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（K:阪神・淡路⼤震災時の神⼾市、T:関東⼤震災の東京市、

Y:横浜市、M:メキシコ地震のメキシコシティ）

• 早期被害把握分科会
• 集合住宅分科会
• ⽣活再建分科会
• ⾏政課題分科会

• 建物付帯設備分科会
• IoT技術活⽤分科会
• インフラ分科会
• ⼤規模集客施設分科会

川崎市における
想定シナリオの実証訓練

被害建物の⼀括認定による
実被害把握⼿法幸区災害対策本部

情報広報班地域支援班

庶務班

計測は、エリア
の端部と内部で
均等に実施。

停電・断⽔の解消過程と避難者数推移（予測値と実測値）
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【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
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【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 

 
2011 年東北地⽅太平洋沖地震時の観測記録を⽤いた⾸都圏におけるリアルタイム震度の
時間変化。各時刻の左が K-NET、KiK-net、MeSO-net、東京ガス（株）による SUPREME
によるもの、右が SUPREME を除いたもの。 
 

 
レシーバー関数法とトモグラフィー法の二種類の⽅法で解析したフィリピン海プレートの
厚さの分布。フィリピン海プレートの薄い領域が⼤地震の震源域の広がりと対応してい
る。 
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【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 

 

 

 

  

構構造造        非非構構造造      医医療療機機器器  
設設備備  

構造 非 構 造

医療機器設備 

① 2018 年度：木造住宅 免震・耐震住宅のデータ収集 

②2019 年度：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造（ＲＣ造）防災拠点 
耐えうる余震規模の明⽰⼿法を開発 

③2020 年度：鋼構造（Ｓ造）医療施設 
病院設備も反映した機能低下度を評価 

④2021 年度：室内空間の機能維持 
室内挙動データを広く収集 
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【デ活】データ利活用協議会における産官学民の連携を通じた共通価値の創造 
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デ活会員向けの実物大加振実験見学ツアー 
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まえがき

都市機能と人口が集中する首都圏においては、首都直下地震の切迫性が指摘されており、

経済被害推定額は約 95 兆円に上ると想定されているほか、地震時には延焼火災が広範囲に

生じ、死者は 2 万人に達するとされているなど、地震被害を含めた様々な災害等への対策

が、重要かつ喫緊の課題となっています。

文部科学省においては、以下の取組を達成することにより、精緻な即時被害把握等を実

現するとともに、官民一体の総合的な災害対応や事業継続、個人の防災行動等に資するビッ

グデータを整備することを目的として、平成 29 年度より、国立研究開発法人防災科学技術

研究所に対する補助事業として「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
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Ⅰ　【プロジェクト全体】

　　首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト

プロジェクト総括：平田　直

1.  はじめに

1.1  背景　

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

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

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

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

られています。

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

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

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

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

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

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

といった政府の基本方針が定められています。

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

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

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

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

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

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

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

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

頻度の高い中規模地震への備えの充実も決して看過することができません。

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

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

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

までにも増して重要かつ喫緊の課題となっています。

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

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

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

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

出していかなければなりません。
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1.2  目的

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

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

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

ズやシーズを取り入れて研究開発を進めていくことが不可欠です。

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

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

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

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

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

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

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

す。

(1)  CSR から CSV へ

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

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

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

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

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

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

現する上で不可欠なものだと考えたからです。

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

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

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

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

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

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

(2)  産官学民の連携

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

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

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

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

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

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

会のニーズ）を調和させる必要があります。
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1.3  目標

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ました。

2.  プロジェクトの構成

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

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

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

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

構成されるデータ利活用協議会で構成されていることが特徴です（図 1）。

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

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

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

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

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

もに、提案内容に応じて適宜、応募元機関の立場で研究開発を推進しました。

サブプロジェクト（a）：

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

の構築

サブプロジェクト（b）：

　官民連携による超高密度地震動観測データの収集・整備

サブプロジェクト（c)：

　非構造部材を含む構造物の崩壊余裕度に関するデータ収集・整備

データ利活用協議会：

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

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

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

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

円滑なプロジェクトマネジメントを実施しました。

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

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

した。

＜統括委員会＞

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

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

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

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

しました。

＜サブプロジェクト運営委員会＞

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

各サブプロジェクト統括を主催者とし、それぞれ年 3 回程度実施しました。

＜首都圏レジリエンス研究センター研究戦略会議＞

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

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

ンターおよび研究戦略室支援などが参加し、週 1 回実施しました。

図 1　プロジェクトの構成
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1.3  目標

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ました。

2.  プロジェクトの構成

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

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

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

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

構成されるデータ利活用協議会で構成されていることが特徴です（図 1）。

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

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

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

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

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

もに、提案内容に応じて適宜、応募元機関の立場で研究開発を推進しました。

サブプロジェクト（a）：

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

の構築

サブプロジェクト（b）：

　官民連携による超高密度地震動観測データの収集・整備

サブプロジェクト（c)：

　非構造部材を含む構造物の崩壊余裕度に関するデータ収集・整備

データ利活用協議会：

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

び事業継続能力の向上に資する活動展開
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＜首都圏レジリエンス研究センター研究戦略室会議＞

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

者とし、週 1 回実施しました。

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

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

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

加し、年度 2 回実施されました。

3.  主な成果の概要

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

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

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

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

を通じた研究開発・社会実証を行うことができました。

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

果が得られました。

3.1  サブプロ (a)

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

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

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

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

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

いて実証されました。

3.2  サブプロ (b)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ました。

3.3  サブプロ (c)

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

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

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

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

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

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

などを評価する手法・枠組みを提示しました。

3.4  データ利活用協議会（デ活）

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

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

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

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

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

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

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

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

による企業の事業継続能力の向上に貢献するための法人が設立されました。

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

く章を参照されたい。
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＜首都圏レジリエンス研究センター研究戦略室会議＞

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

者とし、週 1 回実施しました。

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

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

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

加し、年度 2 回実施されました。

3.  主な成果の概要

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

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

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

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

を通じた研究開発・社会実証を行うことができました。

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

果が得られました。

3.1  サブプロ (a)

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

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

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

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

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

いて実証されました。

3.2  サブプロ (b)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



-  7 --  6 -

Ⅱ　【サブプロ (a)】
　　 首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上に資するデータ利活用に向け

た連携体制の構築

サブプロ (a) 統括：上石　勲（防災科研）、田村　圭子（新潟大学）

1.  はじめに

1.1  背景　

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

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

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

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

向けて対策を講じている。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ている。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

旧復興のための事業継続力には、未だに課題が存在する。

1. 成果の概要
【サブプロ (a)】



-  9 --  8 -

1.2  目的

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

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

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

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

な役割分担を進めることが急務である。

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

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

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

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

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

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

積されたデータや研究成果の統合・利活用」を視野に入れた連携体制を統括する。

1.3  目標

事業終了時の成果目標：

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

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

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

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

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

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

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

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

盤となりうる「レジリエンス未来社会」の姿を可視化する。

事業開始後 3 年目の達成目標：

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

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

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

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

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

た要素に基づき、レジリエンス総合防災力向上のためのデータ利活用体制のフレームを
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の検討と事業継続の促進方策について、さらに実効性を高める。
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Ⅱ　【サブプロ (a)】
　　 首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上に資するデータ利活用に向け

た連携体制の構築

サブプロ (a) 統括：上石　勲（防災科研）、田村　圭子（新潟大学）

1.  はじめに

1.1  背景　

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

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

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

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

向けて対策を講じている。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ている。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

旧復興のための事業継続力には、未だに課題が存在する。

1. 成果の概要
【サブプロ (a)】
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1.4  サブプロジェクト構成

個別研究テーマの構成と目標：

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

①（総括・協議会）プロジェクト総括とデータ利活用協議会の設置・運営

②（データ流通）情報インフラ基盤を活用したデータ流通方策の検討

③（フラジリティ）被害拡大阻止のためのフラジリティ関数の検討

④（COP）災害対応能力向上のための被害把握技術の検討

⑤（SOP）事業継続能力の向上のための業務手順確立

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

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

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

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

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

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

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

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

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

復力実現に必要なデータ利活用」の枠組みを展開するための方策を検討する。

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

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

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

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

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

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

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

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

会活動において実装する。

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

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

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

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

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

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

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

おける被害把握ニーズに応え、技術的課題を具体的に抽出し検討する。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

おけるより詳細な被害把握ニーズに応え、技術的課題を具体的に抽出し検討する。

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

おいては、災害対応機関を含む各々の組織が、被害や損失を最小限にとどめるため

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

り、その抽出と検討を実施する。
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クトに参画している研究者」や「協議会に参画している産官の実務者」が、所属組織

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

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

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

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

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

に関するルールの検討」を行い、実装する。実装結果を検証し、社会全体に「災害回
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② 「情報インフラ基盤を活用したデータ流通方策の検討（以下、データ流通）」において

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

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

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

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

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

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

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

会活動において実装する。

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

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

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

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

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

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

のフラジリティ関数にかかる研究成果に基づき、さらに平成 28 年熊本地震の家屋被害
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1.5  五ヶ年の工程表

 

2.  各課題の成果

2.1  （総括・協議会）プロジェクト総括とデータ利活用協議会の設置・運営

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

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

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

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

会の活動の中で共有する、または共有が検討されるデータについて検討した。

2.2  （データ流通）情報インフラ基盤を活用したデータ流通方策の検討

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

く情報インフラ基盤の要件を整理した。

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

的な課題などを抽出した。

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

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

態を作った。

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

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

行った。これにより、企業の CSV に貢献する取り組みを実現した。

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

イドブックを作成した。

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

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

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

た。

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

の建物フラジリティ関数（全壊率・大規模半壊以上・半壊以上）を構築した

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

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

数を構築した。

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

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

は、信頼性の高いものと考えられる。

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

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

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

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

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

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

て回帰分析を行い、フラジリティ関数を構築した。

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

害データベースに基づき、下水道管路施設の地震脆弱性の特徴を明らかにした。

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

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

入して精度向上を図った。

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

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

いて、避難者数推定に関する従来式の改良式を構築した。

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

図った。分析対象とする高速道路の区間および対象とする地震を増やした復旧予測モデ
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1.5  五ヶ年の工程表

 

2.  各課題の成果

2.1  （総括・協議会）プロジェクト総括とデータ利活用協議会の設置・運営

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

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

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

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

会の活動の中で共有する、または共有が検討されるデータについて検討した。
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 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
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精度な予測モデルの構築を行った。

2.5  （COP）災害対応能力向上のための被害把握技術の検討

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

地上の両側面からの連携調査とデータ融合による概況把握の可能性を追究した。

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

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

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

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

た。

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

用した AI モデルが最適であることが明らかとなった。

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

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

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

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

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

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

究では AI を活用するためのプラットフォーム整備まで展開した。

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

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

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

素分析・検証・提案を行った。

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

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

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

困難者支援施設運営ゲームの開発と検証を実施した。

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

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

て言及することができる。

2.7  （SOP）業務手順確立のための事業継続ガバナンスの確立

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

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

なかったことにあることが本研究で明らかになった。

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

堤氾濫から越流氾濫という新しい被害携帯が発生した

 デ活の成果を今後関係者が実施していく際においても、関係した相転移が起こるかどう

かを評価することが必要と考えられる。たとえば、すでに指摘した長期停電のほかに、

クラウドコンピューティングのデータセンター被災などである。

3.  まとめ　

3.1  概括（図 1）

災害過程のフェーズ「そなえ→緊急期→応急・復旧機」にわたり、過去災害の実測に基

づく「実績」を活用し、今後の災害への「想定」を行い、災害が発生した際にはリアルタ

イムで取得する情報を基にさらに精度のよい「推定」を実施することで、災害対応の精度

を向上させる。フェーズがすすむと実災害の被害把握がすすみ、被災や対応すべき事項が

「実際」として把握され、支援や施策に活用される。この一連のフローを、科学的根拠に基

づき精度高く実現すること、そして、それらのフローを企業・団体に定着させ「レジリエ

ンス強化の体制：事業継続の手順確立とガバナンス」し、並行して企業・団体の災害対応

に必要な「データの利活用：方策の検討」を行うことが、災害対応力の向上に必須である。

図 1　サブプロジェクト (a) の研究開発フレームと研究目的

サブプロジェクト (a) においては、このフレームに基づき、研究開発を行った。

・ 実測値に基づくモデル構築：過去災害の実績値を活用した「被害関数・復旧関数」を構

築し、建物ならびにインフラの被害関数を構築し、併せて、復旧関数に関しても検討（岐

阜大・東工大）。

・ 想定シナリオの構築：未来災害の想定をより実感を持って感じられる「被害想定・復旧

想定」を実施し、災害への暴露量に基づく想定手法を活用した地域訓練シナリオ作成を

実施（行政課題分科会をフィールドとして共働）
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・ リアル情報に基づく推定：「被害推定・復旧推定」において、災害が発生してからより

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

で、「実際」を把握（富山大）

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

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

研究支援活動を展開（生活再建分科会をフィールドとして共働）

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

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

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

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

り、データ利活用の「方策の検討」を実施（防災科研）

3.2  社会へのインパクトが期待できる事項

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

が見込めると期待している主な成果について、図 2 にとりまとめた。

 

図 2　サブプロジェクト (a) における主な成果まとめ 

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

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

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

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

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

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

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

サブプロ (b) 統括：酒井　慎一（東京大学）、青井　真（防災科研）

1.  はじめに

1.1  背景　

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

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

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

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

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

よる観測点数の劇的な増加はほぼ望めない状況である。

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

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

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

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

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

圏下の地震像の把握を目的とする。

1.2  目的

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

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

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

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

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

現在の詳細な地震像にもとづいた地震活動及び揺れの予測手法を開発する。

1.3  目標

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

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

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

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

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

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

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

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

1. 成果の概要
【サブプロ (b)】
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めに、スマートフォンを用いた揺れの観測技術や MeSO-net の各観測点をハブとするサテ

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

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

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

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

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

3 次元階層化地震活動予測モデルを開発する。

1.4  サブプロジェクト構成

本サブプロジェクトでは、以下の 2 つの課題を設定している。

（1） 官民連携超高密度観測データ収集

（2） マルチデータインテグレーションシステム開発の検討

さらに、課題 2 は以下の 5 つの課題から構成される。

（2）a. マルチデータインテグレーションシステムに関する技術開発

（2）b. MeSO-net 観測点における地表地震記録の推定

（2）c. スマートフォンによる揺れ観測技術の開発

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

（2）e. 首都圏における過去 / 未来の地震像の解明

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

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

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

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

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

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

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

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

去～現在の地震像を解明し、将来の大地震による揺れの予測手法の開発を行う。

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

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

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

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

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

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

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

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

用された。

 

図 1　サブプロ （b） の全体構成と他サブプロとの連携状況

1.5  五ヶ年の工程表
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2.  各課題の成果

2.1  官民連携超高密度観測データ収集

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

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

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

した。2018 年度には、MeSO-net のホーム

ページを開設し、一般への観測データの公

開を開始した。その後も安定運用を継続し

ながら、データ DOI の取得や公開するデー

タ期間の拡大、イベント波形データの公開

と MeSO-net データの活用を促進するための

センター機能の強化も果たした。データ公

開以降、データダウンロード量等の推移か

ら、着実にデータの活用が進んでいること

が確認できた（図 2）。

2.2  マルチデータインテグレーションシステムに関する技術開発

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2.3  MeSO-net 観測点における地表地震記録の推定

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

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

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

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

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

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

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

増幅率が大きくなる傾向にあった（図 4）。

  

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

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

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

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

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

声も一定数あった。

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

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

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

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

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

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

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

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

タを観測することができた。

 

図 6　揺れデータ伝送無線機の外観とブロック図

2.6  首都圏における過去 / 未来の地震像の解明

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

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

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

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

ジの 4 つの領域に分類できた。

  

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

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

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

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

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

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

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

能な情報になる。

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

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

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

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

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

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

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

ける地震活動の推定にも適用することが可能である。

3.  まとめ

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

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

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

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

で解析したフィリピン海プレートの厚さの分布
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ン海スラブの海洋性地殻、フィリピン海スラブマントル、大陸プレートのマントルウェッ

ジの 4 つの領域に分類できた。

  

図 5　2021/10/07 千葉県北西部の地震 (M6.1) におけるスマートフォン地震計の観測状況
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揺れを高精度に予測するため、微動観測等により地盤増幅特性の評価等を行った。より稠

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

サブプロ (c) 統括：梶原　浩一（防災科研）、西谷　章（早稲田大学）

1.  はじめに

1.1  背景　

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

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

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

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

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

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

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

のうえで、それらのデータを活用した余裕度判定の方法・枠組みを提示する。

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

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

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

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

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

1.2  目的

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

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

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

し、その後の速やかな復旧・復興に寄与することを目的とする。

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

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

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

行って、非構造部材を含む構造物の崩壊余裕度に関するデータを収集・整備する。

1.3  目標

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

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

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

振実験を実施して、データ収集を行う。

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

1. 成果の概要
【サブプロ (c)】
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利活用できるように整備し、判定法を構築・提案し、関係団体等への浸透をはかることが

ゴールとなる。

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

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

これを活用する。

1.4  サブプロジェクト構成

本サブプロジェクトでは、以下の 5 つの課題を設定している。

(1) 簡易・広域センシングを用いた広域被害推定・危険度判定

(2) 災害拠点建物の安全度即時評価および継続使用性即時判定

(3) 災害時重要施設の高機能設備性能評価と機能損失判定

(4) 室内空間における機能維持

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

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

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

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

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

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

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

互に情報交換を行いながら、判定の枠組みの確立を目指した。

1.5  五ヶ年の工程表
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2.  各課題の成果

2.1  木造住宅実験を通したデータ収集と判定法構築

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

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

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

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

ら、以下のような成果が得られている。

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

れるデータを関連付けて、広域被害・危険度判定法を提案した。

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

意図しており、実用的な観点からも有用である。

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

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

も高いことも確認できた。引き続いての検証も必要であろう。

・ ⽊造住宅のさらなる⾼耐震化へ向けた提言も行った。

2.2  RC 造防災拠点建物実験を通したデータ収集と判定法構築

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

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

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

のような成果が得られている。

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

傷を予測する技術を提示した。

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

写真 1　木造住宅試験体

写真 2　RC 造防災拠点建物試験体
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タを取得した。

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

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

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

技術者現地調査なしでの被災度自動判定にも適用可能であることを明らかにした。

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

強度と靭性能の確保につながる。

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

シ、タイルの地震時挙動に焦点をあてたデータ取得はこれまで例がない。

2.3  S 造医療施設を通したデータ収集と判定法構築

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

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

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

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

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

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

下のような成果が得られている。

・ 医療施設における、建物崩壊余裕度、病院機能の低下要因を特定した。

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

価した。

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

況を評価するための定量的指標と閾値を明らかにした。

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

握する仕組みを提案し、その精度を評価した。

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

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

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

分避難、待機など管理者の被災後運用判断を支援する仕組みを提示した。

構造   ⾮構造 医療機器設備

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

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

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

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

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

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

可能なユニットとして設計したものを用いている。

・ 各非構造部材等の損傷に関するデータを収集・蓄積した。

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

害を判定するため画像解析等を用いた判定方法を提案した。

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

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

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

たスマホアプリの無料公開や感震ブレーカの普及展開に努める。

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

たリアルタイム地震被害評価技術の社会実装試験を実施している。

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

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

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

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

以下の成果を得た。

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

データを初めて統一的に取得した。

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

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

した。

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

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

構造   ⾮構造 医療機器設備

写真 4　室内機能維持実験試験体
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タを取得した。

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

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

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

技術者現地調査なしでの被災度自動判定にも適用可能であることを明らかにした。

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

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

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

点の特定法を提示した。

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

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

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

築を行っている。

3.  まとめ

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

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

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

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

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

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

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

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

れる。



-  31 --  30 -

Ⅴ　【デ活】

　　データ利活用協議会における産官学民の連携を通じた共通価値の創造

プロジェクト統括運営グループ

1.  はじめに

1.1  背景

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

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

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

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

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

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

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

で、従来にない情報価値が生まれることが期待されています。

1.2  目的

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

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

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

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

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

も強くなる、首都圏も強くなる」というスローガンを掲げました。

 

図 1　デ活が目指す産官学民の連携の仕組み

1. 成果の概要
【デ活】
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整備を各種構造に関して統一的に行ったのは、初の成果と言える。これらデータを有効に
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普及に努めるとともに、そのための産官学民と共創した研究開発の積極的な推進が期待さ

れる。



-  31 --  30 -

1.3  目標

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

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

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

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

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

業継続につながるソリューションを創造することを目標としました。

＜デ活規約より抜粋＞

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

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

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

体を表す。

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

果を提供する

 「産」は、課題解決に貢献できる情報やデータを提供する

 「官」は、課題解決のための場や情報を提供する

 「民」は、圏域のニーズに係る情報を提供する

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

ションを創造する

3.  デジタルデータを活用して、レジリエントな社会の実現に貢献する

1.4  プロジェクト統括運営グループの構成

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

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

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

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

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

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

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

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

2.  デ活の運営戦略

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

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

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

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

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

を行うセミオープン戦略の両側面からアプローチを試みました。

2.1  オープン戦略

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

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

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

協働のコア層の発掘を行うこととしました。

(1)  デ活シンポジウム（以下、デ活シンポ）

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

業継続につながるソリューションを創造することを目標としました。

＜デ活規約より抜粋＞

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

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

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

体を表す。

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

果を提供する

 「産」は、課題解決に貢献できる情報やデータを提供する

 「官」は、課題解決のための場や情報を提供する

 「民」は、圏域のニーズに係る情報を提供する

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

ションを創造する

3.  デジタルデータを活用して、レジリエントな社会の実現に貢献する

1.4  プロジェクト統括運営グループの構成

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

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

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

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

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

規約の下、組織会員の中から各企業・組織の役員等とサブプロジェクトの統括らを理事と
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(2)  ウェブサイトでの情報発信

デ活を含む、首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクトの各種研究活動

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

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

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

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

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

2.2  セミオープン戦略

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

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

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

ことから始めたケースもいくつかあります。

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

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

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

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

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

ました。

 

図 3　産官学民の連携に向けたデ活の戦略

3.  レジリエンス総合力を向上させる活動と成果

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

たか、その経緯と結果を示します。
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3.1  デ活会員および関心層の獲得

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

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

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

録をされた方々です。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

しながら継続的に参加いただいた様子がうかがえます。

 

図 4　デ活の発展推移

3.2  デ活シンポを通じた情報発信とデータ利活用の促進

(1)  実施内容、参画状況

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

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

デ活を含む、首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクトの各種研究活動

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

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

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

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

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

2.2  セミオープン戦略

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

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

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

ことから始めたケースもいくつかあります。

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

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

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

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

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

ました。

 

図 3　産官学民の連携に向けたデ活の戦略

3.  レジリエンス総合力を向上させる活動と成果

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

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

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

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

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

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

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

相互利活用するための課題』等を聴衆も交えて議論しました。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

なるノウハウを蓄積することができました。

 

図 5　公開イベントへの参加者・ライブ視聴者の推移

(2)  事後アンケートにおける効果測定

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

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

て、最終年度とその約 1 年前時点における変化をいくつか以下に示します。

 「プロジェクトへの理解」に関して、『「データ利活用」とは、どういうことかを知って
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いる』については、「そう思う」と「ややそう思う」を合わせて、86.3％から 88.5％に

上がりました。

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

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

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

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

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

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

伺えます。

 

図 6　事後アンケートの結果例

(3)  ライブイベントにおける効果測定・率直な意見の共有

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

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

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

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

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

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

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

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

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

教授であり、元 TBS キャスターの下村 健一氏に協力いただきました。

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

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

機能したと思うか』を問いました。「現状では十分機能している」と答えた方も一定数いた
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ものの、「どう結びつくか、まだイメージが曖昧である」や「不十分なので新しい形で今後

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

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

な整理等を進めていくことの必要性が示唆されたと考えます。

3.3  デ活分科会を通じた具体課題の検討とデータ利活用の促進

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

課題解決に向けた分科会活動を推進しました。

(1)  実施内容、参画状況

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

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

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

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

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

1. 早期被害把握分科会 ⇒災害時の民間による戦略的な顧客対応

2. 集合住宅分科会 ⇒集合住宅による効果的な災害対応の実現

3. 生活再建分科会 ⇒行政力による早期生活再建の実現

4. 行政課題分科会 ⇒科学的根拠シナリオによる訓練実施

5. 建物付帯設備分科会 ⇒感震ブレーカーの普及による火災の軽減

6. IoT技術活用分科会 ⇒ IoT 収集データによる災害状況の把握

7. インフラ分科会 ⇒インフラ被害状況の集約と復旧状況の共有

8. 大規模集客施設分科会 ⇒情報把握と機能継続、BCP 対応構築

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

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

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

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

る範囲でデ活シンポジウムや年次報告書でも共有していきました。

(2)  分科会間やサブプロとの連携状況

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

フェンスでの実物大建物を模した加振実験の入力波として用いられたりしました。

(3)  分科会参画者の声

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

参加したことのメリットをどのように感じているかを調査しました。たくさんのご意見を

いただいたものから、共通項として浮かび上がったことは次のとおりです。

 他分野の専門家を交えた協働が有益であった

 災害時の情報共有に特化した議論ができた

 実フィールドでの実証実験ができた

 実災害での気づきが得られた

また、同時に、デ活に対する今後の期待や意見も収集しました。『収集・分析した情報を

受益者にどう活かすか、といった検討が今まさに進みつつある』、『情報共有の仕組みとな

る「連絡会議」を立ち上げて、合同避難訓練の来年度の実施を模索中』、『今後も情報共有

のメリットがより一層感じられる仕組みの構築が重要』、『技術者・研究者を始めとした様々

な分野のメンバーとの繋がりを今後も継続させ、多角的・多面的な議論をレジリエンスに

役立てたい』と現場レベルの方々からこのような生の声が聞こえたことで、デ活で分科会

を推進したことに、確かな手ごたえがあったと考えます。

3.4  デ活理事会およびデ活総会について

プロジェクト 2 年目の 2018 年度にデ活理事会を設立しました。デ活会員規約の策定や、

分科会活動の展開などの協議機関として機能させました。会長はプロジェクト総括が務め、

理事会の役員は各サブプロ統括に加え、企業・組織の代表取締役社長やそれに準ずる意思

決定権者に就いていただきました。また、これらを監督する者として監事を配置するとと

もに、デ活理事会の決定事項を報告・承認する場として年 1 回のデ活総会を開催するなど、

協議会としての運営体制を整えながら推進しました。
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4.  まとめ

データ利活用協議会における産官学民の連携を通じた取り組みのなかで、産官学民が連

携して、首都圏を中心とした地域のレジリエンス力向上に貢献する活動を実施するために、

『学』は、社会科学・理学・工学の視点からレジリエンス総合力向上に資するデータ利活用

に向けた連携体制の構築、官民連携による超高密度地震動観測データの収集・整備、非構

造部材を含む構造物の崩壊余裕度に関するデータ収集・整備など、災害・防災対策におけ

る企業・組織の課題解決に活用できる研究成果を提供しました。『産』は、地震センサーや

実災害における対応状況など、課題解決に貢献できる情報やデータを提供しました。『官』

は災害対応訓練や実災害対応現場への参加など、課題解決のための場や情報を提供しまし

た。『民』は、デ活会員組織に限定して実施した研究段階の情報プロダクツ（首都圏版強震

モニタ、長周期地震動モニタ）にかかる概念検証・機能実証のためのフィードバックなど、

圏域のニーズに係る情報の提供を行いました。これらにより、地域・組織の強みをさらに

向上させ、災害時の事業継続につながるソリューションを開発・提案し、8 つのデ活分科

会を中心に検証することができました。

デ活が果たした役割として、私たちが目指した「地域や組織の共通価値の醸成」、および

「科学的根拠に基づいたイノベーション創出」に際し、デジタル庁の創設や、SDGs の推進

が活発化する等の社会を取り巻く状況の変化がある中で、レジリエンス力の向上に資する

データの利活用を産官学民で試みたことは、先駆的な取り組みとして一石を投じられたの

ではないかと考えます。

理事会や総会などの組織をつくってマネジメントすることも含めて、デ活シンポへの参

加者・イベント登録者が拡がりました。様々な立場・分野の方々が参画することによって、

災害に対する予測・予防・対応に必要となるデータの利活用に関して広い見地から議論が

でき、成果の普及・周知につながりました。3 つの学術的な研究分野と企業・行政組織、

非営利団体などの民間組織の防災へのニーズを融合する試みが徐々に地域のステークホル

ダーに受け入れられてきたことの現れと捉えています。デ活を呼び水として、共同研究や

外部資金の獲得などの他事業にも発展し、デ活組織会員が保有する物件、建物、店舗等へ

研究段階の観測手法を用いたよりきめ細かいピンポイント観測に協力いただけるようにも

なりました。

主たる対象とした地震災害については、予測・予防、応急対応、復旧・復興の各過程に

おいて科学的な知見に基づいた意思決定や合意形成の具体事例を提示できました。成果を

収斂・発信・検証する場として、対面・オンラインにかかわらず、今後もオープンな議論

は必要であると考えます。さらに、その進展に大きく寄与した分科会活動において、各組

織が秘匿情報と他組織の公開情報を統合するためにはクローズドな本音の議論が重要で、

継承されることが期待されます。

また、地震以外のリスクについては、デ活シンポだけではなく、気象災害軽減コンソー

シアムや内閣府 PRISM 事業などの関連事業と連動し視野を拡大しながら、民間データの利

活用について協議・検討することができました。地震を契機としたものの、頻度の多い気
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象災害への対応が重要な議論の触媒となりました。原因となるハザードの種類が違っても、

対応については共通事項が多いため、今回の取り組みで得られたノウハウは大規模災害へ

のレジリエンスを向上することに貢献できたと考えます。

加えて、令和 3 年 11 月には、防災科学技術研究所とデ活参画企業である東京海上ディー

アール株式会社の親会社の東京海上ホールディングス株式会社、株式会社博報堂、ESRI

ジャパン株式会社等の共同出資により、「Ｉ－レジリエンス株式会社」が設立されました。

Ｉ－レジリエンス株式会社は、防災科学技術研究所が開発した「情報プロダクツ」等の防

災科学技術に関する研究開発成果の社会実装を促進し、デ活が目指してきた「共通価値の

創出（CSV）」による企業の事業継続能力の向上に貢献します。

デ活を通じて形成された産官学民のネットワークが基盤となって、防災科学技術研究所

を始めデ活会員や新たな企業等による「共通価値の創出」の取組が継続・発展され、首都圏、

さらには全国の災害レジリエンスの向上につながることを期待しています。

以上
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2.  総括研究報告
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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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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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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

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

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

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、 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

地地域域支支援援班班

階層＆番号

4

「可視化」を選択します

完了した仕事は緑色

未完了の仕事は黄色
指示のない仕事は色無し

ガントチャートで
進捗状況を表示
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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
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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
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• 意志決定に係るプロセスが明確でない
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→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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検討の必要性を感じている
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7
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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
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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
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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、 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

地地域域支支援援班班

階層＆番号

4

「可視化」を選択します

完了した仕事は緑色

未完了の仕事は黄色
指示のない仕事は色無し

ガントチャートで
進捗状況を表示
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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。

会議
研究
打合せ

研究
⽀援活動

研修 訓練 イベント
共通テーマ

会議
計

全体 22 02 00 0 6
早期被害把握

分科会 66 86 00 0 14

集合住宅
分科会 1555 00 0 6

⽣活再建
分科会 2 37 24 7 00 1 71

⾏政課題
分科会 4 944 011 14

建物付帯設備
分科会 8 0 0 0 000 8

IoT技術活⽤
分科会 8 0 00 00 0 8

インフラ
分科会 4 12 0 0 00 0 16

⼤規模集客施設
分科会 555 5 00 0 10

計 44 72 24 7 1 1 4 153

参加⼈数
早期被害把握分科会 106

集合住宅分科会 38

⽣活再建分科会 339

⾏政課題分科会 143

建物付帯設備分科会 127

IoT技術活⽤分科会 98

インフラ分科会 147

⼤規模集客施設分科会 71
計 1069
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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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謝辞

・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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ついても併せて整理を実施した（図 6）。
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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）。
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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
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図 7　データ利活用協議会の活動推進状況
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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。
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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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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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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
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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。
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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
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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
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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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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
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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）
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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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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）

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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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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の建物について、数値解析等によりデータを増強して、
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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
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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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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-3-2　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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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-3-2　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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図 6　「あなたのまちの直下型地震」への高速道路復旧

予測モデルの実装
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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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図 5　南海トラフ地震における高速道路の復旧予測日数

図 6　「あなたのまちの直下型地震」への高速道路復旧

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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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
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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。
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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
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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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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
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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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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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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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図 9 ロール別に付与された機能概要
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題とし、継続的に機能強化を検討する予定
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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
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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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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
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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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2.2   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）
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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)
■2019年台⾵15・17・19号 (N=122)地震災害は、災対本

部設置、関係部門調
整、トップ・社員参
集が課題

台風災害は、被害状
況確認、被害想定の
再設定が必要

共通課題
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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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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
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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
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組織のガイドライン・
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SNS
自分以外の組織・職場
組織の感染症・
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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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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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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
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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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2. 総括研究報告【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

Ⅱ-1　官民連携超高密度データ収集

分担責任者：関口　渉次（防災科研）

1.  研究の目的

本プロジェクトでは、首都圏における地震像の精緻化

や都市の詳細な地震被害評価に貢献するため、政府関

係機関が保有する、首都圏に整備された稠密かつ高精

度な地震観測網（MeSO-net）と全国規模の地震観測網

（K-NET・KiK-net、Hi-net 等）により得られるリアルタ

ムの観測データ、民間が保有する地震データを統合し

た超高密度地震観測データを収集・整備する。

このうち本業務は、MeSO-net の安定的な運用を目的

としている。

2.  成果　

首都圏地震観測網（Metropolitan Seismic Observation 
network）、通称 MeSO-net（メソネット）は、首都圏地

域で発生する地震の研究と、その被害軽減を目的に平

成 19 年度に開始した文部科学省の委託研究「首都直下

地震防災・減災特別プロジェクト」1) および平成 24 年度

に開始した「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」の一環として東京大学地震研究所など

によって構築、運用が行われてきた。観測点は、首都

圏の約 300カ所（東京都、茨城県、神奈川県、千葉県、

山梨県、埼玉県）に、直線状（観測点間隔 3 km 程度）

および面状（4 〜 10 km 間隔）に配置されている（図 1）。
各観測点における地震計は、人間活動による首都圏の

大きな / 強いノイズや温度変化を避けるため約 20m の縦

孔の底に設置されている（図 2）。観測データはリアルタ

イムでデータセンターに送信される。

以下、年度順に本業務の成果を示す。

 平成 29 年度（2017 年度）

平成 19 年度（2007 年度）から観測網を構築し始めた

MeSO-net1) は、平成 29 年度（2017 年度）より東京大学

地震研究所から防災科学技術研究所がその運用を担う

ようになった。それに伴い、データ受信部の切り替え、

通信回線およびデータ監視システムの構築、データ蓄

積システムの構築、疑似観測点の設置を実施した。こ

れにより、東京大学地震研究所に引き続き、MeSO-net
の安定運用を実施することが可能となった。

また、機器の修理、移設作業等、観測点維持管理

のための作業を実施した。

 平成 30 年度（2018 年度）

MeSO-net の安定運用を目的とし、データの受信・蓄

積および監視システムの高度化を実施した。この結果、

各システムで稼働しているサーバの負荷が軽減し、より

安定してデータの受信・蓄積ができるようになり、監視

システムの高度化で具体的な地震データの受信状況も

確認することができるようになった。

図 1　首都圏地震観測網 (MeSO-net)

図 2　観測点の例

左の柱が信号・電気の引き込み柱。頭部に GPS
アンテナがある。中央の筐体が地上観測機器。

右下のマンホールが観測井上部であたり、この下

に地震計本体が埋設されている。
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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
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さらに MeSO-net のホームページ（URL: http://www.
mesonet.bosai.go.jp/mrportal/top）を作成し、MeSO-net
についての情報やデータ利用を広く周知した。

ホームページの構成は

・ MeSO-net とは（MeSO-net 構築の目的や経緯、構成

の説明）

・ お知らせ（MeSO-net の観測点やデータ、システムに

関するお知らせ）

・波形画像（各観測点の連続波形画像）

・ 波形データダウンロード（MeSO-net 地震データのダウ

ンロード）

の 4 項目からなっている。波形画像では、各観測点に

おける各成分 1 時間分の連続波形を最新から 3ヶ月間

表示できる。

また、波形データダウンロード項目では、防災科学

技術研究所が MeSO-net の運用を開始した 2017 年 4月
1日から地震データの取得が可能である。なお、データ

ダウンロードは高感度地震観測網（Hi-net）のデータダ

ウンロードシステムに統合されており、登録ユーザは他

の地震津波火山観測網と同様に誰もが MeSO-net 地震

データを使用することができる。

引き続き機器の修理、移設作業等、観測点維持管

理のための作業を実施した。

 令和元年度（2019 年度）

MeSO-net の安定運用を目的としたデータの受信・蓄

積および監視システムの高度化を引き続き実施した。

MeSO-net のホームページの充実化をはかり、MeSO-
net 観測網の特徴の一つである直線上の観測点分布（こ

こでは測線と呼ぶことにする）について連続波形画像を

公開した（図 3）。

引き続き機器の修理、移設作業等、観測点維持管

理のための作業を実施した。この年度は台風 15 号によ

る被害を受けた観測点もあり、昨年度よりも多くの維持

管理作業が発生した。

 令和 2 年度（2020 年度）

MeSO-net の公開地震波形データの長期的な利用

促進や利用状況の把握などを目的に DOI (10.17598/
NIED.0023) を取得した。DOI が付与されているとデー

タが将来にわたってアクセス可能であると期待される

ので利用者の安心感がたかまり利用が進むと期待され

る。利用状況については例えば DataCite (https://search.
datacite.org/) にアクセスし DOI を入力すれば論文等で

の引用状況を容易に把握できるようになる。さらには

データの適切な評価につながることが期待される。

引き続き機器の修理、移設作業等、観測点維持管

理のための作業を実施した。

 令和 3 年度（2021 年度）

2017 年 3月以前の MeSO-net 波形データの公開を開

始しダウンロードでの利用を可能とした。また地震毎に

まとめたイベント波形データの公開を開始した。

引き続き、機器の修理、移設作業等、観測点維持

管理のための作業を実施した。

最後に、ホームページへのアクセス状況、データダウ

ンロード状況の時間推移を図 4 に示す。ばらつきが大

きいが一定の利用がなされており、観測網の周知、デー

タの利用が着実に進んでいると推察できる。

3.  まとめ

本プロジェクト開始当初、東京大学地震研究所より

首都圏地震観測網（MeSO-net）の移管作業を実施し

た。そのためのデータ収集システムの構築、システム

運用の高度化を当初の数年を中心に実施し、そののち

の安定的なデータ収集および公開実現の基礎となっ

た。観測点の維持管理作業は毎年コンスタントに実施

し、安定的な運用及びデータ公開に貢献した。2 年目

には MeSO-net のホームページを開設しそこから収集し

た地震波形データの公開、ダウンロードが可能となっ

た。3 年目には利便性向上のためにホームページ上で測

線に沿った地震波形が閲覧できるようにした。4 年目に

は利用促進等のためにデータ DOI を取得した。5 年目

にはイベント波形データおよび本プロジェクト開始以前

の MeSO-net データを公開し、ダウンロード利用可能と

した。また、データダウンロード量等の推移からデータ

が着実に利用されていることが推測できた。

以上のように本業務の目的であるMeSO-net の安定

的運用を達成できた。

図 3　MeSO-net ホームページの測線連続波形画面

6 測線（つくば－藤沢測線、古河－九十九里測線、霞ヶ

浦－富士山測線、入間－銚子測線、鹿島－木更津測線、

東京湾横断測線）の中から選択した測線に沿った上下

動成分 1 時間分の波形画像を見ることができる。
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図 4　上からデータダウンロード要求数、ダウンロードデータ量および Web ページアクセス数

（日別：棒グラフおよび月別：折れ線グラフ）
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おける各成分 1 時間分の連続波形を最新から 3ヶ月間

表示できる。

また、波形データダウンロード項目では、防災科学

技術研究所が MeSO-net の運用を開始した 2017 年 4月
1日から地震データの取得が可能である。なお、データ

ダウンロードは高感度地震観測網（Hi-net）のデータダ

ウンロードシステムに統合されており、登録ユーザは他

の地震津波火山観測網と同様に誰もが MeSO-net 地震

データを使用することができる。

引き続き機器の修理、移設作業等、観測点維持管

理のための作業を実施した。

 令和元年度（2019 年度）

MeSO-net の安定運用を目的としたデータの受信・蓄

積および監視システムの高度化を引き続き実施した。

MeSO-net のホームページの充実化をはかり、MeSO-
net 観測網の特徴の一つである直線上の観測点分布（こ

こでは測線と呼ぶことにする）について連続波形画像を

公開した（図 3）。

引き続き機器の修理、移設作業等、観測点維持管

理のための作業を実施した。この年度は台風 15 号によ

る被害を受けた観測点もあり、昨年度よりも多くの維持

管理作業が発生した。

 令和 2 年度（2020 年度）

MeSO-net の公開地震波形データの長期的な利用

促進や利用状況の把握などを目的に DOI (10.17598/
NIED.0023) を取得した。DOI が付与されているとデー

タが将来にわたってアクセス可能であると期待される

ので利用者の安心感がたかまり利用が進むと期待され

る。利用状況については例えば DataCite (https://search.
datacite.org/) にアクセスし DOI を入力すれば論文等で

の引用状況を容易に把握できるようになる。さらには

データの適切な評価につながることが期待される。

引き続き機器の修理、移設作業等、観測点維持管

理のための作業を実施した。

 令和 3 年度（2021 年度）

2017 年 3月以前の MeSO-net 波形データの公開を開

始しダウンロードでの利用を可能とした。また地震毎に

まとめたイベント波形データの公開を開始した。

引き続き、機器の修理、移設作業等、観測点維持

管理のための作業を実施した。

最後に、ホームページへのアクセス状況、データダウ

ンロード状況の時間推移を図 4 に示す。ばらつきが大

きいが一定の利用がなされており、観測網の周知、デー

タの利用が着実に進んでいると推察できる。

3.  まとめ

本プロジェクト開始当初、東京大学地震研究所より

首都圏地震観測網（MeSO-net）の移管作業を実施し

た。そのためのデータ収集システムの構築、システム

運用の高度化を当初の数年を中心に実施し、そののち

の安定的なデータ収集および公開実現の基礎となっ

た。観測点の維持管理作業は毎年コンスタントに実施

し、安定的な運用及びデータ公開に貢献した。2 年目

には MeSO-net のホームページを開設しそこから収集し

た地震波形データの公開、ダウンロードが可能となっ

た。3 年目には利便性向上のためにホームページ上で測

線に沿った地震波形が閲覧できるようにした。4 年目に

は利用促進等のためにデータ DOI を取得した。5 年目

にはイベント波形データおよび本プロジェクト開始以前

の MeSO-net データを公開し、ダウンロード利用可能と

した。また、データダウンロード量等の推移からデータ

が着実に利用されていることが推測できた。

以上のように本業務の目的であるMeSO-net の安定

的運用を達成できた。

図 3　MeSO-net ホームページの測線連続波形画面

6 測線（つくば－藤沢測線、古河－九十九里測線、霞ヶ

浦－富士山測線、入間－銚子測線、鹿島－木更津測線、

東京湾横断測線）の中から選択した測線に沿った上下

動成分 1 時間分の波形画像を見ることができる。
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2. 総括研究報告【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

Ⅱ-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

Ⅱ-2-1　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

分担責任者：木村　武志（防災科研）

1.  研究の目的

首都圏における地震動を詳細かつ高精度に把握する

ため、防災科研が運用するK-NET・KiK-net や MeSO-
net の地震観測データに加え、民間企業などが保有する

地震観測データやスマートフォン地震計による観測デー

タなどを統合し、あたかも一つの大規模な観測網であ

るかのごとくデータを利活用するための環境を構築す

るためマルチデータインテグレーションシステムを開発

している。本課題は、サブプロ (b) 内の課題 1や課題

2c、d の成果を取り込み可能にし、課題 2b の成果を用

いた MeSO-net の地中観測データによる地表の地震動

推定の実装、課題 2e へのデータ提供を担うなど、サブ

プロ (b) の中核的な位置づけになっている。また、民間

企業等が保有する地震動データの取り込みやデータ統

合による地震動情報のデ活への配信などのサブプロ (a)
との連携や、サブプロ (c)での震動台実験に必要な入

力地震動データの作成・提供など、デ活や他サブプロ

との連携を進める上でも重要な役割を果たしている。特

に、民間企業等が保有する地震動データと防災科研の

地震動データとの統合による高精度の地震動情報を配

信する本システムは、首都圏レジリエンス PJ で目指す

Creating Shared Values（CSV）を実現可能にする1つの

枠組と言える。

2.   マルチデータインテグレーションシステムに関する技

術開発　

首都圏における地震動を詳細かつ高精度に把握する

ため、図 1に示すような（A）公的機関が運用する地震

観測網によるデータ、（B）民間企業などが自らの事業の

ために保有する地震観測データ、（C）スマートフォンや

感震ブレーカーなど個人所有の機器による観測データ、

の 3 つのカテゴリの地震動データを統合し、あたかも

一つの大規模な観測網であるかのごとくデータを利活

用するための環境を構築するためマルチデータインテグ

レーションシステムを開発した。カテゴリAとしては、

防災科研が運用するMOWLAS の強震観測網 K-NET、
KiK-net に加えて、サブプロ (b) の課題 1で運用する

MeSO-net のデータを活用した。カテゴリBとしては本

PJ で運用するデータ利活用協議会（以下、デ活）を通じ

て収集された東京ガス株式会社の超高密度リアルタイ

ム地震防災システム（以下、SUPREME））、株式会社

小堀鐸二研究所の建物安全度判定支援システム（以下、

q-NAVIGATOR）、東芝エレベータ株式会社による地震

時のエレベーター管制運転を目的とした地震感知器の

データを活用した。カテゴリCとしてはサブプロ (b) の
課題 2cで開発を進めたスマートフォン地震計やデ活を

通じて収集された日東工業株式会社の感震ブレーカー

の地震観測データを活用した。

さらにカテゴリBとして、株式会社セブン‐イレブン・

ジャパン、株式会社セブン銀行との共同により、セブン

‐イレブン店舗内のセブン銀行ATM に設置可能な小型

地震計を開発し、東京都内約 50 店舗での試験観測を

実施し、このデータも活用した（図 2）。小型地震計は、

加速度センサーとして Analog Devices 社製 ADXL355
を使用し、最大± 8G の観測が可能である。Wi-Fi によ

る通信機能を搭載し、コンビニ店舗内という設置環境

図 1　マルチデータインテグレーションシステムで扱う

データの量と汎用性の関係。

図 2　(a) セブン‐イレブン店舗内のATM に設置した小

型地震計。(b) セブン‐イレブン店舗の小型地震計によっ

て観測された地震波形の例。(c) 東京都 23 区周辺の防

災科研の強震観測網及び MeSO-net と小型地震計を設

置したセブン‐イレブン店舗（2021年 4月時点）の分布。
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から防塵・防滴性を考慮した筐体とした。また、10 秒

ごとの震度演算機能を有し、演算結果が予め指定した

閾値を超えた際には webAPI を用いて防災科研のデー

タセンターに震度情報を通知することが可能である。

カテゴリA~C のデータを統合するマルチデータイン

テグレーションシステムは、データ前処理サブシステム、

統合管理サブシステム、配信サブシステムの 3 つのサブ

システムにより構成される（図 3）。以下では、各サブシ

ステムを説明するとともに、その自動化や統合によって

得られた首都圏の地震動情報の評価について述べる。

2.1  データ前処理サブシステム

官民の様々な地震観測データを統合し、地表におけ

る地震動を詳細に把握するためには、時刻や地震計の

設置方位の精度などについてデータセットごとに理解し、

統合に必要な補正技術を開発し適用する必要がある。

地下 20m に設置された地震計で観測している

MeSO-netの地震波形データをもちいて地表の地震動を

把握するためには、地中の観測データから地表相当に

補正する必要がある。本サブシステムでは、サブプロ (b)
の課題 2bで実施した各 MeSO-net 観測点における地表

臨時観測および微動観測によって得られた地中に対す

る地表の震度増分や S 波速度などの構造モデルにもと

づく地中から地表の伝達関数により地表相当の強震動

指標を得た。

また、東京ガスの運用する SUPREME は水平 2 成分

の地震動データを合成し算出される SI 値による地震時

のガス供給の自動停止などを目的とし、この目的に不必

要かつ経費のかかる地震計内の精緻な時刻校正や地震

計の設置方位の管理が全ての地震計について行われて

いるわけではない。そこで、1ミリ秒以下の精度で時刻

校正されているK-NET・KiK-net 及び MeSO-net いずれ

かの最も近い観測点による観測データとの波形相関を用

いて時刻を補正した（図 4）。周期 10 ～ 20 秒のバンドパ

スフィルターをかけ、両者の波形相関を計算し、相関が

最大となるラグタイムと震源からの S 波の理論走時差か

ら、時刻の補正値を推定した。SUPREME の地震計は、

水平方向の設置方位が未知のため、上下動成分のみを

用いた。これにより、±1 秒よりも高い精度で補正可能

なことを確認した。水平方向の設置方位についても同様

に、最も近い観測点との波形相関を用いて推定した。

また、セブン‐イレブン店舗に設置した小型地震計

について、計測震度通知時に波形データの各成分の最

大加速度等を合わせて通知可能なように高度化し、異

常データの判定に利用できるようにした。

2.2  統合管理サブシステム

統合管理サブシステムでは、防災科研や民間企業な

どの複数の機関が独自に保有している地震観測データ

を統合して蓄積及び管理を行う。蓄積する対象は地震

波形データ及び震度などの強震動指標である。K-NET・
KiK-net のように地震波形データ及び各観測点の観測

機器内で演算された強震動指標の両方を収集している

観測網については、既存の波形データと指標を蓄積し

た。一方で、MeSO-net のように地震波形データのみを

収集している観測網については、本サブシステム内で波

形データから強震動指標を演算し、波形データと合わ

せて蓄積した。また、民間企業などの保有するデータ

の中には強震動指標のみを保存し、地震波形データは

保存していないものもあり、これらについては、指標の

みを本サブシステムに蓄積した。

統合管理サブシステム内では、収集した全ての地震波

形データを K-NETバイナリフォーマット形式に変換して

蓄積し、データの保有機関や観測機器の種類などに応

じて組織 IDと網 ID を付与することによりデータの種類

を管理した（図 5）。またヘッダーには地震の震源情報も

付与し、複数機関が取得したデータを震源情報で紐付

けて地震毎に管理した。強震動指標については別途デー

タベースを構築し、地震波形データと同様に保有機関や

機器の種別と震源情報を付与して蓄積した。各観測点

の情報として、観測点位置などのメタデータも管理した。

図 3　マルチデータインテグレーションシステムの概要。

図 4　SUPREME 地震波形データの時刻補正手法。

図 5　統合管理サブシステムの概要。
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2. 総括研究報告【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

Ⅱ-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

Ⅱ-2-1　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

分担責任者：木村　武志（防災科研）

1.  研究の目的

首都圏における地震動を詳細かつ高精度に把握する

ため、防災科研が運用するK-NET・KiK-net や MeSO-
net の地震観測データに加え、民間企業などが保有する

地震観測データやスマートフォン地震計による観測デー

タなどを統合し、あたかも一つの大規模な観測網であ

るかのごとくデータを利活用するための環境を構築す

るためマルチデータインテグレーションシステムを開発

している。本課題は、サブプロ (b) 内の課題 1や課題

2c、d の成果を取り込み可能にし、課題 2b の成果を用

いた MeSO-net の地中観測データによる地表の地震動

推定の実装、課題 2e へのデータ提供を担うなど、サブ

プロ (b) の中核的な位置づけになっている。また、民間

企業等が保有する地震動データの取り込みやデータ統

合による地震動情報のデ活への配信などのサブプロ (a)
との連携や、サブプロ (c)での震動台実験に必要な入

力地震動データの作成・提供など、デ活や他サブプロ

との連携を進める上でも重要な役割を果たしている。特

に、民間企業等が保有する地震動データと防災科研の

地震動データとの統合による高精度の地震動情報を配

信する本システムは、首都圏レジリエンス PJ で目指す

Creating Shared Values（CSV）を実現可能にする1つの

枠組と言える。

2.   マルチデータインテグレーションシステムに関する技

術開発　

首都圏における地震動を詳細かつ高精度に把握する

ため、図 1に示すような（A）公的機関が運用する地震

観測網によるデータ、（B）民間企業などが自らの事業の

ために保有する地震観測データ、（C）スマートフォンや

感震ブレーカーなど個人所有の機器による観測データ、

の 3 つのカテゴリの地震動データを統合し、あたかも

一つの大規模な観測網であるかのごとくデータを利活

用するための環境を構築するためマルチデータインテグ

レーションシステムを開発した。カテゴリAとしては、

防災科研が運用するMOWLAS の強震観測網 K-NET、
KiK-net に加えて、サブプロ (b) の課題 1で運用する

MeSO-net のデータを活用した。カテゴリBとしては本

PJ で運用するデータ利活用協議会（以下、デ活）を通じ

て収集された東京ガス株式会社の超高密度リアルタイ

ム地震防災システム（以下、SUPREME））、株式会社

小堀鐸二研究所の建物安全度判定支援システム（以下、

q-NAVIGATOR）、東芝エレベータ株式会社による地震

時のエレベーター管制運転を目的とした地震感知器の

データを活用した。カテゴリCとしてはサブプロ (b) の
課題 2cで開発を進めたスマートフォン地震計やデ活を

通じて収集された日東工業株式会社の感震ブレーカー

の地震観測データを活用した。

さらにカテゴリBとして、株式会社セブン‐イレブン・

ジャパン、株式会社セブン銀行との共同により、セブン

‐イレブン店舗内のセブン銀行ATM に設置可能な小型

地震計を開発し、東京都内約 50 店舗での試験観測を

実施し、このデータも活用した（図 2）。小型地震計は、

加速度センサーとして Analog Devices 社製 ADXL355
を使用し、最大± 8G の観測が可能である。Wi-Fi によ

る通信機能を搭載し、コンビニ店舗内という設置環境

図 1　マルチデータインテグレーションシステムで扱う

データの量と汎用性の関係。

図 2　(a) セブン‐イレブン店舗内のATM に設置した小

型地震計。(b) セブン‐イレブン店舗の小型地震計によっ

て観測された地震波形の例。(c) 東京都 23 区周辺の防

災科研の強震観測網及び MeSO-net と小型地震計を設

置したセブン‐イレブン店舗（2021年 4月時点）の分布。
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2.3  配信サブシステム

配信サブシステムでは、収集した大量のデータにより

生成した高精度の強震動指標分布やその時間変化の情

報を生成し、データ提供者や研究者をはじめとするユー

ザーにリアルタイムで配信し共有するとともに、この強

震動指標の情報をユーザーが自らのシステムにより効果

的に利活用できるよう、API を通じて位置や時間の関数

の数値データとしても配信した。

日本全国の今の揺れをリアルタイムで実況するWeb
サービスである強震モニタは、防災科研の K-NET およ

び KiK-net によるリアルタイムの観測データを収集し可

視化することで実現している。これに MeSO-netを加え

ることで、首都圏における揺れをより詳細に可視化した

首都圏版強震モニタを開発し、デ活会員に対して試験

配信した。図 6 は 2018 年 7月7日に発生した千葉県東

方沖の地震（Mj6.0）時の首都圏版強震モニタの例であ

る。リアルタイム震度の時間変化を示しており、K-NET
と KiK-net に MeSO-net を加えたものと加えていない

ものを比較している。観測点間隔が約 20km 間隔の

K-NET・KiK-net に約 2 ～ 10km 間隔の MeSO-netを加

えたことにより、リアルタイムの観測情報を直接表示す

るだけで、揺れの大小や伝播の様子を面的に把握する

ことができることが分かる。特に、MeSO-net の観測点

密度が高い東京都都心部などでは、P 波の到達からリ

アルタイム震度が増加する様子が明瞭に確認できるよう

になった。さらに、東京都心部について詳細に確認で

きるよう、拡大版も整備した。

さらにカテゴリA に属するK-NET・KiK-net、MeSO-
net にカテゴリB や C のデータを加えた例を示す。カ

テゴリA に B の SUPREME のデータを加えることで、

2011年東北地方太平洋沖地震時の首都圏におけるより

詳細な揺れの可視化を行った。なお、SUPREME の地

震波形データを加える際には、データ前処理サブシステ

ムにおいて、波形相関を用いた各データの時刻補正を

行った。図 7 は 4 つの観測網によるリアルタイム震度の

スナップショットであり、SUPREME を含めた場合と含

めない場合を比較した。SUPREME の観測データはト

リガー収録されており地震動が到達する前には表示され

ていないが、首都圏での揺れが大きくなる14 時 49 分こ

ろからリアルタイム震度が表示される。図7の黒線で囲っ

た東京の下町エリアでリアルタイム震度が大きくなってい

ることがわかり、地盤増幅特性の違いによる影響が実

観測データから明らかになっている。このように民間の

機関が保有するデータをMeSO-netやMOWLASのデー

タと統合することにより、詳細かつ高精度での揺れの把

握が可能になった。

また、可視化した地震動の情報配信に加えて、地震

発生後に各観測点での計測震度情報や 250m メッシュ

での推定震度分布を WebAPI により数値データとして

配信可能にした。図 8 は、2018 年 1 月 6日に東京湾

（深さ 71km）で発生した M4.7 の地震時の MeSO-net、
K-NET、KiK-net、感震ブレーカー、地表階における

q-NAVIGATOR の各データによる計測震度と、そこか

ら推定した震度分布を示している。都心部に高密度に

配置されている q-NAVIGATOR 等、民間企業等の有す

る地震動データを活用することで首都圏における詳細な

揺れの様子が把握可能になることが分かる。

2.4  システムの自動化と結果の評価

リアルタイム或いは地震発生時に即時に取得可能な

カテゴリAの K-NET、KiK-net、MeSO-net、カテゴリ

B のセブン‐イレブン店舗に設置した小型地震計、カテ

ゴリC のスマホ地震計のデータを対象に、データの収図 6　首都圏版強震モニタの例。

図 7　K-NET、KiK-net、MeSO-net、SUPREME の

統合による 2011 年東北太平洋沖地震時の首都圏に

おけるリアルタイム震度の時間変化。

図 8　MeSO-net、K-NET、KiK-net、q-NAVIGATOR、
感震ブレーカーによる計測震度（シンボル）とそれらの

観測データから推定した震度分布。
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集から配信に至るまでのマルチデータインテグレーショ

ンシステムの自動化を行った。図 9 は 2021年 2 月13日
に福島県沖で発生した Mj 7.3 の地震時にマルチデータ

インテグレーションシステムにより収集・整備した計測

震度の情報である。首都圏全体で見ると観測点間隔が

2-10km の MeSO-net と約 20km 間隔の K-NET、KiK-
netを合わせることにより稠密な計測震度データを得る

ことができているが、地震発生時に東京都内 37 地点で

稼働していたセブン‐イレブン店舗設置の小型地震計

による観測値を加えることにより、特に都心部において

観測点密度が大きく向上していることがわかる。また、

課題（2）cで展開しているスマートフォン地震計 185台
のデータにより、さらに首都圏全域で観測点密度が向

上しているものの、スマートフォン地震計による計測震

度の値は、周辺の K-NET や KiK-net、MeSO-net と比

較すると系統的に大きく、設置環境の違いを反映してい

るものと考えられる。

また、実際に観測された地震動データだけでなく、

首都直下で発生する地震による地震動シュミレーション

データも整備した。対象は東京湾直下のフィリピン海

プレート内で発生するM7クラスの地震とした。首都圏

下の複雑な地下構造による伝播特性等を適切にシミュ

レーションに取り込むために、MeSO-net で実際に観測

された Mw5.0 の地震による波形データを用いて経験的

グリーン関数法による合成を行った。図10にシミュレー

ションにより得られた地表における計測震度分布を示

す。東京都南部から西部にかけての領域と東京都東部

に揺れの大きな領域が見られ、地下構造の影響による

ものと考えられる。

3.  まとめ

首都圏における地震動を詳細かつ高精度に把握する

ため、防災科研が運用するK-NET・KiK-net や MeSO-
net の地震観測データに加え、民間企業等が保有する

地震観測データやスマートフォン地震計による観測デー

タなどを統合し、首都圏における高精度の地震動情報

の生成を可能にするマルチデータインテグレーションシ

ステムの開発を進めた。デ活を通じで収集された民間

企業等が保有する地震動データを入力データとして活用

するだけでなく、システムの出力である地震動情報のデ

活の各機関へ配信することで、デ活・サブプロ (a)との

連携を進めた。また、本課題で得られた東京湾下のフィ

リピン海プレート内で発生するM7クラスの地震を対象

としたシミュレーション結果は、首都圏で想定される地

震動データとして、サブプロ (c) による震動台実験の入

力地震動として利用された。

本研究での地震動情報の生成においては、ほとんど

の対象を計測震度にしてきた。一方でインフラ等の被

害予測には SI 値などの別の指標が利用されている場合

もあり、地震動情報の多様化などは今後の課題である。
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図 9　2021年 2 月13日の福島県沖の地震時にマルチデータ

インテグレーションシステムにより得られた計測震度の情報。

上段は左から K-NET、KiK-net、MeSO-net、セブン‐イレ

ブン店舗での計測震度の観測値、それに 250m メッシュの推

定震度分布を重ねたもの、計測震度の観測値としてスマート

フォン地震計の値を追加したものである。下段は東京都 23
区周辺を拡大したもので左から、K-NET、KiK-net、MeSO-
net の計測震度の観測値、セブン‐イレブン店舗での観測値

を加えたもの、それに 250m メッシュの推定震度分布を重ね

たもの、計測震度の観測値としてスマートフォン地震計の値

を追加したものである。

図 10　経験的グリーン関数法により計算した、

東京湾直下のフィリピン海プレート内で発生する

M7クラスの地震による計測震度分布。
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2.3  配信サブシステム

配信サブシステムでは、収集した大量のデータにより

生成した高精度の強震動指標分布やその時間変化の情

報を生成し、データ提供者や研究者をはじめとするユー

ザーにリアルタイムで配信し共有するとともに、この強

震動指標の情報をユーザーが自らのシステムにより効果

的に利活用できるよう、API を通じて位置や時間の関数

の数値データとしても配信した。

日本全国の今の揺れをリアルタイムで実況するWeb
サービスである強震モニタは、防災科研の K-NET およ

び KiK-net によるリアルタイムの観測データを収集し可

視化することで実現している。これに MeSO-netを加え

ることで、首都圏における揺れをより詳細に可視化した

首都圏版強震モニタを開発し、デ活会員に対して試験

配信した。図 6 は 2018 年 7月7日に発生した千葉県東

方沖の地震（Mj6.0）時の首都圏版強震モニタの例であ

る。リアルタイム震度の時間変化を示しており、K-NET
と KiK-net に MeSO-net を加えたものと加えていない

ものを比較している。観測点間隔が約 20km 間隔の

K-NET・KiK-net に約 2 ～ 10km 間隔の MeSO-netを加

えたことにより、リアルタイムの観測情報を直接表示す

るだけで、揺れの大小や伝播の様子を面的に把握する

ことができることが分かる。特に、MeSO-net の観測点

密度が高い東京都都心部などでは、P 波の到達からリ

アルタイム震度が増加する様子が明瞭に確認できるよう

になった。さらに、東京都心部について詳細に確認で

きるよう、拡大版も整備した。

さらにカテゴリA に属するK-NET・KiK-net、MeSO-
net にカテゴリB や C のデータを加えた例を示す。カ

テゴリA に B の SUPREME のデータを加えることで、

2011年東北地方太平洋沖地震時の首都圏におけるより

詳細な揺れの可視化を行った。なお、SUPREME の地

震波形データを加える際には、データ前処理サブシステ

ムにおいて、波形相関を用いた各データの時刻補正を

行った。図 7 は 4 つの観測網によるリアルタイム震度の

スナップショットであり、SUPREME を含めた場合と含

めない場合を比較した。SUPREME の観測データはト

リガー収録されており地震動が到達する前には表示され

ていないが、首都圏での揺れが大きくなる14 時 49 分こ

ろからリアルタイム震度が表示される。図7の黒線で囲っ

た東京の下町エリアでリアルタイム震度が大きくなってい

ることがわかり、地盤増幅特性の違いによる影響が実

観測データから明らかになっている。このように民間の

機関が保有するデータをMeSO-netやMOWLASのデー

タと統合することにより、詳細かつ高精度での揺れの把

握が可能になった。

また、可視化した地震動の情報配信に加えて、地震

発生後に各観測点での計測震度情報や 250m メッシュ

での推定震度分布を WebAPI により数値データとして

配信可能にした。図 8 は、2018 年 1 月 6日に東京湾

（深さ 71km）で発生した M4.7 の地震時の MeSO-net、
K-NET、KiK-net、感震ブレーカー、地表階における

q-NAVIGATOR の各データによる計測震度と、そこか

ら推定した震度分布を示している。都心部に高密度に

配置されている q-NAVIGATOR 等、民間企業等の有す

る地震動データを活用することで首都圏における詳細な

揺れの様子が把握可能になることが分かる。

2.4  システムの自動化と結果の評価

リアルタイム或いは地震発生時に即時に取得可能な

カテゴリAの K-NET、KiK-net、MeSO-net、カテゴリ

B のセブン‐イレブン店舗に設置した小型地震計、カテ

ゴリC のスマホ地震計のデータを対象に、データの収図 6　首都圏版強震モニタの例。

図 7　K-NET、KiK-net、MeSO-net、SUPREME の

統合による 2011 年東北太平洋沖地震時の首都圏に

おけるリアルタイム震度の時間変化。

図 8　MeSO-net、K-NET、KiK-net、q-NAVIGATOR、
感震ブレーカーによる計測震度（シンボル）とそれらの

観測データから推定した震度分布。
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2. 総括研究報告【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

Ⅱ-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

Ⅱ-2-2　MeSO-net 観測点における地表地震記録の推定

分担責任者：先名 重樹（防災科研）

1.  研究の目的

本研究は MeSO-net の地中設置型地震計のデータか

ら地表の揺れの様子を高精度に予測するために、各観

測点での微動観測や地表における臨時観測を行うこと

により、地盤増幅特性の評価や地盤の S 波速度構造の

推定を行う。MeSO-net の特徴の一つは、地表付近のノ

イズを避けるために地下 20mでのボアホール観測を採

用していることである。センサを地下 20m に設置する

ことで周波数により3 倍から 30 倍程度のノイズ低減が

期待できることから 1)、震源決定や速度構造の推定に

は優れたデータである。一方、大地震時の地震動や即

時被害推定を行うには地表における地震動をリアルタイ

ムで得ることが必要である。このため、我々は MeSO-
net 各観測点の地表において臨時地震観測や微動アレ

イ観測を行ない地中の地震動データに対する地表地震

動への伝達関数を明らかにし、連続収集している地中

の MeSO-net の地震動データから逐次的に地表におけ

る地震動を予測することを可能とした。ただし本手法は

一次元の線形応答を仮定したものであり、大地震時の

大振幅による非線形応答や地盤の液状化などが発生し

た際には正しく地表地震動を推定できない。以下では、

各観測点で実施した地表における臨時地震観測及び微

動アレイ観測と地盤増幅特性や地盤の S 波速度構造の

推定結果について述べる。

2.   MeSO-net 観測点における地表地震記録の取得と増

幅特性の推定

各 MeSO-net 観測点の地表において 2 ～ 3 ヶ月の臨

時地震観測を MeSO-net の 272 観測点で行い、地中に

おけるMeSO-net の観測データに対する地表スペクトル

増幅率の推定を行った。臨時観測は MeSO-net の地中

地震計と同じセンサを持つ地震計（白山工業社製 JU310
および JU410）を観測井近傍に設置して行った（図 1）。
地震計は固定板の上に設置して防水処理した電源ケー

ブルで分電盤と接続し、地震計本体には防水容器とブ

ルーシートをかぶせ、さらにポールとチェーンで囲った。

データ収録時のサンプリング周波数は MeSO-net と同

じ 200Hz、計測可能範囲を JU410 については± 4.0G、
JU310 については±1.0Gとした。このような臨時地震

観測を MeSO-net 観測点で実施した。

地表における臨時地震観測により得られた地震波形

の一例を図 2 に、地中の地震動に対する地表の地震動

の増幅特性の例を図 3 に示す。また、各観測点の微地

形区分を表 1に、増幅特性の推定に用いた地震の諸元

を表 2 に示す。増幅特性は各観測地点における地中お

よび地表で得られた地震波形に 0.1～ 30Hz のバンドパ

スフィルターをかけ、フーリエスペクトルを成分ごとに計

算し、バンド幅 0.05Hz の Parzenウィンドウで平滑化し

た上で、地中記録に対する地表記録の比をとった。図

3 では、比較的固いローム台地（E.YTBM、E.SGWM、 
E.RMSM）と軟弱な後背湿地や自然堤防（E.INAM、

E.IN3M、E.JUWM）の増幅特性の特徴の違いが明瞭と

なっている。ローム台地の観測点については 5 ～ 10Hz
の短周期で増幅度が大きくなっており、MeSO-net 地震

計の深さ 20m よりも浅い場所で地盤構造に変化がある

ものと考えられる。一方、後背湿地・自然堤防の地形

では、1～ 2Hz 付近で顕著な増幅を示す。

図 1　MeSO-net の地表地震計の設置状況

図 2　2017 年 8月 2日の茨城県北部の地震（Mj 5.5）
時の E.INAM における観測波形（左；地表、右；地中、

上段；NS 成分、中段；EW 成分、下段；UD 成分）
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3.   微動アレイ観測とＳ波速度構造などの地盤物性値の

推定

地下 50m 程度までの S 波速度構造を推定し、MeSO-
net による地中地震動記録に対する地表地震動の増幅

特性を高度化するために、微動アレイ観測を MeSO-net
の 293 観測点で実施した。観測には JU410 を使用し、

各 MeSO-net 観測点の地中地震計直上において図 4 に

示すようにアレイ半径 60cm の 4 点極小アレイと１辺 5 ～

15m 程度の 3点不規則アレイを展開し、サンプリング周

波数は 200Hz、計測可能範囲は± 0.1G で、全点同時

に 15 分間程度の観測を行った。微動アレイ観測結果に

対し SPAC 法 2) および CCA 法 3) を用いて位相速度解析

を実施し、AVS30 などの増幅特性の抽出 4)、分散曲線

の直接深度変換法 5)、逆解析などの逆解析手法 6),7) を

用いて S 波速度構造などの地盤物性値を推定した（図

5）。地表地震観測による増幅特性の推定結果と同様に、

比較的固いローム台地と軟弱な後背湿地の特徴の違い

が明確になっている。

4.   地震記録による地表～地中の増幅特性と S 波速度

構造モデルによる増幅特性の比較

本研究では、地震計設置位置における地中～地表の

増幅特性の検討として、震度増分（図 6）を求めた。ま

た比較のため、微動アレイによる S 波速度構造に基づ

くAVS20（図 7）を計算した分布図をそれぞれ示す。

図 6 に示した震度増分では、ローム台の方が他の微

地形区分よりも震度増分が大きい。図 7 には MeSO-net
観測点におけるAVS20 の分布を示す。全体としては、

台地系で比較的大きくなっており、低地系で比較的小さ

い値を示していることがわかる。このことより、比較的

固いローム台地等の台地系微地形区分では、そのほと

んどが、工学的基盤層が深さ 20m 以内に現れており、

一方で軟弱な埋立地や三角州などの低地系では、工学

的基盤層が深さ 40m を超える層まで現れていない事と

相関があるものと考える。図 3に示すローム台地の地中・

地表のスペクトル比が短周期で大きくなる結果からもそ

のことがうかがえる。

また、図 8 に地震観測地点における微動アレイ探査

の S 波速度構造から計算された、地中地震計の設置深

さ 20 ｍから地表までの伝達関数と、同じ地震観測地

点における地中～地表の増幅特性の比較を示す。

図 4　微動アレイ観測（極小・不規則アレイ）における

微動計設置方法

図 5　微動アレイ観測記録の解析結果例（2017 年度

に実施した地震観測地点）（上：S 波速度構造、下：

分散曲線）。S 波速度構造の黄色のハッチは、地表地

震計からMeSo-net 地中地震計がある深さ 20m の区

間を示す。

表 1　地表地震観測を実施した MeSO-net 観測点の例（2017
年 8月～ 10月実施）

表 2　地表地震観測で記録された地震の諸元の例（2017 年 8
月～ 10月実施）

図 3　地表地震観測を実施した観測地点における地

中～地表の増幅特性（青実線；NS 成分、赤実線；

EW 成分、黒実線；UD 成分、緑破線；増幅倍率 1 倍）

No. Station No. Code No. 微微地地形形区区分分 都都市市名名 県県名名

1 TF43 E.IN3M 自自然然堤堤防防 つつくくばばみみららいい市市 茨茨城城県県
2 TF48 E.YTBM ロローームム台台地地 つつくくばば市市 茨茨城城県県
3 W157 E.SGWM ロローームム台台地地 常常総総市市 茨茨城城県県
4 W183 E.JUWM 後後背背湿湿地地 つつくくばばみみららいい市市 茨茨城城県県
5 TF44 E.INAM 自自然然堤堤防防 つつくくばばみみららいい市市 茨茨城城県県
6 TF53 E.RMSM ロローームム台台地地 つつくくばば市市 茨茨城城県県

origin time Lat.(deg.) Lon.(deg.) depth(km) Mj epicenter name

20170802 02:02:07.5 36.803 140.535 9 5.5 north of Ibaraki

20170802 07:15:56.8 36.12 140.022 48 4.6 south of Ibaraki

20170803 13:45:04.4 36.078 139.885 46 4.6 south of Ibaraki

20170810 09:36:31.1 35.797 140.09 64 5 northeast of Chiba

20170827 11:26:04.5 36.747 140.575 11 4.8 north of Ibaraki

20171003 04:01:10.9 36.808 140.537 8 4.2 north of Ibaraki

20171006 23:56:40.7 37.087 141.155 53 5.9 off Fukushima
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2. 総括研究報告【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

Ⅱ-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

Ⅱ-2-2　MeSO-net 観測点における地表地震記録の推定

分担責任者：先名 重樹（防災科研）

1.  研究の目的

本研究は MeSO-net の地中設置型地震計のデータか

ら地表の揺れの様子を高精度に予測するために、各観

測点での微動観測や地表における臨時観測を行うこと

により、地盤増幅特性の評価や地盤の S 波速度構造の

推定を行う。MeSO-net の特徴の一つは、地表付近のノ

イズを避けるために地下 20mでのボアホール観測を採

用していることである。センサを地下 20m に設置する

ことで周波数により3 倍から 30 倍程度のノイズ低減が

期待できることから 1)、震源決定や速度構造の推定に

は優れたデータである。一方、大地震時の地震動や即

時被害推定を行うには地表における地震動をリアルタイ

ムで得ることが必要である。このため、我々は MeSO-
net 各観測点の地表において臨時地震観測や微動アレ

イ観測を行ない地中の地震動データに対する地表地震

動への伝達関数を明らかにし、連続収集している地中

の MeSO-net の地震動データから逐次的に地表におけ

る地震動を予測することを可能とした。ただし本手法は

一次元の線形応答を仮定したものであり、大地震時の

大振幅による非線形応答や地盤の液状化などが発生し

た際には正しく地表地震動を推定できない。以下では、

各観測点で実施した地表における臨時地震観測及び微

動アレイ観測と地盤増幅特性や地盤の S 波速度構造の

推定結果について述べる。

2.   MeSO-net 観測点における地表地震記録の取得と増

幅特性の推定

各 MeSO-net 観測点の地表において 2 ～ 3 ヶ月の臨

時地震観測を MeSO-net の 272 観測点で行い、地中に

おけるMeSO-net の観測データに対する地表スペクトル

増幅率の推定を行った。臨時観測は MeSO-net の地中

地震計と同じセンサを持つ地震計（白山工業社製 JU310
および JU410）を観測井近傍に設置して行った（図 1）。
地震計は固定板の上に設置して防水処理した電源ケー

ブルで分電盤と接続し、地震計本体には防水容器とブ

ルーシートをかぶせ、さらにポールとチェーンで囲った。

データ収録時のサンプリング周波数は MeSO-net と同

じ 200Hz、計測可能範囲を JU410 については± 4.0G、
JU310 については±1.0Gとした。このような臨時地震

観測を MeSO-net 観測点で実施した。

地表における臨時地震観測により得られた地震波形

の一例を図 2 に、地中の地震動に対する地表の地震動

の増幅特性の例を図 3 に示す。また、各観測点の微地

形区分を表 1に、増幅特性の推定に用いた地震の諸元

を表 2 に示す。増幅特性は各観測地点における地中お

よび地表で得られた地震波形に 0.1～ 30Hz のバンドパ

スフィルターをかけ、フーリエスペクトルを成分ごとに計

算し、バンド幅 0.05Hz の Parzenウィンドウで平滑化し

た上で、地中記録に対する地表記録の比をとった。図

3 では、比較的固いローム台地（E.YTBM、E.SGWM、 
E.RMSM）と軟弱な後背湿地や自然堤防（E.INAM、

E.IN3M、E.JUWM）の増幅特性の特徴の違いが明瞭と

なっている。ローム台地の観測点については 5 ～ 10Hz
の短周期で増幅度が大きくなっており、MeSO-net 地震

計の深さ 20m よりも浅い場所で地盤構造に変化がある

ものと考えられる。一方、後背湿地・自然堤防の地形

では、1～ 2Hz 付近で顕著な増幅を示す。

図 1　MeSO-net の地表地震計の設置状況

図 2　2017 年 8月 2日の茨城県北部の地震（Mj 5.5）
時の E.INAM における観測波形（左；地表、右；地中、

上段；NS 成分、中段；EW 成分、下段；UD 成分）
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図 6　MeSO-net 地中～地表地震計による震

度増分（背景は微地形区分） 

図 7　MeSO-net 観測点における微動アレイ

観測のAVS20(m/s)（背景は微地形区分）

図 8　微動アレイ観測による S 波速度構造モデルと地

中地震計がある深さ 20m から地表までの伝達関数と

地震観測による地中～地表の増幅特性の比較

波速度構造モデルの見直しや、観測地点の地形・地質

情報等による確認・修正を行い、地震観測記録の地表

～地中のスペクトル比と調和的になるように調整した。

5.  まとめ

本研究では MeSO-net 観測点の地表において、一定

期間の臨時地震観測を実施することで、地表と地中の

双方で同時に地震記録を取得し、地中から地表までの

地盤増幅特性として計測震度増分および観測増幅率を

評価した。また、MeSO-net 観測点において実施した

微動アレイ観測結果から推定された S 波速度構造に基

づいて、各観測点における地中から地表までの地盤増

幅特性として理論増幅率を評価した。評価した観測地

点における震度増分の特徴としてローム台地では震度増

分が 1.0 ～ 1.5 程度、周波数 3 ～ 10Hz における増幅率

が大きく、低地系微地形区分（後背湿地・自然堤防等）

では震度増分は 0.5 程度、周波数 2 ～ 5Hzで増幅率が

大きくなる傾向にあった。また、微動観測の S 波速度

による伝達関数と地震観測記録の大半は調和的な結果

となっているが、一部の観測地点については結果に乖

離があるため、S 波速度構造モデルの見直しや、観測

地点の地形・地質情報等による確認・修正を行い、地

震観測記録と調和的になるように調整した。今後、得

られた S 波速度構造モデルと震度増分については、マ

ルチインテグレーションシステムに搭載し、連続収集し

ている地中の MeSO-net の地震動データから逐次的に

地表における地震動を予測することが可能となる。
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本研究では MeSO-net 観測点の地表において、一定

期間の臨時地震観測を実施することで、地表と地中の

双方で同時に地震記録を取得し、地中から地表までの
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点における震度増分の特徴としてローム台地では震度増
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では震度増分は 0.5 程度、周波数 2 ～ 5Hzで増幅率が
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られた S 波速度構造モデルと震度増分については、マ
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2. 総括研究報告【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

Ⅱ-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

Ⅱ-2-3　スマートフォンによる揺れ観測技術の開発

分担責任者：中村　洋光（防災科研）

1.  研究の目的

スマートフォン地震計（以下、スマホ地震計）はスマー

トフォン内部の加速度センサー・通信機能・バッテリー

等を用いてこれを地震計として活用するアプリと、計測

した波形データをクラウド上に集約し可視化・解析する

部分からなるシステム 1）である。これは、図 1の通り地

震観測を目的として構築された公的なものや機器の制御

等を目的としたものと比べデータの精度は劣るものの 2）、

スマートフォン自体が広く流通しており、個人レベルでの

観測が可能であり、超高密度な観測が期待できる。そ

こで本研究では、個人レベルで参加可能なスマホ地震

計による観測網を構築し、他のセンサー群と協調して

首都圏内の揺れを 3 次元的に把握可能にするための研

究開発を行う。

 

具体的には、スマホ地震計による個人レベルでの参

加可能な観測網を構築することを目的に、多くのユーザ

がスマホ地震計を設置し、観測を行えるようにすること

と、様 な々方法で 1 観測点あたりの稼働率を高めること

が必要であることから、本研究開発では、首都圏にお

けるスマホ地震計の設置を希望するモニターを募集し、

観測実験を実施した。また、これと並行して室内空間

に適合した設置治具の開発と、E-Defense 等の振動台

での加振実験を実施した。

2.  モニター募集と観測

2.1  モニターの募集と工夫

モニターの募集と進め方については、図 2 に示す募

集サイトを作成し、図 3 に示す通り、モニターからの要

望をアンケートや訪問ヒアリング、問い合わせ窓口等か

ら受け付け、随時システムの機能やマニュアル類に反映

する形で観測点数の増加や稼働率の向上を図った。ま

た、設置・設定マニュアルとその配布を行い、モニター

に定期的にアナウンスを実施した（表 1）。
こうした観測を促進するための取り組みの一環で、で

きるだけモニターの負担の少ない形で設置管理をお願

いすることとした。例えば、モニターは、届いたスマホ

地震計アプリがインストールされている iPod Touch を、

同梱のマニュアルに従うことにより両面テープで屋内に

設置できるようにした。その際、電源の取れる設置場

所の選定とWi-Fi の接続以外は迷う部分の無いよう細

かな設定部分のセットアップは事前に行った上で配布す

る等の工夫をした。また、モニターが日常的に稼働を確

認することが容易でないケースも想定し、クラウド側へ

の接続が途切れている端末のモニターに対して稼働確

認依頼メールを隔月で送付した。

 

 

2.2  観測データと稼働率の推移

モニターによるスマホ地震計の観測実験の実績とし

て、配布台数と稼働台数、稼働率の推移を図 4で示す。

図 1　スマホ地震計と他の地震観測との特性の違い

図 2　モニター募集ウェブサイト

図 3　モニター募集と稼働率向上の進め方の流れ

表１　モニターに対し実施した主なアナウンス

対象 内容 頻度
停⽌中端末 稼働の確認依頼 隔⽉
全端末 バッテリー状態

についての確認
１回/
半年



-  95 --  94 -

2020 年 8月に配布台数等が急激に増加しているのは、

強震モニタ 3）および J-RISQ 地震速報 4）に当該サイトへ

のリンクバナーを 2020 年 7月下旬から1箇月程度出稿

した影響によるものと考える。具体的には、リンクバナー

を出稿してから150 台程度を新たに配布し、2019 年度

末の実績から、10 ポイント程度の稼働率の改善が見ら

れた。なお、モニターには図 5 のように壁または床に

設置を依頼した。

スマホ地震計によって観測された主な地震の一覧を

表 2 に示す。そのうち 2021/10/07 千葉県北西部の地震

（M6.1）を埼玉県蕨市で観測した地震波形の例を図 6
に示す。図 7 に観測した震度の分布を示す。

図 4　モニター稼働率（5カ年）月別稼働率（稼働台数／配布台数）

図 5　スマートフォン地震計の設置写真

表 2　スマホ地震計で観測した主な地震の一覧

No. 震源 M 発⽣時刻 

1 千葉県北⻄部 5.0 2019/05/25 15 時 21 分頃 

2 茨城県北部 5.1 2019/06/17 08 時 00 分頃 

3 千葉県南東沖 5.2 2019/06/24 09 時 11 分頃 

4 茨城県南部 5.3 2020/02/01 02 時 07 分頃 

5 茨城県南部 5.5 2020/04/12 00 時 44 分頃 

6 茨城県南部 4.8 2020/04/26 09 時 49 分頃 

7 千葉県北⻄部 5.0 2020/05/06 01 時 57 分頃 

8 千葉県東⽅沖 6.3 2020/06/25 04 時 48 分頃 

9 茨城県南部 4.4 2020/08/30 14 時 37 分頃 

10 千葉県北⻄部 4.4 2020/10/28 15 時 58 分頃 

11 茨城県沖 5.8 2020/11/22 19 時 06 分頃 

12 茨城県南部 4.3 2020/12/25 11 時 20 分頃 

13 茨城県南部 4.6 2020/12/17 16 時 41 分頃 

14 茨城県沖 5.2 2020/12/30 09 時 35 分頃 

15 福島県沖 7.3 2021/02/13 23 時 07 分頃 

16 茨城県南部 4.8 2021/03/16 04 時 56 分頃 

17 宮城県沖 6.9 2021/03/20 18 時 09 分頃 

18 宮城県沖 6.8 2021/05/01 10 時 27 分頃 

19 茨城県沖 5.1 2021/08/27 05 時 49 分頃 

20 千葉県北⻄部 6.1 2021/10/07 22 時 41 分頃 
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2. 総括研究報告【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

Ⅱ-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

Ⅱ-2-3　スマートフォンによる揺れ観測技術の開発

分担責任者：中村　洋光（防災科研）
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した波形データをクラウド上に集約し可視化・解析する
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観測が可能であり、超高密度な観測が期待できる。そ

こで本研究では、個人レベルで参加可能なスマホ地震

計による観測網を構築し、他のセンサー群と協調して

首都圏内の揺れを 3 次元的に把握可能にするための研

究開発を行う。
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モニターの募集と進め方については、図 2 に示す募

集サイトを作成し、図 3 に示す通り、モニターからの要

望をアンケートや訪問ヒアリング、問い合わせ窓口等か

ら受け付け、随時システムの機能やマニュアル類に反映

する形で観測点数の増加や稼働率の向上を図った。ま

た、設置・設定マニュアルとその配布を行い、モニター

に定期的にアナウンスを実施した（表 1）。
こうした観測を促進するための取り組みの一環で、で

きるだけモニターの負担の少ない形で設置管理をお願

いすることとした。例えば、モニターは、届いたスマホ

地震計アプリがインストールされている iPod Touch を、

同梱のマニュアルに従うことにより両面テープで屋内に

設置できるようにした。その際、電源の取れる設置場

所の選定とWi-Fi の接続以外は迷う部分の無いよう細

かな設定部分のセットアップは事前に行った上で配布す

る等の工夫をした。また、モニターが日常的に稼働を確

認することが容易でないケースも想定し、クラウド側へ

の接続が途切れている端末のモニターに対して稼働確

認依頼メールを隔月で送付した。

 

 

2.2  観測データと稼働率の推移

モニターによるスマホ地震計の観測実験の実績とし

て、配布台数と稼働台数、稼働率の推移を図 4で示す。
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図 3　モニター募集と稼働率向上の進め方の流れ

表１　モニターに対し実施した主なアナウンス

対象 内容 頻度
停⽌中端末 稼働の確認依頼 隔⽉
全端末 バッテリー状態

についての確認
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2.3  アンケート・ヒアリング結果

モニターへのアンケートを合計 3 回実施した。表 3
に回答数の推移を示す。直近では 2021年 2 月から1箇
月程度を回答集計期間とする20 問程度のWebアンケー

トを実施した（2020 年度）。結果を以降に示す。

(1) ユーザビリティ

主にユーザビリティについてについて聞いた項目につ

いて結果を示し主な意見をまとめる。図 8 にスマホ地

震計アプリの停止状況に関するアンケート結果を示す

（回答数 121）。スマホ地震計は iOS 上で稼働するアプ

リであるために定期的な（一部強制的な）アップデート

がかかる。このため、稼働中に一度も停止したことがな

いというモニターは 26％にとどまり、多くのモニターは

定期的に稼働確認をした上で停止している場合には再

起動等を実施して手間を掛けて観測を維持していること

が分かる。

図 6　スマートフォン地震計で得られた波形（2021/10/07
千葉県北西部の地震（M6.1）を埼玉県蕨市（高層建築物）

で観測した例）

図 7　2021/10/07 千葉県北西部の地震 (M6.1) におけるスマートフォン地震計の観測状況

表 3　アンケート回答数の推移

（時刻） 

（時刻） 

（時刻） 

依頼数 回答数 回答率 

2018 年度 70 30 43% 

2019 年度 137 51 37% 

2020 年度 304 125 41% 
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(2) 継続意向

図9に本プロジェクト終了後の計測継続意向に関する

アンケート結果を示す（回答数 125）。回答の 98％が今

後も何らかの形で観測の継続を希望していることが分

かった。具体的には、現行のシステムのままでの継続

を希望するモニターは 30％、別の新しいシステムによる

計測を希望するモニターが 57％で比較的多く、スマホ

地震計の再起動等のメンテナンスの手間がモニターに

かからないシステムが求めていると考える。また、「安価

な地震計があれば購入して計測したい」や「携帯してい

るスマートフォンで計測したい」というようなより主体的

な観測の希望が 11％であった。

以上のことから、モニターによるメンテナンスの手間

を減らすような改良は必要と考えるが、継続的な観測の

希望は高いことが分かった。

3.  設置治具の開発検証

ユーザの利便性や室内空間適合性と観測性能を両立

する治具の開発と振動台実験などついて述べる。

2017 年度には市販治具での加振実験を実施した。結

果として、クレードル型では水平成分の揺れのみでもス

マホ地震計が脱落してしまい、建物応答を計測できない

ことが明らかとなった（図 10）。2018 年度には E-Defense
にて実施された木造 3 層の実験に参加する形で試作パ

イロットタイプの治具での加振実験を実施した（図 11〜
図 13）。その結果、試作したすべての治具で良好な結果

が得られた。2019 年度には E-Defense にて実施された

RC３層の実験に参加する形でネジ止め形式プロトタイプ

の治具での加振実験を実施した（図 14 〜図 16）。
 

4.  まとめ

首都圏レジリエンスプロジェクトにおいてスマホ地震

計の観測技術の開発を５カ年にわたって実施してきた。

首都圏へのモニター募集の結果、200 点余の建物の観

図 10　2017 年度の地震ザブトンに設置した市販

治具（試作版）加振実験の様子

図 11　αタイプ治具（左）βタイプ治具（右）

図 12　2018 年度の試験体（3 階建て木造住宅）

図 8　2020 年度のアンケートにおけるスマホ地震計

アプリの停止状況に関する結果

図 9 2020 年度のアンケートにおける計測継続の意

向に関する結果
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測ネットワークが展開された。プロジェクト期間中、地

震のデータが蓄積され、概ね年 10 ポイントのペースで

稼働率の改善が見られたことは大きな成果であったと言

える。こうした成果が得られたのも実際にモニターから

のヒアリングを実施して地道な改善を積み重ねてきたか

らであり、アンケート結果では観測の継続を望む声も一

定数ある。今後、これらのデータは、市民・民間が主

体となる観測網にも活かされていくことを期待する。

スマホ地震計の観測で得られたデータがインテグ

レーションシステム 5）に API を通じて提供できるように

なったことで、都市の揺れが 3 次元的に把握可能となる

道筋が明らかになった。今後こうした取り組みが促進さ

れ、さらに精度の高い都市の揺れの把握につながるこ

とを期待したい。

（謝辞）

モニターとしてご協力いただいた方すべてに感謝申し

上げます。また、本報告書ではサブプロジェクト (c)と
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図 13　スマートフォン地震計の設置状況（4 地点とも

同様に設置）

図 14　ネジ止め形式のプロトタイプ

図 15　Ｅ－ディフェンス実験の試験体（3 階建て鉄筋

コンクリート建物）

図 16　スマートフォン地震計の設置状況（2 地点とも

同様に設置）
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2. 総括研究報告【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

Ⅱ-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

Ⅱ-2-4　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

分担責任者：工藤　浩喜（株式会社 東芝）

1.  研究の目的

本プロジェクトでは、首都圏で発生する地震の分析の

ために構築されている首都圏地震観測網（MeSO-net）
の安定的な運用と、MeSO-netを含めた地震観測網や

民間企業で収集された様々な品質の観測データを統合

して利活用することを目指した、マルチデータインテグ

レーションシステムの開発を進めている。

その中で本研究では、MeSO-net の各観測点をハブ

とするサテライト観測の拡大のためのデータ伝送技術の

研究・開発を行った。観測網を構築するにあたっては

電源線や通信線の敷設や配線の維持管理に多くのコス

トがかかる。そこで本研究では、低コストかつ容易に観

測点を拡大することを目的として、電池駆動が可能で無

線による多段中継が可能な省電力無線マルチホップネッ

トワーク（LPMN：Low Power Multihop Network）技術 1）

を用いた揺れデータ伝送無線機を開発した。

揺れデータ伝送無線機は MEMS 方式の加速度セン

サと 920MHz 帯特定小電力無線の送受信が可能な無線

モジュール、MCU（Micro Control Unit）から構成されて

おり、電池で駆動することができる。また、揺れデータ

伝送無線機は無線機同士で自律的な無線マルチホップ

ネットワークを構築することができ、センシングした加

速度データをバケツリレーのように多段中継して、コン

セントレータと呼ばれる装置にデータを収集することが

できる。よって、電源線や通信線を敷設することなく、

地震観測網を容易に構築できる。既存の道路や地表面、

建物などにも設置することができるため、建物や構造

物の健全性診断などにも用いることができる。さらに、

この揺れデータ伝送技術により収集した振動データを、

防災科学技術研究所が管理するマルチデータインテグ

レーションシステムに統合することで、様々な品質の地

震データを有機的に統合することができる。

本研究では、1年以上の電池寿命を達成する揺れデー

タ伝送無線機を試作し、東京大学弥生キャンパス及び

本郷キャンパスを始めとして、防災科学技術研究所つく

ば本所など合計 5 箇所に設置し、長期間の振動データ

観測を実施した。また、マルチデータインテグレーショ

ンシステムへの容易な統合を実現するために、これらの

各観測点のデータを自動でサーバーに収集するシステム

を実現した。

2.  揺れデータ伝送技術

サテライト観測点における揺れデータ伝送技術として

開発した省電力無線マルチホップネットワーク技術と、

データ収集方法について説明する。

2.1   省電力無線マルチホップネットワーク技術：LPMN
本研究では、LPMNと呼ばれる 920MHz 帯特定小

電力無線を利用した独自の無線通信プロトコルを用いて

いる。LPMNシステムでは、複数の無線ノードと1台の

コンセントレータと呼ばれるノードの管理装置から構成

されており、無線ノードで取得された様々なデータをバ

ケツリレー方式で多段中継してコンセントレータまで収

集することができる（図 1）。
無線ノードは UART や SPI、I2Cと呼ばれるシリアル

通信のインターフェースやADコンバータなどを備えてお

り、様々なセンサを接続してデータを取得し、コンセン

トレータへ収集することができる。また、データを取得

する周期も適用するアプリにあわせて自由に設定するこ

とができる。そのため、例えば温湿度センサを搭載して

10分周期でセンサデータを収集することで環境モニタリ

ングを実現できる。なお、センシング周期を短くすると

センサの駆動時間の増加に伴い消費電力が増加し、電

池寿命が劣化する。そのため、アプリやユースケースに

あわせて適切なセンシング周期に設定する必要がある。

 

また、コンセントレータまで集めたデータは、コンセ

ントレータで保存することも可能だが、インターネット

や専用回線を通して別のサーバーへ伝送することもでき

る。

図 1　LPMNシステム構成
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測ネットワークが展開された。プロジェクト期間中、地

震のデータが蓄積され、概ね年 10 ポイントのペースで

稼働率の改善が見られたことは大きな成果であったと言

える。こうした成果が得られたのも実際にモニターから

のヒアリングを実施して地道な改善を積み重ねてきたか

らであり、アンケート結果では観測の継続を望む声も一

定数ある。今後、これらのデータは、市民・民間が主

体となる観測網にも活かされていくことを期待する。

スマホ地震計の観測で得られたデータがインテグ

レーションシステム 5）に API を通じて提供できるように

なったことで、都市の揺れが 3 次元的に把握可能となる

道筋が明らかになった。今後こうした取り組みが促進さ

れ、さらに精度の高い都市の揺れの把握につながるこ

とを期待したい。
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(1) 揺れデータ伝送無線機

開発した揺れデータ伝送無線機の外観写真と内

部ブロック図を図 2 に示す。揺れデータ伝送無線機

は 10×10× 6cm の筐体を用いており、前述したよう

に 920MHz 特定小電力無線の送受信が可能な無線モ

ジュールとMEMS 方式の加速度センサ、それらを制御

するMCUと、単一電池 2 本から構成される。MCU は、

加速度データの取得や無線モジュールの送受信制御、

無線通信プロトコル制御に加えて、加速度センサや無

線モジュールの電源制御も行っている。センシング時や

無線送受信時以外は、消費電力を極小化した状態であ

るスリープ状態に遷移することで省電力化を実現してい

る。

 

図 2　揺れデータ伝送無線機の外観とブロック図

加えて、加速度センサは事前に設定された閾値を超

過する揺れを検出した際に、MCU に対して超過結果を

通知する機能を有している。この機能を用いることで、

スリープ状態にあるMCUを加速度センサ起因で起床さ

せることができるため、より省電力に地震や揺れの監視

が可能となる。この機能により揺れを検出して MCU が

起床すると、加速度センサから100Hz のサンプリング

レートで加速度データを一定期間取得し、取得データ

は MCU の内部の不揮発性メモリに保存される。

LPMN システムでは、1 回の無線送信機会で送受信

できるデータ数は数百Byte 程度だが、保存されている

振動データは測定期間次第ではあるものの数十 kByte
～数百 kByte にもなりうるため、１回の送信機会です

べてのデータを送ることはできない。そのため、揺れデー

タ伝送無線機では、不揮発性メモリに保存された加速

度データを分割して複数の送信機会で伝送することとし

ている。

LPMN プロトコルでは、送信すべきデータがある場

合は送信機会を増やして通信容量を拡大し、送信すべ

きデータがなければ必要最低限の送信機会の割当に制

限することができる。これにより、不揮発性メモリに保

存されている振動データすべてを送り切るまでは、通

信容量を拡大した状態で伝送することで早期にコンセン

トレータにデータを収集することができ、送信が完了す

ると省電力な状態へ移行できる。

分割されたすべてのデータがコンセントレータに収集

されると、コンセントレータでは分割されたデータの結

合処理を行い、各揺れデータ伝送無線機から届いた加

速度データを復元する。復元されたデータは揺れデー

タ伝送無線機の固有識別子の情報や地震の発生時刻と

ともにコンセントレータ内に保存される。

2.2  揺れデータ伝送無線機の測定精度改善

2017 年度に開発した揺れデータ伝送無線機では、消

費電流の低い MPU-9250という型番の加速度センサを

利用していたが、加速度センサに加わる雑音が比較的

大きいため震度 1～ 2 などの比較的弱い振動の閾値検

出が困難であった。

そこで、2018 年度から 2019 年度にかけて低雑音な

加速度センサであるADXL355 を利用した揺れデータ

伝送無線機を試作し、閾値検出精度を改善した。図 3
にこれまでの加速度センサであるMPU-9250 を用いた

場合と、低雑音な加速度センサであるADXL355 を用

いた場合に、静止した状態で取得された加速度データ

を示す。図中の白矢印の区間で振幅の平均値を比較し

たところ、従来の加速度センサでは 0.0555m/s2 である

のに対し、ADXL355 では 0.0043m/s2 となり、雑音を約

10 分の 1に低減できることがわかった。

 

図 3　加速度センサの低雑音化

2.3  揺れデータ伝送無線機の長寿命化

揺れデータ伝送無線機は、前述したように通常は省

電力に動作しているものの、加速度センサが閾値以上

の揺れを検出する回数が多ければ多いほどその分だけ

消費電力が増加し、結果として電池寿命が劣化する。

しかし、実環境では地震動だけでなく、車や人、動物

などの移動や、天候などによって閾値を超える揺れを検

出してしまう誤検知が多く発生してしまうため、長寿命

化を実現するためには誤検知を減らす必要がある。

また、LPMN では通信周期も電池寿命に影響する。

通信周期を長くすればするほど長寿命化できるが、一方

で単位時間あたりの送受信回数が減るため振動データ

の収集に時間を要してしまう。そこで、1年以上の電池

寿命を目標として、揺れ検出回数と通信周期が電池寿

命に対してどのように影響するのかについて評価した。

(1) 揺れ検出回数と通信周期の電池寿命への影響

低雑音化した揺れデータ伝送無線機の消費電力特性
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から、単一電池 2 本を搭載した場合において、1日あ

たりの揺れ検出頻度が 2 回もしくは 24 回とした場合に

おける通信周期毎の電池寿命特性を算出した。その結

果を図 4 に示す。図 4 をみると、通信周期を1分とする

と1日に 24 回の揺れを検出しても約 1.8 年の電池寿命

を達成することがわかる。また、揺れ検出頻度が 1日 2
回だった場合は約 3 年の電池寿命を達成することもわ

かった。

以上の結果から、通信周期は 1分としつつ、1日の揺

れ検出回数を 24 回以下に抑えることで目標とする1年
以上の電池寿命を実現できることがわかった。

 

図 4　電池寿命特性

(2) 閾値調整による誤検知低減

震度 1～ 2 の比較的小さい地震動を検出する事を考

えると、閾値は小さいほうが好ましいが、誤検知の頻度

も増加してしまう。つまり、省電力性を維持しつつ小さ

な地震を観測するためには、それぞれの設置環境に適

した閾値に設定する必要がある。そこで、無線機毎に

個別に閾値を設定する機能を実装し、実フィールドに

設置した無線機で観測された結果をもとに閾値調整を

行うことで誤検知の低減が可能かを検証した。

東京大学本郷キャンパス及び弥生キャンパスに設置し

た揺れデータ伝送無線機において、閾値調整を段階的

に実施した場合における1日あたりの揺れ検出回数を図 
5 に示す。東京大学地震研オフィス内に設置した無線機

は 1日あたり30 回近く揺れを検出しており、他の無線

機と比べて揺れ検出回数が非常に多い事がわかる。こ

の無線機に対して閾値を 0.088m/s2 から段階的に閾値

を調整した結果、8月16日に 0.392m/s2 としたことで検

出回数を他の無線機と同程度まで下げられることがわ

かった。これらの結果から、閾値調整機能を用いるこ

とで、1日あたり検出回数を 24 回以下に抑えることがで

き、1年以上の電池寿命を達成できる見込みを得た。

 
2.4  実フィールドでの地震観測結果

開発した揺れデータ伝送無線機の地震観測能力を検

証するために、2020 年度から 2021 年度にかけて、東

京大学本郷キャンパス及び弥生キャンパスに 35台、防

災科学技術研究所つくば本所に 20 台、川崎市幸区役

所周辺に 38 台、成田空港に 6 台、東京大学医科学研

究所に 2 台、合計 101台の揺れデータ伝送無線機を設

置し、地震動の観測を行った。その結果、複数の地震

の取得に成功しており、その中で 2020 年 11月 22日に

観測された地震について評価した結果を記す。

図 6 に 2020 年 11 月 22日時点で東京大学及び防災

科研に設置した無線機の場所を示す。11月 22日の地

震を観測できた地点は赤丸で記載した場所であり、東

京大学では 8 箇所、防災科研では 9 箇所で観測できた。

設置した全観測点で振動データを収集することはでき

なかったが、地震発生時に他の揺れデータ伝送無線機

が誤検知中であったためと考えられる。誤検知を低減

することでより収集確率を改善することができる見込み

である。

 

図 6　東京大学及び防災科研での観測場所

図 7 に東京大学の MeSO-net 観測点で測定された波

形と、MeSO-net 観測点そばに設置した揺れデータ伝

送無線機で測定した波形の比較を示す。これを見ると、

両波形が良好に一致しており、本無線機での測定結果

が MeSO-net 観測点として利用可能であることが確認で

きた。

また、図 8 に両波形の周波数特性を示す。10Hz 以

下の低い周波数では良好に一致する結果を得たが、

10Hz 以上の周波数では揺れデータ伝送無線機での測

定結果のほうが高い値を示すことがわかった。これは

雑音による影響と考えられるため、揺れデータ伝送無線

機で収集した結果にローパスフィルタをかけて高い周波

数成分の雑音を低減する必要があると考えられる。
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図 5　閾値調整機能による検出回数の変化
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場合と、低雑音な加速度センサであるADXL355 を用

いた場合に、静止した状態で取得された加速度データ

を示す。図中の白矢印の区間で振幅の平均値を比較し

たところ、従来の加速度センサでは 0.0555m/s2 である

のに対し、ADXL355 では 0.0043m/s2 となり、雑音を約

10 分の 1に低減できることがわかった。

 

図 3　加速度センサの低雑音化

2.3  揺れデータ伝送無線機の長寿命化

揺れデータ伝送無線機は、前述したように通常は省
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化を実現するためには誤検知を減らす必要がある。
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で単位時間あたりの送受信回数が減るため振動データ
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寿命を目標として、揺れ検出回数と通信周期が電池寿

命に対してどのように影響するのかについて評価した。
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2.5   マルチデータインテグレーションシステムへの

データ統合

以上の結果から、揺れデータ伝送無線機を用いて地

震観測網を構築できることがわかったが、収集された

データをマルチデータインテグレーションシステムへ統

合することで、振動データの利活用を促進することが可

能となる。2020 年度から 2021 年度にかけては、各地

点で収集したデータのマルチデータインテグレーション

システムへのデータ統合を進めた。

既設の MeSO-net 観測網においては、各観測点で測

定された振動データは専用回線を用いてサーバーへ伝

送される。専用回線内では ACT プロトコル 2）と呼ばれ

る伝送プロトコルを用いて振動データを伝送している。

ACT プロトコルは定期的にセンシングされているデータ

を抜けなく確実に収集することに特化した伝送方法を

採用しているが、開発した揺れデータ伝送無線機で収

集されるデータは、揺れを検出してから一定期間でサン

プリングした間欠的なデータであるため、ACT プロトコ

ルで伝送することが困難である。

そこで、図 9 のように各サテライト観測点のコンセン

トレータで収集されたデータをサーバーに収集するシス

テムを構築し、サーバーに収集されたデータをメールで

送信することでマルチデータインテグレーションシステ

ムへデータ統合することとした。

(1) 揺れデータ収集システムの構築

収集された振動データは、CSV 形式のファイルとし

て各コンセントレータ内に保存されているが、東京大学

や防災科学技術研究所など複数のコンセントレータの

データを一元的に管理するためには、振動データをサー

バーへ転送する必要がある。そこで、図 10 のような揺

れデータ収集システムを構築した。

まず、各観測点に設置されたコンセントレータは LTE
回線を介して SCP プロトコルを用いて、圧縮した CSV
形式の振動データを社内にあるサーバーへ伝送する。

コンセントレータから届いた振動データには、加速度

データだけでなく、地震観測時刻、コンセントレータの

固有識別子、揺れデータ伝送無線機の固有識別子など

の情報が含まれているが、設置位置などの情報は含ま

れていない。そのため、揺れデータ収集システムでは、

コンセントレータの固有識別子と揺れデータ伝送無線

機の固有識別子と位置情報を紐付けるための非時系列

データ用 DB を備えている。事前にこの DB に固有識

別子毎の設置位置情報を登録しておくことで、コンセン

トレータから届いた振動データを位置情報毎に分類で

きる。

また、得られた CSV ファイルは振動データ保存用

NAS（Network Attached Storage）と呼ばれるストレージ

に保存するが、保存する際に各振動データを解析して

計測震度を計算し、観測した無線機の ID 情報と地震

発生時刻とともに時系列データ用 DB に計測震度情報

を保存する。
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11に 2021 年 11月1日に時系列データ用 DB に収集さ

れた振動データの一覧と計測震度を示す。図 11の赤字

部分に示すように 2021年 11月1日 6:15 ～ 6:16 に複数
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の揺れデータ伝送無線機から振動データが収集されて

いることから、地震による揺れであると推測できる。気

象庁のデータを検索すると、2021年 11月1日 6:15 には

茨城県北部を震央とする震源の深さ60km、マグニチュー

ド 5.2 の地震が発生していることがわかった。さらに、

気象庁のデータではこの地震により東京都文京区で計

測された震度は 2 であったが、揺れデータ伝送無線機

で取得された計測震度も1.6 ～ 3.2と非常に近い値が得

られている事がわかる。

 

図 11　時系列データ用 DB から得た地震情報

(2) マルチデータインテグレーションシステムへの振動

データ提供

上述したシステムにより、時系列データ用 DB や振動

データ保存用 NAS に自動で振動データを収集すること

ができるようになった。そこで、2021年度において、こ

のシステムで収集された振動データの中から、防災科学

技術研究所が管理するマルチデータインテグレーション

システムへの統合に向けて、一部を防災科学技術研究

所へ提供した。

 2021 年 2 月13日 23:08 に発生した福島県沖を震源

地とするマグニチュード 7.3 の地震において、東京大

学本郷キャンパスで収集された振動データ

 2021年 5月1日 10:27 に発生した宮城県沖を震源地

とするマグニチュード 6.8 の地震において、東京大学

本郷キャンパス及び防災科学技術研究所で収集され

た振動データ

 2021 年 10月 7日 22:41に発生した千葉県北西部を

震源地とするマグニチュード 5.9 の地震において、東

京大学本郷キャンパス及び防災科学技術研究所で収

集された振動データ

CSVファイル名 ノードID 設置場所 発⽣時刻 計測震度
20211101-060652-02-219.csv 2 東⼤本郷 2021/11/1 6:06 0.7
20211101-060709-13-97.csv 13 東⼤本郷 2021/11/1 6:07 0.5
20211101-060805-22-205.csv 22 東⼤本郷 2021/11/1 6:08 1.9
20211101-061517-09-61.csv 9 東⼤本郷 2021/11/1 6:15 2
20211101-061533-19-5.csv 19 東⼤本郷 2021/11/1 6:15 2.1
20211101-061613-01-159.csv 1 東⼤本郷 2021/11/1 6:16 2.4
20211101-061613-03-64.csv 3 東⼤本郷 2021/11/1 6:16 2.2
20211101-061613-05-231.csv 5 東⼤本郷 2021/11/1 6:16 1.9
20211101-061613-06-195.csv 6 東⼤本郷 2021/11/1 6:16 1.9
20211101-061621-08-228.csv 8 東⼤本郷 2021/11/1 6:16 1.8
20211101-061621-08-229.csv 8 東⼤本郷 2021/11/1 6:16 1.8
20211101-061629-04-3.csv 4 東⼤本郷 2021/11/1 6:16 2.9
20211101-061629-07-143.csv 7 東⼤本郷 2021/11/1 6:16 1.4
20211101-061629-24-147.csv 24 東⼤本郷 2021/11/1 6:16 2
20211101-061637-10-212.csv 10 東⼤本郷 2021/11/1 6:16 2.1
20211101-061637-11-198.csv 11 東⼤本郷 2021/11/1 6:16 2.3
20211101-061637-17-124.csv 17 東⼤本郷 2021/11/1 6:16 3.2
20211101-061637-20-7.csv 20 東⼤本郷 2021/11/1 6:16 1.6
20211101-061645-14-87.csv 14 東⼤本郷 2021/11/1 6:16 1.9
20211101-061645-15-5.csv 15 東⼤本郷 2021/11/1 6:16 2
20211101-061653-21-7.csv 21 東⼤本郷 2021/11/1 6:16 2
20211101-064335-23-126.csv 23 東⼤本郷 2021/11/1 6:43 1.8
20211101-065623-02-220.csv 2 東⼤本郷 2021/11/1 6:56 0.7
20211101-071024-06-196.csv 6 東⼤本郷 2021/11/1 7:10 0.3
20211101-072521-03-65.csv 3 東⼤本郷 2021/11/1 7:25 1.8

なお、今回は時系列データ用 DB を人手で検索して

選定した振動データを提供しているが、揺れデータ収集

システムを活用することで、計測震度が一定以上のデー

タを自動で提供することもできるため、マルチデータイ

ンテグレーションシステムへのデータ統合を完全に自動

化することもできる見込みである。

また、今回は内部のサーバーに自動収集しているが、

クラウドサーバーを活用することで、AI 技術などを用い

たデータ解析が可能となり、より誤検出の少ないデータ

をマルチデータインテグレーションシステムへ提供する

事も可能になる。

3.  まとめ

本研究では、MeSO-net 観測点のサテライト観測点と

して利用可能な揺れデータ伝送技術を開発し、東京大

学内などの実フィールドで開発した揺れデータ伝送無線

機の地震動観測を実施した。

試作した無線機では通信周期が１分以上で 1.8 年以

上の電池寿命を達成する見込みを得た。また、実フィー

ルド試験において、既設の MeSO-net 観測点と良好に

一致する振動データを観測できた。更に、マルチデー

タインテグレーションシステムへのデータ統合も実現し、

観測データの積極的なデータ利活用が可能であること

を示した。

なお、サブプロ (a) の田村先生及び井ノ口先生の取り

計らいにより、川崎市幸区内の防災訓練において、試

作した揺れデータ伝送無線機で収集されたデータを提

供し、地図上に計測震度をマッピングするデモも実施で

きた。このデモを通じて、地方自治体や商業施設、構

造物などの地震動監視システムとしても活用できること

がわかった。

一方で、誤検出を低減するために閾値を個別に調整

する機能を有しているが、この機能を用いて閾値を高く

しすぎると、かえって震度の低い地震を観測することが

できなくなってしまう。揺れデータ収集システムやマル

チデータインテグレーションシステムなどの上位システム

で誤検知を判断することはできるが、揺れデータ伝送

無線機の電池寿命をより延伸するためには、上位システ

ムではなく揺れデータ伝送無線機自身で誤検知を判断

できる必要がある。これに対しては、地震である場合

には他の無線機も同様に揺れを検出している可能性が

高いことから、無線マルチホップネットワーク内に存在

する他の無線機に対して揺れ検知状況を問い合わせる

仕組みなどを導入することで無線機ごとに誤検知を判

断することができ、より長寿命化することができると考

えている。

また、今回は内部サーバーに自動収集するシステムを

構築したが、この技術を応用してクラウドサーバーにデー

タを収集することで、AI を活用した振動データの自動

分類や、構造物の健全性診断などにもデータを利活用
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2.5   マルチデータインテグレーションシステムへの
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て各コンセントレータ内に保存されているが、東京大学

や防災科学技術研究所など複数のコンセントレータの

データを一元的に管理するためには、振動データをサー

バーへ転送する必要がある。そこで、図 10 のような揺
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きる。
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に保存するが、保存する際に各振動データを解析して
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発生時刻とともに時系列データ用 DB に計測震度情報
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2. 総括研究報告【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

Ⅱ-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

Ⅱ-2-5　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）

分担責任者：酒井　慎一（東京大学地震研究所）
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高密度な MeSO-net で収集された地震観測データと

基盤的地震観測網（K-NET，Hi-net 等）から得られる

大量の地震データを統合し、これらのデータを利用して、

首都圏の地震ハザード評価に資するため、首都圏中心

部や伊豆地域における詳細な地下構造を提案する。首

都圏における過去～現在～未来の地震像を解明し、将

来の大地震による揺れの予測手法を開発する。さらに、

歴史地震による揺れの分布を再現するとともに、首都
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解析を行い、首都圏下の P 波方位異方性構造を算出し

た。その結果、以前からその存在がよく知られた深さ

30 ～ 40km 付近の東西方向に伸びる低速度異常領域と
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の広がりと対応していることを示すことができた。
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らかじめインバージョンにより求められた減衰構造を用

い、点震源を仮定した震度分布推定アルゴリズムのプ
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多くのユーザーが利用できるようにするため、マイク

ロソフト社エクセルのマクロでの計算が可能である。過

去の地震について震度分布からの応力降下量の推定に

も役立てられると考えられる。

2.4  関東下の 3 次元地震活動予測モデルの開発

関東地方下 100km の深さまでに発生した地震の活動

度を解析・予測するために、CSEP日本で予測を試行中

の 2 次元階層的時空間 ETAS（HIST- ETAS）モデルを

拡張した。経度 x、緯度 y、深さ z および時刻 t におけ

る 3 次元デロネ（4 面体）分割を基礎とした 3 次元空間

の階層的 HIST- ETAS モデルを構築した。さらに東北

沖超巨大地震の影響を考慮して、関東直下における地

震活動度に関する予測モデルを作成し赤池ベイズ情報

量基準（ABIC）で求めた（図 6）。このモデルによって中

規模の地震の中期確率予測が良く実現されることが実

証された。本モデルでの上記のパラメータ以外も地域性

の変化が著しく、これらに平滑化の制約を付け、重み

の調節を ABIC の最小化によって決め、その上で逆問

題として最適解を得たもので、短期及び中期の確率予測

に威力があることが期待できる。

2.5  地震活動予測モデルの構築

近年に発生した大地震の本震発生前後の地震活動を

統計モデルで解析し、余震活動の収束性や本震に至る

地震活動の特徴の解析を継続して行うことで、適用事

例を増やして統計モデルの高度化をはかり、首都圏で

の地震予測モデルへの活用を目標としてきた。この研究

の一環として、2020 年 4月からの長野県中部群発地震

を詳細解析した（図 7）。

2.6  ガウス過程回帰に基づく本震直後の余震分布推定法

本震直後は地震波形データの SN 比が著しく悪化す

るため、余震の検出が極めて困難となる。従来手法に

よって検出された余震から余震分布を推定すると、欠測

断断層層⾯⾯

震震度度
図５ 1855 年安政江⼾地震に対する計算
結果の⼀例。設定断層⾯パラメータは引
⽥・⼯藤(2001)による。

図 5　1855 年安政江戸地震に対する計算結果の一例。

設定断層面パラメータは引田・工藤 (2001) による。

図 2　太平洋プレート上面から15 km 浅部における P
波等方性不均質構造と P 波方位異方性構造。R3とR4
は、フィリピン海スラブマントル内の低速度異常領域お

よび大陸プレートのマントルウェッジの特徴が分布する

ことを示している。ほぼ南北方向に描かれた細い実線

は、太平洋プレートの上面の深さ 40 ～ 70 km の等深

度線である。灰色の破線は、Uchida et al. (2009) によ

るフィリピン海プレートの北東端を示す。黒実線は本研

究で推定されたフィリピン海プレートの北東端を示す。

図 3　成田市、佐倉市、印西市、我孫子市、利根町、

土浦市周辺で行った臨時地震観測点の分布。

図 4　根津、谷中、上野周辺の臨時観測点分布図

ロトタイプの開発を行った。さらに、地震規模が大きい

場合には断層の広がりも同時に考慮できる面震源を考

慮した推定手法も開発した。
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かつ近似計算を必要としない余震分布のノンパラメト

リックベイズ推定手法を開発した。ガウス過程回帰は一

定の条件下では深層学習と同等の性能を持つことが知

られているほか、従来は推定が困難であった余震検出

確率およびパラメータの不確実性評価までもが可能にな

るという特長がある。また提案手法では、データ拡大

法とギブスサンプリングの併用によって近似を必要とす

る複雑な最適化を回避し、サンプリングによるパラメー

タの推定手法を確立することに成功した。

2004 年中越地震の際の気象庁カタログ（灰色）に対し

て適用した（図 8）。赤線は確率 50%で検出される余震

のマグニチュードの時間変化、薄赤色領域はその 99.9%
信用領域である。青線と緑線で示されている 2 つの従

来手法の結果と比べると、提案手法はより詳細な時間

変化を捉えており、例えば矢印で示した本震発生後約

40 分後における検出確率の急激な変動は、提案手法

によって初めて捉えられた。この変動は、Hi-net データ

から目視で検出された余震カタログ（橙色）の振る舞い

とも一致することから、その妥当性が確認された。この

事実は、気象庁カタログにも実は検出確率の急激な変

化の痕跡が含まれていたことを意味しており、それを見

逃さず抽出した提案手法の有効性を示している。

2.7  簡易型地震計による地震観測

まず、成田空港の敷地内の地面（10 か所）とターミナ

ル等の建物内（10 か所）において、現地収録型の地震

観測を行った。それぞれの観測データは、狭い範囲に

設置されているにも関わらず、揺れの大きさや周波数に

違いがあることを示していた。

さらに、成田空港ビルにおいて、16 台の簡易型地震

計を設置し、地震観測を開始した。建物は、比較的単

純な長方形の鉄骨構造（6 階建て）で、地震計は、1 階、

2 階、4 階、6 階の 4 隅に設置した。壁のコンセントに

刺すタイプで、データはインターネット経由で集約装置

にリアルタイム伝送される。得られた地震記録には、フ

ロアごとの揺れ（震度）の違いが明瞭に表れていた。こ

図 6　2018 年 6月16日時点における、関東地方の地震活

動率の予測。色凡例の単位はM≥4イベント数 /日/度 3で、

暖色ほど発生確率が高いことをあらわす。＋記号は、予測

後に 2018 年 11月までに発生したM ≥ 3の地震。(a) 深さ

10 km における発生確率と深さ 15 km 以浅の地震。(b) 深
さ 20 km における発生確率と16 〜 30 km の深の地震。(c) 
太平洋プレート上面（PAC）における発生確率とその面付近

（-5 ～ 10km）の地震。(d) フィリピン海プレート上面（PHS）
における発生確率とその面付近の地震。

図 7　長野県中部群発地震活動の特徴。(A)1998 年 
(B)2020 年。上段赤線は常時地震活動の推移。中段二段

は震央分布を常時活動で彩色。下段は M-T 図. 非ダブル

カップル率で色付けた。

の影響による大きな推定バイアスが生じる。この推定バ

イアスをなるべく小さくするため、これまでにいくつかの

余震検出確率のモデルが提案されてきた。

ここでは、余震検出確率をモデル化するための方法

としてガウス過程回帰を採用し、従来より表現力が高く、

 
図 8　予測された余震検出確率
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題として最適解を得たもので、短期及び中期の確率予測

に威力があることが期待できる。

2.5  地震活動予測モデルの構築
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統計モデルで解析し、余震活動の収束性や本震に至る

地震活動の特徴の解析を継続して行うことで、適用事

例を増やして統計モデルの高度化をはかり、首都圏で

の地震予測モデルへの活用を目標としてきた。この研究

の一環として、2020 年 4月からの長野県中部群発地震
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場合には断層の広がりも同時に考慮できる面震源を考

慮した推定手法も開発した。



-  107 --  106 -

のデータは、リアルタイムで得られるため、発災時の避

難行動や救援行動等に利用できることが、期待される。

3.  まとめ

統合された地震観測データを用いて、新たな物性値

として 3 次元 P 波方位異方性速度構造を推定し、これ

までの等方性速度構造では区別の難しかった特徴を見

出すことができた。以前から、その存在が知られていた

首都圏下の低速度異常領域は、大陸プレート、フィリピ

ン海スラブの海洋性地殻、フィリピン海スラブマントル、

大陸プレートのマントルウェッジの 4 つの領域に分類で

きた。

さらに、レシーバー関数法で解析された伊豆衝突帯

周辺のプレートの厚さの分布をトモグラフィー法で解析

した構造と合わせることで、フィリピン海プレートの薄

い領域が大地震の震源域の広がりと対応していることを

示すことができた。震源域の広がりは、その地震発生

による揺れを推定する際の基礎情報となる。そのような

任意の断層面で発生する地震による震度分布を、簡単

に推定する手法を開発した。複雑な地下構造に対応さ

せるため、三次元減衰構造や表層地盤構造を考慮して

いる。断層の広がりをもった面震源を仮定し、任意の

地点における震度を算出でき、過去の地震による震度

分布等と比較可能な情報になる。

一方で、近年に発生した地震の本震発生前後の地震

活動を統計モデルで解析し、余震活動の収束性や本震

に至る地震活動の解析を行った。地震時系列に ETAS
モデルを適用した際に生じる不一致を補正するモデルと

して非定常 ETAS モデルを提案した。本震直後の余震

検出が極めて困難となる時間帯では、欠測期間が生じ

る。その影響による推定バイアスを小さくするため、ガ

ウス過程回帰を採用して余震検出確率をモデル化し、

近似計算を必要としない余震活動の推定手法を開発し

た。その結果、普段から発生している地震活動だけで

なく本震直後や群発的な地震活動の推移を予測できる

ようになり、今後の首都圏における地震活動の推定にも

適用することが可能である。

デ活の大規模集客施設分科会の活動として行った成

田空港での地震観測は、場所や建物によって揺れ方が

異なることを示すことができた。実際の地震時における

揺れの情報を知ることは、その後の避難行動や救援行

動に役立てられることを示すことができた。今後は、そ

のデータを活かした、避難行動訓練を行う予定で、サ

ブプロ (a)と計画中である。
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2. 総括研究報告【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

Ⅱ-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

Ⅱ-2-6　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）

分担責任者：本多　亮（神奈川県温泉地学研究所）

1.  研究の目的と目標

本研究課題は、首都圏の地震ハザード評価に資する

ため、首都圏中心部や伊豆地域における詳細な地下構

造を提案し、首都圏における過去～現在の地震像を解

明し、将来の大地震による揺れの予測手法を開発する

というものである。この課題の達成に向けて神奈川県

温泉地学研究所では国立大学法人東京大学地震研究

所と連携して、レシーバ関数解析や地殻変動の解析か

ら伊豆衝突帯における詳細な地下構造を提案し、ひず

みの蓄積過程の検討を行う。

伊豆衝突帯を含む首都圏県南西部は、大正関東地

震をはじめとするプレート境界型地震の震源域であると

ともに、M7 級の首都直下地震の震源域の候補の一つ

でもある。くりかえし地震が発生する地域でのレジリエ

ンス向上のためには、その地域のテクトニクスやひずみ

の蓄積過程を推定して、過去に発生したあるいは将来

発生が予想される地震像を明らかにすることが重要であ

る。伊豆衝突帯ではフィリピン海プレート（PHS）が陸

側のプレートに衝突するとともに一部はその下に沈み込

むという、複雑なテクトニクスを有している。この地域

で発生するM7 以上の大地震の発生には、プレート運

動による歪の蓄積過程が大きな役割をもつと考えられる

ことから、PHS の 3 次元構造やその衝突 / 沈み込み様

式を明らかにすることが、地震像の解明につながる。そ

こで神奈川県温泉地学研究所は、レシーバ関数を用い

て 3 次元的なプレート形状を明らかにすることを主たる

課題とし、地殻変動から推定されるプレート運動なども

加味して伊豆衝突帯周辺の過去・未来の地震像解明に

向けた研究を進めてきた。

2.   レシーバ関数解析によって明らかになった 3 次元プ

レート構造　

2.1  解析手法と課題

レシーバ関数解析は、遠地波形の水平動を上下動で

デコンボリューションすることによって得られる波形（レ

シーバ関数）から、地下の PS 反射面の情報を得る手法

である。この解析によって、強い速度コントラストがあ

る境界面、例えばモホ面を検出することが可能であり、

境界面の分布を空間的につなげることで 3 次元的なプ

レート形状を推定できる。プロジェクト初年度において

レシーバ関数解析について予備的な解析を実施したと

ころ、解析領域の中部（丹沢）から東部（東京湾）にか

けて、不連続面のイメージングができないという課題が

明らかとなった。この原因の一つは、解析領域東部に

おける波線のカバレッジの不足である。

この課題をクリアするために、防災科学技術研究所

が関東地域に展開する首都圏地震観測網（MeSO-net）
のデータを解析に加えるとともに、S 波の RFも解析に

使用した（図 1）。MeSO-netを解析に加えることで解析

領域東部における観測点密度が向上し、不連続面を検

出できる範囲が大幅に広がった。しかし RFを詳細に検

討すると、通常 0 秒付近に現れる大きな振幅が見られな

いことから、厚くて低速度な表層の影響があることが分

かった。浅部堆積層の影響を確認するため、全国標準

モデルである J-SHIS 深部地殻構造モデルをもとに RF
を合成してみたところ、プレート境界付近からの変換波

が到達する時刻に近い時刻に浅部の堆積層での多重反

射の影響が強く出てしまい、深部の境界面の検出には不

適切であることが分かった。一方Ｓ波 RF は、ノイズレ

ベルが P 波 RF に比べて高いなどの問題はあるものの、

P 波 RF だけでは調査できない領域の不連続面を検出

でき、カバレッジの改善に一定の効果が得られた。

2.2  不連続面の検出

得られた RF の東西断面と南北断面を図 2、3 に示す。

ただし、RF のみからでは、丹沢周辺と東京湾付近では

不連続面が検出できなかった。東京湾付近では浅部の

図 1　研究領域と観測点分布
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のデータは、リアルタイムで得られるため、発災時の避

難行動や救援行動等に利用できることが、期待される。

3.  まとめ

統合された地震観測データを用いて、新たな物性値

として 3 次元 P 波方位異方性速度構造を推定し、これ

までの等方性速度構造では区別の難しかった特徴を見

出すことができた。以前から、その存在が知られていた

首都圏下の低速度異常領域は、大陸プレート、フィリピ

ン海スラブの海洋性地殻、フィリピン海スラブマントル、

大陸プレートのマントルウェッジの 4 つの領域に分類で

きた。

さらに、レシーバー関数法で解析された伊豆衝突帯

周辺のプレートの厚さの分布をトモグラフィー法で解析

した構造と合わせることで、フィリピン海プレートの薄

い領域が大地震の震源域の広がりと対応していることを

示すことができた。震源域の広がりは、その地震発生

による揺れを推定する際の基礎情報となる。そのような

任意の断層面で発生する地震による震度分布を、簡単

に推定する手法を開発した。複雑な地下構造に対応さ

せるため、三次元減衰構造や表層地盤構造を考慮して

いる。断層の広がりをもった面震源を仮定し、任意の

地点における震度を算出でき、過去の地震による震度

分布等と比較可能な情報になる。

一方で、近年に発生した地震の本震発生前後の地震

活動を統計モデルで解析し、余震活動の収束性や本震

に至る地震活動の解析を行った。地震時系列に ETAS
モデルを適用した際に生じる不一致を補正するモデルと

して非定常 ETAS モデルを提案した。本震直後の余震

検出が極めて困難となる時間帯では、欠測期間が生じ

る。その影響による推定バイアスを小さくするため、ガ

ウス過程回帰を採用して余震検出確率をモデル化し、

近似計算を必要としない余震活動の推定手法を開発し

た。その結果、普段から発生している地震活動だけで

なく本震直後や群発的な地震活動の推移を予測できる

ようになり、今後の首都圏における地震活動の推定にも

適用することが可能である。

デ活の大規模集客施設分科会の活動として行った成

田空港での地震観測は、場所や建物によって揺れ方が

異なることを示すことができた。実際の地震時における

揺れの情報を知ることは、その後の避難行動や救援行

動に役立てられることを示すことができた。今後は、そ

のデータを活かした、避難行動訓練を行う予定で、サ

ブプロ (a)と計画中である。
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野動物園のご厚意で地震計を置かせていただき、貴重

な観測データを得ることができました。
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厚い堆積層による影響が大きく、モホ面からの変換波

と分離が不可能であること、丹沢周辺では、RF に明瞭

なピークが見えないためである。丹沢周辺でピークが見

えないのは、地殻とマントルとの速度コントラストが小さ

いためである可能性もある。しかし、RF の波形を詳細

に検討した結果、上部マントルの速度不均質 15) によっ

て、不連続面への直達波の入射角が小さくなるために、

変換波が生じにくく、実際には不連続面が存在するのに

解析上明瞭に見えていないという可能性があることがわ

かった。

不連続面の深度分布を求めるために、空間をグリッド

に分割し、グリッドごとに RF のピークの値を抽出して、

不連続面を定義する。グリッドサイズは水平方向が 0.1º、
深さ方向を 1kmとした。各グリッド内の RF の振幅は、

矩形の中心から± 0.1º の緯度経度に位置し、深度± 4 
km の範囲にある変換点の PRFとSRF の振幅の平均を

表している。その範囲内に 300 点以上の変換点がない

ノードには、振幅を割り当てないようにした。

RF のうち、以下の 2 つの条件を満たす場合に、振

幅が正のピークを持つと定義した。1) 振幅が 0.02 より

大きい、2) 振幅が 2km 浅いところから 2km 深いところ

の間で上向きに凸になっている。この条件を満たす正の

ピークの位置を図 2、3 に黒四角で示した。さらにその

中から、広範な不連続面に対応すると解釈されるピーク

を選び出し、大きな黒四角で示した。以上によって得ら

れた不連続面の深度マップを図 4 に示した。不連続面

は深さ 30 〜 60km の範囲に存在することがわかる。

得られた不連続面の深さ（図 2 ～ 4）は、先行研究

が推定したフィリピン海スラブの上部境界より深く 5,6,17）、

フィリピン海スラブの下部地殻の上部境界 2,3) よりも深

い。これらのことから、本研究で検出した不連続面は、

フィリピン海プレートとスラブのモホであると解釈した。

図 2,3 には小さな四角で示した不連続面が断片的に検

出されているが、モホ面以外に広範囲に続く顕著な RF
のピークは検出されなかった。

RF で明瞭にピークが見えない丹沢周辺と東京湾につ

いては、トモグラフィによって得られた P 波速度構造 8)

を用いてモホの空白を補完することを試みた。人工地

震探査データの解析によれば、伊豆島弧の下部地殻の

P 波速度は 7.6km/sと推定されている 13)。そこで、解析

領域を 0.1 度ごとのグリッドに分割し、P 波速度構造モ

図 2　スタックしたレシーバ関数の南北深さ断面。正の

ピークが見られる部分に■をプロット。○は速度構造か

ら推定したモホ面。緑の線はプレート上面 5,6,17)。それぞ

れの断面の左上のアルファベットは図 4 のアルファベット

に対応し、断面の位置を示す。

図 3　スタックしたレシーバ関数の東西深さ断面。記号

などは図 2と同じ。

図 4　レシーバ関数解析（□）と速度構造（○）から得ら

れた不連続面（モホ面）の深さ。モホ面は 30 – 60 km の

深さ範囲に検出され、南部や東部で浅く、北西側では

深い。地図周辺のアルファベットは図 2、3の断面に対応。
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デル 8) におけるP 波速度 7.5 〜 7.7km/s の層の下部境界

の深さとRF 解析によるモホ面の深さを比較した（図 2、
3）。RF 解析で得られたモホと速度構造から推定した下

部地殻の下部境界の深さは互いに補完し合い、連続的

に接続できることが見て取れる。以下の議論では、RF
解析でモホを検出できなかった領域については、この

速度層の深さをモホ面と定義する。これらの考察から、

図 4 に示すようなモホ面の深さ分布が得られる。

2.3  3 次元プレート構造と地殻の厚さ

次に、RF で得らえたモホ面の深さ分布と先行研究に

よるスラブ上面の深さ 5,6,16) から、地殻の厚さを推定する。

沈み込むフィリピン海スラブの地殻の厚さは、モホか

らスラブ表面の上端までの距離で表すことができる。伊

豆半島は地形地質的には沈み込む前の島弧地殻と考え

られることから、推定されるモホの深さは地殻の厚さに

相当する。

伊豆半島のモホ面の深さ（地殻の厚さ）は、32 ~ 
38kmと推定された。先行研究でもその深さは 35 〜

40km 1,10) となっているが、伊豆諸島では 26 〜 32km 13,19）

となっており、伊豆半島のほうが深い。このような厚い

地殻が、伊豆半島から北西方向に延びている。これは

非地震性スラブの分布とよく一致しており、島弧地殻の

一部が沈み込んで非地震性スラブを形成していると考え

られる。伊豆半島の地層の堆積環境は過去 2000万年

の間に深い海底から陸上へと変化したとする研究 14) も

あり、その隆起は地殻が厚くなることによって起こった可

能性がある。厚化の原因として、水平方向の短縮が考え

られるが、半島の著しい短縮は測地学的に観測されて

いない 4)。したがって、地殻の厚化と短縮は古代の衝

突の過程で生じたか、あるいは断続的に生じた可能性

がある。また、伊豆弧の地殻はマントルからの玄武岩

質メルトが加わって進化したと考える研究 20) もあり、こ

のような火成活動によって厚くなった可能性もある。半

島の地殻が厚いのは、島弧の海洋島嶼部よりも大量の

メルトが添加されたことを示しているのかもしれない。

3.  地殻変動から推定したひずみ蓄積過程

3.1  観測データとその解釈

地殻変動の観測データから伊豆衝突帯周辺でのひず

み蓄積過程を推定した。GNSS により観測されるベクト

ルが、伊豆半島周辺で PHS の運動方向よりも西寄りに

なることは以前から知られていた。独自の観測点を含む

GNSS の観測データの解析を行い、伊豆半島とその周

辺地域の変位速度ベクトルとひずみ速度場を推定した。

北伊豆断層帯の東西で GNSS 変位速度ベクトルが異な

り、特に北伊豆断層帯〜足柄平野にかけての地域では、

東側に位置する観測点の方が、北向き変位速度が大き

い。また、伊豆半島北東部から丹沢山地の南側にかけて、

剪断変形帯が存在し、その最大剪断方向は北伊豆断層

帯の左横ずれの方向と調和的である（図 6）。

3.2  概念モデルの構築

この剪断変形帯の存在を説明するモデルとして、先行

研究 18) で提案されている伊豆半島下のデタッチメントモ

デルを拡張し、剪断変形帯の下に弱く固着したデタッチメ

ントが存在するという概念的なモデルを提案した（図 6）。
これにより、剪断変形帯内部での北向きの変位と、伊豆

東部火山群周辺における拡大（ダイク貫入）の両方を説明

できるものと考える。

剪断変形帯に蓄積される歪は、地震の繰り返し間隔

や変位量などから 9）おおむね北伊豆地震のような横ず

れ断層と大正関東地震のようなプレート境界地震によっ

て解放されると考えられるが、北伊豆断層帯の平均変位

速度は研究者によって幅があり、実際にどの程度の歪み

が解消されるのかは不明確である。そのため西相模湾

図 5　レシーバ関数解析（□）と速度構造（○）から得ら

れたプレートの厚さ。プレート上面は先行研究による5,6,17)。

A,B は先行研究 21) による地震メカニズムの違いで領域分

けした震源域。デタッチメントと剪断変形帯は地殻変動

の解析 4,18) から得られたもの。水色はプレート境界型地

震の滑り域 16,21）。地殻の厚い領域とは相補的である。

図 6　地殻変動データの解析から得られた、伊豆衝突帯

付近の概念的なテクトニクスモデル 4)

剪断変形帯の解釈として、プレート間のカップリングの強

度の違いとデタッチメントの存在が示唆される。
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厚い堆積層による影響が大きく、モホ面からの変換波

と分離が不可能であること、丹沢周辺では、RF に明瞭

なピークが見えないためである。丹沢周辺でピークが見

えないのは、地殻とマントルとの速度コントラストが小さ

いためである可能性もある。しかし、RF の波形を詳細

に検討した結果、上部マントルの速度不均質 15) によっ

て、不連続面への直達波の入射角が小さくなるために、

変換波が生じにくく、実際には不連続面が存在するのに

解析上明瞭に見えていないという可能性があることがわ

かった。

不連続面の深度分布を求めるために、空間をグリッド

に分割し、グリッドごとに RF のピークの値を抽出して、

不連続面を定義する。グリッドサイズは水平方向が 0.1º、
深さ方向を 1kmとした。各グリッド内の RF の振幅は、

矩形の中心から± 0.1º の緯度経度に位置し、深度± 4 
km の範囲にある変換点の PRFとSRF の振幅の平均を

表している。その範囲内に 300 点以上の変換点がない

ノードには、振幅を割り当てないようにした。

RF のうち、以下の 2 つの条件を満たす場合に、振

幅が正のピークを持つと定義した。1) 振幅が 0.02 より

大きい、2) 振幅が 2km 浅いところから 2km 深いところ

の間で上向きに凸になっている。この条件を満たす正の

ピークの位置を図 2、3 に黒四角で示した。さらにその

中から、広範な不連続面に対応すると解釈されるピーク

を選び出し、大きな黒四角で示した。以上によって得ら

れた不連続面の深度マップを図 4 に示した。不連続面

は深さ 30 〜 60km の範囲に存在することがわかる。

得られた不連続面の深さ（図 2 ～ 4）は、先行研究

が推定したフィリピン海スラブの上部境界より深く 5,6,17）、

フィリピン海スラブの下部地殻の上部境界 2,3) よりも深

い。これらのことから、本研究で検出した不連続面は、

フィリピン海プレートとスラブのモホであると解釈した。

図 2,3 には小さな四角で示した不連続面が断片的に検

出されているが、モホ面以外に広範囲に続く顕著な RF
のピークは検出されなかった。

RF で明瞭にピークが見えない丹沢周辺と東京湾につ

いては、トモグラフィによって得られた P 波速度構造 8)

を用いてモホの空白を補完することを試みた。人工地

震探査データの解析によれば、伊豆島弧の下部地殻の

P 波速度は 7.6km/sと推定されている 13)。そこで、解析

領域を 0.1 度ごとのグリッドに分割し、P 波速度構造モ

図 2　スタックしたレシーバ関数の南北深さ断面。正の

ピークが見られる部分に■をプロット。○は速度構造か

ら推定したモホ面。緑の線はプレート上面 5,6,17)。それぞ

れの断面の左上のアルファベットは図 4 のアルファベット

に対応し、断面の位置を示す。

図 3　スタックしたレシーバ関数の東西深さ断面。記号

などは図 2と同じ。

図 4　レシーバ関数解析（□）と速度構造（○）から得ら

れた不連続面（モホ面）の深さ。モホ面は 30 – 60 km の

深さ範囲に検出され、南部や東部で浅く、北西側では

深い。地図周辺のアルファベットは図 2、3の断面に対応。
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断裂 7) や内閣府の想定にある西相模灘地震などのよう

な、剪断変形帯内部での横ずれ断層の運動によってあ

る程度の歪が解放される可能性も否定できない（図 7）。
ただし、約 200 年に一度発生するプレート境界地震

の際の小田原付近の変位が南南東へ 1m 程度 12) とする

と、約 5mm/y でひずみが解消されることになり、北伊

豆断層と合わせて 9mm/y に達する。したがって、西相

模湾断裂 7) が想定される剪断帯内部において、約 70
年周期の M7 地震の発生は歪の収支の観点から考えに

くい。そのため、いわゆる小田原地震の震源の候補と

しては、剪断変形帯内部の横ずれ断層だけでなく、丹

沢付近のプレート境界型地震のようなものを考慮する必

要があるだろう。

4.  伊豆衝突帯周辺のテクトニクスと地震像

これまで示してきた、RF 解析によって明らかになっ

たプレート構造と地殻変動から推定されるテクトニクス

を考慮しつつ、研究対象地域の地震像について考察を

行う。

研究対象地域内で最も地震活動が活発なのは丹沢

地域である。丹沢地域の微小地震の震源メカニズムの

解析結果から 21)、A 領域（図 5）で発生した多くの地震

の断層面やすべり方向は、それぞれ上面の形状やスラ

ブの相対運動方向 12) と一致しているが、B 領域（図 5）
では矛盾していることが報告されている。今回得られた

プレート構造からは、前弧の構造に近いA 領域は陸側

のプレートの下に沈み込みやすく、一方 B 領域はより地

殻が厚く浮揚性をもつ領域にあたり、簡単には沈み込め

ないことが示唆される。地震メカニズムの違いは、この

ようなプレート構造の空間変化を反映していると考えら

れる。東から西へモホ面が深くなるにしたがって、下部

地殻の上面も深くなっており 2)、B 領域の地震が中部地

殻内で発生しているのに対して、Aでは下部地殻上面あ

るいは下部地殻内で発生していると考えられる 22)。A 領

域で発生するスラストタイプの地震を除くと丹沢地域の

地震は地殻内地震であると考えられ、その原因として含

水鉱物の存在が示唆される。岩石実験からこの地域の

中部地殻と下部地殻はそれぞれトーナル岩と角閃石斑レ

イ岩であると推定されており 11)、これらの岩石の脱水脆

性化が地震発生原因の有力な候補である。

図 7　測地学的変位と地質学的変形を説明するコンセ

プトモデル 4)

(a) GNSS によって得らえる測地学的変位速度　(b) 北
伊豆断層での地震時の変位　(c) 西相模湾断裂などに

よる剪断変形帯東縁での地震による変位　(d) 地震時

と地震間の変位の積算による地質学的変形の解釈

図 8　北緯 35.5 度付近（上）と 35 度付近（下）の構

造断面の模式図

上図の赤い線は人工地震探査で得られた中部地殻

と下部地殻の境界 3)、赤点線はプレート境界型地震

の震源断層。グレーの○は震源。

下部地殻の上面は、人工地震探査の反射面 3) とモ

ホ面の形状から推定。

東経 139 度付近では、深さ 10~20km 付近に左横ず

れのクリープの存在が示唆され、その浅部延長に丹

那断層が形成されている。
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より南の領域でも、地震活動とプレートの厚さに興

味深い関連が見られる。真鶴半島から伊豆半島付近で

は深さ10km 付近に微小地震が発生しており、この深さ

がプレート境界型地震の震源断層に対応すると考えら

れる。前述のように、我々はこのプレート境界の震源断

層でのカップリングの強度の空間的な変化が剪断帯を

形成する原因であると考えている 4)。RF 解析の結果得

られた地殻の厚さ分布（図 5）をみると、地殻変動から

推定された剪断帯は、プレートの厚さが変化する領域、

すなわち、東から西に向かって薄い前弧地殻から厚い

中部地殻を有する島弧地殻への遷移帯に対応する。こ

のような地殻構造の変化に伴う含水率などの変化がプ

レート間のカップリングに影響を及ぼし、地殻変動に見

られる剪断ひずみを生じさせている可能性がある。

我々は、沈み込めずに陸側に衝突する伊豆半島の上

部・中部地殻と沈み込む下部地殻の間の相対運動が安

定的に解消するために、伊豆半島直下にデタッチメント

が存在すると考えた。地殻変動からはその深さを拘束

できていないが、相模トラフ側で相対変位を解消してい

るのと同じように、中部―下部地殻の境界と仮定する。

伊豆半島ではモホ面の深さが約 40kmと深いことから、

中部下部地殻の境界もおそらく20km 以深であろうと考

えられ、先行研究 18) の考えとも調和的である。この仮

定が正しければ、プレートの上部と下部の相対運動を

解消する伊豆半島下のデタッチメントとプレート境界型

地震の断層ではかなり深さが異なる。そのため、東経

139~139.2 度付近の深さ10km から 20km 付近の間に左

横ずれの相対運動（クリープ）が発生するはずである（図

8）。地下深部でのこのような横ずれの動きは、その浅

部延長で同様に左横ずれの断層運動を引き起こす原因

となる可能性がある。伊豆半島から北に向かって伸びる

北伊豆断層系（丹那断層）は、そのような断層の一つか

もしれない。

大正関東地震の滑り域は図 5 の水色で示した領域 21)

であるが、地殻の厚さの変化する領域がその西縁を決

めているように見える。すなわち沈み込む地殻の薄い

領域（前弧に相当）では大きな差応力によってスラストタ

イプの（大）地震が発生するが、前弧から島弧地殻へ遷

移する（厚さが変化する）領域では相対変位を解消する

断層上でのカップリング強度の変化や岩石学的な構造

の変化によって、プレート境界型の地震が発生しない

領域となっていると考えられる。

5.  まとめ　

RF 解析によって伊豆衝突帯周辺におけるプレートの

厚さの空間変化を明らかにした。これによって、伊豆衝

突帯周辺で発生する地震について、その発生メカニズム

とプレート構造との関係を明らかとすることができた。

また地殻変動解析と合わせて、伊豆半島付近の特異な

地殻変動とその原因について、プレート構造の面からみ

た新たなモデルを提案した。

プレート構造を明らかにしたことで、伊豆衝突帯周

辺で発生する地震についてより具体的な議論が可能とな

り、被害想定などレジリエンス向上のための重要な基

礎データを得ることができた。
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断裂 7) や内閣府の想定にある西相模灘地震などのよう

な、剪断変形帯内部での横ずれ断層の運動によってあ

る程度の歪が解放される可能性も否定できない（図 7）。
ただし、約 200 年に一度発生するプレート境界地震

の際の小田原付近の変位が南南東へ 1m 程度 12) とする

と、約 5mm/y でひずみが解消されることになり、北伊

豆断層と合わせて 9mm/y に達する。したがって、西相

模湾断裂 7) が想定される剪断帯内部において、約 70
年周期の M7 地震の発生は歪の収支の観点から考えに

くい。そのため、いわゆる小田原地震の震源の候補と

しては、剪断変形帯内部の横ずれ断層だけでなく、丹

沢付近のプレート境界型地震のようなものを考慮する必

要があるだろう。

4.  伊豆衝突帯周辺のテクトニクスと地震像

これまで示してきた、RF 解析によって明らかになっ

たプレート構造と地殻変動から推定されるテクトニクス

を考慮しつつ、研究対象地域の地震像について考察を

行う。

研究対象地域内で最も地震活動が活発なのは丹沢

地域である。丹沢地域の微小地震の震源メカニズムの

解析結果から 21)、A 領域（図 5）で発生した多くの地震

の断層面やすべり方向は、それぞれ上面の形状やスラ

ブの相対運動方向 12) と一致しているが、B 領域（図 5）
では矛盾していることが報告されている。今回得られた

プレート構造からは、前弧の構造に近いA 領域は陸側

のプレートの下に沈み込みやすく、一方 B 領域はより地

殻が厚く浮揚性をもつ領域にあたり、簡単には沈み込め

ないことが示唆される。地震メカニズムの違いは、この

ようなプレート構造の空間変化を反映していると考えら

れる。東から西へモホ面が深くなるにしたがって、下部

地殻の上面も深くなっており 2)、B 領域の地震が中部地

殻内で発生しているのに対して、Aでは下部地殻上面あ

るいは下部地殻内で発生していると考えられる 22)。A 領

域で発生するスラストタイプの地震を除くと丹沢地域の

地震は地殻内地震であると考えられ、その原因として含

水鉱物の存在が示唆される。岩石実験からこの地域の

中部地殻と下部地殻はそれぞれトーナル岩と角閃石斑レ

イ岩であると推定されており 11)、これらの岩石の脱水脆

性化が地震発生原因の有力な候補である。

図 7　測地学的変位と地質学的変形を説明するコンセ

プトモデル 4)

(a) GNSS によって得らえる測地学的変位速度　(b) 北
伊豆断層での地震時の変位　(c) 西相模湾断裂などに

よる剪断変形帯東縁での地震による変位　(d) 地震時

と地震間の変位の積算による地質学的変形の解釈

図 8　北緯 35.5 度付近（上）と 35 度付近（下）の構

造断面の模式図

上図の赤い線は人工地震探査で得られた中部地殻

と下部地殻の境界 3)、赤点線はプレート境界型地震

の震源断層。グレーの○は震源。

下部地殻の上面は、人工地震探査の反射面 3) とモ

ホ面の形状から推定。

東経 139 度付近では、深さ 10~20km 付近に左横ず

れのクリープの存在が示唆され、その浅部延長に丹

那断層が形成されている。
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2. 総括研究報告【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

Ⅲ-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

分担責任者：長江　拓也（名古屋大学）

1.  研究の目的

都市密集地域の木造住宅の耐震性評価と向上に資す

る研究開発を実施する。内外装、地盤・基礎までを現

実にそって再現した 3 層の耐震と免震の木造住宅の実

験を実施し、稠密計測に基づく分析と解析を行う。

都市圏で建設件数が増えている 3 階建て木造住宅を

対象とし（図 1）、品確法における耐震等級 3 の許容応

力度設計を満たす条件において終局性能を評価する。

地震時における地盤上基礎の動きを反映し、建物全体

の変形分布を評価する手法を提案する。

地震時の建物動作のセンシングによる被害推定、危

険度判定のための評価手法開発では、被害が集中する

1 階柱の傾きを直接評価する、スマートシャッターシス

テムを開発する。住宅集中管理機能の一部として居住

者の理解を向上し、情報共有で、自治体などの応急危

険度判定との連携も推進する。

 

2.  木造住宅のＥ－ディフェンス実験

図 2と図 3 に、2019 年 2 月に実施したＥ－ディフェン

スにおける木造住宅実験のセットアップ時の様子と準備

状況を示す。地盤上基礎の動作、上部構造、間仕切壁・

外壁の損傷、配管の変形、免震装置の揺れ、室内家

具什器の被害、等について、中小地震時から大地震時

までの詳細な計測データを取得した。実験では兵庫県

南部地震時に観測された JMA 神戸波のスケール波を用

いた。震度階と加振スケールの関係を図 4 に示す。

地盤上に RC 造基礎を敷設し、その上に木造住宅を

建設していく施工手順は定石となっており、将来におい

ても、大きな変化はないと考える。一方で、耐震等級

を 3として剛性と強度を高める例が増えており、また、

住宅会社等の指向により、それ以上の剛性と強度を確

保したプランの販売もかなり一般化している。これは、

間取りを大きく変化させなくとも必要剛性を確保できる

高耐震壁の開発や、石膏ボードの存在を合理的に利用

する設計法が確立したためである。木造住宅の条件に

限ってのことであるが、今や、耐震等級 3 の採用に対

するハードルはさほど高くない。

図 1　対象の住宅密集地域の 3 階建て木造住宅

図 2　耐震等級 3 の 3 階建て木造住宅に関する

E-Defense 実験（建設：一条工務店 2019）

図 3　実地盤条件の準備と基礎・上部の建設

図 4　震度階と JMA 神戸波の加振スケール

木造住宅の上部構造が固く強くなれば、大地震時に

おいて地盤と基礎の間に滑りが生じ、上部構造への強

烈な入力を遮断する条件が生まれる。このような事実に

ついては、過去の被害調査資料・報告等において指摘

されており、技術者や研究者の間では議論されてきた

が、現状の実務設計や被害評価において、まったく考
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慮されていない。そのような状況を分析できる詳細な実

験データが存在しないことが理由のひとつである。

本実験では、一般的な地盤条件、割栗石の敷設など

の慣例を忠実に反映して、標準的な仕様の RC 造基礎

を施工した。建物上部は耐震等級 3 に必要な壁量を確

保したが、大きく超えないようにし、接合金物について

も必要量をわずかに上回る程度にとどめた。実験では、

震度 5 強（JMA 神戸波の 25%）、震度 6 弱（JMA 神戸

波の 50%）で、各層にはわずかな亀裂が生じた程度で、

終局強度までに余裕を見せた。このとき、基礎は地盤

上で動かなかった。次の JMA 神戸波の原波（計測震度

6.9、震度 6 強でほぼ震度 7）の実験では、基礎が地盤

上を約 24 cm 滑った。上部構造の変形と損傷は、震度

6 弱の実験時と大して変わらなかった。後日、比較のた

めの実験として、鋼梁部材で基礎を振動台に固定して

動けない様にし、JMA 神戸波の原波を基礎に入力した

ところ、強烈な地震外力が上部構造に作用し、層間変

形角はそれまでの約 10 倍の1/10 に達し、倒壊に至った。

このとき、軸組工法（いわゆる在来工法）と枠組壁工法（い

わゆるツーバイフォー工法）は同等の終局強度を示し、

現状設計法の安定した品質確保を確認できた。

JMA 神戸波の原波で耐震等級 3 の住宅の基礎が地

盤上を滑った。比較のため、耐震等級 1と耐震等級 2
の条件をシミュレーションにより検討したところ、基礎

は動かず上部構造が終局強度に達して倒壊した。すな

わち、耐震等級 3 の耐震性を確保すれば、震度 6 弱の

地震に対しては基礎を含め住宅全体に大きな動きは生

じず、機能継続にも大きな影響はない。震度 6 強以上

では基礎が動き、上部構造は軽微な補修で再使用可能

な条件にとどまる。耐震等級 1、2 の場合においては、

基礎が動く前に上部構造が壊れ始める。（耐震等級 3で
も基礎が特別強く拘束されている条件の場合は、基礎

が動けず上部構造が終局に至る。）

木造住宅の上部構造は、終局強度に至ったのち、ね

ばりが期待できず、強度低下が顕著で、余震時に、崩

壊の危険性がある。大地震後に室内に留まる場合は上

部構造が終局強度に対応する傾斜角（1/50）を経験した

かどうかを把握することが重要である。

一方、すべり支承と復元ゴム、オイルダンパーで構成

される免震構造の場合においては、JMA 神戸波の原

波の実験においても、室内の家具什器等に被害はなく、

壁紙のごく一部に微細なしわが残る程度あった。建設

時に追加費用が必要となるが、非常に高い機能維持性

能を確保できる。

3.  さらなる耐震性向上の方策

将来さらに、耐震等級 3 かそれ以上の上部終局性能

を有する住宅が増えてきた場合、基礎の動きを反映しな

い被害評価は実際とかけ離れる可能性が高く、科学的

に実情をとらえられない。

つまり、耐震等級 3 は耐震等級 1（現行基準要求）

よりも、1.5 倍強い上部強度を確保することが要求性能

であるが、実性能はそれに留まらず、一般的な地盤上

基礎の実情を反映すると、大地震時には、基礎の滑り

によって建物全体の動きが支配される可能性が高く、そ

の場合、震度 6 強以上の地震に対しても上部構造の損

傷は、軽微な程度に抑えられる。

耐震等級とは別の評価軸を準備することも視野に入

れつつ、「現行基準の 1.5 倍の上部終局強度を持つ木造

住宅は大地震時においても上部損傷が小さく留まり、軽

微な補修費に抑えることができる」ということを陽に示

すことができれば、高い耐震等級選択への社会意識、

インセンティブを高めることができ、高耐震の住宅仕様

に誘導できる。結果として、都市全体の木造住宅群全

体の高耐震化を図ることができる。

大地震時の基礎・地盤系の滑り変位と、上部構造の

変形は、現行設計基準の限界耐力計算法と通ずるキャ

パシティー・スペクトル法で合理的に評価可能である。

その適用性をＥ－ディフェンス実験結果から実証できた

（図 5）。ただし、実務設計で、上部強度と基礎強度、

そしてその比率を評価することが重要であり、上部構

造の評価体系では、要素レベルでは精度が確保できて

いるが、建物レベルでは知見が十分でない。各条件で

の実験結果（図 7、図 8）を含めてまとめた図 6 は、設

計評価値と各条件の強度推移についての実性能を系統

的、定量的に示しており、有用な参照資料となる。

 

(3) 地盤上基礎の滑り応答

(2) ⽊造上部構造の弾塑性応答

(1) 免震住宅の⾼減衰滑り応答

図 5　実大木造住宅の E-Defense 実験と応答スペクトル

法による最大変形量評価
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4.  円滑な基礎滑りの実現へ

安定した滑り強度を制御できれば、基礎滑り構造の適

用性は高くなる。基礎構造の実験では、世界中で容易に

利用可能な材料における小さな摩擦係数を利用した、安

定した滑りを実現する材料検証に取り組んだ（図 9）。台

湾の国立施設（図 10）では現地の材料を用いて実験を

行い、鋳鉄のような身近な材料を用いて国際的に普及

力のある基礎滑り構造を実現し、発展途上の地震国を

含め、高耐震化を推し進めることができる知見を得た。

鋳鉄・モルタル間の滑りでは、鋳鉄側から剥離する黒

鉛の自己潤滑作用により、0.2 の摩擦係数を発現し、滑

り進行時にその値を安定して維持する。

 
5.  センシングシステム

各種の実験に基づけば、木造住宅の被害は 1 階に集

中し、損傷度と崩壊余裕度は地震時に柱が経験する最

大傾斜角に依存する。センシング手法として、高層ビル

の既存方法に準ずれば 2 階床と1 階床の水平変位を評

価してその差を階高で割る方法となるが、複数センサー

のデータ同期など高い技術が必要となる。木造住宅の

モデルケースとして、一元管理のスマートシャッターの回

路を使用することとし、柱に固定されるシャッターフレー

ム内に Gyro（角速度計）を内蔵し、直接柱の傾きを評

価する手法、応急危険度判定結果を LED 照明とスマー

トシャッター管理ディスプレイで伝達する手法開発に取

り組んだ。Ｅ－ディフェンスでの実験実績（図 11）では、

基礎の移動に影響されず、上部構造の被害に対応する

柱傾斜角を良好に評価でき、また、LED 照明の発光色

による瞬時の表示技術を検証できた。

継続して製品としてパッケージ化するために具体的な

Gyro センサーの選定および回路の更新を続けている 
（図 12、図 13）。シャッターフレーム内へのセンサーの

内蔵、データ制御について目途を立て、製品部との協

働を開始する段階に至った。

図 6　上部強度の評価値と実験結果の関係

図 7　文化シヤッター・カネシン実験 2020, 2021

図 8　外構面とGyro センシング実験 2018
（不二サッシ社施設）

図 9　モルタルと鉄系金属の要素摩擦検証 2017

図 10　鋳鉄基礎とGyro センシング実験 2018, 2021
（台湾 NCREE）

（不二サッシ、文化シヤッター、防災科学技術研究所）

図 11　木造住宅用センシングユニット開発 2019
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慮されていない。そのような状況を分析できる詳細な実

験データが存在しないことが理由のひとつである。

本実験では、一般的な地盤条件、割栗石の敷設など

の慣例を忠実に反映して、標準的な仕様の RC 造基礎

を施工した。建物上部は耐震等級 3 に必要な壁量を確

保したが、大きく超えないようにし、接合金物について

も必要量をわずかに上回る程度にとどめた。実験では、

震度 5 強（JMA 神戸波の 25%）、震度 6 弱（JMA 神戸

波の 50%）で、各層にはわずかな亀裂が生じた程度で、

終局強度までに余裕を見せた。このとき、基礎は地盤

上で動かなかった。次の JMA 神戸波の原波（計測震度

6.9、震度 6 強でほぼ震度 7）の実験では、基礎が地盤

上を約 24 cm 滑った。上部構造の変形と損傷は、震度

6 弱の実験時と大して変わらなかった。後日、比較のた

めの実験として、鋼梁部材で基礎を振動台に固定して

動けない様にし、JMA 神戸波の原波を基礎に入力した

ところ、強烈な地震外力が上部構造に作用し、層間変

形角はそれまでの約 10 倍の1/10 に達し、倒壊に至った。

このとき、軸組工法（いわゆる在来工法）と枠組壁工法（い

わゆるツーバイフォー工法）は同等の終局強度を示し、

現状設計法の安定した品質確保を確認できた。

JMA 神戸波の原波で耐震等級 3 の住宅の基礎が地

盤上を滑った。比較のため、耐震等級 1と耐震等級 2
の条件をシミュレーションにより検討したところ、基礎

は動かず上部構造が終局強度に達して倒壊した。すな

わち、耐震等級 3 の耐震性を確保すれば、震度 6 弱の

地震に対しては基礎を含め住宅全体に大きな動きは生

じず、機能継続にも大きな影響はない。震度 6 強以上

では基礎が動き、上部構造は軽微な補修で再使用可能

な条件にとどまる。耐震等級 1、2 の場合においては、

基礎が動く前に上部構造が壊れ始める。（耐震等級 3で
も基礎が特別強く拘束されている条件の場合は、基礎

が動けず上部構造が終局に至る。）

木造住宅の上部構造は、終局強度に至ったのち、ね

ばりが期待できず、強度低下が顕著で、余震時に、崩

壊の危険性がある。大地震後に室内に留まる場合は上

部構造が終局強度に対応する傾斜角（1/50）を経験した

かどうかを把握することが重要である。

一方、すべり支承と復元ゴム、オイルダンパーで構成

される免震構造の場合においては、JMA 神戸波の原

波の実験においても、室内の家具什器等に被害はなく、

壁紙のごく一部に微細なしわが残る程度あった。建設

時に追加費用が必要となるが、非常に高い機能維持性

能を確保できる。

3.  さらなる耐震性向上の方策

将来さらに、耐震等級 3 かそれ以上の上部終局性能

を有する住宅が増えてきた場合、基礎の動きを反映しな

い被害評価は実際とかけ離れる可能性が高く、科学的

に実情をとらえられない。

つまり、耐震等級 3 は耐震等級 1（現行基準要求）

よりも、1.5 倍強い上部強度を確保することが要求性能

であるが、実性能はそれに留まらず、一般的な地盤上

基礎の実情を反映すると、大地震時には、基礎の滑り

によって建物全体の動きが支配される可能性が高く、そ

の場合、震度 6 強以上の地震に対しても上部構造の損

傷は、軽微な程度に抑えられる。

耐震等級とは別の評価軸を準備することも視野に入

れつつ、「現行基準の 1.5 倍の上部終局強度を持つ木造

住宅は大地震時においても上部損傷が小さく留まり、軽

微な補修費に抑えることができる」ということを陽に示

すことができれば、高い耐震等級選択への社会意識、

インセンティブを高めることができ、高耐震の住宅仕様

に誘導できる。結果として、都市全体の木造住宅群全

体の高耐震化を図ることができる。

大地震時の基礎・地盤系の滑り変位と、上部構造の

変形は、現行設計基準の限界耐力計算法と通ずるキャ

パシティー・スペクトル法で合理的に評価可能である。

その適用性をＥ－ディフェンス実験結果から実証できた

（図 5）。ただし、実務設計で、上部強度と基礎強度、

そしてその比率を評価することが重要であり、上部構

造の評価体系では、要素レベルでは精度が確保できて

いるが、建物レベルでは知見が十分でない。各条件で

の実験結果（図 7、図 8）を含めてまとめた図 6 は、設

計評価値と各条件の強度推移についての実性能を系統

的、定量的に示しており、有用な参照資料となる。

 

(3) 地盤上基礎の滑り応答

(2) ⽊造上部構造の弾塑性応答

(1) 免震住宅の⾼減衰滑り応答

図 5　実大木造住宅の E-Defense 実験と応答スペクトル

法による最大変形量評価
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2. 総括研究報告【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

Ⅲ-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

分担責任者：楠　浩一（東京大学）

1.  研究の目的

本研究課題では、このサブプロジェクト (c) のうち、「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」として、行政庁舎や体育館など、災害時拠点

となる既設の建物内に少数のセンサを設置し、地震後

速やかに建物安全性、崩壊余裕度、および継続使用の

可否等を判定するシステムの構築を目指す研究開発を

行う。具体的には、構造躯体のみならず設備・非構造

部材をも再現した実物建物を大型振動台実験により損

傷させ、センサによって検知した建物の揺れのデータを

もとに、躯体から設備・非構造部材までの損傷レベル

を即時に評価する技術、および崩壊余裕度の定量的評

価に基づく施設の継続使用性判定手法を提案する。

本研究課題では、災害拠点建物として国土交通省の

「災害拠点設計ガイドライン」に準じた建物（以下、拠点

建物）を対象としている。拠点建物には、比較的高い

強度が要求される。そこで、腰壁・袖壁・垂れ壁を構

造要素として積極的に利用することを考える。しかし、

壁端部に配筋された端部曲げ補強筋が早期に降伏し、

損傷を拡大することが知られている。そこで、端部曲げ

補強筋を定着せず、圧縮側のみコンクリートで圧縮力を

負担する新たなディテールを開発し、その基本性能の

検討と、建物全体の挙動を確認することも目的とする。

センサを用いた構造物の被災度自動判定技術は、等

価線形化法を援用した方法を用い、余震に対する安全

性を基に被災度を判定する手法を確立することを目的と

する。更にその有効性を実大 3 層鉄筋コンクリート造建

物の振動台実験により確認する。

一方、センサを用いた非構造部材の被害把握はこれ

までに例がない。その為、本研究課題では窓サッシ、

吊り天井、外壁仕上げタイル、屋上配管を対象に、振

動レベル・構造被害と非構造部材の被害の関係を整理

し、非構造部材の被災度自動判定技術開発に資する

データを蓄積することを目的とする。

2.   新しい壁端部ディテールを採用した袖壁付柱の性能

確認実験

本実験では、1) RC 柱の耐力増大を意図として柱せ

いと同じ長さの袖壁を有する構造の性能確認、2) 袖壁

の損傷抑制を意図して袖壁脚部の壁縦筋を定着しない

構造詳細の効果検証を目的として、柱 1体、袖壁付柱

4 体の1/2 スケール試験体を対象とする構造実験を実施

した。

図 1　袖壁付き柱試験体の配筋図

（左：壁筋定着なし、右：壁筋定着）

図 2　荷重変形関係の比較

（赤線：袖壁付柱、黒線：柱）
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袖壁付柱 4 体の実験変数は、袖壁脚部の壁縦筋の

定着の有無（図 1）、袖壁端部の拘束域の構造詳細で

ある。後者は、保有水平耐力指針（案）による FB、み

なし FA 相当の仕様、ACI 規準を満足する仕様とした。

図 2 に袖壁付柱（みなし FA 相当）の荷重変形関係を柱

と比較する。いずれの袖壁付柱も上記の設計意図通り

耐力の向上が図られ、危険断面を除き袖壁の損傷を抑

制できることを確認した。実験変数に着目すると、袖壁

脚部の壁縦筋の定着をなくすことで袖壁の損傷を低減

できること、袖壁端部の拘束域に変形性能は本実験条

件の範囲で FB＜みなし FA≒ACI 規準の各仕様であ

ることが確認された。
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3.   新しい壁端部ディテールを用いた腰壁・垂壁付き梁

の性能確認実験

本実験では袖壁付き柱の実験と同様に壁端部の鉄筋

を定着しない二次壁を有する梁 2 体（試験体 BS, BSH）

の構造実験を行った。図 3 に試験体 BSH の配筋図を

示す。試験体の因子は壁端部の拘束筋量とした。荷重

－変形関係と最終破壊状況を図 4 に示す。試験体はい

ずれも断面解析により計算した耐力を発揮し、良好な

靭性能を有することを確認した。拘束筋量の異なる両

試験体の性能に大きな差異は見られず、危険断面の浮

き上がりに伴うひび割れの拡大を除き、大きな損傷が生

じないことも確認した。

 
   

更に、壁付き部材の壁端部を模擬した試験体の構

造実験により、新しい壁端部詳細における拘束筋と壁

筋の定着が壁部材の損傷に及ぼす影響について考察を

行った。試験体は壁付き部材の壁端部を模擬した 6 体

であり、片持梁形式で繰り返し載荷を行った。壁筋比

および壁筋の定着の有無、拘束筋の有無、壁厚を因子

とした。図 5 に試験体 12NA, 12HN の変形角1/50 後の

ひび割れ性状を示す。壁筋定着をせず拘束筋を配した

試験体 12HN の損傷が小さかった。また、壁筋を定着

した試験体 12NAの最大耐力以後の耐力低下が顕著で

あった。壁筋を定着せず拘束筋を配筋することで、壁

筋定着時と同等の耐力に加え靭性能を確保できることが

わかった。

4.  画像解析による天井の劣化診断

地震発生時の天井板の損傷を確認する為の予備実験

として、画像処理による天井裏の非構造物（吊りボルト、

レール、天井板）のずれ量を測定した。（図 6 参照）。
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がわかった。
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本実験では、RC 耐震壁を想定した壁部材にタイルを

貼り付け、水平載荷によって曲げひび割れ、せん断ひ

び割れを導入し、タイルの剥離を発生させ、載荷時に

生じるタイルの剥離を、各種非破壊試験によって検知す

ることを目的とした。

実施した非破壊試験およびセンサは、打音検査、パ

イゲージ、光ファイバセンサ、加速度センサ、サーモグ

ラフィ、三次元計測であり、載荷後にタイルの実際の

接着強度を取得するため、タイルの引張試験を行った。

その結果、1) 躯体のひび割れとそれに対応するタイル

表層に導入されるひび割れは異なる挙動を示す。2) 十
分な温度変化が与えられた場合、サーモグラフィによっ

て剥離を検知することができる。3) パイゲージによりタ

イルと下地のディファレンシャルムーブメントを取得でき、

剥離が想定されるタイルに設置することで、剥離の早期

検知が可能などの知見が得られた。（図 8）

 

図 8　タイルの剥離状況（1/200 終了後）
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「小破」、「中破」、「大破」、「倒壊など」の五区分により

判定する。」とある。そこで、最大余震を本震と同じと
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「倒壊など」の五区分により判定する方法を提案した 4)。

この手法により、被災した建物が本震の何割の地震ま

で倒壊せずに耐えられるかも計算することが出来る。こ

の手法は、目視による従来の被災度区分判定や地震保

険における損害算定結果とも良好に対応しており、それ

らにも応用可能である。今後、文化財も含めて、既存

建物への普及を促進する。

7.  実大 3 層鉄筋コンクリート造建物の振動台実験

7.1  試験体概要

実験は、1方向入力で行った。試験体は加振方向に

2スパン、直交方向に1スパンの 3 階建て鉄筋コンクリー

ト造建物である。柱は袖壁、梁は腰壁・垂れ壁を有す

る。1 階柱脚部の袖壁には、新しい配筋詳細を採用し

てる。2・3 階床梁に取り付く腰壁・垂れ壁は、袖壁端

部で構造スリットを有している。屋上階床ばりに取り付

く垂れ壁は、袖壁端部で新しい配筋詳細を採用してい

る。実験では、各階に加速度計・レーザー変位計を配

置し、応答加速度と層間変形量を計測している。試験

体の外観を写真 1に示す。

 

図 9　試験の様子

図 10　光ファイバセンサにより得られた

各層のひずみ履歴
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3.   新しい壁端部ディテールを用いた腰壁・垂壁付き梁
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写真 1　試験体外観

7.2  入力地震動

加振は水平１方向で、入力地震波には、人工地震波

を用いた。ターゲットスペクトルは、工学的基盤の告示

のスペクトルを地盤種別を第 2 種地盤とした略算の Gs
で増幅したものを用いた。位相には、JMA 神戸波の

NS 成分を使用した。試験体が実寸の 80%であるため、

時間軸を  0.80 倍した。

加振は、表 1に示すように 3日に分けて実施された。

初日は継続使用性を確認するために、人工地震波の入

力の 20% および一般建物の設計レベルである100% を

入力した。2日目には本建物の設計目標である150% を

入力した。3日目には、最大余震を想定して再度 150%
で入力し、最後に振動台の加振限界である160% を入力

した。各地震動入力の前後で、試験体の動特性を把握

するために 3 方向別々に White noise 波を入力した。油

圧をたち下げないと試験体の損傷観察ができないため、

各加振日の最後に試験体の損傷状況を確認した。

表 1　入力地震動

7.3  実験結果概要

表 2 に各入力での各層の最大応答加速度と最大層間

変形角を示す。最大応答加速度は試験体中央に設置し

た LAM02 で計測された加速度、最大層間変形角は床

中央に設置したレーザー変位計の値を採用した。20%
入力では各層とも最大層間変形角が十分小さく、凡そ

弾性範囲であったと思われる。100% 入力でも層間変形

角は最大で 1/292（1 層）であり、ひび割れは生じたもの

の、性能曲線上の第二折れ点付近であろうと思われる。

150% 入力から大きく変形が進み、150% 入力 1 回目で

1/65（1 層）、2 回目の入力では更に変形が進み1/43（1 層）

に達した。最終的には 160% 入力でおよそ1/30 に到達

した。

表 2　各入力での最大応答

7.4  センサを用いた被災度判定

図 11 に 150% 入力 2 回目で計測された性能曲線、

150% 入力 1回目で推定された 3 折れ線および最大余震

に対する最大応答予測点、150% 入力 1 回目の最大応

答点、および被災度区分結果を示す。150% 入力 1回目

では、正・負側ともに大破 (IV)と判定され、予測され

た最大余震に対する応答点から余震では倒壊 (V)と推
Day 1 No Input 

 1 ホワイトノイズ
 2 告⽰波 (20%) (損傷限界レベル) 

 3 ホワイトノイズ

 4
告⽰波(100%) (⼀般建物の設計⽬

 
標) 

 5 ホワイトノイズ
Day 2 6 ホワイトノイズ

 7 告⽰波(150%) (設計⽬標レベル) 

 8 ホワイトノイズ
Day 3 9 ホワイトノイズ
 10 告⽰波(150%) (余震を想定) 

 11ホ ワイトノイズ
 12 告⽰波(160%) (加振限界) 

 13ホ ワイトノイズ
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定された。実際、150% 入力 2 回目では負側で最大応

答変位が建物が耐えられる限界の点（安全限界点と呼

ばれる）を超えて倒壊の域に達しており、判定は安全側

となったことが分かる。

7.5  仕上げタイル

外装タイルの剥落は地震作用時だけでなく、地震時

に生じた剥離を起点として、その後の余震時や環境変

化によっても生じる。そのため、地震作用後の継続使

用を判断するために、外装タイルの剥離状態を検知す

ることが重要となる。

外装タイルの剥離は、タイルと下地コンクリートの間

のひずみ差によって評価できると考えられるため、極細

径の光ファイバセンサを用いることで、タイルの接着性

能に影響を与えない環境で剥離検知モニタリングを実施

した。タイルの施工は、モルタル張りと弾性接着剤張り

の二種類で行った。

加振実験の結果、タイルの劣化は、構造ひび割れが

入りやすい柱脚や構造スリットの周辺に集中すること、

モルタル張り部には剥離・剥落のほか、タイルを貫通す

るひび割れが生じること、一方、弾性接着剤張り部には、

ひび割れ・剥落はないものの多数の剥離が生じること

が分かった。タイルの劣化状況の一例を図 12 に示す。

 

また、剥離したタイル近傍の光ファイバセンサでは、

タイルと下地コンクリートの間に顕著なひずみ差が観測

され、図 13 のように剥離前後でタイルの追随性が低下

する現象が確認された。

以上から、光ファイバセンサを活用することで外装タ

イルの剥落危険性を即時に判定できる可能性が確認さ

れた。

7.6  窓サッシ

(1) 設置した窓の概要

躯体の 2 階と 3 階にそれぞれ、はめ殺し窓と引き違

い窓を設置した。3 階には 1,650×1,440mm、合わせ

8mm の大判のはめ殺し窓を設置した。3 階と比較し層

間変形角が大きくなることが想定される 2 階には、790
×1,440mm のはめ殺し窓を 2 つ設置した。また各階に

1,490×1,440mm、4mm 厚の引き違い窓を設置した（写

真 2、写真 3）。
 

写真 2　3 階に設置した窓の様子

 

写真 3　2 階に設置した窓の様子

(2)  窓の挙動の計測結果

はめ殺し窓のサッシに対するガラスの水平方向の変

位は、100% 入力時に 2 階で最大 4mm、3 階で 2.5mm
程度になった。150% 入力時には 2 階の変形が計測器

の許容量を超えたため、正確な値は不明だが、負方向

の変位は最大 15mm 程度に達していた。また 3 階は最

大 10mm 程度の変位に達した。はめ殺し窓では、100%
入力時に 2 階の柱側で最大 8mm、中央側で 5mm 程度、

3 階の柱側で 7mm 程度、中央側で 3mm 程度になった。

150% 入力時には 2 階、3 階共に変位が計測器の許容

量を超えたため、正確な値は不明だが、正方向の変位

は最大 10mm 程度に達した。

(3)  窓に生じた損傷

100% 入力後には、窓と躯体の間に充填されたモルタ

ルに軽微なひび割れが確認されたことと、引き違い窓の

クレセントが開きかけていた。150% 入力後にはモルタ

ルのひび割れが進行し、引き違い窓とはめ殺し窓両方

においてサッシが小破した。ただし、その壊れ方は各

図 12　最終加振後のタイルの劣化状況
青：12/3，緑：12/4，赤：12/6，ハッチが剥離，塗りつぶ

しが剥落，実線がひび割れ。

図 13　下地とタイル表層のひずみ差
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写真 1　試験体外観

7.2  入力地震動

加振は水平１方向で、入力地震波には、人工地震波

を用いた。ターゲットスペクトルは、工学的基盤の告示

のスペクトルを地盤種別を第 2 種地盤とした略算の Gs
で増幅したものを用いた。位相には、JMA 神戸波の

NS 成分を使用した。試験体が実寸の 80%であるため、

時間軸を  0.80 倍した。

加振は、表 1に示すように 3日に分けて実施された。

初日は継続使用性を確認するために、人工地震波の入

力の 20% および一般建物の設計レベルである100% を

入力した。2日目には本建物の設計目標である150% を

入力した。3日目には、最大余震を想定して再度 150%
で入力し、最後に振動台の加振限界である160% を入力

した。各地震動入力の前後で、試験体の動特性を把握

するために 3 方向別々に White noise 波を入力した。油

圧をたち下げないと試験体の損傷観察ができないため、

各加振日の最後に試験体の損傷状況を確認した。

表 1　入力地震動

7.3  実験結果概要

表 2 に各入力での各層の最大応答加速度と最大層間

変形角を示す。最大応答加速度は試験体中央に設置し

た LAM02 で計測された加速度、最大層間変形角は床

中央に設置したレーザー変位計の値を採用した。20%
入力では各層とも最大層間変形角が十分小さく、凡そ

弾性範囲であったと思われる。100% 入力でも層間変形

角は最大で 1/292（1 層）であり、ひび割れは生じたもの

の、性能曲線上の第二折れ点付近であろうと思われる。

150% 入力から大きく変形が進み、150% 入力 1 回目で

1/65（1 層）、2 回目の入力では更に変形が進み1/43（1 層）

に達した。最終的には 160% 入力でおよそ1/30 に到達

した。

表 2　各入力での最大応答

7.4  センサを用いた被災度判定

図 11 に 150% 入力 2 回目で計測された性能曲線、

150% 入力 1回目で推定された 3 折れ線および最大余震

に対する最大応答予測点、150% 入力 1 回目の最大応

答点、および被災度区分結果を示す。150% 入力 1回目

では、正・負側ともに大破 (IV)と判定され、予測され

た最大余震に対する応答点から余震では倒壊 (V)と推
Day 1 No Input 

 1 ホワイトノイズ
 2 告⽰波 (20%) (損傷限界レベル) 

 3 ホワイトノイズ

 4
告⽰波(100%) (⼀般建物の設計⽬

 
標) 

 5 ホワイトノイズ
Day 2 6 ホワイトノイズ

 7 告⽰波(150%) (設計⽬標レベル) 

 8 ホワイトノイズ
Day 3 9 ホワイトノイズ
 10 告⽰波(150%) (余震を想定) 

 11ホ ワイトノイズ
 12 告⽰波(160%) (加振限界) 

 13ホ ワイトノイズ

Run 
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図 11　1 回目の 150% 入力での応答予測点と 2 回目の 150%
入力での応答
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階で異なり、2 階のサッシには中央部分の角部が折れる

ような損傷が生じ、3 階のサッシには、はめ殺し窓の水

平材と鉛直材の接合部に隙間が生じた。はめ殺し窓に

はシールの切れが生じていた。160% 入力後には、モル

タルのひび割れが進行し、一部サッシを支えるアンカー

が露出した。またサッシの接合部が大破し、シールも

各所で切れた。2 回目の 150% 入力時に 2 階の引き違

い窓、160% 入力時に 3 階の引き違い窓のクレセントが

破損し、部品が脱落した（写真 4）。なお、クレセント

が外れたあとは障子が加力時に自由移動していた。また、

2 階のはめ殺し窓は室内側向かって左上が割れ、3 階

のはめ殺し窓は左上が 2 階と同様に割れた他、対角線

上にもひび割れが生じた（写真 5）。

 

写真 4　160% 入力後 3 階引き違い窓

 

写真 5　160% 入力後 3 階はめ殺し窓

7.7  天井

(1) 天井の概要

躯体の 2 階と 3 階に天井を設置した。2 階の天井は、

JIS19 形を用いた、ブレース無しの標準的な取り付け構

法としている。2 階と比較し応答加速度が大きくなるこ

とが想定される 3 階の天井は、在来 40 型の、ブレース

有り、クリアランス有りの標準的な耐震天井の取付構法

としている。両天井とも12.5mm の石膏ボードに 12mm
のロックウール化粧吸音板を取付けた（図 14、図 15、
写真 6 ～写真 9）。

図 14　2 階天井　伏図

図 15　3 階天井　伏図

写真 6　3 階天井裏

写真 7　3 階天井

写真 8　2 階天井裏

写真 9　2 階天井
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本実験では、天井の応答加速度を計測するため、加

速度センサを 2 階の天井面（中央と4 隅）に 5 か所、3
階の天井面に 7 か所設置した（中央と4 隅に加え、加

力方向とその鉛直方向のブレース付近にそれぞれ一つ

ずつ追加）。また各階に、天井下と天井裏に 2 台ずつ、

計 8台カメラを設置し、加力時の天井の様子を記録した。

また、人工波の 100% 入力後、1 回目の 150% 入力後、

160% 入力後に目視による損傷観察を行った。

(2)  天井の計測結果

図 16、図 17 に人工波の 100% 入力時、150% 入力時

（1 回目）の天井の中央に取り付けた加速度計の計測結

果を示す。床の加速度は屋上の 3 階の方が高いにも関

わらず、天井の加速度は 3 階の耐震天井の方が低い値

となっている。150% 入力時には、2 階の天井は、加速

度の瞬間的な最大値が 60m/sec² 以上にまで達している

ことから、端部が梁と衝突していたと考えられる。

 

図 16　100% 入力時　2 階天井の計測値

 

図 17　100% 入力時　3 階天井の計測値

(3)  天井の損傷観察結果

100% 入力後には、2 階 3 階共に天井に特に損傷は

観察されなかった。1 回目の 150% 入力後には、2 階の

天井の角部が、わずかに変形していることが確認でき

た。端部が梁と衝突したことによると考えられる。160%
入力後には、この変形が天井の辺全体で生じ、梁と天

井の間に隙間が開いていることが確認された。点検口

の周囲でもボードの変形が確認された。

7.8  天井材の損傷検知

画像解析による天井材の損傷検知実験を実施した。

4章で実施した予備実験に基づき加振前後の画像により

天井材の損傷度を推定した。画像解析では天井材の損

傷はなしと判定し、本実験による損傷状況と一致した。

画像解析により天井材の損傷検知が可能であることが

わかった。

7.9  屋上配管

実験概要と結果の概要を以下に示す。

屋上階における置き基礎配管設備の計測計画を図 18
に示す。

 

図 18　実験装置及び計測位置

設備配管および置き基礎に設置された変位および加

速度のデータの計測結果の例を図 19 に示す。また加振

前後の配管システムの挙動把握のために、3 次元点群

データの計測結果を図 20 に示す。

図 19　床応答加速度と支持架台の床からの相対変位の

比較（告示波 150% 加振（1 回目））

図 20　ハンドヘルドスキャナーで計測した 3 次元点群データ
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階で異なり、2 階のサッシには中央部分の角部が折れる

ような損傷が生じ、3 階のサッシには、はめ殺し窓の水

平材と鉛直材の接合部に隙間が生じた。はめ殺し窓に

はシールの切れが生じていた。160% 入力後には、モル

タルのひび割れが進行し、一部サッシを支えるアンカー

が露出した。またサッシの接合部が大破し、シールも

各所で切れた。2 回目の 150% 入力時に 2 階の引き違

い窓、160% 入力時に 3 階の引き違い窓のクレセントが

破損し、部品が脱落した（写真 4）。なお、クレセント

が外れたあとは障子が加力時に自由移動していた。また、

2 階のはめ殺し窓は室内側向かって左上が割れ、3 階

のはめ殺し窓は左上が 2 階と同様に割れた他、対角線

上にもひび割れが生じた（写真 5）。

 

写真 4　160% 入力後 3 階引き違い窓

 

写真 5　160% 入力後 3 階はめ殺し窓

7.7  天井

(1) 天井の概要

躯体の 2 階と 3 階に天井を設置した。2 階の天井は、

JIS19 形を用いた、ブレース無しの標準的な取り付け構

法としている。2 階と比較し応答加速度が大きくなるこ

とが想定される 3 階の天井は、在来 40 型の、ブレース

有り、クリアランス有りの標準的な耐震天井の取付構法

としている。両天井とも12.5mm の石膏ボードに 12mm
のロックウール化粧吸音板を取付けた（図 14、図 15、
写真 6 ～写真 9）。

図 14　2 階天井　伏図

図 15　3 階天井　伏図

写真 6　3 階天井裏

写真 7　3 階天井

写真 8　2 階天井裏

写真 9　2 階天井



-  125 --  124 -

7.10   事前事後 FEM 解析

本振動台実験を対象に試験体の形状を忠実の再現し

た大規模 FEM による事前・事後解析を実施した。事

前解析による各部の応力・ひずみの考察より綿密に実験

計画を遂行させた。事後解析では、実験と解析の結果

を比較することで、本振動台実験における非線形応答

性状を精度良く再現できることを確認した。図 21に解

析モデルと解析から得られたひび割れ損傷状況を示す。

8.  開発したモニタリングシステムの普及

開発したモニタリング技術の普及と検証のため、東京

大学内の応急危険度判定支援に用いることを目的に東

京大学医科学研究所（写真 10）の本館にセンサを設置

し、観測を開始した。

 

写真 10　東京大学　医科学研究所

 　 
また、文化財である四国善通寺五重塔および本山寺

五重塔（写真 11）の各層および心柱にセンサを設置し、

振動観測を開始した。特に風による振動が大きいため、

風速計も併せて設置した。時刻同期した風速および加

速度データの観測は他に例を見ない。図 22 に 2021年
11 月 24日 0:54:24 ～ 1:00:24 での強風による観測結果

を示す。明瞭な伝達関数が得られており、その卓越振

動数は 0.6Hzと高層建築物と同等である。

本技術の社会還元を目指し、一般財団法人日本建築

防災協会が 2021年 11月より開始した「応急危険度判定

基準に基づく構造モニタリングシステム技術評価」に今

後申請を予定している。

9.   残留変形が Wavelet 変換に与える影響に関する振動

台実験

本プロジェクトで検討対象とした被災度判定システム

では、構造物の応答変形は観測加速度を 2 階積分す

ることにより算出している。積分時における加速度計測

誤差の影響を取り除くため、Wavelet 変換を用いて主要

振動数成分以外は除去している。この過程で、構造物

の非線形化に伴う残留変形成分の一部が失われる傾向

がある。そこで、この問題を検討するためのベンチマー

クデータを得ることを目的に、左右方向で特性が異な

り、一方向に塑性変形が集中する鉄骨平面試験体を作

成し、振動台実験を実施した。写真 12 に 5 層試験体

の例を示す。実験では、有効なベンチマークデータを

取得することができた。

図21　FEM解析から得られた損傷状況と最大主ひずみコンター

善通寺五重塔  本⼭寺五重塔
写真 11 五重塔

また、⽂化財である四国善通寺五重塔お
よび本⼭寺五重塔（写真 11）の各層および
⼼柱にセンサを設置し、振動観測を開始し
た。特に⾵による振動が⼤きいため、⾵速計
も併せて設置した。時刻同期した⾵速およ
び加速度データの観測は他に例を⾒ない。
図 22 に 2021 年 11 ⽉ 24 ⽇ 0:54:24〜1:00:24
での強⾵による観測結果を⽰す。明瞭な伝
達関数が得られており、その卓越振動数は
0.6Hz と⾼層建築物と同等である。

写真 11　五重塔
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写真 12　5 層試験体
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10.  安価な加速度センサの開発

新しい MEMS を用いた安価な加速度計を開発すると

ともに、既存センサとの性能比較を実施し、開発した

構造ヘルスモニタリング技術に適用可能であることを確

認した。

11.  まとめ

実大 3 層鉄筋コンクリート造建物の振動台実験によ

り、災害拠点建築物の設計ガイドラインに従って設計さ

れた建物は高い強度と継続利用性を有することを確認

した。

高い強度と靭性能を確保できる袖壁・腰壁・垂れ壁

端部の新ディテールを用いた部材の構造性能を静的加

力実験により検証し、その有効性を確認した。また、

振動台実験により建物全体でも所要の性能を発揮でき

ることを確認した。今後、一般建物に採用するための

法令等の整備が必要となろう。

センサ観測データを用いて、自動的に余震の安全性

に立脚した被災度区分判定を実施する方法を確立した。

更に振動台実験によりその有効性を確認した。また、

実建物への設置を推し進め、文化財への設置も達成し

た。本手法は既存の目視に依る応急危険度判定および

被災度区分判定に置き換わることが出来、地震保険の

損害認定にも利用が望まれる。まずは応急危険度判定

基準に基づく判定であることの技術評価を受ける予定

である。今後も実建物への設置を促進し、実データに

よる検証が望まれる。

非構造部材の損傷を自動的に検知するシステム構築

のための基礎資料として、以下の情報を取得・整理した。

今後、これらの情報を基に、被災度の自動判定技術の

確立が望まれる。

・ 天井吊り材の変形を画像解析により把握する手法の

基本性能

・ タイル仕上げの損傷劣化検知に関する基本情報

・ 光ファイバーを用いたタイル仕上げの損傷劣化検知

に関する基本情報

・ 屋上配管の滑り、窓ガラスの割れ、天井の振動、タ

イルの落下と応答加速度・構造被害の関係に関する

基本情報
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7.10   事前事後 FEM 解析

本振動台実験を対象に試験体の形状を忠実の再現し

た大規模 FEM による事前・事後解析を実施した。事

前解析による各部の応力・ひずみの考察より綿密に実験

計画を遂行させた。事後解析では、実験と解析の結果

を比較することで、本振動台実験における非線形応答

性状を精度良く再現できることを確認した。図 21に解

析モデルと解析から得られたひび割れ損傷状況を示す。

8.  開発したモニタリングシステムの普及

開発したモニタリング技術の普及と検証のため、東京

大学内の応急危険度判定支援に用いることを目的に東

京大学医科学研究所（写真 10）の本館にセンサを設置

し、観測を開始した。

 

写真 10　東京大学　医科学研究所

 　 
また、文化財である四国善通寺五重塔および本山寺

五重塔（写真 11）の各層および心柱にセンサを設置し、

振動観測を開始した。特に風による振動が大きいため、

風速計も併せて設置した。時刻同期した風速および加

速度データの観測は他に例を見ない。図 22 に 2021年
11 月 24日 0:54:24 ～ 1:00:24 での強風による観測結果

を示す。明瞭な伝達関数が得られており、その卓越振

動数は 0.6Hzと高層建築物と同等である。

本技術の社会還元を目指し、一般財団法人日本建築

防災協会が 2021年 11月より開始した「応急危険度判定

基準に基づく構造モニタリングシステム技術評価」に今

後申請を予定している。

9.   残留変形が Wavelet 変換に与える影響に関する振動

台実験

本プロジェクトで検討対象とした被災度判定システム

では、構造物の応答変形は観測加速度を 2 階積分す

ることにより算出している。積分時における加速度計測

誤差の影響を取り除くため、Wavelet 変換を用いて主要

振動数成分以外は除去している。この過程で、構造物

の非線形化に伴う残留変形成分の一部が失われる傾向

がある。そこで、この問題を検討するためのベンチマー

クデータを得ることを目的に、左右方向で特性が異な

り、一方向に塑性変形が集中する鉄骨平面試験体を作

成し、振動台実験を実施した。写真 12 に 5 層試験体

の例を示す。実験では、有効なベンチマークデータを

取得することができた。

図21　FEM解析から得られた損傷状況と最大主ひずみコンター

善通寺五重塔  本⼭寺五重塔
写真 11 五重塔

また、⽂化財である四国善通寺五重塔お
よび本⼭寺五重塔（写真 11）の各層および
⼼柱にセンサを設置し、振動観測を開始し
た。特に⾵による振動が⼤きいため、⾵速計
も併せて設置した。時刻同期した⾵速およ
び加速度データの観測は他に例を⾒ない。
図 22 に 2021 年 11 ⽉ 24 ⽇ 0:54:24〜1:00:24
での強⾵による観測結果を⽰す。明瞭な伝
達関数が得られており、その卓越振動数は
0.6Hz と⾼層建築物と同等である。

写真 11　五重塔
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図 22 善通寺五重塔の伝達関数図 22　善通寺五重塔の伝達関数

写真 12　5 層試験体
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2. 総括研究報告【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

Ⅲ-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

分担責任者：倉田　真宏（京都大学）

1.  研究の目的

首都圏の大地震に対するレジリエンス向上には、災

害時重要施設の事業継続が肝要である。地震動が比較

的小さかった 2016 年の熊本地震や 2018 年大阪府北部

地震でも、災害時重要施設内の非構造部材や重要機器・

設備の被害が報告されている。

本課題では、災害時重要施設の一例として病院を主

な対象とし、非構造部材や医療機器等の高機能設備を

含めた病院施設の地震時挙動に関する包括的なデータ

を収集した。被害を迅速に把握するシステムの構築に

向けて、病院施設特有の脆弱性を陽に考慮した検討を

実施した結果、以下の成果を獲得した。

 病院施設の実地調査や管理者、医療従事者、設備

業者、医療機器メーカーへのヒヤリングを通した脆

弱要素の同定

 個別要素の実大実験による非構造部材や医療機器

の挙動分析

 災害時重要施設の構造耐震性に資するデータとして、

保有水平耐力に余力のある S 造建物の地震時挙動

を初めて取得

 病院施設の実情を鑑み、耐震構造・免震構造の 2
診療棟を模擬した実大建物を同時に揺らす実験を世

界で初めて実施

 構造躯体、非構造部材の損傷を自動判定するモニタ

リングシステムの実証データを獲得

 事業継続性の評価に向けて、天井材の損傷によるク

リーンルームの機能低下度、間仕切り壁の損傷やド

アの開閉支障による機能被害度、貯水槽や配管設

備の破損による水損度、などの他に類を見ない精緻

なデータセットを収集

より患者に近い領域では、医師や臨床工学技士、医

療機器メーカーや関連学会の積極的な参画を得て、下

記の課題を達成した。

 標準的なレイアウトを再現した診療室や処置室にお

いて、医療機器や設備の地震時応答、機器同士や

壁との衝突による影響、を評価

 部屋レベルの減災手法として、床材の特性やキャス

ターの固定度による被害差、に関する他に類を見な

いデータを収集

 応急危険度判定士と災害派遣医療チーム（DMAT）
隊員からなる合同調査チームの可能性を検討すべ

く、損傷度と事業継続性限界の共同検証を初めて実

施

獲得したデータを、地域医療を担う医療関係者や関

連行政機関が利用しやすい形にフォーマットするため、

以下の項目を実施した。

 重要度係数が高い病院施設の地震時挙動の視覚化

と性能指標の評価

 地震発生直後に医療施設内の被害程度を評価する

指標として、生命維持などの医療行為に支障をきた

す可能性が高くなる医療機器の被害が増大する建物

応答の閾値を整理

 既存の病院施設の応急的な耐震安全性向上策とし

て、災害時に利用が難しくなる機器とその被害低減

策を分類

2.  脆弱要素の事前評価

非構造部材や医療機器を対象に、京都大学防災研

究所の振動台を用いて機能低下度に関する脆弱性評価

を事前検討した。各試験の状況を図 1と図 2 に示す。

2.1  非構造部材

(1) エキスパンションジョイント

過去の地震ではエキスパンションジョイント（EXPJ）
の損傷が多数報告されているため、振動台実験により

EXPJ の損傷メカニズムを評価した（図 1a）。実験では、

設計可動量まで損傷しないことを振動台実験で確認し

ているAランク相当、手動などで設計可動量まで損傷

しないことを確認しているBランク相当を対象とした。

Aランクでは、設計可動量を超えても機能損失に至らな

いが、Bランクでは、設計可動量内で軽微な損傷があり、

設計可動量を超えるとすぐに機能損失に至った。

(2) 天井配管

共用廊下の給水管、医療ガス管などの配管、天井・

空調室内機・照明器具を取り付けた試験体の振動台実

験を行い（図 1b）、天井裏配管や機器等と天井吊り材・

ボードの干渉を観察した。ダクトと天井の接合位置に損

傷が見られた。天井は脱落せず、配管吊り材の変形や

機器と天井ボードの衝突による石膏ボード粉末の飛散

等を確認したが、配管そのものに被害はなかった。また、

京都工芸繊維大学で約 50 年間使用した給水管の繰返

し曲げ実験を行い、新品配管と同程度の性能を有する

ことを示した。

(3) 高架水槽

高架水槽の振動台実験を実施した（図 1c）。水槽に

は水の代わりに 50kN の砂を入れた。高架水槽のアン
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カーボルトを十分に緊結すれば、加振後もアンカーボル

トに緩みが生じないことを確認した。

2.2  医療機器

地震時における手術患者の体位ごとの転落リスクを

検討し、術中の患者固定方法を検証した。振動台上に

手術台を設置し、模擬人形を手術台に固定した（図 2）。
手術台にはキャスターがついているが、術中は床に固

定用の電動油圧シリンダーを下して４点で固定する。手

術台は脚部に床面の凹凸に対応するためのダンパーが

ついている新仕様とついていない旧仕様の 2 種類であ

る。床材は RC あらわしと床シートを張り付けた 2 種類

を用意した。人形の手術体位や固定法を変えて、E―ディ

フェンス試験体耐震棟の数値解析により得られた建物

内の床加速度応答を入力した。加振波には、JMA 神

戸 NS 波と、OS-2 波を使用した。

通常の手術台高さでは、特に床シートがある場合に

一部のブレーキが滑り手術台が移動した。手術台が高

い場合には、両方の床で傾きを伴う揺れがみられ、RC
あらわしでは転倒が確認された。脚部にダンパーがつい

ている場合には、特に OS-2 波入力時に手術台が大き

く揺れ、人形の位置がずれた。

3.  実大震動台実験

2016 年熊本地震（Mj7.3）では、震度 6 弱や 5 強の

地域に位置する医療施設でも、入院診療を中断する病

院避難が発生し、地域医療に大きな影響が出た。これ

らの建物は耐震構造を採用しているが、構造躯体の損

傷が軽度な場合でも、非構造部材や配管の損傷による

水損などで被害が拡大した。一方で、規模の大きい病

院施設では免震化が進みつつあり、施設内に既存の耐

震建物と新設の免震建物が機器や患者の行き来のため

に渡り廊下で繋がれている例が多く見られる。以上のこ

とから、E－ディフェンスを用いた実大震動台実験では、

耐震構造と免震構造の鋼骨組が渡り廊下で繋がれた試

験体を製作した（図 3）。耐震構造・免震構造の 2 棟の

実大鉄骨造建物を同時に揺らす実験は世界で初めての

試みである。

3.1  設計方針

両建物内には非構造部材や医療機器を設置して診療

科の室内を再現した。4 階建ての耐震骨組は災害拠点

となる病院施設を想定し、重要建物として、基準法で

要求されている必要保有水平耐力の 1.5 倍の耐力を保

有している。柱脚は露出型形式とし、アンカーボルト先

行降伏型の設計とした。

3.2  試験体概要

平面は、耐震建物を 7m×10m、免震建物を 5m×

6mとした。階高は、一般的な病院建物を参考に、耐

震建物の 1 階部分は 3.6m、2 階以上は 3.4m、免震建

物は 3.5mとした。総重量は耐震試験体が約 3,200kN、
免震試験体は約 2,000kN であった。

柱は FAランクの角形鋼管（BCR295）を、2F、4F、
RF の梁は、FAランクの H 形鋼（SN490）を使用した。

3F の梁は、梁端ウェブ補剛工法を採用した。柱脚は、

ハイベースを用いた柱脚ヒンジ仕様とし、柱形を小さく、

根切りを浅くした。また、1 階 Ds 値を 0.05 割増してい

る。床スラブはデッキ形式とし、2Fと4F はフラットデッ

キ、3F にはサイノスデッキを用いた。

免震骨組には球面滑り支承を採用し、支承が滑動し

たときに上部構造の固有周期が 4.5 秒程度になるように

設計した。渡り廊下部には免震対応の EXPJ を設置し

た。

各棟の居室を図 3 に示す。生命維持装置を要する部

屋として、NICU、手術室、コロナ重症患者用病室、透

(a)EXPJ 実験 (b)配管・天井実験 (c)⾼架⽔槽実験
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図 1　非構造部材の事前検討

図 2　手術ベッドの転倒リスク評価実験
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2. 総括研究報告【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

Ⅲ-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

分担責任者：倉田　真宏（京都大学）

1.  研究の目的

首都圏の大地震に対するレジリエンス向上には、災

害時重要施設の事業継続が肝要である。地震動が比較

的小さかった 2016 年の熊本地震や 2018 年大阪府北部

地震でも、災害時重要施設内の非構造部材や重要機器・

設備の被害が報告されている。

本課題では、災害時重要施設の一例として病院を主

な対象とし、非構造部材や医療機器等の高機能設備を

含めた病院施設の地震時挙動に関する包括的なデータ

を収集した。被害を迅速に把握するシステムの構築に

向けて、病院施設特有の脆弱性を陽に考慮した検討を

実施した結果、以下の成果を獲得した。

 病院施設の実地調査や管理者、医療従事者、設備

業者、医療機器メーカーへのヒヤリングを通した脆

弱要素の同定

 個別要素の実大実験による非構造部材や医療機器

の挙動分析

 災害時重要施設の構造耐震性に資するデータとして、

保有水平耐力に余力のある S 造建物の地震時挙動

を初めて取得

 病院施設の実情を鑑み、耐震構造・免震構造の 2
診療棟を模擬した実大建物を同時に揺らす実験を世

界で初めて実施

 構造躯体、非構造部材の損傷を自動判定するモニタ

リングシステムの実証データを獲得

 事業継続性の評価に向けて、天井材の損傷によるク

リーンルームの機能低下度、間仕切り壁の損傷やド

アの開閉支障による機能被害度、貯水槽や配管設

備の破損による水損度、などの他に類を見ない精緻

なデータセットを収集

より患者に近い領域では、医師や臨床工学技士、医

療機器メーカーや関連学会の積極的な参画を得て、下

記の課題を達成した。

 標準的なレイアウトを再現した診療室や処置室にお

いて、医療機器や設備の地震時応答、機器同士や

壁との衝突による影響、を評価

 部屋レベルの減災手法として、床材の特性やキャス

ターの固定度による被害差、に関する他に類を見な

いデータを収集

 応急危険度判定士と災害派遣医療チーム（DMAT）
隊員からなる合同調査チームの可能性を検討すべ

く、損傷度と事業継続性限界の共同検証を初めて実

施

獲得したデータを、地域医療を担う医療関係者や関

連行政機関が利用しやすい形にフォーマットするため、

以下の項目を実施した。

 重要度係数が高い病院施設の地震時挙動の視覚化

と性能指標の評価

 地震発生直後に医療施設内の被害程度を評価する

指標として、生命維持などの医療行為に支障をきた

す可能性が高くなる医療機器の被害が増大する建物

応答の閾値を整理

 既存の病院施設の応急的な耐震安全性向上策とし

て、災害時に利用が難しくなる機器とその被害低減

策を分類

2.  脆弱要素の事前評価

非構造部材や医療機器を対象に、京都大学防災研

究所の振動台を用いて機能低下度に関する脆弱性評価

を事前検討した。各試験の状況を図 1と図 2 に示す。

2.1  非構造部材

(1) エキスパンションジョイント

過去の地震ではエキスパンションジョイント（EXPJ）
の損傷が多数報告されているため、振動台実験により

EXPJ の損傷メカニズムを評価した（図 1a）。実験では、

設計可動量まで損傷しないことを振動台実験で確認し

ているAランク相当、手動などで設計可動量まで損傷

しないことを確認しているBランク相当を対象とした。

Aランクでは、設計可動量を超えても機能損失に至らな

いが、Bランクでは、設計可動量内で軽微な損傷があり、

設計可動量を超えるとすぐに機能損失に至った。

(2) 天井配管

共用廊下の給水管、医療ガス管などの配管、天井・

空調室内機・照明器具を取り付けた試験体の振動台実

験を行い（図 1b）、天井裏配管や機器等と天井吊り材・

ボードの干渉を観察した。ダクトと天井の接合位置に損

傷が見られた。天井は脱落せず、配管吊り材の変形や

機器と天井ボードの衝突による石膏ボード粉末の飛散

等を確認したが、配管そのものに被害はなかった。また、

京都工芸繊維大学で約 50 年間使用した給水管の繰返

し曲げ実験を行い、新品配管と同程度の性能を有する

ことを示した。

(3) 高架水槽

高架水槽の振動台実験を実施した（図 1c）。水槽に

は水の代わりに 50kN の砂を入れた。高架水槽のアン
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析医療室を、事業継続を求められる部署として、診察室、

処置室、検査部、薬剤部、スタッフステーションを再現

し、耐震・免震両棟に医療機器を配置した。一例として、

耐震棟 4F のレイアウトを図 4 に示す。

耐震棟試験体には、病院の継続使用性に影響を及

ぼす可能性が高い非構造部材や設備を配置した。耐震

棟の屋上には、2011 年東日本大震災以前の旧仕様と、

それ以降の新仕様の 2 種類の高置水槽を設置し、各水

槽と門型の架台で支持された置き配管をフレキシブル配

管で接続した。また、軽量鉄骨下地を有する間仕切壁

（2F ～ 4F）、間仕切壁の内側にユニット型内壁および

クリーンルーム用の天井（3F 手術室）、在来天井（4F）、
給水用とスプリンクラー用の排水管（3F・4F）、天井埋

込型エアコン（4F）を設置した。各部屋には吊り下げ式

の照明を据え付けた。

3.3  入力地震動と事前解析

入力地震動を表 1に示す。2020 年 12 月初めに、3
日間に渡り加振した。首都直下地震を想定した地震動

として JMA 神戸 NS 波を、南海トラフ沿いの巨大地震

による長周期地震動対策用として、建物立地に 2 種地

盤を想定した地震動（OS2）を採用して、非線形解析に

より地表波を求めた。

3.4  実験結果

(1) 試験体の応答と構造材被害

図 5 に耐震棟試験体の全体挙動を示す。長周期地

震動 ID5 の入力後は、アンカーボルトの増し締め前後

で、固有振動数を計測した。固有振動数は入力ととも

に減少し、特に ID5 で大きく低下した。X，Y 方向の

表 1　入力地震動

図 4　耐震棟 4Fレイアウト図

最大層間変形角は、最終加震で 0.026rad、0.032radと
なった。X 方向のベースシアー係数は 0.4 程度で塑性

化の兆候を示し、ID4 のときに最大で 0.7 程度であった。

最終加震ではアンカーボルトの破断の影響で、X 方向

とY 方向ともに耐力が 2 割程度低下した。頂部最大加

速度は、最終加震では約 20m/s2 に到達した。

図 6 に免震棟の全体挙動を示す。頂部最大加速度は

免震の効果により耐震棟に比べて大きく低減した。長

周期地震動 ID5 で水平 2 方向に 150mm 程度滑動し、

免震効果を発揮した。

耐震棟建物は 1 次設計レベルの ID1 ～ ID3 では、

ほぼ無損傷であった。保有水平耐力限界レベルの入力

（ID4）で構造部材の一部（2 階梁端部と柱脚）が損傷し

たものの、応急危険度判定の結果、目立った損傷なし

と判定された。長周期地震動の入力（ID5）により、2F
と 3F の床スラブに合成梁の変形に伴う曲げひび割れが

多く生じた。柱脚のアンカーボルトに緩みが生じたため、

増し締めを行った。最大加震（ID6）で柱脚のアンカー

ボルトが 2 か所で破断したため、応急危険度判定で危

険と判定され、加震を終了した。免震棟建物では、免

震装置が正常に動作し、ほぼ無被害であった。

(2) 医療機器・什器の被害

各医療機器のキャスターロックは、通常医療現場で

行われている対角ロック・片面ロック・3点ロック・オー

ルロック・オールフリーから選択した。2 種類の床材を

使用しているフロアでは、機器を対称的になるように配

置した。医療機器・医療材料を収納する棚・キャビネッ

トは、一般的な病院施設で使用されるL 字金具を用い

て固定した。

図 7 に、2 次設計レベルの直下地震の加震（ID4）を
終えた時点の、耐震棟試験体内の病室の様子を示す。

耐震棟建物内では、3 階および 4 階に設置した重心の

高い医療機器が転倒するとともに、医療機器の多くが

大きく移動し、互いに衝突する、壁に激突するなどした。

ベッドに設置したマネキンには挿管チューブや回路を装

着したが、医療関係者から、チューブが抜ける等、医

療行為に支障をきたす可能性が指摘された。長周期地

震動（ID5）では、さらに多くの医療機器が転倒した。

図 3　鉄骨造病院試験体の概要

ＮＩＣＵ コロナ重症患者⽤病室
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1 JMA 神⼾ NS X ⽅向 16% 弾性限界

2 JMA 神⼾ NS Y ⽅向 16% 弾性限界

3 OS-2 Y ⽅向 20% ⻑周期⼩振幅

4 JMA 神⼾ NS X ⽅向 50% 2 次設計

5 OS-2 XY ⽅向 50% ⻑周期⼤振幅

6 JMA 神⼾ NS XY ⽅向 50%,
UD Z ⽅向 100%

設計超
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(3) 非構造材

間仕切り壁：図 8 に示すように間仕切り壁の損傷は、

(i) 石膏ダスト・石膏片の落下、(ii) パネル端部の皺、(iii)
固定具の損傷、(iv) パネルのひび割れ、(v) パネル内部

のひび割れ、(vi) パネル端部の破損、(vii) 構造部材と

の衝突による壁の破損、(viii) 二つのパネルのずれ、(ix)
衝突によるへこみ、(x)ドアフレームとの分離 (xi) 構造

体との分離に分類できる。図 9 に間仕切り壁のせん断

変形と最大層間変形の関係を示す。最大層間変形角が

0.29% を超えると、いくつかの間仕切り壁のコーナー部

などの応力が集中する部位が損傷した。

配管：図 10a、10b に、配管の吊り材の変形、配管が貫

通している壁の損傷、冷媒管の変形を示す。吊り材の

変形は確認できたが、配管自体の変形や損傷は見られ

なかった。

高架水槽および置き配管：高架水槽と屋上配管の損傷

の概要を図 10c に示す。架台脚部のベースプレートの

わずかなずれが確認されたが、その他の損傷は確認さ

れず、実験後の満水試験でも亀裂等による水漏れはな

かった。高架水槽に接続する配管についても、配管そ

のものには損傷は見られなかった。配管と置き架台は

一体になって振動し、フレキシブル管は曲がっていた。

配管架台脚下のゴム板は付近に散乱していた。

4.  高機能設備評価と損失判定

本震後に入院患者の避難や外来患者の受け入れ停止

が必要かどうかは、1) 建物の倒壊危険性、2) 建築的観

点からの病室使用継続性、3) 医療的観点から機能低下

度、の情報に基づき判断する必要がある。1) について

は全館避難が必要になり、2)と 3) については、診療科

ごとの判断となる。さらに、本震と同等の強さの地震動

に対しても、同様の指標を用いて医療機能の提供停止

までの余裕度を評価することが可能になる。

そこで実大震動台実験を利用して、応急危険度判定

士と災害医療派遣チーム（DMAT）が地震後に建物被害

や医療事業継続性を共同調査するチームを形成し、被

災地における病院調査の課題について世界で初めて検

討した。各指標の評価方法を検討した結果をまとめる。

4.1  骨組の崩壊余裕度評価

骨組の崩壊余裕度は、“都市の脆弱性が引き起こす

（a）固有振動数 （b）X⽅向の最⼤層間変形⾓ （a）頂部最⼤加速度

（c）X⽅向のベースシアー係数 （d）頂部最⼤加速度 （b）免震層の最⼤変位

層
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図 5　耐震棟の挙動 図 6　免震棟の挙動

周辺機器が移動し，⼿術台に衝突

機器が⼤きく移動し，⼈⼯⼼肺装置などが転倒

透析機器が⼤きく移動し，カバーが脱落

機器が⼤きく移動し，⼈⼯⼼肺装置などが転倒・転落

機器とベッドが壁に激しく衝突したのち右側に移動

図 7　病室の様子 : 左 ) 加振前 ; 右 ) 加振後

-  129 --  128 -

析医療室を、事業継続を求められる部署として、診察室、

処置室、検査部、薬剤部、スタッフステーションを再現

し、耐震・免震両棟に医療機器を配置した。一例として、

耐震棟 4F のレイアウトを図 4 に示す。

耐震棟試験体には、病院の継続使用性に影響を及

ぼす可能性が高い非構造部材や設備を配置した。耐震

棟の屋上には、2011 年東日本大震災以前の旧仕様と、

それ以降の新仕様の 2 種類の高置水槽を設置し、各水

槽と門型の架台で支持された置き配管をフレキシブル配

管で接続した。また、軽量鉄骨下地を有する間仕切壁

（2F ～ 4F）、間仕切壁の内側にユニット型内壁および

クリーンルーム用の天井（3F 手術室）、在来天井（4F）、
給水用とスプリンクラー用の排水管（3F・4F）、天井埋

込型エアコン（4F）を設置した。各部屋には吊り下げ式

の照明を据え付けた。

3.3  入力地震動と事前解析

入力地震動を表 1に示す。2020 年 12 月初めに、3
日間に渡り加振した。首都直下地震を想定した地震動

として JMA 神戸 NS 波を、南海トラフ沿いの巨大地震

による長周期地震動対策用として、建物立地に 2 種地

盤を想定した地震動（OS2）を採用して、非線形解析に

より地表波を求めた。

3.4  実験結果

(1) 試験体の応答と構造材被害

図 5 に耐震棟試験体の全体挙動を示す。長周期地

震動 ID5 の入力後は、アンカーボルトの増し締め前後

で、固有振動数を計測した。固有振動数は入力ととも

に減少し、特に ID5 で大きく低下した。X，Y 方向の

表 1　入力地震動

図 4　耐震棟 4Fレイアウト図

最大層間変形角は、最終加震で 0.026rad、0.032radと
なった。X 方向のベースシアー係数は 0.4 程度で塑性

化の兆候を示し、ID4 のときに最大で 0.7 程度であった。

最終加震ではアンカーボルトの破断の影響で、X 方向

とY 方向ともに耐力が 2 割程度低下した。頂部最大加

速度は、最終加震では約 20m/s2 に到達した。

図 6 に免震棟の全体挙動を示す。頂部最大加速度は

免震の効果により耐震棟に比べて大きく低減した。長

周期地震動 ID5 で水平 2 方向に 150mm 程度滑動し、

免震効果を発揮した。

耐震棟建物は 1 次設計レベルの ID1 ～ ID3 では、

ほぼ無損傷であった。保有水平耐力限界レベルの入力

（ID4）で構造部材の一部（2 階梁端部と柱脚）が損傷し

たものの、応急危険度判定の結果、目立った損傷なし

と判定された。長周期地震動の入力（ID5）により、2F
と 3F の床スラブに合成梁の変形に伴う曲げひび割れが

多く生じた。柱脚のアンカーボルトに緩みが生じたため、

増し締めを行った。最大加震（ID6）で柱脚のアンカー

ボルトが 2 か所で破断したため、応急危険度判定で危

険と判定され、加震を終了した。免震棟建物では、免

震装置が正常に動作し、ほぼ無被害であった。

(2) 医療機器・什器の被害

各医療機器のキャスターロックは、通常医療現場で

行われている対角ロック・片面ロック・3点ロック・オー

ルロック・オールフリーから選択した。2 種類の床材を

使用しているフロアでは、機器を対称的になるように配

置した。医療機器・医療材料を収納する棚・キャビネッ

トは、一般的な病院施設で使用されるL 字金具を用い

て固定した。

図 7 に、2 次設計レベルの直下地震の加震（ID4）を
終えた時点の、耐震棟試験体内の病室の様子を示す。

耐震棟建物内では、3 階および 4 階に設置した重心の

高い医療機器が転倒するとともに、医療機器の多くが

大きく移動し、互いに衝突する、壁に激突するなどした。

ベッドに設置したマネキンには挿管チューブや回路を装

着したが、医療関係者から、チューブが抜ける等、医

療行為に支障をきたす可能性が指摘された。長周期地

震動（ID5）では、さらに多くの医療機器が転倒した。

図 3　鉄骨造病院試験体の概要
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3 OS-2 Y ⽅向 20% ⻑周期⼩振幅

4 JMA 神⼾ NS X ⽅向 50% 2 次設計

5 OS-2 XY ⽅向 50% ⻑周期⼤振幅

6 JMA 神⼾ NS XY ⽅向 50%,
UD Z ⽅向 100%
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激甚災害の軽減化プロジェクト　サブプロ② 都市機能

の維持・回復のための調査・研究”により示された「建

物の崩壊余裕度評価のための技術資料 - 高層建物編」

に基づき、スケルトンカーブ、応答点の位置関係から総

合的に判断する手法を用いて評価した。低層建物では、

高層建物と異なり一般に設計時に動的解析を実施しな

いため、解析データから崩壊点を求められない。

本実験では、ID4 にて 2 次設計レベルで柱脚のアン

カーボルトが塑性化した。この時点では、アンカーボル

トの伸び能力と比較して十分な変形性能が残されている

ことを確認し、同等程度の地震動を再度入力しても崩

壊には至らないと判断した。

図11に ID5と ID6入力時の 45度方向のベースシアー

と1 層変形角関係を示す。アンカーボルトを増し締めす

ることで初期状態に近い剛性と固有周期に回復できるこ

とを確認した。ID5 で 2 次設計レベルの長周期地震動

を入力した時点でも履歴挙動に大幅な劣化が見られな

いことを確認した。再度アンカーボルトを増し締めして

初期状態の回復を試みた。アンカーボルトの残存伸び

能力はもう一度同程度の地震動に耐えられると判断され

たため、終局状態に至らしめるために、45 度方向に 1.4
倍の地震動を入力した。予測通り、アンカーボルトの

判断により骨組の耐力や剛性が大幅に低下し、終局状

態を迎えた。ただし、骨組が自重を支えられない倒壊

は免れている。

また、柱脚部の塑性化に伴い、全体崩壊系から骨組

下層部に変形が集中し始める状態を特異点と位置づけ、

建物基礎、下層階、頂部の 3点に取り付けた加速度計

の記録から抽出した固有モードにより状態を評価した。

4.2  非構造材の機能損失評価

天井裏の設備配管等を対象としたモニタリングでは、

加振による揺れを検知した後に動画・画像データを自動

的に収集することに成功した。加振前後の画像データ

の差分解析より配管の吊り材等にわずかに残留変形が

生じていることを検知したが、機能損失に至るほどの損

傷は生じなかった。

配管および高架水槽の機能損失評価に関しては、周

囲の状況が大きく影響していると考えられる。専門家だ

けでなく、建築の極めて高度な知識を必要としないリス

ク評価のために、配管が有するリスクを簡単に評価する

ための実験、解析データの収集および現地調査を行い、

そのデータを元に周囲の混雑状況、配管の形状、その

他配管に影響を与える因子表を作成した。

配管モデルを作成し、配管と障害物との距離をパラ

メータとした解析に基づいた損傷評価のためのデータを

作成した。

事前に予備振動実験がされる免震対応のエキスパン

ションジョイントについては、3 軸加振においても設計

(a) 3F (b) 4F (c) RF
(a) 3F (b) 4F (c) RF

図 8　間仕切り壁の被害 図 9　壁と骨組の変形

図 10　配管と高架水槽の被害

Yielding

w.t. severe
damage

Maximum

w.t. minor damage

図 11　終局状態と応答点
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可動域内の変位で安定した挙動を示した。免震装置の

可動域と隣接する建物の変位を考慮して設計可動域を

適切に確保すれば、機能に支障をきたす可能性は低い。

4.3  医療機器の機能損失評価

試験体内に配置した人工呼吸器・人工心肺装置・透

析装置・体外式膜型人工肺（ECMO）などの生命維持装

置について、実際に患者が装着する回路も再現した（図

12）。保育器を除く生命維持装置については、600 mm
以上の移動又は転倒で、接続回路が外れる危険がある

ため、治療継続の限界と判定した。保育器については、

転倒した場合にのみ治療継続の限界と判定した。

医療機器のキャスター位置をマーキングし、機器の
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振において外れ、3日目の加振でキャビネットが転倒し
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手段として、床材の種類、医療機器架台の設計条件、

医療機器別のキャスターロック方法、患者接続回路へ

の工夫などが考えられる。また、棚・キャビネットにつ

いては、医療従事者の安全を考慮した固定方法の検討

も不可欠である。
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天井裏の設備配管を対象とした画像計測に基づくモ

ニタリングシステムを構築した。本システムは、地震前

後の静止画データを取得し、画像解析により対象とする

配管に生じた残留変形や散乱度合を定量化することを

目的としている。画像奥行方向の変形量は、配管の上

下方向と左右方向にも特徴点があることを前提に、特

徴点間の間隔が既知とした推定法について検証した。

加振中の動画データから設備配管に生じた最大変形

や配管の周期特性についても取得が可能であることを明

らかにした。

5.2  動ひずみ計測

サーバーの設置が不要で、バッテリーのみで長期間

の計測が可能な Sigfox 通信形式を採用したセンシング

手法を適用した。天井裏の吊り材に設置した無線ひず

みセンサにより、吊り材の応力変化をモニタリングした。

試験直前のデータに対して、全試験期間後で残留ひず

みを確認できた。医療機器及び高架水槽架台に無線傾

斜センサを設置し、機器の転倒や残留変形をモニタリ

ングした。傾斜および衝撃検知の機能により、地震の

際の局所的な影響（転倒や破壊）、衝撃による影響（損

傷や内部被害）を検知可能であることが実証できた。

露出柱脚部の塑性変形量を評価するために、柱のひ

ずみ波形や反曲点変化を利用する手法を考案した。ひ

ずみ波形からアンカーボルトの伸びに生じるスリップ現

象を同定し、さらにスリップ時間を利用して露出柱脚の

塑性回転角、ならびにその原因となるアンカーボルトの

塑性変形伸びを推定する評価式を開発した。また、ひ

ずみの時間平均から柱内の反曲点位置を同定し、柱脚

の固定度低下を推定できることを示した。

5.3  刺激関数を用いた応答予測

実大震動台実験により、微動計測で評価したモード

情報を用いて建物の多自由度系等価線形モデルを作成

し、地震応答を推定する方法を検証した。この方法は

設計図面や構造計算書がなくても適用でき、同時計測

でなくても微動計測した位置で応答が得られることに

特長がある。建物内の多くの場所で予め微動計測され、

建物の基礎部で地震時に加速度波形が計測されること

を想定している。実験から、微動時と大地震時では建

物の動特性は異なるが、微動時の固有振動数を大地震

用に調整することにより、微動計測から大地震時の応

答予測ができる可能性を示した。非構造部材の被害は、

部材に応じて加速度、変位もしくはその両方に依存する

ため、応答解析モデルの獲得は加速度、速度および変

位の予測に有用である。

図 12　生命維持装置の接続回路（ECMO・人工呼吸器）

図 13　位置マーキング
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6.  まとめ

 災害時に事業継続性を求められる病院施設を念頭

に、通常の建物より大きな地震荷重に耐えられる病

院施設の実大振動台実験を実施し、耐震性能と建

物崩壊余裕度を評価した。建物構造の被害を低減

できる一方で、室内被害はあまり低減できず、診療

行為の継続が困難になる可能性が高いことを明らか

にした。

 生命維持などの医療行為に支障をきたす機器や高

機能設備について、地震後に迅速に状態を評価する

ために必要な定量的指標と閾値を明らかにした。

 広域無線通信式センサ、画像データ、動画データな

どを利用して、非構造部材や医療機器の状態を把

握する仕組みを提案し、実社会においても適用でき

る信頼性と精度が確保できることを確認した。

 本震後に入院患者の避難や外来患者の受け入れ停

止が必要かどうかは、1) 建物の倒壊危険性、2) 建
築的観点からの病室使用継続性、3) 医療的観点か

ら機能低下度、の情報に基づき判断する必要がある。

構造関係者と医療関係者が地震後に建物被害や医

療事業継続性を共同で調査する仕組みを検討した。

 センサなどから得られる情報により、全館避難、部

分避難、待機など管理者の運用判断を支援する仕

組みを提示した。

（謝辞）

日本製鉄、日鉄建材、日鉄エンジニアリング、センク

シア、新高製作所、セントラルユニ、日機装、田島ルーフィ

ング、森松工業、内藤設計事務所、OKUJU、アトムメ

ディカルには技術指導や資材提供をしていただいた。

京都大学医学部附属病院、宇治徳洲会病院、西陣病院、

佼成病院、大垣市民病院の医療関係者には、実験計画

と損傷評価に協力をいただいた。京都大学・京都工芸

繊維大学の学生には、計測準備と損傷観察に尽力いた

だいた。ここに厚く御礼申し上げる。
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2. 総括研究報告【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

Ⅲ-4　室内空間における機能維持

分担責任者：佐藤　栄児（防災科研）、林　和宏（千葉大学）

1.  研究の目的

本研究は、防災科学技術研究所が推進する「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」の課

題の 1つである、「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」の内、「室

内空間における機能維持」において、地震時に建物の

室内空間の機能を維持することを目的に行っている。

非構造部材、屋内設備、家具、什器等に関して、地

震時の損傷挙動データを収集するとともに、損傷被害

検証手法のガイドライン、被害対策法、地震被害セン

シング手法を提案する。具体的には、各種非構造部材、

屋内設備、家具、什器等の地震動による損傷が再現可

能な大型振動台実験用試験体を製作し、さまざまな地

震動に対して各非構造部材の損傷に関するデータを収

集・蓄積する。さらに、それらのデータを整備・検討し

て、被害モニタリング手法の構築をめざす。

これらの成果より、現在までに確立されていない、

室内被害による検証方法のガイドラインの作成、およ

び、画像処理技術を用いたセンシングシステムの構築を

行う。室内被害を定量的に評価できることで、構造物

を含めた総合的な地震時の被災状況を把握し、早期復

旧が可能となる。

2.   室内空間における損傷被害検証手法のためのＥ－

ディフェンス振動台実験

2.1  実験目的

地震時における非構造部材、家具什器等の安全性お

よび施設機能などへの影響（被害）について、振動台実

験により被害度の評価法や被害軽減のための対策方法

を検証する。これにより、地震時における室内空間全

体でのより効果的な機能維持を実現させることを目指し

ている。

そこで、室内空間に関して実験的かつ統一的に機能

維持性能を評価できる検証システムを確立するため、

室内空間に特化し繰り返し同一条件下で振動台実験を

実施する手法を提案する。

2.2  検証用実験ユニット

E－ディフェンスを用い、各種非構造部材、屋内設備、

家具、什器等に特化し、これらを比較的自由にかつ効

果的に設置し、室内空間を再現させたうえ、繰り返しお

よび同一条件での振動台実験による検証および評価が

可能な実験治具（以下、「検証用実験ユニット」という）

を設計した。

1つの検証用実験ユニットの大きさは柱スパンで 8×
5m（図 1）で、基準高さは 3.58mである。質量は 1ユニッ

トあたり約 57ton（床スラブを含む）で、比較的剛な構造

として設計している。それぞれの検証用実験ユニットは

結合可能で、最大で平面方向に 2 個× 2 個、高さ方向

で 2 層まで積み重ね振動台に搭載可能である。本実験

では検証用実験ユニットを平面方向に 3 基設置し加振

実験を行った。E－ディフェンスに搭載した際の全体図

を図 2 に示す。

検証用実験ユニットは、主要構造部材を無損傷に留

めることで繰り返しの使用を可能とし、検証目的に応じ

て、実験ごとに検証用実験ユニットの内部に設置する非

構造部材、屋内設備、家具、什器等を組み替え、室内

環境を変化させることが可能である。これにより短期間

で効果的に室内空間に同一条件での振動台実験が可能

となる。

2.3  再現室内空間

検証用実験ユニットには、構造要素として柱梁のほ

か床スラブと天井スラブがあり、これらに非構造部材、

屋内設備、家具、什器等を設置することになる。実験

においては、検証目的に応じて室内環境・機能を設定

する必要がある。そこで過去の地震災害時に機能損失

により大きく影響を受けた建物用途・施設について事

図 1　検証用実験ユニット　パース図

図 2　検証用実験ユニット
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物崩壊余裕度を評価した。建物構造の被害を低減

できる一方で、室内被害はあまり低減できず、診療

行為の継続が困難になる可能性が高いことを明らか

にした。

 生命維持などの医療行為に支障をきたす機器や高

機能設備について、地震後に迅速に状態を評価する

ために必要な定量的指標と閾値を明らかにした。

 広域無線通信式センサ、画像データ、動画データな

どを利用して、非構造部材や医療機器の状態を把

握する仕組みを提案し、実社会においても適用でき

る信頼性と精度が確保できることを確認した。

 本震後に入院患者の避難や外来患者の受け入れ停

止が必要かどうかは、1) 建物の倒壊危険性、2) 建
築的観点からの病室使用継続性、3) 医療的観点か

ら機能低下度、の情報に基づき判断する必要がある。

構造関係者と医療関係者が地震後に建物被害や医

療事業継続性を共同で調査する仕組みを検討した。

 センサなどから得られる情報により、全館避難、部

分避難、待機など管理者の運用判断を支援する仕

組みを提示した。
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シア、新高製作所、セントラルユニ、日機装、田島ルーフィ

ング、森松工業、内藤設計事務所、OKUJU、アトムメ

ディカルには技術指導や資材提供をしていただいた。

京都大学医学部附属病院、宇治徳洲会病院、西陣病院、

佼成病院、大垣市民病院の医療関係者には、実験計画

と損傷評価に協力をいただいた。京都大学・京都工芸

繊維大学の学生には、計測準備と損傷観察に尽力いた

だいた。ここに厚く御礼申し上げる。
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前に調査し、それらの建物用途・施設に応じた室内環

境・機能を再現した。具体的には、建物用途として住居、

オフィス、展示施設を設定した。これらの再現室内空

間の計画レイアウトを図 3 に示す。

2.4  入力波形

検証用実験ユニットへの入力波は、既往の構造物を

対象とした振動台実験の様に、過去に観測された地震

動や設計用の入力地震動（地表面加速度）だけではな

く、それらの地震動により建物が揺すられた際の床応

答加速度も入力した。そのため検証目的により設定し

た建物用途に合わせて、建物構造および設定階を決定

した上で、応答解析により設定階の床応答加速度を算

出し、その床応答加速度を振動台実験の入力波として

用いた（図 4）。また、応答解析における設定建物への

入力地震動のレベルとして、震度階級が 3 ～ 4 程度、5
弱～ 5 強、6 弱以上と段階的にレベルを上げて評価し

た。これらにより、建物の固有周期や地震動の入力レ

ベルと室内空間の被害状況との関係についても検証を

行った。

また、今後発生が確実視されている、首都直下型地

震に対して、サブプロ (b)との連携により、関東域での

地盤や震源の特性などを考慮した波形の作成を行い振

動台実験の入力波として使用した。

本実験に用いた主な地震動を表 1に示す。

2.5  実験計画

本実験では、検証用実験ユニットを平面方向に 3 基

設置した加振実験を 2 シリーズに分けて行った。詳しく

は、1シリーズ目の加振実験が終了、被害検証を行った

後、内装工事を改めて行い 2 シリーズ目の加振実験を

行った。室内の様子の一例を図 5 に示す。

2.6  実験結果

検証用実験ユニット内に室内空間を再現し、E－ディ

フェンスを用いた振動台加振実験を行った。加速度計、

変位計を用いたセンシングに加え、監視カメラ等、画像

によるセンシングを行うことで地震時の建物・施設の機

能継続性ついての検証や、被害状況の判定法の確立、

耐震性向上・機能維持のための対策検討を行った。

実験時の主な被害を図 6 および表 2 にまとめる。

展示ケースや展示台の被害が発生しない場合でも、

そのうえの展示物の移動や転倒がみられた。転倒した

(a) 博物館のレイアウト

(b) 住居・オフィス・サーバールーム
図３ 再現空間のレイアウト図 3　再現空間のレイアウト

(a) 想定される観測地震動

(b) 想定建物に⼊⼒し数値解析を⾏

(c) 数値解析で得られた特定階の
床応答加速度波形

想定⾸都圏地震（サブ B 連携波）
JMA 神⼾波
JR 鷹取波

熊本地震本震（KiK-net 益城）
東北地⽅太平洋沖地震（K-NET 仙台）

想定東海地震（三の丸波）

図 4　入力加速度波形作成手順

表 1　主な入力地震動
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場合、展示物の損傷も発生しており、損傷により歴史的

価値の喪失も生じるため、これらの対策などが必要であ

る。

また展示ケースの転倒、照明の落下などは重大な人

的被害につながる可能性がある、これらの対策も重要

になってくる。

3.   カメラ映像を用いた地震時即時室内被害状況判定手

法の開発 
3.1  被害判定アンケートの分析

震災時に機能維持に関わる被害の判定法の検討を

行っており、人が地震被害を察知する時、視覚、聴覚、

嗅覚などの情報から判断していることに着目し、映像や

音響等（五感センサ）を利用した定量的な被害評価シス

テムの構築を目指す。映像からの評価では、人が映像

を目で見て判定した定性的評価と、センサ等からの定量

的評価との相関関係を導き出し、最終的にはセンサ等

から総合的に被害判定を行う。図 5　室内の再現状況（博物館）

図 6　実験時の被害状況（博物館）

表 2　主な被害状況

対象 被害状況 
展⽰台上の展⽰物 展⽰台からの落下、転倒。展⽰物の

破損。 
壁掛けの展⽰物 ワイヤーケーブルの破損・展⽰物の

落下。壁の損傷。 
展⽰ケース 展⽰ケースの転倒・破損。

展⽰物の破損。 
免震台 ⼀定の効果あり 

地震動により展⽰物の落下、転倒。 
ダクトレールの照明 照明の落下、落下による破損。 
プロジェクター 取り付け部材の⼀部変形。置き型は

移動。 
間仕切壁 物品の衝突による破損。 
OA フロア 物品の転倒等によるパネルの変形。 
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人による定性的評価について、検証するため振動台

実験の実験映像を見た時の評価について、web を用い

たアンケート調査を行っている 1)。これまでに 100人の

回答を得たアンケートを分析した。

3.2  定性的被害判定の根拠となった要因

アンケートにより得られた被害判定理由を分析するこ

とにより、人が被害程度を判定する上で何に着目してい

るのか分析する。

表 3 は、被害判定理由から読み取ることが出来る着

目点を 9 種類に分類し、各着目点に関連するキーワー

ドを含む判定理由の回答数をカウントした結果である。

表は回答数が多い順に上から並べており、上位 4 項目

は上から順番に「物の移動」・「物の転倒」・「小物の落

下・散乱」・「人の状況」となった。

4.  動画解析による自動被害判定に向けた検討

4.1  概要

室内被害の自動判定を目的とした動画解析を実施し、

前述したアンケート結果をどの程度再現可能かを検証す

る。

4.2  動画解析による被害判定手法の概要

室内被害発生時には、家具・什器の転倒や天井の崩

落等、モノの動きが生じる。そこで本検討では動画内

の動きを表す「動きベクトル」を用いて被害程度を推定

する。動きベクトルとは、動画の各画素に映るモノが画

像平面上をどの方向にどれくらいの速さで動いているか

を表すベクトルであり、時系列の前後 2 枚の画像から

算出される。

またカメラ映像ではカメラから離れた位置にあるモノ

や動きは小さく映るため、画像平面上の動きだけでは

正確な動きが把握できない。そこでカメラと各画素に映

るモノの距離（奥行き）を推定し、動きベクトルの大きさ

にその距離に応じた重みを乗じて補正を行った。

4.3  動画解析による被害判定のための特徴量抽出

前述の室内被害映像の判定に関するアンケート調査

の結果分析により、人が定性的に室内被害を判定する

際の着目点の上位 3 項目は「物の移動」、「物の転倒」お

よび「小物の落下・散乱」であることを明らかにした。

そこで、この 3 つの着目点を動画解析により定量化し、

被害を判定する手法について検討した。

室内のそれぞれの対象（家具、壁、天井など）に対し

て動き、移動、落下などを画像解析により16 種類の特

徴量として数値化する。特徴量算出フローを図7に示す。

本特徴量と被害判定アンケートより、被害予測式を導き

出した（ここでは 2 つの回帰分析を実施）。それぞれの

分析結果を図 8 に示す。図からデータに対する回帰モ

デルの当て嵌まりが良く、住宅・オフィス共に正解値に

近い予測値を算出していることが分かる。

5.  簡易デバイスを用いた地震被害評価

近年開発された簡易デバイスを活用した地震時の被

害評価システムと、当該情報を迅速に共有する仕組み

を提案、開発する。

5.1  簡易センシングデバイス

ここでは、地震時の被害評価で最も多く用いられる

加速度記録に着目し、MEMS センサを用いた簡易地震

計、スマートフォン、感震ブレーカーなどの簡易センシ

ングデバイスの活用を想定する（図 9 参照）。

表 3　被害判定時における着目点

項⽬ 備考

1 物の移動 転倒せずに物が移動（キャスターのない家具類
であれば滑動）しているか。

873

2 物の転倒 主に⼤きな家具や重量物が転倒しているか。 665

3 ⼩物の落下・散乱 ⼩物が落下したり散乱したりしているか。 504

4 ⼈の状況 ⼈の怪我の程度や動けるかどうか。 415

5 部屋全体の揺れ⽅
部屋全体または映像全体がどのように揺れてい
るか。（カメラ⾃体が振動することによる映像
の揺れも含む）

246

6 物の破損 コピー機などの物が損傷しているか。 173

7 部屋全体のレイアウト 部屋全体の家具等のレイアウトがどのくらい変
化しているか。

164

8 吊り照明の揺れ・天井落下 吊り照明がぶらぶらと揺れているか。天井が落
下しそうになっているか。

131

9 引き出し・扉の動き 引き出しや冷蔵庫の扉等が開閉したり、落下し
たりしているか。

128

※2全判定理由回答数：2047個

No
着⽬点 回答数※1

(個)

※1 着⽬点を含む判定理由の回答数

図 7　動画解析による特徴量算出フロー

図 8　被害判定の回帰分析結果
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2018 年度に本プロジェクトで実施された E－ディフェ

ンス実験において、上記 3 デバイスの性能を検証した。

図 10 は軸組み住宅 1 階で計測した床応答加速度履歴

を示す。IT 強震計、スマートフォン、の応答は精度よく

対応している。これは、本来地震計として製作されては

いないスマートフォンや感震ブレーカーを用いた地震被

害評価に、可能性があることを示している。

5.2  スマホ地震計アプリ

地震発生時の揺れの記録を自動的に収集し、インター

ネット回線を通じて共有するスマートフォンアプリ（以後、

スマホ地震計アプリ）を開発した（図 11 参照）。アプリ

は Android デバイス上で常駐し、揺れを感知することで

加速度記録を FTP サーバーやAmazon Web Services
の S3 データストレージ等に自動アップロードする機能を

有する。本アプリについて、2021年度の E－ディフェン

ス実験（図 12）で性能検証を実施した。今後、本アプ

リについては Google Playなどを通じた無料配布をめざ

す。

5.3   クラウドコンピューティングを活用した被害評価と

情報共有

インターネットを通じたリアルタイムな被害評価と情

報共有をめざして、リアルタイム地震被害評価システム

を、クラウドコンピューティング上に構築した。ここでは、

AWS が提供するEC2を利用した。図 13 は、当該シス

テムの試験運用結果の一部で、実在する自治体庁舎の

被害評価結果である。

6.  まとめ

 室内空間の振動台実験に向けて、「室内空間を中心

とした機能保持のための研究会」（関連機関および

各種メーカが参加）を実施し、室内空間における損

傷被害検証手法のため、E－ディフェンス振動台実

験を行った。

 製作した検証用ユニット内に様々な室内空間（博物

館・オフィス・住宅・サーバールーム）を再現し、加

振実験を行うことで、建物用途により異なった被害

状況を把握・評価した。

 室内被害を再現する目的から、振動台に入力する波

形については、いくつかの建物ケースを想定し、想

定階に準じた入力加速度を数値計算で算出し、振

動台の入力波形とした。これらの方法により、通常、

低層に比べ揺れが大きい高層階での室内被害につい

ても評価することができた。

 サブプロ (b)との連携により、今後発生が確実視さ

れる首都直下型地震を想定した、関東域での地盤

や震源の特性などを考慮した波形を作成し、入力波

形として用いた。想定地震動による室内被害を現わ

a)簡易地震計 (b)ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ (c)感震ﾌﾞﾚｰｶｰ
図 9　簡易センシングデバイス

図 10　木造住宅 1 階床面の加速度記録

図 11　スマホ地震計アプリ

図 12　E－ディフェンス実験での性能検証

図 13　被害評価結果例
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人による定性的評価について、検証するため振動台

実験の実験映像を見た時の評価について、web を用い

たアンケート調査を行っている 1)。これまでに 100人の

回答を得たアンケートを分析した。

3.2  定性的被害判定の根拠となった要因

アンケートにより得られた被害判定理由を分析するこ

とにより、人が被害程度を判定する上で何に着目してい

るのか分析する。

表 3 は、被害判定理由から読み取ることが出来る着

目点を 9 種類に分類し、各着目点に関連するキーワー

ドを含む判定理由の回答数をカウントした結果である。

表は回答数が多い順に上から並べており、上位 4 項目

は上から順番に「物の移動」・「物の転倒」・「小物の落

下・散乱」・「人の状況」となった。

4.  動画解析による自動被害判定に向けた検討

4.1  概要

室内被害の自動判定を目的とした動画解析を実施し、

前述したアンケート結果をどの程度再現可能かを検証す

る。

4.2  動画解析による被害判定手法の概要

室内被害発生時には、家具・什器の転倒や天井の崩

落等、モノの動きが生じる。そこで本検討では動画内

の動きを表す「動きベクトル」を用いて被害程度を推定

する。動きベクトルとは、動画の各画素に映るモノが画

像平面上をどの方向にどれくらいの速さで動いているか

を表すベクトルであり、時系列の前後 2 枚の画像から

算出される。

またカメラ映像ではカメラから離れた位置にあるモノ

や動きは小さく映るため、画像平面上の動きだけでは

正確な動きが把握できない。そこでカメラと各画素に映

るモノの距離（奥行き）を推定し、動きベクトルの大きさ

にその距離に応じた重みを乗じて補正を行った。

4.3  動画解析による被害判定のための特徴量抽出

前述の室内被害映像の判定に関するアンケート調査

の結果分析により、人が定性的に室内被害を判定する

際の着目点の上位 3 項目は「物の移動」、「物の転倒」お

よび「小物の落下・散乱」であることを明らかにした。

そこで、この 3 つの着目点を動画解析により定量化し、

被害を判定する手法について検討した。

室内のそれぞれの対象（家具、壁、天井など）に対し

て動き、移動、落下などを画像解析により16 種類の特

徴量として数値化する。特徴量算出フローを図7に示す。

本特徴量と被害判定アンケートより、被害予測式を導き

出した（ここでは 2 つの回帰分析を実施）。それぞれの

分析結果を図 8 に示す。図からデータに対する回帰モ

デルの当て嵌まりが良く、住宅・オフィス共に正解値に

近い予測値を算出していることが分かる。

5.  簡易デバイスを用いた地震被害評価

近年開発された簡易デバイスを活用した地震時の被

害評価システムと、当該情報を迅速に共有する仕組み

を提案、開発する。

5.1  簡易センシングデバイス

ここでは、地震時の被害評価で最も多く用いられる

加速度記録に着目し、MEMS センサを用いた簡易地震

計、スマートフォン、感震ブレーカーなどの簡易センシ

ングデバイスの活用を想定する（図 9 参照）。

表 3　被害判定時における着目点

項⽬ 備考

1 物の移動 転倒せずに物が移動（キャスターのない家具類
であれば滑動）しているか。

873

2 物の転倒 主に⼤きな家具や重量物が転倒しているか。 665

3 ⼩物の落下・散乱 ⼩物が落下したり散乱したりしているか。 504

4 ⼈の状況 ⼈の怪我の程度や動けるかどうか。 415

5 部屋全体の揺れ⽅
部屋全体または映像全体がどのように揺れてい
るか。（カメラ⾃体が振動することによる映像
の揺れも含む）

246

6 物の破損 コピー機などの物が損傷しているか。 173

7 部屋全体のレイアウト 部屋全体の家具等のレイアウトがどのくらい変
化しているか。

164

8 吊り照明の揺れ・天井落下 吊り照明がぶらぶらと揺れているか。天井が落
下しそうになっているか。

131

9 引き出し・扉の動き 引き出しや冷蔵庫の扉等が開閉したり、落下し
たりしているか。

128

※2全判定理由回答数：2047個

No
着⽬点 回答数※1

(個)

※1 着⽬点を含む判定理由の回答数

図 7　動画解析による特徴量算出フロー

図 8　被害判定の回帰分析結果
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すことにより、今後の防災活動の普及・啓発に有効

的な結果となった。

 震災時に機能維持に関わる被害の判定法の検討を

おこなう目的で、人による定性的評価に対し、映像

や音響等（五感センサ）を利用した定量的な被害評

価システムの構築を目指した。

 100人を対象に、過去の実験で得られた室内被害の

動画に対して定性的被害判定のアンケートを実施し

た。被害判定理由の回答の文章中に含まれるキー

ワードを分析した結果、人が被害を判定する際に重

要視していると推測される項目は、上から「物の移

動」・「物の転倒」・「小物の落下・散乱」・「人の状

況」となった。

 室内被害の自動判定を目的とした動画解析を実施

し、アンケート結果で得られた定性的被害判定をど

の程度再現可能か検証した。その結果、定性的被

害判定と同等の判定が可能であることを確認した。

 スマートフォンや感震ブレーカーで取得した地震記

録は、地震被害評価に用いるに十分な精度を有して

いた。

 地震波形の記録・共有を目的とした Android スマ

ホアプリを開発した。本アプリについては、Google 
Playなどを通じた無料配布をめざす。

 汎用のクラウドコンピューティングサービスを利用し

て、リアルタイム地震被害評価システムを構築し、

その試験運用を行った。システムは、実在する地方

行政庁舎での試験運用を継続しており、今後は更な

る広域展開をめざす。

（謝辞）

本研究は、「室内空間を中心とした機能保持のための

研究会」の協力により実施できた。特に振動台実験に

おいては、IMV（株）、NPO 安心安全のまちづくり機構、

（株）イトーキ、FKK（株）、セイコーエプソン（株）、（株）

オカムラ、カリモク皆栄（株）、（株）桐井製作所、（株）

構造計画研究所、コクヨ（株）、センクシア（株）、帝京

大学、東京国立博物館、京都国立博物館、NHK 技研、

藤澤建機（株）、フリーアクセスフロア工業会、（株）ホタ

ルクス、明治大学、防災機器検査協会には多大な協力

を得た。

また、簡易デバイスを用いた地震被害評価に関して

は、サブプロジェクト (b) 課題 2C『スマートフォンによ

る揺れ観測技術の開発』と、データ利活用協議会『建

物付帯設備分科会』の協力を得た。

ここに深く感謝の意を表します。

参考文献

1） 地震時被害映像に関するアンケート（住居・オフィ

ス・学校編） https://forms.gle/TuJ5nBATBtx7Buh59
2） I. Laina, C.Ruppercht, V.Belagiannis, F. Tombari, 

and N. Navab. Deeper Depth Prediction with Fully 
Convolutional Residual Networks. In 3DV, 2016.
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2. 総括研究報告【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

Ⅲ-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

分担責任者：西谷　章（早稲田大学）

1.  研究の目的

人口が集中し、多数の企業が本社機能を置く首都圏

が巨大地震に襲われたときの迅速な復旧・立直りに向

けた有効な対策が求められている。このひとつが、地

震直後の、建築物のすみやかな損傷度・余裕度評価、

事業（使用）継続性判定である。

センサ技術・IT を有効活用した、迅速な判定法の構

築を目的として、サブ (c)では、＜課題１～ 5＞が推進

されてきた。

＜課題 1～ 4＞は、それぞれが担当の E－ディフェン

ス大型震動台実験を実施してデータ収集を行い、＜本

課題 5＞は全実験に関与して、無線加速度センサ・層

間変位センサを中心に据えたデータ計測を行ってきた。

また、地震の地盤・建物への影響を定量的に把握する

目的で、サブ (b)との協力のもと、地盤－建物系に設置

された地震計データの整備も行っている。

以上のデータ収集整備を通して、今後の防災への利

活用方策を検討し、被害推定システムの構築に向けた

判定法の提案等を行って、その普及をはかる。

2.  無線加速度センサと層間変位センサ

4 つの E－ディフェンス実験において無線加速度セン

サの、3つの実験において層間変位センサの計測を行っ

た。

これまでにも、さまざまな研究課題、研究機関によっ

て、実大建物試験体の加振実験が実施されてきている

が、中小地震から大地震まで、木造・RC 造・S 造に対

して共通のセンサを設置して、統一的なデータ計測収集

を実施したのは、これまでに例がなく、意義あるデータ

整備を行うことができた。そして、両センサのデータを

融合した損傷度等の判定法を提案した。

共通のセンサとして、無線センサ、層間変位センサを

選択した理由は次の通りである。

自動車の自動ブレーキ・自動運転に代表されるように、

現代技術の発展はセンサ技術の発展と不可分である。

無線センサは、複数層にわたるデータが必要な建築物

において、ケーブル不要で設置も容易となり、建物のモ

ニタリングにおける利点は大きい。将来の建築構造ヘル

スモニタリングの主流となりうるものである。

もう一方の、層間変位センサ [1] は、建物の安全度・

崩壊余裕度ともっとも相関性の高い層間変位時刻歴を

直接計測する機器である。

現在複数の機関により提案・実装されている建物モ

ニタリングも、加速度センサ計測値を積分して層間変位

を算出し、健全性判定を行う方式を採用しているもの

が多い。実大建物模型の加振実験では、LVDTタイプ

[2]の接触型センサによる層間変位計測も可能であるが、

設置が大掛かりで、大きなスペースを要するため、実建

物への適用は現実的ではない。

このような背景から、コンパクトに、層間変位時刻歴

を直接計測できる機器はずっと求められていたが、早

稲田大学－鹿島の共同研究がこの開発を成功させた

[1]。設置・計測に大きなスペースは不要であり、すでに、

このセンサが設置された実建物もある。

この層間変位センサは「光源部」と「受光部」からな

り、光源部を上階梁下端に、受光部を真下の梁上端に

設置する。光学的な原理によって、受光部が光源部位

置を追跡することで、2 方向の層間変位時刻歴を計測で

きる非接触型のセンサである。

このセンサによる精確な層間変位データ取得には、

「光源部」と「受光部」間の設置寸法に合わせて、計測

実施前か後のいずれかに、専用の機器「XYステージ」

を用いたキャリブレーションを行う必要がある。

今回、上述の両センサによって収集したデータは、

今後のモニタリングのあり方の議論に、損傷度や余裕度

の判定法構築の議論に有用なデータとなる。また、細

かな技術的課題となるが、加速度積分から推定する層

間変位の妥当性に関する議論にも大いに役立つはずで

ある。

3.  Ｅ－ディフェンス実験でのデータ計測収集

以上述べたように、E－ディフェンス実験において、

共通のセンサによるデータ収集を行った。2017 年度に

は、事前準備として、選択した無線センサの性能検証

実験を実施し、2018 ～ 2021年度の実大実物実験では、

それぞれの主担当の＜課題 1～ 4＞と協力しながら、セ

ンサ設置計画を策定して、計測を行った。

本報告の冒頭でも述べたが、木造・RC 造・S 造を対

象に、中小～大地震までの加速度応答を無線センサに

よって、層間変位応答を層間変位センサによってデータ

取得した。

以下、2017 ～ 2021 年度の実験内容と関連する検討

検証結果を述べる。

3.1  2017 年度の無線センサ性能検証

・翌年度以降の E－ディフェンス実験用に選定した無線
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すことにより、今後の防災活動の普及・啓発に有効

的な結果となった。

 震災時に機能維持に関わる被害の判定法の検討を

おこなう目的で、人による定性的評価に対し、映像

や音響等（五感センサ）を利用した定量的な被害評

価システムの構築を目指した。

 100人を対象に、過去の実験で得られた室内被害の

動画に対して定性的被害判定のアンケートを実施し

た。被害判定理由の回答の文章中に含まれるキー

ワードを分析した結果、人が被害を判定する際に重

要視していると推測される項目は、上から「物の移

動」・「物の転倒」・「小物の落下・散乱」・「人の状

況」となった。

 室内被害の自動判定を目的とした動画解析を実施

し、アンケート結果で得られた定性的被害判定をど

の程度再現可能か検証した。その結果、定性的被

害判定と同等の判定が可能であることを確認した。

 スマートフォンや感震ブレーカーで取得した地震記

録は、地震被害評価に用いるに十分な精度を有して

いた。

 地震波形の記録・共有を目的とした Android スマ

ホアプリを開発した。本アプリについては、Google 
Playなどを通じた無料配布をめざす。

 汎用のクラウドコンピューティングサービスを利用し

て、リアルタイム地震被害評価システムを構築し、

その試験運用を行った。システムは、実在する地方

行政庁舎での試験運用を継続しており、今後は更な

る広域展開をめざす。

（謝辞）

本研究は、「室内空間を中心とした機能保持のための

研究会」の協力により実施できた。特に振動台実験に

おいては、IMV（株）、NPO 安心安全のまちづくり機構、

（株）イトーキ、FKK（株）、セイコーエプソン（株）、（株）

オカムラ、カリモク皆栄（株）、（株）桐井製作所、（株）

構造計画研究所、コクヨ（株）、センクシア（株）、帝京

大学、東京国立博物館、京都国立博物館、NHK 技研、

藤澤建機（株）、フリーアクセスフロア工業会、（株）ホタ

ルクス、明治大学、防災機器検査協会には多大な協力

を得た。

また、簡易デバイスを用いた地震被害評価に関して

は、サブプロジェクト (b) 課題 2C『スマートフォンによ

る揺れ観測技術の開発』と、データ利活用協議会『建

物付帯設備分科会』の協力を得た。

ここに深く感謝の意を表します。

参考文献

1） 地震時被害映像に関するアンケート（住居・オフィ

ス・学校編） https://forms.gle/TuJ5nBATBtx7Buh59
2） I. Laina, C.Ruppercht, V.Belagiannis, F. Tombari, 

and N. Navab. Deeper Depth Prediction with Fully 
Convolutional Residual Networks. In 3DV, 2016.
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加速度センサを、4 層のせん断型構造物試験体に設置

し、清水建設技術研究所の大型振動台を用いて、性能

確証実験を実施した（写真 1）。結果として、比較のため

に設置した「サーボ型加速度計 JA-40GA（日本航空電

子）」と同等の計測精度が確認できた。

 

写真 1　無線センサ性能確証実験

・また、2005 ～ 2015 年実施の、E－ディフェンス加振

実験 52 件の公開結果を対象にデータ整理も行った。モ

ニタリング実装の多くでは加速度センサが採用されてい

ることを踏まえて、52 件のうちの建物系実験の中から、

センサが各層に設置され、計測条件が確実に把握でき

る13 件を選んで、加速度データから層間変位への変換

手法の検証も行った。

3.2  2018 年度木造Ｅ－ディフェンス実験 
・実験対象は、木造 3 層の耐震住宅と免震住宅である。

免震住宅については、実験途中段階での基礎固定への

改装を行っている。当初からの耐震建物は、基礎を模

擬した土の地盤上に建ち、再現された配管等も地中か

ら建物に繋がっている。

・無線加速度センサとして、前年度に性能確認を行った 4
種（sonas、Swing Minder、Swing Minder II、G-Link-200）
による全層の計測を行い、加えてスマートフォンによる簡

易計測を想定して、i-Pod Touchも設置した。

・サブ (c)として初の E－ディフェンス実験であり、無線

センサの「時刻同期精度」「通信速度」「電源供給」など

の点も実験を通して検証し、将来に向けての改善点も抽

出した。メーカとの協議を経て、一部改善も実施したも

のもある。

・無線センサは、複数の無線通信の交錯などから、

データ計測が行えない事態も発生しうる。事実、今回

の実験でも一部データ欠測が生じた。データ取得率の

良好度の点からは、sonas、Swing Minder II、Swing 
Minder、G-Link-200 の順となった。

・有線の加速度センサも同時に設置している。このデー

タと無線センサデータの数値積分から求めた変位を比

較した。絶対変位時刻歴については、各層の結果に大

差はない。しかし、その差分をとった層間変位時刻歴

には違いが生じている。時刻同期の精度がこの「違い」

に繋がっている可能性は大きく、加速度から層間変形

を算出するには正確な時刻同期が求められることにな

る。

・計測が限定層のみとなる状況も想定して、1・3 層の

データから 2 層応答を「モード合成法」によって予測す

る試みも実施した。正確なモードを事前に評価できて

いれば、推定可能であることを確認した。

・層間変位センサは、両建物とも各層 2 箇所で計測を

行った。一部、実験途中段階での、免震から基礎固定

への変更作業にともなって計測不能となった箇所もあっ

たが、データ収集はおおむね順調であった。

3.3  2019 年度ＲＣ造Ｅ－ディフェンス実験 
・対象は、3 層のＲＣ造防災拠点建物である。

・無線加速度センサとして、3 種（sonas、Swing Minder、
G-Link-200）を採用し、全層計測を行った。木造同様、

スマートフォンによる簡易計測用として、i-Pod Touchも設

置している。

図 1は、立面図的に、無線センサ設置位置を示して

いる（奥行方向となる短辺方向は 1スパンである）。

・無線センサの計測において、木造実験でも触れたよ

うに、複数の無線通信が交錯するとデータ欠測が生じ

やすく、欠測頻度も重要な確認項目となる。データ取

得率は、木造実験時と同様の、sonas、Swing Minder、
G-Link-200 の順の良好度となった。

・層間変位センサは、各層 2 箇所で計測を行った。

・層間変位直接計測のメリットは、健全度・危険度・事

業継続性の判断指標として有用な残留変位も計測でき

ることである。

層間変位最大値のみであれば、加速度からの積分に

よってもある程度の推定は可能である。しかし、残留

変位の算出も含めると、以下のような結果となる。

・線形範囲にほぼおさまる程度の応答なら、加速度積

分は、層間変位直接計測とおおむね一致する。しかし、

塑性化に至る規模の地震波入力（人工地震波 160％）

図 1　無線センサ設置位置図１ 無線センサ設置位置

震動台テーブル上に設置

天井⾯に設置

天井⾯に設置
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に対して、積分では残留変位を算出できない。実大建

物震動台実験において、積分による評価の限界を明確

に示したのは初めてと言える。

3.4  2020 年度Ｓ造Ｅ－ディフェンス実験

・実験対象は、S 造医療施設である。4 層耐震棟と 3
層免震棟からなる。両棟には種々の医療機器が置かれ、

2 層位置で Expansion Jointをもつ渡り廊下によって結ば

れている。

・無線加速度センサとして、Swing Minder、sonas によ

る計測を実施した。簡易計測用の i-Pod Touch の設置は

これまでと同様である。

・本実験では、Swing Minder は「構造躯体の被害推定」

用とし、sonas は「非構造部材（天井・間仕切り壁）の

被害推定」を主目的とした。実験中の医療機器の接触・

転倒に起因するデータ収集の不具合が一部発生したが、

すべての地震波入力に対してデータ収集が行えた。

・前年度までの検証から、層間変位の最大値のみなら

ば、加速度の積分結果も直接計測値と大差ないことに

既に触れた。この実験でも以下のように確認している。

・揺れの大きい耐震棟に関して、＜ Swing Minder によ

る加速度の積分から算出した層間変位最大値＞と＜層

間変位センサによる直接計測値の最大値＞とを比較した

のが、図 2 である。縦軸は積分結果、横軸は直接計測

値で、全層を同時に示している。多くは両最大値がほ

ぼ一致し、斜め 45 度の線付近にある（この線からのず

れを生じている加速度データには、スパイク状のノイズ

混入が確認されており、＜積分値＞が＜実測値＞を上

回った原因であろう）。

 

・医療施設では特に、間仕切り壁の破損・損傷は事業

継続に大きく影響する。非構造部材の被害推定検討用

として、sonas を、耐震棟の各階床位置と 2・4 層の間

仕切り壁の高さ方向中央位置に設置した。

　この計測データから、入力地震動の増大にともない、

間仕切り壁が躯体以上に変形し、破損先行が予想され

ることを定量的に確認した。以下、具体的なデータに

触れる。

・sonas 加速度データ積分をもとにした＜直上床と間仕

切り壁中央の変位の差分＞、＜間仕切り壁中央と直下床

の変位の差分＞から、躯体と間仕切り壁の間の変形角

を算出した。この変形角最大値を＜構造躯体の最大層

間変形角＞と比較したのが、図 3である。

図中の「間仕切り壁（上部）」「間仕切り壁（下部）」

はそれぞれ、壁上半分、下半分の変形角を指す。図中

の番号は加振番号を示し、大きな番号ほど入力地震動

は大きい。

地震動の増大とともに、間仕切り壁の変形角が躯体

を上回っており、大地震時に間仕切り壁の破損が先行

するであろうことを定量的、具体的に示すことができた。

・＜課題 5＞は、絶対加速度データと層間変位の実測

データの併用による損傷判定法の提案を目的としてい

る。

制御分野では、実測した出力データをもとに「計測し

ていない応答量」を推定して、その情報をも制御に反

映させる「オブザーバ」という手法がある。

この考え方に基づいて、計測した加速度出力データ

から、Kalman Filter（KF）オブザーバによる層間変位推

定を行う。弾性時の構造情報をもとに KF を設定する

と、塑性化の進行とともに KF による層間変位推定値が

図 2　数値積分と直接計測による層間変位最大値の比較

図 3　間仕切壁の変形角（上から順に

4 層面内・面外、2 層面内・面外）
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加速度センサを、4 層のせん断型構造物試験体に設置

し、清水建設技術研究所の大型振動台を用いて、性能

確証実験を実施した（写真 1）。結果として、比較のため

に設置した「サーボ型加速度計 JA-40GA（日本航空電

子）」と同等の計測精度が確認できた。

 

写真 1　無線センサ性能確証実験

・また、2005 ～ 2015 年実施の、E－ディフェンス加振

実験 52 件の公開結果を対象にデータ整理も行った。モ

ニタリング実装の多くでは加速度センサが採用されてい

ることを踏まえて、52 件のうちの建物系実験の中から、

センサが各層に設置され、計測条件が確実に把握でき

る13 件を選んで、加速度データから層間変位への変換

手法の検証も行った。

3.2  2018 年度木造Ｅ－ディフェンス実験 
・実験対象は、木造 3 層の耐震住宅と免震住宅である。

免震住宅については、実験途中段階での基礎固定への

改装を行っている。当初からの耐震建物は、基礎を模

擬した土の地盤上に建ち、再現された配管等も地中か

ら建物に繋がっている。

・無線加速度センサとして、前年度に性能確認を行った 4
種（sonas、Swing Minder、Swing Minder II、G-Link-200）
による全層の計測を行い、加えてスマートフォンによる簡

易計測を想定して、i-Pod Touchも設置した。

・サブ (c)として初の E－ディフェンス実験であり、無線

センサの「時刻同期精度」「通信速度」「電源供給」など

の点も実験を通して検証し、将来に向けての改善点も抽

出した。メーカとの協議を経て、一部改善も実施したも

のもある。

・無線センサは、複数の無線通信の交錯などから、

データ計測が行えない事態も発生しうる。事実、今回

の実験でも一部データ欠測が生じた。データ取得率の

良好度の点からは、sonas、Swing Minder II、Swing 
Minder、G-Link-200 の順となった。

・有線の加速度センサも同時に設置している。このデー

タと無線センサデータの数値積分から求めた変位を比

較した。絶対変位時刻歴については、各層の結果に大

差はない。しかし、その差分をとった層間変位時刻歴

には違いが生じている。時刻同期の精度がこの「違い」

に繋がっている可能性は大きく、加速度から層間変形

を算出するには正確な時刻同期が求められることにな

る。

・計測が限定層のみとなる状況も想定して、1・3 層の

データから 2 層応答を「モード合成法」によって予測す

る試みも実施した。正確なモードを事前に評価できて

いれば、推定可能であることを確認した。

・層間変位センサは、両建物とも各層 2 箇所で計測を

行った。一部、実験途中段階での、免震から基礎固定

への変更作業にともなって計測不能となった箇所もあっ

たが、データ収集はおおむね順調であった。

3.3  2019 年度ＲＣ造Ｅ－ディフェンス実験 
・対象は、3 層のＲＣ造防災拠点建物である。

・無線加速度センサとして、3 種（sonas、Swing Minder、
G-Link-200）を採用し、全層計測を行った。木造同様、

スマートフォンによる簡易計測用として、i-Pod Touchも設

置している。

図 1は、立面図的に、無線センサ設置位置を示して

いる（奥行方向となる短辺方向は 1スパンである）。

・無線センサの計測において、木造実験でも触れたよ

うに、複数の無線通信が交錯するとデータ欠測が生じ

やすく、欠測頻度も重要な確認項目となる。データ取

得率は、木造実験時と同様の、sonas、Swing Minder、
G-Link-200 の順の良好度となった。

・層間変位センサは、各層 2 箇所で計測を行った。

・層間変位直接計測のメリットは、健全度・危険度・事

業継続性の判断指標として有用な残留変位も計測でき

ることである。

層間変位最大値のみであれば、加速度からの積分に

よってもある程度の推定は可能である。しかし、残留

変位の算出も含めると、以下のような結果となる。

・線形範囲にほぼおさまる程度の応答なら、加速度積

分は、層間変位直接計測とおおむね一致する。しかし、

塑性化に至る規模の地震波入力（人工地震波 160％）

図 1　無線センサ設置位置図１ 無線センサ設置位置

震動台テーブル上に設置

天井⾯に設置

天井⾯に設置
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実測データから乖離し、損傷発生時点、損傷度、損傷

層の情報に繋がる。

図 4 は、この比較の一例として、OS2 50%（加振番

号 202）入力時の、1 層における両者の比較である。加

振途中からの乖離の発生が明瞭に確認でき、損傷発生

時点が推定できる。分量の制約から提示していないが、

2・3・4 層では、これほど顕著な乖離になっていない。

OS2 50%では、1 層柱脚のボルトが破損し、主に 1
層のみに損傷が発生したという状況に対応した結果を反

映しており、損傷層の特定に結びついている。

・この手法を RC 造の実測データにも適用して、有効性

を確認している。

・このオブザーバを利用した提案手法では、塑性化後

の構造情報は不要で、線形時の情報のみをもとに KF
を構築して、層間変位時刻歴を推定すればよい。この

推定結果と実測値の乖離状況は、すでに述べたように、

損傷発生時点、発生層、損傷度の同定に有為な情報を

与える。

3.5  2021年度室内空間の機能維持Ｅ－ディフェンス実験

・実験対象は、博物館、事務所、住居を模擬した室内

空間である。この実験の主目的は、内装の破損、展示

物や家具什器の散乱とそれらのモニタリング手法、検

証方法、被害対策法の提示である。

・実験用に、繰返し使用可能な鋼構造のユニットを建

設している。このユニット内の、内装・什器等を変更す

ることで、さまざまな室内を再現できる。

・ユニットは剛な仕様となっていることから、＜課題 5＞
としては、無線加速度センサ Swing Minder を、ユニッ

ト上ではなく、震動台上に設置して、データ収集・通信

に焦点をあてて計測を行った。大きなデータ欠損もなく、

データ収集ができた。

4.   地域別応答スペクトル簡易推定とそのための「加速

度最大値記録送信センサ」

・＜課題 5＞では、地震直後の、地域別（たとえば都

内 23区ごとの）危険度判定のための1次診断スキームと

して、計算不要の地域別「加速度応答スペクトル」簡易

推定を提案してきた。

・通常の応答スペクトル作成は、地域ごとの地震加速

度記録をもとに、固有周期別に 1質点系応答計算を行っ

て、その最大値をプロットする。このため、地域別の応

答スペクトル算出には多くの計算を要する。

・これに対して、数多くの、建物頂部付近の加速度応

答最大値が、固有周期情報とともに収集できれば、計

算不要で、地域別の「簡易的応答スペクトル」を推定で

きる。これにより、地域別に、どの周期の建物が揺れ

やすく、どの程度の応答を呈したかが把握でき、被害

発生の状況や可能性を簡易に推測可能となる。

・この「簡易的応答スペクトル推定」は、多くの建物最

上階への「最大値記録送信センサ」を設置できれば、

可能となる。このセンサの実現に向けて無線データ通

信規格の検討を行い、遠距離通信の適否・安価・省電

力などの条件を満たすものとして、SIGFOX を採用した

加速度センサを試作した（写真 2）。

写真 2　最大値記録送信センサ

・このセンサを、「2020 年度Ｓ造実験」では試験体建

物屋階に、「2021年度室内空間の機能維持実験」では

震動台上に設置して、最大値のみをデータ送信する機

能、その送信を管理者に知らせるスキーム等を検証し

た。あわせて、大学建物内にも試験的に設置して、デー

タ送信通知も含めた、有効性・実効性を確認し、将来

的な実装が可能であることを確認した。

図 4　Kalman Filter による層間変位推定値（青線）と直接計測値（赤線）
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5.   既設センサの実地震時データ収集と地震応答評価

精度向上に向けた取組み

・現在、三つの学校建物（自由学園・成蹊学園・豊洲

小学校）において、MeSO-net システムに連動した地盤・

建物へのセンサが設置済みである。それらのデータを

断続的に収集整備し、同時にこの計測データを活用して、

「地盤－建物連成系応答解析」の精度向上を目指してい

る。

・三建物の地盤－建物連成系モデルを作成して、観測

記録を用いてシミュレーション解析を実施し、モデルの

更新を行った。

・＜課題 5＞は 2017 年度発足だが、観測は、自由・成

蹊では2013年から、豊洲では2015年から行われている。

・観測データから得られる伝達関数において、ピーク

を示す振動数に大きな変化はなく、建物が健全である

ことがわかる。

・各学校の連成系解析モデルを整備した。自由・成蹊

では①多質点 1 本棒 SR モデル（簡易モデル）、設置セ

ンサ数も多く、軟弱な地盤に建つ豊洲小学校（4 層建

物）では、①に加え、②基礎固定とした上部構造立体

フレームモデル（基礎固定モデル）、③立体フレームモ

デルの基礎位置に地盤ばねを取付けたモデル（詳細モ

デル）、そして④当該地盤の 3 次元有限要素モデル化を

行って、その上に上部構造立体フレームモデルを構築し

た「3DFEM モデル」を作成している。各モデルの概念

図は図 5 のようになる。

・豊洲小学校の、2021年 2 月13日発生の地震（地表面

最大加速度 0.5m/s2 程度）について、観測と各解析モデ

ルから得られる、1 階床位置での応答に対する 4 階床

応答の伝達関数の例を図 6 に示す。

1次ピーク付近については、どの解析モデルもおおむ

ね評価できているが、高振動数域では赤線の「3DFEM
モデル」以外は実測結果を追跡できていないことがわか

る。

 

図 5　検討対象モデル

図 6　伝達関数の比較

・この 5 か年に発生した地震は小さく、またそれ以前の

地震もそれほど大きくないため、今後も観測を継続し、

非線形領域となるような応答観測に基づく解析・分析

が望まれる。

6.  まとめ

・木造・RC 造・S 造に、初めて共通の無線センサ・層

間変位センサを設置して、中小地震から大地震までの

データを取得した。

・加速度積分と層間変位直接計測値の比較から、層間

変位最大値のみに着目するならば、積分によってもおよ

その値が得られるものの、積分では残留変位を算出で

きないことを実測データから確認した。残留変位を加

速度積分からは導き出せないという指摘は以前からあ

るが、定量的、具体的に、このような積分計算の限界を、

実大建物の震動台実験を通して、初めて検証できた。

・損傷発生時点・損傷発生層の特定、損傷度判定を目

的として、加速度実測データと層間変位実測データを融

合した Kalman Filterオブザーバによる手法を提案した。

この手法は、弾性時の構造情報のみで構築可能であり、

非線形時や塑性化以降の構造情報を必要としないこと

は、メリットとなる。

・広域地域別被災度予測のための、計算不要の、簡易

的な応答スペクトル推定を提案した。この推定のための「加

速度最大値記録送信センサ」を試作し、その有効性を確

認した。このセンサから得られるデータは、「デ活」が推

進する官民学のデータ共有に資することも期待できる。

・既設の地盤－建物系の観測データを断続的に収集整

備し、そのデータを利用した建物－地盤連成系モデル

の構築を行った。当該プロジェクトの 5 年間に大きな地

震は発生しておらず、本モデルについては、引き続き観

測データの収集・整備を進めることにより、当該モデル

化の検証につなげていくことが必要である。

（謝辞）

本研究を推進するにあたり、分担責任者の所属する

早稲田大学理事会、理工学術院総合研究所の配慮と支

援を受けた。

(c) 建物フレーム+地盤ばね (d) 建物フレーム+地盤3DFEM
(詳細モデル) (3DFEMモデル)

(a) 建物1本棒SRモデル (b) 建物フレームモデル
(簡易モデル) (基礎固定モデル)
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実測データから乖離し、損傷発生時点、損傷度、損傷

層の情報に繋がる。

図 4 は、この比較の一例として、OS2 50%（加振番

号 202）入力時の、1 層における両者の比較である。加

振途中からの乖離の発生が明瞭に確認でき、損傷発生

時点が推定できる。分量の制約から提示していないが、

2・3・4 層では、これほど顕著な乖離になっていない。

OS2 50%では、1 層柱脚のボルトが破損し、主に 1
層のみに損傷が発生したという状況に対応した結果を反

映しており、損傷層の特定に結びついている。

・この手法を RC 造の実測データにも適用して、有効性

を確認している。

・このオブザーバを利用した提案手法では、塑性化後

の構造情報は不要で、線形時の情報のみをもとに KF
を構築して、層間変位時刻歴を推定すればよい。この

推定結果と実測値の乖離状況は、すでに述べたように、

損傷発生時点、発生層、損傷度の同定に有為な情報を

与える。

3.5  2021年度室内空間の機能維持Ｅ－ディフェンス実験

・実験対象は、博物館、事務所、住居を模擬した室内

空間である。この実験の主目的は、内装の破損、展示

物や家具什器の散乱とそれらのモニタリング手法、検

証方法、被害対策法の提示である。

・実験用に、繰返し使用可能な鋼構造のユニットを建

設している。このユニット内の、内装・什器等を変更す

ることで、さまざまな室内を再現できる。

・ユニットは剛な仕様となっていることから、＜課題 5＞
としては、無線加速度センサ Swing Minder を、ユニッ

ト上ではなく、震動台上に設置して、データ収集・通信

に焦点をあてて計測を行った。大きなデータ欠損もなく、

データ収集ができた。

4.   地域別応答スペクトル簡易推定とそのための「加速

度最大値記録送信センサ」

・＜課題 5＞では、地震直後の、地域別（たとえば都

内 23区ごとの）危険度判定のための1次診断スキームと

して、計算不要の地域別「加速度応答スペクトル」簡易

推定を提案してきた。

・通常の応答スペクトル作成は、地域ごとの地震加速

度記録をもとに、固有周期別に 1質点系応答計算を行っ

て、その最大値をプロットする。このため、地域別の応

答スペクトル算出には多くの計算を要する。

・これに対して、数多くの、建物頂部付近の加速度応

答最大値が、固有周期情報とともに収集できれば、計

算不要で、地域別の「簡易的応答スペクトル」を推定で

きる。これにより、地域別に、どの周期の建物が揺れ

やすく、どの程度の応答を呈したかが把握でき、被害

発生の状況や可能性を簡易に推測可能となる。

・この「簡易的応答スペクトル推定」は、多くの建物最

上階への「最大値記録送信センサ」を設置できれば、

可能となる。このセンサの実現に向けて無線データ通

信規格の検討を行い、遠距離通信の適否・安価・省電

力などの条件を満たすものとして、SIGFOX を採用した

加速度センサを試作した（写真 2）。

写真 2　最大値記録送信センサ

・このセンサを、「2020 年度Ｓ造実験」では試験体建

物屋階に、「2021年度室内空間の機能維持実験」では

震動台上に設置して、最大値のみをデータ送信する機

能、その送信を管理者に知らせるスキーム等を検証し

た。あわせて、大学建物内にも試験的に設置して、デー

タ送信通知も含めた、有効性・実効性を確認し、将来

的な実装が可能であることを確認した。

図 4　Kalman Filter による層間変位推定値（青線）と直接計測値（赤線）
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＜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
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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
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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 ～
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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）
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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】

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

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

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

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
Tokyo Metropolitan Resilience Project ‒ 2021

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

Data use and application council for resilience
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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】
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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
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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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【目的】
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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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【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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