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はじめに
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。特に、過去に甚大な被害をもたらしてきた首都直下地震や
南海トラフ地震については、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、
今後 30 年以内の地震発生確率はどちらも 70％程度であり、その切迫性が高まっています。
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については、内閣府より、
首都機能の喪失をはじめその経済被害想定額が 95 兆円と試算されており、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、2015 年 5 月に発生した小笠原諸島西方沖地震では、大きな被害こそ発生しなか
ったものの、首都圏における約 2 万機のエレベータの停止、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っており、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。
また、政府では、急速に成長するアジアをはじめとする世界の観光需要を取り込み『観
光先進国』への新たな国づくりに向けて邁進していることから、災害発生時の訪日外国人
旅行者向けの対策も重要な課題です。
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。
そこで、本プロジェクトにおいては、以下に掲げる 3 つのサブプロジェクトの推進、有
機的連携を通じて、官民一体の総合的な事業継続や災害対応、個人の防災行動等に資する
データの収集・整備を目指します。
（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
（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
（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
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本プロジェクトの推進に当たっては、防災科研が有する、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ります。
本報告書は「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」のうち、「（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」に関する、2019 年度の実施内容とその成果を取りまとめたものです。
サブプロジェクト(a)では、2019 年度において、引き続き研究統括体制において、総括
を補佐し研究進捗管理を実施するとともに、データ利活用協議会において、会員組織・団
体のニーズと研究とのマッチングを実施することで分科会活動を促進します。また、デー
タ利活用協議会の活動を支える情報インフラ基盤においては、研究成果におけるデータ連
携や 2 次利用に関して、技術的課題に対する対応策を検討します。企業とのデータ連携に
ついては、防災情報サービスプラットフォームを介した情報の共有を検討します。また、
各研究課題においては、
「建物・インフラのフラジリティの検討を進め、インフラにおいて
はレジリエンス関数の検討を実施」「災害対応能力の向上に資する被害把握技術の向上の
ために実災害のデータを用いた実証」
「事業継続能力向上のために、過去災害における組織
ＢＣＰ実態の解明ならびに実態に基づく課題の明確化」を行い、データ利活用協議会ワー
キング活動への貢献を実施します。
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1. プロジェクト概要
1.1 目的
サブプロジェクト(a)では、レジリエンス総合防災力向上を実現するために、産官学
からなるデータ利活用協議会を設置、ルールを整備し、サブプロジェクト(b)、(c)との
連携体制の中で、データ利活用事例を実現し、技術的課題を解決する。具体的には「情
報インフラ基盤を活用するためのデータ流通方策の検討」、
「被害拡大阻止のためのフラ
ジリティ関数の検討」、「災害対応能力向上のための被害把握技術の検討」及び「事業継
続能力の向上のための業務手順確立」を実施する。
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) プロジェクト総括とデータ利活用協議会の設置・運営

(新潟大学)

(2) 情報インフラ基盤を活用したデータ流通方策の検討 （防災科研）
(3) 被害拡大阻止のためのフラジリティ関数の検討 (東京工業大学、岐阜大学)
(4) 災害対応能力向上のための被害把握技術の検討 (富山大学)
(5) 事業継続能力の向上のための業務手順確立 (兵庫県立大学、関西大学)
1.2 各課題の概要
(1) プロジェクト総括とデータ利活用協議会の設置・運営

(新潟大学)

（a）プロジェクトの総括
研究統括体制において、研究進捗管理を実施する。「中間報告」における成果のとり
まとめを実施する。成果のとりまとめについては「研究成果報告」としての側面を確保
するとともに、データ利活用協議会の活動を社会に定着させるためのプロジェクト内
外に向けた広報資料としての側面を実現する。
（b）「協議会」の設置・運営
プロトタイプの成果に基づき、データ利活用のためのルールと規格を検討し、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流通のためのルールと統一規格を検
討する。データ流通のためのルールと統一規格については、データ利活用協議会に参画
している組織・団体における意見聴取、中心的な役割を果たしている組織・団体による
討議を基に作成するとともに、研究者・組織における「高い災害回復力を持つ社会の実
現」に根ざした標準作業手続きについても検討・とりまとめる。
(2) 情報インフラ基盤を活用したデータ流通方策の検討（防災科研）
防災科学技術研究所が保有していく情報インフラ基盤に、首都圏レジリエンスプロジ
ェクトと PRISM から得られるデータの連携や 2 次利用に関して、技術的課題を抽出し、
対応策を検討する。
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(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(東京工業大学)
地震動レベルの大きい益城町とやや小さい宇城市等の被害認定調査結果を統合して、
幅広い震度範囲における木造建物に対する建築年代ごとの統計的フラジリティ関数を
構築する。また、益城町に対して、現地写真や航空レーザーデータを用いて、倒壊レベ
ルの建物被害を抽出する。さらに、被害関数の地域性を検討するため、北海道胆振東部
地震で被害を受けた安平町の罹災証明データの収集と分析を行う。
(b)インフラフラジリティの検討(岐阜大学)
地震動および複数インフラのインフラ施設・機能を対象として、地震動分布および被
害・復旧データを収集・整理し、統計分析により、物理的・機能的フラジリティ関数な
らびにレジリエンス関数の構築を進める。
(4) 災害対応能力向上のための被害把握技術の検討(富山大学)
・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。
(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(兵庫県立大学)
過去の災害対応の事例から災害対応要素を収集・整理等を行うとともに、様々な主
体・運用方法を含めた業務構成要素の手順化について検討を行う。
(b)業務手順確立のための事業継続ガバナンスの確立（関西大学）
事業 継続能力の向上のための業務手順確立のために、2018 年に発生した大阪府北
部地震、西日本豪雨、台風 21 号および北海道胆振東部地震時に被災した自治体の災害
対応について、どこに問題があったのかを検討し、なぜその問題が発生したのかを明
らかにして、首都直下地震時に被災自治体が具備すべき災害対応の諸条件の改善策を
提案する。
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2．研究機関および研究者リスト(サブプロ a)
所属機関
新潟大学

危機管理室

役職
教授

氏名
田村

圭子

担当課題
研究統括
3.1.1

防災科学技術研究所雪氷防災研究部門

部門長

首都圏レジリエンス研究センター

副ｾﾝﾀｰ長

京都大学

教授

牧

紀男

3.1.1

防衛医科大学校 救急部

准教授

秋冨慎司

3.1.1

政策研究大学院大学

ディレクター

武田文男

3.1.1

部長

細川直史

3.1.1

取出

新吾

3.1.2

防災科学技術研究所災害過程研究部門

センター長補佐
(プロジェクト
連携担当)
副部門長

鈴木

進吾

3.1.2

東京工業大学

環境・社会理工学院

教授

松岡

昌志

3.1.3.1

関東学院大学

理工学部

准教授

鳥澤

一晃

3.1.3.1

助教

劉

ウェン

3.1.3.1

MS&AD インターリスク総研株式会社

グループ長

堀江

啓

3.1.3.1

MS&AD インターリスク総研株式会社

上席研究員

河辺

賢

3.1.3.1

防災科学技術研究所災害過程研究部門

主幹研究員

山崎

文雄

3.1.3.1

岐阜大学

工学部

教授

能島

暢呂

3.1.3.2

筑波大学

システム情報系

教授

庄司

学

3.1.3.2

千葉大学

大学院工学研究院

教授

丸山

喜久

3.1.3.2

岐阜大学

大学院博士後期課程

研究支援員

加藤

宏紀

3.1.3.2

富山大学

大学院理工学研究部

准教授

井ノ口宗成

3.1.4

宇都宮大学 地域デザイン科学部

准教授

近藤 伸也

3.1.4

兵庫県立大学

教授

木村

玲欧

3.1.5.1

防災研究所

上石

勲

研究統括
3.1.2

防災・危機管理コース
消防庁消防大学校

消防研究センター

技術研究部
防災科学技術研究所

首都圏レジリエ

ンス研究センター

千葉大学

大学院工学研究院

環境人間学部・大学院

環境人間学研究科
東京大学

大学院工学系研究科

准教授

廣井

悠

3.1.5.1

東京大学

生産技術研究所

准教授

沼田

宗純

3.1.5.1

センター長・特

河田

惠昭

3.1.5.2

関西大学社会安全研究センター

別任命教授
関西大学社会安全学部

教授

永松

伸吾

3.1.5.2

関西大学社会安全学部

准教授

奥村与志弘

3.1.5.2
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3.研究報告
3.1 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)
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(課題 a①)
(1) 業務の内容
(a) 業務の目的
「①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、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。
(b)２０１９年度業務目的
①プロジェクト総括と協議会の設置・運営
a. プロジェクトの総括
研究統括体制において、研究進捗管理を実施する。「中間報告」における成果のとり
まとめを実施する。成果のとりまとめについては「研究成果報告」としての側面を確
保するとともに、データ利活用協議会の活動を社会に定着させるためのプロジェクト
内外に向けた広報資料としての側面を実現する。
b.「協議会」の設置・運営
プロトタイプの成果に基づき、データ利活用のためのルールと規格を検討し、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流通のためのルールと統一規格を検
討する。データ流通のためのルールと統一規格については、データ利活用協議会に参
画している組織・団体における意見聴取、中心的な役割を果たしている組織・団体に
よる討議を基に作成するとともに、研究者・組織における「高い災害回復力を持つ社
会の実現」に根ざした標準作業手続きについても検討・とりまとめる。
(c) 担当者
所属機関
新潟大学

危機管理本部

京都大学

防災研究所

政策研究大学院大学

役職

危機管理室

防災・危機管理コース

防衛医科大学校 救急部
消防庁消防大学校

消防研究センター

技術研究部
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氏名

教授

田村圭子

教授

牧

ディレクター

武田文男

准教授

秋冨慎司

部長

細川直史

紀男

(2) ２０１９年度の成果
(a) 業務の要約
①プロジェクト総括と協議会の設置・運営
a.プロジェクトの総括
研究統括体制において、第1回研究統括委員会（4/15）、第2回拡大統括委員会
（6/28）、第3回統括委員会（12/20）を実施し、研究進捗の共有・管理を実施し
た。また「中間報告」とりまとめにおいては、特にデータ利活用協議会・分科会
やワーキンググループと研究課題との関係、サブプロabcの連携等の可視化を実施
した。データ利活用協議会の活動を社会に定着させるために、研究統括体制にお
ける合同研究会及び成果報告会（第1回（7/19）、第2回（9/24）、第3回（12/16）、
第4回および成果報告会（2/28））を開催・運営し、イベント・ＨＰ等での広報を
実施した。中間評価については「評価Ａ」をいただいた。
b.「協議会」の設置・運営
データ利活用協議会において、6分科会、5ワーキンググループ（分科会準備会）
の活動を実施した。プロトタイプの成果に基づき、データ利活用のためのルール
と規格を検討し、分科会活動を進めた。地震波形情報等を保有する企業と個別に
「データ提供に関する覚書」を結び、民間企業のデータを活用する準備を行っ
た。当初は3年目中までに4社との契約を目指したが、すでに2年目中に4社(令和元
年度現在)と契約が結べ、防災科学技術研究所の基盤的データ、首都圏地震観測網
データの統合が進んだ。
(b) 業務の成果
①プロジェクト総括と協議会の設置・運営
a.プロジェクトの総括
1) 統括委員会
研究統括体制において、第 1 回研究統括委員会（4/15）、第 2 回拡大統括委員会
（6/28）、第 3 回統括委員会（12/20）を実施し、サブプロ abc 統括、デ活に係る研究
進捗の共有・管理、研究戦略の議論を実施した。
本年度新たに統括によるワーキンググループ(WG)を実施した。WG においては、サブ
プロ abc の研究成果とデ活分科会・WG との戦略的関連性について、討議・可視化し
た。
表 1 2019 年度プロジェクト統括委員会
委員会

日時

会議室

議事

第１回

4 月 15 日

東京会議室 C

統括

（月）

２）2018 年度レビュー

委員会

16:00～

３）2019 年度実施計画の概要

18:00

（各サブプロジェクト(a)(b)(c)統括より報告）

１）はじめに

平田総括

４）2019 年度戦略と年間スケジュール
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①デ活イベント・分科会の進め方について
②各サブプロ主催のイベントや研究会について

第２回

6 月 28

東 京 会 議 室

１）はじめに

統括

日（金）

C,D

２）報告：分科会の活動現状

委員会

13:00～

（拡大

17:00

平田総括

各会長ならびに副会長
３）説明：中間報告の内容・考え方・スケジュール

統括委

４）討議＆作業（サブプロごと）

員会）

①サブプロによる内容確認・修正
②成果スライドの選択
③プロジェクト全体の成果にかかる連関図
５）発表：検討結果共有

第３回

12 月 20

統括

日（金）

２）2019 年度実施成果の進捗状況および次年度計

委員会

10:00～

画案

東京会議室 D

12:30

１）はじめに

平田総括の挨拶、文科省ご挨拶

（各サブプロ統括および事務局より報告）
３）2020 年度戦略
①次年度予算配分戦略について
②次年度のイベント・分科会について
４）その他
①成果報告会に向けて
②プロジェクト終了後に向けて（デ活理事会に向
けて）

統括委

1 月 17

員会

日（金）

1）デ活分科会の活性化・構造化に向けてサブプロ

WG

10:30～

間の情報共有を促進する

12:00

２）デ活シンポ・成果報告会で何を共有すべきか決

東京会議室 C

目標：

定する
議事：
① 分科会活動の進捗共有
②

2/28 デ活シンポ成果報告会に向けて

３）その他
①今後の分科会活動
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図 1 サブプロ abc の研究成果とデ活分科会・WG との戦略的関連性
2）サブプロ a 運営委員会
サブプロ a においては、研究活動の運営・統括のために運営委員会を実施した。題意会
では、中間報告のロードマップ作成、第 2 回では、来年度のデ活との関わり方等について、
議論を行った。
表2

2019 年度

サブプロ a の運営委員会

委員会

日時

会議室

第 1 回

5月9日

防災科学技術

１）本年度のプロジェクトの計画

運営委

（木）

研究所

２）デ活分科会への協力

員会

10:00～

会議室

東京

12:00

議事

３）本年度中間評価の概要
４）中間評価に向けたロードマップ
５）その他

第 2 回

1 月 28

関西大学高槻

１）第 3 回統括委員会（12/20）の報告

運営委

日（火）

ミューズキャ

２）本年度の研究計画の進捗報告・共有

員会

10:00～

ンパス

３）来年度に向けた研究計画の協議・検討

12:00

西館２階『マ

４）その他

ルチミーティ
ングルーム
２』
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3) データ利活用協議会
i)

会員数の推移

2017(平成 29)年度はデータ利活用協議会活動への参加者（イベント参加者を含む）は
468 名であった。2018(平成 30)年度はさらに参加者がふえ、総数は 1,003 名となった
（本年度、異動・退職した参加者 43 名を除く）。2019(平成 31)年度は 1,165 名であっ
た。
2019(平成 31) 年度（令和元年度）組織会員は、67 会員（内訳は企業 54 社、自治体は
3 自治体、団体は 9 団体、その他 1 団体）、個人会員は 13 名となった。
ii)

自律した運営体制の確立

運営に係る重要事項の議決を行うために、プロジェクト研究体制から総括・統括、会
員である組織・団体から、理事・監事を選出している。規約に則り、理事会を実施し、
必要事項について、協議した。第 2 回については、新型コロナウィルス COVID-19 か
らの感染拡大が広がったため、メール審議とした。
表3

2019 年度

データ利活用協議会・理事会

委員会

日時

会議室

議事

第 1回

9 月 24

都道府県会 館

１）会長あいさつ

デ活理

日（火）

410 会議室

２）報告事項

事会

12:45～

① 新役員就任について

13:30

② 前回の議事録確認
③ 首都圏レジリエンス研究プロジェクトの活
動状況報告
３）審議事項
① デ活の活動について
② 規約等の見直しについて

第2回

2 月 28 日

東京会議室

１） 報告事項 報告事項

デ活理

（金）
（メ

C,D

① 前回の議事録確認

事会

ー ル 審

② 令和元年度データ利活用協議会の活動報告

議）

２） 審議事項 審議事項
① 令和２年度データ利活用協議会の活動計画

iii)

データ利活用協議会シンポジウム

2019 年度は、4 回のデ活シンポジウムを実施した。第 4 回目は成果報告会を兼ねた。
本年度は、デ活分科会（ニーズに基づいたデ活会員）の活動紹介を各回で実施した。具
体的には、表 4 にまとめたとおりである。

8

表4

データ利活用協議会シンポジウムにおける分科会活動の報告状況

第1回

2019 年 7

都道府県会館

6 分科会がこれまでの取り組みを発表

月 19 日

1F 101 大 会

「集合住宅分科会」

（金）

議室

「生活再建分科会」

14:00-

「行政課題分科会」

17:00

「建物付帯設備分科会」
「IoT 技術活用分科会」

第2回

2019 年 9

都道府県会館

月 24 日

1F 101 大 会

(火)

議室

14:00-

「建物付帯設備分科会」：サブプロ c と連携し
た感震ブレーカーの震動台実験の計画を報告
「生活再建分科会」：新潟・⼭形地震における村
上市の対応と分科会⽀援活動の実際を報告

17:00
第3回

2019 年

都道府県会館

「生活再建分科会」：台風 19 号における大規

12 月 16

1F 101 大 会

模災害時の住家被害認定調査の実際を報告

日（月）

議室

「インフラ分科会」：首都高速道路、東京ガ

14:00-

ス、東京電力ホールディングス、東京都水道

17:00

局、JR 東日本がメンバーとなった立上げ状況
を報告

第4回

2020 年 2

東京大学

総括と今後の方向性：分科会活動を共通テーマ

月 28 日

伊藤謝恩ホー

『ゆれの状況を把握する』『被害の状況を見積

（金）

ル → COVID-

もる』『事態を沈静化する』『社会の状況を把

13:30-

19 の 感 染 拡

握する』において部会活動へと高めていく

17:00

大防止に配慮

「インフラ分科会」：「復旧・復興情報を地図

し無聴衆開催

上で重ねてみられるような」情報共有の仕組み
づくりに取り組んでいる状況を報告
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図2

2019 年度

データ利活用協議会シンポジウム

4）データ利活用のためのルールと規格を検討
i) データ利活用協議会の規格を検討
データ利活用協議会を継続的に運用するにあたり、平成 29 年 6 月 23 日の発足会に
向けて「首都圏レジリエンスプロジェクトデータ利活用協議会 規約（案）」が作成され
た。本章では、制定から改定までの情報収集や検討の結果について以下に整理する。
(1) 制定から改定までの経緯
データ利活用協議会では、
「首都圏レジリエンスプロジェクトデータ利活用協議会 規
約（案）」が平成 29 年 6 月 23 日の発足会にて制定された。また、制定後もデータ利活
用協議会の継続的な運営に伴い実情に沿った規約となるよう、都度規約(案)の見直し・
照会が実施された。規約(案)の作成初期から現在の規約である令和元年 9 月 24 日改定
までの経緯を表 5 に示す。
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表 5 規約(案)制定・改定経緯

ii) データ提供に関する覚書
地震波形情報等を保有する企業と個別に「データ提供に関する覚書」を結び、民間企業
のデータを活用する準備を行った。当初は 3 年目中までに 4 社との契約を目指したが、
すでに 2 年目中に 4 社(令和元年度現在)と契約が結べ、防災科学技術研究所の基盤的デ
ータ、首都圏地震観測網データの統合が進んだ。
(c) 結論ならびに今後の課題
a.プロジェクトの総括
研究統括体制においては、前年度を踏襲し、第 1 回研究統括委員会（4/15）
、第 2 回拡
大統括委員会（6/28）
、第 3 回統括委員会（12/20）を実施し、研究進捗の共有・管理を実
施した。また本年度は「中間報告」とりまとめにあたりデ活分科会・ＷＧと研究課題の連
携について整理した。今後においては、中間評価をふまえ、さらにプロジェクト目的に向
けての研究進捗管理、戦略構築を実施する。
b.「協議会」の設置・運営
データ利活用協議会において、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。今後
は、研究の枠組みに沿って、デ活分科会の活動を共通テーマを立てることで整理し、資源
を集中することで、研究プロジェクト後半に向けて試みを加速させる体制を構築する。
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(d) 引用文献
・なし
(e) 学会等発表実績
1)学会等における口頭・ポスター発表
発表成果（発表題目、

発表者氏名

口頭・ポスター発表の

発表した場所

発表時期

国際・国
内の別

（学会等名）

別）
Reproducing Disaster

Keiko Tamura,

San Diego

2019 年 7

Response Process

Munenari

Convention

月

Spatiotemporally in

Inoguchi,Ryota

Center,

Story-Maps- A case

Hamamoto

California（ESRI

study of 2018 Osaka

User

Northern Earthquake

Conference）

国際

-（ポスター）
地震災害における生活

田村 圭 子 ,井 ノ

青森県観光物産館

2019 年 7

再建支援業務マネジメ

口 宗 成 , 堀 江

アスパム、青森市

月

ントツールを活用した

啓

（安全・安心な生

国内

活と ICT 研究会）

罹災証明書発行業務解
析（口頭）
応援・受援の枠組みに

田村圭子・井ノ

富山大学五福キャ

2019 年 11

基づいた効果的な住家

口

ンパス、富山市（第

月

被害認定調査の調査計

啓

宗成・堀江

国内

60 回土木計画学研

画策定 −2018 年北海道

究発表会・秋大

胆振東部地震における

会）

安平町を事例として−
（口頭）
2)学会誌・雑誌等における論文掲載
・ 査読付き
掲載論文（論文題目）

発表者氏名

発表した場所

発表時期

内の別

（雑誌等名）
Establishment of Work-

Munenari

Proceedings

Flow for Roof Damage

Inoguchi,

IEEE Big Data

Detection

Keiko

2019

Drones, Human and AI

Tamura,

pp.4618-4623

based on Human-in-the-

Ryota

Loop Framework

Hamamoto

Utilizing
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国際・国

of

2019 年 12
月

国際

・ 査読なし
掲載論文（論文題目）

発表者氏名

発表した場所

発表時期

内の別

（雑誌等名）
ドローンによる空撮画

井ノ口 宗成,

第 60 回 土木計画

2019 年 11

像を活用した屋根被害

田村

圭子,

学研究発表会講演

月

把握と被災者支援への

濱本

両太,

集 ,

利用 −2019 年山形沖地

堀江 啓

Vol.60,

国際・国
国内

p.6

(CD-ROM)

震における村上市の対
応を事例として−
3)マスコミ等における報道・掲載

報道・掲載された成果

発表した場所

発表者氏名

（記事タイトル）

発表時期

国際・国
内の別

（新聞名・TV
名）

新潟・山形地震

建物

31 頁,新潟日報社

田村圭子

国内

月 26 日

被害調査に最新システ
ム

2019 年 6

罹災証明書発行迅

速に
被災地での自然の脅威

17 頁,朝日新聞

田村圭子

被害

33 頁,読売新聞

田村圭子

2019 年 11

国内

月 22 日

調査素早く支援
産官学民力合わせ

国内

月 29 日

に絶句
台風 19 号 1 か月

2019 年 12

災

田村圭子

害にも強い地域

中越地震 15 年「防

2019 年 11

災・減災シンポジ

月 29 日

国内

ウム」
（ 18・19 頁新
潟日報）
避難行動要支援者対策

田村圭子（分

国際文化研修 2019

2019 年 7

を考える～自ら避難す

担）

夏

月

首都直下地震に対応で

田村圭子（分

JST-RISTEX 社 会

2019 年 6

きる「被災者台帳を用い

担）

実装の手引き～研

月

国内

ることが困難な人をど
う支援するか～

た生活再建支援システ

究開発成果を社会

ムの実装

にとどける仕掛け
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国内

(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
a. プロジェクトの総括
研究統括体制において、中間審査に基づく課題の反映を実施し、研究全体計画を整え
る。研究統括体制において、研究進捗管理を実施する。
b.「協議会」の設置・運営
データ利活用の推進を目的とし、データ利活用協議会ならびに分科会の活動・運営を
補助し、参画企業が保有するデータに関し、ルールと統一規格の検証を実施する。それ
ぞれの分科会活動の進捗において、データ共有を促進するための課題や制約条件を検討
し、データ活用にかかる意思決定 、データの利活用範囲、データマネジメントについ
て検討し、データ利活用促進のための環境を整える。また、データ利活用協議会のデー
タ利活用による対応力向上のための業務標準化検討を併せて実施する。
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3.1.2 情報インフラ基盤を活用したデータ流通方策の検討(課題 a②)
(1) 業務の内容
(a) 業務の目的
防災科学技術研究所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。
(b)２０１９年度業務目的
防災科学技術研究所が保有していく情報インフラ基盤に、首都圏レジリエンスプロジェ
クトと PRISM から得られるデータの連携や 2 次利用に関して、技術的課題を抽出し、対
応策を検討する。
(c) 担当者
所属機関

役職

氏名

国立研究開発法人

首都圏レジリエンス研究センター副センター長

上石

防災科学技術研究所

災害過程研究部門 副部門長
首都圏レジリエンス研究センターセンター長補佐
（プロジェクト連携担当）

鈴木進吾

勲

取出新吾

(2) ２０１９年度の成果
(a) 業務の要約
防災科学技術研究所が保有していく情報インフラ基盤に、首都圏レジリエンスプロジェ
クトと PRISM から得られるデータの連携や 2 次利用に関して、技術的課題を抽出し、対
応策を検討してきた。
特に、企業とのデータ連携については、防災情報サービスプラットフォームを介した情
報の共有について、その流れや権利関係等の課題も含め検討した。
(b) 業務の成果
1)データ連携に関する状況と問題点に関する検討
a)最近のデータ連携に関する我が国の戦略・方針の整理
2016 年に策定された第５期科学技術基本計画において Society5.0 の実現には、複数の
システム間のデータの利活用の促進が重要であり、高いセキュリティの確保と社会実装推
進、リスクマネジメント機能の構築が提言された。
2018 年の未来投資戦略では、
「Society 5.0」
「データ駆動型社会」への変革として、21 世
紀のデータ駆動型社会では、経済活動の最も重要な「糧」は、良質、最新で豊富な「リア
ルデータ」とし、データ連携とデータ駆動型社会の共通インフラの基盤の構築と、従来型
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の制度・慣行や社会構造の改革を一気に進めていくことが重要であるとされた。また、既
存の縦割りの業法による業規制から、サービスや機能に着目した発想で捉え直し横断的な
制度へ改革推進し、プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルール整備として、
基本原則（データポータビリティの確保、API 開放、デジタルプラットフォーマーの社会
的責任、利用者への公正性の確保等）を策定することとしている

1) 。

また、2019 年の成長戦略実行計画では、Society5.0 の実現のためのデジタル市場のルー
ル整備が重要として、つぎのことが強調された

2) 。

① 世界で流通するデータの量は、近年、急増し、デジタル・プラットフォーム企業は、
中小・小規模事業者、ベンチャーや個人の利用者にとって、国際市場等へのアクセス
の可能性を飛躍的に高めている。
② 取引慣行の透明性や公正性確保に向けた、法制、ガイドラインの整備を図る必要。デ
ジタル市場においては、データの独占による競争阻害が生じるおそれがあり、これに
ついても同様の対応が求められる。
③ デジタル市場の競争政策の調整等を行うためには、高い専門的知見が求められると
ともに、加速度的な変化を遂げつつある中で、スピーディな対応が可能となるよう、
縦割り省庁的な発想を脱することが求められる。このため、新しい体制の整備が必要
である。
さらに、デジタル市場のルール整備の今後の取り組みとして、つぎの点が挙げられた

3) 。

① 専門組織の創設
・省庁横断的に多様かつ高度な知見を有する専門家で構成される、国内外のデータ・
デジタル市場に関する専門組織(「デジタル市場競争本部」(仮称))を早期に創設。
デジタル市場に関する基本方針の企画・総合調整等を行う。
② デジタル・プラットフォーム企業と利用者間の取引の透明性・公正性の確保のための
ルール整備
・データの価値評価を含めた企業結合審査のためのガイドライン and/or 法制を整備。
③ 個人情報保護法の見直し
・個人情報保護法について、個人情報の望ましくない利用の防止措置や国内外企業へ
の内外無差別の適用策を講じる一方、活用が必ずしも進んでいない匿名加工情報
について、より利活用が進む仕組みへと見直すことなどを検討。
④ データの移転・開放の促進等
・デジタル・プラットフォーム企業からいつでもユーザーや利用事業者が移籍でき
るデータポータビリティや、オープンに接続されることが可能な API 開放に向け
て検討。
・医療、金融、クラウドといった個別分野についても、上記の整理も踏まえた上で、
分野毎の固有の問題にも十分留意しつつ、検討を進める。
⑤ デジタル技術の社会実装を踏まえた規制の精緻化
・与信等に関する消費者保護や安全確保等の分野において、デジタル技術やデータを
活用した規制の見直しを検討。
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b)各省庁におけるデータ利活用に関するガイドライン作成状況
データ利用に際しての契約等に関連する政府における取組みとして、内閣府や経済産業
省や総務省、農林水産省、厚生労働省などから各種のガイドラインが出されている。
①

契約に関するガイドライン等
・

データの利用権限に関する契約ガイドライン Ver1.0
担当部局等：IoT 推進コンソーシアム 経済産業省 商務情報政策局 情報経済課
公表日：平成 29 年 5 月 30 日
http://www.meti.go.jp/press/2017/05/20170530003/20170530003. html

・

農業分野におけるデータ契約ガイドライン検討会
担当部局等：農林水産省 食料産業局 知的財産課
公表日：平成 30 年 12 月 26 日
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/b_data/deta.html

・

IoT セキュリティガイドライン ver1.0
担当部局等：IoT 推進コンソーシアム
総務省 情報流通行政局 情報流通振興課 情報セキ ュリティ対策室
経済産業省 商務情報政策局 サイバーセキュリティ 課
公表日：平成 28 年 7 月 5 日
http://www.soumu.go.jp/main_content/000428393.pdf
http://www.meti.go.jp/press/2016/07/20160705002/20160705002. html

・

AI・データの利用に関する 契約ガイドライン 1.1 版
担当部局等：経済産業省
公表日：令和元年 12 月
https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191209001/20191209001-1.pdf

② 関連政策等
・

「デジタル時代の新たなＩＴ政策の方向性について～デジタル時代に対応した「新
たな社会システム」への移行に向けて～」(高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本
部・官民データ活用推進戦略会議決定)
公表日：平成 30 年 12 月 19 日
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20181219/siryou.pdf

・

未来投資会議構造改革徹底推進会合「第４次産業革命」会合
担当部局等：内閣官房 日本経済再生本部
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo2018/re
volution/dai1/index.html

・

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律
担当部局等：厚生労働省大臣官房厚生科学課
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/jisedai_kiban/ houritsu.html
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin01_02000237. html

・

データと競争政策に関する検討会
担当部局等：公正取引委員会 競争政策研究センター
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平成 29 年 6 月 6 日「データと競争政策に関する検討会 報告書」
・ 経済産業省 産業構造審議会 知的財産分科会 営業秘密の保護・ 活用に関する小委員
会 平成 29 年 5 月「第四次産業革命を視野に入れた不正競争防止法 に関する検討
中間取りまとめ」
http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/20170509001. html
・ データ流通環境整備検討会 担当部局等：内閣官房 高度情報通信ネットワーク社会
推進戦略本部 （IT 総合戦略本部）
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/data_ryutsuseibi/kentokai.html 

・

総 務 省 情 報 通 信 審 議 会 情 報 通 信 政 策 部 会 IoT 新 時 代 の 未 来 づ く り 検 討 委 員 会
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/iot/index.

・ Society5.0 を支えるデータ標準と 観光・行政・防災での実証
担当部局：内閣官房 IT 総合戦略室
発表日：令和元年 9 月 12 日
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/dejigaba/dai8/siryou2.pdf
（以上、AI・データの利用に関する 契約ガイドライン

経済産業省

4 ）に一部追加、選択）

c)データ利活用に関する法的性質
経済産業省では①データの利用等に関する契約、及び②AI 技術を利用するソフトウェア
の開発・利用に関する契約の主な課題や論点、契約条項例、条項作成時の考慮要素等を整
理した。「AI・データの利用に関する契約ガイドライン 1.1 版」として公表され、データ
利活用や AI 技術開発に関する契約作成の手引きとして、国内でのビジネスや研究開発の
実務において、広く参照されている。ここでは、データ契約の形をデータ提供型契約、デ
ータ創出型契約、データ共用型（プラットフォーム）契約の 3 種類に分け、それぞれの契
約の構造、法的な論点を整理するとともに、契約書案の例が挙げられている

4 ）。

データは所有権や占有権、用益物権、担保物権の対象にはならない。自分のデータとい
うことを、所有権や占有権に基づいて主張することはできないことになる。データが知的
財産権で保護されない場合、契約などでデータに対する利用権限・利用条件を定めなけれ
ば、そのデータを事実上利用できる立場にある者が自由に利用できることになる。
データが著作権や特許権、意匠権の知的財産権で保護される場合、その知的財産権に基
づいて権利者以外の者のデータの利用に対して、差止請求あるいは損害賠償請求ができる
場合があるが、何の加工もされていない生のデータは、知的財産権で保護されないケース
が多い。したがって、データを保護していくためには、契約によって、データに事実上ア
クセスできる者の利用条件（どのデータについて、どのような利用ができるのか）を設定
することを通じて、データの自由な利用を制限していくことが重要になる。
d)個人情報に関する問題
個人情報の保護に関する法律については、ガイドラインが平成 31 年 1 月に一部改訂さ
れた

5 ）。内閣官房

IT 総合戦略本部データ流通環境整備検討会による「AI、IoT 時代におけ

るデータ活用ワーキンググループ

中間とりまとめ」等、データ利活用に関する個人情報
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の問題・課題については、参考文献に詳しい検討結果が整理されている

6 ） 7 ）。

・データ活用により、新規事業・サービスの創出、生産活動の高度化・効率化、国民生活
の安全性及び利便性の向上の実現、急激な少子化・高齢化等の課題が解決されると期待。
・データは「個人情報を含むデータ」、「匿名加工されたデータ」、「個人に関わらないデー
タ(IoT 機器からのセンシングデータ等) 」の３つに分類することができるが、データ流
通の便益を個人及び社会全体に還元するために、これら３つのデータの流通・活用を全
体として活性化することが急務である。
・
「個人情報を含むデータ」については、企業や業界を超えた流通及び活用が十分進んでい
るとは言い難い状態。
・ データ活用において、日本はリアルデータの収集、社会実装・産業化に強みがある反面、
データの収集、ビッグデータ化、AI 等の分析が弱みである。強みを活かし、弱みを克服
する仕組みづくりが課題であり、データ連携活用基盤は、その課題解決の一助となる。
・パーソナルデータの流通・活用を促す仕組みとしては、PDS（Personal Data Store）、
「情報銀行（情報利用信用銀行）」、「データ取引市場」の 3 つが考えられおり、データ連
携活用基盤に合わせて、整備が進んでいく予定である。
・PDS、情報銀行、データ取引市場の事業を営む者等が取り組むことが望ましい事項（セ
キュリティ、透明性の確保、苦情・紛争処理手段等）を推奨指針として今後、官民が連
携した実証実験の結果等を見ながら、実態にあわせて、分野横断的なデータ流通・活用
を促進するための法制度整備を検討していくことが必要である。
最近の新型コロナの感染拡大防止を目的とした個人データの取扱について、国の機関等
からの情報提供の要請があり、個人情報取扱事業者が協力しなければ当該事務の適切な遂
行に支障が生ずるおそれがある場合や、人の生命、身体又は財産の保護や公衆衛生の向上
のために特に必要がある場合には、本人の同意なく、個人データを目的外に利用し、又は
国の機関を含む第三者に提供することができるなど、非常時や災害時などは柔軟な対応も
検討されている。
e)研究データ利用の事例
①内閣府
分野間データ連携基盤の整備に向けた方針案

8) によれば、データ連携の考え方として次

のような方針案が示されている。
分野間データ連携基盤を通じて分野毎に整備されたデータ連携基盤を横断的に検索・デ
ータ入手等できるようにするためには、分野共通のコア語彙、分野共通で扱うドメイン語
彙、ドメイン固有の応用語彙やデータ構造を整備し、分野横断でのデータのインターオペ
ラビリティ（相互運用性）を確保することが必要である。なお、データ活用促進の観点か
ら、個人情報保護やプライバシーに配慮しつつも、過剰な保護により利活用を阻害しない
ようにバランスをとり、これまでの発想や利害関係にとらわれない新規サービスを生み出
せる制度・ルールを構築する（図１）。
これにより、分野間データ連携基盤を活用した官民によるアプリケーションの創出等の
様々なサービスへの展開、ＡＩのための教師データとしての活用などが期待できる。
19

図１

分野間データ連携基盤イメージ

8)

② 経産省ナショプロ
経産省では、H30 年度以降に開始した研究開発の進捗に応じて、順次、研究開発デー
タをナショプロデータカタログに掲載されるデータに登録することとした。データの利用
希望者はデータ管理者と利用に関する条件等について当事者間で合意した上で、データの
利用が可能となっている

図２

9) （図２）
。

経済産業省の委託研究開発におけるデータマネジメントの概要

9)

さらに、スマートシティ構想として、総務省は、各都市・地域の課題解決を促進する
ため、関係府省で構築するアーキテクチャに基づく都市 OS を実装したオープンなプラッ
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トフォーム上で、観光、防災等複数の分野でデータを利活用してサービスを提供するデー
タ利活用型スマートシティの構築を関係府省と一体となって推進している。さらに IOT
などの通信機器を利用した ICT 街づくりを推進したスマートシティの実現を推進してい
る

10) 。

スマートシティに関しては国交省もサイバー空間とフィジカル空間を高度に融合した
「Society 5.0」の実現に向け、官民関係者の連携のもと、世界の先導役となる取組を展開
するとともに、スマートシティをまちづくりの基本コンセプトとして位置付け、AI、IoT
などの新技術やデータの活用と都市インフラを一体として戦略的・集中的に整備する計画
をしている

11) 。

f)防災分野のデータ連携上の問題点・課題
ⅰ)民間事業者へのヒヤリング
通信事業者ならびに、交通システム開発事業者に対して、防災分野におけるデータ連携
上の問題点についてヒヤリング調査を行った。
〇通信事業者への聞き取り
民間事業者からデータ連携が進まない理由はつぎの 3 点である。
① 個人情報
とくに自治体が保有する住民に関するデータについては、現行の個人情報保護法では
目的外使用ができない。防災時には利用できるよう制度作りも必要。情報銀行のような
新しい動きも参考に。
② データ流通フォーマット
農水省ではじめられているデータ形式の標準化のような、データ連携のための共通の
フォーマットを定めることにより、インターオペラビリティを確保することが必要。
③ データ連携によって何ができるかわかりづらい
首都圏レジリエンスプロジェクトに参加し、データ連携することによって、どのような
メリットがあるかわかりづらい。スマートシティのようなアウトプットがわかりやす
いユースケースを示したほうが、データ連携しやすい。
〇交通システム開発業者への聞き取り
システム開発技術者としてデータ連携が進まない理由はつぎのとおり。
① データ連携のシステム
人流とのデータについては、もともとデータを外に提供するシステムとなっていない
事業者が多い。
② 知財のルール
データの権利関係を明確にする必要。データの著作権者、2 次利用者、データの利用可
能範囲など、案件ごとに関係者と契約を締結する必要がある。
③ データ提供・情報によるメリット
企業としては、データ連携や得られる情報による費用対効果、投資効果が重要。
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④ エンジニアにやさしいデータ提供方法
わかりやすいデータフォーマットや解説など、データを提供するエンジニアにもわか
りやすいシステムが必要。
ⅱ)防災分野でのデータ連携上の課題
以上より、防災分野のデータ連携上の問題点・課題、今後取り組むべき点についてつぎ
のように整理した（図３）。
法的な課題
〇企業機密データの取扱い
・データには所有権が発生しないため、著作物のような扱いは無い
・編集されたデータ、出版物には所有権が発生する
・機密データは共有されるべきではないが、社内でデータクレンジングする知識と予算が
必要となる
・データそのものの機密性よりも同業者等との競争関係による秘匿ニーズがある場合も考
えられる
〇個人情報の取扱い
・企業の顧客、取引先、社員従業員の個人が特定できる情報の保護が必要
・データ共有しない情報をあらかじめ定義するなどの方策が必要となる
・グレーゾーンデータの共有が有効な場合には、システム運用上のセキュリティレベルを
確認
経済的な課題
・通信料の負担
・外部向け API の間発・運用のための人材と費用負担
・アクセスコントロールをする主体者（管理者）の選択と費用負担
・すでに有料提供されているデータであれば、有料での提供とすべき
技術的な課題
・各社セキュリティポリシーとの整合性
・アクセス API の標準化とその準拠状況評価のしくみづくり
・外部向け API、アクセスコントロール（接続可能者の管理）の開発・運用負荷
企業（経営上）の課題
〇データを社外に出すことへの抵抗感が強い
・特にリアルタイムの場合の不安が強い
・ルールが明確でないための漠然とした不安感
・データを外部に出すことによる見返りがはっきりしていない
〇社内データの利用ルールの整備ができていない
・そもそも社内でもデータが整理・共有されていない場合が多い
・社内に蓄積されているデータの管理者や外部提供可否判断の権限者がはっきりしてい
ない
・データの個人情報保護のためのクレンジングなどの知識や技術の不足
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以上より、防災分野のデータ連携上の問題点・課題、今後取り組むべき点についてつぎ
のように整理した。
〇技術的な取り組み
・API の標準化
・データフォーマットの標準化
・セキュリティガイドライン設定
・セキュリティ監査実施のための第三者組織の定義
〇運用上の取り組み
・個人情報保護のガイドライン設定
・データクレンジング技術の標準化または講習などの教育のしくみづくり
・プライバシー影響評価に準ずる基準または手順の整備

着眼点
●データの共有 /利用ルール・範囲の整理
●ニーズとデータのマッチング機能

🔸🔸法的な課題

⇒個人情報の取扱い(個人情報保護法等)
・企業の顧客、取引先、社員従業員の個人が特定できる情報の保護
⇒企業秘密情報の取扱い(平時/発災時の公共利用)
(不正競争防止法等)
・自社建物内地震計のデータ、被害状況などは外部に提供して不利益になるのか？
⇒データには所有権が発生しないが、利用/活用した場合はどう扱うか？

🔸🔸企業（経営）心理上の課題

⇒データを社外に出すことへの抵抗感が強い(部署ごとの優先順位等)
⇒特にリアルタイムの場合の不安が強い
⇒データを外部に出すことによる見返りがはっきりしていない/不利益を被ることへ
の不安

🔸🔸技術的な課題

⇒各社セキュリティポリシーとの整合性
⇒アクセスコントロールの開発と運用負荷

🔸🔸経済的な課題

⇒通信/サーバー維持費の負担(受益者負担)
⇒アクセスコントロールする主体者の選択と費用負担

🔸🔸外部によるハッキング/データ改ざん

⇒データの質・内容の担保/保障方法
図３

民間データ連携普及拡大のための課題

2)企業版防災情報サービスプラットフォームの構想
これまでの研究開発で得られた成果と明らかになった課題を基に、PRISM の終了後の
出口戦略を見据えて、その基盤となる企業版防災情報サービスプラットフォームの構想を
検討した。
本事業の外部法人を通じた出口戦略は図４のようになる。各種の民間事業者は、その業
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種や規模、立地等様々な条件により様々な防災ニーズを持っている。その中心的な社会的
期待は科学的根拠に基づいた合理的な意思決定ができる情報やサービスが必要であるとい
う点、また、自社に関するデータを使って自社の状況にあった情報が必要であるという点
にある。
これらの社会的期待の１点目に応えるためには、それぞれの民間事業者に対して、本事
業で実施してきた様々な研究開発成果としての情報プロダクツやデータを、民間事業者の
求める形にカスタマイズして提供する必要がある。２点目に応えるためには自社のデータ
や情報プロダクツをセキュリティが確保された上で他のデータや情報プロダクツと重ね合
わせることができるようになる基盤が必要となる。そしてこれらをエコシステムとしてサ
イクル化するためには、自社のデータや情報プロダクツのビジネス展開や社会的価値創造
などが可能な仕掛けとする必要がある。
企業版防災情報サービスプラットフォームをプラットフォームとして、本事業の成果と
しての震度分布、長周期地震動、人流データ、コネクティッドカーなどの成果を情報プロ
ダクツとして企業版防災情報サービスプラットフォームを介して繋げ、外部法人がこれら
を民間事業者のニーズに基づいてカスタマイズしてサービス提供する流れを作ることで、
情報共有の加速、新たな情報サービス開発の加速、民間事業者の意思決定に貢献する。

図４

本事業の外部法人を通じた出口戦略

このような概念を基に、企業版防災情報サービスプラットフォームの構想を検討した。
その結果を図５に示す。
ここでは、事業継続（事態制圧）を主要な民間事業者のニーズ・施策と捉えた。発災前
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の操業判断、従業員出勤判断、発災後の BCP に沿ったオペレーションなど災害時意思決
定を支えるために様々な情報が必要となる。
次に、民間事業者を、社内にデータマネジメントプラットフォームを所有するような大
企業と、それを持たない中小企業に分けられる。
社内にデータマネジメントプラットフォームを持つような企業の防災情報のニーズは、
主として企業の経営判断を行うために、社内データとマッシュアップできるよう、防災情
報とデータ連携できるようになることである。このためには、本事業の成果であるデータ
や防災科研のデータ、SIP4D（基盤的防災情報流通ネットワーク）を介して政府等で共有
さ れ る デ ー タ を 、 企 業 が 利 用 で き る セ キ ュ リ テ ィ と サ ー ビ ス 水 準 で 、 API（ Application
Programing Interface）を介して提供し、プラットフォーム間情報流通を可能にする必要
がある。
一方で、社内にデータマネジメントプラットフォームを持たない企業では、自社データ
を入力すれば、災害時の経営判断につながる情報を得られるようにする防災情報サービス
が必要である。本事業の成果を基に、あるいは外部法人を通じて多様なニーズに対応する
情報サービスを生成し提供する。
そして、これらをつなぎ、民間事業者のきめ細かなニーズに対応し、また、防災情報共
有と防災情報サービスのビジネス化を促進させるために、防災データマートを検討した。
民間事業者が防災情報と自社保有情報を重ね合わせて新たな情報プロダクツを作成し、そ
れに価値を付加して共有および利用できるようにするものが防災データマートである。こ
こに様々な情報が充実していくことで、その組み合わせにより対応できるニーズの幅が広
がる。

図５

企業版防災情報サービスプラットフォームの構想
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(c) 結論ならびに今後の課題
防災科学技術研究所が保有していく情報インフラ基盤に、首都圏レジリエンスプロジェ
クトと PRISM から得られるデータの連携や 2 次利用に関して、技術的課題を抽出し、対
応策を検討してきた。特に、企業とのデータ連携については、防災情報サービスプラット
フォームを介した情報の共有について、その考え方やデータの流れを整理し、プラットフ
ォームの構想をまとめた。
また、データ連携に必要である、法的な根拠や権利関係等の課題も含め検討し、今後取
り組むべきこととして、法的な課題、企業（経営）心理上の課題、技術的な課題、経済的
な課題、外部によるハッキング/データ改ざん等情報セキュリティについて、整理した。
(d) 引用文献
1) 令和元年度成果報告/参考資料/未来投資戦略 2018 概要, 2018 年 6 月 内閣官房日本経
済再生総合事務局
2) 成長戦略実行計画 令和元年６月２１日：
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/ap2019.pdf
3) 成長戦略実行計画概要 令和元年６月２１日：
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/fu2019_gaiyou_p2.pdf
4) 成長戦略実行計画

令和元年６月２１日：

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/ap2019.pdf
5) 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）
平成 28 年 11 月（平成 31 年 1 月一部改正）個人情報保護委員会：
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/190123_guidelines01.pdf
6) 内閣官房 IT 総合戦略本部データ流通環境整備検討会
「AI、IoT 時代におけるデータ活用ワーキンググループ

中間とりまとめ」

平成 29 年 3 月：
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/data_ryutsuseibi/dai2/siryou2.pdf

7) 情報通信審議会 情報通信政策部会 IoT 政策委員会 基本戦略ワーキンググループ「デ
ータ取引市場等サブワーキンググループ 取りまとめ」：
http://www.soumu.go.jp/main_content/000501149.pdf
8) 分野間データ連携基盤の整備に向けた方針案
https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/datarenkei/3kai/siryo1.pdf
9) ナショプロデータカタログ
https://www.meti.go.jp/policy/innovation_policy/data_catalog.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2018/03/20190319004/20190319004-1.pdf
10) データ利活用型スマートシティ推進事業 総務省
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu06_02000247.html
11) スマートシティ関連事業 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/report/press/toshi07_hh_000152.html
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(e) 学会等発表実績
1)学会等における口頭・ポスター発表
なし
2)学会誌・雑誌等における論文掲載
なし
3)マスコミ等における報道・掲載
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
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
データ利活用協議会の参画組織が、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を検討する。特に、データ利活用協議会や 2020(令和 2)年度
から融合が予定されている気象災害軽減コンソーシアム等の参画企業とのデータ連携
について、共有化を検討するとともに、PRISM で構築が計画予定の企業版サービス情
報プラットフォームとの連携を図る。
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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

(課題 a③)

(課題 a③a)

(1) 業務の内容
(a) 業務の目的
「被害拡大阻止のためのフラジリティ関数の検討」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。本研究グループにおいては、阪神・淡路
大震災以降の建物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
本地震の建物被害データを活用し、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。
(b)２０１９年度業務目的
地震動レベルの大きい益城町とやや小さい宇城市等の被害認定調査結果を統合して、
幅広い震度範囲における木造建物に対する建築年代ごとの統計的フラジリティ関数を
構築する。また、益城町に対して、現地写真や航空レーザーデータを用いて、倒壊レ
ベルの建物被害を抽出する。さらに、被害関数の地域性を検討するため、北海道胆振
東部地震で被害を受けた安平町の罹災証明データの収集と分析を行う。
(c) 担当者
所属機関

役職

氏名

国立大学法人東京工業大学

教授

松岡

昌志

関東学院大学

准教授

鳥澤

一晃

国立大学法人千葉大学

助教

劉

MS&AD インターリスク総研株式会社

グループ長

堀江

啓

MS&AD インターリスク総研株式会社

上席研究員

河辺

賢

国立研究開発法人防災科学技術研究所

主幹研究員

山崎

文雄

ウェン

(2) ２０１９年度の成果
(a) 業務の要約
・2016 年熊本地震の宇城市の被害認定調査結果および地震動分布を整理し、宇城市の建物
フラジリティ関数を構築した。また、地震動レベルの大きい益城町とやや小さい宇城市
の建物フラジリティを統合する方法について検討した。
・益城町の現地写真に基づく深層学習および写真の目視により層破壊建物データを作成し、
その建物の分布を明らかにした。また、航空レーザーデータを用いた層破壊建物の抽出
手法を検討した。
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・2018 年北海道胆振東部地震の地震動データの収集と整理を行い、被災地の地震動分布を
推定した。
・建物フラジリティ関数の地域性を検討するため、北海道胆振東部地震で被害を受けた安
平町の罹災証明データの収集と分析を進めた。
(b) 業務の成果
1)

宇城市の被害認定調査データに基づくフラジリティ関数の構築
前年度までに実施した益城町のフラジリティ関数の構築と同様の手順にて宇城市のフラ

ジリティ関数を構築する。まず、地震動の推定に際して、宇城市は 4 月 14 日に発生した
前震（Mw6.2）の震源域に近いことから、前震が建物被害に与える影響を評価する目的で、
宇城市周辺で観測された強震観測記録の応答スペクトルについて調べた。本来は被害の進
展を考慮した分析が必要であるが、ここでは簡略的に前震の 2 分後に本震（4 月 16 日）が
立て続けに発生したとして応答スペクトルの値を比較することにした。図 1 には宇城市に
近い観測点（KMMH14 と KMM008）の前震、本震、前震+本震、それぞれの応答スペク
トルを示す。どちらの地点でも、前震+本震の応答スペクトルと本震の応答スペクトルはほ
ぼ一致し、前震による建物応答は比較的小さいことがわかる。そこで、宇城市のフラジリ
ティ関数の構築に用いる地震動分布は益城町と同様に前年度に計算したものを用いること
にした。図 2 には宇城市の最大地動速度（PGV）および PGV の増幅度分布を示す。PGV
の最大値は 90cm/s 弱である。

(a) KMMH17
図1
宇城市

(b) KMM008

熊本地震の前震、本震、前震+本震の絶対加速度応答スペクトル（5%減衰）
1) による被害認定調査データと推定

PGV 分布を用いて、構造別の被害関数の構

築を試みる。GIS 上で建物 1 棟ごとに、その位置(250m メッシュ)の PGV をリンクしたあ
と、対象とする構造ごとに PGV の大きさで並び替えたうえで、PGV のレベルが同程度の
いくつかの建物を一つのグループとして区分した。データ数の多い木造に関しては、全体
での区分数を 20 区分、比較的データ数の少ない S 造、軽量 S 造に関しては 5 区分とした。
また区分ごとの代表 PGV の値は、棟数による平均により求めた。
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(a) PGV 分布
図2

(b) PGV 増幅度分布

宇城市の推定 PGV 分布と PGV 増幅度分布

ここで求めた PGV と被害率の関係から、建物フラジリティ関数（被害率曲線）を求め
る。ある地震動強度 x のときに被災ランク R 以上の被害が発生する確率 P R ( x )は、標準正
規分布の累積確率分布関数Φ( x )を用いて、既往の研究

2), 3)

と同じく、以下の対数正規分

布で表せると仮定した。
P R (x) = Φ ((ln x −λ ) / ζ )

(1)

ここで係数λ、ζは、 ln x の平均値および標準偏差であり、確率紙を用いた最小二乗法に
より求める。
構造種別ごとの被害関数は、棟数が充分ある木造、S 造、軽量 S 造の 3 つに対して行っ
た。本データにおける RC 造は 300 棟余りと少なく、全体としても被害関数の構築は困難
であった。結果として得られたフラジリティ関数の回帰係数を表 1 に示す。相関係数を構
造別（全年代）にみると、木造は 0.85 以上と、基本的に高い相関を示している。
表1
構造種別
木造

S造

軽量 S 造

宇城市の建物フラジリティ関数の回帰係数
被害程度

λ

ζ

r

全壊

6.62

1.16

0.86

大規模半壊（以上）

6.29

1.12

0.95

半壊（以上）

5.58

1.13

0.97

全壊

-

-

-

大規模半壊（以上）

-

-

-

半壊（以上）

11.02

3.27

0.81

全壊

-

-

-

大規模半壊（以上）

-

-

-

半壊（以上）

10.41

2.83

0.73

図 3 には木造と S 造の全壊率、大規模半壊（以上）率および半壊（以上）率のフラジ
リティ関数を示す。PGV が大きくても 90cm/s 弱なので、S 造については全壊率や大規模
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半壊（以上）率はほぼゼロである。図 4 には木造の全壊率のフラジリティ関数について、
益城町との比較を示す。参考までに 1995 年兵庫県南部地震の神戸市灘区と西宮市の全壊
率のフラジリティ関数も載せている。同じ熊本地震でも宇城市と益城町ではフラジリティ
関数が大きく異なる。これは、宇城市は PGV が小さいデータに基づいているため PGV が
大きい範囲はあくまでも回帰式にて外挿しているのに対して、一方、益城町は PGV が大
きいデータに基づいているために、PGV が小さい範囲は外挿にて求めていることになる。
なお、熊本地震のフラジリティ関数は神戸市灘区や西宮市のフラジリティ関数より低めの
値を示している。地震動分布の推定や被害認定の方法などに違いがあることが原因と考え
られる。
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2)

全壊率の建物フラジリティ関数の比較

益城町と宇城市の建物フラジリティ関数統合の試み
益城町および宇城市の被害データを用いた建物フラジリティ関数の構築について検討し

た。両市町の被害データセットは建物数合計（サンプルサイズ）が異なり、そのような場
合にどのようにそれらを統合して被害関数を構築するのがよいかは明らかではない。そこ
で、後述する方法で木造・全年代の被害関数を構築し、その結果を比較した。
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被害関数の回帰に用いるポイントデータを作成する上で、データの信頼性を統一するこ
とは重要である。ここで、ポイントデータとは、データセットを n 個に分割したときの区
分 i （ i = 1, 2,…, n ）における地震動強さ x i と被害率 p i の組合せ（ x i , p i ）を指す。被害率

p i は各区分で均等になるように抽出した建物数 m のうち被害を受けた建物数 d i の割合 d i
/m であり、信頼性を統一するにはデータセット間で建物数 m を揃える必要がある。しか
し、データセットの建物数合計（サンプルサイズ）が大きく異なる場合、建物数 m を揃え
ると、ポイントデータ数に偏りが生じ、その影響が回帰分析へ及ぶ恐れがあることから、
データセット間で区分数 n を揃えることも選択肢と考えられる。一方、着眼点を変えて、
データセットをポイントデータとして分割せずに確率分布で表し、それを統合した確率分
布を導出できれば、サンプルサイズの違いによる問題は回避できると思われる。以上から、
サンプルサイズの異なるデータセットを統合して被害関数を構築する方法として、次に示
す３つの方法を検討対象とした。
方法 1：建物数を揃えたデータにより被害関数を回帰
方法 2：区分数を揃えたデータにより被害関数を回帰
方法 3：データを確率分布で統合して被害関数を評価
方法 1 と方法 2 について検討した結果を以降に示す。なお、方法 3 は次年度に検討する
予定である。
益城町と宇城市のデータセットに含まれる木造建物数合計は 8,972 棟と 23,968 棟であ
る。方法 1 および 2 では、表 2 のように益城町のフラジリティ関数

4) 構築時のポイントデ

ータの建物数と区分数に揃えた形で宇城市のポイントデータを作成した後、両データを用
いてフラジリティ関数を式（1）により回帰で求めた。得られた回帰係数を表 3 に示し、統
合後の被害関数を図 5～6 に示す。これらより、方法 1 では宇城市のポイントデータ数が
益城町の約 2.5 倍あるため、高 PGV 域の益城町のデータに対しては過小評価の傾向にあ
る。相関係数 r は 0.9 以上を示すが、データ数の多い宇城市のデータとの相関も影響して
いると思われる。一方、方法 2 においては低 PGV 域では宇城市のデータに、高 PGV 域で
は益城町のデータにそれぞれよくフィットしている結果が得られた。
表2

方法 1 および 2 を用いたデータの区分数と建物数（木造・全年代）
益城町

4）

宇城市
方法１（建物数を揃え
方法２（区分数を揃える）

方法１・２共通
区分数

建物数

区分数

建物数

区分数

建物数

20

448 or 449

53

452 or 453

20

1198 or 1199

表3

方法 1 および 2 に基づく統合後の建物フラジリティ関数の回帰係数

木造・全年代
統合（方法１）
統合（方法２）

λ
5.43
5.36

全壊
ζ
0.62
0.61

r
0.91
0.93

大規模半壊（以上）
λ
ζ
r
5.45
0.76
0.90
5.29
0.71
0.93
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半壊（以上）
λ
ζ
r
4.97
0.81
0.92
4.82
0.74
0.93

60%
50%
40%

60%
50%
40%

50%
40%
30%
20%

10%

10%

10%

0%

0%

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

PGV (cm/s)

PGV (cm/s)

100%
90%
80%

宇城市のみ

▲

益城町のみ

△

100%
90%
80%

大規模半壊以上率

50%
40%
30%

(c) 半壊（以上）

宇城市のみ

▲

益城町のみ

△

100%
90%

統合(方法２) ▲+△

70%
60%
50%
40%

50%
40%
30%
20%

10%

10%

10%

0%

0%

0%
0

(b) 全壊

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

PGV (cm/s)

(b) 大規模半壊（以上）

△

60%

20%

PGV (cm/s)

▲

益城町のみ

70%

20%

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

宇城市のみ

統合(方法２) ▲+△

80%

30%

図6

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

方法 1 に基づく統合後の建物フラジリティ関数（木造・全年代）

60%

0

0

PGV (cm/s)

(b) 大規模半壊（以上）

統合(方法２) ▲+△

70%

0%

半壊以上率

図5

△

60%

20%

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

▲

益城町のみ

70%

20%

(a) 全壊

全壊率

統合(方法１) ▲+△

70%

宇城市のみ

統合(方法１) ▲+△

80%

30%

30%

3)

90%

益城町のみ △

80%

大規模半壊以上率

統合(方法１) ▲+△

70%

100%

宇城市のみ ▲

90%

益城町のみ △

80%

全壊率

100%

宇城市のみ ▲

90%

半壊以上率

100%

0

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

PGV (cm/s)

(c) 半壊（以上）

方法 2 に基づく統合後の建物フラジリティ関数（木造・全年代）

益城町の層破壊建物の抽出
1995 年の阪神・淡路大震災では、建物内の生存空間が失われる「層破壊」と呼ばれる建

物の倒壊により多くの人が命を失った。人的被害を軽減するためには、層破壊の発生する
危険性が高い建物を特定し、災害対策を推進することが重要である。層破壊か否かは調査
員が現地に赴き目視確認する方法が主流だが、撮影された被害写真をリアルタイムに取得
しコンピューターで解析できれば、災害時の被害把握に現在割かれている多大な労力と時
間を削減できることが期待される。本研究では、層破壊被害を精度良く特定することを目
的として、画像から特徴量の自動抽出が可能な深層学習を用いることで、被災建物を層破
壊か否かに分類する手法を検討した。具体的には、2016 年熊本地震において自治体が調
査した建物の被害画像のデータセットを用意し、 Convolutional Neural Network（以下、
CNN）を用いた分類モデルを構築し、層破壊被害をうけた建物(以下、層破壊建物)を抽出
した。図 7 に被害画像の例を示す。
多くの画像を機械的に分類するのに有効な CNN の手法は、地震による建物被害画像の
分類でも有効性が報告されている。例えば、阪神・淡路大震災の写真を用いて、2 クラス
分類問題として LeNet を基に構築した CNN を学習させ検証すれば、高い精度で被害建
物が判別で きること が 分かっている

5) 。本研 究では、CNN
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に ImageNet で学習済 みの

ResNet50 6) を採用し、 これを Fine-tuning によって転移学習させることで画像の 2 クラ
ス分類を行うこととする（図 8）

(a) 層破壊

(b) 層破壊ではない
図7

建物被害画像の例

図8

図9

CNN の構造

層破壊建物の抽出手法

図 9 に全調査建物から層破壊建物を抽出する手法を示す。まず、一部の調査建物につい
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て、外観画像を層破壊か否かにラベル付けし、外観画像データを作成した。これらを解析
データとして、CNN を学習および検証し、外観画像を層破壊か否かに分類する「層破壊
分類モデル」を構築した。なお、層破壊は、ダメージグレード D5 以上と定義した。次に、
調査員が撮影した写真画像(以下、調査画像)には、建物内観や調査票といった外観画像で
ないものも含まれているため、このような層破壊の分類に不要な画像を取り除く必要があ
る。そこで一部の調査建物について、調査画像を外観画像か否かにラベル付けし、調査画
像データを作成した。これらを解析データとして、CNN を学習および検証し、調査画像
を外観画像か否かに分類する「外観画像分類モデル」を構築した。そして、層破壊か否か
をラベル付けしていない残りの調査建物の画像を、これら 2 つのモデルを用いて機械的に
分類した。
a) 実験
使用したデータは、熊本県益城町により実施された罹災証明書発行のための被害認定調
査における調査画像である。各調査建物には、調査員による被害判定区分として、全壊、
大規模半壊、半壊、一部損壊、無被害のいずれかが付与されている。モデルの構築に際し、
下記のデータセットを用意し、90％を訓練データ、10%を検証データに用いた。なお、以
下で言及する外観画像には、被災建物を撤去後の、瓦礫を写した画像や更地を写した画像
が含まれている。
•

外観画像データ：層破壊か否かを専門家がラベル付けした、調査建物 951 件に対応す
る 951 枚の建物外観画像のデータ。層破壊とラベル付けされたものは 308 枚

•

調査画像データ：外観画像か否かを専門家がラベル付けした、4,018 枚の調査画像のデ
ータ
また、被害判定区分が全壊の調査建物から、外観画像データ作成過程でラベル付けの対

象とした建物を除いた、層破壊か否かを専門家がラベル付けしていない 4,268 件の調査建
物の全調査画像 98,958 枚を用意した。なお、全壊判定以外の被害判定区分を付与された
調査建物には、層破壊建物が含まれないと考えられるため、分類の対象から外した。CNN
による解析のため、画像は全て 300×300px にリサイズした。
CNN は、出力層を 2 クラス分類とした ResNet50 を使用し、重みの初期値は ImageNet
による学習に基づくものにした。そして、全結合層のみの再学習では精度が十分上がらな
かったため、データセットごとに全層を学習できる状態で訓練を行った。損失関数は交差
エントロピーを使用し、バッチサイズは 16、最適化手法は Adam、学習率は 0.00001 とし
た。学習時、訓練データに keras の ImageDataGenerator を用いてデータ拡張を実施した
7) 。外観画像データには、拡大縮小、左右平行移動、上下平行移動、左右反転、せん断、明

度変更を、学習を繰り返す毎に無作為に適用した。調査画像データには、左右反転変換お
よび上下反転変換を、同様に学習毎に適用した。データセットによる収束時間のばらつき
を 考 慮 す る た め 、 検 証 デ ー タ の 損 失 値 に 基 づ く Early Stopping を 適 用 し 、 し き い 値
(patience)を 2 として学習を終了する Epoch 数を決定した。
b) 実験結果と検証
各モデルについて、学習の結果は以下のようになった。
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・ 層破壊分類モデル：Epoch 数 11 で学習終了、検証データの正解率は 94%
・ 外観画像分類モデル：Epoch 数 6 で学習終了、検証データの正解率は 97%
層破壊か否かをラベル付けしていない全壊判定の調査建物 4,268 件の全調査画像を学習
済の 2 つのモデルを用いて機械的に分類した。その結果、少なくとも 1 枚の画像が層破壊
と分類された調査建物として 1,365 件を抽出した。
抽出した調査建物の調査画像を専門家が確認した結果、1,365 件のうち 862 件が層破壊
建物と識別された。これは 63%に相当し、上述の正解率より低いが、図 9 に示すように外
観画像データや調査画像データのラベルごとの画像枚数に偏りがあることが、原因の一つ
であると考えられる。また実験にて外観画像が 1 枚も調査画像に含まれないとモデルが分
類した調査建物は 113 件であったが、これらを専門家が確認したところ、6 件が層破壊建
物であった。更に、用意した外観画像データのうち層破壊とした 308 枚に対応する 308 件
の層破壊建物を加え、最終的に 1,176 件の層破壊建物を抽出した。これらの空間分布を可
視化したところ（図 10）、実際に倒壊建物が集中している地域に層破壊建物を抽出したこ
とを確認した。

図 10
4)

抽出した層破壊建物の空間分布

北海道胆振東部地震の広域震度分布の推定
フラジリティ関数の地域性の検討には、熊本地震以外の被害データを分析する必要があ

る。そこで、2018 年北海道胆振東部地震の QuiQuake 8) の地震動分布の高精度化を目的に、
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気象庁（自治体の記録を含む）の強震観測記録を加えた地震動分布の再計算を行った。
地震動分布の推定手順については、基本的には QuiQuake（QuakeMap）が採用してい
る方法を踏襲する。まず、強震観測記録から地震動指標（PGA，PGV，INT，Sa）を計算
する。PGA，PGV， Sa は 2 成分合成値の最大値である。これらの値は地震計が設置され
ている表層地盤の増幅の影響を受けているため、ここでは、地形・地盤分類 250 m メッシ
ュマップから求まる地盤の平均 S 波速度（Vs30） 9) を介して各地震動指標の増幅度を推定
し

10)-12) 、硬質地盤（Vs30

が 600 m/s 相当）上の地震動指標を推定した。そして、硬質地

盤上の地震動分布は、地震断層からの距離減衰特性をトレンド成分とした Simple Kriging
（指数型の共分散モデル、相関距離 10 km）による空間補間により求めた。PGA，PGV，
INT については観測記録の距離減衰特性を用い、Sa については既往の距離減衰式

13) を用

いている。そして、硬質地盤上における地震動指標に 250 m メッシュ単位にて地盤の増幅
度を乗じることで地表の地震動分布が得られる。北海道胆振東部地震では、震源域で震度
7 を観測するなど地盤の非線形化が無視できない。PGA, PGV, Sa の計算には疑似有効ひ
ずみに依存して増幅度を低減する方法

14) を用いている。なお、QuiQuake

は、PGA, PGV

は水平成分の最大値を採用しており、空間補間の計算の際のトレンド成分には断層ではな
く、点震源からの距離減衰特性を用いている点が本研究とは異なる。
北海道胆振東部地震（2018 年 9 月 6 日）の被災地域における地震動分布を高精度に推
定する目的で、QuiQuake で利用している K-NET, KiK-net の強震観測記録（473 地点）
に加えて、気象庁の観測記録（156 地点）、気象庁から公開されている自治体の観測記録（18
地点）を利用した。震度 5 以上を含む範囲（北緯：42.3°〜43.4°、東経：141°〜142.5°）に
おいては、QuiQuake が 45 地点なのに対し、本研究では 82 地点に増えている。2 章で述
べた計算手法に従い、地盤の非線形増幅を考慮した地震動分布を計算した。地震断層は国
土地理院の断層モデル

15) を参考にした。図

11 に本研究にて推定した震度（INT）分布を

示す。青色のシンボルは防災科学技術研究所の強震観測点、緑色のシンボルは気象庁（自
治体所有を含む）の強震観測点である。安平町と厚真町のほとんどが震度 6 強以上の揺れ
であったことがわかる。また、震度 7 は安平町、厚真町、むかわ町に分布している。QuiQuake
の震度分布と大局的には大差がないが、震度 7 の領域がやや広い。
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図 11

北海道胆振東部地震の推定震度分布

(c) 結論ならびに今後の課題
2016 年熊本地震の宇城市の被害認定調査結果および地震動分布を整理し、宇城市の建
物フラジリティ関数を構築した。また、地震動レベルの大きい益城町とやや小さい宇城市
のフラジリティを統合する方法について検討した。また、益城町の現地写真に基づく深層
学習および写真の目視により層破壊建物データを作成し、その建物の分布を明らかにした。
建物フラジリティ関数の地域性を検討するため、2018 年北海道胆振東部地震の広域地震
動分布を推定した。
今後は、益城町と宇城市の建物フラジリティ関数の統合について、確率分布を用いて統
合する方法を検討し、今年度までの成果を踏まえて、実用性の高いフラジリティ関数を提
案する必要がある。層破壊建物について航空レーザーデータを用いた手法を併用して、層
破壊建物データセットを完成させ、さらに、層破壊建物のフラジリティ関数を構築する。
そして、建物フラジリティ関数の地域性を検討するため、安平町の罹災調査データに基づ
くフラジリティ関数を構築する予定である。
(d) 引用文献
1) 熊本県：熊本県等に係る被害状況等について【第 301 報】，
https://www.pref.kumamoto.jp/common/UploadFileOutput.ashx?c_id=9&id=476&se
t_doc=1, 2020.
2) 村尾修，山崎文雄：自治体の被害調査結果に基づく兵庫県南部地震の建物被害関数，日
本建築学会構造系論文集，第 527 号, pp. 189-196, 2000.
3) 山口直也，山崎文雄：西宮市の被災度調査結果に基づく建物被害関数の構築，地域安全
38

学会論文集，No. 2，pp. 129-138, 2000.
4) 須藤巧哉，山崎文雄，松岡昌志，井ノ口宗成，堀江啓，劉ウェン：益城町の罹災証明デ
ータに基づく 2016 年熊本地震に対する建物被害関数の構築，日本地震工学会論文集，
Vol.19, No.4, pp.13-31, 2019.
5) 石井友，松岡昌志，牧紀男，堀江啓，田中聡：兵庫県南部地震後に撮影された航空写真
と現地写真を用いた深層学習による建物被災度判別の試み，日本建築学会構造系論文集，
Vol.83, No.751, pp.1391-1400, 2018.
6) He K, Xiangyu Z, Shaoqing R, and Jian S: Deep residual learning for image
recognition. Proceedings of the 2016 IEEE Conference on Computer Vision and
Pattern recognition, Las Vegas, Nevada, USA, 2016.
7) Chollet F: Keras. https://keras.io, 2015.
8) Matsuoka, M. and Yamamoto, N.: Web-based Quick Estimation System of Strong
Ground Motion Maps Using Engineering Geomorphologic Classification Map and
Observed Seismic Record, Proceedings of the 15th World Conference on Earthquake
Engineering, Paper ID: 4016, 10p, 2012.
9) Wakamatsu, K. and Matsuoka, M.: Nationwide 7.5-Arc-Second Japan Engineering
Geomorphologic Classification Map and Vs30 Zoning, JDR, 2013.
10) 藤本一雄，翠川三郎：近接観測点ペアの強震記録に基づく地盤増幅度と地盤の平均Ｓ波
速度の関係, 日本地震工学会論文集, 2006.
11) 翠川三郎ほか：横浜市高密度強震計ネットワークの記録に基づく地盤増幅度と地盤の
平均 S 波速度との関係，日本地震工学会論文集, 2008.
12) 山口亮，翠川三郎 : 地盤の平均 S 波速度を用いた地盤増幅率の推定手法の改良，日本
地震工学会論文集, 2011.
13) 内山泰生，翠川三郎 : 地震記録および非線形応答解析を用いた地盤分類別の地盤増幅
率の評価，日本建築学会構造系論文集, 2003.
14) 山口亮，翠川三郎：観測記録に基づく地盤増幅率の非線形特性のモデル化，日本地震工
学会論文集, 2014.
15) 国 土 地 理 院 ： 平 成 30 年 北 海 道 胆 振 東 部 地 震 の 震 源 断 層 モ デ ル （ 暫 定 ），
https://www.gsi.go.jp/common/000205599.pdf（2019 年 4 月閲覧）.
(e) 学会等発表実績
1)学会等における口頭・ポスター発表
発表した成果（発表題目、 発表者氏名

発表した場所

口頭・ポスター発表の別）

（学会等名）

Development of fragility
curves of Japanese
buildings based on the
2016 Kumamoto
earthquake（口頭）

F. Yamazaki,
T. Suto, W.
Liu, M.
Matsuoka,
K. Horie, K.
Kawabe, M.
Inouguchi
39

2019 Pacific
Conference on
Earthquake
Engineering,
Auckland, New
Zealand

発表時期

国際・国
内の別

2019年4月

国外

Analysis of building

K. Torisawa,

29th European

damage in Uki city due

K. Horie, M.

Safety and

to the 2016 Kumamoto

Matsuoka,

Reliability

earthquake（口頭）

M. Inoguchi,

Conference,

F. Yamazaki

Hanover, Germany

Analysis of PALSAR-2

F. Yamazaki,

International

images to extract

W. Liu

Conference in

geological effects caused

Commemoration of

by the 2018 Hokkaido-

20th Anniversary of

Eastern-Iburi

the 1999 Chi-Chi

earthquake（口頭）

Earthquake, Taipei,

2019年9月

国外

2019年9月

国外

2019年9月

国内

2019年10月

国内

発表時期

国際・国

Taiwan
全偏波航空機SAR 画像を

リュウ・ウェ

令和元年度土木学会

用いた2016 年熊本地震に

ン，田邉涼

全国大会第74回年次

よる斜面崩壊と橋梁被害

士，山崎文

学術講演会, 高松市

の検出（口頭）

雄，児島正一
郎

熊本地震の被害データに

鳥澤一晃

第9回構造物の安全

基づく建築設備の復旧日

性・信頼性に関する

数予測に関する統計的分

国内シンポジウム

析（口頭）

（JCOSSAR
2019）, 東京

2)学会誌・雑誌等における論文掲載
・ 査読付き
掲載論文（論文題目）

発表者氏名

発表した場所
（学会誌・雑誌等名）

益城町の罹災証明データ

須藤巧哉，山

日本地震工学会論文

に基づく2016年熊本地震

崎文雄，松岡

集

に対する建物被害関数の

昌志，井ノ口

構築

宗成，堀江

内の別
2019年8月

国内

2019年9月

国外

啓，劉ウェン
Time series GIS map

Y.

Remote Sensing,

dataset of demolished

Kushiyama,

MDPI

buildings in Mashiki

M. Matsuoka

town after the 2016
Kumamoto, Japan
earthquake,
40

Detection of earthquake-

W. Liu, F.

Remote Sensing,

induced landslides

Yamazaki, Y.

MDPI

during the 2018

Maruyama

2019年10月

国外

2019年10月

国外

2020年2月

国外

Kumamoto earthquake
using multitemporal
airborne Lidar data
Earthquake-induced

Y. Aimaiti,

Remote Sensing,

landslide mapping for

W. Liu, F.

MDPI

the 2018 Hokkaido

Yamazaki, Y.

Eastern Iburi

Maruyama

earthquake using
PALSAR-2 data
Statistical analysis of

L. Moya, E.

Earthquake

earthquake debris extent

Mas, F.

Spectra, EERI

from wood-frame

Yamazaki,

buildings and its use in

W. Liu, S.

road

Koshimura

networks in Japan

・ 査読なし
なし
3)マスコミ等における報道・掲載
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
なし
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3) 仕様・標準等の策定
なし
(3) ２０２０年度業務計画案
地震動レベルの大きい益城町とやや小さい宇城市等の被害認定調査結果を統合して、
幅広い震度範囲における木造建物に対する建築年代ごとの統計的フラジリティ関数を
構築する。また、これまでに作成した益城町の層破壊建物データに基づき層破壊建物
のフラジリティ関数を構築する。北海道胆振東部地震の安平町の被害認定調査結果に
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基づき、建物フラジリティ関数を構築すると共に、熊本地震での建物フラジリティ関
数との比較により、建物脆弱性の地域性を検討する。
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3.1.3 被害拡大阻止のためのフラジリティ関数の検討(課題 a③)
3.1.3.2 インフラフラジリティの検討(課題 a③b)
(1) 業務の内容
(a) 業務の目的
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、インフ
ラ被害について検討する。具体的には、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 年熊本地震のインフラ被害データを活用し、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。
(b)２０１９年度業務目的
地震動および複数インフラのインフラ施設・機能を対象として、地震動分布および被害・復旧
データを収集・整理し、統計分析により、物理的・機能的フラジリティ関数ならびにレジリエン
ス関数の構築を進める。
(c) 担当者
所属機関

役職

氏名

国立大学法人岐阜大学

工学部

教授

能島

暢呂

国立大学法人筑波大学

システム情報系

教授

庄司

学

国立大学法人千葉大学

大学院工学研究院

教授

丸山

喜久

(2) ２０１９年度の成果
(a) 業務の要約
2019（令和元）年度においては、既往の地震災害における供給・処理・交通系ライフラ
インの被害・復旧データを収集・整理し、地震動分布と合わせた統計分析により、物理的・
機能的フラジリティ関数ならびにレジリエンス関数を構築した。上水道に関しては、2007
年新潟県中越沖地震、2011 年東北地方太平洋沖地震、2016 年熊本地震の際の上水道管路の
被害データを用 いて、 数量化理 論 I 類に基 づ いて管路被害の 要因分 析を行い、最大 速度
（PGV）、管種、液状化の影響度が大きいことが明らかにした。下水道に関しては、2018 年
北海道胆振東部地震で被災した下水道埋設管路網のデータベース化と被害率算定を行った。
鉄道に関しては、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における機能的フラジリティ関数を構築して高速道路と
比較するとともに、レジリエンス関数を試作した。以上に加えて、インフラ分科会の立ち
上げに向けて準備会開催に協力し、第 1 回を開催した。
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(b) 業務の成果
1) 上水道管路の被害要因の分析
本研究では、前年度に行った熊本地震における熊本市と益城町の上水道管路の分析結果
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、現行の被害予測式と管路被害率の比較を行った。さらに、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ために、これらの被害データを用
いて、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。本研究の結
果は、今後発生が懸念されている首都直下地震や南海トラフ地震に備え、上水道管路の防
災対策の立案に役立つものと期待される。
現行の上水道管路の被害予測式 1) は式(1)のように表される。ここで、R m は上水道管路の
被害率(件/km)、C p は管種・継手補正係数、C d は口径補正係数、C g は微地形補正係数、R(v)
は標準被害率(件/km)である。
𝑅𝑅𝑚𝑚 = 𝐶𝐶𝑝𝑝 × 𝐶𝐶𝑑𝑑 × 𝐶𝐶𝑔𝑔 × 𝑅𝑅(𝑣𝑣)

(1)

図 1 に、C p ，C d ，C g について、被害予測式の設定値と 5 市町の管路被害率を比較する。
ここで、5 市町の管路被害率は、被害予測式の補正係数が 1.0 と定められている基準被害
率に対する比として比較した。標準口径かつ標準微地形における管種・継手別の被害率の
比は、DIP-A（ダクタイル鋳鉄管 A 形継手）の被害率を基準とすると、CIP（普通鋳鉄管）
と SP(その他)（ネジ継手等の鋼管）の被害率の比が C p の設定値よりも大きな値を示した。
SP(その他)と CIP は管路延長が短いこともあって、このような極端に高い値を示したと考
えられる。C d に関しては、口径が大きくなるに従い、被害率の比も補正係数と同様に小さ
くなる傾向が概ね確認できた。C g に関しては、標準管種・継手かつ標準口径において、標
準地形区分の被害率と他の地形区分の被害率の比率と微地形補正係数の値を比較した。グ
ループ A （山地、山麓地、丘陵、火山地、火山山麓地、火山性丘陵）においては、仙台市
の被害率の比が 2.7 倍と、補正係数（0.4）よりも大きな値を示したが、その他の被害デー
タでは、補正係数と概ね近い値を示した。グループ B（砂礫質台地、ローム台地）では、
補正係数の値よりも大きく、グループ D（自然堤防、旧河道、砂洲・砂礫洲、砂丘）では
補正係数の値よりも小さくなる傾向がみられた。グループ E（埋立地、干拓地）では、被
害が確認された熊本市、柏崎市で補正係数と近い値を示した。
管路属性や微地形の境界条件などの各要因が上水道管路の被害率に与える影響度を定量
化するため、前年度までの研究結果等を踏まえて仮定した式(2)に基づいて数量化理論 I 類
による回帰分析を行った

2) 。ここで、𝑅𝑅

𝑚𝑚 は推定被害率(件/km)、𝑅𝑅0 は標準被害率(件/km)、

𝐶𝐶𝑝𝑝 ，𝐶𝐶𝑑𝑑 ，𝐶𝐶𝑔𝑔 ，𝐶𝐶𝑣𝑣 ，𝐶𝐶𝑙𝑙 ，𝐶𝐶𝑏𝑏 は管種、口径、微地形、PGV（地動最大速度）、液状化、微地形の

境界条件に関する補正係数である。

𝑅𝑅𝑚𝑚 = 𝐶𝐶𝑝𝑝 × 𝐶𝐶𝑑𝑑 × 𝐶𝐶𝑔𝑔 × 𝐶𝐶𝑣𝑣 × 𝐶𝐶𝑙𝑙 × 𝐶𝐶𝑏𝑏 × 𝑅𝑅0

(2)

本研究では式(2)の両辺の常用対数をとり、数量化理論Ⅰ類による線形重回帰分析を行う。
したがって、被害率 0 のデータを考慮できない。そこで、本研究では補正係数の絶対値を
評価するのではなく、大小関係について主に検討することとする。数量化理論 I 類で得ら
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れた補正係数を図 2 に示す。決定係数は 0.66 であった。CIP、PGV100 cm/s 以上の補正係
数が非常に大きな値を示した。これは、これらの要因が被害率を高くすることに大きく影
響していることを意味する。CIP については、基準の DIP の 9.5 倍の値となっており、被
害率が大きくなりやすいことが確認できた。 PGV においては、100 cm/s 以上のときに急
激に補正係数が大きくなっている。さらに、PGV が大きくなるに従って補正係数が大きく
なる傾向も見られた。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
を示した。液状化の補正係数は、非液状化のものの 5.1 倍の値を示した。

図1

被害予測式の補正係数と被害率の比の比較

図2

数量化理論 I 類で得られた補正係数

2) 下水道埋設管路網のフラジリティの検討
下水道に関しては、2018 年北海道胆振東部地震で被災した下水道埋設管路網のデータベ
ース化と被害率算定を行った上で、北海道胆振東部地震の地震被害データを既往地震の被
害データ 3) と対比し、管種、口径および微地形区分の観点から被害率 R の特徴を図 3 に示
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すように明らかにした。なお、微地形区分のデータは文献 4)に依り、被害データに対する
液状化領域と非液状化領域の切り分けは文献 5)のデータを活用した。
管種の観点からは、DCIP 管および HP 管での被害率 R が非常に高く、補正係数も既往地
震の被害データより高くなった。この要因としては、DCIP 管については安平町において液
状化領域での局所的な被害が反映されたものと考えられ、HP 管については液状化領域お
よび非液状化領域で共に甚大な被害が生じたためである。
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図3

北海道胆振東部地震の地震被害データに基づく被害率 R の特徴
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口径の観点からは、既往地震データと調和的な被害の傾向が示され、小さな口径ほど被
害率 R は高くなる結果を示した。
微地形区分の観点からは、液状化領域において被害が生じた全ての地域の管種と口径で
の被害率 R が高い値を示した。また、谷底低地・扇状地においては安平町で最も敷設延長
が長く、非液状化領域で被害率 R が比較的高い値を示した。さらに、ローム台地において
は既往地震データで見られなかった非液状化領域での高い被害率が厚真町と安平町で示さ
れた。
3) 鉄道の機能的フラジリティとレジリエンス関数の検討
鉄道に関しては、供給系ライフラインの地震時機能的被害・復旧予測モデル

6)

の手法を

応用し、近年の主要 4 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）の被災事例における機能的フラジリティ関
数を構築し、高速道路の結果 7) と比較するとともに、レジリエンス関数を試作した。
駅区間単位での運休の有無 8) と推定地震動分布

9),10) を重ね合わせ（図

4）、計測震度別の

運休発生率とロジットモデルによる機能的フラジリティ関数を求めた結果を図 5 に示す。
運休発生率が 50%に達する震度は 2.8～4.4 の範囲であり、ほぼ 100%に達するのは震度 4.5
～5.5 の範囲である。運転規制基準値（概ね計測震度 4.5）より低い震度で急激に増加して
いる。この理由としては、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、津
波警報発令に伴う安全側の措置、路線の相互接続の影響による運休、などが考えられる。
次に、4 地震における鉄道と高速道路の機能的フラジリティ関数を比較した。その結果
を図 6 の緑線と青線でそれぞれ示す。高速道路の通行規制基準値は、震度 4 ないし 5 弱以
上である。機能停止が出始める震度や機能停止確率が 50%となる震度については、高速道
路のほうが鉄道よりも最大で 0.3～1.6 程度高いことがわかった。
さらに、2016 年熊本地震を対象として、図 7(a)に示す運休日数と震度との関係について
検討した。土砂崩れ区間を除外した運休日数と図 4(b)に示した推定地震動分布を集計し、
運休日数の平均値をべき関数でモデル化した。運休日数のばらつきが大きいため、変動係
数を一律 100%としてガンマ分布で分布形状を表現した。震度ごとの運休日数の非超過確
率を図 7(b)に示す。さらに図 5 の水色線と統合して試算したレジリエンス関数を図 7(c)に
示す。これにより、任意の時間断面における鉄道の運行可能率の簡便評価が可能である。
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(a) 2011年東北
(b) 2016年熊本
(c)2018年大阪
(d) 2018年北海道
図4 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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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
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(c)2018年大阪

(d) 2018年北海道

図 6 鉄道と高速道路の機能停止確率と震度との関係
（緑丸・緑線：鉄道の実測値・モデル、青丸・青線：高速道路の実測値・モデル）
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(a) 運休期間の分布
(b) 運休期間の確率分布
(c) レジリエンス関数
図 7 2016 年熊本地震おける鉄道の運休状況とレジリエンス関数（変動係数 100%）

4) インフラ分科会の立ち上げ・開催
インフラ分科会の立ち上げに向けて準備会開催に協力し、第 1 回を開催した。参画する
インフラ事業者の地震被害・復旧に関する情報ニーズ、データ提供の可能性、復旧見込み
情報に関する課題などについて自由に意見交換を行うとともに、様々なデータの共有・活
用を図るための情報プラットフォームのあり方について議論を行った。
(c) 結論ならびに今後の課題
上水道管路に関しては、近年の 3 地震 5 市町の被害データを用いて、現行の被害予測式
の補正係数の評価を行った。本研究の結果と既往の予測式の口径補正係数、微地形補正係
数は概ね妥当な設定値と評価されるが、管種・継手補正係数に関しては実被害と一致しな
い場合もあった。さらに、微地形境界、液状化を数量化理論 I 類の説明変数に加え、管種
や口径などの他の要因と同時に解析し、被害率に対する影響度を評価した。その結果、PGV
の影響度が最も大きく、次いで、管種、液状化の影響度が大きいことがわかった。
下水道管路に関しては、2018 年北海道胆振東部地震で被災した下水道埋設管路網のデー
タベース化と被害率算定を行った上で、これらの地震被害データを既往地震の被害データ
と対比し被害率の特徴を明らかにした。既往地震データと調和的な被害の傾向として、液
状化領域では全ての地域の管種と口径で高い被害率 R を示した。管種の観点からは特に
DCIP 管および HP 管の被害率が非常に高く、口径の観点からは小口径ほど被害率は高くな
った。非液状化領域での被害の特徴として、谷底低地・扇状地において安平町で最も敷設
延長が長く被害率が比較的高い値を示し、ローム台地において厚真町と安平町で既往地震
データでは見られなかった高い被害率を示した。このようなサイトスペシフィックな被害
のメカニズムを地盤特性や管路の属性を踏まえて明らかにし、既往のフラジリティ曲線を
更新することが今後の課題である。
鉄道に関しては、4 地震における機能的フラジリティ関数を構築して高速道路との比較
を行った。計測震度別の運休発生率に基づいてロジットモデルにより機能的フラジリティ
関数を構築した。通行止め確率が 50%に達するのは震度 2.8～4.4 の範囲であり、ほぼ 100%
に達するのはおよそ震度 4.5～5.5 の範囲であった。運転規制基準値より低い震度で運休発
生率が急激に増加することがわかった。高速道路との比較を行った結果、鉄道の方が高速
道路よりも機能停止が発生しやすく、震度差で 0.3～1.6 程度であった。さらに、2016 年熊
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本地震を対象として、鉄道運休日数のレジリエンス関数を試作した。任意の時間断面にお
ける鉄道の運行可能率を簡便に評価することが可能であるが、検討事例がまだ少ないため、
他の被災事例を含めた総合評価が今後の課題である。
また、インフラ分科会が新規に設置されたことから、被害の全容把握の迅速化や適切な
復旧見込み情報の発信を支援するための情報プラットフォームの構築に向けて、連携を図
ることが今後の課題である。
(d) 引用文献
1) 水道技術研究センター：平成 28 年熊本地震を踏まえた「地震による管路被害予測式」
の見直しに関する検討，2016.
2) 石田栄介，磯山龍二：東日本大震災における仙台市水道管の分析，日本地震工学会論文
集，Vol. 19，No. 1，pp. 1-20, 2019.
3) 畠山大治，庄司学，永田茂：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，土木学会論文集 A1(構造・地震工学), Vol.75, No.4, pp.I_144-I_169, 2019.
4) 防災科学技術研究所：J-SHIS，http://www.j-shis.bosai.go.jp/
5) 先名重樹，小澤京子：平成 30 年北海道胆振東部地震の液状化地点分布と近年の地震に
よる液状化被害率の検討について，2019 年日本地震学会秋季大会（京都），P15P-05.
6) Nojima, N. and Kato, H., "Modification and Validation of an Assessment Model of PostEarthquake Lifeline Serviceability Based on the Great East Japan Earthquake Disaster," Journal
of Disaster Research, Vol.9, No.2, pp.108-120, 2014.
7) 加藤宏紀，能島暢呂：高速道路を対象とした地震時の機能的フラジリティ関数の構築と
震災間比較，JCOSSAR2019 論文集（第 9 回構造物の安全性・信頼性に関する国内シンポ
ジウム），Paper No.OS1-5A，2019.
8) 国土交通省：災害・防災情報，「東日本大震災（第 1 報～第 133 報）」「熊本県熊本地方
を震源とする地震について（第 1 報～第 57 報）」
「大阪府北部を震源とする地震について
（第 1 報～第 20 報）」「北海道胆振東部地震による被害状況等について（第 1 報～第 28
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9) ( 独 ) 産 業 技 術 総 合 研 究 所 ： 地 震 動 マ ッ プ 即 時 推 定 シ ス テ ム HP ，
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10) 中村洋光，功刀卓，髙橋郁夫，藤原広行，青井真，青柳京一，橋本光史，日下彰宏，本
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復旧見込みをシミュレーションするための復旧曲線を整理する。復旧曲線の予測結果と既
往地震における実績とを比較することによって、予測精度の検証を行う。これまでに複数
の地震災害を対象として個別に得られた結果は、各地震災害における被災規模、地震動特
性、液状化等の状況、および、被災システムの物理的特性、システム的特性を反映したも
のである。予測モデルの不確定性の低減を図るため、必要に応じて上記の諸条件に関する
説明変数を加えて、モデルの精緻化を図る。以上の成果に基づいて、首都圏を中心とした
レジリエンス総合力向上に資する検討を行う方針である。また、インフラ分科会において
被害・復旧の全容把握のための情報共有、ならびに、復旧見込み情報のあり方に関して検
討する。
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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
富山大学
宇都宮大学

大学院理工学研究部
地域デザイン科学部

役職

氏名

准教授

井ノ口

准教授

近藤

宗成
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-inthe-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

図2

AI を活用したブルーシート特定の精度検証

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 Sentinel1 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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Representations 2015, https://arxiv.org/pdf/1409.1556.pdf.
3) Igor V. Tetko, David J. Livingstone, Alexander I. Luik：Neural network studies. 1.
Comparison of overfitting and overtraining, Journal for Chemical Information and
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(e) 学会等発表実績
1)学会等における口頭・ポスター発表
発表成果（発表題目、

発表した場所

発表者氏名

発表時期

国内の

（学会等名）

口頭・ポスター発表の

国際・
別

別）
Suggestion

of

Munenari

International

Methodology to Detect

Inoguchi,

Conference

Building Damage Level

Keiko

Disaster

Collectively with Flood

Tamura

Emergency

Depth

2020 年 3 月

国際

on
and

Management

Using

Geographic
Information System at
Flood
Japan

Disaster

in

（口頭）

2)学会誌・雑誌等における論文掲載
・ 査読付き
掲載論文（論文題目）

発表者氏名

発表した場所

発表時期

国際・
国内の

（雑誌等名）

別
Establishment

of

Munenari

Proceedings

Roof

Inoguchi,

IEEE

Keiko

2019

Tamura,

pp.4618-4623

Work-Flow

for

Damage

Detection

Utilizing

Drones,

Human and AI based

Ryota

on Human-in-the-Loop

Hamamoto

Big

of

2019 年 12 月

国際

Data

Framework
・ 査読なし
掲載論文（論文題目）

発表者氏名

発表した場所

発表時期

（雑誌等名）

国際・
国内の
別

ドローンによる空撮画

井ノ口 宗成,

第 60 回 土木計画

像を活用した屋根被害

田村

圭子,

学研究発表会講演

把握と被災者支援への

濱本

両太,

集 ,

利用 −2019 年山形沖地

堀江 啓

Vol.60,

(CD-ROM)

震における村上市の対
応を事例として−
66

p.6

2019 年 11 月

国内

3)マスコミ等における報道・掲載
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
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。
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3.1.5

事業継続能力の向上のための業務手順確立(課題 a⑤)

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(課題 a⑤a)
(1) 業務の内容
(a) 業務の目的
「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。
(b) ２０１９年度業務目的
・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
過去の災害対応の事例から抽出した業務要素をもとに、事業継続能力向上を目指した
業務手順の確立のための提案・検証を進める。
(c) 担当者
所属機関
公立 大学 法 人兵 庫 県立 大学

役職
環 境 人間 学 部・

教授

氏名
木村

玲欧

大学院環境人間学研究科
国立大学法人東京大学

大学院工学系研究科

准教授

国立大学法人東京大学

生産技術研究所

准教授

廣井
沼田

悠
宗純

(2) ２０１９年度の成果
(a) 業務の要約
本年度においては、事業継続能力向上のための業務手順の確立を目指し、過去の災害対
応の事例から業務手順の確立のための構成要素を収集して提案・検証を進めた。
特に、１）当該年度に発生した 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質問紙調査を行い、BCP（事業継続計画）が機能しなか
った理由や、BCP への組織の取り組み度合いによる差異などを明らかにし、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 においては、
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2019 年台風 19 号による災害対応を行った静岡県南伊豆町を事例として自治体職員に対す
る訓練によってシステムの検証・改良を行い、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（企業内待機版）」（略称：
KUG）について、実際の帰宅困難者支援施設運営ゲーム（KUG②）ワークショップによる
複数回の検証を経て（東京都台東区、東京都渋谷区、京都府、すべて自治体が主催したも
の）、より従来の津波想定バージョンの他に津波なしバージョンを新たに作成した。
(b) 業務の成果
1)過去の災害対応事例の収集
a)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
る質問紙調査
当該年度である令和元年、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、10 月 30 日～11 月 8 日まで、株式会社新建新聞社が運営する危機
管理専門サイト「リスク対策.com」のメールマガジン購読者に質問紙調査を行った。対象
としたのは、台風第 15 号・19 号・21 号によって間接的被害を含んだ被害がある企業・組
織である。その結果、339 の有効回答を得た（全回答 396 のうち、同一組織からの重複回
答、個人事業者は除いた）。
回答企業は、上場企業 39.5%、非上場企業 46.3%で、企業規模では 1000 人以上の企業
が約 4 割を占めた。業種別では製造業が 32.5％と最も多く、次いでサービス業（10.0%）、
情報通信業（8.6%）と続いた。BCP（事業継続計画）の策定状況を尋ねたところ、策定し
ておらず、策定する予定もない（3.5%）、策定していないが、策定中・策定予定（20.2%）、
策定したが、一度も見直していない（6.9%）、策定し、非定期的だが訓練・見直している
（23.1%）、策定し、定期的に訓練・見直している（43.4%）、わからない（2.9%）となり、
回答企業の 6 割以上が BCP を策定し、定期的もしくは非定期的に訓練・見直しをしてい
た。
b)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（図 1）、
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「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。今回の台風災害では、「通信の途絶」「施
設・設備の被害」については特定の地域以外では大きな影響がなかったこともあわせると、
巨大台風を想定した計画が立てられておらず、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
とが問題であることが考えられる。

N=122
社員の防災意識、被
害状況の確認、今回
の事態想定せず

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
過去に実施した被害想定が甘かった
関係部門との情報共有が遅れた
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
社員の安否確認が遅れた
関係機関との情報共有が遅れた
災害対策本部の設置が遅れた
主要メンバーの代替要員を決めていなかった
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
ライフラインの被災の影響が大きかった

1.56
1.53
1.52
1.49

施設の被害が大きかった
トップの不在で指揮が遅れた
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
1.00

図1

1.50

2.27
2.18
2.13
2.13
2.05
2.04
2.03
1.99
1.94
1.91
1.88
1.88
1.85

2.00

2.45

2.50

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)
この結果について、昨年度の 2018 年 6 月 18 日、月曜日の朝 7 時 58 分の通勤・通学時
間帯に発生した「大阪府北部地震」において実施した調査結果と比較する。この地震にお
いても、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。
「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 2）、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「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
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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。

■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

2.44
2.37
2.13
2.35
2.45
2.34
2.04
1.88 2.18
1.88 2.17
1.91 2.15
2.052.13
2.032.06
1.981.99
1.90
2.27
1.90 2.18
1.88
1.53
1.791.85
1.76
2.13
1.64
1.49
1.521.60
1.451.56

災害対策本部の設置が遅れた

共通課題

1.94

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

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
対応方針の決定が遅れた

台風災害は、被害状
況確認、被害想定の
再設定が必要

社員の安否確認が遅れた
関係機関との情報共有が遅れた
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
トップの不在で指揮が遅れた
ライフラインの被災の影響が大きかった
過去に実施した被害想定が甘かった
通信の途絶による影響が大きかった
設備の被害が大きかった
施設の被害が大きかった
1.00

図2

1.50

2.00

2.50

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)
c)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 3）、「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。
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安否確認k訓練、
防災・BCP訓練、
危機管理担当者の学習

安否確認訓練

3.47

危機管理担当者としての日々の学習

3.44
3.35

防災・BCP訓練の実施
危機管理担当者の気象知識の習得

3.25

社屋・機械設備等の事前点検・リスクアセスメント実施

3.24

防災計画の策定・継続的な見直し

3.21

BCPの策定・継続的な見直し

3.21

従業員への防災・BCP教育

3.19

社員教育(防災・BCPに限らず）

3.16
3.07

経営改善活動(防災・BCPに限らず)
リーダー研修(防災・BCPに限らず)

3.00

重要設備類の嵩上げ・上層階への移動

2.99
2.77

他機関との災害時協定・相互応援協定の締結

2.63

働き方改革

2.48

健康経営

1.00

図3
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N=124～201
4.00

災害対応で役に立った「平時からの取り組み」

2)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
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、時々刻々と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。
そこで、2011 年東日本大震災、2016 年熊本地震、2017 年九州北部豪雨災害、2018 年
西日本豪雨災害等の自治体の災害対応を踏まえ、災害対応業務プロセスを整理して、災害
対応工程管理システム BOSS にデータとして登録し、災害対応業務プロセスの構造化を行
った。特に今年度は、2019 年台風 19 号による災害対応を行った静岡県南伊豆町を事例と
して、災害対応工程管理システム BOSS（Business Operation Support System）を活用
して手順化した（図 4）。災害対応業務としては、47 種類の大工程があるが、その中で、避
難所を対象として業務の手順化を行った（図 5）。
その結果、フェーズ別に業務を整理すると、災害予防フェーズでは 12 種類の中工程、初
動対応フェーズでは、44 種の中工程、応急対応フェーズでは、29 種の中工程、復旧・復興
フェーズでは 10 種類の中工程にそれぞれ分類できた。これらの中工程に対して、業務の
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概要、実施方法と留意事項などを記入し、データベース化した。
同様に、熊本県や岡山市などの自治体において、BOSS を使い災害対応要素を収集・整
理等を行うとともに、様々な主体・運用方法を含めた業務構成要素の手順化を行った。

図4

静岡県南伊豆町での災害対応工程管理システム BOSS を活用した
災害対応業務手順の確立

図5

BOSS の避難所運営業務手順

3) 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
訓練キット（企業内待機版）」（略称：KUG）の開発・改良
a)開発の動機
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。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
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困難者問題に対する理解を深めることを目的に「帰宅困難者支援施設運営ゲーム」
（略称：
KUG）を開発し、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、という図上訓
練ツールを開発した（図 6）。

図6

帰宅困難者支援施設運営ゲーム（企業内待機版）の構成

b)ツールの開発と改良
本年度も昨年度に引き続き、
「帰宅困難者支援施設運営ゲーム」において使用する「帰宅
困難者の支援施設運営訓練キット」の開発・改良を行った。特に今年度は、3 回の実際の
帰宅困難者支援施設運営ゲーム（KUG②）ワークショップによる検証を経て（東京都台東
区、東京都渋谷区、京都府、すべて自治体が主催したもの）、より従来の津波想定バージョ
ンの他に津波なしバージョンを新たに作成した点が特徴的である。
c) 企業の「計画運休」に対する対応に関する調査分析
このようなゲームを開発する上で、企業の事業継続の実態を探ることは重要である。昨
年度は大阪府北部地震の対応を分析した。本年度も引き続き企業の災害時の対応を探るた
め、
（対象が風水害ではあるが）計画運休時の企業対応を分析する。ここでは筆者が行った
計画運休に対するアンケート調査を用いることとする。この調査は、首都圏（ここでは東
京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）に居住する 20 歳以上の人 9,477 人に対し、計画運休に
対する評価や意識に対して尋ねたのち、このなかで 2019 年 9 月 9 日に仕事や学校が元々
休みだった人や、この日に首都圏にいなかった人などを除いて無作為に 519 人抽出し本調
査を行ったものである。
当日の出勤状況については、計画運休の実施に伴ってそのまま出勤した人は約４割、遅
れて出勤することにした人が約 4 割で、残りの 15％は会社や学校を休んでいたというこ
とがわかった。そして全体として 6 割程度が、計画運休のニュースを聞いて何らかの通勤
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手段・通勤経路・スケジュールの変更をしていた。その内訳は、外出の日程を変更した人
が約 2 割、外出の時間を変更した人は約 3 割で、外出の予定を変更しなかった人は 4 割、
そして車やタクシーに交通手段を変更した人は 6%弱であった。特に後者については、筆
者がタクシーの運転手を対象にヒアリングをしたところ、9 日の朝は都心部がいつもより
渋滞していたとの情報が得られた。2018 年の大阪府北部地震では、多くの人が電車から車
に交通手段を変更して、がんばって通勤したことによって、結果として救急車の到着に通
常の 6 倍かかるなどの大渋滞が都心で発生したが、同様の状況が都心部で起きていたと考
えられる。
また、当日会社を休むあるいは出勤を遅らせた人のなかで、仕事や業務に支障が出た人
を尋ねたところ、そのような人はわずか 18.4%であった。災害時に無理して出勤しなくて
も、業務への支障は限定的と見ることができる。なお、当日会社を休んだあるいは出勤を
遅らせたことで、「上司や同僚に怒られた」と回答した人は大阪府北部地震時には 0.7%(2
人)いたが、今回は 0.2%(1 人)しかいなかった。
さて、回答者が今回の計画運休で大きな課題としていたのは、計画運休に伴う社会の対
応であった。調査では、7 割以上の回答者が会社や学校から何らかの指示や連絡を受けて
いた。しかしながらその中には、
「各自が自主判断するように」という指示がそれなりに含
まれており、結果として「指示が出なかった＆自主判断の指示を受けた」人たちの数は、
4 割程度にものぼった。また指示が出たとしても、当日の朝にその指示を受け取ったケー
スが一番多く、なかには 9 日の 10 時以降という、かなり遅い段階で指示が出た回答者も
15。7%いた。さらに、「通勤先で台風や地震の際に通勤するかしないかに関するルールが
事前に決められているか」を調査で尋ねたところ、
「事前に決められていないし、連絡が来
るかどうかも決まっていない」という回答が約 4 割と一番多く、ルールがあるかどうかす
ら分からない回答者も 15%いたことが判明し、地震時はもちろん、風水害時にも出勤の移
動ルールが十分に決められていないことが分かった。
(c) 結論ならびに今後の課題
本年度においては、事業継続能力向上のための業務手順の確立を目指し、過去の災害対
応の事例から業務手順の確立のための構成要素を収集して提案・検証を進めた。
特に、１）当該年度に発生した 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質問紙調査を行い、BCP（事業継続計画）が機能しなか
った理由や、BCP への組織の取り組み度合いによる差異などを明らかにし、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 においては、
2019 年台風 19 号による災害対応を行った静岡県南伊豆町を事例として自治体職員に対す
る訓練によってシステムの検証・改良を行い、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（企業内待機版）」（略称：
KUG）について、実際の帰宅困難者支援施設運営ゲーム（KUG②）ワークショップによる
複数回の検証を経て（東京都台東区、東京都渋谷区、京都府、すべて自治体が主催したも
の）、より従来の津波想定バージョンの他に津波なしバージョンを新たに作成した。
今後は、開発・改良したシステム・仕組みを検証しながら、過去の災害事例における各
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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・提案を行うことが重要であ
る。過去の災害教訓事例の収集については、特に研究年度に発生している地震災害、風水
害、新型コロナ対応など、人々・組織をめぐる種々の災害における災害対応を比較しなが
ら、災害時の事業継続における問題点や効果的な研修・訓練方法について分類・整理する
ことで、業務手順の確立と学習のあり方の解明に向けて検討することが必要である。災害
対応工程管理システム BOSS については、システム開発・検証が進んできたため、効果的な
応援・受援に向けた災害対応の標準化を議論・共有するような場を持ちながら、システム
を活用し、自治体や民間企業などの各主体とともに災害対応業務の手順化を進めることが
必要である。帰宅困難者支援施設運営ゲーム（企業内待機版）については、様々なユーザ
ーによる実証実験を引き続き行い検証・改良を進めるとともに、特に実際の企業の災害対
応業務を支援するための、帰宅困難者対策・出勤困難者対策を検討・提案することが必要
である。
(d) 引用文献
1) 程潔他：首都直下地震における問題構造解明のための TOC 論理思考プロセスの適用，
地域安全学会論文集 No.11，pp.225-233，2009.
2) 中央防災会議：防災分野の研究開発に関する委員会第 52 回，公表，2009.
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(e) 学会等発表実績
1)学会等における口頭・ポスター発表
発表成果（発表題目、口

発表者氏名

頭・ポスター発表の別）

発表した場所

発表時期

国際・
国内の

（学会等名）

別
西日本豪雨災害における

大友章司・

JpGU

Meeting

避難行動および復興感の

木村玲欧

2019 （ 日 本 地 球

影響要因の検討

惑 星 科 学 連 合

(ポスター）

2019 年大会）

2019 年 5 月
26 日

集合住宅分科会～大規模

木村玲欧・

令和元年度 第 1

2019 年 7 月

災害に対する集合住宅の

安西康修

回デ活シンポジ

19 日

レジリエンス向上のため

ウム「企業も強く

の課題と技術を協議する

なる 首都圏も 強

（口頭）

くなる～テーマ

国内

国内

別分科会の挑戦
～」
心理的復興感から考える

大友章司・

日本心理学会第

2019 年 9 月

災害復興（口頭）

木村玲欧

83 回大会

12 日

地区防災計画の目次分析

井 上 雅 志 ,沼

日本自然災害学

2019 年 9 月

とテキスト分析に基づく

田 宗 純 ,目 黒

会第 38 回日本自

22 日

課題傾向の把握（口頭）

公郎

然災害学会学術

国内
国内

講演会
基礎的自治体における災

田 中 健 一 ,沼

土木学会第 39 回

2019 年 10 月

害対応の職員育成に関す

田宗純

地震工学研究発

8日

る基礎的調査（口頭）

国内

表会

都道府県地域防災計画の

井 上 雅 志 ,沼

土木学会第 39 回

2019 年 10 月

テキスト分析に基づく防

田 宗 純 ,目 黒

地震工学研究発

8日

災対策の体系的整理に向

公郎

表会

CSCA を 用 い た 災 害 対 応

沼 田 宗 純 ,中

土木学会第 39 回

2019 年 10 月

業務の運営状況評価項目

田 敬 司 ,坂 東

地震工学研究発

8日

の構築（口頭）

淳 ,中 野 真 太

表会

国内

けた検討（口頭）

郎
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国内

2)学会誌・雑誌等における論文掲載
・ 査読付き

掲載論文（論文題目）

発表者氏名

発表した場所

発表時期

（雑誌等名）

国際・
国内の
別

KIMURA, R.,
MIYAKE, H.,
YAMURA, K.,
KATO, N.,
MORITA, Y.,
IGUCHI, M.,
TANIOKA, Y.,
KOKETSU,
K., KURODA,
Y., OSHIMA,
H. and
SATAKE, K.

Journal of

A Development of the

NAGATA, T.

Journal of

Disaster Management

and KIMURA,

Disaster

Education and

R.

Research,

Research for
Contributing to the
Field of Disaster
Science: A Review

2020 年 3 月

国際

2020 年 2 月

国際

2019 年 9 月

国内

2020 年 3 月

国際

Disaster
Research,
Vol.15, No.2,
pp.152-164

Trainings Program

Vol.15, No.1,

for Children with

pp.20-40

Intellectual disability
to Improve "Zest for
Life" in the Event of A
Disaster - A Case
Study on Tochigi
Prefectural Imaichi
Special School for the
Intellectual disability
2018 年 北 海 道 胆 振 東

土木学会 地震 工

沼田宗純

部地震被害調査報告書
（ 第 12 章

学委員会

災害時行

動・災害対応）
（査読有）
Acquisition of Ground

T. Naing, S.

Journal of

Information in

Thinzar, M.

Disaster

Downtown Yangon for

Numada, K.

Research,

Bosai Operation

Yu, K. Meguro

Vol.15, No.3, pp.

Support System

377-386
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3)マスコミ等における報道・掲載
報道・掲載された成果

発表者氏

発表した場所

（記事タイトル）

名

（新聞名・TV 名）

発表時期

国際・
国内の
別

インタビュー
防災や
BCP は企業価値につなが
る。台風アンケートから読
み取れること（兵庫県立大
学教授 木村玲欧氏）
感染者が出た後の対応や
BCP に課題／新型肺炎に
対する組織の対応状況
緊急アンケート結果
災害時の避難行動と防災

木村玲欧

木村玲欧

木村玲欧

教育

リ ス ク 対 策 .com

2020 年 1 月

（新建新聞社）

4日

リ ス ク 対 策 .com

2020 年 2 月

（新建新聞社）

3日

21 世 紀 ひ ょ う ご

2020 年 3 月

国内

2020 年 1 月

国内

国内

国内

（公益財団法人ひ
ょうご震災記念 21
世紀研究機構）,
vol.28, pp.8-20

自分・家族・地域を守る心

木村玲欧

構えの形成

消防防災の科学(消
防防災科学センタ
ー), No.139 (2020.
冬), pp24-29

災害対応業務プロセスの
「見える化」で少人数での
対策が可能に──災害対
応 工 程 管 理 シ ス テ ム
「BOSS」開発とその効果

沼田宗純

月刊 Ｊ−ＬＩＳ
2019 年 7 月号 特
集：災害を乗り越
える、地方公共団
体情報システム機
構

2019 年 7 月

国内

災害対策トレーニングセ
ンター（DMTC）がモニタ
ートレーニングを終了
本格始動に向けた準備を
開始

沼田宗純

生研ニュース （東

2019 年 6 月

国内

2019 年 10

国内

京大学生産技術研
究所）, No.178, p.
15

千葉”大停電”で顕在化、 沼田宗純

Wedge REPORT

月 30 日

高度情報化社会の災害リ
スク
支部対応など説明
道胆振東部地震

北海

沼田宗純

調査報

土木学会、建設通

2019 年 9 月

信新聞(朝刊)2 面

9日

建設通信新聞(朝

2019 年 5 月

刊)12 面

28 日

国内

告を共有
コラム BOSAI

土木のチ

カラを防災・減災教育へ

沼田宗純
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国内

(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
名称

機能

災害対応工程管理システム

災害 対応 業務 フロ ーの デー タベ ース 化・ 地域 防災 計

BOSS

画などのドキュメントの効率的な管理運営

3) 仕様・標準等の策定
なし
(3) ２０２０年度業務計画案
2020 年度は、3 年目である 2019(令和元)年度に開発・改良したシステム・仕組みを検証
しながら、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・提案を行っていく。まずは、過去の災害教訓事例の収集について、特に地震災
害、風水害、新型コロナ対応など、人々・組織をめぐる種々の災害における災害対応を比
較しながら、災害時の事業継続における問題点や効果的な研修・訓練方法について分類・
整理することで、業務手順の確立と学習のあり方の解明に向けて検討していく。災害対応
工程管理システム BOSS については、特に効果的な応援・受援に向けた災害対応の標準化研
究会 「略して BOSS 研」を運用し、災害対応工程管理システム BOSS を活用し、自治体や民
間企業などの各主体とともに災害対応業務の手順化を進める。帰宅困難者支援施設運営ゲ
ーム（企業内待機版）については、様々なユーザーによる実証実験を行い、ゲームの検証・
改良を進めるとともに、企業の災害対応業務の第一歩ともいえる、帰宅困難者対策・出勤
困難者対策に関する啓発ツールの検討・開発を行うことを計画している。
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3.1.5

事業継続能力の向上のための業務手順確立（課題 a⑤）

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(課題 a⑤b)
(1) 業務の内容
(a) 業務の目的
「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、2016 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、参加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。
(b) ２０１９年度業務目的
事業継続能力の向上のための業務手順確立のために、2018 年に発生した大阪府北
部地震、西日本豪雨、台風 21 号および北海道胆振東部地震時に被災した自治体の災
害対応について、どこに問題があったのかを検討し、なぜその問題が発生したのかを
明らかにして、首都直下地震時に被災自治体が具備すべき災害対応の諸条件の改善策
を提案する。
(c) 担当者
所属機関
学校法人関西大学

役職
特別任命教授

氏名
河田

惠昭

社会安全研究センター長
(2) ２０１９年度の成果
(a) 業務の要約
１）南海トラフ巨大地震「事前避難」防災計画策定について、「津波避難対策特別強化地
域」に指定された 139 自治体のうち、2020 年 3 月までに完了した自治体は約半数に過ぎ
ず、残りが未策定となっている。このような状況に対して、新たな文化的防災を提案し、
業務手順としての災害対応のあり方を検討し、方向性を示した。また、首都直下地震につ
いても、縮災対策の内容としてネットワーク社会のノードに対する複合災害とエッジに対
する連続滝状災害を阻止することが重要であることを明らかにした。
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２）2019 年 8 月の前線に伴う大雨による九州地方の水害と房総半島台風および東日本台
風災害について、いずれも被災地の調査を実施するとともに、府県レベルの災害対応業務
の確立手続きに貢献する地域防災計画の改定内容を提示して、実効性の向上を実現すると
ともに、東日本台風のコースが東寄りで、東京に集中豪雨が発生すれば荒川などの首都圏
の河川が氾濫したことを実証し、対策の必要性を明らかにした。
(b) 業務の成果
１）南海地震対応のあり方
わが国は、歴史上、国が潰れる、あるいは潰れそうになった経験がない。だから、何が
起こっても潰れないと思っている。しかも、わが国の歴史家は、災害や内乱、あるいは革
命で何人犠牲になったのか、まったくと言ってよいほど記述していない。たとえば、江戸
時代末期から明治維新に至る政変で何人が犠牲になったのか。“たった 3 万人”だそうで
ある。ほぼ同じ時期に起こった米国の南北戦争では、82 万人が戦死した。27 倍も多い。
当時のわが国の人口は約 3 千万人弱で米国は約 3 千１百万人であるからほとんど同じで
ある。このようなエビデンスを示して、人災が社会に与えた衝撃の大きさを議論しないわ
が国の歴史家は、当然、世界的に無名のままである。この例にもあるように、多くの国民
は、歴史上起こった内乱や災害でどれくらいの犠牲者が出たのかということを全くといっ
てよいほど知らない。したがって、後述する南海トラフ巨大地震によって、最悪に場合犠
牲者が百万人を超えるというエビデンスを示しても、“そのような被害は起こらない”と
いう正常化の偏見（バイアス）が働く。
a)起これば何人犠牲になるのか
2019 年の研究成果を紹介すると、犠牲者は 115 万４千人以上である。津波と地震によ
る直接死が 54 万４千人以上、震災関連死と呼ばれる間接死は、61 万４千人以上である。
ここで“以上”とあるのは、被災するすべての自治体を網羅した値ではなく、代表都市で
の値から推定したものである。百万人を超える住民の犠牲者というのは、先の太平洋戦争
のわが国の民間人の犠牲者数 82 万人を優に上回り、わが国の歴史上、最悪となる可能性
がある。このことを主張できる証拠を示した。戦後、1945 年枕崎台風から 1959 年伊勢
湾台風の 15 年間は“災害の特異時代”と呼ばれ、この間、毎年 2,365 人が犠牲になっ
た。その後、1995 年阪神・淡路大震災までの 35 年間の“高度経済成長時代”には、毎
年の犠牲者の平均は 287 人だった。これは、大型台風が直撃しなかったことや、大地震
が起こらなかったことが大きい。その後、先日までの“平成時代”の 23 年間は 160 人だ
った。ただし、これには阪神・淡路大震災と東日本大震災の犠牲者を含んでいない。含め
ば、1,400 人である。この事実は、わが国には巨大災害に対する防災力は相変わらず期待
できないということである。では、米国にはあるのか？残念ながら米国にもない。なぜな
ら、同国でも社会経済被害は増える一方だからだ。問題は、わが国には未曽有の人的およ
び社会経済被害が起こる危険が継続しているということである。
b)なぜ未曽有の犠牲者になるのか
2011 年東日本大震災が発生した。このとき、津波によって浸水した地域の住民は 50
万人強である。一方、南海トラフ地震では津波浸水高 30 ㎝以上で約 6100 万人である。
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約 120 倍も多いのである。このスケールの効果がわが国の防災対策では無視されてき
た。それは、将来も、経験したことしか起こらないという思い込みである。犠牲者が未曽
有になる理由は、「危なくて狭い地域に多くの人が生活している」からである。東京一極
集中が続く危険性の増大はその典型である。南海トラフ巨大地震が起こると、東から静
岡、浜松、名古屋、堺、大阪、神戸の政令市で大きな被害が発生する恐れがある。県都で
ある高知、和歌山、徳島各市でも同じである。しかも、津波だけでなく、地震の揺れの強
さもいずれも震度 6 弱以上となって脅威である。ここが東日本大震災と異なる点であ
る。
これらの都市だけでも人口は約千万人である。地震と津波による死亡率は、過去の実
績から 0.17%と 0.55%の和となり、0.72%である。これだけで 7 万 2 千人である。そうす
ると、南海トラフ巨大地震の全域で、震度 6 弱以上の地震に揺れと 30cm 以上の津波によ
る暴露人口がわかっており、いずれかを経験する住民の犠牲者数は 21 万 6 千人となる。
したがって、合計 28 万８千人となり、従来の想定直接死者数とあまり変わらない。
同じことが社会経済被害にも当てはまる。工業製品出荷額が多い市町村トップ 100 の
内、震度 6 弱以上あるいは津波で大きな被害が予想される市町村数は 46 である。一方、
東日本大震災では、岩手、宮城、福島３県のうちいわき市が 68 位、仙台市が 71 位で両
市の額は、46 都市の合計のわずか 1%である。同震災の被害額が 17 兆６千億円と推定さ
れ、すでに復興資金が約 30 兆円弱支出された実態を反映すると、南海トラフ巨大地震で
は、1760 兆円の被害で、発災後 8 年の復興資金が 3000 兆円必要なことが推計される。
この被害額は、2018 年、土木学会が示した金額と調和的である。なお、それぞれの自治
体のおよその犠牲者数や被害額は人口や工業製品出荷額から簡単に求めることができる。
c)災害文化へのパラダイムシフトが必要
内閣府防災は 2019 年度中に、被災自治体がどのように具体的にこのガイドラインを使
うのか、そのレシピを用意するように求めている。問題は、実際に起こった半割れという
事態でも、最初に地震と津波被害を受ける片方は、不意打ちということである。すでに、
西日本の多くの自治体では、歴史的には、安直にも東側で地震と津波が先行すると思い込
んでいる。過去 2 回がそうだったからである。このことからして、不確かである。筆者
はガイドラインの適用性はないと考えているが、仮にこの前提の現実性に関する有効数字
が１桁の精度であるとすれば、現在実施している科学的な取扱いによって、精度が 3 桁
や 4 桁になるかといえば、相変わらず 1 桁のままである。システムの精度は、それを構
成する複数のパーツのもっとも悪いパーツの有効数字で決まるからである。
それでは、一体どうすればよいのだろう。かつて筆者はハード防災とソフト防災を組み
合わせた総合防災を提案し、現実にそれが実行されている。現代的にはこれを文明的防災
と文化的防災と言い換えて、とくに後者を重視した縮災対策にやるべきである。たとえ
ば、今後ますます AI や IoT を駆使した DX（Digital Transformation、ディジタル変
革）社会になっていくに違いない。これらは文明的所作である。なぜなら、新たな富が生
まれ、より便利に、より効率よい社会が目標だからである。でも、豊かさとは何だろうと
か、安全・安心社会を考えるとき、それを決めるのは文明的要素だけではなく文化的要素
の役割をもっと高めなければならない。とくに、避難行動要支援者をどうすればよいのか
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は、文化的防災の視点からしか解決できず、決して情報だけの問題ではないという確信が
必要だろう。
南海トラフ地震対策の進捗は長丁場である。これからの豊かな社会の姿を念頭に置いた、
災害文化というパラダイムシフトが実現できるかどうかということが、国難災害になるか
ならないのかの岐路になると考えられる。

図１

国難災害を迎撃するには、災害文明から災害文化への
パラダイムシフトが必要 ２ ）

２）首都直下地震対策のあり方
これまで、首都直下地震対策は特殊なものではなく、都市で起こる地震災害の拡大版
として取り扱われてきた。しかし、東京を中心に首都圏に 3800 万人が居住する世界最大
の人口稠密な地域であり、地震が起こればスーパー都市災害位なることを主張してきた。
では、どのようにすれば図２に示すような縮災対策が可能なのか。その点に関して検討し
た。

図2

減災の具体モデルである縮災対策が事前の予防力と
事後の回復力から構成されることを示す模式図
84

a)首都直下地震のリスク
想定通りに起これば未曽有の被害になることは、たやすく理解できる。では、なぜ遅々
として対策が実行されないのか。それは、リスクは発生確率と被害額の積で与えられる
が、発生確率が無視できるほど小さいとすれば、リスクそのものが小さくなってしまうか
らだ。そうなると交通事故で命を失うよりもリスクが小さくなる。しかし、このリスクの
定義は巨大災害には当てはまらない。なぜなら、国が潰れてしまってからでは、復旧は不
可能だからである。この被災過程は不可逆なのである。東京を中心として、首都圏の人口
が約 3800 万人、そして政治、経済、文化などのあらゆる社会活動が一極集中している現
状が、いかに危険極まるのか、まったく想像できないのだ。政府や東京都の被害想定は、
定量化できるものに限定している。定量化できない被害項目はその 2 倍以上、しかも仮
に復旧できると考えても数十年を要するから、その間、わが国は衰退を免れないのだ。
b)多種多様な被害が発生する
抜本的な対策をやるには、時間も財源も足らないから不可能である。それではお手上
げかといえば、そうではない。災害が起こることを前提としたとき、被害が大きくなるも
のから効果的な対策を実施するのである。そして、たとえそれが間に合わなくても、減災
効果はある。被害が発生してもそれが拡大しないようにすることはそれほど難しくはな
い。なぜなら、被害のイメージを具体化すればよいからである。それには、図 2 の縮災
対策を応用するのだ。減災を具体的に実現するには、時間ファクターを考慮して、予防力
と回復力を大きくするのである。
災害が起こった時、被害が発生する。この被害が時空間的に大きくならなければ、被害
は拡大しない。しかし、この被害が今度は災害となって、新たな被害を産み出すと、時空
間に拡大する。その場合、複合災害と連滝災害（連続滝状災害）の 2 種類に分類でき
る。それらの例を図３に示した。

図3

首都直下地震が起こった場合の連続滝状（連滝）災害と複合災害例 １ ）
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具体例を挙げよう。まず、台風や地震で大規模に長期停電するとしよう。複合災害と
しての停電災害は、病院災害、運輸災害、食料災害、燃料災害などを引き起こすに違いな
い。首都圏に位置する病院の入院患者は数十万人である。入院患者を首都圏以外に移送す
る必要があるが、短期的には不可能である。運輸災害が同時に起こっているから、動かせ
ないのだ。薬品も入手できないし食料も搬入できない。1 万か所を優に超える指定避難所
に誰がどうやって救援物資を届けるのか。首都圏では食料災害が起こり、生活ができない
どころか、生きていけないということが現実に起こる。脱出しなければならない。首都圏
では現在、1 日およそ 2 万トンの食品が消費されているが、運輸災害によって、所定の場
所に必要品を運ぶことが不可能になってしまうだろう。ガソリンや軽油などの品不足とい
う燃料災害も起こる。
つぎに、連滝災害である。停電すれば、二次災害、三次災害、そして n 次災害まで連
続する。停電すると断水する。連滝災害は広範囲な社会活動をほとんど停止させる。次の
ような二次災害が発生する。①家庭で食事ができない、②水洗トイレが使えない、③レス
トランは営業できない、④ホテルは営業できない、⑤火災を消火できない、⑥インターネ
ットが使えない、⑦病院の治療行為が阻害される、⑧ゴミ焼却場が稼働できない、などで
ある。そうすると、今度は三次災害として、⑨毎回、外食せざるを得ないので時間も経費
も交通手段も必要になる、⑫携帯トイレが増え、後始末に困る、⑩売り上げがなくなり倒
産する、⑪出張客や観光客が激減し、倒産する、⑫延焼火災の危険が増大する、⑬情報共
有ができず、あらゆる意思決定に支障が出る、⑭入院患者を転院させる必要がある、⑮被
害のなかった自治体に委託せざるを得ず、運搬の問題が発生する。断水災害の被害全体
は、停電災害の被害を上回らないと一般に考えられるので、断水災害は複合災害ではなく
て、連滝災害である。
これだけ多種多様な被害像が明らかになれば、家庭も含めて、関係者は何とかしなく
てはならず、決して他人事と済ませられない。一人ひとりの解決すべき問題となるからで
ある。つまり、公助の限界がはっきりわかる。案外、関係者はそれを期待しているのかも
しれないが、それは無責任以外の何物でもない。
３）自治体の事業継続ガバナンスの向上
2019 年には房総半島台風（台風 15 号）と東日本台風（台風 19 号）が猛威を振るっ
た。いずれの台風が東京を直撃しておれば甚大な被害が発生したはずであり、その状況は
首都直下地震が発生した時とかなり同じような状況と考えられるので、検討した。
a)被害をもたらす台風に共通の性質
中心気圧や暴風圏の大きさに影響されるが、つぎのことは指摘してよい。まず、①台
風は、風台風と雨台風のどちらか。ただし、局所的に風雨とも強くなる場合がある。②風
台風は、暴風と高潮、雨台風は、洪水と土砂災害に要注意。③東シナ海を北上する台風
は、雨が降って減衰する。④上陸時の進行速度が遅いほど、総雨量は多くなる。⑤上陸後
の台風特性は周辺の地形に影響される。⑥湾の西側を通過すると高潮が大きくなる。⑦最
大風速とは、地上 10m の位置での 10 分間の平均値である。⑧瞬間最大風速は、最大風
速のおよそ 1.5 倍になる。⑨超高層ビルでは、上階になればなるほど風速は早くなる。⑩
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超高層ビルは暴風で長時間揺れ続けることがある。⑪雨台風の場合、地下空間は水没の恐
れがある。⑫電線地中化は浸水すれば停電することがある。⑬前線が日本列島上にある
時、遠くの台風でも集中豪雨が降る。⑭台風が天気図に現れた時点で山岳地帯は悪天候と
なる。⑮川の上流域ほど氾濫が起きやすい。⑯増水した川の堤防上を車で走るのは危険で
ある。⑰カーナビは浸水危険性のある道路を教えてくれない。⑱高波浪が来襲する海岸道
路は通行しないこと。⑲沿岸で海面が上がるのは、高潮だけが原因ではなく、原因は数種
類ある。⑳海抜ゼロメートル地帯では、排水ポンプが止まれば、市街地浸水が始まる。㉑
洪水氾濫で最初に起こるのは断水である。㉒台風被害として停電するだけで、新たな停電
災害を発生させる。
b)房総半島台風の教訓 ３ ）
この台風は典型的な風台風であった。その証拠に、可航半円と呼ばれる台風の西側で
は、顕著な被害は発生していない。すべて、東側の危険半円で被害が発生している。この
台風は三浦半島をかすめ、東京湾の中央部を経て、千葉市付近に上陸したわけであるが、
西方向に約 50 ㎞ずれておれば、西湘海岸や湘南海岸では高潮と高波で海岸侵食はもとよ
り、西湘バイパスなどは致命的な被害を被っていたはずである（西湘バイパスは、東日本
台風で大きな被害が発生した）。もちろん、東京湾ではまともに高潮が発生し、湾岸部は
浸水を免れなかった。
2019 年 10 月に来襲した東日本台風と比べると、上陸時の中心気圧、中心付近の最大
風速、平均 15m/秒以上の強風域の半径は、いずれも下回っていたにもかかわらず、千葉
県全県で暴風による被害が卓越した。この主たる原因は、気象庁の気象衛星の画像解析と
コンピュータシミュレーションの限界を示すものと言ってよいだろう。2018 年の台風 21
号でも大阪湾では強烈な南風が卓越したが、これも予測できていなかった。台風時の気象
観測データに基づく解析モデルをもっと発展させなければならないことを示している。
長期停電に関する情報に関しては、東京電力に最大の責任がある。そして、被災自治体
は、長期停電という事態を事前に想定しておらず、被災住民への対応を全く考えていなか
ったことが挙げられる。前者に関しては、台風 21 号による関西電力管内の停電が 200 万
世帯に上り、約 2 週間で復旧した事例から、まったく学習しておらず、不慣れなままに
被害に直面してしまったということであろう。首都直下地震による被害想定に絞りすぎて
いたのである。被災自治体は、そもそも地域防災計画における電力供給の被害と復旧に関
しては、東京電力が実施した想定結果を転載しているだけであって、自治体には主体的に
解析して得た電力に関する情報は何一つないと言ってよい。電力のネットワークは国家機
密になっており、民間企業はその情報がなくては計算できないのである。
c)東日本台風の教訓 ３ ）
事前に河川堤防など治水施設が想定していた以上に雨が降ったので、被害が発生した。
50 年前であれば、千人単位の犠牲者が出ていてもおかしくない。当時に比べて、治水施
設が充実し、個人住宅が強くなったことが一番の原因である。都市域における浸水被害
は、無堤防区間、下水処理の未整備、タワーマンションなどの地下浸水対策の不備が挙げ
られる。また、台風がおよそ 20 ㎞東寄りを通過しておれば、東京都心部は完全に水没し
ていたと言ってよい。首都圏外郭放水路や神田川遊水地などが効果を発揮できたのは、都
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心部の降雨量が少なかったからである。荒川と利根川も間一髪で助かっている。もし、台
風接近時に関東地方に前線が停滞し、先行降雨が存在しておれば、間違いなく両河川は氾
濫している。荒川については都内 5 区で 250 万人が広域避難する事態にならなかった
が、避難のために利用する鉄道が計画運休することを事前に想定しておらず、至急、対策
を練り直さなければならない。図４は荒川の下流で氾濫した場合のハザードマップの 1
例である。

図４

荒川下流の江東 5 区で氾濫した場合の浸水域と湛水時間を表す
ハザードマップで右側には避難のタイムラインが示してある。 ４ ）

この災害の最大の教訓は、地球温暖化によって、雨の降り方が変わってきており、従来
の科学的知見は、そのままでは使えないということである。だから、堤防が決壊したとこ
ろは原形復旧では不十分で、改良復旧が必須である。つまり、災害対策基本法を改定する
必要がある。東京都心で今回の豪雨が降っておれば、目黒川、呑川や神田川などの河川は
すべて溢れていた。既存の治水施設があったから水害が防げたのではない。降雨量が少な
かったから水害が発生しなかっただけなのである。一層充実する必要がある。
同じことは、集合住宅に関しても適用できる。タワーマンションの地下が浸水して、停
電、断水して大きな問題になったが、そもそも 1 棟に 400 世帯以上、千人以上の住民が
住むことこそ、どこか可笑しいのである。なぜなら、超高層商業ビルの場合は、建物内を
高速エレベータで早く移動できる長所がある。これは文明的価値である。ところが、住ま
いは文化的価値も高くなければいけない。しかし、何を文化的価値と見なすかについては
多様な考えがあって、基準はない。しかし、日常生活ができない災害や事故が起こった時
に問題になる。いくら周到な対策を講じていても、私たちが考えることには限界があると
思う謙虚さが、今、必要なのである。ある規模以上の超高層マンションの建設を規制する
という英断が必要だ。
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d)荒川氾濫と新型コロナウイルスのパンデミックとの相似
本研究は、首都直下地震が発生した時の事業継続力を向上させる方途を示すことであ
る。荒川氾濫やコロナウイルスの感染症の拡大が東京で起これば首都圏のレジリエンス能
力向上で克服しなければならない。荒川が氾濫した時の東京の被害は、中央公論 2020 年
2 月号に「荒川氾濫で水没する東京」と題しておよそ 7000 字の論考を行った。要は、首
都直下地震に相当する被害が発生することを明らかにした。一方、コロナウイルスによる
感染症の拡大がもっとも恐ろしい結果を招くのは首都圏であると指摘し、東京一極集中の
結果、人口が約 3800 万人を数える世界最大の都市が、もっとも危険であるとの考察結果
を 2 編の論考にまとめ、3 月中に「中央公論」5 月号と「時流」春号に投稿した。表１は
コロナウイルスによる 3 月下旬の各国の感染率や死亡率をまとめたものであって、今回
の感染症拡大の深刻さがわかる。
表１

コロナウイルスによるパンデミックの先進国の状況（表中の米国の１
というのは、米国を基準とした各国の値を示している）

(c)

結論ならびに今後の課題

本研究の目的は、首都直下地震を中心に南海トラフ巨大地震などの国難災害が発生し
た時の首都圏を中心とした自治体・企業の事業継続能力向上のための事業継続ガバナンス
の向上である。2019 年に実施した研究によって、南海トラフ巨大地震については新たな
被害想定が行われ、首都直下地震については具体的な縮災対策が提示できた。今後の課題
は、その適用性にあるので、2020 年 3 月からわが国で進行中のコロナウイルスによる感
染症の拡大、とくに世界でもっとも危険性が高い東京首都圏で今後、どのように推移する
のかを見ながら、政府、東京都周辺と全国の道府県や大企業の対応などに注視して、各機
関・組織の事業継続ガバナンス向上に関する検討を行う。これらの作業によって首都圏の
レジリエンス向上に寄与できると考えている。
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(d)

引用文献

１）河田惠昭：自治体防災の要諦（17）首都直下地震に備える 連滝・複合災害がもたら
す悲惨、日経グローカル、No.370、pp.42-43、2019
２）河田惠昭：自治体防災の要諦（18）南海トラフをどう迎撃するか 求められる文化的
防災の視点、日経グローカル、No.372、pp.41-42、2019
３）河田惠昭：自治体防災の要諦（20）台風 15 号と 19 号の特徴と教訓 コースがずれて
おれば都心水没、日経グローカル、No.376、pp.42-43、2019
４）河田惠昭：荒川氾濫で水没する東京、中央公論、第 134 巻第 3 号、pp.38-47, 2020

(e)

学会等発表実績

1)学会等における口頭・ポスター発表
発表した成果（発表題

発表者氏名

発表した場所

発表時期

内の別

（学会等名）

目、口頭・ポスター発

国際・国

表の別）
日本臨床医学リ

2019 年 5

巨大地震時の危機管理

スクマネジメン

月 25 日

上の諸問題(口頭)

ト学会

基調講演

南海トラフ

河田惠昭

災害時に医療機関を機能 篠原有幸、
させるために BCPに関
河田惠昭
する実践的研究(口頭）

日本臨床医学リ

2019 年 5

スクマネジメン

月 25 日

災害と安全・安心社会
(口頭）

日本病態生理学

2019 年 8

会

月4日

河田惠昭

国内

国内

ト学会
国内

2)学会誌・雑誌等における論文掲載
・査読付き
掲載論文（発表題目）

発表者氏名

発表した場所

発表時期

（学会誌・雑誌等

国内の

名）

別

地方議会人,50 巻

2019 年 6

第 1 号,pp6-7

月

Re,No,203,pp14-

2019 年 7

17

月

建築と社

2019 年 9

こと」～災害文明と災

会,vol.100

月

害文化の融合をめざす

No.1170,pp16-19

巻頭言

住民と共有す

河田惠昭

る防災意識とは
歴史的経緯を誤解した

河田惠昭

我が国の防災対策
「にげることは生きる

河田惠昭

国際・

～

90

国内
国内
国内

・査読なし
掲載論文（発表題目）

発表者氏名

発表した場所

発表時期

（学会誌・雑誌等

国内の

名）

別

季刊エルコレー

2019 年 4

球温暖化などの自然環

ダ,Vol.78,pp10-

月

境の変化と災害

12

環境と防災・減災①地

河田惠昭

日経グローカ

2019 年 5

平成 30 年 7 月豪雨の

ル,No.364,pp46-

月

教訓

47

自治体防災の要諦(14)

河田惠昭

災害対策本部充

国際・

国内

国内

実と市町村との連携
自治体防災の要諦
（15）

河田惠昭

2018 年台風

21 号の教訓

日経グローカ

2019 年 6

ル,No.366.pp38-

月

国内

39

高潮対

策を見直し、再計算を
環境と防災・減災②災

河田惠昭

害・環境問題の国際化

季刊エルコレー

2019 年 7

ダ,vol.79,pp8-10

月

日経グローカ

2019 年 7

ル,No.368.pp42-

月

国内

と防災の主流化
自治体防災の要諦
（16）

河田惠昭

北海道胆振東

部地震の教訓

国内

43

地球温

暖化と電力自由化の失
敗
メディア展

2019 年 8

望,No.692,pp1-9

月

日経グローカ

2019 年 8

（17）首都直下地震に

ル,No.370,pp42-

月

備える

43

「天変地異とどう向き

河田惠昭

合うのか」新たな災害

国内

文化の育成急務
自治体防災の要諦

河田惠昭

連滝・複合災

国内

害がもたらす悲惨
日経グローカ

2019 年 9

（18）南海トラフをど

ル,No.372,pp40-

月

う迎撃するか

41

自治体防災の要諦

河田惠昭

求めら

国内

れる文化的防災の視点
環境と防災・減災③地
球温暖化の進行によっ

河田惠昭

季刊エルコレー

2019 年 10

ダ,vol.80,pp8-10

月

て変化する災害
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国内

日経グローカ

2019 年 10

（19）地球温暖化で増

ル,No.374,pp44-

月

える風水害

45

河田惠昭

自治体防災の要諦
北海道で

国内

影響大きく
日経グローカ

2019 年 11

（20）台風 15 号と 19

ル,No.376,pp20-

月

号の特徴と教訓

25

自治体防災の要諦

河田惠昭
コー

国内

スがずれておれば都市
水没
日経グローカ

2019 年 12

（21）東京オリンピッ

ル,No.378,pp20-

月

クの前にすべきこと

25

自治体防災の要諦

河田惠昭

国内

予防力と回復力を高め
る
東京の大水害と縮災
荒川氾濫で水没する東
京

河田惠昭
河田惠昭

都市問題，

2020 年 2

Vol.111,pp37-42

月

中央公論,第 134

2020 年 2

巻第 3 号,pp38-47

月
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国内
国内

3)マスコミ等における報道・掲載
・テレビ・ラジオ
報道・掲載された成果

発表者氏名

(記事タイトル)

発表した場所

発表時期

国際・
国内の

（新聞名・TV 名）

別
大阪北部地震から 1 年

西日本豪雨 1 年・教訓

河田惠昭

河田惠昭

は
大水害が都市を襲う～

河田惠昭

台風の猛威にどう備え

関西テレビ・報道ラ

2019 年 5

ンナー

月 31 日

MBC テレビ・MBC

2019 年 8

ニュースナウ

月5日

NHK・かんさい熱

2019 年 9

視線

月6日

読売テレビ・ウェー

2019 年 10

クアップぷらす

月 12 日

朝日放送・おはよう

2019 年 10

朝日

月 19 日

国内

国内
国内

るか
”最強”台風 19 号い

河田惠昭

まどこに最新情報～
情報アップデート・関

河田惠昭

西での川の防災につい

土曜日です

国内
国内

て
～大雨の恐れ台風被災

河田惠昭

地は今…二次災害に厳

読売テレビ・ウェー

2019 年 10

クアップぷらす

月 19 日

NHK・日曜討論

2019 年 10

国内

重警戒～
台風 19 号 甚大な被害

河田惠昭

月 20 日

はなぜ
2019 年の自然災害な

河田惠昭

どを振り返って
震災から９年…教訓は
生かされるか？巨大津

国内

河田惠昭

KissFM KOBE・ヒ

2019 年 12

マワリらじお

月 13 日

日本テレビ・深層

2020 年 3

NEWS

月 11 日

波&感染症対策
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国内
国内

・新聞等
報道・掲載された成果(記

発表者氏名

事タイトル)

人と防災未来センター長

河田惠昭

発表した場所

国内の

名）

別

神戸新聞

2019 年 4 月

国内

17 日

災害、備え常に意識を

河田惠昭

神戸新聞

2019 年 4 月

国内

25 日

河田恵昭さん講演
「阪神・淡路」25 年フォ

河田惠昭

神戸新聞

2019 年 6 月

国内

14 日

ーラム開催へ
防災、減災を考える

神

河田惠昭

神戸新聞

2019 年 6 月

国内

14 日

戸でフォーラム
相武さんら

河田惠昭

毎日新聞

2019 年 7 月

国内

1日

と経験語る
参院選 2019

国際・

（新聞名・TV

河田惠昭さんが講演

阪神大震災

発表時期

私の一票

河田惠昭

産経新聞

2019 年 7 月

国内

6日
尼崎、市域 4 分の 3 浸水

河田惠昭

神戸新聞

2019 年 8 月

国内

2日
自治体災害対策全国会議

河田惠昭

読売新聞

2019 年 10

国内

月 25 日
河田氏資料 3000 点

文

河田惠昭

産経新聞

国内

月 14 日

庫創設
災害資料集め 3000 点

河田惠昭

朝日新聞

物が語る震災

2019 年 12

国内

月 14 日

「河田文庫」創設
117 点

2019 年 12

河田惠昭

神戸新聞

2019 年 12

国内

月 24 日

人と防災未来センター展
示
ぼうさい甲子園創設 15

河田惠昭

毎日新聞

2020 年 1 月

国内

13 日

年
国際防災・人道支援フォ

河田惠昭

朝日新聞

ーラム 2020

2020 年 1 月
30 日

・新聞報道は上記の他に 22 件

(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
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国内

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
a)業務計画
業務手順確立のための事業継続ガバナンスの確立について継続的に検討を進める。具体
的には、南海トラフ巨大地震の津波避難計画の具体化を推進する必要がある。これについ
ては、2020 年度から内閣府に「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対策検討ワーキング
グループ」が置かれ、座長に就任する予定であり、同じ問題が発生するのでそれを見越し
た検討を始めることにしたい。要は、被災自治体や企業の事業継続ガバナンスの向上につ
なげる施策を提案しなければならない。一方、コロナウイルスの感染症拡大によって、東
京を中心として緊急事態宣言が発令されており、この措置によって社会経済被害がどのよ
うに推移するかを注視しながら、首都直下地震対策が具備しなければならない条件や限界
を明らかにして、縮災対策の一層の充実を図る。
b)実施方法
南海地震津波の避難に関しては、制度設計の充実を図るだけでは改善されないので、避
難をするという災害文化を構築するための方法論を攻究する。ここでの視点は歴史的な日
本文化の形成過程を踏まえるということであり、比較文化論を展開する。一方、感染症拡
大が及ぼす首都圏のとくに社会経済被害については、新聞等のメディアに報道される記事
などを参照して、その影響の大きさを同定する。その際、ネットワーク災害の特徴から、
複合災害と連滝災害の具体例を抽出し、その体系化を行う。
c)目標とする成果
南海トラフ地震や風水害における避難の問題は、畢竟、災害文化の問題である、という
考えに立ち、災害文化を構築する試みを始める。そこで、災害の教訓の語り継ぎが重要な
ことから、2020 年度中にその仕組みの基本計画を策定し、具体化に向けて一歩踏み出
す。すなわち、毎年シンポジウムを開催して、そこでの発表作品を絵本化して、幼稚園や
保育所で幼児に語りかける幼児教育を推進するという基本コンセプトの普及を図る。本研
究の目指す業務手順の確立は、単なる知識に留まっている限り、時間が経過すれば必ず忘
れ去られるので、これを文化にしなければならない。一方、感染症拡大の問題は、首都圏
では首都直下地震が起こるのと同じスーパー都市災害であることを明らかにして、どのよ
うな新たな問題が発生したのかについて解析して、首都圏のレジリエンス能力を高める方
策を提案する。
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4．活動報告
4.1 会議録
2019 年度は、4 回のデータ利活用協議会シンポジウムを実施した。第 4 回目は 2019 年
度の成果報告会を兼ねた。本年度は、デ活分科会（ニーズに基づいたデ活会員）の活動紹
介を各回で実施した。また、2 回のサブプロ a 運営委員会を実施した。
(1)首都圏レジリエンスプロジェクト
令和元年度

第１回

「企業も強くなる

データ利活用協議会

デ活シンポジウム
首都圏も強くなる～テーマ別分科会の挑戦～」

日時：2019 年 7 月 19 日（金）14 時 00 分～17 時 00 分
場所：都道府県会館

101 大会議室（東京都千代田区平河町 2 丁目 6-3）

主催：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

共催：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

プログラム
●あいさつ

文部科学省研究開発局地震・防災研究課
首都圏レジリエンスプロジェクト

課長

総括／デ活会長

工藤雄之
平田 直

（東京大学地震研究所
●第１部

基調講演

教授）

- 先進的な事業継続の枠組みとその事例-

「データ利活用による事業継続マネジメント(BCM) の高度化への期待」
名古屋工業大学 大学院 工学研究科 教授

渡辺 研司

「全国にネットワークを持つ企業が多角的に取り組む防災・減災対策」
株式会社セブン- イレブン・ジャパン システム本部ＧＭ
同 総務法務本部 総合渉外部

西村 出
廣瀬 晃正

「首都圏レジリエンスプロジェクトに防災科研が期待すること」
防災科研 理事長
●第２部

林 春男（ビデオメッセージ）

分科会の取り組み紹介

「早期被害把握分科会」―産官学民、特に企業における迅速な顧客対応のために、被災に
おける早期被害把握技術を実装する―
東京海上日動火災保険株式会社災害対策推進室長
富山大学 都市デザイン学部准教授

鵜飼 章弘
井ノ口 宗成

「集合住宅分科会」―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―
UR 都市機構 技術・コスト管理部

担当課長

安西 康修

兵庫県立大学 環境人間学部教授

木村 玲欧
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「生活再建分科会」―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―
ESRI ジャパン株式会社

代表取締役社長

正木 千陽

首都圏レジリエンスプロジェクト統括 / 新潟大学 危機管理室

田村 圭子

「行政課題分科会」―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―
川崎市 総務企画局

危機管理室長

防災科研首都圏レジリエンス研究センター長補佐

飯塚

豊

取出 新吾

「建物付帯設備分科会」―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―
日東工業株式会社 開発本部 新規開発部

部長

鈴木

東京大学地震研究所

教授

楠

宏
浩一

「IoT 技術活用分科会」―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―
株式会社セブン-イレブン･ジャパン システム本部ＧＭ

西村

出

防災科研首都圏レジリエンス研究センター副センター長

上石

勲

●パネルディスカッション
「企業も強くなる 首都圏も強くなる ～テーマ別分科会の挑戦～」
モデレータ：下村 健一

白鴎大学 特任教授/元 TBS キャスター

パネリスト：渡辺 研司、平田 直、第 2 部登壇者
●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

令和元年度 第２回デ活シンポジウム
「企業も強くなる 首都圏も強くなる ～住民や従業員・職員の安全力を高める～」
日時：2019 年 9 月 24 日（火）14 時 00 分～17 時 00 分
場所：都道府県会館

101 大会議室（東京都千代田区平河町 2 丁目 6-3）

主催：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

共催：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

プログラム
●あいさつ

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
首都圏レジリエンスプロジェクト

総括／デ活会長

齋藤憲一郎
平田 直

（東京大学地震研究所 教授）
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●第１部

基調講演

-先進的な事業継続の枠組みとその事例-

住民や従業員・職員の
安全力を高める

「災害対応力向上に向けた日本防災産業会議の試み」
防災科研 南海トラフ海底地震津波観測網整備推進本部調査役
/元日本防災産業会議

永田 茂

「東京都被災者生活再建支援システム利用協議会の活動」
東京都 総務局
●第 2 部

防災対策担当部長

榎園

弘

分科会の取り組み紹介

建物付帯設備分科会
「建物付帯設備分科会の活動と E-ディフェンス実験」
東京大学地震研究所

教授

楠

浩一

「感震ブレーカーデータの利活用可能性について」
日東工業株式会社 開発本部 新規開発部部長

鈴木

宏

生活再建分科会
「被災者の迅速な生活再建支援業務実現に向けたマネジメントツールの開発と実装」
富山大学 都市デザイン学部

准教授

井ノ口 宗成

「新潟・山形県沖地震における村上市の対応と分科会支援活動の実際」
村上市 税務課資産税係

渡辺 真吾

●パネルディスカッション
「企業も強くなる 首都圏も強くなる ～住民や従業員・職員の安全力を高める～」
モデレータ： 下村 健一
パネリスト： 永田

白鴎大学 特任教授/元 TBS キャスター

茂、平田 直、渡辺

真吾

●おわりに
(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
令和元年度 第 3 回デ活シンポジウム
「企業も強くなる 首都圏も強くなる ～首都圏を襲う台風災害の怖さを改めて学ぶ～」
日時：2019 年 12 月 16 日（月）14 時 00 分～17 時 00 分
場所：都道府県会館

101 大会議室（東京都千代田区平河町 2 丁目 6-3）

主催：国立研究開発法人防災科学技術研究所
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
気象災害軽減イノベーションセンター

プログラム
●あいさつ

文部科学省究開発局地震・防災研究課防災科学技術推進室
室長補佐
首都圏レジリエンスプロジェクト

石山

総括／デ活会長

（東京大学地震研究所
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信郎

平田 直
教授）

●第１部

緊急報告- 首都圏を襲う台風災害の怖さを改めて学ぶ

「令和元年に発生した災害における防災科研の対応と今後の取り組み」
防災科研 理事長

林 春男

「SIP4D を使った情報共有を充実させる」
防災科研首都圏レジリエンス研究センター センター長補佐

取出 新吾

「衛星リモートセンシングを災害対応に活かす」
防災科研 水・土砂防災研究部門主任研究員
/国家レジリエンス研究推進センター 研究統括

酒井

直樹

「豪雨のリスクを可視化する」
防災科研 水・土砂防災研究部門
●第 2 部

部門長

三隅良平

分科会の取り組み紹介

生活再建分科会
「迅速な被災者生活再建の実現を目指して～台風災害における活動報告～」
防災科研 首都圏レジリエンスプロジェクト サブプロ a 統括
/新潟大学 危機管理本部 危機管理室

教授

田村圭子

首都圏レジリエンスプロジェクト生活再建分科会メンバー
/ESRI ジャパン株式会社 コンサルティングサービス Gr.

部長

濱本両太

首都圏レジリエンスプロジェクトサブプロ a 分担責任者
/富山大学 都市デザイン学部

准教授

井ノ口宗成

首都圏レジリエンスプロジェクトサブプロ a 統括/
防災科研首都圏レジリエンス研究センター副センター長

上石

勲

インフラ分科会
「首都圏災害に活かせる企業の情報、企業に活かせる災害情報」
首都圏レジリエンスプロジェクトサブプロ a 分担責任者/インフラ分科会会長
/岐阜大学工学部 社会基盤工学科

教授

能島 暢呂

●パネルディスカッション
「企業も強くなる 首都圏も強くなる ～首都圏を襲う台風災害の怖さを改めて学ぶ～」
モデレータ：下村 健一

白鴎大学 特任教授/元 TBS キャスター

パネリスト：平田 直、林

春男、田村圭子、能島 暢呂

(4)首都圏レジリエンスプロジェクト
令和元年度 成果報告会(兼)データ利活用協議会第 4 回シンポジウム
～ データ利活用力向上のため「励むべきこと」は何か ～
日時 ： 2020 年 2 月 28 日（金） 13 時 30 分～16 時
会場 ： 東京大学伊藤国際学術研究センター
主催：国立研究開発法人防災科学技術研究所
国立研究開発法人防災科学技術研究所
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伊藤謝恩ホール（東京都文京区本郷 7-3-1）
首都圏レジリエンス研究センター
気象災害軽減イノベーションセンター

※ COVID-19 の感染拡大防止に配慮し無聴衆開催
※ 下記 YouTube サイトにて講演動画公開
https://www.youtube.com/playlist?reload=9&list=PLd7UAawHxH3_tWM2ZWRl4fUZ9bYhC-gv
プログラム
●あいさつ

文部科学省研究開発局 局長
防災科研

生川 浩史

首都圏レジリエンスプロジェクト総括／デ活会長
平田 直（東京大学地震研究所

●第 I 部

教授）

基調講演

「首都圏を中心としたレジリエンス総合力プロジェクトの 3 年目の成果」
首都圏レジリエンスプロジェクト総括

平田 直

「レジリエンスに向けた官民データ連携の未来」
一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）常務理事
●第Ⅱ部

坂下 哲也

デ活及びプロジェクトにおける本年度の成果と注目研究

「データ利活用協議会の活動」
防災科研 首都圏レジリエンスプロジェクト サブプロ a 統括
/新潟大学 教授
(代理発表)防災科研サブプロ a 統括
「デ活「インフラ分科会」の取り組み紹介」

田村圭子
上石 勲

東京ガス株式会社（事務局代読）

●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」
防災科研首都圏レジリエンスプロジェクト サブプロ a 統括

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」
防災科研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

防災科研首都圏レジリエンスプロジェクトサブプロ b 統括
/東京大学地震研究所

酒井慎一

●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」
防災科研首都圏レジリエンスプロジェクトサブプロ c 統括
/早稲田大学

西谷

章

●第Ⅲ部 パネルディスカッション
「データ利活用力向上のため『励むべきこと』は何か」
話し手： 坂下哲也
平田 直
聞き手： 下村 健一

一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）常務理事
防災科研 首都圏レジリエンスプロジェクト総括
白鴎大学 特任教授/元 TBS キャスター
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(5) 2019 年度 第１回サブプロ(a）運営委員会
日時：2019 年 5 月 9 日（木）10:00～12:00
場所：防災科学技術研究所 東京会議室
所在地：東京都港区西新橋 2-3-1 マークライト虎ノ門 6F
内容：１）本年度のプロジェクトの計画
２）デ活分科会への協力
３）本年度中間評価の概要
４）中間評価に向けたロードマップ
５）その他参加者：12 名
参加者：
［プロジェクト総括］
平田

直

（首都圏レジリエンス研究センター

センター長/総括）

［サブ a 分担責任者］
松岡昌志

（東京工業大学

能島暢呂

（岐阜大学工学部

井ノ口宗成（富山大学

環境・社会理工学院
教授）

都市デザイン学部

木村玲欧

（兵庫県立大学

河田惠昭

（関西大学

教授）

環境人間学部

准教授）
教授）※スカイプ参加

社会安全研究センター長・特別任命教授）

［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 オブザーバー］
山崎文雄

（防災科学技術研究所

災害過程研究部門

主幹研究員）

［サブ a 事務局］
山田いずみ（新潟大学

危機管理室

科学技術振興技術者）

［首都圏レジリエンス研究センター他＞
郡司文彦

（首都圏レジリエンス研究センター

調査役）

古屋貴司

（首都圏レジリエンス研究センター センター長補佐）

小野裕子

（首都圏レジリエンス研究センター

主任）

［オブザーバー］
文部科学省

研究開発局地震・防災研究課

石山信郎

（防災科学技術推進室 室長補佐）

山田

（防災科学技術推進室 調査員）

豊

遠藤和歌子（防災科学技術推進室 調査員）
(6) 2019 年度 第２回サブプロ(a)運営委員会
日時：2020 年 1 月 28 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』
所在地：大阪府高槻市白梅町７番１号
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内容：１）第 3 回統括委員会（12/20）の報告
２）本年度の研究計画の進捗報告・共有
３）来年度に向けた研究計画の協議・検討
４）その他
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）※遠隔参加

田村圭子

（新潟大学危機管理室

教授）

＜サブ a 分担責任者＞
松岡昌志

（東京工業大学

能島暢呂

（岐阜大学工学部

井ノ口宗成（富山大学

環境・社会理工学院
教授）

※遠隔参加

都市デザイン学部

木村玲欧

（兵庫県立大学

河田惠昭

（関西大学

教授）

環境人間学部

准教授）
教授）11:30 前まで出席

社会安全研究センター長・特別任命教授）

＜サブ a 事務局＞
辻

道代（新潟大学

危機管理室

特任専門職員）

＜forR 事務局（首都圏レジリエンス研究センター）＞
郡司文彦

（防災科学技術研究所 首都圏レジリエンス研究センター 調査役）
※遠隔参加

古屋貴司

（防災科学技術研究所

首都圏レジリエンス研究センター
センター長補佐）※遠隔参加

＜オブザーバー＞
山田

豊

（文部科学省

地震・防災研究課

防災科学技術推進室 調査員）
※遠隔参加
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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データ利活用協議会の設置・運営

発表成果（発表題目、口

発表者氏名

発表した場所

発表時期

（学会等名）

頭・ポスター発表の別）

国際・
国内の
別

Reproducing Disaster

Keiko Tamura,

San Diego

Response Process

Munenari

Convention

Spatiotemporally in

Inoguchi,Ryota

Center,

Story-Maps- A case study

Hamamoto

California（ESRI

of 2018 Osaka Northern

User

Earthquake -（ポスタ

Conference）

2019 年 7 月

国際

2019 年 7 月

国内

国内

ー）
地震災害における生活再

田村 圭 子 ,井 ノ

青森県観光物産館

建支援業務マネジメント

口 宗 成 , 堀 江

アスパム、青森市

ツールを活用した罹災証

啓

（安全・安心な生
活と ICT 研究会）

明書発行業務解析（口頭）
応援・受援の枠組みに基

田村圭子・井ノ

富山大学五福キャ

2019 年 11

づいた効果的な住家被害

口

ンパス、富山市（第

月

認定調査の調査計画策定

啓

宗成・堀江

60 回土木計画学研

−2018 年 北 海 道 胆 振 東 部

究発表会・秋大

地震における安平町を事

会）

例として−（口頭）
3.1.3
3.1.3.1

被害拡大阻止のためのフラジリティ関数の検討
建物フラジリティの検討

発表成果（発表題目、口頭・ 発表者氏名

発表した場所

ポスター発表の別）

（学会等名）

発表時期

国際・
国内の
別

Development of fragility
curves of Japanese
buildings based on the
2016 Kumamoto
earthquake（口頭）

Analysis of building
damage in Uki city due
to the 2016 Kumamoto
earthquake（口頭）

F. Yamazaki,
T. Suto, W.
Liu, M.
Matsuoka,
K. Horie, K.
Kawabe, M.
Inouguchi
K. Torisawa,
K. Horie, M.
Matsuoka,
M. Inoguchi,
F. Yamazaki
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2019 Pacific
Conference on
Earthquake
Engineering,
Auckland, New
Zealand

2019年4月

国外

29th European
Safety and
Reliability
Conference,
Hanover, Germany

2019年9月

国外

2019年9月

国外

2019年9月

国内

第9回構造物の安全

2019年10

国内

基づく建築設備の復旧日

性・信頼性に関する

月

数予測に関する統計的分

国内シンポジウム

析（口頭）

（JCOSSAR

Analysis of PALSAR-2

F. Yamazaki,

International

images to extract

W. Liu

Conference in

geological effects caused

Commemoration of

by the 2018 Hokkaido-

20th Anniversary of

Eastern-Iburi

the 1999 Chi-Chi

earthquake（口頭）

Earthquake, Taipei,
Taiwan

全偏波航空機SAR 画像を

リュウ・ウェ

令和元年度土木学会

用いた2016 年熊本地震に

ン，田邉涼

全国大会第74回年次

よる斜面崩壊と橋梁被害

士，山崎文

学術講演会, 高松市

の検出（口頭）

雄，児島正一
郎

熊本地震の被害データに

鳥澤一晃

2019）, 東京
3.1.3.2 インフラフラジリティの検討
発表成果（発表題目、口

発表者氏名

発表した場所

発表時期

（学会等名）

頭・ポスター発表の別）

国際・
国内の
別

高速道路を対象とした地

加藤宏紀，能

第 74 回土木学会年

震時機能的フラジリティ

島暢呂，佐藤

次学術講演会（香川

関数の構築と震災間比較

多恵

大学，高松市）

Seismic Risk Assessment
by
use
of
the
Comprehensive
Database of Earthquake
Occurrence Model in and
around Japan（口頭）

Nojima, N.
and Kato, H.

Use of deep learning
algorithm to detect road
damage and closures
after
the
2016
Kumamoto
Japan
earthquake（口頭）

Y.
Maruyama,
R. Sezaki, S.
Nagata

International
Conference
in
Commemoration of
20th Anniversary
of the 1999 Chi-Chi
Earthquake
(Taipei, Taiwan)
16th East AsiaPacific Conference
on
Structural
Engineering
&
Construction
(Brisbane,
Australia)

2019 年 9 月

国内

2019 年 9 月

国際

2019 年 12

国際

（口頭）
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月

地震時の漏洩通報に基づ

河村祥彰，丸

土 木 学 会 第 74 回 年

くガス導管の被害予測結

山喜久，水上

次学術講演会（香川

果の更新に向けた基礎検

清二，田村健

大学，香川県高松市）

2016 年 熊 本 地 震 に お け

畠山大治，庄

土 木 学 会 第 74 回 年

る下水道埋設管路被害と

司学，永田

次学術講演会（香川

地表断層変位との関係

茂，吉見雅行

大学，香川県高松市）

2019年9月

国内

2019年9月

国内

討（口頭）

3.1.4 災害対応能力向上のための被害把握技術の検討
発表成果（発表題目、口

発表者氏名

頭・ポスター発表の別）

発表した場所

発表時期

国際・
国内の

（学会等名）

別
Suggestion
of
Methodology to Detect
Building Damage Level
Collectively with Flood
Depth Using Geographic
Information System at
Flood Disaster in Japan
（口頭）

Munenari
Inoguchi,
Keiko
Tamura

International
Conference
Disaster
Emergency
Management

on
and

2020 年 3 月

国際

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
発表成果（発表題目、口

発表者氏名

頭・ポスター発表の別）

発表した場所

発表時期

国際・
国内の

（学会等名）

別
西日本豪雨災害における

大友章司・木

JpGU

Meeting

避難行動および復興感の

村玲欧

2019（日本地球惑星

影響要因の検討

科学連合 2019 年大

（ポスター）

会）

2019 年 5 月
26 日

集合住宅分科会～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
（口頭）

木村玲欧・安
西康修

令和元年度 第 1 回
デ活シンポジウム
「企業も強くなる
首都圏も強くなる～
テーマ別分科会の挑
戦～」

2019 年 7 月

心理的復興感から考える

大友章司・木

日 本 心 理 学 会 第 83

2019 年 9 月

災害復興（口頭）

村玲欧

回大会

12 日

地区防災計画の目次分析

井上雅 志,沼

日本自然災害学会第

2019 年 9 月

とテキスト分析に基づく

田宗純,目黒

38 回 日 本 自 然 災 害

22 日

課題傾向の把握（口頭）

公郎

学会学術講演会
105

国内

国内

19 日

国内
国内

基礎的自治体における災

田中健 一 ,沼

土木学会第 39 回地

2019 年 10

害対応の職員育成に関す

田宗純

震工学研究発表会

月8日

都道府県地域防災計画の

井上雅 志,沼

土木学会第 39 回地

2019 年 10

テキスト分析に基づく防

田宗純,目黒

震工学研究発表会

月8日

災対策の体系的整理に向

公郎

国内

る基礎的調査（口頭）
国内

けた検討（口頭）
CSCA を 用 い た 災 害 対 応

沼田宗 純 ,中

土木学会第 39 回地

2019 年 10

業務の運営状況評価項目

田敬司,坂東

震工学研究発表会

月8日

の構築（口頭）

淳,中野真太

国内

郎
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
発表成果（発表題目、口

発表者氏名

頭・ポスター発表の別）

発表した場所

発表時期

国際・
国内の

（学会等名）

別
基調講演

南海トラフ巨

河田惠昭

大地震時の危機管理上の

日本臨床医学リスク

2019 年 5

マネジメント学会

月 25 日

国内

諸問題（口頭）
災害時に医療機関を機能

篠原有幸、

日本臨床医学リスク

2019 年 5

させるために BCP に関

河田惠昭

マネジメント学会

月 25 日

河田惠昭

日本病態生理学会

2019 年 8

国内

する実践的研究（口頭）
災害と安全・安心社会
（口頭）

国内

月4日

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データ利活用協議会の設置・運営

・ 査読付き
掲載論文（論文題目）

発表者氏名

発表した場所

発表時期

国際・
国内の

（雑誌等名）

別
Establishment of Work-

Munenari

Proceedings

Flow for Roof Damage

Inoguchi,

IEEE

Detection

Keiko

2019

Drones, Human and AI

Tamura,

pp.4618-4623

based on Human-in-the-

Ryota

Loop Framework

Hamamoto

Utilizing

106

Big

of
Data

2019 年 12 月

国際

・査読なし
掲載論文（論文題目）

発表者氏名

発表した場所

発表時期

国際・
国内の

（雑誌等名）

別
ドローンによる空撮画像

井ノ 口 宗成 ,

第 60 回 土木計画学

2019 年 11

を活用した屋根被害把握

田村

圭子,

研究発表会講演集,

月

と被災者支援への利用 −

濱本

両太,

Vol.60,

2019 年山形沖地震におけ

堀江 啓

p.6

国内

(CD-

ROM)

る村上市の対応を事例と
して−
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

・ 査読付き
掲載論文（発表題目）

発表者氏名

発表した場所

発表時期

国際・
国内

（学会誌・雑誌等名）

の別
益城町の罹災証明データ

須藤巧哉，山

日本地震工学会論文

に基づく2016年熊本地

崎文雄，松岡

集

震に対する建物被害関数

昌志，井ノ口

の構築

宗成，堀江

2019年8月

国内

2019年9月

国外

国外

啓，劉ウェン
Time series GIS map

Y.

Remote Sensing,

dataset of demolished

Kushiyama,

MDPI

buildings in Mashiki

M. Matsuoka

town after the 2016
Kumamoto, Japan
earthquake,
Detection of

W. Liu, F.

Remote Sensing,

2019年10

earthquake-induced

Yamazaki, Y.

MDPI

月

landslides during the

Maruyama

2018 Kumamoto
earthquake using
multitemporal airborne
Lidar data
Earthquake-induced

Y. Aimaiti,

Remote Sensing,

2019年10

landslide mapping for

W. Liu, F.

MDPI

月

the 2018 Hokkaido

Yamazaki, Y.

Eastern Iburi

Maruyama

earthquake using
PALSAR-2 data

107

国外

Statistical analysis of

L. Moya, E.

Earthquake

earthquake debris

Mas, F.

Spectra, EERI

extent from wood-frame

Yamazaki,

buildings and its use in

W. Liu, S.

road

Koshimura

networks in

2020年2月

国外

Japan
3.1.3.2 インフラフラジリティの検討
・ 査読付き
掲載論文（論文題目）

発表者氏名

発表した場所

発表時期

国際・
国内の

（雑誌等名）

別
2016 年熊本地震における

加藤宏紀，能

土木学会論文集 A1， 2019 年 9 月

ライフライン被害に関す

島暢呂，小山

Vol.75 ， No.4 ，

る新聞報道のテキストマ

真紀，田中孝

pp.I_443-I_453

イニング ―地方紙と全国

樹

国内

紙の比較―
供給系ライフラインの地

加藤宏紀，能

日本地震工学会論文

震時機能的被害・復旧評価

島暢呂

集，第 19 巻，第 5

システムの構築とその改

号 ， pp.5_409

良

5_422.

2019 年 9 月

国内

国内

-

高速道路を対象とした地

加藤宏紀，能

JCOSSAR2019 論文

2019 年 10

震時の機能的フラジリテ

島暢呂

集（第 9 回構造物の

月

ィ関数の構築と震災間比

安全性，信頼性に関

較

する国内シンポジウ
ム），pp.125-132.

宮城県仙台市の被害デー

猪股渉，丸山

日本地震工学会論文

タに基づく盛土造成地に

喜久

集，Vol. 19, No. 5,

2019年9月

国内

国内

pp. 5_294-5_303

おける低圧ガス導管の地
震時被害分析
橋梁を対象とした津波模

菊地俊紀，菅

日本地震工学会論文

2019 年 10

型実験の再現に向けた粒

波慎吾，丸山

集 ， Vol. 19, No. 6,

月

子法の解析条件に関する

喜久，庄司学

pp. 6_152-6_166

下水道埋設管路の地震被

畠山大治，庄

土木学会論文集 A1， 2019 年 9 月

害データに対する統一的

司学，永田茂

Vol.75 ， No.4 ，

検討

pp.I_144-I_169

な整理・分析と解釈

108

国内

2011 年 東 北 地 方 太 平 洋

庄司学，中嶋

日本地震工学会論文

沖地震における平面道路

千穂子，吉成

集，第 20 巻，第 3

の地震被害データに関す

健人

号，pp.3_70 -3_83.

2020 年 3 月

国内

る分析
・ 査読なし
掲載論文（論文題目）

発表者氏

発表した場所

名

（雑誌等名）

発表時期

国際・
国内の
別

消防防災の科学，特集

2019 年 11

影響 ～2018 年北海道胆振

北海道胆振東部地震

月

東部地震の教訓と課題～

（平成 30 年），消防防

大規模停電のインフラへの

能島暢呂

国内

災科学センタ ー，
No.138， pp.35-40.

3.1.4 災害対応能力向上のための被害把握技術の検討
・ 査読付き
掲載論文（論文題目）

発表者氏名

発表した場所

発表時期

国際・
国内の

（雑誌等名）

別
Establishment of Work-

Munenari

Proceedings

Flow for Roof Damage

Inoguchi,

IEEE

Detection

Keiko

2019

Drones, Human and AI

Tamura,

pp.4618-4623

based on Human-in-the-

Ryota

Loop Framework

Hamamoto

Utilizing

Big

of
Data

2019 年 12

国際

月

・ 査読なし
掲載論文（論文題目）

発表者氏名

発表した場所

発表時期

国際・
国内の

（雑誌等名）

別
ドローンによる空撮画像を

井ノ 口 宗 成 ,

第 60 回 土木計画学

2019 年 11

活用した屋根被害把握と被

田村

圭子,

研究発表会講演集,

月

災 者 支 援 へ の 利 用 − 2019

濱本

両太,

Vol.60,

年山形沖地震における村上

堀江 啓

ROM)

市の対応を事例として−

109

p.6

(CD-

国内

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
・ 査読付き
掲載論文（論文題目）

発表者氏名

発表した場所

発表時期

国際・
国内の

（雑誌等名）

別
Research for
Contributing to the
Field of Disaster
Science: A Review

A Development of the
Disaster Management
Education and Trainings
Program for Children
with Intellectual
disability to Improve
"Zest for Life" in the
Event of A Disaster - A
Case Study on Tochigi
Prefectural Imaichi
Special School for the
Intellectual disability 2018 年北海道胆振東部地

KIMURA, R.,
MIYAKE, H.,
YAMURA, K.,
KATO, N.,
MORITA, Y.,
IGUCHI, M.,
TANIOKA, Y.,
KOKETSU,
K., KURODA,
Y., OSHIMA,
H. and
SATAKE, K.
NAGATA, T.
and
KIMURA, R.

2020 年 3 月

国際

2020 年 2 月

国際

2019 年 9 月

国内

2020 年 3 月

国際

Disaster
Research, Vol.15,
No.2, pp.152-164

Journal of
Disaster
Research, Vol.15,
No.1, pp.20-40

沼田宗純

土木学会 地震工

震被害調査報告書（第 12
章

Journal of

学委員会

災害時行動・災害対

応）（査読有）
Acquisition of Ground

T. Naing, S.

Journal of

Information in

Thinzar, M.

Disaster

Downtown Yangon for

Numada, K.

Research, Vol.15,

Bosai Operation Support

Yu, K.

No.3, pp. 377-386

System

Meguro
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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
・査読付き
掲載論文（発表題目）

巻頭言

発表者氏名

住民と共有する防

河田惠昭

災意識とは
歴史的経緯を誤解した我が

河田惠昭

発表した場所

発表時期

国際・

（学会誌・雑誌等

国内の

名）

別

地方議会人,50 巻第

2019 年 6

1 号,pp6-7

月

Re,No,203,pp14-17

2019 年 7

国の防災対策

国内
国内

月

「にげることは生きるこ

河田惠昭

と」～災害文明と災害文化

建築と社会,vol.100

2019 年 9

No.1170,pp16-19

月

発表した場所

発表時期

国内

の融合をめざす～
・査読なし
発表者氏名

掲載論文（発表題目）

環境と防災・減災①地球温

河田惠昭

暖化などの自然環境の変化

国際・

（学会誌・雑誌等

国内の

名）

別

季刊エルコレー

2019 年 4

ダ,Vol.78,pp10-12

月

日経グローカ

2019 年 5

ル,No.364,pp46-47

月

日経グローカ

2019 年 6

ル,No.366.pp38-39

月

季刊エルコレー

2019 年 7

ダ,vol.79,pp8-10

月

日経グローカ

2019 年 7

ル,No.368.pp42-43

月

メディア展

2019 年 8

望,No.692,pp1-9

月

国内

と災害
自治体防災の要諦(14)

平

河田惠昭

成 30 年 7 月豪雨の教訓

国内

災害対策本部充実と市町村
との連携
自治体防災の要諦（15）

河田惠昭

2018 年台風 21 号の教訓

国内

高潮対策を見直し、再計算
を
環境と防災・減災②災害・

河田惠昭

環境問題の国際化と防災の

国内

主流化
自治体防災の要諦（16）

河田惠昭

北海道胆振東部地震の教訓

国内

地球温暖化と電力自由化の
失敗
「天変地異とどう向き合う

河田惠昭

のか」新たな災害文化の育
成急務
111

国内

掲載論文（発表題目）

発表者氏名

自治体防災の要諦（17）首
都直下地震に備える

河田惠昭

連

発表した場所

発表時期

国際・

（学会誌・雑誌等

国内の

名）

別

日経グローカ

2019 年 8

ル,No.370,pp42-43

月

日経グローカ

2019 年 9

ル,No.372,pp40-41

月

季刊エルコレー

2019 年

ダ,vol.80,pp8-10

10 月

日経グローカ

2019 年

ル,No.374,pp44-45

10 月

日経グローカ

2019 年

ル,No.376,pp20-25

11 月

日経グローカ

2019 年

ル,No.378,pp20-25

12 月

都市問題，

2020 年 2

Vol.111,pp37-42

月

中央公論,第 134 巻

2020 年 2

第 3 号,pp38-47

月

国内

滝・複合災害がもたらす悲
惨
自治体防災の要諦（18）南

河田惠昭

海トラフをどう迎撃するか

国内

求められる文化的防災の視
点
環境と防災・減災③地球温

河田惠昭

暖化の進行によって変化す

国内

る災害
自治体防災の要諦（19）地

河田惠昭

球温暖化で増える風水害

国内

北海道で影響大きく
自治体防災の要諦（20）台

河田惠昭

風 15 号と 19 号の特徴と
教訓

国内

コースがずれておれ

ば都市水没
自治体防災の要諦（21）東

河田惠昭

京オリンピックの前にすべ
きこと

国内

予防力と回復力を

高める
東京の大水害と縮災

河田惠昭

荒川氾濫で水没する東京

河田惠昭

国内
国内

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
報道・掲載された成果

発表者氏名

（記事タイトル）

発表した場所

発表時期

国際・
国内の

（新聞名・TV 名）

別
新潟・山形地震

建物被害

調査に最新システム

31 頁,新潟日報社

田村圭子

2019 年 6
月 26 日

罹災

証明書発行迅速に
112

国内

被災地での自然の脅威に絶

17 頁,朝日新聞

田村圭子

2019 年 12

国内

月 29 日

句
台風 19 号 1 か月

被害調

33 頁,読売新聞

田村圭子

国内

月 22 日

査素早く支援
産官学民力合わせ

2019 年 11

災害に

田村圭子

も強い地域

中 越 地 震 15 年

2019 年 11

「防災・減災シ

月 29 日

国内

ン ポ ジ ウ ム 」（ 18
・19 頁新潟日報）
避難行動要支援者対策を考

田村圭子（分

国 際 文 化 研 修

2019 年 7

える～自ら避難することが

担）

2019 夏

月

首都直下地震に対応できる

田村圭子（分

JST-RISTEX 社

2019 年 6

「被災者台帳を用いた生活

担）

国内

困難な人をどう支援する
か～
会 実 装の 手 引

国内

月

き ～研究開発

再建支援システムの実装

成果を社会にと
どける仕掛け
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
報道・掲載された成果

発表者氏名

（記事タイトル）

発表した場所

発表時期

国際・
国内の

（新聞名・TV 名）

別
インタビュー
防災や
BCP は 企 業 価 値 に つ な が
る。台風アンケートから読
み取れること（兵庫県立大
学教授 木村玲欧氏）

木村玲欧

感染者が出た後の対応や
BCP に 課 題 ／ 新 型 肺 炎 に
対する組織の対応状況 緊
急アンケート結果

木村玲欧

災害時の避難行動と防災教

木村玲欧

育

リ ス ク 対 策 .com

2020 年 1

（新建新聞社）

月4日

リ ス ク 対 策 .com

2020 年 2

（新建新聞社）

月3日

21 世 紀 ひ ょ う ご

2020 年 3

（公益財団法人

月

ひょうご震災記
念 21 世紀研究機
構）, vol.28, pp.820

113

国内

国内

国内

自分・家族・地域を守る心構

木村玲欧

えの形成

消防防災の科学

2020 年 1

(消 防 防 災 科 学 セ

月

国内

ン タ ー ), No.139
(2020. 冬 ), pp2429
災 害 対 応 業 務 プ ロ セ ス の 沼田宗純
「見える化」で少人数での
対策が可能に──災害対応
工程管理システム「BOSS」
開発とその効果

月 刊 Ｊ −Ｌ Ｉ Ｓ
2019 年 7 月 号
特集：災害を乗り
越える、地方公共
団体情報システ
ム機構

2019 年 7

災害対策トレーニングセン
ター（DMTC）がモニタート
レーニングを終了 本格始
動に向けた準備を開始

沼田宗純

生 研 ニ ュ ー ス

2019 年 6

（東京大学生産

月

千葉”大停電”で顕在化、高

沼田宗純

胆振東部地震

北海道

月

国内

技術研究所）,
No.178, p. 15
Wedge REPORT

2019 年 10

国内

月 30 日

度情報化社会の災害リスク
支部対応など説明

国内

沼田宗純

調査報告を

土木学会、建設通

2019 年 9

信新聞(朝刊)2 面

月9日

建 設 通 信 新 聞 (朝

2019 年 5

刊)12 面

月 28 日

国内

共有
コ ラ ム BOSAI

土木のチ

沼田宗純

カラを防災・減災教育へ
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国内

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
報道・掲載された成果

発表した場所

発表者氏名

(記事タイトル)
大阪北部地震から 1 年

西日本豪雨 1 年・教訓

河田惠昭

河田惠昭

は

発表時期

国際・

（新聞名・TV

国内の

名）

別

関西テレビ・報道

2019 年 5

ランナー

月 31 日

MBC テレビ・

2019 年 8

MBC ニュースナ

月5日

国内

国内

ウ
大水害が都市を襲う～

河田惠昭

台風の猛威にどう備え

NHK・かんさい熱

2019 年 9

視線

月6日

読売テレビ・ウェ

2019 年

ークアップぷらす

10 月 12

国内

るか
”最強”台風 19 号い

河田惠昭

まどこに最新情報～

国内

日
朝日放送・おはよ

2019 年

西での川の防災につい

う朝日

10 月 19

て

す

日

読売テレビ・ウェ

2019 年

ークアップぷらす

10 月 19

情報アップデート・関

～大雨の恐れ台風被災

河田惠昭

河田惠昭

地は今…二次災害に厳

土曜日で

重警戒～
台風 19 号 甚大な被害

国内

国内

日
NHK・日曜討論

河田惠昭

2019 年

国内

10 月 20

はなぜ

日
2019 年の自然災害な

河田惠昭

どを振り返って

KissFM KOBE・

2019 年

ヒマワリらじお

12 月 13

国内

日
震災から９年…教訓は

河田惠昭

生かされるか？巨大津
波&感染症対策
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日本テレビ・深層

2020 年 3

NEWS

月 11 日

国内

・新聞等
報道・掲載された成果

発表者氏名

発表した場所

(記事タイトル)

人と防災未来センター
長

河田惠昭

発表時期

国際・

（新聞名・TV

国内の

名）

別

神戸新聞

2019 年 4 月

国内

17 日

河田惠昭さんが講

演
災害、備え常に意識を

河田惠昭

神戸新聞

河田惠昭

神戸新聞

河田惠昭

神戸新聞

相武さん

河田惠昭

毎日新聞

私の一

河田惠昭

産経新聞

国内

2019 年 7 月

国内

2019 年 7 月

国内

6日

票
尼崎、市域 4 分の 3 浸

河田惠昭

神戸新聞

2019 年 8 月

国内

2日

水
自治体災害対策全国会

河田惠昭

読売新聞

2019 年 10

国内

月 25 日

議
河田氏資料 3000 点

河田惠昭

産経新聞

災害資料集め 3000 点

河田惠昭

朝日新聞

国内

2019 年 12

国内

月 14 日

「河田文庫」創設
物が語る震災

2019 年 12
月 14 日

文庫創設

117 点

2019 年 6 月

1日

らと経験語る
参院選 2019

国内

14 日

神戸でフォーラム
阪神大震災

2019 年 6 月
14 日

フォーラム開催へ
防災、減災を考える

国内

25 日

河田恵昭さん講演
「阪神・淡路」25 年

2019 年 4 月

河田惠昭

神戸新聞

2019 年 12

国内

月 24 日

人と防災未来センター
展示
ぼうさい甲子園創設

河田惠昭

毎日新聞

15 年
国際防災・人道支援フ

2020 年 1 月

国内

13 日
河田惠昭

朝日新聞

ォーラム 2020

2020 年 1 月
30 日

新聞報道は上記の他に 22 件
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国内

5．むすび
サブプロジェクト（a）では、2019 年度はデータ利活用協議会におけるデータ利活用の
ためのルールと規格を検討し、分科会活動を進めました。地震波形情報等を保有する企業
と個別に「データ提供に関する覚書」を結び、民間企業のデータを活用する準備を行いま
した。当初は 3 年目中までに 4 社との契約を目指したが、すでに 2 年目中に 4 社(令和元
年度現在)と契約が結べ、防災科学技術研究所の基盤的データ、首都圏地震観測網データの
統合が進みました。
新潟大が中心となり、データ利活用協議会の活動を推進しました。参加者数は 1,165 名
となりました。組織会員は、昨年度より 10 増えて 67 会員（企業 54、自治体は 3、団体は
9、その他 1 団体）、個人会員は 13 名となりました。データ利活用協議会では、理事会によ
る協議会の運営体制が確立しました。分科会活動についても積極的に推進しました。具体
的には、7 分科会と 1 ワーキンググループにおいて、合計で年間で 48 回（内訳：会議・打
合せ 38 回、調査 9 回、イベント 1 回）実施しました。また、分科会活動全体のデータ利活
用を統合的に推進するインフラ分科会を新たに立ち上げました。
防災科研が中心となり、防災科学技術研究所が保有している情報インフラ基盤に、首都
圏レジリエンスプロジェクトと PRISM から得られるデータの連携や 2 次利用に関して、技
術的課題を抽出し、対応策を検討しました。特に、企業とのデータ連携については、防災
情報サービスプラットフォームを介した情報の共有について、その流れや権利関係等の課
題も含め検討しました。
東京工業大が中心となって、被害拡大阻止のために、2016 熊本地震の宇城市の被害認
定調査結果および地震動分布を整理し、宇城市の建物フラジリティ関数を構築しました。
また、地震動レベルの大きい益城町とやや小さい宇城市の建物フラジリティを統合する方
法について検討しました。また、益城町の現地写真に基づく深層学習や写真目視により層
破壊建物データを作成し、その建物の分布を明らかにすると共に、航空レーザーデータを
用いた層破壊建物の抽出手法を検討しました。さらに 2018 北海道胆振東部地震の地震動
データの収集と整理を行い、被災地の地震動分布を推定すると共に安平町の罹災証明デー
タの収集と分析を進めました。
岐阜大が中心となって、供給・処理・交通系ライフラインの被害・復旧データを収集・
整理し、地震動分布との統計分析により、物理的・機能的フラジリティ関数、レジリエン
ス関数を構築しました。１）上水道管路は 2007 新潟県中越沖、2011 東北地方太平洋沖、
2016 熊本地震時の上水道管路の被害データを用い、最大速度（PGV）、管種、液状化の影響
度が大きいことを明確化、２）下水道埋設管路は、2018 北海道胆振東部地震で被災した下
水道埋設管路網のデータベース化と被害率算定の実施、3）鉄道に関しては、2011 東北地
方太平洋沖、2016 熊本、2018 大阪府北部、2018 北海道胆振東部地震における機能的フラ
ジリティ関数を構築、３）デ活・インフラ分科会の立上げに貢献、等を行いました。
富山大が中心となって、1）2019 山形沖地震の早期被害把握を目指して AI によるブル
ーシートの判定を実施、2）2019 台風 15 号では同判定モデルを活用・検証を実施（35%の
適合率に留まる）、3）既述 1）2）により、ドローンの活用には地域特性を含めた AI の学
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習機会を創出する仕組みが必要であることを明確化、4）2018 大阪北部の地震においては
衛星画像を用い、深層学習・ニューラルネットワークの 1 つである VGG16 モデルを用い、
短時間の学習で、適合率 93.75％、再現率 94.74％（F 値：0.94）を実現しました。これら
の結果から、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
込まれるという見通しを実証しました。
兵庫県立大が中心となって、事業継続能力向上のための業務手順の確立を目指し、１）
2019 台風第 15 号・第 19 号・第 21 号における企業の事業継続活動に関する質問紙調査を
行い、BCP（事業継続計画）が機能しなかった理由等を明確化、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 においては、2019 台風 19
号被災地・静岡県南伊豆町を事例として自治体職員実装による検証・改良を実施、３）
「帰
宅困難者支援施設運営ゲーム（企業内待機版）KUG）について、実際の帰宅困難者支援施
設運営ゲーム（KUG②）ワークショップによる複数回の検証を経て（東京都台東区、東京
都渋谷区、京都府、自治体主催）津波なしシナリオゲームを新たに作成しました。
関西大学が中心となって、1）南海トラフ巨大地震「事前避難」防災計画策定について、
「津波避難対策特別強化地域」半数の未策定自治体に対し、新たな文化的防災を提案する
等方向性を提示、2）首都直下地震おいては、縮災対策の内容としてネットワーク社会のノ
ードに対する複合災害とエッジに対する連続滝状災害を阻止することが重要であることを
明確化、3）2019 九州地方の水害・台風 15 号・19 号災害において、調査を実施、府県レベ
ルの地域防災計画の改定内容を提示すると共に台風 19 号のコースが東寄りで、東京に集
中豪雨が発生すれば荒川などの首都圏の河川が氾濫したことを実証・対策の必要性を明確
化、しました。
サブプロジェクト(a) 研究統括
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田村圭子、上石
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