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東京大学 生産技術研究所 教授 同社会科学研究所 特任教授

加藤

孝明

（かとう たかあき ）
1990 年東京大学工学部都市工学科卒業。1992 年東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻修士課程修了。博士（工学）。専門
は、地域安全システム学、都市計画。災害シミュレーション等の理科系研究に加え、各地で地域づくりの新しいモデルの構築を実践す
る。地域安全学会論文賞（ 2008 年）
、地区防災計画学会論文賞（ 2015 年）等を受賞。関与した地域は、総務省防災まちづくり大賞
（ 2015 年）
、レジリエンスアワード・グランプリ
（ 2018 年）
、国土交通省先進的街づくりシティコンペ審査員特別賞（ 2018 年）等を受賞。

■■■ はじめに
都市の防災は、多義的に時代の潮目にあり、従来の固定観念

同体とは、出火すれば最終的に延焼する可能性のある建物群の
ことを表す。もしも大都市大震災での同時多発火災の被害イメー
ジを糸魚川程度と社会が思い込んでいるとすれば、すでに次の災

を超えたイノベーションを必要としている。近年、災害が激甚化、

害での「想定外」が社会の中に織り込まれてしまっているとも言え

頻発化している。地震災害だけではなく、気候変動によって増加

る。少なくも大都市域には糸魚川で顕在化した延焼危険とは比

が懸念される水害への対応はハード・ソフト含めて喫緊の課題で

べ物にならないほどの危険性が潜在している事実を改めて認識

ある。また、東日本大震災を経験し、公助の限界をふまえ、災害

する必要がある。

時の不幸を最小化するため、自助・共助・公助の適切な役割分

次に水害を取り上げたい。ここ数年を振り返ってみると、昨年

担の構築、社会の災害対応力の最大化が大きな社会課題である。

（ 2019 年）の台風15号による千葉県風害、台風19 号による東日

さらに持続的、かつ、自律発展的に災害への備えを拡充していく

本同時多発水害、2018 年の西日本豪雨、2017年の九州北部豪

推進力も不可欠である。一方、情報技術は不連続な技術革新の

雨、2016 年の台風10 号による岩手県等での水害、北海道への台

真っただ中にある。本稿では、今後の都市防災の対策技術、計

風の連続上陸、2015 年の関東・東北豪雨と、毎年、日本のどこか

画技術、要素技術を具体化し、社会実装していくために必要とさ

で甚大な水害が発生している。この傾向は、地球温暖化による気

れる考え方について述べたい。

候変動の影響とされる。国土交通省は、地球の気温が2℃上昇

■■■ 最近の災害に対する社会の反応から考える
昨今の災害を振り返ってみたい。2016 年年末、糸魚川市で発
生した大規模火災を取り上げる。都市大火は、市街地の集積そ

すると、水害リスクは 2 倍になると試算している。さらに2℃上昇は
20 年程度先に到来するという予測もある。つまり、約 20 年後には、
今の30 年に一度の降雨が15 年に一度程度に、100 年に一度の降
雨が50 年に一度になる可能性があるとされているのである。

のものが脆弱性の要因となるため、都市防災の古典的な課題とさ

昨年の台風19 号では、東京圏でも大きな被害が発生し、川崎

れる。この火災事例は、1976 年の酒田大火以来の大規模な市

市武蔵小杉の高層マンションや世田谷区の浸水被害が話題と

街地延焼火災として社会の耳目を集めた。糸魚川の駅前から出

なった。ここで水害という現象を冷静かつやや冷徹にみれば、水

火した火災は、風速 10ｍを超える南風に煽られ、中心市街地を焼

害は実にシンプルな現象である。
「河川のキャパシティを超えた雨

き尽くし、海まで到達して鎮火した。総焼失棟数147 棟の被害を

が降れば、必ずどこかで溢れる、そして溢れた水は低いところにし

もたらした。当時、マスコミの派手な映像も手伝って現在の市街地

か流れない」という当たり前の事実なのである。これまで市街地

の脆弱性を社会に印象づけた。

側での自然災害への備えは専ら地震災害であったが、今後は、水

今回の火災被害をどうみるか。確かに最近の火災事例としては

害についても考慮しなければならない時代と言える。さらに津波

大規模だが、過去の都市大火や大都市が抱える潜在的な延焼危

ハザードや土砂災害等、それぞれの地域特性、土地特性に応じて

険性と比べれば、大規模とは言えない。この数字は、わずか147

マルチ・ハザードに対応していく時代である。

棟で済んだとも言える規模である。歴史上最後の都市大火といわ
れる酒田大火の焼失棟数は、1,774 棟にのぼる。
「延焼運命共同
体（延焼クラスター）
」の研究によれば、東京都内では 3,000 棟以
上のクラスターが80ヶ所以上あったとされる。なお、延焼運命共

■■■ 都市防災の根本問題とは ～災害対応需
要と対応資源の著しいアンバランス～
都市防災問題の根本問題は、結局のところ、膨大な災害対応
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需要に対して対応資源が桁外れに過小であることである。膨大な

くアプローチが重要となる。いわば、個別開発による「安全のお裾

避難者の発生と避難所の過小な収容人数、膨大な仮設住宅需要

分け」
である。

と絶対的な用地不足、大量の瓦礫発生量と仮置き場すら確保で

❷については、防災公園事業などによる避難場所の確保、法定

きない著しい空地不足等、枚挙にいとまがない。都市の過密、集

計画である建築物耐震化促進計画に基づいて沿道耐震化による

積を主要因とする都市ならではの問題である。この需要と供給の

緊急交通路等の機能確保が進められている。一方で、災害対応

関係をできる限りイコールに近づけることが防災の根本問題の解

や被災者支援の拠点となる防災拠点空間の整備については大き

消である。そのためには、需要の制御、そして「共助の持ち寄り」

く取り上げられていない。災害時にある程度、自立的に対応できる

による資源の拡大が不可欠である。

ようにするための拠点となる空間が必要である。

需要に関しては、昨今の災害対応の改善方策では、需要を探し

さらに❸については、先駆的な自治体では進められているが、ま

求め、拾い上げて、そして需要を膨らませるという側面がある。もち

だ概念として定着していない。防災まちづくりと復旧・復興は、別

ろん丁寧に本質的に必要な需要を掘り起こすことは防災対策の高

物との認識があるが、一連のものとしてとらえることが可能である。

度化のために不可欠である。資源が圧倒的に不足する都市では、

時間のかかる防災まちづくりが次の災害までに完了しないとすると

むしろ需要は本質的に必要不可欠なものに限定し、不要不急の需

当然一定の被害をうける。たとえ被害を受けたとしても復旧・復興

要はできる限り縮めるという視点が重要である。もっと言えば、超

の準備があれば、速やか、円滑、かつ、適切に復旧、復興が実現で

大規模都市災害では、需要に対して資源が圧倒的に不足する中、

きる状況となる。この意味で防災まちづくりのフェールセーフとして

「我慢のシェア」
とも呼べる状況を甘受せざるをえないことを前提と
することも必要である。そして何よりも重要なことは、事前の備えを
充実させ、災害が発生しても困らない状況をつくり上げておくことで

位置づけられる。復旧・復興しやすい環境を事前に整えることは
今後の防災の重要な新たな視点である。

い状況、即ち、災害時にそれぞれ自立して対応できる「災害時自

■■■ 都市開発における「災害時自立生活圏」の
構築、そして「安全のお裾分け」を目指して

立生活圏」
とも呼べる状況を創り上げていくことが究極の需要制

前述のとおり、災害時の都市システムの破綻を防ぐためには、需

ある。各地区、各建築群で、災害時にむやみに需要を発生させな

御の方向である。
資源の拡大については、既成の常識を超えることを志向する視
点が重要である。自助、共助、公助の重要性が唱えられているが、

要の制御と資源の確保が不可欠である。
まずは「災害時自立生活圏」の構築が目標となる。甚大な被害
が想定されない地区が災害時に自立していれば、限られた対応資

未だ公助への依存度が総じて高い。例えば、被災時に行政から

源を甚大な被害が想定される地区に対して振り向けることができる。

食料が供給されることが常識となっているが、資源の拡大のため

災害時に周辺に迷惑をかけない災害時自立生活圏の考え方を確

には公頼りから脱却し、多様な選択肢があるべきである。共助に

立し、それをいかに増やしていくかが今後の課題である。ハードだ

ついても旧来の地縁コミュニティ組織が行うものと思い込みがある

けではなく、建物管理やエリアマネジメントといったソフトの対応も

が、都市の最大の特徴ともいえる多様な集積を活かして、多様な主

不可欠である。

体の前向きな力を喚起し、それらを連携させることで創られる「持

次に周辺への「安全のお裾分け」
の機能である。大規模な開発

ち寄りの共助」
を期待したい。民間企業の力を引き出す、被災者自

における地域貢献として周辺の脆弱性を緩和する機能を設けるこ

身の力を引き出すことも可能であろう。

とが期待される。例えば、商業・業務地区の再開発では、地域貢

■■■ 都市防災が実現すべき目標 ～都市建築
分野が行うべきことは多い～

献として、周辺地区、あるいは、被災地全域に貢献できる防災拠点
空間を確保していくことが考えられる。また、2019 年 6月に公表さ
れた葛飾区「浸水対応型市街地構想」では、浸水対応型拠点街

都市防災が実現すべき目標は、❶物的・人的被害の小さい都

区・建築物の名称で、浸水したときに周辺の被災者に対して避難

市の実現、❷災害時の災害対応に必要な最低限の都市機能の

空間を提供し、長期にわたる湛水期間にはライフライン機能の提供

維持、❸円滑、かつ、適切に復旧・復興できる都市の実現、
の3 つ

できる被災地支援拠点を位置づけている。開発を通して対応資

である。いずれも字面を見れば、当たり前のことにみえるが、実はこ

源を拡充し、街全体の安全性向上に寄与する考え方である。

れまでの都市防災がすべてカバーしていたわけではない。

新規開発、あるいは、大規模なリノベーションでは、
「災害時自立

❶については、密集市街地に代表される脆弱な市街地の改善

生活圏」
の構築を必達目標とし、さらには周辺への「安全のお裾分

を図り、被害を軽減することはしてきたが、本来、需要の制御に不

け」
を目指すことが期待される。あわせてその実現に向けた促進

可欠な未然防止の視点は必ずしも強調されてこなかった。例えば、

策・支援策の検討を行政に期待したい。

東京では、長年、23区内の密集市街地に焦点をあててその改善策
がすすめられてきたが、この間に多摩地域では農地の宅地化が進
み、延焼危険性のある市街地の予備軍が形成されてしまった。さ

■■■ 激甚化する災害への対応としての「温故
創新」

らに今後は、少なからず危険性を有する市街地が全面的に更新さ

気候変動により激甚化、頻発化する水害に対しては
「温故創新」

れることが期待できないことをふまえると、リスクの低い市街地を形

の発想が必要かもしれない。戦後一貫して河川整備水準は向上し、

成するためには、個別の開発を通して周辺の脆弱性を緩和してい

実際、水害リスクは減少してきたが、今後の気候変動の状況次第
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では、この傾向が反転する可能性を視野に入れる必要がある。つ

める伝統行事である。一般的には子供の教育手段とされるが、防

まり、河川整備水準と水害の外力の関係が昔の関係に戻る可能

災の観点からも解釈できる。
「なまはげ」は、災害時に活躍すべき

性があることに留意する必要がある。

若者が全世帯の暮らしぶりを確認する機会であり、今でいう災害

古（いにしえ）
を振り返れば、水害に対応した街づくり、建築技

時避難行動要支援者や要配慮者を地域社会で把握し、共有す

術がみられる。例えば、集落を堤防で囲む木曽三川の「輪中」
、石

る仕組みととらえられる。行政が災害時避難行動要支援者名簿

垣や盛土の上に建てられた水害時の避難小屋となる濃尾平野の

を作成しようとすれば、個人情報保護等、面倒な問題が生じるが、

「水屋」
、盛り土された敷地が洪水流に向かって船首のような形状

「なまはげ」では実に自然な形で定着している。つまり、防災【も】

になっている大井川流域の「舟形屋敷」等がある。いずれも洪水

まちづくりとは、災害への備えを日常の中に埋め込むことで結果的

が発生することを前提としていることが通底する。その上で、被害

には低コストで、かつ、自然な形で定着させることができるアプロー

をできる限り低減させるための各地域での工夫である。いわば、災

チである。

害を「受け流す」発想といえる。自然の外力が増大する中では、温
故として昔の知恵に学ぶことが重要なのかもしれない。その上で、
未来に向けて現在の最新技術をベースとする新たな暮らし方、住ま
い方の提案、即ち、
「創新」
がなされることを期待したい。

■■■ 災害への備えの推進力 ～
「災害への備え
は付加価値」＋「防災【も】まちづくり」
～

■■■ 情報技術への期待
最後に情報技術について触れたい。ICT、オープンデータ、IoT、
ビッグデータ、AI、AR、VR、Society5.0、DX（デジタルトランスフォ
トメーション）
、スマートシティ、MaaS、デジタルツイン等、新しい情報
技術に関するワードがこれまで以上に溢れている。現在、不連続
な情報技術革新の真っただ中にある。

災害への備えは「言うは易し、行うは難し」である。災害への備

防災分野では、災害シミュレーション、緊急地震速報等、世界的

えの拡充には、少なからずコストがかかる。そのため義務になりや

にみても独自の先進技術といえる要素技術が開発され、実装され

すい。目指すべきは、持続的に、かつ、確実に災害への備えが充

ている。総合科学技術・イノベーション会議（CSTI ）が主導する

実、定着していく状況を創ることである。そのために必要な考え方

科学技術イノベーション実現を目的とする国家プロジェクト「戦略的

として2 つ挙げられる。

イノベーション創造プログラム
（SIP）
」では、防災をテーマとする研

一つは、
「災害への備えを付加価値とする」
「
、防災を付加価値を
生み出すもの」
ととらえる発想である。例えば、2012 年都市再生特

究が進められている。異なる主体間の情報連携、被害予測の高
精度化、リアルタイムの被害推計システムの開発、SNSの活用等、

別措置法改正で創設された都市再生安全確保計画は、高集積の

古くて新しい課題から現代的課題まで革新的な研究開発を進め

商業業務地区での災害への備えのための計画である。その目的は、

られている。また日本の最新の防災技術の海外展開も議論されて

単に帰宅困難者対策の拡充だけではない。国際競争力を強化す

いる。経協インフラ戦略会議では、
「インフラシステム輸出戦略（平

ることもうたわれている。ハザードの存在を承知した上で、それに

成30 年度改訂版 ）
」
を策定し、防災分野の海外展開を推している。

相応する十二分の備えを行うことで国際的な信頼感を高め、結果

優れた計画や整備技術の輸出が議論されている。

として国際競争力を獲得することを意図している。また河川の堤防

こうした状況を概観すると、さぞかし都市防災の現場レベルで

についても、その目的はもちろん洪水を防ぐことだが、かつては、今

も新しい技術が華々しく展開されているかのようだが、残念ながら

まで頻繁に浸水して使い物にならなかった土地を使える土地に変

必ずしもそうではない。例えば、防災行政をみれば、災害情報シス

え、経済的な付加価値を生み出すことも持ち合わせていたととらえ

テムが導入されているものの、被災自治体の災害対策本部のオペ

られる。単に安全の確保だけでは、持続性、自律発展性を見込め

レーションは依然として紙ベースのアナログ処理が中心である。ま

ない。付加価値の創出と結びつけることで確実に災害への備えを

た防災行政無線の音が聞こえないという相変わらずの苦情が多い。

定着させることができる。
二つ目は、
「防災【も】まちづくり」という発想である。反対語は

設備、システムの更新期には新しい技術が導入されているものの、
その進展は遅々としており、筆者が見る限り、従来の延長線上のま

防災「だけ」である。防災だけを目的とするのではなく、他の地域

まであり、イノベーションたりえていない。依然として「昭和の香り」

課題や他の目的と抱き合わせた総合的なアプローチのことを指す。

がするとも言える。一方、公助の限界をふまえて、その重要性が唱え

これまでの歴史を振り返れば、そもそも防災だけで街づくりがす

られる共助に関しては、その中核である地域コミュニティでは、少子

すんできた事例を見つけることは難しい。例えば、昭和 40 年代に

高齢化がすすみ、担い手不足が顕在化し、かつての力は衰退して

始まる東京都の地震火災対策としての避難場所の確保・整備は、

いる。その衰えを補完し得る支援技術、現状を力強く改善し、前進

当時の国際都市と比べ、著しい公園不足を解消することと抱き合

させる何らかの革新的な支援技術が必要である。

わさっていたととらえられる。地震火災を防ぐ延焼遮断帯の整備

今後の10 年を見据えると、技術的にはスマートシティやデジタル

は、モータリゼーションに対応するための街路整備との抱き合わせ

ツインの実現は時間の問題である。MaaSや自動運転等の交通分

であった。さらに沿道に集積させる耐火建築物は東京に集積す

野が先行しているようだが、むしろ「防災【も】
まちづくり」
の発想に

る機能や人口の受け皿にもなっていたのである。また別の例として、

則り、防災も抱き合わせて、場合によっては防災を主軸に捉え直し

秋田県男鹿市の「なまはげ」が挙げられる。
「なまはげ」は、扮装

て発想することを勧めたい。防災先進国ならでは、日本型のスマー

した若者が各家庭を訪れ、
「悪い子はいねーかー」
と子供を懲らし

トシティがみえてくるかもしれない。
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首都圏の稠密気象情報
提供システム開発

～ニーズ主導で研究成果を市民のもとへ
国立研究開発法人 防災科学技術研究所 国家レジリエンス研究推進センター長

岩波

越

（いわなみ こゆる ）
1991年北海道大学大学院理学研究科博士後期課程修了・中退。理学博士。専門はレーダー気象学。同年防災科学技術研究所入
所。ＸバンドMPレーダーの開発導入、国土交通省に技術移転した降雨強度推定手法等の開発、先端的気象レーダー等を用いた極
端気象の観測・予測研究、実証実験等に従事。2018 年より現職。埼玉大学研究機構レジリエント社会研究センター客員教授兼務。

はじめに

雲の一生をその発達段階に応じた機器で観測し、積乱雲の発達
メカニズムを明らかにするとともに、早期検知・予測情報によって

日本の首都圏は人口（1都 3県で約 3,700万人、1都 7県で約

被害の防止・軽減を図るための研究開発を行っている。具体的に

4,400万人 ）
、交通通信網、経済活動が著しく集中し、世界でも最

は、首都圏に、雲や雨のもとになる水蒸気を観測するマイクロ波放

も都市化の進んだ地域である。たとえば、ゲリラ豪雨と呼ばれるよ

射計、晴天域の風を測るドップラーライダー、雨が降る前の雲を検知

うな短時間の強い雨が降ると、アスファルトとコンクリートで覆われ

可能な雲レーダー、雨雲を観測するXバンドマルチパラメータ
（MP）

ている都市域では下水道による処理が間に合わず、道路の冠水

レーダーに加えて、2016 ～ 2017年度に雷の放電経路の観測網を

や中小河川の氾濫などによる被害が発生する。激しい気象がたと

整備した（図1）
。MPレーダーは雨量の正確な把握、雨雲の中の

え局地的でも、都市域では大きな影響が生じるため、検知・予測

風の観測や、雨、雪、あられなど粒子の種類の判別が可能な気象

技術の開発、実用化が求められている。

レーダーである（ http://mp-radar.bosai.go.jp/ ）
。観測データはい

本稿では、2016 年から4 年間、防災科学技術研究所（以下、防
災科研と記す。
）気象災害軽減イノベーションセンターで行った「首
都圏の稠密気象情報提供システム開発」プロジェクトの取組を中
心に紹介する。このプロジェクトでは、いわゆるゲリラ豪雨や強風・

ずれも防災科研に即時送られ、リアルタイム処理を行っている。

雷の放電経路の観測

突風、降雹、落雷など災害、被害を引き起こす「極端気象」
に関わ

雷の監視・予測情報に対するニーズは、野外イベントの主催者

る情報を、早期検知技術や予測技術によって生み出し、市民一人

や建設現場、精密機器工場、さらに電力会社、鉄道会社、航空会

ひとりや事業者に確実に伝達し、行動に結びつけることができるよ

社等から数多く寄せられている。首都圏 200km四方の雷（雲内、

うなシステム開発を目指した。サポートいただいた科学技術振興機

落雷）
の放電点の3 次元的な位置を見逃し少なく観測できる「3 次

構（ JST）
イノベーションハブ構築支援事業の特性を活かして、さま

元雷放電経路観測システム」
、具体的にはニューメキシコ工科大学

ざまな資金をマッチングさせ、民間気象会社等と連携し、ニーズを

によって開発され、国際的な研究プロジェクトで基準データとして

起点とした研究開発を行った。

使われた実績のあるLightning Mapping Array（ LMA ）
センサー
12台を整備した。気象レーダーのデータを用いた雷危険度予測手

積乱雲のマルチセンシング
局地的な大雨や竜巻、降雹、落雷といった極端気象は、いずれ

法開発のためには、落雷位置だけでなく、雷雲の中の雲放電を含
めた雷の放電経路の観測が必要であること、また、このデータを核
として多くの機関との連携が見込めたことから、この観測システムを

も発達した積乱雲によって引き起こされる。防災科研では、積乱

導入した。
図2は LMAによる3 次元雷
放電経路の観測例で、雷雲内
の高度5.5km 付近の最初の放
電から地面に達する（落雷：稲
妻 印 ）まで の 約 90ms（ 9/100
秒）
間の一連の雷放電位置（白
色の球 ）を、日本無線（株 ）に
提供いただいたフェーズドアレイ
気象レーダーによる雨雲に重ね

図１ 積乱雲の一生のマルチセンシング
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図 2 LMAによる3 次元雷放電
経路の観測例

て示している。一連の雷放電
位置を繋いだ線が、目視できる

特 集 「 都 市と防災の最 新技 術」

首都圏の稠密気象情報提供システム開発

稲妻（稲光 ）
に対応する。2017

予測システムの開発」によって、防災科研のMPレーダー観測デー

年 8月19日に多摩川河岸で開

タを用いた発雷判定の研究開発成果が、気象会社による首都圏

催予定の花火大会が、激しい

向けの雷情報コンテンツ提供システムに搭載される予定である。今

雷雨で中止になった事例は記

後も雷に関わる研究者、企業と協力して、より精度の高い雷の監

憶に新しい。図 3は同日17時

視・予測情報を事業者や市民に伝え、雷被害を減らしたいと考え

から1時間のLMAによって観

ている。

測された1km四方当たりの雷
放電点数の分布を示している。

図 3 LMAによる雷放電点
数分布の観測例

農業分野については、降雹に関する情報がリアルタイムに提供
されても防雹ネット等を備えていなければ事前の対策を施すのは

最も雷放電点数が多い白色の

難しい。しかしながら、露地野菜等一般の農作物が降雹被害を

部分が、花火大会を予定して

受けた場合、速やかな農薬（殺菌剤 ）散布を行わないと、傷口か

いた世田谷区から川崎市の上

らの病害の蔓延といった二次被害を受けることになる。現状では、

空に見られ、激しい雷活動が起

雹害を受けた地域の特定は、目撃情報や聞き取りによるものがほ

こっていたことがわかる。

とんどであり、発見までに時間を要する。このため予測情報ではな

このシステムによって、特徴的な雷現象の一つを観測できたこと

くとも「○○市の○○地域で雹が降ったらしい」
といった情報だけ

からも、LMAデータは注目されており、これまでに航空機被雷を研

でも極めて有用であるという意見が生産者のみならず、JAや県普

究している研究機関、別種類の雷観測機器を所有・活用している

及センター等から寄せられた。このニーズに応えるため、開発したX

気象庁と電力会社、さらに複数の大学や民間気象会社にデータを

バンドMPレーダーの観測データから降雹域を推定する手法を用

提供した。雷放電点数の分布は後述のウェブサイトで一般公開する。

いて、過去3日間の降雹推定域を250m 格子、5 分間隔で表示し、

「ソラチェク」と「ふるリポ！」
首都圏を対象としてさまざまな気象情報とインフラ、社会動態

週明けの関係機関の対応にも利用可能な情報としている。
雹は、雨を測る雨量計や風を測る風向風速計のような観測装
置が展開・整備されていないこと、突発的かつ局所的に降る場
合が多いことから地上での降雹情報を得ることが難しく、MPレー

を重ねて表示できるWeb-GISシステム「ソラチェク」を構築した。

ダーのデータによる推定アルゴリズムの検証と高度化のために、多

気象情報としては、これまでの研究開発成果に基づく降雨、風

くの方からの降雹のリポート情報を必要としている。防災科研は

向・風速、雷放電数密度、降雹推定域の分布を表示可能である。

2015 年10月から、雹、雪、突風、水害など地上の気象状況に関す

https://isrs.bosai.go.jp/soracheck/storymap/ で公開を予定して

るリポート情報を収集

いる。

し、地図上に表 示す

降雨情報は国土交通省が実施する水防災オープンデータ提供

るウェブシステム「ふ

サービス（河川情報数値データ配信事業 ）
によって、河川技術情

るリポ！」
（ 図 5）も 運

報センターから配信されている降雨強度分布を250ｍ格子、5 分間

用している（ https://

隔で表示する。防災科研が開発し、国土交通省XRAIN（高性能

fururipo.bosai.go.jp/

レーダ雨量計ネットワーク）
に技術移転した（Xバンド）MPレーダー

fururipo/ ）
。

用の降雨強度推定アルゴリズムが反映されている。
地上風向・風速分布（図4）
は、現業機関の観測データや前述

図 4 ソラチェクの風向・風速分布の表示例

図 5 「ふるリポ！」の画面

皆様からのリポート
情報は、貴 重なデー

の防 災 科 研 の 観 測

タとして研究開発及び教育活動に活かすとともに、気象カテゴリに

データを数 値シミュ

ついては、
「ふるリポ！」マップ表示において過去24時間のリポート

レーションに取り込ん

情報を公開している。また、過去のリポート情報（CSVファイル）
は

で、より現 実に近い

「ふるリポ！」データダウンロードサイト
（ http://mizu.bosai.go.jp/key/

現象を再現するデー

fururipo_DL）
で個人情報保護に十分配慮の上、公開中である。

タ同化技術を用いて

リポートの体験やリポートデータの利用が可能なので、学校での理

推 定している1km 格

科（気象）
や社会（地理 ）
の学習、市民講座でも「ふるリポ！」
を使っ

子、10 分間隔の客観

ていただけると幸いである。リポートを振り返る機能「マイリポート

解 析 値である。この

履歴」
を活用すれば，毎日の天気日記にもなり、皆様の体験と最先

風向・風速情報そのものや、初期値としてこの情報を入力した強

端の観測情報を結びつけて気象災害を知る助けにもなると考えて

風短時間予測値は、防災関係機関のみならず、総合建設業者や

いる。多くの皆様からのリポートへのご協力をお願いする。

園芸農業者、屋外イベント運営者から興味を持っていただき、実証
実験を行った実績もある。
雷放電数密度分布は LMA 観測に基づき250ｍ格子、5 分間隔
で表示する。気象庁 LIDENによる落雷情報を重ねて表示可能で、

おわりに
「ソラチェク」では、気象情報とインフラ、社会動態を重ね合わせ

雲放電と落雷の両者の状況を把握することができる。前述の花

て表示できる。すでに、オリンピック・パラリンピックの競技会場は

火大会等のみならず屋外スポーツイベントにおいても、雷は最も注

表示可能であるが、今後は、雲や積雪等の気象情報、高速道路

意・警戒が必要な現象である。気象予測情報を発信できる民間

網や人流情報などを表示可能にして、気象リスク情報の伝達に関

気象会社を対象とした企画公募型共同研究の1課題「雷危険度

する研究開発、成果発信のツールとして活用していきたい。
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画像のAI 解析やビッグデータ
による道路管理支援技術
一般財団法人日本気象協会 北海道支社 統括主幹

丹治 和博

（たんじ かづひろ ）
1987年北海道大学農学部農業工学科卒業。同年 4月一般財団法人日本気象協会北海道本部入社、
のちに東北支局、
本社事業本部防災ソリューション事業部を経て現職。道路気象情報の高度化や雪崩、吹雪などの防雪対策技術の開発、
冬期の道路交通に関わる研究調査に従事。技術士（総合技術監理部門、建設部門）
、測量士、気象予報士。

はじめに
2019 年には台風15号、台風19 号が相次いで日本に上陸し、東

測機器は費用面や技術面で課題があることが多く、その判断は人
の目に頼る部分が多い。数多くの画像情報から、人の目を介さず
に定量的な気象値や事象判別が得られれば極めて有用である。

日本を中心に強風被害や河川の氾濫が発生した。前年の2018
年には西日本豪雨により、中国四国地方を中心に土砂災害や洪
水被害が相次いだ。一方、2018 年2月には福井県で記録的な大
雪となり、多数の車両が立ち往生した。この大雪災害では、2018
年 5月に冬期道路交通確保対策検討委員会により「大雪時の道
路交通を確保するための具体的な方策」が提言され、道路管理
者はタイムライン
（防災行動計画 ）
を作成し、道路交通への影響を
最小限とすることが求められている。近年、国民生活や日本経済
に対する道路交通の比重がますます高まるなかで、様々な形で激
甚化する異常気象は、道路管理をより困難なものとし、道路管理
者に大きな負担を強いている。
道路管理者は道路上の異常事象や気象急変を把握するた

図1 画像から判断しようとする冬期の様々な気象事象

めに、気象観測施設やCCTVカメラの整備を進めてきた。気象

一 般 財 団 法 人日本

観測やライブカメラの設置は道路管理者に限らず、様々な機関が

気 象 協 会と株 式 会 社

それぞれの目的で各地に設置している。最近では、カーナビや

Spectee は、AI 技術に

ETC2.0による走行情報、ドライブレコーダによる道路画像など、車

よって道路画像から図1

両側の膨大な情報が得られている。このほか、スマートフォンの普

に示す事象の検知・判

及によりSNS情報などがインターネット空間上に溢れている。こう

別の共同開発を行った。

した近年のICT 技術の進歩によって、道路を取り巻く時空間上に

多地点でのさまざまな画

は膨大なビッグデータが存在する。また、計算技術の発達による

像から、降 雪や吹 雪に

人工知能（ AI ）
の発展には目を見張るものがある。地球温暖化と

よる視程や路面状態の

ともに激甚化する気象災害に対して、効率的な道路管理を進めて

判別をAIに学習させた。

いくうえでは、こうした多種多様なビッグデータの活用とAI 技術の

そのAI 技術を用いた視

導入による道路上での異常事象の検知が大きなカギとなる。本稿

程と路面状態の判別結

では、画像のAI 技術による冬期道路管理の活用例やビッグデー

果を道路管理者に提供

タを用いた道路上の異常事象の検知について、2 例を紹介する。

した例が図 2である。AI
技術を用いることで、リ

画像の AI 判別による冬期道路管理
道路管理者や防災担当者はカメラ映像から、冬期には降雪、
視程、路面状態などの様々な情報を得ている（図1）
。これらの計
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アルタイムだけでなく一
定時間内の変化や頻度
のように統計的にデータ 図 2 AI 判別による視程と路面状態の
提供例
を扱うことができる。

特 集 「 都 市と防災の最 新技 術」

画像のAI解析やビッグデータによる道路管理支援技術

ビッグデータを用いた道路上の非日常の発見
と予測

し、過去の一定期間の状態量分布に対して、統計的にどの程度
稀な状態なのかを情報量として指標化したものである。
さらに、R-アラートWEBでは、種々のデータから解析された非

東日本大震災後の2011年10月に東北大学と民間企業 7 社に

日常的な状態をアラート情報として表示する。例えば、降雪量と交

よるDOMINGO（ Data Oriented Mobility Information Group：

通データから交通障害が発生するリスクを検知し、そのメッシュと

現在は 2 大学、8 民間企業 ）共同研究体 が設立された（図 3）。

時間経過を表示する（図 5）。また、SNS 投稿の位置、路線、災

このプロジェクトでは、時空間上にある多種多様なビッグデータの

害や障害などのキーワードや投稿数の急増を分析したアラートも

リアルタイム解析による道路上の非日常の発見や可視化に加えて、

表示する。

1）

その予測や予兆をアラートするリアルタイムモニタリング・アラートシ
ステムの研究開発が進められている。

図 3 DOMINGOプロジェクトの研究体制

リアルタイムモニタリング・アラートシステムでは、気象データ
（降

図 5 大雪時のR-アラートWEBでの非日常の検知と可視化

このR-アラートWEBは道路管理者への試行提供が行われ、

水量、降雪量 ）
、交通データ、ソーシャルメディアデータ
（ Twitter）
、

その意見や要望を踏まえた改良が進められている。このほか、ド

スマートフォン画像、土砂災害素因データを収集している。これら

ライブレコーダの画像解析による冠水検知や障害物検知技術の

を地図上に可視化したのが R-アラートWEBである（図 4）
。R-ア

開発も進められている。

ラートWEBは、地理院地図上でのブラウザベースのアプリとして
構築され、選択に応じて各データを重ね合わせ表示ができる。こ
れらのデータは 5 分毎に最新の情報に更新される。また、データ
が蓄積されている過去事例も表示可能である。

おわりに
今後のAI 技術の発展により画像から様々な気象現象や道路

R-アラートWEBでの降水量や降雪量は1kmメッシュで表示さ

情報が検知・計測されることが予想される。道路空間上には固

れる。旅行速度は車両のGPS 軌跡を10km/h 毎に色塗りしたも

定設置のカメラだけでなく、ドライブレコーダやスマートフォンのよう

のである。平均速度は1時間以内のメッシュ内交通流の流動性指

な移動体の画像もますます増加する。また、車の速度や位置情

数を色の濃淡で表現している。また、特異指数は、1kmメッシュ内

報に限らず、車両の挙動や制御に関わる情報も、道路管理者に

のプローブデータの走行距離と走行時間を交通状態量として集計

とっては極めて有用な情報になりうる。こうした外部の多種多様
なデータの道路管理への利用には、運用上や技術上のいくつか
の課題も残されている。しかし、時空間上にある多種多様なビッグ
データとAI 技術の組み合わせによって、道路管理者の適切な判
断支援技術が将来的に実現されることが期待される。
なお、本稿で紹介したR-アラートWEBは国土交通省の「道路
施策の質の向上に資する技術研究開発」の研究テーマ「交通流
理論とAI学習による非日常の発見とアラート発信」によって研究
開発されている。
参考文献
１）DOMINGOプロジェクト
http://www.cps-project.sakura.ne.jp/domingo-web/

図 4 R-アラートWEBによる降雪メッシュと交通状況の可視化
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新宿駅周辺地域のエリア防災
に活用するドローン技術・ICT
工学院大学

村上

建築学部

正浩

まちづくり学科

教授

（むらかみ まさひろ ）
2001年 3月九州大学大学院人間環境学研究科博士課程修了（博士（工学）
）
。九州大学大学院非常勤学術研究員、山口
大学大学院ベンチャービジネスラボラトリー教育研究施設講師を経て、
2002年 4月工学院大学工学部建築学科専任講師、
2006 年 4月同助教授、2011年 4月同大建築学部まちづくり学科准教授、2016 年 4月より現職。専門は都市防災。

はじめに
東日本大震災時、新宿駅など首都圏のターミナル駅周辺地域は大量
の帰宅困難者で混乱し、大きな社会問題となった。しかし、M7クラスの
首都直下地震を想定すれば、大量の帰宅困難者の問題だけでなく、甚
大な物的被害・人的被害も同時多発的に発生し、ターミナル駅周辺地
域は大混乱することは容易に想像がつく。さらに、地域内の企業等の
業務継続も困難となり、我が国の経済に多大な影響をもたらすことにな
る。このような状況を踏まえると、ターミナル駅周辺地域の震災時の混
乱を抑止し業務機能を保持するためには、単一の主体による建築物単
位での防災対策だけでは限界があり、地域内の各主体が連携・協力し
て、地域全体の視点からエリア防災対策を推進することが必要となる。
新宿駅周辺地域では、震災による一次災害低減と震災時の混乱等
による二次災害防止を目的として、2007年に新宿区・事業者・大学等が
中心となり新宿駅周辺防災対策協議会（約 70の団体が参加 ）
を発足
させ、官民が連携してエリア防災に取り組んでいる。本稿では、新宿駅
周辺地域のエリア防災活動の一環として、
ドローンやICTを活用した技
1）2）
術・システム導入例を紹介する 。

新宿駅周辺地域のエリア防災活動と行動計画
に基づく地域連携による震災対応
東京都の地震被害想定（2012）
では、震災時には最大で新宿駅周
辺に約36.5 万人が滞留し、そのうち約 5 万人が行き場のない帰宅困難
者になると想定されている。新宿駅周辺防災対策協議会では、2009 年
には新宿駅周辺の滞留者の混乱防止を目的とした「新宿ルール」
を発
表し、新宿ルールに基づいた帰宅困難者対策訓練や医療救護訓練な
どを実施していた
が、東日本大震災
時にはその対策が
十分でない状況が
露呈した。2012 年
以降は、その教訓
を踏まえ、
「情報収
集・伝 達」
「避 難・
退 避 誘 導 支 援」
「医療連携」
「建物
安全確認」
の仕組
図1 行動指針に基づく新宿駅周辺地域の震災
みづくりをエリア防
対応の概念図
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災の主要課題に挙げ、その実現に向けて災害対応計画の策定、マネジメ
ント体制の構築および人材育成に取り組んでいる3）4）。2016 年には、震
災時における混乱防止のための地域共通の対応行動指針として「新宿
ルール実践のための行動指針」
を策定し運用している5）。
図1は行動指針に基づく新宿駅周辺地域の震災対応を概念的に示
したものである。すなわち、発災直後は高層ビルなど各事業所では自衛
消防組織を中心とした自助対応を行う。一方、新宿駅周辺の混乱抑止
のために、来街者など身の寄せどころのない滞留者は新宿駅の東西地
域の避難場所（東口：新宿御苑、西口：新宿中央公園 ）
へ可能な限り
誘導する。こうした活動と並行して、事業者と新宿区が協力して新宿駅
の東口地域（新宿区役所第一分庁舎内）
と西口地域（工学院大学新宿
キャンパス内）
に現地本部を立ち上げる。現地本部は駅周辺事業者の
情報交換の拠点、地域の応急救護の情報拠点、地域の災害対応活動
の支援拠点の役割を担い、新宿駅周辺地域の情報拠点として新宿区
をはじめとする行政機関や地域の事業所等と災害対応に必要な情報
のやりとりを行う。現地本部を中心に各主体が連携し、それぞれの役割
に応じた活動を行うことで、新宿駅周辺地域の混乱を可能な限り抑止し、
早期の機能回復につなげる。
しかし、震災時における地域内滞留者への対応については、事業者
及び行政のそれぞれが、滞留者の状況を俯瞰的に把握し、適切な判断
を行うことが望まれるが、限られた場所に設置された固定カメラや目視に
頼らざるを得ない。また、広く分布する大量の滞留者に対する情報伝達
手段にも限りがある。ドローン技術やICTの活用は、こうした課題の解
決を検討する過程で必要な手段として考えだされたものである。

地域内滞留者に対する情報収集・情報発信へ
のドローン技術・ICTの活用
新宿駅周辺地域の行動指針に即した災害対応にドローン・ICTを活
用する取組は、新宿駅周辺地域の組織・団体からなる「チーム・新宿」
（メンバー：損害保険ジャパン日本興亜株式会社、SOMPOリスクマネジ
メント株式会社、学校法人工学院大学、株式会社理経、新宿区危機管
理担当部）
が運営の主体となり、近い将来の実装を目指し、2016 年から
様々な条件・想定での実証実験を重ねてきた。実験にあたっては、新
宿駅周辺防災対策協議会のほか、さまざまな情報通信・ドローン関係の
組織・団体の協力を得ている。
実証実験では、発災から一定時間経過後、避難場所でドローンを飛
行させ、行動指針に基づいた避難場所（新宿中央公園）
・西口現地本部
（工学院大学）
・新宿区災害対策本部（新宿区役所）
での活動支援を想

特 集 「 都 市と防災の最 新技 術」

新宿駅周辺地域のエリア防災に活用するドローン技術・ICT

他方、上述し
た情報を確認し
ながら、西口現
地本部から遠隔

図 2 各拠点における機器の接続構成と実験環境（ 2019.12.13 ）

定した。図2は機器の接続構成の例で、新宿区災害対策本部訓練と
連携した実験時のものである（2019.12.13 実施 ）
。
これまでの実験では、都市部におけるドローン飛行に関するノウハウ
が蓄積されていないことから、新宿駅周辺の高層ビル街でのドローン
の飛行に影響を与える事項（気象条件、ドローンを操作する2.4GHz
帯の混雑、ビル等によるGPSの影響など）
に対する安全性を検証す
ることからはじめた。ドローンの飛行安全性を確保したうえで、ドローン
（ Matrice600など、DJI社 ）
で収集する避難場所を中心とした俯瞰的
な地域の状況（空撮映像 ）
を、避難場所・西口現地本部・新宿区災
害対策本部間に設置
し た4.9GHz帯 無 線
LAN（ Airmux、RAD
社（図3）
）
の自営通信
網を介してリアルタイム
に共有し、西口現地本
部での避難場所への
滞留者誘導の適否判
断 や、新 宿 区災 害 対
策本部での避難場所
図3 工学院大学屋上
（29階）
（左）
および新宿区役 の安 全 性把 握・管理
所本庁舎屋上
（9階）
（右）
に設置した4.9GHz 者への指示等に利用
帯無線LANのアンテナ
（図中の枠線内）
した。なお、工学院大
学と新宿区役所には4.9GHz帯無線 LAN 設備を常設しており、新宿中
央公園では可搬型設備を用いる。3 拠点間の無線 LAN のスループット
は90Mbps 程度は確保できている。また、上記 3 拠点間に自営通信網
を利用したTV会議システムを導入し、地域としての意思決定を支援する
とともに、LTEや衛星通信を併用して通信環境の冗長化を図り、3 拠点
以外の場所でもYouTube等から空撮映像による状況把握が行えるよう
にした。
さらに、地域の協力を得て、避難場所以外（芸能花伝舎：新宿区西
新宿 6-12-30、など）
でも同時にドローンを飛行させ、高所固定カメラなど
も併用することで、より俯瞰的な状況把握が可能となることや（図4、図
5）
、動画像解析技術により空撮映像から滞留者の密集度・移動方向
など定量情報を抽出することで、西口現地本部での滞留者誘導の適否
判断へ活用できることなども検証した（図 6）
。

図 4 複数拠点からの情報収集による俯瞰的な状況把握（ 2018.11.15 ）

の 避 難 場所や
その 周 辺 の 滞
留 者へ情 報 提
供を行う状況も
想定した。実験
図 5 複数拠点からの情報収集による俯瞰的な状況
では、
自営通信
把握（ 2019.12.13 ）
網を介して、西
口現地本部から
避 難 場所上 空
のドローン搭載
スピーカーで 情
報発信を行い、
避 難 場 所内の
滞 留 者の誘 導
に活用した（図
図 6 動画像解析技術の活用により空撮映像から
7）
。ただし、上
滞留者の密集度・移動方向など定量情報を
抽出した例
空 からの 滞 留
者誘導は特定のグループを誘導する（たとえば、一時滞在施設に特定
の人数を誘導する）
ことに適していないため汎用的な情報提供に留まる。
また、合成音声（男声、女声）
や多言語（日本語、英語、中国語、韓国語）
での情報発信による効果なども検証し、ドローンの飛行高度（50m ～
100m ）
にはあまり関係なく、女声の合成音声の方が聞き取りやすく、言語
によっては読み上げの早さに配慮が必要なことなどもわかった。

図 7 西口現地本部から避難場所上空のドローン搭載スピーカーで情報
発信、滞留者の誘導

おわりに
新宿駅周辺地域のエリア防災にドローン・ICTを活用した技術・シス
テムの導入例について紹介した。チーム・新宿を主体とした実証実験か
ら、現地本部を中心とする震災時の情報収集や滞留者の誘導、新宿区
災害対策本部との情報共有に、
ドローン技術やICTの活用が有用であ
ることを確認できた。しかし、こうした仕組みが効果的に活用できる条件
や場面（気象条件や被害程度など）
については改めて整理する必要が
あるとともに、機材等の維持管理の問題などが今後の課題である。
参考文献
1）金山直司、村上正浩、田村雅紀、新藤淳、北郷陽子：新宿駅周辺地域における
大規模震災対応へのドローン実装の取組み. 第15 回日本地震工学シンポジウ
ム. 日本地震工学会、pp.3072-3081、2018
2）
金山直司、村上正浩、田村雅紀、新藤淳：新宿駅周辺地域への実装を見据え
た災害対応へのドローン活用に関する実証実験 その 6：情報収集・発信及び
外壁損傷調査へのドローン活用実験、2019 年度日本建築学会大会（北陸 ）
、
2019
3）村上正浩：中心市街地の災害対応力向上のための教育・訓練プログラム
－新宿駅周辺地域における実践事例－、危機管理レビュー、Vol.9、pp.15-25、
2018
4）
新宿駅周辺防災対策協議会 http://kouzou.cc.kogakuin.ac.jp/ssa_bousai/
5）
新宿駅周辺防災対策協議会：新宿ルール実践のための行動指針、2016
    https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000201845.pdf
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クライシスマッピングと
都市防災
青山学院大学

古橋

地球社会共生学部

大地

教授

（ふるはし たいち ）
東京大学大学院 新領域創成科学研究科 環境学修士。専門は森林リモートセンシング及び地理情報システム(GIS)。地理空間情報の
利活用を軸に、Googleジオサービス、オープンソースGIS(FOSS4G)、オープンデータ(OpenStreetMap) の技術コンサルティングや教育
指導を行なっている。マップコンシェルジュ株式会社 代表取締役社長、NPO 法人クライシスマッパーズ・ジャパン 理事長としても活動。

はじめに
米国政府がクリントン政権であった西暦 2000 年を境に、米国の運用す
る衛星測位システムGPSの精度を意図的に約30m 程度に下げていた信
号劣化処理（SA ）
を米国大統領令によって解除し、水平方向で誤差数
ｍの現在地特定ができるようになった。この、国や人種、性別問わず、誰
もが最先端の測位技術を利用できるオープンな仕組みによって、すべて
の人がGPS 端末を持ち、誰でも簡易に測量行為を行うことができ、それ
まで考えられなかったようなさまざまな地図サービスを高度に発展させる
時代へと突入した。つまり専門教育を受けずとも、誰もがいつでも伊能
忠敬のように測量を行え、地図を作れるようになった。Turner（ 2006）
は
彼らのことをネオジオグラファーと呼び、その特徴として自分の位置を元に
気軽に地理空間情報を作り、チェックインサービスや写真に対する位置
情報付与（ジオタギング）
など、多くの友人や不特定多数の人々とシェア
（共
有）
する文化が生まれた。
本稿では、このような技術背景の中で、都市域における災害時の情報
共有とそれを支える最新の技術を紹介するとともに、次世代の防災対策
の可能性について言及する。

地図の民主化と 2010 年のハイチ地震
2000 年のGPS高精度化後、2004 年にインターネット上に登場した
OpenStreetMap（以下OSM ）
と翌年に公開されたGoogle Maps/Earth
はそれまでのウェブ地図サービスの技術レベルを大きく引き上げ、Google
My Mapsと呼ばれる参加型地図サービスは被災地での地図情報共有
を加速した。このような技術背景の中でクライシスマッピング元年とも呼
ばれる2010 年のハイチ地震が発生した。発災当時、オンライン上で利用
可能な代表的ウェブ地図サービスはそれぞれ、被災地中心部であるハイ
チ首都ポルトープランスの地図情報粒度が粗く、実用には耐えられない地
図であった。そこで、数千人規模のボランティアが被災地の地図情報を遠
隔からマッピングすることで迅速に大縮尺の地図を提供することができた。
このとき特筆すべきことは、Googleにせよ、OSMにせよ、組織の壁を超
え、NASAやJAXA、SPOT、GeoEye、DigitalGlobe、NOAAといった地
球観測衛星画像 /航空写真プロバイダーや、現地の地図情報を持つ米
軍、CIAなどの情報が収集、整理、共有され、現地に行かずして多くの情
報ボランティアがインターネット回線を利用して自宅からこれらの活動に参
画できるようになった（WikiProject Haiti, 2010）
。このようなインターネッ
ト技術を活用して、危機的状況下の被災地を地図情報の視点で遠隔支
援する活動をクライシスマッピングと呼ぶ。このハイチ地震クライシスマッピ
ングをきっかけに、その重要性と防災・減災に草の根の地図作成ボラン
ティア活動が役に立つことを理解したマッパーと呼ばれる地図作成者が
増え、世界中の仲間と地理空間情報を共有することによって、2020 年現
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在のべ約 600万人以上のボランティアマッパーが今でもOSM 地図を更新
し続けている。まさにクラウドソーシングによる地図作りが「地図の民主化」
を実現したといえる。

図1 2010 年ハイチ地震のクライシスマッピングで作成されたOSM
（左:
発災前、右: 発災後）©OpenStreetMap Contributors, ODbL

クライシスマッピングの特徴
それではクライシスマッピングとは具体的にどんな作業を指すのだろう
か。基本的には汎用性のある背景地図（一般図 ）
の作成と、背景地図
に主題情報を重ねて特定のテーマごとに主題図を作成する２種類の方
法がある。前者の場合、可能な限り最新の、できるならば発災後の衛星
画像・航空写真を入手し、その情報を元にトレース作業を行う。対象とな
る地物は建物と道路のケースが多く、まずはどこに人が生活していたの
か、道路の状況はどうなっているのか、助けるべき人々の状況と、助けるた
めに現地で行動する救援隊にとって必要な地物情報の粒度をできるか
ぎり細かく充実させていくことが何よりも重要となる。クラウドソーシングに
よって数百人から数千人が共同作業をすることで、早ければ１日以内、通
常でも数日以内には投稿された背景地図作成プロジェクトが終わる程の
規模にボランティアコミュニティも成長してきている。後者の主題図作成ク
ライシスマッピングは、よりインタラクティブに被災地や被災地へ向かう救
援チームとのやりとりから生まれてきている。例えば避難所に設置された
仮設トイレなどの日々位置や数が変化する要素をわかりやすく可視化して
背景地図に重ね、共有する。次はどんな地図が必要なのか、臨機応変
に考え対応ができる。これらの活動は、現地ボランティアや、各国の赤十
字社、国境なき医師団といった現地救援チームなど多くの組織とのやり
取りの中で、彼らが必要とする地図を一緒に考え作るのだ。

災害ドローン救援隊 DRONEBIRD が目指す未来
これまでのクライシスマッピング活動の主役は人間であった。被災地の
情報を収集し、得られた情報を人間が判断し地図へと入力してきた。具
体的には航空写真に写っている道路や建物などの地物を目視で判読し、
形状をトレースするなど人海戦術の為せる技が主であった。しかし、使用
する航空写真や衛星画像の分解能が粗いことや、撮影時期が古いケー
スが散見され、発災後の撮影データが本来はベストな選択肢であるが、そ
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クライシスマッピングと都市防災
れが迅速に提供できる世の中にはまだ到達できていない。また、地図入
力のアプローチとしても徐々に機械学習などのコンピュータとの協働作業
は確立されつつあるものの、現時点では人間が担う部分が圧倒的に多い。
このような状況を解決するために、ロボティクスとAI 技術を段階的にクラ
イシスマッピングに取り入れ、作業の効率化を行う試みが進められている。
災害ドローン救援隊 DRONEBIRDは、発災後の航空写真を市民レベ
ルですばやく撮影し公開する迅速性に重きをおいた草の根の情報ボラン
ティアである。とくに運用する空撮用ドローンは自動航行で広範囲を飛行
し撮影する。また撮影された航空写真画像の分析も機械学習を中心と
する人工知能
（ AI ）技術発
展 の恩 恵を
受け、全てで
はないものの、
か なりの 地
物 認 識と地
図編集をコン
ピュータに託
図2 2019年台風15号による屋根被害の状況（千葉県 す 未 来 が見
君津市）©CrisisMappers Japan/DRONEBIRD, え始めている。
CC BY 4.0 http://dronebird.org/

機械学習による地図の半自動作成
例えば2017年より、FacebookはDigitalGlobe 社（現 Maxar社 ）
の高
分解能衛星画像をベースに、タイ国全域のOSM 道路データを整備する
ため、機械学習のアプローチを取り入れた画像の自動判読技術を導入
し始めた。あくまで道路の中心線として抽出し、既存のOSMデータと比
較することで、未入力であった道路のみをOSMデータベースへマージする。
このプロセスのうち道路抽出までは自動化できるものの、抽出した道路へ
の属性付与や、既存データとの整合性確認は人間側が中心となって行わ
れている。いずれにしても約1年間で 75 万本の道路データを入力するこ
とができ、現在はタイ以外の国にも拡大するとともに、建物自動抽出を得
意とするMicrosoft社と共同で、衛星画像から建物データを自動トレース
するなど、機
械学習による
AI 技 術を地
図 編 集ツー
ルに積 極的
に取り入れ、
RapiDと命名
して公開され
ている。
図3

Facebookが開発した、衛星画像AI自動判読地図
編集ツール RapiD https://mapwith.ai/

ストリートビューのオープン化
画像の自動判読で技術が進んでいるものとして地上からの目線で街の
景色を撮影し共有するMapillaryも災害時には有効であろう。同様の技
術は2007年よりGoogle StreetViewが先行していたが、撮影データの公
開に１年程度かかる状況と、写真データの2次利用については許諾されて
いないライセンスの問題で、自由に使える状況ではなかった。しかし2014
年から世界中のStreet-level imageryをスマートフォンや360°
カメラで気
軽に撮影し、クラウドソーシング手法で収集・共有しはじめたMapillaryの
登場によって現場の情報収集は大きく変わった。まずデータライセンスが
CC BY-SA と許諾不要で2 次利用可能な写真として、ユーザーコミュニ
ティだけでなく多くの企業とも連携して、そのサービスを強化している。さら

に、機械学習による画像の自動判読とSfM（Structure from Motion）
技術による都市景観の3 次元分析が高度となり、撮影された写真内の顔
や自動車ナンバープレート自動ぼかしは勿論、建物、道路、交通標識、
マン
ホール、街灯など地物の自動判別と、SfM 処理から生成された3 次元点
群データと組み合わせて、都市の3 次元地物モデルの自動生成がOSM
データ作成の現場を大きく変えようとしている。2020 年3月現在共有され
た写真の枚数
は11億枚を突
破。これからの
災 害 時 は、現
地の災害ボラン
ティアがドロか
きや、片付けを
手 伝うだけで
なく、現地の様
子をすばやく正
図4 ユーザー参加型ストリートビューMapillaryに投稿され 確に伝えること
た2019年台風15号上陸直後の君津駅前交差点の写
が当たり前の
真。機械学習によりオブジェクト抽出した結果をオー
時代へと突入
バレイ。台風被害で停電が発生し、信号も点灯してい
するであろう。
ない。©mapconcierge, Mapillary, CC BY-SA 4.0

未来のクライシスマッピング
最後に、現状でのクライシスマッピングの課題を共有する。発災後の
被災地の情報をすばやく入手するための情報収集はまだまだ不完全で
ある。地球観測衛星からドローンまで空からの情報とモバイル端末によっ
て得られる地上からの情報をいかに迅速に受け取るか、
トップダウンとボト
ムアップの双方の視点から情報をできるかぎり自動化して集約していくこと
が重要である。クライシスマッピングに参加する技術的な壁もまだまだ大
きい。とくにコンピュータとの協働が大きな課題である。画像の判読能力
が年々向上している機械学習を中心としたコンピュータの能力を活かしな
がら、単純な建物や道路の入力は人間から作業を移譲すべきタイミング
がきており、そのいくつかは実装が進んでいる。これらの運用と作成され
た地図情報の受け渡し方法もヒューマンリソースが重要であり、現場で活
躍する多くの方々との接点をより作っていく必要もある。
これからのクライシスマッピングはこれらのことを一歩一歩解決しながら
も、平時からのドローンを代表とするロボット技術や、機械学習を中心とし
たAI 技術に触れ、普段使いする仕組みが重要となる。
最後に、クライシスマッピング活動によって作られたデジタルコンテンツの
持続可能なオープンな共有プラットフォーム維持は必要不可欠である。地
図情報であればOSM、オルソモザイク航空写真であればOpenAerialMap
（OAM ）
、ストリートビューであれば MapillaryやOpenStreetCamが、エン
ジニア向けの様々なデータやソースコードはGitHubなどオープンなプラット
フォームも現在は目的に合わせて使い分けができる。このようなツールを
普段から当たり前に使いこなし、ロボティクス技術とAI 技術と最先端の
マッピング技術を横断的に活用できる人材育成という点で教育現場でも
その未来の方向性をあわせていく必要があると考える。例えば自動運転
カーや人工衛星が誰でも当たり前に使える時代がやってきたとき、それらを
使って何ができるか、そのための準備も始めていかなければならない。
※ 本稿は、参考文献 3）
を基に、加筆修正したものである。
参考文献
1）Turner, Andrew（ 2006）,“ Introduction to Neogeography ”, Short Cuts.
O'Reilly Media. p.2.
Goodchild, M.F.（ 2007）,“Citizens as sensors: the world of volunteered
geography ”, GeoJournal 69（ 4）: p.211–221.
2 ）WikiProject Haiti, 2010, OpenStreetMap Wiki.
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Haiti
3）畑山 満則、他（ 2019）
、
“防災・減災と先端的な情報理技術に関する現状と
展望 ”
、自然災害科学、38（ 2 ）: p.119–146.
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災害時における
ソーシャルメディア利活用

～地域防災力向上を目指した東海大学と近隣自治体との連携事例～
東海大学

内田

情報理工学部

理

情報科学科

教授

（うちだ おさむ）
1995年明治大学理工学部電子通信工学科卒業。1997年北陸先端科学技術大学院大学博士前期課程修了。2000年電気通信大学大学
院博士後期課程修了。博士
（工学）
の学位を取得。同年4月神奈川工科大学助手。2002年東海大学電子情報学部情報科学科講師。2007
年東海大学情報理工学部情報科学科准教授。現在、
同教授。災害情報システム、
ソーシャルメディアの災害時活用などの研究に従事。

はじめに
災害時に被害を最小限に食い止めるには迅速、かつ的確な情
報の収集と伝達が重要である。そのため、ソーシャルメディア、特に
リアルタイム性が高く利用者が多いという特徴を有するTwitter の
災害時における利活用に大きな注目が集まっている。そのような
背景のもと、東海大学ではTwitterを用いた災害情報共有システ
ムDITS・DIMSを開発した。本稿では、災害時におけるソーシャ
ルメディア利活用、東海大学が開発したTwitterを利用した災害
情報共有システム、そしてこのシステムを利用した地域防災力向上
を目指した近隣自治体との連携事例の紹介を行う。

災害時のソーシャルメディア利活用
東日本大震災発生直後、大規模なふくそう発生により携帯電
話（音声 ）の発信規制が行われたが、その一方でパケット通信に
対する規制はほとんど行われなかった。そのため、災害関連情報
の収集や安否確認などにソーシャルメディア、特にTwitterが活発
に利用された。2018 年7月の西日本の豪雨災害（平成 30 年7月
豪雨 ）や2019 年10月の台風第19 号（令和元年東日本台風 ）上
陸時には、救助を要請するツイートが多数投稿されたことが判明し
ている。近年では、国や地方自治体なども災害関連情報の発信
や収集にソーシャルメディアを活用しようという動きが見られる。例
えば埼玉県和光市では、災害情報を効率的に収集することを目
的として「# 和光市災害」
というTwitter用ハッシュタグを公式に定
め、市民に活用を呼び掛けている。2014 年2月に関東・甲信越地
方で豪雪災害が発生した際には、長野県佐久市において市長自
らがTwitterを使って除雪状況の報告を呼びかけ、多くの市民が
それに応じた。内閣官房情報通信技術（ IT ）総合戦略室は、
「災
害対応におけるSNS 活用ガイドブック」を作成し、地方自治体に
災害時のソーシャルメディア活用を促している。

用しやすくなると考えられる。しかし、ジオタグが付与されたツイー
ト数は極めて少ないことが知られている。また、外出先で被災した
場合はツイートに正確な住所を記載することは困難であることが
想定される。ランドマーク名がツイート内に記載されていれば、それ
をヒントに住所を推測することが可能であるが、一意に特定するこ
とは難しい。なぜなら、例えば「中央公園に給水車が来ています」
と記載があっても、全国に多数ある同名称の公園のいずれである
かを特定することは一般に困難であるからである。
このような背景のもと、東海大学情報理工学部情報科学科
内田研究室はTwitterを用いた災害情報共有システム
（ http://
saigai.main.jp）
を開発した。本システムは、以下の二つのサブシス
テムから構成される。
（ a ）災 害 情 報 ツイートシステムDITS（ Disaster Information
Tweeting System）
：利用者の現在地の住所と市区町村別
災害ハッシュタグ「#（市区町村名 ）災害」を自動付与してツ
イートする。
（ b）災害情報マッピングシステムDIMS（Disaster Information
Mapping System）
：DITSで投稿されたツイートを地図上に
プロットする。
図1にDITSの画面例を示す。DITSの利用者は、外出先等で
正確な住所がわからない場合でもツイートに（投稿時の）現在地
住所と対応する市区町村別災害ハッシュタグ「#（市区町村名）災
害」を付与することができる。例えば、スマートフォンのGPS 機能

Twitterを利用した災害情報共有システム
情報の的確な収集や活用という観点を考慮すると、災害時のツ
イートには住所やジオタグ
（経緯度の情報 ）
のような正確な位置情
報が付与されていることが望ましい。例えば、ツイートにジオタグが
付与されていれば、地図上にそのツイートをプロットすることができ、
被災者や自治体、ボランティア組織などがツイートの情報をより活
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図1 DITSの画面例
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などで取得された利用者の
現在地が北緯 : 35.362238、
東経 : 139.275442であった
場 合には、住 所は「神奈川
県平塚市北金目4丁目」
、市
区町村別災害ハッシュタグは
「# 平塚市災害」となる。また、
本システムは写真を添付する
ことも可能である。
DITSで 投 稿 され た 情
報は投 稿 者のTwitterアカ
ウントからのツイートとして
Twitter上にも投稿されるた
め、その情報は本システムの
利用者に限らず閲覧するこ
とが可能である。
DIMSは、DITSを利用し
て投稿されたツイートを地図
図 2 DIMSの画面例
上に表示するシステムである。
図 2にDIMSの画面例を示す。DIMSで表示される地図は利用
者の現在地を中心として表示されるため、外出先等で被災し、自
分自身がどこにいるかわからないような状況であったとしても、現
在地周辺の情報を効率的に収集することが可能である。

地域防災力向上を目指した近隣自治体との連携事例
①帰宅困難者対策訓練での活用
2011年 3月に発生した東日本大震災時には首都圏で多くの帰
宅困難者が発生した。神奈川県平塚市では、そのような帰宅困
難者への対策を行う態勢の検証等を目的として帰宅困難者対策
訓練を実施している。2015 年度の訓練は「1月27日（水 ）9 時 30
分、千葉県内陸を震源とする強い地震が発生。本市では震度5
弱を観測。JR東海道線が全線運転見合わせになり、平塚駅で
多くの帰宅困難者が発生。
」
という想定で 2016 年1月27日に実施
された。本訓練において、帰宅困難者からの情報収集手段として
DITS・DIMSが利用された。本訓練では、帰宅困難者役として
三興製鋼株式会社社員ら計 65 名に協力してもらい、平塚駅周辺
から平塚駅東口改札に集まる過程、そこから一時滞在施設に誘
導される過程、および各一時滞在施設での様子などをDITSによ
り投稿してもらった。災害対策本部は平塚市役所本館に設置さ
れ、そこでDITSから投稿された情報の災害対応への活用も含め、
関係機関への連絡や関係者への指示・調整の訓練が実施され
た。帰宅困難者役からDITSを利用して投稿されたツイートは合
計 96 件であった。訓練中は、災害対策本部においてDIMS、お
よび Yahoo!リアルタイム検索によりツイートを収集し、適宜対応を
行った。図 3に当日の訓練の様子（災害対策本部の様子）
を示す。
本訓練により、自治体の災害対応にDITS・DIMSの活用が期待
できることが検証できた。
②中学校・高校での防災ワークショップ
自然災害による被害を軽減することを目的として、様々な形式
の防災教育が実施されているが、東日本大震災の際に防災教育
の成果により適切な避難行動を取ることができた学校があったな
ど、その効果に改めて注目が集まっている。一方、これまでに実
施された各種の調査によれば、日本では若年層の防災意識が他
の年代層と比較して低いことが知られている。そこで、中高生の

図 3 帰宅困難者対策訓練の様子

防災意識喚起を目的としたICT 活用型防災教育に神奈川県と
東海大学が共同で取り組み、その一環で災害情報共有システム
DITS・DIMSを利用した防災ワークショップを神奈川県内の中学
校・高校で開催した（ 2017年度5 校、2018 年度6 校 ）。本ワーク
ショップのスケジュールは実施校の要望や参加者数などによってア
レンジしたが、以下に基本形を示す（ 2017年11月7日に神奈川県
立西湘高等学校で実施した際のスケジュール）
。
（1）13:25 ～ 13:40 趣旨説明・講義
（ 2 ）13:45 ～ 14:30 まち歩き（DITSを利用）
（ 3 ）14:35 ～ 14:55 振り返り（DIMSを利用）
（ 4 ）14:55 ～ 15:05 各班からの報告
（ 5 ）15:05 ～ 15:10 まとめ
（ 6 ）15:10 ～ 15:15 事後アンケート
本防災ワークショップの主要な狙いは「学校近隣のまち歩きに
より、中高生の防災への意識を喚起する」
「DITSによるTwitter
の投稿とDIMSによるTwitter 閲覧を通じて、災害時のSNS 利
用のメリット・デメリットについて学ぶ」の二点である。まち歩きの際
は、各班（ 5 名程度 / 班 ）
に1台タブレット端末を貸与し、DITSに
よる投稿を行ってもらった。本来 DITSは災害時に被害状況など
を投稿してもらうシステムであるが、今回はまち歩きの最中に「災
害や防災の観点で気になるもの」発見した際に投稿してもらうこと
とした。まち歩きの後にDIMSを利用して班ごとに振り返りを行い
（図 4）
、その後各班から振り返りの内容を1分程度で報告しても
らった。最後に実施した事後アンケートよれば、DITS・DIMSを用
いた防災教育に対して肯定的な評価が多かった。

図 4 防災ワークショップの様子
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イヌの捜索を支援・拡張する
サイバー救助犬スーツの開発
東北大学

大野

未来科学技術共同研究センター

和則

准教授

（おおの かずのり）
2004 年 3月筑波大学大学院工学研究科修了（博士（工学）
）。2004 年 4月神戸大学大学院自然科学研究科 COE 研究員（安全と共生のための都
市空間デザイン戦略 ）
、2005 年 4月東北大学大学院工学研究科 助手などを経て、2012 年 4月東北大学未来科学技術共同研究センター 准教授、
現在に至る。2008 年10月JSTさきがけ知の創生と情報社会 研究員、2011年日本ロボット学会データ工学ロボティクス研究専門委員会 委員長、
2015 年 7月 東京大学工学系研究科 客員研究員、2017年 7月理研 API 客員研究員、2019 年 6月 東北大学 TCPAI 研究センター 部門長を兼任。
レスキューロボット、サイバー救助犬、インフラ点検ロボット、大型ダンプトラックの自動運転などの研究に従事。IEEE、日本ロボット学会などの会員。

はじめに
私達の研究グループでは、サイバー救助犬という要救助者の捜
（2）
。サイバー救助犬の研究とは、ロボッ
索方法を提案している※（1）
トの認識・判断・制御する技術を利用して、救助犬の捜索を支援・
拡張する取り組みである。ロボット研究者が、イヌを対象とした研究
をしていると聞くと、イヌ型ロボットの研究？と思われるかも知れな
い。私達が、対象としているのは生きているイヌであり、イヌが捜索
の過程で見たり聞いたり感じたりした情報を、離れた場所にいる人
間に伝える技術を開発している。
私達がサイバー救助犬の研究開発を始めたのは2011年 4月であ
る。奇しくも東日本大震災の起こった年に始め、
日本救助犬協会
（以
下、JRDA ）
の協力のもと、体重が30kg 以上の大型犬や、体重が
15kg 程度の中型犬
に装着するサイバー
救 助 犬スーツを開
発してきた。図1が
スーツを装着したサ
イバー救助犬である。
2018 年には企業と
共同で実用的なサ
イバー救 助 犬スー
ツを開発した。2019
年2月時点で、関東
を中心に活 動して
いるJRDAと、関西
と九州地方を中心
に活動する日本レス
キュー協会（JRA ）
に実用的なサイバー
図１ 実用的なサイバー救助犬スーツを装着した 救助犬スーツと表示
ＪＲＤＡの認定救助犬（上）と捜索訓練の 用端末を配備する
結果（下）
までに至った。

救助犬とその課題
サイバー救助犬で解決したい課題について説明する。救助犬
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を利用した要救助者の捜索は有効である。救助犬に捜索の指示
を出す人間をハンドラーと呼ぶ。救助犬はハンドラーの指示に従っ
て捜索を行う。救助犬の持つ優れた移動能力と嗅覚を利用して、
人間にとって移動することが困難な足場の悪い場所を移動し、目
に見えない場所にいる要救助者を匂いで発見する。複数の匂い
があっても、救助活動を行っている人間と、見えない場所に取り残
されている人間の匂いをかぎ分けて、発見することができる。また、
生体反応があった場所を、吠えてハンドラーに知らせる。このよう
に複数の匂いの中から特定の匂いをかぎ分けることは、ロボット技
術ではまだ難しく、動物を利用した捜索が優れている点である。
一方で、救助犬を利用した捜索にも課題がある。救助を行う
のは救助隊員で、隊員が必要な情報は、要救助者の位置に加え
て、年齢、性別、服装、怪我の程度、人数、周囲の状況など多岐
にわたる。救助犬は捜索の過程でこれらの情報のいくつかに気
付いているものの、言葉で人間に伝えることができない。また、ハ
ンドラーから救助隊員への言葉の伝達も、訓練で利用している用
語の違いや、個人の主観による表現（大きい、小さいなど）
により、
正確に伝わらないこともある。

サイバー救助犬スーツ
サイバー救助犬は、レスキューロボットの研究開発で培ったタフ
なセンシング技術と、機械学習や情報通信技術を利用した可視化
により、救助犬の代わりに捜索や要救助者に関係する情報を人
間に伝える。ハンドラーや救助隊員は、図1のタブレット端末の画
面を利用して、救助犬の捜索を確認する。画面の左側には、捜索
場所の地図と救助犬の軌跡と行動が表示され、右側にはイヌに
搭載したカメラの映像が表示される。表1にサイバー救助犬スーツ
の重さや搭載しているセンサや機器の一覧を示す。スーツに搭載
したカメラとマイクで、要救助者の状態や周囲の状況を確認する。
スーツ搭載の全地球航法衛星システム
（ＧＮＳＳ）
や慣性センサ
（Ｉ
ＭＵ）
を用いて、救助犬の捜索軌跡や現在位置と向きを確認する。
ＩＭＵセンサの情報を利用して、イヌの走る・歩く
・吠えるなどの行
動を認識して地図に表示する。また、航空写真の上に軌跡や要
救助者の位置を表示することで、捜索が済んでいる場所や、要救
（2）
。
助者の反応があった場所を救助隊員に的確に伝える※（1）
図1の画面に表示されているのは、JRDAの認定救助犬の訓
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練を記録した結果である。救助犬は、スタート位置から走って最
初の捜索地点に移動、その周辺を移動しながら匂いを確認、生
体反応がないため、2 番目の地点に移動、その周辺の匂いを確
認、そこでも生体反応がないため、3 番目の地点に移動し、匂いで
要救助者を発見したことが分かる。なお、便宜上、1 〜 3 番目と地
点を呼んでいるが、捜索地点は救助犬が匂いを元に決めた場所
であり、印などがあるわけではない。また、イヌが吠えて要救助者
の場所を知らせている時の、カメラ映像が写っている。カメラ映像
には地面しか
写っておらず、
要救助者が
土の中に埋も
れていること
が確認できる。
このように、要
救助者の位置
や置かれてい
る状況を視覚
的に確認する
ことができる。
表1 実用的なサイバー救助犬スーツの仕様

イヌの活動中の情動の変化を読み解く技術
イヌが要救助者を見つけた時の情動の変化を検出する研究に
も取り組んでいる。要救助者を発見する訓練は、楽しみの延長
として行う強化学習である。救助犬は、要救助者を発見する動
機付けの訓練の中で、要救助者を見つけると報酬がもらえるよう
に訓練する。そのため、要救助者を発見した時は喜んでいるよう
に見える。また、捜索の途中で要救助者の匂いに気付いた際に
も、イヌの目つきや行動が変化するのを目撃してきた。このことか
ら、要救助者の匂いに気付いた時には、喜びの情動が出ていると
考えられる。喜 び
の情動は、自律 神
経 系を 介して、心
拍数の変動にも影
響を与える。この
心拍数の変動を利
用して、救 助 犬 が
要救助者の匂いを
かぎ取っていること
を遠隔地から判断
する方 法を開発し
た。麻布大学の菊
水先生や永澤先生、
奈良先端科学技術
大学院大学の池田
先生や久保先生ら
と開発した※（ 3 ）。
図 2が、JRDAの
認定救助犬に心電
を計測するスーツを
装着して、快情動を
予測した結果であ
図 2 捜索中の救助犬の快情動の可視化：要
る。捜索の途中で
救助者を見つけた時に快情動が増えてい
は快情動の強さの
ることを確認。

予測は0.0 〜 0.5の間を推移しているが、要救助者の匂いに気付
いた時や、要救助者を発見した時には、快情動の強さが1.0に近
い値が観察された。このことから、事前に運動中のイヌの快情動
の心拍変動を記録しておくことで、捜索中の救助犬の快情動を予
測できることが分かった。

光を利用したイヌの誘導
イヌに離れた場所から指示を伝える方法を開発している。ハン
ドラーは、声や身振りで、離れた場所にいる救助犬に指示を伝え
る。一方、救助犬が離れた場所や、建物の影になる場所を捜索し
ている時には、声や身振りでの指示が困難になる場面もある。ま
た、救助現場では重機などの音に紛れて、近くても声が届かない
こともある。この問題を解決するため、声とは異なる刺激でイヌに
指示を伝える方法を開発する。
イヌや鳥などの動物は光を追う性質を持っている。この性質を
利用してイヌを誘導する方法を開発している。図 3がスポット光を
利用したイヌの行動誘導スーツである※（ 4 ）。首元に付けた光の照
射する向きを、離れた場所にいる操縦者がコントローラで切り換え
ることで誘導を行う。イヌは、地面にあるスポット光を追いかけて
いるだけであるが、光の位置が切り替わることで移動する方向が
変わり、目的地にたどり着くことができる。動きは公開動画 ※（ 5 ）で
確認することができる。

図 3 スポット光源を利用したイヌの遠隔行動誘導スーツ

まとめ
サイバー救助犬というイヌと人間とロボット技術を融合した新し
い要救助者の捜索方法について紹介した。今回紹介したのは救
助犬であるが、その他の使役犬や身近なペットにも貢献する技術
であり、今後はこれらの技術の活用を行う。皆さんの身近で見か
けることがあれば、ぜひ、ご協力いただけると幸いである。
参考文献
※
（1）Kazunori Ohno et al., Cyber-Enhanced Rescue Canine, Disaster
Robotics-Results from the ImPACT Tough Robotics Challenge,
Satoshi Tadokoro Ed., Springer Tracts in Advanced Robotics 128,
pp. 143-193, DOI: 10.1007/978-3-030-05321-5_4, 2019.
※（ 2）大野和則 ,“実用的なサイバー救助犬スーツと行動誘導スーツの開
発”
, 日本ロボット学会誌 , pp. 795-799, Vol. 37, No. 9, 2019.
※（ 3）大野和則 ,“サイバー救助犬のためのタフセンシング技術 ”
, 日本ロ
ボット学会誌 No. 35 Vol.10, pp.716-719, 2017-12.
※（ 4 ）Hiroyuki Nishinoma, Kazunori Ohno et al.,
“ Canine Motion
Control using Bright Spotlight Devices Mounted on a Suit”
, IEEE
Transaction Transactions on Medical Robotics and Bionics, Volume
1, Issue 3, pp. 189-198, 2019. DOI: 10.1109/TMRB.2019.2930343
※（ 5）スポット光を利用したイヌの行動誘導動画：https://www.youtube.
com/watch?v=XWumhS18dy4
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都市と防災の最新技術
2020 年 4月1日付で竹中工務店より、舘野

元一氏、大成建設より坂田

宏氏、森

司氏が着任されました。舘野

氏は事務局長として、森氏は調査・広報部長として、坂田氏

巻頭論文

は計画部長として活動されます。
都市防災の技術イノベーションへの期待
なお、3月31日付で高橋

加藤 孝明

1

克治氏が退任されました｡

東京大学 生産技術研究所 教授 同社会科学研究所 特任教授

舘野

宏氏

森

元一氏

レポート

首都圏の稠密気象情報提供システム開発

4

〜ニーズ主導で研究成果を市民のもとへ

岩波 越

国立研究開発法人 防災科学技術研究所 国家レジリエンス研究推進センター長

坂田 司氏
画像のAI解析やビッグデータによる道路管理支援技術

丹治 和博

一般財団法人日本気象協会 北海道支社 統括主幹

新宿駅周辺地域のエリア防災に活用する
ICT
活ドローン技術
動 記 ・
録
村上 正浩

6

工学院大学 建築学部 まちづくり学科 教授

総会・理事会

● 都市居住研究委員会

クライシスマッピングと都市防災
● 理事会
● 運営委員会

10

4/16

･マンションLCP分科会

2/21

● 都市環境研究会

教授

2/5

2020.2/1 〜 2020.4/30

都市居住研究委員会関係

● 総会

運営委員会・幹事会関係
古橋 大地
青山学院大学 地球社会共生学部

8

3/4

4/8

● 表彰選考委員会
災害時におけるソーシャルメディア利活用
・ＣＦＴ構造賞選考部会

● 住宅計画研究会

12

・次世代住空間分科会

2/17

・都市型住宅分科会

2/13

〜地域防災力向上を目指した東海大学と近隣自治体との連携事例〜
● 広報部会
● エネルギーシステム研究会

内田 理・Ｈ
東海大学
情報理工学部
Ｎ編集委員会

情報科学科 教授
2/19

3/3

・
ＩＮ編集委員会

タイムライン防災の企業への適用

長寿命建築システム普及推進委員会関係

3/27

● 普及推進委員会

・アーバン・ハウジング・フォーラム

● 調査研究発表会

長谷部 ●雅伸
清水建設株式会社
知的財産権部会

2/4

3/27

● 普及推進幹事会

14

長寿命建築システム普及部会

技術研究所 安全安心技術センター 災害レジリエンスグループ長

● 情報・担当者連絡会

住棟インフラWG

2/19

技術インフラWG

2/18

イヌの捜索を支援
・拡張するサイバー救助犬スーツの開発
16
● 設備システム部会
4/2
長期優良住宅等検討部会
大野

● 耐火構造技術研究開発部会
2/6
和則
東北大学 未来科学技術共同研究センター 准教授
ＣＦＴ造普及委員会関係
● ＣＦＴ造普及委員会

4/2

2/7

受託共同研究委員会関係

● 既存集合住宅･調査補修方法等研究委員会
4/15

● ＣＦＴ造適合部会
● ＣＦＴ造耐火設計部会
活動ニュース／活動記録ほか

2/6

● ＣＦＴ造施工部会

2/13

● ＣＦＴ造施工管理技術者制度部会

3/11

20

● 技術普及小委員会
・CFT国際普及WG
● CFT造技術基準等小委員会
● CFT造研究開発小委員会

2/12

・ＣＦＴ造構造設計法研究会

3/17

・ＣＦＴ造耐火設計法研究会
・ＣＦＴ造施工技術研究会
● CFT造施工管理技術者更新講習
● CFT造設計/施工講習会

表 紙：シンガポール
世界的に著名なシンガポールの建
築事務所WOHAが手掛けた緑あ
ふれる5つ星ホテル
「PARKROYALホテル」
裏表紙：シンガポール
高層ビル群
撮影日：2015 年10月
撮影者：森
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元一氏

さわやかな初夏となりました。2019年秋にこの

時の被害の把握、地図の作成等の災害時情

析のみならずリスクの検知も行われている事、エリ

ハウジングニュース編集委員を引き継ぎ、右も左も

報収集、防災訓練のような災害への備えに注目

ア防災のドローン技術・ICTでは新宿という地な

分からない中、二回目の委員会出席時に次号の

して、今回の特集「都市と防災の最新技術」
を

らではの防災訓練・実証実験からの問題提起と

担当者であり特集内容の案を提示しなければなら

選出しました。

対策と進化、クライシスマッピングの実績と現状と

巻頭論文では防災について多岐に渡る内容

ないという事態に大変焦り、慄きました。

将来像、災害時のソーシャルメディアによる情報

その中で、昨年秋の大型台風や線状降水帯

にふれ、専門分野の内容をわかりやすく解説いた

の有益性、
企業のタイムライン防災の活用実績、

による長期化する集中豪雨、年末から長らく収束

だきました。また、Society 5.0や国家プロジェク

サイバー救助犬というイヌと人間とロボッ
ト技術の

の兆しが見えず世界各地で猛威を振るう新型コロ

ト
「戦略的イノベーション創造プログラム
（SIP）
」

ナウイルス禍、
また世界でも有数の地震大国にお

について、キーワードとして挙げていただいた事で

融合による要救助者捜索手法、編集委員主査
を通して多くの学びがありました。

ける常日頃からの地震・津波の脅威等、近年日

今回、幅が広くなり過ぎると思い、テーマとして取

自身が今回の経験により防災意識を変革出

本は、
より多く災害の影響を受けている事から、防

り挙げ切れなかった当方の気持ちを救い上げて

来たと実感しております。特集を読まれた方々の

災という身近かつ深刻なテーマに辿り着きました。

下さいました。関心をお持ちくださった方は是非調

防災への見識の深まり、防災意識を高めるきっ

被災・影響を受けた皆様にはお見舞い申し上げ

べてみてください。

かけとして頂けたら嬉しく思います。

ますと共に、一日も早い再建をお祈り致します。

首都圏の稠密気象情報では都心でのニーズ

ご多忙な中ご執筆下さった方々、ご協力やア

に応える最先端情報の提供・実用性について、

ドバイスして下さった全ての皆様方、編集委員関

災害を未然に防ぐ手法の革新は目覚ましいもの

画像のAI解析やビッグデータによる道路管理支

係者各位、なんとか発行にたどり着けました。あり

があります。浸水・降水等の災害の予測、被災

援技術では人工知能を駆使したリアルタイム解

がとうございました。

他方でIT、AI、
ドローンなど最新の技術により
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