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「 m y 地 震 」が 実 現 するビッグデータ 活 用プラットフォーム

地震の震度を 活用
ソーシャル 収集 分析
防災データとして
DXを実現するキーテクノロジーの一つと目されている「ビッグデータ活用」や「IoT」
。膨大な数の端末から上がっ
てくるデータをリアルタイムで分析、最新の状況を把握したり、将来起きるであろう事象を予測する「予見分析」
を防災に活かそうという試みが、白山工業株式会社とSAPジャパンの協業によるソーシャル地震防災プロジェク
ト「my震度」だ。既存のiOSスマホやタブレットと独自開発のアプリを組み合わせ、クラウド上にデータを収集・
分析する日本発のソーシャルデータプラットフォームが、世界から注目を集めている。

地震観測分野の高い技術と
実績をもとにSAPとの協業で
「my震度」を立ち上げ
「my震度」プロジェクトとは、地震の震度測定
用アプリの入ったスマホやタブレット端末を建物に
取り付け、地震データをクラウド上に収集・分析し
て、大きな地震に見舞われた際の影響を予測。日
頃からの防災対策に利用するのはもちろん、その
測定結果をビッグデータとしてさらに幅広く活用し
ようという試みだ。

SAPジャパンからの申し入れで両社間の協議が

シューマ）でも利用できる。設置は、iOS端末にア

行われ、
「ビッグデータのソーシャル活用」という理

プリをダウンロードしてインストール。自宅などの震

念の面でも、またその事業化という目標からも、

度を計りたい建物の壁や柱、床などに貼り付けて

Win-Winのパートナーシップを築けるとの確信の

おくだけだ。これだけで震度の表示や簡単な耐震

もとで協業関係がスタートした。

性診断などが利用できる。ちなみに個人で利用す

アプリの入ったスマホを
IoT端末に利用
建物ごとの震度を
クラウド上に収集・分析
「my 震度」について、もう少し詳しく見ていこう。

る場合は無料だ。
企業が自社のビジネスに「my震度」を利用す
る場合も、手続きはほぼ同様。端末を自社のオフィ
スビルや工場、店舗などに設置する。こうして日頃
からデータを収集・分析しておくことで、本当に大
きな地震が襲った際の被害を予想し、あらかじめ

このプラットフォーム全体の仕組みを簡単に言うと、

対応策を検討・立案できるようになる。東日本大

た社会貢献活動に関するアイディア コンペティショ

白山工業が開発した「my震度」アプリをiPhoneや

震災以降、各企業がBCP（事業継続計画）にお

ンだった。アジア パシフィック ジャパン地域から集

iPod touch、iPadとなどのiOS端末にインストールし

ける地震対策に力を注ぐ中で、これは大いに活用

まった180件のアイディアから選ばれた企画の一

て建物の壁や柱に取り付け、日常的に発生する地

できるツールだといえよう。

つが、SAPジャパン有志によるビッグデータを使っ

震の震度を計測。そのデータをネットワーク経由で

た防災対策だ。
これは「地震国日本からアジアへ。

SAP Cloud Platform上に蓄積するというものだ。

プロジェクトの最大の特徴は、
「地震＝地面の揺

また「my震度」は導入も容易で、個人（コン

れ」ではなく、建物の揺れを計測する点だ。現在

ことの起こりは、2016年にSAP社内で行われ

個別の建物ごとに震度センサーを設置して、軽微
な地震の震度を測定することで、大規模な地震
が発生した際の影響を予測する」というもの。ビッ
グデータを個人や企業の防災対策に活用するだ
けでなく、そこから得られた知見を広く公共のため
に提供しようという発想が評価された。
さっそくプロジェクトが立ち上がったが、
SAPジャ
パンには地震や建造物に関する知識や人材はい
ない。そこで注目したのが、日本における地震計
のトップメーカーであり、全国の地震観測ネットワー
クを数多く設計・開発・設置してきた実績を持つ
白山工業だ。同社ではすでに2010年に、地震計
測ネットワーク「i地震」を、国立研究開発法人 防
災科学技術研究所と共同開発。翌年の2011年3
月に発生した東日本大震災で、その有用性が立
証されていた。
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ここで一つ注目しておきたいのは、
「my震度」

「 m y 地 震 」が 実 現 するビッグデータ 活 用プラットフォーム

地震の震度をソーシャル防災データとして収集・分析・活用

白山工業/SAP my震度
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気象庁や自治体が全国に設置している地震観測

および防災科学技術研究所が、それぞれ数百台

掲載や、世界の主要な15空港での広告掲示な

点は、数も性能も世界有数のレベルと言われて

の観測用端末を展開。一方SAPジャパンでも、

どで確実に知名度をアップ。地震の被害に悩む

いる。とはいえ観測点の間隔は平均で約20km

端末を自社オフィスや社員の自宅などおよそ100

世界中の地域の人々の注目を集めつつある。

四方と広く、都市部や市街地の細かな震度分布

か所に設置して、観測した地震の震度データを

はカバーできない。
また大きな地震の際の死者・負傷者は、大半

SAP Could Platform上に集積している。
このデー
タは今後、防災のためのビッグデータとして公共

が建物の倒壊やそれに伴う火災が原因だ。人命

に提供される予定であり、このデータを活用したビ

に関わる被害を減らすには、地面の揺れよりも建

ジネスを検討中の企業・組織とのディスカッション

物の揺れを知ることがより重要になる。仮に「東

も、すでに進行中だ。

「my震度」の着実な成長を
支えてきた「成功のスキーム」の
存在に注目
白山工業とSAP ジャパンでは、
「my震度」
プロジェ

京で震度7」と言った場合も、実際の揺れは地

白山工業では「my震度」の観測データを、ソー

クトの最終的な目的は、個人・法人を問わず震

域や建物ごとにかなりの差がある。そうなった時、

シャル防災の観点から広く活用してもらおうと、

度計測用端末の数を今後も増やし続け、より高

過去のデータをもとにどの建物の耐震性が低いか

SAP Forumなどのカンファレンスで積極的に紹

密度な地震計ネットワークを構築することにあると

を知る。もしくはリアルタイムでどこの震度が一番

介。2017年3月には、ドイツのハノーバーで開催さ

考えている。ビジネスにおける獲得目標は異なっ

大きいか把握できれば、そこに救援隊を優先で

れた世界最大級のIT見本市「CeBIT（セビット）
」

ていても、その実現に向けてそれぞれが端末を展

送り込むことも可能だ。
「my震度」プロジェクトに

で、SAPジャパンが推進している日本発IoTの取り

開していけば、その結果として全国規模のしかも

おけるビッグデータ活用は、社会防災に大きな意

組みの一つとして、動画配信やSAP ジャパン開発

高密度にエリアをカバーする次世代の地震計測

義と実効性を持っているのだ。

部門責任者による講演発表が行われた。続く7月

ネットワークが実現するのは間違いない。

公共やビジネスへの
利用の準備が進行中
海外での知名度も
大幅にアップ
現在「my震度」プロジェクトでは、白山工業

開催のSAP Leonardo Liveでは、白山工業 CTO

そうなれば「my震度」は、もはや単に企業が

（最高技術責任者）のインタビューも披露された。

所有するアセットではなく、社会の多くの人々の共

2018年には、
「my 震度」はSAPのグローバ

有財産となる。企業だけでなく国や自治体、大学

ルマーケティングキャンペーンのモデルプロジェクト

や公的研究機関が、そのビッグデータ資産を、防

に採用された。さらに同年春から夏にかけては、

災のための研究や計画立案に役立てることがで

「Wall Street Journal」北米版のSAP広告への
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きるようになるのだ。
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地震の震度をソーシャル防災データとして収集・分析・活用

最近では防災以外のDX に関心のある人々か

層の「データ発生源」
。すなわちエンドユーザーが

らも注目を集めている「my震度」だが、その人

みずからデータを提供することで、地震の被害予

気の背景にはビッグデータビジネスに特徴的なあ

測や対応策というメリットが自分たちにもたらされ

る一つのスキームが隠れていることにお気づきだ

るという点だ。データ発生源であるユーザー自身に

ろうか。この点を、DX推進に関心を持つ読者の

メリットがあることがデータ提供の大きな動機付け

ために、最後に解説しておこう。

になり、これがビッグデータ蓄積の推進力となる。

成功しているビッグデータビジネスには、必ず
一つの共通するスキームがある。これをSAPでは

同時に第２〜４層にもそれぞれのビジネスメリットが
与えられ、各層がそれぞれのメリットを原動力に、

「デジタル・プラットフォームの4層構造」という図

永続的なデジタル・プラットフォームの運用が実現

式で説明している。ここに「my 震度」プロジェク

する。これこそが「my震度」を背後で支えてい

トを当てはめると、以下のようになる。

る「成功のスキーム」なのである。

この4層構造の中でもっとも注目すべきは、第1

●

第１層「データ発生源」

●

各ユーザーが建物に設置したアプリ入りの震度計測用端末。

各ユーザーが建物に設置したアプリ入りの震度計測用端末。
●

第3層「ソリューション」

第2層「デジタル・プラットフォーム」

●

第4層「顧客・社会」

リアルタイムのビッグデータを防災研究や計画、初動体制に
活用する国や自治体、研究機関。

端末から集めた震度データを集積するSAP Could Platform上のサーバー。

デジタルはすべてを記録し、そこから未来予測を引き出す
DX を実現するには、デジタルだけが持つ特長や優位性を知っておく必要が

クラウドのスケーラビリティにより端末数の上限も事実上なく（②）、
もちろんデー

ある。それらを総称して、SAP では「デジタルの 5 大特長」と呼んでいる。

タの反映はリアルタイム（③）だ。そして過去の揺れを記録し、分析すること

今回の白山工業の事例でも、５大特長のうち４つが含まれている。①差分コス

で、
「将来の巨大地震の際にそれぞれの建物がどれくらい揺れるのか」「この
建物の耐震限度はどれくらいか」といった予測（④）。このように「my 震度」

トゼロ、②無制限、③時差ゼロ（リアルタイム）、そして④記録・分析・予測だ。

は、デジタルの５大特長を体現するソリューションであり、DX の典型的ケース

「my 震度」では、スマホアプリを作り、建物の壁にスマホを設置、建物が揺

スタディの一つとして注目を浴びているのだ。

れたらその地震のデータを SAP Could Platform にアップロードする、という
初期設定コストが済んだら、それ以降のランニングコストは非常に低い（①）。
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