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Abstract.   NIED-Crisis Response Site (NIED-CRS) collects and shares disaster information sent by 
each organization since 2014. Since 2018, we have added a function that makes it easy to reach disaster 
information by using thematic maps in order of purpose and priority. As a result, some of the viewers 
showed a movement to develop information on thematic maps on SNS. It was suggested that the 
information distribution by theme map in NIED-CRS is effective. 
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１．はじめに 
国立研究開発法人防災科学技術研究所（以下、

防災科研）では、自然災害の発生が警戒される時、

または発災後に、防災科研クライシスレスポンス

サイト(以下、NIED-CRS)を開設し、発信元が明確

である各種災害情報について集約・発信を実施し

ている。本サイトは、災害情報を目的別に Web-GIS
にて可視化した“主題図と、当該災害において行

政機関や研究機関等が発信している情報の“リン

ク集”の 2 つのコンテンツで構成している。各機

関が所有する災害情報を一元的に集約・発信する

ことで、研究者、専門家、一般市民などが、災害

対応時に各種情報を活用できる自然災害の総合情

報サイトとなることを目指している。 
２．NIED-CRS における主題図別情報発信の試み 
 NIED-CRS は 2014 年より運用を開始し、災害毎

に Web サイトを構築してきた。2016 年の熊本地

震対応からは、防災科研が開発・運用を行ってい

る SIP4D(Shared Information Platform for Disaster 
Management)を通じて集約された行政機関等の災

害情報のうち、一般公開できる情報について発信

を行っている。2018 年以降、Web-GIS 機能を強化

し、目的別、優先度順に主題図化した地図表現を

用いて、GIS の操作に不慣れであっても容易に各

種情報にたどり着けるような表現方法に変更した。 
2019 年梅雨期・台風期 NIED-CRS(https://crs.bos

ai.go.jp/crs/19rain/)では、降雨情報や台風経路情報

のほか、通信復旧エリアや停電被害、断水状況、

給水支援情報などを主題図別に整理して発信した。

その結果、特に 2019 年台風第 15 号では、一般閲

覧者が SNS 等を通じて、主題図別の情報を画面キ

ャプチャして拡散するなどの情報展開が見受けら

れた。これは一般閲覧者が台風第 15 号の災害状況

を理解する上で、NIED-CRS の主題図別情報が有

効であり、災害リスクの軽減に資する情報を発信

するツールとして一定の評価が可能だといえる。 
３．今後の展開 
 今回 NIED-CRS を通じて災害情報を主題図別に

発信する取り組みは、災害情報の発信という観点

から一定の効果をもたらしたと考えられる。今後

はどのような主題図が一般閲覧者に求められてい

るかを把握するとともに、主題図として整備すべ

き 情 報 に つ い て EEI （ Essential Elements of 
lnformation）等を参考に検討を進めていく。 
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●防災科研クライシスレスポンスサイト（NIED-CRS）とは？
・国内唯一のオールハザードを扱う国立研究開発法人として、
災害時に役立つ自然災害の総合情報サイトをつくることを目指し、2014年から情報集約・発信を開始

・自然災害の発生が警戒されるとき、または発災後に、各種災害情報について集約・発信を実施
・行政機関・研究機関などの発信情報のリンク集と、Web-GISによる災害情報集約地図の2構成
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防災科研クライシスレスポンスサイト(NIED-CRS)の運用開始

熊本地震

九州北部豪雨

NIED-CRSにおける主題図別情報発信を開始
被災自治体などに対し情報集約・地図化
の支援を行う災害時情報集約支援チーム
（ISUT）が始動
構成メンバーは、内閣府と防災科研
被災自治体災害対策本部で入手した情報、
SIP4Dで集約した災害情報について、
・災害対策機関向けには ”ISUTサイト“
・一般向けには ”NIED-CRS”
で、情報集約・共有を実施

SNSでNIED-CRSや主題図が共有・拡散

2014年御嶽山噴火で
防災科研クライシス
レスポンスサイトを
初運用
行政機関や研究機関
が発信する被害報や
各種情報のリンク集
と、Web-GISによる
地図の2構成で運用
発災当日に第1報を
公開し、各種情報の
継続的な更新を実施
2016年熊本地震から
は、SIP4D(基盤的防災
情報流通ネットワーク)
の集約情報共有に
より情報量が急増

大阪府北部地震

平成30年7月豪雨

北海道胆振東部地震
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―防災科研クライシスレスポンスサイト（NIED-CRS）を通じて―

関東･東北豪雨

2017

2019

●今後の課題と展開

 NIED-CRSに対する評価分析
・アクセス解析結果の分析、SNSコメントの形態素分析…

 主題図項目の検討
・EEI(Essential Elements of Information/米国NISC)や評価分析などを参考にした主題図項目のメニュー化

 NIED-CRSの機能改修
・コンテンツの表示に時間がかかるなどといった課題への対応

★アクセス＆フォローお願いします★

ISUTが始動

2016

御嶽山噴火

https://crs.bosai.go.jp

@NIED_CRS
twitter.com/NIED_CRS

災害情報を分かりや
すく届けるために、
目的別・優先度別に
主題図化した発信を
開始
GISの操作に不慣れ
であっても容易に情
報にたどり着けるよ
うな表現方法に変更

九州北部大雨

台風15号,19号

リンク集 災害情報集約地図(Web-GIS)

サイトの認知度あがらないなあ・・・。
情報はたくさん集まったけれど、

情報量が多すぎて、何を見ればよいか
分かりづらいのではないだろうか？

主題図（テーマ）別での情報発信を検討

熊本地震では100種類以上のデータを集約・発信

推定震度分布

給水拠点・入浴支援

土砂災害発生危険度 被災後空中写真

ボランティアセンター

推定建物全半壊棟数分布

Twitterでの共有・拡散の一例
■認知度は向上
・官邸、内閣府、文科省、自衛隊、政府広報、都道府県などの
行政機関公式twitterで紹介

・マスメディア(TV,ラジオなど)での紹介も増える
・ページview数は、40551view/日(2019年9月13日時点)

■主題図の画面キャプチャがSNSで拡散

主題図別の情報発信は、
災害情報を分かりやすくするなど
一定の効果をもたらしたのでは？行政機関 国会議員 個人
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