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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 

■ 災害発生時の庁舎や応急措置などの初期対応を効率的かつ合理的に実施するため

には、早期に被害を予測し、時間・場所に関わらずその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

能が有用である。本委託業務はこの基本的な方針に基づき、自然災害に係る様々

な情報を、GIS 上に構築されたシステムを介してリアルタイムに供給・共有を推

進する事を目的としている。なお実施機関は、一昨年・および昨年度の委託事業

において、現在研究協力機関の鹿島建設㈱技術研究所と共同して、クラウド型

WebGIS（ArcGIS Online）を活用した災害情報共有システムを構築し、災害地理空

間情報の共有サイトを設置している。 

■ 本委託業務に協力を表明している４自治体の庁舎等保有建物のアセットデータベ

ースを継続的に収集し、 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を構築する。なお、被害の対象については建物の構

造体に留まらず二次部材（非構造部材）や建築設備についても、予測可能なプロ

グラムの構築を目指す。また、すでにアセット情報を取得している１自治体の上

水道管路について、被害状況を予測し地図データに展開するシステムを開発す

る。さらに、近年頻発する水害への対応を目指し、リアルタイムの内水氾濫予測

機能および河川の水位観測データ等の情報を、情報共有システムに追加・搭載す

る事を目指す。 

■ 地方公共団体が保有する庁舎等建物に関しては、構築したシステムによって個別

建物の特性を反映した動的解析に基づく被害推定結果を共有することで、点検・

調査が必要な建物の絞り込みや対応優先順位付け等の意思決定の迅速化による初

動対応の迅速化・効率化を可能にする。さらに推定結果に加え、GISに付属する
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調査支援アプリを活用して、発災後の実調査結果の情報を本システムに反映す

る、統合的な初動支援機能の構築を目的とする。 

 

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．AI による被害同定・定量化の検討 

実施機関は、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いる。本年度は、大地震後の建物安全性を実調査

により速やかに判定するニーズに対応するため、建物の躯体・構造体の被害状況・

損傷度ランクを自動的に評価する手法の検討に着手する。具体的には、壁・柱等の

躯体部材を対象として被災後の状況を可視カメラで撮影し、その結果からひび割

れを主とする被害情報を AIによって同定・抽出し、さらに同定された対象を画像

解析でプロファイリング（例えばひび割れ幅と総延長のマトリクスとして整理）す

るまでのプロセス自動化を目指す。また、昨年度も一部先行的に実施した、言語自

動処理プログラムによる大地震後の建設会社の対応行動数および行動種類の抽出

を、対象地震を拡大して継続する。ここでは人間による同様の対象への分析および

統計的な処理も行い、両者の比較を通じてテキストデータからの行動抽出の可能

性を検討・検証する。本手法には過去の大地震において鹿島建設㈱が建物オーナー

等の要請に応じて行った被害建物の調査データを活用するもので、本年度は特に

大量のデータが蓄積された 2011 年の東北地方太平洋沖地震や、2016年の熊本地震

を対象とする事で、時期・規模が異なる地震後の対応行動の相違についても分析を

行う。 

 

 

ｂ．上水道ネットワークの準リアルタイム被害推定 

実施機関は、本委託業務に協力を表明している１自治体の上水道管路アセット

情報（管路管理番号、緯度、経度、管種、口径、延長、敷設年等）を取得しており、

本年度はこれらを対象として、大地震後の被害状況・損失率を準リアルタイムで推

定し GIS 上で共有する手法を構築する。ここでも 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活用し、発災後 20分程度で推定可能なシス

テムの完成を目指す。なお、本項目実施については㈱カジマアイシーティおよび

ESRI ジャパン㈱が協力する。㈱カジマアイシーティは、鹿島建設㈱技術研究所と

実施機関が共同開発した準リアルタイム地震被害推定技術やクラウド型オフィス

ソフトウエア群を用いたシステム開発を多数担当しており、多様な対象アセット

に応じた早期被害把握システムを構築する十分なスキルを有しており、本被害推

定に係る災害情報共有（メール配信）システムの改修を行う。また、ESRI ジャパ

ン㈱は、クラウド環境の WebGIS システムの構築で非常に多くの実績を有し、昨年
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度までの災害情報共有システムの構築でも協力を得ていたことから、両社とも本

年度も引き続き協力を得る事とした。 

 

ｃ．ＳＮＳ情報の活用 

近年、災害や事件が発生した後の準リアルタイム情報収集源として着目されて

いるツイッターやインスタグラム等のＳＮＳ（ソーシャルネットワークツール）の

活用を検討する。ＳＮＳによる情報は、不特定多数の「人感センサー」による収集

データとも捉える事ができるが、プライバシーの観点から正確な位置情報と切り

離されているものが殆どである。本研究は防災・被害に関する情報を GIS によっ

て空間上に提示・表現することを基本としているため、本年度は専用アプリをダウ

ンロードした会員の同意を得た上で、位置情報も含めて収集される体感震度情報

を対象とする。この体感震度と SIP 成果の地震動分布情報の比較や、位置情報か

ら建物情報を読み取って補正した体感震度の算定などを通じて、ＳＮＳから収集

される災害情報の有用性を検証していく。本項目実施にあたっては体感震度収集

アプリを主宰する FASTALERT 社が協力する。 

 

ｄ．洪水アラートへの新機能追加 

昨年度は、クラウド上に構築した被害情報共有システム本システムにリアルタ

イムの降雨量のデータおよび内水氾濫予測情報を提供し、ユーザーが閲覧できる

仕組みを構築した。また、外水氾情報として水位観測所水位データ、指定河川洪水

予測・洪水危険度、中小河川予測情報のシステムの取り込みを行った。本年度は、

災害情報共有システムへのこれらの情報表示プロセスを完成させるとともに、バ

ーチャル水面との相対標高差による新たな内水・外水氾濫情報の追加に取り組む。

なお、本項目実施についても㈱カジマアイシーティおよび ESRIジャパン㈱が協力

する。 
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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 
   
２．業務項目別実施区分 

業  務  項  目 実 施 場 所 担 当 責 任 者 

①プロジェクトの総合推進 

ａ．AIによる被害同定・定量

化の検討 

ｂ．上水道ネットワークの準

リアルタイム被害推定 

ｃ．ＳＮＳ情報の活用 

ｄ．洪水アラートへの新機能

追加 

東京都港区赤坂四丁目 9番 9号 

 

 

 

a.b.c.d.も同上 

㈱イー・アール・エス 

代表取締役社長 

古澤 靖彦 

 

a.b.c.d.も同上 

 
  
Ⅲ．業務実施計画 

  
 区分 4 5   6  7 8 9 10 11 12 1 2  3  

① プロジェクトの総合推進                  

   
ａ．AIによる被害同定・定量化の 

検討 

                 

  ｂ．上水道ネットワークの準リアル

タイム被害推定 

             

   
ｃ．ＳＮＳ情報の活用 

            

  
ｄ．洪水アラートへの新機能追加 
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Ⅳ．研究報告 

１．要約 

我が国では、数百兆円の経済的被害が見込まれる南海トラフ地震や首都直下地震

等の巨大地震災害の発生が危惧されている。また、福島県沖を震源とするマグニチュ

ード 7 クラスの地震が、令和 3 年 2 月、令和 3 年 3 月と 2 年連続して生じており、

地震活動は依然として活発であると言わざるを得ない。一方、令和 3 年 7 月の大雨

によって静岡県熱海市で土砂災害が発生し、27 名もの尊い人命が失われた。居住区

域にまで凄まじい勢いの土石流が流れ込み、一瞬にして日常の生活空間が失われて

しまった様相は記憶に新しい。我が国では、平成 30年 7月豪雨、同年に関西を直撃

した台風 21 号、令和元年 9月には首都圏の多くの地域を長期停電に追いやった台風

15号、さらに 10月には関東・東北地方を縦断しながら極めて広範な地域に記録的な

大雨をもたらした台風 19号と、風水害の激甚化も顕著である。風水害は市民生活や

命を脅かすのみならず、企業・事業体の経済活動や継続性にも大きな影響を及ぼして

いる。 

これら災害への対策のフェーズは、いかなる災害がどの程度の頻度・規模で生じる

かを事前に評価・推定する「予測」、治水や耐震化といった主にハード的な手法によ

る被害低減を目的とした「予防」、災害後（もしくは直前から）における被害拡大防

止や速やかな復旧を図る行動体系等を定めた「対応」の３つのフェーズに大別される。

一方、我が国の高齢化の進行は世界でも顕著であり、現状でも総人口に占める 65歳

以上の高齢者割合は 30％近くに達している。定年延長や女性の就労機会の増進とい

った様々な労働力維持の施策にも関わらず、2019 年以来、我が国の労働力人口（15 

歳以上人口のうち就業者と完全失業者を合わせた人口）は低下に転じている。こうし

た労働資源低下の問題は、防災・減災の分野でも例外ではない。自治体では、漸増す

る社会保障関連業務への人的資源投入が不可避となっており、どうしても防災・減災

については担当者数も含めて手薄にならざるを得ない状況に陥っている。これより、

前述した災害対策の３つのフェーズのうち、特に人的資源を要する「対応」フェーズ

の効率化・合理化が重要と思料し、本研究でも対応フェーズの支援を目途として、下

記 4項目についての研究活動を行った。 

 

a. AIによる被害同定・定量化の検討 

本年度は、大地震後の建物安全性を実調査により速やかに判定するニーズに対

応するため、建物の躯体・構造体の被害状況・損傷度ランクを自動的に評価する

手法の検討に着手した。具体的には、壁・柱等の躯体部材を対象として被災後の

状況を可視カメラで撮影し、その結果からひび割れを主とする被害情報を AIに

よって同定・抽出し、さらに同定された対象を画像解析でプロファイリング（例

えばひび割れ幅と総延長のマトリクスとして整理）するまでのプロセス自動化を
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目指した。また、昨年度も一部先行的に実施した、言語自動処理プログラムによ

る大地震後の建設会社の対応行動数および行動種類の抽出を、対象地震を拡大し

て継続した。ここでは人間による同様の対象への分析および統計的な処理も行

い、両者の比較を通じてテキストデータからの行動抽出の可能性を検討・検証し

た。本手法には過去の大地震において鹿島建設㈱が建物オーナー等の要請に応じ

て行った被害建物の調査データを活用するもので、本年度は特に大量のデータが

蓄積された 2011 年の東北地方太平洋沖地震や、2016年の熊本地震を対象とする

事で、時期・規模が異なる地震後の対応行動の相違についても分析を行った。 

 
b.上水道ネットワークの準リアルタイム被害推定 

本委託業務に協力を表明している１自治体の上水道管路アセット情報（管路管

理番号、緯度、経度、管種、口径、延長、敷設年等）を取得しており、本年度は

これらを対象として、大地震後の被害状況・損失率を準リアルタイムで推定し

GIS上で共有する手法を構築した。ここでも 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活用し、発災後 20分程度で推定可能なシステ

ムの完成を目指した。 

 
c.SNS情報の活用 

近年、災害や事件が発生した後の準リアルタイム情報収集源として着目されて

いるツイッターやインスタグラム等の SNS（ソーシャルネットワークサービス）

の活用を検討し、本年度は専用アプリをダウンロードした会員の同意を得た位置

情報と共に収集された体感震度と SIP成果の地震動分布情報との比較や、位置情

報から建物情報を読み取って補正した体感震度の算定などを通じて、SNSから収

集される災害情報の有用性を検証した。 

 
d.洪水アラートへの新機能追加 

クラウド上に構築した被害情報共有システムに降雨量のデータや内水氾濫予測

情報、外水氾情報として指定河川洪水予測・洪水危険度、中小河川予測情報を取

り込む取り組みを行ってきたが、本年度は、災害情報共有システムへのこれらの

情報表示プロセスを完成させるとともに、バーチャル水面との相対標高差による

新たな内水・外水氾濫情報の追加も試行した。 
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２．成果 

ａ. AI による地震被害同定・定量化の検討 

現在の我が国の最新の耐震基準は、建築基準法によって「震度 5強程度の中規模地

震では軽微な損傷、震度 6 強から 7 に達する程度の大規模地震でも倒壊・崩壊は免

れる」性能を有する義務が定められている。これは、基準を満たした建物であれば一

度目の大規模地震で倒壊することは無いと解釈されるが、逆に、例えば大きな余震や

再び大規模地震を受けた際にも、倒壊を免れる性能の継続を担保するものでは無い。

通常、大規模の地震を受けた建物には、コンクリートのひび割れや構造材が変形する

際に吸収するエネルギー等として損傷が累積され、地震前よりは構造的な耐震性能

が低下する事が指摘されている。これは、1981 年以降のいわゆる新耐震基準によっ

て設計・構築された建物にも該当し、1981 年以前の旧耐震基準で建造され耐震補強

がなされていない建物では、たとえ一度の大規模地震後に倒壊を免れたとしても、よ

り多くの損傷が内包されている可能性が高い。なお、建築基準法が対象とするのは建

物の構造躯体であり、外壁や内装などの非構造部材や、配管や機器類といった設備類

の損傷による使用性能は対象としていない。 

これより、大地震後の建物の構造的な安全性、ひいては継続的な在館の可否を判断

する事は、現行の新耐震基準を満たした建物についても重要である。安全性の確実な

判定は、一級建築士や被災度区分判定の資格者といった専門家によってなされるべ

きであるが、東南海地震等の広域大規模地震の発生に際しては、こうした有資格者の

絶対数や交通機関の停止等に伴う移動制限から、専門家の不足が懸念されている。一

方、大地震後に避難所や一時退避施設としての使用が想定される公共施設等では待

った無しの判断が要求され、企業の施設についても事業継続や早期復旧の観点から、

可能な限り迅速な在館可否の判断が必要となっている。こうした専門家の不足と早

期判定の必要性とのギャップを解消するためには、後に専門家の判断をあらためて

仰ぐ暫定的な手法であっても、地震直後にある程度の確度で建物の安全性・継続的な

在館可否の判断が専門家によらずとも可能となる手法が必要である。現在、この目的

に対応する手法として、図-Ⅳ.2.a.1に示す３つの手法が提供されている。 
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図-Ⅳ.2.a.1 地震直後の建物安全性・在館可否の暫定的な判断手法 

 

このうち一番目の計測に基づく安全性判定は、建物に設置された加速度計等の計

器が地震の最中に作動し、その計測値および層間変位等の解析値をもって建物構造

躯体の安全性を判定するものである。三番目の公的情報と解析による被害推定は、地

震後に公的機関から周知される震度情報と、予めシステムに組み込まれた建物情報

をもとに、地震動を受けた建物の被害や安全性を解析によって推定するものである。

本手法については、すでに実施機関である㈱イー・アール・エスが、地震後に防災科

学技術研究所から配信されるリアルタイム地震被害情報の震度情報を活用した個別

建物の被害推定システムを構築し、本研究にて複数の自治体・民間企業を対象に実装

している。二番目の目視調査による手法については、上述の地震直後の専門家以外に

よる在館可否の速やかな判断の必要性に対応して、平成 27年に内閣府が「大規模地

震発生直後における施設管理者等による建物の緊急点検に係る指針」を策定・公開し

ているとしている。目視調査による手法は、一番目の計測に基づく安全性判定よりは

コスト面で優位であるものの、速報性にやや劣るという課題がある。 

本年度は、この目視判定による手法の効率化を目的として、建物の躯体・構造体の

安全性に関わる重要部材の損傷度を自動的に判定する手法の検討に着手した。具体

的には、壁・柱等の躯体部材を対象として被災後の状況を可視カメラで撮影し、その

結果からひび割れを主とする被害情報を AIによって同定・抽出し、さらに同定され

た対象を画像解析でプロファイリング（ひび割れ幅と総延長のマトリクスなど）する

プロセスである。そして画像解析結果を基準で定められた区分表と照合して、部材レ

①計測に基づく安全性判定

②目視調査による安全性判定

③公的情報と解析による被害推定

タイプ 速報性 確証性
複数
網羅

①
計 測 ◎ ◎ △

②
目 視 △ ◎ △

③
推 定 〇 △ ◎

地震最中の建物の揺れを計
測器で測定。揺れが収まっ
た直後に、建物の健全性を
評価・表示

地震後の建物の被害状況を
目視で確認。予め定められ
たポイントをサンプル画像と
見比べて判定

地震後に公的機関から配信
される震度情報を利用。予
め評価した建物情報とのモ
デルで被害状況を推定
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ベルの損傷度を判定するまでの一連のプロセス自動化を目指した。また、ひび割れ以

上の大きな損傷・変状となるコンクリートの剥離や鉄筋の露出、部材レベルでの変形

を同定・抽出するための AIの開発にも着手した。目視判定による手法では、最終プ

ロセスとして、部材レベルで判定された被災度を集計し、建物の特性に適応するよう

に予め定めた基準との比較によって、建物全体の安全性・在館可否を判断する必要が

ある。㈱イー・アール・エスは、前述の内閣府指針をベースとして、目視判定対象と

すべき構造的な重要部材の事前抽出と、対象部材の状況（仕上げ、耐火被覆など）や

アクセス性を考慮して、部材目視判定から建物全体の安全性までを一貫して実施す

る「チェックシート」を実用化している。本研究においては、このプロセスにおける

「構造部材の損傷度集計結果から建物全体の安全性判定」のロジックをデジタル化

したシートも作成し、前段階の AI による各部材損傷度の自動判定とも連動させて、

写真撮影とクラウドサーバー上の AIとの受送信のみで建物の安全性判定・在館可否

の判断が可能となる統合システムの構築を目指した。 

図-Ⅳ.2.a.2 に、目視調査による安全性判定の全体フローを示す。また、図-

Ⅳ.2.a.3 にこれまでの目視判定で用いられている参照状況写真、および表Ⅳ-2.a.1

には基準で定められた損傷度区分表を示す。これまでは、地震後に予め指定された部

材の状況を目視観察し、参照状況写真と区分表に基づき、それぞれの部材の損傷度を

判定していたが、このプロセスの自動化が本研究項目の最初の目標となる。 

 

 

図-Ⅳ.2.a.2 目視調査による安全性判定の全体フロー 

 

目視による
部材損傷度判定

地震発生

明らかに危険

建物外へ退避建物内に待機

NO

YES

安全 危険建物
安全性
判断

建物安全性確認支援システム
応急点検チェックリスト

【地震発生後の判定フロー】

この自動化！

部材損傷度集計（建物毎固有基準）
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図-Ⅳ.2.a.3 目視における参照状況写真 

 

 

表-Ⅳ.2.a.1 目視における損傷度区分表 

 

 

 図-Ⅳ.2.a.3および表-Ⅳ.2.a.1に示すように、部材の損傷度判定においてはⅠ

からⅣまでの広範囲の判定基準でひび割れが指標として用いられている。これより、

柱・耐力壁
の損傷度

損傷内容

Ⅰ
近寄らないと見えにくい程度のひび割れ
(ひび割れ幅0.2mm以下）

Ⅱ
肉眼ではっきり見える程度のひび割れ
（ひび割れ幅0.2～1mm程度）

Ⅲ
比較的大きなひび割れが生じているが、コンクリートの
剥落は極くわずかである。（ひび割れ幅1～2mm程度）

Ⅳ
大きなひび割れ（2mmを超える）が多数生じ、コンク
リートの剥落も著しく鉄筋がかなり露出している。

Ⅴ

鉄筋が曲がり、内部のコンクリートも崩れ落ち、一見し
て柱（耐力壁）に高さ方向や水平方向に変形が生じてい
ることがわかるもの。沈下や傾斜が見られるのが特徴。
鉄筋の破断が生じている場合もある。
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本研究でも、まずはひび割れの同定・抽出・損傷度判定から検討を開始した。 

図-Ⅳ.2.a.4に、ひび割れや変状を指標とした部材損傷度判定のイメージを示す。 

 

 

図-Ⅳ.2.a.4 部材損傷度判定のイメージ 

 

コンクリートのひび割れを検出・同定するＡＩについては、市場で製品化されてい

るものを応用することとした。市場で製品化されたひび割れ検出・同定ＡＩを、本研

究の目的である大地震後の被災状況の検出に適用するためには、もう一つの課題が

あった。それは、これらのＡＩでは撮影距離や可視光カメラの解像度、目標物との正

対性が厳密に求められる事である。これらの条件は、経年劣化の観測といった常時の

定点観測では容易に確保出来るが、被災直後の現場においては、二次部材等の被害に

よってアクセス性が損なわれるなど、撮影条件の厳密性確保が困難な場合が想定さ

れる。 

そこで、これらの撮影条件の変化（厳密性が損なわれた場合）がＮＳＷのＡＩシス

テム性能にいかなる影響があるか、および撮影条件が変化しても、前処理を施すこと

であたかも正面から撮影したように補正する「正対補正」について検討を行った。実

験の要因としては、撮影距離、撮影角度（左右・上下仰角）、カメラ性能とした。ま

た正対補正の方法としては、撮影対象画像の 4隅に位置関係（距離）が予め明らかな

マーカーを配し、様々な条件で撮影した後に、歪んだあるいは距離が理想条件よりも

遠隔となってしまった画像中の 4 隅のマーカーを強制的に元の長方形に補正する方

法を検討した。検出対象となるひび割れが、こうした縦横方向の補正にうまく追従さ

れれば、正対条件での撮影結果と変化した条件での撮影結果の差が小さくなる。図-

Ⅳ.2.a.6にこれらの実験要因の一部を示す。 

部材の外観撮影結果のみから、ひび割れや変状の量・幅・パターン等を分析し損傷度を自動
判定するしくみを構築

目視観察結果・撮影画像 部材の損傷度分類

この関係の
自動判定

画像
解析

これまでの被害部材映像

これまで
の部材
被害
判定
結果

教師
データ
（被説明
変数）

入力値
（説明
変数）

ひび割れ幅・総延長・密度・ヒスト
グラム等のプロファイル
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図-Ⅳ.2.a.6 ひび割れ検出・同定システムの撮影条件変化・正対補正試験の要因 

 

今回の試験では、建築用の黒色のマスキングテープを用いて既存建物の RC柱表面

に導入した疑似ひび割れを撮影対象とした。幅は 0.4mm、0.5mm、0.6mm、1.0mm、2.0mm

の５水準として、2mm幅についてはグレーのテープを用いて色調の相違の影響につい

ても検討を行った。図-Ⅳ.2.a.7に、導入した疑似ひび割れを左右の角度を変化させ

て撮影した画像（上段）と、ＡＩによる検出・同定の結果（下段）を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象物

【正対条件】

距離・角度

【正対条件】

距離・仰ぎ

1m

2m

3m

【30度仰ぎ】
【60度斜め】

【45度斜め】

【30度斜め】

3.17

2.02

1.01 1.01

1.94

3.29

0.95

1.95

2.93

青字：実験時
のレーザー
実測値
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図-Ⅳ.2.a.7 疑似ひび割れの撮影結果と検出・同定結果の一例 

 

 図-Ⅳ.2.a.7には、左右の角度を変化させた事例を示したが、上下角度の変化の

無い、仰ぎ無しの条件では、正対補正によって 0.6mm 以上のひび割れであれば±20%

程度の誤差で検出できる事が明らかとなった。図-Ⅳ.2.a.8 に解析比較結果を示す。 

 

 

図-Ⅳ.2.a.8疑似ひび割れ試験の解析結果の一例 

 

 一方、本手法は上下方向の撮影条件の変化（仰ぎ）の補正は十分に働かず、0.6mm

のひび割れでは最大 200％程度の誤差が発生することが明らかとなった。この他、本
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手法においてはカメラ種類や距離的な補正の限界を明らかとする事が出来た。また

カメラ性能の影響も検出されたが、これ以降の実験、試行では、本試験で用いたすべ

てのカメラの性能を凌駕するように、常に最新の iPadを用いる事とした。 

ひび割れの検出・同定および正対補正に目途が付いたため、前述の「写真撮影⇒

ひび割れ検出・同定⇒ひび割れに基づく部材の損傷度判定⇒損傷度の判定結果の集

計⇒建物全体の安全性判定」を実現する全体システム設計を行った。システムの全

体像を図-Ⅳ.2.a.9に示す。 

 

図-Ⅳ.2.a.9開発システムの全体像 

 

 本システムは、基本的に①端末上で動作するひび割れ撮影・送受信アプリ、②同

一の端末上で動作するデジタルチェックシート（構造部材の損傷度集計結果から建

物全体の安全性判定のロジックを内蔵）、③ひび割れの検出・同定および部材の損傷

度評価を行うＡＩを搭載したクラウドプログラムの 3 つのソフトウエアで構成され

る。①と②は同一端末上の同一フォルダー内に格納し、個別の写真データの名称や配

置箇所についての同一性を確保する事で、自動的に同期するように設計した。操作全

体としては、①の端末アプリで写真を撮影し、③のＡＩに送信し、その結果が①の端

末アプリに返されて、結果が自動的に②のシートと同期して、②のシートで建物安全

性を確認するという流れになる。 

 

次に表-Ⅳ.2.a.1 に示した損傷度Ⅳ、Ⅴで観察される大規模なコンクリートの剥落

や鉄筋露出、部分的な崩壊といった大きな変状のＡＩによる検出・同定の予備試験に

着手した。大変状を検出・同定するＡＩソフトは、現状では市場に流通していない。

端末（withアプリ）

既知

被写体（部材）

❶撮影

❸アップロード

❹前処理・解析
画像正対補正

ひび割れ
同定・測定

❺（経過）出力
ひび割れ

プロファイル
（幅・総延長）

ひび割れ以外
の変状有無
および形状

❻部材損傷度
判定

Ⅱ以下
Ⅲ

Ⅳ以上

Ⅳ以上
or not

❼送信

❽部材損傷度

ERS：アーカイブ
（顧客・建物毎管理）

Before画像 チェックシート

建物情報 震度情報etc.,

【隋時】
送信

❾送信

❷頂点確定・距離測定

デジタルチェックシート
（アプリと同じ端末内）

NSW：ＡＩ処理・格納⇒Azure

【隋時】
送信

❿損傷度集計・建物安全性判定
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このため、㈱イー・アール・エスがこれまで大地震後の現場で撮影した写真を用いて、

新たにＡＩ構築する事とした（図-Ⅳ.2.a.13）。 

 

図-Ⅳ.2.a.13 大変状のイメージ（左）とこれまでの撮影結果の一例（右） 

 

本研究では、画像認識型のＡＩに、これまで撮影した大変状被害写真を用いて変状

の種別を学習させる事から開始した。変状の種類は、剥離・鉄筋露出・崩壊の３種類

として、ＡＩのパラメータを変化させて改良を試みた。図-Ⅳ.2.a.14 にＡＩ構築の

概要を示す。また、図-Ⅳ.2.a.15 に学習の結果と合致率の推移を示す。今回の予備

試験の結果、パラメータースタディによって、剥離・鉄筋露出・崩壊の３種類の変状

の検出・同定を 85％の合致率にまで高める事が出来た。しかし、今回用いる事の出

来た画像は数が限られており、検出精度をさらに高めるためにはより多くの画像が

必要となる。被害はセンシティヴな情報であることから、守秘性を確保しながらより

多くの画像を収集する事が今後の課題である。 

13

これまで被災現地で撮影した大変
状写真でAIを新たに構築



 
 

17 
 

 

図-Ⅳ.1.a.14 ＡＩ構築の概要 

 

 

 

図-Ⅳ.1.a.15 パラメータースタディと合致率の推移 

■崩壊
■鉄筋露出
■剥離

予め上記分類・指定を行い、
これを教師データとして機械
学習。全体のうち、4/5を教
師データ、1/5を検証用とし
て、これを5セット実施。

パラメータを変化させて 改良基礎検討 実施

改良基礎検討 ×△ 〇

改良基礎検討 合致率70％ 合致率85％
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ｂ.上水道ネットワークの準リアルタイム被害推定 

本研究項目では研究初年度に、本委託業務に協力を表明している１自治体の上水

道管路アセット情報（管路管理番号、緯度、経度、管種、口径、延長、敷設年等）を

取得している（図-Ⅳ.2.b.1および図-Ⅳ.2.b.2）。 

 

図-Ⅳ.2.b.1 取得管路情報の管理ブロック単位 

 

 

図-Ⅳ.2.b.2 管路情報とブロック重ね合わせ表示 

 

本項目では昨年度より、現状では過去地震もしくは想定地震データを手動により

取り込んでスタンドアローンで動作するソフトウエアに、防災科学技術研究所がリ

アルタイムで提供する推定震情報を自動で取り込み、被害推定までを行うツールへ

のバージョンアップに取り組んでいる。昨年度は、平成 30年度・令和元年度の研究
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でサーバー上に構築した被害予測システムへの、管路被害推定ソフトウエア移植の

条件確認を行った。また、同じく本研究で構築した被害情報共有システムは ESRI 社

の ArcGISをベースとするが、本ソフトウエアで結果として吐き出される位置情報や

推定結果情報と、ArcGISとの整合性確認に着手した。 

本年度は、その進展型である被害推定システムのサーバーへの移植や、ArcGIS の

ダッシュボードを活用した被害共有システムへの表示に取り組んだ。この開発によ

り、事業者は地震発生から 20分程度以内に、サーバー上に構築した被害情報共有シ

ステムから、視認性の高い位置情報とともに被害状況を把握することが可能となる。 

図-Ⅳ.2.b.3に本年度の主な開発項目を示す。 

 
図-Ⅳ.2.b.3 上水道被害推定システムの本年度開発項目 

 

開発の結果、地震発生⇒震度情報の取り込み⇒管路被害推定システムの作動⇒被

害情報共有システム（ダッシュボード）への表示、の一連の動作が自動的に行われる

システムを構築した。図-Ⅳ.2.b.4 から図-Ⅳ.2.b.6 に、2022 年 3 月 16 日に発生し

た福島沖を震源とする最大震度６強の地震における被害推定情報をダッシュボード

に表示した結果を示す。なお、これらの一連の検討は ESRIジャパン㈱の協力を得て

行った。同社との協議記録や報告書に構築の経緯および詳細が記載されており、それ

らを巻末資料①として添付した。 

今後は、本研究の協力者でありデータ提供者でもある仙台市水道局に本システム

を試験納入し、試用における意見をフィードバックして改良を進めることが課題で

ある。また可能であれば、過去に生じた地震における実際の被害状況データを入手し、

推定結果との比較を通じた推定精度の向上にも取り組んでゆきたい。 
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図-Ⅳ.2.b.4 上水道被害情報共有システム（ダッシュボード）の表示状況① 

 

 

図-Ⅳ.2.b.5 上水道被害情報共有システム（ダッシュボード）の表示状況② 

 

 

図-Ⅳ.2.b.6 上水道被害情報共有システム（ダッシュボード）の表示状況③ 
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ｃ.SNS 情報の活用 

近年、災害や事件が発生した後の準リアルタイム情報収集源として着目されてい

るツイッターやインスタグラム等のＳＮＳ（ソーシャルネットワークツール）の活用

を検討した。ＳＮＳによる情報は、不特定多数の「人感センサー」による収集データ

とも捉える事ができるが、プライバシーの観点から正確な位置情報と切り離されて

いるものが殆どである。本研究は防災・被害に関する情報を GISによって空間上に提

示・表現することを基本としているため、本年度は専用アプリをダウンロードした会

員の同意を得た上で、位置情報も含めて収集される体感震度情報を対象とした。この

体感震度と、防災科学技術研究所が配信する推定震度との比較や、位置情報から建物

情報を読み取って補正した体感震度の算定などを通じて、ＳＮＳから収集される災

害情報の有用性を検証した。本項目実施にあたっては体感震度収集アプリを主宰す

る FASTALERT 社の提供する体感震度データを購入した。同社が展開するスマホアプ

リ「News Digest」（DL 総数 300万）を介して、気象庁震度階指標（人の体感・行動）

を参照した個人の体感震度を、地震後に速やかに収集・表示するシステムである。ア

プリ会員は地震後に、気象庁の体感震度目安をもとに自らの体感震度を FASTALET 社

に送信する。この時、予め会員の同意によって各人のスマホから位置情報も同時に送

信される。㈱イー・アール・エスは、本研究の遂行にあたって FASTALERTより、2021

年 2 月 13 日の 23:07 に発生した福島県沖を震源とする体感震度データを購入した。

この地震のマグニチュードは 7.1 に達し、最大震度は宮城県亘理郡と福島県相馬市

で 6強を記録した。また、非常に広域にわたって有感の揺れが観測され、北海道と大

阪で震度２を記録している。図-Ⅳ.2.c.1 に、本地震によって全国で計測された震度

の様相を示す。 

 

 

図-Ⅳ.2.c.1 検討対象とした 2021年 2月 13日の地震 
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本地震から得られた体感震度のデータ数は 2,467 点であり、大阪府から北海道ま

での広域から得られている。 

検討の第一歩として、体感震度と防災科学技術研究所が配信するリアルタイム地

震被害推定情報の推定震度を重ねて図-Ⅳ.2.c.2に示す。 

 

図-Ⅳ.2.c.2 体感震度と推定震度の比較 

 

この図より、両者それぞれの大小関係の傾向は一致しており、どちらかの震度が相

対的に高い地点において、もう一方の震度の震度も相対的に高くなっている事がわ

かる。推定震度と相対震度のそれぞれのヒストグラムを図-Ⅳ.2.c.3に示す。 

 

  

図-Ⅳ.2.c.3推定震度と体感震度のヒストグラム 

 

両者ともに比較的きれいな正規分布に沿う事が確認された。これより、数値を統計

的に分析する事に意義があると思料し、それぞれの基本統計量を分析した（表-

Ⅳ.2.c.1）。 

 

 

背景：NIEDリアルタイム震度
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表-Ⅳ.2.c.1 推定震度と体感震度の基本統計量 

 

 

なお、体感震度で得られた一部の地点（緯度、経度）において推定震度データがう

まく得られたかったため、体感震度と推定震度の双方の同一地点でのデータが得ら

れた 2,352点を分析の対象としている。基本統計量より、推定震度と体感震度の平均

値に 0.54程度の開きがあることがわかる。また、標準偏差は体感震度が倍近くとな

っており、分布のばらつきが大きい。これらの傾向を視覚的に確認するために、図-

Ⅳ.2.c.4にそれぞれの分布を正規分布に近似して示した。 

 

 

図-Ⅳ.2.c.4 推定震度と体感震度の正規分布近似線 

 

 次に推定震度と体感震度の差分を求めた。差分は、体感震度の方が平均的に大き

な値となるため、体感震度から推定震度を減じた値とした。このヒストグラムを図-

Ⅳ.2.c.5に示す。 
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図-Ⅳ.2.c.5 推定震度と体感震度の差分のヒストグラム 

 
 これより、0.5 から 1の間に差分のピークがあることがわかる。また体感震度が

推定震度を上回ったデータ数は、1,723 であり逆に下回ったデータ数は 575 であっ

た。これらからも、体感震度は推定震度より大きめの値となる事が確認された。推定

震度は、地表面の揺れの状況を示すものであり、一般的に建物の応答速度や加速度は

地表面の速度、加速度よりも大きくなる。また、揺れに伴う建物のきしみ音、食器や

置物などの身の回りにある物が発する音や電灯の揺れなども恐怖心を煽る一因とな

る。これより、体感震度が推定震度を上回る傾向は、説明性の高い現象と思料する。 

一般に、地震の揺れの情報は、震源情報とともに発信される。震源情報は、平面位

置と深さの双方が表示されるが、一般には平面的な位置によって遠い・近いが感取さ

れるものと思われ、近くで起きた地震にはより強い恐怖心が生じ、体感震度を大きく

する要因の一つとなる可能性を考えた。これより、体感震度と平面的な震央との距離

の関係を分析し、図-Ⅳ.2.c.6に示した。 

 

 
図-Ⅳ.2.c.6 震央からの距離と差分の関係 
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これより極めて緩やかであるが、距離と差分の関係に逆相関、すなわち近い地震ほ

ど強く感じる傾向が認められ、震源との距離感が人間が感じる体感震度に影響を及

ぼしている可能性が示唆された。 

最後に、体感震度と推定震度の差分におよぼす建物特性の影響を考察する目的で、

差分が 3.0 以上となった 20 地点と、逆に差分が-2.0 以下となった 22 地点の建物状

況を、Googleの外観写真から推定した。推定した項目は構造種類（木造、RC、軽量鉄

骨、S造）、階数、外観から推定する耐震性能（旧耐震、新耐震）、および用途であ

る。なお得られた地点によっては、農地や駐車場といった人が活動する建物の無い場

所もあった。表-Ⅳ.2.c.2にこれらの観察推定結果を示した。 

 

表-Ⅳ.2.c.2 体感震度と推定震度の差分と建物特性（左：大、右:小） 

   
 

これらより、定量的な考察を行うにはサンプル数が少ないが、差分の大きなグルー

プには 6 地点が旧耐震の建物と推定され、また構造としては比較相対的に揺れが大

きくなる木造・軽量鉄骨の建物が多い事が確認された。一方、差分の小さなグループ

には旧耐震と思われる建物は 1 棟のみであり、その建物も S 造の平屋であって比較

的揺れの応答による増幅は小さいと推察される。双方ともに、住宅街から得られたデ

ータが多く、木造２階建ての建物が全体の 60％程度を占めている。 

これらより、定量的な分析を行うにはデータの絶対数は少ないが、そのきっかけを

得るべく、差分の大きい建物グループ群のデータの差分を被説明数とする重回帰分

析を試みた。説明変数として、まず建物構造種別を選定し、比較相対的に応答による

揺れの増幅が大きい「木造」に１、「軽量鉄骨」に 0.5、その他の RC、S、構造物無

しに 0を与えた。またもう一つの説明変数として耐震基準を考え、旧耐震に 1、新耐

震に 0を与えた。その結果、旧耐震・新耐震の相違および構造種別の相違ともに説明

変数として有意となった。これより、回帰分析より得られた差分の推定式を用いて、

差分 構造 年度 用途
3.9 木造2階 旧耐震 住宅
3.5 木造2階 旧耐震 住宅
3.4 木造2階 旧耐震 住宅
3.4 木造2階 新耐震 住宅
3.3 木造2階 新耐震 住宅
3.3 軽量鉄骨2階 旧耐震 事務所
3.2 木造2階 新耐震 住宅
3.2 木造2階 新耐震 住宅
3.2 木造2階 新耐震 住宅
3.1 木造2階 新耐震 住宅
3.1 計量鉄骨1階 新耐震 事務所
3.1 太陽光パネル 製造施設
3.1 RC３階 旧耐震 事務所
3.1 構造物無し 農地
3.0 軽量鉄骨2階 新耐震 集合住宅
3.0 RC３階 新耐震 集合住宅
3.0 木造2階 旧耐震 住宅
3.0 木造2階 新耐震 住宅
3.0 構造物無し 駐車場
3.0 鉄骨1F 新耐震 製造施設

差分 構造 年度 用途
-2.0 木造2階 新耐震 住宅
-2.0 木造2階 新耐震 集合住宅
-2.0 木造2階 新耐震 集合住宅
-2.0 木造2階 新耐震 住宅
-2.0 木造2階 新耐震 集合住宅
-2.1 S3階 新耐震 事務所
-2.1 木造2階 新耐震 集合住宅
-2.1 木造2階 新耐震 住宅
-2.1 構造物無し 駐車場
-2.2 S1階 旧耐震 工場
-2.2 木造2階 新耐震 住宅
-2.2 RC9階 新耐震 集合住宅
-2.3 木造2階 新耐震 集合住宅
-2.3 木造2階 新耐震 住宅
-2.3 木造2階 新耐震 住宅
-2.4 木造2階 新耐震 住宅
-2.4 木造2階 新耐震 住宅
-2.4 計量鉄骨2階 新耐震 集合住宅
-2.5 RC3階 新耐震 集合住宅
-2.6 木造2階 新耐震 住宅
-2.6 構造物無し 農地
-3.4 RC3階 新耐震 集合住宅
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差分の計算値を取得し、これを体感震度から減ずることで補正推定震度を算出した。

これを推定震度の元の値と比較して図-Ⅳ.2.c.7に示す。 

 

 

図-Ⅳ.2.c.7 推定震度と推定補正震度の関係 

 

これより、両者の直線性は非常に高い事が確認され、旧耐震・新耐震の相違および

構造種別の相違が体感震度と推定震度の差分の説明変数となり得る可能性が示唆さ

れた。ただし今回の結果は、建物特性を確認できたサンプルデータ数が少ないため、

説明力を向上するには、差分 0.5 から 1 付近のボリュームゾーンにおけるデータを

大量に取得する必要がある。大量の建物特性の把握には、Google による外観からの

人間による目視推定では限りがあるため、FAST ALERT 社が受信する最初のデータに、

可能な限りの建物情報を入力・記載するしくみや、外観から建物特性を推定する AI

の構築などの検討が今後の課題となる。 
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ｄ.洪水アラートへの新機能追加 

クラウド上に構築した被害情報共有システムに降雨量のデータや内水氾濫予測情

報、外水氾情報として指定河川洪水予測・洪水危険度、中小河川予測情報を取り込む

取り組みを行ってきたが、本年度は、災害情報共有システムへのこれらの情報表示プ

ロセスを完成させるとともに、バーチャル水面との相対標高差による新たな内水・外

水氾濫情報の追加も試行した。 

まず、昨年までの検討によって被害共有システムに連動させた洪水アラート関連

情報を表-Ⅳ.2.d.1に示す。  

表-Ⅳ.2.d.1 現在搭載している洪水関連情報 

情報名 情報入手元 

内水浸水リスク（RisKma） 株式会社建設技術研究所 
降水ナウキャスト 気象庁 

キキクル（危険度分布） 一般財団法人気象業務支援センター 
警報・注意報 気象庁 

 

このように、情報は異なるリソースから異なるルートやゲートを辿って入手する

事から、データの取得間隔や描画プロセス、取得データの蓄積による障害回避といっ

た微細な調整事項が数多く発生した。このため、本年度は動作安定性確保を目途とし

た対応にかなりの時間を割く事となった。現在は動作も安定し、洪水の情報共有シス

テムは上表の４情報に対応するタブを備え、それぞれが３分割画面にデザインされ

たダッシュボードに表示されるかたちで運用している（図-Ⅳ.2.d.1）。 

 

 

 

図-Ⅳ.2.d.1 洪水関連情報共有システムの稼働画面 

情報切り替えタブ 
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また、本研究で構築した情報共有システムの特徴は、図-Ⅳ.2.d.2 の岩手県北上市

の事例に示すように、すべての情報を配信先のニーズに応じて特定の施設やポイン

トとの位置的関係と紐づけて GIS 上に表示できる事である。上述のシステムの安定

後、現時点で 1 自治体および２企業の合計３事業体にモニタリングで試用して頂い

ている。今後は、これらクライアントの声をフィードバックして逐次改良を進めてい

く。 

 

 
 

 

図-Ⅳ.2.d.2 拠点表示とマッシュアップした洪水関連情報の事例 

（岩手県北上市、上：鳥瞰、下：ズームで中小河川も表示） 
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３．結論及び今後の課題 

本年度の実施事項と課題について述べる。 

a. AIによる被害同定・定量化の検討 

本年度は、大地震後の建物安全性の迅速かつ正確な判定を支援する目的で、部

材のひび割れを検出するＡＩと部材の損傷度から建物全体の安全性を判定するロ

ジックを連動した一連のアプリを構築した。また、剥落や鉄筋露出、鉄筋変形と

いったひび割れ以上の変状を検出するＡＩを新たに構築した。前者はすでにクラ

イアントの試用段階となっており、今後は使い勝手や性能に関する意見のフィー

ドバックと改良が課題となる。後者については、実用に至るまでの精度改善が課

題である。次に言語自動処理プログラムによる大地震後の建設会社の対応行動数

および行動種類の抽出を、対象地震を拡大して継続した。本年度は、調査行動の

範囲を拡大して、初期調査にいたる期間の抽出・整理は行えたものの、その傾向

を説明出来る要因の検出には至っていない。数年にわたる過去地震の分析で、任

意のフォーマットで記述されたテキストデータの分析するにあたっての具体的な

課題が蓄積された。今後は、実務者の余分な労力の増加や、迅速性を損なう事の

無い入力ルール策定の検討等も課題である。 

b.上水道ネットワークの準リアルタイム被害推定 

本年度は、地震発生⇒震度情報の取り込み⇒管路被害推定システムの作動⇒被

害情報共有システム（ダッシュボード）への表示、の一連の動作が自動的に行わ

れるシステムを構築した。今後、本システムを本研究の協力者でありデータ提供

者でもある仙台市水道局に試験納入し、試用における意見をフィードバックして

改良を進めることが課題である。 

c.SNS情報の活用 

SNS（ソーシャルネットワークサービス）の活用を検討し、本年度は体感震度

の活用可能性の基礎検討を実施した。その結果、工学的な手法による推定震度と

の間に高い相関性が認められ、推定震度との差を生じる一部の要因の説明性も有

意となった。これより、人間の感覚をセンサーとして得られるマス情報が被害推

定などの実務にも活用できる可能性があると思料する。今後は、人間の心理的な

恐怖感や、逆に安心感といった、体感震度であるからこそ内包される独自特性の

検出や定量的な分析が課題である。 

d.洪水アラートへの新機能追加 

本年度は多様なソースから情報入を手・表示する水害関連情報共有システムの

安定的な動作を確保するための調整を行い、３つのクライアントにシステムを試

験導入した。今後は使い勝手や性能に関する意見のフィードバックと改良が課題
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となる。また、河川の水位と地盤の高低差を表示するバーチャル水面のシステム

導入にも取り組み、試験データの一連の処理の確認、必要となる調整要件といっ

た基本的な事項の抽出を実施した。今後は、リアルタイムでの更新データの取

得・表示機能の実現、安定的な動作確保が課題となる。 

 

４．引用文献 

    特になし 

 

５．学会等発表実績 

 特になし 

 

６．特許出願・ソフトウェア開発等 

    特許：特になし 

    ソフトウェア開発： 

① 被害推定機械学習プログラム（R 言語で構築。ランダムフォレスト、ニュー

ラルネットワーク、サポートベクターマシンのアルゴリズムに対応） 

② iPad上で動作する建物部材損傷度自動判定アプリ 

 

 


