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今日の講演内容

1. 防災情報流通・生成・利活用に向けたツール＆チームの開発と社会実装

2. SIP4Dをコアとした研究開発の展開

⚫災害動態解析技術の開発

⚫衛星データによる被災状況早期把握技術の開発

おわりに
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1. 防災情報流通・生成・利活用に向けた
ツール＆チームの開発と社会実装



災害対応の実態

災害対応の現場では、極限状態の中で、被害、復旧、要請
等、

様々な状況を迅速に把握し、的確に意思決定・行動すること
が求められる

そのために「情報」が不可欠
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災害情報の実態
• 災害情報の現状

• 府省庁・関係機関・学協会・企業・個人等からの情報発信は活発化

• 情報は分散して存在し、精度（空間・時間・主題）や不確実性は異なる

• 研究開発の起点

• この現状を踏まえつつ、情報を余すことなく防災（予防・対応・回復）に活用
する科学技術とそれを社会実装する方法を創出する必要がある
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災害時情報共有の必要性（理想像）

⚫災害時、個人・組織は
同時並行で異なる活動をする

⚫そのそれぞれが固有の情報を
保有している
＝状況認識が異なる

⚫個人・組織同士が
情報共有によって状況認識を統一することが、
社会全体として的確な災害対応を実行するための鍵

⚫情報を「共に」「有する」

⚫「知らない」を無くす
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SIP4D（基盤的防災情報流通ネットワーク）
エスアイピーフォーディー

Shared Information Platform for Disaster Management

災害現場で活動する災害対応機関での情報活用

現場と各機関をつなぐ「パイプライン」を実現し、国全体としての災害対応の効果最大化

情報共有

災害現場で役立つ情報プロダクツ情報収集

・建物被害推定
・道路通行可否
・避難所状況 等

情報作成・集約

災害時情報集約
支援チーム

a省
データベース

bセンター
データベース

c機関
データベース

d団体
データベース e観測データ

f被害推定
データ

gリアルタイム
評価データ

h分析
データ

A省防災情報
システム

B省防災情報
システム

C庁防災情報
システム

Information Pipeline

指定公共機関
防災情報
システム

都道府県
防災情報
システム

衛星観測
ワンストップ

システム

民間企業
防災情報
システム

SIP4D: Shared Information Platform for Disaster Management
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内閣府が主導する「戦略的イノベーション創造プログラム」（通称：SIP）の
一環として、2014年より防災科研が中心となり研究開発を進めてきた。
2019年より防災科研が実証的運用を行いながら研究開発を継続。



SIP4Dで共有される様々なデータ
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SIP4Dが有する2つのコア技術

©National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience 102022/11/02

①情報の自動変換

②情報の論理統合

規  制復    旧

番号路線名始点終点規制種別危険度規制理由月/日時刻延  長当初現在月/日時刻見    込孤立戸数 人口人身物損

11宇城32小川嘉島線宇城市豊野下郷（浄水寺橋）橋梁段差Ａ4/150:08全面通行止解除4/1819:00

2宇城国道２１８号宇城市豊野寺村法面崩壊Ｂ4/150:53全面通行止解除4/1516:30

3宇城255竜北小川停車場線（小川跨線橋）橋梁段差Ａ4/151:05全面通行止全面通行止4/20 解除目標

4宇城220三本松甲佐線美里町218号交差点から落石Ｂ4/150:08全面通行止全面通行止

5宇城58宇土不知火線不知火町大見宇土市網引町路面亀裂Ｃ4/153:18全面通行止全面通行止4/166:304/20 解除目標

6宇城14八代鏡宇土線宇城市松橋町豊崎（松橋跨線橋）背面盛土沈下Ａ4/156:55全面通行止解除4/1721:00

7宇城313松橋インター線宇城市松橋町古保山（一ツ橋側道橋）橋台ずれＡ4/159:50
全面通行止め
（歩道のみ）

全面通行止
（歩道のみ）

8宇城国道２１８号寺村崩土4/163:20全面通行止
大型車
通行止

4/188:00
普通車は片側
交互で通行可

9宇城国道２１８号豊野町（新山崎橋）橋梁亀裂4/164:20全面通行止解除4/1615:30

10宇城153清和砥用線美里町清水
ミサトマチシミズ

美里町石野
ミサトマチイシノ

落石倒木4/166:20全面通行止解除4/188:40

11宇城297川尻宇土線宇土市松原国道５７号跨道事前跨道橋4/169:00全面通行止解除4/1816:30

12宇城297川尻宇土線宇土市本町家屋崩壊4/169:00全面通行止解除4/1816:30

13宇城小川停車場線宇城市小川町江頭施設崩壊4/1615:45全面通行止全面通行止4/1715:404/20 解除目標

21上益城国道４４５号御船町辺田見御船町七滝落石Ａ4/1423:00全面通行止全面通行止

2上益城国道４４３号益城町寺迫道路陥没Ａ4/150:45全面通行止全面通行止

3上益城28熊本高森線益城町小谷西原村境まで落石Ｂ4/1423:25全面通行止全面通行止

4上益城180南田内大臣線山都町白藤山都町津留落石Ｂ4/1422:40全面通行止全面通行止

5上益城219横野矢部線山都町瀬峯山都町囲落石Ｂ4/1423:15全面通行止全面通行止

6上益城国道４４５号御船町ｼﾓﾂﾞﾙ落石全面通行止全面通行止

解除7上益城28熊本高森線益城町惣領益城町宮園火災－4/1423:20全面通行止解除

8上益城28熊本高森線西原村と益城町の境落石全面通行止全面通行止

9上益城232小池竜田線東無田橋付近路面亀裂Ｃ4/150:25全面通行止全面通行止

10上益城153清和砥用線山都町菅山都町堂面落石Ｂ4/150:17全面通行止全面通行止

11上益城220三本松甲佐線218号交差点から先落石全面通行止全面通行止

12上益城321囲砥用線山都町柚木山都町境落石Ｂ4/150:50全面通行止全面通行止

13上益城235益城菊陽線惣領交差点（惣領橋）火災－4/151:00全面通行止解除4/158:30

14上益城38宇土甲佐線甲佐町田原上田口路面亀裂Ｃ4/151:00全面通行止全面通行止4/20 解除目標

15上益城国道２１８号山都町白尾野落石Ａ4/1421:30片側通行止め解除4/150:35

16上益城226六嘉秋津新町線嘉島町下六嘉嘉島町北甘木路面段差Ｃ4/150:25全面通行止全面通行止

17上益城57益城矢部線寺迫（第二畑中橋）橋梁段差Ａ4/151:30全面通行止解除4/1513:30

18上益城38宇土甲佐線甲佐町津志田（乙女橋）橋梁段差Ａ4/151:58全面通行止全面通行止

19上益城三本松甲佐線甲佐町豊内甲佐町坂谷落石Ｂ4/151:58全面通行止全面通行止

20上益城田代御船線御船町木倉御船町田代路面陥没Ｃ4/152:10全面通行止全面通行止

21上益城39矢部阿蘇公園線山都町御所落石Ｂ4/1422:10全面通行止解除4/1513:30

22上益城国道４４３号益城町赤井ﾎﾞｯｸｽ段差－4/1423:54全面通行止全面通行止

23上益城益城矢部線山都町水ノ田尾御船町下鶴落石Ｂ4/150:20全面通行止解除4/150:35

24上益城御船甲佐線御船町滝川ﾒﾛﾃﾞｨ橋ー右岸橋梁段差Ａ4/151:15全面通行止全面通行止

25上益城益城矢部線山都町下鶴御船町玉来道路崩落Ａ4/154:55全面通行止全面通行止

26上益城嘉島甲佐線甲佐町白畑（松ヶ﨑橋）橋梁段差Ａ4/156:57全面通行止解除4/1517:00

解除27上益城宇土甲佐線甲佐町糸田乙女橋から443交差点路面亀裂Ｃ4/156:57全面通行止解除

28上益城239御船甲佐線甲佐町田口（田口橋）橋梁段差Ａ4/157:00全面通行止全面通行止

29上益城240今吉野甲佐線甲佐町麻生原甲佐町中山、乙女小付近路面亀裂－4/157:30片側通行止め片側通行止

30上益城240今吉野甲佐線甲佐町船津（安津橋）路面亀裂－4/1512:00片側通行止め片側通行止

31上益城国道２６６号嘉島町（中ノ瀬橋）橋梁段差4/163:20全面通行止解除4/169:50

32上益城小川嘉島線甲佐町府領（縦貫道跨道橋)落橋4/163:20全面通行止全面通行止

33上益城小川嘉島線（森崎橋）段差4/164:30全面通行止解除4/1814:30

34上益城国道２６５号山都町二瀬本(笹尾トンネル)壁面崩落4/163:20確認中規制なし4/165:10

35上益城清和砥用線小峰落石4/163:20全面通行止全面通行止

36上益城島木上寺線山都町早栗毛路面亀裂4/164:00全面通行止全面通行止

37上益城220三本松甲佐線甲佐町井戸江法面崩壊4/168:30全面通行止全面通行止

38上益城39矢部阿蘇公園線山都町黒木尾落石4/169:00片側通行止片側通行止

39上益城151清和高森線山都町大見口中坂峠法面崩壊4/169:15全面通行止全面通行止

40上益城235益城菊陽線益城町惣領（惣領橋）橋梁段差4/169:15全面通行止解除4/1816:00

41上益城319仏原高森線山都町郷野原法面崩壊4/169:40片側通行止片側通行止

42上益城50熊本嘉島線釈迦堂橋めど町橋橋梁段差4/163:50全面通行止全面通行止4/1612:10

43上益城321囲砥用線山都町柚木落石4/164:00全面通行止全面通行止

44上益城153清和砥用線内大臣橋落石4/165:55全面通行止全面通行止

45上益城153清和砥用線小迫法面崩壊4/165:55全面通行止全面通行止

46上益城141河内矢部線山都町麻山落石4/166:00全面通行止全面通行止

47上益城212津留柳線山都町柳（柳谷バス停付近）落石4/166:30全面通行止全面通行止

48上益城国道445号（旧道）御船町滝川（メロディー橋）路面液状化4/1610:30全面通行止全面通行止

49上益城180南田内大臣線山都町浜町山都町下市住宅崩壊4/1610:30全面通行止全面通行止

50上益城153清和砥用線山都町上菅落石4/1611:10片側通行止全面通行止

51上益城国道443号益城町寺迫（高遊原消防署前）事前施設倒壊4/1611:30全面通行止全面通行止

31菊池205原立門線菊池市原菊池市原落石Ｂ4/1423:05全面通行止全面通行止当分の間

2菊池瀬田熊本線大津町境菊陽町戸次法面崩壊Ｂ4/152:30全面通行止解除4/1512:00

3菊池45阿蘇公園菊池線菊池市原法面崩壊4/163:20全面通行止全面通行止

4菊池387国道３８７号菊池市原大分県境落石4/163:20全面通行止片側通行止4/1717:00

5菊池23菊池赤水線菊池市下河原冠水水道破裂4/164:15全面通行止解除4/1714:00

6菊池138辛川鹿本線合志市沖野湧水池(飛越橋)段差4/164:40全面通行止全面通行止

7菊池325国道３２５号大津町室(５７号跨線橋)段差4/166:10全面通行止解除4/1714:00

8菊池209曲手原水線菊陽町曲手（鼻ぐり大橋）段差4/165:45全面通行止解除4/1714:00

9菊池207瀬田竜田線大津町陣内（六地蔵橋）段差4/166:30全面通行止解除4/1718:30

10菊池339北外輪山大津線大津町引水市町村管区境倒木陥没4/167:10全面通行止全面通行止4/1822:00

11菊池339北外輪山大津線大津町堀ケ谷市町村管区境路面陥没4/168:10全面通行止全面通行止4/1822:00

12菊池205原立門線菊池市立門菊池市立門落石4/163:00全面通行止全面通行止

13菊池23菊池赤水線大津町真木大津町真木落石4/164:15全面通行止片側通行止4/1716:00

14菊池瀬田熊本線大津町内牧（内牧橋）段差4/1611:10全面通行止全面通行止

41玉名和仁菊水線和水町江栗和水町平野落石4/163:30全面通行止全面通行止

2玉名1熊本玉名線玉名市天水町部田見玉名市天水町竹崎段差4/1610:502.00km全面通行止解除4/1617:30

5鹿本

61阿蘇28熊本高森線西原村～南阿蘇村(俵山トンネル)落石Ｂ4/1423:30全面通行止解除4/157:50

2阿蘇298阿蘇公園下野線山頂付近火山規制－4/1423:30全面通行止解除4/156:50

3阿蘇111阿蘇吉田線山頂付近火山規制－4/1423:30全面通行止解除4/156:50

4阿蘇矢部阿蘇公園線南阿蘇村久石ｸﾞﾘｰﾝﾛｰﾄ交゙点村道通行止め－4/158:45全面通行止解除4/159:25

5阿蘇阿蘇吉田線南阿蘇村吉田山頂落石Ｂ4/158:45全面通行止解除4/1510:20

6阿蘇熊本高森線西原村～南阿蘇村(俵山トンネル)落盤4/162:02全面通行止全面通行止

7阿蘇河陰阿蘇線阿蘇市三久保阿蘇市内牧陥没4/162:11全面通行止解除4/17

8阿蘇国道２１２号大分県堺4/162:12全面通行止全面通行止

9阿蘇国道２１２号小国町杖立陥没4/162:12全面通行止解除4/1811:30

10阿蘇国道２１２号南小国町赤馬場(馬場トンネル)取付部崩壊4/162:25全面通行止解除4/1611:00

11阿蘇別府一の宮線阿蘇市三野4/163:36全面通行止全面通行止

12阿蘇阿蘇吉田線阿蘇市黒川南阿蘇村吉田地すべり4/164:20全面通行止全面通行止

13阿蘇国道３２５号南阿蘇村（阿蘇大橋）崩落4/165:30全面通行止全面通行止

14阿蘇298阿蘇公園下野線南阿蘇村下野（ﾌｧｰﾑﾗﾝﾄ付゙近）4/1611:00全面通行止全面通行止

15阿蘇国道３２５号南阿蘇村（南阿蘇橋）段差4/1616:30全面通行止全面通行止

16阿蘇国道３２５号河陽崩壊4/1616:30全面通行止全面通行止

17阿蘇河陰阿蘇線的石段差－4/1616:30全面通行止解除

18阿蘇阿蘇一の宮線宮地家屋倒壊－4/1616:30全面通行止片側通行止4/1811:30

19阿蘇菊池赤水線赤水ＪＲ脱線4/1616:30全面通行止全面通行止4/1822:00

20阿蘇菊池赤水線車帰橋段差4/1616:30全面通行止全面通行止4/1822:00

21阿蘇菊池赤水線車帰終点落石・亀裂4/1616:30全面通行止全面通行止4/1822:00

22阿蘇北外輪山大津線起点二重峠亀裂・段差4/1616:30全面通行止全面通行止4/1812:00区間変更

23阿蘇国道５７号立野道路崩壊4/1616:30全面通行止全面通行止

24阿蘇草千里浜栃木線起点終点段差4/1616:30全面通行止全面通行止

25阿蘇内牧停車場線甲賀陥没4/1616:30全面通行止全面通行止

26阿蘇仏原高森線南阿蘇村城ヶ竹南阿蘇冬野落石数か所4/1618:30全面通行止全面通行止

27阿蘇清和高森線南阿蘇村冬野南阿蘇村高森段差4/1618:30全面通行止全面通行止

28阿蘇山西大津線瀬田熊本線合流点熊本高森線合流点亀裂・段差4/1714:00片側通行止片側通行止

29阿蘇河陰阿蘇線南阿蘇村下野草千里浜栃木線合流点崩落4/1714:00全面通行止全面通行止

30阿蘇内牧停車場線阿蘇市狩尾内牧駅陥没4/1716:00全面通行止全面通行止

31阿蘇国道３２５号阿蘇郡高森町奥阿蘇大橋段差4/16全面通行止全面通行止

32阿蘇満願寺黒川線満願寺黒川亀裂・段差4/16全面通行止全面通行止

33阿蘇南小国波野線満願寺崩土4/16全面通行止全面通行止

71八代国道４４５号八代市泉町樅木崖崩れ4/1422:28片側通行止解除4/157:40

2八代52小川泉線八代市泉町仁田尾八代市泉町仁田尾法面崩壊4/157:000.01km全面通行止解除4/1816:00当分の間
4/15 10時30分
片側

3八代338八代不知火線八代市鏡町北新地（横江大橋）ヒビ4/162:400.20km全面通行止全面通行止当分の間

4八代52小川泉線八代市泉町柿迫八代市泉町柿迫落石4/162:400.01km全面通行止解除4/1719:00当分の間
4/16 9時15分
片側

5八代国道４４３号八代市泉町下岳八代市泉町下岳落石4/162:400.10km片側通行止解除4/1610:15

6八代25宮原五木線八代市東陽町河俣八代市東陽町河俣落石4/163:000.10km片側通行止解除4/1610:15

7八代25八代鏡線八代市鏡町内田八代市鏡町内田ﾌﾞﾛｯｸ塀4/164:300.01km片側通行止解除4/169:15

8八代25宮原五木線八代市東陽町大通峠八代市東陽町大通峠災害4/168:000.01km全面通行止片側通行止4/1713:00

9八代247久連子落合線八代市泉町落合八代市泉町落合落石4/168:000.01km片側通行止解除4/1611:20

10八代247久連子落合線八代市泉町久連子八代市泉町久連子路肩崩壊4/169:000.006km全面通行止全面通行止当分の間

11八代42八代鏡線八代市千反町八代市千反町路肩崩壊4/1717:200.3km
歩行者

二輪車通行止め
歩行者

二輪車通行止め
当分の間

歩道橋沓座
破損

81芦北

91球磨25宮原五木線五木村大通峠小鶴峠落石4/163:30全面通行止解除4/167:45

参考九州縦貫自動車道植木ＩＣ八代ＩＣ道路陥没4/1421:28全面通行止全面通行止

参考南九州自動車道八代ＪＣＴ八代南ＩＣ4/1421:28全面通行止解除4/1514:00

参考南九州西回り自動車道八代南ＩＣ日奈久ＩＣ4/1421:28全面通行止解除4/1514:00

参考直轄管理国道５７号立野陥没4/162:02全面通行止全面通行止

参考直轄管理国道３号熊本市清水松崎跨線橋4/16全面通行止解除4/1621:00

参考直轄管理国道５７号宇土市松原宇土跨線橋段差4/16全面通行止解除

参考

天草国道２６６号天草５号橋天草５号橋強風4/1623:40歩行者、二輪車通行止解除4/172:00

　強風のため歩行者、二輪車通行止
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11宇城32小川嘉島線宇城市豊野下郷（浄水寺橋）橋梁段差Ａ4/150:08全面通行止解除4/1819:00

2宇城国道２１８号宇城市豊野寺村法面崩壊Ｂ4/150:53全面通行止解除4/1516:30

3宇城255竜北小川停車場線（小川跨線橋）橋梁段差Ａ4/151:05全面通行止全面通行止4/20 解除目標

4宇城220三本松甲佐線美里町218号交差点から落石Ｂ4/150:08全面通行止全面通行止

5宇城58宇土不知火線不知火町大見宇土市網引町路面亀裂Ｃ4/153:18全面通行止全面通行止4/166:304/20 解除目標

6宇城14八代鏡宇土線宇城市松橋町豊崎（松橋跨線橋）背面盛土沈下Ａ4/156:55全面通行止解除4/1721:00

7宇城313松橋インター線宇城市松橋町古保山（一ツ橋側道橋）橋台ずれＡ4/159:50
全面通行止め
（歩道のみ）

全面通行止
（歩道のみ）

8宇城国道２１８号寺村崩土4/163:20全面通行止
大型車
通行止

4/188:00
普通車は片側
交互で通行可

9宇城国道２１８号豊野町（新山崎橋）橋梁亀裂4/164:20全面通行止解除4/1615:30

10宇城153清和砥用線美里町清水
ミサトマチシミズ

美里町石野
ミサトマチイシノ

落石倒木4/166:20全面通行止解除4/188:40

11宇城297川尻宇土線宇土市松原国道５７号跨道事前跨道橋4/169:00全面通行止解除4/1816:30

12宇城297川尻宇土線宇土市本町家屋崩壊4/169:00全面通行止解除4/1816:30

13宇城小川停車場線宇城市小川町江頭施設崩壊4/1615:45全面通行止全面通行止4/1715:404/20 解除目標

21上益城国道４４５号御船町辺田見御船町七滝落石Ａ4/1423:00全面通行止全面通行止

2上益城国道４４３号益城町寺迫道路陥没Ａ4/150:45全面通行止全面通行止

3上益城28熊本高森線益城町小谷西原村境まで落石Ｂ4/1423:25全面通行止全面通行止

4上益城180南田内大臣線山都町白藤山都町津留落石Ｂ4/1422:40全面通行止全面通行止

5上益城219横野矢部線山都町瀬峯山都町囲落石Ｂ4/1423:15全面通行止全面通行止

6上益城国道４４５号御船町ｼﾓﾂﾞﾙ落石全面通行止全面通行止

解除7上益城28熊本高森線益城町惣領益城町宮園火災－4/1423:20全面通行止解除

8上益城28熊本高森線西原村と益城町の境落石全面通行止全面通行止

9上益城232小池竜田線東無田橋付近路面亀裂Ｃ4/150:25全面通行止全面通行止

10上益城153清和砥用線山都町菅山都町堂面落石Ｂ4/150:17全面通行止全面通行止

11上益城220三本松甲佐線218号交差点から先落石全面通行止全面通行止

12上益城321囲砥用線山都町柚木山都町境落石Ｂ4/150:50全面通行止全面通行止

13上益城235益城菊陽線惣領交差点（惣領橋）火災－4/151:00全面通行止解除4/158:30

14上益城38宇土甲佐線甲佐町田原上田口路面亀裂Ｃ4/151:00全面通行止全面通行止4/20 解除目標

15上益城国道２１８号山都町白尾野落石Ａ4/1421:30片側通行止め解除4/150:35

16上益城226六嘉秋津新町線嘉島町下六嘉嘉島町北甘木路面段差Ｃ4/150:25全面通行止全面通行止

17上益城57益城矢部線寺迫（第二畑中橋）橋梁段差Ａ4/151:30全面通行止解除4/1513:30

18上益城38宇土甲佐線甲佐町津志田（乙女橋）橋梁段差Ａ4/151:58全面通行止全面通行止

19上益城三本松甲佐線甲佐町豊内甲佐町坂谷落石Ｂ4/151:58全面通行止全面通行止

20上益城田代御船線御船町木倉御船町田代路面陥没Ｃ4/152:10全面通行止全面通行止

21上益城39矢部阿蘇公園線山都町御所落石Ｂ4/1422:10全面通行止解除4/1513:30

22上益城国道４４３号益城町赤井ﾎﾞｯｸｽ段差－4/1423:54全面通行止全面通行止

23上益城益城矢部線山都町水ノ田尾御船町下鶴落石Ｂ4/150:20全面通行止解除4/150:35

24上益城御船甲佐線御船町滝川ﾒﾛﾃﾞｨ橋ー右岸橋梁段差Ａ4/151:15全面通行止全面通行止

25上益城益城矢部線山都町下鶴御船町玉来道路崩落Ａ4/154:55全面通行止全面通行止

26上益城嘉島甲佐線甲佐町白畑（松ヶ﨑橋）橋梁段差Ａ4/156:57全面通行止解除4/1517:00

解除27上益城宇土甲佐線甲佐町糸田乙女橋から443交差点路面亀裂Ｃ4/156:57全面通行止解除

28上益城239御船甲佐線甲佐町田口（田口橋）橋梁段差Ａ4/157:00全面通行止全面通行止

29上益城240今吉野甲佐線甲佐町麻生原甲佐町中山、乙女小付近路面亀裂－4/157:30片側通行止め片側通行止

30上益城240今吉野甲佐線甲佐町船津（安津橋）路面亀裂－4/1512:00片側通行止め片側通行止

31上益城国道２６６号嘉島町（中ノ瀬橋）橋梁段差4/163:20全面通行止解除4/169:50

32上益城小川嘉島線甲佐町府領（縦貫道跨道橋)落橋4/163:20全面通行止全面通行止

33上益城小川嘉島線（森崎橋）段差4/164:30全面通行止解除4/1814:30

34上益城国道２６５号山都町二瀬本(笹尾トンネル)壁面崩落4/163:20確認中規制なし4/165:10

35上益城清和砥用線小峰落石4/163:20全面通行止全面通行止

36上益城島木上寺線山都町早栗毛路面亀裂4/164:00全面通行止全面通行止

37上益城220三本松甲佐線甲佐町井戸江法面崩壊4/168:30全面通行止全面通行止

38上益城39矢部阿蘇公園線山都町黒木尾落石4/169:00片側通行止片側通行止

39上益城151清和高森線山都町大見口中坂峠法面崩壊4/169:15全面通行止全面通行止

40上益城235益城菊陽線益城町惣領（惣領橋）橋梁段差4/169:15全面通行止解除4/1816:00

41上益城319仏原高森線山都町郷野原法面崩壊4/169:40片側通行止片側通行止

42上益城50熊本嘉島線釈迦堂橋めど町橋橋梁段差4/163:50全面通行止全面通行止4/1612:10

43上益城321囲砥用線山都町柚木落石4/164:00全面通行止全面通行止

44上益城153清和砥用線内大臣橋落石4/165:55全面通行止全面通行止

45上益城153清和砥用線小迫法面崩壊4/165:55全面通行止全面通行止

46上益城141河内矢部線山都町麻山落石4/166:00全面通行止全面通行止

47上益城212津留柳線山都町柳（柳谷バス停付近）落石4/166:30全面通行止全面通行止

48上益城国道445号（旧道）御船町滝川（メロディー橋）路面液状化4/1610:30全面通行止全面通行止

49上益城180南田内大臣線山都町浜町山都町下市住宅崩壊4/1610:30全面通行止全面通行止

50上益城153清和砥用線山都町上菅落石4/1611:10片側通行止全面通行止

51上益城国道443号益城町寺迫（高遊原消防署前）事前施設倒壊4/1611:30全面通行止全面通行止

31菊池205原立門線菊池市原菊池市原落石Ｂ4/1423:05全面通行止全面通行止当分の間

2菊池瀬田熊本線大津町境菊陽町戸次法面崩壊Ｂ4/152:30全面通行止解除4/1512:00

3菊池45阿蘇公園菊池線菊池市原法面崩壊4/163:20全面通行止全面通行止

4菊池387国道３８７号菊池市原大分県境落石4/163:20全面通行止片側通行止4/1717:00

5菊池23菊池赤水線菊池市下河原冠水水道破裂4/164:15全面通行止解除4/1714:00

6菊池138辛川鹿本線合志市沖野湧水池(飛越橋)段差4/164:40全面通行止全面通行止

7菊池325国道３２５号大津町室(５７号跨線橋)段差4/166:10全面通行止解除4/1714:00

8菊池209曲手原水線菊陽町曲手（鼻ぐり大橋）段差4/165:45全面通行止解除4/1714:00

9菊池207瀬田竜田線大津町陣内（六地蔵橋）段差4/166:30全面通行止解除4/1718:30

10菊池339北外輪山大津線大津町引水市町村管区境倒木陥没4/167:10全面通行止全面通行止4/1822:00

11菊池339北外輪山大津線大津町堀ケ谷市町村管区境路面陥没4/168:10全面通行止全面通行止4/1822:00

12菊池205原立門線菊池市立門菊池市立門落石4/163:00全面通行止全面通行止

13菊池23菊池赤水線大津町真木大津町真木落石4/164:15全面通行止片側通行止4/1716:00

14菊池瀬田熊本線大津町内牧（内牧橋）段差4/1611:10全面通行止全面通行止

41玉名和仁菊水線和水町江栗和水町平野落石4/163:30全面通行止全面通行止

2玉名1熊本玉名線玉名市天水町部田見玉名市天水町竹崎段差4/1610:502.00km全面通行止解除4/1617:30

5鹿本

61阿蘇28熊本高森線西原村～南阿蘇村(俵山トンネル)落石Ｂ4/1423:30全面通行止解除4/157:50

2阿蘇298阿蘇公園下野線山頂付近火山規制－4/1423:30全面通行止解除4/156:50

3阿蘇111阿蘇吉田線山頂付近火山規制－4/1423:30全面通行止解除4/156:50

4阿蘇矢部阿蘇公園線南阿蘇村久石ｸﾞﾘｰﾝﾛｰﾄ交゙点村道通行止め－4/158:45全面通行止解除4/159:25

5阿蘇阿蘇吉田線南阿蘇村吉田山頂落石Ｂ4/158:45全面通行止解除4/1510:20

6阿蘇熊本高森線西原村～南阿蘇村(俵山トンネル)落盤4/162:02全面通行止全面通行止

7阿蘇河陰阿蘇線阿蘇市三久保阿蘇市内牧陥没4/162:11全面通行止解除4/17

8阿蘇国道２１２号大分県堺4/162:12全面通行止全面通行止

9阿蘇国道２１２号小国町杖立陥没4/162:12全面通行止解除4/1811:30

10阿蘇国道２１２号南小国町赤馬場(馬場トンネル)取付部崩壊4/162:25全面通行止解除4/1611:00

11阿蘇別府一の宮線阿蘇市三野4/163:36全面通行止全面通行止

12阿蘇阿蘇吉田線阿蘇市黒川南阿蘇村吉田地すべり4/164:20全面通行止全面通行止

13阿蘇国道３２５号南阿蘇村（阿蘇大橋）崩落4/165:30全面通行止全面通行止

14阿蘇298阿蘇公園下野線南阿蘇村下野（ﾌｧｰﾑﾗﾝﾄ付゙近）4/1611:00全面通行止全面通行止

15阿蘇国道３２５号南阿蘇村（南阿蘇橋）段差4/1616:30全面通行止全面通行止

16阿蘇国道３２５号河陽崩壊4/1616:30全面通行止全面通行止

17阿蘇河陰阿蘇線的石段差－4/1616:30全面通行止解除

18阿蘇阿蘇一の宮線宮地家屋倒壊－4/1616:30全面通行止片側通行止4/1811:30

19阿蘇菊池赤水線赤水ＪＲ脱線4/1616:30全面通行止全面通行止4/1822:00

20阿蘇菊池赤水線車帰橋段差4/1616:30全面通行止全面通行止4/1822:00

21阿蘇菊池赤水線車帰終点落石・亀裂4/1616:30全面通行止全面通行止4/1822:00

22阿蘇北外輪山大津線起点二重峠亀裂・段差4/1616:30全面通行止全面通行止4/1812:00区間変更

23阿蘇国道５７号立野道路崩壊4/1616:30全面通行止全面通行止

24阿蘇草千里浜栃木線起点終点段差4/1616:30全面通行止全面通行止

25阿蘇内牧停車場線甲賀陥没4/1616:30全面通行止全面通行止

26阿蘇仏原高森線南阿蘇村城ヶ竹南阿蘇冬野落石数か所4/1618:30全面通行止全面通行止

27阿蘇清和高森線南阿蘇村冬野南阿蘇村高森段差4/1618:30全面通行止全面通行止

28阿蘇山西大津線瀬田熊本線合流点熊本高森線合流点亀裂・段差4/1714:00片側通行止片側通行止

29阿蘇河陰阿蘇線南阿蘇村下野草千里浜栃木線合流点崩落4/1714:00全面通行止全面通行止

30阿蘇内牧停車場線阿蘇市狩尾内牧駅陥没4/1716:00全面通行止全面通行止

31阿蘇国道３２５号阿蘇郡高森町奥阿蘇大橋段差4/16全面通行止全面通行止

32阿蘇満願寺黒川線満願寺黒川亀裂・段差4/16全面通行止全面通行止

33阿蘇南小国波野線満願寺崩土4/16全面通行止全面通行止

71八代国道４４５号八代市泉町樅木崖崩れ4/1422:28片側通行止解除4/157:40

2八代52小川泉線八代市泉町仁田尾八代市泉町仁田尾法面崩壊4/157:000.01km全面通行止解除4/1816:00当分の間
4/15 10時30分
片側

3八代338八代不知火線八代市鏡町北新地（横江大橋）ヒビ4/162:400.20km全面通行止全面通行止当分の間

4八代52小川泉線八代市泉町柿迫八代市泉町柿迫落石4/162:400.01km全面通行止解除4/1719:00当分の間
4/16 9時15分
片側

5八代国道４４３号八代市泉町下岳八代市泉町下岳落石4/162:400.10km片側通行止解除4/1610:15

6八代25宮原五木線八代市東陽町河俣八代市東陽町河俣落石4/163:000.10km片側通行止解除4/1610:15

7八代25八代鏡線八代市鏡町内田八代市鏡町内田ﾌﾞﾛｯｸ塀4/164:300.01km片側通行止解除4/169:15

8八代25宮原五木線八代市東陽町大通峠八代市東陽町大通峠災害4/168:000.01km全面通行止片側通行止4/1713:00

9八代247久連子落合線八代市泉町落合八代市泉町落合落石4/168:000.01km片側通行止解除4/1611:20

10八代247久連子落合線八代市泉町久連子八代市泉町久連子路肩崩壊4/169:000.006km全面通行止全面通行止当分の間

11八代42八代鏡線八代市千反町八代市千反町路肩崩壊4/1717:200.3km
歩行者

二輪車通行止め
歩行者

二輪車通行止め
当分の間

歩道橋沓座
破損

81芦北

91球磨25宮原五木線五木村大通峠小鶴峠落石4/163:30全面通行止解除4/167:45

参考九州縦貫自動車道植木ＩＣ八代ＩＣ道路陥没4/1421:28全面通行止全面通行止

参考南九州自動車道八代ＪＣＴ八代南ＩＣ4/1421:28全面通行止解除4/1514:00

参考南九州西回り自動車道八代南ＩＣ日奈久ＩＣ4/1421:28全面通行止解除4/1514:00

参考直轄管理国道５７号立野陥没4/162:02全面通行止全面通行止

参考直轄管理国道３号熊本市清水松崎跨線橋4/16全面通行止解除4/1621:00

参考直轄管理国道５７号宇土市松原宇土跨線橋段差4/16全面通行止解除

参考

天草国道２６６号天草５号橋天草５号橋強風4/1623:40歩行者、二輪車通行止解除4/172:00

　強風のため歩行者、二輪車通行止
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11宇城32小川嘉島線宇城市豊野下郷（浄水寺橋）橋梁段差Ａ4/150:08全面通行止解除4/1819:00

2宇城国道２１８号宇城市豊野寺村法面崩壊Ｂ4/150:53全面通行止解除4/1516:30

3宇城255竜北小川停車場線（小川跨線橋）橋梁段差Ａ4/151:05全面通行止全面通行止4/20 解除目標

4宇城220三本松甲佐線美里町218号交差点から落石Ｂ4/150:08全面通行止全面通行止

5宇城58宇土不知火線不知火町大見宇土市網引町路面亀裂Ｃ4/153:18全面通行止全面通行止4/166:304/20 解除目標

6宇城14八代鏡宇土線宇城市松橋町豊崎（松橋跨線橋）背面盛土沈下Ａ4/156:55全面通行止解除4/1721:00

7宇城313松橋インター線宇城市松橋町古保山（一ツ橋側道橋）橋台ずれＡ4/159:50
全面通行止め
（歩道のみ）

全面通行止
（歩道のみ）

8宇城国道２１８号寺村崩土4/163:20全面通行止
大型車
通行止

4/188:00
普通車は片側
交互で通行可

9宇城国道２１８号豊野町（新山崎橋）橋梁亀裂4/164:20全面通行止解除4/1615:30

10宇城153清和砥用線美里町清水
ミサトマチシミズ

美里町石野
ミサトマチイシノ

落石倒木4/166:20全面通行止解除4/188:40

11宇城297川尻宇土線宇土市松原国道５７号跨道事前跨道橋4/169:00全面通行止解除4/1816:30

12宇城297川尻宇土線宇土市本町家屋崩壊4/169:00全面通行止解除4/1816:30

13宇城小川停車場線宇城市小川町江頭施設崩壊4/1615:45全面通行止全面通行止4/1715:404/20 解除目標

21上益城国道４４５号御船町辺田見御船町七滝落石Ａ4/1423:00全面通行止全面通行止

2上益城国道４４３号益城町寺迫道路陥没Ａ4/150:45全面通行止全面通行止

3上益城28熊本高森線益城町小谷西原村境まで落石Ｂ4/1423:25全面通行止全面通行止

4上益城180南田内大臣線山都町白藤山都町津留落石Ｂ4/1422:40全面通行止全面通行止

5上益城219横野矢部線山都町瀬峯山都町囲落石Ｂ4/1423:15全面通行止全面通行止

6上益城国道４４５号御船町ｼﾓﾂﾞﾙ落石全面通行止全面通行止

解除7上益城28熊本高森線益城町惣領益城町宮園火災－4/1423:20全面通行止解除

8上益城28熊本高森線西原村と益城町の境落石全面通行止全面通行止

9上益城232小池竜田線東無田橋付近路面亀裂Ｃ4/150:25全面通行止全面通行止

10上益城153清和砥用線山都町菅山都町堂面落石Ｂ4/150:17全面通行止全面通行止

11上益城220三本松甲佐線218号交差点から先落石全面通行止全面通行止

12上益城321囲砥用線山都町柚木山都町境落石Ｂ4/150:50全面通行止全面通行止

13上益城235益城菊陽線惣領交差点（惣領橋）火災－4/151:00全面通行止解除4/158:30

14上益城38宇土甲佐線甲佐町田原上田口路面亀裂Ｃ4/151:00全面通行止全面通行止4/20 解除目標

15上益城国道２１８号山都町白尾野落石Ａ4/1421:30片側通行止め解除4/150:35

16上益城226六嘉秋津新町線嘉島町下六嘉嘉島町北甘木路面段差Ｃ4/150:25全面通行止全面通行止

17上益城57益城矢部線寺迫（第二畑中橋）橋梁段差Ａ4/151:30全面通行止解除4/1513:30

18上益城38宇土甲佐線甲佐町津志田（乙女橋）橋梁段差Ａ4/151:58全面通行止全面通行止

19上益城三本松甲佐線甲佐町豊内甲佐町坂谷落石Ｂ4/151:58全面通行止全面通行止

20上益城田代御船線御船町木倉御船町田代路面陥没Ｃ4/152:10全面通行止全面通行止

21上益城39矢部阿蘇公園線山都町御所落石Ｂ4/1422:10全面通行止解除4/1513:30

22上益城国道４４３号益城町赤井ﾎﾞｯｸｽ段差－4/1423:54全面通行止全面通行止

23上益城益城矢部線山都町水ノ田尾御船町下鶴落石Ｂ4/150:20全面通行止解除4/150:35

24上益城御船甲佐線御船町滝川ﾒﾛﾃﾞｨ橋ー右岸橋梁段差Ａ4/151:15全面通行止全面通行止

25上益城益城矢部線山都町下鶴御船町玉来道路崩落Ａ4/154:55全面通行止全面通行止

26上益城嘉島甲佐線甲佐町白畑（松ヶ﨑橋）橋梁段差Ａ4/156:57全面通行止解除4/1517:00

解除27上益城宇土甲佐線甲佐町糸田乙女橋から443交差点路面亀裂Ｃ4/156:57全面通行止解除

28上益城239御船甲佐線甲佐町田口（田口橋）橋梁段差Ａ4/157:00全面通行止全面通行止

29上益城240今吉野甲佐線甲佐町麻生原甲佐町中山、乙女小付近路面亀裂－4/157:30片側通行止め片側通行止

30上益城240今吉野甲佐線甲佐町船津（安津橋）路面亀裂－4/1512:00片側通行止め片側通行止

31上益城国道２６６号嘉島町（中ノ瀬橋）橋梁段差4/163:20全面通行止解除4/169:50

32上益城小川嘉島線甲佐町府領（縦貫道跨道橋)落橋4/163:20全面通行止全面通行止

33上益城小川嘉島線（森崎橋）段差4/164:30全面通行止解除4/1814:30

34上益城国道２６５号山都町二瀬本(笹尾トンネル)壁面崩落4/163:20確認中規制なし4/165:10

35上益城清和砥用線小峰落石4/163:20全面通行止全面通行止

36上益城島木上寺線山都町早栗毛路面亀裂4/164:00全面通行止全面通行止

37上益城220三本松甲佐線甲佐町井戸江法面崩壊4/168:30全面通行止全面通行止

38上益城39矢部阿蘇公園線山都町黒木尾落石4/169:00片側通行止片側通行止

39上益城151清和高森線山都町大見口中坂峠法面崩壊4/169:15全面通行止全面通行止

40上益城235益城菊陽線益城町惣領（惣領橋）橋梁段差4/169:15全面通行止解除4/1816:00

41上益城319仏原高森線山都町郷野原法面崩壊4/169:40片側通行止片側通行止

42上益城50熊本嘉島線釈迦堂橋めど町橋橋梁段差4/163:50全面通行止全面通行止4/1612:10

43上益城321囲砥用線山都町柚木落石4/164:00全面通行止全面通行止

44上益城153清和砥用線内大臣橋落石4/165:55全面通行止全面通行止

45上益城153清和砥用線小迫法面崩壊4/165:55全面通行止全面通行止

46上益城141河内矢部線山都町麻山落石4/166:00全面通行止全面通行止

47上益城212津留柳線山都町柳（柳谷バス停付近）落石4/166:30全面通行止全面通行止

48上益城国道445号（旧道）御船町滝川（メロディー橋）路面液状化4/1610:30全面通行止全面通行止

49上益城180南田内大臣線山都町浜町山都町下市住宅崩壊4/1610:30全面通行止全面通行止

50上益城153清和砥用線山都町上菅落石4/1611:10片側通行止全面通行止

51上益城国道443号益城町寺迫（高遊原消防署前）事前施設倒壊4/1611:30全面通行止全面通行止

31菊池205原立門線菊池市原菊池市原落石Ｂ4/1423:05全面通行止全面通行止当分の間

2菊池瀬田熊本線大津町境菊陽町戸次法面崩壊Ｂ4/152:30全面通行止解除4/1512:00

3菊池45阿蘇公園菊池線菊池市原法面崩壊4/163:20全面通行止全面通行止

4菊池387国道３８７号菊池市原大分県境落石4/163:20全面通行止片側通行止4/1717:00

5菊池23菊池赤水線菊池市下河原冠水水道破裂4/164:15全面通行止解除4/1714:00

6菊池138辛川鹿本線合志市沖野湧水池(飛越橋)段差4/164:40全面通行止全面通行止

7菊池325国道３２５号大津町室(５７号跨線橋)段差4/166:10全面通行止解除4/1714:00

8菊池209曲手原水線菊陽町曲手（鼻ぐり大橋）段差4/165:45全面通行止解除4/1714:00

9菊池207瀬田竜田線大津町陣内（六地蔵橋）段差4/166:30全面通行止解除4/1718:30

10菊池339北外輪山大津線大津町引水市町村管区境倒木陥没4/167:10全面通行止全面通行止4/1822:00

11菊池339北外輪山大津線大津町堀ケ谷市町村管区境路面陥没4/168:10全面通行止全面通行止4/1822:00

12菊池205原立門線菊池市立門菊池市立門落石4/163:00全面通行止全面通行止

13菊池23菊池赤水線大津町真木大津町真木落石4/164:15全面通行止片側通行止4/1716:00

14菊池瀬田熊本線大津町内牧（内牧橋）段差4/1611:10全面通行止全面通行止

41玉名和仁菊水線和水町江栗和水町平野落石4/163:30全面通行止全面通行止

2玉名1熊本玉名線玉名市天水町部田見玉名市天水町竹崎段差4/1610:502.00km全面通行止解除4/1617:30

5鹿本

61阿蘇28熊本高森線西原村～南阿蘇村(俵山トンネル)落石Ｂ4/1423:30全面通行止解除4/157:50

2阿蘇298阿蘇公園下野線山頂付近火山規制－4/1423:30全面通行止解除4/156:50

3阿蘇111阿蘇吉田線山頂付近火山規制－4/1423:30全面通行止解除4/156:50

4阿蘇矢部阿蘇公園線南阿蘇村久石ｸﾞﾘｰﾝﾛｰﾄ交゙点村道通行止め－4/158:45全面通行止解除4/159:25

5阿蘇阿蘇吉田線南阿蘇村吉田山頂落石Ｂ4/158:45全面通行止解除4/1510:20

6阿蘇熊本高森線西原村～南阿蘇村(俵山トンネル)落盤4/162:02全面通行止全面通行止

7阿蘇河陰阿蘇線阿蘇市三久保阿蘇市内牧陥没4/162:11全面通行止解除4/17

8阿蘇国道２１２号大分県堺4/162:12全面通行止全面通行止

9阿蘇国道２１２号小国町杖立陥没4/162:12全面通行止解除4/1811:30

10阿蘇国道２１２号南小国町赤馬場(馬場トンネル)取付部崩壊4/162:25全面通行止解除4/1611:00

11阿蘇別府一の宮線阿蘇市三野4/163:36全面通行止全面通行止

12阿蘇阿蘇吉田線阿蘇市黒川南阿蘇村吉田地すべり4/164:20全面通行止全面通行止

13阿蘇国道３２５号南阿蘇村（阿蘇大橋）崩落4/165:30全面通行止全面通行止

14阿蘇298阿蘇公園下野線南阿蘇村下野（ﾌｧｰﾑﾗﾝﾄ付゙近）4/1611:00全面通行止全面通行止

15阿蘇国道３２５号南阿蘇村（南阿蘇橋）段差4/1616:30全面通行止全面通行止

16阿蘇国道３２５号河陽崩壊4/1616:30全面通行止全面通行止

17阿蘇河陰阿蘇線的石段差－4/1616:30全面通行止解除

18阿蘇阿蘇一の宮線宮地家屋倒壊－4/1616:30全面通行止片側通行止4/1811:30

19阿蘇菊池赤水線赤水ＪＲ脱線4/1616:30全面通行止全面通行止4/1822:00

20阿蘇菊池赤水線車帰橋段差4/1616:30全面通行止全面通行止4/1822:00

21阿蘇菊池赤水線車帰終点落石・亀裂4/1616:30全面通行止全面通行止4/1822:00

22阿蘇北外輪山大津線起点二重峠亀裂・段差4/1616:30全面通行止全面通行止4/1812:00区間変更

23阿蘇国道５７号立野道路崩壊4/1616:30全面通行止全面通行止

24阿蘇草千里浜栃木線起点終点段差4/1616:30全面通行止全面通行止

25阿蘇内牧停車場線甲賀陥没4/1616:30全面通行止全面通行止

26阿蘇仏原高森線南阿蘇村城ヶ竹南阿蘇冬野落石数か所4/1618:30全面通行止全面通行止

27阿蘇清和高森線南阿蘇村冬野南阿蘇村高森段差4/1618:30全面通行止全面通行止

28阿蘇山西大津線瀬田熊本線合流点熊本高森線合流点亀裂・段差4/1714:00片側通行止片側通行止

29阿蘇河陰阿蘇線南阿蘇村下野草千里浜栃木線合流点崩落4/1714:00全面通行止全面通行止

30阿蘇内牧停車場線阿蘇市狩尾内牧駅陥没4/1716:00全面通行止全面通行止

31阿蘇国道３２５号阿蘇郡高森町奥阿蘇大橋段差4/16全面通行止全面通行止

32阿蘇満願寺黒川線満願寺黒川亀裂・段差4/16全面通行止全面通行止

33阿蘇南小国波野線満願寺崩土4/16全面通行止全面通行止

71八代国道４４５号八代市泉町樅木崖崩れ4/1422:28片側通行止解除4/157:40

2八代52小川泉線八代市泉町仁田尾八代市泉町仁田尾法面崩壊4/157:000.01km全面通行止解除4/1816:00当分の間
4/15 10時30分
片側

3八代338八代不知火線八代市鏡町北新地（横江大橋）ヒビ4/162:400.20km全面通行止全面通行止当分の間

4八代52小川泉線八代市泉町柿迫八代市泉町柿迫落石4/162:400.01km全面通行止解除4/1719:00当分の間
4/16 9時15分
片側

5八代国道４４３号八代市泉町下岳八代市泉町下岳落石4/162:400.10km片側通行止解除4/1610:15

6八代25宮原五木線八代市東陽町河俣八代市東陽町河俣落石4/163:000.10km片側通行止解除4/1610:15

7八代25八代鏡線八代市鏡町内田八代市鏡町内田ﾌﾞﾛｯｸ塀4/164:300.01km片側通行止解除4/169:15

8八代25宮原五木線八代市東陽町大通峠八代市東陽町大通峠災害4/168:000.01km全面通行止片側通行止4/1713:00

9八代247久連子落合線八代市泉町落合八代市泉町落合落石4/168:000.01km片側通行止解除4/1611:20

10八代247久連子落合線八代市泉町久連子八代市泉町久連子路肩崩壊4/169:000.006km全面通行止全面通行止当分の間

11八代42八代鏡線八代市千反町八代市千反町路肩崩壊4/1717:200.3km
歩行者

二輪車通行止め
歩行者

二輪車通行止め
当分の間

歩道橋沓座
破損

81芦北

91球磨25宮原五木線五木村大通峠小鶴峠落石4/163:30全面通行止解除4/167:45

参考九州縦貫自動車道植木ＩＣ八代ＩＣ道路陥没4/1421:28全面通行止全面通行止

参考南九州自動車道八代ＪＣＴ八代南ＩＣ4/1421:28全面通行止解除4/1514:00

参考南九州西回り自動車道八代南ＩＣ日奈久ＩＣ4/1421:28全面通行止解除4/1514:00

参考直轄管理国道５７号立野陥没4/162:02全面通行止全面通行止

参考直轄管理国道３号熊本市清水松崎跨線橋4/16全面通行止解除4/1621:00

参考直轄管理国道５７号宇土市松原宇土跨線橋段差4/16全面通行止解除

参考

天草国道２６６号天草５号橋天草５号橋強風4/1623:40歩行者、二輪車通行止解除4/172:00

　強風のため歩行者、二輪車通行止
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11宇城32小川嘉島線宇城市豊野下郷（浄水寺橋）橋梁段差Ａ4/150:08全面通行止解除4/1819:00

2宇城国道２１８号宇城市豊野寺村法面崩壊Ｂ4/150:53全面通行止解除4/1516:30

3宇城255竜北小川停車場線（小川跨線橋）橋梁段差Ａ4/151:05全面通行止全面通行止4/20 解除目標

4宇城220三本松甲佐線美里町218号交差点から落石Ｂ4/150:08全面通行止全面通行止

5宇城58宇土不知火線不知火町大見宇土市網引町路面亀裂Ｃ4/153:18全面通行止全面通行止4/166:304/20 解除目標

6宇城14八代鏡宇土線宇城市松橋町豊崎（松橋跨線橋）背面盛土沈下Ａ4/156:55全面通行止解除4/1721:00

7宇城313松橋インター線宇城市松橋町古保山（一ツ橋側道橋）橋台ずれＡ4/159:50
全面通行止め
（歩道のみ）

全面通行止
（歩道のみ）

8宇城国道２１８号寺村崩土4/163:20全面通行止
大型車
通行止

4/188:00
普通車は片側
交互で通行可

9宇城国道２１８号豊野町（新山崎橋）橋梁亀裂4/164:20全面通行止解除4/1615:30

10宇城153清和砥用線美里町清水
ミサトマチシミズ

美里町石野
ミサトマチイシノ

落石倒木4/166:20全面通行止解除4/188:40

11宇城297川尻宇土線宇土市松原国道５７号跨道事前跨道橋4/169:00全面通行止解除4/1816:30

12宇城297川尻宇土線宇土市本町家屋崩壊4/169:00全面通行止解除4/1816:30

13宇城小川停車場線宇城市小川町江頭施設崩壊4/1615:45全面通行止全面通行止4/1715:404/20 解除目標

21上益城国道４４５号御船町辺田見御船町七滝落石Ａ4/1423:00全面通行止全面通行止

2上益城国道４４３号益城町寺迫道路陥没Ａ4/150:45全面通行止全面通行止

3上益城28熊本高森線益城町小谷西原村境まで落石Ｂ4/1423:25全面通行止全面通行止

4上益城180南田内大臣線山都町白藤山都町津留落石Ｂ4/1422:40全面通行止全面通行止

5上益城219横野矢部線山都町瀬峯山都町囲落石Ｂ4/1423:15全面通行止全面通行止

6上益城国道４４５号御船町ｼﾓﾂﾞﾙ落石全面通行止全面通行止

解除7上益城28熊本高森線益城町惣領益城町宮園火災－4/1423:20全面通行止解除

8上益城28熊本高森線西原村と益城町の境落石全面通行止全面通行止

9上益城232小池竜田線東無田橋付近路面亀裂Ｃ4/150:25全面通行止全面通行止

10上益城153清和砥用線山都町菅山都町堂面落石Ｂ4/150:17全面通行止全面通行止

11上益城220三本松甲佐線218号交差点から先落石全面通行止全面通行止

12上益城321囲砥用線山都町柚木山都町境落石Ｂ4/150:50全面通行止全面通行止

13上益城235益城菊陽線惣領交差点（惣領橋）火災－4/151:00全面通行止解除4/158:30

14上益城38宇土甲佐線甲佐町田原上田口路面亀裂Ｃ4/151:00全面通行止全面通行止4/20 解除目標

15上益城国道２１８号山都町白尾野落石Ａ4/1421:30片側通行止め解除4/150:35

16上益城226六嘉秋津新町線嘉島町下六嘉嘉島町北甘木路面段差Ｃ4/150:25全面通行止全面通行止

17上益城57益城矢部線寺迫（第二畑中橋）橋梁段差Ａ4/151:30全面通行止解除4/1513:30

18上益城38宇土甲佐線甲佐町津志田（乙女橋）橋梁段差Ａ4/151:58全面通行止全面通行止

19上益城三本松甲佐線甲佐町豊内甲佐町坂谷落石Ｂ4/151:58全面通行止全面通行止

20上益城田代御船線御船町木倉御船町田代路面陥没Ｃ4/152:10全面通行止全面通行止

21上益城39矢部阿蘇公園線山都町御所落石Ｂ4/1422:10全面通行止解除4/1513:30

22上益城国道４４３号益城町赤井ﾎﾞｯｸｽ段差－4/1423:54全面通行止全面通行止

23上益城益城矢部線山都町水ノ田尾御船町下鶴落石Ｂ4/150:20全面通行止解除4/150:35

24上益城御船甲佐線御船町滝川ﾒﾛﾃﾞｨ橋ー右岸橋梁段差Ａ4/151:15全面通行止全面通行止

25上益城益城矢部線山都町下鶴御船町玉来道路崩落Ａ4/154:55全面通行止全面通行止

26上益城嘉島甲佐線甲佐町白畑（松ヶ﨑橋）橋梁段差Ａ4/156:57全面通行止解除4/1517:00

解除27上益城宇土甲佐線甲佐町糸田乙女橋から443交差点路面亀裂Ｃ4/156:57全面通行止解除

28上益城239御船甲佐線甲佐町田口（田口橋）橋梁段差Ａ4/157:00全面通行止全面通行止

29上益城240今吉野甲佐線甲佐町麻生原甲佐町中山、乙女小付近路面亀裂－4/157:30片側通行止め片側通行止

30上益城240今吉野甲佐線甲佐町船津（安津橋）路面亀裂－4/1512:00片側通行止め片側通行止

31上益城国道２６６号嘉島町（中ノ瀬橋）橋梁段差4/163:20全面通行止解除4/169:50

32上益城小川嘉島線甲佐町府領（縦貫道跨道橋)落橋4/163:20全面通行止全面通行止

33上益城小川嘉島線（森崎橋）段差4/164:30全面通行止解除4/1814:30

34上益城国道２６５号山都町二瀬本(笹尾トンネル)壁面崩落4/163:20確認中規制なし4/165:10

35上益城清和砥用線小峰落石4/163:20全面通行止全面通行止

36上益城島木上寺線山都町早栗毛路面亀裂4/164:00全面通行止全面通行止

37上益城220三本松甲佐線甲佐町井戸江法面崩壊4/168:30全面通行止全面通行止

38上益城39矢部阿蘇公園線山都町黒木尾落石4/169:00片側通行止片側通行止

39上益城151清和高森線山都町大見口中坂峠法面崩壊4/169:15全面通行止全面通行止

40上益城235益城菊陽線益城町惣領（惣領橋）橋梁段差4/169:15全面通行止解除4/1816:00

41上益城319仏原高森線山都町郷野原法面崩壊4/169:40片側通行止片側通行止

42上益城50熊本嘉島線釈迦堂橋めど町橋橋梁段差4/163:50全面通行止全面通行止4/1612:10

43上益城321囲砥用線山都町柚木落石4/164:00全面通行止全面通行止

44上益城153清和砥用線内大臣橋落石4/165:55全面通行止全面通行止

45上益城153清和砥用線小迫法面崩壊4/165:55全面通行止全面通行止

46上益城141河内矢部線山都町麻山落石4/166:00全面通行止全面通行止

47上益城212津留柳線山都町柳（柳谷バス停付近）落石4/166:30全面通行止全面通行止

48上益城国道445号（旧道）御船町滝川（メロディー橋）路面液状化4/1610:30全面通行止全面通行止

49上益城180南田内大臣線山都町浜町山都町下市住宅崩壊4/1610:30全面通行止全面通行止

50上益城153清和砥用線山都町上菅落石4/1611:10片側通行止全面通行止

51上益城国道443号益城町寺迫（高遊原消防署前）事前施設倒壊4/1611:30全面通行止全面通行止

31菊池205原立門線菊池市原菊池市原落石Ｂ4/1423:05全面通行止全面通行止当分の間

2菊池瀬田熊本線大津町境菊陽町戸次法面崩壊Ｂ4/152:30全面通行止解除4/1512:00

3菊池45阿蘇公園菊池線菊池市原法面崩壊4/163:20全面通行止全面通行止

4菊池387国道３８７号菊池市原大分県境落石4/163:20全面通行止片側通行止4/1717:00

5菊池23菊池赤水線菊池市下河原冠水水道破裂4/164:15全面通行止解除4/1714:00

6菊池138辛川鹿本線合志市沖野湧水池(飛越橋)段差4/164:40全面通行止全面通行止

7菊池325国道３２５号大津町室(５７号跨線橋)段差4/166:10全面通行止解除4/1714:00

8菊池209曲手原水線菊陽町曲手（鼻ぐり大橋）段差4/165:45全面通行止解除4/1714:00

9菊池207瀬田竜田線大津町陣内（六地蔵橋）段差4/166:30全面通行止解除4/1718:30

10菊池339北外輪山大津線大津町引水市町村管区境倒木陥没4/167:10全面通行止全面通行止4/1822:00

11菊池339北外輪山大津線大津町堀ケ谷市町村管区境路面陥没4/168:10全面通行止全面通行止4/1822:00

12菊池205原立門線菊池市立門菊池市立門落石4/163:00全面通行止全面通行止

13菊池23菊池赤水線大津町真木大津町真木落石4/164:15全面通行止片側通行止4/1716:00

14菊池瀬田熊本線大津町内牧（内牧橋）段差4/1611:10全面通行止全面通行止

41玉名和仁菊水線和水町江栗和水町平野落石4/163:30全面通行止全面通行止

2玉名1熊本玉名線玉名市天水町部田見玉名市天水町竹崎段差4/1610:502.00km全面通行止解除4/1617:30

5鹿本

61阿蘇28熊本高森線西原村～南阿蘇村(俵山トンネル)落石Ｂ4/1423:30全面通行止解除4/157:50

2阿蘇298阿蘇公園下野線山頂付近火山規制－4/1423:30全面通行止解除4/156:50

3阿蘇111阿蘇吉田線山頂付近火山規制－4/1423:30全面通行止解除4/156:50

4阿蘇矢部阿蘇公園線南阿蘇村久石ｸﾞﾘｰﾝﾛｰﾄ交゙点村道通行止め－4/158:45全面通行止解除4/159:25

5阿蘇阿蘇吉田線南阿蘇村吉田山頂落石Ｂ4/158:45全面通行止解除4/1510:20

6阿蘇熊本高森線西原村～南阿蘇村(俵山トンネル)落盤4/162:02全面通行止全面通行止

7阿蘇河陰阿蘇線阿蘇市三久保阿蘇市内牧陥没4/162:11全面通行止解除4/17

8阿蘇国道２１２号大分県堺4/162:12全面通行止全面通行止

9阿蘇国道２１２号小国町杖立陥没4/162:12全面通行止解除4/1811:30

10阿蘇国道２１２号南小国町赤馬場(馬場トンネル)取付部崩壊4/162:25全面通行止解除4/1611:00

11阿蘇別府一の宮線阿蘇市三野4/163:36全面通行止全面通行止

12阿蘇阿蘇吉田線阿蘇市黒川南阿蘇村吉田地すべり4/164:20全面通行止全面通行止

13阿蘇国道３２５号南阿蘇村（阿蘇大橋）崩落4/165:30全面通行止全面通行止

14阿蘇298阿蘇公園下野線南阿蘇村下野（ﾌｧｰﾑﾗﾝﾄ付゙近）4/1611:00全面通行止全面通行止

15阿蘇国道３２５号南阿蘇村（南阿蘇橋）段差4/1616:30全面通行止全面通行止

16阿蘇国道３２５号河陽崩壊4/1616:30全面通行止全面通行止

17阿蘇河陰阿蘇線的石段差－4/1616:30全面通行止解除

18阿蘇阿蘇一の宮線宮地家屋倒壊－4/1616:30全面通行止片側通行止4/1811:30

19阿蘇菊池赤水線赤水ＪＲ脱線4/1616:30全面通行止全面通行止4/1822:00

20阿蘇菊池赤水線車帰橋段差4/1616:30全面通行止全面通行止4/1822:00

21阿蘇菊池赤水線車帰終点落石・亀裂4/1616:30全面通行止全面通行止4/1822:00

22阿蘇北外輪山大津線起点二重峠亀裂・段差4/1616:30全面通行止全面通行止4/1812:00区間変更

23阿蘇国道５７号立野道路崩壊4/1616:30全面通行止全面通行止

24阿蘇草千里浜栃木線起点終点段差4/1616:30全面通行止全面通行止

25阿蘇内牧停車場線甲賀陥没4/1616:30全面通行止全面通行止

26阿蘇仏原高森線南阿蘇村城ヶ竹南阿蘇冬野落石数か所4/1618:30全面通行止全面通行止

27阿蘇清和高森線南阿蘇村冬野南阿蘇村高森段差4/1618:30全面通行止全面通行止

28阿蘇山西大津線瀬田熊本線合流点熊本高森線合流点亀裂・段差4/1714:00片側通行止片側通行止

29阿蘇河陰阿蘇線南阿蘇村下野草千里浜栃木線合流点崩落4/1714:00全面通行止全面通行止

30阿蘇内牧停車場線阿蘇市狩尾内牧駅陥没4/1716:00全面通行止全面通行止

31阿蘇国道３２５号阿蘇郡高森町奥阿蘇大橋段差4/16全面通行止全面通行止

32阿蘇満願寺黒川線満願寺黒川亀裂・段差4/16全面通行止全面通行止

33阿蘇南小国波野線満願寺崩土4/16全面通行止全面通行止

71八代国道４４５号八代市泉町樅木崖崩れ4/1422:28片側通行止解除4/157:40

2八代52小川泉線八代市泉町仁田尾八代市泉町仁田尾法面崩壊4/157:000.01km全面通行止解除4/1816:00当分の間
4/15 10時30分
片側

3八代338八代不知火線八代市鏡町北新地（横江大橋）ヒビ4/162:400.20km全面通行止全面通行止当分の間

4八代52小川泉線八代市泉町柿迫八代市泉町柿迫落石4/162:400.01km全面通行止解除4/1719:00当分の間
4/16 9時15分
片側

5八代国道４４３号八代市泉町下岳八代市泉町下岳落石4/162:400.10km片側通行止解除4/1610:15

6八代25宮原五木線八代市東陽町河俣八代市東陽町河俣落石4/163:000.10km片側通行止解除4/1610:15

7八代25八代鏡線八代市鏡町内田八代市鏡町内田ﾌﾞﾛｯｸ塀4/164:300.01km片側通行止解除4/169:15

8八代25宮原五木線八代市東陽町大通峠八代市東陽町大通峠災害4/168:000.01km全面通行止片側通行止4/1713:00

9八代247久連子落合線八代市泉町落合八代市泉町落合落石4/168:000.01km片側通行止解除4/1611:20

10八代247久連子落合線八代市泉町久連子八代市泉町久連子路肩崩壊4/169:000.006km全面通行止全面通行止当分の間

11八代42八代鏡線八代市千反町八代市千反町路肩崩壊4/1717:200.3km
歩行者

二輪車通行止め
歩行者

二輪車通行止め
当分の間

歩道橋沓座
破損

81芦北

91球磨25宮原五木線五木村大通峠小鶴峠落石4/163:30全面通行止解除4/167:45

参考九州縦貫自動車道植木ＩＣ八代ＩＣ道路陥没4/1421:28全面通行止全面通行止

参考南九州自動車道八代ＪＣＴ八代南ＩＣ4/1421:28全面通行止解除4/1514:00

参考南九州西回り自動車道八代南ＩＣ日奈久ＩＣ4/1421:28全面通行止解除4/1514:00

参考直轄管理国道５７号立野陥没4/162:02全面通行止全面通行止

参考直轄管理国道３号熊本市清水松崎跨線橋4/16全面通行止解除4/1621:00

参考直轄管理国道５７号宇土市松原宇土跨線橋段差4/16全面通行止解除

参考

天草国道２６６号天草５号橋天草５号橋強風4/1623:40歩行者、二輪車通行止解除4/172:00

　強風のため歩行者、二輪車通行止

平成28年4月14日発生地震道路交通規制状況4月18日　23時00分現在
規制開始日時迂回路 規制内容被害状況 規制変更日時

備           考
規制原因

番 号振興 局等
路　　線　（フリガナ）箇　　　所　（フリガナ）

局番

CSV

JSON

Shape

CSV

JSON

Shape

所管の異なる同種情報を1つに統合

利活用側に合わせて形式変換

A

B

C

A

B

C
CSV形式

JSON形式

Shape形式

CSV形式

JSON形式

Shape形式

DA

B

C

システム間での接続・変換・統合の処理を仲介し、情報共有負荷を低減

… …

情
報
発
信

情
報
利
活
用

A
B

C
D

D



・ 広域災害になれば、複数の自治体で大量のデータが発生する。

・データを統合して俯瞰的な状況を見るために時間を要してしまう。

・結果的に災害対応に遅れが生じてしまう。

電子データ（エクセル、PDF） 印刷物

「現場にはまだ共有すべきデータがある。」

災害対応者のデータ・情報は、フォーマットや形式がバラバラ

扱いやすい「きれいな」データであるとは限らない
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災害時情報集約支援チーム「ISUT」

12

国、地方公共団体、指定公共機関等の関係機関に対して、災害時の状況認識の統一に貢献するために、SIP4D等を活用しながら、防災科学技
術に基づく情報プロダクツの提供および情報収集・共有等の情報支援を実施するチームとして、内閣府防災と共に災害時情報集約支援チーム
「ISUT」を創設。

防災基本計画への位置づけ（2019年度改定時に追記）

第２編 各災害に共通する対策編 - 第２章 災害応急対策 - 第２節 発災直後の情報の収
集・連絡及び活動体制の確立 - 6 国における活動体制（3）職員の派遣

〇 （中略）国〔内閣府〕は，国〔内閣府〕及び国立研究開発法人防災科学
技術研究所等で構成されるＩＳＵＴ（災害時情報集約支援チーム：
Information Support Team）を派遣し，ＳＩＰ４Ｄを活用して，
災害情報を集約・整理し地図で提供することにより，地方公共団体等の
災害対応を支援するものとする。

内閣府防災 作成資料



ISUT（災害時情報集約支援チーム：内閣府と防災科研の協働）
アイサット

13

https://www.youtube.com/watch?v=tbnneC4ciVU


民間のデータ＋行政のデータ→支援機関の意思決定

災害情報集約支援チーム「ISUT(アイサット)」は、国と地方・民間の「災害情報
ハブ」推進チームによる試行的取り組みです。災害対応現場で官民の情報を収集し、
地図に整理することにより意思決定を支援する活動を行っています。

■共通状況図（6/21 12:00現在）

地図URL: https://arcg.is/1mqXiK
ID: isut002
Pass: Isut002@bosai (最初の文字は大文字)

災害情報集約支援チーム2018年6月18日大阪府北部の地震

防災科研

14



現地における情報集約：令和元年房総半島台風での倒木撤去

ISUT

総務省

KDDI NTTドコモ ソフトバンク

東京電力 防衛省

NTT東日本
共通フォームで
各社とりまとめ

集約・可視化

千葉県

各組織での対応ISUTが電力・通信会社、県、自衛隊等からの情報を集約し、
作成・更新した共通状況図を関係組織が活用

15



SIP4DとISUTの社会実装に向けた動き

総合防災情報センター設置

16
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2020 防災行政への貢献
⚫災害時情報集約支援チーム（ISUT）

としての支援活動が定着

⚫発災直後より内閣府と連携、熊本・

鹿児島両県庁へ職員を派遣

⚫SIP4Dを活用したISUT情報共有サイ

ト （ ISUT-SITE ） ・ 防 災 ク ロ ス

ビュー（旧NIED-CRS）により災害

情報をWeb発信

⚫現地災対本部や関係省庁連絡会議に

おける共通状況図としての活用

⚫災害対応機関による利活用が進む

⚫孤立集落解消に向け各機関の情報を

統合した共通状況図を提供し対策に

活用

2021 防災基本計画記載

7月豪雨

福島県沖地震

⚫防災基本計画に情報共有の仕組み

としてSIP4Dが記載

⚫熱海市土砂災害では静岡県・熱海

市にISUTとして現地派遣

⚫災害発生前後の動態情報の切り出
し表示を本災害で初めて実施

⚫SIP4Dの情報から作成した状況図

が大臣視察・副知事会見等の資料
として利用された

⚫8月の大雨災害では佐賀県にISUT

として派遣

⚫3月の福島県沖地震では宮城県・福

島県へISUTとして派遣

熱海市土砂災害
撮影：内閣府

撮影：内閣府

8月豪雨

福島県沖地震

19



防災情報の流通に向けたガバナンスの構築に向けて
⚫ツールとチームに加えて、

「ルール」を作ることで、防災
情報が流通しやすくする検討が
進行中
→「防災情報ビッグデータ」へ

20

日本学術会議 防災減災学術連携委員会 第4回「防災に関する日本
学術会議・学協会・府省庁の連絡会」ー自然災害を取り巻く環境の変
化と防災政策ー デジタル技術を活用した防災対策について：内閣府
政策統括官（防災担当） https://janet-
dr.com/060_event/20220802.html (2022/8/2)

https://janet-dr.com/060_event/20220802.html


2. SIP4Dをコアとした研究開発の展開

（１）災害動態解析技術の開発

内閣府「戦略的イノベーション創造プログラム」の一環で、関係機関と共に研究開発中 (2018～2022年度)



情報処理に基づき、社会をけん引する「CPS4D」の確立
災害の変動を捉えるためには、従来の自然現象観測・予測やハザード評価だけでは不足

→社会の動態を観測し、自然×社会＝「災害動態」として捉えるシステムへ
災害動態の解析から、問題点の検出・解消や、先手を打つための意思決定を支援

→防災版サイバーフィジカルシステム「CPS4D」の確立へ

SIP4D
情報共有技術 動態解析・連動技術

内閣府HPより引用・抜粋・編集 http://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/index.html

CPS4D
※CPS4D: Cyber-
Physical System for 
Disaster Resilience

22



災害動態解析技術が目指すもの

23

･･･

実効雨量

洪水浸水想定区域

建物データ

6時間先の降雨予報

･･･

人流データ

SIP4Dによる情報共有
状況認識統一から意思決定支援へ
①情報を意思決定に近づける
②意思決定者の判断単位（粒度）にする
③現場で発生する課題に即応する

状況認識統一
多数の機関・組織間で

情報共有により状況認識を統一

意思決定者の決心に役立つ情報コンテンツの要件
① 自然×社会の総合知で災害動態情報を生成
② 意思決定者の判断単位（粒度）で集計
③ 現場の要望に即応した変更・拡張
この3つの要件を満たし、自動で出力し続ける
システムが必要

東日本台風よる住家被害の
市町村別集計

現在はハンドメイドで
意思決定者向けのコン
テンツを作成するしか
ない



災害動態意思決定支援システム SIP4D-DDS4D

b. 後方支援すべき自治体候補の先読み

c. 状況の変化に応じた支援を迅速に実施

災害動態意思決定支援システム：DDS4D

技術開発の要件

①自然×社会の統合で
災害動態情報を生成

②判断単位(粒度･解像度)
で集約

③現場の要望に即応した
変更・拡張

･･･

実効雨量

洪水浸水想定区域

建物データ

6時間先の降雨予報

･･･

人流データ

推定 予測状況

a. 全国均一に網羅的・定量的に異状を監視

災害動態時空間データベース
DDS-DB

災害動態シンセサイザ
DDS-SY

災害動態ビジュアライザ
DDS-ＶＩ

社会動態自然動態

災害動態解析

推定 予測現況

意思決定コンテンツ
可視化

判断単位 異状検知

災害動態解析技術による
意思決定支援情報プロダクツのアジャイル開発基盤
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台風14号における支援対象自治体の推定

災害救助法適用相当（推定・予測）

災害対応のための支援職員
（ISUTなど）派遣先を
被害の大きさと職員の負荷の
大きさから定量的に判断する
ための指標を提供

台風接近時から温帯低気圧に変わるまでの期間,30分毎に全市町村について推計・予測を実行

自治体職員職員負荷係数

国・都道府県の支援が必要になるレベ
ルの住家被害が発生する可能性を6
時間先の降雨予報に基づいて予測

浸水被害が発生した場合の被災者数
を推定し当該自治体職員一人当たり
の負荷を推計

b. 後方支援すべき自治体候補の先読み

台風上陸8時間前に災害救助法適用相当の被害を予測

職員の負荷が大きくなる恐れがある自治体を検知

自然✕社会動態解析
浸水想定区域内曝露建数

流域雨量指数曝露人口
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2. SIP4Dをコアとした研究開発の展開

（２）衛星データによる被災状況早期把握技術の開発

27

内閣府「戦略的イノベーション創造プログラム」の一環で、関係機関と共に研究開発中 (2018～2022年度)



災害対応において直面する課題

⚫全容把握の困難性 ⇔ 迅速・的確な対応の必要性
⚫「全容把握ができるまで対応しない」というわけにはいかない
⚫「闇雲に対応する」というわけにもいかない

⚫いち早く被害状況の全容を定量的に把握したい
？

第1報
（9/9）

第10報
（9/12）

第36報
（9/26）

例：令和元年房総半島（台風15号）による住家被害報告の推移（千葉県）
9/9早朝 上陸
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内閣府 南海トラフ地震想定震度分布（陸側ケース）
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早期・広域被害把握に衛星リモートセンシングが活用できないか？

30

🄫 Copernicus Sentinel Data 2019

🄫 2020 Planet

Sentinel-1 Planet Dove

ALOS-2

©JAXA



どの程度の早期被害把握を目指すか

２
時
間

災害対策本部会議の実施

政府のニーズ：
このタイミングで
被災状況がわかる
情報が欲しい

内閣府防災資料

31



SIP-NR2

32

目指していること

災害対応オペレーション

発災
24時間

航空写真
ドローン

現地情報

防災対策 規模の把握

時間 2時間

詳細把握

⚫ ミッション：衛星データの効用と限界を見据えた上で発災後2時間程度で災害対応の指針となる実被害把握に関する広域情報を提供すること
⚫ 実務上：発災後、最短かつ最適観測シナリオで機動的な緊急観測を行い、最速発災後2時間から概ね12時間以内でプロダクトを提供すること
⚫ 社会実装：利用可能な衛星を最大限活用する実務基盤を構築すること

被害想定 警戒情報 被害推定

浸水想定

地震被害想定

12時間

広域把握

衛星

機動型観測

洪水

地震

◼ 政府対策本部（内閣府）
被災人口・建物(レーダ画像・光学画像+人口
+建物)：重点支援すべき自治体の検討

◼ 罹災証明（内閣府、自治体）
被害建物(レーダ画像+建物)：被害認定調
査実施に向けたリソース検討

◼ 河川管理（国交省 TEC-FORCE）
浸水域(レーダ画像+地形+道路)：排水ポン
プ車派遣場所・台数検討

◼ 砂防関係（国交省 TEC-FORCE）
河道閉塞、地すべり(レーダ画像・光学画像＋
地形+河川)：土砂法による緊急調査。

◼ 災害医療（厚労省 DMAT）
浸水域内人口(レーダ画像+人口+道路)：派
遣リソース検討

◼ 災害廃棄物（環境省、自治体）
災害廃棄物量(レーダ画像・光学画像,人口+
建物)：外部支援必要性、処理戦略の検討

等

災害対応オペレーションへのリレー

災害への警戒

を活用して流通

第２期SIP「国家レジリエンス（防災・減災）の強化」



SIP-NR2早期被害把握を目指すための考え方

33第２期SIP「国家レジリエンス（防災・減災）の強化」

発災観測
要請

衛星
観測

プロダクト
提供

一定の条件下で 最短2時間*

観測
要請

タス
キング

ﾃﾞｰﾀ
受信

再生
処理

解析
処理

補正
処理

大気補正
地形補正 等

AI等
機械学習

20GB 5GB 5MB

プロダクト
提供

レーダ衛星データ処理の流れ

電波→画像

発災
断片的な情報しかない

時間帯
観測
要請

衛星
観測

… … プロダクト
提供

断片的な情報に基づき

●従来の衛星観測

●SIP後の衛星観測（目標）

⚫予測情報を最大限活用した上
で、災害前*から戦略的に観測
要請を行い、初動対応に衛星
データを活用する

Web-GIS

*地震の場合は発災直後の要請

レーダ衛星：雲を透過し天候に寄らず観測が可能

Trigger → Select

衛星観測

Process → Deliver → Share

予測
情報

t

t
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SIP-NR2

国内外小型レーダ衛星コンステレーション

*イメージ

Synspective(日), QPS(日), Capella(米), ICEYE(Fin) 等
→ 2020年代後半には100機近くに到達する可能性

Synspective、QPS等
「大規模災害があった際に、夜でも、雨や雪が降っていても、宇宙から被災状況を迅速に把握できるよう、
多数の小型衛星が互いに連携する『コンステレーション』を2025年までに構築する。」

第25回 宇宙開発戦略本部, 令和3年12月28日開催, 岸田総理発言

Sentinel-1ABC、NISAR、CSK、RADARSAT 等

国内基幹レーダ衛星

ALOS-4 （観測幅200km）

→ 来年以降打ち上げ予定

*政府の依頼を優先。観測数時間前まで依頼可能

ALOS-2（観測幅50km）

→ 稼働中

前提とすべき国内外レーダ衛星の現状と将来見通し ～迅速な機動型観測の観点から～
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⚫ 国内外において民間事業者による小型レーダ衛星コンステレーションの整備が進んでいるなど、活用できる衛星数が増加。
⚫ 南海トラフ地震や首都直下地震等の国難災害への備えとして、大規模災害時に総力を結集して、様々な衛星を発災時に迅速か

つ的確に活用できるためのシステムを構築することが重要。

0時 6時 12時 18時 24時

その他衛星

レーダ衛星の機数は着実に増加
特に小型レーダ衛星の増加が顕著

→ 2～3時間に1度の確実な観測が実現できる可能性

【現在~近未来】

ALOS-1 国内基幹レーダ衛星

ALOS-1 → 2011.4.22 運用停止

ALOS-1

【東日本大震災時(2011)】

ALOS-1

観測タイミング

ALOS-4 ALOS-4
ALOS-2ALOS-2

ALOS-4
ALOS-2
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衛星
軌道

観測する
範囲

50～60km幅

1回の観測機会に衛星が観測できる範囲（ALOS-2の例）

1度に観測できる範囲は限られる

36

ただし、
ALOS-4は
観測幅が4倍
となる
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SIP-NR2国難災害を見据えた広域・最短衛星観測トリガリングを目指して

現在「衛星Aがこの時間に観測できるのでどこを観測するか考える」➡将来「X時に場所Pで災害が発生する可能性が高く、衛星Aの観測を依頼する」
⇒ 従来の災害時の衛星活用の発想の転換を行う4つのステップを提案。これらを自動化する技術を開発することが重要である。

Trigger Process Deliver ＆ Share

t

t

Select

観測すべきエリアおよび時刻の発災
前(風水害)または早期(地震・津波)特定

最適な衛星を選択し、発災予測エ
リアに対して緊急観測を要請

災害対応オペレーションに資する
広域被害把握のための情報プロ
ダクツ生成技術

情報プロダクツによる実被害把
握と災害対応オペレーションへの
活用

国内外の観測リソース一元把握に
基づく最適衛星観測の自動推奨
→ 推奨観測領域計算技術

予測シミュレーション等を活用した
発災時刻及びエリアの自動生成
→トリガリング情報生成技術

災害対応へ活用する

観
測
要
請→

 

衛
星
観
測

いつ・どこが危険か いつ・どこを観測するべきか どこがどうなっているのか

・内閣府防災
・国土交通省 等

・都道府県
・市区町村 等

緊急観測

浸水推定域抽出

推定浸水建物数集計結果(市町村別)

防災クロスビュー
ISUT-SITE

集計表

トリガリング情報 衛星観測可能エリア

第２期SIP「国家レジリエンス（防災・減災）の強化」 37



SIP-NR2衛星データ即時一元化・共有システム「衛星ワンストップシステム」の開発

38

衛星ワンストップシステム

政府対策本部
府省庁

現地災対本部

ISUT
都道府県
市町村

１つの端末で完結 → 災害時衛星活用のDX

⚫ 発災時に観測すべきエリアが自動的に示され、最適な衛星観測が自動で推奨され、観測の要請を行うことができ、衛星データを活用した情報プロ
ダクツを参照でき、発災直後の災害対応へ活用可能な統合システムを開発

① 気象情報や予測シミュレーション等から災害が「いつ」
「どこ」で発生するかを予測・推定

② 「いつ」「どこ」をどの衛星が観測するべきか推奨し、速
やかに衛星観測を依頼

③ 各衛星からデータを受領し、解析処理を速やかに実行

④ 情報プロダクツとして災害対応者に速やかに提供

② 国際枠組み・協定

③ 民間商用衛星

① 基幹衛星 ALOS-2

政府からの観測
要求を受けて国
内外の宇宙機
関へ観測要求

*ALOS-3,4打上予定

④ 定常観測衛星

●国際災害チャータ

●センチネルアジア

●2国間（バイ）協定

JA
X

A

防
災
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス

災害
対応者

第２期SIP「国家レジリエンス（防災・減災）の強化」

SIP4D-TSA（Triggering system for satellite data acquisition）



SIP-NR2トリガリング情報生成技術の開発

⚫ 観測・予測情報に基づき、災害が「いつ」「どこ」で発生するか、災害種別ごとに推定するトリガリング情報を生成する技術を開発。特許出願中。
⚫ トリガリングシステムとして構築の上で常時稼働を行い、「いつ」「どこ」でどの衛星で観測するべきかを推奨する推奨観測計算機能にデータ提供

地震・津波

火山 高潮暴風

危険度

土砂土砂洪水

セレクターマネジメントシステム

入力データ

トリガリングシステム（国内特許出願中）

気象庁XML, GRIB2, GeoTiff, 
NetCDF, CSV, GeoJSON, Shape等

時空間ジオデータベース

トリガリング
情報生成

各種データを単一の地理空間
データベースに統合

受信ファイル

推奨観測領域計算（定期実行）

地震・津波 洪水 土砂 高潮 火山暴風

緊急観測の判断および依頼

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
シ
ス
テ
ム

観測・予測情報（リアルタイム）

トリガリング情報

トリガリング情報
地震・津波 洪水 土砂 高潮 火山暴風

アルゴリズム
（生成ルール）

トリガリング
情報試験生成

評価対象
アルゴリズム

試験機能

アルゴリズム
（生成ルール）
アルゴリズム
（危険度ランク
生成ルール）

評価後
反映

常時稼働 任意の対象時間範囲で実行

ポリゴン メッシュ

250mメッシュ正規化
受信データ及び静的データ

リアルタイムに受信した
災害情報および予測情報

トリガリング情報
（250mメッシュタイプ）

トリガリング情報
（矩形タイプ）

危険度ランク250mメッシュ 危険度ランク

矩
形
型
ト
リ
ガ
リ
ン
グ
情
報

生
成
処
理

２
５
０
ｍ
メ
ッ
シ
ュ

ト
リ
ガ
リ
ン
グ
情
報
生
成
処
理

リ
ア
ル
タ
イ
ム
受
信
デ
ー
タ

２
５
０
ｍ
メ
ッ
シ
ュ
化
処
理

ト
リ
ガ
リ
ン
グ
情
報
（
矩
形
タ
イ
プ
）

生
成
例

データセット数

35

XML
対応フォーマット数 7

アルゴリズム
（危険度ランク

生成ルール）

処
理
フ
ロ
ー

● システム内のデータのフロー

第２期SIP「国家レジリエンス（防災・減災）の強化」 39

テーマⅥ洪水予測

データ受信量：
約200GB/日

(約6TB/月)

データ送信量：
約25GB/日(約750GB/月)
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観測不可

推奨観測領域計算技術の開発：小型衛星増加による効果

発災が予測されるエリアをカバーしきれない
観測時刻の大幅な遅延あるいは観測不可領域の発生

9/10午後2時のトリガリング情報に基づく計算結果（9/10 午後7:00 ~ 9/11 午前1:00 の6時間分 高危険度面積 4,869km2）

発災が予測されるエリアの観測面積が増加
より災害危険度が高まる時刻に近い時刻で観測

発災予測時刻
09-10 18:00

ALOS2 観測時刻
09-10 23:41

大型衛星のみの推奨観測案 大型衛星＋小型衛星の推奨観測案

発災予測時刻
09-10 18:00

⚫ 国内外の観測リソース一元把握に基づく最適衛星観測の自動推奨 → 推奨観測領域計算技術（特許出願中）
⚫ 小型衛星数増加による効果（網羅性、発災直後の観測）について、平成27年9月関東・東北豪雨をケースにシミュレーションを実施して評価

発災予測時刻
09-10 18:00

Strix-Alpha観測時刻
09-10 22:02

ALOS2 観測時刻
09-10 23:41

発災予測時刻
09-10 18:00

Capella3 観測時刻
09-10 20:304時間後に観測

観測遅れを1.6時間短縮
観測可能面積 増加

40第２期SIP「国家レジリエンス（防災・減災）の強化」

高危険度エリア カバー率

50.6%（2462km2）

高危険度エリア カバー率

82.2%（4003km2）

打ち上っている小型衛星8機ALOS-2 ALOS-2

5.6時間後観測



SIP-NR2衛星ワンストップシステムを活用した実災害対応：台風第14、台風第15号

41第２期SIP「国家レジリエンス（防災・減災）の強化」

⚫台風第14号（九州地方、中国地方）
◼ 浸水範囲、土砂災害発生箇所の推定結果を速やかに国交省や内閣府防災へ提供
◼ 国交省河川計画課 → 地方整備局へ共有 ■ 内閣府防災 → ISUT-SITE掲載

ALOS-2浸水域抽出
(9/18夜観測)

ALOS-2土砂災害抽出
(9/19昼観測)

国際航業 パスコ 国際航業

パスコ

SPOT土砂災害抽出
(9/20午前観測)

ALOS-2浸水域抽出
(9/19昼観測)

民間小型レーダ衛星
浸水域抽出

浸水推定域内建物・人口等推計結果（市町村単位）

浸水建物数

浸水建物割合 被災人口 浸水農地面積

集計表

⚫台風第15号（静岡県） 浸水推定域内建物・人口等推計結果（市町村単位）

民間小型レーダ衛星 浸水域抽出ALOS-2土砂災害抽出 (9/25夜観測)

パスコ 防災科研

防災科研

⚫ 衛星ワンストップシステムを活用し、国土交通省河川計画課および砂防計画課、内閣府防災担当と連携した実災害対応を4回実施
⚫ 国内外の衛星連携実績 レーダ:ALOS-2, Strix, ICEYE, Capella, Sentinel-1 光学:SPOT, GRUS, Planet Dove, Sentinel-2

国として浸水域に対するニーズがなかった一方で、静岡県庁では浸水域のニーズがあったことを確認©Airbus DS, Spot-Image 2022

©JAXA

©JAXA
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⚫ 前線による大雨となり、山形県→新潟県→石川県の順に、時間差で災害が発生。
⚫ 衛星ワンストップシステムを活用することで、状況変化に臨機応変に対応しながら、衛星活用・連携が実施できることを実証した。

衛星ワンストップシステムを活用した実災害対応：8月3日からの大雨

42第２期SIP「国家レジリエンス（防災・減災）の強化」

石川県付近
→小型レーダ衛星Capella

8月4日夜緊急依頼観測

新潟県村上市付近
光学SPOT(8/5)
小型光学GRUS(8/6) 観測依頼

→光学衛星による土砂災害把握

8月3日19時15分 山形県 大雨特別警報
→定常観測レーダ衛星Sentinel-1が

8月4日早朝観測予定であることを把握

8月4日1時56分
→新潟県に大雨特別警報が拡大

8月4日4時10分 最上川 氾濫発生情報

ALOS-2
による解析

Sentinel-1
による解析

新潟県村上市付近はレーダ衛星
ALOS-2の国交省による緊急観
測要請（8月4日昼観測）

• 村上市の浸水はALOS-2によ
る解析

• 最上川の氾濫はSentinel-1
による解析

→解析エリアを2つの衛星で分担

8月4日午後 梯川 氾濫発生情報
→レーダ衛星ALOS-2

8月4日夜は観測エリア外

ALOS-2
観測可能
エリア

ALOS-2
観測可能
エリア

エリア外

小型衛星
観測可能エリア

土砂災害キキクル

トリガリング情報

青枠：Sentinel-1観測予定エリア



SIP-NR2【将来像】衛星データ利活用パイプライン構築の必要性

⚫ 今後、国内外の多種多様な衛星および衛星コンステレーションにより個別サービスが乱立する可能性が高い
⚫ 災害時（特に国難災害）では、迅速性へのニーズや、広域対応の必要性を考慮した場合、災害対応のニーズに応えることは困難な可能性
⚫ ユーザの目的に応じて必要な衛星を選択することができ、必要なプロダクツ・サービスを選択して利用することが可能な「パイプライン」を構築し、災

害時には総力を結集して対応可能な体制を官民で構築するべき

衛星運用会社、IT企業 → システム運用、衛星データ基本処理

航空測量会社、建設コンサルタント会社 等
→ 専門性を活かした付加価値がある情報プロダクツの提供

大学、研究機関、気象会社 等 → 衛星観測エリアの検討に資する予測等災害情報の提供

国内基幹大型衛星
(JAXA)

観測リソース集約に必要な情報

①観測カレンダー(観測可能な日時、場所)

②緊急観測要請プロコトル
③衛星プロダクト仕様

海外商用衛星
(国内代理店経由)

観測リソース集約

国内商用小型衛星
（Synspective, 

QPS, Axelspace)

衛星データ
基本処理

衛星データ
付加価値

処理

基幹大型衛星や小型衛星コンステレーションの総力を結集

衛星データ利活用 パイプライン

府省庁

自治体

民間企業

…
…

…

情報プロダクツ
提供

国際枠組み
(国際災害チャータ、センチネルア

ジア等）

様々な組織が各自の強みを生かしてパイプラインに参加

ユーザへの提供

衛星データ
集約化

平時、災害時
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平時／災害時における協調領域／競争領域の設定

第２期SIP「国家レジリエンス（防災・減災）の強化」

協 調 領 域 競 争 領 域



SIP-NR2今後の展望、研究課題

44第２期SIP「国家レジリエンス（防災・減災）の強化」

⚫ 今後の展望

◼ 各種災害対応における基本情報の
1つとして、的確に被災地を観測し、
被害状況を早期・広域に把握可能
な推定情報を生成し、提供する体
制を構築し、防災デジタルプラット
フォームにおける必要不可欠な基本
情報として位置づけていきたい。

⚫ 今後の研究課題

◼ 成長著しい小型レーダ衛星コンステ
レーションとの高度連携技術開発

◼ 衛星を含む各種防災IoTによるセン
シングデータを統合的に利活用した
（マルチモードセンシング）、観測
データの収集・集約技術、多種多
様なデータ統合に基づくリアルタイム
リスク情報の生成技術開発

など

内閣府(防災担当) 「防災・減災、国土強靱化新時代の実現のための提言」, 2021.5（一部加筆）

リアルタイム
被害状況把握



今日の講演内容（再掲）

1. 防災情報流通・生成・利活用に向けたツール＆チームの開発と社会実装

2. SIP4Dをコアとした研究開発の展開

⚫災害動態解析技術の開発

⚫衛星データによる被災状況早期把握技術の開発

おわりに
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データベース
a

データベース
b

おわりに：SIP4Dを中核として防災研究と防災実務との橋渡しを目指す

データベース
c

SIP4Dによる
組織間の情報共有から…

Aシステム
衛星

ワンストップ
システム

Cシステム

防災研究者（学術・民間等）
防災実務者（政府・自治体等）

SIP4Dの情報を単に表示するのではなく、情報を時空間統合し、動態解析
することにより、状況を先読みし、災害対策を行う実務者の意思決定支援

災害動態時空間
データベース

DDS-DB

自然動態✕社会動態

･
･
･

災害動態シンセサイザ
DDS-SY

基本演算機能群

解析シナリオ
解析シナリオ

DDS-SY

ラスター演算機能

ベクター演算機能

時系列演算機能

解析データ

浸水想定区域内
曝露建物数推定値

土砂災害警戒区域内
曝露人口推定値

浸水想定区域内
曝露人口予測値

浸水想定区域内
曝露人口推定値

浸水想定区域内
曝露人口変化率

土砂災害警戒区域内
曝露建物数推定値

…

解析シナリオ

解析パラメータ

都道府県
市区町村別

職員負荷係数
推計

浸水想定区域内
曝露人口推計

… …

意思決定支援
情報プロダクツ

災害救助法適用推定

災害救助法適用予測

職員負荷推定

職員負荷予測

激甚災害指定推定

…

空間論理演算機能

動態データ

静態データ

解析シナリオ
解析シナリオ

解析テンプレート

社会観測
データ

国勢調査人口

自然✕社会
曝露人口

条件

抽出する

自然観測
データ

実効雨量

抽出しない

浸水想定
区域内
人口

半減期1.5時間実効雨量

半減期72時間実効雨量

流域雨量指数
現況値・予報値

都道府県被害報

解析雨量
現況値・予報値

…

250ｍメッシュ
建物数

250ｍメッシュ
人口

浸水想定区域
ポリゴン

都道府県・市区町村
ポリゴン…

DDS-DBのあらゆる
データを解析するシ
ナリオを自在に作成

災害動態ビジュアライザ
DDS-VI

DDS-SYの解析結果
をリアルタイムで可
視化し意思決定支援

SIP4Dを介して流通
するデータをリアル
タイムで変換・蓄積

･
･
･

解析
シナリオ

A

解析
シナリオ

B

解析
シナリオ

C

防災実務の現場からの要望に即応するとともに、防災研究者が生み出す研究開発をシステムやアルゴリズムと
して取り入れ、流し込むことで、防災研究→防災実務の流れを実現（防災DX）

データベース
x

Xシステム

新たな情報システム・
DB・
解析シナリオ

解析
シナリオ

X

新たな研究成果データ

防災研究 防災実務

新規コンテンツ
テンプレート
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