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Ⅰ　【プロジェクト全体】

　　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

プロジェクト総括：平田　直

1.  はじめに

1.1  背景　

わが国は世界でも有数の地震大国であり、これまでに幾度となく甚大な物理的・人的・

経済的被害をうけてきました。地震調査研究推進本部地震調査委員会の長期評価によれば、

南関東のどこかでマグニチュード （M） 7 程度の地震が、今後 30 年以内に 70％程度の確率

で発生し、南海トラフ巨大地震も、70 ～ 80% の確率と、大変高い確率で発生すると考え

られています。

内閣府によれば、3,800 万人を擁する世界最大の都市圏における首都直下地震（都心南部

直下地震）が発生すれば、首都機能の喪失をはじめその経済被害額が 95 兆円超と試算さ

れており、社会的懸案事項として捉えられています。こういった自然災害に対応するため、

最先端の防災科学技術を一層推進すべく、「経済財政運営と改革の基本方針 2016（平成 28

年 6 月 2 日閣議決定）」、「日本再興戦略 2016 －第 4 次産業革命に向けて－（平成 28 年 6 月

2 日閣議決定）」、「科学技術イノベーション総合戦略 2016（平成 28 年 5 月 24 日閣議決定）」

といった政府の基本方針が定められています。

わが国の現在の防災力ではこうした大規模地震災害の被害を完全に予防することはでき

ず、残された時間の中で少しでも被害を減らすこと、高い事業継続能力を持つこと、速や

かな復旧・復興を実現することで災害に対するレジリエンスを向上させることが課題です。

一方で、2018 年 6 月に発生した大阪府北部の地震（M6.1、深さ 13km）や、2021 年 10

月 7 日の千葉県北西部の地震（M5.9、深さ 75km）では、前者では震度が茨木市などで 6 弱、

後者では都内でも 5 弱程度の強い揺れになりましたが、幸い、被害は限定的でした。しかし、

多数のエレベータが停止し、一部では閉じ込めも発生し、交通機関の乱れ、ライフライン

の一時停止等が生じ、事業の中断や経済機会損失にもつながりました。このように比較的

頻度の高い中規模地震への備えの充実も決して看過することができません。

特に、都市機能、人口が集中し、社会経済活動の中枢でありわが国の頭脳となっている

首都圏においては、災害に対する脆弱性を内在していることから、首都機能の維持を図る

ため、詳細に災害リスクを評価するとともに発災に備えた対策を施しておくことは、これ

までにも増して重要かつ喫緊の課題となっています。

以上のように、自然災害に対する強靭な社会の実現が強く求められており、IoT、ビッグ

データ、AI といった私たちの社会を大きく変革する技術を活用しながら、公的機関だけで

はなく、企業や住民にも付加価値の高い災害関連情報を提供し、第 5 期科学技術基本計画

において重要項目に掲げられている超スマート社会（Society 5.0）に向けた新たな価値を創

出していかなければなりません。
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1.2  目的

首都直下地震による被害を軽減し、速やかな復旧・復興を可能とするレジリエントな社

会を創るためには、オールジャパンの体制を構築していくことが不可欠であり、これまで

の学や官における取り組みに加え、企業や NPO などの民間団体と連携協力し、様々なニー

ズやシーズを取り入れて研究開発を進めていくことが不可欠です。

これまで国は、緊急地震速報などのための基盤的な観測網を整備し、政府主導のもと高

度なデータ利用を行ってきましたが、政府の地震観測網は約 20km 間隔の観測点が設置さ

れているため、より詳細な被害推定を行うためには限界があります。他方で、様々な企業

や組織が地震データを自ら計測し IoT 技術と合わせてそれぞれの BCP（事業継続計画）、

BCM（事業継続マネジメント）に生かす取り組みを開始していることから官民連携で新し

い超高密度地震観測網を構築したり、関連するデータを相互に利活用でるようにしたりす

ることで、従来にない情報価値が生まれ、イノベーションの創出につながると考えられま

す。

(1)  CSR から CSV へ

これまで企業・団体では「社会的責任」（CSR：Corporate Social Responsibility）という観

点から、社会をよくするために行動することを示してきました。私たちが目指しているの

は、さらに一歩進めて「共通価値の創出」（CSV：Creating Shared Value）をみんなで行って

いくことです。それと同時に、「企業も強くなる、首都圏も強くなる」ということを一つの

標語に掲げたのは、それぞれの組織の事業継続能力を高めて、本来すべきことを果たして

いただくことが、来るべき災害において被害を最小限にとどめ、速やかな復旧・復興を実

現する上で不可欠なものだと考えたからです。

「共通価値を創造する」というのは、国際連合が 2015 年に採択した「持続可能な開発目

標」、いわゆる Sustainable Development Goals（SDGs）と非常に似た考えに基づいています。

SDGs は 17 の課題に沿って事業を進めるもので、この 11 番目の課題に「住み続けられる

まちづくりを」ということが掲げられています。ここでは、仙台防災枠組に沿った総合的

な災害リスク管理の策定と、防災のための投資をすることを進めており、私たちが掲げて

いる「共通価値の創造」も SDGs の目指すべきものの一つとして考えることができます。 

(2)  産官学民の連携

このプロジェクトの特徴は、首都圏のような大都市の防災力を高めるために文理融合の

学際的な研究を社会の防災関連のステークホルダーと密接に連携しつつ進める点にありま

す。このために、災害の予測・予防・対応に関する社会科学的な研究、地震学を中心とし

た理学的研究、耐震工学などの工学的な研究を学際的な学術研究として進めると同時に、

学術研究（学）の成果（研究のシーズ）を産業界（産）、政府や地方公共団体（官）、自主

防衛組織などの非営利団体：NPO（民）の防災の取り組みに対する科学技術への要望（社

会のニーズ）を調和させる必要があります。
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1.3  目標

私たちが目指すのは、社会現象としての災害についての科学的な理解を深め、未解決の

問題を捉え、解決策を見つけることです。例えば、地震は地下で起きますが、災害は人の

住んでいる地表、建物の中で発生します。そこで、既往の災害対応における課題を多角的

にとらえ、災害過程のシミュレーションを行うために、地震観測網等から得られる揺れの

状況が、地下から地表、建物、人々へどう影響し、対応が求められるかを明らかにする必

要があります。その過程で、予測力・予防力・対応力が向上することによりその総体とし

てのレジリエンスを高めることにつながります。本プロジェクトでは、学際的な研究を通

じて、社会の対応力（社会科学）・予測力（地震学）・予防力（耐震工学）の向上に貢献し、

安全・安心を確保してレジリエントな社会を構築する手法を開発すること、さらに、産官

学民が保有するデータを統合的に利活用し、新知見を生み出す仕組みとして「データ利活

用協議会（デ活）」を組織し、その運用を通じた研究開発・社会実証を行うことを目標とし

ました。

2.  プロジェクトの構成

本プロジェクトの推進に当たっては、防災科学技術研究所が有する、又は管理・利用す

る研究開発基盤（施設・設備・リソース等）を活用した大学等との連携方策等について提

案を募り、オールジャパンによる研究推進体制を構築し、本プロジェクト終了時における

研究開発成果の最大化を図るために、3 つの学術分野のサブプロジェクトと、産官学民で

構成されるデータ利活用協議会で構成されていることが特徴です（図 1）。

本プロジェクト全体をとりまとめる「総括」の下、各サブプロジェクトは、2 名のサブ

プロジェクト代表者が協力することにより研究開発を行いました。公募で採択されたサブ

プロジェクトの応募代表者は、原則として、クロスアポイントメント制度の活用等により

防災科学技術研究所の身分を持ち、サブプロジェクト統括に就任し、防災科学技術研究所

側のサブプロジェクト統括 1 名との協力による共同代表形式でマネジメントに携わるとと

もに、提案内容に応じて適宜、応募元機関の立場で研究開発を推進しました。

サブプロジェクト（a）：

　 首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上に資するデータ利活用に向けた連携体制

の構築

サブプロジェクト（b）：

　官民連携による超高密度地震動観測データの収集・整備

サブプロジェクト（c)：

　非構造部材を含む構造物の崩壊余裕度に関するデータ収集・整備

データ利活用協議会：

　 企業・団体が保有する観測機器・データの統合的な利活用と、それぞれの課題解決及

び事業継続能力の向上に資する活動展開
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本プロジェクトの開始とともに、防災科学技術研究所では所内に「首都圏レジリエンス

研究センター」※を設置し、プロジェクト総括（兼）デ活会長である平田がセンター長を務

めてきました。目的に応じて定期的に以下の複数の委員会や会議を実施することにより、

円滑なプロジェクトマネジメントを実施しました。

※  2020 年 7 月改組により「首都圏レジリエンス研究センター」は「首都圏レジリエンス

研究推進センター」に、「研究戦略室」は「地震レジリエンス研究推進室」となりま

した。

＜統括委員会＞

研究計画に定められた「プロジェクト全体の進捗を管理し、サブプロジェクト間の連携

を図り、研究活動の活性化を図るとともに、プロジェクト運営の基本的課題について共有・

検討を行う」ための委員会です。研究総括を主催者とし、各サブプロジェクトの統括が参

加しました。文部科学省ほか統括が必要と認めたメンバーも参加し、各年度 3 回程度実施

しました。

＜サブプロジェクト運営委員会＞

各サブプロジェクトがその運営、研究活動等を円滑に行うことを目的とした会議です。

各サブプロジェクト統括を主催者とし、それぞれ年 3 回程度実施しました。

＜首都圏レジリエンス研究センター研究戦略会議＞

プロジェクト全体運営、研究活動等の大方針・戦略検討を円滑に行うための事務・業務

会議です。首都圏レジリエンス研究センター長を主催者とし、首都圏レジリエンス研究セ

ンターおよび研究戦略室支援などが参加し、週 1 回実施しました。

図 1　プロジェクトの構成
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＜首都圏レジリエンス研究センター研究戦略室会議＞

研究戦略室の運営と業務を円滑に行うための事務・業務会議です。研究戦略室長を主催

者とし、週 1 回実施しました。

これら以外に、外部の有識者・実務者から研究プロジェクト全般に対し、助言をいただ

く会議として、アドバイザリーボードが設置されました。文部科学省 研究開発局 地震・防

災研究課を主催者とし、首都圏レジリエンス研究センターおよび研究戦略室支援などが参

加し、年度 2 回実施されました。

3.  主な成果の概要

5 か年のプロジェクトを通じて、学際的な研究により、社会の対応力（社会科学）・予測

力（地震学）・予防力（耐震工学）の向上に貢献し、安全・安心を確保してレジリエントな

社会を構築する手法を開発しました。さらに、産官学民が保有するデータを統合的に利活

用し、新知見を生み出す仕組みとして「データ利活用協議会（デ活）」を組織し、その運用

を通じた研究開発・社会実証を行うことができました。

具体的には、各サブプロジェクトおよびデータ利活用協議会の活動から、次のような成

果が得られました。

3.1  サブプロ (a)

実測値に基づく建物・インフラの「被害関数・復旧関数」モデル構築、災害への暴露量

に基づく「被害想定・復旧想定」を汲んだ想定シナリオの構築、リアル情報の補完による

「実態」の推定手法、被害調査や生活再建支援における迅速かつ効率的な「実際」の同定手

法、さらには、これらの一連のフローを企業・団体において実現するための体制と方法論や、

平時から災害時まで連続した「データ利活用の方策」が開発され、具体なフィールドにお

いて実証されました。

3.2  サブプロ (b)

MeSO-net を安定的に運用するとともに、高密度な地震観測データを収集しました。それ

らと基盤的地震観測網および民間企業等から得られる大量かつ様々な品質の地震データを

マルチデータインテグレーションシステムにより統合し、地震動情報の試験配信も実施し

ました。また、MeSO-net の地中設置型地震計データから地表の揺れを高精度に予測するた

め、微動観測等により地盤増幅特性の評価等を行いました。より稠密な地震観測データの

収集を可能にするため、スマートフォンを用いた揺れ観測技術や MeSO-net 観測点をハブ

とするサテライト観測を行うためのデータ伝送技術を開発しました。さらに、首都圏の地

震ハザード評価に資するため、首都圏における過去～現在の地震像を解明し、将来の大地

震による揺れの予測手法を開発することで、首都圏での自動震源決定手法を高度化し、歴

史地震による揺れの分布の再現による 3 次元階層化地震活動予測モデルを開発しました。
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以上のように、地震発生時の初動対応の意思決定をする上で重要となる詳細な地震動情

報を生成するための技術開発を進め、実際に民間企業等との情報共有が試験的に実施でき

ました。

3.3  サブプロ (c)

首都圏で重点的に被害や機能損失を防がなければならない典型例として、木造住宅、RC

造防災拠点建物、S 造医療施設、室内を対象とした E －ディフェンス実験を実施して、デー

タ収集を行いました。取得データの対象は、構造躯体のみならず、さまざまな非構造部材

の挙動もカバーし、小さな地震から崩壊に至る、あるいは崩壊寸前までのデータを整備で

きました。このようなデータ整備を各種構造に関して統一的に行った事自体が初の成果で

あり、これらデータを有効に利活用して、余裕度、損傷度、損傷発生個所、損傷発生時期

などを評価する手法・枠組みを提示しました。

3.4  データ利活用協議会（デ活）

首都圏のレジリエンス向上には、あらゆる主体の参画が必要ですが、本プロジェクトに

おいては企業・団体に注目し、データ利活用協議会を立ち上げることで、企業・団体にそ

の参画を促進しました。その結果、会員のニーズに対応して有機的な研究に係る連携を行

う分科会を、当初計画の 3 つを大幅に上回り、8 つ設立することができました。これらの

分科会活動を研究フローの重要な要素として位置づけ、単なるフィールドではなく、企業・

団体の主体的かつ自律的な参画を得ながら、災害現場における実装やデータ利活用への取

組を実現していくための具体的な成果を創出しました。さらに、防災科学技術研究所とデ

活参画企業複数社等との共同出資により、デ活が目指してきた「共通価値の創出（CSV）」

による企業の事業継続能力の向上に貢献するための法人が設立されました。

各サブプロとしての成果やデ活との連携状況、研究課題毎の成果については、これに続

く章を参照されたい。
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＜首都圏レジリエンス研究センター研究戦略室会議＞

研究戦略室の運営と業務を円滑に行うための事務・業務会議です。研究戦略室長を主催

者とし、週 1 回実施しました。

これら以外に、外部の有識者・実務者から研究プロジェクト全般に対し、助言をいただ

く会議として、アドバイザリーボードが設置されました。文部科学省 研究開発局 地震・防

災研究課を主催者とし、首都圏レジリエンス研究センターおよび研究戦略室支援などが参

加し、年度 2 回実施されました。

3.  主な成果の概要

5 か年のプロジェクトを通じて、学際的な研究により、社会の対応力（社会科学）・予測

力（地震学）・予防力（耐震工学）の向上に貢献し、安全・安心を確保してレジリエントな

社会を構築する手法を開発しました。さらに、産官学民が保有するデータを統合的に利活

用し、新知見を生み出す仕組みとして「データ利活用協議会（デ活）」を組織し、その運用

を通じた研究開発・社会実証を行うことができました。

具体的には、各サブプロジェクトおよびデータ利活用協議会の活動から、次のような成

果が得られました。

3.1  サブプロ (a)

実測値に基づく建物・インフラの「被害関数・復旧関数」モデル構築、災害への暴露量

に基づく「被害想定・復旧想定」を汲んだ想定シナリオの構築、リアル情報の補完による

「実態」の推定手法、被害調査や生活再建支援における迅速かつ効率的な「実際」の同定手

法、さらには、これらの一連のフローを企業・団体において実現するための体制と方法論や、

平時から災害時まで連続した「データ利活用の方策」が開発され、具体なフィールドにお

いて実証されました。

3.2  サブプロ (b)

MeSO-net を安定的に運用するとともに、高密度な地震観測データを収集しました。それ

らと基盤的地震観測網および民間企業等から得られる大量かつ様々な品質の地震データを

マルチデータインテグレーションシステムにより統合し、地震動情報の試験配信も実施し

ました。また、MeSO-net の地中設置型地震計データから地表の揺れを高精度に予測するた

め、微動観測等により地盤増幅特性の評価等を行いました。より稠密な地震観測データの

収集を可能にするため、スマートフォンを用いた揺れ観測技術や MeSO-net 観測点をハブ

とするサテライト観測を行うためのデータ伝送技術を開発しました。さらに、首都圏の地

震ハザード評価に資するため、首都圏における過去～現在の地震像を解明し、将来の大地

震による揺れの予測手法を開発することで、首都圏での自動震源決定手法を高度化し、歴

史地震による揺れの分布の再現による 3 次元階層化地震活動予測モデルを開発しました。
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Ⅱ　【サブプロ (a)】
　　 首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上に資するデータ利活用に向け

た連携体制の構築

サブプロ (a) 統括：上石　勲（防災科研）、田村　圭子（新潟大学）

1.  はじめに

1.1  背景　

日本は、その位置、地形、地質、気象などの地理的条件から、地震、津波、火山噴火な

どによる災害が発生しやすい国土となっている。政府においては、首都機能・都市機能に

大きな被害をもたらすと想定される「首都直下地震」、都市機能を含む広域に被害が広がる

と想定される「南海トラフ地震」について、地震対策推進基本計画に基づき、被害軽減に

向けて対策を講じている。

「東京都及びその周辺地域の直下で発生するマグニチュード 7 クラスの地震」及び「相模

トラフ（相模湾から房総半島南東沖までの海底の溝）沿い等で発生するマグニチュード 8

クラスの海溝型地震」を「首都直下地震」と位置付け、中央防災会議のワーキンググルー

プの平成 25 年の報告では、いくつかのタイプに分けて想定を行い、30 年以内に 70％の確

率で起きるとされるマグニチュード 7 クラスの首都直下地震が都心南部直下で発生した場

合には、最悪の場合、死者が約 2 万 3,000 人、経済被害が約 95 兆円に上るとの想定が発表

されている。また、南海トラフ（駿河湾から日向灘沖までの太平洋沖の海底の溝）沿いで

発生する最大クラスの地震（マグニチュード 9 クラス）を「南海トラフ地震」と位置付け、

平成 25 年度に中央防災会議のワーキンググループから報告が出されており、最大で死者約

32 万 3,000 人、約 170 兆円の直接被害と約 45 兆円の生産・サービス低下の影響が出るとし

ている。

平成 28 年 4 月には熊本地震が発生し、益城町で震度 7 を、熊本市、玉名市、宇城市、菊

池市、宇土市、合志市、熊本美里町、大津町、菊陽町、御船町、山都町、氷川町、西原村

で震度 6 弱～震度 5 強を観測した。対応の検証においては、「地方団体等への支援の充実」 

「被災者の生活環境の改善」「応急的な住まいの確保や生活復興支援」「物資輸送の円滑化」

「ICT の活用」「自助・共助の推進」「長期的なまちづくりの推進」が課題として整理された。

阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、災害対策基本法をはじめとした各種法令の改正や制

定、整備や防災基本計画の大幅な修正、各種情報システムの整備等、様々な分野における

防災対策とともに、被災者生活再建支援の仕組みやボランティアの受入体制等の充実・強

化、等が図られた。東日本大震災の教訓を踏まえ、大規模広域な災害に対する即応力の強

化、大規模広域災害時における被災者対応の改善、教育・訓練による防災力の向上、住民

等の円滑かつ安全な避難の確保、被災者保護対策の改善、避難所対策や被災者台帳の構築、

等が図られた。他方、熊本地震の対応によって明らかになったように、災害対応能力や復

旧復興のための事業継続力には、未だに課題が存在する。

1. 成果の概要
【サブプロ (a)】
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1.2  目的

首都圏は、中央政府のある都市圏、生活圏としての東京圏、1 都 3 県と 5 政令指定都市

から構成される 9 都県市圏、等、多重な機能を包括して存在している。巨大な被害をもた

らす大規模地震、比較的頻度の高い中規模地震に対して被災状況を予測し、発災後の対応

を検討し、圏域の構成員・組織ならびに圏域外の支援主体となる要員・組織による具体的

な役割分担を進めることが急務である。

本サブプロジェクト (a) では、甚大な被害が想定される地震災害に対する被害軽減力、

迅速な復旧・復興を実現するための事業継続能力を高め、都市の災害に対するレジリエン

スを向上させるために「都市災害における災害対応能力の向上」「早期復旧・復興のための

都市機能を支える事業継続能力の実現」を目指し、「被害軽減に役立つデータ利活用を実現

する産官学連携協議会の構築」と「データを活用した都市機能の早期復旧・復興を実現す

る技術的課題の抽出」を行う。また「サブプロ (b) サブプロ (c) において、収集・生成・蓄

積されたデータや研究成果の統合・利活用」を視野に入れた連携体制を統括する。

1.3  目標

事業終了時の成果目標：

「科学技術イノベーション総合戦略 2016」が描く、人々に豊かさをもたらす「超スマー

ト社会」において、産官学連携体制によるデータ利活用協議会が実効性をもち、官民連

携による高密度地震動観測データ、建物崩壊余裕度データ、協議会における企業や関係

機関が保有するデータ等のビッグデータに対し、ICT を最大限に活用することで、防災

分野において IoT を活用した安全安心情報の潜在ニーズに応えるための環境を整える。

サイバー空間とフィジカル空間（現実世界）とを融合させた取組が対象とすべき「災害

対応力の課題」と「事業継続力の技術的課題」を明らかにし、理学・工学・社会科学の

科学的知見が、産官学一体の総合的な災害対応・事業継続、個人の防災行動の基礎・基

盤となりうる「レジリエンス未来社会」の姿を可視化する。

事業開始後 3 年目の達成目標：

首都圏を中心としたフィールドで立ち上げられた「産官学連携体制によるデータ利活

用協議会」において、レジリエンス総合防災力向上のために必要な主体の間の連携体制

を確立する。主体の連携を促進する中で、協議会の参画主体が提供可能なデータ、サブ

プロ (b) (c) により提供可能なデータ等の利活用のための課題整理とルールを検討し、ま

た、防災科研が保有する情報インフラ基盤の活用方策の検討を実施する。明らかになっ

た要素に基づき、レジリエンス総合防災力向上のためのデータ利活用体制のフレームを

構築し、技術的課題を可視化する。特に 3 年目には、それらをフィールドで社会実装し、

フレームに基づく仮説検証を実現する。検証で明らかになった課題をもとに技術的課題

の検討と事業継続の促進方策について、さらに実効性を高める。
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Ⅱ　【サブプロ (a)】
　　 首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上に資するデータ利活用に向け

た連携体制の構築

サブプロ (a) 統括：上石　勲（防災科研）、田村　圭子（新潟大学）

1.  はじめに

1.1  背景　

日本は、その位置、地形、地質、気象などの地理的条件から、地震、津波、火山噴火な

どによる災害が発生しやすい国土となっている。政府においては、首都機能・都市機能に

大きな被害をもたらすと想定される「首都直下地震」、都市機能を含む広域に被害が広がる

と想定される「南海トラフ地震」について、地震対策推進基本計画に基づき、被害軽減に

向けて対策を講じている。

「東京都及びその周辺地域の直下で発生するマグニチュード 7 クラスの地震」及び「相模

トラフ（相模湾から房総半島南東沖までの海底の溝）沿い等で発生するマグニチュード 8

クラスの海溝型地震」を「首都直下地震」と位置付け、中央防災会議のワーキンググルー

プの平成 25 年の報告では、いくつかのタイプに分けて想定を行い、30 年以内に 70％の確

率で起きるとされるマグニチュード 7 クラスの首都直下地震が都心南部直下で発生した場

合には、最悪の場合、死者が約 2 万 3,000 人、経済被害が約 95 兆円に上るとの想定が発表

されている。また、南海トラフ（駿河湾から日向灘沖までの太平洋沖の海底の溝）沿いで

発生する最大クラスの地震（マグニチュード 9 クラス）を「南海トラフ地震」と位置付け、

平成 25 年度に中央防災会議のワーキンググループから報告が出されており、最大で死者約

32 万 3,000 人、約 170 兆円の直接被害と約 45 兆円の生産・サービス低下の影響が出るとし

ている。

平成 28 年 4 月には熊本地震が発生し、益城町で震度 7 を、熊本市、玉名市、宇城市、菊

池市、宇土市、合志市、熊本美里町、大津町、菊陽町、御船町、山都町、氷川町、西原村

で震度 6 弱～震度 5 強を観測した。対応の検証においては、「地方団体等への支援の充実」 

「被災者の生活環境の改善」「応急的な住まいの確保や生活復興支援」「物資輸送の円滑化」

「ICT の活用」「自助・共助の推進」「長期的なまちづくりの推進」が課題として整理された。

阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、災害対策基本法をはじめとした各種法令の改正や制

定、整備や防災基本計画の大幅な修正、各種情報システムの整備等、様々な分野における

防災対策とともに、被災者生活再建支援の仕組みやボランティアの受入体制等の充実・強

化、等が図られた。東日本大震災の教訓を踏まえ、大規模広域な災害に対する即応力の強

化、大規模広域災害時における被災者対応の改善、教育・訓練による防災力の向上、住民

等の円滑かつ安全な避難の確保、被災者保護対策の改善、避難所対策や被災者台帳の構築、

等が図られた。他方、熊本地震の対応によって明らかになったように、災害対応能力や復

旧復興のための事業継続力には、未だに課題が存在する。

1. 成果の概要
【サブプロ (a)】
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1.4  サブプロジェクト構成

個別研究テーマの構成と目標：

　本サブプロジェクト (a) は、以下の 5 つの個別テーマによって構成される。

①（総括・協議会）プロジェクト総括とデータ利活用協議会の設置・運営

②（データ流通）情報インフラ基盤を活用したデータ流通方策の検討

③（フラジリティ）被害拡大阻止のためのフラジリティ関数の検討

④（COP）災害対応能力向上のための被害把握技術の検討

⑤（SOP）事業継続能力の向上のための業務手順確立

① 「プロジェクト総括とデータ利活用協議会の設置・運営（以下、総括・協議会）」にお

いては、プロジェクト総括である平田直氏（防災科研参与）の活動を支援し「プロジェ

クトに参画している研究者」や「協議会に参画している産官の実務者」が、所属組織

の枠を超えて、時限的な研究体制を構築し、高い災害回復力を持つ社会の実現のため

に最適な研究活動を推進するためのマネジメント機能を果たす。また、同時にサブプ

ロジェクト (b)(c) が実践事例を積み上げる場として、首都圏を中心とした公共性の高

い民間企業、自治体、研究機関等からなる協議会を立ち上げ、高い災害回復力を持つ

社会の実現のために必要なデータ利活用にかかる「連携体制の構築」「提供・相互利用

に関するルールの検討」を行い、実装する。実装結果を検証し、社会全体に「災害回

復力実現に必要なデータ利活用」の枠組みを展開するための方策を検討する。

② 「情報インフラ基盤を活用したデータ流通方策の検討（以下、データ流通）」において

は、サブプロジェクト (b)(c) で収集・生成・蓄積するデータ、協議会において各主体

から共有が期待されるデータ等、高い災害回復力を実現するために必須な多種多様か

つ大量のデータを安全・安心に流通・利活用できる環境整備のためのデータ流通方策

を検討する。具体的には、データ形式の標準化、データ提供により得られる便益とし

て共有可能なユースケースの共有化等の方策を検討する。また、データ利活用の技術

の進展を視野に入れながら、特に防災科研がすでに有している情報インフラ基盤の活

用方策を検討し、最大限の効果が得られるように配慮し、プロジェクト期間中に協議

会活動において実装する。

③ 「被害拡大阻止のためのフラジリティ関数の検討（以下、フラジリティ）」においては、

災害を発生させる外力と被害規模の関係式を明らかにし、構造物被害の顕在化の確率

を精緻化することで、平時と災害時における被害軽減策を推進する。特に発災直後の

被害状況の把握が難しいフェーズにおいて、外力情報に基づいて、いちはやく被害規

模の予測を実現することは、被害の拡大防止に大きく貢献できる。研究グループにお

いては、家屋被害、インフラ構造物被害の両面から検討する。阪神・淡路大震災以降

のフラジリティ関数にかかる研究成果に基づき、さらに平成 28 年熊本地震の家屋被害
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データを活用し、より災害対応への実効性の高い関数モデルの確立に努め、協議会に

おける被害把握ニーズに応え、技術的課題を具体的に抽出し検討する。

④ 「災害対応能力向上のための被害把握技術の検討（以下、COP）」として、災害対応機

関の状況認識（Common Operational Picture）の統一と共有の迅速化を実現する。これは、

応急期から復旧・復興期への移行段階における災害対応力に必須の役割であり、被害

の全体像を迅速に把握することから始まる。首都圏を中心とした地域の災害において

は、被害量は膨大になり、その個別把握には相当な時間を要することが想定される。

平成 23 年東日本大震災では、被害エリアが広域であったことから、家屋被害数の全体

像が把握できるまでに 1 年を要した。平成 28 年熊本地震においても、人口規模の大き

い政令市が被災地となり、被害の把握には一定の時間を有した。この被害把握の迅速

化における技術的課題を抽出し、解決策を検討する。具体的には、被害甚大地域の被

害を一括認定で調査する方法、空と地上の両側面からの連携調査とデータ融合による

新たな調査手法、調査結果に基づいた人的物的資源の効果的な配置方法等、協議会に

おけるより詳細な被害把握ニーズに応え、技術的課題を具体的に抽出し検討する。

⑤ 「事業継続能力の向上のための業務手順確立（以下、SOP）」については、災害時に

おいては、災害対応機関を含む各々の組織が、被害や損失を最小限にとどめるため

に、平時に行っている中核業務の継続を行いながら、早期復旧を可能とするために災

害時特有に発生する業務を実施する必要があり、加えて、この事業継続を実現するた

めの方法・手段をあらかじめ取り決めておく必要がある。特に災害対応機関において

は、災害規模に応じて、災害時特有に取り組むべき業務量が膨大な量となり、応援を

得て業務を実施することが必須であるが、平成 28 年熊本地震の事例においても、多く

の応援が現地入りするが、その災害対応業務の手順が確立しておらず、また業務に対

する経験も認識にもバラつきがあり、災害対応業務の一貫性と質の担保が図られてい

ない現状が課題となっている。標準的な業務手順（Standard Operating Procedure）はベ

ストプラクティスを伝達するための有用なツールであり、協議会において、参画企業、

組織の共働プロセスにおいても意図した結果が確実に実現するための技術的課題であ

り、その抽出と検討を実施する。
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1.5  五ヶ年の工程表

 

2.  各課題の成果

2.1  （総括・協議会）プロジェクト総括とデータ利活用協議会の設置・運営

 データ利活用協議会（以下、デ活）については、1．会員向けならびに広報活動として

のオープンフォーラム、2．特定の目的を持った分科会（ワーキンググループ）、3．デー

タ利活用を目途としたデータ共有、の 3 つの活動をその基本コンセプトとした。

 1 についてはデ活シンポジウム、2 は研究者と企業・組織とのワーキング活動、3．分科

会の活動の中で共有する、または共有が検討されるデータについて検討した。

2.2  （データ流通）情報インフラ基盤を活用したデータ流通方策の検討

 防災に役立つデータを保有するか、利用する各主体からのデータの種類と形式にも基づ

く情報インフラ基盤の要件を整理した。

 二次利用やデータ連携にかかる個人情報やデータの秘匿性、信頼性、責任、コスト、法

的な課題などを抽出した。

 データ連携に関する課題は一元的には解決は難しいことから、これを解決するデータ市

場などの新たな取り組みについての情報を収集し、それらを組み込んだデータ連携の形

態を作った。

 デ活メンバーからのヒアリングによるデータ連携方策検討などを踏まえ、企業とのデー
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タの連携を進めるデータプラットフォームの設計を行った。

 デ活分科会である IoT 技術活用分科会やインフラ分科会において民間のデータ連携を

行った。これにより、企業の CSV に貢献する取り組みを実現した。

 IoT 技術活用分科会の活動をもとに、今後防災に関するデータ連携を進めるうえでのガ

イドブックを作成した。

2.3  （フラジリティ）被害拡大阻止のためのフラジリティ関数の検討（建物）

 2016 年熊本地震における益城町と宇城市の被害認定調査（罹災証明）データを用いて、

震度から建物被害を想定することができるシミュレーションのための計算式を構築し

た。

 PGV および計測震度に対する構造別（木造・S 造・LS 造）、木造については建築年代別

の建物フラジリティ関数（全壊率・大規模半壊以上・半壊以上）を構築した

 層破壊建物を判定する深層学習モデルを構築し、大量の現地写真から層破壊建物を特定

し、被害分析を行うとともに、推定地震動分布と組み合わせて層破壊のフラジリティ関

数を構築した。

 本研究で構築した建物フラジリティ関数は、首都直下地震や南海トラフ巨大地震など将

来発生する地震において、現状の建物群に適用して被害を事前に推定する目的において

は、信頼性の高いものと考えられる。

 また、地震直後においては、強震観測網で得られる PGV や計測震度情報を入力に用い

ることで、広域的に分布する建物群の被害をリアルタイムで推定することができる。

2.4  （フラジリティ）被害拡大阻止のためのフラジリティ関数の検討（インフラ）

 上水道管路の被害率に対する様々な要因の影響度を明らかにすることを目的とし、熊本

地震で甚大な被害を受けた熊本市、益城町の水道管路被害データに、東北地方太平洋沖

地震の仙台市と福島県いわき市、新潟県中越沖地震の新潟県柏崎市の被害データを加え

て回帰分析を行い、フラジリティ関数を構築した。

 我が国で発生した近年の 7 つの内陸地殻内地震における 13 市町の下水道管路施設の被

害データベースに基づき、下水道管路施設の地震脆弱性の特徴を明らかにした。

 供給系ライフラインにおいて、従来モデルでは復旧所要時間が過大評価となっているこ

とが分かった。そこで、電力と水道を対象として、震災全体の被災規模を表す指標を導

入して精度向上を図った。

 供給系ライフラインの復旧過程は避難者数の推移に大きな影響を与えることが知られて

おり、2016 年熊本地震で被災した 5 市町村における避難者の発生とその解消過程につ

いて、避難者数推定に関する従来式の改良式を構築した。

 既往の高速道路復旧予測モデルの再検討を行い、モデルを改良することで精度の向上を

図った。分析対象とする高速道路の区間および対象とする地震を増やした復旧予測モデ

ルの再構築、高速道路の道路構造を考慮した復旧予測モデルなどの検討を行い、より高
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精度な予測モデルの構築を行った。

2.5  （COP）災害対応能力向上のための被害把握技術の検討

 本研究では、激甚災害において、被害の概況を迅速に把握することを目的として、空と

地上の両側面からの連携調査とデータ融合による概況把握の可能性を追究した。

 空撮画像としてはドローンによる空撮と衛星画像の利用の 2 種類を検討し、さらに AI

による自動判別を検討した。局所災害であれば、ドローンによる空撮と目視判読での被

害把握が、迅速性ならびに高解像度を担保できる方法であった。一方で、被害発生箇所

が広域で被害量が大きい場合には、衛星画像と AI の活用が効果的であることが分かっ

た。

 特に、ブルーシートを判定するのであれば、衛星画像と VGG-16 モデルの転移学習を活

用した AI モデルが最適であることが明らかとなった。

 前者のドローンによる空撮画像の活用では、行政課題分科会と連携し、被災地における

住家被害認定調査へのデータ提供により、迅速かつ確実な調査に寄与した。また、生活

再建支援においても、新たな支援策検討に寄与しており、分科会との連携が実現された。

 早期被害把握分科会においても、災害直後の被害状況把握での AI 活用において検討が

進められた。現状として企業では AI 活用が進む中で、必ずしも住家被害だけが必要な

情報ではなく、AI の幅広い活用可能性について議論された。この議論を踏まえ、本研

究では AI を活用するためのプラットフォーム整備まで展開した。

2.6  （SOP）事例業務における事業継続能力の向上のための業務手順の確立

 本課題では、過去の災害事例における各災害対応業務において、ベストプラクティスの

提案をもとにした災害対応業務マニュアルの充実を目指し、業務手順の確立のための要

素分析・検証・提案を行った。

 具体的には、1）過去の災害対応事例の収集による災害対応業務課題の抽出、2）災害対

応に工程（プロセス）の視点を持ちこんだ災害対応工程管理システム（BOSS）の開発

と検証、3）帰宅困難者対策として企業が行う従業員の滞留対策を図上演習する「帰宅

困難者支援施設運営ゲームの開発と検証を実施した。

 災害対応工程システム（BOSS）は、実際に自治体で導入されて、事業継続能力向上の

ための業務手順を考えるための手段として利用されている。これらが本課題の成果とし

て言及することができる。

2.7  （SOP）業務手順確立のための事業継続ガバナンスの確立

 被害が大きな災害ほど、事前の評価に失敗していることがわかった。それではなぜ失敗

したのか。その理由は“災害時に社会現象としての相転移が起こるかどうか”を考慮し

なかったことにあることが本研究で明らかになった。

 災害時に相転移が起こった例は、2020 年熊本・球磨川の氾濫災害であって、12 年前の
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ダムによらない治水を選択した当時の雨量を線状降水帯の豪雨が上回り、これまでの破

堤氾濫から越流氾濫という新しい被害携帯が発生した
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クラウドコンピューティングのデータセンター被災などである。
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に必要な「データの利活用：方策の検討」を行うことが、災害対応力の向上に必須である。

図 1　サブプロジェクト (a) の研究開発フレームと研究目的

サブプロジェクト (a) においては、このフレームに基づき、研究開発を行った。
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精度な予測モデルの構築を行った。
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なかったことにあることが本研究で明らかになった。
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・ リアル情報に基づく推定：「被害推定・復旧推定」において、災害が発生してからより

災害実態を想定するための推定を行う手法を開発・実装し、リアル情報を補足すること

で、「実際」を把握（富山大）

・ 実災害の被害把握：「被害調査・生活再建」において、行政や企業が行う建物被害の調

査の精度向上により迅速かつ効率的に「実際」を同定するために、被災自治体における

研究支援活動を展開（生活再建分科会をフィールドとして共働）

・ レジリエンス強化の体制：「事業継続の手順確立とガバナンス」において、これらの一連

のフローを企業・団体において実現するための体制と方法論を検討（兵庫県立大・関大）

・ データの利活用：これら一連のフローを実現するためには、平時にも災害時にも各企業・

団体が保有するデータの利活用を推進させるための社会機運を高める活動が必須であ

り、データ利活用の「方策の検討」を実施（防災科研）

3.2  社会へのインパクトが期待できる事項

災害対応力の向上分野において、今後も活用されることによって、レジリエンスの向上

が見込めると期待している主な成果について、図 2 にとりまとめた。

 

図 2　サブプロジェクト (a) における主な成果まとめ 

首都圏のレジリエンス向上には、あらゆる主体の参画が必要である。本プロジェクトに

おいては企業・団体に注目し、データ利活用協議会を立ち上げることで、企業・団体にそ

の参画を促進した。その結果、データ利活用協議会における分科会を研究フローの重要な

要素として位置づけ、単なるフィールドではなく、企業・団体の主体的かつ自律的な参画

を得ながら、具体的な成果を創出した。一方で、各主体の保有するデータを流通する仕組

みを確立し、社会課題としての首都圏レジリエンスの向上に資するデータ利活用について

の社会基盤づくりには、引き続きの取組が必要であると考える結果となった。
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Ⅲ　【サブプロ (b)】
　　官民連携による超高密度地震動観測データ収集・整備

サブプロ (b) 統括：酒井　慎一（東京大学）、青井　真（防災科研）

1.  はじめに

1.1  背景　

地震が起きた際に適切な初動対応の意思決定をする上で、詳細な地震動の分布を把握す

ることは極めて重要である。特に都市部においては、地盤の多様性による地震動のばらつ

きが大きいことに加えて、国民の生活や経済活動を支えるインフラが複雑に配置されてお

り、より詳細な地震動把握の社会的要請が極めて高い。一方で、それに必要な地震観測点

については、予算的な制約などから防災科研や気象庁、自治体をはじめとする公的機関に

よる観測点数の劇的な増加はほぼ望めない状況である。

このサブプロ (b) においては、日本の政治経済の機能が集中していることから詳細な地

震動情報の必要性がとりわけ高い首都圏を対象に、同地域に密に展開された首都圏地震観

測網（MeSO-net）に加えて、民間企業等が保有する揺れデータまでをも活用して、詳細な

地震動を把握するための観測技術やデータ解析技術 mp 開発を目指す。また、将来の首都

圏における地震ハザード評価に資するため、地震観測データを活用して過去～現在の首都

圏下の地震像の把握を目的とする。

1.2  目的

首都圏における地震被害の即時予測の高度化・高解像度化に貢献し、発災時の初動対応

等に重要な情報を提供可能にするために、首都圏地震観測網（MeSO-net）による高密度の

地震観測データを安定的に収集するとともに、より高密度の地震観測を実現するための観

測技術の開発を行う。また、多種大量の揺れ観測データを統合して活用可能にするための

技術開発を行う。さらに、将来の首都圏における地震被害の評価に貢献するために、過去・

現在の詳細な地震像にもとづいた地震活動及び揺れの予測手法を開発する。

1.3  目標

MeSO-net を安定的に運用し、そこから収集する高密度な地震観測データに加えて、基

盤的地震観測網および民間企業等により設置された計測機器から得られる大量かつ様々な

品質の地震データを有機的に統合するマルチデータインテグレーションシステムを開発す

る。さらに、このシステムにより、大地震発生直後の首都圏における揺れの様子を超高解

像度で把握可能にするとともに、その情報を配信するための技術開発を行う。MeSO-net の

地中設置型地震計のデータから地表の揺れの様子を高精度に予測するために、各観測点で

の微動観測や地表における臨時観測を行うことにより、地盤増幅特性の評価や地盤の S 波

速度構造の推定を行う。首都圏におけるより稠密な地震観測データの収集を可能にするた

1. 成果の概要
【サブプロ (b)】
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災害対応力の向上分野において、今後も活用されることによって、レジリエンスの向上

が見込めると期待している主な成果について、図 2 にとりまとめた。
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めに、スマートフォンを用いた揺れの観測技術や MeSO-net の各観測点をハブとするサテ

ライト観測を実施するためのデータ伝送技術を開発し、その有効性を検証する。首都圏の

地震ハザード評価に資するため、首都圏中心部や伊豆地域における詳細な地下構造を提案

し、首都圏における過去～現在の地震像を解明し、将来の大地震による揺れの予測手法を

開発する。統合された地震観測データを用いてノイズレベルの高い首都圏でも適用可能な

自動震源決定手法を高度化する。さらに、歴史地震による揺れの分布を再現するとともに、

3 次元階層化地震活動予測モデルを開発する。

1.4  サブプロジェクト構成

本サブプロジェクトでは、以下の 2 つの課題を設定している。

（1） 官民連携超高密度観測データ収集

（2） マルチデータインテグレーションシステム開発の検討

さらに、課題 2 は以下の 5 つの課題から構成される。

（2）a. マルチデータインテグレーションシステムに関する技術開発

（2）b. MeSO-net 観測点における地表地震記録の推定

（2）c. スマートフォンによる揺れ観測技術の開発

（2）d. MeSO-net 観測点～サテライト観測点群間の揺れデータ伝送技術の開発

（2）e. 首都圏における過去 / 未来の地震像の解明

図 1 に本サブプロジェクトの全体像を示す。課題 （1） は MeSO-net の安定運用により、

首都圏における高密度の地震動データを収集するもので、課題 （2） では MeSO-net に加え

て基盤的地震観測網や民間企業等によるデータを統合し首都圏の揺れを高精度に把握する

ための技術開発を行う。課題 （2） a が統合システムに必要な技術開発を実施するとともに、

課題 （2） b では MeSO-net による得られる地中の地震動データから地表の揺れを推定するた

めの技術開発を行う。課題 （2） c 及び （2） d は、さらに多点で揺れを観測するためのスマー

トフォンを使った観測技術の開発や省電力でのデータ伝送技術の開発を行う。また課題 （2）

e は、高密度の観測データから首都圏における詳細な地下構造モデルの推定等を通じて過

去～現在の地震像を解明し、将来の大地震による揺れの予測手法の開発を行う。

図 1 にはさらに、他のサブプロジェクトとの連携項目も記載している。社会科学分野で

あるサブプロ （a） が運用するデータ利活用協議会 （デ活） の分科会と連携し、マルチデータ

インテグレーションシステムの入力となる民間企業等が有する揺れのデータを収集したこ

とに加えて、出力である地震動情報の利活用方法の検討等も行った。また、課題 （2） d の

データ伝送技術開発のフィールド実証を行政課題分科会や大規模集客施設分科会と連携し

て実施した。また、工学分野であるサブプロ （c） は MeSO-net 観測点が位置する敷地内の

建物における地震観測で連携し、課題 （2） c が開発するスマートフォン地震計の設置治具

の検証を震動台実験時に実施した。さらに、東京湾下のフィリピン海プレート内で発生す
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る M7 クラスの地震を想定した地震動データを作成し、震動台実験の入力地震動として利

用された。

 

図 1　サブプロ （b） の全体構成と他サブプロとの連携状況

1.5  五ヶ年の工程表
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（2）b. MeSO-net 観測点における地表地震記録の推定

（2）c. スマートフォンによる揺れ観測技術の開発
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2.  各課題の成果

2.1  官民連携超高密度観測データ収集

2017 ～ 2021 年度にかけて、MeSO-net を安定的に運用したことにより、首都圏におけ

る高密度の地震観測データを収集した。2017 年度に東京大学地震研究所より防災科研に

MeSO-net の運用を引き継いだことに伴い、観測網のセンター機能を防災科研に新たに構築

した。2018 年度には、MeSO-net のホーム

ページを開設し、一般への観測データの公

開を開始した。その後も安定運用を継続し

ながら、データ DOI の取得や公開するデー

タ期間の拡大、イベント波形データの公開

と MeSO-net データの活用を促進するための

センター機能の強化も果たした。データ公

開以降、データダウンロード量等の推移か

ら、着実にデータの活用が進んでいること

が確認できた（図 2）。

2.2  マルチデータインテグレーションシステムに関する技術開発

首都圏における地震動を詳細かつ高精度に把握するため、防災科研が運用する K-NET・

KiK-net や MeSO-net の地震観測データに加え、東京ガス株式会社の運用する SUPREME や

セブン‐イレブン店舗内のセブン銀行 ATM に設置した小型地震計による観測データなど

民間企業等が保有する地震観測データやスマートフォン地震計による観測データなどを統

合し、首都圏における高精度の地震動情報の生成を可能にするマルチデータインテグレー

ションシステムの開発を進めた。本システムの出力である首都圏の地震動情報については、

首都圏版強震モニタや webAPI を通じた数値情報として試験配信した。また東京湾下のフィ

リピン海プレート内で発生する M7 クラスの地震を想定した地震動のシミュレーションを

実施し、サブプロ（c）による震動台実験の入力地震動として利用された（図 3）。

 

2.3  MeSO-net 観測点における地表地震記録の推定

272 の MeSO-net 観測点の地表において、一定期間の臨時地震観測を実施することで、地

表と地中の双方で同時に地震記録を取得し、地中から地表までの地盤増幅特性として計測

震度増分および観測増幅率を評価した。また、293 の MeSO-net 観測点において実施した微

動アレイ観測結果から推定された S 波速度構造に基づいて、各観測点における地中から地

表までの地盤増幅特性として理論増幅率を評価した。観測地点における震度増分の特徴と

してローム台地では震度増分が 1.0 ～ 1.5 程度、周波数 3 ～ 10Hz における増幅率が大きく、

低地系微地形区分（後背湿地・自然堤防等）では震度増分は 0.5 程度、周波数 2 ～ 5Hz で

増幅率が大きくなる傾向にあった（図 4）。

  

図 2　MeSO-net の観測点分布
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2.4  スマートフォンによる揺れ観測技術の開発

スマートフォン地震計を用いた地震観測について、首都圏においてモニター募集を行っ

た結果、200 点余の建物の観測ネットワークが展開された（図 5）。プロジェクト期間中、

地震のデータが蓄積されるとともに、モニターからのヒアリング調査等により概ね年 10 ポ

イントのペースで稼働率の改善が見られた。また、アンケート結果では観測の継続を望む

声も一定数あった。

図 3　K-NET、KiK-net、MeSO-net、SUPREME の統合による 2011 年東北太平

洋沖地震時の首都圏におけるリアルタイム震度の時間変化（Aoi et al., 2021）

図 4　（左）MeSO-net 地中～地表地震計による震度増分と（右）微動アレイ

観測の AVS20（m/s）。背景は微地形区分
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2.5  MeSO-net 観測点～サテライト観測点群間の揺れデータ伝送技術の開発

MeSO-net 観測点のサテライト観測点として利用可能な揺れデータ伝送技術を開発し、東

京大学内などの実フィールドで開発した揺れデータ伝送無線機の地震動観測を実施した

（図 6）。試作無線機では通信周期が 1 分以上で 1.8 年以上の電池寿命を達成する見込みを得

た。また、実フィールド試験において、既設の MeSO-net 観測点と良好に一致する振動デー

タを観測することができた。

 

図 6　揺れデータ伝送無線機の外観とブロック図

2.6  首都圏における過去 / 未来の地震像の解明

統合された地震観測データを用いて、新たな物性値として 3 次元 P 波方位異方性構造を

推定し、これまでの等方性速度構造では区別の難しかった特徴を見出すことができた。以

前から、その存在が知られていた首都圏下の低速度異常領域は、大陸プレート、フィリピ

ン海スラブの海洋性地殻、フィリピン海スラブマントル、大陸プレートのマントルウェッ

ジの 4 つの領域に分類できた。

  

図 5　2021/10/07 千葉県北西部の地震 (M6.1) におけるスマートフォン地震計の観測状況
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さらに、レシーバー関数法で解析された伊豆衝突帯周辺のプレートの厚さの分布をトモ

グラフィー法で解析した構造と合わせることで、フィリピン海プレートの薄い領域が大正

関東地震の震源域の広がりと対応していることを示すことができた（図 7）。震源域の広が

りは、その地震発生による揺れを推定する際の基礎情報となり。そのような任意の断層面

で発生する地震による震度分布を、簡単に推定する手法を開発した。複雑な地下構造に対

応するため、三次元減衰構造や表層地盤構造を考慮している。断層の広がりをもった面震

源を仮定し、任意の地点における震度を算出でき、過去の地震による震度分布等と比較可

能な情報になる。

一方で、近年に発生した地震の本震発生前後の地震活動を統計モデルで解析し、余震活

動の収束性や本震に至る地震活動の解析を行った。地震時系列に ETAS モデルを適用した

際に生じる不一致を補正するモデルとして非定常 ETAS モデルを提案した。本震直後の余

震検出が極めて困難となる時間帯では、欠測期間が生じる。その影響による推定バイアス

を小さくするため、ガウス過程回帰を採用して余震検出確率をモデル化し、近似計算を必

要としない余震活動の推定手法を開発した。その結果、普段から発生している地震活動だ

けでなく本震直後や群発的な地震活動の推移を予測できるようになり、今後の首都圏にお

ける地震活動の推定にも適用することが可能である。

3.  まとめ

以上述べたように、サブプロ (b) では、MeSO-net を安定的に運用するとともに高密度

な地震観測データを収集した。それらと基盤的地震観測網および民間企業等から得られる

大量かつ様々な品質の地震データをマルチデータインテグレーションシステムにより統合

し、地震動情報の試験配信も実施した。MeSO-net の地中設置型地震計データから地表の
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図 7　レシーバー関数法とトモグラフィー法の二種類の方法

で解析したフィリピン海プレートの厚さの分布
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揺れを高精度に予測するため、微動観測等により地盤増幅特性の評価等を行った。より稠

密な地震観測データの収集を可能にするため、スマートフォンを用いた揺れ観測技術や

MeSO-net 観測点をハブとするサテライト観測を行うためのデータ伝送技術を開発した。首

都圏の地震ハザード評価に資するため、首都圏における過去～現在の地震像を解明し、将

来の大地震による揺れの予測手法を開発した。首都圏での自動震源決定手法を高度化し、

歴史地震による揺れの分布の再現、3 次元階層化地震活動予測モデルを開発した。本プロ

ジェクトにより、地震発生時の初動対応の意思決定をする上で重要な詳細な地震動情報を

生成するための技術開発を進め、実際に民間企業等との情報共有が試験的に実施できたこ

とは大きな成果と言える。このような高精度の地震動情報が首都圏にあることは、我が国

にとっての財産であり、災害リスク情報の提言等への利用も含めて、その利活用方法等に

ついて議論する場を設けることが重要である。
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Ⅳ　【サブプロ (c)】
　　非構造部材を含む構造物の崩壊余裕度に関するデータ収集・整備

サブプロ (c) 統括：梶原　浩一（防災科研）、西谷　章（早稲田大学）

1.  はじめに

1.1  背景　

すでに多くの場で指摘されているように、東京を中心とした首都圏に巨大地震が発生す

る確率は大きい。発生が避けられないとすれば、有効な対応策の確立が急務となる。この

ような対策のひとつが、急速に進展するセンサ技術、情報技術を有効活用した、地震直後

の建物被災度判定、余裕度判定、機能維持・損失判定の枠組みを確立することである。

このサブプロ (c) においては、建築構造分野の研究者を中心に組織された研究グループ

が、使用継続・事業継続にも影響する非構造部材の被災状況までも考慮にいれた、崩壊余

裕度即時判定あるいは継続使用可否の即時判定を行うためのデータを収集・整備する。そ

のうえで、それらのデータを活用した余裕度判定の方法・枠組みを提示する。

地震直後の、防災拠点施設、医療施設等の速やかな事業継続適否の判定が、レジリエンス

向上に重要となることは明らかであろう。これらの施設を含む建物を対象に、上で述べたデー

タ取得の手段として、国立研究開発法人防災科学技術研究所所有の実大三次元震動破壊実

験施設（通称、E －ディフェンス）を利用した実大実物試験体の加振実験を実施する。取得

したセンサデータを活用して、余裕度判定のあり方を検討検証して、有効な方法を提案する。

1.2  目的

「（c) 非構造部材を含む構造物の崩壊余裕度に関するデータ収集・整備」の名称が示すよ

うに、サブプロ (c) では、センシングデータに基づく迅速な継続使用可否・機能損失度・

崩壊余裕度判定に有用なデータを整備して、地震直後の首都圏の機能ロスを最小限に抑制

し、その後の速やかな復旧・復興に寄与することを目的とする。

より具体的には、住宅密集地域の速やかな損傷度判定、行政庁舎・防災拠点建物、病院

等の被災時の重要拠点となる建物の機能維持の観点からの速やかな選別を目標とする。1.1 

で述べたように、Ｅ－ディフェンスを活用し、実物を再現した建物モデルの震動台実験を

行って、非構造部材を含む構造物の崩壊余裕度に関するデータを収集・整備する。

1.3  目標

上述の目的を達成するために、主要な建築構造形式となる①木造住宅、②鉄筋コンクリー

ト造（RC 造）防災拠点建物、③鋼構造（S 造）医療施設の実大実物試験体を対象にした加

振実験、さらには④室内空間の機能維持に着目して内装・家具に重点的に焦点をあてた加

振実験を実施して、データ収集を行う。

収集したデータを、地震直後の速やかな継続使用判断、機能損失度・崩壊余裕度判定に

1. 成果の概要
【サブプロ (c)】
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揺れを高精度に予測するため、微動観測等により地盤増幅特性の評価等を行った。より稠

密な地震観測データの収集を可能にするため、スマートフォンを用いた揺れ観測技術や

MeSO-net 観測点をハブとするサテライト観測を行うためのデータ伝送技術を開発した。首

都圏の地震ハザード評価に資するため、首都圏における過去～現在の地震像を解明し、将

来の大地震による揺れの予測手法を開発した。首都圏での自動震源決定手法を高度化し、

歴史地震による揺れの分布の再現、3 次元階層化地震活動予測モデルを開発した。本プロ

ジェクトにより、地震発生時の初動対応の意思決定をする上で重要な詳細な地震動情報を

生成するための技術開発を進め、実際に民間企業等との情報共有が試験的に実施できたこ

とは大きな成果と言える。このような高精度の地震動情報が首都圏にあることは、我が国

にとっての財産であり、災害リスク情報の提言等への利用も含めて、その利活用方法等に

ついて議論する場を設けることが重要である。
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利活用できるように整備し、判定法を構築・提案し、関係団体等への浸透をはかることが

ゴールとなる。

加えて、自然地震の建物への影響を把握するため、 サブプロジェクト (b) が取得する

MeSO-net に連動した地盤－建物系に設置されている地震計のデータ等の収集整備を行い、

これを活用する。

1.4  サブプロジェクト構成

本サブプロジェクトでは、以下の 5 つの課題を設定している。

(1) 簡易・広域センシングを用いた広域被害推定・危険度判定

(2) 災害拠点建物の安全度即時評価および継続使用性即時判定

(3) 災害時重要施設の高機能設備性能評価と機能損失判定

(4) 室内空間における機能維持

(5) データ収集・整備と被害推定システム構築のためのデータ管理・利活用検討

各課題名称がその研究内容を具体的に表している。1.3 でも触れているが、(1) は木造、 

(2) は RC 造、(3) はＳ造、(4) は室内を対象として、それぞれ、実大実物試験体の設計から加

振実験計画・データ計測計画を主体的に担う。(5) は、(1) ～ (4) で実施される 4 つのＥ－ディ

フェンス実験にすべて関与し、全実験に共通するセンサを設置して、データ収集・整備を行う。

建築物の損傷発生状況、崩壊要因は、構造種別により異なる。変形性能にも違いがあり、

それぞれの余裕度判定等に必要なデータもまったく同一とは限らない。各課題担当者は相

互に情報交換を行いながら、判定の枠組みの確立を目指した。

1.5  五ヶ年の工程表
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2.  各課題の成果

2.1  木造住宅実験を通したデータ収集と判定法構築

2018 年度に木造住宅を対象とした E －ディフェンス実験を実施した。対象試験体は、木

造住宅密集地域の、基礎の地盤・埋設配管までを再現した 3 層の耐震と免震住宅である（写

真 1）。両住宅ともに、外装はもちろん内装家具什器までを再現し、什器・配管を含む非構

造部材の振動時のデータも取得した。取得データと、要素実験およびシミュレーションか

ら、以下のような成果が得られている。

・ 住宅密集地に建つ建物の、損傷から崩壊に至るまでの挙動と各種普及型センサから得ら

れるデータを関連付けて、広域被害・危険度判定法を提案した。

・ 上の判定法は、既存の木造建物応急危険度判定や自治体住宅再建判定への支援・連携も

意図しており、実用的な観点からも有用である。

・ 耐震棟では耐震等級 3 を満たす設計を行っている。このような建物では、上部建物と基

礎が一体となって地盤上をすべり、結果的に住宅本体の被害は小さく抑えられる可能性

も高いことも確認できた。引き続いての検証も必要であろう。

・ ⽊造住宅のさらなる⾼耐震化へ向けた提言も行った。

2.2  RC 造防災拠点建物実験を通したデータ収集と判定法構築

2019 年度に、3 層の RC 造防災拠点建物を対象とする E －ディフェンス実験を実施した。

試験体には天井・窓サッシ・外装タイル仕上げを施し、加えて屋上配管を設置した（写真 2）。

構造体・非構造部材に関わる取得データと、要素実験およびシミュレーションから、以下

のような成果が得られている。

・ 躯体に関しては、本震後の損傷レベルを即時に評価するとともに、余震に対して最大損

傷を予測する技術を提示した。

・ 設備・非構造部材に関しては、損傷レベルを即時に評価する技術開発のための基礎デー

写真 1　木造住宅試験体

写真 2　RC 造防災拠点建物試験体
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利活用できるように整備し、判定法を構築・提案し、関係団体等への浸透をはかることが

ゴールとなる。

加えて、自然地震の建物への影響を把握するため、 サブプロジェクト (b) が取得する

MeSO-net に連動した地盤－建物系に設置されている地震計のデータ等の収集整備を行い、

これを活用する。

1.4  サブプロジェクト構成

本サブプロジェクトでは、以下の 5 つの課題を設定している。

(1) 簡易・広域センシングを用いた広域被害推定・危険度判定

(2) 災害拠点建物の安全度即時評価および継続使用性即時判定

(3) 災害時重要施設の高機能設備性能評価と機能損失判定

(4) 室内空間における機能維持

(5) データ収集・整備と被害推定システム構築のためのデータ管理・利活用検討

各課題名称がその研究内容を具体的に表している。1.3 でも触れているが、(1) は木造、 

(2) は RC 造、(3) はＳ造、(4) は室内を対象として、それぞれ、実大実物試験体の設計から加

振実験計画・データ計測計画を主体的に担う。(5) は、(1) ～ (4) で実施される 4 つのＥ－ディ

フェンス実験にすべて関与し、全実験に共通するセンサを設置して、データ収集・整備を行う。

建築物の損傷発生状況、崩壊要因は、構造種別により異なる。変形性能にも違いがあり、

それぞれの余裕度判定等に必要なデータもまったく同一とは限らない。各課題担当者は相

互に情報交換を行いながら、判定の枠組みの確立を目指した。

1.5  五ヶ年の工程表
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タを取得した。

・ 躯体の崩壊余裕度の定量的評価に基づく継続使用判定法として、躯体のセンサデータを

もとに、等価線形化法の援用により、余震に対する安全性の判定手法を確立した。これ

により、本震の何％程度の余震まで耐えられるかを明示できる。また、この判定手法は、

技術者現地調査なしでの被災度自動判定にも適用可能であることを明らかにした。

・ 壁端部の鉄筋を梁に定着しない腰壁・垂壁の採用によって、壁の損傷を抑制でき、高い

強度と靭性能の確保につながる。

・ 天井・窓サッシ・外装仕上げタイルの損傷に関するデータを取得した。中でも、窓サッ

シ、タイルの地震時挙動に焦点をあてたデータ取得はこれまで例がない。

2.3  S 造医療施設を通したデータ収集と判定法構築

2020 年度に、S 造医療施設を対象とした E －ディフェンス実験を実施した（写真 3）。災

害時にも継続的な運用が期待される病院を対象に、地震直後の機能損失度の定量的評価を

行うためのデータ収集を行う。実大実物試験体は 4 層の耐震棟と 3 層の免震棟からなる。

外装はないが、天井・間仕切壁・屋上水槽・天井内配管を設置し、加えて数々の高機能設

備を各階に置いた。これらの非構造部材・医療機器に関しても、さまざまなセンサによっ

て挙動データを取得している。取得データと、要素実験およびシミュレーションから、以

下のような成果が得られている。

・ 医療施設における、建物崩壊余裕度、病院機能の低下要因を特定した。

・ 重用度係数が高く保有水平耐力に余裕がある病院施設の耐震性能と建物崩壊余裕度を評

価した。

・ 生命維持などの医療行為に支障をきたす機器や高機能設備について、地震後に迅速に状

況を評価するための定量的指標と閾値を明らかにした。

・ 広域無線通信式センサ、画像、動画などを利用して、非構造部材や医療機器の状態を把

握する仕組みを提案し、その精度を評価した。

・ 本震後に入院患者の避難や外来患者の受け入れ停止が必要かどうかは、1) 建物の倒壊危

険性、2) 建築的観点からの病室使用継続性、3) 医療的観点から機能低下度、の情報に基

づき総合的に判断する必要がある。センサなどにより得られる情報から、全館避難、部

分避難、待機など管理者の被災後運用判断を支援する仕組みを提示した。

構造   ⾮構造 医療機器設備

写真 3　S 造医療施設試験体
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2.4  機能維持実験を通したデータ収集と判定法構築

構造躯体の損傷が軽微なものであっても、非構造部材、屋内設備が大きく損傷し、家具

什器等が散乱すれば機能維持は不可能となる。室内を再現した試験体を対象に 2021 年度に

Ｅ－ディフェンス実験を行い（写真 4）、地震時の室内の挙動データを収集し、室内損傷被

害の検証方法の指針、被害対策法、被害のセンシング手法を提案した。試験体は、主要構

造部材は無損傷に留め、室内用途に合わせて、取付ける非構造部材、設置する什器を交換

可能なユニットとして設計したものを用いている。

・ 各非構造部材等の損傷に関するデータを収集・蓄積した。

・ 地震における室内被害のセンシングに関するデータ収集と蓄積を行うとともに、室内被

害を判定するため画像解析等を用いた判定方法を提案した。

・ スマートフォンや感震ブレーカなど、簡易センシングデバイスで収集した地震記録（加

速度データであり FEMA 基準など既往の評価法を活用した室内地震被害推定で利用可）

が、汎用地震計とほぼ同程度の精度を有していることを明らかにした。今後は、開発し

たスマホアプリの無料公開や感震ブレーカの普及展開に努める。

・ クラウドコンピューティングなどの IT 技術を活用し、実在する自治体庁舎を対象とし

たリアルタイム地震被害評価技術の社会実装試験を実施している。

2.5  全実験を通したデータ収集・整備と被害推定システム構築のため利活用検討

2018 年度からの全Ｅ－ディフェンス実験に関与して、無線加速度センサと層間変位セン

サによるデータ収集を行ってきた。初年度の 2017 年度には、採用した無線センサ性能を振

動台実験により検証している。Ｅ－ディフェンス実験と計測データを用いた検証を通して、

以下の成果を得た。

・ 共通の無線センサ・層間変位センサによって、木造・RC 造・S 造の中小～大地震までの 

データを初めて統一的に取得した。

・ 層間変位情報は損傷度・余裕度等の判定に有用である。層間変位直接計測値と加速度か

らの積分値との比較から、最大値のみならば、積分による評価も可能であることを確認

した。

・ 残留変位は余裕度・損傷度判定に結びつく。この残留変位を、層間変位センサは捉えら

れるが、積分からの算出は非常に難しい。積分計算の限界を実大建物の加振実験による

構造   ⾮構造 医療機器設備

写真 4　室内機能維持実験試験体
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タを取得した。

・ 躯体の崩壊余裕度の定量的評価に基づく継続使用判定法として、躯体のセンサデータを

もとに、等価線形化法の援用により、余震に対する安全性の判定手法を確立した。これ

により、本震の何％程度の余震まで耐えられるかを明示できる。また、この判定手法は、

技術者現地調査なしでの被災度自動判定にも適用可能であることを明らかにした。

・ 壁端部の鉄筋を梁に定着しない腰壁・垂壁の採用によって、壁の損傷を抑制でき、高い

強度と靭性能の確保につながる。

・ 天井・窓サッシ・外装仕上げタイルの損傷に関するデータを取得した。中でも、窓サッ

シ、タイルの地震時挙動に焦点をあてたデータ取得はこれまで例がない。

2.3  S 造医療施設を通したデータ収集と判定法構築

2020 年度に、S 造医療施設を対象とした E －ディフェンス実験を実施した（写真 3）。災

害時にも継続的な運用が期待される病院を対象に、地震直後の機能損失度の定量的評価を

行うためのデータ収集を行う。実大実物試験体は 4 層の耐震棟と 3 層の免震棟からなる。

外装はないが、天井・間仕切壁・屋上水槽・天井内配管を設置し、加えて数々の高機能設

備を各階に置いた。これらの非構造部材・医療機器に関しても、さまざまなセンサによっ

て挙動データを取得している。取得データと、要素実験およびシミュレーションから、以

下のような成果が得られている。

・ 医療施設における、建物崩壊余裕度、病院機能の低下要因を特定した。

・ 重用度係数が高く保有水平耐力に余裕がある病院施設の耐震性能と建物崩壊余裕度を評

価した。

・ 生命維持などの医療行為に支障をきたす機器や高機能設備について、地震後に迅速に状

況を評価するための定量的指標と閾値を明らかにした。

・ 広域無線通信式センサ、画像、動画などを利用して、非構造部材や医療機器の状態を把

握する仕組みを提案し、その精度を評価した。

・ 本震後に入院患者の避難や外来患者の受け入れ停止が必要かどうかは、1) 建物の倒壊危

険性、2) 建築的観点からの病室使用継続性、3) 医療的観点から機能低下度、の情報に基

づき総合的に判断する必要がある。センサなどにより得られる情報から、全館避難、部

分避難、待機など管理者の被災後運用判断を支援する仕組みを提示した。

構造   ⾮構造 医療機器設備

写真 3　S 造医療施設試験体
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実データを通して、初めて定量的、具体的に示した。

・ 加速度実測データ、層間変位実測データを融合した、損傷度判定、損傷発生層・発生時

点の特定法を提示した。

以上に加え、加速度最大値のみを記録送信するセンサを作成し、このセンサ設置を前提

とした、広域地域別被災度予測のための、簡易的応答スペクトル推定法を提案した。また、

既設の地盤－建物系の地震計のデータ整備とそれを利用した建物－地盤連成系モデルの構

築を行っている。

3.  まとめ

以上述べたように、サブプロ (c) では、木造住宅、RC 造防災拠点建物、S 造医療施設、

室内を対象とした E －ディフェンス実験を実施して、データ収集を行ってきた。取得デー

タの対象は、構造躯体のみならず、さまざまな非構造部材の挙動もカバーしている。小さ

な地震から崩壊に至る、あるいは崩壊寸前までのデータを整備できた。このようなデータ

整備を各種構造に関して統一的に行ったのは、初の成果と言える。これらデータを有効に

利活用して、余裕度、損傷度、損傷発生個所、損傷発生時期などを評価する手法・枠組み

を提示した。今後は、こうした成果を災害の予防や対応等につながる形での社会への提供・

普及に努めるとともに、そのための産官学民と共創した研究開発の積極的な推進が期待さ

れる。
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Ⅴ　【デ活】

　　データ利活用協議会における産官学民の連携を通じた共通価値の創造

プロジェクト統括運営グループ

1.  はじめに

1.1  背景

これまで国は、緊急地震速報などのための基盤的な観測網を整備し、政府主導のもと高

度なデータ利用を行ってきましたが、政府の地震観測網は約 20km 間隔で観測点が設置さ

れているため、より詳細な被害推定を行うためには限界があります。他方で、様々な企業

や組織が地震データを自ら計測し IoT 技術と合わせてそれぞれの BCP（事業継続計画）、

BCM（事業継続マネジメント）に生かす取り組みを開始しています。そこで産官学民が連

携して、それぞれが保有する観測機器のデータ、公益事業体等のサービスの提供状況、イ

ンフラ・ライフライン等の被害や対応状況に係る情報を利活用する仕組みを実現すること

で、従来にない情報価値が生まれることが期待されています。

1.2  目的

災害発生時に少しでも被害を減らし、高い事業継続能力を持たせ、速やかな復旧・復興

を実現していくためには、防災科研や大学などの分野横断的な学と、産・官・民が連携して、

新たな知を生み出すしくみを継続していく必要があります。そこで、データ利活用協議会

（以下、デ活）を組織し、企業・団体が保有する観測機器・データを統合的に利活用し、そ

れぞれの課題解決及び事業継続能力の向上に資する活動を展開することを目的とし、「企業

も強くなる、首都圏も強くなる」というスローガンを掲げました。

 

図 1　デ活が目指す産官学民の連携の仕組み

1. 成果の概要
【デ活】
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実データを通して、初めて定量的、具体的に示した。

・ 加速度実測データ、層間変位実測データを融合した、損傷度判定、損傷発生層・発生時

点の特定法を提示した。

以上に加え、加速度最大値のみを記録送信するセンサを作成し、このセンサ設置を前提

とした、広域地域別被災度予測のための、簡易的応答スペクトル推定法を提案した。また、

既設の地盤－建物系の地震計のデータ整備とそれを利用した建物－地盤連成系モデルの構

築を行っている。

3.  まとめ

以上述べたように、サブプロ (c) では、木造住宅、RC 造防災拠点建物、S 造医療施設、

室内を対象とした E －ディフェンス実験を実施して、データ収集を行ってきた。取得デー

タの対象は、構造躯体のみならず、さまざまな非構造部材の挙動もカバーしている。小さ

な地震から崩壊に至る、あるいは崩壊寸前までのデータを整備できた。このようなデータ

整備を各種構造に関して統一的に行ったのは、初の成果と言える。これらデータを有効に

利活用して、余裕度、損傷度、損傷発生個所、損傷発生時期などを評価する手法・枠組み

を提示した。今後は、こうした成果を災害の予防や対応等につながる形での社会への提供・

普及に努めるとともに、そのための産官学民と共創した研究開発の積極的な推進が期待さ

れる。
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1.3  目標

産官学民が連携して、首都圏を中心とした地域のレジリエンス力向上に貢献する活動を

実施するために、『学』による、災害・防災対策分野における企業・組織の課題解決に活

用できる研究成果の提供、『産』による、課題解決に貢献できる情報やデータの提供、『官』

による、課題解決のための場や情報を提供、『民』による、圏域のニーズに係る情報の提供

を行い、産官学民が連携して、地域・組織の強みをさらに向上させ、災害時にも確実な事

業継続につながるソリューションを創造することを目標としました。

＜デ活規約より抜粋＞

1.   産官学民が連携し、首都圏を中心とした地域のレジリエンス力向上に貢献するための

活動を実施する。なお、本協議会において「産」は企業等の産業界、「官」は行政機

関等の組織、「学」は大学や研究開発法人等の学界、「民」は非営利法人などの民間団

体を表す。

 「学」は、災害・防災対策分野における企業・組織の課題解決に活用できる研究成

果を提供する

 「産」は、課題解決に貢献できる情報やデータを提供する

 「官」は、課題解決のための場や情報を提供する

 「民」は、圏域のニーズに係る情報を提供する

2.   地域・組織の強みをさらに向上させ、災害時にも確実な事業継続につながるソリュー

ションを創造する

3.  デジタルデータを活用して、レジリエントな社会の実現に貢献する

1.4  プロジェクト統括運営グループの構成

本プロジェクトの開始とともに、防災科学技術研究所では所内に「首都圏レジリエンス

研究センター（2020 年 7 月からは首都圏レジリエンス研究推進センターに改組）」を設置

し、プロジェクト総括を務める平田センター長の下、各サブプロジェクトの統括らと連携

しながら、事務局機能として研究戦略室（2020 年 7 月からは地震レジリエンス研究推進室）

がサブプロジェクト (a) 統括とともにデ活の統括運営を実施してきました。そして、デ活

規約の下、組織会員の中から各企業・組織の役員等とサブプロジェクトの統括らを理事と

する「デ活理事会」を組織するとともに、組織会員・個人会員からなる「デ活総会」の実

施にあたって事務局機能を担って推進しました。
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図 2　デ活の統括運営を支える体制図

2.  デ活の運営戦略

デ活は、防災に対し産官学民が保有するデータを学際的・統合的に利活用し、新知見を

生み出す仕組みとして組織したものです。それを実現すべく、サブプロの研究成果や知見

を組み合わせてフィールドトライアルを通じて、貸与されたデータの整理・分析・検証を

通じて、データに新たな価値の付与を分野横断型で進めました。そのためには、広くレジ

リエンスの向上に関心のある一般も巻き込むオープン戦略と、特定の組織・団体と深堀り

を行うセミオープン戦略の両側面からアプローチを試みました。

2.1  オープン戦略

毎年度 4 回程度の公開イベントを通じて、データ利活用に対する意識の醸成や手本とな

り得る優れた取り組みや、レジリエンス力を高めていくための研究開発の動向や成果等を

情報発信して、イベントの参加者とともに議論することにより、関心層の裾野を広げつつ、

協働のコア層の発掘を行うこととしました。

(1)  デ活シンポジウム（以下、デ活シンポ）

防災・減災に関心のある多種多様な組織・団体が集い、時流に沿ったトピックを取り入

れつつ、レジリエンス力の向上にむけたデータ利活用に関して、主体的に推進していく側

の様々な仕掛けや、それをどのように利用して自組織の役に立てるかというユースケース

等を共有し、ニーズとシーズをマッチングさせる場として位置づけたものです。デ活会員

の入会促進や、プロジェクト成果に対するフィードバックを獲得できるよう運営しました。

-  31 --  30 -

1.3  目標

産官学民が連携して、首都圏を中心とした地域のレジリエンス力向上に貢献する活動を

実施するために、『学』による、災害・防災対策分野における企業・組織の課題解決に活

用できる研究成果の提供、『産』による、課題解決に貢献できる情報やデータの提供、『官』

による、課題解決のための場や情報を提供、『民』による、圏域のニーズに係る情報の提供

を行い、産官学民が連携して、地域・組織の強みをさらに向上させ、災害時にも確実な事

業継続につながるソリューションを創造することを目標としました。

＜デ活規約より抜粋＞

1.   産官学民が連携し、首都圏を中心とした地域のレジリエンス力向上に貢献するための

活動を実施する。なお、本協議会において「産」は企業等の産業界、「官」は行政機

関等の組織、「学」は大学や研究開発法人等の学界、「民」は非営利法人などの民間団

体を表す。

 「学」は、災害・防災対策分野における企業・組織の課題解決に活用できる研究成

果を提供する

 「産」は、課題解決に貢献できる情報やデータを提供する

 「官」は、課題解決のための場や情報を提供する

 「民」は、圏域のニーズに係る情報を提供する

2.   地域・組織の強みをさらに向上させ、災害時にも確実な事業継続につながるソリュー

ションを創造する

3.  デジタルデータを活用して、レジリエントな社会の実現に貢献する

1.4  プロジェクト統括運営グループの構成

本プロジェクトの開始とともに、防災科学技術研究所では所内に「首都圏レジリエンス

研究センター（2020 年 7 月からは首都圏レジリエンス研究推進センターに改組）」を設置

し、プロジェクト総括を務める平田センター長の下、各サブプロジェクトの統括らと連携

しながら、事務局機能として研究戦略室（2020 年 7 月からは地震レジリエンス研究推進室）

がサブプロジェクト (a) 統括とともにデ活の統括運営を実施してきました。そして、デ活

規約の下、組織会員の中から各企業・組織の役員等とサブプロジェクトの統括らを理事と

する「デ活理事会」を組織するとともに、組織会員・個人会員からなる「デ活総会」の実

施にあたって事務局機能を担って推進しました。
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(2)  ウェブサイトでの情報発信

デ活を含む、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の各種研究活動

による成果の発信を通じた社会還元を行うためにウェブサイトを構築・運営しました。下

半期においては、海外に対する情報発信機能を加えるだけではなく、防災科研のコンテン

ツ作成者が簡単な操作でユーザビリティやアクセシビリティに配慮したコンテンツを作成

し、ウェブサイト管理を行うことを可能とすべく、コンテンツ管理システム（以下、CMS）

の導入を行い、一層の情報発信と効果的なサイト管理を行いました。https://forr.bosai.go.jp/

2.2  セミオープン戦略

各サブプロジェクトの研究成果や知見を活用し、専門的・個別的な議論、連携促進する

ための方策として、デ活会員の期待の明確化に基づき、ニーズ毎の分科会活動を実施しま

した。分科会の設置までの準備会としてワーキンググループを組織して議論・検証をする

ことから始めたケースもいくつかあります。

分科会の活動内容に各組織・団体の秘匿情報を関係者限りで議論することも含まれるた

め、基本的にはクローズドとしましたが、開示できる部分をデ活シンポ等で共有すること

から、全体的にはセミオープンと位置づけられます。具体的なデータを扱うに当たっては、

防災科研とデータ保有組織が「データ提供の覚書」を締結したり、防災科研との包括連携

協定や共同研究等の枠組みをつかったり、といった契約根拠・守秘義務に基づいて実施し

ました。

 

図 3　産官学民の連携に向けたデ活の戦略

3.  レジリエンス総合力を向上させる活動と成果

次に、それぞれの戦略を相互作用させて、どのようにデ活を組織化して、運営していっ

たか、その経緯と結果を示します。
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3.1  デ活会員および関心層の獲得

デ活の活動推進状況としてその規模や活動内容の推移を示したものが図 4 です。各年度

において、デ活の正式な会員（組織会員および個人会員）は青線で囲まれた部分であり、

最下層に位置しているのは、未だ入会はしていないものの関心がありイベントに参加・登

録をされた方々です。

初年度にデ活発足宣言を発出し、デ活への入会手続きを促進しました。第 1 号会員となっ

たのは東京ガス株式会社です。組織会員として入会するにあたっては、所属元の承諾を得

るしくみをとっており、各組織・団体において決裁の時間をやや要する形となりました。

しかし、2 年目において一定の組織会員が参画したことで、デ活理事会の設立に至り、事

務局以外の力添えを受けながらデ活の運用の協議も始めることができました。そして、3

年目においては、イベント参加登録者が 1,000 人を超え、組織会員だけではなく個人会員

も拡充され、分科会を設立することで一歩踏み込んだ議論を公式にできる体制となりまし

た。4 年目はその共創のステージを更に拡充するために、分科会同士の共通テーマを見出

し、サブプロジェクトが期中に創出した成果も活かしながら連携を強めていくことができ

ました。最終年度の 5 年目には、71 の組織会員（59 企業、3 自治体関連、9 団体）と個人

会員 16 名にまで成長しました（付録「デ活会員リスト」）。イベント参加登録者も 2,000 人

を超えました。概ね毎回の内訳は、初参加者は 20％で、約半数が通算 5 回以上のリピーター

となっており、企業等で人事異動があっても新陳代謝を繰り返しながらも高い関心を持続

しながら継続的に参加いただいた様子がうかがえます。

 

図 4　デ活の発展推移

3.2  デ活シンポを通じた情報発信とデータ利活用の促進

(1)  実施内容、参画状況

レジリエンス力の向上に関する様々な知見と情報を共有するために、毎年 4 回の公開イ

ベントを企画し、年度末の成果報告会を除く回をデ活シンポジウムと位置付けて実施しま
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(2)  ウェブサイトでの情報発信

デ活を含む、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の各種研究活動

による成果の発信を通じた社会還元を行うためにウェブサイトを構築・運営しました。下

半期においては、海外に対する情報発信機能を加えるだけではなく、防災科研のコンテン

ツ作成者が簡単な操作でユーザビリティやアクセシビリティに配慮したコンテンツを作成

し、ウェブサイト管理を行うことを可能とすべく、コンテンツ管理システム（以下、CMS）

の導入を行い、一層の情報発信と効果的なサイト管理を行いました。https://forr.bosai.go.jp/

2.2  セミオープン戦略

各サブプロジェクトの研究成果や知見を活用し、専門的・個別的な議論、連携促進する

ための方策として、デ活会員の期待の明確化に基づき、ニーズ毎の分科会活動を実施しま

した。分科会の設置までの準備会としてワーキンググループを組織して議論・検証をする

ことから始めたケースもいくつかあります。

分科会の活動内容に各組織・団体の秘匿情報を関係者限りで議論することも含まれるた

め、基本的にはクローズドとしましたが、開示できる部分をデ活シンポ等で共有すること

から、全体的にはセミオープンと位置づけられます。具体的なデータを扱うに当たっては、

防災科研とデータ保有組織が「データ提供の覚書」を締結したり、防災科研との包括連携

協定や共同研究等の枠組みをつかったり、といった契約根拠・守秘義務に基づいて実施し

ました。

 

図 3　産官学民の連携に向けたデ活の戦略

3.  レジリエンス総合力を向上させる活動と成果

次に、それぞれの戦略を相互作用させて、どのようにデ活を組織化して、運営していっ

たか、その経緯と結果を示します。
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した。初年度は本プロジェクト全体の活動計画や先進的試みの紹介を行い、2 年度目は社

会科学・理学・工学の各分野からの最新の研究成果を紹介すると共に、デ活参加組織を中

心として、企業・団体の独自の研究や防災の取組と、本プロジェクトの研究課題との関わ

りについて報告しました。3 年目からはデ活組織会員および内外の有識者で構成されるテー

マ別の分科会活動を紹介してきました。それらを通じて、『データ利活用力向上や新たな社

会における防災の共通価値を創造するために「励むべきこと」は何か』や、『観測データを

相互利活用するための課題』等を聴衆も交えて議論しました。

開始当初はおおよそ 150 ～ 200 名程度を収容可能な会場を借りて実施していたところ、

座席数の都合で入場をお断りせざるを得ない状況も生じました。そこで、イベント終了後

にも内容を復習できるよう、講演録やその概要版を作成し、積極的に Web 公開してきまし

た。下半期においては、期せず新型コロナ感染症対策のためにオンライン開催に切り替え

たことによって、それまでより 2 倍近い方々にリアルタイムで参加いただけました。それ

に加えて、アーカイブ動画に分かり易いキャプションを付けて配信することで、より多く

の方に視聴いただき、最も多いものでは 1,000 ビューを記録しました。また、オンライン

での開催となったことで、簡単な問いかけ（Zoom 投票機能）や規定の時間を超えた質疑

応答（チャット機能）を用いることができ、視聴者から即時的なフィードバックを得なが

ら進めることを定式化することができました。このように、年に複数回のイベントを実施

することで、ウィズコロナ時代のイベント開催についても全所に先駆けて標準作業手順と

なるノウハウを蓄積することができました。

 

図 5　公開イベントへの参加者・ライブ視聴者の推移

(2)  事後アンケートにおける効果測定

イベントの事後にアンケート調査を実施することで、発表内容への理解や満足度のほか、

データ利活用に対する体制や意識の変化を複数の時点で比較を行いました。その一例とし

て、最終年度とその約 1 年前時点における変化をいくつか以下に示します。
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いる』については、「そう思う」と「ややそう思う」を合わせて、86.3％から 88.5％に

上がりました。

 「保有するデータ（情報資産）の利活用」に関して、『組織外に広くデータを利活用でき

る体制・手続きが整っている』については、10.7％から 13.6％に上がりました。

 「組織内・組織間のデータ利活用に対する考え」に関して、『データ利活用の意義に賛同

する』については、「そう思う」と「ややそう思う」を合わせて、94.3％から 99.3％に

上がりました。また、『データ利活用は、同業他社への情報提供にならないか懸念して

いる』については、55.7％から 47.0% に下がったことから、懸念する人は減ったことが

伺えます。

 

図 6　事後アンケートの結果例

(3)  ライブイベントにおける効果測定・率直な意見の共有

オンライン開催においては、Zoom ウェビナーと You Tube Live の同時配信を行いました。

2 時間程度のイベントにおいて、Zoom 投票機能を用いて各発表の合間に選択肢から瞬間的

に回答を選ぶ形で数回ほど率直な意見の調査を実施しました。回答権があるのは Zoomウェ

ビナーからの視聴者に限定されてしまいますが、You Tube Live の方にも出題と回答結果が

表示されるよう配信構成に工夫を行いました。また、デ活会員との双方のインタラクショ

ンを確保するために、シンポ中に質疑を書き込み、代表的な意見をライブで取り上げる工

夫もしました。なお、視聴者のその場での反応を的確に捉えて、瞬時に進行のキーワード

に仕立てていくにあたっては、プロのモデレーターの登用が功を奏しました。平成 30 年度

の第 4 回に相当する成果報告会以降の全てでは、令和メディア研究所 主宰、白鴎大学 特任

教授であり、元 TBS キャスターの下村 健一氏に協力いただきました。

例えば、デ活シンポジウムとしては最終回となった 2021 年 12 月 20 日のイベントにおい

て、『「デ活」は、産官学民が保有するデータを利活用し、新知見を生み出す仕組みとして

機能したと思うか』を問いました。「現状では十分機能している」と答えた方も一定数いた
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した。初年度は本プロジェクト全体の活動計画や先進的試みの紹介を行い、2 年度目は社

会科学・理学・工学の各分野からの最新の研究成果を紹介すると共に、デ活参加組織を中

心として、企業・団体の独自の研究や防災の取組と、本プロジェクトの研究課題との関わ

りについて報告しました。3 年目からはデ活組織会員および内外の有識者で構成されるテー

マ別の分科会活動を紹介してきました。それらを通じて、『データ利活用力向上や新たな社

会における防災の共通価値を創造するために「励むべきこと」は何か』や、『観測データを

相互利活用するための課題』等を聴衆も交えて議論しました。

開始当初はおおよそ 150 ～ 200 名程度を収容可能な会場を借りて実施していたところ、

座席数の都合で入場をお断りせざるを得ない状況も生じました。そこで、イベント終了後

にも内容を復習できるよう、講演録やその概要版を作成し、積極的に Web 公開してきまし

た。下半期においては、期せず新型コロナ感染症対策のためにオンライン開催に切り替え

たことによって、それまでより 2 倍近い方々にリアルタイムで参加いただけました。それ

に加えて、アーカイブ動画に分かり易いキャプションを付けて配信することで、より多く

の方に視聴いただき、最も多いものでは 1,000 ビューを記録しました。また、オンライン

での開催となったことで、簡単な問いかけ（Zoom 投票機能）や規定の時間を超えた質疑

応答（チャット機能）を用いることができ、視聴者から即時的なフィードバックを得なが

ら進めることを定式化することができました。このように、年に複数回のイベントを実施

することで、ウィズコロナ時代のイベント開催についても全所に先駆けて標準作業手順と

なるノウハウを蓄積することができました。
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ものの、「どう結びつくか、まだイメージが曖昧である」や「不十分なので新しい形で今後

もっとやっていくべき」という反応が多くありました。このことは、継続への期待が高い

と評価できるとともに、新しい仕組みを取り入れることで、データ利活用に向けた具体的

な整理等を進めていくことの必要性が示唆されたと考えます。

3.3  デ活分科会を通じた具体課題の検討とデータ利活用の促進

デ活会員を中心に、それぞれの組織・団体や業界からのニーズを明確化し、それぞれの

課題解決に向けた分科会活動を推進しました。

(1)  実施内容、参画状況

3 年目の途中からテーマごとに深い議論を行うワーキンググループを発展させ、分科会

を順次設立していきました。分科会では、参加者に秘密保持を求めて、参画する組織・団

体が保有する機微な情報についても非公開での議論を行いました。当初は、3 分科会程度

を目標としていましたが、最終的には 8 つの分科会が立ち上がり、企業・行政等の会員組

織と研究者による協働が実現しました。設置した順で、分科会名と目的を列挙します。

1. 早期被害把握分科会 ⇒災害時の民間による戦略的な顧客対応

2. 集合住宅分科会 ⇒集合住宅による効果的な災害対応の実現

3. 生活再建分科会 ⇒行政力による早期生活再建の実現

4. 行政課題分科会 ⇒科学的根拠シナリオによる訓練実施

5. 建物付帯設備分科会 ⇒感震ブレーカーの普及による火災の軽減

6. IoT技術活用分科会 ⇒ IoT 収集データによる災害状況の把握

7. インフラ分科会 ⇒インフラ被害状況の集約と復旧状況の共有

8. 大規模集客施設分科会 ⇒情報把握と機能継続、BCP 対応構築

各分科会の規模は多いところでは 10 を超えるデ活会員と有識者で構成され、会長と副会

長にはサブプロジェクトの研究者と組織会員から人選がされ、各分科会をけん引しました。

オンラインも含む公式な会議やフィールドでの実証実験として集まった機会は概ね年間 4

～ 8 回程度と、非常に密な連携がなされました。それぞれの活動状況や成果は、公表でき

る範囲でデ活シンポジウムや年次報告書でも共有していきました。

(2)  分科会間やサブプロとの連携状況

4 年目となる 2020 年度からは、各分科会同士の連携を促すために、「ゆれの状況を把握

する」、「被害の状況を見積もる」、「事態を鎮静化する」、「社会の状況を共有する」といっ

た共通テーマ部会を設置しました。それぞれの分科会において扱うデータやサービスは固

有のものですが、各テーマに沿って横断的な検討がなされました。さらに、これらのテー

マをさらに跨いだ合同分科会を自主的に開催するなど、連携の機運が高まりました。

また、デ活会員からのデータ提供と研究開発の中での利活用状況を例示すると、産官学
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民でのデータを具体的に連携させる仕組みの 1 つとして、大量かつ様々な品質の地震デー

タを統合し、首都圏の揺れの様子を高解像度で把握するための技術開発を行ってきました。

被害状況の把握や災害対応のシミュレーションにつながるこの基盤層の仕組みは、サブプ

ロジェクト (b) がマルチデータインテグレーションシステムとして開発しました。デ活組

織会員数社とデータ提供に関する覚書を締結し、民間企業等がそれぞれの業務目的のもと、

様々なセンサーで収集した地震動データを実際に活用し、首都圏における詳細な地震動を

把握するための K-NET・KiK-net や MeSO-net のデータとの統合を進め、過去の地震時の揺

れや伝播の状況を稠密に再現することに一定の成果を上げたことから、今後に同様なデー

タが入手できた際の連携方法について技術的な検証が行えたと考えます。サブプロジェク

ト (b) が再現した首都圏の地震動分布は、サブプロジェクト (a) や分科会活動におけるシナ

リオ付与型の防災訓練で用いられたり、サブプロジェクト (c) が最終年度に行った E－ディ

フェンスでの実物大建物を模した加振実験の入力波として用いられたりしました。

(3)  分科会参画者の声

5 年目となる 2021 年度に、分科会へ参画した企業・組織へヒアリングを行い、分科会へ

参加したことのメリットをどのように感じているかを調査しました。たくさんのご意見を

いただいたものから、共通項として浮かび上がったことは次のとおりです。

 他分野の専門家を交えた協働が有益であった

 災害時の情報共有に特化した議論ができた

 実フィールドでの実証実験ができた

 実災害での気づきが得られた

また、同時に、デ活に対する今後の期待や意見も収集しました。『収集・分析した情報を

受益者にどう活かすか、といった検討が今まさに進みつつある』、『情報共有の仕組みとな

る「連絡会議」を立ち上げて、合同避難訓練の来年度の実施を模索中』、『今後も情報共有

のメリットがより一層感じられる仕組みの構築が重要』、『技術者・研究者を始めとした様々

な分野のメンバーとの繋がりを今後も継続させ、多角的・多面的な議論をレジリエンスに

役立てたい』と現場レベルの方々からこのような生の声が聞こえたことで、デ活で分科会

を推進したことに、確かな手ごたえがあったと考えます。

3.4  デ活理事会およびデ活総会について

プロジェクト 2 年目の 2018 年度にデ活理事会を設立しました。デ活会員規約の策定や、

分科会活動の展開などの協議機関として機能させました。会長はプロジェクト総括が務め、

理事会の役員は各サブプロ統括に加え、企業・組織の代表取締役社長やそれに準ずる意思

決定権者に就いていただきました。また、これらを監督する者として監事を配置するとと

もに、デ活理事会の決定事項を報告・承認する場として年 1 回のデ活総会を開催するなど、

協議会としての運営体制を整えながら推進しました。
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ものの、「どう結びつくか、まだイメージが曖昧である」や「不十分なので新しい形で今後
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(1)  実施内容、参画状況

3 年目の途中からテーマごとに深い議論を行うワーキンググループを発展させ、分科会

を順次設立していきました。分科会では、参加者に秘密保持を求めて、参画する組織・団

体が保有する機微な情報についても非公開での議論を行いました。当初は、3 分科会程度

を目標としていましたが、最終的には 8 つの分科会が立ち上がり、企業・行政等の会員組

織と研究者による協働が実現しました。設置した順で、分科会名と目的を列挙します。

1. 早期被害把握分科会 ⇒災害時の民間による戦略的な顧客対応

2. 集合住宅分科会 ⇒集合住宅による効果的な災害対応の実現

3. 生活再建分科会 ⇒行政力による早期生活再建の実現

4. 行政課題分科会 ⇒科学的根拠シナリオによる訓練実施

5. 建物付帯設備分科会 ⇒感震ブレーカーの普及による火災の軽減

6. IoT技術活用分科会 ⇒ IoT 収集データによる災害状況の把握

7. インフラ分科会 ⇒インフラ被害状況の集約と復旧状況の共有

8. 大規模集客施設分科会 ⇒情報把握と機能継続、BCP 対応構築

各分科会の規模は多いところでは 10 を超えるデ活会員と有識者で構成され、会長と副会

長にはサブプロジェクトの研究者と組織会員から人選がされ、各分科会をけん引しました。

オンラインも含む公式な会議やフィールドでの実証実験として集まった機会は概ね年間 4

～ 8 回程度と、非常に密な連携がなされました。それぞれの活動状況や成果は、公表でき

る範囲でデ活シンポジウムや年次報告書でも共有していきました。

(2)  分科会間やサブプロとの連携状況

4 年目となる 2020 年度からは、各分科会同士の連携を促すために、「ゆれの状況を把握

する」、「被害の状況を見積もる」、「事態を鎮静化する」、「社会の状況を共有する」といっ

た共通テーマ部会を設置しました。それぞれの分科会において扱うデータやサービスは固

有のものですが、各テーマに沿って横断的な検討がなされました。さらに、これらのテー

マをさらに跨いだ合同分科会を自主的に開催するなど、連携の機運が高まりました。

また、デ活会員からのデータ提供と研究開発の中での利活用状況を例示すると、産官学
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4.  まとめ

データ利活用協議会における産官学民の連携を通じた取り組みのなかで、産官学民が連

携して、首都圏を中心とした地域のレジリエンス力向上に貢献する活動を実施するために、

『学』は、社会科学・理学・工学の視点からレジリエンス総合力向上に資するデータ利活用

に向けた連携体制の構築、官民連携による超高密度地震動観測データの収集・整備、非構

造部材を含む構造物の崩壊余裕度に関するデータ収集・整備など、災害・防災対策におけ

る企業・組織の課題解決に活用できる研究成果を提供しました。『産』は、地震センサーや

実災害における対応状況など、課題解決に貢献できる情報やデータを提供しました。『官』

は災害対応訓練や実災害対応現場への参加など、課題解決のための場や情報を提供しまし

た。『民』は、デ活会員組織に限定して実施した研究段階の情報プロダクツ（首都圏版強震

モニタ、長周期地震動モニタ）にかかる概念検証・機能実証のためのフィードバックなど、

圏域のニーズに係る情報の提供を行いました。これらにより、地域・組織の強みをさらに

向上させ、災害時の事業継続につながるソリューションを開発・提案し、8 つのデ活分科

会を中心に検証することができました。

デ活が果たした役割として、私たちが目指した「地域や組織の共通価値の醸成」、および

「科学的根拠に基づいたイノベーション創出」に際し、デジタル庁の創設や、SDGs の推進

が活発化する等の社会を取り巻く状況の変化がある中で、レジリエンス力の向上に資する

データの利活用を産官学民で試みたことは、先駆的な取り組みとして一石を投じられたの

ではないかと考えます。

理事会や総会などの組織をつくってマネジメントすることも含めて、デ活シンポへの参

加者・イベント登録者が拡がりました。様々な立場・分野の方々が参画することによって、

災害に対する予測・予防・対応に必要となるデータの利活用に関して広い見地から議論が

でき、成果の普及・周知につながりました。3 つの学術的な研究分野と企業・行政組織、

非営利団体などの民間組織の防災へのニーズを融合する試みが徐々に地域のステークホル

ダーに受け入れられてきたことの現れと捉えています。デ活を呼び水として、共同研究や

外部資金の獲得などの他事業にも発展し、デ活組織会員が保有する物件、建物、店舗等へ

研究段階の観測手法を用いたよりきめ細かいピンポイント観測に協力いただけるようにも

なりました。

主たる対象とした地震災害については、予測・予防、応急対応、復旧・復興の各過程に

おいて科学的な知見に基づいた意思決定や合意形成の具体事例を提示できました。成果を

収斂・発信・検証する場として、対面・オンラインにかかわらず、今後もオープンな議論

は必要であると考えます。さらに、その進展に大きく寄与した分科会活動において、各組

織が秘匿情報と他組織の公開情報を統合するためにはクローズドな本音の議論が重要で、

継承されることが期待されます。

また、地震以外のリスクについては、デ活シンポだけではなく、気象災害軽減コンソー

シアムや内閣府 PRISM 事業などの関連事業と連動し視野を拡大しながら、民間データの利

活用について協議・検討することができました。地震を契機としたものの、頻度の多い気



-  40 -
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以上
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4.  まとめ
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おいて科学的な知見に基づいた意思決定や合意形成の具体事例を提示できました。成果を

収斂・発信・検証する場として、対面・オンラインにかかわらず、今後もオープンな議論

は必要であると考えます。さらに、その進展に大きく寄与した分科会活動において、各組

織が秘匿情報と他組織の公開情報を統合するためにはクローズドな本音の議論が重要で、

継承されることが期待されます。

また、地震以外のリスクについては、デ活シンポだけではなく、気象災害軽減コンソー
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