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2）データ利活⽤が紡ぐ新たな価値の創造 
林 春男（防災科学技術研究所理事⻑） 

 

 私はこのプロジェクトに直接は関係していないのですが、周辺整備をしている関
係で、プロジェクトの背景や周辺のことを少しご説明したいと思います。 

 

1.CSR から CSV の実現へ 

 いつも領域総括にお願いしているのですが、このプロジェクトで⼀番⼤事なスラ
イドは図表1だと思っています。データ利活⽤協議会（デ活）の活動を始めるに当
たって、趣旨の説明をしたときに、「企業は⼀体どういう⽴ち位置で臨んだらいい
のか」という質問を頂きました。それに対する答えが、私どもとしては「CSR から
CSV へ」だと考えています。CSR というのは、corporate social responsibility で、
企業がはたすべき社会的責任のことです。どちらかといえば、企業の余⼒にすがっ
て、世のため、⼈のためにいろいろやっていただけませんかというのが CSR の基
本にあるように思います。しかし、デ活で企業の皆さんにお願いしたい、ぜひ⼀緒
に実現をしたいと思っているのは、CSR ではなくて CSV です。Creating shared 
value、同じ価値を持ちましょうということです。 

 どういう価値を持とうとしているかというと、基本は「企業も強くなる ⾸都圏
も強くなる」です。デ活にご賛同いただけている企業は、わが国でもいろいろな意
味での中核を担っていただいている企業体だと理解しています。その皆さんに本来
業務に専念していただける、⾼い事業継続⼒を持っていただけることが、この地域
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の防災⼒を⾼めることになると考えています。CSR という、何かを余計にお願い
されるということの前に、まず企業体が本来社会から期待されている役割を、どの
ような状況になったとしても継続し得る⼒を⾼めていく。そのためには、全てを⾃
分たちで内⽣するのは、いろいろな意味で不合理・不経済だと思います。そうであ
れば、協調領域をできるだけ広げて、同じところ、⾸都圏なら⾸都圏で共通の利害
を持っているということを踏まえて、互いに連携・協⼒していくことで、より⾼精
度の事業継続能⼒を、よりローコストで実現できることを⽬指していけないかとい
うのが、デ活あるいは⾸都圏レジリエンスプロジェクトが⽬指している姿だと理解
しています。 

 

2.レジリエンス：事業継続能⼒の向上 

 そういう意味では、各社に期待するのは⾼いレジリエンスです（図表2）。平時、
各社は社会から期待されている役割あるいは機能を 100％果たしておられます。そ
れが、災害が発⽣することによって、被害が出て、機能を喪失します。それがトリ
ガーになって、機能回復のプロセスがスタートして、⼀定の時間の中で機能を回復
するというプロセスを考えます。そのとき、機能を中断している三⾓形の⾯積をで
きるだけ⼩さくしたいのです。そのためには、予防⼒を上げるという⽅法もありま
すし、復旧にかかる時間を短くするという⽅法もあります。その⼆つの⽅法を上⼿
に組み合わせて、できるだけ⾯積の最⼩化を図ることを⽬指します。 
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 それを実現するには、予測⼒、予防⼒、対応⼒という三つの⼒をバランス良く⾼
めていかなければいけません（図表3）。デ活はどちらかというと対応⼒の部分を⽬
指したいと思っているので、濃いブルーにしています。薄いブルーの予測⼒と予防
⼒は、ある意味ではハザードごとに設定されます。各企業体が特に考慮しなければ
いけないハザードは違ってくるかもしれないので、そこまで全部そろえようとは思
っていません。今は、その中で共通性が⾼いものとして、⾸都圏を襲う地震災害を
出発点にして、そこでの予測⼒を考えています。予防⼒もそれぞれに違うので、な
かなか⼀網打尽にはできないことかもしれません。⼤規模な被害発⽣を想定すれば、
それに対する対応⼒を整えなければいけません。膨⼤なコストがかかると考えられ
ますが、そのコストを低減することを考えています。 

 だからといっていきなり⾸都直下地震を想定するというのは、⼩学⽣がいきなり
微分積分を習うようなものではないかと思います（図表4）。このプロジェクトの⾮
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常に⼤きな制約条件として、あるいは⼤きなメリットとしてあるのは、MeSO-net
という⾸都圏を中⼼にした 300 点の地震観測網のデータを利活⽤するということ
です。防災科学技術研究所（防災科研）がおあずかりしている基盤的な観測網に⽐
べて、精度・密度は⼀桁上がっています。それが稼働して 10 年になります。その
間で記録した⼀番強い⾸都圏の揺れが、2015 年 5 ⽉ 30 ⽇の夜に、⼩笠原諸島の
地下 600km の深さで起こったマグニチュード 8.1 の地震の際の震度５強です（図
表5）。全国 47 都道府県全てで揺れを感じたという、記録に残る地震です。2 万台
のエレベーターが⽌まり、鉄道網も機能停⽌しています。あの程度のゆれで、こん
なことが起こるのかということです。⾸都圏で電⾞が 1 ⽇⽌まると、約 17.8 億円
の損失が出るそうで、この程度の揺れでも、そこそこ⼤きな被害が出ている、⾔い
⽅を変えれば、この程度のゆれですら事業継続ができていないというのが⾸都圏の
現実なのではないでしょうか。震度５強の揺れは、マグニチュード 7.3 の直下地震
によるゆれと⽐べても、はるかに⾼頻度で起こると思います。最終ゴールとしては、
⾸都直下地震を乗り切れるような⼒をぜひ持ちたいと思いますが、出発点として、
震度５程度に地震に対して過剰な反応をせずに、避けられる損失を予防し、事業継
続能⼒を⾼められるということを⽬標にしてスタートしてはどうかということで
す。 
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 レジリエンスの図に従って⾔えば、総合的な事業継続能⼒向上の⽅法として、⼀
つは緊急遮断があります（図表6）。これは JR 新幹線の緊急遮断システムに代表さ
れます。また、東京ガスでは、緊急遮断のためにガバナにいろいろな仕掛けを付け
ています。このやり⽅は、被害を極⼩化し、全体としての事業継続能⼒を⾼める上
で⾮常に有効です。そういう意味では、東京ガスのような 4000 点のネットワーク
を持てないにしても、MeSO-net の⾼密度な地震情報を、⾃分たちの企業の緊急遮
断に関する意思決定に使うことはできるのではないかという思いもしています。も
う⼀つ⼤きなポイントとして、業務再開に向けた安全確認時間の短縮ということも
⾮常に⼤きな課題ではないかと思います。 

 この⼆つのことが、私たちが今まで研究対象だと思っていたところから漏れてい
るのです（図表7）。今までどちらかといえば、被害が出たことを前提とし、被災者
に対応しなければいけない、機能を回復させなければいけない、構造をしっかり戻
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さなければいけないということについて議論してきましたが、頻繁に起こるような
災害の中では、緊急遮断をし、安全を確認し、被害がなかったということでサービ
スの再開に⾏くパスの⽅がはるかに多くあります。対応⼒（被害の拡⼤を阻⽌し、
早期の復旧復興を実現する）をもっと磨くことが、デ活で考える CSV につながっ
ていくのではないかと考える所以です。 

 システムが複雑になればなるほど、それぞれの要素に安全率がかかっていくので、
どんどん安全側に倒されて、⾮常に極端な意思決定がなされてしまうかもしれませ
ん（図表8）。しかし、せっかくここにサブプロ（a）、サブプロ（b）、サブプロ（c）
と、いろいろな領域の専⾨、expertise がいるので、科学技術を駆使して、意思決
定の関数をもう少し合理化してもいいのではないか、誤解を恐れずに⾔えば、もう
少しぎりぎりの線でオペレーションの継続性を考えてもいいのではないかと考え
ています。明らかに⾚い線の上のブルーの三⾓形は無駄な安全なので、そこに踏み
込んでいいのではないか思っています。 
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3.⾸都圏レジリエンスプロジェクト 

 ⾸都圏レジリエンスプロジェクトは、昨年 4 ⽉から 5 年間のプロジェクトとし
てスタートしました（図表9）。⽂部科学省はこのプロジェクトの予算を来年度増額
してくださいます。通常、このようなプロジェクト物は年々予算が削られていくの
が常識ですが、増やしていただいたということは、いかにこのプロジェクトへの期
待が⼤きいかということの証左であると思っていますので、関係者の皆さんにはぜ
ひ覚悟の上、頑張っていただきたいと思います。 

 防災科研としては、この⾸都圏レジリエンスプロジェクトをいろいろな意味で側
⾯から⽀えようと考えています。⼀つ⽬に、今⾛っている、あと 1 年の戦略的イノ
ベーション創造プログラム（SIP）というプロジェクトの成果を最⼤限使っていた
だける⼯夫をしたいと思っています。⼆つ⽬に、何と平成 30 年度からは次期 SIP
も⾛りはじめるという確度の⾼いうわさがあります。三つ⽬に、官⺠研究開発投資
拡⼤プログラム（PRISM）もスタートするといううわさがあります。あくまでもう
わさで、事実を⾔っているわけではありませんので、ご注意ください。そこに、で
きるだけ「防災」というキーワードが残るように、⽂部科学省にも⽇々ご努⼒いた
だいているということを事実として聞いています。ここで防災が次期 SIP でも
PRISM でも残るといううわさをまき散らしたいと思っています。 

 

4.災害対応関連情報の相互運⽤性 

 そういう意味では、たくさんプロジェクトが並⾛します。私は防災科研の理事⻑
になって覚えた⾔葉があります。「デマケ」です。最初はよく分かりませんでした
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が、「デマーケーション demarcation」の略で、のりしろが重ならないように仕切
すことだそうです。SIP と次期 SIP と PRISM のデマケをきちんと考えることが⾮
常に重要なので、これもこのプロジェクトにご参加いただく皆さんにぜひご理解い
ただこうと考えています。 

 SIP しかなかった単純な時代は、当初府省庁連携しか考えていなかったので、府
省庁連携しかありませんでした。それを将来は地⽅⾃治体も含めたものにまで広め
ていく必要があります（図表10）。そのため、SIP で新たに予算を付けていただい
て、防災情報サービスプラットフォームのプロトタイプを今作成しています。それ
から、官⺠連携も⼤変重要だけれど、今予算がないとうことで、内閣府防災で、⾨
脇さんからご紹介いただいた官⺠連携情報ハブが動いてくれたので、防災科研も最
⼤限ご協⼒させていただきます、というデマケをしています。 
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 SIP では府省庁連携防災情報共有システム（SIP4D：shared information platform 
for disaster management）という、いろいろなところにある情報を流通させるよ
うな基盤の開発をしています（図表11）。 
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 図表12・13が、防災情報サービスプラットフォームのアーキテクチャーです。こ
れでも簡単に書きましたが、作っている本⼈たちはこのようにたくさんエレメンツ
を⽤意して、開発に励んでくれています。もちろんその中に SIP4D を位置付ける
ということになります。 

 ここからはうわさの世界ですが、SIP はもう 1 年ありますし、次期 SIP もスター
トしますし、PRISM もスタートすることになります。そうすると、デマケの世界
で⾔えば、府省庁連携は SIP が頑張る、地⽅⾃治体の巻き込みについては次期 SIP
が頑張る、官⺠連携については PRISM が頑張るということになろうかと思います
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（図表14）。そういう意味では、⾸都圏レジリエンスプロジェクトは、官⺠連携が
⼀番コアになっているプロジェクトなので、PRISM と⼤変親和性の⾼いプロジェ
クトであると認識しています。むしろ PRISM が官⺠連携を進めていこうとすると
きのプロトタイプの役割を、⾸都圏レジリエンスプロジェクトが担っていると思い
ます。今年 1 年、いろいろご努⼒いただいたことを基礎として、来年以降、さらに
ホップ、ステップしていくことを考えています。 

 

5.今後の展開を⽀える NIED 情報システムの構造 

 デマケという観点からは、防災科研（NIED）の情報システムの構造は現在、図
表15のようになっているのではないかと思います。薄い⽔⾊の部分は、各組織が持
っている防災情報システムと考えてください。防災科研は、防災情報サービスプラ
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ットフォームのプロトタイプを作っているので、これを⾸都圏レジリエンスプロジ
ェクトにもぜひ提供して、⼀緒にいろいろできればと思っています。国交省には統
合災害情報システム（DiMAPS）という仕組み、内閣府には地震防災情報システム
（DIS）という仕組みがあります。それぞれのサービスを相互に結び付ける基盤に
なるのが SIP4D です。それぞれのサービスプラットフォームの上には、いろいろ
なコンテンツがあります。⾃社コンテンツもあれば、さまざまな⺠間の情報を⼀元
的に使っていただくようなサービスや、地⽅⾃治体の皆さんの情報共有を可能にす
るなサービスがあるという格好で、できるだけ負荷なく皆さんにご利⽤いただける
ようになればと考えています。 

 

6.デ活が扱う 3 種類の情報 

 デ活が扱う情報については、なぜか⾼密度地震動分布だけが独り歩きするような
ところもありますが、それはあくまでも基礎であって、それだけで皆さんの CSV
が成⽴するとは思っていません（図表16）。建物や構造物の応答データも必要にな
りますし、その⼆つが組み合わされば、ある程度被害推定が⾯的にできるようにな
ります。また、特に道路の通⾏可能性、公益事業体のサービスの提供状況、鉄道や
⾼速道路の運⾏状況といった被害や対応状況についての情報もぜひ集めたいと思
っています。このような情報をデ活に参加される企業が⾃分で集める努⼒を、デ活
の情報プラットフォームが代⾏したらどうかということです。最後に、誰ともシェ
アせずに、⾃分たちだけで使いたいという情報もあるでしょうから、それを特秘情
報として加味されて、意思決定をしていただけたらと思っています。 
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 情報システムを使っていただく皆さんが、科学的な根拠にもとづく合理的な意思
決定をしたいと考えて、意思決定のために情報を利⽤する、根拠となる情報プロダ
クツを作成する、その基になるデータを抽出する、こういったことを代⾏させてい
ただいて、皆さんの CSV に貢献することを、この⾸都圏レジリエンスプロジェク
トが実現してくれることを防災科学技術研究所理事⻑として切に願っています。関
係者の皆さん、ぜひよろしくお願いします（図表17）。 

 

17  


