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4．活動報告 

4.1 会議録 

 平成 30 年度は、データ利活用協議会のシンポジウムを、第 1 回はサブプロ(a)、第 2 回

はサブプロ(b)、第 3 回はサブプロ(c)のそれぞれの担当シンポジウムとして実施した。第

4 回は平成 30 年度の成果報告会を兼ねて実施し、プロジェクト外部から講師、モデレータ

ーを採用し、プロジェクトが社会的要請に応え「励むことは何か」について議論した。 

 
(1)首都圏レジリエンスプロジェクトデータ利活用協議会  

平成 30 年度第１回シンポジウム 

「レジリエンス力を高めるフレームワーク―企業・自治体の取り組みに学ぶ―」 

日時：平成 30 年 6 月 22 日（金）10 時 00 分～12 時 10 分 

場所：全国町村会館 2 階 ホール（東京都千代田区永田町 1-11-35） 

主催：国立研究開発法人防災科学技術研究所 

 

プログラム 

●あいさつ（文部科学省）  

 

●はじめに  

「初年度から 2 年目にむけて～デ活における産官学民連携の進捗～」 

首都圏レジリエンスプロジェクト 総括 平田 直 

（東京大学地震研究所 教授） 

●本日の主旨 

研究者より  

「組織がレジリエンス力を高めるために必要なこと」   

首都圏レジリエンスプロジェクト サブプロ(a)統括 田村 圭子 

                           （新潟大学危機管理室 教授） 

 

●プレゼンテーション   

企業より（１）「津波被災を乗り越え、あらゆる危機に強い企業になるために」 

株式会社白謙蒲鉾店 常務取締役 白出 雄太  

 

企業より（２）「内作”小さな BCP”構築マニュアルで、グループ全体の事業継続力強化」  

株式会社リコー 内部統制室 リスクマネジメント部 部長 荻原 毅 

 

自治体より「セーフコミュニティの枠組みに基づく安全・安心なまちづくり」 

厚木市協働安全部 セーフコミュニティくらし安全課 係長 新倉 準 

 

●パネルディスカッション  

 「レジリエンス力を高めるフレームワーク」  

パネリスト 白出氏、荻原氏、新倉氏、田村圭子（サブプロ(a)統括） 

気象災害軽減イノベーションセンター長補佐 中村 一樹 
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●おわりに 

 

(2)首都圏レジリエンスプロジェクト データ利活用協議会 

 平成 30 年度第 2 回シンポジウム 「マルチデータインテグレーションシステムによる

首都圏の詳細な地震動の把握に向けて」 

日時：平成 30 年 9 月 19 日（水）10 時 00 分～12 時 10 分（9 時 30 分開場） 

場所：全国町村会館 2 階ホール（東京都千代田区永田町 1-11-35） 

主催 ： 国立研究開発法人防災科学技術研究所 

 

プログラム 

●あいさつ（文部科学省）  

 

●はじめに 首都圏レジリエンスプロジェクト 総括 平田 直（東京大学地震研究所  

教 授 ） 

●プレゼンテーション 

企業より（１）「東京電力における地震観測とデータ利用の現状」 

東京電力ホールディングス株式会社経営技術戦略研究所 技術開発部    

主席研究員 植竹 富一 

 企業より（２）「発災時の建物安全度判定支援システム「q-NAVIGATOR」の展開」 

株式会社小堀鐸二研究所 構造研究部次長 日下 彰宏 

 

研究者より（１）「スマートフォンによる揺れの観測」 

首都圏レジリエンスプロジェクト サブプロ(b)分担責任者 東 宏樹    

 (防災科学技術研究所社 会防災システム研究部門 特別技術員) 

 

 研究者より(２）「官民連携の地震観測データを統合するマルチデータインテグレーショ

ンシステムの開発」  

首都圏レジリエンスプロジェクト サブプロ(b)統括 青井 真 

           （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長） 

●パネルディスカッション  

「多様なデータの統合による社会的な共通価値の創出に向けて」 

パネリスト 植竹氏、日下氏、佐伯昌之氏（東京理科大学教授）、大保直人氏（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理事長）、楠浩一氏（東京大学地震

研究所教授／サブプロ(c)分担責任者、青井、東 

モデレータ 平田 

 

●おわりに 
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(3)首都圏レジリエンスプロジェクト データ利活用協議会 

平成 30 年度 第 3 回シンポジウム「災害拠点となる建物に要求される耐震性能」 

日時：平成 30 年 12 月 5 日（水）10 時 00 分～12 時 10 分 

場所：全国町村会館 2 階ホール（東京都千代田区永田町 1-11-35 ） 

主催 ： 国立研究開発法人防災科学技術研究所 

 

●あいさつ（文部科学省）  

 

●はじめに 首都圏レジリエンスプロジェクト 総括/データ利活用協議会会長 平田 直 

（東京大学 地震研究所 教授） 

●プレゼンテーション 

「首都圏レジリエンスプロジェクト 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・整備について」 

サブプロ(c)統括 西谷 章(早稲田大学 教授) 

「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について」 

サブプロ(c)課題 2 分担責任者 楠 浩一(東京大学 地震研究所 教授) 

研究者より（１）「災害拠点建物の地震被害」 

サブプロ(c)課題 2 分担研究者 向井 智久 

（国立研究開発法人 建築研究所 構造研究グループ 主任研究員） 

研究者より（２）「災害拠点建物のための新しい耐震設計法」 

首都大学東京 准教授 壁谷澤 寿一 氏 

研究者より（３）「非構造材の被害と耐震設計法」 

国土技術政策総合研究所 建築研究部 材料・部材基準研究室 室長 脇山 善夫 氏 

企業より「災害拠点建物の設計例」 

株式会社 日建設計 エンジニアリング部門 技術センター 技師長 深井 悟 氏 

 

●パネルディスカッション  

「巨大地震時に要求される災害拠点建物の耐震性能と実地震での応答モニタリングの利活

用について」 

パネリスト 壁谷澤氏、脇山氏、深井氏、西谷、梶原浩一（サブプロ(c)統括/国立研究開

発法人防災科学技術研究所 兵庫耐震工学研究センター長)、向井、日比野 陽（サブプロ

(c)課題 2 分担研究者/広島大学大学院 工学研究科准教授） 

モデレータ 楠 

 

●おわりに  

   
(4)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平成 30 年度 成果報告会 

～ 首都圏のレジリエンス力向上のため「励むべきこと」は何か ～ 

日時 ： 平成 31 年 2 月 28 日（木） 13:00-17:30 

会場 ： 東京大学伊藤国際学術研究センター 伊藤謝恩ホール（東京都文京区本郷 7-3-1） 
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● データ利活用協議会総会 

● あいさつ  文部科学省 

 

(第 I 部)プロジェクトにおける本年度（平成 30 年度）の成果  

●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全体像 

首都圏レジリエンスプロジェクト 総括 平田 直  (東京大学 地震研究所 教授) 

●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プロジェクトに資するデ

ータ利活用に向けた連携体制の構築」   

サブプロ(a)統括/防災科研（NIED） 上石 勲 

●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」 

サブプロ(b)統括/防災科研（NIED） 青井 真 

●サブプロ（c）「非構造部材を含む崩壊余裕度に関するデータ収集・整備」 

サブプロ(c)統括/防災科研（NIED） 梶原 浩一 

●本日の第Ⅱ部、第Ⅲ部、来年度にむけて 

首都圏レジリエンスプロジェクト 総括 平田 直 

白鴎大学 客員教授/元 TBS キャスター 下村 健一 

（第Ⅱ部）本年度の注目研究「データ利活用が紡ぐ新たな価値の創造Ⅱ」 

●サブプロ（a）データ利活用分科会の試み  

「地震動データの地震対応の活用～お客様に一日も早く安心をお届けするために～」 

東京海上日動火災保険 総務部災害対策推進室 鵜飼 章弘 

東京海上日動リスクコンサルティング 企業財産本部リスク    

定量化第一ユニット 林 孝幸  

サブプロ(a)統括/新潟大学 田村 圭子 

 

●サブプロ（b）データ利活用分科会の試み  

「集客施設で地震観測する理由～成田国際空港との連携」  

デ活企業・統括/東京大学 酒井 慎一 

 

●サブプロ（c）データ利活用分科会の試み 「高層ビルの揺れの把握と安全性」 

     株式会社 小堀鐸二研究所 日下 彰宏「建物のゆれの把握にまつわるあれこれ」 

サブプロ(c)統括/早稲田大学 西谷 章「建物のモニタリング：安全性判定、 

事業継続可否判定の枠組みについて」 

（第Ⅲ部）パネルディスカッション 

「首都圏のレジリエンス力向上のため『励むべきこと』は何か」 

話し手： 日原 洋文 一般財団法人 日本不動産研究所 理事長/元内閣府政策 

統括官（防災担当） 

平田 直  国立研究開発法人 防災科学技術研究所 首都圏レジリエンス

研究センター センター長/東京大学地震研究所 教授  

聞き手： 下村 健一 白鴎大学 客員教授/元 TBS キャスター 

 

●おわりに
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(5) 平成 30 年度 第１回サブプロ(a）運営委員会 

日時：平成 30 年 9 月 6 日(木）10 時 00 分～12 時 30 分 

場所：TKP 東京駅日本橋カンファレンスセンター２F ミーティングルーム 215（東京都中

央区八重洲 1-2-16） 

目的： 

１）サブプロ（a）研究にかかる情報交換 

２）デ活活動への現状共有と協力体制の構築 

参加者： 

・サブ（a）研究統括 

 上石 勲 （防災科学技術研究所 雪氷防災研究部門長）  

 田村圭子 （新潟大学危機管理室 教授） 

・サブ a 分担責任者 

 河田惠昭 （関西大学 社会安全研究センター長・特別任命教授）  

 井ノ口宗成（富山大学都市デザイン学部 准教授） 

・サブ（a）分担研究者 

 能島暢呂 （岐阜大学工学部 教授） 

 丸山喜久 （千葉大学大学院工学研究院 准教授） 

 廣井 悠 （東京大学大学院工学系研究科 准教授） 

・協力者 

 堀江 啓 （MS&AD インターリスク総研(株)総合企画部 リスク計量評価グルー プ リ

スク計量評価グループ グループ長 

・forR 事務局 

 阿部直樹 （国立研究開発法人 防災科学技術研究所 気象災害軽減イノベーションセ

ンター 研究員） 

 小野裕子 （国立研究開発法人 防災科学技術研究所 首都圏レジリエンス研究センタ

ー 研究戦略室） 

 古屋貴司 （国立研究開発法人 防災科学技術研究所 首都圏レジリエンス研究センタ

ー 研究戦略室） 

・オブザーバー 

 田中大和 （文部科学省研究開発局 地震・防災研究課 防災科学技術推進室 室長補佐） 

 

概要：本年度の研究の進め方について共有・協議するとともに同日未明に発生した北海道

胆振東部地震に対し、フィールドとしての可能性と今後の研究活動方針について協

議した。 

 

(6) 平成 30 年度 第２回サブプロ(a)運営委員会 

日付：平成 31 年 2 月 12 日（火）10:00～12:00 

場所：関西大学 高槻ミューズキャンパス 西館 2 階 マルチミーティングルーム 2（大

阪府高槻市白梅町 7-1） 

目的： 

１）本年度の成果を共有する 
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２）2 月 28 日 成果報告会における発表内容を検討する 

 

参加者： 

・サブ(a)研究統括 

 上石 勲 （防災科学技術研究所 雪氷防災研究部門長）   

 田村圭子 （新潟大学危機管理室 教授） 

・サブ(a)分担責任者 

 山崎文雄 （千葉大学大学院工学研究院 教授）  

 能島暢呂 （岐阜大学工学部 教授）  

 井ノ口宗成（富山大学都市デザイン学部 准教授）  

 河田惠昭 （関西大学 社会安全研究センター長・特別任命教授）  

 木村玲欧 （兵庫県立大学環境人間学部 准教授） 

 永松伸吾 （関西大学社会安全学部 教授） ※冒頭参加 

 奥村与志弘（関西大学社会安全学部 准教授）※10：40 まで参加 

・オブザーバー 

 山田 豊 （文部科学省 地震・防災研究課） 

 

概要：本年度の成果を共有するとともに、成果報告会で報告すべき内容について協議し、

具体的なスライドの選定等を実施した。また、来年度への研究内容、体制等の協議

を実施した。 
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4.2 対外発表 

(1) 学会等における口頭・ポスター発表 

3.1.1   プロジェクト総括と協議会の設置・運営 

発表した成果（発表題目、
口頭・ポスター発表の別） 

発表者氏名 発表した場所 
（学会等名） 

発 表 し た
時期 

国 内 ・
外の別 

データ利活用による首都圏レ

ジリエンス強化の試み  
田村圭子  レ ジ リエ ンス 協 会 

2月定例会  

2019年2月8
日  

国内 

"The Tokyo Metropolitan 
Resilience Project", a new 
initiative for promoting 
data utilization among 
private agencies and 
research institutes 

田村圭子  国 際 防災 ・人 道 支

援フォーラム 2019 
(International 
Disaster Reduction 
Alliance Forum 
2019 ) 
 

2019月1月
23日  

国際 

将来の大規模災害にどうそな

えるのか  ～ICTの効果的

な利活用をふまえた企業の対

策～   

田村圭子  危 機 管 理 産 業 展

2018  特別セミナ

ー  

2019年10月
12日  

国内 

Possibility of Machine 
Learning and 
Classification for Tweeted 
Image Data to Understand 
Disaster Damage Situation 
- A Case Study of 2016 
Kumamoto Earthquake - 

Munenari 
Inoguchi, 
Atsushi Imai, 
Keiko Tamura 

International 
Technical 
Conference on 
Circuits/Systems, 
Computers and 
Communications 
(ITC-CSCC) 2018 

2018月7月6
日  

国際 

 

3.1.3   被害拡大阻止のためのフラジリティ関数の検討 

 3.1.3.1  建物フラジリティの検討 

発表した成果（発表題
目、口頭・ポスター発表
の別） 

発表者氏名 発表した場所 
（学会等名） 

発表した
時期 

国内・
外の別 

Analysis of building damage 
in Mashiki Town due the 
2016 Kumamoto, Japan, 
earthquake (口頭) 

F. Yamazaki, T. 
Suto, M. 
Inouguchi, K. 
Horie, W. Liu 

Thessaloniki, 
Greece (16th 
European 
Conference on 
Earthquake 
Engineering) 

2018年6月  国外 

Spatial analysis of building 
damage in Mashiki town 
based on data of local 
government due the 2016 
Kumamoto, Japan, 
earthquake (口頭) 

T. Suto, F. 
Yamazaki, M. 
Matsuoka, M. 
Inouguchi, K. 
Horie, W. Liu 

Bangkok, Thailand  
(7th Asia 
Conference on 
Earthquake 
Engineering) 

2018年11
月  

国外 

熊本地震の罹災証明デー
タを用いた深層学習によ
る建物被害推定の可能性
（口頭） 

河辺賢，堀江
啓，井ノ口宗
成，松岡昌
志，須藤巧
哉，山崎文雄 

北海道奥尻町
（第42回地域安
全学会研究発表
会） 

2018年5月  国内 

強震観測記録に基づく
2016年熊本地震の地震動
分布の推定（口頭） 

松岡昌志 北海道奥尻町
（第42回地域安
全学会研究発表
会） 

2018年5月  国内 
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益城町の罹災証明データ
に基づく木造建物の被害
関数構築の試み（口頭） 

山崎文雄，須藤
巧哉，堀江啓，
松岡昌志，井ノ
口宗成，劉ウェ
ン 

仙台市（第 15 回
日本地震工学シ
ンポジウム） 

2018 年 12
月 

国内 

 

3.1.3.2 インフラフラジリティの検討 

発表した成果（発表題
目、口頭・ポスター発表
の別） 

発表者氏名 発表した場所 
（学会等名） 

発表した
時期 

国内・
外の別 

Estimation of the Locations 
of Landslides after the 2016 
Kumamoto Earthquake 
based on Machine Learning 
Techniques（口頭）  

Y. Maruyama 7th Asia Conference 
on Earthquake 
Engineering 
(Bangkok, Thailand) 

2018年11
月 

国外 

2016 年熊本地震における
熊本市内の上水道管路の
被害分析（口頭）  

田口裕貴，
丸山喜久 

土木学会第73回年
次学術講演会（北
海道大学，札幌
市） 

2018年8
月 

国内 

Damage Assessment of 
Sewer Buried Pipes 
Subjected to Seismic 
Ground Motions and 
Liquefaction（口頭）  

G. Shoji The 8th International 
Symposium on 
Earthquake 
Engineering for 
Lifeline and Critical 
Infrastructure 
Systems, 
International Society 
of Lifeline and 
Infrastructure 
Earthquake 
Engineering 
(Shenyang, 
Liaoning, China) 

2018年10
月 

国外 

2011年東北地方太平洋沖
地震における平面道路の
地震被害データに関する
分析（口頭） 

庄司学，中
嶋千穂子，
吉成健人 

第15回日本地震工
学シンポジウム
（仙台国際センタ
ー，仙台市） 

2018年12
月 

国内 

Modeling Occurrence and 
Dissipation of Evacuees in 
Earthquake Disaster -A Case 
Study of the 2016 
Kumamoto Earthquake-（口
頭）  

Nojima, N., 
Shigeta, K. 
and Kato, H. 

The 8th International 
Symposium on 
Earthquake 
Engineering for 
Lifeline and Critical 
Infrastructure 
Systems, 
International Society 
of Lifeline and 
Infrastructure 
Earthquake 
Engineering 
(Shenyang, Liaoning, 
China) 

2018 年
10 月 

国外 

 

供給系ライフラインの地
震時機能的被害・復旧評価
システムの構築とその改
良（ポスター） 

加藤宏紀，能
島暢呂 

第 15 回日本地震工
学シンポジウム（仙
台国際センター，仙
台市） 

2018 年
12 月 

国内 
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2016 年熊本地震における
ライフライン被害に関す
る新聞報道のテキストマ
イニング ―地方紙と全国
紙の比較―（口頭） 

加藤宏紀，能
島暢呂，小山
真紀，田中孝
樹 

第 37 回地震工学研
究発表会（東京大学
生産技術研究所，東
京都） 

2018 年
10 月 

国内 

2016 年熊本地震における
避難に関する新聞報道の
テキストマイニング（口
頭） 

加藤宏紀，能
島暢呂，小山
真紀，永井小
雪里 

第 73 回土木学会年
次学術講演会（北海
道大学，札幌市） 

2018 年 8
月 

国内 

 

3.1.4 災害対応能力向上のための被害把握技術の検討 

 

3.1.5.1 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 

発表した成果（発表題
目、口頭・ポスター発表
の別） 

発表者氏名 発表した場所 
（学会等名） 

発表した 
時期 

国際・
国内の
別 

Possibility of Machine 
Learning and Classification 
for Tweeted Image Data to 
Understand Disaster 
Damage Situation - A Case 
Study of 2016 Kumamoto 
Earthquake -（口頭発表）  

Munenari 
Inoguchi, 
Atsushi Imai, 
Keiko Tamura 

International 
Technical 
Conference on 
Circuits/Systems, 
Computers and 
Communications 
(ITC-CSCC) 2018 

2018年7
月6日 

国際  

Analysis of building damage 
in Mashiki Town due the 
2016 Kumamoto, Japan, 
earthquake（口頭発表）  

Fumio 
Yamazaki, 
Takuya Suto, 
Munenari 
Inouguchi, Kei 
Horie, Wen Liu 

the 16th European 
Conference on 
Earthquake 
Engineering 

2018年6
月21日 

国際 

発表成果（発表題目、
口頭・ポスター発表の

別） 

発表者氏名 発表場所 
（学会等名） 

発表時期 国際・
国内の

別 
大阪府北部地震の教訓
を考える  

廣井悠  帰宅困難者対策フ
ォーラム（東京都
庁）  

2018 年 
11 月 21 日  

国内  
 
 
 

危機管理のための防災
心理学入門～災害時の
心理・行動の教訓を未
来へ生かす  

木村玲欧  一般社団法人内外
情勢調査会函館支
部 , ホテル函館ロ
イヤル(北海道函館
市) 
 

2018 年 
12 月 10 日  

国内  

過去の災害の教訓はど
こまで生かされたか～
住民の避難行動、企業
の社員の出社帰宅判断
のあり方などを考える  

木村玲欧  2018 リスク総括セ
ミナー ( リスク対
策 .com), 全国町村
会館(東京都千代田
区) 

2018 年 
12 月 12 日  

国内  
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3.1.5.2 業務手順確立のための事業継続ガバナンスの確立 

 
2) 学会誌・雑誌等における論文掲載 

3.1.1   プロジェクト総括と協議会の設置・運営 

 

3.1.3   被害拡大阻止のためのフラジリティ関数の検討 

 3.1.3.1  建物フラジリティの検討 

「想定外」は想定内？日

ごろの危機管理は「わが

こと意識」から - 

木村玲欧  第 6 回 大阪市ハウ

ジングデザインシ

ンポジウム , 大阪

市立住まい情報セ

ンター(大阪市) 

2019 年 
2 月 10 日 

国内  

発表した成果（発表題
目、口頭・ポスター発表
の別） 

発表者氏名 発表場所 

（学会等名） 

発表時期 国際・
国内の
別 

国難災害に備える、口頭 河田惠昭 第 8 回自治体災害

対策全国会議 

2018 年

11 月 
国内 

掲載論文（論文題目） 発表者氏名 発表場所 

（雑誌等名） 

発表時期 国際・

国内の

別 

Development of Effective 
Integrated System for 
Building Damage Inspection 
under Harmonious 
Collaboration between 
Human and ICT - A Case 
Study of 2018 Hokkaido 
Eastern Iburi Earthquake - 

Munenari 
Inoguchi, Keiko 
Tamura, Kei 
Horie, Ryota 
Hamamoto and 
Haruo Hayashi 

IEEE Big Data 
2018, pp.3503-3508 

2018 年 12
月 

国際  

Realization of Effective Team 
Management Collaborating 
between Cloud-based System 
and On-site Human 
Activities -A Case Study of 
Building Damage Inspection 
at 2018 Hokkaido Eastern 
Iburi Earthquake- 

Keiko Tamura, 
Munenari 
Inoguchi, Kei 
Horie, Ryota 
Hamamoto and 
Haruo Hayashi 

IEEE Big Data 
2018, pp.3554-3558 

2018 年 12
月 

国際  

広域災害の発生直後にお
ける被害の概況把握に資
する研究 ～平成 30年 7 月
西日本豪雨災害を事例と
して～ 

井ノ口  宗成・田
村  圭子・林  春男  

電子情報通信学会 , 
IEICE-
ICTSSL2018-34, 
Vol.118, No.244, 
pp.49-52 

2018 年 10
月 

国内  

掲載論文（論文題目） 発表者氏名 発表場所 

（雑誌等名） 

発表時期 国際・

国内の

別 

Synthetic building damage 
scenarios using empirical 
fragility functions: A case 
study of the 2016 Kumamoto 
earthquake 

L. Moya, E. 
Mas, S. 
Koshimura, 
F. Yamazaki 

International Journal of 
Disaster Risk Reduction 

2018 年 4
月 

国際  
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3.1.3.2 インフラフラジリティの検討 

 

 3.1.4 災害対応能力向上のための被害把握技術の検討 

An integrated method to 
extract collapsed buildings 
from satellite imagery, hazard 
distribution and fragility 
curves 

L. Moya, E. 
Mas, B. 
Adriano, S. 
Koshimura, 
F. Yamazaki, 
W. Liu 

International Journal of 
Disaster Risk Reduction 

2018 年 10
月  

国際  

掲載論文（論文題目） 
 

発表者氏名 発表場所 
（雑誌等名） 

発表時期 国際・
国内の
別 

道路構造の影響を考慮し
た大規模地震後の高速道
路の復旧時間予測モデル 

五十嵐翼，
丸山喜久 

土木学会論文集 A1
（構造・地震工学），
Vol. 74, No. 4, pp. 
I_258-I_266 

2018 年  国内 

スマートフォンの位置情
報による流動人口の時空
間分布の推定 

一 ノ 瀬 良
奈，丸山喜
久，永田茂 

土木学会論文集 A1
（構造・地震工学），
Vol. 74, No. 4, pp. 
I_210-I_219 

2018 年  国内 

下水道埋設管路の地震被
害データに対する統一的
な整理・分析と解釈 

畠山大治，
庄司学，永
田茂 

土木学会論文集 A1
（構造・地震工学），
Vol. 75，No. 4 

2019 年  
登載決定 
 

国内 

2016 年熊本地震における
避難者の発生・解消過程に
関する基礎的考察 

繁田健嗣，
能島暢呂，
永 井 小 雪
里，加藤宏
紀 

土木学会論文集 A1
（構造・地震工学），
Vol.74，No.4，pp.I_508-
I_521 

2018 年  
 

国内 

2016 年熊本地震における
高速道路網の機能的被害・
復旧の時空間的分析 

加藤宏紀，
能島暢呂，
佐藤多恵 

土木学会論文集 A1
（構造・地震工学），
Vol.74，No.4，pp.I_168-
I_178 

2018 年  国内 

掲載論文（論文題目） 
 

発表者氏名 発表場所 
（雑誌等名） 

発表時期 国際・
国内の
別 

Development of Effective 
Integrated System for 
Building Damage Inspection 
under Harmonious 
Collaboration between 
Human and ICT - A Case 
Study of 2018 Hokkaido 
Eastern Iburi Earthquake – 
 

Munenari 
Inoguchi, 
Keiko Tamura, 
Kei Horie, 
Ryota 
Hamamoto and 
Haruo Hayashi 

IEEE Big Data 2018, 
pp.3503-3508 

2018年12
月 

国外 

Realization of Effective 
Team Management 
Collaborating between 
Cloud-based System and 
On-site Human Activities -A 
Case Study of Building 
Damage Inspection at 2018 
Hokkaido Eastern Iburi 
Earthquake- 
 

 

Keiko Tamura, 
Munenari 
Inoguchi, Kei 
Horie, Ryota 
Hamamoto and 
Haruo Hayashi 

IEEE Big Data 2018, 
pp.3554-3558 

2018年12
月 

国外 



86 
 

 

3.1.5.1 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 

 

3.1.5.2 業務手順確立のための事業継続ガバナンスの確立 

益城町の罹災証明データ
に基づく木造建物の被害
関数構築の試み 

山崎 文雄・
須藤 巧哉・
堀江 啓・ 
松岡 昌志・
井ノ口宗成・
劉 ウェン 

第15回日本地震工
学シンポジウム, 
pp.1883-1891 

2018年12
月 

国内 

広域災害の発生直後にお
ける被害の概況把握に資
する研究 ～平成30年7月
西日本豪雨災害を事例と
して～ 

井ノ口宗成・
田村 圭子・
林 春男 

電子情報通信学会, 
IEICE-ICTSSL2018-
34, Vol.118, 
No.244, pp.49-52 

2018年10
月 

国内 

パーソナライズド動画を
用いた個人型ハザードマ
ップの提案 ～"動画で理
解!わが家のハザードマッ
プ"プロジェクト～ 

井ノ口宗成・
真野 栄一・
栗原 龍・大
崎 雄二 

電子情報通信学会, 
IEICE-ICTSSL2018-
18, Vol.118, 
No.132, pp.13-16 

2018年7月 国内 

twitter投稿画像を用いた
屋内外被害の機械分類に
かかる基礎研究 ～2016年
熊本地震を事例として～ 

井ノ口宗成・
今井 淳 

電子情報通信学会, 
IEICE-ICTSSL2018-
1, Vol.118, 
No.26, pp.1-4 

2018年5月 国内 

掲載論文（論文題目） 
 

発表者氏名 発表場所 

（雑誌等名） 

発表時期 国際・
国内の
別 

"The Earthquake in Ōsaka-
Fu Hokubu on 18 June 2018 
and its Ensuing Disaster" 
(査読あり) 

HIRATA, N. 
and KIMURA, 
R. 

Journal of Disaster 
Research, Vol.13, 
No.4, pp.813-816 

2018 年  国際  

Development of Disaster 
Process Management 
System (査読あり)   

MUNEYOSHI 
NUMADA and 
KIMIRO 
MEGURO: 

Paper No. 68, 17th 
International 
Symposium on New 
Technologies for 
Urban Safety of Mega 
Cities in Asia 

12-14 
December 
2018, 
Hyderaba
d, India   

国際  
 
 
 
 
 
 
 

"The 2018 Hokkaido 
Eastern Iburi Earthquake 
and its Aftermath" 
(査読あり) 

TAKAHASHI, 
H. and 
KIMURA, R. 

Journal of Disaster 
Research, Vol.14 
Scientific 
Communication 
Online, 3p. 

2019 年   国際  
 
 

掲載論文（論文題目） 
 

発表者氏名 発表場所 

（雑誌等名） 

発表時期 国際・
国内の
別 

自治体防災の要諦（１） 

災害対策本部の立ち上げ 
河田惠昭 日経グローカル、

No.338 
2018 年 4
月 

国内 

自治体防災の要諦（2） 

首長のリーダーシップ 

河田惠昭 日経グローカル、 
No.340 

2018 年 5
月 

国内 
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2) マスコミ等における報道・掲載 

 

  3.1.1 プロジェクト総括とデータ利活用協議会の設置・運営 

「防災省」設置で被害を

小さくする努力を 

河田惠昭 NIRA 私の構

想、6 月号、

No.36 

2018 年 6
月 

国内 

自治体防災の要諦（3） 

災害関連法の背景と課題 
河田惠昭 日経グローカル、

No.340 
2018 年 6
月 

国内 

避難行動要支援者名簿を

活用した制度の構築プロ

セス 

陸川貴之・河

田恵昭 
災害情報、No.16-
1 

2018 年 7
月 

国内 

自治体防災の要諦（4） 

タイムラインの準備と活

用 

河田惠昭 日経グローカル、

No.342 
2018 年 7
月 

国内 

東京直下＆南海トラフで

「ライフライン」は全滅

へ 

河田惠昭 THEMIS、No.310 2018 年 8
月 

国内 

南海トラフ巨大地震時に

おける災害廃棄物処理に

係る災害対応リソース 

平山修久・永

田尚人・上村

俊一・河田恵

昭 

地域安全学会論文

集、No.33 
2018 年

11 月 
国内 

大阪北部地震でわかった

こと 
河田惠昭 消防防災の科学、

No.134 
2018 年

11 月 
国内 

我が国の国難災害対策の

あるべき姿 
河田惠昭 応用地質、第 59

巻第 5 号 
2018 年

12 月 
国内 

自治体防災の要諦（10） 

避難に必要な災害文化と

知恵 住民を動かす５つ

の解決策 

河田惠昭 日経グローカル、

No.356 
2019 年 1
月 

国内 

被害の「減災」から、回

復を早くする「縮災」を

目指せ 

河田惠昭 毎日フォーラム 

日本の選択 
2019 年 1
月 

国内 

巨大震災の最悪シミュレ

ーション 
河田惠昭 生活協同組合研究 2019 年 3

月 
国内 

報道・掲載された 

成果（記事タイトル） 

発表者氏名 発表場所 

（新聞名・TV 名） 

発表時期 国際・

国内の

別 
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3.1.5.1 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 

 

3.1.5.2 業務手順確立のための事業継続ガバナンスの確立 

・ テレビ・ラジオ 

新たな取組：企業も強く

なる・首都圏も強くなる

＿首都圏レジリエンスプ

ロジェクト・データ利活

用協議会～ 

田村圭子 国際防災・人道支

援フォーラム 2019 

報告書,pp11 

2019 年 3
月 29 日 

国際 

 

 

 

 

平時から産官学民が情報

連携を 

田村圭子 兵庫ジャーナル,2

面 

2019 年 2
月 14 日 

国内 

 

被害の軽減と「回復力」～

国と企業 情報共有仲介～ 

田村圭子 朝日新聞,17 面 2019 年 1
月 31 日 

国内 

災害多発時代の対応など

議論 神戸でフォーラム 

田村圭子 神戸新聞（WEB） 2019 年 1
月23日 

国内 

企業も強くなる。首都圏も

強くなる首都圏レジリエ

ンスプロジェクト 

田村圭子 Ace-建設業界 ,日

本 建 設 業 連 合

会,pp.23 

2018 年 4
月 

国内 

報道・掲載された 

成果（記事タイトル） 

発表者氏名 発表場所 

（新聞名・TV 名） 

発表時期 国際・

国内の

別 

災害多発 カギを握る“判

断” 

木村玲欧 NHK 関西広域, か

んさい熱視線 

2018 年 8
月 31 

国内 

廃校の小学校活用し体験

型の訓練 

 NHK 静岡 2019 年 2
月 13 日 

国内 

企業はどう守る？ 従業員

と家族の命 

廣井悠 NHK7 時ニュース 2019 年 3
月 6 日 

国内 

報道・掲載された成果 

（記事タイトル） 

発表者氏名 発表場所 

新聞名・TV 名 

発表時期 国際・国

内の別 

大阪府北部地震 河田惠昭 NHK、クローズ

アッププラス 

2018 年 

6 月 20 日 
国内 

大阪府北部地震 河田惠昭 テレビ大阪、や

さしいニュース 

2018 年 

6 月 22 日 
国内 

大阪府北部地震 河田惠昭 読売テレビ、ウ

ェークアップぷ

らす 

2018 年 

6 月 23 日 
国内 
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西日本豪雨 河田惠昭 読売テレビ、ウ

ェークアップぷ

らす 

2018 年 

7 月 14 日 
国内 

広域災害にどう備えるか 河田惠昭 NHK、視点論点 2018 年 
7 月 25 日 

国内 

西日本豪雨 河田惠昭 日本 BS 放送、

BS11「報道ライ

ブ」 

2018 年 
7 月 31 日 

国内 

闘論！倒論！討論！2018

日本よ、今… 

河田惠昭 日本文化チャン

ネル桜、2018

日本よ、今… 

2018 年 
8 月 30 日

（9 月 1
日発表） 

国内 

台風 河田惠昭 日本 BS 放送、

BS11「報道ライ

ブ」 

2018 年 
9 月 3 日 

国内 

台風 21 号 河田惠昭 ABC 朝日放

送、キャスト 
2018 年 
9 月 4 日 

国内 

台風 21 号 河田惠昭 読売テレビ、ウ

ェークアップぷ

らす 

2018 年 
9 月 8 日 

国内 

台風 21 号 河田惠昭 MBS ラジオ、

おはようパーソ

ナリティ道上洋

三です 

2018 年 
9 月 10 日 

国内 

自然災害 河田惠昭 ABC 朝日放

送、教えて！

NEWS ライブ

正義のミカタ 

2018 年

10 月 4 日 
国内 

台風 21 号 河田惠昭 NHK、かんさ

い熱視線 
2018 年

10 月 12
日 

国内 

今年の災害 河田惠昭 読売テレビ、ウ

エークアップぷ

らす 

2018 年

12 月 22
日 

国内 

映像記録 首都圏 3.11 
震災 8 年目の防災は 

河田惠昭 NHK、首都圏

情報 ネタド

リ！  

2019 年 
3 月 1 日 

国内 

平成の終わりに”(5)「大

災害から学んだ縮災対

策」 

河田惠昭 NHK、視点論

点 
2019 年 
3 月 7 日 

国内 
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・ 新聞 

・新聞報道は上記の他に 25 件（2018 年度） 
  

報道・掲載された成果 

（記事タイトル） 

発表者氏名 発表場所 

新聞名・TV 名 

発表時期 国際・国

内の別 

新たな危機管理手法 成功

例学び 行動計画を 
河田惠昭 朝日新聞 2018 年 

4 月 7 日 
国内 

巨大地震「縮災」の教訓 河田惠昭 読売新聞 2018 年 
4 月 14 日 

国内 
 

第 72 回神戸新聞平和賞

「防災省」創設を提言 
河田惠昭 神戸新聞 2018 年 

5 月 3 日 
国内 

防災・復興庁の設置訴え 
21 世紀研究機構が成果報

告会 

河田惠昭 神戸新聞 2018 年 
7 月 31 日 

国内 

豪雨災害対応 岡山県が検

証 
河田惠昭 読売新聞 2018 年 

8 月 21 日 
国内 

大阪北部地震を経験して

「災後・災前を生きる」シ

ンポジウム 

河田惠昭 神戸新聞 2018 年 
8 月 31 日 

国内 

津波対策 初級編 逃げるが

勝ち 早い避難を 
河田惠昭 朝日新聞 2018 年 

9 月 7 日 
国内 

西日本豪雨、台風 21 号、

北海道地震・・・被災地で

は 

河田惠昭 朝日新聞 2018 年 
9 月 16 日 

国内 

防災省の必要性 訴え 河田惠昭 読売新聞 2018 年

11 月 7 日 
国内 

災害への備え 確認する日

に 
河田惠昭 神戸新聞 2019 年 

1 月 13 日 
国内 

南海トラフ 対策急いで 河田惠昭 読売新聞 2019 年 
1 月 18 日 

国内 

国際防災・人道支援フォー

ラム 2019 
河田惠昭 朝日新聞 2019 年 

1 月 31 日 
国内 
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