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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、2020 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、2020 年度において、引き続き研究統括体制において、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を推進します。

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、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では、「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」、インフラにおいては「機能的被

害からの復旧見込みをシミュレーションするための復旧曲線を構築を行う」、早期被害把

握においては「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」、事業継続においては「業務手順の確立のための要素分析・

検証・提案を実施し、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」等の研究活動を推進します。 
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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 役職 氏名 担当課題 

新潟大学 危機管理室  教授      田村 圭子  研究統括 

3.1.1 

防災科学技術研究所雪氷防災研究部門  

首都圏レジリエンス研究推進センター  

部門長 

副センター長 

上石 勲 研究統括 

3.1.2 

京都大学 防災研究所   教授 牧 紀男 3.1.1 

政策研究大学院大学  

防災・危機管理コース  

ディレクター   武田 文男 3.1.1  

医療法人社団医凰会 医療危機管理部  部長 秋冨 慎司 3.1.1 

消防庁消防大学校 消防研究センター 

技術研究部  

部長 細川 直史 3.1.1 

防災科学技術研究所災害過程研究部門  副部門長  鈴木 進吾 3.1.2 

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   

センター長補佐
(プロジェクト
連携担当) 

取出 新吾 3.1.2 

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

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) 

古屋 貴司 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 

千葉大学 大学院工学研究院  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 

東海国立大学機構岐阜大学 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 

東海国立大学機構岐阜大学 工学部 研究員 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 環境人間学部・大学院

環境人間学研究科  

教授 木村 玲欧 3.1.5.1 

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 

関西大学 社会安全研究センター  センター長・  

特別任命教授  

河田 惠昭  3.1.5.2 

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)２０２０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、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。  

 

(c) 担当者 

所属機関 役職 氏名 

新潟大学 危機管理本部 危機管理室 教授 田村圭子 

京都大学 防災研究所   教授 牧 紀男 

政策研究大学院大学 防災・危機管理コース   ディレクター   武田文男 

医療法人社団医凰会 医療危機管理部  部長 秋冨慎司 

消防庁消防大学校 消防研究センター 技術研究部   部長 細川直史 

  

 

 



5 

 

(2) ２０２０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 

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（4/14）、第2回拡大統括

委員会（7/31）、第3回統括委員会（1/12）を実施し、研究進捗の共有・管理を実施した。 

 

表 1  2020 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回統括委

員会 

4 月 14 日(火)  

16:00～18:00 

遠隔会議

（Zoom） 

（１）はじめに 平田センター長挨拶、文科省

挨拶 

（２）2020 年度戦略と年間スケジュール 

・ 共通テーマ部会・分化会の進め方について 

・ デ活イベント等のスケジュール 

（３）2020 年度実施計画の概要（各サブプロ

ジェクト(a)(b)(c)統括より報告） 

・ デ活をさらに強化するためにどう貢献でき

るか 

・ 各サブプロ主催のイベントや研究会につい

て 

（４）討論 

・ デ活イベント・分化会の進め方について 

・ 各サブプロ主催のイベントや研究会につい

て 

（５）その他 

第２回統括委

員会（拡大統

括委員会） 

7 月 31 日

（金）13:30

～16:00 

 

遠隔会議

（Zoom） 

（１）はじめに 文科省挨拶、平田センター長

挨拶、林理事長挨拶 

（２）2020 年度第 1 四半期の進捗状況 

・共通テーマ部会の進捗状況 

・サブプロの進捗状況 

（３）討議 

・プロジェクトの出口に向けて 

・ポストプロジェクトへの挑戦 

（4）その他 

・デ活イベント等のスケジュールの確認 

第３回統括委

員会 

1 月 12 日

（火）10:00

～12:30 

遠隔会議

（Zoom） 

（１）はじめに 平田総括挨拶、文科省挨拶 

（２）2020 年度実施成果の進捗状況および次

年度計画案 

事務局および各サブプロ統括より報告 

（３）2021 年度戦略 

次年度予算配分戦略について 

次年度計画にかかる意見交換 

（４）その他 
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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。  

 

表 2 2020 年度 サブプロ a の運営委員会  

委員会 日時 会議室 議事 

第 1 回運営

委員会 

5 月 22 日

（金）

13:30～

15:00 

遠隔会議

（Zoom） 

１）本年度の計画  

２）デ活への協力体制  

３）その他  

第 2 回運営

委員会 

2 月 16 日

（火）

17:00～

19:00 

遠隔会議

（Zoom） 

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  

 

b.「協議会」の設置・運営 

データ利活用協議会の活動を社会に定着させるために、データ利活用協議会シンポジ

ウム及び成果報告会（第1回（7/21）、第2回（10/5）、第3回（12/18）、第4回および成果報

告会（3/2））を開催・運営し、イベント・ＨＰ等での広報を実施した。データ利活用協議

会シンポジウム等においては、データ利活用協議会における分科会活動の報告を実施し

た。 

 

表 3 データ利活用協議会シンポジウム等における分科会活動の報告状況  

第 1

回 

2020 年７月

21 日（火）

15:00-17:00  

Web 開催

（YouTube 

Live 配信) 
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第 2

回 

2020 年 10

月 5 日(月）

15:00-16:50 

Web 開催

（YouTube 

Live 配信) 

 

第 3

回 

2020 年 12

月 18 日

（金） 

15:00-17:10 

Web 開催

（YouTube 

Live 配信) 
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第 4

回 

（成

果報

告

会） 

2021 年 3 月

2 日（火）

15:00-17:15 

Web 開催

（YouTube 

Live 配信) 

 

 

データ利活用協議会については、年４回のデータ利活用協議会の成果共有・広報のため

のイベントへの参加者が増加するとともに、会員企業・団体が拡充した。その中で、具体

テーマ・課題に対する分科会が成立し、活動が活発化しており、その活動を通して、デー

タ利活用に関して協議を進めている。2021年2月21日現在においては、会員数は、正会員

73企業・団体、15個人となっている。 

 

 

 

図1 データ利活用協議会の活動推進（2021年2月21日現在） 

 

400弱 企業・団体・個人

1 企業・団体

0 個人

7 分科会

3 WG（分科会の準備会）

✓ リピーター/関心高い層は各種活動の結果：増
✓ その内、具体的なデータ利用・提供、フィールドトライアルをさせていただ

ける組織・団体と分科会等で研究活動に組み込んだ

73 企業・団体

15 個人

1,500超 企業・団体・個人

8 分科会

※重複カウントなし

令和２年度（2021年2月1日時点）

デ活

理事会

正会員
特に参画意思が高い層の抽出

⇒防災科研のパートナー/カスタマーの抽出

イベント参加
イベントを通じた成果発信

⇒成果に対するフィードバックの獲得

分科会・WG活動
具体企業/組織が持つ技術・データ・ネットワーク、

ニーズを基として各サブプロ横断で連携

戦略決定
首都圏を支える企業役員を中心とした

デ活の運用についての協議

平成30年度

令和元年度

・理事会設立

・分科会設立
/ワーキンググループ

・分科会の活性・拡充/共通テーマ部会設立
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図2 データ利活用協議会 会員一覧（2021年2月1日現在） 

 

 データ利活用協議会においては、会員企業のうち、特に研究者との研究・実装活動を集

中的に実施する分科会活動を実施した。8分科会における今年度の活動状況を表4で示す。

活動内容については、先に述べた通り（表3）、年4回のデータ利活用シンポジウムにおい

て、報告・共有を実施した。 
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表 4 「共通テーマ部会」「分科会」の 2020 年度の活動 
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図 3 事例：分科会の 2020 年度の活動 

 

データ利活用協議会の自律性を確保するため設けているデータ利活用協議会の参画企

業や研究者からなるデータ利活用協議会・理事会において、データ利活用協議会の活動に

かかる情報共有や推進を実施した。理事会の活動を通して、データ利活用にかかるルール

と統一規格の検証について議論・検討した。(表 5) 

 

表 5 2020 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 回デ活

理事会 

10 月 2 日

(金) 11:30

～12:00 

遠隔開催

（Zoom） 

(1) 平田直 理事会会長挨拶  

(2) 参加メンバーのご紹介 

(3) 議事 

①新役員就任について  

②分科会・共通テーマ部会の活動状況に

ついて 

③プロジェクト評価について  

④規約等の見直しについて  

⑤その他  

第 2 回デ活

理事会 

２月 17 日

(水) 11：30

～12：00 

遠隔開催

（Zoom） 

(1) 平田直 理事会会長挨拶  

(2) 参加メンバーのご紹介 

(3) 議事 

 ①デ活の活動状況について  

 ②規約等の見直しについて  

 ③プロジェクトの５年目に向けて  

 ④その他  
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(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 回統括委員会（4/14）、第 2 回拡

大統括委員会（7/31）、第 3 回統括委員会（1/12）を実施し、研究進捗の共有・管理

を実施した 

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。「図 3 事例：分科会の 2020 年度の活動」に示すように実証実験や研修実施

など共同研究の成果を共同で社会実装する取り組みも進んでいる。  

具体的には、行政課題分科会においては、サブプロ(b)とも連携し、分科会参画団

体である川崎市において、災害対応組織としての行政課題（図 4）を解決するため

に、プロジェクトと共同で図上訓練を実施した。  

大阪北部地震の災害シナリオと当該地震災害の被災自治体である茨木市の実際の

対応データを、川崎市に時空間的に展開する訓練シナリオ構築ツール（連携プロジ

ェクト PRISM で開発）を活用し、「もし大阪北部地震が川崎市で起こった

ら・・・」に対して、行政職員が図上対応訓練を実施した。川崎市では政令市とし

て「区と市の連携をいかに進めるか」を訓練目的とし、このシナリオに基づいて、

幸区と川崎市の職員が図上訓練に参加した。この様子をプロジェクト関係者はオン

ライン越しに見学・参加し、議論に参加した。  

 

 

図 4 川崎市が考える地震災害における行政課題  

 

 生活再建分科会では、これまでの研究成果に基づき、1）行政職員向けの研修
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プログラムを構築する、2）コロナ禍における効果的な行政職員の研修形態を検討

する、を実施した。罹災証明書発行研修（第 1 回）では、行政対応者役、被災者役

による応対デモ映像とシステムツールの画面を合成し、新潟県が主催する市町村向

け行政職員向けのオンライン研修で実装した。住家被害認定調査研修（第 2 回）で

は、建物被害の被害程度を着せ替えできる住宅の模型をデザイン・作成し、同じく

新潟県主催の研修で実装した。参加者からは「応対の様子とシステムツールの遷移

が同時に見られることで、遠隔での演習も問題なくできた」「住宅模型があることで

具体的なイメージがわいた」等、好評価を得た。第 1 回（7/28-29）罹災証明書発行

にかかる研修では、22 市町村、85 人の参加、第 2 回（12/14）住家被害認定調査に

かかる研修では、19 市町村、57 人の参加があり、前年度までの対面型研修の 3 倍

前後の参加者があり、非対面でも一定の効果を上げることが実証された。  

来年の最終年度は、プロジェクト終了後のデータ利活用協議会の自律的な継続を

目指して、協議会の在り方検討を加速させる体制を構築する。  

 

(d) 引用文献 

特になし 

 

(e) 学会等発表実績  

1) 学会等における口頭・ポスター発表 

なし 

 

2) 学会誌・雑誌等における論文掲載 

・ 査読付き 

 

・ 査読なし 

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 
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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  

（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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 (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) ２０２１年度業務計画案 

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。「最終報告」における成果のとりまと

めを実施する。最終報告書を作成する。 

 

b.「協議会」の設置・運営 

高い災害回復力を持つ社会の実現のためのデータ利活用のルールと規格の標準化 に必要

な要件をまとめ、データの互換性、品質の保持、相互理解を推進し、安全・安心なデータ利

活用の実現・普及を目指す。 

 

●5年間まとめ 

サブプロの成果をとりまとめ、特に首都圏の直下型地震における組織の事業継続に資する

成果を整理し、データ利活用協議会の参画組織を中心に成果の発信に努める。データ利活用

協議会については、今後の継続的な活動の発展のために必要に応じて、主旨体制を引き継ぐ

環境整備を検討する。 
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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)２０２０年度業務目的 

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。  

 

 (c) 担当者 

所属機関 役職 氏名 

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推進センター  

副センター長 

上石 勲 

 

災害過程研究部門 副部門長 鈴木進吾 

 

首都圏レジリエンス研究推進センター 

センター長補佐（プロジェクト連携担当） 

取出新吾 

 

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） 

古屋貴司 

  

(2) ２０２０年度の成果 

(a) 業務の要約 

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した。特に、データ利活用協議会や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、ヒアリング調査等から共

有化を検討するとともに、防災データの連携についてのガイドライン作成の資料とした。

また、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っ

た。 

 

(b) 業務の成果 

1)データ連携に関する新しい取り組み 

a）データ流通市場の活用検討 

データ利活用協議会（デ活）において、一部企業からのデータが提供は行われているが、
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十分にデータの利活用が促進されたとは言い難い状況にある。この状況を打開する策の１

つとして、既存のデータ取引市場の活用を検討することし、データ流通、データ主導社会

の実現を目指しているデータ流通推進協議会（DTA、2021 年 4 月 1 日より⼀般社団法⼈ デ

ータ社会推進協議会（Data Society Alliance：DSA））からヒアリング等を行うことで最新

の動向を調査し、今後の方向性を検討することとした。 

 

① データ流通推進協議会（DTA）について 

 データ流通推進協議会は、データ主導社会の実現を目指しており、ガバナンス、遵

法性に対して一定の要件を満たす者を認定・公表する仕組み、相互連携によるサービ

ス提供、データフォーマット等の整備、データ提供者が安心して、かつスムーズにデ

ータを提供でき、またデータ利用者が欲するデータを容易に判断して収集・活用でき

る技術的・制度的環境を整備、データ流通事業者及びその関連事業者による連携の推

進を図ろうとしており、129 の会員（主に企業）が参画している。 

 

データ利活用に関して企業等と議論を進めるとデータ流通協議会が解決を試みて

いる課題が要因となっているケースが散見され、データ社会推進協議会の取り組み

が重要であると認識された。また、防災科研の職員向けにデータ利活用セミナー/第

3 回共創考究会「安心・安全な官民データ流通市場の形成へ向けて」 一般社団法人

データ流通推進協議会 眞野浩代表理事講演（2020 年 11 月 18 日）を実施すること

により防災科研職員のデータ利活用に対する意識の向上を図った。 

 

② データ取引市場について 

 例えば、防災科研が進めている SIP4D（基盤的防災情報流通ネットワーク）におい

て企業等のデータを活用する場合は、当該企業等と１：１で協定や覚書等の契約を

１：１で結ぶことが多く、情報提供先が増えるほど契約業務が増え負担となってい

る。データ流通市場の仕組みを活用できれば、データの提供元はデータ取引市場と契

約を行い、また利用者も同様に契約を結ぶことで契約事務作業が僅かで済む可能性

が高い（図 1）。 



18 

 

 

図 1 データ取引市場のしくみと事業者の位置づけ（DTA 資料） 

 

データ流通推進協議会が提唱する理念に沿ったデータ流通市場が形成されば、デ

ータ提供元が持つ不安や課題の多くが解決されるものと考えられる。日本国内にお

いては、エブリセンスジャパン株式会社「データ取引市場」（2014 年 5 月設立）、株

式会社日本データ取引所「JDEX」（2016 年 2 月設立）、Dawex 社「グローバルデータ取

引所」らがデータ取引市場サービスを提供しているがサービスが開始されたばかり

であり、データの取引量は多くなくデータ取引が活性化しているとは言い難い状況

にある。今後の市場の活性化が進めば、本研究におけるデータ利活用の活性化の新た

な手法として十分に検討する余地があると考えられる。 

 

③ 今後の展望 

 本研究のアドオンプログラムである官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）

「革新的建設・インフラ維持管理技術 /革新的防災・減災技術領域」「長周期地震動・

詳細震度分布等解析及び同解析結果に基づく応急対応促進」において実施している

企業版防災情報サービスプラットフォーム（SPF）の開発では、2021(令和 3)年度か

らデータマートの構築を目指しており、既存のデータ取引市場サービスを活用した

実証実験を実施する予定である。 

 

b）データ利活用協議会におけるデータ連携 

データ利活用協議会（デ活）では、シンポジウムのような公開型では議論ができない課

題に対してテーマごとに分科会を設置し、産官学の各方面から分科会委員として、その課
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題解決や社会実装に向けた実証的な活動を開始し、2020 年度末までに８つの分科会を設置

し、データの連携や二次利用に関する技術的課題や対応策を具体的に検討してきた。 

① デ活インフラ分科会での取り組み 

分科会活動の１つとして、大規模災害時における交通機関及びライフライン等の

機能維持に向けたインフラ関連の情報を収集すると共に地域 BCP 等の課題を協議す

るためにインフラ分科会が存在する。災害発生時には迅速かつ的確な対応が求めら

れ、各社における情報取集・配信等はなされているものの、それらを利活用した全

容把握の仕組みは確立されておらず、サービス復旧目途の判断等の意思決定が困難

である。そこで、デ活インフラ分科会には首都圏の主たるインフラ関連企業・団体

(電気、ガス、水道、道路、鉄道、通信)が参画し、発災後の復旧現状や対応進捗な

どの情報共有の在り方などについて協議を重ねてきている。 

特に地理空間情報に着目し、インフラに関わる多様なステークホルダーが利活用

するという観点から WebGIS を基盤とし、ハザード・リスク・対応に関するデータを

一元的に集約して可視化するポータルサイトのプロトタイプ（インフラ分科会限定)

を構築するにあたり、各組織・団体が使いたいデータ、使ってもらいたいデータ(条

件付きも含む)を把握するとともに、防災科研や各省庁および分科会に参画してい

る企業・団体が保有する公開情報を中心に提供元・公開形式・更新頻度等・公開ペ

ージのリンク先といったデータ諸元をマトリクスで整理した。さらに、ポータルサ

イトとの連携状況については、連携への道筋を４つのステップとして段階的に定義

した上で、分科会の開催時などに都度ステータスを確認・可視化することでデータ

提供にかかる調整等の促進を試みた(表 1)。 

 

表 1  ポータルサイトにおける地理空間情報データの連携ステップ 

簡易 
重ね合わせ表示 /解析はできな

い 
Step1 外部リンクをはる 

⇅ ⇅ 

Step2 インラインフレームによる読込 

Step3a 既存 Web サービスとの連携 

高度 重ね合わせ表示/解析が可能 Step3b 元データ(表形式に整理)を地図化 

 

地理空間情報のニーズとしては、各インフラ組織・団体で共通して、道路交通情報

および電力情報の利活用への期待が最も高いことが分かった。復旧現場へのアクセ

ス可能性の検討や、復旧現場における活動資源として重要性が高いと考えられる。 

また、地理空間情報データの連携ステップの Step2 においては、今回用いている

WebGIS システムの制約によるところもあるが、２つの側面での課題があることが分

かった。１つは、iframe (インラインフレーム)によるアクセスが拒否されるケース

である。これは主にクリック詐欺を防止する対策としてサーバー側で設定されてい

るものであり、インフラ分科会で用いているサーバーを指定したアクセス許可が技

術的には可能であるものの、コンプライアンス的に解決することは非常に難しいと

考える。2 つ目として、昨今の情報セキュリティをふまえて暗号化された HTTPS や
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HTTP プロトコルによる web サービス配信を行っていたところがあり、既存サービス

の利活用ができないサイトもあった。こちらについては、社会全体として暗号化が

進む中で解決されつつあり、連携可能となったコンテンツも存在する。 

 

② デ活 IOT 技術活用分科会での取り組み 

デ活 IOT 技術活用分科会は、交通関係の大学研究者、防災科研、地方公共団体、

コンビニエンスストア、宅配業者、物流関係のデータ保有ベンダー、量子コンピュ

ータ関係 IT 事業者が参加しており、民間 IOT データ(トラック、コンビニ、気象、

人流等)活用し、シミュレーション技術と量子コンピューティングによる物流・避難

の最適化と Google を活用した IoT データの加工・見える化を目的として活動して

きた。2020 年度には、コンビニ店舗に積雪や地震を測定する観測機器を引き続き設

置するともに、過去の災害（2020 年台風 19 号など）を対象として、気象情報や物

流のデータ連携について検討し、民間の保有する交通流データを利用し物流ルート

を最適化できるシミュレーションをモデルケースで実施する準備を進めてきた。 

    当面は引き続き、物流のデータは本分科会の内部のみのクローズな情報として取

り扱い、アウトプットである最適化された災害情報については、オープンにあたり

関係者と協議を進めることとした。 

 

③ 日本防災産業会議との連携 

地震以外のハザードに対しても、またインフラ事業主以外でのユースケースを探

るために、これまでデ活インフラ分科会で構築したポータルサイトのコンテンツと、

日本防災産業会議が用意した調査用コンテンツをマッシュアップした WebGIS を用い

たデータ連携を試みた。のちに迷走台風とも呼ばれた 2020 年の台風 14 号は本土に

は上陸せず、伊豆諸島近くで U ターンするようなコースをたどったため、大きな被害

等はなかった。 

しかしながら、後日行われた情報共有訓練参加者との振り返り会においては、『ワ

ンストップで見られるのは良かった』や『クロスオーバー情報にアクセスすることを

経験できた」といった好評が得られたほか、『関連会社の情報も集めながら、GIS 上

で入力するといった二重入力が大変だった』、『二重入力を避けるために CSV ファイ

ルで入力ができないか』などの課題も発見することができた（図 2,3）。 
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図 2 情報共有訓練に用いた WebGIS の画面（全体俯瞰用）  

 

 

図 3 情報共有訓練に用いた WebGIS の画面（事業所被害の統計ダッシュボード）  

 

2021 年度は、可視化した地理空間情報データの連携ステップを元に相互の技術的課

題や対応策を共有しながら、引き続き現状と理想のギャップを埋めていく。特に、

Step3b の可視化に関して、 大規模災害時以外における停電や断水等の各種インフラサ

ービスの停止・復旧情報を可視化することで、活用可能なデータやシナリオの具体例を

示しながら協議を進め、相互の技術的課題や対応策を共有しながら、引き続き現状と理

想のギャップを埋めていく予定である。 
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2)企業版防災情報サービスプラットフォームの構築 

防災科研などの提供するハザード情報やリスク情報を企業の BCP や災害対応の意思決

定に結びつける防災情報サービス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

（SPF）のプロトタイプを構築することを目的とした取り組みを実施した。この取り組み

は本施策のアドオンとなる官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）「革新的建設・イ

ンフラ維持管理技術/革新的防災・減災技術領域」「長周期地震動・詳細震度分布等解析及

び同解析結果に基づく応急対応促進」のもとで行われた。  

2020 年度は企業版防災情報サービスプラットフォームのアーキテクチャーの全体像の

検討、防災情報を利用したサービス提供のビジネスモデルの検討のためのアンケート調査、

そのうちの企業等による防災情報の利用の概念実証、二次配信事業者による事業の検討と

概念実証を実施した。 

アンケート調査は「防災・減災のための情報サービスに関する調査」としてウェブで実

施した。調査内容は、組織に関する事項、災害経験、BCP の導入状況、災害対応の事前準

備の実施状況、防災情報サービスの利用状況、防災情報に求める機能と情報のニーズ、コ

スト負担意向、BCP 策定や災害対応検討のきっかけや課題などである。2020 年 10 月 7 日

から 29 日に実施し、1000 社からの回答を得た。その結果の一部を下図に示す。現在の防

災情報サービスの利用状況については、45％が利用中、27％が利用予定であり、約７割が

利用意向があることがわかった。防災情報サービスに求められる機能については、情報の

一元的提供と可視化が最も多く、ついで、組織内システムやオフィスソフトウェアとの連

携機能であった。また、情報の内容については、ライフラインや交通インフラの被害や復

旧状況に関するもののニーズが多かった。これらの防災情報サービスに対して、負担でき

るコストは年間１万円以内が最も多かったが 100 万円程度まで想定しているところもあっ

た(図 4)。 

 

 

図 4 防災情報サービスに関するアンケート調査結果（一部）  
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アンケート調査結果に基づき、防災情報サービスプラットフォームに必要な情報提供内

容・機能等に関して、防災科研が保有する情報プロダクツを例にとって、当該プロダクツ

を自社の危機管理に直接活用するモデル、及び自社が有する情報プロダクツと融合させて

独自のプロダクツを作製する二次配信事業のモデルの  2 形態について、導入、運用、利用

コスト、導入の効果測定、今後の改善計画、実施可能性を検討した。  

当該プロダクツを自社の危機管理に直接活用するモデルについては、鹿島建設株式会社

において実施した。アンケート調査では、BCP 対象の自然災害として地震についで多く回

答されたのが台風・豪雨・強風災害であり、近年の異常気象からも関心の高いテーマとな

っている。このため、概念実証では、防災科研が提供している災害警戒情報プロダクツで

ある「大雨の稀さ情報」、「積雪深推定」、「積雪重量分布情報（雪おろシグナル）」を、ArcGIS 

Online をロケーションプラットフォームとして、社内システムにデータ連携し、2020 年

台風 14 号接近時、2021 年大雪時、社内の地図基盤システム上で提示し、同社内での活用

状況を確認した。同社内では、災害警戒情報を同社の拠点や現場の位置と重ね合わせ、被

災リスクの最小化、事業継続・業務再開の早期化を災害情報共有システムで支援している。

概念実証の結果、同社では、リスクの高まりに応じてサイトへのアクセス件数が増加し、

防災意識の向上に貢献していることが伺え、災害警戒情報を自社情報と自社内でマッシュ

アップし可視化することの有効性が確認された。また、汎用性のあるロケーションプラッ

トフォームを介して、各種のデータを連携させることが、各社の導入のための新たな開発

のコストを抑えられ、水平展開につなげられることを確認した。  

一方で、自社が有する情報プロダクツと融合させて独自のプロダクツを作製する二次配

信事業のモデルについては、インクリメント・ピー株式会社において実施した。アンケー

ト調査結果からは、今後の自然災害・防災情報サービスに期待する防災情報の種別に関し

て、「道路・鉄道被害情報」、「道路通行支障・鉄道運行支障・復旧の情報」と回答した数が

合わせて回答数の約 40％となっており、道路被害とその復旧情報に対するニーズが高いこ

とから、災害時の道路交通、物流のためのサービスについて検討した。同社では、防災科

研から提供される「大雨のまれさ情報」および浸水や土砂災害の危険性を示す「実効雨量

情報」といった情報プロダクツを、同社が保有するディジタル道路地図と組み合わせ、浸

水の危険性のある道路の抽出機能と、それを避けるルートの検索機能、リアルタイムで可

視化して汎用性のあるウェブブラウザに配信する機能を開発し、これらを防災情報サービ

スとして提供する仕組みを構築した。  

 

3)防災のためのデータ連携に関するガイドラインの作成のためのヒアリング調査 

 防災のためのデータ連携に関するガイドラインを作成するため、データ利活用協議会の

メンバーをはじめ関連するビッグデータ保有企業等に対して次のようなヒアリング調査を

実施した。その結果、下記のような結果が得られた。 

① 複数の民間企業等が有するデータを外部連携するためには、データ連携及びそれらデ

ータの解析後の「情報提供サービス」や「ソリューション」を、まず検討・企画するこ

とが重要である。これにより、データ提供者側では、データの収集レベル・秘匿加工レ

ベル等を検討することができ、そもそものデータ提供可否についても具体の検討が実
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施できる。 

② データ活用の主目的が「防災」であっても、「平常時」のデータ活用としても価値を発

揮しないと、社会実装には至らない。例えば、ドライブレコーダーを付けることによっ

て、事故発生時の客観データ獲得のみならず、平常時は保険料の減免を受けられる等、

の保険会社の取り組みがある。 

③ 民間企業が有するデータに関しては、上記の平常時も含めた情報提供サービスの中で、

貨幣価値を生むもの（収益のあがるもの）を企画・構想しないと、民間企業側がデータ

提供の意思決定に至らないケースが多い。 

④ すでにデータを外販している企業においては、データ外部提供へのハードルは低いも

のの、商品としての価値を有するため、有償による提供が基本である。一方で、データ

外販をしていない企業では、データを外部に出すことの是非を決定するにあたり、様々

な合意形成が必要となり、数年以上の時間を要することが一般的である。 

⑤ 近年、企業経営においても、SDGs や ESG 投資を志向する情勢が世界的に広がってきて

おり、防災分野におけるデータ提供（貢献）も当該文脈の中で必要性をアピールしてい

くことが重要である。 

⑥ 複数組織間のデータ授受を行うプラットフォームは必要であり、そのプラットフォー

ム運営管理者は、各参加組織からの信頼を獲得できることが重要である。 

 

以上より、防災に関するデータ連携のためのガイドラインとしては下記のような項目建て

が必要であることが言える。 

・データ連携の出口：「情報提供サービス」,「ソリューション」定義 

  災害時のみならず、平常時のサービスを構想 

・参加者各位のメリット/インセンティブ整理 

・データプラットフォームにかかる要件検討 

・データ加工（秘匿化を含む）の技術的支援の検討 

・データ利用にかかる取り決め,協定,契約のひな型 

 

(c) 結論ならびに今後の課題 

 今年度は、データ連携に関する新しい取り組みとして、データ流通市場の活用ならびに  

データ利活用協議会の分科会等の具体的な活動でのユースケースの共有化を検討した。そ

の結果、実証実験としてのデータの共有やクローズドでのデータ連携が開始されてきてい

ることがわかったが、地図の重ね合わせなど高度な対応には、コンプライアンス上の問題

点など課題も多いことが分かった。また、防災・減災のための情報サービスについてアン

ケートやヒアリング調査を行った結果、防災・減災における情報の活用へのニーズは高く、

民間のデータも活用できるような仕組みづくりも重要との意見が得られた。今後は、デー

タ取引市場などとの連携を深めるとともに、防災データの連携についてのガイドライン等

の整備に取り組むことが必要である。  
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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 

 

 

2)学会誌・雑誌等における論文掲載 

・査読付き 

 

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 

 

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 

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 
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2)ソフトウエア開発 

 なし 

 

3) 仕様・標準等の策定 

  なし 

  

(3) ２０２１年度業務計画案 

データ利活用協議会参画企業が分科会活動など通じてデータを共有化するユースケ

ースを形成するとともに、PRISM で構築中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。また、データの連携や二次利用に関する技術的課題や対応策を検討

するとともに、企業のデータ連携の事例調査やヒアリング等から防災分野に適応した

データ連携ガイドライン案を作成する。以上から災害対応力や災害回復力の高い社会

のデータ流通方策・戦略を整理する。  
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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) 

3.1.3.1 建物フラジリティの検討 (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 2016（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)２０２０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、令和元年度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。  

 

(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 ウェン  

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 

  

(2) ２０２０年度の成果 

(a) 業務の要約 

・地震動レベルの大きい益城町とやや小さい宇城市の被害認定調査結果（罹災証明データ）

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フラジリティ関

数を構築した。  

・前年度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

数を構築した。  
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・2018 年北海道胆振東部地震の安平町の建物フラジリティ関数の構築に向けて、被害認定

調査結果（罹災証明データ）の整理および被害分析を行い、熊本地震や過去の被害地震

での建物被害率との比較により、建物脆弱性の地域性を検討した。  

 

(b) 業務の成果 

1) 益城町と宇城市の被害認定調査データを統合したフラジリティ関数の構築 

 今後の地震被害想定等の精度向上に資することを目的として、2016 年熊本地震におけ

る広範囲の地震動強さに対応する益城町および宇城市の罹災証明データを統合した検討を

行ない、構造別・建築年代別の統一的な建物フラジリティ関数を構築した。また、過去の

被害地震に基づく既往の建物フラジリティ関数と比較した。  

a) フラジリティ関数の統合方法の検討 

 益城町および宇城市の建物フラジリティ関数構築に使用した罹災証明データセットは、

含まれる建物数合計が異なっており、単純にそれらを統合してフラジリティ関数を構築す

ればよいわけではない。例えば、木造建物数合計は益城町と宇城市でそれぞれ 8,972 棟と

23,968 棟であり、大きな差がある。そこで、本研究では以下の 3 つの方法で建物フラジリ

ティ関数を試作した。なお、建物フラジリティ関数は木造・全年代のみを対象とし、地震

動強さに関しては地表最大速度（PGV）で検討した。  

 方法 1：益城町と宇城市で建物数を揃えたポイントデータを作成し、それを用いて回帰

する 

 方法 2：益城町と宇城市で区分数を揃えたポイントデータを作成し、それを用いて回帰

する 

 方法 3：益城町と宇城市のデータセットを確率分布で表わし、それを統合した確率分布

を導出する  

方法1および2では、表1のように益城町の建物フラジリティ関数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

てそれぞれの関数を回帰で求めた。表２にフラジリティ関数のパラメータと相関係数を示

す。ある地震動強さxに対して被害ランクR以上の被害が発生する確率PR(x)は、既往の研究

と同様に、標準正規分布の累積分布関数Φ(・)を用いて、式(1)のようにモデル化した。  

 

PR(x) = Φ((x－λ)／ζ)         (1) 

 

ここで、係数λとζは標準正規分布Φ(・)のパラメータであり、平均と標準偏差に相当す

る。x は PGV の自然対数（ln PGV）である。 

 

表 1 方法 1 および方法 2 に用いたデータの区分数と建物数  

 

益城町  宇城市  

方法１・２共通  方法１（建物数を揃える）  方法２（区分数を揃える）  

区分数  建物数  区分数  建物数  区分数  建物数  

木造・全年代  20 448 or 449 53 452 or 453 20 1198 or 1199 
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建物被害率は分母に用いる建物数がその信頼性に影響する。建物数を揃える方法 1 では、

益城町と宇城市のポイントデータの信頼性は同一である。区分数を揃える方法 2 の場合に

ついて、益城町と宇城市のポイントデータの建物数（それぞれ約 450 棟と約 1,200 棟）に

差はあるが、建物被害率を推定するのに必要な建物数を二項分布の比率の区間推定に係る

信頼係数と許容する誤差に基づき検討したところ、いずれも建物被害率を推定するのに十

分な水準にあり、データの信頼性に差がないことがわかった。  

方法 1 および 2 による統合後の建物フラジリティ関数（木造・全年代）について、確率紙

を用いた最小二乗法で求めた回帰係数（λ，ζ）と相関係数（r）を表 2 に示す。  

 

表 2 方法 1 および方法 2 による統合後の建物フラジリティ関数のパラメータと相関係数  

木造・全年代  
全壊  大規模半壊以上  半壊以上  

λ ζ r λ ζ r λ ζ r 

統合（方法１）  5.43 0.62 0.91 5.45 0.76 0.90 4.97 0.81 0.92 

統合（方法２）  5.36 0.61 0.93 5.29 0.71 0.93 4.82 0.74 0.93 

 

図 1（方法 1）と図 2（方法 2）に、益城町と宇城市のポイントデータを統合後の建物フ

ラジリティ関数と重ね合わせたものを示す。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、統合後の建物フラジリティ関数は相対的に宇城市の

データの分布に強く影響を受け、益城町のデータに対しては過小評価の傾向にある。相関

係数は 0.9 程度を示すが、これには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 では益城町と宇城市のポイントデータ数は同数であり、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、それぞれよく適合した建物

フラジリティ関数が得られた。相関係数は 0.93 であり、方法 1 より相関が高い結果とな

った。 

 

図 1 方法 1 による統合後の建物フラジリティ関数（木造・全年代）  
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図 2 方法 2 による統合後の建物フラジリティ関数（木造・全年代）  

 

 次に、方法3について説明する。複数の実験・観測等で得られた同一の数量に関する独立

したデータセットを統合する方法として、データセットを確率分布で表わし、統合後の確

率分布を導出する方法が提案されている1)。正規分布に従うN個の独立したデータセットの

平均値と標準偏差（j = 1, 2,…, N）を用いることで、統合後の確率分布の平均値と標準偏

差が求まる。なお、実験・観測等の環境や方法に起因してデータセットの信頼性が異なる

ことが分かっている場合は、相対的な非負の重みを与える。  

建物フラジリティ関数はある地震動強さで被害が発生する確率の分布を標準正規分布の

累積分布関数でモデル化したものであるから、益城町と宇城市の建物フラジリティ関数の

パラメータを用いて、統合後の建物フラジリティ関数のパラメータが得られる。重みにつ

いては、益城町と宇城市のデータセットの確率分布における信頼性に差はないと考え一律

に1とした。両市町の罹災証明データはいずれも内閣府が定めた被害認定基準運用指針に

従って実施された被害調査に基づき得られたものであるため、被害調査の環境や方法に起

因する相違は基本的にほとんどないと考えられるからである。  

 方法3に用いた益城町と宇城市のデータセットおよび統合後のデータセットのパラメー

タを表3に示す。また、それぞれのパラメータに基づく確率分布の重ね書きを図3に示す。

これらより、統合後の確率分布では、平均値は益城町と宇城市の間の値を取り、標準偏差

は益城町・宇城市より小さい値となることが分かる。  

 

表3 方法3による統合後の建物フラジリティ関数のパラメータ  

木造・全年代  
全壊  大規模半壊以上  半壊以上  

λ ζ λ ζ λ ζ 

統合（方法３）  5.74 0.63 5.63 0.71 5.03 0.81 

益城町のみ 5.38 0.79 5.21 0.93 4.47 1.15 

宇城市のみ 6.37 1.05 6.25 1.12 5.58 1.15 

 

 統合後の建物フラジリティ関数を図4に示す。これより、統合後のフラジリティ関数は、

低PGV域では宇城市のフラジリティ関数に近いが、高PGV域で益城町のフラジリティ関数

より小さめであり、その傾向は全壊・大規模半壊で顕著である。今回の検討では益城町と

宇城市の重みを同じとしたため、統合後のフラジリティ関数は被害率50%辺りで両市町の

フラジリティ関数の中間付近を通ることになり、図の表示範囲では被害率50%に至らない
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全壊・大規模半壊ではその傾向が目立つ形となっているものと思われる。  

 

 

図 3 方法 3 による統合後の確率分布（木造・全年代）  

 

 

図 4 方法 3 による統合後の建物フラジリティ関数（木造・全年代）  

 

方法1～3で構築した統合後の建物フラジリティ関数を比較すると、同一の地震動に対する

被害率の大きさは、方法2＞方法1＞方法3の関係にある。また、全壊率では方法1と2が近

いが、半壊以上率では方法1と3が近く、大規模半壊以上率では方法2と3のほぼ中間辺りに

方法1がある。各方法におけるデータ処理の考え方では、方法1と3は比較的似ているよう

に思われるが、方法3は確率分布全体を統合するアプローチであるため、全壊率や大規模半

壊以上率のように実際にデータが得られている地震動範囲の確率分布全体に占める割合が

大きくない場合には、フラジリティ関数が示す被害率とデータがやや乖離することが起き

る。 

以上より、益城町と宇城市の被害データセットを用いて、3 つの方法で木造・全年代の

建物フラジリティ関数を構築した結果、方法 2 によるフラジリティ関数が低 PGV 域の宇

城市のデータから高 PGV 域の益城町のデータまで最もよく適合し、広範囲の地震動で実

被害率を説明可能である。したがって、本研究では、建物フラジリティ関数の構築方法と

して、方法 2（区分数を揃えたポイントデータによる回帰）を採用することにした。 

b) 益城町と宇城市の被害データセットを統合した建物フラジリティ関数 

 方法2で益城町と宇城市の被害データセットを統合し、建物の構造および建築年代を考

慮した最大地表速度（PGV）および計測震度に対する建物フラジリティ関数を構築した。

区分数は、益城町の建物フラジリティ関数構築時のポイントデータの区分数に揃えた形で、

データ数の多い木造に関しては、全体で20区分、建築年代別では10区分とし、比較的デー

タ数の少ない鉄骨造（S造）と軽量鉄骨造（LS造）に関しては5区分とした。  
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 確率紙を用いた最小二乗法で求めた建物フラジリティ関数の回帰係数（λ，ζ）と相関

係数（r）を表4（PGV）および表5（計測震度）に示す。なお、表中の木造・全年代に関す

る結果は、上述で検討した結果（表2に示した方法2の結果）と同じである。これらより、

PGVに関して、構造別・建築年代別のいずれの分類においても相関係数は0.9前後で、強い

正の相関を示している。また、計測震度に関しても同様に強い正の相関を示している。  

 

表4 益城町と宇城市のデータ統合による建物フラジリティ関数のパラメータと相関係数

（PGV） 

構造  

種別  

建築  

年代  

PGV (cm/s) 

全壊率  大規模半壊以上率  半壊以上率  

λ  ζ  r λ  ζ  r λ  ζ  r 

木造  

全年代  5.36 0.61 0.93 5.29 0.71 0.93 4.82 0.74 0.93 

1962-71 4.96 0.44 0.95 4.83 0.47 0.94 4.47 0.54 0.93 

1972-81 5.16 0.50 0.92 5.00 0.50 0.92 4.56 0.61 0.92 

1982-90 5.41 0.55 0.93 5.23 0.55 0.91 4.71 0.67 0.89 

1991-2000 5.83 0.72 0.86 5.60 0.68 0.86 5.10 0.79 0.88 

2001-16 6.09 0.72 0.81 5.85 0.66 0.84 5.70 0.83 0.80 

S 造  全年代  5.61 0.51 0.88 5.44 0.52 0.86 5.60 0.96 0.82 

LS 造  全年代  5.80 0.65 0.94 5.64 0.58 0.91 5.62 0.84 0.83 

 

表5 益城町と宇城市のデータ統合による建物フラジリティ関数のパラメータと相関係数

（計測震度）  

構造  

種別  

建築  

年代  

計測震度  

全壊率  大規模半壊以上率  半壊以上率  

λ  ζ  r λ  ζ  r λ  ζ  r 

木造  

全年代  6.87 0.57 0.93 6.76 0.61 0.94 6.36 0.63 0.94 

1962-71 6.47 0.40 0.91 6.36 0.48 0.90 6.03 0.45 0.92 

1972-81 6.67 0.48 0.91 6.50 0.46 0.92 6.11 0.49 0.93 

1982-90 6.98 0.56 0.92 6.77 0.54 0.91 6.26 0.54 0.93 

1991-2000 7.24 0.59 0.88 7.05 0.58 0.89 6.60 0.65 0.90 

2001-16 7.49 0.62 0.90 7.31 0.58 0.91 7.08 0.68 0.89 

S 造  全年代  7.01 0.41 0.88 6.93 0.42 0.84 6.95 0.74 0.85 

LS 造  全年代  7.20 0.54 0.96 7.07 0.48 0.93 7.02 0.70 0.87 

 

 益城町と宇城市の被害データセット統合による木造・建築年代別のフラジリティ関数を

図5（PGV）および図6（計測震度）に示す（木造・全年代のフラジリティ関数は図2に同

じ）。また、S造およびLS造のフラジリティ関数を図7および図8に示す。図中には、益城

町および宇城市の個別のフラジリティ関数とポイントデータも合わせて示した（ただし、

宇城市の木造・2001-16年、S造・全年代、LS造・全年代における全壊率と大規模半壊以上

率については回帰係数が得られていないため、ポイントデータのみ示す）。これらより、

益城町と宇城市の両方のデータを用いることで、低震動域の宇城市のデータから高震動域

の益城町のデータまで非常によく適合し、広範囲の地震動で熊本地震の実被害率を説明可

能な高精度なフラジリティ関数が得られた。  
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図5 益城町と宇城市のデータ統合による建物フラジリティ関数（木造・建築年代別・PGV） 
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図6 益城町と宇城市のデータ統合による建物フラジリティ関数（木造・建築年代別・計測

震度） 
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図7 益城町と宇城市のデータ統合による建物フラジリティ関数（S造・全年代）  

 

図8 益城町と宇城市のデータ統合による建物フラジリティ関数（LS造・全年代）  

 

 なお、益城町の個別のフラジリティ関数では、木造の半壊以上率を対象としたフラジリ

ティ関数において地震動の低い範囲で過大評価の傾向にあったが、宇城市のデータと統合

して構築したフラジリティ関数では、その問題が解決されていることが確認できる。また、

宇城市のデータのみでは回帰係数が得られなかった被害区分についても、益城町のデータ

と統合することで、データと強い相関を持つフラジリティ関数が得られた。  
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c) 既往の建物フラジリティ関数との比較と考察 

検討対象とした建物被フラジリティ関数は表6に示す8つである。本研究で構築したフラ

ジリティ関数と同様に自治体の罹災証明データに基づくフラジリティ関数と、それ以外に

外観目視調査やその他の情報に基づき構築された関数を選定した。これまでに建物フラジ

リティ関数は多数提案されており、それらの比較についてもいくつか検討事例があるが、

最近では防災科学技術研究所2),3)（以後、防災科研）が被害予測システムに関する研究の中

で実施したものがあり、代表的なフラジリティ関数や熊本地震以降の検討も含まれていた

ため、本検討ではそれを参考にしてフラジリティ関数を選定した。地震動指標には計測震

度またはPGVを使用するものを対象とした。  

 

表6 検討対象とした建物フラジリティ関数（木造建物）  

番  

号  
建物被害関数  地震動指標  建物被害関数の構築に用いられたデータ等  

データ  

種別  

F1 
本研究の  

被害関数  

計測震度  

または

PGV 

2016 年熊本地震の益城町・宇城市における罹災証明

データ  

自
治
体
の
被
害
調
査 

（
罹
災
証
明
） 

F2 
中央防災会議

20124) 
計測震度  

1995 年兵庫県南部地震の西宮市，2000 年鳥取県西部

地震の鳥取市，2001 年芸予地震の呉市における罹災

証明データ  

F3 
翠川ほか

20115）  
計測震度  

2003～2008 年の 7 地震における震度観測点から半径

200m 圏内の罹災証明データ  

F4 
村尾・山崎

20006）  
PGV 

1995 年兵庫県南部地震の神戸市灘区における罹災証

明データ  

F5 
村尾・山崎

20027）  
PGV 

1995 年兵庫県南部地震の神戸市灘区における外観目

視調査データ（震災復興都市づくり特別委員会 8）によ

る調査）  
外
観
目
視 

調
査 

F6 堀江 20049）  PGV 

1995 年兵庫県南部地震の西宮市における外観目視調

査データ（被害パターンチャート 10）に基づく被害分

類）  

F7 
中嶋・岡田

200811）  
計測震度  

全国の耐震診断評点データに基づく耐力分布を用い

た損傷度 10）別の被害発生率  
そ
の
他 

F8 
門馬ほか

201812）  
計測震度  

2004 年新潟県中越地震の長岡市・小千谷市における

罹災証明結果と 2016 年熊本地震での航空写真判読結

果のデータ 3）  

 

フラジリティ関数による予測結果を実被害と比較する際に見落とされがちな点として、

フラジリティ関数の構築に用いられた被害データと比較対象の実被害統計との被害区分の

定義に関する整合性が挙げられる。地震後に行なわれる建物被害調査には目的や方法等が

異なるものがあるが、それが合致するものどうしを比較しなければ、フラジリティ関数の
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予測精度を議論しても解釈は難しくなる。防災科研の検討2),3)では、その点に十分配慮した

分析を行っていない。本研究では、自治体の罹災証明データに基づくフラジリティ関数に

よる比較を中心に行ない、フラジリティ関数構築に使われたデータの違いを踏まえた考察

を行った。 

 表 6 のフラジリティ関数の構築に用いられたデータ等について、以下に簡単に説明する。 

F1～F4 は自治体の罹災証明データに基づくフラジリティ関数である。F1 は本研究で構

築したフラジリティ関数であり、2016 年熊本地震の益城町と宇城市における罹災証明結

果を用いている。F2（中央防災会議 20124））は 1995 年兵庫県南部地震の西宮市における

被害調査結果に、2000 年鳥取県西部地震の鳥取市と 2001 年芸予地震の呉市における被害

調査結果を追加して用いている。F3（翠川ほか 20115））では主に東北や北陸で発生した

2003～2008 年の 7 地震における震度観測点周りの罹災証明結果を用いている。また、F4

（村尾・山崎 20006））では 1995 年兵庫県南部地震の神戸市灘区における被害調査結果を

用いている。  

 F5とF6は外観目視による調査結果に基づくフラジリティ関数である。いずれも1995年

兵庫県南部地震における被害データであり、F5（村尾・山崎20027））は建築・土木・都市

計画の専門家・学生等（震災復興都市づくり特別委員会8））が建物の再使用可能性の観点

から行なった神戸市灘区における調査結果を用いている。F6（堀江20049））では被害パタ

ーンチャート10)に基づきダメージグレード（D0～D6）に分類した西宮市における調査結果

を用いている。なお、ダメージグレードと罹災証明の被害区分との対応付けについては、

防災科研の検討1),2)を参考に「D4以上を全壊、D3以上を全半壊」、「D4以上を全壊、D2以

上を全半壊」、「D3以上を全壊、D1以上を全半壊」の3ケースを考慮した。  

 F7（中嶋・岡田 200811））は、岡田・高井 10)が被害パターンチャートとともに提案した、

0～1 の連続量で被害尺度を表わす損傷度に対応付けて構築されたフラジリティ関数であ

る。このフラジリティ関数では経年劣化を考慮して耐震診断評点分布を補正し、任意の時

点における築年数を反映させる方法が提案されており 2),11)、本検討では熊本地震が発生し

た 2016 年時点に対応するフラジリティ関数を構築して用いた。なお、損傷度と罹災証明

の被害区分の対応付けについては、岡田・高井 10)が提案する「損傷度 0.6 以上を全壊、損

傷度 0.4 以上を全半壊」に従った。  

 F8（門馬ほか201812））では、2004年新潟県中越地震の長岡市・小千谷市における罹災

証明結果と2016年熊本地震の航空写真判読による被害判定結果を合わせて用いている。た

だし、熊本地震の被害データが垂直オルソ画像からの目視判読のため、フラジリティ関数

で対象としている被害区分は全壊率のみである。  

 以上のフラジリティ関数を用いた予測に当たり、F2に関してはパラメータが原文献に示

されていなかったため、防災科研が提示した値3)を用いた。それ以外のフラジリティ関数に

ついては原文献に従った。また、各フラジリティ関数では建築年代の区分が必ずしも一致

していないため、表7のように対応付けて、建築年代別のフラジリティ関数を適用した。な

お、兵庫県南部地震の被害データのみで構築されたF4～F6についてはフラジリティ関数の

年代区分が1994年までであるが、本検討では建築年が1995年以降の建物に対しても、それ

を適用している。  
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表7 建物フラジリティ関数の年代区分との対応付け（木造建物）  

建物  

データ  

建物被害関数  

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

本研究の

被害関数  

中央防災

会議
2012 

翠川ほか
2011 

村尾・山

崎 

2000 

村尾・山

崎 

2002 

堀江  

2004 

中嶋・岡

田 

2008 

門馬ほか
2018 

～1971 
1962 

～1971 

1963 

～1971 
～1981 

1962 

～1971 

1951 

～1970 

1965 

～1971 

1961 

～1970 
～1980 

1972 

～1981 

1972 

～1981 

1972 

～1980 

1972 

～1981 

1971 

～1981 

1972 

～1981 

1971 

～1980 

1982 

～1990 

1982 

～1990 

1981 

～1989 

1982～  
1982 

～1994 

1982 

～1994 

1982 

～1994 

1981 

～1990 1981 

～1999 1991 

～2000 

1991 

～2000 

1990 

～2001 

1991 

～2000 

2001 

～2016 

2001 

～2016 
2002～  

2001 

～2016 
2000～  

 

図9には、益城町と宇城市の建物データの地震動強さによる建築年代ごとの棟数分布を

示すとともに、建築年代ごとのフラジリティ関数（全壊率）を比較して図10に示す（F4～

F6の被害関数は前述のように年代区分が1994年までであるため、グラフで直接比較するの

は適切でないと考えられる区分では、グレー表示とした）。  

 

 

 

図9 地震動強さによる建築年代ごとの建物棟数分布（木造）  
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図10 建築年代ごとの建物フラジリティ関数の比較（木造建物・全壊率）  

 
(a) 建築年代 1962 年～1971 年 

 
(b) 建築年代 1972 年～1981 年 

 
(c) 建築年代 1982 年～1990 年 

 
(d) 建築年代 1991 年～2000 年 

 
(e) 建築年代 2001 年～2016 年 
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 益城町では、図9より、建物データのPGVは約60～250cm/s、計測震度は約5.9～7.0の範

囲にあり、建築年代の比率は概ね均等に分布しているように見える。この地震動強さの範

囲でフラジリティ関数を比べると、図10より、中央防災会議2012は1981年以前では本研究

のフラジリティ関数より大きい全壊率を与えるが、1982年以降ではほぼ同程度のレベルで

ある。翠川ほか2011は1981年以前では本研究のフラジリティ関数を下回る部分もあるが、

1982年以降では大きく上回る傾向にある。また、村尾・山崎2000はすべての建築年代で本

研究のフラジリティ関数より顕著に高いレベルにある。  

 宇城市について同様に分析すると、図 9 より、建物データの PGV は約 0～80cm/s、計

測震度は約 4.3～6.0 の範囲にあり、建築年代の比率にそれほど偏りはないと思われる。こ

の地震動強さの範囲で比べると、図 10 より、中央防災会議 2012 はすべての建築年代で本

研究のフラジリティ関数とほぼ同程度のレベルであるが、翠川ほか 2011 は本研究のフラ

ジリティ関数を概ね下回る傾向にある。また、村尾・山崎 2000 についてはすべての建築

年代で本研究のフラジリティ関数を上回っている。  

 中央防災会議2012、翠川ほか2011、村尾・山崎2000の3つのフラジリティ関数はいずれ

も、本研究のフラジリティ関数と同様に自治体の罹災証明データに基づき構築されたもの

であるが、同程度の地震動強さに対する全壊率の傾向は大きく異なっていた。そこで、そ

れぞれのフラジリティ関数における相違の理由について、既往研究での指摘等も踏まえて

考察を行なう。  

 まず、村尾・山崎2000は本研究のフラジリティ関数を全体的に大きく上回っているが、

その理由は兵庫県南部地震のときは自治体の被害調査方法が統一されていなかったこと

13)や強震観測記録が限られていたために地震動分布の推定精度が本研究より低いことな

どが影響していると考えられる。また、神戸市における罹災証明の全壊率は、震災復興都

市づくり特別委員会による外観目視調査の全半壊率にほぼ対応していたことが指摘されて

おり13)、それに基づく村尾・山崎2002や同様に外観目視調査データに基づく堀江2004に比

べて、村尾・山崎2000の方が同じ地震動レベルで全壊率が大きいことに整合している。一

方で、本研究のフラジリティ関数が外観目視調査に基づく村尾・山崎2002とかなり近い傾

向にあることは興味深い。自治体の被害調査（罹災証明）では住家の損害割合算出を目的

とした外観目視調査を行ない、その後依頼があったものに対しては内部立入を伴う再調査

（第2次調査）を実施する流れとなるが、再調査後の最終的な結果が当初の判定より下がる

ことは基本的にないとすれば、再調査が実施された割合が全体的な被害の大きさに影響す

ることも考えられる。すなわち、村尾・山崎2000が本研究のフラジリティ関数を全体的に

上回る理由として、兵庫県南部地震（神戸市）では熊本地震（益城町と宇城市）に比べて

再調査（第2次調査）の実施率が高かったということも可能性の一つとして推察される。兵

庫県南部地震においては、被害判定基準が不明確なことで判定結果に納得できない住民か

ら再調査の依頼が殺到した13)。熊本地震では、内閣府の被害認定基準運用指針14)に従い、

システム等も一部活用しながらある程度整然と調査が進められており、兵庫県南部地震当

時とはかなり状況も変わってきていることは確かである。ただし、現状では両地震の再調

査率を定量的に比較・検証可能なデータはないため、今後の調査・研究による解明を待っ

てさらなる議論が必要である。  
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次に、中央防災会議2012は、前述のように、全壊率に関して、1982年以降は本研究のフ

ラジリティ関数とほぼ同レベルであるが、1981年以前ではそれより大きい。中央防災会議

2012の構築に用いられたデータは大部分が兵庫県南部地震の西宮市における罹災証明デ

ータ15)である。西宮市では、公費解体された建物を罹災証明では全壊として扱う特例的措

置が取られたことにより、罹災証明の全壊棟数には本来は全壊でなく公費解体された建物

も多数含まれている16),17)とともに、外見上修理可能な被害であっても古い建物ほど解体さ

れる傾向にあった17)ことが影響していると考えられる。ただし、一概に過大評価というこ

とではなく、建物フラジリティ関数の比較からは、西宮市の全壊率は神戸市灘区と比べて

同じPGVで小さい傾向15)にあり、震災復興都市づくり特別委員会調査の全半壊率との関係

で比較すると、地域の平均的な全壊率は他市に比べて小さめ13)であることから、それらに

ついても留意すべきと思われる。  

 翠川ほか2011では、兵庫県南部地震より後に発生した地震における罹災証明データが用

いられている。また、使われたデータの計測震度上限は6.5程度であるため5)、その範囲で

同一の震度における全壊率を比較すると、本研究のフラジリティ関数より小さい値となっ

ている。その理由としては、対象とした地震の大半が積雪地や寒冷地であることの影響

18),19)が考えられる。すなわち、地盤凍上や雪荷重に対応するため、木造建物では壁量が多

く構造的に強いことや瓦屋根が少なく軽い屋根が多いことによる耐震性の地域差が考えら

れる。この影響は、2018年北海道胆振東部地震の建物被害分析20)においても顕著にみられ

た。また、兵庫県南部地震より後に発生した地震で木造建物の被害率が小さい点に関して

は、地震動の周期特性の違いによる影響についても従来から指摘されている 21)。 

 以上より、自治体の罹災証明データに基づく建物フラジリティ関数として、これまで兵

庫県南部地震のデータに基づくフラジリティ関数が多く用いられてきたが、熊本地震にお

ける罹災証明結果とは傾向が異なっており、その要因としては、当時の被害調査の方法や

判定にはいくつか課題があり、それに起因したバイアスが含まれている可能性が考えられ

る。今後新たに発生する地震に対しても引き続き適用性の検討を行なう必要はあるが、本

研究で構築した熊本地震のデータに基づくフラジリティ関数は、近年の内陸被害地震にお

ける自治体の罹災証明データに基づくフラジリティ関数として妥当なものと考えられる。  

 

2)  益城町の被害データに基づく層破壊建物のフラジリティ関数の構築 

 地震により人の生存空間が失われる建物被害パターンである層破壊を精度よく推定でき

れば、人的被害の推計や迅速な災害対応の実施に役立つ。2016 年熊本地震における熊本県

益城町の住家被害認定調査結果に基づいて、層破壊建物を抽出し被害分析を行うとともに、

推定地震動分布と組み合わせて層破壊被害関数を構築した。  

a) 層破壊建物の抽出 

 前年度に提案した畳み込みニューラルネットワーク（CNN）モデルを益城町の約 63 万

枚の調査画像データに適用することで層破壊建物を効率的に抽出した。また、目視による

確認も併用し、信頼性の高い層破壊建物データ（1,209 棟）を構築した。抽出手法を図 11

に示す。なお、層破壊とは堀江ら 22)と同様にダメージグレード D5 以上 10),23)と定義した。

木造建物の場合の D5 に相当する破壊パターンを図 12 に示す。本研究における層破壊は、
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人が生命維持できるような内部空間の損失がある建物被害を D5 以上として調査画像に含

まれる建物の外観画像から判別を試みたものであり、自治体による建物被害認定調査の第

一次調査において「一見して住家全部が倒壊」などとして調査員が実施する全壊判定とは

必ずしも一致しない。CNN による層破壊分類モデルを図 13 に、外観調査画像を入力した

際の分類結果の例を図 14 に示す。 

 

図 11 層破壊建物の抽出方法  

 

図 12 D5 に相当する木造建物の破壊パターン（岡田・高井 10）より抜粋）  

 

 

図 13 CNN による層破壊分類モデル  
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図 14 層破壊分類モデルへの入力画像と機械的な分類結果の例  

 

b) 層破壊建物の被害分析 

益城町の建物について、構造および木造建物の建築年代、屋根形式、階数の区分別に、

全建物数に対する層破壊建物数の割合（層破壊率）を算出することにより、被害を分析し

た。分析には、前節にて抽出した層破壊建物数の内、物置・倉庫・車庫等の建物用途のデ

ータおよび建築面積20m2未満の小規模建物データは除外し、住家のみを対象にする。その

結果、571棟の建物が選定された。  

建物構造別の層破壊率および被害率を図15に示す。木造建物の層破壊率は非木造と比較

して大きい結果となった。層破壊建物571棟中木造は563棟であり、約99％を占めている。

残りの8棟は軽量鉄骨造（LS造）、鉄骨造（S造）であり、鉄筋コンクリート造（RC造）、

コンクリートブロック造（CB造）の層破壊建物は確認されなかった。ただし、RC造、CB

造は層破壊以外を含めた総建物数がそれぞれ113棟、6棟と他の構造より少なく、層破壊建

物が確認されなかった一因と考えられる。  

木造建物の建築年代別の層破壊率および被害率を図16に示す。1951年以前を除き、建築
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年代が古いほど層破壊率が大きくなる傾向がみられた。これは、1981年に必要壁量等の改

正や新耐震設計基準が導入され、2000年に基礎構造、接合部金物の使用、耐震壁の偏心の

回避が規定される等といった、耐震性強化のための建築基準法の整備がなされてきたこと

と整合している。一方、1951年以前の益城町の層破壊率は1952-1961年より小さくなり、

この傾向に反している。堀江ら 22)は、1995年兵庫県南部地震においても西宮市における

1946-1955年の層破壊率が1956-1960年より小さいことを指摘し、戦後復興期に建築され

た建物は瓦屋根が少なく平屋が多いといった建築事情がこの一因と考察している。益城町

の瓦屋根および平屋の割合を求めたところ、1951年以前につき97％および31％、1952-

1961年につき99％および29％となっており、同様の傾向がみられた。  

木造建物の屋根形式別の層破壊率および被害率を図17（a）に示す。なお、屋根形式およ

び建築年が不明のデータは分析から除外した。建築年代を区分しない場合、瓦葺の建物の

層破壊率が瓦以外を葺材に使用している場合よりも大きくなっており、兵庫県南部地震に

おける西宮市の層破壊率22)と同様の傾向がみられる。建築年代を区分した場合、1981年以

前は瓦葺の層破壊率が大きく、2001年以降に関しては金属葺及びスレート葺の建物で層破

壊は確認されなかった。一方で、1982-2000年については金属葺の層破壊率が瓦葺よりも

大きい傾向がみられた。瓦葺の建物は屋根重量に比例して地震力が大きく作用するものの、

建築基準法の「重い屋根」に規定される必要壁量を満足し、十分な耐震性が確保されてい

れば、必ずしも層破壊率が瓦葺以外よりも大きくなるとは限らないと考察される。ただし、

今回のケースでは金属葺のデータ数が少ないことに留意が必要である。  

木造建物の階数別の層破壊率および被害率を図17（b）に示す。なお、建築年不明のデー

タは分析から除外した。1981年以前、1982-2000年の建築年の建物については、兵庫県南

部地震における西宮市の層破壊率22)と同様に、2階建ての被害率が平屋より大きい傾向が

みられた。一方、建築年代を区分しない場合、平屋の建物の層破壊率が最も大きい傾向が

みられたが、2階建ては築年数が浅い建物の占める割合が多く層破壊率が低いことが一因

と考えられる。  

  

図 15 構造別の層破壊率および被害率   図 16 木造建物の建築年代別の層破壊率

および被害率  
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(a) 屋根形式別              (b) 階数別  

図 17 屋根形式別および建物階数別の木造建物の層破壊率および被害率  

 

c) 層破壊建物のフラジリティ関数の構築 

益城町が実施した被害認定調査結果および罹災証明データに基づく建物データと、熊本

地震の本震の地震動分布を用いて、建物の構造及び建築年代を考慮したPGVおよび計測震

度に対する層破壊フラジリティ関数を構築した。図18には推定地震動24)と層破壊建物の分

布を示す。 

 

   

 (a) PGV 分布              (b) 計測震度分布  

図 18 益城町における熊本地震本震の推定地震動と層破壊建物の分布  

 

個々の建物データが持つ位置座標を用いて、建物1棟ごとに、その位置の地震動強度

（PGV及び計測震度）を付与した。次に、後述する各構造・建築年代区分ごとに建物デー

タを地震動強度の大小により並び替えた上で、各棟の情報が平滑化されるようにグループ

化した。そして、グループごとに、層破壊率および各棟の重みづけ平均による地震動強度

の代表値からなるフラジリティ関数構築用の回帰点を求めた。構造種別ごとのフラジリテ
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ィ関数構築は層破壊被害のあった木造および非木造を対象とした。S造とLS造を統合し非

木造と区分した理由は、S造の層破壊の建物棟数が2棟しかなく、S造の被害関数を構築す

るにはサンプル数が少なすぎると判断したためである。建築年代別ごとのフラジリティ関

数構築は、棟数が十分にある木造を対象とした。1952-1961年の区分は棟数が乏しく構築

が困難であったため対象から外した。また、旧耐震と新耐震の境界である1981年と、木造

の建築基準法改正があった2000年を考慮し、1962-1981年、1982-2000年、2001-2016年の

3区分を対象とした。  

各構造・建築年代区分ごとの、建物棟数、区分数、区分棟数を表8に示す。１つの区分内

で十分なデータ数を確保できるよう、各構造・建築年代ごとの建物棟数の大小に応じて、

区分数を決定した。  

 

表 8 構造および建築年代別の建物データの区分数と区分棟数  

構造種別 建築年代 建物棟数 区分数 区分棟数  

木造 

全体 8,972 20 449 or 448 

1962-81 2,418 10 242 or 241 

1982-2000 3,511 10 352 or 351 

2001-16 1,591 10 160 or 159 

非木造 全体 1,187 10 119 or 118 

 

このようにして求めた地震動強度と層破壊率の関係から、層破壊フラジリティ関数を求

めた。既往研究と同じく、地震動強度の値xのとき層破壊が発生する確率P(x)は、標準正規

分布の累積確率分布関数Φ(x)を用いて表せるとした。すなわち、地震動指標をPGVとした

際の層破壊が発生する確率は、P(ln PGV)として、以下の対数正規分布で表せると仮定し

た。 

 

PR (ln PGV)=Φ((ln PGV-λPGV) / ζPGV)                      (2) 

 

また、地震動指標を計測震度Iとした際の層破壊が発生する確率は、P(I)として、以下の

正規分布で表せると仮定した。  

 

PR (I)=Φ((I-μI) /σI)                             (3) 

 

ここで、係数λPGV、 ζPGV、μI、σIは、ln PGVまたはIの平均値および標準偏差であり、

最小二乗法により求めた。結果として得た回帰係数を表9に示す。木造の全体について決定

係数が0.70以下、1962-1981年について決定係数は0.60以下であり議論の余地はあるもの

の、須藤ら25)で提案された全壊や大規模半壊以上率の関数の決定係数と比較しても特段低

くはなく、益城町の地震動強度と層破壊率の関係を良好に再現する関数が構築されたと考

えられる。 

 非木造については、益城町における層破壊建物に RC 造や CB 造が含まれておらず、表
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9 の回帰係数を将来発生する地震に対する建物被害の推計や被害発生地域の特定に用いる

際には留意が必要である。  

 

表 9 益城町の層破壊フラジリティ関数の回帰係数  

構造種

別 
建築年代 

PGV(cm/s) 計測震度  

層破壊 層破壊 

λPGV ζPGV r μI σI r 

木造 

全体 6.38 0.89 0.70 7.84 0.85 0.66 

1962-81 6.23 0.87 0.58 7.56 0.73 0.60 

1982-2000 6.09 0.56 0.92 7.46 0.48 0.94 

2001-16 6.55 0.57 0.86 8.06 0.57 0.85 

非木造 全体 5.97 0.34 0.98 7.46 0.33 0.98 

 

d) 層破壊建物のフラジリティ関数の構築 

図19は、PGVおよび計測震度に関する木造建物の層破壊被害関数を示したものである。

それぞれの図中には、被害関数の回帰に用いたデータを示した。図20には益城町における

木造建物の層破壊被害関数を、1995年兵庫県南部地震における西宮市を対象とした堀江ら

22)により構築された層破壊の関数と比較する。本研究ではPGVが240cm/sの層破壊率まで

図に描画しているが、西宮市の関数については原著論文では160cm/sまでしか描画されて

いないことに注意が必要である。益城町の被害関数は、西宮市のものより大きく下回る結

果となった。  

益城町と西宮市の関数に差異がある要因を以下で考察する。木造について、関数の構築

に用いた建物データの建築年代別棟数の構成比を確認すると、西宮市のデータに占める新

耐震の建物の割合は約17％である。一方、本研究における益城町のデータにおいては約

60％であり西宮市と比較して高い。益城町において新しい建築年代の建物データが多いこ

とが、層破壊率が相対的に低くなった要因の一つと考えられる。なお、益城町の新耐震の

建物の割合は、建築年不明のデータを除いた上での算出値である。  

また、関数の構築に用いられた地震動分布の不確実性も、要因の一つと考えられる。西

宮市の被害関数 22)は、地震動分布シミュレーション解析による推定 26)に基づき、西宮市の

層破壊建物における PGV が 48 cm/s から 107cm/s の範囲に分布しているとして設定され

た回帰点を用いて構築されている。一方、強震観測記録と建物被害の関係から推定された

地震動分布 27),28)からは、西宮市の被害が甚大であった地域は 120 cm/s 以上、場所によっ

ては 150cm/s 以上の PGV が推定されている。兵庫県南部地震では十分な数の強震観測記

録が得られなかったため、推定手法により地震動強度に大きなばらつきがみられ、その影

響が益城町と西宮市の関数の差異に影響を与えている可能性がある。  

そのほかの要因として、同一の建築年代であっても西宮市と比較して益城町の建物の建

物耐震性が高かった可能性が考えられるが、十分に論ずることができる情報が不足してお

り、解明は今後の課題といえよう。  
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(a) PGV                (b) 計測震度  

図 19 益城町の木造建物の層破壊フラジリティ関数  

 

 

図 20 層破壊フラジリティ関数の比較（熊本地震と兵庫県南部地震）  

 

図21は、PGVおよび計測震度に関する木造建物の建物年代別の層破壊フラジリティ関数

を示したものである。それぞれの図中には、建物フラジリティ関数の回帰に用いたデータ

を示した。建築年が古くなるに従い、層破壊率が高くなる傾向がみられる。1962-1981年

の関数は表9に示したとおり決定係数が低いことに留意が必要であり、特に最も高いラン

クのPGV（約226cm/s）および計測震度（約6.9）における回帰データ点の層破壊率が低い

ことが影響し、関数の上昇が抑えられている傾向がみられる。2001-2016年については、

地震動が小さい地域で層破壊がなかったため、回帰に用いたデータ10点のうち7点の層破

壊率が0%となり、残りの3点に適合する関数の形状となっている。  

図22は、益城町における木造の建築年代別の層破壊被害関数を、堀江ら 22)による兵庫県

南部地震における西宮市を対象とした層破壊被害関数と比較したものである。図20と同様

に240cm/sまで描画しているが、西宮市の関数については原著論文では160cm/sまでしか描

画されていないことに注意が必要である。  

旧耐震に相当する 1981 年以前の比較において、益城町の層破壊率は、1972-81 年の西

宮市おける層破壊率と近い値となった。益城町の関数の構築に用いた建物データの建築年

代別棟数の構成比を確認すると、1972-1981 年のデータの占める割合は 77%と高くなって
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おり、要因の一つと考えられる。一方で、1971 年以前の西宮市の層破壊率よりは大きく下

回る結果となったが、地震動が最も大きいデータ点の層破壊率が低く関数の上昇が抑えら

れていること、地震動分布の不確実性や地域による建物耐震性の違いが要因の可能性とし

て考えられる。  

  

(a) PGV                (b) 計測震度  

図 21 益城町の木造建物の建築年代別の層破壊フラジリティ関数  

 

  

 (a) 1981 年以前             (b) 1982 年以降  

図 22 木造建物の建築年代別の層破壊フラジリティ関数の比較（熊本地震と兵庫県南部

地震） 

 

3)  安平町の罹災証明データの整理と建物フラジリティ関数の構築に向けた分析 

 2018 年北海道胆振東部地震の建物フラジリティ関数構築に向けて、安平町の建物被害

認定調査データを収集し、前年度に推定した地震動分布 29)を用いた被害分析を行った。  

 安平町で発行された罹災証明書は 7,011 件であるが、これらのデータには、建物被害の

分析には適さないものも含まれている。詳細な確認作業を行ったところ、被害証明書の発

行記録が取り消されたもの（385 件）、最終評価以外のもの（20 件）、重複しているもの

（1,318 件）を被害分析から除外した。重複発行については、罹災証明書は建物単位では

なく世帯単位で発行されるため、マンションなどの同じ建物に住む複数の世帯が同じ証明

書を受け取っているからである。また、借家の場合は、居住者と建物の所有者が同じ証明

書を受け取っていたため、重複して記録されていることが判明した。以上のようなデータ

クレンジングの結果、残った 5,287 枚の罹災証明データを用いて分析を行った。  
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 図 23 に安平町の建物被害の分布を示す。大きな被害を受けた建物は地震動が比較的大

きかった地域に分布していることが確認できる。  

      

図 23 安平町の建物被害分布（背景は PGV 分布） 

 

安平町の建物の構造種別をみると、「木造」が 82.8％、「鉄筋コンクリート（RC）」が

約 1.1％、「鉄骨（S）」が 0.6％、「軽量鉄骨（LS）」が 0.9％、「プレハブ」が 1.0％、

「コンクリートブロック（CB）」が 3.9％、「組積造」が 0.3％、「不明」が 9.4％である。 

図 24(a)に安平町の建物の被害程度を示す。全壊が 8％、半壊以上の被害が 22％である。

図 24(b)に居住形態別の被害の内訳を示す。全壊の比率を比較すると、住家が 3.7％、非住

家が 12.6％となっており、非住家の方が住家よりも被害率が高いことがわかる。図 25 に

は、住家の構造種別ごとの被害分類を示す。全壊の比率は、組積造、CB、木造、LS の順

になる。RC、S、プレハブで全壊被害を受けた住家はなかった。  

 

(a) 被害程度             (b) 居住形態ごとの被害程度  

図 24 安平町の建物の被害割合  

 

安平町の木造建物の建築年代ごとの被害率を図 26 に示す。建築年代が新しいほど被害
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率は小さくなる。昭和 57 年以降は、耐震基準の改正により被害率が大きく減少している

ことがわかる。なお、2000 年の改正にて耐震性能がさらに向上していることもわかる。図

27 に PGV と木造建物の被害程度との関係を示す。地震動が大きくなるにつれて、半壊以

上の被害が大きくなる傾向がある。  

 

図 25 住家の構造種別ごとの被害割合  

 

図 26 木造建物の建築年代ごとの被害割合  

 

 

図 27  PGV と木造建物被害との関係   
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1995 年兵庫県南部地震による神戸市灘区、西宮市、2007 年の新潟県中越沖地震による

柏崎市、2016 年の熊本地震による益城町と、本研究の安平町について、木造建物の全壊率

を建築年代ごとに比較したものを図 28 に示す。これらの地震の地震動強さに大きな差が

ないとすると、安平町の全壊率は柏崎市とほぼ同程度で、灘区、西宮市、益城町よりも著

しく小さいことがわかる。この原因のひとつは、神戸や熊本などの西日本は台風の頻度が

高いため、日本海側の地域や北日本の建物よりも重い屋根が主流となっていることが考え

られる。 

 

図 28 建築年代と全壊率の関係（既往地震の結果との比較）  

 

(c) 結論ならびに今後の課題  

2016年熊本地震における益城町と宇城市の罹災証明データを用いて、計測震度および

PGVに対する構造別（木造・S造・LS造）・建築年代別（木造のみ5区分）の建物フラジリ

ティ関数（全壊率・大規模半壊以上率・半壊以上率）を構築した。そのすべての分類で相

関係数0.9前後の高い正の相関を示し、PGVで約0～240cm/s、計測震度で約4.4～6.9にわた

る広範囲の地震動に対して、熊本地震の実被害率を説明可能である高精度なフラジリティ

関数が得られた。木造建物を対象に既往の建物フラジリティ関数との比較を行なった。兵

庫県南部地震の罹災証明データに基づく関数は本研究で構築した関数とは傾向が異なって

いるが、兵庫県南部地震のデータには当時の被害調査の方法や判定などに係るバイアスが

あった可能性があり、現在は強震観測網の充実に伴い地震動分布の推定精度も格段に向上

していることも考え合わせると、本研究で構築した建物フラジリティ関数は妥当なものと

考えられる。  

益城町の罹災証明データに基づいて、層破壊建物を畳み込みニューラルネットワーク

（CNN）によるモデルを用いて被災建物を大量の写真画像から特定し、被害分析を行うと

ともに、推定地震動分布と組み合わせて層破壊のフラジリティ関数を構築した。構造およ

び木造建物の建築年代、屋根形式、階数の区分別に、全建物数に対する層破壊建物数の割

合（層破壊率）を算出することにより被害を分析したところ、木造建物の層破壊率は非木

造と比較して大きく、木造建物は建築年代が古くなるほど層破壊率が大きい傾向がみられ

た。木造建物の層破壊フラジリティ関数は、1995年兵庫県南部地震の結果に基づく西宮市
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の経験式と比べて、同一のPGVにおける層破壊率が低くなる傾向がみられた。また、建築

年代別の被害関数は、西宮市の経験式と比べて旧耐震においては低く、新耐震においては

同等の層破壊率となった。益城町と西宮市に層破壊率の差異があった原因は、益城町にお

いて新しい建築年代の建物データが多いこと、推定地震動分布の不確実性、地域による建

物耐震性の違いが可能性として考えられるが、その解明は今後の課題である。  

2018年北海道胆振東部地震の安平町の罹災証明データを収集するとともに、被害分析を

行い、熊本地震や過去の被害地震での建物被害率との比較により、建物脆弱性の地域性を

検討した。安平町の全壊率は2007年新潟県中越沖地震の柏崎市での全壊率とほぼ同程度で

あり、熊本地震の益城町、兵庫県南部地震での灘区、西宮市の全壊率よりも著しく小さい。

まだ地震動強さを考慮していないが、建物の脆弱性に地域性があることが示唆される。  

今後は、熊本地震の罹災証明データに基づき構築した全壊、大規模半壊、半壊以上の建

物フラジリティ関数、および、層破壊のフラジリティ関数を、首都圏を中心とした地域で

想定される地震動に適用して、被害推定のシミュレーションを行う。また、北海道胆振東

部地震の被害調査データの拡充のため、厚真町等の罹災証明データを新たに収集し、建物

脆弱性の地域性について明らかにする。  
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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

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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2)学会誌・雑誌等における論文掲載 

・ 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 

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 
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Earthquake Using 
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K. Horie,  

M. Inoguchi, 

M. Matsuoka, 
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W. Liu,  

F. Yamazaki 
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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 
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Japan 

K. Horie,  

K. Kawabe, 

M. Inoguchi, 

M. Matsuoka, 

K. Torisawa, 

W. Liu, 

F. Yamazaki 

Proceedings of 
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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 

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 
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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) ２０２１年度業務計画案 

前年度までに構築した熊本地震の益城町と宇城市の罹災証明データに基づき構築し

た低震度から高震度までを網羅した全壊、大規模半壊、半壊以上の建物フラジリティ

関数、および、益城町の層破壊建物データに基づき構築した層破壊のフラジリティ関

数を、首都圏を中心とした地域で想定される外力にて被害推定のシミュレーションを

実施し、建物被害棟数等を推定する。また、北海道胆振東部地震の被災地の罹災証明

データとの比較からフラジリティ関数の地域性について明らかにする。  

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 
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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)２０２０年度業務目的 

前年度までに検討してきた供給系・処理系・交通系ライフラインの物理的フラジリティ関数、

機能的フラジリティ関数およびレジリエンス関数を総合化して、機能的被害からの復旧見込みを

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。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に関して検討する。 

 

(c) 担当者 

所属機関 役職 氏名 

国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学 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 

国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学 工学部 研究員 加藤 宏紀 

  

(2) ２０２０年度の成果 

(a) 業務の要約 

2020（令和 2）年度においては、供給系・処理系・交通系ライフラインの復旧シミュレー

ションのため、物理的・機能的フラジリティ関数およびレジリエンス関数を構築して予測

精度を検証した。上水道に関しては、2011 年東北地方太平洋沖地震、2016 年熊本地震、

2018 年北海道胆振東部地震など、近年の地震を対象として、水道事業体ごとの発災後の復

旧過程を、地震動強さと水道統計に基づく管路の敷設状況を踏まえて評価した。管路脆弱

性指数と既往研究において構築された供給系ライフラインの復旧評価モデルによって評価

した結果、管路脆弱性と復旧所要日数には関係性があることが確認できた。下水道に関し

ては、1995 年兵庫県南部地震から 2018 年北海道胆振東部地震までの既往の 7 つの地殻内

地震を対象とした下水道埋設管路網の被災データベースに基づき、液状化領域並びに非液
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状化領域に分離して、下水道埋設管路の物理的被害と機能支障が激甚化する地震動強さ（地

表面最大速度 PGV）の閾値とその傾向を明らかにした。鉄道に関しては、2011 年東北地方

太平洋沖地震から 2018 年北海道胆振東部地震までの 4 地震におけるネットワーク機能の

時間的推移を定量的に評価した。さらに運休期間と震度との関係をモデル化し、前年度に

検討した機能的フラジリティ関数と統合してレジリエンス関数を構築した。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に関して検討した。 

 

(b) 業務の成果 

 

1) 近年の地震時における上水道システムの復旧過程の評価 

 現在の日本における水道普及率は 97%を超え、日常生活や社会経済活動に不可欠なライ

フラインである。2018 年度末時点の水道事業における耐震化率は、基幹的管路 40.3%、浄

水施設 30.6%、配水池 56.9%と依然低い状況 1)であり、地震に対する備えが十分であるとは

いえない。  

 近年発生した地震である 2016 年熊本地震や 2018 年北海道胆振東部地震においても、上

水道管路の継手部引き抜けや管体破損等が発生し、断水被害が生じた。しかし、熊本地震

における熊本市や、北海道胆振東部地震において管路被害が生じた 8 水道事業体の平均管

路被害率は、過去の地震と比較して小さい傾向にある。この理由には、耐震性の低い老朽

管路の更新や耐震化が進められたことが挙げられる。  

 能島は上水道管路について管路脆弱性指数 Vpd を提案した 2)。また、加藤・能島は 1995

年兵庫県南部地震の被災事例に基づいて、計測震度を説明変数とした供給系ライフライン

の機能的被害・復旧過程を推定する評価モデルを構築した 3)。そこで本研究では、脆弱性

指数 Vpd および復旧評価モデルを用いて、近年の地震後の上水道システムの復旧過程を評

価した。  

 2016 年熊本地震における上水道システムの復旧過程を評価する。図 1 に、熊本県内の上

水道事業体の Vpd 値の分布（2016 年度水道統計に基づき算出）を示す。熊本県内の上水道

区域は熊本市を中心として沿岸部に集中している。Vpd 値の分布は、最小値が熊本市 0.537、

最大値があさぎり町 1.716 である。図 2(a)に熊本地震発生後の断水状況の報告 4)をもとに

作成した復旧曲線を示す。凡例の括弧内は（Vpd 値、計測震度）の順に記載した。計測震度

の差があるため一概には比較できないものの Vpd 値が比較的小さい熊本市や大津町・菊陽

町は地震発生後約 6 日と、他事業体よりも非常に早期に復旧している。図 2(b)に復旧評価

モデルによって得られた復旧曲線を示す。南阿蘇村を除く 5 事業体では推定値より実測値

の方が短い復旧所要日数となる結果が得られた。理由としては、過去の震災経験から各種

耐震化の施策が進められたり、水道事業体間の相互応援体制が拡充されたりしたことで、

早期の応急復旧が可能になったことが挙げられる。  

 2018 年北海道胆振東部地震、2011 年東北地方太平洋沖地震についても同様の評価を行

った。同程度の計測震度が観測された事業体を比較すると、Vpd 値が小さい事業体の方が早

期的な復旧がなされていた。Vpd 値が小さければ地震に対して頑強な上水道管路網である

と評価されるが、地震後の復旧所要日数と Vpd 値で評価される地震時脆弱性には関係性が
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あることが確認できた。  

 

 

図 1 熊本県内の Vpd 値分布（2016 年度）  

 

(a) 熊本地震における復旧曲線（実測値）  

 

(b) 熊本地震における復旧曲線（予測値）  

図 2 上水道システムの復旧曲線の比較（熊本地震）  
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2) 下水道埋設管路網のフラジリティの検討 

 近年の 7 つの内陸地殻内地震において被災した下水道埋設管路網の基礎データ（例えば、

文献 5））に基づき、下水道埋設管路のフラジリティ特性を液状化領域並びに非液状化領域

に分離して明らかにした。対象とする地震と下水道管路施設を管理する地方公共団体は、

兵庫県南部地震の神戸市、新潟中越地震の小千谷市、川口町及び長岡市、2007 年能登半島

地震の輪島市、2007 年新潟中越沖地震の柏崎市、2008 年岩手・宮城内陸地震の栗原市、熊

本地震の阿蘇市、熊本市及び益城町、北海道胆振東部地震の厚真町、安平町及びむかわ町

である。液状化領域のデータは文献 6)-10)によった。  

 表 1 より、非液状化領域のデータに着目すると、神戸市や長岡市、柏崎市、熊本市は敷

設延長のボリュームが多く、それらに対して相対的に被害延長が短かったため、被害率は

数%オーダーに留まっている。しかし、これらの自治体においてはいずれも災害復旧の観

点から甚大な下水道機能支障を経験しているため、数％オーダーの被害率を低いと解釈す

るのは誤りである。数%の被害率であれば甚大な物理的被害と機能支障が想定され得ると

解釈すべきであろう。また、非液状化領域と液状化領域のデータを比較すると、液状化領

域の被害率が非液状化領域のそれと比して同等、さらには、数倍の高い数値を示す場合が

あり、液状化等の地盤変状により下水道埋設管路の地震被害が激甚化する可能性が高い。  

 

表 1 既往の 7 地震で被災した市町における下水道埋設管路  

 

 

図 3 には、地表面最大速度 PGV と被害率の関係を非液状化領域と液状化領域のデータ

に区別して示す。併せて、図 3 には、対数正規分布に基づく推定被害率𝑅∗
𝑠(𝑥)、10%超過確

率及び 10%非超過確率を示す。非液状化領域における被害データ並びに被害率推定式によ

れば、𝑃𝐺𝑉 = 40~60[cm/s]では数%の被害率に留まっていたものが、𝑃𝐺𝑉 = 100[cm/s]の強震

動を受けると被害率は 5%を越え、𝑃𝐺𝑉 = 140~160[cm/s]の大きな地震動を受けると被害率

は 10%オーダーに達することが明らかである。一方、液状化領域における被害データ並び

に被害率推定式によれば、非液状化領域のそれらと比較して、𝑃𝐺𝑉 = 50~80[cm/s]の相対的

に低い地震動強さであっても被害率が 5%から 8%オーダーの高い値を示し、𝑃𝐺𝑉が 

敷設延長[km] 被害延長[km] 被害率[km/km] 敷設延長[km] 被害延長[km] 被害率[km/km]

1995年兵庫県南部地震 神戸市 3117.15 57.40 0.02 410.81 26.35 0.06

小千谷市 126.90 20.79 0.16 17.92 5.23 0.29

川口町 38.07 8.14 0.21 2.22 0.18 0.08

長岡市 822.17 46.27 0.06 45.93 6.08 0.13

2007年能登半島地震 輪島市 52.73 9.22 0.17 0.00 0.00

2007年新潟中越沖地震 柏崎市 390.48 27.41 0.07 6.41 0.37 0.06

2008年岩手・宮城内陸地震 栗原市 182.33 4.89 0.03 0.15 0.05 0.37

熊本市 558.90 14.76 0.03 104.12 7.71 0.07

益城町 96.03 3.49 0.04 41.28 11.03 0.27

阿蘇市 37.10 2.44 0.07 14.82 0.61 0.04

厚真町 15.11 2.92 0.19 3.72 0.62 0.17

安平町 57.46 4.38 0.08 12.33 2.41 0.20

むかわ町 27.04 1.43 0.05 3.15 0.00 0.00

2018年北海道胆振東部地震

地震名 市町村名
非液状化領域 液状化領域

2004年新潟中越地震

2016年熊本地震
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80[cm/s] を越えて大きくなると被害率は 5%から 20%オーダーの間でばらつきながら高い

数値を示し続けることがわかる。すなわち、液状化等の地盤変状による下水道管路施設の

地震被害は𝑃𝐺𝑉 = 50~80[cm/s]の相対的に低い𝑃𝐺𝑉であっても激甚化し得ると言える。  

 

 

図 3 地表面最大速度 PGV と被害率の関係（図中、黒線がフラジリティーモデルを示す。

𝑥 = 𝑃𝐺𝑉 cm/s でΦ( )は標準正規分布関数である。）  

 

 

3) 鉄道の地震時ネットワーク機能の定量的評価およびレジリエンス関数の震災間比較  

近年の主要な地震（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）を対象として、鉄道の地震時ネットワーク機能を

定量的に評価するとともに、レジリエンス関数を構築して震災間比較を行った。  

各地震に伴う運休状況 11)を図 4 に示し、区間別乗客数（各区間の両端の駅における乗降

客数 12)の平均値）を図 5 に示す。ネットワーク機能を定量的に評価するため、既往研究 13)

の成果を応用して、施設水準として 2 指標（運行可能な区間数 N および運行可能な区間距

離の総和 L）、機能水準として 1 指標（区間別乗客数と区間距離との積和 V）の計 3 指標を

定義した。各指標を地震前の水準で正規化して比較した結果を図 6 に示す。いずれも本震

直後に 0～30%程度まで低下し、その後 1 日～1 ヶ月程度で地震前の水準まで回復してい

る。機能水準 V の回復が施設水準 N および L よりも早い場合と遅い場合があるのは、乗客

数の多い区間の復旧状況の違いによる。2011 年東北地方太平洋沖地震では首都圏で施設被

害が少なく相対的には早期に運行再開されたこと、2018 年北海道胆振東部地震では札幌周

辺の主要路線が優先復旧されたことによって、V の回復が N、L よりも早い傾向を示す。一

方、2016 年熊本地震では九州新幹線に施設被害が生じて運行再開が遅れたこと、2018 年大

阪府北部の地震では低震度領域の遠隔地の路線で運休が特に早期に解消したことによって、

V の回復が N、L よりも遅い傾向を示す。ただし、ここでの機能水準 V は平常時の乗客数

に基づくものであり、地震後の実績値ではないことに注意が必要である。  
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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 運休期間の分布（文献11)に基づいて作成） 

    

 (a) 2011年東北  (b) 2016年熊本  (c) 2018年大阪  (d) 2018年北海道  

図 5 区間別乗客数の分布（文献 12)に基づいて作成）  

    

 (a) 2011年東北  (b) 2016年熊本  (c) 2018年大阪  (d) 2018年北海道  

 (3月11日～4月25日) (4月14日～5月5日) (6月18日～25日) (9月6日～30日) 

図 6 鉄道ネットワークの施設水準・機能水準の推移  

 

次に、ここでは施設水準 N を対象として、文献 14)と同様の観点から運休期間と震度と

の関係について震災間で比較した。運休日数 11)（津波被災区間・土砂崩れ区間などは除外）

と推定地震動分布 15),16)との関係を図 7 に示す。運休日数の平均値を震度のべき関数でモデ

ル化し、震度ごとの運休日数の非超過確率をガンマ分布（変動係数 100%）でモデル化した

結果を図 7 に実線で示す。図 7(a),(b)ではばらつきが大きいながらも運休期間と震度に相関

関係が見られる。一方、図 7(c),(d)では震度によらず数時間～数日程度運休となっており、

点検作業のための停止、停電による信号停止、事業者による復旧戦略の影響などにより、

震度依存性が低い結果となったと考えられる。さらに、この結果を前年度に検討した機能

的フラジリティ関数と図 7 を統合して得られたレジリエンス関数を図 8 に示す。対象とし

た 4 地震は海溝型巨大地震、内陸活断層地震、大都市圏の中規模地震、広域大停電の影響
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が支配的な地震という特徴を持ち、それぞれ異なったパターンを示している。このため、

これらのモデルを統合化するのではなく、想定地震に応じて近いパターンの適用すること

によって評価を実施するという方向性が考えられる。また、東北地方太平洋沖地震では首

都圏と東北地方で異なる傾向を示すことも確認されたことから、モデルを分離することも

考えられる。  

 

    

 (a) 2011年東北  (b) 2016年熊本  (c) 2018年大阪  (d) 2018年北海道  

図 7 震度と運休期間との関係（黒丸 :実測値、実線 :予測値、変動係数 100%）  

    

 (a) 2011年東北  (b) 2016年熊本  (c) 2018年大阪  (d) 2018年北海道  

図 8 鉄道のレジリエンス関数のパターン（変動係数 100%）  

 

(c) 結論ならびに今後の課題  

2020（令和 2）年度においては、供給系・処理系・交通系ライフラインの復旧シミュレー

ションのため、物理的・機能的フラジリティ関数およびレジリエンス関数を構築して予測

精度を検証した。 

上水道に関しては、2011 年東北地方太平洋沖地震、2016 年熊本地震、2018 年北海道胆

振東部地震など、近年の地震時の上水道システムの復旧過程について、管路脆弱性指数 Vpd

と既往研究において構築された供給系ライフラインの復旧評価モデルによって評価した。

その結果、Vpd 値で評価される管路脆弱性と復旧所要日数には関係性があることが確認で

きた。今後は、管路被害率と復旧日数の関係性に関する検討を行い、物理的被害から機能

的被害を推定する数理モデルの構築を目指す。  

 下水道に関しては、1995 年兵庫県南部地震から 2018 年北海道胆振東部地震までの 7 つ

の内陸地殻内地震において被災した下水道埋設管路網の基礎データに基づき、液状化領域

並びに非液状化領域に分離して、下水道埋設管路の物理的被害と機能支障が激甚化する地

震動強さ（地表面最大速度 PGV）の閾値とその傾向を明らかにした。今後は、地盤変状の

中でも地表断層変位によるフラジリティを明らかにするとともに、道路路面被災から下水
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道埋設管路の物理的被害を推計するモデルの構築を目指す。  

鉄道に関しては、2011 年東北地方太平洋沖地震から 2018 年北海道胆振東部地震までの

4 地震におけるネットワーク機能の時間的推移を定量的に評価し、施設水準と機能水準の

関係性について、被災・復旧状況に照らし合わせて考察を行った。さらに、運休期間と震

度との関係をべき関数でモデル化し、運休日数の非超過確率をガンマ分布でモデル化した。

運休期間の震度依存性が強い場合と弱い場合があることを明らかにしたうえで、機能的フ

ラジリティ関数と統合してレジリエンス関数を構築した。地震ごとに異なったパターンを

示すことから、今後の課題として、想定地震に応じたパターンごとに適用する方向性を検

討すること、および、東北地方太平洋沖地震のように地域ごとに大きく異なる傾向を示す

場合には、モデルを分離して適用する方向性を検討することが挙げられる。  

以上のほか、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に関して検討し

た。また、次年度に向けて、電力を対象として停電の解消過程を数理モデルで表現する方法

を検討した。今後、その成果を踏まえて、災害時における復旧予測の逐次更新モデルに発

展させる方針である。  
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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  
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2)学会誌・雑誌等における論文掲載 

・ 査読付き 

 

・ 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 

・ 該当なし 

 

2)ソフトウエア開発 

・ 該当なし 

 

3) 仕様・標準等の策定 

・ 該当なし 

 

(3) ２０２１年度業務計画案 

これまでに構築した物理的・機能的フラジリティ関数およびレジリエンス関数の拡張を

図り、インフラ被害・復旧のシミュレーションを実施し、発災後の復旧見込みに関する評

価を行う。既往地震による被災データベースおよび復旧情報を踏まえて、被害関数や事業

体ごとの復旧予測の高度化を図るとともに、停電や道路被害からのシステム間の影響波及

構造に関する評価を行う。また、被災事例に基づいて、復旧予測の逐次更新のあり方につ

いて検討する。  

5 年間まとめとして、これまでに構築したフラジリティ関数およびレジリエンス関数を

統合化することにより、首都圏におけるライフラインの総合的な被害想定および復旧シミ

ュレーションを実施し、相互連関を加味した復旧見込みに関する評価を行う。   

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(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。 

 

(d) 引用文献 

1) 井ノ口  宗成 , 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  ～ , 電子情報通信学会 安全・安心な生活と

ICT 研究会, IEICE-ICTSSL2020-10, Vol.120, No.106, pp.11-16, 2020.7. 

 

(e) 学会等発表実績  

1)学会等における口頭・ポスター発表 

 

2)学会誌・雑誌等における論文掲載 

・ 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 

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 

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 
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Munenari 
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Hara, 

Kazuya 

Shirai and 

Atsushi 

Imai 

Proceedings of the 
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International 

Technical 

Conference on 

Circuits/Systems, 

Computers and 

Communications, 

pp.5 

2020 年 7 月 国外 
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・ 査読なし 

 

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) ２０２１年度業務計画案 

・柔軟な早期被害状況把握のための AI 活用基盤の実装  

2020 年度は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するとと

もに、250m を 1 つのユニットとして各種の被害状況把握結果を統合的に管理する仕

組みを設計・開発した。 

2021 年度は、各機関のデータ保有実態や要求レベルに応じた情報粒度を考慮し、AI

を利用者ニーズに応じて柔軟に利用し、被害状況推測を迅速に実施可能なプラットフ

ォームを構築する。これは Web 上で限定公開し、実務者が必要に応じて利用可能な環

境として整備する。とくに、AI の活用においては、過去で学習したモデルを流用でき

るようにするとともに、新しい災害が発生した際には、地域性や災害特性を含め、新

しく教師データを作成し、AI モデルの強化を可能とする。これらの AI モデルで推定

した被害状況把握の結果は、現場で実施される実被害状況の調査結果と合わせてクラ

ウド GIS 上に可視化し、権限を有したユーザが閲覧できるとともに、簡易的な空間統

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.4Rin

1-32, pp.2 

2020 年 6 月 国内 
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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。 
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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。しかし、2016（平成 28）年熊本地震、2018（平成 30）年大阪

府北部地震、北海道胆振東部地震など、最近の災害時における事例を見ていくと、初動

対応においても、事業継続計画（ＢＣＰ）の発動による体制・対応の確立、参集・対策

本部の立ち上げや指揮命令系統、建物・設備・備品・従業員等の経営資源の被害状況確

認、顧客・従業員等の安全確保・物資配給、自社状況の対応の記録および情報発信など

の多くの面で課題が残っており、標準的な業務手順は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にむけての総合的な課題抽出・分析と検討を実施

する。 

 

(b)２０２０年度業務目的 

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 

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・提案を行う。 

 

(c) 担当者 

所属機関 役職 氏名 

公立大学法人兵庫県立大学 環境人間学部・

大学院環境人間学研究科 

教授 木村 玲欧 

国立大学法人東京大学 大学院工学系研究科 准教授 廣井 悠 

国立大学法人東京大学 生産技術研究所  准教授 沼田 宗純 

  

 

(2) ２０２０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、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すために、業務手順の確

立のための各構成要素の分析・検証・提案を行った。  
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特に、１）当該年度に発生した新型コロナウイルス感染症（COVID-19）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、感染症における BCP（事業継続計画）の策定状

況および新型コロナ対策での有用性、感染症対策において頼りになった人・組織などを明

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、新型コロナに対応した業務フローを構築した BOSS を使用するチー

ムと従来の紙面の避難所運営マニュアルを使用するチーム（BOSS チームとマニュアルチ

ーム）に分け、BOSS の使用有無による対応行動の違いを明らかにした。また、３）効果

的な避難所運営を行うために、集合論を用いた避難所と運営人員のマッチングモデルの開

発を行った。４）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（事業所滞留版）」（略称：KUG②）については、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アンケートを取りまとめて今

後の改善方針を検討した。  

 

(b) 業務の成果 

1)過去の災害対応事例の収集 

a) 新型コロナウイルス感染症 COVID-19 に係る BCP（事業継続）に関する調査 

 当該年度である令和 2 年は、現代社会において初めて発生した先進国を含めた世界的な

パンデミックである新型コロナウイルス感染症というハザードによって、企業・個人事業

者の経済活動や事業継続に大きな影響を与えた。そこで、「新型コロナウイルス感染症によ

る日本の緊急事態宣言発出および延長を受け、企業などの組織や個人事業者の対応状況を

明らかにすることで、この対応経験を将来の自然災害時の対応に活かすこと」を目的にし

たアンケート調査を行った。 

調査時期は、2020 年 5 月 11 日～15 日である。2020 年 4 月 7 日に、日本国政府は、感染

が拡大していた人口密集地域の 7 都府県に緊急事態宣言を発出し（期限は 5 月 6 日まで）、

4 月 16 日には区域を全国 47 都道府県に拡大した。さらに 5 月 4 日には、緊急事態宣言を

5 月 31 日まで延長した。本調査は、緊急事態宣言が発出してから 1 ヶ月ほどが経過して厳

戒態勢の中で対応を行っていた時期に実施した。なお本調査中の 5 月 14 日になると、日

本国政府は、感染が拡大する 8 都道府県を除く 39 県で緊急事態宣言を解除し、新型コロ

ナウイルス感染症の第 1 波と呼ばれる時期が収束に向かった。 

調査手法は、インターネットによる質問紙調査である。調査対象者は、本調査主体の「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」に参加しデータを共有する「デ

ータ利活用協議会関係者」（約 1000 人）、日本における危機管理と BCP（事業継続）の唯一

の専門メディアである「リスク対策.com」のメールマガジン購読者（約 2 万 2500 人）、1995

年阪神・淡路大震災以降 25 年以上継続している研究者・自治体職員・企業関係者などで構

成される防災研究会「Joint Seminar 減災」会員（約 350 人）である。いずれの調査対象

も、本論文の著者らが主体的に関係しているものである。 

回答数 615 件、そのうち同一組織の重複分・回答未記入多などを除く有効回答数 443 件

であった。回答者が所属する組織・団体形態を見ると、法人 77.7%、公的機関（自治体・研

究機関等）13.5%、その他事業形態（NPO・一般社団/財団法人等）5.9%、個人事業主 2.3%、
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無回答 0.7%であった。業種で見ると、最も多かったのが、製造業 22.3%で、以下、行政・

団体 8.6%、専門サービス業 8.6%、建設業 7.9%、教育・研究機関 7.9%、情報通信・IT 関連

7.7%、コンサルティング業 7.0%などとなり、様々な業種から回答を得られた。従業員数で

見ると、1～50 人 16.9%、51～100 人 7.4%、101～500 人 24.2%、501～1000 人 8.8%、1001～

5000 人 22.1%、5001～10000 人 10.4%、10000 人以上 9.5%、無回答 0.7%であり、様々な規

模の組織から回答を得られていることがわかった。 

b)2019 年時点における BCP（事業継続計画）の策定状況 

 新型コロナウイルス感染症が日本において大きな影響を与える前の 2019 年時点におけ

る BCP の策定状況を尋ねたところ、地震等の BCP については（n=420）、33.3%が策定済

みで定期的に見直している、27.6%が策定済みで非定期的に見直している、12.9%が策定済

みだが見直しをしていない、12.4%が策定中もしくは策定予定である、13.8%が予定無し、

と回答をしており、回答者の 6 割が策定済みで定期的もしく非定期的に見直しをしていた。

一方、感染症の BCP については（n=398）、11.1%が策定済みで定期的に見直している、

19.3%が策定済みで非定期的に見直している、14.1%が策定済みだが見直しをしていない、

20.6%が策定中もしくは策定予定である、34.9%が予定無し、と回答をしており、回答者の

過半数が BCP について策定していなかったことがわかった。それぞれの策定状況につい

てあわせて見たところ（図 1）、「地震等の BCP を策定済みで定期的に見直しをしている」

ような企業でも、4 割弱が BCP について策定中・策定予定・策定予定無しと回答をしてお

り、日本の企業にとって感染症災害は BCP では策定していない想定外の出来事であった

ことがわかった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 2019 年度の BCP(事業継続計画)の策定状況 

 

c) 感染症を対象にした BCP(事業継続計画)がコロナ対策の 3 つの側面で頼りになったか 

 BCP などに代表される組織のガイドライン・マニュアルが、実際に新型コロナウイルス

の災害対策に役に立ったのかについて尋ねた。具体的には、3 つの側面における支援者の

質問の中で、31 種類の支援者項目の中に「組織のガイドライン・マニュアル」という項目
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があり、BCP の策定状況の違いによってどのような支持率の違いがあるのかを明らかにし

た。その結果を見ると（図 2）、3 つの側面すべてについて統計的に有意な差が見られた。 

状況・進捗予測においては、BCP を策定して定期的に見直しをしていた組織の 40.9%が

「頼りにした」と回答しており（全体の平均値は 20.8%）、また、定期的な見直しをしなく

ても BCP を策定していた組織についても 3 割以上が「頼りにした」と回答していた（Χ

2(4)=26.70, p<.01）。いくつかの企業に個別に問い合わせたところ、事業継続計画におい

て、災害対策本部体制や情報収集手段などを事前に取り決めておいたことが、本番のコロ

ナ禍において役立っているとの回答を得ることができた。 

 感染症の拡大予防については、BCP を策定している組織は 2 割以上が「頼りにした」と

回答していた（全体の平均値は 11.5%）（Χ2(4)=15.42, p<.01）。感染症拡大予防について

は、マスクや消毒液の備蓄、体温測定や行動観察など、感染症一般に共通する予防策につ

いて利用可能であったことが考えられる。感染症の影響への対応についても、BCP を策定

している組織は約 2 割以上が「頼りにした」と回答していた（全体の平均値は 10.2%）（Χ

2(4)=12.23, p<.05）。感染症蔓延時の出勤基準や事業所等の閉鎖などの計画が役にたった

ことが考えられる。しかし、これらについては、BCP を策定して定期的な見直しをしてい

る組織においても約 2～3 割しか「頼りにした」と回答していなかった。みずほ情報総研

（2020）が行った調査によると 1)、BCP が機能しなかった理由について、「ウイルスの関係

で緊急事態が発出される前提がなかった」「これほど大規模かつ長引くことを想定してい

なかった」「3 密対策まで配慮していなかった」との回答があり、事前に想定していた感染

症を上回る事態によって、災害対策本部体制や情報収集手段などは有効であったが、被害

抑止策・被害軽減策についてはうまく働かなかったことが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 感染症 BCP(事業継続計画)がコロナ対策の 3 つの側面で頼りになったか  
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d) 感染症対策において頼りになった人・組織（単一回答） 

被災者の支援の全体像を明らかにしたものが、図 3 である。感染症の状況・進捗予測、

拡大予防（被害抑止）、影響への対応（被害軽減）の 3 つの側面のそれぞれの円の内側に書

かれた支援者が、それぞれの側面で平均値（平均支持率）以上の支持を集めた支援者を意

味している。また各支援者の最後に書いているカッコとその中にカンマで区切られている

3 つの数字は、それぞれ、状況・進捗の予測の側面での順位、拡大の予防の側面での順位、

影響への対応の側面での順位を表している。また「枠外のもの」という四角内に書かれて

いる支援者は、3 つの側面のいずれの側面においても平均値を超えなかった支援者である。 

図 3 の結果を見ると、3 つすべての側面で、国の専門家会議、政府、感染症・医療専門

家、都道府県・市区町村、TV ラジオニュースが頼りになると回答していた。また、状況・

進捗の予測と拡大の予防の 2 つの側面で国立感染研究所、状況・進捗の予測と影響への対

応の 2 つの側面でネット・アプリニュース、影響への対応の側面で自分の組織・職場、危

機管理・BCP 専門家を頼りにしていた。これを見ると、国や地方自治体、感染症・医療専門

家、TV ラジオニュースをすべての側面において高い支持率で頼りにしている実態が明らか

になった。 

一方で、複数回答では円内にあった TV ラジオワイドショー情報番組などは、単一回答で

はすべての側面において平均値を大きく下回り枠外となった。BPO（放送倫理・番組向上機

構）に 2020 年 5 月に視聴者から寄せられた意見において 2)、新型コロナウイルス対策にお

ける政府の対応を伝えた民放各局のワイドショーへの意見が多く寄せられ、「国民の不安

をあおるワイドショーが一部にある。偏った意見の専門家やコメンテーターは、自分たち

の持っていきたい方向に誘導し、ただ政権を批判したいためにしか見えない。正確な情報

が知りたいだけなのに、素人同然の芸能人や専門外のコメンテーターに意見を求めたり、

現場の医師の発言をゆがめて編集したり、いったい地上波テレビはどうしたのか。最近は、

テレビからの情報が信用できず、インターネットの番組を見るようになった」などの意見

が代表的な意見として掲載されており、事実を伝えるニュースのみが支持されている背景

を推察することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 感染症対策において頼りになった人・組織（単一回答）  

 

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 

本研究では、災害対応工程管理システム(Business Operation Support System、BOSS)

を活用することで、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・提案を行った。 

本年度は、避難所運営業務を対象として、COVID-19 に対応した業務フローを構築した

BOSS を使用するチームと従来の紙面の避難所運営マニュアルを使用するチーム（BOSS

チームとマニュアルチーム）に分け、BOSS の使用有無による対応行動の違いを明らかに

した。実証実験は川崎市と共同で行い、２回実施し、リーダーやメンバーの対応行動の違

いを明らかにするとともに、BOSS を活用することの効果と課題を明らかにした。図 4 は、

第一回目の実証実験の様子を表し、図 5 に BOSS チームとマニュアルチームの配置図であ

る。同様のシナリオに対して、それぞれのチームで対応するようにして、BOSS チームは、

避難所の受付において BOSS で業務フローを表示するようにした（図 6）。 

その結果、BOSS を活用することにより、リーダーがメンバーに役割分担を明確にした

指示を行なったこと、メンバーは作業を重複することなく分担して効率的に実施したこと、

指示待ちや何をやったらよいのか迷うことなく待ち時間（滞留）が少なかったこと、業務

の抜け漏れが少なくマニュアルチームと比較して短時間に多くの業務数を実施したこと、

リーダーの発言が指示命令口調でメンバーにとっては安心感につながったことなどが明ら

かになった。また、実際の災害対応の経験のない若手職員であっても BOSS の業務フロー

を確認することで、最低限の対応ができることも分かった。 
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図 4 BOSS の実証実験の様子  図 5 実証実験の配置図  

 

図 6 BOSS チームの BOSS の利用の様子  

（写真中央のノートパソコンに BOSS の業務フローを表示）  

 

図 7 は、マニュアルチームの 5 人が行なった業務と所要時間をガントチャートで表した

ものである。横軸は時間（分）、縦軸は業務名称である。黄色は 1 人で実施した業務時間、

橙色は同一業務を複数人で同時作業を行なった業務時間、灰色は滞留時間を表す。 

マニュアルチームの特徴として、リーダーが率先して業務を行ない、途中まで実施する

と他のメンバーに引き渡す様子が見られた。そのため、全体的に橙色が多く見られ、複数

人で同一業務を実施している様子がわかる。実証実験の前半から中盤において、一度終了

した業務を再開する手戻りも見られる。中盤及び後半になると、滞留時間が発生している

ことが分かる。中盤は業務がひと段落し、次に何をやれば良いか分からない状態であり、

後半は早く終わった人が他のメンバーが業務を終えるのを待っている状態である。 

一方、図 8 は、BOSS チームの 5 人が行なった業務と所要時間をガントチャートで表し

たものである。マニュアルチームの特徴として、リーダーは、BOSS の画面を確認しなが

ら、メンバーに指示をし、リーダー自身はほとんど作業をせずにマネジメントに徹底して

いる様子であった。全体を通じて、手戻りがほとんど見られず、一つの業務を終了してか

ら次の業務に移っている。中盤には、一部滞留が発生しているが、マニュアルチームで見

られたように長時間の滞留は見られない。この K さんの滞留については、その後に「衛生

装備」を他のメンバーと一緒に作業するために、待っていた時間である。後半には、若干

の滞留時間が発生している。これは、全員が業務を終えたタイミングをチームでの業務完
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了時間としたため、自分の業務を早く終えた人が他のメンバーの業務終了を待っている状

況である。 

今後の課題として、BOSS に業務フローとして記入していないと抜け漏れが発生するこ

とが考えられ、最低限必要な業務は BOSS に入れることが必要であるとともに、その基と

なるマニュアルの充実も必要であることが分かった。また、業務上の重要事項については、

チェックリスト化するなどシステム上で機械的に確認するような工夫も必要であることが

分かった。本研究では、避難所運営を対象に研究を行ったが、他の業務についても同様の

比較実験を行うことも必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 マニュアルチームの 5 人が行なった業務と所要時間（横軸は時間（分））  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 BOSS チームの 5 人が行なった業務と所要時間（横軸は時間（分））  
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実証実験の結果を踏まえ、各回の実証実験の参加者に対して BOSS の効果をアンケート

した。アンケートの回答者は、川崎市職員であり、BOSS チームのメンバーだけではなく、

実証実験の運営スタッフとして周辺で観察していた職員も回答した。アンケートは、自分

が業務を行って感じた主観的な意見、観察者はマニュアルチームと BOSS チームの両者を

比較し、客観的な意見として回答した。 

表１は、アンケートから得られた各回の実証実験の両チーム及び観察者からの意見を抜

粋したものである。これらの意見から、BOSS は全体の流れが把握できることが大きな利

点であると考えられる。フローチャートの形で業務を把握できるため、次にやるべき業務

がわかりやすく、リーダーの指示が明確になっている。また、流れを先読みしながら指示

を行なうことができる点も特徴の一つである。明確なリーダーの指示は、指示を受けて行

動するスタッフの安心感に繋がり、現場の混乱を防ぎうることも分かった。避難所運営職

員の精神的補助の役割を持っている。一方で、BOSS に記載がないと業務として抜け漏れ

が発生することがあることも確認できた。これは事前に BOSS の業務フローと業務詳細シ

ートを充実させることが課題であることも分かった。 

 

表１ 実証実験の参加者の意見  

実証実験のメンバー 

 リーダーが業務を確認してくれることで、次にすべき業務が明確であり、自分の行なった業務で不足やミスがあった場合は指摘がすぐ
に入る。初めて避難所に携わる立場として行動の軸があるという安心感があり、実働側として動きやすい。 

 災害対応業務がフロー化され、やることが整理されているため、わかりやすい。また、開始や終了などが色で判別できるため、やること
の漏れ等が少ない。 

 全員が１つのフローを見るため、同じ目的を持って行動が出きると感じた。また、本部への連絡の迅速性や効率性が高まり、本部

での情報の集約が効果的だと感じた。 

 全体のフローチャートを確認しながら業務の指示を出し、余裕があれば 2 つ先くらいを見て進行状況に基づいた作業ができた。 

 リーダーからの指示が明確で、その通りにこなして行けばよかった。現場で何をやるべきかなどの混乱がなくスムーズな設営が可能にな

った。 

実証実験を観察していた川崎市職員 

 避難所業務を時系列でフロー化されているため、流れが掴みやすい。 

 マニュアルチームに比べ、BOSS チームの方が、避難所開設にあたり円滑に漏れがなく対応できていたように見えた。 

 本部で避難所運営状況が分かるのは、結果として、本部、避難所とも安心感に繋がる。定期報告の簡略や本部から速やかな
支援にも繋がる。 

 避難所開設準備の際に、BOSS チームは指揮者が数手先を見据えて、効率的に指示をしているように見受けられた。 

 BOSS チームのスタッフは，リーダーよりも役職・年齢共に上であったが、リーダーが適切に指示をしていた。 

 

3)集合論を用いた避難所と運営人員のマッチングモデルの開発 

災害対応力を向上するためには、効果的な人材配置を行うことが重要な業務の一つであ

る。そこで本研究では、多数の職員が配置される避難所を対象として、避難所運営職員の

心身の悪化を招かず、適切な休日、長時間勤務の抑制、適切なローテーションへの配慮を

可能とするために、集合論の考え方を用いて、避難所と職員のマッチングをモデル化し、

避難所運営の人員配置計画を立案するための支援システムを開発した。本マッチングモデ

ルを用いて、勤務日数に偏りがなく、少ない職員数で運営するためにどのような人員配置

が適切なのか基礎的な検討を行った。  

本研究では、可能連続勤務日数と必要連続休日日数に着目し、これらの関係性を明らか

にした。また、避難所運営経験者の配置や休日の設定方法についてもモデル化し、これら

を考慮した結果を示した。本モデルでは、避難所リスト S と職員リスト R のマッチングを
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行う状況を考える（図 9）。この場合、グラフ理論における 2 部グラフ（bipartite graph）

と考えることができ、S と R の各要素を頂点集合としてマッチングさせることで、各職員

を各避難所に配置することを考える。S から R への完全マッチング問題と考えることがで

きる。避難所のマッチング問題では、Many to One のように複数の職員が一つの避難所に

配置されることになる。R は、全ての職員が完全に各避難所に配置されるわけではなく、

配置されない職員もいるが、一方で避難所には必要な職員数が配置されることになる。  

実際の避難所運営の人員配置では、予め担当避難所が指定されていたり、効果的な女性

職員の配置を考えたり、避難所運営の経験の有無等を考慮したり、平常業務を優先したり、

各要因を考慮することになる。そこで本稿では、避難所運営の経験の有無と予め指定した

避難所への配置についてもモデル化した。経験職員集合 RE (Resource Experienced)、職

員集合 R と避難所集合 S のマッチング M は、図 10 のように表せる。本研究では、2 段階

の配置を実行する。まず RE の配置を行い、その後 R の配置を行うようにした。  

 

  

(a) One to One (b) Many to One 
 

 

図 9 職員と避難所のマッチングの模式図  図 10 経験職員の配置と避難所のマッチン

グの模式図  

 

本研究の結果、必要職員数と職員間の勤務日数の偏りを共に最小化する基本条件は、以

下であることが分かった。  

可能連続勤務日数  RD = 必要連続休日日数  HD 

 

つまり、ある職員の勤務日は、他の職員の休日であるため、連続勤務日数と連続休日日

数を同一にすればよい。また、経験者の配置や休日の設定方法についてもモデル化し、こ

れらを考慮した結果も示した。実際の災害対応の現場では、開設している避難所数が少な

ければ、職員の休日や経験を考慮しながら人員配置を手計算していると考えられる。しか

し、避難所数が多くなれば、その人員配置は煩雑となり、手計算で人員配置の解を求める

ことは時間がかかり非効率となる。また、急遽、応援職員などの人員が投入されることも

あるため、その度に手計算で再配置を検討することも容易ではない。さらに、現状の運用
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は、多くの避難所があったとしても、平時の組織単位（各部や各課など）に避難所を割り

当て、その担当課の中で、職員を各避難所に配置する局所最適化をしている場合が多く、

全庁的な全体最適化ができている組織は少ないと考えられる。そこで本マッチングモデル

を利用することで、多くの避難所があったとしても、全体最適の視点で、全庁的な職員配

置が実現でき、人員配置業務そのものを効率化できると考えられる。  

本マッチングモデルの実現場での利用スキームとしては、事前の避難所運営の職員配置

計画と災害対応中の職員配置において活用できる。現状は、発災当日の職員配置のみ計画

している組織も多いと考えられるが、短期や長期などの被害程度のシナリオに対する職員

配置計画が可能となり、避難所運営マニュアルなどに記述することで運用できる。そのた

めには、本研究で示した避難所集合、職員集合、時間変数に関わる各種変数をインプット

データとして用いることで、対象とする避難所における職員配置計画が立案できる。これ

を、防災訓練や年度初めの人事異動などのタイミングを活用し職員配置計画も検討するこ

とで、その時点の状況に合わせた見直しが出来ると考えられる。  

本研究では、対象とした全ての避難所の開設期間は同じであるとの条件であったが、実

際には各避難所で開設期間は異なる。そのため避難所の開設期間に応じて、避難所の集合

を分けることにより、異なる避難所の開設期間であっても取り扱えると考えられる。また、

避難所の開設期間は不明であることが多いが、被害がほとんどなく発災当日で閉鎖する場

合、ある程度被害があるが数日で閉鎖する場合、さらに甚大な被害があり長期化する場合

など、被害程度に応じて避難所の開設期間は変わる。本研究では、長期間の避難所運営が

求められる場合に有効だと考えられるため、過去の災害時の避難所開設期間などを参考に、

シミュレーション上の最大の避難所開設期間を設定するとともに、避難所開設期間を変え

た場合の複数パターンの結果を準備しておくと良いと考えられる。  

 

4) 帰宅困難者支援施設運営ゲーム・事業所滞留版（KUG②）に関する参加者検証 

前年度に開発を行った帰宅困難者支援施設運営ゲーム・事業所滞留版（KUG②）開催時

にワークショップ（以下、WS）参加者に対して行ったアンケートをとりまとめ、今後の改

善方針を検討した。対象となる WS の詳細は表 2 の通りになる。  
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表 2 KUG②WS 実施履歴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートで尋ねた項目は、大きく分けて 1. KUG②WS 参加の満足度、2. KUG②そのも

のの評価や改善点の 2 点である。  

 はじめに前者についてである。WS の参加者に参加の満足度を尋ねたところ、全体で 98％

の参加者が「良かった」または「どちらかというと良かった」と回答した（図 11）。各回の

結果の内訳を図 12 に示すが、京都市で実施した 5 回目の WS のみ「良かった」または「ど

ちらかという良かった」との回答の合計が 90%を割り、他の 6 回の WS よりも相対的に満

足度が低かった。原因としては、5 回目の WS が他の WS と異なり、2 部構成のセミナーの

前半のひとコマとして KUG②を実施したものであり、後半は別のテーマの講演があった

（すなわち、KUG②の実施のみを目的とした会合ではなく、後半の講演を目的とする参加

者が含まれていた可能性がある）という点が挙げられる。また 2 点目として、一定割合の

参加者が、宿泊施設・集客施設・大学等の職員であったという点である。後者の参加者は、

災害時には、従業員の事業所内滞留対応よりも、来客対応や外部の帰宅困難者の受入対応

に尽力しなければならない方々であり、KUG②ではなく、むしろ一時滞在施設を対象とし

た KUG①の実施の方がニーズに合致したであろうと考えられる。とはいえ、そのような参

加者を含む WS であっても、筆者らの予想に反し、高い満足度が得られたと評価できる。  

 次に、KUG②実施の効果について評価するため、1. KUG②が災害時の従業員等の企業内

滞留の推進に役立つと思うか、2. KUG②を通じて従業員等の企業内滞留対策について認識

参加

人数
主な参加者属性

1
2018年

2月
東京都 19名

東京都内の企業

のリスク・防災担

当者

Ver.1.1

一般社団法人レジリエ

ンス協会演習研究会と

の共催セミナー

2
2018年

12月
東京都 14名

東京都・神奈川

県内の企業のリ

スク・防災担当者

Ver.1.6 ー

3
2019年

2月
東京都 80名

東京都内の企業

の防災・BCP担

当者

Ver.1.6

東京都主催　一斉帰

宅抑制に伴う事業所

内運営の模擬体験セミ

ナー

4
2019年

8月
札幌市 29名

札幌時計台ビル

の入居企業の防

災担当者

Ver.2.0
内陸バージョ

ン

札幌市主催　令和元

年度 札幌市地区防災

計画モデル地区事業

第１回ワークショップ

5
2019年

8月
京都市 120名

京都市の防災協

議会加入企業の

防災担当者

Ver.2.0
内陸バージョ

ン(京都版)

京都市主催　令和元

年度　事業所防火・防

災セミナー

6
2019年

8月
東京都 46名

首都圏企業の防

災・BCP担当者
Ver.2.0

特定非営利活動法人

事業継続推進機構 8

月度月例オープン勉強

会（東京）

7
2019年

11月
東京都 30名

全国主要都市の

企業の防災担当

者

Ver.2.0

東京都内に本社を有

する某企業主催　主要

支社の防災担当者が

集まる社内セミナー

合計 338名

実施した

バージョン
主催者・セミナー名等No. 実施日

実施

地域

参加者
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を新たにした事はあるかの 2 点について尋ねた。前者 1.に対しては、「そう思う」「どちら

かというとそう思う」との回答者の合計が全体の 94%を占め、「思わない」との回答はなか

った（図 13）。後者 2.の質問に対しては、「あった」「どちらかというとあった」との回答

者の合計が全体の 96%を占め、「ない」との回答はなかった（図 14）。このことから、参加

者の多くが KUG②は事業所内滞留に何らかの貢献を果たすと判断し、また KUG②によっ

て参加者が帰宅困難者対策について何らかの「気付き」を得ることが出来たのではないか

と考えられる。以上の結果から、KUG②が、事業所内滞留の対策として、ひいては一斉帰

宅抑制の取り組みとして効果があるものと評価できる。  

 

 

図 11 KUG②WS の満足度（全体）(N=277) 

 

 

図 12 KUG②WS の満足度（各回の比較）(N=277) 
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図 13 KUG②の評価（企業内滞留推進に役立つか）(N=277) 

上：全体集計結果 下：各回の比較 

 

図 14 KUG②の評価（認識を新たにする機会となるか）(N=277) 

上：全体集計結果 下：各回の比較 

 

 続いて、KUG②の改善点についても意見を募った。まず、KUG②そのものの改善に繋げ
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るため、追加で必要と思われる（または除くべき）1. 従業員設定、2. イベント、3. ゲーム

キットについて尋ねたところ、各回、多くの意見が得られた。具体的な意見はおおむね図

15 の通りである。挙げられた意見は、いずれも、対応するためには一定の配慮やハード・

ソフト両面での事前準備が必要なものが多いことから、参加企業の問題意識や対応準備の

課題を反映しているとも考えられる。なお、除くべき従業員設定やイベントについては、

特に意見が無かった。  

また、KUG②WS の進行についても意見を募ったところ、「イベントが次々と発生するの

で対応が中途半端になってしまった。少し時間が少なかったように感じます」「従業員のカ

ードが多すぎるので、従業員番号順に並べておいてゲームを進める方がやりやすい」「記録

係をしたのですが『滞留方針一覧』の変更は忙しく難しいかなと思いました」等、進行上

の課題や資料の分かりやすさに関する課題が提起された。  

 

 

 図 15 KUG②WS 改善に向けた意見 

 

最後に、KUG②に対する意見・感想を募った。全体として、肯定的・前向きな意見が多

く、「具体的な事例が出てくるので分かり易く参加できた」「始めは面倒だなと思いました

が、ゲームを進めていくうちに自社の不足している部分がよく見えてきました」「帰宅困難

者の対策訓練は何をしてよいかわかりませんでしたが、これならばできそうです」「事務所

での訓練としてやらせていただきたい」等の意見が寄せられた。一方「良いキットである

1. ほかに必要と思われる従業員の設定（一部抜

粋）  

• 未成年の従業員  

• 複数の障がい者  

• 応急手当ができる従業員  

• 会社から近い場所に住んでいて帰宅は容易だが

○○に有用な人物の扱い  

2. ほかに必要と思われるイベント（一部抜粋）  

• 外国人への情報提供について 

• 急病人，けが人 

• 体調や声なき声というところを見つける 

• 在館者間のトラブル，ケンカ，混乱対応  

• 備蓄品の配布方法に関するトラブル 

• 備蓄が不足し近くへの買い出しが必要な場合 

• 建物倒壊の危険性，液状化の危険性 

• 火災，施設内の小火 

• 他拠点から人・物資の補充が可能，と連絡を受

けた時の反応 

• 顧客や取引先からの問合せ・要請に対する対応 

• 会社の存続にかかわるイベント（事業継続対

応） 

• 休日の設定 

 

3. ほかに必要と思われるゲームキット 

 

• 備蓄品カード 
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と思うが、社内で浸透させるためには、現業との兼ね合いからトップ（経営者）の強いメ

ッセージが必要。トップを巻き込む方策について決定的な打つ手がなく、ジレンマを抱え

ている」等の悩みを含んだ意見もあった。その他の意見は、異なる Ver.を作成してほしい

との要望も挙げられた。具体的には、「複合施設」「学校」「工場」「宿泊施設」「外出者への

対応に重点を置いたもの」「地震時だけではなく、水害・洪水に対応するもの」等である。 

 

(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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）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、感染症における BCP（事業継続計画）の策定状

況および新型コロナ対策での有用性、感染症対策において頼りになった人・組織などを明

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、新型コロナに対応した業務フローを構築した BOSS を使用するチーム

と従来の紙面の避難所運営マニュアルを使用するチーム（BOSS チームとマニュアルチーム）

に分け、BOSS の使用有無による対応行動の違いを明らかにした。また、３）効果的な避難

所運営を行うために、集合論を用いた避難所と運営人員のマッチングモデルの開発を行っ

た。４）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（事業所滞留版）」（略称：KUG②）については、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アンケートを取りまとめて今後の改善方針

を検討した。 

今後は、4 年目である 2020 年度までに開発・改良したシステム・仕組みを検証した結果

をふまえながら、最新の災害教訓事例の収集を継続するとともに、事業継続能力向上のた

めの業務手順の方策について、これまでの検証事例をもとに標準的手順のあり方を社会に

提案する。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・整理し、一覧性をも

って表示することで、業務手順の確立と学習のあり方の提案を行っていく。災害対応工程

管理システム BOSS については、BOSS を活用し災害対応業務の標準化を目指し、過去の災

害対応の検証報告書などを踏まえ各自治体に導入されている災害対応業務を分析し、BOSS

に標準的な災害対応業務モデルを構築する。また、帰宅困難者支援施設運営ゲームについ

ては、社会情勢を鑑みた新型コロナウイルス対応版ならびにオンライン版の検討も行うこ

とを計画する。  

 

(d) 引用文献 

1) みずほ情報総研（2020）新型コロナウイルス感染症流行を踏まえた BCP に関する調査 

調査結果報告書、みずほ情報総研ホームページ  

https://www.mizuho-ir.co.jp/publication/report/2020/pdf/bcp0908.pdf 

（2021 年 4 月 26 日確認）  
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2)  BPO（放送倫理・番組向上機構）（2020）2020 年 5 月に視聴者から寄せられた意見、

BPO ホームページ  

https://www.bpo.gr.jp/?p=10383&meta_key=2020（2021 年 4 月 26 日確認）  

 

(e) 学会等発表実績  

1)学会等における口頭・ポスター発表 

 

2)学会誌・雑誌等における論文掲載 

・ 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 

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 
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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 

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 
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・ 査読なし 

 

3)マスコミ等における報道・掲載 

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 

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 
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(f) 特許出願，ソフトウエア開発，仕様・標準等の策定 

1)特許出願 

・ なし 

 

2)ソフトウエア開発 

 

名称 機能 

災害対応工程管理システム

BOSS 

災害対応業務フローのデータベース化・地域防災計

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) ２０２１年度業務計画案 

2021 年度は、2020 年度までに開発・改良したシステム・仕組みを検証した結果をふまえ

ながら、最新の災害教訓事例の収集を継続するとともに、事業継続能力向上のための業務

手順の方策について、これまでの検証事例をもとに標準的手順のあり方を社会に提案する。

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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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・整理し、一覧性をもって表示す

ることで、業務手順の確立と学習のあり方の提案を行っていく。 

災害対応工程管理システム BOSS については、BOSS を活用し災害対応業務の標準化を目

指し、過去の災害対応の検証報告書などを踏まえ各自治体に導入されている災害対応業務

を分析し、BOSS に標準的な災害対応業務モデルを構築する。 

また、帰宅困難者支援施設運営ゲームについては、社会情勢を鑑みた新型コロナウイル

ス対応版ならびにオンライン版の検討も行うことを計画する。 
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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、令和元年 8 月の前線に伴う大雨では、佐賀

県を中心とする九州北部で発生した集中豪雨、また 10 月には台風 19 号による豪雨に

よって 140 カ所で堤防の破堤氾濫が発生し、災害救助法が 390 市町村に発令されるな

ど、広域災害となった。とくに後者ではボランティアが不足し、災害対応業務を継続

することが困難となり、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、平成

28 年熊本地震に続いて、その抽出と検討を実施する。 

 

(b) ２０２０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、2019 年に発生した九州北部

を中心にした豪雨災害と台風 19 号による集中豪雨で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  役職 氏名 

学校法人関西大学 

社会安全研究センター長 

特別任命教授      河田 惠昭 

  

(2) ２０２０年度の成果 

 

(a) 業務の要約 

1)首都直下地震や南海トラフ巨大地震などの国難災害対策：新型コロナウイルスによる感

染症拡大（以後、COVID-19 と略称）では 1 次と２次の相転移という社会現象が起こって

パンデミックとなったことを明らかにした結果から、国難災害に対しても被害が相転移に

よって発生しないような事前対策を講じることが有効であることを明らかにした。 



103 

 

2)災害文明的対策一辺倒から災害文化的対策を上位に設定：COVID-19 の感染率の解析か

ら、一人当たりの GDP がわが国より多く経済的に豊かになっても感染率がわが国より大き

いことから、災害文化的防災対策を進める必要があり、従来のような災害文明的防災一辺

倒では減災を実現できないことがわかった。 

 

3)令和 2 年７月豪雨での相転移による被害発生を発見：地球温暖化の進行に伴う線状降水

帯による豪雨災害では、従来の河川の破堤氾濫だけではなく越流氾濫が主流となる相転移

が発生していることを明らかにした。また、同時に、内水氾濫被害も増加していることを

見出し、従来の洪水対策では不十分なことを明らかにした。このように、災害時に相転移

の発生がわかれば被害軽減できるので、国難災害にも十分適用できると判断された。 

 

(b) 業務の成果 

 

1)国難災害対策  

国難災害の発生時に被害が未曾有となる社会現象としての相転移が起こると推定でき

ると、相転移の発生を抑えれば被害は少なくなり、国難災害とはならずに済む。この手順

を明らかにした。  

a)COVID-19 と国難災害の相似性 1) 

 COVID-19 の感染症拡大のメカニズムが 1 次と 2 次の二重の相転移の結果としてネット

ワーク構造によって発生したことが判明したので 2)、これを国難災害に当てはめて検討す

ることができた。ただし、自然災害による社会経済被害の拡大と感染症の感染経路の広が

りは、いずれもネットワーク的であるが細部は異なっている。そこで、ここでは自然災害

の被害や感染症発病者の拡大過程がネットワーク的という点に着目して考察を進めた。そ

の結果、首都直下地震が起これば、複合災害がノードになり連続滝状災害（略称：連滝災

害）がエッジとなって時空間に被害が拡大することが想定できる。ノードとなる複合災害

の候補としては、まずライフラインが挙げられよう。それらは被害だけにとどまらず新た

な複合災害を惹起するのである。たとえば、停電、断水、都市ガス供給停止、通信途絶、

交通（道路、鉄道、空港）障害などが挙げられる。その他に金融、医療、福祉などの機能

障害も候補となろう。この中でもっとも影響が大きいのは停電であろう。停電すれば、そ

の他の多くのライフラインの機能不全を引き起こすからである。これらの解析結果から、

首都直下地震が起これば、長期停電が社会現象としての相転移を起こす可能性がもっとも

大きいことを見出した。一方、南海トラフ巨大地震では、避難行動要支援者の避難遅れが

相転移となることを指摘した。すなわち、2018 年西日本豪雨に際して、倉敷市真備地区

で発生した洪水氾濫災害で犠牲者 51 人中、42 人が避難行動要支援者だったことがわかっ

ており、震度 6 弱以上かつ地震後 10 分程度以内で大津波が来襲する沿岸地域に住む避難

行動要支援者が大量に犠牲になると推定できるからである。 
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b)文明的被害だけではなく文化的被害を減らす 

自然災害の場合は地域的な広がりにおいて、その多くは被害の時空間分布が発展形で

あり、被害拡大途中において被害軽減策や被害抑止策が適用できる場合があるのに対し、

感染症の場合、発症後は特効薬はなく、急激な症状の悪化を防ぐ一般的な治療法しか残さ

れていない点にある。このことは自然災害の場合、人びとが「何を被害と考えるのか」と

いう価値観が多様化するにつれて被害像が変化して対応がより困難になってきていること

に表れている。これまで被害と考えられてきたものの多くは文明的被害であって、文化的

被害を見過ごしてきた可能性が大きい。災害の復興事業の最終目標は。被災者の生活再建

であるが、そこでは日常生活を営む上で大切な文化的被害が軽視されてきた恐れはなかっ

たのであろうか。少なくてもそのような観点からの被害軽減や抑止は重要視されてこなか

ったと言ってよいだろう。今回、COVID-19 を経験して、その被害像を解析するうちに、

被害には文化的被害と文明的被害があることに気がついたわけである。 

そのような考察を経て得られた結果として表１は、文明的防災と文化的防災の特徴を

列記したものである。 

 

表１ 文明的防災と文化的防災 

 

2)被害評価に必要な文明

的視点と文化的視点 4)5) 

 図１(a)と(b)は、いず

れも 2018 年の世界各国の

国民一人当たりの GDP と

2020 年 7 月下旬の COVID-

19 の感染率示したもので

ある。わが国の GDP は世

界 26 位であるから、図

(a)は 27 位から 50 位ま

で、図(b)は 1 位から 25 位までを示し、感染率が公開されている国が対象である。ま

ず、図(a)から、GDP が増加するにつれて感染率は減少していることがわかる。その理由

は簡単である。GDP が多くなると一般的にライフラインなどの社会インフラが充実し、そ

れに伴って生活環境が良くなり、たとえば上下水道が普及し、医療水準が上がれば感染率

は確実に低下するだろう。典型的には感染率が爆発的に拡大したブラジルのファベーラ

（貧民街）やインドのスラムが挙げられる。貧しさゆえに密集市街地が形成され街全体の

生活環境が 3 密構造となりやすい。そこでは目に見える形での文明的防災（施設などの充

実による被害抑止）が必要なことが理解できる。 
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図１ 国民 1 人当たりの名目 GDP（2018 年）と感染率との関係 

 

一方、図(b)では、GDP が増加するにつれて感染率が増加している。なぜだろうか？経

済的な豊かさが豊かな社会づくりに必ずしも寄与していないということである。これらの

該当国の移民率（年間流入する移民数の人口割合）が大きくなると GDP が大きくなること

はすでに認められているが、経済的な豊かさが社会全体を必ずしも潤していない実態が浮

かび上がる。これらの国では所得格差が年々、むしろ拡大しているという問題も同様の理

由に拠るものだろう。それは感染症拡大のさなかに 100 カ所以上の都市で BLM（Black 

Lives Matter）という人種差別を糾弾する運動が起こった米国に象徴される。黒人やヒス

パックが密集市街地を形成するニューヨーク市ブロンクス区は典型例である。米国の場合

は国民皆保険ではないので、低所得層には医療費の高さが PCR 受診率や入院治療者数の低

下となって顕在化している。これらは生活習慣に根差した目に見えない形の文化的防災

（機能などの充実による被害軽減）に関係すると考えられる。 

 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 3700 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になることを主張してきた。  

 

3)多発する水害に見られるもう一つの相転移 2) 

a)線状降水帯による豪雨災害の特徴 

 都市で発生した水害を都市水害とは言わない。この水害が都市災害に『相転移』した

場合を都市水害と呼ぶことにする。図２は国土交通省が河川データブック 2020[15]で公

表している水害被害の経年変化である。これから 1996 年（平成 8）頃から一般資産水害

密度（1ha 当たりの被害額）が急激に大きくなり、その傾向は現在まで継続していること

がわかる。つまり、水害の社会経済被害の出方が急変したのである。これは社会現象とし

ての『相転移』が発生したことを示唆している。 
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わが国では、この頃から線状降水帯による豪雨災害が増加していると判断されている。従

来の洪水氾濫と言えば、豪雨で増水してこれが原因で堤防が決壊して破堤氾濫が始まると

いうものであった。ところが近年は、豪雨の程度が並外れたスケールであるために河川の

増水が早く、破堤氾濫よりも越流氾濫が起こりやすくなっている。堤内地に短時間で流入

する洪水は後者の方が多いために、被害は当然大きくなろう。現実のこの越流氾濫が卓越

するようになっているのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 1995 年以降、水害による総浸水面積や宅地・その他浸水面積がほぼ一定である 

にもかかわらず、1ha 当たりの被害額が激増し、相転移が起こったことがわかる 

 

b)社会インフラが機能する環境整備が必要 3) 

災害が起これば、電力や水道、鉄道、道路などの社会インフラの復旧が最優先で実行

される。これらが復旧しないと早期に復興ができなく、結局被災者の生活再建が遅れるか

らである。また、近年の災害では、教育、福祉、医療施設被害は発生しているにもかかわ

らず特殊な事例とみなされてきた。しかも、施設の機能回復も同様に必要である。従来、

社会インフラの定義は土木工学的な発想で行われてきており、災害発生時のこれらの被害

も具体的であった。しかし、社会が成熟するにしたがって何を社会インフラとみなすのか

という点に関しても再考せざるを得ない環境が出てきている。すでに宇沢は経済学の観点

からだけでは教育、福祉、医療とその関連施設の重要性は議論できず、制度資本として公

的な充実が必要なことを指摘し、制度資本を社会インフラに含めることを主張してきた。

後述するように、球磨川の水害では、この制度資本が大きく被災したことも特徴であり、

その復旧・復興の重要性は改めて認識されているが、容易ではないこともわかってきた。 

たとえば、球磨川流域では 4 つの鉄道橋が流失して約 1200 名の高校生の登下校に支障

が発生している。また、人吉市では道路橋が破壊され、ある小学校では全児童の約 70％

が通学できなくなってしまった。学校施設の被災だけでなく、被災すると児童・生徒が通

学できなくなる私道の安全確保や鉄道の輸送機能回復なども全面的な公的資金投入対象に

すべきであろう。図３の手前側に写っているのは肥薩線のレールであり、浸水した結

果、道床全体が不同沈下し、沿線のほとんどの通信ケーブル柱もケーブルごとなぎ倒され

ていた。不通となった 370 ㎞にわたる被害の大きさに、JR 九州や第 3 セクターは復旧計

画もままならないと推察される。 
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図３ 令和 2 年 7 月豪雨で熊本県・球磨川が氾濫し、被災した人吉市の住宅地 

 

また、福祉施設もそうである。14 名が犠牲になった球磨村の高齢者福祉施設「千寿

園」は廃園するそうであるが、100 名を超える入所者や待機者が路頭に迷うことになる。

被災した同種施設がこの流域で 27 を数えるとなると、推定 2 千名近い入所困窮者が発生

し、大きな社会問題である。また、たとえば人吉市だけでも医科 44、歯科 25 の医療機関

が地域医療に貢献しているが、その多くが被災した。しかも、地震よりも被害は一般に大

きい。なぜなら。医療器具・機械は水損すると修理がほとんど不可能だからだ。診療再開

まで長時間を要することは自明である。 

 

c)自助・共助・公助でそれぞれが対策を持ち寄る 

どのようにすれば水害被害を軽減できるのであろうか。2015 年の水防法の改正で、起

こりえる最大規模の洪水に対するハザードマップが公表されている。どこまで浸水が広が

り、深さがどうなるかがわかっている。しかし、このマップの利用方法が書かれていな

い。そこがポイントである。利用方法を示せば公助先導型の治水となってしまうだろう。

あくまでも自助、共助、公助が対等の立場でそれぞれが対策を持ち寄らねばならないの

だ。 

 人吉盆地は人が住む前は球磨川で発生する“洪水の遊び場”だった。筆者が常日頃指摘

してきたように、“水は昔を覚えている”のである。だから、そこを利用するのであれば

洪水とどのようにして付き合えばよいのかという視点が必要なことがわかる。12 年前に

「ダムによらない治水」を合意したのは地元の球磨川流域の関係者の間であり、地球温暖

化によって線状降水帯が形成され、想定外の降雨が球磨川流域に発生すると考えていなか
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った。過去は振り返ったが将来が変わることに気づかなかった。想定外の洪水が発生して

も、そこに安寧で中庸な共生社会を創る努力が求められよう。 

 今回、球磨川では「ダムによらない治水」の限界を残念ながら経験してしまった。いや

がおうでも新たなリスクの存在を前提にしなければならなくなったのである。 

 

(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。2020 年に実施した研究によって、ここでは相転移という社会現象が

COVID-19 においても発生し、グローバルなスケールで危機管理的対応が執られなかった

ゆえに被害が大きくなったことを明らかにした。被害を大きくしないためには相転移が継

続しないようにすればよく、クラスター（感染者集団）のノードと感染者の移動によるエ

ッジからなるネットワーク構造を脆弱にすれば実現できるが、それを理解できる関係者が

皆無で、三密対策や都市封鎖（ロックダウン）を一律に課したために、とくに社会経済活

動が沈滞してしまい、被害拡大を招いたことを示した。被害の拡大が首都直下地震や南海

トラフ巨大地震という国難災害でも起こることを述べて、従来の文明的防災を主流とした

対策だけではなく文化的防災が不可欠であることを明らかにした。そして、近年の線状降

水帯による豪雨災害では、地球温暖化による雨の降り方が異常になって河川の越流氾濫を

もたらし被害増大の相転移を起こしていることを実証した。 

 これらの考察結果は、将来の大災害を予見することが可能なことを示唆している。なぜ

なら災害によって相転移が起こらなければ従来の対策が役立つからである。しかし、何が

相転移を引き起こすかが不明な現在、その候補を見出すことが喫緊の課題となっているこ

とが理解できる。対策を進めるにはこのロジックの理解が必須であり、それがごく少数の

関係者に限られる現状では、せめて文化的防災を人びとが個人的に実行することが望まれ

る。研究成果の理解の進捗が将来の災害による被害の軽減と抑止につながっているのであ

る。 
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(e) 学会発表実績 

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

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 

 

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  

（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 
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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 

 

3)マスコミ等における報道・掲載  

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 

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 
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(f) 特許出願，ソフトウエア開発，仕様・標準等の策定 

1)特許出願 

  なし 

 

2)ソフトウエア開発 

  なし 

 

3)仕様・標準等の策定 

  なし 

 

(3) ２０２１年度業務計画案 

 

a)業務計画 

 本研究の開始時においては、標準的な業務手順（SOP、Standard Operating 

Procedure）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、と

いう前提があった。しかし、本研究を進める中で、具体的には、首都直下地震、南海トラ

フ巨大地震および荒川氾濫というような国難災害では、相転移が起これば被害が未曾有に

なるというメカニズムを発見することができた。つまり、SOP は標準的な被害の出方を

想定したものであり、相転移はそうではなく、被害が極端にある原因に集中するという特

徴をもっている。したがって、この原因に対して SOP を確立すればよいことになり、む

しろ対応の複雑さが減ずるという効果がある。したがって、国難災害では、最悪の相転移

がどのような条件で発生するのかを検討する。すでに、首都直下地震では長期停電、南海

トラフ巨大地震では避難行動要支援者の津波避難、荒川氾濫では、市街地氾濫と地下空

間・地下鉄水没が有力な候補であることが事前検討でわかっているので、その信頼性を高

める。さらに、そのような相転移が実際に発生した場合を想定して事前対策と事後対策で

何を重点的にやらなければならないのかを示して、それを実現するための業務手順とその

ガバナンスの確立に向けた提言をまとめる。  

 

b)実施方法 

 業務計画で示した国難災害において、候補となる複数の相転移間の発生確率を比較す

る。たとえば、首都直下地震では長期停電は、いつ地震が起きても発生する危険があるの

に対し、週日の朝のラッシュアワー時（1 時間半）に起こる確率は、長期停電の 1/16 に

小さくなる。このような相転移候補間の発生確率の大小から、考慮しなければならない相

転移を見出して、その防止策として必要な事業継続ガバナンスを明らかにする。また、相

転移にならない被害については、過去の災害事例を参照して被害の大きさを推定し、全体

としての被害は、相転移による被害と一般的な被害の輪として、そう被害額を提示する。

これと同時に事前対策と事後対策の具体例を示して、筆者が進めている縮災（Disaster 

Resilience）の具体化を図る。  
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c)目標とする成果 

 従来は、首都直下地震や南海トラフ巨大地震では、人的被害については過去の発生事

例、社会経済被害については、およそ 30 項目の内容の内、定量的評価が可能な 10 項目

程度の被害で、全体被害を代表させてきた。ここで示す相転移では人的被害と社会経済被

害の両者を対象とするものであり、その発生シナリオを明示して、対策が総花的ではな

く、何に的を絞ったものであるかを明らかにして、実効性の高い対策を提案する。これま

での研究成果は、被害全体をいきなり少なくする観点から対策の評価を行ってきており、

これでは何を優先すべきであるかが議論できなかったが、本研究では、何をどこまで実施

すれば、被害はどの程度少なくできるかを示すことができ、費用対効果を議論できるとい

う特長を有している。  
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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） 



117 

 

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 
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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 

・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 
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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 

・ 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 
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5．むすび 

 

サブプロジェクト（a）では、2020 年度はデータ利活用協議会において、研究者と会員

企業・団体等と研究成果を用いた実装活動を活発化させました。また、年４回のデータ利

活用協議会の成果共有・広報のためのイベントへの参加者が増加するとともに、会員企業・

団体が拡充しました。 

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。組織会員は、昨年度

より会員数は 6 増えて正会員 60 企業、9 団体、3 自治体、その他 1 団体、15 個人となりま

した。分科会活動についても積極的に推進し、また実装活動についても取り組みました。

具体的には、8 分科会において、合計年間で 42 回（内訳：会議・打合せ 36 回、実装活動 5

回、調査 1 回）実施しました。特に行政課題分科会においては、サブプロ b とも連携し、

分科会参画団体である川崎市において、災害対応組織としての行政課題（p.12、図 4）を

解決するために、プロジェクトと共同で図上訓練を実施しました。また生活再建分科会で

は、新潟県をフィールドとして、研究成果を活用した市町村職員向け研修を実施しました。

第 1 回（7/29）罹災証明書発行にかかる研修では、22 市町村、85 人の参加、第 2 回

（12/14）住家被害認定調査にかかる研修では、19 市町村、57 人の参加があり、前年度ま

での対面型研修の 3 倍前後の参加者があり、非対面でも一定の効果を上げることを実証

しました。 

防災科研が中心となり、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しました。特に、データ利活用協議会

や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、ヒアリング調査等から共有化を検討するとともに、防災データの連携についてのガイ

ドライン作成の資料としました。 

東京工業大が中心となって、建物フラジリティの検討を目的として、1）地震動レベルの

大きい益城町とやや小さい宇城市の被害認定調査結果（罹災証明データ）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フラジリティ関数を構築した、2）

前年度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

を構築した、3）2018 年北海道胆振東部地震の安平町の建物フラジリティ関数の構築に向

けて、被害認定調査結果（罹災証明データ）の整理および被害分析を行い、熊本地震や過

去の被害地震での建物被害率との比較により、建物脆弱性の地域性を検討した、等を実施

しました。 

岐阜大が中心となって、2020（令和 2）年度においては、供給系・処理系・交通系ライ

フラインの復旧シミュレーションのため、物理的・機能的フラジリティ関数およびレジリ

エンス関数を構築して予測精度を検証しました。1）上水道に関しては、近年の地震を対象

として評価した結果、管路脆弱性と復旧所要日数には関係性があることが確認できた、2）

下水道に関しては、液状化領域並びに非液状化領域に分離して、下水道埋設管路の物理的

被害と機能支障が激甚化する地震動強さ（地表面最大速度  PGV）の閾値とその傾向を明ら

かにした、3）鉄道に関しては 4 地震におけるネットワーク機能の時間的推移を定量的に

評価し、さらに運休期間と震度との関係をモデル化し、前年度に検討した機能的フラジリ



133 

 

ティ関数と統合してレジリエンス関数を構築した、4）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に関して検討した、等を実施しました。  

 

富山大が中心となって、「災害対応能力向上のための被害把握技術の検討」を目指し、 

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・可視化の検討において、

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、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において、AI モデルによりその学習精度や判定

状況を可視化するための、より広い対象が活用可能なプラットフォームを設計・開発した、

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においては、

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、等を実施しました。 

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、各構成

要素の分析・検証・提案を行いました。１）当該年度に発生した新型コロナウイルス感染

症（COVID-19）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、感染症における 

BCP（事業継続計画）の策定状況などを明らかにした、２）災害対応工程管理システム BOSS 

においては、BOSS の使用有無による対応行動の違いを明らかにした、３）効果的な避難所

運営を行うために、集合論を用いた避難所と運営人員のマッチングモデルの開発を行った、

４）「帰宅困難者支援施設運営ゲーム（事業所滞留版）」（略称：KUG②）については、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アンケートを取りまとめ

て今後の改善方針を検討した、等を実施しました。 

 関西大学が中心となって、事象がある規模を超えると、過去に経験した災害と全く異な

る巨大災害をもたらす相転移（水がある温度を超えると氷となり、扱い方が全く異なる現

象）に着目して計画を進めた。具体的には、1)首都直下地震や南海トラフ巨大地震などの

国難災害においても、相転移によって被害が拡大しない事前対策を講じる、2) COVID-19 の

感染率の解析から、災害文明的防災対策（発展的な技術）に頼るのではなく、災害文化的

防災対策（事例対応ふるまいを含めた対応）を進めることで減災を実現する、3)地球温暖

化の進行に伴う線状降水帯による豪雨災害では、従来の河川の破堤氾濫だけではなく越流

氾濫が主流となり、内水氾濫も増加しており、従来の洪水対策では相転移が発生する、等

を明らかにしました。 

 

サブプロジェクト(a) 研究統括 田村圭子、上石 勲 

 

 

 


