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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(課題 a④) 

 

(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)２０１９年度業務目的 

・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 
平成 30 年度に発生した災害を事例として、現地で収集されたデータを教師データ

とし、AI による判定とその精度検証を実施し、有用可能性を検討する。また、衛星画

像や航空写真、その他のレーダー画像等を用いた先進研究成果を調査し、組み合わせ

による精度向上の可能性について追及する。一方で、時間軸でデータ収集期とデータ

処理時間を整理し、状況把握の時系列展開の可能性を解明し、災害対応過程における

業務実施事項と照らし合わせることで、業務ベースでの必要な状況把握に対する最適

な技術の組み合わせを導出し、その有用性を検証する。 
 
(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) ２０１９年度の成果 

(a) 業務の要約 

2019(平成 31)年度の山形沖地震および台風 15 号では、AI によるブルーシートの判定を

実施した。Human-in-the-Loop の枠組みを援用し、人による作業を組み入れた AI の最大

活用を模索し、実装した。山形沖地震では約 60％の精度でブルーシートを特定できたもの

の、台風 15 号では同じ判定モデルを活用するだけでは 35％に留まった。地域特性を含め
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た AI の学習機会を創出する仕組みの必要性が明らかとなった。 
一方で、航空機による空撮画像は、災害の被害規模が大きくなければ収集できず、さら

に台風 15 号・19 号では入手時期が非常に遅れることとなった。ドローンのような簡易な

仕組みが、様々な災害で利用できることが期待される一方で、撮影範囲が広くなく、広域

災害では撮影および処理時間が膨大となることから、より緻密な戦略が必要であることが

明らかとなった。これに対して、衛星画像を対象として AI 活用によるブルーシート判定

の実施と精度検証を実施した。本検証においては、畳み込み層と全結合層を含む畳み込み

ニューラルネットワークの 1 つである VGG16 モデルを用いた。2018 年の大阪北部地震の

被災地である茨木市を事例としたところ、短時間の学習で、適合率 93.75％、再現率 94.74％
（F 値：0.94）の結果を得た。衛星画像とドローンによる収集画像を組み合わせることで、

精度の向上が見込まれることの見通しが立ったと言える。 
また、建物の被害特定に関して、住家被害認定調査の指針に基づいた現地調査、ドロー

ンによる収集画像からの被害状況把握、衛星画像を用いた被災エリア特定といった各種の

作業時間を時系列で分析し、単位面積あたりの見積時間を同定した。衛星画像ではイニシ

ャルにかかる時間として 2 日ほどを有するが、その後の作業量は面積の影響を受けない。

一方で、ドローンについては高品質にすることによるデータ転送量および処理量が増える

ことから、限定的な地域では効率性が高いことが判明した。現地調査においては、地域に

おける密集度に影響を受けるものの、外観調査では地震・水害においても単位時間あたり

の調査可能数の差は小さいことが明らかとなった。これらを踏まえると、広域災害では衛

星画像は効果的であるが、限定的な被災状況であればドローンの活用により概況を捉え、

現地調査により詳細な被害状況の把握を推進することが、より確実かつ迅速に被害状況が

把握できる可能性が高いことが明らかとなった。 
 

(b) 業務の成果 

1) Human-in-the-Loop の枠組みを援用したドローンと AI によるブルーシート判定 

本研究では、無人航空機の1つであるドローンが社会普及している近年の状況を踏まえ、

災害対応の現場におけるドローンによる空撮画像の利活用の可能性を探索することを目的

とした。そこで、2019年6月に発生した山形沖地震の被災地である村上市を事例としてドロ

ーンによる空撮を実施し、オルソ画像化し、AIによる学習とブルーシート特定の可能性に

ついて検証した。 

ドローンによる空撮においては、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。本研究で用いたドローンは、DJI社のMAVIC 2 Proであり、4K

（5472×3648pix）の撮影が可能であるとともに、最大飛行時間は約30分のスペックを有す

る。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、esri社が販売するDrone2Map for ArcGIS12を用いて、オルソ画

像の構築を進めた。この際、画像間で重なる特徴を同定し、画像をつなぎあわせて行くこ
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とから、空間内で歪みが発生する。これを除去するために、GCP（Ground Control Point）

を設定し、歪みを極小化する。オルソ画像の構築には、1地区で約4時間程度を有しており、

複数台のマシンで並列的に処理を実施することで、全体的な時間コストの削減を図った。 

オルソ化した画像を対象として、AI の活用を進めた。AI を活用するためには教師デー

タの準備と、その学習が必要となる。そこでオルソ化した画像に対して目視確認により、

ブルーシートの場所を矩形で囲み、その場所と数を特定した。このデータを教師データと

して、深層学習による AI の画像処理モデルを構築し、物体検出の技術を適用し、ブルーシ

ートの特定の自動化に取り組んだ。単純な画像処理ではなく深層学習を取り入れたことに

より、ブルーシートの周りを含めた特徴を学習することから、青色の屋根とブルーシート

や、田畑にかかるブルーシートと屋根にかかるブルーシートを的確に判別することを期待

した。 

一般的な深層学習では、事前に教師データを準備し、学習させておき、新たな画像に対

して判定を実施する。これに対して本研究では、発災後に被災地域で撮影された画像に対

して、即時的にブルーシートを人の目視によって特定し、それを学習データとして活用す

ることに取り組んだ。なぜならば、ブルーシートの周りに存在する屋根は地域特性を有し

ていることが想定されたためである。そこで、Human-in-the-Loop の考え方に基づいて、

人による目視確認と、その結果の利活用として AI への学習を実践した。ここに至る過程の

全体像を図 1 に示す業務フローとして構築し、その実証を推進したこととなる。なお、図

1 では現場で作業実施するフロントヤードと、遠隔で支援作業を実施するバックヤードに

分けて構築している。とくに右下部に位置する AI 判定と人力判定の連携部が Human-in-

the-Loop の枠組みを採用した箇所となる。 

 

 
図 1 Human-in-the-Loop を取り入れた AI によるブルーシート特定の流れ 

 

本取り組みでは、表 1 に示すように約 60％の正解率を得た。正解率については、AI が

提示する信頼度に基づいて分類した。高い信頼度ほど正解率は高くなっている。すなわち、

信頼度が低い判別については、誤認識の率が高まることから、部分的にブルーシートと判

断されるものについては、十分な精度を得られていない。これらの誤認識および未検出に
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ついては、図 2 に示すような例が発生した。 

 

表 1 AI を活用したブルーシート特定の精度検証 

 
 

  

図 2 AI による誤認識（左）と未検出（右） 

 

本研究の成果は AI による有用性の検証を目的としていたが、被災地では屋根被害の様相

を被災者に提示し、被災者の生活再建の方針決定に貢献できた。くわえて、本事例の対象

となった村上市では、多くの家屋に対して屋根に被害が集中している現状を把握したこと

で、被災者の生活再建の一助とするべく、屋根被害に対するリフォーム補助を市独自の支

援策として確立した 1)。これらが表すように、被災地に対して早期で被害状況を還元する

ことで、被災者生活再建支援に対して一定の貢献が出来たといえる。 

また、同様の作業を発災から 2 ヶ月後に実施した。これにより、同じ地域の比較が可能

となった（図 3）。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。すなわち、本研究が自動化され、災害発生後に定点観

測が可能となれば、その情報から新たな生活再建のモニタリング手法となり得るといえる。

本報告書執筆時点では、前述の図 1 に示す作業の多くが人力によるものであり、今後、自

動化技術の開発・実装を推進し、新たな生活再建のモニタリング手法を実現する必要があ

ると考えている。 
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図 3 発災直後と 2 カ月後の空撮画像の比較 

 

追加の分析として、上記に記した成果を基に、令和元年台風 15 号の被災地である東京

都大島町に対して同様の空撮と AI によるブルーシート判定を実施した。この分析では、AI

のモデルは、村上市の事例での学習済みモデルを利用し、その転用可能性を言及した。し

かし、学習済みモデルでは、青色という色に基づいた判別要素が強く、大島町での適用時

には海面の青色に多く反応する結果となった。そこで、GIS による空間処理を実施し、海

域を排除することで精度向上を図った。しかしながら、最終的には信頼度 95%以上の判定

結果に対して、正解率は 35%に留まった。 

 

表 2 令和元年台風 15 号の大島町への適用結果 

 

 
上記の結果から、深層学習を利用する上での学習量が圧倒的に少ないという課題がある

一方で、過去災害の学習データを転用できない可能性も示唆された。この結果を踏まえれ

ば、地域特性を含めた AI の学習機会を創出する仕組みが必要であるともいえる。一方で、

少ない学習量で高い性能を発揮するための仕掛けとして、物体検出や画像分類における世

界的に有名なモデルに対して転移学習の手法を適用することも必要であった。さらに、ド

ローン空撮画像から作成したオルソ化画像は画素数が多く、学習効率も悪いと考えられる。

そのため、画素数の低い画像を並列利用することで、精度向上が見込まれると考えている。 
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2) 深層学習による衛星画像からの屋根被害特定 

次に、広域大規模災害や天候不良の条件を想定すると、ドローンによる空撮と情報収集

は困難である。一方、衛星画像は広範囲を一度に撮影できるものの、撮影のタイミングや

画像解像度に課題があった。解像度については、商用で入手可能な画像が 30cm 解像度ま

でになっている。本研究では、広域災害における衛星画像の利用による屋根被害の特定と、

その精度について検証した。 
本研究では、平成 30 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。VGG-16 モデルは、画像認識の大規模コンペティションである 2014 年

の ILSVRC（ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge）で好成績を収めてい

る。 
VGG-16 モデルは、オックスフォード大学が開発した畳み込み 13 層と全結合層 3 層の

計 16 層から成り立ち、画像を 1000 種類のオブジェクトカテゴリに分類するニューラルネ

ットワーク 2)である。本研究では、ブルーシートの特定を目的としたが、先行研究におい

て青色の屋根をブルーシートとして誤認識することが明らかとなっていたことから、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、画像認識では VGG-16 に対して、転移学習や Fine-Tuning といった手法が利用され

る傾向にある。本研究では、転移学習の手法を利用することとした。これは、あるドメイ

ンで学習したモデルを別のドメインに使うことで、一般的に学習させるよりも少ないデー

タで追加学習させる手法である。そこで、平成 30 年大阪北部地震後の茨木市を撮影した

高解像度衛星画像に VGG-16 を適用させるために、全結合層の 3 層に対して再学習を実施

することとした。 
再学習にあたり、教師データおよび検証データの作成を実施した。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（図 4）、うち 3 つの区画（図中の青色領域）

から教師データを作成した。残りの 1 つの区画（図中の赤色領域）は検証に用いることと

した。教師データの作成においては、衛星画像から「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 つを作成した。30cm の解像度であっ

ても、衛星画像のみで判定が難しい場合がある。その際には、Google Maps において公開

されている航空写真画像を活用し、同場所の画像を比較することで判別した（図 5）。 
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図 4 学習と検証のエリア 

 

 

図 5 教師データの作成 
 
次に、衛星画像とマスク画像を 32 画素×32 画素（約 10ｍ四方）のサイズに切り出し

た。これは、日本家屋の 1 棟の屋根がおおよそ収まる大きさであるとともに、深層学習

の学習効率をあげるために 2 の累乗としている。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（表 3）。 
 

表 3 教師データと検証データのオブジェクトカテゴリ別件数 
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学習にあたっては、教師データに対して何回繰り返して学習させるかを表すエポック数

を決定する必要がある。深層学習ではパラメータの数が多く、エポック数を大きくしなけ

ればならないが、ある一定量を超えると過学習となり、精度が低下することが知られてい

る 3)。そこで、事前検証としてエポック数の増加とテストデータへの適合度を確認した（図

6）。この結果から、エポック数が 57 の場合、テストデータへの適合度が最大（validation 
loss が最小）となった。他の検証の場合はエポック数が 60 で適合度が最大となった。こ

のばらつきを踏まえて、本研究ではエポック数を 60 として設定した。 
 

 

図 6 エポック数とモデル適合度の検証 
 

上記に示した条件の下で、VGG-16 モデルに対して一部を再学習させたモデルを用いて、

前述の図 4 中の赤色で示した検証エリアに対して、モデルの有用性を検証し、表 4 に示す

結果を得た。また抽出されたブルーシートを色分けした結果が図 7 である。 
 

表 4 VGG-16（再学習済み）による判定結果の精度検証 
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図 7 深層学習によるブルーシート判定結果（左：入力画像、右：判定結果） 

 
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。 
 
 
3) 被害状況把握のための 3 手法の比較 

本研究では、被害状況把握にかかる時間的コストの観点から、効率的な手法を同定する

とともに、今後の災害時の必要時間の見積もりを可能とするために、過去災害の事例をも

とに比較を行った。具体的には、2018 年北海道胆振東部地震に対する安平町の対応、2019
年山形沖地震に対する村上市の対応の 2 つを事例として、その対応にかかる時間コストを

分析し、想定される被災建物棟数から時間コストを算出する簡易モデルを提示した。 
第一に、行政職員によって各自治体で実施される現地長である住家被害認定調査を対象

とした。2018 年北海道胆振東部地震の安平町の対応では、件数の少ない班の活動を排除し

た上で分析すると、117 班・日で 2,543 棟を調査しており、平均で 21.7 棟/班・日であっ

た。一方で、調査対象建物が建設されていた面積を算出した。これには、第 6 次標準地域

メッシュ（250ｍメッシュ）を被災エリア内に生成し、そのメッシュ数で評価することとし

た。調査対象建物が建設されていたメッシュ数は 219 メッシュであり、13.69 ㎢であった。

このことから、当該地域は建物が建設されている箇所のみの評価となるが、件数が少なく

排除した建物も含めると 2,666 棟で、194.78 棟/㎢の建物密集度の地域であった。この結

果から、8.98 班・日 /㎢を現地における住家被害認定調査にかかる見積量として導出され

た。同様の手法で 2019 年山形沖地震に対する村上市の対応を評価した。しかし、本事例
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では、3 日間で 644 棟の被災家屋に対して 10 班体制で実施した。すなわち、平均で 21.5
棟/班・日であった。これは安平町の住家被害認定調査の実績と大差がないことが判明した。

本事例では、5.69 ㎢の範囲に 644 棟の建物が位置していたと推定され、113.2 棟/㎢の建物

密集状態であり、安平町よりも建物密集度は小さい地域であった。これらの分析結果は、

地域も災害も異なる上に 2 事例のみの分析であることから、すべての災害事象に適用可能

であるとは限らない。しかし、次なる災害に活用することを想定し、建物の分布状況およ

び調査実績棟数を平均化すると、154.0 棟/㎢の建物密度と 21.6 棟/班・日の調査可能建物

数となる。この結果から、7.13 班・日/㎢が平均的な見積根拠値であると結論づけた。 
第二に、ドローン撮影画像によるオルソ化と人力による屋根被害特定を対象とした。

2019 年 6 月に発生した山形沖地震の被災地である村上市において、我々はドローンによ

る被災地の空撮を実施した。本データを用いて、ドローン撮影画像付き空間データとして

整備するとともに、その撮影ポイントとエリアの関係性から、空撮に必要な時間の算出を

実施した。まず、第 6 次標準地域メッシュ（250ｍメッシュ）を被災エリア内に生成し、そ

のメッシュ数で評価することとした。空撮は、2 日間で実質 8 時間程度であったのに対し

て、空撮データが該当した第 6 次標準地域メッシュは 91 メッシュであった。すなわち、

5.69 ㎢の範囲に対する空撮データであったと評価できる。この結果から、基礎データ収集

にかかる空撮では平均で 84.4 分/㎢の見積りを実施する必要があったといえる。一方で、2
度目の空撮が実施されたデータを入手し、同様の分析を実施したところ、準備・データ抽

出を含めて計 4 時間での空撮状況であり、平均で 42.2 分/㎢であった。空撮エリアの特定、

飛行ルートの設計などの時間短縮に加え、空撮操作に対する熟練度が向上したことが考え

られた。2 つのデータをもとに考えれば、その平均値である 63.3 分/㎢で見積もることが

妥当であると結論づけた。 
次に、収集された空撮データでは、歪みを含む写真データであることからオルソ化の実

施を行った。本事例では、2 日間で実質 8 時間程度の空撮によって撮影されたデータ量

25,014MB に対して、空撮データをバックヤードに転送しており、モバイルを想定し

10Mbps の帯域を持つネットワークとした転送の場合、5.56 時間を要すると算出された。

これを空撮実施面積で除算すると、4,398MB のデータに対して 0.98 時間/㎢の転送時間を

見積必要があったと結論づけた。オルソ画像化の作業には、正確な位置情報を付与し、歪

みを排除する必要があり、撮影範囲内に 20 カ所ほどの GCP（Ground Control Point）を

設定すること必要がある。空撮データに対して、6 エリアに分割し、それぞれに 20 カ所の

GCP を設定した。本作業にかかった時間は 1.8 時間/エリアであった。これは地域性から、

衛星画像と空撮画像を比較した上での特徴となる一致点の発見が難しく、多くの時間を要

した。本事例を基本とすれば、1.90 時間/㎢の見積が必要であったといえる。また、オルソ

画像の作成については、機械処理を実施し、総計 5.8 時間を要した。この結果から、1.02
時間/㎢を見積根拠値とした。次に、人力でのブルーシート判定であるが、644 棟の家屋に

対してオルソ画像を用いて上空からの調査を実施した場合、7 件のブルーシート（屋根に

被害があった箇所）を特定し、270 分（4 時間半）を要した。しかし、全棟調査を実施しな

ければ、これらの被害は抽出できなかったことを考慮すると、オルソ画像から被害家屋特

定には、2.39 分/棟を要しており、0.79 時間/㎢の速さで屋根被害の特定は実施が可能であ
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ったと結論づけた。 
これらを総括し、1 ㎢あたりでの必要時間コストを算出する。空撮に必要な 63.3 分（1.06

時間）、データ転送に必要な 0.98 時間、GCP 特定に必要な 1.90 時間、オルソ画像化のた

めの機械処理に必要な 1.02 時間、屋根被害の特定に必要な 0.79 時間を合算すると、5.75
時間/㎢となる。これが、ドローンによる空撮画像を活用した家屋（屋根）被害の特定に必

要な平均時間として見積もった。 
最後に、衛星画像を用いた被災エリアの特定と被災建物数の抽出についてである。これ

は、2019 年の台風 19 号の防災科学技術研究所の取り組み実績があることから、それを調

査し、必要な時間コストを導出するものとした。防災科学技術研究所の取り組みによれば、

以下のような流れで被災エリア特定ならびに被災建物数の抽出を実施していた。日時につ

いては、おおよその時間を含んでいる。 
・ 10 月 12 日：台風 19 号が日本に上陸、大雨をもたらし各地で浸水被害が発生 
・ 10 月 13 日 05 時 41 分：ヨーロッパ宇宙機関（ESA）のレーダ衛星である Sentinel-

1 が関東から東北まで広範囲で観測 
+ レーダ画像 [東北・関東]による浸水推定（国際航業による分析、海域除外済み） 

・ 10 月 16 日 07 時 22 分：浸水推定域を公開 
・ 10 月 19 日 12 時 28 分：浸水棟数の概要の計算を完了 
・ 10 月 21 日 10 時 00 分：市町村別の浸水域の計算を完了 
・ 10 月 21 日 17 時 00 分：研究所内・関係機関間の調整を実施し、公開開始 
・ 10 月 22 日 15 時 00 分：最終形を公開 
本来であれば労働時間等を考慮する必要があるが、本研究では 24 時間体制での対応を

仮定し、総計 240 時間のコストとして分析することとした。一方で、レーダ画像が撮影で

きた面積については、レーダ画像の解像度ならびに行列のピクセル数から算出することと

した。本事例でのデータは、Sentinel-1 のレーダ画像であり、解像度は 5m×5m である。

また、分析に使用された範囲は、35,763×57,309pix とされている。この情報より、防災科

学技術研究所における解析対象範囲は、51,238.54 ㎢であったと評価できる。すなわち、

本事例では 28.1 分/㎢の見積量となった。本事例では広域災害であるとともに、どの地域

で浸水が発生しているかが不明瞭な状態が続いたことから、全域を対象とした分析が実施

されている。一方で、局地的な被害であった場合でも同等の処理が必要になることから、

本事例の結果は参考情報にすぎない。 
上記に示した各分析の結論は、すべてを㎢単位で導出した。これは、本業務を実施する

にあたり、どの地域・被災状況においても共通の単位として㎢は位置づけることが出来る

とともに、地域における被害把握の想定を実施するにあたり容易に見積が可能となると考

えている。これまでの分析から、現地における住家被害認定調査には 7.13 班・日/㎢、ド

ローンを活用した家屋（屋根）被害の把握には 5.75 時間/㎢、レーダ衛星画像を用いた被

災建物数の把握には 28.1 分/㎢の見積量が導出された。それぞれの手法によって、情報の

粒度が異なることから一律に比較することは困難であるが、被害想定面積から被害量把握

にかかる時間的コストの見積もりとして 1 つの提案が可能な関数が得られたといえる。 
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(c) 結論ならびに今後の課題 

2019 年度は、ドローンによる空撮画像および高解像度の可視光衛星画像から AI による

ブルーシートの特定を実施した。ドローンによる空撮画像の事例では、ゼロからの学習と

したことや高精度の画像であったことなどから、十分な判定結果を得られなかった。一方

で、高解像度の可視光衛星画像を用いた場合は、VGG-16 モデルを再利用し、一部を再学

習させることで短時間による処理で高い精度の判定結果を得た。前者の研究では、ブルー

シートの判定精度は低い結果であったものの、Human-in-the-Loop の枠組みを取り入れ、

現地での撮影から最終的な判定に至るまでの一連の情報処理過程をモデル化できた。この

成果と課題を踏まえ、後者の研究を実施し、事前の学習済みモデルの再利用および転移学

習によって、高い精度の成果を得た。 
くわえて、現場において行政職員が実施する住家被害認定調査を含め、各手法による被

害状況把握にかかる時間コストの実態分析と簡易的なモデルの提案を行った。局所災害で

あれば、現地での調査が精度も高く、対応にかかる時間コストは障壁にならない。一方で、

広域災害になれば衛星画像を活用することで、精度は十分でなくとも時間コストが大幅に

削減される。一概に速度を比較することは困難であるが、本研究を通して時間コストの見

積もり根拠となる値を導出し、今後の対応に対する参考情報として提示できた。しかしな

がら、本研究では過去災害を事例とした平面空間での分析に留まっている。すなわち、首

都圏を襲う災害の場合、縦方向にかかるコストも考慮する必要があることから、3 次元空

間での分析が必要になると考えている。 
2019 年度の研究を通して、高精度で迅速な被害状況把握には高解像度衛星画像と学習

済みモデルの再利用が最も可能性が高いと考えられた。一方で、より学習データを増加さ

せ、災害発生前から十分な学習と精度検証を継続的に実施することは避けられない。今後、

それらを支えるための情報基盤を整備するとともに、オープンサービス化を推進し、

Human-in-the-Loop の枠組みを利用し、多くの人が参画しながら深層学習のモデル改善を

進めるとともに、その結果を次の災害事例に適用し、現場からのニーズに応じた迅速性お

よび精度で還元できるかについて検証することを予定している。 
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3)マスコミ等における報道・掲載 
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(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 

なし 
 

2)ソフトウエア開発 

なし 
 

3) 仕様・標準等の策定 

  なし 
 

(3) ２０２０年度業務計画案 

過去災害を事例として、各機関から収集されるデータを基に、被害情報の抽出なら

びに変換を通して、一元的に可視化する技術の設計・開発を推進する。とくに、衛星

画像や空撮画像に対する AI による判定と信頼性を可視化し、即時的な被害状況の可

視化を推進する。また、関係機関が個別に収集する被害情報に対しても、災害対応に

活用することを目的としつつも、各機関のデータ保持の観点から粒度を設計し、統合

的に参照・分析が可能となるフレームワークの構築と、災害対応業務フローの関係性

の解明を推進する。これらの成果は統一的な空間基盤の上に展開し、セキュリティを

確保した環境下で、相互に参照・運用を可能とし、その有用性の検証を推し進める。 
 

  




