
 

 

別表 2 

 
第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号

 地殻変動が活発な地域に位置

する我が国において、安全かつ

安心な産業活動や社会生活を実

現し、また、必要な資源の確保を

図るためには、国土及び周辺地

域の地質に関する状況を適切に

把握し、これに応じ必要な対応を

行うことが求められている。この

ため、国の知的基盤整備計画な

どに沿って、国土及び周辺地域

の地質情報の整備と供給及び地

震・火山等の自然災害による被

害の軽減に関する研究開発を実

施する。また、アジアにおける国

際協力の強化及び地質基盤情報

整備における先導的役割の発揮

に向けた取り組みを行う。 

 活動的島弧に位置する我が国におい

て、国民生活の安全・安心を確保し、持

続的発展が可能な社会を実現するた

め、地質の調査とそれに基づいた知的

基盤整備における貢献が求められてい

る。そのため地球を良く知り、地球と共生

するという視点に立ち、国の知的基盤整

備計画などに沿って地質の調査・研究を

行い、その結果得られた地質情報を体

系的に整備し、その利便性の向上を図

る。また、地震、火山等の自然災害によ

る被害の軽減、高レベル放射性廃棄物

の地層処分及び都市沿岸域における地

球環境保全等に関連した社会的な課題

を解決するため有益な地質情報を整備

し、提供する。さらに、地球規模のグロー

バルな問題を解決するために、地質情

報の整備、自然災害による被害の軽

減、地下水等の地質環境及び資源探査

などに関する国際的な研究協力を推進

する。 

      5000100 

１．国土及び周辺地域の地質情

報の統合化と共有化の実現 

１．国土及び周辺地域の地質情報の統

合化と共有化の実現 

      5100000 

 国の知的基盤整備計画に基づ

き、国土と周辺地域において地質

の調査・研究を実施し、地質情報

の整備を行うとともに、大陸棚の

限界に関する情報作成及び衛星

情報の高度化・高精度化に関す

る研究開発に取り組む。また、地

質の調査に関する研究成果を社

会に普及するための体制を整備

する。 

 国土の地質情報の整備と供給が求め

られていることから、地質の調査に関す

る研究手法及び技術の高度化を進める

とともに、国の知的基盤整備計画に基づ

き、国土と周辺地域において地質の調

査を実施し、社会の要請に応えた地球

科学基本図の作成及び関連地質情報の

整備を行う。また、地質情報を社会に提

供するにあたっては、地質情報の高度

化と利便性の向上に努める。また、大陸

棚調査を実施し、大陸棚限界に関する

情報を作成する。さらに、衛星画像情報

の高度利用に関する技術開発及び情報

整備に取り組む。 

      5100100 

1-(1) 地球科学基本図の作成及

び関連地質情報の整備 

1-(1) 地球科学基本図の作成及び関連

地質情報の整備 

      5110000 

 地質の調査に関する研究手法・

技術の高度化を進め、日本の位

置する島弧を含む地球に対する

理解を深め、新たな地球科学理

論・モデルを確立する。また、こう

した知見も活用し、長期的な計画

に基づき、国土の地質情報基盤

である 20 万分の 1 の地質図幅 23

区画、5 万分の 1 の地質図幅 25

区画、20 万分の 1 の海洋地質図

 安全・安心な国民生活の実現のため、

日本及び周辺地域の地質情報に関する

理解を深め、地質の調査に関する研究

手法・技術の高度化が必要であることか

ら、島弧の地質体及び周辺海域の海底

地質に関する地質の調査を実施し、過

去から現在に至る地質体の形成モデル

を構築する。 

・地質図の空白域となっている沿岸域において、マルチ

チャンネル音波探査、海底表層堆積物採取、海域から

陸域まで連続した地震探査、沖積平野のボーリングテ

ータ収集・解析とボーリング掘削等の総合的な地質調査

を実施し、海域-沿岸域-陸域をつなぐシームレスな地質

情報データの整備・統合を行う。また、これらのデータを

得るための 適な調査・観測手法およびそれらの解析

手法を開発するとともに、データベースを構築し、社会に

発信する。 

・能登半島北部沿岸域等における地質・活断層の調査研究成果を取りまとめた報告書

を出版するとともに、海陸シームレス地質情報集「能登半島北部沿岸域」として DVD 出

版した。また、新潟沿岸域においてマルチチャンネル音波探査、海底表層堆積物採取、

海域から陸域まで連続した地震探査、沖積平野のボーリングテータ収集・解析とボーリ

ング掘削等の総合的な地質調査を実施した。 

  5110100 
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第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号

15 図、20 万分の 1 の重力図 5 図

及び空中磁気図 3 図の作成・改

訂を行う。 

  さらに、これらの成果も踏まえて、長期的

な計画のもと、地質情報の基本図である

20 万分の 1 の地質図幅の全国完備を達

成し、5 万分の 1 の地質図幅 25 区画、20

万分の 1 の海洋地質図 15 図、20 万分の

1 の重力図 5 図及び空中磁気図 3 図を

作成し、信頼性の高い国土の地質基本

情報としての地球科学基本図を整備す

る。 

平成 21 年度は主として逆断層地域である新潟沿岸域を

対象とした地質の調査を実施し、地質構造モデルを構

築する。 

      

  1-(1)-① 地球科学基本図等の整備       5111000 

  ・地質情報の基本図である 20 万分の 1

の地質図幅の未出版 18 区画を作成し、

全国完備を達成するとともに、地震防災

の観点から更新の必要性の高い 5 区画

を改訂し、高精度で均質な地質情報整

備を推進する。 

・20 万分の 1 地質図幅新規 5 区画、改訂 3 区画を完成

して、中期計画を達成する。整備計画に従って調査を実

施する。 

・20 万分の 1 地質図幅新規 5 区画（八代、伊勢など）、改訂 3 区画(静岡・御前崎など）

を完成した。 

  5111110 

  ・防災、都市基盤整備、産業立地等の観

点から重要な地域、20 万分の 1 の地質

図幅の作成及び改訂に有益な地域及び

地質標準となる地域を優先的に選択し

て 5 万分の 1 地質図幅 25 区画を作成す

る。 

･5 万分の 1 地質図幅新規 7 区画を完成して、中期計画

を達成する。整備計画に従って調査を実施する。 

・5 万分の 1 地質図幅新規 7 区画を完成した。   5111210 

  ・日本周辺海域の海洋地質情報を整備

するため、北海道南岸沖海域及び沖縄

周辺海域の海底地質調査を実施する。

調査済み海域の地質試料及び調査資料

に基づき 15 図の海洋地質図 CD-ROM

版を作成し、地質試料と調査資料等をデ

ータベースとして整備し、公開する。 

・沖縄周辺海域の海洋地質調査を実施し、海洋地質図

作成のための海底地質・堆積物に関する基礎情報を取

得する。既調査域の解析などの地質図作成を進め、5区

画の地質図原稿を完成して、中期計画を達成する。海

底地質・海底堆積物などの海洋地質データベースの拡

充を行う。 

・沖縄本島北方海域の海洋地質調査を実施し、海洋地質図作成のための海底地質・堆

積物に関する基礎情報を取得した。9 枚の地質図原稿を完成させ、中期計画を達成し

た。海洋地質データベースの拡充を進め、表層地層探査データベースは現行プロジェ

クトのデータ以外についてのデータを取りまとめて公開した。 

  5111310 

  ・地球物理学的調査に基づく重力図につ

いては第 1 期に調査を実施した中国・四

国地域の 20 万分の 1 の重力図 5 図を作

成し、第 2 期には近畿・中部地域の重力

調査に着手する。空中磁気図について

は、地殻活動域のうちデータ取得が進ん

でいる福井平野などを対象として縮尺 5

万分の 1 程度の高分解能空中磁気図 3

図を作成する。また、重力、空中磁気及

び岩石物性データなどの地球物理情報

をデータベースとして整備、公開する。 

・20 万分の 1 の重力図（高知地域）および縮尺 5 万分の

1 程度の高分解能空中磁気図（福井平野）を作成し、中

期計画を達成する。中国・四国及び近畿・中部地域での

重力調査を実施する。重力データベースを構築し、デー

タの公開を開始する。 

・20 万分の 1 の重力図（高知地域）および縮尺 5 万分の 1 高分解能空中磁気図（福井

平野）を作成し、中期計画を達成した。中国・四国及び近畿・中部地域での重力調査を

実施した。重力データベースを構築し、データの公開を開始した。 

  5111410 

  1-(1)-② 島弧の形成モデルの構築       5112000 

  ・島弧地質体の深さ、温度、応力場等の

形成条件と地質年代を明らかにするた

めの分析技術を高度化し、この知見に

基づいて島弧堆積盆の堆積環境及び変

形履歴の復元を行い、島弧の形成モデ

ルを構築する。また、海底で採取した地

質試料の古地磁気、組成分析等の結果

に基づいて、海底地質の元素濃集、物

・島弧地殻主要部を構成する付加体、変成帯、深成岩

体の形成条件を解明するため、地質学的情報が限られ

ている北部北上帯横ずれ断層の構造変位の復元及び

琉球弧古期基盤岩類の層序構造の地質学的研究を行

う。また、島弧地殻形成に重要な役割を果たした白亜紀

花崗岩類に関する調査を丹波山地で行い、他地域と比

較する。 

・北上地域では、北部北上帯に発達する北北西-南南東の断層が右横ずれ断層である

ことを確認し、その活動時期が約 1 億 2 千年前であることが判明した。琉球弧古期基盤

岩類では、沖縄県北部の名護層上部と湧川層が対比可能な地層であることを明らかに

し、両層から約 7 千万年前の放射年代を得た。丹波山地では、前期白亜紀花崗岩類の

産状と岩質が八溝山地の前期白亜紀花崗岩類と類似すること明らかにした。 

  5112110 
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第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号

質循環及び古環境変動等の地質現象を

明らかにする。 

    堆積、変成、深成作用の解明のため、歴史学的・地質学

的時間スケールの土砂輸送と堆積様式の解析、レーザ

ーラマン顕微鏡炭質物温度計の適用範囲拡大、岩石組

織の定量的解析による流体移動の評価を行う。 

・土砂輸送と堆積様式の解析では、歴史記録の地震と地質記録のタービダイトとの対

応関係を探り、北海道太平洋沿岸における表層堆積物から、海水準変動に伴う地質体

の発達条件が土砂供給量・地形・堆積空間に制限されることを明らかにした。レーザー

ラマン顕微鏡炭質物温度計の開発では、同温度計が花崗岩体周囲の接触変成帯に適

応可能であることを示した。岩石組織の定量的解析では、単純剪断変形による不混和

粘性流体の相分離をモデル化し、部分溶融岩で流体相の分離局在化が起こりえること

示した。 

    

    ・関東平野・新潟平野・近江盆地などの堆積盆地におい

て、地下地質標準の確立、地盤特性、地形形成過程、

地質構造の解明などの研究を行う。その周辺の丘陵・

山地を対象に地質調査を実施し、地域地質層序、地質

構造などの再検討を行う。東北の火山活動を伴う堆積

盆地の調査、火山岩の化学分析などから、長期的な火

山活動の変遷史を解明する。 

・水戸地域でのボーリング調査から、地下に酸素同位体ステージ 6～5e の堆積物を確

認した。新潟平野では 9,000～12,000 年前の海水準変動や融氷パルスの存在を明らか

にした。また周辺丘陵の海岸で、完新世での隆起を示す旧汀線指標を見出した。近江

盆地では地盤図を作成し、 終氷期の有機質層が広範囲に分布することを示した。青

森県七戸・田子の火山地域で、基盤層の年代が微化石から約 10Ma であることがわか

った。利尻火山の活動開始時期は年代測定から、中期更新世中期に遡ることが明らか

になった。 

  5112120 

    ・沖縄本島周辺海域の堆積物について、地磁気永年変

動を用いた年代推定を試みるとともに、磁気特性から堆

積環境の推定を行う。IODP（統合国際深海掘削計画）に

よる四国沖、及び赤道太平洋の研究航海に参加し、古

地磁気層序による堆積物の年代推定を行う。 

・IODP Exp.321 に乗船し、赤道太平洋海域の掘削コアについて、中新世〜更新世の古

地磁気層序を確立した。また、IODP Exp.322 に乗船し、四国海盆で採取された付加直

前の中新世以降の堆積物について古地磁気層序による年代モデルの構築を行った。

平成 21 年度の第 2 白嶺丸航海では、沖縄本島周辺海域でコア試料採取を行えなかっ

た。 

  5112130 

    ・フィリピン海プレートの移動量について、スラブの熱的

浸食効果による過小見積もりを検討するため、熱的浸

食の影響の少ない前弧側のスラブの形状から再計算す

る。 

・本州中部に沈み込むフィリピン海プレート上面で発生している震源分布から、フィリ ピ

ン海プレートの先端の位置を推定した。続いて、伊豆弧が過去 1,500 万年間に渡って 

南部フォッサマグナに衝突し続けるとする制約条件と、1,500 万年前に海溝(南海トラ 

フ)に位置したフィリピン海プレートの先端が、現在では地震学的に観測されるフィリ ピ

ン海プレートの先端位置に一致するように、過去のオイラー極と回転角速度を計算し

た。 

  5112140 

    ・海域における高分解能音波探査によって発見した熱水

活動域と推定される海底下の地質体を、ボーリング装置

を導入して確認する。海底熱水硫化物の潜在資源量の

新評価手法として既存の海底重力計の導入を図るにあ

たり、熱水活動域に設置するためのフレーム制作の検

討を行う。 

・ベヨネース海丘における熱水活動域と推定されるカルデラ床を海底着座式ボーリング

で掘削することを予定していたが、調査日程の都合で掘削することができなかった。そ

のため、重力式柱状採泥器を使用して試料採取を行った（平成 22 年 3 月予定）。また、

特に熱水域中央部の起伏に富んだ地点における重力測定が可能となる重力計フレー

ムの検討を行い、硫化物チムニーに掛けるタイプのフレームを考案した。 

  5112150 

    ・四重極形の ICP-MS とレーザーアブレーション装置を

組み合わせた局所分析を岩石試料、金属試料、硫化物

試料に適用する。 

・四重極形の ICP-MS とレーザーアブレーション装置を組み合わせた局所分析の解析

を行った。ナノ秒レーザーとフェムト秒レーザーでのデータ比較を行った。後者の結果か

らは、大きなピークが確認できたが、前者では大きなピークは確認できなかった。エネ

ルギー密度の相違か、試料の不均質性に依存するのかが今後の課題であることが判

明した。固体試料の破壊分析では、試料の前処理（樹脂へのマウントと鏡面研磨）が非

常に重要であり、鉱床探査を目的とした硫化物や金属試料は、組成の分散が大きく前

処理の重要性が明らかになった。 

  5112160 

    ・地殻流体が海底下より沸き出して来る際の海底面にお

ける物理化学的挙動をマリアナ島弧の海底活火山 NW 

Rota 海山や世界 深海嶺ケイマントラフでの観測とデ

ータ解析ならびにファンデフーカ海嶺の高温熱水化学組

成の短期間変動の観測を行って海底地学過程における

地殻流体の役割を解明する。 

・NW Rota 海山においては噴出物の中に純粋な単体硫黄と硫黄分子の端に水素原子

が結合した硫黄と両方存在することを、ケイマントラフでは 3 種類のタイプの異なる海底

熱水系の存在を明らかにした。ファンデフーカ海嶺では、エンデバー海底熱水地帯の

Dante と通称されている複合チムニーの 336 度の高温熱水中に酸化還元電位計を約

200 時間設置して、熱水の還元的な状況がほぼ一定であるという結果を得た。 

  5112170 

1-(2) 地質情報の高度化と利便

性の向上 

1-(2) 地質情報の高度化と利便性の向

上 

      5120000 

 20 万分の 1 の地質図データベ

ースを整備し、各種データベース

との統合化により、地質情報の精

度を向上させるとともに、利便性

 国土の基本情報である地質情報を社

会により役立つ情報として提供するため

に、地質情報の精度と利便性の向上を

図ることが必要であることから、20 万分

      5120100 

109



 

第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号

の向上を図り、地質情報の標準

化を実施する。また、5 個の地球

化学標準試料を作製するほか、

地質標本の標準試料の整備及び

地球化学データベースの整備・公

開を実施する。 

の 1 の地質図情報については共通凡例

に基づくシームレス情報化を促進すると

ともに、地理情報システム(GIS)を活用し

た統合的な地質図データベースを整備

する。5 万分の 1 の地質図情報について

は 新の研究成果を常に更新する。地

質情報の高精度化を図るために、地質

情報の標準化の促進が必要であること

から、新生代標準複合年代スケールの

作成、地質標本の標準試料化及び地球

化学標準試料の作製などの地質情報の

標準化を促進する。 

  1-(2)-① 地質情報の統合化の研究       5121000 

  ・地質情報の精度と利便性の向上のた

め、出版済みの地質図幅に基づき、20

万分の 1 の地質図情報に適用可能な共

通凡例を新規作成することにより、20 万

分の 1 の地質図情報のシームレス情報

化を行う。地質図データベースに登録さ

れている 5 万分の 1 の地質図情報につ

いては、 新の研究に基づいて地質情

報を更新する。 

・20 万分の 1 シームレス地質図は、データモデルを構築

し、国際標準にもとづいたデータ発信を行う。地質の一

次データとの連携が行える新たな 20 万分の 1 シームレ

ス地質図 DB の構築を 3 期に開始できるよう、関東及び

北海道地域において、そのプロトタイプを作成する。5 万

分の 1 地質図「名古屋-神戸間及び周辺地域」の編纂地

質図を完成させ、Web で公開する。情報相互運用性の

高い統合地球科学図データベース構築では、地球化学

図・地球物理図を地質図と共に公開する。 

・20 万分の 1 シームレス地質図は、出版された詳細版 DVD に基づき、データを 新版

にするとともに、Zoomify による軽快なブラウジングを実現した。第 3 期に予定されてい

る標準化・構造化された凡例による新 20 万分の 1 シームレス地質図構築の基礎データ

となる地域詳細版地質図(関東及び北海道)を作成した。5 万分の 1 地質図「名古屋-神

戸間及び周辺地域」の編纂地質図を Web で公開した。情報相互運用性の高い統合地

球科学図データベース構築では、地球化学図・地球物理図を地質図と共に Web Map 

Service にて公開した。 

  5121110 

    ・野外におけるデジタルデータ取得システムを構築のた

めの野外実験を実施するとともに、GEO Gridで運用する

新たなアプリケーションを開発する。 

・小型ノートパソコン等を用いて、野外におけるデジタルデータ取得システム構築のため

の野外実験を関東地域等で実施した。また、野外におけるデジタルデータ取得のため、

これまで作成したルートマップを元にルートマップのフォーマットを試作した。さらに、ア

プリケーションを試作し、野外データ取得の試行を行った。 

  5121120 

  1-(2)-② 地質情報の標準化の研究       5122000 

  ・地質年代の標準となる新生代標準複

合年代スケールを作成する。 

・中期計画期間中の研究成果を総合し、精度・確度及び

汎用性の向上した新生代標準複合年代スケールを作成

する。 

・平成 20 年度に引き続いて火山灰層序と生物年代層序の対比を進めるとともに、中期

計画期間中の研究成果や 新の情報を組み入れて新生代標準複合年代スケールを

作成した。 

  5122110 

  ・海外での地質調査及び文献調査を実

施することにより、アジア地域における

地質情報を整備する。 

・アジア国際地質図(IGMA500)の日本担当地域につい

て、海域および陸域のデータを完成させ、Web 公開を行

う。100 万分の 1 縮尺の数値地質図を世界規模で公開

する OneGeology プロジェクトにおいて、アジア各国と連

携して、国際標準形式によるデータ配信を進める。 

・第 4 回アジア国際数値地質図会議に出席し、アジア各国と連携して 500 万分の 1 アジ

ア国際数値地質図を 新版に更新する作業を実施した。また、Web 公開のための準備

を進めた。100 万分の 1 縮尺の 新地質図を世界規模で公開する OneGeology プロジ

ェクトにおいては世界の地質調査機関と連携して、国際標準形式の地質図の公開を

OneGeology ポータルサイトで実施した。 

  5122210 

  ・地質図の凡例及び地質年代等の地質

情報を表現するための標準を作成し JIS

化及び国際標準化を図る。 

・地質調査総合センターとして平成 20 年 3 月に制定した

地質図関連の JIS(A0204、A0205)の 5 年後の改訂に向

けて、新たに断層の区分などについて検討する。 

・JIS(A0204、A0205)の改訂に向けて、問題点の抽出を行った。また、第四紀-新第三紀

境界の変更に合わせ、JIS の該当部の問題点の抽出を行った。 

  5122310 

  ・岩石、鉱物、化石等の地質標本の記載

及び分類のための基盤情報となる標本

カタログ等の作成を進め、地質標本及び

岩石コア情報データベースとして整備

し、公開する。また、化学分析及び文献

調査により岩石、土壌等の化学組成に

関する情報を取得し、それらの情報を地

球化学データベースとして整備する。 

・標準層序・環境指標の確立のため、国内外の試料の

解析から年代や古環境などの標本属性情報を明らかに

することを通じて、岩石・鉱物・化石等の地質標本の記

載・分類学的研究を進め、地質標本館収蔵の標本を基

に、化石等の標本データベースの構築・整備を進めてい

く。日本産白亜紀アンモナイト類の DB をはじめとする

DB の整備・拡充をする。 

・標準層序・堆積指標の確立の研究として、山口県の秋吉石灰岩の層序を検討し、石

炭-ペルム紀の第 2 オーダーの海水準変動を明らかにした。特に後期石炭紀の海水準

の上昇が当時のプルームの活発化に伴う海洋底生産量の増加に起因すると解釈し

た。岩石・鉱物の記載研究で、三重県亀山市産のカリ鉄パーガス閃石の化学組成・物

理的性質を公表し、平成 19 年度 IMA 新鉱物・命名・分類委員会承認の新鉱物を確定さ

せた。地質標本のデータベースについて、既公開の DB の整備・拡充および日本産白

亜紀アンモナイト類の DB の整備・構築を進めた。 

  5122410 

    ・日本の土壌の化学組成等のデータに関して、中部地

方南部地域のデータを登録・整備する。 

・中部地方南部地域の岩石と土壌試料 100 個について、化学組成データをデータベー

スに登録した。また、これらのデータを検索するシステムを作成した。 

  5122420 

  ・地質試料の分析精度を高めるための

標準として 5 個の地球化学標準試料を

・標準試料として、岩石・土壌の標準試料を 1 個整備す

る。ISO を維持するための記録作成、データ登録、内部

・地球化学標準試料として JSO-3（土壌：九州）を 1 個作成し、共同分析により 13 成分

の標準値を定めた。また ISO を維持するために試料作成法や分析法について記録作

  5122510 

110



 

第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号

作製する。 監査等の作業を行う。 成と内部監査を行った。 

  1-(2)-③ 地質情報の高度利用技術開

発 

      5123000 

  ・地質に関する電子情報を標準化し利便

性を向上させるため、既存の地質図、地

球物理等の複数のデータベースについ

てメタデータの標準化を図り、地質情報

を整備する。これらのメタデータを活用し

て、複数のデータベース情報を総合的に

解析することにより、付加価値の高い三

次元地下構造モデルの構築手法を開発

する。 

・新規発行の地質図類について、標準フォーマット

JMP2.0 仕様のメタデータを作成し、政府クリアリングハ

ウス及び地質情報総合メタデータ日本版に登録・公開す

る。また、地質情報総合メタデータ日本版について、引

き続き検索機能の向上などの整備を行う。 

・新規に発行された地質図類に関し、 新メタデータ標準フォーマット JMP2.0 仕様のメ

タデータを作成し、政府クリアリングハウス上に計 1,561 件を登録・公開した。地質情報

総合メタデータ日本版について、移行した新データベースシステム上において、過去に

発行された地質図類メタデータの登録や検索機能の向上などの整備を行い、計 3,159

件を公開した。 

  5123110 

    ・地質情報総合メタデータアジア版において、CCOP 加

盟国の地質図類メタデータに関し、サムネール画像を含

むメタデータの登録・公開を行うと共に、引き続きデータ

ベースの機能向上などの整備を行う。 

・地質情報総合メタデータアジア版について、同日本版と同様に、移行した新データベ

ースシステム上において、CCOP 加盟国発行の地質図類メタデータの登録や検索機能

の向上などの整備を行い、計 8,134 件を公開した。同時に、日本、中国、韓国、タイ、イ

ンドネシア、ベトナム及びフィリピンの地質図類メタデータに対応するサムネール画像に

ついて計 2,182 件を登録・公開した。 

  5123120 

    ・地質文献データベースの新検索システム移行に向け

て、データ項目の検討およびプロトタイプの修正等を行

う。地図画像公開は通常公開に加え、大判地図の Flash

画像公開を行う。貴重資料データベースはアーカイブ資

料登録を更に促進し、データを充実させる。 

・地質文献データベース（GEOLIS+、G-MAPI）の検索システム改良に向けて、平成 20

年度に作成したプロトタイプの新検索システムに、DOI 項目や異体字による検索、検索

結果の PDF 出力などの機能拡張を行った。GEOLIS と G-MAPI の合計アクセス数は 4

～12 月の 9 ヶ月で 60 万件に達した。同期間のデータ登録数は、GEOLIS+が約 1.1 万

件、G-MAPI が約 1.8 千件であった。 

  5123130 

      G-MAPI の地図画像については、分割されていた地質図類 2～4 枚を接続し、拡大・縮

小可能な Flash 画像を計 3 枚作成した。貴重資料データベースに、明治 44 年～昭和 5

年発行の鉱物調査報告 98 件のデータ登録を行い充実を図った。 

    

    ・アンケート調査により物理探査調査研究関係メタデー

タの蓄積に継続して努める。 

・アンケート調査により半期で 120 件の物理探査調査研究関係メタデータを追加し、デ

ータ総数 8,965 件とした。 

  5123140 

    ・地質情報の共有・統合・発信のためのシステムについ

て検討を継続するとともに、地質調査総合センターホー

ムページの再構築を進める。地質図情報をウェブで提

供している統合地質図データベースを運用するととも

に、次期の地質図情報公開システムを検討する。情報

共有のための機関リポジトリシステムの試験運用の適

用範囲を拡大し、機能を拡張する。 

・コンテンツ管理システムを用いた地質調査総合センターホームページのプロトタイプを

作成し、次年度に予定している公開に向けて、主要コンテンツの移行、ワークフローの

設定等を行った。統合地質図データベースの運用を継続し、新規発行地質図の追加等

のコンテンツ整備を行った。システム故障による約 1 ヶ月間の公開停止期間があったに

もかかわらず、4 月-1 月のアクセス数は前年同期間比 115%の 144 万件に達した。次期

の地質図情報公開システムについて、必要な機能の洗い出しや構築・維持の負担を考

慮した検討を開始した。 

 情報共有のための機能拡張方法の検討の結果、エンタープライズサーチシステムを

導入・試用することとし、各社製品の機能比較調査に基づいて決定した仕様の製品を

導入した。 

  5123141 

    ・3 次元統合システムについて 3 次元モデルの表示機能

の向上と空間解析機能の試作を実施し、WEB による標

準化された Web サービスを試験する。数値化したボーリ

ングデータを WEB 上でも検索できるように整備する。鹿

屋地域の詳細重力図を出版し、3 次元地下構造解析を

実施する。地下壕についての計測は観測と観測値の変

動についての解析を行う。 

・3 次元統合システムについて、3 次元モデルの登録・公開、表示機能の改良、ボーリン

グデータの検索機能および地下構造の解析・表示機能の試作、WPS による標準化され

た Web サービスの実装を行った。ボーリングデータ利用における基本クライアント用ツ

ールとして、柱状図入力、xml-csv とバージョン変換、土質名コード化の各システムを電

子納品要領の新 ver3.0 対応に改良し、柱状図解析システムでは地質モデルの構築を

効率的に行える機能を追加・改良した。鹿屋地域の精密重力図を完成し、同地域のボ

ーリングデータと整合する 3 次元地下構造解析を行った。地下壕内での約 2 年間にわ

たる電気伝導度等の長期計測により、変動の様子を明らかにした。 

  5123150 

1-(3) 大陸棚調査の実施 1-(3) 大陸棚調査の実施       5130000 

 「海洋法に関する国際連合条

約」に基づき、平成 21 年 5 月まで

に国連の「大陸棚の限界に関す

る委員会」に提出する必要がある

大陸棚の地形・地質に関するデ

 海底地質調査を基にした大陸棚調査

を実施し、地質情報の集積及び解釈を

行い、大陸棚の地質構造モデルを構築

する。これらの結果を取りまとめるととも

に、国連「大陸棚の限界に関する委員

      5130100 
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ータ等大陸棚の限界に関する情

報の作成に貢献するため、必要

とされる調査・分析・解析を行う。 

会」に提出する大陸棚の限界に関する

情報作成に貢献する。 

  1-(3)-① 大陸棚調査の実施       5131000 

  ・大陸棚調査にも資する海底地質調査を

行い、対象とした海域から得られた地質

試料の化学分析・年代測定等海域地質

の総合解析に基づき、海底地質情報を

整備し、大陸棚の地質構造モデルを構

築する。これらの結果を取りまとめるとと

もに、国連「大陸棚の限界に関する委員

会」に提出する大陸棚の限界に関する

情報作成に貢献する。 

・基盤岩採取調査により採取した東北日本沖の太平洋

に存在する海山の基盤岩の研究を引き続き行う。特に

常磐海山列が、ホットスポット火成活動か海底海嶺での

火成活動かを判断するにはデータが不足しているので、

この問題の解決を目指した研究を行う。国連の「大陸棚

の限界に関する委員会」に提出された日本の大陸棚の

限界情報についての審査へ向け、それに対応するため

の検討や作業を関連機関とともに産総研からのメンバ

ーの参加した作業部会において実施する。 

・東北日本沖の海山の基盤岩の起源を明らかにするために、海底地磁気異常年代と絶

対年代を組み合わせたプロットを考案した。その結果、常磐海山列が中央海嶺起源で

も単純なホットスポットでもなく、地殻の弱線に沿った火成活動の可能性が高いことを明

かにした。太平洋全域の海山に適用可能性も検討した。日本の延伸大陸棚の審査を

行うために設置された国連「大陸棚の限界に関する委員会」の小委員会（平成 21 年 9

月と平成 22 年 3-4 月に開催）での審査対応の準備資料作成を行った。9 月の国連での

説明を行う日本の代表団に参加した。 

  5131110 

1-(4) 衛星画像情報の高度利用

に関する技術開発と情報の整備 

1-(4) 衛星画像情報の高度利用に関す

る技術開発と情報の整備 

      5140000 

 自然災害、資源探査、地球温暖

化、水循環等に関する地球観測

の一環として、地質の調査に関す

る衛星情報の高度化・高精度化

に関する研究開発を行うととも

に、より効率的な石油資源の探

査等に必要な衛星情報の整備を

図る。 

 自然災害、資源探査、地球温暖化、水

循環等に関する全地球的な観測が重要

になってきているなか、地球観測戦略の

一環として、衛星画像情報の高度利用

に関する技術開発と情報の整備を実施

し、衛星情報の高度化・高精度化に関す

る研究開発を行うとともに、石油資源等

の探査やアジア地域の地質災害対策・

地球環境保全等のために、地質の調査

に関わる衛星画像情報を整備する。 

      5140100 

  1-(4)-① 衛星画像情報の高度利用に

関する技術開発と情報の整備 

      5141000 

  ・石油資源等の探査やアジア地域の地

質災害対策・地球環境保全等のため、

ASTER や次期衛星（ALOS 等）からの衛

星情報と地表での地質調査情報との融

合による遠隔探知技術の高度化を図る

とともに、衛星画像情報を整備する。 

・これまでに実施した衛星画像情報による岩相マッピン

グの高度化研究を総合し、火山岩・深成岩・蒸発残留鉱

物等のマッピング能力を評価する。PALSAR データによ

る関東地域での地盤変動の解析を継続し、解析地域を

アジア都市域へ拡大する。火山衛星画像データベース

の整備については、新たに取得された火山画像を追加

登録するとともに、Landsat 等の火山画像を登録するた

めの方策を検討する。 

・岩相マッピングの高度化研究では、様々な岩石・鉱物のマッピング能力を評価した結

果、レアアース鉱床と関連性が高い曹長石花崗岩が精度よく分類できることが分かっ

た。PALSAR データによる関東地域の地盤変動解析を継続し、大規模な地盤沈下地区

が存在しないことを確認した。また解析地域をアジア都市域へ拡大し、ジャカルタなどで

顕著な地盤沈下が継続していることを明らかにした。新たに取得された画像を火山衛

星画像データベースに追加登録した。Landsat 画像は火山衛星画像データベースに登

録可能であることが分かった。 

  5141110 

    ・石油資源等の探査に係る遠隔探知技術の高度化と衛

星画像情報の整備を目標に、 

1)中国新疆ウィグル自治区およびチベット自治区を研究

対象地域として、構築したシステムによる堆積岩区分図

作成を試行し、システム及び堆積岩区分結果を評価す

る。 

・石油資源等の探査に係る遠隔探知技術の高度化と衛星画像情報の整備を目標に、

以下の研究を実施した。 

1)中国チベット自治区西部地域を研究対象地域として、構築したシステムによる堆積岩

区分図作成を試行し、システム及び堆積岩区分結果を評価した。また、プロダクト公開

のための仕様を検討した。 

  5141130 

    2) 資源賦存地域における環境評価の研究として、

PALSAR データを用いた InSAR 技術と GPS を融合した

地殻変動の研究、および画像マッチング、多重開口干

渉等の新技術により検出された地殻変動の精度、有用

性を評価し、融合解析に組み入れるための研究を実施

する。PALSAR データと同期する現地検証観測によりデ

ータを蓄積し、PALSAR 後方散乱係数と土壌水分・表面

粗度の関係を解明する。多偏波データによる植生下土

壌の地質情報抽出アルゴリズムを開発する。 

2)InSAR 技術と GPS を融合した地殻変動の研究については、InSAR 画像に含まれる誤

差のうちの軌道情報の誤差の補正及びグラウンドトゥルースに GEONET の F3 解を用い

る補正を導入した結果、ベースラインを誤差 1cm で推定することに成功した。多偏波

SAR データからの森林植生被覆下の地質情報抽出の研究では、昨度現地調査対象地

域を精査して効率的にトゥルースデータを取得できるように検討を進めると共に、現地

調査によるトゥルースデータの充実を図る目的で PALSAR の観測と同期した現地調査

を実施した。 

    

    3)アジア数値地質図を国際標準規格(WMS、WFS 等）に

基づいて、地質情報センターのWebサーバより発信を行

3)アジア数値地質図を国際標準規格により Web 発信するための編集・改良を実施し、

アジア地域の標準的広域数値地質図を作成した。また、OneGeology プロジェクトの推
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う。また、地質情報研究部門と連携し、GEO Grid プロジ

ェクトのアプリケーションの開発実施や OneGeology プロ

ジェクトの推進を行う。 

4) 東アジアにおいて、衛星デジタル高度モデル（DEM）

のバージョン 2 を作成する。 

5)地質情報と衛星情報の統合システムについて、Web

経由で運用を開始するために試験と改良を行う。データ

配信システムのルール策定と運用に向けた整備と改良

を行う。 

進においてはアジア各国への技術支援を重点的に行い、アジア地域の地質図情報の

公開・流通促進に貢献した。 

4)東アジアにおいて、緯度 1 度×経度 1 度を単位として 5,465 区画の、衛星デジタル高

度モデル(DEM)のバージョン 2 を作成した。 

      5)来年度以降の本格運用に向け、システムの試験・修正・改良、システムのバックアッ

プ拡張、システム用の基礎データ作成を行った。また VO 技術を利用したセキュリティの

高いデータ配信システムの本格運用に向けユーザー登録を開始した。 

    

1-(5) 地質情報の提供 1-(5) 地質情報の提供       5150000 

地質の調査に関わる研究成果を

社会に普及するため、地質図類、

報告書等を出版するとともに、電

子媒体や Web による地質情報の

普及体制を整備する。また、地質

標本館の有効活用を図るととも

に、地質相談業務に積極的に取

り組む。 

 地質の調査に関する研究成果を社会

に普及するため、地質の調査に関する

地質図類等の成果の出版及び頒布を継

続するとともに、電子媒体及び Web によ

る頒布普及体制を整備する。地質標本

館の展示の充実及び標本利用の促進に

努め、地質情報普及活動、産学官連携

及び地質相談等により情報発信を行う。 

      5150100 

  1-(5)-① 地質情報の提供       5151000 

  ・地質の調査に関する地質図類、報告

書、研究報告誌等の出版及び頒布を継

続するとともに、CD-ROM 等電子媒体及

びWebによる頒布普及体制を整備する。

また、地球科学文献の収集、整備、保存

及び提供を行い、地球化学標準試料の

頒布、標準試料及び標本の提供を行う。 

・出版計画に基づき提出される地質図類、報告書、研究

報告誌等の原稿検査と JIS 基準の適用、印刷に向けた

仕様書作成と発注を行い、成果物の納品を確認する。 

・地質関連研究ユニットから提出された地質図・地球科学図類（関連研究報告書を含

む）20 件（うち CD-ROM は 5 件）及び研究報告書類 11 件について、原稿の検査とＪＩＳ

基準の適用を行い、印刷仕様書を作成し、発注・刊行した。 

  5151110 

    ・既刊出版物の管理・頒布・普及を継続して行う。在庫切

れ地質図類の入手要望に対してオンデマンド印刷により

適切に対応する。 

・既刊出版物の管理、委託販売、オンデマンド印刷依頼に適切に対応した。オンデマン

ド印刷で有料頒布している地質図類全てを受注する体制を維持継続した。地質図カタ

ログを発行し、また地質図カタログ HP を維持・更新した。  

  5151120 

    ・国内外の既刊地質図類についてラスターデータ整備を

着実に行う。海洋地質図、新刊の 20 万分の 1 及び 5 万

分の 1 地質図幅等のベクトル数値化を進める。 

・国内外の既刊地質図類 330 図についてラスターデータ整備を完了するとともに、海洋

地質図 8 図、20 万分の 1 地質図幅 3 図幅、及び 5 万分の 1 地質図幅 16 図幅のベクト

ル数値化を実施し、GIS ソフトにより処理可能な数値ファイルとして整備した。 

  5151130 

    ・地質図及び地域の地質に関して内容を拡充して解説し

た一般向け「九州地質ガイド」の CD 原稿に使用している

写真等の著作物利用許諾手続きののち刊行する。 

・地質図及び地域の地質に関して内容を拡充して解説した一般向け「九州地質ガイド」

の CD-ROM を発行した。 

  5151140 

    ・国内外の地球科学文献の収集、整備、保存及び提供

を継続して行い、所蔵地質情報の充実に努める。 

・国内外 154 ヶ国の地質の調査に関する機関（1,257 機関）と文献交換を行い、単行本

（493 冊）・雑誌（3,605 冊）を始め、地図類（1,696 枚）を収集、整備、保存および提供し

た。 

  5151150 

  ・地質標本館の展示の充実に努め、来

館者へのサービス向上を図る。また、地

質標本館収蔵の標本及び新規受け入れ

標本については、 新の学術水準と照ら

し正確な同定を行い、新たに解説書を作

成するとともに、Web で公開し産総研内

外の研究者等に対して標本利用の促進

を図る。 

・2 回以上の特別展を開催し、その展示ポスターの縮小

印刷版として、展示パンフレットを印刷頒布する。展示物

解説の補強、見学案内者の多様化、展示標本の入れ替

えにより、見学の質的向上を図る。特別講演会を 2 回以

上開催する。 

・3 回の特別展を実施し、それぞれ展示パンフレットを作成無償頒布した。展示物のうち

元素周期表を更新するとともに、展示物の照明を LED に変え、照明効果の向上と消費

電力を節約した。特別講演会を 3 回開催した。展示物解説は館の研究者 5 人とシニア

スタッフ 1 人で対応していたが、今年度からシニアスタッフ 1 人・事務職解説者 1 人をさ

らに加えるとともに、平易な解説に勤めた。繁忙期には研究ユニットの研究者にも対応

してもらい、見学者に応じて内容を変えながら対応できるようになってきた。 

  5151210 

    ・地質調査総合センターの各ユニットとの連携のもと、地 ・岩石 2,481 件、鉱物 12 件、化石 47 件の収蔵標本の登録を行なった。薄片の作成は、   5151220 
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質標本館収蔵標本の登録・管理、利用、データベース化

を着実に推進する。地質試料の薄片研磨片の調製を行

う。通常の手法では薄片制作が困難な、軟弱試料、不

安定試料に対しては、乾式研磨および非加熱硬化を積

極的に用いた試料調製法で取り組む。 

一般薄片・研摩薄片・EPMA 用・特殊あわせて 1,062 件行なった。標本館の年間来場者

数は前年度比 8%増の 48,287 人となり、地球科学に関する理解増進に貢献した。 

  ・地質情報普及活動として、地方での展

示会、野外見学会、講演会等を主催す

るとともに、地方公共団体や学会等が主

催する地質情報普及を目的としたイベン

トにおいて、共催、講演及び展示などの

協力を行う。また、緊急調査等に関する

地質情報についても、迅速に情報を発

信する。 

・地質情報展（岡山）をはじめ、地域センターの一般公開

や科学館、科学系博物館などに協力し、移動地質標本

館を出展する。一般市民を対象として茨城県南部の地

質見学会を実施する。学校教育関係者と連携し、若年

層の自然観育成、科学理解度増進に引き続き注力す

る。ジオパーク活動や地質の日の記念事業などに積極

的に貢献する。地質調査総合センターから自然災害等

の緊急調査が派遣された場合は、その緊急研究の成果

を速報する。 

・地質情報展 2009 おかやまを開催し、入場者は 3 日間で 2,026 名であった。東北センタ

ー・九州センターの一般公開および地質の日記念とあわせてつくば市のサイエンスフェ

スタに移動地質標本館として参加した。日本の立体地形・シームレス地質図・飛び出す

火山のペーパークラフトづくりなど体験コーナーと展示解説を行った。初めてのサイエン

スカフェを特別展の講演会にあわせて実施し、より議論を深めてもらうことができた。 

  5151310 

    ・地質調査総合センターの研究成果を発信するため、岡

山市において地質情報展を実施し、成果普及活動を展

開する。また、日本地球惑星科学連合 2008 年大会など

にブース出展し、併せて研究成果品の紹介・普及を進め

る。 

・地質調査総合センターの研究成果を発信するため、岡山市において地質情報展を開

催し、2,026 人の来場者に成果普及活動を展開した。また、日本地球惑星科学連合

2009 年大会などにブース出展し、併せて研究成果品の紹介・普及を進めた。 

  5151320 

  ・地震、火山等の自然災害、地質環境及

び資源探査に関する地質情報の活用を

促進するとともに、共同研究を推進する

ため、産業界、学界、地方公共団体等と

の連携を強化し、地質に関する相談に

積極的に応える。 

・地質情報の利用促進のため、地質相談所を窓口とし

て、外部機関や市民からの問い合わせに積極的に応え

るとともに、団体見学者の要望に応じて地域地質の解

説を行う。 

・外部から 494 件（12 月末現在）の地質相談に対応し、地質情報の利用促進・普及に貢

献した。 

 中学や高校などの団体で、地域の地質を解説希望が増加した。シームレス地質図を

活用して、地域の地質を解説した。岩石資料なども直接手で触ってもらえるよう工夫し

た。      

  5151410 

    ・「地質ニュース」を引き続き編集する。 ・「地質ニュース」の編集を分担し、月初めの発行が定例化した。   5151420 

    ・産業技術連携推進会議知的基盤部会地質地盤情報

分科会を主催し、地下構造データベース研究会を開催

することにより、地方公共団体の公的研究機関や民間

企業との協力連携を一層推進する。 

・産業技術連携推進会議知的基盤部会地質地盤情報分科会を主催し、地下構造デー

タベース研究会を札幌市で開催した。全地連-産総研懇談会を開催した。産総研コンソ

ーシアム「地質地盤情報協議会」の総会及び運営委員会を開催し、地下地質情報の流

通・整備に向けて意見交換会を 3 回開催した。 

  5151430 

    ・地質調査総合センターシンポジウムを開催する。 ・地質調査総合センターシンポジウム第 14 回「地質リスクとリスクマネジメント（その 2）-

海外の事例と国内での新たな取り組み-」、第15回「古地震と現在の地殻活動から地震

を予測する-産総研 活断層・地震研究センターが目指す地震研究-」を開催した。 

  5151440 

２．環境に配慮した資源利用のた

めの地質の調査・研究 

２．環境に配慮した資源利用のための地

質の調査・研究 

      5200000 

 環境問題や将来的な資源問題

の解決のため、地球における長

期的かつ大規模な物質循環を視

野に入れた地質の調査・研究を

実施するとともに、データベース

などの基本地質情報を整備す

る。 

 地圏・水圏における物質循環は自然環

境や水資源に影響を与えるとともに、資

源生成や汚染物質の循環・集積にも大

きな役割を果たすことから、環境問題や

資源問題を解決するため、地球規模の

物質循環の解明が重要である。そのた

め、地下空間における水文環境、地球

規模の炭素の循環システム及び物質の

集積メカニズムの解明を行う。さらに物

質集積メカニズムの解明に基づき、土壌

汚染、地熱資源、鉱物資源、燃料資源

等に関する情報を整備し、データベース

を作成する。 

      5200100 

2-(1) 地球環境を支配する水と炭

素の循環システムの解明 

2-(1) 地球環境を支配する水と炭素の

循環システムの解明 

      5210000 

114



 

第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号

 陸域での水循環及び海洋にお

ける物質循環に関する地質の調

査を行い、水文環境図の作成、デ

ータベースの整備及び循環モデ

ルの提案等を行うことにより、環

境負荷影響及び環境対策技術適

用に関する基本情報を提供す

る。 

 環境負荷影響評価や環境対策技術に

資する物質循環情報を提供するため、

地下空間における水の循環を解明し、水

文環境に関するデータベースを整備す

る。また、将来の海洋中深層での CO2 隔

離における判断材料を提供するため、西

太平洋域における炭素循環に関するモ

デリング技術を開発する。 

      5210100 

  2-(1)-① 水文環境データベース及び水

文環境図の作成 

      5211000 

  ・地下水資源及び水文環境に関する理

解を深めるため、流域規模や地質構造

などを考慮して選定した佐賀平野等の

国内堆積平野を対象として、地下水流動

及び地中熱分布に関する調査を実施

し、データベースを整備するとともに、水

文環境図 2 図を作成する。 

・地下水資源の有効な利用と適切な保全を考慮して、社

会のニーズに貢献できることを大目標として、以下の事

業を実施する。 

1)水文環境図の評価軸と評価方法に関する指針をまと

め、論文として発表する。 

2)水文環境図「山形盆地」を出版し、調査地域を石狩平

野・関東平野等へ展開する。 

3)水文環境を示す基図 DB として、全国の地下水盆に関

して帯水層の三次元構造をデータベース化し、平成 21

年度内に全国の水理地質・帯水層 3D-DB を完成させ論

文または Web において公表する。 

・地下水資源の有効な利用と適切な保全を考慮して、社会のニーズに貢献するために

以下の成果の取りまとめ・情報の発信を行なった。 

1)水文環境図の評価軸と評価方法に関する指針をまとめ、論文として発表した。 

2)水文環境図「山形盆地」を出版し、調査地域を石狩平野・関東平野等へ展開した。 

3)水文環境を示す基図 DB として、全国の地下水盆に関して帯水層の三次元構造をデ

ータベース化し、平成 21 年度内に全国の水理地質・帯水層 3D-DB を完成させ論文ま

たは Web において公表した。 

  5211110 

  2-(1)-② 海洋における物質循環のモデ

ル化 

      5212000 

  ・海洋の環境及び物質循環に関する理

解を深めるため、炭素を中心とした海洋

物質循環モデルの開発を行い、これを用

いて西太平洋域の後期第四紀環境にお

ける水温、塩分、一次生産等を定量的

かつ高精度の時間解像度で復元すると

ともに、溶存全炭酸、栄養塩、一次生

産、海水の年代等の物質循環を支配す

る 重要指標を定量的に再現する。この

技術を利用し、将来の海洋中深層 CO2

隔離を実行する際の判断材料を提供す

る。 

・炭素循環に関連した物質循環変動を解析するため、北

西太平洋域の親潮と混合水域における後期第四紀環

境の水温、塩分、一次生産等を定量的かつ高精度の時

間解像度で復元をするための現在の栄養塩、一次生産

や栄養塩、季節変動あるいは地理的変動との関係の解

明を行う。 

・北海道沖でのセジメントトラップ実験による海洋一次生産者の珪藻と円石藻との季節

変化を解析した結果、前者が春季に、後者が秋季に卓越することが判明した。この原

因として、春季には海洋表層水の混合が活発で、表層への栄養塩の供給が豊富であ

り、一方、秋季は成層化が顕著で栄養塩の表層供給量が少ないことが、一次生産者の

季節変化の要因であることが明らかとなった。 

  5212110 

2-(2) 地圏における物質の循環・

集積メカニズムの解明と評価 

2-(2) 地圏における物質の循環・集積メ

カニズムの解明と評価 

      5220000 

 地圏における土壌汚染の原因

や資源生成の要因となる物質の

循環と集積メカニズムの解明のた

め、土壌汚染情報に基づく土壌

環境リスクマップの作成及び資源

情報データベースの整備と公開

を行う。また、環境・資源評価の

ための調査手法を開発し、産業

界への普及を図るとともに、政策

への反映を目指し提言を行う。 

 地圏において土壌汚染や資源生成の

要因である物質の循環と集積に関する

知見を提供するため、地下における水及

び熱の循環・集積メカニズムを解明し、

土壌汚染に関する情報を整備する。ま

た、地熱、鉱物、燃料等の資源情報を整

備するとともに、資源生成に関するデー

タベースを作成する。 

      5220100 

  2-(2)-① 土壌環境リスクマップと地熱・

鉱物資源データベースの作成 

      5221000 

  ・土壌中に含まれる自然起源及び人為

起源の重金属等の汚染物質に関するデ

ータを含む土壌汚染情報を整備すること

・これまでに整備を進めてきた宮城県地域および鳥取県

地域の詳細な解析を進めるとともに、日本全体の表層

土壌マップの作成に向けて予備的な調査を実施する。こ

・これまでに整備を進めてきた宮城県地域および鳥取県地域の解析を終了し、表層土

壌評価基本図 2 図を出版するとともに、土壌環境リスクマップの普及を図った。この中

で、東北大学と共同で開発したジオインフォマティックスシステムを改良し、全国的な表

  5221110 
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により、土壌環境リスクマップ 2 図を作成

する。 

の中では、東北大学と共同で開発したジオインフォマテ

ィックスシステムを改良し、全国的な表層土壌環境の評

価・解析を実施し、土壌物理および化学特性（含有量、

溶出量）のデータベースを作成する。また、第 3 期に向

けての予察および地質・土壌調査の設計を行う。 

層土壌環境の評価・解析を実施し、土壌物理および化学特性（含有量、溶出量、全含

有量）のデータベースを作成した。また、第 3 期に向けての現地調査および化学分析を

実施した。 

  ・資源情報をGIS上で統合することにより

地熱情報データベース及び鉱物資源デ

ータベースを作成し、資源ポテンシャル

評価に関する情報を社会に提供する。 

・これまでに開発した GIS 技術を用いて、国内地熱開発

への新規参入企業の支援はもとより、平成 21 年度開始

予定のインドネシア JICA 地熱資源評価技術能力形成

事業（仮称）等、アジア太平洋の地熱開発推進に全面的

に協力する。また、IEA地熱実施協定、IPCC再生可能エ

ネルギー特別報告書執筆など、高度な国際研究協力を

推進する。 

・これまでに開発した GIS 技術を用いて、国内地熱開発への新規参入企業の支援を行

い、海外の地熱開発に協力した。4 月には JICA インドネシア共和国地熱開発技術力向

上プロジェクト詳細計画策定調査に参画し、日本の地熱資源 GIS データベースを紹介

し、インドネシア版の構築を提案した。JETRO の地熱プロジェクトに対してもアドバイス

を行った。また、IEA 地熱実施協定、IPCC 再生可能エネルギー特別報告書執筆など、

高度な国際研究協力を推進した。 

  5221210 

    ・中央アジアの鉱物資源データの収集を行うとともに、中

央アジアの鉱物資源図の編纂を行い原稿を提出する。

20 万分の 1｢横須賀｣ほかの鉱物資源情報収集のため

の地質調査を実施する。 

・中央アジア鉱物資源データを取りまとめ、原稿を作成した。20 万分の 1「横須賀」「伊

勢」「八代」「那覇および与論島」「新潟」の鉱物資源情報収集のための地質調査を実施

し、原稿を提出した。 

  5221220 

    ・JICA によるザンビア他の地域での鉱業分野投資促進

のための地質・鉱物資源情報整備計画調査について、

要請に対応し現地指導等を行う。 

・ザンビア、マラウィ、モザンビークの JICA 研修生を対象に、JOGMEC 国際資源大学校

にて鉱床学に関する講義を行った。また、JICA 本部にて地質・鉱物資源情報整備計画

調査に関する指導を行った。 

  5221230 

  2-(2)-② 燃料資源地質情報解析と資

源・環境評価手法の開発 

      5222000 

  ・堆積物の起源及び天然ガスの生成、集

積、消費等の実態の解明のため、房総

半島～南海トラフ前弧海盆等の燃料鉱

床胚胎堆積盆を対象として微生物活動

及び堆積作用等に関する地質情報を解

析し、堆積盆評価技術の開発を行い、企

業等の探鉱指針策定に資する。 

・南海トラフのハイドレート分布域のうち、精密地球物理

情報が得られている東海沖に関する詳細な地質構造解

析を行い、燃料資源地質図の編集を完成させる。南関

東ガス田の坑井地質情報を収集し、基礎的地質情報の

GIS による編集を行う。房総、東北等において地質調査

を行い、海陸にわたる堆積盆の解析をすすめる。 

・南海トラフの地質構造・熱構造解析に基づいて、燃料資源地質図「東部南海トラフ」の

編集を完了し出版した。南関東ガス田域の基礎地質情報の GIS による編集を進めた。

東北地方、房総半島において地表地質調査を実施し、堆積盆解析のための情報を収

集した。 

  5222110 

  ・長期恒温培養試験前後の堆積物試料に含まれる脂質

成分やケロジェンの分析を進め、メタン生成の原料とな

った有機物の解析を進めるとともに、これまでに取得し

たメタン生成活性、生成経路、メタン生成菌の多様性に

関する情報を統合し、水溶性ガス田の微生物による天

然ガスの生成ポテンシャルと生成機構を評価する。 

・長期恒温培養試験前後の堆積物試料に含まれる有機物の分析を進めた結果、炭化

水素や脂肪酸などの脂質成分は、培養実験後に増加するものと、やや減少するものあ

ったが、メタンの生成量を説明できるほどの変化は認められなかった。このことから不

溶性の有機物（ケロジェン）がメタン生成に利用されたと考えられ、ロックエバル分析の

結果からもケロジェンの元素組成の変化が認められた。水溶性ガス田の地下微生物が

現在も高いメタン生成活性を保持しており、主要な生成経路はケロジェン→水素+二酸

化炭素→メタンと推定された。 

  5222120 

    ・エネルギー及び地下資源の昨今の需給状況を踏ま

え、南関東ガス田（水溶性天然ガス）に関する研究を中

心として、国内の炭化水素資源（石炭、石油、天然ガス

等）及び非金属鉱物資源（ベントナイト等）の正確な賦存

状況を把握することを目的とし、これら資源の起源、成

因及び賦存状況（分布、資源量等）に関する調査研究を

進める。 

・南関東ガス田及びその他炭化水素の成因、化学的性状等解明の研究を実施した。特

に、南関東ガス田研究については、文献調査をはじめとし、関係機関との協力の下、既

存坑井資料を収集するとともに、各地の温泉坑井からガス・温泉水試料を採取し、順次

化学分析を行った。これまでの化学分析結果からは、ほとんどのメタンガスは微生物起

源であること、また従来の南関東ガス田地域以外にも、基盤が深くその上に厚く堆積物

が存在する地域の温泉水（深層熱水）にもメタンが溶存していることが明らかとなった。 

  5222130 

      非金属鉱物資源の研究に関しては、民間企業との協力の下、国内ベントナイト鉱床の

電気・電磁探査法の開発をおこなった。また、人工的に合成した鉱物素材であるハスク

レイ（高機能吸着材）について、工業的生産に向けた大量合成のための技術開発を行

った。 

    

  ・地圏における燃料資源開発及び地質

汚染等に関する地質環境評価のため、

国土および周辺域を対象として、フィー

ルドに適用が容易な物理探査、地質地

・南海トラフ前弧海盆域、南関東ガス田域等で、広域流

体モデリングに必要な新たな地質情報の収集をすす

め、地震探査・掘削情報に基づく詳細な 3D 地質モデル

を構築し、モデルの可視化を行う。 

・南海トラフ前弧海盆及び南関東ガス田において、地震探査地質解釈断面、掘削情

報、地質図情報に基づいて、予察的な 3D 地質モデルの構築、3D 可視化を行った。 

  5222210 
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  化学探査、データ解析等の手法を開発

し、それらの手法に基づいて水、熱及び

化学種循環系の数値モデルの構築と検

証の方法を確立し、新たな地質調査技

術を産業界へ普及させる。 

  

・実地盤における飽和度モニタリングを念頭に置き、こ

れまでに検討した各種測定法を適用して、その有効性を

確認する。 

・マイクロバブル地盤空気注入工法による地下の飽和度変化を計測するため、比抵抗

コーンおよび検層型 TDR による飽和度変化の計測法について実験を重ね、その有効

性を確認した。また、熱伝導率を用いた飽和度測定法による解析手法の予察を行なっ

た。 

  5222220 

  ・流体を含む岩石の電気物性測定に関する室内試験、

野外観測を継続し、自然電位・比抵抗観測等のデータを

用いた流体循環系の数値シミュレーション技術の改良を

行う。また、坑井を用いた長期自然電位モニタリングに

関る技術開発として、金属電極の長期安定性について

測定を継続し、中間的なまとめを行う。 

・自然電位等のデータを用いた流体循環系の数値シミュレーション技術について、従来

の界面動電現象に加え拡散電位、酸化還元電位による自然電位変化を組み込むため

の手法開発を進めた。また、金属電極の長期安定性、含水状態にある岩石・粘土鉱物

の電気物性をまとめるともに、極端に比抵抗の高い大地においても長期に安定して比

抵抗を測定するシステムの開発を行った。 

  5222230 

３．地質現象の解明と将来予測に

資する地質の調査・研究 

３．地質現象の解明と将来予測に資する

地質の調査・研究 

      5300000 

 地震、火山等の自然災害による

被害の軽減及び高レベル放射性

廃棄物の地層処分の安全性の確

保を目的として、活断層、地震発

生や火山噴火のメカニズム及び

地下水変動などに関する調査・研

究を実施する。 

 地震、火山等の自然災害による被害

の軽減及び高レベル放射性廃棄物の地

層処分の安全性の確保のため、地質情

報に基づいた科学的知見を提供するこ

とが期待されている。その実現のため

に、地震発生、火山噴火のメカニズム及

び地下水位の変動メカニズムの解明を

目指した調査・研究を実施する。また、

都市及び沿岸域における自然災害被害

の軽減を目的として、地質環境の調査・

研究を実施する。更に、高レベル放射性

廃棄物地層処分事業の安全規制に係る

国の施策に資するため、地下深部にお

ける地質学的及び水文学的知見をとり

まとめる。 

      5300100 

3-(1) 地震及び活断層の調査・研

究の実施 

3-(1) 地震及び活断層の調査・研究の

実施 

      5310000 

 調査の必要性が高い 15 以上の

活断層及び近い将来発生が懸念

される海溝型地震に関する調査・

研究を行うとともに、地震前兆現

象を把握するための地下水等の

変動観測などを実施する。 

 地震防災の観点から重要と判断される

活断層に加え、活動度の低い活断層も

対象として、活動履歴の調査を行い、活

断層の活動性評価を実施する。海溝型

地震については、活動履歴を調査し、断

層モデルを構築する。活断層深部の状

態をより正確に把握するため、断層近辺

の構造、物性及び応力に関する調査・研

究を進める。 

      5310100 

  また、大地震発生に関連する地下水及

び電磁気的な現象の発生メカニズムを

解明するとともに、変化検出システムを

構築する。更に、活断層や地質情報を活

用した地震による被害予測の精度を改

善するため、地震動予測手法の開発を

行う。 

        

  3-(1)-① 活断層の活動性評価       5311000 

  ・地震防災の観点から重要と判断される

15 以上の活断層について、活動履歴、

変位量、三次元形状等の調査を実施す

る。これらの結果を利用してシミュレーシ

ョンを行い、セグメントの連鎖的破壊の

可能性を評価する手法を開発し、主要な

・将来の活動確率が十分に明らかにされていない断層

および沿岸海域の活断層について、活動性や活動履歴

を明らかにするための調査を 5 断層帯程度において実

施する。 

・主要活断層の追加・補完調査、沿岸海域の活断層調査として、横手盆地東縁断層帯

（南部）、長町-利府線断層帯、三峠・京都西山断層帯（上林川断層）、三峠・京都西山

断層帯（三峠断層）、雲仙断層群（北部）、雲仙断層群（南西部）、五日市断層帯、岩国

断層帯の 8 断層帯について詳細な調査を行い、活動性および活動履歴に関する貴重

なデータを得た。 

  5311110 
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第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号

活断層における確率論的な地震発生予

測を行う。 

    ・糸魚川-静岡構造線北部での古地震データ補充のた

め、1 ないし 2 箇所でトレンチ調査を実施する。平成 20

年度までの成果をもとに断層系全体の活動履歴のとり

まとめを行い、活動セグメント区分を行う。同時に周辺の

地質構造発達や微小地震活動との関係について検討

し、同断層系から想定される地震規模と頻度について確

率予測を行う。 

・糸魚川-静岡構造線のうち活動履歴に関する情報が不足している北部区間の神城断

層および松本盆地東縁断層において、それぞれ 1 箇所で群列ボーリング・トレンチ調査

を実施し、過去約 6 千年間の古地震イベントを解明した。特に松本盆地東縁断層では

初めて複数回の活動履歴の解読に成功した。また、これまでに同構造線で実施された

全ての古地震データを統一基準のもとに再検討し、活動セグメントの活動特性を明らか

にした。さらに、断層形状や地震データを考慮して、複数の活動セグメントが連動する

地震の規模や頻度の評価を行った。 

  5311120 

    ・新スケーリング則提案のため、地震断層に関する文献

調査とレビューを引き続き実施する。また、岩手・宮城内

陸地震をはじめ近年日本で発生した内陸地震につい

て、震源断層と地表地震断層との対応についてとりまと

める。 

・長さ 200km 程度以上の地震断層 8 例について既存文献に基づいた検討を行い、長大

な地震断層であっても長さ数 10km 以下のセグメントに区分され、各セグメントは震源過

程のサブイベントに対応づけられることを見出した。また、地表地震断層および活断層

との対応のため、2004 年新潟県中越地震と 2008 年岩手・宮城内陸地震に伴う地殻変

動データの収集に基づいて震源断層の上端深度を推定した。 

  5311130 

    ・傾斜した断層について、傾斜角がより現実的な計算コ

ードの開発を進める。分岐を含む断層の動的破壊過程

を計算するコードの開発を行う。また、評価対象断層の

地震サイクルごとの残留応力分布や周辺の大地震等に

よる静的応力場の擾乱を考慮した計算を引き続き行う。

・傾斜角が 30°～60°の断層や、分岐した断層の動的破壊過程を計算するコードを開

発し、これら複雑な断層の動的破壊の計算が可能になった。北アナトリア断層の過去

の地震のすべり量を用いた地震サイクル毎の残留応力分布や、近隣の地震による静

的応力場の擾乱を考慮した応力場モデルを作成し、地震時の動的破壊過程を計算し

た。その結果、前の地震からの時間が異なるために生じる歪蓄積量の変動が連動の有

無を左右し、時には 11km もの不連続を越えた連動破壊を生じうることを示した。 

  5311140 

    ・長期的地殻変動速度のデータが疎である北三陸・南三

陸を対象に、データの補完をおこなう。そのため、海成

段丘面を編年する目的で、野外踏査・ボーリング調査お

よびテフラ分析を行う。また日本海溝に直交する方向

（島弧断面）において、長期的地殻変動速度分布を取得

するため、津軽海峡沿岸（青森県・北海道南部）でも同

様の調査を行う。また、短期的地殻変動速度の算出も

同時並行で作業する。これにより、東北日本広域におけ

る短期的・長期的地殻変動速度分布の把握、および島

弧地殻変形モデルの検討を行う。 

・2008 年岩手・宮城内陸地震の発生により、調査研究対象を岩手・宮城内陸地震震源

域に変更し、東北日本内陸部における短期的および長期的地殻変動様式の比較検討

を行った。岩手・宮城内陸で出現した地震断層のトレンチ調査を行い、過去には今回よ

りも大きな地表すべりを伴う地震イベントが生じたことが確認された。これにより、同じ活

断層から生じる地表破壊パターンに多様性があり、活断層から生じる地震の規模予測

の高度化を行う上で長期的な地震活動履歴の復元が重要であることを確認した。 

  5311160 

  ・低活動性の活断層及び伏在活断層の

調査を行い、その活動特性と地震発生

ポテンシャルを評価するための手法とし

て、従来の層序学的手法に加えて物質

科学及び地球物理学的な手法を開発す

る。 

・南部フォッサマグナ地域に発達する活断層の活動様式

の特性を解明することを目指して、富士川河口断層帯な

どの主要活断層沿いの鮮新～完新統の編年調査、地

質構造調査を行う。それらの結果と地球物理学的デー

タとを比較検討し、複雑な地質構造を持つ南部フォッサ

マグナ地域での地震発生ポテンシャルを評価する手法

としてとりまとめる。 

・南部フォッサマグナ地域の主要活断層帯である富士川河口断層帯沿いで平成 19～

20 年度に実施した野外調査の結果を整理し、第四紀の構造発達史を推定した。その結

果、大規模な傾斜不整合や胴切り断層によるブロック化が推定されるなど、地表付近

の変形様式が複雑であることが判明した。地表付近の変形構造と震源断層の性状との

関係を理解するため、地球物理学データに基づく駿河・南海トラフ沿いの断層構造との

比較を行った。 

  5311210 

    ・活断層に沿って認められる微小変位地形について、前

年度までの検討結果および新たに取得するデータに基

づく検討を加え、デジタル地形モデルによる微小断層変

位地形の客観的検出のための手法を開発する。また、

岩国断層においてトレンチ調査を実施し、断層の活動性

確認および断層破砕物質採取を行い、採取試料の物性

特性に関する分析を行うとともに、断層の活動履歴との

比較検討を行うことにより、断層破砕物質から断層活動

性を評価する手法としてとりまとめる。 

・国内の 5 断層を対象に、航空レーザー測量によって得られた詳細なデジタル地形モデ

ルを用いて、水系の横ずれ屈曲を定量的な解析により認定する手法の適用研究を進

めた。また、断層端部における検知限界向上を目的として、丹那断層北部を対象とした

航空レーザー測量を実施し、詳細なデジタル地形データを取得した。また、岩国断層に

おいてトレンチ調査を実施し、断層の活動履歴を推定するとともに、同断層のトレンチ

壁面および露頭から断層破砕物質を採取した。 

  5311220 

  ・全国の主要な 150 の活断層を構成する

セグメントの形態と活動サイクルに関す

る特徴をまとめ、主要活断層の位置情

報を縮尺 2 万 5 千分の 1 の精度で編纂

し GIS 化する。 

・既存文献に示された断層位置情報について、データベ

ースへの収録作業を進めるとともに、縮尺 2 万 5 千分の

1 の精度で編纂し GIS 化した表示システムを構築する。

また、英語版での調査地点情報の検索・表示を可能と

する。 

・約80文献に示された断層位置情報についてデジタイズを行い、関連情報とともにデー

タベースに入力した。データベースに収録されている活動セグメント位置のデジタルデ

ータを Google Earth 形式および ArcGIS 形式でダウンロード可能とした。調査地点位置

の直接検索機能および英語版表示機能のシステムを作成した。 

年間で 100 万ページビューのアクセ

スがあるなど、日本唯一の活断層

データベースとして広く認められる

ものになった。 

5311310 

  3-(1)-② 海溝型地震の履歴の研究       5312100 
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  ・海溝型地震の予測精度向上に貢献す

るため、日本周辺海域で発生する海溝

型地震の過去 1 万年間程度までの発生

履歴を明らかにする。また、これらの地

震発生履歴と津波浸水履歴や海底地質

構造等の情報に基づいた津波シミュレー

ションによる解析とを統合することにより

海溝型地震の断層モデルを構築する。 

・富士川から駿河湾沿岸域では、今までに行ってきた調

査全体をまとめ、地形地質に残された地殻変動がどの

ような地震に関連しているかを整理する。志摩半島では

ボーリング試料の年代測定と堆積相解析を進め、津波

と地殻変動の履歴を明らかにする。その結果とすでに得

られている潮岬で明らかになった地殻変動の履歴とを

比較し、南海トラフ沿いに発生する海溝型地震の多様

性の解明を進める。 

・静岡県富士市および牧之原市、浜名湖周辺、三重県志摩市においてコア試料の検討

を行った。富士市では、昨年までに明らかにした過去 1,500 年間の水位上昇イベントに

ついて、その一部が歴史地震に相当する可能性があることがわかった。牧之原市で

は、地震隆起はほとんど蓄積していないことが明らかになった。浜名湖周辺では、海溝

型地震に伴う地殻変動と津波の痕跡を調査し、3,400 年前頃の津波堆積物を見出し

た。 

また、三重県志摩市で採取されたコア試料に関して年代測定を行ったところ、約 4,000

年前から約 500 年前の地層中に、津波堆積物の可能性がある砂層が少なくとも 8 層挟

まれていることが分かった。それらの内 2-3 層は歴史記録の残されている南海トラフ沿

いの地震・津波に対比できる可能性が高いことを明らかにした。 

  5312110 

           

    ・仙台平野などで大型ジオスライサーを用いた調査を行

い、津波堆積物の堆積年代をより詳しく検討する。また

常磐海岸を中心に、過去の地殻変動解析を行う。北海

道東部太平洋沿岸域で、千島海溝で繰り返し発生して

いる連動型地震に伴う地殻変動のパターンを解明する

ため、沿岸域の湿地堆積物の採取と分析を行う。 

・日本海溝沿いでは、巨大津波の再来間隔をより詳細に復元するため、仙台市と山元

町において大型ジオスライサーの採取を行った。採取した試料について堆積構造など

から津波堆積物を認定し、その上下の地層から放射性炭素年代を得た。南相馬市と富

岡町においても大型ジオスライサー調査を行い、津波堆積物の認定と年代の推定を行

った。南相馬市において得られた試料については、微化石群集の変化から津波に伴っ

た相対的海水準変動の有無を解析した。北海道東部太平洋沿岸域では、前年度取得

した試料の分析より年代解析を行った。 

  5312120 

    ・験潮所等の津波の観測記録を用いて、震源断層の滑

り分布を精度よく求める手法を検討する。平成 21 年度

は十勝沖地震と能登半島地震について、海底の変動量

と断層滑り量を明らかにする。 

・2007 年能登半島地震の津波解析によって、海域における波源モデルの精度を向上さ

せた。また、2003 年十勝沖地震では津波データから決定された断層すべりの位置と量

が、地震波に基づいて決定された断層すべりの位置と量と比較的良く一致することを明

らかにした。 

  5312130 

    ・スマトラ島本島の北部において津波の履歴を調べる。

タイのインド洋沿岸に残された 2004 年津波堆積物を用

いて土砂移動の解析を行う。 

・インドネシアではスマトラ島北部、アチェ州において津波浸水履歴を明らかにするため

の堆積物調査を行った。その結果アチェ州北部バンダアチェ近郊と西部チャラン近郊で

古津波堆積物の可能性がある砂層を発見した。タイにおいては、津波による土砂移動

の数値計算モデルを改良するため 2004 年スマトラ沖地震が残した津波堆積物の粒度・

層厚の分布を詳細に検討した。また、津波堆積物中の微化石群集を明らかにた。 

  5312140 

    ・日本海溝の前弧海盆の地殻変動を既存の反射断面を

用いて解析するととも、地殻変動とプレート境界の地震

との関係を検討する。日本海溝、相模トラフ及び南海ト

ラフ沿いについては、得られた堆積物試料の年代測定

を進め、より正確な崩壊堆積物の堆積間隔を得る。ま

た、スマトラ沖堆積物試料などの分析を行い、崩壊堆積

物の堆積間隔や堆積様式を比較検討する。 

・日本海溝の前弧域においてプレート運動に関係した地殻変動に伴う、堆積盆の移動

を認定した。相模トラフのコアについては追加試料の年代分析の準備を行った。南海ト

ラフについては「ちきゅう」掘削試料の年代測定を試みたが、予想以上に古い堆積物で

あり、年代決定に至らなかった。スマトラ沖堆積物については、堆積物分析から通常時

の堆積物と地震イベント堆積物の区分方法を高度化できた。また、スマトラ前弧域では

タービダイトの堆積に海水準変動が影響していることを明らかにした。 

  5312150 

  3-(1)-③ 地震災害予測に関する研究       5313000 

  ・関東平野をモデル地域として、第 1 期

に開発した活断層情報を活用した断層

モデルの構築手法の高度化を図るととも

に、関東地域の地下構造モデルを作成

し、震源過程から、不均質媒質中の波動

の伝播及び埋没谷などの地表付近の不

整形地盤特性を考慮した地震動予測手

法を開発する。 

・地形・地質学的な情報を加味して深谷断層系を対象と

した地震シナリオを作成する。 

・地表調査や既存の反射法地震波探査の結果から、深谷断層系の深部が、関東平野

側（北東側）ではなく関東山地側（南西側）に傾斜していると推定された。この結果を元

に、すべりの不均質を与えて地震シナリオを作成した。 

  5313110 

  ・石油備蓄基地及び石油コンビナート施

設に立地する石油タンクの安全性評価

のため、全国の 7 地域について、数値シ

ミュレーションによって長周期地震動を

予測する。 

・秋田・酒田地域の 3 次元地盤構造モデルを作成し、長

周期地震動評価を行う。 

・微動計測結果、ボーリング情報を考慮し、秋田・酒田地域の 3 次元地質構造モデルか

ら 3 次元地盤構造モデル（速度構造モデル）を作成した。地盤構造モデルを用いて、中

規模地震の地震動伝播計算を行い、計算波形と観測波形を比較することで、地盤構造

モデルの妥当性を評価した。 

  5313210 

  ・ライフラインの被害予測に貢献するた

めに、断層変位による表層地盤の変位・

変形量を数値シミュレーションによって予

・地震発生層における基盤層と被覆層の双方をモデル

で考慮するために、数値シミュレーション手法の高度化

を行う。引き続き 2008 年岩手宮城内陸地震の解析を行

・被覆層での地震時変形を考慮するために、拡張有限要素法（X-FEM）の有効性の評

価に着手した。また、2008 年岩手宮城内陸地震の数値シミュレーションによる解析を進

め、合成開口レーダーで観測された地震時の地表変位の不均質パター ンが、地下深

  5313310 
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第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号

測する手法を開発する。 い、地表付近の変形様式をより詳細に考察する。 部での断層すべりの不均質をよく反映していることを明らかにした。 

  3-(1)-④ 地震発生予測精度向上のた

めの地震研究 

      5314000 

  ・近接断層間、横ずれ断層等の地表兆

候の少ない断層周辺地域において地下

構造調査を実施し、得られた構造特性に

基づき、断層の連続性、変位量及び構

造の不均質性を評価する。 

・断層面の不均質性の研究で引き続き宮城県北部をフ

ィールドとして、従来の測線よりも断層面の浅い領域を

対象として調査する。断層面の不均質性とすべり分布・

余震分布との比較を行う。以前の調査で捉えられた自

然地震の震源近傍の不均質構造を解析する。加須低地

で北西−南東方向の層相の変化、北東−南西方向の構

造線の存否等を解明する。沿岸域の地質調査で海陸接

合の地下構造断面を作成する。 

・宮城県北部において断層面の浅い領域を対象とした調査を行った。調査地の状況の

制約から、地震波干渉法のための調査を行い、データを取得し、撓曲等の特徴的な構

造を得た。加須低地で構造調査を実施し、北西-南東方向には地下構造の顕著な変化

が無いことが分かった。新潟沿岸域において、既存の反射法調査の再解析を行うととも

に、海側 3km、陸側 3km の海陸接合の反射法調査を行った。地下構造断面を作成し、

地下浅部の詳細な構造を求めた。 

  5314110 

  ・地球物理観測による活断層深部の物

質分布の推定及び応力状態評価の手法

開発を行う。 

・1)糸魚川-静岡構造線の 3 次元地下構造モデルの範

囲を関東越後信越を含む地域まで拡大する。また、糸

魚川-静岡構造線中央部付近（諏訪湖周辺）の地下構

造を詳細化する。地震発生予測シミュレータで、ひきつ

づきモデルの 3 次元的不均質と非弾性の効果等を考慮

したモデルの高度化を行い、地殻スケールの大規模な

不均質を考慮した粘弾性 3 次元地殻モデルを用いて 1

年-100 年オーダーの時間スケールで静的応力場を評

価する。  

・1)地震学的手法に基づく各種既存データをコンパイルし、日本全域をカバーできる 3

次元地下構造モデルの新しい作成手法を適用し、糸魚川-静岡構造線の 3 次元地下構

造モデルの範囲を関東越後信越を含む地域まで拡大した。また、糸魚川-静岡構造線

中央部付近の地下構造を詳細化し、地震発生予測シミュレータとして3次元的不均質と

非弾性の効果等を考慮した有限要素モデルの高度化を行い、1 年-100 年オーダーの

時間スケールで静的応力場を計算し、同構造線中央部付近での応力集中過程を解析

することができた。  

地下構図のモデル化のための効率

的な手法を開発し、当初予定よりも

はるかに広い領域の地下構造モデ

ルを作成した。 

5314210 

    2)微小地震観測を継続し、データの蓄積を行い、松本市

以北の応力場の把握を行う。さらにこれまでの成果もま

とめて、糸魚川-静岡構造線全体に渡る応力場を解明

する。 

3)浅部応力場に関しては、周辺の地形効果の影響を考

察するための有限要素法を用いた地形効果による応力

場評価支援システムを構築する。この支援システムを用

いて、応力測定地点周辺の地形データを入力した地形

効果を評価する。 

2)微小地震観測を継続し、データの蓄積を行い、松本市以北の微小地震メカニズムを

約 40 個決定し、応力場の把握を行なった。さらにこれまでの成果もまとめて、糸魚川-

静岡構造線全体に渡る応力分布マップを作成した。 

3)浅部応力場の研究のため、周辺の地形効果の影響を考察するための有限要素法を

用いた応力場評価支援システムを構築した。このシステムを用いて、中国四川省の安

寧河ー則木河断層帯で測定した応力方位における地形効果を評価し、同断層帯の応

力場を明らかにした。 

    

    ・中央構造線を貫通したボーリングコアについて、引き

続き変形条件、応力状態を含めた断層帯内部構造を明

らかにする。また細粒長石について、塑性流動の構成

則と形機構を決定する。さらに高歪量の剪断試験によ

り、塑性変形から破壊に至る過程の再現を試みる。 

・中央構造線を貫通したボーリングコアを解析し、断層帯内部構造について、温度条件

の変化に対応して、応力場が変化していることを明らかにした。細粒長石に関しては、

塑性変形時の温度・歪速度の条件が同じでも、細粒長石の格子欠陥中に含まれる水

の影響により、塑性流動の構成則と変形機構が異なることが判った。高歪量の剪断試

験により、塑性変形から破壊に至る過程を再現する中で、細粒長石についての塑性流

動の構成則に対する水の効果が判明した。 

  5314220 

  ・地震活動の場である地下深部における

高温高圧状態を岩石実験により再現す

ることにより、高温高圧下における岩石

物性、地震発生過程に及ぼす水の役割

及び岩石破壊に伴う電磁気現象を解明

する。 

・1) 高温高圧下における弾性波速度について、新シス

テムの設定およびキャリブレーションを実施し、高温高

圧下における花崗岩の測定を実施する。脆性—塑性遷

移領域の変形挙動の解明では、間隙水圧と封圧がほぼ

同等になるくらいまで近づけた条件における遷移領域の

挙動を探る。変形中に変形速度を急変させる速度ステッ

プテストから得られる摩擦—流動則の変遷をとらえ、定

式化することを目標とする。 

・1)高温高圧下での弾性波速度では、間隙水の存在下で測定できる新システムのキャ

リブレーションを実施したが、圧電素子と間隙水の長時間絶縁確保が困難であることが

判明し、高温高圧下における短時間測定のみが可能であることが判った。脆性-塑性

遷移領域では蛇紋岩の摩擦-流動則が単純なレオロジーでは説明できないことがわか

ったので、間隙水圧を封圧程度にする実験条件より、より低速度での速度ステップテス

トを優先し実施した。摩擦-流動則の変遷が系統的な変形メカニズムの変化によって制

御されていることが判明し定式化した。 

  5314310 

    2)垂直応力に微小な変動を加えた摩擦実験を実施す

る。さらに変形と間隙圧変化とのカップリング・拡散率の

不均質・地球潮汐の影響を地殻応力変化計算プログラ

ムに取り込み、既存のダム誘発地震・注水誘発地震実

例や中国沿海地域の地震活動と地球潮汐との関係を調

べる。一方浸透率の異なる岩石試料（Berea 砂岩・多胡

砂岩）を使い封圧と間隙圧の擾乱が微小破壊に及ぼす

影響を実験的に調べる。 

2)垂直応力が微小に変動する摩擦実験を実施した結果、現在の制御方法では他の応

力成分にも変動が出てしまうことが判明し、制御方法を改良した。改良した地殻応力変

化計算プログラムを使った解析では、ダム誘発地震・注水誘発地震や中国沿海地域の

地震活動と、地球潮汐などの周期的で微小な応力変動に密接な関連があることが判っ

た。封圧と間隙圧の擾乱が微小破壊に及ぼす影響を実験的に調べ、発生する微小破

壊は封圧が減少した時に活発になることが判った。 

    

  ・地震に伴う電磁気異常の観測システム (平成 20 年度で終了） (平成 20 年度で終了）   5314410 
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をノイズ除去手法の改良等により高度化

すると同時に、地電流センサの特性を人

工信号観測により評価する。 

  ・地下水等の変動観測に基づく前兆的

地下水位変化検出システムを運用、改

良するとともに、観測データ及び解析結

果を関係機関に提供し、またこれらデー

タベースを公開する。さらに、東南海・南

海地震対象域に臨時地下水観測点を設

置して観測を開始する。 

・四国～紀伊半島に、東南海-南海地震地震予測のた

めの地下水等観測施設を 2 点新設する。完成済みの四

国～紀伊半島の観測点および東海の地下水観測点の

観測データを用い、気象庁や防災科研と協力して短期

的スロースリップをモニターする。国の東海地震予知事

業の一環として引き続き前兆的地下水位変化検出シス

テムを運用する。 

・地下水等観測施設を 2 地点で整備し運用を開始した。平成 21 年 8 月の駿河湾地震時

には、地下水観測データを提供し、東海地震発生可能性の議論の材料として用いられ

た。平成21年12月の伊豆半島東方沖群発地震では、地下水位の変動を検出して気象

庁に提供し活動予測をおこなった。また、観測データを説明するマグマ貫入モデルを提

示した。 

駿河湾の地震および伊東群発地震

は新たに発生した地震である。 

5314510 

    ・2009 年 1-2 月の第 6 回注水実験に伴う地下水変化の

データを解析する。この結果も含め、過去の注水実験の

とりまとめを行なう。 

・第 6 回注水実験に伴う地下水変化のデータについて解析を進めるとともに、第 5 回目

でのデータ解析結果をとりまとめた。これにより、1995 年兵庫県南部地震以降、約 8 年

で元に戻ったと考えられる透水性について、その後一定の値をとっているように見える

ことを確認した。 

  5314530 

    ・地震に関する地下水観測データベースに、四国～紀伊

半島の新規観測点のデータを加えて引き続き公開す

る。数値データの関係機関への提供を行う。 

・データベースには月平均 2 万件のアクセスがあった。従来の東海の観測点 10 点に加

え、四国～紀伊半島～愛知県周辺の新規 14 観測点の地下水・地殻変動データも、東

海地震予測精度向上のために気象庁へのリアルタイム提供を開始した。申し入れのあ

った他の機関等へも過去の数値データの提供を開始した。平成 21 年 8 月の駿河湾の

地震や同年 12 月の伊豆半島東方沖群発地震等についての地下水等変化の資料の提

示を行った。 

  5314540 

    ・台湾成功大学との共同研究「台湾における水文学的・

地球化学的手法による地震予知研究」を引き続き推進

し、台湾成功大学において第 8 回ワークショップを開催

する。台湾で構築された地震予知研究のための地下水

観測網について評価する。 

・第 8 回目のワークショップを台湾成功大学で開催した。台湾の地震地下水研究のため

に整備した観測点の地震や地殻歪に対する感度の評価を行った。地震後の変化にお

いては、歪変化より地震動の寄与の方が大きいことが示唆された。 

  5314550 

3-(2) 火山の調査・研究の実施 3-(2) 火山の調査・研究の実施       5320000 

 火山噴火予知及び火山防災の

ための調査・研究を行い、火山に

関する地質図 5 図を作成するとと

もに、火山関連情報をデータベー

ス化して提供する。 

 火山噴火予知及び火山防災に役立つ

火山情報を提供するため、活動的火山

を対象として噴煙、放熱量等の観測及び

地質調査を実施し、火山の噴火活動履

歴及び噴火メカニズムを解明する。 

      5320100 

  3-(2)-① 火山の調査・研究       5321000 

  ・活動的火山の地質調査を行い、噴火活

動履歴を明らかにする。これらの成果と

して火山地質図 3 図を作成するととも

に、第四紀火山の噴火履歴及び噴火活

動の時空分布に関するデータベースを

整備する。 

・九重火山及び諏訪瀬島火山の火山地質図作成調査を

行う。十勝岳火山及び樽前火山の火山地質図を完成

し、中期計画を達成する。火山活動時空分布把握のた

め、野外調査及び年代測定を実施する。活火山データ

ベース及び第四紀火山データベースのデータ追加更新

を行う。伊豆大島火山における噴火シナリオを高度化さ

せるため、ボーリング結果の解析と追加の地表地質調

査を行う。 

・十勝岳火山及び樽前火山の火山地質図を完成し、印刷刊行した。九重火山及び諏訪

瀬島火山については噴火履歴調査を実施した。活火山データベース及び第四紀火山

データベースのデータ追加更新を行った。伊豆大島火山については、噴火履歴調査と

ともに小規模トレンチ調査を実施し、層序、山頂噴火と側噴火の推移を明らかにすると

ともに、噴出物の年代について新たな情報を得た。また前年度に行ったボーリングコア

は現在のカルデラ形成期より古い地層まで達しており、これまで明らかでなかったカル

デラ東部の地下構造を明らかにできた。 

  5321110 

  ・火山に関する地質学、地球物理学及び

地球化学的知見の総合的モデルの構築

を図るため、活火山の噴煙、放熱量及び

地殻変動などの観測研究、地質調査及

び室内実験を実施し、それらによって得

られた情報に基づき噴火脱ガス機構、マ

グマ供給系及び流体流動のプロセスを

明らかにする。また、第 1 期に開発した

微小領域分析技術等を火山地域で得ら

れた地質試料分析に適用し、マグマ－

熱水系における元素挙動を解明する。こ

れらの成果として火山科学図 2 図を作成

・有珠山、雌阿寒岳等において熱・電磁気学的観測結果

と熱水系の数値シミュレーションを総合的に解析し、火

山体の地下水環境を推定する手法の検討を行う。薩摩

硫黄島火山の噴出物試料の化学分析に基づきカルデラ

噴火マグマの化学的特徴を把握する。樽前火山噴出物

の岩石学的解析を行ないマグマ溜まりの圧力を推定す

る。 

・雌阿寒岳および口永良部島火山にて自然電位観測を、薩摩硫黄島、口永良部島およ

び諏訪瀬島火山にて空中赤外熱映像観測を行うとともに、数値シミュレーションを行

い、地下水位の熱水系の発達過程への影響を明らかにした。薩摩硫黄島火山のカル

デラ噴火では流紋岩と安山岩の 2 つのマグマが噴出し、その量比が噴出時期により変

化していたことが判明した。樽前火山の岩石学的解析により、1667 年大噴火直前に高

温マグマが繰り返し注入されていたことが分かった。 

  5321210 
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する。 

    岩脈貫入過程に影響を及ぼす応力場とマグマ物性に関

するモデル検証のための実験を開発する。衛星画像や

事例研究に基づきインドネシアのカルデラ火山の発達

史の特徴を明らかにする。全国の主要な火山において

火山ガス観測を、富士山・薩摩硫黄島・口永良部島にお

いて地殻変動観測を実施し、火山活動の評価を行う。伊

豆大島火山における地下水位・自然電位連続観測を継

続し、地下水不飽和層の特性評価を行う。 

応力場を変えた岩脈貫入過程の模擬実験のための小型装置を開発した。衛星画像、

現地調査、年代測定より、バリ島では複数回のカルデラ形成が、東ジャワ島ではカルデ

ラの有無により火山の発達史が異なることが、明かとなった。全国な主要な火山におけ

る火山ガス観測および地殻変動観測を実施し、口永良部島における地殻変動とガス放

出の連動を明らかにした。伊豆大島火山にて自然電位連続観測を継続するとともに、

比抵抗の繰り返し測定を行い、降雨に伴う不飽和層水分量の変動を定量化した。 

    

    ・SIMS(二次イオン質量分析計)による金の微小領域定

量法を用い、国内産金鉱石の金存在状態と他元素との

関連を明らかにする。熱水性鉱床におけるレアメタル(イ

ンジウムなど)含有鉱物について、鉱物生成温度等に基

づき、レアメタル濃集環境を推定する。雲仙火道掘削の

解析から得られた結果をまとめ、火山体内外の熱水系

発達過程を明らかにする。 

・SIMS(二次イオン質量分析計)による金の微小領域定量法を用い、我が国 大の菱刈

金鉱床の金とヒ素の微小領域での相関関係を明らかにした。南アフリカとの研究協力

により、金分析と微小領域レアメタル分析用試料作成を行った。また、豊羽多金属鉱床

のインジウム閃亜鉛鉱の成長組織観察及び化学組成分析から、インジウムは高過飽

和度の鉱液から銅及び鉄を伴って間欠的に濃集したことを明らかにした。雲仙火山で

は、金属鉱床のマグマ熱水系と同様の変質帯を生成させた大規模熱水系が800m以深

に存在したことを明らかにした。 

  5321220 

    パキスタン西部チャガイ地域のマグマ熱水系に伴なう熱

水変質帯の特徴を明らかにする。斑晶ガラス包有物の

SIMS 分析に基づき、三宅島火山 2000 年噴火マグマの

脱ガス・分化過程を明らかにし、単成火山や巨大カルデ

ラ火山におけるマグマ供給系の深さを見積る。 

パキスタン西部チャガイ地域における ASTER データの解析から、熱水変質帯形成の起

源である花崗岩類分布域を把握した。また、斑晶ガラス包有物の SIMS 分析に基づき、

三宅島火山 2000 年噴火におけるマグマの分化・脱ガス過程を考察し、深部起源の未

分化マグマが 2000 年噴火およびその後の活発な火山ガス放出に大きく関与している

可能性を明らかにした。 

    

  ・火山体の斜面崩壊危険箇所を物理探

査により明らかにするための山体安定

性評価技術をデータと評価パラメータの

選択により改良し、モデル火山において

山体安定性に関する評価図を作成す

る。 

(平成 20 年度で終了） (平成 20 年度で終了）   5321310 

3-(3) 深部地質環境の調査・研

究の実施 

3-(3) 深部地質環境の調査・研究の実

施 

      5330000 

 高レベル放射性廃棄物地層処

分事業の安全規制に係る国の施

策に資するため、地質現象の長

期変動及び地質環境の隔離性能

に関する地質学的、水文地質学

的知見を取りまとめ、技術情報と

して規制当局に提供するととも

に、長期的視点から地層処分研

究の基盤を確保する。 

 高レベル放射性廃棄物の地層処分事

業に対し、国が行う安全規制への技術

的支援として、地質現象の長期変動及

び地質環境の隔離性能に関する地質学

的及び水文地質学的知見を整備し、技

術情報としてとりまとめる。また、放射性

核種移行評価に向けての研究基盤を確

保する。 

      5330100 

  3-(3)-① 地質現象の長期変動に関する

研究 

      5331000 

  ・将来にわたる地震・断層活動、火山・火

成活動、隆起・浸食の長期変動が地層

処分システムに与える影響を評価するた

めに必要な地質学的知見を整備し、技

術情報として取りまとめる。 

・低活動性断層の評価手法標準化では、断層岩の性状

と断層の活動性との関連について、断層岩の岩石・鉱

物学的特徴をより明確にするための研究を行う。評価手

法標準化の為の分析項目や手法などを、放射性廃棄物

地層処分事業の伸展を見越した、立地段階の調査に資

する技術資料("AIST2009 レポート")を作成する。 

･塩基性岩を母岩とする断層岩について、岩石･鉱物学的検討を行い、これまで得てい

た花崗岩に発達する断層岩の特徴との比較を行った。その結果、色調についてはほぼ

類似する傾向が見られたが、活動度の認定区分(分解能)には相違が見られた。また、

巨大な破砕帯を伴う塩基性岩断層（神縄断層）では、色調および鉱物学的特徴の相違

が認められる断層粘土が隣接するなど、活動度判断においては断層岩(断層ガウジ)の

色調・鉱物学的検討と共に、詳細な産状記載が必要なことが指摘された。以上のデー

タを元に、立地段階の調査に資する技術資料("AIST2009 レポート")を作成した。 

  5331110 

    ・巨大カルデラ噴火の発生頻度と影響範囲の研究で

は、阿寒・屈斜路・摩周カルデラの噴出物の同位体組成

分析により、マグマ-地殻相互作用の検討を行う。噴出

物の鉱物分析によりマグマ溜まりの温度・圧力変化の

検討を行い、地殻内で成長するマグマ溜り進化の岩石

・北海道東部巨大カルデラ群に対する同位体化学分析では、地殻物質との相互作用が

微弱で、東北日本弧の第四紀火山と異なることが判明した。鉱物分析によるマグマ溜

まりの岩石学的モデル化においては、SIMS を用いた揮発成分量測定により、マグマ溜

まりの深度(圧力)に束縛条件を与えることができた。これらを基礎データとして、マグマ

  5331120 
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学的モデルについて検討を行う。カルデラおよび沿岸域

を含む周辺の地表水、地下水調査を行い、噴火の影響

に起因した水系の特徴を明らかにし、地質構造との関

係を検討する。 

溜まり蓄積過程に関するモデル化を行った。 

      北海道東部巨大カルデラ群の周囲約50km圏内の地下水、温泉水の化学・同位体分析

を行い、マグマ揮発性物質の関与に関する空間分布を検討した。その結果、マグマの

影響は、北部地域については強く認められたのに対して、南部地域では殆ど認められ

なかった。このような地域的な差異は、カルデラ群を境とする重力構造と相関関係があ

ることが判明した。  

    

    ・単成火山の新規出現性評価の研究では、これまで見

過ごされてきた東北日本の単成火山活動の時空分布解

析を行う。以上の火山活動の長期予測手法および火山

活動の周辺（地下水）環境への影響評価手法の一般化

を検討し行い、その結果を放射性廃棄物地層処分事業

の伸展を見越した、立地段階の調査に資する技術資料

("AIST2009 レポート")を作成する。 

・東北日本の単成火山活動史については、カミングト閃石を指標とする土壌中に散在す

るテフラ(クリプトテフラ)分析手法の高度化を行い、10-30万年前に少なくとも2回のこれ

まで未確認であった火山活動を見出すことができた。以上のデータを元に、立地段階の

調査に資する技術資料("AIST2009 レポート")を作成した。 

    

  

  ・既存の各種分析手法を組み合わせた、隆起侵食量高

精度化評価手法についてとりまとめを行う。テストフィー

ルドに対して、隆起侵食量分布を明らかにし、地殻変動

のモデル化を検討する。地殻応力場・歪み場の長期的

時間空間変遷の検出手法の開発を行い、テストフィール

ドへの適応性の検討を行う。以上の隆起・沈降および広

域的地殻変動解析手法の一般化を検討し、その結果を

放射性廃棄物地層処分事業の伸展を見越した、立地段

階の調査に資する技術資料("AIST2009 レポート")を作

成する。 

･クリプトテフラを活用した段丘面編年法を、東北地方の海岸段丘に適応し、従来よりも

精度の高い隆起量推定が可能となった。また、同手法を東北内陸部の河岸段丘に適

応することで、周辺の内陸性断層による影響を加味した地形変形モデルを提唱するこ

とができた。地殻応力場変遷の検出手法としては、ボーリングコアを用いた解析手法を

開発し、西南日本で得られたコア試料に適応することができた。以上のデータを元に、

立地段階の調査に資する技術資料("AIST2009 レポート")を作成した。 

  5331130 

  3-(3)-② 地質現象が地下水に与える影

響に関する研究 

      5332000 

  ・将来にわたる地震・火山・熱水活動の

長期変動が、地層処分システムの地下

水に与える影響を評価するために必要

な水文地質学的知見を整備し、技術情

報として取りまとめる。 

・熱水活動および沿岸域を中心とした深層地下水の変

動予測手法およびその影響評価手法を整備するため

に、以下の研究を行う。 

1）長期にわたる海水準変動が深層地下水系に与える

影響を評価するため、地下水データ・試料の収集および

分析をすすめ、深層地下水系の起源解明、年代測定な

どに基づいて、沿岸域の地下水系の変動の実態を明ら

かにする。  

2）北海道中-北部に広域に存在する高塩濃度の深層地

下水について、その成因を明らかにするため、調査を行

い、地下水試料の分析を行う。 

・熱水活動および沿岸域を中心とした深層地下水の変動予測手法およびその影響評

価手法を整備するために、以下の研究成果を得た。 

1）長期にわたる海水準変動が深層地下水系に与える影響を評価するため、東北地方

北部を中心に地下水データ・試料の収集、分析をすすめ、深層地下水系の起源解明や

化石海水の分布とその年代の検討を行い、沿岸域の地下水系の変動の実態を明らか

にした。  

2）日本列島に広域に存在する高塩濃度深層地下水について調査し、希ガス同位体お

よび放射性塩素濃度等に基づき成因解明および手法の提示を行った。 

  5332110 

    3）日本列島の火山周辺地域の深層地下水データの収

集を行い、GIS 化する。火山との位置関係や水質、水温

との関係を取りまとめ、火山の存在が周辺の地下水系

に与える熱、化学的影響について取りまとめる。 

4）深部流体の広域分布、成因解明による地下水系への

影響評価技術の開発のため、離島等において深層地下

水調査を行い、深層地下水 DB を更新する。地下水の各

種データをその起源、流動、化学的性質、温度などの観

点からまとめなおし、GIS 上に展開する。 

3）日本列島の様々な火山周辺地域の深層地下水データの収集を行い GIS 化し、火山

の規模、位置関係と水質、水温との関係を取りまとめ、火山の存在が周辺の地下水系

に与える熱、化学的影響範囲を示した。 

4）深部流体の広域分布、成因解明による地下水系への影響評価技術の開発のため、

離島等において深層地下水調査を行うとともに、これまでのすべてのデータについて、

地下水の起源、流動、化学的性質、温度などの観点からとりまとめ深層地下水 DB を更

新し、GIS 上で評価可能にした。 

    

    5）これまでの研究成果を規制支援機関の立場からとり

まとめ、放射性廃棄物地層処分事業の伸展を見越し

た、立地段階の調査に資する技術資料(2009 年 AIST レ

ポート)を作成する。 

5）これまでの研究成果を規制支援機関の立場からとりまとめ、放射性廃棄物地層処分

事業の伸展を見越した、立地段階の調査に資する技術資料(2009 年 AIST レポート)の

概要版の地下水変動に関する部分を作成した。 
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  3-(3)-③ 地質環境のベースライン特性

に関する研究 

      5333000 

  ・自然状態における地質環境、特に地下

施設を建設する前の地質環境を把握す

るために必要な地質学的、水文地質学

的知見を整備し、技術情報として取りま

とめる。 

・平成 20 年度に掘削を行ったボーリング孔を用い、立抗

掘削に伴う間隙水圧および水質の変化に関するモニタ

リングを実施する。 同時に、重力探査、衛星レーダーに

よる地表面変形のモニタリングを実施し、立抗掘削の影

響から水理地質モデル、パラメータの再評価を行う手法

の構築を行い、別グループが実施する同位体分析によ

る地下水の起源、年代に関する検討結果と合わせ、幌

延で得られた実データへの適用を行う。 

・平成 20 年度に幌延地区において掘削を行ったボーリング孔を用い、立坑掘削に伴う

間隙水圧および水質の変化に関するモニタリングを開始した。 同時に、重力探査、衛

星レーダーによる地表面変形のモニタリングを実施した。立坑掘削の影響から水理地

質モデル、パラメータの再評価を行う手法を検討し、別グループが実施する同位体分

析による地下水の起源、年代に関する検討結果と合わせ、幌延で得られた実データへ

の試験的適用を行った。 

  5333110 

    ・堆積岩地域における過剰間隙水圧発生に関する実験

データの集積を実施するとともに、過剰間隙水圧発生メ

カニズムに関する地球化学的な検討を実施し、地化学

的観点からの過剰間隙水圧発生推定の基礎データを得

る。同時に、過剰間隙水圧の安定性を考慮した数値解

析手法によって、地下水流動・核種移行への過剰間隙

水圧の影響に関する考察を実施する。 

・実際に過剰間隙水圧が観測されている堆積岩試料を用いて、地下の圧力条件下での

浸透圧発生評価のための試験手法を開発するとともに、岩石の物理、化学的特性と浸

透圧の評価を行った。その結果を数値解析によって評価すると、地下の条件下では、

実際に観測されている過剰間隙水圧レベルの過剰圧力が、長期にわたって持続する

可能性があることが示された。 

  5333120 

    ・堆積岩地域、花崗岩地域における地下水化学、生物

化学と鉱物の相互作用に関して、幌延および瑞浪地域

の岩石および地下水試料の分析から、実岩盤における

調査・評価手法の開発を行い、地下空洞掘削による影

響の把握、埋め戻し後の水質回復過程に関する予測手

法に関する検討を実施する。 

・幌延堆積岩に関して、水質モニタリング装置からの採水試料の、化学、生物化学分析

を行い、採水手法を確立した。瑞浪に関しては、堆積岩、花崗岩における試料採取、試

料ハンドリング、有機および無機化学特性、生物化学特性、微生物活性に関する分析

手法の開発を行い、既往の分析手法では十分に評価されない微生物活性等の特性の

把握に成功した。 

  5333130 

  3-(3)-④ 地質環境の隔離性能に関する

研究 

      5334000 

  ・放射性核種移行評価に向けて、地質環

境の隔離性能にかかる諸プロセス解明

のための実験手法等を整備し、規制当

局が行う安全評価を支援できる研究基

盤を確保する。 

・1)岩石中の核種等物質移行、実空隙中の微生物活性

に関して、実試料を用いた移流分散試験による詳細な

評価手法を確立し、物質移行の原位置における評価手

法に関する検討を行い、技術資料としてとりまとめる。 

2)核種移行に影響する要因としての、地下環境中にお

ける放射性核種の不動化、易動化に関する微生物およ

び腐食性溶存有機物の機能に関し、核種の化学状態変

化の機構、微生物、溶存有機物の影響を明らかにす

る。 

・1)堆積岩を用いた実際の岩石中での微生物活性手法の開発を行い、通常行われて

いる粉砕試料による活性評価と、評価結果に有意な差が存在することを示した。また、

物質移行特性に関しては、室内での評価手法を確立し、原位置への適用性検討を行

い、技術資料としてとりまとめた。 

2)地下水試料中において、ターゲットとなる機能を持つ微生物数の直接評価手法の開

発および溶存有機物の簡易分析手法の確立を行い、地下水の流動と化学環境の関連

性評価を行った。また、微生物、有機物による核種存在形態への影響のとりまとめを行

った。 

  5334110 

    3)堆積岩における気圧変動、人為的坑道掘削等の外的

要因による間隙水圧変動を利用した水理特性評価を目

的とし、水理-応力変形の連成構成則、各種パラメータ

を評価するための試験システムの構築、幌延地域等の

堆積岩試料を用いた定量的評価を行う。 

4)安全評価上基本となる地下水流動モデルとして、水理

-熱-力学-化学反応の連成モデルに関する各パラメータ

の不確実性も含めた評価手法の検討、整備を行うと同

時に、解析コードの整備、仮想モデルでの感度解析を実

施し、連成現象、パラメータの重要性に関する整理を行

う。 

3)水圧応答解析に必要な水理-力学連成パラメータ取得室内実験の高精度化を行い、

実際の堆積岩における検証を行った。また、地下水流動下での数値解析を実施し、解

析解の適用性検討を行った。 

4)水理-熱-力学-化学反応の連成現象の微視的なモデル化と、パラメータ取得手法の

構築を行った。また、数値解析として、上記連成に生物化学作用を加えたプログラムを

開発し、既往実験データとの比較による検証を実施した。 

    

3-(4) 都市及び沿岸域の地質環

境の調査・研究の実施 

3-(4) 都市及び沿岸域の地質環境の調

査・研究の実施 

      5340000 

 人口密集地における自然災害

による被害の軽減を目的に、都

市平野部から沿岸域の総合的な

地質環境の調査・研究を行い、そ

の結果を国及び地方公共団体等

 自然災害に強い産業立地に必要な情

報を国・地方公共団体等に提供するた

め、都市平野部及び沿岸域の総合的な

地質環境の調査・研究を実施するととも

に、生態系も含む環境変遷及び物質循

      5340100 
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に提供する。 環の研究を進め、都市及び沿岸域の自

然や人為による地質環境変化を解明す

る。 

  3-(4)-① 都市平野部から沿岸域の総合

的な地質環境の調査研究 

      5341000 

  ・大都市の立地する平野部及び沿岸域

を構成する地質層序及び地質構造の実

態を把握するため、ボーリング調査及び

物理探査等を実施する。沖積層に関す

る物理探査については、地中レーダー及

び浅海用の音波探査を用いて数 10cm

の地層分解能探査を行う。これを基にし

て、関東平野を中心とした標準地質層序

の確立、地質構造モデルの確立及び岩

石物性値を含む三次元的平野地下地質

情報の整備を行い、都市近郊を対象に

した重力異常図及び重力基盤図を各 1

図作成する。 

・元荒川構造帯を中心とする関東平野の 3 次元的な地

質構造と地下水の地球化学的構造をより正確に把握す

るため、新たに地質構造と平行する北西-南東方向の反

射法探査を実施するほか、深井戸などの既存柱状図間

やコア詳細分析による地層対比、より広範囲での地下

水試料の採取と水質分析、コアの溶出試験を行い、デ

ータベースの構築を行う。反射断面での各反射面と地

層との対比を行い、それらを元に各地層の 3 次元的な

分布を明らかにする。甲府地域の重力異常図及び重力

基盤図を作成する。 

・関東平野中央部、埼玉県行田市から菖蒲町に至る約 16km の北西-南東方向の測線

で、深度 1km までを対象として反射法地震探査を実施した。その結果、断層がなく、西

部でほぼ水平、東部で東に累積的に傾動していることが明らかになり、地下水流動を

規制する構造的不連続が存在しないことを示した。同測線に沿う重力探査では、650 点

程の重力データを編集し、盆状構造による低重力異常を鮮明にした。測線上には深度

数 km までには明瞭な断層構造を示す密度構造は検出されなかった。 

  5341110 

       関東平野中央部の 6 本のボーリングコアについて、地下層序の対比指標を明らかに

するために、珪藻化石、花粉化石、テフラを検討した。その結果、日本からの絶滅種で

ある Lancineis sp.が地層の時代を限定する指標になること、約 45 万年前と 60 万年前

の 2 枚の広域テフラ降灰層準および前期更新世以前の時代を示すメタセコイアの層準

が挟まれることを明らかにした。 

    

    ・地質構造が広域地下水流動系に与える影響、元荒川

構造帯内部の特異な水質を有する地下水の形成プロセ

スを組み入れた地下水モデルを構築する。 

・地下水水質・各種同位体組成の分析、既存コアサンプルの溶出試験による地下水の

地球化学的鉛直構造の検討を進めた。その結果、関東平野中央部に分布する特異な

水質・同位体特性を有する滞留時間の長い地下水は、千葉県北西部から東京都北東

部にまで分布し、鉛直的には深さ 400m 前後まで賦存している可能性を示せた。関東平

野の広域地下水流動系は綾瀬川断層等の地質学的不連続線よって大きく規制されて

いるという予察的な結果が得られた。 

    

    ・沿岸域の首都圏の浅層地下地質について、 

1）荒川低地の（川口市付近において、沖積層層序を確

立するためのオールコアボーリング（50m）を行い、コア

試料の解析を行う。また掘削孔で PS 検層（弾性波速度

検層）を行う。 

2)沿岸域の地下地質情報の基盤として、ボーリングデー

タの収集・数値化を実施し、ボーリングデータベースを更

新する。 

・沿岸域の首都圏の浅層地下地質について、 

1)荒川低地の枝谷である芝川低地の川口市在家町において沖積層層序を確立するた

めのオールコアボーリング（35m 長）と PS 検層（弾性波速度検層）、コア試料の解析を

行った。その結果、芝川低地下の谷埋め堆積物は軟弱な泥質堆積物を特徴とし、荒川

低地本流とは異なる様式で形成されたことがわかった。 

2)東京湾岸域から 500 点のボーリングデータの収集・数値化を実施した。 

  5341120 

    3)これまでに実施した標準層序ボーリングおよびボーリ

ングデータベース、1/2.5 万シームレス地質図を基に、次

の地域・地質に関する 3 次元モデルを作成する。武蔵野

台地東部・下吉台地、大宮台地南部、下総台地西端部

荒川低地域における 30m 以浅に分布する更新統、荒川

低地の中・下流部域の沖積層、中川低地中・上流部か

ら東京低地の沖積層。 

3)東京低地北部から中川低地中・南部、荒川低地下流部、芝川低地の 終氷期に形

成された開析谷地形と谷埋め堆積物の3次元モデルを作成した。既存の反射法探査デ

ータと石油・資源の深層オーリングデータを整備し、下総台地・上総丘陵地域につい

て、基盤上面、上総層群、下総層群の 3 次元モデルの試作版を作成した。 

    

    4)超鋭敏粘土について、既存土質試験データによる空

間分布、その堆積環境、間隙水の化学特性、実験によ

る動的特性の詳細と形成機構の検討を行い、堆積環境

を考慮した新しい地盤特性の評価法を検討する。 

5）東京低地付近の沖積層の地盤物性モデル構築手法

を改良し、地震動増幅度の高精度化を行う。 

6）関東平野以外の札幌市などの大都市が位置する沖

積低地について、地元研究機関と連携して層序・物性の

模式となるオールコアボーリング調査とボーリングデー

4)超鋭敏粘土と一般的な粘性土とを比較した室内実験から、前者が奥内湾の低塩水

条件で形成され、細粒、高含水比、低せん断剛性率を示すことが明らかになった。地盤

の地震動特性の評価に重要なせん断波速度が、容易に測定可能なコア試料の含水比

と深度情報から推定可能であり、さらにベンダーエレメント試験を行うことで PS 検層と

同等の精度で得られることを示した。 
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タベースの整備を進める。 

      5)東京低地北部から中川低地中・南部では深度 60m 以浅の沖積層・更新統の土質・N

値のグリッドモデルの作成手法を改良し、地震動特性のための地盤モデルを更新し

た。 

6)北海道立地質研と連携し、石狩低地で60m長のオールコアボーリング調査を実施し、

沖積層の層序と堆積相を明らかにした。そして、北海道では新たに 1000 点のボーリン

グデータの収集・数値化を実施し、新潟平野では北陸地盤情報活用協議会と連携し、

新規に 2000 点のボーリングデータの数値化とモデル用に 9000 点のボーリングデータ

ベースを整備した。 

    

    ・沿岸域の調査において、次の研究を実施する。 

1)実用化した高分解能マルチチャンネル音波探査技術

をベースとし、沿岸域地質構造の 3 次元的特性探査技

術の開発に着手する。 

2)地中レーダー探査により、地下の津波堆積物の認定

と海岸砂丘堆積物の内部構造の可視化を目標に研究

を実施する。調査対象は前年に引き続き北海道東部の

沿岸低地、及び鳥取海岸砂丘を予定している。 

・1)高分解能マルチチャンネル音波探査技術を用いて、沿岸域地質構造の 3 次元的特

性探査技術の開発に着手し、テスト航海により良好な結果を得た。 

2)地中レーダー探査により、鳥取海岸砂丘の内部構造の可視化を行い、採取した堆積

物試料のOSL年代と合わせて、砂丘の形成史を明らかにした。また北海道東部の沿岸

低地において地中レーダー探査を行い、地下の津波堆積物の認定と広がりを明らかに

した。 

  5341130 

  ・アジアの沿岸平野において、地下地質

構造と標準地質層序の確立のために、

現地研究機関と共同で沖積層に関する

沿岸地質情報を整備する。 

・メコンデルタ、チャオプラヤデルタ、黄河デルタなどにつ

いて、近年の海岸侵食や沿岸域の物質輸送について今

までに取得したデータのとりまとめを行う。 

・メコンデルタの沿岸浸食に関して冬季のモンスーンが浸食に大きな役割を果たしてい

ることを潮間帯の繰り返し調査から明らかにした。チャオプラヤデルタの沿岸浸食で

は、モニタリングと数値シミュレーションから冬季の潮汐に伴って浸食が生じていること

を示した。黄河デルタでは、土砂運搬量と沿岸海域のデータを総合して、浸食量の定量

的な解析を行い、保全に必要な土砂量を推定した。 

  5341210 

  3-(4)-② 沿岸域の環境変遷及び物質

循環の研究 

      5342000 

  ・沿岸域の生態系を含む環境変遷を明

らかにするため、湖沼及び沿岸域堆積

物の同位体組成及び食物連鎖等の物質

循環の情報を集積することにより、10～

100 年スケールの過去の生態系構造推

定手法の開発を行う。またサンゴ礁海域

の水質、流況及び生物の解析によりサ

ンゴ礁環境変遷を解明するとともに、サ

ンゴ骨格の同位体分析等の物質循環研

究により過去200年間の環境変動を明ら

かにする。 

・沖縄県等の本邦亜熱帯域のサンゴ礁から収集された

濁度等の観測データを総合して、環境モニタリング手法

としての可能性を検討する。また、同域のサンゴ化石試

料を中心に10～100 年スケールの過去の生態系構造推

定手法の開発を行うと伴に完新世、特に過去 200 年間

の海水温の復元をし、モンスーン変動の現在との違い

について明らかにする。 

・石垣島と西表島の間に広がる石西礁湖海域を例に、測線に沿う観測からサンゴ礁内

外の濁度等の観測データを総合して、サンゴ礁環境モニタリングの実際例を報告した。

また、石垣島および小笠原・父島のサンゴ骨格試料を分析して、20 世紀初頭の琉球列

島での低温イベント及び小笠原海域での塩分低下イベントの存在を明らかにし、東アジ

ア冬モンスーンの変動との関係を論じた。 

  5342120 

  ・沿岸域の環境保全と生物生息場の環

境改善のための基礎情報とするため、

海岸生物相調査データ、水温等の物理

環境観測データを集積し、データベース

として整備し、提供する。 

・海岸生物相変遷データや海象・水質に関する物理環

境データを Web で公開する。博物館、NGO のアンケート

を実施し、市民による生態系モニタリングの実施に関す

る総合的な試行を行う。 

・Web での物理環境データの公開を継続するとともに、日本沿岸における潮汐の経年

変化を、主要 4 分潮について 70 地点分を Web で公開した。生物相の変遷データを継続

取得し、Web 公開の準備を進めた。博物館、NGO のアンケートを実施し、市民による生

態系モニタリングの実施の可能性を検討した。特に、フェリー会社の目撃情報を基に、

瀬戸内海の環境指標の一つであるスナメリクジラ分布を全域的に捉えることが可能で

あることが判明し、既存文献との比較から 1970 年代からのスナメリ分布の変遷を明ら

かにした。 

  5342220 

  ・海域の物質循環及び人為汚染評価の

基礎情報とするため、堆積物及び土壌

の化学成分調査に基づき、日本沿岸地

球化学図及び東京湾岸精密地球化学図

を作成する。 

・全国の土壌地球化学図を作成するため本州・四国から

各地域を代表する表層土壌試料を採取し分析する。東

京湾岸精密地球化学図作成のための試料を埼玉県南

部から採取する。 

・本州・四国地域から 900 試料の土壌を採取し、乾燥・粉砕した後化学分析を行った。

得られた元素濃度をもとに北海道と九州地方の土壌地球化学図を作成した。また、精

密地球化学図作成のため埼玉県南部から河川堆積物試料を 80 個採取し分析を行っ

た。 

  5342310 

４．緊急地質調査・研究の実施 ４．緊急地質調査・研究の実施    5400000 

 地震、火山噴火をはじめとする

自然災害に対応して、緊急の調

査・研究を実施する。 

 地震、火山噴火等の自然災害時には

緊急の対応が求められることから、災害

発生時やその予兆発生時には、緊急の

      5400100 
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地質調査を速やかに実施する。 

4-(1) 緊急地質調査・研究の実

施 

4-(1) 緊急地質調査・研究の実施       5410000 

 地震、火山噴火をはじめとする

自然災害発生に際して、社会的

な要請等に機動的に対応して緊

急の調査・研究を実施するととも

に、必要な関連情報の発信を行

う。 

 地震、火山噴火等の自然災害発生時

やその予兆発生時には、社会的要請に

応じて緊急の組織的な地質調査が求め

られることから、緊急の地質調査を実施

するとともに、必要な地質情報を速やか

に発信する。 

     5410100 

          5410110 

  4-(1)-① 緊急地質調査・研究の実施       5411000 

  ・地震、火山噴火等の自然災害発生時

やその予兆発生時には、地質の調査に

関連する研究ユニット等が連携して緊急

調査本部を組織し、社会的要請に応じて

緊急の調査及び研究を実施する。同時

に、国及び地方公共団体等に対し、災害

の軽減に必要な地質情報を速やかに発

信する。 

・地震・火山噴火、地すべり、地盤沈下等による大規模

な自然災害に際して、緊急調査の実施体制をとって、必

要な調査・研究を実施し、正確な地質情報を収集・発信

して、社会及び行政のニーズに継続して応える。 

・大規模な自然災害が発生しなかったため、緊急調査を実施しなかった。平成 21 年 8

月に静岡県駿河湾で発生した地震の判定委員打合せ及び臨時地震調査委員会に出

席した。この地震関連の正確な地質情報を経済産業省及び社会に発信した。 

  5411010 

    ・緊急体制の構築に必要なマニュアル類について、必要

に応じて改訂を行い、機動的対応が行える体制を維持

する。 

･緊急体制連絡網の更新を行った。   5411020 

５．国際協力の実施 ５．国際協力の実施       5500000 

 地質に関する各種の国際組織、

国際研究計画に参画するととも

に、産総研が有する知見を活か

し、国際的な研究協力を積極的

に実施する。 

 産総研のこれまでに蓄積した知見及び

経験を活かし、アジア太平洋地域を中心

とした地質に関する各種の国際組織及

び国際研究計画における研究協力を積

極的に推進する。 

      5500100 

5-(1) 国際協力の実施 5-(1) 国際協力の実施       5510000 

 アジア太平洋地域を中心に、地

質情報の整備、地震・津波・火山

等の自然災害による被害の軽

減、地下水等の地質環境及び資

源探査などに関する国際研究協

力を実施する。 

 アジア太平洋地域において、産総研が

有する知見を活かした国際協力が期待

されることから、東・東南アジア地球科学

計画調整委員会（CCOP）、国際地質調

査所会議（ICOGS）等の国際組織及び国

際研究計画に参画するとともに、アジア

太平洋地域において地質情報の整備、

地震・津波・火山等の自然災害による被

害の軽減、地下水等の地質環境及び資

源探査などに関する国際研究協力を推

進する。また、統合国際深海掘削計画

（IODP）及び国際陸上科学掘削計画

(ICDP)に積極的に参画する。 

      5510100 

  5-(1)-① 国際協力の実施       5511000 

  ・東・東南アジア地球科学計画調整委員

会 （ CCOP ） 、 国 際 地 質 調 査 所 会 議

（ ICOGS ） 、 世 界 地 質 図 委 員 会

（ CGMW ） 、 国 際 地 質 科 学 研 究 計 画

（IGCP）等の国際機関の活動及び国際

研究計画を主導するとともに、これらを

通したプロジェクト、シンポジウム等の実

・東・東南アジア地球科学計画調整委員会（CCOP）で

は、小規模鉱山（CASM）、環境分析支援プログラム、地

下水、地質災害軽減、デルタ、ジオグリッド（GEO Grid）

について、専門家会議やセミナーの中心的な役割を産

総研が果たすなど、先導的にプロジェクトを展開する。 

・東・東南アジア地球科学計画調整委員会（CCOP）では、小規模鉱山（CASM）、環境分

析支援プログラム、地下水、地質災害軽減、デルタについて、専門家会議やセミナーの

中心的な役割を産総研が果たすなど、先導的にプロジェクトを展開した。 

  5511110 
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施により国際研究協力を図る。特にアジ

ア太平洋地域の地質情報整備、地震・

津波・火山等の自然災害による被害の

軽減、地下水等の地質環境の保全及び

資源探査に関する国際研究協力を推進

する。 

    ・世界地質図委員会（CGMW）、国際地質科学研究計画

（IGCP）等については、引き続き各研究テーマの委員会

やシンポジウム等に代表を派遣してそれらの活動を推

進する。 

・世界地質図委員会（CGMW）、国際地質科学研究計画（IGCP）等については、引き続

き各研究テーマの委員会やシンポジウム等に代表を派遣してそれらの活動を推進し

た。 

  5511130 

    ・国際惑星地球年（IYPE）の推進事務局を運営し、外部

団体と協力して活動支援を行う。IYPE 事業の一環として

ジオパーク活動、地質の日（5 月 10 日）記念事業などを

推進する。 

・国際惑星地球年（IYPE）の推進事務局を運営し、外部団体と協力して活動支援を行っ

た。IYPE 事業の一環としてジオパーク活動、地質の日（5 月 10 日）記念事業などを推進

した。洞爺湖有珠山、糸魚川、島原半島の 3 地域が世界ジオパークとして、日本で初め

て認定された。 

  5511140 

    ・アジアのデルタに関する会合を 11 月にタイと 12 月にイ

ンドで開催する。CCOP DelSEA プロジェクトに関して沿

岸侵食に関するワークショップを関係国で開催する。 

・アジアのデルタの環境変動や環境保全•管理に関する会合を、CCOP DelSEA プロジェ

クトの年会として 11 月にタイで、その他に 12 月にインドと中国で開催した。また、ベトナ

ム、中国から 7 名の研究者を産総研に招聘し、共同研究を推進した。 

  5511150 

  ・地球内部を知りその変動の歴史を探る

国際研究プロジェクトである統合国際深

海掘削計画（IODP）及び国際陸上科学

掘削計画(ICDP)に貢献する。 

・統合国際深海掘削計画（IODP）及び国際陸上科学掘

削計画（ICDP）の推進を目的として、日本地球掘削科学

コンソーシアムとの緊密な連携のもと、国内外の委員会

に研究職員を委員として出席させて運営の一翼を担う。

また産総研が分担すべき役割について、引き続き学術

面及び運営面の両面から検討・支援を行う。 

・統合国際深海掘削計画（IODP）の SAS 科学助言組織の諸国際委員会、国際陸上科

学掘削計画（ICDP）の委員会および日本掘削科学コンソーシアムの諸委員会に多数の

委員として出席させて、運営の一翼を担った。IODP の長期方針を議論するためブレー

メンで行われた INVEST 会議に研究者が参加する等、掘削科学プロジェクトを支援し

た。 

  5511210 

    ・IODP において、「ちきゅう」、「ノンライザー掘削船」の運

航が本格化する予定であり、「特定任務掘削」、ICDP も

含めて、掘削科学研究への参加の呼びかけ及び所内

調整を行い、積極的に乗船研究者を派遣する。「ノンラ

イザー掘削船」再開後 初の赤道太平洋古環境調査航

海に乗船研究者を派遣する。 

・平成 21 年度に再開したノンライザー掘削船 JOIDES Resolution 号による赤道太平洋

弧環境調査航海、「ちきゅう」による南海トラフ地震発生帯掘削航海および特定任務掘

削によるグレートバリアリーフ掘削航海に研究者を派遣した。 

  5511220 
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