
2.  総括研究報告



-  41 -

においては、初年度を除き年 2 回実施した。初年度に

おいては、プロジェクトの立ち上げにあたり、必要に応

じて関係者による研究打ち合わせを実施した。

2.3  成果報告会

年度末には、プロジェクト成果を広く報告するための

報告会を実施した。報告会の中では、サブプロ (a)(b)(c)
成果ならびにデータ利活用協議会の成果を共有した。

2.4  プロジェクト要素のデザイン

研究者のみならず企業・組織における実務者の参画

を実現するためのプロジェクトであることを勘案し、サ

ブプロの目的や成果等の情報共有の促進を誘発するた

めの共通デザインの検討・開発を実施した。

まずは、首都圏の「レジリエンス向上のために」とい

うプロジェクトと目標を明確に伝えるために「forR」とい

う象徴的ワードをロゴとして意識付けを目指した。また

「データ利活用協議会」という聞きなれない言葉を身近

2. 総括研究報告【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

Ⅰ-1　プロジェクト総括とデータ利活用協議会の設置・運営

分担責任者：田村　圭子（新潟大学）

1.  研究の目的

「プロジェクト総括と協議会の設置・運営」として、防

災科研と連携・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を行う。

また「②データ利活用協議会の設置・運営」として協

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。更に、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.  プロジェクトの運営体制の整備

2.1  研究統括委員会

「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」の目的である『3つのサブプロジェクトの推進、

有機的連携を通じて、オールジャパンによる研究推進

体制』を実現した。具体的には、研究統括体制として、

サブプロ (a)(b)(c) からメンバーを選定し「研究統括委員

会」を設置し、研究運営を実施した。2 年目からは第 2
回統括委員会については「拡大統括委員会」として、研

究分担者を含む関係者において、プロジェクトの横断

的課題、例えばデータ利活用協議会に関する議題を中

心に、共有・討議を実施した。

2.2  サブプロジェクト運営委員会

各サブプロジェクトにおいて、プロジェクトの研究活

動を円滑に運営することを目的として、分担研究者なら

びに関係者による運営委員会を実施した。サブプロ (a)

表 1　統括委員会開催日

表 2　サブプロ (a) 運営委員会開催日

表 3　成果報告会

年度
第 1回 第 2回 第 3回

2017年度 4/7(⾦) 8/25(⾦) 3/1(⽊)
2018年度 4/12(⽊) 8/1(⽔) 1/7(⽉)
2019年度 4/15(⽉) 6/28(⾦) 12/20(⾦)
2020年度 4/14(⽕) 7/31(⾦) 1/12(⽕)
2021年度 4/12(⽉) 7/21(⽔) 3/2(⽔)

年度
第 1回 第 2回

2018年度 9/6(⽊) 2/12(⽕)
2019年度 5/9(⽊) 1/28(⽕)
2020年度 5/22(⾦) 2/16(⽕)
2021年度 5/26(⽔) 12/10(⾦)

年度 ⽉⽇ 開催場所／形式
2017 年度 3/1(⽊) 経団連会館・国際会議場
2018 年度 2/28(⽊) 東京⼤学伊藤謝恩ﾎｰﾙ
2019 年度 2/28(⾦) 東京⼤学伊藤謝恩ﾎｰﾙ

(無聴衆開催)
2020 年度 3/2(⽕) Web 開催(YouTubeLive 配

信) 
2021 年度 3/23(⽔) ハイブリッド開催

東京⼤学伊藤謝恩ﾎｰﾙ
Web 開催(YouTubeLive 配
信) 
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な言葉に合わせデフォルメし「デ活」という名称で、多く

の人に慣れ親しんでもらえる、声に出しやすさ、キャッ

チ―さを重視した。加えて、サブプロ (a)(b)(c) のロゴと

カラーイメージは親しみやすいものとした。

3.  データ利活用協議会の設置・運営

3.1  データ利活用協議会のスコープ 
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。

3.2  オープンフォーラム

データ利活用協議会においては、オープンフォーラ

ムとして「データ利活用シンポジウム」を年に 3 回（最終

年度のみ 2 回）を実施した。参加対象はデ活会員企業・

組織の構成員ならびに会員ではないがデータ利活用に

関心を寄せる個人並びに企業・組織である。

2017 年から 2019 年までは対面開催、2020 年度、

2021年度はオンライン開催とした。参加者が増えるに

従い、デ活会員の人数も増加した。

3.3  分科会

分科会については、特定の目的を持った分科会（ワー

キンググループ）を組織し、プロジェクトメンバーならび

にデ活会員がグループを構成し、共働で研究活動を継

続的に実施した。

(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を目指す。産

官学民、特に企業における迅速な顧客対応のために、

被災地における早期被害把握技術を実装する。

 ～顧客対応戦略のための時系列的な被害把握情報

の粒度と品質管理～

 会長：鵜飼 章弘（東京海上日動火災保険（株） 災害

対策推進室長）

 副会長：井ノ口 宗成（富山大学 都市デザイン学部 准
教授）

(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を目指す。

大規模災害に対する集合住宅のレジリエンス向上のた

めの課題と技術を協議する。

 ～少子高齢化や建物老朽化など集合住宅が抱える課

題を共有し、指定公共機関としての防災力アップを検

討～

 会長 : 木村 玲欧（兵庫県立大学 環境人間学部 教授）

図 1　プロジェクトの基本要素のデザイン

図 2　データ利活用協議会のスコープ

表 4　デ活シンポ開催日

図 3　デ活シンポの参加者の推移
※各年度第 4 回（最終回）は成果報告会

年度
第 1 回 第 2 回 第 3 回

2017 年度 6/23(⾦) 9/19(⽕) 1/16(⽕)
2018 年度 6/22(⾦) 9/19(⽔) 12/5(⽔)
2019 年度 7/19(⾦) 9/24(⽕) 12/16(⽉)
2020 年度 7/21(⽕) 10/5(⽉) 12/18(⾦)
2021 年度 7/2(⾦) 12/20(⽉) 
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においては、初年度を除き年 2 回実施した。初年度に

おいては、プロジェクトの立ち上げにあたり、必要に応

じて関係者による研究打ち合わせを実施した。

2.3  成果報告会

年度末には、プロジェクト成果を広く報告するための

報告会を実施した。報告会の中では、サブプロ (a)(b)(c)
成果ならびにデータ利活用協議会の成果を共有した。

2.4  プロジェクト要素のデザイン

研究者のみならず企業・組織における実務者の参画

を実現するためのプロジェクトであることを勘案し、サ

ブプロの目的や成果等の情報共有の促進を誘発するた

めの共通デザインの検討・開発を実施した。

まずは、首都圏の「レジリエンス向上のために」とい

うプロジェクトと目標を明確に伝えるために「forR」とい

う象徴的ワードをロゴとして意識付けを目指した。また

「データ利活用協議会」という聞きなれない言葉を身近

2. 総括研究報告【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

Ⅰ-1　プロジェクト総括とデータ利活用協議会の設置・運営

分担責任者：田村　圭子（新潟大学）

1.  研究の目的

「プロジェクト総括と協議会の設置・運営」として、防

災科研と連携・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を行う。

また「②データ利活用協議会の設置・運営」として協

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。更に、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.  プロジェクトの運営体制の整備

2.1  研究統括委員会

「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」の目的である『3つのサブプロジェクトの推進、

有機的連携を通じて、オールジャパンによる研究推進

体制』を実現した。具体的には、研究統括体制として、

サブプロ (a)(b)(c) からメンバーを選定し「研究統括委員

会」を設置し、研究運営を実施した。2 年目からは第 2
回統括委員会については「拡大統括委員会」として、研

究分担者を含む関係者において、プロジェクトの横断

的課題、例えばデータ利活用協議会に関する議題を中

心に、共有・討議を実施した。

2.2  サブプロジェクト運営委員会

各サブプロジェクトにおいて、プロジェクトの研究活

動を円滑に運営することを目的として、分担研究者なら

びに関係者による運営委員会を実施した。サブプロ (a)

表 1　統括委員会開催日

表 2　サブプロ (a) 運営委員会開催日

表 3　成果報告会

年度
第 1回 第 2回 第 3回

2017年度 4/7(⾦) 8/25(⾦) 3/1(⽊)
2018年度 4/12(⽊) 8/1(⽔) 1/7(⽉)
2019年度 4/15(⽉) 6/28(⾦) 12/20(⾦)
2020年度 4/14(⽕) 7/31(⾦) 1/12(⽕)
2021年度 4/12(⽉) 7/21(⽔) 3/2(⽔)

年度
第 1回 第 2回

2018年度 9/6(⽊) 2/12(⽕)
2019年度 5/9(⽊) 1/28(⽕)
2020年度 5/22(⾦) 2/16(⽕)
2021年度 5/26(⽔) 12/10(⾦)

年度 ⽉⽇ 開催場所／形式
2017 年度 3/1(⽊) 経団連会館・国際会議場
2018 年度 2/28(⽊) 東京⼤学伊藤謝恩ﾎｰﾙ
2019 年度 2/28(⾦) 東京⼤学伊藤謝恩ﾎｰﾙ

(無聴衆開催)
2020 年度 3/2(⽕) Web 開催(YouTubeLive 配

信) 
2021 年度 3/23(⽔) ハイブリッド開催

東京⼤学伊藤謝恩ﾎｰﾙ
Web 開催(YouTubeLive 配
信) 
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 副会長 : 松本　悟（UR 都市機構 災害対応支援室 事
業支援課 課長）

(3) 生活再建分科会

行政力による早期生活再建の実現を目指す。被災者

の生活再建の質の向上に資する課題と技術を協議・実

装する。

 ～住民や従業員・職員の安全安心な生活再建実現の

ための総合的な技術とツールの開発・実装～

 会長 : 正木 千陽（ESRIジャパン（株） 代表取締役社

長）

 副会長 :田村 圭子（防災科研 首都レジプロジェクト 
サブプロ (a) 統括）

(4) 行政課題分科会

科学的根拠シナリオによる訓練実施し、首都圏広域

大規模災害のシナリオ構築と訓練手法等を検討・開発・

実装する。

 ～実災害の被害・対応シナリオ適用した訓練シナリ

オに基づく対策検討～

 会長 : 取出 新吾（防災科研 首都レジ研究推進セン

ター センター長補佐）

 組織会員 : 飯塚 豊（川崎市 総務企画局 危機管理監）

(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

建物被害を減ずるための建物付帯設備に関する技術

的課題を協議する。

 ～感震ブレーカーの普及率アップと収集するセンサー

情報の利活用を検討～

会長 : 楠 浩一（東京大学地震研究所 教授）

 副会長 : 鈴木 宏（日東工業（株） 開発本部 新規開発

部 部長）

(6) IoT 技術活用分科会

IoT 収集データによる災害状況を把握し、IoT 技術を

活用した多点観測による災害対策について検討する。

 ～災害時に必要なデータを IoT により収集するシステ

ム構築を検討～

 会長 :西村 出（（株）セブン - イレブン・ジャパン 執
行役員、システム本部 本部長）

 副会長 : 上石 勲（防災科研 首都レジ研究推進セン

ター 副センター長）

(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を目指す。

大規模災害時における交通機関及びライフライン等の

機能維持に向けたインフラ関連の情報を収集すると共

に地域 BCP 等の課題を協議する。

会長 : 能島 暢呂（岐阜大学 工学部 教授）

副会長 : 米村 康（東京ガス（株） 防災・供給部　部長）

(8) 大規模集客施設分科会

災害時における事態の速やかな沈静化と機能継続

し、災害時の災害時拠点施設としての機能確保を協議

する。

 〜観測センサーデータの利活用に基づく顧客安全方

策の検討〜

 会長 : 酒井 慎一（首都レジプロジェクト サブプロ (b) 
統括／東京大学地震研究所 教授）

 副会長 : 松本 健二（成田国際空港（株） 空港運用部

門 総合安全推進部 運用計画グループ マネージャー）

3.4  分科会の活動事例

(1) 直下型地震シナリオによる災害対応図上訓練の実施

（行政課題分科会）

行政課題分科会においては、参加機関である川崎市

において、直下型地震が発生した際の課題解決を模索

する中で、首都圏レジリエンスプロジェクトのサブプロ (a)
(b)と連携し、実証訓練を実施した。具体的には、1） 地
震が起こったときにゆれの全体像がわからない、2） 拠点

施設の被害がすぐに把握できず想定通りの対応成果が

実現できるか確信が持てない、3） 災害対応業務に係る

意思決定プロセスを可視化したい、4） 市の災害対策本

部、区の災害対策本部における権限分担について検討し

たい、等の課題を検討した。

プロジェクトからは、1） 科学的根拠に基づく直下型

地震シナリオの提供、2） 小型地震計を活用したリアル

タイムの被害発生予測の検討、3） 条件付与による区市

の検討フローの可視化、4） 区市による戦略協議の場の

設定を実施した。

プロジェクトと共同で実施した図上訓練は、大阪北

部地震の災害シナリオと当該地震災害の被災自治体で

ある茨木市の実際の対応データを、川崎市に時空間的

に展開する訓練シナリオ構築ツール（連携プロジェクト

PRISM で開発）を活用し、「もし大阪北部地震が川崎市

で起こったら・・・」に対して、行政職員が図上対応

訓練を実施した。川崎市では政令市として「区と市の連

携をいかに進めるか」を訓練目的とし、このシナリオに

基づいて、幸区と川崎市の職員が図上訓練に参加した。

この様子をプロジェクト関係者はオンライン越しに見学・

図 4　川崎市の実証実験

1. 地震がおこったときに、ゆれの全体像がわからない
• 気象庁震度では代表点でしか表示されない

• 希少資源をいま、どこに、何を配置すべきか判断できない

→合理的な判断ができない

2.   拠点施設の被害がすぐに把握できないため、計画通りの対応をし
ても、想定通りの成果が得られるかどうか、確信が持てない

→不確実性を減らしたい

3.   災害対応業務に係る意志決定が難しい
• 意志決定に係るプロセスが明確でない

• 意志決定に必要な情報が特定できていない

→戦略的な判断ができない

4.  市本部、区本部でそれぞれ何を独自で判断すべきか、共同すべき
か、検討の必要性を感じている

→権限委譲の範囲がわからない

＜＜ ⾏⾏ 政政 課課 題題 分分 科科 会会 ＞＞

市本部、区本部でそれぞれ何を独自で判断すべきか、共同すべき か、
検討の必要性を感じている

→権限委譲の範囲がわからない

7

連携幸区マニュアル

川崎市マニュアル
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2 地域支援班 が 最低限度必要な場所 を 提供 する

3 地域支援班 が 最低限度必要な場所 を 確保 する

4 ？ が 災害ボランティアセンター を 運営 する

5 地域支援班 が 区内鉄道各駅へ班員 を 派遣 する

6 派遣職員 が

そ 周 域 帰 難者 前滞留者 、

派遣途上で確認できた被害状況 を 報告 する

7 地域支援班 が 一時滞在施設の開設 を 依頼 する
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火災 負傷者、 等 閉 発

ていないか を 確認 する

18 生涯学習支援課 が 軽症者は応急手当 を 実施 する

19 生涯学習支援課 が 重傷者は「119 番」へ処置 を 依頼 する

20 生涯学習支援課 が 避難所 を 案内 する
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参加し、議論に参加した。

(2) 東日本台風における住家被害一括認定手法の実装

（生活再建分科会）

令和元年 10月14日 内閣府政策統括官（防災担当）

付 参事官（事業推進担当） 「令和元年台風第 19 号にお

ける住家の被害認定調査の効率化・迅速化に係る留意

事項について」において、浸水深さによる簡易な判定の

実施が、一定条件の下、認められた。福島県郡山市では、

サブプロ (a) の研究者と共働し、浸水被害地域における

工業団地の被害認定において、この手法の実装を行っ

た。

具体的な手順と成果は以下のとおり。

1）  現地調査により、実際の浸水深を計測する。これは、

根拠が残っている地盤からの浸水深とし、建物の壁

や電柱などから、26 件のサンプルデータを収集した。

計測は、エリアの端部と内部で均等に実施した。

2）  計測箇所の間は線的に一様の傾斜であるとして、計

測箇所の間の浸水深を推定（内挿補間という手法）

した。

3）  2 で推定した浸水深を「浸水なし（浸水深 0cm）」「0cm
以上 100cm 未満」「100cm 以上 180cm 未満」「180cm
以上」の 4 つに分類し、色分けした。

4）  ここで得られる地図は、あくまで「浸水深の推定値」

であることから、建物単位でみると、2 つの浸水深

区分をまたいでいるケースが確認された。また、浸

水深の推定を実施していることから、建物単位で区

分するほどの高い精度とも言いがたい。

5）  そこで、道路線を利用し、浸水深の区分に応じて地

域を 4 つに分割した。

6）  4 つの浸水深区分に応じて、NTT データ空間情報の

地図に示される建物数を算出した。

7）  結果として、本手法を用いることで、1000 棟以上の

浸水深を特定した。「1 班 3人で 1日 30 件」の調査

が一般的であるが、一括認定を行うことで、大幅に

効率を上げることが出来た。郡山市はこの結果を活

用し、罹災証明書の発行を行った。

さらに生活再建分科会では、これまでの研究成果に

基づき、1） 行政職員向けの研修プログラムを構築する、

2） コロナ禍における効果的な行政職員の研修形態を検

討する、を実施した。罹災証明書発行研修（第 1 回）

では、行政対応者役、被災者役による応対デモ映像と

システムツールの画面を合成し、新潟県が主催する市町

村向け行政職員向けのオンライン研修で実装した。住

家被害認定調査研修（第 2 回）では、建物被害の被害

程度を着せ替えできる住宅の模型をデザイン・作成し、

同じく新潟県主催の研修で実装した。参加者からは「応

対の様子とシステムツールの遷移が同時に見られること

で、遠隔での演習も問題なくできた」「住宅模型がある

ことで具体的なイメージがわいた」等、好評価を得た。

第 1 回（7/29）罹災証明書発行にかかる研修では、22
市町村、85人の参加、第 2 回（12/14）住家被害認定調

査にかかる研修では、19 市町村、57人の参加があり、

前年度までの対面型研修の 3 倍前後の参加者があり、

非対面でも一定の効果を上げることを実証した。

図 5　浸水深のサンプルデータ（26 件）の現地収集の様子

図 6　分科会におけるデータ利活用に係る整理

計測は、エリアの
端部と内部で均等
に実施。
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 副会長 : 松本　悟（UR 都市機構 災害対応支援室 事
業支援課 課長）

(3) 生活再建分科会

行政力による早期生活再建の実現を目指す。被災者

の生活再建の質の向上に資する課題と技術を協議・実

装する。

 ～住民や従業員・職員の安全安心な生活再建実現の

ための総合的な技術とツールの開発・実装～

 会長 : 正木 千陽（ESRIジャパン（株） 代表取締役社

長）

 副会長 :田村 圭子（防災科研 首都レジプロジェクト 
サブプロ (a) 統括）

(4) 行政課題分科会

科学的根拠シナリオによる訓練実施し、首都圏広域

大規模災害のシナリオ構築と訓練手法等を検討・開発・

実装する。

 ～実災害の被害・対応シナリオ適用した訓練シナリ

オに基づく対策検討～

 会長 : 取出 新吾（防災科研 首都レジ研究推進セン

ター センター長補佐）

 組織会員 : 飯塚 豊（川崎市 総務企画局 危機管理監）

(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

建物被害を減ずるための建物付帯設備に関する技術

的課題を協議する。

 ～感震ブレーカーの普及率アップと収集するセンサー

情報の利活用を検討～

会長 : 楠 浩一（東京大学地震研究所 教授）

 副会長 : 鈴木 宏（日東工業（株） 開発本部 新規開発

部 部長）

(6) IoT 技術活用分科会

IoT 収集データによる災害状況を把握し、IoT 技術を

活用した多点観測による災害対策について検討する。

 ～災害時に必要なデータを IoT により収集するシステ

ム構築を検討～

 会長 :西村 出（（株）セブン - イレブン・ジャパン 執
行役員、システム本部 本部長）

 副会長 : 上石 勲（防災科研 首都レジ研究推進セン

ター 副センター長）

(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を目指す。

大規模災害時における交通機関及びライフライン等の

機能維持に向けたインフラ関連の情報を収集すると共

に地域 BCP 等の課題を協議する。

会長 : 能島 暢呂（岐阜大学 工学部 教授）

副会長 : 米村 康（東京ガス（株） 防災・供給部　部長）

(8) 大規模集客施設分科会

災害時における事態の速やかな沈静化と機能継続

し、災害時の災害時拠点施設としての機能確保を協議

する。

 〜観測センサーデータの利活用に基づく顧客安全方

策の検討〜

 会長 : 酒井 慎一（首都レジプロジェクト サブプロ (b) 
統括／東京大学地震研究所 教授）

 副会長 : 松本 健二（成田国際空港（株） 空港運用部

門 総合安全推進部 運用計画グループ マネージャー）

3.4  分科会の活動事例

(1) 直下型地震シナリオによる災害対応図上訓練の実施

（行政課題分科会）

行政課題分科会においては、参加機関である川崎市

において、直下型地震が発生した際の課題解決を模索

する中で、首都圏レジリエンスプロジェクトのサブプロ (a)
(b)と連携し、実証訓練を実施した。具体的には、1） 地
震が起こったときにゆれの全体像がわからない、2） 拠点

施設の被害がすぐに把握できず想定通りの対応成果が

実現できるか確信が持てない、3） 災害対応業務に係る

意思決定プロセスを可視化したい、4） 市の災害対策本

部、区の災害対策本部における権限分担について検討し

たい、等の課題を検討した。

プロジェクトからは、1） 科学的根拠に基づく直下型

地震シナリオの提供、2） 小型地震計を活用したリアル

タイムの被害発生予測の検討、3） 条件付与による区市

の検討フローの可視化、4） 区市による戦略協議の場の

設定を実施した。

プロジェクトと共同で実施した図上訓練は、大阪北

部地震の災害シナリオと当該地震災害の被災自治体で

ある茨木市の実際の対応データを、川崎市に時空間的

に展開する訓練シナリオ構築ツール（連携プロジェクト

PRISM で開発）を活用し、「もし大阪北部地震が川崎市

で起こったら・・・」に対して、行政職員が図上対応

訓練を実施した。川崎市では政令市として「区と市の連

携をいかに進めるか」を訓練目的とし、このシナリオに

基づいて、幸区と川崎市の職員が図上訓練に参加した。

この様子をプロジェクト関係者はオンライン越しに見学・

図 4　川崎市の実証実験

1. 地震がおこったときに、ゆれの全体像がわからない
• 気象庁震度では代表点でしか表示されない
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3.   災害対応業務に係る意志決定が難しい
• 意志決定に係るプロセスが明確でない

• 意志決定に必要な情報が特定できていない

→戦略的な判断ができない

4.  市本部、区本部でそれぞれ何を独自で判断すべきか、共同すべき
か、検討の必要性を感じている

→権限委譲の範囲がわからない
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3.5  データ共有

8 分科会活動について、データの利活用の実態と可能

性について検討・整理した。また、データの利活用によっ

て導出されるレジリエンス向上に資する社会サービスに

ついても併せて整理を実施した（図 6）。

3.6  データ利活用協議会の推進

(1) 活動の概要

データ利活用協議会においては、協議会の戦略の決

定機能として、構成員による理事会を設置し、自律的

な運営体制を整えた。データ利活用をめざし、分科会

やワーキンググループによる産官学民連携による研究活

動を活発化した。シンポ等への参加者が増えるに従い、

会員数も増加した。また、協議会の目的の明確化と共

通化を実施するために、協議会の規約を整備・改訂・

更新した（図 7）。

(2) 分科会の活動

データ利活用協議会においては、企業・団体と研究

者における共働体制で、レジリエンス向上に係る社会

的課題の解決のために自律的に分科会を立ち上げ活動

を実施した。

活動形態は会議には留まらず、研究打ち合わせ、被

災地における研究支援活動、研修・訓練・イベント等

をプロジェクト期間中にのべ 153 回実施し、活発な議論

を行った（表 5）。また、全体会議や共通テーマを持つ

分科会における合同会議においても試行的に実施した。

分科会の参加人数は、プロジェクト期間中において、

1,069人となった。なお、研修・訓練・イベント等への

参加人数は、表 6 には加えていない。生活再建分科会

では、50-80 名が参加する研修会をプロジェクト期間中

に 4 回、30 名程度の行政職員が参加する訓練を 1 回、

100 名程度の参加者による啓発イベントを1 回実施して

いる。

各分科会の参加者については、図 8 に毎月の参加人

数を積み上げグラフにまとめた。

4.  まとめ

4.1  プロジェクトの総括

『3 つのサブプロジェクトの推進、有機的連携を通じ

図 7　データ利活用協議会の活動推進状況

表 5　各分科会の活動形態（回数）

表 6　各分科会の参加人数（のべ人数）

て、オールジャパンによる研究推進体制』を実現した。

研究統括体制においては、統括委員会（3 回 / 年）をの

べ 15 回、サブプロ (a) 運営委員会をのべ 8 回実施し、

研究進捗の共有・管理を実施した。

4.2  「協議会」の設置・運営

データ利活用協議会を立ち上げ、情報共有シンポジ

ウムの開催、研究者と企業・組織とのワーキング活動で

ある分科会の企画・運営を実施した。

具体的には、データ利活用協議会において、71 組織

会員・16 個人会員の会員規模を実現し、8 分科会が活

発に活動する組織にまで成長した。今後も活用し得る

具体的な成果を創出した。

分科会活動が活発化し、デ活会員のニーズに対応し

た有機的な研究に係る連携、災害現場における実装、

データ利活用への取組を実現した。分科会活動をフィー

ルドとして、災害対応に係る実証実験（行政課題分科会）

や災害対応職員研修（生活再建分科会）を実施した。

また、被災地（山形県沖地震、東日本台風）への研究

支援活動を実施し、研究成果を被災地の支援に活かす

ことで社会実装した。
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本研究は 5 年という期間の中で、理学・工学・社会

科学の研究者が、産官学民の組織とレジリエンス向上

のために有機的に連携する枠組みを構築し、分科会活

動の中で実装した。事例の中では、災害対応力の向上

を実現した。一方で、データ利活用を社会活動とするこ

とに対しては、今後も継続的な活動の中で実現する必

要がある。

図 8　各分科会毎月の参加人数の積み上げ
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・データ利活用協議会に参加いただいた企業・団体・

個人の皆様、分科会活動に参加いただいた企業・団体

の皆様の積極的・継続的な活動あっての研究活動とな

りました。また、研修・訓練・イベント等に参加いただ

いた皆様によって、実装活動が実現しました。この場を

借りて深く御礼申し上げます。

・本研究は、一部において、官民データ連携による応

急対応促進（PRISM）〜革新的建設・インフラ維持管

理技術／革新的防災・減災技術〜の助成を受けた研究

と連動して実施しました。

大規模集客施設分科会
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3.5  データ共有

8 分科会活動について、データの利活用の実態と可能

性について検討・整理した。また、データの利活用によっ

て導出されるレジリエンス向上に資する社会サービスに

ついても併せて整理を実施した（図 6）。

3.6  データ利活用協議会の推進

(1) 活動の概要

データ利活用協議会においては、協議会の戦略の決

定機能として、構成員による理事会を設置し、自律的

な運営体制を整えた。データ利活用をめざし、分科会

やワーキンググループによる産官学民連携による研究活

動を活発化した。シンポ等への参加者が増えるに従い、

会員数も増加した。また、協議会の目的の明確化と共

通化を実施するために、協議会の規約を整備・改訂・

更新した（図 7）。

(2) 分科会の活動

データ利活用協議会においては、企業・団体と研究

者における共働体制で、レジリエンス向上に係る社会

的課題の解決のために自律的に分科会を立ち上げ活動

を実施した。

活動形態は会議には留まらず、研究打ち合わせ、被

災地における研究支援活動、研修・訓練・イベント等

をプロジェクト期間中にのべ 153 回実施し、活発な議論

を行った（表 5）。また、全体会議や共通テーマを持つ

分科会における合同会議においても試行的に実施した。
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参加人数は、表 6 には加えていない。生活再建分科会
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100 名程度の参加者による啓発イベントを1 回実施して

いる。

各分科会の参加者については、図 8 に毎月の参加人

数を積み上げグラフにまとめた。

4.  まとめ

4.1  プロジェクトの総括

『3 つのサブプロジェクトの推進、有機的連携を通じ

図 7　データ利活用協議会の活動推進状況

表 5　各分科会の活動形態（回数）

表 6　各分科会の参加人数（のべ人数）
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また、被災地（山形県沖地震、東日本台風）への研究

支援活動を実施し、研究成果を被災地の支援に活かす

ことで社会実装した。
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2. 総括研究報告【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

Ⅰ-2　情報インフラ基盤を活用したデータ流通方策の検討

分担責任者：上石　勲（防災科研）

1.  研究の目的と目標

防災科学技術研究所（以下、防災科研）がすでに有

している情報インフラ基盤に保有しているデータの形式

や規格、二次活用のルールにおいて、サブプロジェクト

(b)(c) の成果がその形式・規格・ルールで広く展開可能

か検証することを目的としたものである。

本研究テーマは、まず、民間企業も含む各種データ

を連携するための基礎となるデータの種類と形式、規格

を整理する。ヒアリングや先行事例調査を実施し、さら

に二次利用のルールにおいてサブ(b)(c)の成果だけでな

く、防災関連データ、特に、民間のデータを利用する

ための課題を検討することとした。さらに、企業とのデー

タの連携を進めるデータプラットフォームについて構築

を進めた。

サブプロジェクトの成果活用としては、今後防災に関

連する特に民間企業のデータを活用しながら、“企業も

強くなる”社会全体の防災に資する情報を生成提供する

システムづくりのユースケースをデータ利活用協議会で

取り組むこととした。また、企業のデータを活用する取

り組みを横展開するための指針を作成することも進め

た。

2.   各主体からの共有データの種類と形式に基づく情報

インフラ基盤の要件

はじめに、情報インフラ基盤を活用して流通されるべ

きデータの種類、形式や構造を特定した。そして、情

報技術を用いた連携方式の整理を行なった。

2.1  データの種類、形式と構造の調査

データを流通させ、それらを組み合わせた活用により

災害対応を高度化させるため、防災科研で保有している

データをもとに、データの種類とその生成主体の調査と

整理、形式や構造に基づくデータのハンドリングの仕方

に関する検討を行なった。

災害対応に必要なデータは、現時点で一元的になっ

ておらず、同一のデータ種類（トピック）に対して複数の

生成主体が存在することが多い。例えば、雨量や積雪

量といったトピックに対して、そのデータの生成主体は

気象庁、防災科研、企業など複数にわたる。様々なセ

ンサーやビッグデータ処理等の進展によって、今後多様

な主体からデータが提供されるようになると考えられる。

このようなデータの活用法としては、利用目的に応じ

てデータの特性に注意して個別に利用する、また、同

一トピックのデータ同士を統合し、一つのトピックに対し

て精度の高いデータを生成、利用することとなる。

次に、データの形式や構造の調査を行い、構造化デー

タと非構造化データに分類し、データ形式を整理した。

データの利用を容易にするためには、多様なプラット

フォームに乗せ、多様な情報システムでの取り扱いを容

易にするため、共有のための出力としては、構造化デー

タが必要であることがわかった。一方で、入力はできる

だけ多くのデータを取り入れるため、非構造データの受

け入れが必要となる。

2.2  データ連携方式に関する調査

データは様々な形態かつ頻度で連携される必要があ

る。利用者の要求に応えられる鮮度および量が必要で

ある。

データのやり取りの頻度はリアルタイム（同期的連

携）、ニアリアルタイム（非同期連携）、バッチ（まとめ

て処理）に大別できる。通信量、処理量、連携性につ

いても考慮しなければならない。主なデータ連携方式、

タイミング、データ量、処理量、連携性を表 1にまとめた。

データの種類や形態、特性を考慮し、流通基盤のアー

キテクチャーを設計した（図 1）。アーキテクチャーは取

得処理基盤層、蓄積基盤層、分析基盤層の 3 層からな

り、多様なデータの取得、蓄積および構造化、分析に

よる価値の付加をそれぞれ可能にするものである。

3.   データ連携・二次利用にかかる課題同定・解決策検

討

次に、データ流通基盤の実現に向けた課題構造を把

握するために、先行事例調査、防災情報の流通・連携

を妨げる原因の調査、それに対する対応策の検討を行っ

た。

表 1　データ連携方式と特性
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3.1  先行事例の調査

防災情報の流通・連携の方向性を明らかにするため、

関連する国内外の事例の文献調査およびヒアリング調査

を実施した。

防災情報の共有についてビジネスモデル、利用者の

範囲、データの充実方策、権利・責任、データ入出力

等について調査した。ビジネスモデルが成立している例

は見られなかったが、CESMD（Center for Engineering 
Strong Motion Data、米国）のような強制徴収による財

源確保が見られた。また、同センターは想定されるハザー

ドに応じて観測を義務付けており情報の充実を図って

いた。

データを活用した防災の事例について調査した。日

本防災産業会議では、防災科研が公開しているクライ

シスレスポンスサイトとデータを連携し加盟各社の対応

に活用している。小堀鐸二研究所は自社が保有する建

物観測データと地震観測データを分析し、建物入力地

震動の推定手法を開発した。平成 30 年 7月豪雨の災

害対応では、マピオンの電話帳店舗データと被災域を

重ね合わせた商店街の俯瞰的な被災状況把握が行われ

た。

3.2  データ連携に関する現状の課題

先行事例調査から得られた情報に基づき防災情報の

流通・連携の促進の課題について整理した。

データ公開・提供の実現を阻害する要因として、心

理的・習慣的要因、公開によるリスクが挙げられた。ビ

ジネスモデルとしての課題としてはニーズの存在、デー

タ提供コスト、継続性が挙げられた。権利・責任面では、

有償か無償か、契約、データ利用によるリスク、情報シ

ステム面では、データ容量や形式、リアルタイム性、セ

キュリティ確保が課題として挙げられた。

防災情報の公開を妨げる原因の構造を図 2 に示す。

データの公開に対しては前向きであるものの、実務的に

公開出来ないケースの理由として、提供可能なデータに

変換するためや定常的に提供するための手間やコストの

存在が挙げられた。これは企業のビジネスにとってコス

ト増となる。社会的に意義のある活動を民間企業が位

置づけるための枠組みとしてCSV 活動があるが、本業

に対してスケールが小さく、コスト負担を成立させるた

めの検討が必要となる。

データ公開が困難であるというケースの場合、企業

や業界の慣習でこれまでデータを公開した経験がなく

心理的障壁があること、データの誤りにより深刻な結果

を生じた場合のレピュテーションリスクがあること、他の

利用権やプライバシーを侵害するリスクがあることなど

が挙げられた。

4.  データ連携のユースケースの創出

企業・団体が保有する 観測機器やデータを利活用

する仕組みを実現するにあたり、具体的なデータ連携・

二次利用を促していくためには、データを提供すること

による便益について、それに関わる組織間および組織

内で共通認識を醸成することが不可欠である。本プロ

ジェクトでは、複数のデ活分科会を通じてデータ利活用

の実証を行い、その共通化を図った。分科会への参加

にあたり、個人レベルでの守秘義務に同意を求めて運

用を行った。またそれらの一部については、公開型の

シンポジウムにおいて、分科会に属さないデ活会員や

会員予備軍となる一般参加者にも共有するとともにCSV
に対する意識等の傾向把握を行った。

4.1  デ活 IoT 技術活用分科会での取り組み

デ活 IoT 技術活用分科会は、交通関係の大学研究者、

防災科研、地方公共団体、コンビニエンスストア、宅配

業者、物流関係のデータ保有ベンダー、量子コンピュー

タ関係 IT事業者で構成されている。民間 IoTデータ（ト

ラック、コンビニ、気象、人流等）を活用し、シミュレーショ

図 1　流通基盤のアーキテクチャー
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2. 総括研究報告【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

Ⅰ-2　情報インフラ基盤を活用したデータ流通方策の検討

分担責任者：上石　勲（防災科研）
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(b)(c) の成果がその形式・規格・ルールで広く展開可能

か検証することを目的としたものである。

本研究テーマは、まず、民間企業も含む各種データ

を連携するための基礎となるデータの種類と形式、規格

を整理する。ヒアリングや先行事例調査を実施し、さら

に二次利用のルールにおいてサブ(b)(c)の成果だけでな

く、防災関連データ、特に、民間のデータを利用する

ための課題を検討することとした。さらに、企業とのデー

タの連携を進めるデータプラットフォームについて構築

を進めた。

サブプロジェクトの成果活用としては、今後防災に関

連する特に民間企業のデータを活用しながら、“企業も

強くなる”社会全体の防災に資する情報を生成提供する

システムづくりのユースケースをデータ利活用協議会で

取り組むこととした。また、企業のデータを活用する取

り組みを横展開するための指針を作成することも進め

た。

2.   各主体からの共有データの種類と形式に基づく情報

インフラ基盤の要件

はじめに、情報インフラ基盤を活用して流通されるべ

きデータの種類、形式や構造を特定した。そして、情

報技術を用いた連携方式の整理を行なった。

2.1  データの種類、形式と構造の調査

データを流通させ、それらを組み合わせた活用により

災害対応を高度化させるため、防災科研で保有している

データをもとに、データの種類とその生成主体の調査と

整理、形式や構造に基づくデータのハンドリングの仕方

に関する検討を行なった。

災害対応に必要なデータは、現時点で一元的になっ

ておらず、同一のデータ種類（トピック）に対して複数の

生成主体が存在することが多い。例えば、雨量や積雪

量といったトピックに対して、そのデータの生成主体は

気象庁、防災科研、企業など複数にわたる。様々なセ

ンサーやビッグデータ処理等の進展によって、今後多様

な主体からデータが提供されるようになると考えられる。

このようなデータの活用法としては、利用目的に応じ

てデータの特性に注意して個別に利用する、また、同

一トピックのデータ同士を統合し、一つのトピックに対し

て精度の高いデータを生成、利用することとなる。

次に、データの形式や構造の調査を行い、構造化デー

タと非構造化データに分類し、データ形式を整理した。

データの利用を容易にするためには、多様なプラット

フォームに乗せ、多様な情報システムでの取り扱いを容

易にするため、共有のための出力としては、構造化デー

タが必要であることがわかった。一方で、入力はできる

だけ多くのデータを取り入れるため、非構造データの受

け入れが必要となる。

2.2  データ連携方式に関する調査

データは様々な形態かつ頻度で連携される必要があ

る。利用者の要求に応えられる鮮度および量が必要で

ある。

データのやり取りの頻度はリアルタイム（同期的連

携）、ニアリアルタイム（非同期連携）、バッチ（まとめ

て処理）に大別できる。通信量、処理量、連携性につ

いても考慮しなければならない。主なデータ連携方式、

タイミング、データ量、処理量、連携性を表 1にまとめた。

データの種類や形態、特性を考慮し、流通基盤のアー

キテクチャーを設計した（図 1）。アーキテクチャーは取

得処理基盤層、蓄積基盤層、分析基盤層の 3 層からな

り、多様なデータの取得、蓄積および構造化、分析に

よる価値の付加をそれぞれ可能にするものである。

3.   データ連携・二次利用にかかる課題同定・解決策検

討

次に、データ流通基盤の実現に向けた課題構造を把

握するために、先行事例調査、防災情報の流通・連携

を妨げる原因の調査、それに対する対応策の検討を行っ

た。

表 1　データ連携方式と特性
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ン技術と量子コンピューティングによる物流・避難の最

適化とGoogle を活用した IoT データの加工・見える化

を目的として活動してきた。

さらに、サブプロジェクト (b)と連携して、コンビニ

店舗に地震計や積雪深を測定する観測機器を継続して

設置した。また、過去の災害やコロナ禍による社会動

態の変化など対象として、民間の保有する交通流デー

タや人流を利用したシミュレーションをモデルケースで

実施を試みた。

4.2  デ活インフラ分科会での取り組み

デ活インフラ分科会は、首都圏の主たるインフラ関

連企業・団体（電気、ガス、水道、道路、鉄道、通

信）で構成されている。大規模災害時におけるインフ

ラ機能の維持に向けた関連の情報を収集すると共に地

域 BCP 等の課題を協議することを目的として活動してき

た。各組織・団体のデータニーズ・シーズを把握すると

ともに、防災科研や各省庁および分科会に参画してい

る企業・団体が保有する公開情報を中心に提供元・公

開形式・更新頻度等・公開ページのリンク先といったデー

タ諸元をマトリクスで整理し、分科会員限定のWebGIS
のポータルサイトを構築した。

また、インフラ事業主以外でのユースケースを探るた

め、2020 年の台風 14 号が接近した際に、日本防災産

業会議が用意した調査用コンテンツとのマッシュアップ

連携を試み、各種情報がワンストップで利用できること

の有効性が確認できた（図 3）。

4.3  サブプロジェクトの研究成果との連携

前述の各分科会におけるクローズドな取り組みのほ

かに、一般ユーザーのリスク認識の向上のため「あな

たのまちの直下地震」(https://nied-weblabo.bosai.go.jp/
amcj/) web 公開している。この web サイトは、地震被

害想定を簡単かつインタラクティブに実行可能なサービ

スであり、その原型は、本プロジェクトの前身である「都

市の脆弱性が引き起こす激甚災害の軽減化プロジェク

ト」によるものである。本プロジェクト実施期間において、

ライフライン被害にかかるフラジリティ関数を検討する

チーム等と連携し、過去の地震の実績から構築された

予測モデル式（五十嵐・丸山（2018））を用いて、各インター

チェンジ間の高速道路復旧日数を算出し、1日未満から

10日以上までの 5 段階で地図レイヤーに表示する機能

とした。また、入力地震として首都直下の 16 地震や地

方別活断層地震の追加設定を行った。さらに、震度分

布・家屋被害・人的被害・各種インフラ被害想定結果

を GeoJSON 形式による出力機能を追加し、デ活会員

がすでに保有しているシステムで自社秘匿情報との重ね

合わせを可能とするよう汎用性も高めた。

4.4  CSV（共通価値の創造）に対する意識の醸成状況

これら複数の事例（ユースケース）を作成・提示を通

じて、ハザード情報、リスク情報、対応情報を共通化

できることに価値があることが明らかとなった。たとえ

ば、オンラインで開催したデ活シンポで IoT 技術活用

分科会の活動やその活動を紹介した際の視聴総数が過

去最大であり、7 割以上（視聴者数平均）の方から、「各

分科会での取り組みが、自組織・団体の持続可能性の

図 2　防災情報の流通・連携を妨げる原因の構造



-  51 --  50 -

向上にもつながると感じた」という意見を得た。

 
5.  データ連携に関する新しい取り組み

5.1  データ連携の現状

研究ではまず、データの連携方法と基盤の検討を実

施しこれをもとに、先行事例の調査を行った。さらに、

データ連携に関する状況と問題点に関し検討を行い、

データ流通市場の活用検討と、データ利活用協議会に

おけるデータ連携の実践を実施してきた。

一方、首都圏レジリエンスプロジェクトでは数社から

データを提供頂き研究を推進した事例はあるものの、

十分なデータ連携がスムーズに行われたとは言い難い

状況にあり、単に研究目的のみでデータ連携を行うので

は真の意味での社会実装化を行うのは難しいと考えら

れ、従来の手法とは異なるアプローチが必要であると言

える。

我が国における防災は税金に依存しており、今後迎

える少子高齢化社会を踏まえると税金への依存率を下

げ、持続可能な防災を目指すべきであり、企業が CSR
（Corporate Social Responsibility）型で防災に関わるの

ではなく、CSV（Creating Shared Value）型、言い換え

れば企業活動を実施することが防災力の向上につなが

る形への転換が求められる。

5.2  データ連携の新しい取り組み

CSV 型へ転換し持続可能な活動とするためには、

データ提供者が不利益を被らず、提供者と利用者間の

取引コストが低減されなければならない。現在では通

常の商品として販売されていないデータを利用するため

には、双方合意の上で取引条件を定め相対で契約の締

結が必要となっているが、この取引コストは膨大であり、

一対一の契約を数多く締結することは現実的ではない。

この状況を打開する方策の１つとしては、株式市場の

ようなデータ取引市場を形成し、データの取引コストの

低減を図ることだと考えられる。またデータ提供者が

データ取引市場に取引可能なデータのメタデータを提供

することで、利用者側のデータを探すコストの低減も図

れ、また潜在的な利用者の発掘にもつながると思われ

る。

GIS データを扱っているサービスを見ると、米国

ESRI 社のArcGIS Marketplaceにおいて、「Japan」をキー

ワードとして検索してみると、検索結果は 2 つのデータ

のみとなっている。また日本においては、G 空間情報セ

ンターでは有償データは 39 件と決して多くなく、5,226
件のデータセットは無償となっており、商用で使える

GIS データを十分な数扱っているサービスはまだ形成さ

れていないように見受けられる。

GIS から離れ、海外の他業界の動向を見てみる

と、ゲーム制作等で利用される 3D モデルの売買サイト

TurboSquid と cgtrader では両サイトとも 100 万以上の

データを公開しており、十分に大きな市場が形成されて

いる。日本においては DMM.makeで３Ｄデータの取引

サービスがあるが、3Dプリンターデータに特化している

ためもあるのかデータは 1,000 件程度と海外に比べて少

ない。

日本国内における GIS データに限らず汎用的なデー

図 3　情報共有訓練に用いたWebGIS の画面（全体俯瞰用）
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店舗に地震計や積雪深を測定する観測機器を継続して
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態の変化など対象として、民間の保有する交通流デー

タや人流を利用したシミュレーションをモデルケースで

実施を試みた。

4.2  デ活インフラ分科会での取り組み
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連企業・団体（電気、ガス、水道、道路、鉄道、通
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め、2020 年の台風 14 号が接近した際に、日本防災産

業会議が用意した調査用コンテンツとのマッシュアップ

連携を試み、各種情報がワンストップで利用できること

の有効性が確認できた（図 3）。

4.3  サブプロジェクトの研究成果との連携

前述の各分科会におけるクローズドな取り組みのほ

かに、一般ユーザーのリスク認識の向上のため「あな

たのまちの直下地震」(https://nied-weblabo.bosai.go.jp/
amcj/) web 公開している。この web サイトは、地震被
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スであり、その原型は、本プロジェクトの前身である「都

市の脆弱性が引き起こす激甚災害の軽減化プロジェク

ト」によるものである。本プロジェクト実施期間において、

ライフライン被害にかかるフラジリティ関数を検討する

チーム等と連携し、過去の地震の実績から構築された

予測モデル式（五十嵐・丸山（2018））を用いて、各インター

チェンジ間の高速道路復旧日数を算出し、1日未満から

10日以上までの 5 段階で地図レイヤーに表示する機能

とした。また、入力地震として首都直下の 16 地震や地

方別活断層地震の追加設定を行った。さらに、震度分

布・家屋被害・人的被害・各種インフラ被害想定結果

を GeoJSON 形式による出力機能を追加し、デ活会員

がすでに保有しているシステムで自社秘匿情報との重ね

合わせを可能とするよう汎用性も高めた。

4.4  CSV（共通価値の創造）に対する意識の醸成状況

これら複数の事例（ユースケース）を作成・提示を通

じて、ハザード情報、リスク情報、対応情報を共通化

できることに価値があることが明らかとなった。たとえ

ば、オンラインで開催したデ活シンポで IoT 技術活用

分科会の活動やその活動を紹介した際の視聴総数が過

去最大であり、7 割以上（視聴者数平均）の方から、「各

分科会での取り組みが、自組織・団体の持続可能性の

図 2　防災情報の流通・連携を妨げる原因の構造
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タ市場サービスとしては、「エブリセンスジャパン株式会

社　EverySense」と「株式会社日本データ取引所　デー

タ売買マーケットプレイス JDEX®」があり、両社のサー

ビスが開始されてから10 年経過しているが、取扱デー

タ数も少なく、十分なデータ取引市場が形成されている

とは言い難い状態にあり、また防災データとして必須な

ストリーミング形式やリアルタイム系のデータ配信の体制

整備が十分ではないといった課題もある。

一般社団法人データ社会推進協議会（DSA）が連携

の推進、運用基準や技術基準の策定、事業者等に対

する認定制度、法的課題、標準化などデータ取引市場

の形成に必須となる活動を開始されており、これらが具

現化されていけば、データ取引市場が活性化し、防災

においても利用が促進されることが期待できる。

6.  企業版防災情報サービスプラットフォーム（SPF）
6.1  SPF 構築の目的

防災科研が官民研究開発投資拡大プログラム（Public/
Private R&D Investment Strategic Expansion PrograM：

PRISM（プリズム））において、多様なデータとノウハウ

を、組み合わせることにより新しく防災に役立つ使い方

を創出するために令和２年度から開発を開始したものが

企業版防災情報サービスプラットフォーム（SPF）である。

PRISM は内閣府が各事業の施策のアドオンとして実

施するものであり、企業版防災情報サービスプラット

フォーム（SPF）は、専門機関の防災関連情報やノウハウ、

民間の持つビッグデータ、技術ノウハウを統合し、企業

の意思決定や災害対応を支援する情報プロダクツを提

供するものである。また、この情報プロダクツを用いた

サービスを生み出し、そのサービスを用いたビジネスが

生まれることで、継続的な災害対応の向上を目指すため

の基盤的なプラットフォームでもある。

6.2  データの利用

防災情報サービスプラットフォームの機能やデータの

流れ、利用について図 4 に示す。

防災情報サービスプラットフォームの利用者は、自ら

防災情報システムを所有するような大企業と、所有しな

いような中小企業である。

自前のシステムを持つような大企業に対しては防災情

報サービスをデータとして提供し、自社システム内でマッ

シュアップして災害対応に活用されるように、各種の防

災情報を各種のロケーションプラットフォームに変換し

て提供できるような仕組みとした。

一方で自前のシステムのない中小企業等に対しては、

防災情報サービスプラットフォームの各種の情報サービ

ス内で、自社のデータを登録し、情報サービスがユー

ザーデータと防災データをマッシュアップして、意思決

定に必要な情報を提供する仕組みとした。

6.3  データマート

企業の防災や災害対応に必要な情報やツールを仲介

する仕組みとしてデータマートを設計した。

データマートは、カスタマー企業に対して、各種の防

災対策、災害対応に使える情報プロダクツ群を提供す

る。情報プロダクツの流通を促進するために、データマー

ト利用者は、各種の情報プロダクツ群のサンプルを無

料で使用することができるようにする。そして、実際に

自社の災害対応や防災対策に利用した際には、利用し

た量に応じて利用料を負担する。各種の情報プロダク

ツはサプライヤーとなる企業から提供されるため、利用

料はサプライヤー企業に還元されるものとなる。

このような持続的に開発と利用のサイクルを回す仕組

みとしてデータマートの各種機能を検討し、実装を進め

ている。

図４　防災情報サービスプラットフォーム
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6.4  I-レジリエンス

本事業に関連する取組として、令和 3 年 11月に防災

科研等が出資して、研究成果を活用し社会のレジリエン

スを向上させることなどを主な事業として、I-レジリエン

ス株式会社を設立した。

当該法人では、企業版防災情報サービスプラット

フォーム（SPF）をもとに、防災情報サービスを企業等に

対して提供していく。企業との共創による新規のコンテ

ンツの開発、既存コンテンツのカスタマイズ、利用に関

するサポート、データマートによるマーケットの創出な

どを進めることで、防災情報サービスプラットフォーム

の社会実装を目指すこととしている。

7.  防災のためのデータ連携に関すガイドブックの作成

既存のデータ連携に関するガイドラインを収集整理す

るとともに、デ活 IoT 技術活用分科会におけるデータ連

携をモデルとして防災版のデータ連携のための取り組み

を記載したガイドブックを作成した。目次構成は下記の

とおりである。

-----------------------------------------------------------------
はじめに

1 災害とデータ連携の if 
  1.1 災害時のデータ連携の必要性

  1.2 災害とデータ連携の if 
    1.2.1 令和元年台風 15 号とインフラの復旧

    1.2.2  東北地方太平洋沖地震、2011年東日本大震災

とSUPREME 
    1.2.3 水害とインフラの復旧 
    1.2.4 雪害とインフラの復旧 
    1.2.5 関連、その他の災害 
2 データ連携の課題・留意点

  2.1 データ連携の課題

  2.2 円滑なデータ連携に向けた留意点

    2.2.1 平時の取り組み 
    2.2.2 データ連携に関する取り決め

3 効果的な防災データ連携に向けて

  3.1 理想的な取り組みの紹介 
    3.1.1 学識者による取り組み

    3.1.2 民間企業による取り組み

    3.1.3 自治体による取り組み

  3.2 データ連携を支援する技術紹介 
    3.2.1 紹介する最新技術

    3.2.2 最新技術紹介

4 おわりに

-----------------------------------------------------------------

8.  まとめ　

防災科研がすでに有している情報インフラ基盤に保

有しているデータの形式や規格、二次活用のルールに

おいて、サブプロジェクト (b)(c) の成果がその形式・規格・

ルールで広く展開可能か検証することを目的として研究

を進めてきた。本研究では、次の成果が得られた。

・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。

また、解決実現すべき課題はつぎの通りである。

・データの活用とDX、デジタルツイン、5G など最先端

の技術に対応した防災対策

・オープンクローズ戦略のさらなる検討と実施

・スマートシティやスーパーシティなどでの防災データ活

用の POC の実施

・データ連携による災害の予測、応急対応、復旧のそ

れぞれのフェーズに適した情報の活用
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タ市場サービスとしては、「エブリセンスジャパン株式会

社　EverySense」と「株式会社日本データ取引所　デー

タ売買マーケットプレイス JDEX®」があり、両社のサー

ビスが開始されてから10 年経過しているが、取扱デー

タ数も少なく、十分なデータ取引市場が形成されている

とは言い難い状態にあり、また防災データとして必須な

ストリーミング形式やリアルタイム系のデータ配信の体制

整備が十分ではないといった課題もある。

一般社団法人データ社会推進協議会（DSA）が連携

の推進、運用基準や技術基準の策定、事業者等に対

する認定制度、法的課題、標準化などデータ取引市場

の形成に必須となる活動を開始されており、これらが具

現化されていけば、データ取引市場が活性化し、防災

においても利用が促進されることが期待できる。

6.  企業版防災情報サービスプラットフォーム（SPF）
6.1  SPF 構築の目的

防災科研が官民研究開発投資拡大プログラム（Public/
Private R&D Investment Strategic Expansion PrograM：

PRISM（プリズム））において、多様なデータとノウハウ

を、組み合わせることにより新しく防災に役立つ使い方

を創出するために令和２年度から開発を開始したものが

企業版防災情報サービスプラットフォーム（SPF）である。

PRISM は内閣府が各事業の施策のアドオンとして実

施するものであり、企業版防災情報サービスプラット

フォーム（SPF）は、専門機関の防災関連情報やノウハウ、

民間の持つビッグデータ、技術ノウハウを統合し、企業

の意思決定や災害対応を支援する情報プロダクツを提

供するものである。また、この情報プロダクツを用いた

サービスを生み出し、そのサービスを用いたビジネスが

生まれることで、継続的な災害対応の向上を目指すため

の基盤的なプラットフォームでもある。

6.2  データの利用

防災情報サービスプラットフォームの機能やデータの

流れ、利用について図 4 に示す。

防災情報サービスプラットフォームの利用者は、自ら

防災情報システムを所有するような大企業と、所有しな

いような中小企業である。

自前のシステムを持つような大企業に対しては防災情

報サービスをデータとして提供し、自社システム内でマッ

シュアップして災害対応に活用されるように、各種の防

災情報を各種のロケーションプラットフォームに変換し

て提供できるような仕組みとした。

一方で自前のシステムのない中小企業等に対しては、

防災情報サービスプラットフォームの各種の情報サービ

ス内で、自社のデータを登録し、情報サービスがユー

ザーデータと防災データをマッシュアップして、意思決

定に必要な情報を提供する仕組みとした。

6.3  データマート

企業の防災や災害対応に必要な情報やツールを仲介

する仕組みとしてデータマートを設計した。

データマートは、カスタマー企業に対して、各種の防

災対策、災害対応に使える情報プロダクツ群を提供す

る。情報プロダクツの流通を促進するために、データマー

ト利用者は、各種の情報プロダクツ群のサンプルを無

料で使用することができるようにする。そして、実際に

自社の災害対応や防災対策に利用した際には、利用し

た量に応じて利用料を負担する。各種の情報プロダク

ツはサプライヤーとなる企業から提供されるため、利用

料はサプライヤー企業に還元されるものとなる。

このような持続的に開発と利用のサイクルを回す仕組

みとしてデータマートの各種機能を検討し、実装を進め

ている。

図４　防災情報サービスプラットフォーム
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2. 総括研究報告【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

Ⅰ-3　被害拡大阻止のためのフラジリティ関数の検討

Ⅰ-3-1　建物フラジリティの検討

分担責任者：松岡　昌志（東京工業大学）

1.  研究の目的と目標

地震の揺れのような外力（地震動強さ）と建物被害程

度の関係式を明らかにし、建物被害の顕在化の確率を

モデル化することで、平時と災害時における被害軽減策

を推進することができます。これは、建物の耐震性や

脆弱性にはばらつきがあり、かつ、個々の建物の性能

に関するパラメータを求めて、解析的に被害程度を推

定することは、対象とする建物数が膨大にある場合に

は現実的ではないことが理由のひとつです。とくに発災

直後の被害状況の把握が難しいフェーズにおいて、地

震動強さの情報に基づいて、いちはやく多くの建物の

被害規模の予測を実現することは、被害の拡大防止に

大きく貢献できます。

このような建物被害の確率モデルを建物フラジリティ

関数と呼び、実際の地震被害調査データから構築する

ことが一般的です。これまでに、阪神・淡路大震災以

降、多くの建物フラジリティ関数が作られてきています

が、被害認定調査の被害程度の定義が変わってきてい

ることや、高密度の強震観測により信頼性の高い地震

動情報が得られるようになっていることを受けて、より

実効性の高い建物フラジリティ関数の構築が喫緊の課

題になっています。

そこで、本研究課題では、2016（平成 28）年熊本地

震の被害認定調査データに基づき、小さな揺れから大

きな揺れに対して適用可能な建物フラジリティ関数を構

築することを目的にしています。推定する被害程度は「全

壊」、「大規模半壊」、「半壊」だけでなく、「層破壊」も

対象にしました。地震により人の生存空間が失われる建

物被害パターンである層破壊を精度よく推定できれば、

人的被害の推計や迅速な災害対応の実施に役立つから

です。層破壊の建物フラジリティ関数については、阪神・

淡路大震災の西宮市の被害データに基づく関数があっ

たのみで、関数の更新についてはこれまでにほとんど着

手されてきていなかったことが大きな理由です。

以降では、本研究で構築した建物フラジリティ関数

の構築方法および特徴や考察について、既往の関数と

の比較を通じて説明していきます。また、首都直下地震

を想定し、木造建物被害の試算を実施しました。なお、

研究実施期間中の 2018 年に北海道胆振東部地震が起

こりました。建物の耐震性・脆弱性は地域によって異な

ることが以前から指摘されています。そこで、本研究で

は北海道胆振東部地震の被災自治体からも被害認定調

査データを入手し、被害率の分析や熊本地震のフラジ

リティ関数との比較を実施しました。

2.   熊本地震の建物被害認定調査データに基づく建物フ

ラジリティ関数の構築

益城町および宇城市の建物被害認定調査（罹災証

明）のデータを統合することで、広範囲の地震動強さに

対応する、構造別・建築年代別の統一的な建物フラジ

リティ関数を構築しました 1)。また、過去の被害地震に

基づく既往の建物フラジリティ関数と比較をしました。

2.1  建物フラジリティ関数の構築

建物フラジリティ関数の構築には、外力となる地震

動強さの空間分布の情報が必要になります。本研究で

は、防災科学技術研究所の K-NET および KiK-net の
計 698 地点の観測記録に加えて、気象庁 316 地点、自

治体 111 地点、および西部ガス16 地点の波形記録を収

集し、これらの波形データから最大地表速度（PGV）、
最大地表加速度（PGA）、計測震度などの指標を計

算しました。手法は、地震動マップ即時推定システム

（QuiQuake）2) を踏襲しています。この際、震源断層か

らの距離減衰式を考慮するとともに、断層としては国土

地理院によるモデル 3) を参考にしています。図 1には推

定した計測震度の分布を示します。

建物被害データには、益城町および宇城市の被害認

定調査データを用いましたが、両自治体では含まれる

建物数が異なっており、それぞれの自治体で構築した

フラジリティ関数を単純につなぎ合わせては構築できま

図 1　熊本地震（本震）の計測震度分布
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せん。例えば、木造建物数合計は益城町と宇城市でそ

れぞれ 8,972 棟と 23,968 棟であり、大きな差がありま

す。そこで、本研究では 3 つの統合方法を検討しまし

た。具体的には、益城町と宇城市で建物数を揃えたポ

イントデータを作成し、それを用いて回帰する（方法 1）、
益城町と宇城市で区分数を揃えたポイントデータを作成

し、それを用いて回帰する（方法 2）、益城町と宇城市

のデータセットを確率分布で表わし、それを統合した確

率分布を導出する（方法 3）です。

3 つの方法で得られた建物フラジリティ関数について

分析したところ、方法 2 によるフラジリティ関数がやや

低い地震動強さの宇城市のデータから大きい地震動強

さの益城町のデータまで最もよく適合し、広範囲の地

震動で被害率を説明可能であることがわかりました。方

法 2を用いて、木造、鉄骨造（S 造）、軽量鉄骨造（LS 造）

のフラジリティ関数を構築しました。図 2 には PGV に

対する木造建物のフラジリティ関数を示します。図中に

は益城町と宇城市のそれぞれの調査データから作成し

た建物フラジリティ関数も載せています。統合した建物

フラジリティ関数は、PGV が 160cm/s 程度で全壊にな

る確率が 30%であることがわかります。

2.2   建築年代ごとの建物フラジリティ関数と既往の関数

との比較

建物の耐震性・脆弱性は建築年代によって異なりま

す。建築年代を 1962 年〜 1971年、1972 年〜 1981 年、

1982 年〜 1990 年、1991年〜 2000 年、2001年〜 2016
年に分けた時の計測震度に対する木造建物の全壊のフ

ラジリティ関数を図 3 に示します。既往の関数 4)-7) も載

せています。

計測震度が約 6.0 ～ 7.0 の範囲についてみると、中央

防災会議（2012）は 1981 年以前では本研究のフラジリ

ティ関数より大きい全壊率を与えますが、1982 年以降

ではほぼ同程度のレベルです。翠川ほか（2011）は 1981
年以前では本研究のフラジリティ関数を下回る部分があ

りますが、1982 年以降では大きく上回る傾向にありま

す。計測震度が小さい範囲（約 4.0 〜 6.0）では中央防

災会議（2012）はすべての建築年代で本研究のフラジリ

ティ関数とほぼ同程度のレベルですが、翠川ほか（2011）
は本研究のフラジリティ関数を概ね下回る傾向にありま

す。中央防災会議（2012）、翠川ほか（2011）はいずれも、

本研究のフラジリティ関数と同様に自治体の罹災証明

データに基づき構築されたものですが、同程度の地震

動強さに対する全壊率の傾向は大きく異なっています。

そこで、それぞれのフラジリティ関数における相違の理

由について考察します。

中央防災会議（2012）は、前述のように、全壊率に関

して、1982 年以降は本研究のフラジリティ関数とほぼ同

レベルですが、1981年以前ではそれより大きくなります。

これは、中央防災会議（2012）の構築に用いられたデー

タは大部分が兵庫県南部地震の西宮市における罹災証

明データであることが理由で、西宮市では、公費解体

された建物を罹災証明では全壊として扱う特例的措置

が取られたことにより、罹災証明の全壊棟数には本来

は全壊でなく公費解体された建物も多数含まれている

とともに、外見上修理可能な被害であっても古い建物ほ

ど解体される傾向にあったことが影響していると考えら

れます。

翠川ほか（2011）は、兵庫県南部地震より後に発生し

た地震における罹災証明データが用いられています。ま

た、使われたデータの計測震度上限は 6.5 程度である

ため、その範囲で同一の震度における全壊率を比較す

ると、本研究のフラジリティ関数より小さい値となって

います。その理由としては、対象とした地震の大半が積

雪地や寒冷地であることの影響が考えられます。すなわ

ち、地盤凍上や雪荷重に対応するため、木造建物では

壁量が多く構造的に強いことや瓦屋根が少なく軽い屋

根が多いことによる耐震性の地域差が考えられ、この

影響は、2018 年北海道胆振東部地震の建物被害にお

いても顕著にみられています。また、兵庫県南部地震よ

り後に発生した地震で木造建物の被害率が小さい点に

関しては、地震動の周期特性の違いによる影響につい

ても従来から指摘されています。

以上より、自治体の罹災証明データに基づく建物フ

ラジリティ関数として、これまで兵庫県南部地震のデー

タに基づくフラジリティ関数が多く用いられてきました

が、熊本地震における罹災証明データとは傾向が異なっ

ています。その要因としては、当時の被害調査の方法

や判定にはいくつか課題があり、それに起因したバイア

スが含まれている可能性が考えられます。今後新たに

図 2　益城町と宇城市のデータを統合処理した建物フラジリティ関数（木造建物・全年代）

-  53 --  52 -

2. 総括研究報告【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

Ⅰ-3　被害拡大阻止のためのフラジリティ関数の検討

Ⅰ-3-1　建物フラジリティの検討
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1.  研究の目的と目標

地震の揺れのような外力（地震動強さ）と建物被害程

度の関係式を明らかにし、建物被害の顕在化の確率を

モデル化することで、平時と災害時における被害軽減策

を推進することができます。これは、建物の耐震性や

脆弱性にはばらつきがあり、かつ、個々の建物の性能

に関するパラメータを求めて、解析的に被害程度を推

定することは、対象とする建物数が膨大にある場合に

は現実的ではないことが理由のひとつです。とくに発災

直後の被害状況の把握が難しいフェーズにおいて、地

震動強さの情報に基づいて、いちはやく多くの建物の

被害規模の予測を実現することは、被害の拡大防止に

大きく貢献できます。

このような建物被害の確率モデルを建物フラジリティ

関数と呼び、実際の地震被害調査データから構築する

ことが一般的です。これまでに、阪神・淡路大震災以

降、多くの建物フラジリティ関数が作られてきています

が、被害認定調査の被害程度の定義が変わってきてい

ることや、高密度の強震観測により信頼性の高い地震

動情報が得られるようになっていることを受けて、より

実効性の高い建物フラジリティ関数の構築が喫緊の課

題になっています。

そこで、本研究課題では、2016（平成 28）年熊本地

震の被害認定調査データに基づき、小さな揺れから大

きな揺れに対して適用可能な建物フラジリティ関数を構

築することを目的にしています。推定する被害程度は「全

壊」、「大規模半壊」、「半壊」だけでなく、「層破壊」も

対象にしました。地震により人の生存空間が失われる建

物被害パターンである層破壊を精度よく推定できれば、

人的被害の推計や迅速な災害対応の実施に役立つから

です。層破壊の建物フラジリティ関数については、阪神・

淡路大震災の西宮市の被害データに基づく関数があっ

たのみで、関数の更新についてはこれまでにほとんど着

手されてきていなかったことが大きな理由です。

以降では、本研究で構築した建物フラジリティ関数

の構築方法および特徴や考察について、既往の関数と

の比較を通じて説明していきます。また、首都直下地震

を想定し、木造建物被害の試算を実施しました。なお、

研究実施期間中の 2018 年に北海道胆振東部地震が起

こりました。建物の耐震性・脆弱性は地域によって異な

ることが以前から指摘されています。そこで、本研究で

は北海道胆振東部地震の被災自治体からも被害認定調

査データを入手し、被害率の分析や熊本地震のフラジ

リティ関数との比較を実施しました。

2.   熊本地震の建物被害認定調査データに基づく建物フ

ラジリティ関数の構築

益城町および宇城市の建物被害認定調査（罹災証

明）のデータを統合することで、広範囲の地震動強さに

対応する、構造別・建築年代別の統一的な建物フラジ

リティ関数を構築しました 1)。また、過去の被害地震に

基づく既往の建物フラジリティ関数と比較をしました。

2.1  建物フラジリティ関数の構築

建物フラジリティ関数の構築には、外力となる地震

動強さの空間分布の情報が必要になります。本研究で

は、防災科学技術研究所の K-NET および KiK-net の
計 698 地点の観測記録に加えて、気象庁 316 地点、自

治体 111 地点、および西部ガス16 地点の波形記録を収

集し、これらの波形データから最大地表速度（PGV）、
最大地表加速度（PGA）、計測震度などの指標を計

算しました。手法は、地震動マップ即時推定システム

（QuiQuake）2) を踏襲しています。この際、震源断層か

らの距離減衰式を考慮するとともに、断層としては国土

地理院によるモデル 3) を参考にしています。図 1には推

定した計測震度の分布を示します。

建物被害データには、益城町および宇城市の被害認

定調査データを用いましたが、両自治体では含まれる

建物数が異なっており、それぞれの自治体で構築した

フラジリティ関数を単純につなぎ合わせては構築できま

図 1　熊本地震（本震）の計測震度分布
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図 3　建築年代ごとの建物フラジリティ関数の比較（木造建物・全壊率）

発生する地震に対しても引き続き適用性の検討を行なう

必要はありますが、本研究で構築した熊本地震のデー

タに基づく建物フラジリティ関数は、近年の内陸被害

地震における自治体の罹災証明データに基づくフラジリ

ティ関数として有効と考えられます。

2.3  層破壊建物のフラジリティ関数の構築

益城町の被害認定調査データに基づいて、層破壊建

物を抽出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被害関数を構築しました 8)。層破

壊とは堀江ら（2003）9) と同様にダメージグレード D5 以

上 10) の大きな被害を対象にしており、人がいた場合に
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生存空間を奪われるほどの甚大被害です。

被害認定調査では建物が全壊であっても層破壊かど

うかの記録をしていない場合があるため、正確な層破

壊建物の数や分布は不明です。そこで、調査の際に撮

影した約 63万枚の写真から層破壊建物を深層学習によ

り効率的に抽出しました。図 4 には現地写真と深層学

習モデルが層破壊との判定に着目した部位を可視化した

画像を示しています。建物の大きな変形や瓦礫の状況

を判断材料にしていることがわかります。なお、深層学

習の判定は必ずしも完璧ではありませんので、最終的

には目視による確認も併用することで信頼性の高い層破

壊建物データ（分布および構造種別など）を作成しまし

た。そして、構造および木造建物の建築年代、屋根形

式、階数の区分別に、全建物数に対する層破壊建物数

の割合（層破壊率）を算出することにより、被害を分析

しました。分析には、抽出した層破壊建物数の内、物置・

倉庫・車庫等の建物用途のデータおよび建築面積 20m2

未満の小規模建物データは除外し、住家のみを対象に

しています。その結果、分析に用いた層破壊の建物数

は 571 棟になりました。

木造建物の建築年代別の層破壊率および被害率を

図 5 に示します。1951年以前を除き、建築年代が古い

ほど層破壊率が大きくなる傾向がみられます。これは、

1981年に必要壁量等の改正や新耐震設計基準が導入

され、2000 年に基礎構造、接合部金物の使用、耐震

壁の偏心の回避が規定される等といった、耐震性強化

のための建築基準法の整備がなされてきたことと整合

しています。一方、1951年以前の益城町の層破壊率は

1952-1961 年より小さくなり、この傾向に反しています。

これは、戦後復興期に建築された建物は瓦屋根が少な

く平屋が多いといった建築事情がこの一因と考察されま

す。

次に、回帰分析にて構築した PGV に関する木造建

物の層破壊フラジリティ関数を既往の関数 9) と共に図 6
に示します。益城町のフラジリティ関数は、既往の兵庫

県南部地震の西宮市のものより大きく下回りました。こ

の要因としては、西宮市のデータに占める新耐震の建

物の割合は約 17％であるのに対し、益城町のデータに

おいては約 60％であり、益城町は新しい建築年代の建

物データが多いことが考えられます。また、兵庫県南部

地震では十分な数の強震観測記録が得られなかったた

め、関数の構築に用いられた地震動分布の不確実性も

要因のひとつと考えられます。図 7 には PGV および計

測震度に関する木造建物の建物年代別の層破壊フラジ

リティ関数を示しています。それぞれの図中には、フラ

ジリティ関数の回帰に用いたデータを載せています。建

築年が古くなるに従い、層破壊率が高くなる傾向がみら

れ、人的被害の軽減には、これらの建物の耐震補強や

建て替えが急務なことが明らかになりました。

2.4  首都直下地震への適用

本研究課題にて構築した建物フラジリティ関数を首

都直下地震に適用し、予測される被害について試算し

ました。なお、首都圏には非木造の建物が多く分布し

ますが、熊本地震の被害認定調査データは、木造以

外の建物について統計解析をするには十分な数ではな

かったために、信頼性にはまだ疑問があることから、こ

こでは木造建物についてのみ対象にしました。

対象地震を内閣府「首都直下地震モデル検討会」に

よる都心南部直下地震として、一都三県について木造

建物の被害を試算したところ、全壊が約 23万棟、大規

模半壊以上が約 420万棟、半壊以上が約 1,200万棟に

なりました。また、人的被害に係わるような層破壊建

物は約 4 万棟になることがわかりました。今後は非木造

図 4　現地写真と深層学習モデルによる被災部位の可視化

図 5　木造建物の建築年代別の層破壊率および被害率

図 6　層破壊建物のフラジリティ関数（木造建物・全年代）
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図 3　建築年代ごとの建物フラジリティ関数の比較（木造建物・全壊率）
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物を抽出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被害関数を構築しました 8)。層破

壊とは堀江ら（2003）9) と同様にダメージグレード D5 以

上 10) の大きな被害を対象にしており、人がいた場合に
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の建物について、数値解析等によりデータを増強して、

より信頼性の高いフラジリティ関数を構築することが望

まれます。

2.5  フラジリティ関数の地域性

建物の脆弱性は、屋根の重量、壁量、基礎の仕様な

どによって異なります。過去の地震被害の調査結果か

ら、積雪寒冷地の建物は雪荷重や凍土を考慮した設計

になっていること、断熱暖房の効率化から開口部が小

さいことなどにより、地震荷重に対してやや強いのでは

ないか、という指摘があります。

そこで、2018 年北海道胆振東部地震の被災地の一部

（安平町、厚真町、むかわ町）の被害認定調査（罹災証

明）データを整理し、被害分析を行いました 11)。安平町

の木造建物の建築年代ごとの被害率を図 8 に示します。

建築年代が新しいほど被害率は小さくなります。1982
年以降は、耐震基準の改正により被害率が大きく減少

していることがわかります。なお、2000 年の改正にて

耐震性能がさらに向上していることもわかります。1995
年兵庫県南部地震による神戸市灘区、西宮市、2007
年の新潟県中越沖地震による柏崎市、2016 年の熊本地

震による益城町と、本研究の安平町について、木造建

物の全壊率を建築年代ごとに比較したものを図 9 に示

します。安平町の全壊率は柏崎市とほぼ同程度で、灘区、

西宮市、益城町よりも小さいことがわかります。図 10 に

は安平町と柏崎市の木造建物の全壊率について、本研

究課題で構築した建物フラジリティ関数など既往の関数

との比較を示しています。安平町と柏崎市の被害は他と

比べてやや小さく、建物の脆弱性には地域性があること

を示唆しています。

3.  まとめ

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、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

図 7　建築年代ごとの層破壊の建物フラジリティ関数の比較（木造建物）

図 8　安平町の建築年代ごとの被害割合（木造建物）

図 9　建築年代ごとの全壊率（既往地震の結果との比較）

図 10　安平町および新潟県中越沖地震の柏崎市の全壊率と

既往の建物フラジリティ関数の比較（木造建物・全年代）
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模半壊以上・半壊以上）を構築しました。

また、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ました。

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ます。

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

できます。建物フラジリティ関数による被害の事前推定

と即時推定は、発災前から発災直後のフェーズにおい

て、都市のレジリエンス総合力の向上に寄与すると考え

ています。
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物の全壊率を建築年代ごとに比較したものを図 9 に示

します。安平町の全壊率は柏崎市とほぼ同程度で、灘区、

西宮市、益城町よりも小さいことがわかります。図 10 に

は安平町と柏崎市の木造建物の全壊率について、本研

究課題で構築した建物フラジリティ関数など既往の関数

との比較を示しています。安平町と柏崎市の被害は他と

比べてやや小さく、建物の脆弱性には地域性があること

を示唆しています。

3.  まとめ

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、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

図 7　建築年代ごとの層破壊の建物フラジリティ関数の比較（木造建物）

図 8　安平町の建築年代ごとの被害割合（木造建物）

図 9　建築年代ごとの全壊率（既往地震の結果との比較）

図 10　安平町および新潟県中越沖地震の柏崎市の全壊率と

既往の建物フラジリティ関数の比較（木造建物・全年代）
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Ⅰ-3　被害拡大阻止のためのフラジリティ関数の検討

Ⅰ-3-2　インフラフラジリティの検討

分担責任者：能島　暢呂（岐阜大学）

1.  研究の目的と目標

発災直後のフェーズにおいて、被害状況の把握が困

難な状況になり、効率的な緊急対応や復旧作業が妨げ

られる事例がこれまで多く報告されてきた。そこで、地

震動分布（想定地震の予測震度分布や、地震後に即時

的に得られる推定震度分布など）に基づいて被害およ

び復旧過程を予測・推定すれば、被害拡大防止のため

の緊急対応を的確に行い、早期復旧を図ることができ

ると考えられる。また、それによって社会全体のレジリ

エンス向上が期待される。

本研究では、供給処理系および交通系ライフライン

を対象として、地震外力と被害発生確率（もしくは被害

率）の関係を表す物理的・機能的フラジリティ関数、お

よび、地震後の機能回復を表すレジリエンス関数を明

らかにして、事前および事後の予測・推定に資すること

を目的とする。具体的には、阪神・淡路大震災以来の

研究成果を基盤として、その後に発生した多数の被害

地震における地震動分布データおよび被害・復旧デー

タを活用し、災害対応への実効性の高いモデル構築を

行う。

2.  供給処理系ライフライン

2.1  上水道

2016 年 4月に発生した熊本県熊本地方を震源とする

熊本地震では、道路、上下水道、電力、都市ガス等の

ライフラインシステムの施設に多大な被害をもたらした。

この地震の断水戸数は約 44 万 6000 戸に達した 1)。

水道管の被害予測式は、兵庫県南部地震を契機と

して体系化されている。例えば、磯山ら 2) は、1995 年

に発生した兵庫県南部地震における芦屋市と西宮市の

水道管路被害データに基づいて標準被害率関数を作成

し、地震動の最大加速度（PGA）や最大速度（PGV）
と上水道管路の被害率の関係を明らかにしている。水

道技術研究センターは、「地震による管路被害予測式」

を構築し、2011年東北地方太平洋沖地震や熊本地震を

受けて、見直しに関する検討を行っている 3)。

そこで本研究では、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、管

路被害率を目的変数とした数量化理論 I 類による回帰

分析を行った。具体的には、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

分析を行った。

現行の被害予測式 3) では、管種・継手（Cp），口径（Cd），

微地形（Cg）に関する補正係数が標準被害率に乗じられ

ている。本研究では、これらの補正係数に加えて微地

形境界（Cb），液状化（Cl），地震動の PGV（Cv）が管路

被害率に影響するものと考え、式 (1)を仮定した。ここで、

R0 は標準被害率（件 /km）を表す。

 (1)
管種は DIP（一般），CIP，PE，SP（溶接），SP（その他），

VP の 6 区分、口径は 40 mm 以下、50-75 mm，100-
150 mm，200-250 mm，300-450 mm，500-900 mm の

6 区分、微地形は、A（山地、山麓地、丘陵、火山地、

火山性山麓地、火山性丘陵）、B（砂礫質台地、ローム

台地）、C（谷底低地、扇状地、後背湿地、三角州・海

岸低地）、D（自然堤防、旧河道、砂洲・砂礫洲、砂丘）、

E（埋立地、干拓地、湖沼）の 5 区分、PGV は 12 区分、

微地形の境界条件は微地形境界部と微地形境界以外

の 2 区分、液状化は液状化範囲と非液状化範囲の 2 区

分とした。

式 (1) を対数変換して求めた補正係数を真数に戻し、

補正係数を比較する（図 1）。CIP については、基準の

DIP の 9.5 倍の補正係数値となっており、被害率が大き

くなりやすいことが確認できた。口径では、150 mm 以

下の範囲で、口径が小さくなるに従い被害率が増加する

傾向が見られた。微地形境界部の補正係数が境界以外

の補正係数よりもやや大きな値を示すことがわかった。

また、液状化の補正係数は、非液状化のものの 5.1 倍

の値を示すことがわかった。

𝑅𝑅𝑅𝑅! = 𝐶𝐶𝐶𝐶" × 𝐶𝐶𝐶𝐶# × 𝐶𝐶𝐶𝐶$ × 𝐶𝐶𝐶𝐶% × 𝐶𝐶𝐶𝐶& × 𝐶𝐶𝐶𝐶' × 𝑅𝑅𝑅𝑅( 

図 1　数量化理論 I 類で得られた補正係数
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2.2  下水道

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4), 5), 6), 7)

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。下水道管路の被害延長を敷設延長で除して

被害率と定義し、非液状化領域と液状化領域に分類し

て被害率を分析した。

図 2 には、地表面最大速度 PGVと被害率の関係を

非液状化領域と液状化領域のデータに区別して示す。

図 2 には、PGVと被害率との関係を対数正規分布でモ

デル化した結果を併せて示す。非液状化領域において

は、PGV=40~60[cm/s] では数 % の被害率に留まってい

たものが、PGV=100[cm/s] の強震動を受けると被害率は

5% を越え、PGV=140~160[cm/s] の極めて大きな地震

動を受けると被害率は 10% オーダーに達している。一

方、液状化領域においては、非液状化領域と比較して、

PGV=50~80[cm/s] の相対的に低い地震動強さであって

も被害率が 5% から 8% オーダーの高い値を示すように

なり、PGV が 80[cm/s] を越えて大きくなると、被害率は

5% から 20% オーダーの間で高い数値を示し続けてい

る。液状化領域においては、PGV=50~80[cm/s] の相対

的に低い地震動強さにおいても被害率が急激に高まる

可能性があり、液状化等の地盤変状による下水道管路

施設の地震被害は相対的に低いPGV であっても想定し

ておく必要がある。

2.3  供給系システム

(1) 供給系ライフラインの被害・復旧予測モデル

1995年兵庫県南部地震の被災事例に基づいて構築さ

れ、その後、改良を加えた供給系ライフライン（電力・

水道・都市ガス）の機能的被害・復旧評価モデル 8) を

用いて、推定値と実測値との整合性について検証した。

対象は 6 地震（2011 年東北地方太平洋沖地震、2004
年新潟県中越地震、2007 年新潟県中越沖地震、2016
年熊本地震、2018 年大阪府北部の地震、2018 年北海

道胆振東部地震）を対象とした。その結果、2011年東

北地方太平洋沖地震に関してほぼ整合しているものの、

その他に関しては、特に復旧所要期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。（都市ガスは第 1次緊急停止判断基準が変更さ

れたため除外）。復旧所要期間の推定値と実測値との乖

離度合いを表す指標として、供給支障人口の累積値（累

積供給支障人口）の実測値と推定値との比率（実測値／

推定値）を定義した。さらに、震災規模の違いを表す

指標として、震度曝露人口 9) を用いた影響規模指数を

電力・水道に分けて定義し、累積供給支障人口の比率

と影響規模指数が整合させ、復旧所要期間の平均値お

よび標準偏差を伸縮させることとした。改良モデルを用

いて、累積供給支障人口の推定値と実測値とを比較し、

精度が向上したことを確認した（図 3）。

(2) 熊本地震におけるインフラ被害・復旧と避難者数推

移との関係

供給系ライフラインの復旧過程は社会全体のレジリ

エンスにも影響する。避難者数の推移はその典型的な

側面の一つである。そこで、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、家屋被害、停電・断水、余震、仮設住宅の整備

等に関する状況とあわせて時系列的整理を行い、避難

者数推定に関する従来式 10) の改良式を構築した。従来

図 2　地表面最大速度 PGVと被害率の関係
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図 3　累積供給支障人口の比較（縦軸：改良モデル

による推定値、横軸：実測値）
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Ⅰ-3-2　インフラフラジリティの検討

分担責任者：能島　暢呂（岐阜大学）

1.  研究の目的と目標

発災直後のフェーズにおいて、被害状況の把握が困

難な状況になり、効率的な緊急対応や復旧作業が妨げ

られる事例がこれまで多く報告されてきた。そこで、地

震動分布（想定地震の予測震度分布や、地震後に即時

的に得られる推定震度分布など）に基づいて被害およ

び復旧過程を予測・推定すれば、被害拡大防止のため

の緊急対応を的確に行い、早期復旧を図ることができ

ると考えられる。また、それによって社会全体のレジリ

エンス向上が期待される。

本研究では、供給処理系および交通系ライフライン

を対象として、地震外力と被害発生確率（もしくは被害

率）の関係を表す物理的・機能的フラジリティ関数、お

よび、地震後の機能回復を表すレジリエンス関数を明

らかにして、事前および事後の予測・推定に資すること

を目的とする。具体的には、阪神・淡路大震災以来の

研究成果を基盤として、その後に発生した多数の被害

地震における地震動分布データおよび被害・復旧デー

タを活用し、災害対応への実効性の高いモデル構築を

行う。

2.  供給処理系ライフライン

2.1  上水道

2016 年 4月に発生した熊本県熊本地方を震源とする

熊本地震では、道路、上下水道、電力、都市ガス等の

ライフラインシステムの施設に多大な被害をもたらした。

この地震の断水戸数は約 44 万 6000 戸に達した 1)。

水道管の被害予測式は、兵庫県南部地震を契機と

して体系化されている。例えば、磯山ら 2) は、1995 年

に発生した兵庫県南部地震における芦屋市と西宮市の

水道管路被害データに基づいて標準被害率関数を作成

し、地震動の最大加速度（PGA）や最大速度（PGV）
と上水道管路の被害率の関係を明らかにしている。水

道技術研究センターは、「地震による管路被害予測式」

を構築し、2011年東北地方太平洋沖地震や熊本地震を

受けて、見直しに関する検討を行っている 3)。

そこで本研究では、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、管

路被害率を目的変数とした数量化理論 I 類による回帰

分析を行った。具体的には、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

分析を行った。

現行の被害予測式 3) では、管種・継手（Cp），口径（Cd），

微地形（Cg）に関する補正係数が標準被害率に乗じられ

ている。本研究では、これらの補正係数に加えて微地

形境界（Cb），液状化（Cl），地震動の PGV（Cv）が管路

被害率に影響するものと考え、式 (1)を仮定した。ここで、

R0 は標準被害率（件 /km）を表す。

 (1)
管種は DIP（一般），CIP，PE，SP（溶接），SP（その他），

VP の 6 区分、口径は 40 mm 以下、50-75 mm，100-
150 mm，200-250 mm，300-450 mm，500-900 mm の

6 区分、微地形は、A（山地、山麓地、丘陵、火山地、

火山性山麓地、火山性丘陵）、B（砂礫質台地、ローム

台地）、C（谷底低地、扇状地、後背湿地、三角州・海

岸低地）、D（自然堤防、旧河道、砂洲・砂礫洲、砂丘）、

E（埋立地、干拓地、湖沼）の 5 区分、PGV は 12 区分、

微地形の境界条件は微地形境界部と微地形境界以外

の 2 区分、液状化は液状化範囲と非液状化範囲の 2 区

分とした。

式 (1) を対数変換して求めた補正係数を真数に戻し、

補正係数を比較する（図 1）。CIP については、基準の

DIP の 9.5 倍の補正係数値となっており、被害率が大き

くなりやすいことが確認できた。口径では、150 mm 以

下の範囲で、口径が小さくなるに従い被害率が増加する

傾向が見られた。微地形境界部の補正係数が境界以外

の補正係数よりもやや大きな値を示すことがわかった。

また、液状化の補正係数は、非液状化のものの 5.1 倍

の値を示すことがわかった。

𝑅𝑅𝑅𝑅! = 𝐶𝐶𝐶𝐶" × 𝐶𝐶𝐶𝐶# × 𝐶𝐶𝐶𝐶$ × 𝐶𝐶𝐶𝐶% × 𝐶𝐶𝐶𝐶& × 𝐶𝐶𝐶𝐶' × 𝑅𝑅𝑅𝑅( 

図 1　数量化理論 I 類で得られた補正係数
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式のパラメータは全半壊人口と断水人口であり、推定対

象が離散時点であるのに対して、改良式では停電人口

の推移を考慮するとともに、被災者の居住環境整備に

関するレジリエンス関数（臨界減衰モデル）を組み込み、

任意の時点での避難人口を推定可能とした。図 4 に益

城町の例を示す。地震直後は余震の影響によりやや過

小評価であり、その後やや過大評価となっている部分

もあるが、中長期の減少過程はよく適合している。

3.  交通系ライフライン

3.1  高速道路

内閣府の中央防災会議では、南海トラフ地震や首都

直下地震の危険性が指摘されている。とくに南海トラフ

を震源とする巨大地震では、関東から西日本の広い範

囲が大きな揺れに見舞われ、人的被害や建物被害に加

えて、高速道路等へも多大な被害が見込まれる。道路

は被災地の応急復旧活動に欠かせない社会基盤施設で

あり、道路ネットワークの地震発生後の復旧状況を予測

することは、事業継続計画の策定など災害対策の立案

に貢献することができる。

そこで本研究では、既往の高速道路復旧予測モデル 11)

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、より高精度な予測モデルの構築を目指した。

本研究では、式 (2) のように復旧予測モデルを仮定

した。ここで、p は IC 間の地震後の経過時間に応じた

復旧確率、x1 はインターチェンジ（IC）間の距離に対す

る震度 5 弱および震度 5 強の揺れに曝された距離の割

合、x2 は IC 間の距離に対する震度 6 弱以上の揺れに曝

された距離の割合、x3 は IC 間ごとの震度 6 弱以上の揺

れに曝された距離に占める土工道路の割合を表す。ま

た、既往研究 11) と同様に、xM はモーメントマグニチュー

ド（Mw），xt は地震後の経過時間、b0 ～ b3，bM，bt は回

帰定数を表す。

 (2)

文献 11) の高速道路の復旧データに、新潟県中越地

震、新潟県中越沖地震、岩手・宮城内陸地震、東北地

方太平洋沖地震、熊本地震の復旧データを精査して本

研究の分析に加えた。その結果、対象となる高速道路

の区間数は既往研究 11) の 136 区間から 511区間となり

データ数が約 3.8 倍となった。式 (2) のAUC は 0.89と
高く、復旧済み / 未復旧の判別能力の高い数理モデル

が構築できた。なお、復旧済み / 未復旧の最適な閾値

は p=0.71であった。

本研究で得られた地震発生時の高速道路復旧予測モ

デルを用いて今後発生が予測されている南海トラフ地震

の際の高速道路の復旧予測日数の推定を行った（図 5）。
シナリオ地震には、内閣府の中央防災会議における南

海トラフ地震の 5 つのケースのうち、基本ケース 12) を用

いた。震源域に近い太平洋沿岸の東名高速道路などで

復旧には最大 16日程度の時間を要することがわかった。

一方内陸側の中央自動車道などでは、東名高速道路よ

りも 6日程度早く復旧できる見込みがあることが確認で

きるので、中央自動車道を利用しての迂回が可能である。

文献 13) の高速道路復旧予測モデルを防災科学技術

研究所の開発する「あなたのまちの直下型地震」14) へ実

装した（図 6）。事業継続計画の策定などへの貢献が期

待できる。

図 4　停電・断水の解消過程と避難者数推移（予測値と実測値）との関係（益城町）
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3.2  平面道路

2018 年北海道胆振東部地震による道路構造物の被

災データを収集した上で、道路決壊及び斜面崩壊によ

る平面道路の被害率の観点から被害モードの特徴を明

らかにした。道路決壊及び斜面崩壊による被害発生件

数 X [箇所]を道路延長 L [km] で除し、被害率 R [箇所

/km] を定義した。被害モードに分類しない場合、ある

いは分類した場合に関わらず、地表面最大速度 PGVと

被害率 R の相関は低く、一方、計測震度 IJと被害率 R
の相関は高いことが明らかとなった。

以上より、計測震度 IJと被害率 R の関係を、被害モー

ドや液状化の有無を考慮せずに明らかにした結果を図

7 に示す。図 7 には、2011年東北地方太平洋沖地震と

2016 年熊本地震における平面道路の被害率 15), 16) も併

せて示している。北海道胆振東部地震の際の平面道路

の被害は東北地方太平洋沖地震、熊本地震よりも高い

計測震度 IJ = 5.6 で発生し始め、その後は急激に被害

率が高まっている。また、北海道胆振東部地震の被害

率は熊本地震の被害率と同等以上の数値を示している。

計測震度 IJ = 5.6 以上（震度階で 6 弱以上）が平面道

路の被害の顕在化し始める閾値と判断できる。震災後

の災害対応において、道路管理者の 1つの判断指標と

することができる。 
次に、北海道胆振東部地震の被害データを液状化の

有無により場合分けし、熊本地震での被害データと図 8
のように比較した . 北海道胆振東部地震の液状化領域

での被害率は非液状化領域よりも計測震度 IJ が低い

領域で最大値を示した。北海道胆振東部地震と熊本地

震を比べると、計測震度 IJ = 5.8~6.0 付近では北海道

胆振東部地震の被害率が上回っていた。液状化による

地盤変状が顕在化し得る計測震度 IJ の閾値は、地震

によっては低い帯域となる場合があるため、液状化ポテ

ンシャルが高い道路を予め把握しておくことが重要とな

る。

北海道胆振東部地震の被害データを道路決壊と斜面

崩壊で分類し、東北地方太平洋沖地震での道路被害の

被害率と比較した結果が図 9 である。北海道胆振東部

地震の道路決壊の被害は東北地方太平洋沖地震よりも

高い計測震度 IJ で発生し始め、被害率は計測震度 IJ 
= 5.6 から急激に高まった。同様に、北海道胆振東部

地震の斜面崩壊の被害率は計測震度 IJ = 5.9 から急激

に高まった。これらの計測震度 IJ が上記の被害モード

の顕在化する閾値と考えることができる。

3.3  鉄道

近年の主要な地震（2011年東北地方太平洋沖地震、

2016 年熊本地震、2018 年大阪府北部の地震、2018 年

北海道胆振東部地震）を対象として、まず駅区間単位

での運休の有無 17) と推定震度分布 18),19) を重ね合わせ 
（図 10）、運休発生確率を表す機能的フラジリティ関数

をモデル化した 20)（図 11）。路線内の一部の基準超過

が路線全体の運休に波及することや相互接続の影響な

どのため、運転規制基準値より低い震度で確率が増加

することがわかった。

次に、図 12 に示す運休日数 17)（津波被災区間・土

砂崩れ区間などは除外）と推定震度との関係を図 13 に

示す。図 13(a),(b)では運休期間と震度に相関関係が見

られる一方、図 13(c),(d)では点検作業や停電の影響が

大きく、数時間～数日程度の運休であり震度依存性が

低い。運休日数の中央値をべき関数でモデル化し（図中

の 50% の黒線）、縦軸方向のばらつきをガンマ分布（変

動係数 100%）でモデル化して非超過確率 10, 30, 50, 70, 
90%ラインを求めた結果を図 13 に示す。この図 13を図

11と統合することによりレジリエンス関数が得られる。

対象とした 4 地震では海溝型巨大地震、内陸活断層

図 7　計測震度 IJと被害率の関係

図 8　液状化の有無で場合分けしたときの計測震度

IJと被害率の関係

図 9　被害モードによる分類後の計測震度 IJと被害

率の関係
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式のパラメータは全半壊人口と断水人口であり、推定対

象が離散時点であるのに対して、改良式では停電人口

の推移を考慮するとともに、被災者の居住環境整備に

関するレジリエンス関数（臨界減衰モデル）を組み込み、

任意の時点での避難人口を推定可能とした。図 4 に益

城町の例を示す。地震直後は余震の影響によりやや過

小評価であり、その後やや過大評価となっている部分

もあるが、中長期の減少過程はよく適合している。

3.  交通系ライフライン

3.1  高速道路

内閣府の中央防災会議では、南海トラフ地震や首都

直下地震の危険性が指摘されている。とくに南海トラフ

を震源とする巨大地震では、関東から西日本の広い範

囲が大きな揺れに見舞われ、人的被害や建物被害に加

えて、高速道路等へも多大な被害が見込まれる。道路

は被災地の応急復旧活動に欠かせない社会基盤施設で

あり、道路ネットワークの地震発生後の復旧状況を予測

することは、事業継続計画の策定など災害対策の立案

に貢献することができる。

そこで本研究では、既往の高速道路復旧予測モデル 11)

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、より高精度な予測モデルの構築を目指した。

本研究では、式 (2) のように復旧予測モデルを仮定

した。ここで、p は IC 間の地震後の経過時間に応じた

復旧確率、x1 はインターチェンジ（IC）間の距離に対す

る震度 5 弱および震度 5 強の揺れに曝された距離の割

合、x2 は IC 間の距離に対する震度 6 弱以上の揺れに曝

された距離の割合、x3 は IC 間ごとの震度 6 弱以上の揺

れに曝された距離に占める土工道路の割合を表す。ま

た、既往研究 11) と同様に、xM はモーメントマグニチュー

ド（Mw），xt は地震後の経過時間、b0 ～ b3，bM，bt は回

帰定数を表す。

 (2)

文献 11) の高速道路の復旧データに、新潟県中越地

震、新潟県中越沖地震、岩手・宮城内陸地震、東北地

方太平洋沖地震、熊本地震の復旧データを精査して本

研究の分析に加えた。その結果、対象となる高速道路

の区間数は既往研究 11) の 136 区間から 511区間となり

データ数が約 3.8 倍となった。式 (2) のAUC は 0.89と
高く、復旧済み / 未復旧の判別能力の高い数理モデル

が構築できた。なお、復旧済み / 未復旧の最適な閾値

は p=0.71であった。

本研究で得られた地震発生時の高速道路復旧予測モ

デルを用いて今後発生が予測されている南海トラフ地震

の際の高速道路の復旧予測日数の推定を行った（図 5）。
シナリオ地震には、内閣府の中央防災会議における南

海トラフ地震の 5 つのケースのうち、基本ケース 12) を用

いた。震源域に近い太平洋沿岸の東名高速道路などで

復旧には最大 16日程度の時間を要することがわかった。

一方内陸側の中央自動車道などでは、東名高速道路よ

りも 6日程度早く復旧できる見込みがあることが確認で

きるので、中央自動車道を利用しての迂回が可能である。

文献 13) の高速道路復旧予測モデルを防災科学技術

研究所の開発する「あなたのまちの直下型地震」14) へ実

装した（図 6）。事業継続計画の策定などへの貢献が期

待できる。

図 4　停電・断水の解消過程と避難者数推移（予測値と実測値）との関係（益城町）
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予測モデルの実装
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地震、大都市圏の中規模地震、広域大停電の影響が

支配的で、異なったパターンを示すため、想定地震に

応じてこれらから近いパターンを適用する。南海トラフ

巨大地震（基本ケース）を対象として、2011東北モデル

を適用し、復旧進捗として「早い」・「普通」・「遅い」の

3 パターンを 20, 50, 80% 非超過レベルに対応させて運

休期間を試算した例を図 14 に示す 20)。ここでは予測モ

デルの不確定性を踏まえた復旧期間の幅をマップで表

示しているが、全域にわたって一様に「早い」・「普通」・

「遅い」という復旧進捗になることを意味するのではな

く、地域ごとの被災状況に応じて復旧期間がばらつくこ

とを示すものである。文献 20) の鉄道運休期間予測モデ

ルについても、防災科学技術研究所の開発する「あな

たのまちの直下型地震」14) への実装を行っている。

(a) 2011 年東北 (b) 2016 年熊本 (c)2018 年⼤阪 (d) 2018 年北海道
図 10　運休の有無（青：運休なし、赤：運休あり）と推定震度分布
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図 11　計測震度別の運休発生率を表す機能的フラジリティ関数

(a) 2011 年東北 (b) 2016 年熊本 (c)2018 年⼤阪 (d) 2018 年北海道
図 12　運休期間の分布（文献 17) に基づいて作成）

図 13　震度と運休期間との関係（黒丸 :実測値、実線 : 予測値、変動係数 100%）

(a) 2011 年東北 (b) 2016 年熊本 (c)2018 年⼤阪 (d) 2018 年北海道
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図 14　運休期間の想定例（2011東北モデルによる南海トラフ巨大地震・基本ケースの例）

(a) 早い（20%⾮超過） (b) 普通（20%⾮超過） (c)遅い（80%⾮超過）
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地震、大都市圏の中規模地震、広域大停電の影響が

支配的で、異なったパターンを示すため、想定地震に

応じてこれらから近いパターンを適用する。南海トラフ

巨大地震（基本ケース）を対象として、2011東北モデル

を適用し、復旧進捗として「早い」・「普通」・「遅い」の

3 パターンを 20, 50, 80% 非超過レベルに対応させて運

休期間を試算した例を図 14 に示す 20)。ここでは予測モ

デルの不確定性を踏まえた復旧期間の幅をマップで表

示しているが、全域にわたって一様に「早い」・「普通」・

「遅い」という復旧進捗になることを意味するのではな

く、地域ごとの被災状況に応じて復旧期間がばらつくこ

とを示すものである。文献 20) の鉄道運休期間予測モデ

ルについても、防災科学技術研究所の開発する「あな

たのまちの直下型地震」14) への実装を行っている。

(a) 2011 年東北 (b) 2016 年熊本 (c)2018 年⼤阪 (d) 2018 年北海道
図 10　運休の有無（青：運休なし、赤：運休あり）と推定震度分布
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図 11　計測震度別の運休発生率を表す機能的フラジリティ関数

(a) 2011 年東北 (b) 2016 年熊本 (c)2018 年⼤阪 (d) 2018 年北海道
図 12　運休期間の分布（文献 17) に基づいて作成）

図 13　震度と運休期間との関係（黒丸 :実測値、実線 : 予測値、変動係数 100%）

(a) 2011 年東北 (b) 2016 年熊本 (c)2018 年⼤阪 (d) 2018 年北海道
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2. 総括研究報告【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

Ⅰ-4　災害対応能力向上のための被害把握技術の検討

分担責任者：井ノ口　宗成（富山大学）

1.  研究の目的と目標

サブプロジェクト (a) のうち、「④災害対応能力向上の

ための被害把握技術の検討」として、災害対応機関の

状況認識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。

2.   Twitter 投稿画像と AI を活用した早期被害把握の

検討

2.1  熊本地震を事例とした twitter 投稿画像の基礎分析

熊本地震を事例として、その前後の twitter データを

収集し、投稿される画像データの特徴ならびに投稿画

像データからの被害状況把握の可能性を追求することと

した。収集においては、震度 7 および 6 強の強震地域

を網羅する領域に対して、「位置情報が付与されている

もの」「写真データが付与されているもの」「熊本地震の

1 度目の震度 7 が発生した当日から1 週間（2016 年 4月
14日 00 時 00 分 00 秒から 2016 年 4 月 20 日 23 時 59
分 59 秒まで）に投稿されたもの」を条件とし 5,853 件の

twitter データを収集し、5,684 件の画像を収集した。

災害に関連しない画像も含まれることから、目視判

読し、「道路被害」「家屋倒壊等の屋外被害」「屋内被害」

に大別したところ、99 件の道路被害、371件の家屋倒

壊等の屋外被害、270 件の屋内被害に関する画像デー

タが抽出された。

分類された被害種別ごとの画像データ群から、投稿

された日時をもとに時系列での投稿状況を分析し、図 1
〜図 3を得た。本分析から、熊本地震は二度の最大震

度 7 が観測されたが、そのいずれもが夜間に発生した

ことから、多くの被災者は屋内にいたため、前震・本震

直後に屋内被害が投稿された。一方で、夜間で屋外の

様子を確認することが難しいことから、一定時間が経過

した後に、道路被害や家屋倒壊等の屋外被害について

の写真が投稿された。このように、地震発生の時間帯

によって投稿写真から把握できる被害種別に差がある

ことが推察される一方で、twitter 投稿画像を用いること

で屋内被害を把握することが可能であった。特に屋内

被害は一般的な被害調査である外からの調査では把握

が困難である。また、被災者としては屋内被害も含めて

図 1　「道路被害」の投稿

図 2　「家屋倒壊等の屋外被害」の投稿

図 3　「屋内被害」の投稿

図 1 「道路被害」の投稿

図 2 「家屋倒壊等の屋外被害」の投稿

図 3 「屋内被害」の投稿
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被災していることから、外からの被害との差が被災者側

と対応組織側での認識のズレを生む可能性が高いと考

えられる。この観点から、SNS 等の投稿画像から屋内

被害を把握することは有意義である。

2.2   twitter 投稿画像の機械学習と被害種別分類の性

能検証

前述のデータを教師データとして、機械学習を実施

し、新たな投稿画像に対して、その撮影内容はどうい

う被害種別であるかを機械分類可能かについて検証す

ることとした。基本的な深層学習フレームワークCaffe、
Theano、Torchを用いることとした。

教師データに対して、RESNET（96 層）のニューラル

ネットモデルを用い、2日間をかけて学習させた。学習

効果を検証するために、ランダム抽出した 224 件を機

械に分類させたところ、表 1の結果を得た。

 

この正答率の算出は 2 種類を実施している。1つめ（正

答率（1））は、機械が各被害種別に分類した画像のう

ち「正しい画像（目視判読による）」が占めた割合である。

すなわち、多くの画像のうち、どれだけ適切に当該画

像を抽出できたかを表す。2 つめ（正答率（2））は、災

害時に不要な画像を適切に除外した割合を表している。

すなわち、多くの画像が機械に与えられた場合に、「よ

り、当該画像と考えられるもの」を適切に抽出している

かである。これらの正答率を導出した結果、屋内被害

に対しては正答率（1）が 83.7%、正答率（2）が 87.8%、

屋外被害（道路被害を含む）に対しては正答率（1）が
93.1%、正答率（2）が 73.8%となった。屋外被害に比

べて屋内被害の正答率（1）は低いが、概況を把握する

ためには十分に活用できることが明らかとなった。

3.   ドローン空撮画像および衛星画像と AI を活用した

早期被害把握の検討

3.1   山形沖地震を事例としたドローン空撮画像による屋

根被害特定

2019 年 6月に発生した山形沖地震では、新潟県村上

市において多くの屋根被害を発生させた。地上からの

調査では把握しづらい状況を、ドローンを用いて空撮し、

その全容を早期に把握することとした。

村上市の許可を得た上で、被害が集中したと推察され

た府屋・岩崎・中浜・伊呉野の 4 地区を対象として、ド

ローンによる空撮計画を立て、6月21日より空撮を開始

した。航空法上、申請を不要とする150m 以下の高度と

して 140mを選定し、撮影画像間のオーバーラップ率を

80 〜 85％として前述の 4 地区に対して、地区割と飛行

ルートの決定、発着点の設定を実施し、計 5 時間程度

のフライトにより、当該地域の撮影を終えた。撮影画像

を取得した後、GCP（Ground Control Point）を設定し、

画像間の歪みを極小化し、オルソ画像を構築した。

オルソ画像から、地域の被害の全容把握が可能と

なった。これにより、村上市では住家被害認定調査で

の判定は一部損壊（現在は、準半壊に至らない）である

ものの、その被害の多くは屋根に集中していることが明

らかとなった。そのため、村上市は市独自で屋根被害

の支援策を講じた。また、空撮画像をクラウド型 GIS
上で閲覧可能としたことで、図 4 に示すとおり、相談窓

口において被災者の要望に応じて屋根被害状況を示す

ことができ、被災者の再建支援に寄与した。

 

同様の手法により、図 5 に示すとおり、一定時間経

過後に同地域を空撮することで比較が可能となった。ブ

ルーシートの様子を比較することで、屋根被害の修繕と

いう観点から、生活再建の進捗が把握できた。

3.2  AI 構築による屋根被害の自動検出

村上市で空撮した画像から目視判読による教師デー

タを作成し、深層学習による屋根被害を自動検出する

AI モデルを構築した。本事例では、過去災害で構築し

た AI モデルが、新しい災害においても自動的に屋根被

害を検出できるかを検討した。

表 1　機械学習を用いた写真判別の正答率

図 4　屋根被害状況の被災者への提示

2019年6月21日撮影 2019年8月31日撮影

図 5　発災直後と 2 カ月後の比較
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タ融合による新たな調査手法、調査結果に基づいた人
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り詳細な被害把握ニーズに応え、技術的課題を具体的
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2.   Twitter 投稿画像と AI を活用した早期被害把握の

検討
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具体的には、前述の画像から作成した AI モデルを用

いて、令和元年台風 15 号で被災した東京都大島町にお

いて同様の手順によって空撮画像を取得し、AI モデル

による判定を実施し、精度を検証した。表 2 が結果で

ある。本検証では、精度を向上させるために、GIS によ

る空間処理を実施し海域を排除している。

表 2　令和元年台風 15 号大島町への適用結果

 

しかしながら、深層学習を利用する上での学習量が

圧倒的に少ないこと、ドローンによる空撮画像の解像

度が高く、詳細な判別が難しいことから、精度が低い

結果となった。そこで、あえて解像度が低い衛星画像を

用いることで、より広域に対して高精度で迅速な屋根被

害特定が可能かを検証することとした。

3.3  衛星画像と AI を活用した屋根被害の自動検出

2018 年大阪北部地震で被災した茨木市を対象として、

World View-3という高解像度（30cm 精度）の可視光衛

星画像を入手し、深層学習を活用することで、ブルーシー

トで覆われた屋根被害の特定の可能性について実証・

検証した。深層学習においては、判定に至るまでの時

間的コストを極小化するために、転移学習という手法を

活用し学習にかかる時間を削減した。また、深層学習

によるブルーシート判定に対しては VGG-16 モデルを活

用した。

前述の先行研究で、青色の屋根をブルーシートとして

誤検出する傾向にあることから、分類するオブジェクト

カテゴリは「ブルーシート」「青色の屋根」「その他」の

3 種類とした。また、再学習用データとして、茨木市内

の住宅が多く存在する地域を対象に 4 つの区画を同定

し、「ブルーシートが覆われている部分をマスクしたもの」

「青い屋根をマスクしたもの」の 2 つを整備し、衛星画像

とマスク画像を 32 画素× 32 画素（約 10 ｍ四方）のサイ

ズに切り出した。画像を切り出した後に、ブルーシート

もしくは青色の屋根としてマスクされた領域が、切り出さ

れた画像のうち 40％以上のものを、それぞれのオブジェ

クトカテゴリの正解データとし、40％未満のものを「そ

の他」として分類した。これにより、3 種類のオブジェ

クトカテゴリに該当する教師データおよび検証データを

作成した。

再学習においては、過学習とならないようにエポック

数を同定する必要がある。事前に精度が下がる変曲点

を同定し、本事例ではエポック数を 60 に設定した。こ

れに基づいて検証エリアに対して判定し、衛星画像と

VGG-16 モデルによる適合性を検証した。結果は表 3
の通りである。

 

モデルの再利用により学習時間は短縮される一方で、

適合率 93.75％、再現率 94.74％（F 値：0.94）の結果を

得た。ここで適合率とは検出した結果を母数として実際

の正解が占める割合、再現率とは正解データを母数とし

て検出結果が占める割合、F 値とは再現率と適合率の

調和平均である。適合率、再現率ともに 95% 近くの精

度を得られ、F 値からも 2 つの率のゆらぎは小さいこと

が分かる。本研究を通して、VGG-16 モデルを再学習さ

せたモデルは、ブルーシート判定に効果的であることが

明らかとなった。

4.  AI の再利用を可能とする基盤整備

4.1  AI 再利用の必要性

本研究も同様であるが、防災業界におけるAI モデル

開発は、災害を契機に事例研究として進む傾向にある。

本研究でも、2018 年大阪北部地震や 2019 年山形沖地

震等を事例として、屋根被害を特定するためのAI モデ

ルを開発した。しかしながら、転移学習を考慮すれば、

開発済み AI モデルを別事象に対して利活用できると考

えられる。

一方で、AI モデルは、それぞれの事象に応じたパラ

メータの調整（チューニング）することで、AI による情

報処理の精度が向上する。これは、前述の研究におい

て重要視していた点である。すなわち、開発済み AI モ
デルを柔軟に利用するためには、そのAI モデルを参照

するとともに、パラメータの調整を可能とする仕組みが

必要となる。

必ずしも同じ地域で同種・同規模の災害が発生する

わけではない。違う目的で開発された AI モデルを転用

することで、思わぬ成果を生む可能性もある。しかしな

がら、それを実施するには AI を稼働させる環境の整備、

AI モデルの検索等、試行するにはコストが高いことが

課題である。

表 3　VGG-16 モデルによる衛星画像からのブルー

シート判定結果の精度検証
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4.2  AI 再利用を可能とする基盤の設計開発

プロトタイプ版の設計・開発にともない、2019 年度

に実施した AI 活用による情報処理の流れについて大枠

を整理し、図 6 のような情報処理フローを位置づけた。

ここで示す情報処理の流れを標準形として位置づけ、

AI 利活用プラットフォームのプロトタイプ版の開発を進

めた。

 

前述の情報処理フローに基づき、表 4 に示す機能を

優先的に設計・開発した。具体的には、分析対象とな

る画像およびマスク画像の登録機能、また、入力値とし

ての画像からのマスク画像自動生成、それらを学習デー

タとする、あるいは他から引用した学習データを管理す

る機能、AI で分析するためのモデル管理、判定結果を

可視化するための機能の、大きく5 つである。

これらの機能を開発し、クラウドシステムとして実装

した。特に図 7 では AI モデルを効果的・効率的に実

行するために具体的なパラメータを設定する画面、図 8
では AI モデルの学習過程を可視化し確認する画面を

整備し、AI モデルの再利用において柔軟性と拡張性を

担保した。

4.3  ユーザ管理機能を実装した AI 再利用の基盤整備

これらのクラウドシステムを、研究分担者が管理する

サーバーに配置し、閉じられたネットワーク内でのみ利

用できる環境を整備した。誰もが容易に、かつ柔軟に

利用できる環境とするために、ユーザ管理機能の拡充を

推進し、以下の 3つの種類のロール（役割）を規定した。

a)  一般ユーザ

一般ユーザは、すでに登録されたモデルを活用し、

必要に応じてデータを追加し、パラメータを調整しなが

らモデル実行および結果の取得が可能である。モデル

の改良や新たなモデル追加はできない。

b)  モデル管理者

モデル管理者は、モデルを登録、事前の学習の実施

等が可能である。一般ユーザの権限も保有し、データ

管理やモデル更新が可能である。本研究プロジェクトで

は、モデル複製機能は優先順位を下げており、今後の

課題としている。

c)  プロジェクト管理者

プロジェクト管理者は、一般ユーザおよびモデル管

理者の役割に加え、ユーザ管理機能を有する。本研究

プロジェクトにおいては、データやモデルの機密性を確

保するため、ユーザはプロジェクト管理者のみが登録・

編集を可能とした。

図 6　画像データへのAI 活用による被害状況特定に

かかる情報処理フロー

表 4　AI 利活用プラットフォームのプロトタイプ版の

機能一覧

図 7　モデルパラメータの設定

図 8　モデルの実行状況の可視化
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本研究プロジェクトでは、必要最小限のユーザ管理

機能を実施し、機密性を確保したデータとモデルの管

理ならびに AI モデルの実行をクラウド上で実施できる

環境を整備した。一方で、ユーザごとの個別データ管

理や他ユーザとの共有については、付加機能とし、今

後の課題とした。また、出力結果についてはデータ種

別を限定していないことから、出力結果の扱い方や地図

レイヤーとしての公開方法についても、今後の課題とし、

継続的に機能強化を検討する予定である。

5.  まとめ

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。特に地上における調査は「住家被害認定調査」

に代表され、一括認定手法の確立および効果的なデー

タマネジメントについて研究を実施した。本報告書では、

空撮画像とAI の活用に焦点を当てている。

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 モデルが適合しやすいことが明らか

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。

本研究は 5 年という期間の中で、現在の技術で収集

および処理可能なデータを扱い、建物被害の概況を把

握するための方法論を追究した。一方で、社会実装す

るためには、人材や資機材の確保およびマネジメントが

必要になる。これらを総合的に管理・運用するための

枠組みを、今後も検討することを予定している。
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2. 総括研究報告【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

Ⅰ-5　事業継続能力の向上のための業務手順確立

Ⅰ-5-1　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

分担責任者：木村　玲欧（兵庫県立大学）

1.  研究の目的と目標

災害時、災害対応機関を含む各々の組織は、被害や

損失を最小限にとどめるために、平時に行う中核業務

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。

しかし、2016（平成 28）年熊本地震、2018（平成 30）
年大阪府北部地震、北海道胆振東部地震、2019（令和元）

年台風第 15 号・第 19 号・第 21号に伴う大雨、2020（令

和 2）年以降の COVID-19 など、最近の災害時における

事例を見ていくと、初動対応においても、事業継続計画

（BCP）の発動による体制・対応の確立、参集・対策本

部の立ち上げや指揮命令系統、建物・設備・備品・従

業員等の経営資源の被害状況確認、顧客・従業員等の

安全確保・物資配給、自社状況の対応の記録および情

報発信などの多くの面で課題が残っている。

そこで本課題では、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た、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。

2.   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　

過去の災害対応事例について、業務期間に発生した

災害対応事例の収集によって、災害対応業務課題の抽

出を行った。

2.1   2018 年大阪府北部地震における企業の事業継続活

動に関する調査

2018 年 6月18日、月曜日の朝 7 時 58 分の通勤・通

学時間帯に「大阪府北部地震」が発生した。公共交通

機関の寸断・停止により、安否確認の仕組みが整って

いない中で、出勤か帰宅かの判断に迷った多数の滞留

者・帰宅困難者が発生し、都市地震災害の脆弱性が再

確認された。

この地震で企業の事業継続活動にどのような影響を

与えたのかを明らかにするため、危機管理専門サイト「リ

スク対策.com」のメールマガジン購読者（組織対応者）

に質問紙調査を行った。

(1) BCP（事業継続計画）が十分機能しなかった理由

回答企業の中で「BCP（事業継続計画）を策定したが、

今回十分機能しなかった」と回答した企業（n=73）に対し

て、なぜ機能しなかったのかの理由を尋ねたところ（図1）、
「災害対策本部の設置が遅れた」「関係部門との情報共

有が遅れた」「社員の防災意識が低かった」といった項

目が挙げられた。今回の地震では「通信の途絶」「施

設・設備の被害」については大きな影響がなかったこ

ともあわせると、災害対策本部の設置による指揮命令

系統と情報処理過程の確立、状況認識の統一 (COP: 
Common Operational Picture)といった、ISO22320（緊

急事態管理－危機対応に関する要求事項）で要求され

ている基本的な事項が達成されておらず、災害対応の

初動でつまずいていることが明らかになった。そして、

このような BCP に位置づけられている災害時の対応体

制が社員に共有されていなかったことも問題であると考

えられる。

また、BCP が機能しなかった理由について、「BCPを

策定したが一度も見直してない組織」と「BCPを策定し

定期的に訓練・見直しをしている組織」との差分を見た

ところ（図 2）、BCPを作りっぱなしの企業（＝策定した

が一度も見直しをしていない企業）においては、「トッ

プの不在で指揮が遅れた」「災害対策本部の設置が遅

れた」「今回の地震のような事態を想定していなかった」

「BCP 訓練が役に立たなかった」「主要メンバーの代替

要員を決めていなかった」といった、訓練の欠如などに

よって、被害想定が甘くなり、指揮命令系統も機能不全

に陥っていたことがわかった。平時からの定期的な見直

しや訓練によって、襲いかかる外力の想定を再確認し、

外力が襲ってきた時の体制・対応までの一連の業務が

迅速に達成されるように「わがこと」として身につけてお

くことの必要性が考えられる。

(2) 初動対応で役立ったもの

大阪府北部地震において、初動対応で役立ったもの

を尋ねたところ（図 3）、「安否確認システムの導入」「所

有資産の耐震・免震工事・耐震固定」「BCP の継続的

な見直し」「社員の防災・BCP 教育」「日常的な SNS の

活用」「BCP にもとづく訓練・演習の実践」が上位 5 位（5
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本研究プロジェクトでは、必要最小限のユーザ管理

機能を実施し、機密性を確保したデータとモデルの管

理ならびに AI モデルの実行をクラウド上で実施できる

環境を整備した。一方で、ユーザごとの個別データ管

理や他ユーザとの共有については、付加機能とし、今

後の課題とした。また、出力結果についてはデータ種

別を限定していないことから、出力結果の扱い方や地図

レイヤーとしての公開方法についても、今後の課題とし、

継続的に機能強化を検討する予定である。

5.  まとめ

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。特に地上における調査は「住家被害認定調査」

に代表され、一括認定手法の確立および効果的なデー

タマネジメントについて研究を実施した。本報告書では、

空撮画像とAI の活用に焦点を当てている。

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 モデルが適合しやすいことが明らか

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。

本研究は 5 年という期間の中で、現在の技術で収集

および処理可能なデータを扱い、建物被害の概況を把

握するための方法論を追究した。一方で、社会実装す

るためには、人材や資機材の確保およびマネジメントが

必要になる。これらを総合的に管理・運用するための

枠組みを、今後も検討することを予定している。
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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 モデルが適合しやす
い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。

本研究は 5 年という期間の中で、現在の
技術で収集および処理可能なデータを扱い、
建物被害の概況を把握するための⽅法論を
追究した。⼀⽅で、社会実装するためには、
⼈材や資機材の確保およびマネジメントが
必要になる。これらを総合的に管理・運⽤す
るための枠組みを、今後も検討することを
予定している。

ユーザ管理

データ管理

モデル管理メニュー
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データ
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利⽤実績
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ログイン
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閲覧 編集
登録
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図 9　ロール別に付与された機能概要
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2.2   2019 年台風第 15 号・第 19 号・第 21 号に伴う大雨

における企業の事業継続活動に関する調査

令和元年、台風 15 号・19 号・21号に伴う大雨など、

立て続けに大きな台風が襲来した。特に台風第19号は、

2019 年 10月12日に大型で強い勢力で伊豆半島に上陸

した後、関東甲信地方や東北地方など広い範囲で河川

の氾濫が相次ぎ、洪水・浸水・土砂災害などによって 14
都県の 390 市区町村という広範囲に災害救助法が適用

された。これは東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）

を抜いて、過去最大の市町村数であった。死者 99人・
行方不明者 3人、全壊 3081 棟・床上浸水 12,817 棟な

どの他、農林水産業や製造業にも大きな被害を出した。

この年からはじまった水害・土砂災害の「警戒レベル」

の情報が住民にあまり浸透しておらず避難行動が遅れ

たり、自動車で移動中に被災して亡くなったりする人も

発生した。自然災害が事業継続にどのような影響を与え、

災害対応力向上のためにどのような問題点があるのかを

明らかにすることは、効果的な業務継続を考える上で重

要である。

そこで水害という自然災害によって企業の事業継続活

動にどのような影響を与えたのかを明らかにするため、

危機管理専門サイト「リスク対策.com」のメールマガジ

ン購読者（企業）に質問紙調査を行った。

(1) BCP（事業継続計画）が十分機能しなかった理由

回答企業の中で「BCP（事業継続計画）を策定したが、

今回十分機能しなかった」と回答した企業（n=122）に対

して、なぜ機能しなかったのかの理由を尋ねたところ、

「社員の防災意識が低かった」「被害状況の確認が遅れ

た」「今回の災害のような事態を想定していなかった」と

いった項目が挙げられた。

この結果について、2018 年大阪府北部地震の調査結

果と比較する。「BCP（事業継続計画）を策定したが、

今回十分機能しなかった」理由を比較して、両方の災害

の共通課題や差がある項目を見たところ（図 4）、地震

災害でも台風災害でも共通する課題として挙がったのは

図 1　BCP が機能しなかった理由（BCPを策定したが、今回十

分機能しなかったと回答した組織）（2018 年大阪府北部地震）

図 2　BCP が機能しなかった理由（BCPを策定したが一度も

見直していない組織と、BCPを策定し定期的に訓練・見直し

をしている組織との差）（2018 年大阪府北部地震）

図 3　初動対応で役立ったもの（2018 年大阪府北部地震）
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各項目について「1:全く役⽴たなかった」〜「5:とても役に⽴った」までの5段階尺度で評価

位は同率）に挙げられていた。BCPにおける被害抑止と

して「施設・設備の被害を極力ゼロにする対策」と、被

害軽減としての「従業員などの『人』の安否や人的資源

を確保するための安否確認システム」、そして「BCP の

内容を社員が事前に認識・共有するための研修・訓練」

が効果的に働いたことがわかった。

図 4　 BCP が機能しなかった理由

（BCP を策定したが、今回十分機能しなかったと回答した組

織）（2018 年大阪府北部地震と 2019 年台風 15・17・19 号災

害との比較）
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「社員の防災意識が低かった」であった。また、台風災

害の方が機能しなかった項目は、「被害状況の確認が遅

れた」「今回の災害のような事態を想定していなかった」

「過去に実施した被害想定が甘かった」などであり、こ

のような大型台風災害については「被害想定の再設定や

被害状況確認」が課題であることが考えられる。一方、

地震災害の方が機能しなかった項目は、「災害対策本部

の設置が遅れた」「関係部門との情報共有が遅れた」「そ

もそも今回の災害は BCP の発動対象ではない」「重要

業務にあたる社員の参集が遅れた」「BCP 訓練が役に

立たなかった」「主要メンバーの代替要員を決めていな

かった」「トップ不在で指揮が遅れた」などであり、この

ような地震災害については「災害本部設置、関係部門

調整、トップ・社員参集」が課題であることが考えられる。

(2) 災害対応で役に立った平時からの取り組み

2019 年台風 15・17・19 号災害において、災害対応で

役に立った「平時からの取り組み」を尋ねたところ（図 5）、
「安否確認訓練」「危機管理担当者としての日々の学習」

「防災・BCP 訓練の実施」といった、災害対応に特化し

たような学習・訓練が役に立っていることがわかった。

平時における企業・組織の様々な取り組みのなかでも、

防災や BCP に限らない社員教育・経営改善活動・リー

ダー研修よりは、非日常である災害事態に特化した具体

的な対応行動を確認する学習・訓練が有効であること

が考えられる。

2.3   新型コロナウイルス感染症 COVID-19 に係る BCP
（事業継続）に関する調査

現代社会において初めて発生した先進国を含めた世

界的なパンデミックである新型コロナウイルス感染症と

いうハザードによって、企業・個人事業者の経済活動や

事業継続に大きな影響を与えた。そこで、「新型コロナ

ウイルス感染症による日本の緊急事態宣言発出および延

長を受け、企業などの組織や個人事業者の対応状況を

明らかにすることで、この対応経験を将来の自然災害時

の対応に活かすこと」を目的にした質問紙調査を行った。

(1) 2019 年時点における BCP（事業継続計画）の策定

状況

新型コロナウイルス感染症が日本において大きな影響

を与える前の 2019 年時点におけるBCP の策定状況につ

いて、地震等の BCPと感染症の BCP の関係性につい

て見たところ（図 6）、「地震等の BCPを策定済みで定期

的に見直しをしている」ような企業でも、4 割弱が BCP
について策定中・策定予定・策定予定無しと回答をして

おり、日本の企業にとって感染症災害は BCP では策定

していない想定外の出来事であったことがわかった。

(2) 感染症対策において頼りになった人・組織（単一回答）

被災者の支援の全体像を明らかにしたものが、図 7
である。感染症の状況・進捗予測、拡大予防（被害抑止）、

影響への対応（被害軽減）の 3 つの側面のそれぞれの

円の内側に書かれた支援者が、それぞれの側面で平均

値（平均支持率）以上の支持を集めた支援者を意味し

ている。また各支援者の最後に書いているカッコとその

中にカンマで区切られている 3 つの数字は、それぞれ、

状況・進捗の予測の側面での順位、拡大の予防の側面

での順位、影響への対応の側面での順位を表している。

また「枠外のもの」という四角内に書かれている支援者

は、3 つの側面のいずれの側面においても平均値を超

えなかった支援者である。

図 7の結果を見ると、3つすべての側面で、国の専門

家会議、政府、感染症・医療専門家、都道府県・市区

町村、TVラジオニュースが頼りになると回答していた。

また、状況・進捗の予測と拡大の予防の 2 つの側面で

国立感染研究所、状況・進捗の予測と影響への対応の

2 つの側面でネット・アプリニュース、影響への対応の

側面で自分の組織・職場、危機管理・BCP 専門家を頼

りにしていた。これを見ると、国や地方自治体、感染症・

医療専門家、TVラジオニュースをすべての側面におい

て高い支持率で頼りにしている実態が明らかになった。

一方で、複数回答では円内にあった TVラジオワイド

ショー情報番組などは、単一回答ではすべての側面に

おいて平均値を大きく下回り枠外となった。BPO（放送

倫理・番組向上機構）に 2020 年 5月に視聴者から寄せ

られた意見において、新型コロナウイルス対策における

図 5　災害対応で役に立った「平時からの取り組み」（2019 年

台風 15・17・19 号災害との比較）
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図 6　2019 年度の BCP（事業継続計画）の策定状況
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2.2   2019 年台風第 15 号・第 19 号・第 21 号に伴う大雨

における企業の事業継続活動に関する調査

令和元年、台風 15 号・19 号・21号に伴う大雨など、

立て続けに大きな台風が襲来した。特に台風第19号は、

2019 年 10月12日に大型で強い勢力で伊豆半島に上陸

した後、関東甲信地方や東北地方など広い範囲で河川

の氾濫が相次ぎ、洪水・浸水・土砂災害などによって 14
都県の 390 市区町村という広範囲に災害救助法が適用

された。これは東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）

を抜いて、過去最大の市町村数であった。死者 99人・
行方不明者 3人、全壊 3081 棟・床上浸水 12,817 棟な

どの他、農林水産業や製造業にも大きな被害を出した。

この年からはじまった水害・土砂災害の「警戒レベル」

の情報が住民にあまり浸透しておらず避難行動が遅れ

たり、自動車で移動中に被災して亡くなったりする人も

発生した。自然災害が事業継続にどのような影響を与え、

災害対応力向上のためにどのような問題点があるのかを

明らかにすることは、効果的な業務継続を考える上で重

要である。

そこで水害という自然災害によって企業の事業継続活

動にどのような影響を与えたのかを明らかにするため、

危機管理専門サイト「リスク対策.com」のメールマガジ

ン購読者（企業）に質問紙調査を行った。

(1) BCP（事業継続計画）が十分機能しなかった理由

回答企業の中で「BCP（事業継続計画）を策定したが、

今回十分機能しなかった」と回答した企業（n=122）に対

して、なぜ機能しなかったのかの理由を尋ねたところ、

「社員の防災意識が低かった」「被害状況の確認が遅れ

た」「今回の災害のような事態を想定していなかった」と

いった項目が挙げられた。

この結果について、2018 年大阪府北部地震の調査結

果と比較する。「BCP（事業継続計画）を策定したが、

今回十分機能しなかった」理由を比較して、両方の災害

の共通課題や差がある項目を見たところ（図 4）、地震

災害でも台風災害でも共通する課題として挙がったのは

図 1　BCP が機能しなかった理由（BCPを策定したが、今回十

分機能しなかったと回答した組織）（2018 年大阪府北部地震）

図 2　BCP が機能しなかった理由（BCPを策定したが一度も

見直していない組織と、BCPを策定し定期的に訓練・見直し

をしている組織との差）（2018 年大阪府北部地震）

図 3　初動対応で役立ったもの（2018 年大阪府北部地震）
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各項目について「1:全く役⽴たなかった」〜「5:とても役に⽴った」までの5段階尺度で評価

位は同率）に挙げられていた。BCPにおける被害抑止と

して「施設・設備の被害を極力ゼロにする対策」と、被

害軽減としての「従業員などの『人』の安否や人的資源

を確保するための安否確認システム」、そして「BCP の

内容を社員が事前に認識・共有するための研修・訓練」

が効果的に働いたことがわかった。

図 4　 BCP が機能しなかった理由

（BCP を策定したが、今回十分機能しなかったと回答した組

織）（2018 年大阪府北部地震と 2019 年台風 15・17・19 号災

害との比較）

1.56

1.49
2.13

1.791.85
1.53

2.18
2.27

1.99

2.05
1.91
1.88
1.88

2.04
2.45

2.13
1.94

1.45
1.521.60

1.64
1.76

1.88
1.90
1.90
1.98
2.032.06

2.13
2.15
2.17
2.18

2.34
2.35
2.37
2.44

1.00 1.50 2.00 2.50

施設の被害が大きかった
設備の被害が大きかった

通信の途絶による影響が大きかった
過去に実施した被害想定が甘かった

ライフラインの被災の影響が大きかった
トップの不在で指揮が遅れた

被害状況の確認が遅れた
今回の災害のような事態を想定していなかった

関係機関との情報共有が遅れた
社員の安否確認が遅れた
対応方針の決定が遅れた

そもそも今回の災害は、BCPの発動対象ではない
重要業務にあたる社員の参集が遅れた

BCP訓練が役に⽴たなかった
主要メンバーの代替要員を決めていなかった

社員の防災意識が低かった
関係部門との情報共有が遅れた
災害対策本部の設置が遅れた

■2018年⼤阪府北部地震 (N=73)
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政府の対応を伝えた民放各局のワイドショーへの意見

が多く寄せられ、「国民の不安をあおるワイドショーが

一部にある。偏った意見の専門家やコメンテーターは、

自分たちの持っていきたい方向に誘導し、ただ政権を

批判したいためにしか見えない。正確な情報が知りたい

だけなのに、素人同然の芸能人や専門外のコメンテー

ターに意見を求めたり、現場の医師の発言をゆがめて

編集したり、いったい地上波テレビはどうしたのか。最

近は、テレビからの情報が信用できず、インターネット

の番組を見るようになった」などの意見が代表的な意見

として掲載されており、事実を伝えるニュースのみが支

持されているという災害報道における日本の課題を確認

することができた。

3.   災害対応工程管理システム BOSS を活用した災害対

応業務プロセスの整理と検証　

3.1  災害対応の工程（プロセス）化

2011年東日本大震災や 2016 年熊本地震など過去の

災害対応では、「災害対応の全体工程が把握できない」

「不適切な人員配置による一部の職員へ負担が集中し

た」「避難所の情報ですら把握できなかった」など、時々

刻 と々変化する状況に対し効果的に対応できなかった自

治体は多い。その理由は、①災害対応に工程（プロセス）

の視点がないために、全体工程が分からず、誰が、いつ、

何をするのかが不明であり、②各工程を実施するために

必要な各種 ICT が整備されておらず、③防災の知識が

乏しいために実効性を持った地域防災計画が策定され

ていないためである。

熊本地震の対応を分析し、避難所運営、物資の供給

など47 種の災害対応業務に対して約 500 工程を構築し

た。熊本県、西原村、嘉島町の 3自治体の熊本地震の

対応を BOSS にデータベース化した。また、岡山市の

保健医療福祉業務についても、業務分析し、データベー

ス化した。図 8 は、災害対応業務の 47 種の全体像を

示すページである。この中で、「災害対策本部の設置・

運営」を選択すると、その詳細のフロー図が表示される

（図 9）。そして、「災害対策本部の設置」を選択すると

詳細シートが表示され、地域防災計画などのリンクが表

示される。

3.2  災害対応業務プロセスの訓練

災害対応工程管理システムBOSS は、2018 年度末ま

でに、熊本県の 38 市町村に導入されている。これらの

BOSS を活用し、各地の代表自治体として南阿蘇村、菊

陽町、熊本市、上天草市の防災担当者に対して、災害

対応業務プロセスのトレーニングを実施した（図 10）。　

実際の研修で用いたシナリオが表 1のとおりである。

平時には、災害対応業務プロセスの過不足や順序等を

検討し、必要があれば、業務を「新規追加」するなど、

SOP（Standard Operation Procedure: 標準的な作業手順）

図 7　感染症対策において頼りになった人・組織（単一回答）

（COVID-19）

図 8　災害対応工程管理システム BOSS の全体業務の

表示イメージ

図 9　災害対策本部の設置・運営の SOPイメージ
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図 10　熊本県庁での災害対応業務プロセス研修の様子
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を構築する。研修では、「下水道事業における災害時支

援に関するルール」について作業手順を確認するととも

に、「災害従事車両許可証の発行」という工程を新規追

加してもらった。そして「熊本県熊本地方で震度 7の地

震が発生」という条件のもと、自動参集、災害対策本部

の設置、被害情報の収集・報告、自衛隊・広域消防の

応援要請・受入れ、避難所の設置、相互応援要請・受

援、活動調整の各大工程について、これまでの事例を

もとに迅速に対応できるかを研修した。

3.3   災害対応工程管理システム BOSS を活用した災害

対応業務プロセスの整理と検証

業務フローを構築した BOSS を使用するチームと

従来の紙面の避難所運営マニュアルを使用するチーム

（BOSS チームとマニュアルチーム）に分け、BOSS の使

用有無による対応行動の違いを明らかにした。実証実

験は川崎市と共同で行い、2 回実施し、リーダーやメン

バーの対応行動の違いを明らかにするとともに、BOSS
を活用することの効果と課題を明らかにした。図 11に
BOSS チームとマニュアルチームの配置図である。同様

のシナリオに対して、それぞれのチームで対応するよう

にして、BOSS チームは、避難所の受付において BOSS
で業務フローを表示するようにした。

その結果、BOSS を活用することにより、リーダーが

メンバーに役割分担を明確にした指示を行なったこと、

メンバーは作業を重複することなく分担して効率的に実

施したこと、指示待ちや何をやったらよいのか迷うこと

なく待ち時間（滞留）が少なかったこと、業務の抜け漏

れが少なくマニュアルチームと比較して短時間に多くの

業務数を実施したこと、リーダーの発言が指示命令口

調でメンバーにとっては安心感につながったことなどが

明らかになった．また、実際の災害対応の経験のない

若手職員であってもBOSSの業務フローを確認すること

で、最低限の対応ができることも分かった．

4.   過去の災害対応事例から業務プロセスをマニュアル

化した「帰宅困難者支援施設運営ゲーム」の試作　

4.1  開発の動機と内容

東日本大震災以降、わが国の大都市では帰宅困難者

対策が積極的に進められている。大都市大震災時にお

いては、一斉帰宅に伴う歩道における過密空間の発生

と車道における深刻な交通渋滞が予想され、これが群

集なだれや消防・救急活動の阻害要因に繋がると少な

くない人命が失われる危険性がある。それゆえこれを防

ぐことが大都市における帰宅困難者対策の意義であり、

過密空間と交通渋滞の発生を引き起こす一斉帰宅を抑

制することが対策方針の中心となる。しかしながら、東

日本大震災から7 年が経過した今もなお、中小企業を

中心として十分な一斉帰宅抑制の意識啓発がなされて

いるとはいえない。

このような現状を踏まえ、企業が自社社員の帰宅困

難者の滞留を行う場合に、周到な準備の必要な実動訓

練を行わなくとも、施設設置の是非や運営方法、運営

において発生する課題について施設運営を机上で疑似

体験し、帰宅困難者問題に対する理解を深めることを

目的に開発したものである。

帰宅困難者支援施設運営ゲーム（KUG）は、主に次

の 4 種類のアイテムで構成されている（図 12）。このも

とで 4 ～ 5人を1グループとしたワークショップ形式で、 
1.役割を決め、2. 滞留方針を決め、3.イベントを起こし、

4.ゲームを振り返りマニュアルを作る、という作業を進

める。このような過去の教訓をゲームによってまなぶ仕

組みを開発した。

表１　熊本県で実施した災害対応研修の流れ

市町村 県

下水道九州ブロック災害時応援要請 1
「下水道事業における災害時支援に関する
ルール」というタイトル名でリンク先
http://www.gesui-saigai.jp/all.htmlを追加

※新規追加 2
「災害従事車両許可証の発行」という中工
程を新規追加し、関連資料を追加

21:00 発災

自動参集
3 BOSSを発災モードに変える
4 発災モードに変える（画面再読み込み）

（当該時刻の状況を想定して各市町村で入力 5 中工程にチェックを入れる

6
県でも代行入力可能であることを確
認。

（当該時刻の状況を想定して各市町村で入力 7 中工程にチェックを入れる

8
詳細シートに記載されているリンクから
Googleのスプレッドシートに飛び、被害情報
を入力

9 アップロードされた被害情報を確認
（当該時刻の状況を想定して各市町村で入力10 中工程にチェックを入れる

自衛隊災害派遣要請の必要性の判断・決定 11
「災害派遣における自衛隊の活動内容.pdf」
を確認

12

「自衛隊への災害派遣要請について（熊本
県）.pdf」を確認し、「市町村用自衛隊災害派
遣要請依頼文（例）.doc」で依頼文を作成、
保存。

13
詳細シートに記載されているリンクから
Google driveのフォルダに飛び、依頼文を
アップロードする。

14 報告要請を確認。
（当該時刻の状況を想定して各市町村で入力15 中工程にチェックを入れる

16
詳細シートに記載されているリンクからスプ
レッドシートに飛び、避難者数を入力

17 アップロードされた避難者数を確認

3:00
８．相互応援要請・
受援、活動調整

10分 災害従事車両許可証の発行 18
No.2で追加した災害従事車両許可証の関
連資料を確認

県への自衛隊災害派遣要請

災害情報のとりまとめ・報告

９．自衛隊・広域消
防の応援要請・受入
れ

時間

5分

20分

20分

１５．避難所の設置・運15分

流れ／該当大工程

１．災害対策本部の
設置

５．被害情報の収
集、報告

20分
８．相互応援要請・
受援、活動調整

熊本県熊本地方で震度7の地震発生

フェーズ

平時

作業内容
No.作業を行う中工程名称時系列

発災時

-

21:30

22:00

23:00

0:00
避難者の把握・開設の報告

図 11　BOSS 実証実験の配置図

受付受付
ピアノ
台

資材
置き場

応
急
救
護
室

水
道

ト
イ
レ

水
道

ト
イ
レ

水
道

ト
イ
レ

水
道

ト
イ
レ

資材
置き場

応
急
救
護
室

区本部
BOSS 
team

Manual 
team

避難者区分による
収容スペース

動線を設定、設置

避難者区分による
収容スペース

動線を設定、設置

図 12　帰宅困難者支援施設運営ゲーム（企業内待機版）

の構成
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政府の対応を伝えた民放各局のワイドショーへの意見

が多く寄せられ、「国民の不安をあおるワイドショーが

一部にある。偏った意見の専門家やコメンテーターは、

自分たちの持っていきたい方向に誘導し、ただ政権を

批判したいためにしか見えない。正確な情報が知りたい

だけなのに、素人同然の芸能人や専門外のコメンテー

ターに意見を求めたり、現場の医師の発言をゆがめて

編集したり、いったい地上波テレビはどうしたのか。最

近は、テレビからの情報が信用できず、インターネット

の番組を見るようになった」などの意見が代表的な意見

として掲載されており、事実を伝えるニュースのみが支

持されているという災害報道における日本の課題を確認

することができた。

3.   災害対応工程管理システム BOSS を活用した災害対

応業務プロセスの整理と検証　

3.1  災害対応の工程（プロセス）化

2011年東日本大震災や 2016 年熊本地震など過去の

災害対応では、「災害対応の全体工程が把握できない」

「不適切な人員配置による一部の職員へ負担が集中し

た」「避難所の情報ですら把握できなかった」など、時々

刻 と々変化する状況に対し効果的に対応できなかった自

治体は多い。その理由は、①災害対応に工程（プロセス）

の視点がないために、全体工程が分からず、誰が、いつ、

何をするのかが不明であり、②各工程を実施するために

必要な各種 ICT が整備されておらず、③防災の知識が

乏しいために実効性を持った地域防災計画が策定され

ていないためである。

熊本地震の対応を分析し、避難所運営、物資の供給

など47 種の災害対応業務に対して約 500 工程を構築し

た。熊本県、西原村、嘉島町の 3自治体の熊本地震の

対応を BOSS にデータベース化した。また、岡山市の

保健医療福祉業務についても、業務分析し、データベー

ス化した。図 8 は、災害対応業務の 47 種の全体像を

示すページである。この中で、「災害対策本部の設置・

運営」を選択すると、その詳細のフロー図が表示される

（図 9）。そして、「災害対策本部の設置」を選択すると

詳細シートが表示され、地域防災計画などのリンクが表

示される。

3.2  災害対応業務プロセスの訓練

災害対応工程管理システムBOSS は、2018 年度末ま

でに、熊本県の 38 市町村に導入されている。これらの

BOSS を活用し、各地の代表自治体として南阿蘇村、菊

陽町、熊本市、上天草市の防災担当者に対して、災害

対応業務プロセスのトレーニングを実施した（図 10）。　

実際の研修で用いたシナリオが表 1のとおりである。

平時には、災害対応業務プロセスの過不足や順序等を

検討し、必要があれば、業務を「新規追加」するなど、

SOP（Standard Operation Procedure: 標準的な作業手順）

図 7　感染症対策において頼りになった人・組織（単一回答）

（COVID-19）

図 8　災害対応工程管理システム BOSS の全体業務の

表示イメージ

図 9　災害対策本部の設置・運営の SOPイメージ

状況・進捗の予測

危機管理・BCP専門家
(-,-,6)

政府(2,3,1)
国の専門家会議(1,1,2)

都道府県・市区町村(4,4,3)

国⽴感染研究所
(6,5,-)

感染症・医療専門家(3,2,4)

自分の組織・職場
(-,-,5)

TVラジオニュース(5,6,7)

ネット・アプリ
ニュース(7,-,8)

日本のガイドライン・
マニュアル

TVラジオワイドショー
情報番組
新聞
中国・欧米など
海外の状況
WHO

(X,Y,Z):カッコ内は順位
X:状況・進捗の予測
Y:拡大の予防
Z:影響への対応

複数回答では
枠内だが、
単一回答で
枠外になったもの

影響への対応 拡大の予防

枠外のもの

CDC
⺠間企業・団体の
感染症マップ
組織のガイドライン・
マニュアル
SNS
自分以外の組織・職場
組織の感染症・
医療の専門家
経済専門家・
コンサルタント
海外のガイドライン・
マニュアル
配偶者
友⼈・知⼈・隣⼈
血縁
地域の医療機関
政治家
特定の有名⼈
自治会・町内会
宗教団体
政治団体

図 10　熊本県庁での災害対応業務プロセス研修の様子
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4.2  実践によるゲームの検証

実際に帰宅困難者支援施設運営ゲーム（KUG）ワーク

ショップ（WS）によるゲームの検証を実施した（図 13）。
検証で尋ねた項目は、大きく分けて 1. KUGWS 参加

の満足度、2. KUG そのものの評価や改善点の 2 点であ

る。

前者について、WS の参加者に参加の満足度を尋ね

たところ、全体で 98％の参加者が「良かった」または「ど

ちらかというと良かった」と回答した。各回の結果の内

訳を図 14 に示すが、京都市で実施した 5 回目のWS の

み「良かった」または「どちらかという良かった」との回

答の合計が 90% を割り、他の 6 回のWSよりも相対的

に満足度が低かった。原因としては、5 回目のWS が他

のWSと異なり、2 部構成のセミナーの前半のひとコマ

として KUG を実施したものであり、後半は別のテーマ

の講演があった（すなわち、KUG の実施のみを目的と

した会合ではなく、後半の講演を目的とする参加者が含

まれていた可能性がある）という点が挙げられる。また

2 点目として、一定割合の参加者が、宿泊施設・集客施

設・大学等の職員であったという点である。後者の参加

者は、災害時には、従業員の事業所内滞留対応よりも、

図 13　帰宅困難者支援施設運営ゲームワークショップ

によるゲームの検証

図 14　帰宅困難者支援施設運営ゲームワークショップ

の満足度（各回の比較）(N=277)

図 15　帰宅困難者支援施設運営ゲームの評価（企業

内滞留推進に役立つか）(N=277) 上：全体集計結果　

下：各回の比較

来客対応や外部の帰宅困難者の受入対応に尽力しなけ

ればならない方 で々あり、一時滞在施設を対象とした実

施の方がニーズに合致したであろうと考えられる。とは

いえ、そのような参加者を含むWS であっても、筆者ら

の予想に反し、高い満足度が得られたと評価できる。

次に、KUG 実施の効果について評価するため、1. 
KUG が災害時の従業員等の企業内滞留の推進に役立

つと思うか、2. KUG を通じて従業員等の企業内滞留対

策について認識を新たにした事はあるかの 2 点について

図 16　帰宅困難者支援施設運営ゲームの評価（認識

を新たにする機会となるか）(N=277) 上：全体集計結

果　下：各回の比較
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尋ねた。前者 1. に対しては、「そう思う」「どちらかとい

うとそう思う」との回答者の合計が全体の 94% を占め、

「思わない」との回答はなかった（図 15）。後者 2.の質

問に対しては、「あった」「どちらかというとあった」との

回答者の合計が全体の 96% を占め、「ない」との回答は

なかった（図 16）。このことから、参加者の多くが KUG
は事業所内滞留に何らかの貢献を果たすと判断し、ま

た KUG によって参加者が帰宅困難者対策について何ら

かの「気付き」を得ることが出来たのではないかと考え

られる。以上の結果から、KUG が、事業所内滞留の

対策として、ひいては一斉帰宅抑制の取り組みとして効

果があるものと評価できる。

5.  まとめ　

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た、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。

これらの成果により、災害対応機関が事業継続能力

を向上させるために必要な、過去の災害事例による課題

を明確化しながら現時点での課題を明らかにし、実際

のシステムによって災害対応工程を管理しながら、具体

的課題に対して訓練・検証を行う枠組みを提案すること

ができた。

これらの知見は、デ活の分科会等における事業継続

計画づくりの改善点に用いることができたり、実際の組

織・地域の訓練にも利用したりすることができる。また、

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。
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2. 総括研究報告【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

Ⅰ-5　事業継続能力の向上のための業務手順確立

Ⅰ-5-2　業務手順確立のための事業継続ガバナンスの確立

分担責任者：河田　惠昭（関西大学）

1.  研究の目的と目標

「事業継続能力の向上のための業務手順確立

（Standard Operating Procedure、 以下 SOP）については、

災害時において、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ります。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す。

このような研究目的は、新型コロナ感染症の感染拡

大がパンデミック（以後、COVID-19と表示）を経験し、

わが国においても人的並びに社会経済被害が大きくなる

につれて変更せざるを得なくなりました。なぜなら、都

道府県単位の現場対応が千差万別で、“SOPありき”で

は対処できないことがわかったからです。具体的には、

自治体や企業にとって感染症の及ぼす影響は千差万別

であり、そこには SOP など存在せず、それぞれの組織

における“独特の被害”に対する対処が求められていま

す。本研究の主目的は、首都直下地震時の適切な対応

による被害軽減手法の確立ですが、COVID-19 を経験

して、そこには SOP のようなものがあり、それがわかれ

ば被害が軽減するというような単純な被害構造ではな

いことがわかってきました。したがって、データ利活用

のための分科会がテーマにするような被害が卓越すると

き、SOP は効果を発揮するが、そうでない場合はあま

り効果がないことを理解する必要があります。

では、SOP は無力なのかと言えばそうではありません。

自治体や企業は、どのような被害が起これば対処が困

難であるかを事前にわかれば、それに被害軽減努力を

集中すればよいのです。本研究の 4 年目に入って社会

現象としての「相転移」を発見しました。これを適用す

ると、首都直下地震が国難災害とならない可能性も見出

されました。

2.  災害の被害の「相転移」の発生

2.1  社会現象の相転移

水は温度によって氷、水、水蒸気というように固相、

液相、気相に変化します。目で見てその変化がわかりま

す。これを熱力学では一次相転移と言います。ところが

磁石の強さが温度で変わることは調べないとわかりませ

ん。これを二次相転移と言います。この一次相転移が

災害時の社会現象で発生することを1991年に予見し 1）、

それが図 1に示すように、1995 年阪神・淡路大震災で

実証されました 2）。1923 年関東大震災では犠牲者 10万
5 千人の約 90％は火災で亡くなったので、都市震災では

広域延焼火災を防がなければならないと考えていまし

た。

ところが阪神・淡路大震災では直後の死者約 5,000
人は古い木造住宅の全壊・倒壊で亡くなりました。火

災では約 500人でした。都市震災で相転移が起こったの

です。2011年東日本大震災では、津波で約 1万 6 千人

が亡くなりました。住民の約 30％がすぐに避難しなかっ

たからです。地震後津波が真っ先に来襲した岩手県沿

岸でも、約 30 分の避難時間がありました。被害が大き

いのは“想定外”の津波だったからと言われていますが、

そうではなく、大量の住民が避難しないという相転移が

発生したからです。

2.2  気づかなかった相転移の発生　　 
被害が未曽有でない場合は相転移に気づきにくいの

です。その例が地球温暖化の進行に伴う線状降水帯に

よる豪雨災害です。そして、国土交通省が毎年公刊し

ている河川ハンドブックに掲載されていた図 2を見ると

1996 年頃から1ha 当たりの被害額が激増していること

がわかります。しかし、経年的には総浸水面積や宅地・

その他浸水面積は増えていません。これは浸水深が深

くなって被害額が激増していることを示しています。破

図 1　都市災害における相転移の発生（K: 阪神・

淡路大震災時の神戸市、T: 関東大震災の T: 東京

市、Y; 横浜市）、M：メキシコ地震のメキシコシティ
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堤氾濫から越流氾濫に移行し、相転移が起こっている

のです 2)。この図がなければ気づかなかったに違いあり

ません。この事実は、現在、首都圏の荒川で進めてい

る高規格堤防（スーパー堤防）による治水対策は万全で

はないことになります。なぜなら切れない堤防づくりで

あるために、線状降水帯の豪雨のように、これまでの

最大雨量の 2 倍も降るようになると越流氾濫が起こり、

破堤氾濫に比べて被害が大きくなる危険性があるからで

す。しかも、広域豪雨の場合、外水氾濫（川が溢れる）

よりも内水氾濫（市街地で降った雨で浸水する）が先行

して激甚化することも起こり得るわけです。たとえば、

2019 年の佐賀豪雨による鉄工所の貯油槽の流出事故や

東日本台風によって 144 市区町村で内水氾濫による被

害も顕著になりました。これらの事実は、過去の災害

発生事例に基づく対策だけでは被害を少なくすることが

できないことを表しています。

2.3  相転移が二つ重なった COVID-19
COVID-19 はパンデミックとなり、ウイルスの複数の

変異株「オミクロン株」も発生して、2022 年の初頭か

ら世界で猛威を振るっています。なぜこのように長期化

しているのでしょう。その原因は、2 つの相転移が発生

しているからです 3）。1つの相転移は、世界の大都市の

多さとそのネットワーク構造です。ペストが猛威を振るっ

た中世には百万人都市はありませんでした。ところが現

在、世界中におよそ 380 あり、総人口も78 億人と急増

しています。そして、現代の社会経済活動を支える大量

の「ひと」「もの」「情報」がネットワーク構造をしている

という事実です。それを可能にしたのは、2000 年代に

入りWeb2.0というコンピュータ・ソフトが爆発的に利

活用され、二次相転移が起こりました。2 つは、新型コ

ロナウイルスの感染症拡大は、ノード（クラスター）とリ

ンクもしくはエッジというネットワーク構造を有しており、

一次相転移していることです。これら二つの相転移が重

なったので、パンデミックが長期化かつ深刻化している

のです。そして、ワクチンの開発が遅れ、かつ変異型ま

で発生して、対策が困難な状態が世界的に続いていま

す。本研究は COVID-19 がなぜ急激に拡大したのか、

そのメカニズムを世界で最初に明らかにした重要な成果

と言えるでしょう。

3.  平成時代に発生した主な相転移災害と想定外災害

現在発生する自然災害を、相転移、想定外そして一

般の 3 種に区分できることが本研究で明らかになりまし

た。そこで、その判定結果をまとめたものが、表 1です。

平成時代を中心とした 1991 年から 2020 年に発生した

33 災害については、相転移が 15 災害、想定外は 10 災

害、一般は 8 災害となっています。その内容の特徴は、

近年には相転移災害が卓越していることと一般災害は

被害が少ないということです。2016 年熊本地震で発生

した相転移とは、災害関連死 218 名は直接死 50 名の 4
倍以上になったことです。直接死が少なかったのは、本

震の前に前震があり、6 万人を超える住民が避難所に早

く避難していたことが原因です。もし前震がなければ、

800人を超える犠牲者が住宅の全壊・倒壊等で亡くなっ

た推定できることがわかりました。また、2020 年 7月
豪雨では球磨川で越流氾濫という相転移のために、多

くの犠牲者と甚大な被害が発生しました。

4.  首都直下地震などの国難災害に先行する縮災の準備

このような COVID-19 の感染症拡大のメカニズムが、

2 つの相転移の組み合わせによるネットワーク構造を構

成していることが判明すると、これを国難災害に当ては

めて検討することができます。ただし、自然災害による

社会経済被害の拡大と感染症の感染経路の広がりは、

いずれもネットワーク的であるが細部は異なっています。

COVID-19 の場合、その制御が困難な理由は、明らか

に発症したことがわかる高熱などの症状が現れる場合

のほかに、PCR 検査の結果陽性と判断できた時点で、

感染者がすでに多くの人と接触した経歴が存在すること

です。つまり自然災害では直接被害が先行するのに対

図 2　破堤氾濫から越流氾濫へと相転移が起こった

ために、1996 年頃から1ha 当たりの被害額が激増

表 1　1991 年から 2020 年までに発生した主な災害を相

転移、想定外、一般と分類した結果
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水は温度によって氷、水、水蒸気というように固相、

液相、気相に変化します。目で見てその変化がわかりま

す。これを熱力学では一次相転移と言います。ところが

磁石の強さが温度で変わることは調べないとわかりませ

ん。これを二次相転移と言います。この一次相転移が

災害時の社会現象で発生することを1991年に予見し 1）、

それが図 1に示すように、1995 年阪神・淡路大震災で

実証されました 2）。1923 年関東大震災では犠牲者 10万
5 千人の約 90％は火災で亡くなったので、都市震災では

広域延焼火災を防がなければならないと考えていまし

た。

ところが阪神・淡路大震災では直後の死者約 5,000
人は古い木造住宅の全壊・倒壊で亡くなりました。火

災では約 500人でした。都市震災で相転移が起こったの

です。2011年東日本大震災では、津波で約 1万 6 千人

が亡くなりました。住民の約 30％がすぐに避難しなかっ

たからです。地震後津波が真っ先に来襲した岩手県沿

岸でも、約 30 分の避難時間がありました。被害が大き

いのは“想定外”の津波だったからと言われていますが、

そうではなく、大量の住民が避難しないという相転移が

発生したからです。

2.2  気づかなかった相転移の発生　　 
被害が未曽有でない場合は相転移に気づきにくいの

です。その例が地球温暖化の進行に伴う線状降水帯に

よる豪雨災害です。そして、国土交通省が毎年公刊し

ている河川ハンドブックに掲載されていた図 2を見ると

1996 年頃から1ha 当たりの被害額が激増していること

がわかります。しかし、経年的には総浸水面積や宅地・

その他浸水面積は増えていません。これは浸水深が深

くなって被害額が激増していることを示しています。破

図 1　都市災害における相転移の発生（K: 阪神・

淡路大震災時の神戸市、T: 関東大震災の T: 東京

市、Y; 横浜市）、M：メキシコ地震のメキシコシティ
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し、感染症の場合は必ずしもそうではないのです。そこ

で、ここでは自然災害の被害や感染症発病者の拡大過

程がネットワーク的という点に着目して考察を進めまし

た。その結果、首都直下地震が起これば、複合災害がノー

ドになります。その最有力候補は、長期広域停電（ブラッ

クアウト）です。停電すると、断水、都市ガス供給停止、

通信途絶、交通（道路、鉄道、空港）障害などが挙げ

られます。その他に金融、医療、福祉などの機能障害

も候補となります。つまり停電が深刻な被害の相転移を

もたらし、それが新たな複合災害となるのです。ところ

が、2013 年に公表されている首都直下地震の被害想定

では、この点がまったく指摘されていないのです。

これらの複合災害がノードとなって、ネットワーク的に

被害が拡大することも指摘しました。連続滝状災害（略

称：連滝災害）にはどのようなものがあるでしょうか。こ

れらはこれまで二次災害、三次災害と呼ばれていたもの

です。表 2 は、首都直下地震が発生した場合の複合災

害と連滝災害の例をまとめたものです。

なお、COVID-19 のような感染症の場合、連滝災害

と言っても、被害内容は同じであり、発症した途端に拡

大対策は不可能であるという点に注意する必要がありま

す。つまり、自然災害の場合は地域的な広がりにおいて、

その多くは被害の時空間分布が発展形であり、被害拡

大途中において被害軽減策や被害抑止策が適用できる

場合があるのに対し、感染症の場合、発症後は特効薬

はなく、急激な症状の悪化を防ぐ一般的な治療法しか

残されていない点にあります。

このことは自然災害の場合、人びとが「何を被害と考

えるのか」という価値観が多様化するにつれて、被害像

が変化して対応がより困難になってきていることに表れ

ています。たとえば、2016 年熊本地震の避難所の被災

者からは必要なものとして 500 を超える品目が挙げられ

ました。しかし、それを実現することは不可能であり、

したがってそれらすべてが入手できないことを“被害”

とみなすことに意見の一致が見いだせるでしょうか。こ

の 500 以上の品目のうち、日常生活に必須なものが含ま

れている場合、それが避難所の長期生活で入手できな

いのであれば、被害とみなすことに賛成する人は増える

のではないでしょうか。すなわち、これまで被害と考え

られてきたものの多くは文明的被害であって、文化的被

害を見過ごしてきた可能性が大きいのです。災害の復興

事業の最終目標は。被災者の生活再建ですが、そこで

は日常生活を営む上で大切な文化的被害が軽視されて

きた恐れはなかったのでしょうか。少なくてもそのよう

な観点からの被害軽減や抑止は重要視されてこなかっ

たと言ってよいでしょう。

今回、COVID-19 を経験して、その被害像を解析す

るうちに、被害には文化的被害と文明的被害があること

に気がついたわけです。わかりやすく言えば、前者はあっ

たほうがよいものであり、後者はあらねばばらないもの

です。従来の防災対策ではそれらを区別せずにすべて

が必要と考えたために、そのすべての解決策が容易に

実施できませんでした。公助に限界があるというわけで

す。このように防災対策では“ねばならない対策”と“あっ

たほうがよい対策”が入り混じっており、前者だけを目

標としたために、その実現には想像を絶する努力が必

要とされました。たとえば、筆者が座長を務めた南海ト

ラフ巨大地震（以後、南海地震と略称する）の被害想定

作業結果から、これが起これば、計算上は 20日分の

食料備蓄が被災地域の一般家庭に必要であることがわ

かりました 4）。しかし、現在、わが国の一般家庭では、

冷蔵庫内に平均 1.3日分の食料しかなく、政府が要請し

ている 3日分にも達していないのです。これでは南海地

震が起これば絶望的です。しかし、20日分といっても

すべての品目が 20日間必須な食料品であるかと問えば、

中にはあったほうが良いと考えられる品目が少なからず

あるはずです。つまり、一般家庭のどこにでもあるもの

で、わざわざ 20日分の食料をすべて買い集めなければ

ならないのかと考えるとそうではないはずです。たとえ

ば、赤ちゃんがいる家庭で、必要な缶入り粉ミルクがな

くなれば買い求めるという生活をやっておられるでしょ

うか。普通なら予備の 1、2 缶はあるはずである。これ

が文化的防災であって、“もっとあったほうがよい”と判

断することが大切なのです。まさに日常の習慣として流

布し常識化していることが大切なのです。このような習

慣を日常防災と呼び、ここでは文化的防災と名づけまし

た。これに対して“20日分の備蓄がなければだめである”

というような防災を文明的防災と言うことにしましょう。　　

これらの用語を作る前に検討した内容を紹介しましょ

う。まず、1991年に執筆した筆者の論文 1）において文

化と文明を定義する必要があり、それを試みました。当

時参考にしたのは文化人類学者の梅棹忠夫の著書「文

明の生態史観」をはじめとする著作集 5）です。その後、

哲学者の上山春平の著書「稲作文化」を含む著作集 6）

も参照して定義を試みました。その結果、災害文化とは、

「防災や減災に関係した形のないもので、主として私た

表 2　首都直下地震発生時に長期広域停電が発

生した場合に生じる複合災害と連滝災害の例
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ちの生活様式に関係し、哲学、芸術、宗教、制度、風

習、習慣、知恵などの精神的な日常生活に関わるもので

ある」としました。また、災害文明とは、「防災や減災

に関係した形のあるもので、主として私たちの物質的環

境に関係し、技術、工学、医学、発明、社会基盤、装

置、システムなどの客観性を有するものである」としまし

た。そして、その後発生した 1995 年阪神・淡路大震災

を記念して創設された人と防災未来センターの初代セン

ター長に着任し、このセンターの責務として、震災時に

国内外から頂いた暖かい支援への感謝として、震災の教

訓を「伝える、活かす、備える」努力を 20 数年にわたっ

て継続してきましたが、当初から震災の教訓が生活防災

のレベルで活用されないという問題が発生しました。生

活防災とは、近年多発している豪雨災害に際し、自治

体から避難指示や勧告が発表されると、多数の住民が

避難所に当然のように避難するということです。実際に

は避難対象住民の 1％も避難しないことが常態化してい

ます 7)。このような生活文化として日常的に役立つもの

を文化的防災と名付け、客観性を有する文明的な防災

を文明的防災と考えたわけです。

そのような考察を経て得られた結果として表 3 は、文

明的防災と文化的防災の特徴を列記したものです。そし

て、この 2 つの現状とあるべき関係を示したものが図 3
です。この図が象徴的に示すように、現在は文明的防

災の役割が拡大し、文化的防災が縮小しているとみな

すことができます。代表的であるのは常備消防の充実と

消防団の衰退です。しかし、前者は消火と救急活動に

特化しているために、水害が発生する前後には住民か

らの 119 番の着信が多数あるにもかかわらず適切に対

応できていません。なぜなら、水害救助を消火と同列

に扱う活動要領になっていない、すなわち、文明的防

災に特化しているからです。一方、消防団は水防団がな

い地域では水害の発生する前後も活動対象にするなど、

日常防災を推進しています。ところが近年になって団員

の高齢化と社会的な評価を高めるような国民運動がな

いなどの理由から、団員の希望者が減少する一方など、

衰退傾向が止まらない状態となっています。これはコミュ

ニティ防災力の低下となっているので改善しなければな

りません。つまり、私たちの社会における常備消防と消

防団の在り方を変えるというパラダイムシフトが必要なの

です。目前に迫った国難災害に対して、文明的防災を

充実するには、財源、時間、人材、組織などの観点か

ら早急な改善は望めない現状では、文化的防災、すな

わち日常防災をまず自助レベルから充実させる方が被害

抑止と被害軽減に役立つはずでしょう。

なお、文化的防災と文明的防災に関してここで行った

定義をはじめ諸特徴については、著者が防災対策とい

う極めて限定的な範囲で考察した結果であり、文化・文

明論に関する膨大な知見を踏まえてさらなる深い検討

が必要であり、継続的な考察を重ねることを約束します。

5.  相転移を活用した首都直下地震時の SOP
首都直下地震が起こった時、相転移が起こらなけれ

ば、これまでに経験してきた災害対応の手順がそのま

ま適用できるはずであり、わざわざ紹介する必要はない

でしょう。問題は、自治体や企業にとって地震時に相転

移が起こり、従来の被害想定では考慮していなかった被

害が起こる場合です。では、事前にその被害を確定で

きるのでしょうか。確定できなければ、データ利活用の

検討で得た知識が役立たない可能性があります。それ

を回避するためにはどうすれば良いのでしょう。ここで、

半導体製造メーカの R社を例にとって考えてみましよう。

茨城県に主力工場があるR 社は、東日本大震災に遭遇

して、直接の被害はなく、約 3 か月間部品が調達でき

ず、いわゆるサプライチェーンが切れて出荷できません

でした。同社はその後 BCPを充実させて将来の災害に

備えました。そして、2021年 2 月13日福島県沖地震に

よる停電（バックアップ電源不足、クリーンルームの機

能停止）によって 2 カ月間以上の生産停止を余儀なくし

ました。そして、ほぼ同時期に米国・テキサス州が異常

寒波に見舞われ、広域停電が発生し、同州の世界 1、2

表 3　災害文明と災害文化の特徴をまとめたもの

で、従来のハード防災とソフト防災の分け方よりも

自助・共助・公助の役割がよくわかる.

図 3　わが国では明治以降、防災対策において、災

害文明（施設中心）を重視して発展した一方、従来か

ら育んできた災害文化（機能中心）を軽視して衰退した

結果、人びとの日常防災の能力が低下した。日常生活

を営む上での知恵に相当する災害文化を災害文明の上

位に置くパラダイムシフトが必要である。
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し、感染症の場合は必ずしもそうではないのです。そこ

で、ここでは自然災害の被害や感染症発病者の拡大過

程がネットワーク的という点に着目して考察を進めまし

た。その結果、首都直下地震が起これば、複合災害がノー

ドになります。その最有力候補は、長期広域停電（ブラッ

クアウト）です。停電すると、断水、都市ガス供給停止、

通信途絶、交通（道路、鉄道、空港）障害などが挙げ

られます。その他に金融、医療、福祉などの機能障害

も候補となります。つまり停電が深刻な被害の相転移を

もたらし、それが新たな複合災害となるのです。ところ

が、2013 年に公表されている首都直下地震の被害想定

では、この点がまったく指摘されていないのです。

これらの複合災害がノードとなって、ネットワーク的に

被害が拡大することも指摘しました。連続滝状災害（略

称：連滝災害）にはどのようなものがあるでしょうか。こ

れらはこれまで二次災害、三次災害と呼ばれていたもの

です。表 2 は、首都直下地震が発生した場合の複合災

害と連滝災害の例をまとめたものです。

なお、COVID-19 のような感染症の場合、連滝災害

と言っても、被害内容は同じであり、発症した途端に拡

大対策は不可能であるという点に注意する必要がありま

す。つまり、自然災害の場合は地域的な広がりにおいて、

その多くは被害の時空間分布が発展形であり、被害拡

大途中において被害軽減策や被害抑止策が適用できる

場合があるのに対し、感染症の場合、発症後は特効薬

はなく、急激な症状の悪化を防ぐ一般的な治療法しか

残されていない点にあります。

このことは自然災害の場合、人びとが「何を被害と考

えるのか」という価値観が多様化するにつれて、被害像

が変化して対応がより困難になってきていることに表れ

ています。たとえば、2016 年熊本地震の避難所の被災

者からは必要なものとして 500 を超える品目が挙げられ

ました。しかし、それを実現することは不可能であり、

したがってそれらすべてが入手できないことを“被害”

とみなすことに意見の一致が見いだせるでしょうか。こ

の 500 以上の品目のうち、日常生活に必須なものが含ま

れている場合、それが避難所の長期生活で入手できな

いのであれば、被害とみなすことに賛成する人は増える

のではないでしょうか。すなわち、これまで被害と考え

られてきたものの多くは文明的被害であって、文化的被

害を見過ごしてきた可能性が大きいのです。災害の復興

事業の最終目標は。被災者の生活再建ですが、そこで

は日常生活を営む上で大切な文化的被害が軽視されて

きた恐れはなかったのでしょうか。少なくてもそのよう

な観点からの被害軽減や抑止は重要視されてこなかっ

たと言ってよいでしょう。

今回、COVID-19 を経験して、その被害像を解析す

るうちに、被害には文化的被害と文明的被害があること

に気がついたわけです。わかりやすく言えば、前者はあっ

たほうがよいものであり、後者はあらねばばらないもの

です。従来の防災対策ではそれらを区別せずにすべて

が必要と考えたために、そのすべての解決策が容易に

実施できませんでした。公助に限界があるというわけで

す。このように防災対策では“ねばならない対策”と“あっ

たほうがよい対策”が入り混じっており、前者だけを目

標としたために、その実現には想像を絶する努力が必

要とされました。たとえば、筆者が座長を務めた南海ト

ラフ巨大地震（以後、南海地震と略称する）の被害想定

作業結果から、これが起これば、計算上は 20日分の

食料備蓄が被災地域の一般家庭に必要であることがわ

かりました 4）。しかし、現在、わが国の一般家庭では、

冷蔵庫内に平均 1.3日分の食料しかなく、政府が要請し

ている 3日分にも達していないのです。これでは南海地

震が起これば絶望的です。しかし、20日分といっても

すべての品目が 20日間必須な食料品であるかと問えば、

中にはあったほうが良いと考えられる品目が少なからず

あるはずです。つまり、一般家庭のどこにでもあるもの

で、わざわざ 20日分の食料をすべて買い集めなければ

ならないのかと考えるとそうではないはずです。たとえ

ば、赤ちゃんがいる家庭で、必要な缶入り粉ミルクがな

くなれば買い求めるという生活をやっておられるでしょ

うか。普通なら予備の 1、2 缶はあるはずである。これ

が文化的防災であって、“もっとあったほうがよい”と判

断することが大切なのです。まさに日常の習慣として流

布し常識化していることが大切なのです。このような習

慣を日常防災と呼び、ここでは文化的防災と名づけまし

た。これに対して“20日分の備蓄がなければだめである”

というような防災を文明的防災と言うことにしましょう。　　

これらの用語を作る前に検討した内容を紹介しましょ

う。まず、1991年に執筆した筆者の論文 1）において文

化と文明を定義する必要があり、それを試みました。当

時参考にしたのは文化人類学者の梅棹忠夫の著書「文

明の生態史観」をはじめとする著作集 5）です。その後、

哲学者の上山春平の著書「稲作文化」を含む著作集 6）

も参照して定義を試みました。その結果、災害文化とは、

「防災や減災に関係した形のないもので、主として私た

表 2　首都直下地震発生時に長期広域停電が発

生した場合に生じる複合災害と連滝災害の例
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位の半導体製造拠点が生産を中止しました。そのため

に、コロナ禍の反動で半導体需要が拡大する中で、グ

ローバルな供給不足が発生しました。わが国で最大供

給先であるR 社は、一層の安定供給が期待されました。

ところが、3月19日に製造ラインで夜中に火災が発生し、

5 時間半の間、火災発生を覚知できず、製造装置 23 台

が被災して、少なくとも 6月末まで生産回復が期待で

きないという事態を招いてしまいました。これは事前の

同社の SOP が不完全であったことを示しており、なぜ

BCP においてこのような状況の発生を想定していなかっ

たのか、その理由は不明です。わかっていることは、事

前の被災シナリオの検討が不十分だったということです。

これではいくらSOPを実装してもその目的が達成できな

いことになります。SOPを有効にするには、SOP自体が

問題なのではなく、対象とする被害想定作業をもっと念

入りに作成しなければなりません。たとえば、無人工場

でも製造工程で高熱が発生するわけですから、出火す

る危険は存在するのです。もし、出火してもすぐに覚知

する方法を備えることは難しいことではありません。

6.  データ利活用協議会への貢献

この協議会は、首都直下地震などの大災害時に、デー

タを利活用することによって被害を軽減することを目的

として設置されました。これは、参画された組織や企

業は、データ利活用できなければ大きな被害を受ける

ということも示しています。すなわち、被災しないこと

が大変重要なことがわかります。そうすると、前述した

ように長期広域停電するという相転移を考えた場合、具

体的にどのようにすれば被害を少なくできるかが事前に

わかるということです。この協議会の活動では、震災時

に具体的にどのように被害軽減に貢献できるのかを明ら

かにはできませんでした。でも、本分担課題の成果を

適用すれば、それが可能なのです。したがって、今後、

首都直下地震で発生すると予想される各種の相転移を

見出すことが被害軽減につながるのです。そのように考

えると、データ利活用協議会に参画された組織・企業

の減災に対する貢献は非常に大きいと評価されるでしょ

う。 
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