
Ⅲ．地質情報 

利活用の類型 
 
 
地質情報の種類 
 

防災・減災 国民生活 事業者支援 環境・エネルギー 規制対応 

地質図幅 
シームレス地質図等 

１～６ 
１７，１８ 

３０ 
４，１７，１８，
２２～２５，３１ 

２９ 

海洋地質図等 ７，８，９ ７，８，３２ 

活断層データベース 
火山地質図等 

１０，１１，１２ 
２６ 

 

鉱物資源図 
地熱ポテンシャルマップ等 

２７ ２７，３３～３７ 

水文環境図等 １３，１４ １３ 

その他 １５ 
１６，１９，２０，

２１， 
２０，２１，２８ １６，２８，３８ 



神戸空港 

JR神戸駅 

大阪湾 

地下水資源 
新燃岳火口 

沿岸域の地質情報整備 

活断層データベース 
・火山地質図 

地熱ポテンシャルマップ 

温泉発電実証実験 

海洋地質図 

金鉱床 

鉱物資源図 

水文環境図 

地質図幅 

5万分の1地質図幅 

シームレス地質図 







Ⅲ．地質情報 
１．「シームレス地質図①」                                   

 －深層崩壊予想の基礎資料－ 

２．「シームレス地質図②」                                      

 －地震動予測の資料として活用－ 

３．「シームレス地質図③」  

 －地すべりの発生要因を決定する地質図－ 

４．「シームレス地質図④」  

 －各種防災・観光情報の理解を深める地質図－ 

５．「地質地盤図①」 
 －地盤特性からわかる地震動の特性を 
   地図で示す－ 
６．「 海陸シームレス地質図」                                             
 －沿岸域の地震災害予測情報－ 
７．「 海底地質図」  

 － 地震災害リスクの評価と新たな資源域 

   の探索に貢献－ 

８．「 表層堆積図」                                         
 －地震災害リスクと資源賦存の評価に貢献－   
９． 「津波浸水履歴図」   

 －地震・津波防災への利用－   
１０．「火山地質図①」                                        
 －火山災害伝承の基礎資料－ 
 

  

１１．「火山地質図②」                                     

  －火山噴火災害の予測情報－ 
１２．「活断層データベース」 ①                               
  －地震防災や耐震改修促進への情報提供－ 
１３． 「水文環境図」   

  －水資源・地中熱ポテンシャルの効率的な利用のために－ 

１４． 「地震に関連する地下水観測DB」 

  －地震に関連する地下水観測の緊急警戒宣言への利用－ 

１５．「三次元地盤構造モデル」  

  －地震による液状化リスクや建物被害予測情報に貢献－ 

１６．「大陸棚延伸への貢献」 

  －地質学的根拠の提供により大陸棚延伸に貢献－ 

１７．「国民の地学教育」  

  －地質図を国民の地学教育に活用－ 

１８．「地質図JIS」  

  －国の地質・土質調査成果電子納品要領への利用－ 

１９．「地球化学図」                                           

  －社会要請に応える安心のための情報発信－ 

２０．「地質標本登録データベース」  

 －岩石試料の教育利用に貢献－ 

 



                            

３１．「 表層土壌評価基本図」  
 －土地活用のための地圏環境の評価に貢献－ 
３２． 「海底細骨材賦存状況図」  

 －自治体による海底骨材資源鉱区への利用－ 
３３．「海域鉱物資源分布図」  
 －海底鉱物資源開発への利用－ 
３４．「燃料資源図」  

 －天然ガスの安全な利用への活用事例－ 

３５．「地熱ポテンシャルマップ②」 

 －再生可能エネルギー導入の基礎情報－ 

３６． 「地熱ポテンシャルマップ③」  

 －小規模地熱発電導入の可能性調査に活用－ 

３７．「鉱物資源図」  

 －鉱物資源安定供給の基礎情報－ 

３８．「重力図」  

 －資源探査への利用－ 

 
 
 

                                       
                                      
                                          
 
        

２１．「地質標本館」  
 －地質標本館を利用した教育利用－ 
２２．「地質図幅①」  
 －大型土木工事における基礎的資料・経費 
   削減に効果－  
２３．「地質図幅②」                                 
 －自治体による観光促進・環境保全に活用－ 
２４．「シームレス地質図⑤」  
 －地域を紹介するための基礎情報－                                
２５．「地質地盤図②」 
 －効果的に都市計画の立案のために貢献－   
２６． 「活断層データベース」 ③                                   
 －不動産価値の指標としての活断層情報－ 

２７．「地熱ポテンシャルマップ①」 

 －自治体の新エネルギー導入ビジョン策定に 
   貢献－ 
２８．「骨材調査資源報告」  
 －骨材資源管理施策及び各種開発・環境 
   保全施策の基礎資料として利用－ 
２９．「地質図幅③」  
 － 国内燃料資源開発のための基礎資料－  
３０．「シームレス地質図⑥」  
 －土壌・地下水汚染の要因を探る地質図－    







日本全国の地質に関して、地層の形成時
代、構成する岩石種（堆積岩、火成岩、変
成岩）の区分などを統一基準により描い
た地質図 

■シームレス地質図とは 

・産総研では、20万分の１縮尺の地質図
の全国整備を完了 

 

 

 

 

 

 

 

・国際標準規格（WMS）による配信 

・利用者が目的に応じて岩石種や年代
などを抽出することが可能（例：深層崩
壊を起こしやすい付加体の地層） 

◆ 地質図には，岩石の種類だけでなく，立体
的な分布，年代，できた場所などの情報が表
現されているものの，その解読が難しい． 

シームレス地質図の活用の問題点 

◆ 地質図に対するリテラシーや理解度の向上が 
  必要． 

今後の対応の方向性 

深層崩壊推定頻度マップ（国土交通省） 
気象条件・大地の隆起量のデータとともにシ
ームレス地質図の付加体情報から崩壊しや
すさを推定している。 
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～深層崩壊予想の基礎資料～ 

■シームレス地質図の整備・提供 

 １．シームレス地質図の活用事例①  

① 防災・減災対応 

深層崩壊の発生要因 

降雨・降雪量が多い。 

大地の隆起量が多い 

崩壊しやすい地層（付加体*など） 

注* 海洋プレートが大陸の縁に付加されてできた複
雑な地層） 

古第三紀の付加体 

白亜紀の付加体 

シームレス地質図 

崩壊しやすい付加体の分布域を把握するためにシームレス地質図が使われた。 
シームレス地質図には、深層崩壊の発生原因の一つである付加体情報が記録されており、これが活用された事例 



101 

◆ 地質図には，岩石の種類だけでなく，立体
的な分布，年代，できた場所などの情報が表現
されているものの，その解読が難しい． 

シームレス地質図の利活用の問題点 

◆ 地質図に対するリテラシーや理解度の向上が 
  必要． 

今後の対応の方向性 

表層地質メッシュマップ 

間接的な地質図幅の利用 

今後30年間に 
震度６以上の揺れに 

見舞われる確率を図示 
 

（地震調査研究推進本部） 

「確率論的地震動予測地図」 

新生代の地層は
軟らかい 
→地震動が増幅
され，震度が大
きくなる傾向が
ある 

直接的な地質図幅の利用 

～地震動予測の資料として活用～ 

日本全国の地質に関して、地層の形成時
代、構成する岩石種（堆積岩、火成岩、変
成岩）の区分を統一基準により描いた地
質図 

■シームレス地質図とは 

・産総研では、20万分の１縮尺の地質図
の全国整備を完了 

 

 

 

 

 

 

 

・国際標準規格（WMS）による配信 

・利用者が目的に応じて岩石や年代を
抽出することが可能（例：軟弱層を含む
新生代の地層） 

■シームレス地質図の整備・提供 

若松ほか（2004） 日本全国地
形・地盤分類メッシュマップの
構築 
土木学会論文集no.759/I-67. 

 ２．シームレス地質図の活用事例② 

 地形分類と地質を対応さ
せるため，地質図幅を利用
して表層地質メッシュマップ
を構築 

緑：低地＝1万年前以降の地層が分布 
黄土：洪積台地＝新生代の地層が分布 
赤：火山 
茶：硬い岩石 

新生代の地層 



地理情報共用WebシステムゲートウェイにおけるWMS配信 

20万分の1日本シームレス地質図のデータをWMS配信しているため、様々な
データの基図として利用することが可能 

防災科研の地すべりマップと
重ねた図 

◆ 地域的に特異な情報は反映されていない 
◆ 地質情報に古い地質図幅の情報が含まれている  

シームレス地質図の利活用の問題点 

◆ 既存の地質図の編集と補足的な野外調査を行い地質図幅の更新を行う。 
◆ 地質情報の構造化と階層化を進めた利便性の高い次世代20万分の1日
本シームレス地質図の作成を推進 

今後の対応の方向性 

日本全国の地質に関して、地層の形成時代、
構成する岩石種（堆積岩、火成岩、変成岩）
の区分を統一基準により描いた地質図 

■シームレス地質図とは 

・産総研では、20万分の１縮尺の地質図
の全国整備を完了 

 

 

 

 

 

 

 

・国際標準規格（WMS）による配信 

・利用者が目的に応じて岩石や年代を抽
出することが可能 

～地すべりの発生要因を決定する地質図～ 
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■シームレス地質図の整備・提供 

 ３．シームレス地質図の活用事例③ 

① 防災・減災対応 

地理情報共用WEBシステムゲートウェイは、GISアクションプログラム2010（測位・地理情報システ

ム等推進会議決定）」において、「府省横断的な地理情報の利活用を図るため、各府省のシステム
が共通して備えるインターフェイスの普及を促進するためのＧＩＳポータルサイト 

http://mapgateway.gis.go.jp/WMSGate
way/jsp/main.jsp 

地すべりの要因 
すべり面：滑りやすい
地層がある 

地形：山地や丘陵など
の傾斜地 

崩れやすい地層 

地下水位の上昇 

ほぼ第三紀層の泥質岩・
変成岩及び火山変質岩
の地域で発生しやすい。 



■シームレス地質図とは 

◆各種データの重ね合わせには、GISなどある程度の情報技術が必要 
◆地質データそのものに対する解説情報が不十分。 

シームレス地質図の利活用の問題点 

◆Google Map等ユーザーフレンドリーなアプリケーションへの適応 
◆独自データを付加する際のツールアプリケーションの提供 

今後の対応の方向性 
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新燃岳噴火関連情報（霧島ジオパーク） http://www.mct.ne.jp/users/kiri-geopark2/  

シームレス地質図上にユーザー自身が収集した各種データを重ね合わせ、イン
ターネットを用いて公表した例。 
 霧島火山の噴火に対応し、住民にとって重要な各種の情報（入山規制区域、
避難所の位置、遠望からの観測地点、降下した火山灰の観測地点、被害発生箇
所等）をシームレス地質図上にプロットし、リアルタイムに更新・提供した。 
 シームレス地質図と重ねることで、過去の噴火時の溶岩や火砕流の分布域と
の関係がわかる。 

～各種防災・観光情報の理解を深める地質図～ 

日本全国の地質に関して、地層の形成時代、
構成する岩石種（堆積岩、火成岩、変成岩）
の区分を統一基準により描いた地質図 

・産総研では、20万分の１縮尺の地質図
の全国整備を完了 

 

 

 

 

 

 

 

 

・国際標準規格（WMS）による配信 

・利用者が目的に応じて岩石や年代を抽
出することが可能 

■シームレス地質図の整備・提供 

４．シームレス地質図の活用事例④  

③ 自治体支援・事業者支援 ① 防災・減災対応 



◆ ボーリングデータなどには個人情報が含ま 
  れ，地盤情報の収集・発信に困難なことがある． 

地質地盤図の利活用の問題点 

■地質地盤図とは 

◆ 個人情報の含まれない自治体・公的機関の
ボーリングデータの収集を行い，地質地盤図に対
する重要性を理解されるよう努力する． 

今後の対応の方向性 
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既存文献に、独自の調査を加えること

で、都市部の地質地盤図を作成する。 

地質地盤図 
地質の分布・不連続性を大
縮尺かつ統一凡例で表示 

- 

地域防災に向けた高精度な地震動増幅率マップ 

常時微動データ 
（通常時の地盤の雑微動のデータ） 
常時微動データから地盤
の振動特性を知ることがで
きる. 

地質区分 
分布形態 

地盤の 
振動特性 

【さらに応用】 
最大地震動予測 
液状化予測 
耐震設計の効率化 
産業立地評価の効率化 

周期毎に増幅率を詳細
にマッピング 
•長周期・短周期などの揺
れの特徴毎に増幅率を
算出 

現状：地形分類図から地震動増幅率を想定 
→ボーリングデータなどを利用することで高精度な地震動増幅率の予測が可能 

地表地質ならびにボーリングデータに基

づく地下の地層の広がりを示した地質図 

～地盤特性からわかる地震動の特性を地図で示す～ 

想
定
活
用
事
例 

■地質地盤図の整備・提供 

 ５．地質地盤図の活用事例①   —地震動増幅率マップ—  

① 防災・減災対応 

先名（2011） 
防災科研研究資料no.353 

地
盤
の
硬
軟
等
に
よ
り
揺

れ
の
特
徴
が
変
わ
る
。 

地下の地盤について総合的に3次元の

分布を表現し、その地層の物性について
もその指標を示す。 



海域と陸域では地質調査の方法が異なり、また、沿岸
の浅海域には大型の調査船が近づくことができない
ため地質情報の空白域が生じていた。このような空白
域を解消する、海域と陸域の総合的な地質情報として
整備した地質図。 

地質情報の沿岸空白域の解消によって、海-陸のシームレスかつ総合的な地質情
報解析が可能となり、地質災害リスクの再評価に貢献 

災害に強いウォーターフロント開発    

成長戦略に必須な生産・物流・観光の拠点の再構築を見据え
た、正確な地盤特性と災害リスク評価に基づく、災害に強い港
湾施設・航路・埋立地の開発及び景観保持 

重要インフラの巨大災害リスク緩和 
地震の危険度、及び地盤特性による強振動・液状化予測の見
直しに基づき、湾港、工場、橋等に対して具体的な災害リスク
軽減の対策を実施 

中・長期予測に基づく海岸砂防 
沿岸平野における過去約1-2万年の約100mに及ぶ海水準変
化に伴う浸食・堆積の堆積学的解析をベースとした、中長期の
海岸域の浸食・堆積予測と、それに基づく海岸浸食対策 

■海陸シームレス地質図とは 

◆ 海陸シームレスな沿岸域の活断層の長さや連続性の評価 
◆ 軟弱地盤・基盤岩の実態の正確な把握には詳細な調査が必要 

海陸シームレス地質図の利活用の問題点 

重点地域において 
◆ 地震の規模・活動度や強震動・液状化危険度など防災に資する情報の整備 
◆ 今後予想される海水準変動に伴う土砂収支等の見直し・再評価を行い中長 
      期予測に基づく海岸砂防計画に資する 

今後の対応の方向性 

６．海陸シームレス地質図の活用事例 －沿岸域の地質・活断層情報- 

・海陸シームレス地質情報集として，能登半島北
部，新潟平野，福岡を整備 

・今後，災害リスクと重要インフラの観点から重点
地域を選定し整備 

海陸シームレス地質情報集「能登半島北部沿岸域」 

～沿岸域の地震災害予測情報～ 
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■海陸シームレス地質図の整備・提供 

① 防災・減災対応 



表層の完新世堆積物を取り除いて、その下
に分布する地層や岩石の特徴、地質時代、
地質構造などを表現した図 

■海底地質図とは 

◆ 海底地質図の全国完備が完了していない 
◆ 区画ごとにまとめられており、シームレスな解釈が難しい 

海底地質図の利活用の問題点 

◆ 地質情報の整備を日本主要四島及び沖縄周辺海域で進める 
◆ 防災及び資源探査に資する調査の実施 
◆ 延伸大陸棚と排他的経済水域の調査と地質情報の整備 

今後の方針 

７．海底地質図の活用事例 -20万分の1海底地質図- 

～地質災害リスクの評価と新たな資源域の探索に貢献～ 

海洋地質図61 「能登半島西
方海底地質図（CD)」 

＜資源＞ 
新たな海底鉱物資源ポテン

シャル海域の探索 

海底地形／地質構造 

・産総研では、20万分の１縮尺の日本主要
四島周辺海域の海洋地質図の調査を完了 

・2008年より沖縄周辺海域を中心に調査を
行っている 

地方自治体の津波対策検討 
電力会社等の施設耐震検討 

＜防災／減災＞ 

構造運動の大きさ／頻度 

海域活断層の様式／分布 

スミスリフト及び鳥島リフト海底地質図 
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海底面に分布する堆積物及び岩盤を、その
粒度や岩種及び組成によって区分した図 

■表層堆積図とは 

◆ 表層堆積図の全国完備が完了していない 
◆ 区画ごとにまとめられており、シームレスな解釈が難しい 

表層堆積図の利活用の問題点 

◆ 地質情報の整備を日本主要四島及び沖縄周辺海域で進める 
◆ シームレスな地質情報の整備 
◆ 延伸大陸棚と排他的経済水域の調査と地質情報の整備 

今後の方針 

  ８．表層堆積図の活用事例  ー20万分の1表層堆積図ー  

～地質災害リスクと資源賦存の評価に貢献～ 

・産総研では、20万分の１縮尺の日本主要
四島周辺海域の海洋地質図の調査を完了 

・2008年より沖縄周辺海域を中心に調査を
行っている 

海洋地質図57 「能登半島西方表層堆積図」 

海底の地震性堆積物 

＜防災／減災＞ 
地震調査研究推進本部の地震

活動の長期評価 

海底地形／堆積物分布 

＜資源＞ 
海底鉱物資源分布候補域の探索 

自治体／国の海底細骨材資源賦存評価 

コアの年代と地震性堆積物の狭在
間隔から地震発生間隔を推定 

地震により堆
積したタービ
ダイト（数回
の浸食面が
認められる） 

通常の堆積層 

震源に近い海底から採取された
堆積物コアの透過X線画像 
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◆ 津波堆積物調査からシミュレーションまで多数の研究
結果を必要とするため成果発信に時間がかかる 
◆ 整備地域が現状では限られる 

津波浸水履歴図の利活用の問題点 

◆ 海溝で発生する大地震の長期予測のため、宮城県沿岸や南海トラフ沿岸域等の海溝
沿いで堆積物や地質構造調査を実施 
◆ 海外において、巨大地震に伴う津波堆積物や地殻変動の調査・研究を進める 

今後の方針 

地質学的手法による現地調査と津波シミュ
レーションの研究成果により、過去の地震
によって発生した巨大津波による浸水域を
地形図上にあらわした図 

■津波浸水履歴図とは 

・根室市から浦河町に至る北海道東部の
太平洋沿岸において、プレ－ト間地震の
連動による巨大地震で発生した津波の到
達時間と津波高を図示 

・根室市～浦河町の5箇所の沼地・湿原に
ついて、津波堆積物、最高水位、及び最
大流速の分布を明らかに 

  ９．津波浸水履歴図の活用事例  

～地震・津波防災への利用～ 

・地方公共団体等はそれぞれ地域
防災計画を策定しており、それらの
基礎資料として利用 
・これまでに発生した巨大津波実証
データを元に、最大規模も含めた今
後起こりうる巨大津波の被害予測が
可能 
 
⇒ より効果的な防災計画の立案 

海洋基本計画 

数値地質図 EQ-1  
 「北海道太平洋岸の津波浸水履歴図」 

沿岸津波情報図 

津波浸水履歴図 

＜津波防災に関する施策の実施＞ 

【履歴図】北海道太平洋岸のみ 
【津波堆積物調査】太平洋側の 

多数の平野部で実施中 

結果の速やかな発信 

（現状） 

津波防災地域づくりに 
関する法律（H23.12施行） 
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活火山の地質を噴火履歴の観点から表現し
た地図である。火山から噴出した火山灰や
溶岩、火砕流の噴火年代とその分布域がわ
かる。過去の災害履歴・実績図として用いる
ことができる。活火山の噴火履歴を知ること
は、火山防災の観点から今後の噴火活動を
予測することになる。 

■火山地質図とは 

活火山とは、おおむね1万年前以降に噴火
した火山のことで、産総研では、活動性の
高い16火山について、整備済み。5万分の1
地質図幅とあわせて火山の地質情報整備
を進めている。 

将来の再来が予想される、過去の最大級の噴火災害について、地質情報だ
けでなく、古文書・古絵図を多数掲載し、噴火様式・噴火推移を分かりやすく
解説。 

  １０．火山地質図の活用事例① －火山地質図－ 

◆より正確な火山噴火の推移予想に資する基礎情報収集の為、ボーリングや
トレンチ調査を併用した物質科学的手法に基づく活動度の評価研究が必要｡ 
◆火山ごとに噴火の特徴が異なり、個別の情報収集が不可欠。 

火山地質図の利活用の問題点 

◆各種調査法を駆使しつ、災害リスクの高い活火山から順次火山地質
図を整備。 
◆大学などと連携を図り、整備を進める。 

今後の対応の方向性 
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例：雲仙火山地質図 

平成噴火による
火砕流・火砕サー
ジ被害域を図示 

被災地での火山災害伝承資料(雲仙復興事務所編) 

雲仙1792年噴火は、国内最大の火山災害。大規模な山体崩壊とそれによる
津波が発生。島原湾一帯で約15,000人が犠牲。 

220年前の噴火災害を描いた絵図 

最新の調査結果を反映した地質図 

～火山災害伝承の基礎資料～ 

■火山地質図の整備・提供 

① 防災・減災対応 



活火山とは、おおむね
1万年前以降に噴火し
た火山のことである。 

■活火山とは 

■火山地質図・活火山データベースの整備・提供 
火山地質図とは、活火 
山の地質を噴火履歴 
の観点から表現した図。 
 
活火山データベースと 
は、日本全国の活火 
山について、それぞれ 
の噴火履歴・規模・様 
式をデータベースとし 
てまとめたもの。 
 
火山地質図から、火山から噴出した火山灰や溶岩の履
歴がわかる。活火山の噴火履歴を知ることは、火山防災
の観点から今後の噴火活動を予測することになる。 
     
火山地質図だけでなく、5万分の1地質図幅とあわせて火
山の地質情報整備を進めている。 

活動性の高い16火山について整備し、出版。 

桜島火山防災マップ 
過去に大規模な溶岩や火砕流が流れた
地域、噴火時に噴出岩塊や大量の火山
灰の降下が予想される地域について、そ
の危険度が示されている。 

また、地下水や温泉の湧出、噴気の発生、
地形及び海、河川の変化などその予兆
的な異常現象の例を挙げ注意を促し、避
難先やヘルメット・マスクの着用など噴火
時の対応などが示されている。 

桜島火山地質図 

他に、十勝岳、北海道駒ヶ岳、鳥海山、草津白根山、浅間山、三宅島、由布岳、雲仙岳など多
くの火山について周辺自治体などから火山防災マップが公開されており、地質図が基礎資料
として活用されている。これら火山防災マップは活火山データベースからも閲覧可能である。 

１１．火山地質図の活用事例② －火山地質図・活火山データベース－ 

◆ より正確な火山噴火の推移予想を行うためには、ボーリングやトレンチ 
   調査を併用した物質科学的手法に基づく活動度の評価研究が必要｡ 
◆ 火山ごとに噴火の特徴が異なり、個別の情報収集が不可欠。 

火山地質図の利活用の問題点 

◆ 従来の野外地質調査に加え、ボーリング・トレンチ調査を活用した
物質科学的研究を進め、成果をデータベース等に反映させる｡ 
◆ 大学などと連携を図り、整備を進める。 

今後の対応の方向性 
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有珠山 岩手山 秋田駒ヶ岳 九重山 霧島山 

～火山噴火災害の予測情報～ 

① 防災・減災対応 



 日本全国でこれまでに知られている長さ10km
以上の活断層のデータを収録。 このデータ
ベースを見ることで、そのような活断層がどこに
あるのか、それぞれの活断層がどのような性質
を持っているのか、を調べることができる。 

■活断層データベースとは 

収録情報は、既存文献に収録されたデータを産業技術総
合研究所が編集・解釈したもので、４種のデータから構成 

・ 日本全国の活断層（活動セグメント）の分布とそのパラ
メータ 

・ 日本の活断層に関係する文献の書誌データ 

・ 既存文献から採録、編集・解釈した地点ごとの調査結果
データ 

・ 地下数十キロメートルまでの地下構造データ 

  １２．活断層データベースの活用事例① －自治体における利用－ 

◆採録データの不確実性に関し、利用者の理解を深めることが必要 

活断層データベースの利活用の問題点 

◆地震断層の３次元構造等の各種データとの重ね合わせ 
◆最新知見を反映させるデータの更新作業を継続 

今後の対応の方向性 
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～地震防災や耐震改修促進への情報提供～ 

・岐阜県「地域統合型GISぎふ」のコンテンツの一つとして、活断層データベースを利用 

・統合型GISとして、さまざまな地域情報と重ね合わせが可能。 
                      （図は液状化危険度と避難所マップを重ねたもの） 
・インターネット上で公開され、県民などが自由に閲覧可能 

地域統合型GISぎふ（財団法人岐阜県建設研究センター） 

個別断層の 
簡易表示例 

HTML版、Google Map
版、電子国土版などを
提供 

自治体の防災計画の基礎情報や耐震改修促進計画に利用 

■活断層データベースの整備・提供 



１３．水文環境図の活用事例 

■水文環境図とは 

◆ 地下水資源の適正な開発・管理においては，多様な調査データが必要。 
◆ 過去のデータ蓄積や更新が必要。 
◆ 地下温度分布などの地中熱ポテンシャルの評価が不十分。 
◆ アジア展開におけるイニシアティブが必要。 

地質情報利活用の問題点 今後の対応の方向性 
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◆ より水資源の確保・保全や地中熱利用が求められる都市域での
データ整備（例：大阪、京都、北九州、静岡等）。 
◆  水の安定供給に資する水文資源情報整備のアジアへの展開。 

地下水を含む水文環境を把握すること
を目的に作成された図 。地下水の水
位､一般水質､酸素・水素同位体比など
の水文に関する様々なデータを収録 。 

【整備状況】 
出版地域：（ 2004 ～2010年 ） 
「仙台平野」「秋田平野」「関東平野」 
「濃尾平野」「筑紫平野」「山形盆地」 
出版予定: （ 2015年まで ） 
「石狩平野」「熊本平野」 

No.1「 仙台平野」
No.6「 山形盆地」

No.2「 秋田平野」

作成中「 石狩平野」

No.3「 関東平野」

No.4「 濃尾平野」

No.5「 筑紫平野」

作成中「 熊本平野」

広島平野

福岡平野

大阪平野

京都盆地
関東平野
西部域

静岡
沿岸域平野

岡山平野

赤 色 の 領 域 は
既 に 出 版 済 み
か、作成中のエ
リアを、青色は
対象エリアとし
ての候補地を示
す。 

地中熱ポテンシャル評価のための基礎資料 

地下水の流域規模での地下温度情報・水位データの提供。 
→今後の地中熱ポテンシャル評価には必要不可欠な基本データと成り得る。 

アジアへの展開 
日本の水文環境図を雛形として、タイ・
チャオプラヤ平野とベトナム・ホン河デルタ
地域の水文環境図を整備予定（CCOPプ
ロジェクト）。 
→日本の企業やインフラ関連産業のアジ
ア展開において、「水（工業用水）」の安定
供給は必要不可欠。 

災害時における緊急水源確保のための資料 

地理空間情報としての井戸分布の情報提供、推移データの提供。 

国や地方自治体における地下水管理のための基礎資料 

各自治体が管理する観測井に加えて、民間の井戸、湧水、河川水のデータを収録。  
→ 山地等の涵養域から沿岸部の流出域にわたる広範囲な規模での地下水管理が可能。 

アジアへの展開例：
CCOP地下水プロ
ジェクトでタイ・チャ
オプラヤ流域の水文
環境図を整備中（ア
ジア戦略，水文デー
タの国際標準化） 

～水資源・地中熱ポテンシャルの効率的な利用のために～ 

■水文環境図の整備・提供 

① 防災・減災対応 ③ 自治体支援・事業者支援 



地震前に発生する前兆すべりにより、地
下水位やひずみが変化することから中
期・短期予測の観点から行う観測。 

■地震に関連する地下水観測とは 

１４．地震に関連する地下水観測DBの活用事例  

◆東海・東南海・南海地震の前兆現象を捉える観測網に未整備部分がある。 
◆東日本大震災時の停電などで一時データ取得・転送が中断された。 

地震に関連する地下水観測DBの問題点 

◆予算の確保の努力を行い、未整備部分の整備、維持・管理を行う。 
◆停電に対する対策やバックアップ体制の充実を図る。 

今後の対応の方向性 
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東海・東南海・南海

地震予知研究を目

的に５０ヶ所あまりの

観測点の地下水位、

ひずみ、水温、地震

波形などを観測。 

観測データのグラフ

は毎日更新され、Ｈ

Ｐで公開されている。 

ひずみ計・水位
等に異常現象が
発生した場合、
地震防災対策強
化地域判定会
（臨時）が開催さ
れ、気象庁から
予知情報が発令
される。 

水位やひずみ計に異常現象が観測 

11 ：水位が地震前に低下 

3：地震前の水の濁り 
1 ：温泉の湧水量が地震前に低下 

観測したデータは気象庁にリア
ルタイム転送され、 東海地震
予知の監視に利用されている。  

水路局（1948）から作成 

1946年南海地震前に井戸の水
位が低下した等の証言が複数
ある。 

震央 

南海地震 

地震に関連する地下水観測の緊急警戒宣言への利用 

① 防災・減災対応 



◆ 地下構造の情報収集・解析に非常に労力がかかる 
◆ 現在整備されている地盤構造モデルは，「新潟」， 
  「大阪」および「石狩平野」の3地域に限られる． 

地質情報利活用の問題点 

■ 3次元地盤構造モデルとは 

◆ 今後，主要な平野・盆地において整備を進め， 
  地盤構造モデルと，地震動予測の高精度化を 
  めざす 

今後の方針 
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3次元地盤モデルとは，基盤岩や軟弱
層の厚さ，地震断層の立体的な形状
を示したものである． 

液状化危険度            建物被害想定（全壊率） 

国や地方自治体では，想定される地震動と地下構造から，地表の揺れの特徴を推定し，人
口，建物の特徴（木造・鉄筋，高さなど）と併せて，被害想定を行っている． 

3次元的な地層の広がりを基に、地震
による地表面での揺れの大きさ・卓越
振動周期を推定する。 

（例：大阪府自然災害総合防災対策検討(H１９．３）より） 

～地震による液状化リスクや建物被害予測情報に貢献～ 

１５．三次元地盤構造モデルの活用事例  



～地質学的根拠の提供により大陸棚延伸に貢献～ 

◆ 大陸棚延伸を指向した調査・研究が実施されている
ため地質の調査は不足 
◆ 海底資源については今後の調査が必要 

大陸棚延伸海域の現状 

◆ 海底鉱物資源開発に資するための広域的な地質の調査を実施し、新たな鉱床ポテン
シャル海域の発見とともに、知的基盤整備としていくつかのモデル海域を選定し、地質図を
整備 

今後の方針 

■大陸棚とは 

・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・解析を行った。 
・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。 

 １６．大陸棚延伸への貢献 

排他的経済水域（EEZ） 

大陸棚延伸部 

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 

1994年に「海洋法に関する国際連合条約」 
が発効（日本は1996年に批准）され、「沿岸
国は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」大陸棚を200海里を
超えて確保することができることとなった 

国連に提出した申請書の要約
版（国連HPで公開） 

・海底岩石採取、化学分析、年
代測定の実施 

・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 

大陸棚延伸を主張するのに必
要な情報をとりまとめ、申請書

の国連提出に寄与 

大陸棚延伸の可能性について
地質学的根拠を提供 

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 

国連の勧告によって認められた
大陸棚延伸海域 
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◆ 日本列島全体の地質情報の標準が未整備 
◆ 教科書等により使いやすい小縮尺の地質図が古くなっている 
◆ 高等学校における地学の履修率の低さ 

地質情報利活用の問題点 

◆ 図幅の整備を進める。 
◆ 学校教育において地質図の読み方を学ばせる。 
◆ 学界や社会で、地質情報を利活用する雰囲気の醸成が必要。 
◆ 小縮尺の地質図を大縮尺の地質図整備の進捗に合わせて更新。 
 

今後の方針 

表土や植生を取り除いて、その下に分布す
る地層や岩石の特徴、地質時代、地質構造
などを表現した地質図を、国土地理院発行
の5万分の1地形図区画に合せて作成した
もの 

■ 5万分の１地質図幅とは 

詳細な調査による 
・標準層序の確立 
・地層・岩体の区分 

当該地域とその 
周辺における 
地質情報の標準 

１７．国民の地学教育への活用事例 －地質図幅の教育利用- 

・５万分の1地質図幅は全国 1,274区画 
（約70％発行済） 

・国土の知的基本情報として整備 
・各種地質調査のスタンダードとしての役割 

～地質図を国民の地学教育に活用～ 
教科書で学んだ地質図の標
準的な例として活用．地層の
傾きや地質構造(しゅう曲)な
どを理解させる。 

5万分の1地質図幅「岐阜」(1999)を使用 地学資料 
(浜島書店) 

地質図の 
項目 

地学II教科書(啓林館) 
見返しに掲載 

日本の地質の情報は産総研のものが信頼あるものとして使われる 
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 地質図の記号、模様、色、用語及び凡例表示
について、著者－利用者間で定義、記述、表示
方法の統一のために、それぞれの表示方法を
決めたもので、地質図及びその属性データを利
用する分野に於いてデータ処理とその高度利
用のために制定したものである。 

■地質図JISとは 

 １８．地質図JISの活用事例  

◆存在があまり知られておらず、国土交通省のルールに適応された範
囲でのみ使われている状況 

地質図JISの利活用の問題点 

◆ボーリングデータを一元的に表示させるシステム構築のため
標準形式のたたき台とする。 
◆データベースの二次利用促進のためにも普及・啓蒙を進める。 

今後の対応の方向性 
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地質図に示される岩
石の種類や形成年
代などを体系的に整
理しコード化 

国の地質・土質調査成果電子納品要領（H20.12)へ利用  

平成20年3月に制定 

地質・土質調査成果のボーリング柱状図などの岩
石・土の区分に用いるコードは、JIS A 0204, 0205, 
0206を適応し、データを提出すること（国土交通省） 

地質・土質調査成果電子納品要領 
（平成20年12月、国土交通省） 
の堆積岩コード 

電子納品のフォーマットの統一 

国土交通省のボーリングについて 
「JIBANKUN」に収録・公開 

自治体への波及 
 自治体の仕様書に反映 

③ 自治体支援・事業者支援 ② 国民生活の安全・安心 



自然放射線量の高い地域は20
万分の1日本シームレス地質図
では、花崗岩地域に重なる。 

自然放射線量 

◆ 一般まで情報が周知されない 
◆ データ密度が低く、限られた地域の議論には向かな
い 

地質情報利活用の問題点 

◆ 社会要請に対して迅速な情報発信 
◆ さらに詳細な情報の取得・整備を行い、データベースの
高度化を進める。 

今後の対応の方向性 

   １９．地球化学図の活用事例 －海と陸の地球化学図- 

都市環境，産業活動などによって変化する元
素が、自然のバックグラウンドとしてどのくら
い分布しているかを示した元素濃度分布図 

■地球化学図とは 

・インターネットにより、日本全国の海と陸の地球化学図
データベースが利用可能 

http://riodb02.ibase.aist.go.jp/geochemmap/ 

・陸域と海域が一体となった地球化学図のビューワーに
よる公開 

・平成17年度環境省優良賞を受賞 

http://www.geosociety.jp/hazard/content0058.html（日本地質学会） 

自然のバックグラウンド情報を整
備することにより、社会要請に応
える様々な情報の発信が可能 

～社会要請に応える安心のための情報発信～ 
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■地球化学図の整備・提供 

② 国民生活の安全・安心 

自然状態での元素濃度などを知
ることで、人工的な汚染と区別が
可能になる。 

自然放射線や、放射性元素の
分布についての理解を高める。 

海と陸の化学図に示されているウラ
ン・トリウム・カリウム（放射性K40)の濃
度分布から計算で求められた地表1m
の高さでの自然放射線量 

自然放射線量が高い地域の 
地質学的特徴 



 産総研の地質研究に供され，地質標本館に
登録された標本の登録情報をWebで公開し，検
索することができるようにしたものである  

■地質標本登録データベースとは 

 ２０．地質標本登録データベースの活用事例  

◆産総研の地質研究試料の全てが登録されていない。 
◆データベース化に時間がかかる。 
◆標本利用支援担当側のマンパワーが不足。 

地質標本DBの問題点 

◆より多くの利活用を促進する 
◆標本画像情報のアーカイブ整備。 

今後の対応の方向性 
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 地質標本データベースは，収蔵する標本を6つの標本区
分，すなわち化石[F]・鉱物[M]・岩石[R]・鉱石[D]・ボーリン
グコア[B]・現生生物[L]に分けて管理している。  

 登録試料
を検索する
と岩石名、
産地、年代
などの情報
とともに岩石
の写真を見
ることができ
る 

岩石試料の教育利用に貢献 

全国の博物館・科学館等への地質試料の貸し出し 

貸し出した標本・資料の展示風景 

 科学館の特別イベントで地球タイムト
ンネルコーナーへ地球の歴史をたどる
ような岩石試料を貸し出した。 

・ 
・ 

博物館等 出版物等 

H21 3 20 
H22 7 20 
H23 8 13 

博物館での利用 
茨城県自然博物館、つくば市サイエンス
インフォメーションセンター、国立科学博
物館、日本科学未来館等に展示品貸出 
 

出版物への利用 
図鑑、教科書、参考書での地質標本画
像使用 
 

教育放送・教養番組への利用 
NHK教育番組、自然科学系情報番組で
の資試料の利用 
 

地学オリンピック 
試験に地質標本館の標本を利用 
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