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第 2 部 グループセッション 

「IoT 技術活用分科会」「建物付帯設備分科会」のこれまでの取り組みと今後

のビジョン 

①「IoT & DX で実現する産官学連携のデータ利活用」 

西村 出（IoT 技術活用分科会会長 / 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン      

執行役員システム本部長） 

 

 私からは、データ利活用協議会における IoT 技術活用分科会として、「IoT & DX

で実現する産官学連携のデータ利活用」というテーマでお話ししたいと思います。 

 

1.IoT 技術活用分科会の目的 

 図表1に私どもの分科会の目的を 4 点挙げました。 

 一つ目は「情報」です。IoT を活用して災害時に各ステークホルダーが必要なデ

ータを利活用できることが大事なので、データをいかにそろえるかということを目

的にしています。 

 二つ目は「共有」です。皆さんでデータを利活用するためにはデータを共有する

必要があるので、減災・レジリエンス向上に寄与する最新技術を駆使した基盤・シ

ステムを構築することを目的としています。 

 三つ目は「創出」です。地震計、積雪計、浸水計などのデータを、最新の IoT や

さまざまな技術、学術的なテクニックを使って、予報、予測、シミュレーションに

つなげていくことを目的としています。 
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 このようにして出てきた情報やプラットフォームを、実際に災害が起きたときに

は自治体や官庁、産官学の皆さんが連携し、活用しなければいけません。従って四

つ目は「連携」ということで、実際的な連携体制の構築を目的としています。 

 それを図化したものが図表2です。まず産官学の学は左上です。アルゴリズムに

さまざまなデータを入れて、有事の際の人流や交通渋滞の予報・予測に使えるよう

な学の技術があります。実際の災害のときに指揮をする自治体はこの大事なユーザ

ーになりますし、それぞれの自治体でも重要なデータを保持しています。その右下

にあるように、災害時のトラックの状況について日本で一番データを持っている富

士通や、そのトラックを実際に運用しているヤマトグループ、左にあるように道路

を管理する首都高速道路にも参加していただいています。 

 IoT でいうと、右下のように、さまざまな最新の IoT センサーを持っている応用

地質や防災科研と組んで、セブン‐イレブン店舗に積雪のシミュレーションをする

ための積雪計を置いています。 

 これらのデータを利用するのに必要な基盤を作るのがクラウドエースです。そし

て、非常に期待の高い量子コンピューターの使い手である Quemix にも参加してい

ただいています。 

 このような布陣で、私としては最高の原材料と最高の料理人、そして、それを使

う方たちが網羅的にそろった分科会だと思っています。「産官学のスペシャリスト

が結集し、世界初となるデータの創造を行い、それぞれの災害復興力を高め、レジ

リエントな日本に寄与する」という大きな目標を立てて活動してきました。 

 

2.参加者アクティビティ紹介 

 ここからは、今ご紹介した IoT 技術活用分科会を構成しているメンバーの、分科

会に連携するようなアクティビティを紹介したいと思います。 
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 まずは産官学の官の部分で、徳島県危機事象統括監の坂東さんです（図表3）。工

学博士でもあり、南海トラフ地震について非常に研究している方です。徳島県は

Google などの IT、DX を積極的に活用し、さまざまなシステムの構築や連携をし

ている自治体で、われわれはそれに感銘を受けて徳島県と 2017 年に協定を結びま

した。徳島県の災害時情報共有システムと、セブン‐イレブンが持っている「セブ

ン VIEW」という災害対策システムを既に連携させていますし、産と官でどのよう

なデータ利活用を相互にやれるかという検討も行っています。徳島県には海も山も

あり、さまざまな立地があるということで、後ほど紹介する実証実験のフィールド

も提供していただき、一緒に研究を進めています。 

 次は産の部分で、富士通の防災システム事業部マネジャーの吉田さんです（図表

4）。ご存じのとおり富士通は総合 IT ベンダーとして、素材から実際にそれを構築

するところまで、災害対策においてもさまざまな活動をしています。ICT を活用し、

川崎市と連携して島国日本で非常にリスクの高い津波のシミュレーションを実証

したり、レジリエンス強化支援の BCP サービスを提供したりしています。また、

富士通の技術を使ったデジタルレジリエンスサービスで、日常から災害までの各種

データを組み合わせて、民間企業の BCP 対策をサポートしています。これは IoT

技術活用分科会にとっても有用なデータやそれを活用する技術を持っているアク

ティビティになります。 
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 次は学の部分で、早稲田大学の佐々木教授です（図表5）。専門は交通行動分析学

で、例えば平時と比べて災害が起きたときに人流や交通がどのような状況になるか

ということを研究されています。佐々木さんとは 2014 年の大雪のときから、われ

われのそろえたデータが災害時の被災地における人流や交通量の予報・予測に使え

ないかということで連携しています。佐々木さんは、先ほど紹介した富士通の持っ

ている交通データなどを活用して、ある自治体で台風の当日の動きをシミュレーシ

ョンするということも実施しています。非常に期待の高い技術であり、IoT 技術活

用分科会の中でも重要な位置を占めています。 

 さまざまな技術でデータをそろえ、それを料理する最高の料理人が Quemix の松

下 CEO です（図表6）。Quemix は量子コンピューターを専門とする研究者集団で、

ものすごい性能を持っている量子コンピューターを、どのように実用に持っていく

かということを広い分野で研究しています。日本の IT、DX を推し進める企業グル

ープであるテラスカイグループを母体としており、最新の量子の最適化手法を有し

ています。これをどのように活用するかは、後ほど具体的な実験の企画を共有しま

す。 
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 データ利活用においては、やはり IoT が非常に重要になります。そこで活躍して

いただいているのが応用地質です（図表7）。雨や浸水などに関するさまざまな最新

IoT 機器を準備していますが、注目すべきは、実際にこれを多拠点に置くときに、

リーズナブルに置かなければいけないということで、実用性も考えながら作ってい

ることです。「このような IoT があるといいな」というディスカッションをすると、

それをすぐに研究開発して proof of concept（PoC）ができる状態にしてくれて、

非常にアジャイルな形で活動できるということで、分科会の中で IoT のところを担

っていただいています。 

 集めたデータはしっかり、かつ、コンティンジェンシーを持って活用できなけれ

ばいけません。特に有事の際には、さまざまな災害があっても堅牢な基盤でデータ

が利活用できる状態が必要で、それにはパブリッククラウドの活用が欠かせません。

そして、Google Cloud Platform で世界一といってもいい技術者集団を率いている

のが、クラウドエース代表取締役会長の吉積さんです（図表8）。徳島県出身であり、

いろいろなご縁があって、Google の中で世界一の称号を持っているご本人として、

また企業として、われわれがデータを利活用するプラットフォームを構築するため

に分科会に参加していただいています。例えば、今までのタウンレコーダー遠隔見

守りサービスはオンプレミスで、有事のときに合わせてサーバーを用意しなければ

いけませんでしたが、実際に災害の仕組みを作るときに重要なのは従量課金です。
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実際問題、災害対策の仕組みを作るときにはコストの問題も見逃せません。従って、

何も起きていない平時は最低限の利用料金で済み、有事の際に使うと従量課金が生

じる仕組みで、堅牢かつ非常にパフォーマンスの高いプラットフォームを用意する

必要があります。そのようなところの最新・最高の技術を持っている技術者として

参画していただいています。 

 先ほども少し紹介しましたが、防災科研とセブン‐イレブンで連携し、共同で実

証実験を行っています（図表9）。その中でも地震津波火山ネットワークセンターの

木村さんとは、地震大国といわれている日本で、より精緻で正確な震度を取得し、

防災・減災につなげるために一緒に活動しており、われわれの店舗にも地震計を置

いています。実際に地震が起きると、その震度や揺れの状態はわれわれにも共有さ

れ、さまざまなシミュレーションに活用することができるということで、分科会に

とっても非常に重要なデータとなっています。 
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3.データ活用の実例 

 今ご紹介したようにさまざまなデータや技術を持っている方々と、どのようなこ

とを分科会として行うかということを紹介します。 

 今までは体育館や避難所など、大きい所に皆さんが集まって避難するスタイルで

したが、ニューノーマルでは 1 カ所に大勢で避難することができず、避難所が細分

化する可能性があり、実際そのような指定がされ始めています。非常に分散した避

難所に対し、実際に災害が起きたときに、どこが使えるのか、どのようなルートが

あるのかということを、混乱した中でも的確に判断しなければならないという課題

があります。われわれは、さまざまな災害の状況、交通、人の動きなどをシミュレ
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ーションし、避難民の属性に合わせた n 対 n の最適解の避難ルートや、避難所に

対する支援をする際の最適なルートを、量子コンピューターを使い、今までの計算

ではできないようなスピードと精度ではじき出す実験を進めようとしています。実

際の実験まであともう一歩なのですが、残念ながら今は緊急事態宣言下で人の動き

が少ないので、この事態が明けたら進めていきたいと思っています。 

人のデータ、交通データ、物資の供給データ、避難所のデータなどを堅牢なプラ

ットフォームでしっかり集め、分析し、高度なシミュレーション技術を活用しなが

ら量子コンピューティングで最適解を出すことを、非常に限られた時間で行うため

の役割分担を決めています。どこか一つが欠けると実現は難しくなるので、参加者

それぞれの技術・知財を活用して取り組みたいと思っています。 

 

4.次に目指す姿 

 われわれの分科会と、防災科研の防災情報サービスプラットフォームとの連携を

考えています（図表10）。ポイントは、クローズで相対でしっかり活用していくこ

とと、防災情報サービスのように、オープンにしていいものとクローズにするべき

ものをしっかり識別しながら、お互いにデータを利活用していくことです。このよ

うな取り組みを上石さんと連携して行っています。 

 IoT 技術活用分科会のアクティビティと、これから目指す姿を紹介させていただ

きました。 
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（司会：下村） 西村さん、ありがとうございました。最初に参加者を紹介してい

ただいて、きっとこの人たちはデ活というフレームがなくても、それぞれでこうい

う取り組みをするのだろうと一瞬思われるのですが、後半の実例を伺うと、デ活で

組んだからできていることだというのが非常に分かりやすいと思いました。実際、

どのようにして、このテクノロジーとニーズのマッチングにたどり着いたのですか。

具体的に分科会で「私はこのようなテクノロジーがあります」「それならこれと組

みませんか」という相談をしているのですか。 

 

（西村） そうですね。セブン-イレブンのなりわいとして、災害時に 1 日も早く

復旧・復興しなければいけないという社会的な命題と、指定公共機関としての思い

や希望があり、日々、皆さんとやりとりさせていただく中で、IoT 技術活用分科会

の取り組みを説明してお声掛けし、このようなメンバーが集まりました。皆さんも、

それぞれの活動の中で課題や欲しいものがあり、それぞれが連鎖して、有機的にと

ても良い化学反応が起きているのが今の分科会の状態だと思っています。 

 

（司会：下村） 平田先生、先ほどの量子コンピューターの話が象徴的だと思いま

すが、すごいことができるものが登場しても、それを何に使えばいいかというニー

ズは開発者側にはなかなか分からないので、「それ、うちが使います」という話が

これからまだまだ出てくるのでしょうね。 

 

（総括：平田） そうですね。西村さんの紹介で印象に残ったのは、研究者が集ま

って取り組んでいるのではなく、企業の方が自社の事業の一部として取り組んでい

ることです。それが結局、社会全体の共通価値になっていくという非常に優れた例

を示していただけたと思います。 

 

（司会：下村） まさに CSV であることが非常によく分かったと思います。ここ

で皆さんの感覚も伺ってみましょう。スムーズな避難や物資供給の取り組みが、社

会のレジリエンス向上のために必要だということは皆さん合意できると思います

が、それがあなたの組織・団体の持続可能性の向上にもつながると感じましたか（図
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表11）。要するに、自分事として「これは使える」と感じたかどうかをお尋ねして

みたいと思います。スムーズな避難や物資供給の取り組みに参加していくことは、

自分の組織・団体のためになると思った方は①、総論としてはいいけれども、各論

として自分の組織・団体とどう結び付くのかまだよく分からないという方は②、自

分の組織・団体とは関係ないという方は③を押してください。 

 早いですね。あっという間にお答えいただきました。それでは締め切ります。

YouTube をご覧の皆さまにも回答を見ていただきましょう（図表12）。平田先生、

なかなかいいのではありませんか。 

 

（総括：平田） 大変うれしい答えですね。 

 

（司会：下村） 7 割の方が、自分の組織・団体も参加した方がいいと思っている、

あるいは既に参加しているということだと思います。この結果は、この 5 年間で進

歩が感じられますか。 
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（総括：平田） 西村さんに大変いい例を示していただいたので、この話を聞いた

らそう思う方が多いだろうと思いますが、自分の会社や組織の活動が結果的に共通

価値の創出につながると感じているというのは、非常にいいことだと思いました。 

 

（司会：下村） そうですね。きっといろいろな苦労があるでしょうし、これから

乗り越えなくてはいけない課題や、ブレークスルーが必要なこともあるでしょうけ

れども、そのあたりの話は第 3 部でさらに深めたいと思います。 

 それでは、次の分科会の発表に移りたいと思います。続いては建物付帯設備分科

会です。ここは、建物の被害を減らすための建物付帯設備に関する技術的な課題を

検討・協議する分科会です。 


