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首都圏における持続的なレジリエンスの向上にむけて 

「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト」最終成果報告会 

 

 
会場とオンラインを融合したハイブリッド開催。「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 3月 23日、「首都圏における持続
的なレジリエンスの向上にむけて」と題した最終成果報告会を、都内会場とオンラ
イン中継によるハイブリッド方式で開催しました。第 I 部では、5 カ年にわたる首
都レジの最終的な研究成果についての各サブプロジェクトの報告と、「デ活」の活動
を通じて得られた「産官学民連携の成果」についての発表を行いました。第 II 部で
は、「首都圏レジリエンスの持続的向上にむけた今後の展望」と題し、2つの分科会
による成果報告と、防災科研による新たな試みの紹介に加え、「首都圏レジリエンス
の持続的な向上にむけて」と題したパネルディスカッションを行いました。 

 開会の挨拶で登壇した防災科研・理事の安藤慶明氏は「関係方面から多大なるご
支援を賜り、改めて御礼を申し上げる。全体で 3時間半の長丁場になるが、最後ま
でお付き合い頂きたい」と述べた上で、「国難級災害を乗り越えるための防災科学技
術ということで取り組んでいる防災科研としても、本日の議論を今後の取り組みに
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活かして参りたい」との思いを語りました。 

 続いて、文部科学省大臣官房審議官（研究開発局担当）の原克彦氏は、「都市機能
や人口が集中する首都圏で、ひとたび大きな地震が発生すれば、建物の倒壊や火災
などによる人命の喪失、医療提供体制の逼迫、交通機関の麻痺による膨大な帰宅困
難者の発生、電力などのライフラインの途絶、企業による経済活動の停止など、甚
大な被害が生じることが想定されている。このような被害を出来るだけ軽減するた
めには、地震に強いインフラの構築に加え、被害からの速やかな回復が非常に重要」
と指摘。2017年度から取り組まれてきた同プロジェクトでは、国民の防災行動に役
立つ具体的な成果が得られているほか、昨年のデジタル庁発足によって防災を含む
公共分野全体のデジタル化が進みつつあるとして、「文部科学省としても、関係府省
や自治体と連携し、引き続き、防災科学技術の推進にしっかりと取り組んで参りた
い」と語りました。 

 第 I 部では、はじめに、防災科研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・センター長の平田直氏が「プロジェクトの目的と概
要」を説明しました。 

平田総括は冒頭、「首都圏でマグニチュード 7 程度の地震が発生した場合、首都
圏には極めて人が多く、建物・社会基盤が多いので被害が大きくなる。それを少し
でも減らすにはどうしたらいいか」という問題を改めて提起。3月 16日に発生した
福島県沖の地震による首都圏での停電の発生にも触れ、「いかに我々の暮らしてい
る社会が脆弱であるかということが、このことでもよく分かったと思う」と強調し
ました。 

その上で、平田総括は、同プロジェクトの目的が、社会科学・地震学・耐震工学
の学術的知見と社会のニーズの連携を通じて、災害に対してレジリエントな社会を
構築する手法を開発することであると述べ、それに対応する 3つのサブプロジェク
トと、4つ目の柱となる「デ活」に取り組んできたことを説明しました。 

平田総括は、各取り組みの目的を概説した後、5 年間の取り組みで「何が出来た
かについては、これからの発表でみなさんにご理解いただきたい」と、各統括者に
よる報告へと引き継ぎました。 

 続いて、3 つのサブプロジェクトの統括者がそれぞれ成果報告を行いました。サ
ブプロ（a）では、首都圏レジリエンス研究推進センター・副センター長の上石勲氏
（サブプロ（a）統括）と、新潟大学危機管理本部危機管理室教授の田村圭子氏（サ
ブプロ（a）統括）が「レジリエンス総合力向上に資するデータ利活用に向けた連携
体制の構築」と題して発表しました。 

田村氏はサブプロ（a）としては「社会のレジリエンス力を、産・官・学・民、あ
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らゆる主体の力でどのように向上するのか。そのために必要な技術とは何なのか、
連携とは何なのか」という問いに対して取り組んできたと述べ、2018年に発生した
大阪北部地震の茨木市における想定・推定・実態被害マップなどを示した上で、「繰
り返し全国で起こる災害対応の記録を丁寧に残して、検証することを積み重ね、社
会のレジリエンス力は向上する」との考えを示しました。一方、研究フレームとし
ては、「そなえ」から「発災前」、「発災後」、「応急・復旧期」に至る災害対応フェー
ズに応じて、東京工業大学・岐阜大学、行政課題分科会、富山大学、生活再建分科
会が主体となって技術開発に取り組んできたことを説明。さらに、これらの活動を
下支えする基盤として、データを利活用するための方策の検討を防災科研が、また、
事業継続の手順やガバナンス手法を兵庫県立大学と関西大学が考えてきたことを
報告しました。 

サブプロ（a）における研究活動の個別の成果については、新潟大学によるプロジ
ェクト総括とデータ利活用協議会の設置・運営、東工大・岐阜大による被害拡大阻
止のためのフラジリティ関数の検討、富山大による災害対応能力向上のための被害
把握技術の検討、兵庫県立大・関西大による事業継続能力の向上のための業務手順
確立の各取り組みを田村氏が報告したほか、上石氏が防災科研による情報インフラ
基盤を活用したデータ流通方策の検討の取り組みを報告しました。 

田村氏は報告のまとめとして、数値モデルや情報技術を活用して、社会の対応力
を向上するためには「関わる人の認識を一つに発展させていく必要がある」と述べ、
首都圏レジリエンスプロジェクトの終了後も、「共創しながら、災害対応について、
あらゆる主体が共同する基盤や体制づくりに引き続き取り組んでいきたい」との考
えを示しました。 

 次に、サブプロ（b）から、防災科研地震津波火山ネットワークセンター・センタ
ー長の青井真氏（サブプロ（b）統括）と、東京大学地震研究所教授/同大学情報学
環・学際情報学府教授の酒井慎一氏（サブプロ（b）統括）が「官民連携による超高
密度地震動観測データの収集・整備」と題して発表しました。 

青井氏は、防災科研が全国に設置する地震観測の観測点と、民間の地震観測やス
マホ、感震ブレーカーなどを統合して扱うことで、大規模な観測網のように地震デ
ータを扱うことができる「マルチデータインテグレーションシステム」構築の取り
組みを説明しました。 

青井氏は、防災科研の陸海統合地震津波火山観測網「MOWLAS」と首都圏地震観
測網「MeSO-net」による汎用性の高い揺れデータの統合により、高精度の面的震
度分布の配信が可能になったことを説明。また、個人が保有する機器によるデータ
では、スマートフォンに組み込まれた「MEMS 加速度計」を利用した“スマホ地震
計”の運用を行い、プロジェクト期間中に 300名が参加したことを報告しました。 
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さらに、民間等が保有するデータとして、東京ガスが展開する超高密度リアルタ
イム地震防災システム「SUPREME」のデータも紹介し、「MOWLAS」、「MeSO-net」
と合わせると、詳細かつ高精度での揺れの把握が可能となることなどを説明しまし
た。 

そのほか、青井氏は、「MeSO-net」と「MOWLAS」を中心としたデータを使った
「首都圏版強震モニタ」を「デ活」会員向けに公開していることや、この統合デー
タが、セブン-イレブン・ジャパンによる災害対策システム「セブン VIEW」に利用
されていることを報告しました。 

続いて、酒井氏が、超高密度での地震観測の実現に必要な「MeSO-net」観測点を
ハブとするサテライト観測点用の揺れデータ伝送技術として、電池で動く簡単な小
型の地震計による観測の取り組みを紹介。東京大学や防災科研の地点で 100台以上
を設置してデータ取得の研究を進めてきたことを報告しました。また、首都圏にお
ける地震ハザード評価のため、地下構造の違いから地震動予測を可能にする手法を
開発したほか、歴史地震の被害記録から地震活動を予測するための調査も実施した
ことを説明しました。 

そのほか、酒井氏は、サブプロ（a）との連携で、成田国際空港での地震計による
情報収集実験を実施したことを紹介。この観測情報を空港内の他業種間で共有する
ことで、全空港での合同避難訓練が計画されていることなどを報告しました。 

 次に、サブプロ（c）から、防災科研地震減災実験研究部門・部門長の梶原浩一氏
（サブプロ（c）統括）と、早稲田大学理工学術院総合研究所・特任研究教授の西谷
章氏（サブプロ（c）統括）が「非構造部材を含む構造物の崩壊余裕度に関するデー
タ収集・ 整備」と題して発表しました。 

西谷氏は、防災科研の実大三次元震動破壊実験施設「E－ディフェンス」を用いて、
「木造住宅」、「鉄筋コンクリートの行政庁舎」、「鉄骨の病院」、「多種多様な室内空
間」の４つをターゲットに、実物実大の建物による実験を行ってきたと説明。「木造
住宅」では、耐震住宅と免震住宅の揺れのデータを収集するとともに、高性能免震
住宅の開発やその有効性の検証なども行ったほか、一般的な耐震高層住宅の損傷評
価の解析的検証の一つとして、建物の二階床面の揺れの加速度記録から、地震時の
建物変形を推定する手法を提案し、実装も推進しようとしていることを報告しまし
た。 

「鉄筋コンクリートの行政庁舎」については、「災害拠点建物」として大地震による
建物被災度を判定するだけでなく、余震に対する評価手法も提案。「実際に現地に行
かなくても、地震の被災度も判定できる仕組み」に取り組んでいることを報告しま
した。 
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梶原氏は、「病院」について、免震仕様の 3 階建てと耐震仕様の 4 階建てを渡り
廊下で繋いだ鉄骨建物として「E－ディフェンス」上に建設し、病院や関係業者の協
力を得て、建物内部に実際の設備を設置して実験を行ったことを報告しました。ま
た、「多種多様な室内空間」について、博物館を模擬した室内空間再現ユニットを作
り、様々な地震動を再現できる「E－ディフェンス」の特徴を活かして実験を行った
ことを説明しました。 

そのほか、西谷氏は 5 つ目の課題として、4 つの実験全てに共通のセンサーを設
置してデータを計測したことを紹介。費用面の優位性から今後普及が見込まれる
「無線センサー」を採用したほか、層間変異を直接計測できる「層間変異センサー」
を開発したことを報告しました。 

西谷氏は、こうした実験から収集したデータが「今後の研究にも極めて有効なも
のになりうると信じる。現在、ASEBI（E－Defense実験データアーカイブ）を通じ
て、国内外の研究者に幅広く活用いただけるように整備を進めている」と報告しま
した。 

3つのサブプロによる成果報告に続き、4つ目の柱となる「デ活」の成果報告とし
て、防災科研首都圏レジリエンスプロジェクト統括運営/首都圏レジリエンス研究
推進センター地震レジリエンス研究推進室・室長補佐の古屋貴司氏が、「データ利活
用協議会『産官学民の連携を通じた共通価値の創造』」と題して発表しました。 

古屋氏は、「デ活」の 5ヵ年の成長推移を振り返り、設立以来 70を超える企業・
団体が正式に会員参加したほか、8つの分科会が設立され、「各組織・業界のニーズ、
ネットワークを持ち寄り、各サブプロジェクトとともに横断的に連携しながら、横
断的にフィールド実証を行った」などと報告しました。 

また、古屋氏は、公開イベントである「デ活」シンポジウムの事後アンケート結
果を紹介し、昨年 12月の前回と 1年前の比較で、データ利活用に関する理解など、
多くの点で改善が見られたことを報告。「デ活」会員に限定したアンケートの結果に
ついても、「一定の満足は得られ、データ利活用が推進される機運も高めることがで
きた。今後の活動に対しても期待する声を大きく頂いている」と説明しました。 

さらに、会員アンケートから得られた声として、今後の活動の「運営主体」につ
いて、専門性と中立性の観点から防災科研に期待が寄せられていること、また「費
用負担」については会員の 5割以上が「必要とあれば仕方がない」という考えを支
持していることを紹介。分科会に参画した企業・組織からの声では、「他分野の専門
家を交えた協働」「実フィールドでの実証実験」「災害時の情報共有に特化した議論」
「実災害での気づき」といったメリットが挙げられたことも報告しました。 

古屋氏は、5年間で積み重ねられた実績と得られた反響を総括し、「産官学民の連
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携を通じた共通価値の創造」という目標に対して、「確かな手ごたえ」があったとの
認識を示しました。 

 
ZOOMによる投票結果をスクリーンに映しだされる演出も行われた 

 

 第 II部の前半は、「首都圏レジリエンスに係る共通価値の創造 (Creating Shared 
Value)」と題し、インフラ分科会、行政課題分科会による最終成果報告と、防災科
研による新たな取り組みの発表が行われました。 

まず、分科会による報告では、インフラ分科会の能島暢呂氏（同分科会会長/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）と、行政課題分科会の飯塚豊氏（同分科会組織会員/川崎市総務企画局危機管理
監）が、“首都圏レジリエンスプロジェクトが生み出した価値”について、それぞれ
発表を行いました。 

インフラ分科会の能島氏は、「首都圏レジリエンス向上に資するデータ利活用の
あり方を問う」と題して発表しました。能島氏は、同分科会の設立目的を振り返り、
「（災害時に）インフラ全体の被害を把握し、その情報を共有する仕組みがないとい
うことがボトルネックになっていた。事業者間での連携を深め、インフラ全体で災
害対応を効果的に進めたい」との考えがあった一方で、情報共有に関しては「組織
的な問題があることも事実」であったため、「情報共有のWeb GISのプロトタイプ
を示しながら、出来るだけメリットの感じられるように議論を進めてきた」と述べ
ました。 
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能島氏は、同分科会での具体的な議論の内容として、まず現状把握のために“保有
するデータ”、“使いたいデータ”、“提供可能なデータ”を特定した結果、道路や停電
の情報のニーズが高い一方で、「各事業者が独自に情報提供している現象では、全体
像のリアルタイムな把握は難しい」という結論に達したことから、様々な制約条件
を踏まえ、災害情報の共有レベルを解析不可から解析可能なものまで 4つに階層化。
各事業者のニーズを掘り下げ、求められる機能を組み込んでバージョンアップを繰
り返したことで「徐々に高いレベルを達成するものも出てきた」と説明しました。 

能島氏は、構築を目指してきたWeb GISの全体像として、防災科研が提供するマ
ルチハザードに関する情報プロダクツのデータを利活用し、シームレスに重ね合わ
せることで「災害対応を効果的に支援できる」一方、同分科会で構築してきたWeb 
GIS のプロトタイプが「災害情報共有システムの骨格をなすものになる」との認識
を示しました。 

最後に、能島氏は、「組織の壁を超えて、各機関が連携し、データの高度な利活用
を進めていけば、災害対応全体のプロセスが円滑に進むようになる。首都圏レジリ
エンス向上に資するデータ利活用のあるべき姿であり、社会全体の共通価値の創造
につながることを期待している」との思いを述べました。 

次に、行政課題分科会の飯塚氏が、「効果的な意思決定を実現するためのデータ利
活用のあり方を考える」と題して発表しました。飯塚氏は、川崎市の令和 2年度の
活動として、大阪北部地震における茨木市の災害対応記録から、川崎市に同規模の
地震が起こった場合のシナリオを研究者に構築してもらい、そのシナリオを用いた
図上訓練を実施したことを報告。また、令和 3年度には、令和元年東日本台風にお
ける川崎市の災害対応から作成された訓練シナリオを用いて、今年 3 月 14 日に訓
練を行ったことを紹介しました。 

飯塚氏は、令和 3年度の訓練で、東日本台風の対応に関わっていない危機管理担
当者 45 名を選んで実施したことや、研究者の開発したクラウド型災害対策本部ツ
ールが用いられ、パソコン上で自動的に付与される状況に対して訓練参加者が連絡
処理票に書き込んだことなど、具体的な実施の模様を報告。実際の訓練中は、「Web
上で進んで行くので、黙って訓練かと思ったら、実際にはそこで話し合いや指示が
行われた。未経験者のため、非常に頭を悩ませながらやっていた。嬉しい誤算だっ
た」と手応えを語りました。 

まとめとして、飯塚氏は、川崎市が「デ活」の訓練から得た教訓として、「“錯綜”、
“情報が来ない”といったリアリティを、実際の対応記録からどのようにパッケージ
化して状況付与するか」、「災害情報システムへのクロノロツール（災害対応の記録
ツール）の機能の付加」といった検討課題を挙げました。 

次に、「防災科研の新たな試み」について、防災科研災害過程研究部門・部門長の
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永松伸吾氏（関西大学社会安全学部教授）と、I-レジリエンス株式会社代表取締役
社長の小林誠氏が発表しました。 

防災科研の永松氏は、「災害対応に変革を起こす『応急対応 DX』の挑戦」と題し
て発表しました。永松氏は冒頭、我が国の災害対応の課題として（1）職員の経験に
乏しく意思決定が困難、（2）自治体毎にやり方がばらばらで、相互応援が困難、（3）
災害対応の記録が残らず検証・改善が困難、（4）防災担当職員の能力向上の機会が
乏しい、と指摘。 

こうした課題に対して、防災科研が取り組む「災害対応 DX」について、永松氏は
「デジタル技術を用いて災害対応業務の“構造変革”を実現し、被災者のWell-Being
の向上を目指す」ことが目的であると説明。具体的には、クラウド上に構築された
システムにより、（1）シミュレーション技術を用いた意思決定の高度化、（2）世界
標準に沿った災害対応業務の構造化、（3）災害対応記録の自動化ならびに充実によ
る持続的な災害対応能力向上への貢献、による“構造変革”を実現し、「災害対応機関
が“One Team”として機能するとともに、過去の経験が社会的に共有・活用される」
仕組みを作るものであると解説しました。 

また、永松氏は、この仕組みが、生産現場で用いられる“デジタルツイン”の考え
方に沿ったものであり、（1）シミュレーションによる意思決定支援、（2）世界標準
の業務実施支援、（3）災害対応記録の自動化、という“動的シミュレーション”とし
て災害対応に取り込んでいく構想であると説明しました。 

続いて、永松氏は、基礎自治体向けに開発する『応急対応 DX』について、“動的
シミュレーション”の 3つのレベルに対応した特徴を紹介。「シミュレーションによ
る意思決定支援」では、「社会的脆弱性」、「今後の気象条件」、「これまでの対応状況」
も加味し、必要な応援規模や内容の見積もり、対応オプションとその後のシナリオ
の提示までを視野に入れると説明。「世界標準の業務構造化」では世界標準のWBS
（Work Breakdown Structure=作業分解構成図）や ISO22320 などを念頭に置き、
「災害対応記録の自動化」では、対応記録・統合ツール「CloudEOC」上で具体的な
災害対応指示を行うことで、データが蓄積され、次の災害に向けた訓練にも活用さ
れる構想であると説明しました。 

次に、I-レジリエンスの小林氏が、「データを利活用した I-RESILIENCE WAY に
よるレジリエンス社会の共創」と題して発表しました。小林氏は冒頭、「科学技術・
イノベーション創出の活性化に関する法律」の改正により、防災科研から防災科研
発ベンチャーへの出資が可能になったことで、その研究成果の社会実装を促進する
ために同社が設立されたと説明。防災科研を筆頭に、東京海上ホールディングス、
博報堂、ESRI ジャパン、サイエンスクラフトの民間 4 社が株主に名を連ねること
や、「レジリエント DX」「レジリエント教育」「レジリエントライフ」の 3つの領域
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で事業展開することを説明しました。 

続いて、小林氏は、同社のミッションとして、防災科研の研究成果や知見の社会
実装に加え、「あらゆる防災に関するビッグデータ」を活用することでサービス提供
すると説明。データをマッシュアップする場となる情報基盤「防災情報サービスプ
ラットフォーム」を整備し、「本気で社会課題を考え、それに対して何ができるかを
様々な企業が一体となって知を結集して、国難に対応していく。そんなことを我々
の事業でやっていきたい」との考えを述べました。 

そのほか、小林氏は、「レジリエント社会の実現に向け、科学的根拠をベースとし
て、データ、研究開発成果、技術、サービスを利活用し、自助・互助・共助・公助
を支援する新規ビジネス創出を促進するための場作りが必要」との考えから、同社
の事業に共鳴する事業者等との共創に向けたインキュベーションの仕組みを整備
する予定を示しました。 

最後に、小林氏は、“I-RESILIENCE WAY”として、「（事業から）得られた知見や
課題をさらに研究にフィードバックして、新しいソリューションを開発・提供して
いく“スパイラルアップ”をすることで、レジリエンスの向上を目指していきたい」
と語りました。 

 

 
ZOOM中継と会場でパネルディスカッション 
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■パネルディスカッション■ 

 第 II 部の後半では、「首都圏レジリエンスの持続的な向上にむけて」と題してパ
ネルディスカッションを行いました。令和メディア研究所主宰／白鴎大学特任教授
／元 TBS キャスターの下村健一氏がモデレーターを務め、パネリストとして坂下
哲也氏（一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）常務理事）、目黒公郎
氏（東京大学大学院情報学環総合防災情報研究センター・センター長/教授）、嶋倉
泰造氏（東京海上ディーアール株式会社代表取締役社長）、東出成記氏（内閣府科学
技術・イノベーション推進事務局参事官（インフラ・防災担当））、福田和樹氏（文
部科学省研究開発局地震・防災研究課防災科学技術推進室長）、平田総括が参加しま
した。 

ディスカッションの冒頭、JIPDEC の坂下氏が「デ活」の意義について、「“サイエ
ンス”はもともと“アート”=“哲学”から始まっている。“サイエンス”が“エンジリアリ
ング”に落ちると社会の“デザイン”が生まれる。この“サイエンス”と“エンジニアリ
ング”を繋ぐ活動が『デ活』だったと思っている」と説明しました。また、経営学者
ピーター・ドラッカーの「企業を始めとするあらゆる機関が社会の器官（organ）で
ある」という言葉を引用しながら、「データ活用を通して産学官が手を繋ぐことが本
当に必要になった。それを『デ活』が体現したのではないか」との考えを述べまし
た。 

その上で、坂下氏は「『デ活』の活動は、産業界を横断して手を繋ぐことを実践し
てきた。この活動は絶対にやめてはいけない。新しいかたちでいいから、続ける必
要がある。関係を拡張するということに、私はこれからも期待している」との思い
を語りました。 

続いて、東京大学大学院の目黒氏が、「首都圏の防災を考える上での最大の課題と
は？」と題して問題提起しました。目黒氏は、南海トラフ地震や首都直下地震とい
った巨大災害対策の課題として、「公助がどんどん減る中で、これからは自助・共助
をどうやって増やしていくか。従来の自助や公助の担い手である個人・法人の良心
に訴えかける防災はもう無理」と述べ、ビジネスにおいて防災対策を“コスト”でな
く“バリュー”として捉えることや、「フェーズフリーな防災」といった「防災対策の
質的変化」が必要と指摘。さらに、一極集中の問題や、災害対策基本法の改定、地
籍の整備の問題、事後対策として被災者のマインドのリセット、復旧・復興時の人
材不足といった多くの問題に対応しなければならないと語りました。 

また、目黒氏は、東京を中心とする首都圏について「これだけ災害の多いところ
に、これだけの人間と富を集約した都市はない」と述べ、明治政府の地方人材登用
により、地方への人材の再配分ができなかったことが一極集中の本質的な原因と指
摘。この対策を「みんなで考える必要がある」と問題提起しました。 
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次いで、東京海上ディーアールの嶋倉氏が、東京海上グループの取り組みについ
て“社会レジリエンス向上”の観点から紹介しました。嶋倉氏は、同グループが損害
保険・生命保険を主業とする会社として、「お客様や地域社会の“いざ”をお守りする」
ことを目的として社会貢献してきたと述べる一方、解決すべき社会課題が拡大する
中で「“いつも”支えることができる存在」に成長するため、昨年 7 月に「東京海上
リスクコンサルティング」から「東京海上ディーアール」へと生まれ変わったこと
を紹介。同社において「防災・減災などの領域で独自のリスクデータ・プラットフ
ォームを構築し、高度なデータ分析を駆使し、様々なリスク引き受けやリスクソリ
ューションを提供」することで、「災害対策のラストワンマイラーになりたい」との
抱負を語りました。 

 また、嶋倉氏は、同社が目指すデータビジネスの成長ステップとして、最終的に
「思いを同じくした仲間を集め、社会課題を解決するデータプラットフォームの“エ
コシステム”を共に作っていきたい」と述べ、「『デ活』で学ばせていただいた“エコ
システム”への思いを継いで頑張っていきたい」との思いを語りました。 

内閣府の東出氏は、自身が担当する戦略的イノベーション推進プログラム（SIP）
の防災・減災分野での展望について話しました。東出氏は、SIP が 5 年ごとに計画
されるもので、現在、令和 5 年度から始まる SIP3 期に向けて方向性の検討を開始
していると説明。「“観測”、“予測”はより高度化するとともに、さらに“対応力”につ
いて考えていかなければいけない」との認識を示しました。具体的には、多様なセ
ンサーや衛星の登場に伴う観測・予測の高度化によって取得される様々な情報を
「どのように連携し、集めるか」を検討しなければならないと語り、サイバー空間
での情報分析・予測から、個々人、企業、都市、自治体などに応じたオーダーメイ
ドの情報発信のほか、保険・不動産など経済事業者との連携も進めていきたいとの
考えを示しました。 

文部科学省の福田氏は、この日の議論を受けて、主催者の立場として考えを語り
ました。福田氏は、「今日、これまでの各先生方の取り組みや成果について様々なプ
レゼンテーションを頂いたが、いずれも非常に中身の濃いお話を頂いた。この事業
に対するご理解や期待が本当に高いことを改めて痛感した」と述べたほか、「レジリ
エンスというものは、終わりがあるものではなく、常に、“あるべき姿”に向けて持
続的に向上していくことが大事」との考えを語りました。また、“不易と流行”とい
う考え方に触れ、防災に関しても「何を残し、何を変えていくか、未来を見据え、
過去にも学びながら真摯に考えることも必要ではないか」と指摘しました。 

各パネリストの発表を受け、モデレーターの下村氏から議論の整理を促された平
田総括は、この日の各登壇者による報告や問題提起を振り返った上で「防災科研だ
けでなく、社会全体がこの必要性について色々考えているということを聞かせてい
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ただけたことが重要。５年間で一定の成果を上げたつもりだが、それによって築い
た知見が社会に貢献できているかなと思っている」と述べました。 

また、平田総括は、ディスカッションの最後に発言し、「私たちは、『社会科学・
理学・工学』と言って、学際的にすべての分野をやったふりをしたが、考えてみる
と抜けていることがいっぱいある。敢えて言わせていただくと『情報科学』が抜け
ていた。次にやる方は、きちっとした『情報科学』が必要。また、“サイエンス”か
ら“エンジニアリング”にしなげなければいけないから、『情報工学』も今度はやらな
ければいけない」と、今後の課題を述べました。 

ディスカッション後の閉会の挨拶で登壇した防災科研・理事長の林春男氏は「ご
参加いただいた皆さんに厚く御礼申し上げたい。この首都レジ・プロジェクトが残
してきたものは大変大きいと思う」と振り返った上で、モデレーターの下村氏につ
いて「ここまで『デ活』の活動が成長できた一番の貢献者」と評価し、「深く敬意と
感謝の意を表したい」と述べました。また、「これから、このプロジェクトは終了す
るかもしれないが、そのスピリットは、これからも引き継がれていくということを
確約させていただく。5 年間、そして今日一日ありがとうございました」と挨拶し
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です。 

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