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ベクトル数値地質図－ 
品質要求事項及び主題属性コード 

 

正 誤 票 
区分 位置 誤 正 
本体 表 17 

11 番目及び 12 番目の表 
コードの欄 
岩石名_フォノライトの

コード：220161000 から

岩石名_ソーダライタイ

トのコード：220184700
まで 

 
 

岩石名 コード 
フォノライト 220161000 
テフライト質フォノライ

ト 
220162000 

テフリトイド（テフライ

ト類） 
220170000 

フォノライト質テフライ

ト 
220171000 

フォノライト質ベイサナ

イト 
220172000 

テフライト 220173000 
ベイサナイト 220174000 
準長石火山岩類 220180000 
フォノライト質準長石火

山岩 
220181000 

フォノライト質ネフェリ

ナイト 
220181100 

フォノライト質リューサ

イタイト 
220181200 

フォノライト質アナルシ

マイト 
220181300 

フォノライト質ソーダラ

イタイト 
220181700 

テフライト質準長石火山

岩 
220182000 

テフライト質ネフェリナ

イト 
220182100 

テフライト質リューサイ

タイト 
220182200 

テフライト質アナルシマ

イト 
220182300 

準長石火山岩 220184000 
ネフェリナイト 220184100 
メリライトネフェリナイ

ト 
220184110 

リューサイタイト 220184200 
メリライトリューサイタ

イト 
220184210 

アナルシマイト 220184300 
ソーダライタイト 220184700  

7 桁目の 0 を 1 に修正 
別添 a) 

岩石名 コード 
フォノライト 221161000 
テフライト質フォノライ

ト 
221162000 

テフリトイド（テフライ

ト類） 
221170000 

フォノライト質テフライ

ト 
221171000 

フォノライト質ベイサナ

イト 
221172000 

テフライト 221173000 
ベイサナイト 221174000 
準長石火山岩類 221180000 
フォノライト質準長石火

山岩 
221181000 

フォノライト質ネフェリ

ナイト 
221181100 

フォノライト質リューサ

イタイト 
221181200 

フォノライト質アナルシ

マイト 
221181300 

フォノライト質ソーダラ

イタイト 
221181700 

テフライト質準長石火山

岩 
221182000 

テフライト質ネフェリナ

イト 
221182100 

テフライト質リューサイ

タイト 
221182200 

テフライト質アナルシマ

イト 
221182300 

準長石火山岩 221184000 
ネフェリナイト 221184100 
メリライトネフェリナイ

ト 
221184110 

リューサイタイト 221184200 
メリライトリューサイタ

イト 
221184210 

アナルシマイト 221184300 
ソーダライタイト 221184700  
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区分 位置 誤 正 
本体 表 17 

13 番目の表 
コードの欄 
岩石名_非アルカリ火山

岩：221230010 から岩石

名_過アルカリ火山岩：

221230030 まで 

 
 

岩石名 コード 
非アルカリ火山岩 221230010
アルカリ火山岩 221230020
過アルカリ火山岩 221230030 

5 桁目の 3 を 2 に修正 
別添 b) 

岩石名 コード 
非アルカリ火山岩 221220010
アルカリ火山岩 221220020
過アルカリ火山岩 221220030 

 
推定境界 

別添 c) 
確認境界 

 表 27 
7 番目の表 
表示項目の 4 列目の一つ

目の“推定境界”及び“推

定境界，伏在”の欄 

推定境界，伏在 確認境界，伏在 

 表 27 
12 番目の表 
コード 105002100 から

105002240 までの表示項

目の 4 列目 

 
活断層 

別添 d) 
地震断層 

 表 27 
20 番目の表 
表示項目_伏在逆断層 
コード 105020060 のコー

ドの欄 

 
 

105020060 

2 桁目の 6 を 4 に修正 
別添 e) 

105020040 

 表 27 
33 番目の表 
表示項目_傾斜へき開（劈

開）：111010000 から表示

項目 _水平へき開（劈

開）：111030000 までのコ

ードの欄 

 
 

表示項目 コード 
傾斜へき開（劈開） 111010000 
直立へき開（劈開） 111020000 
水平へき開（劈開） 111030000  

8 桁目の 1 を 2 に修正 
別添 f) 

表示項目 コード 
傾斜へき開（劈開） 121010000
直立へき開（劈開） 121020000
水平へき開（劈開） 121030000 

 表 27 
36 番目の表 
表示項目_位置ほぼ正確： 
コード 301010120 

 表示項目_位置ほぼ正確： 
コード 301010120 の上に， 
表示項目_位置正確：コード 301010110
～301010112 の行を追加 
別添 g) 

表示項目 コード 
位置正確 301010110
 301010111
 301010112
位置ほぼ正確 301010120 

 表 27 
78 番目の表 
表示項目_掘削井：二つ目

の 513000000 のコードの

欄 

 
 

513000000 

1 桁目の 0 を 1 に修正 
別添 h) 

513000001 

平成 25 年 3 月 1 日作成 
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別添 
a) 

（正） 

表 17－火成岩岩石コード（続き） 
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b) 

（正） 

表 17－火成岩岩石コード（続き） 

 
 

c) 

（正） 

表 27－地質属性記号コード（続き） 
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d) 

（正） 

表 27－地質属性記号コード（続き） 
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e) 

（正） 

表 27－地質属性記号コード（続き） 

 

 

f) 

（正） 

表 27－地質属性記号コード（続き） 
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g) 

（正） 

表 27－地質属性記号コード（続き） 

 
 

h) 

（正） 

表 27－地質属性記号コード（続き） 

 

 


