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4．活動報告 

 

4.1 会議録 

 2020 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 2020 年

度の成果報告会を兼ねた。また、2 回のサブプロ a 運営委員会を実施した。 

※ シンポジウムの講演録・講演動画は、Web サイト(首都圏レジリエンスプロジェクト/ 

データ利活用協議会/イベントアーカイブ) 

https://forr.bosai.go.jp/duc/archives.html にて公開した。 

 

 

(1)首都圏レジリエンスプロジェクト データ利活用協議会  

令和２年度 第 1 回デ活シンポジウム 

COVID-19 禍での事業継続体制における「データ利活用の意義」とは何か 

日時：2020 年 7 月 21 日（火）15 時 00 分～17 時 00 分 

場所:オンライン開催 

 

プログラム 

○はじめに 下村 健一（令和メディア研究所主宰/白鴎大学 特任教授/元 TBS キャスター） 

○あいさつ 石山 信郎（文部科学省 研究開発局 地震・防災研究課 防災科学技術推進室 

室長補佐） 

        平田  直 （防災科研 首都圏レジリエンスプロジェクト総括/  

首都圏レジリエンス研究推進センター センター長） 

○第 1 部：基調講演  

■「目指すべき未来社会におけるデータ利活用の意義と可能性」   

森川 博之（東京大学大学院 工学系研究科 電気系工学専攻 教授）  

○第２部：グループセッション   

■「デ活の新たなステージ・分科会から共通テーマ部会へ 

『共通テーマ部会 A～ゆれの状況を把握する～』が目指すもの」 

木村 玲欧（共通テーマ部会 A 推進役/兵庫県立大学 環境人間学部 教授） 

 

■「共通テーマ部会 A における分科会が果たす役割」 

IoT 技術活用分科会    西村 出 （ IoT 技術活用分科会 会長/ 

(株)セブン-イレブン・ジャパンシステム本部 副本部長） 

建物付帯設備分科会    楠 浩一 （建物付帯設備分科会 会長/ 

東京大学地震研究所 教授） 

集合住宅分科会        堀尾 亮輔 （集合住宅分科会 副会長/  

UR 都市機構 本社 災害対応支援室 事業支援課長） 

○第３部：全体セッション 

「COVID-19 禍での事業継続体制における『データ利活用の意義』とは何か」 

https://forr.bosai.go.jp/duc/archives.html
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＜話題提供＞ COVID-19 禍でのデ活会員組織の事業継続体制の実際 

      田村 圭子（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） 

  下村 健一（令和メディア研究所主宰 / 白鴎大学 特任教授 / 元 TBS キャスター）      

   平田 直  (防災科研 首都圏レジリエンスプロジェクト 総括 / 首都圏レジリエンス

研究推進センター センター長）その他、第 2 部までの登壇者  

  

〇むすび 下村 健一（令和メディア研究所主宰/白鴎大学 特任教授/元 TBSキャスター） 

 

(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２年度 第２回デ活シンポジウム 

今、改めて首都直下地震と向き合う ～観測データを相互利活用するための課題～ 

日時：2020 年 10 月 5 日（月）15 時 00 分～16 時 50 分 

場所:オンライン開催 

 

プログラム 

○はじめに 下村 健一（令和メディア研究所主宰/白鴎大学 特任教授/元 TBS キャスター） 

○あいさつ 鎌田 俊彦（文部科学省 研究開発局 地震・防災研究課長） 

平田 直  （防災科研 首都圏レジリエンスプロジェクト 総括 / 

首都圏レジリエンス研究推進センター センター長） 

〇第１部：基調講演  

「建物観測データが溝を越えて流通するために」 

中島 正愛（株式会社小堀鐸二研究所 代表取締役社長 / 京都大学 名誉教授） 

 

○第２部：グループセッション 

■産官学における観測データ利活用の最前線 

①「地震に関するインデックス保険について」 

浜田 大介（東京海上日動火災保険株式会社 個人商品業務部 部長  

兼 火災グループリーダー） 

②「建築研究所における構造ヘルスモニタリングシステムに関する近年の取組」 

向井 智久 （首都圏レジリエンスプロジェクトサブプロ(c) /  

国立研究開発法人建築研究所 構造研究グループ 主任研究員） 

③「災害発生後の建物に行われる３つの調査・認定」 

田村 圭子（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） 

 

○第３部：全体セッション 

「今、改めて首都直下地震と向き合う～観測データを相互利活用するための課題～」 

下村 健一（令和メディア研究所主宰 / 白鴎大学 特任教授 / 元 TBS キャスター） 
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平田 直 （防災科研 首都圏レジリエンスプロジェクト 総括 /  

首都圏レジリエンス研究推進センター センター長） 

中島 正愛（株式会社小堀鐸二研究所 代表取締役社長 / 京都大学 名誉教授） 

および、第 2 部の出演者 

 

〇むすび 下村 健一（令和メディア研究所主宰/白鴎大学 特任教授/元 TBSキャスター） 

 

(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２年度 第３回デ活シンポジウム 

大規模集客施設における防災力の向上を考える 

日時：2020 年 12 月 18 日（金）15 時 00 分～17 時 10 分 

場所:オンライン開催 

 

プログラム 

○はじめに 下村 健一（令和メディア研究所主宰/白鴎大学 特任教授/元 TBS キャスター） 

○あいさつ 福田 和樹（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） 

平田 直 （防災科研 首都圏レジリエンスプロジェクト 総括 /  

首都圏レジリエンス研究推進センター センター長） 

○第 1 部：基調講演  

「危機対応の国際標準 ～組織をつなぎ社会を守る技術～」   

永松 伸吾（関西大学 社会安全学部 教授 / 防災科研 災害過程研究部門 部門長）  

 

○第２部：グループセッション   

大規模集客施設における災害対応の最前線 

 

① 「成田国際空港における COVID-19 対応の現状と課題」 

松本 健二（大規模集客施設分科会 副会長/成田国際空港株式会社  

空港運用部門 総合安全推進部 運用計画グループ マネージャー） 

田中 一成（厚生労働省 成田空港検疫所 所長 / 医学博士） 

 

② 「関西国際空港における事業継続の取り組み」 

千代 幹也（新関西国際空港株式会社 代表取締役社長） 

升本 忠宏（関西エアポート株式会社 執行役員 副最高運用責任者 

 運用統括部部長） 

 

③「災害発生時の人流データ可視化について」 

柴山 和久（デ活 組織会員 / 株式会社 Agoop 代表取締役社長 兼 CEO） 
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〇第３部：全体セッション 

「大規模集客施設における防災力の向上を考える～今年一年間の災害を振り返って～」 

永松 伸吾（関西大学 社会安全学部 教授 / 防災科研 災害過程研究部門 部門長） 

下村 健一（令和メディア研究所主宰 / 白鴎大学 特任教授 / 元 TBS キャスター） 

平田 直 （防災科研 首都圏レジリエンスプロジェクト 総括 /  

首都圏レジリエンス研究推進センター センター長） 

および、第 2 部の出演者 

 

〇むすび 下村 健一（令和メディア研究所主宰/白鴎大学 特任教授/元 TBSキャスター） 

 

 (4)首都圏レジリエンスプロジェクト令和 2 年度成果報告会(第 4 回デ活シンポジウム) 

「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」 

新たな社会における防災の共通価値を創造するために「励むべきこと」は何か  

日時：2021 年 3 月 2 日（火）15 時 00 分～17 時 15 分 

場所:オンライン開催 

 

プログラム 

○はじめに 下村 健一（令和メディア研究所主宰/白鴎大学 特任教授/元 TBS キャスター） 

○あいさつ 鎌田 俊彦（文部科学省 研究開発局 地震・防災研究課長） 

平田 直（防災科研 首都圏レジリエンスプロジェクト 総括/ 

首都圏レジリエンス研究推進センター センター長） 

〇第１部：成果報告  

■デ活およびプロジェクトにおける本年度の成果と注目研究 

①デ活「データ利活用協議会の活動 ～分科会による共創のステージへ～」  

古屋 貴司（防災科研 首都圏レジリエンスプロジェクト 統括運営 / 首都圏

レジリエンス研究推進センター 地震レジリエンス研究推進室 室長補佐） 

能島 暢呂（防災科研 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 / 岐阜大学 工学部 教授） 

②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に資するデータ利活用に 

向けた連携体制の構築」 

上石 勲 （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 /

首都圏レジリエンス研究推進センター副センター長） 

田村 圭子（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）  

③ 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」 

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 / 

地震津波火山ネットワークセンターセンター長） 

酒井 慎一（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教授） 
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④ サブプロ(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」 

梶原 浩一（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 / 

地震減災実験研究部門 部門長） 

西谷 章 （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 理工学術院 総合研究所 特任研究教授）  

 

○第２部：全体セッション 

新たな社会における防災の共通価値を創造するために「励むべきこと」は何か 

下村 健一（令和メディア研究所 主宰 / 白鴎大学 特任教授 / 元 TBS キャスター） 

平田 直 （防災科研 首都圏レジリエンスプロジェクト 総括 / 

首都圏レジリエンス研究推進センター センター長） 

および、第１部の出演者に加え、視聴者も交えて議論 

〇むすび 下村 健一（令和メディア研究所主宰/白鴎大学 特任教授/元 TBSキャスター） 

 

 

(5) 2020 年度 第１回サブプロ(a）運営委員会 

日時：2020 年 5 月 22 日（金）13:30～15:00 

場所： 遠隔会議（Zoom） 

次第： 

１）本年度の計画  

２）デ活への協力体制  

３）その他  

参加者： 

＜プロジェクト総括＞  

平田 直 （プロジェクト総括 /首都圏レジリエンス研究センター長）  

＜サブ a 研究統括＞  

課題 1  田村圭子 （新潟大学危機管理室 教授） 

課題２  上石 勲 （防災科学技術研究所 雪氷防災研究部門長）  

＜サブ a 分担責任者＞  

課題３_1 松岡昌志 （東京工業大学 環境・社会理工学院 教授） 

 課題３_2 能島暢呂 （岐阜大学工学部 教授）  

 課題 4  井ノ口宗成（富山大学 都市デザイン学部 准教授）  

 課題 5_1 河田惠昭 （関西大学 社会安全研究センター長・特別任命教授）  

 課題 5_2 木村玲欧 （兵庫県立大学 環境人間学部 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 （調査役） 

 古屋貴司 （センター長補佐）  
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＜オブザーバ＞  

酒井慎一 （サブプロ b 統括、東京大学地震研究所 /情報学環・学際情報学府   

教授） 

木村武志 （サブプロ b 分担責任者、防災科学技術研究所 地震津波火山ネット

ワークセンター 主任研究員）  

石山信郎 （文部科学省研究開発局 地震・防災研究課 防災科学技術推進室 

室長補佐）  

遠藤和歌子（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 

調査員）  

 

 

(6) 2020 年度 第２回サブプロ(a)運営委員会 

日時：2021 年 2 月 16 日（火）17:00～19:00 

形式：遠隔会議（Zoom） 

次第： 

１）第 3 回統括委員会（1/12）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＞  

課題 1  田村圭子 （新潟大学危機管理室 教授） 

課題 2  上石 勲 （防災科学技術研究所 雪氷防災研究部門長）  

＜サブ a 分担責任者＞  

課題 3_a 松岡昌志 （東京工業大学 環境・社会理工学院 教授） 

課題 3_b 能島暢呂 （岐阜大学工学部 教授）  

課題 4  井ノ口宗成（富山大学 学術研究部  都市デザイン学系 准教授）  

課題 5_a 木村玲欧 （兵庫県立大学 環境人間学部 教授） 

課題 5_b 河田惠昭 （関西大学 社会安全研究センター長・特別任命教授）  

＜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（防災科学技術研究所 首都圏レジリエンス研究推進センター）＞  

取出新吾 （首都圏レジリエンス研究推進センター センター長補佐）  

古屋貴司 （首都圏レジリエンス研究推進センター 地震レジリエンス  

研究推進室 室長補佐・コーディネーター）  

郡司文彦 （首都圏レジリエンス研究推進センター 地震レジリエンス  

研究推進室 調査役） 

則竹 匠 （首都圏レジリエンス研究推進センター 地震レジリエンス  

研究推進室）  
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＜オブザーバ・研究者＞ 

酒井慎一 （サブ b 研究統括／東京大学 地震研究所 情報学環・学際情報学府   

教授）   

先名重樹 （サブ b 分担責任者／防災科学技術研究所 マルチハザードリスク  

評価研究部門 主幹研究員）  

本多 亮 （神奈川県 温泉地学研究所 主任研究員）  

梶原浩一 （サブ c 研究統括／防災科学技術研究所 兵庫耐震工学研究センター  

センター長）  

倉田真宏 （サブ c 分担責任者／京都大学 防災研究所 准教授）  

＜オブザーバ・文科省＞ 

福田和樹 （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） 

石山信郎 （文部科学省研究開発局 地震・防災研究課  

防災科学技術推進室 室長補佐）  

遠藤和歌子（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 調査員）  
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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 

 

3.1.2   情報インフラ基盤を活用したデータ流通方策の検討 

 

3.1.3   被害拡大阻止のためのフラジリティ関数の検討 

 3.1.3.1  建物フラジリティの検討 

発表成果（発表題目、口頭・

ポスター発表の別）  

発表者氏名  発表した場所 

（学会等名）  

発表時期  国内・

外の別 

Tokyo Metropolitan 

Resilience Project, 

from CSR to CSV, 

Communicating Hazard 

and Risk: What do we 

know about how to make 

this information 

understandable?、 

ポスター発表  

Takashi Furuya, 

Keiko Tamura, 

Danijel 

Schorlemmer 

and  

Naoshi Hirata 

JpGU-AGU 

Joint Meeting 

2020 

2020年 5月

27 日 

国内 

発表成果（発表題目、口頭・

ポスター発表の別）  

発表者氏名  発表した場所 

（学会等名）  

発表時期  国内・

外の別 

複数の被害データセットを

用いた建物被害関数の構築

手 法 に 関 す る 検 討

（COVID-19 により梗概集

のみ発刊） 

鳥澤一晃，  

堀江啓， 

河辺賢， 

松岡昌志，  

井ノ口宗成， 

山崎文雄 

日本建築学会

大会学術講演

会 

2020年 9月 国内 

2018 年北海道胆振東部地

震の広域地震動分布の推定

とアンケート震度との比較

（COVID-19 により梗概集

のみ発刊） 

松岡昌志，  

中嶋唯貴，  

岡田成幸 

日本建築学会

大会学術講演

会 

2020年 9月 国内 

Fragility Curves for 

Building Based on 

Damage Data in Uki City 

due to the Kumamoto 

Earthquake（COVID-19

によりオンライン口頭発

表，Proceedings が発刊） 

K. Torisawa, K. 

Horie,  

K. Kawabe, M. 

Matsuoka,  

M. Inoguchi , F. 

Yamazaki  

The 30th 

European 

Safety and 

Reliability 

Conference 

and the 15th 

Probabilistic 

Safety 

Assessment 

and 

Management 

Conference 

2020 年 11

月 

国外 
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3.1.3.2 インフラフラジリティの検討 

 

3.1.4 災害対応能力向上のための被害把握技術の検討 

 

発表成果（発表題目、口

頭・ポスター発表の別）  

発表者氏名  発表した場所  

（学会等名）  

発表時期  国内・

外の別  

大規模停電に伴う上水道

システムの機能支障に関

する事例調査（口頭）  

丸山喜久，  

永田茂  

土木構造物の復旧

性評価に関するシ

ンポジウム（オン

ライン）  

2021 年 3 月 国内  

地震直後における上・下

水道管路被害リアルタイ

ム推計システムの開発（口

頭）  

皆川大雅，  

庄司学  

土木学会第 75 回年

次学術講演会（オ

ンライン）  

2020 年 9 月 国内  

災害時における停電の復

旧予測の逐次更新に向け

た基礎的検討（口頭）  

加藤宏紀，  

能島暢呂，  

JIAO Yu Yu 

第 40 回地震工学研

究発表会講演論文

集（オンライン）  

2020 年 10 月 国内  

地震時における鉄道運休

期間の予測と震災間比較

（口頭）  

加藤宏紀，  

能島暢呂  

第 76 回土木学会年

次学術講演会（オ

ンライン）  

2021 年 9 月

（発表予定）  

国内  

Modeling Post-

earthquake Lifeline 

Serviceability 

Based on Recent 

Earthquake Damage in 

Japan（ポスター）  

Kato, H. 

and  

Nojima, N.  

17th World 

Conference on 

Earthquake 

Engineering（ハ

イブリッド）  

2021 年 9 月

（発表予定、

2021 年 9 月に

会議延期）  

国外  

 

 

発表成果（発表題目、口

頭・ポスター発表の別） 

発表者氏名  発表した場所 

（学会等名）  

発表時期  国内・

外の別 

被害状況把握における単

位面積あたりの時間コス

トに着目した手法別効率

性比較分析広域災害の発

生直後における被害の概

況把握に資する研究  ～ 

平成 30 年 7 月西日本豪雨

災害を事例として  ～ ,口

頭 

井ノ口 宗成 電子情報通信学会  

安全・安心な生活

と ICT 研究会 

2020 年７月 国内 

画像解析による層破壊被

害をうけた建築物の抽出 ,

口頭 

河辺 賢・ 

堀江 啓・ 

井ノ口  宗成

松岡 昌志 

人工知能学会  

第 34 回全国大会  

2020 年 6 月 国内 
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3.1.5.1 事例業務における事業継続能力の向上のための業務手順の確立 

 

3.1.5.2 業務手順確立のための事業継続ガバナンスの確立 

   

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 

発表成果（発表題目、口

頭・ポスター発表の別） 

発表者氏名  発表した場所 

（学会等名）  

発表時期  国内・

外の別 

デ活の新たなステージ・分

科会から共通テーマ部会

へ「共通テーマ部会 A～ゆ

れの状況を把握する～」が

目指すもの、口頭 

木村玲欧 令和 2 年度 第 1 回

デ活シンポジウム

「COVID-19 禍で

の事業継続体制に

おける『データ利

活用の意義』とは

何か 」 

2020 年 7 月

21 日 

国内 

災害対応工程管理システ

ム BOSS とマニュアルに

よる新型コロナウイルス

流行下での避難所運営を

事例とした対応行動の比

較、口頭 

安 井 あ り

紗・沼田宗

純 

日本地震工学会・

大会、C-3-2、一般

講演、2020. 

※優秀発表賞  受

賞 

2020 年 12 月

2 日 

国内 

発災初動期における効果

的な応援・受援体制の確立

に向けた検討、口頭 

沼田宗純 地 域 安 全 学 会 、

2020 年度 第 47

回  研 究 発 表 会

（秋季）、発表番号

28 

2020 年 11 月

1 日 

国内 

発表成果（発表題目、口頭・

ポスター発表の別）  

発表者氏名  発表した場所  

（学会等名）  

発表時期  国内・

外の別 

コロナ・パンデミックは都

市災害だ～感染症の専門

家だけでは制御不可能～ ,

口頭 

河田惠昭 日本救急看護学会  2020 年 12 月 1

～31 日（配信） 

国内 

掲載論文（論文題目）  発表者氏名  発表した場所 

（雑誌等名）  

発表時期  国内・

外の別 

Validation of 

CyborgCrowd 

Implementation 

Possibility for 

Situation Awareness in 

Urgent Disaster 

Response -Case study 

of International 

Disaster Response in 

2019- 

Munenari 

Inoguchi, 

Keiko 

Tamura, 

Kousuke Uo, 

Masaki 

Kobayashi 

Proceedings of 

IEEE BigData 

2020, pp.10 

2020 年 12 月 国外 



123 

 

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 

・査読付き 

 

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 

 

・ 査読なし 

掲載論文（論文題目）  発表者氏名  発表した場所 

（雑誌等名）  

発表時期  国内・

外の別 

Interdisciplinary and 

Industry-Academia 

Collaboration 

Research for 

Enhancing Social 

Resilience to Natural 

Disasters in the Tokyo 

Metropolitan Area –

DEKATSU Activity– 

Takashi 

Furuya and 

Naoshi 

Hirata  

Journal of 

Disaster 

Research Vol.16 

No.4 

2021 年 6 月 

（掲載決定）  

国外 

掲載論文（論文題目）  発表者氏名  発表した場所 

（雑誌等名）  

発表時期  国内・

外の別 

Collapsed Building 

Detection Using 3D 

Point Clouds and Deep 

Learning 

H. Xiu, T. 

Shinohara, 

M. 

Matsuoka, 

M. Inoguchi, 

K. Kawabe, 

K. Horie 

Remote Sensing, 

MDPI 

2020 年 12 月 国外 

2016 年熊本地震におけ
る宇城市の罹災証明デ
ータに基づく建物被害
関数の検討 

鳥澤一晃，  

松岡昌志，  

堀江啓， 

井ノ口宗成，
山崎文雄 

日本地震工学会  

論文集 

2021 年 2 月 国内 

掲載論文（論文題目）  発表者氏名  発表した場所 

（雑誌等名）  

発表時期  国内・

外の別 

Extraction of Story-

Collapsed Buildings by 

the 2016 Kumamoto 

Earthquake Using 

Deep Learning 

K. Kawabe, 

K. Horie,  

M. Inoguchi, 

M. Matsuoka, 

K. Torisawa, 

W. Liu,  

F. Yamazaki 

Proceedings of 

the 17th World 

Conference on 

Earthquake 

Engineering 

Proceedings

のみ 2020 年 9

月発刊
(COVID-19 に
より会議は
2021 年 9 月に
延期)  

国内 

Analysis of Building 

Damage in Abira Town 

due to the 2018 

Hokkaido Eastern 

Iburi Earthquake 

Japan 

K. Horie,  

K. Kawabe, 

M. Inoguchi, 

M. Matsuoka, 

K. Torisawa, 

W. Liu, 

F. Yamazaki 

Proceedings of 

the 17th World 

Conference on 

Earthquake 

Engineering  

Proceedings

のみ 2020 年 9

月発刊
(COVID-19 に
より会議は
2021 年 9 月に
延期)  

国内 
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3.1.3.2 インフラフラジリティの検討 

・ 査読付き 

 

 

 

Detection of Damage 

Status of Buildings in 

the 2016 Kumamoto 

Earthquake Using 

Deep Learning With 

On-Site Photos 

W. Liu,  

K. Tozawa,  

Y. Maruyama,  

F. Matsuoka, 

F. Yamazaki, 

K. Horie 

Proceedings of 

the 17th World 

Conference on 

Earthquake 

Engineering  

Proceedings

のみ 2020 年 9

月発刊
(COVID-19 に
より会議は
2021 年 9 月に
延期)  

 

 

国内 

Fragility Curves of 

Wooden Buildings 

Based on Damage 

Data from the 2016 

Kumamoto 

Earthquake in Uki 

City 

K. Torisawa, 

K. Horie,  

M. Matsuoka, 

F. Yamazaki, 

M. Inoguchi 

Proceedings of 

the 17th World 

Conference on 

Earthquake 

Engineering  

Proceedings

のみ 2020 年 9

月発刊
(COVID-19 に
より会議は
2021 年 9 月に
延期)  

国内 

Preliminary Study on 

Development of LiDAR 

Point Cloud Dataset 

for Earthquake 

Damage Mapping by 

3D Machine Learning 

H. Xiu,  

M. Matsuoka, 

M. Inoguchi, 

K. Kawabe,  

K. Horie 

Proceedings of 

the 17th World 

Conference on 

Earthquake 

Engineering  

Proceedings

のみ 2020 年 9

月発刊
(COVID-19 に
より会議は
2021 年 9 月に
延期)  

国内 

Structural Type and 

Damage Class of 

Demolished Buildings 

in Mashiki after the 

2016 Kumamoto 

Earthquake 

Y. 

Kushiyama, 

M. Matsuoka 

Proceedings of 

the 17th World 

Conference on 

Earthquake 

Engineering  

Proceedings

のみ 2020 年 9

月発刊
(COVID-19 に
より会議は
2021 年 9 月に
延期)  

国内 

掲載論文（論文題目）  発表者氏名  発表した場所  

（雑誌等名）  

発表時期  国内・

外の別  

数量化理論 I 類に基づく

上水道管路の被害率に

及ぼす影響要因の定量

化 

田口裕貴，  

丸山喜久  

土木学会論文集 A1

（ 構 造 ・ 地 震 工

学），Vol. 76, No. 4, 

pp. I_106-I_114 

2020 年 9 月 国内  

2018 年北海道胆振東部

地震において被災した

下水道埋設管路の被害

の傾向  

皆川大雅，  

庄司学  

土木学会論文集 A1

（ 構 造 ・ 地 震 工

学），Vol.76，No.4，

pp.I_716-I_726 

2020 年 9 月 国内  

災害時における停電の

復旧予測の逐次更新に

向けた基礎的検討  

加藤宏紀，  

能 島 暢 呂 ，

JIAO Yu Yu 

土木学会論文集 A1 

Vol.77（登載決定） 

2021 年 9 月 

 

国内  
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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 

・ 査読付き 

 

・ 査読なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

掲載論文（論文題目）  発表者氏名  発表した場所 

（雑誌等名）  

発表時期  国内・外

の別 

Validation of 

CyborgCrowd 

Implementation 

Possibility for Situation 

Awareness in Urgent 

Disaster Response -Case 

study of International 

Disaster Response in 

2019- 

Munenari 

Inoguchi, 

Keiko 

Tamura, 

Kousuke 

Uo, Masaki 

Kobayashi 

Proceedings of 

IEEE BigData 

2020, pp.10 

2020 年 12

月 

国外 

Challenge of Roof 

Damage Housings 

Detection from Satellite 

Images by Applying 

Deep Learning 

Methodology -A Case 

Study of Ibaraki City at 

2018 Osaka 

Earthquake- 

Munenari 

Inoguchi, 

Seiichi 

Hara, 

Kazuya 

Shirai and 

Atsushi 

Imai 

Proceedings of the 

35th 

International 

Technical 

Conference on 

Circuits/Systems, 

Computers and 

Communications, 

pp.5 

2020 年 7 月 国外 

掲載論文（論文題目）  発表者氏名  発表した場所 

（雑誌等名）  

発表時期  国内・外

の別 

被害状況把握における単

位面積あたりの時間コス

トに着目した手法別効率

性比較分析広域災害の発

生直後における被害の概

況把握に資する研究  ～ 

平成 30 年 7 月西日本豪雨

災害を事例として  ～ 

井ノ口 宗成 電子情報通信学会  

安全・安心な生活

と ICT 研究会,  

IEICE-ICTSSL 

2020-10, Vol.120, 

No.106, pp.11-16 

2020年 7月 国内 

画像解析による層破壊被

害をうけた建築物の抽出 

河辺 賢・ 

堀江 啓・ 

井ノ口  宗成

松岡 昌志 

人工知能学会 , 第

34 回全国大会 ,  

ROMBUNNO.4Ri

n1-32, pp.2 

2020年 6月 国内 



126 

 

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 

（雑誌等名）  

発表時期  国内・
外の別 

The Determinants of 

Residents' Evacuation 

Behavior in the 

Torrential Rain 

inWestern Japan in 

2018: Examination of 

Survey Data of Victims 

in Okayama Prefecture 

OHTOMO, 

S., KIMURA, 

R., KAWATA, 

Y. and 

TAMURA, K. 

Journal of 

Disaster 

Research, Vol.15, 

No.7, pp.1011-

1024 

2020 年 12 月 国外 

The Influence of 

Residents’ Resilience 

on the Recovery in the 

Torrential Rain in 

Western Japan in 2018 

OHTOMO, S. 

and 

KIMURA, R. 

Risk Analysis, 

13pp. 

2021 年 1 月 国外 

Understanding 

Disorientation that 

Occurs Immediately 

after Earthquake 

KIMURA, R. 

and 

KADOWAKI, 

A. 

17th World 

Conference on 

Earthquake 

Engineering 

Conference 

Proceedings, 

No.7f-0002(11pp.) 

Proceedings

のみ 2020 年
9 月発刊 

(会議は 2021

年 9 月に延
期) 

国外 

Study on Features of 

Rumors Generated at 

the Time of Disaster: 

Characterization of 

Actual Rumors" 

KIMURA, R. 

and IWAO, 

A. 

17th World 

Conference on 

Earthquake 

Engineering 

Conference 

Proceedings, 

No.7f-0001(12pp.) 

Proceedings

のみ 2020 年
9 月発刊 

(会議は 2021

年 9 月に延
期) 

国外 

The 2016 Kumamoto 

Earthquakes' 

Influence on 

Residents' Risk 

Perception 

OHTOMO, 

S., KIMURA, 

R. and 

HIRATA, N. 

17th World 

Conference on 

Earthquake 

Engineering 

Conference 

Proceedings, 

No.7f-0004(7pp.) 

 

Proceedings

のみ 2020 年
9 月発刊 

(会議は 2021

年 9 月に延
期) 

国外 

Development of 

Matching Modeling for 

Human Resource 

Allocation of Shelter 

Management by the 

Set Theory 

Muneyoshi 

Numada 

Journal of 

Disaster 

Research Vol.16 

No.4, 2021 

2021 年 6 月
1 日発行予定 

(掲載決定) 

国外 

A Report of the 

Questionnaire Survey 

on Awareness of 

COVID-19 and 

Shelters 

 

 

A. Yasui and 

M. Numada 

Journal of 

Disaster 

Research Vol.16 

No.4, 2021 

2021 年 6 月
1 日発行予定  

(掲載決定)  

国外 
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・ 査読なし 

発災初動期における効
果的な応援・受援体制
の確立に向けた検討  

沼田宗純・坂
東 淳・中野
真太 

地域安全学会論文
集、No.37、pp. 

227-238 

2020 年 11 月
1 日 

国内 

Disaster Management 

Process Approach: 

Case Study by BOSS 

for Disaster Response 

under COVID-19 

A. Yasui, M. 

Numada, 

and C. 

Krishna 

IntechOpen, 

2020. 

[Online First], 

2020 年 12 月
17 日 

国外 

A Study on the 

Current Situation of 

Prearranged Shelter 

Management in Japan 

for Making a Standard 

Operation Procedure 

Arisa Yasui, 

Muneyoshi 

Numada, 

Makoto 

Bando, 

Shintaro 

Nakano and 

Chaitanya 

Krishna 

International 

Journal of 

Environmental 

Research and 

Public Health, 

2020, 17(24). 

 

2020 年 12 月
20 日 

国外 

地方自治体の災害対応
における人員配置の最
適化に向けたシミュレ
ーション手法の開発  

井上 雅志・
福岡淳也・沼
田宗純・目黒
公郎 

地域安全学会論文
集、No.37、
pp.359-370 

2020 年 11 月
1 日 

国内 

Development of the 

Training Tool "KUG" 

for Temporary Lodging 

Facilities and 

Companies for 

Stranded Commuter 

U HIROI，
Jun 

SHINDO, 

Tsuyoshi 

KUROME, 

Sakurako 

MIYATA 

Journal of 

Disaster 

Research，  

Vol.16 No.4． 

2021 年 6 月
1 日発行予定  

(掲載決定) 

国外 

掲載論文（論文題目）  発表者氏名  発表した場所 

（雑誌等名）  

発表時期  国内・

外の別 

特集  保育現場における

水害への備え・発生時

の対応 

木村 玲欧 ぜんほきょう（全

国保育協議会） , 

No.328 (2020 

August), pp.2-7 

2020 年 8 月 国内 

「わがこと意識」で乗り

切る自助・共助・公助

の自然災害 

木村 玲欧 地方公共団体の危

機管理に関する研

究会（一般社団法

人  日本防火・危

機管理促進協会） , 

地方公共団体の危

機 管 理 講 演 録 ⑨

（2020 年), pp.67-

87 

2021 年 3 月 国内 

新型コロナウイルス禍

における効果的な災害

対応を実現するための 6

つの観点 

沼田 宗純 学会誌「都市計画」

349 号（2021 年 3

月号）、公益社団法

人日本都市計画学

会 

2021 年 3 月

15 日 

国内 
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3.1.5.2 業務手順確立のための事業継続ガバナンスの確立 

・査読付き 

掲載論文（論文題目）  発表者氏名  発表した場所  

（雑誌等名）  

発表時期  国内・ 

外の別 

私たちは都市災害を攻

略できるのか  

河田惠昭 建築と社会

Vol.101、

No.1181、pp.27-

31 

2020 年 8 月

1 日 

国内 

巻頭言 豪雨災害の「相

転移」の発生とその解決

策「縮災」 

河田惠昭 地質と調査

Vol.156、pp.1-6 

2020 年 11

月 20 日 

国内 

相転移する社会災害へ

の対処－COVID-19 と豪

雨災害の場合－  

河田惠昭 社会安全学研究

Vol.11、pp37-56 

2021 年 3 月

30 日 

国内 

 

・査読なし 

掲載論文 

（論文題目）  

発表者氏名  発表した場所  

（雑誌等名）  

発表時期  国内・ 

外の別 

時流  コロナウイルス

のパンデミックの教訓

－いま、BCP を見直せ

ば、まだ間に合う国難災

害－ 

河田惠昭 野村資本市場

Vol.23-4、pp.3-4 

2020 年 5 月

1 日 

国内 

首都圏内での水害リス

ク 

河田惠昭 積算資料  

pp.8-12 

2020 年 5 月 1

日 

国内 

「日本水没」が起こる日 

殺人級大雨と巨大複合

災害 

河田惠昭 季刊 社会運動

No.439、pp.24-34 

2020 年 7 月

15 日 

国内 

異常気象新時代  日本

中に水害リスク  

河田惠昭 月刊保団連

No.1329、pp.4-9 

2020 年 9 月 1

日 

国内 

自治体防災の先端的実

践論第 9 回 災害や感染

症にはトランス・サイエ

ンスとして対処  

河田惠昭 日経グローカル

No.402、pp.38-39 

2020 年 12 月

21 日 

国内 

首都の水害対策  河田惠昭 ベース設計

No.187、pp.59-61 

2020 年 12 月

20 日 

国内 

変貌する災害列島と縮

災○59  新常態時代に大量

の災害情報をどう処理

するか 

河田惠昭 Water&Life 

No.658、p22 

2021 年 3 月 1

日 

国内 

東日本大震災の総括の

試みと縮災 

河田惠昭 21 世紀ひょうご  

Vol.30、pp3-17  

2021 年 3 月

25 日 

国内 
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2) マスコミ等における報道・掲載 

  

3.1.1 プロジェクト総括とデータ利活用協議会の設置・運営 

 

 

報道・掲載された成果  

（記事タイトル）  

発表者氏名  発表した場所  

（新聞名・TV 名） 

発表時期  国内・

外の別 

被 災 者 支 援 シ ス テ ム 

自治体導入 3 割 オンラ

イン化 やっと本腰  

田村圭子 東京新聞  2021 年 3 月

25 日 

国内 

東日本大震災 10 年 在

宅避難に目配りを  安

否確認のルール必要  

田村圭子 新潟日報社  2021 年 3 月

9 日 

国内 

東日本大震災 10年 「今

は災害前」意識しよう 

避難所  心身の健康注

意 

田村圭子 読売新聞  2021 年 3 月

10 日 

国内 

忙しくなってもストレ

スは強くなる。感染症対

策は企業や組織でこそ

行うべき 

田村圭子 d's JOURNAL（デ

ィ ー ズ ジ ャ ー ナ

ル） 

2020 年 12 月

23 日 

国内 

防災力の向上に資する

データ利活用協議会の

設置・運営 

田村圭子 新潟大学地域創生

推進機構  

つながる研究 研

究シーズ集  

2020 年 11 月

26 日 

国内 

感染症と事業継続計画 

コロナ禍の業務状況を

調査 

田村圭子 聖教新聞  2020 年 11 月

17 日 

国内 

かがくアゴラ  コロナ

禍のストレス配慮を  

田村圭子 日本経済新聞  2020 年 8 月

28 日 

国内 

津波災害からどう身を

守るか  対策次第  犠

牲減らせる 「事前の協

力者」増やして  

田村圭子 新潟日報社  2020 年 6 月

16 日 

国内 

各自で大雨被害相次ぐ

なか、「スピードが大事」

罹災証明書の発行学ぶ

研修会 新潟 

田村圭子 NST ニュース 2020 年 7 月

29 日 

国内 

災害大国  台風 19 号 

地域独自のルールで備

え 判断助ける 

田村圭子 朝日新聞  2020 年 5 月

25 日 

国内 

災害時被災者生活再建

をいかに支えるか  

田村圭子 地域ケアリング  

6 月号 

2020 年 6 月

25 日 

国内 

災害避難  高齢者らど

う誘導 

田村圭子 読売新聞  2020 年 4 月

14 日 

国内 
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3.1.5.1 事例業務における事業継続能力の向上のための業務手順の確立 

 

 

3.1.5.2 業務手順確立のための事業継続ガバナンスの確立 

報道・掲載された成果  

(記事タイトル) 

発表者氏名  発表した場所  

（新聞名・TV 名） 

発表時期  国内・

外の別 

「防災省」創設 議論

進まず 

河田惠昭 北海道新聞社  2020 年 8 月

14 日 

国内 

報道・掲載された成果  

（記事タイトル）  

発表者氏名  発表した場所  

（新聞名・TV 名） 

発表時期  国内・

外の別 

「災害時の避難の判断

に新型コロナ影響」回

答の約 9 割 NHK 調査 

木村 玲欧 NHK NEWS WEB 2021 年 3 月

1 日 

国内 

広域避難 住民どこへ／

台風 19 号 残した課題

／東京東部 5 区最大

250 万人／自治体主導

の対応限界 

木村 玲欧 日経新聞 朝刊

（43・社会） 

2020 年 10

月 14 日 

国内 

真備 危うい復興／目立

つ平屋再建 垂直避難に

不安／西日本豪雨 5700

棟浸水 

木村 玲欧 読売新聞 朝刊

（30・社会） 

2020 年 8 月

31 日 

国内 

論点 豪雨災害から命

を守る／２段階スイッ

チで行動を（兵庫県立

大教授 木村玲欧）  

木村 玲欧 毎日新聞 朝刊

（11・オピニオ

ン） 

2020 年 7 月

17 日 

国内 

進む感染防止策と事業

継続における課題／新

型コロナウイルス感染

症への対応状況に関す

る緊急調査（兵庫県内

企業） 

木村 玲欧 リスク対策 .com

（新建新聞社）  

2020 年 6 月

29 日 

国内 

＜拝見！あなたの防災

訓練＞新型コロナ・避

難所運営の実証実験と

して特集 

沼田 宗純 NHK 総合 2020 年 7 月

10 日 

国内 

災害対策トレーニング

センター（DMTC, 

Disaster Management 

Training Center） 

による新型コロナウイ

ルス禍における災害対

応の活動 

沼田 宗純 生研ニュース  

No.186 

2020 年 10

月 1 日   

国内 
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災 害 か ら 企 業 を 守 る

CRE 戦略～不動産は人

と企業を守り抜けるか

～ 

河田惠昭 日本経済新聞社  2020 年 8 月

20 日 

 

国内 

危機管理  在職中の大

災害想定を 

河田惠昭 神戸新聞社  2020 年 9 月

24 日 

国内 

都構想 論戦が活発化  河田惠昭 毎日新聞社  2020 年 10

月 5 日 

国内 

国難を迎え撃つために：

一刻も早い防災省創設

が必要 

河田惠昭 日本ドットコム  2020 年 12

月 7 日 

国内 

県民会議が「安全の日宣

言」 

河田惠昭 神戸新聞社  2021 年 1 月

17 日 

国内 

ぼうさい甲子園  河田惠昭 毎日新聞社  2021 年 1 月

29 日 

国内 

感染症と災害  どう対

応 

河田惠昭 朝日新聞  2021 年 2 月

11 日 

国内 

東日本大震災 10 年 復

興の検証と未来への提

言 

河田惠昭 NHK、視点・論点  2021 年 3 月

10 日 

国内 

東日本大震災 10 年「今

は災害前」意識しよう  

河田惠昭 読売新聞  2021 年 3 月

10 日 

国内 

 

・新聞報道は上記の他に 16 件 

  




