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3.1.4 災害対応能力向上のための被害把握技術の検討 

 

(1) 業務の内容 

(a) 業務の目的 

「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。 

(b) 平成２９年度業務目的 

   被害把握技術の課題抽出検討と課題に対して適用可能な技術的要素を検討する。 

(c) 担当者 

所属機関  役職  氏名  

国立大学法人静岡大学 情報学部  講師  井ノ口 宗成 

  

(2) 平成２９年度の成果 

(a) 業務の要約 

大規模災害に対して効果的・効率的な災害対応を実現するためには、迅速かつ確実な被

害状況把握が欠かせない。そこで、平成 29 年度では、被害把握技術の課題抽出検討と課題

に対して適用可能な技術的要素を検討した。まず、「災害対応能力向上のための被害把握技

術検討にかかる分科会」を立ち上げ、産官学民の連携による被害把握技術の連携と、新た

な解決策の検討を重ねた。本年度は開始年度であり、3 回の分科会を開催し、民間・研究

者が有するデータと既往の処理技術について調査し、整理した。また、被害状況把握の 1

業務となる家屋被害認定調査ならびに罹災証明発行業務に着目し、平成 28 年熊本地震を

事例として、それらの業務発生量を分析し、被害状況把握に要する時間の解明を推進した。

より災害発生直後に焦点を当て、SNS（ソーシャルメディア）に着目し、被災地内で投稿さ

れる画像データを機械学習・機械分類によって被害を表す画像の抽出可能性について検証

した。その結果、汎用的な機械学習（深層学習）の手法を援用することで、約 84％の精度

で「屋内被害」、約 93％の精度で「屋外被害」を抽出できることが明らかとなった。 
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 (b) 業務の成果 

1) 災害対応能力向上のための被害把握技術検討にかかる分科会の実施 

初年度である平成 29 年度は、「災害対応能力向上のための被害把握技術検討にかかる分

科会」を立ち上げた。本分科会は、各種の災害直後の画像データや処理技術を有する民間

企業ならびに研究者が一堂に会し、それぞれの技術を融合した新しい「災害対応能力向上

のための被害把握技術」を確立するものである。本年度は平成 29 年 12 月 1 日、平成 30 年

1 月 16 日、同年 2 月 27 日の 3 回にわたって分科会を開催し、協議を行った。 

12 月の分科会では、民間企業が主として発災直後から収集する空撮写真・車載カメラ画

像を対象として、そのデータの質と量、収集に必要な時間コストを共有するとともに、そ

れぞれの強み・弱みを分析した。また、自治体が主となって実施する家屋被害認定調査を

対象として、その業務フローの確認と、大規模災害における業務量の想定を行った。一方

で、被災者自身が発信する SNS（ソーシャルメディア）にも着目し、それぞれのデータか

ら収集可能な被害種別の特徴を整理した（図 1）。この中で、車載カメラや自治体職員によ

る調査では、家屋や道路被害の詳細ならびに横からの撮影が強く、SNS の投稿画像は屋内

被害の把握に強みを有していた。空撮画像では、短時間で広域の情報を収集することは可

能であるが、上空からの撮影となるため、空に開けた道路被害や家屋の屋根部分の被害の

みにとどまることが明らかとなった。1 月および 2 月の分科会では、SNS 画像に着目し、機

械学習・機械分類による被害状況種別の判別が可能かどうかについて検討した。また、同

様にして家屋被害認定調査の中で自治体職員が撮影する画像に対して、内閣府が定める被

害種別に分類可能かを検証するために、分析データの収集方法、機械学習のための教師デ

ータ作成方法について検討を重ね、平成 30 年度に向けた環境整備を実施した。 

 

 

図 1 画像の収集源別の特徴の整理  

2) 家屋被害認定調査を中心とした被災家屋の把握にかかる時間的コストの実態分析 

 長期的な被災者生活再建支援を実施するために、自治体では内閣府が定める「家屋被害
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認定調査」を実施する。これにより、各家屋の被害程度が判定され、その結果をもとに、

被災者の合意の下で罹災証明書が発行され、被害が確定される。すなわち、これらの過程

を通して、災害後の各自治体における被害種別・被害量が明らかとなる。しかし、罹災証

明発行業務や、その後に展開される被災者生活再建支援は、過去災害において十分な知見

が存在せず、いつ、どれほどの業務量が発生するか、いつまでにどれほどの被害量が判明

するかについては不明瞭のままである。また、家屋被害認定調査や罹災証明発行について

は、実務者や被災者自身の行動に起因するところが多く、その状況をモデル化することが

できるかについての研究も実施されていない。本年度は、家屋被害認定調査を中心とした

被災家屋の把握にかかる時間的コストの実態分析をめざし、被災者生活再建支援まで視野

を広げ、その根幹となる罹災証明発行から、その後の支援に至るまで、過去災害を事例と

して、長期的な時系列分析ならびに災害間での相関関係を分析した。 

本研究では、平成 28 年に発生した熊本地震を対象として、各被災市町村で対応した業務

記録をもとに、罹災証明発行から各種の被災者生活再建支援の実施に至るまでの業務量の

時系列分析を実施した。また、その業務量発生の時系列推移が事例災害に特徴的であるの

か、あるいは他災害と同様の傾向を示すのかを検証するために、平成 19 年中越沖地震と比

較し、相関係数を導出することとした。本研究を実施するにあたり、表 1 に示すように熊

本地震の被災市町村より計 601,675 件のデータを収集した。これを業務別・日別に集計し、

その実態をグラフ化した。また、中越沖地震においても同様に、既往研究で実施した成果

をもとに熊本地震の事例と比較した。その結果の一例（罹災証明発行業務、被災者生活再

建支援相談、被災者生活再建支援金支給）を図 2 に示す。図 2 が示すように、2 つの災害

において、災害の規模の違いがあり業務処理の総件数は異なるものの、災害発生後の経過

日数を横軸とすると、その振る舞いには類似性が確認された。 

 

表 1 分析対象とした業務データの収集件数 
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図 2 家屋被害認定調査結果の被害程度に基づく各業務量の発生推移  

この類似性を検証するために、統計分析により、その相関係数を導出することとした。

本研究では、熊本地震の被災市町村から収集可能であった「410 日間」を対象としている。

また、前述のように熊本地震と中越沖地震では、総被害量が異なることから、410 日間に

おいて、それぞれの災害で発生した業務量を母数とし、各日に発生した業務量を除算し、

業務発生率として扱うこととした。くわえて、図 2 の可視化を通して平日と週末では振る

舞いが異なる傾向にあることが目視確認されており、災害発生の曜日の違いから週末の影

響を受けることを考慮し、1 週間単位（計 58 週間）で業務発生率の平均値を算出し、相関

係数を導出することとした。その結果として、表 2 を得た。 

 

表 2 災害間における業務発生率の相関係数 
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この結果が示すように、罹災証明発行業務、生活再建支援相談窓口業務、被災者生活再

建支援金支給業務では高い相関が確認された。これは、災害間において、その業務発生率

の振る舞いが、災害の規模や発生の地域性等に影響を受けないことを表している。今後、

他災害に対して、同様の分析を行い、比較数を増加させる必要はあるが、本研究の分析結

果より、業務量発生にかかる推計モデル構築の可能性が示唆された。すなわち、家屋の被

災程度別の被害確定についても、現行の仕組みでは一定の時間を要することとなる。これ

は、被害把握技術の確立時の有用性検証のための比較対象として位置づけることができる。 

 

3) 被害関連写真を活用した被害把握にかかる技術的要素検討 

a) 熊本地震を事例とした Twitter 画像データの収集と基礎分析 

 近年では、スマートホンやタブレット端末の普及、インターネット環境の普及に加え、SNS

（ソーシャルメディア）を平時から活用する環境が、社会全体に広がっている。この ICT

の進展・普及が進む中、平成 28 年 4 月に熊本地震が発生した。そこで、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。 

まず、熊本地震の被災地において地震発生前後で投稿された twitter データの収集を行

った。収集においては、被災地内で投稿された画像データの分析を行うことから、「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」を条件とした。また、被災地において震度

7 および 6 強の強震地域を網羅するために、「右上（N33.20°, E131.30°）, 右下（N32.30°, 

E131.30°）, 左下（N32.30°, E130.40°）, 左上（N33.20°, E130.40°）」の矩形内の

twitter データを対象とすることとした。これにより、5,853 件の twitter データが収集

された。本研究では画像データに焦点をあてるため、その中から画像データを抽出するこ

ととした。しかし、1 件に複数の画像が投稿されている場合もあるが、すでに削除された

画像もあるため、これらのデータから抽出された画像データは 5,684 件となった。この投

稿データをもとに、どの地域で主に twitter が発信されたかについて状況把握を行うた

めに、twitter データに付与された位置情報をもとに、空間密度を算出し、図 3 を得た。

図 3 が示すように、本研究で扱った twitter データは、人口密度・被害発生状況の影響を

表すかのように、熊本市・益城町の密度が高いことを表しており、本研究でこれらの

twitter データを扱うことで、熊本市・益城町の様相を表す可能性が高いと考えられた。 
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図 3 本研究の対象である twitter データの空間密度分布 

 

次に、twitter に投稿される画像データの特徴を把握するために、画像から判別可能な

被害種別ごとに、その特徴を把握することとした。しかし、twitter の画像データは災害

に関するものもあれば、それ以外の画像もあり、それらを判別する仕組みは存在しない。

また、被害種別ごとに画像が整理されて投稿されているわけでもない。そこで、後述の機

械学習のための教師データとすることも視野に入れ、twitter に投稿された画像データを

目視判読により被害種別ごとに整理した。この目視判読では「道路被害」「家屋倒壊等の屋

外被害」「屋内被害」に大別することとし、結果として、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。ここで分類された

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 4 を得た。本分析から被害種別ごとの特徴が確認された。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た。 

 

   
図 4 twitter 画像の被害種別・投稿日時別分析 

b) 機械学習のための教師データ作成 

一般的に画像等を機械分類するためには、事前に教師データを作成し、それを機械学習

道路被害  家 屋 倒 壊 等
の屋外被害  

屋内被害  
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させる必要がある。また、災害は発生地域の特性や時間帯、その規模によって、画像の様

相は異なると想定される。そのため、熊本地震を対象とした機械分類を実施するためには、

熊本地震の画像を学習させる必要があると考えた。そこで、前述の目視判読によって得ら

れた被害種別ごとの画像データを教師データとして扱うこととした。 

とくに、SNS での投稿画像から「屋内被害」に着目することが重要であること、加えて

屋外被害も参考として抽出すべきであることを考え、屋内被害として 231 件、屋外被害（道

路および家屋倒壊を合算）として 441 件、その他（被害に関係のない写真）として 4,807

件をランダムで抽出した教師データを作成した。一方で、教師データにおいて、その数が

十分でないこと、写真にばらつきがあることから、教師データの画像を反転、色調変換、

ノイズ付加などにより約 10 倍に拡張した。これをもとに、１回の学習のデータ数（ミニバ

ッチサイズ）を 16 とし、学習回数（エポック数）を 150 として、各種別で 16×150＝2,400

個を学習させることとした。一般的に、画像を学習させるための教師データについては、

その特徴量が大きくなるようにデータを事前に選別することが考えられる。しかし、災害

ごとの様相が異なることを想定すると、その災害ごとに画像を選別することは困難である

と考え、本研究では、ランダムでの抽出にとどめている。 

 

c) Twitter 画像データを用いた機械学習と被害種別分類の性能検証 

 前述までに整備された教師データをもとに、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を表しているかを機械分類可能かについて検証する

こととした。一般的に、機械学習においては、その判別精度を向上させるために、着目す

べき特徴を明確化するためにカスタマイズを行うとされている。しかし、災害ごとにカス

タマイズすることは困難であること、本研究は基礎的な技術検討を行うことから、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、カスタマイズは実施

しないこととした。カスタマイズすることは画像の機械判別精度を向上させるが、他災害

での適用可能性が減少することが考えられ、一般的な手法でどれほどの精度が得られるか、

その精度が不足する部分について人的に対応が可能化について検証することを、本研究の

狙いとしている。 

前述の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、学習さ

せた。本学習では、Quadro P6000（24GB GPU メモリ）の GPU を搭載した専用機で約 2 日を

要した。この学習結果を用いて、その学習効果を検証するために、224 件を機械に分類さ

せた。この 224 件は、著者らが目視判読したものからランダムで選出したものであり、各

写真の正解が判明している。またこれらの画像は、前述の 3 つの被害種別に対して、道路

被害および家屋倒壊等の屋外被害については、いずれも「屋外被害」と位置づけ、屋内被

害と屋外被害の 2 種類から構成した。これは、SNS に投稿される画像の特性として、屋内

被害を表す画像が有益であることから、屋内被害に着目している。一方で、屋外被害につ

いては道路被害・家屋倒壊等の被害と、被害の対象を絞っており、現状として、詳細な被

害対象項目までを特定することは困難であると考え、屋外被害としてまとめた。これらに

対して、前述の学習結果をもとに 224 件の検証用データを正確に分類できるかについて検

証を進めた。ここで得られた分類精度（正答率）は、表 3 に示すとおりである。  
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表 3 機械学習を用いた写真判別の正答率 

 
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。これを算出した背景には、各被害種別に合致する画像を抽出する上で、すべてを機械

処理で行うことは困難であることを想定し、人手によって分類することを最終手段とした

場合に、そのコストを最小限にとどめるための有用性を検証することにある。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）が低い理由としては、熊本地震の被災地では

木造家屋が多く、その種別が類似すること、日本の場合は道路がアスファルト舗装された

道路が一般的であることから、その様相が近しく、学習・判別が容易であったと推察され

る。一方で、屋内は配置される物品の種別や配色にばらつきがあること、部屋の大きさに

よって撮影距離にばらつきがあることから、十分な学習データを確保できなかったと推察

される。本検証では「被害が発生している」「屋内を撮影している」の 2 つを適切に判断し

なければならない。今後、地域特性・災害特性を排除し、一定量の「屋内被害」を抽出す

るための機械学習結果と分類手法の確立を推進する必要がある。 

 

(d) 引用文献 

なし 
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oki Earthquake-（査読付き論文）, Journal of Disaster Research, Vol.12, No.6, 

pp.1161-1173, 2017 年, 国際 
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401, pp.103-106, 2018 年, 国内 

・ 井ノ口宗成・田村圭子・辻道代・林春男, アプリケーションログに基づく被災者生

活再建支援システムの利用ニーズ分析 ～2016 年熊本地震の被災自治体を事例とし

て～, 電子情報通信学会技術研究報告 安全・安心な生活と ICT, vol. 117, no. 232, 

pp.1-4, 2017 年, 国内 

・ 清水啓佑・井ノ口宗成, 被災者生活再建支援にかかる業務量の基礎分析 ～2016 年

熊本地震を事例として～, 電子情報通信学会技術研究報告 安全・安心な生活と ICT, 

vol. 117, no. 232, pp.5-10, 2017 年, 国内  

 

3) マスコミ等における報道・掲載 

該当なし 

 

(f) 特許出願，ソフトウエア開発，仕様・標準等の策定 

1)特許出願 

該当なし 

 

2)ソフトウエア開発 

該当なし 

3) 仕様・標準等の策定 

 該当なし 

 

(3) 平成３０年度業務計画案 

平成 30 年度は、本年度の成果を踏まえ、継続的に「災害対応能力向上のための被害

把握技術検討にかかる分科会」を開催し、産官学民連携による効率的かつ迅速なデー

タ処理の技術・フローの確立を推進する。また、SNS を含め、空撮画像や衛星画像、車

載カメラ画像などを複合的に援用し、深層学習技術により被害状況を推測する技術の

確立を推進する。とくに、1 つの過去災害の事例として平成 28 年熊本地震を位置づけ、

産官学民が収集した実データをもとに、それぞれのデータの特徴を解明するとともに、

有機的な連携による被害状況推測のための処理手順および分析手法のプロトタイプ版

の確立を推進する。 

  




