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1. はじめに

現在，仕様規定型設計から性能規定型設計への移

行が謳われている．代表的な性能設計では，被災時の

影響の大きさに基づいてグループ分けされた施設ご

とに，地震規模と残存するべき機能のレベルの組み

合わせを多段階で指定する方法が取られている．性

能設計問題は技術の多様化や進歩，性能の立証可能

性，リスクコミュニケーションなど多様な論点をも

つ．本研究では，施設利用者の代表的意思である政

府，設計技術者，施工者の間の不完備契約の問題と

しての側面に着目する．設計専門家は耐震化技術や

構造物の強度についてはより多くの情報を有するも

のの，施設の社会的重要性や被災時の外部不経済等

は認識しない．本研究では，性能設計における政府，

設計技術者，施工者の役割を定式化し，性能設計問

題を分析するフレームを提供することを目的とする．

2. 本研究の基本的考え方

(1) SEAOC VISION 2000の暫定勧告

はじめに，代表的な性能設計手法として1995年
にSEAOC(カリフォルニア構造技術者協会)より発

行された VISION 2000の暫定勧告を紹介しよう．

SEAOCのVISION 2000 committeeは「性能設計

(Performance Based Design)」に対して，次のような

定義を与えている．すなわち性能設計では，地震荷

重と構造物ごとに，まず目標性能 (Performance Ob-
jective)を設定し，これを満足するように設計を進め

ること．さらに設計が目標性能を満足するかどうか

を立証すること．そして立証するためには，許容さ

れる基準 (Acceptability Criteria)の定量化が必要で
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図-1. VISION 2000のPerformance Matrix
（出典：SEAOC(1995)）

あることを指摘している．

VISION 2000の性能設計の最終的な目的はライフ

サイクルコストの最小化にある．すなわち構造物に

耐震性をもたせる建設費用と将来の地震時に被る損

壊の復旧費用のバランスをとることを目指している．

そしてそれを達成するために目標性能が設定される．

目標性能は各地震レベルに応じて設定され，それら

は建物の用途，内部機能の重要性，損傷補修と営業停

止にかかる費用などの経済性，歴史的文化遺産とし

ての潜在的な重要性を考慮して決められる．図-1.に
SEAOCのVISION 2000 committeeによるPerfor-

mance Matrixを示す．

VISION 2000では，はじめに公共施設を被災した

際の影響の大きさに応じて，危険物貯蔵施設（Safety

Critical Facilities），重要施設（Essential Facilities

），危険物取り扱い施設（Hazardous Facilities），基

本施設（Basic Facilities）にグルーピングする．そし

て，各グループごとに，Frequent(43年確率規模)か

らVery Rare(970年確率規模)までの4種類の地震規

模に対して，Fully Operational，Operational，Life



Safe，Near Collapseの 4段階の性能レベルを対応さ

せる．VISION 2000では以上のようなPerformance
Matrixを通じて施設の耐震性を規制している．

(2) 要求性能，目標性能，保有性能

藤谷 (1998)は性能設計の考え方を「要求性能」「目

標性能」「保有性能」の３種類の性能によって整理し

ている．要求性能は社会全体や企業等の私的所有者，

利用者により要求され，一般的言語によって，専門知

識を有さない一般市民の要求という体裁で表現され

る．VISION 2000におけるFully Operational，Life

Safe等が該当する．要求性能は対象施設の機能・用

途・立地条件等に依存して，施設全体が地震に対し

て発揮する機能に相当する．それに対して目標性能

は要求性能を満足させるために設計で設定される性

能であり，設計技術によって直接評価達成できるよう

な数値を含んだ具体的な構造を表現したものとなる．

よってこの性能の具体化の段階では，要求性能を個

別の構造物の有するべき目標性能に分析する技術が

必要となる．ここでは公共性，地域性やコストを考

慮し，さらに一般市民への説明責任を果たさなけれ

ばならない．また，地震時のあるひとつの要求性能

を達成するために，構造物の部分ごとに多種類の項

目について目標性能が指定されることになる．また

VISION 2000の例が示したように，荷重の発生頻度

を考慮しつつ，マルチレベルの荷重値と構造物の応

答状態を組み合わせて，限界状態の指定を多段階で

行うことが基本となる．現在，感性工学と呼ばれる分

野で，このように性能要求分析と具体的設計技術と

を融合させる技術の開発や実用化が進んでいる．工

業デザインの分野で応用されているものもある．最

後に，保有性能は設計後に実際に当該構造物が保有

する性能である．性能設計では設定された構造物の

性能を適正に評価し，目標性能が達成されたことを

確認し，保有性能を表示することが求められる．

3. ファーストベスト問題

地震による破壊が社会全体に対して大きな影響を

及ぼすような公共施設を対象とする．地震の到着率

は毎期独立に与えられると仮定する．また時間の経

過に伴う構造物の劣化や地震被害の復旧以外の維持

補修は考えない．さらに被災後に構造物や社会は瞬

時のうちに完全に復旧されると仮定する．このよう

な仮定の下で，対象とする公共施設の耐震強度は，初

期時点における施設の耐震化費用と，地震時の期待

損失の現在価値の和を最小化するように決定される．

い ま ，対 象 と す る 公 共 施

設はn個の構造物 i(= 1;ÅÅÅ;n)で構成されていると

仮定する．そして，それぞれの構造物の耐震強度が1

次元のスカラーzi(i = 1;ÅÅÅ;n)で表されると仮定す

る．また，地震の規模を意味する荷重レベルを確率

変数S，その実現値をsにより表すこととする．そし

て荷重レベルsが生起したときの構造物 iの保有性能

yi(s)は以下のように与えられると仮定する．

yi(s) = yi(s;zi);
@yi
@s
î 0;

@yi
@zi
ï 0 (1)

上式は荷重レベルが増加するほど，構造物が発揮す

る性能は低下し，耐震強度が向上するほど上昇する

ことを示している．また，構造物 iに耐震強度ziを与

えるための建設費用を ci(zi)により表す．建設費用は

以下の性質を満足すると仮定する．

dci(zi)
dzi

> 0;
d2ci(zi)
dz2
i
ï 0 (2)

また，便宜上，s;ziを連続変数と仮定する．

ここで，対象とする公共施設の損壊リスクに関し

て，地震による荷重レベルSと損失レベルLによる

確率空間を考えよう．ただし損失レベルの実現値 lは

l = l1 + l2 (3)

により構成される．ここで l1は施設の損壊による直

接的な損失を表し，施設の修復に要する費用が相当

する．それに対して l2は公共施設の損壊に伴う社会

的費用であり，外部不経済や人的・物的損失を含むも

のとする．l2は当該施設の社会的重要性も反映してい

る．本研究では簡単化のため，l2は l1によって一意に

定まるとしよう．すなわち，l2 =l2(l1)であり，lは本

質的にひとつの確率変数により与えられると考える．

荷重レベルSと損失レベルLに関する同時確率

密度関数をf(s; l: y(s; z))により表そう．ただし

y(s; z) =(y1(s; z1);ÅÅÅ;yn(s;zn))は施設の性能ベク

トルを表す．同様に，荷重レベルsのもとでの損失レ

ベルの条件付き確率密度関数をf(ljs :y(s; z))と表

そう．すなわち構造物の保有性能の束y(s; z)を向上
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図-2. 非集約型リスク評価モデルと許容損失関数

させることによってフラジリティ・カーブf(ljs : Å)
の分布の重心を左方にシフトさせることができるも

のとする．また荷重レベル sの生起確率に関する確

率密度関数をh(s)により表す．h(s)は全ての主体に

とって所与である．

社会的最適な耐震強度の決定問題は以下のように

表される．

min
zi(i=1;ÅÅÅ;n)

X
i
ci(zi)

+
1
ö

Z
S

Z
L
lf(ljs : y(s;z))h(s)dl ds (4)

öは社会的割引率を表す．第1項は初期時点で発生す

る耐震投資費用を表す．また第2項は無限の将来に

わたる期待損失の現在価値を示している．荷重レベ

ルsに対する最適な性能zé= (zé1;ÅÅÅ; zén)は以下の1

階の条件を満足する．

dci(zéi )
dzi

+
1
ö

Z
L
l
@f(ljs : y(s;zé))

@yi(s;zi)
@yi(s;zéi )
@zi

h(s)dl = 0

for i = 1;ÅÅÅ;n (5)

各構造物のファーストベストの耐震強度zéiは，耐震

強度を限界的に向上させることによる費用が，それ

によって減少する条件付き期待損失の減少額に等し

くなる水準で与えられる．

4. プリンシパル＝エージェント問題

性能設計問題を定式化しよう．本研究ではプリン

シパルとして利用者の代表的意思である政府の規制

当局を，エージェントとして設計技術者と施工者の

２つの主体を想定する．本研究では規制当局は完全

な情報を有しており，前章のファーストベスト問題の

解を知っていると仮定する．そして規制当局の役割

は，対象とする公共施設の要求性能と，地震時に構

造物が要求性能を発揮しなかった場合のペナルティ

を設定するものと考える．一方，設計技術者は，施

設に対する要求性能を，施設を構成する各構造物の

目標性能に分解・具体化する役割を担う．ただし設

計技術者は地震時の損失のうち l1に関する情報のみ

を保有すると仮定する．すなわち設計技術者は当該

施設の社会的重要性や損壊がもたらす外部不経済 l2
については考慮しない．また，施工者は建設コスト

を最小化するように耐震強度を決定する．このとき

施工者は，どのような状態sが生起しても各構造物

の保有性能が目標性能をクリアするという制約に直

面している．

冒頭で紹介したVISION 2000では4段階の要求性

能が指定されているが，本研究では問題の単純化の

ためそれらを許容 (Acceptable)と非許容 (Unaccept-

able)の 2段階のみとする．そして2段階の要求性能

を，図-2.のように (s; l)空間を仕切ることによって定

義する．その際，本研究では能島 (2002)3)により提案

された「非集約型リスク評価モデル」と「許容損失

関数」の考え方を採用する．許容損失関数~l(s)とは，

ある荷重レベルsが生起したときに~l(s)以下の損失

レベルは許容され，~l(s)より大きな損失レベルは許

容されないことを示す関数である．さらに以下に示

す「ペナルティー付き期待損失」ñLw(~l)を導入する．

ñLw(~l) = waLa(~l) +wuLu(~l) (6a)
La(~l) =

Z
S

Z
Lî~l

lf(ljs : y(s))h(s)dl ds (6b)

Lu(~l) =
Z
S

Z
L>~l

lf(ljs : y(s))h(s)dl ds (6c)

すなわちñLw(~l)は，許容領域の期待損失La(~l)と非許

容領域の期待損失Lu(~l)にそれぞれウェイトwa; wu
を与えた上で加算したものである．wa = wu = 1の

ときには通常の期待損失に一致する．

以上の仮定の下で性能設計問題を定式化しよう．

はじめに施工者は目標性能を所与として，建設コ

ストを最小化するように各構造物の耐震強度を決定

する．施工者は以下の問題を解く．

min
zi(i=1;ÅÅÅ;n)

X
i
ci(zi) (7)

subject to yi(s;zi) ï xi(s)
for i = 1;ÅÅÅ;n; 0î s <1 (8)

ただしxi(s)は設計技術者により定められた目標性

能を表す．上記の問題より，施工者により選択され



る耐震強度zÉi (fxi(s)g)(i = 1;ÅÅÅ; n)を得る．ただし

fxi(s)gは各s(0 î s < 1)について定義された性能

xi(s)の列を表す．

次に設計技術者は，ペナルティー付き期待損失で

評価されたライフサイクルコストを最小化するよう

に目標性能fxi(s)g(i = 1;ÅÅÅ;n)を設定する．なお

ペナルティー付き期待損失は (s; l1)の確率空間にお

いて定義されている．また設計技術者は施工者の最

適反応 zÉi (fxi(s)g)(i = 1;ÅÅÅ; n)について知っている

ものとする．設計技術者は以下の問題を解く．

min
fxi(s)g(i=1;ÅÅÅ;n)

X
i
ci(zÉi (fxi(s)g))

+
1
ö

ö
wa
Z
S

Z
L1î~l1

l1f(l1js : x(s))h(s)dl1ds

+wu
Z
S

Z
L1>~l1

l1f(l1js : x(s))h(s)dl1ds
õ

(9)

1階の最適化条件は (i; s)に対して次式で与えられる．

dci(zÉi (fxÉi (s)g)
dzi

@zÉi (fxÉi (s)g)
@xi(s)

+
1
ö

ö
wa
Z
L1î~l1

l1
@f(l1js : xÉ(s))

@xi(s)
h(s)dl1

+wu
Z
L1>~l1

l1
@f(l1js : xÉ(s))

@xi(s)
h(s)dl1

õ
= 0

for i = 1;ÅÅÅ;n 0 î s <1 (10)

設計技術者による最適目標性能は，上式の解として

fxÉi (s)= xÉ(s; wa;wu;~l1(s)g)(i = 1;ÅÅÅ;n)により表

される．

いま規制当局による最適性能設計問題は，許容損

失関数~l1(s)とウェイトwa; wuの選択問題に帰着す

る．すなわち規制当局は上述の設計技術者による最

適目標性能fxÉi (s)g= fxÉ(s;wa;wu;~l1(s))gの選択を

介した，施工者による最適耐震強度

zÉi (fxÉi (s)g) = zÉi (wa; wu; f~l1(s)g)
for i = 1;ÅÅÅ; n (11)

が社会的最適な耐震強度 zéi (i = 1;ÅÅÅ; n)に近づくよ

うに関数~l1(s)とペナルティwa; wuを設定する．重要

施設等，巨大災害時における供用停止が大きな社会

的損失 l2をもたらすような施設に対しては，1を大き

く上回るwuを設定することが適切となる．極端な場

合として非許容領域内にリスクが残存することを全

く許さないときにはwu =1を設定することになる．

ただし，実際には全てのsについて異なる~l1(s)を値

を与えることはできない．図-2.における~l0のように，

数段階の荷重レベルによって許容・非許容領域を区切

らざるを得ないことになる．前述のようにVISION
2000は4つの荷重レベルに区切っている．

5. おわりに

本研究でモデル化した最適性能設計問題は不完備

契約問題の一形態である．もし完備契約が可能であ

れば，あらゆる状態 (s; l1)に対して外部不経済を内

部化するためのピグー的課税や補助金を定義すれば

よい．しかし現実には全ての状態 (s; l1)に対して課

税・補助金を対応させて契約することには禁止的な費

用がかかる．このようなとき，最適な目標性能を与

える問題は上記のように許容損失関数とペナルティ

ーを与える問題として表される．なお，本問題で一

般的にファーストベスト解は達成されない．特に許

容損失関数~l1(s)の形状に制約がある場合には，ファ

ーストベスト解が達成不可能であることは自明であ

ろう．大規模な計算を行って，zÉi (s;wa; wu;f~l1(s)g)
が最もzéiに近づくように政策変数を設定していくこ

とになる．

本研究では規制当局，設計技術者，施工者の３つ

の主体を考え，上流の主体は下流の主体の情報や計

算技術に関して完全に知っているものと仮定した．

実際にはプリンシパルである規制当局は個々の構造

物の設計や施工の技術に関して，エージェントと同

じレベルの知識を有していない．今後は規制当局が

ある情報をもたないような状況についてモデル化す

る必要がある．
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