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青山裕*1、井口正人*2、今給黎哲郎*3、石塚治*4、石塚吉浩*4、石原和弘、伊東明彦*5、伊藤順

一*4、伊藤弘志*6、稲葉千秋*7、宇井忠英*44、植木貞人*8、上嶋誠*9、鵜川元雄*10、馬越孝道*11、

及川輝樹*4、大島弘光*1、大見士朗*2、大湊隆雄*9、岡崎紀俊*12、荻津達*13、奥野充*14、鍵山

恒臣*2、勝井義雄、加藤幸弘*6、金子隆之*9、鹿野和彦*15、川邉禎久*4、木股文昭*16、工藤崇

*4、下司信夫*4、小泉尚嗣*4、小菅正裕*17、後藤芳彦*18、小林淳*19、小林哲夫*15、小山真人*20、

斎藤元治*4、佐々木実*17、篠原宏志*4、芝田厚*6、嶋野岳人*21、清水洋*22、須藤靖明*23、代田

寧*24、高田亮*4、高橋正樹*10、高橋良*12、宝田晋治*4、武尾実*9、棚田俊收*25、為栗健*2、千

葉達朗*26、津久井雅志*27、筒井智樹*28、筒井正明*19、寺田暁彦*29、東宮昭彦*4、土井宣夫*30、

永尾隆志*31、中川光弘*1、中田節也*9、中野俊*4、中道治久*32、中村洋一*5、西来邦章*4、野上

健治*29、橋本武志*1、林信太郎*28、早津賢二*33、伴雅雄*34、平松良浩*35、藤井敏嗣*44、藤田

浩司*26、藤縄明彦*36、藤光康宏*22、東野外志男*37、古川竜太*4、星住英夫*4、前野深*9、増渕

佳子*43、松島健*22、松本聡*22、萬年一剛*24、三浦大助*38、三松三朗*39、三宅康幸*40、村上亮

*1、森田裕一*9、守屋以智雄、八木浩司*34、八木原寛*15、山岡耕春*32、山田芳恵、山元孝広*4、

山元正継*28、山本希*8、山谷祐介*9、山脇輝夫*29、吉本充宏*1、和田恵治*41、渡辺秀文*42 

（五十音順、敬称略） 

 

*1 北海道大学、*2 京都大学、*3 国土地理院、*4 独立行政法人産業技術総合研究所、*5 宇

都宮大学、*6 海上保安庁、*7 国際航業株式会社、*8 東北大学、*9 東京大学地震研究所、

*10 日本大学、*11 長崎大学、*12 独立行政法人北海道立総合研究機構地質研究所、*13 千

葉県、*14 福岡大学、*15 鹿児島大学、*16 公益財団法人地震予知総合研究振興会東濃地震

科学研究所、*17 弘前大学、*18 室蘭工業大学、*19 株式会社ダイヤコンサルタント、*20

静岡大学、*21 富士常葉大学、*22 九州大学、*23 阿蘇火山博物館、*24 神奈川県温泉地学

研究所、*25 独立行政法人防災科学技術研究所、*26 アジア航測株式会社、*27 千葉大学、

*28 秋田大学、*29 東京工業大学、*30 岩手大学、*31 山口大学、*32 名古屋大学、*33 妙高

火山研究所、*34 山形大学、*35 金沢大学、*36 茨城大学、*37 石川県白山自然保護センタ

ー、*38 一般財団法人電力中央研究所、*39 三松正夫記念館、*40 信州大学、*41 北海道教

育大学、*42 東京都、*43 富山市科学博物館、*44 環境防災総合政策研究機構 

59 利島
60 新島
61 神津島

火山基本図 1/5,000 6面 (作成年度：2004年)
火山土地条件図 1/15,000 菊判 (調査・編集年度：1994年)
火山地質図 1/25,000 (発行年度：2005年)
海底地形図 (調査年度：1995,2000年)

63 御蔵島 海底地形図 (調査年度：1995年)
64 八丈島 火山地質図 1/50,000 (発行年度：1980年)
65 青ヶ島 火山地質図 1/10,000 (発行年度：1994年)

　　(火山地質図：青ヶ島及び伊豆諸島南方海底火山を参照のこと)
地質構造図 1/50,000 (発行年度：2000年)

　　(火山地質図：青ヶ島及び伊豆諸島南方海底火山を参照のこと)
海底地形図 (調査年度：1996年)
地質構造図 1/50,000 (発行年度：1997年)

　　(火山地質図：青ヶ島及び伊豆諸島南方海底火山を参照のこと)
海底地形図 (調査年度：1994年)
地質構造図 1/50,000 (発行年度：1995年)
海底地形図 (調査年度：1994年)
地質構造図 1/50,000 (発行年度：1995年)
海底地形図 (調査年度：2010,2011年)
地質構造図 1/50,000 (発行年度：1992年)

71 海形海山
72 海徳海山
73 　　噴火浅根 地質構造図 1/50,000 (発行年度：1994年)
74 硫黄島 海底地形図 (発行年度：1991年)
75 北福徳堆
76 福徳岡ノ場
77 南日吉海山
78 日光海山
79 三瓶山
80 阿武火山群
81 鶴見岳・伽藍岳 火山基本図 1/10,000 1面 (作成年度：1998年)
82 由布岳

火山基本図 1/10,000 1面 (作成年度：1997年)
火山土地条件図 1/25,000 菊判 (調査・編集年度：2006年)
火山基本図 1/5,000 1面 (作成年度：1982年)
火山土地条件図 1/15,000 四六菊判 (調査・編集年度：1992年)
火山地質図 1/50,000 (発行年度：1985年)
火山基本図 1/5,000 5面 (作成年度：2004年)
火山土地条件図 1/25,000 四六判 (調査・編集年度：1996年)
火山地質図 1/25,000 (発行年度：1995年)

86 福江火山群 海底地形図 (発行年度：1979年)
火山基本図 1/10,000 2面 (作成年度：1985年)
火山土地条件図 1/30,000 四六判 (調査・編集年度：1997年)
火山地質図 1/50,000 (発行年度：2001年)

88 米丸・住吉池
89 若尊

火山基本図 1/5,000 5面 (作成年度：1981年)
火山土地条件図 1/15,000 四六判 (調査・編集年度：1988年)
火山地質図 1/25,000 (発行年度：1981年)

91 池田・山川
92 開聞岳

火山基本図 1/10,000 1面 (作成年度：2006年)
海底地形図 (調査年度：2005,2007,2008年)
地質構造図 1/50,000 (発行年度：1981年)
火山地質図 1/25,000 (発行年度：2007年)
海底地形図 (調査年度：1980年)
地質構造図 1/50,000 (発行年度：1981年)

95 口之島
96 中之島
97 諏訪之瀬島 火山基本図 1/10,000 1面 (作成年度：2006年)

海底地形図 (調査年度：1986年)
地質構造図 1/50,000 (発行年度：1986年)
海底地形図 (調査年度：1990,1992,1993,1996
地質構造図 1/50,000 (発行年度：1990年)

100 茂世路岳
101 散布山
102 指臼岳
103 小田萌山
104 択捉焼山
105 択捉阿登佐岳
106 ベルタルベ山
107 ルルイ岳
108 爺爺岳
109 羅臼山
110 泊山

83

66 ベヨネース列岩

-

67 須美寿島

-

-

-
-

69 孀婦岩

68

-

伊豆鳥島

99 西表島北北東海底火山

九重山

87

硫黄鳥島

薩摩硫黄島

94 口永良部島

西之島70

雲仙岳

-

90 桜島

-
-

-
-

-

84 阿蘇山

85

-

霧島山

※上記以外の海底地形図については、海上保安庁の「海域火山データベース」及び「日本周辺海域火山通
覧（第４版）」から引用した。
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62 三宅島
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