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Ⅰ．委託業務内容 

１．委託業務の題目 

「平時・災害時の保守・点検の効率化のニーズに基づく研究開発」 

２．実施機関 

   住所 東京都港区赤坂四丁目 9番 9号 

   機関名 株式会社イー・アール・エス 

３．委託業務の目的 

本委託業務で構築する一つの大手建設会社、１自治体の庁舎等保有建物、１公共

事業体の上水道施設のアセットデータベースを収集し、 SIP「レジリエントな防災・

減災機能の強化」（以下 SIP と言う）成果から取得するリアルタイム地震動分布を

用いて各アセットの被害状況を予測するプログラムのプロトタイプを試作する。 

４．当該年度における成果の目標及び業務の方法 

実施機関である㈱イー・アール・エスは、研究全体を計画・実施・管理、SIPの成

果の把握・活用、「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」（以

下「首都圏レジリエンスプロジェクト」と言う）や同プロジェクトの一環として防

災分野における企業・組織の課題解決、事業継続能力の向上に資することを目的に

設置された「データ利活用協議会」との連携、収集整備されたデータの利活用を推

進するとともに、下記の個別課題を実施する。 

ａ．地方公共団体の庁舎建物及び公益企業の上下水道施設等アセット情報の収集 

一つの自治体が保有する庁舎等の建物の名称、緯度、経度、構造、階数、建

築年等のアセット情報を収集する。また、公益企業が管理する上下水道施設等

に関しては、拠点建物の建物名称、緯度、経度、構造、階数、建築年等、管路

施設に関しては、管路管理番号、緯度、経度、管種、口径、延長、敷設年等の

アセット情報を収集する。 

ｂ．早期被害把握プログラムのプロトタイプ試作 

実施機関は、既に研究協力機関の鹿島建設㈱技術研究所と共同して、SIPの成

果である「リアルタイム地震被害推定」の地震動分布情報を用いて、建設会社

の工事事務所、民間企業建物、不動産会社の管理建物等の個別建物を対象とし

た、準リアルタイム地震被害推定技術を構築して実証段階まで検証を進めてい

る。これは、現状同社のイントラネット内で運用されているが、これを、新た

に実施機関が構築するクラウド環境に移植し、多様なアクセス形態における動

作を検証するとともに、現在、被害推定に用いているプログラムの高度化版の

プロトタイプを試作する。 

ｃ．災害情報共有システムの設計とプロトタイプの試作 

災害発生時の点検・初期対応を効率的かつ合理的に実施するためには、時間・

場所に関わらず早期被害把握システムからの災害情報を災害対応関係者やステ

ークホルダー間で適切かつ俯瞰的に共有する必要がある。このため、災害情報

共有システムが備えるべき機能としては、メール配信による個別の災害情報伝

達に加え、地理情報システム（GIS）を活用した俯瞰的・包括的な災害情報伝達

機能が考えられる。 

ｄ．災害情報共有の効果の調査・集約システムの設計 

災害情報を共有した建設現場、庁舎建物、上下水道施設等の点検・初期対応

担当者に災害情報を共有した際の効果を測定する方法としては、様々な方法が
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考えられるが、点検・初期対応担当者へのアンケート調査も効果測定に欠かせ

ない方法と考える。本委託事業では、情報配信と同時にアンケート調査を実施

し即座に集計結果を得ることのできるようなオンラインアンケートを想定し、

災害情報共有の効果測定に資する設問内容を検討し、適応するシステムについ

て調査を実施する。 

 

 下図に、今回の開発目標とするシステムの相互関係も含めた概念図を示す。 

 

 
 

Ⅱ．委託業務の実施体制 

１．業務主任者 

   役職・氏名 代表取締役社長 古澤 靖彦 

 

Ⅲ．業務実施計画 

 実施期間：2018年 10月 1日～2019年 3月 31日 
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Ⅳ．研究報告 

１．成果 

a．地方公共団体の庁舎建物及び公益企業の上下水道施設等アセット情報の収集 

今期は、東京都東大和市が保有する庁舎等の建物の名称、緯度、経度、構造、階

数、建築年等のアセット情報を収集した。また、上下水道施設等に関しては、今期

は仙台市水道局が保有する管路管路管理番号、緯度、経度、管種、口径、延長、敷

設年等のアセット情報を収集した。 

以下、収集したそれぞれの情報の概要を示す。 

a-1.東大和市 

東大和市より収集したアセット情報の概要 

施設（アセット）数 318 

収集情報 

名称 

緯度・経度 

構造種別 

階数 

建築年度 

延床面積 

耐震補強実施の有無 

耐震基準（旧 or新 or診断結果） 

 

 a-2.仙台市水道局 

仙台市水道局より収集したアセット情報の概要 

データ数（管本数） 198,681 本 

管路総延長 4,716,514m 

収集情報 

緯度・経度 

管種（管材質） 

口径 

管継手形式 

ブロック名称 

 

b．早期被害把握プログラムのプロトタイプ試作 

本研究においては、早期被害把握システムおよび災害情報共有システムをクラウ

ド環境に構築した。 

このクラウド環境に、Ⅰ.4.b で述べた準リアルタイム地震被害推定プログラムを

移植した。さらに、このプログラムの高度化版のプロトタイプを試作し、同じくク

ラウド環境で動作を確認した。 
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以下、それぞれの項目について概要を述べる。 

 

b-1.クラウド環境の構築 

クラウド環境はオンプレミスのサーバーを外部データセンターに保有する事で構

築した。

本クラウド環境は、①収集したアセット情報、②既存の鹿島作成プログラムおよ

び新規に構築する高度化版プロトタイププログラム、③災害情報共有システムを内

包するものである。また、本研究では鹿島のアセット情報そのものは入手しないが、

現状は鹿島のイントラネット内に構築されている被害推定システムによる 1,200余

の建設現場に対する被害推定結果の閲覧が、上述の③の被害情報共有システムから

可能になる。 

これら複数の機能を含むクラウド環境の全体概念図を下に示す。 

 

 

b-2.準リアル地震被害推定プログラムの移植 

鹿島建設と共同して構築した準リアルタイム地震被害推定プログラムは、SIPの

成果である「リアルタイム地震被害推定」の地震動分布情報を用いて、地震後に

建物立地の地震動情報（計測震度、最大速度、最大加速度）と、鹿島がこれまで

施工した建物の、過去の地震における被害状況との比較・ロジスティク分析の結

果を使用している。 
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 b-3.高度化版プログラムプロトタイプ 

本研究では、被害推定のロジックに建物情報を取り込み、地震の揺れの大きさ

と建物の特性の双方を要因として、被害を推定する手法のプログラム化も試みた。 

この新たな被害推定のロジックは、2014 年に開催された第 14回日本地震工学シ

ンポジウムに、研究機関に所属する社員および防災科学技術研究所の藤原広行博

士他の連名で投稿した論文「我が家の簡易地震リスク診断ツールの開発と試行実

験」に依拠する。 

本手法の算定プロセスは次のフロー図のようになる。 

 

 

  

プログラム化にあたっては、リアルタイムで取得した計測震度を用いて収束計

算を行うのが厳密ではあるが、本研究においては上述のロジックに従って震度 5

弱から 6 強までの 4 段階の震度階の中央値となる計測震度毎に、予め収束計算を

行った結果のマトリクスを参照する方式とした。 

計算結果の挙動の一例として、下記条件における計算結果のグラフを次ページ

に示す。 

 

  ■微地形区分：後背湿地（コード 1301） 

  ■構造種別：ＲＣ 

  ■建物階数：3Ｆ、3～6Ｆ、7Ｆ以上 

  ■建築年代：1971以前、 
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c．災害情報共有システムの設計とプロトタイプの試作 

クラウドサーバー上に WebGIS（ArcGIS Enterprise）を活用した災害情報共有シス

テムを設置し、災害地理空間情報の共有サイトを構築した。ここには b．で推定した

被害情報が大地震後の数十分以内という時期に配信される事を想定し、受信者が短

期間に状況を正しく把握できる情報の形態（主に被害を示す指針の選定や、視覚的

な表示形態）を検討した。さらに、セキュリティの確保や組織を超えた災害情報共

有を可能にする仕組みを可能とする災害情報共有システムのプロトタイプを試作し

た。 

下記に、構築したシステム全体の概念を示す。本番マシンは、クラウド環境に設

けたサーバーを示し、その中の「解析」は b.に述べた早期被害把握プログラムを、

「共有」はプログラムの推定結果やデータベースを表示するための災害情報共有シ

ステムを示す。 

 

 

 

 

 

このように、データ格納・データ取得・解析（計算）・表示・配信の一連の機能

がクラウド環境に構築されている。本システムが搭載する ArcGIS の GEO Event は、

随時取得する最新情報をリアルタイムで処理し、共有・可視化する機能を保有し、

本研究においても上記概念図に示す一連の流れをリアルタイムで処理できることを、
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2018年 6月 18日に発生した大阪府北部地震のデータを訓練データとしてデモンスト

レーションで確認した。 

共有システムの表示画面の例を下記に示す。 

 

トップ画面 

 

鹿島カスタマイズ現場被害推定（2018.6.8大阪府北部地震） 

 

d．災害情報共有の効果の調査・集約システムの設計 

災害情報を共有した庁舎建物、上下水道施設等の点検・初期対応担当者に災害情

報を共有した際の効果を測定する方法として情報配信と同時にアンケート調査を実

施し即座に集計結果を得ることのできるようなオンラインアンケートを想定し、適

応するシステムについて事前調査を実施し災害情報共有の効果測定に資する設問内
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容を検討した。 

候補として検討したシステムは、ArcGIS の拡張機能である Survey123 である。こ

のアプリをモバイルに搭載してクラウドにアクセスする事で、調査サイトの位置は

GISデータとして自動的に収集され、画像や簡単にカスタマイズ可能な調査・設問項

目をクラウドに送信する事が可能である。 

今回は、2018 年 11 月に行った平成 30 年 7 月豪雨および平成 30 年台風 21 号の調

査に、Survey123を搭載したモバイルを持参し、調査項目のカスタマイズや情報共有

システムへのデータ送信のトライアルを実施した。 

下記に本トライアルにおける共有システムにおける表示事例を示す。 

 

調査結果の共有システム表示事例（PC） 

 

 

 

次に災害情報共有の効果測定に資する設問内容については、2019 年度以降に本研

究への協力者としての参加を検討している事業者に、b-2.で述べた準リアル地震被

害推定プログラムによるメールを試用として受信してもらい、その効果を利用者に

尋ねる際に適切な設問項目を共同で検討した。 

 

  



11 
 

Ⅴ．結論及び今後の課題 

今回の研究の結果、自治体及び自治体が保有するアセット情報と防災科学技術研

究所が提供する地震後の想定震度分布情報を組み合わせて解析する事により、地震

の揺れの大きさや個別の建物・管路施設の特徴を反映した被害推定を行い、その情

報を概ね発災後 30分以内に配信出来る事を確認できた。また、WebGIS上に地理情報

とともに被害推定情報を表示するシステムを構築する事で、情報の一覧性・俯瞰性

および共有性が格段に向上する事を、アセットのオーナーとともに体感した。今回

構築したシステムはプロトタイプであり、利用者の声を反映しながらデザインや機

能・使い勝手などをブラッシュアップし完成度を高めていく事が、まずは今後の基

本的な課題となる。 

次の課題として、今後多くの機関や場面での初動対応支援の可能性を拡げるため

に、地震動による被害情報に加え、豪雨や強風といった気象災害に係る情報もシス

テムによる被害推定・情報共有の対象としていく。また、アセット情報の収集先も

民間企業が保有・管理する建物・施設にも拡張していく。 

また今回の研究を通じて、被害推定情報を受信したユーザー・機関がその次の行

動として確認・取得する「実被害情報」もシステムに速やかに集約し、共有を促進

するしくみの構築が必須であると認識した。そのためには、大きな災害を想定して

「発災→被害推定→被害確認→情報共有」の一連のプロセスを、システムの利用を

通じて体感できる、訓練モードプログラムの構築が課題となる。 

今後、様々な機関が保有・運営するアセットの被害推定情報や実被害情報が、多

くの防災関係者に共有・相互活用される事により、初動対応の更なる効率化・高度

化が進むことは間違いないであろう。しかし、これらは例えば不動産業者にとって

は商品そのものの毀損に係る情報であり、事業遂行上も極めて繊細な扱いが必要と

なる。今後は、被害情報を含む防災に係る情報が、公益に資する重要な情報である

事の理解を促しながら、公開・共有のレベルを極力開放側に誘導しコントロールし

ていくことも大きな課題になると思料する。 

 

 

 

以 上 


