
ボーリングデータは自治体などに多量に点
在するが、現状のままでは散逸・消滅する
おそれがある。また、データの信頼性、個人
情報の保護の観点から収集・発信に課題。 

自治体などでDB化を進めているが、フォー
マットが不統一。 

整備における問題点 

地盤情報の標準化 
 各種地盤情報を収集・標準化されたフォー

マットで数値化・整備を行う。 
 地層区分の標準化のための基準ボーリング

調査を行い、収集したボーリング資料とあわ
せて品質の保証と高精度化をはかる。 

 自治体など収集可能な地盤情報から整備。 

地盤情報の配信 
 モデル地区を選定し、自治体などが有する

データを手始めに一元的に閲覧できる仕組
み作りを進め、地質・地盤図の整備をする。 

 自治体などのボーリングデータを一元化し
て閲覧・公開するポータルサイトを構築。 

 整備された情報を用いて地震時の揺れ方の
特徴や地盤の液状化の予測に用いるなど、
民間企業の二次利用の促進を図る。 

今後の対応の方向性 

５．整備方策の実施①  ーボーリングデータの一元化ー 

自治体など 
所有のデータ 

民間の 
地質情報 
サービス 

自治体 
DB 

データ収集 

産総研 
ポータルサイト 

収集の 
ルール作り 

データ整備 

基準ボーリング 
（標準を作り自治体等の 
データと対比） 

点在する
データ 
の収集 

データの数値化 
（段ボールに入った紙の情報を数
値化） 

任意で 
地盤情報提供 

地質解釈図を提供 

国際標準フォーマットに
変換 
（データ形式の標準化） 

情報公開 

個人情報保護 

民有地の 
情報発信の 

あり方 

地質・地盤情報の標準化 
（種々のデータを比較するための
標準化） 

地盤情報の閲覧 

個人・企業 
所有のデータ 

国の地盤 
情報整備 

品質保証 
（データの品質は発注によってま
ちまち） 

モデル地区におけ
る自治体などの地
質情報から整備 省庁 

DB 

国交省 
KuniJiban 

現状 
国・自治体
の一部でDB
を構築 

それぞれ異
なるフォー
マット 

自治体 
ボーリングDB 

防災科研 
 ジオ・ 

ステーション 
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機関アーカイブ 
DB 

電子化 
登録制度 

地質図のトレーサビリティ情報が体系的に
組織化されていない。貴重なものもありその
保管は重要な課題である。 

今後 基礎資料や記録が散逸する可能性
がある。 

地質情報利活用の問題点 

地質図のトレーサビリティ情報 
アーカイブ 

• 岩石試料・ボーリングコアなどの試料のアー
カイブ化を進め、また、変化する地表条件等
に対応して基礎資試料のトレーサビリティを 

  確保し、地質情報の信頼性を確保する 
• 地質情報作成の根拠データの電子化登録

制度・組織アーカイブ化 
  ＊ルートマップ、野稿図、写真、岩石・化石 
    採取地点等の調査段階での情報を機 
    関アーカイブとして体系的に保管 
• 情報公開機関として必要な情報を取り出し

やすいシステムの構築と利用しやすい形で
データベース化し、組織としての公開情報の
品質保証に供する 

• 採取地点等に基づく、岩石・化石等の標本
DBとのインターフェース作成 

 

今後の対応の方向性 

印刷原稿 野稿図 

野帳 

写真・ 
位置情報 

組織内：各種標準準拠確認 

利用者：詳細確認等に開示 標本DB 

地質試料・ 
分析値 
ほか 

５．整備方策の実施② ー地質情報の信頼性確保ー 

メタデータ 
システム 

従来未公表の調査時基礎データ 
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総合的な地震予測データベースの整備  

地表面での地震動 

基盤岩での
地震動 

軟弱地盤の厚さ 

３次元地盤構造
モデル 

５．整備方策の実施③  ー活断層・津波調査ー 

津波発生履歴・浸水範囲情報の整備 
• 津波浸水履歴ならびに最大浸水域に関する情報の整

備を、巨大地震・津波の発生が予想される日本列島沿岸

全域（房総・下北半島、東海・東南海・南海地震エリア等）

に拡充し、津波浸水履歴図の整備を加速する。 

総合的地震予測データベースの整備 
• 地表調査・トレンチ調査による活断層の活動度、各種

物理探査手法等による3次元地盤構造・断層構造のモデ

ル化ならびに津波浸水履歴情報と組み合わせた総合的

な地震予測データベースを公開する。 

整備における問題点 

今後の対応の方向性 

◆ 陸域及び沿岸海域の活断層や過去の巨大津波発
生状況を明らかにするためには、多くの地点の調査
が必要。 
◆ 津波・活断層査結果を防災対策へ反映させるため
の津波シミュレーションや活断層周辺の3次元地盤構
造モデルの整備が必要。 

津波発生履歴・最大浸水域データの全国整備 

津波浸水域図 
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５．整備方策の実施④  ー火山調査ー 

データ整備対象火山の重点化 
・ 火山噴火予知連絡会により選定された「火山
防災のために監視・観測体制の充実等の必要
がある火山」に重点をおき、未整備地域の火山
地質の調査の推進。 

中・長期的噴火シナリオの作成 
・大学あるいは他の研究機関との連携協力を強
め、噴火発生過程などを明らかにするなど、中・
長期的な噴火シナリオなどの防災の基礎資料と
して、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含む、活火山データベー
スの整備。 

噴火予測に資する各種手法を
用いた総合的調査 
地質調査だけでなく ボーリング･トレンチ調査や
物質科学的研究に基づく噴火活動評価の実施。 

整備における問題点 

今後の対応の方向性 

◆ 現状の火山地質図では防災に資する噴火推
移予測は未だ困難で、より正確な予測のために
は、ボーリング･トレンチ調査や物質科学的研究
に基づく噴火活動評価研究が不可欠。 
◆火山毎に噴火の特徴がことなり、個別の情報
収集が不可欠 
◆全ての火山に関する情報整備を迅速に実施
することは困難 

活動性の高い火山に対し、情報整備を重点化 各種調査手法の実施 

トレンチ調査 

ボーリング調査 

岩石・鉱物分析 

活火山データベースの整備 

噴火シナリオ 

地表調査 
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出版済み5万分の1
地質図幅 

5万分の１地質図幅 

防災等の観点から、産業立地・インフラ整
備に重要な地域に重点化した整備 
・関東から東海地域 
・未整備区画が集中し地質標準の確立に
重要な地域 

2010に全国整備完了。今後、プレート

テクトニクスなど新しい理論が取り入れ
られる以前の古い地質図の改定 

20万分の１地質図幅 

関東～東海地域 
（産業立地・インフラ整備に重要） 

地質標準の確立
に重要な地域 

◆ 5万分の1地質図幅 
・ 独自の地質の調査には時間を要し、全
国整備には長期間が必要で未整備の地
域が多い 
・ 作成時に数値化されておらず、シーム
レス化には時間を要する 
・ 一度作成したものは更新が困難で古い
図幅が散見される 
◆ 20万分の1地質図幅 
・ 古い地質図があり、更新が必要 

整備における問題点 

   整備と利用拡大 
•5万分の１地質図幅 
防災等の観点から産業立地・インフラ整備
に重要な地域、関東〜東海地域や地方中
核都市周辺地域などに重点化 
•産業・インフラに重要な地域に加え、地質   
学的に重要な模式地等の含まれる地質図
について古い地質図の更新も含めて重点
的に整備 

•GISを活用した作成方法へ移行し、シーム
レス地質図へのデータ反映をスムーズに
する 

•20万分の1地質図幅の改定とともに5万分
の1地質図幅の成果をシームレスに地質
図に反映することにより、位置精度の向上
と地域特性の反映を図る 

今後の対応の方向性 

５．整備方策の実施⑤ ー地質図幅等ー 

2000年以降 

1990年代 

1980年代 

1970年代 

1960年代 

1950年代 

出版年代 

①国土地質情報の標準化及び体系化 
②都市基盤及び防災基礎情報整備 

重点化ポイント 

5万分の1地質図幅 野外調査 

反映 

データの更新・改定 

シームレス地質図の高度化 

125 知的基盤整備・利用促進プログラム 



５．整備方策の実施⑥  ー海洋地質図ー 

海
底
資
源 

ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
情
報 

国
の
海
洋
政
策 

海洋基本計画 

海洋エネルギー・鉱物資源開発計画 

鉱業法改正 

現状 今後の整備の方向性 

海洋地質情報のシームレス化 

海域における新たな知的基盤整備 
－日本周辺海域資源ポテンシャルマップ－ 

データベース整備 
データポータル 

主要四島周辺は整備済 

◆鉱物資源の供給不安や鉱業法の改
正に伴い、資源を含めた海洋地質基礎
情報の整備が必須 
◆ 海洋地質図のシームレスな地質情報
としての整備が必要 

整備における問題点 

    海洋地質図整備 

• 日本近海の20万分の1海洋地質図の
未整備区域に重点化し、その完備に
取り組むとともに、日本周辺海域に
おける資源開発に資する情報の整備
に取り組む 

大陸棚に賦存する資源ポテン
シャル情報の整備 

• 大陸棚延伸部を含む重点海域の海
洋地質基礎情報及び資源ポテンシャ
ル情報の整備の推進 

利便性の向上 

• 過去に出版された海洋地質図ついて
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
スとして整備 

今後の対応の方向性 

沖縄周辺海域及び大陸棚に賦存する資源 

排他的経済水域 
（EEZ） 

ＸＸＸＸ 有用鉱物資源 

大陸棚延伸部 

海洋地質図 発行状況 沖縄周辺海域の海洋地質図整備 

国策への貢献 
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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。 

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。 

整備における問題点 

沿岸･平野部の 
    地質･地盤情報の整備 
• 主要都市において、地質図類(産総研)、地

形分類図・表層地質図(国交省国土調査課)、
土地条件図(国土地理院)、研究論文などの
編纂を基本に、独自の調査を加え、5万分の
1のシームレスな地質地盤図を作成する． 

• 空白域となっている沿岸域の地質情報の整
備を進め、海域－沿岸域－陸域をつなぐ
シームレスな地質情報として、地震災害の
予測に資する。 

• 整備の迅速性を重視し，既存資料の編纂を
ベースに整備を進める。 

• 主要地域では既存ボーリングデータを使用
して地下地質モデルを構築する。 

• 利用しやすい電子媒体での発信を基本とす
る． 

今後の対応の方向性 

５．整備方策の実施⑦ ー沿岸域の調査ー 

5万分の1スケールの 
シームレスな地質図 

地下地質情報の充実 

▷ 関東平野など 
主要都市に展開 

地質・地盤・地形
情報の総合的な
解釈を行った地
質地盤図を整備 

地震時の地震動増幅率・揺れ
方の特徴、地盤の液状化予測
などの高精度化が可能に 
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５．整備方策の実施⑧  ー水文環境図ー 

◆ 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（地下水管理

には過去と現在とのデータ比較が重要） 

◆ 地下温度分布などの地中熱ポテンシャル評価

に必要な地質情報が不十分． 

整備における問題点 

• 過去のデータを含む多様な水文情報の充実 
• 行政区分ではなく，平野や盆地などの地形区分で整理 
• 地中熱ポテンシャル評価に必要な地下温度情報 

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
出版済み及び作成
中。青色が今後、重
点的に整備すべき
地域。 

CCOP地下水プロジェクト
で整備中のタイ・チャオプ
ラヤ流域の水文環境図 

データ整備対象地域の重点化 
・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（例：大阪、京都、北九州、静岡
等）の人口密集地域に重点化した、水文環境図
の整備を進める。 

国内情報整備の促進 
・地方大学等に技術移転し、国土情報整備の促
進を図る。 
 
海外(特にアジア地域)への展開 

・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
する水資源情報(水文環境図)の整備。 
・アジア協力機関に対する技術指導。 

今後の対応の方向性 

水文環境図整備の重点化 

海外(アジア地域)への展開 

大規模三角州 

ハノイ 

ホーチミン 

ヤンゴン 

バンコク 

現地地質調査 ボーリング調査 技術指導 

• 海外における工場立地に必要な工業用水、住
民にとって安全な飲料水の継続的かつ安定的
確保に資する水文環境図の整備 

• 現地大学・研究機関に対する技術支援による
知的基盤整備技術の底上げ 
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◆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、諸外国との連携を図り、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。 

５．整備方策の実施⑨  ー鉱物資源情報ー 
整備における問題点 

•アジア全域の鉱物資源図作成や、未開
発地域での資源評価を含めた資源情報
収集に努め、鉱物資源の位置情報、資
源種、埋蔵状況等について、利用者が
容易に検索･抽出できるようなデータ
ベースとして整備する。 

•ブラジル、南部アフリカ等の未開発地
における資源調査の実施。 

•より精緻なレアアース資源量評価に資
する。また、米国地質調査所との連携に
よる既存データベースの更新を図る。 

•鉱物資源図情報を鉱床タイプ、品位、
年代、鉱物等のデータとして整備した、
利用者が容易に検索・抽出できるような
データベースを整備する。 

今後の対応の方向性 

今後のイメージ 

トルコ 
モンゴル 

タイ 

オーストラリア 

アメリカ 

ブラジル 

韓国 

MOU締結中 MOU締結予定 

南アフリカ 

フィンランド 

平成23年度調査 平成22年度調査 平成21年度調査 

世界のレアアース産出量 
（ＵＳＧＳのデータより） 

MOU締結に基づく未開発地における資源調査 

鉱物資源データの更新 

米国地質調査所との

MOUの下、世界的レア

アース資源量・マテリアル

フローの再評価を実施中。 

未開発地と資源調査、鉱物 
資源データの更新 
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◆ 地熱資源評価・開発においては、多様
な調査データが必要。（単一・少数の測定
値では評価できない。） 

◆ データの蓄積や更新が重要。（散逸し
つつある過去の調査データ。） 

◆ 地熱利用の高度化技術に対応した情
報整備が求められる 

５．整備方策の実施⑩ ー地熱資源情報ー 

整備における問題点 

散逸している既存の地熱調査等データ
について、関係機関と連携を図り、収集・
整備するとともに、国立公園内で新規に
取得される調査データを収集し、地域と
共生を目指す地熱開発や環境評価に資
する地熱情報データベースを作成する。 

今後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
式でウェブで公開するなど、地熱資源情
報データベースの利便性を高める。 

今後の対応の方向性 

今後のイメージ 

データの一元管理・提供、更
新・蓄積、利便性の向上 

散逸する地熱調査 
      情報の収集 
・多様な調査データの収集 
・散逸しつつある過去の調査
データの収集 
・新たに国立公園内で収集さ
れるデータの収集 

地熱資源情報 
    データベースの整備 
・多様なデータの一元管理と提供 
・データの更新と蓄積 
・利便性の向上 

地熱資源データベースの表示例 

50km 

 地熱開発地域選定・評価への
貢献 
 地熱利用の高度化技術に対応
した情報整備 
 地熱利用への関心の高まりへ
の対応 日本列島地温勾配図（1999） 

高温地熱資源賦存地域 
自然公園（特別保護地区，第2・3種特別地域） 

地熱利用の高度化技術に対応するた
めには地下温度分布情報の拡充が
必要 

自然公園と地熱資源有望域
の分布情報 
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◆  地質図が学術的であり、一般市民に
わかりにくい。 
◆ ユーザに利用しやすい形で提供でき
ていない。 

地質情報利活用の問題点 

カーソル移動に連動
した属性の表示 

わかりやすい用語集の
構築とリンクによる連携 

利用しやすいインターフェイスと平易
な解説文による表示 

ユーザの目的に応じた地質情報の
解釈と表示 

地盤脆弱別表示 
赤（悪）→桃→黄→青（良） 詳細表示 

縮尺に応じた地質情報表示 

６．利用促進方策の推進① ーわかりやすく使いやすい地質情報インターフェイスの構築ー 

利便性の向上 
・専門家向け、一般市民向け、又は防災
用、工事用などユーザーや目的に応じて、
解説など必要な情報が表示・閲覧できるよ
う、分かり易く、使い易い、また、必要とす
る情報を簡便に取り出すことができるイン
ターフェイスを構築する。 
 
•地質情報の品質保証（JIS準拠）と情報発
信への反映 

•利用者が必要な情報を取り出しやすいシ
ステムの構築と利用しやすい形での凡例
や属性の翻訳化。 

•他のDBと重層可能なインターフェイス 

•凡例等の標準化により各種防災アプリ
ケーション構築が容易に 

今後の対応の方向性 

20万分の1シームレス地質図 
  －よりユーザーフレンドリーなシステム構築－ 
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◆  デジタル化が進んでいない地質情報
がある。 
◆ 他情報と重ね合わせて表示できるなど
の利用しやすい提供形態になっていない。 
◆ 海外進出する日本企業に対し、各種
情報の提供ができる能力と体制がない。 

６．利用促進方策の推進②  ー地質情報の提供・配信システムー 
地質情報利活用の問題点 

データの標準化と統合 
・多岐にわたる産総研のデータベースを標
準フォーマットに準拠して統合し、地質図
や活断層データベースと地震の震源分布、
衛星情報などを重ね合わせ閲覧可能な
ポータルサイトの構築により、高度な地質
情報の利用を可能とする提供・配信システ
ムを構築する。 
•データのアーカイブと品質保証 
地質情報：JIS（地質図の記号，色，模様，
用語および凡例，ベクトル数値地図のコー
ド等を規定） 
衛星画像情報：全球データのアーカイブと
QA4EO（衛星センサの校正，補正につい
ての国際標準を目指す活動）による品質
保証 
・データの共有と流通 
地理空間情報：国際標準による配信と異
種情報との統合 

今後の対応の方向性 

利用に応じたアプリ
ケーションやポータル
サイトの構築が容易 

他機関が配信す
るデータの利活
用が可能 

データの標準化
配信 

地質，衛星情報の統合による資源探
査や資源鉱物等の管理システム 

自然災害のモニタリングや地
質情報等の災害対応支援 

衛星画像から作成
した鉱物指標マップ 

地質図 

被災地の地質図，
活断層図 

津波直後の衛星
画像 

グローバルなハザード・リスク情報の提供 資源探査への応用 

国 際 標 準 規 格 に よ る 配 信 
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知的基盤として整備された地質情報は、学術目
的や建設工事等の専門家向けであり、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、理解し易く、利用し易い
形で提供できているとは言えず、また、その存在
も広く知られてると言えない。 

地質情報利活用の問題点 

今後の対応の方向性 

６．利用促進方策の推進③ ー地質情報の普及･啓発ー 

サイエンスカフェ 企画展示 

体
験
学
習 

産総研・地質標本館における成果普及・啓発活動 

地質情報展 

○常設・企画・緊急・速報展示 
○特別講演会、ミニ講演会、サ
イエンスカフェ 
○研究者による展示解説、地
質相談 
○体験学習イベント 
○ミュージアムグッズ・教育素
材の開発・利用 
○各種研修の受け入れ 
○地質標本整備と利用支援 
○産総研一般公開・オープンラ
ボ 

関係機関との連携による成果普及・啓発活動 
○普及啓発活動の全国展開（地質
情報展など） 
○移動地質標本館 
○全国一斉の普及・啓発活動支援 
○日本ジオパーク活動の支援 
○研究成果の公開・防災教育（学
会・自治体等主催展示会へのブー
ス出展） 
○各種プロジェクトの成果報告
（GSJシンポジウム・研究報告会開
催） 
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地質情報に対するリテラシー向上  
 地質標本館などを中心に大学・他の 
 研究機関と連携し、それぞれのノウハウを生 
 かして研修やイベントなどを実施する。 
 多様な階層の見学者に応じた解説 
 国内外の地学計博物館との連携 
 研究成果や最新の知識を反映する常設展

示の更新 
自治体への地質情報活用の普及 
 自治体の持つボーリングデータを公共財と

して整備・公開の促進・重要性の普及 
 防災計画・都市計画への地質情報利用の

有用性を啓発 
企業への情報提供 
 アジア進出企業への地盤リスク情報の提

供 
 国内・海外でのリスク回避への啓発を行う。 
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 海外進出企業や在留邦人が必要とする地質災害リ
スク低減に利用可能な地質情報の整備を進める。 
 アジア諸国等と共有し、これら地域における地質図
編纂やデータ整備等への積極的な協力・技術支援を
通じて、地質災害に係わる地質情報を蓄積し、海外
進出企業や在留邦人への地質災害リスクの低減に
貢献する。 
地質災害情報の国際共有 
 ・地震・火山防災に資する情報の収集・整備 
 ・整備された情報の国際共有 
地質基盤情報の戦略的整備 
 ・地盤・水資源・洪水リスクの評価 
 ・アジア等海外進出企業への戦略的な情報提供 
 ・現地地質調査機関への技術指導 
地質情報の国際標準化 
 ・アジア圏のリーダーとして国際ポータルに貢献 

・海外のインフラ整備へ貢献する地質情報の整備 
・地質情報を整備する為の調査技術支援による国際的地位の向上 

タイ洪水による日本企業の被害 地下水によるヒ素中毒 

One Geology 
（グローバル地質図流通システム）への参加 

・データ標準化によるアジア地域の地質情報国際ポータルの構築 

GEOSS 
（全球地球観測システム） 

・(特に大規模な)地質災害情報の国際的共有化 
・防災情報の高度化・普及 
・国際プロジェクトへの貢献 

大規模災害に対する緊急災害調査 

６．利用促進方策の推進④ ー国際協力ー 

◆ 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。 
◆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。 
◆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いる。 

国際協力における課題 

今後の対応の方向性 

地質災害データ・ 
ハザードマップ整備 

地質災害情報の国際共有 

地質情報の国際標準化 

火山噴火による災害 

地質基盤情報の戦略的整備 
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７．用語集 
用語 解説 

アーカイブ化 一般に書庫や公文書保管の意味。地質図などの元となった野外調査記

録、岩石試料や分析データなどの散逸を防ぎ、トレーサビリティを確

保するため系統的に保管・管理すること。 

海陸シームレス地

質情報集 

海域と陸域では地質調査方法が異なり、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ような調査手法開発を行い、海域と

陸域の総合的な地質情報として整備したもの。 

海洋地質図 海底地質図と表層堆積図の2 種類からなる。前者は海底の表面を覆っ

ている堆積物を取り除いて、海底下の地質の分布や特徴を示した図で、

海底の活断層などが示されている。後者は海底の表面を覆っている堆

積物の特徴を示した図で、海底に堆積している砂や泥の分布が示され

ている。 

火山地質図 活火山の地質を噴火履歴の観点から表現した図。地質図幅は地形図の

区画ごとに作成するため、ひとつの火山が複数の地質図幅に分割され

ることがあるが、火山地質図ではひとつの火山を1 枚の地質図として

示す。自治体が作成する火山ハザードマップ作成の基礎資料として利

用されている。 

活火山 気象庁が認定した概ね過去１万年以内に噴火した火山及び現在噴気活

動のある火山を指す。平成23年時点で日本には110の活火山が存在す

る。 

活火山データベー

ス 

日本全国の活火山について、産総研において、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。地質図だけでなく、

噴火した時期、噴火様式などの情報がリンクされており、火山地質図

の利便性を高めるよう作られている。1万年噴火イベントデータベー

ス・火山地質図集・火山研究解説集・詳細火山データ集から構成され

る。自治体が作成する火山ハザードマップ作成の基礎資料として利用

されている。 

活断層 過去10万年程度の間に繰り返し活動しており、将来も活動して地震を

引き起こす可能性のある断層。 

活断層データベー

ス 

日本の活断層に関係する文献データ、文献に採録されている調査地点

ごとの調査結果データ、産総研の調査結果データを収録したデータベ

ース。9, 000を超える文献データと1万地点を超える調査結果データを

インターネットから検索可能。活断層の位置だけでなく、活動履歴な

どの情報も検索が可能。国や自治体の地震防防災計画などに利用され
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ている。 

鉱物資源図 金属・非金属資源の分布、鉱物資源の種類、位置及び地質の関係を地

質図の上に示した図。 

三次元地盤構造モ

デル 

ボーリングデータや反射法地震探査、微動探査などの調査結果を基に

基盤岩や軟弱層の地下の分布、厚さ，地震断層の立体的な形状を示し

たもの。地震時の地震動予測のために利用される。 

シームレス地質図 全国統一の凡例を用いて、隣接する地質図幅間の地質境界や断層など

を連続するように編集調整した地質図。電子媒体による領布やインタ

ーネットにより発信している。これらはスマートフォンなどでも見る

ことができ、日本全体から地域の地質概要まで容易に閲覧が可能であ

る。土木・環境保全などの詳細な調査の事前調査が容易になる。 

次世代のシームレ

ス地質図 

GIS による地質図の柔軟かつ高度な利用のために、地層・岩体の属性

を複数の独立な要素で記述したシームレス地質図。各要素は階層化さ

れるため、表示する地質図のスケールに連動して地層・岩体区分の詳

細化や簡略化が可能。また、属性の構造化により、使用目的に応じた

地層・岩体区分を表示できる。たとえば複雑な地質図の内、防災上重

要な活火山、軟弱地盤などのみを表示できることで地質災害リスクの

検討を容易にすることが可能になる。 

水文環境図 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、ま

た、地下水を含む水文環境を把握することを目的に、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 

した図。 

地盤・地質情報／

地盤地質図 

平野部の地質情報は、地形分類からの推定、ボーリングデータなどの

地盤データの活用、及び地質情報の取得が重要である。これらのデー

タを総合化し、地表付近から平野地下の地質までを高精度に統合した

情報あるいは地図形式でまとめたもの。 

地層区分 砂や泥などの地層の種類だけでなく、その形成年代や堆積環境（同じ

泥でも海底か湖底か氾濫原かなど）なども合わせた区分。これにより

地下の地質状況や地盤の生い立ち、地震波の伝わり方の特性を理解す

る手助けになる。 

地質 地下の岩石・地層の性質・状態・種類。 

地質学的 地質についてその形成・成因など理科学的見地に基づくものの見方を

いう。地質学的な情報整備は、地層や岩石形成の歴史などに着目し、

その地層や岩石の広がりや性格を明らかにし、資源・エネルギーや地

震・火山・土砂災害などの防災、地下水汚染などの環境対策の利活用

に供されている。 
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一方、土木建築分野では、建設物の支持層など建築基準の確認のため

に、地層・岩石の強度把握に着目し、地盤工学的観点からのデータが

取得・整備（国土交通省や自治体など）が行われている。 

また、防災分野では、地震動や液状化予測などのため、地震波の伝わ

る速度や粒度・含水率などに地盤物性に着目したデータ取得・整備が

行われている（防災科研など）。 

地質図 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図。 

地質図幅 地質図の内、国土地理院発行の地形図の区画に合わせて作成した地質

図を地質図幅という。精度により 5万分の 1、20万分の 1、100万分の

1 など様々な縮尺がある。一般に火成岩は赤系、砂岩は黄色系、泥岩

は青系、変成岩は茶色形などで、形成年代が古いほど濃い色で塗色さ

れる。 

地質調査 地質の 1次データ収集のための調査で、地表踏査、ボーリング・トレ

ンチ調査・物理探査・海洋調査などがある。 

地熱ポテンシャル

マップ 

日本全国の地熱資源（特に熱水系資源）のポテンシャル及び特性に関

連する様々な基礎的情報を集約した地熱資源情報図。日本全国の地熱

資源について、統一した尺度による分布状況や系統的なポテンシャル

評価を示す資料として、国や自治体の地熱発電の立地条件など地熱資

源開発策定の基本データとして活用される。 1993年から 2003年に

札幌、青森、秋田、新潟及び九州の 50万分の 1地熱資源図を整備し、

これらを元に 2009年に全国地熱ポテンシャルマップを整備した。 

津波浸水履歴図 過去の津波による浸水域を示した図。地質学的手法による津波堆積物

調査と津波シミュレーションの研究成果により、詳細な浸水域や津波

の高さが地形図上に示されている。 

標本データベース 地質調査において収集・研究用途に利用した鉱物・岩石・化石試料な

どの地質標本のデータベース。地質情報のトレーサビリティを確保す

るとともに、教育・研究用に利用されている。 

ベクトルデータ化 図面を構成する線を、始点・終点・線の太さ・色という情報で置き換える

こと。置き換えられたデータはベクトルデータとよばれ、これを使ってコ

ンピュータで作図することにより、拡大・縮小・回転等を容易に行うこと

ができ、どのように拡大しても滑らかできれいな線で図面を描くことがで

きる。データの加工や他の地図情報と重ねて比較することが容易になる。 

ＧＥＭ Global Earthquake Modelの略号で、「世界地震モデル」と呼称される。

世界地震リスクの標準化を行い、地震ハザード評価及びリスク軽減を

支援する国際的な枠組み。各国政府、損害保険会社などの出資する財
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団で運営されている。 

ＧＥＯＳＳ Global Earth Observation System of Systems の略号で、「全球地球

観測システム」と呼称される。地球温暖化、自然災害などの諸問題に

対して、地球観測データの流通や統合的利用を促進するための国際的

な取り組み。2005 年の第 3 回地球観測サミットにおいて承認され、2

月に設立。2005 年から 2015 年の 10 年計画で 60 以上の国と欧州委員

会などが参加する、参加各国政府を中心とする地球観測に関する政府

間会合（GEO）（事務局はジュネーブに設置）。 

ＧＩＳ Geographic Information Systemの略号で、「地理情報システム」と呼

称される。緯度経度や住所などの位置情報をもった様々なデータをコ

ンピュータで表示し、管理・加工し、高度な分析を可能にする情報処

理システム。地質図に位置情報を埋め込むことにより様々な地図情報

と重ね合わせることが可能になり、資源の有望分布地域を抽出したり、

災害発生の予測図を作成したりすることが可能となる。 

ＧＳＪ Geological Survey of Japanの略号で、「地質調査総合センター」と

呼称される。産総研の「地質の調査」に関連する研究部門・連携研究

体・研究関連部署全体を一括して総称するもの。 

Ｏｎｅ Ｇｅｏｌ

ｏｇｙ 

世界の地質調査所等の諸機関で行う構想で、100万分の 1スケールで

世界規模で高品質の地質図データを公開、インターネットでアクセス

を可能にし、世界のニーズに対応して取り組むプロジェクト。2007年

のブライトン合意（英国ブライトン）に基づいて、各国の地質調査所

など地質調査機関の連合で運営され、英国地質調査所に事務局を置く。 

地理情報に関する

国際標準 

ISOでは、1994年に地理情報に関する専門家委員会 TC211（地理情報

／ジオマティックス）を設置し、地理情報に関する国際標準の策定を

進めている。また、同年、地理空間情報、特にインターネットを通じ

た地理情報の活用に関する標準化を推進している非営利団体 OGC 

(Open Geospatial Consortium)が設立された。 

2012年 7月時点で、463の企業、政府系機関、大学機関が参加してい

る。OGC が提案した位置情報を有する画像データをインターネットを

通じ提供するための標準プロトコル Web Map Service (WMS)が ISO 

19128(Geographic information- Web map server interface)として採

用されるなど、最近特にインターネットを通じた地理情報の配信に関

して両機関の連携が進んでいる。 

 




