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研究成果の概要（和文）：本研究では、千人以上の人々の意見を参考にして、被災シナリオを文章化したものを
集めて、用いられている単語数によって、被害額を評価する手法を開発した。言い換えれば、基本的には、人び
とが何を被害と考えるかをアンケート調査し、そこで被害について書かれた文章中の単語の多さを指標とし、災
害発生前後における新聞記事に書かれた単語の出現頻度の差をインパクトの大きさを表すものと仮定して、両者
の関係から評価している。その結果、集合知による評価方法の開発可能性があることが見いだされ、今後さらに
精緻化に向かって改良する必要があることがわかった。

研究成果の概要（英文）：In this study, the author developed a method in which the descriptions of 
damage scenarios are collected from over a thousand people and the damage costs evaluated by 
examining the frequency of used words. Specifically, a questionnaire　survey was first conducted to 
extract the people's　views of disaster, and the frequencies of specific words　used in these 
descriptions of disaster were used as indicators　of damage. It was then assumed that the difference
　in the appearance of these words in newspaper　articles before and after an actual disaster 
represents　the damage impact, and this difference was used to　estimate the damage costs. The 
results suggested the　possibility of developing an evaluation method based　on collective 
intelligence, as well as the need to improve refine the method in the future.

研究分野： 防災・減災・縮災
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１．研究開始当初の背景 

現在、首都直下地震や南海トラフ沿いの地

震発生が大変憂慮されている。しかし、わか

っている想定被害は、正確に社会経済被害総

額を評価したものではない。だから、防災の

ためにどの程度の投資額が必要であるのか、

皆目わからない。そのような状況が長い間続

いていた。 

具体的な被害額がわかれば、それぞれの項

目の被害額を効果的に少なくする方法を開

発すればよいのである。それについても、防

災・減災の哲学が関係者間で認められるよう

になってきた。それは、“国難”と呼ばれる

これらの災害の発生に備えて、縮災という考

え方を基本としなければならないというこ

とである。これは、災害が起こった瞬間の被

害を減らすと同時に、被害からの回復を早め

なければならないという２つの機能から構

成される。 

しかし、被害評価作業を進めるにあたって、

肝心の災害リスク評価手法が未開発という

問題があった。研究代表者はその必要性を

1990 年代初頭に強く感じ、幾つかの先行研究

を実施してきたが、その都度、大きな壁に直

面し、挫折するという連続であった。なぜ、

壁が存在したかといえば、理由ははっきりし

ている。定量的評価のためには、自然科学的

知識が必要であり、一方でその前提となる定

性的評価のためには社会科学的知識が求め

られるからである。研究者にこれら両者が備

わっていないと、この問題は解決できないと

いうことである。文理融合型の知識の集約が

必須であって、常識的には複数の共同研究者

によるアプローチが必要であろう。しかし、

研究代表者の長年の研究経験から、このよう

な研究グループを構成することは至難の業

であって、仕方がないから自らの努力で両方

の知見を集積・集約するという作業をやらな

ければならなかった。 

その結果、関連する先行研究は多くあるも

のの、リスク評価に迫る研究成果は皆無とい

う状況である。したがって、研究代表者のこ

の課題に対する解析は、長年の研究過程その

ものを色濃く反映するものとなった。 

 
２．研究の目的 

首都直下地震に対して、政府が行った 2010

年 1月に公表された被害想定では、東京湾北

部地震に対して結果が112兆円だったものが、

今回は東京南部地震として 95 兆円となり、

被害が減少したことである。これは、住宅の

全壊、焼失棟数が減少したことが大きな原因

である。しかし、問題はそのような単純なと

ころにあるのではない。そもそも、被害想定

で対象となる項目は、36 項目あるが、11 項

目は評価され、25 項目は無視された。問題は、

被害が小さいから無視されたのではなく、被

害の定量化ができないから、無視せざるを得

なかったという事実である。これでは、被害

の全貌がわかったことにはならない。そこで

本研究では、集合知という新しい概念を適用

して、アンケート調査による結果を定量的に

評価し、被害額を算定するという新しい方法

を開発した。 

 
３．研究の方法 

評価手法の開発の過程では、つぎのような

４つのブレークスルーが必要であった。 

（１）大震災では何が課題となるのか。 

災害リスクとは何か、言い換えれば、災害

が起こった時に何が課題になるかがわから

なければならない。その解決のヒントは、

1995 年阪神・淡路大震災で何が課題になった

かということであった。災害研究者らのワー

クショップの結果、この震災には、被害につ

ながる物理的課題と社会的課題、それといず

れにも関係する情報課題のおよそ100からな

る被災構造が明らかになった。大災害では、

情報がなければ手も足も出ないのである。 

2011 年東日本大震災が発生した時、すぐに

被害情報が把握できず、空白の時間が長く続



いたために、災害対応が遅れたことは周知の

事実である。“情報”を攻めれば、解決の糸

口がわかるかもしれない。それが災害リスク

定量化の最初のブレークスルーだった。 

（２）私たちが被害と思うものは、被害であ

る。 

つぎに直面したのは、被害をどのように定

義するかということである。これまで、被害

とは、“形のあるもの”が壊れることによっ

て発生すると考えられてきた。たとえば、東

日本大震災では、津波で流された住宅や事故

を起こした原発の直接被害額は算定できる。

しかし、人びとが被った無形の被害とその影

響は、被害額を評価する方法がなかった。失

業、発病、休校、広域避難、身近な被害とし

ては、スマホが使えない、コンビニがなくな

った、お墓が流された、などである。だから、

その被害は無視され、復興が長期化せざるを

得なかった。そこで、多くの人びとが被害と

考えれば、それは被害であると定義すれば、

社会的に評価できるのではないかと考えら

れた。そのように考えれば、集合知が使える

のである。これが第２のブレークスルーであ

った。 

（３）被害評価に集合知を用いることができ

る。 

つぎのブレークスルーは、集合知に関する

知見の集積である。とくに、「ネット集合知」

のように、１つの課題に対するネットで集め

た大多数の人びとの意見の分布は、正確な評

価につながるという考え方であって、西垣 

通東京大学名誉教授の論考を知ったことは

非常に貴重であった。それは、災害が発生し

たことによって生じたことに対して、多くの

人びとが「これは私にとって被害だ」と主張

する場合、それは間違いなく被害であるとい

うことを意味している。このような被害は、

とくに被災者の生活再建に関係するものが

多く、その対策は極めて重要であるといわね

ばならない。被害全体を包括的に少なくする

ような減災対策に取り組めば、人びとは災害

による被害を身近なものとして捉えること

ができる。それがひいては、災害による被害

額を減らすことに繋げていけるのである。わ

かりやすく言えば、“社会”経済被害につい

ては、千人の人が被害と思うものは、百人の

人が被害と思うものよりも被害額は多いは

ずである。相対的ではあるが、項目間の被害

額の大小はこれで評価できることがわかっ

た。では、被害の絶対額は、どうすればわか

るのか。最後の難問であった。 

（４）被害額を評価する。 

この問題は、思いがけず解決した。最悪の

被災シナリオの中には、被害額が計算できる

事象がある。それについても、多くの人びと

の意見を聞くのである。そこで得られる集合

知と被害額との関係を見出せばよいのであ

る。評価の精度を上げるには、被害額を求め

ることができる事象に対して集合知との関

係を多く見出せばよい。これら４つの過程を

経て、社会経済被害を定量的に算定する方法

を開発することができた。 

 
４．研究成果 

（１）定性被害の定量化の論理 

 内閣府が想定すべきとしている、首都直下

地震が発生した際の 16 の社会的・経済的被災

シナリオ（表 1）の中から、定量的に被害評

価が可能な「Ａ：耐震バースの使用不可」を

取り上げ、東京湾の全バースが停止した場合

の 1年間の被害額を定性被害の代表値 xaとす

る。xaは、東京湾における重要港湾以上の公

共バース数 371 および耐震バース数 29 と、各

港湾の経営収支から算出した耐震バースが停

止した場合の損失額 25.5 億円を用いて求め

た。 

xa  = (371/29)×25.5 = 326.2億円 となる。 

 つぎに、xaおよび、Ａとその他の 15 シナリ

オの相対的なインパクトの比 Riから、各シナ

リオの被害額をつぎのように推定する。 



Ri×xa （i = 15） ………（1） 

このロジックによると、1つの定性被害か

らその他の被害を推計でき、さらに相対的な

優先度を決定できる。 

表 1 首都直下地震の社会的。経済的被災シナリオ一覧 

Ａ：耐震バースの使用不可 ⑧帰宅困難者や渋滞による延焼の拡大

①広域長時間停電による通信機能の麻痺 ⑨ラジオ・テレビ放送塔の被災

②水、食料、燃料不足による生活不可能 ⑩インターネットの停止
③長期にわたる電力停止・計画停電の発生 ⑪東京湾の海上火災・コンビナート炎上

④国際社会や市場への影響 ⑫職員の参集困難

⑤サプライチェーンの停止 ⑬中長期の鉄道不通

⑥報道による不安購買の発生 ⑭暴動や騒擾の発生

⑦高層・超高層ビルの倒壊・火災 ⑮燃料不足による物流支障  
 

（２）新聞記事数の増加量による定性被害の

定量化に関する検討 

 各シナリオにおけるキーワードの個数に着

目して、その分布と直接被害額を求めること

ができる項目との関係性を用いることにする。

まず、集合知での推計の前に、式（1）によっ

て、定性被害の定量化を新聞記事から推計す

る。全 16 シナリオにおける、東日本大震災前

後の各 1 年間での新聞記事のキーワード数の

増加量を求め、 Riを求める。各シナリオ名の

特徴的なキーワードと、1～5位それぞれのキ

ーワードを検索条件とし、震災前後の各新聞

社の記事数の合計を調べた。  

表 2 耐震バースの使用不可に関する新聞記事のキーワ

ード数 

港湾 and 産経 朝日 日経 毎日 読売 産経 朝日 日経 毎日 読売
物資 17 10 10 11 15 35 47 43 50 81
海上 44 80 67 81 105 37 100 94 67 128
困難 12 21 14 20 19 25 34 22 24 45
輸送 38 54 136 46 61 36 63 158 62 89
海上輸送 2 14 23 11 10 8 7 35 8 13

合計 921 合計 1311

2010/03/10～2011/03/10 2011/03/11～2012/03/11

 

 表 2 をみると、震災前後で新聞記事数の合

計に 390 の差がある。これを、耐震バースが

停止した場合の被害の大きさのインパクトと

仮定する。同様に、その他の 15 シナリオにお

いても差をとり、390 との比較によって、相

対的なインパクトの比 Riを求め、さらに Riと

xa から推定値定量を求めた。そして、第一次

近似として、全定性被害は全定量被害に比例

すると仮定すれば、（首都直下地震と東日本大

震災の定量化できる総被害額の比） 

(95/16.9)×{各推定値定量の合計}=10.7兆円 

表 3 推定被害額の一覧 

Ａとの比 推定値定量 被害額 優先度

Ａ 1 326.2 1833.7 8

① 2.4 782.9 4401.1 7

② 3.6 1174.4 6601.7 5

③ 14.7 4795.5 26956.9 2

④ 0.5 163.1 916.9 11

⑤ 15.3 4991.2 28057.2 1

⑥ 0.5 163.1 916.9 11

⑦ 0.1 32.6 183.4 15

⑧ 3 978.7 5501.4 6

⑨ 0.8 261.0 1467.0 10

⑩ 8.1 2642.4 14853.8 3

⑪ 0.3 97.9 550.1 14

⑫ 0.4 130.5 733.5 13

⑬ 4.2 1370.1 7702.0 4

⑭ 0.1 32.6 183.4 15

⑮ 0.9 293.6 1650.4 9

17909.7 100675.9合計  

となる（表 3）。 

これらが現在、首都直下地震が発生したと

きの各シナリオの定性的な被害の値である。 

 

（３）集合知による定性被害の定量化に関す

る検討 

 続いて、本研究の目的である集合知による

検討を行う。集合知とは、集団のメンバーの

大半があまりものを知らなくても、集団とし

て賢い判断を下せるというものである。ソー

シャルメディアを利用し、一般の人々の主張

や意見をうまくまとめていけば、従来の専門

家まかせの方法より効率的になるのではない

かと考えられている。そこで、この集合知を、

被害想定に活かすことについて検討する。災

害の分野への集合知の利用は、直接民意を受

け取ることから、人々が本当に望んでいる対

策を講じることに繋がる。    

そこで、WEB、郵送によるアンケート調査か

ら集まった意見を定性的な指標として、それ

らを定量的に表すことができるどうかを検討

していく。 

（ⅰ）年齢構成 

図 1 調査対象者の年齢構成 

（ⅱ）有効回答数 

日本災害情報学会員 274 件、一般の登録モニ

ター1、341 件 



（ⅲ）調査項目 

表 1の 16 シナリオに対して、事態が発生し

た場合における各人の被害を、それぞれ文章

で記述していただくことにした。 

（ⅳ）アンケート結果の分析 

 全回答の文章中から、名詞、形容詞、動詞

の単語を抽出し、各シナリオで使用される単

語の上位 30 位までの頻度統計量を勘定した。

ここで、今後評価していくべき上位の項目の

みに焦点をあてるため、検討する範囲を「上

位 30 位の平均値の 2倍以上の項目」に絞った

ところ、項目数が 1 項目のみになるものから

5 項目まで抽出されるものの 5 分類に分かれ

た。そして、抽出後のグラフに多項式近似を

行い、項目数を範囲として、積分値を求めた。

Riを推定するために、 Aの積分値を基準とし

て、他のシナリオとの比較を行った。しかし、

この積分値は抽出される項目による影響を受

けるため、Ri の整合性が悪く、定量的な評価

には繋がらなかった。 

（４）結論 

表１の A：耐震バースの使用不可の場合の

被害額が算定できることから、これを基準と

してここで開発した方法を適用した。その結

果、つぎのようになった。すなわち、中央防

災会議によれば、首都直下地震による社会経

済被害は 95 兆 3 千億円である。今回の試算

では定量的に評価できない項目として125項

目挙げられているから、その増加分を加算す

れば被害額も 80 兆 5千億円増加し、総計 175

兆 8千億となることがわかった。ここで開発

した方法は、集合知を用いればこれまで定性

的にしか評価できなかった被害を定量化で

きることを示すものであり、この方法がさら

に汎用性をもつために研究を継続する必要

があることがわかった。 
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