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第 3部 全体セッション 

「プロジェクト最終年度のデ活が伝えたいこと（その 1）」 

 

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） 

平田 直 （防災科学技術研究所首都圏レジリエンスプロジェクト総括 / 

首都圏レジリエンス研究推進センター センター長） 

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） 

上石 勲 （IoT 技術活用分科会副会長 /  

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） 

楠 浩一 （建物付帯設備分科会会長 / 東京大学地震研究所教授 / 

サブプロ（c）分担責任者） 

鈴木 宏 （建物付帯設備分科会副会長 / 日東工業株式会社開発本部 

商品企画部部長） 

 

（司会：下村） これから第 3 部の全体セッションに入りたいと思います。第 1 部

で基調講演をしていただいた平田先生、第 2 部でグループセッションに出演して

いただいたお二人の分科会長に加えて、各分科会の副会長である防災科研の上石勲

さんと日東工業の鈴木宏さんにも加わっていただき、ディスカッションしていきた

いと思います。 

 このメンバーでこれからお伝えしていきたいと思いますが、まず平田先生、ここ

までのセッションをご覧になっていていかがですか。 

 

（平田） 最初に私のあいさつと基調講演で申し上げたように、われわれのグルー

プの中で先進的な取り組みをしている皆さんにお話しいただいたので、私としては

大変未来が明るい感じがしました。ただ、実は大変な努力をされていると思うので、

いい面だけではなく、その裏側についてもお話ししていきたいと思っています。 

 

（司会：下村） そうですね。例えば西村さん、さまざまな事例を紹介していただ

きましたが、取り組んでいる企業の皆さんや、これから取り組もうかどうしようか

思っている皆さんに、「わが社はこういう取り組みをしています」とアピールする

ことが、対外的に企業価値を高めることにつながっていますか。 
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（西村） そうですね。「われわれはこういう技術を持っていますが連携しません

か」とアピールすることで、レジリエンスや減災・防災の活動の輪が広がっている

と実感しています。 

 

（司会：下村） 例えば情報をきちんと管理している会社が P マークを付けるよ

うに、防災にしっかり取り組んでいるというマークを軒先に貼るようなことができ

ればいい気もします。楠先生、例えば「うちはこの付帯設備をきちんと付けている

建物です」ということを表示することによって、その建物の信頼感が高まるような

仕掛けは、分科会の中で議論になることはありませんか。 

 

（楠） 分科会でもそうですし、被災度区分判定のシステム普及の方では、積極的

に表示していこうということで既に議論しています。 

 

（司会：下村） ご視聴の方から、被災度区分判定が進化していけば世界標準にな

るのではないかというご意見も来ています。こういったノウハウの輸出のようなこ

ともあり得ますか。 

 

（楠） 今、防災技術を ISO 化しようという日本発の大きな動きがあるそうで、近

い将来そのようなことになるのではないかと思います。 

 

（司会：下村） 上石さん、ここまで発表をご覧になって、何か感じたこと、ご指

摘、他の方へのご感想などはありますか。 

 

（上石） 私どもも西村会長と一緒に活動を続けてきましたが、特に民間の方たち

が、自分の利益だけではなく広い利益を目指して一生懸命活動していることに非常

に感動しています。これは建物付帯設備分科会も同じだと思いますが、民間の力と

データを結集していただいています。ただ、そこにはやはりギブ・アンド・テーク

が必要でしょうから、そのようなところも考えながら進めていければと思っていま

す。 

 

（司会：下村） 鈴木さんはいかがでしょうか。何かお感じになったことはありま

すか。 
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（鈴木） 地震計を置くという考え方自体が普及してきていると思いますが、弊社

の感震ブレーカーは壁に付いているので、地面で測る地震計とは測り方も揺れ方も

違います。従って、それを建物の診断に使うにはまだまだ技術的な課題があります。

ただ、この活動をしていく中で感震ブレーカーの認知度が非常に高まり、弊社の中

で売り上げが上がりだしているというメリットも出てきています。そのような部分

で CSV にも役立っているのだろうと感じています。 

 

（平田） 社会に必要な技術が営業にも貢献できるというのは大変重要なことだと

思います。 

 

（司会：下村） 何回か前のこのシンポジウムで出たキーワードですが、利己的で

あることと利他的であることが一致していくといいということですよね。自分の組

織がもうかり、それが社会にとっても役立つということだと思います。 

 ここでもう一度、ご覧の皆さんに質問を投げ掛けてみたいと思います。それを材

料に、また皆さんと議論していきたいと思います。 

 図表1は、デ活がこれまで目指してきたことを図式化したものです。この中で、

最終年度に最も力を入れていくべきものは何かということを皆さんに伺いたいと

思います。左側に学があり、右側に産官民があり、真ん中のデ活のところで四つの

手が握手しています。左の学から右に向かって出ている矢印を強化する、つまり、

学のこれまでの研究成果をさらに共有することに力を入れるべきと思う方は①を

選択してください。逆に、右の産官民から左に向かって出ている矢印を強化する、

つまり、産官民の活用事例の共有をさらに進めていくべきと思う方は②を選択して

ください。産官民と学がデータを相互に利活用するギブ・アンド・テークの仕組み

を強化することで、最終年度以降も続くような形にするべきと思う方は③を選択し

 

1  



 

4 

Data use and application council for Resilience 
Tokyo Metropolitan Resilience Project – 2021 

てください。これからラストスパートの 1 年で、一番頑張るべきことは何でしょう

か。 

 今のところ 7 割ほどの方から回答を頂いています。そこからかなり失速してい

ますが、皆さんじっくり考えているということでしょうか。 

 では、8 割ほどの方に回答を頂いたので、ここでいったん締め切らせていただき

ます。図表2のような結果になりましたが、これは当然といえば当然でしょうか。 

 

（平田） 「学はもっと頑張れ」と言われることを少し恐れていましたが、皆さん、

両方の矢印が必要ということで、優しい回答を頂きました。今日は産官民から学へ

向けた取り組みの発表でしたが、やはり両方ともきちんと取り組む必要があるとい

う応援の意思表示だと理解しました。改めて気を引き締めていきたいと思います。 

 

（司会：下村） 今、Zoom ウェビナーと YouTube を合わせて数百人の方に参加

していただいています。カテゴリーとしては産官民の人の方が多いと思いますが、

この結果は、学だけに担わせないで、われわれも頑張るという意思表示ということ

でしょうか。 

 

（平田） そのように理解してよければ、大変頑張りがいがあります。 

 

（司会：下村） 皆さんから頂いているコメントの中で、学の中での他の学術団体

との連携はどうなっているのかという質問も来ています。(小型人口)衛星分野が強

いのではないか、日本学術会議や防災学術連携体はどうなのかということだと思い

ますが、そのあたりも何か取り組みはありますか。 
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（平田） 首都圏レジリエンスプロジェクトの研究者が参加しています。ただ、最

初にさらっと、社会科学と理学と工学で学際的な研究をすると言いましたが、ディ

シプリンが少し違うと学の中でも連携がなかなか難しいです。民間や産業界との連

携とどちらが難しいかというと一概には言えないところがあります。ただ、産業界

や民間の人がいることによって学術の異なる分野が連携する、つまりデ活があるこ

とによって三つの学術がうまく融合できるという、接着剤の役目もしていただいて

いるのではないかと思います。 

 

（司会：下村） 今のポイントは重要ですね。それでは、ご登壇の皆さんにお尋ね

したいと思います。今、平田先生から、デ活という連携の枠組みができたおかげで

できていることがあるという話がありましたが、まず西村さん、今まで産官学民が

相合傘の下で取り組んできた枠組みがあと 1 年となりました。今までの相合傘の

効果を来年以降はどのように維持していきたいですか。ラスト 1 年の、さらにその

後の見通しについてです。 

 

（西村） 先ほどご説明したように、非常にいい枠組みになってきているので、あ

とはそれを実際のフィールドで実証することで、さらに連携も深まりますし、他の

分科会の皆さんとのコラボレーションも生まれてくると思います。まずはデータ利

活用協議会の中で顔の見える連携を進めながら、さらに輪を広げていければと思い

ます。 

 

（司会：下村） 上石さんはいかがですか。上石さんのご所属は防災科研ですが、

この後どうなっていくのでしょうか。 

 

（上石） 今までの蓄積を活かして、これまで IoT 技術活用分科会で行ってきたこ

とを、スマートシティやスーパーシティなどの新しい取り組みの中でさらに検証し

たり、効果が見えるような形にできればと思っています。 

 

（司会：下村） 楠先生は東京大学地震研究所という学の立場からのご参加ですが、

この傘がなくなると、民と組みづらくなるということはありませんか。 
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（楠） 確かに、せっかく用意していただいたこの枠組みは非常に重要で、なくな

ってしまうのは悲しいことですが、この場がなくなっても人と人とのつながりはな

くなりません。今回、感震ブレーカーを題材に皆さんと一緒に検討してきたので、

試験設置と、次の地震が来たときにはその性能の証明にぜひチャレンジしたいと思

います。 

 

（司会：下村） 楠先生、先ほどの講演のところで話があった、セールスマンの担

い手の問題について、何か具体的なイメージはありますか。 

 

（楠） そこは一番議論になるところです。セールスというか、今日のようにお話

しさせていただく機会があると話を聞いてもらえて、人によっては納得してくれる

のですが、そのためには、まず分かりやすい説明を用意しなくてはいけません。そ

して、メリットを正しく伝えて地道に広げていくしかありません。幸いなことにい

ろいろなところが興味を持ってくれて、大きな団体やグループが積極的に使ってみ

ようと検討を始めています。そのような実績を積み重ねていき、あるところをブレ

ークスルーすると急激に広がるのではないかと思っています。 

 先ほど下村先生もおっしゃったとおり、数年前はなかなか相手にしてもらえず、

随分先の話のように捉えられていたのが、今では「話を聞いたから置いてもらいた

い」という問い合わせを頂くようになってきています。もう少し広まれば、突然、

一気に広まるのではないかという期待感を少し持っています。 

 

（司会：下村） 鈴木さん、ブレークスルーへ向けて、具体的な事例として、日東

工業にとってデ活への参加がどのようなメリットをもたらしたかという具体的な

事例を、他のちゅうちょしている企業のためにお話しいただいてもよろしいですか。 

 

（鈴木） 分科会やデ活の活動を通じて、ビジネスへのさまざまなヒントを頂きま

した。例えば、先ほど地震計だけを置いてくれるビルオーナーがいるかという話が

ありましたが、これはなかなかハードルが高いです。ただ、弊社は電気のインフラ

設備がメインで、防災はあくまでもコンテンツの一つなので、最近の CO2 フリー

の動き中で、省エネ、電力の見える化、見守り、電気火災の防止などの合わせ技と

いうか、トータルなソリューションの中の防災コンテンツという形で持っていけば、

ビルオーナーにとって地震計を置くメリットが出てくるのではないかというヒン

トを頂きました。弊社だけで難しいところは、今回参画している方々と協力すれば
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普及につながるのではないかと感じているので、皆さんにも参画していただけると

いいのではないかと思います。 

 

（司会：下村） 平田先生が時々「ここに参加している人は元々意識が高いから」

とおっしゃるように、デ活に参加している人以外にまで広げると投票結果ももう少

し厳しいのではないかという声もありますが、実際にデ活に参加していなかった人

が参加するようになってきているから数が増えているということも言えるわけで

すよね。 

 

（平田） そうですね。実は毎回「シンポジウムへの参加は今回で何回目ですか」

という質問をしていますが、それによるとリピーターが少なく、初見の人の方が多

いのです。私としては毎回参加してほしいと思っているのですが、そうでない人も

大勢いるということは、悪く言えば 1 回で飽きてしまうということがあるのかも

しれません。しかし、良く言えば、だんだん認知度が上がっていくという考え方も

できるので、ここは頑張りどころです。参加している方は割と優しいことを言って

くださるし、そもそも「けしからん」と思っている人は参加しないでしょうから、

ここは忍耐強くいきたいと思います。 

 

（司会：下村） このようなシンポジウムを連続開催するときに、新しい人たちを

増やす方針なのであれば、地道に基本を繰り返し伝えていくべきでしょう。リピー

ターの皆さんと話を深めていく方針なのであれば、さらに先の話に時間を割いてい

くべきでしょう。今は裁縫でいう半返し縫いで、針を進めては半分戻り、また進ん

では戻りという形で進んでいますが、それも一つの方法だと思います。 

 

（平田） 本日の議論は概論のようなもので、もう少し深い各論の議論は分科会活

動を通じて進められています。本日初めて参加した方には、そちらにも関心を持っ

ていただき、われわれの活動をもう少し深くウオッチしていただけるとうれしいで

す。 

 

（司会：下村） 本日視聴している数百人の皆さんの中には、デ活に参加しようか

しまいか迷い、その判断材料としてご覧の方もたくさんいらっしゃると思います。

そこで、登壇者の皆さんから「今、迷っているあなたへ」ということで、お勧めの

言葉や、参加するに当たってのアドバイスなど、最後に一言ずつメッセージを頂き

たいと思います。 
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（西村） データを持っている方、そのデータがあれば自分たちの技術でこのよう

な取り組みができるという方、そして、そのアウトプットを使いたいというユーザ

ー側の方、皆さん気軽に参加してください。われわれ自身も参加者のできる範囲で

分科会活動をしています。目標や目指すところは非常に高いですが、一方で、実際

には自分たちの本業のところでできる範囲で活動しているので、あまりハードルを

上げずに気軽に参加していただき、ディスカッションだけでも参加していただけれ

ばと思います。ご参加をお待ちしています。 

 

（上石） 先ほど西村さんの発表にもありましたが、自分たちのデータを出すこと

が怖いという方もいると思います。そこはオープンとクローズをはっきりさせてい

くこともデ活の大きな目標だと思っているので、ぜひ気軽に参加していただければ

と思います。 

 

（楠） まず、何らかのセンサーを建物に入れている会社の方は、自社のセンサー

だけでは目的が限定的な場合でも、参加していただいてお互いに接続し合うことで

大きな目的が達成できるので、付加価値を付けるためにもぜひ参加していただけれ

ばと思います。 

 利用を考えている皆さまにおかれましては、これからセンシング技術が絶対に避

けては通れないので、情報収集のためにも、乗り遅れないためにも、ぜひ参加して

いただければと思います。 

 そして、モニタリングという事業自体に興味のある方もいるかと思います。これ

は、これまでなかったビジネスのフィールドであり、建物の数を考えれば、保守点

検だけでも非常に大きくて新しいフィールドが出来上がります。ですから、事業に

興味のある方もぜひ参加していただき、情報収集していただければと思います。 

 

（司会：下村） ビジネスチャンスとしてのアプローチも歓迎ということですね。

鈴木さん、いかがですか。 

 

（鈴木） 弊社は、今、楠会長がおっしゃったことを、まさに身をもって体験して

いる企業です。地震防災の変革の真っただ中に置かせていただいていることを非常

に実感しています。この機会に参加することはメリット以外ありません。逆に参加
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しないことがデメリットや企業リスクにもつながると感じているので、皆さまもぜ

ひ参加していただければと思います。 

 

（司会：下村） ラスト 1 年ですが、ぜひ参加していただき、そこでつながった者

同士でその後も取り組みを続けていくことが実現できればいいと思います。ご登壇

の皆さん、どうもありがとうございました。 

 

 

 


