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I. 委託業務内容 

１．委託業務の題目 

「災害時における建物の保守・点検員の派遣の効率化のニーズに基づく研究開発」 

 

２．実施機関 

  

   住所 東京都港区赤坂 6丁目 5番 30号 

   機関名 株式会社 小堀鐸二研究所 

   

３．委託業務の目的 

4300万人以上の人口、5万3千以上の事業所を抱える首都圏が強い地震に見舞われた際、膨大

な数の建物に対してその安全確認が必要になる。しかしながら、点検のために派遣できる技

術者等の人員は限られており、震災後、速やかに社会活動を再開するためには、派遣先の優

先順位を適切に判断しなければならない。判断には、個々の建物の被害に関する推定情報が

重要な根拠となる。 

過年度では、高密度地震観測網と建物地震観測網から得られるデータを用いて、個々の建物

に対する入力地震動と建物応答の推定手法について検討し、これらの知見に基づいて、点検

員派遣の効率化を目的とした準リアルタイム建物被害推定手法を開発した。開発手法では、

点検作業の進捗に伴って蓄積される実際の被害データを用いることにより、建物被害の推

定精度を逐次向上することができ、点検員派遣戦略に関する意思決定支援への有用性が期

待できる。 

本年度は、前年度までに開発した建物被害推定手法を地理情報システム（GIS）上で実装し、

被災建物の安全確認において派遣先の優先順位決定や技術者間の情報伝達を支援する災害

情報共有・点検員派遣システムを開発する。加えて、業務の総合的推進のため、建物観測デ

ータおよび点検調査データの災害対応への活用法に関する検討会を開催する。 

 

４．当該年度における成果の目標及び業務の方法 

①災害情報共有・点検員派遣システム構築のためのデータ基盤の構築 

災害時の建物管理・点検員派遣戦略に関する意思決定を支援する情報共有システムの構築

のため、地震をはじめとする災害情報や周辺環境情報に加えて、対象建物の基本属性および

保守点検に関する情報（例：建物被害の程度や点検状況、派遣体制の現状管理、対策本部か

ら点検員への出動要請や対応策等）を総合的に蓄積・処理・分析するデータ基盤を構築する。

ここでは官民データ連携による応急対応促進（PRISM）業務「平時・災害時の保守・点検の

効率化に基づく研究開発」と連携し、過年度に作成した建物・構造物や揺れの情報のデータ

ベースに当業務で新たに必要となるデータを追加して実施する。 

 

②地理情報システム(GIS)を利用した災害情報共有・点検員派遣システムの開発 

過年度において開発した建物被害推定手法をGIS上で実装し、被災建物の安全確認において

派遣先の優先順位決定や技術者間の情報伝達を支援する災害情報共有・点検員派遣システ

ムを実現する。具体的には、①で構築したデータ基盤において、対象とする建物群に関する

被害調査の状況および結果を更新し、観測地震動強度指標と実被害情報に基づいて建物被

害関数の精度を逐次向上する仕組みを導入する。さらには、未調査建物に対して再評価され

た被害推定に基づいて派遣戦略の最適解も更新し、GISアプリケーション上で建物所有者・

管理者に提示（可視化）できるシステムを実装する。 
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③開発システムの妥当性検証 

②において開発したシステムの妥当性を、建物の棟数の分布・地震による被害の程度等、各

種の条件を想定した複数の例題を用いて検証する。 

 

④建物観測データおよび点検調査データの災害時対応への利活用に関する検討会 

①－③の検討にあたっては、研究開発の適切な段階において、建築構造モニタリング等を専

門とする学識経験者を加えた検討会を開催して、建物の応急危険度判定などの災害時対応

における学術・技術上の観点、成果利用の観点から助言を受け、研究計画に沿った業務の総

合的推進を図る。 

 

II. 委託業務の実施体制 

１．業務主任者 

   役職・氏名 株式会社小堀鐸二研究所 構造研究部 部長 日下 彰宏 

 

２．業務項目別実施区分 

業  務  項  目 実 施 場 所 担 当 責 任 者 

① 災害情報共有・点検員派遣シス

テム構築のためのデータ基盤の

構築 

東京都港区赤坂6-5-30 

㈱小堀鐸二研究所 

㈱小堀鐸二研究所 

構造研究部 鈴木 明子 

②  GISを利用した災害情報共有・

点検員派遣システムの開発 
〃 〃 

③開発システムの妥当性検証 〃 〃 

③ 建物観測データおよび点検調査

データの災害対応への利活用に

関する検討会 

〃 
㈱小堀鐸二研究所  

構造研究部 日下 彰宏 

⑤報告書の作成 〃 〃 

 

III.業務実施計画 

区分 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

①災害情報共有・点検員派遣システム構築

のためのデータ基盤の構築 
           

②GISを利用した災害情報共有・点検

員派遣システムの開発 
           

③開発システムの妥当性検証            

④建物観測データおよび点検調査デ

ータの災害対応への利活用に関する

検討会 

           

⑤報告書の作成            
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IV. 研究報告 

1. 要約 

前年度は、大規模地震発生時に建設会社などの組織が行う建物安全確認を想定し、調査の

進捗に従って蓄積される被害データを利用して、建物の被害推定精度を向上する手法を提

案した。この手法により、過去に発生した地震被害に基づいて導出された被害関数と、評価

対象とする地震や地域に固有な諸要因の組み合わせによって生じる実被害との差を補正し、

評価対象とする個々の建物に対し、より実被害に即した被害推定や建物間の調査優先度を

評価することが可能である。一方、提案手法を実際の組織の災害時対応に役立てるには、被

害推定情報の時間的価値の観点から、更新した情報をリアルタイムで指令者や現場対応者

に伝達する手段が不可欠であり、それによって初めて高い効果を発揮できると考える。そこ

で本年度は、前年度構築した建物被害推定手法を災害時における建物の保守・点検員の派遣

の効率化に役立てる手段として、地理情報システム（GIS）に注目し、提案手法の実装例と

して災害情報共有・点検員派遣システムのプロトタイプを開発した。 

システム開発に必要なデータ基盤の構築・整備には、既存の災害情報システムで実際に利

用されている推定被害データや現地調査データの作成手法を援用しつつ、使用可能な実デ

ータが不足する項目に対しては、想定する地震被害のシナリオに基づいてサンプルデータ

を作成した。本年度開発したプロトタイプでは、災害時対応の組織の体制下での役割に応じ

てシステム利用目的と期待される機能をそれぞれ整理し、①指令者である対策本部と②建

物安全確認や顧客支援を行う現場対応者（専門技術者や営業社員）の 2 分類を対象ユーザー

としてそれぞれの意思決定・情報共有の円滑化を支援するツールを構築した。具体的には、

①組織の対策本部を対象とした建物被害調査に関するデータ分析・可視化ツールと、②現場

対応者を対象とした建物検索アプリを構築した。前者①では、全社的な状況把握や意思決定

の判断指標となる、建物被害調査の進捗状況や最新の推定被害結果の表示を主要な機能と

し、後者②では、個々の建物に関する被害情報を地理情報と合わせて特定できる建物検索機

能を付与し、タブレット端末やスマートフォンを通して場所を問わずアクセスが可能なア

プリケーションを開発した。システムの妥当性には、上述のサンプルデータを基に建物被害

調査の様々な状況下における挙動を確認することにより検証した。また、建築構造モニタリ

ング等を専門とする学識経験者を加えた検討会にて開発システムのプロトタイプアプリを

紹介し、開発システムの実適用に向けた今後の課題を整理した。 

今後は、多様な災害シナリオや地震による建物被害の評価方法を高度化した例題シナリ

オを用いて開発システムの機能改善・高度化を図るとともに、開発システムを利用した点検

員派遣シミュレーションを通して、望ましい点検員派遣戦略の在り方についての詳細検討

を継続する予定である。 
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2. 成果 

2.1 研究の概要 

2.1.1 背景・目的 

首都直下地震や南海トラフ地震等の大規模地震が発生した場合には、建物棟数が集中す

る都市部を中心として我が国の広域にわたり、極めて多くの建物が被害を受けると考えら

れる。そのような状況下では、人命保護や二次被害軽減の観点から、早急に建物の健全性を

把握し、継続使用の可否を判断する必要がある一方で、応急危険度判定士や土木建設業界の

技術者など、建物の安全確認のために派遣可能な専門技術者の数は限られている。 

このような安全確認を実施する民間企業に、建設会社が挙げられる。首都直下地震のよう

な大規模災害時には、顧客の安全確保や早期復旧支援を目的に、災害対策本部が設置され、

建物の安全確認を含む組織の災害対応行動の方針が検討される。建物の安全確認に関する

方針に関しては、例えば調査の実施体制や人的・物的資源の分配などが考えられる。実際に

調査を行う専門技術者や、顧客からの情報収集を担う営業担当者は、災害対策本部やその下

部組織において決定された方針に従い、各自が現場での対応にあたる。その際、各担当者が

自身の担当業務に直結する情報に効率的にアクセスできることに加え、各担当者が収集し

た情報を、意思決定を担う上部組織に効率的に伝達することが非常に重要である。 

そこで本研究では、上記のような大規模地震発生時の状況を想定し、点検員の効率的な派

遣に向けた、組織の意思決定および情報伝達を支援する点検員ディスパッチシステムの開

発を目指す。昨年度は、被災後から日毎に蓄積される実被害データを用いて建物の推定被害

関数を逐次更新することにより、建物被害の推定精度を向上し、点検員派遣を効率化する手

法を検討した。本年度は、当該手法を地理情報システム（Geographic Information System; GIS）

上で実装し、建物間の調査優先度や被害状況を把握できる点検員ディスパッチシステムの

プロトタイプアプリを構築する。 

 

2.1.2 実被害データを用いた被害推定手法（昨年度成果） 

本節では、今年度の開発システムの前提となる、前年度開発した被害関数のベイズ推定に

よる被害推定手法について、その概要を述べる。本手法では、調査開始時点で調査対象建物

は全て既知とし、その建物概要（所在地、建築年、階数など）が事前に判明しているとする。

各調査建物には、その所在地域や建物概要に基づき、地域区分と建物区分をあらかじめ設定

する。また、各建物所在地の推定計測震度は、リアルタイム地震被害推定情報など 1-2)から、

調査開始前に入手可能とする。 

以上のような条件下で、未調査建物の被害率を、計測震度を変数とする被害関数で推定す

ることを考える。前年度開発成果における被害推定フローを図 2-1 に示す。本手法では、得

られた実被害データによって被害関数のパラメータを推定することが特徴である。 
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図 2-1 被害関数のベイズ推定フローの概要 3) 

 

2.1.3 GISを利用した開発システムの全体像 

前年度は、大規模地震発生時に建設会社などの組織が行う建物安全確認を想定し、調査の

進捗に従って蓄積される被害データを利用して、建物の被害推定精度を向上する手法を提

案した。この手法により、過去に発生した地震被害に基づいて導出された被害関数と、評価

対象とする地震や地域に固有な諸要因の組み合わせによって生じる実被害との差を補正し、

評価対象とする個々の建物に対し、より実被害に即した被害推定や建物間の調査優先度を

評価することが可能である。この被害推定手法を活用した調査手法の例を図 2-2 に示す。 

地震発生後に建物の安全確認調査が開始され、調査が進むにつれて建物の被害判定結果

（以下、実被害データ）が蓄積されることになる。この実被害データを用い、ベイズ推定に

より被害関数を更新し、更新後の被害関数を用いて、未調査の建物の推定被害率を算出する

ことができる。この時、推定被害率などを勘案して未調査建物の調査優先順位も逐次更新し、

調査優先度が高い建物に調査員を派遣することができる。これにより、調査の必要性が高い

建物へ調査員を派遣するプロセスの効率化を支援することができる。 
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 (𝑁𝑠,𝑎,𝑗− 𝑀𝑑
 

𝑠 ,𝑎,𝑗)

𝑗∈𝐽𝑎∈𝐴𝑠∈𝑆

𝑝𝑝 𝜣𝑑 𝑋 ∝ 𝐿 𝜣𝑑 𝑝𝑝 𝜣𝑑 
ベイズ推定（MCMC）

事後分布： 𝑝𝑝 𝜣𝑑 𝑋 のサンプル

事後分布の要約統計量：
各変量効果 𝜷𝑑 

𝐺,𝑔の平均 𝝁�𝐺 ,𝑔𝑑
 、共分散行列 𝚺�𝐺 ,𝑔𝑑

 
実被害データが追加された場合の再更新
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図 2-2 被害推定を活用した調査手法の例 

 

一方、提案手法を実際の組織の災害時対応に役立てるには、被害推定情報の時間的価値の

観点から、更新した情報をリアルタイムで指令者や現場対応者に伝達する手段が不可欠で

あり、それによって初めて高い効果を発揮できると考える。 

そこで本研究では、前年度構築した建物被害推定手法を災害時における建物の保守・点検

員の派遣の効率化に役立てる手段として、地理情報システム（GIS）に注目し、提案手法の

実装例としてプロトタイプアプリの開発を試みた。GIS では、道路情報や建物情報、人口・

土地利用状況、災害による被害分布などの地理空間情報をレイヤー構造に分けて総合的に

管理でき、それら複数の情報を重ね合わせ・統合することで、各種マップの作成や、複数の

事象の関係性の分析が可能になる。近年、GIS が持つこのような利点に注目が集まっており、

平常時から災害時にわたり現在幅広い業界分野・機関団体で活用されている例えば 4)-6)。特に

地震防災の分野では、我が国では 1995 年に発生した兵庫県南部地震を契機に GIS が発展し

た経緯もあり、GIS 活用の重要性に対する認識も高く、黎明期から様々な研究開発・活用事

例が報告されている例えば 7)-9)。その一方で、広域地震災害の発生は稀な事象でもあるため、

災害対応にあたる個々の組織単位、部門単位での災害情報収集のデジタル化・リアルタイム

化の浸透には時間を要する。本研究によるプロトタイプ開発を通して、建設会社などの組織

における GIS のデータ整備や活用に向けた課題点を整理することも、災害事前対応策の一

環として非常に重要な側面であるといえる。 

開発を目指す GIS を利用した点検員派遣システムの構想を図 2-3 に示す。構想するシス

テムは、①地震観測網や建物観測網からの地震被害情報や周辺環境の状況など、その他災害

時に関連する情報を格納するデータバンク、②データの抽出・統合・分析を行う解析処理プ

ラットフォーム、③データを受信し、それに基づいて意思決定や情報の追加収集等のフィー

ドバックを行うユーザー、以上の主要な 3 要素で構成される。本研究では、これらの構成要

素のデータ・アプリケーション基盤と要素間の情報連携方法・インターフェースをそれぞれ

構築・整備することにより、災害時にリアルタイムで情報共有ができるシステムの開発を目

区分 計測
震度 実被害地域 建物

1 1 5.9 無
1 1 6.2 無
1 2 6.4 小破
1 3 6.4 中破

推定
被害率

1 3 6.2 ? 5%
1 4 6.1 ? 10%
1 3 6.5 ? 20%

… … … … …

調査済み建物（実被害データ）

未調査建物

事前分布

被害関数
パラメータの
ベイズ推定

被害推定
高推定被害率の

建物調査

震度分布・建物位置

事前分布
の更新
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指す。次節では、これらの個々の構成要素をより具体化し、システム開発方針について述べ

る。 

 

 

図 2-3 本年度開発点検員派遣システムの構想  
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2.2 災害情報共有・点検員派遣システム構築のためのデータ基盤の構築 

2.2.1 災害時に利用可能な情報とデータ基盤の構築 

2.2.1.1 既存システムと連携したデータフローの検討 

 本年度のシステム開発に先立ち、災害時に利用可能なデータの所在、フォーマットなどを

確認するため、官民データ連携による応急対応促進（PRISM）業務「平時・災害時の保守・

点検の効率化に基づく研究開発」（実施機関：株式会社イー・アール・エス（以下、ERS））

と連携して検討を行った。結果、ERS の開発システムにおける、推定被害データや現地調査

データの作成手法を援用することで、本年度のシステム開発に必要な入力データを得られ

ることが確認できた。そこで本研究では、ERS の開発システムからの出力を入力として、独

自に被害推定の計算アルゴリズムと、GIS の表示機能を作成することが有効であると判断し

た。図 2-4 に、ERS の開発システムからの出力を用いたシステムのデータフローを示す。 

 

 
図 2-4 本年度開発システムのデータフロー  

 

2.2.1.2 災害時に利用可能な情報と入手方法の整理 

複数の建物管理に携わる組織では、通常時の業務運営目的で、管理対象建物の基本情報を

保管・記録していることが一般的である。また、地震等の災害リスクに関して平時に得られ

る情報は、一般的に GIS で可読な形式で配布されており、建物の位置情報を用いて容易に

取得・突合することが可能である。 

以上より、建物情報として発災以前から収集可能なデータ項目の例を下記に挙げる。 

 

・建物基本情報（例：建物位置情報、建物名称、顧客名） 



 
 

10 
 

・建物構造・耐震性能に関する情報（例：構造種別、構造形式、建物階数（高さ）、竣工年、

耐震改修の有無等） 

・建物敷地（周辺）のハザードに関する情報（例：敷地の地盤情報・地震ハザード情報（例

えば J-SHIS10））、地震以外の災害事象（洪水、液状化、津波等）に関するハザード 

 

 震災時には上記のデータ項目に加え、地震観測網や建物観測網、または現場での建物被害

調査記録から得られるデータを融合することにより、建物敷地に対する地震被害情報や建

物の被害情報が新たに追加されることが期待できる。図 2-5 に震災時に利用可能なデータ

とその建物被害推定への活用の流れを示す。 

地震情報に関しては、前年度にも検討した通り 3)、代表的な地震動指標である最大加速度、

最大速度、計測震度であれば、地震発生後早期（数十分から数時間程度）から外部の情報提

供サービス（例えばリアルタイム地震・防災情報利用協議会 REIC によるリアルタイム地震

推定情報 1) 、産業技術総合研究所による推定地震マップ公開サービス QuiQuake2）等）によ

り入手可能である。例えば前者の REIC では、防災科学技術研究所が地震後に推定する地表

面地震動分布（K-net/KiK-net、気象庁等の観測記録を 250m メッシュ単位で空間補間した震

度分布 11））をクラウド環境を通じて提供しており、民間機関や自治体等の会員機関がその

情報にアクセスできる。本年度のシステム開発においても、これらの情報公開サービスの利

用を想定し、建物敷地での震度に関する地震推定情報が準リアルタイムで入手できること

を前提に開発を進める。地震発生直後の段階では、発災前に収集した建物情報と建物敷地の

地震推定情報に基づき、過去の震災時の被害データから構築された被害関数を用いて、建物

被害の初期推定が可能である（図 2-5 左上）。 

また、地震発生後から時間が経つにつれ、建物観測データの分析や専門技術者による建物

現地調査データの収集が進み、地震による実際の建物被害に関する情報が蓄積されていく

（図 2-5 左下）。構造ヘルスモニタリングシステム（SHM）が建物に導入されている場合、

建物応答に基づいた被災度推定結果が地震発生から数時間以内には入手可能であり、現地

調査の必要性が高い建物とそうでない建物を現地調査に先駆けてスクリーニングする目的

にも活用できる。一方、被災建物の現地調査データの収集には地震被害の規模や派遣可能な

人的資源等にもよるが、地震発生後、調査開始から数日～数週間を要し、その間で徐々に建

物被害の有無や程度が明らかになっていく。近年では GIS を利用した現地調査効率化を支

援するツール（例：ArcGIS Survey 12312）により、現地調査結果を即時にデータベース化し、

GIS 上で取り扱うことが可能である。 

前年度構築した建物被害推定手法（詳細は後述）は、このような実被害データが地震発生

後、調査の進展に応じて段階的に入手されることを前提とし、建物推定被害モデルを実被害

に合わせて更新することで個々の建物の被害推定精度の向上を図るものである。本年度実

施したシステム開発では、上記に挙げた災害時に利用可能な情報の取得から分析までのデ

ータの流れとその形式を具体化し、前年度構築手法を用いた建物被害推定結果の出力と、災
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害時における組織の意思決定に資するその他情報を提供する仕組みを構築する。 

 

 

図 2-5 震災時に利用可能なデータと建物被害推定の流れ 

 

2.2.1.3 地震被害・建物被害・調査サンプルデータの設定 

本年度の点検員派遣システムのプロトタイプ版開発にあたって、システムへの入力となる

推定震度、建物データ、調査データについては、使用可能な実データが得られていないため、

仮想的に作成する必要がある。そこで、前年度の手法検討段階での数値実験に用いた被害・

調査データをサンプルデータとして用い、システム環境を構築した。以下では、システム構

築目的で作成した被害・調査サンプルデータの作成方法について述べる。 

 

 検討シナリオ 
首都圏が大地震に見舞われ、多くの被災建物が発生した場合における、建設会社の安全確

認調査を想定し、首都直下地震（都心南部直下地震）発生時の首都圏における安全確認調査

を検討シナリオとした。図 2-6 に首都直下地震の想定震度分布を示す。 
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図 2-6 都心南部直下地震の震度分布 13) 

 

調査対象建物は、首都圏に存在する新耐震・旧耐震の混在した RC 造建物 1000 棟とする。

調査対象データには、所在地・計測震度、地域区分・建物区分、被害の情報を割り当てるた

め、これらの発生確率を以下に記すように設定した上で、ランダムサンプリングにより調査

対象データを作成した。 

 

 所在地・計測震度 
調査対象建物の所在地は、地域メッシュ 5339 の範囲（ただし南東部の千葉県木更津市付

近は除外）とし、250m メッシュ中心点からランダムサンプリングする。 

250m メッシュ中心点のサンプリング確率は、平成 26 年経済センサス-基礎調査における

全産業事業所数（500m メッシュ）14)を用いて設定する。全産業事業所数を 4 等分すること

で 500m メッシュを 250m メッシュに分割し、都心南部直下地震の計測震度分布（250m メ

ッシュ）15)が得られるメッシュのみを採用する。各メッシュの事業所数をサンプリング確率

の重みとする。サンプリング対象となるメッシュの計測震度分布を図 2-7 に、サンプリン

グ確率を図 2-8 に示す。なお、図中の白色メッシュは、事業所数=0 などの理由でサンプリ

ング対象外となったメッシュである。 
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図 2-7 計測震度分布 

 
図 2-8 メッシュのサンプリング確率 

 

 地域区分・建物区分 
地域区分については考慮せず、全建物で共通とする。 

建物区分は年代（旧耐震、新耐震）と階数（5 階以下、6~7 階、8 階以上）による耐震性

の差を考慮し、表 2-1 に示す 6 区分を設定する。 

各建物は、建築年を 1972 年～2011 年で等分布、階数を 3 階～12 階で等分布でランダムに

設定する。その後、設定された建築年・階数から建物区分を割り付ける。 
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表 2-1 建物区分 

区分 建築年 階数 

1 

-1981 

-5 

2 6-7 

3 8- 

4 

1982- 

-5 

5 6-7 

6 8- 

 

 被害データの作成 
建物被害区分としては、無被害、小破、中破、大破以上の 4 区分とし、それぞれ DS0、

DS1、DS2、DS3 と定義する。被害の発生確率は、計測震度を変数とする累積正規分布の被

害関数で定義する。各建物に割り付けられた計測震度と建物区分から被害関数を用いて、各

建物の小破以上、中破以上、大破以上被害率を算出する。各建物の被害率を用いて、ランダ

ムに各建物に被害（無被害、小破、中破、大破以上）を割り当てる。 

各区分の被害率は、文献 16)の RC 造非ピロティ建物の被害関数を用いて設定する。これ

は、PGV を変数とする累積対数正規分布としているため、変数を計測震度に読み替える必

要がある。まず、計測震度 4.5～6.5（震度 5 弱～7）を対象に、藤本・翠川(2005) 17)の PGV

による計測震度の推定式（計測震度 4 以上）を用い、計測震度を PGV に換算する。次に、

求めた PGV における各建物区分の被害率を文献 16)の被害関数により計算する。こうして求

めた計測震度と被害率の関係を、累積正規分布で回帰することで、被害関数を作成した。 

文献 16)では、旧耐震を 1971 年以前と 1972～81 年の 2 つに区分して被害関数を求めてい

るが、本検討では 1972～81 年の被害関数を旧耐震の被害関数として採用した。以上により、

区分 3（旧耐震、8 階以上）を除き、被害関数を設定することができる。 

区分 3 は文献 16)で被害関数が得られていないため、同じ階数区分では新耐震と旧耐震の

被害率のオッズ比が同等となると仮定して、計測震度 4.5～6.5 において式(2-1)で区分 3 の

被害率を推定し、累積正規分布で回帰することで被害関数を設定した。ここで𝑝𝑝𝑛𝑛は区分 n の

被害率である。 

𝑝𝑝2(1− 𝑝𝑝3)
𝑝𝑝3(1− 𝑝𝑝2) =

𝑝𝑝5(1− 𝑝𝑝6)
𝑝𝑝6(1− 𝑝𝑝5)  ⇒  𝑝𝑝3 =

𝑝𝑝2𝑝𝑝6(1− 𝑝𝑝5)
𝑝𝑝5(1− 𝑝𝑝6) + 𝑝𝑝2(𝑝𝑝6 − 𝑝𝑝5)

 式 (2-1) 

 

上記により設定した、建物被害設定用の被害関数を図 2-9 に示す。 
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図 2-9 被害データ設定用の被害関数 

 

 調査データの作成 
 調査データは、建物データに対して提案する被害調査手法を用いて毎日調査を実施し、

徐々に建物被害が明らかになっていく様を模して作成する。調査対象建物は、前述のとおり

作成した、首都圏に立地する RC 造建物 1000 棟とする。 

調査データは、各調査日終了時の調査済み建物について、割り当てられた被害（無被害、

小破、中破、大破以上）と、調査された日付が記載されている。調査データの作成方法は以

下による。 

 

① n 日目終了時の調査データを取得する。 

② n 日目終了時の調査データを用いて、被害関数を更新し、未調査建物の被害率を推定

する。 

③ 未調査建物を、調査優先順位でソートし、上位から n+1 日目の調査棟数分のデータ

を抽出する。 

④ ③を n+1 日目に調査された建物として、①のデータに追加し、n+1 日目終了時の調査

データを作成する。 

⑤ n+2 日目以降も同様にデータを作成する。 

 

この時、パラメータとなるのは 1 日当たりの調査棟数と、調査優先順位の決め方である。調

査棟数は 1 日当たりの調査棟数の平均と標準偏差で与え、10 日目までは 20±2 棟/日、11 日

目以降を 100±10 棟/日とした。調査優先順位は、小破被害の推定被害率が高い順とした。 

  



 
 

16 
 

2.3 地理情報システム(GIS)を利用した災害情報共有・点検員派遣システムの開発  

2.3.1 システム開発方針 

以下では、システム開発方針の基礎となる、震災時に利用可能な災害データの条件と開発

システムに期待される機能についてそれぞれ記す。 

 

2.3.1.1 対象ユーザーと開発システムに期待される機能 

上述の通り、大規模地震などの災害時には、本社に設置される災害対策本部が指令者とな

り、その体制下で、建物構造に関する知識を有する専門技術者（技術系社員）や顧客支援を

行う営業社員が現場で対応する。本研究では、システム開発に先立ち、このような建設会社

の災害時体制下での役割に応じてシステム利用目的と期待される機能を整理し、そのよう

な機能を実現するプロトタイプアプリをそれぞれ設計・開発した。 

具体的には表 2-2 に示す通り、対象ユーザーとして（1）指令者である対策本部、②現場

対応を行う調査員・営業社員の 2 分類を想定する。（1）対策本部に対しては、調査対象とな

る建物間の優先順位等や顧客支援に関する方針・戦略を決定する際に、まず全社的な状況把

握が重要である。そこで、建物の調査結果や進捗状況、未調査建物に対する推定被害など、

意思決定の判断指標となる情報提供機能が求められると考えた。一方、（2）現場対応を行う

調査員・営業社員に対しては、担当建物に関する情報の事前把握や現場での確認が必要にな

ると想定され、建物敷地周辺や建物に関する情報を絞り込み検索でき、タブレット端末やス

マートフォンを通して現場で直接確認できる機能があると望ましいと考えた。 

 

表 2-2 対象ユーザー区分とシステムに求められる機能 

対象ユーザー 利用目的 求められる機能 

(1) 対策本部（指令者） 調査・顧客支援に関する意

思決定 

全社的な状況把握（調査結

果、調査進捗状況、推定被

害） 

(2) 調査員・営業社員（現場

対応者） 

調査/顧客対応を担当する建

物の情報収集 

担当する建物やその周辺に

関する情報の検索 

 

続いて、表 2-2 の 2 分類のユーザーそれぞれに求められる機能を念頭に、必要な情報の

詳細項目と情報提供・表示方法について検討した。具体的な検討結果を、対象ユーザーごと

に以下にそれぞれまとめる。 

（1）の対策本部に対しては、日本全国あるいは都市スケールのマクロな視点から全体の

状況把握が可能であるよう、（A）未調査建物に関する情報と、（B）調査済み建物に関する

情報に大別して情報提供をすることとし、（A）（B）のそれぞれに対し必要な情報とその提

供方法を整理した（表 2-3）。（A）未調査建物に関しては、未調査建物の全棟数といった基

本的情報の提示に加え、考えられる調査戦略に応じた優先順位の表示、推定被害の空間分布
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と地震の揺れの強さとの対応など、今後の調査日数や必要な人的・物的資源の総量の把握と

調査戦略決定に有用な項目を抽出した。特に、未調査建物の調査優先度に関しては、調査戦

略の違いによる進捗率の動向に関する前年度の検討結果（図 2-10）を踏まえつつも、組織

の多様性（人的資源や建物管理規模、顧客層等）と災害による被害状況の多様性を考慮して

戦略を設定できるように、前年度検討した以下の 3 つの戦略指標に基づく優先順位を選択

して表示する方針とした。 

 

【指標区分 1】推定被害確率順 

建物の構造的被害が発生している可能性が高く、専門調査員の派遣の必要性の高い建物

に早期に対応する戦略。専門調査員の派遣効率化に有効と考えられる。例：小破以上の被害

発生確率の大きい順 

【指標区分 2】地震の揺れが大きい順 

地震の揺れが強い順に調査対象建物を選択する戦略。建物の構造的被害に限らず、地震に

より何らかのトラブルに見舞われている可能性のある顧客をスクリーニングする効果があ

ると考えられる。例：計測震度の大きい順 

【指標区分 3】推定被害確率の信頼区間が大きい順 

推定被害発生確率のばらつきが大きく、現在の推定被害率に確信が得られない、つまり調

査による確認の必要性が高い建物を調査する戦略。被害推定精度の向上に効果があると考

えられる。例：被害発生確率の 90%信頼区間順 

 

（B）調査済み建物に関する情報に関しては、（A）と同様に、調査が完了した建物の全棟数

や進捗率、実被害の空間分布と地震の揺れの強さとの対応を示すマップの表示に加え、調査

済み建物の被害の規模・程度を即座に把握できるように、被害区分ごとの集計結果や全体に

対する割合の分析チャートを示すことが望ましいと考えた。 
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表 2-3 対策本部を対象とした情報提供の検討 

 必要な情報の詳細項目 情報提供・表示方法 

(A) 未調査建物に

関する情報 

未調査建物の棟数 未調査建物棟数の集計結果の表

示 

未調査建物の空間分布 

推定被害と地震による揺れの程

度との対応 

推定被害分布のマップ表示、 

地震被害推定情報（震度）との重

ね合わせ表示 

未調査建物の調査優先度 調査戦略に応じた優先順位の表

示 

(B) 調査済み建物

に関する情報 

調査済み建物の棟数（調査進捗

率） 

調査建物棟数の集計結果の表示 

（全建物棟数に対する割合） 

調査済み建物の空間分布 

実被害と地震による揺れの程度

との対応 

実被害分布のマップ表示、 

地震被害推定情報（震度）との重

ね合わせ表示 

 

調査済み建物の被害規模・程度 設定した被害区分ごとの集計結

果、割合の表示 

 

 
図 2-10 調査戦略の違いによる進捗率（調査件数/総被害件数）の動向分析 

 

表 2-4 に、（2）の現場対応者（調査員、営業社員）を対象とした情報提供に関する検討結

果を示す。調査・顧客対応を担当する建物の情報収集を目的としてシステムを利用すること

を想定したときには、(1)とは対照的に、個々の建物や周辺地域スケールでの情報が有用で

ある。したがって、個々の建物に関して収集される災害時に利用可能な災害情報（図 2-5）

の詳細項目を閲覧でき、地理空間上で把握できるような情報の提供方法が望まれると考え、

その詳細項目を特定・整理した。情報提供・表示方法としては、全建物の中から担当する建
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物（群）を即座に特定し、それらの基本情報と地震被害・調査状況に関する全てのデータを

一覧表示できるよう、絞り込み検索機能と表形式による属性情報の一覧表示が適切である

と考えた。 

また、実際の災害時には様々な機関から地震被害、インフラ被害などの情報が GIS 上に

表示可能な形式で提供されると考えられる。現場対応者向けのシステムを GIS 上で構築す

ることで、こうした他機関の情報との重ね合わせによる情報収集を可能とする効果がある

と想定する。 

 

表 2-4 現場対応者（調査員、営業社員）を対象とした情報提供の検討 

必要な情報の詳細項目 情報提供・表示方法 

建物基本情報 

（通常時の建物管理情報） 

建物 ID 表形式による属性情報一覧

表示、絞り込み検索機能 建物名称 

緯度・経度 

地盤種別 

建物構造種別 

建物階数 

建築年 

顧客名 

顧客連絡先 /関連情報（HP

等） 

微地形区分 

地震被害推定情報 計測震度 

建物被害情報（推定・実績） 被害区分の超過確率・発生確

率推定値 

推定被害 

戦略指標（複数選択可）に基

づく優先順位 

調査の有無 

実績被害 

調査日 

調査時の備考（被害状況の詳

細等） 
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2.3.1.2 被害関数のベイズ推定による被害推定手法 

本年度のシステム開発に用いた、被害関数のベイズ推定手法を図 2-11 に示す。 

 

図 2-11 被害関数のベイズ推定フローの概要（今年度修正） 

 

昨年度の計算フロー（図 2-1）は入力データなどを様々に変更したパラメトリックスタデ

ィを行うため、計算を多数回実施する必要があり、その計算コストの削減を意図した簡略化

を行っていた。一方、本年度はシステム開発を前提とするため、現実離れした多数回の計算

を行う必要はない。また、実用上は、実被害データが修正される場合などにも対応する必要

があることから、上記の手法に以下の軽微な変更を加えた。 

 

 パラメータΘの事後分布から推定被害率を求める際、前年度はパラメータΘの平均値を

パラメータの点推定値とし、その推定パラメータを用いて推定被害率を計算していた。

本年度は、パラメータΘの各マルコフ連鎖モンテカルロシミュレーション (MCMC ; 

Markov Chain Monte Carlo simulation)でのサンプルを用いて被害率を計算し、その平均被

害率を推定被害率とした。 

 調査日ごとに新たに実被害データが追加された場合は、その差分による事後分布に関

するパラメータの更新は行わず、事前分布に全実被害データを与えてパラメータを再

計算する方針とした。 

 

  

地域
区分

A

建物
区分

S

計測
震度

J

調査
棟数

N

被害
棟数
M

1

1 5.9 1 0
2 6.2 2 0

3 5.8 1 1
6.1 1 1… … … … …

n日目終了時
実被害データX

推定するパラメータ ：各区分の変量効果

事前分布のパラメータ
事前分布：

推定被害率： のサンプルから
計算した被害率の平均値・信頼区間

ベイズ推定（MCMC）

事後分布： のサンプル
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2.3.2 開発段階の仕様・設定 

2.3.2.1 ArcGIS Onlineを利用したプロトタイプアプリ開発 

 本年度は GIS を利用した災害情報共有・点検員派遣システム開発の初期段階として、esri 

ArcGIS Online18)を利用して上述の 2 分類のユーザーを対象としたプロトタイプアプリを構

築した。プロトタイプアプリ開発環境と主なデータフローについての構成概念図を図 2-13

に示し、その要点を以下にまとめる。 

 

① ArcGIS Online 上で必要なデータの作成・読み込み・更新 

② ウェブマップの作成・更新 

③ ウェブアプリの作成・更新 

 

① ArcGIS Online 上で必要なデータの作成・読み込み・更新 

開発段階である本年度のプロトタイプ版では、前年度の手法検討段階で実施した数値実

験 3)と同様の手法で作成した地震被害・調査データをサンプルデータとして用い、システム

環境を構築した。図中の上部に示すように、地震被害（震度）情報と建物被害・調査に関す

る情報を事前に定められた形式（ここでは csv 形式）で格納し、地震発生後、それぞれのデ

ータが取得できた時点でシステム開発のプラットフォームとなる ArcGIS Online 上にホスト

レイヤー（Hosted Layer）として読み込む。以下に本システム開発におけるホストレイヤー

の取り扱いを記載する。 

 

Hosted Layer 1（震度分布メッシュデータ） 

都心南部直下地震の計測震度分布（250m メッシュ）15) の csv データを用いる。 

 

Hosted Layer 2（建物被害・調査データ） 

2.2.1.3 節において作成した 1000 棟の仮想の建物群における、各調査日時点の被害・調査

データに、その時点の調査データを用いて 2.3.1.2 節で述べた建物被害推定手法によって更

新した被害推定情報や戦略指標の順位を付したデータを、一つの csv ファイルとして格納し

た。表 2-5 にその書式設定を、図 2-12 に建物被害・調査データのサンプルを示す。 
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表 2-5 建物被害・調査に関する入力データ書式 

列数 列名 書式 内容 

1 id 文字列 建物 ID 

2 name 文字列 建物名称 

3 lat 
小数点以下 6 桁

（世界測地系） 
緯度 

4 long 
小数点以下 6 桁

（世界測地系） 
経度 

5 address 文字列 住所 

6 J-code 文字列 JSHIS 地盤コード 

7 strcode 文字列 建物構造コード 

8 str 文字列 構造 

9 story 文字列 階数 

10 year 文字列 建築年 

11 remark1 文字列 顧客名 

12 remark2 文字列 顧客 URL 

13 J-bichikei 文字列 JSHIS 微地形区分 

14 Ij 小数点以下 1 桁 計測震度 

15 P[DS>DS0] 小数点以下 6 桁 DS0（無損傷）の超過確率推定値 

16 P[DS>DS1] 小数点以下 6 桁 DS1（小破）の超過確率推定値 

17 P[DS>DS2] 小数点以下 6 桁 DS2（中破）の超過確率推定値 

18 P[DS>DS3] 小数点以下 6 桁 DS3（大破以上）の超過確率推定値 

19 P[DS=DS0] 小数点以下 6 桁 DS0（無損傷）の発生確率推定値 

20 P[DS=DS1] 小数点以下 6 桁 DS1（小破）の発生確率推定値 

21 P[DS=DS2] 小数点以下 6 桁 DS2（中破）の発生確率推定値 

22 P[DS=DS3] 小数点以下 6 桁 DS3（大破以上）の発生確率推定値 

23 Estimated_Damage 文字列 推定被害 

24 Obs_ID 整数（0 or 1） 調査 ID（0:未調査 1:調査済） 

25 Observed_Damage 文字列 実績被害 

26 Obs_Date 
文字列 yyyy-mm-
dd 

調査日 

27 Obs_Note 文字列 調査時の備考 

28 Rank_Ij 整数 
計測震度による調査優先順位（降

順） 
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29 Rank_P[DS>DS0] 整数 
DS0（無損傷）超過確率推定値による

調査優先順位（降順） 

30 Rank_P[DS>DS1] 整数 
DS1（小破）超過確率推定値による調

査優先順位（降順） 

31 Rank_P[DS>DS2] 整数 
DS2（中破）超過確率推定値による調

査優先順位（降順） 

32 Rank_P[DS>DS3] 整数 
DS3（大破以上）超過確率推定値によ

る調査優先順位（降順） 

33 Rank_P[DS=DS0] 整数 
DS0（無損傷）発生確率推定値による

調査優先順位（降順） 

34 Rank_P[DS=DS1] 整数 
DS1（小破）発生確率推定値による調

査優先順位（降順） 

35 Rank_P[DS=DS2] 整数 
DS2（中破）発生確率推定値による調

査優先順位（降順） 

36 Rank_P[DS=DS3] 整数 
DS3（大破以上）発生確率推定値によ

る調査優先順位（降順） 

37 Rank_CR[DS>DS0] 整数 
DS0（無損傷）超過確率の予測誤差に

よる調査優先順位（降順） 

38 Rank_CR[DS>DS1] 整数 
DS1（小破）超過確率の予測誤差によ

る調査優先順位（降順） 

39 Rank_CR[DS>DS2] 整数 
DS2（中破）超過確率の予測誤差によ

る調査優先順位（降順） 

40 Rank_CR[DS>DS3] 整数 
DS3（大破以上）超過確率の予測誤差

による調査優先順位（降順） 

41 Rank_CR[DS=DS0] 整数 
DS0（無損傷）発生確率の予測誤差に

よる調査優先順位（降順） 

42 Rank_CR[DS=DS1] 整数 
DS1（小破）発生確率の予測誤差によ

る調査優先順位（降順） 

43 Rank_CR[DS=DS2] 整数 
DS2（中破）発生確率の予測誤差によ

る調査優先順位（降順） 

44 Rank_CR[DS=DS3] 整数 
DS3（大破以上）発生確率の予測誤差

による調査優先順位（降順） 
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図 2-12 建物被害・調査データのサンプル（調査 10 日目） 
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② ウェブマップ（Web Map）の作成・更新 

ArcGIS Online 上では、①で読み込んだホストレイヤーを構成するデータと Web から追加

可能な各種レイヤーやベースマップ等の地理情報を統合し、以下の 2 種類のウェブマップ

を作成する。 

Web Map 1：未調査建物の推定被害マップ 

Web Map 2：調査済み建物の実被害マップ 

Web Map 1 では未調査建物の推定被害と優先度を、Web Map 2 では調査済み建物の実被害

の分布を被害区分がわかるように可視化し、データが更新される度にマップも自動更新さ

れる。 

 

③ ウェブアプリケーション（Web App）の作成・更新 

ArcGIS では、作成したウェブマップを基にユーザーのニーズに応じた多種多様な対話型

ウェブアプリケーションが構築できる。本研究では、表 2-2 に示す 2 区分の対象ユーザー

への情報提供のプラットフォームとして、それぞれに求められる機能に応じた以下の 2 種

類アプリケーションを構築した。 

Web App 1：ArcGIS Dashboards を利用した対策本部向け建物被害調査ダッシュボード 

Web App 2：ArcGIS Web App Builder を利用した現場対応者向け建物検索アプリ 

ArcGIS Dashboards17)ではホストレイヤーのデータの分析結果や作成したウェブマップを、

1 つの画面上に自由度高く配置・構成することが可能であり、多角的視点からで分析した情

報をわかりやすくユーザーに提供することができる。このような特徴から、組織の意思決定

支援に適した情報伝達プラットフォームと考え、ArcGIS Dashboards を利用して建設会社の

対策本部を対象とした建物被害調査ダッシュボードを構築した（Web App 1）。もう一つの対

象ユーザー区分である現場対応者（調査員・営業社員）に対しては、属性に基づく検索機能

等のウィジェットが豊富な Web App Builder18)を用い、個々の建物属性情報を建物周辺の地

理情報と合わせて特定できるウェブアプリケーションを構築した（Web App 2）。 

プロトタイプアプリ構築にあたり作成したサンプルデータ、ウェブマップ、およびウェブ

アプリ、それぞれについての詳細は、次節以降に記述する。 
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図 2-13 ArcGIS Online を利用したプロトタイプアプリの構成概念図 
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2.3.2.2 ウェブマップの作成 

2.2.1.3 節で作成したサンプルデータを ArcGIS Online 上のホストレイヤーとして読み込

み、未調査建物に関する推定被害マップ（Web Map 1）と調査済み建物に関する実被害マッ

プ（Web Map 2）の 2 種類のウェブマップを作成した。以下のマップの手順についての詳細

を記述する。 

 

 震度マップレイヤーの作成 
 まず初めに、未調査建物と調査済み建物に関する 2 種類のマップ作成に共通して使用す

る震度マップレイヤーを、検討シナリオとして首都直下地震（都心南部）の計測震度分布

（250m メッシュ）15) から作成した。アプリの操作性の観点からデータの軽量化を図るため、

本年度のプロトタイプではデータ元のホストレイヤーからマップタイルレイヤーを作成し、

ラスター化して表示する形式とした。図 2-14に作成したマップレイヤーのイメージを示す。

計測震度の局所的な差も把握できるように、表 2-6 に示す気象庁震度階級の下限値を公式

の配色とし、下限値から上限値の間は 0.2 刻みで隣り合わせの 2 階級の表示色の色諧調とな

るように設定した。 

 以下では、ベースマップに震度マップを透過表示で重ね合わせたものを背景に、2 種類の

ウェブマップをそれぞれ作成した。 

 

 

図 2-14 震度マップレイヤー（首都直下地震；都心南部）  
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表 2-6 気象庁震度階級表 

震度階級 計測震度 震度階級 計測震度 

0 0.5 未満 5 弱 4.5 以上 5.0 未満 

1 0.5 以上 1.5 未満 5 強 5.0 以上 5.5 未満 

2 1.5 以上 2.5 未満 6 弱 5.5 以上 6.0 未満 

3 2.5 以上 3.5 未満 6 強 6.0 以上 6.5 未満 

4 3.5 以上 4.5 未満 7 6.5 以上 

 

 未調査建物の推定被害マップの作成（Web Map 1） 
 ホストレイヤーの建物データから、調査の実施の有無に関する調査 ID（表 2-5 項目 24）

の属性値を基に未調査建物を特定し（Obs_ID = 0）、未調査建物データに対応するレイヤー

を新たに作成し、最も発生確率の高い推定被害区分（項目 23：Estimated_Damage）と選択

した調査優先度の指標（項目 28~44 に対応）による順位付けが相対的に把握できるように

マップ上に可視化した。図 2-15 に作成したウェブマップの表示例を示す。図の(a)-(c)は 2.3.1

節で設定した調査優先度の【指標区分 1~3】に対応し、選択した戦略による建物順位を相対

的に表すため、順位の高いものから図中に大きな赤いピンで表示している。推定被害は建物

敷地（ピンの根本）で異なる色のマーカーで表示される。 

 

 
(a) 調査優先度表示：被害確率順（小破以上） 
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(b) 調査優先度表示：計測震度順 

 

(c) 調査優先度表示：推定被害確率の信頼区間順（小破以上） 

図 2-15 未調査建物推定被害マップ（データは調査開始前の全建物棟数）  
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 調査済み建物の実被害マップの作成（Web Map 2） 
調査済み建物の実被害マップに関しても同様に、ホストレイヤーの建物データから、調査

の実施の有無に関する調査 ID（表 2-5 項目 24）の属性値を基に調査済み建物を抽出し

（Obs_ID = 1）、マップを新たに作成した。図中には、調査によって明らかになった建物の

被害区分（項目 25：Observed_Damage）の結果を被災区分ごとに色分けをして表示する。

図 2-16 に、作成した調査済み建物の実被害マップのサンプルデータによる表示例を示す。 

 

 

図 2-16 調査済み建物実被害マップ（データは調査終了後の全建物棟数） 
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2.3.2.3 ウェブアプリの構築 

 前節までに作成したホストレイヤーとウェブマップを参照し、ArcGIS Dashboards を利用

した対策本部向け建物被害調査ダッシュボードと ArcGIS Web App Builder を利用した現場

対応者向け建物検索アプリを作成した。以下に、2 種類のウェブアプリの仕様・機能につい

ての詳細をそれぞれ記述する。 

 

ArcGIS Dashboards を利用した対策本部向け建物被害調査ダッシュボード 
(1) ダッシュボードの起動 

ダッシュボードのユーザーは、専用ページURLからダッシュボードにアクセスできる。 

(2) ダッシュボードの基本表示画面・構成 

アプリ起動後、図 2-17 に示すダッシュボードの基本画面が表示される。 

 

 

図 2-18 対策本部向け建物被害調査ダッシュボードの基本表示画面 

 

本ダッシュボードは（A）未調査建物に関する情報と(B) 調査済み建物に関する情報の要

素からなり、詳細項目は以下の通りである。 

 

(A）未調査建物に関する情報 

(A-1) 未調査建物棟数 

(A-2) 未調査建物推定被害マップ 

(B) 調査済み建物に関する情報 

(B-1) 調査進捗率（全建物棟数に対する調査済み棟数の割合） 

(B-2) 日毎の調査実施棟数 

(B-3) 調査済み建物の被害区分の割合 
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(B-4) 調査済み建物の実績被害棟数 

(B-5) 調査済み建物実績被害マップ 

 

図 2-19 と図 2-20 に(A)未調査建物に関する情報と(B)調査済み建物に関する情報の詳細項

目とダッシュボード画面表示との対応をそれぞれ示す。ダッシュボード内では、(A)未調査

建物に関する情報を画面左側（図 2-19）に、（B）調査済み建物に関する情報を画面右側（図 

2-20）に集約して表示している。それぞれの被害マップ画面左下に配置し、対応するタブを

クリックすることで確認したいマップを表示させることができる。 

図 2-19 に示す通り、(A) 未調査建物に関しては、(A-1) 未調査建物棟数の集計結果が画

面左上に、②節で作成した（A-2）未調査建物推定被害マップが画面左下に参照表示される。

ダッシュボード上でも、異なる指標による調査優先度に対応するレイヤーの表示選択を設

定でき、戦略による優先度の傾向の違いを比較できる。加えて、マップ上でのズーム機能に

より、マップのスケールを自在に調整、特定の建物の詳細情報を確認したいときには、建物

のピンをマップ上でダブルクリックすることで、表 2-5 の属性一覧の確認（ポップアップ

機能）が可能である。 

 

 
図 2-19 対策本部向け建物被害調査ダッシュボード内の未調査建物に関する情報 

 

図 2-20 に示す通り、(B) 調査済み建物に関する情報に関しては、全建物棟数に対する調

査済み棟数の割合である(B-1) 調査進捗率（図中では 70%、1000 棟中 696 棟が完了した時

点）を画面中央上、(B-2) 日毎の調査実施棟数を右上、(B-3) 調査済み建物の被害区分の割

合を中央右、(B-4) 調査済み建物の被害区分（DS0~DS3）別の実績被害棟数を右下に配置し

た。また、左下のタブを選択すると、(B-5) 調査済み建物実績被害マップが表示される。ズ
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ーム機能やポップアップ機能に関しては未調査建物のマップと同様である。 

 

 

図 2-20 対策本部向け建物被害調査ダッシュボード内の調査済み建物に関する情報 

 

(3) その他の機能 

(3-a) 空間フィルター機能 

 ダッシュボードのその他の機能として、マップ画面の範囲に含まれるデータのみを抽出

する空間フィルターや、選択した都道府県に該当するデータのみを抽出する都道府県（カテ

ゴリ）フィルターを選択できるようにしている。フィルター機能をオンにすると、上記項目

(B-1)-(B-5)にもフィルターが反映され。選択した条件に該当するデータのみの分析結果が表

示される。具体例として、図 2-21 に、東京都でフィルターをかけた場合の表示画面を示す。

都道府県フィルターは画面右上の「カテゴリの選択」をクリックし、全都道府県の一覧から

表示したい都道府県カテゴリを選択できる。図中の項目(A-1)~(B-5)の表示も、選択したカテ

ゴリに該当するデータのみを集計した結果が反映される。本プロトタイプ版では、空間フィ

ルター機能導入の一例として都道府県境界レイヤーを基にカテゴリを設定しているが、市

区町村境界や支店グループの管轄領域データ等、考慮にいれるべきスケールに対応した境

界データのレイヤーをあらかじめ設定しておくことで、組織の災害時対応や意思決定にお

いて考慮にいれるべきスケールでの表示確認が可能である。 

(3-b) ズーム表示機能・ポップアップ機能 

前述の通り、ダッシュボード左下のマップ表示画面上でズーム表示機能・ポップアップ機

能を使うことにより、特定の建物を拡大表示し、クリックすることで、表 2-5 に示す属性一

覧の確認ができる。表示画面の例を、図 2-22 に示す。 
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図 2-21 都道府県フィルター機能（図はカテゴリを東京都として選択時） 

 

 

図 2-22 ズーム表示・ポップアップ機能 

 

(4) ダッシュボードの更新 

ダッシュボードは、図 2-12 に示す建物被害・調査データをあらかじめ設定した書式に

合わせて更新し、Online 上でのホストレイヤーとして再読み込みすることで、表示画面全

体も自動的に更新後のデータを反映した表示になる。 
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 ArcGIS Web App Builder を利用した現場対応者向け建物検索アプリ 
(1) 建物検索アプリの起動 

建物検索アプリのユーザーは、インターネットを通して専用ページ URL にアクセス

するか、専用ページからアプリを使用する端末に事前にアプリをダウンロードすること

によりアプリを起動できる。調査員や営業社員などの現場対応者がオフィスにて事前確

認する場合と、担当建物付近で状況把握のために使用する場合の双方を想定し、PC お

よびタブレット・スマートフォン端末からの操作が可能である。 

 

(2) 建物検索アプリの基本表示画面・構成 

アプリ起動後、図 2-23 に示すアプリ起動画面が表示される。 

 

図 2-23 現場対応車向け建物検索アプリの起動 

（左：PC、右：タブレット・携帯電話でのログイン時） 

 

本検索アプリの基本画面表示を図 2-24 に示す。図 2-24(a)に示す通り、起動時には画面左

に(A)未調査建物推定被害マップが、画面右には(B)各種ウィジェットの選択画面が表示され

る。マップ上のポイントデータに関する属性テーブルを表示させたい場合には、画面下中央

のタブ「属性テーブルを開く」をクリックすると、図 2-24(b)の通り(C)属性テーブル表示画

面が展開され、全建物に対する属性情報が一覧で確認できる。 

マップ上での操作・機能は基本的には対策本部向けのダッシュボードと同様である。(A) 

のマップ表示画面上でのズーム機能により、表示するレイヤーやスケールを自在に調整で

き、ポップアップ機能を用いれば特定の建物の情報もマップ上で確認ができる。一方、本建

物検索アプリでは、端末付属の GPS による位置情報を連携すれば（マップ上左の「現在の

場所」をクリック）、現在地と対象建物の位置関係の把握もできるようになっている。また、

画面右(B)上のタブにはウィジェット機能が並び、使用したいウィジェットに対応するアイ

コンを選択して各種ウィジェット機能が使用できる（詳細は後述）。(C)の属性テーブル表示

画面では、フィルターや選択機能を適用しない場合、表 2-5 の全属性情報が全建物に対し
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て表示される。 

 

 
(a) 

 
(b) 

図 2-24 現場対応車向け建物検索アプリの基本表示画面 

 

(3) 各種機能の詳細 

本年度のプロトタイプ版の開発では、建物被害調査や顧客対応時の現場で望まれる基本

的な機能として、(3-a) 必要な建物に関する情報の特定、(3-b) それらの情報の一覧表示、さ

らには(3-c) 検索結果の出力表示、の 3 点を抽出し、それぞれを実現するための方法・機能
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付加を検討した。検討結果として、(3-a)-(3-c)に対応するプロトタイプアプリの機能を以下

にまとめ、続いてそれぞれの詳細について記述する。 

(3-a) 必要な建物に関する情報の特定 

 プロトタイプアプリでは、データベース上にある全建物の中から、各現場対応者が調査・

顧客対応で担当する建物を特定する方法として、ニーズや状況に合わせて多様な検索方法

ができるように、マップ上でのズーム機能を使った表示範囲による絞り込みに加えて、以下

の 4 種類の検索フィルター機能を追加した。 

（フィルター機能 1）都道府県フィルター機能 

（フィルター機能 2）地名・建物名称・顧客名による検索機能 

（フィルター機能 3）詳細条件グループ検索機能 

（フィルター機能 4）範囲指定による選択機能 

各フィルター機能の使用目的・方法についての詳細は下記の通りである。 

 

（フィルター機能 1） 都道府県フィルター機能 

 災害時対応では、作業の効率化の観点から、各現場対応者が担当する建物の所在地の分

布が分散しすぎないよう、都道府県単位、あるいはさらに小さい市区町村単位や支店グル

ープの管轄領域など、エリアの範囲を特定して作業が分担されることが想定される。本年

度構築したプロトタイプアプリでは、フィルター機能の一例として、都道府県ごとに絞り

込み選択可能な機能を追加した。図 2-25 にフィルター使用時の例を示す。画面右上青色

タブのウィジェットアイコン一覧から「都道府県フィルター」を選択すると、データに含

まれる都道府県名の一覧が表示される（図 2-25(a)）。各都道府県名の右に表示されるオン/

オフラベルから、該当するデータの選択が可能である。ここでは、建物属性の所在地名称

から都道府県を特定しており、図 2-25(b)の通り、東京都を選択した場合には、該当する

建物データのみがマップ上に表示される。 

 

（フィルター機能 2）地名・建物名称・顧客名による建物検索フィルター機能 

通常、マップ検索などにより建物を特定する場合、建物が立地する住所や地名からの検索

や建物名での検索が一般的である。加えて、建設会社の災害時対応という観点からは、顧客

名称による絞り込みにより、連絡調整や顧客対応の円滑化につながることが期待できる。こ

れらを踏まえて、本プロトタイプアプリでもこのような基本的な建物の立地や名称・顧客名

称に基づく検索機能を追加した。図 2-26 に検索機能使用例を画面表示とともに示す。画面

右上青色タブのウィジェットアイコン一覧から「建物称検索フィルター」を選択すると、検

索キーワード記入画面が表示され、赤枠で囲む部分が上から地名、建物名称、顧客名称のキ

ーワード入力枠に対応している。図中の例では地名に「東京」、建物名称に「建設」、顧客名

称に「顧客 A」というキーワードを入力すると、これらすべてのキーワードを対応する属性

に含む建物が絞り込まれ、マップと属性テーブルでその検索結果が反映される。 
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(a) 検索フィルター選択前 

 

 

 
(b) 検索フィルター選択後（東京都に該当するデータを選択時） 

図 2-25 フィルター機能 1 - 都道府県フィルター機能 
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図 2-26 フィルター機能 2 - 地名・建物名称・顧客名称による検索機能 

 

（フィルター機能 3）詳細条件グループ検索機能 

 （フィルター機能 2）の地名・建物名称・顧客名による基本的な条件検索を補う目的で、

複数の詳細条件の組み合わせにより必要とする建物を特定できるグループ検索機能も追加

した。これは、顧客名や建物名に表記ブレがある場合や、複数の顧客名（グループ会社、旧

社名など）を考慮したフィルタリングを行いたい場合などに、建物情報を柔軟に検索可能と

することを意図している。図 2-27 に検索機能使用例を画面表示とともに示す。図中右の赤

枠内に示す通り、まず上段の「フィルタリングをするグループの選択」欄で絞り込み対象と

する属性項目を選択する。プロトタイプ版では、フィルター機能 2 に合わせ、地名・建物名

称・顧客名から選択可能とし、その下に続く赤枠内で「条件 1」、「条件 2」、…と詳細条件と

条件式の論理関係を設定できる（図中の例では、「建物名称が-A-で始まる」かつ「建物名称

に-株式会社-を含む」との条件を適用した場合の結果を示す）。グループ検索機能は検索時

点での情報が不明確な場合でも条件を組み合わせて条件に該当するデータを表示するため、

全ての情報が予め揃っているとは限らない災害時は特に有益となる可能性が高い。 

 

（フィルター機能 4）範囲指定による選択機能 

 本プロトタイプアプリでは、上述のフィルター機能 1~3 に加えて、マップ上から視覚的

に範囲を選択、あるいは図形による範囲指定による選択機能も追加している。図 2-28 に検

索機能使用例を画面表示とともに示す。ここでは選択方法として、個々のポイントデータを

選択し+Shift キーで追加可能な「ポイントから選択」する方法、各種図形（四角形、ポリゴ

ン、円、なげなわ）をマップ上に直接描写して選択する方法があり、より感覚的な選択手段

として残している。 
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図 2-27 フィルター機能 3 - グループ検索機能 

 

 
図 2-28 フィルター機能 4 – 範囲指定による選択機能（円による選択） 

 

(3-b) 必要な建物に関する情報の一覧表示 

上述の通り、各種フィルター機能を用いて必要な建物を特定すると、画面下(C)の属性テ

ーブル表示画面も、選択中の建物データに対して、表 2-5 の属性情報が表示される。 

 

(3-c) 検索結果の出力 

上記のいずれかの手法による検索結果は、csv データとしてまとめて出力することが可能



 
 

41 
 

である。具体的な出力方法として、図 2-25 の都道府県フィルターにて抽出した東京都のデ

ータを例に図 2-29 に示す。 (3-a)での選択結果が(3-b)での属性テーブルに反映された後、図 

2-29 (a)に示す属性テーブル欄上部の「オプション」をクリックし、選択可能な項目欄から

「すべての csv をエクスポート」を選択する。図 2-29 (b)の表示画面にてデータを csv ファ

イルにエクスポートを許可すると、図 2-29 (c)に例を示す通り、選択したデータのみが csv

ファイルに出力される。このように csv 出力したデータは、他の業務ソフトへのデータイン

ポートや、他のデータベースと Microsoft Excel 等を用いて突合し、データの分析を行うな

ど、柔軟な使い方が可能となる。 

 

 
(a) 属性テーブルのオプション欄を選択 
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(b) 「すべてを CSV にエクスポート」を選択後の表示画面 

 

 
(c) 検索結果の csv 出力結果 

図 2-29 検索結果の csv 出力 

 

(4) 検索アプリ上の情報の更新 

対策本部向けのダッシュボードと同様に、Online 上でのホストレイヤーのデータを更新

する度に、アプリで表示される全情報も自動的に更新される。 
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2.4 開発システムの妥当性検証  

2.4.1 GIS表示・機能の妥当性検証 

システムの開発と並行して、開発している GIS システムの表示機能や、建物検索アプリ

の機能について、想定通りの挙動となっているか妥当性の検証を行った。 

 

2.4.1.1 建物被害調査ダッシュボードの表示機能 

 建物被害調査ダッシュボードの表示機能について、エラーが起こりやすいと思われる入

力データや使用状況を想定し、以下の状況下での表示機能の妥当性を確認した。 

 調査 0 日目（調査建物数＝0） 

 推定被害、実績被害において、全てのデータが同一値（全データが無被害など）の場

合 

 調査データを差し替えた場合（調査日が進みデータが更新された場合） 

 調査終了時（未調査建物数=0） 

 戦略指標（推定被害確率順、地震の揺れが大きい順、推定被害確率の信頼区間が大き

い順）を変更した場合 

 

2.4.1.2 現場対応者向け建物検索アプリの検索機能 

 検索機能の妥当性を確認するため、建物・調査データにはダミーで住所、顧客名、建物

名を付与した。住所は市区町村レベルまでの住居表示とし、顧客名、建物名は業種、用途

を考慮した上で生成したランダム文字列とした。 

 これらの作成したダミー属性データを用いて、検索機能や csv 出力機能を確認し、想定

通りに機能することを確認した。 

  



 
 

44 
 

2.4.2 GIS表示例 

建物 1000 棟に対し作成した調査開始前から調査終了時 19 日目までのサンプルデータを

入力とした場合の、調査進捗状況の経時変化を図 2-30(a)-(e)（調査開始前、調査開始 5 日

目、10 日目、15 日目、調査終了後）に示す。各状況下で、適切に表示が行われることを

確認した。 

 
 

 

 
(a) 調査開始前－0 日目 

（上：未調査建物推定被害マップ表示時、下：調査済み建物実被害マップ表示時） 
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(b) 調査 5 日目 

（上：未調査建物推定被害マップ表示時、下：調査済み建物実被害マップ表示時） 

  



 
 

46 
 

 

 
 

 

 
(c) 調査 10 日目 

（上：未調査建物推定被害マップ表示時、下：調査済み建物実被害マップ表示時） 
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(d) 調査 15 日目 

（上：未調査建物推定被害マップ表示時、下：調査済み建物実被害マップ表示時） 
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(e) 調査完了日（19 日目） 

（上：未調査建物推定被害マップ表示時、下：調査済み建物実被害マップ表示時） 

図 2-30 調査の進捗に伴うダッシュボード画面表示の変化 
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2.4.3 開発システムの現状課題と今後の展開 

上述の通り、今年度の GIS プロトタイプアプリの構築を通して、システム構築に必要な

データ基盤を整備し、組織の災害時対応の意思決定策定と情報共有の基盤となるプラット

フォームを構築することができた。一方、本プロトタイプ版では、各種統計や推定データを

基に、想定地震下での建物被害に関して条件設定した例題を用いており、地震・建物に関す

る多様性、建物以外の周辺被害、地域性等その他要因の考慮に関しては限りがあるといえる。

実際の地震発生時の災害時対応へシステムを適用するためには、適用範囲の検証とそれに

応じたシステムの機能改善・拡張を進める必要があり、それらの検証方法を含めて、今後も

検討を継続する予定である。具体的な今後の検討課題を以下に挙げる。 

 

 多様な地震災害シナリオを用いたシステム検証 

開発システムの検証には、個々の建物に対し、基本的な属性情報と過去の地震による被害

が特定できるデータセットを用いることが理想的であるが、このような詳細かつ包括的な

データの入手は現状では非常に困難である。今後は、想定地震シナリオに対してより工学的

妥当性のある建物被害をシミュレーションする方法を詳細に検討し、多様な災害シナリオ

（地震発生規模や被災地域等）を考慮した例題を用いてシステムの適用範囲を検証する必

要がある。 

 

 組織の意思決定・点検員派遣支援への開発システム導入効果検証と機能拡張 

開発システムを用いた点検員派遣シミュレーションを行い、その妥当性や導入効果の検

証が必要である。具体的には、被害推定結果の建物調査への利活用の有無、人的リソースの

多寡、インフラなどの周辺被害等、点検員派遣において重要となる影響要因をシミュレーシ

ョンで考慮し、適切な点検員派遣順序の選択方法に関して詳細な比較検討を行う。加えて、

本システムの実装先として想定する建設会社を対象にヒアリング・意見交換の場を設け、こ

れらの検討を踏まえて開発システムの機能改善・高度化を図る。 
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2.5 建物観測データおよび点検調査データの災害時対応への利活用に関する検討会 

本研究では、研究計画に沿った業務の総合的推進を図るため、研究開発の適切な段階にお

いて、建築構造モニタリング等を専門とする学識経験者を加えた検討会を計 1 回開催した。

0 に記述した GIS を利用した点検員派遣システムを紹介し、構造工学における学術・技術上

の観点、成果利用の観点から助言を受けた。 

 

2.5.1 概要 

 下記の要領で「建物観測データおよび点検調査データの災害時対応への利活用に関する

検討会」を開催した。 

 

題目：建物観測データおよび点検調査データの災害時対応への利活用に関する検討会 

日時：2022 年 3 月 10 日（木）13 時 00 分～15 時 00 分 

場所：Web 会議 

議事次第： 

（１）開会挨拶 

（２）出席者紹介 

（３）経緯説明 

（４）研究進捗と今年度成果について 

・R3 年度成果 組織の意思決定を支援する点検員ディスパッチシステムのプロトタ

イプ開発 

・PRISM 研究 4 年間の振り返りと建設業での災害データ活用に向けた課題 

 

（５）閉会挨拶 

 

出席者一覧 

中井 正一 千葉大学 名誉教授 
  
楠 浩一 東京大学 地震研究所 教授 
  
倉田 真宏 京都大学 防災研究所 准教授 
  
鈴木 芳隆 株式会社小堀鐸二研究所 構造研究部 部長 
日下 彰宏 株式会社小堀鐸二研究所 構造研究部 部長 
鈴木 明子 株式会社小堀鐸二研究所 構造研究部 
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＜オブザーバー＞  
神田 克久 株式会社小堀鐸二研究所 構造研究部 プリンシパルリサー

チャー 
長谷川 幹  株式会社小堀鐸二研究所 構造研究部 課長代理 
福富 佑 株式会社小堀鐸二研究所 構造研究部 

※所属・役職は開催当時 

 

議事概要： 

小堀鐸二研究所（KRC）から、PRISM 制度の概要や研究受託内容、令和 3 年度の研究計

画および進捗状況を説明した。具体的には、令和 3 年度成果として、0 節に記述した組織の

意思決定を支援する点検員ディスパッチシステムのプロトタイプ開発について報告し、

PRISM 研究 4 年間の振り返りと建設業での災害データ活用に向けた課題について現状を共

有した。会議資料を付録に添付する。 

専門家からは、震災時の建物安全確認の現状を踏まえた開発システムの社会的ニーズや

災害時の活用方法等、建物観測/点検調査データの災利活用全般に関する意見、コメントが

あった。 

 

会議開催時に撮影した写真（スクリーンショット）を図 2-31 に示す。 

 

図 2-31 「建物観測データおよび点検調査データの災害時対応への利活用に関する検討

会」当日写真（スクリーンショット） 
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3. 結論及び今後の課題 

3.1.1 結論 

本研究では、広域災害時に被災建物の安全確認を行う建設会社の組織の意思決定および

情報共有の円滑化を支援することを目的に、前年度確立した建物被害推定手法の実装先と

して、GIS を用いた災害情報共有・点検員派遣システムのプロトタイプを開発した。本年度

開発したプロトタイプでは、災害時対応の組織の体制下での役割に応じてシステム利用目

的と期待される機能をそれぞれ整理し、①指令者である対策本部と②建物安全確認や顧客

支援を行う現場対応者（専門技術者や営業社員）の 2 分類を対象ユーザーとしてそれぞれの

意思決定・情報共有の円滑化を支援するツールを構築した。また、建築構造モニタリング等

を専門とする学識経験者を加えた検討会にて開発システムのプロトタイプアプリを紹介し、

開発システムの実適用に向けた今後の課題を整理した。 

今年開発したプロトタイプアプリの開発方針と主な機能、今後の課題を以下にまとめる。 

 

(1) ベイズ更新に基づく被害推定手法を用いたサンプルデータの作成とデータ基盤の構築 

システム開発に先立ち、前年度確立したベイズ更新に基づく被害推定手法を用いて、

首都直下地震発生時の安全確認調査を想定シナリオとした建物被害・調査に関するサン

プルデータを作成した。具体的には、想定地震下（都心南部直下地震）での推定震度分

布や建物耐震性能の分布等を考慮に入れ、首都圏内に立地する RC 造建物 1000 棟の被

害データを生成し、任意に設定した戦略で調査が実施されたときに徐々に建物被害が明

らかになっていく様を模して調査データを作成した。適用手法では、調査データが蓄積

されるごとに建物の被害推定モデルのパラメータが更新され、建物被害推定の精度や建

物間の調査優先度が変動するため、これらの可変項目を逐次上書きして吐き出したデー

タセットを作成し、システム開発環境の構築・整備と検証目的で使用した。 

 

(2) GIS を利用した災害情報共有・点検員派遣システムの構築と検証 

大規模地震などの災害時には、建設会社本社に設置される災害対策本部が指令者とな

り、その体制下で建物構造に関する知識を有する専門技術者（技術系社員）や顧客支援

を行う営業社員が現場で対応する。本研究では、このような体制下での各役割に応じて

システム利用目的と必要な機能を整理し、ArcGIS Online を用いて以下の 2 分類の対象

ユーザーを想定したプロトタイプアプリ(2-1),(2-2)を構築した。 

 

(2-1) ArcGIS Dashboards を利用した対策本部向け建物被害調査ダッシュボード 

災害時対応体制下の組織の対策本部を対象に、建物被害調査の進捗状況や最新の推定

被害結果等、全社的な状況把握や意思決定の判断指標となる情報提供機能を備えたデー

タ分析・可視化ツールを構築した。 
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(2-2) ArcGIS Web App Builder を利用した現場対応者向け建物検索アプリの構築 

災害現場で実際に対応を行う調査員・営業社員を対象に、個々の建物に関する被害情

報を地理情報と合わせて簡易に検索でき、必要な情報の整理ができるアプリケーショ

ンを開発した。アプリケーションはタブレット端末やスマートフォンを通して場所を

問わずアクセスが可能であり、これにより組織内での情報共有の円滑化につながるこ

とが期待できる。 

 

(3) 研究計画に沿った業務の総合的推進を図るため、研究開発の適切な段階において、建築

構造モニタリング等を専門とする学識経験者を加えた検討会を計 1 回開催した。検討会

では上術の GIS を利用した点検員派遣システムを紹介し、構造工学における学術・技術

上の観点、成果利用の観点から助言を受けた。 

 

3.1.2 今後の課題 

今後は、多様な災害シナリオや地震による建物被害の評価方法を高度化した例題シナリ

オを用いて開発システムの機能改善・高度化を図るとともに、開発システムを利用した点検

員派遣シミュレーションを通して、望ましい点検員派遣戦略の在り方についての詳細検討

を継続する。これらの検討に加えて、システムの実装先として想定する建設会社を対象にヒ

アリング・意見交換の場を設け、災害時建物安全確認作業や事前対応策の策定に実適用する

場合の導入の効果・課題点を整理する。 
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5. 学会等発表実績 

(1) 学会等における口頭・ポスター発表 

発表題目 発表者氏名 発表場所 発表時期 国 内 外

の別 

建物地震観測の災害対応

への活用 

その 6 建物調査結果を

用いた被害関数のベイズ

推定手法 

日下彰宏 

長谷川幹 

2021 年度日本建築

学会大会（関東）学

術講演会 

2021 年 9 月 国内 

建物地震観測の災害対応

への活用 

その 7 建物被害調査の

効率化のための調査員派

遣手法の検討 

長谷川幹 

日下彰宏 

2021 年度日本建築

学会大会（関東）学

術講演会 

2021 年 9 月 国内 

DEVELPOMENT OF 
ESTIMATION METHOD 
OF BUILDING INPUT 
GROUND MOTIONS 
USING SEISMIC 
RECORDS ON SHM 
AND MeSO-net 

K. 
Hasegawa 
A. Kusaka 
K. Kanda 
T. Kimura 
S. Sakai 

The 17th World 
Conference on 
Earthquake 
Engineering 

2021年9月 
（ 口 頭 発

表） 

国外 

 

(2) 学会誌・雑誌等における論文掲載 

掲載した論文（発表題

目） 

発表者氏名 発表した場所 

（学会誌・雑誌等

名） 

発表した時

期 

国内・外

の別 

     

 

  



 
 

57 
 

6. 特許出願・ソフトウェア開発等 

特になし 
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付録 

「建物観測データおよび点検調査データの災害時対応への利活用に関する検討会」 

会議資料 1: 組織の意思決定を支援する点検員ディスパッチシステムのプロトタイプ開発 
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会議資料 2: PRISM 研究 4 年間の振り返りと建設業での災害データ活用に向けた課題 

 



 
 

73 
 



 
 

74 
 



 
 

75 
 



 
 

76 
 



 
 

77 
 



 
 

78 
 



 
 

79 
 



 
 

80 
 

 


	I. 委託業務内容
	II. 委託業務の実施体制
	III. 業務実施計画
	IV. 研究報告
	1. 要約
	2. 成果
	2.1 研究の概要
	2.1.1 背景・目的
	2.1.2 実被害データを用いた被害推定手法（昨年度成果）
	2.1.3 GISを利用した開発システムの全体像

	2.2 災害情報共有・点検員派遣システム構築のためのデータ基盤の構築
	2.2.1 災害時に利用可能な情報とデータ基盤の構築
	2.2.1.1 既存システムと連携したデータフローの検討
	2.2.1.2 災害時に利用可能な情報と入手方法の整理
	2.2.1.3 地震被害・建物被害・調査サンプルデータの設定
	検討シナリオ
	所在地・計測震度
	地域区分・建物区分
	被害データの作成
	調査データの作成



	2.3 地理情報システム(GIS)を利用した災害情報共有・点検員派遣システムの開発
	2.3.1 システム開発方針
	2.3.1.1 対象ユーザーと開発システムに期待される機能
	2.3.1.2 被害関数のベイズ推定による被害推定手法

	2.3.2 開発段階の仕様・設定
	2.3.2.1 ArcGIS Onlineを利用したプロトタイプアプリ開発
	2.3.2.2 ウェブマップの作成
	震度マップレイヤーの作成
	未調査建物の推定被害マップの作成（Web Map 1）
	調査済み建物の実被害マップの作成（Web Map 2）

	2.3.2.3 ウェブアプリの構築
	ArcGIS Dashboardsを利用した対策本部向け建物被害調査ダッシュボード
	ArcGIS Web App Builderを利用した現場対応者向け建物検索アプリ



	2.4 開発システムの妥当性検証
	2.4.1 GIS表示・機能の妥当性検証
	2.4.1.1 建物被害調査ダッシュボードの表示機能
	2.4.1.2 現場対応者向け建物検索アプリの検索機能

	2.4.2 GIS表示例
	2.4.3 開発システムの現状課題と今後の展開

	2.5 建物観測データおよび点検調査データの災害時対応への利活用に関する検討会
	2.5.1 概要


	3. 結論及び今後の課題
	3.1.1 結論
	3.1.2 今後の課題

	4. 引用文献
	5. 学会等発表実績
	6. 特許出願・ソフトウェア開発等
	付録


