
 

 

パネルディスカッション 

「首都圏リスクに折れない企業・組織の事業継続の実現～防災分野におけるデ

ータ利活用協議会への期待～」 

モデレーター 田村 圭子（新潟大学危機管理室教授） 

パネラー   平田  直（首都圏レジリエンスプロジェクト総括） 

       目黒 公郎（東京大学生産研究所教授） 

       鈴木 進吾（国立研究開発法人防災科学技術研究所） 

       鈴木  宏（日東工業株式会社） 

       目﨑 祐史（IS 研究所・セコム株式会社） 

       小松原康弘（災害支援プロジェクト・セコム株式会社） 

       前田 裕二（NTT セキュアプラットフォーム研究所） 

       上石  勲（国立研究開発法人防災科学技術研究所） 

 

（司会：平田容） これよりパネルディスカッションに移ります。テーマは「首都

圏リスクに折れない企業・組織の事業継続の実現～防災分野におけるデータ利活用

協議会への期待～」です。先ほどご登壇いただいた講師の先生方に加え、東京大学

生産研究所教授の目黒公郎先生にパネリストとしてご参加いただき、モデレーター

は本プロジェクトのサブプロ（a）「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上に

資するデータ利活用に向けた連携体制の構築」研究代表で新潟大学危機管理室教授

の田村圭子先生です。 

 田村先生、よろしくお願いします。 

 

（田村） 本日はたくさんの方にお越しいただいて、長い間聞いていただき、非常

にありがたく思っています。皆さまと対話をしながら進めていきたいと思っていま

すので、よろしくお願いします。 

 「企業も強くなる 首都圏も強くなる デ活」ということでデータ利活用協議会

を始めさせていただき、皆さんと価値を新しく生み出していきたいと思って、非常

にワクワクしています。首都圏レジリエンスプロジェクトですので、レジリエンス



 

 

のためにという思いを込めて、略称を「for R」としています（図表1）。文部科学省

は「首都レジ」を押していらっしゃるようですが、私たちは for R でいきたいと思

っているので、その点については後で協議してみたいと思います。 

 for R に向けて、たくさんの研究者が皆さんと連携を深めようと思っています。そ

のあたりを上石先生の方からご紹介いただけますか。 

 

（上石） このプロジェクトは大きく三つに分かれています（図表2）。サブプロ（a）

は私と田村先生が担当しております。今日はサブプロ（b）とサブプロ（c）の研究

統括の方が 4 名いらっしゃいますので、それぞれ一言頂ければと思います。 

 

（酒井） 東京大学地震研究所の酒井です。サブプロ（b）の研究統括をしていま

す。われわれは「超高密度地震観測データの収集・整備」ということで、新しい価

値の創造のため、われわれが持っているような地震のデータだけではなく、皆さん

 

1  

2  



 

 

がお持ちのいろいろな情報を統合するところを担当しています。 

 

（青井） （発言非公開） 

（西谷） 早稲田大学の西谷です。サブプロ（c）は、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・整備を行うプロジェクトで、来年から 4 年間、E-

ディフェンスの巨大振動台を使って実物大の実験を行います。崩壊余裕度を正確に

判定するには、どのようなデータが最も有効かということをしっかり把握したいと

思っています。よろしくお願いします。 

 

（梶原） 防災科学技術研究所の梶原です。サブプロ（c）で西谷先生とご一緒に、

E-ディフェンスでの実験を含めデータ収集を進めていきたいと思っています。特に

期待していることは、これまで得られなかったような非常に質の高い実験データに

加えて、これまで得られなかった本物の建物や構造物のデータが活用できるように

なることです。本日、民間企業の方からもお話がありましたが、何らかのマスキン

グをするなどして、そういうものが有効に活用されるようなことも期待しています。

どうぞよろしくお願いします。 

 

（田村） ありがとうございました。われわれのメンバーは、他にもたくさんいま

す。社会科学を窓口にしながら、皆さんの社会に近いところ、そして理学、工学と

いうことで、物理的なメカニズムにも焦点を当てて研究ができるオールジャパンの

体制で取り組んでいる研究チームです。上石先生、ありがとうございました。 

 ここからパネルディスカッションを始めていきたいと思います。まず、企業の皆

さまにプレゼンの中で協議会への期待を述べていただきましたが、他の皆さまのお

話をお聞きになって、こういうことをもう少し付け加えたいということがあれば、

お話しいただければと思います。 

 

（鈴木宏） （発言非公開） 

 

（田村） 平田先生はデータがたくさん欲しいというお話をされていましたが、デ

ータを取るのも大変という中で、平田先生の方でサブプロ（b）の方たちと付加価

値を付けることは可能なのでしょうか。 

 

（平田） 私どもは全国と首都圏に地震計を設置して観測することを研究の出発点

としていますが、それに加えて、さまざまな場所で高密度な観測をすることや、建

物の中にあるセンサーで木造や鉄骨、鉄筋など、さまざまな建物がどう揺れるかと

いうデータを集めることが非常に重要だと思っています。最初にお話しした「地下

から地上、建物、人へ」の一つの重要な要素になっていくと思うので、そこを学術



 

 

的にも科学的にも評価させていただいた上で、それを社会の価値にしていきたいと

思っています。 

 

（田村） お互いに連携することで付加価値を付けていくというお話でした。あり

がとうございます。 

 セコム様の、警察官より数が多いというお話は驚きました。 

 

（目﨑） 先ほどは申し上げませんでしたが、谷課長がおっしゃっていた災害時の

リソース配分がわれわれにとって非常に重要です。これを考えるときに、地震とい

う災害と台風という災害は大きく違います。地震は突然来ますが、台風は結構前か

ら来ることが分かっていて、進路予報や天候情報も非常に精度が高いので、対応は

比較的しやすいです。私が静岡の責任者だったとき、非常に大きな台風が 1 回と中

くらいの台風が 2 回ほど来ました。大きな台風は、横に長い静岡県の上を西から東

に動いていくという、静岡県を担当する者としては悪夢のような、今までなかった

ような進路を取りました。 

 こういうときは、前の晩から徹底的に準備をします。セコムでは、もちろん警備

員の勤務時間は前から決まっていますが、人が足りないときは非常呼集という仕組

みを適用して、出社可能な社員をできるだけ集めて必要なところに配備しておきま

す。それを状況に応じて行うことが、第一弾としてやらなければいけないことです。

それから、車がきちんと動くようにしておいたり、必要であればレンタカーを借り

るなど、もろもろのことを事前に準備します。もちろん混乱はしますし、お客さま

からのさまざまな要望も出てきますが、何とか対応できる範囲です。しかし、地震

に関しては突然来るので、そういう準備が何もないところから始まるのが非常に難

しいところです。 

 私が新潟にいるときに東日本大震災が起きて、新潟でも相当揺れました。船に乗

っているような変な揺れ方だったので、どこかで大変なことが起きているに違いな

いと思い、テレビやラジオで情報収集をしているうちに電話がたくさん鳴り始めま

した。さらに、道路が通れるか通れないかを調べてくれと言われ、東京の本社とや

りとりをして調べました。その段階で相当まずそうだということが分かってきたの

で、非常食やカップラーメン、水、パンなど、すぐに食べられそうなものをできる

だけ多く確保しておくといったことを、誰が指示してくれるわけでもなく自発的に

行いました。 

 セキュリティに関係している人間なので、気が付くことが非常に多く、組織がそ

れぞれ自発的に動くことに結構慣れている面はあります。しかし、そうやって何と

かやっていればいいわけではなくて、本当はきちんと組織立った動きや情報に基づ

いた的確な動きをしなければなりません。そうしなければ非常に大きな無駄が生じ

ます。予想とは違うさまざまなことが起こるので、迅速な情報収集と、それを展開



 

 

していただくことが大変重要です。テレビをずっと見ているだけでは遅れが出ます

し、局所的なことしか分かりません。俯瞰的に見て情報を入手することにより、リ

ソースの配分が非常にうまくいくのではないのかと思っています。 

 

（小松原） 災害支援プロジェクトという形で災害ボランティアの方と協働関係を

結んで活動を進めていますが、その中で、NPO 法人 JVOAD という、全国の災害ボ

ランティアの窓口になっているような団体があります。そことよく議論するのが、

被害状況をいかに把握できるか、テレビやさまざまなメディアで偏りなく全体像を

捉えるのに何かいい方法がないかということです。そういったことに関して、この

利活用協議会の中で学びながら、いろいろ試していきたいと思っています。 

 

（田村） 情報に基づく資源配備のやり方が一番の課題だというお話、どれだけ備

えていても即対応力がないと駄目だというお話でした。全体の被害を把握して、そ

れを情報化して活用できる形にしていかなければいけないということで、前田さん

がその辺のご専門でいらっしゃいますが、今日ご紹介になった仕組みはそういうこ

とに使えますか。 

 

（前田） （発言非公開） 

（田村） 心強いお言葉です。われわれに課せられているのは、事例を作っていく

ことです。少なくとも事例を実証していこうという皆さまが集まって、姿勢を見せ

ることで、環境が変わっていくのではないかと期待しているところです。ありがと

うございます。 

 皆さんは平田直会長のファンになりつつあるので、かなり仲間化してきているの

ではないかと思いますが、そこを冷静な専門家の目で外から意見を言っていただこ

うということで、今日は情報や防災全般に詳しい目黒先生に来ていただきました。

目黒先生、皆さんのお話をお聞きになっていかがでしょうか。 

 

（目黒） 今後、我が国では大地震が頻発し、甚大な被害を受ける可能性が高いわ

けですが、一方国としては、少子高齢人口減少が進み、しかも借金がどんどん増え

ていく状況です。このような状況下では、防災における「自助、共助、公助」の中

で、公助の割合はどんどん減っていくしかなく、その不足分は自助と共助で補わな

ければいけません。今後の防災対策においては、自助や共助の担い手である個人や

法人、そのグループやコミュニティに、自律的に適切な防災対策を推進してもらう

ための環境づくりが重要で、これが公助である行政による防災対策の主要な役割に

なると言えます。この視点に立てば、文部科学省は今回のような組織がうまく運営

されるように、彼等をエンカレッジすべきですし、さらに言えば、情報を出す側の

民間企業の皆さんの業種等を考えれば、総務省や国交省、経産省や防災全体を束ね



 

 

る内閣府のバックアップも得られるような仕組みを考えて、皆さんにアピールする

ことが重要だと思います。 

 次に本音と建前の話を少しします。総合的な防災力は、事前の「被害抑止対策」

「被害軽減対策」「予知予見と早期警報」の 3 つの対策と、事後の「被害評価」「緊

急災害対応」「復旧」「復興」の 4 つの事後対策をバランスよく組み合わせることで

実現します。これを理解した上で言うと、建前としては、地震計をたくさん設置し

て、いろいろな地域の地下構造や地震動の理解が進むことは素晴らしいし、その重

要性を否定するつもりはありません。しかし本音としては、それらが分かったから

といって本当に地震被害が減るかというと、そこには大きなギャップがあることを

もっと理解すべきです。今日の議論でも、「地震発災後に被害状況をどう把握して、

どうスムーズに対応するか」という話がほとんどでしたが、首都直下地震や南海ト

ラフ巨大地震が起これば、その被害規模は甚大なものになり、いかに優れた事後対

応の備えをしていても、それだけでは復旧・復興は難しいのです。 

 地震防災としてより本質的に重要なのは、発災するまでの時間を有効活用して、

主として被害抑止力で同じハザードが襲ったときの被害を、自分たちの能力で復

旧・復興できる規模にダウンサイジングすることです。今回のような集まりの中で

も、「災害関連情報をどうやって適切に事前対策に利活用していくのか」という方

向に話を持っていかないと、多くの国民の皆さんを「事後対応の準備だけしていれ

ばいいのだ」とミスリーディングするし、将来の地震被害を減らすことにもつなが

りません。今後の集会では、このような認識に立った活動を展開し、将来の被害の

軽減を目指して皆さんで頑張っていただきたいと思います。 

（田村） 応急期のみならず、事前対策から復旧・復興まで、全体を見渡して連携

できる形を整えなければならないというお話を頂きました。鈴木先生が今日お話し

してくださった新たな情報共有の仕組みは、その辺をカバーできそうですか。 

 

（鈴木進） 今は直後の対応ということで、特に自治体を対象に 2 年間やっていく

ことになっていますが、せっかくこのような協議会ができて多様な方のデータを共

有していこうとしているのですから、それだけではもったいないと思っています。

餅は餅屋だと思うので、それぞれの専門がそこでしか作れないデータを作り、それ

を少しだけでもいいから共有していくと、最終的にはデータ利活用の巨大な流通、

枠組みができるのではないかと考えています。従って、私が参加するサブプロ（a）

では、先ほどご紹介したサービスプラットフォームの仕組みを一緒に考えたいと思

っています。 

 データを出すにはコストがかかりますが、できるだけコストを低減する方法や、

それ以上にリターンを得られるようなニーズに対応したデータの出し方を考えて

いきたいと思います。また、そういったデータが集まってくると、事前にみんなが

どのように動くかということが徐々に見えてくると思うので、そういったところか



 

 

ら事前の対策にも関わっていけたらと考えています。 

 

（田村） サービスプラットフォームを作って、技術的にサポートするという非常

に心強いお話を頂いたので、それに助けていただかなければいけないのではないか

と思っています。上石先生は気象災害のハブをおやりになっていて、いろいろとご

苦労があったと思います。先ほど、リードタイムのある災害という位置付けもご指

摘がありましたが、そのあたりはいかがでしょうか。 

 

（上石） 台風や気象災害はある程度予測ができるということで、地震災害とは少

し性質が違うところがあると思います。ただ、災害のときだけそれを活用するとい

ってもなかなかできないので、普段使いができるシステムが必要ではないかと思っ

ています。地震も気象災害もそうですが、いろいろなセンサーのデータを転送した

り、加工したりするようなデータ通信の部分は常に共有できますし、いろいろな用

途があると思うので、災害のためにつくった通信システムが、物流などいろいろな

ものに応用できるものになっていくといいのではないかと思います。そういうこと

をやっていること自体が防災意識の向上につながるような気もします。従って、私

は普段使いというところが非常に大事ではないかと思っています。 

 

（田村） 普段使いというのは、気象の場合は割と考えやすいと思いますが、恐ら

く、みんなたまにしか起こらないことに対して感震ブレーカーを付けましょうとい

うお話をするので、堂々巡りになるのではないかという気がします。そのあたりは、

出くわす可能性の高い気象災害と地震について、差別化するべきところと、うまく

連携させた方がいいところを分けて考えなければいけないのではないかと思いな

がら、上石先生のお話をお聞きしました。そのあたりで鈴木さんは苦労されている

かと思いますが、いかがですか。 

 

（鈴木宏） （発言非公開） 

 

（田村） センサーデータはいろいろなものに使えるというお話で、なるほどと思

いました。セコムでも、例えばセンサーデータとして使えるようなセンサーは日常

のお仕事の中で持っていらっしゃいますか。 

 

（目﨑） セコムが今使っているセンサーで、地震に関係するデータが取れるもの

は、残念ながらないと思います。ただ、220 万件のお客さまのところには必ず何ら

かの通信の方法があり、それはセキュリティの分野で日常的に使っている回線なの

で、その上にちょっとしたデータを乗せれば、もしかすると使える可能性があるの

ではないかと思います。 



 

 

 通信のデバイスとしては、大昔の NTT の 50bps の専用線から始まり、アナログ

のモデム、ISDN、それから ADSL や光の IP 通信になり、それと並行して、IP 通信

だと電源が切れると通信できなくなってしまうという基本的な問題があるので、バ

ックアップ用として携帯電話も使っています。最近では携帯電話網の方が主流にな

ってきているなど、時代の変遷を見た回線の選択を適宜行ってきた歴史があるので、

データを送るところについては何かできる可能性があるのではないかと感じてい

ます。 

 

（田村） 小松原さんには被災地のお話もたくさんしていただいて、唯一、民との

連携のお話もしていただきましたが、そのあたりにこの協議会との関わりを見いだ

すことはできそうですか。こういう課題が解決するのではないかと期待されること

はありますか。 

 

（小松原） 他の企業の方も CSR でいろいろやられているとは思いますが、災害

支援プロジェクトはできるだけ一歩踏み込んで現場に入り、さまざまなノウハウや

知見を得ながら活動を展開していっているという点で言うと、今回、協議会でお話

しされていた内容は、企業だけではなく、ボランティアの方や社会福祉協議会の方

なども求めているものなのではないかと思います。今日はいろいろなお話をお伺い

したので、われわれとしては実証実験など、小さなところで、現場の中でお役に立

てることを広げていきたいと思っています。 

 

（田村） 実証実験で連携ができるかもしれないというお話がありましたが、前田

さん、そこを深掘りしても大丈夫ですか。 

 

（前田） （発言非公開） 

（田村） ありがとうございます。皆さん、さまざまな可能性を感じているところ

でいろいろなお話が出てきて、こういう話を進めていくと何かが生まるのではない

かという期待を非常に持ちました。目黒先生、お願いします。 

 

（目黒） 先ほど、総合的な防災力は、３つの事前対策と４つの事後対策から構成

されると言いましたが、これら 7 つの対策は、割合に差があるにしろ、いずれもハ

ード対策（構造物による対策）とソフト対策（教育や制度など、構造物以外の対策）

の組み合わせです。そして既に説明したように、その担い手は、「自助」「共助」「公

助」に対応する「個人と法人」「そのグループやコミュニティ、NPO/NGO」「国・

都道府県・市町村からなる行政」です。 

これらの３つの担い手を構成する様々なステイクホルダーに対して、「いつ、誰が、

何をすると、将来の被害をどのように減らせるのか」をもう少し丁寧に分析した上



 

 

で、今日のような議論があると非常に良かったと思いました。 

 それから、これからの防災対策では、「防災対策のコストからバリューへ」の意

識改革が重要です。従来は、行政も民間企業も、そして市民も、防災対策をコスト

としてみなしていました。コスト型の防災対策は「一回やれば終わり、継続性がな

い、効果は災害が起こらないとわからない」ものになります。しかしバリュー（価

値）型の防災対策は「災害の有無にかかわらず、平時から組織や地域に価値やブラ

ンド力をもたらし、これが継続性される」ものになるのです。今後は、地域や組織

の防災対策を適切に評価し、その評価結果によってバリュー（価値）が生まれる社

会をつくっていくことが大切です。 

実際に、バリュー（価値）型の防災対策をビジネス化して成功している事例も幾つ

かあります。私自身もここ 15 年間ほど、民間企業の皆さんにメンバーシップを募

り、防災ビジネスを創造し育成する研究会を行っており、その中から防災関連の金

融ビジネスや情報ビジネスが数多く生まれています。今後は、こういう活動を、よ

り積極的に進めていくことが重要だと思います。 

 最後に、今日の話は、私としてはあまりにも技術に特化していた印象を受けまし

た。災害に関わる情報を防災上有効に活用するには、情報の「収集」「整理・分析」

「管理」「配信」「利活用」のそれぞれのフェーズで課題があります。またそれらの

課題は、技術的な課題と体制（法制度と組織）の課題に分類できます。私は、両者

の課題の中で、より問題なのは、体制（法制度と組織）の課題であると認識してい

ます。私自身は技術的な課題に関してはかなり楽観視しています。皆さんのような

方々が課題解決に努力され、５つの全てのフェーズにおいて、様々な技術革新が行

われると思っているからです。そしてそれらを活用すれば、災害対応が効率化され

ることを示すことも出来るでしょう。しかし、実際にそれらを活用しようとすると、

現在の状況では法制度や組織などの体制上の問題が立ちはだかるのです。わかりや

すい事例としては、情報を取集する組織や法制度が整備されていない問題、情報の

目的外使用やプライバシーの問題などです。 

このような課題を認識すれば、技術的な課題の議論に終始するのではなく、災害情

報を取り巻く体制の問題をきちんと分析して解決策を探っていくことが重要であ

ることに気づくはずです。またそれを実現するには、もっと広く関連省庁の方々に

加わってもらうこと、さらには政治家をうまく取り込み、仲間になってもらうこと

が重要だと思います。 

 

（田村） データ利活用は甘くないということで、きちんと体制や方法論を考えて、

崩すところはきちんと崩していかなければいけないという目黒先生の厳しいご意

見と、企業の皆さまからは、社会貢献だけではなく、ビジネス化に向けた CSV も踏

まえてのデータ利活用の期待についてお話を伺いました。平田会長、どうしますか。 

 



 

 

（平田） 目黒先生からきついお叱りを頂きました。私の出自は地震学で、単にデ

ータを集めるだけでも幸せという全く単純な人種ですので、皆さんの前で偉そうな

ことを言うのは難しく、今日は自分の得意なフィールドでお話をさせていただきま

した。結果的に、地震が必ず来ると言って皆さんを脅かすことしかできませんでし

たが、きちんとやっている方々と何とか一緒に力を合わせて進めていきたいという

ことで、まさに技術的なことが出発点だったのは事実です。目黒先生には今後とも

ご指導を頂いて、法制度も含めた形で社会の新しい価値を作っていきたいと思いま

すので、引き続きご指導をよろしくお願いします。 

 

（田村） 皆さんには事前の検討を進めていただき、今日もたくさんの方々に来て

いただきました。その中で、この発足会の前から協議会への参画をご表明いただい

た企業の皆さま 13 社を、あいうえお順にご紹介したいと思います（図表3）。 

 NTT セキュアプラットフォーム研究所様、株式会社 NTT ドコモ様、キヤノン株

式会社様、株式会社小堀鐸二研究所様、SAP ジャパン株式会社様、セコム株式会社

様、東京ガス株式会社様、東京海上日動リスクコンサルティング株式会社様、東京

海上日動火災保険株式会社様、日東工業株式会社様、株式会社博報堂様、東日本旅

客鉄道株式会社様、富士フイルムホールディングス株式会社様。協議会への参画を

事前に強くご表明いただいた企業の皆さまをご紹介させていただきました。ありが

とうございます。 

 また、ホームページで募りましたところ、たくさんの会社や個人の皆さま、団体
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の皆さまに事前登録をしていただきました。企業は 62 社で、図表4のような内訳に

なっています。「官」ということで三つの自治体、「学」ということで私ども以外に

六つの研究機関、「民」ということで六つの団体とその他個人の皆さまに関心を持

っていただいています。今日の規約などをお送りし、できれば仲間になっていただ

いて、この協議会を盛り上げていきたいと思っています。 

 こういった皆さまのお気持ちを踏まえて、最後に平田会長からコメントを頂きた

いと思います。 

 

（平田） 今日は発足会、第 1 回の総会ということで、皆さまから大変温かいお言

葉を頂きました。船出としては大変いい機会を頂いたと思っています。ただ、この

船旅はいい天気の日ばかりではなく、これから実際にわれわれの研究をどのように

するか、皆さんとの活動をどうするかということが問われると思いますので、今後

このデ活協議会で具体的に取り組んでいくことについて、皆さまにあらためてご相

談させていただき、進めていきたいと思っています。今日は本当にありがとうござ

いました。 

 

（田村） ありがとうございました。パネリストの皆さんにもう一度拍手をお願い

します（拍手）。 

 ありがとうございました。それではこれでパネルディスカッションを閉めさせて

いただきます。 

 

（司会：平田容） ご登壇の皆さま、モデレーターの田村先生、ありがとうござい

ました。 
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