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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、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。2011（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。2016（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、データ利活用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)２０２０年度業務目的 

  ④災害対応能力向上のための被害把握技術の検討  

・各種被害関連情報のマッシュアップによる被害全体像把握のための仕組みの確立  

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。  

 

(c) 担当者 

所属機関  役職 氏名 

富山大学 大学院理工学研究部  准教授 井ノ口 宗成 

宇都宮大学 地域デザイン科学部  准教授 近藤 伸也 
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(2) ２０２０年度の成果 

(a) 業務の要約 

「災害対応能力向上のための被害把握技術の検討」を目的として、2020 年度では、以下

に示す３つの事項について研究開発を推進し、成果を得た。 

1) 過去災害における被害情報としてのインフラ被害の収集・蓄積・可視化の検討 

2020 年度は被害情報の１つとして、インフラ被害である停電情報に着目し、ウェブ上

に公開される情報をモニタリングし、被害情報を収集、蓄積する仕組みを設計・開発し

た。また、収集された情報から、空間情報を決定する情報から、地域を特定し、閉じら

れたクラウド GIS 上で情報の可視化を実現した。 

2) 衛星画像や空撮画像に対する AI 利活用プラットフォームのプロトタイプ版開発 

 2019 年度より、被害状況の推定および特定に関して AI を活用してきたが、その利用

は専門家および技術力を有する人材に限られていた。そこで 2020 年度には、容易に AI

を活用し、入力値となる画像データから過去に構築した AI モデルを活用し、その学習

精度や判定状況を可視化するプラットフォームを設計・開発した。また、本プラットフ

ォームでは、出力を空間情報に限定し、空間上での可視化を可能とした。 

3) 各種情報を一元管理するための 250m メッシュによる情報集約基盤の構築 

 情報を一元管理し組織を超えて共有する上では、点データであっても個人が特定され

ないような配慮が必要である一方で、状況の全容把握についての分析に耐えうるデータ

の室各日が必要であった。2020 年度は、過去災害の住家被害認定調査を事例として全国

の標準メッシュの 1 つである 250m メッシュで集計し、情報の比較や統合を可能とする

ツールを開発した。あわせて、基本的な統計処理により、実データに対する 250m メッ

シュでの情報統合の有用性を検証した。 

 

(b) 業務の成果 

 

1) 過去災害における被害情報としてのインフラ被害の収集・蓄積・可視化の検討 

a) インフラ情報としての停電情報の収集・蓄積 

日本では電力供給の大半は、大手電力会社である 10 社によって担われている。

その 10 社とは、東京電力、関西電力、中部電力、東北電力、九州電力、中国電力、

四国電力、北海道電力、北陸電力、沖縄電力である。これらの電力会社の管轄区

域内で停電が発生した場合は、その多くがウェブ上に停電情報として配信される。

災害時の大規模な停電のみならず、日常的に発生する停電情報も配信されている。

これらの情報を収集することで、リアルタイムに近い状態でインフラの被害状況、

とくに停電に関する状況を取得できると考えた。 

 ウェブ上に発信される各種情報を調査・収集する技術にウェブ・クロールがあ

る。クロール技術を活用することで、定期的に各電力会社の停電公開情報を監視

し、必要に応じて情報収集を行うこととした。ただ、クロール技術での収集には

技術的限界があるが、2020 年度は基本技術の確立を目指し、クロール技術を援用

することとした。また、基本技術としてのプロトタイプを開発するため、東北電
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力を対象として、検証を行った。 

 東北電力から公開される停電情報は、図 1 に示すように、その時点での状況を

県単位で発生の有無を示している。また、過去の停電情報として、図 2 に示すよ

うに、日単位で集約された情報が開示されている。集約された情報では、発生日

時・復旧日時、県名、市区町村町字、停電戸数、停電理由の 5 つの情報が発信さ

れている。これらの情報は、被害の概況を把握する上で十分な情報であると判断

した。 

 

図 1 東北電力における停電に関する公開情報 

（引用：https://nw.tohoku-epco.co.jp/teideninfo/） 

 

 

図 2 日単位での過去の停電実績情報 

（引用：https://nw.tohoku-epco.co.jp/teideninfo/rirekiinfo05.html） 

 

これらの東北電力から発信される情報に対して、自然言語処理ならびにウェブ

ページ構造の簡易的な解析を実施することで、必要情報の取得を推進した。特に、

停電戸数は詳細な字単位では示されず、当該エリアに複数の字が含まれる場合、
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それらの集計値が示される。そこで、本研究では、字単位で停電発生箇所を特定

しながらも、停電戸数は集計値を扱うこととした。簡易的な処理機能を開発し、

東北電力での公開情報に対しては、データ取得が可能となった。しかしながら、

他の電力会社においては、それぞれに形式が異なることから、個別の解析機能の

開発が必要である。 

 

b) インフラ情報としての停電情報の可視化 

前述の機能を実施することで、東北電力からの公開停電情報に対してアクセス

したタイミングで、停電に関するデータを取得することが可能となった。次に、

そのデータから空間的可視化を行うためのデータ整備ならびに技術開発を推進し

た。 

東北電力からは、県・市町村・字として、位置を特定する情報が開示されてい

る。そこで、平成 27 年の国勢調査の調査小地区に関するデータを、総務省統計局

より入手し、小地区で管理される字情報で統合し、県・市町村・字を表すポリゴ

ンデータを全国規模で作成した。人口が極めて少ない地域で統合されたり、字と

して明記されない地域もあることから、完全なデータではないが、本研究を推進

する上では十分なデータであると判断した。 

一方で、国勢調査の調査小地区のデータをデータベースで管理し、東北電力の

公開情報から取得された字データとのマッチングを実施し、位置特定を実施した。

字に関しては表記揺れが多く、また、調査小地区では小字を含む場合もあり、単

純なマッチングでは高い精度は得られなかった。表記揺れのパターンを特定する

とともに、前方一致・後方一致などにより、一定の精度を担保しながら、字を特

定し、地理空間情報とすることとした。 

これらで得られた地理空間情報をもとに、クラウド GIS 上で地図レイヤーとし

て可視化した。情報の取り扱いについて、十分な整理がついていないことから、

クラウド GIS 上で可視化するものの、閉じたクラウド GIS として、閲覧者を本研

究プロジェクトに関わるメンバーに限定している。地図レイヤーの可視化につい

ては、詳細を表す字単位での可視化に加え、大規模災害時の利用を想定し、市区

町村単位での可視化も合わせることとした。まず、小縮尺時の可視化では、閲覧

者はこの地図から停電発生状況のおおまかな場所を把握する。その後、大縮尺と

すると字単位で可視化されるよう設計した。図 3、図 4 は、可視化のサンプルを表

している。 
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図 3 小縮尺時における停電発生状況の可視化 

 

図 4 大縮尺時における停電発生状況の可視化 

 

c) 2021 年 2 月福島沖地震における実証 

2021 年 2 月 13 日 23 時 7 分に、福島県沖を資源としてマグニチュード 7.3 の地

震が発生した。本地震によって、東北エリアならびに関東エリアにおいて停電が

発生したことから、本研究で開発した技術を実証した。東北電力の停電公開情報

は、自治体（市町村）単位で個別にページが生成され、それらから同様の仕組み

で情報の抽出を実施しなければならなかった。部分的に、開発済みの機能を改修

し、被害の概況把握に必要なデータの抽出を実施した。字の不一致や、停電状況

の表現にかかる揺らぎ等があり、完全に機能が稼働したわけではないが、一定の
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被害状況把握には貢献できるデータ取得を終えた。 

今回の福島沖地震のように、災害時に電力会社がどのように情報発信するかに

よって、本研究で開発した技術の利用可否が決まる。災害時にのみ実データが公

開される現状を踏まえれば、さまざまなケースにおいて技術適用を実施し、必要

に応じて機能改修を重ねなければならない。これは今後の課題とした。 

 

2) 衛星画像や空撮画像に対する AI 利活用プラットフォームのプロトタイプ版開発 

a) AI モデルを利活用するための情報処理フローの設計 

2019 年山形沖地震をはじめとして、空撮画像に対して AI を活用し、屋根被害の

特定に関する AI モデルの開発を進めてきた。地域性や写真の特性から、必ずしも

同じ AI モデルを他地域に適用することで、同レベルの精度の結果を得られるもの

ではなかった。そこで、AI モデルの学習過程におけるパラメータを柔軟に変更す

ることで、現場ごとに応じた AI モデルのカスタマイズを可能とする利活用プラッ

トフォームのプロトタイプ版を開発することとした。 

まずは、プロトタイプ版の設計・開発にともない、2019 年度に実施した AI 活用

による情報処理の流れについて大枠を整理し、図 5 のような情報処理フローを位

置づけた。特に、利用者は AI による判定結果を取得したいが、入力値である画像

ファイルから、マスク画像を作成するとともに、一部を教師データとして利用し

AI の強化学習が必要であったため、それらの処理を組み入れている。また、判定

結果においても利用者の要求水準に満たない場合は、モデル修正や新たなデータ

生成が必要となり、それらのフィードバックプロセスを組み入れている。ここで

示す情報処理の流れを標準形として位置づけ、AI 利活用プラットフォームのプロ

トタイプ版の開発を進めた。 

     

図 5 画像データへの AI 活用による被害状況特定にかかる情報処理フロー 

 

b) AI 利活用プラットフォームのプロトタイプ版の設計・開発 

 前述の情報処理フローに基づき、AI モデルを管理し、利用者からの入力値とし

ての画像を受け付け、管理された AI モデルを選択することで、必要に応じて学習

し、AI モデルを実行し判定結果を取得するためのプラットフォームを設計開発し
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た。本プラットフォームでは、プロトタイプ版として、表 1 に示す機能を優先的

に設計・開発した。具体的には、分析対象となる画像およびマスク画像の登録機

能、また、入力値としての画像からのマスク画像自動生成、それらを学習データと

する、あるいは他から引用した学習データを管理する機能、AI で分析するための

モデル管理、判定結果を可視化するための機能の、大きく 5 つである。表 1 に示

すように、それらのデータおよび管理については、さまざまな操作が必要となる

が、2020 年度は操作に対して優先順位をつけ、○で示した機能についての開発を

優先した。 

表 1 AI 利活用プラットフォームのプロトタイプ版の機能一覧 

 

これらの機能を開発し、クラウドシステムとして実装した。2020 年度は、クラ

ウドシステムとしての運用を優先したため、ユーザ管理を実施していない。その

ため、１ユーザを想定し、機能を利用する形態とした。具体的には、図 6 では登

録済みの AI モデルを選択する画面、図 7 では AI モデルを効果的・効率的に実行

するために具体的なパラメータを設定する画面、図 8 では AI モデルの学習過程を

可視化し確認する画面、図 9 では AI モデル実行後の結果を確認する画面を開発

し、実装した。特に AI モデルを別の事案に適用する場合、各種のパラメータをチ

ューニングし、結果の精度が高まるように調整しなければならない。これは、技術

者・専門家による作業であり、AI を容易に利用する上でのハードルは高い。そこ

で、図 8 に示すように、学習過程および学習精度を可視化することで、パラメー

タのあたりをつけられるような場を設定した。 

 

図 6 利用する AI モデルの選定 
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図 7 モデルパラメータの設定    図 8 モデルの実行状況の可視化 

      

             図 9 AI モデル実行結果のリスト化 

 

これらのクラウドシステムを、研究分担者が管理するサーバーに配置し、閉じ

られたネットワーク内でのみ利用できる環境を整備した。モデルの整備、追加、

学習データの整備などについては今後の課題である。あわせて、誰もが容易に、

かつ柔軟に利用できる環境とするために、セキュリティの確保とユーザ管理機能

の拡充も推進する必要がある。また、出力結果についてはデータ種別を限定して

いないことから、必ずしも地図化できるとは限らない。出力結果の扱い方、地図

レイヤーとしての公開に至るまでの機能強化についても検討する予定である。 

 

3) 各種情報を一元管理するための 250m メッシュによる情報集約基盤の構築 

a) 250m メッシュにおける情報集約技術の検討 

2019 年度では、250m を 1 つの単位として、建物の被害状況把握に焦点をあて、

様々な技術および手法における被害状況把握のための時間見込みを推定する根拠

の整理を実施した。この過程において、250m を１つの単位とし、様々な情報を一

定の精度で情報集約が可能であることが明らかとなった 1)。2020 年度では、各機
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関で生成される位置情報が付与された CSV ファイルを入力値として、250m メッシ

ュのデータに集約し、可視化する機能を設計・開発した。 

位置情報が付記された CSV ファイルは機密性の高いデータとなり得るため、そ

のままの形式で他機関との共有は難しい。そのため、CSV ファイルから点の GIS デ

ータを生成したのち、全国の第 6 次標準地域メッシュ（250ｍメッシュ）で集約す

ることで、機密性を軽減し、かつ標準メッシュを利用することで他データとの統

合や比較等を可能とした。しかし、1 メッシュ内に含まれる点は複数であり、かつ、

被害状況に特化して考えれば、その属性値は均一ではない。そこで、XML 形式で規

定した設定ファイルを読み込むことで、当該項目に対し最大値・最小値・平均値を

算出し、第 6 次標準地域メッシュデータに対して件数とともに付加することとし

た。最大値・最小値が含まれることで、値のばらつき度合いが把握でき、平均値の

信頼性の 1 つの指標として扱うことができる。これらの処理を GIS へのデータ読

み込み過程で実施可能な機能を開発した。本機能は、クラウドで展開するもので

はなく、情報提供者がローカルで CSV ファイルに対して実施し、共有可能な GIS

データ作成のツールとして実装した。 

過去災害における住家被害認定調査の結果としての CSV ファイルに対して、本

研究で開発した機能を用いて、250m メッシュでの集計を実施した。その結果例を

図 10 に示す。なお、具体的な位置情報も参考として掲載しているため、災害の事

例および地名については明記しない。 

 

 

図 10 第 6 次標準地域メッシュ（250ｍメッシュ）での集約例 

 

b) 250m メッシュでの情報集約結果の考察 

前述の例とは異なる過去災害を事例に、住家被害認定調査によって得られた結

果を改めて 250mメッシュで集約し、結果の偏りを把握するために標準偏差を求め、

考察を実施した。図 11 に結果の一例を示す。 
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図 11 メッシュ内件数と標準偏差の関係性 

 

まず、住家被害認定調査は基本的には一棟調査で実施されることから、250m メ

ッシュ内の件数は、住宅の密集度に応じて、一定幅の中で収まる傾向にあった。し

かしながら、集合住宅が含まれるような場合には、件数は極めて大きくなり、一方

で標準偏差のばらつきが小さくなり、当該メッシュが特定されることで、どの建

物がどの程度の被害を受けたかについて、見当がつくことが想定される結果とな

った。戸建て住宅が多い地域については、ある程度のばらつきが発生し、件数も一

定の範囲で収まることから、被害状況の概況把握という目的では、250m 単位で集

約された情報であっても有益であると考えられた。ただし、データの偏りがある

場合を想定し、図 11 に示すようなメッシュ内件数×標準偏差でデータの集約状況

を把握した上で、情報共有の可能性を検討する必要があると考えられる。 

 

(c) 結論ならびに今後の課題  

 2020 年度では、「災害対応能力向上のための被害把握技術の検討」を目的として、「①公

開情報を活用した被害状況の概況把握のための技術開発」「②AI 利活用を推進するための

プラットフォームのプロトタイプ版開発」「③各種情報を一元管理するための 250m メッ

シュによる情報集約基盤の構築」を推進した。①については、1 つの電力会社を事例とし

て、情報収集ならびに地図レイヤーへの可視化技術が確立した。②については AI 利活用

となるクラウドサービスを設計・開発し、本研究で実施してきた過去の AI モデルの再利

用が可能となった。③については、250m を 1 つの単位として点データを集約するととも

に、その可視化ならびにメッシュ内件数と標準偏差による情報共有時の個別情報特定の可

能性について検討した。それぞれの機能は、サービスとしては開発されているものの、各

関係機関が災害対応のワークフローに基づいて利活用できる一元的なクラウドサービスに

は至っていない。これについては、今後、災害対応時の情報処理モデルに着目するととも

に、各機能の入力値となるデータの収集可能なタイミングと照らし合わせながら、全体フ

ローのモデル化と一元的なサービスとしての実装を推進する予定である。また、首都直下

特有の課題も踏まえ、処理データ件数を考慮した高速処理方法についても検討を進める予
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定である。 
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計を実施することで状況把握を支援する。実装したプラットフォームならびに各機能

については、分科会メンバーによる利用によって有用性を検証し、社会での利用を促

進する。 

また、2021 年度は最終年度であることから、これまでに開発した各種サービスを一

元的に統合し、様々な主体が利活用できるプラットフォームとして整備し、社会実装

を推進する。 

 

 

  


