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１．地質情報の動向① ー地質情報と地形図・地盤図との関係ー   

① 地形情報  （国土地理院） 

② 表層部の地盤情報（国土交通省） 

③ 地質情報  （産総研） 

④ 地下の地盤情報（地方自治体等） 
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１．地質情報の動向② ー地質情報整備と国の施策との関係（地震・防災）ー 

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 
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・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 
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１．地質情報の動向③ ー産総研における地質情報整備の政策的位置付けー 

111 

★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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1984年よりデータセンターを設立。
1/62.5万から1/5万、主要都市の
1/2.5万の地質図を統合しシームレ
ス地質図を公開。 

英国地質調査所 

1992年以降米国連邦・州・大学の作成
した1/62.5万から1/2.4万までの地質図
を統合しシームレス地質図のプロトタイ
プを公開。 

米国地質調査所 

2002年より1/20万シームレス地質図
を公開。グーグルマップ版や凡例表
示システムなど利便性の向上を図っ
ている。 

紙
媒
体
で
地
質
情
報
の
整
備 

2007年以降 
各国の地質調査機関の 

国際的なプロジェクトとして 
標準形式による発信。 
ポータルサイトを構築し 
世界中の地質情報が 
一元的に閲覧可能。 

アジア圏のリーダー 
として地質情報国際 
ポータルに貢献。 

 

２．国際動向  ー地質情報整備ー 

産総研地質分野 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
地
質
情
報
の
配
信 

One Geology 

国
際
的
に
一
元
化
し
て
配
信 
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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 

３．地質情報の整備① ー整備プロセス（地質図幅の例）ー 

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 
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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 

３．地質情報の整備② ー地質図幅作成の高度化ー 

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 
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 ３．地質情報の整備③  ー整備実績ー 

■ 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 

（無し） 

4地域 
 

（なし） 

6地域 6地域の平野・盆地で整
備 
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国連海洋法条約に基づき、200海里排他的経済水域を越える海底に、わが国
の大陸棚を延伸することを目的とした調査を行い、大陸棚限界延長申請書
案を作成した。2012年、国連において大陸棚延伸が認められた。 

国連に提出した大陸棚限界情
報（エグゼクティブサマリー）の
表紙 

・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、海底地質構造調査、 
地殻構造解析 

大陸棚が延伸することにより、新たに延伸
した海底及び海底下の天然資源に関する主
権的権利を取得できる。 

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した 

大陸棚延伸の 
可能性について 
地質学的根拠を
提供 

大陸棚延伸 

排他的経済水域 
領
海 

大陸
棚 

基盤 

12海里 200海里 

認められた大陸棚延伸海域 

排他的経済水域（EEZ） 

大陸棚延伸部 

３．地質情報の整備④ ー大陸棚延伸への貢献（参考）ー 
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 ４．問題点の整理① －整備側の残された課題－ 

◆地質図幅作成 
・20万分1地質図幅 
  1956年から整備を開始し、57年の

歳月をかけて2010年に124区画全
部を整備し、完成。 

・5 万分の１地質図幅 
  1952年から整備を開始し、2010年

で、全国1274区画のうち、943区画
（約74%）を整備。 

◆リソース 
・地質情報の整備は、産総研の運営費

交付金により実施されており、産総
研全体では、最近１０年間で１００億
円近くの削減となっている。 

・研究者の新規採用が限定されており、
また、野外調査を行う人材の層が薄
くなりつつある。 

 

◆地質情報に対するニーズが増大して
いるが、地質図幅1区画の作成には４
～６年間の期間を要する地道な調査
が必要であり、予算や人材の減少傾
向の下で、深刻なリソース不足により、
詳細な地質情報の整備に遅れが生じ
ている状況。  

（地質図幅作成） 
・現在の予算・人材に鑑みると、年間  
 平均5図幅程度(1/5万)の整備が限界。 
・大学は論文発表で評価されるなどの 
 事情により、短期的成果に結びつかな

い基盤研究や野外調査等の指導が
行き届かず、この分野の人材育成･確
保を期待するのは難しい状況。 

◆調査が急がれる地下の情報が必要な
都市部・沿岸域での整備が遅れてい
る。 

 
■ 地質図幅1区画の作成に４～６年間の期間を要する地道な調査が必要であるが、深刻なリソース
不足により、詳細な地質情報の整備に遅れが生じている。  

   

現  状 情 勢 変 化 問 題 点 

 
 
◆東日本大震災を契機

に、地震・津波防災
に資する地質情報の
一層の充実が求めら
れている。 

 
◆国民一般の地質・地

盤リスクへの関心が
高まっており、これに
対応した地質情報の
整備・提供が求めら
れている。 
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 ４．問題点の整理② －防災の基礎となる地質情報整備－ 

 
◆活断層・津波情報 
・2005年から他機関の調査結果も
含めた547断層を収集し、活断層
データベースとして整備し、公開。 
・2004年から北海道釧路湿原周
辺地域の津波堆積物調査を行い、
津波浸水履歴図として公開。 

 
◆沿岸域の地質情報 
 2007年の能登半島地震、中越
沖地震が契機となり、沿岸域の
海陸にまたがる活断層の存在が
認識されたことから、能登半島北
部沿岸域、新潟沿岸域の２地域
の海陸シームレス地質情報集を
整備・出版。 

 
 

 
◆東日本大震災を契機に、国民全般に
おいて地質・地盤リスクに関心が高
まっているものの、より詳細なリスク評
価を行うためにはボーリングデータの
集積が必要となっているが、これらは
地方自治体などに点在しており、系統
的に整備しなければ散逸・消滅のおそ
れがある。 

 
◆国の政策として、今後の災害への備
えのため、活断層調査や津波堆積物
調査の充実が求められているが、予
算や人材の制約を克服しつつ、関係
機関との連携の強化や調査の効率化
などを通じて、適切に対応していくこと
が求められている。 

 
 

■ 東日本大震災を契機に、国民全般において地質・地盤リスクに関心が高まっているもの
の、より詳細なリスク評価を行うためにはボーリングデータの集積が必要となっているが、こ
れらは地方自治体などに点在しており、現状のままでは散逸・消滅するおそれがある。 

◆「東日本大震災からの復興
の基本方針」（H23.7.29）が策
定され、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
ることとされた。 

 
◆「防災基本計画（H23.12.27）
では、地震災害の予防対策と
して、地震の想定に当たって
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、
できるだけ過去に遡って地震
の発生等をより正確に調査す
ることとされた。 

現  状 情 勢 変 化 問 題 点 
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 ４．問題点の整理③－資源・エネルギーの安定的確保等に向けた地質情報整備－ 

 

◆鉱物資源図 
・2005年に国内の50万分の1鉱
物資源図を整備。 
・資源の安定供給のための資料
として、2007年に東アジア鉱物
資源図、2011年にアジア地質
図を整備。 
◆地熱ポテンシャルマップ 
・2007年に全国の地熱資源有
望地域における地熱資源図を
整備。2009年に、全国地熱ポ
テンシャルマップを整備。 
◆水文環境図 
・2004年以降、地下水を含む水
文環境を流動や質に重点を置
いた調査を実施し、仙台平野な
ど６地域「水文環境図」を整備。 

 
 
 
◆レアアースや再生可能エネギーの安
定供給が政策上の課題となっており、
資源・エネルギー政策を支援する基盤
として地質情報整備が必要となってい
る。 

 
◆今後再生可能エネルギーである地熱
資源開発が進められるが、新しく得ら
れた資料は散逸の可能性がある。 

 
◆国内及びアジアなどへ進出する企業
は飲用水、工業用水などの水資源の
確保が重要な問題となっており、地下
水の情報整備が必要となっている。 

 
 

 
◆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
内での資源開発を着実に進
める必要から平成24年1月に
鉱業法の一部が改正された。 
◆「東日本大震災からの復興
の基本方針」（H23.7.29)にお
いて、大震災の教訓を踏まえ
た国づくりの一環として、地域
の特性を踏まえ、太陽光発電、
風力発電、地熱発電等の導
入を促進することとされてい
る。 
◆アジア諸国へ進出する企
業が増加し、タイ国における
洪水被害以降、地質リスク情
報についても要望が高まって
いる。 

現  状 情 勢 変 化 問 題 点 

■ レアアースや再生可能エネギーの安定供給が政策上の課題となっており、資源・エネルギー
政策を支援する基盤として地質情報整備が必要となっている。 
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 ４．問題点の整理④  －利便性の向上－ 

■ 東日本大震災を契機に一般市民等の地質情報への関心が高まっており、現在の公開の形式では
一般市民には分かりにくい、使いにくいとの指摘がある。 

◆ ＩＴ戦略本部において、行政が保有
する情報を二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
報の公開を積極的に推進する方針
を決定（平成22年5月）。 

行政情報のオープン化 

◆ 総務省は、公的セクターが所有す
る地盤情報の二次利用促進のため
のガイド作成を検討中。 

   国土地理院も、地理空間情報プ
ラットフォームによる自治体との情
報共有の取組を推進。 

◆ 産総研の地質情報は、デー
タのオープン化ルール、標準
化されたフォーマット等が未整
備であることから、二次利用
促進が期待されるものの、あ
まり普及が進んでいない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現  状 情 勢 変 化 問 題 点 

◆東日本大震災を契機に、
一般市民を始めとする関
係各方面からの地質情報
へのアクセスが急増して
おり、地質情報の重要性
が高まっている。 
◆GISの進展、スマートホ
ンの普及など情報技術が
進展しており、各種データ
ベースとの統合や重ねて
表示するなどの高度な技
術基盤が整いつつある。 

◆公開している地質情報は学術目
的や建設工事等専門家向けであり、
一般市民、自治体関係者等の幅広
いユーザーに対して、理解し易く、利
用し易いものとなっていない。また、
その存在も広く知られているとは言
えない。 
◆地質情報を数値化、ベクトル化し、
インターネット配信するとともに、配
信を国際標準に準拠して行う仕組み
作りが今後の問題。 

◆データベースは、活断層
データベース、シームレス地
質図、活火山データベースな
ど37のデータベースを整備し、
公開。 
 
◆5万分の1地質図幅のよう
に、数値化されていない地質
情報も多く、印刷物による提
供に止まっているものも多い。 
また、印刷による提供は更新
が難しく、古い地質図も多い。 
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