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Abstract

In the event of a major disaster that is expected to require government support, NIED (National Research Institute 
for Earth Science and Disaster Resilience) will join the disaster-affected local government as an ISUT (Information 
Support Team), organize various information, and share COP (Common Operational Picture) for disaster responses. 
This paper shows the COP and EEI (essential elements of information) compiled on the information site “ISUT-
SITE” provided by ISUT, for the response for Typhoon Faxai and Hagibis (Typhoon No. 15 and 19) in 2019. 

Key words: Information Support Team (ISUT), Typhoon Faxai, Typhoon Hagibis, Common Operational Picture 
(COP), Essential Elements of Information (EEI)

1. はじめに

近年，災害発生時における被災自治体への支援活

動の枠組みが整備され，ある程度の被害が予想され

る場合には，被災自治体からの支援要請を待たずに，

各省庁や自治体が被災自治体に赴き，災害対応を支

援することが一般的になっている．

こうした各機関の支援活動を情報面からサポー

トするチームとして，ISUT （Information Support 
Team：災害時情報集約支援チーム）1）が組織されて

いる．ISUT は内閣府および国立研究開発法人防災

科学技術研究所（以下，防災科研）の職員等から構成

され，被災自治体（主に都道府県）庁舎に支援要員を

派遣した上で，様々な災害情報を ISUT-SITE と呼ば

れる GIS 上に整理し，災害対応にあたる防災関係機
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関に共有する．2018 年度を準備期間として試験運

用され，2019 年度から本格運用されている．これ

まで ISUT が活動した災害を表 1 に示す．

本稿は，令和元年 10 月に発生した令和元年台風

第 19 号（令和元年東日本台風）で被災した 6 県（宮城

県，福島県，栃木県，埼玉県，千葉県，長野県）に

関する情報を中心に，ISUT が提供した ISUT-SITE
の内容について整理し，今後の災害対応における情

報共有の検討等に資する資料とすることを目的とし

ている．

なお，前月の令和元年 9 月に発生し，千葉県を中

心に被害をもたらした令和元年台風第 15 号（令和

元年房総半島台風）への対応時期と重なったため，

ISUT-SITE は 2 つの台風に関する情報を合わせて掲

載した．このため，本稿においても，令和元年台風

第 15 号に関する情報も合わせて掲載する．

変え伊豆諸島北部を北北東に進んだ．9 日 3 時前に

非常に強い勢力で三浦半島付近を通過，9 日 5 時前

に強い勢力で千葉市付近に上陸後，関東地方を北東

に進んだ．

最大風速は，東京都神津島で 43.4 メートル（東南

東，8 日 21 時 13 分），千葉県千葉 35.9 メートル（南東，

9 日 04 時 28 分）などの猛烈な風を観測した．最大

瞬間風速は，神津島で 58.1 メートル（東南東，8 日

21 時 03 分），千葉県千葉で 57.5 メートル（南東，9
日 04 時 28 分）などを観測した．最大風速，最大瞬

間風速ともに統計開始以来の極値を複数の地点で更

新した．これにより，千葉県をはじめ強風による被

害が多く発生した．発生から約 4カ月後の 2020年（令

和 2 年）2 月 19 日，台風の名称としては 1977 年（昭

和 52 年）の「沖永良部台風」以来 42 年ぶりに「令和元

年房総半島台風」と気象庁により命名された．

この災害に対して，内閣府は 10 日に千葉県への

ISUT 派遣を決定し，10 月 3 日までの約 1 カ月間，

情報支援活動を実施した．翌 4 日からは，千葉県庁

での常駐を解き ISUT-SITE の更新により情報共有を

図る遠隔支援に切り替えている．

2.2   令和元年台風第 19 号（令和元年東日本台風）に

対する ISUT の活動概要

気象庁 3）によると，令和元年台風第 19 号は，

2019 年（令和元年）10 月 6 日 3 時に南鳥島近海で発

生し，12 日 19 時前に伊豆半島付近より日本に上陸

した．関東地方や甲信地方，東北地方などで記録的

な大雨となり，甚大な被害をもたらした．2019 年

11 月 1 日現在，14 都県の 390 市区町村に災害救助

法が適用 4）されており，東日本大震災（東北地方太

平洋沖地震）を超えて過去最大の適用となった．発

生から約 4 カ月後の 2020 年（令和 2 年）2 月 19 日，

「令和元年房総半島台風」とともに「令和元年東日本

台風」と気象庁により命名された．

この災害に対して，内閣府は 13 日に長野県等へ

の ISUT 派遣を決定し，最終的には，宮城県，福島県，

栃木県，埼玉県，千葉県，長野県の 6 県に ISUT を

派遣し，情報支援活動を実施した．以降，被害が大

きかった福島県および長野県では，約 1 カ月の 11
月 15 日まで県庁での常駐を続け，翌 16 日からは，

被災県庁での常駐を解き ISUT-SITE の更新により情

報共有を図る遠隔支援に切り替えている．

年度 災害名称
主な

活動場所

主な

活動期間

2018 大阪北部地震 大阪府庁 2018.6.18
～ 2018.6.21

平成 30 年 7 月豪雨

（西日本豪雨）

広島県庁 2018.7.7
～ 2018.8.6

北海道

胆振東部地震

北海道庁 2018.9.6
～ 2018.9.28

2019 令和元年

台風第 15 号

（房総半島台風）

千葉県庁 2019.9.10
～ 2019.10.3

令和元年

台風第 19 号

（東日本台風）

宮城県庁

福島県庁

栃木県庁

埼玉県庁

千葉県庁

長野県庁

2019.10.13
～ 2019.11.15

2020 令和 2 年 7 月豪雨 熊本県庁

鹿児島県庁

2020.7.4
～ 2020.8.6

※ 2018 年度は準備期間として活動

表 1 ISUT が活動した災害一覧

Table 1 List of disasters in which ISUT worked.

2. ISUT の活動概要

2.1   令和元年台風第 15 号（令和元年房総半島台風）

に対する ISUT の活動概要

東京管区気象台 2）によると，令和元年台風第 15
号は，2019 年 9 月 5 日 15 時に南鳥島近海で発生し， 
小笠原近海を北西に進み，8 日には向きを北よりに
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3. ISUT-SITE で防災関係機関に提供した情報

3.1   ISUT-SITE の情報について

ISUT-SITE は，防災関係機関が迅速かつ効果的な

災害対応を実施するために，関係機関が保有する情

報を円滑に共有するための情報サイトである．その

コンテンツの中には，個人情報等の取り扱いに注意

が必要な情報も含まれている．また，災害発生直後

の混乱の中で収集される情報の中には不正確な情報

も含まれている可能性がある．こうしたことから，

ISUT-SITE の閲覧は原則として，災害対策基本法の

定める指定行政機関，指定地方行政機関，指定公共

機関および指定地方公共機関のみに限定されてい

る．このため，公開刊行物である本稿への適さない

情報も数多く含まれているが，

• GIS データそのものの閲覧ではなく，スクリー

ンショット等，限定された情報であること．

• 災害対応を終え，情報の精度が社会に与える影

響が小さくなっていること．

• ISUT の活動内容の広報として，具体的な情報の

提示が有効であると判断されること．

などを鑑み，関係機関の承諾のもと，本稿に掲載

している．こうした点を考慮してもなお，公開に適

さないものについては一部非公開とした．

3.2   ISUT-SITE 掲載情報一覧

令和元年台風第 15 号，および台風第 19 号への対

応として構築した ISUT-SITE の基本構成および掲載

したデータ（レイヤー）を表 2 から表 7 に示す．

2019 年 9 月に発生した令和元年台風第 15 号への

対応（遠隔支援を含む）が完了する前に，台風第 19
号による被害が発生したため，2 つの台風に関する

情報をあわせて掲載したため，「令和元年（2019 年）

台風 15 号および 19 号 ISUT 情報共有サイト」という

名称で ISUT-SITE を構築した．

ISUT-SITE は， 米 国 Esri 社 の WebGIS で あ る

ArcGIS-Online により構築されている．ISUT-SITE
の基本的な画面を図 1 に示す．

表 2 から表 7 の「タイトル名称」は，図 1 中の左

側のボタン，つまり ArcGIS-Online におけるストー

リータイトルの名称であり共通状況図（Common 
Operational Picture, COP）に該当する．「データ名

称」はそれぞれの共通状況図を構成する主なレイ

ヤーの名称であり情報主要素 （Essential Elements of 
Information, EEI） に該当する．

なお，「タイトル名称」に示される各共通状況図の

掲載順位は，災害対応の経過に応じて変更しながら

運用している．表 2 から表 7 は，台風第 19 号への

対応が完了した後の掲載順位を示しているため，台

風第 15 号に関する情報が下位になっている．

また，「初回登録日」は，以下の定義に基づく．

• 新規にレイヤーを作成した場合は，レイヤーの

作成日を初回登録日とした．

• 外部機関データの引用レイヤーを作成した場合

は，レイヤーの作成日を初回登録日とした．

• 外部データを URL 設定により参照している場合

は，設定日を作成日とした．

• 自動更新，かつ，災害発生前から常時配信され

ている場合は，台風第 15 号の ISUT-SITE を作成

した 9 月 10 日とした．
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表 2 「令和元年 (2019 年）台風 15 号および 19 号 ISUT 情報共有サイト」のデータ一覧（1/6）
Table 2 Data list of ISUT-SITE for Typhoon No. 15 and No. 19 in 2019 (1/6).

Sr.
タイトル名称 スクリーン

ショットデータ名称（提供元） 初回登録日 更新

（1） 災害関連法適用状況

1-1 災害救助法適用自治体（内閣府） 2019/10/21 手動 添付図 1

1-2 被災者生活再建支援法適用自治体（内閣府） 2019/10/26 手動 添付図 2

（2） 避難所状況（宮城県・福島県・茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・長野県）

2-1 宮城県開設避難所（宮城県） 2019/10/16 手動

添付図 3

2-2 福島県開設避難所（福島県） 2019/10/14 手動

2-3 茨城県開設避難所（茨城県） 2019/10/14 手動

2-4 栃木県開設避難所（栃木県） 2019/10/15 手動

2-5 埼玉県開設避難所（埼玉県） 2019/10/17 手動

2-6 千葉県開設避難所（千葉県） 2019/9/10 手動

2-7 長野県開設避難所（長野県） 2019/10/13 手動

（3） 給水・入浴・給食支援状況（陸上自衛隊）

3-1 自衛隊支援活動（陸上自衛隊東北方面隊） 2019/10/21 手動
添付図 4

3-2 自衛隊支援活動（陸上自衛隊東部方面隊） 2019/10/20 手動

（4） 災害ボランティアセンター受付場所

4-1
被災地災害ボランティアセンター受付場所（台風 19 号災害ボラン

ティア情報［特設サイト］）
2019/11/15 手動 添付図 5

（5） 災害廃棄物仮置場 設置状況（宮城県， 福島県， 埼玉県）

5-1 宮城県災害廃棄物仮置場（宮城県） 2019/10/18 手動

添付図 65-2 福島県災害廃棄物仮置場（福島県） 2019/10/24 手動

5-3 埼玉県災害廃棄物仮置場（埼玉県） 2019/10/19 手動

（6） 災害廃棄物対応状況（福島県）

6-1 大規模臨時集積所（福島県） 2019/11/12 手動 添付図 7

（7） 災害廃棄物 対応状況（長野県）

7-1 臨時集積所（内閣府） 2019/10/20 手動
添付図 8

7-2 VC_ サテライト（長野県） 2019/11/1 手動

7-3 長野県災害廃棄物仮置場 撮影写真（環境省） 2019/10/26 － 添付図 9

7-4 災害廃棄物推定結果（名古屋大学平山修久准教授） 2019/11/1 － 添付図 10
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表 3 「令和元年（2019 年）台風 15 号および 19 号 ISUT 情報共有サイト」のデータ一覧（2/6）
Table 3 Data list of ISUT-SITE for Typhoon No. 15 and No. 19 in 2019 (2/6).

Sr.
タイトル名称 スクリーン

ショットデータ名称（提供元） 初回登録日 更新

（8） 氾濫・浸水状況

8-1 国直轄河川決壊（国交省 DiMAPS） 2019/11/3 －

添付図 11

8-2 県管理河川氾濫（国交省 DiMAPS） 2019/10/25 －

8-3 河川施設被害状況（国管理）（国交省 DiMAPS） 2019/10/15 －

8-4 河川施設被害状況（国交省 DiMAPS） 2019/10/15 －

8-5 氾濫発生情報 発表河川 [ 指定河川洪水予報 ]（気象庁） 2019/10/18 －

8-6 吉田川 推定浸水範囲（国土地理院） 2019/10/17 －

添付図 12

8-7 阿武隈川 推定浸水範囲（国土地理院） 2019/10/17 －

8-8 千曲川 推定浸水範囲（国土地理院） 2019/10/17 －

8-9 久慈川 推定浸水範囲（国土地理院） 2019/10/17 －

8-10 那珂川 推定浸水範囲（国土地理院） 2019/10/17 －

8-11 都幾川 推定浸水範囲（国土地理院） 2019/10/17 －

8-12
衛星 Sentinel-1B レーダ画像 [東北・関東 ]による浸水推定結果（10/13，
国際航業）

2019/10/17 － 添付図 13

8-13
衛星 Sntinel1-B レーダ画像カラー合成（10/12 17:44，山口大学長井正

彦教授）
2019/10/13 － 添付図 14

8-14 長野県浸水域（長野県） 2019/10/13 － 添付図 15

8-15
衛星ALOS-2のレーダ画像による浸水域推定箇所手動編集結果（10/13 
11:55，JAXA）

2019/10/13 － 添付図 16

8-16 佐久市浸水域（10/16，佐久市） 2019/10/16 － 添付図 17

8-17
衛星 Sentinel-1 レーダ画像による浸水範囲推定 [ 東松山市 ]（10/13 
05:42，国際航業）

2019/10/16 － 添付図 18

8-18 里川浸水範囲（10/13 11:00，茨城県，GIS 学会協力） 2019/10/17 －

添付図 198-19 久慈川浸水範囲（10/13 11:00，茨城県，GIS 学会協力） 2019/10/16 －

8-20 那珂川浸水範囲（10/13 11:00，茨城県，GIS 学会協力） 2019/10/15 －

8-21 氾濫域自動抽出結果 [ 水戸市 ]（10/13，パスコ） 2019/10/15 － 添付図 20

8-22
[ 茨城 ] 衛星 ALOS-2 のレーダ画像による浸水域推定箇所手動編集結

果（10/14，JAXA）
2019/10/15 － 添付図 21

8-23 福島県の洪水浸水想定区域図 – 鮫川（10/13，福島県） 2019/11/8 －
添付図 22

8-24 福島県の洪水浸水想定区域図 – 夏井川（10/13，福島県） 2019/11/8 －

8-25 氾濫域自動抽出結果 [ 石巻市 ]（Pleiades）（10/13，パスコ） 2019/10/15 － 添付図 23

8-26
衛星 Sentinel-1 レーダ画像による浸水範囲推定 [ 丸森町 ]（10/13 
05:32，国際航業）

2019/10/16 － 添付図 24

8-27
ASNARO-2 による吉田川（宮城県大郷町）推定浸水エリア（10/14 
17:16，防災科研）

2019/10/17 － 添付図 25

8-28
衛星 ALOS-2 のレーダ画像による浸水域推定箇所手動編集結果 [ 三
重 ]（10/13 00:05，JAXA）

2019/10/15 － 添付図 26

8-29 角田市被災状況（青森県対口支援チーム） 2019/11/6 自動 添付図 27
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表 4 「令和元年（2019 年）台風 15 号および 19 号 ISUT 情報共有サイト」のデータ一覧（3/6）
Table 4 Data list of ISUT-SITE for Typhoon No. 15 and No. 19 in 2019 (3/6).

Sr.
タイトル名称 スクリーン

ショットデータ名称（提供元） 初回登録日 更新

（9） 浸水エリア・建物数集計（衛星データからの推定） 【試行版】

9-1
衛星 Sentinel-1B レーダ画像 [ 東北・関東 ] による浸水推定結果（10/13 

05:41，国際航業） 
2019/10/17 － 添付図 28

9-2
レーダ衛星の推定浸水エリアに基づく浸水建物集計結果 [ 浸水建物

数 ]（防災科研）
2019/10/19 － 添付図 29

9-3
レーダ衛星の推定浸水エリアに基づく浸水建物集計結果 [ 浸水建物

数／全建物数 ]（防災科研）
2019/10/19 － 添付図 30

（10） 土砂災害発生状況

10-1 土砂災害被害（国交省 DiMAPS） 2019/10/15 手動 添付図 31

10-2
丸森地区（宮城県白石市，角田市，丸森町，福島県相馬市，伊達市） 
斜面崩壊・堆積範囲（10/24，国土地理院）

2019/10/25 － 添付図 32

10-3 丸森地区土砂移動分布図（防災科研） 2019/10/26 － 添付図 33
（11） 道路状況

11-1 高速道路被害状況（国交省 DiMAPS） 2019/10/13 手動

添付図 34

11-2 道路通行規制（国交省北海道開発局，各地方整備局） 2019/9/10 自動

11-3
道路通行規制（山梨県，静岡県，滋賀県，岡山県，広島県，山口県，

徳島県，佐賀県）
2019/9/10 自動

11-4 千葉県道路状況（千葉県） 2019/9/13 手動

11-5
JARTIC 道路情報（東京都，埼玉県，群馬県，長野県，神奈川県，山梨県，

静岡県，栃木県，茨城県，福島県，宮城県及び新潟県）
2019/10/14 自動

11-6 高速道路規制状況（NEXCO 東日本） 2019/11/15 手動

（12） 港湾状況

12-1 港湾施設等被害状況（国交省 DiMAPS） 2019/10/17 手動 添付図 35
（13）【10/25 の大雨】空中写真，斜め撮影写真，衛星画像（千葉県）

13-1 浸水推定段彩図（国土地理院） 2019/10/29 － 添付図 36
13-2 情報収集衛星等による加工処理画像（10/26，内閣情報調査室） 2019/10/28 － 添付図 37
13-3 空中写真（10/26，国土地理院） 2019/10/27 － 添付図 38
13-4 斜め撮影写真（10/26，国土地理院） 2019/10/29 － 添付図 39
13-5 斜め撮影写真 1（10/26，パスコ，国際航業） 2019/10/27 － 添付図 40
13-6 斜め撮影写真 2（10/26，パスコ，国際航業） 2019/10/27 － 添付図 41
13-6 ドローン [ 君津市小糸川 ]（10/27，DRONE BIRD） 2019/10/27 － 添付図 42
13-7 衛星レーダ画像 ALOS-2（10/25，JAXA） 2019/10/26 － 添付図 43

（14） 空中写真・ドローン

14-1 [ 長野 ] 千曲川地区 空中写真正射画像速報版（10/16，国土地理院） 2019/10/19 － 添付図 44

14-2
[ 東京都，神奈川県 ] 相模原市，町田市，世田谷区 ドローンによる正

射画像（10/14, 16, 20，CrisisMappersJAPAN / DRONEBIRD）
2019/10/18 － 添付図 45

14-3 [ 東京都，神奈川県 ] 多摩川地区空中写真正射画像（10/13，国土地理院） 2019/10/24 － 添付図 46

14-4
[ 埼玉県 ] 都幾川地区（川越市，東松山市，坂戸市，嵐山町，川島町） 
空中写真正射画像（10/13，国土地理院）

2019/10/24 － 添付図 47

14-5
[ 茨城県 ] 久慈川地区（日立市，常陸太田市，常陸大宮市，那珂市，

東海村） 空中写真正射画像（10/17，国土地理院）
2019/10/24 － 添付図 48

14-6 [ 茨城県 ] 久慈川地区（大子町） 空中写真正射画像（10/17，国土地理院） 2019/10/24 － 添付図 49

14-7
[ 福島県，宮城県 ] 丸森地区 空中写真正射画像速報版（10/20, 21，国

土地理院）
2019/10/24 － 添付図 50
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表 5 「令和元年（2019年）台風 15号および 19号 ISUT情報共有サイト」のデータ一覧（4/6）
Table 5 Data list of ISUT-SITE for Typhoon No. 15 and No. 19 in 2019 (4/6).

Sr.
タイトル名称 スクリーン

ショットデータ名称（提供元） 初回登録日 更新

（15） 斜め撮影写真・動画

15-1 [ 長野 ] 千曲川 斜め撮影写真（10/13，パスコ，国際航業） 2019/10/15 － 添付図 51

15-2 [ 関東 ] ヘリ動画（10/13-27，国交省関東地整） 2019/10/19 － 添付図 52

15-3 [ 長野 ] 千曲川 UAV 動画（10/13，国土地理院） 2019/10/15 － 添付図 53

15-4 [ 埼玉 ] 川越市，東松山市 斜め撮影写真（10/13，パスコ，国際航業） 2019/10/14 － 添付図 54

15-5 [ 栃木 ] 佐野市，栃木市，藤岡市 ヘリ動画（10/13，栃木県） 2019/10/14 － 添付図 55

15-6 [ 栃木 ] 佐野市秋山川 斜め撮影写真（10/13，パスコ，国際航業） 2019/10/14 － 添付図 56

15-7 [ 茨城 ] 那珂川 斜め撮影写真（10/16，パスコ，国際航業） 2019/10/17 － 添付図 57

15-8 [ 茨城 ] 常陸大宮市 斜め撮影写真（10/16，パスコ，国際航業） 2019/10/17 － 添付図 58

15-9
[ 福島 ] 阿武隈川地区（福島県郡山市，須賀川市，本宮市，鏡石町）斜

め撮影写真（10/13，国土地理院）
2019/10/15 － 添付図 59

15-10 [ 福島 ] 阿武隈川地区（伊達市） 斜め撮影写真（10/13，国土地理院） 2019/10/15 － 添付図 60

15-11 [ 宮城 ] 阿武隈川地区（丸森町） 斜め撮影写真（10/13，国土地理院） 2019/10/15 － 添付図 61

15-12 [ 宮城 ] 丸森町 1 斜め撮影写真（10/15，林野庁） 2019/10/17 － 添付図 62

15-13 [ 宮城 ] 丸森町 2 斜め撮影写真（10/15，林野庁） 2019/10/17 － 添付図 63

15-14 [ 宮城 ] 吉田川地区 斜め撮影写真（10/13，国土地理院） 2019/10/15 － 添付図 64

（16） 衛星画像（光学）

16-1
[ 宮城県，福島県，茨城県，栃木県，長野県，埼玉県，東京都，神奈川県，

山梨市 ] 情報収集衛星等による加工処理画像（10/16, 17, 23，内閣情

報調査室）

2019/10/18 － 添付図 65

16-2
[ 埼玉県川越市 ] 小型衛星 DOVE（10/13，Planet，酪農学園大学金子

正美教授提供）
2019/10/17 － 添付図 66

16-3 [ 埼玉県入間川流域 ] SPOT-7（10/13）（Airbus DS /Spot Image 2019） 2019/10/14 － 添付図 67

16-4 [ 栃木県佐野市，栃木市 ] SPOT-7（10/13）（Airbus DS /Spot Image 2019） 2019/10/15 － 添付図 68

16-5
[ 茨城県那珂川 ] 小型衛星 DOVE（10/13，Planet，酪農学園大学金子

正美教授提供）
2019/10/17 － 添付図 69

16-6
[ 福島県須賀川市 ] 小型衛星 DOVE（10/13，Planet，酪農学園大学金

子正美教授提供）
2019/10/17 － 添付図 70

16-7 [ 福島県田村町 ] 小型衛星 DOVE（10/13，Planet） 2019/10/14 － 添付図 71

16-8 [ 福島県須賀川市 ] 小型衛星 DOVE（10/13，Planet） 2019/10/14 － 添付図 72

16-9 [ 福島県相馬市 ] SPOT-7（10/13）（Airbus DS /Spot Image 2019） 2019/10/14 － 添付図 73

16-10 [ 宮城県丸森町，角田市 ] SPOT-7（10/13）（Airbus DS /Spot Image 2019） 2019/10/14 － 添付図 74

16-11 [ 宮城県丸森町，角田市 ] 小型衛星 DOVE（10/13，Planet） 2019/10/14 － 添付図 75

16-12
[ 宮城県丸森町 ] 小型衛星 DOVE（10/13，Planet，酪農学園大学金子

正美教授提供）
2019/10/17 － 添付図 76

16-13
[ 宮城県吉田川 ] 小型衛星 DOVE（10/13，Planet，酪農学園大学金子

正美教授提供）
2019/10/17 － 添付図 77

16-14 [ 関東 ] KANOPUS-V（10/13，ROSCOSMOS） 2019/10/14 － 添付図 78

16-15 [ 関東～東北太平洋側 ] CBERS-4 MUX（10/13，INPE） 2019/10/15 － 添付図 79

16-16 [ 関東・東北地方 ] CBERS-4 AWFI（10/13，INPE） 2019/10/15 － 添付図 80
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表 6 「令和元年（2019年）台風 15号および 19号 ISUT情報共有サイト」のデータ一覧（5/6）
Table 6 Data list of ISUT-SITE for Typhoon No. 15 and No. 19 in 2019 (5/6).

Sr.
タイトル名称 スクリーン

ショットデータ名称（提供元） 初回登録日 更新

（17） 衛星画像（レーダー）

17-1
[ 関東・東北 ] Sentinel-1 被災前後カラー合成画像（10/13 5:41，
Copernicus Sentinel data 2019）

2019/10/14 － 添付図 81

17-2 [ 長野 ] ALOS-2 被災後白黒画像（10/13 11:56，JAXA） 2019/10/14 － 添付図 82

17-3 [ 長野 ] ALOS-2 被災前後カラー合成画像（10/15 12:37，JAXA） 2019/10/16 － 添付図 83

17-4 [ 三重 ] ALOS-2 被災前後カラー合成画像（10/13 00:05，JAXA） 2019/10/13 － 添付図 84

17-5 [ 長野・静岡 ] ALOS-2 被災前後カラー合成画像（10/13 22:49，JAXA） 2019/10/14 － 添付図 85

17-6 [ 関東 ] ALOS-2 被災前後カラー合成画像（10/12 22:30，JAXA） 2019/10/13 － 添付図 86

17-7
[ 東京，神奈川 ] TerraSAR-X 被災後白黒画像（10/12 17:54，ドイツ航

空宇宙センター）
2019/10/13 － 添付図 87

17-8
[ 茨城，福島 ] 茨城県北部～いわき市 ] ALOS-2 被災前後カラー合成

画像（10/14 12:27，JAXA）
2019/10/14 － 添付図 88

17-9
[ 茨城 ] TerraSAR-X 被災後白黒画像（10/12 05:54，ドイツ航空宇宙セ

ンター）
2019/10/13 － 添付図 89

17-10 [ 宮城 ] 吉田川 ASNARO-2 被災後白黒画像（10/15 21:42，NEC） 2019/10/17 － 添付図 90

（18） 【台風 15 号】対応：倒木等被害状況

18-1 倒木等被害状況 - 携帯キャリア（総務省） 2019/9/16 手動

添付図 91

18-2 倒木等被害状況 - NTT 東日本（総務省） 2019/9/17 手動

18-3 倒木等被害状況（千葉県） 2019/9/16 手動

18-4 基地局 - 携帯キャリア（総務省） 2019/9/17 手動

18-5 基地局 - NTT 東日本（総務省） 2019/9/19 手動

（19） 浸水・土砂災害危険度

19-1 レーダで観測された降雨強度（防災科研） 2019/9/10 自動 添付図 92

19-2 浸水発生危険度（半減期 1.5 時間実効雨量）（防災科研） 2019/9/10 自動 添付図 93

19-3 土砂災害危険度（半減期 72 時間実効雨量）（防災科研） 2019/9/10 自動 添付図 94

19-4 24 時間積算雨量（防災科研） 2019/9/10 自動 添付図 95

（20） 大雨・洪水警報危険度／指定河川洪水予報

20-1 指定河川洪水予報（気象庁） 2019/9/10 自動 添付図 96

20-4 大雨警報（土砂災害）の危険度分布（気象庁） 2019/9/10 自動 添付図 97

20-5 大雨警報（浸水害）の危険度分布（気象庁） 2019/9/10 自動 添付図 98

20-6 洪水警報の危険度分布（気象庁） 2019/9/10 自動 添付図 99



ISUT による災害情報の統合と共有－伊勢ほか

－9－

表 7 「令和元年（2019 年）台風 15 号および 19 号 ISUT 情報共有サイト」のデータ一覧（6/6）
Table 7 Data list of ISUT-SITE for Typhoon No. 15 and No. 19 in 2019 (6/6).

Sr.
タイトル名称 スクリーン

ショットデータ名称（提供元） 初回登録日 更新

（21） 解析雨量／降水短時間予報

21-1 1 km メッシュ解析雨量（気象庁） 2019/9/10 自動 添付図 100

21-2 降水短時間予報 - 1 時間後（気象庁） 2019/9/10 自動 添付図 101

21-3 降水短時間予報 - 2 時間後（気象庁） 2019/9/10 自動 添付図 102

21-4 降水短時間予報 - 3 時間後（気象庁） 2019/9/10 自動 添付図 103

21-5 降水短時間予報 - 4 時間後（気象庁） 2019/9/10 自動 添付図 104

21-6 降水短時間予報 - 5 時間後（気象庁） 2019/9/10 自動 添付図 105

21-7 降水短時間予報 - 6 時間後（気象庁） 2019/9/10 自動 添付図 106

21-8 降水 15 時間予報 - 7 時間後（気象庁） 2019/9/10 自動 添付図 107

21-9 降水 15 時間予報 - 8 時間後（気象庁） 2019/9/10 自動 添付図 108

21-10 降水 15 時間予報 - 9 時間後（気象庁） 2019/9/10 自動 添付図 109

21-11 降水 15 時間予報 - 10 時間後（気象庁） 2019/9/10 自動 添付図 110

21-12 降水 15 時間予報 - 11 時間後（気象庁） 2019/9/10 自動 添付図 111

21-13 降水 15 時間予報 - 12 時間後（気象庁） 2019/9/10 自動 添付図 112

21-14 降水 15 時間予報 - 13 時間後（気象庁） 2019/9/10 自動 添付図 113

21-15 降水 15 時間予報 - 14 時間後（気象庁） 2019/9/10 自動 添付図 114

（22） 台風経路

22-1 2019 年台風 15 号経路情報（国立情報学研究所） 2019/9/10 － 添付図 115

22-2 2019 年台風 19 号経路情報（国立情報学研究所） 2019/10/6 － 添付図 116

－ ※この他にも 2019 年に発生した台風について，台風 19 号までの台風の経路を掲載

（23） 地上風推定

23-1 風向分布（防災科研） 2019/10/12 自動
添付図 117

23-2 風速分布（防災科研） 2019/10/12 自動

（24） 大雨のまれさ分布解析（○年に一度の大雨）

24-1
2019 年 10 月 13 日 0 時における前 24 時間降水量 再現期間 [ 年 ]（防

災科研）
2019/10/18 － 添付図 118

24-2 2019年 10月 13日 0時における前 24時間降水量分布 [mm]（防災科研） 2019/10/18 － 添付図 119

（25） ハザード情報（洪水浸水想定区域／土砂災害警戒区域）

25-1 洪水浸水想定区域（国土数値情報，ハザードマップポータル） 2019/9/10 － 添付図 120

25-2 土砂災害警戒区域（国土数値情報，ハザードマップポータル） 2019/9/10 － 添付図 121

（26） 災害情報集約地図

－ ※この表で示した各データ（レイヤー）を集約 添付図 122
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3.3   各情報コンテンツの解説

本節では，表 2 から表 7 に示した各「タイトル」お

よび，これらを構成するデータ（レイヤー）について

記述する．なお，下記の見出し番号は，表 2 から表

7 の最左列の番号に対応している．

（1） 災害関連法適用状況

被災自治体の被害の実情を踏まえ適用される「災

害救助法」および「被災者生活再建支援法」の適用状

況について，内閣府の情報に基づき整理した．

1-1） 災害救助法適用自治体 （内閣府）

ISUT 担当者が，内閣府の Web サイトに掲載さ

れる公開文書 5）を定期的に確認し，更新があれば

文書（TEXT 情報）から該当する自治体を読み取り，

手動で ISUT-SITE に反映した．

添付図 1 参照．

1-2） 被災者生活再建支援法適用自治体 （内閣府）

上記 1-1 と同様に，ISUT 担当者が，内閣府の

Web サイトに掲載される公開文書 6）を定期的に確

認し，更新があれば文書（TEXT 情報）から該当する

自治体を読み取り，手動で ISUT-SITE に反映した．

添付図 2 参照．

（2） 避難所状況（長野県・千葉県・茨城県・福島県・

栃木県・宮城県・埼玉県）

各県より避難所の状況を示した MS-Excel ファイ

ルを，電子メール添付（ISUT のメーリングリスト宛）

で受領した．当該災害対応では，位置情報（緯度経

度や UTM 座標）が付与されたファイルを送信できる

被災自治体はなく，ISUT 担当者が避難所名称を手

掛かりに位置情報を付与し，ISUT-SITE に登録した．

ただし，千葉県については，台風第 15 号（2019 年

9 月発生）への対応から引き続き開設されていた避

難所の位置情報が存在したため，台風第 19 号（2019
年 10 月発生）への対応時には，各避難所の位置座標

の情報が入った MS-Excel を，千葉県より電子メー

ル添付で受領した．

更新頻度は，発災直後の数日間は，不定期であっ

たが，上記の情報共有の流れが確立した後は，各県

とも基本的に 1 日 1 回の更新を実施した．

添付図 3 参照．

（3） 給水・入浴・給食支援状況 （陸上自衛隊）

当該災害の被災地域は，陸上自衛隊東北方面隊の

警備区と東部方面隊の警備区にまたがる．宮城県と

福島県の 2 県が東北方面隊の警備区，茨城県，栃木

県，埼玉県，千葉県と長野県の 5 県が東部方面隊の

警備区に含まれる．このため，陸上自衛隊による

図 1 「令和元年（2019 年）台風 15 号および 19 号 ISUT 情報共有サイト」の基本画面

Fig. 1 Basic screen of ISUT-SITE for Typhoon No. 15 and No. 19 in 2019.
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給水支援，入浴支援，給食支援の位置情報（UTM 座

標）を示す MS-Excel ファイルを，毎日，東北方面

総監部と東部方面総監部の両方から電子メール添付

（ISUT のメーリングリスト宛）で受領し，ISUT 担当

者が手動で ISUT-SITE に反映した．

添付図 4 参照．

（4） 災害ボランティアセンター受付場所

災害ボランティア支援プロジェクト会議（支援 P）
が運営する特設サイト（インターネット・サイト）

に掲載されている情報を，N2EM （National Network 
for Emergency Mapping）7）が MS-Excel ファイル（スプ

レッドシート）に位置情報とともに整理し，これを

もとに ISUT 担当者が手動で ISUT-SITE に反映した．

添付図 5 参照．

（5） 災害廃棄物仮置場 設置状況 （宮城県，福島県，

埼玉県）

ISUT 担当者が MS-Excel による災害廃棄物仮置場

に関する調票（様式）を作成し，各県担当者に記入を

依頼した．MS-Excel ファイルのやり取りは，電子

メール添付で行い，各県担当者が記入した後，ISUT
担当者が各仮置場の位置座標情報を付与した上で，

ISUT-SITE に反映した．

添付図 6 参照．

（6） 災害廃棄物対応状況（福島県）

上記（5）と基本的に同様である．福島県いわき市

における災害廃棄物の処理が大きな課題の 1 つと

なったため，いわき市のみを別タイトルで特出した．

添付図 7 参照．

（7） 災害廃棄物 対応状況 （長野県）

長野市における災害廃棄物の処理が大きな問題

の 1 つとなったことを受け，ISUT が積極的に情報

支援活動を展開するために特出した共通状況図．

長野県と長野市の連携による復旧活動は，“ONE 
NAGANO”の合言葉とともに注目された．

7-1） 臨時集積所（内閣府）

災害復旧支援にために現地入りした NPO 団体協

力して集めた臨時集積場所を ISUT 担当者が整理

し，ISUT-SITE に反映した．コミュニケーション

アプリ LINE（ライン）を活用し，NPO 団体が位置

情報を提供（現場を回り場所を確認して情報を送

信）し，ISUT 担当者が受信データから位置情報を

MS-Excel ファイルに整理した上で，ISUT-SITE へ

反映した．

7-1と 7-2を同一の共通状況図に示して提供した．

添付図 8 参照．

7-2） VC_ サテライト （長野県）

ISUT 担当者が NPO 団体から場所を聞き取り，

手動で ISUT-SITE に反映した．

7-1と 7-2を同一の共通状況図に示して提供した．

添付図 8 参照．

7-3） 長野県災害廃棄物仮置場 撮影写真 （環境省）

環境省より，写真と位置情報（MS-Excel による）

を電子メール添付で受領し，ISUT 担当者が手動で

ISUT-SITE に反映した．

添付図 9 参照．

7-4） 災害廃棄物推定結果（名古屋大学平山修久准教授）

名古屋大学平山修久准教授の推計結果のシェー

プファイルを，電子メール添付で受領し，ISUT 担

当者が手動で ISUT-SITE に反映した．

添付図 10 参照．

本推計における災害廃棄物量の合計：52.0 万トン．

推計方法は以下の通りである．

• 浸水深 3.3 m 以上：全壊，0.5 m ～ 3.3 m：床上

浸水，0.0 m ～ 0.5 m：床下浸水とし，浸水によ

る災害廃棄物量原単位として全壊 116.9 t，床上

浸水 4.6 t，床下浸水 0.62 t と仮定し，4 分の 1
標準地域メッシュごとに災害廃棄物量を推定し

た結果（単位はトン）．

• メッシュサイズ：約 250 m．

作成方法：

① 国土地理院が公開した浸水推定段彩図から画像

処理により浸水深を推定し，メッシュごとに全

壊，床上，床下となる浸水深の割合を算出．

② 国勢調査（4 分の 1 標準地域メッシュごと）の 1・
2 階に居住するする世帯数に①の割合を乗じる．

③ 災害廃棄物量原単価を乗じてすべて足し合わせ

てメッシュごとに災害廃棄物量を算出．
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（8） 氾濫・浸水状況

面的な氾濫・浸水状況を示した地図．衛星（JAXA，

国際災害チャーター 8），センチネルアジア 9））デー

タや空中写真等を用いた推定情報を随時追加した．

それぞれのデータを下記の方法で入手し，ISUT
担当者が手動で ISUT-SITE に反映した．

8-1） 国直轄河川決壊 （国交省 DiMAPS）
国交省 DiMAPS のデータは，SIP4D（基盤的防

災情報流通ネットワーク）10）に提供されているた

め，ISUT 担当者が手動で SIP4D から当該データ

（GeoJSON 形式）をインポートし，ISUT-SITE へ反

映している．

8-1 から 8-5 を同一の共通状況図に示して提供し

た．添付図 11 参照．

8-2） 県管理河川氾濫 （国交省 DiMAPS）
上記 8-1） と同様．

8-3） 河川施設被害状況 （国管理） （国交省 DiMAPS）
上記 8-1） と同様．

8-4） 河川施設被害状況 （国交省 DiMAPS）
上記 8-1） と同様．

8-5） 氾濫発生情報 発表河川 [ 指定河川洪水予報 ] 
（気象庁）

指定河川洪水予報の対象河川で氾濫発生情報が

発表された河川を示した．なお，指定河川とは，

国や都道府県が管理する河川のうち，流域面積が

大きく，洪水により大きな損害を生ずる河川とし

て指定された河川である．

気象業務支援センターから SIP4D に配信されて

いるデータに基づいて，氾濫発生時の河川データ

を ISUT 担当者がダウンロードし，手動で ISUT-
SITE に反映した．

8-6） 吉田川推定浸水範囲 （国土地理院）

国土地理院は，推定浸水範囲の判読結果（ポリゴ

ン）を，国土地理院の Web サイトに，シェープファ

イルおよび GeoJSON 形式ファイルによって公開

し，情報公開したことをメールにより，関係機関

へ周知した．また，推定浸水範囲の内側の着色情

報は，上記のポリゴンとは別に，タイル形式で公

開された．

推定浸水範囲の判読結果は ISUT 担当者がダウ

ンロードし，手動で ISUT-SITE に反映した．また，

浸水深の着色情報については，タイル形式で配信

されている URL をもとに ISUT-SITE へ手動で反映

した．

8-5 から 8-11 を同一の共通状況図に示して提供

した．添付図 12 参照．

8-7） 阿武隈川 推定浸水範囲 （国土地理院）

上記 8-6） と同様．

8-8） 千曲川 推定浸水範囲 （国土地理院）

上記 8-6） と同様．

8-9） 久慈川 推定浸水範囲 （国土地理院）

上記 8-6） と同様．

8-10） 那珂川 推定浸水範囲 （国土地理院）

上記 8-6） と同様

8-11） 都幾川 推定浸水範囲 （国土地理院）

上記 8-6） と同様

8-12） 衛星 Sentinel-1B レーダ画像 [ 東北・関東 ] に
よる浸水推定結果（10/13, 国際航業）

衛星 Sentinel-1 レーダ画像（2019/10/13 05:42 撮

影）を使った，解析処理による浸水範囲の推定結果

の広域版．国際航業（株）より提供された分析結果

を，ISUT 担当者が手動で ISUT-SITE に反映した．

データの受け渡しは，ファイル共有サーバを用

いた．

添付図 13 参照．

8-13） 衛星 Sntinel1-B レーダ画像カラー合成 （10/12 
17:44，山口大学長井正彦教授）

衛星 Sntinel1-B レーダ画像を災害前（10/6 撮影）

のデータとカラー合成画像を作成．赤色が浸水し

たエリアとして表現されている．山口大学長井正

彦教授より提供された分析結果を，ISUT 担当者が

手動で ISUT-SITE に反映した．

添付図 14 参照．
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8-14） 長野県浸水域（長野県）

国交省ヘリから撮影した写真に基づき，長野県

職員が浸水域を紙に記入したものをデジタル化し

たもの．エリアは長野県北信地方で，すべての浸

水エリアを把握できているわけではない．長野県

の災害対策本部会議で共有されたものを，現地

の ISUT 担当者が写真撮影し，その写真をもとに

ISUT 担当者が手動でポリゴン化し，ISUT-SITE に

反映した．

添付図 15 参照．

8-15） 衛星 ALOS-2 のレーダ画像による浸水域推定

箇所手動編集結果（10/13 11:55，JAXA）

レーダ衛星「だいち 2 号（ALOS-2）」を使って作

成・提供する災害速報図プロダクト．

画像中のオレンジ色のポリゴンが衛星画像から

抽出した浸水域．レーダでは水域が暗く映る特徴

があり，既存水域の特徴と同様な特徴を示す箇所

を抽出した結果である．誤抽出を低減するための

処理を行っているが，ビルの屋根，グラウンド，

道路，裸地等の平坦な対象物が水域と同様に暗く

映るため，浸水していない場合でも浸水域として

判定される場合がある．また，住宅密集地の場合，

建物からの反射が強い（水域より十分に明るい）た

めに浸水していても浸水域として抽出されないこ

とがある．

ALOS-2 のデータを JAXA が分析したものを

JAXA の Web サイトから ISUT 担当者がダウンロー

ドし，手動で ISUT-SITE に反映した．

添付図 16 参照．

8-16） 佐久市浸水域（10/16, 佐久市）

佐久市が把握した手書きの浸水推定範囲図の画

像ファイルを電子メール添付で受領し，ISUT 担当

者が手動でポリゴン化し，ISUT-SITE に反映した．

添付図 17 参照．

8-17） 衛星 Sentinel-1 レーダ画像による浸水範囲推

定 [ 東松山市 ] （10/13 05:42，国際航業）

衛星 Sentinel-1 レーダ画像（2019/10/13 05:42 撮

影）を使った，解析処理による浸水範囲の推定結果

の広域版．国際航業（株）より提供された分析結果

を，ISUT 担当者が手動で ISUT-SITE に反映した．

データの受け渡しは，ファイル共有サーバを用

いた． 
添付図 18 参照．

8-18） 里川浸水範囲（10/13 11:00，茨城県，GIS 学会

協力）

国交省ヘリから浸水域を目視で判読したもの．

GIS 学会が作成したデータを茨城県経由で受領し，

ISUT 担当者が手動で ISUT-SITE に反映した．

8-18 から 8-20 を同一の共通状況図に示して提供

した．添付図 19 参照．

8-19） 久慈川浸水範囲（10/13 11:00，茨城県，GIS 学

会協力）

上記 8-18） と同等．

8-20） 那珂川浸水範囲（10/13 11:00，茨城県，GIS 学

会協力）

上記 8-18） と同等．

8-21） 氾濫域自動抽出結果 [水戸市 ] （10/13，パスコ）

光学衛星画像から，画像分類手法により，氾濫

域（水域）と思われる範囲を自動抽出した．自動抽出

であるため，水域と類似した箇所が誤抽出されてい

ることがある．（株）パスコより提供された分析結果

を，ISUT 担当者が手動で ISUT-SITE に反映した．

添付図 20 参照．

8-22） [ 茨城 ] 衛星 ALOS-2 のレーダ画像による浸

水域推定箇所手動編集結果（10/14，JAXA）

レーダ衛星「だいち 2 号（ALOS-2）」を使って作

成・提供する災害速報図プロダクト．

画像中のオレンジ色のポリゴンが衛星画像から

抽出した浸水域．レーダでは水域が暗く映る特徴

があり，既存水域の特徴と同様な特徴を示す箇所

を抽出した結果である．誤抽出を低減するための

処理を行っているが，ビルの屋根，グラウンド，

道路，裸地等の平坦な対象物が水域と同様に暗く

映るため，浸水していない場合でも浸水域として

判定される場合がある．また，住宅密集地の場合，

建物からの反射が強い（水域より十分に明るい）た

めに浸水していても浸水域として抽出されないこ

とがある．
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ALOS-2 のデータを JAXA が分析したものを

JAXA の Web サイトから ISUT 担当者がダウンロー

ドし，手動で ISUT-SITE に反映した．

添付図 21 参照．

8-23） 福島県の洪水浸水想定区域図 – 鮫川（10/13，
福島県）

福島県の洪水浸水想定区域図より．平成 27 年の

水防法改正により，想定し得る最大規模の降雨を

前提とした河川の浸水域を表示している．

8-23 と 8-24 を同一の共通状況図に示して提供し

た．添付図 22 参照．

8-24） 福島県の洪水浸水想定区域図 – 夏井川（10/13，
福島県）

上記 8-23） と同様．

8-25） 氾濫域自動抽出結果 [ 石巻市 ] （Pleiades） 
（10/13，パスコ）

光学衛星画像から，画像分類手法により，氾濫

域（水域）と思われる範囲を自動抽出した．自動抽

出であるため，水域と類似した箇所が誤抽出され

ていることがある．（株）パスコより提供された分

析結果を，ISUT 担当者が手動で ISUT-SITE に反映

した．

添付図 23 参照．

8-26） 衛星 Sentinel-1 レーダ画像による浸水範囲推

定 [ 丸森町 ] （10/13 05:32，国際航業）

衛星 Sentinel-1 レーダ画像（2019/10/13 05:42 撮

影）を使った，解析処理による浸水範囲の推定結果

の広域版．国際航業（株）より提供された分析結果

を，ISUT 担当者が手動で ISUT-SITE に反映した．

データの受け渡しは，ファイル共有サーバを用

いた． 
添付図 24 参照．

8-27） ASNARO-2 による吉田川（宮城県大郷町）推定

浸水エリア （10/14 17:16，防災科研）

衛星 ASANARO2 のレーダ画像（2019/10/14 17:16
撮影）を使った，解析処理による浸水範囲の推定結

果．ISUT 担当者が手動で ISUT-SITE に反映した．

添付図 25 参照．

8-28） 衛星 ALOS-2 のレーダ画像による浸水域推定

箇所手動編集結果 [ 三重 ] （10/13 00:05，JAXA）

ALOS-2 のデータを JAXA が分析したものを

JAXA の Web サイトから ISUT 担当者がダウンロー

ドし，手動で ISUT-SITE に反映した．

添付図 26 参照．

8-29） 角田市被災状況（青森県対口支援チーム）

対口支援として，角田市に入った青森県職員が，

試験運用中の SIP4D 利活用システム 11）に入力し

た情報について，SIP4D を介して実験的に自動で

ISUT-SITE に反映した．詳細については伊勢ら 12）

参照．

添付図 27 参照．

（9） 浸水エリア・建物数集計（衛星データからの推定） 
【試行版】

上記の浸水エリアに関する情報をもとに，浸水し

た建物数を試験的に推計した．

9-1） 衛星 Sentinel-1B レーダ画像 [ 東北・関東 ] に
よる浸水推定結果（10/13 05:41, 国際航業） 海域

除外済み

10 月 13 日午前 5 時 40 分頃に撮影した衛星画像

を解析し，浸水エリアを推定した結果（水色の箇

所）．対象エリアは宮城県，福島県，栃木県，茨城

県，埼玉県．データの受け渡しは，ファイル共有サー

バを用いた．

添付図 28 参照．

9-2） レーダ衛星の推定浸水エリアに基づく浸水建

物集計結果 [ 浸水建物数 ] （防災科研）

衛星から推定した浸水エリアに対して，NTT 空

間情報の建物データ（非住家建物を含む）を重ね合

わせ，浸水した建物を抽出．市町村ごとに浸水し

た建物を集計した結果．対象エリアは宮城県，福

島県，栃木県，茨城県，埼玉県．

添付図 29 参照．

9-3） レーダ衛星の推定浸水エリアに基づく浸水建

物集計結果 [浸水建物数／全建物数 ] （防災科研）

衛星から推定した浸水エリアに対して，NTT 空

間情報の建物データを重ね合わせ，浸水した建物
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を抽出．市町村ごとに浸水した建物数を集計．さ

らに，浸水建物数を全建物数で割って，全建物数

に対する浸水した建物の割合を示した．対象は宮

城県，福島県，栃木県，茨城県，埼玉県．

添付図 30 参照．

（10） 土砂災害発生状況

10-1） 土砂災害被害（国交省 DiMAPS）
国交省 DiMAPS のデータは，SIP4D（基盤的防

災情報流通ネットワーク）10）に提供されているた

め，ISUT 担当者が手動で SIP4D から当該データ

（GeoJSON 形式）をインポートし，ISUT-SITE へ反

映している．国交省 DiMAPS は被害報に応じて，

定期的に更新されている．

添付図 31 参照．

10-2） 丸森地区（宮城県白石市，角田市，丸森町，

福島県相馬市，伊達市）斜面崩壊・堆積範囲 
（10/24，国土地理院）

国土地理院は斜面崩壊，堆積範囲の判読結果（ポ

リゴン）を，国土地理院の Web サイトにシェープ

ファイル，および GeoJSON 形式ファイルによって

公開し，情報公開したことをメールにより，関係

機関へ周知した．

これらを ISUT 担当者がダウンロードし，手動

で ISUT-SITE に反映した．

添付図 32 参照．

10-3） 丸森地区土砂移動分布図（防災科研）

衛星写真等をもとに，防災科研（水・土砂防災研

究部門）が独自に土砂移動を判読した結果．

防災科研（水・土砂防災研究部門）から判読結果

のシェープファイルを，電子メール添付またはファ

イル共有サーバを経由して，ISUT 担当者が受領し，

手動で ISUT-SITE に反映した．

添付図 33 参照．

（11） 道路状況

下記 11-1 から 11-6 に示される様々な道路情報を

1 つの共通情報図として提供した．

添付図 34 参照．

11-1） 高速道路被害状況（国交省 DiMAPS）
国交省 DiMAPS のデータは，SIP4D（基盤的防

災情報流通ネットワーク）10）に提供されているた

め，ISUT 担当者が手動で SIP4D から当該データ

（GeoJSON 形式）をインポートし，ISUT-SITE へ反

映している．国交省 DiMAPS は被害報に応じて，

定期的に更新されている．

11-2） 道路通行規制（国交省北海道開発局，各地方

整備局）

各地方整備局（北海道開発局を含む）が管理する

道路について，各地方整備局の Web サイトから

SIP4D へ自動的にデータをインポートして，ISUT-
SITE へ反映している．

11-3） 道路通行規制（山梨県，静岡県，滋賀県，岡

山県，広島県，山口県，徳島県，佐賀県）

都道府県が管理する道路（国直轄外の国道および

都道府県道）については，各都道府県の Web サイ

トから SIP4D へ自動的にデータをインポートして，

ISUT-SITE へ反映している．

自動化されていない都道府県（上記の山梨県，静

岡県，滋賀県，岡山県，広島県，山口県，徳島県，

佐賀県以外の都道府県）に関しては，各都道府県の

Web サイトの特性（例えば，通行規制情報が画像と

して提供されており，位置情報を取得できない）に

よりデータの取得および自動化ができていない．

11-4） 千葉県道路状況（千葉県）

基本的には，上記 11-2 と同様であるが，台風第

15 号が先行して発生したため，ISUT-SITE の運用

上の事情により別レイヤーとして構成されている．

11-5） JARTIC 道路情報（東京都，埼玉県，群馬県，

長野県，神奈川県，山梨県，静岡県，栃木県，

茨城県，福島県，宮城県および新潟県）

都道府県が管理する道路（国直轄外の国道および

都道府県道）については，JARTIC の Web サイトか

ら自動的にデータをインポートして，ISUT-SITE
へ反映している．

11-6） 高速道路規制状況（NEXCO 東日本）

NEXCO から共有される不定期の情報（MS-Excel
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形式）を，電子メール添付で受領し，ISUT 担当者

が座標情報を追記した上で，ISUT-SITE に反映し

た．

（12） 港湾状況

12-1） 港湾施設等被害状況 （国交省 DiMAPS）
国交省 DiMAPS のデータは，SIP4D（基盤的防

災情報流通ネットワーク）10）に提供されているた

め，ISUT 担当者が手動で SIP4D から当該データ

（GeoJSON 形式）をインポートし，ISUT-SITE へ反

映している．国交省 DiMAPS は被害報に応じて，

定期的に更新されている．

添付図 35 参照．

（13） 【10/25 の大雨】空中写真，斜め撮影写真 , 衛星

画像 （千葉県）

令和元年台風第 15 号，台風第 19 号による被害

に加え，10 月 25 日，千葉県を中心に台風第 21 号

による豪雨災害が発生した．この令和元年 10 月

25 日の大雨に関する共通状況図として，当該タイ

トルを構成した．

13-1） 浸水推定段彩図（国土地理院）

国土地理院は推定浸水範囲の判読結果（ポリゴ

ン）を，国土地理院の Web サイトに，シェープファ

イルおよび GeoJSON 形式ファイルによって公開

し，情報公開したことをメールにより，関係機関

へ周知した．また，推定浸水範囲の内側の着色情

報は，上記のポリゴンとは別に，タイル形式で公

開された．

これらを ISUT 担当者がダウンロードし，手動

で ISUT-SITE に反映した．

添付図 36 参照．

13-2） 情報収集衛星等による加工処理画像 （10/26，
内閣情報調査室）

内閣府情報調査室が公開した衛星画像（GeoTIFF
形式）を ISUT 担当者が Web サイトからダウン

ロードし，手動で ISUT-SITE に反映した．

添付図 37 参照．

13-3） 空中写真（10/26，国土地理院）

国土地理院は，空中写真（タイル形式）を Web 上

に公開し，情報公開したことをメールにより，関

係機関へ周知した．これらに対して，ISUT 担当者

が手動で URL を設定することで ISUT-SITE に反映

した． 
添付図 38 参照．

13-4） 斜め撮影写真（10/26，国土地理院）

ISUT 担当者が，国土地理院の Web サイトで公

開された斜め写真の URL を手動で設定すること

で，ISUT-SITE に反映した．各写真の位置情報は，

同 Web サイトに公開されている位置情報を示す

ファイル（GeoJSON 形式）をダウンロードし，CSV
形式に反映した上で，地図情報を作成した．

添付図 39 参照．

13-5） 斜め撮影写真 1 （10/26，パスコ，国際航業）

内閣府により依頼を受けた（株）パスコおよび国

際航業（株）が撮影した，斜め写真および位置情報

のリスト（CSV 形式）をファイル共有サーバを経由

して受領し，ISUT 担当者が手動で ISUT-SITE に反

映した．写真は ISUT-SITE への反映の際に，リサ

イズ（縮小）している．

添付図 40 参照．

13-6） 斜め撮影写真 2 （10/26，パスコ，国際航業）

上記 13-6 と同様．

添付図 41 参照．

13-7） ドローン [ 君津市小糸川 ] （10/27，DRONE 
BIRD）

災害ドローン救援隊 DRONEBIRD（NPO 法人ク

ライシスマッパーズ・ジャパン）13）が公開している

データ（タイル形式）を ISUT 担当者が URL を手動

で設定することで，ISUT-SITE に反映した． 
添付図 42 参照．

13-8） 衛星レーダ画像 ALOS-2 （10/25, JAXA）

レーダ衛星「だいち 2 号（ALOS-2）」を使って作

成・提供する災害速報図プロダクト（RGB カラー

合成解析結果）．災害前後の衛星画像を比較し，変

化が見られた箇所を色付けたもので，変化した箇

所に被災箇所が含まれる可能性がある．季節変化

（広葉樹・田畑等）や土地利用の変化（伐採等の人工
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改変・工事・駐車場等）等も被災箇所と同様に変化

に含まれることに配慮が必要である．暗く変化し

た箇所（例えば，浸水域）が赤色に，明るく変化し

た箇所が青色に色づけられる．

ALOS-2 のデータを JAXA が分析したものを

JAXA の Web サイトから ISUT 担当者がダウンロー

ド（GeoTIFF 形式）し，手動で ISUT-SITE に反映し

た．

添付図 43 参照．

（14） 空中写真・ドローン

航空機やドローンによる正射画像（地図に精密に投

影された写真地図）をまとめてタイトルを構成した．

14-1） [ 長野 ] 千曲川地区 空中写真正射画像速報版 
（10/16，国土地理院）

国土地理院は，空中写真（タイル形式）を Web 上

に公開し，情報公開したことをメールにより，関

係機関へ周知した．これらに対して，ISUT 担当者

が手動で URL を設定することで ISUT-SITE に反映

した．

添付図 44 参照．

14-2） [ 東京都，神奈川県 ] 相模原市，町田市，世

田谷区 ドローンによる正射画像（10/14, 16, 20,  
CrisisMappersJAPAN / DRONEBIRD）

災害ドローン救援隊 DRONEBIRD（NPO 法人ク

ライシスマッパーズ・ジャパン）13）が公開している

データ（タイル形式）を ISUT 担当者が手動で URL
を手動で設定することで，ISUT-SITE に反映した． 

添付図 45 参照．

14-3） [ 東京都，神奈川県 ] 多摩川地区空中写真正

射画像 （10/13，国土地理院）

上記 14-1 と同様．

添付図 46 参照．

14-4） [ 埼玉県 ] 都幾川地区（川越市，東松山市，坂

戸市，嵐山町，川島町） 空中写真正射画像 （10/13，
国土地理院）

上記 14-1 と同様．

添付図 47 参照．

14-5） [ 茨城県 ] 久慈川地区（日立市，常陸太田市，

常陸大宮市，那珂市，東海村）空中写真正射画

像 （10/17，国土地理院）

上記 14-1 と同様．

添付図 48 参照．

14-6）[ 茨城県 ] 久慈川地区（大子町）空中写真正射画

像（10/17，国土地理院）

上記 14-1 と同様．

添付図 49 参照．

14-7） [ 福島県 , 宮城県 ] 丸森地区 空中写真正射画

像速報版（10/20, 21，国土地理院）

上記 14-1 と同様．

添付図 50 参照．

（15） 斜め撮影写真・動画

斜め写真および動画を地図情報とともに整理し

た．

15-1） [ 長野 ] 千曲川 斜め撮影写真（10/13，パスコ，

国際航業）

内閣府により依頼を受けた（株）パスコおよび国

際航業（株）が撮影した，斜め写真および位置情報

のリスト（CSV 形式）をファイル共有サーバを経由

して受領し，ISUT 担当者が手動で ISUT-SITE に反

映した．写真は ISUT-SITE への反映の際に，リサ

イズ（縮小）している．

添付図 51 参照．

15-2） [ 関東 ] ヘリ動画（10/13-27，国交省関東地整）

ISUT 担当者が，関東地整から受領した動画ファ

イルをファイル共有サーバ・ｂｏｘ 14）に格納した

上で．ｂｏｘの動画再生機能を手動で埋め込むこ

とで，ISU-SITE に反映した．

添付図 52 参照．

15-3） [ 長野 ] 千曲川 UAV 動画（10/13，国土地理院）

国土地理院が YouTube にアップロードした動画

を，ISUT 担当者が手動で埋め込むことで，ISUT-
SITE に反映した．

添付図 53 参照．
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15-4） [ 埼玉 ] 川越市，東松山市 斜め撮影写真 
（10/13，パスコ，国際航業）

上記 14-1 と同様．

添付図 54 参照．

15-5） [ 栃木 ] 佐野市，栃木市，藤岡市 ヘリ動画 
（10/13，栃木県）

ISUT 担当者が，栃木県から受領した動画ファイ

ルをファイル共有サーバ・ｂｏｘ 14）に格納した上

で．ｂｏｘの動画再生機能を手動で埋め込むこと

で，ISU-SITE に反映した．

添付図 55 参照．

15-6） [ 栃木 ] 佐野市秋山川 斜め撮影写真 （10/13，
パスコ，国際航業）

上記 14-1 と同様．

添付図 56 参照．

15-7） [ 茨城 ] 那珂川 斜め撮影写真（10/16，パスコ，

国際航業）

上記 14-1 と同様．

添付図 57 参照．

15-8） [ 茨城 ] 常陸大宮市 斜め撮影写真（10/16，パ

スコ，国際航業）

上記 14-1 と同様．

添付図 58 参照．

15-9） [ 福島 ] 阿武隈川地区（福島県郡山市，須賀川

市，本宮市，鏡石町）斜め撮影写真 （10/13，国

土地理院）

ISUT 担当者が，国土地理院の Web サイトで公

開された斜め写真の URL を手動で設定すること

で，ISUT-SITE に反映した．各写真の位置情報は，

同 Web サイトに公開されている位置情報を示す

ファイル（GeoJSON 形式）をダウンロードし，CSV
形式に反映した上で，地図情報を作成した．

添付図 59 参照．

15-10） [ 福島 ] 阿武隈川地区（伊達市） 斜め撮影写真 
（10/13，国土地理院）

上記 15-9 と同様．

添付図 60 参照．

15-11） [ 宮城 ] 阿武隈川地区（丸森町） 斜め撮影写真 
（10/13，国土地理院）

上記 15-9 と同様．

添付図 61 参照．

15-12） [ 宮城 ] 丸森町 1 斜め撮影写真 （10/15，林野

庁）

ISUT 担当者が林野庁より写真を受領し，手動で

ISUT-SITE に反映した．

添付図 62 参照．

15-13） [ 宮城 ] 丸森町 2 斜め撮影写真 （10/15，林野

庁）

上記 15-12 と同様．

添付図 63 参照．

15-14） [ 宮城 ] 吉田川地区 斜め撮影写真 （10/13，国

土地理院）

上記 15-9 と同様．

添付図 64 参照．

（16） 衛星画像 （光学）

JAXA，国際災害チャーター 8），センチネルアジ

ア 9）等により提供を受けた衛星による画像データを

随時追加した．

国際災害チャーター 8）は，世界中の宇宙機関およ

び宇宙システムの運用者で構成されている，災害監

視を目的とした衛星画像を提供するための仕組み．

センチネルアジア 9）は，宇宙技術によるアジア太

平洋地域の災害管理への貢献を目的として立ち上げ

られた国際協力プロジェクト．

16-1） [ 宮城県，福島県，茨城県，栃木県，長野県，

埼玉県，東京都，神奈川県，山梨市 ] 情報収集

衛星等による加工処理画像 （10/16，17，23，内

閣情報調査室）

内閣府情報調査室が公開した衛星画像（GeoTIFF
形式）を ISUT 担当者が Web サイトからダウン

ロードし，手動で ISUT-SITE に反映した．

添付図 65 参照．
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16-2） [ 埼玉県川越市 ] 小型衛星 DOVE （10/13，
Planet，酪農学園大学金子正美教授提供）

埼玉県入間川水系の洪水状況を人工衛星の画

像で見たもの．解像度は 3 m．左が洪水発生後の

2019 年 10 月 13 日撮影した画像，右が発生前の

2019 年 8 月 9 日撮影．中央のバーを左右に移動さ

せることで，浸水域が確認できる．

酪農学園大学金子正美教授が公開している画像

を，ISUT 担当者が手動で埋め込むことで，ISUT-
SITE に反映した．

添付図 66 参照．

16-3） [ 埼玉県入間川流域 ] SPOT-7 （10/13） （Airbus 
DS /Spot Image 2019）
内閣府 SIP（戦略的イノベーション創造プログ

ラム）15）で購入した画像を，ISUT 担当者が手動で

ISUT-SITE に反映した．

添付図 67 参照．

16-4） [ 栃木県佐野市，栃木市 ] SPOT-7 （10/13） 
（Airbus DS /Spot Image 2019）
内閣府 SIP（戦略的イノベーション創造プログ

ラム）15）で購入した画像を，ISUT 担当者が手動で

ISUT-SITE に反映した．

添付図 68 参照．

16-5） [ 茨城県那珂川 ] 小型衛星 DOVE （10/13， 
Planet，酪農学園大学金子正美教授提供）

埼玉県入間川水系の洪水状況を人工衛星の画

像で見たもの．解像度は 3 m．左が洪水発生後の

2019 年 10 月 13 日撮影した画像，右が発生前の

2019 年 10 月 1 日撮影．中央のバーを左右に移動

させることで，浸水域が確認できる．

酪農学園大学金子正美教授が公開している画像

を，ISUT 担当者が手動で埋め込むことで，ISUT-
SITE に反映した．

添付図 69 参照．

16-6） [ 福島県須賀川市 ] 小型衛星 DOVE （10/13，
Planet，酪農学園大学金子正美教授提供）

埼玉県入間川水系の洪水状況を人工衛星の画

像で見たもの．解像度は 3 m．左が洪水発生後の

2019 年 10 月 13 日撮影した画像，右が発生前の

2019 年 10 月 10 日撮影．中央のバーを左右に移動

させることで，浸水域が確認できる．

酪農学園大学金子正美教授が公開している画像

を，ISUT 担当者が手動で埋め込むことで，ISUT-
SITE に反映した．

添付図 70 参照．

16-7） [ 福島県田村町 ] 小型衛星 DOVE （10/13，
Planet）
防災科研が購入した画像を，ISUT 担当者が手動

で ISUT-SITE に反映した．

添付図 71 参照．

16-8） [ 福島県須賀川市 ] 小型衛星 DOVE （10/13，
Planet）
防災科研が購入した画像を，ISUT 担当者が手動

で ISUT-SITE に反映した．

添付図 72 参照．

16-9） [ 福島県相馬市 ] SPOT-7 （10/13） （Airbus DS /
Spot Image 2019）
内閣府 SIP（戦略的イノベーション創造プログ

ラム）15）で購入した画像を，ISUT 担当者が手動で

ISUT-SITE に反映した．

添付図 73 参照．

16-10） [ 宮城県丸森町，角田市 ] SPOT-7 （10/13） 
（Airbus DS /Spot Image 2019）
内閣府 SIP（戦略的イノベーション創造プログ

ラム）15）で購入した画像を，ISUT 担当者が手動で

ISUT-SITE に反映した．

添付図 74 参照．

16-11） [ 宮城県丸森町，角田市 ] 小型衛星 DOVE 
（10/13, Planet）
防災科研が購入した画像を，ISUT 担当者が手動

で ISUT-SITE に反映した．

添付図 75 参照．

16-12） [ 宮城県丸森町 ] 小型衛星 DOVE （10/13，
Planet，酪農学園大学金子正美教授提供）

埼玉県入間川水系の洪水状況を人工衛星の画

像で見たもの．解像度は 3 m．左が洪水発生後の
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2019 年 10 月 13 日撮影した画像，右が発生前の

2019 年 10 月 2 日撮影．中央のバーを左右に移動

させることで，浸水域が確認できる．

酪農学園大学金子正美教授が公開している画像

を，ISUT 担当者が手動で埋め込むことで，ISUT-
SITE に反映した．

添付図 76 参照．

16-13） [ 宮城県吉田川 ] 小型衛星 DOVE （10/13，
Planet，酪農学園大学金子正美教授提供）

上記 16-12 と同様．

添付図 77 参照．

16-14） [ 関東 ] KANOPUS-V （10/13, ROSCOSMOS）
ロシアの衛星 KANOPUS-V による画像を国際災

害チャーター 8）より，ISUT 担当者がダウインロー

ドし，手動で ISUT-SITE に反映した．

国際災害チャーター 8）の規約により利用期間が

限定されているため，画像は非公開．

添付図 78 参照．

16-15） [ 関 東 ～ 東 北 太 平 洋 側 ] CBERS-4 MUX 
（10/13，INPE）
中国・ブラジルの共同事業による衛星 CBERS-4 

MUX による画像を国際災害チャーター 8）より，

ISUT 担当者がダウインロードし，手動で ISUT-
SITE に反映した．

国際災害チャーター 8）の規約により利用期間が

限定されているため，画像は非公開．

添付図 79 参照．

16-16） [ 関東・東北地方 ] CBERS-4 AWFI （10/13， 
INPE）
上記 16-15 と同様．

添付図 80 参照．

（17） 衛星画像 （レーダー）

JAXA，国際災害チャーター 8），センチネルアジ

ア 9）等により提供を受けた衛星によるレーダ画像の

データを随時追加した．

国際災害チャーター 8）は，世界中の宇宙機関およ

び宇宙システムの運用者で構成されている，災害監

視を目的とした衛星画像を提供するための仕組み．

センチネルアジア 9）は，宇宙技術によるアジア太

平洋地域の災害管理への貢献を目的として立ち上げ

られた国際協力プロジェクト．

レーダ画像は，人間には見えない電磁波を使った

観測を行っており，雲を透過して観測ができる．一

般的に以下のような特徴がある．

• 被災後白黒画像：暗いエリア→水のある場所

• 被災前後カラー合成画像：赤色エリア→浸水エ

リア

17-1） [ 関東・東北 ] Sentinel-1 被災前後カラー合成

画像 （10/13 5:41, Copernicus Sentinel data 2019）
センチネルアジア 9）より ISUT 担当者がダウイン

ロードし，手動で ISUT-SITE に反映した．

添付図 81 参照．

17-2） [ 長野 ] ALOS-2 被災後白黒画像 （10/13 11:56，
JAXA）

レーダ衛星「だいち 2 号（ALOS-2）」を使って作

成・提供する災害速報図プロダクト．色の暗いエ

リアが浸水域の可能性が高いエリアを示す．

ALOS-2 のデータを JAXA が分析したものを

JAXA の Web サイトから ISUT 担当者がダウンロー

ド（GeoTIFF 形式）し，手動で ISUT-SITE に反映した．

添付図 82 参照．

17-3） [ 長野 ] ALOS-2 被災前後カラー合成画像 
（10/15 12:37, JAXA）

レーダ衛星「だいち 2 号（ALOS-2）」を使って作

成・提供する災害速報図プロダクト（RGB カラー

合成解析結果）．災害前後の衛星画像を比較し，変

化が見られた箇所を色付けたもので，変化した箇

所に被災箇所が含まれる可能性がある．季節変化

（広葉樹・田畑等）や土地利用の変化（伐採等の人工

改変・工事・駐車場等）等も被災箇所と同様に変化

に含まれることに配慮が必要である．暗く変化し

た箇所（例えば，浸水域）が赤色に，明るく変化し

た箇所が青色に色づけられる．

ALOS-2 のデータを JAXA が分析したものを

JAXA の Web サイトから ISUT 担当者がダウンロー

ド（GeoTIFF 形式）し，手動で ISUT-SITE に反映した．

添付図 83 参照．
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17-4） [ 三重 ] ALOS-2 被災前後カラー合成画像 
（10/13 00:05，JAXA）

上記 17-3 と同様．

添付図 84 参照．

17-5） [ 長野・静岡 ] ALOS-2 被災前後カラー合成画

像 （10/13 22:49，JAXA）

上記 17-3 と同様．

添付図 85 参照．

17-6） [ 関東 ] ALOS-2 被災前後カラー合成画像 
（10/12 22:30，JAXA）

上記 17-3 と同様．

添付図 86 参照．

17-7） [ 東京，神奈川 ] TerraSAR-X 被災後白黒画像 
（10/12 17:54，ドイツ航空宇宙センター）

ドイツの衛星 TerraSAR-X による画像を国際災害

チャーター 8）より，ISUT 担当者がダウインロード

し，手動で ISUT-SITE に反映した．

国際災害チャーター 8）の規約により利用期間が

限定されているため，画像は非公開．

添付図 87 参照．

17-8） [ 茨城， 福島 ] 茨城県北部～いわき市 ] 
ALOS-2 被災前後カラー合成画像 （10/14 12:27，
JAXA）

上記 17-3 と同様．

添付図 88 参照．

17-9） [ 茨城 ] TerraSAR-X 被災後白黒画像 （10/12 
05:54，ドイツ航空宇宙センター）

上記 17-7 と同様．

添付図 89 参照．

17-10） [ 宮城 ] 吉田川 ASNARO-2 被災後白黒画像 
（10/15 21:42，NEC）

防災科研が購入した画像を，ISUT 担当者が手動

で ISUT-SITE に反映した．

添付図 90 参照．

（18） 【台風 15 号】対応：倒木等被害状況

令和元年台風第 15 号による災害では，強風によ

る倒木等の影響で送電線の損傷を受け，広範囲の停

電が大きな課題となった．その復旧活動を支援する

ために，停電被害に関する情報をまとめ，下記 18-1
から 18-5 に示される情報を 1 つの共通情報図とし

て提供した．

添付図 91 参照．

18-1） 倒木等被害状況 - 携帯キャリア （総務省）

ISUT 担当者が MS-Excel による被害状況に関

する調票（様式）を作成し，担当者に被害箇所の

情報（位置情報を含む）の記入を依頼した．MS-
Excel ファイルのやり取りは，電子メール添付で行

い，受領した情報をもとに，ISUT 担当者が手動で

ISUT-SITE に反映した．

18-2） 倒木等被害状況 - NTT 東日本 （総務省）

上記 18-1 と同様．

18-3） 倒木等被害状況 （千葉県）

上記 18-1 と同様．

18-4） 基地局 - 携帯キャリア （総務省）

上記 18-1 と同様．

18-5） 基地局 - NTT 東日本 （総務省）

上記 18-1 と同様．

（19） 浸水・土砂災害危険度

降水量の分布を使って作成した浸水および土砂災

害の発生危険度のリアルタイム評価結果．メッシュ

サイズは 250 m 四方．

19-1） レーダで観測された降雨強度 （防災科研）

リアルタイムの雨の強度．

防災科研（水・土砂防災研究部門）が，国土交通

省 XRAIN レーダ雨量をもとに算出している．観測

データの遅延や欠損等により一部地域が正しく表

示されない場合もある．詳細は下記 URL 参照．

https://sip4dkit-web.bosai.go.jp/rain/effectiverainfall/
添付図 92 参照．



防災科学技術研究所研究資料　第 455 号　2021 年 2 月

－22－

19-2） 浸水発生危険度（半減期1.5時間実効雨量） （防

災科研）

地表や，地面の浅い層に溜まった水分量の指標．

局地的な浸水の発生に関係する．

防災科研（水・土砂防災研究部門）が，国土交通

省 XRAIN レーダ雨量をもとに算出している．詳細

は下記 URL 参照．

https://sip4dkit-web.bosai.go.jp/rain/effectiverainfall/
添付図 93 参照．

19-3） 土砂災害危険度（半減期 72 時間実効雨量） （防

災科研）

土の中に含まれている水分量の指標．土砂災害

の危険度に関係．

防災科研（水・土砂防災研究部門）が，国土交通

省 XRAIN レーダ雨量をもとに算出している．詳細

は下記 URL 参照．

https://sip4dkit-web.bosai.go.jp/rain/effectiverainfall/
添付図 94 参照．

19-4） 24 時間積算雨量 （防災科研）

過去 24 時間に降った総雨量。

防災科研（水・土砂防災研究部門）が，国土交通

省 XRAIN レーダ雨量をもとに算出している．詳細

は下記 URL 参照．

https://sip4dkit-web.bosai.go.jp/rain/effectiverainfall/
添付図 95 参照．

（20） 大雨・洪水警報危険度／指定河川洪水予報

気象庁が発表している大雨警報の土砂災害および

浸水害の危険度分布，指定河川洪水予報および洪水

警報危険度分布を示したマップ．

20-1） 指定河川洪水予報 （気象庁）

SIP4D（基盤的防災情報流通ネットワーク）10）が，

気象業務支援センターから取得した情報をもと

に，SIP4D で地図化したデータ（GeoJSON 形式）を，

ISUT-SITE が自動取得している．

添付図 96 参照

20-2） 大雨警報（土砂災害）の危険度分布 （気象庁）

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりを，

地図上で 1 km 四方の領域（メッシュ）ごとに 5 段階

に色分けして示す情報．常時 10 分毎に更新してお

り，大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報等が

発表されたときには，大雨警報（土砂災害）の危険

度分布により，どこで危険度が高まっているかを

把握することができる．

SIP4D（基盤的防災情報流通ネットワーク）10）で

地図化したデータ（WMS 形式）を，ISUT-SITE が自

動取得している．

添付図 97 参照．

20-3） 大雨警報（浸水害）の危険度分布 （気象庁）

大雨による浸水害発生の危険度の高まりを，地

図上で 1 km 四方の領域（メッシュ）ごとに 5 段階に

色分けして示す情報．常時 10 分毎に更新しており，

大雨警報（浸水害）等が発表されたときに，実際に

どこで浸水害発生の危険度が高まっているのかを

把握することがでる．

SIP4D（基盤的防災情報流通ネットワーク）10）で

地図化したデータ（WMS 形式）を，ISUT-SITE が自

動取得している．

添付図 98 参照．

20-4） 洪水警報の危険度分布 （気象庁）

指定河川洪水予報：国や都道府県が管理する河

川のうち，流域面積が大きく，洪水により大きな

損害を生ずる河川については， 国土交通省または

都道府県と気象庁が共同で，河川を指定し洪水予

報を行っている．

洪水警報の危険度分布：大雨による洪水害発生の

危険度の高まりを，地図上で概ね 1 km ごとに 5 段

階に色分けして示す情報．常時 10 分毎に更新して

おり，洪水警報等が発表されたときには，どこで危

険度が高まっているかを把握することができる．

気象業務支援センターのデータを，SIP4D（基盤

的防災情報流通ネットワーク）10）が取得し，ISUT-
SITE に自動的に取り込み共有している．

添付図 99 参照．

（21） 解析雨量／降水短時間予報

気象業務支援センターのデータを，SIP4D（基盤的

防災情報流通ネットワーク）10）が取得し，ISUT-SITE
に自動的に取り込み共有している．
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21-1） 1 km メッシュ解析雨量 （気象庁）

レーダーとアメダスなどの降水量観測値から作

成した 1 時間降水量分布．

添付図 100 参照．

21-2） 降水短時間予報 -1 時間後 （気象庁）

1 時間から 15 時間先までの前 1 時間降水量分布．

毎正時 00 分または 30 分を基準時刻とした 1 時

間後の前 1 時間降水量予測値（mm/h）．
本データは基準となる時刻（毎正時 00 分および

30 分）から 20 分から 50 分程度の遅れとなる．

添付図 101 参照．

21-3） 降水短時間予報 -2 時間後 （気象庁）

1 時間から 15 時間先までの前 1 時間降水量分布．

毎正時 00 分または 30 分を基準時刻とした 2 時

間後の前 1 時間降水量予測値（mm/h）．
添付図 102 参照．

21-4） 降水短時間予報 -3 時間後 （気象庁）

1 時間から 15 時間先までの前 1 時間降水量分布．

毎正時 00 分または 30 分を基準時刻とした 3 時

間後の前 1 時間降水量予測値（mm/h）．
添付図 103 参照．

21-5） 降水短時間予報 -4 時間後 （気象庁）

1 時間から 15 時間先までの前 1 時間降水量分布．

毎正時 00 分または 30 分を基準時刻とした 4 時

間後の前 1 時間降水量予測値（mm/h）．
添付図 104 参照．

21-6） 降水短時間予報 -5 時間後 （気象庁）

1 時間から 15 時間先までの前 1 時間降水量分布．

毎正時 00 分または 30 分を基準時刻とした 5 時

間後の前 1 時間降水量予測値（mm/h）．
添付図 105 参照．

21-7） 降水短時間予報 -6 時間後 （気象庁）

1 時間から 15 時間先までの前 1 時間降水量分布．

毎正時 00 分または 30 分を基準時刻とした 6 時

間後の前 1 時間降水量予測値（mm/h）．
添付図 106 参照．

21-8） 降水 15 時間予報 -7 時間後 （気象庁）

1 時間から 15 時間先までの前 1 時間降水量分布．

毎正時 00 分または 30 分を基準時刻とした 7 時

間後の前 1 時間降水量予測値（mm/h）．
添付図 107 参照．

21-9） 降水 15 時間予報 -8 時間後 （気象庁）

1 時間から 15 時間先までの前 1 時間降水量分布．

毎正時 00 分または 30 分を基準時刻とした 8 時

間後の前 1 時間降水量予測値（mm/h）．
添付図 108 参照．

21-10） 降水 15 時間予報 -9 時間後 （気象庁）

1 時間から 15 時間先までの前 1 時間降水量分布．

毎正時 00 分または 30 分を基準時刻とした 9 時

間後の前 1 時間降水量予測値（mm/h）．
添付図 109 参照．

21-11） 降水 15 時間予報 -10 時間後 （気象庁）

1 時間から 15 時間先までの前 1 時間降水量分布．

毎正時 00 分または 30 分を基準時刻とした 10 時

間後の前 1 時間降水量予測値（mm/h）．
添付図 110 参照．

21-12） 降水 15 時間予報 -11 時間後 （気象庁）

1 時間から 15 時間先までの前 1 時間降水量分布．

毎正時 00 分または 30 分を基準時刻とした 11 時

間後の前 1 時間降水量予測値（mm/h）．
添付図 111 参照．

21-13） 降水 15 時間予報 -12 時間後 （気象庁）

1 時間から 15 時間先までの前 1 時間降水量分布．

毎正時 00 分または 30 分を基準時刻とした 12 時

間後の前 1 時間降水量予測値（mm/h）．
添付図 112 参照．

21-14） 降水 15 時間予報 -13 時間後 （気象庁）

1 時間から 15 時間先までの前 1 時間降水量分布．

毎正時 00 分または 30 分を基準時刻とした 13 時

間後の前 1 時間降水量予測値（mm/h）．
添付図 113 参照．
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21-15） 降水 15 時間予報 -14 時間後 （気象庁）

1 時間から 15 時間先までの前 1 時間降水量分布．

毎正時 00 分または 30 分を基準時刻とした 14 時

間後の前 1 時間降水量予測値（mm/h）．
添付図 114 参照．

（22） 台風経路

現在発生している台風経路および過去に日本で発

生した台風の経路地図．

22-1） 2019 年台風 15 号経路情報 （国立情報学研究

所）

国立情報学研究所の北本朝展准教授が運営する

デジタル台風 16）からデータ（KML 形式）をダウン

ロードし，ISUT 担当者が手動で ISUT-SITE に反

映した．台風が接近中の段階では，進路予測情報

（GeoJSON 形式）も掲載している．

添付図 115 参照．

22-2） 2019 年台風 19 号経路情報 （国立情報学研究

所）

上記 22-1 と同様．

添付図 116 参照．

（23） 地上風推定

レーダが観測した上空の風の流れとアメダスが観

測した地上風のデータを同化し，さらに気象庁のシ

ミュレーションモデルや地表面摩擦による風の減速

を考慮し，地上付近の風向風速を面的に推定した

データ．このデータは 10 分ごとに更新される．

防災科研の水・土砂防災研究部門および気象災

害軽減イノベーションセンターが解析した結果を

ISUT-SITE に自動連接させている．

添付図 117 参照．

（24） 大雨のまれさ分布解析（○年に一度の大雨）

台風第 19 号による降雨のまれさを示したプロダ

クツ．

24-1） 2019 年 10 月 13 日 0 時における前 24 時間降

水量 再現期間 [ 年 ] （防災科研）

10 月 12 日に降った雨が「何年に 1 度くらいの大

雨となったか」を示した地図．

水・土砂防災研究部門および気象災害軽減イノ

ベーションセンターが解析した結果（NetCDF 形式）

を，ISUT 担当者が手動で ISUT-SITE に反映した．

2020 年 10 月現在，この解析結果は ISUT-SITE
に自動連接されるように改修が完了している．

添付図 118 参照．

24-2） 2019 年 10 月 13 日 0 時における前 24 時間降

水量分布 [mm] （防災科研）

10 月 12 日の 1 日に降った雨量を示した地図．

水・土砂防災研究部門および気象災害軽減イノ

ベーションセンターが解析した結果（NetCDF 形式）

を，ISUT 担当者が手動で ISUT-SITE に反映した．

2020 年 10 月現在，この解析結果は ISUT-SITE
に自動連接されるように改修が完了している．

添付図 119 参照．

（25） ハザード情報（洪水浸水想定区域／土砂災害警

戒区域）

ハザードマップポータルに示される情報を災害対

応の参考として示した．

25-1） 洪水浸水想定区域 （ハザードマップポータル）

ハザードマップポータルに示されているデータ

（タイル形式）を，ISUT 担当者が手動で URL を設

定することで ISUT-SITE に反映している．

添付図 120 参照．

25-2） 土砂災害警戒区域 （ハザードマップポータル）

上記 25-1 と同様．

添付図 121 参照．

（26） 災害情報集約地図

上記に示した様々なデータ（レイヤー）を統合管理

した地図．ユーザの要求に応じて，任意のレイヤー

を重ねて表示することができる．

添付図 122 参照．

4. おわりに

本稿は，令和元年 10 月に発生した令和元年台風

第 19 号（令和元年東日本台風），および同年 9 月に

発生した令和元年台風 15 号（令和元年房総半島台

風）への対応に際して，ISUT が提供した ISUT-SITE
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の情報コンテンツおよび情報の掲載に関する作業概

要等について整理した．

2020 年 10 月現在，防災科研では，本稿で示した

ような様々な情報コンテンツについて，自動的に

ISUT-SITE に登録し，迅速に関係機関に提供するた

めの研究開発に取り組んでいる．

本稿で整理した知見を踏まえ，迅速かつ円滑な災

害情報の共有について，引き続き，研究開発を進め

ていきたい．
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要　旨

政府による支援が必要と予想されるような大きな災害が発生した場合，防災科学技術研究所は，

ISUT（災害時情報集約支援チーム）として被災自治体に入り，様々な情報を整理して，共通状況図を提

供する活動を実施している．

本稿では，2019 年度に発生した令和元年台風第 15 号（令和元年房総半島台風）および令和元年台風第

19 号（令和元年東日本台風）の対応において，ISUT が提供書板した情報サイト「ISUT-SITE」に取りまと

めた共通状況図および情報主要素について整理する．

キーワード：ISUT，令和元年房総半島台風，令和元年東日本台風，共通状況図，情報主要素
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添付図

各情報コンテンツのスクリーンショット
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添付図 1 災害救助法適用自治体 （内閣府）

Appx-Fig. 1 Local governments to which the Disaster Relief Act is applied (Cabinet Office).

添付図 2 被災者生活再建支援法適用自治体 （内閣府）

Appx-Fig. 2 Local governments to which the Act Concerning Support for Reconstructing Livelihoods of Disaster 
Victims is applied (Cabinet Office).
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添付図 3 避難所状況（宮城県・福島県・茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・長野県）

Appx-Fig. 3 Evacuation center status (Miyagi Prefecture, Fukushima Prefecture, Ibaraki Prefecture, Tochigi Prefecture, 
Saitama Prefecture, Chiba Prefecture, Nagano Prefecture).

添付図 4 給水・入浴・給食支援状況 （陸上自衛隊）

Appx-Fig. 4 Water supply / bathing / school lunch support status (Ground Self-Defense Force).
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添付図 5 災害ボランティアセンター受付場所

Appx-Fig. 5 Disaster volunteer center reception place.

添付図 6 災害廃棄物仮置場 設置状況 （宮城県，福島県，埼玉県）

Appx-Fig. 6 Temporary storage site for disaster waste (Miyagi Prefecture, Fukushima Prefecture, Saitama Prefecture).
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－35－

添付図 7 災害廃棄物対応状況 （福島県）

Appx- Fig. 7 Disaster waste response status (Fukushima Prefecture).

添付図 8 臨時集積所 （内閣府）および VC_ サテライト （長野県）

Appx-Fig. 8 Temporary depot (Cabinet Office) and VC_Satellite (Nagano Prefecture).



防災科学技術研究所研究資料　第 455 号　2021 年 2 月

－36－

添付図 9 長野県災害廃棄物仮置場 撮影写真 （環境省）

Appx-Fig. 9 Nagano Prefecture disaster waste temporary storage photograph (Ministry of the Environment).

添付図 10 災害廃棄物推定結果 （名古屋大学平山修久准教授）

Appx-Fig. 10 Disaster waste estimate results (Associate Professor Nagahisa HIRAYAMA, Nagoya University).
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－37－

添付図 11 氾濫・浸水状況 （国交省 DiMAPS）
Appx-Fig. 11 Flood situation (DiMAPS, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism).

添付図 12 推定浸水範囲 （国土地理院）

Appx-Fig. 12 Estimated flood area (Geospatial Information Authority of Japan).
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添付図 13 衛星 Sentinel-1B レーダ画像 [ 東北・関東 ] による浸水推定結果（10/13，国際航業）

Appx-Fig. 13 Flood estimation result by satellite Sentinel-1B radar image [Tohoku / Kanto] (10/13, Kokusai Kogyo).

添付図 14 衛星 Sntinel1-B レーダ画像カラー合成 （10/12 17:44，山口大学長井正彦教授）

Appx-Fig. 14 Satellite Sntinel1-B Radar image color composition (10/12 17:44, Professor Masahiki NAGAI, 
Yamaguchi University).
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添付図 15 長野県浸水域 （長野県）

Appx-Fig. 15 Nagano prefecture flood area (Nagano Prefecture).

添付図 16 衛星 ALOS-2 のレーダ画像による浸水域推定箇所手動編集結果（10/13 11:55，JAXA）

Appx-Fig. 16 Manual editing result of flood area estimation by radar image of satellite ALOS-2 (10/13 11:55, JAXA).
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添付図 17 佐久市浸水域（10/16，佐久市）

Appx-Fig. 17 Saku city floof area （10/16, Saku City).

添付図 18 衛星 Sentinel-1 レーダ画像による浸水範囲推定 [ 東松山市 ] （10/13 05:42，国際航業）

Appx-Fig. 18 Flood area estimation by satellite Sentinel-1 radar image [Higashimatsuyama City] (10/13 05:42, Kokusai Kogyo).



ISUT による災害情報の統合と共有－伊勢ほか
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添付図 19 里川，久慈川，那珂川浸水範囲 （10/13 11:00，茨城県，GIS 学会協力）

Appx-Fig. 19 Satogawa, Kujigawa, Nakagawa flood area (10/13 11:00, Ibaraki Prefecture, GIS Society cooperation).

添付図 20 氾濫域自動抽出結果 [ 水戸市 ] （10/13，パスコ）

Appx-Fig. 20 Flood area automatic extraction result [Mito City] (10/13, Pasco).
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添付図 21 [ 茨城 ] 衛星 ALOS-2 のレーダ画像による浸水域推定箇所手動編集結果（10/14，JAXA）

Appx-Fig. 21 [Ibaraki] Manual editing result of floof area estimated by radar image of satellite ALOS-2 
 (10/14, JAXA).

添付図 22 福島県の洪水浸水想定区域図 – 鮫川，夏井川（10/13，福島県）

Appx-Fig. 22 Fukushima prefecture flood estimated area map - Samegawa, Natsui River (10/13, Fukushima prefecture).



ISUT による災害情報の統合と共有－伊勢ほか
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添付図 23 氾濫域自動抽出結果 [ 石巻市 ] （Pleiades） （10/13，パスコ）

Appx-Fig. 23 Flood area automatic extraction result [Ishinomaki City] (Pleiades) (10/13, Pasco).

添付図 24 衛星 Sentinel-1 レーダ画像による浸水範囲推定 [ 丸森町 ] （10/13 05:32，国際航業）

Appx-Fig. 24 Flood area estimation by satellite Sentinel-1 radar image [Marumori Town] (10/13 05:32, Kokusai Kogyo).
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添付図 25 ASNARO-2 による吉田川（宮城県大郷町）推定浸水エリア （10/14 17:16，防災科研）

Appx-Fig. 25 Estimated floof area of Yoshida River (Osato Town, Miyagi Prefecture) by ASNARO-2 
 (10/14 17:16, NIED).

添付図 26 衛星 ALOS-2 のレーダ画像による浸水域推定箇所手動編集結果 [ 三重 ] （10/13 00:05，JAXA）

Appx-Fig. 26 Manual editing result of flood area estimation by radar image of satellite ALOS-2 [Mie] (10/13 00:05, JAXA).
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添付図 27 角田市被災状況 （青森県対口支援チーム）

Appx-Fig. 27 Kakuda city damage situation (Aomori Prefecture support team).

添付図 28 衛星 Sentinel-1B レーダ画像 [ 東北・関東 ] による浸水推定結果（10/13 05:41，国際航業） 
Appx-Fig. 28 Flood estimation result by satellite Sentinel-1B radar image [Tohoku / Kanto] (10/13 05:41, Kokusai Kogyo).
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添付図 29 レーダ衛星の推定浸水エリアに基づく浸水建物集計結果 [ 浸水建物数 ] （防災科研）

Appx-Fig. 29 Total results of flooded buildings based on the estimated flooded area of radar satellites 
[Number of flooded buildings] (NIED).

添付図 30 レーダ衛星の推定浸水エリアに基づく浸水建物集計結果 [浸水建物数／全建物数 ] （防災科研）

Appx-Fig. 30 Total number of flooded buildings based on the estimated flooded area of radar satellite [Number of 
flooded buildings / Total number of buildings] (NIED).
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添付図 31 土砂災害被害 （国交省 DiMAPS）
Appx-Fig. 31 Sediment disaster damage (DiMAPS, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism).

添付図 32 丸森地区（宮城県白石市，角田市，丸森町，福島県相馬市，伊達市）

 斜面崩壊・堆積範囲 （10/24，国土地理院）

Appx-Fig. 32 Marumori district (Shiroishi City, Miyagi Prefecture, Kakuda City, Marumori Town, 
Soma City, Fukushima Prefecture, Date City).

 Slope collapse / sedimentation range (10/24, Geospatial Information Authority of Japan).
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添付図 33 丸森地区土砂移動分布図 （防災科研）

Appx-Fig. 33 Marumori area sediment movement distribution map (NIED).

添付図 34 道路状況

 （この図は表示イメージであり，災害対応当時の情報を示したものではない）

Appx-Fig. 34 Road status.
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添付図 36 浸水推定段彩図 （国土地理院）

Appx-Fig. 36 Flood estimation stage map (Geospatial Information Authority of Japan).

添付図 35 港湾状況 （国交省 DiMAPS）
Appx-Fig. 35 Port status (DiMAPS, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism).
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添付図 37 情報収集衛星等による加工処理画像 （10/26，内閣情報調査室）

Appx-Fig. 37 Processed image by informat ion gather ing sa te l l i te ,  e tc .  
(10/26, Cabinet Intelligence and Research Office).

添付図 38 空中写真 （10/26，国土地理院）

Appx-Fig. 38 Aerial photograph (10/26, Geospatial Information Authority of Japan).
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添付図 39 斜め撮影写真 （10/26，国土地理院）

Appx-Fig. 39 Diagonal photo (10/26, Geospatial Information Authority of Japan).

添付図 40 斜め撮影写真 1 （10/26，パスコ，国際航業）

Appx-Fig. 40 Diagonal Photo 1 (10/26, PASCO, Kokusai Kogyo).
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添付図 41 斜め撮影写真 2 （10/26, パスコ，国際航業）

Appx-Fig. 41 Diagonal Photo 2 (10/26, PASCO, Kokusai Kogyo).

添付図 42 ドローン [ 君津市小糸川 ] （10/27，DRONE BIRD）

Appx-Fig. 42 Drone photo [Koito River, Kimitsu City] (10/27, DRONE BIRD).
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添付図 43 衛星レーダ画像 ALOS-2 （10/25，JAXA）

Appx-Fig. 43 Satellite radar image ALOS-2 (10/25, JAXA).

添付図 44 [ 長野 ] 千曲川地区 空中写真正射画像速報版（10/16，国土地理院）

Appx-Fig. 44 Nagano] Chikuma River area Aerial photograph Orthogonal image, Bulletin version 
(10/16, Geospatial Information Authority of Japan).



防災科学技術研究所研究資料　第 455 号　2021 年 2 月

－54－

添付図 45 [ 東京都，神奈川県 ] 相模原市，町田市，世田谷区 ドローンによる正射画像  
（10/14, 16, 20, CrisisMappersJAPAN / DRONEBIRD）

Appx-Fig. 45 [Tokyo, Kanagawa Prefecture] Sagamihara City, Machida City, Setagaya Ward, 
Orthogonal image by drone (10/14, 16, 20, CrisisMappersJAPAN / DRONEBIRD).

添付図 46 [ 東京都，神奈川県 ] 多摩川地区空中写真正射画像 （10/13，国土地理院）

Appx-Fig. 46 [Tokyo, Kanagawa Prefecture] Tama River area aerial photograph Orthophoto image 
(10/13, Geospatial Information Authority of Japan).
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添付図 47 [ 埼玉県 ] 都幾川地区（川越市，東松山市，坂戸市，嵐山町，川島町） 
 空中写真正射画像 （10/13，国土地理院）

Appx-Fig. 47 [Saitama Prefecture] Tokigawa District (Kawagoe City, Higashimatsuyama City, Sakado City, Ranzan 
Town, Kawajima Town) Aerial photo Orthogonal image (10/13, Geospatial Information Authority of Japan).

添付図 48 [ 茨城県 ] 久慈川地区（日立市，常陸太田市，常陸大宮市，那珂市，東海村） 
 空中写真正射画像 （10/17，国土地理院）

Appx-Fig. 48 [Ibaraki Prefecture] Kuji River District (Hitachi City, Hitachiota City, Hitachiomiya City, Naka City, 
Tokai Village) Aerial photo Orthogonal image (10/17, Geospatial Information Authority of Japan).
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添付図 49 [ 茨城県 ] 久慈川地区（大子町）空中写真正射画像 （10/17，国土地理院）

Appx-Fig. 49 [Ibaraki Prefecture] Kuji River District (Daigo Town) Aerial Photo Orthogonal Image 
(10/17, Geospatial Information Authority of Japan).

添付図 50 [ 福島県，宮城県 ] 丸森地区 空中写真正射画像速報版（10/20, 21，国土地理院）

Appx-Fig. 50 [Fukushima Prefecture, Miyagi Prefecture] Marumori District Aerial photo Orthographic 
image, Bulletin Version (10 / 20,21, Geospatial Information Authority of Japan).
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添付図 51 [ 長野 ] 千曲川 斜め撮影写真（10/13，パスコ，国際航業）

Appx-Fig. 51 [Nagano] Chikuma River diagonal photo (10/13, PASCO, Kokusai Kogyo).

添付図 52 [ 関東 ] ヘリ動画（10/13-27，国交省関東地整）

Appx-Fig. 52 [Kanto] Helicopter video (10 / 13-27, Kanto Regional Development Bureau, 
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism).
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添付図 53 [ 長野 ] 千曲川 UAV 動画（10/13，国土地理院）

Appx-Fig, 53 [Nagano] Chikuma River UAV Video (10/13, Geospatial Information Authority of Japan).

添付図 54 [ 埼玉 ] 川越市，東松山市 斜め撮影写真（10/13，パスコ，国際航業）

Appx-Fig. 54 [Saitama] Kawagoe City, Higashimatsuyama City Diagonal Photograph (10/13, PASCO, Kokusai Kogyo).
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添付図 55 [ 栃木 ] 佐野市，栃木市，藤岡市 ヘリ動画（10/13，栃木県）

Appx-Fig. 55 [Tochigi] Sano City, Tochigi City, Fujioka City Helicopter Video (10/13, Tochigi Prefecture).

添付図 56 [ 栃木 ] 佐野市秋山川 斜め撮影写真（10/13，パスコ，国際航業）

Appx-Fig. 56 [Tochigi] Sano City Akiyama River Diagonal Photograph (10/13, PASCO, Kokusai Kogyo).
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添付図 57 [ 茨城 ] 那珂川 斜め撮影写真（10/16，パスコ，国際航業）

Appx-Fig. 57 [Ibaraki] Nakagawa diagonal photo (10/16, PASCO, Kokusai Kogyo).

添付図 58 [ 茨城 ] 常陸大宮市 斜め撮影写真（10/16，パスコ，国際航業）

Appx-Fig. 58 [Ibaraki] Hitachiomiya City Diagonal Photograph (10/16, PASCO, Kokusai Kogyo).
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添付図 59 [ 福島 ] 阿武隈川地区（福島県郡山市，須賀川市，本宮市，鏡石町）斜め撮影写真 （10/13，
国土地理院）

Appx-Fig. 59 [Fukushima] Abukuma River area (Koriyama City, Sukagawa City, Motomiya City, Kagamiishi 
Town, Fukushima Prefecture) Diagonal photo (10/13, Geospatial Information Authority of Japan)

添付図 60 [ 福島 ] 阿武隈川地区（伊達市）斜め撮影写真（10/13，国土地理院）

Appx-Fig. 60 [Fukushima] Abukuma River District (Date City) Diagonal Photograph 
 (10/13, Geospatial Information Authority of Japan).
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添付図 61 [ 宮城 ] 阿武隈川地区（丸森町）斜め撮影写真（10/13，国土地理院）

Appx-Fig. 61 [Miyagi] Abukuma River area (Marumori Town) Diagonal photo 
 (10/13, Geospatial Information Authority of Japan).

添付図 62 [ 宮城 ] 丸森町 1 斜め撮影写真（10/15，林野庁）

Appx-Fig. 62 [Miyagi] Marumori Town 1 Diagonal Photograph (10/15, Forestry Agency).
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添付図 63 [ 宮城 ] 丸森町 2 斜め撮影写真（10/15，林野庁）

Appx-Fig. 63 [Miyagi] Marumori Town 2 Diagonal Photograph (10/15, Forestry Agency).

添付図 64 [ 宮城 ] 吉田川地区 斜め撮影写真（10/13，国土地理院）

Appx-Fig. 64 [Miyagi] Yoshida River area diagonal photo (10/13, Geospatial Information Authority of Japan).
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添付図 65 [ 宮城県，福島県，茨城県，栃木県，長野県，埼玉県，東京都，神奈川県，山梨市 ] 
情報収集衛星等による加工処理画像（10/16, 17, 23，内閣情報調査室）

Appx-Fig. 65 [Miyagi Prefecture, Fukushima Prefecture, Ibaraki Prefecture, Tochigi Prefecture, Nagano 
Prefecture, Saitama Prefecture, Tokyo Prefecture, Kanagawa Prefecture, Yamanashi City] Processed 
images by information gathering satellites (10/16, 17, 23, Cabinet Intelligence and Research Office).

添付図 66 [ 埼玉県川越市 ] 小型衛星 DOVE（10/13, Planet，酪農学園大学金子正美教授提供）

Appx-Fig. 66 [Kawagoe City, Saitama Prefecture] Small satellite DOVE (10/13, Planet, provided by Professor Masami 
KANEKO, Rakuno Gakuen University).

 Planet Team (2017). Planet Application Program Interface: In Space for Life on Earth. San Francisco, CA.
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添付図 67 [ 埼玉県入間川流域 ] SPOT-7 （10/13） （Airbus DS /Spot Image 2019）
Appx-Fig. 67 [Iruma River basin, Saitama Prefecture] SPOT-7 (10/13) (Airbus DS / Spot Image 2019).

添付図 68 [ 栃木県佐野市，栃木市 ] SPOT-7 （10/13） （Airbus DS /Spot Image 2019）
Appx-Fig. 68 [Sano City, Tochigi City, Tochigi Prefecture] SPOT-7 (10/13) (Airbus DS / Spot Image 2019).
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添付図 69 [ 茨城県那珂川 ] 小型衛星 DOVE （10/13, Planet，酪農学園大学金子正美教授提供）

Appx-Fig. 69 [Naka River, Ibaraki Prefecture] Small satellite DOVE (10/13, Planet, provided by Professor Masami 
KANEKO, Rakuno Gakuen University).

 Planet Team (2017). Planet Application Program Interface: In Space for Life on Earth. San Francisco, CA.

添付図 70 [ 福島県須賀川市 ] 小型衛星 DOVE （10/13, Planet，酪農学園大学金子正美教授提供）

Appx-Fig. 70 [Sukagawa City, Fukushima Prefecture] Small satellite DOVE (10/13, Planet, provided by Professor 
Masami KANEKO, Rakuno Gakuen University).

 Planet Team (2017). Planet Application Program Interface: In Space for Life on Earth. San Francisco, CA.
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添付図 71 [ 福島県田村町 ] 小型衛星 DOVE （10/13, Planet）
Appx-Fig. 71 [Tamura Town, Fukushima Prefecture] Small satellite DOVE (10/13, Planet).

添付図 72 [ 福島県須賀川市 ] 小型衛星 DOVE （10/13, Planet）
Appx-Fig. 72 [Sukagawa City, Fukushima Prefecture] Small satellite DOVE (10/13, Planet).
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添付図 73 [ 福島県相馬市 ] SPOT-7 （10/13） （Airbus DS /Spot Image 2019）
Appx-Fig. 73 [Soma City, Fukushima Prefecture] SPOT-7 (10/13) (Airbus DS / Spot Image 2019).

添付図 74 [ 宮城県丸森，角田市 ] SPOT-7 （10/13） （Airbus DS /Spot Image 2019）
Appx-Fig. 74 [Marumori Town, Kakuda City, Miyagi Prefecture] SPOT-7 (10/13) (Airbus DS / Spot Image 2019).
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添付図 75 [ 宮城県丸森町，角田市 ] 小型衛星 DOVE （10/13, Planet）
Appx-Fig. 75 [Marumori Town, Kakuda City, Miyagi Prefecture] Small satellite DOVE (10/13, Planet).

添付図 76 [ 宮城県丸森町 ] 小型衛星 DOVE （10/13, Planet，酪農学園大学金子正美教授提供）

Appx-Fig. 76 [Marumori Town, Miyagi Prefecture] Small satellite DOVE (10/13, Planet, provided by Professor Masami 
KANEKO, Rakuno Gakuen University).

 Planet Team (2017). Planet Application Program Interface: In Space for Life on Earth. San Francisco, CA.
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添付図 77 [ 宮城県吉田川 ] 小型衛星 DOVE （10/13, Planet，酪農学園大学金子正美教授提供）

Appx-Fig. 77 [Yoshida River, Miyagi Prefecture] Small satellite DOVE (10/13, Planet, provided by Professor Masami 
KANEKO, Rakuno Gakuen University).

 Planet Team (2017). Planet Application Program Interface: In Space for Life on Earth. San Francisco, CA.

添付図 78 [ 関東 ] KANOPUS-V (10/13, ROSCOSMOS）
Appx-Fig. 78 [Kanto] KANOPUS-V (10/13, ROSCOSMOS).
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添図 79 [ 関東～東北太平洋側 ] CBERS-4 MUX (10/13, INPE）
Appx-Fig. 79 [Kanto-Tohoku Pacific side] CBERS-4 MUX (10/13, INPE).

添付図 80 [ 関東・東北地方 ] CBERS-4 AWFI (10/13, INPE）
Appx-Fig. 80 [Kanto / Tohoku region] CBERS-4 AWFI (10/13, INPE).
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添付図 81 [ 関東・東北 ] Sentinel-1 被災前後カラー合成画像（10/13 5:41, Copernicus Sentinel data 2019）
Appx-Fig. 81 [Kanto / Tohoku] Sentinel-1 Color composite image before and after the disaster (10/13 5:41, 

Copernicus Sentinel data 2019).

添付図 82 [ 長野 ] ALOS-2 被災後白黒画像（10/13 11:56, JAXA）

Appx-Fig. 82 [Nagano] Black-and-white image after the ALOS-2 disaster (10/13 11:56, JAXA).
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添付図 83 [ 長野 ] ALOS-2 被災前後カラー合成画像（10/15 12:37, JAXA）

Appx-Fig. 83 [Nagano] ALOS-2 color composite image before and after the disaster (10/15 12:37, JAXA).

添付図 84 [ 三重 ] ALOS-2 被災前後カラー合成画像（10/13 00:05, JAXA）

Appx-Fig. 84 [Mie] ALOS-2 color composite image before and after the disaster (10/13 00:05, JAXA).
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添付図 85 [ 長野・静岡 ] ALOS-2 被災前後カラー合成画像（10/13 22:49，JAXA）

Appx-Fig. 85 [Nagano / Shizuoka] ALOS-2 Color composite image before and after the disaster 
 (10/13 22:49, JAXA).

添付図 86 [ 関東 ] ALOS-2 被災前後カラー合成画像（10/12 22:30，JAXA）

Appx-Fig. 86 [Kanto] ALOS-2 Color composite image before and after the disaster (10/12 22:30, JAXA).
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添付図 87 [ 東京，神奈川 ] TerraSAR-X 被災後白黒画像（10/12 17:54，ドイツ航空宇宙センター）

Appx-Fig. 87 [Tokyo, Kanagawa] Black-and-white image after the TerraSAR-X disaster (10/12 17:54, DLR)

添付図 88 [ 茨城，福島 ] 茨城県北部～いわき市 ] ALOS-2 被災前後カラー合成画像（10/14 12:27，JAXA）

Appx-Fig. 88 [Ibaraki, Fukushima] Northern Ibaraki Prefecture-Iwaki City] ALOS-2 Color composite image before 
and after the disaster (10/14 12:27, JAXA).
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添付図 89 [ 茨城 ] TerraSAR-X 被災後白黒画像（10/12 05:54，ドイツ航空宇宙センター）

Appx-Fig. 89 [Ibaraki] TerraSAR-X Black-and-white image after the disaster (10/12 05:54, DLR).

添付図 90 [ 宮城 ] 吉田川 ASNARO-2 被災後白黒画像（10/15 21:42，NEC）
Appx-Fig. 90 [Miyagi] Yoshida River ASNARO-2 Black and white image after the disaster (10/15 21:42, NEC).
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－77－

添付図 91 倒木等被害状況

Appx-Fig. 91 Damage situation such as fallen trees.

添付図 92 レーダで観測された降雨強度（防災科研）

 （この図は表示イメージであり，災害対応当時の情報を示したものではない）

Appx-Fig. 92 Rainfall intensity observed by radar (NIED).
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添付図 93 浸水発生危険度（半減期 1.5 時間実効雨量）（防災科研）

 （この図は表示イメージであり，災害対応当時の情報を示したものではない）

Appx-Fig. 93 Inundation risk (Half-life 1.5 hours effective rainfall) (NIED).

添付図 94 土砂災害危険度（半減期 72 時間実効雨量）（防災科研）

 （この図は表示イメージであり，災害対応当時の情報を示したものではない）

Appx-Fig. 94 Sediment disaster risk (Half-life 72-hour effective rainfall) (NIED).



ISUT による災害情報の統合と共有－伊勢ほか
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添付図 95 24 時間積算雨量（防災科研）

 （この図は表示イメージであり，災害対応当時の情報を示したものではない）

Appx-Fig. 95 24-hour cumulative rainfall (NIED).

添付図 96 指定河川洪水予報（気象庁）

 （この図は表示イメージであり，災害対応当時の情報を示したものではない）

Appx-Fig. 96 Designated river flood forecast (JMA).
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添付図 97 大雨警報 ( 土砂災害）の危険度分布（気象庁）

 （この図は表示イメージであり，災害対応当時の情報を示したものではない）

Appx-Fig. 97 Risk distribution of heavy rain warning (earth and sand disaster) (JMA).

添付図 98 大雨警報 ( 浸水害）の危険度分布（気象庁）

 （この図は表示イメージであり，災害対応当時の情報を示したものではない）

Appx-Fig. 98 Risk distribution of heavy rain warning (flood damage) (JMA).
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添付図 99 洪水警報の危険度分布（気象庁）

 （この図は表示イメージであり，災害対応当時の情報を示したものではない）

Appx-Fig. 99 Flood warning risk distribution (JMA).

添付図 100 1 km メッシュ解析雨量（気象庁）

 （この図は表示イメージであり，災害対応当時の情報を示したものではない）

Appx-Fig. 100 1 km mesh analysis rainfall (JMA).



防災科学技術研究所研究資料　第 455 号　2021 年 2 月

－82－

添付図 101 降水短時間予報 - 1 時間後（気象庁）

 （この図は表示イメージであり，災害対応当時の情報を示したものではない）

Appx-Fig. 101 Short-term precipitation forecast - 1 hour later (JMA).

添付図 102 降水短時間予報 - 2 時間後（気象庁）

 （この図は表示イメージであり，災害対応当時の情報を示したものではない）

Appx-Fig. 102 Short-term precipitation forecast - 2 hour later (JMA).
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添付図 103 降水短時間予報 - 3 時間後（気象庁）

 （この図は表示イメージであり，災害対応当時の情報を示したものではない）

Appx-Fig. 103 Short-term precipitation forecast - 3 hour later (JMA).

添付図 104 降水短時間予報 - 4 時間後（気象庁）

 （この図は表示イメージであり，災害対応当時の情報を示したものではない）

Appx-Fig. 104 Short-term precipitation forecast - 4 hour later (JMA).
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添付図 105 降水短時間予報 - 5 時間後（気象庁）

 （この図は表示イメージであり，災害対応当時の情報を示したものではない）

Appx-Fig. 105 Short-term precipitation forecast - 5 hour later (JMA).

添付図 106 降水短時間予報 - 6 時間後（気象庁）

 （この図は表示イメージであり，災害対応当時の情報を示したものではない）

Appx-Fig. 106 Short-term precipitation forecast - 6 hour later (JMA).
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添付図 107 降水 15 時間予報 - 7 時間後（気象庁）

 （この図は表示イメージであり，災害対応当時の情報を示したものではない）

Appx-Fig. 107 15-hour precipitation forecast - 7 hours later (JMA).

添付図 108 降水 15 時間予報 - 8 時間後（気象庁）

 （この図は表示イメージであり，災害対応当時の情報を示したものではない）

Appx-Fig. 108 15-hour precipitation forecast - 8 hours later (JMA).
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添付図 109 降水 15 時間予報 - 9 時間後（気象庁）

 （この図は表示イメージであり，災害対応当時の情報を示したものではない）

Appx-Fig. 109 15-hour precipitation forecast - 9 hours later (JMA).

添付図 110 降水 15 時間予報 - 10 時間後（気象庁）

 （この図は表示イメージであり，災害対応当時の情報を示したものではない）

Appx-Fig. 110 15-hour precipitation forecast - 10 hours later (JMA).
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添付図 111 降水 15 時間予報 - 11 時間後（気象庁）

 （この図は表示イメージであり，災害対応当時の情報を示したものではない）

Appx-Fig. 111 15-hour precipitation forecast - 11 hours later (JMA).

添付図 112 降水 15 時間予報 - 12 時間後（気象庁）

 （この図は表示イメージであり，災害対応当時の情報を示したものではない）

Appx-Fig. 112 15-hour precipitation forecast - 12 hours later (JMA).
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添付図 113 降水 15 時間予報 - 13 時間後（気象庁）

 （この図は表示イメージであり，災害対応当時の情報を示したものではない）

Appx-Fig. 113 15-hour precipitation forecast - 13 hours later (JMA).

添付図 114 降水 15 時間予報 - 14 時間後（気象庁）

 （この図は表示イメージであり，災害対応当時の情報を示したものではない）

Appx-Fig. 114 15-hour precipitation forecast - 14 hours later (JMA).
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添付図 115 2019 年台風 15 号経路情報（国立情報学研究所）

Appx-Fig. 115 2019 Typhoon No. 15 Route Information (NII).

添付図 116 2019 年台風 19 号経路情報（国立情報学研究所）

Appx-Fig. 116 2019 Typhoon No. 19 Route Information (NII).
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添付図 117 地上風推定（防災科研）

Appx-Fig. 117 Ground wind estimation (NIED).

添付図 118 2019 年 10 月 13 日 0 時における前 24 時間降水量 再現期間 [ 年 ]（防災科研）

Appx-Fig. 118 Precipitation reproduction period for 24 hours before 00:00 on October 13, 2019 [year] (NIED).
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添付図 119 2019 年 10 月 13 日 0 時における前 24 時間降水量分布 [mm]（防災科研）

Appx-Fig. 119 Precipitation distribution for 24 hours before 00:00 on October 13, 2019 [mm] (NIED).

添付図 120 洪水浸水想定区域（国土数値情報，ハザードマップポータル）

Appx-Fig. 120 Flood area (digital national land information, hazard map portal).
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添付図 121 土砂災害警戒区域（国土数値情報，ハザードマップポータル）

Appx-Fig. 121 Sediment-related disaster warning area (digital national land information, hazard map portal).

添付図 122 災害情報集約地図

Appx-Fig. 122 Disaster information integrated map.


