
５）地質分野
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地圏環境リスク評価システム（GERAS-3）の完成・公開と普及 地圏資源環境研究部門

第２期中期目標期間の主な研究成果

【研究成果の概要】
・土壌・地下水を含む地下環境を３次元的にモデル化し、
環境汚染物質の移動や変換などの特性を定量評価で
きる詳細モデルを完成した 事業所等 (116)

教育機関 (18)

その他 (37)

きる詳細モデルを完成した。
・全ての規制対象物質について土壌・地下水汚染の健
康リスクを評価し、浄化や修復のリスク管理に資するた
めのシステムを開発し、公開・普及させた。
・新規の解析手法の開発として 土壌層と地下水層の

事業所等 (116)

浄化企業 (23)コンサルタント (109)

自治体等 (21)

利用業種

・新規の解析手法の開発として、土壌層と地下水層の
多相流動解析が可能な技術体系を確立し、表層土壌な
どの物性データベースを構築した。

【第２期中期計画の内容】

浄化企業 (23)コンサルタント (109)

図2、既に300以上の事業
所、大学、自治体、調査

図１、鉱物油、VOCs、重
金属等による複合汚染

【第２期中期計画の内容】

小項目：Ⅳ-2-(1)-② 土壌汚染リスク評価手法の開発
・土壌や地下水汚染の状況を科学的に評価可能にする
ための地圏環境リスク評価システム(GERAS-3)を開発・
公開し 環境汚染によるリスク軽減 土壌浄化コストの

所、 、 治体、調
会社などで活用

属等 複 汚染
にも対応可

公開し、環境汚染によるリスク軽減、土壌浄化コストの
低減などに寄与する。

【開発技術の用途】

開発したGERAS 3の利用実績は300社以上におよび・開発したGERAS-3の利用実績は300社以上におよび、
事業所や自治体等の実務に普及・活用されている。
・土壌汚染対策のリスク軽減とコスト低減の定量評価が
可能であり、原位置浄化技術等に適用できる。
環境汚染リスク評価技術の法制度や社会システム

図3、リスク評価システムGERAS-3のフロント画面と解析
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・環境汚染リスク評価技術の法制度や社会システムへ
の適用をはかり、海外への普及をめざす。

図3、リスク評価システムGERAS 3のフロント画面と解析
結果の表示画面（帯水層におけるリスクの判定結果）



レアメタル資源ポテンシャル評価研究により、世界各地で高品位重希土類鉱床を確認
地圏資源環境研究部門

第２期中期目標期間の主な研究成果

地圏資源環境研究部門

【研究成果の概要】

世界各地のレアメタル鉱床の現地調査を実施し、資源ポテンシャルを評価し
た その結果 各地で有望な高品位重希土類鉱徴地を確認した その 部た。その結果、各地で有望な高品位重希土類鉱徴地を確認した。その一部
は民間企業により開発準備段階に移行している。

【第２期中期計画の内容】

小項目：Ⅲ-4-(1)-② 新機能部材開発のための基盤技術の開発

ナ 結晶粒や準安定相 利用等による高性能な ネ ギ 変換型金属部ナノ結晶粒や準安定相の利用等による高性能なエネルギー変換型金属部

材及び鉛を用いない新規圧電体等の低環境負荷型セラミックス系材料に関

して、材料設計、作製プロセス及び特性評価方法等を開発する。

（当部門は産総研レアメタルタスクフォースの一員としての活動） 南アフリカ重希土類鉱徴地での現地調査
小項目：Ⅳ-2-(1)-① 地圏流体挙動の解明による環境保全及び資源探査

技術の開発

地圏流体の挙動の理解に基づき、産業の基礎となる銅や希少金属鉱物資

源に関する探査技術を開発し 探査指針を産業界へ提示する

南アフリカ重希土類鉱徴地での現地調査

源に関する探査技術を開発し、探査指針を産業界へ提示する。

【開発技術の用途】

• 南アフリカの蛍石鉱床、リン灰石鉱床から高品位な重希土類鉱徴地
を確認した。2009年にJOGMECを介して民間企業による開発準備段階
に移行したに移行した。

• 中東（国名未詳）のアルカリ岩から高品位な重希土類鉱徴地を確認
した。2010年にJOGMEC－現地政府共同の本格的探鉱段階に移行した。

• モンゴルのリン灰石鉱床から高品位な重希土類鉱徴地を確認した。
2010年に現地企業 日本企業JVによる本格的探鉱段階に移行した LA ICP MSによる鉱石の希土類濃度分析
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2010年に現地企業－日本企業JVによる本格的探鉱段階に移行した。

• カナダ、ラオスなどで、次段階には至らなかったものの、数多くの
中～低品位重希土類鉱床を確認した。

LA-ICP-MSによる鉱石の希土類濃度分析
多量の試料を迅速・正確に分析可能



地熱資源情報データベース構築、地熱資源ポテンシャル評価による社会貢献
地圏資源環境研究部門

第２期中期目標期間の主な研究成果

地圏資源環境研究部門

【研究成果の概要】
日本全国の地熱資源（特に熱水系資源）のポテンシャル及び本 国 熱資源（特 熱水系資源） テ シャ 及

特性に関連する様々な基礎的情報を集約した「日本の熱水系
アトラス」、「全国地熱ポテンシャルマップ」の出版により、地熱
資源ポテンシャル情報を地熱産業界、官庁、自治体等に提供
し、各地の地熱資源開発計画推進に貢献した。、各 熱資源開発 推 貢献 。

【第２期中期計画の内容】

小項目：【別表2】2-(2)-① 土壌環境リスクマップと地熱・鉱物
資源デ タベ スの作成資源データベースの作成
・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。

【開発技術の用途】

・日本全国の地熱資源について、統一した尺度による分布状
況や系統的なポテンシャル評価を示す資料として利用される。
・国や自治体の地熱資源開発計画策定の基本データとして活
用される。（経済産業省 地熱発電に関する研究会、環境省 再
生可能エネルギー導入ポテンシャル調査など）

温度53～120℃の熱水系地熱資源の分布（カ
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温度 熱水系地熱資源 分布（
リーナサイクル発電を仮定）。凡例の色区分
は1km2当たりの発電量を表す。



国土の地質情報整備 －20万分の1地質図幅の全国完備達成－ 地質情報研究部門

第２期中期目標期間の主な研究成果

分 地質図幅全国完備

【研究成果の概要】
国土基本地質情報である20万分の1地質図幅23区画を

完成し 全国124区画完備を達成 これにより全国均一な

＜20万分の1地質図幅全国完備＞

完成し、全国124区画完備を達成。これにより全国均一な
地質情報の提供が可能になった。また、全国を共通凡例
で表示した20万分の1日本シームレス地質図を整備し、利
便性の向上を図った。

【第２期中期計画の内容】【第２期中期計画の内容】

小項目：【別表2】1-(1)-① 地球科学基本図等の整備：20

万分の1地質図幅未出版18区画を作成と更新の必要性の

高い5区画の改訂を行う

全国完備

高い5区画の改訂を行う。

小項目：【別表２】1-(2)-① 地質情報の統合化の研究：利

便性の向上のため20万分の1の地質図情報のシームレス

情報化を行う情報化を行う。

【開発技術の用途】

・「ライフラインの構築」、「産業立地」、「廃棄物処分場」、
「資源開発」、「観光開発」、「地質災害対策」、「ハザード
マップ」など多様な場面での広域地質図の利用促進

シームレス化

マップ」など多様な場面での広域地質図の利用促進。
・地理情報システムでのシームレス地質図を用いた高度
な統合及び解析。
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大陸棚画定調査 －国の権益領域拡大への地球科学の貢献－
地質情報研究部門 地圏資源環境研究部門

第２期中期目標期間の主な研究成果

地質情報研究部門 地圏資源環境研究部門

【研究成果の概要】
海洋法条約第76条に規定されている大陸棚は、海底および

海底下の天然資源の開発を行う権利を規定する法的な定義
で 地学的な大陸棚とは異なる 200海里を超える大陸棚の

産総研実施の海域調査
八丈島西方茂木海山付近での岩石採取点

で、地学的な大陸棚とは異なる。200海里を超える大陸棚の
延伸のためには、2009年5月の申請の期限までに日本政府が
領土からの地形・地質の連続性などの科学的根拠に基づく申
請をすることが必要であった。2004年から、大陸棚画定調査と
して各省庁・関連機関が一体となった体制により申請へ向け、
調査ととりまとめを行った。

【第２期中期計画の内容】
小項目：【別表2】1-(3)-① 大陸棚調査の実施 産総研地質
調査総合センターの大陸棚プロジェクトチームとして、大陸棚
画定調査に関連して 以下のことを実施した

日本の申請した延伸大陸棚 基盤岩採取に使用した海底
設置型ボーリングマシーン

画定調査に関連して、以下のことを実施した。
１．東日本沖海域における基盤岩採取の実施
２．画定調査対象海域の採取岩石試料の組成分析・年代測

定の実施、解析・解釈
３．申請文書の作成等の作業を行う関連機関のメンバーが構

成する国連提出情報素案作成部会 の参加

D

成する国連提出情報素案作成部会への参加

【開発技術の用途】
調査ととりまとめを行い、2008年11月12日に日本政府は延

伸大陸棚の申請を行った。申請が国連の「大陸棚に関する限
界委員会」において審査され認められると、大陸棚の範囲が界委員会」 お 審 され認 れる 、大陸棚 範囲
拡大する。これにより、日本の天然資源の開発対象域が拡大
することとなる。また、大陸棚画定調査を通して、延伸大陸棚
の候補域やその隣接域の地球科学的データが飛躍的に増大
し、日本の南東方海域の地質・地質構造発達史の理解を大き
く進んだ 将来的には資源開発や国土利用の基礎となる日本
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く進んだ。将来的には資源開発や国土利用の基礎となる日本
の国土、及び周辺域の地質・地球科学の基盤情報整備に貢
献した。

九州パラオ海嶺における
Ar-Ar年代測定結果



関東平野中央部の地下地質構造の研究－都市における地質災害軽減に向けて－地質情報研究部門

【 究成果 概要】

第２期中期目標期間の主な研究成果

【研究成果の概要】
沈降域にあたる関東平野中央部には，活断層である綾瀬川断層、

厚い更新統の堆積物、軟弱地盤をなす沖積層が地下に伏在する。こ
れらの層序・地質構造をボーリング調査・コア解析，反射法探査，既
存ボーリングデータのデータベースの解析から詳細に明らかにし，そ存ボ リングデ タのデ タ スの解析から詳細に明らかにし，そ
れを基礎に地盤の地震動や地下水の水質・広域流動特性の解明を
進めた。その結果，地下１ｋｍ深度までの構造は，綾瀬川断層で南西
縁が絶たれ、北西－南東に伸張する盆状構造で特徴づけられ，盆地
周辺には厚い礫層が盆地内部には海水準変動を反映した更新統の
砂 泥の細粒堆積物が分布することが明らかになった そして こうし砂・泥の細粒堆積物が分布することが明らかになった。そして，こうし
た構造・岩相の影響を受けて、古い高塩素イオン濃度地下水がその
盆地中央部に保存されているというモデルを提示した。一方，地下
100mまでの浅層地盤をなす沖積層については，その埋没地形と海
成と非海成分布の3次元モデルを構築した。そして，海成粘性土の工

図１ 関東平野中部の川越-加須間の地質構造と地下水の塩化物
イオン濃度分布。背景図は反射法探査断面，コラムは地質柱状図，
黒線は下総層群と上総層群の境界線（約45万年前）を示す。綾瀬川
断層を境に塩化物イオン濃度が大きく変化することが注目される。
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学的特性の検討から，それが高含水比・高～超鋭敏性・低せん断剛
性率を示しており、厚く分布する地域で地震動が大きく増幅している
ことを明らかにした。

【第２期中期計画の内容】

小項目 【別表2】3 (4) ① 都市平野部から沿岸域の総合的な地質

35.54
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9.
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0

35.54

72
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0.

0

小項目：【別表2】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 関東平野中央部の平野地下を対象に以下の研究
を実施した。
・ボーリング調査とコア解析による堆積相・標準層序確立
・物理探査による地質構造の解明

35.42

13
9.

7
・地下水の水文調査と水理地質構造特性の解明
・浅層地盤のボーリングデータベースと三次元モデル構築
・沖積層の地盤工学特性と地震動特性の解明

【開発技術の用途】
・地下水の保全・利用

35.42
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・地下水の保全・利用
・建設・土木設計の指針
・地震被害の予測

図２ 東京低地北部から中川低地南部の沖積層の3次元グリッド
モデル（左図）とそれに基づき解析した地盤の地震動増幅度（右図）
軟弱な海成粘性土が厚い地域で，増幅度が大きいことを示している。



全国の主要活断層の詳細調査 活断層・地震研究センター

第２期中期目標期間の主な研究成果

【研究成果の概要】
地震調査研究推進本部が選定した110の主

要活断層のうち、データが不十分で将来の地
震発生確率が 確 求められなか た 活震発生確率が正確に求められなかった42の活
断層について、断層の位置・形状、活動性、過
去の活動時期等を明らかにするための調査を
実施した。

【第２期中期計画の内容】

小項目：【別表2】3-(1)-① 活断層の活動性評
価 図１ 兵庫県 山崎断層帯での価
・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

図１ 兵庫県，山崎断層帯での
レンチ調査

を利用してシミュレ 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、主要な活断層における確率論的な地震
発生予測を行う。

【開発技術の用途】

・政府の地震調査研究推進本部による活断層
の長期評価に活用され，将来の地震発生予測
に大きく貢献 図２ 第2期中期計画期間中に調査した活断層
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に大きく貢献。
・地域への活断層情報の提供による防災意識
の向上。

図２ 第2期中期計画期間中に調査した活断層
（赤線；宮古島断層帯は図の範囲外）



第２期中期目標期間の主な研究成果

西暦869年貞観津波モデルを構築 活断層・地震研究センター

1968年十勝沖地震

【研究成果の概要】
発生間隔や規模が明らかになっていな

かった，西暦869年に仙台平野を襲った
貞観津波が，約500〜1000年間隔で発

津波遡上範
囲

1968年十勝沖地震貞観津波 ，約 年間隔 発
生する，マグニチュード8.5前後の規模の
地震によって引き起こされたことを，地質
調査と津波シミュレーションに基づいて
明らかにした。

1896年
明治三陸
津波波源域

明 。

【第２期中期計画の内容】

小項目：【別表2】3-(1)-② 海溝型地震
の履歴の研究 津波波源域

1933年
昭和三陸
津波波源域

石巻平野

仙台平野

の履歴の研究
・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

当時の
海岸線

869年貞観
津波波源域

津波波源域仙台平野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

津波堆積物
確認地点

海溝型地震の断層モデルを構築する。

【開発技術の用途】
・宮城県・福島県沿岸域の津波防災対
策策定。

図1 東北日本太平洋側の主な地震
発生域と西暦869年貞観津波の波源域
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策策定。
・女川及び福島原子力発電所の津波に
対する安全性向上。

発生域と西暦869年貞観津波の波源域
図2 仙台平野における津波堆積物
の分布域と貞観津波の浸水範囲



第２期中期目標期間の主な研究成果

新規地下水等総合観測点整備 活断層・地震研究センター

【研究成果の概要】
東南海・南海地震を予測するため，14

点の地下水等総合観測点（図１）の整
備を行った。その結果，上記地震の前備を行 た。そ 結果， 記地震 前
兆であると考えられている、プレート境
界深部のゆっくりすべりを検出する能
力が向上し，マグニチュード5.5-6.5程
度の規模の滑りが広い範囲で検知でき

図１：地下水等総合
観測点の概要。１つ
の観測点に３つの井度 規模 滑り 広 範囲 検知

るようになった。

【第２期中期計画の内容】

小項目：【別表2】3-(1)-④ 地震発生予

の観測点に３つの井
戸を作成し地下水・
地殻変動・地震を観
測している。

小項目：【別表2】3 (1) ④ 地震発生予
測精度向上のための地震研究
・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良するとともに、観測デ 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。

図２：整備した14観
測点（○）による短
期的ゆっくり滑り検

測点を設置して観測を開始する。

【開発技術の用途】

・東海・東南海・南海地震予測精度の
向上

知能力．右側の縦
のカラーバーは，
検出できるゆっくり
すべりの規模を示
す グ ド
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向上。
すマグニチュード



放射性廃棄物地層処分の安全規制支援研究 深部地質環境研究コア

第２期中期目標期間の主な研究成果

【研究成果の概要】

高レベル放射性廃棄物地層処分事業の国による安全規制

の技術的支援の一環として，事業者による文献調査ならびに

概要調査の調査内容と結果の妥当性レビューに必要な，立地

ならびに地質特性の評価に関するデータ整備と調査・評価項

目 ならびにそ 手法をとりまとめた目，ならびにその手法をとりまとめた。

【第２期中期計画の内容】

中項目：【別表2】3-(3) 深部地質環境の調査・研究の実施

・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。

【開発技術の用途】

規制庁における妥当性レビ の判断指標として 総合資源・規制庁における妥当性レビューの判断指標として，総合資源
エネルギー調査会廃棄物安全小委員会での審議資料等で採
用された。
・原子力安全・保安院ならびに原子力安全基盤機構での安全
規制構築作業において基本資料として採用された
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規制構築作業において基本資料として採用された。

図 2007年公開版技術資料


