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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． 実施機関 

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が可能となり、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の開発および普

及ならびに、将来の災害発生時における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。 

前年度は、上記の背景のもと、平常時と異常時の人流データを活用し、自動的に異常発

生地点の候補を導出、「被災地で、今、何が起きているか」を迅速に把握し、避難経路・避難

場所・物資の配給・人命救助・帰路の確保などの意思決定をサポートできるような異常検知

システムのプロトタイプを構築した。しかし、実際の災害において活用するためには、リアルタ

イム性の向上と異常の原因特定支援が必要であることも課題として判明した。そこで今年度

は、例えば、異常度の高いエリアとその周辺のSNS情報等を組み合わせることでデータ意味

理解を促進する仕組みや、各種意思決定にて活用するためのリアルタイム性向上などを研

究推進することでより社会での実利用シーンに適したプロトタイプの開発を目指す。 

 

４． 当該年度における成果の目標及び業務の方法 

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および次項に

定める基盤の早期整備の推進を図り、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 

これまで構築した各種開発基盤の運用及び、今年度の研究開発に必要なクラウドコ

ンピューティング調達および追加の開発基盤を構築した。 

  

②異常検知システムに関する研究開発 

ａ．ポイント型データを活用したリアルタイム性向上 



 
 

 

実施機関が知的財産権を保有するポイント型人流データを用いて、災害時やイベ

ント時での人流異常エリアをよりリアルタイムに検出する技術を検討し、3 時間前の

異常検知が可能な技術の開発をした。以降、本プロトタイプを前年度開発した日次

版異常検知と区別するため、3 時間版異常検知と表現する。 

 

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、調査し各道路

単位にてメッシュデータ単位にてデータを作成した。 

 

c．道路（幹線道路等の主要道路）にフォーカスした異常検知データの生成研究 

幹線道路等の主要道路に関する異常検知導出を行うことで、被災地周辺の道路状

況を把握するためのデータ生成について研究を実施した。 

 

d．異常検出結果の原因特定支援の研究 

導出された異常検知結果の状況理解を促進するための情報付加について研究し、

可視化システム上にて SNS 情報の連携を可能にした。 

 

e．SIP4D への日次版異常検知データの連携 

前年度の研究成果の一つである日次の 500m メッシュ型異常検知データ（高異常度

のみ）を SIP4D へ連携を開始し、次年度に向けた課題を発掘した。 

 

 

 

Ⅱ．委託業務の実施体制 

 
１．業務主任者 

   役職・氏名 技術開発本部 本部長 兼 取締役 兼 CTO 加藤 有祐 

 

 

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異常検知システムに関する研究開発 

ａ．ポイント型データを活用したリアルタ

イム性向上 

ｂ．基盤データ、産学官民データの収

集 

c．異常検知アルゴリズム・システムの

開発 

d．道路（幹線道路等の主要道路）にフ

ォーカスした異常検知データの生成

研究 

 

 

 

 

 

 

株式会社 Agoop 

東京都渋谷区神宮前３丁目３

５番８号 ハニービル青山６階 

 

 

 

 

 

 

株式会社 Agoop 

 

       加藤 有祐 



 
 

 

e.  SIP4D への日次版異常検知データ

の連携 

 

 

 

Ⅲ．業務実施計画 
 

 
図 1  業務実施計画 

 

 

Ⅳ．研究報告 

 
１．要約 

前年度に引き続き、AWS(アマゾンウェブサービス)上での PRISM 専用研究開発環境を拡張

し、研究を推進した。前年度、メッシュ型流動人口データを活用し日次での異常検知導出に

成功し、数多くの災害やイベントでの人流異常事象での有用性を確認できた一方、リアルタ

イム性、意味理解性においての課題は残ったままであった。そこで、本年はこの 2 つの課題

解消に向けた研究開発を推進した。 

 リアルタイム性においては、メッシュ型人流データの生成に必要な時間を削減するため、

ログ量やエリア網羅性の低下を許容した上で、ポイント型人流データを利用した異常検知の

導出アルゴリズム開発に従事した。結果、3 時間前の異常検知導出を達成し、大幅な時間短

縮を達成した。また、2 点目の意味理解性の向上においては、SNS データの連携機能を開

発。本機能により、異常発生エリアに関連した SNS 発信情報を参照可能とすることで、異常

発生の原因究明に大きく貢献した。本結果の詳細例については別章にて後述する。本年の

研究成果により、異常検知の災害時及び非災害時における有用性及び実用性について大き

く進展したと考えられるが、社会実装を行うには、さらにリアルタイム性を向上する必要があ

ると考えている。 

 

 

２．成果 

 



 
 

 

２.１. 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。構築した体制のもと、日次版異常検知データの SIP4D 連携、ポイント型人流データを活

用した異常検知アルゴリズム開発、異常検知のスケーラビリティの向上、自動処理開発、デ

ータ可視化、SNS 連携機能開発を行い、日次で蓄積されるようになった異常検知結果に対し、

週次及び発災時に検出結果の妥当性等の検証を推進した。 

 

２.１.１. プロジェクト管理体制の整備 

本委託業務を円滑に遂行するため、各チーム、担当間の情報連携を密に行う下記取り組み

を実施した。プロジェクトメンバー間のコミュニケーションでは Slack 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。 

 

 
２.１.２. 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拡張開発した。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（図 2 平成 30 年度に構築した研究開発基盤の構成図）、令和 1 年度に構築した

機械学習モデル開発基盤（図 3令和 1年度に構築した機械学習モデル開発基盤）に加えて、

令和 2 年度は異常検知システムの基盤を構築した。（図 4 令和 2 年度に構築した異常検知

システムの基盤） 

 



 
 

 

 
図 2 平成 30 年度に構築した研究開発基盤の構成図 

 

 

 
図 3 令和 1 年度に構築した機械学習モデル開発基盤 

 



 
 

 

 
 

図 4 令和 2 年度に構築した異常検知システムの基盤 

 

 前年度のアーキテクチャーをベースに、令和 3 年度は日次で異常検知結果を SIP4D へ連

携した。それと同時に、アルゴリズムを改良し、異常検知の安定性と利便性を向上させた。今

年度は、（1）日次版異常検知の安定運用と（2）3 時間版異常検知の研究開発を実行するた

めの環境基盤を用意した。それぞれ異なる要件のため、それぞれに適した AWS サービスを

検証し選定した。以降、①Analytics コンポーネントと②Pipeline コンポーネントの 2 つのカテ

ゴリで AWS サービスの詳細について説明する。 

 

日次版異常検知の運用と 3 時間版異常検知の開発に使用している AWS サービスの一覧を

次表（表 1 利用している AWS サービス一覧）に記載する。 

 

表 1 利用している AWS サービス一覧 

 

 日次版異常検知の運用 3 時間版異常検知の開発 

Analytics コンポーネント - Amazon Athena 

- Amazon EMR 

- Amazon Athena 

- AWS Glue Job 

 

Pipeline コンポーネント - Amazon EventBridge 

- AWS Step Functions 

- AWS Glue Crawler 

- AWS CloudFormation 

- Amazon ECR 

- AWS Lambda 

- Amazon EventBridge 

- AWS Step Functions 

- AWS Glue Crawler 

 

 

 

（１）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。（1）日次版異常検知の運用に

ついては、分析コンポーネントは Amazon Athena と Amazon EMR から構成され、（2）3 時間

版異常検知の開発は、Amazon Athena, AWS Glue で構築されている。 



 
 

 

AWS Management Console を用いて開発者は Amazon SageMaker と Amazon EMR へアク

セスする。Amazon EMR はスケーラビリティの確保のために用いられる。 

 

Amazon Athena は標準 SQL を使用して Amazon S3 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 はサーバー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 EMR は、フルマネージドな分散処理を行うためのサービスである。分散処理とは、

クラスターと呼ばれる、複数の独立したコンピュータの束を用いて行われる大規模処理の事

である。クラスターの構築には多大な手間がかかり、管理・運用も複雑である。Amazon EMR 

とは、開発者が必要なスペックとサーバーの数を指定するだけでクラスターを簡単に構築し

運用する事を可能とするサービスである。Amazon EMR の突出する利便性の一つとして、

Apache Spark と HDFS (Hadoop File System) を簡単にインストールすることが可能な点があ

げられる。Apache Spark とは、クラスター上で動作させることが可能なビッグデータを扱うた

めのソフトウェアで、HDFS とは、巨大なデータをクラスター上で処理することを可能とする分

散型ファイルシステムである。詳しくは２.３.２.スケーラビリティ向上にて解説する。 

 

AWS Glue は、大規模データを処理するために ETL（Extract: 抽出、Transform: 変換、Load: 

読み込み）に使用されるサーバーレスのデータ統合サービスである。(AWS) Glue Job は、デ

ータの変換を担う AWS Glue の機能の一つである。(AWS) Glue Job はプログラミング言語とし

て Python および Scala をサポートする。異常検知のコアのアルゴリズムは Python で記述さ

れており、(AWS) Glue Job で異常検知を動作させることは合理的な選択である。(AWS) Glue 

Job のサーバーレス機能は、サーバーの起動と停止が必要ないため、費用と時間を節約で

きる。また(AWS) Glue Job は頻繁に実行される場合に適した選択となる。 

 

（２）Pipeline コンポーネント 

Pipeline コンポーネントは、２.３.４.システム化 で説明される異常検知システムを構築するた

めのコンポーネントである。AWS Step Functions を用いて処理の Pipeline をテンプレート化し

た。定期処理を開始させるためのトリガーとして Amazon EventBridge を利用し、AWS Step 

Functions でテンプレート化した一連の処理を定期的に実行する。ジョブを実行する前に、最

初にデータを取得しておく必要がある。データを処理するためにクローラを適用する。ジョブ

が完了したら、必ずしもデータをサーバーに保持しておく必要はないが、データを保持してお

いて将来の分析のために利用することができる。例えば、データを SIP4D 等の外部データマ

ートに提供する際や、実施機関が一切の知的財産を持つ、可視化ツール「Kompreno」を利用

することもできる。Amazon ECR、AWS Lambda でポストプロセシングを行い、リソースをスム

ーズにデプロイするには、リソース管理のために AWS CloudFormation を利用する。 

 

AWS Step Functions は、処理のワークフローを定義・作成するためのサービスである。AWS 

Step Functions で定義された Pipeline は、実行をするたびに、毎回必ず指定した同じ内容と

同じ順番で実行される。AWS Step Functions の各処理工程は、AWS Lambda、Amazon EMR、

AWS Glue など、任意の AWS サービス上で動作するタスクである。また、別の AWS Step 

Functions を一工程として追加する事も可能である。また、AWS Step Functions は、リトライ

やエラー処理などにも対応をしており、開発から、デバッグ、デプロイ、運用まで、多数の工

程が複雑に絡み合うタスクを一元管理し運用するのに便利なツールである。AWS Step 



 
 

 

Functions 用いてシステムの Pipeline を運用・管理することにより、Pipeline の各処理工程の

ステータスを可視化され、複雑な工程を安定して運用する事が可能になる。 

 

Amazon EventBridge は、様々な AWS のサービスを何らかのトリガーで起動させるためのサ

ービスである。トリガーとは、イベント（例：ストレージにファイルが追加された）もしくはスケジ

ュール（例：毎日朝 8:00 時）として定義される。例えば、Amazon S3 にデータがアップロードさ

れると、Amazon EventBridge がそれを検知し立ち上がり、後続のサーバーを起動し計算を行

うなどの処理を定義する事が出来る。今回のケースでは、異常検知処理を定期的に日次で

実行をするために、スケジュールをトリガーとして Amazon EventBridge を活用した。 

 

AWS Step Functions と Amazon EventBridge は、共に AWS のサーバーレスなサービスで

あり、ユーザーがアーキテクチャーを定義するだけで、必要に応じてリソースが勝手に割り当

てられるので、最低限のコストでのシステムの運用を可能とする。AWS Lambda もサーバーレ

スサービスの一つであり、アプリケーション間の橋渡し役となり、軽量なタスクを低コストで実

行するために用いられる。 

 

AWS Glue は前節でも説明しているが、Pipeline コンポーネントでも利用している。(AWS) 

Glue Job をコアの分析で使用していて、一方、(AWS) Glue Crawler を分析するための入力デ

ータの前処理に使用している。(AWS) Glue Crawler は、指定されたデータソースからデータを

抽出し、Amazon Athena でクエリができるようにデータを作成する抽出処理を担い、それによ

って SQL言語でデータのクエリができるようになる。このパートはデータ処理の円滑性を向上

させるのに不可欠である。 

 

AWS CloudFormation は、IaC(Infrastructure as Code)のツールである。同じインフラストラク

チャを複数の環境に何度もデプロイする場合、CloudFormation はすべてのインフラストラクチ

ャが同一であることを保証する。今年度のタスクの 1 つである SIP4D へのデータ連携につい

て、データ転送パートは AWS の本番環境にある。コードやアーキテクチャーを本番環境にデ

プロイする場合、開発環境で正しく動作していることを十分に確認する必要があり、

CloudFormation はデプロイの信頼性を維持することを助けてくれる。 

 

AWS Lambda はサーバーレスでイベント駆動の処理サービスであり、ウォームアップ時間な

しで実行することができ、またデータ転送を処理する Pipeline 内で使われるコンポーネントで

ある。 

 

Amazon ECR(Elastic Container Registry)は、アプリケーションイメージをホスティングするコ

ンテナレジストリである。AWS Lambda は、ECR からイメージをロードして確かなジョブをビルド

する。Amazon S3 にコードを保持する場合と比較すると、ECR はより複雑なプログラムやより

多くのビルド済みライブラリをサポートし、アプリケーションを構築する上で必要不可欠である。 

 

本章（２.１.２. 研究開発基盤の構築）では、異常検知の開発と運用に必要な AWS サービス

を紹介した。実装方法の詳細については、以降の章で説明する。 

 

２.２  異常検知人流データのデータ提供 Pipeline の整備  

前年度は、SIP4D にメッシュ型人流データを提供しデータ提供 Pipeline の検証を実施した。

前年度の結果を基に、そのエリアの異常検知データを日次で追加提供した。異常検知スコア

を算出するために信頼できる異常検知アルゴリズムを適用することで、対象エリアの異常な

状況を示すことができる。災害が発生した際に、異常検知データをいち早く提供することで、

災害対策への活用を期待する。 



 
 

 

 

２.２.１.  異常検知人流データ提供 Pipeline の仕様策定・開発 

異常検知人流データ提供における Pipelineの整備について、「いつ」「何を」「何処に保存する

か」の整理・仕様策定を行った。 

上記完了後、仕様に基づきAgoopで日々稼働している異常検知人流データ作成処理へ組み

込みを行い、テスト運用ののち 2021 年 11 月 8 日より提供を開始した。 

なお連携データは異常検知流動人口データ（表 2 異常検知人流データ）である。 

 

 

表 2 異常検知人流データ 

 

No タイトル 項目名 詳細 項目例 

1 日付 date yyyymmddhh 

（年月日時） 

2022040808 

2 時間 hour 時間(0〜23) 8 

3 500m メッシュ ID mesh500id 500m メッシュ ID 

(日本)、9 桁 

392715831 

4 異常検知スコア anomaly_score Z 検定の Z スコ

ア。この値が高

ければ高いほ

ど、人口が普段

より異常に高

い。低ければ低

いほど、人口が

普段より異常に

低い。異常度が

ゼロに近い場合

は、人口が平常

時と変わらな

い。 

8.05 

5 平常時人口 normal_populati

on 

このメッシュ内の

平常時の人口 

(過去 7 週間の

平常時の人口の

平均) 

874.2917 

5 現時点の人口 now_population このメッシュ内の

現時点の人口 

1136 

6 曜日 weektype 曜日（0:月 1:火 

2:水 3:木 4:金 5:

土 6:日） 

1 



 
 

 

7 都道府県 prefcode 都道府県コード

範囲：1-47 

13 

8 市区町村 citycode 市区町村コー

ド、5 桁 

47210 

9 緯度 latitude メッシュの中心

の緯度 

26.1520833 

10 経度 longitude メッシュの中心

の経度 

127.665625 

 

 

また上記データを連携するための保存先については利用のしやすさを考慮し、フォルダ

構成を年・月・日へ分ける形とした。（図 5 データ保存先のフォルダ構成） 

 
 

図 5 データ保存先のフォルダ構成 

  

 

翌日 15 時に指定フォルダにデータが更新される（図 6 データ連携のスケジュール例） 

 

 
図 6 データ連携のスケジュール例 

 

 

２.３. 異常検知システムに関わる研究  

 

２.３.１. 異常検知アルゴリズムの検知時間短縮化 

（１）前年度の異常検知システムの課題 



 
 

 

 前年度の異常検知システムの課題として、異常検知完了時間が挙げられる。前年度の異

常検知システムは、精度を担保するための統計処理時間により、1.5 日後に検知していた

ため、事後分析としての意味合いが強かった。実際の災害で支援物資を提供することを想

定した場合、1 日後に被害の場所や規模を把握するのでは遅いため、異常検知を出力する

までの時間が短いことが重要である。そこで、今年度、異常検知システムの完了時間を短

縮し、事象発生時点から、より短時間で検知結果を可視化することを研究テーマとした。 

異常検知システムにおいて、異常検知を短時間で可視化するためには以下の 3つの条件

が必要となってくる。 

 

条件 1：人流データの前処理の高速化  

条件 2：異常検知アルゴリズムの高速化 

条件 3：検知タイミングの頻度の増加（例：1 時間ごと、15 分ごと） 

 

今年度、これらの３つの条件全てを満たすことにより、異常検知処理の所要時間を 1.5 日か

ら 3 時間へ短縮した。 

 

２.３.２. 可視化システムへの搭載 

（１）概要 

平成 30 年度の委託業務で構築した「PRISM 可視化システム」をベースに、前年度は異

常検知データを日次でデータ連携し可視化するシステムを開発した。今年度はこのシステ

ムの画面構成をベースのシステムとし、異常検知データを 3 時間ごとに連携できるように

改良した。異常検知データおよびデータ連携の改良内容については、2.3.4 で詳しく説明

する。また、今年度は異常メッシュマップに SNS 連携機能を追加しており、これについて

は 2.3.5 で詳しく説明する。 

（２）画面構成 

可視化システムの画面構成は、下記図（図 7 可視化システムの画面構成）のように大き

く 4 つのパーツで構成される。以下それぞれのパーツについて説明する。 

 



 
 

 

 
図 7 可視化システムの画面構成 

 

 

（３）異常メッシュマップ 

500mメッシュ単位の任意の 1時間のログ異常度をその値によって色分け（青いほどログ

が減少し赤いほどログが増加している）表示したマップ。各メッシュをマウスホバーすると、

そのメッシュの異常度・異常時ログ数・平常時ログ数がポップアップで表示される。今年度

は、ポップアップ内に SNS 情報参照用のリンクを追加し、SNS や外部マップサービスを開

けるように改良した。 

 

（４）異常度ランキング 

異常度の絶対値が大きいメッシュ順にランキング表示するテーブル。行ごとに各異常メッ

シュの日時やメッシュが存在する都道府県・市区町村なども表示される。行を選択すると、

異常メッシュマップの中心がそのメッシュの場所に連動して移動し表示される。 

 

（５）異常度時系列ヒストグラム 

異常メッシュマップの範囲内に含まれる異常度を、1 時間ごとに合算したヒストグラム。プ

ラス値（赤）はログの増加を、マイナス値（青）はログが減少していることを示す。任意の日

時のバーを選択することで、異常メッシュマップに表示する日時にも即時反映される。 

 

（６）凡例・フィルター設定 

異常メッシュマップの色がどれくらいの異常値を表しているかを確認できる凡例と、異常



 
 

 

度の値でフィルターを設定するためのスライダーバー。スライダーバーを変更すると、異

常メッシュマップ、異常度ランキング、異常度時系列ヒストグラムに即時反映される。 

 

（７）異常検知データ連携 

異常検知ジョブが完了すると、結果は可視化プラットフォームである Kompreno のデータ

ソースとして Amazon OpenSearch Service にアップロードされる。現在、2 つの異常検知シ

ステムを管理している。(1) 日次版異常検知の処理を毎日、(2)3 時間版異常検知の処理

を毎時実行している。両システムは Pipeline を通して、Kompreno に結果をエクスポートす

る。異常検知はメッシュベースのジョブであり、分析処理が完了したあと、可視化に必要な

他の情報（都道府県名、市区町村名、ポリゴンデータ）を追加する。 

 

２.３.３. システム化（異常検知） 

異常検知システムは、災害が起こった際に人口が異常に増減したエリアを素早く検知し、

政府や、メディア、自衛隊、レスキュー隊などにタイムリーに情報を連携する事により、災

害対応の意思決定や人命救助活動を支援することが目的である。災害が起きてから手

動で異常検知を実行するスキームだと、不確実性が高く、結果の取得にも時間がかかる

事が予想される。そのため、実用性を考慮し、日常的に完全自動で異常検知を実行し続

けるシステムを構築する必要がある（図 8 バッチ処理と定期処理の違い）。 

 
図 7 バッチ処理と定期処理の違い 

 

平常時も常に異常検知を稼働し続ける事が出来れば、災害が起きた際にダッシュボード

で素早く異常検知結果を確認することが可能となる。さらに、異常検知の定期実行頻度が

高ければ高いほど、よりリアルタイムに情報を活用することが可能となる。 

前年度は、異常検知のアルゴリズムや、それを研究開発するためのクラウド基盤の構築

が主な研究開発内容であった。今年度は、それらの部品を一つのシステムとして統合をし、

日次の自動処理を建てつける所までを実行した。 

可用性の向上と災害発生時に有効なシステムになるよう、毎時実行して、3 時間後の異

常エリアを明らかにする、新しい異常検知システムを開発した。実行タイミングが異なるた

め、ジョブのスケジュールとアーキテクチャーは日次版異常検知システムとは異なってい



 
 

 

る。本章では、(1)日次版異常検知と(2)3時間版異常検知の 2 つのシステムの違いを説明

する。2 つのシステムの比較を次の表（表 3 日次版異常検知と 3 時間版異常検知のシス

テム比較）に示す。 

  

 

表 3 日次版異常検知と 3 時間版異常検知のシステム比較 

 
 ① 日次版異常検知 ② 3 時間版異常検知 

データ メッシュ型人流データ ポイント型ログデータ 

エリア 日本全国 日本 9 都府県 

更新頻度 1 回/日 24 回/日 

異常検知結果の導出時間 1.5 日 3 時間 

データ範囲 1 メッシュ 1 メッシュ 

データ間隔 1 時間 15 分 

SIP4D 連携 連携済 研究中のため未実施 

 

 

 

 

① 日次版異常検知 

 

日次版異常検知にはメッシュ型人流データを活用している。定期的に異常検知を実行す

るためには、異常検知の元となるメッシュ型人流データをタイムリーに準備をする必要が

ある。現在、日本全国の都道府県で、一日一回、定期的に異常検知を稼働する完全自動

システムを実現し運用をしているが、本章では、このように安定して異常検知を定期的に

実行するシステムがどのように構成されているかを解説する。 

 

（１−１）システム定期実行の流れ 

 

日次版異常検知システムがどのような順序で定期実行されているかを時系列で紹介す

る。（表 4 日次版異常検知システムの処理時系列） 

  

表 4 日次版異常検知システムの処理時系列 

時間 処理内容 

12:10 前日 AM0 時までのメッシュ型流動人口データの同期・取

り込みが開始される。 

12:15 データの準備が完了し、異常検知アルゴリズムが稼働す

る。 

 

- [1. サーバの初期化] 異常検知を実行するためのサ

ーバー群を立ち上げる。 

- [2. 必要なデータの読み込み] 異常検知には過去 2ヶ

月間分のメッシュ型流動人口データを利用するた

め、それら全てをサーバーにアップロードする。 

- [3. 異常検知の実行] 異常検知はメッシュ毎に実行さ

れるため、計算時間はメッシュの数に依存する。現在

の異常検知アルゴリズムは、日本全国規模の災害



 
 

 

に対応できるよう計算速度の大幅な改善が実施さ

れ、日本全国 47都道府県の超大規模異常検知が約

2 時間という短時間で実行可能となった。 

- [4. 結果の保存] 異常検知結果がデータレイクに保存

される。 

15:00 異常検知の処理が終了する。 

15:00 以降 異常検知の結果を活用するため、社内での様々な分析

や、外部サーバーとのデータ連携などを実行する。例え

ば、結果を tsv形式で出力し、外部の研究機関やメディア

との共有などを行っている。Agoop 社内では、自社製品

である Kompreno を用いて結果を可視化する事により、

詳細な分析を行い、日常的に異常検知システムの改善

に役立てている。また今年度より、SIP4D にデータを共有

している。 

 

 

以上のように、現在のシステムにおいては、定期実行を開始してから 1.5 日以内に日本

全国の異常検知結果を取得する事が可能となっている。 

 

現在、異常検知の元となるメッシュ型流動人口データは、一日 3 回、8 時間毎に更新を

行っているが、この更新頻度を上げる事ができれば、それに合わせて異常検知システム

の実行もより頻繁に行う事が可能になり、よりタイムリーに異常を把握する事が可能とな

る。このように、システム化の研究開発は、開発した異常検知アルゴリズムの将来的な実

用化を目指す上で、非常に重要な役割を果たす。また異常検知結果は正常に SIP4D に

共有される。 

 

 

② 3 時間版異常検知 

 

3 時間版異常検知には、ポイント型のログデータを利用している。日次版異常検知は換

算人口処理を実施したデータを活用しているため、データのカバーエリアは広くなるが、

換算人口の処理に時間がかかることや、各種データホルダーからデータが連携されるタ

イミングが異なることから、異常検知の導出に時間がかかることが課題であった。一方、

ポイント型のログデータは Agoop が提供している SDK（Software Development Kit）を導入

しているスマートフォンアプリケーションからのデータを活用するため、カバーエリアの網

羅性は低下するものの、大幅に時間を短縮することが可能となった。このセクションでは、

日次版異常検知との違いと、どのようにアークテクチャが構築されているかを説明する。 

 

（２−１）システム定期実行の流れ 

 

 3 時間版異常検知システムがどのような順序で定期実行されているかを時系列で紹介

する。3 時間版異常検知は、各メッシュ毎に 15 分間の範囲のデータで分析される。例え

ば、12:00〜13:00 までのデータは、次の表（表 5 3 時間版異常検知の処理時系列）に示

すスケジュールで処理される。 

 

 

表 5 3 時間版異常検知の処理時系列 

 



 
 

 

時間 処理内容 

16:00  ポイント型ログデータの 12:00〜13:00 のデータの分析の

準備が完了する。3 時間版異常検知ジョブが開始され

る。 

16:00 -  データの準備が完了し、異常検知アルゴリズムが稼働す

る。 

 

- [1. 必要なデータの読み込み] 指定期間のポイント型

ログデータを読み込む。3 時間版異常検知では、1 時

間のデータを 15 分間隔の 4 つのブロックに分割し処

理している。 

12:00〜12:15 

12:15〜12:30 

12:30〜12:45 

12:45〜13:00 

- [2. 過去のデータの読み込み] 異常検知アルゴリズム

上、現在のデータと過去のデータを比較する必要が

あるため、毎日、過去のログデータをログ数に集約

し、将来利用するために結果を保存する。このステッ

プでは、同じ曜日の同じ時間の過去のデータを読み

込む。 

- [3. 異常検知の実行] 各メッシュで異常検知を実行。

都道府県単位でジョブが管理され、複数のジョブを同

時に実行する。並列処理と事前処理のため、処理時

間を大幅に削減できる。このジョブは 10 分以内に完

了する。 

- [4. 結果の保存] 異常検知結果がデータレイクに保存

される。 

16:10 -  異常検知処理が完了する。 

16:15 以降 異常検知の結果は、社内での分析・検証のため、

Kompreno へ連携する。Kompreno にて詳細な分析を行

い、日常的に異常検知システムの改善に役立てている。 

 

次の図（図 13  3 時間版異常検知のタイムライン）は、3 時間版異常検知のタイムラインを

図示化したものである。日次の異常検知は 1日に 1回、1 時間単位での算出であったが、

3 時間版異常検知は、15 分単位で更新されるため、異常検知結果の可用性、有用性が

飛躍的に向上する。 

 

 



 
 

 

 
 

図 9 3 時間版異常検知のタイムライン 

  

 

２.３.４. システム化（SNS 情報連携） 

可視化システムに表示された異常メッシュにおいて、異常となった要因を調査するため

に、実際に起こったイベントや災害情報などを収集することが不可欠であるが、その情報

を手作業で収集して調査することは非常に手間がかかる作業である。 

この作業を効率的に行うために、情報を全国的にかつリアルタイムに閲覧することがで

きる SNS の利用が考えられ、ここでは、異常メッシュと SNS 情報を連携するためのシステ

ム化について説明する。 

連携する SNS の選定にあたっては、日本国内で広範囲に普及している SNS の中でも、

利用者が多く、かつ緯度・経度で情報の検索が可能な SNS である Twitter 情報を参照す

ることとした。 

連携方法については研究当初 API の利用を検討したが、過去に仕様変更が頻繁に行

われていることによるシステムのメンテナンス性を考慮し、可視化システムから URL に緯

度・経度や日時を指定する検索クエリを付与して Twitter ページを直接開く（通常 Web ブ

ラウザで Twitter を利用する場合と同様な方法）、疎結合な連携方法を採用した。 

また、同様な連携方法で各種マップサービスを異常メッシュの中心座標で開くことができ

るようにして、土地勘のない場所の異常メッシュ周辺について調査がし易いようにし、SNS

情報の信憑性の確認に活用できるようにした。 

 



 
 

 

 
図 10 SNS 情報連携 

 

 

２.３.５. 異常検知例の検証 

 

この章では、可視化システムを用いて、異常の検知が確認された地点についての調査・

検証結果の事例を示す。 

 

災害： 

1. 2022 年 1 月 トンガ噴火 

2. 2022 年 3 月 東北地震 

3. 2022 年 2 月 滋賀県米原市の大雪による渋滞   

イベント： 

1. 2022 年 2 月 23 日〜27 日 浮羽稲荷神社ライトアップアートイベント  

2. 2022 年 3 月 4 日〜13 日 京都・東山花灯路 

3. 2022 年 2 月 1 日〜28 日 河津桜まつり 

4. 2022 年 4 月 1 日〜3 日 静岡まつり  

 

 

（１）災害：トンガ噴火 

 2022 年 1 月 16 日、トンガ噴火が発生し、日本の沿岸地域に対して津波警報が発令さ

れた。避難指示が発令されたタイミングが地域ごとに異なるため、鹿児島県奄美市と、宮

城県石巻市の 2 エリアで異常検知の検証を実施した。 

 奄美市では、全域に避難指示が発令されたこともあり、異常検知も顕著に避難行動が

確認された。1 時 30 分時点で、高台への避難に加え、指定避難所ではない大原海浜公



 
 

 

園みはらし台への避難及び避難渋滞を検知した。（図 11 鹿児島県奄美市 1 時 30 分時

点の異常検知結果） 

 また 2 時台では、指定避難所の大島支庁へも避難による異常が検知され、ポイントデ

ータで確認した結果、人の集合が確認された。（図 12 鹿児島県奄美市 2 時 00 分時点

の異常検知結果）指定避難所等の検知はインフラ支援の観点から大変重要だが、指定さ

れていない場所での避難行動を検知することも災害支援の観点からは重要であり、本検

証結果は非常に有用性を感じた。本結果については、2022 年 3 月に開催された、日本災

害情報学会（第 24 回）でも報告され、好評を得た。 

 宮城県石巻市についても同様の検証を実施した。（図 13  宮城県石巻市 00 時 30 分時

点の異常検知結果）石巻総合体育館や日和公園について、異常が検知できており、ニュ

ースや Twitter 等で検索した結果、実際に避難者がいたことも確認できている。 

 

 
図 11 鹿児島県奄美市 1 時 30 分時点の異常検知結果 

 

 
図 12 鹿児島県奄美市 2 時 00 分時点の異常検知結果 



 
 

 

 

 

 
図 13  宮城県石巻市 00 時 30 分時点の異常検知結果 

 

（２）災害：福島沖地震 

 2022 年 3 月 16 日、福島県沖を震源とする地震が発生し、宮城県で震度 6 強が観測

された。東京でも非常に大きな揺れを感じたこの日、発災から 3 時間経過した段階で異

常検知の検証を実施した。本検証では、トンガ噴火の際に検証した宮城県石巻市と、新

たに七ヶ浜町の 2 エリアを選定した。 

 

宮城県石巻市 

 図（図 14 宮城県石巻市の 3 月 17 日 0 時時点での異常検知結果）は石巻市の 3 月

17 日 0 時時点での異常検知結果である。23 時 36 分の発災からわずか 30 分の間に、

多くのエリアで避難と見られる異常検知が検出された。トンガ噴火の際にも検出された

日和エリアを始め、指定避難所である大街道小学校なども検知された。また、図（図 15 

宮城県石巻市の 3 月 17 日 0 時 15 分時点での異常検知結果）はその 15 分後の様子

となっているが、石巻市全域に避難エリアが拡大している様子が見て取れる。図（図 16 

トンガ噴火時と、福島沖地震時での避難分布の比較）は、トンガ噴火の際の石巻市の様

子と、福島沖地震の際の石巻市の様子を比較した図である。この分析によって、同エリ

ア、同警報（津波）だとしても、その発生事象や、警報エリア（全域なのか一部の地域な

のか）の差異によって、避難行動に大きな差が出ることがわかった。災害発生時にこう

いった事象を即座にデータで検知することは当然のことながら、事後分析として避難活

動の分析をデータ分析できる事は非常に有用性が高いと感じた分析結果であった。一

方で、図（図 17 検知できなかった事例）にあるように、ログ量の偏り等の原因によっ

て、すべての避難活動をもれなく検知できる訳ではなく、ログ量の増加は恒久的な改善

活動である一方、一次情報としては、実災害で活用できると考えている。 

 



 
 

 

 
図 14 宮城県石巻市の 3 月 17 日 0 時時点での異常検知結果 

 

 
図 15 宮城県石巻市の 3 月 17 日 0 時 15 分時点での異常検知結果 

 

 

 



 
 

 

 
図 16 トンガ噴火時と、福島沖地震時での避難分布の比較 

  

 

 
図 17 検知できなかった事例 

  

 

宮城県 宮城郡七ヶ浜町 

 図（図 18 宮城県 宮城郡七ヶ浜町 3 月 17 日 0 時 30 分時点での異常検知結果）は宮

城県宮城郡七ヶ浜町の 0 時 30 分時点での異常検知結果である。ハザードマップデータ

と照合し分析を実施したが、見事に、避難に指定されている高台エリアで異常が検知され

た。特に七ヶ浜は周囲を海で囲まれており、避難エリアは限定的であることもあり、避難

状況を把握できた良事例と言える。 

 



 
 

 

 
図 18 宮城県 宮城郡七ヶ浜町 3 月 17 日 0 時 30 分時点での異常検知結果 

  

 

 

（３）災害：滋賀県米原市の大雪による渋滞 

2022 年 2 月 5 日、滋賀県米原市で観測史上 1 位となる 12 時間降雪量が 46cm に達す

る大雪となった。 

この日、滋賀県米原市内を走る滋賀県道・岐阜県道 40 号山東本巣線を含むエリアで異

常が検知されたが、この道路は山間部の道路であり、異常エリア付近には目立った観光

スポットなどは見当たらなかった。そこで、広範囲な地図で見渡すと、異常エリアから 3km

ほど道路を北東に進んだところに、グランスノー奥伊吹スキー場があることがわかった。 

この異常メッシュの座標で Twitter の検索を行ってみても、ツィートは検索できなかった

が、「グランスノー奥伊吹スキー場」で検索すると、大雪で渋滞しているコメントや写真を投

稿しているツィートが多く見つかり、異常検知が大雪による渋滞を捉えていることを確認で

きた。 

ただし、周辺の情報を調べないと、異常検知の原因を特定することが難しいため、周辺

のランドマーク情報の連携など、外部データの更なる有効な利用の検討の必要性が考え

られる。 

 



 
 

 

 
図 19 2022 年 2 月 5 日に滋賀県米原市で大雪となった時に、スキー場に至る道路が

渋滞した時の異常検知 

 

 

 

 
図 20 渋滞が発生した道路の異常メッシュからスキー場までのルート 

 

 

 

 

（４）イベント：浮羽稲荷神社ライトアップアートイベント 

2022 年 2 月 23 日〜27 日の 5 日間で 18:30〜21:30、福岡県うきは市にある浮羽稲荷神

社においてライトアップアートイベントが開催された。 



 
 

 

イベントは 5 日間開催されたが、明確に異常と判断されているのは土日の 2 月 26 日と 2

月 27 日であった。これは、イベントが夜間に開催されること、うきは市が福岡県の南東部

に位置する人口 3 万人弱の地方都市であり、福岡市からは数十 km 離れており移動に時

間がかかるため、週末でないと多くの人の参加が難しかったことが原因と考えられる。 

また浮羽稲荷神社は、91基の鳥居が連なる298段の階段を登った標高120mに位置し、

夜にライトアップされることにより、写真映えのするスポットとなっていたことが Twitter の

投稿で確認できた。 

 

 
図 21 2022 年 2 月末に福岡県うきは市の浮羽稲荷神社で開催されたイベントの異常検知 

 

 

 
図 22 91 基の鳥居が連なる 298 段の階段を登った標高 120m に浮羽稲荷神社は位置する 

 



 
 

 

（５）イベント：京都・東山花灯路 

2022 年 3 月 4 日〜13 日に京都市東山区にて、「京都・東山花灯路」という散策路に路地

行燈を灯すイベントが開催された。 

異常度ヒストグラムを見ると、イベント開催後初の土曜日である 3 月 5 日に高異常度が

検知されているが、日曜日の 3 月 6 日は土曜日と比べて半分にも満たない異常度に留ま

っている。 

屋外のイベントであるため、人出に影響が出やすいのは天気であるが、3 月 5 日と 3 月

6 日の天気を見てみると、3 月 5 日は 18 時ごろ雨になっているが以降晴れとなり、雨はイ

ベントに大きな影響はなかったと考えられる。3月 6日の夜は晴れとなっているが、朝夕に

みぞれが降ったことにより、夜の気温が 3度以下となり寒くて人出がなかったことが考えら

れる。 

このように屋外のイベントにおいて、天気に応じた異常検知が行えていることがわかる。 

 

 

 
図 23 2022 年 3 月に京都市東山区で開催された「京都・東山花灯路」の異常検知 

 

 



 
 

 

 
図 24 法観寺（八坂の塔）写真提供：京都・花灯路推進協議会 

 

 

 

 
図 25 2022 年 3 月 5 日の京都府京都地方の天気（https://tenki.jp/） 

 

 



 
 

 

 
図 26 2022 年 3 月 6 日の京都府京都地方の天気（https://tenki.jp/） 

 

 

 

（６）イベント：河津桜まつり 

2022 年 2 月 1 日〜28 日に静岡県加茂郡河津町で「河津桜まつり」が開催された。河津

桜は 2 月上旬から咲き始める早咲きの桜で、まつり期間中は露店、ライトアップ、各種イ

ベントが開催される。 

主催の河津町観光協会によると、イベント期間の終盤の 2 月 21 日以降で桜が満開にな

っていることが発表されている。河津川沿いには約 800 本の桜が植えられており、河津川

沿いのメッシュが高異常度を示していることがわかる。 

 



 
 

 

 
図 27 2022 年 2 月下旬に河津桜が満開になった時期の河津川沿いの異常検知  

 

 

 



 
 

 

 
図 28 河津桜原木の開花情報（河津町観光協会 https://kawazuzakura.jp/） 

 

 

 

（７）イベント：静岡まつり  

2022 年 4 月 1 日〜3 日に静岡県静岡市葵区に位置する駿府城跡地で静岡まつりが開

催された。静岡まつりは駿府城跡地の駿府城公園や市街地を中心に開催され、また市役

所前の大通りでは約 10,000人の参加者が踊ることでも知られている。なお、静岡まつり実

行委員会の発表によると、2022 年の来場者総数は 58 万人となっている。 

異常度を見ると土曜日の 4 月 2 日の人出が多く、次に金曜日の 4 月 1 日が多いが、日

曜日の 4 月 3 日は予想に反し、異常度が低くなっていた。土曜日の中でも 19 時台の異常

度が特に高く、これは「大御所打ち上げ花火」や市役所大通りで開催される総踊り「夜桜

乱舞」という人気のイベントの時間帯であったことが考えられる。 

3日間の天気を見ると、かろうじて土曜日が曇りや一時晴れの時間帯があったようだが、

3 日間とも雨が降っていた。特に日曜日はほぼ 1 日中雨であったため、人出に大きく影響

し異常度も低かったと考えられる。 

 



 
 

 

 
図 29 2022 年 4 月 1 日〜3 日に開催された静岡まつりの異常検知 

 

 

 

 
図 30 2022 年 4 月 1 日の静岡の天気（https://tenki.jp/） 

 

 



 
 

 

 
図 8 2022 年 4 月 2 日の静岡の天気（https://tenki.jp/） 

 

 

 
図 32 2022 年 4 月 3 日の静岡の天気（https://tenki.jp/） 

 



 
 

 

 
図 33 静岡まつりのイベント「夜桜乱舞」（静岡まつり実行委員会 https://shizuokamatsuri.com/） 

 

 

２.３.６. 道路特化型異常検知の研究 

 2.3.1 節で構築した異常検知アルゴリズムを基に、道路に適用した結果を述べる。2.3.1 節で

の異常検知では、メッシュごとの異常検知を想定していたが、道路特化の異常検知を行うため、

道路 ID を一つのメッシュとみなした。その結果、ログ数を多くすることができ、より異常度の感

度を良くすることができている。 

 今回検証したのは、2021 年 9 月のシルバーウィークである。いくつかのメディアが報じたとお

り( https://www.asahi.com/articles/ASP9N71KPP9NUTIL00S.html)、 

2021 年 9 月 20 日海老名ジャンクション付近で渋滞が発生した。実際に 2021 年 9 月 20 日 11

時〜12 時の異常検知を出力した結果が図（図 40 海老名ジャンクションでの異常検知）である。

道路に沿って、異常がみられ、渋滞を検知することができている。 

 

 

https://www.asahi.com/articles/ASP9N71KPP9NUTIL00S.html


 
 

 

 
図 34 海老名ジャンクションでの異常検知 

 

 

また、もう一つの事例として、東京オリンピック期間での首都高を挙げる。2021 年 7 月 19 日か

ら首都高で通行料金の 1000 円上乗せが行われていた。上乗せされる時間帯は、午前 6 時か

ら午後 10 時までとなっており、今回は 2021 年 7 月 19 日 8 時〜9 時で異常検知を実行した（図 

41 首都高での異常検知）。全体的に人流が異常に少ないと検知されているため、首都高を使

う人が著しく少なくなっていることがわかる。 

 

 
図 35 首都高での異常検知 

 

 

 

 

 



 
 

 

２.４. 考察 

前年度の研究報告では 3 点、今後の展望を記載させて頂いた。 

1. 異常検知処理の高速化 

2. 道路状況（幹線道路）に特化したデータ開発 

3. SIP4D への異常検知結果のデータ連携 

まずは本 3 点における今年度の達成状況を記載させて頂きたい。 

 

２.４.１.  異常検知処理の高速化 

前年度の研究成果では、全国レベルでの異常検知プロトタイプ開発に成功した一方で、

異常該当日から約 1. 5 日後にならないと異常検知結果が導出されないというリアルタイ

ム性の課題があった。今年度は本課題を解決すべく、従来のメッシュ型人流データを利

用した異常検知アルゴリズムを改良し、ポイント型人流データを活用したアルゴリズムを

開発した。今年度の改良により、異常該当時間から 3 時間後には可視化システムで可

視化できるようになり、大幅なリアルタイム性向上に成功した。リアルタイム性を優先し

たことで、エリア網羅性は低下したものの、トンガ噴火による避難や、3.16 の福島沖地震

の避難活動等は検知できており、災害時の一次対応への有用性が確認できた。本検証

結果については、第 24 回の日本災害情報学会でも発表させて頂き、好評を頂いた。 

 

 

２.４.２. 道路状況（幹線道路）に特化したデータ開発 

 2.3.7 節で記載した通り、道路 ID 毎の異常検知を検証し、２つの検証事例にて有用性

を確認できた。本研究はまだプロトタイプレベルでの検証に過ぎず、実用性を考える上

で、道路データの整備や、導出にかかる時間等の検討、検証は必須となっている。実現

性については引き続きの課題とする。 

 

 ２.４.３. SIP4D への異常検知結果のデータ連携 

 今年度は、前年度プロトタイプ開発を行った日次版の異常検知データを日次で SIP4D

へ連携することに成功した。連携方法についての検証は達成したものの、日次版は 1.5

日後の連携となるため、災害時での有用性検証という観点ではこのタイムラグは大きな

課題であることを認識できた。来年度の研究課題として、リアルタイム化をメイン課題と

して推進することで、本課題をクリアし有用性の検証を進めたい。 

 

 

２.５. 今後の展望 

 今年度までの研究開発結果から、本技術の実用性を感じている一方で、大きく 2 つの

課題がある。一つはリアルタイム性、もう一つは意味理解性である。これまでもこの 2 点

は報告している事項ではあるが、本章で改めて整理し記載する。 

 

２.５.１. 異常検知処理のニアリアルタイム化（1 時間検知化） 

今年度の研究開発結果によって、3 時間後には SNS 情報と連携した形で異常情報を参

照することが可能となり、災害発生の都度、本運用を想定しデータ検証を行う体制を構築

できた。トンガ噴火の避難活動の際には、鹿児島県奄美市、岩手県久慈市、宮城県石巻

市等で異常結果を分析し、各地域毎に避難活動等を検知することができた。また、指定

避難所の検知に加え、非指定避難所での避難活動等も発見することができ、実災害での

対策活動への有用性を確認した。一方で、実際に発災と同時に本システムを利用し検証

を試みると、3 時間でも不十分であることがわかった。発災時のインフラチーム（医療サポ

ートや支援物資支給等）派遣の意思決定等を行うには、発災してから 3 時間のタイムラグ

は有用性を大きく低下させてしまう可能性がある。そこで、社会実装を見据えた場合、最



 
 

 

低でも 1 時間程度までタイムラグを短縮させる必要があると考えている。1 時間へ短縮す

るためには、異常検知システムの改良だけでは実現は出来ず、アプリから送信されたデ

ータを受信し、異常検知処理へ連携するまでのストリームデータ処理基盤の改良が必須

となる。来年度は本取り組みを最重要研究テーマとして尽力したい。 

 

２.５.２.  異常に関する意味理解性の向上 

今年度の分析を行う上で、有用性が高かったデータとして、SNS情報、天気情報、イベン

ト情報、地図上の属性情報（POI：Point of Interest 情報）、ニュース、ハザードマップ等が

挙げられる。どれか一つの情報だけでは意味理解を促進する上では不足を感じており、

これらのデータを統合的に評価できる環境が必要だと感じている。次年度は、こういった

外部データを統合的に評価できる可視化環境のプロトタイプ開発を試み、異常時の意味

理解性をどこまで向上できるかに取り組む所存である。 

 

２.６. まとめ 

本委託業務では、R02 年度で課題となっていたリアルタイム性の向上や、SNS 情報連携

等による意味理解性向上に取り組んだ。リアルタイム性を向上させるため、ポイント型流

動人口データを活用し、3 時間前の異常検知導出に成功した。本技術を用い、トンガの噴

火時や、福島沖地震での避難活動の分析を行った結果、避難活動の検知において有用

な結果を導出することができ、日本災害情報学会においても好評を頂いた。また、今年度

の分析において、発災時の情報活用は重要であるのは当然として、災害の事後分析とし

ても有用性の高いデータであることも重要な知見となった。災害の種類やエリア、警報を

発した範囲などによって、人々の避難行動には大きな差が見られ、こうした災害毎の分析

をデータを用いて実施することで、今後の災害対策に有用ではないかと考える。次年度は、

リアルタイム性をさらに向上させ、発災時でのデータを用いた意思決定を促進し、迅速な

人命救助、インフラ配置へ貢献すべく、実社会での活用を目指した研究活動を推進する

所存である。 
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	２.３.２.　可視化システムへの搭載
	２.３.３.　システム化（異常検知）
	２.３.４.　システム化（SNS情報連携）
	２.３.５.　異常検知例の検証
	２.３.６.　道路特化型異常検知の研究
	２.４.　考察
	２.４.１.　 異常検知処理の高速化
	２.４.２.　道路状況（幹線道路）に特化したデータ開発
	２.４.３.　SIP4Dへの異常検知結果のデータ連携
	２.５.　今後の展望
	２.５.１.　異常検知処理のニアリアルタイム化（1時間検知化）
	２.５.２.　 異常に関する意味理解性の向上
	２.６.　まとめ

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


