks 
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(1) 強風リスク（旧基準による建物） 

(2) 強風リスク（現行基準による建物） 

 札幌 

 東京 鹿児島

 静岡 沖縄 

 札幌 

 東京 鹿児島

 静岡 沖縄 

 鹿児島 

 沖縄 

 札幌 

 東京 

 静岡 


