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Ⅰ．委託業務内容 
１．委託業務の題目 

「早期復旧に貢献するための詳細な被害想定によるリスクや被害状況の定量化の

ニーズに基づく研究開発」 

 

２．実施期間 

令和元年８月１日から令和２年３月３１日 

 

３．委託業務の目的 

損害保険各社では地震や風水災等の自然災害による保険損害リスクを評価する

ためにモデルを導入して、自社のリスク管理や保険料率の検討等を行っている。

災害に関連する各種データを広く活用することにより、リスク評価結果に内在す

る不確実性の大きな低減により、モデルの高度化や精緻化を図ることが期待でき

るが、実現するための具体的なデータ活用方法や既存モデルへの組み込み時にお

ける課題は十分に整理されていない。 

このような背景のもと、産学官民が保有するデータ（ハザードデータ、脆弱性

データ、資産データ等）を、損害保険業界で活用されている既存の地震リスク評

価モデルに組み込むためのインターフェースを開発し、2016年熊本地震や 2018

年大阪府北部地震等の過去の保険損失データとの比較による精度検証をとおして

モデルの高度化・精緻化を図り、国内はもとより世界の損害保険元受会社や再保

険会社、保険リスクコンサルティング会社等に広くモデルを普及させて社会実装

化を実現することが求められている。さらにモデルを普及させた上で将来的には

防災・減災に役立つ活用展開を進めていくことが期待されている。 

そこで本委託業務では、産学官民の保有データを活用したモデルの高度化・精

緻化を目的として、2018年度の取組成果を基に検討を進め、実観測ハザードデー

タを既存の地震リスク評価モデルに組み込むためのインターフェースの設計と試

作を行う。また、公表されている都道府県解像度の保険契約データを用いて、保

険資産データの高解像度化を実施する。この実観測ハザードデータと高解像度保

険資産データを使用して、2018年度に実施した熊本地震と大阪府北部を震源とす

る地震（以降「大阪府北部地震」という）に加えて、2018年北海道胆振東部地震

を対象としたモデルによる保険損失額の推定を行い、実際の保険損失データとの

比較により推定精度を検証する。並行して、モデル内に実装されている被害関数

のカスタマイズを検討するために、過去の地震被害データなどの脆弱性に関する

データの収集・分析を行い、AI（深層学習等）を用いた建物被害関数の構築手法

の開発を行う。 

 

４．当該年度における成果の目標及び業務の方法 

①研究プロジェクトの総合推進 

ａ．プロジェクト管理の実施 

データ提供機関や既存モデルの開発・提供元会社と綿密に打ち合わせを行った

上で実施計画の詳細を策定し、必要な人員体制のもと、隔月毎に進捗レポートを

作成することにより適切に実施計画や業務品質、必要資源、リスクを管理してプ

ロジェクトを推進する。 

ｂ．定期ミーティングの実施 

業務を円滑かつ効果的・効率的に遂行するため、業務参加者間で業務の進捗状

況や課題を共有するため、定期ミーティングを毎月開催する。 

ｃ．成果物の作成 
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一連の研究取組プロセスと実施成果を取り纏めて成果物を作成する。 

 

②データ組込用インターフェースの設計・試作 

ａ．実観測ハザードデータの選定 

2018年度に作成したデータ仕様カタログを基に、既存の地震リスク評価モデル

の開発・提供元会社（以降「モデル提供会社」という）に意見聴取を行い、防災

科学技術研究所などの研究機関が公開している地震観測データの組み込み可能性

や具体的な方法を検討し、最適なハザードデータを選定する。 

ｂ．データ組込用インターフェースの設計 

インターフェースに求める機能を明確にして要件定義を行う。要件定義を基に

モデル提供会社と綿密な打合せをしてインターフェースの外部設計を実施し、仕

様を決定する。 

ｃ．実観測ハザードデータ組込用インターフェースの試作 

決定した仕様に基づきインターフェースの試作を行う。なお、インターフェー

スの試作は、既存の地震リスク評価モデルの内容を十分に把握し、必要に応じて

モデルをカスタマイズできる技術と環境を有していることが求められるため、モ

デル提供会社に協力を仰いで試作業務を実施する。 

 

③保険資産データの高解像度化 

ａ．高解像度化手法の検討 

2018年度に収集した情報開示・利用可能な保険データを用いて保険資産データ

の高解像度化手法を検討する。具体的には住宅用の地震保険（家計地震保険）を

対象にして、損害保険料率算出機構の「地震保険 地方別統計表（2018年度）」な

どの保険契約データを基礎データとし、住宅・土地統計調査データなどの公的デ

ータや、防災科学技術研究所から提供されたNTT空間情報株式会社の「GEOSPACE電

子地図データ」、および、2018年度に収集した株式会社ゼンリンの「建物統計デ

ータ2018（メッシュ対応版250m）」などを用いて、市区解像度から250ｍメッシュ

に高解像度化する手法を検討する。 

ｂ．高解像度化の実施 

上記ａ.で検討した手法を用いて250ｍメッシュ解像度の日本全国保険資産デー

タを作成する。 

 

④モデルによる保険損失額推定結果の検証 

上記②、③で作成した実観測ハザードデータ組込用インターフェースと高解像

度保険資産データを用いて、既存の地震リスク評価モデルにより保険損失額を推

定して、実際の支払保険金データと比較することによりモデルの精度検証を行う。

具体的には、2016年熊本地震、2018年大阪府北部地震、2018年北海道胆振東部地

震を対象にして、１）地震観測データの取得、２）地震観測データのモデルへの

取込み、３）高解像度保険資産データの入力、４）保険損失額の推定、および５）

実際の支払保険金との比較検証を行う。 

 

⑤AIを活用した建物被害関数構築手法の開発 

ａ．脆弱性に関するデータの収集 

2016年熊本地震、2018年大阪府北部地震、2018年北海道胆振東部地震を対象に

して、建物属性データや地震被害データなどの脆弱性に関するデータの収集を行

う。 

ｂ．AIを活用した建物被害関数構築手法の開発 

上記④で取得した地震観測データ、および上記ａ．で取得した建物属性データを
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説明変数とし、地震被害データを目的変数としたデータ分析モデルを検討する。一

般的な建物被害関数に用いられる地震動指標はPGA（地表面最大加速度）やPGV（地

表面最大速度）などから1つの変数が採用される場合が多いが、本モデルではSa（加

速度応答スペクトル）などを加えた複数の地震動指標を扱うため、AIを活用した建

物被害関数の構築手法を開発する。 
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Ⅱ．委託業務の実施体制 
１．業務主任者 

   総合企画部リスク計量評価グループ グループ長/フェロー 堀江 啓 

 

２．業務項目別実施区分 

業  務  項  目 実 施 場 所 担 当 責 任 者 

①研究プロジェクトの総合推進 

ａ．プロジェクト管理の実施 

ｂ．定期ミーティングの実施 

ｃ．成果物の作成 

 

②実観測ハザードデータ組込用

インターフェースの設計・試作 

ａ．実観測ハザードデータの選

定 

ｂ．データ組込用インターフェ

ースの設計 

ｃ．データ組込用インターフェ

ースの試作 

 

③保険資産データの高解像度化 

ａ．高解像度化手法の検討 

ｂ．高解像度化の実施 

 

④モデルによる保険損失額推定

結果の検証 

 

⑤AIを活用した建物被害関数構

築手法の開発 

ａ．脆弱性に関するデータの収集 

ｂ．AIを活用した建物被害関数

構築手法の開発 

 

東京都千代田区神田淡路町 

２－１０５  

ワテラスアネックス 

 

 

〃 

 

 

 

 

 

 

 

〃 

 

 

 

〃 

 

〃 

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  

グループ長/フェロー 

堀江 啓 

〃 

 

 

 

 

 

 

 

〃 

 

 

 

〃 

 

〃 
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Ⅲ．業務実施計画 
 区分 ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 

 ① 研究プロジェクトの総合推進         

  ａ．プロジェクト管理の実施         

  ｂ．定期ミーティングの実施 △ △ △ △ △ △ △ △ 

  ｃ．成果物の作成         

 
② 観測ハザードデータ組込用インターフェースの

設計・試作 
        

  ａ．実観測ハザードデータの選定         

  ｂ．データ組込用インターフェースの設計         

  ｃ．データ組込用インターフェースの試作         

 ③ 保険資産データの高解像度化         

  ａ．高解像度化手法の検討         

  ｂ．高解像度化の実施         

 ④ モデルによる保険損失額推定結果の検証         

 ⑤ AIを活用した建物被害関数構築手法の開発         

  ａ．脆弱性に関するデータの収集         

  ｂ．AIを活用した建物被害関数構築手法の開発         
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Ⅳ．研究報告 
１．要約 

プロジェクト管理の下で以下の業務を実施し、成果物として本報告書を作成した。 

（１） 2018 年度に作成したデータ仕様カタログを基に、既存の地震リスク評価モデル

の提供会社と協働して、防災科学技術研究所などの研究機関が公開している地震

観測データの組み込み可能性や具体的な方法を検討した上で、「実観測ハザード

データ組込用インターフェース」を設計・試作し、実観測ハザードデータのモデ

ルへの取り込みを可能にした。 

（２） 2018 年度に収集した情報開示・利用可能な保険データや公的機関および民間企

業から収集したデータを組み合わせて高解像度化手法を検討し、日本全国を網羅

した 250m 解像度の「日本全国住宅資産データ」と、同データに地震保険が付保

された「日本全国保険資産データ」を作成した。 

（３） 開発した「実観測ハザードデータ組込用インターフェース」と「日本全国保険資

産データ」を用いて、2016年熊本地震や 2018年大阪府北部地震、2018年北海道

胆振東部地震を対象に、地震リスク評価モデルにより保険損失額を推定した結果、

実観測ハザードデータを用いることにより、保険損失額やその地域分布の推定精

度が向上していることを確認した。 

（４） 一層の推定精度向上をめざし、熊本地震、大阪府北部地震、北海道胆振東部地震

を対象にして、建物属性データや地震被害データなどの脆弱性に関するデータを

収集するとともに、AI を活用した建物被害関数構築手法を検討した結果、約 52

万 9千件の膨大な保険データと機械学習により、複数の地震動指標を用いたマル

チパラメータ型の建物被害関数構築手法を開発した。 
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２．成果（抜粋） 

２．１ 実観測ハザードデータ組込用インターフェースの設計・試作 

（１）概要 

2018年度の成果物である「データ仕様カタログ」を基に、防災科学技術研究所等の研

究機関が保有する各種ハザードデータの中から、既存の地震リスク評価モデルに組み込

み可能な実観測データを選定した。その上で、データ組込用のインターフェースの仕様

をモデル提供会社と協議の上で決定して設計・試作を行った。なお、インターフェース

の試作にあたっては、自然災害リスクモデリングにおける豊富な知見を有していること

や、実際のリスク分析に用いる地震リスク評価モデルの内容を十分に理解していること、

必要に応じて地震リスク評価モデルをカスタマイズできる環境にあることから、モデル

提供会社の一つである AIR Worldwide社に協力を依頼した。 

試作したインターフェースと大阪府北部地震で観測された地震動データを用いてテス

ト分析を行い、インターフェースが問題なく動作することを確認した。 

 

今回の取り組みにおけるインターフェースの位置づけを以下の図 1 のフロー図をも

とに説明する。 

 

 
図 1 取組全体のフロー図 

 

 今回の取組では実観測ハザードデータをもとに、保険資産データにおける推定損失額

を算出することが目標となる。損失額推定の分析自体はモデル提供会社が別途開発して

いる地震リスク評価モデルを用いる。地震リスク評価モデル内において、ハザード（今

回は地震動）の情報は通称「ALERTファイル(ALERT: AIR Loss Estimates in Real Time)」

と呼ばれる特殊なファイル群で表現される（図 1の中央を参照）。すなわち、通常、取得

できるハザードデータを直接分析用モデルに組み込むことはできない。そこで、取得し

たハザードデータを ALERT ファイルに変換するためのツールとして、ハザードデータ組

込用インターフェースを開発した。開発にあたっては、社会実装を見据えて、特別な知

識が無くても操作可能な簡易性を重視した。 
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（２）実施方法 

 実観測ハザードデータ組込用インターフェースの設計・試作について以下のフローで

遂行した。 

 
 

図 2 インターフェース設計・試作のフロー図 

 

 図 2のステップを順に説明する。 

 まず、ステップ 1 においては、地震観測データの地震リスク評価モデルへの組み込み

可能性や具体的な方法をモデル提供会社に意見聴取した上で検討し、データ提供元の機

関を選定した。その際には、2018年度に本プロジェクトで作成した「データ仕様カタロ

グ」を参照した。「データ仕様カタログ」の詳細は 2018年度成果報告書を参照されたい。

ステップ１の詳細は「２．１．１ 実観測ハザードデータの選定」で説明する。 

 ステップ 2 においては、インターフェースに求める機能を明確にして要件定義を行っ

た。ここで行った要件定義を基にモデル提供会社と協議の上でインターフェースの外部

設計を実施して最終的な仕様を決定した。今回用いた形式や入力項目の詳細は「２．１．

２ インターフェースの設計」で説明する。 

 ステップ 3 においては、これまでのステップで検討してきた仕様をまとめ、契約の詳

細や納品までのスケジュールをモデル提供会社と協議の上で決定した。インターフェー

スの仕様は「２．１．２ インターフェースの設計」で説明する。 

 ステップ 4 は、インターフェースの試作が完了するまでの間に行った作業である。今

回、ハザードデータとして用いたのは、防災科学技術研究所の地表面最大加速度（PGA）

および産業技術総合研究所の地表面加速度応答スペクトル(Sa)であるが、それぞれラス

タデータとして入手していた。ハザード組込用インターフェースへは特定のメッシュ毎

の値を CSV 形式で入力する必要があるため、入力可能な形式へ整えるためのプログラム

を開発し実行した。詳細は「２．１．３ インターフェースの試作」で説明する。 

 最後にステップ 5 では、モデル提供会社から納品されたインターフェースの動作確認

を実施した。動作確認の項目についても「２．１．３ インターフェースの試作」を参

照されたい。 
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２．１．１ 実観測ハザードデータの選定 

（１）概要 

実観測ハザードデータの選定にあたっては、2018年度の成果物である「データ仕様カ

タログ（図 3）」を基に、入手可能なハザードデータのうち、モデル提供会社である AIR 

Worldwide社の地震リスク評価モデルにおけるハザードモジュール部分（図 4参照）に

組み込み可能なものを選定した。 

「ハザードモジュール」では、保険資産に加わる外力を主に計算する部分であり、今

回は地震動強度がそれにあたる。震源から保険資産が所在する地点へ至るまでの地震波

の伝播を考慮するために、地盤情報や距離減衰式等をもとに計算を行う。 

「脆弱性モジュール」では、外力によって生じる建物や収容物の被害を算定する部分

である。この算定時には、外力と耐震性（脆弱性）の関係を表現した「被害関数」がモ

デル内部に組み込まれており、これを利用する。 

「ファイナンシャルモジュール」では、保険契約条件等を考慮した最終的な損失額の

推定を行う。例えば、脆弱性モジュールにおいて 15 万円の損害が生じた建物について、

保険免責金額 20万円が設定されていれば、ファイナンシャルモジュールで計算される最

終的な損失額は 0円である。 

 

 
図 3 ハザードデータ仕様カタログ 
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図 4 地震リスク評価モデルの概念図 

  

今回の取り組みにおいては、発災直後に得られる地震動情報をモデルに入力すること

で、実観測データに基づいた被害額の推定を行うことが目的である。地震リスク評価モ

デルでは地震動強度算定時に応答スペクトル法を用いている。周期に応じた応答スペク

トルの形状を算出する際には最大加速度（PGA：Peak Ground Acceleration）、および加

速度応答スペクトル1（Sa: Spectral Response Acceleration）0.3秒、1.0 秒の合計 3点

の値を用いている。モデル内の入力メッシュサイズは 1kmメッシュである。 

地震リスク評価モデル内でのハザード情報入力特性から、入力する地震動情報は、1km

メッシュ毎の工学的基盤面上における PGA、Sa0.3秒、Sa1.0秒が適切であると結論づけ

た。また、ハザードデータの提供元は、表 1 の各種データセットを比較した結果、表 2

の通り決定した。 

 

  

                                                      

1 応答スペクトルとは、様々な固有周期（秒）の 1自由度振動系（ばねの先に質点がついたもの）に対

し、単一の地震波形を入力した際に、応答振幅の最大値を固有周期毎にプロットしたもの。 
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表 1 データセットの比較 

No. データセット名称 取得可能データ 

（地表、メッシュ形

式） 

データ取得

コスト 

PGA Sa 

1 強震観測網（K-NET, Kik-net） 〇2 × 〇 

2 高感度地震観測網（Hi-net） × × 〇 

3 広帯域地震観測網（F-net） × × 〇 

4 基盤的火山観測網（V-net） × × 〇 

5 日本海溝海底地震津波観測網（S-

net） 
× × 〇 

6 地震・津波観測監視システム

（DONET) 
× × 〇 

7 首都圏地震観測網（MeSO-net） × × 〇 

8 長周期地震動モニタ × × - 

9 強震モニタ × × 〇 

10 J-RISQ × × 〇 

11 リアルタイム地震被害推定情報 〇 × △（有償） 

12 QuiQuake 〇 〇 〇 

13 jishin.net × × - 

14 DIGSUSS × × 〇 

 

表 2 使用したハザードデータ 

データセット No. 1 12 

データセット名称 強震観測網（K-NET, Kik-net） QuiQuake 

データ提供元 防災科学技術研究所 産業技術総合研究所 

データ種類 PGA Sa（0.3秒、1.0秒） 

データ形式 netCDF KML 

メッシュサイズ 0.008°メッシュ 250mメッシュ 

 

（２）ハザードデータの詳細 

使用したハザードデータの詳細は付録 A「ハザードデータの詳細」を参照されたい。 

  

                                                      

2 防災科学技術研究所より本委託業務用に提供された PGA メッシュデータ（デジタルデータ）。本デー

タは一般には公開されていない。 
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２．１．２ インターフェースの設計 

（１）ハザードデータの入力ファイル形式 

（ａ）ファイル形式 

インターフェースの設計にあたって、ハザードデータの入力形式をモデル提供会社と

協議の上で決定した。ファイル形式はデータの扱いやすさと編集のしやすさからテキス

トファイル形式（CSV 形式）とした。 

 

（ｂ）入力項目 

入力項目としては、メッシュ毎のハザード情報に加え、メッシュの位置情報を入力す

る必要がある。地震リスク評価モデルで扱えるメッシュの位置を表す緯度・経度情報は、

すでにモデル内で固定されているため、入力者はメッシュの緯度・経度を指定できるも

のの、実際の分析上はモデル内で指定されている地点（緯度・経度）からの最近接点が

入力される仕様となった。また、最大加速度や加速度応答スペクトルの単位はモデル提

供会社と協議の上、すべて重力加速度 g（1g＝980.665cm/s2）に統一した。 

 図 5に入力ファイル形式のイメージ図を示す。 

 

 
図 5 入力ファイル形式のイメージ 

  

なお、モデル解像度が 1km であることから、入力情報のメッシュ解像度は 1km 以下で

あることが望ましい。今回用いたハザードデータのメッシュ解像度は、PGAと Saで異な

るが、いずれも 1km 以下であり、モデル提供会社が推奨する以下の要件をいずれも満た

している。 

 メッシュ解像度は 1km以下であること。 

 PGAおよび Sa0.3 秒ならびに 1.0秒がメッシュ毎に与えられていること。 

 

（２）インターフェースの仕様 

モデル提供会社と協議を重ね、最終的な仕様を決定した。仕様書の一部（日本語版）

を図 6に付すので参照されたい3。 

                                                      

3 なお、本インターフェースの使用期限（契約終了日）は 2020年 12月 31日であり、本インターフェ

ースを用いて分析された結果の公開範囲は PRISM参画企業に限られる。 

単位は重力加速度 
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入力ファイルの仕様 

 ファイル形式：CSV 

 入力情報：グリッド点毎の地表面における地震動。各地点における情報

は、緯度経度 (WGS、度)、地表面 PGA(単位は g)、地表面 Sa 0.3 秒 (減

衰定数は 5%) (単位は g)、地表面 Sa 1.0 秒 (減衰定数は 5%) (単位は g) 

 形式  

o 一行目：項目名（ヘッダー）  

o 二行目以降：地点番号 (整数)、緯度(単精度浮動小数点)、経度 (単

精度浮動小数点), PGA (単精度浮動小数点), Sa 0.3 秒(単精度浮動

小数点), Sa1.0 秒 (単精度浮動小数点) 

 

出力ファイルの仕様 

 ファイル形式：Touchstone v7 で読み込み可能な ALERT ファイル 

 出力情報：AIR Worldwide 社の日本地震リスク評価モデルにおける 1km 

グリッド点毎の地震動  

 

出力地震動について 

 AIR Worldwide社の日本地震リスク評価モデルで定義されたグリッドに

おける地震動は入力データの内挿により算出する 

仕様書抜粋（和訳） 図 6 仕様書抜粋（和訳） 
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２．１．３ インターフェースの試作 

（１）ハザードデータの変換 

ハザードデータをデータ組込用インターフェースへ入力するにあたって、PGA および

Sa のメッシュを揃える必要がある。今回はメッシュ解像度が相対的に高い Sa（250m メ

ッシュ）に合わせて入力ファイルを作成した。手順は以下の表 3のとおりである。 

なお、データ組込用インターフェースの試作段階においては、大阪府北部地震のハザ

ードデータを同様の手順で作成し、不具合なく入力されるかの確認をモデル提供会社に

依頼した。 
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表 3 入力データの作成手順 

手順 説明 図解 

1 Sa について 250m メッシ

ュの中心点を求める（青

線は Sa の 250 メッシ

ュ）。 

 
2 PGA についても同様に

0.008°メッシュの中心

点を求める（緑線は PGA

の 0.008°メッシュ）。 

 
3 Sa の中心座標点から最

近接点となる PGAの値を

入力する。 
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（２）インターフェースの動作確認 

モデル提供会社に協力を仰ぎインターフェースを試作した後、地震リスク評価モデル

がインストールされている PCに同ツールを導入した。また、大阪府北部地震のハザード

データを用いて、インターフェースの動作確認を行った。 

インターフェース（画面）を図 7に示す。同図にはユーザーが設定・入力すべき項目

を赤字で示した。 

 

 
図 7 インターフェース 

 

動作確認の結果、図 8のファイル（ALERTファイル）が出力され、問題なく地震リスク

評価モデルに組み込むことができた。 

 

   
 

図 8 ALERT ファイル 
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２．２ 保険資産データの高解像度化 

（１）業務の内容 

（ａ）概要 

2018年度に収集した情報開示・利用可能な保険データを用いて保険資産データの高解

像度化手法を検討する。具体的には住宅用の地震保険（家計地震保険）を対象にして、

「地震保険 地方別統計表（2018 年度）」などの保険契約データを基礎データとし、住

宅・土地統計調査データなどの公的データや、防災科学技術研究所から提供された NTT

空間情報株式会社の「GEOSPACE 電子地図データ」、および、2018年度に収集した株式会

社ゼンリンの「建物統計データ 2018（メッシュ対応版 250m）」などを用いて、市区解像

度から 250ｍメッシュの高解像度化する手法を構築する。この構築手法を用いて 250ｍメ

ッシュ解像度の日本全国資産データを作成する。 

 

（ｂ）実施手順 

１）高解像度化手法の検討 

2018年度に収集した保険契約データに加えて、構造・用途・建築年数・建物階数・建

築面積等を有する建物属性情報データの収集を行い、250mメッシュ解像度全国資産デー

タ（Industry Exposure Database、以降「IED」という）の構築手法を検討する。詳細は

２．２．１「高解像度化手法の検討」を参照されたい。 

 

２）高解像度化手法の実施 

１）で検討した手法を用いて、以下 4 種類の IED を作成する。詳細は２．２．２「高

解像度化の実施」を参照されたい。 

・ 全国保険資産データ（地震保険・建物） 

・ 全国保険資産データ（地震保険・家財） 

・ 全国住宅資産データ（建物再調達価額） 

・ 全国住宅資産データ（家財再調達価額） 

 

２．２．１ 高解像度化手法の検討 

IEDを作成するにあたり、収集した地震保険契約データを表 4に、建物属性情報デー

タを表 5に、作成フローを図 9 に示す。IED は大きく分けて以下の手順で作成した。手

順 2 の成果物として全国保険資産データ 2 種を作成し、手順 3 の成果物として全国住宅

資産データ 2 種を作成した。なお、手順 1 の建物属性分布データの作成方法の詳細は後

述を参照されたい。 

 

＜IEDの作成手順＞ 

手順 1：収集した公的データと民間データに含まれる建物属性情報データを用いて、

250mメッシュ解像度で建物属性分布データを作成する（建物属性分布デー

タには物件種別別/構造別/建築年区分別/階数区分別に建物件数、建物価

額、世帯人員、住宅件数の数値情報が含まれる）。 

手順 2：市区解像度の地震保険契約データを手順１で作成した建物属性分布データの

建物属性毎の数値情報比率に従い、250mメッシュ解像度へ分配し、全国保

険資産データを作成する（地震保険契約データには保険契約件数、建物保険

金額、家財保険金額が含まれる）。具体的には、保険契約件数は住宅数、建

物保険金額は建物価額、家財保険金額は世帯人員の数値情報比率を使用して

分配する。 

手順 3：手順１で作成した建物属性分布データおよび手順２で作成した全国保険資産

データを基に、世帯加入率で割り戻すことで全国住宅資産データを作成す
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る。ただし、建物件数は手順１で作成した建物属性分布データの建物件数

をそのまま使用する。 

 

表 4 高解像度化に使用した地震保険契約データ 

 
 

表 5 高解像度化に使用した建物属性情報データ 

 
 

 

 
図 9 保険資産データの高解像度化フロー 

 

建物属性分布データは以下の 3ステップで作成を行った。作成フローを図 10に示す。 

 

＜建物属性分布データの作成ステップ＞ 

ステップ 1：250m メッシュで物件種別別に建物件数、建築面積に関するデータを作

成する。建物件数は株式会社ゼンリンの「建物統計データ 2018」から

取得する。建築面積は NTT空間情報株式会社の「GEOSPACE 電子地図デ

ータ」の建物ポリゴンから 250m メッシュごとに平均建築面積を算出

し、建物件数×平均建築面積により算出する。 

ステップ 2：ステップ 1で作成したデータに構造、建築年区分、階数区分の建物属性

を付与し、さらに延床面積、世帯人員、住宅数の数値項目を追加する。

構造、階数区分の建物属性と世帯人員、住宅数の数値項目は総務省の

「住宅・土地統計調査」から付与する。建築年区分は「建物統計データ

2018」から付与する。延床面積は階数区分ごとに代表階数を設定し、建

築面積×代表階数により算出する。 

保険契約データ 提供元 使用用途

地震保険　地方別統計表（2018年度） 損害保険料率算出機構 市区別　保有件数・保険金額を使用、市区群別の世帯加入率を算出

損害保険料率算出機構統計集（2018年度版） 損害保険料率算出機構 保有件数・保険金額の建物・家財比率を算出

建物属性情報データ 提供元 使用用途

GEOSPACE 電子地図データ NTT空間情報株式会社 メッシュごとに物件種別別の平均建築面積を算出

建物統計データ2018（メッシュ対応版250ｍ） ゼンリン 建物件数、階数区分を付与

国土数値情報　行政区域データ 国土交通省 各建物ポリゴンがどの市区町村に位置するか判定するために使用

住宅・土地統計調査（2018年度） 総務省 構造・建築年区分、世帯人員・住宅数を付与

建築着工統計調査（2018～2014年度） 総務省 建物価額の延床面積単価を算出するために使用

住民基本台帳（2018年度） 総務省 市区群別の世帯加入率を算出
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ステップ 3：ステップ 2で作成したデータに建築価額の数値項目を追加する。建築価

額は総務省の「建築着工統計調査」から延床面積当たりの建築価格を

入手し、延床面積×延床面積当たりの建築価格により算出する。 

 

 
図 10 建物属性分布の作成フロー 

 

２．２．２ 高解像度化の実施 

２．２．１「高解像度化手法の検討」における手法を用いて、以下の 4 種の IED を作

成した。全国保険資産データおよび全国住宅資産データの仕様をそれぞれ表 6、表 7に

示す。また、東京都周辺を例に、保険資産データ（地震保険・建物）の一部と可視化し

た結果をそれぞれ図 11、図 12に示す。 

・ 全国保険資産データ（地震保険・建物） 

・ 全国保険資産データ（地震保険・家財） 

・ 全国住宅資産データ（建物再調達価額） 

・ 全国住宅資産データ（家財再調達価額） 
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表 6 全国保険資産データの仕様 

データ名 全国保険資産データ（地震保険・建物/家財） 

対象物件 日本全国の地震保険を付帯している住宅物件 

位置情報 標準地域メッシュコード 

メッシュサイズ 4 分の 1地域メッシュ 

測地系 JGD2000 

作成基準年 2018年度末 

データ形式 CSVファイル形式 

建物属性情報 ＜物件種別＞ 

戸建/集合住宅/不明 

＜構造＞ 

RC 造/S造/防火木造/非防火木造/不明 

＜建築年区分＞ 

1970年以前/1971 年-1980 年/1981 年-1990年/1991 年-2000 年/ 

2001年-2010年/2011 年-2015 年/2016 年-2018 年/不明 

＜階数区分＞ 

3 階以下/4 階-6 階/7 階-10 階/11 階-20 階/21 階-30 階/31 階以上/不

明 

数値情報 ・建物/家財保険金額（円） 

・地震保険契約件数（件） 

 

表 7 全国住宅資産データの仕様 

データ名 全国住宅資産データ（建物/家財） 

対象物件 日本全国の住宅物件 

位置情報 標準地域メッシュコード 

メッシュサイズ 4 分の 1地域メッシュ 

測地系 JGD2000 

作成基準年 2018年度末 

データ形式 CSVファイル形式 

建物属性情報 ＜物件種別＞ 

戸建/集合住宅/不明 

＜構造＞ 

RC 造/S造/防火木造/非防火木造/不明 

＜建築年区分＞ 

1970年以前/1971 年-1980 年/1981 年-1990年/1991 年-2000 年/ 

2001年-2010年/2011 年-2015 年/2016 年-2018 年/不明 

＜階数区分＞ 

3 階以下/4 階-6 階/7 階-10 階/11 階-20 階/21 階-30 階/31 階以上/不

明 

数値情報 ・建物/家財再調達価額（円） 

・建物件数（棟） 
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図 11 全国保険資産データ(地震保険・建物)の例 

 

 

 
図 12 東京都周辺の全国保険資産データ(地震保険・建物)の可視化結果 

 

  

PREF JIS5 NAME LATITUDE LONGITUDE Type Material Year Floor Num Amt

13 13102 中央区 35.6656 139.7859 Multi RC 1971-1980 11F-20F 5.4 202,746,212

13 13102 中央区 35.6656 139.7859 Multi RC 1971-1980 4F-6F 3.2 46,527,826

13 13102 中央区 35.6656 139.7859 Multi RC 1981-1990 11F-20F 5.0 188,648,814

13 13102 中央区 35.6656 139.7859 Multi RC 1981-1990 4F-6F 3.0 43,292,642

13 13102 中央区 35.6656 139.7859 Multi RC 1991-2000 -3F 11.8 66,260,326

13 13102 中央区 35.6656 139.7859 Multi RC 1991-2000 4F-6F 5.0 72,409,280

13 13102 中央区 35.6656 139.7859 Multi RC 2001-2010 -3F 34.7 195,551,401

13 13102 中央区 35.6656 139.7859 Multi RC 2001-2010 4F-6F 14.9 213,698,575

13 13102 中央区 35.6656 139.7859 Multi RC 2001-2010 7F-10F 19.9 497,452,959

13 13102 中央区 35.6656 139.7859 Multi RC 2016-2018 11F-20F 2.8 103,295,466

13 13102 中央区 35.6656 139.7859 Multi RC 2016-2018 -3F 3.9 21,692,047

13 13102 中央区 35.6656 139.7859 Single boukawood 1981-1990 -3F 57.9 15,096,820

13 13102 中央区 35.6656 139.7859 Single boukawood 2011-2015 -3F 25.7 6,709,697

13 13102 中央区 35.6656 139.7859 Single boukawood 2016-2018 -3F 6.4 1,677,423

13 13102 中央区 35.6656 139.7859 Single normalwood 1991-2000 -3F 39.0 10,176,373

13 13102 中央区 35.6656 139.7859 Single normalwood 2001-2010 -3F 16.7 4,361,302

13 13102 中央区 35.6656 139.7859 Single normalwood 2016-2018 -3F 11.2 2,907,537

… … … … … … … … … … …

＜Type＞

Multi：集合住宅

Single：戸建て

＜Material＞

RC：(鉄骨)鉄筋コンクリート造

steel：鉄骨造

boukawood：防火木造

normalwood：非防火木造

＜Year＞

建築年区分

＜Floor＞

階数区分

＜Num＞

地震保険契約件数(件)

＜Amt＞

地震保険金額(円)
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２．３ モデルによる保険損失額推定結果の検証 

（１）業務の内容 

（ａ）概要 

２．１「実観測ハザードデータ組込用インターフェースの設計・試作」および２．２

「保険資産データの高解像度化」で作成した ALERT ファイルと高解像度保険資産データ

を用いて、既存の地震リスク評価モデルにより保険損失額を推定する。また、実際の支

払保険金データ（以降「実績ロス」という）と比較することによりモデルの精度検証を

行う。具体的には、2016年熊本地震、2018年大阪府北部地震、2018年北海道胆振東部地

震を対象にして、１）地震観測データの取得、２）地震観測データのモデルへの取込み、

３）高解像度保険資産データの入力、４）保険損失額の推定、および５）実績ロスとの

比較検証を行った。 

 

（ｂ）用語定義 

表 8 用語の定義 

類似イベント モデル提供会社が作成している確率的イベントカタログの

中で、推定額の算出対象とする地震の規模や震央位置、震源

深さ等の特徴が類似しているイベント 

インポートデータ 推定額算出のために自然災害リスク評価モデルへ入力す

る、資産情報や保険条件等を保持しているデータ 

平均損失率 メッシュや市区町村等の一定のエリアごとに、保険損失額

（モデル推定額）の合計÷保険金額の合計を計算したもの 

 

（ｃ）実施手順 

１）地震観測データの取得 

２．１．１「実観測ハザードデータの選定」において決定したハザードデータを取得

した。 

 

２）地震観測データのモデルへの取込み 

２．１節で開発した実観測ハザードデータ組込用インターフェースで作成した ALERT

ファイルをモデルへ入力した。 

 

３）高解像度保険資産データの入力 

２．２．２「高解像度化の実施」で作成した高解像度保険資産データ（250mメッシュ）

をモデルへ入力可能な形式に変換したインポートデータを作成してモデルへ入力した。 

 

４）保険損失額の推定 

２）および３）により保険損失額（モデル推定額）を算出した。推定にあたり、地震

保険の支払条件として、建物と家財ともに全損は保険金額の 100％、大半損は 60％、小

半損は 30％、一部損は 5％とした。 

 

５）実際の支払保険金との比較検証 

実績ロスとモデルによる推定保険損失額（モデル推定額）を比較し、モデルの精度検

証を実施した。なお、実績ロスは都道府県レベル解像度までしか公表されていないため、

それ以上の解像度での精度検証は市区町村別被災率や損保社提供のロスデータ等を用い

て実施した。ただし、高解像度保険資産データは 2018年度末時点の保険金額を基準に作

成しているため、熊本地震におけるモデル推定額は損害保険料率算出機構が公開してい

る保有統計表を基に 2015 年度末時点の保険金額に対応するモデル推定額へ補正を行っ

た。 
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（２）業務の成果 

（ａ）2016年熊本地震における支払保険金とモデル推定額の比較 

モデルの推定精度を検証するため、日本損害保険協会[1]が公開している熊本地震に係

る地震保険の県別支払保険金額（以降、実績ロスという）を用いて、比較的大きな保険

損失が報告されている 7県を対象に ALERTファイルによるモデル推定額との比較を行っ

た。7県合計および各県別の比較結果を図 13に示す。同図中の類似イベントによるモデ

ル推定額は 2018 年度の取り組みにおいて選定した熊本地震の 4 つの類似イベントの中

で実績ロスと最も良く対応していた類似イベントによるモデル推定額を示している。類

似イベントについての詳細は 2018年度報告書を参照されたい。ALERTファイルを用いた

モデル推定額および類似イベントによるモデル推定額は実績ロスに対して、7 県合計は

それぞれ約＋14％、約▲21％であり、実観測ハザードデータをモデルに取り込むことに

より、推定精度はやや向上したことを確認した。 

 

 

 
図 13 熊本地震における支払保険金とモデル推定額の比較 
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さらに、損害保険料率算出機構[2]が公開している熊本県および大分県の市町村別被災

率を基に算出した市町村別平均損失率との比較を行った。比較結果を図 14に示す。ALERT

ファイルを用いた推定平均損失率は一部の市町村で過大もしくは過小評価している部分

はあるものの、類似イベントによる推定平均損害率と比較すると、その精度は大きく向

上していることを確認した。 

 

 
図 14 熊本地震における市町村別平均損失率の比較 
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（ｂ）2018 年大阪府北部地震における支払保険金とモデル推定額の比較 

大阪府北部地震を対象に、熊本地震の事例と同様に 5 府県に対して実績ロスと ALERT

ファイルによるモデル推定額の比較を行った。実績ロスは日本損害保険協会[3]が公開し

ている大阪府北部地震に係る地震保険の県別支払保険金額を用いた。5 府県合計および

各府県別の比較結果を図 15に、損失額の府県割合を図 16に示す。図 15および図 16

中の類似イベントによるモデル推定額は 2018 年度の取り組みにおいて選定した大阪府

北部地震の類似イベントによるモデル推定額を示している。類似イベントについての詳

細は 2018年度報告書を参照されたい。 

図 15より、ALERTファイルを用いたモデル推定額は実績ロスに対して過大評価性が認

められる。自然災害リスク評価モデルは収録されているイベントによるハザード強度に

対応した被害関数を搭載しているため、ALERT ファイルにより直接入力したハザード強

度とは既存の被害関数がうまく対応していないことに起因している可能性がある。これ

は後述の２．４「AI を活用した建物被害関数構築手法の開発」で構築した手法を実装す

ることで過大評価性の改善が期待される。一方で、図 16 を見ると損失額全体に対して

大阪府と京都府の損失額が占める割合は、類似イベントと比較して、より実績ロスに対

応していることが確認できる。 

 

 
図 15 大阪府北部地震における実績ロスとモデル推定額の比較 

 



 

 

28 

 

 
図 16 支払保険金とモデル推定額の府県割合 

 

そこで、より細かい解像度で精度検証するため、損害保険料率算出機構[4]が公開して

いる大阪府および京都府の市区町村別被災率を基に算出した市区町村別支払保険金額

(以降、実績支払保険金)とモデルによる市区町村別推定額を、それぞれ平均値が 0、標準

偏差が 1 となるように標準化して比較した散布図を図 17 に示す。なお、縦軸がモデル

推定額、横軸が実績支払保険金を示している。類似イベントと比較して、ALERTファイル

を用いたモデル推定額の方が実績支払保険金と高い相関を示している。実観測ハザード

データを取り込み、モデル推定を行ったことで、損失額の地域的分布の形状はより実態

に対応したものとなることが確認できた。この結果は相対的に被害が大きいエリアを特

定する際に有効であると考えられる。参考として、損害保険会社提供の支払保険金とモ

デル推定額を 1kmメッシュで可視化した結果を図 18に示す。 

 

 
(a)ALERT ファイルによるモデル推定額  (b) 類似イベントによるモデル推定額 

図 17 市区町村別の実績支払保険金とモデル推定額の比較 
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図 18 支払保険金とモデル推定額の地理的分布の比較 

 

（C）2018年北海道胆振東部地震における支払保険金とモデル推定額の比較 

北海道胆振東部地震を対象に実績ロスとモデル推定額の比較を行った。実績ロスは日

本損害保険協会[5]が公開している北海道胆振東部地震に係る地震保険の県別支払保険

金額を用いた。比較結果を図 19に示す。ALERT ファイルによるモデル推定額は実績ロス

をやや過大に評価していることが確認できる。 

 

 
図 19 北海道胆振東部地震における支払保険金とモデル推定額の比較 
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さらに、北海道安平町における罹災証明書発行のための住家被害認定調査データを収

集し、モデル推定平均損失率との比較を行った。比較結果を図 20 に示す。安平町によ

る住家被害認定調査の実施地点の大部分が、モデル損失額が算出されていることが見て

取れる。罹災証明書発行のための被害認定基準と地震保険の保険金支払い基準は異なる

ため、損失率を一概に比較することはできないが、住家被害認定調査結果の大小とモデ

ル推定結果の大小には正の相関性が確認でき、概ね整合的な結果が得られていると考え

られる。 

 

 
図 20 安平町における住家被害認定調査結果とモデル推定平均損失率の比較 

（ポイント：住家被害認定調査データ メッシュ：モデル推定平均損失率） 
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２．４ AIを活用した建物被害関数構築手法の開発 

 

２．４．１ 脆弱性に関するデータの収集 

2016 年 熊本地震、2018 年 大阪府北部地震、2018 年 北海道胆振東部地震について、

建物属性データ、被害データ等を収集した。 

2016年熊本地震については、熊本県益城町および宇城市における被害データを、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を通して収集した。建物属性デー

タは家屋課税台帳情報を、被害データは自治体による罹災証明書発行のための被害認定

調査結果を収集した。 

2018 年大阪府北部地震については、損害保険会社 1 社(以下、A 社)より、保険契約デ

ータおよび支払保険金データを収集した。保険契約データには、保険金額・構造・建築

年といった建物属性データが含まれる。支払保険金データには、全損・半損・一部損壊

といった損害区分を推定可能な支払保険金の額が含まれる。 

2018 年 北海道胆振東部地震については、北海道安平町における被害データを、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を通して収集した。建物属性デー

タは家屋台帳情報を、被害データは自治体による罹災証明書発行のための被害認定調査

結果を収集した。 

 

２．４．２ AIを活用した建物被害関数構築手法の開発 

2018年大阪府北部地震をテストケースとして、地震動強度、脆弱性、建物被害に関す

るデータを使用し、多層パーセプトロン(以下、MLP)を活用し、複数の地震動指標を用い

た建物被害関数構築手法の開発を行った。 

 

（１）提案手法 

ニューラルネットワークとは、機械学習によって予測・分類等の問題を解決する際に

用いられるモデルの一つである。教師信号である複数の入力データに基づき、適切なパ

ラメータを自動で決定する教師あり学習により、近年、データ解析における非線形性を

もつ様々な問題に良好な解を与えることがわかっている。 

MLP は、代表的なニューラルネットワークの 1 つであり、入力層と出力層の間に中間

層（隠れ層）を有するモデルである。図 21 に示す隠れ層が 2 層ある構造の MLP を、本

手法では用いることとした。 

被害関数は、構造や建築年といった被害率に影響を与える建物属性（脆弱性）や、被

害程度（全壊、半壊など）ごとに、ハザード（本稿では地震動強度）と被害率の関係を

関数化したものである。一方 MLP は多クラス分類問題を扱うことができ、その分類基準

は出力層における分類割合を用いることができる。従い、地震動強度、脆弱性に関する

情報を入力値とし、被害程度を分類問題の正解ラベルとするデータセットで MLP を学習

させれば、任意の入力データについて被害程度の分類割合を出力させることができる。

そして、この分類割合を各被害程度の発生確率を表した被害率と解釈すれば、被害関数

を構築することができると考えられる。 

具体的には、地震動強度、脆弱性（火災構造級別4）、被害程度が紐づけられたデータセ

ットを作成した。これを訓練データおよび検証データとして MLP を教師あり学習させ、

入力データに応じた被害程度の分類割合が出力されるモデルを構築した。 

 

                                                      
4 火災構造級別とは、火災保険において保険料率の決定等に用いられる、建物の構造の種別である。

専用住宅の場合、マンション構造（M構造）、耐火構造（T構造）、非耐火構造（H構造）がある。 
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図 21 MLP の構造 

 

（２）実験 

使用データを表 9に示す。まず、A社から収集した地震保険契約データと支払保険金

データに、所在地情報や事故場所情報を基に付与した 1 件ごとの緯度・経度情報を用い

て、ハザード情報を紐づけた。具体的には、地震リスク評価モデルに取り込む前述の実

ハザード観測データを同じハザード情報として、防災科学技術研究所より提供された地

表面での最大加速度(PGA)および地表面での最大速度(PGV)の地震動分布、産業技術総合

研究所[6]の QuiQuake に基づく絶対加速度応答スペクトルの 0.3 秒と 1.0 秒の地震動分

布(Sa0.3、Sa1.0)の、計 4 パラメータを紐づけた。更に、被害程度として支払保険金額

から推定された支払区分（全損・半損・一部損・無被害の 4区分）、および火災構造級別

（M構造・T構造・H構造の 3区分）を付与し、MLP解析用のデータセットを約 52万 9千

件分構築した。 

 

表 9 使用データの概要 

ID データ名 提供元 種 別 備 考 

１ 保険契約データ A 社 
エクスポージャ 
脆弱性 

約 50 万 6 千件（所在地、保
険金額、構造、建築年、など） 

２ 支払保険金データ A 社 被害 
約 2 万 2 千件（事故場所、
支払保険金の額、損害区分、
など） 

４ 
地震動データ 
( 大 阪 府 北
部地震) 

最大加速度：PGA 
最大速度  ：PGV 

防災科学技
術研究所 

ハザード 
0.01°間隔 
（約 1km メッシュ） 

５ 
加速度応答スペクトル：
Sa0.3 秒、Sa1.0 秒 

産業技術総
合研究所 
(QuiQuake) 

ハザード 250m メッシュ 

 

次に実験条件を示す。図 21に示す MLPを使用し、データセットの約 90%である 47万

6千件を訓練データ、約 10%である 5万 3千件を検証データとして、全層を学習できる状
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態で訓練を実施した。バッチサイズは約 5 万 3 千とし、MLP のパラメータの更新に際す

るイテレーション毎にランダムに訓練データから抽出した。損失関数には交差エントロ

ピーを使用し、最適化手法は確率的勾配降下法、学習率は 0.1とした。  

実験結果や構築した被害関数を示す。総イテレーション数 5,000 回で学習を終了させ

たところ、学習過程の損失値の推移は訓練データおよび検証データそれぞれに対し、図  

22のようになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 22 学習過程の損失値の推移（右図は左図の損失値 0.140-0.150 の範囲を拡大） 

 

また、学習済の MLP を可視化するため、表 10の条件に合致する入力データを用意し、

出力結果を図 23および図 24のように可視化した。 

図 23 の Figure2 は Figure1 の被害率が小さな部分を拡大したものである。なお、各

図中のグラフ線の意味は、表 11の通りである。図 23に示す可視化例から、一部損およ

び半損については地震動強度と被害率に正の相関が確認されたものの、全損については

地震動強度が大きい領域は負の相関が確認されたため、学習に用いたデータセットを確

認することが望ましいと考える。 

また、図 24 では、可視化した地震動強度の指標が 0 であっても、固定条件の他の地

震動指標にある程度大きな数値が入力されていれば、本被害関数は被害が発生するよう

な被害率を設定するため、被害推定分析に対する精度や適用性を確認することが望まし

いと考える。 

 

表 10 建物被害関数の可視化例の条件5 

図番号 
変数 固定条件 

X軸 Y軸 Z軸 地震動強度 火災構造級別 

Figure1

： 
PGA(gal) Sa0.3(g) 被害率 

PGVは 20kine,  Sa1.0

は 0.3g 
H構造 

Figure2

： 
PGA(gal) Sa0.3(g) 被害率 

PGVは 20kine,  Sa1.0

は 0.3g 
H構造 

Figure3

： 
PGA(gal) 被害率 - 

PGV は 20kine, Sa0.3

は 1.5g, Sa1.0は 0.3g 
H構造 

Figure4

： 
Sa0.3(g) 被害率 - 

PGAは 400gal、PGVは

20kine, Sa1.0は 0.3g 
H構造 

Figure5

： 
Sa1.0(g) 被害率 - 

PGAは 400gal、PGVは

20kine, Sa0.3は 1.5g 
H構造 

Figure6

： 

PGV(kine

) 
被害率 - 

PGA は 400gal、Sa0.3

は 1.5g, Sa1.0は 0.3g 
H構造 

                                                      
5 表中の各変数の単位について、gal=cm/s2、kine=cm/s を表す。また、記号 gは重力加速度を表す。 
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図 23 建物被害関数の可視化例(3次元)  

 

 

 
図 24 建物被害関数の可視化例(2次元)  

 

 

表 11 図 23 および図 24における各グラフ線の意味 

 
  

各グラフ線の意味

青

オレンジ

緑

一部損および半損および全損の（発生確率をあらわした）被害率曲線

半損および全損の（発生確率をあらわした）被害率曲線

全壊の（発生確率をあらわした）被害率曲線
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３．結論及び今後の課題 

（１）結論 

本研究で得られた知見を以下に列挙する。 

・ 実観測ハザードデータを既存の地震リスク評価モデルに組み込むためのインターフ

ェースの設計と試作を行った。設計にあたっては、2018年に作成したデータ仕様カ

タログを基にモデル提供会社に意見聴取を行い、地震観測データの組み込み可能性

や具体的な方法を明らかにした。また、インターフェースの試作はモデル提供会社

に協力を仰いで実施し、インターフェースが正常に動作することを確認した。 

・ 2018年度に収集した保険契約データに加えて、建物属性情報を有する公的データや

民間データを用いて、250m解像度の日本全国資産データを作成した。 

・ 実観測ハザードデータ組込用インターフェースで作成した ALERT ファイルと高解像

度保険資産データを用いて、2015 年熊本地震および 2018 年大阪府北部地震、2018

年北海道胆振東部地震を対象に、地震リスク評価モデルにより保険損失額の推定お

よびモデルの精度検証を行った。ALERT ファイルを使用することにより、熊本地震

では推定額の精度がやや向上し、大阪府北部地震と北海道胆振東部地震では地理的

分布の形状を概ね良好に表現できることを確認した。 

・ 一層の被害推定精度向上をめざし、損害保険会社から収集した膨大なデータを基に、

機械学習を活用し、複数の地震動指標を用いたマルチパラメータ型の建物被害関数

構築手法を開発した。2018 年 大阪府北部地震をテストケースに、本手法を用いた

ところ、一部損については地震動強度と被害率に正の相関をもつ被害関数を構築で

きることを確認した。 

 

（２）今後の課題 

本研究で明らかになった課題を以下に列挙する。 

・ 実観測データをインターフェースに取り込むためには、インターフェースの仕様を

満たす形で加工する必要がある。加工の作業を省力化するためにも、ハザードデー

タは毎回統一されたフォーマットで入手できることが望まれる。 

・ 大阪府北部地震と北海道胆振東部地震では、モデルの推定額は実績ロスに対して過

大評価性が認められた。これは AIを活用した建物被害関数構築手法を実装すること

で過大評価性の改善が期待される。 

・ 構築したマルチパラメータ型の建物被害関数について、半損および全損については

地震動強度が大きい領域は負の相関が確認されたため、学習に用いたデータセット

を確認することが望ましい。また、地震動強度の指標が 0 であっても、固定条件の

他の地震動指標にある程度大きな数値が入力されていれば、本被害関数は被害が発

生するような被害率を設定するため、被害推定分析に対する精度や適用性を確認す

ることが望ましい。 
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ハザードデータの詳細 

付録 A 
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ハザードデータの詳細 
項目 PGA（最大加速度） Sa（加速度応答スペクトル） 

データセット名 K-NET, KiK-net QuiQuake 

提供元 防災科学技術研究所 産業技術総合研究所 

概要 K-NET（全国強震観測網）は防災

科研が運用する全国を約 20km 間隔

で均質に覆う 1,000 箇所以上の強震

観測施設からなる強震観測網である。

各観測施設は、一部を除き統一した規

格で建設され、地表に強震計が設置さ

れている。 

KiK-net（基盤強震観測網）は、全

国にわたる総合的な地震防災対策を推

進するために、防災課件が Hi-NET とと

もに整備した強震観測網である。全国

約 700 箇所に設置され、地中と地表の

双方に強震計が設置されている。 

QuakeMap は K-NET, KiK-net で観

測された地震記録のうち、FTP サイトに

て公開しているデータを利用している。震

度が 3 以上の地震については地震後速

やかに公開されるデータを，それ以外の

地震については約 1 ヶ月後に公開される

データを用いて計算される。また，公開

済みデータがアップデートされた場合にも

逐次計算結果をアップデートしている。 

QuickMap は防災科研の即時公開デ

ータを取得し，10 ヶ所以上の観測点で

揺れた場合について，QuakeMap より

も迅速に地震動マップを計算する。 

種類 観測値 推定値 

 

 

 

K-NET, KiK-net QuiQuake 


