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日本における地質情報整備の歴史も古く、最初の広域

地質図は、明治政府により招聘された米国人地質学者

のベンジャミン・スミス・ライマンにより、北海道各地の地

質調査を指導・実施して明治9年(1876年)に刊行された、

200万分の1「日本蝦夷地質要略之図」である。

その後、ナウマン象で知られるドイツ人地質学者のエド

ムント・ナウマンが、内務卿伊藤博文に意見書を提出し

たことを契機として、明治15年（1882年）に地質調査所（

現在の産総研地質調査総合センター）が設立され、地質

情報の整備が進められてきた。

ちなみに日本蝦夷地質要略之図が作成された日と地

質調査所が設立された日が共に5月10日であり、この日

を「地質の日＊1 」として定め、各種行事が行われている。

Ⅰ．地質情報に関する現状認識

日本最初の広域地質図
（日本蝦夷地質要略之図、1876年）

１．地質情報整備の歴史的経緯

１

＊1地質の日（5月10日）は、地質関係の組織・学会（産総研地質調査総合センター、日本地質学会など）
が発起人となって2007 年に定められ、以後、事業推進委員会（日本地質学会、国立科学博物館、産総
研地質調査総合センターなど） が「地質の日」を広めている。5月10日を中心に全国の博物館等で「地
質」に関係した記念行事（一般向けの観察会や展示）が行われている。
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２．地質情報の整備体系



① 野外調査

岩石の種類、固さ、地
層のつながっている方
向、傾斜、粒度、化石
の有無や種類を記載、
室内実験用の試料採
取や写真撮影や写真
撮影を行う。

5万分の1地質図幅1枚に約
200-300日の野外調査を行う。

③室内分析

④ 地質図

通常、5万分の1地質図幅1枚の整備に4-6年程度
を要する。

地層や岩石の連続
性、重なり方などを
検討し、地質図を作
成する。
さらに、地質図の作成、報告書
執筆などにも同等の時間（200-
300日）を要する

踏査結果を地図に記録する。
岩石の種類ごとに色分けして塗色し、地層の
つながり、サンプルの位置などを記録。

② ルートマップ

花粉や放散虫などの微化石は電子顕
微鏡で観察して分類、堆積環境や堆
積年代を決定する。

岩石を0.03mmの厚さにしてプレ
パラートに貼り付けて観察し、光学
特性から鉱物鑑定を行う。

岩石の組成の分析、年代測定、
変質の度合い、化石の同定など
の室内分析を行う。

各地域により分析事項は異なるが、野外調査と
同等の時間（200-300日）の室内分析が必要

３．地質情報の整備① －整備プロセス（地質図幅の例）－

３



地質図作成の高精度化

相模湾

湯河原

熱海

5万分の1地質図幅「熱海」
2011年整備

精度･確度の高い年代測定の結果、
大部分の地質ユニットが第四紀（120万
年前以降）の火山岩であることが判明

火山噴
出年代
の決定

7.5万分の1地質図幅「熱海」
1952年整備

岩質・岩相の観察から、
大部分の地質ユニット（地質区
分）が数百万年前に形成された
と推定。

分析技術・年代測定技
術の向上により地層区
分の精度が向上

上多賀

7.5万分の1
熱海図幅(1952)

5万分の1
熱海図幅(2011)

伊豆山

鍛冶屋

日金山

軽井沢

分析技術の向上

年代測定技術

XRF(蛍光X線）・EPMA（電子線マイク
ロアナライザー)による元素分析

放射性同位体分析から年代測定

K-Ar年代測定装置
放射性同位体元素の分析から
年代値の分析精度が向上

C14年代測定装置

３．地質情報の整備② －地質図幅作成の高度化－
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地震調査研究推進本部第３２回本部会議（平成23年9月29日）資料から、事務局作成

・石油タンク等危険物施設の耐震安全性に関する研究

・高分解能航空機SARを用いた災害の把握技術の研究

総務省

（独）情報通信研究機構

消防研究センター

（独）産業技術総合研究所経済産業省

・海洋に関する基盤技術開発
（地震津波・防災に資する技術開発）
・地球内部ダイナミクス研究
・深海地球ドリリング計画推進

・地震・火山活動の高精度観測研究と予
測技術開発

・海陸統合地震観測データを用いたリアル
タイム強震動予測システムの開発

・全国津波予測地図の作成 等

・ひずみ集中帯の重点的調査観測・研究
・「緊急津波速報（仮称）」に係るシステム開発 等

・地震及び火山噴火予知のための
観測研究

国立大学法人

文部科学省

（独）防災科学技術研究所
（独）海洋研究開発機構

・地震観測網、地震津波監視システム等
・東海地域等の常時監視
・地震に関する関係機関データの収集（一元化）
・海溝沿い巨大地震の地震像の即時的把握に関する研究

・地震発生に至る地殻活動解明のための観測等
・地殻活動の予測ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝとﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞのための観測 等

・基本測地基準点測量経費
・地殻変動等調査経費
・精密３Ｄ電子基盤情報整備 等

国土交通省

気象庁

国土地理院

海上保安庁

・活断層評価の研究

 活断層の情報を体系的に収集し、過去の地震活動を解明

・海溝型地震評価の研究

 東海〜東南海地震の短期的予測を目標とする地下水観測施設の整
備
 地質学的手法に基づく過去の巨大津波履歴の解明

・地震災害予測の研究

 平野の地下地質データの整備により、
地震動評価や地震被害対策に貢献

地震調査研究
推進本部

４．地質情報整備と国の施策との関係（地震・防災）
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東海・東南海・南海地震の予測手法の研究

産総研の地下水等総合観測施設 これまで活断層調査は、陸域及び沿岸海域で実施。
（H21は10断層、H22は8断層、H23は10断層）

活断層の調査及びデータベースの整備

福島県
浜通り

糸魚川・静岡
構造線断層帯

首都圏
（深谷・綾瀬川・

立川断層）

東北日本

：活断層調査

：広域データ整備

活断層データベースの整備活断層データベースの整備

日本列島の主要110活断層の調査日本列島の主要110活断層の調査

トレンチ調査

活動度の高い断層のトレンチ調査による活断層活動履歴調査を行う。一方、活動
度の低い活断層については、広域にわたる精密地形データの整備を行い、地盤の
変形から活動度の評価を行う(広域データ
整備)。
これらの結果は、活断層データベースに
反映される。

●

●

H23補正予算による整備予定地点●
オレンジ色の破線は中央防災会議（2003年）による想定震源域

東海・東南海・南海地震の予兆現象による応力変化を把握
するため、地下水位の変化や歪の測定を行う。
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５．東日本大震災後の地震情報整備の取組み



★地理空間情報活用
推進基本計画

★G空間行動プラン

★東日本大震災からの復興の基本方針
★国立公園に係わる規制と温泉施設に

対する影響評価の見直し

★海洋基本計画
★海洋資源探査技術実証計画
★JOGMEC法改正

★総合資源エネルギー調査会鉱業分科会
レアメタル対策部会

◆ 地質図幅（5万分の1、20万分の1）
◆ シームレス地質図
◆ 統合化地質・衛星情報

◆ 鉱物資源評価データ
ベース、資源図

★海洋エネルギー・鉱物資源開発計画
★鉱業法改正

★宇宙基本法
★宇宙基本計画

■ 産総研が整備した地質情報は、国の基本情報として、以下の政策・施策の実現に貢献。

◆ 火山情報
◆ 津波・活断層情報

◆ 地熱ポテンシャルマップ

◆ 海洋地質情報

◆ 火山情報
◆ 沿岸域・平野部の地質情報

◆ 津波・活断層情報
◆ 統合化地質・衛星情報

★地震及び火山噴火予知のための
観測研究の推進について

★地震及び火山噴火予知のための
観測研究計画

◆ 津波・活断層情報
◆ 海洋地質情報
◆ 沿岸域・平野部の地質情報

★大規模地震対策特別措置法
★地震防災対策特別措置法
★新たな地震調査研究の推進について
★原子力発電所立地安全審査

◆ 統合化地質・衛星情報
◆ 火山情報

★防災基本計画

地質調査総合センター

（ＧＳＪ）

★G空間行動プラン

◆ 津波・活断層情報★海洋基本計画

地理空間情報を高度に活用するための国土空間データ閲覧の整備 宇宙の開発及び利用

我が国のエネルギー・鉱物資源の安定供給確保

総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進

被災地域における社会経済の再生及び生活再建と活力ある日本の再生

★東日本大震災からの復興の基本方針 ◆ 津波・活断層情報

（独）産業技術総合研究所
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６．産総研における地質情報整備の政策的位置付け



■大陸棚とは

■大陸棚の地質情報整備

1994年に発効された「海洋法に関する国際連合条約」
（日本は1996年に批准）で、大陸棚は「沿岸国が海底及

び海底下の天然資源の開発などの主権的権利を持つ」
とされる。

国連海洋法条約による大陸棚の定義
（図は海上保安庁海洋情報部HPより）

大陸棚延伸の可能性がある領域

国連海洋法条約では、
沿岸国の200海里までの海底等を「大陸棚」とすることがで
きる。
200海里を超える海域であっても、

１．大陸斜面脚部から６０海里の地点
２．堆積岩の厚さが大陸斜面脚部からの距離の1％

となる地点まで大陸棚の限界を延長することが
できる。ただし、沿岸国から最大350海里か、
2500m等深線から100海里のいずれか遠い方を
超えられない。

～地質学的根拠の提供により大陸棚延伸に貢献～

排他的経済水域（EEZ）
大陸棚延伸海域

2008年11月に提出された日本の延伸申請に
対し、2012年4月、国連「大陸棚の限界に関
する委員会」の審査結果として勧告が出され、
日本の国土の約8割に当たる約31万平方キ
ロメートルの大陸棚が拡大することとなった

国連に提出した申請書の要約版
（国連HPで公開）

政府の大陸棚画定調査体制の中で
基盤岩採取のための海域調査や
その試料の分析・解析
関連他機関による海底地形調査、
地質構造調査、地殻構造解析

・他の関係機関とともに詳細な科学
的根拠に基づいた国連提出申請書
の作成に貢献し、申請後の国連で
の審議にも協力した。

大陸棚延伸の可能性について
地質学的根拠を提供

国連の勧告によって認められた大陸棚延伸海域

産総研が蓄積した海洋地質調査のノウハウと
地質学的な知見を生かし、大陸棚の連続性を
明らかにし、大陸棚延伸が認められた事例

経過
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７．大陸棚延伸への貢献



■ 知的基盤整備計画（2001～2010年）の数値目標をほぼ達成。
■ ２０万分の１地質図幅を全国整備。

2001年

知的基盤整備計画

2005年

(中間見直し)
2010年

（最終年） 整 備 状 況

（達成状況）当時の整備状況

（整備計画目標）

当時の整備状況

（見直後目標）

整備状況

20万分の1
地質図幅

94区画

（全124区画整備）

107区画

（全124区画整備）

2009年度に全124区画整
備完了

全国整備完了

5万分の1
地質図幅

849区画

（956区画）

928区画

（940区画）

943区画 全国1274区画中、74%
を整備

海洋地質図 29区画

（49区画）

34区画

（47区画）

46区画 主要四島周辺の海域を
整備（除沖縄周辺海域）

火山地質図

10火山

（15火山）

13火山

（16火山）

16火山 気象庁の指定した活動
度が特に高い13活火山
を含む16火山を整備

活断層活動

履歴評価

-

（（当時）地震調査推進本部の指定した

活動度の高い98の

活断層について評価完了）

98活断層について

評価完了
（達成）

12の新規断層をあわせ

110断層について評価
地震調査推進本部の

指定した活動度の高い

110の活断層を評価

水文環境図
水理地質図として1998年までに

41地域を整備

（なし）

4地域

（なし）

6地域 6地域の平野・盆地で整
備
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８．地質情報の整備実績





１．地質情報整備の現状（産総研）
・都市部の地質情報整備が不十分であり、整備の加速化と
効率化等が必要とされている

・都市部における露頭の地質調査は困難であり、既存ボーリ
ングなどを利用した地質情報整備が必要

２．ボーリングデータの現状（自治体・関連機関）
・土木、建築等が目的のボーリングデータは一部の自治体・
機関を除き、体系的に整備されておらず、５年で廃棄して
も良いことから、消失・散逸が危惧される

３．社会的ニーズ（民間・自治体・一般国民）
・東日本大震災以降、地盤リスクに対する一般国民の関心が高まっている
・より精度の高いハザードマップ作成、地盤リスク評価、地震動評価など
減災への活用の期待が高まっている

→ 詳細で高精度な地質地盤図が求められている

5万分の1地質
図幅整備状況

（１）現状認識 ①背景

整
備
が
不
十
分

ボーリングデータを一元的に整備することで、
都市部を中心とした基盤地質情報整備の充実が期待できる

整備済区画

Ⅱ．第２期整備計画 １．重点化項目
ボーリングデータの一元化による詳細な地質情報の整備
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◎知的基盤整備特別委員会中間報告書

都市・沿岸部など人口の多い地域における減災へ貢献するため、地盤リスクの評価

が必要である。ボーリングデータに代表される地質情報は地域の財産であり、各地

域で整備・解釈を行い、防災にいかす発信を行うことが望まれる．．．

１-２（１）ボーリングデータの一元化

II．整備の重点化及び具体的方策

（a）基本情報整備の充実

◎知的基盤ヒアリングによるユーザーニーズの整理

（b）わかりやすく使いやすい地質情報

・重点化した地質情報の整備（都市地域，沿岸域等）
・ボーリング情報の収集と都市部を中心とする詳細な地質情報の整備

・地質・地盤情報の総合整備

（１） 現状認識 ②ユーザーニーズの整理

・ボーリングデータの一元化とそれに基づいた地質情報の詳細化
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（１）現状認識 ③ボーリングデータの整理

層相

N値

掘削位置データ

・土木・建築工事の際のボーリング調査データ

・極めて簡素な内容であるが、大量のデータが存在

・以前は手書き、古いデータは紙媒体

最近は電子入力・電子納品も一般化

・国交省の電子納品はXMLファイル及びPDFファイル

・ボーリングデータの公開については，

財産権及び個人情報保護の観点から，

データ所有者の承諾が必要と考えられる．

→ これまで公開されてきたデータは

公共工事のデータが中心

【データ公開の障害】

【土質ボーリング柱状図の例】
—JACIC※様式—

※JACICは(一財)日本建設情報総合センタ－；ボーリング柱状図作成要領の作成を担当。
12



（１）現状認識 ④ボーリングデータベースの整備状況

ジオステーション
（防災科研ほか）

みちのくGIDAS
（とうほく地盤情報システム運営協議会）
岡山地盤情報
（岡山地質情報活用協議会）
高知市域地盤災害関連情報
（高知地盤情報評価委員会）

北海道地盤情報DB
関東の地盤（地盤情報DB)
九州地盤情報DB
（地盤工学会・支部）

北陸地盤情報システム
関西圏地盤情報DB
神戸JIBANKUN
四国地盤情報DB
（地域の地盤情報活用協議会）

無償

有償

会員制（有償）

WebまたはWeb-GISで提供

DVDなどで提供

赤字はPDFファイルの公開
青字はXML形式で公開

整備の目的
防災・環境保全・建築許可
整備の予算
公的予算
（交付金・自治体予算，補助など）
会費など

整備状況

KuniJiban
（国交省）
一部PDF

茨城県ボーリング柱状図
滋賀県ボーリング柱状図
長崎県ボーリング柱状図
（自治体・防災科研）

東京の地盤Web（集合地質図）(東京都)
群馬県ボーリングmap(群馬県)
地質環境インフォメーションバンク(千葉県)
埼玉県地理環境情報Web-GIS(埼玉県)
神奈川地質情報MAP(神奈川県)
とちぎ地図情報公開システム(栃木県)
栃木県地質調査資料(栃木県)
東京都新宿区「地盤資料の閲覧」(東京都新宿区)
環境地図情報「地盤View」（横浜市）
地質図集（集合柱状図）（川崎市）

13



整備事例１．千葉県地質環境インフォメーションバンク
—自治体ボーリングデータベース—

検索画面

ボーリング柱状図
（PDF 形式）

・自治体ボーリングデータベースの先駆的事例（平成3年～）
・公共工事ボーリングデータ（約3万地点）
・県データだけでなく市町村データも含む（ただし一部のみ）
・ボーリングデータは担当者の努力による個別の収集
・閲覧・配信はPDF 形式 → 閲覧は容易だが2次利用は困難
・地質学的な地層区分・地質構造解釈はなされていない

千葉県地質環境インフォメーションバンクより

（参考）
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PDFファイル

XMLファイル
2次利用しやすいファイル形式

国交省電子納品要領の
ボーリング交換用データ形式

閲覧しやすいファイル形式
2次利用はしづらい

整備事例２．国土地盤情報検索サイト KuniJiban
—国交省の地盤情報データベース—

・国主導の最近の地盤情報データベースの事例（平成23年～）
・国交省関係の公共工事データを中心に全国でデータ収集
・ボーリングデータ9万4千本、土質試験結果等も提供
・閲覧・配信はPDFとXML → 閲覧・2次利用ともに容易
・地質学的な地層区分・地質構造解釈はなされていない

PDF及びXMLの両ファイル形式で配信

国土地盤情報検索サイト KuniJiban より

（参考）
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・関係各機関、自治体等の既存のDBを統合した一括表示・
検索ポータルサイト（分散管理型DB）

・ボーリングデータだけでなく他のコンテンツも含めた
統合ポータルとして発展性がある

・データ提供ファイル形式が不統一
・地質学的な地層区分・地質構造解釈はなされていない

防災科研
ジオ・ステーションより

整備事例３．防災科研ジオ・ステーション
～ ボーリングデータ一括表示・検索ポータル ～

（参考）
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統合ポータルサイト

他省庁DB

産総研
DB

自治体等
DB

集中管理
DB

自治体の
ボーリングデータ

各省庁・研究機関の
ボーリングデータ

産総研の
ボーリングデータ

民間の
ボーリングデータ

メリット
・ファイル形式等を統一しやすい

デメリット
・財産権・個人情報保護への対処が

煩雑・困難である
・管理作業の負担が集中
・既存のデータベースと重複する

メリット
・基本的にボーリング実施機関がデータ

を管理するため財産権・個人情報保護
への対処が比較的容易である

・管理作業を分担して行うことができる
・既存のデータベースを尊重し、有効活

用できる

デメリット
・ファイル形式等が統一しづらい

集中管理

分散統合管理（分散管理DBを統合ポータルサイトで一括表示）

ユ
ー
ザ
ー

ポータルサイト

論点① 管理方式は、集中管理か、分散統合管理か

ユ
ー
ザ
ー

防災科研ジオ・ステーションで採用されている管理方法

(２)論点整理 ①ボーリングデータの一元化を行うための仕組み作り
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電子納品データ

自治体のデータ管
理者による品質

チェック

紙媒体データ

対応案２：各部署からオンラインで簡便にデータ入力・管理できるシステムを構築・提供

【現状】自治体等各機関ではボーリングデータを担当者自身が収集・入力・管理するなど、
多大な労力がかかっている

ボーリングデータ
入力支援・管理システムの構築

自治体等
DB

自治体・各機関でサー
バー管理が難しい場合は
産総研クラウドを利用

電子データのアップロードのほか
紙媒体データの手入力にも対応

論点② 管理体制：データベースの充実・維持・管理にはどのような体制が必要か

対応案１：自治体のデータベース整備に向けた働きかけを行う

・そのためにはボーリングデータ一元化のメリットを説明する必要がある
→モデル地域における成功事例を提示することで、全国自治体の能動的な整備を促す

・自治体等担当者だけの努力では限界がある
→国が主導し、自治体等担当者と協力して組織的に関係部署にデータ提供を働きかける

・電子データおよび紙媒体の両者に対応できる必要がある。

・紙媒体のデータの電子化を支援する必要がある。
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・標準的な地層区分とその認定基準の提示
・地層対比の基礎データ取得
・既存ボーリングデータの品質チェック
・既存ボーリングデータへの付加価値付与

〈取得データ〉
基礎的な地質・地盤物性・地下水データ
・層相（岩相・粒度・堆積構造・化石）
・年代データ（14C年代，指標テフラ等）
・速度検層データ
・密度データ
・掘削地点近傍の常時微動データ
・地下水温・透水率データ，etc.

〈目的〉

〈データのアーカイブと公開〉
・産総研で基準ボーリングデータを

アーカイブするデータベースを
整備・公開する

論点③ 基準となるデータの整備

【現状】既存の土質ボーリング柱状図は極めて簡素な記載データである。このため、既存の
土質ボーリングデータを集めただけでは、地層の広がりや広域の地質構造を理解す
るのは困難なことが多い。

対応案：基準ボーリング調査を実施し、地層の広がりや地質構造を理解するための標準的な
地層区分とその認定基準を提示する．

基準ボーリング調査データの例
（越谷ボーリング）
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東京～埼玉の地下に伏在する軟弱層の分布
・最大深度70mにおよぶ7000点の既存ボーリ
ングデータに基づいて作成
・深いところほど軟弱な沖積層が厚い

2km
蛇行河川

三角江

三角州
砂嘴

東京都葛飾区付近における東西地質断面

0
10

20

30

40

50

W E

(m)

W
E

【基準ボーリング】
・地層が堆積した環境を知る
・地層が堆積した年代を知る

・地層の物性を知る
↓

標準的な地層の区分を提示
↓

地下地質構造の理解

軟弱層の厚さや地下水の流れの基礎資料
→防災・環境など様々な利活用に貢献

断面図測線

ボーリングデータ(JACIC様式)の収集
→ これだけでは地下地質構造はわからない

基準ボーリングによる標準的な地質データとの対比
（地層のつながりを連続的に整理）

基準ボーリングを軸にした地層の対比・再区分の例 （参考）

20



論点 ①ユーザーの要望に即した提供のあり方（一般・プロ向け）

１）わかりやすいデータ提供
（一般ユーザー向け）

【対象】地質コンサルタント
大学・研究機関等

【対象】自治体等の土木建築・防災担当者
不動産・地質アセスメント関係者
一般市民

未加工ボーリングデータを提供

【利用目的】
ボーリングデータを基に自ら地質構
造の解釈や地盤評価を行う

【利用目的】
ボーリングデータを基に
解釈・作成された地質図・断面図から
必要とする地域・区画の地質・地盤を知る

2次利用しやすいファイル形式
で配信

地質地盤図として提供

標準的な地層の区分とそれに
基づく地層の分布、地質構造
の解釈を提示

※公共データWGの動向をみながら
提供方法・利用条件等を検討

２）利用しやすいデータ提供
（プロユーザー向け）

(2)論点整理 ②ボーリングデータの利用促進のためにはどのような提供方法が望まれるか
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【基本コンテンツ】

・ボーリングデータ
基準ボーリングデータ：産総研の独自の調査データ
既存ボーリングデータ：自治体・各機関DBを一括表示

・地下地質構造解釈図
断面図・等深度線図・3次元表示

・地表の地質情報（5万分の1スケールの地質図）
産総研が独自に調査したデータ・地質図幅
論文や他機関の地質図類の編纂

（地形・土地利用情報：国土地理院）

【現状】一般向けには，地層を理解するために必要な標準的な地層区分やそれに基づく
信頼性の高い地質構造の解釈を示すことが重要であるが、それらが示されたデ
ータベースはない

地
質
地
盤
図

対応案：既存ボーリングデータの提供だけでなく、地層を理解するための標準的な地層
区分とそれに基づく地質構造解釈を示した「地質地盤図」を提供する

論点② わかりやすいデータ提供：地質地盤図の整備
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地質地盤図の活用

‐

都市インフラ整備
（国・自治体・民間会社）

産業立地計画
（国・自治体・民間会社）

地質災害リスク評価
例えば地域防災に向けた

確度の高い地震ハザードマップ

（自治体・防災関係者）

埋立地盤か？自然地盤か？
軟弱層はないか？
軟弱層の厚さは？

構造物の基礎を支
持する固い層の深
度は？

宅地選定・売買
（個人・民間会社）

地質地盤図

地下構造モデル
は？

（参考）
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論点③ 利用しやすいデータ提供：未加工ボーリングデータの提供

対応案：未加工ボーリングデータを2次利用しやすい統一されたファイル形式で提供する

土質ボーリング柱状図の様式

柱状図の様式は統一されているが，
電子ファイル形式はさまざま
（PDF,BOR,DB,DXF,XML,etc.）

2次利用しやすい
ファイル形式で提供
されることが望まれる

例：XML形式
・国交省電子納品要領の

ボーリング交換用データ形式
・KuniJibanでの配信データ形式

と同様の形式

【問題点】
・2次利用しやすいファイル形式での公開についてデータ所有者（自治体各機関等）の理解が得られるか
（データの提供方法・使用条件については経済産業省に設置された公共データWGや、総務省及びオー
プンデータ流通推進コンソーシアムなどの国の政策動向もみながら検討していく必要あり）

【現状】プロユーザー向けには未加工ボーリングデータの提供が望まれるが、
現状では各データベースごとにボーリングデータのファイル形式が異なり使いづらい。
またデータがPDF形式の場合、2次利用がしづらい。
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未加工ボーリングデータの活用

‐

解析ツールを用いて
ユーザーの利用目的に応じた
自由度の高い地質図等の作成

（研究機関・地質コンサルタント）

（参考）

未加工
ボーリングデータ
（2次利用しやすいファイル形式）

現地調査の前段階の既存データ検索・解析
地質調査の効率化・事業リスクの低減
（地質コンサルタント・研究機関）

地震動や液状化リスクの算定
(地質コンサルタント・研究機関)

国土交通省北陸地方整備局
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ボーリングデータの
一元化整備

①ボーリングデータの
分散管理–統合化システムの構築

②入力支援・管理システムの構築・提供

③産総研の基準ボーリング調査と
基準データ整備

ボーリングデータの
提供と利用促進

ユーザースタイルにあわせた提供

①地質地盤図

②未加工ボーリングデータ

電子納品
データ

自治体等の地盤DB

紙媒体データ

入力支援・管理システム

他省庁DB

様々な機関が持つボーリン
グデータを一元的に閲覧・
提供できるシステム

一般ユーザー向け
標準的な地層区分や
地質構造を示した地
質地盤図としての提
供

プロユーザー向け
未加工ボーリング
データを一括閲覧・
配信

自治体等
DB

統合ポータル
サイト

管理者によ
る品質
チェック

分散管理–統合化システム

産総研
DB

地
質
地
盤
図

・基準ボーリングデータ
・一部の民間データ等

①中期目標 －ボーリングデータを一元的に閲覧・提供する仕組み（案）－

閲覧

提供

整備

（３）「ボーリングデータの一元的」のための具体策
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産総研 地図系データバンク ポータルサイトでの閲覧・配信

配信フォーマット：
地質図類：WMSなど国際標準フォーマットで配信
ボーリングデータ：可能な限りデータ交換の汎用性が高いファイル形式で配信

→ 2次利用促進：プロユーザー向け

→ 他の地図系データバンクコンテンツ（各種地質図類，活断層DB，地質標本DB等）
と重ね合わせ表示が可能

自治体・各機関の
ボーリングDB

自治体

研究所省庁

地質図（平面図）
地下地質解釈

地質地盤図

他の地質
図類

衛星画像

各種DB

産
総
研
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

ユーザー

産
総
研
地
図
系
デ
ー
タ
バ
ン
ク

ボーリングデータ一括表示

①中期目標 －産総研ポータルサイトにおける他の地質地盤情報との統合化－
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①中期目標 －モデル地域の選定－

【モデル地域：千葉県北部】

（選定理由）
・首都圏に位置し，防災上，重要な地域である

湾岸低地の軟弱層/埋立層が分布
台地の下にも一部谷埋め軟弱層が分布

・県でボーリングDBを運用（県及び市町村データ）
→千葉県地質環境インフォメーションバンクで公開

・ボーリングデータについて造詣が深い
・市町村のボーリングデータ収集は完全ではない
・関東平野の地層が模式的に分布する

関東平野南部の地層の模式地と都心地下の
地層をつなぐ鍵となる地域

→千葉県だけでなく、未だよく分かっていない
都心部の地下の地質構造を知る上でも重要

モデル地域
（千葉県北部）

関東平野南部
の地層の模式地

湾岸低地に
軟弱層が分布

台地の下に
谷埋め軟弱層

都心
模式地と都心の地層を
つなぐ鍵となる地域

経産省と産総研で自治体等関係機関に
データ提供等の協力をお願いする
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②長期目標 ～他地域への展開に向けた一元化整備促進・支援策～

・ガイドラインの作成

ボーリングデータ一元化整備の
ガイドライン

・データ収集の問題点の整理
とその解決指針

・データの管理・標準化手法

・地質地盤図の作成手法

・データの利活用

・自治体等におけるボーリングデータ
整備事業への技術支援

・ハザードマップ等作成への利活用促進・
支援（ベースマップとしての地質地盤図
の利活用促進）

～ガイドライン作成と他地域への展開～

・モデル地域での成功事例の提示
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

モデル地域での一元化の実施
ガイドライン作成と

他地域への展開

知
的
基
盤
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
よ
る

ニ
ー
ズ
・
課
題
の
把
握

ニーズ・課題
の把握

③ ロードマップ

中期
長期

・自治体等へのボーリング
データ整備の働きかけ・
技術支援

・ハザードマップ等作成へ
の利活用促進

ボーリングデータの
一元化整備
①分散管理–統合化システム
②入力支援・管理システム
③基準ボーリング調査と
基準データ整備

ボーリングデータ
の提供と利用促進
①地質地盤図
②未加工ボーリングデータ

の提供準備

モ
デ
ル
地
域
の
デ
ー
タ
公
開

一元化整備の
ガイドライン
作成

公開準備の
整った

データから
順次公開
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現状認識 問題点

■自治体や各機関で、ボーリングデータをデー
タベース化し、公開しているのはごく一部であ
る。また、紙のボーリングデータは保有年限を
経過すると破棄される。

■自治体・各機関のデータ公開ポリシーに差が
ある。また、各データベースごとにボーリング
データのファイル形式が異なり統一されていな
い。

■災害リスク評価に資する精緻な地盤情報が必
要となってきているが、地下の詳細な地質構造
を理解するための標準的な地層区分が示された
データベースは整備されていない。

■既存の土質ボーリング柱状図データは、極めて
簡素なデータであるため、地下の詳細な地質構造
を理解するには不十分である。また地層区分の基
準となるデータの整備がなされていないため地下
地質構造の理解が十分でない。

■複数の行政区をまたがる地域でのデータ利用が
しづらい。ボーリングデータがPDF形式の場合、
2次利用がしづらい。

■データの財産権・個人情報保護のため、公開
にはデータ所有者の承諾が必要であり、自由に
データを入手・公開できていない。

■公開に所有者の承諾を得る作業が負担となり、
十分なデータを入手・公開できない。

■都市部の大量のボーリングデータが有効に利用
されていないだけでなく、貴重な財産であるボー
リングデータが消滅・散逸する恐れがある。

■データベースを整備している自治体・各機関
においても、それぞれ予算・人的リソースに差
があり、それに応じたデータ収集・管理をして
いる。

■ボーリングデータの収集は，データベース管理
担当者個人の努力に頼っていることがあり、十分
なデータが入手・公開できていない。

（４）ボーリングデータに関する現状認識と問題点のまとめ
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（４） まとめ

◎ 地質情報整備の加速化・効率化のためボーリングデータの一元化を進める

ボーリングデータの一元化整備

・国主導による自治体等関係機関へのデータ提供・公開の働きかけ
・データ入力・管理の支援
・分散管理—統合化システムの構築
・基準ボーリング調査に基づく基準データの整備

・ユーザースタイルにあわせたデータ提供
標準的な地層区分・地質構造が示された地質地盤図としての提供
未加工ボーリングデータの提供

・産総研地図系DBポータルサイトでの他の地質地盤情報との統合化

ボーリングデータの提供と利用促進

【長期目標】ガイドライン作成と他地域への展開

【中期目標】モデル地域でのボーリングデータ一元化実施

他地域への展開に向けボーリングデータ一元化の成功事例をつくる
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