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はじめに 

 
わが国は世界でも有数の地震大国であり、これまでに幾度となく甚大な物理的・人的・

経済的被害をうけてきました。特に、過去に甚大な被害をもたらしてきた首都直下地震や

南海トラフ地震については、地震調査研究推進本部地震調査委員会の長期評価によれば、

今後 30年以内の地震発生確率はどちらも 70％程度であり、その切迫性が高まっています。 

3,800 万人を擁する世界最大の都市圏における首都直下地震については、内閣府より、

首都機能の喪失をはじめその経済被害想定額が 95 兆円と試算されており、社会的懸案事

項として捉えられています。こういった自然災害に対応するため、最先端の防災科学技術

を一層推進すべく、「経済財政運営と改革の基本方針 2016（平成 28 年 6 月 2 日閣議決定）」、

「日本再興戦略 2016－第 4 次産業革命に向けて－(平成 28 年 6 月 2 日閣議決定)」、「科学

技術イノベーション総合戦略 2016(平成 28 年 5 月 24 日閣議決定)」といった政府の基本方

針が定められています。 

 

わが国の現在の防災力ではこうした大規模地震災害の被害を完全に予防することはで

きず、残された時間の中で少しでも被害を減らすこと、高い事業継続能力を持つこと、速

やかな復旧・復興を実現することで災害に対するレジリエンスを向上させることが課題で

す。 

一方で、2015 年 5 月に発生した小笠原諸島西方沖地震では、大きな被害こそ発生しなか

ったものの、首都圏における約 2 万機のエレベータの停止、交通機関の乱れ、ライフライ

ンの一時停止等が生じ、事業の中断や経済機会損失にもつながっており、このように比較

的頻度の高い中規模地震への備えの充実も決して看過することができません。 

また、政府では、急速に成長するアジアをはじめとする世界の観光需要を取り込み『観

光先進国』への新たな国づくりに向けて邁進していることから、災害発生時の訪日外国人

旅行者向けの対策も重要な課題です。 

特に、都市機能、人口が集中し、社会経済活動の中枢でありわが国の頭脳となっている

首都圏においては、災害に対する脆弱性を内在していることから、首都機能の維持を図る

ため、詳細に災害リスクを評価するとともに発災に備えた対策を施しておくことは、これ

までにも増して重要かつ喫緊の課題となっています。 

 

そこで、本プロジェクトにおいては、以下に掲げる 3 つのサブプロジェクトの推進、有

機的連携を通じて、官民一体の総合的な事業継続や災害対応、個人の防災行動等に資する

データの収集・整備を目指します。 

 

（a）首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上に資するデータ利活用に向けた連携

体制の構築 

（b) 官民連携による超高密度地震動観測データの収集・整備 

（c) 非構造部材を含む構造物の崩壊余裕度に関するデータ収集・整備 
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本プロジェクトの推進に当たっては、防災科研が有する、又は管理・利用する研究開

発基盤（施設・設備・リソース等）を活用した大学等との連携方策等について提案を募

り、オールジャパンによる研究推進体制を構築し、本プロジェクト終了時における研究開

発成果の最大化を図ります。 

 

 本報告書は「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト」のうち、「（a）

首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上に資するデータ利活用に向けた連携体制の構

築」に関する、平成 30 年度の実施内容とその成果を取りまとめたものです。 

 

サブプロジェクト(a)では、平成 30 年度において、引き続き研究統括体制において、総括

を補佐し研究進捗管理を実施するとともに、データ利活用協議会において、会員組織・団

体のニーズと研究とのマッチングを実施することでワーキング活動を本格化します。また、

データ利活用協議会の活動を支える情報インフラ基盤においては、データ利活用の二次活

用のルール検討を実施します。また、各研究課題においては、「建物・インフラのフラジリ

ティの検討のためにさらなるデータ収集・整理を実施し、それらを用いた統計分析を実施」

「災害対応能力の向上に資する被害把握技術の向上のために空撮データ等の処理手順の検

討を実施」「事業継続能力向上のために、過去の事例から災害対応要素を収集・整理し、首

都直下地震発生時の減災を実現するための業務の手順化検討を実施」を行い、データ利活

用協議会ワーキング活動への貢献を実施します。 
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1. プロジェクト概要 

1.1 目的 

サブプロジェクト(a)では、レジリエンス総合防災力向上を実現するために、産官学

からなるデータ利活用協議会を設置、ルールを整備し、サブプロジェクト(b)、(c)との

連携体制の中で、データ利活用事例を実現し、技術的課題を解決する。具体的には「情

報インフラ基盤を活用するためのデータ流通方策の検討」、「被害拡大阻止のためのフラ

ジリティ関数の検討」、「災害対応能力向上のための被害把握技術の検討」及び「事業継

続能力の向上のための業務手順確立」を実施する。 

本サブプロジェクト(a)は、以下の５つの個別テーマによって構成される。 

 

(1) プロジェクト総括と協議会の設置・運営 (新潟大学) 

(2) 情報インフラ基盤を活用したデータ流通方策の検討 （防災科研） 

(3) 被害拡大阻止のためのフラジリティ関数の検討 (千葉大学、岐阜大学) 

(4) 災害対応能力向上のための被害把握技術の検討 (富山大学) 

(5) 事業継続能力の向上のための業務手順確立 (兵庫県立大学、関西大学) 

 
1.2 各課題の概要 

(1) プロジェクト総括と協議会の設置・運営 (新潟大学) 

(a)プロジェクトの総括 

研究統括体制において、総括を補佐し、研究進捗管理を実施する。 

(b)「協議会」の設置・運営 

マッチングの中から、サブプロの研究テーマと協議会メンバーから提供されるデータ

の共有が実現可能な対象範囲を絞り、データ利活用をサブプロジェクトとのワーキン

グ活動を本格化させる。データ利活用の枠組み構築のために、各研究課題において、デ

ータ利活用を促進する研究課題に対し、研究活動に協働・参画を実施する。 

 

(2) 情報インフラ基盤を活用したデータ流通方策の検討（防災科研） 

防災科学技術研究所がすでに有している情報インフラ基盤に保有しているデータの形

式や規格、二次活用のルールにおいて、サブプロジェクト(b)(c)の成果がその形式・規

格・ルールで広く展開可能か検証する。 

 

(3) 被害拡大阻止のためのフラジリティ関数の検討 

(a)建物フラジリティの検討(千葉大学) 

地震動および複数市町村の建物被害データの収集・整理を実施するとともに、それらを

用いた統計分析を行う。 

(b)インフラフラジリティの検討(岐阜大学) 

地震動および複数インフラの被害データの収集・整理を実施するとともに、それらを用

い統計分析を行う。 

 

(4) 災害対応能力向上のための被害把握技術の検討(富山大学) 
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空撮データや家屋被害認定調査等から収集される各種の写真データ、SNS 等に投稿され

るデータをもとに、機械処理により被害箇所や被害程度を推定するためのデータ処理

手順を設計する。また、過去災害における実データを用いてデータ処理手順の実施可能

性を評価するとともに、首都圏の特徴である高い SNS 利用者数を踏まえ、お互いのデー

タを補完し、迅速な地域の被害程度把握のためのデータ処理のあり方を追求する。 

 

(5) 事業継続能力の向上のための業務手順確立 

(a)事例業務における事業継続能力の向上のための業務手順の確立(兵庫県立大学) 

過去の災害対応の事例から災害対応要素を収集・整理等を行うとともに、様々な主体・

運用方法を含めた業務構成要素の手順化について検討を行う。 

(b)業務手順確立のための事業継続ガバナンスの確立（関西大学） 

事業継続能力の向上のための業務手順確立のために、首都直下地震発生時の既存のタ

イムラインから、事業別にどのような諸点を集中的に検討すれば、減災と縮災の効果が

発揮できるのかを明らかにする。その結果を受けて、事前にどのような事業継続の努力

を実施すれば、被害全体を少なくできるかを示す。 
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2．研究機関および研究者リスト(サブプロ a)

所属機関 役職 氏名 担当課題

新潟大学 危機管理室 教授 田村 圭子 研究統括

3.1.1
防災科学技術研究所雪氷防災研究部門

首都圏レジリエンス研究センター

部門長

副ｾﾝﾀｰ長

上石 勲 研究統括

3.1.2
京都大学 防災研究所 教授 牧 紀男 3.1.1
防衛医科大学校 救急部 准教授 秋冨慎司 3.1.1
政策研究大学院大学 教授 武田文男 3.1.1
消防庁消防大学校 消防研究センター

技術研究部

部長 細川直史 3.1.1

防災科学技術研究所 首都圏レジリエ

ンス研究センター

センター長
補佐 (プロジ
ェクト連携
担当)

取出 新吾 3.1.2

防災科学技術研究所災害過程研究部門 副部門長 鈴木 進吾 3.1.2
千葉大学 大学院工学研究院 教授 山崎 文雄 3.1.3.1
東京工業大学 環境・社会理工学院 教授 松岡 昌志 3.1.3.1
関東学院大学 理工学部 准教授 鳥澤 一晃 3.1.3.1
MS&AD インターリスク総研株式会社 グループ長 堀江 啓 3.1.3.1
千葉大学 大学院工学研究院 助教 劉 ウェン 3.1.3.1
岐阜大学 工学部 教授 能島 暢呂 3.1.3.2
筑波大学 システム情報系 准教授 庄司 学 3.1.3.2
千葉大学 大学院工学研究院 教授 丸山 喜久 3.1.3.2
岐阜大学 大学院博士後期課程 研究支援員 加藤 宏紀 3.1.3.2
富山大学 大学院理工学研究部 准教授 井ノ口宗成 3.1.4
宇都宮大学 地域デザイン科学部 准教授 近藤 伸也 3.1.4
兵庫県立大学 環境人間学部 准教授 木村 玲欧 3.1.5.1
東京大学 大学院工学系研究科 准教授 廣井 悠 3.1.5.1
東京大学 生産技術研究所 准教授 沼田 宗純 3.1.5.1
関西大学社会安全研究センター セ ン タ ー

長・特別任

命教授

河田 惠昭 3.1.5.2

関西大学社会安全学部 教授 永松 伸吾 3.1.5.2
関西大学社会安全学部 准教授 奥村与志弘 3.1.5.2
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3.研究報告 
3.1 首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上に資するデータ利活用に向けた連携体 

制の構築 

3.1.1 プロジェクト総括とデータ利活用協議会の設置・運営 

 

(1) 業務の内容 

(a) 業務の目的 

本委託業務では、このサブプロジェクト(a)のうち、「①プロジェクト総括と協議会の設置・

運営」として、防災科研と連携・支援し、プロジェクトに参画している研究者や協議会に

参画している産官の実務者が、所属組織の枠を超えて、時限的な研究体制を構築し、高い

災害回復力を持つ社会の実現のために最適な研究活動を推進するためのマネジメントを

行う。また、協議会を立ち上げ、高い災害回復力を持つ社会の実現のために必要なデータ

利活用にかかる連携体制の構築、提供・相互利用に関するルールの検討を行い、実装する。

更に、実装結果を検証し、社会全体に「災害回復力実現に必要なデータ利活用」の枠組み

を展開するための方策を検討する。 
 
(b) 平成３０年度業務目的 

1)プロジェクト総括と協議会の設置・運営  
プロジェクトマネジメントとして、研究統括体制において、総括を補佐し、研究進捗管

理を実施する。データ利活用協議会においては、デ活参画組織・団体のニーズのマッチ

ングの中から、サブプロの研究テーマと協議会メンバーから提供されるデータの共有が

実現可能な対象範囲を絞り、データ利活用をサブプロジェクトとのワーキング活動を本

格化させる。データ利活用の枠組み構築のために、各研究課題において、データ利活用

を促進する研究課題に対し、研究活動に協働・参画を実施する。 
 
(c) 担当者 

所属機関 役職 氏名 
新潟大学 危機管理室 
 

教授 
 

田村圭子 
 

京都大学 防災研究所  教授 牧 紀男 
政策研究大学院大学 教授  武田文男 
防衛医科大学校 救急部 准教授 秋冨慎司 
消防庁消防大学校 消防研究センター 

技術研究部  
部長 細川直史 

 

 
(2) 平成３０年度の成果 

(a) 業務の要約  

1) プロジェクトの総括 

研究統括体制において、総括を補佐し、統括委研究進捗管理のために、平成 30 年度第１

回研究統括委員会(4/12)、第３回研究統括委員会(1/7)を実施した。また、第 2 回拡大統括
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委員会(8/1)を実施し、統括・研究分担者ならびに関係者において、プロジェクトの横断的

な課題であるデータ利活用協議会に関する議題を中心に、共有・討議を実施した。併せて、

サブプロジェクト a に係る運営委員会を第 1 回(9/6)第 2 回(2/12)と実施した。プロジェク

ト内ならびにサブプロ内の情報共有を活性化し、研究活動を推進した。併せて、研究統括

体制における合同研究会及び成果報告会（第 1 回（6 月）、第 2 回（9 月）、第 3 回（12 月）、

第 4 回および成果報告会（2 月））を開催・運営した。 
 
2)「協議会」の設置・運営 

データ利活用参画組織・団体と研究課題のニーズマッチングの中から、サブプロの研究

テーマと協議会メンバーから提供されるデータの共有が実現可能な対象範囲を絞り、デー

タ利活用におけるサブプロジェクトとのワーキング活動を本格化させた。平成 29 年度に

立ち上げたデータ利活用にかかる分科会準備会の複数課題において、契約関係を結び、デ

ータ利活用協議会のワーキンググループ活動の基礎を確立し、各研究課題のうち、データ

利活用を促進する研究課題に対し、研究活動への協働・参画を促進した。 
また、データ利活用協議会活動を社会活動までにたかめることを目的として、データ利

活用の枠組み構築を実施した。具体的には、プロジェクト内外の相互理解醸成のために「デ

ータ利活用協議会における共通デザイン広報ツールの検討・作成」を実施した。併せて「デ

活 HP 活用における効率化ツールの検討・開発」を実施することで、社会における認識向

上と会員募集に努めた。 
 
 (b) 業務の成果 

1) プロジェクトの総括 

a) 統括委員会の企画・運営 

平成 30(2018)年 4 月 12 日に第 1 回統括委員会を実施した。総括、サブプロ abc 統

括、首都圏レジリエンス研究センター事務局（以降、センター事務局）、オブザーバーと

して文科省、防災科研関係者が出席し、本年度の a) 運営体制（事務局体制の強化）、b) 
実施計画の概要及び活動スケジュール(サブプロ実施計画、全体スケジュール)、c)戦略(プ
ロジェクト運営、データ利活用協議会活動)、等について協議した。 

8 月 1 日に第 2 回(拡大)統括委員会を実施した。総括、サブプロ abc 統括・分担責任

者、センター事務局、文科省、防災科研関係者が出席し、a)デ活の現状(サブプロ a 田村

プレゼンテーション)、b)デ活への期待（内閣府、ボッシュエンジニアリングによるプレ

ゼンテーション）、c) サブプロ横断参画型による討議・とりまとめ（全員参加）、を実施

した。 
平成 31(2019)年１月７日に第 3 回統括委員会を実施した。参加者は第 1 回と同様であ

る。i) 平成３０年度実施成果の進捗状況（サブプロ abc 統括からの報告）、ii) 次年度計

画案(サブプロ実施計画)、iii)次年度戦略(予算配分方針、デ活の進め方および PRISM と

の連携)、iv)本年度成果報告会の戦略・運営、等について協議した。 
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図 1.第二回（拡大）統括委員会取り組みの概要 

 

b) サブプロ a 運営委員会の企画・運営 

2018 年 9 月 6 日に第 1 回運営員会を実施し、i)サブプロ a 研究にかかる中間期におけ

る情報交換、ii)デ活活動への現状共有と協力体制の構築、等について情報共有ならびに検

討を行った。2019 年 2 月 12 日に第 2 回運営委員会を実施し、i)サブプロ a 研究にかかる

年度取りまとめに係る情報交換、ii)デ活活動への現状共有、iii) 2/28 成果報告会における

発表内容の検討、等を実施した。サブプロ a 統括、分担責任者、研究協力者、オブザーバ

ーとして文科省が出席した。 
 

c) 研究統括体制における合同研究会及び成果報告会の企画・運営 

合同研究会および成果報告会については、「データ利活用協議会イベント」として、年 4
回実施した。本年度開催の 1～3 回は、各サブプロジェクトのテーマを設定し、i) 研究成

果の公開・発信、ii) 首都圏レジリエンス向上のためのデータ利活用協議会の理解促進、iii)
データ利活用協議会の活性化と会員獲得、等のための機会とした。年度末開催のイベント

については、4 回目は、平成 30 年の成果報告会をかねた。 
本年度開催の 1～3 回の構成は、i) 研究者のプレゼンテーション、ii)デ活参画または参

画を考えている組織・団体のプレゼン、iii)登壇者によるパネルディスカッション、とした。

4 回目の成果報告会については、i)サブプロ abc からの成果報告、ii)各サブプロと連携研

究を実施している組織・団体からの活動報告、iii)外部有識者による活動への評価と期待、

とした。 
合同研究会および成果報告会の運営は、センター事務局、サブプロ a、協力事業者によ

る共同組織とし、危機管理の世界標準の組織体制の考え方を踏襲した。実際の業務（事態

処理）については、運営マニュアルを構築し、共通認識のもとに実施した。 
 

：疑問・課題 ：関連している意見 ：提案・コンサル ：音声から聞き取った意見

気象センサーとの組み合わ

せるという発想は良い

システムを持っていることは

わかった

で活に入ってもらい学術利

用させてほしい

早期に被害を把握する？

どういうスキーム方法をイ

メージ？

そんなに簡単な話ではない

地震のゆれデータを集めれ

ばいい？

データをどう使うかが見えて

いない

応答スペクトルが取れるなら

ば使えるかも

よかったこと ギモン

23区で100個=全2300個あ

れば区ごとの予測はできそ
類似のセンサーはサブCの

実持つ大実験でつけようとし

ている

サブCとしては・・・どんな

データをとると早く明らかに

わかるかは、真に今研究し

最大値でプロットすれば一次

判断として使える
地盤の反応からではなく、建

物自体で応答を見れるように

なるといい

ノイジーな情報だけたくさん

集まっても使えるか？

ビジネスモデルをどう描い

ているのか？

・維持費

通信をどう確保するのか？

コンセントに差し込むだけで

機能するのか？

各戸のセンサーを使えばい

い？

なぜBOSCHｆｆ

MEMSが世界シェアが高い

BOSCHのアフターケアがど

れだけなされているのか？

サブプロCからの知見を

BOSCHに提供してからセン

サーを作ってもらうといい

サブCの方法論をセンサー

で検証(まだセンサー特性

を見る段階ではない)

コンセントの穴を1，2個増や

したほうがいい

建物高さをバリエーションを

もってデータをとれるといい
東さんのモニターは階数がバ

ラバラ(最上階がベスト)

建物のオーナーに協力しても

らうのがいい

「なぜ個人が使いたいの

か？」に答えられるビジネス

モデルを！
あなたの家のこれだけを示

すのではなく、周辺との比

較で示すといい

SMSでシェアするボタンを

付与

自治会などの関心の高い人

に協力してもらうとよい

次の地震までにセンサーを

置くことが大事

100万棟を普及するコストは

実は高い？

アイディア自体は、昔から

いろんな人が提案していた

(誰も100万個やるとは言っ

ていない)←新規

どう結び付ける

集めたデータで何する課は、

Engneerからの協力が必要

提案・コンサル

センサーの維持管理はだれ

が行うのか？

普段から利用できるように

考えているのはプラスでは

ないか

100万棟も設置できないので

は？

コンセントがふさがるのは困

る

■発表まとめ

防災情報サービスプラットフォーム

Customer

Information Products

Hazard/Risk
情報

Infrastructure
被害・対応情報

Classified
自社情報

高
密
度
地
震
動
分
布

長
周
期
地
震
動

建
物
応
答

レ
ー
ダ
ー
気
象
観
測

交
通
情
報

人
流
情
報

保
険

ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

メ
ン
バ
ー
企
業

SOP
WBS

Action Card デ活が扱う３種類の情
報の取得

課題Ⅱ．

目的：今後のデ活への取り組みについて、以下の課題について全体討議
課題Ⅰ. 大規模集客交通機関施設のニーズに基づく具体的な提案
課題Ⅱ.デ活が扱う３種類の情報の取得
課題Ⅲ. 外資系ICT企業の日本防災分野への参入戦略と技術
課題Ⅳ. PRISM領域・建設・インフラ維持管理技術／防災・減災技術（内閣府）

課題例：Ⅱデ活が扱う３種類の情報の取得 討議結果例
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       表 1. 平成 30 年度 合同研究会および成果報告会実施概要 

 

 
   図 2. 合同研究会および成果報告会の実施体制と業務の概括（マニュアル）1 

 

2) データ利活用協議会の設置・運営 

a)データ利活用に係る組織・団体の参画状況 

i) データ利活用協議会の会員加入状況 

平成 29 年度はデータ利活用協議会活動への参加者（イベント参加者を含む）は 468 名

であった。平成 30 年度はさらに参加者がふえ、総数は 1,003 名となった（本年度、異動・

退職した参加者 43 名を除く）。 
平成 30 年度組織会員は、57 会員（内訳は企業 45 社、自治体は 3 自治体、団体は 8 団

体、その他 1 団体）、個人会員は 12 名となった。 
ii) データ利活用協議会の運営体制の整備 

 データ利活用協議会の規約を整備・改定更新し、協議会の目的の明確化と共通化を実施

した。また、理事会に会員組織・団体から役員を迎え、運営体制を整えた。 
 

デ活
イベント

開催日 テーマ タイトル

第1回 H30.6.22 サブプロa レジリエンス力を高めるフレームワーク　―企業・自治体の取り組みに学ぶ―
第2回 H30.9.19 サブプロb マルチデータインテグレーションシステムによる首都圏の詳細な地震動の把握に向けて
第3回 H30.12.5 サブプロc 災害拠点となる建物に要求される耐震性能
第4回 H31.2.28 成果報告会 首都圏のレジリエンス向上のため「励むべきこと」とは何か

Operation
事態処理

Planning
計画立案

Logistics
後方支援

Finance & Administration 
総務

Unified 
Command

副センター長

センター
事務局サブ

プロa
協力
事業者

Chief of Staff
参謀長

サブプロa統括

Liason
連絡調整

センター長補佐

Public Information
広報

NIED 広報課

Safety
安全

センター長／総括

• イベント運営計画立案
• 人的・物的資源の確保・役割分担
• 予約・支払い・事務手続き

• マニュアルに沿った
業務実施

• 組織混合チーム
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表 2. データ利活用協議会 理事会役員名簿 
 
b) データ利活用に係る組織・団体との契約の締結 

6 組織・団体との契約締結が実現した。その中で、データ利活用の促進については、各

組織・団体によって、i) データ提供の覚書、ii) 包括契約、iii) 共同研究、の種別があった。

それぞれに対し、プロジェクト研究者が連携し、分科会活動を実施した。 
 
     表 3. データ利活用協議会におけるデータ連携の種別 

 

 
c) 分科会活動の本格化 

  平成 29 年度に立ち上げたデータ利活用にかかる準備会においては、複数課題におい

て、ワーキング活動を本格化させた。 
事例 i) 平成 30 年度において発生した北海道胆振東部地震において、保険会社における

現地の代理店ならびに顧客対応にかかる人員派遣の戦略構築と被害予測に対し、リアルタ

イムにおいて、共同で分析・検討を実施した。 

理事会役職 名前 所属
会　長 平田　直 防災科学技術研究所　首都圏レジリエンス研究センター　センター長

東京大学　地震研究所　教授
プロジェクト　総括

副会長・理事 小宮山 忠 東京ガス株式会社　常務執行役員  導管ネットワーク本部長
副会長・理事 上石　勲 防災科学技術研究所　雪氷防災研究部門　部門長・総括主任研究員

プロジェクト　サブプロa 統括
理　事 川野邊　修 東日本旅客鉄道株式会社　代表取締役副社長
理　事 佐々木　拓郎 日東工業株式会社　取締役社長　COO
理　事 嶋倉　泰造 東京海上日動リスクコンサルティング株式会社　代表取締役社長
理　事 永山　実幸 川崎市　総務企画局　危機管理室長
理　事 若井　太郎 東京都　総務局総合防災部　防災計画課長
理　事 青井　真 防災科学技術研究所　地震津波火山ネットワークセンター  センター長・総括主任研究員

プロジェクト　サブプロb統括
理　事 梶原　浩一 防災科学技術研究所　地震減災実験研究部門　部門長・総括主任研究員

プロジェクト　サブプロc統括
理　事 酒井　慎一 東京大学 地震研究所 観測開発基盤センター 准教授

プロジェクト　サブプロb統括
理　事 田村　圭子 新潟大学　危機管理本部 危機管理室　教授

プロジェクト　サブプロa 統括
理　事 西谷　章 早稲田大学　理工学術院 建築学専攻／建築学科　教授

プロジェクト　サブプロc統括
監　事 澤野　次郎 公益財団法人日本法制学会　理事長

締結日順 協定の種類 締結年度 締結日 相手先 名称
1 データ提供の覚書 平成29年度 2017.12.25 東京ガス株式会社 「地震波形情報の提供に関する覚書」
4 データ提供の覚書 平成30年度 2019.3.6 株式会社小堀鐸二研究所 「地震波形情報の提供」
5 データ提供の覚書 平成30年度 2019.3.6 日東工業株式会社 「地震波形情報の提供」
6 データ提供の覚書 平成30年度 2019.3.6 東芝エレベータ株式会社 「地震感知器動作情報の提供に関する覚書」

2 包括契約 平成30年度 2018.12.12 独立行政法人都市再生機構(UR)
「国立研究開発法人防災科学技術研究所と独立行政法
人都市再生機構との包括連携・協力に関する協定」

3 共同研究 平成30年度 2019.1.8 成田空港 「大規模地震時の被害状況把握に関する共同研究」
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     図 3. 地震動データの地震対応への活用（東京海上 2.28 成果報告会資料） 

         ～お客様に一日も早く安心をお届けするために～ 
 
事例 ii) 平成 30 年度は、大阪北部の地震、台風 21 号、胆振東部地震において、交通機関

の途絶が着目された。大規模集客交通機関施設における施設機能を守り、顧客の安全確保

のための対策検討を実施した。ここでは、今後を含め、以下に示すような「サブプロ abc
の成果との総合的な連携」を目指して、共同研究を開始・本格化した。 
・ 野外における「適切な地震観測装置の設置案」を示すための準備調査（サブ b）  

野外において、試験的に地震計を数台設置し、数週間～数か月の観測を行う。その結果

を用いて、空港敷地内の揺れの特徴を調査し、敷地内の安全性を確保するために科学的に

信頼度が高く、効率的な地震観測装置の設置案を提案する 
・ 施設建物の「適切な地震観測装置の設置案」を示すための準備調査（サブ c）  

施設内において、試験的に小型の地震計を数台設置し、数週間～数か月の観測を行う。

その結果を用いて、施設のゆれの特徴を調査し、施設建物の安全性を確保するために科学

的信頼性が担保され、かつ業務に支障が出ない効率的な地震観測装置の設置案を提案す

る 
・ 地震観測データに基づく「災害対応のための対策立案」ための準備調査（サブ a）  

地震観測データから、直ちに「いのち」を守り、その後の必要な対応を知るため、揺れ

の程度に応じた行動マニュアルの検討、ならびに揺れの程度によって、取るべき適切な行

動を自動的に知らせる機能の検討を行う 
 
d) データ利活用協議会活動を社会活動に高める方策の検討 

i) 共通デザインの検討 
 データ利活用協議会の活動理念・戦略を社会活動に高めるために、まずは「データ利活

用協議会活動への参画者・会員企業における相互理解を促進するために、プロジェクトや

データ利活用協議会で生成する情報に対し、「共通デザイン」に基づく発信を検討した。そ

のデザインに基づき、WEB ページ、イベント資材、イベントスタッフ用資材、デ活会員証

等のデザインコンセプトを構築した。それらを活用し、データ利活用協議会に未参画の対

象者、対象組織・団体への広報資料として活用した。 
 
ii)効率的な広報用 ICT ツールの検討 
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 プロジェクトの進捗に応じて、遅滞なく情報発信するためのツールの検討・実装を行っ

た。具体的には「デ活 HP 活用における効率化ツールの検討・開発」を実施することで、

社会における認識向上と会員募集に努めた。 
 

 
図 4. データ利活用協議会における共通デザインの検討 

 
(c) 結論ならびに今後の課題 

1) プロジェクトの総括 

研究統括体制において、研究進捗管理を実施する。「中間報告」における成果のとりまと

めを実施する。成果のとりまとめについては「研究成果報告」としての側面を確保すると

ともに、データ利活用協議会の活動を社会に定着させるためのプロジェクト内外に向けた

広報資料としての側面を実現する。 
 

2)「協議会」の設置・運営 

プロトタイプの成果に基づき、データ利活用のためのルールと規格を検討し、高い災害

回復力を持つ社会の実現のために必要なデータ流通のためのルールと統一規格を検討する。

データ流通のためのルールと統一規格については、データ利活用協議会に参画している組

織・団体における意見聴取、中心的な役割を果たしている組織・団体による討議を基に作

成するとともに、研究者・組織における「高い災害回復力を持つ社会の実現」に根ざした

標準作業手続きについても検討・とりまとめる。 
 
(d) 引用文献 

1) FEMA：National Incident Management System, pp.22-23, 2017.10 
 

(e) 学会等発表実績 

1)学会等における口頭・ポスター発表 

発表成果（発表題目、

口頭・ポスター発表の

別） 

発表者氏名 発表場所 
（学会等名） 

発表時期 国際・

国内の

別 
データ利活用による首都圏

レジリエンス強化の試み  
田村圭子  レジリエンス協会 2

月定例会  

2019 年 2 月 8

日  

国内  
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2)学会誌・雑誌等における論文掲載 

 

 
 
 
 
 
 
 

"The Tokyo Metropolitan 
Resilience Project", a new 
initiative for promoting 
data utilization among 
private agencies and 
research institutes 

田村圭子  国際防災・人道支援

フ ォ ー ラ ム 2019 
(International 
Disaster Reduction 
Alliance Forum 
2019 ) 
 

2019 年 1 月 23

日  

国際  

将来の大規模災害にどうそ

なえるのか  ～ICT の効

果的な利活用をふまえた企

業の対策～   

田村圭子  危機管理産業展 2018 
特別セミナー  

2019 年 10 月

12 日  
国内  

Possibility of Machine 
Learning  and 
Classification for Tweeted 
Image Data to Understand 
Disaster Damage 
Situation - A Case Study of 
2016 Kumamoto 
Earthquake - 

Munenari 
Inoguchi, 
Atsushi Imai, 
Keiko Tamura 

International 
Technical 
Conference on 
Circuits/Systems, 
Computers and 
Communications 
(ITC-CSCC) 2018 

2018 年 7 月 6
日  

国際  

掲載論文（論文題目） 発表者氏名 発表場所 
（雑誌等名） 

発表時期 国際・

国内の

別 
Development of Effective 
Integrated System for 
Building Damage 
Inspection under 
Harmonious Collaboration 
between Human and ICT - 
A Case Study of 2018 
Hokkaido Eastern Iburi 
Earthquake - 

Munenari 
Inoguchi, 
Keiko Tamura, 
Kei Horie, 
Ryota 
Hamamoto and 
Haruo Hayashi 

IEEE Big Data 2018, 
pp.3503-3508 

2018 年 12 月  国際  

Realization of Effective 
Team Management 
Collaborating between 
Cloud-based System and 
On-site Human Activities -
A Case Study of Building 
Damage Inspection at 2018 
Hokkaido Eastern Iburi 
Earthquake- 

Keiko Tamura, 
Munenari 
Inoguchi, Kei 
Horie, Ryota 
Hamamoto and 
Haruo Hayashi 

IEEE Big Data 2018, 
pp.3554-3558 

2018 年 12 月  国際  

広域災害の発生直後におけ

る被害の概況把握に資する

研究  ～平成 30 年 7 月西日

本豪雨災害を事例として～  

井ノ口  宗成・田

村  圭子・林  春
男  

電 子 情 報 通 信 学 会 , 
IEICE-ICTSSL2018-
34, Vol.118, No.244, 
pp.49-52 

2018 年 10 月  国内  
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3)マスコミ等における報道・掲載  

 
(f) 特許出願，ソフトウエア開発，仕様・標準等の策定 

1)特許出願 

・ なし 
 

2)ソフトウエア開発 

・ なし 
 

3) 仕様・標準等の策定 

・ なし 
 

(3) 平成３１年度業務計画案 

(a)プロジェクト総括と協議会の設置・運営  

1) プロジェクトの総括 

 研究統括体制において、研究進捗管理を実施する。「中間報告」における成果のとり

まとめを実施する。成果のとりまとめについては「研究成果報告」としての側面を確

保するとともに、データ利活用協議会の活動を社会に定着させるためのプロジェクト

内外に向けた広報資料としての側面を実現する。 
 

2)「協議会」の設置・運営 

プロトタイプの成果に基づき、データ利活用のためのルールと規格を検討し、高い災

害回復力を持つ社会の実現のために必要なデータ流通のためのルールと統一規格を検

討する。データ流通のためのルールと統一規格については、データ利活用協議会に参

報道・掲載された成果 
（記事タイトル） 

発表者氏名 発表場所 
（新聞名・TV

名） 

発表時期 国際・

国内の

別 
新たな取組：企業も強くな

る・首都圏も強くなる＿首

都圏レジリエンスプロジェ

クト・データ利活用協議会

～  

田村圭子  国際防災・人道支援フ

ォーラム 2019 報告

書 ,pp11 

2019 年 3 月 29

日  

国際  

平時から産官学民が情報連

携を  

田村圭子  兵庫ジャーナル ,2 面  2019 年 2 月 14

日  

国内  

被害の軽減と「回復力」～国

と企業  情報共有仲介～  

田村圭子  朝日新聞 ,17 面  2019 年 1 月 31

日  

国内  

災害多発時代の対応など議

論 神戸でフォーラム  

田村圭子  神戸新聞（WEB）  2019 年 1 月 23

日  

国内  

企業も強くなる。首都圏も

強くなる首都圏レジリエン

スプロジェクト  

田村圭子  Ace-建設業界 ,日本建

設業連合会 ,pp.23 

2018 年 4 月  国内  
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画している組織・団体における意見聴取、中心的な役割を果たしている組織・団体に

よる討議を基に作成するとともに、研究者・組織における「高い災害回復力を持つ社

会の実現」に根ざした標準作業手続きについても検討・とりまとめる 
 サブプロｂ・c と協力し、研究課題②～⑤と共に、空港管理会社や集合住宅管理会社

等のデ活参加企業における分科会活動を実施する。 
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3.1.2 情報インフラ基盤を活用したデータ流通方策の検討 
 

(1) 業務の内容 

(a) 業務の目的 

サブプロジェクト(b)、(c)で収集・生成・蓄積されたデータの統合・利活用を視野

に入れ、防災に関わる実務者と本事業に係る研究者が「協働」して、高い災害回復力

を持つ社会の実現を目指す。 
 
(b) 平成３０年度業務目的 

防災科学技術研究所が保有していく情報インフラ基盤に、首都圏レジリエンスプ

ロジェクトと PRISM から得られるデータの連携や 2 次利用に関して、技術的課題を抽

出し、対応策を検討する。 

 
(c) 担当者 

所属機関  役職  氏名  
防災科学技術研究所 

防災科学技術研究所 

 

防災科学技術研究所 

首都圏レジリエンス研究センター副センター長 

首都圏レジリエンス研究センターセンター長 

補佐（プロジェクト連携担当） 

災害過程研究部門 副部門長 

上石 勲 

取出新吾 

 

鈴木進吾 

  

(2) 平成３０年度の成果 

(a) 業務の要約 

サブプロジェクト(b)(c)、データ利活用協議会、アドオン施策として開始した官民研究開

発投資拡大プログラム（PRISM）革新的建設・インフラ維持管理技術／革新的防災・減災

技術 官民データ連携による応急対応促進「震度分布の詳細化による早期復旧技術の開発」

において各種機関から提供されるデータ等の形式や規格について検討し、データ流通のた

めの対応策を検討した。 
 具体的には防災情報流通・連携に係る現状把握として、文献調査、防災情報の流通・連

携に取り組んでいる機関を対象としたヒアリング、及び先行事例調査を行った。現状把握

の結果に基づき、目指すべき姿を提案し、その実現に向けた課題構造について検討した。 
 

(b) 業務の成果 

1) 防災情報流通・連携に係る現状把握 

防災分野を中心とした情報の流通・連携に関する、国内外の代表的な取組について文献

調査ならびに関係者へヒアリングを行った。文献調査の対象は①府省庁連携防災情報共有

システム（SIP4D）、②災害情報情報ハブ、③Center for Engineering Strong Motion Data

（CESMD）（米国）とし、調査情報は①基礎情報（名称、実施主体、時期、利用者、目的） 

②防災情報の共有に関する事項（データ提供：ビジネスモデル、権利／責任、課題 デー

タ活用：利用する外部データ、権利／責任、課題） ③情報利用環境の整備に関する事項

（情報利用環境の具体的な動作（画面・利用環境・機能・出力内容等）、システムアーキテ

クチャー、データ入出力（情報の形式、内容、頻度等）、セキュリティ）とした。 
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 調査から、日本における防災情報の流通・連携の実現にあたって得られた方向性を以下

に示す。 

① 防災情報の共有について 

ｱ) ビジネスモデル分野横断型のプラットフォームで、ビジネスモデルが成立している例

は見られなかったが、CESMD（米国）による建設行為からの強制的な費用徴収は、我が国の

防災情報の流通・連携を担うプラットフォームにおいても財源確保の方策を検討する上で

参考となる。 

ｲ) 利用者の範囲 

利用者は、関係機関に限定される事例が多い。CESMD（米国）のように一般のアクセスを

認める例も存在するが、それらは運営費用の強制徴収を前提としている。そのため、広範

な利用者のアクセスを許容する場合は、前提となる予算の確保から検討する必要があると

考えられる。 

ｳ) 利用するデータ 

CESMD(米国)の事例では、複数自治体が地震頻発地域（米国ハザードマップの Zone 3、

4）における強震観測を義務づけることによって、データの充実を担保している。特に不足

するデータについては、我が国でも同様の法的枠組みを定められれば、防災情報の一層の

充実に寄与すると考えられる。 

また、災害情報ハブの事例では、災害対応や事業継続の検討に資する、官民主体の多様

なデータを取り扱っている。流通・連携する主な防災情報は、これらの事例を基本として

検討できると考えられる。 

ｴ) 権利／責任 

SIP4D／CESMD（米国）の事例のように、データの品質や、利用による損害について、一

切保証しない旨が明記されていることが一般的で、リスクが少ないと考えられる。他方、

災害情報ハブでは、情報カタログに示された条件に従って情報を利用することとされてお

り、柔軟な条件設定が可能である。情報提供者や情報の質などに応じて柔軟に条件を設定

したい場合は、災害情報ハブの例が参考となる。 

② 情報利用環境の整備について 

ｱ) 情報利用環境の具体的な動作 

災害時を中心とした利用を前提とするのであれば、災害情報ハブや CESMD の例の様に、

利用者が使い慣れた既存システムの活用が考えられ、平時からの利用も見込まれる場合は、

SIP4D のように専用の環境を構築することも有効である。 

ｲ) データ入出力 

データの形式は、CSV、GeoJSON、XML、PDF の採用事例が多く、これらの形式による情報

共有はノウハウが蓄積されており、導入しやすいと考えられる。 

一方、特定分野のみで使われているデータ形式を採用する例もあるが、その場合は、CESM

（米国）の例のように、主要なフォーマット間の変換ツールを提供するなどして、利用者

の利便性向上に努めることが望ましい。 

 

2）先行事例調査 

データを活用した防災対策や災害対応の事例を調査することで、今後のデータ流通のあ
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り方を検討した。 

① 日本防災産業会議 

日本防災産業会議（事務局＝日刊工業新聞社）と防災科研は、両者が収集・作成する災

害情報の提供・使用許諾について覚書を締結した。 

この覚書に基づき、防災科研クライシスレスポンスサイト(NIED-CRS)として防災科研が公

開しているデータを日本防災産業会議が活用する形を取り、ESRI 社の ArcGIS Online のグ

ループ間共有機能を活用することで、日本防災産業会議が CRS の情報を直接的に収集でき

る体制を構築することとなった。 

 

② 株式会社小堀鐸二研究所 

防災科研の MeSO-net の地震観測データと小堀鐸二研究所が所有する建物観測データと

の比較・分析により、建物 の被災程度推定の根拠となる建物へ入力される地震動の推定精

度を向上させる手法を開発した。建物に設置された地震計から得られる建物観測データは、

日本国内においては非公開であり、研究や災害対応の目的であっても活用できないのが通

例であるが、本研究において 80 棟の建物観測データの研究利用がビルオーナーから許可

された点が画期的である（図１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

③ 東京ガス株式会社 

東京ガス株式会社の超高密度リアルタイム地震防災システム「SUPREME」は低圧のガスを

供給する約 4,000 箇所の地区ガバナには SI センサーと呼ばれる地震計が設置されており、

導管や構造物に被害を及ぼすような地震を検知すると、自動的にガス供給を遮断して地域

全体の安全を守るもので、データ利活用協議会の会員として、SUPREME のもつデータを防

災科研に提供頂いた。 

 

④ 株式会社マピオン 

平成 30 年７月豪雨における災害対応に対して、株式会社マピオンと防災科研が共同研

究契約を締結し、広島県、岡山県、愛媛県の約 30 万件のマピオン電話帳店舗データの無償

提供を受けた。 

マピオンのケースは、経済産業省から被災した商店街を俯瞰的な把握のための地図作成

図１ 建物観測データの収集と Meso-net 観測記録との比較 
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の依頼を受け実施したもので、被災域と店舗データを重ね合わせることで実現した(図２)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（愛媛県大洲市の浸水推定段彩図とマピオン電話帳データを重ね合わせたもの。） 

※マピオン電話帳データの元データ提供先は株式会社ナビット 

 

⑤ PRISM の複数機関におけるデータ流通体制構築の試行 

 首都圏レジリエンスプロジェクトへのアドオン施策である官民研究開発投資拡大プログ

ラム（PRISM）革新的建設・インフラ維持管理技術／革新的防災・減災技術 官民データ連

携による応急対応促進「震度分布の詳細化による早期復旧技術の開発」においては、株式

会社イー・アール・エス、株式会社 Agoop、株式会社小堀鐸二研究所、MS&AD インターリス

ク総研株式会社、新潟大学が参画しており、防災科研を含めると６つの機関の間でのデー

タ流通を試行する場として活用した。また、大阪北部地震を共通テーマとして試行した(図

３)。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3）防災情報流通・連携のために解決すべき課題の検討 

1)において実施した調査から得られた情報に基づき、防災情報の流通・連携の促進を阻

害する要件等の整理を行い、その解決に向けた選択肢や困難度を踏まえた将来像を提案す

ることで、防災科研が防災情報流通・将来の連携のあり方を検討した 

図２ マピオン提供データによる水害発生状況の統合 

図３ PRISM における複数機関のデータ流通の試行 
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a)現状の課題の整理および対応状況 

データ連携に関する現状の課題および対応状況を表 1 に示す。 

 

表 1 データの連携に関する現状の課題および対応状況 

区分 課題および対応状況 

データ公開・提供の実現を

阻害する要因 

（心理的・習慣的要因、公開

によるリスク、等） 

・  過去の建物被害実績は、データを公開することによるレピュテーション

リスクの懸念が存在。 

・  保険契約情報は民間企業としての利益の源泉であるため、開示できない 

・  業界として慣例的に開示していないデータであることによる心理的な要

因が存在。 

・  自治体では同じ組織内であっても、異なる部署同士でデータの共有に対

してハードルがあるケースもある。 

ビジネスモデルとしての課

題 

（ニーズの存在、データ提

供コスト、継続性、等） 

・  道路通行データなど防災目的のデータ提供は社会貢献として実施してお

り、大きな利益は見込めない。 

・  コネクティッドカーからの画像データなどは容量が大きく、リアルタイ

ムに提供を行うシステムを構築していない。 

・  道路通行データや人流データは、防災以外の目的での利用が現時点では

主である。 

・  実用的なデータ共有の仕組みを作るためには大きな投資が必要である

が、公的機関の研究資金はそれに対して一桁以上少ない。 

権利/責任面での課題 

（有償 /無償、契約形態、

利用規約、データ利用によ

るリスク、等） 

・  道路通行データなど SLA（Service Level Agreement）を設定せずにベス

トエフォートでの提供とすることでリスクを回避している。 

・  建物に設置してある震動データなど当初の利用規約には明示されていな

かったが、防災利用のための利用許諾を得ることができたケースもある。 

・  個人情報保護のため、個人を特定できないように前処理を行って利用し

ている人流のデータの例もある。また、データ取得用のアプリを導入す

る時点で、位置情報を含むデータ利用について許諾を得ている例もある。 

・  地理情報データなど組織同士がデータの売買を行えるマーケットを提供

している。 

情報システム面での課題 

（データ容量・形式、リア

ルタイム性、情報セキュリ

ティの確保、等） 

・  リアルタイムの情報提供システムを構築するためにはまとまった投資が

必要であり、現状では特定のデータに限られている。（道路通行データ） 

・  REIC により提供されているリアルタイム被害推計は、実運用に移行する

際にハードウェアの整備が必要である。 

・  インフラ企業等の災害時の被害状況は、PDF 形式で提供されるケースも

未だに多い。 

・  データ変換のためにもコストがかかるが、それを負担する主体がいない

状況である。 

・  災害時にも稼働することを想定したデータの多重化、非常用回線の確保

等は、技術的に可能だがコストを負担する主体がいない例もある。 

・  同じ地震動の観測データであっても、民間のデータでは時刻が同期され

ていない、送信されるデータが限定的等、取扱いに工夫を要する。 

 

また、防災情報の公開を妨げる原因の構造を図４に示す。データ自体を公開することに

対しては前向きであるものの、実務的に公開できない理由としては、外部に提供可能な形

式に変換するための手間やコスト、また、定常的にデータを提供するための仕組みを構築
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するためのコストが存在することが挙げられる。これらに対する潜在的な原因としては、

民間企業のビジネスにとっては純粋な「コスト増加」と捉えられてしまい、たとえ社会的

に便益のあると考えられるデータ提供であっても、それを負担することを経営者に説明す

ることが困難であることが考えられる。社会的に意義のある活動を民間企業が位置づける

ための既存の枠組みとしては CSR・CSV 活動が存在するが、現状ではそれらの活動の規模も

本業のビジネスのスケールと比較して非常に小さい状況にあり、コスト負担が成立する状

況には検討が必要であると考えられる。 

一方で、データ公開自体が困難であるというケースの場合、その直接的な原因としては、

当該企業や業界での慣習として公開されてこなかったため、心理的な障壁が存在するケー

スがある。また、データに誤りなどがあり、それにより深刻な結果を生じた場合のレピュ

テーションリスクもデータの公開を妨げる一つの原因となっている。また、データの公開

が他の利用権やプライバシーを侵害するリスクなども存在している。 

 

 

 

図４ 防災情報の流通・連携を妨げる原因の構造 

 

 図５に防災情報の流通・連携を妨げる要因に対する対応策の一例を示す。これらの課題

はいずれも短期的に解決することは容易では無いが、防災情報の流通・連携に資するプラ

ットフォームを構築し、小規模な成功事例を積み上げることにより、社会全体の防災情報

の流通方法を変えることが期待される。 

アドオン施策である PRISM では大阪北部地震を共通テーマとし、参画各社のデータを統

一基盤上に掲載することで、防災情報の流通における形を示せた点で多大な貢献があると

言えよう(図３）。 

 

表層的な原因 潜在的な原因

原因

リ
ス
ク
管
理
の
視
点

経
営
的
な
観
点

企
業
の
視
点

リーガルリスク
・利用権の侵害
・プライバシー侵害

レピュテーションリスク
・不正確性や誤りに対する
批判

慣習的な理由で
流通・連携していない 心理的な障壁の存在

ビジネス上の
コスト負担の困難

投資主体の不在
（公共、民間）

データ利用に関する
法務面でのベスト
プラクティスの不在

市場原理単体による
対応の限界

CSR・CSV活動の
未成熟

誤りに不寛容な
文化

情報流通・連携のコストに見合う
効果が得られない

・提供システム構築のコスト
・前処理にかかる手間・コスト

地域・社会全体の効果
を民間投資として正当化

できない

効果が未知であり、
不確定性が大きい

未知のリスクに対する
不安、リスクの全貌把握

の困難さ
企業とマスメディア

との関係

データ利用に関する
社会規範の不在

有償販売する場合の
価格設定の困難さ

防災対応が「社会貢献」
とみなされることによる低
価格化への圧力
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図５ 防災情報の流通・連携を妨げる要因に対する対応策 

  

図５に示した防災情報流通・連携のためのプラットフォームを構築するにあたり、情報

システム面において課題解決に資するものを選別し、解決の方向性を整理した。 

表２は情報システム面において具体的に検討できる内容を示したものである。 

 

表２ 情報システム面における課題整理 

原因 情報システム面（利用環境の整備・運用）における課題と解決の方向性 

情報流通・連携

の コ ス ト に 見

合 う 効 果 が 得

られない 

【課題】 

各利用者の情報流通のための負担・負荷の軽減 

【解決方向性】 

データ処理（加工・提供・課金等）に必要な共通的な機能をプラットフォーム側で用意して、

利用者の負担を抑制 

有 償 販 売 す る

場 合 の 価 格 設

定の困難さ 

【課題】 

利用環境への参加ユーザーやデータ取引量増大による需要・供給の市場原理の効果発揮 

【解決方向性】 

各利用者にとって使いやすいシステムの実現（例：データインデックス情報の充実によるデ

ータ検索性向上など） 

慣 習 的 な 理 由

で流通・連携し

ていない 

【課題】 

情報を提供するインセンティブの具体化 

【解決方向性】 

提供した情報がどのように利用されたのかを情報提供側が確認・具体的便益（利用側からの

フィードバック情報受領など）を受け取る仕組みの構築 

対応策 関連する課題

プラットフォー
ムの構築

防災情報の提供者に
還元可能なビジネス
モデルの検討

データ公開を後押しす
る（プラットフォーム内
の）規範・行動原理の
設定

災害時データ利用に
関する法務面でのベ
ストプラクティスの蓄
積

効果の可視化・定量化

C2:リーガルリスク
・利用権の侵害
・プライバシー侵害

C1:レピュテーションリスク
・不正確性や誤りに対する
批判

B:慣習的な理由で
流通・連携していない 心理的な障壁の存在

ビジネス上の
コスト負担の困難

投資主体の不在
（公共、民間）

データ利用に関する
法務面でのベスト
プラクティスの不在

A1:情報流通・連携のコストに見
合う効果が得られない

・提供システム構築のコスト
・前処理にかかる手間・コスト

地域・社会全体の効果
を民間投資として正当化

できない

効果が未知であり、
不確定性が大きい

未知のリスクに対する
不安、リスクの全貌把握

の困難さ
データ利用に関する
社会規範の不在

A2:有償販売する場合の
価格設定の困難さ

防災対応が「社会貢献」
とみなされることによる低
価格化への圧力
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原因 情報システム面（利用環境の整備・運用）における課題と解決の方向性 

レ ピ ュ テ ー シ

ョンリスク 

【課題】 

データポリシーの遵守とデータの完全性確保（データの不正改変等の防止） 

【解決方向性】 

情報システムでの各種操作を踏まえた、現実的かつ適正なデータポリシー（利用条件）の策

定 

リ ー ガ ル リ ス

ク 

【課題】 

個人情報を含むデータ等、機密データの適切な管理運用 

【解決方向性】 

機密データに該当するデータの検知・管理の仕組みの実装、 

適切なデータアクセス制御の実装 

 

b）防災情報の流通・連携を行うため利用環境の整備 

前節の内容を踏まえ、防災情報の流通・連携を実現するためのあるべき利用環境の姿につ

いて検討した。 

 利用環境の諸元（契約形態、システム構成、インターフェース、情報セキュリティの確保）

に関する有効な選択肢について検討した。 

 前節の各課題と解決の方向性を、利用環境の諸元ごとに整理した結果を表３に示す。 

 

表３ 利用環境諸元ごとの課題と解決の方向性 

# 諸

元 

課題 解決の方向性 （参考）他事例での

実現方法 

1 
契
約
形
態 

・  有償データにおける、利用条件

（一時利用・二次利用）の整理 

・  データ提供側の責任範囲の明確

化 

・  利用環境が自助努力にて継続運

営されるためのマネタイズの実

現 

・  現時点で想定される実際

の提供可能データをサン

プルとした、利用条件方針

案の作成 

・  利用環境の活用シナリオ

を具体的に想定したうえ

での収支シミュレーショ

ン実施 

・  提供データの品質や

利用による損害につ

いて保証しない旨を

規定（SIP4D） 

・  データ活用によるア

ウトカム（建設行為）

から一定の割合を定

めて強制的に費用徴

収（CESMD） 
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# 諸

元 

課題 解決の方向性 （参考）他事例での

実現方法 

2 

シ
ス
テ
ム
構
成 

・  想定ユーザー（省庁・自治体・民

間企業等）全員にとって利用しや

すいシステムアクセス環境の実

現 

・  平常時および緊急時それぞれに

おける、プラットフォームとして

のサービス提供時間の定義と実

現 

・  提供データおよびユーザー数の

増加に伴う処理能力（演算・デー

タ管理・NW 送受信等）の確保 

・  拡張容易性を踏まえたク

ラウドサービスの活用 

・  平常時および災害発生時

それぞれにおけるシステ

ム可用性の定義 

・  利用環境の中期的なユー

ザー数・データ数の増加を

想定したうえでの適切な

性能要求の定義 

・  データ容量に応じたアッ

プロード環境とダウンロ

ード環境の分離検討 

・  扱う提供データのデータ

量等を踏まえた、データ本

体のプラットフォーム上

での取り扱い有無の検討 

 

 

3 

送
受
信
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
・ 

 

デ
ー
タ
属
性 

・  適時かつ簡便なデータ授受の実

現のための、仕様（インターフェ

ースおよびファイルフォーマッ

ト）の統一（または変換機能の実

装） 

・  データの識別情報（インデックス

情報）の付与仕様の策定 

・  システム間の連携可能性を考慮

した、データまたはステータス送

受信の自動化（Web-API の実現） 

・  Web-API でのデータ送受信

を前提とした詳細仕様（伝

聞フォーマットおよびフ

ァイルフォーマット）の策

定 

・  短期的に想定できる提供

可能データに基づいた、管

理属性として保有すべき

インデックス情報の検討 

・  GeoJSON、 XML 等 の

Web-API に親和性の

高いフォーマットの

採用（SIP4D、災害情

報ハブ、CESMD） 

 

4 

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ 

・  個人情報の適切な保護（許諾・加

工等） 

・  データの特性（秘匿性の有無等）

に基づいたアクセス制御 

・  個人情報が含まれるデー

タの運用指針の策定 

・  個人情報を含むデータの

検知機能実装の検討 

・  短期的に想定できる提供

可能データに基づいた、ア

クセス制御に係る要件の

詳細検討 

 

  

また、防災情報の流通・連携を実現するための利用環境の構築運用においては、その目

的（活用シナリオ）を踏まえたうえで、当該シナリオにかかわるステークホルダー（防災

科研・自治体・民間事業者・その他ユーザー等）が便益を享受のうえ情報提供側および利

用環境運用側に対価が支払われる仕組みであることが肝要となる。 

 

（c）結論ならびに今後の課題 

図６に示すようにアドオン施策である PRISM でデータ流通のための試行は一定の成果

を上げた。また、いくつかの先行事例が示す通り、企業が持つデータの流通・活用は一部

では実現されているが、その数はあまりに少ないのが現実である。この状況を改善し、デ

ータの流通を円滑に行うためのデータ連携の体制の構築が急務となる。このためには、阻

害要因の詳細な分析、ビジネスモデル、権利・責任面、セキュリティモデルなどの課題を

更に突き詰めていくことが必要となる。今後は、サブプロ(b)ならびにサブプロ(c)のデータ
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も具体化し、詳細に分析された課題の抽出と、それらを解決するための手法の開発を行い、

その妥当性を検証する試行の実施を行っていくことが必要と考える。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(d) 引用文献 
   なし  
 

(e) 学会等発表実績 

1)学会等における口頭・ポスター発表 
 特になし 
2)学会誌・雑誌等における論文掲載 

 特になし 
3)マスコミ等における報道・掲載 
  特になし 
 

(f) 特許出願，ソフトウエア開発，仕様・標準等の策定 

1)特許出願 

特になし 
2)ソフトウエア開発 

 特になし 
3) 仕様・標準等の策定 

  特になし 
 

(3) 平成３１年度業務計画案 

防災科学技術研究所が保有していく情報インフラ基盤に、首都圏レジリエンスプロジェクトと

PRISM から得られるデータの連携や 2 次利用に関して、技術的課題を抽出し、対応策を検討する。 

  

図６ PRISM におけるデータ流通の試行 
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3.1.3  被害拡大阻止のためのフラジリティ関数の検討 
3.1.3.1 建物フラジリティの検討 

 

(1) 業務の内容 

 

(a) 業務の目的 

「被害拡大阻止のためのフラジリティ関数の検討」においては、災害を発生させる外

力と被害規模の関係式を明らかにし、構造物被害の顕在化の確率を精緻化することで、

平時と災害時における被害軽減策を推進する。特に発災直後の被害状況の把握が難し

いフェーズにおいて、外力情報に基づいて、いちはやく被害規模の予測を実現するこ

とは、被害の拡大防止に大きく貢献できる。本研究グループにおいては、阪神・淡路

大震災以降の建物フラジリティ関数にかかる研究成果に基づき、さらに平成 28 年熊

本地震の建物被害データを活用し、より災害対応への実効性の高い関数モデルの確立

に努め、協議会における被害把握ニーズに応え、技術的課題を具体的に抽出し検討す

る。 

 

(b) 平成３０年度業務目的 

a.建物フラジリティの検討 
地震動および複数市町村の建物被害データの収集・整理を実施するとともに、それら

を用いた統計分析を行う。 
 
 (c) 担当者 

所属機関 役職 氏名 

国立大学法人千葉大学 大学院工学研究院 教授 山崎 文雄 

国立大学法人東京工業大学 環境・社会理工学院 教授 松岡 昌志 

関東学院大学 理工学部 准教授 鳥澤 一晃 

MS&AD インターリスク総研株式会社 グループ長 堀江 啓 

国立大学法人千葉大学 大学院工学研究院 助教 劉 ウェン 

 

(2) 平成３０年度の成果 

 

(a) 業務の要約 

・熊本地震における地震動データを収集・整理し、地震動分布を推定した 
・熊本地震における益城町・宇城市による建物被害データの収集・整理し、統計解析を実

施した  
 
(b) 業務の成果 

 

1) 益城町における地震動分布の推定  
  熊本地震の本震（2016 年 4 月 16 日）を対象に強震観測記録を多数収集し、QuiQuake が

採用している計算手法 1)を踏襲することで被災地域における地震動分布を高精度に推定す
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る。使用した観測記録は、熊本県を含む九州・西日本一帯のもので、K-NET、KiK-net が 

698 地点、気象庁が 316 地点、自治体によるものが 111 地点、西部ガスが 16 地点である。

平均トレンドとして国土地理院モデルの震源断層からの距離減衰式を考慮し、最大速度

(PGV)の増幅度の非線形性を考慮したクリッギング補間により、観測地点間の PGV を推定

した。なおここでは、水平 2 方向の速度波形を時刻歴で合成した最大値を PGV として使用

している。  
250m メッシュ単位の益城町における PGV 分布を図 1(a)に示す 2)。布田川断層帯に沿う

ように PGV が 200cm/s を超える範囲が広く分布しており、多くの住宅に被害が生じた益城

町中心部を中心に高い PGV が分布している。益城町の観測点は、KiK-Net 益城と益城町役

場の 2 か所であり、推定した PGV 分布は観測点ではその値を再現し、その周辺では PGV
増幅度と距離減衰に応じた分布性状を示す。  

益城町における PGV 増幅率の分布を図 1(b)に示す。益城町中心部の南側には広範囲に

わたり地盤条件上における後背湿地が分布しており、最大で約 2.2 倍の増幅率を示してい

る。 KiK-Net 益城と益城町役場においては地形分類が同じであるため、PGV 増幅度に大差

がなく、そのため周辺の推定 PGV の値にも大差がない。  
 

2) 益城町による被害認定調査データに基づく建物被害関数の構築  
益城町による被害認定調査データ 3)と推定 PGV 分布を用いて、構造別の被害関数の構築

を試みる。GIS 上で建物 1 棟ごとに、その位置(250m メッシュ)の PGV をリンクしたあと、

対象とする構造・建築年区分ごとに地震動指標（PGV）の大きさで並び替えたうえで、PGV
のレベルが同程度のいくつかの建物を一つのグループとして区分した。各構造・建築年代

ごとの棟数と区分数を表 1 に示す。データ数の多い木造に関しては、全体での区分数を 20
区分、建築年代別では 10 区分とし、比較的データ数の少ない S 造、軽量 S 造に関しては 5
区分とした。また区分ごとの代表 PGV の値は、棟数による平均により求めた。  

ここで求めた PGV と被害率の関係から、建物被害関数（被害率曲線）を求める。ある地 
 

   

(a) 最大地表面速度（PGV）分布    (b) PGV 増幅率分布 

図1  益城町における推定PGV分布とPGV増幅率分布 
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震動強度 x のときに被災ランク R 以上の被害が発生する確率 PR (x)は、標準正規分布の累積

確率分布関数Φ(x)を用いて、既往の研究 4), 5) と同じく、以下の対数正規分布で表せると仮

定した。  
             PR (x) = Φ ((ln x −λ) / ζ )        (1) 

ここで係数λ、ζは、ln x の平均値および標準偏差であり、確率紙を用いた最小二乗法に

より求める。  
構造種別ごとの被害関数は、棟数が充分ある木造、S 造、軽量 S 造の 3 つに対して行っ

た。本データにおける RC 造は 100 棟余りと少なく、全体としても被害関数の構築は困難

であった。結果として得られた被害関数の回帰係数を表 2 に示す。相関係数を構造別（全

年代）にみると、木造の半壊以上率が 0.67 ではあるが、基本的に高い相関を示している。

木造の年代別では、全壊率で最も低いのが 2001-16 の 0.63 であり、全体的に高い相関が見

られるが、半壊以上率は 0.7 以下のものも多くある。  
 

表1 建物被害関数作成のための構造・年代区分の分類と対象建物数 

構造種別 建築年代 建物棟数 区分数 区分棟数 

木造 

全体 8972 20 448 or 449 

1962-71 554 10 55 or 56 

1972-81 1864 10 186 or 187 

1982-90 1580 10 158 

1991-2000 1931 10 193 or 194 

2001-16 1591 10 159 or 160 

S 造 全体 332 5 66 or 67 

軽量 S 造 全体 736 5 147 or 148 

 
表 2 熊本地震の益城町データに基づく建物被害関数の回帰係数 

構造種別 建築年代 
全壊率 半壊以上率 

λ ζ R2 λ ζ R2 

木造 

全年代 5.38 0.79 0.81 4.47 1.15 0.67 

1962-71 4.84 0.71 0.87 3.80 0.94 0.78 

1972-81 5.11 0.76 0.76 3.50 1.40 0.65 

1982-90 5.41 0.64 0.88 4.11 1.27 0.63 

1991-

2000 
5.70 0.70 0.86 4.83 1.26 0.66 

2001-16 6.62 0.89 0.63 5.52 0.93 0.84 

S 造 全年代 5.96 0.87 0.80 5.26 0.96 0.76 

軽量 S 造 全年代 5.90 0.76 0.96 5.35 0.88 0.90 

 
この構造別の全壊率および半壊（以上）率に対する被害関数を図 2 に示す。全壊率、半

壊率ともに同じ PGV に対して、木造の被害率は S 造や軽量 S 造の約 2 倍の値になってい

る。木造の半壊率に関しては、益城町で最も低いランクの PGV（約 65cm/s）においても、
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60%を超える半壊率になっているため立ち上がりが早くやや不自然に見える。しかしこの

立ち上がりを抑えるためには、低い PGV の範囲における同質の建物データと被害データ

を加える必要があり、今後の課題である。  
 
 

 
 
最後に、同様の手法で構築した木造建物の建築年代別の全壊率の被害関数を図 3 に示す。

全体的にはそれぞれの PGV において古いものほど全壊率が高く、新しいものほど低くなっ

ている。1981 年以前の建物は 20cm/s を超えたあたりで被害が発生し始めているのに対し、

1982 年以降に建てられた 60cm/s あたりから被害が発生し始めている。同一の PGV におけ

る全壊率には大きな差が見られ、とくに旧耐震基準の建物と新耐震基準の建物には大きな  
違いが見られると言える。  

新耐震基準の建物に関しても、被害の出方に明瞭な差が見られ、とくに 2001 年以降の建

物は極めて低い全壊率となっている。したがって木造建物に関しては、新耐震を 2 つない

し 3 つの年代で区分することの妥当性が示された。なお、東京都都市整備局 6)の地域危険

度評価や内閣府 7)の地震被害想定において、この 3 区分する筆者らの提案はすでに採用さ

  
(a) 全壊率            (b) 半壊以上率  

図2  益城町の建物構造別の被害関数 

  

図 3  木造建物の建築年代別の建物被害関数（全壊率） 
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れている。  
なお、ここで試算した木造建物の建築年代別の被害率は、1995 年兵庫県南部地震のデー

タに基づき構築した神戸市灘区や西宮市の被害関数より、やや低めの値を示している。詳

細な比較は今後に行うが、地震動分布の推定や被害認定の仕方などに違いがあり、筆者ら

としては今回の益城町のものを推奨したい。ただ、わが国の木造建物の耐震性における地

域差については、今後の課題として残っている。  
 
（c）結論ならびに今後の課題 

2016 年熊本地震における建物被害に関して、益城町による被害認定調査結果と家屋台帳

データに基づいて、構造別、建築年代別の被害率を分析した。また益城町における推定最

大速度分布を用いて、構造別（木造・鉄骨造・軽量鉄骨造）および木造の建築年代別（5 区

分）の建物被害関数を構築し、速報結果として報告した。詳しい検証や他の研究結果との

比較については、次の機会に報告する。  
 

(d) 引用文献 
1) Matsuoka, M. and Yamamoto, N.: Web-based Quick Estimation System of Strong Ground Motion 

Maps Using Engineering Geomorphologic Classification Map and Observed Seismic Record, 
Proceedings of the 15th World Conference on Earthquake Engineering, Paper ID: 4016, 10p, 
2012.  

2) 松岡昌志：強震観測記録に基づく 2016 年熊本地震の地震動分布の推定，地域安全学会

梗概集 , No. 42, pp. 23-26, 2018. 
3) 益城町：平成 28 年熊本地震益城町における対応の検証結果報告，  

https://www.town.mashiki.lg.jp/bousai/kiji0032410/3_2410_1633_up_j7cvpcog.pdf 
4) 村尾修，山崎文雄：自治体の被害調査結果に基づく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 527 号 , pp. 189-196, 2000. 
5) 山口直也，山崎文雄：西宮市の被災度調査結果に基づく建物被害関数の構築，地域安全

学会論文集，No. 2，pp. 129-138, 2000. 
6) 東京都都市整備局：地震に関する地域危険度測定調査報告書(第 8 回)，2018．  

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/bosai/chousa_6/home.htm (参照  2018-8-16) 
7) 内閣府：首都直下地震の被害想定項目及び手法の概要，2013. 

http://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/taisaku_wg/pdf/syuto_wg_butsuri.pd 
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(e) 学会等発表実績 

1)学会等における口頭・ポスター発表 

 
発表した成果（発表題目、
口頭・ポスター発表の別） 

発表者氏名  発表した場所  
（学会等名）  

発 表 し
た時期  

国内・外
の別  

Analysis of building damage 
in Mashiki Town due the 
2016 Kumamoto, Japan, 
earthquake (口頭) 

F. Yamazaki, T. 
Suto, M. 
Inouguchi, K. 
Horie, W. Liu 

Thessaloniki, Greece 
(16th European 
Conference on 
Earthquake 
Engineering) 

2018.6 国外  

Spatial analysis of building 
damage in Mashiki town 
based on data of local 
government due the 2016 
Kumamoto, Japan, 
earthquake (口頭) 

T. Suto, F. 
Yamazaki, M. 
Matsuoka, M. 
Inouguchi, K. 
Horie, W. Liu 

Bangkok, Thailand  
(7th Asia Conference 
on Earthquake 
Engineering) 

2018.11 国外  

熊本地震の罹災証明デー
タを用いた深層学習によ
る建物被害推定の可能性
（口頭） 

河辺賢，堀江
啓，井ノ口宗
成，松岡昌
志，須藤巧
哉，山崎文雄 

北海道奥尻町（第
42回地域安全学会
研究発表会） 

2018.5 国内  

強震観測記録に基づく
2016年熊本地震の地震動
分布の推定（口頭） 

松岡昌志 北海道奥尻町（第
42回地域安全学会
研究発表会） 

2018.5 国内  

益城町の罹災証明データ
に基づく木造建物の被害
関数構築の試み（口頭） 

山崎文雄，須藤
巧哉，堀江啓，
松岡昌志，井ノ
口宗成，劉ウェ
ン 

仙台市（第 15 回日
本地震工学シンポ
ジウム） 

2018.12 国内 

 
2)学会誌・雑誌等における論文掲載 

 
3)マスコミ等における報道・掲載 

なし 
 
(f) 特許出願，ソフトウエア開発，仕様・標準等の策定 

1)特許出願 

なし 

掲載論文（論文題目） 発表者氏名 発表場所 
（雑誌等名） 

発表時期 国際・

国内の

別 
Synthetic building damage 
scenarios using empirical 
fragility functions: A case 
study of the 2016 Kumamoto 
earthquake 

L. Moya, E. Mas, 
S. Koshimura, F. 
Yamazaki 

International Journal 
of Disaster Risk 
Reduction 

2018.4 国際  

An integrated method to 
extract collapsed buildings 
from satellite imagery, hazard 
distribution and fragility 
curves 

L. Moya, E. Mas, 
B. Adriano, S. 
Koshimura, F. 
Yamazaki, W. Liu 

International Journal 
of Disaster Risk 
Reduction 

2018.10 国際  
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2)ソフトウエア開発 

なし 
 

3) 仕様・標準等の策定 

なし 
  

(3) 平成３１年度業務計画案 

 

a.  建物フラジリティの検討 

地震動レベルの大きい益城町とやや小さい宇城市等の被害認定調査結果を統合して，

幅広い震度範囲における木造建物に対する建築年代ごとの統計的フラジリティ関数を

構築する．また，益城町に対して，現地写真や航空レーザーデータを用いて，倒壊レベ

ルの建物被害を抽出して，倒壊建物のフラジリティ関数を構築する。 
北海道胆振東部地震の地震動データの収集と整理を行い，被災地の地震動分布の高精

度推定を行う。また，フラジリティ関数の地域性を検討するため，北海道胆振東部地震

で被害を受けた安平町の罹災証明データの収集と分析を行う。 
以上の検討より得られた結果については，国内外の学会で発表する。また優れた成果

については，審査付き論文に投稿する。 
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3.1.3 被害拡大阻止のためのフラジリティ関数の検討 

3.1.3.2 インフラフラジリティの検討 

 

(1) 業務の内容 

(a) 業務の目的  

災害を発生させる外力と被害規模の関係式を明らかにし、構造物被害の顕在化の確率

を精緻化することで、平時と災害時における被害軽減策を推進する。特に発災直後の

被害状況の把握が難しいフェーズにおいて、外力情報に基づいて、いちはやく被害規

模の予測を実現することは、被害の拡大防止に大きく貢献できる。研究グループにお

いては、インフラ被害について検討する。具体的には，阪神・淡路大震災以降のフラ

ジリティ関数にかかる研究成果に基づき、さらに平成 28 年熊本地震の家屋被害デー

タを活用し、より災害対応への実効性の高い関数モデルの確立に努め、協議会におけ

る被害把握ニーズに応え、技術的課題を具体的に抽出し検討する。 

 (b) 平成３０年度業務目的 

地震動および複数インフラの被害データの収集・整理を実施するとともに、それらを

用いた統計分析を行う。  
 (c) 担当者 

所属機関 役職 氏名 
国立大学法人岐阜大学 工学部 教授 能島 暢呂 
国立大学法人筑波大学 システム情報系 准教授 庄司 学 
国立大学法人千葉大学 大学院工学研究院 教授 丸山 喜久 
  

 

(2) 平成３０年度の成果 

(a) 業務の要約 

平成 30 年度においては、2016 年までの既往地震に加えて 2018 年大阪府北部の地震

および 2018 年北海道胆振東部地震における地震動分布および供給・処理・交通系ライフ

ラインの被害・復旧データを収集・整理した。さらに、首都圏を中心としたレジリエン

ス総合力向上を目指した基礎的検討として、被害・復旧データの統計分析を行い、物理

的・機能的フラジリティ関数およびレジリエンス関数の構築を進めた。具体的には以下

のとおりである。 

上水道管路については、2016 年熊本地震における熊本市内の被害分析を行い、口径・

地形・管種に加えて老朽管の影響を考慮して被害予測式の補正係数を検討した。下水道

埋設管路については、既往の 6 地震を対象とし、管種・口径・微地形区分の観点から、

地震動強さに対する標準被害率曲線をモデル化した。また、供給系ライフライン全般に

ついての被害・復旧予測モデルにおけるレジリエンス関数を見直し、震災全体の被災規

模を表す指標を導入して精度向上を図った。 

高速道路については、既往の４地震を対象として機能的フラジリティ関数を構築し、

レジリエンス関数の構築に着手した。平面道路については、2011 年東北地方太平洋沖地

震における地震被害データを整理し、液状化地域と強震動地域を対象としてそれぞれフ

ラジリティ曲線を構築した。鉄道については 2018 年大阪府北部の地震を対象として鉄   
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道運休の影響人数を推計するとともに、地震後の点検所要時間の予測に有用なレジリエ

ンス関数の構築に着手した。 

 

(b) 業務の成果 

1) 熊本地震における熊本市内の上⽔道管路の被害分析 

2016 年熊本地震における熊本市内の上水道管路の被害分析を行った。管路、被害データ

は熊本市上下水道局から提供を受けた。これらのデータから管種および口径ごとに上水道

管路の被害率を算出し、地震動強さや地形などとの相関性を評価した。なお、熊本地震の

際の地震動分布は松岡ら 1)によって推定されたものを用いた。管路の被害率は延長 1 km あ

たりの被害数とした（件/km）。 

熊本市内全域における管種および口径ごとの被害率を、それぞれダクタイル鋳鉄管普通

継手（DIP-A 型）、口径 100-150 mm の被害率を基準とした場合の比率を算出し、既往の被

害予測式 2)の補正係数と比較した。その結果、普通鋳鉄管（CIP）とネジ継手鋼管（SP）の

被害率の比が補正係数と比べて著しく大きく、これらの管種の上水道管路は地震に対して

脆弱であることがわかった。また、口径に関しては、被害率の比は補正係数の値と概ね整

合していた（図 1(a)）。 

被害予測式の補正係数と管種ごとの被害率の比に差異が見られる原因を数量化 I 類に基

づき考察した。目的変数を被害率、説明変数を管種、地震動の最大速度（PGV）、敷設年度

として数量化 I 類を実行すると、敷設年度の影響が最も高いことが分かった。ネジ継手鋼

管や溶接鋼管の被害率は、法定耐用年数（40 年）を超過した老朽管と敷設 20 年以上の経

年管のものが高く、これらの管路の更新は地震時脆弱性の改善に強く影響するものと考え

られる（図 1(b)）。 

 

図 1 熊本市の上水道管路の被害率 

 
2) 熊本地震における下水道埋設管路網のフラジリティの検討 
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熊本地震ならびに既往の 5 地震（兵庫県南部地震、新潟県中越地震、能登半島地震、新

潟県中越沖地震、岩手・宮城内陸地震）で被災した下水道埋設管路を対象とし、敷設され

た管路データを液状化および非液状化領域に分類した上で、管種、口径および埋設位置の

微地形区分の観点から被害の特徴を明らかにした。これら 3 つの観点から被害率データの

クロス集計を行ない、数量化理論Ⅰ類に基づいて基準とする管種、口径、微地形区分に対

する被害率データ間の定量的な比較を示した結果が図 2 の通りである。敷設延長が長く一

般的な VP/VU 管は、これに準じて一般的な HP 管より被害が大きくなる可能性が高い。DCIP

管は耐震的で被害が生じにくく、FRPM 管と SP 管も相対的に低い被害率を示した。逆に PP

管と TP 管は相対的に高い被害が生じていた。口径に関しては、300mm 未満より大きくなる

につれて被害が小さくなり耐震性は高くなっている。微地形区分に関しては、沖積平野と

比べて丘陵・火山性丘陵、ローム台地、火山地で被害が低くなり、それに準じて山地、干

拓地・埋立地、砂礫質台地で被害が低かった。一方、砂州・砂礫州、谷底低地・扇状地で

は被害が高くなる傾向を示し、特に液状化領域での被害は沖積平野より 1.64 倍大きくな

った。以上を踏まえ、VP/VU 管および口径 300mm 未満に絞り、微地形区分は非液状化領域

と液状化領域の 2 区分として標準被害率データを定義した上で、地表面最大速度 PGV と標

準被害率データの関係を図 3 のような標準被害率曲線でモデル化した。 

 

図 2 既往 6 地震で被災した下水道管路を対象とした被害率データ間の定量的な関係 

 

図 3 既往 6 地震で被災した下水道管路を対象とした PGV と標準被害率データの関係 

 

3) 供給系ライフラインの被害・復旧予測モデル 

 

供給系ライフライン全般についての被害・復旧予測モデルにおけるレジリエンス関数を

見直し、震災全体の被災規模を表す指標を導入して精度向上を図った。 
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はじめに、1995 年兵庫県南部地震の被災事例に基づく供給系ライフラインの機能的被

害・復旧評価モデル 3)を用いて、推定値と実測値との整合性について検証した。対象は 6

地震（2011 年東北地方太平洋沖地震、2004 年新潟県中越地震、2007 年新潟県中越沖地震、

2016 年熊本地震、2018 年大阪府北部の地震、2018 年北海道胆振東部地震）とした。その

結果、2011 年東北地方太平洋沖地震に関してほぼ整合しているものの、その他の地震に関

しては、特に復旧所要期間が過大評価となっていることが分かり、その主要因は震災規模

の違いであることが推察された。そこで推定精度向上を目的として、震災規模の違いが復

旧所要期間に影響することに着目してその改良方法を検討した。モデル改良の対象は電力

と水道とした。なお都市ガスについては第 1 次緊急停止判断基準の変更 4)の動向を踏まえ

て将来的に改良することとした。 

まず、復旧所要期間の推定値と実測値との乖離度合いを表す指標として、供給支障人口

の累積値（累積供給支障人口）の実測値と推定値との比率（実測値／推定値）を定義した。

また、震災規模の違いを表す指標として、震度曝露人口5)を用いた影響規模指数を定義し、

累積供給支障人口の比率と影響規模指数が整合するように、非線形最適化手法を用いてパ

ラメータを同定した。この影響規模指数を用いて、電力と水道の復旧所要期間の平均値お

よび標準偏差を伸縮させることとした（変動係数は一定）。累積供給支障人口の推定値と

実測値とを比較した結果を図4に示す。ばらつきは残っているものの、全般的に改善される

傾向にあることが確認された。 

 

 
 (a) 従来モデル (b) 改良モデル 

図4 累積供給支障人口の地震間比較（縦軸：推定値、横軸：実測値） 

 

4) 高速道路の機能的フラジリティ関数の検討 

供給系ライフラインの地震時機能的被害・復旧に関する二段階評価モデル 3)の第一段階

目の手法を応用し、近年の主要地震の被災事例（2011 年東北地方太平洋沖地震、2016 年熊

本地震、2018 年大阪府北部の地震、2018 年北海道胆振東部地震の 4 地震）に基づいた高速

道路の機能的フラジリティ関数を構築して震災間比較を行った。 

各地震に伴う IC区間の通行止めの有無 6),7)と推定地震動分布 8),9)を重ね合わせた結果を

図 5 に示す。これに基づいて、通行止めの有無に関する二値データと震度の関係を集計し

1

10

100

1000

10000

1 10 100 1,000 10,000

累
積

供
給

支
障

人
口

（
推

定
値

・
従

来
，

万
人

）

累積供給支障人口（実測値，万人）

中越（停電）

中越沖（停電）

東北（停電）

熊本（停電）

大阪（停電）

中越（断水）

中越沖（断水）

東北（断水）

熊本（断水）

大阪（断水）

中越（都市ガス）

中越沖（都市ガス）

東北（都市ガス）

熊本（都市ガス）

大阪（都市ガス） 1

10

100

1000

10000

1 10 100 1000 10000

累
積

供
給

支
障

人
口

（
推

定
値

・
改

良
，

万
人

）

累積供給支障人口（実測値，万人）

中越（停電）

中越沖（停電）

東北（停電）

熊本（停電）

大阪（停電）

中越（断水）

中越沖（断水）

東北（断水）

熊本（断水）

大阪（断水）



35 
 

た。低震度領域における「通行止めなし」のデータを確保するため、図 5 の範囲外の広領

域を含めて分析対象とした。 

計測震度別の通行止め発生率（＝通行止めありの区間数／データ総数）とそのロジット

モデルを図 6 に示す。機能的フラジリティ関数は通行規制基準値（事業者により震度 4 な

いし 5 弱以上）の付近で急激に増加している。ただし立ち上がりは規制基準値よりも低震

度側の震度 2.8～3.5 程度となっている。この理由としては、基準超過地点の両側の IC 区

間に通行止めが及ぶこと（規制が IC 区間ごとの場合）や、ブロック内の一部の基準超過が

ブロック全体の通行止めに波及すること（規制がブロック単位の場合）、震度不明地点があ

る場合、安全側の措置として通行止めとなる場合があること、などが考えられる。また、

通行止め確率が 50%に達するのはおよそ震度 3.7～4.4 であり、ほぼ 100%に達するのはお

よそ震度 4.8～5.6 という結果が得られた。なお全モデルについて、適合度を表す尤度比は

0.8 以上、的中率は 0.9 以上であり、モデルのデータフィッティングは良好であった。 

    
 (a) 2011年東北 (b) 2016年熊本 (c)2018年大阪 (d) 2018年北海道 

図5 通行止めの有無（青：通行止めなし、赤：通行止めあり）と推定震度分布 

 

 

図 6 計測震度別の通行止め発生確率を表す機能的フラジリティ関数 

 

5) 平面街路の機能的フラジリティ関数の検討 

2011 年東北地方太平洋沖地震において液状化による被害が顕著であった地域（茨城県神

栖市）と強震動による被害が卓越した地域（福島県いわき市）の 2 地域を対象として絞り、

それらの地域に敷設された平面道路の地震被害データを図 7 のように整理した。なお、液

状化領域を表わすデータは文献 10)から文献 12)によった。その上で、地表面最大速度 PGV
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と被害率の空間分布の関係を定量的に明確化し、地震動強さに対する被害の有無を表現す

る確率モデルであるフラジリティ曲線を図 8 のように構築した。図 8 より、液状化による

地盤変状が支配的であった地域の道路被害の方が、強震動が支配的であった地域の道路被

害よりも PGV が比較的に低い領域から、被害の有無を表わす被害確率が高まり、被害が発

生しやすくなると言える。 

 

図 7 東北地方太平洋沖地震において、液状化による被害が顕著であった地域と強震動に

よる被害が卓越した地域の平面道路の被害 

 

図 8 地表面最大速度 PGV と被害確率の関係を表わすフラジリティ曲線 

 

6) 大阪府北部の地震における鉄道運休時間予測モデルに関する検討 

2018 年 6 月 18 日午前 7 時 58 分に最大震度 6 弱、気象庁マグニチュード 6.1 の大阪府北

部を震源とする地震が発生した。この地震では、鉄道機関の運休及び大幅な遅れが生じた。

さらに、地震発生時は通勤・通学のラッシュの時間帯であり、多くの利用客に影響を与え

た。そこで、大阪府北部地震における鉄道の運休・遅延状況を分析し、各鉄道会社の地震

対応や地震による運休状況を整理した。さらに、地震動強さと鉄道運休の関係に基づき、

鉄道構造物の被害が軽微な際に点検作業に起因する復旧時間予測モデルを構築することを

目的とした。 
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ら、鉄道路線のデータは国土数値情報ダウンロードサービス 13)から、それぞれ入手した。

なお、本研究では大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県の 2 府 4 県の鉄道

の運休状況を分析した（図 9(a)）。 

地震発生から 3 時間ごとに運転休止区間を集計した。時間の経過と共に、運転休止区間

が徐々に減少していることが分かった。また、2 府 4 県の全線全区間（1590 区間）に対す

る震度階級ごとの運転休止区間の占める割合を 3 時間ごとに算出した（図 9(b)）。震度が

大きいほど運休率が長く続くことから、震度と鉄道の運休時間には相関関係があることが

分かった。 

既往研究 14)のモデル式を参考に、鉄道の運休時間予測式を構築した。この式は中小規模

の地震発生時に生じる安全確認等による運休時間を予測するものである。鉄道構造物に被

害が生じる場合に関しては、他谷・翠川（2016）15)による復旧予測手法がある。構築され

た予測式の AUC（Area Under the Curve）は 0.879（カットオフ値 0.70）となり、良好な

判別能力をもつモデルとなった。 

 

図 9 大阪府北部地震における鉄道の運休状況  

(c) 結論ならびに今後の課題 
2016 年までの既往地震に加えて 2018 年大阪府北部の地震および 2018 年北海道胆振東部

地震における地震動分布および供給・処理・交通系ライフラインの被害・復旧データを収

集・整理した。さらに、首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上を目指した基礎的検

討として、被害・復旧データの統計分析を行い、物理的・機能的フラジリティ関数および

レジリエンス関数の構築を進めた。上水道管路については、2016 年熊本地震における熊本

市内の被害分析を行い、口径・地形・管種に加えて老朽管の影響を考慮して被害予測式の

補正係数を検討した。下水道埋設管路については、既往の 6 地震を対象とし、管種・口径・

微地形区分の観点から、地震動強さに対する標準被害率曲線をモデル化した。また、供給

系ライフライン全般についての被害・復旧予測モデルにおけるレジリエンス関数を見直し、

震災全体の被災規模を表す指標を導入して精度向上を図った。高速道路については、既往

の４地震を対象として機能的フラジリティ関数を構築し、レジリエンス関数の構築に着手

した。平面道路については、2011 年東北地方太平洋沖地震における地震被害データを整理
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し、液状化地域と強震動地域を対象としてそれぞれフラジリティ曲線を構築した。鉄道に

ついては 2018 年大阪府北部の地震を対象として鉄道運休の影響人数を推計するとともに、

地震後の点検所要時間の予測に有用なレジリエンス関数の構築に着手した。  
 平成 30 年度の研究期間中には、大阪府北部の地震と北海道胆振東部地震が発生し、多く

の新たなデータが蓄積されたが、さらに追加できる余地も大きいと考えられることから、

引き続きデータを収集・整理することが課題である。また、平成 30 年度までの地震災害に

関するデータや研究成果と合わせて考えると、異なった地震特性・システム特性に対する

結果が得られつつある。そのような多様性がもたらす種々の不確実性を考慮しながら、モ

デルの精緻化を図ることが今後の課題である。 
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Shigeta, K. 
and Kato, H. 

The 8th International 
Symposium on 
Earthquake Engineering 
for Lifeline and Critical 
Infrastructure Systems, 
International Society of 
Lifeline and 
Infrastructure 
Earthquake Engineering 
(Shenyang, Liaoning, 
China) 

2018 年
10 月 

国外 

 

供給系ライフラインの
地震時機能的被害・復
旧評価システムの構築
とその改良（ポスター） 

加藤宏紀，能
島暢呂 

第 15 回日本地震工学
シンポジウム（仙台国
際センター，仙台市） 

2018 年
12 月  

国内 

 

2016 年熊本地震におけ
るライフライン被害に
関する新聞報道のテキ
ストマイニング ―地
方紙と全国紙の比較―
（口頭） 

加藤宏紀，能
島暢呂，小山
真紀，田中孝
樹 

第 37 回地震工学研究
発表会（東京大学生産
技術研究所，東京都） 

2018 年
10 月 

国内 
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2016 年熊本地震におけ
る避難に関する新聞報
道のテキストマイニン
グ（口頭） 

加藤宏紀，能
島暢呂，小山
真紀，永井小
雪里 

第 73 回土木学会年次
学術講演会（北海道大
学，札幌市） 

2018 年
8 月  

国内 

 
2)学会誌・雑誌等における論文掲載 

 

 

3)マスコミ等における報道・掲載 

・ 該当なし 
 
(f) 特許出願，ソフトウエア開発，仕様・標準等の策定 

1)特許出願 

・ 該当なし 
 

2)ソフトウエア開発 

・ 該当なし 
 

3) 仕様・標準等の策定 

・ 該当なし 
 

(3) 平成３１年度業務計画案 

平成 31 年度においては、インフラ施設・機能を対象として、これまでに引き続き、地震

動分布および供給・処理・交通系ライフラインの被害・復旧データを収集・整理する。ま

た、地震動分布と被害・復旧データを合わせた統計分析により、物理的・機能的フラジリ

ティ関数ならびにレジリエンス関数を構築する。  

掲載論文（論文題目） 
 

発表者氏名 発表場所 

（雑誌等名） 

発表時
期 

国際・国
内の別 

道路構造の影響を考慮
した大規模地震後の高
速道路の復旧時間予測
モデル 

五十嵐翼，丸
山喜久 

土木学会論文集 A1（構
造・地震工学），Vol. 74, 
No. 4, pp. I_258-I_266 

2018 年  国内 

スマートフォンの位置
情報による流動人口の
時空間分布の推定 

一ノ瀬良奈，
丸山喜久，永
田茂 

土木学会論文集 A1（構
造・地震工学），Vol. 74, 
No. 4, pp. I_210-I_219 

2018 国内 

下水道埋設管路の地震
被害データに対する統
一的な整理・分析と解
釈 

畠山大治，庄
司学，永田茂 

土木学会論文集 A1（構
造・地震工学），Vol. 75，
No. 4 

2019 
登 載 決

定 

 

国内 

2016 年熊本地震におけ
る避難者の発生・解消
過程に関する基礎的考
察 

繁田健嗣，能
島暢呂，永井
小雪里，加藤
宏紀 

土木学会論文集 A1（構
造・地震工学），Vol.74，
No.4，pp.I_508-I_521 

2018 
 

国内 

2016 年熊本地震におけ
る高速道路網の機能的
被害・復旧の時空間的
分析 

加藤宏紀，能
島暢呂，佐藤
多恵 

土木学会論文集 A1（構
造・地震工学），Vol.74，
No.4，pp.I_168-I_178 

2018 国内 
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2016 年熊本地震、2018 年大阪府北部の地震、2018 年北海道胆振東部地震など複数の地

震災害によって、異なった地震特性・システム特性に対する結果が得られつつあるため、

種々の不確実性を考慮しながら、モデルの比較検討を実施するとともに、各モデルの精緻

化を図る。以上の成果に基づいて、首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上に資する

検討を行う方針である。  
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3.1.4 災害対応能力向上のための被害把握技術の検討 

 

(1) 業務の内容 

(a) 業務の目的 

本委託業務では、このサブプロジェクト(a)のうち、「④災害対応能力向上のための被害

把握技術の検討」として、災害対応機関の状況認識の統一と共有の迅速化を実現する。こ

れは、応急期から復旧・復興期への移行段階における災害対応力に必須の役割であり、被

害の全体像を迅速に把握することから始まる。首都圏を中心とした地域の災害においては、

被害量は膨大になり、その個別把握には相当な時間を要することが想定される。平成 23 年

東日本大震災では、被害エリアが広域であったことから、家屋被害数の全体像が把握でき

るまでに１年を要した。平成 28 年熊本地震においても、人口規模の大きい政令市が被災

地となり、被害の把握には一定の時間を有した。この被害把握の迅速化における技術的課

題を抽出し、解決策を検討する。具体的には、被害甚大地域の被害を一括認定で調査する

方法、空と地上の両側面からの連携調査とデータ融合による新たな調査手法、調査結果に

基づいた人的物的資源の効果的な配置方法等、協議会におけるより詳細な被害把握ニーズ

に応え、技術的課題を具体的に抽出し検討する。 
 
(b) 平成３０年度業務目的 

④災害対応能力向上のための被害把握技術の検討 
空撮と現地写真データを活用した機械処理による効率的なデータ処理手順の確立 

空撮データや家屋被害認定調査等から収集される各種の写真データ、SNS 等に投稿される

データをもとに、機械処理により被害箇所や被害程度を推定するためのデータ処理手順を

設計する。また、過去災害における実データを用いてデータ処理手順の実施可能性を評価

するとともに、首都圏の特徴である高い SNS 利用者数を踏まえ、お互いのデータを補完

し、迅速な地域の被害程度把握のためのデータ処理のあり方を追求する。 
 

(c) 担当者 

所属機関 役職 氏名 
富山大学 大学院理工学研究部 准教授 井ノ口 宗成 
宇都宮大学 地域デザイン科学部 准教授 近藤 伸也 

  
(2) 平成３０年度の成果 

(a) 業務の要約 

本年度は、継続的に「災害対応能力向上のための被害把握技術検討にかかる分科会」と

して関係者との研究打ち合わせを実施し、産官学民連携による効率的かつ迅速なデータ処

理の技術・フローの確立を追求した。 
研究打ち合わせを重ね、事前に飛行計画を立て自動で撮影可能なドローンを活用し、そ

の撮影データをもとに、家屋の３次元復元を行い、遠隔で被害認定調査が実施可能な仕組

みのプロトタイプ版を設計した。プロトタイプ版の設計において、入手されるデータから

復元過程ならびにモデルデータの管理・配信までの一連の流れを整理し、データ処理手順

として設計した。 
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過去災害の事例として熊本地震時の撮影データを用いるとともに、改築中の家屋を被害

家屋と見立て、ドローンで撮影された画像データと位置情報を元に、３次元空間内に再現

可能性を確認した。くわえて、撮影高さに基づいた画像処理にかかる時間を計測し、処理

にかかる時間コストの算出方法を整理し、実施可能性を評価した。現行の処理方法では、

狭域においての試行で６時間程度を要しており、広域災害を対象とすると、並列計算およ

び画像の事前処理の必要性が明らかとなった。 
また、熊本地震を事例としたデータ特徴の整理を実施するとともに、平成 30 年に発生

した西日本豪雨災害および北海道胆振東部地震を事例として、現地調査の効率化を図るた

めに、クラウド型 GIS プラットフォームを基盤とした、総合的な被害認定調査の仕組みの

設計・開発と実証検証を実施した。この中で、デジタル端末としてのタブレット上で稼働

する調査票と、状況の集約・可視化のためのダッシュボードを実装した。これにより、現

地での被害認定調査結果をリアルタイムで把握し、戦略的な調査が実現され、被害状況把

握の迅速性が向上した。 
 

(b) 業務の成果 

1) 各種画像データからの復元およびデータ管理・配信の処理手順設計 

 昨年度までの研究成果の 1 つとして、SNS に公開された画像データに対し、機械学習を

援用することで、画像データの被害種別ごとの分類が 8〜9 割の精度で可能となった。一

方で、本年度ではドローン等の空撮画像を援用し、3 次元復元とその活用方策について検

討を進めた。 
 まず、ドローン等の UAV において撮影された連続写真画像を元として、既存の 3 次元

復元技術を援用し、3 次元空間上での可視化を可能とした。しかしながら、ドローンの飛

行時間にはバッテリーの制約があり、一般的な小型ドローンでは 20 分が飛行時間の限界

である。この限られた時間で広域を撮影するためには、1 枚あたりの写真撮影範囲を広げ

るために、高い高度からの撮影が必要となるものの、画像の精度が低くなる。一方で低い

高度で撮影した場合には、画像の精度は高くなるものの撮影に要する時間コストが高くな

る。これらの状況を踏まえ、目的に応じた撮影方法の検討が必要であることが明らかとな

った。本年度では、上空 30m、50ｍ、100ｍからの撮影を基礎として、3 次元復元を進め

ることとした。しかし、高い高度からの撮影となったため、家屋壁面の画像の欠落や家屋

の傾斜把握の困難性が課題となった。撮影においては、平時での撮影となったため、飛行

高さに配慮も必要となり、本研究では上記の撮影データを基礎とすることとした。 
 これらで収集された撮影データを元として、ESRI 社が提供する製品の 1 つである

Drone2Map を活用し、位置情報を付与した形で、撮影データからの 3 次元復元を実施し

た（図 1）。空間データではあるものの、1 家屋ごとの識別までは至っておらず、現状とし

ては家屋単位での空間データの切り出しについては人力による作業の必要性が出ている。

今後は、機械学習および画像処理の技術を活用することで、家屋形状を学習させ、1 家屋

ごとに 3 次元データを切り出すことは可能であると、研究会を通して見通しが立った。 
 家屋ごとの 3 次元データが取得された条件の下で、それらをウェブ上で遠隔ユーザが判

定するための基盤を整備した。図 2 に、プロトタイプ版を示す。左画像では、3 次元復元

された家屋データを可視化し、マウス操作で 360 度に回転することが可能としている。ユ

ーザは、この画像を操作し、被害箇所を発見した場合には「写真撮影」を押下することで、
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根拠を記録する。右画像では、被害箇所について判定をフローで示しており、選択式で判

定結果を導出することとした。これらのツールを用いることで、災害発生時には現地での

応援のみならず、ドローン撮影画像から 3 次元復元し、遠隔での家屋の被害判定を可能と

した。一方で、平時においては、過去災害等の画像データから同様の仕組みを用いること

で、研修ツールとして利用することが可能である。本研究におけるプロトタイプ版の実装

により、必要データの収集方法から既存技術の活用による処理手順、および、処理データ

の活用方法までの一連の流れが整理された。 
 

 
図 1 3 次元復元された家屋データ 

 
図 2 3 次元復元データの被害認定調査への利活用 

 
 

2) 空撮画像の 3 次元空間内への再現に係る処理時間分析と有用性検証 

災害対応における状況認識の統一を実現する上で、情報の鮮度、精度、共有度の３つが

重要となる。情報の鮮度を確保するためには、一次入手したデータを早急に利用可能なデ

ータへと加工が求められる。精度を確保するためには、画像であれば高解像度データが必

要となる。また、共有度を確保するためには、ウェブ等の公開型を進め、誰もがどこから

でも利用できる場への提供が必要となる。高解像度データを扱う場合、加工された結果の

利用範囲は広がるものの、そのデータ量からより多くの処理時間を要するため、情報の鮮

度の確保が困難となる。特に、このトレードオフの関係を明らかにするために、ドローン

による撮影データの精度とデータ量、処理時間の解明を推進した。 
具体的には、ある地域において半径約 150ｍのエリアを対象に、ドローンによる撮影デ
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ータを取得した。高度を 30ｍ、50ｍ、100ｍと変え、当該エリアを包括的に撮影したデー

タを扱うこととした。同一精度のカメラを用いており、高度が低ければ画質は高く、高度

が高ければ画質は低くなる。これに応じて、処理すべき撮影された画像数や各画像の画素

数が増減する。 
本研究では、ESRI 社が提供する Drone2Map というドローン撮影データから 3 次元復

元するための既存ツールを援用した。処理マシンは、Xeon E5-1650 v4 @ 3.6GHz 
1CPU/12Thread の CPU と 32GB のメモリを搭載したワークステーションを利用した。一

部、高解像度データについては、Xeon E5-1620 v3 @ 3.5GHz 1CPU/8Thread の CPU と

48GB のメモリを搭載したワークステーションを利用した。 
基礎分析として、この条件により、3 次元復元を実施した。また、同一高度であっても、

垂直写真と斜め写真の 2 種類があり、それらを分類した上での処理も実施した。処理に必

要となった時間を計測し、情報の鮮度を評価することとした。本評価によって得られた結

果を対象とした撮影高度、処理画像数とともに表 1 にまとめる。また、1 棟の建物を対象

に詳細撮影した場合の処理も加えている。 
まず、30ｍと 100ｍの高度からの撮影画像に要した処理時間を比較すると、同一エリア

を対象とした場合、画像数が多くなるため、30ｍ撮影では約 6 時間、100ｍ撮影では約 5
時間となり、処理時間に 1 時間の差が発生した。一方で、50ｍ撮影のうち垂直写真のみを

対象とした場合、処理対象の画像数が 100ｍ撮影と同等であったものの、処理時間が約 2
時間となった。これは、複数画像間の特徴箇所を結合する上で、垂直写真の場合、特徴箇

所の特定が容易となり、処理時間が削減された結果であると推察される。 
次に、1 建物を少ない回数で撮影したデータと詳細に撮影したデータについても比較し

た。結果としては、画像枚数に影響を受け、20 枚での撮影では 15 分、131 枚での撮影で

は 4 時間半を要した。すなわち 1 棟の建物の 3 次元復元であれば、お互いに特徴箇所も多

いことが想定され、画像数を減らすことが処理時間を左右することとなる。 
 

表 1 撮影データの 3 次元復元に要する処理時間結果 

 

 
 
情報の共有度を高めるために、クラウド GIS 基盤上での 3 次元復元データの共有を実施

した。事前にかかる環境整備コストの削減ならびに Drone2Map による 3 次元復元データ

との親和性を考慮し、ESRI 社が提供する ArcGIS Online というクラウド GIS 上で共有す

ることとした。その結果として、図 3、図 4 に示すように、ウェブブラウザ上で 3 次元復

元された社会の様子について共有・閲覧が実現された。特に図 4 では、家屋を拡大したも
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のであり、一定の精度で 3 次元復元されており、主要な被害が発生した場合は、その様相

を確認するに耐えうると考えられる。これらのデータはブラウザ上で上下左右 360 度の回

転が可能であり、利用者の希望に応じた視点から様相を確認できるものとなった。本研究

では、公開型でのデータ利活用にかかる調整が必ずしも十分でない状況を考慮し、閲覧者

を限定した形で公開とした。 
 

 
図 3 クラウド GIS 上での 3 次元復元結果の共有（全体俯瞰） 

 

 
図 4 クラウド GIS 上での 3 次元復元結果の共有（家屋拡大） 



47 
 

 
本研究により、処理時間を削減するために高い高度からの撮影データを用いた場合、撮

影画像数が削減されるため処理時間は削減される。一方で、3 次元復元後の精度が低く、1
棟単位での家屋の様相を判別するには耐えられない。撮影条件にも依存するものの、50ｍ
高度から撮影するとともに、同一箇所を複数のステレオ画像として撮影することで、一定

の処理時間は要するものの精度の高い 3 次元復元が可能であることが明らかとなった。こ

れらの結果を組み合わせれば、俯瞰的な被害様相の把握を目的として 100ｍ程度の高い高

度から一次撮影を行い、より詳細な状況把握が必要な地域を特定した上で、50ｍ程度の高

度から二次撮影を行い、3 次元復元データを共有・展開していくことが、現状の技術では

最善策であると結論づけられた。 

 

3) クラウド型 GIS を基盤とした総合的な被害認定調査の仕組みの設計から実装 

 平成 30 年 9 月 6 日に、北海道胆振東部地震が発生した。全道で停電が発生するととも

に、厚真町では大規模な土砂崩れが発生し、36 名の死者が発生した。また、札幌市では液

状化が発生し、長期にわたる生活支障につながった。一方で、震源地付近のむかわ町、安

平町を含めて、全壊 462 棟、半壊 1,570 棟、一部損壊 12,600 棟等の住家被害が発生し 1)、

多くの被災者が生活再建を進めなければならなくなった。本研究における「迅速な被害状

況把握」の一部として、生活再建支援までを視野に入れた被害状況把握を効果的かつ戦略

的に推進するための仕組みの設計・開発を実施するとともに、現場での実装を通して有用

性の検証を行った。 
 内閣府では、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」を整備 2)しており、被災市町村

では本指針に基づいて重科の被害認定調査を実施する必要がある。すべての被災者に対し

て取り残しのない被災者生活再建支援を実現するためには、被災の可能性のある家屋をす

べて調査する必要があり、調査人員の確保ならびに調査手法の理解・教育が欠かせない。

一方で、被災市町村には十分な調査人員が事前より確保できているとは限らず、また、調

査手法についても十分に理解しているとも限らない。そこで、ICT ツールを効果的に利用

することにより、「調査経験の少ない調査員であっても、規定の手順に則った調査を実施で

きること」「調査の進捗を確実に把握し、効率的な人員の配置を可能とすること」「被害状

況をリアルタイムに把握し、各種の災害対応に資すること」の実現を目指した。 
具体的には、調査にかかる手順を簡略化し、フローとして示した「調査票」をタブレッ

ト上で稼働するよう整備した。これにより、各調査員（調査班）はタブレットに示された

手順に従って調査すべき事項を理解するとともに、抜け・もれ・落ちのない調査が可能と

なる。また、タブレットで入力された調査結果は、一元的にデータを集約するクラウド型

の GIS プラットフォームの中に送信されることとした。このプラットフォームに記録され

るデータを可視化することにより、調査の進捗ならびに被害状況をリアルタイムで把握す

ることを可能とする。調査の進捗が把握できれば、その状況に応じて人員配置の見直しや

体制整備について検討が可能となる。また、調査の進捗率と合わせて被害状況が把握でき

ることで、全容の推測が可能となり、その後の対応策・支援策の検討の基礎資料となる。 
まず、GIS プラットフォームとしては、世界の GIS シェアの最大手である ESRI 社が提

供する ArcGIS Online3)を活用することとした。このプラットフォームとの親和性を考慮

し、タブレット調査票は同 ESRI 社が提供する Survey1234)を援用することとした。一方
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で、蓄積される調査結果を計画立案者および意思決定者に対して可視化する仕組みとして、

Operations Dashboard を援用した。Operations Dashboard5)では、位置情報が付与され

たデータを地図として可視化するだけでなく、グラフによる可視化、地域や属性にかかる

条件での集約を可能とする仕組みであり、本研究が必要とする要件を満たしていた。図 5
に、本研究で設計・開発・実装した仕組みの全体像を示す。 

 

 
図 5  Survey123 と Operations-Dashboard を用いた効率的な住家被害調査 

 
上記の仕組みを実装し、北海道胆振東部地震の発災から 1 週間後より、本仕組みを活用

した事前調査が開始され、その後に応援を動員し 2 週間の調査が進められた。期間限定で

の応援の後には、追加調査が実施され、そのいずれにおいても、本研究で開発した仕組み

が活用された。9 月 15 日からの「大規模な応援による一斉調査」では、道内の他市町村や

道外の市町村からも応援が入り、最大で 23 班体制となった。これらの応援職員に対して

は、動員時に 2 時間程度の調査手法とタブレット調査票の使い方について説明した。タブ

レット調査票に手順を可視化していることもあり、経験の少ない応援職員であっても、短

時間の研修で効率的な調査が実現された。その結果として、図 6 に示すように確実な調査

が進められ、追加調査も含めて 3 週間で 7,195 棟の被害認定調査が実現された 6)。 
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図 6 安平町における実装結果 

 
上記の調査結果は、被災者生活再建支援の次の手順となる「罹災証明発行」の基礎デー

タとして援用されるとともに、確実な罹災証明発行を支えた。また、調査時の写真や判定

に至った過程を調査家屋ごとに自動的に管理され、被災者における被害程度の認識の差に

答えるデータとなった。一方で、その後の被災者生活再建支援において、規程の制度の適

合可能性を記録されたデータと照らし合わせて確認することで、必要となる支援の可能性

についての検討も進められた。迅速な調査とともに、一元的なデータ管理の有用性につい

て検証された。 
 
 
(c) 結論ならびに今後の課題 

本研究では、1 点目として「災害対応能力向上のための被害把握技術検討にかかる分科

会」を通して、関係者との研究打ち合わせを重ね、ドローン飛行による空撮データの取得

から、その処理方法の検討、共有・活用方法の検討を推進した。まず、成果の活用方策の

1 つとして、家屋の 3 次元復元データを対象として、「遠隔で被害認定調査を実施する」「事

前に被害認定調査の研修素材として活用する」の 2 つの目的を設定し、これらをウェブ上

で可能とする仕組みのプロトタイプ版を設計・開発した。この過程を通して、入手される

データから復元過程ならびにモデルデータの管理・配信までの一連の流れを整理し、デー

タ処理手順として設計した。 
2 点目として、災害発生直後の状況認識の統一に対する空撮データの活用および 3 次元

復元データの活用について検討を進めた。この検討では、情報の鮮度、精度、共有度の 3
つの視点から、データ処理方策について最善策の導出を試みた。情報の鮮度と精度は、デ

ータ処理にかかる時間コストの観点からトレードオフの関係にあることから、ある地域を

複数の異なる高さからドローンで撮影した画像データを元に、データ処理にかかる時間コ

ストを分析した。現行の処理マシンの性能や既存の処理アルゴリズムでは、緊急期対応に
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3 次元復元データを活用する時期に処理を完了することは困難であることが明らかとなっ

た。一方で、本研究における試行では、50ｍの高度からの撮影データを用いた 3 次元復元

が、利用目的と処理時間の関係から最善策であることが判明した。また、情報共有の観点

から 3 次元復元データをウェブの GIS 上に展開し、限定的に公開した。 
3 点目として、現場で実施される家屋の被害状況をより詳細に調査する「家屋被害認定

調査」を対象として、クラウド GIS 基盤を活用した効率的・効果的な支援システムの設計・

構築を進めた。具体的には、タブレット端末で稼働する Survey123 を活用し、調査票をタ

ブレット上に再現し、位置情報を活用するとともに調査根拠写真を連携させ、データの効

率的な収集を実現した。また、Operations Dashboard を活用し、状況の集約・可視化を進

め、調査員配置計画や調査指示、先を見通した対応計画の策定などに寄与することとした。

平成 30 年度に発生した災害において、これらの仕組みを実装し、有用性を検証した。 
 本年度の研究を通して、1 点目については「データ処理の一連の流れの自動化ならびに

実装に耐えうる環境の整備」、2 点目については「データ処理アルゴリズムの見直しと 3 次

元復元データの精度と業務目的の関係性整理」、3 点目については「テンプレートと標準的

な対応手順の整備」が課題となっている。これらについては、次年度以降の研究推進の中

で効果的な解決策を模索することとした。特に 2 点目の課題である「データ処理アルゴリ

ズムの見直し」については、海外でオープンソースとして改良が進められているモデルの

適用により、効率化が図られると考えている。 
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Hokkaido Eastern Iburi 
Earthquake - 

Munenari 
Inoguchi, 
Keiko Tamura, 
Kei Horie, 
Ryota 
Hamamoto and 
Haruo Hayashi 

IEEE Big Data 2018, 
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3)マスコミ等における報道・掲載 

・ なし 
 
(f) 特許出願，ソフトウエア開発，仕様・標準等の策定 

1)特許出願 

・ なし 
 

2)ソフトウエア開発 

・ なし 
 

3) 仕様・標準等の策定 

・ なし 
 

(3) 平成３１年度業務計画案 

④災害対応能力向上のための被害把握技術の検討 

空撮と現地写真データを活用した機械処理による効率的なデータ処理手順の確立 

 

平成30年度に発生した災害を事例として、現地で収集されたデータを教師データ

とし、AIによる判定とその精度検証を実施し、有用可能性を検討する。また、衛星画

像や航空写真、その他のレーダー画像等を用いた先進研究成果を調査し、組み合わ

せによる精度向上の可能性について追及する。一方で、時間軸でデータ収集期とデ

ータ処理時間を整理し、状況把握の時系列展開の可能性を解明し、災害対応過程に

おける業務実施事項と照らし合わせることで、業務ベースでの必要な状況把握に対

する最適な技術の組み合わせを導出し、その有用性を検証する。 

  

twitter 投稿画像を用いた屋

内外被害の機械分類にかか

る基礎研究  ～2016 年熊本

地震を事例として～  

井ノ口  宗成・今

井  淳  
電 子 情 報 通 信 学 会 , 

IEICE-ICTSSL2018-

1, Vol.118, No.26, 

pp.1-4 

2018 年 5 月  国内  
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3.1.5  事業継続能力の向上のための業務手順確立 

3.1.5.1 事例業務における事業継続能力の向上のための業務手順の確立 

 

(1) 業務の内容 

(a) 業務の目的 

「事業継続能力の向上のための業務手順確立（以下、ＳＯＰ）」については、災害時に

おいては、災害対応機関を含む各々の組織が、被害や損失を最小限にとどめるために、

平時に行っている中核業務の継続を行いながら、早期復旧を可能とするために災害時

特有に発生する業務を実施する必要があり、加えて、この事業継続を実現するための

方法・手段をあらかじめ取り決めておく必要がある。特に災害対応機関においては、

災害規模に応じて、災害時特有に取り組むべき業務量が膨大な量となり、応援を得て

業務を実施することが必須であるが、平成 28 年熊本地震の事例においても、多くの応

援が現地入りするが、その災害対応業務の手順が確立しておらず、また業務に対する

経験も認識にもバラつきがあり、災害対応業務の一貫性と質の担保が図られていない

現状が課題となっている。標準的な業務手順（Standard Operating Procedure）はベ

ストプラクティスを伝達するための有用なツールであり、協議会において、参画企業、

組織の共働プロセスにおいても意図した結果が確実に実現するための技術的課題であ

り、その抽出と検討を実施する。 

(b) 平成３０年度業務目的 

a.事例業務における事業継続能力の向上のための業務手順の確立 
過去の災害対応の事例から災害対応要素を収集・整理等を行うとともに、様々な主体・

運用方法を含めた業務構成要素の手順化について検討を行う。 
 (c) 担当者 

所属機関 役 職 氏 名 

公立大学法人 兵庫県立大学  

環境人間学部  

准教授 木村 玲欧 

国立大学法人東京大学 大学院工学系

研究科 

准教授 廣井 悠 

国立大学法人東京大学 生産技術研究

所 

准教授 沼田 宗純 

 

(2) 平成３０年度の成果 

(a) 業務の要約 

本年度においては、事業継続能力向上のための業務手順の確立を目指し、過去の災害対

応の事例から業務プロセスを手順書として文書化するための構成要素を収集した。 
特に、１）当該年度に発生した 2018 年大阪府北部地震における企業の事業継続活動に

関する質問紙調査を行い、BCP（事業継続計画）が機能しなかった理由や、BCP への組織

の取り組み度合いによる差異などを明らかにし、２）災害対応に工程（プロセス）の視点

を持ちこんだ災害対応工程管理システム BOSS においては、2016 年熊本地震の事例の一

部をもとにした被災地内外の自治体職員に対する訓練によってシステムの検証・改良を行

い、３）帰宅困難者対策として企業が行う従業員の滞留対策を図上演習する「帰宅困難者
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支援施設運営ゲーム（企業内待機版）」（略称：KUG）について、事例分析のもとシナリオ

の追加等を測りながら、実際のワークショップでゲームを使用することで検証・改良を行

った。 
(b) 業務の成果 

1)過去の災害対応事例の収集 
a)2018 年大阪府北部地震における企業の事業継続活動に関する質問紙調査 
 当該年度である 2018 年 6 月 18 日、月曜日の朝 7 時 58 分の通勤・通学時間帯に「大阪

府北部地震」が発生した。ブロック塀の倒壊によって 9 歳の女児や、本棚倒壊によって 85
歳の高齢者が死亡するなど、6 名が亡くなった。また、公共交通機関の寸断・停止により、

安否確認の仕組みが整っていない中で、出勤か帰宅かの判断に迷った多数の滞留者・帰宅

困難者が発生し、都市地震災害の脆弱性が再確認された。 
この地震で企業の事業継続活動にどのような影響を与えたのかを明らかにするため、6

月 22 日～29 日までの１週間、株式会社新建新聞社が運営する危機管理専門サイト「リス

ク対策.com」のメールマガジン購読者に質問紙調査を行った。対象としたのは、今回の地

震で震度５弱以上を観測した自治体に何らかの自社施設を有する企業として、148 の有効

回答を得た（全回答 173 のうち、震度 5 弱以上を観測した自治体に自社施設がないとした

回答などは除いた）。 
 回答企業は、上場企業と非上場企業がほぼ半数で、企業規模では 1000 人以上の企業が

約 6 割を占めた。業種別では製造業が 35％と最も多く、次いで情報通信業および卸売小売

業（それぞれ 13％）、サービス業（9％）と続く。また、今回の地震で震度 5 弱以上を観測

した地域（市町村）にある自社施設は、支社支店が 63％と最も多く、次いで営業所販売所

が 30％、本社本店があるとした回答は 22％だった。 
b)BCP（事業継続計画）が十分機能しなかった理由 
 回答企業の中で「BCP（事業継続計画）を策定したが、今回十分機能しなかった」と回

答した企業（n=73）に対して、なぜ機能しなかったのかの理由を尋ねたところ（図 1）、「災

害対策本部の設置が遅れた」「関係部門との情報共有が遅れた」「社員の防災意識が低かっ

た」といった項目が挙げられた。今回の地震では「通信の途絶」「施設・設備の被害」につ

いては大きな影響がなかったこともあわせると、災害対策本部の設置による指揮命令系統

と情報処理過程の確立、状況認識の統一(COP: Common Operational Picture)といった、

ISO22320（緊急事態管理－危機対応に関する要求事項）で要求されている基本的な事項が

達成されておらず、災害対応の初動でつまずいていることが明らかになった。そして、こ

のような BCP に位置づけられている災害時の対応体制が社員に共有されていなかったこ

とが問題であることが考えられる。 
 また、BCP が機能しなかった理由について、「BCP を策定したが一度も見直してない組

織」と「BCP を策定し定期的に訓練・見直しをしている組織」との差分を見たところ（図

2）、BCP を作りっぱなしの企業（＝策定したが一度も見直しをしていない企業）において

は、「トップの不在で指揮が遅れた」「災害対策本部の設置が遅れた」「今回の地震のような

事態を想定していなかった」「BCP 訓練が役に立たなかった」「主要メンバーの代替要員を

決めていなかった」といった、訓練の欠如などによって、被害想定が甘くなり、指揮命令

系統も機能不全に陥っていたことがわかった。平時からの定期的な見直しや訓練によって、

襲いかかる外力の想定を再確認し、外力が襲ってきた時の体制・対応までの一連の業務が
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迅速に達成されるように「わがこと」として身につけておくことの必要性が考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 1  BCP が機能しなかった理由 

(BCP を策定したが、今回十分機能しなかったと回答した組織) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2  BCP が機能しなかった理由 
(BCP を策定したが一度も見直していない組織と、 

BCP を策定し定期的に訓練・見直しをしている組織との差） 
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c)初動対応で役立ったもの 
 大阪府北部地震において、初動対応で役立ったものを尋ねたところ（図 3）、「安否確認

システムの導入」「所有資産の耐震・免震工事・耐震固定」「BCP の継続的な見直し」「社

員の防災・BCP 教育」「日常的な SNS の活用」「BCP にもとづく訓練・演習の実践」が上

位 5 位(5 位は同率)に挙げられていた。BCP における被害抑止として「施設・設備の被害

を極力ゼロにする対策」と、被害軽減としての「従業員などの『人』の安否や人的資源を

確保するための安否確認システム」、そして「BCP の内容を社員が事前に認識・共有する

ための研修・訓練」が効果的に働いたことがわかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3  初動対応で役立ったもの 
 
2)災害対応工程管理システム BOSS を活用した災害対応業務プロセスの整理と検証 
a)災害対応業務のプロセス化 
 2011 年東日本大震災や 2016 年熊本地震など過去の災害対応では、「災害対応の全体工

程が把握できない」「不適切な人員配置による一部の職員へ負担が集中した」「避難所の情

報ですら把握できなかった」など、時々刻々と変化する状況に対し効果的に対応できなか

った自治体は多い。その理由は、①災害対応に工程（プロセス）の視点がないために、全

体工程が分からず、誰が、いつ、何をするのかが不明であり、②各工程を実施するために
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対応工程管理システム BOSS にデータとして登録し、災害対応業務プロセスの構造化を行

った（図 4）。このような災害対応業務プロセスの構築にあたり、熊本県、熊本県内市町村

職員、徳島県、岡山県岡山市、静岡県南伊豆町等の行政職員と研修会やトレーニングを実

施し、標準的な業務手順の議論を踏まえ BOSS に災害対応業務プロセスを登録した。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 4 災害対応工程管理システム BOSS の大工程フロー図（表示イメージ） 
 
b) 災害対応業務プロセスのトレーニング 

災害対応工程管理システム BOSS は、今年度末までに、熊本県の 38 市町村に導入され

ている。これらの BOSS を活用し、各地の代表自治体として南阿蘇村、菊陽町、熊本市、

上天草市の防災担当者に対して、災害対応業務プロセスのトレーニングを実施した（図 5）。  
実際の研修で用いたシナリオが表 1 のとおりである。平時には、災害対応業務プロセス

の過不足や順序等を検討し、必要があれば、業務を「新規追加」するなど、SOP（Standard 
Operation Procedure: 標準的な作業手順）を構築する。研修では、「下水道事業における

災害時支援に関するルール」について作業手順を確認するとともに、「災害従事車両許可証

の発行」という工程を新規追加してもらった。そして「熊本県熊本地方で震度 7 の地震が

発生」という条件のもと、自動参集、災害対策本部の設置、被害情報の収集・報告、自衛

隊・広域消防の応援要請・受入れ、避難所の設置、相互応援要請・受援、活動調整の各大

工程について、これまでの事例をもとに迅速に対応できるかを研修した。 
また、近年において被災経験のない静岡県南伊豆町では約 90 名の職員全員に対して災

害対応業務プロセスに関する研修を実施した（図 6）。さらに、東京大学の災害対策トレー

ニングセンターにおいても約 300 名に災害対応業務プロセスに関する研修を実施した。 
 
 
 

 
 



58 
 

表１ 熊本県で実施した災害対応研修の流れ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5 熊本県庁での災害対応業務プロセス研修の様子 
 
 
 
 
 
 
 
 

市町村 県

下水道九州ブロック災害時応援要請 1
「下水道事業における災害時支援に関する
ルール」というタイトル名でリンク先
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※新規追加 2
「災害従事車両許可証の発行」という中工
程を新規追加し、関連資料を追加
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3 BOSSを発災モードに変える
4 発災モードに変える（画面再読み込み）

（当該時刻の状況を想定して各市町村で入力 5 中工程にチェックを入れる

6
県でも代行入力可能であることを確
認。

（当該時刻の状況を想定して各市町村で入力 7 中工程にチェックを入れる

8
詳細シートに記載されているリンクから
Googleのスプレッドシートに飛び、被害情報
を入力

9 アップロードされた被害情報を確認
（当該時刻の状況を想定して各市町村で入力10 中工程にチェックを入れる

自衛隊災害派遣要請の必要性の判断・決定 11
「災害派遣における自衛隊の活動内容.pdf」
を確認

12

「自衛隊への災害派遣要請について（熊本
県）.pdf」を確認し、「市町村用自衛隊災害派
遣要請依頼文（例）.doc」で依頼文を作成、
保存。

13
詳細シートに記載されているリンクから
Google driveのフォルダに飛び、依頼文を
アップロードする。

14 報告要請を確認。
（当該時刻の状況を想定して各市町村で入力15 中工程にチェックを入れる

16
詳細シートに記載されているリンクからスプ
レッドシートに飛び、避難者数を入力

17 アップロードされた避難者数を確認
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８．相互応援要請・
受援、活動調整

10分 災害従事車両許可証の発行 18
No.2で追加した災害従事車両許可証の関
連資料を確認

県への自衛隊災害派遣要請

災害情報のとりまとめ・報告

９．自衛隊・広域消
防の応援要請・受入
れ

１５．避難所の設置・運

時間

5分

20分
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流れ／該当大工程

１．災害対策本部の
設置

５．被害情報の収
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熊本県熊本地方で震度7の地震発生

フェーズ

平時
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No.作業を行う中工程名称時系列

発災時

-

21:30

22:00

23:00

0:00
避難者の把握・開設の報告
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図 6 静岡県南伊豆町での災害対応業務プロセス研修の様子 

 
3) 過去の災害対応事例から業務プロセスをマニュアル化した「帰宅困難者支援施設運営訓

練キット（企業内待機版）」（略称：KUG）の開発・改良 
a)開発の動機 
 大都市大震災時においては、一斉帰宅に伴う歩道における過密空間の発生と車道におけ

る深刻な交通渋滞が予想され、これが群集なだれや消防・救急活動の阻害要因に繋がると

少なくない人命が失われる危険性がある。このような現状を踏まえ、企業が自社社員の帰

宅困難者の滞留を行う場合に、周到な準備の必要な実動訓練を行わなくとも、施設設置の

是非や運営方法、運営において発生する課題について施設運営を机上で疑似体験し、帰宅

困難者問題に対する理解を深めることを目的に「帰宅困難者支援施設運営ゲーム」（略称：

KUG）を開発し、4～5 人を 1 グループとしたワークショップ形式で、1.役割を決め、2.滞
留方針を決め、3.イベントを起こし、4.ゲームを振り返りマニュアルを作る、という図上訓

練ツールを開発した（図 7）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7 帰宅困難者支援施設運営ゲーム（企業内待機版）の構成 
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b)ツールの開発と改良 
 本年度は、「帰宅困難者支援施設運営ゲーム」において使用する「帰宅困難者の支援施設

運営訓練キット」の開発・改良を行った．特に，3 回の実際の帰宅困難者支援施設運営ゲ

ーム（KUG）ワークショップによる検証を経て（東京 2 回，名古屋 1 回．うち 1 回は東京

都が主催したもの：図 8），よりリアリティのあるイベントカードの必要性から開発を行っ

た． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 8 帰宅困難者支援施設運営ゲーム（企業内待機版）の構成 

 
c)ツール開発のための最新の災害事例の分析（2018 年大阪府北部地震） 
 ツール開発にあたっては、最新の災害事例を分析し、その教訓をゲームに取り入れる必

要がある。そこで、当該年度に発生した 2018 年大阪府北部地震の出勤困難現象について

の分析を行った。大都市における地震災害時の出勤困難現象は、大きく分けて 2 つの問題

があると考えられる。ひとつめは事業所の災害対応や事業継続に与える影響であり、もう

ひとつは大量の出勤者困難者が徒歩や自動車で移動することによって歩道や車道が渋滞す

る問題である。後者については、一般的な帰宅困難者問題と異なり、とりわけ車道におけ

る渋滞の問題が深刻と考えられる。 
筆者らの調査によれば、大阪府北部地震が発生したときに「この地震はたいしたことは

ないと思った」と回答している人はわずか 15%程度で、「南海トラフ巨大地震が発生した

のかと思った」が 17%、「阪神淡路大震災規模の大変な災害が起きているのではと思った」

が 29%、「大きな地震の前触れ、前震ではないかと思った」が 35%と回答が得られており、

直後に「たいしたことがない災害」と判断していた人は少ない状況であった。しかしなが

ら、電車が止まったことにより一部の社員が車で出勤したことで（今回のケースでは 2 割

程度が交通手段を自動車に切り替えて出勤している）大阪府では都心部の車道で深刻な渋

滞が発生しており、報道によれば松井知事が災害対策本部の会議に出席できなかったと報

じられている。結論として出勤困難者対策は、行政が「災害時はできるだけ出勤させない」

ことを広く啓発することなどによって、事業所に出勤マニュアルを事前に定めてもらい、

特に車の利用はできる限り避けてもらいつつも、一方で車道の混雑を緩和させる目的で交

通規制を行うという対応が原則になるのではないかと考えるに至り、来年度以降は「時間
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帯に応じた KUG のシナリオカード」についてゲームに追加する必要があることがわかっ

た。 
d) 地震火災被害イメージ啓発ツールの開発 

また本年度は、地震火災からの避難ツールの開発も行った。首都圏における地震災害の

大きな課題のひとつに地震火災による被害があるが、これまでの BCP など事業継続能力

の向上に関する取り組みについて、揺れによる被害や帰宅困難者対策に関する言及はある

ものの、地震火災に関する言及は少なかった。しかしながら，筆者らによる（この調査自

体は別の研究）大阪府北部地震時の地震火災調査では、産業施設における火災の割合が大

きかったものの、そのいくつかは自衛消防によって初期消火がされており、企業による災

害対応の有効性が示唆された。このため本研究では新たに企業による立地場所の地域性や

企業特性を踏まえた地震火災対応を可能とするための、地震火災イメージ啓発ツールの開

発に至っている。今年度は具体的な設計検討を行っており、次年度以降検証を経て本格的

な開発を行う予定である。 
 
(c) 結論ならびに今後の課題 

本年度においては、事業継続能力向上のための業務手順の確立を目指し、過去の災害対

応の事例から業務プロセスを手順書として文書化するための構成要素を収集した。特に、

以下の 3 点について成果を導出した。１）当該年度に発生した 2018 年大阪府北部地震に

おける企業の事業継続活動に関する質問紙調査を行い、BCP（事業継続計画）が機能しな

かった理由や、BCP への組織の取り組み度合いによる差異などを明らかにした。２）災害

対応に工程（プロセス）の視点を持ちこんだ災害対応工程管理システム BOSS において、

2016 年熊本地震の事例の一部をもとにした被災地内外の自治体職員に対する訓練によっ

てシステムの検証・改良を行った。３）帰宅困難者対策として企業が行う従業員の滞留対

策を図上演習する「帰宅困難者支援施設運営ゲーム（企業内待機版）」（略称：KUG）につ

いて、事例分析のもとシナリオの追加等を測りながら、実際のワークショップでゲームを

使用することで検証・改良を行った。 
今後は、特に近年発生する様々な災害を含めて、過去の災害教訓事例の収集を継続し特

に災害時の事業継続における問題点や効果的な研修・訓練方法について分類・整理するこ

とで、業務手順の確立と学習のあり方の解明に向けて検討していく必要がある。また、開

発・改良したシステム・仕組みを検証しながら、事業継続能力向上のための業務手法の確

立のための研究を進める必要がある。災害対応工程管理システム BOSS については、シス

テムの試作を進め、実証する対象自治体を被災地内外で拡大させながら個別業務フローの

充実と検証を進めることや、帰宅困難者支援施設運営ゲーム（企業内待機版）については、

様々なユーザーによる実証実験を行い、ゲームの検証・改良を進めるとともに、地震火災

イメージ形成ツールについても開発を行っていくことが効果的なシステム構築のためには

必要だと思われる。 
 
 (d) 引用文献 
なし 
 

(e) 学会等発表実績 
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1)学会等における口頭・ポスター発表（講演会・展示会等含む） 

 
2)学会誌・雑誌等における論文掲載 

 
3)マスコミ等における報道・掲載 

発表成果（発表題目、

口頭・ポスター発表の

別） 

発表者氏名 発表場所 
（学会等名） 

発表時期 国際・

国内の

別 
大阪府北部地震の教訓

を考える  
廣井悠  帰宅困難者対策フ

ォーラム（東京都

庁）  

2018 年 11 月

21 日  

国内  

危機管理のための防災

心理学入門～災害時の

心理・行動の教訓を未

来へ生かす  

木村玲欧  一般社団法人内外

情勢調査会函館支

部 , ホテル函館ロ

イヤル(北海道函館

市) 
 

2018 年 12 月

10 日  

国内  

過去の災害の教訓はど

こまで生かされたか～

住民の避難行動、企業

の社員の出社帰宅判断

のあり方などを考える   

木村玲欧  2018 リスク総括セ

ミナー ( リ スク対

策 .com), 全国町村

会館(東京都千代田

区) 

2018 年 12 月

12 日  
国内  

「想定外」は想定内？日

ごろの危機管理は「わが

こと意識」から  - 

木村玲欧  第 6 回 大阪市ハウ

ジングデザインシ

ンポジウム , 大阪

市立住まい情報セ

ンター(大阪市) 

2019 年 2 月

10 日  
国内  

掲載論文（論文題目） 
 

発表者氏名 発表場所 

（雑誌等名） 

発表時期 国際・国
内の別 

The Earthquake in Ōsaka-Fu 
Hokubu on 18 June 2018 and 
its Ensuing Disaster 
(査読あり) 

HIRATA, N. 
and 
KIMURA, R. 

Journal of Disaster 
Research, Vol.13, 
No.4, pp.813-816 

2018 年   国際  

Development of Disaster 
Process Management System 
(査読あり)   

MUNEYOS
HI 
NUMADA 
and KIMIRO 
MEGURO: 

Paper No. 68, 17th 
International 
Symposium on New 
Technologies for 
Urban Safety of Mega 
Cities in Asia 

12-14 
December 
2018, 
Hyderabad, 
India   

国際  

The 2018 Hokkaido Eastern 
Iburi Earthquake and its 
Aftermath 
(査読あり) 

TAKAHASH
I, H. and 
KIMURA, R. 

Journal of Disaster 
Research, Vol.14 
Scientific 
Communication 
Online, 3p. 

2019 年   国際  

報道・掲載された 

成果（記事タイトル） 

発表者氏名 発表場所 

（新聞名・TV 名） 

発表時期 国際・国

内の別 
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(f) 特許出願，ソフトウエア開発，仕様・標準等の策定 

1)特許出願 

・ なし 
 

2)ソフトウエア開発 

名称 機能 
災害対応工程管理システム

BOSS 
災害対応業務のフローや詳細シートを作成し災害対

応業務のノウハウを蓄積・共有するシステム 
・  

 
3) 仕様・標準等の策定 

・ なし 
 

(3) 平成３１年度業務計画案 

平成 31 年度（令和元年度）は、2 年目である平成 30 年度に開発・改良したシステ

ム・仕組みを検証しながら、事業継続能力向上のための業務手法の確立のための研究

を進めていく。まずは、過去の災害教訓事例の収集を継続し、特に災害時の事業継続

における問題点や効果的な研修・訓練方法について分類・整理することで、業務手順

の確立と学習のあり方の解明に向けて検討していく。災害対応工程管理システム

BOSS については、システムの試作を進め、実証する対象自治体を被災地内外で拡大

させながら個別業務フローの充実と検証を進めていく。帰宅困難者支援施設運営ゲー

ム（企業内待機版）については、様々なユーザーによる実証実験を行い、ゲームの検

証・改良を進めるとともに、地震火災イメージ形成ツールについても開発を行ってい

く。 
 
 

 
  

災害多発 カギを握る“判

断” 

木村玲欧 NHK 関西広域 , 

かんさい熱視線 

2018 年 8
月 31 日  

国内 

廃校の小学校活用し体験

型の訓練 

 NHK 静岡 2019 月 2
月 13 日  

国内 

企業はどう守る？ 従業員

と家族の命 

廣井悠 NHK7時ニュース 2019 月 3 
月 6 日  

国内 
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3.1.5   事業継続能力の向上のための業務手順確立 

3.1.5.2 業務手順確立のための事業継続ガバナンスの確立 

 

(1) 業務の内容 

(a) 業務の目的 

「事業継続能力の向上のための業務手順確立（以下、ＳＯＰ）」については、災害時に

おいては、災害対応機関を含む各々の組織が、被害や損失を最小限にとどめるために、

平時に行っている中核業務の継続を行いながら、早期復旧を可能とするために災害時

特有に発生する業務を実施する必要があり、加えて、この事業継続を実現するための

方法・手段をあらかじめ取り決めておく必要がある。特に災害対応機関においては、

災害規模に応じて、災害時特有に取り組むべき業務量が膨大な量となり、応援を得て

業務を実施することが必須であるが、平成 28 年熊本地震の事例においても、多くの応

援が現地入りするが、その災害対応業務の手順が確立しておらず、また業務に対する

経験も認識にもバラつきがあり、災害対応業務の一貫性と質の担保が図られていない

現状が課題となっている。標準的な業務手順（Standard Operating Procedure）はベ

ストプラクティスを伝達するための有用なツールであり、協議会において、参画企業、

組織の共働プロセスにおいても意図した結果が確実に実現するための技術的課題であ

り、その抽出と検討を実施する。 

(b) 平成３０年度業務目的 

災害時に特有の業務は有期的なプロジェクト業務であり、災害対応業務における「プ

ロジェクトとしてのガバナンスの構造とその確立手続き」に係る要素の検討を実施す

る。 

 (c) 担当者 

所属機関 役職 氏名 

学校法人関西大学 

社会安全研究センター 
特別任命教授 

センター長      

河田 惠昭  

(2) 平成３０年度の成果 

(a) 業務の要約 

１）日本政府の防災対策実行会議の委員として、また同時に同会議の下に平成３０年４月

に設置された「南海トラフ沿いの異常な現象への 防災対応検討ワーキンググループ」の特

別アドバイザーに就任して活動し、検討を重ねて同年１２月に報告書を政府に提出した。

これらの活動を通して、業務手順としての災害対応のあり方を検討し、方向性を示した。 

２）平成３０年６月の大阪府北部地震に際して大阪府が設置した「南海トラフ地震対応強

化策検討委員会」の委員長に就任し、また７月の西日本豪雨に際して岡山県が設置した「岡

山県「平成３０年７月豪雨」災害検証委員会」の座長として活動し、いずれも被災地の調

査を実施するとともに、府県レベルの災害対応業務の確立手続きに貢献する地域防災計画

の改定内容を提示して、実効性の向上を実現した。 

 
(b) 業務の成果 

１）南海トラフ地震対応のあり方 国難災害となる恐れが極めて高い首都直下地震や南海
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トラフ地震に対して、事前対策として発生する課題を精査し、業務手順を県とすることは

極めて重要である。そこで、下記の様な検討を行った。 

a)発生状況と特徴 

図１にあるように、684 年に日本書紀に地震発生が記載されて以来、これまで 9 回発生

している。したがって、平均発生間隔はおよそ 150 年である。忘れてはならないことは、

南海地震は少なくとも過去 100 万年間は継続して発生しているという事実である。すなわ

ち、すでに 6,000 回以上も起こっており、その内、最新の 9 回について地震の起こり方が

ある程度わかっているという事実である。したがって、これら 9 回の地震の発生特徴から

一般的な法則を見出すことは不可能であるということを認めなければならない。しかし、

1978 年大規模地震対策特別措置法が成立して以来、2017 年 9 月までは、東海地震が予知で

きると考えられて対策が準備されてきた。ところが 2016 年熊本地震が発生し、この震災の

検証委員会の委員長に就任した河田は、これ以上の規模の震災が起これば、わが国の災害

救助法をはじめとする災害関連法が適用不可能であることを明らかにした。そこで、内閣

府の防災担当部局と相談の結果、東海地震が予知できないという地震学会の総意を公表し、

この地震を特別扱いすることを凍結した。つまり、首相の警戒宣言ではなく、気象庁長官

が臨時情報を発令する体制に移行することになった。そこで、この臨時情報をどのように

発令するかが問題となり、ワーキンググループが発足することになった。 

 

 

図１ 南海トラフで発生した過去９回の地震とその断層の破壊状況（内閣府作成） 
 

 そこにおける検討の結果、過去の 9 回の地震の起こり方には、図 2 のようにケース１お

よび 2 の他に、ケース 3 および 4 があるが、3 については不確実性がほかの 3 ケースより
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も大きいために、ケース 1,2 および４を対象としたガイドラインを作成することになった。   

 

図２ 南海トラフで発生する地震の起こり方に関する 4 つのパターン（内閣府作成） 

 

渋滞情報がほぼリアルタイムで提供されるので、かえって渋滞が広域化してひどくなった

ことがわかっている。その結果、救援物資を積んだトラックが、目的地に長時間到着でき

ないことが起こった。        

 

ｂ）ガイドラインの問題点 

 2018 年 12 月に公表されたガイド 

ラインの骨子は、臨時情報が発令さ 

れれば、津波の脅威下にある地域 

住民は、1 週間は安全な場所に避難 

することにし、地震が起こらなけれ 

ば、自動的に解除されるというもの 

である。ただし、図 3 にあるように、 

1 週間後にも地震は発生しており、 

安全という判断を下すには危険が       

大きすぎることがわかる。       図３ ケース 1 の半割れ状況での残りの半分 

そこで、政府は、地震津波被害が    が地震を起こすまでの経過日数（内閣府作成） 

予想される被災予想都府県に対して    

どのような対応が可能であるかをヒアリング中であり、結論は 2019 年 12 月に公表される

ことになった。現状における最大の問題点は、被災予想市町村が標準とする避難計画は都
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府県がまとめることになっているが、その所要経費を負担する法的根拠がなく、そのため

には筆者が以前から主張してきた、災害救助法などの抜本的改正が必要であり、わが国の

防災政策が従来の公助中心から住民の自助中心に移行せざるを得ないことを明らかにした。 

ｃ）人的被害想定の見直し 

2016 年熊本地震による災害関連死と 2018 年西日本豪雨に伴う避難行動要支援者の犠牲

による人的被害の発生状況から、南海トラフ巨大地震が発生した場合の人的被害について

再検討した結果、つぎのような結論が得られた。 

まず、都市災害の形態をとる大都市域    表１ 南海トラフ巨大地震の人的被害の

では、さらに 22 万１千人増加し、計 54 万 4   見直し結果 

千人以上となった。つぎに考慮していなかっ 

た災害関連死を改めて検討した結果、61 万 

4 千人以上となった。これは、地震、津波そ 

して浸水時の避難行動要支援者の犠牲者を評 

価した結果である。つまり、現状で南海トラ 

フ巨大地震が発生すれば、犠牲者数は百万人 

を超えることは確実であり、わが国の明治 

以降、最大の犠牲者数になる危険性が高いこ 

とがわかった。               表２ 大阪府が見直した災害対応業務 

２）災害時の自治体の対応業務の改善 

a）大阪府北部地震の場合 

 この地震は朝 7 時 58 分のラッシュアワー時

に起こった。そのために、阪神・淡路大震災以

降の災害時に現れなかった諸現象が発生した。

ただし、地震マグニチュードが 6.1 であって、

阪神・淡路大震災の場合の地震エネルギーの

1/64 であったから、人的被害は大きくなかった

ことが幸いした。河田は大阪府防災会議に設け

られた「南海トラフ地震対応強化策検討委員会」

の委員長に就任し、9 月に表 2 の取組 01 から 03

について中間とりまとめを行い、2019 年 1 月に

報告書を提出した。 

 この震災による災害対応状の最大の問題点は、大阪府と被災市との連携がほとんどでき

なかったことである。その原因は市町村に災害時の受援計画がなかったことである。しか

し、そもそも大阪府の応援計画においても具体性が欠けており、受援と応援の不備により、

連携による被害軽減はできなかった。これを受けて、委員会では、表 2 の９つの取組に対

して検討を行い、これらの成果を地域防災計画に反映するとともに、図 4 に示すような、

災害時における情報共有の実態を明らかにして、関係自治体で具体的にどのように改善す

ればよいのかについて具体的な取組策を提案した。 

取組 01 大阪府の初動体制と市町村支援 

取組 02  出勤及び帰宅困難者への対応 

取組 03 訪日外国人等への対応 

取組 04 自助・共助の推進 

取組 05  学校と教育 

取組 06 医療・福祉 

取組 07 住宅・建築物の耐震化 

取組 08 広域緊急交通路等の確保 

取 組 09  
（その他） 

鉄道運行状況、停電、関西国際空
港に関する情報提供と取組 

当初（2013 年）の人的被害 

直接死：32 万 3 千人 

今回の見直し結果（2019 年） 

直接死：54 万 4 千人以上 

間接死：61 万 4 千人以上 

計 115 万 8 千人以上 
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     図 4 大阪府北部地震時の大阪府と被災自治体との情報共有 

 

 そして、具体的には、つぎの事項について具体的に提言した。①自治体は被害が大きく

なる事項から優先対処する、②組織的な対応で乗り切る、③ライフラインの早期回復、④

家具の転倒防止、④情報入手である。とくに、③については、道路ネットワークと鉄道ネ

ットワークに重大な支障が発生しなかったにもかかわらず、運行再開が非常に遅れ、社会

経済被害が大きくなったことから、その改善策を示した。すなわち、これらのライフライ

ンは災害時に被災しないことを目標として補強してきたのであるが、さらに社会サービス

の早期再開が目標になっていなかったことが最大の理由である。そこで、多点の地震計の

活用や事前の被害想定によって、被災個所を絞り込む作業が必要であり、そのような体制

づくりを早急にやらなければならないことを提言した。 
ｂ）西日本豪雨（主として岡山県）の場合 

 245 人の死者・行方不明者が発生した。中でも岡山県倉敷市真備地区では、一級河川高

梁川と右支川小田川のバックウオータ―現象で長時間にわたって氾濫が継続し、51 人が犠

牲になった。そこで、河田が委員長になって、岡山県の検証委員会が発足し。2019 年 3 月

に報告書を提出した。問題は、洪水氾濫が事前のハザードマップ通り発生し、湛水域の計

算値と実際の浸水域がほぼ合致して、被災者は大量に発生してしまったことである。 
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ⅰ）倉敷市真備地区での被害状況とその対策 

 一級河川の高梁川と支川の小田川の合流部は、江戸時代から氾濫常襲地であった。高梁

川の河道が屈曲しているため、水面が必ず上昇する。すると小田川から洪水を排水できな

くなる。真備地区では深さ 4m を超える市街地氾濫で、約 4,600 世帯が被災し、住民 51 人

が犠牲になり、その約 90 パーセントの 46 人が高齢者で、かつ 42 名が避難行動要支援者

であった。 

 

図５は、洪水氾濫 

が市街地を約 8 時間 

かかって進行した状 

態を示している。つ 

まり、住民は避難す 

る時間が十分あった 

にもかかわらず避難 

できなかったのであ 

る。その理由は、避 

難行動要支援者が多 

く、自力で 2 階に上 

がれなくて犠牲にな 

ったのである。これ 

まで、高齢が原因で      図５ 倉敷市真備地区での市街地氾濫過程 

犠牲者が発生すると考えられていたが、実際はさらに深刻で自助努力では被害を少なくす

ることが不可能であることがわかった。このような洪水と土砂災害による犠牲者の発生に

対して、住民避難をどうすればよいのかについて考察し、①自治体職員が現場に出かけて

住民と土砂災害について話し合う機会をもつ、②避難指示や勧告が出た地域に消防自動車

とパトカーが出動する、③一人住まいの場合、仲間と一緒に避難する、④近所の家族と一

緒に避難する、および⑤避難せずに犠牲なれば、残された者の悲しみは死ぬまで続くこと

を知る、ということが重要であることを明らかにした。 

ⅱ）岡山県に対する提言 

 岡山県災害対策本部の機能充実と市町村との連携強化に対して表３のように提言した。 

表３ 岡山県の災害対応機能充実のための提言 

 

 

 

 

 

                                    （a） 
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                                                                      (b) 

 

 

 

 

 

                                           

(c) 結論ならびに今後の課題 

 国難災害となる南海トラフ巨大地震や首都直下地震に対して、どのような対応を準備す

れば被害軽減できるのかについては、あまりにも課題が多いために特効薬的な解が見つか

らない。しかし、南海トラフのガイドラインに対する政府の対応や大阪府北部地震や西日

本豪雨での自治体の対応の検証作業を通して、具体的な内容が示されつつあると言ってよ

く、この作業を継続すれば、目標とする対応策に近づくことができると考えられる。した

がって、今後も、このような研究姿勢を継続することが重要である。 

 

(d) 引用文献 

大阪府：災害対応力の強化について、P1、2019 年 1 月 

岡山県：平成 30 年 7 月豪雨災害検証報告書（概要版）、P1、2019 年 3 月 

 

 (e) 学会等発表実績 

1)学会等における口頭・ポスター発表 

 

2)学会誌・雑誌等における論文掲載 

 

発表成果（発表題目、口

頭・ポスター発表の別） 
発表者氏名 発表場所 

（学会等名） 
発表時期 国際・国

内の別 
国難災害に備える、口頭 河田惠昭 第 8 回自治体災害対

策全国会議 
2018 年 11
月 

国内 

掲載論文（論文題目） 発表者氏名 発表場所 
（雑誌等名） 

発表時期 国際・国

内の別 
自治体防災の要諦（１） 

災害対策本部の立ち上げ 
河田惠昭 日経グローカル、

No.338 
2018 年 4
月 

国内 

自治体防災の要諦（ 2） 

首長のリーダーシップ 
河田惠昭 日経グローカル、 

No.340 
2018 年 5
月 

国内 

「防災省」設置で被害を小

さくする努力を 
河田惠昭 NIRA 私の構想、6

月号、No.36 
2018 年 6
月 

国内 
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3)マスコミ等における報道・掲載 

・ テレビ・ラジオ 

 

自治体防災の要諦（3） 

災害関連法の背景と課

題 

河田惠昭 日経グローカル、

No.340 
2018 年 6 月 国内 

避難行動要支援者名簿

を活用した制度の構築

プロセス 

陸川貴之・河

田恵昭 
災害情報、No.16-1 2018 年 7 月 国内 

自治体防災の要諦（4） 

タイムラインの準備と

活用 

河田惠昭 日経グローカル、

No.342 
2018 年 7 月 国内 

東京直下＆南海トラフ

で「ライフライン」は全

滅へ 

河田惠昭 THEMIS、No.310 2018 年 8 月 国内 

南海トラフ巨大地震時

における災害廃棄物処

理に係る災害対応リソ

ース 

平山修久・永

田尚人・上村

俊一・河田恵

昭 

地域安全学会論文

集、No.33 
2018 年 11 月 国内 

大阪北部地震でわかっ

たこと 
河田惠昭 消防防災の科学、

No.134 
2018 年 11 月 国内 

我が国の国難災害対策

のあるべき姿 
河田惠昭 応用地質、第 59 巻

第 5 号  
2018 年 12 月 国内 

自治体防災の要諦（10） 
避難に必要な災害文化

と知恵  住民を動かす

５つの解決策 

河田惠昭 日経グローカル、

No.356 
2019 年 1 月 国内 

被害の「減災」から、回

復を早くする「縮災」を

目指せ 

河田惠昭 毎 日 フ ォ ー ラ ム 

日本の選択 
2019 年 1 月 国内 

巨大震災の最悪シミュ

レーション 
河田惠昭 生活協同組合研究 2019 年 3 月 国内 

報道・掲載された成果 
（記事タイトル） 

発表者氏名 発表場所 
（新聞名・TV

名） 

発表時期 国際・国

内の別 

大阪府北部地震 河田惠昭 NHK、クローズア

ッププラス 
2018 年 6 月

20 日  
国内 

大阪府北部地震 河田惠昭 テレビ大阪、やさ

しいニュース 
2018 年 6 月

22 日  
国内 
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・ 新聞 

大阪府北部地震 河田惠昭 読売テレビ、ウェー

クアップぷらす 
2018 年 6 月

23 日  
国内 

西日本豪雨 河田惠昭 読売テレビ、ウェー

クアップぷらす 
2018 年 7 月

14 日  
国内 

広域災害にどう備えるか 河田惠昭 NHK、視点論点 2018 年 7 月

25 日  
国内 

西日本豪雨 河田惠昭 日本 BS 放送、BS11
「報道ライブ」 

2018 年 7 月

31 日  
国内 

闘論！倒論！討論！2018 日

本よ、今… 
河田惠昭 日本文化チャンネル

桜、2018 日本よ、今

… 

2018 年 8 月

30 日（9 月 1
日発表） 

国内 

台風 河田惠昭 日本 BS 放送、BS11
「報道ライブ」 

2018 年 9 月

3 日 
国内 

台風 21 号  河田惠昭 ABC 朝日放送、キャ

スト 
2018 年 9 月

4 日 
国内 

台風 21 号  河田惠昭 読売テレビ、ウェー

クアップぷらす 
2018 年 9 月

8 日 
国内 

台風 21 号  河田惠昭 MBS ラジオ、おはよ

うパーソナリティ道

上洋三です 

2018 年 9 月

10 日  
国内 

自然災害 河田惠昭 ABC 朝日放送、教え

て！NEWS ライブ

正義のミカタ 

2018 年 10 月

4 日 
国内 

台風 21 号  河田惠昭 NHK、かんさい熱視

線 
2018 年 10 月

12 日  
国内 

今年の災害 河田惠昭 読売テレビ、ウエー

クアップぷらす 
2018 年 12 月

22 日  
国内 

映像記録  首都圏 3.11 
震災 8 年目の防災は 

河田惠昭 NHK、首都圏情報 

ネタドリ！  
2019 年 3 月

1 日 
国内 

平成の終わりに”(5)「大災

害から学んだ縮災対策」 
河田惠昭 NHK、視点論点 2019 年 3 月

7 日 
国内 

報道・掲載された成果 
（記事タイトル） 

発表者氏名 発表場所 
（新聞名・TV 名） 

発表時期 国際・国

内の別 
新たな危機管理手法 成功

例学び 行動計画を 
河田惠昭 朝日新聞 2018 年 4 月 7

日 
国内 
 

巨大地震「縮災」の教訓 河田惠昭 読売新聞 2018年 4月 14
日 

国内 
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・新聞報道は上記の他に 25 件（2018 年度）  
 
(f) 特許出願，ソフトウエア開発，仕様・標準等の策定 

1)特許出願 

なし 

2)ソフトウエア開発 

なし  
3) 仕様・標準等の策定 

なし 
 

(3) 平成３１年度業務計画案 

a)業務計画 

業務手順確立のための事業継続ガバナンスの確立について継続的に検討を進める。具体

的には引き続き、南海トラフ巨大地震のガイドラインの実効性を検討するとともに、平成

30年に発生した災害事例ごとの自治体の対応を検証する。さらに、国難災害に対する防災・

減災体制や復興計画について、2017年ハリケーン・ハーヴィ災害の調査結果などを参考に

して検討を行う。 

第 72 回神戸新聞平和賞

「防災省」創設を提言 
河田惠昭 神戸新聞 2018 年 5 月 3

日 
国内 

防災・復興庁の設置訴え 
21 世紀研究機構が成果報

告会 

河田惠昭 神戸新聞 2018年 7月 31
日 

国内 

豪雨災害対応 岡山県が検

証 
河田惠昭 読売新聞 2018年 8月 21

日 
国内 

大阪北部地震を経験して

「災後・災前を生きる」シ

ンポジウム 

河田惠昭 神戸新聞 2018年 8月 31
日 

国内 

津波対策  初級編  逃げる

が勝ち 早い避難を 
河田惠昭 朝日新聞 2018 年 9 月 7

日 
国内 

西日本豪雨、台風 21 号、

北海道地震・・・被災地

では 

河田惠昭 朝日新聞 2018年 9月 16
日 

国内 

防災省の必要性 訴え 河田惠昭 読売新聞 2018 年 11 月

7 日 
国内 

災害への備え 確認する日

に 
河田惠昭 神戸新聞 2019年 1月 13

日 
国内 

南海トラフ 対策急いで 河田惠昭 読売新聞 2019年 1月 18
日 

国内 

国際防災・人道支援フォ

ーラム 2019 
河田惠昭 朝日新聞 2019年 1月 31

日 
国内 
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b)実施方法 

 １）ハリケーン・ハーヴィ災害調査によって、巨大災害が発生後の復旧・復興計画のあ

り方がアメリカ合衆国政府によってどのように考えられているかを明らかにする。その結

果は、2012 年ハリケーンサンディによるニューヨークの復興計画の進め方と整合性をもっ

ているはずであり、そこにおけるレジリエンスの考え方を確かめ、わが国が進めている国

土強靭化の基本政策との相違点がないかどうかを確かめる。 

 ２）南海トラフガイドラインの適用性については、政府の方針通りに実行されるのかど

うかについて検証する。とくに、災害対応における公助から自助への転換が必須となって

いるが、これが国民に広く認められるかどうかは、未だ明らかではない。しかし、現行の

法律では、公助による事前避難は不可能であり、これをどのように解決するのかについて

議論する。 

 ３）雑誌等を利用した啓発活動の利用：2018年に引き続き、2019年4月から1年間にわた

って、日経グローカル誌に毎月、自治体防災の要諦を12回掲載されることになっている。

そこでは、実務としての災害対応について大阪府北部地震などの教訓を検討した結果を報

告する予定である。まさに、本研究担当者の過去の経験知に対するPDCAサイクルを活用し

た提案を期待している。 

４）2019年4月に第3回くまもと復旧・復興有識者会議が開催され、復興計画の進捗状況

について検討する予定である。それによって、当初の10の目標が順調に進んでいるのかど

うかを明らかにして、足りないところを助言する。とくに、洪水災害に対する熊本県の防

災体制が十分であるかどうかについて明らかにする。 

５）防災省の創設に向けた努力を継続する。とくに、東日本大震災を対象とした復興庁

の10年の時限が迫っており、この後継組織として、防災復興庁を設置する案を進めること

にしている。わが国政府は抜本的な変化を好まないという特徴があり、初めから防災省の

設置要求が門前払いされる危険があり、そうならないように慎重に作業を継続する予定で

ある。 

c)目標とする成果 

 政府、自治体の災害対応ガバナンスの向上は、多様な考え方を包含した形で、レジリエ

ンスとして実行しなければならない。そのような方向性が広く認められれば、防災省の創

設も実現できると考えられる。以上に示した研究によって、一歩でも前進することを期待

している。 
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4．活動報告 

4.1 会議録 

 平成 30 年度は、データ利活用協議会のシンポジウムを、第 1 回はサブプロ(a)、第 2 回

はサブプロ(b)、第 3 回はサブプロ(c)のそれぞれの担当シンポジウムとして実施した。第

4 回は平成 30 年度の成果報告会を兼ねて実施し、プロジェクト外部から講師、モデレータ

ーを採用し、プロジェクトが社会的要請に応え「励むことは何か」について議論した。 

 
(1)首都圏レジリエンスプロジェクトデータ利活用協議会  

平成 30 年度第１回シンポジウム 

「レジリエンス力を高めるフレームワーク―企業・自治体の取り組みに学ぶ―」 

日時：平成 30 年 6 月 22 日（金）10 時 00 分～12 時 10 分 

場所：全国町村会館 2 階 ホール（東京都千代田区永田町 1-11-35） 

主催：国立研究開発法人防災科学技術研究所 

 

プログラム 

●あいさつ（文部科学省）  

 

●はじめに  

「初年度から 2 年目にむけて～デ活における産官学民連携の進捗～」 

首都圏レジリエンスプロジェクト 総括 平田 直 

（東京大学地震研究所 教授） 

●本日の主旨 

研究者より  

「組織がレジリエンス力を高めるために必要なこと」   

首都圏レジリエンスプロジェクト サブプロ(a)統括 田村 圭子 

                           （新潟大学危機管理室 教授） 

 

●プレゼンテーション   

企業より（１）「津波被災を乗り越え、あらゆる危機に強い企業になるために」 

株式会社白謙蒲鉾店 常務取締役 白出 雄太  

 

企業より（２）「内作”小さな BCP”構築マニュアルで、グループ全体の事業継続力強化」  

株式会社リコー 内部統制室 リスクマネジメント部 部長 荻原 毅 

 

自治体より「セーフコミュニティの枠組みに基づく安全・安心なまちづくり」 

厚木市協働安全部 セーフコミュニティくらし安全課 係長 新倉 準 

 

●パネルディスカッション  

 「レジリエンス力を高めるフレームワーク」  

パネリスト 白出氏、荻原氏、新倉氏、田村圭子（サブプロ(a)統括） 

気象災害軽減イノベーションセンター長補佐 中村 一樹 
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●おわりに 

 

(2)首都圏レジリエンスプロジェクト データ利活用協議会 

 平成 30 年度第 2 回シンポジウム 「マルチデータインテグレーションシステムによる

首都圏の詳細な地震動の把握に向けて」 

日時：平成 30 年 9 月 19 日（水）10 時 00 分～12 時 10 分（9 時 30 分開場） 

場所：全国町村会館 2 階ホール（東京都千代田区永田町 1-11-35） 

主催 ： 国立研究開発法人防災科学技術研究所 

 

プログラム 

●あいさつ（文部科学省）  

 

●はじめに 首都圏レジリエンスプロジェクト 総括 平田 直（東京大学地震研究所  

教 授 ） 

●プレゼンテーション 

企業より（１）「東京電力における地震観測とデータ利用の現状」 

東京電力ホールディングス株式会社経営技術戦略研究所 技術開発部    

主席研究員 植竹 富一 

 企業より（２）「発災時の建物安全度判定支援システム「q-NAVIGATOR」の展開」 

株式会社小堀鐸二研究所 構造研究部次長 日下 彰宏 

 

研究者より（１）「スマートフォンによる揺れの観測」 

首都圏レジリエンスプロジェクト サブプロ(b)分担責任者 東 宏樹    

 (防災科学技術研究所社 会防災システム研究部門 特別技術員) 

 

 研究者より(２）「官民連携の地震観測データを統合するマルチデータインテグレーショ

ンシステムの開発」  

首都圏レジリエンスプロジェクト サブプロ(b)統括 青井 真 

           （防災科学技術研究所 地震津波火山ネットワークセンター長） 

●パネルディスカッション  

「多様なデータの統合による社会的な共通価値の創出に向けて」 

パネリスト 植竹氏、日下氏、佐伯昌之氏（東京理科大学教授）、大保直人氏（特定

非営利活動法人リアルタイム地震・防災情報利用協議会理事長）、楠浩一氏（東京大学地震

研究所教授／サブプロ(c)分担責任者、青井、東 

モデレータ 平田 

 

●おわりに 
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(3)首都圏レジリエンスプロジェクト データ利活用協議会 

平成 30 年度 第 3 回シンポジウム「災害拠点となる建物に要求される耐震性能」 

日時：平成 30 年 12 月 5 日（水）10 時 00 分～12 時 10 分 

場所：全国町村会館 2 階ホール（東京都千代田区永田町 1-11-35 ） 

主催 ： 国立研究開発法人防災科学技術研究所 

 

●あいさつ（文部科学省）  

 

●はじめに 首都圏レジリエンスプロジェクト 総括/データ利活用協議会会長 平田 直 

（東京大学 地震研究所 教授） 

●プレゼンテーション 

「首都圏レジリエンスプロジェクト サブプロジェクト(c)  

非構造部材を含む構造物の崩壊余裕度に関するデータ収集・整備について」 

サブプロ(c)統括 西谷 章(早稲田大学 教授) 

「災害拠点建物の安全度即時評価および継続使用性即時判定について」 

サブプロ(c)課題 2 分担責任者 楠 浩一(東京大学 地震研究所 教授) 

研究者より（１）「災害拠点建物の地震被害」 

サブプロ(c)課題 2 分担研究者 向井 智久 

（国立研究開発法人 建築研究所 構造研究グループ 主任研究員） 

研究者より（２）「災害拠点建物のための新しい耐震設計法」 

首都大学東京 准教授 壁谷澤 寿一 氏 

研究者より（３）「非構造材の被害と耐震設計法」 

国土技術政策総合研究所 建築研究部 材料・部材基準研究室 室長 脇山 善夫 氏 

企業より「災害拠点建物の設計例」 

株式会社 日建設計 エンジニアリング部門 技術センター 技師長 深井 悟 氏 

 

●パネルディスカッション  

「巨大地震時に要求される災害拠点建物の耐震性能と実地震での応答モニタリングの利活

用について」 

パネリスト 壁谷澤氏、脇山氏、深井氏、西谷、梶原浩一（サブプロ(c)統括/国立研究開

発法人防災科学技術研究所 兵庫耐震工学研究センター長)、向井、日比野 陽（サブプロ

(c)課題 2 分担研究者/広島大学大学院 工学研究科准教授） 

モデレータ 楠 

 

●おわりに  

   
(4)首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト平成 30 年度 成果報告会 

～ 首都圏のレジリエンス力向上のため「励むべきこと」は何か ～ 

日時 ： 平成 31 年 2 月 28 日（木） 13:00-17:30 

会場 ： 東京大学伊藤国際学術研究センター 伊藤謝恩ホール（東京都文京区本郷 7-3-1） 
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● データ利活用協議会総会 

● あいさつ  文部科学省 

 

(第 I 部)プロジェクトにおける本年度（平成 30 年度）の成果  

●首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクトの全体像 

首都圏レジリエンスプロジェクト 総括 平田 直  (東京大学 地震研究所 教授) 

●サブプロ（a） 「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクトに資するデ

ータ利活用に向けた連携体制の構築」   

サブプロ(a)統括/防災科研（NIED） 上石 勲 

●サブプロ（b）「官民連携による超高密度地震動観測データの収集・整備」 

サブプロ(b)統括/防災科研（NIED） 青井 真 

●サブプロ（c）「非構造部材を含む崩壊余裕度に関するデータ収集・整備」 

サブプロ(c)統括/防災科研（NIED） 梶原 浩一 

●本日の第Ⅱ部、第Ⅲ部、来年度にむけて 

首都圏レジリエンスプロジェクト 総括 平田 直 

白鴎大学 客員教授/元 TBS キャスター 下村 健一 

（第Ⅱ部）本年度の注目研究「データ利活用が紡ぐ新たな価値の創造Ⅱ」 

●サブプロ（a）データ利活用分科会の試み  

「地震動データの地震対応の活用～お客様に一日も早く安心をお届けするために～」 

東京海上日動火災保険 総務部災害対策推進室 鵜飼 章弘 

東京海上日動リスクコンサルティング 企業財産本部リスク    

定量化第一ユニット 林 孝幸  

サブプロ(a)統括/新潟大学 田村 圭子 

 

●サブプロ（b）データ利活用分科会の試み  

「集客施設で地震観測する理由～成田国際空港との連携」  

デ活企業・統括/東京大学 酒井 慎一 

 

●サブプロ（c）データ利活用分科会の試み 「高層ビルの揺れの把握と安全性」 

     株式会社 小堀鐸二研究所 日下 彰宏「建物のゆれの把握にまつわるあれこれ」 

サブプロ(c)統括/早稲田大学 西谷 章「建物のモニタリング：安全性判定、 

事業継続可否判定の枠組みについて」 

（第Ⅲ部）パネルディスカッション 

「首都圏のレジリエンス力向上のため『励むべきこと』は何か」 

話し手： 日原 洋文 一般財団法人 日本不動産研究所 理事長/元内閣府政策 

統括官（防災担当） 

平田 直  国立研究開発法人 防災科学技術研究所 首都圏レジリエンス

研究センター センター長/東京大学地震研究所 教授  

聞き手： 下村 健一 白鴎大学 客員教授/元 TBS キャスター 

 

●おわりに
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(5) 平成 30 年度 第１回サブプロ(a）運営委員会 

日時：平成 30 年 9 月 6 日(木）10 時 00 分～12 時 30 分 

場所：TKP 東京駅日本橋カンファレンスセンター２F ミーティングルーム 215（東京都中

央区八重洲 1-2-16） 

目的： 

１）サブプロ（a）研究にかかる情報交換 

２）デ活活動への現状共有と協力体制の構築 

参加者： 

・サブ（a）研究統括 

 上石 勲 （防災科学技術研究所 雪氷防災研究部門長）  

 田村圭子 （新潟大学危機管理室 教授） 

・サブ a 分担責任者 

 河田惠昭 （関西大学 社会安全研究センター長・特別任命教授）  

 井ノ口宗成（富山大学都市デザイン学部 准教授） 

・サブ（a）分担研究者 

 能島暢呂 （岐阜大学工学部 教授） 

 丸山喜久 （千葉大学大学院工学研究院 准教授） 

 廣井 悠 （東京大学大学院工学系研究科 准教授） 

・協力者 

 堀江 啓 （MS&AD インターリスク総研(株)総合企画部 リスク計量評価グルー プ リ

スク計量評価グループ グループ長 

・forR 事務局 

 阿部直樹 （国立研究開発法人 防災科学技術研究所 気象災害軽減イノベーションセ

ンター 研究員） 

 小野裕子 （国立研究開発法人 防災科学技術研究所 首都圏レジリエンス研究センタ

ー 研究戦略室） 

 古屋貴司 （国立研究開発法人 防災科学技術研究所 首都圏レジリエンス研究センタ

ー 研究戦略室） 

・オブザーバー 

 田中大和 （文部科学省研究開発局 地震・防災研究課 防災科学技術推進室 室長補佐） 

 

概要：本年度の研究の進め方について共有・協議するとともに同日未明に発生した北海道

胆振東部地震に対し、フィールドとしての可能性と今後の研究活動方針について協

議した。 

 

(6) 平成 30 年度 第２回サブプロ(a)運営委員会 

日付：平成 31 年 2 月 12 日（火）10:00～12:00 

場所：関西大学 高槻ミューズキャンパス 西館 2 階 マルチミーティングルーム 2（大

阪府高槻市白梅町 7-1） 

目的： 

１）本年度の成果を共有する 
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２）2 月 28 日 成果報告会における発表内容を検討する 

 

参加者： 

・サブ(a)研究統括 

 上石 勲 （防災科学技術研究所 雪氷防災研究部門長）   

 田村圭子 （新潟大学危機管理室 教授） 

・サブ(a)分担責任者 

 山崎文雄 （千葉大学大学院工学研究院 教授）  

 能島暢呂 （岐阜大学工学部 教授）  

 井ノ口宗成（富山大学都市デザイン学部 准教授）  

 河田惠昭 （関西大学 社会安全研究センター長・特別任命教授）  

 木村玲欧 （兵庫県立大学環境人間学部 准教授） 

 永松伸吾 （関西大学社会安全学部 教授） ※冒頭参加 

 奥村与志弘（関西大学社会安全学部 准教授）※10：40 まで参加 

・オブザーバー 

 山田 豊 （文部科学省 地震・防災研究課） 

 

概要：本年度の成果を共有するとともに、成果報告会で報告すべき内容について協議し、

具体的なスライドの選定等を実施した。また、来年度への研究内容、体制等の協議

を実施した。 
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4.2 対外発表 

(1) 学会等における口頭・ポスター発表 

3.1.1   プロジェクト総括と協議会の設置・運営 

発表した成果（発表題目、
口頭・ポスター発表の別） 

発表者氏名 発表した場所 
（学会等名） 

発 表 し た
時期 

国 内 ・
外の別 

データ利活用による首都圏レ

ジリエンス強化の試み  
田村圭子  レジリエンス協会 

2月定例会  

2019年2月8
日  

国内 

"The Tokyo Metropolitan 
Resilience Project", a new 
initiative for promoting 
data utilization among 
private agencies and 
research institutes 

田村圭子  国際防災・人道支

援フォーラム 2019 
(International 
Disaster Reduction 
Alliance Forum 
2019 ) 
 

2019月1月
23日  

国際 

将来の大規模災害にどうそな

えるのか  ～ICTの効果的

な利活用をふまえた企業の対

策～   

田村圭子  危 機 管 理 産 業 展

2018  特別セミナ

ー  

2019年10月
12日  

国内 

Possibility of Machine 
Learning and 
Classification for Tweeted 
Image Data to Understand 
Disaster Damage Situation 
- A Case Study of 2016 
Kumamoto Earthquake - 

Munenari 
Inoguchi, 
Atsushi Imai, 
Keiko Tamura 

International 
Technical 
Conference on 
Circuits/Systems, 
Computers and 
Communications 
(ITC-CSCC) 2018 

2018月7月6
日  

国際 

 

3.1.3   被害拡大阻止のためのフラジリティ関数の検討 

 3.1.3.1  建物フラジリティの検討 

発表した成果（発表題
目、口頭・ポスター発表
の別） 

発表者氏名 発表した場所 
（学会等名） 

発表した
時期 

国内・
外の別 

Analysis of building damage 
in Mashiki Town due the 
2016 Kumamoto, Japan, 
earthquake (口頭) 

F. Yamazaki, T. 
Suto, M. 
Inouguchi, K. 
Horie, W. Liu 

Thessaloniki, 
Greece (16th 
European 
Conference on 
Earthquake 
Engineering) 

2018年6月  国外 

Spatial analysis of building 
damage in Mashiki town 
based on data of local 
government due the 2016 
Kumamoto, Japan, 
earthquake (口頭) 

T. Suto, F. 
Yamazaki, M. 
Matsuoka, M. 
Inouguchi, K. 
Horie, W. Liu 

Bangkok, Thailand  
(7th Asia 
Conference on 
Earthquake 
Engineering) 

2018年11
月  

国外 

熊本地震の罹災証明デー
タを用いた深層学習によ
る建物被害推定の可能性
（口頭） 

河辺賢，堀江
啓，井ノ口宗
成，松岡昌
志，須藤巧
哉，山崎文雄 

北海道奥尻町
（第42回地域安
全学会研究発表
会） 

2018年5月  国内 

強震観測記録に基づく
2016年熊本地震の地震動
分布の推定（口頭） 

松岡昌志 北海道奥尻町
（第42回地域安
全学会研究発表
会） 

2018年5月  国内 
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益城町の罹災証明データ
に基づく木造建物の被害
関数構築の試み（口頭） 

山崎文雄，須藤
巧哉，堀江啓，
松岡昌志，井ノ
口宗成，劉ウェ
ン 

仙台市（第 15 回
日本地震工学シ
ンポジウム） 

2018 年 12
月 

国内 

 

3.1.3.2 インフラフラジリティの検討 

発表した成果（発表題
目、口頭・ポスター発表
の別） 

発表者氏名 発表した場所 
（学会等名） 

発表した
時期 

国内・
外の別 

Estimation of the Locations 
of Landslides after the 2016 
Kumamoto Earthquake 
based on Machine Learning 
Techniques（口頭）  

Y. Maruyama 7th Asia Conference 
on Earthquake 
Engineering 
(Bangkok, Thailand) 

2018年11
月  

国外 

2016 年熊本地震における
熊本市内の上水道管路の
被害分析（口頭）  

田口裕貴，
丸山喜久 

土木学会第73回年
次学術講演会（北
海道大学，札幌
市） 

2018年8
月  

国内 

Damage Assessment of 
Sewer Buried Pipes 
Subjected to Seismic 
Ground Motions and 
Liquefaction（口頭）  

G. Shoji The 8th International 
Symposium on 
Earthquake 
Engineering for 
Lifeline and Critical 
Infrastructure 
Systems, 
International Society 
of Lifeline and 
Infrastructure 
Earthquake 
Engineering 
(Shenyang, 
Liaoning, China) 

2018年10
月  

国外 

2011年東北地方太平洋沖
地震における平面道路の
地震被害データに関する
分析（口頭） 

庄司学，中
嶋千穂子，
吉成健人 

第15回日本地震工
学シンポジウム
（仙台国際センタ
ー，仙台市） 

2018年12
月  

国内 

Modeling Occurrence and 
Dissipation of Evacuees in 
Earthquake Disaster -A Case 
Study of the 2016 
Kumamoto Earthquake-（口
頭）  

Nojima, N., 
Shigeta, K. 
and Kato, H. 

The 8th International 
Symposium on 
Earthquake 
Engineering for 
Lifeline and Critical 
Infrastructure 
Systems, 
International Society 
of Lifeline and 
Infrastructure 
Earthquake 
Engineering 
(Shenyang, Liaoning, 
China) 

2018 年
10 月  

国外 

 

供給系ライフラインの地
震時機能的被害・復旧評価
システムの構築とその改
良（ポスター） 

加藤宏紀，能
島暢呂 

第 15 回日本地震工
学シンポジウム（仙
台国際センター，仙
台市） 

2018 年
12 月  

国内 
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2016 年熊本地震における
ライフライン被害に関す
る新聞報道のテキストマ
イニング ―地方紙と全国
紙の比較―（口頭） 

加藤宏紀，能
島暢呂，小山
真紀，田中孝
樹 

第 37 回地震工学研
究発表会（東京大学
生産技術研究所，東
京都） 

2018 年
10 月  

国内 

2016 年熊本地震における
避難に関する新聞報道の
テキストマイニング（口
頭） 

加藤宏紀，能
島暢呂，小山
真紀，永井小
雪里 

第 73 回土木学会年
次学術講演会（北海
道大学，札幌市） 

2018 年 8
月  

国内 

 

3.1.4 災害対応能力向上のための被害把握技術の検討 

 

3.1.5.1 事例業務における事業継続能力の向上のための業務手順の確立 

発表した成果（発表題
目、口頭・ポスター発表
の別） 

発表者氏名 発表した場所 
（学会等名） 

発表した 
時期 

国際・
国内の
別 

Possibility of Machine 
Learning and Classification 
for Tweeted Image Data to 
Understand Disaster 
Damage Situation - A Case 
Study of 2016 Kumamoto 
Earthquake -（口頭発表）  

Munenari 
Inoguchi, 
Atsushi Imai, 
Keiko Tamura 

International 
Technical 
Conference on 
Circuits/Systems, 
Computers and 
Communications 
(ITC-CSCC) 2018 

2018年7
月6日 

国際  

Analysis of building damage 
in Mashiki Town due the 
2016 Kumamoto, Japan, 
earthquake（口頭発表） 

Fumio 
Yamazaki, 
Takuya Suto, 
Munenari 
Inouguchi, Kei 
Horie, Wen Liu 

the 16th European 
Conference on 
Earthquake 
Engineering 

2018年6
月21日  

国際 

発表成果（発表題目、
口頭・ポスター発表の

別） 

発表者氏名 発表場所 
（学会等名） 

発表時期 国際・
国内の

別 
大阪府北部地震の教訓
を考える  

廣井悠  帰宅困難者対策フ
ォーラム（東京都
庁）  

2018 年  
11 月 21 日  

国内  
 
 
 

危機管理のための防災
心理学入門～災害時の
心理・行動の教訓を未
来へ生かす  

木村玲欧  一般社団法人内外
情勢調査会函館支
部 , ホテル函館ロ
イヤル(北海道函館
市) 
 

2018 年  
12 月 10 日  

国内  

過去の災害の教訓はど
こまで生かされたか～
住民の避難行動、企業
の社員の出社帰宅判断
のあり方などを考える   

木村玲欧  2018 リスク総括セ
ミナー ( リ スク対
策 .com), 全国町村
会館(東京都千代田
区) 

2018 年  
12 月 12 日  

国内  
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3.1.5.2 業務手順確立のための事業継続ガバナンスの確立 

 
2) 学会誌・雑誌等における論文掲載 

3.1.1   プロジェクト総括と協議会の設置・運営 

 

3.1.3   被害拡大阻止のためのフラジリティ関数の検討 

 3.1.3.1  建物フラジリティの検討 

「想定外」は想定内？日

ごろの危機管理は「わが

こと意識」から  - 

木村玲欧  第 6 回 大阪市ハウ

ジングデザインシ

ンポジウム , 大阪

市立住まい情報セ

ンター(大阪市) 

2019 年  
2 月 10 日  

国内  

発表した成果（発表題
目、口頭・ポスター発表
の別） 

発表者氏名 発表場所 

（学会等名） 

発表時期 国際・
国内の
別 

国難災害に備える、口頭 河田惠昭 第 8 回自治体災害

対策全国会議 

2018 年

11 月  
国内 

掲載論文（論文題目） 発表者氏名 発表場所 

（雑誌等名） 

発表時期 国際・

国内の

別 

Development of Effective 
Integrated System for 
Building Damage Inspection 
under Harmonious 
Collaboration between 
Human and ICT - A Case 
Study of 2018 Hokkaido 
Eastern Iburi Earthquake - 

Munenari 
Inoguchi, Keiko 
Tamura, Kei 
Horie, Ryota 
Hamamoto and 
Haruo Hayashi 

IEEE Big Data 
2018, pp.3503-3508 

2018 年 12
月 

国際  

Realization of Effective Team 
Management Collaborating 
between Cloud-based System 
and On-site Human 
Activities -A Case Study of 
Building Damage Inspection 
at 2018 Hokkaido Eastern 
Iburi Earthquake- 

Keiko Tamura, 
Munenari 
Inoguchi, Kei 
Horie, Ryota 
Hamamoto and 
Haruo Hayashi 

IEEE Big Data 
2018, pp.3554-3558 

2018 年 12
月 

国際  

広域災害の発生直後にお
ける被害の概況把握に資
する研究 ～平成 30 年 7 月
西日本豪雨災害を事例と
して～ 

井ノ口  宗成・田
村  圭子・林  春男  

電子情報通信学会 , 
IEICE-
ICTSSL2018-34, 
Vol.118, No.244, 
pp.49-52 

2018 年 10
月 

国内  

掲載論文（論文題目） 発表者氏名 発表場所 

（雑誌等名） 

発表時期 国際・

国内の

別 

Synthetic building damage 
scenarios using empirical 
fragility functions: A case 
study of the 2016 Kumamoto 
earthquake 

L. Moya, E. 
Mas, S. 
Koshimura, 
F. Yamazaki 

International Journal of 
Disaster Risk Reduction 

2018 年 4
月 

国際  
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3.1.3.2 インフラフラジリティの検討 

 

 3.1.4 災害対応能力向上のための被害把握技術の検討 

An integrated method to 
extract collapsed buildings 
from satellite imagery, hazard 
distribution and fragility 
curves 

L. Moya, E. 
Mas, B. 
Adriano, S. 
Koshimura, 
F. Yamazaki, 
W. Liu 

International Journal of 
Disaster Risk Reduction 

2018 年 10
月  

国際  

掲載論文（論文題目） 
 

発表者氏名 発表場所 
（雑誌等名） 

発表時期 国際・
国内の
別 

道路構造の影響を考慮し
た大規模地震後の高速道
路の復旧時間予測モデル 

五十嵐翼，
丸山喜久 

土木学会論文集 A1
（構造・地震工学），
Vol. 74, No. 4, pp. 
I_258-I_266 

2018 年  国内 

スマートフォンの位置情
報による流動人口の時空
間分布の推定 

一 ノ 瀬 良
奈，丸山喜
久，永田茂 

土木学会論文集 A1
（構造・地震工学），
Vol. 74, No. 4, pp. 
I_210-I_219 

2018 年  国内 

下水道埋設管路の地震被
害データに対する統一的
な整理・分析と解釈 

畠山大治，
庄司学，永
田茂 

土木学会論文集 A1
（構造・地震工学），
Vol. 75，No. 4 

2019 年  
登載決定 
 

国内 

2016 年熊本地震における
避難者の発生・解消過程に
関する基礎的考察 

繁田健嗣，
能島暢呂，
永 井 小 雪
里，加藤宏
紀 

土木学会論文集 A1
（構造・地震工学），
Vol.74，No.4，pp.I_508-
I_521 

2018 年  
 

国内 

2016 年熊本地震における
高速道路網の機能的被害・
復旧の時空間的分析 

加藤宏紀，
能島暢呂，
佐藤多恵 

土木学会論文集 A1
（構造・地震工学），
Vol.74，No.4，pp.I_168-
I_178 

2018 年  国内 

掲載論文（論文題目） 
 

発表者氏名 発表場所 
（雑誌等名） 

発表時期 国際・
国内の
別 

Development of Effective 
Integrated System for 
Building Damage Inspection 
under Harmonious 
Collaboration between 
Human and ICT - A Case 
Study of 2018 Hokkaido 
Eastern Iburi Earthquake – 
 

Munenari 
Inoguchi, 
Keiko Tamura, 
Kei Horie, 
Ryota 
Hamamoto and 
Haruo Hayashi 

IEEE Big Data 2018, 
pp.3503-3508 

2018年12
月 

国外 

Realization of Effective 
Team Management 
Collaborating between 
Cloud-based System and 
On-site Human Activities -A 
Case Study of Building 
Damage Inspection at 2018 
Hokkaido Eastern Iburi 
Earthquake- 
 

 

Keiko Tamura, 
Munenari 
Inoguchi, Kei 
Horie, Ryota 
Hamamoto and 
Haruo Hayashi 

IEEE Big Data 2018, 
pp.3554-3558 

2018年12
月 

国外 
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3.1.5.1 事例業務における事業継続能力の向上のための業務手順の確立 

 

3.1.5.2 業務手順確立のための事業継続ガバナンスの確立 

益城町の罹災証明データ
に基づく木造建物の被害
関数構築の試み 

山崎 文雄・
須藤 巧哉・
堀江 啓・ 
松岡 昌志・
井ノ口宗成・
劉 ウェン 

第15回日本地震工
学シンポジウム, 
pp.1883-1891 

2018年12
月 

国内 

広域災害の発生直後にお
ける被害の概況把握に資
する研究 ～平成30年7月
西日本豪雨災害を事例と
して～ 

井ノ口宗成・
田村 圭子・
林 春男 

電子情報通信学会, 
IEICE-ICTSSL2018-
34, Vol.118, 
No.244, pp.49-52 

2018年10
月 

国内 

パーソナライズド動画を
用いた個人型ハザードマ
ップの提案 ～"動画で理
解!わが家のハザードマッ
プ"プロジェクト～ 

井ノ口宗成・
真野 栄一・
栗原 龍・大
崎 雄二 

電子情報通信学会, 
IEICE-ICTSSL2018-
18, Vol.118, 
No.132, pp.13-16 

2018年7月  国内 

twitter投稿画像を用いた
屋内外被害の機械分類に
かかる基礎研究 ～2016年
熊本地震を事例として～ 

井ノ口宗成・
今井 淳 

電子情報通信学会, 
IEICE-ICTSSL2018-
1, Vol.118, 
No.26, pp.1-4 

2018年5月  国内 

掲載論文（論文題目） 
 

発表者氏名 発表場所 

（雑誌等名） 

発表時期 国際・
国内の
別 

"The Earthquake in Ōsaka-
Fu Hokubu on 18 June 2018 
and its Ensuing Disaster" 
(査読あり) 

HIRATA, N. 
and KIMURA, 
R. 

Journal of Disaster 
Research, Vol.13, 
No.4, pp.813-816 

2018 年   国際  

Development of Disaster 
Process Management 
System (査読あり)   

MUNEYOSHI 
NUMADA and 
KIMIRO 
MEGURO: 

Paper No. 68, 17th 
International 
Symposium on New 
Technologies for 
Urban Safety of Mega 
Cities in Asia 

12-14 
December 
2018, 
Hyderaba
d, India   

国際  
 
 
 
 
 
 
 

"The 2018 Hokkaido 
Eastern Iburi Earthquake 
and its Aftermath" 
(査読あり) 

TAKAHASHI, 
H. and 
KIMURA, R. 

Journal of Disaster 
Research, Vol.14 
Scientific 
Communication 
Online, 3p. 

2019 年   国際  
 
 

掲載論文（論文題目） 
 

発表者氏名 発表場所 

（雑誌等名） 

発表時期 国際・
国内の
別 

自治体防災の要諦（１） 

災害対策本部の立ち上げ 
河田惠昭 日経グローカル、

No.338 
2018 年 4
月 

国内 

自治体防災の要諦（2） 

首長のリーダーシップ 

河田惠昭 日経グローカル、 
No.340 

2018 年 5
月 

国内 
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2) マスコミ等における報道・掲載 

 

  3.1.1 プロジェクト総括とデータ利活用協議会の設置・運営 

「防災省」設置で被害を

小さくする努力を 

河田惠昭 NIRA 私の構

想、6 月号、

No.36 

2018 年 6
月 

国内 

自治体防災の要諦（3） 

災害関連法の背景と課題 
河田惠昭 日経グローカル、

No.340 
2018 年 6
月 

国内 

避難行動要支援者名簿を

活用した制度の構築プロ

セス 

陸川貴之・河

田恵昭 
災害情報、No.16-
1 

2018 年 7
月 

国内 

自治体防災の要諦（4） 

タイムラインの準備と活

用 

河田惠昭 日経グローカル、

No.342 
2018 年 7
月 

国内 

東京直下＆南海トラフで

「ライフライン」は全滅

へ 

河田惠昭 THEMIS、No.310 2018 年 8
月 

国内 

南海トラフ巨大地震時に

おける災害廃棄物処理に

係る災害対応リソース 

平山修久・永

田尚人・上村

俊一・河田恵

昭 

地域安全学会論文

集、No.33 
2018 年

11 月  
国内 

大阪北部地震でわかった

こと 
河田惠昭 消防防災の科学、

No.134 
2018 年

11 月  
国内 

我が国の国難災害対策の

あるべき姿 
河田惠昭 応用地質、第 59

巻第 5 号  
2018 年

12 月  
国内 

自治体防災の要諦（10） 

避難に必要な災害文化と

知恵 住民を動かす５つ

の解決策 

河田惠昭 日経グローカル、

No.356 
2019 年 1
月 

国内 

被害の「減災」から、回

復を早くする「縮災」を

目指せ 

河田惠昭 毎日フォーラム 

日本の選択 
2019 年 1
月 

国内 

巨大震災の最悪シミュレ

ーション 
河田惠昭 生活協同組合研究 2019 年 3

月 
国内 

報道・掲載された 

成果（記事タイトル） 

発表者氏名 発表場所 

（新聞名・TV 名） 

発表時期 国際・

国内の

別 
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3.1.5.1 事例業務における事業継続能力の向上のための業務手順の確立 

 

3.1.5.2 業務手順確立のための事業継続ガバナンスの確立 

・ テレビ・ラジオ 

新たな取組：企業も強く

なる・首都圏も強くなる

＿首都圏レジリエンスプ

ロジェクト・データ利活

用協議会～ 

田村圭子 国際防災・人道支

援フォーラム 2019 

報告書,pp11 

2019 年 3
月 29 日  

国際 

 

 

 

 

平時から産官学民が情報

連携を 

田村圭子 兵庫ジャーナル,2

面 

2019 年 2
月 14 日  

国内 

 

被害の軽減と「回復力」～

国と企業 情報共有仲介～ 

田村圭子 朝日新聞,17 面 2019 年 1
月 31 日  

国内 

災害多発時代の対応など

議論 神戸でフォーラム 

田村圭子 神戸新聞（WEB） 2019 年 1
月23日  

国内 

企業も強くなる。首都圏も

強くなる首都圏レジリエ

ンスプロジェクト 

田村圭子 Ace-建設業界 ,日

本 建 設 業 連 合

会,pp.23 

2018 年 4
月 

国内 

報道・掲載された 

成果（記事タイトル） 

発表者氏名 発表場所 

（新聞名・TV 名） 

発表時期 国際・

国内の

別 

災害多発 カギを握る“判

断” 

木村玲欧 NHK 関西広域, か

んさい熱視線 

2018 年 8
月 31 

国内 

廃校の小学校活用し体験

型の訓練 

 NHK 静岡 2019 年 2
月 13 日  

国内 

企業はどう守る？ 従業員

と家族の命 

廣井悠 NHK7 時ニュース 2019 年 3
月 6 日  

国内 

報道・掲載された成果 

（記事タイトル） 

発表者氏名 発表場所 

新聞名・TV 名 

発表時期 国際・国

内の別 

大阪府北部地震 河田惠昭 NHK、クローズ

アッププラス 

2018 年 

6 月 20 日  
国内 

大阪府北部地震 河田惠昭 テレビ大阪、や

さしいニュース 

2018 年 

6 月 22 日  
国内 

大阪府北部地震 河田惠昭 読売テレビ、ウ

ェークアップぷ

らす 

2018 年 

6 月 23 日  
国内 
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西日本豪雨 河田惠昭 読売テレビ、ウ

ェークアップぷ

らす 

2018 年 

7 月 14 日  
国内 

広域災害にどう備えるか 河田惠昭 NHK、視点論点 2018 年  
7 月 25 日  

国内 

西日本豪雨 河田惠昭 日本 BS 放送、

BS11「報道ライ

ブ」 

2018 年  
7 月 31 日  

国内 

闘論！倒論！討論！2018

日本よ、今… 

河田惠昭 日本文化チャン

ネル桜、2018

日本よ、今… 

2018 年  
8 月 30 日

（9 月 1
日発表） 

国内 

台風 河田惠昭 日本 BS 放送、

BS11「報道ライ

ブ」 

2018 年  
9 月 3 日  

国内 

台風 21 号  河田惠昭 ABC 朝日放

送、キャスト 
2018 年  
9 月 4 日  

国内 

台風 21 号  河田惠昭 読売テレビ、ウ

ェークアップぷ

らす 

2018 年  
9 月 8 日  

国内 

台風 21 号  河田惠昭 MBS ラジオ、

おはようパーソ

ナリティ道上洋

三です 

2018 年  
9 月 10 日  

国内 

自然災害 河田惠昭 ABC 朝日放

送、教えて！

NEWS ライブ

正義のミカタ 

2018 年

10 月 4 日  
国内 

台風 21 号  河田惠昭 NHK、かんさ

い熱視線 
2018 年

10 月 12
日 

国内 

今年の災害 河田惠昭 読売テレビ、ウ

エークアップぷ

らす 

2018 年

12 月 22
日 

国内 

映像記録 首都圏 3.11 
震災 8 年目の防災は 

河田惠昭 NHK、首都圏

情報 ネタド

リ！  

2019 年  
3 月 1 日  

国内 

平成の終わりに”(5)「大

災害から学んだ縮災対

策」 

河田惠昭 NHK、視点論

点 
2019 年  
3 月 7 日  

国内 
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・ 新聞 

・新聞報道は上記の他に 25 件（2018 年度）  
  

報道・掲載された成果 

（記事タイトル） 

発表者氏名 発表場所 

新聞名・TV 名 

発表時期 国際・国

内の別 

新たな危機管理手法 成功

例学び 行動計画を 
河田惠昭 朝日新聞 2018 年  

4 月 7 日  
国内 

巨大地震「縮災」の教訓 河田惠昭 読売新聞 2018 年  
4 月 14 日  

国内 
 

第 72 回神戸新聞平和賞

「防災省」創設を提言 
河田惠昭 神戸新聞 2018 年  

5 月 3 日  
国内 

防災・復興庁の設置訴え 
21 世紀研究機構が成果報

告会 

河田惠昭 神戸新聞 2018 年  
7 月 31 日  

国内 

豪雨災害対応 岡山県が検

証 
河田惠昭 読売新聞 2018 年  

8 月 21 日  
国内 

大阪北部地震を経験して

「災後・災前を生きる」シ

ンポジウム 

河田惠昭 神戸新聞 2018 年  
8 月 31 日  

国内 

津波対策 初級編 逃げるが

勝ち 早い避難を 
河田惠昭 朝日新聞 2018 年  

9 月 7 日  
国内 

西日本豪雨、台風 21 号、

北海道地震・・・被災地で

は 

河田惠昭 朝日新聞 2018 年  
9 月 16 日  

国内 

防災省の必要性 訴え 河田惠昭 読売新聞 2018 年

11 月 7 日  
国内 

災害への備え 確認する日

に 
河田惠昭 神戸新聞 2019 年  

1 月 13 日  
国内 

南海トラフ 対策急いで 河田惠昭 読売新聞 2019 年  
1 月 18 日  

国内 

国際防災・人道支援フォー

ラム 2019 
河田惠昭 朝日新聞 2019 年  

1 月 31 日  
国内 
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5．むすび 

 
サブプロジェクト（a）では、平成 30 年度はデータ利活用協議会における参画組織のニ

ーズに応えワーキンググループ活動を活発化させ、個別の研究会については、データ利活

用協議会にフィードバックできる成果を生成しました。詳細は以下のとおりです。 

新潟大が中心となり推進することで、データ利活用協議会の参加者数は 1,003 名となり

ました（本年度の異動・退職参加者 43 名を除く）（平成 29 年度は 468 名）、組織会員は、

57 会員（企業 45、自治体は 3、団体は 8、その他 1 団体）、個人会員は 12 名となりました。

データ利活用協議会の規約を整備・改定・更新し、協議会の目的の明確化・共通化を実施

し、会員組織・団体から役員を迎え、理事会による協議会の運営体制を整えました。 

防災科研が中心となり、サブプロ(b)(c)、データ利活用協議会、官民研究開発投資拡大

プログラム(PRISM)による応急対応促進を実施し、「震度分布の詳細化による早期復旧技術

の開発」を実施、各種機関の提供データの形式・規格を比較し、データ流通対応策を導出

しました。 

千葉大が中心となって、被害拡大阻止のために、熊本地震の地震動データを収集・整理

し、観測地点間の最大速度(PGV)を推定しました。PGV と建物被害の関係性を分析すると、

「1981 年以前の建物は PGV20cm/s を超えると被害が発生し始めている」のに対し「1982 年

以降に建てられた建物は PGV60cm/s を超えると被害が発生し始めている」ことがわかりま

した。新耐震基準では、2001 年以降の建物は極めて低い全壊率となっていました。従って

木造建物は、新耐震を 2 もしくは 3 年代で区分することの妥当性が示されました。 

岐阜大が中心となって、１）上水道管路は、2016 年熊本地震における被害分析を行い、

口径・地形・管種・老朽管の影響を考慮して被害予測式の補正係数を検討、２）下水道埋

設管路は、管種・口径・微地形区分から、地震動強さに対する標準被害率曲線のモデル化

を実施、３）高速道路は、機能的フラジリティ関数を構築し、レジリエンス関数の構築に

着手、４）平面道路は、2011 年東北地方太平洋沖地震の液状化地域と強震動地域を対象と

して各々フラジリティ曲線を構築、５）鉄道は 2018 年大阪府北部の地震の鉄道運休影響人

数を推計し、地震後の点検所要時間の予測に有用なレジリエンス関数の構築に着手しまし

た。 

富山大が中心となって、自動撮影可能なドローンを活用し、家屋の３次元復元を行い、

被害認定調査への活用の仕組みのプロトタイプ版を設計しました。クラウド型 GIS プラッ

トフォームを基盤とした「総合的な被害認定調査の設計・開発と実証検証」を実施し、被

害認定調査結果をリアルタイムで把握することで、被害状況把握の迅速性が向上しました。 
兵庫県立大が中心となって、１）2018 年大阪府北部地震における事業継続活動に関する

質問紙調査を実施し、BCP が機能しない理由を把握、２）災害対応工程管理システム BOSS
では、自治体職員に対する訓練によりシステムの検証・改良を実施、３）「帰宅困難者支援

施設運営ゲーム（企業内待機版）」では、ゲームの使用による検証・改良を行いました。 
 関西大学が中心となって、「南海トラフ沿いの異常な現象への 防災対応検討ワーキング

グループ(内閣府)」の検討活動を通し、業務手順としての災害対応のあり方を検討、２）

「南海トラフ地震対応強化策検討委員会(大阪府 )」「平成３０年７月豪雨災害検証委員会

（岡山県）」の活動を通し、被災地の調査を実施するとともに、府県レベルの災害対応業務 
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の確立手続きに貢献する地域防災計画の改定内容を提示して、実効性の向上を実現しまし

た。 

 

サブプロジェクト(a) 研究統括 田村圭子、上石 勲 
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