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第 2 部 全体セッション 

新たな社会における防災の共通価値を創造するために「励むべきこと」は何か 

 

下村 健一（令和メディア研究所主宰／白鴎大学 特任教授／元 TBS キャスター） 
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青井  真（防災科研 首都圏レジリエンスプロジェクト サブプロ（b）統括／  
地震津波火山ネットワークセンター センター長） 
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東京大学 地震研究所 教授） 

梶原 浩一（防災科研 首都圏レジリエンスプロジェクト サブプロ（c）統括／  
地震減災実験研究部門 部門長） 

西谷  章（防災科研 首都圏レジリエンスプロジェクト サブプロ（c）統括／  
早稲田大学 理工学術院 総合研究所 特任研究教授） 

能島 暢呂（防災科研 首都圏レジリエンスプロジェクト サブプロ(a)分担責任者／                        
岐阜大学 工学部 教授） 
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＜ゲスト・スピーカー＞ 

米村  康 (インフラ分科会副会長 / 東京ガス株式会社 防災・供給部長) 
西村   出 (IoT 技術活用分科会会長 / 株式会社セブンーイレブン・ジャパン     

執行役員 システム本部長) 
夏井 智之 (川崎市 幸区役所 危機管理担当 担当課長) 

 

（司会：下村） 第 2 部の全体セッションでは、視聴者の皆さんにもチャットで議
論に加わっていただきたいと思います。こちらから指名することもあるかもしれま
せん。双方向のやりとりにご協力いただきたいと思います。 
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 平田先生、今回のテーマは「新たな社会における防災の共通価値を創造するため
に『励むべきこと』は何か」です。「励むべきことは何か」の部分は毎年の成果報
告会に共通で使われている言葉ですが、前半部分の「新たな社会における共通価値」
は、どのような思いで付けたのでしょうか。 

 

（平田） 「新たな社会」は、英語風に言うと new normal ですが、私たちがオン
ラインで遠隔でシンポジウムを行い、意見交換をしているこの状況のことです。例
えばテレビやラジオで遠いところを中継するのはこれまでも行っていましたが、チ
ャットや Zoom 投票など、双方向でコミュニケーションできるところが昔とは随
分違うと思います。国が Society5.0 を提唱していますが、こういう社会は感染症
対応の中で一気に進みました。最初は仕方なくやっていた面もありましたが、意外
とメリットがあることも分かってきました。特に災害時には、みんなで集まって相
談して意思決定することができないので、このようなやり方をきちんと学んでおく
ことは大変重要なことだと思います。 

 ただし、原理的にはできると思っていても、パソコンがうまくつながらなかった
り、回線が細かったりして、オンラインでサイバー空間と現実空間を総合して物事
を進めることがうまくいかないことがあります。特にサイバー空間の要となる通信
の仕組みが、われわれの社会の新たな脆弱性を担ってしまっています。震災時に電
話もインターネットも電気もなければ、そもそもオンライン会議は行えません。そ
れでも、以前に比べれば遠隔で意思決定をすることができるようになりました。災
い転じて福となすではありませんが、ビフォーコロナとは違う社会が既にできつつ
あります。ワクチンがみんなに行き渡り、この状態が落ち着いたとしても、以前の
社会と全く同じにはならないでしょう。そのとき自然災害が起きたらどうしなけれ
ばいけないかということを考える上で、感染症対策は非常に重要なことだと昔から
いわれていましたが、今回、改めてその重要性がいわれるようになりました。 

 本日のシンポジウムでは、アフターコロナ、new normal の時代に私たちが行わ
なければならないことを議論できればと思っています。 

 

（司会：下村） 本日、このような形式で開催している中で、私も本当に発見があ
りました。例えば私が画面上で「非構造部材とは何ですか」と聞いたりして、専門
性の低い人たちが参加できる議論がある一方で、チャット欄では、かなり専門的な
質問に対して先生方に個別に答えていただくということがパラレルに進行してい
ます。これは、みんなで実際に集まっていたときには成立しなかった新しい形態で
すから、すごく示唆に富んでいると感じます。このようにして経験値を上げていけ
ればと思います。 
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 それでは、各サブプロジェクトの皆さんからも、新しい社会でどのような防災の
共通価値を創造するのかということを念頭に置きながら、最終年度で到達したいこ
とについて一言ずつお話しいただけますでしょうか。 

 

（田村） サブプロジェクト(a)です。私たちは、社会科学の分野から災害対応力
を向上させることを目指しています。ICT を活用し、データ利活用を進めるための
個別研究をしてきましたが、最終年度は、それによって実現する全体像をどう皆さ
んにお見せするかというところに取り組んでいきたいと思っています。 

 冒頭でお話ししたように、過去災害の実績、それに基づく想定、そして実際に災
害が起きた後、それをどう推定・把握して本当の災害像に近づけていくかというこ
とを、一気通貫に把握する仕組みを全国あらゆる組織に持っていただくことが、最
終的に目指すべき理想だと思っています。そのためには、企業・組織ごとのプロト
タイプを作り、試行錯誤してその性能を向上させる必要がありますし、それを支え
るために、データ利活用の仕組みと体制づくりも同時並行的に進めていかなければ
ならないと考えています。 

 

（司会：下村） 一気通貫というのは、ばらばらのビーズを 1 本の糸でつなぐイメ
ージですか。 

 

（田村） そうです。ビーズをつなげて一つの絵を作り上げて、災害ごとに絵は違
うので、崩してまた作り上げて次の災害に備えるということを、分担責任者の先生
方と科学的根拠に基づいて実施していきたいと思っています。 

 

（司会：下村） その形を来年度の 1 年間である程度仕上げて、その後の災害に適
応していくということですね。 

 

（田村） はい。 

 

（酒井） サブプロジェクト(b)は、災害時のリアルな状況を正しく認識してもら
うことを目標に、いろいろなデータを集めて皆さんに提供しようとしています。そ
の根底には、災害時に行動を起こすときに、データというエビデンスを基にしてほ
しいという思いがあります。 
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 われわれは元々、国の機関と共同で、いろいろなデータを使って研究をしてきま
した。しかし、世の中には他にも企業などの民間のデータがたくさんあるので、そ
れらをうまく組み合わせて皆さんに示せば、個人だけではなく自治体などの行動の
判断材料にできるのではないかと思います。いきなり全部のデータは統合できませ
んが、部分的にでも統合して、皆さんにお示しできたらと思っています。 

 

（司会：下村） 1 年後の日本社会は、災害時の行動指針がよりクリアになってい
るということですね。 

 

（酒井） そうなってほしいと思っています。先日も、実際に測られたデータを基
にどう行動するかということで、サブプロジェクト(a)と連携して川崎市幸区で訓
練を行いました。そういうものを広げていきたいと思っています。 

 

（西谷） サブプロジェクト(c)は、防災科学技術研究所が神戸市の近くで持って
いる世界最大クラスの振動台を使って実験を行っています。この振動台のニックネ
ームが E-ディフェンスなので、われわれはそれを使った実験を E-ディフェンス実
験と呼んでいます。E-ディフェンス実験で、実物・実大の建物を使い、小さな地震
から大きな地震が来て崩壊してしまうレベル、あるいはこれ以上揺れると必ず崩壊
してしまうレベルまでの揺れを与えて、さまざまなセンサーを使ってデータを収集
してきました。 

 最終年度には、このようなデータのうち、どのデータを、どう処理し、どう解析
すると余裕度が計算できるかを提示します。木造、鉄筋コンクリート、鉄骨の建物
で実験し、用途としても住宅、防災拠点、病院で実験してきたので、用途別・建物
種別に、どうすれば余裕度が計算できるかをあと 1 年で提示します。 

 New normal との関係で言えば、新型コロナウイルスの感染が拡大しているにも
かかわらず人が大勢いるというような、人の動きのデータが分かるようになり、デ
ータの重要性が一般の方々に認識されるようになってきていると思います。私たち
の実験データがビッグデータと呼べる規模かどうかは議論が分かれるところだと
思いますが、われわれのデータも、もしかしたら非常に有効活用できるのではない
かという期待を一般の方々にも持ってもらえれば幸いです。 

 

（司会：下村） 確かに、新型コロナウイルスのために、さまざまなビッグデータ
的なものを国民がダイレクトに見て判断する機会がすごく増えました。防災におい
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てもみんながそのマインドでデータを受け入れるようになれば、5 年前にスタート
したときとは違ったものが見えてくるかもしれませんね。 

 

（西谷） そうです。一般の方が、われわれの実験データに「本当に価値のあるも
のだ」「国が支援して当然のものだ」という認識を持つようになるのではないかと
期待しています。 

 

（平田） 西谷先生はあまりはっきり言いませんでしたが、1 回の E-ディフェンス
実験で使う建物は 1、2 棟ですが、あの中にはたくさんセンサーがあり、数千チャ
ンネルというビッグデータがあります。これを理解する技術をつくり、建物がどの
ように揺れて、それに対して人々がどう行動するかを考えることが防災につながる
と思っています。 

 

（司会：下村） そういうデータを、新たな社会でみんなが受け入れやすくなり、
共通価値を感じやすい土台ができてきたのかもしれませんね。 

 

（平田） そうです。ですから、データは 1 社だけが持っていても駄目で、みんな
で共有することが重要です。私としては、みんなで共有してオープンに議論する状
況に持っていきたいのですが、なかなかそこに行けない壁や溝があり、それを少し
でも減らしていきたいと思っています。 

 

（司会：下村） 溝・壁議論はデ活シンポジウムの中でもずっとありますが、参加
者がじわじわと増え続けているということは、劇的に壊れる壁ではないけれども、
徐々に崩れてきているという感じが手ごたえとしてあります。 

 各サブプロジェクトの到達目標の先に「共通の価値」という言葉があるわけです
が、これが具体的に何なのかということについて、せっかくですから、ここまでお
聞きになっていた皆さんからも話を伺ってみたいと思います。インフラ分科会で副
会長を務めている東京ガスの米村さん、これまでずっとデータ利活用協議会の活動
に参加してきた感想も踏まえつつ、これからの共通価値は何かということについて、
何か感じることがあればお聞かせください。 

 

（東ガス:米村） まずは簡単に弊社とデータ利活用協議会との関わりについて説
明します。ガス会社にとって一番リスクの大きい自然災害は地震であると考えてい
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ます。従って、当社では地震情報を詳細に把握するために、ガスの供給エリアに約
4000 基の地震計を設置しており、情報を瞬時に収集できるシステムを構築してい
ます。この地震データの活用が、まさに発足を計画していたデータ利活用協議会の
目的と合致し、協定を結び、設立当初から会員として参画しているという経緯があ
ります。そのご縁もあり、昨年度新たに発足したインフラ分科会では副会長の立場
を拝命することになりました。 

 これまでの活動を通じて、災害対応をいち早く行うためには、各企業が一致団結
する必要があると感じています。当社が災害対応を機動的に行うためには、電気、
通信、鉄道などのインフラの状況を情報として把握する必要があり、そのことによ
って初めて次の打ち手を考えることができると考えています。また、昨今、風水害
の被害が甚大化していますが、台風であれば河川のどの部分が氾濫するのかという
情報をいち早く知ることが、早期に事態を収拾させるための第一歩になると考えて
います。このような情報を早期に収拾できる立場にあるインフラ企業や管理者同士
が、事前の準備や早期復旧のために手を組むことが極めて重要であり、これがわれ
われインフラ企業にとっての防災における共通価値ではないかと感じています。そ
れらの情報をやりとりするツールを構築・提供していただくことをデータ利活用協
議会に期待しています。 

 最終的には、自然災害による被害を最小限にとどめ、早期にライフラインを復旧
させるために、分科会のメンバーと事務局である防災科学技術研究所の技術メンバ
ーでタッグを組み、より良いツールや仕組みなどを構築できたらと考えているので、
今後も一緒に積極的に活動を展開できればと思っています。 

 

（司会：下村） 手を組んでという話がありましたが、組む手が増えてきている手
ごたえはありますか。 

 

（東ガス：米村） はい。当初は 1 社だったのが、ピラミッドがどんどん大きくな
り、活動の場が広がり、連携の輪が広がっていることを大変頼もしく感じています。 

 

（司会：下村） そうですね。一人ぼっちから始まったという意味では、米村さん
が一番実感しているかもしれません。 

 IoT 技術活用分科会の会長を務めているセブンーイレブン・ジャパン(SEJ)の  
西村さんは、昨日付けでさらに責任ある立場になりましたね。執行役員システム本
部長ということは、その気になれば災害関係の活動も鶴の一声が効くようになりま
すか。 
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（SEJ:西村） そうなるようにしたいです。データ利活用協議会での活動を会社の
中の人間もかなり知るようになってきましたし、今年は東日本大震災から 10 年と
いうことで、セブン VIEW の取り組みの露出がかなり増えています。本日もお昼ご
ろにフジテレビで放映されたそうです。私は取材の際に、漏れなくデータ利活用協
議会の取り組みも話しているので、少しは広報できていると思っています。 

 皆さんの話を聞いていると、机上ではなく、それぞれリアリティを持って実現性
のある取り組みをされているとすごく感じます。われわれの IoT 技術活用分科会
も、早く実際のフィールドで試してみたいです。 

 

（司会：下村） 社内でもデータ利活用協議会の取り組みが知られるようになって
きたと聞いて、頼もしいと思いました。このシンポジウムに参加するメンバーが、
それぞれの職場に帰っていったときに、うまく仲間に伝わらないという声が最初の
頃はよく聞かれましたが、セブン-イレブン・ジャパンはその辺の裾野がかなり広
がったということですか。 

 

（SEJ:西村） そうですね。2021 年ということで、こういった取り組みを社内で
報告したり共有したり、取材を受けたりする機会が多く、広報でもセブン VIEWか
ら派生してデータ利活用協議会での取り組みを話す機会が増えました。認知度がか
なり高まり、活動に対する期待もかなり大きくなっています。それが活動の後押し
になっていると思います。 

 

（司会：下村） 認知度を上げるというのは、みんなが共通価値を持つための最も
基本となる部分だと思います。その一つの取っ掛かりとして、セブン-イレブンで
は東日本大震災から 10 年ということも活用しているという話でした。これは他の
企業・団体にとってもすごく参考になるところがあるのではないでしょうか。 

 さて、本日 2 回も話題に出てきましたが、川崎市で実験が行われたということ
で、川崎市の担当の方からも何かコメントを頂けますか。 

 

（川崎市:夏井） 川崎市幸区役所危機管理担当課長の夏井です。大阪府北部地震
での大阪府や茨木市の実際の対応や被害状況を、川崎市の直下型地震に置き換えて、
1 月 26 日に川崎市役所と幸区役所の合同で図上シミュレーション訓練を実施しま
した。川崎市は、2019 年 10 月に発生した令和元年東日本台風で多摩川沿いを中心
に内水氾濫があり、多数の浸水被害が発生しました。私の勤務する幸区役所では、
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実践経験がなく初めて大規模災害に対応する職員が多く、当日の避難所運営や区の
災害対策本部の運営が円滑に運営できたかというと、正直自信がありません。 

 田村先生から、実災害を事例にした図上訓練の提案を頂き、もしかするとこれに
よって区職員の災害対応能力が強化されるのではないかと思い、訓練を実施するこ
とにしました。これまでも訓練は行ってきましたが、それは架空の状況付与のもの
でした。茨木市役所のリアルな対応をベースにした訓練は非常に現実味があり、参
加した職員からも、非常に参考になったという意見が多く寄せられました。 

 大阪府北部地震は震度 6 強で、大規模な被害がない中で、小規模な被害発生地域
からコールセンターに問い合わせが集中したり、避難所に 1000 人を超える方が集
まるなどの状況がありました。これは家屋の損壊があったり、情報収集のためだっ
たり、漠然とした不安があって集まってきた方々でした。区の災害対策本部として、
このようなときに臨機応変に対応することの重要性を非常に痛感しました。 

 今回の訓練では、GIS を使った地図情報により視覚的に情報を把握できたことが
迅速な判断につながりました。また、区内に小型地震計を設置していただいたので、
区内の震度も把握できるようになり、本当にこの訓練をやって良かったと思ってい
ます。先生方にマニュアルの分析をしていただき、自治体として現実に即したリア
ルな訓練ができたことは、職員の意識向上や能力の強化につながったと実感してい
ます。システム面の使い勝手や事前研修などの課題はありましたが、過去災害のデ
ータや地図情報を使ったことで、間違いなく温度のある訓練ができたと思います。
これをぜひ自治体職員に実装できたらと思っています。 

 

（司会：下村） 他の自治体にも参加をお勧めできますか。 

 

（川崎市:夏井） はい。一度やってみると、本当にリアルだということがよく分か
ります。 

 

（司会：下村） この訓練によって価値観も共有されるのでしょうね。 

 

（川崎市:夏井） はい。 

 

（司会：下村） 平田さん、皆さんからの声を頂きましたが、これからの 1 年間、
何に励んでいけばいいのでしょうか。 



 

9 

Data use and application council for Resilience 
Tokyo Metropolitan Resilience Project – 2020 

 

（平田） 一番いい例として、私たちの目指していたことができつつあります。私
たちが目指しているのは、ハザードといって、自然科学的な意味で何が起きている
か、つまり揺れや雨、風を理解し、それを基本に災害の状況を認識し、それに対し
て適切に対応することです。最後に復旧・復興するところまでが災害対応の全体像
です。地震が起きたときに、何が起きて、どういう対応をしなければいけないかと
いう一つのモデルを作り、それを訓練の中で実践した事例が出てきたことは、大き
な進展だと思っています。 

 しかし、本日は成果報告会なので成果の話が中心でしたが、うまくいっていない
こともたくさんあります。守れなかった約束については、あと 1 年かけてきちんと
まとめていく必要があると思います。今日は皆さん非常に温かい方ばかりで、いい
ことをたくさん言っていただいたので、私たちはそれを励みに、new normal の中
で自然災害に対応できるような、社会の防災力を高めるための研究を進める必要が
あると思いました。 

 

（司会：下村） では、報告者の皆さんの中で、言わなかったけれどもまだ到達で
きずに悩んでいることがあれば、ご発言いただけますか。 

 

（平田） 言いにくいと思うので、私が申し上げます。訓練はリアルタイム性を重
視していましたが、実際にデータをリアルタイムで集めてリアルタイムで判断する
仕組みというのはなかなか難しいです。原理的にできるということと、本当にリア
ルタイムで動かせるということには雲泥の差があります。防災科学技術研究所は、
地下で起きた地震のデータをリアルタイムで集めて情報発信するところまでは長
年苦労してやってきた技術がありますし、災害の現状把握も工夫してやってきてい
ますが、人が相手だとなかなか難しいです。 

 例えば、田村先生が取り組んでいる防災訓練のツールは、熊本地震や大阪府北部
地震などで実際に使われていますが、その辺の苦労を聞かせていただけると、まだ
できていないことがいろいろあることが分かるのではないかと思います。田村先生、
いかがでしょうか。 

 

（田村） コロナ感染症の影響もあり、ICT に対する行政側のハードルは随分下が
ってきて、いままさにズームでコミュニケーションを取っているように、ICT を使
って、平時においても災害時においても少しでも効率のよい研修・訓練や災害対応
をしようという試みが進んでいます。ただ、平田先生がおっしゃったように、事前
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の仕掛けがないと実際に動くものにはなりません。川崎市がいいことを言ってくだ
さるのは、私たちプロジェクトを褒めているというより、プロジェクトの主旨に則
り、データ利活用による災害対応の効率化が実現できる社会にしていきたいという
思いがあるからだろうと捉えています。プロジェクトの仕掛けと社会の仕組みが合
わさることで目指す世の中が実現していくと思いますので、サブプロジェクト(a)、
(b)、(c)の成果を、災害が起きてからでも自治体の皆さんに使っていただけるよう
に、あと 1 年努めていきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。 

 

（司会：下村） 達成できていないことを皆さんのコメント欄から拾ってみました。
「PDC までできているけれども A のアクションが足りない。もっと提案の形にし
ていった方がいいのではないか」という意見がありました。来年の最終的な成果報
告を、もう一歩踏み込んで、社会への提案という形で発信できないかということで
すが、いかがでしょうか。どなたか、「このサブプロジェクトではもうこういう提
案をしている」とか、「こういうことをやりたいと思っている」ということはあり
ませんか。 

 

（西谷） 先ほど申し上げたことと関係しますが、建物の揺れのデータを集めるこ
とは非常に重要だということを皆さんが認識すれば、私たちが「センサーを付けて
くれませんか」とお願いしたときに、気持ちよく受け入れてくれる人が増える気が
します。私たちが努力して、いい成果を示すことで、世の中にアピールしやすい状
況になるのではないかと思います。 

 

（平田） 私は地震の研究者なので、各家庭に地震計を 1 台設置するのが目標で
す。ただ、それは地震マニアの希望であって、一般の方には受け入れが難しいと思
います。しかし、最近は体温計や血圧計に加え、血中酸素濃度を測るパルスオキシ
メーターも多くの方が持つようになってきました。それと同じように地震計や気温
計、気圧計などのデータを取り、災害対応とうまく結び付けられると、良い方向に
行くのではないかと思います。 

 

（司会：下村） それも一種の new normal ですよね。誰もが体温計を持ち、自分
の健康データを収集しようという意識が高まったこの 1 年の余勢を駆って、次は
一家に一台地震計ということを提案していくとしたら、それが何の得になるかとい
うことをうまく言葉にできるといいと思います。 



 

11 

Data use and application council for Resilience 
Tokyo Metropolitan Resilience Project – 2020 

 今回の発表でもいろいろなことが進んでいることが分かりましたが、それが市民
に伝わっているかというと、まだ 1 億人の 1500 人です。メディアの方が「これは
記事にしよう」と思うような切り口を各サブプロジェクトが提示していくことが重
要だと思います。本日の発表の中にも、うまくいったときにはメディアが取材して
くれるというシーンがありましたから、地味だと思われるような成果のときにもど
のようにうまくアピールするかというのは、これから 1 年かけて考えたいところ
ではないかという気がします。 

 

（西谷） 今回の病院の実験はマスコミがすごく注目してくれました。NHK も、
東日本大震災から 10 年という節目もあって、病院の医療継続性に着目した番組の
中で報道したそうです。ですから、活動をいろいろなところに取り上げてもらう努
力は必要だろうと思います。 

 

（司会：下村） そうですね。本日の議論の中で事業継続性という言葉が出ました
が、それは病院でいえばみんなが助かるためのものだというのは、実は病院だけで
はなくてあらゆる事業で言えることだと思います。事業が継続することで社会のみ
んなが助かるわけですから、そういう言葉によってみんなで共通価値に気付いてい
けたらいいのではないかと思いました。 
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