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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 

本委託業務では、このサブプロジェクト(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。 
 
(b) 平成３０年度業務目的 

④災害対応能力向上のための被害把握技術の検討 
空撮と現地写真データを活用した機械処理による効率的なデータ処理手順の確立 

空撮データや家屋被害認定調査等から収集される各種の写真データ、SNS 等に投稿される

データをもとに、機械処理により被害箇所や被害程度を推定するためのデータ処理手順を

設計する。また、過去災害における実データを用いてデータ処理手順の実施可能性を評価

するとともに、首都圏の特徴である高い SNS 利用者数を踏まえ、お互いのデータを補完

し、迅速な地域の被害程度把握のためのデータ処理のあり方を追求する。 
 

(c) 担当者 

所属機関 役職 氏名 
富山大学 大学院理工学研究部 准教授 井ノ口 宗成 
宇都宮大学 地域デザイン科学部 准教授 近藤 伸也 

  
(2) 平成３０年度の成果 

(a) 業務の要約 

本年度は、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」と

して関係者との研究打ち合わせを実施し、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・フローの確立を追求した。 
研究打ち合わせを重ね、事前に飛行計画を立て自動で撮影可能なドローンを活用し、そ

の撮影データをもとに、家屋の３次元復元を行い、遠隔で被害認定調査が実施可能な仕組

みのプロトタイプ版を設計した。プロトタイプ版の設計において、入手されるデータから

復元過程ならびにモデルデータの管理・配信までの一連の流れを整理し、データ処理手順

として設計した。 
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過去災害の事例として熊本地震時の撮影データを用いるとともに、改築中の家屋を被害

家屋と見立て、ドローンで撮影された画像データと位置情報を元に、３次元空間内に再現

可能性を確認した。くわえて、撮影高さに基づいた画像処理にかかる時間を計測し、処理

にかかる時間コストの算出方法を整理し、実施可能性を評価した。現行の処理方法では、

狭域においての試行で６時間程度を要しており、広域災害を対象とすると、並列計算およ

び画像の事前処理の必要性が明らかとなった。 
また、熊本地震を事例としたデータ特徴の整理を実施するとともに、平成 30 年に発生

した西日本豪雨災害および北海道胆振東部地震を事例として、現地調査の効率化を図るた

めに、クラウド型 GIS プラットフォームを基盤とした、総合的な被害認定調査の仕組みの

設計・開発と実証検証を実施した。この中で、デジタル端末としてのタブレット上で稼働

する調査票と、状況の集約・可視化のためのダッシュボードを実装した。これにより、現

地での被害認定調査結果をリアルタイムで把握し、戦略的な調査が実現され、被害状況把

握の迅速性が向上した。 
 

(b) 業務の成果 

1) 各種画像データからの復元およびデータ管理・配信の処理手順設計 

 昨年度までの研究成果の 1 つとして、SNS に公開された画像データに対し、機械学習を

援用することで、画像データの被害種別ごとの分類が 8〜9 割の精度で可能となった。一

方で、本年度ではドローン等の空撮画像を援用し、3 次元復元とその活用方策について検

討を進めた。 
 まず、ドローン等の UAV において撮影された連続写真画像を元として、既存の 3 次元

復元技術を援用し、3 次元空間上での可視化を可能とした。しかしながら、ドローンの飛

行時間にはバッテリーの制約があり、一般的な小型ドローンでは 20 分が飛行時間の限界

である。この限られた時間で広域を撮影するためには、1 枚あたりの写真撮影範囲を広げ

るために、高い高度からの撮影が必要となるものの、画像の精度が低くなる。一方で低い

高度で撮影した場合には、画像の精度は高くなるものの撮影に要する時間コストが高くな

る。これらの状況を踏まえ、目的に応じた撮影方法の検討が必要であることが明らかとな

った。本年度では、上空 30m、50ｍ、100ｍからの撮影を基礎として、3 次元復元を進め

ることとした。しかし、高い高度からの撮影となったため、家屋壁面の画像の欠落や家屋

の傾斜把握の困難性が課題となった。撮影においては、平時での撮影となったため、飛行

高さに配慮も必要となり、本研究では上記の撮影データを基礎とすることとした。 
 これらで収集された撮影データを元として、ESRI 社が提供する製品の 1 つである

Drone2Map を活用し、位置情報を付与した形で、撮影データからの 3 次元復元を実施し

た（図 1）。空間データではあるものの、1 家屋ごとの識別までは至っておらず、現状とし

ては家屋単位での空間データの切り出しについては人力による作業の必要性が出ている。

今後は、機械学習および画像処理の技術を活用することで、家屋形状を学習させ、1 家屋

ごとに 3 次元データを切り出すことは可能であると、研究会を通して見通しが立った。 
 家屋ごとの 3 次元データが取得された条件の下で、それらをウェブ上で遠隔ユーザが判

定するための基盤を整備した。図 2 に、プロトタイプ版を示す。左画像では、3 次元復元

された家屋データを可視化し、マウス操作で 360 度に回転することが可能としている。ユ

ーザは、この画像を操作し、被害箇所を発見した場合には「写真撮影」を押下することで、
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根拠を記録する。右画像では、被害箇所について判定をフローで示しており、選択式で判

定結果を導出することとした。これらのツールを用いることで、災害発生時には現地での

応援のみならず、ドローン撮影画像から 3 次元復元し、遠隔での家屋の被害判定を可能と

した。一方で、平時においては、過去災害等の画像データから同様の仕組みを用いること

で、研修ツールとして利用することが可能である。本研究におけるプロトタイプ版の実装

により、必要データの収集方法から既存技術の活用による処理手順、および、処理データ

の活用方法までの一連の流れが整理された。 
 

 
図 1 3 次元復元された家屋データ 

 
図 2 3 次元復元データの被害認定調査への利活用 

 
 

2) 空撮画像の 3 次元空間内への再現に係る処理時間分析と有用性検証 

災害対応における状況認識の統一を実現する上で、情報の鮮度、精度、共有度の３つが

重要となる。情報の鮮度を確保するためには、一次入手したデータを早急に利用可能なデ

ータへと加工が求められる。精度を確保するためには、画像であれば高解像度データが必

要となる。また、共有度を確保するためには、ウェブ等の公開型を進め、誰もがどこから

でも利用できる場への提供が必要となる。高解像度データを扱う場合、加工された結果の

利用範囲は広がるものの、そのデータ量からより多くの処理時間を要するため、情報の鮮

度の確保が困難となる。特に、このトレードオフの関係を明らかにするために、ドローン

による撮影データの精度とデータ量、処理時間の解明を推進した。 
具体的には、ある地域において半径約 150ｍのエリアを対象に、ドローンによる撮影デ
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ータを取得した。高度を 30ｍ、50ｍ、100ｍと変え、当該エリアを包括的に撮影したデー

タを扱うこととした。同一精度のカメラを用いており、高度が低ければ画質は高く、高度

が高ければ画質は低くなる。これに応じて、処理すべき撮影された画像数や各画像の画素

数が増減する。 
本研究では、ESRI 社が提供する Drone2Map というドローン撮影データから 3 次元復

元するための既存ツールを援用した。処理マシンは、Xeon E5-1650 v4 @ 3.6GHz 
1CPU/12Thread の CPU と 32GB のメモリを搭載したワークステーションを利用した。一

部、高解像度データについては、Xeon E5-1620 v3 @ 3.5GHz 1CPU/8Thread の CPU と

48GB のメモリを搭載したワークステーションを利用した。 
基礎分析として、この条件により、3 次元復元を実施した。また、同一高度であっても、

垂直写真と斜め写真の 2 種類があり、それらを分類した上での処理も実施した。処理に必

要となった時間を計測し、情報の鮮度を評価することとした。本評価によって得られた結

果を対象とした撮影高度、処理画像数とともに表 1 にまとめる。また、1 棟の建物を対象

に詳細撮影した場合の処理も加えている。 
まず、30ｍと 100ｍの高度からの撮影画像に要した処理時間を比較すると、同一エリア

を対象とした場合、画像数が多くなるため、30ｍ撮影では約 6 時間、100ｍ撮影では約 5
時間となり、処理時間に 1 時間の差が発生した。一方で、50ｍ撮影のうち垂直写真のみを

対象とした場合、処理対象の画像数が 100ｍ撮影と同等であったものの、処理時間が約 2
時間となった。これは、複数画像間の特徴箇所を結合する上で、垂直写真の場合、特徴箇

所の特定が容易となり、処理時間が削減された結果であると推察される。 
次に、1 建物を少ない回数で撮影したデータと詳細に撮影したデータについても比較し

た。結果としては、画像枚数に影響を受け、20 枚での撮影では 15 分、131 枚での撮影で

は 4 時間半を要した。すなわち 1 棟の建物の 3 次元復元であれば、お互いに特徴箇所も多

いことが想定され、画像数を減らすことが処理時間を左右することとなる。 
 

表 1 撮影データの 3 次元復元に要する処理時間結果 

 

 
 
情報の共有度を高めるために、クラウド GIS 基盤上での 3 次元復元データの共有を実施

した。事前にかかる環境整備コストの削減ならびに Drone2Map による 3 次元復元データ

との親和性を考慮し、ESRI 社が提供する ArcGIS Online というクラウド GIS 上で共有す

ることとした。その結果として、図 3、図 4 に示すように、ウェブブラウザ上で 3 次元復

元された社会の様子について共有・閲覧が実現された。特に図 4 では、家屋を拡大したも
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のであり、一定の精度で 3 次元復元されており、主要な被害が発生した場合は、その様相

を確認するに耐えうると考えられる。これらのデータはブラウザ上で上下左右 360 度の回

転が可能であり、利用者の希望に応じた視点から様相を確認できるものとなった。本研究

では、公開型でのデータ利活用にかかる調整が必ずしも十分でない状況を考慮し、閲覧者

を限定した形で公開とした。 
 

 
図 3 クラウド GIS 上での 3 次元復元結果の共有（全体俯瞰） 

 

 
図 4 クラウド GIS 上での 3 次元復元結果の共有（家屋拡大） 



47 
 

 
本研究により、処理時間を削減するために高い高度からの撮影データを用いた場合、撮

影画像数が削減されるため処理時間は削減される。一方で、3 次元復元後の精度が低く、1
棟単位での家屋の様相を判別するには耐えられない。撮影条件にも依存するものの、50ｍ
高度から撮影するとともに、同一箇所を複数のステレオ画像として撮影することで、一定

の処理時間は要するものの精度の高い 3 次元復元が可能であることが明らかとなった。こ

れらの結果を組み合わせれば、俯瞰的な被害様相の把握を目的として 100ｍ程度の高い高

度から一次撮影を行い、より詳細な状況把握が必要な地域を特定した上で、50ｍ程度の高

度から二次撮影を行い、3 次元復元データを共有・展開していくことが、現状の技術では

最善策であると結論づけられた。 

 

3) クラウド型 GIS を基盤とした総合的な被害認定調査の仕組みの設計から実装 

 平成 30 年 9 月 6 日に、北海道胆振東部地震が発生した。全道で停電が発生するととも

に、厚真町では大規模な土砂崩れが発生し、36 名の死者が発生した。また、札幌市では液

状化が発生し、長期にわたる生活支障につながった。一方で、震源地付近のむかわ町、安

平町を含めて、全壊 462 棟、半壊 1,570 棟、一部損壊 12,600 棟等の住家被害が発生し 1)、

多くの被災者が生活再建を進めなければならなくなった。本研究における「迅速な被害状

況把握」の一部として、生活再建支援までを視野に入れた被害状況把握を効果的かつ戦略

的に推進するための仕組みの設計・開発を実施するとともに、現場での実装を通して有用

性の検証を行った。 
 内閣府では、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」を整備 2)しており、被災市町村

では本指針に基づいて重科の被害認定調査を実施する必要がある。すべての被災者に対し

て取り残しのない被災者生活再建支援を実現するためには、被災の可能性のある家屋をす

べて調査する必要があり、調査人員の確保ならびに調査手法の理解・教育が欠かせない。

一方で、被災市町村には十分な調査人員が事前より確保できているとは限らず、また、調

査手法についても十分に理解しているとも限らない。そこで、ICT ツールを効果的に利用

することにより、「調査経験の少ない調査員であっても、規定の手順に則った調査を実施で

きること」「調査の進捗を確実に把握し、効率的な人員の配置を可能とすること」「被害状

況をリアルタイムに把握し、各種の災害対応に資すること」の実現を目指した。 
具体的には、調査にかかる手順を簡略化し、フローとして示した「調査票」をタブレッ

ト上で稼働するよう整備した。これにより、各調査員（調査班）はタブレットに示された

手順に従って調査すべき事項を理解するとともに、抜け・もれ・落ちのない調査が可能と

なる。また、タブレットで入力された調査結果は、一元的にデータを集約するクラウド型

の GIS プラットフォームの中に送信されることとした。このプラットフォームに記録され

るデータを可視化することにより、調査の進捗ならびに被害状況をリアルタイムで把握す

ることを可能とする。調査の進捗が把握できれば、その状況に応じて人員配置の見直しや

体制整備について検討が可能となる。また、調査の進捗率と合わせて被害状況が把握でき

ることで、全容の推測が可能となり、その後の対応策・支援策の検討の基礎資料となる。 
まず、GIS プラットフォームとしては、世界の GIS シェアの最大手である ESRI 社が提

供する ArcGIS Online3)を活用することとした。このプラットフォームとの親和性を考慮

し、タブレット調査票は同 ESRI 社が提供する Survey1234)を援用することとした。一方



48 
 

で、蓄積される調査結果を計画立案者および意思決定者に対して可視化する仕組みとして、

Operations Dashboard を援用した。Operations Dashboard5)では、位置情報が付与され

たデータを地図として可視化するだけでなく、グラフによる可視化、地域や属性にかかる

条件での集約を可能とする仕組みであり、本研究が必要とする要件を満たしていた。図 5
に、本研究で設計・開発・実装した仕組みの全体像を示す。 

 

 
図 5  Survey123 と Operations-Dashboard を用いた効率的な住家被害調査 

 
上記の仕組みを実装し、北海道胆振東部地震の発災から 1 週間後より、本仕組みを活用

した事前調査が開始され、その後に応援を動員し 2 週間の調査が進められた。期間限定で

の応援の後には、追加調査が実施され、そのいずれにおいても、本研究で開発した仕組み

が活用された。9 月 15 日からの「大規模な応援による一斉調査」では、道内の他市町村や

道外の市町村からも応援が入り、最大で 23 班体制となった。これらの応援職員に対して

は、動員時に 2 時間程度の調査手法とタブレット調査票の使い方について説明した。タブ

レット調査票に手順を可視化していることもあり、経験の少ない応援職員であっても、短

時間の研修で効率的な調査が実現された。その結果として、図 6 に示すように確実な調査

が進められ、追加調査も含めて 3 週間で 7,195 棟の被害認定調査が実現された 6)。 
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図 6 安平町における実装結果 

 
上記の調査結果は、被災者生活再建支援の次の手順となる「罹災証明発行」の基礎デー

タとして援用されるとともに、確実な罹災証明発行を支えた。また、調査時の写真や判定

に至った過程を調査家屋ごとに自動的に管理され、被災者における被害程度の認識の差に

答えるデータとなった。一方で、その後の被災者生活再建支援において、規程の制度の適

合可能性を記録されたデータと照らし合わせて確認することで、必要となる支援の可能性

についての検討も進められた。迅速な調査とともに、一元的なデータ管理の有用性につい

て検証された。 
 
 
(c) 結論ならびに今後の課題 

本研究では、1 点目として「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」を通して、関係者との研究打ち合わせを重ね、ドローン飛行による空撮データの取得

から、その処理方法の検討、共有・活用方法の検討を推進した。まず、成果の活用方策の

1 つとして、家屋の 3 次元復元データを対象として、「遠隔で被害認定調査を実施する」「事

前に被害認定調査の研修素材として活用する」の 2 つの目的を設定し、これらをウェブ上

で可能とする仕組みのプロトタイプ版を設計・開発した。この過程を通して、入手される

データから復元過程ならびにモデルデータの管理・配信までの一連の流れを整理し、デー

タ処理手順として設計した。 
2 点目として、災害発生直後の状況認識の統一に対する空撮データの活用および 3 次元

復元データの活用について検討を進めた。この検討では、情報の鮮度、精度、共有度の 3
つの視点から、データ処理方策について最善策の導出を試みた。情報の鮮度と精度は、デ

ータ処理にかかる時間コストの観点からトレードオフの関係にあることから、ある地域を

複数の異なる高さからドローンで撮影した画像データを元に、データ処理にかかる時間コ

ストを分析した。現行の処理マシンの性能や既存の処理アルゴリズムでは、緊急期対応に
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3 次元復元データを活用する時期に処理を完了することは困難であることが明らかとなっ

た。一方で、本研究における試行では、50ｍの高度からの撮影データを用いた 3 次元復元

が、利用目的と処理時間の関係から最善策であることが判明した。また、情報共有の観点

から 3 次元復元データをウェブの GIS 上に展開し、限定的に公開した。 
3 点目として、現場で実施される家屋の被害状況をより詳細に調査する「家屋被害認定

調査」を対象として、クラウド GIS 基盤を活用した効率的・効果的な支援システムの設計・

構築を進めた。具体的には、タブレット端末で稼働する Survey123 を活用し、調査票をタ

ブレット上に再現し、位置情報を活用するとともに調査根拠写真を連携させ、データの効

率的な収集を実現した。また、Operations Dashboard を活用し、状況の集約・可視化を進

め、調査員配置計画や調査指示、先を見通した対応計画の策定などに寄与することとした。

平成 30 年度に発生した災害において、これらの仕組みを実装し、有用性を検証した。 
 本年度の研究を通して、1 点目については「データ処理の一連の流れの自動化ならびに

実装に耐えうる環境の整備」、2 点目については「データ処理アルゴリズムの見直しと 3 次

元復元データの精度と業務目的の関係性整理」、3 点目については「テンプレートと標準的

な対応手順の整備」が課題となっている。これらについては、次年度以降の研究推進の中

で効果的な解決策を模索することとした。特に 2 点目の課題である「データ処理アルゴリ

ズムの見直し」については、海外でオープンソースとして改良が進められているモデルの

適用により、効率化が図られると考えている。 
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