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本報告書は，平成 20 年から平成 24 年までの 5 ヵ年計画で実施される産業技術総合研究所の政策課
題「沿岸海域の地質・活断層調査」の平成 20 年度の研究成果を取りまとめたものである．本課題で
は，沿岸の海域と陸域を構造地質学・層序学・堆積学・地球物理学・地球化学・水文地質学など様々な
手法で調査研究を行い，陸域から海域まで連続するシームレスな地質・活断層情報として整備すること
を研究目標としている．研究は，海陸シームレス地質調査と，海陸統合データベースの構築の２つの柱
から成り立っている．海陸シームレス地質調査は，① 沿岸海域の地質構造調査 ② 海溝型地震の履歴の
研究 ③ 沿岸域の堆積物調査 ④ 陸海接合の物理探査 ⑤ 陸域の地質調査 の５つのサブテーマからなる．
一方，海陸統合データベースの構築は，① 沿岸大都市圏地下調査手法開発 ② 地質調査データ情報の統
合化 ③ 水文環境調査 ④ 資料整備と公開 の４つのサブテーマから構成される．本研究は地質調査総合
センターに所属する活断層・地震研究センター（旧活断層研究センター）
，地質情報研究部門，地圏資
源環境研究部門と地質調査情報センターが連携して推進されている．
平成 20 年度はその初年度に当たり，能登半島北部地域をメインに，日本各地の沿岸地域において，
陸域の地質調査，沿岸海域の堆積物調査，沿岸海域のマルチチャンネル音波探査，陸域のボーリング掘
削調査，陸域での地震波探査，陸海域の重力探査，水文環境調査などを実施した成果を，上記のサブテ
ーマごとの区分で報告している．本報告は調査終了直後に作成されたため，調査で得られたデータが十
分に解析され，その解釈が固まったものではないが，政策課題「沿岸海域の地質・活断層調査」の研究
の概要と現状を示し，沿岸域の地質学の進展と社会への研究成果の迅速な還元を進めるものである．
沿岸域に接する平野部には人口が密集し，そこで起こる地震や液状化などの地質現象は，国民の安全
を脅かす要件である．防災の見地と，地盤の安心安全かつ効率的な利活用の見地から，沿岸域の地質情
報の整備は，緊急の課題である．平成 19 年に起こった能登半島地震や中越沖地震は，沿岸海域に分布
する活断層によって引き起こされた．海域と陸域の地質調査はこれまで独立して実施され，両者の間の
関係は十分に検討されてこなかった．特に海岸に近い非常に浅い海域は調査船の行動が制限されること
から，調査自体が実施されてこなかった．この未調査地域に未知の活断層が存在し，その活動によって
大きな被害が生じることが，平成 19 年の地震によって明らかになった．この未調査地域の解消と，海
域と陸域の調査の連携による，陸海域のシームレスな地質情報の整備こそ，この研究課題の主要テーマ
である．
平成 21 年度以降は，新潟平野沿岸・北九州 - 山陰沿岸・北海道沿岸・太平洋沿岸で順次研究を実施
する予定である．これら一連の研究を通じて，国民の安心安全な生活を支える地質情報の整備と提供を
継続的に行っていく所存である．
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沿岸海域の地質構造調査
能登半島北岸沿岸海域の高分解能音波探査
岡村行信 1・井上卓彦 1・村上文敏 2・木村治夫 1

Yukinobu Okamura, Takahiko Inoue, Fumitoshi Murakami, Haruo Kimura (2009) High-resolution seismic profiling survey of
the shelf along the northern coast of the Noto Peninsula.
Abstract: High-resolution multi-channel seismic profiling survey was conducted in the shallow offshore area along the
northern coast of the Noto Peninsula. The acoustic source is a boomer and reflections were received by a 12 channel
steamer. Forty lines perpendicular to the coast and two lines parallel to the coast were surveyed. The total length of survey
lines is about 550 km. The seismic profiles showed that this area is underlain by the folded Miocene Najimi-oki formation,
the Pliocene to Pleistocene Wajima-oki formation and Holocene sediments. The top of the Najimi-oki formation is a clear
erosional surface, which is unconformably covered with the nearly horizontal Wajima-oki formation. The Holocene sediments
cover small areas near the coast, thus Pleistocene sediments are widely exposed in the surveyed area. Several active faults that
deform Holocene or seafloor are recognized along the coast.
Keywords: active fault, seismic profiling survey, Miocene, Holocene, Pleistocene, Noto Peninsula, shelf

総合研究所が発行した地質図（岡村，2002，2007）

要旨

は，それらの活断層を第四紀に活動した断層である

能登半島北部沿岸海域で高分解能マルチチャンネ

と表現していたが，活断層であるという判断までは

ル音波探査を実施した．音源はブーマを，反射波は

行っていなかった（第 1 図）．しかしながら，地震

12 チャンネルのストリーマで取得した．海岸線に

発生後に産業技術総合研究所が実施した高分解能音

直交する 40 本の測線と，平行な 2 本の測線を実施

波探査によって，いずれの断層も約 1.8 万年前の最

し，全測線長は 550 km である．得られた反射断面は，

終氷期以降に繰り返し活動していたことが明らかに

調査域の層序が中新統南志見沖層群，鮮新統・更新

なった（井上ほか，2007）．地震前に活断層を認定

統の輪島沖層群，及び完新統からなることを示して

できなかったのは，大型の調査船を用いたエアガン

いる．南志見沖層群は褶曲し，上面が明瞭な浸食面

を音源とする音波探査であったため，調査船が海岸

で切られている．輪島沖層群は南志見沖層群を不整

付近まで近づけなかったことと，音波探査の分解能

合で覆う，ほぼ水平な地層である．完新統は海岸に

が低く，活断層であるという判断ができなかったと

沿った小規模な分布を示し，それより沖には輪島沖

いう 2 つの理由がある．

層群の更新統が露出する．完新統或いは海底に変形
を与える活断層がいくつか見つかった．
1

そのような従来の反射探査の限界を打ち破る装置
として開発されたのが，高分解能音波探査である（村
上ほか，2004；第 2 図）．この装置は 10 トン以下の

はじめに

漁船に搭載することができるため，海岸にかなり近づ

2007 年能登半島地震と中越沖地震は沿岸海域に

くことができる上，音源に周波数の高いブーマーを用

分布する活断層の活動によって発生した．産業技術

いることから，分解能の高い記録を得ることができる

1

産業技術総合研究所 地質調査総合センター 活断層研究センター (AIST, Geological Survey of Japan，Active Fault Research Center)

2

産業技術総合研究所 地質調査総合センター 地質情報研究部門 (AIST, Geological Survey of Japan, Institute of Geology and Geoinformation)
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（第 3 図）
．この装置で調査することによって，従来

は褶曲の成長と広域的な隆起が生じたことを示してい

の大型の調査船を用いた反射探査では明らかにできな

る．輪島沖層群は褶曲した南志見沖層群を不整合で覆

かった沿岸海域の活断層を明らかにすることができる

う鮮新世から更新世の地層である．
能登半島の陸域には後期中新世以前の地層が露出

可能性が高いことが，能登半島地震及び中越沖地震後

し，それらを不整合で覆う段丘堆積物が分布するが，

の緊急調査によって明らかになった．
2

鮮新統は知られていない．このことから，後期中新世

調査

に広域的な短縮変形と隆起運動が起こったと考えられ

調査範囲は能登半島地震を起こした活断層の北隣

ている．また更新世の段丘面が発達することから，第

に当たる門前町の北西沖から，猿山岬を越え，輪島沖，

四紀には半島北部では南に傾動しつつ隆起する変動が

曽々木海岸沖を経て禄剛崎までの長さ約 65 km の海

生じていたと考えられるが，陸域には顕著な活断層は

岸線に沿った沿岸海域である（第 4 図）．この海域は，

知られていない．
高分解能音波探査によって得られた反射断面でも，

能登半島西方海底地質図によって，海岸線付近に断層
が示されているがその活動時期については明らかにな

褶曲した南志見沖層群と，それを覆う輪島沖層群との

っていなかった．その一つが 2007 年能登半島地震を

不整合は明瞭に観察できる．不整合より下位では，傾

起こしたことから，他の沿岸海域に分布する断層につ

斜した地層が明瞭に観察できる場所と，反射面がほと

いても，活断層であるかどうかを確認する必要があっ

んど観察できない場所がある．その境界ははっきりし

た．もちろん，従来の海底地質図に残されている沿岸

ないことから，必ずしも明瞭な岩相の違いを示してい

付近の地質情報の空白域を可能な限り少なくすること

るわけではなく，地層の傾斜が大きいために反射面が

も重要な調査目的である．

見えない場合もあると考えられる．輪島沖層群の中に

調査測線は海岸線にほぼ直交する方向の約 2 km 間

はいくつかの海水準低下を示す浸食面やプログラデー

隔の測線 40 本とそれらの測線と交わる海岸線に平行

ションパターンが観察できるが，いつの時代に形成さ

な測線 2 本を実施した．測線長は全体で約 550 km で，

れたのかは明らかでない．海岸に近い部分では完新世

海岸から沖合に向かって７〜 15 km の範囲をカバー

堆積物が楔状に認められることがある．しかしながら，

している（第 4 図）
．音波探査装置はブーマーを音源

大部分の海底は完新世堆積物がほとんど分布せず，更

とし，12 チャンネルのストリーマで受信した．チャ

新統が露出していると考えられる．また，構造的な高

ンネル間隔は 2.5 m で，ブーマーの発信間隔は 1.25

まりでは浸食面が発達する．

m とした．調査は７月 9 日に開始し，8 月 4 日に終
了した．7 月 13 日までは珠洲市漁協所属の大伸丸を，

3.2

構造

能登半島北岸沖の地質構造は，海岸線に平行な隆起

7 月 16 日以降は輪島支所所属の仙東丸を用いた．
反射音はデジタル収録し，SEG-Y 形式に変換後，

帯と沈降帯によって特徴付けられる．隆起帯は断層・

波形処理，速度解析等を行い 1.25 m 間隔の共通反射

褶曲によって変形した南志見沖層群が発達し，沈降帯

点位置に編集し，12 重合の断面を作成した．得られ

はほぼ水平な輪島沖層群が広がる（第 6 図）
．

た反射断面は，条件がよければ海底下約 0.2 秒（往復

陸側の隆起帯は海岸線に沿って発達し，隆起帯の北

走時；水中深度で 150 m）付近までの構造を観察で

縁に沿って南側（陸側）が隆起する逆断層が断続的に

きるが，海岸線に近い領域では海底下の構造がほとん

連続する．逆断層には活動を停止したと考えられる部

ど見えない部分もある．

分と，活断層と考えられる部分がある．調査域西部の

3
3.1

猿山岬周辺では海岸線から約 1 – 3 km 沖に完新統に

調査結果

変形を与える活断層が連続する（第 7 図）
．輪島市大

層序

沢町の北方沖で完新統が分布しなくなるが，断層に沿

能登半島北岸沖の海底地質層序は，下位から音響基

って海底地形に高度差が認められるため，活断層であ

盤，南志見沖層群，輪島沖層群に区分されている（岡

ると考えられる（第 6 図）．そのような断層は輪島市

村，2002, 2007）
．南志見沖層群は後期中新世以前の

の鵜入町の北方沖まで続く．輪島の北方沖で，海岸か

堆積層からなりほぼ東西方向の軸を持つ褶曲が発達す

らやや離れて海底地形に変位を与える逆断層が東に連

る．その上面には浸食面が広く発達し，後期中新世に

続する（第 8 図）．断層は海岸線の走向より東西に近
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いため，東に向かって徐々に海岸に近づく．曽々木海

文献

岸の北方沖では反射断面で断層が見えなくなるが，南
志見沖層群の上面深度が急変している場所に断層が伏

井上卓彦・村上文敏・岡村行信・池原

研（2007）

在している可能性がある．その場所は東側でさらに海

2007 年能登半島地震震源域の海底活断層 , 東

岸に近づくが，反射断面上で断層が確認できない．さ

京大学地震研究所彙報 , 82, 301-312

らに東側の珠洲市高屋町の北方沖で断層が明瞭に認め

片川秀基・浜田昌明・吉田

進・廉澤

宏・三橋

明・

られるようになる（第 9 図）
．その東側では断層は北

河野芳輝・衣笠善博，2005，能登半島西方海

東に海岸から離れる方向に伸びるが，禄剛崎の北方よ

域の新第三紀〜第四紀地質構造形成．地学雑，

り東側では，隆起帯の北縁は断層ではなく撓曲帯にな

114，791-810．

る（第 10 図）
．この断層の南側には南志見沖層群が

村上文敏・西村清和・松岡弘和・古谷昌明・丸山かお

広範囲に海底に露出している．南志見沖層群中には波

る・半場康弘・立石雅昭，2004，浅海域音波

長 5 km 以下の褶曲が発達している．

探査用 12 チャンネル受信ケーブルの作成と海
域実験，海洋調査技術学会第 16 回研究成果発

沖側の隆起帯は曽々木海岸北方沖より西側に発達

表会講演要旨集，45-46

し，輪島の北方沖から西側では南志見沖層群が広範囲
に露出する．隆起帯の北縁に沿って断層が認められる

岡村行信，2002，能登半島東方海底地質図及び同説

が，輪島沖層群の上部には変形が認められないことか

明書．海洋地質図，no.61（CD），産業技術総合

ら，活断層ではないと判断される（第 6, 7 図）
．隆起

研究所地質調査総合センター．

帯は褶曲した南志見沖層群と反射面が見られない音響

岡村行信，2007a，能登半島西方海底地質図及び同説

基盤からなる．音響基盤は海底に高まりを形成するこ

明書．海洋地質図，no.61（CD），産業技術総合

とが多く，火成岩からなっている可能性が高い．

研究所地質調査総合センター．

2 つの隆起帯の間は，ほとんど変形していない輪島

岡村行信，2007b，能登半島及びその周辺海域の地質

沖層群に覆われ，南志見沖層群の上面は深度が大きい

構造発達史と活構造．活断層 ･ 古地震研究報告，

ため，ほとんど見えない．輪島沖層群の厚さは 0.15

no.7, 197-207．

秒以上に達し，その中に海水準低下を示す浸食面や堆
積構造が認められる（第 8 図）
．
完新統は海岸線に沿って小規模な分布域が 4 カ所
で認められる．いずれも主要な河川の沖合で，地形
的にもやや凹んだ場所に当たる．それらの場所を除
くと，完新統はほとんど分布せず，更新統が広く露
出している．
4

まとめ

能登半島沖で実施した高分解能音波探査によって，
従来は地質情報の空白域であった沿岸海域の情報を取
得することができた．また，空白域の沖合でも高分解
能の音波探査を実施することにより，従来明らかにな
っていなかった断層の活動時期を明らかにすることに
より，活断層とそうでない断層とを区別することがで
きた．今後，さらに詳細な反射断面の解析や，一部断
面の再処理を行うことによって，活断層の正確な分布
や活動度を明らかにできる可能性がある．
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第1図

沿岸域の地質・活断層調査

研究報告

能登半島とその周辺の構造図（岡村 ,2007b）．
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第2図

第3図

高分解能マルチチャンネル音波探査システムの模式図．

エアガンとブーマーを音源とする反射断面の分解能比較．能登半島西方沖のほぼ同じ場所の断面．
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第4図

沿岸域の地質・活断層調査

研究報告

2007 年と 2008 年に能登半島周辺海域で実施した高分解能音波探査測線．

第5図

2008 年の高分解能音波探査断面の解釈に基づいた地質図．
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第6図

輪島北西沖（L12）の反射断面．

第7図

猿山岬沖（L4）の反射断面．
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第8図

沿岸域の地質・活断層調査

研究報告

輪島北東沖（L23）の反射断面．

第9図

第 10 図

高屋沖（L35）の反射断面．

禄剛崎沖（L 38）の反射断面．
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能登半島北岸沿岸海域の断層に沿った高精度地形調査
岡村行信 1・井上卓彦 2

Yukinobu Okamura, Takahiko Inoue (2009), Detailed seafloor topographic survey of the shelf along the northern coast of the
Noto Peninsula
Abstract: A detailed seafloor topographic survey was conducted along the fault traces revealed by a high-resolution seismic
profiling survey off the northern coast of the Noto Peninsula. The seafloor data was obtained by 3D side-scan sonar which
can obtain depth and reflection intensity at the same time. The images showed fault traces as well as geologic structure of
the folded sediments exposed on seafloor, where Holocene sediments do not cover seafloor. In contrast, no fault traces were
detected on the seafloor covered by Holocene sediments.
Keywords: active fault, seafloor topographic survey, Noto Peninsula, shelf

1

場所では 150 m 間隔で，地形変化の少ない場所では

はじめに

200 m 間隔の測線を実施した．調査範囲は，高分解

2007 年の能登半島地震震源域では海上保安庁海

能音波探査結果を参考に活断層が存在すると考えら

洋情報部が地震直後に詳細な海底地形調査を実施

れる帯状の領域のみを設定した（第 1 図）．調査領

し，大陸棚の海底上に地形的な高まりが連続するこ

域の幅は 2 km で、部分的に 1.5 km 或いは 4 km で

とを明らかにした（海上保安庁，2007）．後に実施

ある．
調査は 8 月 5 日に開始し，9 月 30 日に終了した．

した産業技術総合研究所の高分解能音波探査によっ
て，その地形的高まりは活断層の位置に一致するこ

2008 年は天候が不順で，海況が安定しない日が多

とが明らかになった．このことから，詳細な地形デ

く，実施綱調査日数は 25 日である．船の揺れを動

ータは，最近活動した断層の位置を平面的に明らか

揺センサーで補正して水深値を測定するが，揺れが

にするポテンシャルを持っていると推定され，能登

大きくなると補正できなくなるため，音波探査に比

半島の北岸沿岸海域でも反射断面で認められた断層

べて，時化に弱い傾向がある．

の連続性や最近の活動度を明らかにするため，高精

3

度の地形調査を実施した．
2

調査結果

得られた地形図および海底反射強度図上には海底

調査

の微細な地形を読み取ることができる．中新統の南

調査には水深と海底反射強度情報を面的に取得で

志見層群が露出する海底では浸食された地層の海底

き る 3 次 元 サ イ ド ス キ ャ ン ソ ナ ー C3D を 用 い た．

上での形状を観察することができる．特に調査海域

この装置は舷側に固定したセンサーから左右両側に

東部の隆起帯上では広域にわたって中新統の地層の

音波を発し，海底からの反射音を受信することによ

形状を観察することができる（第 2 図）．それ以外

り，片舷最大 300 m を上限とし，水深の 5 倍の幅

でも海岸に近い隆起帯及び沖合の隆起帯で浸食され

において水深値と反射強度が得られる．実際にはデ

た地層の形状が観察できる．一方，更新統の分布域

ータの両端で質が低下するため，地形変化の大きい

では，しばしば海底の海流によって形成されたと

1

産業技術総合研究所 地質調査総合センター 活断層研究センター (AIST, Geological Survey of Japan, Active Fault Research Center)

2

産業技術総合研究所 地質調査総合センター 地質情報研究部門 (AIST, Geological Survey of Japan, Institute of Geology and Geoinformation）
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考えられるデューンと考えられる地形が認められる

研究報告

（第 3 図）．水深が 50m 以下の海岸に近い浅海域で

文献

は海底谷が数多く発達することがある（第４図）．

海 上 保 安 庁，2007， プ レ ス リ リ ー ス「 能 登 半 島

断層に対応すると考えられる地形は，断層が海底

地震に伴う変動地形を観測―能登半島地震

に露出する輪島北西沖から東部まで断続的に認めら

の 震 源 域 海 底 地 形 調 査 速 報 ―」http://www1.

れる（第 3 図）．その中に最近の断層活動を示すデ

kaiho.mlit.go.jp/GIJUTSUKOKUSAI/koho/

ータが存在するかどうかは今後検討する必要がある．

press/2007/070511.pdf

第1図

測深調査結果．
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第2図

禄剛崎沖の海底反射強度マップ．褶曲した地層が浸食面に露出している．

第 3 図　デューンと考えられる海底地形．中央よりやや上．左側では断層と考えられるリニアメントが認められる．
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第4図

沿岸域の地質・活断層調査

研究報告

猿山岬沖の海底イメージ．右側の筋状のパターンは海底谷と推定される．
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能登半島における古地震調査
宍倉正展 1

Masanobu Shishikura (2009), Paleoseismological survey along the coast of Noto Peninsula.
Abstract: To detect evidence of paleoearthquake, we surveyed uplifted sessile organism along the northern coast of Noto
peninsula during 2-4 October 2008. Emergence events related to 0.5-1.0m coseismic uplift were found at two sites where
offshore active fault was identified by seismic reflection survey.
キーワード：能登半島，古地震，隆起生物遺骸
Keywords : Noto Peninsula, paleoearthquake, uplifted sessile organism

1

細な音波探査結果からも，完新世に活動した断層の

調査目的

存在が明らかになってきた．そこで，おもに能登半

2007 年 能 登 半 島 地 震（M6.9） に 関 連 し，2007

島北部沿岸において隆起生物遺骸および離水海岸地

年 4 月および 10 月に震源域周辺での隆起生物遺骸

形の調査を行い，併せて 2007 年地震の震源域での

の調査を行った際，2007 年地震より前の隆起（相

補完調査も行った．

対的海面低下）の痕跡を 3 つのレベル（高位，中位，

2

低位）で発見した．このことから，能登半島の他の

調査内容

地域でも過去の隆起の痕跡が生物遺骸として残され

能登半島北部沿岸の調査では，輪島市中心部から

ている可能性が指摘された．また，沿岸海域での詳

北西約 5 km のゾウゾウ鼻と北東約 17km の窓岩の

第1図
1

新たに隆起生物遺骸を発見した地点．

産業技術総合研究所 地質調査総合センター 活断層研究センター (AIST, Geological Survey of Japan, Active Fault Research Center)
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研究報告

2 カ所で隆起生物遺骸群集を発見した（第 1 図）．い

マグニチュード 6.8 の歴史地震の記録があり，関連

ずれの地点とも沖合に活断層の存在が明らかになっ

が注目される．今後，両地点とも試料の採取と年代

てきた場所である．ゾウゾウ鼻では平均海面上 1.0

測定が重要となる．

～ 1.7m と 0.5 ～ 0.8m の 2 つのレベルでおもにフ

2007 年地震の震源域での補完調査では，それま

ジツボ類からなる石灰質生物遺骸が巨礫群の隙間に

で 1 地点でしか見つかっていなかった高位の群集を

固着している様子が観察された（第 2 図）．下のレ

新たに 2 地点で発見した．また，2007 年地震にお

ベルからは平均海面の指標となるヤッコカンザシが

いて最大の隆起（約 0.5m）を記録した関野鼻地区

含まれていることを確認した．根のある基盤岩に固

において，複数のレベルに発達する離水波食棚を発

着していないため，信頼性がやや劣るものの，固着

見した．それらは最高位で平均海面上 3.5 m で，以下，

の状況から判断して，現地性の可能性が高い．一方，

およそ 0.5 ～ 0.8 m 間隔で少なくとも 6 つのレベル

窓岩では，海食洞壁面の平均海面上 0.35 ～ 0.9m に

が識別できた．これらは 2007 年地震と同程度の隆

ヤッコカンザシからなる群集が固着している様子が

起が繰り返し生じてきたことを示している可能性が

観察された（第 3 図）．本地域では，1729 年に推定

高い．

第2図

第3図

ゾウゾウ鼻周辺の巨礫群（左）とそこで発見した隆起生物遺骸群集（右）．

窓岩において発見した歴史地震で離水した可能性のある隆起生物遺骸群集．
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海溝型地震の履歴解明の研究
澤井祐紀1・藤原
1

治1・藤野滋弘1・宍倉正展1・行谷佑一1
2

はじめに

沈み込み帯に面する日本列島は，海溝型地震とそれ

2.1

北海道東部太平洋沿岸における古地震痕跡研究
目的と背景

による津波によってしばしば大きな被害を受けてき

近年の観測や古地震学的な研究から，千島海溝南部

た．それらの地震は発生間隔が 100 年前後のものが

における海溝型地震の多様性が明らかにされてきた．

多く，歴史記録に基づいて発生履歴がおおよそ明らか

北海道東部太平洋（千島海溝）の十勝沖では 1843 年，

になっている．しかしながら，海岸付近の地形及び地

1952 年，2003 年 に， 根 室 沖 で は 1894 年 と 1973

質の調査から，歴史記録に残されていない巨大な津波

年に M8 クラスの巨大地震が発生した．このうち，

がまれに発生していることが明らかになってきた．そ

2003 年十勝沖地震については，機器観測データを用

のような地震と津波の履歴を解明するために，北海道

いて詳細な地震像が検討された．また，1952 年十勝

と南海トラフの沿岸域で調査を実施した（第 1 図）
．

沖地震についても当時の検潮記録から津波波源が検討

また，同じ手法を用いて，沿岸域で発生する内陸地震

され，2003 年地震との比較がなされた．その検討結

の履歴の解明も可能であることから，日本海でも調査

果によると，2 つの地震のアスペリティの位置は似て

を実施した．

いるものの，それぞれの津波波源が大きく違うことが

第1図

1

調査地点．

産業技術総合研究所 地質調査総合センター 活断層研究センター (AIST, Geological Survey of Japan, Active Fault Research Center)
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明らかになっている．十勝沖と同様に，根室沖につい

層準では，復元された地表面高度は継続して下がる傾

ても，津波波形の検討から 1894 年地震と 1973 年地

向にあることがわかり，これはひずみの蓄積に伴った

震の津波波源域が異なることが最近の研究結果で分か

地震前の海岸沈降を表していると考えられた．この沈

っている．以上のような 19-21 世紀の観測結果だけ

降傾向とは対照的に，津波堆積物より上位の層準では，

見ても千島海溝南部における海溝型地震は多様である

地表面高度は徐々に上がっていることがわかった．津

ことが分かるが，最近 10 年間に行われた古地震研究

波堆積物直下と直上との間には上下変動はほとんど認

は千島海溝南部で 17 世紀に発生した連動型地震の存

められないことから，連動型地震の地震時には海岸部

在を明らかにしている．
「17 世紀の連動型地震」と呼

は隆起も沈降もせず，余効変動として比較的緩やかに

ばれるその地震は，通常の十勝沖・根室沖の領域が同

海岸が隆起したと考えられた．

時に破壊し（第 2 図）
，通常タイプより大きな津波波
2.2

高と浸水域を持つのが特徴である．

調査内容

北海道東部の相対的海水準変動史を研究した Sawai

津波堆積物の繰り返しから，千島海溝南部では 17

（2001）によれば，この 17 世紀の連動型地震と同時

世紀に発生したような連動型地震が繰り返していたと

期に海水準の低下が広範囲に見られる．この海水準の

考えられている．そのような連動型地震に関連して，

低下と 17 世紀の連動型地震の関係は，湿原堆積物中

大規模な余効変動も繰り返していたかどうかを検討す

の珪藻化石を調べることによって明らかにされてい

るため，北海道東部の厚岸湿原において海水準変動を

る．珪藻類は，海域から淡水域までのあらゆる環境に

復元するための地質調査を行った．具体的には，厚岸

適応した単細胞藻類である．この珪藻類は，潮感帯付

町の糸魚沢周辺で 2-3 ｍのハンディジオスライサーを

近において平均潮位からの高度に関係して分布してい

用いた堆積物の採取を行った．糸魚沢周辺の低地にお

ることから，堆積物中の珪藻化石群集と表層堆積物中

ける 12 地点で調査を行った結果（第 3 図），厚さ約

の現生珪藻群集を比較することにより，定量的な海水

２m の泥炭層の中に少なくとも３層の連続した泥層

準変動を復元することができる．浜中町の湿地では，

が観察された（写真１）
．泥炭層と泥層の境界付近に

17 世紀の津波堆積物と離水を示す泥炭層－泥層境界

おける試料を採取し，そこに含まれる植物遺体を年代

を同時に観察することができる．Sawai et al.（2004）

測定試料とした．また，代表的な地点における連続柱

は，これらのイベントを示す堆積物から珪藻化石を抽

状試料を採取し，微化石分析用試料を採取した．来年

出し，その群集組成とそこから導き出される当時の海

度以降，これらの試料の測定・分析を行う予定である．

水準変動を示した．その結果，津波堆積物より下位の

（澤井祐紀）

第 2 図　千島海溝南部で想定されている連動型地震の破壊領域（赤）と，20-21 世紀に発生したプレート間地震の破壊領域（緑）．
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第 3 図　調査地点図．A の領域で 5 地点，B の領域で 7 地点の掘削を行った．

写写1　厚岸町における調査風景．茶色部分が泥炭層で，灰色の部分が泥層．
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調査内容

泥層の堆積と地震沈降との関連を明確にするため，

目的と背景

泥層の広がりや堆積年代について追加調査を行った．

南海トラフ東部および富士川河口断層帯の古地震の

水田を借用して合計 13 本のコア（深度 2 ～ 5 m）を

履歴を解明するために，駿河湾奥に広がる富士川低地

採取し，層相の記載と試料採取を行った．また，調査

東部（浮島ケ原）でハンドコアラーによる掘削調査を

地の近傍で富士市が掘削した 3 本のボーリングコア

行った．浮島ケ原はフィリピン海プレートの北縁部

（深度 8 ～ 10 m）を借用し，層相記載と試料採取を

に位置し（第 4 図）
，フィリピン海プレートがユーラ

行った．コアの 14C 年代測定と火山灰分析を行い，泥

シアプレートの下に沈み込むのに伴って西方へ傾き下

層の堆積時期を推定した．花粉化石の追加分析を行い，

がりながら沈降している．この沈降速度について，低

泥炭層と泥層の堆積環境の違いを確認した．

地の近傍で巨大地震が起きていない過去 100 年程度
の測地データと，過去数千年間の地層データを比較す

3.3

ると，後者の方が 2 倍以上速いことが知られている．

調査結果

東西約 1.5 km の範囲で泥層の分布が明確になり，

このことは，浮島ケ原では地震のない通常時の沈降以

4 枚の明色の泥層については，ほぼ全域で確認できた．

外に，別の沈降成分があることを意味し，それはプレ

花粉化石の分析結果からは，泥層の堆積は湿地の水位

ート境界で起こった地震に伴う変動である可能性が高

が急に上昇したために起こり，泥層から泥炭層への変

い．

化は次第に水位が低下して湿地環境が回復した過程を

これまでの調査によって過去 1500 年間に堆積した

示すことが改めて確認された（第 5 図）．

地層からは，泥炭層の堆積が突然中断して有機物に乏

4 枚の明色の泥層が堆積し始めた時期は，年代測定

しい明色の泥層が堆積する現象が４回見つかってい

と火山灰分析の結果から，それぞれ 7 世紀，8 世紀，

る．また，それほど明瞭ではないが，泥炭層が急に有

11 世紀，14 世紀中頃と推定された．すなわち，この

機質泥層に覆われる現象も 2 回見つかっている．こ

時期に湿地の広い範囲で急速な水位上昇が起こった

れらの層相変化は，低地の地殻変動との関連が推定さ

ことが分かった．これらのうち 7 世紀，11 世紀，14

れる．

世紀中頃の水位上昇は，歴史時代に南海トラフで発生

第4図

浮島が原及び榛原の位置．
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第 5 図 コアに見られる層相の変化と解釈．
　　　　典型的なコアの写真（中），地層の層相の記載（右），環境変化の解釈（左）．泥炭層と明色泥層のセットは，急激な
水位上昇とその後の緩やかな水位低下を示している．このようなサイクルは過去 1500 年間に，明瞭なものが４回，
不明瞭なものが 2 回見られる．

した海溝型地震と時期が近く，地震沈降と関連してい

浜堤ほど高度が低く，全体として階段状をしている．

る可能性がある．追加で行っている年代測定の結果を

つまり，地形からは断続的な隆起が累積している可能

待って，泥層の堆積と地震沈降との関連をより詳しく

性がある．

検討する予定である．
（藤原
４
4.1

治）
4.2

榛原低地の古地震調査

調査内容

浜堤は風で運ばれた砂などに厚く覆われていること

目的と背景

があるので，実際の隆起量を推定するには掘削調査を

南海トラフ東部の古地震の履歴を解明するために，

行って，かつての海面高度を示す地層を識別し，その

駿河湾西岸に位置する榛原低地でボーリング調査な

高度を測定する必要がある．比較的規模が大きく連続

どを行った（第 4 図）
．南海トラフ東部で発生した

性が良い 2 つの浜堤について，水田跡の空き地など

1854 年安政東海地震では，榛原低地は 1 m 程度隆起

を借用してボーリングコア（深度 5 m）を採取し層相

したことが知られている．この低地には海岸線に平行

の記載と年代測定試料の採取を行った．また，調査地

な高まり（浜堤）が最大で 8 列あり（第 6 図）
，それ

の近傍で行われた工事現場や，遺跡発掘現場でも教育

ぞれの浜堤はある時代の海岸線の位置を示している．

委員会などの協力を得て層相記載と年代測定試料の採

この低地の地形断面を見ると，人工的にコントロール

取を行った．

された最も海側の浜堤を除いて，海側の時代が新しい
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第 6 図　榛原低地の地形（左）と旧海面高度の分布（右）旧海面高度に関するデータは，東側測線に沿った地形断面に投影
して示す．

4.3

調査結果

しかし，歴史記録は特に江戸時代以前の津波について

地層の観察結果からは，Ⅱ～Ⅴ番の浜堤について海

は特定の地域に関してしか記述がないなど過去の地

浜で堆積した地層と，それを覆う砂丘砂などの境界が

震活動を復元するには十分でないことがある（寒川 ,

確認された（第 6 図）
．第図 6 には 2006 年度に行っ

2004）
．また，先史時代の津波については当然のこと

たⅥ番の浜堤に関する調査結果も合わせて示す．現在

ながら歴史記録による情報が得られず，100–200 年

の地形との比較から，かつての平均海面高度は，海浜

の間隔で発生する地震と津波の履歴を知るには十分で

の地層（海成層）と砂丘砂（陸成層）との境界よりも

ない．そこで他の記録，すなわち地層中に残された津

やや下にあったと考えられる．それを考慮すると，最

波の痕跡を探し出すことによって過去の津波の記録を

も陸側の浜堤を除いて旧海面高度は現在の海面とほぼ

補完し延長することが必要となる．

同じ高さにあり，榛原低地では隆起の累積が殆んど見

本調査の目的は津波堆積物を探し出し，これまでの

られない．その原因は，地震間の隆起が地震と地震の

研究成果とも比較しながら過去数千年間の南海トラフ

間に起こった沈降でほぼ解消されているためと解釈さ

での津波履歴をより詳細に明らかにすることである．堆

れるが，詳しい検討は年代測定の結果を待って行う予

積物に基づいた津波の履歴復元においても，多地点での

定である．
（藤原

調査結果を比較し相互に補完することが重要である．

5
5.1

治）

三重県志摩半島における津波浸水履歴調査

5.2

調査目的

調査内容と結果

三重県志摩市阿児町にある溺れ谷低地（第 7，8 図）

志摩半島，紀伊半島の沿岸部は有史以降南海トラフ

で検土杖やロシアンサンプラーといった人力掘削器，

で発生した津波の被害を繰り返し被ってきた（宇佐美

そしてボーリングによる堆積物試料の採取を行い，放

, 2003）
．南海トラフで発生した津波については豊富

射性炭素同位体による年代測定を行った．これまで

な史料が残されており（例えば渡辺 , 1998）
，後述の

に計 3 度，延べ日数 11 日（日数は人力掘削調査の

ように各地に残された記録に基づく津波の浸水高の復

み）の野外調査を行った．計 14 地点で人力による堆

元も行われている
（例えば行谷・都司 , 2005）
（第 7 図）．

積物採取を行い，応用地質株式会社に発注して 3 地
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点（Shima-1, 2, 3）でそれぞれ 18 m，13 m，12 m

ーンの埋積．ラグーン埋積後主に陸上で堆積したと考

のボーリング掘削を行った（第 8 図）．ボーリング調

えられる泥炭層・有機質泥層が地表から深さ約 3-4 m

査の結果，当該低地は以下のようにして発達したと考

まで堆積している．この泥炭層・有機質泥層中には有

えられる（1）低海水準期の浸食による谷の形成，
（2）

孔虫や海棲軟体動物の殻を含む砂層が 3-4 層観察され

海水準上昇に伴う溺れ谷の発達と砂州の発達による溺

た（写真 2）．検土杖やロシアンサンプラーによる調

れ谷の閉塞（ラグーンの形成）
，
（3）砂州背後のラグ

査でそれらの砂層は現在の海岸線から 450–800 m も

第 7 図 調査地の位置と既存研究が行われた場所．
　　　　右図の赤で書かれた数値は 1707 年の宝永地震津波の，青で書かれた数値は 1854 年安政東海地震津波の浸水高（単
位：m）（行谷・都司 , 2005 に基づく）．

第 8 図　志島低地におけるボーリングコア掘削位置とハンドコアラー掘削位置．志島低地の位置については第 1 図参照．
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離れた地点まで分布していることが分かった．ボーリ

砂層の内，最も上位にある砂層の直下からは 1498 年

ングコアでは泥炭層・有機質泥層の下位，ラグーンで

の明応地震津波に近い年代測定結果が得られた．ラグ

堆積した泥層中にも海棲生物の遺骸を含む複数の砂礫

ーンで堆積した泥層中に見られた砂礫層についても形

層が観察され，3 地点間で対比可能なものもある．

成要因を検討する必要がある．（藤野滋弘）

泥炭層・有機質泥層中に見られる砂層について，分

6

布や堆積環境のより詳細な検討が必要であるものの，

足摺岬における古地震調査

海浜砂をこれほど内陸まで供給できる現象として津波

南海トラフ沿いのプレート間地震に伴う，足摺岬に

の関与が疑われる．放射性炭素同位体年代測定では泥

おける地殻変動について明らかにするため，2008 年

炭層・有機質泥層が 3000 − 4000 年前以降に堆積し

10 月 28 ～ 30 日に現地において歴史資料の検討と隆

始めたことが分かり，泥炭層・有機質泥層中の砂層は

起生物遺骸の調査を行った（第 9 図）．

最近 3000 − 4000 年の間に堆積したことが分かる．

歴史資料に関しては，高知県土佐清水市に残る『嘉

写真 2　ロシアンサンプラーで採取された堆積物試料．深度 400-450 cm．右側が下位．右側（下位）の灰色の泥層と真ん中（上
位）茶色の有機質泥層の境界付近に白い砂層が確認できる．

第 9 図 　嘉永七寅年地震津浪記に記された 1854 年安政南海地震に伴う隆起沈降分布と調査地点．
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永 七 寅 年地震津浪記』
（池道之助著 ） に 記 さ れ た，

高度は足摺半島付け根のあしずり港や伊予駄馬で低位

1854 年安政南海地震に伴う足摺岬周辺の隆起沈降の

が標高 0.6 ～ 1.4m，高位が標高 1.6 ～ 2.6m であり，

信頼性について検討するため，土佐清水市図書館で原

南端の伊佐で最も高く，高位が標高 2.6 ～ 3.5m にお

本を探した．また，これ以外に歴史地震における隆起

よぶ．『嘉永七寅年地震津浪記』で沈降したとされる

沈降を示す史料の有無を調べた．その結果，原本や新

あしずり港や伊予駄馬周辺で隆起生物遺骸群集が分布

たな史料は見つからなかったが，同市在住の郷土史家

することから，低位の群集は昭和南海地震かあるいは

を紹介していただき，話を伺うことができた．郷土史

安政より前の地震の隆起を示している可能性がある．

家からの情報などから検討したところ，信頼性が非常

本調査では各地点，各レベルから合計で 14 の試料を

に高いことが明らかになった．
『嘉永七寅年地震津浪

採取した．今後，これらの年代測定を行うことにより，

記』では，足摺半島付け根の土佐清水や以布利周辺で

過去の地震による隆起沈降分布が復元できると考えら

沈降したと記載されているが，1946 年昭和南海地震

れる．（宍倉正展・行谷佑一）

では，これらの地域に近い場所で 0.8m 隆起したこと

７

が記録されており，唐船島という史跡に隆起痕跡が残
7.1

されている．

隠岐・浜田における海面変動調査

調査目的

2007 年能登半島地震において，2007 年 4 月およ

一方，隆起生物遺骸の調査では，沿岸の 6 つの地
点（西から順にあしずり港，中浜，松尾，伊佐，津呂，

び 10 月に隆起生物遺骸の調査を行った際，2007 年

伊予駄馬）において隆起生物遺骸群集を発見した（写

地震より前の隆起（相対的海面低下）の痕跡を 3 つ

真３）
．その高度分布から，少なくとも 2 つ，場所に

のレベル（高位，中位，低位）で発見した．これらの

よって 3 つのレベルの群集に区分することができる．

うち中位のレベルが 15 ～ 17 世紀における非地震性

写真 3　あしずり港そばで発見した現成および隆起生物遺骸．スケールが示す 50cm くらいまでに現成，100 ～ 120cm に隆
起した生物遺骸が見られる．
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の海面低下を示す可能性が示された．そこで，日本海

均海面から 0.4 〜 0.8m の高度に離水波食棚のような

沿岸域で同様の海面低下の証拠があるかどうかを検討

平坦な地形を確認した（写真 4）．分布高度は場所に

する目的で，島根県隠岐の島および浜田の 2 つの地

よらず，また地質の条件によらず，大きな変化はない．

域で生物遺骸や離水地形の調査を行った．

一方，この地形に対応した隆起生物遺骸は発見できな
かった．これらの調査結果から，離水波食棚状の地形

7.2

調査内容

は，海面低下を示すものではなく，暴浪時に形成され

隠岐の島は比較的安定したテクトニックセッティン
グにあり，歴史上大きな地震の記録はない．このこと

た現成のストームベンチと判断される．現時点で海面
低下を示す証拠は得られていない．
一方，浜田は，1871 年浜田地震で海岸の隆起沈降

から非地震性の海面変動を捉えられる可能性があると
考え，2008 年 7 月 9 〜 11 日に島の周囲約 100km，

を記録した地域であり，このとき離水した隆起生物遺

25 カ所で調査を行った．その結果，多くの地点で平

骸の存在が以前から知られていた．2008 年 9 月 20

写真 4

隠岐の島において観察されたストームベンチ．

写真 5　浜田における海食洞内に固着した隆起生物遺骸群集．
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143–158.

〜 21 日に調査を行った結果，海食洞内部の平均海面
上 0.8 〜 1.8 m の壁面に隆起生物遺骸が分布してい

岡橋久世・吉川周作・三田村宗樹・兵頭政幸・内山

ることを確認した（写真 5）
．壁面にグリッドを貼り，

高・内山美恵子・原口

詳細スケッチを実施した結果，隆起生物遺骸は複数の

差の湿地堆積物中に見出された東海地震津波

レベルには区分できず，一連の群集に見える．一方，

の痕跡とその古地磁気年代 , 第四紀研究 , 40,

本地域の現成の群集は分布上下幅が 0.3 〜 0.4m であ

193–202.

り，隆起した群集の上下幅の 1/2 である．壁面の 10

寒川

旭（2004）遺跡で検出される地震の痕跡 . 地
質学論集 , 58, 11–18.

カ所で年代測定試料を採取し，測定した結果，隆起生
物遺骸群集の下半部が 1871 年浜田地震を示し，上半

強（2001）鳥羽市相

Sawai Y. (2001) Episodic emergence in the past

部はそれより最大で 400 〜 500 年古い年代を示した．

3000 years at the Akkeshi estuary, Hokkaido

これは能登半島で検出した中位群集の年代と一致す

, northern Japan . Quaternary Research, 56,

る．周辺のテクトニックセッティングからみて，同じ

231-241.

地点で 400 〜 500 年以内に地震性の隆起が繰り返す

Sawai, Y., Nasu H., Yasuda Y. (2002) Fluctuations in

ことは考えにくく，非地震性の海面低下を示している

relative sea-levels during the past 3000 years

可能性がある．今後，より広域で同様の現象を検出す

at the Onnetoh estuary, Hokkaido, northern

る必要がある．
（宍倉正展・行谷佑一）

Japan. Journal of Quaternary Sciences, 17,
607-622.
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沿岸域の堆積物調査
能登半島北方沖陸棚域の海底堆積物
池原

研 1・市原季彦 2・五十嵐厚夫 3

Ken Ikehara, Toshihiko Ichihara and Atsuo Igarashi (2009) Surface shelf sediments north of Noto Peninsula, Japan Sea
keywords：marine sediment, shelf, sedimentation, radiocarbon dating, sea-level change, Japan Sea

上の堆積物は形成されたと考えられる．しかし，現在

要旨

の日本周辺のある海域において，海水準変動に対応し

能登半島北方沖の海底堆積物の調査（表層堆積物

てどのように堆積層が形成されてきたかの詳細を明ら

採取とピストンコアラー及びバイブロコアラーによ

かにした研究例はまだ少ない．これは一つには陸棚が

る柱状堆積物採取）を行った．結果として，能登半

砂質〜砂泥質堆積物で覆われており，表層数十 cm よ

島西方及び北西方には完新世のシルト質堆積物が分

り下位の堆積層の採取が困難であることに起因する．

布すること，能登半島北方の後氷期〜完新世の砂質

一方，能登半島の西方沖には，2007 年能登半島地

堆積物の下位には３−４万年前の陸成層が分布する

震を起こした断層が分布し，反射法地震探査の結果は

こと，陸棚上砂質堆積物の層序や形成・堆積過程の

この断層が完新世に繰り返し活動してきたことを示し

研究にはバイブロコアラーの使用が有効なことが明

た（井上ほか，2007）
．さらに，断層近傍から採取さ

らかとなった．

れた海底堆積物コアの年代測定結果とあわせると，こ
1

の繰り返しがおよそ 2000 − 3000 年の間隔であるこ

はじめに

とが推定された（池原ほか，2007）
．したがって，活

海底堆積物は陸起源の砕屑性粒子と海洋表層で生産

断層の分布が予想される陸棚上から海底堆積物コアを

される生物源粒子から主に構成される．どのような粒

採取し，堆積年代決定を行い，反射法地震探査の断面

径の，どのような組成を持った堆積物が形成されるか

記録とあわせることで，沿岸域に分布する活断層の活

はその場に供給される粒子の質と量並びにその場から

動度評価もできる可能性がある．
以上のような地層形成や活断層の活動度評価のた

物理的・化学的に除去される粒子の質と量で決まる．
海岸や河川に面した沿岸・陸棚域では，陸から供給さ

め，2008 年 9 月に能登半島北方海域において，海底

れる粒子の質や量に地理的な変化が大きい．また，そ

堆積物の調査を行った．調査は，１）スミス・マッキ

の浅い水深のため，波浪や流れによる堆積物の輸送・

ンタイヤー式グラブ採泥器による表層堆積物採取（第

再移動も大きい．さらに，第四紀の 100m 規模の氷

１表）
，２）ピストンコアラーによる泥質堆積物の柱

河性海水準変動は陸棚域をほぼ完全に露出／沈水させ

状試料採取（第２表），３）バイブロコアラーによる

るほか，海水準下降期には現在の陸棚の下刻・侵食，

砂質堆積物の柱状試料採取（第３表），である．これ

海水準上昇期にはラビンメント面の形成など，現在と

らの採取試料については，現在分析作業が進行中であ

は異なる営力下での堆積作用が起った．現在までも含

るが，ここでは，これらのうち，ピストンコアラー及

めた粒子供給，堆積，侵食の結果として，現在の陸棚

びバイブロコアラーで採取された柱状試料の岩相記載

1

産業技術総合研究所 地質調査総合センター 地質情報研究部門 (AIST, Geological Survey of Japan, Institute of Geology and Geoinformation)

2

復建調査設計株式会社 (Fukken Co. Ltd., Hikari-cho, Higashi-ku, Hiroshima, 732-0052 Japan)

3

復建調査設計株式会社東京支社 (Fukken Co. Ltd., Iwamoto-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0032 Japan)
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と年代測定結果に基づいて，この海域の堆積作用につ

を与えながら貫入させるバイブロコアラーが唯一の方

いて述べる．

法である．今回は片山（2007）の底質データや反射
2

法地震探査記録を参考に６つの予定地点を選定した．

調査・分析方法

能登半島北部海域は，対馬暖流第一分岐が流れる場所

ピストンコアはパイプ長さ 4 〜 8m，ポリカーボネ

であり，沿岸域も含めて流れの速い場にある．その結

イト製インナーチューブの外径 7.6cm のコアラー（第

果，着底後のコアラーの安定の保持が難しく，５地点

１図 A）を用いて採取した．天秤の先端に取り付けた

から 1.5m 前後のコアを得たのみであった．試料採取

錘が海底に達し，天秤への荷重がなくなることにより

地点の位置は第２図に，緯度・経度と水深は第３表に

フックが外れ，コアラーが自由落下する．自由落下の

示した．位置，水深の決定はピストンコアラーの作業

結果，重錘の先に取り付けたパイプが海底に突き刺

と同様である．

さり，パイプに入った堆積物試料を柱状に抜き取って

採取されたピストンコア／バイブロコアは現地で１

くる．試料採取予定地点は，既存の底質データ（片

m 毎に分割され，両端にキャップされた状態で産業

山・池原，2001；片山，2007）を参考にし，採取作

技術総合研究所に運んだ．運び込まれたコア試料は，

業の前に行われたショートマルチチャンネル反射法

インナーチューブをアクリルカッターにて縦割りにし

地震探査の断面記録も考慮して以下の６地点を選定

た後，テグスあるいはピアノ線にて半割し，片側を研

した．１）PC01 と PC02 は 2007 年度に能登半島地

究用（ワーキングハーフ）
，もう一つを保存用（アー

震緊急研究として実施された反射法地震探査測線にお

カイブハーフ）とした．半割面の写真撮影の後，ワー

いて，完新統と考えられる地層の分布北限に近い場所

キングハーフから肉眼記載，軟 X 線写真用スラブ試

で，２）PC03，PC04，PC05 は今年度の反射法地震

料の採取と年代測定用試料（貝殻，ウニの殻，木片，

探査記録において，猿山岬沖で完新統と考えられる

泥炭など）の採取を行った．スラブからは，軟 X 線

地層を切る断層の近傍で，３）PC06 は片山（2007）

発生装置を用いて，軟 X 線写真撮影を行った．年代

において表層堆積物の含泥率が高い地点を選定した．

測定用試料のうちのいくつかについては，（株）地球

１）は 2007 年度の調査において能登半島地震の断層

科学研究所を通じて，Beta Analytic 社において，加

近傍から得ている堆積速度の妥当性の評価，２）は猿

速器質量分析法により放射性炭素年代を測定した．測

山岬沖の断層の活動度評価，３）は輪島周辺の河川か

定結果は第４表及び第３図，第４図に示した．今回

らの排出土砂であるかの確認を目的とした．底質条件

は，１）年代測定がすべて終了していないこと，２）

が悪く，十分な貫入長が得られないなどのため採取コ

海洋環境の異なる氷期及び後氷期の日本海（例えば，

アが短い場合には，位置をずらして３回までの試料採

Oba et al.，1991）の海洋レザバー値が知られてい

取を試みた．結果として，PC01 と PC02 では１回ず

ないこと，から，暦年較正は行わず，測定値に同位

つ，PC03，PC04，PC05 で は ３ 回，PC06 で は ２ 回

体分別の効果の補正だけを行った放射性炭素年代値

の試料採取を行った．採取地点の位置は第２図に，緯

（conventional radiocarbon age）で議論する．その後，

度・経度と水深は第２表にまとめた．採取地点の位置

泥炭を含む試料については，花粉分析用の試料を別途

は D-GPS，水深は音響測深器により求めた．

採取した．花粉分析はパリノ・サーヴェイ株式会社に

バイブロコアは川崎地質株式会社所有のもので，長

依頼して定量花粉分析を実施中である．

さ 6m のパイプの先端に振動を与えるバイブレータ

3

がついたものを使用した（第１図 B）
．外径 9.6cm の

結果と考察

ABS 樹脂製インナーチューブがパイプの中に装着され

ピストンコアラー／バイブロコアラーにより採取さ

ている．砂質堆積物では一般に点荷重を与えると堆積

れたコア試料の肉眼記載はそれぞれ第３図，第４図に

物が間隙水を排出して固まるため，ピストンコアラー

示した．ここでは，得られたいくつかの結果について

のような重力式コアラーではパイプが貫入しない．ま

考察を含めてまとめる．

た，海上（水上）でのボーリングは水深によって非常
に大きなコストがかかる．このため比較的簡便な砂質

3.1

片山・池原（2001）には，石川県沖の陸棚上には，

堆積物の長い柱状試料の採取には，コアラーが海底に
着いた後，コアラーを中立に立てたままパイプに振動

能登半島西方〜北西方の完新統

南西から北東に徐々に粒径を減じる砂質〜泥質堆積物
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が広く分布している．中央粒径値でもっとも細粒な堆

後流れにより輸送されてきたものと考えられる．こ

積物（細粒シルト）は，能登半島猿山岬沖の西方沖の

れ に 対 し て V01，V03 の 下 部 や V04-2 の 柱 状 部 に

水深 70 − 100m に分布し，
含泥率は 80％以上である．

見られる砂や砂礫は貝殻片に乏しい．V01 ではわず

池原ほか（2007）は粒度分析は行っていないが，能

かに貝殻片を含むが，淘汰のよい極細粒砂からなり，

登半島地震の断層近傍で海洋プランクトン遺骸に非常

明らかに上位の砂とは異なる．V03 では上位は基質

に乏しい均質なシルトからなる堆積物を報告し，その

として泥分を含む貝殻片を含む砂礫からなるのに対

堆積速度がおよそ２m ／千年と大きいことを示した．

して，下部の砂礫や砂は泥分に乏しく，貝殻片を全

さらに池原ほか（2007）は片山ほか（2000）や片山・

く含まない．下層に挟在する砂層は何れも淘汰がよ

池原（2001）による表層堆積物分布から，この細粒

く，上位のものは平行葉理を示す．このような特徴

堆積物が手取川などの河川である可能性を示唆した．

は，この砂礫〜砂質堆積物が陸上河川の堆積物であ

今回採取されたピストンコア試料の年代測定結果（第

ることを示唆する．V04-2 でも最上部は貝殻片を含

４表）は多少年代のばらつきは大きいものの，このシ

む細粒砂であるが，その下位には貝殻を含まない砂

ルト質堆積物が完新統であること，猿山岬沿岸の斜面

礫があり，さらにその下位には植物片を含むシルト

域を除き 0.5 −１m/ 千年程度の堆積速度であり，池

が採取されており，このシルト層とその上位の砂礫

原ほか（2007）で示した南の海域よりも堆積速度が

層も陸成層と考えられる．シルト層中の植物遺体で

明らかに小さいこと，を示している．

得られた年代は後氷期の 14C 年代値で約 15.9 千年前

猿山岬沿岸の斜面域には，貝殻片に富む砂質堆積物

である．V03 については現状では年代資料がないが，

が分布する（PC04-2 と PC05）
．PC05 の年代値に基

陸成と考えられる堆積層と貝殻を含む海成層の境界

づけば，この砂質堆積物の堆積速度は，20cm/ 千年

が海進面にあたると考えられる．したがって，この

程度と計算される．この値は沖合のシルト質堆積物よ

地点に海が進入したのは少なくとも 15 千年前程度と

りも明らかに小さいが，より沖合の海盆・トラフ域の

考えられる．池原ほか（2007）は能登半島地震の断

それに近く，決して遅いものではない．本調査で別途

層近傍における反射法地震探査断面の最終氷期の侵

採取された表層堆積物試料とあわせて，沿岸斜面域の

食面を平滑化する反射面を海進面（ラビンメント面）

堆積物の供給過程をさらに考察する必要がある．

と考え，表層で得られた堆積速度を外挿して，その
年代を計算している．それによれば，11.6 〜 15.8

3.2

能登半島北方の砂質堆積物

千年前であり，今回得られた年代値はほぼそれに近

陸棚上の砂質堆積物は，静的解釈では最終氷期最
盛期からその後の後氷期（海水準上昇期）の堆積物

い．今後，V03 の上部層中の貝殻片の年代測定を行い，
海進面の形成時期を推定していく予定である．

と解釈されることが多い（例えば，Emery，1952，
1968；Johnson and Baldwin，1986） が， 日 本 周

3.3

能登半島北方沖表層下の陸成堆積物

辺海域では表層堆積物中の貝類遺骸の年代測定結果

上述のように，バイブロコアの V03 と V04-2 に

（例えば，Ikehara，1993）を除けば，その形成プロ

は海成層の下位に陸成層が採取された．このうち，

セスは必ずしも明らかにされてきていない．これは，

V04-2 のそれは後氷期の海水準上昇期の堆積物である

陸棚堆積物の研究のほとんどがグラブ採泥器などに

ことが年代測定結果から推定された．一方，ピストン

よる表層堆積物試料のみによってなされてきたため

コアの PC06-2 とバイブロコアの V05 には，最表層

である．陸棚上の砂質堆積物を柱状に採取し，堆積

の薄い砂層あるいは砂礫の下位に粘土と泥炭の互層が

層解析と年代測定をあわせていけば，陸棚堆積物の

採取された．泥炭や含まれる植物遺体の放射性炭素年

堆積過程がより動的に解釈でき，それは地層の堆積

代に基づけば，これらの堆積物は何れも最終氷期最盛

相解析にも貢献できると考えられる．

期（酸素同位体ステージ２）より前のおよそ３−４万

このような目的で，今回バイブロコアラーで陸棚

年前のものである．また，年代値にばらつきは大きい

上から採取された砂質〜砂礫質堆積物には二つのタ

ものの PC06-2 ではその堆積速度は 17cm/ 千年程度

イ プ が あ る． 一 つ は V01，V03，V04-2 の 上 部 や

と大きな値を示す．氷期の低海水準期の平野（低地）

V02 の全体に見られるような貝殻片を含むものであ

は現在の陸棚域に分布しており，当時の平野の環境を

る．これらの貝殻片は離弁で破片のものが多く，死

推定するのは困難であった．日本海では酸素同位体ス
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テージ３−５にかけて，千年間隔規模の海洋環境変動

今回の使用結果は６地点で７回の作業を行い，５地

が存在し（Tada et al.，1999 など）
，沖合の海底コア

点から６試料を得た．コアの長さは 1.3 − 1.5m とパ

の花粉分析結果はこのような海洋環境変動にあわせた

イプ長（６m）からするとやや短いものであった．し

花粉群集組成の変化が記録されている（Ikehara and

かし，得られた試料は泥炭と泥の互層からなる１本を

Ohshima, submitted）
．今回得られた泥炭と粘土の互

除き，すべて砂礫質堆積物からなる．表層堆積物と同

層がカバーする時代範囲は沖合の海底コアで分析され

様な貝殻片を含む完新世の堆積物は残りの４地点のす

た年代範囲よりも狭いものの，このような沖合の花粉

べてで得られた上，すでに述べたように後氷期以前の

記録と沿岸域の記録の比較には最適の試料であり，現

陸成層も得られており，今後予定されている年代測定

在実施中の花粉分析結果はこのような陸と海の環境変

により，海進面の年代はより精度よく求められると考

動の関係の考察に非常に有効であると考えられる．

えられる．また，貝殻や礫の含有状況から，海進面形

一方，白嶺丸で能登半島西方沖の西能登堆群周辺の

成期からその後の砂礫の移動規模の変化なども推定で

水深 150 − 200m から採取された柱状試料を構成す

きる可能性がある．さらにこれもすでに述べたように，

る未固結堆積物中の貝殻片の放射性炭素年代測定値は

完新統の下に最終氷期最盛期の堆積物を欠いて，３−

やはり３−４万年程度の値を示す（池原，未公表デー

４万年前の堆積物が分布することを認定できたので，

タ）．これらの貝殻の多くは現在の陸棚上に生息する

海水準変動の各時期における堆積作用がより正確に復

ものであり，今回の泥炭層堆積時にこの場所が海（浅

元できると期待される．このように，今回は長いコア

海）であったことを示している．これらのことは，完

が得られなかったが，表層堆積物のみから考えていた

新世の貝殻を含む海成層（砂層）の下位には広く酸素

ものに比べて，飛躍的に動的な解釈が可能となった．

同位体ステージ３の堆積物が分布する可能性を示唆す

一方で，今回使用したバイブロコアラーは流れのあ

る．また，最終氷期最盛期を示す年代の貝殻が得られ

る今回のような海域では使用し難い．それは，流れに

ていないことは，能登半島周辺での最終氷期最盛期の

よってコアラーあるいは作業船，もしくはその両方が

堆積物の限定的な分布の可能性が示唆される．今回得

採取作業中に流されてしまい，コアラーの安定が保た

られた年代資料の地点数は限られており，これらに点

れないことに起因する．着底部分の設置方法や重量の

については，反射法地震探査断面記録ともあわせて解

見直しなどにより，掘削に十分な海底での安定性を得

析することが必要である．

られるような工夫が必要である．今回はパイプ長６m
と固定して行ったが，流れのある場ではパイプ長を短

3.4

陸棚砂質堆積物研究におけるバイブロコアラー

くするなど，流され難い設定の選択も必要である．ま

の重要性

た今回，どの地点でも 1.5m 程度の長さしか得られて

砂質堆積物は力を加えると収縮する特性を持つた
め，通常の重力式コアラーではパイプが貫入し難い．

いないことはコアラーの設定なども含めて，再確認し
ていく必要があろう．

このため，砂質堆積物の柱状試料の採取には，振動を

以上のように，さらに改良や検討をすべき部分はあ

与えつつパイプを押し込んでいくバイブロコアラーが

るものの，今回の能登北方沖陸棚上でのバイブロコア

用いられる．欧米ではバイブロコアラーと高分解能音

ラーの使用はおおむね成功したと言える．今後，改良

波探査，高精度海底地形などを組み合わせることによ

などを重ね，より広い環境で使用することで，陸棚の

り，沿岸・陸棚域の堆積層の動的な解析が進められて

砂質堆積物の堆積作用や層序，活断層の活動度評価な

きた（例えば，
Rine et al, 1986；Berné et al., 1994 など）
．

どに貢献できるものと期待される．

日本では，バイブロコアラーを所有する機関は少な
く，これを用いた調査研究事例は筆者らの知る限り非

謝辞：バイブロコアラーの使用にあたっては，川崎

常に限られている．所有機関が少なく，調査事例が少

地質株式会社の向山建二郎氏，半場康弘氏に大変お

ないことは，バイブロコアラーの有効性を正しく評価

世話になった．また，作業船（第八東野潜水，第六

できないことを引き起こしかねない．今回の能登半島

喜多丸，第八喜多丸，第十喜多丸，第十二喜多丸，

北方沖でのバイブロコアラーの使用は，その有効性と

第十七喜多丸）の乗組員の方々，復建調査設計の作

限界を確認し，今後の沿岸域調査手法の確立の目的も

業員の方々には調査全般を通じてお世話になった．

あった．

記してお礼申し上げる．
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第１表

グラブ採泥器による表層堆積物採取地点位置一覧．

第２表

ピストンコアラーによる堆積物採取地点位置一覧．
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第３表

バイブロコアラーによる堆積物採取地点位置一覧．

第４表

放射性炭素年代測定結果一覧．
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海底堆積物コア採取使用機材．A: ピストンコアラー，B: バイブロコアラー．
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第２図

海底堆積物試料採取地点位置図．
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第３図

ピストンコアラーによる採取コア柱状図．

第４図

バイブロコアラーによる採取コア柱状図．
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陸海接合の物理探査
越後平野西部の沿岸陸域における浅部地下構造調査
山口和雄 1・住田達哉 1・加野直巳 1・大滝壽樹 1・伊藤

忍 1・横田俊之 2・横倉隆伸 1

Keywords：seismic reflection survey, subsurface structure, Echigo plain, Nagaokaheiya-seien fault zone, Kakudayama fault
合研究所，2007）．

要旨

角 田 山 東 縁 断 層 は 本 断 層 帯 の 北 部 に 位 置 し， 新

沿岸の地下構造データの空白域において，海域デ

潟市の沖合海域と越後平野西縁の陸域とにまたが

ータと陸域データを繋ぐには海域から陸域まで連続

って分布する断層と考えられている（地震調査研

した反射法地震探査が必要である．そのような反

究 推 進 本 部，2004）． 一 般 に 極 浅 海 域 や 海 岸 線 に

射法の適用実験の前段階として予察的な調査を行っ

近い陸域は地質調査や地下構造調査の制約条件等

た．海陸にまたがる断層が存在する越後平野西部で

のために地質情報の空白域となっており，本断層

海岸線に近接し並行する陸域測線を設定し，数 10m
から 500m の深度範囲を対象として測線長約 10km
の反射法地震探査を実施した．測線西側では深度
1000m 程度まで反射面が捉えられ，角田山から続
く傾斜面，西山層基底，不整合等の地下構造解釈が
可能である．断層推定位置およびその東側は深度
200m 以浅のみの反射面検出にとどまったが，断層
推定位置付近の深度 100m 前後で地層変形が認めら
れた．
1

はじめに

長岡平野西縁断層帯は，新潟市の沖合から越後平
野西方の角田山・弥彦山等の山地・丘陵と平野部と
の境界付近に分布する活断層である（第 1 図）．越
後平野やその周辺では石油・天然ガス探鉱や原子力
発電所の耐震安全性評価等のために数多くの地下構
造調査が行われてきた．それら調査により，本断層
帯は南北走向で複数セグメントに分けられること，
西側が東側に乗り上げる逆断層であること，西側隆
起の変位地形と地質構造を形成すること，場所によ
っては幅 1km に及ぶ撓曲を伴うこと，120 万年前
の地層が 3000m 以上上下変位しており平均変位速
度は 3m/ 千年と見積もられること，などが分かって
いる（地震調査研究推進本部，2004；産業技術総

第 1 図 長岡平野西縁断層帯．
　　　　産業技術総合研究所（2007）の活断層データベースに
第 2 図の範囲を加筆した．

Fig. 1 Nagaokaheiya-seien fault zone.
The base map is from the active fault database of Japan
　　　
(AIST, 2007). The square is the area of Fig. 2.

1

産業技術総合研究所 地質調査総合センター 地質情報研究部門 (AIST, Geological Survey of Japan, Institute of Geology and Geoinformation)

2

産業技術総合研究所 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門 (AIST, Geological Survey of Japan, Institute for Geo-Resources and
Environment)
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は 海 岸 線 か ら そ れ ぞ れ 数 km 離 れ た 海 域 と 陸 域 の

取得やデータ処理の技術開発が必要である．その

地点で確認された地層変形に基づいて海陸の連続

ような海陸接続の反射法を行う前の予察的調査とし

性が推定されている．

て，今回，上記 2 地点の中間位置を通り海岸線に近

沿 岸空白域の地下構造を正しく把 握 す る た め に

接し並行する陸域測線において，比較的浅い数 10m

は，浅海域での音波探査，海岸線に接近した陸域で

から 500m の深度範囲を対象とした反射法地震探査

の反射法地震探査とともに，両者を繋ぐ手段として

を実施した．

海域から陸域まで連続した反射法地震探査のデータ

第 2 図　新潟 1 測線と周辺の反射法地震探査測線．
　　　　赤線が新潟 1 測線の CMP 測線で赤数字は CMP 番号．赤線とほぼ重なる黒線が発震点・受振点位置を表し黒数字は測点番号．
その他の黒線は既往の反射法地震探査測線で，SN90-A，SN90-9 は石油公団（1991），SN91-1 は石油公団（1992），加野ほか
は加野ほか（1999），Y07-P1 は（東京電力，2008），黒丸は宮地ほか（2009）のボーリング位置を示す．オレンジの破線は，
SN90-A，SN90-9，Y07-P1 の反射断面で断層と解釈された位置を結んだものである．基図として国土地理院の数値地図 50000
内野，弥彦を利用した．

Fig. 2 Niigata1 seismic line and previous seismic lines.
　　　The red line is the Niigata1 CMP line and red numbers CMP numbers. The black line overwritten by red line is Niigata1
survey line and black numbers source/receiver numbers. Other black lines are previous seismic lines. SN90-A and SN909 are from JNOC(1991), SN91-1 from JNOC(1992), Y07-P1 from TEPCO(2008), respectively. The black circles are boring
sites of Miyach et al.(2009). The broken orange line connects fault positions interpreted as fault in the previous seismic
surveys above. The base map is digital map 50000 Uchino and Yahiko of Geographical Survey Institute.

―  38 ―

越後平野西部の沿岸陸域における浅部地下構造調査

2

震点 201 でオフセット約 800m，発震点 401 でオ

調査地域の概要

フセット約 600m まで届き，これらの記録では往復

調 査地域は新潟市の越前浜から新 川 河 口 を 経 て

走時 500ms 以深まで反射波が確認出来る．断層付

五十嵐浜に至る陸域である（第 2 図）．越後平野に

近と思われる発震点 501 は著しく記録が悪い．測

は複数の砂丘列が存在し，調査地域の砂丘は新砂丘

線東部では，発震点 701，901 で初動はオフセット

Ⅲ に 分 類 さ れ る（ 新 潟 市，1991）． 調 査 地 域 周 辺

600m まで達するが，反射波は 300ms 付近より浅

の既往の反射法地震探査は，海岸線に並行する海

部に限られる．発震点 1001，1056 では記録が悪く

域の SN90-A 測線と，海岸線に直交し海陸にまたが

なる．

る SN90-9 測線があり，それぞれの反射断面で往復

新潟 1 測線の数 km 南方の東西測線で行われた今

走 時 4s 程 の 深 部 か ら 200ms 付 近 の 浅 部 に 達 す る

回と同型の震源による反射法地震探査で，断層推定

西側隆起の逆断層が解釈され，この断層は陸海で連

位置の西側の発震では初動が 1km 程度届いていた

続するものとされている（石油公団，1991）．調査

が，東側では震源エネルギーの減衰が大きく初動が

地域の数 km 南方の Y07-P1 の反射断面では，深度

遠方まで届かなくなった（加野ほか，1999）．減衰

3000m から 300m に西上がりの逆断層が解釈され

の原因として，加野ほか（1999）は地表付近の天

ている（東京電力，2008）．

然ガスの小さな気泡あるいは浅部のガス胚胎層を考

3

えている．新潟市（1991）によれば，調査地付近

反射法地震探査の概要

の最上部のガス層は最終氷期の埋没段丘礫層（G1 層）

反射法の調査測線（新潟 1 測線）は，越前浜から

であり，この層は新潟 1 測線では測線中部から東部

新川河口付近までは国道 402 号線，新川の東側は市
道と農道に設定した．測線長は 10.6km，測線から
海岸線までの距離は 200m ～ 300m，新川河口横断
部と五十嵐三の町と二の町付近で測線が屈曲する以

第1表
Table1

外は直線状である．新潟 1 測線の標高は，新川付近
以外は概略 4m から 13m の範囲にある（第 2 図の

探査諸元．
Survey parameters.

測線名
震源

新潟 1
MiniVib T15000(IVI 社 )

発震点間隔

2.5m

総ショット数

4147 ショット ( 垂直重合後 )

スイープ周波数

15 － 120Hz

発震パタン

1 箇所固定

スイープ回数 / 発震点

標準 2 回

場内や五十嵐二の町の集落内では粘土に載せて舗装

スイープ長

13s

面上に置いた．発震は 10m 間隔の受振点を 4 等分

受振器

UM2(MarkProducts 社 )

して 2.5m 毎の位置とした．受振器のバンチングと

受振点間隔

10m

総受振点数

1056 点

固有周波数

10Hz

受振器個数 / 受振点

6 個をバンチング

展開

144 受振点を固定し，西端から
48 点目の受振点まで発震

点目までの発震終了後に受振点を 48 点分だけ東へ

発震受振最大オフセット

1440m( 西端 ) ～ 960m(48 点目 )

ずらす方式とした．従って，発震・受振の最大オフ

探鉱機

DAS1(OyoGeospace 社 )

チャネル数

144ch

記録長

3.384s( コリレーション後 )

サンプリング間隔

2ms

CMP 重合数

平均 288

す．標準 2 回の垂直重合と振幅調整を適用した．測

CMP 番号

3 － 2051

線の大部分を占める国道 402 号線は交通量が多く車

CMP 間隔

5m

両ノイズが顕著であった．測線西部では，初動は発

CMP 測線長

10.24km

下図）．
主要な探査諸元を第 1 表に示す．受振器は，間隔
10m でエレメント 6 個をまとめ置きするバンチン
グとし，国道 402 号線と五十嵐二の町集落の東側で
は道路脇の地面にスパイクで刺し，新川河口排水機

2.5m 間隔の発震は，浅部の分解能を出来るだけ向
上させることを目的としている．探鉱機の同時収録
チャンネル数は 144 とした．発震・受振展開は，固
定した 144 受振点の西端から発震を開始し 48 受振

セットは発震位置により 1440m から 960m の間で
変化する．
第 3 図に発震位置 1km 毎のショット記録例を示
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第 3 図 ショット記録例．
　　　　(a)，(b)，(c) 測線西端から 1km 毎のショット記録を示す．各記録の上部の上の数値が発震点，下の数値が受振点
番号を示す．2 回の発震を垂直重合し振幅調整している．

Fig. 3 Examples of shot record.
　　　(a),(b),(c) Every 1 km shot records are shown with 2 fold vertical stacks and gain recovery. Numbers above each
record are source and receiver point numbers, respectively.
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で 深 度 125m か ら 150m に 分 布 す る． 新 潟 1 測 線

と地質断面図（新潟市，1991）を参照すると，反

でも，このガス層の影響により震源エネルギーの減

射面 A は角田山・弥彦山に露出する寺泊層・七谷層

衰が生じたものと考えられる．

に相当し，反射面 B は椎谷層基底に相当すると考え

4

ら れ る．CMP300 深 度 130m 付 近（ 第 ５ 図 C） で

反射断面

下位の傾斜反射面が上位の反射面のところで途切れ

得 ら れ た デ ー タ は 通 常 の CMP 重 合 法（ 例 え ば，

ており，深度 130m 付近の反射面は不整合面と解釈

水越・田村（1998））でデータ処理した．垂直重合

出来る．CMP800 付近（同 D）の傾斜反射面は，こ

では，2.5m 毎のショット記録をダイバーシティス

れを北方に投影した位置の SN90-A の反射断面にも

タックし 1 つのショット記録とした．静補正値は，

類似した短い傾斜反射面が見られることから真の構

オフセット 40m ～ 200m の範囲の初動データを用

造と考えられるが，どのような地層に対応するのか

い て， 第 1 層 の 速 度 を 700m/s と 仮 定 し， 拡 張 さ

不明である．SN90-A と SN90-9 の 2 つの反射断面

れ た Generalized Reciprocal Method で 求 め た． デ

で解釈された断層線を結んだ線は，新潟 1 測線と

コンボリューションは予測距離 4ms のプレディク

CMP1150 付近で交差する．この付近の反射断面（同

ティブタイプ，バンドパスフィルタ通過帯域はスイ

E）は東側低下の変形を示し，地下深部の断層変位

ープ周波数と同じ 15 ～ 120Hz とした．CMP ソー

を反映していると考えられる．

トでは CMP 間隔を 5m とした．2.5m の発震点間隔

6

で処理しているので，平均的な CMP 重合数は 288

まとめ

沿岸の地下構造データの空白域において，海域デ

である．速度解析は CMP100，400，800，1200，
1600，1900 の 6 箇所で，隣接する 11CMP ギャザ

ータと陸域データを繋ぐには海域から陸域まで連続

で速度スペクトル，5 ギャザで定速度重合パネルを

した反射法地震探査が必要である．そのような反

作成し，両者を見比べて適切と思われる速度をピッ

射法の適用実験の前段階として予察的な調査を行っ

クアップした．残留静補正は surface consistent 型

た．海陸にまたがる断層が存在する越後平野西部

の統計処理を適用した．NMO 補正では，浅部の分

で，海岸線に近接し並行する陸域測線を設定し，数

解能を上げる目的で 175%以上の伸張波を除去（ス

10m から 500m の深度範囲を対象として測線長約

トレッチミュート）した．マイグレーションは周波

10km の反射法地震探査を実施した．測線西側では

数－空間領域（f-x）の方式とし，速度解析により決

深度 1000m 程度まで反射面が捉えられ，角田山か

めた速度データを水平方向と時間方向に平滑化した

ら続く傾斜面，椎谷層基底，不整合等の地下構造解

速度を用いた．深度変換でもこの平滑化した速度を

釈が可能である．断層推定位置およびその東側は深

使用した．

度 200m 以浅のみの反射面検出にとどまったが，断

第 4 図に CMP 重合時間断面，マイグレーション

層推定位置付近の深度 100m 前後で地層変形が認め

時 間 断 面， 深 度 断 面 を 示 す． デ ー タ 処 理 の 基 準 面

られた．今後，実施を計画している海陸接続の反射

は 標 高 0m と し， 反 射 断 面 の 走 時 ゼ ロ， 深 度 ゼ ロ

法地震探査と合わせて，今回の反射データの詳細な

は 標 高 0m で あ る． 西 端 の 深 度 600m，300m か

解析と地質解釈を進める予定である．

ら東傾斜するイベントは，それぞれ CMP300 深度
1200m，CMP600 深 度 800m ま で 続 く．CMP250

謝辞：反射法地震探査を実施するにあたり，新潟大

か ら 600 深 度 150m か ら 500m の 範 囲 の イ ベ ン

学の卜部厚志准教授，新潟市役所，新潟県巻農業振

トは並行で東傾斜である．CMP750 から 850 深度

興部，農林水産省新川流域農業水利事業所，五十嵐

100m から 600m にも東傾斜のイベントがある．断

二の町自治会，五十嵐二の町共有地組合のご協力を

面全体に渡っては深度 30m から 200m にイベント

いただいた．記して感謝の意を表します．

がみられる．
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第4図

各種反射断面．
(a)CMP 重合時間断面，(b) マイグレーション時間断面，(c) 縦横比 5:1 の深度断面．

Fig. 4 Seismic sctions.

(a) CMP stacked time section, (b) migrated time section and (c) depth section of fivefold vertical exaggeration.
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第 5 図 地質解釈．
　　　　深度断面に地質解釈を書き入れた．太い矢印は第 2 図のオレンジ破線と新潟 1 測線の交差箇所を示す．深度断面の縦横比は
5:1 である．

Fig. 5 Geological interpretation of depth section.
　　　Geological interpretation is added to the depth section of fivefold vertical exaggeration. The bold arrow shows the cross
point of the broken orange line of Fig.2.
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能登半島北方沖の反射法地震探査データ再処理
加野直巳 1・伊藤
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忍 1・横田俊之 2・山口和雄 1
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2

要旨
石油開発公団／石油公団（現・独立行政法人

再解析調査測線の概要

今回再解析を行ったのは，北緯 37°20′
から同 37°

石

油天然ガス・金属鉱物資源機構，JOGMEC）が能登半

44′
，東経 136°28′から同 137°31′の範囲に含まれ

島沖で実施した昭和 48 年度

る 7 本の測線の部分（合計 222.2 km）である．解析

大陸棚石油・天然ガス

基礎調査基礎物理探査「北陸」および昭和 60 年度

を行った測線の位置を第１図に示す．測線上の番号は

国内石油天然ガス基礎調査基礎物理探査「大和堆」の

CDP 番号である．また測線の解析対象範囲，処理測

海域反射法地震探査データの内，2007 年能登半島地

線長，チャンネル数，発震間隔，受振点間隔，および

震および 1993 年能登半島沖地震の震源域に近い部分

ニアオフセット距離を第１表に示す．表に示すように，

を含む 7 本の測線の一部（およそ北緯 37°20′から同

最小オフセットが 300m 以上あるため，200m 以浅

37°44′
，東経 136°28′から同 137°31′の範囲）を

のイメージングは精度が悪く，100m 以浅のイメージ

再処理し , 断層及び基盤構造を解釈した .

ングは困難であった．

1

3

はじめに

データ処理フローを第２図に示す . 処理の概要，処

2007 年能登半島地震および 1993 年能登半島沖地
震の震源域の海域での断層構造は十分には解明されて

再解析処理

理パラメータのテスト結果について以下に述べる．

こなかった．産業技術総合研究所「沿岸域調査」の研
究では浅部を対象とする高分解能音波探査を実施し

3.1

データ編集

ているが，これを補完して，沿岸域の深部の断層構

データの中でショット，およびトレースの欠けてい

造を把握するために，石油開発公団／石油公団（現・

る箇所にゼロトレースを挿入した．また，高周波ノイ

独立行政法人

ズやスパイクノイズが混入しているレースを除去した．

石油天然ガス・金属鉱物資源機構，

JOGMEC）が能登半島沖で実施した昭和 48 年度

大

陸棚石油・天然ガス基礎調査基礎物理探査「北陸」お
よび昭和 60 年度

3.2

直達波除去，振幅回復

水深が浅い所では直達波と海底からの反射波が重

国内石油天然ガス基礎調査基礎物

理探査「大和堆」の海域反射法地震探査データの内，

なり合っており，ノイズである直達波を抑制する必要

2007 年能登半島地震および 1993 年能登半島沖地震

がある．そのため，まず直達波と海底からの反射波が

の震源域に近い部分を含む 7 本の測線の一部を再処

よく分離している水深の深い HK_1 測線発震点 101

理し , 断層及び基盤構造を解釈した .

～ 150 間（解析対象外）の直達波の平均波形を計算

な お， 再 処 理 は 川 崎 地 質 株 式 会 社 に 依 頼 し，

することにより直達波を抽出した．昭和 48 年に調査

FOCUS5.4 処理システムを用い実施した . 処理のフロ

を実施した「北陸」6 測線について，エアガン構成が

ー，処理パラメータなどは担当者と相談しながら決定

同じであることからこの抽出波形をショットギャザか

した．

ら差し引くことで直達波を抑制した．

1

産業技術総合研究所 地質調査総合センター 地質情報研究部門 (AIST, Geological Survey of Japan, Institute of Geology and Geoinformation)

2

産業技術総合研究所 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門 (AIST, Geological Survey of Japan, Institute for Geo-Resources and
Environment)
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査を実施した「大和堆」の Y85_4_3 測線については

昭和 48 年の調査とエアガン構成が異なっており，直

CDP 間隔は 12.5 m，CDP 番号 = 発震点番号 × 2 +

達波形として別の波形を用いる必要がある．しかしな

204 とした．

がらこの測線ではデータの範囲内に水深が深い箇所が
ないため，直達波の抽出が困難であった．そのためこ

3.7

屈折法解析

この地域の浅海域は基盤岩が浅いので，収録記録に

の処理は行わなかった．
球面発散効果による信号振幅の減衰を補償するた
めに，球面発散補正を行った．球面発散補正の速度構

は屈折波初動が現れている．そこで 5 ショット毎の
屈折波初動を読み取り，屈折法解析を実施した．
屈折波が通過する層を水平方向に 3km ～ 5km のブ

造としては一律水中音波速度である 1520 m/s を使用

ロックで分割し，各ブロックの速度を未知数とするタ

した．

イム・ターム法を用い解析を行った．発震点と受震点
3.3

重合前バンドパスフィルタテスト

のタイム・タームは等しいとした．すなわち，

スペクトル解析の結果，信号は 24 Hz 付近で最大

Tij = ti + tj + ΣΔ k/vk，

振幅を示すが，震源からの距離とともに高周波域が減

Tij :i 点と j 点の間の屈折走時

衰していることがわかった．この段階でのフィルタ処

ti: i 点のタイム・ターム

理は行わなかった．

Δ k: i 点と j 点の区間で k ブロックを通過する距離
vk: k ブロックの速度

3.4

重合前デコンボリューション

とし，各点のタイム・タームと速度を最小二乗法によ

エアガンの発震波形が長時間振動を繰り返してお
り，このため直達波・屈折波や上位の反射面からの信

って解いた．最小二乗法の解法には共役傾斜法
（CG 法）
を用いた．

号など早く来る振動の後引きの振動と下位の反射面か

解析結果を第３図に示す．表示は深度表示で，各断

らの信号とが干渉し合ってしまう．発震波形を単一性

面下部に各分割区分の解析結果速度値（km/sec）を

のパルスに戻しこの干渉を避けるため，デコンボリュ

示した．なお，深度変換の際に，野帳記載の水深デー

ーションを適用した．用いたのはスパイキングデコン

タを使用し , 海水の音波速度を 1.5 km/sec，堆積層の

ボリューションで，HK_4 測線のデータに対して 4 種

P 波速度を 1.7 km/sec と仮定し，タイム・タームを

類のパラメータについてデコンボリューションを適用

深度に変換した．

し，ショットギャザおよび重合断面を作成し，比較検
討した結果，フィルタ長 240 ms，デザインゲート長

3.8

1200ms とすることとした．このパラメータで全測線
に重合前デコンボリューションを適用した．

速度解析

2.5 km 間隔を基本に速度解析を行った．地形・構
造の変化が大きい箇所では密に解析した．解析には
センブランスを用いた速度スペクトル分布，および

3.5

τ -p デコンボリューション

CVA（Constant Velocity Analysis）を用い，屈折法の

海面と海底間のマルチプルを抑制するためにτ -p

解析結果を参考にしながら重合速度を求めた．

デコンボリューションを適用した．重合前デコンボリ
ューションを適用後，τ -p 領域において，GAP 長が

3.9

NMO 補正および共通反射点重合

水深値× 0.9 のプレディクティブデコンボリューショ

速度解析で得られた重合速度を用いて NMO 補正を

ンを適用した．重合断面において水深が浅い箇所のマ

行った．水深が浅い箇所でも海底が判別できるように，

ルチプルが抑制されるのを確認した．

ニアチャンネル 8 トレース分では NMO 補正後のミュ
ートを行わず，それ以外では補正量が 35%を越える

3.6

共通反射点編集

部分でミュートを行い，共通反射点重合を行った．

第 1 表に示したジオメトリに従って，共通反射点
（CDP）ギャザを作成した．昭和 48 年に調査を実施

3.10

した「北陸」の 6 測線については CDP 間隔は 25 m，
CDP 番号 = 発震点番号 × 2 + 101 ，昭和 60 年に調

DMO（Dip MoveOut）

速度解析に関連し，DMO について検討を行った．
通常の速度解析では，傾斜の大きい箇所では，傾斜角
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に依存して見かけ上重合速度が速く求まる．DMO を

ションフィルタを適用した．フィルタパラメータは距

適用後に速度解析を行うことにより，傾斜角に依存し

離方向のゲート長 2 km，時間長 500 ms，フィルタ

ない，タイムマイグレーションや深度変換に適した速

長 250 ms とし，全測線の重合断面に適用した．

度を得ることができる．
DMO の た め の 速 度 に は， 海 面 か ら 海 底 ま で を

3.15

タイムマイグレーション

波動方程式に基づく差分法マイグレーションを行

1520m/s，海底 +2 sec で 1700m/s，5 sec で 4000m/s
というモデルを使用した．
傾斜のある反射面については，

った．処理に先立ち，HK_B2 測線に対して，通常の

処理前に比べ処理後のほうが重合速度が遅く求まった．

速度解析で得られた重合速度と，DMO 後の速度解析

DMO 処 理 前・ 処 理 後 の 重 合 断 面 を 比 較 す る と，

で得られた重合速度の 2 つの速度によるマイグレー

DMO 処理後に悪くなっている箇所が多々認められた．

ション結果の比較を行った．両者にはイメージングに

よって DMO を行わない波形および重合速度解析結果

顕著な差は見られなかった．本解析処理では，構造の

を用いて重合断面を作成することとした．構造の変化

変化が顕著な HK_1，HK_4，および HK_B2 測線の 3

が顕著で急傾斜の反射面がある HK_1，HK_4，HK_B2

測線では DMO 後の速度解析で得られた重合速度でマ

測線の 3 測線においては，タイムマイグレーション，

イグレーションし，構造の変化があまり顕著でない

および深度変換を行う時に DMO 処理後の速度解析結

HK_2_2，HK_3，HK_C1，および Y85_4_3 の 4 測線

果を参照した．

は DMO なしの速度解析で得られた重合速度でマイグ
レーションを行った．

3.11

重合後バンドパスフィルタテスト

重合後バンドパステストを HK_B2 測線の重合断面

3.16

深度変換

に対して行った．低周波側 6~8 Hz では浅部の情報が

マイグレーション断面に対して区間速度を設定し

海底からの強い反射波に隠されてしまう．一方，高周

深度変換を行った．まず海底面を含め 3 つの層の境

波側ではノイズレベルや浅部構造の追跡しやすさから

界を読み取った．区間速度を海水は 1520 m/s，堆積

48Hz でのカットが適当と判断した．これらのことか

層第 1 層を 1700 m/s，堆積層第 2 層を 1900 m/s，

ら，重合後の周波数フィルタの通過帯域を 12-48 Hz，

音響基盤を 2500 m/s とした．各測線毎に重合速度断

傾きを 24 dB/oct とすることした．このパラメータで

面図，区間速度断面図，マイグレーション速度断面図，

すべての測線の重合断面に対してバンドパスフィルタ

および深度変換速度断面図を作成した．

を適用した．
3.12

4

重合後デコンボリューション

地質解釈

当 該 地 域 の 海 底 地 質 図（ 岡 村，2002； 岡 村，

海面－海底間のマルチプル除去のための重合後デ

2007）によれば，能登半島周辺の浅海域は基盤岩が

コンボリューションを適用した．用いたのはスパイキ

浅くなっており，能登半島北方では後期中新世以前の

ングデコンボリューションで，HK_4 測線のデータに

南志見沖層群とそれらを不整合で覆う輪島沖層群が，

対して 3 種類のパラメータについてデコンボリュー

能登半島東方では後期中新世以前の珠洲沖層群とそれ

ションを適用し，比較検討した結果，重合後デコンボ

を不整合で覆う飯田層群が基盤岩を覆っている．音響

リューションのフィルタ長 256 ms，デザインゲート

的基盤は主に前期中新世以前の火成岩類からなると解

長 2000 ms とすることとした．このパラメータで全

釈されている．
以上の地質概要・地質区分にしたがって，反射断

測線の重合断面にデコンボリューションを適用した．

面を上位より
3.13

トレースバランス

堆積層上部：輪島層群 w（あるいは飯田層群 i）

ゲート長 1000 ms の AGC（Auto Gain Control）を

堆積層下部：南志見層群 n（あるいは珠洲層群 s）
音響的基盤 bs

用いてトレースバランスを行った．

として区分した．
3.14

FX プレディクションフィルタ

第４図～第 10 図に全測線の深度断面および解釈図

重合後のランダムノイズ除去のため FX プレディク

を示す．海底地質図（岡村，2002；岡村，2007）を

―  47 ―

平成 20 年度

沿岸域の地質・活断層調査

参考に断層を解釈した．断層が認められる箇所を測
線図上に記入した結果を第 11 図に示す．1993 年の
能登半島沖で発生した地震（M6.6，深さ 25km）と
2007 年能登半島沖地震（M6.9）の震央をあわせて
示した．
5

おわりに

2007 年能登半島地震および 1993 年能登半島沖地
震の震源域に近い領域の過去のエアガンによる反射法
地震探査データの再処理を行い , 断層及び基盤構造を
解釈した . 今後，今年度実施された高分解能音波探査
との突合せを行い，沿岸域の断層構造を把握していき
たい．
文献
岡村行信（2002）能登半島東方海底地質図 , 海洋地質
図 , no. 59（CD）, 産業技術総合研究所地質調
査総合センター .
岡村行信（2007）能登半島西方海底地質図．海洋地質
図，no. 61（CD）
，産業技術総合研究所地質調
査総合センター．
石油開発公団（1973）
：昭和 48 年度

大陸棚石油・

天然ガス基礎調査基礎物理探査「北陸」調査
報告書
石油公団（1985）
：昭和 60 年度

国内石油天然ガス

基礎調査基礎物理探査「大和堆」報告書
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測線図．

Location Map.

第１図

Fig. 1

能登半島北方沖の反射法地震探査データ再処理
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第１表 　 測線一覧表．

Table 1

処理
測線長
（km）

Specifications of survey lines.

チャンネル
数

発 震
間 隔
(m)

受 振
点
間 隔
(m)

ニアオフセット
距離 (m)

調査実施
年月日

測線名

解析対象
範囲

HK_1

SP 670 - 1300

31.5

48

50

50

322

S48.7.28

HK_2_2

SP 800 - 1408

30.4

48

50

50

322

S48.8.7

HK_3

SP 250 - 1001

37.6

48

50

50

322

S48.8.12

HK_4

SP 440 - 901

23.1

48

50

50

322

S48.8.13

HK_B2

SP 1 - 880

44.0

48

50

50

322

S48.8.12

HK_C1

SP 450 - 901

22.6

48

50

50

322

S48.7.30

Y85_4_3

SP 4700 - 6020

33.0

96

25

25

372

S60.6.27
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第2図

データ処理フロー．

Fig. 2

Data Processing flow.
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第3図

屈折波解析結果

各モデル下部に屈折層内の分割区分と速度（km/s）を示した．

Fig.3

The result of refraction analysis. Analyzed velocities (km/s) are shown under the each model.
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平成 20 年度

第 4 図　HK_1 測線の断面 (a) 深度断面図

Fig. 4

沿岸域の地質・活断層調査

研究報告

(b) 解釈図（w: 輪島層群，i: 飯田層群，n: 南志見層群，s: 珠洲層群，bs: 音響的基盤）

 he depth section of line HK_1. (a) Depth section. (b) Interpreted section. (w:Wajima group，i: Iida group，n: Najimi
T
group，s:Suzu group, bs: acoustic basement)
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第5図

HK__2_2 測線の断面 (a) 深度断面図

(b) 解釈図（w: 輪島層群，n: 南志見層群，bs: 音響的基盤）

Fig. 5

 he depth section of line HK__2_2. (a) Depth section. (b) Interpreted section. (w:Wajima group，n: Najimi group，bs:
T
acoustic basement)
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第6図

HK_3 測線の断面 (a) 深度断面図

(b) 解釈図（w: 輪島層群，n: 南志見層群，bs: 音響的基盤）

Fig. 6

The depth section of line HK_3. (a) Depth section. (b) Interpreted section. (w:Wajima group, n: Najimi group，bs: acoustic
basement)
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第7図

HK_4 測線の断面 (a) 深度断面図

(b) 解釈図（w: 輪島層群，n: 南志見層群，bs: 音響的基盤）

Fig. 7

The depth section of line HK_4. (a) Depth section. (b) Interpreted section. (w:Wajima group，n: Najimi group，bs: acoustic
basement)
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第8図

HK_B2 測線の断面 (a) 深度断面図

(b) 解釈図（w: 輪島層群，n: 南志見層群，bs: 音響的基盤）

Fig. 8

T he depth section of line HK_B2. (a) Depth section. (b) Interpreted section. (w:Wajima group，n: Najimi group，bs:
acoustic basement)
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第9図

HK_C1 測線の断面 (a) 深度断面図

(b) 解釈図（w: 輪島層群，n: 南志見層群，bs: 音響的基盤）

Fig. 9

T he depth section of line HK_C1. (a) Depth section. (b) Interpreted section. (w:Wajima group，n: Najimi group，bs:
acoustic basement)
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平成 20 年度

第 10 図

Fig. 10

YH85_4_3 測線の断面 (a) 深度断面図

沿岸域の地質・活断層調査

研究報告

(b) 解釈図（w: 輪島層群，n: 南志見層群，bs: 音響的基盤）

 he depth section of line YH85_4_3. (a) Depth section. (b) Interpreted section. (w:Wajima group，n: Najimi group，bs:
T
acoustic basement)
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反 射 断 面 か ら 読 み 取 れ る 断 層 構 造．
Fault structure interpreted from depth sections.

第 11 図
Fig. 11

能登半島北方沖の反射法地震探査データ再処理

地質調査総合センター速報 No.49，平成 20 年度沿岸域の地質・活断層調査研究報告，p.63-70，2009

2003 年宮城県北部の地震の震源域北西部における反射法地震探査
忍 1・山口和雄 1・横倉隆伸 1・加野直巳 1・大滝壽樹 1・住田達哉 1

伊藤
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面上の不均質性が検出でき，過去の地震のすべり分

要旨

布や微小地震の震源分布との関連が見られれば，反

2003 年に宮城県北部で発生した地震の震源域北西

射法地震探査によって将来の地震のすべり分布を予

部において反射法地震探査を実施し，石巻湾断層に起

測できる可能性がある．このような目的で調査を実

源を持つと考えられる明瞭な反射波と，地殻下部に起

施するために必要な条件として，なるべく低角な逆

源を持つと考えられる明瞭な反射波を検出した．この

断層であること，最近地震が発生していること，そ

調査地域の北方において行った調査では，これらの反

のすべり分布や余震分布等が詳細に明らかになって

射波は明瞭には見られなかった．2 回の調査の諸元は

いることが挙げられる．

大きく異ならないが，僅かな違いが反射波の明瞭度の

2003 年 7 月 26 日 00 時 13 分に，宮城県北部を

差の原因となっている可能性がある．石巻湾断層に起

震源とする M5.6 の地震が発生し，続いて 07 時 13

源を持つと考えられる反射波の差異については，断層

分にはその約 3km 南方で M6.4 の地震（本震）が発

面の本質的な違い，すなわち断層破砕帯の厚さの違い

生 し た（ 海 野・ ほ か，2004）． さ ら に 16 時 56 分

や断層破砕帯内部の地震波速度の違いが，反射波の明

には M5.5 の最大余震が発生した（第１図）．この

瞭度の差となって表れていることも考えられる．

地震は気象庁・地震予知情報課（2004）によると

1

低角逆断層型である．震源過程は，たとえば引間・

はじめに

纐纈（2005），青井（2003），八木・ほか（2003）

地震予知研究の目標は，「地震がいつ，どこで，ど

等によって詳しく調べられている．また余震分布

の程度の規模で発生するか」の定量的な予測を可能

も Umino et al.（2003）によって詳しく調べられて

にすることである．現状は，時期の予測に関しては

いる．さらに，この地域の地表地質は，石井・ほか

長期予測の段階であるが，「地震がどこで，どの程

（1982）によって詳しく調べられている．これらの

度の規模で発生するか」については比較的よく予測

ことから，この地域は，上述した，反射法地震探査

できていると認識されている．場所と規模について

の結果と地震のすべり分布や微小地震分布との比較

は，過去の地震記録，地表でのトレース，トレンチ

を行うテストフィールドとして極めて良好な条件で

調査，物理探査等によって予測されている．反射法

あり，この地域の断層面上の不均質性を明らかにす

地震探査は場所の予測については大変有効である．

るのが本研究の目的である．

特に，地表に兆候が見られないような，いわゆる伏

2

在断層の検出には特に威力を発揮する．規模の予測

調査の概要

は，主として，断層の総延長距離やトレンチ調査に

調 査 は 2008 年 5 月 13 日 か ら 19 日 ま で の 7 日

よる断層変位量から推定される．しかしながら，断

間に宮城県遠田郡美里町内で実施した．測線の総延

層面上のすべり分布は一様ではない．現状では，過

長は約 4.3km である（第 1 図）．発震は大型バイブ

去の地震のすべり分布や微小地震の震源分布から推

レ ー タ（IVI-Y2400） を ２ 台 使 用 し，10m 間 隔 で

定している．もし，反射法地震探査によって，断層

367 カ所（発震不可の点を含む），合計 2348 回の

1

産業技術総合研究所 地質調査総合センター 地質情報研究部門 (AIST, Geological Survey of Japan, Institute of Geology and Geoinformation)
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発震を行った．発震スイープ長は 25 秒，発震周波

8-9 秒付近に顕著な反射波（A）が見られる．また，

数 は 5-45Hz で あ る． 受 振 に は OYO 社 製 の DAS-1

往復走時の 6 秒付近にも明瞭な反射波（B）が見ら

を 3 台使用し，同時に 288 点で収録を行った．サン

れる．この時間断面を，2005 年調査で行った速度

プリングは 4ms で十分であるが 2ms の方が収録に

解析の結果を用いて深度変換したのが第 3 図であ

要する時間が短いことから，2ms でサンプリングし

る．時間断面で 8-9 秒付近に見られた反射波は深度

た．リスニング長は 40 秒，相互相関処理後の記録

20km 付近（A）に，時間断面で 6 秒付近に見られ

長は 15 秒である．ただし，調査時間の節約のため，

た反射波は深度 14km 付近にそれぞれマッピングさ

相互相関未処理の記録の収録を基本とし，1 日の最

れている．
第 3 図の深度 20km 付近に見られる反射面は，そ

初の発震や休憩後の発震のみ，確認のためにコリレ

の深度から下部地殻に相当すると考えられる．この

ーション後の記録も収録した．
標 準 の 垂 直 重 合 数 は 8 シ ョ ッ ト で あ る． 受 振 器

断面図を作成するにあたりデコンボリューション処

は 旧 MarkProducts 社 製 の UltraMark2（ 固 有 周 波

理を行っていないので，これが一枚の顕著な反射面

数 10Hz）を１点につき 6 個のアレイを組んでおり，

によるものなのか，あるいは多数の速度不連続によ

固定展開を基本とした．調査の期間中，192 点につ

るものなのか，判断するのは困難である．前者であ

いては固定，残りの 96 点分の受振器は 1 回移動した．

るならば上部地殻と下部地殻の境界面，いわゆるコ

従って，移動の前後をあわせて記録を得ている点の

ンラッド面であると考えられる．後者であるならば

総数は 384 点である．

下部地殻において速度の擾乱が大きいことを反映し

調査地は農地の中の道路であり，見通しがよく，
上空に障害もないため，どのような方法でも測量は

ていると考えられる．今後，適切な処理によって，
判断が可能となることが期待される．
第 3 図の深度 14km 付近に見られる反射面は，横倉・

容易である．今回の調査では Kinematic Differential

ほか（2005）を参考にすると，2003 年に宮城県北部

GPS で測量を行った．
3

で発生した地震の震源となった断層面と考えられる．

データの処理

第 1 図で示したように，本研究における測線は，横倉・

今回の調査の記録は，2005 年に実施した調査（伊

ほか（2005）の測線の西端付近と交わる．横倉・ほか

藤ほか，2009）の記録と併せて処理をすることによ

（2005）の結果では，旭山丘陵以東，深度では 7km 以

り，最終的な結果を得ることを目的としている．本

浅では，西に傾斜した反射面がイメージングされてい

報告ではそれにむけての予備的な処理として 2008

る．この反射面は，Umino et al.（2003）による，宮城

年の調査記録のみの処理を行い，データに含まれる

県北部で発生した地震の余震分布とよく一致すること

情報を把握し，2005 年取得データとの併合処理の

から，この面は宮城県北部で発生した地震の震源とな

ための基礎的情報を得ることを目的とする．

った断層面であると結論づけている．この反射面は，

はじめに，SEG-2 形式のファイルを Claritas 拡張

旭山丘陵以西・7km 以深では鮮明にイメージングされ

さ れ た SEG-Y 方 式 に 変 換，4ms に リ サ ン プ リ ン グ

ていない．しかしながら，これを西方・下方に延長す

し，相互相関処理とダイバーシティスタックを行

ると，本研究で得られた深度 14km 付近に見られた反

った．CMP（Common Mid Point・共通反射点）は

射面に至ると考えることが可能である．

5m 間隔に設定して CMP アンサンブルを作成した．

ここで，本研究で得られた深度断面の絶対値が不確

250ms の時間窓で AGC 処理を行ったのちに CMP 重

実なものであることに注意しておかなくてはならない．

合を行い，再び 200ms の時間窓で AGC 処理を行い，

本研究の測線は断層の走向に沿っている．すなわち，

8-45Hz のバンドパスフィルタをかけた．

構造の変化に対して直交する測線であるために，マイ

一連の処理でトレースエディットや静補正は行っ

グレーション処理等によって絶対値に置き換えること

ていない．NMO 処理や深度変換では，2005 年調査

が不可能である．確実に言えることは，測線からの往

で行った速度解析の結果を使用している．

復走時が 6 秒程度であるということであるが，この反

4

射面が横倉・ほか（2005）によってイメージングされ

結果と考察

た断層面の深部延長から大きくはずれるものではない．

得 ら れ た 時 間 断 面 を 第 2 図 に 示 す． 往 復 走 時 の

従って，この反射面は宮城県北部で発生した地震の震
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ある．ただし，これらの重合数は，地理条件等によ

源となった断層面であると判断するのが妥当である．
伊 藤・ ほ か（2009） に よ っ て 2003 年 に 実 施 さ

る発震不可能点や，CMP の配置による重合数の増減

れた調査の南北方向の深度断面を第 4 図に示す．こ

を考慮していない．また，数値は垂直重合と CMP

の断面図では地殻浅部からの反射波は明瞭にイメー

重合を併せたものである．
他の原因として，本質的に反射強度が異なるとい

ジングされているものの，地殻深部からの明瞭な反
射波を認識することは困難である．しかしながら，

うことが考えられる．地下の地震波速度コントラス

第 4 図中に示した反射波（C）については，測線の

トの存在する面から反射してくる波が反射波である

両端で実施した 80-120 回のスイープ記録を重合し

が，断層面が厚さを持たず，面の上下で速度コント

たものとの比較により，有意であることが確認され

ラストが存在しなければ反射波は発生しない．本研

ている．この反射面は本研究で見出された他の反射

究における調査地域では，深度 14km では基盤の内

面（第 2 図，第 3 図の A，B）よりも明らかに浅く，

部に該当し，断層面の上盤と下盤に速度コントラス

石巻湾断層に起因するとは考えにくい．第 3 図の深

トが存在するとは考えにくい．断層が破砕帯を持っ

度 8km 付近には，第 4 図の C に相当すると思われ

ていて，断層破砕帯が周囲の基盤と比較して速度が

る反射波が見られる．しかしながら連続性は良くな

低下していれば，反射波が発生し得る．断層破砕帯

い．これは補正等が十分に行われていないためであ

の厚さが一定以上であれば検出可能である．これら

ると考えられる．これらの反射面の深度が 8-9km 程

のことから，本研究の調査地域ではその北方地域と

度であることから，基盤内に存在する地震波速度の

比較して，断層破砕帯が厚い，あるいは破砕帯の速

擾乱に起因しており，旭山撓曲からつながる断層に

度低下が大きいことが考えられる．

起因すると考えられる．これ以外にも反射波と疑わ

5

しい相も見られる．例えば，本研究による調査から

結論

2003 年に宮城県北部で発生した地震の震源域北西

得られた第 3 図を参考にしながら第 4 図を見ると，
深度 14km 付近に見られる相（B）が石巻湾断層に

部で反射法地震探査を実施した．その結果，下部地

起因した反射波であるようにも見える．また，深度

殻からの明瞭な反射波と，石巻湾断層に起因すると

20km 付近に見られる相（A）が，下部地殻からの

推定される顕著な反射波を検出した．2005 年に実施

反射波であるようにも見える．しかしながら，これ

した調査では，これらに起因する反射波と推定され

らは明瞭ではなく，断定は困難である．すなわち，

る相が検出されているが，不明瞭である．石巻湾断

本研究において石巻湾断層からの反射波が明瞭に捉

層に起因すると考えられる相の見え方の差異は，調

えられたのとは対照的に，その北方では石巻湾断層

査諸元の違い，あるいは断層破砕帯の厚さやその内

からの反射波が明瞭には捉えられていない．

部の地震波速度の違いに起因している可能性がある．

この差異の原因として考えられるのは，調査の諸

6

元の違いである．調査で使用した機材等はほぼ同一

今後の課題

であるが，本研究では発震点と受振点の最大オフセ

本研究による測線と，2005 年に実施した調査の

ットが約 2.9km であるのに対し，北方での調査での

測線は約 500m に渡って重複している．この重複部

最大オフセットは約 1.9km である．ただし，これ

分付近での重合数を大きく改善するために，2 回の

らはいずれも対象深度に対して著しく短く，反射法

調査のデータを併合処理する．

地震探査としての反射波のマッピングは不可能であ

2003 年に宮城県北部で発生した地震の震源過程

る．言い換えると，ここで見えている反射波は，単

に関する研究があるが，それらと反射波の有無とを

純に発震・受振したものをスタックした効果による

比較することにより，地震時のすべりとの関係，さ

ものである．単純に計算した最大重合数は，本研究

らにはその物理的な意味について検討する．

の 調 査 が 2304（288 点 × 8 回 ）， 北 方 で の 調 査 が
1736 回（192 点× 8 回＋ 2 点× 100 回）となる．

謝辞：反射法地震探査を実施するにあたり，宮城県遠

北方での調査の方がやや少ないが，測線の端でも重

田郡美里町南郷総合支所，遠田郡土地改良区（水土里

合数が 100 であるという優位性がある．総合的に見

ネットなんごう）のご協力を得た．記して感謝の意を

て，どちらに優位性があるか判断することは困難で

表します．
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2003 年宮城県北部の地震の震源域北西部における反射法地震探査

第 1 図　宮城県北部周辺の地図．左上の小図は東北地方を表示しており，その中の小さい長方形が拡大図に対応する．震源球はハーバ
ード大学の CMT メカニズムを表示しており，震央は気象庁によって決定されたものである．太い実線は本研究の調査測線を示
す．細い点線は過去の調査測線を示す．太い点曲線は旭山撓曲（石井・ほか，1982）に対応し，太い点線は石巻湾断層（中村・
ほか，1990）に対応する．

Fig. 1

 ap around Miyagiken-Hokubu. The small upper left map indicates Tohoku district, and a rectangular in it corresponds to
M
the large map. Beach balls indicate CMT mechanisms by Harvard University, and located on epicenters determined by JMA.
Thick solid line shows a survey line of this study. Thin dotted lines show survey lines of previous studies. Thick dotted curve
corresponds to the Asahiyama Flexure (Ishii et al., 1982), and thick dotted line corresponds to the Ishinomakiwan Fault
(Nakamura et al., 1990).
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第 2 図　本研究の調査による時間断面．左側が南，右側が北に対応する．CDP（Common Depth Point・共通反射点）は 5m
間隔であり，従って，CDP の 100 点は 0.5km である．A と B で示された矢印は顕著なイベントを示す．

Fig. 2   Time profile of the survey of this study. The left side corresponds to South and the right side corresponds to
North. An interval of CDP (Common Depth Point) is 5 meters, therefore 100 CDP is 0.5 km. Arrows with the
letters A and B show remarkable events.
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第 3 図　本研究の調査による深度断面．水平方向のスケールは第 2 図と同一である．鉛直方向と水平方向の比は 1 対 5 である．
矢印は第 2 図と同様である．

Fig. 3

 epth profile of the survey of this study. The horizontal scale is the same as the Fig. 2. The ratio between the
D
vertical and the horizontal scale is 1 to 5. Arrows are also the same as the Fig. 2.
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第 4 図　伊藤・ほか（2009）の調査による深度断面．鉛直・水平方向のスケールは第 3 図と同一である．A と B で示された
矢印は比較的顕著なイベントを示す．C で示された円は顕著なイベントを示す．
Fig. 4　Depth profile of the survey by Ito et al. (2009). Both the horizontal and vertical scales are the same as the Fig.
3. Arrows with the letters A and B show relatively remarkable events. A circle with letter C shows a remarkable
event.
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能登半島北部沖における海底重力調査
Sea floor gravity survey of offshore area of Northern Noto Peninsula
駒澤正夫 1・大熊茂雄 1・金澤敏彦 2・藤本博己 3

Masao Komazawa1, Shigeo Okuma1, Toshihiko Kanazawa2, Hiromi Fujimoto3
Abstract：A sea floor gravity survey was carried out from September to October in 2008 along the northern offshore of Noto
peninsula in order to understand a shallow and whole underground structure. The measurement points were arranged within
5km offshore at every 2km interval and the number of measurement points became 86 points. The characteristic Bouguer
anomalies are that the gravity low anomalies extended from ENE to WSW are located in the several km offshore through the
steep gradients structure which locates around the seashore, and that the Bouguer anomalies increase in the side of land. The
low Bouguer anomalies are found out in Wajima bay, it also show that the graben structure exists there.
Keywords：sea floor gravity survey, Noto peninsula, Bouguer anomalies, graben structure

嶋ほか，2006）で海底重力調査が行われた．測定には，

要旨

観測船に搭載した海底重力計をウインチ操作で海底に

   能登半島北部沖で浅部地下構造を広域的に把握す

着地させ，静止状態で重力を測定する方法である．測

るため 2008 年 9 月より 1 ヶ月かけて海底重力調査

定点は，約２km の測定点間隔で沖合 5km までに配

を行った．測定点はほぼ 2km 間隔に沖合 5km まで

置され，総計 86 点の重力測定がなされた．現地調査

に配置され，総測点数は 86 点となった．調査域にお

は，荒天待機を含め 2008 年 9 月 30 日より 10 月 20

ける特徴的なブーゲー異常として , 陸側の高重力異常

日にかけて行われた．

から海岸に沿って急勾配構造が存在し，沖合数 km の

当該地域での陸上重力調査によれば，海岸線に沿

ところにも東北東 - 西南西方向の帯状の低重力異常が

うようなコンターパターンが卓越し，船上重力データ

存在することが挙げられる．更に，海底重力調査の成

と編集すると沖合数 km のところに重力勾配の最も大

果として，船上重力でも見られた勾配構造が，より急

きい構造があることが判るが，船上重力調査のため位

勾配構造であることが判ったことである．輪島湾にも

置や勾配の大きさなどの詳細な重力異常は不明瞭とな

低重力異常が見出され陥没状の構造を持つことも判っ

っている．今回の調査は，かかる背景の基でより高精

た．  

度の測定が可能である海底重力計により鮮明な構造把
1

握を目指して実施されたものである．

はじめに

2

   本調査は，2007 年 3 月に発生した 2007 年能登半

調査地域

島地震の震源域周辺における浅部地下構造を広域的に

海底重力の調査範囲は，能登半島沖の海岸線に沿

把握することを目的として，能登半島北部の海陸接合

った約 60km ×沖合約 5km（約 300 km2）の海域部

域の重力構造把握するために実施された海底重力調査

分で，海底重力計を用いて重力調査を実施した．計画

である．海底重力測定は，船上重力測定に比べ測定精

段階では分からなかった港湾区域（輪島湾等）や魚網

度が格段に良く重力図の編集においてフィルター処理

が常設されたところなど測定作業が難しい区域は，調

など特別な処理の必要がなく得られる重力異常も高精

査実施時に調査対象から外し，測定位置を 1km 程度

度で，
最近でも大阪湾（駒澤ほか，
1998）や播磨灘（上

移した．

1

産業技術総合研究所 地質調査総合センター 地質情報研究部門 (AIST, Geological Survey of Japan, Institute of Geology and Geoinformation)

2

東京大学地震研究所 (Earthquake Research Institute, University of Tokyo)

3

東北大学 (Tohoku University)

―  71 ―

平成 20 年度

沿岸域の地質・活断層調査

研究報告

   測定点分布図を陸域データ，船上重力データととも

なお，海底重力計は，調査に先だって能登半島の陸上

に 第 1 図に示す．海底重力の測定点は，約２km の

域に設定した検定路線で器械常数のチェックを実施し

測点間隔を計画配置したが，測定時の波高，水深，海

た．

底の地質，漁網等との状況を見て，実際の測定は計画

   調査船の基地港として調査域西部の輪島市門前町鹿

地点に対し適宜変更している測点もある．測点配置に

磯港と東部の珠洲市高屋町高屋港の２ケ所を用いた．

偏りがある訳でないので，数 100m 測点をずらして

それら２基地の岸壁には閉塞測定のための重力基準点

も，ブーゲー異常図を描くのには問題はないと考えら

を設けた．各点の絶対重力値（ 日本重力基準網 1996

れる．海域の測定点数は 86 点となった．

に準拠）は Scintrex 社製の CG-3M/SB 陸上重力計を２

3

台を用いて決定した．また，各測点への調査船の誘導

海底地形

と測定地点の位置測量は，DGPS 航法システムで行っ

   本調査海域における水深は，西部に位置する門前町

た． DGPS 航法システムは，位置精度を高めることの

の沖合 4km 程度で 100m を超すが，あとは，沖合

ほか，海底重力計を海底に設置している間，調査船が

5km でも 100m 未満で海底重力計の測定能力内に収

定点に留まらず重力計を牽引してしまう事態を避ける

まっている．調査域東部の飯田湾は沖合 6km でも水

ためである．位置精度は約 0.002′
（実長約 4m ）以

深は 50m 程度で測定は容易なところと考えられる．

内である．海底の重力測点の水深値は，音響測深機（

珠洲岬（禄剛岬）から北東方向には水深 50m 未満の

千本電気 PDR-1300）で得られた水深値に潮高補正を

浅瀬が伸びているが，堆積物が殆どなく岩石が露出し

施して 0.05m 以内の精度で決定した．

ており海底重力計の設置が困難なため測点計画から除

5

外した．

重力データの処理手法及び編集

   なお，重力の測定は，当初，水深 50m 以浅に限っ

   ブーゲー異常図を作成するに当たり，陸域も含めて

て計画したが，結果として，測定地点における水深値

統一した手法によって各種補正を行い，重力データを

は 11.7 ～ 86.7m であった．

編集した．地形補正に関しては，陸域・海域とも地球

4

の曲率による地形の沈み込みによる球面効果を考慮し

調査の方法

た仮想扇形の集合体で近似する方法で実施した（駒

   海域での重力測定は，東京大学地震研究所で所有す

澤 ,1988）
．地形補正に用いた標高（水深）データに

る海底重力計を使用した．使用した海底重力計（第 2

ついては，陸域は国土地理院作成の 50m メッシュを

図及び写真 1）は，センサー部に Scintrex 社製の CG-

用い，海域については，日本海洋データセンターによ

3M/SB を利用し，更に，システム制御部やデータ収

る沿岸域数値化原図水深値（J-BIRD フォーマット）と

録部を加えて耐圧容器に収納されたものである（藤本

JEGG500（メッシュデータ）から地形補正に使用す

ほか ,1998）
．本システムは海中に投入後は全てオフ

る DEM のメッシュ構成に合わせてメッシュ化した．

ラインでデータ収録できるので船上から制御しながら

なお，本調査域の海底地形は起伏に富み，地形補正の

測定せねばならない LaCoste & Romberg 社製の海底

精度を確保するため DEM（200m メッシュ）を再作

重力計（HG-22）システムに比べ簡便で，ウインチや

成した．また，ブーゲー補正については，陸域と同じ

ケーブルもはるかに小型で済む特徴がある．なお，本

ように海水準に一致する均質地球モデルからの残差密

システムで上嶋ほか（2006）が，播磨灘で調査を行

度がブーゲー異常に反映するよう海水を仮定密度の物

い精緻な重力異常を得ている．

質で置き換える操作をした．補正式については，無限

実際の測定は，海底重力システムを 8 トン級の調

平板ではなく地形補正と同じ範囲の有限の球殻
（球帽）

査船（第三大栄丸）に搭載し，測定点においてウイン

による方法によった．測定重力値は，日本重力基準網

チ操作で重力計を海底に着底させ，５分程度海底に静

1996（JGSN96）に準拠させ，地球規模の広域トレン

止状態で設置し自動収録する方法である．測定の精度

ド除去（緯度補正）には正規重力式による値（測地基

は，陸上重力計と同様に重力計が如何に水平に保持さ

準系 1985）を用いた．なお，これらの処理にはフリ

れるかにかかっているが，本システムでは耐圧容器内

ーエア補正も含まれているが，それは厳密にはポテン

にある自動姿勢制御機構により水平が保持される．精

シャル論的なリダクションでないためブーゲー異常値

度は，陸上用重力計と同じで，約 0.01mGal である．

を海水準での値と考えるのは誤りで，あくまで海底
（陸
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域については地表面）の測定点での値と考えるべきも

データを編集すると海底地形とは異なる構造を呈して

のである．

いることが判る．一方，陸側は基盤の露出が見られる

  以上をまとめるとブーゲー異常は，

ところを中心に仮定密度が 2.4g/cm3 程度でコンター
のパターンが滑らかになることが判った．
   能登半島北部沿岸域から沖合にかけて支配的なブー
ゲー異常は，陸の海岸域で 50 ～ 70mgal 程度のブー
ゲー異常が海側に向かって急激に減少し沖合 3km 程

ただし，

のところで東北東から西南西に伸びた 30mgal 程度の
帯状の低重力異常帯である．その低重力帯は地形的に
は水深を徐々に減ずる肩部にあたり地形とは対応して
地殻の密度が ρ，水の密度が ρw の陸域と海域の地形

いない．なお，水深が 100m を超す最深部が七ツ島

を合わせた全地形補正値 Τ(ρ) は，

の南方約 6km のところに東北東から西南西に舟状に
伸びているがブーゲー異常は極小値を示さず，七ツ島
に向かってブーゲー異常が増加している． 輪島湾と

となる．但し，ΤC（単位密度換算）は，測定面と地殻

飯田湾については局所的な低重力異常を呈しており，

上面に挟まれた地形補正値，ΤL（単位密度換算）は，

陥没構造が想定でき地形と調和的であることが判っ

測定面と地殻上面もしくは水面で挟まれた部分の地形

た．

補正値，ΤW（単位密度換算）は，水域部分による地形

7

補正値となる（駒澤 ,1989）
．また，球面ブーゲー補

おわりに  

正を実施したことにより球殻項を導入したことが従来

   最近は，海域での重力測定は船上重力計で実施され

と違う点でなっている．

るケースが殆どであるが，微細な重力変化を抽出する

第 3 図に船上重力 (a) と海底重力 (b) による編集図

ためにはエトベス補正など解決しなければならない問

の比較を示す．船上重力データは測定値自体がフィル

題がある．つまり，オリジナルデータにノイズ除去の

ター処理されており厳密にはその場所の重力値を反映

ためのフィルター操作をしてスムージングをかけて重

しないため海底重力データとは一致しないため海底重

力図を作成することになる．実際には，図面が綺麗に

力測定がなされた周辺域の船上重力データを除外し

見えても精度があるかどうかは，別の問題である．そ

て編集したものが (b) である．(a) と (b) を比較すると

れに引き替え今回実施したように海底に着底さる海底

海底重力による結果は，微細構造を抽出しているのが

重力計による測定は，陸上の重力測定と同じ精度が得

明瞭であることが判る．特に，沖合数 km の低重力帯

られ，フィルター処理もないので測定値自体に精度の

は船上重力では滑らかなパターンを示しているところ

問題が生じない．そのため微細な重力異常の検出も可

が，海底重力ではシャープな勾配に画され微細な構造

能で，実際に陸域データとの接合も問題なく行うこと

も見えている．

ができる．  
6

   ブーゲー異常から，能登半島北部の沖合数 km のと

ブーゲー異常

ころに従来の船上重力調査からは不鮮明であった急勾

   海域の調査エリアの海底は岩石の露出が見られると

配の断層状構造が明瞭に抽出され，更にその北側には

ころが殆どで陸域の表層の平均的な密度と考えられる

東北東 - 西南西方向の帯状の低重力異常が存在するこ

3

2.4g/cm を仮定密度としたブーゲー異常図をカラー

とが判った．輪島湾にも低重力異常が見出され陥没状

の段彩表示として作成した（第 4 図）．また，本調査

の構造を持つことも判った．

の結果を Table.1 に示す．
謝辞：本調査は，海上保安庁第九管区七尾海上保安部，
6.1

主な特徴    

輪島漁業協同組合，珠洲漁業協同組合等，多数の関係

   概略の特徴を以下にのべる．海域については，水深

機関の協力により実施することができた．以上，上記

が深くないので仮定密度を変えても見た目にはコンタ

の方々に謝意を表します．

ーのパターンの違いはあまりないが，沖合の船上重力
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27.

第 1 図　測定点分布図．青丸：海底重力測点，赤小丸：陸上重力測点，黒ドット：船上重力測点．

Fig.1 　Distribution of gravity stations. Cross marks denote the sea. Blue circles: floor
observation points, Red small circles: land gravity survey, Black dots: ship- borne
gravity.
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第2図

海底重力調査の模式図．

Fig.2　  Conceptual figure of measurement of sea floor gravity.
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第3図

船上重力と海底重力の比較．(a)：船上重力データ．(b)：海底重力データ．

Fig.3

Comparison of ship-borne garvity and sea floor garavity. (a): ship-borne
garvity survey. (b): sea floor gravity survey
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第4図

能登半島北部のブ－ゲ－異常．仮定密度は 2.4g/cm3 ，コンター間隔は 1mgal．

Fig.4
Bouguer anomalie in and around northern Noto Noto peninsula. Assumed
density is 2.4g/cm3, and contoured at 1mGal interval.

写真 1 海底重力調査．
Photo.1   Measurement of sea floor gravity.
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表１-1　　成果表．

Table.1-1 Result of sea floor gravity survey.

NO.

LAT.

LONG.

HEIGHT

ABS-G

NOR-G

TC

F-A

B-A

( DENSITY = 2.40 )
1

3719.69

13643.11

-61.76 HP

979990.64

979934.20

3.72

38.25

48.22

2

3720.62

13643.50

-58.45 HP

979986.96

979935.56

3.01

34.24

43.16

3

3721.58

13644.25

-51.14 HP

979983.60

979936.95

2.63

31.75

39.55

4

3720.87

13644.90

-11.71 HP

979985.89

979935.92

1.17

47.23

49.59

5

3722.58

13645.60

-71.45 HP

979987.67

979938.40

3.62

28.09

38.94

6

3722.15

13645.64

-40.97 HP

979989.74

979937.78

2.70

40.19

47.04

7

3723.11

13646.52

-68.79 HP

979986.35

979939.17

3.44

26.83

37.23

8

3722.42

13646.56

-31.58 HP

979989.56

979938.16

2.30

42.52

48.02

9

3722.86

13647.32

-40.12 HP

979990.55

979938.81

2.56

40.23

46.85

10

3723.50

13647.47

-66.57 HP

979985.68

979939.74

3.37

26.27

36.37

11

3723.81

13648.38

-64.10 HP

979991.27

979940.20

3.35

32.17

42.01

12

3724.50

13649.45

-68.90 HP

979987.92

979941.20

3.42

26.33

36.73

13

3723.99

13649.30

-42.03 HP

979988.97

979940.45

2.49

36.43

43.16

14

3725.04

13650.53

-58.15 HP

979989.99

979941.98

2.85

30.95

39.67

15

3724.49

13650.85

-31.66 HP

979987.61

979941.18

1.95

37.53

42.69

16

3724.65

13651.29

-23.34 HP

979986.06

979941.41

1.45

38.31

42.13

17

3725.51

13651.49

-53.20 HP

979991.74

979942.67

2.55

33.53

41.46

18

3725.84

13652.48

-54.60 HP

979994.35

979943.15

2.58

35.23

43.33

19

3725.35

13652.43

-24.68 HP

979987.35

979942.43

1.35

38.17

42.02

20

3725.41

13653.80

-40.47 HP

979988.81

979942.52

2.02

34.67

40.79

21

3725.83

13653.49

-47.80 HP

979992.97

979943.13

2.30

35.97

43.11

22

3725.79

13654.54

-50.50 HP

979989.85

979943.07

2.45

32.07

39.63

23

3725.24

13654.68

-38.68 HP

979990.96

979942.27

2.00

37.63

43.54

24

3724.83

13655.17

-30.40 HP

979988.20

979941.68

1.75

38.01

42.84

25

3726.12

13655.46

-61.28 HP

979986.62

979943.56

2.93

25.03

34.16

26

3725.65

13655.51

-49.24 HP

979986.98

979942.86

2.47

29.80

37.25

27

3724.33

13655.57

-18.44 HP

979981.49

979940.95

1.48

35.72

39.06

28

3726.32

13656.52

-64.56 HP

979986.88

979943.84

3.11

23.99

33.64

29

3725.43

13656.32

-44.31 HP

979989.32

979942.55

2.39

33.97

40.84

30

3725.23

13656.05

-38.00 HP

979989.91

979942.26

2.13

36.80

42.77
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表 1-2　    成果表．

Table.1-2

NO.

LAT.

LONG.

Result of sea floor gravity survey .

HEIGHT

ABS-G

NOR-G

TC

F-A

B-A

( DENSITY = 2.40 )
31

3726.36

13657.89

-60.48 HP

979989.40

979943.90

3.05

27.71

36.88

32

3726.52

13657.46

-67.43 HP

979988.51

979944.14

3.27

24.43

34.53

33

3725.96

13657.57

-52.51 HP

979991.10

979943.32

2.77

32.46

40.54

34

3726.58

13658.48

-63.15 HP

979990.06

979944.22

3.16

27.23

36.77

35

3726.13

13658.51

-42.54 HP

979993.26

979943.56

2.40

37.44

44.15

36

3727.67

13659.43

-76.83 HP

979991.47

979945.81

3.58

22.83

34.18

37

3726.56

13659.44

-41.40 HP

979989.86

979944.20

2.28

33.76

40.23

38

3727.41

13700.43

-46.47 HP

979988.43

979945.42

2.37

29.54

36.61

39

3728.52

13700.42

-79.28 HP

979994.61

979947.04

3.64

23.99

35.65

40

3727.94

13701.48

-53.27 HP

979990.96

979946.20

2.60

29.19

37.18

41

3729.00

13701.46

-74.08 HP

979996.07

979947.73

3.41

26.35

37.26

42

3727.24

13701.01

-42.46 HP

979988.61

979945.18

2.19

31.20

37.69

43

3728.48

13702.52

-60.48 HP

979994.10

979946.98

2.91

29.33

38.36

44

3729.65

13702.55

-72.97 HP

980003.82

979948.69

3.36

33.49

44.23

45

3729.86

13703.52

-66.28 HP

980003.43

979949.00

3.10

34.85

44.66

46

3728.78

13703.53

-60.19 HP

979995.95

979947.43

2.96

30.83

39.87

47

3729.11

13704.38

-62.15 HP

979998.18

979947.90

3.12

31.97

41.39

48

3730.58

13704.58

-75.29 HP

980007.42

979950.04

3.49

35.03

46.14

49

3729.47

13704.61

-67.95 HP

980001.27

979948.42

3.35

32.75

42.97

50

3730.92

13705.49

-78.70 HP

980005.59

979950.53

3.66

31.65

43.27

51

3729.78

13705.49

-64.30 HP

980003.22

979948.88

3.26

35.38

45.14

52

3730.37

13706.53

-57.72 HP

980003.41

979949.73

2.94

36.74

45.52

53

3728.67

13722.27

-26.75 HP

980016.77

979947.26

1.13

62.14

65.97

54

3731.50

13707.39

-84.82 HP

980012.26

979951.38

3.96

35.59

48.13

55

3731.91

13708.63

-86.65 HP

980018.55

979951.97

4.04

40.71

53.53

56

3731.35

13708.59

-76.27 HP

980013.61

979951.16

3.70

39.79

51.21

57

3731.93

13709.64

-81.23 HP

980022.94

979952.00

3.83

46.74

58.79

58

3731.39

13709.55

-69.94 HP

980020.27

979951.22

3.44

48.34

58.86

59

3731.44

13710.67

-57.92 HP

980015.91

979951.28

2.91

47.62

56.40

60

3732.28

13710.56

-81.38 HP

980025.25

979952.51

3.82

48.50

60.55
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表 1-3　　成果表．

Table.1-3 Result of sea floor gravity survey .

NO.

LAT.

LONG.

HEIGHT

ABS-G

NOR-G

TC

F-A

B-A

( DENSITY = 2.40 )
61

3732.58

13711.51

-82.63 HP

980023.12

979952.96

3.88

45.55

57.79

62

3731.54

13711.52

-59.64 HP

980013.80

979951.44

3.02

44.84

53.88

63

3732.80

13712.69

-83.97 HP

980014.92

979953.28

3.96

36.60

49.06

64

3731.73

13712.68

-56.16 HP

980012.52

979951.71

2.91

44.35

52.94

65

3732.10

13713.54

-65.18 HP

980013.02

979952.26

3.31

41.52

51.42

66

3732.28

13714.36

-53.48 HP

980008.15

979952.51

2.78

40.01

48.20

67

3733.01

13714.68

-81.44 HP

980008.35

979953.57

3.92

30.52

42.68

68

3732.66

13715.34

-53.36 HP

980006.99

979953.07

2.77

38.32

46.49

69

3724.00

13717.00

-36.92 HP

979989.16

979940.47

2.16

38.17

44.07

70

3733.16

13716.52

-57.34 HP

980006.74

979953.79

2.91

36.13

44.84

71

3722.83

13716.26

-37.22 HP

979990.41

979938.76

2.23

41.03

47.03

72

3733.69

13717.47

-61.92 HP

980003.85

979954.57

3.10

31.04

40.41

73

3733.28

13718.19

-49.68 HP

980006.70

979953.98

2.63

38.26

45.92

74

3724.83

13719.55

-62.39 HP

980005.46

979941.67

3.25

45.41

54.98

75

3733.91

13719.08

-58.71 HP

980007.33

979954.88

3.03

35.20

44.17

76

3733.65

13719.39

-54.19 HP

980008.83

979954.51

2.86

38.48

46.82

77

3734.39

13719.55

-64.19 HP

980006.45

979955.59

3.28

31.92

41.69

78

3733.72

13720.37

-43.57 HP

980008.52

979954.61

1.80

41.35

47.56

79

3734.44

13720.35

-56.12 HP

980010.13

979955.65

2.29

38.03

45.99

80

3728.74

13721.33

-11.59 HP

980008.48

979947.37

0.50

58.41

60.08

81

3732.45

13722.53

-51.51 HP

980009.49

979952.76

2.11

41.70

49.02

82

3731.56

13721.47

-26.48 HP

980009.25

979951.46

1.11

50.49

54.28

83

3729.59

13721.56

-18.54 HP

980009.80

979948.59

0.79

56.36

59.03

84

3730.91

13721.82

-24.94 HP

980016.58

979950.52

1.05

59.23

62.81

85

3727.45

13722.41

-20.50 HP

980017.91

979945.49

0.87

66.97

69.91

86

3721.05

13644.65

-20.98 HP

979986.69

979936.18

1.44

44.90

48.47
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能登半島北部沖における空中重力調査
Airborne gravity survey of offshore area of Northern Noto Peninsula
駒澤正夫 1・大熊茂雄 1・瀬川爾朗 2

Masao Komazawa1 , Shigeo Okuma1 and Jiro Segawa2
Abstract： An airborne gravity survey using a helicopter was carried out in October, 2008 along the northern offshore of
Noto peninsula in order to understand a shallow and whole underground structure. Ten measurement tracks including two
cross over tracks were arranged within 20km offshore at every 2km spacing and the length of total measurement tracks
became about 700km. It has turned out that the Bouguer anomalies by airborne gravity is consistent to the results of the
Bouguer anomalies by land and shipborne gravimetry, which gradually decrease toward the offing from a land side, so the
accuracy of the system is secured. A local structure with the low gravity of the Wajima bay, which already became clear by
sea floor gravity, is also found out, so it turned out that the system has about 2km structural resolution.
Keywords：sea floor gravity survey, Noto peninsula, Bouguer anomalies, graben structure

期間で重力図を作成するのに適した方法である．陸上

要旨

重力計や海底重力計を用いた測定に対してフィルター

    能登半島北部沖で浅部地下構造を広域的に把握す

処理など誤差要因を軽減する処理の必要があるが，最

るため 2008 年 10 月にへリコプターを使った空中

近の測定技術の進歩で得られる重力異常も船上重力に

重力調査を行った．測定測線は海岸線に沿った東北

匹敵するまでになってきた．測定には，ヘリコプター

東 - 西南西方向に 8 本，交差測線を 3 本取り、ほぼ

に搭載した空中重力計を用い，動的状態で重力を測定

2km 間隔で沖合 20km までに配置した．総測線長は

する方法である．測定点は，約 2km の測線間隔で沖

約 700km である．調査結果は，陸側から沖合に向か

合 20km までに配置され，総測線長は約 700km であ

って重力異常が減ずるなど陸上及び船上重力データ

る．現地調査は，2008 年 10 月 7 日より 10 月 9 日

とも整合するもので精度が確保されていることが判

にかけての 3 日間で実施した．

った．また，海底重力調査から判明した輪島湾の低

当該地域での陸上・船上重力調査によれば，海岸

重力異常などの局所的な構造も見出され 2km 程度の

線に沿うようなコンターパターンが卓越し，沖合数

構造分解能を持つことも判った．  

km のところに重力勾配の最も大きい構造があること

1

が判っているが，今回の空中重力調査は重力異常図の

はじめに

精度と構造把握がどの程度可能であるかの検証を目指

   本調査は，2007 年 3 月に発生した 2007 年能登半

して実施されたものである．

島地震の震源域周辺における浅部地下構造を広域的

2

に把握することを目的として，能登半島北部の海陸接

調査地域

合域の重力構造把握するために実施されたヘリコプ

空中重力の調査範囲は，能登半島沖の海岸線に沿

ターを空中重力調査である．空中重力測定は，船上重

った約 60km ×沖合約 20km（約 1,200 km2）の主と

力測定に比べ測定効率が格段に良く，広範な領域を短

して海域部分で，ヘリコプターに搭載した空中重力計
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を用いて重力調査を実施した．   陸部としては，半島

3.2 使 用した重力計，重力計システム，データ処理
法の概要

北部の沿岸域と沖合いの七ツ島を含んでいる．測定測

ヘリコプター搭載型重力計（Airborne Gravimeter

線図を第 1 図に示す．
3
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Segawa-Tokimec Model FGA-1 型）（第 2 図）を使用

空中重力測定

した．重力計は第 2 図に見える部分にさらに全体と

空 中重力の測定システムについて は， 瀬 川 ほ か

して防振処置が施され，GPS 測位システムが付け加わ

（2000）による．以下に本調査に関する事項を中心に

る．第 3 図は重力センサーとそれの鉛直を保持する
ジンバルシステムを示す．

その概要を述べる．

重力測定システムを第 4 図に示す．鉛直，水平加
3.1 使用したヘリコプター

速度計による重力センサー装置（左側ブロック）とそ

米国製 Bell412 ヘリコプター（機体番号 JA9616）

れの制御，記録装置（中央と右側のブロック）
，およ

を使用した．このヘリコプターは２基のエンジンを持

びヘリコプターの位置と速度を測る GPS システム（下

ち，回転翼は４枚，最大 13 人の乗客を乗せることが

段のブロック）よりなる．重力変化とヘリコプターの

出来る．測定時にはパイロット２名，観測員２名，ナ

動揺が起こす加速度変化，および地球の自転との相互

ビゲイター１名，計５名が搭乗する．さらにもう１名

作用で起こるエトベス効果の合力が測定値となるが，

の添乗員を搭乗させることも可能である．連続飛行時

その中から重力変化だけを取り出すことが測定のポイ

間は２時間以内をメドとした．巡航速度は対気 60—

ントである．
重力加速度計は 100Hz の繰り返しで機上の加速度

110 ノットである．
ヘリコプターの選択の際には飛行の安定性と，低振動

を測定している．これは高周波の振動の影響を出来る

を考慮する．また GPS による測位を行うので，電波

だけ押さえるためである．ジャイロや GPS は１秒ご

伝搬の特性を充分に考慮する．

との測定である．擾乱加速度は 100gal に達する．測

第1図

測定測線図．
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定精度は 1mgal を目標としているのでこの場合の信

乱れが得られる．更に，ジオイド高の補正を行えばフ

号／ノイズ比は 1/100,000 ということになり，1km

リーエア重力異常が得られる．なお，重力の短波長変

の距離を 1cm の精度で測ることに似ている．ノイズ

化は高さと共に調和関数的に減衰することはポテンシ

の除去はデジタルフィルターによって行う．通常，時

ャル場として明らかである．従ってジオイド面のフリ

定数 150 秒の Hamming Window を使用する．この

ーエア重力異常値はヘリコプターの飛行高度から下方

フィルターによる重力半波長分解能はヘリコプター

接続して求めることになるが，その方式は未だ一般化

の速度を 60 ノットとするとほぼ 1.5 km である．フ

されていない上に，下方接続法はノイズを拡大すると

ィルターによって短周期のノイズが除去できてもヘ

いう欠陥を持つので，今回はジオイド面（海抜 0m）

リコプターの飛行高度は緩やかに変化している．飛

への適用はしなかった．第 5 図はデータ処理のフロ

行高度が 1000m 前後までは地球の正規重力の鉛直勾

ーチャートである．

配は 0.3086mgal/m である．GPS で得られる高さは
海水準を基準にした標高でなく楕円体高（ellipsoidal

3.3

使用したヘリポート

height）で，鉛直勾配を使ってフリーエア補正を行う

石 川 県 輪 島 市 に あ る 日 本 航 空 大 学 校（Japan

と空中の重力が準拠楕円体面上の値に化成されて重力

Aviation College of Japan Aviation Academy）の Apron

第 2 図　ヘ リ コ プ タ ー 搭 載 型 重 力 計（Airborne Gravimeter
Segawa-Tokimec Model FGA-1）．中央が水平安定台と重
力センサーの入ったボックス．左が光ファイバージャイ
ロ．右は制御およびデータ記録装置．総重量は 250kg 程
度．

第4図

重力測定システム構成 .

第5図

データ処理フローチャート．

第 3 図　重力センサーとジンバルシステム．中央の黒いボック
スの中に 3 重恒温槽に包まれた重力センサーがある．
黒いボックスがジンバルメカニズムに支えられて鉛直
を保持する．
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をヘリポートとして使用した．この大学校は能登空港

GPS 干渉測位はヘリポートに置かれた固定 GPS 受

に隣接し空港の航空管制を受けていたため，離着陸は

信機とヘリコプターの屋根に置かれたアンテナによ

大学構内で行い，その前後は能登空港の滑走路を使っ

る移動 GPS 受信機によって楕円体面からの高さが測

た．管制および燃料補給は能登空港の施設に協力して

定される．測定には Ashtech 社が開発した PNAV と

頂いた．

いうソフトウエアを使用する．この際，初期条件とし

第 6 図にヘリポートの測地学的基本定数（高度と

て PNAV Software に対して固定 GPS 受信機のアンテ

重力）を示す．ヘリポートの格納庫の近傍に固定点を

ナの楕円体高が与えられる．ヘリポートの楕円体高が

設け離着陸点とし，全てのフライトの際にこの点を

255.19m，基準 GPS の三脚の高さが 1.2m であるの

基点とした．この点を Spot.1 と名づける。Spot.1 の

で 256.39m という数値をセットする．これらは国土

標高は 217.64m である．またこの点のジオイド高は

地理院の GPS 基準点との結合によって求められたも

国土地理院によれば 37.55m である．従って楕円体

のである．なお，通常の陸上重力及び船上重力のフリ

高は 255.19m ということになる．Spot.1 の地表面で

ーエア異常やブーゲー異常を計算するためには高さと

の重力値は 979937.90mgal であるので，地面から

して楕円体高ではなくジオイド補正がなされた標高が

1.35m の高さにあるヘリコプターに搭載された重力

必要であるが，現在，国土地理院で得られている本地

センサーにおける重力値は 979937.48mgal というこ

域のジオイドは，陸域のみに限られており，今回は，

とになる．重力計は常に通電されヘリポート内でも

GPS 処理などで全世界的に使われているジオイドモデ

常時重力を測定している．したがって Spot.1 で重力

ル EGM96 を利用することにした．それについては別

計が示す読み（数値）は 979937.48mgal と換算され

途重力処理計算でに述べる．

る．この方法で重力計は常時 Calibration され，ドリ
フトの評価がされている．更に，ヘリコプターの屋根

3.4

重力測定は平成 20 年 10 月 1 日より 10 月 5 日ま

に置かれた GPS 受信機のアンテナの位置の重力値は，
979937.13mgal ということになる．

第6図

重力測定の経過

での準備期を経て、10 月 6 日から 10 月 9 日にかけ

日本航空大学校 Apron の測地学的基本定数．
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て行われた．その経過は次の通りである．

Track11 が，陸域に懸かるため 2000ft とし，Tack3，

・平成 20 年 10 月 5 日

重力計を搭載したヘリコプ

Track4，Track5，Track6，Track7 及 び Track8 は 海

JA9616 が東京へリポート離陸

域であり，より微細構造の抽出を目的に 1000ft とし

（12 時 49 分）
．富山空港（14 時 33 分）を経て能

た．なお，Track2 と Track4 は 3,000ft でも測定を行

ター Bell 412 型

い再現性のチェックと高度差による上方接続の検証を

登空港 / 日本航空大学校に着陸（16 時 29 分）．
・平成 20 年 10 月 6 日
・平 成 20 年 10 月 7 日

行った．

雨のため飛行中止．
昼 前 に Flight １， 午 後

3.5.2

航跡の時刻と緯度，経度の数値を与える．時刻は

Flight2．
・平 成 20 年 10 月 8 日
午後

朝

Flight3， 昼

Flight4，

午後

GPS タイムコードによる時刻で，0.5 秒間隔である．
位置は GPS 単独測位によるもので，精度は± 3m で

Flight5．

・平 成 20 年 10 月 9 日

航跡データ

朝

Flight6， 全 測 定 終 了

ある．緯度，経度は「度」の 10 進法と 60 進法で示
される．緯度は小数点以下７桁，経度は小数点以下６

東京ヘリポートに向け離陸．

桁である．以上のデータを一括したものが最終的に収
3.5 飛行実績（航跡の詳細）

録された．

Flight（フライト）1 より 6 までの飛行航跡図およ

4

び航跡数値データを与える．各フライトの重力プロフ

調査データ

本調査のデータを船上重力データと比較してデータ

ィルに添えて示す．測位はすべて WGS84 測地系にな
らっている．

の精度を検証した．ここでは，東西測線のうち船上

3.5.1

重力データが密にある一番北側の２測線（Track）の

航跡図

能登半島北部域の Flight 毎の飛行航跡図と，11 本

データを示す．すなわち，第 7 図に 2 回目のフライ

のトラックを全て一つのマップにプロットした飛行航

トで得られた Track7 と Track8 の結果を示す．第 7

跡図のを第 1 図に示す．飛行高度については重力加

図では空中重力データの高さは楕円体高を用いてい

速度に直接影響を与えるため一定高度で飛行する必

る た め 重 力 乱 れ（gravity disturbance） と な っ て い

要があり，Flight 毎に地形と天候を勘案して 1,000ft

るが，この場所でのジオイド高は EGM96 によれば

から 3,000ft の間で固定して飛行した．飛行高度の

37.1 ～ 37.8m となっておりフリーエア異常に対し約

詳 細 は，Track1，Track2，Track9，Track10 及 び

11.5mgal 大きくなっている．このことを考慮すれば，

第7図

2 回目のフライト (Track7 及び Track8) の結果．
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9 図については，高度が 1000ft と 3000ft であり高

船上重力データと近い値を示していることが判る．
Track2 と Track4 について高度を変えて測定を実施
しており，データの再現性から本空中重力測定システ

度差が大きいため短波長パターンが 3000ft では減衰
してスムーズになっているのが判る．

ムの精度の評価を行った．第 8 図については，高度

5

が 2000ft と 3000ft との比較で高度差が小さいため

重力データの処理手法と結果

短波長パターンの違いが小さく全体的に整合している

陸上重力データや船上重力データと比較するため

のが判るが，東側で 2000ft の方で値が大きくなって

には空中重力データから暫定的に得られた重力乱

いる．これは，Track2 の南側にある高重力域が比較

れ（gravity disturbance）をブーゲー異常（Bouguer

的小規模で高度を増すにつれ減衰したためである．第

anomalies）に変換する必要がある．それには，観測

第8図

高度の違いによる重力乱れ（Track2）．

第9図

高度の違いによる重力乱れ（Track4）．
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点の高さを楕円体高から標高に変換すれば良い．ま

ついては，陸域は国土地理院作成の 50m メッシュを

た，地形補正も標高でなければならない．通常日本国

用い，海域については，日本海洋データセンターに

内でのジオイドは国土地理院で作成されたものを使う

よる沿岸域数値化原図水深値（J-BIRD フォーマット）

のが一般的だが，本調査海域ではジオイドが同院より

と JEGG500（メッシュデータ）から地形補正に使用

提供されていないため，
別の方法を選ばねばならない．

する DEM（200m メッシュ）を作成した．ブーゲー

ここでは GPS などで汎用的に使用されている EGM96

補正については，無限平板 (2 π G ρ h) ではなく地形

（ http://cddisa.gsfc.nasa.gov/926/egm96/getit.html ）

補正と同じ範囲の有限の球殻（球帽）による方法によ

を用いた．ちなみにジオイドモデルの違いを能登空港

った．測定重力値は，日本重力基準網 1996(JGSN96)

でチェックしてみると，国土地理院の GSIGEO2000

に準拠させ，地球規模の広域トレンド除去（緯度補正）

で 37.55m，EGM96 で 37.40m となり 15cm 程度の

には正規重力式による値（測地基準系 1985）を用い

差しかなくブーゲー異常の算出には問題ないと考えら

た．なお，これらの処理にはフリーエア補正も含まれ

れる．

ているが，厳密にはポテンシャル論的なリダクション
でないためブーゲー異常値を海水準での値と考えるの

ブーゲー異常⊿ g0" の算出式は，

は誤りで，あくまで空中での測定点の値と考えるべき

Δg0"=g － γ ＋ (β － 2πGρ)h ＋ T(ρ) ＋ CA

ものである．

T(ρ) ＝ ρ・TL(ρ － ρw)・TW

第 11 図に空中重力データをブーゲー異常図に編集

で与えられる．ただし，g は観測重力値，γは正規重

したものを示す．但し，Track2 と Track4 では高度を

力，βは鉛直勾配，ρ は仮定密度，G(6.6730 × 10 －３

変えて重複して測定しているが，同一測線（もしくは，

３

mGal・cm ･g

－１

・m

－１

) は万有引力定数，CA は大気

補正値，h は高さで標高値である．

同一点）で 2 個の値を持つと編集ができなくなるた
め Flight5 の高度 3000ft での測定データは編集から

陸域と海域の地形を合わせた全地形補正値 T(ρ) は，

除外した．また，第 12 図に陸上重力データと船上重

地殻の密度を ρ，水の密度を ρW としている．TL（単

力データを編集したブーゲー異常図を比較のため示

位密度換算）は測定面と地殻上面もしくは水面で挟

した．第 11 図を見ると空中重力による結果が，波長

まれた部分の地形補正値，TW（単位密度換算）は水

2km 程度の微細構造も明瞭に抽出しているのが判る．

域部分による地形補正値である（第 10 図）．陸域と

特に，北部沿岸西半の沖合 2 ～ 4km のところに東北

海域とも地球の曲率による球面効果を考慮した仮想扇

東－西南西に伸びた幅 4km 程度の低重力帯が検出さ

形の集合体で近似する方法で地形補正を実施した（駒

れた．同じように船上重力でも低重力帯が見られるが，

澤 ,1988）
．地形補正に用いた標高（水深）データに

調査船（白嶺丸）が陸から 3km 以上離れて測定がさ

第 10 図

空中重力の地形補正．
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れているため低重力帯の底（極小部）がやや北側にシ

25km）見られるが，第 12 図に比べると 5mgal 程度

フトしていることが判る．また，空中重力では沿岸部

小さく上方接続効果が顕著に表れているのが判る．

に測線を取ることができたため海岸から 1km 程度沖

あと，第 11 図と第 12 図を全体的に見比べて気

合にシャープな勾配構造も見えている．輪島湾とその

付くこととしてコンターパターンは整合するが，と

東 10km 程のところに各々直径 2km 程の低重力域が

ころによって重力異常値に数 mgal の違いが見られ

存在し，第 12 図とも整合している．Track1 に沿っ

ることである．以上のことをから，現時点では船上

た陸上には高重力異常が２箇所（輪島の東方 8km と

重力データや陸上重力データとの安易な編集は困難

第 11 図

空中重力データによるブーゲー異常．仮定密度は 2.4g/cm3．コンター間隔は 1mgal．ドット（線状に見える）は測点．

第 12 図　陸上及び船上重力データによるブーゲー異常．仮定密度は 2.4g/cm3．コンター間隔は 1mgal．ドット（線状に見える）
は測点．
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であることが判る．空中重力データと陸上・船上重
力データとの重力値の違いの原因としては，前述の
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関崎征一・高田和典・中山英二・鈴木始・石原

た訳ではないが，地下構造の解明の手段として有効

丈実・駒澤正夫・山本貫志・佐久間貞臣（2000）

であることを指摘しておく．

: ヘリコプターを用いた航空重力測定システ

6

ム，測地学会誌，46, 223-229.

おわりに

海域での重力測定は船上重力計で実施されるケース

NASA and NIMA : EGM96/The NASA GSFS and NIMA

が殆どであるが，船上重力計は大型の調査船に搭載さ
れるため陸に接近した測線を取りづらく，回頭による
エトベスも大きくなり微細な重力変化を抽出するため
には問題がある．一方，空中重力は，地形的な制約の
ほかは測線を自由に設定できるなど沿岸部の調査も可
能であることが判った．また，調査期間も船上重力調
査は短い場合でも数日に及びドリフトも大きくなるの
に対し，空中重力の調査時間は数時間でドリフトが小
さく精度を落とさずに済むことになるなど長所があ
る．短所として，空中重力は速度が大きいためエトベ
ス効果が大きくなってしまうことであるが，従来 90
ノットで実施していたものを今回は 60 ノットで実施
し，エトベス効果の軽減に努め，ある程度効果があっ
たと考えられる．測線間隔については，従来の半分以
下の 2km としたが，ノイズに乱されることもなく短
波長の構造を捉えることができた．
結果の概略を以下に述べる．ブーゲー異常から能登
半島北部の沖合数 km のところに急勾配の断層状構造
が明瞭に抽出された．その構造は船上重力データから
も判っていたが，調査船が陸に隣接した測線を取れな
いため空中重力調査に比べ沖合いにシフトしているこ
とが判った．輪島湾にも海底重力調査で把握された直
径 2km 程度の低重力異常が空中重力調査でも見出さ
れ陥没状の構造を持つことも判った．
謝辞：本調査は，日本航空大学校，輪島空港事務所，
航空自衛隊等，多数の関係機関の協力により実施する
ことができた．以上，上記の方々に謝意を表します．

―  89 ―

Joint Geopotential Model,
http://cddisa.gsfc.nasa.gov/926/egm96/getit.html
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陸域の地質調査
20 万分の 1 シームレス地質図「能登半島北部」
Seamless geological map of the northern part of Noto Peninsula
尾崎正紀 1

Masanori OZAKI
Abstract：1:200,000 seamless geological map of the northern part of Noto Peninsula was created for seamless integration
of land and sea geoinformation.
Oligocene to Miocene volcanic and sedimentary rocks are widely distributed in the district. Pleistocene to Holocene
sediments are mainly developed along the coast. There are many normal faults trending NE-SW and reverse faults trending
ENE-WSW. The normal faults represent crustal extending in Oligocene to Early Miocene times. The reverse faults formed
folds, represent crustal shorting since the Middle Miocene time.
The district has been tilting towards the SSE to ESE since the Pleistocene time. The paleo-shoreline of the MIS 5e marine
terrace is distributed up to 120 m above sea level in the northeastern end of the district. This movement is explained by
accumulation of vertical displacements by inland and offland active reverse faults trending ENE-WSW to NNE-SSW.
keywords：1 :20,000, seamless geological map, Noto Peninsula, active fault, paleo-shoreline, Oligocene, Miocene,
Pleistocene, Holocene

技術的制約のほか，従来は陸域と海域の地質調査が

要旨

別々に進められ，また取得されるデータの質も異な

地質情報の空白域となることが多かった沿岸域の

っていたこともあり，地質情報の空白域となること

地質情報整備のため，能登半島北部の 20 万分の 1

が多かった．本課題は，海陸間のシームレスな地質

シームレス地質図を作成した．本地質図は，従来の

情報整備の一環として，沿岸活断層調査地域におい

20 万分の 1 地質図と比較し，海域地質図とのシーム

て陸域側のシームレス地質図作成を行うもので，平

レス化を意識して活構造図的要素を含めた地質構造

成 20 年度は能登半島北部の 20 万分の 1 シームレス

の表示に重点を置いている．陸域では本地域南東部

地質図を作成した．

の富山湾沿いの断層群，南西部の酒見断層，東部の

本シームレス地質図は，陸域の既存地質データの

地質構造でもある白米坂断層の一部が，活断層とし

再解釈と，若干の野外調査データによって作成した

て傾動地塊を形成している．また，酸素同位体ステ

もので，従来の 20 万分の 1 地質図と比較し，海域

ージ 5e の旧汀線の高度は能登半島東部の北岸で最大

とのシームレス化のため，活構造図的要素を含んだ

（約 120 ｍ）となり，その沖合に活断層が推定される．
1

地質構造の提示に重点を置いている．
今後，別途実施された沿岸海域の活断層調査の成

はじめに

果と合わせ，本シームレス地質図と海域地質情報と

産業立地評価や地震防災施策等に資するため沿岸

のシームレス化を行う予定である．

域の地質情報整備は不可欠であるが，地質調査上の

1

産業技術総合研究所 地質調査総合センター 地質情報研究部門 (AIST, Geological Survey of Japan, Institute of Geology and Geoinformation)
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の 20 万分の 1 地質図と比較し，先第四系の凡例区分

作成地域及び研究史

を一部簡略化している．

地質図作成地域である能登半島北部は，20 万分の
1 地形図「輪島」及び「七尾・富山」と「富山」の一
す ず

ほうす

3.1

飛騨帯花崗岩類（飛騨片麻岩類を含む）

部で，
行政区分としては珠洲市，
輪島市，
鳳珠郡穴水町・

飛騨帯花崗岩類はジュラ紀の深成岩類で，本地域

能登町の全域と，羽咋郡志賀町の北部が含まれる．地

南東部の志賀町大 福寺，鹿 頭，穴水町桂谷などに黒

形学的には，標高 300-500m の山地，100-300m の

雲母花崗岩，黒雲母石英閃緑岩などが分布し，中新

丘陵，100m 以下の段丘が北西から南東へと配列し，

統に覆われる（広井ほか，1982）．また，鹿頭には

全体とし南東方向へ傾動した地形で特徴づけられる．

黒雲母片麻岩などの変成岩が，大福寺では片麻岩，

はくい

しかまち

本地域は古くから地質図が編纂されており，産業技
術総合研究所地質調査情報センター（旧地質調査所）

だいふくじ

ししず

砂泥質ホルンフェルスなどが本花崗岩類に貫入され
ている．

では，20 万分の 1 地質図として「輪島」
（坂本・松井，
1961），
「七尾・富山」
（坂本ほか，1967），
「富山」（原

3.2

漸新世火山岩類

山ほか，1996）を，5 万分の 1 地質図として「珠洲岬，

漸新世火山岩類は本地域中央部〜東部にかけて広く

能登飯田及び宝立山」
（吉川ほか，2002）などを作成

分布する，安山岩溶岩・火砕岩・貫入岩を主体とし，

してきた．また，県の地質図としては，7 万 5 千分の

玄武岩溶岩・火砕岩，礫岩，砂岩を含む地層からなる
（絈

1 能登半島地質図（絈野ほか，1964）のほか，10 万

野編，1993；López and Ishiwatari, 2002；吉川ほか，

分の 1 石川県地質図（絈野，1977），10 万分の 1 石

2002 など）
．本火山岩類は年代学的には主に漸新世

川県地盤図（石川県地盤図編集委員会，1982）
，10

の放射年代が得られており（柴田ほか，1981；塚本，

万分の 1 新版・石川県地質図（絈野編，1993）など

1988；吉川ほか，2002），高 洲山安山岩類（絈野・

が刊行されている．また，5 万分の 1 表層地質図とし

山田，1991）あるいは高洲山層とも呼ばれ（吉川ほ

て，
「穴水・富来・剣地」
（絈野・山田，1991），「輪島」

か，2002），穴水層（鈴木，1950）のうち年代的に

（絈野・山田，1993）
，
「宝立山・能登飯田・珠洲岬」（絈

こうのすやま

中新統以外のものを指す．本火山岩類の厚さは 1,200

野・山田，1995）
，
「宇出津」
（絈野・山田，1996）が，

ｍ以上（吉川ほか，2002）で，下限は不明である．

土木地質図として 20 万分の 1 北陸地方土木地質図（北

なお，地質図では，漸新世火山岩類に貫入する K-Ar

陸地方土木地質図編纂委員会．1991）などが整備さ

年代 28.9 ± 1.0Ma（柴田ほか，1981）の忍閃緑岩
（Ishida,1959）も，地質図簡略化のため漸新世火山岩

れている．
本課題の主要テーマである活構造に関連した陸域

類に含めた．

の基礎資料としては，太田ほか（1976）
，太田・平川
（1979）と，これらの成果に基づいた活断層研究会編

3.3

今回，新たに作成した地質図は，上記の地質図類

なわまた

本地域の下部中新統は，堆積岩を主体とする縄又層

（1991）
，太田・国土地理院地理調査部（1997），小池・
町田（2001）
，太田（2006）などの研究報告がある．

下部中新統
ばんばやま

及び番場山層と，火山岩類とに区分される．
3.3.1

繩又層

繩又層（市川・絈野（1955）の縄又互層を，絈

と報告などを総合的に再解釈し，若干の野外調査結
果 を 加 え， 編 纂 し た も の で あ る（ 第 1 図 ）． 以 下，

野編（1993）が改称）は前期中新世の層厚約 400

本地域の層序と地質構造の概要を示す．

ｍの非海成堆積物で，礫岩を多く含む砂岩泥岩互層

3

層

からなり，後述の前期中新世火山岩類の一部と推定

序

されるデイサイト溶結凝灰岩，デイサイト火砕流堆

能登半島北部には，ジュラ紀船津花崗岩類，漸新世

積物，玄武岩を伴う．本層は漸新世火山岩類を覆い，

火山岩類，主に陸成層の火山岩と堆積岩からなる下部

後述の前期中新世火山岩類の一部とは同時異相の関

中新統，主に海成層からなり火山岩類を含む中部〜上

係にある．なお，小林ほか（2005）は縄又層の一

部中新統，堆積物からなる更新統〜完新統が分布する

部を大沢町層及び鵜入層として独立させて層序区分

（第 1，2 図）
．その概要は，以下のとおりである．な

を行っているが，本地質図では，従来どおり縄又層

お，本地質図は，海域とのシームレス化のため，従来

に含めた．
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能登半島北部の 20 万分の 1 シームレス地質図

3.3.2

番場山層

岩の給源は溶岩の分布する岩倉山付近と考えられてお

番場山層（小林ほか，2005）は層厚 600-700m で，
主に安山岩礫を多く含む礫岩からなりデイサイト凝灰

り，岩倉山付近の東方や南方で層厚が薄くなる．
3.4.4

飯田層

飯田層（吉川ほか，2002）は石灰質シルト岩と珪

岩を挟む下部と，砂岩・泥岩・礫岩の互層からなり浅
海を示す貝類化石を含む上部から構成されている．

質 - 珪藻質シルト岩からなる海成層で，最上部に海緑

礫岩層（絈野ほか，1965）にほぼ一致する地層で，

石砂岩を伴う．層厚は 10-180 ｍで，粟蔵層が厚く分

扇状地からファンデルタの堆積環境が推定されている

布する地域では，本層最上部の海緑石砂岩が粟蔵層を
直接覆う．飯田層は後述の飯塚層と共に珪質 - 珪藻質

（小林ほか，2005）
．
3.3.4

前期中新世火山岩類

シルト岩を主体とする珪藻起源の外洋性細粒堆積物か

前期中新世火山岩類は，デイサイト火砕流堆積物や

らなるが，詳細な珪藻生層序の研究成果から，13Ma

安山岩溶岩を主体とする火山岩で，礫岩，砂岩，シル

頃に浅海化・堆積停滞が認められ，後述の飯塚層とは

ト岩を伴う．本火山岩類の分布は，本地域の東部と南

区分される（吉川ほか，2002）．

東部に分かれる．前者は放射年代としては後期漸新世

3.4.5

飯塚層

飯塚層（吉川ほか，2002）は層厚 350m 以上で，

末〜前期中新世末の火山岩類に位置づけられ（柴田ほ
か，1981；塚本，1988；Kano et al.,2002；吉川ほか，

主に珪質 - 珪藻質シルト岩からなり，最上部には砂質

2002；梅香ほか，2003）
，吉川ほか（2002）によっ

シルトも認められる．なお，浅海の石灰質砂岩で特徴

て合鹿層，神和住層，馬緤層， 宝 立 山 層に細分され

づけられる輪島市輪島崎に分布する輪島崎層（市川・

ている．後者は，年代値が 17-15Ma と前期中新世末

絈野，1955）及び志賀町関野鼻付近に分布する関野

頃に集中し（柴田，1981）
，繩又層より上位に位置づ

鼻層（絈野ほか（1965）の関野鼻石灰質砂岩層を，

けられ別所岳安山岩類と呼ばれている（絈野・山田，

絈野編（1993）が改称）は，時代的には飯田層の最

1991）
．

上部から飯塚層の基底部に位置づけられる（上ほか，

ごうろく

かみわずみ

まつなぎ

ほうりゅうざん

かみ

1981）が，本地質図では便宜上，同時異相として飯
3.4

下部中新統最上部〜上部中新統

塚層に含めた．

ひがしいんない

下部中新統最上部〜上部中新統は， 東 印 内 層，

ほうじゅうじ

あわぐら

3.4.6

七ッ島火山岩類

能登半島の北方 20km ほどの沖合の七ッ島には，

法 住寺層，粟蔵層，七ッ島火山岩類，飯田層，飯塚層，
黒崎火山岩類に区分される．このうち東印内層，法住

安山岩，玄武岩，デイサイトの火山岩類が分布する（石

寺層，粟蔵層，飯田層，飯塚層は，概ね整合関係で累

田ほか，1962；佐藤ほか，1989 など）
．本報告では

重し，
それらの分布域は本地域の北東部に偏在する（吉

, これらを一括して七ッ島火山岩類と仮称した．14.8

川ほか，2002 など）
．

± 0.7Ma（佐藤ほか，1989）の放射年代値から，中

3.4.1

期中新世前半の火山岩類としたが，他の時代の火山岩

東印内層

東印内層（吉川ほか，2002）は礫岩，砂岩，黒色塊
状泥岩からなる内湾 - 浅海堆積物で，前期中新世火山

類が含まれる可能性がある．
3.4.7

黒崎火山岩類

黒崎火山岩類は本地域の南西部に分布する玄武岩，

岩類を不整合に覆う．層厚 0-85 ｍで，岩相の側方変
化が著しく，当時の浸食谷を埋めた地層と考えられて

安山岩，デイサイトからなる火山岩類である．本火山

いる．

岩類は飯塚層の基底部に位置づけられる関野鼻石灰質

3.4.2

法住寺層

砂岩層を不整合で覆うが，9-8Ma の放射年代（柴田

法住寺層（吉川ほか，
2002）は，
最大層厚 180 ｍで，
主に珪質 - 珪藻質シルト岩からなる浅海 - 漸深海堆積

ほか，1981；塚本，1988）から，飯塚層上部とは同
時異相の関係にある．

物で，下部に石灰質シルト岩を伴う．
3.4.3

3.5

粟蔵層

第四紀堆積物

粟蔵層（吉川ほか，2002）は黒雲母流紋岩溶岩及

本地域の第四紀堆積物は，最高位段丘堆積物，高位

び火砕岩，その縁辺相である凝灰質砂岩からなり，東

段丘堆積物，中位段丘堆積物，低位段丘堆積物，沖積

印内層から飯塚層の中で最も海進が進んだ時期の堆積

平野及び海岸平野堆積物に区分される．地すべり堆

物とされる．最大層厚は 290 ｍ以上で，流紋岩火砕

積物は省略し，段丘堆積物の名称は吉川ほか（2002）
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に従った．低位段丘堆積物以外の段丘堆積物は，主に

4

海成層からなる．
3.5.1

最高位段丘堆積物

地質構造

本地域の漸新統〜中新統に発達する地質構造は，

最高位段丘堆積物は，太田・平川（1979）の最高

北東 - 南西方向の正断層群と東北東 - 西南西方向の逆

位段丘堆積物（T 面構成層）に一致し，標高約 300-

断層群によって特徴づけられる．また，活構造とし

100 ｍの丘陵頂部を構成している．なお，広域的に

ては，北北東 - 南南西〜東北東 - 西南西方向の逆断層

何段もの地形面を残しているが，必ずしも堆積物が残

の発達で特徴づけられ，上記の地質断層の再活動も

っていないため，その分布は地質図では限られる．

推定される．

3.5.2

高位段丘堆積物

高位段丘堆積物は中期更新世後期の堆積物で，標

4.1

正断層群（漸新世〜前期中新世）

高 30 〜 150m に 4 段の地形面を有する太田・平川

本正断層群は，漸新統〜下部中新統が広く分布す

（1979）
．地質図では，太田・平川（1979）の H 面

る地域に発達し，走向は北東 - 南西方向で，変位は数

構成層のうち，高位の 2 面と下位の 2 面を有する高

10- 数 100 m 程度のものが多い．第 1 図では，穴水

位段丘堆積物に一致させ，高位 1-2 段丘堆積物と高位

町の中・西部において漸新世火山岩類，縄又層，前

3-4 段丘堆積物とに 2 分した．

期中新世火山岩類の分布と組織地形から，いくつか

3.5.3

正断層を推定している．これらの推定断層の一部は

中位段丘堆積物

中位段丘堆積物は本地域の海岸沿いに広く分布する

活断層研究会編（1991），太田・国土地理院地理調

海成段丘堆積物で，平床貝層（望月，1932）あるいは

査部（1997）によって推定活断層と記述されている

平床層（鈴木，1950）
，宇治貝層（北陸第四紀研究グ

が，詳細は不明である．また，本地域の北西部の下

ループ，1961；藤・山岸，1980）とも呼ばれる．中

部中新統上部（縄又層上部及び番場山層）が分布す

位段丘堆積物は段丘面などから 3 つに細分されるが，

る地域には，北東 - 南西方向の軸を有する褶曲構造が

本報告では吉川ほか（2002）の中位 1 段丘堆積物，中

よく発達する．この褶曲構造の多くは，地下の正断

位 2 段丘堆積物，中位 3 段丘堆積物の名称を使用する．

層群による変位を反映した当時の未固結堆積物の変

そのうち最も広範囲に分布する中位 1 段丘堆積物は，

形と推定される．

ひらどこ

酸素同位体ステージ 5e の海進期堆積物にあたると推定
されている（Omura, 1980；太田・国土地理院地理調

4.2

逆断層群（中期？〜後期中新世）
はくまいざか

査部，1997）
．この中位 1 段丘堆積物は，能登半島の

本断層群は，白 米坂断層（Ishida,1959）や西海断

沿岸を縁取るように広範囲に分布し，その旧汀線の標

層など，東北東 - 西南西方向に連なる逆断層群で，中

高は 15 〜 120 ｍと大きく変化し（太田，2006）
，全

部 - 上部中新統の主な分布域である本地域の北東部

体として東南東から南南東方向への傾動を示す（第 1

から西部の北岸地域によく発達する（第 1 図）
．主に

図）
．

南側隆起の逆断層からなり，全体として南南東方向

3.5.4

低位段丘堆積物

へ傾動した地塊を形成している．同様な構造は後述

能登半島北部の低位段丘堆積物は，後期更新世の後

のように能登半島北部の周辺海域においてもよく発

期に形成された河成段丘堆積物で，地表では内陸の河

達する（岡村，2002,2007a など）
．これら逆断層群

川沿いなどに分布は限られている．

は，主に後期中新世に形成されたとされる（吉川ほか，

3.5.5

2002）．

沖積平野及び海岸平野堆積物

このうち白米坂断層は最も変位の大きな断

能登半島北部の沖積平野及び海岸平野堆積物は限ら

層で，見かけ上，最大 1,000 ｍを超える垂直変位を

れ，日本海側では輪島市の町野，輪島市街地，門前な

示し，断層沿いには地層の引きずり（一部逆転層もあ

ど，富山湾沿いでは珠洲市街地付近などの沿岸から川

り）が顕著で，非対称な背斜・向斜構造がよく発達す

沿いに狭小に認められるのみである．
海岸線沿いには，

る．白米坂断層の北側に広く中部中新統が分布するこ

海岸平野堆積物の一部として砂丘堆積物がよく発達す

とから，白米坂断層は前期中新世まで北側落ちの正断

る．

層，それ以降は北落ち（南隆起）の逆断層へ変化した
とされる（吉川ほか，2002）
．しかし，中部中新統の
分布と層厚やその変形構造，センスから期待される傾
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動方向から判断すると，逆断層群の発達によって中期

標高分布は 20 ｍから 80 ｍと変化し，全体として南

中新世以降の堆積域が規制されたとも考えることがで

東方向への傾動低下が認められる（太田・国土地理院

き，現状ではインバージョン構造は認定できない．

地理調査部，1997 など）．

一方，能登半島北岸の珠洲市大谷や輪島市街地の西

4.3.2

酒見断層

沿いには，東西方向の逆断層を切る，あるいは切るよ

酒見断層は北北東 - 南南西方向に発達する西側隆起

うに見える北東 - 南西方向の北西側隆起の逆断層と推

の断層で，見かけ上の垂直変位量は 80-120 ｍに達す

定される断層がある．何れも本逆断層群に含めている

る（太田ほか，1976）
．酒見断層は本地域では特異的

が，本断層群より新しく，鮮新世以降に形成された可

に南北方向に延びている断層であるが，その南西沖の

能性もある．

羽咋沖盆東部でも南北方向の褶曲構造がよく発達する

はくい

（岡村，2007a,b）．酒見断層西方の海岸沿いに分布す
4.3

活構造

る中位 1 段丘堆積物の旧汀線の変化は精度が低いも

富山湾側の海岸沿いの北東 - 南西方向の滝ノ坊断層

のの 50-20 ｍへと概ね南側への傾動低下が認められ

などの断層群や，志賀町北部の北北東 - 南南西方向の

る．ただし，この標高変化は，酒見断層の活動による

酒見断層などが高位段丘堆積物や中位段丘堆積物に

変位というよりも，2007 年 3 月に発生した能登半島

変位を与えており，活断層と考えられている（太田

地震の震源域とされる安右エ門礁の北方沖に発達する

ほか，1976；活断層研究会編，1991；太田・国土

北東 - 南西方向で門前沖に連なる海底活断層（片川ほ

地理院地理調査部，1997 など）．そのほか白米坂断

か，2005；岡村，2007b など）の活動による変位の

層の一部も活断層として再活動していたと推定され

累積で説明される可能性が高い．なお，上記の安右エ

る．

門礁の北方沖の活逆断層の延長部は輪島市門前に至る

本地域によく発達する酸素同位体ステージ 5e の海

が，その以東については活構造に関する確かな地質情

成段丘堆積物（本地質図の中位 1 段丘堆積物）の分

報はなく，活逆断層の延長部として地形学的に期待さ

布から推定される旧汀線の等高線図と，それから推

れる南東側隆起を示唆する地形も認められない．

定される傾動方向を第 1 図に示す．この旧汀線の基

4.3.3

白米坂断層

本データは太田・平川（1979），小池・町田（2001）

白米坂断層は主に後期中新世に活動した地質断層で

に基づいているが，太田・平川（1979）以降，太田・

あるが，白米坂断層の南北でステージ 5e の旧汀線の

国土地理院地理調査部（1997）, 小池・町田（2001）

標高分布に食い違いが認められ（第 1 図）
，白米坂断

などは，能登半島は活断層によって 5 つの傾動地塊

層東部は後期更新世以降に活動していた可能性が高

に区分されることを前提として旧汀線の等高線図の

い．更に，白米坂断層の北側，能登半島北側海岸沿い

食い違いを説明している．しかし , 本地域内で示され

の珠洲岬から輪島市街地にかけて推定されるステージ

ている門前から穴水，輪島市街地から穴水，宇出津

5e の旧汀線は約 70m から 120 ｍへと変化し，顕著

から町野へ至る 3 つの地塊境界は，現在の知見から

な南南東方向への傾動が認められる（太田，2006）．

考えると活動的な地塊境界とは考えにくい．このた

この標高変化から，南隆起の活逆断層がその沖合に推

め，第 1 図では，上記の前提を修正し，前述の 3 つ

定される．

の断層群を地塊境界とする新たな枠組で等高線図の

5

トレンドを描いている．
4.3.1

富山湾沿いの活断層群

まとめ

能登半島北部は，ジュラ紀花崗岩類を基盤として，

珠洲市南部から穴水町東部の富山湾沿いに発達する

漸新世火山岩類，前期中新世の堆積岩〜火山岩類の堆

活断層群は，古君断層，滝ノ坊断層などのように，主

積物，中期 - 後期中新世の海成堆積岩主体層から構成

に北東 - 南西走向，垂直変位数 10 ｍ，南東側隆起の

されており，それらを前期 - 中期更新世の段丘堆積物

断層群で，全体として現在の海岸線の位置と方向を規

と完新世堆積物が薄く覆っている．上部中新統最上部

制している．これら活断層は，既存地質図から判断す

〜下部更新統下部は欠如する．

ると，地質断層を利用し再活動したものでなく，新た

本地域の地質構造は，
（1）漸新世〜前期中新世の

に発達した断層と推定される．これら活断層群によっ

北東 - 南西方向の正断層群，
（2）中期？ - 後期中新世

て富山湾沿いに分布する中位 1 段丘堆積物の旧汀線

の褶曲構造を伴う東北東 - 西南西方向の逆断層群，
（3）
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更新世以降の南北〜東西方向の活逆断層群の発達で特

登半島に分布する石灰質砂岩層の地質時代．金

徴づけられる．

沢大学教養部論集（自然科学），18，47-63．

本地域の酸素同位体ステージ 5e の海成段丘堆積物

Kano, K., Yoshikawa, T., Yanagisawa, Y., Ogasawara, K.

から推定される旧汀線の高度分布は東南東〜南南東

and Danhara, T. (2002) An unconformity in the
early Miocene syn-rifting succession, northern

方向への傾動を示し，本地域東部の北岸で最大（約

Noto Peninsula, Japan: Evidence for short-term

120 ｍ）に達する．これらの傾動運動は，古君断層

uplifting precedent to the rapid opening of the Japan

や滝ノ坊断層など本地域南東部の富山湾沿いの活断層
群，本地域南西部に発達する酒見断層，地質構造でも
ある白坂米断層の一部が，主な傾動地塊の境界として
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能登半島北部の 20 万分の 1 シームレス地質図．海洋地質図は岡村（2002・2007a）に基づき，一部修正．

1:200,000 seamless geological map of the northern part of Noto Peninsula．Marine geological map, partly modified after
Okamura (2002,2007a)．

第1図

Fig.1

能登半島北部の 20 万分の 1 シームレス地質図
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第2図

能登半島北部地域の地質総括図．

Fig.2

Summary of the geology of the northern part of Noto Peninsula.
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ボーリングコア解析による角田・弥彦断層の活動度評価
Activity of the Kakuda-Yahiko fault in the Niigata Plain, based on
sediment core analysis

宮地良典 1・中西利典 1・卜部厚志 2・田辺 晋 1・稲崎富士 1・安井 賢 3・小松原琢 1・水野清秀 1

Yoshinori Miyachi, Toshimichi Nakanishi, Atsushi Urabe, Susumu Tanabe,
Tomio Inazaki, Satoshi Yasui, Taku Komatsubara, Kiyohide Mizuno
Abstract：The western marginal active faults of the Niigata plain are west-dipping reverse fault, have high slip rate.
We obtained and analyzed three core samples (GS-KNM-1, GS-SGT-1, and AK-1) crossing the faults, and the Holocene
vertical movement was determined on the basis of vertical correlation of sedimentological observation, radiocarbon ages,
diatom assemblage. Based on these analyses, we interpreted ten sedimentary facies: the late Pleistocene marine sediments,
meandering river sediments, salt marsh to tidal flat sediments, offshore sediments, shoreface sediments, foreshore sediments,
backshore sediments, modern river sediments, dune sediments, and surface soils in ascending order. The mean vertical-slip
rate of this fault is estimated 3.5-4.0 mm/yr based on the vertical-offsets of the 8.0-9.0 cal kyr BP ravinement surface and the
around 5.5 cal kyr BP pumice layer.
Keywords：active fault, sedimentary facies, radiocarbon age, Holocene, diatom, Niigata Plain

速度は 3.5 ～ 4.0mm/yr であると考えられる．
要旨
1

新潟平野西縁部の沖積層およびその基盤を大きく変

はじめに

形させている角田・弥彦断層の活動度を評価すること

「沿岸域の地質・活断層調査」では，平成 20 年度

を目的にして，活断層を挟んで二本のボーリングコア

に主として能登半島北部地域，平成 21 年度に新潟平

試料を掘削・解析した．また，これらの掘削地点間で

野沿岸域の総合調査を計画した．ただし，新潟平野の

得られた既存コアでも新たに解析をおこなって，活断

陸域に関しては，平成 20 年度から先行して調査を開

層をほぼ直交方向に横断する上部更新統と完新統の時

始し，2 年間で平野地下の層序と地質構造を明らかに

空間分布を検討した．その結果，この地域の地層を下

することとした．平成 20 年度は既存のボーリング資

位から，上部更新統の海成層・蛇行河川堆積物・淡水

料の収集と，平野西縁に位置する断層近傍の浅層地質

～塩水湿地堆積物・沖浜堆積物・外浜堆積物・前浜堆

の解明に重点をおいた．この報告は，平成 20 年度に

積物・後浜堆積物・現世河川堆積物・砂丘堆積物・表

新潟平野西縁で実施したボーリング調査の結果をまと

土に区分した．
これらの中で明瞭な対比層準であった，

めたものである．

8 ～ 9 千年前に形成された沖浜～上部外浜堆積物のラ

2

ビンメント面および約 5.5 千年前の軽石火山灰層の標

既存研究

高差を求めた．これらの基準面が形成された当時の地

新潟平野西縁部には活動度が高い活断層が北北東 -

形勾配を加味すると，角田・弥彦断層の平均上下変位

南南西方向に分布している（小林，1996）．その内，

1

産業技術総合研究所 地質調査総合センター 地質情報研究部門 (AIST, Geological Survey of Japan, Institute of Geology and Geoinformation)

2

新潟大学 災害復興科学センター (Niigata University, Research Center for Natural Hazards and Disaster Recovery)

3

甲賀地盤調査 (Koka Jiban survey Co. Ltd., 4-14 Kyomachi, Minakuchi, Koka, Shiga, 528-0017, Japan)
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平野の北西部には角田・弥彦断層（仲川，1985）が

CALIB 5.0.（Stuiver et. al., 2005）と IntCal04（Reimer

伏在している（第 1 図）
．この活断層は変動地形学的

et al., 2004）で AD1950 ＝ 0 cal yr BP として 2 σの

には，角田山東縁断層（池田ほか，2002），もしくは，

誤差範囲を持った暦年に較正した（第 1 表）
．なお，

長岡平野西縁断層帯の弥彦活動セグメント（産総研活

これらの結果は KNM コアについては Tanabe et al.（投

断層データベース：吉岡，2005）と記載されている．

稿中） で，SGT と AK コアについては中西ほか（投

同断層で地形学的に読み取れる平均変位速度は，最終

稿中）のものを引用した．
また，堆積物物性を調べるために Geotek 社製の

氷期末以降の段丘面の上下変位量を基にして 1mm/yr

Multi-Sencor Core Logger を用いてγ線透過率・初磁

程度であると推定されている（池田ほか，2002）．
下川ほか（1997，2000）は新潟市西蒲区巻町（巻

化率・コア径を 2cm 間隔で自動測定した．このコア

GS コア）と同竹野町（竹野町 GS コア）でのボーリ

径の値を使用して 1m 毎のコア試料の湿潤かさ密度を

ング調査に基づいて，角田・弥彦断層の平均上下変位

算出した．また，コア径の違いによる値のバラツキを

速度は約 3 ～ 4mm/yr であると推定している．一方，

確認するために，約 7cm3 のキューブ試料を用いてお

加野ほか（1999）は巻町～西川町での P 波反射法地

およそ 25cm 間隔で湿潤かさ密度を測定した．

震探査によって測線距離 1.5 ～ 2.5km 地点（第 1 図）

4

において沖積層基底礫層上面が約 50m の上下変位を
受けている可能性を指摘している．
3

堆積相と年代値

この地域の沖積層の基底面は，活断層の沈降側の
KNM では標高 -151m 以深である（第 2 図）のに対

方法

して，隆起側の SGT では標高 -23m 程度である（第 3

角田・弥彦断層の沈降側に相当する新潟市西区金

図）
．また，この地域の沖積層を下位から，蛇行河川

巻 新 田 地 区（WGS84：N37 ﾟ 49’ 58.4’’ E138 ﾟ 55’

堆積物・淡水～塩水湿地堆積物・沖浜堆積物・外浜堆

47.1’’，標高＋ 2.74m）で 154m 長の GS-KNM-1（以

積物・前浜堆積物・後浜堆積物・現世河川堆積物・砂

下 KNM） コ ア を， 隆 起 側 の 赤 塚 地 区（N37 ﾟ 48’

丘堆積物・表土に区分した．SGT の沖積層は上部外浜

34.5’’ E138 ﾟ 52’ 15.9’’，標高＋ 16.39m）で 84m 長

よりも浅部で形成された厚さ 39.5m の堆積物で構成

の GS-SGT-1 コア（以下 SGT）を約 6km 離れた地点

され，それ以深は不整合面を挟んで海成の上部更新統

でそれぞれ採取して，物理検層を実施した（第 1 図）．

が分布する．下位から順に上記の堆積相と年代値につ

両コアを用いて層相観察と珪藻化石群集組成分析，

いて記載する．また，珪藻化石の群集組成の解析結果

AMS 放射性炭素年代測定を実施した．また，これら

を第２表に示す．

の掘削地点間で得られた 65m 長の AK-1 コア（Urabe
et al.，2004：N37 ﾟ 48’ 59.2’’ E138 ﾟ 53’ 30.7’’，標

上部更新統の海成層：SGTコア深度84.0～39.5m

高＋ 1.0m：以下 AK）でも堆積相と堆積年代・堆積

深度 70.8m と 47.6m の不整合面を介して下部の細

物物性を検討して，活断層をほぼ直交方向に横断する

粒砂層・中部の砂泥互層・上部の細粒～中粒砂層に

上部更新統と完新統の時空間分布を検討した．

三分できる．深度 48.8m で得られた植物片が 53 kyr

堆積相の解釈のために実施した内容を以下に記す．

BP よりも古い値（暦年未較正）を示すこと，海棲の

堆積構造を詳しく観察するために，東邦化学工業株

珪藻化石群集が稀産することから，同層は海成の上部

式会社製のグラウト剤 SAC-1 を使用して剥ぎ取り標

更新統であると推定される．

本を作製した．また，管電圧 40kvp・3mA・8 秒間
で発生させた軟 X 線が 7mm 厚のスラブ試料を透過

蛇行河川堆積物：KNMコアの深度154.0～114.4m

した写真をアールエフ社製のデジタル X 線センサー

植物片や根を多産する泥層と斜交層理がみられる中

NAOMI/NX-04S を使用して撮影した．さらに，69 枚

粒砂層の互層からなる．厚さ 4m 以上の泥砂互層で構

のスメアスライドを作成して珪藻化石の群集組成を解

成されること，洪水性堆積物で特徴的な逆級化構造が

析した．

多くみられること，淡水棲の珪藻化石群集が多産する

一方，堆積年代を推定するために AMS 放射性炭素

ことから，蛇行河川流路～氾濫原の堆積物であると考

年代測定を実施した．コア試料から産出した植物片の

えられる．同層に含まれる植物片は 16.5 ～ 13.0 cal

年代値を測定して，1 σの誤差範囲を持った年代値を

kyr BP の年代値を示す．
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淡水～塩水湿地堆積物：KNMコア深度114.4～

堆積物であると推定される．この層準では測定に充分

68.3m；AKコア深度65.0～51.8m

な量の年代試料が得られなかった．

植物根と生物擾乱痕・貝化石がみられる砂泥互層か
らなる．両者の含有度は逆相関しながら 5 回程度の

現世河川堆積物：KNMコア深度12.7～1.7m；AKコア

増減の反復が認められる．この変化は珪藻化石群集組

深度11.0～1.0m
中礫大のマッドクラストや細礫混じりの粗粒砂層か

成に基づくと，潮上帯の淡水湿地相と潮間～潮下帯の
塩水湿地相が指交関係で累重していると考えられる．

ら粒径の揃った中粒砂層で主に構成される．KNM コ

同層に含まれる植物片は 12.4 ～ 9.4 cal kyr BP の年

アの最上部には植物片や根を含む泥層が認められる．

代値を示す．

両コアの砂層には上方粗粒化が認められるので，この
地域を江戸時代前期まで流下していた信濃西川の堆積

沖浜堆積物：KNMコア深度68.3～63.1m；AKコア深

物であると考えられる．1.2 ～ 0.8 cal kyr BP の年代

度51.8～48.6m

値を示す植物片が含まれる．

貝化石と生物擾乱痕，植物片がみられる泥層からな
る．よわい平行葉理の発達する泥層で，海棲の珪藻化

砂丘堆積物：SGTコア深度11.0～1.5m

石が稀産するので，沖浜堆積物であると考えられる．

平行葉理がみられる中粒砂層からなる．石英粒子が

なお，AK コアの同層基底にはコア半裁面にみかけ 45°

多く，砂鉄の濃集層が僅かにしかみられず，新砂丘Ⅰ

の断層面が認められる．9.3 ～ 9.0 cal kyr BP の年代

（新潟古砂丘グループ，1974，1976）で SGT コアを

値を示す植物片が含まれる．

掘削したので，砂丘堆積物であると考えられる．

外浜堆積物：KNMコア深度63.1～20.0m；AKコア深

表土：KNMコア深度1.7～0.0m；AKコア深度1.0～

度48.6～22.0m；SGTコア深度39.5～20.2m

0.0m；SGTコア深度1.5～0.0m
KNM コアと AK コアの表層は人工盛土，SGT コア

貝化石やウニ片，植物片を含んだ下位の砂泥互層と
斜交層理が発達した上位の細粒～中粒砂層に二分でき

の表層は耕作土からなる．

る．これらからは海棲の珪藻化石が稀産するので，前

5

者は平穏時には泥が，暴浪時は砂が供給される下部外

密度

コア試料で測定した沖積層の平均湿潤かさ密度は，

浜堆積物であり，後者は波浪の影響が大きく常に砂が
堆積する上部外浜堆積物であると考えられる．なお，

砂丘堆積物で 1.51g/cm3 程度，それ以深～上部外浜

上部外浜堆積物には軽石質火山灰層が挟まれ，沼沢湖

堆積物では 1.75g/cm3 程度，下部外浜堆積物以深の

火砕堆積物（Nm-NK：山元，
2003）であると考えられる．

砂泥互層では 1.71g/cm3 程度であった．また，上部

8.2 ～ 5.1 cal kyr BP の年代値を示す植物片が含まれる．

更新統の砂泥互層では 1.75g/cm3 程度であるのに対
して，不整合面以深の細粒砂層では 1.79g/cm3 程度

前浜堆積物：KNMコア深度20.0～14.0m；AKコア深

であった（第 4 図）．一方，下部外浜～淡水 - 塩水湿

度22.0～14.3m；SGTコア深度20.2～13.0m

地堆積物ではコア試料で測定した密度がキューブ試料

緩く傾斜する平板状平行層理が発達した粒径の揃っ
た細粒～中粒砂層からなる．砂浜海岸の波打ち際で頻

のものよりも 0.3g/cm3 程度低い傾向がみられた（第
4 図）
．

繁にみられる砂鉄の濃集層が認められるので，前浜堆

6

積物であると推定される．3.3 ～ 1.2 cal kyr BP の年
代値を示す植物片が含まれる．

考察

角田・弥彦断層の活動度を評価するための基準面と
して，断層の沈降側の沖浜堆積物基底面と，隆起側の

後浜堆積物：KNMコア深度14.0～12.7m；AKコア深

上部外浜堆積物基底面が海進面であることが推定さ

度14.3～11.0m；SGTコア深度13.0～11.0m

れる．この面は年代測定の結果 9-8 千年前に形成さ

堆積構造が不鮮明な細粒砂～粗粒砂からなる．前浜

れたと考えられる．また，特徴的な軽石火山灰層が，

堆積物と比較して葉理構造が不鮮明で水理的な影響が

KNM コアでは上部外浜堆積物に，SGT コアでは前浜

軽微でありそうなので，水流の影響を受けにくい後浜

堆積物にそれぞれ挟在されるのでよい基準面となる．
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この軽石火山灰層は Nm-Nk( 山元，2003) と類似して

研究報告

新潟地盤図編集委員会（2002）新潟県地盤図．新潟
地質業協会，66pp+5 図．

いる．本層周辺の炭素同位体年代と対比し，この火山

新潟古砂丘グループ（1974）新潟砂丘と人類遺跡－

灰層は約 5.5 千年前に堆積したと考えられる．

新潟砂丘の形成史 Ⅰ－．第四紀研究，13（2）
，

8-9 千年前から軽石火山灰層までの層準は，SGT コ

57-65．

アでは約 20m，KNM コアでは約 35m 堆積している．
これが 3.5 ～ 4.5 千年間で堆積していることから，こ

新潟古砂丘グループ（1976）新潟砂丘砂－新潟砂丘
の形成史 Ⅱ－．第四紀研究，17(1)，25-38．

の間の断層の平均上下変位速度は 3.5 ～ 4.0mm/yr と
なる．しかし，日本海側の気候を考慮すると，海進期

Reimer, P. J., Hughen, K. A., Guilderson, T. P., McCormac,

の沖浜と上部外浜の水深差は軽石火山灰層堆積時の水

F. G., Baillie, M.G. L., Bard, E., Barratt, P., Beck,
J. W., Brown, D. M., Buck, C. E., Damon, P. E.,

深差より小さい可能性があるため，これより変位量は

Friedrich, M., Kromer, B., Ramsey, C. B., Reimer,

小さい可能性がある．

R. W., Remmele, S., Southon, J. R., Stuiver, M., van

一方，SGT コアでの軽石火山灰層の標高が -5m で

der Plicht, J. (2002) Preliminary Report of the first

あるのに対して，KNM コアでは標高 -33m 程度に存

workshop of the IntCal04 Radiocarbon Calibration/

在する．前浜と上部外浜の水深差は当時の気候等によ

Comparison Working Group. Radiocarbon 44, 653-

り変動している可能性もあるが，現在の新潟西海岸で

661.

は 8 ｍ程度（新潟大学泉宮教授私信）である．KNM

下川浩一・粟田泰夫・佐竹健治・吉岡敏和・七山
苅谷愛彦・小松原

コアの軽石火山灰層は上部外浜層の下部にあることか

太・

琢・羽坂俊一・重野聖之

（1997）地形・地質調査 1．科学技術振興調整

ら上部外浜でも水深の深いことが想定される．2 本の
コアの軽石火山灰層の水深差が 8m 程度であると仮定

費

すると，3.7mm/yr となる．

ャル評価に関する総合研究（第Ⅰ期 平成 6 ～
8 年度）成果報告書，科学技術庁，67-84．

これらの値は下川ほか（1997，2000）や加野ほか
（1999）と矛盾しない．これらの変位速度は，地層の

日本海東縁部における地震発生ポテンシ

下川浩一・粟田泰夫・佐竹健治・吉岡敏和・七山
苅谷愛彦・小松原

圧密や当時の水深などについて検討していないので，

太・

琢・羽坂俊一・重野聖之

今後検討する必要がある．また，隆起側のコアの採取

（2000）地形・地質調査 1．日本海東縁部にお

地点は変形帯の中に位置しているので，断層全体の変

ける地震発生ポテンシャル評価に関する総合

位速度はもっと大きい可能性がある．

研究（第Ⅱ期 平成 9 ～ 10 年度）成果報告書，
科学技術庁，65-85．
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第 1 表 　放射性炭素年代値の概要．GS-KNM-1 コアの値は Tanabe et al.（2009）に，GS-SGT-1 と AK-1 コアの値は中西ほか（2009）による．

Table 1    Summary of radiocarbon dates. The dates of GS-KNM-1 core are after Tanabe et al., (2009), GS-SGT-1 and AK-1 cores are
after Nakanishi et al., (2009).

Material

Conventional 14C age:
68.2% probability
(yr BP)
(±yr)

Calibrated 14C age:
95.4% probability
Youngest Oldest

Laboratory code

1.04

Plant fragments

modern

-

-

-

IAAA-82060

-2.38

Plant fragments

920

30

744

919

IAAA-82061

-

-11.38

Plant fragments

3,100

30

3,221

3,383

IAAA-82062

28.39

28.41

-25.66

Plant fragments

4,470

40

4,974

5,291

IAAA-82074

39.72

39.73

-36.99

Plant fragments

5,200

40

5,896

6,021

IAAA-82063

45.62

-

-

-42.88

Phragmites spp.

5,400

40

6,019

6,290

IAAA-82075

53.15

-

-

-50.41

Plant fragments

5,930

40

6,666

6,807

IAAA-82064

58.66

58.50

58.81

-55.92

Plant fragments

6,620

40

7,439

7,572

IAAA-82089

62.49

62.48

62.50

-59.75

Phragmites spp.

6,830

40

7,586

7,733

IAAA-82065

65.81

65.80

65.81

-63.07

Phragmites spp.

8,070

50

8,775

9,126

IAAA-82088

68.72

68.70

68.74

-65.98

Plant fragments

8,350

40

9,275

9,472

IAAA-81906

70.34

70.32

70.35

-67.60

Plant fragments

8,530

40

9,475

9,545

IAAA-81907

71.53

-

-

-68.79

Plant fragments

8,530

40

9,475

9,546

IAAA-81908

72.56

72.55

72.57

-69.82

Plant fragments

8,750

40

9,561

9,903

IAAA-81909

74.60

74.59

74.60

-71.86

Phragmites spp.

8,760

40

9,562

9,905

IAAA-81910

76.50

76.49

76.50

-73.76

Phragmites spp.

8,880

40

9,783

10,182

IAAA-81911

78.91

78.90

78.91

-76.17

Plant fragments

8,980

40

9,925

10,235

IAAA-81912

81.46

81.43

81.48

-78.72

Plant fragments

9,200

50

10,246

10,495

IAAA-81913

83.36

83.35

83.37

-80.62

Plant fragments

9,290

40

10,297

10,586

IAAA-81914

84.61

84.60

84.61

-81.87

Plant fragments

9,370

40

10,497

10,710

IAAA-81915

86.17

-

-

-83.43

Leaves

9,470

50

10,575

11,068

IAAA-81916

87.83

-

-

-85.09

Plant fragments

9,340

40

10,427

10,684

IAAA-81917

89.31

-

-

-86.57

Wood

9,560

40

10,722

11,091

IAAA-81918

89.78

89.75

89.80

-87.04

Phragmites spp.

9,530

40

10,694

11,083

IAAA-81919

90.57

90.56

90.58

-87.83

Plant fragments

9,570

40

10,734

11,102

IAAA-81920

91.39

91.38

91.40

-88.65

Plant fragments

9,600

40

10,759

11,142

IAAA-81921

93.62

93.60

93.63

-90.88

Plant fragments

9,620

50

10,775

11,040

95.18

-

-

-92.44

Plant fragments

10,160

50

11,614

12,047

IAAA-81922
BETA-255589

96.40

96.39

96.40

-93.66

Plant fragments

11,200

50

12,969

13,205

IAAA-81923

98.80

-

-

-96.06

Plant fragments

9,900

40

11,213

11,595

IAAA-81924

100.69

100.68

100.70

-97.95

Plant fragments

10,030

40

11,335

11,751

IAAA-81925

101.42

101.40

101.43

-98.68

Plant fragments

10,110

50

11,404

11,973

IAAA-81926

102.42

102.40

102.43

-99.68

Plant fragments

9,930

40

11,236

11,602

IAAA-81927

103.69

103.67

103.70

-100.95

Plant fragments

10,190

50

11,651

12,062

IAAA-81928

105.64

105.62

105.65

-102.90

Leaves

10,080

50

11,365

11,959

IAAA-81929

107.79

107.78

107.80

-105.05

Leaves

10,100

50

11,404

11,972

IAAA-81930

109.87

109.85

109.88

-107.13

Leaves

10,370

50

12,043

12,565

IAAA-81931

111.45

111.43

111.47

-108.71

Plant fragments

10,470

50

12,149

12,662

IAAA-81932

114.23

114.20

114.25

-111.49

Plant fragments

10,990

50

12,858

13,041

IAAA-81933

117.54

117.50

117.57

-114.80

Leaves

11,370

50

13,136

13,332

IAAA-81934

Depth in GS-KNM-1 core

Elevation

Medium

Top

Bottom

Medium

1.71

1.70

1.71

5.12

5.11

5.13

14.12

-

28.40
39.73
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122.19

122.18

122.20

-119.45

Leaves

11,260

50

13,057

13,258

IAAA-82066

126.25

126.24

126.26

-123.51

Leaves

11,600

50

13,314

13,605

128.41

128.40

128.41

-125.67

Leaves

12,220

50

13,923

14,228

IAAA-81935
IAAA-82067

136.90

-

-

-134.16

Plant fragments

12,390

60

14,116

14,791

IAAA-82068

144.82

144.79

144.84

-142.08

Leaf

13,180

60

15,268

15,968

IAAA-82069

148.20

-

-

-145.46

wood

13,400

60

15,541

16,323

IAAA-82087

152.34

152.33

152.35

-149.60

Plant fragments

13,880

60

16,155

16,915

IAAA-82070

Material

Conventional 14C age:
68.2% probability
(yr BP)
(±yr)

Calibrated 14C age:
95.4% probability
Youngest Oldest

Laboratory code

Depth in the GS-SGT-1 core

Elevation

Medium

Top

Bottom

Medium

0.9

-

-

15.49

charcoal

1,190

34

1,530

1,694

IAAA-82082

22.62

22.61

22.63

-6.23

Plant fragments

1,690

32

6,285

6,401

IAAA-82083

26.13

26.1

26.15

-9.735

Plant fragments

5,538

38

7,787

7,963

IAAA-82084

32.38

32.35

32.4

-15.985

Plant fragments

7,043

44

7,160

7,411

IAAA-82085

38.2

38.18

38.22

-21.81

Plant fragments

7,440

70

8,054

8,393

BETA-255588

53.15

-

-

-36.76

Plant fragments

>53062

-

-

-

IAAA-82086

Material

Conventional 14C age:
68.2% probability
(yr BP)
(±yr)

Calibrated 14C age:
95.4% probability
Youngest Oldest

Laboratory code

Depth in the AK-1 core

Elevation

Medium

Top

Bottom

Medium

0.9

9.17

9.23

0.1

Plant fragments

1,266

34

1,088

1,285

IAAA-82076

14.47

14.46

14.48

-13.47

Leaves

1,268

32

1,091

1,285

IAAA-82077

37.29

37.27

37.30

-36.285

Plant fragments

5,771

39

6,477

6,666

IAAA-82078

50.91

-

-

-49.91

Wood

8,322

46

9,141

9,467

IAAA-82079

53.32

53.29

53.35

-52.32

Bark

8,699

46

9,543

9,886

IAAA-82080

57.57

-

-

-56.57

Root

8,770

50

9,557

10,118

BETA-255670
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第 1 図　コア掘削地点の位置図．赤点はこの研究のコア掘削地点を，黒点は既存研究の位置をそれぞれ示す．国土地理院発
行の数値地図 50,000（地図画像）「新潟・長岡」を使用した．カシミールと数値地図 50 m メッシュ（標高）「日本
II」を使用して標高段彩図を作成した．竹野町 GS と巻 GS コア掘削地点は下川ほか（1997）に，その他は小林ほか
（1976）や卜部ほか（2004, 2006）による．沖積層基底図は新潟県地盤図編集委員会（2002）に基づく．

Fig. 1

 ocation map of the drill sites of cores. Red and black dots, respectively, show the location of borehole cores
L
of this study and the existing studies. Digital Map 50,000 (Map Image) were used to illustrate this map. Tokyo
and Digital Map 50 m Grid (Elevation), Japan II were used to illustrate this map. Drill sites of Takemomachi GS
and Maki GS cores are after Shimokawa et al., (1997), and others are after Kobayashi et al., (1976) and Urabe
et al., (2004, 2006). Isopachs of the Chuseki-so are after Editorial Committee of Subsurface Geology of Niigata
Prefecture (2002).
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GS-KNM-1 コアの堆積相・珪藻化石群集組成・放射性炭素年代値．

Fig. 2　 Sedimentary facies, diatom assemblages and radiocarbon ages of GS-KNM-1 core.

第2図
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GS-SGT-1 と AK-1 コアの堆積相・珪藻化石群集組成・放射性炭素年代値．

Sedimentary facies, diatom assemblages and radiocarbon ages of GS-SGT-1 and AK-1 cores.

Fig. 3

沿岸域の地質・活断層調査

第3図
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ボーリングコア解析による角田・弥彦断層の活動度評価

第4図

コアとキューブで測定した湿潤かさ密度．

Fig. 4

Wet bulk density of the core and cube samples.
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堆積相と放射性炭素年代値に基づく角田・弥彦断層を挟んだコアの対比．

Fig. 5　  Correlation of cores across the Kakuda-Yahiko fault, based on the sedimentary facies and radiocarbon ages.
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第 2 表 　珪藻化石群集解析結果（その 1）．

ボーリングコア解析による角田・弥彦断層の活動度評価
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第 2 表 　珪藻化石群集解析結果（その 2）．

平成 20 年度
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第 2 表 　珪藻化石群集解析結果（その 3）．

ボーリングコア解析による角田・弥彦断層の活動度評価
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第 2 表 　珪藻化石群集解析結果（その 4）．

平成 20 年度
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第 2 表 　珪藻化石群集解析結果（その 5）．

ボーリングコア解析による角田・弥彦断層の活動度評価
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第 2 表 　珪藻化石群集解析結果（その 6）．

平成 20 年度
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第 2 表 　珪藻化石群集解析結果（その 7）．

ボーリングコア解析による角田・弥彦断層の活動度評価
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第 2 表 　珪藻化石群集解析結果（その 8）．

平成 20 年度
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地質調査総合センター速報 No.49，平成 20 年度沿岸域の地質・活断層調査研究報告，p.121-126，2009

新第三紀及び第四紀堆積盆地の地質学的研究
Geological studies on the Neogene and Quaternary sedimentary basins
水野清秀 1・小松原

琢 1・植木岳雪 2・竹内圭史 1・宮地良典 1・長森英明 1・中島
中西利典 1・山口正秋 3

礼 2・工藤

崇 1・

Kiyohide Mizuno, Taku Komatsubara, Takeyuki Ueki, Keiji Takeuchi, Yoshinori Miyachi,
Hideaki Nagamori, Rei Nakashima, Takashi Kudo,
Toshimichi Nakanishi and Masaaki Yamaguchi
Abstract: As fundamental geological studies on the Neogene to Quaternary sedimentary basins, stratigraphical and tectonic
investigation in north Hokkaido and the Kanto Plain, and arrangement of subsurface data in the Omi Basin were carried out.
In north Hokkaido, paleomagnetic measurement and dating of Rishiri Volcano have been conducting. In the Kanto Plain,
we analyzed Piocene to Middle Pleistocene sediments stratigraphically and sedimentologically using traceable tephras,
microfossils and drilling cores. In the Omi Basin, subsurface sediments were subdivided into three units based on a horizon of
the Aira-Tn tephra.
Keywords：sedimentary basin, Omi Basin, Kanto Plain, Rishiri Volcano, , paleomagnetism, stratigraphy, tephra, subsurface
geology

平野・近江盆地をはじめとする平野や盆地の陸上～
要旨

地下・沿岸地域の地形，構成層の層序，地質構造，

島弧堆積盆の研究の一部として，北海道北部の第

地盤特性，自然災害要因，古環境などに関する調査・

四系の層序・編年に関する研究，関東平野の編年と

研究を，主要なプロジェクト研究と連携させて，あ

広域地質構造に関する研究，近江盆地の浅層地下地

るいはプロジェクト研究では扱わない地域またはテ

質に関する研究を行った．北海道北部では，利尻火

ーマについて補って進め，新たな知見を提供するこ

山の古地磁気・年代測定を行った．関東平野では，

とにある．平成 20 年度は，主として（1）北海道北

加治丘陵に分布する鮮新・更新統中の 3 枚のテフラ

部地域の第四系の層序・編年に関する研究，（2）関

の広域対比，房総半島での上総層群の火山灰・微化

東平野の新第三系及び第四系の編年と広域地質構造

石層序の再検討，水戸地域でのボーリング掘削調査

に関する研究，（3）近江盆地の浅層地下地質に関す

を実施した．近江盆地では既存ボーリング資料を解

る研究を行った（第 1 図）．これらの研究の進捗状

析し，姶良 Tn テフラを鍵層として浅層地下を 3 つ

況及び成果を，以下に報告する．研究を進めるに当

に区分した．

たって，埼玉県環境科学国際センターの八戸昭一博
士には，埼玉県が掘削したボーリングコアの観察・
1

はじめに

分析に関して便宜をはかっていただいた．また地質

これまで「島弧堆積盆の研究」として実施してき

情報研究部門の納谷友規博士及び本郷美佐緒博士に

た研究の一部を，平成 20 年度には「沿岸域の地質・

は，それぞれ専門的な立場で情報提供や議論をして

活断層調査」の中の「陸域の地質調査」のサブテー

いただいた．これらの方々に深く感謝申し上げる．

マとして継続して行った．この研究の目的は，関東
1

産業技術総合研究所 地質調査総合センター 地質情報研究部門 (AIST, Geological Survey of Japan, Institute of Geology and Geoinformation)

2

産業技術総合研究所 地質調査総合センター 地質調査情報センター (AIST, Geological Survey of Japan, Geoinformation Center)

3

元産業技術総合研究所 地質調査総合センター地質情報研究部門 (Formerly AIST, Geological Survey of Japan, Institute of Geology and
Geoinformation)，現 ( 株 ) クインテッサジャパン (Quintessa Japan Corporation, Minatomirai 2-3-1, Nishi, Yokohama, 220-6007
Japan)
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2.1

沿岸域の地質・活断層調査

研究報告

丘 陵 ） に 分 布 す る 鮮 新・ 更 新 統 で あ り， 植 木 ほ か

主な研究内容と結果

（2006）や正田・関東平野西縁丘陵団体研究グルー

北海道北部地域の第四系の層序・編年に関する

プ（2008）により中部に 2 枚の広域テフラが認め

研究

られたが，全体の年代範囲は不明のままである．そ

日本海東縁変動帯の一部にあたる北海道北部地域

こで，テフラの対比や海進・海退サイクルの認定な

の第四系の層序と編年の精度向上，第四紀地殻変動

どによる堆積年代の検討を行った．これまでに仏子

の解明を目的として，また短期的にはサロベツ・天

層最下部と最上部に挟まる 3 枚のガラス質テフラを

北地域にテフラを供給している利尻火山の活動史を

火山ガラスの形態や ICP 発光分析による化学組成な

明らかにするため，その年代に関する研究を行った．

ど か ら 同 定 し た． 化 学 分 析 値 を 第 1 表 に 示 す． こ

利尻火山はおよそ 20 万年前から 7,000 年前までの

れらのテフラは一般に TiO2 が少なく，K2O が多い，

溶岩，火砕物，火山麓扇状地堆積物から構成されて

Fe2O3 に比べて MgO が少ないなど，中部山岳地域を

いるが，噴出年代が決定された溶岩は少なく，利尻

噴出源とするガラス質テフラの特徴を有するが，微

火山の活動開始時期，終了時期は不明確である（石

量元素の含有量などによってそれぞれを識別するこ

塚 ,2000 など）．火山麓扇状地堆積物の成因もよく

とが可能であると考えられる．

わかっていない．そこで，現在，年代未詳の溶岩の

仏子層最下部のテフラに対比されるものは，埼玉

古地磁気測定と K-Ar 年代測定を実施中である．こ

県行田観測井コアの深度約 553m，川島観測井コア

れまでの研究成果としては，利尻島北岸の旧期火山

の深度 376m にみられ，また近畿地方の古琵琶湖層

麓扇状地堆積物が，古地磁気測定結果からは高温で

群中の鎌掛 [ かいがけ ] 火山灰層（古琵琶湖団体研

定置したホットラハールで，溶岩と氷河が接触する

究グループ ,1977）に酷似する．その年代は 2.4 ～

ことによってもたらされた可能性が高いことが明ら

2.5Ma と 推 定 さ れ る． 一 方， 仏 子 層 最 上 部 に 挟 ま

かになった．

る 2 枚のテフラは，房総半島上総層群黄和田層中の
Kd12 及び Kd11（里口 ,1995）の組み合わせと類似

 東平野の新第三系及び第四系の編年と広域地
関
質構造に関する研究

していて対比される．その年代は 1.3 ～ 1.4Ma であ

関東平野には，広く鮮新世以降の地層が分布して

がほぼ明らかにされた．また関東平野地下との対比

いるが，それらの地層の年代を正確に把握し，対比

により，今後いくつかのテフラが広域に及ぶ地質構

することによって，広範囲にわたる精度の高い地史

造の推定に重要な役割をはたすと期待される．

や地質構造を明らかにすることができる．関東平野

2.2.2

2.2

る．これらの対比によって仏子層の堆積年代の範囲

房総半島中部地域

中央部においては，沿岸大都市圏地下調査手法開発

上総層群は日本の海成第四系の模式層のひとつで

の研究や科学技術振興調整費を用いた研究によっ

ある（Nakagawa et al.,1997）が，その模式地とさ

て，地下を含めた地質情報の統合化が進められてい

れる養老川沿いなど限られたルートでは詳細な柱状

る．一方西部の多摩丘陵や南東部の房総半島では，

図があるものの，側方への連続性については，十分

5 万分の 1 地質図幅の研究によって，新たな知見が

な調査が行われているとはいえない．そこで，養老

得られつつある．しかし各地域の地層を正確に対比

川とその周辺の沢沿いのルートで火山灰鍵層を中心と

するためには，その間や周辺の地層についても，詳

して大縮尺地形図を用いた詳細なルート柱状図を作成

しい調査が必要である．そこで，本研究では特に A：

して岩相層序を確立すると共に，模式的な岩相・火山

加治 [ かじ ] 丘陵に分布する鮮新・更新統の仏子 [ ぶ

灰層序が認められるルート（養老川・古敷谷川）で花

し ] 層，B：房総半島中部に分布する中・下部更新統

粉及び珪藻分析試料を採取・分析し，他地域との対比

の上総層群上部，C：茨城県水戸地域に分布する中・

や編年に必要な基礎データを得ることを目的として調

上部更新統を対象に，海進海退サイクル，広域テフ

査を行った．

ラ，花粉・珪藻などによる編年や堆積環境の研究を

平成 20 年度は，1/25,000 地形図「大多喜」に含

進めた．

まれるルート柱状図を作成し，養老川・古敷谷川ル

2.2.1

ートにおける微化石試料を採取した．一部火山灰試

加治丘陵地域

仏子層は，関東平野西縁の青梅～入間地域（加治

料について屈折率測定と主成分化学分析を行い，特
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に岩相境界と火山灰鍵層が斜交する長南層と笠森層

厚さは最大で約 25 ｍであり，琵琶湖西岸近くで最も

の層序関係を再検討した．その結果，長南層上部（海

厚く東に向かって薄くなる傾向がある．ところによっ

成シルト層）中の火山灰層が笠森層下部（万田野砂

て下位層をチャネル状に削り込むが，大部分でⅡ層最

礫部層）直下の腐植土中に産することが再確認され

上部を整合に覆う．本層の年代は約 16.5ka（未補正

た．また，国本層から長南層までの火山灰層産出層

年代値）以降と考えられる．

準を確定することができた．

Ⅱ層最上部（低位段丘堆積物相当）：腐植質堆積物を

2.2.3 水戸地域

主体とし粘性土や砂質土を挟有する．琵琶湖西岸の山

関東平野北東部に位置する水戸地域の第四系の層

麓では砂礫がちで上下位層と識別が難しいことがある

序・編年に関する研究（たとえば坂本 ,1972）は，

が，上下位と比較して細粒で有機分に富むという特

基本的には 1970 年代以降進んでいない．近年，露

徴をもち，比較的容易に追跡できる．本部層の中～

頭でいくつかのテフラが断片的に見いだされたもの

下部にしばしば厚さ 5 ～ 20cm の姶良 -Tn テフラが

の，特に段丘の下にある中部更新統の層序と編年に

挟在する．本部層の厚さは 2 ～ 15m 程度と変化に富

ついては不明な点が残されている．平成 19 年度に

む．本部層の年代は 16.5ka ～ 25ka（暦年未補正年代）

水戸市中心部で掘削したボーリングコアからは，1

と考えられる．

つの海退—海進サイクルに対応する堆積シーケンス

Ⅱ層主部（段丘堆積物相当）
：砂・泥および礫の互層を

が認められ，その中に酸素同位体ステージ 6 から 5

主体とし，Ⅰ層と似た層相を示すが，深層まで到達し

の箱根火山起源のテフラが見いだされた．そこで平

たボーリング資料によると腐植質堆積物がある程度の

成 20 年度には，より古い複数の堆積シーケンスが

間隔で挟在することが多い．地盤調査ボーリングでは

期待される水戸市南東部で長さ 45 m のボーリング

この地層の上部に支持層が求められていることが多い．

掘削調査を行った（第 2 図）．そのコアについては

近江盆地には臨海平野の沖積層に見られるような
厚く側方連続性の良い地層は認めがたい．これは，

現在解析中である．

本盆地の地層の堆積作用が，琵琶湖西岸断層帯の活
2.3

近江盆地の浅層地下地質に関する研究

動など小刻みな地殻変動と対応しており，広範囲に

内陸盆地の浅層地下地質に関する研究は，海岸平

一様な堆積環境が成立しなかったことを反映してい

野と比較して立ち遅れていた．本研究は，わが国の

ると考えられる．また最終氷期極相期に細粒・有機

代表的な内陸盆地の 1 つである近江盆地の浅層地下

質の堆積物が広範囲に堆積した要因として，この時

地質資料をデータベース化するとともに地質学的・

代においても流域の広範囲に周氷河作用が卓越する

地盤工学的な特徴を明らかにすることを目的として

ことはなく，むしろ降水量の減少によって土砂移動

関西地質調査業協会と共同で進めてきたものであ

が減少し，盆地に粗粒砕屑物が供給されにくくなっ

る．滋賀県など公的機関の協力を得て約 3,800 本の

ていた可能性が挙げられる．

地盤調査ボーリングデータを収集，電子データ化し
た上で，柱状図の記載内容に基づいて地質学的観点
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第1図

主な調査地域．

Fig.1     Index map of main study areas.
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古琵琶湖層群

鎌掛火山灰

滋賀県甲賀市水口町北内貴

埼玉県行田市真名板

行田コア 552.85-90m

埼玉県入間市仏子

埼玉県比企郡川島町下八ッ林

最下部テフラ

千葉県いすみ市台河

埼玉県入間市春日町

千葉県いすみ市台河

埼玉県入間市春日町

採取地点

0.07

0.06

0.07

0.06

0.08

0.09

0.10

0.08

TiO2

12.55

11.66

11.97

11.87

12.02

12.73

12.19

12.09

Al2O3

1.19

1.18

1.32

1.25

1.39

1.24

1.52

1.33

Fe2O3

P2O5

697

664

Ba

0.05 <0.01 0.90 3.30 4.60 0.02

0.05 0.06 0.80 3.31 4.55 0.02

0.04 0.05 0.80 3.02 4.55 0.01

0.04 0.05 0.81 2.87 5.18 0.02

0.05 0.04 0.73 3.70 4.35 0.02

693

664

646

726

681

0.05 0.02 0.61 3.72 4.01 <0.01 666

0.05 0.08 0.99 3.34 4.46 0.04

0.05 0.05 0.86 3.44 4.35 0.03

MnO MgO CaO Na2O K2O

主成分 (% )

Chemical composition of volcanic glass in the tephras of the Bushi Formation and their correlatives by ICP analysis.

川島コア 376.10-13m

仏子層

Kd12 テフラ

最上部テフラ下

上総層群

仏子層

Kd11 テフラ

最上部テフラ上

上総層群

仏子層

テフラ名

Table l

32

30

27

28

33

29

33

32

La

3

3

2

3

7

8

5

4

Sc

82

85

76

84

53

39

80

85

Sr

微量成分 (ppm)

第 1 表　仏子層のテフラと対比されるテフラの火山ガラスの ICP 発光分析による化学分析値（分析は三菱マテリアルテクノ株式会社による）．

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

V

27

22

23

24

31

30

31

30

Y

新第三紀及び第四紀堆積盆地の地質学的研究

平成 20 年度

沿岸域の地質・活断層調査

研究報告

第2図

水戸地域のボーリング調査位置．地点 1 が平成 19 年度，地点 2 が平成 20 年度掘削地点．

Fig.2

Locality map of the boring sites in Mito area.

第3図

近江盆地における姶良 -Tn(AT) テフラの深度とⅠ層の層厚分布．

Fig3.

Contour map of the AT depth and Unit I thickness in the Omi Basin.
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沿岸大都市圏地下調査手法開発
本課題は，1）
「新潟地域の沿岸陸域を中心とする浅層地盤のボーリング調査資料の収集とデータベース構築に
関わる研究」
，2）
「関東平野の地震動特性と広域地下水流動系の解明に関する地質学的総合研究」の 2 つの課題
からなる．

新潟地域の沿岸陸域を中心とする浅層地盤の
ボーリング調査資料の収集とデータベース構築に関わる研究
Borehole log database of borehole data
in shallow-level ground in the Niigata area
木村克己 1・水野清秀 1

Katsumi Kimura1 and Kiyohide Mizuno1

keywords：borehole log, database, 3-D model, Niigata plain, Echigo Plain, shallow-level ground,

1

ンバーとする北陸地盤情報活用協議会において，ボー

はじめに

リング柱状図は数値化され，データベースに登録され

新潟平野の浅い地盤は，主に最終氷期最盛期以降に

ている．それらは部外者には利用できない状態であり，

形成された沖積層から構成されている．その沖積層は

利用にあたっては会員登録など，何らかの方策が必要

断層運動による堆積盆の沈降と隆起，沿岸域の堆積

であった．
一方，上記柱状図集を編纂した 1980 年以後にも，

環境の多様性を反映して，地域的に，数 m から最大
150m まで層厚が変化し，岩相も大量の含水量を保持

数 1000 点のボーリングデータが新たに公共工事に伴

する軟弱な海成粘性土から支持層になるほどの固さを

う地質調査によって新潟県および市町村の役所に蓄積

有する河川成の砂層や礫層まで多様な変化を示すこと

されてきていると予想されたが，北陸地盤情報活用協

が知られている．こうした沖積層の層厚，岩相の詳細

議会では新たに収集・数値化する計画はないという情

な空間分布を明らかにすることは，
地震動による地表・

報を得ていた．また，独立行政法人防災科学研究所も

地表構造物の揺れやすさ，地震時の被害予測などの評

文科省プロジェクト
「ひずみ集中帯の重点的観測・研究」

価，都市整備・環境保全計画の立案に資する重要な基

等において，北陸地域のボーリング資料の収集とデー

盤情報と考えられている．

タベース化を予定しているという情報を得ていた．

従来の新潟平野の浅層地盤情報は，6000 点あまり

本課題の今年度の研究は，こうした情勢をふまえ

のボーリング柱状図集（建設省北陸地方建設局・北陸

て，新潟県，県内の市町村，北陸地盤情報活用協議会

技術事務所編，1981）
，1/10 万縮尺の新潟県地盤図

の理解と協力を得ること，そして，防災科学技術研究

（新潟県地盤図編集委員会編，2002）に限られていた．

所と共同する方策をとることとし，新潟平野の沿岸域

柱状図集は非売品であり，限定的な資料として県内の

のシームレスな地質情報整備に必要なボーリングデー

関連機関で利用されているだけであるが，国交省の北

タを主とする地下地質情報のデータベース構築を目指

陸地方整備局と北陸 3 県，同県内の市町村を主なメ

した．

1

産業技術総合研究所 地質調査総合センター 地質情報研究部門 (AIST, Geological Survey of Japan, Institute of Geology and Geoinformation)
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それらのコピーと PDF ファイル，全ボーリング柱状

手法

図のリスト（調査報告書名，ボーリング柱状図番号，

新潟，柏崎，高田，国中の各平野域における浅層

地形図上の通し番号，緯度経度，掘進深度等）
，ボー

地盤のボーリング資料を収集し，それらのうち，主要

リング地点位置図（2.5 万分の 1 地形図）を作成する

な資料について，汎用性のある xml 形式で数値化を

こと，そして，それらのうち，地盤のモデル化に必

行い，ボーリングデータベースを作成する．

要なデータを優先的に 1000 点のボーリング柱状図

ボーリングデータ収集にあたって，北陸地域のボ

を選択し，それらの数値化（国交省の電子納品要領

ーリング資料の収集と数値化を防災科研と分担して

ver2.1 の xml 形式）を行うことを目標に定めた．こ

行い，相互にデータの共有をはかること，数値化し

れらのデータ収集と数値化は役務として新潟県地質調

たボ

査業協会に委託することとなった．

ーリングデータは各自治体に返すだけでなく，

自治体の許可を得て北陸地盤情報活用協議会のデー

3

タベースに登録し，データの有効利用を進めること，

研究協力

北陸地盤情報活用協議会の事務局に協力を申し入

に留意した．
ボーリング資料の収集の方策は，新潟県の許可を

れ，現在同協議会のデータベースに登録されている新

得て，同県発注の公共工事関連のボーリング資料の収

潟県内の数値ボーリングデータのリストの提供を得

集に重点をおいた．防災科研では新潟県の市町村を中

た．同リストによれば，登録されているボーリングデ

心に資料収集にあたることで資料収集の分担をおこな

ータは，北陸地方整備局 2616 本，北陸地方整備局監

った．その仕様はつぎのとおりである．

修地盤図集 5158 本，その他 152 本の計 7926 本で

新潟県からこれまで地質調査の発注を受けた地質

ある．このリストには，各ボーリングデータの緯度・

調査会社に保有されている地質調査報告書を対象に

経度，xml ファイル名，登録年月日，業務名などが記

して，その中に含まれているボーリング柱状図（全

述されている．

3000 点）とその位置図，土質試験リストを抽出し，

防災科学技術研究所は，新潟県内の市町村のうち，

第１図　新 潟 地 域 か ら 収 集 し た 3300 点 の ボ ー リ ン グ 資 料 の 地 点 分 布． 図 中 の ラ イ ン は
1/100 万地質図の地層界線．
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燕市，三条市，村上市，五泉市，上越市，柏崎市の各自
治体の協力を得て，計 716 本のボーリングデータを収
集した．同研究所からその資料リストの提供を受けた．
4

データ収集・データベースの成果

現時点（3/16）では，新潟県地質調査業協会によ
って，3300 点あまりのボーリング資料が収集され，
新潟県ボーリング資料収集のリストが作成された（第
1 図）. 同リストを用いて，GIS 上にボーリング地点
とその標題情報を登録した．数値化は 3 月下旬から 5
月にかけて実施される予定となっている．
数値化にあたっては，3300 本のデータ地点ととも
に，北陸地盤情報活用協議会の登録データ 7926 本，
防災科研の収集データ 716 本の各地点情報を基に，
シームレス地質図，地下地質構造モデル構築の上で需
要度の大きい新潟平野西部域を中心に，数値化の対象
とする 1000 本分のボーリングデータを選択する予定
である．
5

今後の計画

H21 年度では数値化されたボーリングデータにつ
いて，
データベース化できるようにデータ形式を整え，
データベースサーバーに登録する．そして，北陸地盤
情報活用協議会のボーリングデータも含め，数値化さ
れたボーリングデータを整理し，新たに数値化すべき
ボーリング資料の抽出とその数値化作業を年度前半を
目処に実施する．年度後半では，構築したボーリング
データベースと既存の標準的な地質層序と地質構造に
関するデータとを統合し，新潟平野西部の 3 次元地
質モデルの作成を行う．

文献
建設省北陸地方建設局・北陸技術事務所編，1981，
新潟県平野部の地盤図集（新潟平野編，高田
平野・柏崎平野編）
，北陸建設弘済会．
新潟県地盤図編集委員会編，2002，新潟県地盤図説
明書，社団法人新潟県地質調査業協会，66p
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関東平野沿岸域の地震動特性と
広域地下水流動系の解明に関する地質学的総合研究
Integrated Research of geology
to contribute to clarificaition of seismic ground motion and
regional movement of underground water in the Kanto Plain
木村克己 1・水野清秀 1・山口和雄 1・安原正也 1・駒澤正夫 1・関口春子 2・宮越昭暢 3・田辺 晋 1・
小松原純子 1・竹村貴人 4・石原与四郎 5・加野直巳 1・大滝壽樹 1・住田達哉 1・伊藤 忍 1・
横倉隆伸 1・稲村明彦 1・森川徳敏 1・中澤 努 1・山口正秋 1・吉田邦一 2・小田匡寛 6

K. Kimura1, K. Mizuno1, K. Yamaguchi1, M. Yasuhara1, M. Komazawa1, H.Sekiguchi2,
S. Miyakoshi2, S. Tanabe1, J. Komatsubara1, T. Takemura4, Y. Ishihara5, N. Kano1,
T.Ohtaki1, T.Sumita1, S.Ito1, T.Yokokura1, A.Inamura1, T.Morikawa1, T. Nakazawa1,
M. Yamaguchi1, K.Yoshida2 and N. Oda6

keywords：Kanto plain, seismic wave, underground water, Chuseki-so, Holocene, Pleisotocene, borehole survey, seismic
reflection survey,gravity,engineering geology,
　　　　　
　　　　　
1

2

はじめに

研究調査データが蓄積された関東平野臨海部の浅

中層地盤課題の内容と成果

2.1ボーリングコア解析による地下地質層序及び地質
構造の確立

層地盤（支持層以浅；70m 以浅）と中層地盤（1km
以浅）の地下地質構造を対象として，沿岸域の地

関東平野中央部における地下地質について，基準

質・活断層調査研究に不可欠な研究手法の開発を進

と な る 層 序， 地 質・ 物 性 の 対 比 標 準 を 構 築 す る た

める．そして，首都圏の安全と環境保全に資する研

め に， ボ ー リ ン グ 調 査 と コ ア 解 析 を 行 っ た． 平 成

究成果を得ることを目的にして，中層地盤課題では、

18-19 年度において，関東平野中央部の埼玉県菖蒲

更新統の堆積・年代層序，地質構造，地質・物性対

町で実施した 350m 長のオールコアボーリング調査

比の標準を構築するとともに，地下水の水質分布特

（菖蒲コア）と PS 検層を実施した．今年度は，その

性と地質・水理地質構造モデルを明らかにし，地下

菖蒲コアの解析の結果に関して，関東平野中央部の

水の水質形成・広域流動機構をモデル化すること，

模式層序として，層相区分，珪藻分析による海成・

浅層地盤課題では，沖積層の堆積・年代層序と地質・

非海成層区分などをとりまとめ公表した（山口ほか，

物性対比の標準を整備するとともに，ボーリングデ

印刷中）．このコアの層序と P 波速度は，つぎに紹

ータベースと３次元地質モデルを構築し，軟弱地盤

介する反射法探査断面においてすぐれたリファンレ

の土質力学特性と地震動応答特性を解明することを

ンスとなることが判明した．すなわち，反射断面の

それぞれ目標に設定し , 研究を行った．

主要な反射面が菖蒲コアの地質柱状図における礫層
の上面にほぼ対比できた．この礫層は海進・海退サ

1

産業技術総合研究所 地質調査総合センター 地質情報研究部門 (AIST, Geological Survey of Japan, Institute of Geology and Geoinformation)

2

産業技術総合研究所 地質調査総合センター 活断層センター (AIST, Geological Survey of Japan, Active Fault Research Center)

3

産業技術総合研究所 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門 (AIST, Geological Survey of Japan, Institute for Geo-Resources and
Environment)

4

日本大学文理学部 (Nihon University of Humanities and Science)

5

福岡大学理学部 (Faculty of Science, Fukuoka University)

6

埼玉大学大学院理工学研究科 (Graduate School of Science and Engineering, Saitama University)
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イクルで形成される地層の基底をなすことから，地

析を行った．その結果，鴻巣―行田の深度数 km の

層対比の有効な鍵層として利用できる．

盆状構造による低重力異常が鮮明になった．しかし，

また，広域テフラ及び特徴的な花粉群集・珪藻群

久喜断層が想定されているところでは北東方向に単

集による特定層準の認定をもとに，埼玉県下の 300

純に重力異常の増加はみられるが明瞭な密度変化を

～ 500m 級コア間の概略的な対比を行い，海進・海

伴う構造は検出されなかった．この結果は，上記の

退サイクルによる地層対比が下総層群に限定される

反射法探査の結果と調和的である．

こと，50 万年程度の期間にわたって局所的に厚い
扇状地礫層が発達すること，上総層群中に広域的な

2.4

地下水の地球化学的特性分布の把握と水文プロ
セスの解明

不整合が存在する可能性があることが明らかとなっ

本課題では，地下水システムを再現する上で鍵と

た．
115 万年前の上越テフラの層準を反射法探査断面

なる地下水の地球化学的特性とその詳細な空間分布

に投影することによって，その綾瀬川断層による上

を明らかにし，地下水の水文科学的特性と層序・地

下変位は 150m 程度に及び，また久喜断層による変

質構造との関係を検討している．地下水研究のポイ

位はほとんどないと推定された．

ントは，関東平野中央部において，北西―南東に延
びる綾瀬川断層と想定久喜断層との間に胚胎する停

2.2

反射法探査と地下地質構造

滞した地下水塊の実態とその原因解明である．
これまでに，関東平野中央部全域の地下水の水質

基準となる地下地質構造を得るために，北西 - 南
東方向に延びる堆積盆を横断する北東－南西方向の

調査を進めてきている．今年度は，荒川右岸地域，

探査測線，すなわち，加須低地－大宮台地－荒川低

埼玉県熊谷地域，茨城県南部地域，千葉県北西地域，

地－入間台地を横断する 30km 長の測線に沿って，

東京都区部における水源井から採取した水試料に基

反射法探地震査を実施してきた（山口ほか，2006，

づき，関東平野中央部における地下水の水質と同位

2007，2008）．今年度はそれらを統合した解析を行

体組成の空間分布を詳細に検討した．また，春日部

い，1km 深度まで極めて明瞭な反射断面を得た．そ

オールコアボーリング試料から抽出した間隙水につ

して，菖蒲コアの地質柱状図と対比することで，層

いて同様の分析を行い，地下水の地球化学的鉛直構

序・構造の解釈を行い，綾瀬川断層以外の元荒川構

造の解明を進めた．その結果，綾瀬川断層と想定久

造帯（久喜断層やそれに並行な線状構造）の地下で

喜断層とに挟まれた，いわゆる “ 元荒川構造帯 ” の

は活断層であることを示す地層変形がほとんど認め

内部とその外部においては，両者の地下水システム

られないこと，荒川低地から大宮台地にかけて深度

には著しい違いが存在することがさらに明確になっ

1km 付近に累積変形を示す向斜構造が存在すること

た．この地下水システムを再現する目的で，シミュ

が明らかになった（山口ほか，2008）．

レーションモデルの構築に着手した．
一方で，今後の都市地下水研究に資する目的で，

　　　　　　　　　　　
2.3

重力探査と地下地質構造

本調査の過程で明らかとなった関東平野全般（林・

埼 玉 県 の 草 加 地 域 に つ い て， 測 点 間 隔 50 ～

安 原，2008） と 東 京 都 区 部（ 稲 村・ 安 原，2008）

300m の精密測定による 470 点程のデータを編集し

の地下水の性状や起源，水理構造に関する新たな知

3 次元解析を行った．その結果，中川に沿って南北

見を纏めて公表した．

に低重力異常が伸びており，河床堆積物の分布と整

3

合するが，調査域の南側でも中川の西側に広がって
いるのが判明した．これはかつての河川の痕跡を表

3.1

浅層地盤課題の内容と成果

沖積層地質モデルの構築

首都圏東部域の沖積低地において，標準となる層

しているものと考えられる．
東西方向については東側へ（中川に向かって）数

序・ 堆 積 相， 地 質・ 物 性 対 比 の 標 準 を 構 築 す る こ
とを目的にして，オールコアボーリング調査とコ

10m から 100m 程度に深くなっていく構造が得ら
れ，地震探査の結果と整合する．

ア 解 析，PS 検 層 を 行 う（ 木 村，2004）． こ れ ま で

埼 玉 県 の 鴻 巣 ― 菖 蒲 地 域 で も 測 点 間 隔 300 ～

に 10 地点においてオールコアボーリング調査（50-

500m の 540 点程の重力データを編集し，3 次元解

70m 長），20 地点のオールコアの高精度解析を実
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施し，それらの解析結果を論文にしてまとめてきた

モデルと各グリッドのデータ精度を評価する手法を

（宮地ほか，2004；木村ほか，2006；木村・石原，

検討した．そして，東京低地北部から中川低地中・

2009； 田 辺 ほ か，2008，2009b）． 今 年 度 は， 荒

南部の東西 13 × 22km の範囲において，ボーリン

川低地中流域での検討を新規に進めるために，埼玉

グデータベースを利用して，土質と土質依存型の N

県さいたま市桜区においてオールコアボーリング調

値分布のグリッドモデルを作成した． このグリッド

査（GS-SSS-1）と PS 検層を実施し（第 7 図），コア

モデルに基づいて，地震動応答評価で用いる S 波速

試料の堆積相，物理特性，化学元素含有量，放射性

度の地盤物性モデルを検討した．

年代を解析した．
それらの結果から，下位から礫質河川堆積物（深

3.3

浅層地盤における沖積粘性土の地盤工学的特性

地震動特性評価に必要な動土質特性値の解明を目

度 40-31 m），砂質河川流路堆積物（深度 31-28 m），
氾濫原堆積物（深度 28-20 m），内湾堆積物（深度

的に，軟弱地盤をなす沖積粘性土の動土質特性を室

20-16 m），デルタフロント堆積物（深度 16-7m），

内試験で検討している．実験手法は今年度までにほ

氾濫原堆積物（深度 7-1m）からなることを明らかに

ぼ確立できた．

し，これまで荒川低地で掘削された標準層序ボーリ

昨年度は，超鋭敏粘性土が卓越する春日部地域の

ングコアの解析結果に基づき，埋没谷の埋積過程を

ボーリングコア（GS-KBH-1; 中西ほか，投稿中）に

復元した．

ついて動土質特性の試験を行った．埼玉県春日部地

GS-MUS-1 コア（埼玉県三郷市采女新田地区，42m

域は，大正関東大地震において震度 7 に相当する被

長，H18.12 月掘削）については 27 点，GS-ISH-1 コ

害が発生しているので，超鋭敏粘性土との因果関係

ア（千葉県市川市塩浜 4-5-1 塩浜小学校内，60m 長，

に注目している．今年度は超鋭敏粘性土と通常の粘

H19.2-3 月掘削）については 25 点，GS-KSM-1 コア（東

性土との比較を行うために，埼玉県の上戸田地域の

京都江東区潮見 1-1-1 潮見運動，85m 長，H19.8-9

ボーリングコア（GS-TKT-1；小松原ほか，投稿中）

月掘削）については 24 点の放射性炭素年代値を測定

を対象として，基礎物理試験、圧密試験、ベンダー

し，それらの年代・深度分布を明らかにした（第８図）．

エレメントによる弾性波速度の測定，繰返し非排水

こうした層序・堆積相の解明により，東京低地，

圧三軸圧縮試験（第 9 図）を実施した．同地点の土

中川低地，荒川低地における沖積層の形成過程とそ

質特性は東京低地・荒川低地の典型的なものである．

の堆積環境の違いをより明らかにすることができた．

春日部地域の実験結果との比較によって，つぎのこ
とが明らかになった（小田ほか，2009）．①ベンダ

3.2

ボーリングデータベースと 3 次元地質モデルの

ーエレメントと PS 検層とによる弾性波速度 Vs には

構築

両地域ともによい相関性が認められ，せん断剛性率

地下地質情報のデータベース構築を目的に，国・

G0 が含水比と深度でつぎのように表現できる．G 0=a

自治体・公益法人から地質調査報告書ならびにボー

√ z/w(MPa)   ただし，a=441 春日部地域 , 334

リング柱状図資料を借用し，そのアーカイブ化と電

戸田地域．②繰返し非排水三軸圧縮試験結果は，両

子化によるボーリングデータベースの整備を進めて

地域の沖積粘性土に関する繰り返し剪断応力－剪断

いる．今年度は，データ収集では，荒川低地付近の

歪関係は，Hardin-Drnevich モデルで表現でき，そ

鳩ヶ谷市・戸田市の市役所，国交省の荒川河川事務

の妥当性が確認された．そして，そのモデルのパラ

所等からボーリング調査報告書を借用し，昨年度と

メーターである初期接線剛性，基準歪，最大減衰定

合わせて計 1232 地点のボーリングデータをデータ

数は補正含水比を使って表せる．③春日部地域の粘

ベースに追加した．このボーリングデータベースに

性土は上戸田地域に比べて，剪断剛性が低く歪依存

基づき，臨海部を除く，首都圏東部の沖積層低地に

性が小さい．

おける沖積層基底等高線図を作成した（田辺ほか，

上

以上の結果は，地震動評価において主要な土質定

2009a）．第 7 図は，荒川低地付近の沖積層基底等

数である動土質特性が，深度と含水比，あるいはコ

高線図を示す．3 次元モデルについては，N 値・土

ンシステンシー指数を用いて表現できることを示し

質のグリッドモデルの作成手法（江藤ほか，2008）

ている．

の改良を行い，土質の最頻値に依存した N 値の分布
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にて同様の実験を行うとともに，既存のボーリング

は，理論位相速度の基本モードと 1st higher mode

調査地点における粘性土の含水比・コンシステンシ

の周辺に分布し，それぞれ対応していることが伺え

ー指数と，PS 検層データとの比較検討を行う．そし

る．一方，0.4 ～ 0.8 Hz では，微動から求められた

て，引き続き，超鋭敏粘性土の形成機構とその堆積

位 相 速 度 よ り も か な り 速 く， 理 論 位 相 速 度 の 2nd

環境との関係について，粘性土の組成・化学特性・

higher mode より少し低い値で連なっている．この

粘土の構造から，検討を進める．

地震記録に見られる 0.4 ～ 0.8 Hz の正分散を示す位
相速度は，検討の余地は大きいものの，2nd higher

3.4

地震動の応答特性評価に関する研究

mode のレイリー波の存在を示唆している．この解

沖積層の地盤物性モデルを用いて大正関東地震の
地震動の再現シミュレーションを実施した．また，

析では，基本モードに対応する表面波の位相速度は
まばらにしか見られなかった．

中川低地観測網の地震記録 , および , 同地域で実施し

今のところ，解析に適切な記録が少なく，この波

た微動アレイ観測の記録を用いて表面波の位相速度

が 2nd higher mode のレイリー波であるとは断定で

を求め，地質構造の推定を行った．

きないが，微動と地震動で異なるモードが卓越して

大正関東地震の地震動の再現シミュレーション

いることが示唆されたことは興味深い．

シミュレーションの結果は，最大速度の増幅率に

来 年 度 に は， こ れ ま で に 開 発 し て き た 各 種 の 研

おいて，大正関東地震の被害から推定された震度分

究手法とそれらの手法を使って得た高精度な探査・

布 と の 相 関 性 が 高 く， 沖 積 層 の 厚 さ よ り も， 軟 弱

分析データ，地質モデルについて，全体を統合し，

な粘性土の厚い地域で増幅度が大きい傾向が得られ

高精度な地質モデル，地質形成プロセスに関する

た．しかし，必ずしも一致しない点も少なくなく，

研 究 成 果 を 基 礎 に， 地 震 動 評 価， 地 下 水 の 広 域 流

溺れ谷など狭い範囲に厚い沖積層が細長く分布して

動評価に関する総合的な研究成果の創出に向けて

いるところ，沖積層の基盤をなす更新統において谷

取り組む．
本研究は，下記の方々の研究協力を得て実施した．

埋め粘性土が厚く分布する地域，沼地などの埋め立
て地などの悪い地盤の土地利用である地域では，最

深く感謝します．

大速度の増幅度が震度分布よりも明らかに低めに出

八戸昭一（埼玉県環境科学国際センター），
林

ている．来年度はこうした条件を地盤物性モデルに

用地質（株）），林  武司（秋田大），稲崎富士（土木研）
，

組み込めるように研究を進める予定である．

川本

表面波位相速度の推定

中里裕臣（農村工学研究所），中尾有利子（日本大学）
，

防災科学技術研究所との共同研究のもと，平成 15
年度から，埼玉県東部の中川低地帯内外で自然地震

健（埼玉大），宮下雄次（神奈川県温泉地学研）
，

中山俊雄（都土木技術センター），須貝俊彦（東京大学）
，
網田和宏（秋田大），薮崎志穂（立正大），の各氏．

の観測を行っている．この観測網の中心部は 1km

文献
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宏一
（応

江藤稚雅子・石原与四郎・田辺

晋・木村克己・中

用いてアレイ解析により表面波の位相速度を推定し

山俊雄：ボーリング柱状図資料を用いた N 値

た．また，観測網の中心付近で微動アレー観測を行

と岩相の 3 次元分布モデル―東京低地北部に

い，位相速度を推定し，両者を比較した．

おける沖積層の例―，地質学雑誌 , 114, 187199.

微動アレー観測による位相速度と，地震動記録の
解析による位相速度を比較する（第 11 図）．ここに

林

の地下環境．第四紀研究，47, no.3, 203-216.

は，松岡・白石 (2002) の速度構造モデルを参考に
我々のサイトの速度構造モデルを作成し 2nd higher

武司・安原正也 ,2008，地下水からみた関東平野

稲村明彦・安原正也 ,2008, 都市域における浅層地下

mode までの理論分散曲線を計算したものも示す．

水涵養源の同位体水文学的考察 . 日本水文科学

微動の位相速度は，調整の余地は大きいものの，理

会誌，38, 35-42.

論位相速度の基本モードと概ね一致する．よって，

関東平野中央部地質研究会編，1994，関東平野中央

微動記録の表面波には，基本モードが卓越している

部の地下地質－ボーリングコアによる解析－，

と言える．地震動の位相速度は，0.8 ～ 1 Hz 付近で

地団研専報 , no.42，地学団体研究会，180p．

―  134 ―

関東平野沿岸域の地震動特性と広域地下水流動系の解明に関する地質学的総合研究

伸・牧野雅彦・伊藤

木村克己，2004，巻頭言：都市地質研究の展開，地

夫，2008，関東平野中部，加須低地・荒川低

質調査研究報告，55, 181-182．
木村克己・石原与四郎・宮地良典・中島

地の浅部地下構造，活断層・古地震研究報告，

礼・中西利典・

no.8, 119-131.

中山俊雄・八戸昭一，2006，東京低地から中
川低地に分布する沖積層のシーケンス層序 , 地

山口正秋・水野清秀・納谷友規・本郷美佐緒・中里裕臣・
中澤

質学論集，no.59, 1-18.
木村克己・石原与四郎，2009，東京低地付近の沖積

蒲町で掘削された 350m ボーリングコア (GSSB-1) の層相と堆積物物性．地質調査研究報告，

57,no.2,4-7．

印刷中．

堀

晋・中島

礼・

和明・中山俊雄・斎藤文紀 : 東京都江戸川

区小松川地区で掘削された沖積層ボーリング
コア（GS-KM-1）の堆積相・堆積物物性と放射
性炭素年代．地質調査研究報告，55, 201-219.
納谷友規・山口正秋・水野清秀，2009，関東平野中
央部埼玉県菖蒲町で掘削された 350m ボーリ
ングコア (GS-SB-1) の珪藻化石産出層準と淡水
成層準及び海成層準の識別．地質調査研究報
告，印刷中．
小田匡寛・赤間友哉・田井秀迪・竹村貴人・木村克己・
川本

健，2009，動土質から見た関東平野沖

積地盤の特性，都市問題研究シンポジウム「沖
積平野の地盤・環境特性」講演論文集，4550，大阪市立大学複合先端研究機構，大阪市立
大学都市研究プラザ．
晋・石原与四郎・中島

礼・木村克己・中山俊雄，

2008，東京低地東縁における 2 本のボーリン
グコア堆積物の堆積相と放射性炭素年代：MZ
コア（葛飾区水元公園）
，SZ コア（江戸川区篠
崎公園）
，地質調査研究報告，59, 135-149.
田辺 晋・中西利典・木村克己・八戸昭一・中山俊雄，
2009a，東京低地北部から中川低地にかけた沖積
層の基盤地形，地質調査研究報告，59, 497-508．
田辺

努，2009，関東平野中央部，埼玉県菖

層を例とした沖積層研究の新展開，土と基礎，
宮地良典・木村克己・石原与四郎・田辺

田辺

忍・横田俊之・木村治

晋・石原与四郎・中島

礼，2009b，東京低地

北部における沖積層のシーケンス層序と古地
理，地質調査研究報告，59, 509-547.
山口和雄・加野直巳・横倉隆伸・大滝壽樹・伊藤

忍，

2006，荒川低地北部の浅部地盤地下構造，活
断層・古地震研究報告，no.6, p11-20.
山口和雄・加野直巳・住田達哉・大滝壽樹・牧野雅彦・
横倉隆伸，2007，綾瀬川断層から加須低地に
至る浅部地下構造，活断層・古地震研究報告，
no.7, 81-90.
山口和雄・加野直巳・大滝壽樹・住田達哉・横倉隆

―  135 ―

平成 20 年度

第1図

沿岸域の地質・活断層調査

研究報告

関東平野中央部の地質概略図．主要なオールコアの掘削地点の分布を示す．

第 2 図　解析した主な既存コアの地質柱状図と様々な基準面による地層の対比：左から右へ，川島，菖蒲，鷲宮，行田，菖蒲，春日部の各コア．
海成層認定や花 粉分析結果などの一部は，関東中央部地質研究会編（1994）による．
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第 3 図 関東平野中央部における活断層と反射法探査測線の位置．
　　　　基図として 20 万分の 1 日本シームレス地質図データベース 2007 年 5 月 12 日版を使用．（山口ほか，2008）

第 4 図　加須低地－大宮台地－荒川低地－入間台地を横断する約 30km 長の反射法地震探査の深度変換断面．縦横比は 10：1．
線 ABC は B で最深となる反射面，DEF は E で最深となる反射面，G は背斜状の構造を示す．断面上部に，入間川 (IrR)，
荒川 (ArR)，綾瀬川断層 (AyF)，久喜断層 (KuF)，元荒川構造帯の位置，ボーリング地点（川島 :KJ，菖蒲：SB, 鷲宮 :WM）
の投影位置を示す．断面下部に測線名を示す．ボーリング柱状図は水野ほか (2008) による．（山口ほか，2008）
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第5図

第6図

研究報告

鴻巣 - 菖蒲地域の重力異常．

関東平野中央部の地下水の滞留時間分布．
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第7図

荒川低地付近の沖積層基底面の等高線図と掘削地点．

第 8 図　GS-KSM-1, GS-ISH-1,GS-MUS-1 の 3 本の沖積コア試料に関する放射性炭素年代値（暦年）とその堆積年代曲線．
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研究報告

春日部地区の粘性土に関する剪断剛性—剪断ひずみ曲線（上）と減衰定数—剪断ひずみ曲線（下）．

第 10 図

強震観測点と微動アレー探査（半径 1 km と 500 m）の観測点の位置．
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第 11 図　
（左）2007 年新潟県中越沖地震による速度波形の上下動成分．（右）地震動記録と微動記録（灰色）の解析から得られた位相
速度と構造モデルからの理論計算による位相速度（黒実線）の比較．○，□，△はそれぞれ地震動記録の f-k スペクトル中最大，
2，3 番目のピークから得られた値．理論計算による位相速度は 2nd higher mode まで示した．
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地質調査データ情報の統合化
海域反射断面データベースの構築
Construction of database of seismic profiles around Japan,
岡村行信 1･ 辻野

匠 2・荒井晃作 2･ 井上卓彦 2

Yukinobu Okamura1, Takkumi Tsujino2, Kosaku Arai2, Takahiko Inoue2

Abstract：There is several thousands of SEG-Y seismic profile data around Japan. They were obtained to construct marine
geological maps and useful to understand the relationships between offshore and onshore geology. We introduced a database
system of these offshore seismic data, in which we can easily find the location and seismic images that we want to see.
keywords：database, seismic section, around Japan,
データの多くはデジタル化した SEG-Y 形式のデータ
1

はじめに

になっていることから，位置データと合わせて，デ

沿岸域ではほぼ水平な地層が積み重なっているた

ータベースシステムを構築することにした．本年度

め，その地質を理解するためには平面的な地質情報

は，システムの導入と一部データの入力を実施した．

よりはボーリングや反射断面などの深度方向の情報

システムの導入に当たっては，日本周辺海域の数

が重要である．それらのデータを平面的な位置情報

千測線分のデータを入力し，任意の場所の測線図を

と深度方向の地質情報を 3 次元的に管理できれば、

表示し，それから任意の測線を選んで断面を表示で

その利用効率を向上させることができる．同様の情

きることを条件とした．その結果高性能の Linux を

報を最も多く持っているのは石油探査の現場であ

OS とするワークステーション上で作動し，1 万本程

り，それらの情報を管理し，地質学的な解釈を支援

度のデータを管理できるソフトウェアを導入した．

するシステムが市販されている．それらのシステム

データ入力は SEG-Y 形式の反射データとその位置

を導入することにより，比較的安価に利用しやすい

データの準備から始める．入力時にはデータの所有

データ管理システムを構築することができる．特に

者や閲覧権限などを設定できる．入力されたデータ

海域の地質情報は反射断面が中心となることから，

は画面上に測線図として表示され，拡大 ･ 縮小，シ

反射断面のデータベースシステムを構築するため，

ョット番号の表示などが可能である（第 1 − 5 図）．

石油探査の分野で用いられているソフトウェアを導

座標は緯度経度と X-Y 数値でも表示できる．表示し

入した．

た測線図から任意の測線をカーソルで選択すること
により，反射断面が表示される（第 6，7 図）．断面
2

データベースシステム

も拡大 ･ 縮小，縦横比の変更が自由にできる．断面

産業技術総合研究所には，過去 30 年近くにわた

上に層序や断層などの解釈を加えることもできる．

って収集してきた日本周辺海域の反射データが存在

ある層準の深度や断層位置は平面図に表示すること

する．海域と陸域の地質情報を連続的に解明するた

ができ，3 次元的な地質情報として管理し，データ

めには，それらの反射データをできるだけ使いやす

を出力することができる．また，システムを拡張す

い形で管理することが望ましい．幸いにして，反射

ればボーリングデータの入力 ･ 管理，反射断面と連

1

産業技術総合研究所 地質調査総合センター 活断層研究センター (AIST, Geological Survey of Japan, Active Fault Research Center)

2

産業技術総合研究所 地質調査総合センター 地質情報研究部門 (AIST, Geological Survey of Japan, Institute of Geology and Geoinformation)
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研究報告

携させた地質解釈などが可能となるが，そのような

3

システムを導入するかどうかは今後の課題である．
入力したデータは以下の通りである．

終わりに

本年度はデータベースシステムの導入に時間を取

登録した測線数 4629 line（内訳 : 整形ずみ測線 3617

られたが，今後なるべく効率的に既存の反射データ

lines. 原記録 1012 lines.）

を登録し，それらの効率のよい活用を進めていく予

整形ずみ測線は次のブロックに分割される．

定である．

能登沿岸調査 137 lines.
北海道海域 1673 lines
南海沖 818 lines
関東・東海沖 517 lines
三陸沖 472 lines

第1図

北海道周辺の反射データ登録状況．
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第２図

第３図

能登半島の反射データ登録状況．

関東 ･ 東海沖の反射データ登録状況．
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研究報告

南海トラフ西部の反射データ登録状況．

第5図

山陰沖西部の反射データ登録状況．
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第6図

登録した反射断面の表示例．北海道釧路海底谷．

第７図

登録した反射断面の表示例．能登半島沖．
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水文環境調査
堆積平野の水理地質環境
丸井敦尚1・越谷

賢1・宮越昭暢1・内田洋平1・町田

功1・吉澤拓也1・伊藤成輝1

キーワード：沿岸域堆積平野，堆積構造，温度分布，地下水環境，水理地質

により帯水層の存在や大深度流域界を推定し，広域か

要旨

つ大深度地下水流動解析の実施を可能にできるように

新潟平野と石狩平野の水理地質環境を高精度に把

している．実際には，三次元水理地質構造モデルに現

握し，活断層や潜在する断層との関連について確認

地実測データをオーバーレイし，これをクリッピング

するため，次のステップに従って地下水研究を実施

ポイントとする地下水流動解析を行うことで，沿岸域

した．まず，沿岸域堆積平野の水理地質構造を既存

の地質・活断層構造に起因する地下水環境の特異性を

のデータベース，基礎試錘データや地震探査データ

明確にする予定である．本年度は，新潟・石狩両地域

等から地球統計学的手法に基づき推定し，三次元水

の三次元水理地質構造モデルを作成し，続けて新潟平

理地質モデルを作成した．つぎに地下温度データ等

野においては現地実測データによる地下水流動の推定

から帯水層区分や地下水の流動範囲などをとらえ，

を実施した．次年度は同様のデータ収集を石狩地域で

評価する水理地質構造の中での地下水流動領域を確

行うと同時に，両地域において最終的な地質・活断層

定する．最終的に，地下水質や同位体データなどを

構造に起因する地下水環境の把握・推定を取りまとめ

用いて，地下水の流動解析を実施し，水文環境を把

ることにしている．両対象域のモデリングに使用され

握することを目的としている．本研究では初年度に

たおもなデータは以下に示すとおりであり，第 1 図，

あたる今年度，新潟平野においては地下温度分布研

第２図に示す三次元水理地質構造モデルを作成してい

究まで，石狩平野においては堆積層の三次元水理地

る．尚，作図は地表での地質境界を決定した後に地下

質構造モデリングまでを実施した．

地質をボーリングデータ等により決定するが，データ

1

補完に関してはクリギング法を採用している．両図の

新潟平野と石狩平野の三次元水理地質構造
1

なかでの時代区分は鹿野ほか（1991）に従っている．

はじめに

具体的に，N1 とは前期中新世中期～中期中新世前期

沿岸域の地下水は，塩水と淡水のそれぞれが異な

（22-15Ma）
，N2 とは中期中新世中期～後期中新世前

るドライビング・フォースを持って存在しているた

期（15-7Ma），N3 とは後期中新世後期～鮮新世（7-

め，その環境は複雑である．また，浅層部に断層な

1.7Ma），Q1 とは前期更新世（1.7-0.7Ma）
，Q2 とは

どの構造が存在する場合，地下水の流動はその影響

中期更新世以降（0.7Ma ～）
，Top とは現在の地形面

を受け，地下水環境をより複雑にする．本調査にお

をそれぞれ指している．

いては，対象となる新潟平野と石狩平野についてそ
れぞれの三次元水理地質構造を把握するため，当該

・ボーリングデータ

モデルを作成した．　　

　　いどじびき（現在非公開）
地質調査所（1998）

2

天然ガス鉱業会（1969）日本の石油・天然ガス資源，
天然ガス鉱業会，東京，283 p．

三次元水理地質構造モデルの構築

対象地域においては，三次元水理地質構造を既存

天然ガス鉱業会・大陸棚石油開発協会（1982）新版

資料から推定し，まず三次元モデルを作成した．これ
1

日本の石油・天然ガス資源，天然ガス鉱業会・

産業技術総合研究所 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門 地下水研究グループ (AIST, Geological Survey of Japan, Institute for
Geo-Resources and Environment, Groundwater Research Group )

―  147 ―

平成 20 年度

沿岸域の地質・活断層調査

大陸棚石油開発協会，東京，455 p．
天然ガス鉱業会・大陸棚石油開発協会（1992）改訂
版日本の石油・天然ガス資源，天然ガス鉱業会・
大陸棚石油開発協会，東京 , 520 p．
北海道立地質研究所（2004）北海道市町村の地熱・
温泉ボーリングデータ集，220p．
坂川幸洋・梅田浩司・鈴木元考・梶原竜哉・内田洋平
（2004）“ 日本の坑井温度プロファイルデータ
ベース ”，地震，第 2 輯，Vol.57，p.63-67．
・地質図データ
産 業 技 術 総 合 研 究 所 地 質 調 査 総 合 セ ン タ ー（ 編 ）
（2003）100 万分の 1 日本地質図第 3 版 CDROM 第 2 版，産業技術総合研究所地質調査総
合センター，数値地質図 G-1．
地質調査所（編）
（2001）: 日本周辺海域音波探査デ
ータベース（CD-ROM 版）. 数値地質図 M-1,
地質調査所 .
３

まとめ

新潟・石狩両地域の三次元水理地質構造をモデル
化し，第三系以降の堆積層の状況を把握することが
できた．両地域とも 3000m を超える堆積層があり，
それぞれの地域は N1 を見る限り大規模地下水盆と
確認することができた．また，第四系以浅に関して
は N1 レベルの大規模地下水盆が複数の堆積盆 ( 地
下水盆 ) に区分されることが判明した．今後に予定
される実証的なデータ取得ならびに解析や地下水環
境の把握・推定に関しては，この基礎的な三次元水
理地質構造モデルに基づき，データの取得・解析等
を実施する予定である．
文献
鹿野和彦 , 加藤碵一 , 柳沢幸夫 , and 吉田史郎（編）,
1991, 日本の新生界層序と地史 : 地質調査所報
告 , v. 274, p. 114p.
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新潟平野と石狩平野における三次元水理地質構造から水文環境に至る研究

第1図

新潟平野における三次元水理地質構造解析結果（標高 m で表示）．

第2図

石狩平野における三次元水理地質構造解析結果（標高 m で表示）．
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II. 地下温度を指標とした新潟平野の水理地質構造評価
1

はじめに

研究報告

新潟平野における地温勾配分布を把握し，その中から
地質条件の影響を抽出することで地下温度を指標とし
た地質構造の評価を試みる．

地下水流動は，地形と地質の自然条件に支配され
る．都市域では地下水揚水などの人為影響を受けてい

2

新潟平野における地下温度分布と断層評価

るが，影響深度は限定的である．地下水流動に対する

新潟平野における地下温度分布に関して，高橋

地形と人間活動の影響は深度と共に減衰するため，浅

（1967）は深度 150 ｍ程度までの浅部を対象とした

部よりも深部の地下水環境は地質条件の影響を相対的

地下水調査に認められた水温を報告している（第 1

に強く反映している．例えば透水性の分布が異なる地

図）．新潟平野の地温勾配は，北陸地方の平野と比較

質条件の場合，境界となる地質構造を境として，水質

し，地下水温と地温勾配が共に低い．阿賀野川下流地

や地下水温等の地下水データの分布に変化が認められ

域においては，水質が要因で利用率が低いが，平野東

る．これは地質境界に従って地下水流動が異なること

部の五泉地域には自噴帯が認められ水質も良く，地下

を示しており，地下水データの広域分布から地下水流

水の利用が比較的進んでいる．地下水温は深度 20 ～

動の境界となる地質構造を 3 次元で把握することが

45 ｍで 12.4 ～ 14.5℃，深度 80 ～ 150 ｍで平均 12

可能となる．

～ 13℃の低温であり，地温勾配も低い．この傾向は

地下水流動の境界となる地質構造には，層序境界

長岡地域においても認められるが，地下水温は 40 ｍ

の他，断層がある．断層は地下水流動を阻害するだけ

で 12.5℃程度，90 ｍで 14℃程度であり地温勾配は

でなく，水みちとして流動を卓越させる場合があり，

相対的に高くなる．深部の地下温度に関しては，乗

地下水データの広域分布には，断層の沿った地下水デ

富（1975）が平野内 850 本の石油・天然ガス試掘井

ータのアノマリーの分布が確認できる．このような地

で測定された地下温度から平野の地温勾配分布を求め

下水データ分布から断層の分布推定することが可能で

ている（第 2 図）
．地温勾配は新潟市周辺では 2.5 ～

あるが，一般に地下水データの取得地点は井戸の分布

3.0℃ /100m を示しており，東の五頭山地および越

に制限され，広域分布の把握が困難である問題点があ

後山地山麓では 3.0℃ /100m 以上に上昇する傾向が

った．

認められる．堆積層が厚く堆積している平野西部～中

本研究では，地下温度を指標とすることで，この

央部では，地下温度は周囲よりも相対的に低く，高橋

問題点の克服を試みた．地下温度は地下水流動評価の

（1967）が報告する浅部の地温勾配の分布傾向と合致

指標として古くから適用されており，地下水水質な

する．
近年の研究では，新潟平野における地下水データ

ど，他の流動指標と比較して地域的・深度的な制約を
受け難く，広域への適用に利点がある．また，地下水

の広域分布にデータ異常域の存在が確認されており，

調査において必須となる基本項目であり，蓄積された

ジオプレッシャー熱水との関係が指摘されている．大

データ数が豊富である．農業用水・都市用水などの比

木ほか（1999）は，消雪井戸を利用して把握した新

較的浅部の地下水から，工業用水や温泉水などの深部

潟平野における地下水の水質・温度分布を報告して

の地下水の温度データを併せて評価することが可能で

いる（第 3 図）
．深度 100 ｍの通常の地下温度は 13

あり，深度方向の地下温度アノマリーの把握や石油や

℃程度であるが，15℃以上の異常高温域が認められ，

天然ガス開発地域においては大深度の地下温度データ

1995 年新潟県北部地震の震度 6 域と異常高温域の分

の活用も期待できる．

布がほぼ一致することを指摘した．異常高温域の地下

本研究は新潟平野における地下温度分布を，既存

水質は，周囲の浅部地下水よりも溶存成分濃度が高く，

データの再解析により把握する．解析に適用するデー

異なる性状の地下水が存在していると考えられる．震

タは，GSJ が有する地球科学データベースを活用して

度 6 域には伏在断層の存在が推定されており，異常

収集する．浅部（深度 30 ～ 200 ｍ）の地下温度デ

高温域は断層沿いに上昇するジオプレッシャー熱水に

ータの把握には，地下水データベースである「いどじ

より形成された可能性を指摘した．高橋（1967）お

びき（Marui，2000）
」を活用し，それよりも深部の

よび乗富（1965）の事例には，スポット的に分布す

地下温度データには「地温勾配値のコンパイル（田中

る異常高温域は確認されていないが，これらの研究で

ほか，1999）
」を活用する．これらデータの解析から

報告されている山地に向かい地温勾配が高くなる傾向

―  150 ―

新潟平野と石狩平野における三次元水理地質構造から水文環境に至る研究

は，山地と平野部の境界に存在する断層など，何らか

度から求めた TS = 12.9[℃ ] よりも高い．これは本地

の地質構造の影響を示唆している可能性がある．

域が積雪地域であり，冬季に地表面が雪に覆われるた

3

め，地表面温度が 0℃程度に保たれることが一因であ

研究方法

ると考えられる．
また，第 5 図に示すように，地下温度が周囲より

GSJ・AIST が有するデータベースを活用し，新潟
平野における地下温度データを収集した．データの分

も高い地点が確認された． i19 は深度 40m で 20.5℃，

布域を検討し，新潟平野の中でも，データ密度の確保

i20 は深度 180m で 23℃を示し，共に信濃川河口に

できる信濃川下流と阿賀野川下流～中流を含む平野中

位置する．2 地点の温度と深度から地温勾配を求める

央部（北緯 37 度 33 分～北緯 38 度 00 分，東経 138

と∇ T = 0.0179 [℃ /m] であり，温度は高温であるが

度 40 分～ 139 度 16 分）を本研究の研究対象地域と

地温勾配には周囲の差が認められず，高温域は深度

した（第 4 図）
．深度 300m 以浅の浅部地下温度に関

40 ～ 200m 程度まで連続して分布する構造を有して

しては，
「いどじびき」
（Marui, 2000）に含まれる地

いる．これら 2 地点の大木ほか（1999）が指摘して

下水データから，31 地点の温度データを抽出した（第

いる異常高温域との関連性を検討するためには，周辺

1 表）
．深度 300m 以深の深部地下温度に関しては，

データの更なる収集と解析・評価が必要であろう．

「地温勾配値のコンパイル」
（田中ほか，1999）から，

次に，新潟平野の浅部データ（第 1 表）と深部デ

地下温度データを引用した（第 2 表）．「いどじびき」

ータ（第 2 表）を用いて，平野の地温勾配を求めた．

では農業・工業用水や消雪井戸を含む生活用水用途の

第 6 図に示す両データの比較から，最小二乗法によ

井戸，
「日本列島地温勾配図」では工業用水・温泉井

り∇ T と TS を求めると，

や石油・天然ガス孔井で測定された地下水の水温を収

∇ T = 0.0259 [℃ /m] = 2.59 [℃ /100m] 	

録している．これらの井戸ではスクリーンが複数設置

TS =11.1 [℃ ]

されており，地下水温データの深度を確定することが

となり，2.59℃ /100m が新潟平野中央部の平均的な

できないため，井戸孔底深度を地下温度データの深度

地温勾配と考えられる．この値は浅部データから求

と仮定する．また，揚水した地下水の水温を吐出口で

めた条件（2）の地温勾配と比較して高い．条件（2）

測定したものを「水温」として取り扱っており，一般

においては地下水流動の影響がより強く反映される浅

に揚水過程で温度が低下している可能性がある．しか

部データのみを用いたため，地下水流動の影響が相対

しながら，本研究で対象とした井戸においては揚水量

的に小さくなる深部データも併せて考慮した（3）の

も多く通常使用している井戸であり，この影響は小さ

条件よりも低い地温勾配を示した可能性がある．

いと考えられる．
4

(3)

地温勾配の分布傾向を評価するために，深部データ
地点から最も近い浅部データを抽出し，比較を行っ

解析結果および考察

た（第 7 図）．第 3 表に浅部と深部データの対応関係

浅部（第 1 表）と深部（第 2 表）の地下温度デー

と最小二乗法により計算した∇ T と TS を示す．地表

タを用いて，新潟平野における地温勾配を求めた．熱

面温度 TS は，海岸部の g51 で他の 5 地点よりも 1 ℃

伝導率一定，発熱量を無視できると仮定すると，ある

以上高い．g51 は新潟市の市街地に位置しており，他

深度の温度 T は，以下のように近似できる．

5 地点よりも都市化された地域に位置していると言え

T = ∇ T × d + TS

る．地温勾配の計算に用いた浅部データは地下水流動

(1)

∇ T は地温勾配 [℃ /m]，
d は深度 [m]，
TS は地表温度（地

の影響に加えて，地表面温度の影響を受けていると考

表面直下の温度）[℃ ] である．新潟平野の浅部デー

えられ，地表面の土地利用や被覆形態の影響で都市域

タ（第 5 図）より最小二乗法を用いて，∇ T と TS を

の TS が高くなった可能性がある．地温勾配∇ T に関

求めると，

しては，最も海岸側に位置する g51 において 0.024

∇ T = 0.0178 [℃ /m] = 1.78 [℃ /100m]，

(2)

℃ /m，内陸側に位置する g52，g54 の 0.025℃ /m，

TS = 12.9 [℃ ]

0.026℃ /m であり，海岸から内陸に向かって地温勾

となる．地表温度（TS）に関して，アメダスの観測地

配が上昇する傾向を示している．この傾向は山地側

点「新潟」の 1970 ～ 2008 年までの年平均気温の平

にも連続しており，角田・弥彦山地に近い g53 では

均値は 13.7℃（気象庁，2009）であり，浅部地下温

0.029℃ /m，越後山地に近い g56 では 0.032℃ /m
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を示し，平野の海岸部と比較して内陸，特に山地側で

(1996)：Geopressured hydrothermal anomalies

は地温勾配が高くなる傾向が認められる．これらの山

appered in the Niigata plain indicating buried
active faults generated destructive earthquakes. The

地では，第三系基盤が地表面に露出しており，山地周

Abstracts of the 1996 IASPEI Regional Assembly

辺地域では基盤深度は相対的に浅い．一般に第三系基
盤においては，帯水層に相当する第四系堆積層と比較
し，相対的に熱伝導率が高いと考えられる．また，こ

in Asia, pp.202-203, Tangshan, China.
Marui, A. (2000)：The national well and hydrology
database of the Geological Survey of Japan, and

のような堆積盆の構造に加えて，角田・弥彦山地西側

its handling software "Well-King Dictionary" (in

には新潟平野西縁断層帯，越後山地北西側や新津丘陵

Japanese, Idojibiki). Journal of Japanese Association

には複数の断層が存在することが指摘されており，山

of Hydrological Sciences, 30-1, pp.15-22．

地側における地温勾配の上昇傾向の要因となっている

大木靖衛・徐輝竜・石坂信之・河内一男（1999）：信
濃川地溝帯のジオプレッシャー熱水を伴う活

可能性がある．

断層と歴史被害地震．温泉科学，48，pp.1635

181．

まとめ

新潟平野，特に信濃川下流と阿賀野川下流・中流域
を含む平野中央部を対象として，既存地下水データの
再評価による浅部地下温度の分布傾向の把握，および
浅部と深部データによる地温勾配の推定を行った．浅
部地下温度分布には信濃川河口付近において，高温域

気 象 庁（2008）： 気 象 統 計 情 報

http://www.data.

jma.go.jp/obd/stats/etrn/
高橋稠（1967）
：地下水調査地域にみられる水温の総
括的研究．地質調査所報告，219，pp.1-41．
田中明子・矢野雄策・笹田政克・大久保泰邦・梅田浩司・

が認められた．この地点の地温勾配は他地点と同程度
であり，高温域は深度 200m 以浅に連続して分布し
ていると考えられる．
また，浅部と深部データの比較から求めた地温勾
配は，浅部データのみから求めた地温勾配よりも相対
的に地下水流動や地表面温度の影響が小さく，地質条
件が強く反映されている．本地域の平均的な地温勾配
は 0.0259℃ /m 程度と推定され，海岸部では勾配が
小さく，内陸に向かい高くなる傾向が認められた．特
に第三系基盤深度が浅く断層が存在する角田・弥彦山
地西側や越後山地北西側で地温勾配が高い．本地域に
おいてはジオプレッシャー熱水域の存在が確認されて
おり，異常高温域と震源分布および伏在断層の位置の
関連が指摘されている．本研究では既存データの再評
価により高温域および地温勾配の分布傾向が推定され
たが，この結果を基に地域を限定し，更に詳細な検討
を実施することで，活構造を含めた地質構造評価の実
現が期待される．

文献
Oki,Y., Xu, H., Watanabe, N., Suzuki, K. and Saito, O.
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中司昇・秋田藤夫（1999）
：坑井の温度データ
による日本の地温勾配値のコンパイル．地質
調査所月報，50，pp.457-487．
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第1表

浅部地下温度データ一覧．

第2表

深部地下温度データ一覧．
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浅部と深部データの比較における対応関係と解析結果．

第1図

北陸地方の地温勾配（高橋，1967）．
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第2図

石油・天然ガス孔井データから求めた新潟平野の地温勾配（乗富，1975）．

第3図

新潟平野における異常高温域と震源の分布（Oki et al.，1998）．
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第4図

第5図

研究対象地域．

浅部地下温度データ．
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第6図

浅部と深部地下温度データの比較と地温勾配．

第7図

地温勾配の地域性．
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石狩平野の三次元水理地質構造モデル
1

モデリングの指針（今後の予定）

次年度より，石狩平野のおけるモデリングを計画し
ている．石狩平野の水理地質構造モデリングを実施す
るにあたり，
北海道立地質研究所の各種資料を入手し，
以下のステップで実施することを決定した．
・道立地質研究所の水文地質図から，水質データをコ
ンパイル・デジタル化
・デジタル化したデータを GIS で編集
・温度に関しては，平野北部の観測井で測定されたデ
ータをコンパイル
・以上のＤＢを用いた地下水流動に関する考察
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地質調査総合センター速報 No.49，平成 20 年度沿岸域の地質・活断層調査研究報告，p.159-167，2009

資料整備と公開
調査データ収集手法の検討
- 主に位置情報取得に関する基本的考察 Primary considerations in design of mobile gear
for field data accumulation
川畑大作 1・斉藤英二 1

Daisaku Kawabata and Eiji Saito
キーワード：GPS, field gear, digital camera
GPS：Global Positioning System） を 使 用 し た 場 合

要旨

でも，調査後に必要に応じて調査結果と融合させる

各研究成果物の基礎となる膨大な現地調査情報を

程度である．

効率よく整理，収集する方法の一つに，野帳などの

近年 GIS（Geographic Information System：地理

アナログ情報のデジタル情報への移行がある．野帳

情報システム）が普及し，多くの空間情報がコンピ

に記載する情報のすべてを最初から現地でデジタル

ュータ上で利用できるようになってきた．空間情報

にできればいいが，操作方法，機器の強度など多く

に基づき，多面的総合的な解析を行うことも可能に

の問題があり，移行は容易ではない．しかし，近年

なってきた．またインターネットなどを利用し，研

普及しているデジタルカメラと携帯型の GPS を組み

究成果を公開する機関も増えてきた．これらのツー

合わせることで，デジタル画像へ容易に位置情報を

ルを活用するために，これまでの現地調査情報や研

付加することができる．このようなデジタル情報は，

究成果をコンピュータで利用可能な形式に変換する

現地調査情報の収集手法の導入として非常に有効で

動きが主流になっている．しかし，従来の手法では，

ある．

現地情報をデジタルデータに変換する手順が加わ
1

り，現地調査の情報を蓄積するために多くの時間と

はじめに

労力が費やされてしまう．デジタルデータを直接収

地質調査総合センターで研究成果物として公開さ
れる情報，例えば各種地質図や重力図地球化学図な

集するツールや手法を開発することで，効率的な現
地調査情報収集が可能になる．

どの作成の背景には，膨大な現地調査の情報が存

本沿岸域プロジェクトにおいては，地質，地球物

在する．調査情報の最も基本的なものは位置情報で

理など多くの調査情報が生成され，総合的な解釈，

あるが，地質図の作成過程を例に考えてみると，多

解析を行うことになる．総合的な解析を行うために

くの調査者は調査現場において位置情報の入力に紙

効率的なデータ収集は必須であるが，各種データの

地図を用い，フィールドノート（野帳）と呼ばれる

フォーマット調整，データの品質の取り扱いなど多

ノートに調査現場の詳細な情報を入力する．位置情

くの課題があり，それに関する報告も多数ある（例

報については，既存の地形図からの読み取りやルー

えば横田 1996, 古宇田 1992 など）．地質情報一つ

トマップなど歩測スケッチからの大まかな読み取り

にしても，フィールドノートに決まったフォーマッ

による場合が多い．近年の衛星測位技術（例えば，

トがあるわけではなく，各研究者のルールで決定さ

1

産業技術総合研究所 地質調査総合センター 地質調査情報センター(AIST, Geologiccal Survey of Japan, Geoinformation Center)
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れる．フィールドノートに対応するデジタル情報の

　　　　	

30cm 以内（後処理）

フォーマットを決めるだけでも課題は多い．

　　　　	

マルチパス除去機能

　　　　	

SBAS 補正機能

本研究では，まず最も基本的な情報である位置情
報の取得に注目する．また，様々な分野で共通する

　　

基本的情報の一つである写真画像を位置情報と組み

2.2

MAGELLAN MobileMapper 6

合わせて蓄積する仕組みを検討する．これは，後の

近年の携帯電話などではデジタルカメラと GPS が

利活用を踏まえた形式で保存するものであり，調査

内蔵されている機種が増えてきている．しかし，単

情報の取得，蓄積，迅速な公開までの流れを築くと

体 GPS としてみると位置取得精度に不安がある．ま

同時に，調査の効率化にも貢献する重要な役割を担

た携帯電話のインターフェースは基本的に小さく拡

う．

張性に不安がある．そこで GPS とカメラが内蔵され，
2

携帯性を維持しつつ，拡張性を備えたジオサーフ社

位置情報取得機器

の MobileMapper は以上の要件を満たす（第 3 図）．

GPS を利用した位置情報取得機器には，これまで

カメラの解像度は 200 万画素で高分解能の画像を必

様々なものが市販されている．取得する位置情報が

要としない用途には適する．またインターフェース

数ｍの誤差でもかまわない場合から，数 cm 以内の

も Microsoft Windows Mobile を採用しており扱い

誤差でデータを取得する必要がある場合まで，必要

やすい．さらに市販の GIS と組み合わせることで，

とする精度によって機器を使い分けすることが可能

既存地図情報との重ね合わせが可能になり，位置情

である（第 1 表）．また，位置情報だけ取得する場合，

報に加え調査位置のメモなど拡張情報の取得が容易

内蔵してあるカメラや入力機器とリンクすることを

になる．

必要とする場合など用途によっても利用する機器が
異なる．本研究では，以下の 4 種類のツールを準備

2.3

Garmin GPSmap 60CSx

主に位置情報の取得を目的とし，地図情報の表示

した．

も行うことができる．MobileMapper に比べ，カメ
2.1

GeoExplorer

ラや GIS などのアプリケーションが利用できないな

地震断層調査を想定した場合には，地表の亀裂を

ど単体での機能は少ないが，起動時の位置情報の取

10cm 程度の精度で取得する必要があり，そのため

得に要する時間が数分と短く，後述する携帯用 GPS

にも VRS による RTK 測位ができる必要がある（第

ロガーに比べ位置精度が高い．また，筐体の頑丈さ

1 図）．また，野外における様々な現場状況・天候等

に加え（第 4 図），条件次第では室内でも受信する

を考慮し，堅牢であると同時に小型・軽量かつデー

ことが可能であり，条件の悪い山間地での計測も期

タ入力のし易さが必須である．装置間のケーブルや

待できる．

コネクタ・プラグ類は煩雑であり，また故障の原因
になりやすい．その心配がない Bluetooth 規格の無

2.4

Holux Wireless GPS Logger m-241

線を利用すれば簡便に機器操作することが可能にな

位 置 情 報 の 取 得 を 目 的 と し て， 高 精 度 を 要 求 し

る． ニ コ ン ト リ ン ブ ル 社 の GeoExplorer（ 第 ２ 図 ）

ない場合，簡便な機器が適している．この機器は，

はこれらの要件を満たしている．

GPS のログを取得するというシンプルな目的のみで

GeoExplorer 基本仕様

ある．起動から衛星捕捉まで数分で処理する．また

　　・二周波型

バッテリが単 3 電池 1 本であり軽量である（第 5 図）．

　　・12 チャンネル以上

3

　　・更新レート１Hz 以上．

取得した位置情報は機器に付属するソフトウェ

・VRS RTK 機能
・測定精度（水平成分／垂直成分 )

写真情報と位置情報のリンク

アや，GIS に容易にプロットすることが可能であり

　　　　	

10cm 以内（VRS 30km 圏内）

（第 6 図），インターネットの地図サービス（例えば

　　　　	

30cm 以内（VRS 30 ～ 80km）

Google Map など）と連携することもできる．大抵

　　　　	

サブメートル（MSAS 補正）

の場合，付加する現地の調査情報とリンクして活用
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する場合が多い．近年ではデジタルカメラに内蔵す
る時間情報と GPS の位置取得時間をリンクして，写
真画像に位置情報を付加することが可能になってい
る（第 7 図）．
また，位置情報に写真情報のみを追加する場合，
カメラ内蔵の GPS を利用する方法もある（第 8 図）．
カメラの画像ファイル（Exif フォーマット）には位
置情報や機器の情報，画像の情報が登録される（付
録１）．このファイルを蓄積するサーバを構築すれ
ば，フォーマットの情報を読み出し，検索，位置の
プロットなどに利用できる．
4

まとめ

本研究では，調査データ収集手法の検討，主に位
置情報取得に関する考察を行った．GPS，インター
ネットや，コンピュータ等様々な技術が融合する分
野であり，その発展は急速である．本研究において
は，主に既存の機器，技術の検討を今年度行った．
次年度以降は既存の技術や機器のテストのみならず
調査データの収集システムの構築を行わなければな
らない．収集システムの構築に当たっては，綿密な
設計が必要になる．また，最初に述べたとおり，多
くの種類の情報を取り扱う沿岸域のプロジェクトに
おいて，付与情報をどのように拡張するか検討が必
要である．しかし，これらの技術の開発サイクルは
非常に短く常に最新技術動向も把握しなければなら
ない．今後本研究では，位置情報取得機器の精度を
含めた技術動向を把握しつつデータ登録システムの
開発，付与情報の拡張に対する検討など行っていく．
謝辞：本検討を行うにあたり，地質情報研究部門，井
川敏恵氏には機器のテストに全面的に協力していただ
きました．厚く御礼申し上げます．
文献
古宇田亮一 (1992) 地球化学データファイルの仕様共
通化の試みと課題．第 3 回日本情報地質学会
講演会 GEOINFORUM’92 講演予稿集，23-24.
横田修一郎 (1996) 露頭データベースの作成はなぜ困
難か？ 情報地質 7, 297-301.
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第1表

汎用 GPS の一例．

平成 20 年度
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調査データ収集手法の検討 - 主に位置情報取得に関する基本的考察 -

第1図

第2図

高精度位置情報取得のためのツール概略．

GepExplorer 端末（アンテナや通信用端末（携帯電話）と組み合わせて使用する）．

第3図

MobileMapper 端末．
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第4図

第5図

研究報告

GPSmap 60CSx 端末．

Wireless GPS Logger m-241．
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第6図

付属のソフトウェアにプロットした m-241 のログ．

第 7 図　位置情報と写真情報をリンクさせたもの（四角のポイントが写真撮影地点，
フリーソフトウェアのカシミール３D 使用）．

第8図

GPS 付きカメラ（頂部にケーブルで接続されているものが GPS ユニット）．
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海陸地質情報システム構築のための
技術動向調査・基本的検討・プロトタイプ試作
Geological knowledge resources organization and
information distribution on the Web
– technical trends survey, consideration and prototyping –
伏島祐一郎 1・中野

司 1・阪口圭一 1

Yuichiro Fusejima1, Tsukasa Nakano1 and Keiichi Sakaguchi1
keywords：geo-information, knowledge sharing, common data, spatial contents, GeoWeb, institution repository, content
management system, knowledge resources, location based service, technical trends survey, prototyping

開始直前に，研究目的を以下のように定め，ウェブ

要旨

サイトに示している：「外部に公開するための海陸

基本用語の定義・分類・議論，技術情報の収集，

統合データベースの構築を検討する．沿岸域調査で

取得データ・作成コンテンツ・既存データベースの

取得したデータだけでなく，既存のデータベース資

具体的洗い出しと分類，システム比較検討にもとづ

源の活用を図る」（地質調査総合センター，online）．

いて，海陸地質情報システムのあるべき姿を検討し

本年度は，この目的を明確化・具体化するための基

た．その結果（1）著作権対応と部品利用のための，

本的検討をおこなうとともに，技術動向の把握とプ

データとコンテンツの峻別；（2）空間情報技術の革

ロトタイプ試作をおこなった．

新と GIS 技術の停滞傾向への対応；（3）データ取得
から研究成果公開までの一貫したデジタル駆動；
（4）

2

基本用語の定義と分類にもとづく対象の明確化

小規模複数システムの逐次開発と相互運用，等の基

本研究項目の主要対象は，「沿岸域調査で取得し

本方針を固めた．このためにまず概念知・会議議事

たデータ」と「既存のデータベース資源」，および

録などの共有や，議論・質疑応答・連絡通知など，

それらから構築される「外部に公開するための海陸

研究の初期段階で活用できるブログシステムのプロ

統合データベース」である（地質調査総合センター，

トタイプを作成した．次に研究のさまざまな途中段

online）．この三つの対象を明確化し，議論の足場を

階で生み出される，多様な形式のデータの共有を目

固めるために，それぞれに関係する基本用語の，情

指して，機関リポジトリの構築を開始した．さらに

報技術分野・一般分野・地球科学分野における利用

多様な研究成果を柔軟・簡便に外部へ公表できる

状況を調査した．そしてその結果をもとに，各用語

CMS や，野外での空間情報入出力を自動化する LBS

を再定義・再分類した．さらに情報技術・哲学・経

システムの構築準備も開始している．

営学・政治経済などのさまざまな視点から，各用語

1

と研究項目との関連性・重要性・問題点を，理論的

はじめに

かつ応用的に検討した．その結果を一覧表として示

本稿では，沿岸域地質・活断層調査，研究項目「資
料整備と公開」の，今年度の成果を報告する．この

す（ 第 1 表 ）． 以 下 で は， こ の 表 を 参 照 し な が ら，
順に記述する．

研究項目を担当する地質情報統合化推進室は，研究

1

産業技術総合研究所 地質調査総合センター地質情報統合化推進室 (AIST, Geological Survey of Japan, Geoinformation Integration Office)
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データ・コンテンツ・情報

研究報告

場によって，この定義は付加修正されることになっ

データ・コンテンツ・情報の定義

た：「 伝 達 さ れ た 知 識． 事 実・ 事 物・ 事 件・ 概 念・

「データ」という用語の定義はほぼ固まってお

アイディア・プロセスなどを含む．コミュニケーシ

り，定義者の違いによるゆらぎは小さい．本研究項

ョン（信号の伝達による意味の伝達）の過程におい

目では，情報技術の基本用語に関する国家標準 JIS

て，事実又は概念を表現するために使われるメッセ

X0001（工業標準調査会，1994）の定義を採用した：

ージ」（JIS X0701：工業標準調査会，2005）．すな

「客観的な事実・事象・事物を観察・計測し，その

わち情報は，データとコンテンツを包含する上位概

結果を伝達・解釈・判断・推論・考察などの処理に

念として，再定義された．情報は，客観的な事実で

適するように形式化した情報」．また，理解を深め

あるデータと，概念やアイディアを含むコンテンツ

るために，この定義を概念図として図式化した（第

という 2 種類に分類されたのである（第 1 表・第 3

1 図）．

図）．
とは言え，明治初期の情報という用語に，事実と

デ ー タ に 関 連 す る 用 語 と し て，「 コ ン テ ン ツ 」
（contents）という用語が，情報技術に限らぬ様々

概念の違いの認識がまったく欠如していたわけでは

な学問分野や，政治・経済・マスコミなどあらゆる

ない．情報という訳語を作った酒井忠恕が，改名後，

方面で，昨今頻繁に使われるようになってきた．コ

新たに訳出した軍事演習書（酒井清訳，1882）では，

ンテンツの定義は現状では定まっていないが，概念

「情報を三分して，実際に見たこと，伝聞したこと，

の有無によって，データと対比的に用いられること

想像されることを区別して報告するように」記され

が多い．すなわち，コンテンツは概念を含み，デー

ている（小野厚夫，1991）．観察事実・引用・考察

タは概念を含まない，という文脈で用いられる．ま

の峻別が，軍事演習の重要課題となっていたのは，

たデータとコンテンツとの間には，処理の対象と結

当然のことであろう．またこれらの峻別は，言うま

果という関係も含まれていることが多い．さらにこ

でも無く科学の基本でもあり，本研究課題の構築対

の用語は，従来使われてきた「著作物」という用語

象「海陸統合データベース」の設計にとっても，重

の，情報技術の進展を踏まえた上での言い換えとい

要課題である．

う側面も持つ．これらの検討をもとに複数の定義を

2.1.2

著作権とデータ・コンテンツ・情報

総合して，コンテンツを以下のように定義した：
「デ

概念が含まれるか否かによって情報を峻別するこ

ータを対象に，それに判断・推論・考察・創作・創

との重要性は，著作権と密接に関連して，昨今高ま

造・発想などの処理を施した結果」（JISX0701：工

りつつある．データは概念を含まないが，コンテン

業標準調査会，2005；JISX0001：工業標準調査会，

ツは概念を含んでいる．そして概念が含まれない情

1994；コンテンツ促進法：日本国会，2004）．さ

報に著作権を主張することはできず，概念が含まれ

らにこの定義の図式化もおこなった（第 2 図）．

る情報にのみ著作権を主張することできる．すなわ

「情報」という用語は，1876（明治 9）年フラン

ちデータには著作権を主張できないが，コンテンツ

スの軍事演習書の翻訳のために作られた訳語（酒井

には著作権を主張できるのである．このことがコン

忠恕訳，1876）で，漢語ほどの歴史は無いものの，

テンツの販売・貸与による様々なビジネスの展開を

130 年以上使われてきた，こなれた言葉である．当

導き出し．それがコンテンツの重要性を増大させつ

初の定義は，
「敵情（状）の様子または知らせ」で，
「情

つある．この重要性は，コンテンツ関連産業振興に

状の報告あるいは報知」を短縮した言葉であったと

関わる「コンテンツ促進法」（日本国会，2004）が，

解釈されている（小野厚夫，1991）．この定義の骨

新たに制定されたほどのものであり，公的研究機関

子は，その後 100 年以上受け入れられ続けている．

にとっても重要課題として受け止める必要がある．

たとえば，情報とドキュメンテーション（保管・共

また昨今の情報技術の進展により，ちょうど資源

有・分類・検索）に関する国家標準 JIS X0701（工

や材料や部品を組み立てて工業製品を製造するよう

業標準調査会，2005）における定義の基本部分「伝

に，著作権を持たない既存データを資源・材料・部

達された知識」と，酒井（1876）の定義との間に，

品として組み合わせたり組み立てたりして，多様な

さほどの違いは無い．

コンテンツが生み出されるようになってきた．さら

しかしデータとコンテンツという二つの用語の登

にこのデータ資源・材料・部品の組み立ては，機械
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的に自動化され，人間が介在しないことが多くなっ

して，非空間情報を，「位置情報を持たない情報全

てきている．これらのことも，データとコンテンツ

般の総称」と定義する．そして有川（2002）を参考に，
「位置情報を付与したデータ」を「空間データ」，
「位

の峻別の必要性を高めつつある．
一方コンテンツは著作権を持つため，資源・材料・
部品として自由に利用することはできない．利用の

置情報を付与したコンテンツ」を「空間コンテンツ」
と，それぞれ定義する．

ためには申請コスト（手間・利用代金・時間）が必

ここで，位置情報は，有川（2002）を参考に，
「位

要であり，安易な資源・素材・部品利用には，法令

置を表現するデータ」として定義する．なお，有川

違反にともなうコストが，事後に待ち受けている．

（2002）は同じ概念に「位置データ」および「位置

逆に情報提供者の立場には，コンテンツをデータと

情報データ」という用語も利用している．ここでは，

誤解させてしまうことによる，不要な混乱と停滞を

有川（2002）での利用のみならず一般的にも最も

招かぬための努力が求められる．

利用頻度が高い，「位置情報」を採用する．
位置情報は，「直接位置情報」と「間接位置情報」

データの資源・材料・部品利用の促進は，それら
を用いた新たな理学・工学研究を生み出すきっかけ

の二つに区分される（有川，2002）．直接位置情報

となるのはもちろんのこと，さらにコンテンツ関連

は，有川（2002）を参考に，「3 次元空間内の位置

産業の振興をも促すことになる．逆にコンテンツを

を数値座標で表現し，解析幾何学的・力学的分析な

データと誤解させるような情報提供は，事実に基づ

どに利用できるように形式化したデータ」と定義す

かない誤った科学的推論を導かせてしまうだけでな

る．直接位置情報には，緯度・経度・標高（深度）

く，それを利用したビジネスの失敗やコスト増，さ

のすべてまたは一部や，方位・仰角（伏角）・速度・

らにはコンテンツ関連産業全体の衰退を招くことに

加速度までもが含まれる．
「間接位置情報」は，有川（2002）を参考に，
「位

もなりかねない．
組織が著作権を持つコンテンツについてはどうで

置を間接的に表現するデータ」と定義する．郵便番

あろうか．その組織の構成員が，それらを組み合わ

号や地点番号などの ID 番号，地名や住所などの文

せて資源・材料・部品利用することは，法令違反と

字列，地図上に示された図形などを含んでいる．

ならないだけでなく，新たな生産活動として，組織

また有川（2002）を参考に，
「地理情報」を，
「専

内で奨励されるべきものである．本研究課題の対象

門家の取捨選択・総描・編纂によって，空間データ

として，「外部に公開するための海陸統合データベ

を面的な地図として体系化した空間情報」と定義す

ース」の構築が目標とされている．これを実現する

る．地理情報は，古典的な紙印刷地図および GIS の

ためには，当然その前提条件として，内部でのコン

対象となってきた．さらに有川（2002）に従い，位

テンツ資源・材料・部品の組み立て生産の促進と，

置情報・空間データ・空間コンテンツ・地理情報を

その為のシステム整備が求められる．それら無しに

包含する上位概念として，「空間情報」を「位置情

は，外部への公開は，ごく小規模・限定的かつ即時

報を付与した情報全般の総称」と定義する．
本研究項目の主対象である「沿岸域調査で取得す

性を欠いたものに留まってしまうだろう．
以上に述べた検討によって，データとコンテンツ

る / したデータ」に，多くの空間情報が含まれる事

の峻別は，著作権および情報の部品利用促進に関わ

は想像に難く無い．その具体例は，下の 4.1 で示す

る重要な課題であり，「海陸統合データベース」設

こととする．また下の 5.1 で記述するように，非空

計の重要な基本条件として認識しなければならない

間情報と空間情報は，従来それぞれ別種のコンピュ

ことが明らかとなった．

ータシステムで扱われてきた．このため，二つの情
報の峻別は，「海陸統合データベース」設計の重要

2.2
2.2.1

 置情報・空間データ・空間コンテンツ・地理
位
情報・空間情報

な基本条件として認識しなければならない．
2.2.2

空間情報の面指向から点指向への技術革新

位置情報・空間データ・空間コンテンツの定義

情報技術の高度化と一般化にともなって，空間情

情報はまた，別の視点によって，
「非空間情報」と

報も高度化しつつある．先史時代からずっと，空間

「空間情報」に二分される（第 1 表）．上の 2.1 で定

情報はすなわち地理情報であった．壁画や紙印刷に

義した，データとコンテンツを包含する上位概念と

よる地図から，地理情報システム（GIS）で取り扱
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うデジタル地図への技術的高度化が，ここ数十年で

また地理情報は，他の情報とは単純な重ね合わせ

生じはしたものの，空間情報は一貫して面的な地図

ができるに過ぎず，総合的・機械的・即時的に組み

としての形態を変えることはなかった．しかし情報

合わせて，新たな空間情報を多様かつ低コストで生

技術が単体のコンピュータから，インターネットを

み出す高度利用は困難である．さらに面的に作られ

介したコンピュータネットワークへと技術革新を遂

た地理情報は，丁寧に作り込むほど情報量が肥大化

げ，一般市民の利用の爆発的増大にともなって，空

し，インターネットを経由して軽快に流通させるこ

間データや空間コンテンツが登場した．そして現在，

とが困難になる．情報転送や表示の速度低下などの

地理情報とそれを利用する GIS は，空間データや空

問題を解決するためには，ハードウェア増強に多額

間コンテンツに押し退けられつつある．空間データ

の資金を投入せざるを得ない．

や空間コンテンツは，Google Maps や Google Earth

一方空間データや空間コンテンツは，ポスト印象

な ど の GeoWeb や， 位 置 情 報 サ ー ビ ス（LBS）・ 拡

派絵画やインクジェットプリンタなどによる点描画

張現実（AR）などの新しい情報技術の対象として，

にたとえる事ができる．点描画は個別の点の色を変

日々爆発的に増大しつつある．これらの技術革新を，

えるだけで，迅速簡便に修正・変更をおこなうこと

有川（2002）を参考に以下に検討・評価する．

ができる．複数の点を取捨選択してそれらの色を変

地理情報を，多彩な色糸で風景・人物・模様など

更することによって，全く違った印象の絵に描きか

を織り込む，タペストリーにたとえることができる．

えることもできる．また簡単迅速に複製できるため，

横糸は大量の非空間情報，縦糸は大量の空間情報の

価格も低く抑えることができる．これらの利点は，

イメージで，これらを順に整然と織り込んで作り上

すべての情報が元素・細胞のように小さなサイズで，

げるには，高度な職人的技術と大きなコスト（時間・

近接する地点の情報との関係を持たずに，独立して

労力・賃金）が必要になる．このためタペストリー

いることによって得られている．
有川（2002）が強調しているように，GIS では位

も地理情報も高価であり，完成すると簡単には修正・

置情報は主データであったが，空間データや空間コ

変更できない．
あるいは地理情報とくにベクトル形式による GIS

ンテンツでは，位置情報は，時間情報と同じく付属

データを，複数の小さな端切れを隙間無くつなぎ合

情報であることを忘れてはいけない．特に空間コン

わせて大きな布地を作り上げる，パッチワークにた

テンツでは，決して位置情報が主では無く，コンテ

とえることもできる．隣り合う端切れの間に隙間を

ンツが主であり，位置情報は，便利に検索するため

生じたり，ちぐはぐな継ぎ合わせで布面が引き攣れ

の検索キーであり，またコンテンツとコンテンツを

たり波打ったりしないようにするために，パッチワ

繋ぐ，バリューチェーンを実現するものでもある．

ークにも高度な職人的技術と大きなコストが必要に

位置情報・空間データ・空間コンテンツは，機械

なる．同様に地理情報作成者は，地図に隙間や重な

処理とインターネットを経由した軽快・迅速な流通

りを生じさせず，図幅面全体を塗りつぶし，かつ調

に適している．空間データも空間コンテンツも，地

和を保つ為に，高度な職人芸と多大な労力をつぎ込

点かごく狭い領域の位置情報が付与された，サイ

んできた．この高度な技術を機械的に実現する為に，

ズの小さい情報であるため，転送速度・表示速度・

GIS では位相幾何学を援用し，高度な計算処理とそ

解析速度を軽快に保つことができる．位置情報は，

の為の膨大なデータを利用し，さらにコストを増大

GPS や携帯端末を組み合わせた LBS によって自動取

させてきた．

得され，人手による入力コストを削減する．また間

このように地理情報には価格と更新頻度に難があ

接位置情報と直接位置情報の対応関係を構造化した

るため，公的機関が利益を追求せずに生産する事も

データベースに，自然言語処理を適用したジオコー

多かった．それでも一般市民の広範な利用や多様な

ディングサービスを利用することによって，間接位

商業利用にはなかなか発展できず，トップダウンで

置情報は機械的に直接位置情報に変換できる．さら

画一的に，主に専門家向けに提供されてきた．特に

に例えば写真に対する撮影場ベクトル（撮影地点・

GIS とそのための地理情報については，業者囲い込

方 位・ 仰 角（ 伏 角 ）・ 撮 影 対 象 ま で の 距 離： 有 川，

みの弊害や資金の無駄遣いが，昨今指摘されるよう

2002）のように，目的に応じて多様なパラメータを

になってきた．

追加定義でき，高度な解析処理へと発展できる．こ
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れらによって，多様な空間情報や，多様な非空間情

なプロトタイプシステムを構築し，その試験運用結

報までをも総合的・機械的・即時的に組み合わせて，

果をもとに設計を練り直し，小さなシステムを順次

新たな空間情報を多様かつ低コストで生み出す高度

継ぎ足しながら，逐次方向修正を続けていく開発方

利用が可能である．

針をとることにした．これらの方針については，さ

位置情報・空間データ・空間コンテンツとそれを

らに下の第 5 章において再び言及する．

扱う GeoWeb や LBS などの新しい情報技術の隆盛を
受けて，情報消費者から情報生産者へと変容した一

2.3

般市民によって，昨今，画一的でない多様な空間コ

2.3.1

知識
知識の定義

ンテンツが大量に生み出されるようになってきた．

上 の 2.1.1 に お い て， 情 報 の 定 義 と し て，「 伝 達

これらは，従来の公的資金や大資本による，画一的・

された知識」（JIS X0701：工業標準調査会，2005）

トップダウン・更新頻度の低い地理情報とは対照的

を採用した．しかしこの定義の前提である，「知識」

に，ボトムアップで大量かつ迅速に生産・共有され，

の定義については検討していなかった．人工知能の

個別に迅速に更新されるため，極めて有用な情報に

分野では知識を，「系統だって使用することができ

なる可能性がある（有川，2002）．様々な品質の空

るように整理された，事実，事象，信念及び規則の

間コンテンツがカオスのように流通するようになる

集合」と定義している（JIS X0028：工業標準調査会，

が，社会というフィルタにより自然淘汰され，自立

1999）．しかしこの定義を要約すれば「知識は伝達

的に段階的に内容が充実し，現在の地図の一部に置

される情報」となってしまい，2.1.1 における定義「情

き換わるものになるだろう．有川（2002）は，イン

報は伝達された知識」との間で，循環定義の嫌いを

ターネット上に公開された空間情報を，検索サイト

拭い去れない．

のクローラ（crawler）やディレクトリサービスを使

幸いにも 2.1.1 で採用した標準 JIS X0701（工業

って集めたものが，
「未来の地図」あるいは未来の「サ

標準調査会，2005）には，知識の定義も示されてい

イバー地図」になると予測していたが，この予測は

るので，本研究項目ではこれを採用することとした：
「推論に基づき立証を経た認識」．これは，西洋認識

既に現実のものとなっている．
このような空間情報とそれに関わる技術動向の劇

論哲学において，紀元前 4 世紀から現在まで受け入

的な変化を，「空間情報の面指向から点指向への技

れられ続けている，古典的定義を下敷きにしている

術革新」と要約することができる．本研究項目では，

と思われる．すなわちプラトン（1966，BC4 世紀）

このような技術革新に，積極的に対応してゆくべき

に記された，ソクラテスよる，「正当化された真な

であると判断している．情報技術の進歩は急速で，

る信念」という定義である．戸田山（2002，p.3-4）

陳腐化しつつある技術を適用した情報は，利用され

は，これを以下のように書き下している：
「ある人が，

ずに埋もれてしまい，一般利用者に届かない可能性

しかじかであるということを知っている，と言える

が高いだけでなく，更新頻度の低さから鮮度の急速

のは，次の三つの条件を満たすときである：（1）そ

な低下を招き，すぐに見捨てられてしまう可能性も

の人は，しかじかと強く思っている．（2）実際にし

高いからである．さらに新たな技術の導入によって，

かじかである．（3）その人には，しかじかと思うに

地理情報の作成コストや，サイズが肥大化した情報

たる理由がある」．
ただしこの古典的定義は，常に論争にさらされて

を処理するためのシステムコストを，削減すること

きた不完全な定義でもあり，特に昨今の科学や情報

も目的としている．
これらへの対応のために，安直・性急にシステム

技術の高度化による，知識を獲得・処理・利用する

構築を始めるのではなく，その前にまずは技術動向

仕方の大きな変化によって見直しが要請されるよう

と利用者要求に関する最新の情報を積極的に収集す

になってきている（戸田山，2002，p.4-5）．とは言

ることにした．そして正確・最新・十分な情報をも

え，本研究項目にとって，この見直しによる益は多

とに，冷静かつ総合的な判断を積み上げたシステム

くは無いと判断し，これ以上の深入りは避けること

設計をおこなうこととした．また今後の急速な技術

にした．
なお，コンテンツという語が登場する以前には，

革新に柔軟に対応するために，大きなシステムをま
とめて時間をかけて作りこむのではなく，まず簡便

ほ ぼ 同 じ 意 味 と し て， 知 識（intelligence） と い う
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用語が使われていた（小野厚夫，1994）．一方，人

を示した．また形式知を，コンピュータ処理が簡単で，

工知能の分野では，intelligence は知能と翻訳され，

電子的に伝達でき，データベースに蓄積できると評価

人工知能を「人間の知性と結び付けて考えられる，

している（野中・竹内，1996 p.8-9）
．
本研究項目では，概念設計の道具立てとして，こ

推 論， 学 習 な ど の 機 能 を 遂 行 す る， 機 能 単 位 の 能
力」と定義している（JIS X0028：工業標準調査会，

れらの定義と分類を採用した．そして第 6 図に示し

1999）． ま た 一 般 的 に は，intelligence は 知 恵 と 翻

た図式を拡張して，第 8 図のように図式化した．こ

訳されることも多い．

の図式から，循環定義の嫌いはあるが，伝達され得

2.3.2

ない知識を，暗黙知と呼ぶこともできよう．

情報伝達による知識間の相互作用

上 の 2.3.1 で 示 し た，「 伝 達 さ れ た 知 識 」（JIS

上の 2.3.1 で示した，人工知能の分野での知識の

X0701：工業標準調査会，2005）という情報の定

定義「系統だって使用することができるように整

義は，第 4 図のように図式化できる．しかしこの図

理された，事実，事象，信念及び規則の集合」（JIS

式は単純すぎる嫌いがあり，それが循環定義を思わ

X0028：工業標準調査会，1999）は，形式知の定義「形

せる原因ともなっている．これまでの議論に基づけ

式言語で表すことができ，それによって容易に伝達

ば，第 5 図のように，情報は，知識の一部が他の知

可能な知識」（野中・竹内，1996，p.8-9）とほぼ同

識へ伝達される過程として図式化したほうが良い．

じであるとみなすことができる．これら二つの定義

さらにこの図式は，知識間の相互作用を担うものと

と，上の 2.1.1 に述べた情報の定義「伝達された知

して，第 6 図のように発展させることもできる．ま

識」を総合することによって，第 4 図を，より厳密

たこの知識間の相互作用を，上の 2.1.2 で検討した

化した第 9 図に描き換えることができる．すなわち

組織の内側と外側という枠組みにあてはめれば，第

伝達という操作の入力側に形式知が，出力側に情報

7 図の図式へと拡張する事もできる．これらの図式

が位置し，伝達に誤り・変質・損失・付加が無ければ，

は，「外部に公開するための海陸統合データベース」

形式知と情報は同一と考えることができる．
また，立場の違いという観点から，この第 9 図を

の基本的な概念設計要素として，以下の検討と議論

見直すこともできる．すなわち，提供者にとって形

に活用すべきものである．

式知であるものが，利用者にとっては情報として扱
2.4

形式知・暗黙知

われるのである．

2.4.1 形式知・暗黙知の定義

以上の図式化と議論も，「外部に公開するための

野 中・ 竹 内（1996，p.8-9） は， 知 識 経 営

海陸統合データベース」の基本的な概念設計要素と

(knowledge management) の視点から，知識を二分し

して，以下の検討と議論に活用すべきものである．

た（第 1 表）
．そしてそれらの一方を「暗黙知」と呼

2.4.2

形式知・暗黙知の変換と伝達

び，「形式言語で言い表すことが難しく，伝達して共

野 中・ 竹 内（1996，p.90-109） は， 上 記 2.4.1

有したり，体系的・論理的に処理したりすることが難

の定義と分類にもとづいて，暗黙知と形式知の相互

しい，人間一人ひとりの体験に根ざす個人的な知識」

変換の重要性を論じ，それぞれをさらに二分し，各々

と定義した．暗黙知には，ノウハウ・職人的コツ・直

の定義を示した（第１表）．これらについても，概

感・イメージ・信念・ものの見方・主観に基づく洞察・

念設計の基本要素として，本研究項目で採用した．

価値システム・未来へのビジョンといった無形の要素

野中・竹内（1996，p.106-107）によると，暗黙

が含まれ，個人の行動・経験・理想・価値観・信念な

知は，共感知と操作知に二分される．共感知は，
「弟

どに深く根ざしていると述べた（野中・竹内，1996，

子入りや合宿訓練などの経験の共有・共同体験によ

p.8-9）
．

って，暗黙知から暗黙知のまま伝達された暗黙知」

二分したもう一方の知識を，野中・竹内（1996，

と 定 義 さ れ て い る ( 野 中・ 竹 内，1996，p.92-95，

p.8-9）は「形式知」と名付け，
「形式言語で表すこと

p.106）．操作知は，「形式知から暗黙知へと変換さ

ができ，それによって容易に伝達可能な知識」と定義

れた暗黙知．書類，マニュアル，図式などの形式で

した．そしてそれらの例として，文法にのっとった文

伝達された形式知が，練習，追体験などの行動を伴

章・厳密なデータ・数学的表現・科学方程式・明示化

う学習によって，体や心の奥底にまで内面化された

された手続き・技術仕様・マニュアル・普遍的原則等

暗黙知」と定義され，強い印象を伴う疑似体験や濃
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密な対話によって，実体験を伴わずに促されること

さらに，研究終了後におこなわざるを得ない体系

も あ る と 述 べ て い る ( 野 中・ 竹 内，1996，p.102-

知のシステム化には，アナログ情報として構築され

105，p.106-107）．

た体系知の，デジタル化に伴う膨大なコスト（形式

一方形式知は，体系知と概念知に二分される．体

化・規格化に必要なコスト・入力オペレータ要員・

系知の定義は，「異なった形式知を組み合わせて新

経費・時間）が必要になる．しかし一般的に，研究

たに創り出された形式知」であり，書類・会議・電話・

終了後まで研究資金を温存したり，研究終了後に新

コンピュータネットワークなどを通じて，知識を交

たに資金を調達したりすることは難しい．また，研

換しながら組み合わせたり，コンピュータ・データ

究開始時にあらかじめ，研究終了後のデジタル化に

ベースなどのように既存の形式知を整理・分類して

必要な作業時間を計画・確保することも難しい．そ

組み替えたりすることによって，創造的に新しい知

れだけでなく，事後の手作業によるデジタル変換に

識を生み出すことができる，と評価している ( 野中・

ともなう，誤入力などの品質低下を免れ得ず，品質

竹 内，1996，p.100-102，p.106）． こ の 評 価 は，

の向上には，さらなるコストを投入せざるを得ない．

上の 2.1.2 で議論した，データとコンテンツの資源・

何よりもアナログ情報のデジタル化の欠点は，デジ

材料・部品利用への寄与として理解できよう．

タル情報の利点と有用性のごく一部しか利用できな

野 中・ 竹 内（1996，p.95-100，p.106） は， 概
念知を，「暗黙知から形式知へと変換された形式知」

いことにあり，限定的な効果に大きなコストを投入
する意義を見出し難い．
このような問題に対処するためには，体系知を段

と定義し，形式言語で言い表すことが難しいため，
形式知への変換には，メタファー・アナロジー・コ

階的に作り上げる複雑な過程を，データ取得から体

ンセプト・仮説・モデル・概念図・絵画・写真・動

系知公開まで，一貫してデジタル情報によって進め

画などの，非分析的な方法を使わざるを得ないと述

なければならない．そのために，データ・コンテン

べている．

ツ資源・材料・部品の共有とそれによる組み立て生

以上に記した四つの知識を，第 10 図のように図

産を促進するシステムを，整備することが求められ

式化した．

る．特に研究の初期段階においては，概念知の生産・

2.4.3 体系知のみを対象としたシステム構築の問題点

共有・部品利用の促進や，概念知を体系知としてま

地球科学とくに地質学の分野では，従来一般的に，

とめ上げるシステムを利用することが望ましい．こ

体系知を対象としたコンピュータシステム作りが目

れらのためには，データ・コンテンツ入力時の品質

指され，その結果をデータベースと呼ぶことが多か

低下を招かぬように，その内容を最も理解している

った．野中・竹内（1996 p.100-102）が体系知を

データ取得者・生産者が，彼らの理解と記憶が薄れ

評価しているように，体系知を主に取り扱うシステ

てしまう前すなわち取得・生産と同時に，セルフサ

ムとして，「海陸統合データベース」を運用するこ

ービスでデジタル入力しなければならない．この入

とは，比較的容易である．ただしシステム構築とく

力を支援し，可能な限り自動化・省力化・高品質化

にデータ・コンテンツの入力あるいは登録は，容易

するためのシステムの構築が，まず必要となる．
それら無しには，外部への公開は，ごく小規模の

におこなえるとは言い難い．
なぜなら体系知は，研究過程の最終段階に至って

限定的かつ即時性を欠いたものに留まってしまう可

ようやく作りあげられるものだからである．このた

能性が高いだろう．このような公開に留まるのであ

め，これらを対象としたシステムは，研究終了後に

れば，インターネットなどの開かれた大きなメディ

設計を開始し，時間が経過した後に公開するという

アを選択し，大きなコストを投入するよりも．紙や

経過を辿らざるを得ない．体系化は新たな創造活動

CD 等のメディアとその配布を選択し，規模に見合

であるため，その結果を予め織り込んだ設計を，研

った小さなコストを投入するほうが賢明であると，

究の初期段階から開始することはできようもないの

費用対効果の観点からは言わざるをえない．

である．無理な設計は，システム構築の失敗を招い

2.4.4

共感知・操作知を対象とするための方策

てしまう．あるいは，十分予測可能な，ありきたり

共感知と操作知は，ともに暗黙知であり，コンピ

の価値の低い研究成果が，生み出される道を開いて

ュータ処理やデータベースへの蓄積が困難である．

しまうかもしれない．

これらを本研究課題の対象として選定することは難
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知識資源・知識の組織化・地質情報

ュータ処理をおこなえるようにする事が求められ

以上に述べた，情報と知識を階層的に構成する概

る．さらに段階的に形式化を進め，概念知を体系知

念要素を包含する概念として，「知識資源」という

としてまとめ上げることの重要性は，上の 2.4.3 で

用語を採用し，これを用いて，本研究項目の対象を

述べた．

再定義する．谷口・緑川 (2007，p1) は，知識資源

共感知と操作知は，共同体験や追体験を伴う学習・

を，「 人 間 の 知 的 活 動 に よ っ て 生 産 さ れ た 知 識 を，

練習によって伝達される．これらは，アウトリーチ

何らかのメディア上に体現したもの」と定義してい

活動や教育研修活動の対象となるべきものである．

る．そして，「知識をメディア上に体現するために

さらに多くのコストを投入すれば，このような共同

おこなう整理と表現」を，「知識の組織化」と呼び，

体験や追体験を，疑似体験させる，仮想現実システ

知識資源の定義を，「組織化された知識」と要約し

ムを構築したり，エキスパートシステムや学習支援

た．これらに従えば，本研究項目の対象は，電子媒

システム（e-learning）を構築したりする事もでき

体とくにウェブなどのインターネットをメディアと

よう．しかし本研究項目に投入できるコストと比較

した，
「地質学・地球科学に関する知識資源」であり，

検討した結果，アウトリーチ活動や教育研修活動に

そのための知識の組織化が，すなわち本研究の内容

までは踏み込まないことにした．そのかわり，研究

であると言える．

成果をアウトリーチ活動や教育研修活動に容易に

資源という言葉は，上の複数の節で議論した，知

利用できるようにするための，出口側の接続性すな

識と情報の資源・材料・部品利用の促進にも呼応す

わちアクセシビリティーとユーザビリティーを重視

るため，本研究項目の対象として選択する意義は

し，設計に盛り込むことにした．

大きい．また資源という言葉はすでに，本研究課題

2.4.5

の目標のなかで用いられている：「既存のデータベ

整理分類の程度による形式知の分類

みずほ情報総研・吉川編（2007，p.4-8）は，形
式知をデジタル情報として限定的にとらえなおした

ース資源の活用を図る」（地質調査総合センター，
online）．

うえで，分類・整理の程度という別の観点から，形

ただし知識資源という言葉は，現在広く一般的に

式知を二分した．すなわち，「きちんと整理・分類

流通しているとは言い難い．そこで一般利用者向け

された形式知」と，
「整理・分類されていない形式知」

には，「地質学・地球科学に関する知識資源」を「地

である．デジタル化が一部の専門家によっておこな

質情報」と通称することとした．上の 2.4.1 で議論

われていた時代には，デジタル化の作業と整理・分

したように，提供側にとっての知識は，利用者にと

類の作業は同時におこなわれていた．このため，デ

ってはすなわち情報であるので，この通称は，これ

ジタル情報のかなりの割合を，「きちんと整理・分

までの定義と議論に対して，論理的にも無理の無い

類された形式知」が占めていた．

ものと言えよう．

と ころが昨今のデジタル情報の爆 発 的 増 大 を 担

なお，知識資源に類似する用語として，ほぼ同じ

う，情報技術に疎い一般市民によって，形式知は，

文 脈 で，「 デ ジ タ ル 資 産 」 お よ び「 メ デ ィ ア 資 産 」

とりあえずデジタル化されて生み出され，「整理・

といった用語が使われることがある．これらの用語

分類されていない形式知」が増殖し続けている．こ

の採用も検討したが，それぞれの定義を明確に示し

れらは検索・閲覧しにくいため，再利用されずに埋

た文献を見出すことができなかった．このことから

もれてしまうことが多い．また他の情報との関係が

判断すれば，これらの用語は，知識資源よりもさら

捕らえにくいため，再利用の効果が一過性で限定的

に一般的な用語ではなさそうである．また，これら

なものになってしまう（みずほ情報総研・吉川編，

の用語は，データよりもコンテンツに重きを置くと

2007，p.6-7）．

ともに，コンテンツによる営業戦略の文脈で語られ

これらの分類あるいは対比は，
システム構築の程度，

る傾向が認められ，特許権や著作権などの「知的財

とくに構造化の程度を示すものである．この点につい

産」に近い言葉と判断できる．これらのことから，

ては，下の 2.7.1 および 2.7.2 において，データベー

本研究項目の対象としてこれら二つの用語の採用は

スの定義の比較とともに，さらに検討をおこなう．

控え，代わりに知識資源および地質情報を採用する
こととした．
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2.6

メタデータ

トデータベースなどの他のデータベースが台頭しつ

知識資源を記述する情報として，
「メタデータ」も

つあることも記されている（インセプト，online）．

本研究の対象と定める．上の 2.4.5 における議論に

一方，国語辞典や WikiPedia などに示された，一

よって必要性が明らかとなった，データ・コンテン

般向けの定義はまさに様々で，共有電子ファイル群

ツの検索・閲覧と再利用のためには，メタデータが

や，電子情報以外の紙などに記された情報の集合体

有用であるからである．

を，データベースとする定義まで存在している．ま

谷口・緑川 (2007，p.2) は，メタデータを「デー

た，RDB への言及は極端に少ない．つまり，情報技

タに関するデータ．それぞれの知識資源から収集・

術分野で作られたデータベースという用語は，一般

蓄積された，複数の特徴（属性）を表現するデータ（属

化・通俗化に伴い，本来の定義から大きく拡大解釈

性値）の組」と定義した．そしてメタデータを，
「知

されてしまったといえる．さらにこのことは，上の

識資源を効率よく検索し，検索結果を見るだけで知

2.4.5 で議論した，整理分類されていない形式知の

識資源自体を手に取ったり入手したりしなくても内

増大とも関連しているだろう．

容が確認でき，必要な知識資源の存在を知ることが

この一般化・通俗化は，地質学・地球科学の分野

できるようにするために利用される」と記述してい

においても著しい．たとえば「数値地質図そのもの

る．本研究項目は，これらの定義を採用するととも

が一つのデータベースである」（脇田，2006）とす

に，メタデータを，地質情報システムの基本的な構

る拡大解釈や，「地質データの整理，保存について

成要素として重視し，設計を進めることとした．

はこれといった方法はなく，利用目的に合わせて各
自工夫するほかない」（鹿野，2001）といった，逆

2.7
2.7.1

データベース

説的定義まで見受けられるほどである．さらに下の

データベースの定義

4.2 において，地質調査総合センターの既存のデー

基本用語の検討の最後に，データベースの定義の
比較検討をおこなった．その結果を第 2 表に示し，

タベースの具体的例を検討し，拡大解釈について議
論する．
地質学・地球科学の分野では，コンピュータ技術

これを参照しながら，以下の議論を進める．
国家技術標準 JIS には，データベースの定義が複

の登場以前から，膨大な既存の研究成果を網羅的に

数示されているが，どれも共通して「構造化された

集積・体系化した著作物の編集が，重要な研究活動

データの集合」という概念を基本としている．また，

として，特に老練な研究者によって続けられてきた．

どれも「関係」・「実体」・「構造」などの，リレーシ

この事も，データベースの拡大解釈に影響している

ョナルデータベース（RDB）の基本用語で構成され

と思われるが，明確な原因はつかめていない．

ており，これらを RDB の定義として読むこともでき

2.7.2 データベースに代わる新しく厳密な用語の選択

る．つまり情報技術の分野では，データベースはす

以上に述べたたように，データベースという用語
は，広く一般や地質学・地球科学分野への浸透にと

なわち RDB であると，標準的に認識されている．
とは言え情報技術分野で，この標準が遍く永続的

もない，情報技術分野における本来の定義から一般

に受け入れられているというわけではない．改定を

化・通俗化されてしまっている．その結果，データ

比較的容易におこなえ，そのため最新の認識が反映

ベースという用語によって，厳密な議論・設計をお

されやすいウェブ上の情報技術用語辞典には，たと

こなうことが困難となっている．

えば「大量のデータを一定の規則に従って蓄積し，

またデータベースはその名称のとおり，本来デー

一元的に管理できるようにしたもの」（ウェブリオ，

タを収録するシステムであったが，コンテンツや地

online）のように，RDB に限定しない定義が示され

理情報などを集録したシステムが，データベースと

ている．さらには，
「何らかの情報を網羅的に収集し，

名乗ることも多くなっている．このことは，2.1.2

蓄積したもの．またはそうした目的にそって蓄積さ

で議論した著作権に関わる問題や，データの資源・

れつつある情報」（アイティメディア・デジタルア

材料・部品利用の促進に関わる問題に直接関係した

ドバンテージ，online）のように，整理や構造化を

トラブルや，損益を引き起こす可能性を秘めており，

求めない，より広い定義までもが存在する．RDB が

それらへの対応が要求される．

主流であると述べた事典が多いものの，オブジェク
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報技術の分野では古参の技術であり（NRI ラーニン

構築すべきなのであろうか．この検討のためにま

グネットワーク，2003，p.2-3），現在ではこなれた

ず，多様な情報システムに関する技術情報を広く渉

基礎技術となってしまっている．データベースは，

猟し，候補となるシステムを洗い出した．その結果，

ウェブアプリケーションなどの多様なシステムの裏

多様な情報システムを選定候補として見出し，それ

側で，常時データのやり取りと更新をおこない続け

ぞれの定義や説明・来歴・構成要素・対象情報の種

る，縁の下の力持ちとしての目立たない存在になっ

別・機能・コストなどの情報を収集することができ

ている．そしてデータそのものの量や質を誇るより

た．これらの情報は，膨大で多岐に亘るため，ここ

も，データを利用したサービスの提供やコンテンツ

に詳述することは避け，要約して一覧表にまとめた
（第 3 表）．また情報の収集元は，数百を超えるウェ

の販売が目指されるようになってきている．
このような変化に伴い，データベースという用語

ブページや情報技術書・技術論文など，膨大で多岐

の先進性は薄れ，逆に技術的に遅れた今更感や，情

に亘るため，個別の文章の引用は避けて総合的な要

報技術に疎いイメージを与えるようにすらなってい

約と評価をおこない，個々の出典を記すことはしな

る．この負のイメージは，本来の定義を離れた広義

い．

のデータベースほど強くなる．特に「データベース

4

化」という言葉には，「今になってやっと電子化す

対象の具体化と分類

るのか」といった印象や，「電子化に伴う資金の無

次に対象の明確化のために，その具体例を洗い出

駄遣い」といった否定的なイメージまでもが染み付

し，分類をおこない，重要な論点を炙り出した．こ

いてしまっている．つまりデータベースという用語

れらの結果を，以下に順に示す．

によって，効果のある説明・宣伝をおこなうことが
困難となった．すなわち，「外部に公開するための

4.1 沿岸域調査で取得・生産する情報
沿岸域地質・活断層調査研究の各段階で，取得・

海陸統合データベース」を，この名称で公開しても，
外部からは魅力や研究の進展を感じられなくなって

生産されると想定される情報の，具体例を検討した．

しまっている．

まず地質調査総合センター（online）ウェブサイト

このような検討から，データベースに代わる新し

に示された，各研究項目の解説文を対象に具体例の

く厳密な用語を選択し直すことにした．そのために，

抽出をおこない，さらに本報告書の複数の原稿を，

上の 2 章に記した一連の用語の定義と議論を活用し

抽出対象に追加した．そして，抽出した具体例を第

た．そして研究情報の集積としての「海陸統合デー

1 表に示した情報の分類にあてはめた（第 4 表）．
煩雑化を避けるため，ここでは個々の具体例につ

タベース」を，内部向けには「海陸地球科学知識資源」
と呼びかえるとともに，一般向けには「海陸地質情

いては言及しないが，多種多様な情報が，容易に抽

報」と呼ぶことにした．さらにそれらを扱うコンピ

出できたことを明記する．実際の調査後には，さら

ュータ管理システムを，内部向けには「海陸地球科

に多様な情報が取得・生産される事は，想像に難く

学知識資源管理システム」と呼び，一般向けには「海

ない．また，すべての研究項目から，すべての種類

陸地質情報システム」と呼ぶことにした．

の情報が抽出されたことも重要である．さらにこれ

3

らの情報は，粗稿・原稿の段階から，順を言って精

海陸地質情報システムを構成する

度と品質を上げられていくだけでなく，さらに複数

情報システムの洗い出しと技術動向調査

の情報間の形式化の程度もが，順に高められていく．

上に記した一連の検討にもとづき，本研究項目で
構築を目指している「海陸統合データベース」を，
「海

これらの途中段階に生み出される，たくさんの途中
経過版の扱いも検討課題である．

陸地質情報システム」と呼びかえることとした．こ

海陸地質情報システムは，これらすべての情報を

れは単なる改名のみの意味を持つだけでなく，海陸

対象にすることができるか；対象にする必要がある

地質情報システムを，RDB などの純粋なデータベー

のか；あるいは取捨選択が必要なのか；またこれら

スシステムとして実現することができない，という

の情報を対象にできる最適な情報システムは，具体

新たな認識への対応でもあった．

的にどのようなものであるか；最適な情報システム

それでは，どのような種類の情報システムとして

はどのように選定したらよいか；以上を具体的に検
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討する必要性が浮き彫りになった．これらを，下の

データベースを根本的に作り変え，データを入力し

第 5 章で詳述する．

なおす必要があり，コストの問題から，当面それは
不可能であると判断した．

4.2

4.2.3

既存のデータベース資源

位置情報・空間情報を集録するデータベース

次に，
「既存のデータベース資源の活用を図る」と

次に，これらのデータベースの大部分が，位置情

する本研究項目の目的を具体化するために，それら

報を集録していることが注目される．地質学・地球

を洗い出した．そしてそれらに含まれている情報の

科学に関わる情報のかなりの割合が，位置情報に関

種類を，上の 2 章に詳述した分類（第 1 表）にあて

係していることは，詳しい説明を待たずとも頷ける

はめた．また情報を管理・運用するシステムの種類

ことであろう．ただしこれらのデータベースに収録

を，3 章で洗い出した選定候補となる情報システム

された位置情報の大部分は，位置情報を単独に形式

（第 3 表）のどれにあたるのか検討した．そしてそ

化したものであり，データやコンテンツに位置情報

れらの結果を第 5 表にまとめた．以下ではこの表を

を直接付与し，空間情報として高度に再利用できる

参照しながら，議論を進める．

ものは少ない．

4.2.1

データ以外の情報を集録するデータベース

このためこの 10 年来，位置情報と他のデータや

これらの既存のデータベース資源は，データベー

コンテンツを地理情報として編集しなおし，GIS と

スという名称を名乗っているにもかかわらず，デー

くに WebGIS で利用可能にする事が目指されてきた

タ以外の，コンテンツや地理情報を集録しているも

ようであるが，コストなどの問題のためか，これが

のが半数以上を占めていることが，まず注目される．

実現されたのは僅かで，また表示速度などに問題を

これは，データベースという用語の拡大解釈という

残したままである．そして，地理情報を扱う GIS 技

問題だけに留まらず，上の 2.1.2 で議論した著作権

術や WebGIS 技術が停滞し，空間データや空間コン

に関わる問題でもある．これらの「データベース」

テンツを扱うシステムが台頭する時代を迎えてしま

の知識資源としての活用には，法的な注意が必要で

った．既存データベース資源に含まれる空間情報の

あるだけでなく，具体的なシステム設計に関わる問

活用には，これらの点を踏まえて，空間データ・空

題としての注意も要求される．特に地理情報のみを

間コンテンツとそれらを扱う軽快かつコストの低

対象としている WebGIS やデジタル地質図をデータ

い，GeoWeb などのシステム・サービスを媒介とし

ベースと呼称することは，著作権に関わる問題に直

た，相互運用などの方策を検討すべきであろう．

接関係したトラブルや，損益を引き起こす可能性を

4.2.4

メタデータを集録するデータベース

これらの「データベース」のかなりのものが，メ

秘めており，対応が要求される．
4.2.2 データが個別に収録されていないデータベース

タデータを収録していることも注目に値する．メタ

とはいえこれらの「データベース」の大半は，大

データは，情報の検索のみならず，情報の関連付け

量のデータを形式化・整理・構造化して収録してお

や情報システムの相互運用を媒介する重要な存在で

り，この点から見れば純粋なデータベースであり，

ある．「既存のデータベース資源の活用」のために

上記の 4.2.1 の問題とは無縁である．ただし複数の

は，なによりもこの既存メタデータの活用が求めら

データを，データシートなどの形式で，まとめて収

れる．

録しているものが多く，画像でデータを提供してい

ただし既存のデータベースに収録されたメタデー

るものも多い点に問題が残っている．データシート

タの活用のためには，二つの問題を解決しなければ

や画像に対する著作権の法的解釈は，現在確定して

ならない．まず一つめは，同じメタデータが複数の

おらず，自由に利用する事にはリスクが伴う．また

データベースに重複収録されており，さらにそれら

データシートや画像は，利用者への閲覧性は高いも

が異なるメタデータ項目名をつけられて形式化され

のの，機械にはその内容を理解できない．これらの

ている問題である．この問題を解決しないことに

理由から，データシートや画像は，自動的な材料・

は，意味のある相互運用を実現する事は難しい．そ

部品組み立てや相互運用による高度活用へと発展で

の為には，メタデータの標準化や，それにもとづく

きず，残念ながら人間による閲覧・再構成に利用で

データベース間のメタデータの名寄せと統一化が求

きるに過ぎないと言える．高度利用のためには，各

められるが，これらには多くのコストが要求され
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る．そこで本研究課題では，（1）既存メタデータ標

トが準拠すべき，新たな技術標準が要求される．ウ

準の見直し，（2）メタデータの思い切った簡略化，

ェブ標準と総称される，アクセシビリティーの向上

（3）メタデータの自動変換，（4）最も充実化が進ん

基準への準拠や，検索エンジンへの対応強化が求め

だ既存メタデータ資源である，地質文献データベー

られるようになったのである．しかし既存のデータ

ス（GEOLIS）のシステム間相互運用の機軸として活

ベース資源の大部分は，これらの新しいウェブ技術

用の四つの方策を目標に掲げた．これらについては，

標準への対応がおこなわれていない．また，既存の

次年度に具体的検討を開始する予定である．さらに

データベース資源には，データの追加・更新が滞っ

将来的には，（5）用語辞書とくに同義語辞書構築と

ているものも多く，この点の改善も，インターネッ

その活用や，（6）それらの発展形であるオントロジ

ト全体としての構造化のためには要請される．
これらの問題への対応は，単に相互運用強化を導

やセマンティックウェブなどの新技術の活用も視野

くのみならず，検索サイトから流入する一般利用者

に入れている．
二つめの問題は，メタデータ収録そのものにかか

の劇的な増加などの，様々な利益をも見込める大き

るコストである．さらに，コストが要求されるにも

な課題である．また最近利用が増えつつあるコンテ

関わらず，上に示したように，複数のデータベース

ンツ管理システム（CMS）によって，比較的簡便か

に同じメタデータが重複登録されている．この問題

つ低コストで，これらの問題が解決できるようにな

に対しても，上の六つを方策としてメタデータの重

ってきた．これらの一連の検討にもとづいて，本研

複入力の削減を目指していく．さらに（7）メタデ

究課題では CMS の採用を目指し，その準備を開始

ータの自動抽出や，
（8）ソーシャルタギングなどの，

している．

一般利用者によるメタデータ後付入力等々の，新し

5

い技術の検討も進めていく予定である．
4.2.5 単 純なウェブサイトとして運用されている

5.1

データベース

情報システムの比較検討とそれに基づく選定
情報システムの比較検討

以上の検討と技術動向調査の結果を受け，各種シ

既存データベース検討の最後に，システムの種類

ステム・メディアの比較検討をおこなった．比較し

について議論する．既存データベースのなかには，

た対象は，上の第 3 章で広く情報収集をおこない，

単純なウェブサイトとして運用されているものも多

第 3 表にまとめた，多様な情報システムである．比

い．上の 2.7.1 に記したように，情報技術の分野で

較検討した内容は，上の第 2 章で定義と議論をおこ

はデータベースをすなわち RDB とする認識が主流で

ない，第 1 表にその結果をまとめた多様な情報への，

あり，誤用や拡大解釈には様々な問題が生じてくる

適用・対応の程度である．比較検討は，（1）各種技

可能性がある．

術情報の収集，
（2）過去に利用した経験情報の収集，

とは言え昨今のウェブ関連の情報技術革新によっ

（3）実際のシステム試用，の三つの方法でおこない，

て，インターネット上の膨大なウェブサイトの集合

それらを総合判断し，5 段階の評点を与えた．この

体を，大規模なひとつのデータベースとして認識・

検討結果を第 6 表にまとめて示す．ここでは煩雑化

利用することが多くなり，インターネット全体とし

をさけるために，個々のシステムの評価を詳述する

ての構造化が目指されるようになってきた．この現

ことはせず，全体の傾向についてのみ記述すること

状から見れば，単純なウェブサイトとして運用され

にする．

ているデータベースが多いことは，問題点ではなく

もっとも大きな論点は，すべての種類の情報に包

逆に利点となる．ウェブサイト間の相互運用は，単

括的に対応するシステムは無かった，という点であ

純ではあるが，HTML リンクという簡便な方法です

る．この点からも，上の各章で記述した．複数のシ

でに実現できており，大きなコストを要求されるこ

ステムを構築し，相互運用していくという方針の重

ともない．この点を生かし，既存のデータベース資

要性が確認できた．
もちろん，沿岸域地質・活断層調査の結果得られ

源の活用は，主に HTML リンクによって段階的に実

るすべての情報に対応するシステムをまとめて開発

現していくという方針を採用することにした．
とはいえ，インターネット全体としての構造化と，
それによる相互運用のためには，個々のウェブサイ

することもできる．しかし上の 4.1 で検討したよう
に，これらの情報は多岐に渡り，これらのすべてに
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対応するシステムは非常に大規模になり，資金的・

み出される，多様な形式のデータの共有を目指して，

時間的なコストが膨大になってしまうことが容易に

機関リポジトリの構築準備を始めている．さらに引

予想される．また全ての情報が出揃うまでは，それ

き続いて，多様な研究成果を柔軟に外部へ公表でき

らのすべてに最適なシステムを設計し始めることが

る CMS の構築を目指しているが，ブログは CMS の

できず，上の 2.4.3 での議論と同様の問題を生じ，

一種であるため，その成果を活用できると考えてい

即時性を欠いたシステムとなってしまう．

る．以上の三つに平行して，地質情報統合化推進室

10 年以上前までは，すべての情報に対応する大規

では，LBS の構築・運用のための準備も開始してい

模な「統合システム」の構築が喧伝され，システム

る．これについては，川畑・齋藤（2009）によって，

インテグレータを名乗る企業によって，その構築が

本報告書に詳述されている．

一括請負されていた．しかし今世紀に入り，コスト

来年度中を目処にこれらの実用化をおこなうとと

の増大や硬直化・画一化・迅速柔軟変更不能などの

もに，さらに順次平行して，他のシステムの検討と

欠点が目立ち始め「統合システム」の夢から目覚め

設計を進めていく予定である．

ざるを得なくなった．そして複数システムの相互運

6

用を円滑化する，XML ウェブサービス・RESTful ウ

プロトタイプ作成

ェブサービス・サービス指向アーキテクチャ (SOA)

具体的なシステムの選定と設計には，さらに機能

などの技術が一般化してきた．これらの技術動向を

や性能などを比較検討することも重要である．これ

踏まえ，より柔軟な相互運用を目指すことにした．

らについても，上の 5.1 で述べた三つの方法で検討

またこの 10 年来，全ての種類の情報を統合的に

することもできるが，実際にシステムを構築・運用

扱うシステムとして，WebGIS が喧伝されてきた．

してみることが，最も効果的と判断し，プロトタイ

それを受けて，産総研・地質調査総合センターにお

プの作成を開始した．その概要を第８表にまとめた．

いてもその導入がおこなわれ，本研究項目に対して

現在，試験運用や構築準備を進めている途中である

も，当初その利用が求められたこともあった．しか

ため，それらの詳細は，来年度の報告書に記す．試

し第 6 表に明らかに示されているように，WebGIS

験運用の結果得られるさまざまな情報をもとに，本

は非空間情報への対応が著しく悪く，また空間情報

格システムの設計・構築を進めていく予定である．

に限っても，最適な対象は地理情報のみである．最

7

近激増している空間データや空間コンテンツへの対

まとめ

応がようやく始められたものの，これらの軽薄短小

沿岸域地質・活断層調査，研究項目「資料整備と

な情報に対して，WebGIS は重厚長大過ぎ，費用対

公開」の目的を明確化・具体化するための基本的検

効果が著しく低いと言わざるをえない．

討をおこなうとともに，技術動向の把握とプロトタ
イプ試作をおこなった．

5.2

情報システムの選定

まず基本用語の，情報技術分野・一般分野・地球

以上の比較検討と，第 3 表に示した利点・欠点

科学分野における利用状況を調査した．そしてその

やコストの比較にもとづいて，情報の種類ごとに複

結果をもとに，各用語を再定義・再分類した（第 1 表・

数の情報システムを選定した．ただし個別の製品ま

第 2 表・第 1 図～第 10 図）．さらに情報技術・哲学・

でを選定したわけではない．選定結果を第 7 表にま

経営学・政治経済などのさまざまな視点から，各用

とめた．この表に掲げた複数のシステムを順次構築

語と研究項目との関連性・重要性・問題点を，理論

しながら，さらにそれらの相互運用性を順次向上さ

的かつ応用的に検討した．これらの対象とした基本

せていく予定である（第 11 図）．もちろんこれらの

用語を，以下に列記する：データ・コンテンツ・情報・

構築は，沿岸域地質・活断層調査全体の進展に，順

位置情報・空間データ・空間コンテンツ・地理情報・

次対応しながら進めていく．

空間情報・知識・形式知・暗黙知・共感知・操作知・

このために，まずは概念知・会議議事録などの共

体系知・概念知・整理分類された形式知・整理分類

有や，議論・質疑応答・連絡通知など，研究の初期

されていない形式知・知識資源・知識の組織化・地

段階で活用できるブログの構築を最初に開始した

質情報・メタデータ・データベース．

（第 11 図）．次に，研究のさまざまな途中段階で生
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注意点が明らかとなった：（1）著作権に適切に対処

機能・コストなどの情報を収集することができた（第

するために，データとコンテンツを峻別しなければ

3 表）．

ならない．（2）データとコンテンツの峻別は，デー

さらに，対象とする情報の明確化のために，調査

タ・コンテンツを資源・材料・部品として利用した

研究の各段階での取得・生産が想定される情報の，

コンテンツ生産を促進し，科学と社会経済の発展を

具 体 例 を 洗 い 出 し， 分 類 を お こ な っ た ( 第 4 表 )．

導く．（3）空間情報の面指向から点指向への技術革

その結果，多種多様な情報が容易に抽出され，（1）

新にともなう，GIS 技術の停滞傾向と空間情報技術

これらすべての情報を対象にすることができるか，

の勃興に対応する必要がある．（4）安直・性急にシ

対象にする必要があるのか，あるいは取捨選択が必

ステム構築を始めるのではなく，その前にまずは技

要なのか；（2）これらの情報を対象にできる最適な

術動向と利用者要求に関する最新の情報を積極的に

情報システムは，具体的にどのようなものであるか；

収集するべきである．（5）大きなシステムをまとめ

（3）最適な情報システムはどのように選定したらよ

て時間をかけて作りこむのではなく，今後の急速な

いか；以上を具体的に検討する必要性が浮き彫りに

技術革新に柔軟に対応するために，まず簡便なプロ

なった．

トタイプシステムを構築し，その試験運用結果をも

その上で，「既存のデータベース資源の活用を図

とに設計を練り上げ，小さなシステムを順次継ぎ足

る」とする本研究の目的を具体化するために，それ

しながら，逐次方向修正を続けていく開発方針をと

らを洗い出し，分類をおこない，検討を加えた（第

る必要がある．（6）体系知を段階的に作り上げる複

5 表）．その結果，以下の問題点とその対応方針が明

雑な過程を，データ取得から体系知公開まで一貫し

らかとなった：（1）データベースという名称を名乗

てデジタル情報によって進めなければならない．
（7）

っているにもかかわらず，データ以外の，コンテン

特に研究の初期段階においては，概念知の生産・共

ツや地理情報を集録しているものが，半数以上を占

有・部品利用の促進や，概念知を体系知としてまと

めている；（2）とは言え大半は，大量のデータを形

め上げるシステムを利用することが望ましい．（8）

式化・整理・構造化して収録しており，この点から

デ ー タ・ コ ン テ ン ツ は， そ れ ら の 取 得・ 生 産 と 同

見れば純粋なデータベースであり，上記の問題とは

時にセルフサービスでデジタル入力されるべきであ

無縁である；（3）複数のデータをデータシートなど

り，この入力を支援し，可能な限り自動化・省力化・

の形式で，まとめて収録しているものや，画像でデ

高品質化するためのシステムの構築が必要となる．

ータを提供しているものが多く，機械による自動的

（9）高度な考察の結果得られる体系知は，研究の最

な材料・部品組み立てへと発展できないだけでなく，

終成果であり，これのみの外部公開は，ごく小規模

著作権上の問題も生じかねない．（4）大部分が位置

で限定的かつ即時性を欠いたものに留まってしまう

情報を集録しているが，データやコンテンツに位置

可能性が高い．

情報を直接付与し，空間情報として高度に再利用で

以上の検討の結果，本研究項目の対象である，研

きるものは少ない．（5）空間データ・空間コンテン

究情報の集積としての「海陸統合データベース」を，

ツとそれらを扱う軽快かつコストの低い GeoWeb な

内部向けには「海陸地球科学知識資源」と呼びかえ

どのシステム・サービスを媒介とした，相互運用な

るとともに，一般向けには「海陸地質情報」と呼ぶ

どの方策を検討すべきである．（6）かなりのものが

ことにした．さらにそれらを運用するコンピュータ

メタデータを収録しており，この活用が求められる．

システムを，内部向けには「海陸地球科学知識資源

（7）同じメタデータが，複数のデータベースに重複

管理システム」と呼び，一般向けには「海陸地質情

収録され，それらが異なるメタデータ項目名をつけ

報システム」と呼ぶことにした．

られて形式化されてしまっており，標準化やそれに

次に「海陸地質情報システム」をどのような種類

もとづく名寄せと統一化が求められる．（8）メタデ

の情報システムとして構築すべきかを検討のため

ータ収録そのものに大きなコストが要求される．
（9）

に，多様な情報システムに関する技術情報を広く渉

これらのメタデータに関する問題に対して，以下の

猟し，候補となるシステムを洗い出した．その結果，

方針で対応を進める：(a) 既存メタデータ標準の見直

多様な情報システムを選定候補として見出し，それ

し，(b) メタデータの思い切った簡略化，(c) メタデ

ぞれの定義や説明・来歴・構成要素・対象情報の種別・

ータの自動変換，(d) 最も充実した既存メタデータ
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資源である，地質文献データベース（GEOLIS）のシ

を目指している . 以上の三つに平行して，野外調査

ステム間相互運用の機軸として活用．（10）さらに

時のデジタルデータ直接取得を目指した，LBS の構

将来的には，以下の新技術の活用も視野に入れる：

築・運用のための準備も開始している ( 川畑・齋藤，

(e) 用語辞書とくに同義語辞書構築とその活用，(f )

2009）．

それらの発展形であるオントロジやセマンティック

具体的なシステムの選定と設計には，さらに機能

ウェブ，(g) メタデータの自動抽出，(h) ソーシャル

や性能などを比較検討することも重要である．この

タギングなどの一般利用者によるメタデータ後付入

ためには，実際にシステムを構築・運用してみるこ

力．（11）既存のデータベースのなかには，単純な

とが最も効果的と判断し，プロトタイプの作成を開

ウェブサイトとして運用しているものも多い．情報

始した（第８表）．試験運用の結果得られるさまざ

技術の分野では，データベースはすなわち RDB で

まな情報をもとに，来年度は本格システムの設計・

あるという認識も多くあり，誤用や曲解にまつわる

構築を進めていく予定である．

様々な問題が生じかねない．（12）昨今のウェブ関
連の情報技術革新によって，インターネット上の膨

謝辞：合資会社キューブワークスの北尾

大なウェブサイトの集合体を，ひとつのデータベー

最新のウェブ関連技術についてご教示いただきまし

スとして認識・利用することが多くなり，インター

た．株式会社シーエムエスの河邊雅夫氏と伊沢斎氏に

ネット全体としての構造化が目指されるようになっ

は，機関リポジトリシステムのプロトタイプ構築にご

てきた．この現状から見れば，単純なウェブサイト

協力いただきました．有限会社アルファサードの野田

として運用されているデータベースが多いことは，

純生氏と住田理恵氏には，CMS の構築準備にご協力

問題点ではなく逆に利点となる．この点を生かし，

いただいています．産総研地質情報研究部門の宮城磯

既存のデータベース資源の活用を，主に HTML リン

治氏・西岡芳晴氏・原

クによって段階的に実現していくという方針を採用

とご協力をいただきました．産総研地質調査情報セン

する．（13）この方針を実現するためには，まずウ

ターの川畑

ェブ標準への準拠や，検索エンジンへの対応強化が

所内の各種システムについて，ご教示いただくととも

求められる．これらを比較的簡便かつ低コストに支

に，議論をしていただきました．この報告書に記した

援することができる，CMS の採用を目指す．

成果は，地質情報統合化推進室の室員全員による，日

馨氏には，

英俊氏には，折に触れて議論

晶氏・渡辺和明氏・百目鬼洋平氏には，

以上の検討と技術動向調査の結果を受け，各種シ

常業務と日々の濃密な議論を積み上げた結果です．し

ステム・メディアの比較検討をおこなった（第 6 表）．

かし責任の所在を明らかにするために，以下の室員諸

その結果上に記した様々な問題点が再確認できると

兄を，著者に含めませんでした（あいうえお順）
：川

ともに，以下の２点が明らかとなった：（1）すべて

畑大作（現地質情報研究部門・地質情報統合化推進室

の種類の情報に包括的に対応するシステムは無い．

兼務）・川頭信之（現物質・材料研究機構）
・齋藤英二

（2）複数のシステムを構築し，相互運用していくと

（現地質資料管理室・地質情報統合化推進室兼務）
・角
井朝昭・宝田晋治（現地質情報研究部門）
・野々垣進・

いう基本方針が重要である．
以 上 の 比 較 検 討 と， 第 3 表 に 示 し た 利 点・ 欠 点

宮崎純一 ( 現地質情報整備室 )・村田泰章（現地質情

やコストの比較にもとづいて，情報の種類ごとに複

報研究部門・地質調査情報センター兼務）．以上の皆

数の情報システムを選定した（第 7 表）．選定した

さんをここに記して，深く感謝いたします．

複数のシステムを順次構築しながら，さらにそれら
の相互運用性を順次向上させていく予定である（第
11 図）．まずは概念知・会議議事録などの共有や，
議論・質疑応答・連絡通知など，研究の初期段階か
ら活用できるブログの構築を最初に開始した．次に，
研究のさまざまな途中段階で生み出される，多様
な形式のデータの共有を目指して，機関リポジトリ
の構築準備を始めている．さらに引き続いて，多様
な研究成果を柔軟に外部へ公表できる CMS の構築
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平成 20 年度

沿岸域の地質・活断層調査

第1図

第2図

研究報告

データの概念図．

データとコンテンツの概念図．
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第3図

知識・情報・データ・コンテンツの概念図．

第4図

知識・伝達・情報の概念図．
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平成 20 年度

第5図

沿岸域の地質・活断層調査

研究報告

概念図：知識の一部が伝達されたものが情報．

第6図

知識間情報相互伝達の概念図．
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第7図

組織内外における知識間相互伝達の概念図．

第8図

形式知間の情報相互伝達と暗黙知の概念図．
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平成 20 年度

第9図

第 10 図

沿岸域の地質・活断層調査

研究報告

形式知・伝達・情報の概念図．

暗黙知と形式知の相互変換と伝達の概念図．
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空間情報

非空間情報
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○

空間コンテンツ

地理情報

×

×

×

間接位置情報
( データ）

直接位置情報
( データ）

×

空間データ

位置情報
( データ）

○

コンテンツ
×

×

データ

定義と解説

情報と知識の階層分類・定義・解説．

専門家の取捨選択・総描・編纂によって，空間データを面的な地図として体系化した，古典的な
空間情報．紙印刷および GIS の対象となってきた．作成に多大なコストと技能が必要なため，価
格と更新頻度に難がある．このため一般市民の利用や多様な商業利用に発展できず，トップダウ
ンで画一的に，主に専門家向けに提供され，囲い込みの弊害が指摘されてきた．他の情報とは，
単純な重ね合わせができるに過ぎず，総合的・機械的・即時的に組み合わせて，新たな空間情報
を多様かつ低コストで生み出す高度利用は困難

出典・参考情報

有川（2002）を編集

有川（2002）を編集

有川（2002）を編集

有川（2002）を編集

有川（2002）を編集

有川（2002）を編集

有川（2002）を編集

JISX0701・JISX0001・コン
テンツ促進法を編集

JISX0001

著者らの独自定義

JISX0701

沿岸域の地質・活断層調査

位置情報を付与したコンテンツ．LBS（位置情報サービス）や拡張現実などの新しい情報技術の
対象．決して位置情報が主では無く，コンテンツが主であり，位置情報は，便利に検索するため
の検索キーであり，また，バリューチェーンを実現するものでもある．情報消費者から情報生産
者へと変容した一般市民によって，画一的でない多様な空間コンテンツが，ボトムアップで大量
かつ迅速に生産・共有され，個別に迅速に更新されるため，極めて有用な情報になる可能性があ
る．さらに総合的・機械的・即時的に組み合わせて，新たな空間情報を多様かつ低コストで生み
出す高度利用が可能．様々な品質の空間コンテンツがカオスのように流通するようになるが，社
会というフィルタにより自然淘汰され，自立的に段階的に内容が充実し，現在の地図の一部に置
き換わるものになるだろう．

位置情報を付与したデータ．LBS（位置情報サービス）や拡張現実などの新しい情報技術の対象．
観察・観測者が，携帯端末によって現場で即時的にセルフサービスで作成できるだけでなく，観
測機器や携帯端末から自動的に収集することもできるため，低コストで容易に大量に蓄積し，共
有できる．総合的・機械的・即時的に組み合わせて，新たな空間情報を多様かつ低コストで生み
出す高度利用が可能

位置を間接的に表現するデータ．郵便番号や地点番号などの ID 番号，地名や住所などの文字列，
地図上に示された図形など．直接位置情報との対応関係を構造化したデータベースに自然言語処
理を適用したジオコーディングサービスによって，機械的に直接位置情報に変換できる．

3 次元空間内の位置を数値座標で表現し，解析幾何学的・力学的分析などに利用できるように形
式化したデータ．緯度・経度・標高（深度）のすべてまたは一部や，方位・仰角（伏角）
・速度・
加速度までをも含む．さらに例えば写真に対する撮影場ベクトル（撮影地点・方位・仰角（伏角）
・
撮影対象までの距離）のように，目的に応じて多様なパラメータを追加定義できる

位置を表現するデータ．GIS では位置情報は主データであったが，IT 一般では，位置情報は，時
間情報と同じく付属情報であることを忘れてはいけない

○ 位置情報を付与した情報全般の総称．位置情報・空間データ・空間コンテンツ・地理情報を含む
上位概念．インターネット上に公開された空間情報をクローラ（crawler）やディレクトリサー
ビスを使って集めたものが「未来の地図」あるいは未来の「サイバー地図」になると考えられる．

データに解釈・判断・推論・考察・創作・創造・発想などの処理を施した，概念やアイディアを
含む知的創造物

客観的な事実・事象・事物を観察・計測し，その結果を伝達・解釈・判断・推論・考察などの処
理に適するように形式化した情報

位置情報を持たない情報全般の総称．データとコンテンツを含む上位概念

○ 伝達された知識．事実・事物・事件・概念・アイディア・プロセスなどを含む．コミュニケーショ
ン（信号の伝達による意味の伝達）の過程において，事実又は概念を表現するために使われるメッ
セージ

著作権
×

第1表

平成 20 年度
研究報告
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知識資源

（知識）

形式知＝情報

暗黙知

メタデータ

知識

△

操作知

△

○

○

概念知

整理・分類済み形式知

整理・分類されていない形式知

×

○

○

体系知

△

△

×

共感知

×

×

×

データに関するデータ．それぞれの知識資源から収集・蓄積された，複数の特徴（属性）を表現
するデータ（属性値）の組．知識資源を効率よく検索し，検索結果を見るだけで知識資源自体を
手に取ったり入手しなくても内容が確認でき，必要な知識資源の存在を知ることができるように
するために利用される．

人間の知的活動によって生産された知識を何らかのメディア上に体現したもの．知識をメディア
上に体現するためにおこなう整理と表現を知識の組織化と呼ぶ．知識資源は，組織化された知識
である．

きちんと整理・分類されていない形式知，特にデジタル情報．昨今のデジタル情報の爆発的増大
を担う，情報技術に疎い一般人によって，とりあえずデジタル化されて生み出され，増殖し続け
ている．検索・閲覧しにくいため，再利用されずに埋もれてしまうことが多い．また他の情報と
の関係が捕らえにくいため，再利用の効果が一過性で限定的なものになってしまう．

きちんと整理・分類された形式知，特にデジタル情報．デジタル化が一部の専門家によっておこ
なわれていた時代には，デジタル化の作業と整理・分類の作業は同時におこなわれていた．この
ため，デジタル情報のかなりの割合をこの情報が占めていた．

形式知に変換された暗黙知．暗黙知は，形式言語で言い表すことが難しいため，形式知への変換
には，メタファー．アナロジー，コンセプト，仮説，モデル，概念図，絵画，写真，動画などの，
非分析的な方法を使わざるを得ない．

異なった形式知を組み合わせて新たに創り出された形式知．書類・会議・電話・コンピュータネッ
トワークなどを通じて，知識を交換しながら組み合わせたり，コンピュータ・データベースなど
のように既存の形式知を整理・分類して組み替えることによって，創造的に新しい知識を生み出
すことができる．

系統だって使用することができるように整理された，事実，事象，信念及び規則の集合

形式言語で表すことができ，それによって容易に伝達可能な知識．文法にのっとった文章，厳密
なデータ，数学的表現，科学方程式，明示化された手続き，技術仕様，マニュアル，普遍的原則
等を含む．コンピュータ処理が簡単で，電子的に伝達でき，データベースに蓄積できる．

暗黙知に変換された形式知．書類，マニュアル，図式などの形式で伝達された形式知が，練習，
追体験などの行動を伴う学習によって，体や心の奥底にまで内面化された暗黙知．強い印象を伴
う疑似体験や濃密な対話によって，実体験を伴わずに促されることもある．

形式言語で言い表すことが難しく，伝達して共有したり，体系的・論理的に処理したりすること
が難しい，人間一人ひとりの体験に根ざす個人的な知識．ノウハウ，職人的コツ，直感，イメー
ジ，信念，ものの見方，主観に基づく洞察，価値システム，未来へのビジョンといった無形の要
素を含む．個人の行動，経験，理想，価値観，信念などに深く根ざしている．
弟子入りや合宿訓練などの経験の共有・共同体験によって，暗黙知から暗黙知のまま伝達された
暗黙知．

正当化された真なる信念 ( 西洋認識論哲学において，紀元前 4 世紀から現在まで受け入れられ続
けている，プラトンの古典的定義）．ある人が，しかじかであるということを知っている，と言
えるのは，次の三つの条件を満たすときである：(1) その人は，しかじかと強く思っている．(2)
実際にしかじかである．(3) その人には，しかじかと思うにたる理由がある．

○ 推論に基づき立証を経た認識

谷口・緑川（2007）

谷口・緑川（2007）

みずほ情報総研・吉川編
（2007）を編集

みずほ情報総研・吉川編
（2007）を編集

野中・竹内（1996）を編集

野中・竹内（1996）を編集

JIS X0028

野中・竹内（1996）を編集

野中・竹内（1996）を編集

野中・竹内（1996）を編集

野中・竹内（1996）を編集

戸田山（2002）

JISX0701
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一般

情報通信技術分野

技術標準

データベースの定義と関連する解説．
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本格的なデータベースは，情報の追加や削除，更新，検索を確実／高速に処理するための構造を持っており，
データベースの管理用ソフトウェアによっ て管理される
しかし広義には、何らかの主旨に沿って情報が蓄積されたものなら，テキストファイルのようなものを指し
てデータベースと呼ぶこともある

狭義

広義

（電子計算機で）ある特定の領域において，相互に関連ある大量のデータを整理した形で補助記憶装置に蓄
積しておき，必要に応じて直ちに取り出せるようにした仕組み

何らかの情報を網羅的に収集し，蓄積したもの．またはそうした目的にそって蓄積されつつある情報

定義

定義

Oracle 社の Oracle や IBM 社の DB2，Microsoft 社の SQLServer など が有名である

製品

情報の基地の意．系統的に整理・管理された情報の集まり．特にコンピューターで，さまざまな情報検索に
高速に対応できるように大量のデータを統一的に管理したファイル．また，そのファイルを管理するシステ
ム

現在ではリレーショナルデータベースシステム（RDBMS）というデータベースが多く用いられている．こ
れは、管理される情報をすべて 2 次元 の表としてあらわし管理しているシステムのことである

種類

柴田武・山田明雄・山田忠雄

新村出編（2008）

編（1992）

アイティメディア・デジタルアドバン
テージ（online）

NTT コミュニケーションズ（online）

ウェブリオ（online）

インセプト（online）

JIS X0701

JIS X0017

JIS X0001

出典

沿岸域の地質・活断層調査

定義

データを体系的に整理して管理しているソフトウェアあるいは情報そのもののこと

定義

大量のデータを一定の規則に従って蓄積し，一元的に管理できるようにしたもの

定義

簡単な住所録のようなものから，ファイルシステムまで，様々なものがデータベースに該当する．データベー
スの中でも，一つのデータをカラム（列）とレコード（行）によって整理し，テーブル（表）の中に配置し
た形式のデータベースはリレーショナルデータベース（RDB）と呼ばれ，近年で主流のデータベース形式と
なっている

大規模システムでは Oracle 社の Oracle が，小規模システムでは Microsoft 社の Access が，それぞれ市場の
過半を占めている

製品

種類

データの集まりを表の形で表現するリレーショナルデータベースが主流だが，近年では，データの集合を、
手続きとデータを一体化したオブジェクトの集合として扱うオブジェクトデータベースが大規模システムな
どで利用され始めている

種類

関係データの集合であって，所定の目的又は所定のデータ処理に適合したもの

定義
複数のアプリケーションソフトまたはユーザによって共有されるデータの集合のこと。また、その管理シス
テムを含める場合もある

適用業務分野で使用するデータの集まりであって，データの特性とそれに対応する実体の間の関係とを記述
した概念的な構造によって編成されたもの

定義

定義

複数の適用業務分野を支援するデータの集まりであって，データの特性とそれに対応する実体との間の関係
を記述した概念的な構造に従って編成されたもの

定義

定義（狭義・広義）・説明・解説・種類・実例・製品

第2表

平成 20 年度
研究報告

コンピューターで、関連し合うデータを収集・整理して，検索や更新を効率化したファイル
特定のテーマに沿ったデータを集めて管理し，容易に検索・抽出などの再利用をできるようにしたもの．
狭義には、コンピュータによって実現されたものを言う．OS が提供するファイルシステム上に直接構築さ
れるものや，後述するデータベース管理システム (DBMS) を用いて構築されるものを含む
広義には電子化されたもの以外も含まれるので，電話帳、辞書、特許公報、Biological Abstract Service など
は電子化されていなくてもデータベースの範疇に入ると言える

定義

定義

狭義

広義
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調査で得られたデータや，このようにして集められた地質図や文献は，後日報告書や論文をまとめるうえで
効率よく利用できるように，整理して保存しておく必要がある．
地質データの整理，保存についてはこれといった方法はなく，利用目的に合わせて各自工夫するほかない．
最近ではパソコンでデータ管理を行い．図表や写真，分析結果もパソコンに取り込んで加工することが容易
になっている．
ベクタ形式で数値化された地質図の場合，地質図上に描かれた点や線や面に対して，その意味（属性）のデー
タがリンクしている．その属性データは，しばしば複数の情報から構成される．例えば，地層名，地質年代，
構成岩石，産出化石などである．構成岩石の情報も，さらに細分することができる．変成岩ならば，源岩・
変成年代・変成度・変成タイプ・構造などである．それらのデータはリレーショナルデータベースとして構
築され，数値地質図上に描かれた一つひとつの地質体のデータに結びついている．
このように数値地質図そのものが一つのデータベースであるので，それに対応したデータモデルが必要とな
る．
地質図に描かれた線や面の意味がどのファイルとどのような関係でリンクするのか？岩石名は，岩石区分
DB とリンクし，地質年代は，地質年代 DB とリンクする．それぞれのデータに階層構造があれば，それも
示されなくてはならない
いろいろなデータ相互の関連付けを行い，コンピューターの記憶装置に蓄積してあるデータを効率良く検索
することにより，引き続き実行されるデータ処理プログラムへデータを円滑に受け渡すために設計されたシ
ステムをデータ・ベースと呼ぶ．したがってデータ・ベースは，データの単なる体系的な蓄積のみを目的と
するデータ・バンク・システムとは区別して考えなければならない

逆 説 的 定 義（ 各 自 工
夫するほかない）

地質図データベース

数値地質図

岩石区分データベー
ス 地質年代データ
ベース など

定義

地質調査にあたっては，事前に地質図や層序に関する資料，トンネルや坑道，ボーリングの記録，物理探査
記録，などの地質に関連したデータがあるかどうか調べておくとよい．データがあれば，それらを参考にす
ることによって調査に費やす時間を節約できるだけでなく，調査をより精度の高いものにできる．ただし，
既存のデータに誤りがある場合には，それにひきずられて誤った調査結果を生むことにもなりかねないので
注意を要する．データをどのように読み，生かすかは個人の経験と力量によるところが大きいので，初心者
は，経験を積んだ人に指導を仰ぐことを勧める．

整理保存

地質学・地球科学分野 既存データ

単純なファイルシステムには，ファイルシステム自体に「データ」を統一的手法で操作する機能はない．ファ
イルシステムでデータ管理をするためには．データの操作機能を「応用プログラム側」に持つしかない．デー
タベースは，それを自ら持つことにより，応用プログラム側でデータの物理的格納状態を知らずとも操作で
き，かつ，データの物理的格納状態に変更があった場合にも応用プログラム側の処理に影響が及ばないこと
を保障することがデータベースの前提条件となっている（プログラムとデータの独立性）

通信ネットワークなどを介した商業用データベース - サービスが行われている

種類

解説

コンピューターで、相互に関連するデータを整理・統合し，検索しやすくしたファイル．また，このような
ファイルの共用を可能にするシステム

定義

実例

コンピューターで、すぐ利用できるようにデータをある決まった形で蓄積したもの

定義

石 油 天 然 ガ ス・ 金 属 鉱 物 資 源 機 構
（online）

脇田浩二（2006）

鹿野和彦（2001）

Wiki Media 財団（online）

松村明監修（1998）

松村明編（1988）

北原保雄（2002）
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平成 20 年度

第3表

略称
ワープロ

沿岸域の地質・活断層調査

研究報告

海陸地質システムの候補として検討した各システムの概要．

システム名称
ワードプロセッサ ソフト
Word Processing Software

システムの特徴
・文章の入力
・入力者によって見かけを修飾・調整
・欠点：製品ごとの互換性低く別システムへの移植にはコストがかかる
・対象：長文・画像・表など

表計算

表計算ソフト
Spreadsheet Software

・表の行と列方向の順番で個々のデータを管理
・縦横方向の積算・統計などの多様な計算やグラフ描画
・入力者によって見かけを修飾・調整
・欠点：製品ごとの互換性低く別システムへの移植にはコストがかかる
・欠点：共同利用が困難，個人利用でも時間の経過につれ，内容理解が困難になる
・構築コストは低いが，時間の経過とともに維持管理コストが増大
・対象：数値・短文・画像など

RDB

リレーショナル データベース
Relational Database

・データを関連付けられた複数の集合で管理
・集合は表として扱うが，行・列方向の順番に意味を持たせない
・強固に規格化・構造化
・見かけやシステムから完全に独立した純粋なデータ
・論理集合演算を SQL 言語によって実行し，部品としてデータを自動組み立て（検索・
表の切り貼り・並べ替えなど）
・見かけを多様に自動変更
・利点：同じデータを多目的に利用可
・利点：複数入力者による日常的なデータ更新を実現
・利点：データを別システムに自動移植可能
・構築コストはやや高いが，維持管理コストは小
・対象：短文・数値・画像・動画など

XMLDB

XML データベース
XML Database

・XML タグ：個々のデータにデータ項目ラベルやメタデータを逐一貼り付けてデータ
に付加情報を付与
・XML ドキュメント：複数のデータから構成される情報を構成要素に分解し XML タグ
を埋め込む
・ネイティブ XML データベース：XML ドキュメントをそのまま格納．SQL を XML 向
けに拡張した Xquery 言語で操作
・ハイブリッド XML データベース：XML ドキュメントを分解して RDB に格納．SQL
言語で操作
・個々のデータに入れ子状に複数の XML タグを付与
・半構造化：タグとその入れ子構造を緩やかに規格化・構造化
・利点：構造拡張性：タグの追加変更と入れ子構造の拡張が，利用者すべてに自由自在
・欠点：構造拡張性があだとなり，構造が野放図に混乱する可能性高く，管理にコスト
・構造拡張を管理し予め互いに周知してあれば，複数のシステム間で情報自動交換な
どの相互運用可能
・XML ボキャブラリ：相互運用する複数のシステム管理機関の合議によって，予め取
り決めたタグとその入れ子構造
・各種 XML 標準：XML ボキャブラリや機能・操作指示情報までも XML で流通させる
ためのタグ・構造の規格を，多くの利用の為に標準化
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略称

システム名称

システムの特徴
・利点：タグと入れ子構造は人間と機械の両方に理解可能
・利点：切り貼り組み立て再利用が，人力でも自動でも可能
・利点：見かけを多様に自動変更可能
・利点：情報を別システム（XMLDB 以外の多様なシステム）に自動移植可能
・欠点：情報が肥大化し，転送・表示速度などのパフォーマンスを低下させがち
・構築コスト中程度，維持管理コスト増大
・対象：どんな種類の情報にも対応可能

ウェブ

ウェブサイト
World Wide Web

・網の目状に関連付けた複数のコンテンツ
・コンテンツを構成要素ごとに区切り，それぞれにメタデータを付与
・緩やかな構造化
・利点：構成要素を部品として自動切り貼り可能
・利点：見かけを構成要素ごとに自動変更可能
・欠点：時間の経過とともにサイト構造・見かけデザインなどが野放図に混乱
・欠点：検索エンジンへの対応に技能とコストが必要
・構築コストは低いが時間の経過とともに維持管理コストが増大
・対象：長文・画像・動画・ファイルなど

CMS

コンテンツ管理システム
Content Management System

・ウェブサイトを構成要素ごとに分解し，リレーショナルデータベースとして管理
・利点：構成要素の部品利用を高度に実現
・利点：見かけデザインの定義ファイルを複数用意し，それに従って部品組み立てと
見掛け調整を自動化
・利点：アクセス変化に応じた記事の自動並べ替え・関連記事の自動推薦・自動リン
ク管理など多機能
・利点：ウェブサイトのみならず，同じデータを紙出版物など多様な媒体に自動再構成
・利点：規格化した入力画面の利用で，複数入力者の協働を簡便化
・利点：ワ ークフロー管理・相互リンク・コメント・質疑応答によって，複数入力者
の協働関係をも規格化・管理
・利点：検索エンジンへの対応をも自動化しているため，技能とコストが不要
・構築コストはやや高いが，維持管理コストは小
・対象：長文・画像・動画・ファイルなど

ブログ

ブログ
Web Log

・簡易 CMS
・ブログ：コメント・質疑応答に特化
Wiki ：ウィキ：複数入力者の共同執筆に特化．
SNS ：social networking services：特定会員グループ内の内輪の歓談に特化

FS

ファイル サーバ
File Server

・複数の利用者による登録・ダウンロードを開放した，共同利用ファイル保管庫
・フォルダーの入れ子式階層により，ファイルを分類
・入れ子式階層の構造化無し，階層を複数の利用者が自由に追加・変更
・欠点：検索機能無し
・欠点：サイト構造・見かけデザインなどが野放図に混乱し，ファイルの登録階層が
すぐに分からなくなる
・検索エンジン未対応のため，ファイルの格納場所を知らないかぎりダウンロードで
きない
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略称

沿岸域の地質・活断層調査

システム名称

研究報告

システムの特徴
・構築コストは低いが，維持管理コストは大
・対象：ファイルであれば全てを登録可能

DMS

文書管理システム
・メタデータのリレーショナルデータベースとファイルサーバを融合
Document Management System
・利点：ファイル構成テキストの機械的解析などにより，メタデータの半自動入力を
実現
・利点：メタデータの多様な検索や推薦・利用者個別自動対応など，高度かつ多様な
機能
・利点：主要なフォーマットのファイルであれば，作成した元のソフトを起動せずと
も表示可能
・イントラ内の閉じた利用に特化し，組織内での文書・データ共有保管と有効利用を
促進
・構築コストは高いが，維持管理コストは小
・対象：ファイルであれば全てを登録可能

IRS

学術機関リポジトリ システム
Institute Repository System

・学術機関での利用に特化した簡易文書管理システム
・内外の多数の大学・研究機関ですでに運用中
・外部公開を主要な目的としているが，イントラ内での文書・データ共有保管にも転
用可能
・利点：すでに用意されているメタデータの自動加工・一括登録や，他のシステムか
らの自動収集可能
・文献書誌を主対象とした簡易メタデータ標準（ダブリンコア）により，規格化を簡
便に実現
・欠点：文書管理システムの高度な機能は無し
・利点：検索エンジンへの対応をも自動化しているため，技能とコストが不要
・構築コストはやや高いが，維持管理コストは小
・対象：論文 PDF ファイルを筆頭に，データファイル・講義録・動画など，ほぼすべ
てを登録可能

ESP

統合検索基盤
Enterprise Search Platform

・ウェブ検索エンジン技術をイントラシステム群に応用
・複数のファイルサーバなどに登録されたファイルに含まれるテキストを自動収集
・収集したテキストを統計的に解析し，キーワードを自動抽出，インデックス作成
・抽出したキーワードの統計や位置関係などを自動解析し，ファイル同士の関連付け
や順位付け
・そのほか多様な自動解析により，メタデータを自動付与
・利点：高速・高度・柔軟なキーワード検索とメタデータ検索を実現
・利点：関連ファイルの自動推薦や利用者個別自動対応なども実現
・イントラ内の閉じた利用に特化し，組織内での文書・データ共有保管と有効利用を
促進
・構築コストは高いが，維持管理コストは小
・対象：フェイルのみならず，RDB・XML DB などのデータベース内のデータや ,CAD・
GIS 内の個別データにも対応

GIS

地理情報システム
・紙地図をコンピュータで扱うことを目的として開発されたシステム
Geographic Information System
・紙地図のデジタル化・位置情報の面的付与（ジオリファレンス）
・多様な地図投影法・
測地系対応が開発当初の基本機能

―  198 ―

海陸地質情報システム構築のための技術動向調査・基本的検討・プロトタイプ試作

略称

システム名称

システムの特徴
・ラスター地図：地図画像に面的位置情報を付与したもの
・ベクトル地図：数式で定義した点・線・多角形などの単純な図形を隙間無くパッチワー
ク状に敷き詰めた地図に面的位置情報を付与したもの
・デジタル地図編集機能により，デジタル地図の紙印刷へと発展
・レイヤー機能によりデジタル地図編集機能を高度化
・欠点：レイヤー機能を複数地図の重ね合わせ機能に転用するも，情報量増大・複雑化・
コスト増などにより不首尾な成果
・デジタル地図中心のシステムとして発展するも，紙地図と同様のパッチワーク状の
面的一括情報であることは維持
・パッチワーク状の面的一括情報として維持するために，位相幾何学を応用
・各ポリゴンに非空間情報（属性情報）を付与し，単純なテキスト検索機能を実現
・空間検索・空間解析機能を付与し，分析ツールとして発展
・欠点：度重なる機能追加によって，システム自体が複雑化・肥大化
・欠点：システム肥大化に伴い，販売価格高騰と製品囲い込みが顕著化
・欠点：高機能化にともない，情報肥大化・ファイル内構造複雑化
・欠点：システム間のデータ相互利用の為には，複雑なファイル変換が必要で利便性
低い
・欠点：特にデジタル地図作成 / 登録に熟練とコストが必要な為，入力機能の利用価値
低く，専ら見るシステムに留まる
・構築コストやや大・維持コスト大
・対象：地理情報のみ．位置情報を持たない / 付与されていない非空間情報は対象外

空間 DB

空間データベース
Spatial database

・地理情報システム用デジタル地図を構成する各ベクトルデータを，リレーショナル
データベースで管理
・デジタル地図の面的パッチワーク構成を維持する位相幾何学情報も，リレーショナ
ルデータベースで管理
・各ポリゴンに付与する非空間情報も，リレーショナルデータベースで管理
・位置情報を持たない / 付与されていない非空間情報やシステム基本情報も，
リレーショ
ナルデータベースで管理
・欠点：SQL 言語や空間検索機能によって検索機能を高度化するも，システム間の相
互検索は困難
・欠点：度重なる機能追加によって，システム自体の複雑化・肥大化が進み，価格も
高騰
・システム肥大化に伴い，販売価格高騰と製品囲い込みが激化し，フリー・オープンソー
ス GIS/ 簡易低価格 GIS が台頭
・欠点：度重なる高機能化にともない，情報肥大顕著化
・欠点：度重なるシステム肥大化・高機能化・情報肥大化にともない，速度低下とそ
の解消のためのハード増強コスト増大
・欠点：システム間のデータ相互利用の為には，複雑なファイル変換が必要で利便性
低い
・欠点：システム相互運用のために，XML ドキュメントの書き出し・読み込みを付加
するも，XML ボキャブラリ標準規格の制定に多大のコスト必要
・欠点：強固に規格化・構造化しなければならないため，デジタル地図作成 / 登録に高
度な熟練と巨大なコストが必要
・欠点：デジタル地図作成 / 登録に熟練とコストが必要なため，入力機能の利用価値低
く，専ら見るシステムに留まる
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平成 20 年度

略称

沿岸域の地質・活断層調査

システム名称

研究報告

システムの特徴
・欠点：リレーショナルデータベースの利点である，複数入力者による日常的データ
更新や多目的利用を生かしきれていない
・構築コスト大・維持コスト大
・対象：地理情報が主対象．位置情報を持たない / 付与されていない非空間情報や地理
情報以外の空間情報に対応するも，実用性を伴えぬまま

Web GIS

Web GIS

・空間データベースにウェブ対応機能を追加
・欠点：機能の大半をサーバ側でおこなうため，大規模なハード投資をしないかぎり
軽快な操作は実現できない
・欠点：度重なる高機能化にともない，情報肥大化顕著に
・欠点：度重なるシステム肥大化・高機能化・情報肥大化顕著にともない，高価格化・
速度低下・ハード増強コスト増大
・欠点：ウェブブラウザでの利用を謳うも，各種ブラウザ・OS とその改訂に迅速に対
応しきれていない
・欠点：多 機能・高機能と伝統的 GIS インターフェイスの継承のため，一般ウェブ利
用者の使い勝手を損ね，利用が伸びない
・欠点：登場後 10 年程度たつものの，ウェブ上でのシェアは下がる一方
・欠点：伝統的に面的パッチワーク構成を維持している事も情報量肥大化と実用性低
下を助長
・欠点：検索エンジン対応不全のため，インターネットの隅に埋もれがち
・欠点：ウェブの最大の機能である相互リンクの不全などにより，システム間相互運
用性低い
・欠点：システム間相互運用のために XML データ交換機能を付与するも，面的パッチ
ワーク構成を主要因とする情報肥大化により低速化
・GIS ファイルをダウンロードに供し，各自の GIS で利用する方が軽快・低コストで実
用的
・構築コスト巨大・維持コスト巨大
・対象：高度に作りこんだ地理情報

CH

地理情報クリアリングハウス
・GIS デジタル地図ごとに，高度に規格化された大量のメタデータを作成
Geographic Information clearing
・イントラ / ウェブでの検索・リンク
House
・欠点：メタデータの作成はもっぱら専門オペレータに依存，熟練と大きなコストが
必要
・欠点：もっぱら人間の検索に対応，システム間相互運用には寄与せず
・欠点：セルフサービス

メタデータ入力を提供するも，複雑なため入力者が敬遠

・欠点：検索エンジン対応不全のため，インターネットの隅に埋もれがち
・欠点：ウェブの最大の機能である相互リンクの不全などにより，システム間相互運
用性低い
・構築コスト大・維持コスト大
・伝統的な面的パッチワーク構成を維持したデジタル地図の情報粒度への対応が主
・対象：個別のポリゴンを対象とするためには，多大なコストが必要
GeoWeb

GeoWeb

・ウェブで軽快に空間情報を流通させるシステム・サービス
・Google Maps・Google Earth・Yahoo! 地図・電子国土ウェブなど
・XML ドキュメントで空間情報を交換し，自動組み立てにより多様な表現を実現
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海陸地質情報システム構築のための技術動向調査・基本的検討・プロトタイプ試作

略称

システム名称

システムの特徴
・利点：地点位置情報を付与した各種空間情報を主要対象とする事により，データ肥
大化を抑え，軽快な操作を実現
・利点：地名・住所・電話番号などの間接位置情報を自動的にジオコーディングする
機能により，専門的技能を要する地図登録（ジオリファレンス）オペレータ
が不要に
・利点：線やポリゴンなどのベクトルデータにも対応するものの，個別データとして
処理する事により，データ肥大化を抑え，軽快な操作を実現
・利点：GIS が伝統的に対象としてきた，面的パッチワークポリゴンデータへの対応も
始めたが，データ肥大化と速度低下を招くため，重視していない
・非空間情報と空間情報をともに有効活用
・ウェブの最大の機能である相互リンクなどにより，システム間相互運用性高い
・検索エンジンへの対応強固．半自動化しているため簡便．インターネット上での流
通が促進され，アクセス増大．
・Google Maps：ウェブサイトに，軽快にスクロール・拡大縮小できる地図を付加（マッ
シュアップ）し，各種ウェブブラウザで表示
・Google Earth：専用地図ブラウザをインストールし，各自のパソコンで操作すること
により，大きなデータの利用と高機能化を軽快に実現
・まだ登場後数年にも関わらずウェブでのシェア激増し，WebGIS の 3 ～ 4 桁上を行く
・Google Maps と Google Earth のための XML ボキャブラリ＝ KML は最大シェアを持ち，
事実上のスタンダード
・構築コスト小・維持コスト小
・対象：長文や画像などのウェブ向き空間情報が主対象．
位置情報は付与されるだけの，
時間情報と似たような付加情報

LBS

位置情報サービス
Location Based Service

・携帯電話・携帯端末・カーナビなどを対象とした，軽快な空間情報流通サービス
・GPS(Global Positioning System) や LPS(Local Positioning System) などにより，端末
の位置情報を自動取得し自動検索
・携帯端末で扱える簡潔な情報をサーバ側で検索し，軽快に流通させ，ピンポイントで表示
・利点：データと処理の大半をサーバ側で捌くウェブサービスだが，簡潔な情報を対
象とするため，軽快な操作を実現
・下地となる地図情報提供サービスに，他の情報を付加するサービス間相互運用も可能
・端末側のコスト僅少・付加サービス側のコスト小
・地図サーバ側の構築コスト中・維持コスト大
・対象：空間データ・空間コンテンツ

GeoCMS

GeoCMS
空間コンテンツ管理システム
空間文書管理システム

・CMS に GeoCMS を継ぎ足した融合システム．両者の特徴を兼ね備える（要参照）
・両者の良いとこ取りで，ウェブに柔軟に対応
・位置情報・キーワード（メタデータ）を組み合わせた，キーワード空間木インデッ
クスで検索・管理
・構築コストはやや高いが，維持管理コストは小
・対象：空間データ・空間コンテンツ

CAD

コンピュータ支援設計システム
Computer Aided Design

・コンピュータで設計製図をおこなうことを目的として開発されたシステム
・欠点：度重なる機能追加によって，システム自体が複雑化・肥大化
・3 次元製図機能を高度化
・ワイヤフレームでデータを管理
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平成 20 年度

略称

沿岸域の地質・活断層調査

システム名称

研究報告

システムの特徴
・ワイヤフレームは 3 次元 TIN 形式（不規則三角形網・三角測量）データと同等
・GIS のさまざまな機能を取り込みつつある
・GIS より 2 桁程度シェア大
・一般的にはウェブ未対応だが，Google が GoogleEarth 対応の無料製品 Sketch Up を
投入したため，今後の勢力再編が予想される
・構築コスト中・維持コスト中
・対象：多様な設計図

3D

GMS

3 次元地質モデルシステム
3D Geologic Modeling System

・地下の地質構造を解析・表示することを目的として開発されたシステム
・開発途上で定まった特徴が出るまでに至っていない
・シェア僅少
・高価格
・ウェブ未対応
・構築コスト高・維持コスト高
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総合柱状図
地質編年表

サンプル分析値

フィールドノート

上記の全コンテンツ
既存コンテンツ

上記の全データ

既存データ

地下水流動考察結果

地下水位観測値

資料整備と公開

地下水流動解析

地下温度計測値

水文環境調査

地下地質層序

柱状図
断層解釈

ボーリングコア対比

土質試験値

反射法地震探査メタデータ

ボーリングコア解釈

ボーリング記載

柱状図

柱状図対比図

データ処理法説明図

ボーリング記載表

重力探査一次データ

探査パラメータ一覧

反射法地震探査ショット記録

堆積速度解釈
古地震履歴解釈

海底堆積物分析値

海底堆積物年代測定値

模式柱状図

津波履歴

津波堆積物記載
堆積構造解釈

地形編年表

離水海岸地形記載

柱状図

古地震履歴解釈

隆起生物遺骸年代測定値

海底堆積物記載

隆起生物遺骸鑑定

隆起生物遺骸記載

反射強度

海底地形解釈・判読

反射断面解釈図

層序・構造解釈

コンテンツ例

既存調査地点位置データ

上記の全位置データ

地下温度測定深度

地下温度測定地点

反射法地震探査地点

サンプル採取深度

ボーリング掘削地点

サンプル採取位置

露頭観察地点

サンプル採取深度

ボーリング掘削地点

重力調査地点

反射法地震探査地点

サンプル採取深度

海底堆積物採取地点

津波堆積物採取地点

離水海岸地形記載地点

隆起生物遺骸採取地点

測深地点

音波探査地点

位置データ例

既存空間データ

上記の全空間データ

地下水データベース

地下温度測定地点分布

反射法地震探査側線

地下水同位体組成分布

ボーリング掘削地点分布

テフラ等層厚線図

深度分布図

ルートマップ

ボーリング掘削地点分布図

重力図

反射断面図

反射法地震探査側線図

海底堆積物採取地点分布図

津波堆積物採取地点分布図

年代測定値分布図

隆起生物遺骸分布図

海底反射強度マップ

海底地形図

音波探査反射断面図

音波探査側線図

空間データ例

沿岸域地質・活断層調査の調査研究項目と想定される多様な情報例．

地質調査データ情報の
統合化

沿岸大都市圏
地下調査手法開発

陸域の地質調査

陸海接合の物理探査

沿岸域の堆積物調査

海溝型地震の履歴の研究

音波探査一次データ

沿岸海域の地質構造調査

水深

データ例

調査研究項目

第4表

既存空間コンテンツ

上記の全空間コンテンツ

水理地質構造

海域反射断面

ボーリング解釈

地質分布

活構造

地形解析図

沿岸域岩相分布

地質断面図

断層構造解釈図

解釈断面図

海底堆積速度分布

海底堆積物分布

津波による浸水域

離水海岸地形分布

古地震隆起域

海底活断層

海底変動地形解釈

地質構造解釈

海域岩相分布

空間コンテンツ例

既存地理情報

上記の全地理情報

地下水 GIS

3 次元水理地質構造モデ
ル

海域反射断面 GIS

地下水シミュレーション

ボーリング GIS

3 次元地質モデル

活構造図

地形学図

沿岸域地質図

地質パネル断面図

断層構造解釈図

解釈断面図

海洋地質図

海底堆積速度分布図

海底堆積物分布図

津波ハザードマップ

古地理図

古地震隆起域分布図

海底活断層図

海底変動地形判読図

構造地質図

海域地質図

地理情報例

海陸地質情報システム構築のための技術動向調査・基本的検討・プロトタイプ試作

○
○
○
○
○

北太平洋の炭素循環に関するデータベース

高分解能音波探査断面データベース

地震に関する地下水観測データベース

地盤データベース

地殻応力場データベース
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○
○

○

○
○

地層名検索データベース

地熱ボーリング・コアデータベース

○
○
○

日本の付加体

日本の変成岩

日本列島基盤岩類物性データベース

○
○

北西太平洋海底堆積物データベース

有害元素を含む全国元素分布（地球化学図）データベース

○

○

○

○

北西太平洋（日本周辺海域）海底鉱物資源データベース

○

○

○

○

○
○

○

○

物理探査調査研究活動データベース

東・東南アジアの地質ハザードマップ

○

日本の第四紀火山

○

○

○

○
○

日本シームレス地質図データベース（20 万分の１）

日本の火成岩

○

統合地質図データベース

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ウェブサイト・RDB

ウェブサイト・RDB

ウェブサイト・RDB

RDB

ウェブサイト

RDB

RDB

RDB

ウェブサイト・RDB

RDB

ウェブサイト・WebGIS

WebGIS

RDB

ウェブサイト・RDB

RDB

ウェブサイト・RDB

クリアリングハウス

WebGIS

RDB

ウェブサイト

ウェブサイト・RDB

ウェブサイト

RDB

ウェブサイト

RDB

ウェブサイト・RDB

RDB・GeoWeb

ウェブサイト・Wiki・RDB

ウェブサイト

ウェブサイト・GeoWeb

ウェブサイト

ウェブサイト

システムの種類

沿岸域の地質・活断層調査

○

○

地質文献データベース

○

○

○
○

○

○

○

地質情報総合メタデータ

○

○

○

○

○

○

○

○

メタデータ

地質標本データベース

○

○

地質情報インデックス検索システム

○

岩石物性値データベース

○

岩石標準試料データベース

○

○

○

関東平野の地下地質・地盤データベース

○

○
○

○

地理情報

○

○

空間コンテンツ

○

○

空間データ

活断層データベース

○

○

位置情報

活火山データベース

○

コンテンツ

○

○

データ

含まれる情報の種類

沿岸域地質・活断層調査に関係する地質調査総合センターの既存のデータベース資源．

火山防災マップデータベース

火山衛星画像データベース（プロトタイプ）

海洋地球物理データベース

海域地質構造データベース

データベース名

第5表

平成 20 年度
研究報告
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メタデータ

空間情報

非空間情報

種類

形式

種類

形式

△

地理情報

空間コンテンツ

△

××
××

地理情報粗稿・原稿

地理情報 （解釈・編集を含む地質図等・著作権有）

××
××

空間コンテンツ粗稿・原稿

空間コンテンツ

×

×

空間データ（各種数値地図・著作権無）

空間的分析・集約・解析結果
（解釈含まない分布図等著作権無）

○
△

位置データ（位置のみ）

位置付き非空間データ（位置＋非空間データ）

位置データ

××

△

××

3 次元 TIN
（不規則三角形網・三角測量・ワイヤフレーム）

3 次元データ：立体・グリッド

△

△

△

××

××

××

××

×

×

○

○

××

××

××

2 次元ベクタデータ：面・ポリゴン

3 次元データ：立体・画像

○
△

××

2 次元ラスタデータ：面・画像・グリッド

△

×

◎
◎

コンテンツ粗稿・原稿

コンテンツ（説明書・論文等・著作権有）

1 次元データ：地点（緯度・経度・標高 / 深度）

○
△

△
△

設計図・概念図・模式図

プレゼンテーション・講義録・録音・録画動画
×

○

○

△

△

△

○

○

文献リスト・書評・リンク集・ウェブログ

論説・総論・展望

△
○

コメント・質疑応答

説明書・ReadMe

○
△

メモ（長文・画像）

△
◎

◎
◎

議事録

事務処理書類

ノウハウ・概念知・経験談

○

○

共用情報：用語・数式・法則・リスト・カタログ・
パラメータ（物性値・地質年代等）

○

○

分析・集約・解析・シミュレーション結果
（図・表・数値・テキスト・アニメーション・柱状図）

△

○

△

○

××

◎

出張報告書・実験ノート
（長文・数値・簡易図表）

△
△

観察・分析・実験データ（テキスト・数値）

写真・動画・スケッチ画像

△

○
△

画像

動画・アニメーション

空間データ

コンテンツ

データ

◎

△
△

数値

表

○
××

○
◎

テキスト（短文）

テキスト（長文）

○

××

××

××

××

○

×

◎

◎

○

△

△

△

△

○

△

△

△

△

△

△

△

×

△

△

△

△

◎

◎

△

△

○

○

○

◎

◎

○

◎

◎

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

○

○

××

○

××

○

×

××

××

××

××

××

××

××

××

××

×

△

○

○

○

△

○

○

△

△

△

○

△

△

○

△

○

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

×
◎

××
×

×

××

×

×

○

○

××

××

○

××

××

○

△

○

△

○

○

◎

◎

◎

◎

◎

△

◎

△

△

◎

◎

○

○

◎

◎

◎

◎

××

×

××

×

×

○

○

××

××

○

××

××

○

△

○

△

◎

◎

○

◎

○

○

◎

△

◎

○

○

◎

◎

○

○

◎

◎

◎

◎

◎

ワープロ 表計算 RDB XMLDB ウェブ CMS ブログ

××

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

××

×

×

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

FS

◎

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

○

○

◎

◎

◎

○

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

△

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

○

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

×

×

○

×

◎

△

△

△

△

◎

○

○

○

○

○

○

○

○

◎

○

○

○

○

○

△

△

○

○ ××

○

○

○

○

◎ ××

◎

◎

◎

○

○

○

○

△

○

○

◎

◎

○

○

○

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

△

DMS IRS ESP

各種情報への各種システム・メディアの対応状況調査・評価結果比較．

（最適 > 適 > 可能 > 困難 > 不可 = ◎ > ○ > △ > × > ××）
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××

◎

○

◎

○

◎

◎

△

△

○

△

△

◎

◎

△

××

×

××

×

××

××

××

××

××

××

××

××

××

×

××

××

×

×

△

△

△

×

△

△

◎

△

◎

△

◎

◎

○

○

△

△

△

◎

◎

○

××

××

××

×

××

××

××

××

××

××

××

××

××

××

××

××

×

△

○

○

○

×

○

△

○

△

××

△

◎

◎

○

△

△

△

△

◎

◎

△

××

××

××

×

××

××

××

××

××

××

××

××

××

××

××

××

×

△

○

○

○

×

○

◎

◎

△

△

△

◎

◎

△

×

◎

◎

×

◎

◎

×

××

××

××

×

××

××

××

××

××

××

××

××

××

××

××

××

××

××

××

××

××

×

△

○

○

△

◎

◎

○

○

◎

◎

○

△

○

○

○

◎

◎

◎

◎

○

○

○

◎

○

◎

◎

◎

◎

○

◎

◎

◎

◎

○

◎

◎

◎

◎

◎

○

○

△

◎

◎

○

○

◎

◎

○

△

○

○

○

◎

○

○

○

△

△

○

◎

◎

◎

◎

○

○

○

◎

◎

◎

◎

○

◎

◎

◎

△

◎

○

○

○

◎

◎

○

○

◎

◎

○

△

○

○

○

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

○

◎

◎

◎

◎

○

◎

◎

◎

◎

◎

△

○

○

○

○

○

○

○

○

◎

○

△

△

△

○

××

××

××

◎

××

××

××

××

××

××

××

××

××

△

××

××

△

××

××

△

○

×

△

△

◎

○

◎

○

○

○

○

○

◎

◎

△

△

△

○

××

××

××

×

××

××

××

××

××

××

××

××

△

△

××

××

△

××

××

△

○

×

△

GIS 空間 DB WebGIS CH GeoWeb LBS GeoCMS CAD 3DGMS
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形式知＝情報

暗黙知

GIS・機関リポジトリ・CMS・紙出版

地理情報

システム化困難

操作知

ブログ
リレーショナルデータベース・GIS・機関リポジトリ・紙出版・XML データベース
機関リポジトリ・CMS・統合検索基盤

概念知

整理・分類済み形式知

整理・分類されていない形式知

書誌データベース・統合検索基盤・機関リポジトリ・ソーシャルタギング・メタデータ自動抽出
システム

複数システムの相互運用

体系知

複数システムの相互運用

システム化困難

システム化困難

複数システムの相互運用

GeoWeb・GeoCMS・LBS

空間コンテンツ

ジオコーディングシステム

間接位置情報

GeoWeb・LBS・空間データベース・XML データベース

LBS・GeoWeb

直接位置情報

複数システムの相互運用

空間データ

位置情報

機関リポジトリ・CMS・統合検索基盤

コンテンツ
複数システムの相互運用

機関リポジトリ・CMS・統合検索基盤・リレーショナルデータベース・XML データベース

データ

複数システムの相互運用

共感知

空間情報

非空間情報

複数システムの相互運用

選定システム・メディア

各情報・知識ごとに選定候補としたメディア・システム．

沿岸域の地質・活断層調査

メタデータ

知識

情報＝形式知

第7表

平成 20 年度
研究報告

XooNIps
DSpace
Movable Type

ブログと機関リポジトリの融合システム

機関リポジトリ

ブログ

Power CMS for Movable Type

Xoops

ブログ

CMS

システムの製品名

システムの種類

2009.3

2009.3

2009.3

2008.3

2008.2

2010 春の予定

2010 秋の予定

2010 春の予定

2008.4

2008.3

試験運用開始

プロトタイプの構築と試験運用．

構築開始

第8表

上記の Movable Type の機能増強販売版をもとに，アルファサード
が機能を追加した販売ソフト．

シックスアパートが作成したオープンソースソフト．機能増強版を
低価格で販売している

ヒューレットパッカードが構築したオープンソースソフト

Xoops をもとに理化学研究所が追加作成したオープンソースソフト

オープンソースソフト

注記

海陸地質情報システム構築のための技術動向調査・基本的検討・プロトタイプ試作
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