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Ⅰ. 委託業務内容 
1 業務委託内容の題目 

 「災害時における人の流れの把握や避難誘導等の効率化のニーズに基づく研究開発」 

 

 

2 実施期間 

 住所 東京都渋谷区神宮前三丁目３５番８号 ハニービル青山６階 

 機関名 株式会社 Agoop 

 

 

3 委託業務の目的 

 災害によって道路閉鎖および鉄道や航空便の運休・徒歩帰宅者による混雑などの交通機

能の混乱が引き起こされる。しかし人の流れの状況をリアルタイムに収集し、いつ・どこ

で異常が発生しているかを素早く把握することにより、避難経路・帰路の確保などの被災

者の効率的な避難誘導を可能とし、交通機能の早期復旧に資することができる。 

 このような背景のもと、携帯電話端末より位置情報を取得することで得られるデータ

（実施機関が一切の知的財産権を有するデータであり、以下「人流データ」という。）を

含む産学官民が保有するデータを活用し、地方公共団体や交通インフラ企業等においてビ

ッグデータの専門家以外でも即座の意思決定を可能にするリアルタイム可視化システム

（以下、「ダッシュボードシステム（仮称）」という。）を平成 30年度の委託業務で開

発した。しかし、リアルタイムに人流を可視化することができても、どこで異常が発生し

ているかを人が判断することが困難であるという課題が見つかった。 

 そこで、令和 1年度の本委託業務では、平成 30年度の委託業務の課題である「人流の

異常把握が人目では困難である」を解決するために、人流の異常を自動で発見できる異常

検知アルゴリズムの開発を実施する。委託業務にあたり、研究推進に必要な環境とデータ

を整備し、過去発生した災害やイベント時のデータを活用し、異なるシナリオにおいても

対応可能な異常検知アルゴリズムを開発する。また、アウトプットとして平成 30年度開

発したダッシュボードシステムへ搭載し、速やかに行政機関や自治体・空港会社・鉄道会

社等に実装可能なプロトタイプをアウトプットとして構築する。 

 

 

4 当該年度における成果の目標及び業務の方法 

4.1 プロジェクトの総合推進 

ａ．プロジェクト管理体制の整備 

本委託業務の遂行にあたり、本プロジェクトに必要なリソース調整実施し、 

次項に定める基盤の早期整備の推進を図ることで、円滑かつ遅滞なく 

遂行できる体制を整備した。 

 

ｂ．研究開発基盤の構築 

   データ格納基盤、データ分析基盤の構築のために、クラウドを用いた 

クラウドストレージ調達および開発基盤を構築した。 

  

 

4.2 平常時人流データの整備 

 ａ．平常時人流データの整備 

実施機関が知的財産権を保有する人流データを用いて、 

災害時やイベント時などの異常検知をするための平常時人流データの 
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定義を確立し、データを整備した。 

 

ｂ．基盤データ、産学官民データの収集 

異常地点の把握を行うには人流データのみでは把握できないため、 

道路情報やその他必要とする基盤データ又は産学官民が保有するデータに 

ついて検討し、収集した。 

 

4.3 異常検知システムに関わる開発 

  

異常検知システムは、AIを用いた異常検知アルゴリズムとそこから出力される 

異常候補データで構成される。 

ａ．異常検知アルゴリズムの開発 

平常時と発災時のデータを用い、異常候補地点の自動検出の実現可能性に 

ついて検証を実施した。 

 

ｂ．成果物の作成 

災害時における aの異常検知アルゴリズムを用いて算出した異常候補地点の 

データおよび弊社所有の可視化システムでのサンプル表示を行った。 
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Ⅱ. 委託業務の実施体制 
1． 業務主任者 

役職・氏名 営業企画本部長 山田 寛 

 

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．プロジェクト管理体制の

整備 

ｂ．研究開発基盤の構築  

 

②平常時人流データの整備 

ａ．平常時人流データの整備 

ｂ．基盤データ、産学官民デ

ータの収集 

  

③異常検知システムに関わる開

発 

ａ．異常検知アルゴリズムの

開発 

ｂ．成果物の作成 

株式会社Agoop 

東京都渋谷区神宮前３丁

目３５番８号 ハニービ

ル青山６階 

 

〃 

 

 

 

〃 

 

 

株式会社Agoop 

営業企画本部長 山田 寛 

 

 

〃 

 

 

 

〃 

 

 

 

 区分 ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 

 
①プロジェクトの総合推進                 

 
   ａ．プロジェクト管理体制の整備                 

 
  ｂ．研究開発基盤の構築         

 ②平常時人流データの整備               

   ａ．平常時人流データの整備              

  
ｂ．基盤データ、産学官民データの

収集 
        

 ③異常検知システムに関わる開発         

  ａ．異常検知アルゴリズム         

  ｂ．成果物の作成         
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Ⅲ. 研究成果報告 
1 要約 

 AWS(アマゾンウェブサービス)[AWS]上に PRISM 用の研究開発環境を整備した。また災

害やイベント事例のサンプルデータとして複数の災害やイベントデータをメッシュ形式

で整備した。メッシュデータに加えて道路や避難所などの基盤データや、イベントが発

生した場所を効率的に抽出するためのイベントデータの整備も実施した。 

 先行研究として、人流データを活用した研究は多くなされており、災害時を対象に人

流データを活用した研究や人流データを用いて異常検知を行なった研究などがある。し

かしながら、既存研究で用いている人流データは、時間ごとの各メッシュの人口データ

のみに留まっている。そこで本研究では、各メッシュの人口だけでなく移動速度を組み

合わせて、人口データと速度データの両方の観点から異常検知を行なう。災害時の異常

検知を行なうために、２つの平均値を用いた基礎集計ベースの異常検知アルゴリズムを

開発した。開発した異常検知手法は過去数週間の同時刻・同時点をもとにメッシュごと

のトレンドを算出し、その地点での平常的な人流の挙動を同定することにより、観測さ

れたデータの異常度合を算出することができる。異常度合を算出することで、過去の災

害時などとの比較も行うことができる。 

 開発した異常検知手法に対して実際の災害時に得られたデータを適用し、既知の異常

が正しく検知されるかどうかの評価を実施し、今後の改善点や社会実装の方針について

最後に論じている。 

 

2 プロジェクトの総合推進 

 本委託業務を円滑に遂行するため、研究推進に必要な体制およびシステム基盤を構築

した。プロジェクトメンバー間のコミュニケーションでは slack[slack]を活用した。本

委託業務のチャンネル(Slack にて作成可能な複数人のグループ単位)を作成し、情報共

有や相談、ファイル共有、打合せの調整を常時可能な環境を構築した。また週次での定

例会を実施し、本業務全体の進捗管理を実施した。 

 

3 研究開発基盤の構築 

 本委託業務を遂行するために研究開発基盤を開発した。研究開発基盤の構築は AWS(ア

マゾンウェブサービス)上で構築している。AWS は世界のパブリッククラウドサービス市

場でシェアトップである。AWS はあらゆる IT リソースを網羅しており、ニーズに応じて

柔軟にサービスを組み合わせてシステムを迅速に構築できる。またセキュリティや法規

制への対応に加えて、耐障害性や高可用性を備えている。サービス全体の信頼性が高い

ため、弊社も数年に渡り AWSを使用している。 

 平成 30 年度の委託業務で構築した①ログ収集基盤、②分析基盤システム、③PRISM 可

視化システムに加えて、令和 1 年度は機械学習モデル開発基盤を新規に構築した。平成

30 年度開発した基盤を図 1 に、機械学習モデル開発基盤を図 2 にそれぞれ示す。機械学

習モデル開発基盤には大きく分けて 3 つのコンポーネントから構成される。各コンポー

ネントに利用されているサービスと役割について論じる。  
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図 1平成 30年度構築した研究開発基盤の構成図 

 

 
図 2機械学習モデル開発基盤  
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3.1 Storage コンポーネント 

   Storage コンポーネントは防災事例サンプル人流データや、基盤データ、イベント

データなどを格納する機能を有している。Storage コンポーネントは Amazon 

Redshift[Redshift]と Amazon S3[S3]から構成される。ここで Storage コンポーネン

トにある Amazon Redshiftは図１の分析基盤システムにある Amazon Redshift と同一

のものである。Amazon Redshiftに保有されている各種データを Amazon S3へ転送し、

後続の ETLコンポーネントへ連携する。 

 Amazon Redshift とは、高速でスケーラブルなデータウェアハウスであり、SQL を

用いた分析処理を行えるサービスである。Agoop の Amazon Redshift にはスマートフ

ォンから収集した膨大な人流データが格納されている。また Amazon Redshift はオン

デマンドサービスであるため、計算リソースは有限であり、複数人が同時にアクセ

ス・利用することでリソースが枯渇する可能性がある。一方で令和 1 年度の委託業務

は利用するデータが限定的であり、かつ複数人が同時にアクセス・利用することが想

定されるため、後述の Analytics コンポーネントで利用している Amazon Athenaでの

分析の方が適切であったことから、必要なデータを Amazon S3へ抽出して活用するこ

ととした。 

 Amazon S3 とは、スケーラビリティ、データ可用性、セキュリティ、および高いパ

フォーマンスを備えた完全マネージド型のストレージサービスである。後述の ETL コ

ンポーネントにある AWS Glue と Analytics コンポーネントの Amazon Athena を組み

合わせることで、データウェアハウスとして活用することも可能である。Amazon 

Redshiftから抽出された各種ファイルを Amazon S3内に格納する。 

 

3.2 ETLコンポーネント 

   ETLコンポーネントは Storageコンポーネントの AmazonS3に格納されているデータ

を ETL (Extract, Transform, Loadの略)することで、後述の Amazon Athenaから SQL

を発行できるようにするためのコンポーネントである。ETL コンポーネントは AWS 

Glue[Glue]のサービス群である Glue crawler, Glue Data Catalogと Amazon S3から

構成される。Storage コンポーネントのデータを AWS Glueで ETL処理をして、処理済

みのデータを ETL コンポーネントの Amazon S3 へ配置する。Analytics コンポーネン

トは ETL コンポーネントによって分析用に加工されたデータを活用することで、機械

学習モデルの構築を実施できる。 

 AWS Glueは、簡単でコスト効果の高い方法でデータの分類、消去、強化、およびさ

まざまなデータストア間を確実に移動することができる、フルマネージド型 ETL サー

ビスである。今回は AWS Glueの機能群にある Glue Crawlerと Glue Data Catalog を活用

した。 

 Glue Crawler はファイルやデータベースに格納されているデータをクロールし、各カ

ラムのデータタイプ等のスキーマを自動で認識し、Glue Data Catalog にテーブル定義や

データ構造などのメタデータを登録する機能である。Glue Crawlerは csvや json, parquet

など様々なファイルフォーマットに対応可能である。 

 Glue Data Catalogは Glue Crawler によって識別されたスキーマ定義やデータ構造

等のメタデータを登録するリポジトリである。後続の Analytics コンポーネントで活

用する Amazon Athenaは Glue Data Catalogに登録されたメタデータを活用して、S3

に格納されているファイルにクエリを発行することができる。 
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3.3 Analyticsコンポーネント 

   Analytics コンポーネントは ETL コンポーネントで加工された分析可能データを活

用して、機械学習アルゴリズムを構築するためのコンポーネントである。Analytics

コンポーネントは Amazon Athena[Athena]と Amazon SageMaker[SageMaker]から構成さ

れ、AWS Management Console[MC]を用いて開発者は Amazon SageMaker へアクセスす

る。 

   Amazon Athenaは標準 SQLを使用して AmazonS3でのデータの直接分析を簡易化する

インタラクティブなクエリサービスである。Amazon Athena を活用することでビッグ

データ分析に置いて DWH(Data Ware House)を構築する必要がなくなり、必要最低限の

設定で効果的な分析環境を構築することができる。また、Amazon Athena はサーバレ

スなサービスで実行したクエリにのみ課金される。クエリを実行した際には検索内容

に合わせて自動的にリソースがスケールするようになっているため、ビッグデータの

分析も高速で実施することができる。 

   Amazon SageMakerはフルマネージドな機械学習サービスである。Amazon SageMaker

では、データサイエンティストと開発者が素早く簡単に機械学習モデルの構築・検証

ができ、稼働準備が整ったらホスト型環境に直接モデルをデプロイすることができ

る。Amazon SageMakerを活用することで機械学習モデルを構築する際に、サーバイン

フラの設計や API 開発が不要となるため、本委託業務の異常検知アルゴリズムの開発

に集中することができる。 

 

 

4 サンプルデータの整備 

4.1 異常検知用メッシュデータ 

 異常検知の検討及び実施にあたり、過去の災害やイベントとその前後についてメッシュ

型流動人口データとメッシュ単位の速度情報、方向情報、滞在時間情報についての整備を

行った。 

事例 場所 データ期間 

2018年 6月大阪北部地震 大阪府 2017年 6月-2018年 6月 

2019年 10月台風 21 号 千葉県 2018年 10月-2019年 10月 

2019年高速道路の渋滞 東名高速道路 

名神高速道路 

中国道 

2019年 3月-2019年 8月 

2018年広島豪雨 広島県 2018年 4月-2018年 10月 

 

4.2 基盤データ 

 基盤データとして道路データ、駅データ、避難所データ空港データをそれぞれ整備

した。本基盤データは異常検知された結果との紐付けや、異常検知箇所を特定するこ

となどでの活用を想定している。 

 道路データは「三井造船システム技研株式会社」及び「TCI 道路地図 V2016」のデ

ータを元に高速道路、有料道路、国道に重なる 100m メッシュ、50m メッシュのデータ

作成を行った。図 3、図 4にそれぞれメッシュ化した道路データを示す。 
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図 3 高速道路 
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 駅データは「駅データ.jp」のデータを元に、駅と駅の区間に重なる 100m メッシュ、

50mメッシュのデータ作成をそれぞれ行なった。図 5、図 6にそれぞれメッシュ化した

駅データを示す。 

 
図 5 駅のデータ 

 

図 4 有料道路 
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図 6 駅間のデータ 

 

 避難所データは国際航業株式会社のデータを元に、避難所・広域避難所に重なる

100m メッシュ、50m メッシュ化したデータを作成した。なお避難所に関しては各避難

所の緯度経度が位置するメッシュの周囲９メッシュを含めている。図 7、図 8 にそれ

ぞれメッシュ化した避難所データを示す。 
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図 7 避難所データ 

 

 
図 8 広域避難所データ 
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 空港データは国土数値情報(空港)のデータを元に、空港に重なる 100m メッシュ、

50m メッシュ化したデータを作成した。図 9にメッシュ化した避難所データを示す。 

 
図 9 空港のデータ 

 

4.3 イベントデータ 

 イベントデータは「イベントバンク社」」のデータを元に作成を行った。イベントデー

タはイベント名、イベント日時、会場名、緯度経度、イベント種別などの場所・日時と位

置情報とが関連づけられた Tabular フォーマットのデータとなる。令和 1 年度は災害をメ

インとした委託研究であったため、後述の異常検知アルゴリズムの開発では活用しなかっ

たが、今後イベントごとの異常検知をする際には本イベントデータの活用を想定している。

具体的には過去のイベントが発生した箇所を、本イベントデータをもとに抽出し、抽出さ

れたイベント発生個所が異常と判断されるようにハイパーパラメータをチューニングする

等の活用方法である。 

 

  



 
   
 

 
  15 
 

 

5 異常検知アルゴリズムの開発 

5.1 関連研究 

   異常検知アルゴリズムの開発に先行して、位置情報データを活用した既存研究につ

いて調査を行った。本節では、位置情報を活用した既存研究について、災害時を対象

とした研究と異常検知アルゴリズムの研究の２つの観点で述べる。災害時を対象とし

た位置情報データの分析に関しては、例えば状態空間モデル推定のアプローチの一種

であるパーティクルフィルタを用いて、東日本大震災発生時の東京都 3 区のリアルタ

イム人流の推定を行っている研究がある[矢部 16]。またスマートフォンで得られたポ

イントデータに対してデータ同化を用いて、リアルタイムでの人流の動きを推定し、

東京都を対象に大規模の災害が発生した時のシミュレーションを行なっている研究も

ある[Sekimoto 16]。他にも、西日本豪雨を例として、500m メッシュごとにスマート

フォンで得られた位置情報データから平均移動距離を計算し、メッシュの分類を行な

った上で、ロジスティック回帰分析を用いて、避難行動に至る要因の分析を行なって

いる研究もある[Joo 16]。 

   また位置情報を用いた異常検知アルゴリズムの既存研究について述べる。例えば、

ノンパラメトリックベイズモデルの一種である階層ディリクレ過程隠れマルコフモデ

ルを用いて、半教師付き異常検知データに対する統計的異常検知の方法が提案されて

いる[神谷 16]。また交通量と交通密度の関係を示す Q-K曲線を観測値から構築したモ

デルで近似し、近似した Q-K 曲線と観測値との乖離度を用いて、東京のタクシーデー

タに対して、メッシュの異常検知と可視化を行なっている研究もある[Horiguchi 

13]。他にも、ETC2.0 によって得られたプローブデータを用いて、ガンマ分布による

モデル化を行い、3σ 区間外を異常と定義し、渋滞や道路遮断といった交通の異常検

知を行なっている研究もある[増田 19]。 

   本研究では、人口過密の問題に注目し、個人ごとの挙動ではなく、全体としての人

流の挙動を把握するため、先行研究同様各時間・メッシュごとに位置情報データを集

計したメッシュ型人流データを用いる。位置情報を活用した災害分析や異常検知アル

ゴリズムの先行研究はいずれも人流データにおいて、人口や移動速度といった単一の

観点で解釈を行なった異常検知であり、実際の災害で見られる人流の行動変容を包括

して捉えることができる手法ではない。そこで本研究では、各メッシュの人口データ

のみならず、メッシュ内での移動速度データも用いて、災害時における人口及び速度

の２つの観点で異常検知を行なう。人口データと速度データの両方を用いることで、

複合的に結果を解釈することが可能になり、検知されたメッシュに意味付けできるこ

とが利点として挙げられる。提案する異常検知手法は、分析者が検知の程度を定める

ことができる教師なし学習の手法であり、１時間ごとに観測された各メッシュの人流

データに対して、異常度が算出される。さらに、本手法は、複数のメッシュに対して

適用することを想定しているため、単純平均と重み付き平均に基づく基礎集計ベース

のアプローチを用いており、計算コストが比較的少ないことも利点である。また、提

案手法は異常検知を行う際に、逐次新しく得られた位置情報データを学習データに組

み込むオンライン学習の手法である。  
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6 実験結果と考察 

6.1 実験方法 

   提案した異常検知手法の有効性を検証するために、実際の自然災害を対象として，

人口および速度データの両方に対して、500m メッシュ単位で異常検知の実験を行っ

た。自然災害は事前に発生予測が不可能なものとして地震、予測が可能なものとして

台風と集中豪雨を扱う。本研究では、2018 年に起こった大阪北部地震、各地で最大瞬

間風速を記録した大阪府での台風 21号、西日本で起こった集中豪雨の被害を受けた広

島県を対象地域とした。 

   過去の災害事例では、既に検知される異常個所がわかっているため、提案手法が実

際に検知すべき異常個所を検知できているかで評価を行う。大阪地震では、公共交通

機関の停止に伴い徒歩移動者が増えたことが原因で人が密集したとされる淀川大橋や

十三大橋上のメッシュに着目する。台風 21号では多くの帰宅困難者が出たことが原因

で人口過密が生じていた駅および鉄道各線のメッシュを中心に評価を行う。西日本豪

雨では豪雨のために通行止めとなった山陽自動車道とその付近の国道２号線上のメッ

シュを中心に異常検知が行えているかで評価を行う。3 箇所それぞれで提案手法を用

いて各箇所の異常検知の実験を行い、有用性を示す。また、有用性を示す実験とは別

にその他の実験として、災害時以外のデータに対して適用する実験や平成 30年度多く

の地域で洪水を巻き起こした千葉県に対しても提案手法を適用した。 

 

6.2 大阪北部地震 

   大阪北部地震を対象として提案手法を用いて異常検知および可視化を行った。ここ

では、𝛼𝛼 =  1.0、 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 10とした。人口データ、速度データそれぞれの場合での異

常検知結果を図 15、図 16 に示す。ここでは大阪市北区、淀川区の 2018 年 6 月 18 日

18 時の結果を示している。可視化では、異常度の値を元に負から正の順に濃い青、薄

い青、無色、薄い赤、濃い赤となっており、本表現は以降の検証においても同様であ

る。 

   人口データにおいては図 15 から、オフィス街の多い大阪駅から中之島方向にかけ

て、負の異常が検知されている。一方で、淀川区の住宅地のメッシュでは正の異常が

検知されている。このことから、平常時に比べてオフィス街で働いていた人達が早め

に帰宅し、住宅地がその分過密になったと考えられる。速度データにおいては、図 16

から、梅田駅から北方向に阪急線および地下鉄御堂筋線において負の異常が検知され

ていることがわかる。特に、淀川大橋および十三大橋周辺では強い負の異常が検知さ

れている。このことから阪急線および地下鉄御堂筋線が運休し、地震発生後に報道さ

れていたように、帰宅困難者が徒歩で淀川大橋や十三大橋を渡っていた事実が、本異

常検知でも確認できることがわかった。 
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図 15 大阪北部地震での人口データによる異常検知の結果 

 

 
図 16大阪北部地震での速度データによる異常検知の結果 
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6.3 大阪台風 21 号 

   2018 年の大阪台風 21 号を対象として、異常検知および可視化を行った。6.2 節同

様𝛼𝛼 =  1.0, 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 10として異常検知を行った。人口データ、速度データそれぞれの

場合での異常検知結果を図 17、図 18 に示す。ここでは大阪市北区、淀川区の 2018 年

9月 4日 15 時の結果を示している。 

   人口データにおいては、図 17 から高速道路及び駅を中心に正の異常が検知されて

いる。一方で、阪急京都線、JR 京都線、山陽新幹線における線路上のメッシュでは、

負の異常が検知されていることが確認できる。この日は台風 21号に合わせて鉄道各社

が計画運休を行っていたこともあり、平常時に比べて駅に人が多く滞留し、線路上の

メッシュにおいて負の異常が検知されたのではないかと考えられる。速度データにお

いては図 17 から、高速道路および JR 京都線において負の異常が検知されていること

がわかる。したがって、平常時より高速道路において渋滞が発生しているのではない

かと考えられ， JR 京都線においては鉄道が運休しているため、移動速度が低くなり

負の異常が検知されているのではないかと考察できる。このように人口データと速度

データの 2 つの観点からみると、高速道路に関しては、人口データが正で異常検知さ

れ、速度データが負で異常検知されていることから、渋滞が発生していると考えるこ

とができる。また線路上のメッシュが人口データ、速度データ共に負で異常検知さ

れ、駅を含むメッシュが人口データにおいて正で検知されていることから、鉄道が運

休しているのではないかと考えることができる。実際、この日は鉄道各社が計画運休

を行っていたことから、その事実と異常検知結果の考察が合致していることを確認す

ることができる。図 15、図 16 の大阪地震のデータと比較すると人口データ、速度デ

ータ共に異常度が全体的に小さく出ていることから、本異常検知では異常場所の把握

と同時に、異常の度合いの把握も可能であることがわかる。 
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図 17 大阪台風 21号での人口データによる異常検知の結果 

 

 
図 18大阪台風 21 号での速度データによる異常検知の結果 
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6.4 西日本豪雨 

   2018 年の西日本豪雨を対象として、異常検知および可視化を行った。ここでは、

𝛼𝛼 =  1.0, 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0.1として異常検知を行った。𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0.1とした理由は、大阪地震や

台風 21号に比べて，端末として得られているデータ数が少ないことを考慮したためで

ある。人口データ、速度データそれぞれの場合での異常検知結果を図 19、図 20 に示

す。広島県で豪雨が発生した日は 2018 年 7 月 8 日であるが、その後通行止めなどが

2018年 7月 9日に確認されていたことから、本実験では 2018年 7月 9日 9時の結果を

示している。 

   図 19 は人口データにおける異常検知の結果である。山陽自動車道のメッシュの多

くで負の異常が検知されており、また国道２号線沿いの多くのメッシュで正の異常が

検知されている。これは集中豪雨の影響で通行止めとなった山陽自動車道の迂回路と

して、国道 2 号線を利用する人たちが増えたため、道路が混雑していると考えられ

る。図 20 は速度データにおける異常検知の結果である。図 19 の考察で述べたよう

に、山陽自動車道が通行止めとなった影響を受け、山陽自動車道付近の多くのメッシ

ュで負の異常が検知され、この地域で平常時より渋滞が発生していると考えられる。 

   しかしながら、集中豪雨の時に通行止めとなった山陽自動車道以外の一般道では、

負の異常検知が予想されていたものの、うまく検知できていないメッシュも確認され

た。異常検知されなかった道路は、山間部など平常時であっても人通りが少ないこと

が多く、平常時の人通りが少ないと位置情報のログが残らないため、災害時の通行止

めによる影響で位置情報ログが残らない場合との差別化ができず異常と判断できなか

ったことが原因として考えられる。大阪のような都市部においては位置情報ログが十

分にあるため異常検知を正しく行うことができるが、地方部に対して異常検知を行う

際には提案手法でうまく検知できないケースがあることも確認できたため、今後ログ

量が少ない場合において、正しく異常検知をさせるための方法を検討する必要がある

ことが今回の実験からわかった。 
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図 19西日本豪雨での人口データによる異常検知の結果 

 

 
図 20西日本豪雨での速度データによる異常検知の結果 
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6.5 その他の実験 

 本節では、提案手法を実用する上で災害発生以外のデータにも適用した。また、直近の

例として、平成 30 年度多くの地域で洪水を巻き起こした 9 月、10 月の千葉県に対して適

用した結果を以下で示す。 

 最初に、災害時以外の適用例として高速道路におけるお盆のラッシュを取り上げる。

2019年 8月 12日 13時の東名・名神高速道路の適用結果を図 21で示す。人口データを用い

て、メッシュ単位を 1km，ハイパーパラメータを𝛼𝛼 =  1.0, 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 10とし、異常検知を行

った。図 14から静岡県御殿場市や滋賀県米原市を中心に正の異常が検知されていることが

見て取れる。このことから、御殿場や米原を中心に渋滞が起きていると考えられる。この

ように、災害時以外についてもホットスポット検出として提案した異常検知手法は有用で

あると考えられる。 

 

 
図 21 東名・名神高速道路の人口データに対して 1kmメッシュで検知した結果 

 

次に、平成 30 年度多くの地域で洪水を巻き起こした 9 月、10 月の千葉県に適用した結

果をイベントや豪雨などの観点から述べる。千葉県の検証では、人口データを活用して異

常検知を行なった。図 22は 2019年 9月 15日 8時の袖ケ浦市役所と袖ケ浦海浜公園に対し

て、メッシュ単位を 1km とし、ハイパーパラメータを𝛼𝛼 =  1.0, 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 10とした際の異常

検知結果である。図 15から袖ケ浦市役所と袖ケ浦海浜公園では正の異常が検知されている。

この時間帯に千葉県で相次ぐ台風の影響を受けて、袖ケ浦市役所では災害時用の食料やブ

ルーシート、土嚢袋の配布を行っていた。このことは、異常検知結果において正の異常が

出ていることから確認できる。また、同日の袖ケ浦海浜公園では、氣志團万博が開催され

ており、災害以外の混雑の様子も異常検知結果からも確認することができる。 

また災害時の例として、台風 19号発生時の千葉県北部と市原市に提案手法を適用した結

果を以下で述べる。図 23、図 24 は 2019 年 10 月 12 日 12 時の千葉県北部、市原市に対し

て、メッシュ単位を 1km とし、ハイパーパラメータを𝛼𝛼 =  1.0, 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 10とした際の異常

検知結果である。図 23から千葉市、船橋市の海岸部で負の異常が検知されている。一方で

住宅街に正の異常が検知されている。台風が接近していることもあり、海岸部に人が減少

し、住宅街に人が密集していることが検知結果からも確認できる。図 24より市原市の異常

検知結果をみると、市民館や公民館、小学校といった避難所のメッシュに正の異常が検知

されていることが確認できる。負の異常が検知されているメッシュは大型店舗や店が密集

していることから、台風の影響を受けて、閉業していると考えられる。 

以上の結果から、災害時、イベントなどの非災害時の両方に対して、提案した異常検知

手法が有用であることが確認された。 



 
   
 

 
  23 
 

 

 
図 22 袖ヶ浦市役所、袖ヶ浦海浜公園 

 

 
図 23 台風 19号発生時の千葉県北部 
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図 24 台風 19号発生時の千葉県市原市 
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Ⅳ. 今後の展望 
異常検知アルゴリズムの改善点 

 本異常検知アルゴリズムは、地震、台風、豪雨の異なる災害の事象において異常個所の

把握に一定の有用性がある事が確認された。通行止めや計画運休など把握している事象を

検知することに成功しており、今後発生する災害においても迅速な異常エリアの把握が可

能となることが期待できる。 

 しかしながら 6.4 節で述べたように地方のログが少ないエリアにおいての異常検知には

課題があり、今後検討が必要である。また速度の異常検知は人口の異常検知と比べて欠損

値が多く含まれていることが確認されており、より良い欠損値の補完方法がないかの検討

も必要である。加えて本異常検知は図 2 で構築されたモデルを 1 台のサーバで実行させて

検証しているため、今後全国展開を検討する上ではスケーラビリティの確保も重要な課題

となる。 

 

可視化システムへの搭載 

 人が見て容易に異常が起こっている場所に気付くために、異常な場所のみを表現するこ

とで、注目箇所のみに限定することを本研究にて実施した。過去のトレンドより一定値以

上外れた人口や速度の増減に対して、色の変化や濃淡を用いて異常度を表現することで、

より注目する場所の誘導を実施している。適切に見てもらいたい場所への注目の誘導と何

が起きているのか想像させ、行動の意思決定するために適切な異常値の可視化の表現方法

については、まだ工夫の余地が残されていることがわかった。 

本異常検知の技術を可視化システムへ搭載するためには、前述しているスケーラビリテ

ィの向上が必須となる。本研究においては、500m メッシュ単位にて異常検知を実施したが、

他のデータとの重ね合わせを考えた場合において、異なるメッシュのサイズにおいても異

常検知の精度検証やリアルタイムもしくは定期的にデータ連携・表示させるための異常検

知可視化システム設計・構築について検討を進めていく。 

 

SIP4Dへのデータ連携 

 弊社にて収集し、作成している人流データを実際に活用してもらうためには課題がある。

データ提供方法として、メッシュ型の人流データを SIP4D に対し定常的に連携する方法の

検討、実施に向け研究・開発を行なっていく必要があると考える。SIP4D への連携を行う

ことで、地方公共団体等が人流データを実際に活用できるような体制を構築する。人流デ

ータだけではなく、天候・鉄道・道路など様々なデータと掛け合わせることが可能となり、

災害時における意思決定をサポートできる環境の構築を目指す。 
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Ⅴ. まとめ 
 本委託業務では、人流データを用いて人口と速度の 2 つの観点から異常検知をすること

ができるアルゴリズムを開発した。平成 30年度の委託業務では人流データをリアルタイム

にダッシュボード上に可視化し、平常時の人流データと比較をすることができるシステム

を開発したが、人の目では異常個所を把握する事が難しいという課題があった。令和 1 年

度の委託業務では平成 30年度の課題に対応し、人の目を介さずに自動で異常個所を把握す

る事が可能となった。また本委託業務で開発した異常検知アルゴリズムは災害時のみなら

ず、イベントなど平常時と異なる行動変容が発生する事象には全て対応可能であるため、

災害対策はもちろんのこと観光対策などその他のユースケースにおいても適用可能である。

また異常検知アルゴリズムはシンプルな統計手法でのみを活用して設計されているため、

深層学習等の複雑な機械学習アルゴリズムで要求されるような高価なコンピューティング

リソースの確保が不要で、また目的に合わせてパラメータのチューニングも用意に実施で

きるため様々なケースにおいて社会実装が可能である。今後本異常検知の社会実装に向け

た小規模データへの適用や速度データでの精度向上、リアルタイム性を担保するためのス

ケーラビリティの向上など課題はあるが、いずれも現在の技術で実行可能な課題であるた

め今後の研究を通して課題を解決し、いち早く社会実装を実施したい。 
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Ⅰ．委託業務内容 

１．委託業務の題目 

   官民連携データの AI 活用による効果的な災害時応急対応の実現 

 

２．実施期間 

   2019 年１１月１日から 2020 年 3 月 31 日まで 

 

３．委託業務の目的 

携帯端末の情報、具体的には平常時の情報と社会的混乱時の情報の両者を近年発展著し

い機械学習の一手法である AI 技術によって解析することにより、人流の把握を可能とする情報

の組み合わせを選出し、併せて AI 技術によって異常検出を行うことによって、リアルタイムで社

会的混乱を検知できるシステムの構築を目指す。 

 

４．当該年度における成果の目標及び業務の方法 

AI 技術による情報処理によって物理現象に対する直接的な観測からだけでは把握すること

ができない社会的混乱の発生状況を推定し、従前から用いられてきた地震観測網等から得ら

れる情報と携帯端末から得られる人流情報とを相互に参照しうる形式で可視化した結果をシス

テム利用者に提示するようなシステムの構築を目標とする。 

 

Ⅱ．委託業務の実施体制 

１．業務主任者  

   役職・氏名 教授・遠藤 靖典 

 

２．業務項目別実施区分 

業  務  項  目 実 施 場 所 担 当 責 任 者 

①データの前処理 

 

②アルゴリズムの開発 

  

筑波大学 

 

筑波大学 

 

 

 

 

 

 

遠藤 靖典 

 

遠藤 靖典 

 

 

 

 

  



 
 

 

Ⅲ．業務実施計画 

 

 区分 10 11 12 １ ２ ３ 

①データの前処理             

   ａ．データの可視化             

  
ｂ．データの選抜、整理、ラ

ベル付け 
      

 ｃ．検討会の実施       

 ②アルゴリズムの開発             

   
ａ．位置情報データの類別

方法の開発 
           

  

ｂ．類別結果に基づく AI 技

術を用いた 

社会的混乱の推定法の開

発 

      

  ｃ．検討会の実施       

 

Ⅳ．研究報告 

１．要約 

 本研究では、携帯端末の位置情報と地理情報を組み合わせて、携帯端末の保有者がど

のような交通手段を利用しているかを推定・可視化するシステム、および、異常のない日に

ちの人口分布を入力としてあらかじめ学習させておき、学習によって推定される平常からの

差分としてある日の人口分布がどの程度異常性を含むのかを推定・可視化するシステムを

開発した。 

 

２．成果 
① データの前処理 

Agoop 社から、2019 年 8 月から 10 月中旬までの一部期間で、東京都と神奈川県の区域に

おける携帯端末情報に基づく人流データの提供を受けた。このデータには、匿名化によって

個人が特定されないように処理された携帯端末の位置情報が時系列順に収録されている。統

計的な処理を行うために、250ｍメッシュ区域分割し、時刻ごとに当該メッシュに滞在するデー

タの数を算出した。 



 
 

 

ａ．データの可視化 
提供を受けたデータの内容を確認するために、メッシュ人口データを可視化するシステム

を開発し、表示を確認した。 

図 1 に、2019 年 9 月 9 日の東京都におけるメッシュごとの人口データを可視化した例を

示す。東京駅から品川駅付近、新宿駅付近の人口が相対的に大きいことが確認できる。 

 

 

 
図 1 2019年 9月 9日メッシュごとの人口（色が濃いメッシュが人口が多いことを表
す） 

 

 

  



 
 

次に、時間的な変化をとらえるために、図 2 に示す人口分析対象メッシュを選んだ。本報

告では台風１５号が含まれるため、計画運休による人口増減の影響が出やすいと思われる

東京駅付近メッシュを選定した。以下、このメッシュを東京駅メッシュと呼ぶことにする。 

 

 

 

図 2人口分析対象メッシュの例 

  



 
 

図 3 は、東京駅メッシュの平日の人口密度の時間推移を表したグラフである。横軸は時

刻、縦軸は同メッシュ内に人口であり、日ごとにデータがプロットされている。９月９日のグラ

フはほかのグラフとくらべて傾向が異なっていることが確認できる。９月９日は台風１５号の影

響で鉄道各社が計画運休を実施していた。通常であれば朝７時ごろから急速に立ち上がる

人口密度が後ろの時刻にシフトし、この日のピークは正午前後であった。平常時とくらべて

総数も少ないことがあわせて確認できる。このことから、メッシュ区域内の端末数を計数する

ことにより、特に広域にわたる異常を検出できる可能性が示唆された。 

 

 

 
図 3平日の人口の時間推移に関する可視化の例 

 
  



 
 

次に、人口の多寡ではなく、人の移動に関する情報を可視化して確認した。図 4 は、２０

１９年８月１日午前７時において、赤矢印のメッシュに存在した情報端末が午前９時の時点で

どこにいたかということを表している。メッシュから移動しない分が最も多いこと、近隣地域へ

の移動や都心に出ている分が存在することが確認された。この地域からの出勤・通学を表し

ているものと思われる。 

 

 
図 4人の移動に関する可視化の例（赤矢印のメッシュからの移動
先をバブルプロットしたもの。2019年 8月 1日午前７時を開始時
刻、同午前９時を終了時刻とした。ただしこの図は正式なメッシュ
ではなく、緯度経度をメッシュ状に区分して計算。各行先メッシュ
にはラプラス修正を適用して集計。） 

  



 
 

図 5 は、すべてのメッシュを出発点にして同じ内容をまとめて可視化したものである。す

なわち、図 4 は図 5 の一部の情報を表している。これはそれぞれのメッシュを状態として、

さきほどの形式で得た数値行列を状態推移行列のかたちでまとめたものである。こちらもラ

プラス修正を行っている。行の方向が出発メッシュ、列の方向が行先メッシュを表しており、

色が明るいほどその組み合わせの移動頻度が高いことを表している。この図からは対角成

分が色濃く出ていることが確認できる。図 4 で確認したメッシュから移動しない成分が、ほか

の地域を出発メッシュとした場合にも同様の傾向であったということを意味する。また、図中

の赤矢印で示した列は、都心への遷移を表している。対角成分ほどではないが、この列も色

が明るいことから、様々な地域から都心へ向かう流れが存在することが確認できる。 

 

 

 
図 5状態推移行列の可視化の例（図は正式なメッシュではなく、緯度経度を
メッシュ状に区分して計算） 

 

  



 
 

国土交通省・国土数値情報ダウンロードサービスで公開されている鉄道の地理情報を入

手した。このデータには一定区間ごとに路線の座標が収録されている。神田駅付近のデー

タを可視化したものを図 6 にその例を示す。 

 

 

参考 URL http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html 

 

 

 

図 6国土数値情報ダウンロードサービスで公開されている鉄道データ可視化の例 

 

  

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html


 
 

情報端末による位置情報にはノイズが重畳されるため、鉄道に乗車していたり駅に滞在

していたりした場合でも、鉄道路線や駅から離れた場所として測定される場合がある。このた

め、鉄道路線から一定の幅をもたせた領域を鉄道領域として使用することとした。鉄道の公

開データを GIS シェイプに変換して幅をもたせたシェイプ型の鉄道ファイルを作成した。図 

7 は、新子安駅付近（横浜市生麦付近）について Google Map 上に可視化した例である。同

図の赤い幅が鉄道付近として指定された範囲である。 

 

 

 

図 7鉄道データのシェイプ化による可視化の例 
  



 
 

ｂ．データの選抜、整理、ラベル付け 

可視化を行った東京都千代田区を対象として選抜を行い、データを抽出・整理した。日

付を基準として異常なし平日・異常なし休日・台風の各データを３つに分類し、ラベルを付し

た。台風のラベルは、9 月 9 日のみに与えた。 

 

ｃ．検討会の実施 

2019 年 10 月 8 日、11 月 5 日、11 月 20 日、12 月 5 日、12 月 17 日、2020 年 1 月 7 日

に防災科学技術研究所（以下、防災科研）と本学の担当者とで集まり検討会を実施した。可

視化結果やデータのラベルについての議論、双方がもつ知見の共有を随時実施した。さら

に 2020 年 1 月 9 日には防災科研担当者に加えて Agoop 社の担当者も含めた拡大の会合

を行い、データの仕様や活用方法に関する議論を行った。 

  

  



 
 

② アルゴリズムの開発 
ａ．位置情報データの類別方法の開発 
携帯端末の移動速度や位置の情報と地理情報とを合わせて、その端末の所持者の移動

手段を推定する手法を開発した。具体的なアルゴリズムを図 8 に示す。2 段階目の条件分

岐の閾値となっている分速８０mという基準は、不動産の表示に関する公正競争規約施行規

則をもとにして定めた。 

 

 

図 8 移動手段判定アルゴリズム 
  



 
 

本手法により推定した移動手段を地図上に表示して可視化するシステムを開発した。図 

9に、東京駅近郊での可視化の例を示す。緑青赤と、それぞれに濃い色・薄い色の合計６色

が描かれている。緑は歩行者、青は鉄道、赤は車を表しており、濃い色は現在の位置、薄い

色は１分後に予想される位置である。 

 

 

図 9東京駅周辺の歩行者・車利用者・鉄道利用者の推定例 
 
  

  



 
 

 
 

図 10 は、東京駅メッシュにおける人口の時間推移を表している。図中には２本のグラフ

が示されている。青いグラフは、当該メッシュにおける端末数の時間推移を表している。赤い

グラフは本研究で開発した移動手段の推定を用いて、鉄道利用者と推定された端末数を内

数として示している。 

 

 
図 10東京駅メッシュにおける 2019/9/5~2019/9/12における 30分間隔の人口推移
時系列データ 

  



 
 

図 11 に、東京駅メッシュにおける推定鉄道利用者数の推移を示す。この図は、図 3 の

内数として、本研究で開発したアルゴリズムによる推定鉄道利用者数の時間推移を表したも

のである。両図を見比べると、鉄道利用者に限ってみれば、特に通勤時間帯においてかな

りの人数の移動抑制を達成できていたことがわかる。 

 

 
図 11東京駅メッシュにおける 2019/9/5~2019/9/12における 30分間隔の推定鉄道利用者

数の時系列データ 
 

  



 
 

ｂ．類別結果に基づく AI技術を用いた社会的混乱の推定法の開発 
千代田区 250m メッシュごとの人口画像データセットを深層学習の一種である畳み込みオ

ートエンコーダ（Convolutional Auto-Encoder (CAE)）に適用するシステムを開発した。メッシ

ュの人口を画素値として対応させ、異常なし平日の人口画像を学習させた畳み込みオート

エンコーダによって入力画像を再構成し、入力画像との差分を表示するものである。畳み込

みオートエンコーダには、入力された画像と近い平常時の画像を出力することが期待されて

いる。 

9/9,11 を除いた、8/1~9,9/5~9/13,9/17~9/25,10/8~10/16 によっての平日(8~9 時の 1 時

間)を学習データとして使用した。8~9 時を選択したのは、図 3 により、少なくとも東京駅メッ

シュにといては平日と台風の到来日とでこの時間帯時系列データに大きな差があると確認

できていたためである。 

畳み込みオートエンコーダのネットワーク構成は、図 12 のとおりである。 

 

 
図 12畳み込みオートエンコーダの構成 



 
 

 

 

図 13 に、台風 15 号が到来した日を対象とした千代田区近郊での分析結果を示す。この

結果から、異常度は、未学習の平日より（図 15）も全域にわたって相対的な異常度が高い

ことを確認した。この日に行われた計画運休のことを考えれば妥当な結果と思われる。 

 

 
図 13 9/9 (台風 15号首都圏到来日)における畳み込みオートエ
ンコーダによる異常推定（ただし、実データ-CAEの出力値につ

いて、青:実データ<CAE、赤:実データ>CAE、黒:実データ≒CAE 
として表示している） 

 
  
 
 
 



 
 

 
図 14 に、図 13 を地図上に対応させて表示した例を表す。図 14 における赤色は、図 

13 における青色に対応する。この例からは、台風到来によって特に東京駅・秋葉原駅など

で顕著な人口減が発生していたことが確認できる。 

 

 
図 14 9/9 (台風 15号首都圏到来日)における畳み込みオートエンコーダによる異常推定を地
図上に対応させた可視化の例（この図においては赤く示されたメッシュが人口減を表す） 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
図 15 に、9 月１１日（平日）における人口から入力画像を作成して可視化を行った例を示

す。ほとんど黒色となり、畳み込みオートエンコーダが出力した画像との差分はほとんどみら

れなかった。異常日（図 13）との比較により、９月１１日を通常の平日としてみなせるような傾

向の学習が行われていることが確認できた。学習・検証する日付を動かして実施しても同様

の傾向が確認されている。 

 

 
図 15 9/11(平日)における畳み込みオートエンコーダによる異常推定（ただし、実データ-
CAEの出力値について、青:実データ<CAE、赤:実データ>CAE、黒:実データ≒CAE とし

て表示している） 
  



 
 

ｃ．検討会の実施 
2 月 4 日、3 月 2 日、3 月 18 日に防災科研と本学の担当者とで集まり検討会を実施した。防災的

知見にもとづく可視化された結果の解釈などについて議論した。 

 
 
 
 
３．結論及び今後の課題 

本研究では、携帯端末の位置情報と地理情報を組み合わせて、携帯端末の保有者がど

のような交通手段を利用しているかを推定し、可視化するシステムを開発した。さらに、異常

のない日にちの人口分布を入力としてあらかじめ学習させておき、学習によって推定される

平常からの差分としてある日の人口分布がどの程度異常性を含むのかを推定・可視化する

システムを開発した。 

 今後、さらに多くの情報を統合的に利用して、さらなる精度向上・利便性向上のための研

究開発を行うことが期待される。 

 

４．引用文献 

 該当なし 

 

５．学会等発表実績 

該当なし 

 

６．特許出願・ソフトウェア開発等 

該当なし 
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