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3.2  官民連携による超高密度地震動観測データの収集・整備 

3.2.2   マルチデータインテグレーションシステム開発の検討 (課題ｂ②) 

3.2.2.1  マルチデータインテグレーションシステムに関する技術開発 (課題ｂ②a) 

 

(1) 業務の内容 

(a) 業務の目的 

首都圏地震観測網（MeSO-net）から収集する高密度な地震観測データに加えて、基

盤的地震観測網および民間企業等により設置された計測機器から得られる大量かつ

様々な品質の地震データを有機的に統合するマルチデータインテグレーションシステ

ムを開発する。さらに、このシステムにより、大地震発生直後の首都圏における揺れ

の様子を超高解像度で把握可能にするとともに、その情報を配信するための技術開発

を行う。 
 
(b)２０１９年度業務目的 

   2018（平成 30）年度に扱った民間等によるデータセットに加えて、感震ブレーカー

や小型地震計による観測記録ついても、マルチデータインテグレーションシステムへ

の取り込みを進める。コンビニ店舗での小型地震計による試験観測に向けた機能開発

を行い、データ収集システムの開発も進める。また、MeSO-net による地中観測デー

タから予測した地表の揺れと陸海統合地震津波火山観測網（MOWLAS）の強震観測網

データの統合による首都圏版強震モニタを公開する。 
 
(c) 担当者 

所属機関 役職 氏名 
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 木村 武志 
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 木村 尚紀 
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 功刀 卓 
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 鈴木 亘 
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 武田 哲也 

防災科学技術研究所ﾏﾙﾁﾊｻﾞｰﾄﾞﾘｽｸ評価研究部門 主任研究員 中村 洋光 
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 松澤 孝紀 
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 松原 誠 

  

(2) ２０１９年度の成果 

(a) 業務の要約 

2019 年度は、以下の業務を実施した。 
・ 民間企業が保有する感震ブレーカー内の加速度センサーや高層ビルに設置されてい

る地震計等による地震動データに対応できるよう、マルチデータインテグレーショ

ンシステムの汎用化を進めた。 
・ セブン-イレブン・ジャパン、セブン銀行との共同により、コンビニ店舗内の ATM
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に設置可能な小型地震計を開発し、東京都内 10 店舗での試験観測を開始した。 
・ MeSO-net による地中観測データから予測した地表の揺れと MOWLAS の強震観測

網データの統合による首都圏版強震モニタを公開した。 
 

(b) 業務の成果 

1)入力データの多様化に向けたマルチデータインテグレーションシステムの汎用化 

首都圏レジリエンスPJで運用しているデータ利活用協議会（以下、デ活）により、 

首都圏におけるレジリエンス力向上を目的とした民間企業等との連携が進められてお

り、その一環として民間企業等が保有する地震観測データの収集を進めている。2018 年

度には東京ガス株式会社が保有する SUPREME や課題(2)c で展開しているスマートフォ

ン地震計による地震波形データを、試験的にマルチデータインテグレーションシステム

に蓄積し、MeSO-net や MOWLAS との統合を行った。さらに、日東工業株式会社の感震ブ

レーカーによる地震波形データや株式会社小堀鐸二研究所による建物安全度判定支援

システム q-NAVIGATOR による地震波形データ、東芝エレベータ株式会社による地震時の

エレベーター管制運転を目的とした地震感知器のデータ等がデ活により収集された。

2019 年度は これらの新たなデータをマルチデータインテグレーションシステムで活用

するために、システムの汎用化を実施した。 

感震ブレーカーについては、2017年8月～2018年9月に発生した9地震の12観測点での 

地震波形データを設置位置（緯度、経度）等のメタデータと合わせて蓄積し、計測震度

等の強震動指標の演算を実施した。q-NAVIGATOR による地震波形データは各ビル内のお

およそ4つの階層で得られており、メタデータとして観測点の水平位置に加えて鉛直位

置（階層）も管理できるよう拡張した。試験データとして2015年5月 ～2018年3月に発生

した138地震の83棟でのデータを蓄積した。またエレベーター管制用の地震感知器のデ

ータは、予め各エレベーターに設定されている加速度の閾値を超えたかどうかというも

のであり、波形記録は含まれていない。この様なデータセットに対応するため、地震波

形データを含まない強震動指標のみでの蓄積を可能にするとともに、強震動指標が特定

の値ではなく範囲で蓄積できるように拡張した。試験データとして2011年3月 ～2018年

7月に発生した8地震に関する40,000地点以上のデータを蓄積した。 

図 1 は、2018 年 1月 6日に東京湾(深さ 71km)で発生した M4.7 の地震時の MeSO-net、

MOWLAS の強震観測網(K-NET、KiK-net）、感震ブレーカー、地表階における q-NAVIGATOR 

の各データによる計測震度と、そこから推定した震度分布を示している。K-NET、KiK-net

は日本全国に約 20km 間隔、MeSO-net は首都圏に約 3-10km 間隔で配置されているのに対

して、q-NAVIGATOR は都心部に稠密に配置されている等、民間企業等の有する地震動デ

ータを活用することで首都圏における詳細な揺れの様子が把握可能になることが分か

る。一方でこれらのデータについては、センサーの設置環境等の計測震度に影響を与え

る情報を整理し、値の信頼性等を確認することが今後必要である。 

 

2)コンビニ店舗内 ATM に設置可能な小型地震計の開発 

首都圏における高密度の地震動データの収集を目的とし、株式会社セブン-イレブン・

ジャパン及び株式会社セブン銀行と共同で、コンビニ店舗内の ATM に設置可能な小型 
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図 1 MeSO-net、K-NET、KiK-net、q-NAVIGATOR、感震ブレーカーによる計測震度

（シンボル）とそれらの観測データから推定した震度分布。 
 

地震計の開発を行った。加速度センサーとしては Analog Devices 社製 ADXL355 を使用

し、最大±8G の観測が可能である。Wi-Fi による通信機能を搭載し、コンビニ店舗内と

いう設置環境から防塵・防滴性を考慮した筐体とした。また、10 秒ごとの震度演算機能

を有し、演算結果が予め指定した閾値を超えた際には webAPI を用いて防災科研のデー

タセンターに震度情報を通知することが可能である。 

2019年4月16日に災害発生時に社会インフラの一翼を担うコンビニエンスストアの営

業の継続による災害復旧と自然災害に強い地域社会の実現に貢献することを目的とし

た連携協力に関する協定を、防災科研、株式会社セブン-イレブン・ジャパン、株式会社

セブン銀行の三者で締結した。このもとで、2019年 9月 より導入が開始されたセブン銀

行の次世代 ATM に、開発した小型地震計の設置を進めた(図2）。9月27日に設置を開始

し、2020年 3月 までに都内10店舗で観測を開始した。 

図 3は 2020年 2月 1日 に茨城県南部で発生した M5.3の地震時の MeSO-net、MOWLAS、 

セブン-イレブン店舗での小型地震計による計測震度と、そこから推定した震度分布を

示している。この地震発生時には2店舗で地震計が稼働しており、計測震度はいずれも2

であった。この値は、周辺の MeSO-net や MOWLAS 観測点の値と調和的である。 

 

3) MeSO-net と MOWLAS の統合による首都圏版強震モニタの高度化 

本 PJ で扱ってきた地震動データのうち、MeSO-net および MOWLAS の強震観測網

のデータは防災科研のデータセンターでリアルタイムに収集している。既に防災科研で

は、MOWLAS の強震観測網のデータを活用していまの日本列島の揺れを地図上に表示

する強震モニタを開発している。ここでは対象領域を首都圏にしぼり、さらに MOWLAS 
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図 2 セブン-イレブン店舗内のセブン銀行 ATM に設置した小型地震計と観測記録の例 

 

よりも稠密な MeSO-net を取り入れることで、いまの首都圏における詳細な揺れを地図

上に表示する首都圏版強震モニタを開発し、防災科研外から閲覧可能にした。  
首都圏版強震モニタでは、MeSO-net と MOWLAS による地表でのリアルタイム震

度 1)を 1 秒更新で表示する。この際、地下 20m に地震計が設置されている MeSO-net
のリアルタイム震度については、課題(2)b の研究結果である地中から地表の震度増分の

平均値により地表での値に補正している。また、防災科研が 2019 年度に取得した地震

動の予報業務許可にもとづき、緊急地震速報の発表時には震度の予測結果を約 5km メ

ッシュで表示する。 

 
図 3 2020 年 2 月 1 日の茨城県南部の地震時の MeSO-net、MOWLAS、セブン-イレブン店

舗での小型地震計による計測震度と推定震度分布。 



13 
 

 
図 4 首都圏版強震モニタのスナップショット（3 秒間隔）。 

 
図 4 は 2018 年 7 月 7 日に発生した千葉県東方沖の地震時の首都圏版強震モニタの

再現である。MOWLAS に MeSO-net を加えたことで地震動が首都圏で広がっていく様

子が観測値から直接かつ詳細に把握可能になっている。 
 
(c) 結論ならびに今後の課題 

民間企業が保有する感震ブレーカー内の加速度センサーや高層ビルに設置されている

地震計等による地震動データに対応できるよう、マルチデータインテグレーションシス

テムの汎用化を行った。また、コンビニ店舗内の ATM に設置可能な小型地震計を開発

し、東京都内 10 店舗での試験観測を開始した。さらに、MeSO-net による地中観測デー

タから予測した地表の揺れと MOWLAS の強震観測網データの統合による首都圏版強震

モニタを公開した。これまで民間企業等による地震動データと防災科研の地震観測網に

よるデータの統合技術開発を進めてきた。今後は、株式会社セブン-イレブン・ジャパン

の災害対策システム「セブン VIEW」との連携等、得られる地震動の情報の利活用につ

いてもデ活会員と検討を進める必要がある。 
 
(d) 引用文献 
1) 功刀卓・青井真・中村洋光・鈴木亘・森川信之・藤原広之：震度のリアルタイム演算に

用いられる近似フィルタの改良，地震 2，65，pp.223-230，2013. 
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(e) 学会等発表実績  

1)学会等における口頭・ポスター発表 

  なし 
 
2)学会誌・雑誌等における論文掲載 

なし 
 
3)マスコミ等における報道・掲載 

  なし 
 
(f) 特許出願，ソフトウエア開発，仕様・標準等の策定 

1)特許出願 

なし 
 

2)ソフトウエア開発 

  なし 
 

3) 仕様・標準等の策定 

 なし 
 

(3) ２０２０年度業務計画案 

 地震直後のデ活会員等への情報提供を目的として、地震動分布の推定・配信システ

ムの自動化を行う。また、民間等による各データの品質等の調査及び異常データの検

知・除去手法の開発に着手する。小型地震計の開発を進めセブン-イレブン店舗等での

試験観測を拡大するとともに、得られた観測データによる地震動情報の利活用につい

て IoT 技術活用分科会会員等と連携して検討する。 
 
  


