
 

 

 

地質情報の探し方 
地質調査総合センター地質情報データベースの紹介 

 

あなたが普段暮らしている地面の下はどうなっているのでしょうか？ 

地質調査総合センター(GSJ)では目には見えない地面の下の様々

な情報をインターネットで公開しています。このカタログでは GSJ が公

開するデータベースの特徴と使い方をできるだけわかりやすくご紹介い

たします。実際に自分のお仕事で、あるいは個人的に使うときの参

考にしていただければ幸いです。 

 

産業技術総合研究所 

地質調査総合センター 

2017年 6月版 
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地質情報の探し方 
GSJ データベースのご紹介 

 

地質調査総合センターが提供するデータベースは以下のサイトからアクセスできます。 

https://www.gsj.jp/researches/geodb/ 

 

 

 

GSJのウェブサイトで公開される研究成果物の利用条件は、政府標準利用規約（第 2.0版）準拠で

す。クレジットを記載していただくことで、事前に許諾手続きなどを行わずに自由なご利用が可能

です。詳しくは GSJウェブサイトのライセンスのページをご覧下さい。  

https://www.gsj.jp/researches/geodb/
https://www.gsj.jp/license/index.html
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地質情報の探し方 
本資料の使い方 

 

 

    データのダウンロードが可能 

WMS / WMTS配信対応 (*1) 

スマートフォン対応 

データの購入が可能 
利活用事例 (*2) 

*1 本資料巻末に詳しい情報を掲載しています。 

*2 一部のデータベースに掲載しています。 

データベースの名称 

対応言語・Language 

ウェブサイトの URL 

データへの 

アクセス方法 

URL の２次元

バーコード 

ウェブサイトの説明 

データの説明 

問い合わせ 

ライセンス・ 

使用上の注意 
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【対応言語】 

https://www.gsj.jp/Map/ 

データへのアクセス方法 

データの説明 

問い合わせ 

／使用上の注意 

概要 

地質調査総合センター発行の地質図類を網羅したカタログです。HTML版と PDF版があります。 

https://www.gsj.jp/Map/index.html 

https://www.gsj.jp/Map/pdf_catalogue/geomap-catalogue-jp.pdf 

地質図カタログ 

地質図類の購入フローチャート 

地質図を購入する際に必要な情報を掲載しています。また、HTML版の一部では、電子データを直接

ダウンロードすることもできます（順次整備中）。 

このデータベースに関するお問い合わせは、（https://www.gsj.jp/Map/JP/pub-inquiries.html）から 

地質情報基盤センター出版室までお願いします。 

地質図類にはシリーズと呼ば

れる様々な種類があります。 

 

HTML版ではカテゴリ別のメニ

ューから目的とする地質図を

選びます。一部では地図から選

択することもできます。 

PDF版では、ページごとに同じ

カテゴリの地質図・データベー

スの情報が掲載されています。 
HTML版（左）と PDF版（上） 

地質図の情報とダウンロードデータの例 

日、英、独、仏、伊、中、韓 

政府標準利用規約（第 2.0版）に準拠しています。ただし、印刷物・メディア類の二次利用

は、CC BY-NDとなります。詳しくは GSJの利用規約のページをご覧ください。 

https://www.gsj.jp/Map/
https://www.gsj.jp/Map/index.html
https://www.gsj.jp/Map/pdf_catalogue/geomap-catalogue-jp.pdf
https://www.gsj.jp/Map/JP/pub-inquiries.html
https://www.gsj.jp/license/index.html
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重力データベースに関する以下の問い合わせフォームからお問い合わせください。 

https://docs.google.com/a/aist.go.jp/spreadsheet/viewform?formkey=dHp3dUdSX0ppdV9mN

2NyNzJ4T0ZNc3c6MA 

利活用事例 

問い合わせ 

 

利活用事例 資源探査 

ライセンス／使用上の注意 

地質調査総合センターから配信される数多くの地質図データを表示するとともに、活断層や第四紀火山

などの地質情報を地質図と合わせて表示することが可能な地質情報閲覧システムです。 

地質図 Navi 【対応言語】 

https://gbank.gsj.jp/geonavi/ 

トップページの「地質図 Naviを表示」をクリック。 

データへのアクセス方法 

データの説明 

概要 

日、英 

地質図 Naviでは地質調査総合センターで出版し

てきた数多くの研究成果を閲覧できます。表示す

ることのできる地質情報は以下のようなものが

あります。 

 

・ 地球科学図 

・ 地質系データベース 

・ WMS等配信データ 

 

画面左側にあるパネルに、各種地質図・データご

とのメニューが並んでいます。地図の表示範囲に

合わせて選択できる項目は変わります。 

 

地質調査総合センターの研究成果に限らず、他機

関から公開されているオープンデータも表示で

きるようになっています。 

 

右側のパネルからは背景地図を選択できます。 

 

適宜、お好みの地質図・データと背景地図を組み

合わせてご覧ください。地質図類は透過度を変更

することもできます。 

 

データの説明は、メニューの「ｉ」ボタンで見る

ことができます。 

https://gbank.gsj.jp/geonavi/
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地質図 Naviでは、各種の情報を重ね合わせた利用ができるようになっています。 
利活用事例 

問い合わせ 

 

／使用上の注意 

政府標準利用規約（第 2.0版）に準拠しています。 

詳しくは GSJの利用規約のページをご覧ください。 

このデータベースに関するご意見・ご要望は、地質調査総合センター お問い合わせ窓口

（https://www.gsj.jp/inquiries.html）から電子メールでお送り下さい。 

次の機能は「簡単 使い方ガイド」でご説明して

います。 

1. 背景地図の切り替え 

2. シームレス地質図を見る 

3. 地質図幅を見る 

4. いろいろな地質情報を見る 

5. 表示画面の例 

6. メールやブログで場所と地質図を知らせる 

第四紀火山 

地震動マップ：QuiQuake 

活断層データ 

2016 年熊本地震(産総研) 
 

地球化学図 

https://www.gsj.jp/license/index.html
https://www.gsj.jp/inquiries.html
https://gbank.gsj.jp/geonavi/#quickGuide
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本データベースでは、ページ左側のメニューから以下

のコンテンツがご利用いただけます。 

■地質標準ボーリングデータ 

■ボーリング調査とコア解析 (調査解析データ) 

■反射法地震探査データ 

■ボーリングデータ処理システム(ソフトウェア) 

■文献 

リストまたは地図

から地点を選択 

 

 

 

 

 

 

 

このデータベースに関するご意見・ご要望は、地質情報研究部門 関東平野の地下地質・地盤データベー

ス 担当 kantochikadb-ml at aist.go.jpまで電子メールでお送り下さい（ at は、＠に変更して下さ

い）。 

選択地点の詳細な

情報が利用可能 

 

 

 

 

【対応言語】 

関東平野の地下に分布する地層の、層序、物性、地質構造、埋没地形に関する研究・調査で得られたデ

ータ、ボーリング柱状図、および各種地質モデルをご覧いただけるデータベースです。 

https://gbank.gsj.jp/kantosubsurfacegeoDB/ 

関東平野の地下地質・地盤
データベース 日、英、独、仏、伊、中、韓 

本データベースは、関東

平野の地下に分布する

第四紀の地層を対象と

して、層序、堆積物の物

性、地質構造、埋没地形

に関する研究・調査で得

られたデータ、ボーリン

グ柱状図、および各種地

質モデルから構成され

ています。 

データへのアクセス方法 

データの説明 

問い合わせ 

／使用上の注意 

概要 

政府標準利用規約（第 2.0版）に準拠しています。 

詳しくは GSJの利用規約のページをご覧ください。 

mailto:kantochikadb-ml@aist.go.jp
https://gbank.gsj.jp/kantosubsurfacegeoDB/
https://www.gsj.jp/license/index.html
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提供データの内容  

・ラスターデータ：発行済の５万分の 1 地質図幅の 200dpi の地図画像データを jpeg，kml

および geotiff 型式で提供します。後２者は１つのフォルダーにまとめて zip 圧縮ファイ

ルで提供します。  

・ベクトルデータ：発行済の５万分の 1 地質図

幅の凡例に基づいて地質図部分を数値化した

もので、シェープファイルと KML の形式で提

供します。シェープファイルについては、凡

例情報などを記載した表データを含みます。

個々の詳細については、ダウンロードファイルに含

まれる図幅ごとの readme のテキストファイルをご

覧ください。 

・ドキュメント：5万分の１地質図幅説明書を pdfファ

イルで提供します。 

  

【対応言語】 

https://gbank.gsj.jp/datastore/ 

データへのアクセス方法 

／使用上の注意 

データの説明 

概要 

地質図類データ
ダウンロード 

地質調査総合センター発行の地質図の各種データ (図面ラスター・ベクトル、説明書 pdf) をダウンロ

ードすることができます。 

ご質問・ご要望は、地質調査総合センターのお問い合わせ窓口、  

（https://www.gsj.jp/inquiries.html）の「出版物に関するご質問」からお願いします。 

問い合わせ 

日、英、独、仏、伊、中、韓 

政府標準利用規約（第 2.0版）に準拠しています。 

詳しくは GSJの利用規約のページをご覧ください。 

使い方： 

i メインメニュー 

ii ダウンロードファイル一覧 

iii ページング 

iv テーブルヘッダ 

v プリセットプルダウン 

vi 検索テキストボックス 

ⅶ 選択チェックボックス 

ⅷ ダウンロードボタン 

同様の説明は，PDFファイルでもご覧いただけます． 

 howtouse_v6j 

https://gbank.gsj.jp/datastore/
https://www.gsj.jp/inquiries.html
https://www.gsj.jp/inquiries.html#pub
https://www.gsj.jp/license/index.html
https://gbank.gsj.jp/datastore/pdf/howtouse_v6j.pdf
https://gbank.gsj.jp/datastore/pdf/howtouse_v6j.pdf
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重力データベースに関する以下の問い合わせフォームからお問い合わせください。 

https://docs.google.com/a/aist.go.jp/spreadsheet/viewform?formkey=dHp3dUdSX0ppdV9mN

2NyNzJ4T0ZNc3c6MA 

利活用事例 

問い合わせ 

 

利活用事例 資源探査 

ライセンス／使用上の注意 

【対応言語】 

日本の地層・岩体の名称、模式地、分布、地質時代、文献など調べることができるデータベースです。

同一地層名の提案をしないために、あるいは知らない地層名がでてきたときに、ご利用ください。 

https://gbank.gsj.jp/strata/ 

地層名検索データベース 

本データベースでは、既存の資料（文献，辞書など）に記されている地層名とその定義，内容などを

データベース化しています。 

データへのアクセス方法 

データの説明 

問い合わせ 

／使用上の注意 

概要 

2通りの検索方法があります。 

このデータベースに関するご意見・ご要望は、地層名検索データベースのお問い合わせフォームまたは

地質調査総合センターお問い合わせ窓口（https://www.gsj.jp/inquiries.html）から電子メールでお送

り下さい。 

日、英、独、仏、伊、中、韓 

・調べたい地層の名称を検索

すると，その分布や属性が

表示されます。 

・検索可能な地層名は，産業

技術総合研究所発行の 5万

分の 1地質図幅（地質図表

示版では 20万分の 1地質

図幅）に掲載されているも

のです。 

検索          地質図表示版 

 

検索           地質図表示版 

 

政府標準利用規約（第 2.0版）に準拠しています。 

詳しくは GSJの利用規約のページをご覧ください。 

https://gbank.gsj.jp/strata/
https://gbank.gsj.jp/strata/MailForm/index.html
https://www.gsj.jp/inquiries.html
https://www.gsj.jp/license/index.html
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都市域の地質地盤図 

地質図(平面図) 
本システムで表示される地質図(平面図)は，ボーリング
データ・露頭調査データ・地形区分データ等をもとに
作成した 3次元地質地盤モデル(数値データ)から描画
したものです． 

  

日、英、独、仏、伊、中、韓 

重力データベースに関する以下の問い合わせフォームからお問い合わせください。 

https://docs.google.com/a/aist.go.jp/spreadsheet/viewform?formkey=dHp3dUdSX0ppdV9mN

2NyNzJ4T0ZNc3c6MA 

利活用事例 

問い合わせ 

 

利活用事例 資源探査 

ライセンス／使用上の注意 

【対応言語】 

「都市域の地質地盤図」はボーリングデータ等をもとに都市域の地層の分布を 3次元解析することによ

って作成した地質図です。地質図だけでなく、解析に使用したボーリングデータ等もあわせて公開しま

す。 

https://gbank.gsj.jp/urbangeol/ 

基準ボーリングデータ 
基準ボーリングデータとは，地層対比の軸とな
る基準データ整備を目的として，産総研が独自
に行ったボーリング調査のデータです． 

データへのアクセス方法 

データの説明 

問い合わせ 

／使用上の注意 

概要 

地質地盤図を表示。 

このデータベースに関するご意見・ご要望は、urbangeol-ml at aist.go.jp まで電子メールでお

送り下さい（at は、＠に変更して下さい）。または地質調査総合センターお問い合わせ窓口

（https://www.gsj.jp/inquiries.html）から電子メールでお送り下さい。 

 

  

 

政府標準利用規約（第 2.0版）に準拠しています。 

詳しくは GSJの利用規約のページをご覧ください。 

https://gbank.gsj.jp/urbangeol/
mailto:urbangeol-ml@aist.go.jp
https://www.gsj.jp/inquiries.html
https://www.gsj.jp/license/index.html
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【対応言語】 

https://gbank.gsj.jp/seamless/ 

データへのアクセス方法 

データの説明 

概要 

GIS で扱うことのできる日本全国の地質図です。

他の情報と重ねて新たな活用が可能です。 

もともとの 20 万分の 1 の地質図は地域ごとに凡

例が異なるため、隣り合う図面同士がつながらな

いですが、シームレス地質図は凡例を統一し、境

目が無いため全国共通に使えます。 

重力データベースに関する以下の問い合わせフォームからお問い合わせください。 

https://docs.google.com/a/aist.go.jp/spreadsheet/viewform?formkey=dHp3dUdSX0ppdV9mN

2NyNzJ4T0ZNc3c6MA 

これまで出版されてきた 20万分の１地質図幅の図郭における境界線の

不連続を、日本全国統一の凡例を用いることによって解消した新しい地

質図です。 

2006年公開の基本版・詳細版に加え、2017年よりさらに情報量を増

やしたＶ２版を公開しています。目的に応じてご利用頂けます。 

数値化によって地理情報システム(GIS)の上での利用が可能となり、任

意の範囲で情報を切り出すことができるほか、他のデータとの重ね合わ

せなど、パソコン上で利用者のさまざまな目的に応じて地質データを取

り扱うことが可能です。３Ｄ表示を含めて、ビューアも複数用意してあ

ります。 

20万分の 1地図区画(1次メッシュ）でダウンロ

ードしてご利用いただけます。また，凡例画像や

凡例データもダウンロードできます。 

ダウンロード 地質図を表示 

 

利活用事例 

20万分の 1地質図 20万分の 1シームレス地質図 

問い合わせ 

 

利活用事例 資源探査 

ライセンス／使用上の注意 

概要 

20万分の１日本シームレス
地質図データベース 
 

20 万分の 1 シームレス地質図

V２版は、凡例数が従来の 386

から 2400超へ高精細化。 

凡例を階層構造化したことで、

目的や用途に応じた柔軟な表

示が可能になりました。 

詳細版の凡例 新版(V2版)の凡例 

日、英、独、仏、伊、中、韓 

https://gbank.gsj.jp/owscontents/
https://gbank.gsj.jp/seamless/
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専用のビューアを用意していますので、便利にご覧いただけます。 
利活用事例 

このデータベースに関するご意見・ご要望は、seamless-db-ml at aist.go.jpまで電子メールでお

送り下さい（ at は、＠に変更して下さい）。 

問い合わせ 

 

／使用上の注意 

◆基本版（左）  詳細版（中）    Ｖ２版（右） 

の３種類の地質図 

 

 

 

 

 

 

◆特定の地質のみを表示する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆表示した地質図の切り出し機能 

◆3Dビューアによる立体表示 

◆透明度を変える 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆活断層を重ねる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府標準利用規約（第 2.0版）に準拠しています。詳しくは GSJの利用規約のページをご覧くださ

い。また、このデータベースで利用している基図の一部は、国土地理院長の承認を得て同院発行の

電子地形図（タイル）を複製・減色して使用しています。この背景地図をさらに複製する場合には

国土地理院の長の承認が必要です。 

mailto:seamless-db-ml@aist.go.jp
https://www.gsj.jp/license/index.html
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海洋地質情報 
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重力データベースに関する以下の問い合わせフォームからお問い合わせください。 

https://docs.google.com/a/aist.go.jp/spreadsheet/viewform?formkey=dHp3dUdSX0ppdV9mN

2NyNzJ4T0ZNc3c6MA 

利活用事例 

問い合わせ 

 

利活用事例 資源探査 

ライセンス／使用上の注意 

【対応言語】 

日本周辺海域で地質調査総合センターが行ってきた海洋調査の音波探査プロファイル画像を公開してい

ます。表層から海底下深部の探査まで利用されます。 

https://gbank.gsj.jp/marineseisdb/ 

海域地質構造データベース 
日、英、独、仏、伊、中、韓 

音波探査とは、海底下の地質構造を

明らかにするために広く用いられ

ている調査手法で、海底油田探査や

海底活断層調査には欠かせない手

法です。原理は単純で、強力な音波

パルスを海面直下で発し、それらの

海底及び海底下からの反射をとら

えます。音波は海水中及び海底下の

堆積物の中では減衰が小さいため、

海底下深部まで音波が伝わり、地層

面などで反射してきます。 

データへのアクセス方法 

データの説明 

問い合わせ 

／使用上の注意 

概要 

本データベースでは、メニューからお

好みの海域を 

選んでいただく 

ことで、 

 

・測線の位置 

・プロファイル 

 

をご覧いただく 

ことができます。 

このデータベースに関するご意見・ご要望は、海域地質構造データベースお問い合わせフォームま

たは、地質調査総合センターお問い合わせ窓口（https://www.gsj.jp/inquiries.html）から電子メ

ールでお送り下さい。 

政府標準利用規約（第 2.0版）に準拠しています。 

詳しくは GSJの利用規約のページをご覧ください。 

https://gbank.gsj.jp/marineseisdb/
https://docs.google.com/forms/d/1tCCNiwiyP5Tq3PSIOr5JdxRfylD0TYcWQjXaC-r5pLg/viewform?formkey=dG9fZmp2M0FkalVvSV85NkN4ME10aEE6MA
https://www.gsj.jp/inquiries.html
https://www.gsj.jp/license/index.html
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高分解能音波探査断面
データベース 

このデータベースに関するご意見・ご要望は、sbp-db-ml at aist.go.jp まで電子メールでお送り下さい

（ at は、＠に変更して下さい）。 

3.5kHz SBP（サブボトムプロファイラー）は音波探査の一種で、航走する調査船から 3.5kHz の

音波を発信し、海底および海底下からの反射音によって連続的な地質断面イメージを得るシステム

です。エアガン等に比べて高い周波数の音源を用いるため、海底下の探査深度は小さいが分解能が

高いという特徴があります。このため海底表層付近の堆積作用や最近の断層活動の把握などに有効

です。 

本データベースでは、メニューからお好みの海域を 

選んでいただくことで、 

 

・測線の位置 

・プロファイル 

・位置データ 

 

をご利用いただく 

ことができます。 

 

情報の選択 
側線の選択 

能登半島西方沖の地質断面イメージの例 

日、英、独、仏、伊、中、韓 

重力データベースに関する以下の問い合わせフォームからお問い合わせください。 

https://docs.google.com/a/aist.go.jp/spreadsheet/viewform?formkey=dHp3dUdSX0ppdV9mN

2NyNzJ4T0ZNc3c6MA 

利活用事例 

問い合わせ 

 

利活用事例 資源探査 

ライセンス／使用上の注意 

【対応言語】 

日本周辺海域で地質調査総合センターが行ってきた海洋調査の高分解能音波探査プロファイル画像を公

開しています。海底表層付近の堆積作用や最近の断層活動の把握などに有効です。 

https://gbank.gsj.jp/sbp_db/ 

データへのアクセス方法 

データの説明 

問い合わせ 

／使用上の注意 

概要 

政府標準利用規約（第 2.0版）に準拠しています。 

詳しくは GSJの利用規約のページをご覧ください。 

mailto:sbp-db-ml@aist.go.jp
https://gbank.gsj.jp/sbp_db/
https://www.gsj.jp/license/index.html
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出版物・文献 
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【対応言語】 

主に明治時代から戦前に出版された報告類のデータベースです。PDF形式及び KmView形式によりフ

ルテキストの閲覧ができます。これらの報告類はすべて産総研地質調査総合センターで所蔵しています。 

https://gbank.gsj.jp/rarebook/ 

貴重資料データベース 

以下の３通りの検索方法があります。 

 

・キーワード入力検索 

・地図範囲指定検索 

・シリーズ一覧リストからの検索 

 

詳しくは「操作ガイド」を参照して 

ください。 

本データベースでは、主に明治時代から戦前

にかけての出版物である「地質調査所特別報

告」や「地質要報」などの貴重な資料を検索

できます。 

 

検索結果は、資料名・巻・号・発行年の条件、

昇・降順でソートできます。 

 

全ての資料の内容が、PDF画像あるいは

KmView画像にて閲覧できます。 

このデータベースに関するお問い合わせは、地質文献データベース お問い合わせフォーム 

（https://gbank.gsj.jp/rarebook/mail_form/index.html）から電子メールでお送り下さい。 

データへのアクセス方法 

データの説明 

問い合わせ 

／使用上の注意 

概要 

日、英、独、仏、伊、中、韓 

政府標準利用規約（第 2.0版）に準拠しています。 

詳しくは GSJの利用規約のページをご覧ください。 

https://gbank.gsj.jp/rarebook/
https://gbank.gsj.jp/rarebook/operation/help_k.html
https://gbank.gsj.jp/rarebook/mail_form/index.html
https://www.gsj.jp/license/index.html
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【対応言語】 

https://gbank.gsj.jp/geolis/ 

データへのアクセス方法 

データの説明 

問い合わせ 

／使用上の注意 

概要 

このデータベースに関するお問い合わせは、地質文献データベース お問い合わせフォーム 

（https://gbank.gsj.jp/rarebook/mail_form/index.html）から電子メールでお送り下さい。 

地質調査総合センターが旧地質調査所時代から収集・所蔵している資料・地質図類から、日本地域及び

日本人著者の文献、世界の地質図類の書誌情報を登録したデータベースです。 

統合版地質文献データベース 
(Integrated GEOLIS) 

地図範囲指定検索 

（位置情報があるもののみ） 

 

検索結果として、論文題名・著者・資料名・巻・

号・発行年・発行者などが表示されます。 

 

このうち、mapマークがあるものは右側の地図

上に矩形範囲が図示されます。また、textマー

クがあるものは、文献などのフルテキスト（PDF

文書あるいは画像等）が閲覧できます。 

 

検索結果を PDFで保存することも可能です。 

 

オンライン限定のものを除き、検索された文献

類は、茨城県つくば市にある産総研のライブラ

リーでご覧いただくことが可能です。 検索結果イメージ  

キーワード入力 

 

【キーワード・地図検索】と、【地図無し検索】があります。 

 

地図無し検索 

 

日、英、独、仏、伊、中、韓 

データへのアクセス方法 

データの説明 

問い合わせ 

／使用上の注意 

日、独、仏、伊、中、韓 

政府標準利用規約（第 2.0版）に準拠しています。 

詳しくは GSJの利用規約のページをご覧ください。 

https://gbank.gsj.jp/geolis/
https://gbank.gsj.jp/rarebook/mail_form/index.html
https://www.gsj.jp/license/index.html
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23 

 

トップページ 画面左側の４つのボタンから検索を開始します。 

(1)起震断層・活動セグメント検索 
個別の活断層の情報を検索できます。 

(2)活断層関連文献検索 
活断層に関する論文や報告書を検索できます。 

(3)調査地検索 
活断層の調査地点の情報を検索できます。 

(4)産総研による活断層調査 
産総研で実施した活断層調査と公表した成果を検索できます。 

  

【対応言語】 

日本全国の活断層に関する情報を、公表文献から収集したデータベースです。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ます。 

https://gbank.gsj.jp/activefault/ 

活断層データベース 

活断層データベースには 4種類の検索方法があります。 

このデータベースでは次のようなデータがご利用いただけます。 

・ 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 

・ 文献から採録された、調査地点ごとの調査結果データ 

また、用語解説やよくある質問のページも、活断層の理解にご活用いただけます。 

このデータベースに関する問い合わせは、活断層・火山研究部門 問い合わせフォーム から電子メー

ルでお送り下さい。正しい理解のために、「ご利用にあたって」のページもお読みください。 

データへのアクセス方法 

データの説明 

問い合わせ 

／使用上の注意 

概要 

日、英、独、仏、伊、中、韓 

検索した活断層の位置と、詳細な情報のリストの例。 

政府標準利用規約（第 2.0版）に準拠しています。 

詳しくは GSJの利用規約のページをご覧ください。 

https://gbank.gsj.jp/activefault/usage_gmap.html?search_no=j201&version_no=1&search_mode=2#kensaku11
https://gbank.gsj.jp/activefault/usage_gmap.html?search_no=j201&version_no=1&search_mode=2#kensaku21
https://gbank.gsj.jp/activefault/usage_gmap.html?search_no=j201&version_no=1&search_mode=2#kensaku31
https://gbank.gsj.jp/activefault/usage_gmap.html?search_no=j201&version_no=1&search_mode=2#kensaku31
https://gbank.gsj.jp/activefault/cgi-bin/aist_activefault.cgi?search_no=j047&version_no=1&search_mode=2
https://gbank.gsj.jp/activefault/
https://gbank.gsj.jp/activefault/mail_contact_gmap.html
https://gbank.gsj.jp/activefault/attention_gmap.html?search_no=%20j006&version_no=1&search_mode=2
https://www.gsj.jp/license/index.html
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【対応言語】 

地震直後に公開される記録から、日本全国の地震動マップを推定して公開するシステムです。 

QuiQuakeは地震観測記録の公開基準の違いによって 2種類のマップ（QuickMap と QuakeMap）を

提供します。このうち QuickMap は地震動の速報版です。 

https://gbank.gsj.jp/QuiQuake/QuickMap/ 

日、英 

以下の 2 通りから選択が可能です。 

QuickMap 

防災科学技術研究所の即時公開データを取得し、10ヶ所以上の観測点で揺れた場合について、もうひと

つのサービスである QuakeMapよりも迅速に地震動マップを計算し、公開します。地震動を素早く知り

たい場合は、こちらをご利用ください。PNGファイル、GeoTIFFファイル、さらに KMLファイルの地

震動マップを公開しています。 

 

ファイルフォーマット 

* PNGファイル  * GeoTIFFファイル (PGA,PGV,INT) 

* Textファイル  * KMLファイル（KMLファイルを閲覧するためには，Google Earthなどの KML表示プログラムが必要です。） 

 

QuickMapと QuakeMapでは地震動推定の方法が少し違います。詳しくは「手法」のページでご確認く

ださい。 

このデータベースに関する問い合わせは、QuiQuake-ml at aist.go.jpまで電子メールでお送り下さ

い（ at は、＠に変更して下さい）。 

データへのアクセス方法 

データの説明 

問い合わせ 

／使用上の注意 

概要 

地図から探す 日付から探す 

(QuiQuake シリーズ)
地震動マップ(速報) / 
QuickMap 

政府標準利用規約（第 2.0版）に準拠しています。 

詳しくは GSJの利用規約のページをご覧ください。 

https://gbank.gsj.jp/QuiQuake/QuickMap/
https://gbank.gsj.jp/QuiQuake/QuickMap/method.html
mailto:QuiQuake-ml@aist.go.jp
https://www.gsj.jp/license/index.html
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【対応言語】 

地震直後に公開される記録から、日本全国の地震動マップを推定して公開するシステムです。 

QuiQuakeは地震観測記録の公開基準の違いによって 2種類のマップ（QuickMap と QuakeMap）を

提供します。このうち QuakeMap は地震動の確定版です。 

https://gbank.gsj.jp/QuiQuake/QuakeMap/ 

以下の 2 通りから選択が可能です。 

QuakeMap 

防災科学技術研究所の強震観測網の K-NET、KiK-net で観測された地震記録のうち、FTP サイトにて公

開しているデータを利用しています。震度が 3 以上の地震については地震後速やかに公開されるデータ

を、それ以外の地震については約 1 ヶ月後に公開されるデータを用いて計算されます。また、公開済み

データがアップデートされた場合にも逐次計算結果をアップデートします。1996年 6月以降の主な地震

について、PNGファイル、GeoTIFFファイル、さらに KMLファイルの地震動マップを公開しています。 

 

ファイルフォーマット 

* PNGファイル  * GeoTIFFファイル (PGA,PGV,INT) 

* Textファイル  * KMLファイル（KMLファイルを閲覧するためには，Google Earthなどの KML表示プログラムが必要です。） 

 

QuickMapと QuakeMapでは地震動推定の方法が少し違います。詳しくは「手法」のページでご確認く

ださい。 

このデータベースに関する問い合わせは、QuiQuake-ml at aist.go.jpまで電子メールでお送り下さ

い（ at は、＠に変更して下さい）。 

データへのアクセス方法 

データの説明 

問い合わせ 

／使用上の注意 

概要 

日、英、独、仏、伊、中、韓 

地図から探す 日付から探す 

(QuiQuake シリーズ)
地震動マップ(確定) / 
QuakeMap 

政府標準利用規約（第 2.0版）に準拠しています。 

詳しくは GSJの利用規約のページをご覧ください。 

https://gbank.gsj.jp/QuiQuake/QuakeMap/
https://gbank.gsj.jp/QuiQuake/QuakeMap/method.html
mailto:QuiQuake-ml@aist.go.jp
https://www.gsj.jp/license/index.html
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【対応言語】 

https://gbank.gsj.jp/QuiQuake/LiquickMap/ 

液状化発生のしやすさはその地域の地盤条件によ

って異なり、概略的には微地形区分によって評価で

きます。また、地震の揺れの大きさによっても液状

化発生のしやすさは異なるため、地震時の計測震度

と微地形区分の関係から液状化発生率を推定でき

ます。 

本システムでは、地震後に QuiQuake（地震動マッ

プ即時推定システム）にて推定した QuickMap（地

震動マップ（速報））に含まれる計測震度の値を

WCS (Web Coverage Service) あるいは

GeoTIFFにて取得し、震度 5強以上の地域が推定

された場合に、計測震度と地形・地盤分類 250mメ

ッシュマップの微地形区分と重ね合わせて液状化

発生率を計算します。 

このデータベースに関する問い合わせは、QuiQuake-ml at aist.go.jpまで電子メールでお送り下さ

い（ at は、＠に変更して下さい）。 

データへのアクセス方法 

データの説明 

問い合わせ 

／使用上の注意 

概要 

日、英、独、仏、伊、中、韓 

本システムの概要 

(QuiQuake シリーズ)  
液状化危険度マップ(速報) / 
LiquickMap 

地震直後に公開される記録から、日本全国の液状化発生の危険度を推定して公開するシステムです。 

QuickMapと微地形区分に基づき、液状化発生率を推定した液状化危険度マップを作成します。 

LiquickMap 

PNGファイル、GeoTIFFファイル、

KML と KMZ ファイルとして公開

しています。 

 

各ファイルはトップページのリス

トから選択できます。 

政府標準利用規約（第 2.0版）に準拠しています。 

詳しくは GSJの利用規約のページをご覧ください。 

https://gbank.gsj.jp/QuiQuake/LiquickMap/
mailto:QuiQuake-ml@aist.go.jp
https://www.gsj.jp/license/index.html
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地震に関連する地下水観測
データベース 

トップページの「最新データ

表示システム」からアクセス

できます。 

産業技術総合研究所では地震予知研究を目的として、 地殻変

動と地下水変動の関連を把握するために、地下水観測を 1976

年以来継続しています。古文書、言い伝え等により地震前兆現

象としての地下水異常は数多く報告されています。そこで、産

業技術総合研究所では東海地震の危険性が指摘されて以来、 

それまでの研究成果を元にして、東海地域に地下水位、温泉等

の自噴量、水質、ラドン濃度等の観測網を整備しました。近畿

地域およびその周辺地域においては、1995 年兵庫県南部地震

の後に 30 以上の観測井を主に活断層周辺に掘削し、地下水観

測網を整備して観測を継続しています（図１）。これらの観測

井からのデータは電話回線を利用して通信し、産業技術総合研

究所で監視を行っています。また、東海地域の一部のデータは

気象庁に転送され、東海地震予知のための監視データとして利

用されています。 

【対応言語】 

地震予知研究を目的に観測・解析を行っている 50ヶ所あまりの観測点の地下水位、歪、水温、地震波

形などの最新データおよび関連情報をご覧いただけるデータベースです。 

図 1 観測井配置図 

地下水・歪データ 

 

https://gbank.gsj.jp/wellweb/ 

地下水・歪データ（リスト形式） 

 

地震データ・震源データ解析 

日、英、独、仏、伊、中、韓 

このデータベースに関する問い合わせは、Wellweb-ml at aist.go.jp まで電子メールでお送り下さい

（ at は、＠に変更して下さい）。 

データへのアクセス方法 

データの説明 

問い合わせ 

／使用上の注意 

概要 

政府標準利用規約（第 2.0版）に準拠しています。 

詳しくは GSJの利用規約のページをご覧ください。 

https://gbank.gsj.jp/wellweb/
mailto:Wellweb-ml@aist.go.jp
https://www.gsj.jp/license/index.html
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【対応言語】 

本データベースは、現状、主に地震の研究を目的として測定、観測されたデータを中心に、日本国内の

地殻応力に関する公開情報を収集し、各種データベース機能を付け加えたものです。 

https://gbank.gsj.jp/crstress/ 

地殻応力場データベース 

                                       

異方性について 

鉱物の定方向配列や、微小クラックの定方向配列が媒質中にある場合、その媒質の S波速度には異方性

が生じます。これは地震波を用いて「S 波スプリッティング」と言う現象として観測できます。                 

応力測定について 

掘削坑井を利用した応力解放法、水圧破砕法等によって測定されたデータ、ボーリングコアを利用した

測定データ等を各種文献から収集しました。 

このデータベースに関する問い合わせは、地殻応力場データベース  お問い合わせフォーム  

（https://gbank.gsj.jp/crstress/mail_form/mail.html）から電子メールでお送り下さい。 

データへのアクセス方法 

データの説明 

問い合わせ 

／使用上の注意 

概要 

日、英、独、仏、伊、中、韓 

各種データを地図上に

選択表示することがで

きます。また、吹き出し

のリンクから、詳細情報

を見ることができます。 

データメニューからは論文および収録デ

ータの詳細情報を見ることができます。 

政府標準利用規約（第 2.0版）に準拠しています。 

詳しくは GSJの利用規約のページをご覧ください。 

https://gbank.gsj.jp/crstress/
https://gbank.gsj.jp/crstress/mail_form/mail.html
https://www.gsj.jp/license/index.html
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【対応言語】 

日本の地下構造を、物性値（弾性波速度）の三次元的な分布で見るためのシステムです。地殻や上部マ

ントルを概観する規模の物性値構造と様々な地質情報とを併せて表示できます。 

https://gbank.gsj.jp/subsurface/ 

地下構造可視化システム 

簡易版ではあらかじめ設定された測線を選んで、オンデマンド版では任意の

測線をひいて、地下構造を描画することができます。 

地下構造可視化システムは、活断層の地下構造として 3次

元的な物性値（現時点では弾性波速度のみ）の分布を「見

る」ためのシステムです。地殻や上部マントルを概観する

ような大スケールの構造を扱います。そのようなスケール

では穴を掘って実際に見るわけにいかないので、ここで言

う「見る」(＝可視化)は、自然地震の記録を用いた地震波

トモグラフィによる地下構造の推定イメージを図示する

ことを指しています。 

 

オンデマンド版では任意の測線を 

設定できるほか、詳細な描画設定 

が可能です。 

このデータベースに関する問い合わせは、活断層・火山研究部門 問い合わせフォーム から電子メー

ルでお送り下さい。 

データへのアクセス方法 

データの説明 

問い合わせ 

／使用上の注意 

概要 

日、英、独、仏、伊、中、韓 

簡易版 
オンデマンド版 

さまざまな設定による描画の例。 

政府標準利用規約（第 2.0版）に準拠しています。 

詳しくは GSJの利用規約のページをご覧ください。 

https://gbank.gsj.jp/subsurface/
https://gbank.gsj.jp/activefault/mail_contact_gmap.html
https://www.gsj.jp/license/index.html
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【対応言語】 

https://gbank.gsj.jp/tsunami_deposit_db/ 

産総研が行った津波堆積物の調査結果や研究過程を、ウェブ上で誰でも閲覧できるようにしたデータ

ベースです。 

津波堆積物データベース 

 

津波堆積物の調査は、地形判読などによって調査地点を決定し、その決定した場所で柱状堆積物試料を

採取し、多くの試料に対する分析結果などを総合的に判断して行います。普通は、すべての分析が終わ

ってから結果を公表しますが、それには多くの時間がかかってしまいます。そこで、調査の経過を知っ

ていただくため、またなるべく早く研究成果を届けるために、以下のようにいくつかの種類にわけてデ

ータを公表することにしました。 

(1)【掘削地点の位置情報のみ】津波堆積物を見つけるために掘削調査をした場所の情報。 

(2)【掘削地点の位置情報と調査の結果】津波堆積物の有無を決める根拠となる柱状堆積物試料の情報。 

場合によっては、津波堆積物の候補となる地層（イベント堆積物）に関する情報もつける。 

(3)【掘削地点の位置情報と、産総研の解釈による津波堆積物の有無】 

注：（3）については、外部査読付き論文に掲載されたもの、外部査読付き論文に掲載されていないが、産総研の担当

職員が津波堆積物の有無を判断したもの、の２種類のデータが存在します。外部査読付き論文によって担保されたデータ

かどうかについては、各地域の解説ページに掲載されています。 

このデータベースに関する問い合わせは、「津波堆積物データベースお問い合わせフォーム」  

から電子メールでお送り下さい。 

地点をクリックすると

その場所の地質柱状図

を閲覧可能 

データへのアクセス方法 

データの説明 

問い合わせ 

／使用上の注意 

日、英、独、仏、伊、中、韓 

概要 

政府標準利用規約（第 2.0版）に準拠しています。 

詳しくは GSJの利用規約のページをご覧ください。 

https://gbank.gsj.jp/tsunami_deposit_db/
https://gbank.gsj.jp/tsunami_deposit_db/inquiry_form.html
https://www.gsj.jp/license/index.html
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第四紀噴火･貫入活動
データベース 

「第四紀火山岩体・貫入岩体データベース」（西来ほか（編）2012）のデータ

を基に、”第四紀”に活動した火山および、“第四紀”に貫入・固結し、その後の隆

起・侵食作用によって地表に露出した貫入岩体を整備したものです。JSONある

いは HTML形式でリストを取得することができます。 

約 260万年前から現在までの時代「第四紀」に起きた噴火活動に関する年代情報、噴火事例を基にした噴火

影響評価のためのツールなどを提供しています。 

リクエストの例 リクエスト URL および

リクエストパラメータ 

レスポンス 

このデータベースに関するご意見・ご要望は、（https://unit.aist.go.jp/ievg/ ）最上部の「お問い合わ

せ」または ievg-webmaster-ml at aist.go.jp （atを@に置き換えて下さい）へ、必要事項を記載の

上、電子メールでお送り下さい。 

この影響範囲表示プログラムでは、マグマ溜まり

形成による地殻変形範囲（シルモデル）と大規模

火砕流の到達範囲（サブ臨界火砕流モデル）を、

各カルデラに対して、既存の文献から取得したカ

ルデラ噴火事例の値を参考値として利用しなが

ら、影響範囲の計算をすることができます。 

日、英、独、仏、伊、中、韓 【対応言語】 

第四紀に活動した火山、および第四紀に貫入・固結し、その後の隆起・侵食作用によって地表に露出した貫

入岩体を整備したデータベースです。 

http://gbank.gsj.jp/quatigneous/ 

データへのアクセス方法 

データの説明 

問い合わせ 

／使用上の注意 

概要 

政府標準利用規約（第 2.0版）に準拠しています。詳しくは GSJの利用規約のページをご覧ください。

各データは、収録されたそれぞれの文献に帰属します。個々のデータをご利用の際には、特に年代値に関

する誤差や信頼度について、原著を確認していただきますようお願いします。 

https://unit.aist.go.jp/dgcore/db/QVDB/
https://unit.aist.go.jp/ievg/
mailto:ievg-webmaster-ml@aist.go.jp
http://gbank.gsj.jp/quatigneous/
https://www.gsj.jp/license/index.html
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データ全体へは、以下の 3通りからアクセス可能です。活火山は個別データリストから選択できます。 

第四紀火山（約 260万年前から現在までの時代、“第四紀”に噴火してできた火山に関する簡単な

情報。活火山を含む） 

活火山 第四紀火山のうち、約 1万年前以降に活動した、あるいは現在、噴気活動が活発な火山

に関する詳しい情報） 

日本の火山データベース 

このデータベースに関するご意見・ご要望は、「お問い合わせフォーム（日本の火山）」から電子メー

ルでお送り下さい。 

データへのアクセス方法 

①火山名称から探す ②火山分布図から探す 

 
③日本地図から探す 

 

活火山のリスト 

 

政府標準利用規約（第 2.0版）に準拠しています。詳しくは GSJの利用規約のページをご覧ください。

ただし、本 DB内で使われている写真･図などの一部には第三者機関や個人の著作物を用いています。これら

は CCライセンスの対象ではありませんので、ご利用の際はお問い合わせください。なお、印刷物・CD-ROM

の火山地質図類のライセンスは CC BY-ND です。 

日、英、独、仏、伊、中、韓 【対応言語】 

第四紀（約 260万年前から現在まで）に活動した火山を網羅するとともに、特に 1万年前以降に活動し

た活火山の噴火履歴や文献情報を収録したデータベースです。 

https://gbank.gsj.jp/volcano/ 

データの説明 

問い合わせ 

／使用上の注意 

概要 

https://gbank.gsj.jp/volcano/mail_form/index.html
https://www.gsj.jp/license/index.html
https://gbank.gsj.jp/volcano/
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日、英、独、仏、伊、中、韓 

重力データベースに関する以下の問い合わせフォームからお問い合わせください。 

https://docs.google.com/a/aist.go.jp/spreadsheet/viewform?formkey=dHp3dUdSX0ppdV9mN

2NyNzJ4T0ZNc3c6MA 

利活用事例 

問い合わせ 

 

利活用事例 資源探査 

ライセンス／使用上の注意 

【対応言語】 

文献・資料から収集した日本の岩石物性値を、統一的に数値化・編集し、まとめたデータベースです。

岩石物性は、岩石の地質学的な属性と物理的な属性を結びつけるもので、地下の物理構造を地質学的に

解釈するために不可欠な情報です。 

https://gbank.gsj.jp/prock/ 

岩石物性値データベース
(PROCK) 

以下の 2通りから選択が可能です。 

7,873個の日本の岩石について、物性値を

文献、資料から統一的に数値化・編集し、

まとめました。 

採録した物性値は主に、 1.密度、2.有効

空隙率、3.熱伝導率、4.帯磁率(磁化率)、 5.

自然残留磁化強度、6.偏角 (自然残留磁

化)、7.伏角 (自然残留磁化)、 8.ケーニス

ベルガー比、9.P波速度、です。 

この中で、密度と P波速度については、自

然乾燥、強制湿潤、強制乾燥、の 3種類に

細分してあります。 

このデータベースに関するご意見・ご要望は prock-ml at aist.go.jpまで電子メールでお送り下さい

（ at は、＠に変更して下さい）。 

データへのアクセス方法 

データの説明 

問い合わせ 

／使用上の注意 

概要 

一次メッシュによる検索（位置図） 

 

キーワードによる検索 

 

政府標準利用規約（第 2.0版）に準拠しています。 

詳しくは GSJの利用規約のページをご覧ください。 

https://gbank.gsj.jp/prock/
mailto:prock-ml@aist.go.jp
https://www.gsj.jp/license/index.html
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日、英、独、仏、伊、中、韓 

GSJが調査・研究してきた日本国内の重力分布データが収録され、ブーゲー異常図等の重力図を検索・

閲覧および作成することができます。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。たとえば、軟らかい地層は一般に密度が低いので、

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。 

重力データベース
(GALILEO) 

以下の 3通りから選択が可能です。 

重力はその地域の地質（岩石の密度や地層境界面の凹凸）によって異なります。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を明らかにできます。 

本データベースでは、出版済みの重力図を閲覧できるほか、全国の重力図をメッシュごとに見ることが

できます。また、自分で任意の地域の重力図等を描画させることもできます。このほか、重力図に関す

る解説もご利用になれます。 

区画(地域)選択 

【対応言語】 

https://gbank.gsj.jp/gravdb/ 

 

データへのアクセス方法 

データの説明 

概要 

区画(一次メッシュ)選択 緯度・経度指定 

問い合わせ 

 

ライセンス／使用上の注意 

質問・要望等は、「重力データベース お問い合わせフォーム」からお問い合わせください。 

政府標準利用規約（第 2.0版）に準拠しています。 

詳しくは GSJの利用規約のページをご覧ください。 

https://gbank.gsj.jp/owscontents/
https://gbank.gsj.jp/gravdb/
https://gbank.gsj.jp/gravdb/mail_form/index.html
https://www.gsj.jp/license/index.html
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地質調査総合センターが処理・測定した日本の基盤岩類 （花崗岩類および変成岩類） の岩石物性デー

タ （密度、岩石磁気等） のデータベースです。データの検索表示と採取位置、物性データの頻度分布

図、各種データ相関図等を表示し、データの内容について理解を深めることができます。データの閲覧

も行えます。 

日本列島基盤岩類物性
データベース 

Searchページの「検索・表示エンジン」を使って、検索・閲覧が可能です。 

岩石物性データとしては、原則として各岩石試料について、

以下のものがあります。 

１．磁化率（帯磁率）       ５．自然乾燥密度 

２．自然残留磁化強度       ６．強制湿潤密度 

３．Qn（ケーニスベルガー）比   ７．孔隙率 

４．キュリー温度                  ８．超音波速度 

これら物性データに加え、参考として岩石サンプルの岩種、

属する分帯名、岩体名、岩型および地質標本館の標本登録番

号が記録されています。 

 

収録データは、検索・表示してデータ値を確認したり、頻度

分布や物性相関図等をグラフ化したりできます。 

このデータベースに関するご意見・ご要望は 日本列島基盤岩類物性 DB お問い合わせフォーム

または、地質調査総合センターお問い合わせ窓口（https://www.gsj.jp/inquiries.html）から

電子メールでお送り下さい。 

 

 

日、英、独、仏、伊、中、韓 

重力データベースに関する以下の問い合わせフォームからお問い合わせください。 

https://docs.google.com/a/aist.go.jp/spreadsheet/viewform?formkey=dHp3dUdSX0ppdV9mN

2NyNzJ4T0ZNc3c6MA 

利活用事例 

問い合わせ 

 

利活用事例 資源探査 

ライセンス／使用上の注意 

【対応言語】 

https://gbank.gsj.jp/pb-rock21/ 

データへのアクセス方法 

データの説明 

問い合わせ 

／使用上の注意 

概要 

政府標準利用規約（第 2.0版）に準拠しています。 

詳しくは GSJの利用規約のページをご覧ください。 

https://docs.google.com/forms/d/12E0-SdzxB3jQvAucybRb9Wnr4NiGnVr1bANf5f_Nqy0/viewform?embedded=true#start=embed
https://docs.google.com/forms/d/12E0-SdzxB3jQvAucybRb9Wnr4NiGnVr1bANf5f_Nqy0/viewform?embedded=true#start=embed
https://www.gsj.jp/inquiries.html
https://gbank.gsj.jp/pb-rock21/
https://www.gsj.jp/license/index.html
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地質調査総合センターが調査・研究してきた全国の地球化学データ (有害元素を含む元素濃度分布の全

国マッピング、試料情報など) を見ることができるデータベースです。 

地球化学図データベース 

地図や周期律表、検索によって元素ごとの分布図を見ることができ

るほか、試料ごとの詳細情報も収録しています。 

本データベースでは、全国の河川

堆積物、岩石、土壌等から採集し

た試料を分析し、元素濃度を濃度

分布図およびデータで公開してい

ます。日本の自然放射線量（放射

線バックグラウンド）も掲載して

います。 

このデータベースに関する問い合わせは、ページに記載の E-mailアドレス、または、地質調査総合セン

ターお問い合わせ窓口（https://www.gsj.jp/inquiries.html）から電子メールでお送り下さい。 

日、英、独、仏、伊、中、韓 

重力データベースに関する以下の問い合わせフォームからお問い合わせください。 

https://docs.google.com/a/aist.go.jp/spreadsheet/viewform?formkey=dHp3dUdSX0ppdV9mN

2NyNzJ4T0ZNc3c6MA 

利活用事例 

問い合わせ 

 

利活用事例 資源探査 

ライセンス／使用上の注意 

【対応言語】 

https://gbank.gsj.jp/geochemmap/ 

データへのアクセス方法 

データの説明 

問い合わせ 

／使用上の注意 

概要 

政府標準利用規約（第 2.0版）に準拠しています。 

詳しくは GSJの利用規約のページをご覧ください。 

https://gbank.gsj.jp/owscontents/
https://www.gsj.jp/inquiries.html
https://gbank.gsj.jp/geochemmap/
https://www.gsj.jp/license/index.html
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正確な地球化学分析・計測のために、多くの分析機関で利用される岩石標準試料の情報を公開している

データベースです。 

地球化学標準物質
データベース 

標準試料とは？ 

化学分析の測定結果を決定するためには、正確に値

が決まっている標準試料を用いて分析機器の校正、

分析方法の評価などを行うことが必要になります。 

 

産業技術総合研究所では 1964年以来 40年以上に

わたって岩石標準試料を作製し、世界各国の研究機

関との共同研究により、化学組成や同位体組成、年

代値について信頼性の高いデータを定め、公表して

きました。このデータベースでは、分析精度を高め

る標準として世界中で利用されている標準試料の

データを公開しています。 

日、英、独、仏、伊、中、韓 

重力データベースに関する以下の問い合わせフォームからお問い合わせください。 

https://docs.google.com/a/aist.go.jp/spreadsheet/viewform?formkey=dHp3dUdSX0ppdV9mN

2NyNzJ4T0ZNc3c6MA 

利活用事例 

問い合わせ 

 

利活用事例 資源探査 

ライセンス／使用上の注意 

【対応言語】 

https://gbank.gsj.jp/geostandards/ 

地図上の試料名か，下記一覧にある試料名をクリック 

このデータベースに関するご意見・ご要望は、ページに記載の E-mailアドレス、または、地質調査総合

センターお問い合わせ窓口（https://www.gsj.jp/inquiries.html）から電子メールでお送り下さい。 

データへのアクセス方法 

データの説明 

問い合わせ 

／使用上の注意 

概要 

政府標準利用規約（第 2.0版）に準拠しています。 

詳しくは GSJの利用規約のページをご覧ください。 

https://gbank.gsj.jp/geostandards/
https://www.gsj.jp/inquiries.html
https://www.gsj.jp/license/index.html
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【対応言語】 

https://gbank.gsj.jp/nyouga/ 

ASTER 高温領域
検出システム 

データへのアクセス方法 

データの説明 

問い合わせ 

／使用上の注意 

概要 

②KMLをダウンロード 

して利用 

日、英、独、仏、伊、中、韓 

重力データベースに関する以下の問い合わせフォームからお問い合わせください。 

https://docs.google.com/a/aist.go.jp/spreadsheet/viewform?formkey=dHp3dUdSX0ppdV9mN

2NyNzJ4T0ZNc3c6MA 

利活用事例 

問い合わせ 

 

利活用事例 資源探査 

ライセンス／使用上の注意 

ASTER 高温領域検出システムは、地球観測衛星センサ（ASTER）の観測データを自動的に処理する

ことで、森林火災や活火山の溶岩などを監視することを目的としたシステムです。 

①地図上で検索 

本データベースでは、熱赤外バンドの観測値

から、変換式を用いて輝度温度（熱放射から

求められる温度）に変換します。ただし、低

温の雲が上空にあった場合は地表面の熱が隠

されてしまうため検出されない可能性や、局

所的な高温領域を検出できない可能性があり

ます。そして、求められた輝度温度が 330K

（摂氏 56.85度）以上の領域が 90m四方を

超えて広がっていた場合、高温領域としてシ

ステムに登録されます。 

観測データは自動的に処理され、高温領域が

検出される毎に追加されます。 

このデータベースに関するご意見・ご要望は aster-hotspot-ml at aist.go.jp まで電子メールでお送

り下さい（ at は、＠に変更して下さい）。 

政府標準利用規約（第 2.0版）に準拠しています。詳しくは GSJの利用規約のページをご覧ください。

ただし、ASTER画像については Public Domainとします。データ利用の際には次の記載をお願いして

おります。Imagery courtesy "NASA/METI/AIST/Japan Spacesystems, and U.S./Japan ASTER 

Science Team, ASTER" 

https://gbank.gsj.jp/nyouga/
mailto:aster-hotspot-ml@aist.go.jp
https://www.gsj.jp/license/index.html
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日、英、独、仏、伊、中、韓 【対応言語】 

衛星データ検索システム(MADAS: METI AIST satellite Data Archive System)は産総研地質調査総合

センターから配信する衛星データ(現在は ASTER)を検索し、その結果を地図上に表示するとともに、

KMLや処理データのダウンロードを提供するシステムです。 

https://gbank.gsj.jp/madas/ 

衛星データ検索システム 
MADAS 

以下の２通りの利用が可能です。 

ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) 

経済産業省が開発した地球観測センサであり、NASAの地球観測衛星 TERRAに搭載され 1999年

12月から現在(2016年 4月時点)も運用が続くセンサです。 産総研では、この衛星データの処理、

高次利用に従事してきており、このたび高次処理したデータ ASTER-VA(ASTER Value Added)

の配信を行うこととなりました。 ASTER-VAデータは、KML形式と GeoTIFF形式があります。 

このデータベースに関するご意見・ご要望は 地質調査総合センターお問い合わせ窓口

（https://www.gsj.jp/inquiries.html）から電子メールでお送り下さい。 

データへのアクセス方法 

データの説明 

問い合わせ 

／使用上の注意 

概要 

テキスト入力による検索 

 

地図による範囲指定 

＊検索結果は、サムネール(サンプル)

画像，Profile，Tar，Kmlと Overlay

で構成されます。 

 

経済産業省が開発した地球観測センサ

であり、NASAの地球観測衛星 TERRA

に搭載され 1999年 12月から現在

(2016年 4月時点)も運用が続くセンサ

です。 産総研では、この衛星データの

処理、高次利用に従事してきており、こ

のたび高次処理したデータ

ASTER-VA(ASTER Value Added)の配

信を行うこととなりました。 

ASTER-VAデータは、KML形式と

GeoTIFF形式があります。 

政府標準利用規約（第 2.0版）に準拠しています。詳しくは GSJの利用規約のページをご覧ください。

ただし、ASTER画像については Public Domainとします。データ利用の際には次の記載をお願いして

おります。Imagery courtesy "NASA/METI/AIST/Japan Spacesystems, and U.S./Japan ASTER 

Science Team, ASTER" 

https://gbank.gsj.jp/madas/
https://www.gsj.jp/inquiries.html
https://www.gsj.jp/license/index.html
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設定用のボックスと地図 

 

地図の拡大縮小を

選択するボックス 

 

  

日、英、独、仏、伊、中、韓 

 

このデータベースに関するご意見・ご要望は 地質調査総合センターお問い合わせ窓口

（https://www.gsj.jp/inquiries.html）から電子メールでお送り下さい。 

標高値と緯度経度の表示 

海面上昇のシミュレーション 

1．このシステムでは毎回、クライアント側で標高デ

ータを読み込んで、浸水域をオンデマンドに描画し

ます(通常は、事前に計算した結果を描画) 

2. 全球の標高データとして ASTER GDEM 

Ver.2(30m空間分解能)を利用しています。 

3. 国土地理院の提供する標高データ（地理院タイル 

10m空間分解能)がカバーしている地域について

は、地理院タイルを利用しています。 

4. 入力する標高データは事前に統合する必要があり

ません。複数の標高データから描画対象とするデー

タを地域ごとに設定できます。 

5. 同じ形式で標高データを公開する機関があれば、

他機関が提供するデータを組み合わせて描画する

ことも可能です。 

30ｍ 

政府標準利用規約（第 2.0版）に準拠しています。詳しくは GSJの利用規約のページをご覧ください。

本システムで利用している各標高データの利用条件については、それぞれご確認ください。 

 

【対応言語】 

海面上昇シミュレーションシステムは全世界を対象に、海面水位が上昇した場合の浸水域を簡単にウェ

ブから閲覧できるシステムです。 

https://gbank.gsj.jp/sealevel/ 

海面上昇シミュレーション
システム 

データへのアクセス方法 

データの説明 

問い合わせ 

／使用上の注意 

概要 

https://www.gsj.jp/inquiries.html
https://www.gsj.jp/license/index.html
https://gbank.gsj.jp/sealevel/
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日、英、独、仏、伊、中、韓 【対応言語】 

https://gbank.gsj.jp/vsidb/image/ 

データへのアクセス方法 

データの説明 

問い合わせ 

／使用上の注意 

概要 

重力データベースに関する以下の問い合わせフォームからお問い合わせください。 

https://docs.google.com/a/aist.go.jp/spreadsheet/viewform?formkey=dHp3dUdSX0ppdV9mN

2NyNzJ4T0ZNc3c6MA 

利活用事例 

問い合わせ 

 

利活用事例 資源探査 

ライセンス／使用上の注意 

重力データベースに関する以下の問い合わせフォームからお問い合わせください。 

https://docs.google.com/a/aist.go.jp/spreadsheet/viewform?formkey=dHp3dUdSX0ppdV9mN

2NyNzJ4T0ZNc3c6MA 

利活用事例 

問い合わせ 

 

利活用事例 資源探査 

ライセンス／使用上の注意 

人工衛星から撮影された世界の火山衛星画像を公開するデータベースです。世界の 964火山を登録して

います。ASTERというセンサーで 2000年以降に観測された全ての衛星画像を公開しています。 

火山衛星画像データベース 

以下の２通りの利用が可能です。 

各火山のページには、火山名，最も鮮

明な VNIR画像のサムネール，火山の

位置，標高が表示されます。 

デジタル地形モデル（DEM）がある場

合には、そのリンクも表示されます。

また、毎回の VNIR画像，SWIR画像，

TIR画像が一覧表示されます。各サム

ネールからは大きい画像にリンクし

ています。 

 

ASTERセンサーおよび画像の種類に

ついて、詳しくはトップページの「使

い方」を参照してください。 

このデータベースに関するご意見・ご要望は urai-minoru at aist.go.jpまで電子メールでお送り下さ

い（ at は、＠に変更して下さい）。 

ABC順世界の火山リストから選択 
Google Earth版 

KML をダウンロードして利用 

 

赤城火山の VNIR画像と DEM画像の例 

政府標準利用規約（第 2.0版）に準拠しています。詳しくは GSJの利用規約のページをご覧ください。

ただし、ASTER画像については Public Domainとします。データ利用の際には次の記載をお願いして

おります。Imagery courtesy "NASA/METI/AIST/Japan Spacesystems, and U.S./Japan ASTER 

Science Team, ASTER" 

https://gbank.gsj.jp/vsidb/image/
mailto:urai-minoru@aist.go.jp
https://www.gsj.jp/license/index.html
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地質情報の探し方 
WMS / WMTS のご紹介 

 

世界共通標準形式であるWMS、WMTSによる地質情報の配信サービスです。 各データベースで、 

WMS / WMTS配信対応となっているものは、こちらのサービスからご利用になれます。 

GISソフトやウェブサイト構築にご活用ください。 

https://gbank.gsj.jp/owscontents/ 

  

スキャンデータ系サービス 

出版済み地質図のスキャンデータをWMTS形式で配信しています。 

ベクトルデータ系サービス 

ベクトルデータから作成した地図画像のWMS／WMTS配信です。

配信中のコンテンツは以下の通りです。 

・ 5万分の 1地質図幅 (一部地域) 

・ 20万分の 1日本シームレス地質図 

・ 200万分の 1日本地質図 

・ 200万分の 1日本地質図－20万分の 1日本シームレス地質図 

・ 日本の地球化学図 

・ 日本重力データベース 

・ 100万分の 1日本地質図 (英語版のみ) 

・ 200万分の 1東・東南アジア地質図 (英語版のみ) 

・ 富士火山地質図(第 2版) 

政府標準利用規約（第 2.0版）に準拠しています。 

詳しくは GSJの利用規約のページをご覧ください。 

GSJの研究成果情報を国際標準形式のウェブ・マップサービス (WMS) およびウェブ・マップ・

タイル・サービス (WMTS) で配信しています。また、以下のような使い方を説明しています。 

 

GISソフトウエアでのご利用 

・Google Earthでの利用例 

・QGISでの利用例 

 

Web サイトでのご利用 

・OpenLayersでの利用例 

・Leafletでの利用例 

データへのアクセス方法 

データの説明 

問い合わせ 

／使用上の注意 

このデータベースに関するご意見・ご要望は、地質調査総合センター お問い合わせ窓口 

（https://www.gsj.jp/inquiries.html ）から電子メールでお送り下さい。 

OpenLayersでの表示例 Leafletでの表示例 

 

重力データベースに関する以下の問い合わせフォームからお問い合わせください。 

https://docs.google.com/a/aist.go.jp/spreadsheet/viewform?formkey=dHp3dUdSX0ppdV9mN

2NyNzJ4T0ZNc3c6MA 

利活用事例 

問い合わせ 

 

利活用事例 資源探査 

ライセンス／使用上の注意 

https://gbank.gsj.jp/owscontents/
https://www.gsj.jp/license/index.html
https://www.gsj.jp/inquiries.html
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地質情報の探し方 
GSJ のリンクト・データのご紹介 

 

インターネット空間で縦横無尽にデータ同士が繋がり合うリンクト・データの閲覧・配信サービスです。 

さまざまな情報に地質情報をリンクさせてご活用下さい。 

https://gbank.gsj.jp/ld/ 

 

  

公開中のデータベースを基にしたリンクト・データ

を配信します。 

・統合地質文献データベース 

・貴重資料データベース 

・第四紀噴火・貫入活動データベース 

・地質標本データ 

・日本の火山（リンク情報の提供のみ） 

・活断層データベース（リンク情報の提供のみ） 

政府標準利用規約（第 2.0版）に準拠しています。 

詳しくは GSJの利用規約のページをご覧ください。 

テキスト入力による検索画面を

用意しています。 

また、APIによる検索・データ

取得にも対応しています。 

データへのアクセス方法 

データの説明 

問い合わせ 

／使用上の注意 

このデータベースに関するご意見・ご要望は、地質調査総合センター お問い合わせ窓口 

（https://www.gsj.jp/inquiries.html ）から電子メールでお送り下さい。 

HTML形式での表示のほか、RDF/XML、turtle、JSON-LD形式でのデータ取得が可能です。 

重力データベースに関する以下の問い合わせフォームからお問い合わせください。 

https://docs.google.com/a/aist.go.jp/spreadsheet/viewform?formkey=dHp3dUdSX0ppdV9mN

2NyNzJ4T0ZNc3c6MA 

利活用事例 

問い合わせ 

 

利活用事例 資源探査 

ライセンス／使用上の注意 

https://gbank.gsj.jp/ld/
https://gbank.gsj.jp/ld/
https://www.gsj.jp/license/index.html
https://www.gsj.jp/inquiries.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地質情報の探し方 

地質調査総合センター地質情報データベースの紹介 

 

 

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 地質調査総合センター 

〒305-8567 茨城県つくば市東 1-1-1 中央第７ 

平成 29年 6月発行 

 

本資料は産業技術総合研究所地質調査総合センターの組織著作物です。 

 

 


