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Ⅰ．地質情報整備に関する現状認識 

１．これまでの取組  

（１）地質情報整備の歴史的経緯 

① 今から 200 年余前の欧州の産業革命後期、石炭資源の開発に関連した

地質調査を体系化し、地質学が確立した。近代的な地質図は、1815 年、

ウィリアム・スミス（英国）がイギリス本土の広域地質図を作成したの

が始まりと言われている。1830 年代以降、欧米各国で地質調査所が設立

された。 
 
② 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

政府により招へいされた米国人地質学者・ライマンにより、北海道各地

の地質調査を指導・実施して、1876 年（明治 9 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地質学者・エドムント・ナウマン（独）

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、1882 年（明

治 15 年）に地質調査所（現在の産総研 GSJ）が設立され、地質情報の

整備が進められてきた。 
 

③ その後、地質情報整備を含む地質学の研究は、地球全体を研究対象と

した地球科学に発展し、古生物学、地震学等の研究領域も含めた研究と

して総合的な解釈が進められ、1960 年代に、世紀の大発見である「プレ

ートテクトニクス理論」が提唱された。現在、地球環境問題等グローバ

ルな研究課題の検討が進んでいる。 
 

図 31．世界最初、日本最初の広域地質図 

【英国本土の地質図－1815 年】     【日本蝦夷地質要略之図－1876 年】 
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（２）日本における地質情報整備の取組 

① 日本列島は、世界有数の変動帯に位置し、激しい地殻変動の蓄積によ

る急峻な地形と複雑な地質構造を有し、また資源が乏しいという特有の

事情を抱えている。 
国土の保全・管理と、環境保全、資源・エネルギーの安定的確保等は、

国の重要な責務である。これらの重要政策を支える基本情報である地質

情報整備について、産総研 GSJ は、設立以来 130 年の長きにわたり、

中核的機関としての役割を果たしてきた。 
 

② 近年、地理空間情報システム（GIS）の進歩はめざましく、さまざま

な地理空間情報がコンピュータ上で操作可能となり、インターネットな

どで配信する技術が進歩してきた。 
平成 19 年に制定された地理空間情報活用推進基本法（以下「GIS 法」

という。）は、基盤地図情報の整備により、安全・安心で豊かな生活を営

むことができる経済社会の実現を目指したものである。地形情報と地質

情報との情報統合化により、資源・環境・防災に対する国土の保全・管

理の高度化が推進されている。 
 

（３）東日本大震災後における地質情報整備 

平成 23年 3月に発生した東北地方太平洋沖地震（マグニチュード 9）は、

巨大連動海溝型地震と称され、震度 6 以上の強い地震と、これに伴う大規

模な津波及び地盤液状化をもたらし、東北から関東の幅広い地域に甚大な

被害をもたらす東日本大震災を引き起こした。その後、福島県沿岸部をは

じめ各地で、巨大地震に誘発された内陸性の地震が多発し、地震活動の拡

大や東海・東南海・南海地震等への影響が懸念されている。 
国は、東日本大震災からの復旧・復興、更に減災に向けた方針、計画を

決定し、被災地と連携し、様々な課題に取り組んでいる。産総研 GSJ は、

地質情報整備の中核的機関として、活断層の調査、情報整備及び地震・津

波発生の予測手法の開発等に対応している。 
 

①「東日本大震災からの復興基本方針」（平成 23 年 7 月 29 日東日本大震災復興対策

本部決定） 

国は、被災地域における社会経済の再生及び生活の再建と活力ある日

本の再生のため、国の総力を挙げて東日本大震災からの復旧・復興に取

り組む「東日本大震災からの復興基本方針」（以下「復興基本方針」とい

う。）を策定した。 
将来、再度災害に見舞われようとも人命が失われないことを最重視し、
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災害時の被害を最小化する「減災」の考え方に基づき、災害に強い地域

づくりを推進する方針及び具体的施策を示した。 
具体的な施策として、関係機関と協力し、今後の災害への備えのため、

地質や地殻変動等の複合的な調査により、地震・津波災害のリスクを評

価し、高度な地震・津波予測を実施する。 
 

②「防災基本計画」（平成 23 年 12 月 27 日中央防災会議決定） 
東日本大震災を踏まえて修正された「防災基本計画」では、地震・津

波対策の抜本的強化及び最近の災害等を踏まえた防災対策の見直しを反

映させるための地質調査や活断層調査の実施が追加された。 
今後発生しうる地震の想定のためには、古文書等の資料の分析、地形・

地質の調査などの科学的知見に基づく調査を通じて、できるだけ過去に

さかのぼって地震の発生履歴等をより正確に調査する。 
 

③「新たな地震調査研究の推進について」（平成 21 年 4 月 21 日地震調査研究推進本

部決定） 

地震防災対策特別措置法により設置された地震調査研究推進本部は、

今後実施すべき調査・研究の方針を定め、我が国の地震に関する調査研

究を一元的に管理している。 
現在、東日本大震災を踏まえた課題や教訓から、海域における地質学

的な調査や津波堆積物の調査の充実などの見直しが進められている。 
 

図 32．東日本大震災後の地質情報整備の取組 
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（４）資源・エネルギーの安定的確保への対応 

① 資源の安定的確保については、2010 年に中国によるレアアースの輸出

制限が行われ、日本の産業活動が混乱し、資源セキュリティ面の弱さが

露呈した。 
レアアースは、「産業のビタミン」と呼ばれるほどハイテク産業や省エ

ネルギー産業に欠かせない資源であり、その供給の逼迫が世界的に懸念

されている。    
そのため、国は、レアアースをはじめとした資源価格の高騰・資源獲

得競争の激化の中で海外での資源権益の獲得に加え、国内資源を適正に

維持・管理しつつ、適切な主体による適正な開発が行われることが制度

的に担保されるよう、平成 23 年 7 月に鉱業法の一部改正を行った（平

成 24 年 1 月施行）。 
 

② 海洋資源の安定的確保については、海洋基本法に基づき、海洋の開発

及び利用と海洋環境の保全との調和、海洋調査の推進などを計画的に実

施している。 
平成 24 年 4 月、日本が国連に提出していた大陸棚延伸の申請が一部

認められた。今回認められた海域を含め、大陸棚は、レアメタル等を含

む海底鉱床の賦存が想定され、また、活断層の存在も考えられることか

ら資源探査及び防災上、非常に重要な地域である。 
 

③ また、東日本大震災以降、エネルギーの安定的確保に向けて、エネル

ギー基本計画等の政策的な見直しが進められている。 
東日本大震災による原子力発電所の被災と運転停止による電力の供給

不足に伴う計画停電等の実施により産業活動や国民生活に混乱と深刻な

影響があった。 
復興基本方針では、大震災の教訓を踏まえた国づくりを目指して、地

域の特性を踏まえ、太陽光発電、風力発電、地熱発電の導入を促進する

ことが求められている。 
これまで調査・開発が制限されてきた、高い発電ポテンシャルが期待

される地熱発電は、国立・国定公園内の調査・開発の規制等の緩和も一

部実現されつつある。 
 

（５）情報技術への対応 

① IT 戦略は、行政が保有する情報を 2 次利用可能な形で公開し、原則す

べてインターネットで容易に入手可能にするなど、行政情報の公開デー

タの 2 次利用を積極的に促進する方針を示した。 
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   平成 24 年 7 月に改訂された「IT 戦略工程表」において、地質情報を

含む知的基盤データ等の提供方法改善、活用促進が追加されるとともに、

同時に決定された、公共データの活用促進に向けた「電子行政オープン

データ戦略」では、地質情報は、民間による活用ニーズの高いと考えら

れる公共データの一つとなっている。 
 

② 現在、産総研 GSJ の地質情報は、機械読み込みできない形式で情報が

整備されていることや、地質情報のオープン化ルール、個人情報の取扱

い等が明確でないことから、地理空間情報、地形（標高）データ等に比

べ、2 次利用が進んでいない。 
地質情報と気象情報等と統合したデータ提供のサービスを行う事業者

等において 2 次利用の実績はあるが、本格的な普及とはなっていない。 
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２．知的基盤の整備状況 

２－１ 地質情報整備の全体像 

（１）地質情報の整備体系 

① 国が整備・提供する地質情報は、地質図幅等基本情報と活断層情報等

利用目的に応じた特定の地質情報である。 
(a) 基本情報 

・地質図幅（20 万分の 1、5 万分の 1） 
・海洋地質図 
・沿岸域の地質情報など 

(b) 特定の地質情報 
・地質災害の予測に関する地質情報（津波・活断層情報など） 
・地圏の資源と環境に関する地質情報（鉱物資源図、地熱ポテンシャ

ルマップ） 
 

② 産総研 GSJ による地質調査データ及び他機関から提供された情報は

整理された後、地質図の作成・提供、デジタル情報の Web 公開を行って

いる。 
 

図 33．地質情報の整備体系 
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（２）地質情報整備の実施 

① 産総研における地質情報整備は第 3 期中期目標・計画（2010～2014
年）に位置付けて実施しており、その中で、地質調査のナショナルセン

ター機能を強化させ、基本情報の作成、地圏の環境と資源に係る評価技

術の開発及び地震・火山等地質災害の予測を目指した研究を実施するこ

とにより、地質情報整備の充実を図っている。 
 

図 34．地質情報整備の対象例 

 

 
 

 

② 地質情報の整備は、地質調査の専門家により行われているが、例えば、

5 万分の 1 地質図幅の作成には、野外調査、室内分析などの作業を経て、

1 枚の地質図の完成までに、約 4～6 年の期間を要している。 
 近年、分析技術、年代測定技術等の向上により、地質図作成の高精度

化及び効率化の取組が行われている。 
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２－２ 地質情報整備の状況 

（１）基本情報の整備 

①地質図幅類 
(a) 20 万分 1 地質図幅は、昭和 33 年から整備を開始し、53 年の歳月

をかけて平成 22 年に全 124 区画の整備を完了した。 
現在、全区画間でつなぎ目の無い、統一感の取れた「20 万分の 1

日本シームレス地質図」を完成し、DVD-ROM で提供するとともに、

Web 公開している。    
(b) 5 万分の 1 地質図幅は、昭和 27 年から整備を開始し、全国 1,274

区画のうち 943 区画（約 74 パーセント）を整備し、印刷物で提供し

ている。 
(c) 現在、GIS 法に基づき、「地理空間情報活用推進基本計画」（平成 23

年 3 月 27 日閣議決定）及びそのアクションプランである「地理空間

情報の活用推進に関する行動計画（Ｇ空間行動プラン）」に地質図幅の

整備とシームレス地質図の整備・更新を位置付け、地質情報整備を推

進している。 
 

②海洋地質図 
100 万分の 1 海洋地質図は、昭和 50 年から整備を開始し、日本周辺

海域全 8 区画、20 万分の 1 海洋地質図は全 49 区画中沖縄周辺海域を除

く 46 区画を整備し、CD-ROM で提供するとともに、整備情報の一部は、

海洋地質データベースとして Web 公開している。 
 

③沿岸域の地質情報 

平成 19 年（2007 年）能登半島地震及び平成 19 年（2007 年）新潟県

中越沖地震を契機として、沿岸域の海陸にまたがる活断層の存在の重大

性が認識され、その評価のため、平成 20 年以降、能登半島北部沿岸域、

新潟沿岸域及び福岡沿岸域において、海域から陸域にかけての地質・活

断層調査を実施した。 
現在までに、能登半島北部沿岸域及び新潟沿岸域について海陸シーム

レス地質情報集を整備し、DVD-ROM で提供している。 
 

（２）テーマ別地質情報の整備 

①火山地質図・活火山データベース 
昭和 55 年から、火山の噴火履歴などの火山地質情報の調査を行い、

火山地質図 16 火山を整備し、印刷物で提供している。整備情報の一部
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は、活火山データベースとして Web 公開している。 
また現在、「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画の推進につい

て（建議）」（平成 20 年 7 月 17 日科学技術・学術審議会）に基づき、気

象庁等関係機関と連携の下、火山に関する調査・研究を行い、火山地質

図など火山に関する地質情報を整備している。 
 

②活断層データベース・津波浸水履歴図 

(a) 1980 年代から活動履歴の調査を行い、活動性評価を実施している。 
平成 17 年から、他機関の調査結果も含めた情報を収集・整備し、

主要 550 断層について、活断層データベースとして Web 公開してい

る。現在、グーグルマップ版シームレス地質図から、産総研データベ

ースが閲覧できるよう、ユーザーの利便性を改善している。 
(b) 津波情報は、今後津波が発生した場合の被害を想定するため、平成

16 年から北海道釧路湿原周辺をはじめとする地域で、過去の津波堆積

物の調査を行い、津波浸水履歴図として CD-ROM で提供している。 
 

③水文環境図 
(a) 昭和 36 年から平成 10 年の間に、地下水の資源量を図示した「日本

水理地質図」シリーズを計 41 地域刊行した。 
(b) 水文環境（地下水を含む流動や水質）に重点を置いた「水文環境図」

として平成 16 年以降、仙台平野、秋田平野、関東平野、濃尾平野、

筑紫平野及び山形盆地の 6 地域について整備し、CD-ROM で提供し

ている。 
 

④鉱物資源図（鉱物資源情報） 

(a) 平成 8 年から調査を開始し、平成 17 年に国内の鉱物資源情報をと

りまとめ、50 万分の 1 鉱物資源図を整備し、印刷物で提供している。 
(b) 資源の安定的確保のための基本情報として、平成 19 年に東アジア

鉱物資源図、平成 23 年にアジア地質図を整備し、印刷物で提供して

いる。 
 

⑤地熱ポテンシャルマップ（地熱資源情報） 
(a) 平成 14 年から作成に着手し、平成 19 年に全国の地熱資源有望地域

における各種地質情報を収集・解析した地熱資源図を整備し、

CD-ROM で提供している。 
(b) 平成 21 年には、地熱資源図に第四紀火山の分布や、温度別の温泉

分布等のデータを加えた全国地熱ポテンシャルマップを整備し、

CD-ROM で提供している。 
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３．地質情報の活用事例 

（１）基本情報 

①地質図幅 
公的機関、自治体、民間企業により、信頼性が高い国の基本情報とし

て、幅広く利用されている。 
・地震調査研究推進本部の確率論的地震動予測地図 
・国土交通省の深層崩壊推定頻度マップの作成等 
・自治体や民間事業者が実施する土木工事や建築工事等に必要な各種地

質調査の準備、事前検討 
・民間企業が実施する資源・エネルギー探査の基礎資料 
 

図 35．地質図の利活用事例 

 
 

②海洋地質図 

公的機関、自治体及び民間企業により、活断層の評価、海域の鉱物資

源（レアメタルを含む熱水鉱床、石油・天然ガスなど）探査などの基礎

資料として利用されている。 
 

（２）テーマ別地質情報 

①火山地質図・活火山データベース 

一般に公開される自治体の火山防災マップなどの作成に利用されてい

る。 
噴火シナリオの予測や被害予測、避難場所の選定など地域の防災計画

に役立てられている。 
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②活断層データベース 

自治体では、防災計画、耐震改修促進計画等を策定する際の基礎情報

として利用されている。 
民間企業では、不動産検索サイトでの検索要件、地質情報コンサルタ

ントの住環境レポートの総合評価、企業の工場立地計画や不動産評価、

地震や災害に関する評価などに利用されている。また、東日本大震災後

は、一般市民からのアクセスが急増している。 
 

③水文環境図 

工業用地下水等の地下水資源開発のために、さらに地下水の過剰利用

による地盤沈下や沿岸部での地下水の塩水化、あるいは地下水汚染等、

地下水資源の適切な利用・管理がなされていないことに起因する諸問題

の解決の基礎資料として利用されている。 
また、最近は、持続可能な省エネルギーシステムとしての地中熱利用

システムに関して、地下水流動による効率的な熱交換を実現させるため

の基礎資料として利用されている。 
 

④地熱ポテンシャルマップ（地熱資源情報） 

経済産業省「総合資源エネルギー調査会」の再生可能エネルギーの検

討において、我が国における地熱資源の賦存量と可採資源量などの算定、

資源評価検討、政策の指針策定等の基礎資料として利用されている。 
資源エネルギー庁「地熱発電に関する研究会」や環境省の再生可能エ

ネルギー導入ポテンシャル調査などにおける地熱資源開発施策の基本デ

ータとして利用されている。 
 
 

４．ユーザーニーズの分析・活用 

（１）ユーザーの現状認識 

地質情報を利用するユーザーは多岐にわたっている。産総研 GSJ が整備

している地質情報は、大学等における研究用途のほか、防災情報、地質環

境の保全、鉱物資源の分布など様々な目的で利用されている。主なユーザ

ーとしては、建設コンサルタントや資源開発など地質情報を利用して開発

を実施する地質コンサルタント業者、開発の許認可や都市計画・防災計画

を策定する自治体、そして、身近な興味や地盤災害リスクの把握などを目

的とした一般市民の利用が挙げられる。 
一方、ユーザーからの関心は非常に高くなってきているが、他方で、適

切に利活用するための十分な知識（素地）を持たないユーザーが多い。そ
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のため、各ユーザーがそれぞれどのようなニーズを持つかを的確に把握し、

それを踏まえた地質情報サービスを行う必要がある。 
 

①地質コンサルタント業者等 

コンサルタント業者等は公的な地質情報を利用し、自ら詳細な地質調

査を行い、目的に応じた情報の解析、加工を行い、その目的を達成する。

地質情報を取り扱う技術士や技術顧問などの制度も整備され、十分な知

識と業務分担が整備されていると考えられる。 

 

②自治体等 

 自治体は、公共建築物の建設の際にボーリングなど地質調査を行って

いる。自治体は、自らの防災計画において、地震被害想定やその評価に

重要な責任を持つが、地質情報に関する理解が十分でない自治体もあり、

地質情報を十分にいかした対策がとられていないと考えられる。 

 

③一般市民 

 化石採取や湧水探索など知的好奇心から利用されることが多かったが、

東日本大震災以降は、地質情報に関する関心も高まっている。 
しかし、一般市民の多くは中学校以降地質を学ぶ機会も少なく、産総

研 GSJ から発信されている地質情報に対する理解が必ずしも十分では

ないと考えられる。 
 

④調査・研究実施機関 
(a) 調査・研究の実施機関は、地質情報に関係する整備を行う機関であ

ると同時に地質情報のユーザーでもある。例えば、国土の保全・管理

と、環境保全、防災等政策の観点から、公的機関として産総研 GSJ
の他、独立行政法人防災科学技術研究所、東京大学地震研究所等大学

研究機関、自治体等が、地盤、地震動に関する各種調査、研究を実施

している。 
また、民間機関として社団法人全国地質調査業協会連合会員企業を

始めとする企業等も地質に関する調査・研究を実施している。これら

の機関が相互に連携し、その調査データの共有及び利活用を行うこと

が必要である。 
(b) 資源・エネルギーの安定的確保の政策の観点から、産総研 GSJ は

資源探査の基礎となる広域調査、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱

物資源機構（以下「JOGMEC」という。）は資源開発及びその事業化

を行っていることから、ユーザーにおける資源開発が促進されるよう、

各種調査・研究のより一層の連携強化が必要となっている。 
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（２）整備、利用促進に係る新たなニーズの整理 

①知的基盤ヒアリングによるユーザーニーズの整理 
知的基盤ヒアリングによるユーザーニーズでは、地質情報の整備・充

実等の要望が出された。 
(a) 基本情報整備の充実 

・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 
・5 万分の 1 地質図幅の重点整備 
・海洋地質図の調査の重点化（全体 1～2 割を整備） 
・産総研 GSJ が保証する、質が高いデータ整備 
・官民連携による地質情報の整備 

(b) わかりやすく使いやすい地質情報 
・陸域及び海域のシームレス地質図の整備 
・地質・地盤情報の総合整備 
・地質情報のポータル化 
・産総研 GSJ による普及・啓発の推進 

 
②新たなユーザーニーズへの対応 

(a) 現在の地質情報は専門家向けの記述や情報発信が多く、一般市民の

ニーズが十分に把握された整備とは言い難い。一般市民にとっては、

地質情報はその存在もあまり知られておらず、意味も理解しづらいた

め、利用には大きな壁がある。多岐にわたる地質情報を得やすく、ま

た、一般市民にもわかりやすい解釈と解説を付加することが重要であ

る。 
(b) 地質コンサルタント業者は、地質図幅から全体を概観し、その上で

事業目的に応じた詳細な工学的な地質情報を入手することを必要とし

ている。また、解釈された地質情報だけでなく 1 次情報としての露頭

情報や試料の公開も必要としている。 
(c) 自治体においても、その地域の防災計画を立案・実行するためには

さらに詳細なスケールでの情報を必要としている。一方で、地質情報

を十分理解していないために不合理な計画となることもあるため、わ

かりやすく使いやすい地質情報が求められている。 
(d) 一方、自治体や一般市民のニーズでは、公共施設や自宅の地盤災害

といった個別案件の情報提供が求められている。これに対しては、全

国的なスケールの情報整備だけでは十分に応じ切れず、地域に密着し

た地質情報の整備が必要である。この情報を用いることで、例えば、

個々の不動産情報に活用される地質・地盤診断など付加価値の高い情

報提供を行うなど、新たなビジネスモデルの創出が期待される。 
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Ⅱ．整備の重点化及び具体的方策 
 

Ⅱ－１．整備実施方策 
 

 １．防災の基礎となる地質情報の充実 

１－１ 問題点 

①地質情報の充実 

日本は、世界的にも、地震、津波、火山活動、地すべり等による深刻

な地質災害が多数発生する地域にある。東日本大震災で発生した地震･

津波災害の教訓を十分に認識し、各種調査結果を基に将来の地震・津波

災害や火山災害などに備えた地質災害履歴把握と将来予測及びリスク評

価が求められている。しかしながら、これに資する地質情報は、体系的

に整備されていない。 
 

②地質情報の信頼性の確保 
学術目的や建設工事等の専門家向けに対しては、より詳細な地質情報

の発信や一定レベル以上の品質保証が求められ、地質情報の整備と同時

に、情報そのものの信頼性の確保が必要となっている。 
 

③大都市・沿岸域の地質災害への対応 

(a) 大都市や、産業基盤としてのインフラの整備が進められている沿岸

域は、地質情報に関しては未整備な地域がほとんどであり、活断層の

存在やその活動度評価は十分に行われていない。 
(b) 大都市・沿岸域は、地盤状況によって災害の形態が異なるため、重

点的な地質情報の整備が求められる。 
(c) 大都市圏での自然露頭の地質調査で地質情報を整備することは困

難な状態であり、既存のボーリングデータなどを利用した地質情報整

備が必要である。 
(d) 自治体が保有する古いボーリングデータは、紙媒体のため、直ちに

2 次利用ができない形式である。また、電子化されたデータであって

も、その一部については個人情報保護などの利用制限がある。 
これらのデータは、国、地方自治体等の各部署に点在し、散逸・消

滅する恐れがあり、網羅的・系統的な整備が行われていない。 
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④地質災害の軽減に資する国土基盤情報の整備 

国土と周辺域における基盤情報として、地質図幅、海洋地質図などの

地球科学基本図の作成及び改訂・高精度化が求められている。 
5 万分の 1 地質図幅は、全国整備に長期間が必要となるため、効率化・

重点化が必要である。 
 

⑤地下水の適正利用（水文環境図） 

多様な地下水情報を基に、水収支バランスを管理しながら地下水を利

用していくことが重要である。最近、地中熱の効率的な利用や災害時の

緊急水源の確保等、地下水利用の需要は高まりつつある。しかし、現状

では地下水情報は省庁及び地方自治体に分散・管理されているため、ユ

ーザーにとって利用しやすいものとはなっていない。 
 

１－２ 今後の具体的方策 

これら課題に取り組むことにより、地質の体系的な解明による国土の基

本情報の整備を推進し、国民の安全・安心と、災害に強い産業基盤及び持

続可能な社会の実現に貢献し、防災の基礎となる地質情報の充実を図り、

その成果を社会に還元する。 

（１）ボーリングデータの一元化 

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。一方で、それぞれの自治体が個別に地質情報を発信するだけで

は行政区境界付近の地質情報の利便性が損なわれ、結果として整備の個別

化・孤立化が発生する可能性がある。また、各自治体の担当者ごとの理解

度の相違も問題となる。このため、ユーザーの視点に立ち、行政・自治体

の持つボーリングデータ等の地質・地盤情報を一元的に閲覧・提供する仕

組みを講じる。 
 

① その手掛かりとして、防災上重要なモデル地区を選定した上で、他省

庁や地方自治体等関係機関との連携の下、分散するボーリングデータを

はじめとする種々の既存地質・地盤資料を収集・整理する枠組みを構築

する。 
また、基準ボーリングなどの調査・研究を実施することで、地層区分

及びその認定基準を整理し、収集した既存ボーリングデータについても

この整理された基準に従って地層の対比・再区分を行うことで、地下地

質構造の解釈が統一されたものとなるようデータ整備に取り組む。 
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② これらのデータを国で統一化されたデータ形式で整備し、一元的に表

示・公開するシステムを構築し、さまざまな階層で利用しやすい情報発

信に努める。 
また、この一元化データの利活用事例研究として、地震災害リスク評

価に活用できる地質地盤図を作成する。 
 
③ 長期的には、ボーリングデータの一元的整備・提供の促進を図るため

に、ボーリングデータ収集・活用による成功事例を提示する。また、地

方自治体等がデータ収集・活用を実施するにあたっての問題点を整理し、

あわせてその解決指針及びボーリングデータ標準化手法を取りまとめる。

これにより、地方自治体のボーリングデータの一元的整備・提供作業を

支援する。 
 

図 36．地質情報の一元化へのプロセス 
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（２）地質情報の信頼性確保 

① 岩石試料は、各地質図幅などに記載される地層・岩体の代表的な試料

を産総研・地質標本館に登録し、地質標本データベースとして公開して

いる。 
これらの岩石試料は、学術・研究用途の再分析や教育・普及用教材と

して利用される。また、標本データベースはトレーサビリティ情報とし

て活用される。 
 
② 岩石・ボーリングコア等試料のアーカイブ化は、収録対象及びデータ

数の充実を進める。今後、地表への岩石の露出条件が変化することに対

応して、露出する岩石や記載記録等の基礎資料や記録の散逸を防ぎ、基

礎資料のトレーサビリティを確保し、地質情報の品質の信頼性を確保す

る。 
 
③ 野外調査で得られた地質情報の信頼性確保、及び再調査・補足研究に

おける登録データの利便性を高めるため、一次データ・試料などの登録・

保管を一元的に管理し、公開する仕組み作りを行う。  

 

（３）防災に向けた活断層・津波調査の情報整備 

① 将来、津波災害が予想される房総半島・下北半島、東海・東南海・南

海地震エリア等を対象に、地層中に残された津波堆積物の調査と津波シ

ミュレーションに基づく津波浸水履歴図を整備する。 
また、整備中の日本国内の主要活断層の履歴調査及び活動性評価に関

する調査データの充実を図る。 
 
② 中期的には、太平洋沿岸の巨大津波地震発生状況や首都圏をはじめと

する社会的に重要な地域を中心として陸域及び沿岸海域の活断層の活動

履歴などの古地震・津波浸水履歴情報を整備する。 
また、活断層の活動性評価の高度化のため、活断層の地下深部形状、

地盤変形予測手法の開発及び断層の挙動の解明に資する地質情報を整備

する。 
 
③ 長期的には、現在整備されている活断層データベースに、三次元地盤

構造モデルや津波浸水履歴情報を組み合わせた総合的な地震予測に関す

るデータベースを構築し、関係機関や自治体にその意義や重要性を伝え

る。 
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（４）火山災害の低減に向けた火山調査の情報整備 

① 火山噴火予知連絡会等関係機関と連携の下、活動的火山の噴火活動履

歴の調査や地殻変動等の研究を進め、最新の研究成果を反映し、火山地

質図の整備及び火山データベースの随時更新を行う。 
 
② 中期的には、防災上の観点から重要火山と認定されている活火山の情

報整備を促進するため、大学等の研究機関との連携・協力を拡充し、火

山地質図、5 万分の 1 地質図幅、火山研究解説集などの成果を反映した

活火山データベースの充実を図る。 
また、新たにボーリング・トレンチ調査や物質科学的研究を実施し、

噴火活動履歴の調査や地殻変動を明らかにし、その成果をデータベース

に反映する。 
 
③ 長期的には、重要活火山に対する地質図の整備を進めるとともに、マ

グマ組成の変遷や噴火発生過程の研究成果を盛り込み、噴火活動の将来

予測の基礎となる噴火シナリオ等を作成する。 
また、地質情報データ（活断層データベース、衛星画像データ、地球

物理データ等）や各種の公表行政データ（人口分布、交通量等）との総

合整備により、一般・自治体の防災担当者から専門家を対象とした、わ

かりやすく、かつ十分な情報の提供を行う。また、防災マップや防災計

画、噴火発生時の防災対策にいかされるよう情報整備を行う。 

 

（５）防災に向けた基本情報の整備 

①地質図幅類 
地質情報における最も基礎となる情報整備として、5 万分の 1 及び 20

万分の 1 の地質図幅の整備を引き続き進める。中･長期的には、特に防

災等の観点から関東から東海地域及び地方中核都市周辺地域に重点化し

た整備を進める。さらに、全国規模で一貫性を持った地質図作成のため

には、地質標準の確立が必要である。このような観点から、古い地質図

の更新も含めた効率的な整備を進める。同時に、地質図幅の作成段階か

ら数値化・ベクトルデータ化の作業を行い、電子出版を促進するととも

に、20 万分の 1 日本シームレス地質図へのデータ反映をスムーズにする。 
 

 ②海洋地質図 
(a) 20 万分の 1 海洋地質図は、国土保全、資源探査、防災等の基礎デ

ータを提供する目的で整備を進めている。平成 20 年からは、沖縄周
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辺海域の調査を実施している。この海域は海底熱水鉱床や海底活断層

が分布することから、防災及び経済的に非常に重要なエリアである。 
今後も引き続き、日本周辺海域の 49 区画の海洋地質図の完備に向

けた整備を行う。 
  (b) 中期的には、過去に出版された海洋地質図についてデジタル化を進

め、各海洋地質図の対比を行い、シームレスなデータベースを整備す

る。 
 (c) 長期的には、大陸棚延伸が認められた海域を含め、海底熱水鉱床な

どの賦存の可能性のある地域について、日本周辺海域における資源開

発に資する情報の整備・提供を行う。 
調査の実施に際しては、海底熱水鉱床など鉱床の賦存量評価を担う

JOGMEC 等関係機関と密接な連携を図りつつ調査を行う 
 

③沿岸域の地質情報 

重要な産業施設が立地する沿岸域は、地盤状況によって災害の形態が

異なるため、詳細な地質情報の把握が防災上必要である。このことから

既存ボーリング資料の収集を含め、既存地質データを活用した地形・地

質・地盤情報の体系的な整備を行う。 
(a) 重要な産業施設が立地する沿岸域である石狩低地、駿河湾、関東平

野などに重点化した地質調査を行い、海域－沿岸域－陸域をつなぐシ

ームレスな地質情報を整備し、地震災害の予測に資する。 
(b) 中期的には、関係機関と連携し、関東地域沿岸域の地質情報の整備

を進め、軟弱層を含めた第四紀層の三次元分布がわかる、詳細な地質

地盤図を整備するとともに他の地質情報と共通フォーマットの配信を

行う。 
長期的には、全国の大都市及び中核都市が立地する地域に対する地

質地盤図を整備する。 

 

（６）地下水資源の適正利用に向けた水文環境図の整備 

平野・盆地の地下に存在する地下水資源の有効活用・保全のためには、

地下水の水位や水質、地下水の流れについての情報整備が必要である。特

に、東日本大震災後は、地中熱利用の基礎データとしても注目されている。 
 
① 短期的には、人口密集地域で水資源の確保、地中熱利用や水文環境の

保全が求められる大阪平野、京都盆地、北九州市、静岡平野などの地域

に重点化して整備に取り組む。 
また、大都市圏・地方中核都市の水文環境図整備を行うことにより、
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現在、各所に分散している地下水情報を取りまとめ、ユーザーに利用し

やすい形で情報提供を行う。中期的には水文環境図整備をその他の平

野・盆地に広げる。 
 
② 長期的には、これまでに作成してきた地域ごとの水文環境図について、

他の地質図類との統合データベース化を図る。また、これに並行して日

本の企業やインフラ関連産業のアジア展開において不可欠な工業用水の

安定供給に資するために、アジアの水資源情報を整備するとともにアジ

ア協力機関への技術指導も行う。 
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２．資源・エネルギーの安定的確保等に向けた地質情報の整備 

２－１ 問題点 

①レアアース等の資源の安定的確保（鉱物資源情報） 

レアアース等の資源の安定的確保のため、地質情報の整備が求められ

ている。 

地質情報を基礎とした資源の探索を通じて、南アフリカ、モンゴル、

ブラジル、米国、北欧等との連携を図り、レアアース等の資源の供給源

の多国化を図る必要がある。 
   また海底の鉱物資源及びエネルギー資源等についても、開発に資する

調査を進める必要がある。 

 

②エネルギーの安定的確保（地熱資源情報） 

エネルギーの安定的確保は、復興基本方針に基づき、地熱発電等の導

入促進が求められている。エネルギー政策を支援する基盤として、地熱

資源量の評価、地中熱の評価などに関する地質情報の要求が増加してい

る。 
地質情報の整備には、JOGMEC 等関係機関との密接な連携が求めら

れている。 
 

２－２ 今後の具体的方策 

（１）レアアース等資源の安定的確保に向けた鉱物資源情報整備 

① 今後、鉱物資源の安定的確保のため、未開発地のレアアース資源量の

より正確な把握及び関係機関との連携した資源ポテンシャル評価を行う。 
国際共同研究において、米国地質調査所やアジア地域各国との連携を

強化し、アジア全域の鉱物資源図の整備や、未開発地域での資源量評価

を含めたデータの構築・更新を進める。 
 
② 中・長期的には、今後のレアアース供給源確保を図る上で重要とされ

る関係国と連携し、レアアース資源量をより正確に把握することとする。 
また、未開発地域での資源量評価を含めた鉱物資源データを収集・整

理し、その一部については他の地質データとの統合的データベースとし

ての公開を検討する。 
さらに、海底の鉱物資源及びエネルギー資源等についても開発に資す

る調査・研究を行う。 
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（２）エネルギーの安定的確保に向けた地熱資源情報整備 

① 東日本大震災を契機として、安定な再生可能エネルギーとして地熱発

電への期待が高まり、国立・国定公園内の規制等の緩和も一部実現され

つつある。 
一方、今後の地熱開発には従来に増して温泉資源利用と高いレベルで

調和した開発が求められており、温泉との共生を目指した管理システム

の開発も併せて実施するべきである。 
 
② 東北地方を対象として、関係機関と連携を図りつつ、散逸しつつある

既存の地熱調査等データや、今後国立公園内等で新たに取得される調査

データを収集し、地域との共生を目指す地熱開発や環境評価に資する地

熱資源情報データベースを作成する。 
 
③ 中期的には、これらの地熱資源情報データベースに格納する各種地熱

調査データの収集・整理対象を全国に広げる。 
  また、長期的には、今後の開発が期待される温泉発電や今後の地熱利

用の高度化技術に対応した資源評価・開発のための情報整備を行う。地

熱利用に関する社会の関心の高まりに応えるために、理解・利用しやす

い形式でウェブ公開や、他の地質図類との統合データベース化を測り、

地熱資源情報データの利便性を高める。 
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Ⅱ－２．利用促進方策 
 

１．利便性の向上 

１－１ 問題点 

① これまで地質情報は、学術研究や建設工事等の専門家向けのものであ

り、一般市民、自治体関係者、地質コンサルタント等の幅広いユーザー

に対して、理解・利用しやすい形で情報提供されていない。 
 

② これまで産総研 GSJ は、20 万分の 1 日本シームレス地質図、活断層

データベースをはじめ 37 種の地質情報データベースを整備している。 
しかし、それぞれが独立し、ユーザーが必要な情報を得ることが困難

となっている。 
 

③ 多種多様な地質情報に関する認知度・リテラシーを向上させるため、

民間企業と密接に連携した多面的な情報発信や、一般市民や自治体関係

者を対象とした研修等の普及啓発活動の充実が求められている。 
 

１－２ 今後の具体的方策 

（１）わかりやすく使いやすい地質情報提供システムの構築 

一般市民等にも理解しやすい平易な表現方法を用いる工夫や解説情報の

追加等により、より身近な言葉で地質情報を利用できるような取組を行う。 
① 短期的には、一般市民がよりわかりやすく、ユーザーが必要とする情

報を取り出せる情報区分（凡例）を持つ、利便性の高いインターフェイ

スを構築する。 
 
② 中期的には、現在のシームレス地質図を基礎として、最新の成果や見

解を反映させた地質情報を発信するシステム更新を行う。 
 
③ 長期的には、地質図類の整備や更新の成果を元に、地域・岩石の形成

年代や種類、岩石のできた環境ごとに階層化し、位置精度の向上と地域

特性を反映させ、様々なユーザーに適応できるシステムに改良する。 
また、階層化された区分を用いた次世代のシームレス地質図整備に向

け作業を行い、全国で統一した凡例としつつ、地域の特性も反映できる

システムを開発し、ユーザーが必要十分な情報を得やすいシステムを構
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築する。 
 

（２）地質情報の提供・配信システム 

① 今後、地質情報の閲覧システムは、他機関のデータも含めて総合的に

検索及び閲覧可能な国際的ポータルシステムに改良する。   
 

図 37．地質情報ポータルサイト（イメージ） 

 
 
② 中期的には、地理情報に関する国際標準（ISO19128 など）に準拠し

た配信を行うことで、他機関・企業での 2 次利用を促進するとともに、

国際標準に準拠した他の地理空間情報（産業、インフラ等）と統合し、

情報を重ね合わせ表示する。 
 
③ 長期的には、地震、津波、火山等による自然災害に対する防災、各種

資源探査等の全地球的な観測に資するため、陸域・海域の地質情報に加

え、衛星画像情報と統合を図り、ユーザーの要求に応じた地質情報及び

地理空間情報の提供を可能とするデータバンクを構築する。 
 

（３）地質情報の普及啓発等 

地質情報の利用を促進するためには、その認知度・リテラシーの向上が

必要である。このため、自治体向けには、各自治体におけるボーリングデ
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ータの一元化の取組を紹介し、地質情報整備の必要性と防災計画への活用

の有用性について普及していく。また、企業向けには、アジアなど海外へ

の進出企業に対して地盤リスク情報を提供し、リスク回避への啓発を進め

る。 
 

（４）公共データの 2 次利用 
近年、地質図やボーリングデータ等の地質情報と地形図等の地理空間情

報を合わせて、有償での情報提供や地盤評価を実施する民間のサービス事

業が見られるようになってきた。 
① 現在、地質情報に関する公共データの 2 次利用については、地質情報

の品質保証と著作権を含む知的財産保護の観点から、様々な条件が付け

られている。今後、整備情報の 2 次利用の促進の為に、データの標準化

とともに 2 次利用のためのルールの明確化などの環境整備を図る。 
 
② 中・長期的には、知的基盤を整備することによるデータ開放をベスト

プラクティスの事例として成功させ、その他の開放・活用により、イノ

ベーションを起こす公共データの開放促進につなげることが重要である。

特に、これまでも地質図等を用いてきた地質系以外の業界の参入を容易

にすることで、新規産業の創出につながる分野として民間から大いに期

待されている公共データの一つとして、その利用のあり方を検討し、促

進を図る。 
 

地質情報については、今後、例えば以下のような分野で、2 次利用に

向けた取組の検討を行う。 
・有害元素などの国土の元素分布データの提供による環境汚染評価 
・各種の地球物理データを用い、計量・計測機器の高精度化や補正シス

テムの改良 
・地質図幅を初めとする各種地質データの国際標準（ISO19128 など）

に準拠したデータ形式での公表により、ビッグデータとして活用する

ことで、各種業界の新規参入、新産業創設を促す。 
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２．全体の整備・利用促進方針及び具体的方策 

（１）ユーザーニーズを踏まえた地質情報の整備 

整備側のリソースが制限されているため、今後整備する地質情報は、ユ

ーザーニーズを踏まえた整備課題を優先的に実施する。 
具体的には、PDCA サイクルを稼働し、ユーザーへの定期的なヒアリン

グやアンケートを通じた満足度調査やニーズの把握によって整備した内容

を評価するとともに把握したニーズは速やかに地質情報の整備や情報提供

に反映させる。 
 

（２）リソースの確保 

地質情報を整備する上で、各課題について復興基本方針に従うとともに

社会ニーズの把握を行い、重点化を行うとともに、次のような対策を講ず

ることにより克服することとする。 
 

①産総研 GSJ 内の重点化と予算の確保 
独立行政法人で人材を大幅に増員することは難しい。このため、ユー

ザーのニーズや重点整備項目について検討を行い、防災に資する都市・

沿岸部の地質・地盤情報、地質図幅等の整備や再生可能エネルギー、レ

アアースなどの開発に資する資源・エネルギー情報に重点化して整備を

進める。また、予算面からは外部の競争的資金の獲得に努めるものとす

る。 
 

②大学や関係機関等のリソースの活用、データの活用等による連携の強化 
調査に当たっては、大学や国立研究所等関係機関と共同又は分担して

実施し、情報を共有することや、ボーリングデータに関しては国立研究

所等関係機関の他自治体・民間の所有するデータの共有を図る等により、

効率的に行うよう努めるものとする。 

 

（３）総合的な整備 

①ユーザーの使用目的を意識した有力ツールの組合せ 
地質情報整備は、多岐にわたる情報の組合せにより、高度な地下情報

の解析が可能になり、より都市計画・防災計画などにいかせるようにな

り、安全・安心な町づくり政策に貢献できると考えられる。 
具体的には防災計画の高精度化のための地質・地盤情報整備が挙げら
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れる。このために、地質標準の整備、地質情報のデータベース化、地質

リスクの提示、ハザードマップの提供等の総合的な整備が必要となる。

地質標準の整備において、国がボーリング情報整備の指標となる地層区

分の標準を提示する。これを用いて地質情報を所有する機関・自治体な

どが産総研 GSJ の支援のもとで数値化・データベース化を推進する。地

質リスクの提示として、これらのデータと他機関の持つ地盤情報を連携

させ地震時の揺れやすさマップ作成やその他地盤災害の減災に貢献する

地質地盤図を作成する。さらにこれによって得られた地質リスク情報を

元に国や自治体の防災機関で、防災マップや都市計画へと活用されるこ

とが期待される。 
 

②知的基盤の総合整備の促進 
また、整備された地質情報が多岐にわたるため、これを一元化するこ

とによっても地下地質に関する情報を整理することができ、様々な用途

に利用が可能である。地質情報の収集・解析については、これまでの多

岐にわたるデータベースの更新・整備を進め、信頼性の高い情報を提供

する。これらを統合化するために、GIS 等の情報技術を用いて標準フォ

ーマット（ISO19128 など）に変換し、標準フォーマットでの整備を進

める。これを総合データベース化することで、それぞれのデータの相互

対比が容易になる。すなわち、地質図・活断層・地下水環境・地盤図な

どが統合されることにより、その場所の活断層の活動、地盤による揺れ

やすさの違いや液状化しやすさなどを一覧することができるようになり、

地質災害リスクの評価が容易になることが期待される。 
 

（４）機関連携・省庁連携 

地質情報は、土木・建設工事、公共工事、地震予測など、それぞれの目

的に応じて取得され、関係機関において蓄積される。 
国の地質情報の総合的な整備を行うために、これら様々な関係省庁・関

係機関は地質情報の整備機関であり、またユーザーでもあることから、連

携が必要である。 
例えば、ボーリング情報の一元的な閲覧を可能にし、より有効な防災に

資する地質情報の発信のためには、これら情報を蓄積する様々な省庁・自

治体等との連携が必要となる。 
ボーリングデータの生産者である省庁・自治体の持つデータを共有化し、

その解析をしていくことが有益である。例えば、地層対比の指標や情報整

備の標準化を策定し、対比可能な情報整備に関する指導を行うなどがある。

このようにして整備された地質情報について、独立行政法人防災科学技術

研究所や国土交通省各機関の持つ、岩石の硬さや地震の伝播速度など物性
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値に関する情報を用いて、揺れやすさや液状化しやすさ等の地震災害リス

ク情報として提供する。更に、気象庁の持つ微小地震などの観測データな

どによって予想精度を向上させ、信頼性の高いリスク情報として情報を提

供するなど、関係省庁・関係機関との連携を推進し、より高度で、有益な

地質情報の提供に努めることとする。 
 

（５）中堅・中小企業への対応 

中小の地質コンサルタント業界に対して、最新の地質情報を提供すると

ともに、最新技術の調査・解析技術を教授する仕組みを強化することで、

それぞれが地域に密着した地質ホームドクターとして機能する技術力の向

上が期待される。世界的にも高い技術力を持った地質コンサルタント業界

の育成は、アジアを中心とした海外進出の促進も期待される。 
一方、地質情報を利活用し、一般向けに不動産情報や損害保険料率算定

のためのリスク情報として提供し、新たなサービスとして提供する民間企

業も現れている。国は全国一律の地質情報やリスク評価の整備・発信を行

うが、これらの地質情報に独自の地域の特性を反映した情報（災害履歴、

避難所や観光地など）を付加することで地質情報の利用価値を高め、一般

市民にとって身近で使いやすい情報提供を行うなどにより、地域密着型地

質コンサルタント業界に対するビジネスモデルの開発と利用促進を促す。 
 

（６）国際関係 

大規模地震・火山噴火等の地質災害情報は、各国地質調査機関等で共有

する取組が必要である。 
また、近年、アジア地域への日本企業の進出や地域内の製造品の流通が

増大していることから、2011 年のタイの大規模洪水では、住民の被害だけ

ではなく、サプライチェーンの寸断による国際的な経済活動の停滞を引き

起こした。このことから、世界的に見て大規模自然災害のリスクが高いア

ジア太平洋地域における被害低減・災害リスク把握へのニーズが高まって

いる。また、東南アジアでは、急速な経済発展に伴い、過剰な地下水利用

による地盤沈下や地下水資源の涸渇、あるいは地下水汚染が問題化してお

り、高度経済成長期にこれらの問題に直面し解決してきた我が国の地下水

適正利用事業の成果の適用が期待される。 
 

① 短～中期的には、巨大地震・火山噴火等による地質災害情報は、環太

平洋アジア地域の地質調査機関と連携を進め、既存情報の再整理を行う。

このためアジア太平洋地域における地震･火山災害軽減についてのコン

ソーシアムの設立や定期的なワークショップの開催を通じて、これら地
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域における地質図編さんやデータ整備等への積極的な協力を行い、これ

ら地域の地質災害情報の蓄積を目指す。 
また、既存の GEM（世界地震モデル：Global Earthquake Model）

を始めとした国際協力を進めながら、地質災害リスク情報を域内諸国や

国内からの海外進出企業へ提供していくメカニズムの構築を進める。更

に、大規模洪水対策や地下水資源の開発・適正利用へ向けた技術支援を

進めるために、アジア諸国の関連研究機関等との協力体制の強化に努め

る。 
 

② 長期的には、これらの活動を通じて、我が国として率先してアジア太

平洋地域等の大規模災害の軽減やリスク評価に基づく土地利用・開発計

画に貢献していくとともに、これまでに蓄積された知見や経験を活用し、

アジア太平洋地域やアフリカ地域などを中心とした地質に関する国際組

織や国際研究計画における研究協力に主導的な役割を果たすことを目指

す。 
また、アジア地域を中心とした国外の地質情報の整備に主導的な役割

を果たすことで、各国の地質調査機関の連携プロジェクトである One 
Geology や GEOSS（全球地球観測システム：Global Earth Observation 
System of Systems）といった地理空間情報に関する国際ポータルとも

連携して情報発信を進める。 
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第３章 今後の整備・利用促進方針及び具体的方策 

第 3 章では、前述した各重点分野における新たな整備・利用促進方策を踏ま

え、分野に共通する方針及び具体的方策を整理した。 
今後 10 年を目途に、国及び各整備機関は、これまで整備・提供した知的基

盤の維持・強化に努めるとともに、新たな整備・利用促進方針及び具体的方策

を実現する。 
 
① 今後、国及び各実施機関は、「わかりやすく使いやすい、ユーザーの視点

に立った知的基盤整備及び利用促進」を共通ミッションとし、実効性ある知

的基盤の整備・提供を行う。 
 
② 効果的かつ効率的な整備を行うため、機関連携、省庁連携、国際協力等に

よる整備の充実・強化に取り組むとともに、新たに知的基盤の総合的な整備

を促進する。また、利用者毎に即した提供等を推進する。 
 
③ 長期的な重要課題として、計量標準整備、微生物リスク評価に関する情報

基盤整備及び地質情報整備とともに、知的基盤整備及び利用促進に関する情

報化への対応に取り組む。また、公共データ開放の 2 次利用等は、IT 戦略

に基づき、整備を加速化する。 
 

なお、情報化への対応は、分野横断的な整備及び具体的方策として、全体の

整備・利用促進方針とともに、第 3 章に整理する。 
 

１．情報化への対応      

多様な利用者ニーズに応えるため、イノベーション促進のための新たな知的

基盤を整備するとともに、これまで公共財として、蓄積された大量の情報・デ

ータについて、2 次利用を含め、わかりやすく使いやすい IT を活用した環境

整備の充実を図ることが必要である。 

１－１．問題点 

①これまでのデータベース整備 
これまで知的基盤は、整備機関毎に分散、管理され、多様なユーザーニー

ズに対する情報提供が十分行われてこなかった。最近、ライフサイエンスデ

ータベース統合事業（NBDC）のように、文部科学省、厚生労働省、農林水
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産省及び経済産業省が連携し、研究者間で研究成果の共有・活用を目的とし

て、利用者の視点に立ったデータベース統合整備の取組が開始されている。 
しかし、経済産業省が実施した「NEDO 知的基盤創成・利用促進研究開

発事業」の追跡調査では、材料データベース等を構築したプロジェクト実施

者の大半がデータベースの運営が困難となり、産総研等公的機関にデータベ

ースを移管したとの調査結果が示すとおり、自己資金によるデータベース運

営は厳しい実態にある。 
 
②信頼性ある公的機関の情報提供 

国内のインターネット利用者は、国内市場を二分するビッグポータルサイ

ト（Yahoo、Google）の検索エンジン等により、国内外から、容易にリアル

タイムでフレッシュな情報を入手することができるようになった。しかし、

取得した情報・データの信憑性、正確性は、利用者自らが検証、判断しなけ

ればならず、公的機関のポータルサービス、データベース等で確認するユー

ザーも少なくない。 
公的機関の情報提供では、中堅・中小企業のあらゆる事業活動を支援する

公的ポータルサイトとして、独立行政法人中小企業基盤機構「J-Net21」（ア

クセス数は、年間 2,000 万件）が幅広く利用されている。また、産総研「有

機化合物スペクトルデータベース」（アクセス数は、年間 5,230 万件）等研

究データベース、JST「J Dream Ⅱ」（アクセス件数は、年間 10,000 万件）

等科学技術文献検索ポータルサイトは、民間企業、大学、公的研究機関等の

研究活動支援に貢献している。 
 
③情報爆発、ビッグデータ時代の到来 

インターネットの普及によるデジタル化とネットワーク化の急速な進展

は、我々の国民生活、社会経済活動、学術研究等に大きな変化をもたらして

きた。 
現在、ビッグデータを如何に使いこなすか、情報・データの融合化によっ

て、どのような付加価値、イノベーションを創出させるかといったデータ統

合・利用の段階に突入しつつある。 
データベース分散統合管理による情報・データの共有化、ユーザーの視点

に立ったポータルサービス等が急速に進展する中で、情報基盤整備のルール、

標準化、利用ガイドラインの策定等が追い付いていない現状にある。 
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１－２．今後の具体的方策 

（１）知的基盤ポータルサイトの創設 

① 国が実施した研究開発プロジェクト等事業成果は、情報・データが体系化

された技術情報の集積となれば、新たな知的基盤となる。現在、各事業団体

や公的機関が、それぞれ目的に応じて、バラバラに情報提供を行ったり、ま

た、事業終了に伴い、情報・データが分散・散逸している状況にある。 
 
② 国内の現状調査を行い、知的基盤の維持・状況（紙媒体・電子データ等）、

情報提供サービス等を確認した上で、国内の知的基盤を繋ぎとめる仕組み作

りとして、知的基盤ポータルサイトを創設する。 
 

図 38．知的基盤ポータルサイト 
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（２）ものづくり基盤プラットフォームの整備 

前述した各整備分野における様々なデータベースは、これまで整備側の論理

が先行した情報提供のあり方であったが、これらを見直し、ユーザーの利便性

を第一に考えた新たな整備方針に基づき、構築することが重要である。計量標

準、地質情報分野における取組は、中堅・中小企業を中心に企業の事業活動を

支援する情報プラットフォームとして、総合的に情報提供することが期待され

る。 
なお、微生物遺伝資源分野は、既に NBDC で分散統合管理のデータ整備の

取組が進められているところである。 
 
① 分散・散逸している知的基盤の集約化を図った上で、我が国企業の研究開

発、事業活動の技術基盤である計量標準等の知的基盤について、わかりや

すく使いやすい、ユーザーの視点に立ったものづくり基盤プラットフォー

ムの整備を行う。本プラットフォームの利用により事業者は、イノベーシ

ョンを推進し、新産業・新市場の創出につなげる。 
 
② 利用者は、知的基盤を利用したことがない中堅・中小企業等を想定してい

る。計量標準、標準物質、規制・基準情報、物性データ等の情報提供を総合

的に実施することより、ものづくり基盤の支援を行う。  
 
③ 具体的な整備対象は、先ず計量標準、地質情報分野を手始めに検討する。 
－計量標準分散統合データベース 
（標準物質、規制・基準情報、物性データ等 100 データベースが対象） 

  －地質情報統合データベース 
   （地質図幅、活断層データ等約 40 データベースが対象） 
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（３）公共データ開放の 2 次利用 

① IT 戦略本部は、オープンガバメント等の確立に向けて、行政が保有する

情報を 2 次利用可能な形で公開して、原則として全てインターネットで容易

に入手できるようにするなど、行政が保有する情報の公開を積極的に推進す

る方針を打ち出し（平成 22 年 5 月「IT 戦略」）、平成 24 年 7 月に、公共デ

ータ活用促進に向けた「電子行政オープンデータ戦略」を策定した。 
現在、経済産業省では、同省が保有している公共データの産業界ニーズを

集約するとともに、公共データの提供方法を順次改善し、民間利活用の促進

に資するデータ開放を進めるために、機械処理や民間 2 次利用に関する規定

が存在しない現状を改善し、新産業の創出につなげていくための実践的なオ

ープンデータ施策である「DATA METI 構想」を推進しているところである。 
 
② 公共データの 2 次利用は、新産業・新市場創出の可能性があり、中堅・中

小企業等の起業・創業につながることが期待できる。廃業率が開業率を上回

る状況が長く続くなかで、起業・創業を促進するために知的基盤を有効活用

することが必要である。 
 
③ 知的基盤を整備することによるデータ開放をベストプラクティスの事例

として成功させ、その他の開放・活用によりイノベーションを起こす公共デ

ータの開放促進につなげることが重要である。地質情報は、公共データ開放

の 2 次利用において、民間から新産業・新市場を創出する情報提供を期待さ

れている。 
 
④ 今後、IT 戦略本部において、データ形式、著作権、有償／無償、開示／

非開示、個人情報、利用規約等ルール、データ標準化、ガイドラインの策定

等が検討される予定である。 
産業界からは、機械判読可能なデータの公開、データの標準化・利用等の

活用指針の設定、2 次利用に向けた環境整備、データベースフォーマット・

利用条件の統一化が求められている。こうしたニーズを踏まえ、経済産業省

では、データの価値創出に向けた、有識者で構成される IT 融合フォーラム

の下に「公共データワーキンググループ（仮）」を設け、公共データの活用

を促進するためのルール整備等について検討していく予定である。 
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２．整備・利用促進方針及び具体的方策 

２－１．柔軟かつ持続可能な仕組み作り（整備・利用促進のための

体制・機能強化） 

（１）国家戦略等における知的基盤整備の明確な位置付け 

① 国家の基盤としての知的基盤の重要性を関係機関、各省庁と共有し、また

連携することにより、国家戦略、経済産業省の各政策において、知的基盤整

備の取組を位置付けるよう働きかけを行う。 
   
② また、関係省庁等に信頼性ある情報・データである知的基盤の利用につい

て、積極的な PR 等を行うことにより、研究開発基盤、イノベーション・イ

ンフラ、産業技術基盤、社会生活基盤等に関する各法制度運用での利用拡大

を図る。 
  

（２）リソースの確保 

国、産総研、NITE 等公的機関のみによる知的基盤の整備・提供は、既に実

施困難な状況にあり、また、今後 10 年、予算・人員の増加が見込めないこと

から、現在のリソースを最大限、有効活用できる新たな対応が求められる。 
① 整備機関は、普遍的対応、重要課題、長期課題におけるリソースの最適化

を図った上で、利用者を含む他機関との協力・連携を拡大し、知的基盤の整

備・提供を行う。 
また、国は、知的基盤の整備機関と関係機関とのパートナーシップの構築

の支援を行う。 
   
② 整備機関は、限られたリソースを有効に活用するため、これまでの整備方

法、ルール等を積極的に見直し、整備等業務の合理化、効率化等を図る。 
   

（３）中核機関等司令塔の機能明確化 

① 公共財であるがゆえに、知的基盤に対する受益者負担の意識は低い。 
したがって、国民生活や社会経済活動に役立つ知的基盤の整備・提供を実

現するため、国、整備機関、利用者等の協力・連携を促進する体制作りが必
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要不可欠である。 
計量標準分野で、例えば、計量行政審議会計量標準部会等における審議事

項とするなど、各整備分野で中核機関等司令塔を明確化することが重要であ

る。整備計画の策定及び利用促進方策を推進するとともに、実施情報・デー

タの集約化及び信頼性ある情報提供、リソースの集中等を図り、効果的かつ

効率的な知的基盤整備を推進する。 
 

② また、国民生活や社会経済活動に役立つ知的基盤の整備・提供を実現する

ためには、国、整備・提供機関、利用者等の協力・連携を促進する強力なリ

ーダーシップ、マネジメントが必要不可欠である。 
例えば、産総研の熱物性データベース、NBDC 等は、関係者から信頼さ

れる方が専任でマネジメントすることによって、整備・運用が順調に進んで

いる。 
 

（４）整備した知的基盤の維持・更新 

① 我が国の国家基盤、公共財として、整備した知的基盤は、途中で維持・更

新、提供等が中断せず、恒常的に維持・更新する必要がある。そのため、整

備機関の当該業務の運営・更新経費を確保することが重要である。 
また、ユーザーニーズとして、頻繁な情報・データ更新の要求がある。 
 

② 戦略及び整備計画の実施において、PDCA サイクルの中で整備された成

果を評価し、整備計画の見直しや長期戦略策定に反映することが必要である。

整備成果の効果を評価する指標等を設定する。例えば、企業への調査による

経済効果等定量評価、ユーザー等業界団体を通じた会員企業への顧客満足度

調査による定性評価を行う。 
 
 

２―２．中堅・中小企業への対応 

① 中堅・中小企業の多くは、知的基盤を利用していない。 
知的基盤の存在は知っていても、わかりやすく、使いやすい、ユーザーの

視点に立ったコンテンツの提供がなされてこなかったため、利用されていな

い実態にある。 
 
② 中堅・中小企業の中には、校正サービス、微生物を利用した発酵技術等知
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的基盤が利用されているケースがあり、これらは、活用事例として、積極的

に PR し、普及啓発することが重要である。 
 
③ 本年 4 月、中小ものづくり基盤法「技術高度化指針」に、ものづくり基盤

として、知的基盤の利用促進が盛り込まれたことを受け、今後、発酵技術、

計測技術等 22 技術に関する具体的な知的基盤利用について、経済団体等を

通じた PR、地方公設試による技術相談、コンサルティング、共同研究等の

実施を支援する。 
また、知的基盤利用の地域展開として、ものづくり基盤プラットフォーム

を活用した中堅・中小企業へのコンサルティングを行う。地方公設試、大学、

事業者の連携を図る。 
 
 

２－３．国際対応（アジアへの対応） 

① 引き続き、経済成長が見込まれるアジア地域を対象として、アジア各国の

技術基盤整備、海外進出した法人の事業活動を支援するため、計量標準等我

が国の知的基盤を提供する。整備されるアジア各国と海外進出した法人が

win-win の関係で協力関係を構築・維持する。 
 
② これまでアジア地域への対応は、現地進出に係る相手国との協議は、日本

企業が個々に単独で進めてきたところである。今後、企業と産総研、NITE
等公的機関が協力・連携し、現地で知的基盤整備を行っていくことが重要で

ある。 
 
     

２－４．整備・利用促進に係る新たなアプローチ 

限られたリソースを最大限に有効活用するため、新たな整備・利用促進方策

について、検討し、取り組むべきである。 

（１）効果的かつ効率的な総合整備の推進 

① 利用者に効果的に知的基盤を提供するため、総合的な整備を推進する。 
先行事例として、熱物性測定における標準物質、試験方法、測定装置、デー

タベースがあげられる。 
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② 今後、ユーザーの使用目的を意識した上で、知財、規制・基準等を含め、

知的基盤の有効ツールの組合せにより、事業活動を効果的に支援する。 
また、機関連携、省庁連携による統合的な知的基盤整備を検討する。 

③ 具体的な総合整備において、ユーザーは、知的基盤の発展にある程度の義

務、例えば、新しい使い方を見出す、改善点を指摘するなど、整備側との協

働を意識し、わかりやすく使いやい知的基盤の整備・利用促進に対応するこ

とが重要である。 
 

（２）新たな利用促進方策（水平展開、垂直展開） 

①水平展開による知的基盤の利用 
機関連携、省庁連携等によって、知的基盤の整備体系、全体構造の明確化、

提示を行うことにより、事業者は、一連の事業活動の中で、最適な知的基盤

の利用が可能となる環境を整備する。 
 
②垂直展開による知的基盤の利用 

業界団体、学会等は、国費による基盤技術開発の実施、基準・規格や技術

情報の整備を行うことにより、構成員に対する利便性確保を行っている。国

の基本情報である知的基盤は、これらの機関の活動を支援する基盤整備とし

て、必要に応じ、業種向け、事業者向けに改良され、利用されることが想定

される。 
こうした知的基盤の伝播プロセスや構造等を明らかにし、利用実態をフィ

ードバックすることによって、ユーザーが真に必要な知的基盤整備を行うこ

とが必要である。 
 
③地域展開による知的基盤利用 

中堅・中小企業が知的基盤を利用する上で、地方公設試、地方大学が連携

し、技術相談、コンサルティング、共同開発事業等を実施することを支援す

る。 
産総研が事務局を務める産業技術連絡会議知的基盤部会等を通じて、地方

公設試と連携し、地域展開による知的基盤利用を促進する。 
 


