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プロジェクト最終年度のデ活が伝えたいこと（その 2） 

令和 3年度 第 2回デ活シンポジウム 

 
前回に続いてオンライン方式での開催。デ活会員は ZOOM による視聴と双方向の
交流、会員以外には YouTube で同時中継された 

 

 国立研究開発法人防災科学技術研究所（防災科研）が進める首都圏レジリエンス
プロジェクト・データ利活用協議会（デ活）は 12 月 20日、令和 3年度第 2 回シン
ポジウムをオンラインで開催しました。「プロジェクト最終年度のデ活が伝えたい
こと（その 2）」と題し、参画企業や研究者からのプレゼンテーションがあった他、
登壇者らによるパネルディスカッションが行われました。本プロジェクトは首都圏
など地域のレジリエンス力向上に向け 2017 年 4 月から 5 カ年計画で研究活動を行
っており、今年度が 5年目の最終年度に当たります。 

 冒頭、文部科学省研究開発局地震・防災研究課長の鎌田俊彦氏はあいさつで、東
日本大震災から 10 年が経過し、気象災害の広域化・激甚化への懸念が高まる一方
で、東京都による首都直下地震の被害想定の見直しが示されるなど、災害に対する
社会的関心が高まっていると指摘。また、今年 9 月のデジタル庁発足をはじめ、政
府によるデジタル化政策が推進される中で、最終年度となる首都圏レジリエンスプ
ロジェクトについても、「デジタル化に対応した災害対応の DX化や迅速な防災情報
の共有など、本プロジェクトの成果を活かした進展が期待される」と述べました。 

 続いて、本プロジェクト総括で首都圏レジリエンス研究推進センター長を務める
平田直氏が主催者を代表して挨拶しました。平田総括は、「デ活というのは、一言で
言うならば、社会の防災力を向上させるために、『共通価値の創造』＝“CSV（Creating 
Shared Value）”というものを目指して活動を続けてきた。本日は、このデ活の総決
算としての成果のご報告をしたいと思っており、盛り沢山過ぎるかもしれないが、
最後までお楽しみいただきたい」と力を込めて語りました。 
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基調講演でプロジェクトを振り返る平田氏 

 

 シンポジウムは第 1部～第 3 部に分けて行われ、第 1部では、平田総括が「首都
圏レジリエンスプロジェクト・デ活の総括に向けて」と題して基調講演を行いまし
た。平田総括は、首都圏に対する重要な視点として「我が国の都市機能・人口が集
中し、政治・社会・経済・文化活動の中枢であり、“我が国の頭脳”と言っていいか
もしれない。ということは同時に、災害に対する脆弱性が内在している」と強調。
今年 10 月 7 日の首都圏における震度 5 強の地震を振り返り、「この 10 年間で震度
5 強以上になった地震は（全国で）50 回になる。つまり、1 年に 5 回ぐらいはそう
いうことが起きるが、これが首都圏で起きると被害がでてしまう」と述べ、「私たち
は、こういった都市の脆弱性を少しでも減らすために、研究機関、それから産・民・
官が協力することによって共通価値を創造する。つまり『企業も強くなる、首都圏
も強くなる』ということを目指して、活動、研究開発を続けてきた」と、デ活の目
的を説明しました。 

また、平田総括は、デ活の主な活動として、オンラインや対面でのオープンの研究
会による議論と、８つの分科会活動によるより深い議論を行ってきたことに触れ、
この日のシンポジウムでは、特に分科会活動の成果を報告すると説明。その上で、
「本日、最も議論したいことは 2つ。このプロジェクトによってどのような取り組
みが行われ、その成果が、防災分野での共通価値を創造することができたか、つま
りレジリエンス総合力を高めることに役立ったかということ。そして、本年が最終
年度であるため、今後どのようにしてレジリエンス総合力を向上していけるかとい
うことを議論したい」と語気を強めました。 
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視聴者からの投票結果をもとに議論を深めた 

 

 第 2 部では、「早期被害把握分科会」、「生活再建分科会」、「大規模集客施設分科
会」、「集合住宅分科会」の 4分科会が、これまでの取り組みと今後のビジョンにつ
いての発表を行いました。「早期被害把握分科会」からは、鵜飼章弘氏（会長、東京
海上日動火災保険株式会社総務部部長兼災害対策推進室長）、井ノ口宗成氏（副会長、
富山大学大学院理工学研究部都市デザイン学部准教授／サブプロ【a】分担責任者）、
堀江啓氏（MS&AD インターリスク総研株式会社総合企画部リスク計量評価グルー
プ長）が出席し、「早期被害把握の技術」について報告しました。 

 
早期被害把握分科会の発表の様子 

 

  



 

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

鵜飼氏は、「企業における早期地震被害情報の活用について」と題し、まず「早期被
害把握」の前提として、目的や特徴に応じて適切な情報を使うことが必要であり、
昨今の情報通信技術の活用が欠かせないことを説明。損害保険業界では、災害が発
生した際、被害を受けた建物を現地訪問して確認することが基本だった従来の保険
金支払いにおいて、「衛星や航測画像を活用して自然災害発生時の被害把握を行う
技術開発」により、損害状況の確認を不要とする新たなインデックス型保険商品が
開発されていることを紹介しました。 

鵜飼氏は「企業における早期被害情報活用」にとって「情報の信頼性が非常に重要」
であり、リモートセンシング技術の利用促進・精度向上のための技術開発が必要と
なることを指摘。震度計、構造へルスモニタリング、画像など各種センサーを用い
た被害把握技術の高度化や、社会においてセンサーを広く設置・活用するための施
策、ハザード・被害情報を迅速に提供する『データ提供プラットホーム』の構築も
重要であるとの考えを示しました。 

 続いて、井ノ口氏が「早期被害把握技術～ドローンと AIを活用した適用可能性の
検討～」と題し、高性能カメラを搭載したドローンによる空撮と、AI（人工知能）
の画像処理手法によるブルーシートの学習により、被災地の屋根の被害を把握する
方法の適用に向けた取り組みを報告しました。 

井ノ口氏は、2019 年の山形沖地震と、同じ年に起こった台風 15号での適用事例を
比較し、ブルーシート特定の精度に開きがあったことを紹介。その背景として、学
習量の少なさや、必要に応じたデータの収集不足を挙げました。また、ドローンの
性能が高く、いろんなことを学習してしまうことから、より粗い衛星画像を代用し
てブルーシート特定を試みたところ、約 94～95％の精度で判定できたという反転
の現象が起こったことを報告しました。 

井ノ口氏は、現場のニーズを踏まえ、「衛星画像によってある程度あたりをつけ、そ
こをドローンが飛んでより詳細に、必要に応じて調べる」といった、「複数の技術を
組み合わせていくことが非常に重要」と指摘。例として、今年 7 月に熱海で発生し
た土砂災害では「地域が分かっているので、優秀さで言えば、ドローンでさっと飛
んだ方がいい」が、平成 30 年 7 月豪雨（西日本豪雨）のようなものでは「どこが
被災地かまだ分からない状況のため、衛星画像を使い、必要に応じてドローンを使
う」という技術の組み合わせが非常に大事であり、「これが現場ニーズへの答えであ
るということが、この 5 年の活動を通して分かってきた」と報告しました。 

 続いて、堀江氏が「地震観測データと AIを活用した早期被害推定」と題し、内閣
府が取り組む研究プロジェクト「PRISM」の取り組みと、損害保険会社における活
用を主目的に開発した「地震被害推定システム」について紹介しました。堀江氏は
「PRISM」について、「産学官民が持つデータを活用し、民間企業等への社会実装を
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通じ、迅速かつ的確な災害対応の実現を目指した取り組み」と説明。「PRISM の中
でデ活と連携し、防災科学技術研究所の地震観測データを活用し、また弊社のグル
ープ会社の三井住友海上との共同で地震被害推定システムを開発した」と述べまし
た。 

堀江氏は、「地震被害推定システム」の概要として、「地震発生時に地震観測データ
を取り込み、この図の中心にあるマルチパラメーター型被害関数によって損害保険
会社向けに保険金の支払い件数と支払額を推定できる」システムと説明。地震発生
後 30 分以内に推定結果を提供することが可能であり、時間の経過とともに震度の
情報の精度がより高くなる場合には再推定を行い、より正確性が高い推定結果を提
供する仕組みを採用しており、「今年度からは、三井住友海上における損害調査の参
考情報として活用する段階にある」としました。 

堀江氏はまた、今後の展望として、最近の地震災害によって推定精度を確認・向上
させていくほか、洪水についても被害の推定ができるようなシステムの開発を推進
すると述べました。 

「生活再建分科会」からは、田村圭子氏（副会長、新潟大学危機管理本部危機管理
室教授）、涌井正之氏（新潟県防災局次長）、佐藤和彦氏（大正大学地域構想研究所
研究員）が出席して取り組みを説明しました。田村氏は、涌井氏、佐藤氏の発表に
先立ち「これまで生活再建分科会では、企業と研究者のチームで、災害後に行政に
よって実施される被災者の生活再建支援の業務の効率化に取り組んできた。今日は
その成果を、実際の行政の現場で活用いただいている 2 つの協力機関の皆さんに、
カスタマー側からご発表をいただこうと考えている」と発表の意図を説明しました。 

 

 
生活再建分科会の発表の様子 
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続いて、涌井氏が「生活再建分科会と市町村横断型応援受援枠組みによる被災地支
援―新潟県の取組―」と題し、『チームにいがた』による広域応援活動についての報
告を行いました。涌井氏は『チームにいがた』について、平成 31 年 3 月に県と県
内全 30 市町村が締結した災害時相互応援協定に基づき、県内外で災害が起こった
ときに一緒に支援活動を行う取り組みであると説明。「この支援活動を通じ、被災市
町村を支援することはもちろん、新潟県内市町村の災害対応力の向上や業務の効率
化を図っている」と述べました。 

また、涌井氏は、『チームにいがた』として被災地を応援するときの大きな特徴・強
みとして、「自治体だけでなく、産学連携チームである被災者生活再建支援連携体が
一体となって支援」することを紹介。支援連携体による「全国の災害対応で培った
経験を活かしたり、必要なノウハウの提供、業務マネジメントのサポート」を得ら
れ、「被災した災害時だけでなく、平時から皆さんと顔を突き合わせ一緒に協力して
いただきながら取り組みを行っている」と説明しました。 

涌井氏は、新潟県のこれからの課題として、罹災証明書の発行をはじめとする生活
再建支援業務のさらなる効率化・標準化と、実践的なノウハウを持った自治体職員
の育成、県を越えた自治体間のさらなる連携・協力体制の構築、産・学・官による
共同体制の強化を挙げました。 

 続いて、佐藤氏が「被災者生活再建支援業務の全国的標準化を目指して」と題し、
東京都内の被災者生活再建支援の取り組みと、全国的な状況について報告しました。
佐藤氏は、東京都においても新潟県と同様、都が先導するかたちで取り組みが進め
られていることを紹介。平成 22 年の東京都による市区町村との調査研究会の設置
から業務手順の標準化、システムの共通化に向けた検討が始まり、平成 24 年のガ
イドライン作成や総合防災訓練での体験型訓練開始、平成 28 年の東京都被災者生
活再建支援システム利用協議会の設置などを経て、「現在は共通のガイドラインに
基づき、共通のシステムを利用し、共通の研修・訓練を受けるかたちが整えられて
いる」と説明しました。 

また、佐藤氏は、都内の事例として豊島区が昨年度に実施した被災者生活再建支援
訓練の取り組みを紹介。本番さながらの訓練の「企画、システムの設置、教材の作
成、会場設営を全て職員が自前で行っている」ことで「職員の自覚が高まる効果が
ある」とともに、「罹災証明所の発行は基礎自治体の自治事務とされているので、市
区町村のこうした自主的な取り組みが重要な役割を持っている」との考えを示しま
した。 

そのほか、佐藤氏は、市区町村の被災者情報管理業務システムの全国の整備状況に
関する令和 2 年と平成 27 年のデータを比較し、整備済みの自治体数が 3 分の 1 程
度から過半数まで増える一方で、市部と町村部で整備済みの割合の格差が拡大して



 

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

いることを指摘。こうした課題を克服していくため、「基礎自治体の努力は必要だが、
都道府県や国の支援、それから事業者の皆さんの協力、そして防災科研、大学、研
究者、全ての人が連携して取り組みを力強く今後も前進させていく必要がある」と
述べました。 

「大規模集客施設分科会」からは、酒井慎一氏（会長、東京大学地震研究所教授／
同大学情報学環・学際情報学府教授／サブプロ【b】統括）と松本健二氏（副会長、
成田国際空港株式会社空港運用部門総合安全推進部運用計画グループマネージャ
ー）が出席し、「地震計を活用した防災対策の可能性」について報告しました。 

松本氏は、成田国際空港について「非常に多くの、国籍・年齢を問わない様々なお
客様がいる」、「従業員も約 4万人の従業員がおり、一つの町と捉えられる」、「建築
物が非常に多く、広大な空間を持つターミナル等の建物がある」、「制限区域と一般
の区域といった領域が混在している」などの特性を紹介。そうした中で、今後の被
災時の状況把握において「各ステークホルダーの現場の従業員からの報告を、様々
なツールを活用して情報収集したり、こちらから現在の状況を発信していきたい。
そういった中で施設の破損箇所を素早く察知し、応急処置の対応を実施し、早期の
運航を目指していくということを行っていきたい」という考えから、地震計を設置
して計測をしてきたと説明しました。 

続いて酒井氏が、地震計による実際の計測の状況について説明しました。酒井氏は、
成田空港の敷地内の各所に地震計を設置して実際の揺れを測ってみたところ、場所
によって揺れ方が大きく異なり、震度も 1 程度異なっていることが分かったことか
ら、「実際にどこがどう被害があるかということを、こういった計測で把握した上で
避難できる仕組みにしなければならない」との考えを示したほか、今後、合同の避
難訓練を計画中であると報告しました。 

「集合住宅分科会」からは、木村玲欧氏（会長、兵庫県立大学環境人間学部教授／
サブプロ【a】分担責任者）と松本悟氏（副会長、UR都市機構災害対応支援室事業
支援課長）が出席し、「地震計を活用した防災対策の可能性」について発表しました。 

松本氏は、同分科会の活動について「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利活用について、ハード、ソフトの両面から検討してきた」
と述べ、ハード面では、国立研究開発法人防災科学技術研究所が開発した小型地震
計を、地区防災計画を策定する防災意識の高い UR 賃貸住宅の郊外団地に設置して
計測したと説明。計測データの取得状況については、令和 3年 2月に発生した福島
県沖を震源としたマグニチュード 7.3 の地震のデータを取得したところ、「気象庁発
表の震度と大きなデータの差異はなく、むしろ即地的な震度を把握するその性能が
証明された」と報告しました。 

また、松本氏は、震度データの利活用方法について、団地住民へのアンケートや、
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地区防災を計画した自治会役員へのヒアリング、防災専門家へのヒアリングを実施。
その結果、「震度データが防災学習の場面で非常に効果を発揮するという知見が得
られた」と述べました。今後については、「居住者個人についての視点と、組織や体
制についてという視点の両方で、震度データの活用が、災害への備えの拡充や災害
対策の可視化に繋がる可能性があることが分かったことから、個別の震度データの
取扱には留意しつつ、住民の皆さんとともに、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ていく」との考えを示しました。 

 
大規模集客施設分科会と集合住宅分科会の発表 

 

■パネルディスカッション■ 

 続いて第 3 部として、「プロジェクト最終年度のデ活が伝えたいこと（その 2）」
と題したパネルディスカッションが行われました。白鴎大学特任教授で元 TBS キ
ャスターの下村健一氏がモデレーターを務め、第 1 部で登壇した平田総括、第 2 部
で登壇した 4 つの分科会の各会長・副会長に加え、「生活再建分科会」の正木千陽氏
（会長、ESRIジャパン株式会社代表取締役社長）、「行政課題分科会」の取出新吾氏
（会長、防災科研首都レジ研究推進センター長補佐）、「建物付帯設備分科会」の楠
浩一氏（会長、東京大学地震研究所教授）と鈴木宏氏（副会長、日東工業株式会社
開発本部新規開発部部長）、「IoT 技術活用分科会」の西村出氏（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）と上石勲氏（副会長、防災科研
首都レジ研究推進センター副センター長）、「インフラ分科会」の能島暢呂氏（会長、
岐阜大学工学部教授）と米村康氏（副会長、東京ガス株式会社防災・供給部 部長）
が参加し、全ての分科会によるこれまでの取り組みの発表と意見交換が行われまし
た。 
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全デ活分科会の会長・副会長による活動総括 

 

各分科会による発表後、下村氏から「（分科会活動を）ここまでやって来られて、自
分だけでやっていては得られなかった成果というのは感じられるか」と問われた
「建物付帯設備分科会」会長の楠氏は、「大いに感じる。というのは、非常に広い範
囲の分野の方にご参加いただけたので、もっとこんなことが出来るといった多角的
な意見が出た。毎回熱い議論で、あっという間に時間が経ってしまうという会議を
年 4 回やってきた。この後も、こういうことを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」との手応えを示しました。 

また、下村氏から「やり切った感か、まだやり残した感か」と問われた「インフラ
分科会」の米村氏は、「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。これからの残り 3カ月が勝負と思っている。そのため、今現在としては、分科
会のメンバーの皆さんともう一踏ん張りというのが本音」、「3 月にきれいに全て着
地できるのかというと、やはり難しい。その先に何かしら繋げていく仕組みも必要
かと思っている」との実感を述べました。 

 また、シンポジウムの最後に実施した ZOOM投票による視聴者アンケートでは、
「『デ活』は、産官学民が保有するデータを利活用し、新知見を生み出す仕組みとし
て機能したと思いますか？」との問いに対し、「不十分なので新しい形で今後もっと
やっていくべき」との回答が 44％、「どう結びつくか、まだイメージが曖昧である」
が 40％、「現状では十分機能している」が 19％となり、参加者の大部分が取り組み
の継続が必要であると認識している状況が反映される結果となりました。 

シンポジウムのまとめにあたり、平田総括は「5 年間やったことで、出来たことと
出来なかったことが、かなりはっきりしたと思う。概念として皆さんのご賛同は得
られたが、それを、それぞれの組織が自分の事として進めていくということについ
ては、まだ整理されていないところが実はあったということがよく分かった。同時
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に、どんどん進んでいるところもあったので、それをきちんと整理して、まずはあ
と 3 カ月で報告書にまとめ、その後も継続して皆さんの協力を得て、前に進んでい
きたい」との考えを述べました。 

 シンポジウムは、YouTube サイトからオンデマンドで視聴可能。プロジェクト全
体の最終成果報告会は 3 月を予定しています。 

https://www.youtube.com/c/DEKATSU 

 

https://www.youtube.com/c/DEKATSU

