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3. 付録

首都圏レジリエンス研究推進センター

地震レジリエンス研究推進室

センター長（プロジェクト総括）：

　平田 直（防災科学技術研究所）

副センター長 ( 兼・室長 )：

　上石 勲（防災科学技術研究所）

調査役：

　郡司 文彦（防災科学技術研究所）

室長補佐（兼・コーディネーター）：

　古屋 貴司（防災科学技術研究所）

謝辞

髙島 哲夫 審議役、ならびに首都圏レジ

リエンス研究推進センター 岩波 越 副セン

ター長、取出 新吾 センター長補佐、三條 

薫 主任、小野 裕子 主任、則竹 匠 係員ほか、

防災科研事務部門の皆様には、本プロジェ

クトの運営に協力していただきました。

記して感謝します。

＜所属は本プロジェクト実施時＞

【研究実施体制】

統括運営グループ代表者：平田 直（防災科学技術研究所）
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1.  プロジェクト総括とデータ利活用協議会

の設置・運営

研究テーマ責任者：田村 圭子（新潟大学）

京都大学防災研究所：牧 紀男

防衛医科大学校：秋冨 慎司（2020 年度

～医療法人社団医凰会）

政策研究大学院大学：武田 文男

消防庁消防大学校：細川 直史

新潟大学：辻 道代、山田 いずみ

2.  情報インフラ基盤を活用したデータ流通

方策の検討

研究テーマ責任者：上石 勲（防災科学

技術研究所）

防災科学技術研究所：鈴木 進吾、山崎 
文雄（2019 年度～）、取出 新吾、古

屋 貴司

3.  被害拡大阻止のためのフラジリティ関数

の検討

a) 建物フラジリティの検討

研究テーマ責任者：山崎 文雄（2017 ～

2018 年度 千葉大学大学院）、松岡 昌
志（2019 ～ 2021 年度 東京工業大学）

防災科学技術研究所：山崎 文雄（2019
年度～）

東京工業大学：松岡 昌志

関東学院大学：鳥澤 一晃

千葉大学大学院：劉 ウェン

MS&AD インターリスク総研株式会社：

堀江 啓、河辺 賢

b) インフラフラジリティの検討

研究テーマ責任者：能島 暢呂（岐阜大学）

筑波大学：庄司 学
千葉大学大学院：丸山 喜久

岐阜大学：加藤 宏紀

4.  災害対応能力向上のための被害把握技術

の検討

研究テーマ責任者：井ノ口 宗成（2017
年度静岡大学、2018 年度～富山大学）

宇都宮大学：近藤 伸也

5.  事業継続能力の向上のための業務手順 
確立

a)  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

研究テーマ責任者：木村 玲欧（兵庫県

立大学）

東京大学大学院：廣井 悠
東京大学生産技術研究所：沼田 宗純

b)  業務手順確立のための事業継続ガバ

ナンスの確立

研究テーマ責任者：河田 惠昭（関西大学）

関西大学：永松 伸吾、奥村 与志弘、北

村 明子、小畑 由美

＜所属は本プロジェクト実施時＞

【研究実施体制】

【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

統括・代表者： 上石 勲（防災科学技術研究所）、 

田村 圭子（新潟大学）
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1. 官民連携超高密度データ収集

研究テーマ責任者：上野 友岳 （2017 ～

2019 年度 防災科学技術研究所）、関

口 渉次（2020 ～ 2021 年度 防災科学

技術研究所）

防災科学技術研究所：青井 真、川北 優子

2.  マルチデータインテグレーションシステ

ム開発の検討

2a)  マルチデータインテグレーションシ

ステムに関する技術開発

研究テーマ責任者：木村 武志（防災科

学技術研究所

防災科学技術研究所：木村 尚紀、功刀 
卓、汐見 勝彦、鈴木 亘、武田 哲也、

中村 洋光、松澤 孝紀、松原 誠

2b)  MeSO-net 観測点における地表地震  
記録の推定

研究テーマ責任者：先名 重樹（防災科

学技術研究所）

防災科学技術研究所：若井 淳

2c)  スマートフォンによる揺れ観測技術

の開発

研究テーマ責任者：東 宏樹（2017 ～

2019 年度 防災科学技術研究所）、中村 
洋光（2020 ～ 2021 年度 防災科学技術

研究所）

2d)  MeSO-net 観測点～サテライト観測

点群間の揺れデータ伝送技術の開発

研究テーマ責任者：佐方 連（2017 ～

2019 年度 株式会社東芝）、工藤 浩喜

（2020 ～ 2021 年度 株式会社　東芝）

株式会社東芝：工藤 浩喜、長久保 咲絵

2e1)  首都圏における過去 / 未来の地震像

の解明（東京大学地震研究所）

研究テーマ責任者：酒井 慎一（東京大

学地震研究所）

東京大学地震研究所：加藤 愛太郎、鶴

岡 弘、長尾 大道、中川 茂樹、熊澤 
貴雄、尾形 良彦、中村 亮一、石瀬 素子、

森川 耕輔（2017 年度）、佐伯 綾香

大阪大学：森川 耕輔（2018 年度～）

2e2)  首都圏における過去 / 未来の地震像

の解明（神奈川県温泉地学研究所）

研究テーマ責任者：本多 亮（神奈川県

温泉地学研究所）

神奈川県温泉地学研究所：里村 幹夫、

加藤 照之、瀧沢 倫明、藤松 淳、原田 
昌武、行竹 洋平、道家 涼介、安部 祐
希、大石 真由美

＜所属は本プロジェクト実施時＞

【研究実施体制】

【サブプロ (b)】官民連携による超高密度地震動観測データの収集・整備

統括・代表者： 青井 真（防災科学技術研究所）、 

酒井 慎一（東京大学地震研究所）
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1.  プロジェクト総括とデータ利活用協議会

の設置・運営

研究テーマ責任者：田村 圭子（新潟大学）

京都大学防災研究所：牧 紀男

防衛医科大学校：秋冨 慎司（2020 年度

～医療法人社団医凰会）

政策研究大学院大学：武田 文男

消防庁消防大学校：細川 直史

新潟大学：辻 道代、山田 いずみ

2.  情報インフラ基盤を活用したデータ流通

方策の検討

研究テーマ責任者：上石 勲（防災科学

技術研究所）

防災科学技術研究所：鈴木 進吾、山崎 
文雄（2019 年度～）、取出 新吾、古

屋 貴司

3.  被害拡大阻止のためのフラジリティ関数

の検討

a) 建物フラジリティの検討

研究テーマ責任者：山崎 文雄（2017 ～

2018 年度 千葉大学大学院）、松岡 昌
志（2019 ～ 2021 年度 東京工業大学）

防災科学技術研究所：山崎 文雄（2019
年度～）

東京工業大学：松岡 昌志

関東学院大学：鳥澤 一晃

千葉大学大学院：劉 ウェン

MS&AD インターリスク総研株式会社：

堀江 啓、河辺 賢

b) インフラフラジリティの検討

研究テーマ責任者：能島 暢呂（岐阜大学）

筑波大学：庄司 学
千葉大学大学院：丸山 喜久

岐阜大学：加藤 宏紀

4.  災害対応能力向上のための被害把握技術

の検討

研究テーマ責任者：井ノ口 宗成（2017
年度静岡大学、2018 年度～富山大学）

宇都宮大学：近藤 伸也

5.  事業継続能力の向上のための業務手順 
確立

a)  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

研究テーマ責任者：木村 玲欧（兵庫県

立大学）

東京大学大学院：廣井 悠
東京大学生産技術研究所：沼田 宗純

b)  業務手順確立のための事業継続ガバ

ナンスの確立

研究テーマ責任者：河田 惠昭（関西大学）

関西大学：永松 伸吾、奥村 与志弘、北

村 明子、小畑 由美

＜所属は本プロジェクト実施時＞

【研究実施体制】

【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

統括・代表者： 上石 勲（防災科学技術研究所）、 

田村 圭子（新潟大学）
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1.  簡易・広域センシングを用いた広域被害

推定・危険度判定

研究テーマ責任者：長江 拓也（名古屋大

学）、井上 貴仁（防災科学技術研究所）

防災科学技術研究所：高橋 武宏

株式会社日建設計：山田 祥平

国土交通省 国土技術政策総合研究所：

柏 尚稔

千葉大学：林 和宏

京都大学：五十田 博
名古屋大学：ジェム ヨニドアン、陳 威
中、都築 充雄、平井 敬、北川 夏樹

2.  災害拠点建物の安全度即時評価および継

続使用性即時判定

研究テーマ責任者：楠 浩一（東京大学

地震研究所）、中村 いずみ（防災科学

技術研究所～ 2020 年度）

防災科学技術研究所：梶原 浩一、井上 
貴仁、松森 泰造

東京大学大学院：清家 剛
名古屋大学大学院：日比野 陽（2020 年度

～、2017 ～ 2019 年度 広島大学大学院）

建築研究所：向井 智久

大阪大学大学院：真田 靖士

広島大学大学院：大久保 孝昭、寺本 篤史

大林組技術研究所：勝俣 英雄、米澤 健次

東京大学地震研究所：Trevor Zhiqing Yeow
千葉大学：林 和宏

3.  災害時重要施設の高機能設備性能評価と

機能損失判定

研究テーマ責任者：倉田 真宏（京都大

学防災研究所）、河又 洋介（防災科学

技術研究所） 
京都工芸繊維大学：金尾 伊織、小島 紘

太郎

京都大学：（医学部附属病院）大鶴 繁、相

田 伸二、堤 貴彦、趙 晃済、（工学研究科）

藤田 皓平、（防災研究所） Konstantinos 
Skalomenos、張 雷、Liangjie Qi

九州大学：松尾 真太郎

4. 室内空間における機能維持

研究テーマ責任者：佐藤 栄児（防災科

学技術研究所）、林 和宏（2017 ～ 2020
年度豊橋技術科学大学大学院、2021 年

度千葉大学）

防災科学技術研究所：梶原 浩一、福井 
弘久

防災機器検査協会：江原 信之、内藤 昌彦

明治大学：富澤 徹弥

帝京大学：浜田 浩一（2021 年度～、2020
年度 日立製作所）

NHK 技研：小松 佑人（2020 年度～、2019
年度 日立製作所）

構造計画研究所：正月 俊行、中西 良成、

坂元 一雄、畠山 祐季

NPO 法人安心安全のまちづくり機構：

藤本 桂三

5.  データ収集・整備と被害推定システム構

築のためのデータ管理・利活用検討

研究テーマ責任者：西谷 章（早稲田大学）

早稲田大学：谷井 孝至、高口 洋人、服

部 晃平

足利大学：仁田 佳宏（早稲田大学客員

教授）

千葉大学：林 和宏

＜所属は本プロジェクト実施時＞

【研究実施体制】

【サブプロ (c)】非構造部材を含む構造物の崩壊余裕度に関するデータ収集・整備

統括・代表者： 梶原 浩一（防災科学技術研究所）、 

西谷 章（早稲田大学理工学術院）
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1. 組織会員（50 音順）　

 株式会社 ICT フィールドサポート

 株式会社 Agoop

 インクリメントＰ株式会社

 株式会社イー・アール・エス

 株式会社エイジス

 ESRI ジャパン株式会社

 NEC ファシリティーズ株式会社

 エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式

会社

 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ CCS

 株式会社 NTT ドコモ

 MS&AD インターリスク総研株式会社

 応用地質株式会社

 株式会社大崎総合研究所

 春日部市自主防災会協議会

 公益財団法人河川財団

 川崎市総務企画局危機管理室

 株式会社関電工

 株式会社 Quemix

 クラウドエース株式会社

 株式会社小堀鐸二研究所

 株式会社コヴィア

 災害救援ボランティア推進委員会

 株式会社社会安全研究所

 株式会社新建新聞社

 株式会社 GK 京都

 スリーエムジャパンイノベーション株式

会社

 積水樹脂株式会社

 セコム株式会社

 株式会社セブン−イレブン・ジャパン

 センクシア株式会社

 株式会社ゼンリン

 株式会社竹中工務店技術研究所

 株式会社中電シーティーアイ

 株式会社テラスカイ

 東京海上ディーアール株式会社

 東京ガス株式会社

 東京電力ホールディングス株式会社

 東京都総務局総合防災部防災計画課

 東芝エレベータ株式会社

 独立行政法人都市再生機構

 成田国際空港株式会社

 日東工業株式会社

 日本通信エレクトロニック株式会社

 日本電信電話株式会社宇宙環境エネル

ギー研究所

 日本防災産業会議

 日本ミクニヤ株式会社

 株式会社博報堂

 東日本旅客鉄道株式会社

 富士通株式会社

 株式会社富士通交通・道路データサー

ビス

 株式会社富士通総研

 富士フイルムシステムサービス株式会社

 フリーアクセスフロア工業会

 株式会社フージャースリビングサービス

 一般社団法人防災機器検査協会

【デ活会員リスト】

データ利活用協議会

会長　平田　直（防災科学技術研究所）

※ 2022 年 2 月 1 日時点 : 71 の組織会員（59 企業、3 自治体関連、9 団体） 

3. 付録
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1.  簡易・広域センシングを用いた広域被害

推定・危険度判定

研究テーマ責任者：長江 拓也（名古屋大

学）、井上 貴仁（防災科学技術研究所）

防災科学技術研究所：高橋 武宏

株式会社日建設計：山田 祥平

国土交通省 国土技術政策総合研究所：

柏 尚稔

千葉大学：林 和宏

京都大学：五十田 博
名古屋大学：ジェム ヨニドアン、陳 威
中、都築 充雄、平井 敬、北川 夏樹

2.  災害拠点建物の安全度即時評価および継

続使用性即時判定

研究テーマ責任者：楠 浩一（東京大学

地震研究所）、中村 いずみ（防災科学

技術研究所～ 2020 年度）

防災科学技術研究所：梶原 浩一、井上 
貴仁、松森 泰造

東京大学大学院：清家 剛
名古屋大学大学院：日比野 陽（2020 年度

～、2017 ～ 2019 年度 広島大学大学院）

建築研究所：向井 智久

大阪大学大学院：真田 靖士

広島大学大学院：大久保 孝昭、寺本 篤史

大林組技術研究所：勝俣 英雄、米澤 健次

東京大学地震研究所：Trevor Zhiqing Yeow
千葉大学：林 和宏

3.  災害時重要施設の高機能設備性能評価と

機能損失判定

研究テーマ責任者：倉田 真宏（京都大

学防災研究所）、河又 洋介（防災科学

技術研究所） 
京都工芸繊維大学：金尾 伊織、小島 紘

太郎

京都大学：（医学部附属病院）大鶴 繁、相

田 伸二、堤 貴彦、趙 晃済、（工学研究科）

藤田 皓平、（防災研究所） Konstantinos 
Skalomenos、張 雷、Liangjie Qi

九州大学：松尾 真太郎

4. 室内空間における機能維持

研究テーマ責任者：佐藤 栄児（防災科

学技術研究所）、林 和宏（2017 ～ 2020
年度豊橋技術科学大学大学院、2021 年

度千葉大学）

防災科学技術研究所：梶原 浩一、福井 
弘久

防災機器検査協会：江原 信之、内藤 昌彦

明治大学：富澤 徹弥

帝京大学：浜田 浩一（2021 年度～、2020
年度 日立製作所）

NHK 技研：小松 佑人（2020 年度～、2019
年度 日立製作所）

構造計画研究所：正月 俊行、中西 良成、

坂元 一雄、畠山 祐季

NPO 法人安心安全のまちづくり機構：

藤本 桂三

5.  データ収集・整備と被害推定システム構

築のためのデータ管理・利活用検討

研究テーマ責任者：西谷 章（早稲田大学）

早稲田大学：谷井 孝至、高口 洋人、服

部 晃平

足利大学：仁田 佳宏（早稲田大学客員

教授）

千葉大学：林 和宏

＜所属は本プロジェクト実施時＞

【研究実施体制】

【サブプロ (c)】非構造部材を含む構造物の崩壊余裕度に関するデータ収集・整備

統括・代表者： 梶原 浩一（防災科学技術研究所）、 

西谷 章（早稲田大学理工学術院）
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 一般社団法人防災教育普及協会

 ボッシュ株式会社

 ボッシュエンジニアリング株式会社

 株式会社ミエルカ防災

 ミサワホーム株式会社

 Mintomo 株式会社

 明星電気株式会社

 森ビル株式会社

 株式会社山小電機製作所

 ヤマト運輸株式会社

 特定非営利活動法人リアルタイム地震・

防災情報利用協議会

 Ridgelinez 株式会社

 一般社団法人レジリエンス協会

 株式会社レックスマネジメント

ほか２団体・組織

2. 個人会員

16 名

3. 理事会（敬称略）

会長：

 防災科学技術研究所　首都圏レジリエ

ンス研究推進センター　センター長：

 平田　直

副会長：

 東京ガス株式会社　執行役員　導管

ネットワークカンパニー　導管本部長：

 今井 朋男（2021 年 4 月～）

 防災科学技術研究所　首都圏レジリエ

ンス研究推進センター　副センター長 /

サブプロ (a) 統括：上石　勲

理事：

 川崎市　総務企画局　危機管理監：

 飯塚　豊

 東京海上ディーアール株式会社　代表

取締役社長：嶋倉　泰造

 日東工業株式会社　取締役社長　COO：

黒野　透

 東京都　総務局　総合防災部　計画調

整担当課長：宮原　祐二（2021 年 4 月～）

 東日本旅客鉄道株式会社　執行役員　

技術イノベーション推進本部　統括：

浦壁　俊光（2021 年 6 月～）

 新潟大学危機管理室　教授 /サブプロ (a)

統括：田村　圭子

 東京大学地震研究所 / 情報学環・学際情

報学府　教授 / サブプロ (b) 統括：

 酒井　慎一

 防災科学技術研究所　地震津波火山

ネットワークセンター　センター長 / サ

ブプロ (b) 統括：青井　真

 早稲田大学　理工学術院　総合研究所　

特任研究教授 / サブプロ (c) 統括：

 西谷　章

 防災科学技術研究所　地震減災実験研

究部門　部門長 / サブプロ (c) 統括：

 梶原　浩一

監事：

 公益財団法人日本法制学会　理事長：

 澤野　次郎

＜所属は本プロジェクト実施時＞
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【分科会成果説明】
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デ活分科会

1. 早期被害把握分科会
目的︓産官学⺠、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
構成︓会⻑／鵜飼 章弘（東京海上日動火災保険(株) 災害対策推進室⻑）

副会⻑／井ノ⼝ 宗成（富山大学 都市デザイン学部 准教授）

8分科会一覧

8. 大規模集客施設分科会
目的︓災害時における事態の速やかな鎮静化と機能継続、及び災害拠点施設としての機能確保を協議する
構成︓会⻑／酒井 慎一（東京大学地震研究所 教授）

副会⻑／松本 健二（成田国際空港(株) 総合安全推進部 運用計画グループマネージャー）

6. IoT技術活用分科会
目的︓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
構成︓会⻑／⻄村 出（(株)セブン- イレブン・ジャパン 執⾏役員システム本部⻑）

副会⻑／上⽯ 勲（防災科研 首都レジ研究推進センター 副センター⻑）

2. 集合住宅分科会
目的︓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、防災⼒アップを検討
構成︓会⻑／⽊村 玲欧（兵庫県⽴大学 環境人間学部 教授）

副会⻑／松本 悟（UR都市機構 災害対応支援室 事業支援課 課⻑）

3. 生活再建分科会
目的︓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

〜住⺠や従業員・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
構成︓会⻑／正⽊ 千陽（ESRIジャパン(株) 代表取締役社⻑）

副会⻑／田村 圭⼦（新潟大学 危機管理本部 危機管理室 教授）

4. ⾏政課題分科会
目的︓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
構成︓会⻑／取出 新吾（防災科研 首都レジ研究推進センター⻑補佐）

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
目的︓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
構成︓会⻑／楠 浩一（東京大学地震研究所 教授）

副会⻑／鈴⽊ 宏（日東工業(株) 開発本部 新規開発部 部⻑）

7. インフラ分科会
目的︓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
構成︓会⻑／能島 暢呂（岐⾩大学 工学部 教授）

副会⻑／⽶村 康（東京ガス(株) 防災・供給部 部⻑）

災害時の⺠間による戦略的な顧客対応

集合住宅による効果的な災害対応の実現

⾏政⼒による早期⽣活再建の実現

科学的根拠シナリオによる訓練実施

感震ブレーカーの普及による火災の軽減

インフラ被害状況の集約と復旧状況の共有

IoT収集データによる災害状況の把握

情報把握と機能継続、BCP対応構築

1
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デ活分科会

【これまでに協議してきた主な内容】

2

1.早期被害把握分科会 会⻑／鵜飼 章弘（東京海上日動火災保険(株)） 副会⻑／井ノ⼝ 宗成（富山大学）

【当分科会に参画したことによるメリット】
[他分野の専門家を交えた手法の検討]
保険会社、情報工学、社会科学の研究者からなるメンバーを構成し、実装先
としての被災自治体の支援を実施しながら実装した
[実災害での気づき] 概況把握であっても、その利用価値は⾼く、実災害を
事例とすることで、課題発⾒と新しい解決策の検討が進んだ

【目的】
産官学⺠、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〜

【参加メンバーの所属する組織・団体】順不同／東京海上日動火災保険（株）、東京海上ディーアール（株）、MS&ADインターリスク総研（株）、富山大学、新潟大学
協⼒自治体︓北海道安平町、新潟県村上市等

１．北海道胆振東部地震における顧客被害の推定を共同で検討
自治体の調査結果と自社データをマッシュアップ ２．早期被害把握の技術検討

ドローンを活用した上空からの被災状況把握
3．各種先端情報処理技術の活用検討
衛星画像やAIを活用した早期被害把握技術

2019年⼭形県沖地震における実装
※ 波及効果として新しい形態の保険も実装

3. 付録
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 一般社団法人防災教育普及協会

 ボッシュ株式会社

 ボッシュエンジニアリング株式会社

 株式会社ミエルカ防災

 ミサワホーム株式会社

 Mintomo 株式会社

 明星電気株式会社

 森ビル株式会社

 株式会社山小電機製作所

 ヤマト運輸株式会社

 特定非営利活動法人リアルタイム地震・

防災情報利用協議会

 Ridgelinez 株式会社

 一般社団法人レジリエンス協会

 株式会社レックスマネジメント

ほか２団体・組織

2. 個人会員

16 名

3. 理事会（敬称略）

会長：

 防災科学技術研究所　首都圏レジリエ

ンス研究推進センター　センター長：

 平田　直

副会長：

 東京ガス株式会社　執行役員　導管

ネットワークカンパニー　導管本部長：

 今井 朋男（2021 年 4 月～）

 防災科学技術研究所　首都圏レジリエ

ンス研究推進センター　副センター長 /

サブプロ (a) 統括：上石　勲

理事：

 川崎市　総務企画局　危機管理監：

 飯塚　豊

 東京海上ディーアール株式会社　代表

取締役社長：嶋倉　泰造

 日東工業株式会社　取締役社長　COO：

黒野　透

 東京都　総務局　総合防災部　計画調

整担当課長：宮原　祐二（2021 年 4 月～）

 東日本旅客鉄道株式会社　執行役員　

技術イノベーション推進本部　統括：

浦壁　俊光（2021 年 6 月～）

 新潟大学危機管理室　教授 /サブプロ (a)

統括：田村　圭子

 東京大学地震研究所 / 情報学環・学際情

報学府　教授 / サブプロ (b) 統括：

 酒井　慎一

 防災科学技術研究所　地震津波火山

ネットワークセンター　センター長 / サ

ブプロ (b) 統括：青井　真

 早稲田大学　理工学術院　総合研究所　

特任研究教授 / サブプロ (c) 統括：

 西谷　章

 防災科学技術研究所　地震減災実験研

究部門　部門長 / サブプロ (c) 統括：

 梶原　浩一

監事：

 公益財団法人日本法制学会　理事長：

 澤野　次郎

＜所属は本プロジェクト実施時＞
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【これまでの経緯】

【目的】
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、防災⼒アップを検討

【当分科会に参画したことによる気づき】
[⼩型地震計の震度情報の活用⽅法（ソフト⾯）]
災害時の⾏動の実効性を⾼めるために必要な情報の一つと
して、より⾝近な震度情報を把握することが、平常時におい
て集合住宅居住者の防災意識の向上（啓蒙）につながる
可能性がある。
・震度ごとに自らがとった⾏動を把握・省みることが
今後の災害の備えにつながる
・⼩型地震計による計測震度をもとに、⾒回り体制や
振り返りのアンケート等へ活かす

①⼩型地震計の設置と震度情報の整合を検証
・尾山台団地（埼玉県上尾市）１箇所
・⽶本団地（千葉県⼋千代市）２箇所
設置後、性能や動作確認を実施し
計測震度と公表震度に差異は⾒られなかった。
②防災展示ルームに設置された⼩型地震計に関する来場者アンケート調査結果
・⼩型地震計による震度情報があることによって、災害への備えを啓蒙するための効果（有効性）は大きい。
・一⽅で具体の活用（震度が分かった後の⾏動）イメージがなく、活用⽅法が⾒いだせない層も一定数いる。
③団地自治会へのヒアリング結果
・団地内災害対策本部の⽴ち上げについては、物資などの支援を考えると市の基準とあわせて⾏う必要があるため、
市の公表震度で判断をするのが運用上望ましい。
・防災意識の低い居住者に、災害を「自分ごと」として感じてもらうことの難しさを感じている。
居住者に対し家具固定・備蓄の必要性を啓発しているが、実際にどのくらいの人が対策しているか不安である。
・近所付き合いのない人、防災に興味関⼼のない人への効果的な啓発⽅法を知りたい。

会⻑／⽊村 玲欧（兵庫県⽴大学） 副会⻑／松本 悟（UR都市機構）2.集合住宅分科会

Data use and application council for resilience
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デ活分科会

【これまでに協議してきた主な内容】

4

3.生活再建分科会 会⻑／正⽊ 千陽（ESRIジャパン(株)） 副会⻑／田村 圭⼦（新潟大学）

【当分科会に参画したことによるメリット】

【参加メンバーの所属する組織・団体】順不同／ESRIジャパン（株）、MS&ADインターリスク総研（株）、日本ミクニヤ（株）、大正大学、富山大学、新潟大学
協⼒自治体︓北海道安平町、福島県郡山市、新潟県、新潟県村上市、東京都、東京都豊島区、大島町

【目的】
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
〜住⺠や従業員・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〜

【当分科会に参画したことによるメリット】
[業務の標準化によるシステムの精緻化]
複数の自治体と協働することで、災害研究支援を通して、業務の効率化、
標準化が進んだ
[自治体からのフィードバック獲得]
実際の災害現場での活用を通して、自治体からのフィードバックを得ることができた

発発災災後後44⽇⽇ ⽬⽬
⽣⽣活活再再建建業業務務研研修修のの実実施施

（（ 応応援援職職員員＋＋村村上上市市職職員員））

分分科科会会のの様様⼦⼦
（（ 村村上上市市府府屋屋地地区区））

0 3 4
9

0 3 4
8 7 6

1 2 5

被被災災者者⽣⽣活活再再建建⽀⽀援援シシスステテムム導導⼊⼊状状況況 （（ 11 99 00 88 11 99 __ 研研究究者者調調べべ））

導導⼊⼊ 済済及及びび決決定定済済 204
導入済（202）・東京都54・神奈川県1・秋田県1・北海道3・新潟県24・岩手県33
・茨城県43・埼玉県2・京都府26・大阪府3・兵庫県1・岡山県2・広島県1・熊本県8
導入決定済（2）・徳島県 1・高知県 1
⼈⼈ ⼝⼝ カカババーー率率 21.9%

⑤⑤調調査査票票・・デデーータタののチチェェッックク・・修修正正

①①掲掲示示物物（（調調査査地地域域、、班班、、ススケケジジュューールル、、調調査査上上のの疑疑問問点点等等にに対対すするる回回答答、、ななどど））のの確確認認

③③調調査査資資機機材材のの受受けけ取取りり ④④現現場場へへ移移動動、、調調査査のの実実施施②②朝朝礼礼へへのの参参加加
・・注注意意事事項項のの伝伝達達
・・調調査査地地区区毎毎のの作作戦戦会会議議

⑥⑥ママススタターー地地図図へへのの記記録録 ⑦⑦夕夕礼礼へへのの参参加加
・・調調査査ののふふりりかかええりり
・・情情報報共共有有

2019⼭⼭形形県県沖沖地地震震ににおおけけるる応応援援受受援援のの迅迅速速化化にに貢貢献献

2018北北海海道道胆胆振振東東部部地地震震ににおおけけるる建建物物調調査査⼿⼿順順のの標標準準化化にに貢貢献献
追追分分市市街街地地

遠遠浅浅

早早来来

安安平平

追追分分農農村村

2019東東⽇⽇本本台台⾵⾵ににおおけけるる建建物物被被害害調調査査ににおおけけるる⼀⼀括括認認定定にに貢貢献献

2020標標準準化化業業務務のの研研修修ププロロググララムム構構築築とと⾃⾃治治体体ででのの実実装装にに貢貢献献

リリアアルルタタイイムム研研修修
組み⽴て式模型、
Webカメラ、ズーム被災者生活再建システム導入状況

導入済市区町村 243
（東京都55 茨城県43 岩手県33 京都府26 新潟県24など）

⼈⼝カバー率 32.5%

全戸調査地域
対象世帯数

全戸調査地域
住家被害認定調査

罹災証明書発行

村上市 644世帯 発災5〜7日目 集中発行：　　発災8〜10、12日目

参考：鶴岡市 308世帯 発災7〜9日目 申請受付開始：発災14日目
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【これまでに協議してきた主な内容】

5

4.⾏政課題分科会 会⻑／取出 新吾（防災科研） 組織会員／飯塚 豊（川崎市）

【当分科会に参画したことによるメリット】
【他災害における被災自治体の教訓知⾒のわがこと化】規模の違う自治体で
発⽣した被害や対応における業務実態を⾏政内に取り込むことができる

【科学的知⾒の共有】科学的根拠に基づく災害シナリオと解決策の提案、⾏政に
おける訓練を効率的・効果的に設計・運用、ふりかえりができる

【参加メンバーの所属する組織・団体】順不同／川崎市、大阪府茨⽊市、ESRIジャパン（株）、日本ミクニヤ（株）、株式会社東芝 研究開発センター 情報通信プラットフォーム研究所、
東京大学、富山大学、新潟大学

【目的】
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・対応シナリオを適用した訓練シナリオに基づく対策を検討〜

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

⾏政課題の設定

幸区災害対策本部

情報広報班地域支援班

庶務班

・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

• （本プロジェクト）小型地震計の試行：

• 拠点建物に設置→将来像「限定的かつ確実に設置」
Concentrator for Social Unit

Shelter
Requirements
 Life Environment

 Temperature, Humidity
 Health Environment

 3C for COVID‐19
 Active Status

 Lightening Intensity,
Wireless network

sensors

Target‐phase:
Sheltering

避難生活 避難所

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

統合版WBS

幸区アクションカード

川崎市アクションカード

連番 主語 が 〇〇 を ×× する

1 ？ が 幸区災害ボランティアセンター を 設置 する

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

駅及びその周辺地域の帰宅困難者 駅前滞留者の状況や、

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

8 派遣職員 が 一時滞在施設への誘導・案内 を 実施 する

9 派遣職員 が 一時滞在施設へ物資 を 搬入 する

10 派遣職員 が

帰宅困難者 駅前滞留者に災害情報や 時滞在施設の開設

情報 を 周知・広報 する

11 地域支援班 が 一時滞在施設からの施設内の被災状況等に関する報告 を 集約 する

12 地域支援班 が 当該様式 を 収納・更新 する

13 地域支援班 が 各班への情報提供 を 実施 する

14 地域振興課職員 が 優先的に区本部事務局の運営支援 を 実施 する

15 地域振興課 が 建物や施設利用者等の安全確認 を 実施 する

16 生涯学習支援課 が 庁内放送や巡回で来庁者へ安全確保 を 実施 する

17 生涯学習支援課 が

火災 負傷者、 タ 等 閉 込 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

地地域域支支援援班班

階層＆番号

1. 気象庁震度：代表点の震度

2. 防災科研のシミュレーション震度：面的推定震度

3. （本プロジェクト）小型地震計の試行：

・住宅・事業所等に設置→将来像「広くかつ密に設置」

Danijel’s Cloud ServerRequirements
Damage Estimation of Housing
 Individual usage

 Customized message
 Appropriate behavior

 High Response Speed
 Situation awareness

by itself

住宅

事業所

Target‐phase:
Evacuation

避難行動

解決策の提案
訓練検証
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３．感震ブレーカーを中心にした未来とは︖
【これまでに協議してきた主な内容】
１．様々な目的のために設置したセンサーの有効活用を目指す
• エレベーターの揺れ感知システム ・防犯システムで用いられている震動センサー
• ガスメーターの感震装置 ・感震ブレーカー
２．建物内のセンサーはどういったことに使えそうか︖
➡ 平常時から電源・通信が比較的確保され、

センサーデータの集約が、巨大地震災害対応に資する
[災害時活用イメージ]
①感震ブレーカーが電気を遮断 →通電火災を防ぐ
②速報メールを配信 →被害状況の早期把握
③分析結果配信 →点検トリアージ、被災度調査
④震度情報の発信
[オーナーへのメリット]
• 建物の継続利用性を瞬時に判断
• そのデータを他社と共有し、未設置地域の揺れの大きさも把握
[社会への還元]
•地域の被害程度を共有 ・耐震設計法の向上

6

5.建物付帯設備分科会 会⻑／楠 浩一（東大地震研） 副会⻑／鈴⽊ 宏（日東工業(株)）

【当分科会に参画したことによるメリット】
[他分野の専門家を交えた手法の検討]
地震、建築、計測、ビルオーナー等の多業種からなるメンバー構成
[実大規模の実験で検証] Eーディフェンス実験で検証
[実フィールドでの実証実験] 実観測による実証が可能

【目的】
• 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

【参加メンバーの所属する組織・団体】順不同／東京大学地震研究所、日東工業(株)、地震予知総合研究振興会、東京理科大学、早稲田大学、日本防災士機構、山梨大学、
損害保険料率算出機構、リアルタイム地震・防災情報利用協議会、(株)⼩堀鐸二研究所、三井不動産商業マネジメント(株)、積水ハウス(株)総合住宅研究所、(株)中電シーティーアイ

・感震ブレーカー（地震時の電気火災防止）
・建物構造ヘルスモニタリング

・異常電流監視による設備機器の故障検知、
予知保全

・電路の放電検出によるトラッキング等の
電気火災防止

・室内環境、ヘルスケアモニタリング
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【これまでの経緯】

【目的】
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、防災⼒アップを検討

【当分科会に参画したことによる気づき】
[⼩型地震計の震度情報の活用⽅法（ソフト⾯）]
災害時の⾏動の実効性を⾼めるために必要な情報の一つと
して、より⾝近な震度情報を把握することが、平常時におい
て集合住宅居住者の防災意識の向上（啓蒙）につながる
可能性がある。
・震度ごとに自らがとった⾏動を把握・省みることが
今後の災害の備えにつながる
・⼩型地震計による計測震度をもとに、⾒回り体制や
振り返りのアンケート等へ活かす

①⼩型地震計の設置と震度情報の整合を検証
・尾山台団地（埼玉県上尾市）１箇所
・⽶本団地（千葉県⼋千代市）２箇所
設置後、性能や動作確認を実施し
計測震度と公表震度に差異は⾒られなかった。
②防災展示ルームに設置された⼩型地震計に関する来場者アンケート調査結果
・⼩型地震計による震度情報があることによって、災害への備えを啓蒙するための効果（有効性）は大きい。
・一⽅で具体の活用（震度が分かった後の⾏動）イメージがなく、活用⽅法が⾒いだせない層も一定数いる。
③団地自治会へのヒアリング結果
・団地内災害対策本部の⽴ち上げについては、物資などの支援を考えると市の基準とあわせて⾏う必要があるため、
市の公表震度で判断をするのが運用上望ましい。
・防災意識の低い居住者に、災害を「自分ごと」として感じてもらうことの難しさを感じている。
居住者に対し家具固定・備蓄の必要性を啓発しているが、実際にどのくらいの人が対策しているか不安である。
・近所付き合いのない人、防災に興味関⼼のない人への効果的な啓発⽅法を知りたい。

会⻑／⽊村 玲欧（兵庫県⽴大学） 副会⻑／松本 悟（UR都市機構）2.集合住宅分科会
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【これまでに協議してきた主な内容】

4

3.生活再建分科会 会⻑／正⽊ 千陽（ESRIジャパン(株)） 副会⻑／田村 圭⼦（新潟大学）

【当分科会に参画したことによるメリット】

【参加メンバーの所属する組織・団体】順不同／ESRIジャパン（株）、MS&ADインターリスク総研（株）、日本ミクニヤ（株）、大正大学、富山大学、新潟大学
協⼒自治体︓北海道安平町、福島県郡山市、新潟県、新潟県村上市、東京都、東京都豊島区、大島町

【目的】
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
〜住⺠や従業員・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〜

【当分科会に参画したことによるメリット】
[業務の標準化によるシステムの精緻化]
複数の自治体と協働することで、災害研究支援を通して、業務の効率化、
標準化が進んだ
[自治体からのフィードバック獲得]
実際の災害現場での活用を通して、自治体からのフィードバックを得ることができた

発発災災後後44⽇⽇ ⽬⽬
⽣⽣活活再再建建業業務務研研修修のの実実施施

（（ 応応援援職職員員＋＋村村上上市市職職員員））

分分科科会会のの様様⼦⼦
（（ 村村上上市市府府屋屋地地区区））

0 3 4
9

0 3 4
8 7 6

1 2 5

被被災災者者⽣⽣活活再再建建⽀⽀援援シシスステテムム導導⼊⼊状状況況 （（ 11 99 00 88 11 99 __ 研研究究者者調調べべ））

導導⼊⼊ 済済及及びび決決定定済済 204
導入済（202）・東京都54・神奈川県1・秋田県1・北海道3・新潟県24・岩手県33
・茨城県43・埼玉県2・京都府26・大阪府3・兵庫県1・岡山県2・広島県1・熊本県8
導入決定済（2）・徳島県 1・高知県 1
⼈⼈ ⼝⼝ カカババーー率率 21.9%

⑤⑤調調査査票票・・デデーータタののチチェェッックク・・修修正正

①①掲掲示示物物（（調調査査地地域域、、班班、、ススケケジジュューールル、、調調査査上上のの疑疑問問点点等等にに対対すするる回回答答、、ななどど））のの確確認認

③③調調査査資資機機材材のの受受けけ取取りり ④④現現場場へへ移移動動、、調調査査のの実実施施②②朝朝礼礼へへのの参参加加
・・注注意意事事項項のの伝伝達達
・・調調査査地地区区毎毎のの作作戦戦会会議議

⑥⑥ママススタターー地地図図へへのの記記録録 ⑦⑦夕夕礼礼へへのの参参加加
・・調調査査ののふふりりかかええりり
・・情情報報共共有有

2019⼭⼭形形県県沖沖地地震震ににおおけけるる応応援援受受援援のの迅迅速速化化にに貢貢献献

2018北北海海道道胆胆振振東東部部地地震震ににおおけけるる建建物物調調査査⼿⼿順順のの標標準準化化にに貢貢献献
追追分分市市街街地地

遠遠浅浅

早早来来

安安平平

追追分分農農村村

2019東東⽇⽇本本台台⾵⾵ににおおけけるる建建物物被被害害調調査査ににおおけけるる⼀⼀括括認認定定にに貢貢献献

2020標標準準化化業業務務のの研研修修ププロロググララムム構構築築とと⾃⾃治治体体ででのの実実装装にに貢貢献献

リリアアルルタタイイムム研研修修
組み⽴て式模型、
Webカメラ、ズーム被災者生活再建システム導入状況

導入済市区町村 243
（東京都55 茨城県43 岩手県33 京都府26 新潟県24など）

⼈⼝カバー率 32.5%

全戸調査地域
対象世帯数

全戸調査地域
住家被害認定調査

罹災証明書発行

村上市 644世帯 発災5〜7日目 集中発行：　　発災8〜10、12日目

参考：鶴岡市 308世帯 発災7〜9日目 申請受付開始：発災14日目
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6.IoT技術活用分科会 会⻑／⻄村 出（(株)セブンーイレブン・ジャパン） 副会⻑／上⽯ 勲（防災科研）

【当分科会で目指してきたもの、目標】

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

【情報】 IoTで災害時に各ステークホルダー
が必要なデータを利活用

【共有】 減災、レジリエンス向上に寄与する
最新技術を駆使した基盤・システム構築

【創出】 地震計、積雪＋αの取り組みを進
化（予報・予測・シュミレーション）

【連携】 自治体・官庁との実際的な連携体
制構築

【目的】

Data use and application council for resilience
Tokyo Metropolitan Resilience Project ‒ 2021

デ活分科会

4．WebGISのプロトタイプの構築
[解決すべき課題]
• 情報共有の阻害要因︓情報セキュリティの問題（施設情報，顧客情報）
• 情報統合の阻害要因︓膨大な不定形情報，GISフォーマットの不整合
• 情報更新の必要性 ︓インフラ情報・被害・復旧状況のリアルタイム更新
[課題解決のための手段]
• 地理空間情報データの連携レベルの多階層化
• プロトタイプを示しながら技術的・組織的課題を共有
• オープン＆クローズ戦略により現状と理想のギャップを埋める

求められるデータ，提供可能なデータ、条件付きで提供可能なデータ
• 情報共有のメリットが感じられるような仕組みの構築

【これまでに協議してきた主な内容】
１．災害時のインフラのあるべき姿
• 大規模災害が発⽣しても交通機関やライフラインが機能維持すること
• 被害を受けても早期復旧を達成して社会全体のレジリエンスを支えること

2．各種インフラにおける災害時の問題
• 迅速・的確な対応のための被害全容把握の仕組みがない
（各社に情報があるのに活かせない）

• サービス復旧目途の判断をつけにくい
• インフラ事業者間で情報共有する仕組みがない

3．災害情報の共有に向けての戦略
• 事業者間連携により災害情報を共有して最大限活用することを目指す
• 災害ハザード・リスク情報および各事業者の対応状況や復旧進捗を可視化

してインフラ各社間で共有するためのGIS
• 提供された各種情報に自社情報を集約・重ね合わせを⾏うことによって情報

の付加価値を創出できるGIS

8

7.インフラ分科会 会⻑／能島暢呂（岐⾩大学） 副会⻑／⽶村 康（東京ガス(株)）

【当分科会に参画したことによるメリット】
[エリアBCMを実践するための要件についての共通認識の形成
インフラ事業者間での情報共有による「状況認識の統一」の必要性
[災害時の情報共有に特化した議論]
インフラ事業者が一堂に会して話し合う貴重な場での率直な意⾒交換

【目的】
• 大規模災害時における交通機関、ライフライン等の早期復旧及び機

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

【参加メンバーの所属する組織・団体】
順不同／(株)NTTドコモ，KDDI(株)，首都⾼速道路(株)，ソフトバンク(株)，東京ガス(株)，東京電⼒HD(株)，東京都水道局，東日本電信電話(株)，東日本旅客鉄道(株)

簡易
重ね合わせ表示
/解析はできない Step1 外部リンクを張る

Step2 インラインフレームによる読込
Step3a 既存Webサービスとの連携

⾼度
 重ね合わせ表示

/解析が可能 Step3b 元データ(表形式)を地図化
⇕ ⇕
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[社会への還元]
・大規模集客施設の標準化を目指す
・マルチハザードへのレジリエンス強化

【これまでに協議してきた主な内容】

9

8.大規模集客施設分科会 会⻑／酒井 慎一（東大地震研） 副会⻑／松本 健二（成田国際空港(株)）
【当分科会に参画したことによるメリット】
[他分野の専門家を交えた手法の検討]
地震、計測、情報、安全管理、空港会社等の多分野からなるメンバー構成
[実フィールドでの実証実験] 実観測によるデータで状況の把握
[複合災害への対応] 感染症蔓延の中での避難⾏動の検討

【目的】

【参加メンバーの所属する組織・団体】順不同／東京大学地震研究所、新潟大学、富山大学、成田国際空港（株）、東芝（株）

災害時における事態の速やかな鎮静化と機能継続、及び災害拠点
施設としての機能確保を協議する

２．状況把握と機能維持 ４．合同避難訓練に向けて

３．地震計による情報収集実験
・多人数の多種多様な利用者
・様々な業種の従業員
・広大な空間をもつ多くの建築物
・いろいろな交通機関の乗り入れ
・国内と国外の混在する領域区分
・感染症に対応する検疫体制

・空港敷地内各所における実観測
・ターミナルビルでの観測
・空港内施設での観測
・エリアごとの揺れの違い
・測定値の即時表示機能の開発

１．成田国際空港の特徴

・少人数での確認作業
・現場の従業員からの報告の集約
・非常時における情報を収集・配信する手段
・不具合が⽣じた箇所の修理と早期再稼働
・BCPの作成

・多業種を含めた連絡会議と情報共有
・多業種の従業員を含めた全空港での訓練実施計画
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【データ利活用協議会の活動への評価と

今後のあり方に関するアンケート調査】

調査の実施概要

本調査は、デ活会員（組織会員および個人会員）に対して、データ利活用協議会の活動

への評価と今後のあり方についてご意見を伺うために最終年度の 2022 年 2 月に実施したも

のである。なお、組織会員においては、連絡担当者など 1 名から代表して回答を得た。

（回答者数：41 名）

調査結果の概要

デ活会員として参画された皆様からは、ある程度の満足度を得られたと考える。それに

より、データ利活用が促進される機運もある程度は高めることができたと思われる。また、

今後も防災科研と協働しながら何らかの活動を継続したいという意思を持つ方が多い結果

となった。本プロジェクトがこれらの共通価値の創造（CSV）に貢献できていればと願い

たい。

3. 付録
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１．回答者の属性

半数以上の組織会員・個人会員から回答が得られたこと、加えて、実際の組織会員・個

人会員の構成比率と同等の回答が得られ、全体の意見を反映するには、十分な回答を得た

と判断できる。

 

回答者のうち、93％は、デ活シンポに参加したことがあった。8 分科会への参加は 26.8%

が実施していた
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２．デ活の活動：デ活シンポ参加者の満足度は高かった

 

デ活シンポでは新しい学びがあり、他企業の活動を知る機会になったと概ね好評であっ

た。

  質問項目「防災科研の研究をシンポで知ることができたか」

唯一「そう思わない」との回答があった項目は「防災科研の研究をシンポで知ることが

できたか」であった。これは必ずしも毎シンポで、プロジェクト以外の防災科研の研究紹

介を行なっていたわけではないためと考えられる。

  質問項目「Web 型のデ活シンポにより参加の機会が増えた」

2020 年 2 月から新型コロナ禍の影響で、シンポは対面型からリアルタイム Web 型に切

り替えた。この頃から、シンポへの参加者が急増したために、事務局としては、Web に切

り替えたためにその参加機会が増えたからと解釈していたが、この回答を見ると、それ以

外、例えば、プロジェクトへの関心が高まったことが原因であるという、喜ばしい結果と

なった。
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３．データ利活用の進捗：社会や属する企業・団体でニーズや理解が向上し、利活用が進展

 

防災分野のニーズが非常に高く、進展していることが全体から見て取れる。

  質問項目「社会における防災分野のデータ利活用へのニーズが高まった」

90％を超える回答者が、防災分野でのニーズが高まっていると感じている。

  質問項目「所属する企業・団体での利活用が進んだ」

50％を超える回答者が、進んだと認識していることが分かる。
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４．デ活への参加と関心の高まり：防災分野・データ利活用ともに高まる関心

 

防災分野への関心、データ利活用への関心、さらには防災科研への関心は約 9 割が高まっ

たと認識している。

  質問項目「所属する企業・団体でのデータ利活用の推進への関わり」

所属する企業・団体でデータ利活用を直接推進する立場で関わられていたのは 50％強で

あるものの、防災分野やデータ利活用、さらには防災科研への関心が非常に高まった。
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５．今後のデ活の活動：データ利活用の機会の場を今後も提供してほしい

デ活が 5 年で、この 3 月で終了することを明記したうえでの質問であったが、研究機関

や研究者と協働できる機会、データ利活用に取り組む機会、勉強の機会ならびに意見交換

できる場に対する要望のいずれもが、ほぼ 95％と高い割合を占めた。
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６．今後の活動における運営主体に対する考え：

　　　「防災科研が主導」「企業・団体が防災科研と共働」の２つの回答が拮抗

 

デ活のような活動を継続するにあたり、5 割以上が防災科研に引き続き期待しているの

は、専門性と国立研究開発法人という中立性によるものと思われる。企業・団体と防災科

研との共働での運営に賛同したのは約 4 割で、自身が主導して運営するという心強い回答

も若干数であるが得られた。
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７．今後の活動経費：「必要とあれば費用負担も可」とした企業・団体が 56％

 

費用負担を求めるべきではない、ないし、活動が実現しても今後参加のつもりはないと

いう意見は全く無く、5 割以上が必要とあれば仕方がないという考えを示した。

具体的に次の活動計画を示しているわけではないため、関心は高いものの、現段階の情

報の内容では判断ができないという回答が約 4 割となった。

ご協力いただき誠にありがとうございました。
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