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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（以下、「ダッシュボードシステム（仮称）」という。）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。 

昨年度は、上記の背景のもと、人流データを用いた異常検知アルゴリズムのプロト

タイプを開発し、過去の災害事例においての、発災時における人流の異常地点の検

出が可能となった。しかし、本要素技術を社会実装するためには、まだ多くの課題

が残されている。具体的には、精度向上、スケーラビリティ向上、データ提供方法

が上げられる。 

そこで、本年度の委託業務では、上記課題を解決すべく、大きく 2 つの業務を実施

する。１つ目は、データ提供方法の検討として、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、実施を行う。この業務を通し、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。２つ目に、異常検知アル

ゴリズムの精度向上とシステム化を行い、過去の災害事例だけではなく、今後発生

する災害時にも稼働できるようなシステム化及びスケーラビリティの向上を行う。

これら 2 点を通し、人流データを活用した避難経路・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データ連携及び異常検知

システム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 

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 

データ格納基盤、分析基盤および可視化システム基盤の構築を実現すべく、

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。 

  



 
 

 

②メッシュ型人流データのデータ提供パイプラインの整備 

ａ．メッシュ型人流データ提供パイプラインの整備 

実施機関が知的財産権を保有する人流データ（メッシュ型）を用いて、

SIP4D への定常的なデータ提供パイプラインを整備し、2020 年 7 月 1 日より

連携開始した。 

ｂ．データ提供の連携頻度の向上 

実施機関が知的財産権を保有する人流データ（メッシュ型）の提供頻度を高

速化できないか検討、検証を実施し,前日分のメッシュ型人流データを翌日

午前中に連携を実現した。 

 

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・システムの開発 

昨年度開発した異常検知アルゴリズムの、速度異常に関する精度向上と、実

際の発災時の稼働を想定し、システム化及び、複数エリアを同時に解析でき

るスケーラビリティの向上を検討し、日本全国の 1 日分のデータ作成を約 2

時間で実行可能となった。 

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て異常候補地点の

データ及び、弊社所有の可視化システムでの結果の表示を実施した。 

 

 

Ⅱ．委託業務の実施体制 

１．業務主任者 

   役職・氏名 技術本部本部長 加藤 有祐 

 

 

 

２．業務項目別実施区 

 

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サンプルデータの整備 

ａ．メッシュ型人流データ提供 

パイプラインの整備 

ｂ．データ提供の連携頻度の向上 

③ダッシュボードシステムに 

関わる開発 

ａ．異常検知アルゴリズム・ 

システムの開発 

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 

技術本部本部長 

加藤 有祐 

 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

 



 
 

 

 

Ⅲ．業務実施計画 

 

 区分 ５ ６ ７ 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メッシュ型人流データのデータ提供パ

イプラインの整備 
                    

   
ａ．メッシュ型人流データ提供パイ

プラインの整備 
                

  ｂ．データ提供の連携頻度の向上            

 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・システ

ムの開発 
           

  ｂ．成果物の作成            

 

 

Ⅳ．研究報告 

1． 要約 

昨年度に引き続き、AWS(アマゾンウェブサービス)に PRISM 用の研究開発環境を拡張

整備した。昨年度に開発したプロトタイプ版異常検知では、過去の災害事例において

の検知を可能とし、災害での活用に対する期待が膨らんだが、一方でまだ実災害での

利用においては課題が多く残されていた。そこで本年度は、大きく 2 つの課題にフォ

ーカスし研究開発を推進した。１つ目は、データ提供方法の検討、２つ目は異常検知

アルゴリズムの精度向上とスケーラビリティ向上である。１つ目のデータ提供方法に

ついては、実際に異常検知で検知された結果をどのように利用者のもとへ届けるかが

論点である。弊社が独自で構築した提供プラットフォームだと、導入までのハードル

が高い機関も多く、すでに構築されているデータプラットフォームへの提供も検討す

べきであると考え、本年度は SIP4D へのデータ提供を試験的に試みた。また、異常検

知に関しては、ログ量が少ないエリアでの速度に関する異常検知の精度が低いという

課題があり、その課題に対してアルゴリズムの改良を行い精度向上に成功することが

できた。それに加え、昨年度の研究成果時点では、異常検知は 1 都道府県規模を 2 時

間かかって処理していたが、今年度は日本全国規模での異常検知を実現できるようシ

ステムのスケーラビリティ向上を行い、わずか 2 時間で日本全国の異常検出処理を実

現、可視化システムまで自動連携を行った（人流のメッシュデータの生成にかかる時

間は変更なし）。これらの研究結果により、日次での異常検知結果を蓄積し、検知事

象に対する考察や精度検証を行える体制を構築することが出来、実際の社会利用を想

定した研究開発を推進することが出来た。 

 



 
 

 

 

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、人流データの SIP4D 連携、異常検知アルゴリズム改良、

異常検知のスケーラビリティ向上、自動処理開発、データ可視化開発を行い、日次で

蓄積されるようになった異常検知結果に対し、週次で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、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。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。今年度構築したコンポーネントは Analytics

コンポーネント、Pipeline コンポーネントの２つとなっており、それぞれの役割につ

いて説明する。 



 
 

 

  
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 

 

（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。 Analytics コ

ンポーネントは Amazon Athena、 Amazon SageMaker と  Amazon EMR から構成され、

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為に用いられる。 

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。 

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為のソフトウェアで、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。 

 

（２）Pipeline コンポーネント 

パイプラインコンポーネントは、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 StepFunctions を用いて処理のパイ

プラインをテンプレート化。定期処理を開始させる為のトリガーとして AWS 

EventBridge を利用し、AWS StepFunctions でテンプレート化した一連の処理を定期

的に実行する。 

AWS StepFunctions 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 StepFunctions で定義されたパイプラインは、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 StepFunctions 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 StepFunctions を一工程として追加する事も可能である。また、AWS 

StepFunctions 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 StepFunctions 用いてシステムのパイプラインを運

用・管理することにより、パイプライン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。 

AWS 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為のサ

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、AWSEventBridge 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時で実行をする為に、スケジュールをトリガーとして AWS 

EventBridge活用した。 

AWS StepFunctions と AWS EventBridg 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為に用いられる。 

 

２.２. メッシュ型人流データのデータ提供パイプラインの整備  

前年度において課題としていた、SIP4D への定常的なデータ連携方法の検討、実施に

向け研究・開発を行った。 

これは弊社にて収集し、作成している人流データを実際に地方公共団体等が活用す

る体制を構築する上で必須であり、人流データ以外の天候・鉄道・道路など様々なデ

ータと掛け合わせることで災害時における迅速な意思決定のサポートを実現するもの

となる。 

 

２.２.１.  メッシュ型人流データ提供パイプラインの整備 

メッシュ型人流データ提供におけるパイプラインの整備について、「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メッシュ型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 2020 年 7 月 1日より本番提供を開始した。 

なお連携データはメッシュ流動人口データ（表１）および除外市区町村データ（表２）

である。 

 

表１ メッシュ流動人口データ 

No タイトル 項目名 データ型 入力値補足 

1 日付 ymd 整数（8 桁） yyyymmdd 

2 年 year 整数（4桁） yyyy 

3 月 month 整数（2桁） mm 

4 日 day 整数（2桁） dd 

5 平休日フラグ dayflg 整数（1桁） 0:休日 1:平日 

6 曜日フラグ weektype 整数（1桁） 0:月 1:火 2:水 3:木 4:金 5:土 

6:日 

7 時間帯 hour 文字（2-3桁） 00-23:時台 day:24時間平均 

8 MESH 識別コード mesh50mid 整数（11桁） 国土交通省 国土数値情報 

1/10細分区画 

9 市区町村コード citycode 文字（5 桁）  

10 平均人口 population 浮動小数点  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

表２ 除外市区町村データ 

No タイトル 項目名 データ型 入力値補足 

1 日付 ymd 整数（8 桁） yyyymmdd 

2 市区町村コード citycode 文字（5 桁）  

3 除外市区町村フラグ exclusion_flag 整数（1桁） 0:除外対象外 1:除外対象 

 

 
 

 
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・バージョンを分ける形とした。（図 3 データ保存先のフ

ォルダ構成） 

 

 
図 3 データ保存先のフォルダ構成 

 

２.２.２.  データ提供の連携頻度向上 

Agoop の流動人口データについては携帯電話端末より位置情報を取得することで

得られるデータを元に作成を行っている。 

その為、携帯電話端末が取得した位置情報データについては随時 Agoop の契約し

ているサーバー上に自動送信され、蓄積される。 

この蓄積されたデータを元にデータのクレンジングや換算人口作成の日次処理を

行うことで Agoop の流動人口データは作成されている。 

ただし携帯電話端末が取得した位置情報データについて、圏外エリアなど携帯電

話端末の通信状況等により位置情報データを取得した時点では Agoop の契約してい

るサーバー上に自動送信されないケースが存在する。 

その場合、圏内エリアに入ったタイミングで Agoop の契約しているサーバー上に

自動送信される事になるが、Agoop 側での日次処理完了後にそのデータが送られて



 
 

 

きた場合、作成された流動人口データについては遅れて送られてきた位置情報デー

タは使用されない。 

つまりそのユーザーのその日の動きの全て、もしくは動きの一部が欠けた状態で

作成された流動人口データとなり、精度が荒くなる可能性がある。 

上記をできる限り防止する為に、遅れて送られてきた位置情報データをできるだ

け使えるように５日後に再度換算人口作成の日次処理を行い、欠けたデータがない

状態にした上で、流動人口データの作成を行っている。 

上記踏まえ、今回はデータ連携を行う上で、連携速度を重要視した準リアルタイ

ム版連携と精度を重視した最終版連携の２パターンを実装することで、ニーズにあ

った使い方を使用者側で選択することを可能とした。 

下記にパターン毎における想定利用シーンとデータ連携のスケジュール例を示す。 

 

パターン毎における想定利用シーン 

・準リアルタイム版連携：災害等で短期案件での活用 

・最終版連携：都市計画等の中長期案件におけるプランニングで活用 

 

 
図 4 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速度異常に関する精度向上 

 

（１）データ定義・加工方法 

人流データと同様、曜日によって規則性があるため、それぞれのメッシュに対し

て同曜日の1週間ごとのデータを抽出した。図 5はあるメッシュにおける水曜日 18

時の異常検知を行う場合のデータ抽出イメージである。𝑋!"#から。𝑋!"$の全てのデ

ータを学習データとし、𝑌!を検知するデータとしている。また、以下の条件を基に

データを抽出している。 

 

条件１ 屋外と判定されたデータ 

条件２ GPSの精度が 500m以下であるデータ 



 
 

 

条件３ 速度が時速 0km以上、350km以下であるデータ 

 

条件１については、実用を考えた時に、車の渋滞や電車の運行止めなど屋外での

活用が考えられるためである。そのため、スマートフォンの端末ごとに屋外か屋内

であるかを判定し、屋外データと推定されたデータのみを用いている。条件２につ

いては、最終的に 500m メッシュごとに異常度を算出するため、メッシュの横幅、

縦幅の距離以下となるように設定している。条件３については、速度が 0 以上にす

ることによって、欠損のデータを同時に排除することができ、速度 350km 以下にす

ることで、新幹線の速度を超えるデータ取得の異常を排除することができるためで

ある。 

 
図 5  データ加工のイメージ 

 
 

（２）データの性質・出力について 

速度異常を検知するアルゴリズムを構築するために、データの性質を考慮する必

要がある。図 6の全てのメッシュの速度分布を見ると速度 0付近のデータが多く、

その付近を除くと指数分布のような形になっている。しかしながら、図 7のように

メッシュごとの分布を見た場合、2 つの分布に分かれているメッシュも存在してい

ることがわかる。つまり、1 つの分布（単峰性）ではないためデータ加工をする際

に、box-cox 変換などによって正規分布の形にできないことがわかる。また、速度

異常検知の結果として有用な出力として以下の 3つが考えられる。 

 



 
 

 

出力１ 平常時のスピードと異常時のスピードの差がわかる 

出力２ 異常度の計算結果の解釈が容易なこと 

出力３ 速度帯ごとに平常時と異常時のスピード差がわかる 

 

これらを踏まえて、アルゴリズムを考える必要がある。 

 
図 6 メッシュ全体の速度の分布 

 

 
図 7 メッシュごとの分布例 

 

（３）前年度の速度異常検知アルゴリズムの課題 

前年度のアルゴリズムの課題として、ログ量を考慮した速度異常検知ができてい

ないという点があげられる。例えば、あるメッシュの 1週間前のログ量が 1000、2

週間前のログ量が 100としたときに、ログ量によるデータの重みを同一視したアル

ゴリズムとなっていた。これは、流動人口の異常検知アルゴリズムを速度の異常検

知アルゴリズムにそのまま適用したためである。流動人口の異常検知アルゴリズム

の際は、ログ量自体がデータとなっていたため、重みを同一視することで構築でき

たが、速度を異常検知する際は、ログ量自体がデータとはならず、ログ量の重みを

考慮する必要がある。そこで、今回は異常度計算の際に、ログ量が少ないと異常度

が抑えられ、ログ量が多いと異常度が高くなるアルゴリズムを構築する必要があ

る。ここで、単にログ量が少ない時に異常度を抑えるだけでなく、異常度の値に統

計量の意味を持たせたままアルゴリズムを構築することが重要となってくる。以上

を考慮した速度異常検知アルゴリズムを構築することによって、流動人口の異常検

知アルゴリズムと同様な異常度をログ量を考慮しながら計算、算出す     ることが

できる。 



 
 

 

（４）改良結果と前年度の比較事例 

提案した速度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，500m メッシュ単位で異常検知の実験を行った。前年度と今年度に構築した

速度異常検知のアルゴリズムを比較するために、前年度適用した際に速度異常を上

手く検知することができなかった、広島県での集中豪雨を比較事例とする。 

可視化では、異常度の値を基に負から正の順に濃い青、薄い青、無色、薄い赤、

濃い赤となっている。つまり、濃い青は、速度が非常に遅い異常を表しており、濃

い赤は、速度が非常に速い異常を表している。  

 

事例１ 広島豪雨（2018年 7月 6日） 

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

目視での判断を基に前年度と今年度の異常検知結果の比較を行う。目視での判断を

図 8、前年度の異常検知結果を図 9、今年度の異常検知結果を 10に示す。 

図 8 と実際の被害状況から、西日本豪雨では山陽自動車道が通行止めとなり、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

していたことがわかっている。しかしながら、図 9の前年度の速度異常検知アルゴ

リズムでは、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。特に、山陽自動車道が負の異常が多く、国道 2 号線の負の異常が少ない結果と

なっている。一方で、図 10 の今年度の速度異常検知アルゴリズムでは、国道 2 号

線付近の多くのメッシュで負の異常が検知されていることがわかる。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、道路が混雑しており渋滞が発生している状況と一致している。

山陽自動車道付近で、負の異常が少ない理由は、通行止めでログが発生しなくなっ

たからだと考えられる。山間部などは、平常時であっても人通りが少ないことが多

いが、正しく速度の異常検知ができていることが、今回の実験からわかった。した

がって、前回の速度異常検知アルゴリズムより精度が向上したことがわかる。さら

に、図 11 の速度帯ごとの比較によって、中速（18〜144km/h）の速度の割合が下が

り、低速（0〜18km/h）の割合が上がっていることから、車の渋滞が起きているこ

とが推測される。このように、速度帯ごとによる可視化によって、どのような速度

異常が起きているかを推測することができる。 

 

 
図 8 目視で異常度合いを比較した結果 

 



 
 

 

 
図 9 前年度の速度異常検知結果 

 

 

 
図 10 今年度の速度異常検知結果 

 



 
 

 

 
図 11 速度帯ごとの比較 

 

 

 

（５）その他の事例 

（４）の比較事例に加えて、過去の災害事例で実データ検証を行う。過去の災害

事例では、既に検知すべき異常個所がわかっているため、速度異常検知アルゴリズ

ム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。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を扱う。本研

究では、2018 年に起こった大阪北部地震、台風の被害を受けた千葉県を対象地域

とした。 

 

事例１ 大阪地震（2018年 6月 18日）    

大阪北部地震を対象として、速度の異常検知および可視化を行った。ここでは、

目視での判断と異常検知結果の比較を行う。目視での判断を図 12、異常検知結果

を図 13 に示す。大阪市北区、淀川区の 2018年 6月 18日の結果を示している。 

本エリアにおいては、過去の研究年度でも速度データを活用した分析を実施し比

較的検知精度が高い事例であることから、アルゴリズム改良によってデグレーショ

ンの事象がないかを確認するため、同様エリアで同様の分析を実施した。結果とし

て、速度データにおいては、図 13 から、梅田駅から北方向に負の異常が検知され

ていることがわかる。特に、新淀川大橋では強い負の異常が検知されている。また、

図 14によって低速（0〜18km/h）の割合が増えている。以上のことから、令和１年

度での報告内容と同じく、     帰宅困難者が徒歩で淀川大橋を渡っていた事実が、新     
異常検知アルゴリズムでも検知     できることがわかった。また、図 15 から、道

路・線路に沿って速度の異常も同様に     検知できていることがわかった。 

 



 
 

 

 
図 12 目視で異常度合いを比較した結果 

 

 
図 13 新淀川大橋付近の異常検知結果 



 
 

 

 
図 14 新淀川大橋の詳細 

 

 
図 15 大阪全体の異常検知結果 

 
 

 



 
 

 

事例２ 千葉 台風 15号（2019年 9月 9日)と台風 19号（2019年 10月 12日） 

平成 30年度多くの地域で洪水を巻き起こした 9月、10月の千葉県に異常検知アル

ゴリズムを適用した結果を図 16 に示す。また、台風 15 号と台風 19 号の比較図を

図 17に示す。 

図 16 から、道路・線路に沿って速度の異常が検知できていることがわかる。さら

に、図 17 から、台風の被害規模の違いがわかる。実際、台風 15 号は、全壊 391

棟・半壊 4204棟。台風 19号は、全壊 3280棟・半壊 2万 9638棟となっており、台

風 19 号の方が被害規模が大きいことが確認されている。以上の結果から、災害時

の被害規模の把握にも役立つことがわかる。 

 

 
図 16 千葉県の北部の異常検知結果（台風 15号） 

 

 
図 17 台風 15号と台風 19号の比較図 

 

 

 

２.３.２. スケーラビリティ向上 

去年度開発をした異常検知アルゴリズムは、1 台のマシン・サーバーで動くよう

に設計されていたため、メモリと計算能力に限界があり、同時に異常検知を実行出

来る面積に限界があった。このような、プログラムの計算時間・計算規模の限界を、



 
 

 

スケーラビリティの問題と呼ぶ。このスケーラビリティの問題があったが故に、複

数の都道府県をまたがるような大規模な災害が起こった場合には、現在のアルゴリ

ズムでは対応ができなくなる可能性があるという課題があった。これを改善する為、

今年度は異常検知アルゴリズムのコードをゼロから再設計し、日本全国規模の大規

模災害でも素早く異常検知が行えるように改良を行った。本章では、どのようにし

て異常検知のスケーラビリティを改善したかを解説する。 

（１）分散型システムの実現 

動かせるサーバーが 1 台しかない場合、そのサーバーの計算能力を高めようとす

ると、そのサーバーの CPU やメモリなどのスペックを上げる事になり、そこには常

にコンピュータ技術の壁が存在する。例えば、AWS のクラウドサーバーである 

Amazon EC2 の場合、現在利用できる最もパワフルなサーバーの最大メモリは 2TB

となっている。つまり、容量が 2TB を超えるビッグデータを一度に扱うことが不可

能であり、このサーバースペック・コンピュータ技術の壁を超える為には、分散型

システムを構築する必要がある。 

通常、分散型システムには、タスクの分散・割当を管理するマスターサーバーと

いうサーバーが存在する。マスターサーバー以外の子サーバーはスレーブノードと

呼ばれ、マスターサーバーから割り当てられた単一のタスクを処理する事を担当す

る。スレーブノードは、自己に割り当てられた小さなタスクを処理するのに十分な

リソースがあれば良い為、スペックをそれほど必要としない。もしスペックが不足

した場合は、単純にスレーブノードの数を増やし、マスターサーバーが仕事をより

細かく小さく分割する事により、スペック不足の問題を解決する事が可能となる。 

 

 
図 18 災害規模に応じてサーバー数を自動的に増設する 

完全自動型の分散型異常検知システム 

 

           
 

     次の表では、熊本県が日本全体の約 2.4%のメッシュ数を持っていることがわか

る。これは、Agoop が保持しているメッシュ型流動人口データを元にした実際の数

字である。異常検知の計算時間はメッシュの数と直線関係にある為、日本全国での

処理時間は熊本県の処理時間を 0.024 で割った値である 10 時間程度と見積もるこ

とができる。 

      



 
 

 

表３ 分散処理無しで全国 47都道府県の異常検知を行った場合の処理時間の推定 

 熊本県 全国 

500mメッシュの数 

(2021/01 時点) 

15,698 649,038 

処理時間 15分 620 分 (推定) 

 

対して、分散処理システム用いて日本全国の異常検知を実行した場合、3 時間以

内に計算を終える事が出来た。マスターノードには，1 インスタンスあたり約 0.24

ドル/時間のコストがかかる m5.xlarge インスタンス (４x仮想コア CPU、16GBメ

モリ) を利用し、スレーブノードはコストが 0.24ドル/時間である m5.xlarge イ

ンスタンス（４x仮想コア CPU、16GBメモリ）を 20台利用した。 

次の表で、分散システムを用いた場合とそうでない場合の性能とコストの比較を

行う。分散システムを用いた場合では、1 台のサーバーを用いた時と比べ計算が速

いだけでなく、同時にコストも下がる事が分かる。更に、計算時間を短縮したい場

合は、スレーブノードのインスタンスのスペックをアップグレードしたり、スレー

ブノードの数自体を増やしたりする事により、簡単に高速化を図ることも可能とな

る。 

 

表４ 分散処理を用いた場合とそうでない場合の日本全土の異常検知の比較 

 分散処理無し 分散処理有り 

インスタンスタイプ ml.m4.10xlarge m5.xlarge 

価格（一時間） $2.80 $0.24 

インスタンスの数 1 21 (1 master, 20 slaves) 

日本全国の処理時間 10 hour 3 hour 

合計コスト $28 $15.12 

 

 

２.３.３. 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、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。 

（２）画面構成 

可視化システムの画面構成は、下記図のように大きく 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 19 可視化システムの画面構成 

 

（３）人口異常メッシュマップ 

500m メッシュ単位の任意の 1 時間の人口異常度をその値によって色分け（青いほ

ど人口が減少し赤いほど人口が増加している）表示したマップ。各メッシュをマウ

スオーバーす     ると、そのメッシュの人口異常度・異常時人口・平常時人口が表示

される。 

 

（４）異常度ランキング 

人口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

各人口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、人口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 

人口異常メッシュマップの範囲内に含まれる人口異常度を、1 時間ごとに合算し

たものをヒストグラム表示したもので、プラス値（赤）が人口が増加し、マイナス

値（青）が人口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、

人口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人口異常値を表しているかを確認できる

凡例と、人口異常度・異常値人口・平常時人口の値でフィルターを設定するための

スライダーバーがあり、スライダーバーを変更すると、人口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。 

 

２.３.４. システム化 

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事が目的である。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。その為、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 20）。 

 
図 20 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。更に、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為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、日時の自動処理を建てつける所までを実行した。 

人口の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）システム定期実行の流れ 

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。 

● 10:10 AM - 昨晩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。 



 
 

 

● 10:15 AM - 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為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為、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為、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。 

● 13:00 PM - 異常検知が完了。 

● 13:00 PM 以降 - 異常検知の結果を活用する為、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（エクセル）

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。 

 

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 3 時間以内

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おいて、非常に重要な役割を果たす。 

今後は、メッシュ型流動人口データの更新頻度を上げるなど、よりリアルタイム

な異常検知の実現を目指す研究開発を行い、政府やメディアが、より素早く、より

効率的な災害対応を可能にする事を目指す。 

           
           
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. 2018年 9月 台風 21 号 関西空港の連絡橋  

2. 2021年 2月 山火事（栃木＋東京）  

3. 2021年 2月 東北地震   

イベント： 

1. 2021年 3月 花見（新宿御苑     ）  

2. 2021年 1月 成人式（北九州＋兵庫） 

3. 2021年 3月 18日 Super Nintendo World グランドオープン  

 

（１）災害：2018年 9月 台風 21 号 関西空港の連絡橋 

2018年 9月に起きた台風 21号により、関西空港にて人流が異常に減少する事象が

検知された。以下の画像は、2018年 09月 04 日 13:00 時に検知された人口減少の

図である。青色は異常な人口の減少、赤色は増加を表している。 



 
 

 

 
図 21 2018年 09月 04 日 13:00 の関西空港の異常検知 

青色は人口減少を表す 

 

次の日の同時間帯の異常検知を見てみると、連絡橋も青く人口減少の異常が出て

いる事が分かる。これは、台風の強風で流された船の衝突により空港への連絡橋が

通行不可になった事による異常である事がニュースから確認が出来た。 

  

 
図 22 2018年 09月 04 日 13:00 羽田空港の異常検知 

連絡橋に人口減少の異常 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 23 2018年 09月 4日に船が羽田空港の連絡橋に衝突している写真（毎日新聞） 

 

このように、一見検知が難しそうな小さな異常でも正しく検知できている事が確

認できた。ターミナルが全面復旧した 9月 21日以降は、人流減少の異常 (青色) が 

正しく検知されている事も確認された。 

 

 
図 24 2018年 09月 25日 9:00 の羽田空港の異常検知 

人口減少の異常が検知されなくなる 

 



 
 

 

（２）災害：2021年 2月 山火事（栃木＋東京） 

a. 栃木 

2021 年 2 月栃木県足利市足利高校の北部の天狗山、両崖山で山火事が起こった。

2月 21日に登山者の 119で判明、3月 1日火事鎮圧と発表されている。以下の画像

は、2021年 2月 25日 11:00 時に検知された図である。図を見ると、地図中心部の

足利高校の北の異常度が高く、消防やマスコミで人が増えた可能性が高い。換算人

口推移のみで見ると判断しづらいものが異常度ランキングから発見できた。 

 
図 25 2021年 2月 25日 11:00の異常検知結果 

 

 
図 26 周辺エリアの人口推移 

 

b. 東京 

 2021年 2月東京都青梅市で山火事が起こった。2月 23日発生、2月 24 日鎮火と

発表されている。以下の画像は、2021 年 2 月 23 日 14:00 時に検知された図であ

る。換算人口を見ると、山間部で通常はログが少ないと考えられるが 23, 24 日は

人が多いことがわかる。 



 
 

 

 
図 27 2021年 2月 23日 14:00 の異常検知結果 

 

 
図 28 周辺エリアの人口推移 

 

（３）災害：2021年 2月 東北地震 

2021年 2月 13日 23 時に、福島県沖で最大震度 6強の地震が発生した。以下の図

は、福島県の避難所である日下石防災集合所を異常検知した例である。前回の報告

書同様、小規模な避難所についても検知できていることが確認できる。また、異常

度のグラフから、13 日 23 時あたりから異常度が全体として増加していることが確

認できるため、東北地震自体を検知できていることがわかる。 

 

 
図 29 日下石防災集合所の異常検知結果 

 

 

 



 
 

 

（４）イベント：花見（新宿御苑     ） 

     花見による人口増加の異常が日本全国各地で確認された。          2021年 3月 23

日はコロナで一時休園をしていた新宿御苑が再開園された日である。チケットは事

前予約制で販売され、さらに混雑緩和の目的で入園者の制限も行われた。以下の異

常検知の図を見ると、新宿御苑の東側は人口が通常より少なくなっている事が青色

で示され、主に中心部で大きく人口が増加している事が赤色で示されている。時系

列で異常度合いを見ると、10時から 15時の間に異常度が高くなり、13 時にピーク

を迎えていることが分かる。 

   
  図 30 2021年 3月 23日における新宿御苑の再開園日の人流増加異常 

                                                        
（５）イベント：2021年 1月 成人式（北九州＋兵庫） 

以下の図 31 と図 32 は、北九州と兵庫県で開催された成人式における人流の異常

検知の事例である。阪神甲子園球場の成人式は参加者 3793 人、北九州メディアド

ームは約 5000 人の中規模のイベントであったが、異常検知で明確に捉えられてい

る事が確認された。 

 
図 31 2021年 1月 11日に阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）にて 

行われた成人式の人流異常検知 



 
 

 

 
図 32 2021年 1月 10 日に北九州メディアドーム（北九州市小倉北区）にて 

行われた成人式の人流異常検知 

 

（６）イベント：Super Nintendo World グランドオープン 

2021 年 3 月 18 日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）は、スーパーマリ

オシリーズの世界観を再現した新エリア『スーパー・ニンテンドー・ワールド』を

グランドオープンした。以下の図は、USJ 開園時の人流異常検知を表したものとな

っている。異常検知結果をみると、9 時台の異常度が特に高いことがわかる。これ

は、USJ自体の開園時間が10時のため、その時間に合わせて人が集まっていること

が推測できる。さらに、グランドオープン前日までの 9 時の異常度と比較したとこ

ろ、グランドオープン時の異常度の方が大きくなっていることがわかる。また、グ

ランドオープンの前日と次の日を比べた時も、次の日の方が全体の異常度が大きい

ことが確認される。このことから、グランドオープンの影響が続いていることが推

測できる。 

 

 
図 39 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン スーパー・ニンテンドー・ワールド 

グランドオープンの人流異常検知 



 
 

 

 

２.４. 考察 

昨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. 異常検知アルゴリズムの改善点 

2. 可視化システムへの搭載 

3. SIP4D へのデータ連携 

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.  異常検知アルゴリズムの改善点 

昨年度の研究成果では、異常検知アルゴリズムの速度検知に関する精度課題と、

実用化を目指す上で日本全国レベルの検知を行うためのスケーラビリティに関す

る課題の 2 点があった。前者の速度に関する精度課題については、ログ量の重み

を考慮するアルゴリズムを追加開発することで大幅な検知結果の改善を実現する

ことが出来た。H30 年の豪雨事例においては、山陽自動車道の通行止めによる、

迂回路の国道での渋滞（速度減少）を検知することが出来、災害時の活用におけ

る道路状況の状況把握に寄与する改善と考えられる。また、後者のスケーラビリ

ティにおいても今年度は大きく前進した。日本全国を約 2 時間以内には処理完了

する基盤の開発を実現した。また、災害時だけではなく、日常での街の状態変化

を捉える目的もふまえ、毎日自動で異常検知処理が実行されるよう自動化処理の

開発も実施、運用を実現することが出来た。 

 

２.４.２.  可視化システムへの搭載 

異常検知システムの実利用において重要な点として可視化が挙げられることは

昨年度の研究結果でも言及した通りである。今年度は、前項で述べた異常検知ア

ルゴリズムの自動事項された日々の異常検知結果を、可視化システムへ取り込み

自動で可視化できる可視化システムの構築を実施した。異常度によって検知でき

る事象やレベルが大きく異なることから、各種フィルターも実装し、柔軟に処理

結果から気づきを得るための仕組みを開発。例えば、異常度が大きい例としては、

野球やサッカー等のスポーツ観戦などがあり、異常度が小さい事例としては街の

音楽イベントやお花見といった観光などが検知された。自治体関係者が、自分の

街の異常度を日々、可視化システムでチェックし状況変化を捉えるという未来の

運用を見据え、今年度は我々が毎日、可視化システムをチェックし、得られた知

見や改良点などを反映しながらアジャイル型での研究開発を実施したことで、利

用しやすいプロトタイプの可視化システムが完成したと言える。 

 

２.４.３.  SIP4Dデータへのデータ連携 

異常検知データの実利用を促進するためには、利用者がより利用しやすい形を

検討する必要がある。もちろん、弊社が開発している可視化システムを導入して

もらう選択肢もあるが、すでに利用している災害システム等で利用することがで

きれば、より一層の利用促進を推し進めることができる。今年度はその 1 例とし

て SIP4D を活用したデータ配信を検証した。今年度は異常検知データではなく、

メッシュ型人流データを日々、SIP4D へ自動でデータ連携を行い、利便性や有用

性の検証を行った。SIP4D へ連携することで、災害時に立ち上がる ISUT での可視

化が可能となり、災害時での利用利便性としては十分効果が見込めると考えられ

る。今年度はメッシュ人流だったが、次年度は異常検知（異常度が高い場所のみ）

データを提供することで、より視認性や意味理解が浸透するのではと期待してい

る。 

 



 
 

 

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 

今年度の研究開発結果によって、毎日の自動検知運用が実現し様々な事象をキャ

ッチできることがわかってきた。アルゴリズムの有用性がわかってきた一方で、実

際に災害等で利用する際には検知までの処理時間が課題となることもわかっている。

現時点では、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可視化されな

い。これは、正確な結果を出すために、換算人口処理（日本の総人口相当へ換算）

を行ったデータを利用した異常検知を実施していることに起因する。異常検知の処

理自体は約 2 時間以内で終わるものの、この換算処理にて 1日のタイムラグが発生

してしまう。そこで、次年度の研究では、精度を落としてでも、リアルタイム性を

向上する取り組みとしてポイント側データを利用した異常検知アルゴリズム開発に

挑戦したい。用途によって、高精度のメッシュ型異常検知と、リアルタイム重視の

ポイント型異常検知を組み合わせ利用することで、より実利用にあったシステムを

目指したい。 

 

２.５.２.  道路状況（幹線道路）に特化したデータ開発 

本異常検知システムでは、公園や避難所、スポーツ施設や道路など様々なエリア

での異常検知が可能となっている。一方で、汎用性の高い状態の場合、場合によっ

ては利用者の利便性を落としてしまう可能性が有る。例えば、発災直後の道路状況

を迅速に把握し、支援物資の供給ルート等を検討するチームの場合、道路状況に特

化したデータのほうが、余計なノイズがなく意思決定が迅速化できる可能性がある。

今年度の研究推進の中でも、道路状況に関する異常データは有用性が高いというフ

ィードバックがあり、車メーカ−が公開している通行マップも 3 時間というタイム

ラグがある背景もある中で、リアルタイム性向上かつ道路状況に特化した研究開発

を実施することは大きな意味を持つことが予想される。通行実績のある道路状況デ

ータの研究開発に取り組みたい。 

 

２.５.３.  SIP4D への異常検知結果のデータ連携 

今年度、SIP4D へのメッシュ型人流データの日次連携を実施させて頂き、ISUT へ

の連携まで一気通貫型のデータパイプライン検証を実施しました。本研究を実施し

ているデータが社会で実際に活用されるためには、各種プラットフォームでのデー

タ提供も有力な一手段と考えられ、データの利活用によるフィードバックも貴重な

改良のいち要素となることは言うまでもない。そこで、次年度は、これまでに開発

してきたメッシュ型異常検知データの取り込みを行うことで、異常検知データに関

するトライアル利用を促進しフィードバック改善を行いたい。 

 

 

２.６. まとめ 

本委託業務では、R01 年度で課題となっていた速度異常に関する精度向上や、異

常検知処理の適用範囲の拡大（日本全国へのスケール）、検知結果の可視化、デー

タ提供パイプランに関する検証（SIP4D）に取り組んだ。本研究成果によって、全

国における、日々の人流異常エリアの導出が自動化され、可視化でのフィルター等

の機能強化により、大小様々な異常検出を実現可能とした。災害時の避難所や、山

火事などの災害系状況を初め、スタジアムでのスポーツ観戦やお花見等の観光名称、

地域での小規模な音楽イベントなど災害時だけではなく、街の各種変化の検知にも

対応できることが証明できた。一方で、異常検出したエリアに対し、なぜ異常が発

生したのかの要因追求を行う作業に苦労したのも事実である。スタジアム等のわか

りやすいエリアであれば、実際に HP 等でも情報掲載があるためすぐに紐付けが可



 
 

 

能だが、HP 等に掲載のないイベント等の説明性についてはいまだ課題として残っ

ている。これに対しては、例えば、SNS 情報等と連携を行うことで要因を類推でき

る可能性があり、実際に、お花見スポットなどはそういった情報を活用して特定等

を行った実績もあり、これも次年度の課題として模索していきたいポイントとなっ

ている。実際の社会での利活用を見据え、次年度ではデータのリアルタイム性、デ

ータの要因説明性、データをより具体的なユースケースに進化させるための道路状

況データなどの研究開発に取り組む所存である。これらの研究が進むことで、発災

時に本データの検証利用を促進することが出来、それらのフィードバックを用いる

ことで社会が必要とするデータへの進化を遂げ、そして、災害大国であるこの日本

において、人々が安心して暮らすことのできる社会への一助となるよう邁進する所

存である。 
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