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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 2）」 

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（首都圏レジリエンスプロジェクト総括/デ活会長/防災科学技術研究所） 

鵜飼 章弘（早期被害把握分科会会長/東京海上日動火災保険株式会社） 

井ノ口 宗成（早期被害把握分科会副会長/富山大学 大学院理工学研究部） 

堀江 啓（早期被害把握分科会/MS&AD インターリスク総研株式会社） 

木村 玲欧（集合住宅分科会会長/兵庫県立大学 環境人間学部） 

松本 悟（集合住宅分科会副会長/UR 都市機構） 

正木 千陽（生活再建分科会会長/ESRI ジャパン株式会社） 

田村 圭子（生活再建分科会副会長/新潟大学危機管理本部危機管理室） 

取出 新吾（行政課題分科会会長/防災科学技術研究所） 

楠 浩一（建物付帯設備分科会会長/東京大学地震研究所） 

鈴木 宏（建物付帯設備分科会副会長/日東工業株式会社） 

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） 

上石 勲（IoT 技術活用分科会副会長/防災科学技術研究所） 

能島 暢呂（インフラ分科会会長/岐阜大学 工学部基盤工学科） 

米村 康（インフラ分科会副会長/東京ガス株式会社） 

酒井 慎一（大規模集客施設分科会会長/東京大学地震研究所） 

松本 健二（大規模集客施設分科会副会長/成田国際空港株式会社） 

 

（司会：下村） 第 3 部、全体セッションを始めたいと思います。実は休憩時間中

にチャット欄で興味深いやりとりがありました。ある電機メーカーの方から「弊社

の気象観測機器のサービスに震度計の追加が可能」という具体的な申し出があり、

こちらの事務局と直接メールでのやりとりが始まることになりました。こういった

具体的なアイデアの交換とマッチングは本当に必要なことだと思います。 

 ここからは、第 1 部で基調講演を頂いた平田先生、第 2 部のグループセッショ

ンに出演していただいた皆さん、加えて、前回のシンポジウム（その 1）で報告し

ていただいた四つの分科会の皆さんに集まっていただき、８つの分科会全ての会

長・副会長の皆さんとお話ししていきたいと思います。 

 平田先生、これだけ大勢の皆さんが並行して分科会を 5 年間やってこられたわ

けですね。 
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（平田） そうですね。毎回、特徴のある分科会の活動を幾つか紹介していたので

すが、今日は欲張って全ての分科会の方に顔を出していただいたので、盛りだくさ

んで、やや時間が窮屈ですが、よろしくお願いします。 

 

（司会：下村） 日本の防災の取り組みのオールスターキャストの皆さんに集まっ

ていただいています。今日は議論というより、皆さんが何をやってこられたかとい

うことを、1 分科会 2 分ずつ発表していただきたいと思います。図表1で示した分

科会の発足順に、早速発表をお願いします。 

 

（井ノ口） 早期被害把握分科会について、副会長の井ノ口から説明します。（図

表2） 

 本分科会は、東京海上日動火災保険の鵜飼様に会長をお願いして進めてきました。

産官学民、特に企業における迅速な顧客対応のために、被災地における早期被害把

握技術を実装することを目的に、そのために必要な情報の粒度や品質管理について

検討を重ねてきました。 
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 当分科会に参加するメリットとしては、情報工学・社会科学の研究者と顧客サー

ビスを担う保険会社が、実装先である被災自治体の支援を実施しながら実装するこ

とで、現場ニーズを多く把握できたという声を頂いています。また、実災害を事例

とすることで、課題発見と新しい解決策の検討が進んだというコメントも頂いてい

ます。 

 平成 30 年の北海道胆振東部地震での自治体の調査結果と自社のデータをマッシ

ュアップし、それをどう活用するかということからこの分科会の協議が始まりまし

た。ここ数年の間にドローンの活用が進み、AI の活用も進みました。顧客対応戦略

のためにこれからどのように AI を活用し、その基本となるデータをどう集め、ど

う学習させ、それを顧客サービスにどう生かすかという検討を今まさに進めている

段階であり、併せて、新しい形態の保険が実装されていきました。 

 東京海上日動火災保険を中心としながら、東京海上ディーアール、MS＆AD イ

ンターリスク総研、富山大学、新潟大学、自治体として北海道安平町や新潟県村上

市等、さまざまな方に参画していただき、この分科会を運営してきました。 

 

（松本悟） 集合住宅分科会について、副会長の松本から紹介します（図表3）。 

 集合住宅分科会は、兵庫県立大学環境人間学部の木村先生を会長とし、私たち UR

都市機構と、防災科学技術研究所の研究者の皆さまを中心に構成されています。先

ほど紹介したとおり、実際に人が住んでいる UR 賃貸住宅をフィールドとして、大

規模災害に対する集合住宅のレジリエンス向上を目的としたデータの利活用につ

いて、ハード・ソフトの両面から検討してきました。 

 これまでの検討を通じて得られた気付きは、災害時の行動の実効性を高めるため

に必要な情報の一つとして、より身近な震度情報を把握し活用することが、平常時

において集合住宅居住者の防災意識の向上や啓もうにつながるということです。 
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 これからも人が生活を営む場所である集合住宅のレジリエンスを向上させるた

め、引き続きデータを活用しながら、住民の皆さまとの対話も大事にしつつ、ハー

ド・ソフト両面で取り組んでいきたいと考えています。 

 

（正木） 生活再建分科会について、分科会会長を務めます ESRI ジャパンの正木

より紹介します（図表4）。 

 生活再建分科会は、自治体における生活再建業務の質の向上と効率化を目指すこ

とで、被災者の復興に貢献することを目的としています。分科会では、企業・大学・

防災科学技術研究所・自治体による生活再建支援の連携体を結成し、被災自治体に

赴き、被災者の復興を支援しながら研究活動を実施してきました。具体的には、平

成 30 年の北海道胆振東部地震における安平町支援では特に建物調査手順の標準化

への貢献、令和元年 6 月に発生した山形県沖地震における村上市支援では応援・受

援の迅速化に貢献し、他の自治体に先んじて罹災証明書の発行を実現しました。令

和元年東日本台風における郡山市支援では、建物被害調査の効率化を図るために、

特定地域の一括被害認定技術の開発と実装に貢献しました。 

 また、これらの知見を生かし、標準的な生活再建支援業務の研修プログラムを構

築しました。コロナ禍においてオンラインによる遠隔研修も提供しており、自治体

の皆さまからは大変好評を頂いています。 

 図表下部で参加メンバーを紹介しています。ご協力いただいた企業・大学・自治

体の皆さまに厚くお礼を申し上げます。 
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（取出） 行政課題分科会の会長をしている取出と申します（図表5）。 

 行政課題分科会は、川崎市を中心として、首都圏の地震災害における対応の課題

を設定しました。具体的には、揺れの全体像が分からないために合理的な判断がで

きない、対応の不確実性を減らしたい、戦略的な判断を実施するための根拠が欲し

いといった課題です。研究者サイドから、科学知見に基づき、簡易地震計ならびに

観測機器による揺れの把握、避難所稼動状態の把握、対応業務の標準化に関わる解

決策の提案を受けました。 

 昨年度は都市型災害の実例として、平成 30 年の大阪府北部地震における被災自

治体である茨木市から実際の要請対応のシナリオ提供を受け、そのシナリオを基に、

大阪府北部地震と同様の地震が川崎市臨海部にて発生したと想定し、川崎市災害対

策本部と区災害対策本部における災害対応連携の図上訓練を実施しました。川崎市

からは、「科学的根拠に基づく災害シナリオと解決策の提案、行政における訓練の

効率的・効果的な設計・運用、振り返りができる」という評価を頂いています。 

 

（楠） 建物付帯設備分科会は、東京大学地震研究所の楠と日東工業の鈴木さんの

二人でマネジメントさせていただきました（図表6）。 
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 建物被害、特に 2 次災害を減ずるための建物付帯設備に関する技術的課題につ

いて検討してきました。一つ目は、既に建物に入っているセンサーをいかに有効活

用するかということです。例えば、日東工業は電気ブレーカーの中に地震感知セン

サーを仕込んだ新しいブレーカーを開発されており、それをいかに防災利用してい

くかということがこの分科会の一つの大きなテーマになりました。二つ目は、そう

いったセンサーを統合するとどのようなことができそうかということについて、い

ろいろと検討し、意見を交わしてきました。例えば地震が来たときに、その後の火

災を防ぐためにブレーカーを遮断する、あるいは地震そのものから建物の被害を確

認する等々です。 

 これは夢物語ではなく、今ある技術を集合するだけでも実現できそうだというこ

とで、右側にある絵も描いて検討を行いました。検討においては、技術者や研究者

だけでなく、使う人、開発する人等々、多岐にわたる方々が参加し、多角的・多面

的な議論を展開することができました。実際にセンサーを置き、実証実験も行うこ

とができました。 

 

（西村） IoT 技術活用分科会の活動について、会長を務めているセブン-イレブ

ン・ジャパンの西村から説明します（図表7）。副会長は防災科学技術研究所の上石

さんに務めていただいています。 

 この分科会は、データを取得して利活用する上で欠かせない IoT 技術に焦点を当

てています。実際の災害時にデータを利活用するユーザーサイドの方々にも集まっ

ていただきましたが、メンバーとしては、どちらかというと IT の専門家を多く集

めた構成になっています。 

 テーマは大きく四つ掲げています。一つ目は、IoT を使いながら災害時にもしっ

かりと情報を集められることです。二つ目は、集めたデータを官民含めて共有する

ことです。それは事前共有もあれば事後共有もあり、減災やレジリエンス向上につ
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ながります。そうしたことを IT の最新技術を駆使した基盤を構築しながら、ある

いはハードを使いながら行っていきます。三つ目は、集められたデータを予報・予

測に使えないか、あるいは今までできなかったシミュレーションに使えないかとい

った創出をすることです。そして肝心なのが四つ目の連携です。災害時に主となる

自治体と、官庁、道路管理者、そしてわれわれのような物流・流通の民間が実際的

な連携体制を構築できないかということです。これらのことを目指して活動してい

ます。 

 

（能島） インフラ分科会の会長を仰せ付かっております岐阜大学の能島です（図

表8）。副会長は東京ガスの米村様にお願いし、図表下部の欄にあるメンバーの参画

を得ています。 

 大規模災害時において交通やライフラインの被害を最小化し、早期復旧を目指す

とともに、地域の BCP の課題を協議することを目的としています。 

 参画したことによるメリットは、エリア BCP を実践するためには情報を共有し

て状況認識を統一する必要があることを再認識したこと、また、情報共有に特化し

た議論を一堂に会して話し合うという貴重な場を得たことです。 

 分科会は 4 回開催し、1 回目は、災害時のインフラのあるべき姿を共有しました。

そこで、現時点で問題となっていることとして、被害の全容把握の仕組みや共有の

仕組みがないため復旧のめどがつきにくいということを認識しました。災害の情報

共有と事業者の連携が必要であり、ハザード情報や復旧の情報を互いにシェアする

ことの重要性を認識し、自社の情報も重ね合わせることで情報の付加価値を得るこ

とを目指しました。 

 セキュリティの問題や、情報の不整合、不定形な情報の扱い、リアルタイムの更

新が必要など、いろいろな課題がありながらも、実際にプロトタイプを構築しなが

ら、連携レベルを多階層化し、オープン＆クローズ戦略によって互いに情報が共有
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できるところまでこぎつけました。今後も、情報共有のメリットがもっと感じられ

るような仕組みを構築していかなければいけないと認識しています。 

 

（酒井） 大規模集客施設分科会です（図表9）。会長は東京大学の酒井が仰せ付か

っており、成田国際空港の松本さんと一緒に活動してきました。 

 先ほどお話ししたので概要はお分かりいただけると思いますが、われわれの分科

会は、他の各分科会と関連するような、集大成のような形のものだと感じています。 

 成田国際空港は人が多いだけではなく、いろいろな方々が働いており、情報の共

有がなかなか難しいということをこの分科会をやってきて痛感しました。誰かが一

人で全てのことを管理することは難しいので、いろいろなところが連携しながら情

報共有し、安全確保の行動をすることが大事です。しかし、それをするにもいろい

ろと困難なことがあります。その困難を乗り越える一つの手段として、地震計の情

報を共有することができればいいのではないかと考えています。 

 また、まだ検討段階ですが、関係する幾つかの企業と連絡会議を立ち上げ、合同

避難訓練ができればと考えているところです。実施は来年度以降になります。 

９  

 

（司会：下村） ありがとうございました。 

 本当はここから、ご登場の皆さんと朝まで Zoom でディスカッションしたいの

ですが、時間が迫ってきてしまいました。とはいえ、何人かにお伺いしたいと思い

ます。建物付帯設備分科会の楠先生、今、皆さんから分科会に参画したメリットに

ついて述べられましたが、実際、自分たちだけでは得られなかった成果というのは

感じますか。 
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（楠） 大いに感じます。私の発表の中でも少し申し上げましたが、非常に広い範

囲の分野の方々に参加していただけたので、「もっとこんなデータが要る」「もっと

こんなことができる」と多角的な意見がたくさん出ました。年 4 回ほど開催してき

ましたが、非常に熱く活発な議論で、毎回あっという間に時間がたってしまうよう

な会議を重ねてきました。今後もずっとこのようなことが続けられればと思いなが

ら、いよいよゴールに向かって走っているところです。 

 

（司会：下村） 毎回あっという間に時間がたってしまうというのは、私もとても

実感しています。もう時間かといつも思ってしまいます。 

 もうお一方、企業の方に伺いたいと思います。東京ガスの米村さん、これまで分

科会活動をしてきて、やりきった感がありますか。それとも、まだやり残した感が

ありますか。 

 

（米村） インフラ分科会については、実は詳細な発表は今年度末の成果報告会に

て行うことになっているので、これからの残り 3 カ月間が勝負だと思っています。

もうひと踏ん張りというのが現在の本音です。 

 

（司会：下村） これからの 3 カ月で、ある程度の形にはなりますか。 

 

（米村） 形にしなければと思っているのですが、3 月にきれいに全て着地するの

はなかなか難しいとも思っていて、何かしらその先につなげていく仕組みも必要で

はないかと思っています。 

 

（司会：下村） 平田先生、まさにデ活の取り組みはこれで完結ではなく、to be 

continued ですよね。 

 

（平田） そうですね。われわれはある意味、種をまいたので、これからは育てて

いかなければいけません。その木は、産官学民で創出する共通価値であり、どこに

あるかはよく分かりません。きっと大学の中にはなくて、社会のどこかにあるのだ

ろうと思います。やり残したことがたくさんあるので、もう少し頑張っていく必要

があると感じています。 
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（司会：下村） では、産官学民ということに関して、皆さんにもお尋ねしたいと

思います。Zoom ウェビナーでご参加の皆さんにファイナルクエスチョンです（図

表10）。デ活は、産官学民が保有するデータを利活用し、新しい知見を生み出す仕

組みとして機能したと思いますか。現状で十分機能していて今後も機能し続けると

思う方は①、データ利活用と新しい知見、特に共通価値の創出がどう結び付くか、

まだイメージが曖昧という方は②、不十分なので、デ活が終わった後も新しい形で

もっとやっていくべきと思う方は③をクリックしてください。これからの課題とい

うことですから、別に③が駄目ということではありません。皆さんの今の感覚に一

番近いものはどれでしょうか。 

 4 分の 3 の方の回答が得られたので、ここで締め切らせていただきます。結果が

出ました（図表11）。③のまだまだやらなくては駄目だという声が非常に大きいで

すが、平田先生、いかがですか。 

（平田） なかなか厳しい審判が下されましたね。やはり現状では不十分だという

のが基本的な認識のようです。われわれとしても十分できたとは思っていません。

②のまだイメージが曖昧という方も多いです。これは、われわれは言葉では何度か

説明してきたものの、具体的なことはまだ十分に整理できていないということだと
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思います。そのことも含めて今後新しい形でやっていくべきだというご提案を頂い

たと受け止めています。どう新しくするかはあと 3 カ月でよく考えて、われわれか

らも提案したいですし、参加している方からも意見を頂きたいと思います。 

 

（司会：下村） 現時点で約 250 人の方が Zoom ウェビナーで視聴していますが、

②と③は、その皆さんからの「まだやめるな」というメッセージのような気がしま

す。 

 各分科会の方から、参画したメリットについて話がありましたが、このデ活のフ

レームがなくなることでそのメリットを失ってはいけません。これからは、今まで

得られた参画のメリットを別の形で定着させられるかがとても課題になるかと思

います。 

 

（平田） そうですね。よく「技術の社会実装」ということが言われますが、われ

われは、まだ実装するべきものができておらず、それを社会の中で関係者と議論し

て作っていく段階にあると思います。そのためにも、われわれが目指していること

を実現する新しい手法を今後考えていく必要があると思います。 

 

（司会：下村） 今日ご参加の方々は元々関心の高い方々ですが、それでもクリア

なイメージがはっきりとできない方がたくさんいるということは、その外側の一般

社会の皆さんはもっとイメージできていないということです。このデ活の取り組み

は、閉じたバブルの中でやっているだけでは仕方がありません。ここで得られた知

見をただ皆さんに知ってもらうだけでなく、参加につなげられるかというのは、引

き続き大きな課題ではないでしょうか。 

 

（平田） そうですね。大きな災害は待ってくれません。私の認識として、大きな

地震や気象災害はそう遠い先にあるわけではありません。台風の災害は毎年何度も

起きていますが、大きな震災も、残念ながら私の生きているうちに必ず起きてしま

うと思います。それまでに、これまでの議論をきちんと具体化して、できることか

らやっていく必要があると思っています。 

 

（司会：下村） そうですね。 

 それでは、時間になりましたので、これで第 3 部の全体セッションを終了しま

す。 


