
 「地質の調査」の成果普及・広報を行うととも
に、地質標本のナショナルセンターとして試料
の収集・管理・調整を行っている。 

■地質標本館とは 

  ２１．地質標本館の活用事例  

◆展示施設の更新が少ないため常設展示では最新の情報となってい
ない展示も存在する。 
◆来館者数、展示解説やイベントが増えているが、対応する人員は増
えない 

展示等の問題点 

◆企画展や一時的な展示、出版物の作製により最新の情報や
社会的に注目されている地質現象などの解説をタイムリーに
行っていく。 

今後の対応の方向性 
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 地質標本館は、全ての国民が、変動する地球
の姿を理解し、「地質の調査」の研究成果を有効
に活用して、安全で持続可能な社会の建設に貢
献できることを目標としています。 
 このため、常設展示および解説、特別企画展示、
移動展示、体験学習イベント、普及講演、地質相
談などを行っています。 

小学校(92) 

中学校 
      (32) 高等学校 

         (64) 
大
学(

6) 

民間団体 
        (88) 

企業(27) 
視察等(30) 

その他(37) 

0 

10,000 

20,000 

30,000 

40,000 

50,000 

Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 

家族 

小学 

中学 

高校 

大学 

自営 

教師関係 

会社員 

公務員 

地質標本館を利用した教育利用 ・地質標本館には年間4万名を
超える来館があり、家族や友人
同士で来館者が多い。 

・一方、平成23年度で376件の団
体に対して解説をつけた館内案
内を行っている。 

・博物館の研修などのほか、
SSH(スーパーサイエンスハイス
クール）制度の高校生への研修
や小・中学校への実験・観察、
教師への研修までさまざまな
ニーズに対応している。 

・ポスター等オリジナル教材は、
学校関係者などからの利用依頼
にも対応している。 

 

 
平成23年度の団体種別解説対応数 

地質標本館入館者数の推移 

H23年度は震災・夏休みの節電のため休館が多く、入館者が減少した 

③ 自治体支援・事業者支援 ② 国民生活の安全・安心 



◆ 日本列島全体の地質情報の標準が未整備 
◆ 日本列島全域では、図幅の未発行地域が約30％存在 

地質情報利活用の問題点 

◆ 図幅の整備を進める 
◆ 代表地点の地質情報の標準化を進め、地層間の対比関係を明瞭にする。 

今後の対応の方向性 

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 

 ２２．地質図幅の活用事例① －5万分の１地質図幅- 

・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 

発注業者（事業主） 

工事・建設地などの選定のため 
「地質状況の把握」や「地形・地質

概要」が不可欠 

請負業者（地質調査） 

・調査報告書の「広域調査」や「地
形・地質概要」で使用 

・土木工事に特化した地質調査のための地層・ 
岩体区分に地質図幅の「凡例」が標準として利用 

調査業務として、５万分の１地質図幅が直接利用される 

ダム 

地質コンサルタント会社 

鉄道・道路， 
橋脚・トンネルの工事 

土木会社 

建設会社 
ビルなどの建設 

電力会社 
送電線・鉄塔の敷設 

発注(国土交通省東北地方整備局） 

発注(鉄道建設・
運輸施設整備支
援機構） 

高架橋脚予定地付近の地質
断面図・ボウリング柱状図 

吉浜道路計画区間 
報告書の地層岩体・区分 

新幹線 

地質図幅を活用することで，「調査期間の縮小」と「経費の削減」が期待される 

～大型土木工事における基礎的資料・経費削減に効果～ 
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■ 地質図幅の整備・提供 
・５万分の1地質図幅は全国 1,274区画 
（約70％発行済） 

九州新幹線（新八代・西鹿児島間）地質図 平成16年3月 
独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構 鉄道建設本部 
九州新幹線建設局 

平成21年度 高田地区外値地盤調査 報告書 （吉浜道路編） 
URLwww.thr.mlit.go.jp/road/kouji/kouji-
tunnel/sanriku.../H21takada.pdf 



・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 

自治体は，以下を重要視し始めている 
・自然を観光資源として捉えそれを活用して地域経済の活性化を図る。 
・自然環境を守るために，その保全活動に力を入れる。 
・その活動を下支えする学術的知見の習得と普及。 

「環境学習支援」  
地域高校生の屋久島
の知識を高める 

20万分の１地質図幅「屋久島」は，現地での地質
調査と既存地質情報を編集して作成 

◆ 解説が一般の人に難解で理解が進まない 
◆ 図や解説などハードが先行して整備され、説明者などのソフトの
部分が未整備 

地質情報利活用の問題点 

◆ 地質情報に関するリテラシー向上のため、自治体向けの研修を行う。
利用に際して必要な解説も含めて情報発信を行う。 
◆ ツアーガイドなど地質のインタプリター（翻訳者）を育成 

今後の対応の方向性 

 ２３．地質図幅の活用事例② －20万分の１地質図幅- 

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20万分の1地形図区画に合せて作成し
たもの 

■ 20万分の１地質図幅とは 

・20万分の1地質図幅は、全国 124区画，整備 
 完了 

地質標本館出版 
ポスター 
「屋久島の地質」 

愛知県環境調査センター 
「豊川流域の水の文化史」 

http://www.pref.aichi.jp/kankyo-
c/nature/toyogawa/geo.html 

「屋久島環境文化財団」による環境学習事業 

ガイドブックの作成 

～自治体による観光促進・環境保全に活用～ 
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■ 地質図幅の整備・提供 

③ 自治体支援・事業者支援 



滝や河川の形成について地質情報を加えて解説 
・千葉県立中央博物館友の会：滝めぐり 

http://chibataki.moo.jp/tomonokaial/2007taki/071103album/abukumatakialbum.html 

◆ 認知度が低い 
◆ 利用者層が限定的 

地質情報利活用の問題点 

◆ 利用者が欲しい情報が得られるよう、利用者層ごとにポータルを設定 
      するなど発信方法の高度化 

今後の対応の方向性 

■シームレス地質図とは 

GISやGoogle Earthなど、利用者が使いやすい形式を多数準備することに
より、趣味での利用が多くみられる。 

～地域を紹介するための基礎情報～ 
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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 

２４．シームレス地質図の活用事例⑤  

③ 自治体支援・事業者支援 



◆ ボーリングデータの品質が不統一で， 
  地盤の固さや揺れの特徴を解釈する 
  場合解釈が必要 

地質情報利活用の問題点 

◆ 基準ボーリングの掘削・解析により資料解析 
  の高精度化を目指す． 

今後の対応の方向性 
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- 

都市部の地質地盤図 
（5万分の1スケール） 

地質・地盤情報を 
大縮尺かつ統一凡例で提供 

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） 宅地選定・売買 

（個人・民間会社） 

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 
岩盤の深さは？ 

～効果的な都市計画の立案のために貢献～ 

想
定
活
用
事
例 

■地質地盤図とは 
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 

 ２５．地質地盤図の活用事例②   

③ 自治体支援・事業者支援 

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。 

■地質地盤図の整備・提供 

地下の地盤について総合的に3次元の

分布を示す。軟弱層の厚さや岩盤の深さ
などが示される。 
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２６．活断層データベースの活用事例② －民間不動産会社の利用－ 

① 防災・減災対応 ③ 自治体支援・事業者支援 

◆再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 

・「Geonet Online」のコンテンツの一つとして、活断層データベースを採用 
・指定した地点の活断層や地盤情報を総合的に評価する資料として利用 

情報検索取りまとめ総合評価サービス会社（㈱ジオネット・オンライン） 

HTML版、Google 
Map版、電子国土
版などを提供 

企業の施設立地計画や，不動産評価などに利用 
活断層データベースの 
断層位置図が利用されている 

～不動産価値の指標としての活断層情報～ 

 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 

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 

■活断層データベースの整備・提供 



地熱ポテンシャルマップは、自治体の新エネルギー導入
ビジョンの策定の際に、地熱発電導入ポテンシャル量の
予測基礎情報として利用されている。 

◆ 各種再生可能エネルギーポテンシャルは利用可能な     
   ポテンシャルが地域ごとに異なるため、地域毎に導入    
   方針･政策を検討する必要がある。 
 

地質情報利活用の問題点 今後の対応の方向性 
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◆ 地域毎の新エネルギー導入推進ビジョンの確立。 
◆ 地熱資源の品質・特性の指標となる各種基礎情報の高精度化。 

鹿児島県新エネルギー導入
ビジョン 
http://www.pref.kagoshima.jp/ad02/kurashi-
kankyo/kankyo/ondanka/bijyon/ontaishinen
e.html 

地熱発電導入ポテンシャル量
の予測基礎情報(2011.8) 

福島県再生可能エネルギー
推進ビジョン
http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_port
al/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&N
EXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_I
D=28426 

地熱ポテンシャル試算の基
礎資料(2012.3) 

～自治体の新エネルギー導入ビジョン策定に貢献～ 

 ２７． 地熱ポテンシャルマップの活用事例①  

地熱ポテンシャルとは、地熱資源の品質・特性の
指標となる各種基礎情報を総合した評価で、地熱
資源量はその一部である。 

地熱資源図や地熱資源データベースとして出版。 

地熱資源データベースの表示例 

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。 

地熱学会ホームページより 

地熱ポテンシャルマップは、地熱資源の評価・
資源量計算などの基礎となるデータ、開発に
おける社会的制約等の検討に資するデータを
収録している。 
 
– ５段階に分けた貯留層温度区分での発電量
分布 
– 坑井分布（深度、最高温度等） 
– 温泉分布（温度、湧出量、代表的化   
  学分析値等） 
– 重力基盤深度分布 
– 第四紀火山分布 
– 自然公園範囲 

50km 

■地熱ポテンシャルマップの整備・提供 

■地熱ポテンシャルマップとは 

④ 環境・資源・エネルギー ③ 自治体支援・事業者支援 

http://www.pref.kagoshima.jp/ad02/kurashi-kankyo/kankyo/ondanka/bijyon/ontaishinene.html�
http://www.pref.kagoshima.jp/ad02/kurashi-kankyo/kankyo/ondanka/bijyon/ontaishinene.html�
http://www.pref.kagoshima.jp/ad02/kurashi-kankyo/kankyo/ondanka/bijyon/ontaishinene.html�
http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=28426�
http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=28426�
http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=28426�
http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=28426�


◆ 今後の個別地域・地点の骨材資源量（賦存量）についての調査・  
  更新作業の継続 
◆ 研究人材の枯渇  

地質情報利活用の問題点 

◆ 今後ニーズ及び情勢変化に合わせた調査の必要性を検討 
◆ 骨材資源開発と環境問題の両立に資する研究活動 

今後の方針 

各都道府県、地域の骨材（砕石、砂利等で
コンクリートの原材料や道路の路盤材とし
て利用）資源の賦存状況についてのとりま
とめを行ったもの 

■骨材資源調査報告とは 

 ２８．骨材調査資源報告の活用事例 

・産総研では、地質調査所時代から、日本
の各都道府県単位での骨材の資源賦存状
況についての情報を取りまとめてきた。 

・平成15-19年度には、各地域ごとに、それ
ら情報を取りまとめた報告書を出版。 

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 

・千葉県土石採取対策審議会報告
書の基礎資料として利用 
http://www.pref.chiba.lg.jp/hoan/jouhoukoukai/shingi
kai/shingikai/dosekisaishu/documents/houkokushiryo
u8-1.pdf 

平成19年度骨材資源調査報
告書（千葉県分） 

平成17年度骨材資源調査報告書 
                 （福井県分） 

・福井県骨材工業組合の解説資料とし
て利用 
http://www.fukui-kotuzai.jp/mame_fukui.html 

 
・その他の県でも、新規開発地点検討のための基
礎資料として利用されている（産総研へ技術相談
として問い合わせが寄せられ、対応） 

骨材資源調査報告書 

・H15 中国・四国地方 

・H16 九州・沖縄地方 

・H17 中部・近畿地方 

・H18 関東・甲信越地方 

・H19 北海道・東北地方 
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◆日本列島全体の地質情報の標準が未整備 
◆日本列島全域では、図幅の未発行地域が約30％存在  

地質情報利活用の問題点 

◆図幅の整備を進める  
◆代表地点の地質情報の標準化を進め、地層間の対比関係を明瞭にする。 
 

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 

 ２９．地質図幅の活用事例③ －5万分の１地質図幅- 

・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 

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 

国内燃料資源開発のための基礎資料 
地質図幅を活用することで，「新たな探鉱・探査の可能性」 
と「調査期間の短縮」が期待される 

20万分の１・50万分の１・100万分の
１地質図などの作成 

燃料資源主題図のベース
マップに利用 

地質標準
の提供 

ベースマップの
提供 

5万分の１地質図幅「三条」・「長岡」 

天然ガス 

5万分の１地質図幅「加茂」 

具体例：石油天然ガス資源 
探鉱価値なしと判断されてきた男鹿半島において、５
万分の１地質図幅「戸賀及び船川」（第2版）刊行によ
り正確な層序が判明した結果，探鉱価値ありと判断．
数億〜10億円規模の地表地質調査と物理探鉱を実
施している．他の地域でも燃料資源の探査参考資料
として活用されている．（株）石油資源開発 

天然ガスを胚胎する地層の層序区分及び地質構造
の詳細情報を提供 

天然ガス 

5万分の１地質図幅「三条」・「長岡」 

5万分の１地質図幅「戸賀及び船川」（第２版） 

128 



地盤情報サービス：アサヒ地水探査(株) 
http://www.asahigs.co.jp/gspace/dataservice.html（シームレス地質図利用許諾済） 

土壌・地下水汚染の調査、設計、施工、モニタリングのコンサルティングのため、
ボーリング情報とシームレス地質図を重ね合わせて見られるシステムを運営  

◆ 利用に関する質の保証 
◆ 基データ更新に対する対応 

地質情報利活用の問題点 

◆ 申請の迅速化や簡便化、利用に際する質の審査まで含めた許諾 
      ルールの確立 
 

今後の対応の方向性 

■シームレス地質図とは 

関東平野の地質図の上に企業がもつボーリングデータ及び
深井戸情報をプロットした例 

～土壌・地下水汚染の要因を探る地質図～ 
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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 

３０．シームレス地質図の活用事例⑥ 

④ 環境・資源・エネルギー 



３１．表層土壌評価基本図の活用事例  

・宮城県地域、鳥取県地域、富山県地域を整備・出版。 
・一般に地質コンサルティング会社が土壌汚染評価を 
行う際に用いる土壌汚染対策法に準じて濃度評価を 
行っていることで、利用者が公定法に基づく情報を 
得たい場合に利用可能。 
・リスク評価図の閲覧可能元素は有害元素12種類。 

■表層土壌評価基本図とは 

土壌汚染対策法に準じて行っ
た土壌主要成分・有害物質濃
度のデータベース、分布図およ
びそれらを基に解析した土壌中
重金属の人体暴露リスク評価
図を掲載した知的基盤情報。 

自然・人為土壌汚染の判定などの土壌・地下水汚染評価 
土木工事における汚染回避の選定 
など、地方自治体のほか土壌・地下水汚染を取り扱う民間企業による
円滑な土地活用のための基礎情報としての利活用が期待される。 

◆ 2008年整備開始のため、現在は整備地域が3地域に限られる。 
◆ 5km2に1点以上のデータ解像度を有するため、詳細地域の汚
染判定に有用だが、情報収集・解析に非常に労力がかかる。 

地質情報利活用の問題点 今後の対応の方向性 
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◆ 自治体と連携を図り、重要地域を中心に整備を進める。 

土地活用のための地圏環境の評価に貢献 

土壌種の分布域と土壌化学データ 

「表層土壌評価基本図  
～宮城県地域～」 
砒素人体暴露リスク分布 

砒素水溶出量分布図 

地圏環境の評価 

例：重金属供給源からの
移動、蓄積といった広域的
な挙動の把握・解析 

 

 
既存の土地利用図、水
系分布図、耕作農作物、
鉱床情報等の資源・環境
空間情報 
 

多角的な検討 

③ 自治体支援・事業者支援 



～自治体による海底骨材資源鉱区への利用～ 

◆ 社会情勢の変化による海砂の利用の減少 
◆ 化石資源としての海砂の管理 

地質情報利活用の問題点 

◆ 今後ニーズ及び情勢変化に合わせて調査の必要性を検討 
◆ 必要時に分析を可能とするための表層堆積物試料の保存・管理 

今後の方針 

水深200m以浅の堆積物について、骨材資
源の観点から検討を加えて、資源の賦存状
況をとりまとめた図 

■海底細骨材賦存状況図とは 

・産総研では、本州・四国及び九州周辺の
大陸棚全域と北海道の一部について計22
区画整備済 

  ３２．海底細骨材賦存状況図の活用事例  

海砂採取鉱区 

海底細骨材賦存状況図 

20万分の1表層堆積図 

＜資源＞ 
自治体／国の海底細骨材資源

賦存評価 

骨材としてのクォリティ及び試
料の粒度構成と砂粒構成 
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◆ 日本周辺全域を網羅しているため個別の詳細な情報
は不明 
◆ 鉱床として開発するには今後の詳細調査が必要 

地質情報利活用の問題点 

◆ 調査・研究を進め、国として一体的な海底資源開発を推進 
◆ 海底鉱物資源開発に資するための広域的な調査を継続し、新たな鉱床ポテンシャル海
域の発見 

今後の方針 

マンガン酸化物（マンガン団塊・クラスト）及
び熱水性硫化物等の海底鉱物資源の広域
分布とその化学組成をまとめた図 

■海域鉱物資源分布図とは 

・日本のEEZを包括する範囲において海底鉱
物の分布及び化学組成を図示 

・産総研及び他の研究機関の調査航海を含
め情報を収集し、データベースの構築 

・日本周辺海底鉱物資源の広域分布の実態
把握と海洋地質図データとの統合によるそ
の地質学的背景との関連の解明 

  ３３．海域鉱物資源分布図の活用事例 

海底鉱物資源開発への利用 

・レアメタル等の鉱物資源不足への不安から、
海底鉱物資源への社会的期待 
・２０１２年４月に大陸棚延長が国連により認
められ、海底資源開発の主権をもつ海域の
面積が拡大。 
 
日本周辺海底鉱物資源の広域分布の実態
把握と分布の地質学的背景との関連の解明 

海洋基本計画 
特殊地質図 No.33 
「日本周辺海域鉱物資源
分布図」 

有用鉱物資源 

有用鉱物資源 

マンガンクラスト 熱水鉱床 

分布・産状 

化学組成 

JOGMEC JAMSTEC 

海洋エネルギー・鉱物資源開発計画 

鉱業法改正 

国の海洋施策への対応 

1/300万日本周辺海底地質図 

効果的な鉱物探査及び開発計画 

特殊地質図 No.33 
「日本周辺海域鉱物資源
分布図」 
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●水溶性天然ガスと温泉 
・関東平野（都市平野部）
での温泉開発の進展の一
方で、水溶性天然ガスが
原因となった爆発事故が
発生。 
・これらの地域は、「南関
東ガス田」に含まれている。 

天然ガスの安全な利用への活用事例 

◆これまでの国内資源開発の低迷が、資源情報の整備と今後の開発機
運、それを担う人材確保を難しくしている 
◆三次元的なデータ解析と資源量の評価のための地質地盤情報の不足  

地質情報利活用の問題点 

◆地下地質構造の高度化・精密化  
◆昨今のエネルギー状況を踏まえた、国内燃料資源賦存状況の再評価  

今後の方針 

日本国内の石油、天然ガス、石炭等の燃料
資源の分布状況を示したもの 

■燃料資源図とは 

・産総研では、北海道、秋田、新潟、関東
(千葉、神奈川）、沖縄等の石油、天然ガス、
石炭の賦存状況を示した燃料資源図を整
備。 

   ３４．燃料資源図の活用事例  

南関東ガス田 

●行政的な対応との関連性 
・全国の温泉で天然ガスに

関する緊急調査、のため
の基本図として「日本油
田 ・ガス田分布図（第2
版）」を利用。 

・温泉掘削・利用の許認可の
際にも、当該図が一つの
指針として利用されている。 

1/200万 日本油田・ガス田分布図（第2版、
1976)の関東地方拡大図 

・南関東ガス田は、日本最大の水溶性天
然ガス(メタン)賦存地域。 
・メタンを溶存する鹹水はヨウ素にも富み、
世界第2位の生産量の鉱床となっている。 
・鹹水は温泉の源泉としても利用されてい
る（深層熱水資源）。 

日本油田・ガス田図「沖縄本
島中-南部」(1/5万) 
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  ３５．地熱ポテンシャルマップの活用事例②  

地熱ポテンシャルとは、地熱資源の品質・特性の
指標となる各種基礎情報を総合した評価で、地熱
資源量はその一部である。 

■地熱ポテンシャルマップとは 

地熱資源図や地熱資源データベースとして出版。 

地熱資源データベースの表示例 

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。 

地熱学会ホームページより 

地熱ポテンシャルマップは、地熱資源の評価・
資源量計算などの基礎となるデータ、開発に
おける社会的制約等の検討に資するデータを
収録している。 
 
– ５段階に分けた貯留層温度区分での発電量
分布 
– 坑井分布（深度、最高温度等） 
– 温泉分布（温度、湧出量、代表的化   
  学分析値等） 
– 重力基盤深度分布 
– 第四紀火山分布 
– 自然公園範囲 

地熱ポテンシャルマップは、環境省の再生可能エネルギー
導入ポテンシャル調査に利用され、国の資源評価検討や
政策の指針として利用されている。 

50km 
地熱・温泉資源
分類による温泉
区分 

◆ 国立公園内においては、調査・開発が制限され、情報   
   整備が不十分である。 
◆ 地熱や温泉のボーリングデータの基準が不統一である。 

地質情報利活用の問題点 

◆ 国立公園内も含めた調査を実施し、地熱開発に資する情報を提
供する。 

◆ ボーリングデータなどを一元的に管理し、統一 基準での情報発信
を行う。 

今後の対応の方向性 
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環境省「再生可能エネル
ギーポテンシャルマップ」
（2011.5～）及び関連する
報告書 
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/
rep/index.html 

～再生可能エネルギー導入の基礎情報～ 

■地熱ポテンシャルマップの整備・提供 

④ 環境・資源・エネルギー 



地熱ポテンシャルマップは、自治体等の小規模地熱発電
(バイナリー方式)事業等の基礎資料として利用されている。 

◆ 国立公園内においては、調査・開発が制限され、情報   
   整備が不十分である。 
◆ 温泉資源への影響が懸念され、開発･導入促進の障害 
   となっている。 

地質情報利活用の問題点 今後の対応の方向性 
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新潟県 「小規模地熱発電（バイナリー方式）導入の可
能性調査」 
http://www.pref.niigata.lg.jp/sangyoshinko/1271196038532.html 

松之山温泉バイナリー発電事業の基礎資料(2010.4) 

◆ 温泉資源との共生を目指した管理システムの開発。 
◆ 国立公園内で新規に取得される情報の整備。 

～小規模地熱発電導入の可能性調査に活用～ 

  ３６．地熱ポテンシャルマップの活用事例③  

地熱ポテンシャルとは、地熱資源の品質・特性の
指標となる各種基礎情報を総合した評価で、地熱
資源量はその一部である。 

地熱資源図や地熱資源データベースとして出版。 

地熱資源データベースの表示例 

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。 

地熱学会ホームページより 

地熱ポテンシャルマップは、地熱資源の評価・
資源量計算などの基礎となるデータ、開発に
おける社会的制約等の検討に資するデータを
収録している。 
 
– ５段階に分けた貯留層温度区分での発電量
分布 
– 坑井分布（深度、最高温度等） 
– 温泉分布（温度、湧出量、代表的化   
  学分析値等） 
– 重力基盤深度分布 
– 第四紀火山分布 
– 自然公園範囲 

50km 

■地熱ポテンシャルマップの整備・提供 

■地熱ポテンシャルマップとは 

④ 環境・資源・エネルギー 

バイナリー発電 
温泉水（100℃程度） 

温泉水（50℃程度） 

旅館などへ 

♨ 

タービン発電機 

凝縮器 

沸点の低い媒体 
蒸気 

液体 

何処に持続可能な温泉が存在するかを検討 
する材料として地熱ポテンシャルマップが利用される 

http://www.pref.niigata.lg.jp/sangyoshinko/1271196038532.html�


  ３７．鉱物資源図の活用事例  

■鉱物資源図とは 

◆ 鉱物資源情報の公開に対する制限。 

地質情報利活用の問題点 

◆ 鉱物資源安定供給のため、国が中心となった基盤情報としての整
備。 

◆ 膨大な鉱物資源情報のコンパイル及びデータベースの整備。 

今後の対応の方向性 

136 

金属・非金属資源の分布、鉱物資源の種類
と地質の関連を地質図上に示した図。地質
の概要と鉱物資源の分布状況を一目で眺
めることができる。 

中央アジアウラン鉱床
モンゴル・

レアアース鉱床

ベトナム・
レアアース鉱床

これまでの民間活用事例

中央アジアウラン鉱床
モンゴル・

レアアース鉱床

ベトナム・
レアアース鉱床

これまでの民間活用事例

GSJ-AISTとUSGS
とのMOU締結
(2011.12) 

国の基盤情報として国内鉱物資源の賦存
状況を把握するため国内鉱物資源図(50
万分の1)を完備。 

日本が多くの鉱物資源を依存するアジア地
域を中心に、海外鉱物資源図を展開。 

東アジア鉱物資源図(300万分の1） 

鉱物資源探査への基礎情報提供 

資源データベース整備に向けた基礎情報提供 

国や国内民間企業の資源戦略立案のための基礎
資料を提供。 
・地質図に資源情報を重ね合わせることにより、地
質学的背景と鉱床とのリンクが可能となり、具体的
な資源探査戦略に活用できるのが特徴。 
・資源の分布を俯瞰するために、まず紙媒体で出版。 
・国内鉱物資源図は、JOGMECが実施した広域地
質構造調査において利用された。 
→「北海道南部地域」、「東北中部地域」 など 

国家の資源安全保障や経済にとって重要度を増すレアメタル
資源の賦存状況を、既存情報のみならず現地調査を元に取
りまとめ。電子データを整備中。 
・グローバルリモートセンシング資源解析強化事業（資エ庁）
にてアジア各国と共同で作成中の東アジア鉱物資源DBで
データを活用。 
・USGS未発見金属鉱床評価プログラムからの要請により
データを提供(2011.3)。 
・USGS（米国地質調査所）との共同研究で推進している世界
のレアアース資源量再評価においてデータベースを作成中。 

～鉱物資源安定供給の基礎情報～ 

■鉱物資源図の整備・提供 

④ 環境・資源・エネルギー 



重力はその地域の地質（岩石の密度や地層境
界面の凹凸）によって異なっている。重力図
（ブーゲー異常）から地下の地質構造やマグマ
の分布などが明らかになる。 

■重力図とは 

 ３８．重力図の活用事例   

陸海シームレスにつながる重力図作成のために、 
◆ 陸域と海域の測定データの精度が異なる 
◆ 一般的に海域は船上で測定するため、陸域より精度が悪くなる 
問題を克服しなければならない 

重力図の問題点 

精緻化・高精度化するためには 
◆ 沿岸域調査で試みられている海底重力測定の実施・普及 
◆ 陸域では小型絶対重力計、海域では海中重力計等の新た
な測定技術の開発・適用が必要である 

今後の対応の方向性 
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重力図（ブーゲー異常）を解析すると
地形や地表の地質図には現れていな
い、平野の地下の起伏がわかります。 
※柔らかい地層は密度が低いので、このよ
うな地層が厚いところでは重力が小さくなり
ます。 

資源探査への利用 

リモートセンシング・文献調査 

地形・地質・重力・磁気 
の広域調査 

資源量計算 
・経済性評価 

金属鉱床は一般に高密
度の貫入岩と関係があ
るため、重力の高いとこ
ろにあたる。また、地熱
貯留構造は、熱水の流
路になる断裂構造など
と関係があるため、低
重力を示すことがその
指針となる。 

2009年以降重力データベースとして整備 
範囲などを選択して重力図を切り出し数値
データとして利用可能 

地質・地球化学・電気・電磁 
の精密調査・試錐探鉱 

図解部物理探査（物理探査学会編)より 

順に目的に応じた詳細調査を実施 

④ 環境・資源・エネルギー 



Ⅳ．情報技術 

１．産総研 「有機化合物スペクトルDB」（SDBS）                                

 

２．NITE  「化学物質総合情報提供システム」（CHRIP）                        
 

３．NITE 「製品事故情報DB」 
 

４．産総研 「分散型熱物性DB」（TPDS） 
 

５．NITE 「標準物質総合情報システム」（Rminfo） 
 

６．NIMS 「物質・材料DB」（Mat Navi)                                       

 

７．NITE 「ゲノム情報DB」(DOGAN)  
 

８．ニューガラスフォーラム「ガラスデータベース」（INTERGLAD） 
 









日本
18% アジア

2%

北米（.edu）
19%

北米
12%

欧州
21%

その他
28%

化学分析、大学教育、材料研究等
に幅広く利用 

SDBSとは？ 

データーベースの活用 

01 

02 

国家計量標準にトレーサブルで 
信頼性ある標準データを完備 

国内外の大学等教育現場で 
幅広く利用される無償の研究材料 

11万件の豊富な標準スペクトルデータを、大学、研究機関、
分析事業者が自ら測定したデータとの比較検討に利用 

教科書等への利用許諾6件（H22年度）、国内外大学で    
学生にスペクトル分析の教材としても多く利用されている。 

 １． 産総研 有機化合物スペクトルＤＢ (SDBS) 

 URL: riodb01.ibase.aist.go.jp/sdbs/ 
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■  アクセス数  No1 
産総研の研究情報 
公開ＤＢ（RIO-DB） 

■  
RIO-DBのアクセス 
に占める割合 H22年度 87 % 

■  H22年度 5千万件 年間アクセス数  

■  
スペクトル新規公開件数1000件/年 
測定・評価後に追加：職員等 5名体制 

アクセス元の地域 SDBS アクセス推移 

Integrated  Spectral  Data  Base  System  for  Organic  Compounds 

SDBS自体の知名度が上がっていることに加え、
繰り返し利用している研究者等（リピーター）が増
えていることにより、毎年アクセス数が増加 
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化学物質管理のための規制情報確認、 
MSDS・GHS作成、リスク評価などに幅広く利用 

CHRIPとは？ 
ユーザー構成 

01 

02 

03 

国内外の化学物質の情報にリ
ンクしたポータルサイト 

国内における化学物質管理に 
幅広く利用 

利便性の向上 

化学物質の法規制情報、有害性情報及び国際機関に
よるリスク評価情報等延べ約２０万物質の情報提供。 

国内企業を中心に幅広く利用され、MSDSの作成等 
化学物質管理の負担軽減をしている。 

情報収集のワンストップ化やユーザライクな検索・表示
機能により、利用者の利便性の向上。 

 ２． NITE 化学物質総合情報提供システムDB (CHRIP) 

178 270 319 409 
529 
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1118 

1068 
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CHRIP年度別アクセス件数 
（万ページ） 

Chemical  Risk  Information  Platform  

 URL: http://www.safe.nite.go.jp/japan/db.html 

継続的なデータの充実及びパンフレットの配布等、広報活動による
ユーザの維持・獲得努力により増加。 
特に平成２２（2010）年は、改正化審法対応に係るニーズが高まり、 
改正化審法説明会での紹介の効果もあり、アクセス数が増加。 

■ 年間アクセス数   1068万件 

■ 化学物質管理ＤＢ No1サイト 

■ 高いユーザ満足度 77% 

データーベースの活用 
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■ 年間アクセス数   約５００万件 

事故情報ＤＢとは？ 

 ３.  NITE 製品事故情報ＤＢ 

 URL: http://www.jiko.nite.go.jp/php/jiko/search/index.php  

ユーザー構成 

一般消費者やメーカー等が参加する製品安全セミナー等で使
用することで、製品安全啓発に貢献 

事故原因等事故情報の迅速な提供により、製品事故のリスク
低減の効果が増大            

一般消費者は、誤使用・不注意による事故の回避、 
メーカーは、製品の安全設計、表示の改善に役立てることができ、 

製品事故のリスク低減に大きく貢献 

01 

02 

製品事故の内容、原因に
ついての詳細な収録 

頻繁にデータ更新を実施 

49% 

20% 

7% 
3% 

2% 
19% 

事業者 

地方公共団体 

教育機関 

その他の法人 

国の機関 

その他 

平成１７、１８（2005、2006）年に発生したＦＦ式石油暖房機、給湯器の製品事故による一酸化中毒事故を契機に、 
社会的に製品事故の関心が高まったこと、また、各種広報活動の充実により、年々アクセス件数が増加。 
特に、平成２２（2010）年は記者向けのプレスを開始したため、アクセス件数が突出。 

■ NITE製品安全センターが製造事
業者等から通知を受けた製品事故に
ついて、収集・整理したものを収録 

■ データ件数 ３６，８０８件 
             （平成２４年３月３１日現在） 

データーベースの活用 
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製造業における製品開発・材料開発 
および熱物性計測の信頼性確保の 
ための知的基盤 

■ 年間アクセス数      120万件 

TPDSとは？ 

■ 熱物性データベース  No.1サイト 

■ 製造業（日本）からのアクセス 23万件 

ユーザー構成 

01 

02 

03 
材料の開発と利用を橋渡しする 
熱物性情報のポータルサイト 

エレクトロニクス・電子部品、素材・化学、自動車・部品
の国内の大手メーカから多数のアクセス 

固体材料の熱膨張率・熱伝導率・熱拡散率・比熱容量、
薄膜/薄膜間界面熱抵抗の標準データを収録 

材料の優れた熱的機能を材料ユーザに提示、材料ユー
ザにニーズを材料開発サイドに提示するマッチングの場 

 ４．産総研  分散型熱物性データベース(TPDS) 

 URL: http://riodb.ibase.aist.go.jp/TPDB/DBGVsupport/ 

我が国の製造業における材料 
開発と熱設計に広く活用 

国家計量標準とトレーサブルな 
信頼性ある標準熱物性データ 

TPDSアクセス数 

国内企業 
25% 

国内一般 
27% 国内大学 

14% 

政府機関 
10% 

国内その他 
8% 

海外 
16% 

11  
15  

42  

100  
112  

120  

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 

ア
ク
セ
ス
数

,万
件

 

年度 

Thermophysical  Property  Database  System 

熱物性DBｌ利用にもともと潜在的なニーズがあった 
ことに加え、2007-2008年度にかけて急伸した理由 
は、他の機関から移管した6000件のデータが追加 
され、ＤＢの充実が図られたことによる。 

データーベースの活用 
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 標準物質に関する総合的な情報をインターネットを利用して広く   
 一般に公開し、標準物質の普及、広報に大きく貢献 
 （標準物質情報を一元的に発信するデータベースとしては国内唯一） 

■ 年間アクセス数    3１0,000件 

      RMinfoとは？       
             

■ 標準物質情報    7,558件  

  （うち認証標準物質*  1,486件） 

■ 登録事業者数    52事業者 

アクセス推移 ユーザー構成 

01 

02 

03 

国内外の標準物質検索データ
ベースの提供 

全登録事業者のデータを毎年更新 
（平成23年度は約1,000件） 

制限されたリソースの中で、最大 
コストパフォーマンスを実現 

日本国内で入手できる標準物質 7,558件の生産者、購
入先、価格等の情報が閲覧可能 

信頼性の高い標準物質情報を提供し、産業界の利用促進、計量
計測トレーサビリティの確保に貢献 

人員投入量１名により、検索データベースの運用のほか、行政情
報、海外情報など総合的な標準物質情報を提供 

 ５．ＮＩＴＥ 標準物質総合情報システム(RMinfo) 

 URL： http://www.rminfo.nite.go.jp/ 

Reference Materials Total Information Service of Japan 

*1つ以上の指定された特性について、計量学的に妥当な手順によって値付けされ、指定された特性の値及びその不確かさ、並びに計量計測トレーサビリティを記述した認証書が付いている標準物質 

27% 

25% 13% 

10% 

8% 

7% 
10% 

電気メーカー 
 
大学・研究機関 

一般化学メーカー 
 
自動車及び関連部品

メーカー 
金属 

食品 0 

100000 

200000 

300000 

400000 
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計測分野への集中的広報により、2003年には約40万件／年となり、以降は材料分析・環境分析等を
行う製造事業者、大学・研究機関のユーザを中心に、アクセス件数は同程度で推移。 
なお、2010年から、サーバ移行に伴い集計方法を変更し、以降は30万件／年前後で推移。 

データーベースの活用 
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物質・材料の電子構造および結晶構造データから構造材料のクリー
プ・疲労データまで一元管理。登録ユーザ数６６，５６９人 
(国内４８，２２４人、海外１８，３４５人) 

■ 年間アクセス数   1700万件 

物質・材料データベース（MatNavi）とは？ 

■ 材料分野のデータＤＢ No.1サイト 

■ 金属材料・無機材料及び高分子材料 

MatNavi アクセス推移 
ユーザー構成 

01 

02 

03 

結晶構造・状態図および特性を相互 
リンクして公開 AtomWork DB 

世界で唯一の高分子データベース 
IUPAC準拠した命名 PolLyInfo DB 

高温構造材料の３０万時間を超え 
るクリープ破断データ 

新材料の開発・特性の向上およびシミュレーションの基
礎データとして教育機関での利用が多い 

新規開発材の命名、同一材料での特性のばらつきの要
因など原料基礎名、構造基礎名などの同定に利用 

発電プラントなどの設計基準作成および企業における製
品設計の材料選択などで利用されている。 

  ６．ＮＩＭＳ物質・材料データベース （MatNavi） 

 
 

 URL: ・http://mits.nims.go.jp/ 
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バイオ新製品開発や研究促進のため
に幅広く利用 

DOGANとは？ 

02 

01 
産業上有用な株や安全性評価に係る
株の高精度なゲノム情報 

・微生物のもつ特徴や遺伝子の機能に関する解析データの利用が可能であ
り、この情報を元にNITEから関係する微生物株やDNAクローンの分譲を受
けられる 

・解析した微生物は、データ公開以降、関係論文数・研究数が増加。特許出
願・製品化に結びついている 
・基準株の情報を提供することで、各企業でのゲノム解析を促進 
・黄色ブドウ球菌の精度の高いゲノム情報の提供により、検査手法の確立
を始め、薬剤耐性等研究活動に大きく貢献。他の薬剤耐性等を持つ病原菌
の解析にも広く活用される 

 ７． NITE  ゲノム情報データベース(DOGAN) 

 URL: http://www.bio.nite.go.jp/dogan/top 

■  

■  H22年度 352万件 年間アクセス数  

ユーザー構成 DOGAN アクセス推移 
Database of the Genomes Analyzed at NITE 

0 

1,000,000 

2,000,000 

3,000,000 

4,000,000 

5,000,000 

※麹菌データ公開（平成17年度）後、近縁種のデータが次々
と公開され、それらとのデータ比較のために麹菌のアクセス
数が増加したことにより、全アクセス件数も一時的に増加し
た。 

NBRCで保存している株の中で、産業上
有用な株や、安全性評価等の指標とな
る分類学的な基準株のゲノム解析を実
施し、データを公開。 

企業 
8% 政府 

機関 
8% 

大学 
84% 

ゲノム情報と微生物株やDNAクローン
を一緒に利用可能 

■  国内トップレベルのデータの精度 

データーベースの活用 
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 ガラス材料の多様な検索から解析、特性の予測、組成設計を
可能にし、材料の利用者、開発者を広範に支援するツールとして
利用 （1991年にリリース後、データ数、機能を追加してニーズに対応） 

■ 年間契約(有料）で利用するDB。 
 ２タイプユーザー  

  INTERGLADとは？       
             

■ データ件数（ガラス種） 30.6万種 

      （数値データ 約80万）  

■ 年間利用契約者数 88ユーザー/H24．3 

ユーザー構成 

01 

02 

03 

学術誌、特許、カタログ等から特性、
構造データを関連情報と共に収録 

組成から特性の予測や、目標特性 
のガラス組成を設計する機能も提供 

ユーザーが保有しているデータを 
登録して独自のDBにできる 

組成、外観、用途、製法等、簡易な検索ツールで多様な検索が可
能。結果を図表やグラフに可視化して解析することも容易。開発
者、技術者の研修や教育にも利用されている。 

特性予測式での予測の他に、多次式の重回帰分析で精度の高い
予測、組成設計や組成の最適化が可能。新製品の開発に貢献。 

INTERGLADに収録のデータと共に解析、予測等も可能なユー
ザー独自のDBとしてカスタマイズできる。研究室、開発部署で共
有のDBとして利用されている。 

 ８．ＮGF ガラスデータベース(INTERGLAD) 

 URL： http://www.newglass.jp/interglad_n/gaiyo/info_j.html 

International  Glass  Database  System  

ネット経由（約3万アクセス数/年）  
CD版での利用 
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