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本報は，深地層の科学的研究のうち，「地質環境の長期安定性に関する研究」について，第 2 期中期
計画期間（平成 22 年度～平成 26 年度）の初年度である平成 22 年度に実施した研究開発に係る成果を
取りまとめたものである。第 2 期中期計画期間においても第 1 期中期計画に引き続き，最終処分事業の
概要調査や安全審査基本指針などの検討・策定に研究成果を反映できるよう，①概要調査などに必要と
なる，自然現象に関する過去の記録や現在の状況を調査するための体系的な技術の整備（調査技術の
開発・体系化），②変動シナリオを考慮した安全評価の基盤となる，将来の自然現象に伴う地質環境の
変化を予測・評価するための手法の整備（長期予測・影響評価モデルの開発）のほか，③最先端の分析
装置などを用いた放射年代測定や鍵層の高分解能同定法などによる編年技術の高度化（年代測定技
術の開発）を進めている。本報では，それぞれの研究分野に係る科学的・技術的背景を解説するとともに，
主な研究成果及び今後の課題などについて述べる。
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This annual report documents the progress of R&D in the first fiscal year during the JAEA 2nd Midterm
Plan (FY 2010 - 2014) to provide the scientific base for assessing geosphere stability for long-term
isolation of the high-level radioactive waste.

The planed framework is structured into the following

categories: 1) development and systematization of investigation techniques for selecting suitable sites in
geosphere stability, 2) development, application and verification of prediction models for evaluating the
changes of geological environment in thermal, hydraulic, mechanical and geochemical conditions for a
long period of time, and 3) development of new dating techniques for providing information about
geologic history and the timing of geologic events.

In this paper, the current status of R&D activities

with previous scientific and technological progress is summarized.
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1. はじめに
日本列島は，プレートの収束帯に位置しており，安定大陸に比べて地殻変動や火成活動が活発であ
ることから，我が国における地層処分の概念は，「長期的な安定性を備えた地質環境」に「性能に余裕を
もたせた人工バリア」を設置するという特徴を有する（核燃料サイクル開発機構, 1999a1)：以下，「第 2 次取
りまとめ」）。すなわち，第一に地層処分システムに期待される物理的な隔離機能が自然現象によって損
なわれる恐れがないようなサイト（最終処分施設建設地）を選ぶことが前提となる。さらに，サイト固有の地
質環境やそれらの長期的な変化を見込んで，合理的な地層処分システムを構築し，長期的な安全性を
保証することが必要となる（図 1-1）。そのためには，サイトやその周辺において，マグマの貫入・噴火や断
層運動に伴う岩盤の破壊など，地層処分システムに急激で著しい影響を及ぼし得る現象が発生する可
能性のほか，地殻変動などによって生じる地質環境（例えば，熱特性，水理特性，力学特性，地球化学
特性）の長期的な変化を予測・評価しておくことが重要となる（図 1-2）。日本原子力研究開発機構（以下，
「原子力機構」）では，1988 年より「深地層の科学的研究」の一環として，これらの予測・評価に係る研究
開発（地質環境の長期安定性に関する研究）を進めてきた。
このうち，1999 年 11 月に報告した第 2 次取りまとめでは，地球科学の分野に蓄積された最新の情報や
知見を取りまとめるとともに，地層や岩石の年代測定などを補足的に実施し，活断層や第四紀火山，海
成段丘の分布・形成年代などに関する全国レベルでのデータベースを科学的な根拠となる基盤情報とし
て整備してきた（核燃料サイクル開発機構, 1999b2））。さらに，これらの情報に基づき，過去から現在まで
の自然現象の傾向や規則性を明らかにするとともに，将来の活動の可能性や変動の規模などを検討し
た。その結果，地層処分に適した安定な地質環境が我が国にも広く存在し得るとの見通しが得られた。
第 2 次取りまとめ以降，「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」(2000)3)（以下，「最終処分法」）
の制定や実施主体の設立など，我が国の地層処分計画が最終処分事業の開始段階に進展したことを
踏まえ，最終処分法に定められた最終処分施設の建設スケジュールや立地に係る段階的な選定要件な
どを念頭に置きつつ，特に第 2 次取りまとめやその評価（例えば，原子力委員会 原子力バックエンド対
策専門部会, 20004）；OECD/NEA, 19995)）の過程で明らかにされた課題に焦点をあてて研究を進めてき
た。さらに，2002 年には原子力安全委員会により文献調査段階の予定地の選定に係る要件となる「高レ
ベル放射性廃棄物処分の概要調査地区選定段階において考慮すべき環境要件について」（原子力安
全委員会, 20026)）（以下，「環境要件」）が示され，実施主体ではこれらを受けて「概要調査地区選定上
の考慮事項」（原子力発電環境整備機構, 20027））を公表した。その一方で，「高レベル放射性廃棄物処
分の安全規制に係る基盤確保に向けて」（総合資源エネルギー調査会 原子力安全・保安部会 廃棄物
安全小委員会, 20038））や「放射性廃棄物処理・処分に係る規制支援研究について」（総合資源エネルギ
ー調査会 原子力安全・保安部会 廃棄物安全小委員会, 20099)）などにより，安全規制にとって重要な
研究分野や課題が示されるなど，研究開発を進めていく上での方向性や具体的な研究課題がさらに明
確にされてきた。
経済産業省 資源エネルギー庁は，地層処分の研究開発を計画的かつ効率的に進めるため，2005 年
7 月に「地層処分基盤研究開発調整会議」を設置し，中長期的かつ体系的な視点から研究開発計画の
検討・調整を行ってきた。これに基づき，「高レベル放射性廃棄物の地層処分基盤研究開発に関する全
体計画」（資源エネルギー庁，日本原子力研究開発機構, 200610)，200911)，201012)）（以下，「全体計画」）
が策定・改定され，関係研究機関はこの計画に基づきそれぞれの分野の研究開発を進めてきている。全
体計画では，2000 年以降の研究開発を三つのフェーズに区分し，それぞれの段階において反映先や段
階目標を設定している。このうち，フェーズ 1（～平成 17 年度）では，処分事業の概要調査への反映や安
全審査基本指針などの検討・策定に資することを目標とし，「地上からの地質環境調査技術の体系的整
備」と「幅広い地質環境を対象とした評価手法の整備」を，フェーズ 2（平成 18 年度～平成 26 年度）では，
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平成 20 年代中頃を目途とする精密調査地区選定時期を念頭に，精密調査前半への反映や安全審査
指針・基準の検討に資することを目標に，「地上からの調査に関わる技術基盤の確立」と「実際の地質環
境へ適用可能な評価手法の整備と工学的実現性の提示」を行うこととしている。さらに，フェーズ 3（平成
24 年度～平成 28 年度）では，平成 40 年前後を目途とする最終処分施設建設地選定に向けた，精密調
査後半への反映，安全規制のための指針・基準（例えば，安全審査指針や処分場の技術基準）の策定
や安全審査などに資することを目標とし，「地下施設を活用した調査に関わる技術基盤の確立」と「実際
の地質環境を対象とした体系的・合理的な評価手法と工学技術などの実証」を目指している。そのため，
原子力機構においても全体計画との整合を図りつつ，第 1 期中期計画（平成 17 年度～平成 21 年度）
では，「精密調査地区の選定において重要となる地質環境条件に留意して，自然現象に伴う地質環境
の変化を予測・評価するための調査技術の体系化やモデル開発などを進める」ことを目標に掲げ，断層
運動，火成活動，隆起・侵食／気候・海水準変動などの自然現象に焦点をあてて，（精密調査地区の選
定に際して実施される）概要調査に必要な調査技術の整備と自然現象に伴う地質環境の変化の程度を
予測・評価するための手法の開発に取り組んできた。その成果は，2010 年 3 月にウェブサイト上に情報を
展開する「CoolRep（クールレプ）」（http://kms1.jaea.go.jp/CoolRep/）として公開した。また，それぞれの研
究に係る科学的・技術的背景を解説するとともに，実施内容，研究成果，反映先，今後の課題などを報
告書として取りまとめた（草野ほか, 201113）：以下，「H22 レポート」）。
第 1 期中期計画期間においては，地下深部のマグマなどの検出技術や河成段丘の編年に基づく隆
起量の算定手法，将来の大局的な地形をシミュレートする技術など，概要調査に必要な技術基盤の整
備が進んだ。その中でも，東濃地域を例として実施した古気候・古環境の復元や非火山地帯における熱
水活動のメカニズムの解明などといった研究では，過去約 30 万年までに及ぶ古気候・古環境について
新たに内陸小盆地の堆積物を用いた解析手法を提示したこと，フィリピン海プレート起源の流体が関与
する熱水活動が存在することを明らかにしたことなど，地層処分技術の分野に限らず学術的にも大きな
成果を上げた（例えば，佐々木ほか，200614)；Umeda et al., 200715)）。その一方で，変動地形の不明瞭な
活断層の認定や活動性の評価，河成段丘の発達の乏しい地域における隆起量の算定に係る調査技術
など，研究開発の進展に応じて必要性が生じた技術については，今後も引き続き研究開発を継続し，概
要調査などに向けての技術基盤を着実に整備していくことの重要性が明らかとなった。また，最近になっ
て処分事業の実施主体からの技術開発ニーズとして，10 万年を超える自然現象の超長期評価の考え方
及び方法論の確立といった技術基盤の整備が求められている（原子力発電環境整備機構, 20027））。こ
れらの背景や状況，さらには関係研究機関や大学などで行われている研究の動向なども踏まえて，当該
研究に係る第 2 期中期計画期間（平成 22 年度～平成 26 年度）の基本計画を作成し，研究開発の方向
性，研究課題，達成目標，推進方策などを示した（梅田ほか, 201016））。現時点において特定の地質や
サイト（テクトニックセッティング）が選定されているわけではないことから，第 2 期中期計画でも第 1 期中期
計画と同じ研究の枠組みで引き続き研究開発を推進していくこととし，最終処分事業の概要調査や安全
審査基本指針などの検討・策定に研究成果を反映できるよう，概要調査などに必要となる，1) 自然現象
に関する過去の記録や現在の状況を調査するための体系的な技術の整備（調査技術の開発・体系化），
及び変動シナリオを考慮した安全評価の基盤となる，2) 将来の自然現象に伴う地質環境の変化を予
測・評価するための手法の整備（長期予測・影響評価モデルの開発）のほか，3) 最先端の分析装置など
を用いた放射年代測定や鍵層の高分解能同定法などによる編年技術の高度化（年代測定技術の開発）
の 3 つのカテゴリーで研究開発を進めている（図 1-3）。
本報は，これら 3 つのカテゴリーに従い，第 2 期中期計画期間の初年度である平成 22 年度の研究成
果を取りまとめた報告書であり，それぞれの研究において科学的・技術的背景を解説するとともに，課題
を克服するための実施内容，研究成果，今後の課題などについて報告する。
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図 1-1 我が国における地層処分における安全性確認の考え方 （草野ほか，201013)）

図 1-2 地層処分において考慮すべき自然現象 （草野ほか，201013)）
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地質環境の長期安定性に関する研究

長期予測・影響評価モデルの開発
現象を理解するためのデータの取得
（地形・地質・地球物理・地球化学等データ）
調査技術の適用性，観測データの解析手法
データ品質 等

現象の理解と概念モデルの構築
（メカニズムの解明）
モデルの信頼性，シナリオの妥当性 等

年代測定技術の開発

調査技術の開発・体系化

数値シミュレーションモデルの開発
検証方法の妥当性，不確実性の評価 等

地質環境（温度，地下水理，水質，岩盤物性等）の時間変動幅
核種移行解析，ﾘｽｸ解析等

人工ﾊﾞﾘｱ・処分施設等の設計・ﾚｲｱｳﾄ

図 1-3 地質環境の長期安定性に関する研究の枠組みと反映先 （草野ほか，201013)）
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2. 研究成果の概要
調査技術の開発・体系化は，候補地が有する地質環境が最終処分法による段階的な処分地の選定
要件や原子力安全委員会による環境要件などに適合するか否かを判断するための情報（データ）を，概
要調査などを通じて取得するための技術基盤を整備するものである。「3.1.1 変動地形が明瞭でない活
断層などに係る調査技術」では，2000 年鳥取県西部地震余震域を事例とした MT 法探査及び地下水溶
存ガスの希ガス同位体測定の結果から，未成熟な断層であっても，高角度の断層はマントル起源のヘリ
ウムの上昇に大きく関与している可能性が示され，このような調査技術がいわゆる未知の活断層を検出
するための地球化学的手法の一つとなり得る可能性があることが示された。「3.1.2 断層の発達段階の評
価に係る調査技術」では，水素ガス濃度と断層の発達段階の関連性について，携帯型水素ガス濃度検
知器を用いて取得された多地点かつ広範囲のデータから断層端部やステップ部などに着目した検討を
行ったが，水素ガスの放出傾向に明瞭な法則性などを見出すことは現状では難しいことが示された。
「3.1.3 地下で遭遇した断層の活動性に係る調査技術」では，阿寺断層を横断する地表試料と断層破砕
帯のボーリングコア試料から得られたジルコンとアパタイトの FT 年代測定と FT 長分析により，断層周辺
の熱履歴を明らかにした。「3.1.4 地殻内の震源断層などに係る調査技術」では，地下深部の震源断層
の存否を確認する調査技術の一つとして，地殻深部の比抵抗不連続構造の検出に有効な MT 法による
三次元インバージョン・プログラムを開発した。「3.1.5 内陸部の隆起・侵食速度の算出に係る調査技術」
では，環流丘陵を伴う旧河谷に着目して，そこに分布する旧河床堆積物を用いた隆起量の推定手法に
ついて検討し，段丘の発達が乏しい地域における隆起速度の推定に環流丘陵を伴う旧河谷の堆積物が
指標となる可能性を示した。
長期予測・影響評価モデルの開発は，自然現象を発端とする地下水の水流などの様々な地質環境へ
の影響に係るシナリオについて，そのシナリオの発生可能性とシナリオに従う地質環境の変動幅を示す
ための手法の整備を目的としている。これらは，変動シナリオを考慮した安全評価と密接に関連する。
「3.2.1 地形変化シミュレーション技術の高度化」では，第１期中期計画期間に開発を進めてきた地形変
化シミュレーション・プログラムを用いて，段丘分布から復元した 14 万年前の古地形を起点とするシミュレ
ーションを実施し，現在の地形との比較により，10 万年程度の期間における地形変化のシミュレーション
結果が妥当であることを示した。「3.2.2 超長期における予測・評価手法に関する検討」では，日本にお
ける超長期の山地の高度変化の傾向をつかむため，山地の高度・起伏及び侵食速度の間に認められる
相関関係について検討を行い，山地の発達段階及び隆起開始時期に関する概括的な分布図を作成し
た。これとは別に，既存情報を用いて推定される活断層の活動開始時期に関する概括的な分布図も作
成し，両者の分布を比較した。「3.2.3 古水理地質学的アプローチによる地質環境の変化の予測・評価
手法の開発」では，地下水流動解析に必要となる地形の時空間的な変化を推定する手法を整備するた
め，土岐川中・上流域及び木曽川中流域に分布する堆積物中の礫，砂，シルトを指標とした山地の隆起
開始時期の研究について例示した。
年代測定技術の開発は，将来予測の科学的基盤となる過去の断層運動・火成活動が発生した時期
や隆起・侵食の速度などを精度良く把握するための放射年代測定法を含めた編年技術を整備することを
目的とする。「3.3.1 加速器質量分析計を用いた 10Be 年代測定法の実用化」では，10Be 年代測定法の実
用化に加え，第 1 期中期計画期間に整備した 14C 年代測定法の測定精度向上を進めており，計数値を
安定させるためのイオン源の改善を行った。また，10Be 年代測定法については，標準試料を用いた代表
的な試験測定の結果，本装置が

10

Be 測定に対し十分な能力を有することを確認した。「3.3.2 四重極型

質量分析計などを用いた(U-Th)/He 年代測定法の実用化」では，断層摩擦発熱を始めとする短時間の
熱イベントを検出するためにジルコンの加熱実験と年代測定を実施し，短時間の熱イベント検出には，一
般に(U-Th)/He 法より閉鎖温度が高いとされる FT 法の方が適していることが明らかになった。「3.3.3 希ガ
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ス質量分析計などを用いた K-Ar 年代測定法の実用化」では，希ガス質量分析計を用いた感度法による
K-Ar 年代測定システムの構築を進めている。現在，加熱脱ガス操作の自動化が完了し，効率的な分析
が可能となった。今後は細粒試料の測定のために，加熱条件の最適化やサンプルホルダーの改造を進
める。また，断層岩からの自生粘土鉱物の高精度分離に係る一連の装置を整備し，基礎実験を開始した。
「3.3.4 高分解能のテフラ同定手法の開発」では，風化作用によって火山ガラスの保存状況が悪く，テフ
ラ対比の指標となる火山ガラスの屈折率が測定できないテフラを同定する技術として，残存するテフラ起
源の斑晶鉱物に含まれるガラス包有物の化学組成によってテフラを同定する手法の開発を進めており，
広域テフラにおける適用事例を示した。
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3. 平成 22 年度の研究成果
3.1 調査技術の開発・体系化
3.1.1 変動地形が明瞭でない活断層などに係る調査技術
(1) はじめに
地層処分のサイト選定に際しては，活断層を避けることが基本となる。一般に，活断層を認定する際に
は，空中写真判読によって変動地形学的な観点から地形の成因も考慮に入れつつ，断層の存否や分布
の推定を行うとともに，地表踏査，トレンチ調査，ボーリング調査，弾性波探査などによって，その確認を
行っていく（例えば，原子力安全委員会, 20081））。このように，活断層は変動地形学的手法や物理探査
などによって認識され，日本列島の主要な活断層については，すでに「200 万分の 1 日本列島活断層図」
（200 万分の 1 活断層図編纂ワーキンググループ, 20002））などによって，その分布が取りまとめられている。
しかしながら，活動性が低い断層（＜0.1 mm/y）については，断層変位がその後の侵食によって不明瞭
になり（地形学的検知限界；Kaneda, 20033）），変動地形学的手法では活断層としての認定が困難となる。
これらについては，空中レーザー計測による微地形や反射法地震探査などによって断層の推定が試み
られているが，第四紀の被覆層が薄い結晶質岩の分布する地域への適用には限界がある。そのため，
地表からの調査の段階において，変動地形が明瞭でない断層や伏在断層などの活断層の存在を確認
するためには，変動地形学的手法や地球物理学的手法を補完する新たな調査技術の開発が必要となる。
本研究では，活断層の調査などで通常行われる空中写真判読，トレンチ調査，物理探査などの地形・地
質学，地球物理学的なアプローチを補完するための手法として断層から放出されるガス（断層ガス）の地
球化学的な特徴を指標とした調査技術の構築を目指している。
また，わが国は地震活動が活発で地殻変動が著しく，明治以降から 1999 年までに発生したマグニチ
ュード 6.8 以上の内陸地震では，明瞭な地表地震断層が出現している（核燃料サイクル開発機構,
19994））。それらの多くは，同じ場所で繰り返し活動することにより，変位が累積して明瞭な変動地形（断
層変位地形）が形成されている。しかしながら，2000 年に発生した鳥取県西部地震は，その規模が比較
的大きかった（Mj=7.3）にも関わらず震源付近では明瞭な断層変位地形は認められなかった。さらに，こ
の地震は地殻の剪断歪速度が小さい領域で発生したこと，既存の活断層図においてもこの地域には活
断層の存在が認識されていなかったことなど，これまでの内陸地震とは異なった特徴が認められる。この
地震を引き起こした断層については，その後の地震学，測地学的な研究によって震源断層の変位の上
端は地下 1km 程度まで達したものの，地震断層として地表には出現しなかったと考えられている（例えば，
Umeda, 20025））。本研究では，2000 年鳥取県西部地震を引き起こした震源断層を事例に，震源域周辺
で採取した地下水の溶存ガスに含まれる希ガス同位体の測定を行った。また，断層ガスの地球化学的特
徴に基づき推定された震源断層を詳細な地殻構造から検証するため，震源域周辺において地磁気・地
電流の観測（MT 法; Magnetotelluric）及び三次元比抵抗構造解析を実施した。
(2) 当該分野に係る科学的・技術的背景
活断層に関する地化学探査の一つとして，放射性元素のラドンによる放射能探査が知られているが
（例えば，加藤ほか, 19816）），地球化学的アプローチによる活断層の調査技術の開発はこれまでほとん
ど行われていなかった。その一方で，活断層から水素，二酸化炭素，ラドン，ヘリウムなどの揮発性物質
が放出されているという観測事例がいくつか報告されている（例えば，King, 19867）; Toutain and Baubron,
19998））。このうち，不活性ガスであるヘリウムは，地殻中での化学反応を生じにくいことから，地下深部の
化学的な情報を得るための重要な指標の一つとして用いられており，これまでにも，1984 年長野県西部
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地震の発生に伴った温泉ガス中のヘリウム同位体比（3He/4He 比）の増加（Sano et al., 19869））や 2004 年
新潟県中越地震の震源域及び米国の San Andreas 断層付近において高いヘリウム同位体比が観測され
ること（Kennedy et al., 199710）; Umeda et al., 200811））が報告されている。このような背景から，本研究で
は断層から放出される様々なガスのうち，ヘリウム同位体比に着目し，これによって変動地形が明瞭でな
い活断層を認定する手法についての検討を進めている。ここで，第 1 期中期計画期間においては，近年
において規模の大きな地震が発生した領域における断層周辺の地下水・温泉ガスなどの地球化学的性
状について検討を行い，希ガス同位体組成が断層の分布との間に相関が認められることを見出した（例
えば，Umeda et al., 200811）; Umeda and Ninomiya, 200912））。しかしながら，このような地球化学的アプロ
ーチによる調査技術を体系化するためには，その汎用性や適用条件についても併せて示すことが必要
であり，タイプの異なる他の断層などを対象とした観測事例の蓄積のほか，地球物理データなどの他の
情報も考慮して断層周辺における地下水・温泉ガスの地球化学的性状の成因を併せて理解することも重
要となる。
(3) 実施内容・結果
既に述べたように，2000 年鳥取県西部地震は，それまで活断層が認定されていない地域で発生した。
地震発生後において精力的に行われた調査により，この地震を引き起こしたのは未成熟な断層であり，
震源断層における主破壊は地下 1～2 km まで達したものの，地表では幾つかに分散する僅かな横ずれ
変位しか生じなかったことが示されている（伏島ほか, 200113）; 井上ほか, 200214）; Dalguar et al., 200315））。
また，このような断層では，明瞭なリニアメントが認められる場合であっても，活断層として認定することが
困難であることが指摘されており（高田ほか, 200316）），本地震は，変動地形学的手法に基づく活断層の
検出・認定が必ずしも十分ではないという問題を提起した。一方，余震域における稠密な地震観測に基
づいて推定された余震分布や発震機構解によって，十数個のセグメントに分かれる断層面モデルが示さ
れたほか（Fukuyama et al., 200317）），震源域のモホ面付近において低周波イベントが観測されていること
（Ohmi et al., 200418）），本震の震央付近において高いヘリウム同位体比を有する地下水溶存ガスが観測
されたことなどから（Umeda and Ninomiya, 200912）），本震発生に地下深部の流体が関与した可能性が
指摘されている。本研究では，2000 年鳥取県西部地震の余震域を対象に，MT 法による地殻からマント
ル最上部までの三次元比抵抗構造の推定を行うとともに，地下水溶存ガスのヘリウム同位体比の分析を
行い，余震域及びその周辺における地球化学的性状とその成因の推定を試みた（Umeda et al.,
201119））。
本研究において希ガス同位体の測定を行った試料は，震源域周辺に分布する 25 の温泉井，地下水
井から採取した。これらの試料は，超音波振動によって脱気された後，東京大学の希ガス質量分析計に
よってヘリウム及びネオンの同位体比を測定した。ここで，通常の絶対量測定とネオンなどの同位体比測
定については Daly-multiplier 検出器を用いた。また，ヘリウム同位体比については，ファラデーカップと
イオンカウンティング法で検出するダブル・コネクター法を用いた。なお，二つの検出器の感度比と質量
差別効果の補正係数は HESJ というスタンダードガスを測定して得た（Ueda et al., 201020））。震源域周辺
のヘリウム同位体比の分布を余震分布及び Fukuyama et al.（2003）17）が推定した震源断層の分布と併せ
て示す（図 3.1.1-1）。なお，ヘリウム同位体比は大気の混入を補正した値であり，R/RA（大気のヘリウム同
位体比；RA＝1.4×10-6 で規格化した値）によって表示している。この結果によれば，ヘリウム同位体比は，
震源断層に近づくにつれて高くなる傾向が認められ，最大値である 5.1RA を観測した地下水井は，本震
の近傍に位置する。ここで，大気に比べて高いヘリウム同位体比が観測される原因として，地下水を胚胎
する岩石中に含まれる 3He の量が寄与している可能性が考えられる。本研究で試料採取を行った地域は
白亜紀～古第三紀の花崗岩類が広く分布しているが，一部に第四紀前半に活動したと考えられる横田
単成火山群の岩石が離散的に分布している。そのため，これらの火山岩中に含まれる 3He が地下水中の
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溶存ガスにどの程度影響を及ぼすかを評価した。ここで 1.2Ma 頃の横田単成火山群の活動に関連する
アルカリ玄武岩質マグマに含まれるヘリウム同位体比をマントルの値と仮定した上で，マグマ中に含まれ
る U，Th に由来する 4He の生成量を計算した結果，現在の岩石中に含まれるヘリウム同位体比は高くと
も 3.7RA と考えられる。しかしながら，実際に観測された溶存ガスの値はこれよりも高いため，この地域の
地下水にはマントル起源のヘリウムが何らかの形で混入していると考えられる（図 3.1.1-2）。そのため，震
源域周辺の地殻構造に関する情報を得るため地磁気・地電流法（MT 法）の観測を実施した。
MT 法により推定される地下の比抵抗は，岩石の空隙率や流体の存在に伴い変化するため，本手法
は断層付近で観測される高いヘリウム同位体比の原因となり得るマントル起源の物質（特に流体）の存否
を確認するための有効な手法の一つであると考えられる。ここでの観測にあたっては，2000 年鳥取県西
部地震の余震域を含む約 80×80 km の領域に計 37 点の観測点を展開し，Phoenix 社製 MTU-5 システ
ムにより磁場 3 成分，電場 2 成分の時系列を測定した（図 3.1.1-3）。測定時間は夜間を含む 15 時間とし，
各観測点で 2 日間以上の測定を行うとともに，リモートリファレンス点を岩手県西和賀町に設けた。解析に
は Sasaki (2004)21）による三次元インバージョン法を用い，本観測及び同領域における既存調査（鳥取県,
200422））により得られた見掛比抵抗と位相のデータから，地殻及びマントル最上部の三次元比抵抗構造
を推定した。なお，インバージョンではイタレーションを 7 回行い，その結果得られたモデルの RMS（root
mean square）は 0.28 であった。今回得られたモデルによると，余震域南西部の下部地殻において，マン
トル最上部から連続し，数十 km の拡がりを有する顕著な低比抵抗体（＜100Ωm）が認められ，モホ面付
近で発生した低周波イベントは，その端部に位置することが明らかになった（図 3.1.1-4, 5）。これらの低周
波イベントは火山地帯で観測される火山性微動と類似することから，今回認められた巨大な低比抵抗体
は潜在的なマグマ活動に関連するものと推定される。さらに，この低比抵抗体は，本震の震源付近（震源
断層）まで連続するようにイメージされることから（図 3.1.1-5），この低比抵抗体から放出された流体が本
震の発生（断層強度の低下など）に寄与したと考えられる。また，震源断層周辺で高いヘリウム同位体比
が観測される原因については，断層が再活動した際には，アスペリティ（固着面）を挟んだ上位と下位の
間隙水圧の差圧によってそこが流体の通路になるとのモデル（例えば，Sibson, 199223））によって説明で
きるとともに，高角度で活動性が高い断層ほど，マントル起源のヘリウムがより多く地表にもたらされる可
能性を示唆する。これらの結果は，地表地震断層を引き起こさないような未成熟な震源断層であっても，
地下水中のヘリウム同位体比の空間的な分布を把握することにより，断層の存在や大まかな位置を捉え
ることができる可能性を示唆する。
(4) 主な成果と課題
以上のことから，未成熟な断層であっても，高角度の断層はマントル起源のヘリウムの上昇に大きく関
与している可能性があり，このような調査技術は，いわゆる未知の活断層を検出するための地球化学的
手法の一つとなり得る可能性がある。一方，このような震源断層の近傍では，本震の発生による断層の運
動に伴って形成されたフラクチャが時間経過とともに閉塞することが，S 波偏向異方性の観測などから指
摘されており（例えば，Tadokoro and Ando, 200224）），本研究により見出された断層近傍における希ガス
同位体組成もまた，このような断層近傍におけるフラクチャ性状の変化に伴って変わることも考えられる。
そのため，今後は，このような場合の同位体・化学組成を含め，タイプや活動時期の異なる他の断層を対
象とした観測事例の蓄積を行い，本調査技術の汎用性や適用条件について検討を進める。
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図 3.1.1-1 2000 年鳥取県西部地震の余震域における地下水溶存ガスのヘリウム同位体比
図中の黒点，赤点及び黄星印は，それぞれ微小地震，低周波イベント及び本震の震央を示す。橙線は，Fukuyama et al.
(2003)17)による断層面モデルを示す。

図 3.1.1-2 本研究において採取した地下水溶存ガスの 3He/4He と 4He/20Ne の関係
図中の実線はマントル－大気－地殻ヘリウムの混合曲線を，破線は 1.2Ma 頃の横田単成火山群の活動に関連するアル
カリ玄武岩質マグマに含まれるヘリウム同位体比をマントルの値と仮定した場合の混合曲線を示す。
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図 3.1.1-3 2000 年鳥取県西部地震の余震域を対象とした地磁気・地電流観測の観測点分布

図 3.1.1-4 三次元解析による 2000 年鳥取県西部地震余震域周辺の比抵抗分布平面図
図中の黒点及び赤点は，それぞれ微小地震と低周波イベントの震央を示す。また，黒三角及び黄星印はそれぞれ MT
観測点及び本震の震央を示す。
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図 3.1.1-5 AA’における比抵抗分布断面図
断面 AA’の位置は，図 3.1.1-3 に示す。図中の黒点，赤点及び黄星印は，それぞれ微小地震，低周波イベント及び本震
の震源を示す。また，赤三角は MT 観測点を示す。
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3.1.2 断層の発達段階の評価に係る調査技術
(1) はじめに
地層処分の安全性の検討においては，断層運動に伴う地震動による影響よりも，むしろ既存の断層の
再活動・成長や主断層から派生する副断層の形成，破砕帯の拡大などを検討することが重要となる（例
えば，原子力発電環境整備機構, 20101)）。特に，短い断層は，長大な断層に至る未成熟な段階の断層
とも考えられている（例えば，Scholz, 20022); 青地・安藤, 20093)）。これらは，今後数万年間においては，
数回～数十回の活動が生じることが想定され，地表における新たな変位の形成のほか，既存の断層の
伸長や破砕帯の拡大などが生じる可能性がある。そのため，これらの影響範囲も地表からの調査の段階
によってあらかじめ検討しておく必要がある。本研究では，サイト選定に際して断層からの離間距離を適
切に設定するための科学的な判断根拠として，地表からの調査の段階において，それぞれの断層の発
達段階（未成熟～成熟）を明らかにするための調査・評価技術を提示することを目標とする。
(2) 当該分野に係る科学的・技術的背景
第 1 期中期計画では，主要な活断層を事例に，地形・地質学的手法や断層岩の放射年代測定などに
より，断層の活動履歴に関する調査技術の整備を進めてきた（例えば，Kagohara et al., 20094); Niwa et
al., 20095)）。一方で，断層の進化（例えば，Tchalenko, 19706); Tsuneishi et al., 19757)）または成熟度（例
えば，Kanamori and Allen,19868); Stirling et al., 19969); Wesnousky, 199910); 垣見，201011)）に関する既
存の研究により，断層の発達に伴って特徴的に変化する変動地形学的，地質学的，地球物理学的パラ
メータが示されている。ただし，過去何億年にもわたり変動帯に位置してきた日本列島では特に，複雑な
地質構造を有することから，室内実験や数値解析，あるいは均質な岩体内での地質記載に基づき構築
された断層の発達段階モデルを，そのままフィールドに適用することは一般的に困難である。このような
特徴を持つ日本列島のフィールドを対象とした調査においては，様々なアプローチの組み合わせによっ
て議論を進めていくことが有効と考えられる。
ここで，断層の活動性に関連した地球化学的な観測事例の一つとして，断層近傍における土壌ガスの
水素濃度は，最近活動的ではないと考えられる「先歴史断層」沿いよりも近年活動的で歴史地震と関係
の深い「歴史断層」沿いで高濃度であることが報告されており（Wakita et al., 198012); Sugisaki et al.,
198313)），断層近傍におけるこのような地球化学的な性状は，断層の発達段階とも何らかの関係があると
予想される。
従来から，このようなガス試料の採取・測定については，断層沿いの湧泉や泉井から遊離ガスを水中
に倒置した容器に集める方法が，一般に用いられる。一方，土壌中や断層破砕帯露頭など水が無い場
所でガスを採取・濃度測定する場合は，土壌中または破砕帯中に直径数 cm 程度，深さ数 10cm 程度の
孔を穿孔し，穿孔した孔に管を挿入し，数時間～24 時間以上放置した後に吸引したガスを実験室などに
持ち帰ってガスクロマトグラフなどで測定する方法が殆どであった（例えば，Sugisaki et al., 198014)；
Sugisaki et al., 198313)；佐竹・林, 198315)；Satake et al., 198416)；風早ほか, 198717））。しかしながら，遊離
ガスを集める方法では，測定地点が湧泉や泉井の分布に制約されるという問題がある。さらに，実験室な
どに持ち帰って測定する場合には，広域の調査範囲を対象とした測定を短期間かつ複数地点で同時に
行うことが難しいといった問題もある。
以上のような背景から， Shimada et al.（2008）18)は，市販の携帯型水素ガス濃度検知器を利用し，土
壌中や断層破砕帯露頭などの水が無い場所において水素ガスを数時間程度で測定する簡易的な手法
（原位置測定）を考案している。この方法では，直径約 9mm，深さ 15～45cm 程度の孔をハンドドリルで穿
孔し，検知器をつないだテフロンチューブを孔に挿入して測定を実施する。測定開始直後は，①掘削に
伴い孔近傍に新たに形成される擾乱帯の局所的な岩石破壊に起因する水素ガスの発生，②掘削部近
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傍の土壌や岩石に貯留・吸着していた水素ガスの放出，③掘削部にもともと含まれていた水蒸気などと
急に触れることによる検知器の急激な反応といった要因で，急激なピークが見られるが（黒澤ほか，
201019)），それらは測定開始からおおむね 35 分以内で減衰することが確認されている（Shimada et al.,
200818)）。そこで，Niwa et al.（2010）20)は，測定開始から 2～3 時間後の毎分ごとの水素ガス放出量を，測
定系からガスがリークする速度を考慮した計算によって求め，継続的に高濃度の水素ガスの放出が認め
られるかどうかの判断根拠とし，破砕帯中のガスの移行経路について議論している。
一方，検知された水素ガスの起源としては，①鉄製のドリルビットによる反応，②超苦鉄質岩の蛇紋岩
化に伴う有機物の水-岩石反応，③ウラン，トリウム，カリウムなどの放射壊変が引き起こす水の放射分解，
④珪酸塩鉱物の破壊で Si-O 結合が切断されることによって生じる鉱物の新生破壊表面と水とのラジカル
反応が考えられる（Niwa et al., 201020)）。このうち，①については実験室での検証により可能性が否定さ
れている（黒澤ほか，201019)）。調査地域が超苦鉄質岩の分布地域でなければ，③及び④の可能性が考
えられるが，土壌から採取した水素ガスの安定同位体比測定結果（Kita et al., 198021)）や，岩石の破壊
実験の結果（例えば，Kameda et al., 200322)）からは，現時点では④の影響が最も大きいと考えられてい
る。
このように，水素ガスの主な起源が珪酸塩鉱物の破壊に起因するとなると，「歴史断層」沿いにおける
高濃度の水素ガスは，断層の活動性と密接に関係することが予想される。これに関し，第１期中期計画
期間までの検討では，地質断層よりも活断層で顕著な水素ガスの放出が認められること及び平均活動間
隔が短い活断層ほど高濃度の放出の傾向があることを明らかにした（草野ほか，201023)）。こうして測定さ
れた水素ガス濃度分布が断層の活動頻度を示す化学的指標となり得るのであれば，断層端部における
更なる断層の伸長の可能性の有無や，分岐断層の発生可能性の有無などにおいて，水素ガス濃度分
布を判断材料の 1 つとして適用できることが期待される。本研究ではこれらの可能性を検証するため，日
本の代表的ないくつかの断層帯において，携帯型水素ガス濃度検知器を利用し，広域かつ多地点での
測定を実施し，その結果について考察した。
(3) 実施内容・結果
本研究では現在までに，図 3.1.2-1 に示す断層（帯）で水素ガス測定を実施している。このうち，跡津川
断層帯，阿寺断層帯，山崎断層帯，及び 2000 年鳥取県西部地震（Mj=7.3）の震源域周辺では，広域的
かつ多地点（40 地点以上）にて水素ガス測定データが得られている（黒澤ほか，201124)）。これら４地域に
ついて，断層のさらなる伸長の可能性や副次断層の活動性，ステップ部の連結といった，断層の発達段
階の評価に関し，水素ガス濃度分布から議論できることについて考察した。なお，本報告では，測定開
始から 2～3 時間後の 1 時間の水素ガス放出量の総和（R3）を，その地点での水素ガス放出量として図示
し，各断層帯における特徴を議論している。なお，Niwa et al.（2010）20)が行ったように，各測定地点につ
いて，測定系からガスがリークする速度を考慮した計算によって水素ガスの毎分あたりの放出量を算出し
て図示しても，傾向は変わらないものと考えられる。
1) 跡津川断層帯
跡津川断層帯では，その西部を中心に多地点で水素ガス濃度測定を実施している（図 3.1.2-2）。また，
北側に分布する牛首断層及び南側に分布する太江断層を含む周辺の広範囲においても測定を実施し
ている。以上の測定地点の合計は 156 地点である。
これらの結果からは，跡津川断層沿いよりも，牛首断層に付随する副次断層や，太江断層で，むしろ
高濃度の水素ガス濃度が検知される傾向が見て取れる。しかし，微小地震は跡津川断層沿いで活発で
あり，微小地震分布と水素ガス濃度分布は必ずしも一致していない。跡津川断層沿いでは，詳細な地質
調査により，ステップ部の認定がなされているが（丹羽ほか，200825）），そのようなステップ部において，相
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対的に高濃度の水素ガスが検知されている（図 3.1.2-2 で R3=2163ppm を示す地点)。一方，跡津川断層
の西端部では，微小地震は多く見られるものの，水素ガスの発生は一般に乏しいように見える。
2) 阿寺断層帯
阿寺断層帯では，NW-SE 走向の阿寺断層や下呂断層沿いなどに加え，NE-SW～ENE-WSW 走向の
白川断層，火打断層，若栃断層沿いなどを含む，合計 98 地点で測定を実施した（図 3.1.2-3）。
阿寺断層帯の周辺では，比較的微小地震が少ないのが特徴であるが，それでも，NW-SE 走向の断層
沿いでは高濃度の水素ガス放出を示す地点が多い。ただし，最高濃度を示す川上地点（Niwa et al.,
20095)；R3=26603ppm）は，断層が直線的に連続する典型的な部分であり，ステップ部と水素ガス放出量
との正の相関は認められない。また，阿寺断層南東端の，屏風山断層との交差部では，水素ガス放出量
は R3=375ppm とかなり低めであるが，有意な放出が認められる。ただし，若干の微小地震の集中が認め
られる点に注意する必要がある。さらに，NE-SW～ENE-WSW 走向の断層については，白川断層のみ
突出して高濃度の水素ガス放出が認められる。
3) 山崎断層帯
山崎断層帯については，既に黒澤ほか（2010）19)により詳細が報告されているが，山崎断層帯の中央
部～東部（土万断層，安富断層，暮坂峠断層）において，合計 40 地点で測定を実施している（図
3.1.2-4）。その結果からは，南東端部（暮坂峠断層の端部）にて特に高濃度の水素ガス放出（最大の地
点で R3=14191ppm）が認められる。微小地震も，暮坂峠断層の南東端部で特に活発であることが特徴で
ある。
なお，Wakita et al.（1980）12)などの既往研究で 1000ppm 以上の高濃度の水素ガス放出が報告されて
いる地点は，安富断層西部の，断層が直線的に連続する部分に位置する（ステップ部ではない）。この周
辺では，微小地震は顕著ではない。本地点では，黒澤ほか（2010）19)で述べたとおり，その後の土地改変
などのため，破砕帯露頭で水素ガス濃度測定を行うことはできなかった。
4) 2000 年鳥取県西部地震の震源域周辺
2000 年鳥取県西部地震（Mj=7.3）震源域周辺では，微小地震の活発な地域を中心に，238 地点で測
定を実施した（図 3.1.2-5）。その結果，大局的には，多数の余震によって認識される震源断層の周辺で
高濃度の水素ガス放出が認められる傾向がある。本震の発生に伴った中海の南東から NW-SE 走向に
伸びる震源断層沿いでも高濃度の水素ガス放出が複数地点で認められるが，最高濃度を記録したのは，
その西方に分布する小さな震源断層の近傍（R3=18594ppm）であった。一方で，中海の南東から NW-SE
走向に伸びる震源断層沿いに着目すると，断層の端部では水素ガスの放出がほとんどないように見える
が，例外（R3=1507ppm の地点）もあり，必ずしも明確ではない。
以上の 4 つの断層周辺地域において測定された土壌ガスの水素濃度分布より，以下の特徴が明らか
になった。
・

山崎断層帯及び 2000 年鳥取県西部地震震源域周辺では，微小地震の集中域と高濃度の水素ガス
放出域が一致する傾向が見られる。しかし，跡津川断層沿いでは微小地震が多いにもかかわらず水
素ガスの放出は概して少なく，むしろ，微小地震の少ない牛首断層や太江断層周辺で高濃度の水
素ガス放出が認められる。また，阿寺断層帯では非常に高濃度の水素ガス放出地点が複数分布す
るが，微小地震は少ない。

・

断層の端部に着目すると，跡津川断層の西端部では水素ガスの放出はほとんどなく，阿寺断層の南
東端部では R3=100ppm オーダと高濃度ではないが継続的な放出が認められる。2000 年鳥取県西
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部地震の震源断層でも，端部では水素ガスの放出は少ない。一方，山崎断層帯暮坂峠断層南東端
部では R3=10000ppm オーダの高濃度の放出が認められる。
・

跡津川断層では，高濃度水素ガス放出地点とステップ部との対応が示唆されるが，阿寺断層や山崎
断層では，断層が直線的に連続する地点でも非常に高濃度の水素ガスの放出が認められ，ステップ
部との大きな違いは見られない。

・

牛首断層に付随する副次断層や太江断層，2000 年鳥取県西部地震震源域の西方に位置する小規
模な NW-SE 走向の震源断層のように，小規模な活断層または震源断層において，高濃度の水素ガ
ス放出が認められる。
微小地震分布と水素ガス濃度分布が必ずしも一致していない点，及びステップ部と水素ガス放出量と

の正の相関が必ずしも認められない点に基づくと，地下の断層の活動性以外に，水素ガス放出量を規
制する要因（地震性／非地震性すべりの違い，ガスの移行経路における制約など）があると考えられる。
特に，同じ露頭での測定において，破砕帯の産状や割れ目の方向によって水素ガス放出量が異なること
が既に分かっており（Niwa et al., 201020)；黒澤ほか，201124)），ガスの移行経路における制約は大きいと
予想される。また，測定開始後 2～3 時間の間でも，継続して放出量が増大していくケースと，緩やかに
放出量が減少していくケースとがあり（黒澤ほか，201124)），検知している水素ガスの起源についても，再
検討の余地が残っている。このため現状では，水素ガス放出量の違いによって，断層端部での伸長可能
性の有無や，断層帯の中でのセグメント区分（ステップ部の認定），小規模の断層の成長の可能性の有
無などについてさらに詳細な議論をするのは難しいと言える。
(4) 主な成果と課題
現在までの研究開発により，携帯型水素ガス濃度検知器を利用した簡便，迅速な断層水素ガス測定
手法を確立し，複数の地域で多地点かつ広範囲のデータを取得することができた。しかし，実際にデー
タを蓄積してきた結果，水素ガスの起源が断層の活動性と密接に関連しているとの立場にありながら，微
小地震との対応が必ずしも明瞭でないこと，水素ガス放出量が多い地点でも，数時間測定を継続すると，
緩やかに放出量が減少していくケースが少なくないことなど，現状では説明の難しい問題点も明らかとな
った。また，断層の発達段階の評価の観点から，断層端部やステップ部などに着目しても，水素ガスの放
出傾向に明瞭な法則性などを見出すことは現状では難しい。今後は，破砕帯の産状や割れ目の方向が
水素ガス放出量に大きく影響を及ぼすという知見に基づき，断層近傍における流体の移行経路の把握
を目的として本手法を活用していくことが考えられる。
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図 3.1.2-1 調査断層（帯）
陰影図は，国土地理院発行の数値地図 50 m メッシュ（国土地理院, 199926)，199727)）を用いて作成した。活断層の分布
は活断層研究会（1991）28)に基づく。

図 3.1.2-2 跡津川断層帯における水素ガス放出量（R3）分布
（数字は，測定開始から 2～3 時間後にかけての水素ガス放出量 R3 を示す）
陰影図は国土地理院発行の数値地図 50m メッシュ（国土地理院, 199926)，199727)）を用いて作成した。活断層の分布は
活断層研究会（1991） 28) に基づく。震源分布は地震年報（気象庁, 200629) ）及び気象庁一元化処理震源（気象庁,
200930)）を使用し，20km 以浅のものを抽出した。
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図 3.1.2-3 阿寺断層帯における水素ガス放出量（R3）分布
（数字は，測定開始から 2～3 時間後にかけての水素ガス放出量 R3 を示す）
陰影図は国土地理院発行の数値地図 50m メッシュ（国土地理院, 199926)，199727)）を用いて作成した。活断層の分布は
活断層研究会（1991） 28) を編集した。震源分布は地震年報（気象庁, 200629) ）及び気象庁一元化処理震源（気象庁,
200930)）を使用し，30km 以浅のものを抽出した。

図 3.1.2-4 山崎断層帯における水素ガス放出量（R3）分布
（数字は，測定開始から 2～3 時間後にかけての水素ガス放出量 R3 を示す）
陰影図は国土地理院発行の数値地図 50m メッシュ（国土地理院, 199926)，199727)）を用いて作成した。活断層の分布は
活断層研究会（1991） 28) を編集した。震源分布は地震年報（気象庁, 200629) ）及び気象庁一元化処理震源（気象庁,
200930)）を使用し，15km 以浅のものを抽出した。

- 22 -

JAEA-Research 2011-023

図 3.1.2-5 2000 年鳥取県西部地震震源域周辺における水素ガス放出量（R3）分布
（数字は，測定開始から 2～3 時間後にかけての水素ガス放出量 R3 を示す）
陰影図は国土地理院発行の数値地図 50m メッシュ（国土地理院, 199926)，199727)）を用いて作成した。活断層の分布は
高田ほか（2003） 31) を編集した。震源分布は，2004 /1/1～2006/12/31 は地震年報（気象庁, 200629) ），2007 /1/1～
2008/12/31 は気象庁一元化処理震源（気象庁, 200930)）を使用し，30km 以浅のものを抽出した。
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3.1.3 地下で遭遇した断層の活動性に係る調査技術
(1) はじめに
地層処分のサイト選定や安全評価に際しては，候補地に存在する断層の活動性を評価することが必
要となる。概要調査地区選定においては，活断層の存在が文献調査で明らかな地域は含めないことが
前提となっており，さらに活断層の有無に関する判断が文献調査からできない場合は概要調査あるいは
それ以降の調査において検討することになっている（原子力安全委員会，20021））。
活断層の調査には，通常，断層を被覆する地層の変位から活動時期を推定する上載地層法が用いら
れている。しかし，ボーリングや坑道などの地下で遭遇した基盤岩中の断層や被覆する地層が存在しな
い地域の断層には，上載地層法を適用することが困難となる。そのため，このような断層の活動性を評価
するためには，断層運動に伴って生じる熱的なイベントや，断層の上盤と下盤の岩体の上昇速度の違い
などを，断層物質や周辺の基盤の岩石・鉱物を対象とした放射年代測定により明らかにすることが有効
な手法となる。そこで本研究では，地下で遭遇した断層などの基盤岩中で見つかった断層の活動性を評
価するため，断層岩や断層充填鉱物の K-Ar 法を用いた調査技術を開発するとともに，上下変位を有す
る断層を挟んだ基盤岩の冷却速度に基づく調査技術について，当該手法の実用化の見通しを得ること
を目標とする。そこで平成 22 年度は，阿寺断層周辺の基盤岩から分離したジルコン・アパタイトのフィッ
ション・トラック（FT）年代測定と FT 長解析を実施した。
(2) 当該分野に係る科学的・技術的背景
地表付近の断層が活断層であるか否かについては，年代既知の地層（堆積層）や河成・海成段丘との
切断関係（新旧関係）を用いることが確実である。堆積層の年代測定法としては，一般的に

14

C 法やテフ

ロクロノロジーが用いられる。一方，地下で遭遇した断層など基盤岩中に分布する断層は，表層付近の
地層との切断関係が不明である場合が多い。したがって，従来の手法に基づく活動性の評価は困難で
ある。これらのことから，地下で遭遇した断層に対する本調査技術は，およそ百万年前から現在までの時
間を対象とし，断層物質や周辺の岩盤の物質化学的特徴に基づいた（＝上載地層に依存しない）断層
運動の年代測定法が有効であると考えられる。その一つの方法として，断層ガウジ中に含まれる熱水の
流入によって生成された極細粒な自生の雲母粘土鉱物の生成年代を直接的に推定する方法がある。断
層ガウジの年代測定は Lyons and Snellenburg（1971）2)によって初めて試みられ，断層運動により新たに
生成された自生の雲母粘土鉱物の K-Ar 年代から断層の活動時期が推定できる可能性が指摘された。
Kralik et al.（1987）3)は，東アルプスの断層ガウジから分離した雲母粘土鉱物について K-Ar 及び Rb-Sr
年代測定を実施し，断層の主要な活動時期を推定した。国内では，中央構造線のガウジの細粒部分
（<2μm）について K-Ar 年代測定が行われ，中央構造線の主要な活動時期が推定された（柴田・高木,
19884); 柴田ほか, 19885); 高木ほか, 19896); 柴田ほか, 19897)）。しかし，断層岩中から自生鉱物のみを
分離することが技術的に困難であったため，母岩の砕屑物が混入することが原因で推定年代より古い年
代値が得られるという問題があった。そこで近年，砕屑物に比べて細粒と考えられる自生鉱物を高純度
で回収するために試料をより細かく分級し，各フラクションの鉱物学的解析を含めた年代値を解釈する試
みがなされている（例えば，Zwingmann and Manckeltow, 20048)）。しかし，現状では未だ研究例は少なく，
また大規模で古い断層の試料を使った研究に限られているため，活断層のような若い活動の検出に向
けて手法を高度化し，知見を蓄積していく必要がある。
また，山地の削剥速度は大まかに侵食基準面からの高度に依存することから（Ohmori，19789)），断層
の上下変位によって一方が山地として隆起すると，長期的には断層を挟んだ岩体の削剥速度に差が生
じる。これを熱年代学的手法による岩体の冷却速度の差として検出することができれば，断層の平均上
下変位速度や上下変位量を求めることができる。これが上載地層に依存しないもう一つの断層運動の年
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代測定法である。このような熱年代学的手法は Wagner et al.（1977）10)以来の古典的な手法であるが，地
域ごとの冷却速度・削剥速度分布や総削剥量の変化を直接に断層の活動性として解釈した例はあまり
ない。したがって，地下で遭遇した断層に適用するに当たっては，その活動履歴がある程度明らかにな
っている断層を対象とした事例研究により現時点での手法の有効性と限界を示す必要がある。
(3) 実施内容・結果
基盤岩を用いた熱年代学的手法による断層の上下変位を対象とした活動性評価手法の事例研究とし
て，上下変位を伴う A 級の横ずれ活断層である阿寺断層の周辺から採取された地表・ボーリングコア試
料に対して FT 法を適用し，阿寺断層の活動性について考察するとともに，現時点での手法の有効性と
限界を示すことを試みた。岐阜県の東部で北西－南東方向に連続する阿寺断層は，主に左横ずれの水
平変位を示すが，同時に北東側の阿寺山地を形成した上下変位を示す活断層である。本断層の中央付
近では，水平変位に伴う加子母川や付知川の屈曲が 7-7.5km に及び（岡田，198111)），上下変位に伴い
北東側の阿寺山地が南西側の美濃高原よりも 600-1200 m 高い（岡田，198111)）。基盤の地質や地質構
造もこれと同じように，中部付近では阿寺断層に直交する断層が約 7km，濃飛流紋岩に貫入する岩脈群
が 6-7km 程度の左横ずれの水平変位を示している（山田，198112)）。段丘を基準にして求められる平均
変位速度は，坂下地区の段丘において左横ずれが千年に約 2.8m であり（佃ほか，199313)），現在の変
位様式の活動が開始した時期は 1.2-2.5Ma と推定されている（松田ほか，200414)）。既報の第四紀におけ
る推定変位量は白亜紀以降の推定変位量と整合的であり，鮮新世以前には現在の変位様式の活動は
なかったことを示唆する。基盤は上部白亜系濃飛流紋岩とそれに貫入した花崗岩類からなり，阿寺断層
による変位を受けている。破砕帯の幅は数 10m から 300m に及ぶ（山田ほか，197615)；山田，1978a16)，
1978b17)）。その他，基盤を覆って新第三系～第四系の堆積物や火山岩が分布する。調査地域では断層
の北東に苗木・上松花崗岩，伊奈川花崗岩，南西に濃飛流紋岩，瀬戸層群，上野玄武岩が分布する
（山田ほか，199018)；山田・赤羽，200519)）。
試料は川上川と付知川沿いに阿寺断層の走向と直交する方向に地表で採取された 5 試料と，
1997-2000 年度に防災科学技術研究所が行った阿寺断層系深層ボーリング（山田ほか，201020)）のうち
川上孔の掘削コアから得た 6 試料である。熱年代学的手法により地域的な冷却速度を見積もるため，試
料は花崗岩を中心とし，いずれもローカルな変質や被熱の影響を避けるため，なるべく新鮮な岩石を採
取した。
FT 長分布と年代値を断層の走向に直交する模式断面図に投影したものを図 3.1.3-1 と 3.1.3-2 に示す
（年代のエラーバーは 2σ）。FT 長はジルコン・アパタイトともほぼ全ての試料で明確な短縮が見られなか
った。U-4 から分離されたジルコンのみ，FT 長分布が明瞭な二峰性を示し，冷却後の二次的な加熱を受
けたことを示唆する。川上孔地下 200m 付近の試料から得られたアパタイト FT 長分布は，明瞭ではない
もののやや二峰性的な分布を示す。しかしアパタイト FT 長として測定した semi-track は，ジルコン FT 長
として測定した confined track に比べて FT 長短縮に鈍感であり，若返りが年代の完全なリセットに至った
かどうかは明らかでない。
地表試料のジルコン FT 年代は，2σ の誤差の範囲では一致するものの，下盤側（U-1, 2, 3）に比べて
上盤側（U-5）でやや若い。U-3 は濃飛流紋岩であるが，そのジルコン FT 年代は周辺の花崗岩と完全に
一致しており，既に指摘されているとおり（例えば，山田ほか, 199221)），花崗岩貫入後の熱史としては同
一の振舞いを示すものと考えられる。U-4 は上盤側の試料であり，下盤側の試料に比べて明確に若いが，
断層破砕帯内の試料であること，本研究で得られた FT 長分布のうち，唯一明瞭な冷却後の再加熱の傾
向を示すことから，U-5 とは別個に議論する。U-4 を除く年代は 69-79Ma を示し，山田ほか（1992）21)で示
された苗木・上松花崗岩のジルコン FT 年代（約 60Ma）に比べ顕著に古く，閉鎖温度でジルコン FT 年代
を上回るとされる黒雲母 K-Ar 年代よりも古い。しかしながら，山田ほか（1992）21）においては FT 長解析が
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行われていないため，少なくともジルコン FT 年代については二次的な加熱による若返りの可能性を排除
できない。
断層の上下変位により上盤と下盤に高度差が生じ，上盤側の削剥がより進んだと仮定するとき，その
過剰な削剥量 OD (km)は，上盤側の年代を t1 (yr)，下盤側の年代を t2 (yr)，閉鎖温度を Tc (°C)，地表温
度を Ts (°C)，地温勾配を G (°C/km)とすると，
OD = (Tc-Ts)/G/t1 * (t2-t1)
で表される。t1 として U-5 のジルコン FT 年代（69Ma），t2 として U-1, 2, 3 のジルコン FT 年代の平均
（76Ma），Tc=250，Ts=15，G=40 とすると，U-5 地点での過剰な削剥量として約 0.6km が得られる。これと
U-1, 2, 3 の平均標高（約 300m），U-5 の標高（約 600m）の差を考慮すると，白亜紀以降の上下変位量と
して約 900m という数字が得られる。主な誤差は年代の誤差と年代の差の誤差に依存し，ここでは 1σ で
30%程度が見込まれる。この値は，阿寺断層を挟んだ濃飛流紋岩の下面の高度差（500-800m 程度）と類
似して いる（ 山田 ほか，199018) ；山田ほか，201020) ）。また ，山 地高度 から 推定さ れる 上下変 位量
（600-1200m）と整合的である。このことは，現在観察される上下変位量が新第三紀末から第四紀初頭以
降の阿寺断層の活動により賄われることを示し，現在の変位様式の阿寺断層の活動の開始時期を新第
三紀末から第四紀初頭に求める従来の見解を支持する。平均上下変位速度としては 0.01mm/yr 程度の
値が得られるが，この値は白亜紀以降の総平均であるから，段丘の変位から得られている 0.3-1.3mm/yr
（佃ほか，198622)；佃ほか，199313)；安江・廣内，200023)）と一致する必要はない。
川上孔ボーリングコア試料のジルコン FT 年代は，ややばらつくものの誤差の範囲で一致しており，そ
の平均は 71±2Ma となる。この値は U-5 のジルコン FT 年代とほぼ等しい。このことは，断層破砕帯を掘削
している川上孔ボーリングコア試料のジルコン FT 年代が，断層摩擦発熱などによる若返りを受けていな
いことを示す。言い換えれば，断層破砕帯内であっても，断層から 100m 程度離れた位置における直径
数 10cm 程度の非風化ブロックの内部においては，ジルコン FT 年代に明確な若返りをもたらすような被
熱はなかったといえる。例えば，野島断層ボーリングコア試料においても，ジルコン FT 年代の若返りは断
層から約 10m 以内に限られる（Murakami et al., 200224)）。
U-4 については，ジルコン FT 年代は約 60Ma であるが，FT 長分布から二次的な加熱の時期は 50Ma
頃と推測される。また，その加熱の温度は FT を完全にリセットするようなものではなく，250-300°C 程度か
ら非常にゆっくりと冷却したことが示唆される。U-4 より断層面に近い川上孔ボーリングコア試料の FT 長
分布からは二次的な加熱が全く検出されないことから，この加熱は断層を熱源とするが非常に局所的な
ものか，あるいは既に削剥されて残っていないが，現地表より上の岩体に小規模な貫入岩や熱水変質帯
などの熱源が存在したことが考えられる。後者については，少なくとも第四紀の活動である上野玄武岩に
関連するものでないことは確実だが，熱源がいずれであるかを判断するのは現時点では困難である。
地表試料のアパタイト FT 年代は，上盤下盤を問わず U-4 を除いて誤差の範囲で一致し，ジルコン FT
年代と異なり断層を挟んだ両側において，明瞭な年代の違いが認められない。したがって上式を用いて
求められる上下変位量は現在の標高差と一致し，ジルコン FT 年代から得られた 900m という数字とは大
きく矛盾する。しかしながら，上盤側と下盤側でアパタイト FT 年代が近接することから，年代の差の誤差
は極めて大きく，変位量の推定にも 200%程度の誤差が含まれる。したがって，始新世（今回得られたア
パタイト FT 年代である 40-50Ma）以降の上下変位量については議論できないが，誤差がさらに小さくな
れば，上盤と下盤で年代の差が見られるかもしれない。また，より閉鎖温度の低い手法を用いれば，得ら
れる年代は小さなものになると予想されることから，例えば中新世以降などより最近の短い期間の変位量
を推定することができる。アパタイト FT 法は最も閉鎖温度の低い手法のひとつであるが，最近はアパタイ
ト(U-Th)/He 法がより閉鎖温度の低い手法として注目されており（例えば，Reiners et al., 200525)），その適
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用によるより最近の変位量の推定が望まれる。
一方，アパタイト FT 年代においては，U-4 を除く地表試料の 40-50Ma に対して U-4 と川上孔ボーリン
グコア試料が 20Ma 前後でほぼ一致する。20Ma を示すのはいずれも断層破砕帯内の試料であることか
ら，この年代は断層に由来する熱による若返りを示すと考えられる。仮に完全にリセットしていたとすると，
この加熱は 20Ma 頃のイベントであり，中新世には既に阿寺断層の原形が存在しており，何らかの活動を
行っていたことを示唆する。これは山田ほか（1992）21)の指摘と一致する。また，白亜紀後期から新第三
紀までに阿寺断層の活動があったにも関わらず，現在観察される変位量が水平・上下とも新第三紀末以
降の現在の変位様式の活動で賄われるということは，新第三紀末にはその変位量が非常に小さなもので
あったことを示唆する。このことが，実際に新第三紀以前の変位速度が極めて遅いことを意味するのか，
ある時期に運動方向が逆転して累積変位量が見かけ上小さなものになったのか，あるいは地形や地質
の変位に基づく現在の阿寺断層運動史観の再検討を要求しているのかについては，今後の研究課題で
ある。既報の地形や地質の変位量，あるいはそれに基づく現在の変位様式の活動開始時期については，
断層に沿った変化や不確実性によって 2 倍程度の差があり，この点の明確化が求められる。もちろん放
射年代の改善も課題であり，特に本研究は阿寺断層の走向に直交する一測線に限定されることから，さ
らなる研究が必要である。
以上のことから，本研究地域での熱履歴は次のように考えられる。すなわち，花崗岩の貫入後，70Ma
頃にジルコン FT 年代の閉鎖温度（約 250±50°C）まで冷却し，50Ma 頃に U-4 付近で非常に限定された
範囲で二次的加熱が生じた。その後 40Ma 頃にアパタイト FT 年代の閉鎖温度（約 130±30°C）まで冷却し
た。20Ma 頃（もしくはそれ以降；完全にリセットしなかった場合）現在の地表から地下 400m 付近までの断
層破砕帯は全体的な加熱を受け，現在その中のアパタイト FT 年代は 20Ma 前後を示している。この時の
温度はジルコン FT 長分布に影響を与えていないことから 200°C には達していないものと考えられる。ジ
ルコン FT 年代は阿寺断層の現在の変位様式の活動が鮮新世末以降であるという従来の見解を支持す
る。一方，断層破砕帯内のアパタイト FT 年代はそれ以前にも阿寺断層が存在し，熱源となる活動を行っ
ていた可能性を示すが，具体的な時期については中新世以降であるとしか制約できない。
(4) 主な成果と課題
阿寺断層を横断する地表試料と断層破砕帯のボーリングコア試料から得られたジルコンとアパタイトの
FT 年代測定と FT 長分析により，断層周辺の熱履歴を明らかにした。この結果から求められる，白亜紀以
降の上下変位量（約 900m）は，従来推定されてきた鮮新世末〜第四紀初め以降の上下変位量
（600-1200m）とほぼ一致し，現在の変位様式の活動が鮮新世以前には生じていなかったことを示唆する。
一方，断層と関連する熱の影響は 20Ma 以降に見られ，このころには既に断層が存在したことを示唆する。
両者の整合性が今後の課題といえる。
本研究では基盤岩の放射年代を用いて白亜紀以降の上下変位量について推定したが，始新世以降
の上下変位量については推定できなかった。誤差を小さくするか，アパタイト FT 法より閉鎖温度の低い
手法を用いることで，白亜紀よりも最近の短い期間の上下変位量を推定できる可能性がある。アパタイト
FT 法より閉鎖温度の低い手法としてはアパタイト(U-Th)/He 法が知られる。
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図 3.1.3-1 ジルコン FT 長分布と年代値，サンプル位置の模式図
左上は横軸に断層からの距離，縦軸に年代，左下は横軸に断層からの距離，縦軸に標高，右下は横軸に年代，縦軸に
標高。U シリーズは地表，Kawaue シリーズはボーリングコア試料。ヒストグラムは FT 長分布。
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図 3.1.3-2 アパタイト FT 長分布と年代値，サンプル位置の模式図
左上は横軸に断層からの距離，縦軸に年代，左下は横軸に断層からの距離，縦軸に標高，右下は横軸に年代，縦軸に
標高。U シリーズは地表，Kawaue シリーズはボーリングコア試料。ヒストグラムは FT 長分布。
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3.1.4 地殻内の震源断層などに係る調査技術

(1) はじめに
将来の地層処分システムに重大な影響を及ぼす可能性がある現象（例えば，断層運動，マグマ活動）
の潜在的なリスクを排除するためには，地表からの調査の段階において，地下深部における震源断層や
高温流体（溶融体を含む）などの存否や構造をあらかじめ確認しておくための調査技術が必要となる。特
に，地殻中部に存在する微小地震の集中域や地殻深部に流体などが存在するような領域の付近では，
将来の活動によって，地殻浅所まで破断が進展することやそれに伴って地下深部の高温流体などが流
入する可能性も考えられるため，ここでは，これらに関連する地下深部の不均質構造を把握するための
技術基盤の整備を進める。
一般に，断層の地下構造（地下の断層形状）を調査する際には，反射法地震探査をはじめとした地球
物理学的手法が主に用いられる。反射法地震探査による断層形状の把握に関する調査研究は，近年精
力的に行われており，浅層反射法をはじめとして地殻深部までを対象とした大規模な地震探査によって，
詳細な地殻構造が明らかにされてきた（例えば，佐藤ほか, 20051)）。ここで，反射法地震探査では，音響
インピーダンス（弾性波速度と密度の積）が大きく変化する境界で生じた反射波を捉えるため，その分布
は主として地層境界などの物質境界を反映している。しかしながら，このような物質境界は，力学的な境
界である活断層とは必ずしも合致しない場合が少なくないとの指摘もある（中田, 20082)）。
一方，主に物質の状態（温度や空隙率，飽和度など）に伴って変化する物性の空間分布（地震波速度
分布，比抵抗分布）を捉える地震波トモグラフィー法や地磁気・地電流（MT; Magnetotelluric）法を用い
た地殻構造の推定に関する研究により，地表に顕著な変位をもたらした内陸地震の震源域に流体の存
在を示唆する不均質が見出されており，これらの地震の発生や断層運動に対する地殻内流体の寄与が
指摘されている（例えば，Thurber et al., 19973); Unsworth et al., 19974); Zhao and Negishi, 19985); Umeda
et al., 20116)）。また，このような流体は地殻物質を軟化させ，圧縮応力場のもとで局所的な短縮変形を生
み出し，地震発生層全体を断ち切るような大地震を発生させる原因となる可能性も指摘されている（長谷
川ほか，20047)）。このため，将来のマグマ活動のみならず，地殻内の力学的な境界において生じる断層
運動の潜在的なリスクを低減するためには，このような地殻内の不均質を高い空間分解能で精度良く推
定するための調査技術が必要である。しかしながら，それぞれの手法においては，観測における制約や
観測データの処理及び解析について，いくつかの課題がある。本研究においては，このうち MT 法に注
目し，その三次元解析手法の開発を進めた。
(2) 当該分野に係る科学的・技術的背景
MT 法は，自然電磁場の観測を行い，磁場変動に対する電場変動の比（インピーダンス）を測定する
ことによって地下深部の比抵抗分布を推定する手法である。比抵抗とは，岩石の状態を反映してオーダ
で変化する物性値であり，空隙率が高く，水などの流体を含む岩石は低比抵抗を示す。また，MT 法は
地殻深部もしくは上部マントルまでの領域を対象とすることが可能であることや，二次元解析のほか，三
次元解析手法も開発されていることから（例えば，Ogawa and Uchida, 19968); Sasaki, 20049)），特に流体
の存在に関わる地殻内物性の不均質の解明に用いられてきた。このうち，火山地帯などを対象として行
われた事例では，地殻及びマントル最上部における部分溶融域が推定されている（例えば，Aizawa et
al., 200410); Umeda et al., 200611); Asamori et al., 201012)）。
また，幾つかの断層帯を対象とした比抵抗構造の推定も行われている（例えば，Mackie et al., 199713);
Ogawa et al., 200214)）。このうち Mitsuhata et al. (2001)15)によって推定された 1962 年宮城県北部地震の
震源域における二次元比抵抗分布によると，面状に分布する微小地震分布から推測される震源断層を
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境に比抵抗が顕著に変化し，震源断層の下位に流体の存在を示唆する低比抵抗体が見出されている。
また，このような不均質は，地殻の局所的な短縮変形を生じさせる原因となり得ると考えられている（長谷
川ほか, 20047））。このように，地殻内においては，力学的な境界である断層に関連した比抵抗の不均質
が存在する場合があると考えられる。そのため，本研究では，このような比抵抗値の不連続な構造を適切
に検出することが可能な解析手法を開発した。
(3) 実施内容・結果
一般に，MT 法による比抵抗構造を推定するための解析方法として用いられるインバージョン法では，
多数のブロックにより表現された解析領域内のそれぞれにおける比抵抗値を推定する。しかしながら，多
くの場合，それぞれのブロックにおける比抵抗値は，周囲のブロックにおける比抵抗値から急激に変化し
ないとの平滑化拘束条件をおくため，解析によって求められる比抵抗値は空間的に緩やかに変化し，比
抵抗値の急激な変化は再現されない。これに対し，プレート境界や地質境界などの不連続構造に関す
る先験的な情報に基づいて，あらかじめ一部のブロック間において他とは異なる平滑化拘束条件を仮定
する方法が提案されているが（木村ほか, 201016）），多くの場合において，比抵抗値の不連続面分布に
関わる情報を事前に得ることは困難である。そこで本研究では，このような平滑化拘束条件付きインバー
ジョン法の原理的な課題を解決し，物性不連続面の先験的な情報が無い場合においても，その境界面
を適切に推定可能な技術を構築するため，インバージョンにおいて平滑化拘束条件として用いるラプラ
シアン・フィルタ行列の各要素を反復計算の過程で修正するアルゴリズムを考案し，これを組み込んだ三
次元インバージョン・コードを開発した。これにより，インバージョンにおける平滑化拘束条件を解析領域
内におけるそれぞれのブロック間において変化させることが可能となる。
本研究で開発した三次元インバージョンのアルゴリズムにおいて最小化すべき目的関数
(2004) 9）を基に，観測データ ，感度行列

∆

ここで，

∆

及び未知パラメータを

∙

∆

は観測データに応じた重みであり， ， ，

は，Sasaki

として次式のとおりとした。

∆

‖ ‖

(1)

は定数である。本式の右辺第一項は，観測デー

タとモデルとの残差を示し，同第三項は，スタティック・シフトが平均 0 の正規分布で見掛比抵抗データに
付加されていることを仮定した拘束条件である。一方で，同第二項はモデルのラフネスと更新幅に関する
拘束条件を表わす項であり，ラプラシアン・フィルタ行列

を含む。一般に，モデルの平滑化拘束条件と

して用いられるラプラシアン・フィルタ行列は，インバージョンにおける反復計算の過程で一定とされるが，
本研究では，このラプラシアン・フィルタ行列

の各要素を反復計算の過程で個別に修正することとした。

ここで，反復計算 k 回目の各要素におけるラプラシアン・フィルタ係数

,

,

る偏差値

,

,

を次式により与えることとした。

(2)

は，各ブロックにおける比抵抗の空間微分値を解析領域全体で正規化することにより得られ

,

によって決定される修正係数である。本手法ではこのようなラプラシアン・フィルタ係数の

修正を逐次行うことにより，解析領域内におけるブロック間のそれぞれにおいて適した平滑化拘束条件を
与えることができる。なお，式(1)に示した本アルゴリズムにおける目的関数 の最小化は，次式に示すヤ
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コビアン行列を用いた連立方程式を解くことに帰する。
∆
0
0

∙ ∆

0
0

0

(3)

ここで， は単位行列である。本方程式は修正グラムシュミット法により解き，反復計算の過程でモデル
を更新する。なお，反復計算は，観測データとモデルの残差が十分に小さくなるまで繰り返す。
本研究では，ここで開発した三次元インバージョン・コードの妥当性を検討するため，モデル計算によ
る比抵抗構造の再現テストを行った。ここでは，まず図 3.1.4-1a に示す解析領域の中心部に低比抵抗体
が存在するモデルに基づいた MT パラメータ（見掛比抵抗及び位相）をフォワード計算によって求め，実
際の観測誤差を想定した 10%の正規ランダムノイズを付加したデータセットを作成した。さらに，ここで作
成されたデータセットを三次元インバージョンに適用することにより得られる比抵抗分布について，初期
に仮定した構造（図 3.1.4-1a）の再現性を確認した。
これにより得られた比抵抗分布のうち，前述のアルゴリズムを考慮せず，各ブロック間における平滑化
拘束条件を解析領域内で一定とした場合の解析結果を図 3.1.4-1b に示す。この場合，解析領域に低比
抵抗体が存在するといった，大局的な比抵抗値の高低のパターンは再現されているものの，その比抵抗
値の境界は不鮮明であるとともに，低比抵抗体の比抵抗値は十分に回復していない。これに対して，本
研究において開発したアルゴリズムを適用し，解析領域内における平滑化拘束条件を各ブロック間にお
いて変化させた場合は（図 3.1.4-1c），解析領域中心部に位置する低比抵抗体の比抵抗値のほか，周囲
との比抵抗境界も鮮明に再現されている。以上の結果は，震源断層に規制された深部流体などの比抵
抗不連続構造が地殻深部に存在する場合，本解析手法を用いた MT 法探査により，その有無や位置を
把握することが可能であることを示唆する。
(4) 主な成果と課題
ここでは，将来の地層処分システムに重大な影響を及ぼす可能性がある断層運動やマグマ活動のう
ち，特に地下深部の震源断層の存否を確認する調査技術の一つとして，地殻深部の比抵抗不連続構
造の検出に有効な MT 法による三次元インバージョン・プログラムを開発した。今後は，震源断層に伴う
地殻内の不均質構造があらかじめ想定されている地域などを対象とした MT 法探査を行うとともに，ここ
で開発した解析手法の有効性を検証する。
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図 3.1.4-1 モデル計算による三次元インバージョン・コードの比抵抗構造再現テストの結果
(a)モデルデータの作成に用いた比抵抗分布。上図は平面図，下図は断面図を示す。平面図中の黒線は断面図の位置
を示す。断面図中の黒線は平面図の位置を示す。(b)平滑化拘束条件を解析領域内で一定とした場合のテスト結果。(c)
解析領域内における平滑化拘束条件を各ブロック間において変化させた場合のテスト結果。
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16) 木村俊則, 後藤忠徳, 笠谷貴史, 岡本 拓, 三ケ田 均, 真田佳典, 渡辺俊樹, 芦田 譲 (2010):
“境界面を組込んだ MT 法の 2 次元インバージョン”, 物理探査, 63, pp.185-196.
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3.1.5 内陸部の隆起・侵食速度の算出に係る調査技術
(1) はじめに
隆起・侵食は，廃棄体の埋設深度を減少させることから，地層処分システムに与える影響を考慮する
必要がある自然現象である。「最終処分法」（2000）1)では，文献調査の対象となった地区から，地震，噴
火，隆起，侵食などの自然現象による地層の著しい変動の記録がない地区及び将来にわたってそれら
の自然現象による地層の著しい変動が生ずるおそれが少ないと見込まれる地区の中から概要調査地区
を選定することとされている。自然現象のうちの隆起・侵食については，その量が文献から明らかでない
場合は，概要調査あるいはそれ以降の調査において，処分施設及び廃棄体が地表近くに接近する可能
性を考慮しつつ，隆起・侵食量を推定することが重要となる（原子力安全委員会，20022)）。さらに，処分
施設の深度や地形の起伏などが変化することによって，地下水の流動・水質，岩盤の地圧・地温の変化
などの影響も想定されている（原子力安全委員会，20003)）。そのため，サイト選定や安全評価などに際し
ては，隆起・侵食に十分に留意する必要がある。隆起・侵食は，どこでも一般に生じる自然現象であるこ
とから，その量や速度を把握することが重要である。将来の隆起・侵食量の推定を行うために必要となる
過去数万年～数十万年間の隆起量については，一般的に段丘の高さと形成年代から見積もられる。し
かし，全ての地域に隆起速度を算出できる段丘が分布しているわけではなく，段丘を指標とした隆起速
度の算出が困難な地域も多い。そのため，本研究では，段丘の発達が乏しい地域における環流丘陵の
周囲に分布する旧河谷の河床堆積物を指標とした隆起速度の算出手法を開発する。
(2) 当該分野に係る科学的・技術的背景
将来 10 万年間程度の隆起量の推定に必要となる過去の万年～十万年オーダの隆起速度について
は，一般的に段丘が年代指標として用いられ，海岸付近では海成段丘，内陸部では河成段丘の形成年
代とその比高に基づき算出される。
日本列島では，海成段丘の多くが間氷期に形成されており，海岸に沿って過去数十万年前以降に形
成された海成段丘群が分布する（例えば，太田，19964)；小池・町田編，20015)）。海成段丘の内縁をつな
いだ線（旧汀線）は，その海成段丘面が形成されたときの海岸線の位置を示している。そのため，旧汀線
の標高から現在の海水準を基準とした段丘形成時の海水準の標高を差し引いた値が，段丘形成以降現
在までの隆起量となる。したがって，海成段丘の形成された年代（酸素同位体ステージ，MIS：marine
isotope stages）とその当時の海水準がわかれば，段丘形成以降の隆起速度を算出することができる。
河成段丘は，気候変動に由来する規則的かつ周期的な河床変動に速度がほぼ一定の隆起が加わっ
て形成される（貝塚, 19696)）。すなわち，氷期には，寒冷・乾燥した環境による植生の減少や周氷河作用
による岩屑供給の増加（平川・小野, 19747)），及び台風や豪雨の頻度低下による河川の掃流力の低下
(Sugai, 19938)）によって，河川の中・上流域は堆積的な環境に変化する。間氷期には，温暖湿潤の環境
によって河川の中・上流域が削剥的な環境に変化する。同じ河川では，同様の気候のもとでは同様の河
床縦断形が形成されることを前提にすると，同程度の気候であったと考えられている MIS2 （約 2 万年前）
と MIS6（約 14 万年前） に形成された段丘の比高は，その期間の隆起量を表すことになる。この考え方
は，吉山・柳田（1995）9)によってまとめられ，MIS2 と MIS6 に形成された段丘の比高から隆起量を推定
する TT 法 (Terrace to Terrace) として示された。
しかし，河成段丘の発達が乏しい内陸の山間部や西南日本においては，過去数万～数十万年間の
隆起量の推定が困難である。そのため，これまでと異なる指標を用いた隆起速度の推定手法が必要であ
る。そこで着目したのが，山地内などで蛇行した河川が切断されて取り残された旧河谷（図 3.1.5-1）の地
形とそこに分布する堆積物である。山地内などで蛇行した河川は「穿入蛇行河川」と呼ばれ，平野部の
河川で洪水によって頻繁に流路を変え得るような状態にある蛇行河川とは異なり，河道の側方移動に長
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時間を要する。この穿入蛇行の首の部分（頚部）が切断されて取り残された旧河谷は「穿入蛇行跡」と呼
ばれ，この旧河谷と新河谷に囲まれて独立となった丘陵である環流丘陵を伴うことが多い。本研究では，
このような旧河谷を「環流旧河谷」と呼ぶ。この環流旧河谷は，現在の河床に対して様々な高さに分布す
る。よって，隣接する複数の旧河床堆積物の堆積時期と分布高度の差がわかれば，河川の下刻速度を
算出できる（図 3.1.5-2）。さらに，過去数十万年の期間において，河川が気候変動に対応した縦断形状
を形成していると仮定すれば，ここで得られる下刻速度は隆起速度を反映していると考えられる。これま
での研究では，穿入蛇行の成因や発達過程などを議論した研究が多いが（例えば，今朝洞，195210)；河
内，197611)；八木・池田，199712)；中野・池田，199913)；林・池田，200014)），蛇行する河川が切断された後
の還流旧河谷の形成時期などに関する研究はない。また，穿入蛇行の形成や発達について隆起速度を
踏まえて検討している研究はあるが（例えば，Rich, 191415)；大塚，192716)；林・池田，200014)），環流旧河
谷の堆積物を指標として過去数万～数十万年間の隆起速度を検討した研究例はない。
(3) 実施内容・結果
本研究では，まず日本列島における環流旧河谷の分布の特徴を把握するために，2 万 5 千分の 1 の
地形図を判読した。その結果，800 以上の環流旧河谷を抽出し，ほぼ日本全国に分布していることを確
認した（図 3.1.5-3）。その内の約半分は，現河床からの比高が 20m 以下であり，それ以上の旧河谷の
数は比高を増すごとに減少するが，一部では比高 100m を越すものも認められた（図 3.1.5-4）。これらの
特徴から，環流旧河谷が隆起速度を推定するための指標となる可能性があると考えられる。
環流旧河谷を用いて隆起速度を推定するためには，複数の旧河谷で旧河床堆積物の分布標高と堆
積時期を明らかにする必要がある。分布標高については，地形図などの既存情報から旧河谷の地表面
の標高を読み取り，その値からそこに分布する旧河床堆積物を被覆する堆積物（例えば，崖錐堆積物，
風成堆積物）の層厚を差し引くことで得られる。また，堆積時期については，旧河床堆積物及びそれを被
覆する堆積物を用いた分析による編年が必要である。つまり，旧河床堆積物の把握と試料採取が必要不
可欠である。そこで本研究では，典型的な環流旧河谷が分布する十津川（熊野川）流域を研究事例とし
て，空中写真判読による旧河谷の分布や形状を把握し，地形・地質踏査，ボーリング掘削による堆積物
の採取，堆積物の記載，テフラや粒度の分析を実施した。
旧河谷は，山間の地域における主要な生活の場となることから，現在見られる旧河谷周辺の地形は人
為的に著しく改変されて，本来の自然の地形が残っていない場合が多い。そこで，本研究では人工改変
される前の地形を把握するために，改変前の空中写真である国土地理院 1976 年撮影の 1 万 5 千分の 1
カラー空中写真を使用し，旧河谷と河成段丘を抽出した（図 3.1.5-5）。また，一部の旧河谷については，
ボーリング地点を検討するために，同じ空中写真を使って作成した 2m 間隔の等高線図を使用し，地形
判読の結果に基づいて詳細な地形区分図を作成した（図 3.1.5-6）。以上の結果，半環状の旧河谷の最
奥部に最も高い面とその両側に一段低い面が分布し，それらを刻むように谷地形が分布していることを
把握した（図 3.1.5-6）。
ボーリングによる試料採取は，旧河床堆積物が被覆層に覆われて保存されていると推定される旧河谷
の最奥部の最も高い面において，その中でもより細粒な旧河床堆積物が堆積している可能性の高い環
流丘陵側（滑走斜面側）の 2 地点で実施した。試料採取にあたっては，連続的な堆積構造の観察及び品
質の良い試料の採取を行うため，緩い礫質土や地下水位以下でも高いコア採取率と乱れの少ないコア
採取が可能な軟岩用ダイヤビットとポリマー系増粘剤を用いた高精度ボーリング工法を採用した。採取し
たコアは，光ルミネッセンス（OSL）年代測定用の試料を採取するため，日光に曝さないように処置して速
やかにコア箱に収めた。試料を採取する際は，まず赤色光の下で OSL 年代測定に適した砂質試料を
半割にしたコアの中央部から採取した。続いて通常の光の下で層相を観察した後，テフラや粒度などの
分析用の試料を採取した。また，土色計を用いて深度方向への色の変化を測定した。
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堆積物は，主に砂層からなる堆積物とそれを覆うシルト・砂混じりの不淘汰な角礫層（最大約 11m）に
区別できる（図 3.1.5-7）。約 16m 離れたより環流丘陵に近い側では，約 7m の不淘汰な角礫層とその下
位に基盤岩が認められた。これらの結果を踏まえると，厚い角礫層の下位に旧河床堆積物が保存されて
いると考えられ，その堆積物の現河床からの比高は約 90m となる（図 3.1.5-7）。角礫層から構成される地
形面の勾配は約 11 度と崖錐より穏やかであることから，高瀬ほか（2002）17)を参考にすると沖積錐に対応
する。テフラ分析の結果，角礫層の 2.6 m 以浅では，約 10 万年前以降の火山灰である鬼界葛原テフ
ラ（K-Tz，約 9.5 万年前：町田・新井，200318) ），姶良 Tn テフラ（AT, 2.6〜2.9 万年前:町田・新井,
200318)），鬼界アカホヤテフラ（K-Ah, 7,300 年前:町田・新井, 200318)）が下位から噴出年代順に識別で
きる。これらのことから，約 10 万年間に堆積する角礫層の層厚が約 3m と仮定して旧河床堆積物の堆
積時期を推定すると，旧河床堆積物の堆積は約 30～40 万年前と考えられる。
粒度分析の結果を用いて砂に対するシルトの割合を算定したところ，旧河床堆積物中では同程度の値
を示すのに対して，角礫層の基質部分では大きくばらつく傾向が認められた（図 3.1.5-8）。また，土色計
測の結果，いくつかの赤色度のピークとその各ピークから下位へ徐々に赤色度が低くなる傾向が認めら
れた。これらの 2 つの特徴を合わせると，シルトが多い深度付近で赤色のピークが分布する傾向が認めら
れた（図 3.1.5-8）。この傾向は，氷期に径の大きい砕屑物が多く供給され，間氷期に赤色化が起きる従来
の知見と調和的であることから，これらの傾向は氷期－間氷期サイクルの気候変動を反映している可能
性がある。その場合，旧河床堆積物は 50 万年前頃に離水したと考えられる。
一方，隣接する別の地点において，穿入蛇行河川に沿って形成された河成段丘が分布する。ここでボ
ーリングにより採取した試料は，砂層の上位に粘土層，シルト質砂層，シルト層が約 2.5m の層厚で分布
する。砂層は旧河床堆積物と考えられ，その堆積物の現河床からの比高は約 25m となる（図 3.1.5-9）。ま
た，段丘堆積物の直上の粘土層中に K-Tz が認められることから，この堆積物は約 10 万年前に堆積
したと考えられる。
以上の結果から，環流旧河谷の旧河床堆積物及び隣接する穿入蛇行河川沿いの河成段丘堆積物の
それぞれの離水時期とそれらの比高から，概ね 0.2～0.3m/ky の速度で下刻があったことになり，その速
度で隆起してきた可能性がある（図 3.1.5-10）。
(4) 主な成果と課題
本研究では，環流旧河谷に着目し，そこに分布する旧河床堆積物を指標とした隆起量の推定手法に
ついて検討した。2 万 5 千分の 1 の地形図を判読した結果，環流旧河谷はほぼ日本全国に分布しており，
河成段丘の発達が乏しい地域にも分布することがわかった。また，その内の約半分は現河床からの比高
が 20m 以下であり，それ以上の旧河谷は比高を増すごとに減少するが，一部では比高 100m を越す
ものも認められた。これらの特徴から，環流旧河谷は，河成段丘の発達が乏しい内陸の山間部や西南日
本における隆起速度を推定するための指標になると考えられ，これを用いた隆起速度の算出手法は，概
要調査などにおける有力な調査技術の一つになると考えられる。また，十津川流域を事例に，環流旧河
谷を構成する旧河床堆積物と角礫層を採取し，テフラ分析，粒度分析，土色計測などを実施して離水時
期を暫定的に推定するとともに，隆起速度の算出の可能性を示した。今後，光ルミネッセンス法などの結
果も合わせて旧河床堆積物の堆積時期を検討するとともに，当該手法の妥当性を示すために別の手法
から推定される隆起速度との比較や適用事例を蓄積することが課題である。また，当該手法で隆起速度
を明らかにするためには，対象とする河川において平衡河川が形成されていることを示す手法も合わせ
て提示する必要があると考えている。
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図3.1.5-１ 環流旧河谷（穿入蛇行跡）の形成の模式図
山地内などで穿入蛇行する河川が頚部切断により取り残されて環流旧河谷が形成される。

図3.1.5-2 環流旧河谷を用いた隆起速度の推定の概念図
左：旧河谷の平面分布（分布標高が異なる）
右：隣接する複数の旧河谷の離水年代と現河床からの比高の関係から隆起速度を推定

図3.1.5-3 2万5千分の1の地形図から判読した環流旧河谷の分布
四角枠は海成段丘・河成段丘・堆積盆を指標にして隆起・沈降量が得られている地域を示す。
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図 3.1.5-4 環流旧河谷の現河床から比高の頻度分布

図 3.1.5-5 空中写真から判読した十津川中流域の環流旧河谷と河成段丘の分布
国土地理院発行：2 万 5 千分の 1 地形図「十津川温泉」，「重里」に加筆

図 3.1.5-6 空中写真から作成した等高線図と旧河谷の詳細な地形区分
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図 3.1.5-7 環流丘陵を伴う旧河谷の構成層

図 3.1.5-8 環流丘陵を伴う旧河谷の構成層の
粒度と土色の特徴

図 3.1.5-9 環流丘陵の周辺に分布する河成段丘

図 3.1.5-10 環流丘陵を伴う旧河谷の旧河床堆

の構成層（地点は図 3.1.5-5 を参照）

積物を用いた隆起速度の推定
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3.2 長期予測・影響評価モデルの開発
3.2.1 地形変化シミュレーション技術の高度化
(1) はじめに
隆起・沈降，侵食・堆積といった地形変化が地下水の流動特性に与える影響については，長期的な安
全評価に際して検討すべき課題の一つとされている（原子力安全委員会，20021)）。我が国の侵食・堆積
による地形変化は，主にプレート運動に起因する地殻応力場のもとでのほぼ一定の隆起・沈降と約十万
年周期の氷期・間氷期サイクルのもとでの気候・海水準変動による影響によって生じている（核燃料サイ
クル開発機構，19992)）。将来の地形変化を予測する手法の一つとして，こうした氷期・間氷期サイクルの
もとでの侵食・堆積のプロセスを表す数理モデルを用いた数値シミュレーションが挙げられるが，こうした
シミュレーションによる予測結果が妥当であるかについての検討が不可欠である。現状では，地形変化
に関する予測・評価についての方法論としては，過去から現在までの隆起・沈降量，海水準及び侵食
量・堆積量の変動幅から将来を外挿する手法が基本となるが（核燃料サイクル開発機構，19992)），侵食・
堆積のプロセスを考慮した数値シミュレーションの研究開発を進めていくことにより，予測・評価に対する
科学的信頼性の向上を図っていくことが重要となる（核燃料サイクル開発機構，20053)）。
これまで，原子力機構では，氷期・間氷期サイクルのもとでの将来数万年～十万年程度の地形変化
（大局的な起伏の変化）の推定を目指して，数値シミュレーション技術の開発を進めてきた。第 1 期中期
計画期間では，核燃料サイクル開発機構（2005）3)の拡散モデルに基づくプログラムにおいて提示された
課題，すなわち河川域の物理過程を表す数理モデルの見直しや，実データに即したパラメータの取得
方法などの解決を目的とし，岩盤物性を考慮したパラメータ（三箇・安江，20084)），及び河川による土砂
の運搬・堆積過程を表す数理モデルである「粒径変化モデル」（草野ほか，20105)；谷川ほか，投稿中

6)

）

を組み込んだプログラムを開発した。同プログラムによる侵食・堆積のシミュレーション結果が，河川によ
る万年オーダの地形変化の推定や将来予測において妥当であることを確認する取り組みとして，これま
で，小規模盆地や河川の河床縦断形を対象として，復元した過去の地形を起点とするシミュレーションを
実施し，地形変化の再現を確認してきた（草野ほか，20105)，20117)）。しかしながら，大局的な起伏の変
化の推定と将来予測への適用においては，さらに広い流域を対象とした妥当性評価を行う必要がある。
そこで本研究では，河川の中～上流部を対象として，過去の地形（古地形）を復元し，そこを起点として
現在の地形の起伏がシミュレーションによって再現できるか否かを一つの目安として，シミュレーション技
術の妥当性を評価した。
(2) 当該分野に係る科学的・技術的背景
広域的な地下水流動に寄与する地形変化としては，個々の斜面形状の変化よりも，三角州・盆地・段
丘・丘陵の形成といった大局的な起伏の形成によるものが大きい。こうした地形の形成に要する時間スケ
ールは，少なくとも数千年～十万年程度と考えられる（例えば，Meyer et al., 19928)）。こうした地形変化を
推定し，モデル化するためには，まずそれに関連する作用と，外部条件の変化（例えば，気候・侵食基準
面の変化）に対する応答のシステムを定量的に把握することが肝要である。湿潤な中緯度域において地
形を侵食する作用は，斜面での重力による作用と，河川営力による作用に大別される（松倉，20089)）。特
に河川による侵食・土砂運搬・堆積は，斜面での作用に比べて，山地斜面を含む流域全体の地形形成
への寄与が大きい（Tucker and Whipple, 200210)）。
斜面での重力による作用のモデル化については，空間・時間スケールが大きい場合，単純な拡散モデ
ルによる近似が可能である（平野，196611)；Tucker and Slingerland, 199712)）。一方，河川営力のモデル
化に関しては，指数関数と拡散過程との組み合わせによるモデル（野上，198113)）や，べき関数と拡散過
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程との組み合わせによるモデル（例えば，Howard and Kerby, 198314)）が主に用いられてきた。これらのモ
デルは構造が単純で河川における諸作用（侵食・運搬・堆積）を包括的に表している反面，パラメータの
取得が難しく，また物理モデルを離散化して長期間の地形変化をシミュレートする際に，1 回の試行にお
いて微少区間の侵食土砂の全量を隣接区間に移動させるものであったため，土砂移動の表現に問題が
あった。
そこで，離散化において，侵食土砂を下流側の一定区間に運搬・堆積させる数理モデルを組み込んだ
プログラムを開発した（草野ほか，20117)；谷川ほか，投稿中 6)）。同プログラムは，侵食土砂の運搬範囲を
決定する係数により，河川の流下に伴う土砂運搬の増大をモデル化している。また，この係数を変化させ
ることで，気候変化に対する河川営力の応答を表すことができる。このプログラムの妥当性を担保するた
めに，シミュレーションによる地形変化の推定結果と，実際の地形との比較・検討をこれまでに行ってきた。
まず，複数の遷急点をもつ河川の河床縦断形の形成（105～106 年程度）を再現し，続いて，内陸小盆地
における 104 年程度の堆積速度を再現した。さらに，地質区分の異なる複数のダム流域において，ダム
湖の堆砂速度から推定される数十年スケールの侵食速度を再現した（草野ほか，20105)，20117)）。こうし
た解析結果は，岩石物性などのパラメータを適切に設定すれば，同プログラムが地形変化を妥当に表現
し得ることを示している。しかし，段丘・丘陵の形成を含む，大局的なスケールの地形変化において同様
の検討は実施されていない。
以上を踏まえて，本研究では，地形変化シミュレーションプログラムが数万年～十万年程度の流域スケ
ールの地形変化の推定において妥当であることを確認するため，復元した古地形を初期状態とするシミ
ュレーションの実施結果と実際の現在の地形の比較を行った。なお，本研究ではシミュレーションに与え
る外的要因が複雑となるのを避けるため，海水準変動の直接の影響を受けない河川の中流部～上流部
に解析範囲を限定した。
(3) 実施内容・結果
本研究で，十万年程度の期間における地形変化シミュレーションの妥当性評価を行った領域は，三河
高原北部を北東から南西方向に流下する土岐川（庄内川）及びその支流を含む東西約 28km，南北約
23km の領域である（図 3.2.1-1）。海水準変動の直接の影響を除外するため，土岐盆地の出口にあたる
狭窄部（河口からの距離：55.1km）より上流の土岐川流域を解析領域とした。本領域は地形区分におい
ては丘陵～小起伏山地にあたり，河川域には盆地と峡谷が交互に形成されている。基盤地質は美濃帯
のチャート・メランジュからなる美濃帯，及びそれに非調和的に貫入する白亜紀の領家花崗岩および山
陽帯花崗岩，同時期に噴出した濃飛流紋岩等からなり，これらは前～中期中新世の瑞浪層群および後
期中新世～鮮新世の瀬戸層群に不整合に覆われる（糸魚川,197415）：図 3.2.1-2）。
妥当性評価にあたっては，初期状態として約十万年前の地形を設定し，これを起点としたシミュレーシ
ョンによって推定した現在の地形と，実際の現在の地形とを比較した（図 3.2.1-3）。比較においては，細
かい起伏の差異の影響を省くために接峰面図を用いた。また，気候の氷期・間氷期変動を受けて形成さ
れる河成段丘の分布・比高も，妥当性評価の指標とした。まず，十万年程度以前における地形復元にあ
たって以下を考慮した。河川中流部の地形は堆積と侵食の繰り返しにより形成されるが，このうち段丘面
形成時の堆積面（河床）は復元が比較的容易である。なかでも MIS6（MIS：marine isotope stages，酸素
同位体ステージ）の段丘面は，形成からの経過時間が 14 万年程度であり，またこれより古い段丘面と比
較して残存する同時間面の連続性が良いため，これを基に復元した地形面は本研究での初期地形とし
て適していると考えられる。ただ，既往研究において段丘の分布は河床縦断形に沿って示されているの
みであり，面的な復元については手法が確立されていない。一方，河川上流部は主として侵食により地
形が変化するため，侵食される前の状態の推定は難しく，こちらも一般的な復元手法は確立されていな
い。例えば，後氷期侵食前線（羽田野，197416)；小口，198817)）は侵食前の斜面を復元するのに有用な
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傾斜変換線で，2 万年程度以前の山地斜面の復元（例えば，花谷ほか，201018)）に用いられるが，侵食
前線より上の地形の変化には対応していない。また，山地・丘陵の背面（いわゆる小起伏面）など，定高
性のある地形に基づく復元手法は，壮年期の山地に対する幼年期の復元に相当する。しかし，その形成
に要する時間スケールは百万年程度と言われているものの，詳細な時間軸（形成時期）が得られていな
い例が多い。よって，過去の山地斜面については，単純化のため形状は現在と同じと仮定し，高さのみ
を一律変更することで，考えられうる初期状態を複数提示するのが望ましいと考えられる。
そこで本研究では，初期地形として，河川中流部では河成段丘面に基づき，過去の河床の谷埋めに
より復元したものを用いた。また山地では，斜面形状そのものは現在と約十万年前とでは大きく異ならな
いと仮定したうえで，侵食速度がとり得る幅に着目し，その最大・最小の状態を設定した。まず，河川中流
部の復元については，空中写真判読や地形・地質調査によって認定された各時代の段丘面の分布（田
力ほか，200819)，201120)）とそれぞれの段丘面に近接する河川の河川縦断形との関係などから，MIS6 に
相当する中位段丘面の河成堆積物が河床を埋積した状態を復元して 50m 格子の DEM データを作成し
た（図 3.2.1-4；尾上ほか，200921)；草野ほか，20105)）。また，田力ほか（2008）19)を参考に 14 万年間の隆
起速度を 0.12mm/y と仮定し，河床を復元した状態から流域全体の標高を 17m だけ低下させた（図
3.2.1-1，図 3.2.1-5）。また，河川上流部（山地斜面）の復元については，地形形状は現在と変わらないと
仮定したうえで，山地における侵食がほとんどなく，14 万年間隆起のみを続けてきた場合（ケース①），山
地が 14 万年間，侵食速度と隆起速度が等しい動的平衡状態にあって高度を変えていない場合（ケース
②）の２つの状態を仮定した（図 3.2.1-5）。すなわち，ケース①は山地の初期高度がケース②に比べて
17m 低い。それぞれ山地における侵食速度についてみると，ケース①が最小の状態，ケース②は隆起す
る山地においてほぼ最大と考えられる隆起速度と侵食速度が等しい状態（吉川，198522)）を想定してい
る。
シミュレーションの実施にあたり，侵食・運搬・地形場に関連するパラメータは，ケース①・ケース②とも
に表 3.2.1-1 に記す値を与えた。河川中～上流部の場合，段丘形成の主因となるのは，気候変動に伴う
河川の土砂運搬の能力の変化である。そこで，気候変動の設定については，海水準変動曲線（小池・町
田編，200123)）に従って土砂運搬のパラメータを変動させるものとした（図 3.2.1-6）。さらに，岩盤の侵食
抵抗性のパラメータについては，解析範囲の地質図（糸魚川，198024)；産業技術総合研究所地質調査
総合センター編，200725)）における地質区分を統合し，既往のシミュレーションにより得られているパラメ
ータと主要な地質ごとの物性値との対応関係（草野ほか，20117)）を考慮して設定した（図 3.2.1-2）。
14 万年前の復元地形から現在に至る地形変化シミュレーションの結果，侵食速度を最小に仮定した
ケース①において得られた地形は，実際の地形に比べて山地の高度が広い範囲で 10～20m 程度低くな
った（図 3.2.1-7 左上，図 3.2.1-8 左）。一方，上流域の山地の隆起速度と侵食速度が等しい状態を仮定し
たケース②により得られた地形は，実際の現在の地形と接峰面図においてほとんど差はなく，両者の高
度分布の差はほぼ全域で 10m 以内となった（図 3.2.1-7 右上，図 3.2.1-8 右）。また，解析領域内の侵食
量分布については，岩盤の侵食抵抗性のパラメータ設定を反映して，両ケースとも北西側の侵食量が南
東側よりも大きくなっているが，その差はともに 10~20m 程度であった（図 3.2.1-2，図 3.2.1-8）。次に，両ケ
ースにおいて，低位段丘の形成状況を比較した（図 3.2.1-9）。シミュレーションでは小池・町田編（2001）
23)

に従い，海水準低下量が最大となる 1.5 万年前に河川の土砂運搬のパラメータを最小値としていること

から，この時期の河床堆積物の高度と，現在の河床堆積物の高度の差をとり，分布図に示した（図
3.2.1-9 左）。高度の低下が大きい箇所は後氷期における下刻を受けた箇所に相当し，逆に高度がほぼ
同じあるいは微増している箇所は離水し，わずかに隆起した低位段丘面に相当する。シミュレーション結
果における低位段丘面の分布範囲は，ケース①，②ともに，ほぼ実際の段丘分布（図 3.2.1-9 右）と同程
度となり，また，低位段丘と現河床との比高（5m～10m 程度）はほぼ現在と同じとなった。よって，実際の
地形は，幅をもって推定した初期地形（ケース①及び②）により得られたシミュレーション結果の幅内に含
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まれることや，実際の地形に見られる段丘地形をよく再現していることから，本シミュレーションプログラム
を用いた解析により，数万年～十万年程度の期間における中～上流域スケールの地形変化を妥当に再
現できたと言える。
また，真の山地の侵食速度はケース①（侵食速度が最小）とケース②（侵食速度が最大）の仮定の間
にあることから，両ケースの結果における差異は，将来 10 万年程度を対象とした地形変化のシミュレーシ
ョンによる不確実性の幅を示していると言える。
(4) 主な成果と課題
河川の中～上流域を事例として，復元した 14 万年前の古地形を起点とする侵食・堆積による地形変
化のシミュレーションを実施した。その結果，大局的な高度分布及び河成段丘の分布・比高において，
推定結果は実際の現在の地形にほぼ一致するものとなり，10 万年程度の期間における地形変化のシミ
ュレーション結果が，妥当なものであることを示した。
また，古地形の復元において，山地の復元手法が確立されていないことを踏まえて，現時点で考え得
る侵食速度が最大及び最小の両端の状態を提示し，それぞれを初期状態として用いたシミュレーション
結果は，ほぼ初期状態の違いを反映した高度の差異を示した。この差異は，現在から将来にかけての山
地斜面の侵食速度の推定における不確実性の幅として解釈できる。
今後は，こうしたシミュレーションでの地形変化の推定にかかる不確実性の幅が，地下水流動におい
てどの程度の差として現れるか検討するため，本研究で推定した２ケースの地形を用いた地下水流動研
究を実施する予定である。また，地形変化シミュレーションの妥当性評価を河川下流域において実施し，
あわせて，下流域における課題として挙げられる，海水準変動の影響と海水準低下時の地形の復元に
ついて検討を行う。さらに，岩盤の侵食抵抗性のパラメータの設定についても，現在は地質図から一律
に与えているが，より推定の精度を高めるため，DEM を用いた水系形状の解析（例えば，松永，200926)）
により，岩盤ごとの風化度・透水性の違いを反映した値を設定する手法について検討する予定である。
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図 3.2.1-1 解析領域の地形・河成段丘分布（左）と復元した古地形（右）
ともに背景は 10mDEM による陰影図。左図：主要河川沿いの段丘面の分布は田力ほか（200819)，201120)）による。右図：
復元した古地形（本文及び図 3.2.1-5 参照）のうちケース②（山地の侵食速度：最大）の初期地形としたもの。河川域は，
中位段丘堆積物が河床を埋積した状態を復元した（本文及び図 3.2.1-4 参照）。なお，ケース①（山地の侵食速度：最小）
は，右図において山地部分のみ標高を 17m 低下させたものである。

図 3.2.1-2 地質図及び岩盤の侵食抵抗性のパラメータ（地質係数）の設定
値は，既存の試行結果に基づく地質区分と岩石物性値との対応（草野ほか，20117)）に基づいて設定した。分布は，糸魚
川（1980）24)及び産業技術総合研究所地質調査総合センター編（2007）25)を参考とした。
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図3.2.1-3 復元した古地形を用いた地形変化シミュレーション技術の評価（模式図）

図 3.2.1-4 土岐川の現河床及び段丘の縦断形
21)

尾上ほか（2009） によるものを改変。多項式による近似において，滑らかな縦断面形から外れる段丘面は，支流性と判断
し，内挿から除外した。

最大値
土砂運搬
パラメータ
の設定
最小値

14万年前 12 10
0 2 4

図 3.2.1-5 山地の初期地形の設定（２ケース）

8
6

6
8

4
2 0（現在）
10 12 14万年経過

図 3.2.1-6 土砂運搬のパラメータの
変動の設定（模式図）
河川営力における氷期-間氷期変動を表現するため，
小池・町田編（2001）23)による海水準変動曲線に基づき
設定した。
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表 3.2.1-1 侵食・堆積作用に関連するパラメータ設定
パラメータ
斜面域/遷移域(斜面・河川作用按分)の境界

値

遷移域/河川域の境界

単位

既往シミュレーションでの値の幅

500 (m)：（集水面積)

(1/2)

200 - 500

3000 (m)：（集水面積)

(1/2)

1000 - 5000

河川の侵食速度の係数 (沖積層)

2

150-250

2

230 (m /y)

斜面の侵食速度の係数 (沖積層)

3.5 (m /y)

2.0-10.0

河川の堆積範囲の係数

7.0 無単位

3.0-7.0

עᘙ᭗

עᘙ᭗

ἃὊἋṞᾉ
עޛИ᭗ࡇᾌ
ྵנ᭗ࡇὼ᧓ᨙឪ

ἃὊἋṟᾉ
עޛИ᭗ࡇᾌ
ྵנ᭗ࡇ

עᘙ᭗

ܱᨥỉנྵ ࢟ע

図 3.2.1-7 シミュレーション結果と現在の地形の比較（接峰面図による）
DEM の 50m 格子の各点における，半径 200m 内の最高点高度を用いた接峰面図。それぞれ，左上：復元した地形（ケ
ース①：山地の初期高度＝現在高度－期間隆起量）を起点とした 14 万年間のシミュレーション結果，右上：ケース②（山
地の初期高度＝現在）によるシミュレーション結果，下：実際の現在の地形。
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図 3.2.1-8 シミュレーション結果と実際の地形の高度の差分（接峰面図による差分：2 ケース）
左：ケース①の結果（山地の初期高度＝現在高度－期間隆起量；図 3.2.1-7 左上）と実際の地形（同図下）の接峰面図に
よる差分。右：ケース②の結果（山地の初期高度＝現在；同図右上）と実際の地形の接峰面図による差分。ケース①のシ
ミュレーション結果における山地高度は，実際の地形より概ね 10~20m 程度低くなるところが多い。ケース②の結果の山
地高度は，実際の地形に比べて盆地域でやや高くなる傾向が見られるものの，ほぼ全域で±10m 以内の差異となる。
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図 3.2.1-9 シミュレーション結果と実際の地形における低位段丘の分布の比較
左：ケース②の結果における 1.5 万年前と現在の間の堆積物の高度変化量（正の値は，低位段丘の分布に相当）。右：
実際の土岐川流域の段丘分布。土岐盆地・瑞浪盆地における低位段丘の分布は，実際の段丘分布とほぼ一致している。
ケース①の結果においても，分布はほぼ変わらない。
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3.2.2 超長期における予測・評価手法に関する検討
(1) はじめに
地層処分における将来の地質環境の予測・評価は，過去の自然現象の偏在性や変動傾向に基づき，
将来を外挿することが基本となる。これまで，将来 10 万年程度の地質環境の予測・評価を念頭においた
研究開発が進められてきたが，近年においては，10 万年を超える自然現象についての超長期評価の考
え方及び方法論の確立といった技術基盤の整備が求められている（原子力発電環境整備機構，
20101)）。
一般に，日本列島では過去 10 万年程度の地形学的情報（沿岸域では MIS5e の海成段丘，内陸では
MIS2 及び MIS6 の河成段丘）が多くの地域で得られることから，将来数万年程度の地質環境の変化に
ついては，一定の信頼性をもって予測・評価が可能となると考えられる。しかしながら，それ以前の地形
学的情報は得ることが困難であることから（吉川，19852)），数万年を超えるような期間については，予測・
評価に伴う不確かさが著しく増大すると考えられる。
このような場合，地質学的情報をもとに推定した，過去のある時間断面の地形・地質における地下水
流動の解析結果に基づいて，将来の変化の幅を推定する古水理地質学的手法が有用である。尾上ほ
か（2009）3)は，同手法により海抜 3,000m 級の山脈から 0m の平野を含む広範囲の領域において地下水
流動の定常解析を行った。その結果，100 万年以上の期間における，山地の隆起と平野の沈降といった
大局的な地形の変化に伴う動水勾配の増大により，深度 1km におけるダルシー流速の分布が 2 オーダ
（10-10m/sec から 10-8m/sec）変化した（図 3.2.2-1）。このことから，10 万年を超えて山地が形成されるような
時間スケールを予測・評価の対象期間とする場合は，地質環境の変化に関する不確実性が内在する可
能性があることが示唆される。また，その変化の要因として，特に山地の形成は，動水勾配や地下水移
行経路を大きく変化させることから，その発達段階を踏まえた将来の状態の予測は重要な課題である（草
野ほか，20114)）。
日本の山地では，山地の高度，起伏及び侵食速度がそれぞれ比例関係にある。そのため，隆起に伴
う山地高度の増大とともに起伏が険しくなり，侵食速度が増大していく，というモデルが成り立つ（Ohmori，
19785)）。侵食速度が隆起速度と動的平衡状態にある山地では，高度が一定に保たれるため，山地から
平野に至るスケールでの地下水の流れには大きな変動が生じなくなる。一方，隆起時期が新しく山地高
度が低いために，侵食速度が隆起速度に比べて小さい地域では，将来も山地高度が増大し，地下水の
流れにも変動が生じることが考えられる。そのため，侵食・隆起による山地の発達段階を把握しておくこと
が，今後 10 万年を超えるような超長期の予測・評価を行う際には重要な情報となる。ここでは，DEM
（Digital Elevation Model）解析結果を用いたモデル計算に基づいて，隆起速度と侵食速度の動的な平
衡状態を評価するとともに，現在におけるそれぞれの山地の発達段階の定量的な把握を試みた。また，
一部の山地（木曽山脈など）の発達には，活断層の運動が重要な役割を果たしているとされていることか
ら（例えば，池田，19906)），既存情報により抽出した活断層の活動開始時期について，時空間分布の整
理を行った脚注1。
(2) 当該分野に係る科学的・技術的背景
山地の発達段階，すなわち起伏の変化傾向について検討する手法には，二つのアプローチが挙げら
れる。一つは地形形状（山地の開析状態）から求める手法，もう一つは隆起・侵食の関係を定量的に評
価する手法である。前者については，Gilbert（1877）7)による河成地形の形成過程や Davis（1899）8)による
「侵食輪廻」のモデルなどが古くから提唱されていたが，これらのモデルは時間のスケールをもたない概
脚注1

本項の内，活断層の活動開始時期に関する調査・研究は，経済産業省平成 22 年度委託事業「地質環境総合評

価技術高度化開発」の成果の一部を使用して取りまとめたものである。
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念的なものであった。これらを補完するため，後者では主に我が国において，堆積物指標や測地データ
を用いて山地の隆起量や侵食量の推定が行われてきた。山地の隆起速度については，第四紀地殻変
動研究グループ（1968）9)により，鮮新世末～更新世前期の火山岩を侵食する，あるいは同時期の堆積
面に連続するとみなされる小起伏の侵食面の高度を年代指標として，第四紀以降における全国的な山
地の隆起量図が作成された。Yoshikawa（1974）10)は，いくつかの山地における第四紀隆起量が，水準測
量から得られた隆起速度と線形近似できることを示し，また，隆起速度と全国のダムの堆砂速度に基づく
侵食速度との比較により，両者がほぼ釣り合っている「動的平衡状態」の山地が日本に存在することを示
した。すなわち，日本の山地の形成においては，Davis（1899）8)が提唱した「急速な隆起の後の侵食」で
はなく，山地の隆起と同時に侵食が重要な役割を担っていることを明らかにした。
さらに，Ohmori（1978） 5)は，日本のダム流域と代表的な山地を対象に，山地の平均高度とその起伏
（高度分散量：区画内の標高の標準偏差）及び高度分散量と侵食速度とが相関関係にあることを示し，
山地高度がその侵食速度を規定するモデルを提示した。また，Ohmori（1978）5)のモデルから，隆起速度
が一定の場合，それぞれの隆起速度に対応した山地高度の時間変化曲線が得られ，どの段階で山地の
隆起・侵食が釣り合う動的平衡状態に達するかが定量的に検討できる（図 3.2.2-2）。Ohmori（1978）5)から
は，隆起速度が 5mm/y 程度の山地では，隆起開始から 100 万年程度が経過すると，平均高度の上昇に
より，隆起と侵食がおおむね動的平衡か，それに近い状態に到達することが推測される。しかしながら，
Ohmori（1978）5)は，第四紀隆起量（第四紀地殻変動研究グループ，19689））に基づく隆起速度を与えて
各山地の動的平衡状態の評価を行っていない。それは，指標とされた堆積物の堆積時期に地域差があ
り，厳密には同じ時間尺度をもつ値ではないためである。代わりに隆起開始時期が 100 万～200 万年前
の間にあると仮定して，各山地の隆起速度をその平均高度から推定した。その値は，第四紀隆起量から
推定される隆起速度と概ね同程度であった。また，高度の大きい山地（飛騨・木曽・赤石山脈）では隆起・
侵食がほぼ動的平衡にあると推定された。
山地の高度と侵食速度の間の相関関係は，同程度の規模をもつ山地間で成り立つことが指摘されて
おり（池田，19906)），また，同様の動的平衡状態にある山地の存在は，ヒマラヤ山脈前縁部や，台湾及
びニュージーランド南島で認められている（Brunsden and Lin, 199111)）。このことから，Ohmori（1978）5)の
モデルは，特に湿潤変動帯の島弧における山地起伏の変化の推定に有用であると考えられる。
こうした隆起・侵食の平衡状態への到達と，山地の地形形状の変化とを結びつける試みも多くなされて
きた。吉川（1985）2)は，Ohmori（1978）5)の数量的なモデルを山地の地形形状の変化と対応させるため，
Davis（1899）8)の侵食輪廻を再解釈し，従来，Davis の「幼年期」と分類されていた台形形状の山稜は，隆
起によって山地の平均高度と起伏がともに増加する時期（成長期）において形成され，「壮年期」と分類さ
れていた谷の切り合いの状態にある山稜は，一定の高度と起伏を保持する時期（極相期≒動的平衡状
態）にかけて形成されるとしている。一方，Ohmori and Hirano（1984）12)は，谷の切り合いの状態にある山
地においては，高度分散量の増大は山地斜面の形状，すなわち傾斜の増大と関連付けて説明が可能
であるとしているが，台形形状の山稜から切り合いの山稜への変化との関連については言及していない。
近年では，DEM での地形計測により，斜面や河床の勾配がある一定の値へ収束することが言及されて
いる（例えば，Burbank et al., 199613)；Katsube and Oguchi, 199914)； Lin and Oguchi, 200915)）。また，水
流侵食モデル（Howard et al., 199416)）に基づき，河川の傾斜と集水面積の関係を用いて平衡状態を評
価した例もみられる（Chen et al., 200617)）。Sugai and Ohmori（1999）18)は，山地の高度増加に伴う山地斜
面を刻む谷の傾斜や山稜幅の変化に着目し検討を行った結果，準平原遺物が消失する稜線高度
2000m を境に傾斜の増加傾向に変化があることを示している。こうした研究は，着目する地形量の変化
傾向を指標として，山地の発達について評価できる可能性を示している。
Ohmori（1978）5)が示した各山地の発達段階には，隆起開始時期を一様とする前提があるため，結果
として，高度の大きい山地ほど平衡状態に近い評価となる。しかし実際には，隆起開始時期や隆起速度
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は個々の山地により異なることから，別の手法により得られた隆起速度を与えることにより個々の山地の
隆起開始時期や発達段階を評価することができる。第四紀隆起量（第四紀地殻変動研究グループ，
19689)）は前述の問題に加え，その指標である侵食小起伏面の一部が準平原起源ではない可能性が指
摘されている（例えば，須貝，199219)）。一方で，10 万年程度の隆起速度については，海成段丘を統一
的な指標とした推定値が小池・町田編（2001）20)により取りまとめられており，さらに藤原ほか（2005）21)に
よって，河成段丘を指標とした値も加えたメッシュ図が作成されている。段丘を指標とした隆起速度には，
その対象期間が山地の形成に比べて短く，またその分布が河川の中・下流域に限られ，西南日本にお
いて乏しいといった問題が存在するものの（田力，200522)），ほぼ均一な指標と期間に基づく値が得られ
るという利点がある。
また，山地の侵食速度については，盆地堆積物の体積や（阿子島，198323)；小口，199124)），宇宙線生
成核種を指標としたものがあるが（例えば，Matsushi and Matsuzaki, 201025)），ダム堆砂のデータは全国
各地で蓄積されており，最も汎用的な指標と言える。藤原ほか（1999）26)では 82 箇所のダム堆砂速度から
流域の侵食速度を求め，これと標準地域メッシュ（約 250m 格子）で算出した高度分散量との関係式を求
めているが，このときは全国の侵食速度マップの作成を目的としており，隆起速度との比較は行っていな
い。さらに，標高データについては，国土地理院による DEM の整備が進み，2009 年には基盤地図情報
の 0.4 秒格子（約 10m）DEM が公開され，個々の斜面形状も考慮できる精度の解析が可能となっている。
一方，日本における活断層の活動開始時期の推定は，活断層を対象とした地形・地質学的研究にお
いて，現行テクトニクスの開始を論じる過程でなされてきた（例えば，Matsuda，197627)；岡田，198628)；貝
塚，198729)）。例えば，Matsuda（1976）27)は，活断層による地形や地質体の変位の累積性に着目し，ある
年代以前の変位基準では累積性が見られないことから，活断層の活動開始時期を論じた．さらに，顕著
な不整合面の存在や堆積環境の変化など，地質構造や地形の発達過程からの推論に基づき，活断層
の活動開始と，第四紀後期におけるテクトニクスの変遷が論じられた（例えば，岡田，198628)）。また，活
断層を対象とした地形・地質学的研究は，古くから変動地形や断層露頭の抽出により，その分布や活動
性の把握が行われ，それらの成果は，活断層研究会編（1991）30)や中田・今泉編（2002）31)などにより取り
まとめられ，日本列島における活断層の分布やその活動性に係る統一的なデータ集が作成された。これ
らの断層の活動性に関わるデータが豊富に得られるようになり，各データの内，総変位量と平均変位速
度が得られている活断層については，総変位量を平均変位速度で除することにより活動開始時期の推
定が行われてきた（例えば，松田ほか，200432)；池田，200333)）。さらに，近年は反射法地震探査技術や
ボーリング掘削技術の向上により，活断層を挟んだ高精度の地質断面が得られるようになっており，それ
らを解釈することにより，直接的に地下の地層の変形や堆積層厚の変化から活動開始層準の認定が可
能となった（例えば，池田，200333)）。
このような活断層の活動開始時期の推定方法は，活動開始層準の認定による手法と計算による手法
に大別される。活動開始層準の認定による手法は，反射法地震探査断面などの解釈により，活動開始層
準が直接的に認定されている場合がある一方，断層運動に関連した諸現象の理解から間接的に認定さ
れている場合もある。主なものとして，地層中の礫種組成の変化から，礫の供給源となる後背地における
断層運動の活動開始層準を間接的に推定した事例や（例えば，佐藤，198634)），地表における地質分布
から堆積域の出現時期や周辺活断層の活動開始時期を推定した事例がある（例えば，岡田，198628)）。
一方，上述した計算による手法は，総変位量及び平均変位速度について膨大なデータが蓄積されてい
ることから汎用性が高い手法といえるが，数万年程度の地形面に生じた変位量から算出した平均変位速
度が過去において一定であったという仮定が含まれる。また，総変位量の認定方法については，横ずれ
断層では先行河川などの屈曲が用いられるが，縦ずれ断層では山地の高度などが用いられる。前者は，
河川争奪などによる流路の変遷を考慮する必要があるものの，断層の総変位量を直接的に屈曲量として
得ることが可能であるが，後者は，山地頂部における小起伏面などが対象となり，断層を挟んで，ある一
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定距離で離れた山地同士や山地と平野の高度差を断層による総変位量として認定するため，傾動など
の他の要因による変位を内在している可能性が否定できない。以上の大別した調査手法についてその
相対的な確からしさとともに整理したものを図 3.2.2-3 に示す。ここでの確からしさとは，各調査手法にお
いて活動開始時期の推定根拠としている諸現象における，断層運動そのものとの関連の大きさに基づく
定性的なものである。
一方，各調査手法で認定した活動開始層準の年代値は，火山灰の対比や微化石，古地磁気層序を
用いた編年などにより決定される（例えば，須貝・杉山，199935)）。また，火山灰や火山岩を挟在する地層
においては，FT 年代測定値や K-Ar 年代測定値が用いられ，直接的に絶対年代が得られている（例え
ば，池田，197936)）。一方で，活動開始層準の年代が明確ではなく，近隣地域の地層などの年代から推
定される場合や，上下の地層の年代値の幅の範囲内で年代値が限定できていない事例もある。また，総
変位量と平均変位速度から算出される活動開始時期については，時間軸を入れるためのパラメータであ
る平均変位速度の値が，段丘面などの変位に基づいて得られている場合もあれば，地形学的特徴から
推定される活動度に基づいた平均変位速度の値が用いられている場合もある（例えば，松田ほか，
200432)）。以上のように，活断層の活動開始時期の推定においては，図 3.2.2-3 に示した調査手法の原
理・特徴に基づく確からしさとは別に，年代測定の精度に依存する不確実性も存在する。
近年，活断層に関する各種パラメータのデジタル化や web 上でのデータベース化が進んでおり，それ
らから活断層の活動開始時期の算出に必要な総変位量及び平均変位速度のデータの抽出が可能とな
っている。また，1995 年の兵庫県南部地震以降，活断層の活動履歴解明を目的とした，トレンチ調査な
どが精力的に行われ，活動性に関わる多量のデータが蓄積された。それらのデータは，地震調査研究
推進本部（2011） 37)により，断層帯毎の評価として取りまとめられている。さらに，産業技術総合研究所
（2011）38)により，活断層に関する既存情報を取りまとめたデータベースが構築され，web 上で各種デー
タの閲覧が可能となっている。
(3) 実施内容・結果
本研究では，超長期における山地起伏の変化予測の前提として，隆起・侵食の動的平衡状態及びこ
れと地形計測結果との関連に基づいて，山地の発達段階を評価する手法を確立することを目的とする。
これまでに，現時点で得られるダム堆砂量・DEM・隆起速度のデータに基づき，Ohmori（1978）5)による山
地地形モデルの関係式を再計算し，さらに暫定的な検討例として，日本列島の各山地の隆起・侵食の動
的平衡状態を算出した。また，Ohmori（1978）5)の関係式からは，平均高度と隆起速度（一定と仮定）を用
いて山地の隆起開始時期を推定した。さらに，山地の発達に関与すると考えられる断層の活動開始時期
について，既存情報をとりまとめるとともに，地形の総変位量を平均変位速度で割った値から算出した。
これらの結果を比較することにより，両者の関係においてみられる傾向についても検討を行った。
1) 山地の隆起・侵食の動的平衡状態の推定
Ohmori（1978）5)による山地形成モデルの関係式の再計算には，以下の手法とデータを使用した。ま
ず，解析対象とするダム流域・山地の領域は次のように設定した。各山地の範囲は，既存資料（米倉ほか
編，200139)）における区分を参考とし，一つの隆起地塊とみなせる 107 箇所を抽出した（図 3.2.2-4）。ダム
流域は藤原ほか（1999）26)の基準に基づき，同論文や長谷川ほか（2005）40)で対象としたダムを参考に 95
箇所を抽出し，そのうち，人為的影響の強いものと，面積の半分以上を第四紀火山噴出物が占めるもの
を除外し，計 83 箇所とした（図 3.2.2-5）。ダムの堆砂量のデータには（社）電力土木技術協会による昭和
37 年～平成 15 年度の貯水池・調査池土砂堆積状況データを使用した。ダム堆砂と元の岩石との密度差
を補正する空隙率は Ohmori(1982） 41) を参考に 30%とした。堆砂速度の算出においては，藤原ほか
（1999）26)の考え方を踏襲し，各ダムの竣工時から記録のある 2003 年までのうち，堆砂量の累積曲線が
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10 年以上にわたって単調に増加する期間のみを対象とした。計測期間は平均で約 40 年間である。また，
流域面積はダム年鑑 2009（日本ダム協会，200942)）から引用し，湛水面積を除外した。
各山地に与える隆起速度については，段丘高度に基づく 10 万年程度の隆起量から計算した。データ
については，藤原ほか（2005）21)により 5 万分の 1 メッシュの隆起速度データの原図として作成された「隆
起速度帯」のデータがある。本研究では，藤原ほか（2005）21)では未整備であった西南日本について，新
たに海成・河成段丘，盆地堆積物などに基づく隆起・沈降量のデータを加えた隆起速度帯のマップを作
成し，各山地の隆起速度には，山地の領域にこの隆起速度を面積按分した値を用いた（図 3.2.2-6）。
DEM データには，国土地理院の基盤数値情報を使用した。これを用いて，3 次メッシュの区画ごとに
平均標高と標準偏差（高度分散量）を算出した。3 次メッシュの大きさは緯度によって異なり，対象とした
山地・ダム流域では 0.91km2～1.11km2 の範囲にあるが，得られた高度分散量を基準高度分散量（1km2
での換算値）に変換する際の値の変化は±1%に収まることから，基準化については省略し，得られた高
度分散量をそのまま解析に用いた。なお，今回の解析は地質の違いによる岩盤の侵食抵抗性の影響は
考慮していない。
ダム流域における侵食速度 E と高度分散量 D の関係を図 3.2.2-7 に示す。データはばらつきが大きい
ものの，高度分散量の増加とともに侵食速度が急激に大きくなる傾向を示している。両者の一般的な傾
向を抽出する場合には，独立変数（高度分散量）について区間毎に従属変数（侵食速度）を基準化する
手法が用いられる。そこで，各ダム流域を高度分散量の 20m ごとに階級区分し，各区間について高度分
散量と侵食速度の平均値を求めた（データの少ない 20~60m は一括した）。両者はべき関数の関係で表
され，相関係数は高い（R2=0.957）。
続いて，山地を対象とした高度分散量 D と平均高度 H の関係について示す（図 3.2.2-8）。全山地域の
3 次メッシュの平均高度を 25m ごとに階級区分し，各区間について高度分散量の平均値をプロットすると，
両者は明瞭なべき関数の関係として表される。よって， 0.4 秒格子（約 10m）の DEM を用いた場合にお
いても，Ohmori（1978）5)と同様に平均高度と高度分散量，及び高度分散量と侵食速度の間にべき関数
で表される相関（R2=0.975）がみられることが示された。
両者の関係から，平均高度と侵食速度の関係式が導かれる。これを用いて，各山地の平均高度から
推定した侵食速度と，隆起速度との関係を示した散布図及び動的平衡状態への到達度（Ohmori，
19785)）により区分した各山地の分布について示した（図 3.2.2-9）。近畿三角帯，東北地方の日本海沿岸
の山地は，隆起速度が侵食速度を大きく上回った。また，隆起・侵食が平衡状態に近い山地には，木曽
山脈・赤石山脈のほか，隆起速度の小さい北見山地・美濃高原などもプロットされた。一方，特に西南日
本内帯において，侵食速度が隆起速度を上回る山地が多く見られた。ただし，与えた隆起速度が中・下
流域での情報に基づくもので，山地全体の隆起速度としては過小評価された値である可能性があり，今
後はその影響を考慮する必要がある。また，本研究では隆起速度を独立して与えたため，動的平衡状態
であっても，隆起速度，侵食速度がともに小さい場合と，ともに大きい場合とが区分できない。前述の吉
川（1985）2)の区分に従って，両者をともに「極相期」とすることは，地形形状からみて誤りである。しかし，
将来的に山地高度が大きく変化する可能性が小さいといった観点からは，両者はほぼ同じ発達段階に
あると言える。
さらに，初期高度 0m から現在の隆起速度が維持されてきたと前提し，山地成長曲線に基づいて各山
地の隆起開始時期を試算した（図 3.2.2-10）。その結果，北海道・東北地方の日本海側や近畿三角帯な
どで比較的最近になって隆起を開始したという特徴が認められた。なお，この試算の場合，平均高度か
ら推定される侵食速度が隆起速度を上回っている山地では，隆起開始時期の推定は不可能となる（つま
り，現在の隆起速度を外挿できない）。
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2) 活断層の活動開始時期の推定
活断層の活動開始時期に関する既存情報の収集を行い，その活動開始時期及び推定手法，編年手
法について整理を行った。また，図 3.2.2-3 に示した調査手法のうち，総変位量と平均変位速度から活断
層の活動開始時期を求める手法については，既存のデータベースにおいて，活動開始年代を求めるた
めに必要な総変位量と平均変位速度の値が取りまとめられていることから，既存情報による活断層の活
動開始時期に加えて，同手法により補間を行った。補間に際しては，産業技術総合研究所により公開さ
れている活断層データベース（2011）38)を参照し，平均変位速度はその代表値，総変位量は山地・丘陵
の高度差や先行河川などの大規模な河川の屈曲量，地質体の変位量など，断層活動の開始以前から
存在していたと考えられる変位基準から，断層運動による変位の累積性を考慮し，その最大値を抽出し
た。ただし，得られた最大値が明らかにその活断層の総変位量を示していないと考えられる場合には，そ
のデータは除外した。例えば，変位量に用いている地質の年代が若い場合や，横ずれ断層にもかかわら
ず得られている最大変位が上下方向の変位である（横ずれの総変位量はより大きいと考えられる）場合
などが該当する。また，活断層データベースにおいては，縦ずれ断層の平均変位速度がネットスリップで
与えられているため，一般傾斜の値を用いて上下平均変位速度に換算した値を用いた。以上に基づき，
117 活動セグメントについて活動開始時期の算出を行った（表 3.2.2-1 に一部の例を示す）。図 3.2.2-11
に，既存情報から抽出した活断層の活動開始時期に上記手順による補間を加えた活断層の活動開始
時期の空間分布図を示す。なお，既存情報による活動開始時期のうち，先述した，総変位量と平均変位
速度からの算出による手法において，地形学的特徴から推定される活動度に基づいた平均変位速度を
用いているものについては，その値がとり得る範囲に一桁以上の差異が生じている事例（例えば松田ほ
か，200432)）が多く認められることから，本図から除外した。
また，図 3.2.2-11 において，得られたデータの確からしさを評価するための相対的な指標として，先述し
た調査手法の原理に基づく相対的な確からしさ（図 3.2.2-3）と，同じく先述した年代測定の精度に基づき
以下の指標を設定した。調査手法の正確度に基づき，I：地下における地層の変形などのデータに基づ
き活動開始層準を直接的に認定している手法，II：断層運動に関連した諸現象から活動開始層準を間
接的に認定した手法，III:仮定を伴う計算による手法，また，年代測定の根拠及び精度に基づき，a：年代
値の根拠が明確なもの，b：年代値の根拠は明確ではあるが，精度が悪いもの，c：年代の根拠が明確で
はないもの，と設定した（図 3.2.2-3 及び表 3.2.2-2）。この二つの指標の組合せにより，既存文献及び本研
究にて補間した各値の確からしさを整理し，図 3.2.2-12 に示した。
活断層の活動開始時期（図 3.2.2-11）については，図 3.2.2-12 に示される調査手法及び年代測定値に
依存する確からしさの違いがある。ただし，年代の根拠が明確な断層（年代の精度 a 及び b；図 3.2.2-12
における実線の断層）のみに注目し，活断層の変位様式や走向に着目すると，地域毎に以下のような大
局的特徴が認められる。なお，以下に述べる各年代については，抽出した既存情報における活動開始
時期の見積もり幅に基づけば，数十万年程度の誤差が含まれている点に留意する必要がある。東北日
本弧では，南北系の逆断層が 3 Ma 前後から数十万年前にかけ，西から東へ向けて発現してきた傾向が
認められるのに対し，東北地方南部おいて特徴的にみられる北東-南西走向の逆断層の活動開始は約
1 Ma 以降にその発現が顕著となる傾向が認められる。中部日本では，内陸の主な横ずれ断層が約 2
Ma 以前から数十万年前にかけ発現してきたのに対し，日本海沿岸地域に分布する北東-南西走向の逆
断層や伊那谷断層では約 1 Ma 以降にその活動の開始が認められる。近畿三角帯以西では，養老断層
や生駒断層など南北系の逆断層が 3 Ma 前後から数十万年前にかけ，東から西へ向けて発現してきた
のに対し，中央構造線活断層系や有馬‐高槻構造線活断層系など東西系の右横ずれ断層の活動開始
時期は，約 1 Ma 以降に顕著になる。また，伊豆半島及びその周辺地域における活断層の活動開始年
代は数十万年前以降と若い特徴がある。
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3) 山地の隆起開始時期と活断層の活動開始時期の比較
試算した山地の隆起開始時期（図 3.2.2-10）と，個々の活断層の活動開始時期（図 3.2.2-11）の分布図
を比較し，両者の関係においてみられる傾向について検討した。近畿三角帯周辺では，山地の隆起，活
断層の活動ともに新しい時期に活動が始まっており，良い一致を示すことから，藤田（1983）43)などにより
従来から言われている通り，山地の隆起が，現在のテクトニクス場において，断層活動と関連して進行し
ていることが推察される。東北日本弧の北部においては，山地の隆起開始時期と逆断層の活動開始時
期は，背梁山地で良い一致を示す一方，日本海沿岸地域では活断層の活動開始の方が古い年代を示
す。中部地方の山地では，横ずれ断層の発達が顕著であるため，山地の隆起との直接的な関連は認め
られないものの，変位様式が，逆断層型となる糸魚川－静岡構造線活断層系の北端では，山地の隆起
開始時期との一致が認められる。一方で，木曽山脈では，その山麓に逆断層（伊那谷断層）が認められ，
その関連が示唆されているものの（池田，19906)），両者の年代は一致しない。
(4) 主な成果と課題
本研究では，日本における超長期の山地の高度変化の傾向をつかむため，山地の高度・起伏及び侵
食速度の間に認められる相関関係（Ohmori,19785)）について，現時点で得られるデータを用いて再検討
を行った。また，得られた山地高度変化モデルに，既知の隆起速度を適用し，山地の発達段階及び隆
起開始時期に関する概括的な分布図を作成した。これとは別に，活断層の活動開始時期に関する既存
情報に基づく分布図も作成し，両者の分布を比較した。その結果，隆起・侵食が釣り合う動的平衡状態
に近い山地やそうでない山地を推定することができた。一部の山地においては，現在の隆起速度では，
現在の高度から推定される侵食速度を説明できない例も見られた。こうした事例の背景には，隆起速度
の超長期における変化（この場合は急激な減少）や，与えた隆起速度そのものが持つ不確実性があると
考えられる。また，活断層の活動開始時期に関する既存情報を取りまとめるとともに，既存データベース
から抽出した総変位量及び平均変位速度の値を用いて算出した活動開始時期から補間を行い，日本に
おける活断層の活動開始時期の空間分布の把握を行った。その結果，活断層における現行の活動は，
各地域とも，その多くが数百万年前から数十万年前までの期間において開始しているが，走向や変位様
式に着目すると，特定の様式の活断層の活動の開始が顕著になる時期が認められる傾向がある。山地
の隆起開始時期と活断層の活動開始時期の比較では，両者が一致する場合と一致しない場合が存在し，
それらには地域性がある可能性が示された。その一因としては，総変位量及び平均変位速度から算出し
た活断層の活動開始について，隆起側での侵食や低下側での埋積を考慮しておらず，総変位量の値を
過小に評価してしまっている可能性も挙げられる。
今後は，侵食に及ぼす地質的要因について検討し，これを考慮した山地高度変化モデルを構築する。
また，本手法から推定される山地の発達段階が，山地の形状を表す実際の個々の地形情報とどのように
対応しているか，すなわち，山地の高度変化に伴う河川・斜面勾配などの地形学的特徴の変化について，
Sugai and Ohmori（1999）18)などの先行研究を参考に検討を進める。また，活断層の活動開始時期を把
握するための現地調査手法の整備も進め，山地の高度変化の長期的予測に関する多角的な手法の構
築を目指す。
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(a) 深度別

(b) 時間別

ダルシー流速の平均値 (Log[V(m/s)])

ダルシー流速の平均値
(Log[V(m/s)])

-5.0

-8.0

0.0 Ma
0.2 Ma
0.6 Ma

-7.0

1.1 Ma

-10.0
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-9.0
-12.0

0
～ 500

2000
～ 3000

8000
～ 10000
1.5Ma

深度（G.L.-m)

1.0Ma

0.5Ma

現
在

図 3.2.2-1 既存情報に基づいて概括的に推定した木曽山脈から伊勢湾までの古地形を用いた地下水
流動解析結果（ダルシー流速の深度別，時間別比較）
尾上ほか（2009）3)に基づき，草野ほか（2011）4)が作成。

図3.2.2-2 山地の高度，起伏，侵食速度の関係に基づく山地の発達モデル
Ohmori (1978)5)に基づく 大森（2001）44) 及びSugai and Ohmori (1999)18)を改変。
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図 3.2.2-3 活断層の活動開始時期の推定手法とその原理
I～III による区分は，本研究により設定した手法の相対的な正確度を示す（本文参照）。

図 3.2.2-4 解析対象とした山地（107 箇所）の分布
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データの一例：

図3.2.2-5 解析対象としたダム流域（83箇所）の分布と，堆砂量データの一例

隆起速度(mm/y)

図 3.2.2-6 各山地に与えた隆起速度データの分布
段丘などに基づく藤原ほか(2005)21)の原図に，新たに西南日本のデータを追加した。
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…①

…②

図 3.2.2-7 ダム流域における高度分散量と

図 3.2.2-8 山地全体における平均高度と

侵食速度との関係

高度分散量との関係

Ohmori（1982）41)及び藤原ほか（1999）26)による
回帰式を併せて表示した。

エラーバーは各区間における標準偏差 1σの
範囲を示す。

①②より
E=1.59×10-4×H1.226 …③

図 3.2.2-9 各山地における隆起・侵食の動的平衡状態の区分
左上の散布図では，隆起速度・侵食速度の比率による動的平衡状態の区分を行っている（閾値は Ohmori (1978)5)に
準拠）。侵食速度は山地の平均標高から式③を用いて，隆起速度は段丘面高度などからそれぞれ推定した値である。
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図 3.2.2-10 本研究で得られた山地高度変化曲線，及びこれと隆起速度から試算した各山地の
隆起開始時期の分布
初期高度 0m から等速隆起した，との仮定に基づく値。侵食速度が隆起速度を上回る山地においては，推定は不可能と
なる。侵食速度は山地の平均標高から，隆起速度は段丘面高度などから推定。
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表 3.2.2-1 総変位量及び平均変位速度から補間を行った活断層の一例※1
総変位

平均変位

活動開始

断層長※2
※２

起震断層名

活動セグメント名

※2

※2

変位タイプ

※3

量

※3

総変位量の変位指標

※4

速度

時期※5

（km）
（m）

（m/ky）

（Ma）

当別

当別

29

逆断層

300

山地高度（活断層研究会編，199130)）

0.21

1.41

津軽山地西縁

津軽山地西縁

31

逆断層

500

物探(第 2 層)（松橋ほか，198945)）

0.21

2.36

折爪

折爪

40

逆断層

300

山地高度（活断層研究会編，199130)）

0.17

1.73

雫石盆地西縁

雫石盆地西縁

21

逆断層

100

火山山麓面，山地高度（活断層研究会編，199130)）

加治川

16

逆断層

300

櫛形

26

逆断層

400

月岡

20

逆断層

100

丘陵背面

村松

15

逆断層

会津盆地西縁

新鶴

12

猿投山

高浜

福井平野東縁

0.42

0.24

山地高度

（小松原，199146)）

0.35

0.85

山地高度

（小松原，199146)）

0.07

5.66

（活断層研究会編，199130)）

櫛形山脈

0.35

0.28

50

丘陵背面

（活断層研究会編，199130)）

0.35

0.14

逆断層

250

山地丘陵接峰面（山元ほか，199247)）

0.21

1.18

28

逆断層

100

常滑層群（愛知県，199648)）

0.14

0.71

松岡

45

逆断層

250

断層を挟む丘陵，山地高度の差（廣内，200349)）

0.21

1.18

市之原

市之原

10

逆断層

100

東海層群(T1)（杉山ほか，199450)）

0.28

0.35

鈴鹿山地西縁

百済寺

13

逆断層

500

山地高度（活断層研究会編，199130)）

0.26

1.94

伊勢湾

伊勢湾

24

逆断層

750

反射面(IV,V 層境界)（岩淵ほか，200051)）

0.17

4.33

三方

三方

26

逆断層

700

山地高度（活断層研究会編，199130)）

0.78

0.90

邑知潟

石動山

30

逆断層

450

接峰面高度（田辺，194052)）

0.44

1.01

養老

鳥戸

27

逆断層

300

0.07

4.24

琵琶湖西岸

饗庭野

29

逆断層

350

1.63

0.22

0.14

1.77

0.80

0.44

月岡

奄芸層群

（活断層研究会編，199130)）

山地尾根の屈曲(淡海湖北東など)（活断層研究会
編，199130)）

生駒

交野

12

逆断層

250

六甲

東浦

26

右横ずれ断層

350

根来

31

右横ずれ断層

1480

谷の屈曲(岩出市万燈山西方)（水野ほか，199454)）

2.70

0.55

伊予

25

右横ずれ断層

400

谷の屈曲（活断層研究会編，199130)）

1.70

0.24

郷村

郷村

34

左横ずれ断層

120

谷の屈曲(網野町生野内西南方)（植村，199455)）

0.30

0.40

水縄

水縄

24

正断層

800

重力構造(久留米層/基盤上面)（福岡県，199656)）

0.17

4.62

山地・丘陵高度（活断層研究会編，199130)）
水系の屈曲

（吾妻，199753)）

中央構造線

※1 総変位量及び平均変位速度を用いて活動開始時期の補間を行った活断層の内，平均変位速度の根拠が明確なもの（年代の精度
b 以上のもの）を例として示した。
※2 起震断層名，活動セグメント名，断層長，変位タイプは，産業技術総合研究所の活断層データベース（2011）38)による。
※3 総変位量は，産業技術総合研究所の活断層データベース（2011）38)より，山地・丘陵の高度差や先行河川などの大規模な河川の屈
曲量，地質体の変位量など，断層活動の開始以前から存在していたと考えられる変位基準から，断層運動による変位の累積性を考
慮し，その最大値を抽出した。
※4 平均変位速度は産業技術総合研究所の活断層データベース（2011）38)において，各セグメントの代表値（ネットスリップ値）を抽出し，
縦ずれ断層については，その一般傾斜で上下平均変位速度とした。
※5 活動開始時期は，抽出した総変位量を平均変位速度で除することにより算出した。
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図 3.2.2-11 既存情報に基づく活断層の活動開始時期の分布
既存情報における活動開始時期，及び既存データベースを用いて総変位量・平均変位速度から算出した活動開始
時期の値を図示した。
既存情報において推定されている年代値に幅があるものについては，その中央値を図示した。

表 3.2.2-2 年代精度の区分基準
年代の

活動開始層準の認定による手法

精度

（I, II）

計算による手法（III）

・活動開始層準及び相当層の年代が放射年代測定
a

やテフロクロノロジー，化石層序などから精度良く
得られている
・活動開始層準を挟む前後の年代の幅として年代値

b

が与えられている
・活動開始相当層の堆積年代として幅を持った年代
が与えられている

・地形・地質の変位から直接的に求められた十分
に長い期間の平均変位速度が用いられている

・地形・地質の変位から直接的に求められているも
のの，活動開始時期に対し短い期間の平均変位
速度が用いられている
・地形学的特徴などから推定された活動度から，

・活動開始相当層の堆積年代の根拠が明確ではな
c

く，更新世などの地質時代名称やおおよその推定
年代が与えられている

その平均変位速度の代表値が与えられている
・活動間隔，単位変位量から計算された平均変位
速度が与えられている
・近隣の活断層セグメントと同程度として変位速度
が与えられている
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図 3.2.2-12 活断層の活動開始時期の推定に用いた手法の正確度及び年代の精度
手法及び年代の区分の凡例（I～III，a～c）については本文，図 3.2.2-3 及び表 3.2.2-2 参照。

- 71 -

JAEA-Research 2011-023

引用文献
1)

原子力発電環境整備機構（2010）：“地層処分技術開発ニーズの整理～精密調査地区選定に向け
て～”，NUMO-TR-10-02，58p．

2)

吉川虎雄（1985）：“湿潤変動帯の地形学”，東京大学出版会，132p．

3)

尾上博則，笹尾英嗣，三枝博光，小坂 寛（2009）：“過去から現在までの長期的な地形変化が地下
水 流 動 特 性 に 与 え る 影 響 の 解 析 的 評 価 の 試 み ” ， 日 本 原 子 力 学 会 和 文 論 文 誌 ， 8(1) ，
pp.40–53．

4)

草野友宏，浅森浩一，黒澤英樹，國分（齋藤）陽子，谷川晋一，根木健之，花室孝広，安江健一，
山崎誠子，山田国見，石丸恒存，梅田浩司（2011）：“「地質環境の長期安定性に関する研究」第
1 期中期計画期間（平成 17 年度～平成 21 年度）報告書（H22 レポート）”，JAEA-Research
2010-044．

5)

Ohmori, H. (1978): “Relief structure of the Japanese mountains and their stages in geomorphic
development”, Bulletin of Department of Geography, University of Tokyo, 10, pp.31–85.

6)

池田安隆（1990）：“侵食と隆起：山脈形成論の観測的基礎”，地震，43，pp.137-152．

7)

Gilbert, G. K. (1877): “Report on the Geology of the Henry Mountains”, U. S. Geographical and
Geological Survey, Rocky Mountains Region, 160p.

8)

Davis, W.M. (1899): “The geographical cycle”, Geographical Journal, 14, pp.481-504.

9)

第四紀地殻変動研究グループ（1968）：“第四紀地殻変動図”，第四紀研究，7，pp.182–187．

10) Yoshikawa, T. (1974) : “Denudation and tectonic movement in contemporary Japan”, Bulletin of
Department of Geography, University of Tokyo, 6, pp.1-14.
11) Brunsden, D. and Lin J. C. （1991）：“The concept of topographic equilibrium in neotectonic terrains”,
in Neotectonics and resources, edited by J. W. Cosgrove, Belhaven, London, pp. 120-143.
12) Ohmori, H. and M., M. Hirano (1984) : “Mathematical explanation of some characteristics of altitude
distributions of landforms in an equilibrium state”, Transactions, Japanese Geomorphological
Union, 5, pp.293-310.
13) Burbank, D. W., Leland J., Fielding E., Anderson R.S., Brozovic N., Reid M. R. and Duncan C.
（1996）: “Bedrock incision, rock uplift andthreshold hillslopes in the northwestern Himalayas”,
Nature, 379, pp.505-510.
14) Katsube, K. and Oguchi, T.(1999)：“Altitudinal changes in slope angle and profile curvature in the
Japan alps: a hypothesis regarding a characteristic slope angle”, 地理学評論，72(B), pp.63-72.
15) Lin, Z.and Oguchi, T.(2009) : “Longitudinal and transverse profiles of hilly and mountainous
watersheds in Japan”, Geomorphology, 111, pp.17-26.
16) Howard, A. D., A. M. Seidl and W. E. Dietrich (1994): “A detachment-limited model of drainage
basin evolution”, Water Resource Research, 30, pp.2261-2285.

- 72 -

JAEA-Research 2011-023

17) Chen, Y. C., Q. Sung and C. N. Chen (2006): “Stream-power incision model in non-steady state
mountain ranges: An empirical approach”, Chinise Schience Bulletin, 51, pp.2789-2794.
18) Sugai, T. and H. Ohmori (1999): “A model of relief forming by tectonic uplift and valley incision in
orogenesis”, Basin Research, 11, pp.43–57.
19) 須貝俊彦（1992）：“赤石山地高山域における周氷河作用による侵食小起伏面の形成－プロセス・レ
スポンス・モデルによる量的検討”，地理学評論，65(A)，pp.168-179．
20) 小池一之，町田 洋編（2001）：“日本の海成段丘アトラス”，東京大学出版会，122p．
21) 藤原 治，柳田 誠，三箇智二，守屋俊文（2005）：“地層処分からみた日本列島の隆起・侵食に関
する研究”，原子力バックエンド研究，11，pp.113–124.
22) 田力正好（2005）：“河成段丘を用いて推定される内陸部の広域的地殻変動－現状と課題－”, 地
理科学，60，pp.143-148.
23) 阿子島 功（1983）：“山形県馬見ヶ崎川流域における過去 2 万年間および最近の侵食速度”，地形，
4，pp.97-106．
24) 小口 高（1991）：“山地流域の侵食域と堆積域における最終氷期末期以降の土砂移動の量的検
討”，地形，10，pp.179-193．
25) Matsushi, Y. and H. Matsuzaki (2010) : “Denudation rates and threshold slope in a granitic watershed,
central Japan”, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, 268, pp.1201–1204.
26) 藤原 治，三箇智二，大森博雄（1999）：“日本列島における侵食速度の分布”，サイクル機構技報，
5，pp.85–93．
27) Matsuda, T. (1976): “Empirical rules on sense and rate of recent crustal movements”, Jour. Geodetic
Soc. Japan, 22, pp.252-263.
28) 岡田篤正（1986）：“中部日本の活断層とプレート境界問題”，月刊地球，8，pp.756-762.
29) 貝塚爽平（1987）：“関東の第四紀地殻変動”，地学雑誌，96, pp.223-240.
30) 活断層研究会編（1991）：“新編 日本の活断層”，東京大学出版会，437p.
31) 中田 高，今泉俊文編（2002）：“活断層詳細デジタルマップ”，東京大学出版会，60p.
32) 松田時彦，岡田真介，渡辺トキエ（2004）：“横ずれ活断層の累積変位量・断層長・破砕帯幅から見
た断層の発達度―中国地方と中部地方の比較”，活断層研究，24，pp.1-12．
33) 池田安隆（2003）：“中部日本における活断層の発現時期はなぜ新しいのか？”，月刊地球，25，
pp.907-917．
34) 佐藤比呂志（1986）：“東北地方中部地域（酒田－古川間）の新生代地質構造発達史（第 1 部）”，東
北大学理学部地質学古生物学教室研究邦文報告，88，pp.1-32.
35) 須貝俊彦，杉山雄一（1999）：“深層ボーリング(GS-NB-1)と大深度地震探査に基づく濃尾傾動盆地
の沈降・傾動速度の総合評価”，活断層・古地震研究調査概要報告書, 地質調査所速報，
EQ/99/3，pp.77-87.

- 73 -

JAEA-Research 2011-023

36) 池田安隆（1979）：“大分県中部火山地域の活断層系”，地理学評論，52，pp.10-29.
37) 地震調査研究推進本部（2011）：“活断層の長期評価”，
http://www.jishin.go.jp/main/p_hyoka02_danso.htm <2011.5.24>．
38) 産業技術総合研究所（2011）：“活断層データベース”，
http://riodb02.ibase.aist.go.jp/activefault/index.html <2011.5.24>．
39) 米倉伸之，貝塚爽平，野上道男，鎮西清高編（2001）：“日本の地形 I－総説－”, 東京大学出版会，
349p.
40) 長谷川浩一，若松加寿江，松岡昌志（2005）：“ダム堆砂データに基づく日本全国の潜在的侵食速
度分布”，自然災害科学，24(3)，pp.287–301．
41) Ohmori, H. (1982) ：“Functional Relationship between the erosion rate and the relief structure in the
Japanese Mountains”, Bulletin of Department of Geography, University of Tokyo, 14, pp.65-74.
42) 日本ダム協会（2009）：“ダム年鑑 2009”,（財）日本ダム協会，1629p.
43) 藤田和夫（1983）：“日本の山地形成論”，蒼樹書房，466p.
44) 大森博雄（2001） ：“日本島山地における隆起と侵蝕のダイナミックス”, 月刊地球号外，32，
pp.14-21．
45) 松橋ゆかり，小菅正裕，田中和夫（1989）：“津軽半島南部の重力異常”，弘前大学理科報告，36，
p.159-174.
46) 小松原 琢（1991）：“新潟平野北東縁部の活構造―変位速度からみた地殻変動の地域的特徴―”，
東北地理，43，p.73-97.
47) 山元孝広，吉岡敏和（1992）：“若松地域の地質”，地域地質研究報告（5 万分の 1 地質図幅），地質
調査所，77p．
48) 愛知県（1996）：“加木屋断層，高浜撓曲崖及びその周辺の断層に関する調査”，平成 7 年度地震
調査研究交付金 成果報告書，311p．
49) 廣内大助（2003）：“福井平野東縁地域の活構造と地形発達”，地理学評論，76，pp.119-141.
50) 杉山雄一，粟田泰夫，吉岡敏和（1994）：“1:100,000 柳ヶ瀬－養老断層系ストリップマップ”，地質
調査所.
51) 岩淵 洋，西川 公，野田直樹，川尻智敏，中川正則，青砥澄夫，加藤 勲，安間 恵，長田 智，
角谷昌洋（2000）：“伊勢湾における活断層調査”，水路部研究報告，36，pp.73-96.
52) 田辺健一（1940）：“能登半島の断層地形並に海底地形（1）”，地理学評論，16，pp.477-490.
53) 吾妻 崇（1997）：“淡路島北部における活断層の活動度の再評価”，第四紀研究，36，pp.29-42．
54) 水野清秀，寒川 旭，佃 栄吉（1994）：“1:25,000 中央構造線活断層系（近畿地域）ストリップマッ
プ”，地質調査所，63p.
55) 植村善博（1994）：“郷村・山田断層系の変位地形と断層運動”，活断層研究，1，pp.81-92．

- 74 -

JAEA-Research 2011-023

56) 福岡県（1996）：“西山断層系，水縄断層系及び警固断層系に関する調査委託 報告書第 III 編
水縄断層系についての調査結果”，118p.

- 75 -

JAEA-Research 2011-023

3.2.3 古水理地質学的アプローチによる地質環境の変化の予測・評価手法の開発
(1) はじめに
自然現象が処分場及びその周辺の地質環境に及ぼす影響の一つとして，隆起・沈降・侵食により地
下水の流動特性や水質が変化することにより，廃棄体中に含まれる放射性物質が漏出し，周辺の地質
環境中を移行し易くなることなどが考えられる（原子力安全委員会, 20021））。特に日本列島は，プレート
収束境界に位置しており，アジアモンスーン地域の一部であることから，地殻変動が活発で降水量が多く，
これらに起因する隆起・沈降・侵食・堆積が盛んである。このような地域における地層処分の安全評価な
どにおいては，隆起・沈降・侵食・堆積によって生じる地形変化に伴い地質環境が長期的にどのように変
化するのかを把握するための予測・評価手法を整備しておくことが重要となる。地形変化に伴う将来の地
質環境の変化については，地形変化に関する過去の記録や現在の状況を把握し，それらのデータや知
見に基づいて幅を持って提示することが，ある程度可能と考えられる。なお，過去から現在までの傾向を
将来に外挿する際には，評価する将来の期間に見合った長さの過去の期間を考慮する必要がある（藤
原ほか, 20052））。一般に，日本列島では，過去 10 万年程度の地形学的情報（例えば，海成段丘や河成
段丘の分布）が多く得られることから，将来数万年程度の地質環境の変化については，一定の信頼性を
もった予測・評価が可能であると考えられる。しかしながら，過去 10 万年程度より以前の地形学的情報は
極端に少なくなり，10 万年を超えるような時間スケールについては，予測・評価に伴う不確かさが著しく増
大すると考えられる。そのような場合には，地質学的情報に基づき過去の地形・地質構造を復元した上
で，それらを場のモデルとして地下水の流れや水質を再現するといった古水理地質学的アプローチが有
効であると考えられる。さらに，それぞれの時代で再現された地下水の動きや水質などの変動パターンを
外挿することによって，より長期の時間スケールでの地質環境の変化の幅や予測の不確実性を示すこと
が可能となる。そこで，本研究では，10 万年オーダあるいは 100 万年オーダでの過去から現在までの広
域的な地下水の流れや水質の変化の幅を推定するための一連の調査・解析手法の構築を目指している
（梅田ほか，20103））。そのため，阿寺山地・木曽山脈・三河高原から濃尾平野・伊勢湾に至る木曽川及
び土岐川水系を事例に，地下水流動解析に必要なモデルを構築するため，山地の発達過程を含めた
地史の復元やそれに基づく地形・地質構造モデルの作成を進めている。
(2) 当該分野に係る科学的・技術的背景
ある地質環境における過去の地下水の流動などを明らかにする場合に，地下水涵養量，岩盤の透水
係数や間隙水圧といった数値を直接測定することは不可能であり，古地形，古気候，地球化学といった
様々な知見や情報から当時の水理状況を推定する作業が必要である（湯佐，19964））。このようなある地
質環境の水理学的性質の過去からの長期的変化を明らかにする古水理地質学（paleo-hydrogeology）の
研究は，以前から行われている。例えば，約 4 億年にわたるコロラド盆地の水理学的な変遷の研究
（Sanford，19905）），中新世以降の断層運動などに伴う地質構造や盆地の発達と地下水流動系との関係
の研究（Mailloux et al., 19996）; Apaydin, 20107）），過去約 2 万年間の気候変動に伴う氷床の発達，停滞，
後退を考慮した地下水流動の解析事例（Jaquet et al., 20068））が行われている。これらの研究例のように，
古水理地質学的手法では，対象とする地域の過去から現在までの地形，地質構造，古気候などの変化
を考慮して，古水理地質構造モデルの構築や過去の水文環境（例えば，気温，降雨量，涵養量，植生）
の設定を行い，地下水流動解析を行う際の境界条件や初期条件に反映させる。原子力機構では，岐阜
県の東濃地域と北海道の幌延地域を事例にして，地形・地質構造の発達や海水準変動などを考慮した
過去から現在までの地下水流動の研究を進めている（例えば，Niizato et al., 20099 ） ；尾上ほか，
200910））。
尾上ほか（2009）10)は，地下深部を含む地下水流動特性に長期的な地形変化が及ぼす影響を概括す
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る解析手法の提示を目的に，標高 3,000 m 級の山脈から標高 0 m の平野を含む広範囲の領域において，
定常状態における地下水流動解析を行った。その結果，100 万年以上の期間における大局的な地形の
変化（隆起と沈降による山地や平野の形成）に伴って，深度 1 km におけるダルシー流速の分布が 2 オー
ダ（10-10 m/s から 10-8 m/s）変化した。このことから，10 万年を超えて山地が形成されるような時間スケール
を評価の対象期間とする場合は，山地や丘陵，平野などの発達過程を考慮した解析が必要であると言え
る。特に山地の形成は，動水勾配や地下水移行経路を大きく変化させ，地質環境に強く影響すると考え
られることから，その発達過程の把握や将来の状態の予測は重要な課題である。
日本列島の山地の多くは，断層運動などの地殻変動によって隆起している。このような山地は，隆起
に伴う平均高度の増加につれて侵食速度が大きくなり，その後，隆起速度と侵食速度が動的平衡に達
すると山頂高度が一定に保たれるようになる（Ohmori, 198711））。このような山地では，テクトニクスの枠組
みが変わらない限り，今後の山地の高度変化は小さく，地下水の流れや水質の変化もあまり生じないこと
が想定される。一方，概ね最近 100 万年以内に隆起を開始した地域では，隆起速度と侵食速度が平衡
に達していないため，将来も山地が隆起し，起伏も大きくなると考えられる。また，日本列島の山地の隆
起開始時期には地域差があり，各山地で異なるという特徴がある（例えば，森山，199012）；貝塚・鎮西編，
199513））。これらのことから，解析領域周辺の山地における発達過程，すなわち隆起開始時期と高度の
変遷の把握が重要となる。
(3) 実施内容・結果
本研究では，既往研究（例えば，森山，199012)）から周辺山地の隆起開始時期が山地ごとに異なって
いるとされている土岐川中・上流域及び木曽川中流域を事例に，この地域に分布する鮮新世以降の堆
積物に記録されている供給源の変化と堆積時期について研究する。この地域は，標高 1,000m を超える
山地に囲まれて，北東から南西へ連続する盆地が分布する。盆地と山地の主要な地形境界部には断層
が認められ，阿寺断層や赤河断層に代表される北西－南東走向の左横ずれ断層と，屏風山断層や恵
那山断層に代表される北東－南西走向の南東側隆起の逆断層が分布する（図 3.2.3-1）。これらの断層
を境に地形の高度が変化し，阿寺断層の北東側には阿寺山地，屏風山断層より南東側には三河高原が
分布する（図 3.2.3-1）。また，本地域の北側には美濃高原が分布する。盆地及び高原の一部には瀬戸層
群が分布し，その基盤には美濃帯堆積岩類，濃飛流紋岩類，花崗岩類，中新統瑞浪層群が分布する。
この内，研究地域の北側には主に美濃帯堆積岩類と濃飛流紋岩類が，南側には主に花崗岩類が分布
することから，この地域は礫の起源を検討しやすい（貝塚，199814)）。さらに，盆地の堆積物が比較的薄
いことから，盆地底の形態を復元しやすく，盆地の発生と発達を明らかにする上で有利な条件が揃って
いる（陶土団体研究グループ，1994a15)，199916)）。そのため，この地域は山地発達の研究とその調査手
法を例示する上で最適な地域の一つであり，古くから山地と盆地の形成に関する研究が行われてきた
（例えば，木曽，195917)，196318)；桑原，197319)；陶土団体研究グループ，198520)；森山，199012)；陶土団
体研究グループ，1994b21)）。この地域の既往研究では，主に瀬戸層群などの砂礫層中の礫を指標とし
て山地の発達が議論されてきた。しかし，礫は山地がある程度の高さに達しないと広く供給されないため，
実際の山地の隆起開始時期よりも若く見積もられる可能性があることや，山地が高くなることで供給される
大きな礫では，露頭規模が小さい場合に礫種構成が十分に観察できなかったり，礫の三次元配列を計
測することが困難であったりといった問題がある。また，山地の隆起開始時期の把握には堆積物の堆積
時期が重要であるが，この地域には対比可能な火山灰が少なく，火山灰層序の研究は遅れている。そこ
で，本研究では，一般に山地発達の研究において用いられる礫に加えて砂とシルトに着目し，これらと火
山灰を用いて堆積物の供給源とその堆積時期を推定し，山地の発達について考察した。砂やシルトは，
礫に比べて，高度差が少なくても供給されること，僅かな試料でも構成種を検討できること，火山灰層が
挟在される可能性が高いことなどの利点がある。
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研究対象となる瀬戸層群は，泥と砂を主体とする下部の土岐口陶土層及び礫を主体とする上部の土
岐砂礫層に分けられる。土岐口陶土層の堆積時期については，多治見市～土岐市周辺に分布する陶
土層上部に挟在する火山灰層から 9.7±0.4Ma（安藤ほか，199922 ） ）及び 10.5±0.4Ma（吉田ほか，
1997a23））の FT 年代値が得られている。土岐砂礫層の堆積時期については，多治見市～土岐市周辺に
分布する砂礫層下部に挟在する火山灰から 11.1±0.6Ma，砂礫層上部に挟在する火山灰層から 3.8±
0.3Ma の FT 年代値（吉田ほか，1997a23））が得られている。また，中津川市付近において土岐砂礫層に
挟在する火山灰から 3.3±0.4Ma （陶土団体研究グループ，198520））の FT 年代値が得られているが，
吉田ほか（1997b）24）は，この火山灰に対比される太田火山灰層から 4.2±0.2Ma の FT 年代値を示した。
このようにいくつかの絶対年代値が得られているが，火山灰層は風化によって粘土化している場合が多
いこともあり（陶土団体研究グループ，1994a15）），対比可能な火山灰が少ない。また，瀬戸層群の上位の
段丘堆積物や扇状地堆積物の中でも比較的下位に相当する堆積物は，赤色で特徴づけられる場合が
ある。これらは，恵那盆地周辺において星ヶ見礫層（陶土団研グループ，196625 ））や赤土平層（木曽，
195917））と呼ばれており，下部～中部更新統と考えられているが，それらの詳細な堆積時期は明らかに
なっていない。
1) 礫を用いた山地発達の調査手法
礫を用いた山地発達の調査手法として，礫種調査と古流向解析を実施した。礫種については，露頭に
おいて 1m×1m の範囲内でクロスのスキャンラインを設定し，ライン上に分布する全ての礫について 100
個を目途に観察した。古流向については，森山・増井（1981）26）を参考に礫の三次元配列を計測した。
土岐砂礫層，それを覆う赤色の堆積物，さらにその上部の段丘堆積物において実施した結果を図
3.2.3-2 に示す。以下に記す地点番号の位置については，図 3.2.3-2 において同じ番号で示す。
土岐川流域の土岐砂礫層の礫種は，主に美濃帯堆積岩類（チャート・泥岩・砂岩）が多く，次に濃飛
流紋岩類が多い。この 2 つの礫種の割合については，土岐川流域の断層に囲まれた地域において，標
高が低い土岐砂礫層の下部で美濃帯堆積岩礫が多く，上部で濃飛流紋岩礫が多い傾向を示す（図
3.2.3-3）。また，採土場の大規模な露頭（地点 14）においても，土岐砂礫層の下部で美濃帯堆積岩礫が
多く，上部で濃飛流紋岩礫が多い傾向を示す。一方，土岐砂礫層を覆う赤色の堆積物については，美
濃帯堆積岩礫が大半を占め（多いところでは 90％以上），濃飛流紋岩礫がほとんど含まれない地点も存
在し，土岐砂礫層とは明らかに異なる特徴を示す（地点 8）。また，木曽川支流の付知川流域の土岐砂礫
層は，ほとんどが濃飛流紋岩礫から構成されるが，上部で玄武岩礫を含む地点がある（地点 21）。木曽
川支流の中津川流域では，屏風山断層の上盤側である南側の山地の頂部付近において，下盤側と同
様に美濃帯堆積岩礫を 70％以上含む砂礫層が分布する（地点 23）。以上の土岐砂礫層及びそれを覆う
赤色の堆積物に共通の特徴は，現在周辺に分布する花崗岩類の礫をほとんど含まないことである。なお，
段丘堆積物においては，花崗岩類の礫を 20％近く含む地点（地点 2）もある。
土岐砂礫層の古流向については，現在の主要河川の流向と異なる地点が多い。例えば，土岐盆地付
近では，現在の土岐川が北東から流れているのに対して，土岐砂礫層の古流向は南西からの流れを示
す（地点 14）。屏風山断層の南西延長上に分布する断層の下盤側（北側）では，現在の山地側（南側）へ
の古流向を示し（地点 44），恵那山断層下盤側（北側）では山地側（南側）からの古流向（地点 20）や断
層に沿った古流向（地点 23）を示す。阿寺断層下盤側（南西側）では，現在の河川と調和的な北側から
の古流向を示す（地点 21）。土岐砂礫層を覆う赤色の堆積物は，屏風山断層下盤側（北側）において，
南側からの古流向を示す（地点 6,8）。
以上の特徴は，土岐砂礫層堆積期の前半に美濃帯堆積岩が分布する北側からの供給が多く，後半
で北東側からの供給が多くなったことを示唆しており，これまで土岐砂礫層堆積期として一括して検討さ
れていた山地の発達について，土岐砂礫層堆積期の前半は北側の美濃高原が相対的に高く，後半に
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は北東側が比較的高かったと考えられる。また，屏風山断層の上盤側である南側の山地頂部付近の土
岐砂礫層は，下盤側と同様に美濃帯堆積岩礫を多く含むことから（地点 23），森山（1990）12)の礫を用い
た研究成果と同様に土岐砂礫層堆積当時はまだ隆起を開始していなかったと考えられる。さらに恵那山
断層の南側の三河高原については，その断層の北側において断層の存在を示唆する断層の上盤側
（南側）からの流れや断層の走向と同じ方向の流れが見られることから（地点 20,23），土岐砂礫層堆積の
ある時期には断層崖が存在し，断層運動によって南側の三河高原が高くなっていた可能性がある。この
ことは，恵那山断層の南側の山地を源頭とする中津川，阿木川などの河川が，屏風山断層と恵那山断
層の間の屏風山などの北東―南西系山地を先行谷として横切ること（図 3.2.3-1）と矛盾しない。
2) 砂・シルトを用いた山地発達の調査手法
砂・シルトを用いた山地発達の調査手法として，砂粒の岩片及び鉱物片の分類と，砂層の堆積構造及
び帯磁率異方性を用いた古流向の調査を実施した。土岐川流域の礫層の基質から採取した砂粒の岩
片と鉱物片の分類を行うため，砂粒を樹脂で固定して作成した薄片を顕微鏡で観察し，そこで観察され
る岩片及び鉱物片をポイント法によりカウントした。その結果を図 3.2.3-4, 5 に示す。また，砂層の堆積構
造と帯磁率異方性を用いた古流向解析の結果を図 3.2.3-6 に示す。堆積物の帯磁率異方性を用いた古
流向解析については，異方性の形態から砕屑粒子の状態が推定でき，未固結堆積物などに適用されて
いる（例えば，金丸ほか，200827））。なお，以下に記す地点番号の位置については，図 3.2.3-2 において
同じ番号で示す。
砂粒の岩片の特徴については，花崗岩類の岩片に着目した場合，土岐砂礫層を覆う赤色の堆積物の
一部（地点 5, 6）と段丘堆積物に顕著に認められ，特に低位・中位段丘堆積物に多く含まれる。土岐砂礫
層においては，数地点で花崗岩類の岩片が僅かに認められる（地点 11，16，17）。鉱物片の特徴につい
ては，花崗岩類に由来する可能性が高いと考えられる石英，カリ長石，黒雲母の組み合わせが，赤色の
堆積物の一部（地点 5，6）と段丘堆積物に明瞭に認められる。土岐砂礫層においても，数地点でその組
み合わせが顕著に認められる（地点 9，11，16）。
砂層の堆積構造については，地点 21 の上部において砂層にトラフ型斜交葉理が認められ，その形態
から南西側への古流向が推定される（図 3.2.3-6 の B）。この砂層とその上位のシルト層及び泥層におい
て帯磁率異方性を測定した結果，砂層と泥層では流向を示す明瞭な特徴は認められなかったが（図
3.2.3-6 の A-2, A-3），シルト層において最小軸が高角に南西側へ傾斜する北東側からの古流向が認め
られた（図 3.2.3-6 の A-1）。
以上の特徴から，主に赤色の堆積物及びそれより後に堆積した段丘堆積物において供給源に花崗岩
類の存在が推定され，その堆積物の堆積時に，花崗岩類が分布する地塊が隆起を開始したことが示唆
される。花崗岩類が礫として認められないのは，花崗岩類の分布地域が礫層を供給できるだけの起伏に
なっていなかったためと考えられる。さらに，古流向解析の結果を合わせて検討すると，赤色の堆積物の
堆積時期頃に屏風山断層の南西側の山地が隆起を開始したと考えられる。また，阿寺断層の下盤側（南
西側）である地点 D21 の上部では，層厚 1.5m 程度の中に分布する堆積物について，礫の配列，砂層の
堆積構造，シルト層の帯磁率異方性はいずれも北東側からの古流向を示し（図 3.2.3-6 の A-1, B, C-1,
C-2），高い確度を持って供給方向を推定することができた。このことから，阿寺断層の下盤側の土岐砂
礫層堆積当時には北東側の山地の隆起が開始していたと推測される。
これまで礫を用いた調査では，起伏の小さい山地の形成の検討が困難であったが，本研究のように砂
粒の岩片や鉱物片を用いることでその検討が可能であると考えられる。しかし，岩片や鉱物片の種類だ
けでは，供給源の位置の特定は困難であることから，古流向の情報と合わせて検討する必要がある。古
流向については，本研究の例のように，礫層では礫の配列，砂層では堆積構造，シルト層では帯磁率異
方性などの手法を適用するとともに，可能な場合は複数の手法を適用することで確度の高い古流向の推
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定が可能であると考えられる。以上のように，礫を用いた調査に加え，砂・シルトを用いた調査を行うこと
で，供給地を推定する上で有効な情報を多く抽出でき，それらの情報に基づき山地の隆起開始などの発
達史を詳細に捉えることができると考えられる。
3）火山灰を用いた堆積時期の推定と山地の隆起開始時期
本研究では，後述する「3.3.4 高分解能のテフラ同定手法の開発」において研究を進めている，堆積
物中に含まれる火山灰起源の斑晶鉱物中のガラス包有物の化学組成による火山灰同定手法を適用し，
土岐砂礫層において 2 地点（地点 21 と地点 23）の堆積時期を推定した。
地点 21 においては，土岐砂礫層中のシルト層に含まれる斜長石中にガラス包有物が認められる。これ
らのガラス包有物の主成分化学分析の結果，K2O の含有率が約 5 wt.％と高い特徴を有する（図 3.2.3-7）。
瀬戸層群に対比される東海層群において，このように K2O の含有率が高い火山灰としては，古布 L，坂
井，小鈴谷及び太田・大谷などの火山灰が挙げられる。これらの火山ガラスとシルト層中の斜長石に含ま
れるガラス包有物の主成分化学組成を対比したところ似た特徴を示し，なかでも小鈴谷火山灰が最も似
た特徴を示した（図 3.2.3-7）。小鈴谷火山灰は，太田・大谷火山灰（4.2±0.2Ma：吉田ほか，1997b24)）の
直下に位置する（中山・古澤，198928)）。これらのことから，シルト層には小鈴谷と太田・大谷の両火山灰
及びそれらの下位に分布する火山灰が混在していると考えられ，本地点の土岐砂礫層の堆積は小鈴谷
～太田・大谷火山灰降灰期である 4.2Ma 頃と推定される。
地点 23 においては，土岐砂礫層中の砂・シルト互層に含まれる石英及び斜長石にガラス包有物が認
められる。これらのガラス包有物の主成分化学分析の結果，K2O の含有率が約 3-4 wt.％のグループは，
南谷Ⅰ火山灰（約 2.7Ma：富田・黒川，199929)）の火山ガラスの化学組成と範囲が重なる（図 3.2.3-8）。近
似した組成の火山灰が他に存在しないこと，南谷Ⅰ火山灰は近畿地方から北陸，信越及び中部地方の
ほぼ全域まで広く分布していることから，この K2O の含有率が約 3-4 wt.％のグループは南谷Ⅰ火山灰起
源である可能性が高く，本地点の土岐砂礫層の堆積は南谷Ⅰ火山灰降灰期である 2.7Ma 頃と推定され
る。なお，同層準に含まれるその他のガラス包有物の多くは，別の火山灰が混在していると考えられる。
これらの堆積時期及び 1)，2)節の結果より推定される堆積物の供給源から，阿寺断層より北東側の山
地は，4.2Ma 頃には隆起を開始していたと考えられる。屏風山断層の南西側の山地は，約 2.7Ma 以降の
ある時期（赤色の堆積物の堆積期：前～中期更新統）に隆起を開始したと考えられ，恵那山断層の南側
の山地は，2.7Ma 頃には隆起を開始していたと考えられる。これらの値は，森山（1990）12）によって山地周
辺の礫層や火砕流堆積物等から推定された山地の隆起時期に比べて古い。この違いについては，今後，
「3.2.2 超長期における予測・評価手法に関する検討」において進めている山地の発達段階や活断層の
活動開始時期の結果とも合わせて検討する必要がある。
(4) 主な成果と課題
本研究では，土岐川中・上流域及び木曽川中流域に分布する主に鮮新世以降の堆積物に着目し，
堆積物に記録されている供給地に関する情報とその堆積時期から周辺の山地の発達について検討した。
その際，従来の堆積物中の礫を用いた調査に加え，砂・シルトを用いた調査を行うことで，供給地を推定
する上で有効な情報をより多く抽出でき，それらの情報に基づき山地の隆起開始などの発達史を詳細に
捉えることができることを例示した。また，山地の隆起開始時期の解明には，堆積年代の決定が不可欠で
ある。山地の発達の研究で対象にする数十万～数百万年前の堆積物では，風化のため火山ガラスが乏
しく，火山灰対比が困難である場合が多いことから，「3.3.4 高分解能のテフラ同定手法の開発」において
開発を進めているガラス包有物を適用したテフロクロノロジーが有効である。今後，地下水流動解析に必
要な地形・地質モデルをより詳細に構築していくためには，時間軸を求めるこうした手法の開発を進めて
いく必要がある。また，本研究は，「3.2.2 超長期における予測・評価手法に関する検討」において進めて
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いる理論的な山地の発達段階や活断層の活動開始時期の検討に不可欠な各山地の発達史の実デー
タを示すことから，それらの研究とも合わせて手法の体系化を進めていくことが課題である。

図3.2.3-１ 木曽川・飛騨川・土岐川流域の地形
陰影図は，国土地理院発行の50mDEMを使用して作成。
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図3.2.3-2 木曽川及び土岐川流域の土岐砂礫層堆積以降の堆積物の礫種と古流向の特徴
地質図は，産業技術総合研究所地質調査総合センター編（2007）30) に基づく。

図3.2.3-3 土岐川流域に分布する土岐砂礫層中に認められる美濃帯堆積岩起源礫と濃飛流紋岩類
起源礫の割合の標高変化
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図3.2.3-4 土岐川流域に分布する土岐砂礫層中の基質中を構成する岩片の特徴
地点については，図3.2.3-2を参照

図 3.2.3-5 土岐川流域に分布する土岐砂礫層中の基質中を構成する鉱物片の特徴
地点については，図3.2.3-2を参照
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図 3.2.3-6 土岐砂礫層（地点 21）における礫の配列，砂層の堆積構造及び帯磁率異方性による古流向
解析

図 3.2.3-7 土岐砂礫層中のシルト層（地点 21）に含まれる斜長石中のガラス包有物の化学組成
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図 3.2.3-8 土岐砂礫層中の砂・シルト互層（地点 23）に含まれる石英中のガラス包有物の化学組成
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3.3 年代測定技術の開発
3.3.1 加速器質量分析計を用いた 10Be 年代測定法の実用化
(1) 目的
地質環境の長期安定性を評価する際には，活断層の活動時期，活動間隔，平均変位速度，最新活
動時期，堆積物の堆積時期などを精度良く把握することが重要となる。特に内陸活断層の最近の活動
は，沖積層などの地質学的に新しい堆積物を用いて明らかにされることから，数百年～数万年前を対
象として堆積時期を把握することが必要となる。このような時間スケールの年代決定については，加速
器質量分析計を用いた 14C 年代測定が極めて有効であり，これまで原子力機構では，東濃地科学セン
ターで保有している加速器質量分析計（通称、ペレトロン年代測定装置；図 3.3.1-1）を用いて

14

C 年代

測定法及びその測定法の技術開発を行ってきた。また，地質環境の長期安定性の評価では，斜面に
おける侵食速度なども評価の対象となる。しかし，この速度の推定には時間スケール等の問題から
年代測定は利用できない。しかし，加速器質量分析計で測定可能な

10

14

C

Be による評価が可能である。斜

面の侵食速度は，岩盤の露出年代の分布から推定できるが，岩盤中には，長年宇宙線が照射されるこ
とにより 10Be が生成する。この 10Be を加速器質量分析計で測定することにより，露出年代を見積もること
ができる。東濃地科学センターで保有する加速器質量分析計は，10Be の測定が可能な能力を有するこ
とから 10Be 年代測定法の実用化を目指した。本年度は，10Be の定量法を確立するため，分析計の調整
及び標準試料を用いた試験測定などを実施した。また、実用化されている 14C 年代測定法についても，
バックグラウンドの低減やビームの安定化などを図ることにより，測定精度の向上を進めた。
(2) 当該分野に係る科学的・技術的背景
加速器質量分析により測定できる核種のうち，放射年代測定に使われる核種には

14

C，10Be，26Al，

36

Cl などがある。そのうち，14C 年代測定法は，数万年前までの年代を推定できる年代測定法のうち，最も

精度の高い手法の一つである。また，炭素は植物片や土壌，貝，水などの「地質環境の長期安定性に関
する研究」で対象となる試料に含まれることが多いことから，適用範囲が広いことも特徴である。また，10Be
は，地表近傍に存在する岩石の鉱物と宇宙線との反応により生成することから，山地斜面の侵食速度，
地層の形成速度，流域からの土砂生産速度などの研究に利用できる。同様に鉱物中で生成する 26Al の
年代と組み合わせて解析することもある。10Be を使って推定できる年代は，数千年前から 1500 万年前程
度までである。また，36Cl は，数千年前から 200 万年前程度が対象であり，地下水の循環に関する研究に
使うことができる。
加速器質量分析計によるこれらの核種の測定では，14C は有史の時代を含む年代推定が可能なことか
ら，我々が利用するような地球科学の研究分野だけでなく，環境科学や考古学などの研究分野にも利用
されている。そのため需要が多く，日本では民間を含む 10 以上の施設が稼働している。しかしながら，他
の核種が測定できる施設は少なく，現在 10Be，26Al は東京大学加速器施設（MALT）のみ，36Cl は MALT
及び筑波大学タンデム加速器施設のみが実試料の測定を受け入れている。このような測定施設が限ら
れることが，現状では研究の推進の足かせになっている。
原子力機構における加速器質量分析計を用いたこれまでの研究開発では，生物体試料や地下水中
の二酸化炭素などの炭素同位体を測定することによる 14C 年代測定法に係る技術開発を進めてきており
（例えば，國分，20101)），すでに原子力機構内及び施設供用利用による原子力機構外からの依頼分析
により実試料分析をルーチンで行っている。本分析計は，14C だけでなく，10Be などの他の核種の測定能
力も有すること，さらに地質環境の長期安定性評価に関する研究による需要から，10Be 年代測定法の実
用化に着手した。10Be 年代測定法については，試料調製から加速器質量分析計による測定までの一連
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の年代測定のルーチン化を第二期中期計画期間中に達成することを目指して整備を進めている。測定
については，これまで標準試料を用いて測定条件の調整を行ってきたが，ルーチン化に向けては実試
料の測定を含めた測定条件の最適化が必要となる。また，試料調製では，対象試料が岩石であることか
ら，岩石からのベリリウム（Be）抽出法の検討を含む試料調製法を確立する必要があるが，すでにルーチ
ン化している MALT の手法が参考になる。しかし，MALT の学術研究に比べ，分析試料数の多い実地調
査を対象とした研究となるため，多量の試料を効率的に処理する独自の試料調製法を検討することも必
要である。特に，岩石を試料とする研究では，不純物が多い試料を多数分析する必要があるため，不純
物の分離に手間がかかるが，これらを迅速簡便に処理できる分離法などの提案が求められる。
また，ルーチン化している 14C 年代測定法では，より高い測定精度が求められている。高レベル放射性
廃棄物処分の概要調査などに係る編年技術では，数万年程度の年代測定が重要となってくるが，推定
される年代値は測定精度に大きく依存する。つまり，測定精度は，検出器における

14

C の計数値に依存

し，測定限界は，試料調製及び測定における外界からの不純物混入量（バックグラウンド）に影響を受け
る。測定年代が古くなるにしたがって，測定精度及びバックグラウンドに及ぼす計数値や不純物混入の
影響は著しくなることから，計数値の安定化及びバックグラウンドの低減が求められる。計数値を安定さ
せるためには，主に二つの方法が考えられる。発生させるイオン量を増加させるか，または分析計を通過
するイオンの変動を少なくすることである。前者は，イオン量が増加するように改良されたイオン源を導入
することによって解決できるが，非常に高価である。一方，後者は安定的にイオンを発生できるイオン源
の導入（Matsuzaki et al., 20042)）や加速器内で荷電変換の安定性を高める取り組みが行われている（伊
藤ほか，20093)）。また，バックグラウンドの低減では，試料作製の際，二酸化炭素からグラファイトへ変換
する時に最も汚染しやすいため（Kirner et al., 1995 4)），注意が必要である。
(3) 実施内容・結果
1) ベリリウム-10 年代測定法の実用化
地質環境の長期安定性の評価で必要となる地球年代学研究における岩石の露出年代の推定などに
向け，10Be の測定技術の整備を進めている。整備当初は 10Be の測定で妨害となる同重体の 10B 量を削
減するため，ガスセルを重イオン検出器前に試験的に取付け，同位体比 (10Be/9Be) の予備測定を行っ
た（Itoh et al., 20045)）。その後，ガスセル装備の重イオン検出器を導入し，検出器を含む測定条件の調
整を行ってきた（図 3.3.1-2）。平成 22 年度は，ガスセル装備の重イオン検出器の最適化や試験測定を重
ねた。ここでは，標準試料を用いた代表的な試験測定の結果を報告する。この試験測定では，保証値の
異なる 3 種の標準試料の同位体比を測定した。試料は以下の (A) ～ (C) の

10

Be/9Be 比をもつもので

ある。
(A)：2.7110-11
(B)：8.5610-12
(C)：≤ 2 10-14
(A) と (B) は同位体比既知の ICN 試料（Nishiizumi et al., 20076)），(C) は Be キャリア試料（原子吸
光分析用標準溶液から調整したもの）であり，上記の同位体比は参考となる MALT での測定値である
（堀内, 20107)）。2 試料ずつ測定した結果を図 3.3.1-3 に示す。測定値のほとんどは保証値と一致してい
ることがわかった。また，表 3.3.1-1 に同規模の加速器における

10

Be 測定の性能比較を示す。本加速器

質量分析計の測定精度及びバックグラウンドは，他の分析計におけるそれらの値に近い。このことから，
本加速器質量分析計が 10Be 測定に対し十分な能力を有することを確認した。
2) 炭素-14 年代測定に係る測定精度の向上
計数値を安定させるには，分析計を通過するイオンの変動を少なくする，つまり，イオンビームの安定
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化を行う必要がある。平成 22 年度はイオンビームの発生源であるイオン源の改善を行った。イオン源で
は，炭素をイオン化するため，セシウムイオンを炭素に照射する。したがって，炭素のイオンビーム量は，
そのセシウムイオン量に依存する。セシウムイオン量は，イオン源でのセシウム蒸気の生成制御に密接に
関係するが，本分析計では，セシウム蒸気は図 3.3.1-4 のように電気ヒーターによるセシウムリザーバの加
熱で作られ，輸送管を通してアイオナイザーに導かれ生成する。当分析計では図 3.3.1-4 に示すようにリ
ザーバの加熱用ヒーターがその底部に位置し，この位置からリザーバと輸送管の接続部までの距離は現
在市販されているものと比べ 2 cm 程度長い。このため，接続部付近の温度が上昇しにくく，その内壁に
セシウムが付着しやすいことから，接続部を加熱するための電気ヒーター（ラバーヒーター）を追加し，リザ
ーバと接続部の温度を個別に制御した。その結果，セシウム蒸気が効率的にアイオナイザーに導かれて
セシウムイオンが生成し，測定で使用する炭素のイオンビーム量の生成の安定化に成功した（松原ほか，
20108)）。また加速器内で荷電変換の安定性を高める取り組みとして，加速器内のターミナル部にあるスト
リッパーガス圧力の変動に注目した。ストリッパーガス圧の安定化は，荷電変換の変動抑制をもたらすと
ともに，妨害分子の安定した分解除去につながるためである。これまでの調査により，加速器周囲の室温
や加速器タンク内の六フッ化硫黄ガスの冷却水の温度が変動すると，これに伴いストリッパーガス圧及び
透過率が変動することが分かっていた（鈴木ほか，2009a9)）。このストリッパーガス圧の変動を減少させる
ため，ストリッパーガスの調整部分であるバルブ部を石英ウールなどで保温した。その結果，加速器内ガ
ス用冷却水温度の変動に伴うものは抑制でき，また室温に伴う変動は，3～4 割抑制できるようになった
（松原ほか，20108)）。また，バックグラウンドの低減では，これまでの検討から試料調製時に二酸化炭素
の精製に用いるガラスラインを清掃することが効果的であることが分かっている（鈴木ほか，2009b10)）。そ
こで，平成 22 年度は定期的にガラスラインを清掃し，清浄に保つこととした。図 3.3.1-5 に，14C を含まな
い IAEA C1 の pMC（percent Modern Carbon，保証値-0.00 ± 0.02）の結果を示す。ID400 及び 401 は，イ
オン源の不具合によりイオン源から不純物が混入し，pMC が上昇したと考えられるため，それらを除くと，
平均値は 0.21±0.06 であり，名古屋大学の 0.16±0.06 （Nakamura et al., 200411)），民間のパレオ・ラボ
の 0.17±0.01（Kobayashi et al., 200712)）と同等であり，国内の他の施設と同レベルを維持できている。
(4) 主な成果と課題
加速器質量分析計による 10Be を用いた年代測定は，岩石の露出年代や地表面の侵食速度を求める
ことができ，内陸部の隆起・侵食速度の算出に係る調査技術の発展が期待できる。現在 10Be の測定は，
国内では MALT でしか応用研究を含む実試料測定が行われておらず，本分析計による実用化は 10Be
測定を基にした研究を促進するものと期待できる。今後，実試料を含む試験測定を重ね，長期の測定の
安定性を確認するとともに，更なる測定条件の最適化を進め，年代測定のルーチン化を図る。また，10Be
と同様，内陸部の隆起・侵食速度の算出に係る調査技術の有効な手段となる 26Al 及び 36Cl 年代測定の
着手に向け，試料調製法や分析計構成などの情報の収集と仕様の検討を進めていく。また，14C を用い
た年代測定は，測定精度の向上を目指した取り組みに加え，活断層の活動時期の解明や古地形・古環
境の推定などの研究に用いた。これらの研究分野では，分析計の能力の限界に近い 5 万年程度の評価
も必要となることから，さらに測定計数値の安定化及びバックグラウンドの低減を図り，古い年代の測定精
度を向上させるとともに，実試料測定で新たに見つかった問題点を解決しながら，技術の向上に努めて
いく。
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図 3.3.1-1 加速器質量分析計外観図
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図 3.3.1-2 ガスセル装備の重イオン検出器
(a)14C 測定時：ガスセルの使用なし
(b)10Be 測定時：ハーバーホイルでガスセル部を設け，使用
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図 3.3.1-3 ベリリウム標準試料の測定結果
＊点線は保証値を示す。

表 3.3.1-1 同規模の加速器質量分析計における 10Be 測定の性能の比較
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図 3.3.1-4 イオン源セシウム輸送部の概略図
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図 3.3.1-5 平成 22 年度に測定した IAEA C1 の pMC の変化
＊pMC：percent Modern Carbon の略
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3.3.2 四重極型質量分析計などを用いた(U-Th)/He 年代測定法の実用化
(1) はじめに
地質環境の長期安定性を評価する際には，過去の断層運動・火成活動が発生した時期や隆起・侵食
の速度などを精度良く把握することが重要となる。特に，過去数万～数百万年程度を精度良く決定でき
れば，過去の自然現象の変動傾向を明らかにすることが可能となり，その外挿から予測される将来の地
質環境の変化幅に関する不確実性の低減と信頼性の向上に繋がる。このような時間スケールの年代決
定については，主に放射年代測定法が用いられる。例えば，断層運動や隆起・侵食を対象とする場合，
これらの活動時期や速度については，地表付近の堆積物を指標として明らかにできる場合が多い。しか
し，基盤深度が浅かったり，堆積物の分布が限られていたりする場合には，年代決定のための試料を得
ることができないため，過去の自然現象の変動を明らかにすることが困難となる。この場合，基盤岩を用
いて断層運動や隆起・侵食に関連する年代測定が可能であれば，活動履歴や速度について何らかの情
報が得られると期待される。このことを踏まえて，原子力機構では，閉鎖温度の低い放射年代測定法に
基づいて岩体の隆起・侵食速度を算出する手法，それを断層の上盤と下盤に適用して断層の上下変位
速度を推定する手法，断層運動に伴う摩擦発熱や熱水活動を推定する手法などの開発を進めるとともに，
東濃地科学センターで保有している四重極型質量分析計によりヘリウム（He）を，誘導結合プラズマ質量
分析計（ICP-MS）によりウラン（U），トリウム（Th）を定量する技術を整備し，(U-Th)/He 年代測定法を実用
化することを進めている（梅田ほか，20101））。平成 22 年度は，年代既知のアパタイトの(U-Th)/He 年代測
定を実施するとともに，(U-Th)/He 法が断層運動に伴う摩擦発熱による熱的イベントをどの程度検出でき
るかを検討するためのジルコンの加熱実験を行った。
(2) 当該分野に係る科学的・技術的背景
段丘の時間スケールを越えて 100 万年単位の隆起・侵食速度を求める方法としては，基盤岩の冷却
速度と地温勾配を利用することができる（Wagner and Reimer, 19722））。すなわち，閉鎖温度の異なる複
数の年代法を利用して，試料が経てきた時間–冷却曲線が求められる。ここで，深成岩の低温（例えば
300°C 程度以下）の冷却速度は岩体の侵食速度に依存し，侵食速度は大まかに山地の高度と対応する
ことから（例えば，池田, 19903）），ある時期の急冷はそれに対応した急速な隆起の存在を示唆する。ある
いは地温勾配を仮定すれば，閉鎖温度は閉鎖深度に読み替えることができることから，閉鎖深度と年代
を用いて侵食速度を計算することもできる。なお，この年代は，閉鎖温度に対応した年代であることを強
調して「冷却年代」などと呼ばれる場合がある。従来の閉鎖温度はジルコン U-Pb 法の 700°C 程度からア
パタイトフィッション・トラック（FT）法の 130°C 程度の範囲にあり（兼岡，19984）），基盤岩の冷却年代は一
部の山地を除いて最低でも数百万年程度を示す。すなわち，第四紀全体の平均を求めることはできるが，
例えばその約半分，最近 100 万年間にその変動が激しくなったのか穏やかになったのかまでは明らかに
できない。したがって，地形学的時間スケールと地質学的時間スケールのギャップを埋める，さらに閉鎖
温度の低い放射年代法の確立が望まれる。
ところで，U とその α 壊変によって生じる He を利用した年代測定法は最も早くに試みられた手法である
（例えば，Strutt, 19055）; Rutherford, 19056））。その年代は地質学的に推定されるよりも明らかに若く，He
は岩石（鉱物）中に一部しか保持されず，大部分は拡散・脱ガスして失われるものと理解されてきた
（Hurley, 19547））。しかしその後の研究により，この年代法は閉鎖温度が非常に低いため，深成岩の貫入
や変成岩の最高温度到達などの地質学的現象の年代ではなく，その後の冷却年代と解釈すべきことが
明らかになった（Zeitler et al., 19878））。さらに，閉鎖温度に関する研究や（Wolf et al., 19969）），α 壊変の
際の放出エネルギーによる He 損失の補正(Farley et al., 199610))，単粒子測定による He 損失補正の高度
化(House et al., 200011))などにより，1990 年代後半に(U-Th)/He 法の実用化が進んだ（例えば，Farley,
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200212））。特にアパタイトの閉鎖温度は約 70°C と放射年代法の中で最も低く（Farley, 200013）），上で指摘
した地形学的時間スケールと地質学的時間スケールのギャップを埋める可能性を持つことから，ヒマラヤ，
南アルプス山脈，台湾中央山脈などを始めとする世界中の地域で基盤岩の冷却・侵食速度推定に用い
られている（例えば，Ehlers and Farley, 200314); Blythe et al., 200715); Beyssac et al., 200716); Herman et
al., 200717)）。東濃地科学センターにおいても同様の目的でアパタイトの(U-Th)/He 法の開発を進めてい
る。
上述のアパタイトの(U-Th)/He 法の閉鎖温度は数百万年程度の時間スケールにおける加熱（徐冷）の
際の温度である。厳密には閉鎖温度は加熱時間（冷却速度）によって変化し，一般に同じ温度でもそれ
が短時間であれば系は開きにくい（閉鎖温度が高くなる）。時間依存性は高くなく，通常はあまり問題に
ならないが，地質学的現象の中には非常に時間スケールの短い現象があり，加熱時間がどれだけ短縮
したときに閉鎖温度がどれだけ上昇するかの関係は手法ごと鉱物ごとに異なる。そして，隆起・侵食に伴
う冷却のような数百万年単位の加熱時間に対する閉鎖温度は室内実験と天然試料から検証されている
が，数分以下といった単位の加熱に対する閉鎖温度はほとんど検証されていない。断層運動によって生
じる摩擦発熱の時間スケールは通常長くとも 1 分以内であることから，そのような短時間の熱的イベントの
時期や温度を明らかにするためには，このスケールでの閉鎖温度を明らかにする必要がある。
He 分析については，初期には K-Ar 法や岩石中の希ガス同位体比測定に用いられる電気炉と希ガス
質量分析計が利用された（Wolf et al., 19969））。しかし，補正の高度化には上述のとおり単粒子測定が必
要となることから，現在は主に連続波レーザによる加熱と四重極質量分析計が利用される（House et al.,
200011））。また，(U-Th)/He 法で用いられる，比較的粗粒の単結晶ジルコンの溶解は容易ではなく，高圧
容器を用いた高温高圧の酸分解法（Reiners et al., 200418））か，アルカリ溶融法（Farley, 200013））が利用
される。
(3) 実施内容・結果
東濃地科学センターでは既に希ガス質量分析計を用いてジルコンの(U-Th)/He 年代測定を行ってい
る（Yamada et al., 200919））。本研究では，より閉鎖温度の低いアパタイトの年代測定を行うために四重極
質量分析計を用いた分析装置を構築し（図 3.3.2-1），測定を開始した。四重極質量分析計は希ガス質量
分析計に比べて感度安定性に劣るため，定量には同位体希釈法を採用した。これにより標準試料を用
いた感度補正（2-3 時間／日を要する）が省略できるので，分析速度の向上も実現した。また，U, Th の定
量については ICP-MS の更新に伴い，分析手順の最適化を行った結果，感度は十倍程度向上した。こ
れらに基づいて年代既知のアパタイトの測定を行ったところ，中心値は既報年代と一致するが，標準偏
差は 2 倍以上大きくなるという問題が認められた（図 3.3.2-2）。その主な原因は，He 定量のチューニング
が不完全であるためと考えられる。
また，短時間の熱イベントを検出するためにジルコンの加熱実験と年代測定を実施した。小型の黒鉛
るつぼを発熱体とする抵抗炉を用いて年代既知のジルコンを加熱し，年代を測定することで若返り量を
求めた。加熱時間は 900℃36 秒，800℃36 秒，750℃1 時間，550℃10 秒であり，比較対象用に非加熱の
試料も年代測定した。得られた年代はそれぞれ約 12Ma, 21Ma, 4Ma, 14Ma, 24Ma（誤差は相対量として
10%前後）であり，実測値における若返り量はそれぞれ約 51%, 12%, 84%, 39%である（表 3.3.2-1）。これ
を従来の室内実験の結果(Reiners et al., 200418))を外挿した理論値と比較した。外挿から予測される若返
り量は約 42%, 20%, 87%, 1%（誤差は絶対量として 10%前後）であり，前三者については外挿が妥当で
あることが明らかになった（表 3.3.2-1）。このため，この外挿を用いて断層摩擦発熱スケールでの閉鎖温
度を検討した。その結果，ジルコンの(U-Th)/He 年代を断層摩擦発熱で完全にリセットするには，例えば
1500℃程度の温度が必要であり，現実的でないことが明らかになった（図 3.3.2-3）。同様の実験から求め
られた数分以下の加熱に対するジルコンの FT 法の閉鎖温度は(Murakami et al., 200620))，100 万年単位
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の加熱とは異なり(U-Th)/He 法よりも低い。よって，これらの特徴から断層運動の摩擦熱などの短時間の
イベントに基づいて断層運動の年代測定を行うには，(U-Th)/He 法よりも FT 法が適していると言える。た
だし，断層周辺の熱履歴については断層摩擦発熱以外の加熱（例えば，熱水活動など）も想定され，そ
れらは断層摩擦発熱よりも加熱時間が長い可能性がある。したがって，(U-Th)/He 法と FT 法を併用する
ことで，加熱の有無や時期だけでなく，その持続時間，ひいてはその性質（断層摩擦発熱なのか，熱水
循環なのか，隆起削剥に伴う長期的な冷却なのかなど）についても検討することができれば，断層の活
動性を評価する上で極めて有効となる。
(4) 主な成果と課題
四重極質量分析計を用いた He 定量と，更新された ICP-MS による U, Th 定量を開始した。しかし，得
られた年代は標準偏差が大きく，この問題の解決が課題である。今後は，He 定量法を中心に，分析手
順・データ処理法の改善を図る。これによりアパタイトの(U-Th)/He 年代測定と，年代に基づく最新の隆
起・侵食速度，断層の上下変位速度の推定が可能になることから，土岐花崗岩，阿寺断層周辺などでジ
ルコンの(U-Th)/He 年代などを含めた応用事例の蓄積を進める。また，断層摩擦発熱を始めとする短時
間の熱イベントを検出するためにジルコンの加熱実験と年代測定を実施した。これにより従来の外挿が
概ね正しいこと，短時間の熱イベント検出には，一般に(U-Th)/He 法より閉鎖温度が高いとされる FT 法の
方が適していることが明らかになった。したがって，両者を併用することで熱イベントの有無や時期だけで
なくその性質をも検討することが可能になる。今後は，採取された岩石試料の評価や鉱物分離法の高度
化も行う。これらの技術は，概要調査段階における地質環境の長期的な変化の解明（100 万年以下のス
ケールでの基盤岩の侵食速度推定など；例えば，Ehlers and Farley, 200314); Blythe et al., 200715);
Beyssac et al., 200716); Herman et al., 200717)）や，精密調査段階における坑道で遭遇した断層の活動性
評価を支援するものである。

図 3.3.2-1 四重極質量分析計を用いた分析装置
(a) レーザ遮蔽カバー（レーザ光学系），(b) レーザ本体他，(c) 粗排気系真空計・真空ポンプ，
(d) 高真空系真空計・真空ポンプ，(e) 四重極質量分析計。

- 97 -

JAEA-Research 2011-023

Durango Apatite 年代
(Ma)

50
40
30
20
東濃
Tono

10

既報年代
Ref

0
図 3.3.2-2 年代既知のアパタイトの年代測定結果
既報年代は House et al. (2000)11)より。

表 3.3.2-1 ジルコンの加熱条件と若返り量における理論値と実測値
温度(℃)
時間(s)
若返り量（理論値）
若返り量（実測値）
900

36

42 ± ~10%

51 ± ~5%

800

36

20 ± ~10%

12 ± ~2%

750

3600

87 ± ~10%

84 ± ~8%

550

10

1 ± ~10%

39 ± ~4%

18)

理論値は Reiners et al. (2004) による。誤差は概ね 1σ に相当するが非常に大まかなものである。

図 3.3.2-3 ジルコンにおける(U-Th)/He 年代と FT 年代の加熱温度‐加熱時間‐年代若返り量
横軸は加熱温度の逆数のリニアスケール，縦軸は加熱時間の自然対数。太線は(U-Th)/He 年代の若返り量（ラベルのパ
ーセンテージ）が等しい直線で，30 分〜数時間スケールの室内実験の結果を短時間・長時間双方に外挿したもの
(Reiners et al., 200418))，細線は FT 年代の若返り量（ラベルは μm 単位の FT 長）が等しい曲線で，天然試料から数秒ス
ケールまでのデータでフィッティングしたもの(Yamada et al., 200721))。プロット点は位置が示す加熱温度時間条件での，
(U-Th)/He 年代の若返り量を示す（表 1 も参照）。三角以外の 3 点は室内実験の外挿とよく一致している。
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3.3.3 希ガス質量分析計などを用いた K-Ar 年代測定法の実用化
(1) はじめに
地質環境の長期安定性を評価する際に考慮すべき火山活動，断層運動，隆起・侵食などの自然現象
について，各現象の発生時期，活動間隔，速度などの検討には年代データが不可欠である。万年～億
年のオーダで多くの種類の岩石の年代を測定できるカリウム（K）-アルゴン（Ar）年代測定法は，これらの
調査技術に広く有効である。そこで，原子力機構では，東濃地科学センターで保有している希ガス質量
分析計により Ar を，炎光光度計により K を定量する技術を整備し，特に数万年～数百万年の年代を通
常よく用いられる同位体希釈法よりも正確に測定可能な「感度法」による K-Ar 年代測定法の実用化を
進めている（梅田ほか，20101)）。また，地下で遭遇する基盤岩中の断層の活動時期を，断層運動に伴い
地下深部から流入した熱水によって生成された自生の粘土鉱物の K-Ar 年代から推定する技術開発も
進めている（梅田ほか，20101)）。平成 22 年度は，K-Ar 年代測定法の断層粘土への適用に向けて，断
層試料から極細粒の雲母粘土鉱物を効率的に分離し，分離精度を評価するための装置を整備するとと
もに，実試料を用いた試験的な分離実験と年代測定に着手した。
(2) 当該分野に係る科学的・技術的背景
K-Ar 年代測定法は
地質試料の

40

40

40

K が半減期 12.5 億年で

K と蓄積された放射起源の

40

Ar に壊変することを利用した年代測定法であり，

Ar の量がわかれば，希ガスである Ar を岩石に保持でき

るようになってからの時間，すなわちガス保持年代を算出することができる。この手法は Aldrich and Nier
(1948)2) によって初めて天然の鉱物で実証され，1950 年代後半に実用化された。K が地質試料に普遍
的に存在するため適用できる試料の種類が多く，試料中の放射起源

40

Ar を差し引いた Ar 同位体比

が大気 Ar の同位体比と等しいという仮定を満たす限り，一つの試料から一つの年代値が得られるという
利点がある。そのため，K-Ar 年代測定法はこれまで地球科学の分野で広く利用されてきた。従来より行
われている

40

Ar の定量は，既知量の

38

Ar を内標準（スパイク）として測定時に添加する「同位体希釈

法」によるもので，初期 Ar 同位体比が現在の大気 Ar 同位体比の値（40Ar/36Ar=295.5）と等しいという
仮定のもとで年代値が算出されてきた。しかし，岩石（鉱物）が生成する際に取り込む Ar が大気 Ar で
あっても，その同位体比が自然界で質量分別を起こす例が少なくないことがわかっている
（Krummenacher, 19703); Kaneoka,19804)）。質量分別とは，相の変化や元素の移動の際に質量差に応じ
た同位体比の変化が生じる現象で，安定同位体である38Ar と36Ar の比を利用して初期40Ar/36Arを補正
する方法が高岡ほか(1989)5)により開発された。この補正のためには，38Arの定量が必要であるが，38Arス
パイクを用いる同位体希釈法では38Arの定量は不可能である。Matsumoto et al. (1989)6) は
クを添加しない「感度法」により，歴史溶岩中の
38

40

38

36

Ar， Ar， Ar を定量し，それらの

38

Ar スパイ

40

Ar/36Ar と

Ar/36Ar 同位体比が実際に大気Ar同位体比からの質量分別線上に分布することを示すとともに，100

万年よりも若い試料については同位体希釈法より正確に年代値が得られることを明らかにした。
断層ガウジ中には断層運動に伴う熱水活動により生成した自生の粘土鉱物が含まれることが知られて
おり，K を含み細粒でも Ar を保持することができる雲母粘土鉱物は K-Ar 年代測定の可能な鉱物で
ある。断層ガウジの K-Ar 年代測定は Lyons and Snellenburg (1971)7) が初めて試み，国内では中央構
造線などにおいて研究例がある（例えば，柴田・高木, 19888)）。断層試料の雲母粘土鉱物の年代測定は，
従来，主に<2 μm サイズの試料を対象に実施されてきたが，断層運動に伴う熱水活動によって破砕帯
内で新たに生成した自生鉱物のほかに，原岩の砕屑物が混入することにより，得られる年代値が古くなる
など，前処理の問題点が指摘されてきた（例えば，柴田・高木，19888)）。近年，砕屑物に比べて細粒の
自生鉱物を高純度で回収するために断層岩をサイズごとに分離し，自生鉱物と原岩由来の鉱物を識別
する鉱物学的解析を含めた年代値を解釈する試みがなされている（例えば，van der Pluijm et al., 20019);
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Zwingmann and Manckeltow, 200410); Takagi et al., 200511)）。van der Pluijm et al. (2001)9) は，熱水活動
による自生粘土鉱物のポリタイプが原岩を構成していた雲母粒子の砕屑物のものと異なる傾向であること
を利用し，各フラクションのポリタイプから自生鉱物と砕屑物の割合を見積もることで自生粒子と砕屑粒子
の年代を推定する方法を提案した。Liewig et al. (1987)12) は，堆積岩からの自生粘土鉱物の分離にお
いて，凍結粉砕により人為的な微細粒子が生じることを防ぎ，より高純度で自生鉱物を回収できる可能性
を示した。Zwingmann and Manckeltow (2004)10) ではアルプスの断層ガウジ試料に凍結粉砕を適用し，
精細なサイズ分離と鉱物学的解析を併せた K-Ar 年代測定を行った。Takagi et al. (2005)11) は粒径とイ
ライト結晶度との関係を検討し，後期の熱水変質の低温化で生成した粘土ほど，結晶度が低くなる傾向
を示した。現状では未だ研究例が少なく，大規模で古い断層を対象にしたものがほとんどであるため，測
定手法及び適用法に関する知見が蓄積されているとは言い難い。また，サイズと年代値，結晶学的特徴
に一定の相関関係が認められない場合もあり，原岩の種類や周囲の熱履歴，熱水変質のタイプなどを検
討した上で年代解釈を行う必要がある。しかし，この手法は断層試料そのものから直接的に活動時期を
決定できる可能性があり，地下で遭遇した断層の活動性を検討する上で有効な手段となりうると考えられ
る。特に，これまで感度法を用いて断層粘土の年代を測定した例は一例（Zwingmann et al., 201013)）の
みであり，活動時期が若い断層への適用範囲の拡大に向けて，測定手法の開発と実試料への適用を進
め，有効性を確認する必要がある。
(3) 実施内容・結果
原子力機構では，平成 21 年度より希ガス質量分析計を用いた感度法による K-Ar 年代測定システ
ムの構築を進めている。これまでに希ガス質量分析計に接続する形で岩石・鉱物試料からのガス抽出・
精製のためのサンプルホルダー及びタンタル炉を導入するとともに，超高真空の分析ラインを構築し，分
析手順を決定した。また，炎光光度計を用いた K 定量手順を決定し，標準試料を用いて定量法の評価
を実施している。平成 22 年度は，Ar 分析のための手順を効率化するために Ar 分析ラインの加熱炉に
新たに自動昇降温装置（図 3.3.3-1）及び冷却水循環装置（図 3.3.3-2）を導入し，加熱脱ガス操作の自動
化を行った。また，希ガス質量分析計のイオン源のフィラメント交換後に，Ar に対する感度が以前の 3.6
V/cm3STP から 3.9 V/cm3STP へとやや向上したため，分析計に導入する最適なガス量を決定し，その
ための希釈率及び分析手順を最適化した。感度の向上によって，より少ない試料量での分析が可能とな
った。
また，平成 22 年度は，断層試料の K-Ar 年代測定で重要となる断層岩からの自生粘土鉱物の高
精度分離と解析の流れを検討するとともに，必要な装置を整備した。一連の断層ガウジ試料の分離と解
析の流れを図 3.3.3-3 に示す。本研究では，試料の凍結粉砕を採用するとともに，従来法で用いられて
きた水簸法に加えて高速遠心分離による精細サイズ分離を行い，各種鉱物学的解析を併せて年代値を
解釈する。整備した装置は，断層試料の凍結粉砕のための超低温サーキュレータ（図 3.3.3-4），高精度
サイズ分離のための高速遠心分離機（図 3.3.3-5）及び分離精度評価のためのレーザー粒度分布測定装
置（図 3.3.3-6）である。まず，5mm 大程度の断層試料の一部を用いて，走査型電子顕微鏡(SEM)で表
面構造を観察するとともに，エネルギー分散型 X 線（EDX）分析により極小部の化学組成を確認する。こ
こでは，結晶端から成長する自生鉱物の有無や試料の不均質性などを検討する。試料の粉砕では含ま
れる結晶サイズを保持したまま分解するために，超低温サーキュレータを用いて凍結粉砕を実施する。
サイズ分離については，2μm 以上のサイズの試料は水簸法により分離したのち，高速遠心分離機を用
いて<0.1μm のサイズまで精細に分離を行う。分離後の各フラクションについて，レーザー粒度分布測定
装置により粒度分布を確認し，分離精度を評価する。また，透過型電子顕微鏡（TEM）を用いて各フラク
ションに含まれる粒子の結晶形を観察し，粒子ごとの化学組成を EDS 分析により確認する。さらに X
線回折装置を用いて各フラクションの鉱物組成解析を実施する。平成 22 年度は，土岐花崗岩から採
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取された断層ガウジ 2 試料を用いて，予察的に試料調製及び K-Ar 年代測定を実施した。各フラクシ
ョンの年代測定結果を図 3.3.3-7 に示す。年代測定の結果，細粒フラクションほど若い年代値が得られ，
最近の熱水活動で生成した粘土鉱物を高純度で含むことを示唆する。最も細粒のフラクション（<0.1μm）
の年代は試料 A，B についてそれぞれ 46Ma，43Ma であり，より最近の熱水活動時期を示すと考えられ，
<0.1μm まで精細に分離することにより，従来法より若い活動が検出できる可能性が示唆された。また，
<2μm フラクションについて予察的に実施した X 線回折法による鉱物組成分析では，主に雲母粘土鉱物
から構成され，試料 B には母岩のカリ長石が一部含まれるのに対し，試料 A には年代値に影響を与える
ような原岩の砕屑物は検出されなかった。このことから，53Ma の年代を持つ<2μm フラクションはほぼ自
生粘土鉱物で構成されており，この頃にはすでにこの断層内で熱水活動が起こっていたことが示唆され
る。土岐花崗岩の冷却史の解析によると，約 53Ma には約 200℃に達していること（山崎・梅田，投稿中 14)）
から，脆性破壊が起こり，粘土鉱物が安定に存在できる温度領域であるため，この年代は妥当な結果と
いえる（図 3.3.3-8）。
(4) 主な成果と課題
希ガス質量分析計については，加熱脱ガス操作の自動化が完了し，効率的な分析が可能となった。
今後は細粒試料の測定のために，加熱条件の最適化やサンプルホルダーの改造を進める。また，イオン
源のフィラメント交換により質量分析計の感度はやや向上したものの，より若く微少量の試料の分析に向
けて，検出器のノイズ低減のための改造を実施する。
また，断層岩からの自生粘土鉱物の高精度分離に係る一連の装置を整備し，基礎実験を開始した。
今後は各フラクションの鉱物学的解析を進め，より最適な分離手順を検討するとともに，K-Ar 年代測定
によって得られた値の解釈法の高度化に向けて鉱物学的特徴と年代値の関係を明らかにする。さらに，
実試料の測定を進めるとともに，鮮新世から第四紀前半に活動した断層への適用に向けて，分離法，年
代測定法の妥当性を評価し，適用可能な年代測定範囲を明確化する。

図 3.3.3-1

図 3.3.3-2 Ar 分析ラインに導入した冷

Ar 分析ラインの試料加熱炉に新た

却水循環装置

に導入した自動昇降温装置（写真中央）
既存の手動式の温度制御部分に新たに追加した。
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図 3.3.3-3 断層ガウジ試料の分離と解析の流れ

図 3.3.3-4 断層試料の凍結粉砕のために

図 3.3.3-5 断層試料の高精度分離のため

導入した超低温サーキュレータ

の高速遠心分離機

純水に浸した試料について凍結と融解を数時間ご

水簸法で分離困難な細粒分の試料の分離に利用

とに繰り返すことにより，含まれる結晶サイズを保持

する。

したまま分解する。

図 3.3.3-6 分離精度の評価のためのレーザー粒度分布計

- 104 -

JAEA-Research 2011-023

図 3.3.3-7 試料 A，試料 B の各フラクションの K-Ar 年代測定結果
細粒のフラクションほど若い年代値を示し，最近の活動で生成した自生粘土鉱物がより高純度で含まれていることを示唆
する。

図 3.3.3-8 土岐花崗岩体の新鮮岩中の各種鉱物の放射年代から推定される冷却史（山崎・梅田，投
稿中 14)）と断層粘土の K-Ar 年代測定結果
土岐花崗岩は約 70Ma 頃に貫入・定置し，初期の冷却で約 350℃程度まで冷却した後，隆起・削剥に伴い徐冷したと考
えられる。本研究で得られた断層粘土の K-Ar 年代は脆性破壊が起こりかつ粘土鉱物が安定に存在する温度領域の年
代を示し，岩体の冷却史の解析結果とも調和的である。本結果からこの断層沿いの熱水活動時期は約 43～53Ma であ
ったと考えられる。
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3.3.4 高分解能のテフラ同定手法の開発
(1) はじめに
過去の自然現象の活動時期や変動速度を精度良く把握するためには，14C 法，K-Ar 法などの放射年
代測定法によって得られる絶対年代と火山灰（テフラ）・古地磁気・化石などを用いた層序学的手法によ
って得られる相対年代を組み合わせて検討することが重要である。特に，過去の自然現象は堆積物に記
録されていることが多いため，堆積物の堆積時期の決定が重要となる。日本列島は，火山が多いことから
堆積物中にテフラが含まれることが多く，テフラを年代指標とした編年技術（テフロクロノロジー）が堆積時
期の決定に有効である。また，テフロクロノロジーは，誤差を伴わずに堆積時期の同時性を示すことがで
きるため，年代区分を一義的に行えるといった利点を有している。しかしながら，鮮新世～中期更新世の
テフラでは，風化作用によって火山ガラスの保存状況が悪く，テフラ対比の指標となる火山ガラスの屈折
率が測定できないことが多い。そのため，本研究では，風化作用などにより火山ガラスが消失したテフラ
を同定する技術として，残存するテフラ起源の斑晶鉱物に含まれるガラス包有物（マグマの中で結晶が
成長する際に，結晶の周囲にあった珪酸塩メルトが取り込まれ，かつ噴火後に急冷されたことによってガ
ラス状態のまま固化したもの）の化学組成によってテフラを同定する手法の開発を進めている。本報告で
は，広域テフラである三瓶浮布テフラに対比されているテフラに当該手法を適用した例を紹介する。
(2) 当該分野に係る科学的・技術的背景
日本の主な第四紀の広域テフラに対しては，鉱物組み合わせの記載や，火山ガラス・斑晶鉱物の屈
折率測定，火山ガラスの主成分化学組成分析が行われており，それらに基づいてテフラが同定されてい
る（例えば，町田・新井，20031））。また，僅かしか降灰せず露頭から肉眼で識別することが困難な微量の
テフラに対しては，テフラ起源物質やテフラ降灰層準を認識する手法として，堆積物を数～10cm 間隔で
連続採取した試料に含まれる火山ガラスや斑晶鉱物（例えば，斜方輝石，角閃石）の屈折率を多量に測
定し，得られたデータを統計的に解析する「多量屈折率測定地質解析法」（RIPL 法）（古澤，20042），梅
田・古澤，20043））が適用されている。この RIPL 法では，噴出年代が既知の広域テフラに加え，噴出年代
未詳のテフラやこれまで知られていなかったローカルテフラを抽出することができるという利点がある。し
かしながら，風化によって火山ガラスの保存状況が悪く，さらに斜方輝石や角閃石なども残存していない
ことも多く，火山ガラスや斜方輝石及び角閃石などの屈折率測定ができないテフラの対比は困難である。
このような風化したテフラについては，斑晶鉱物中のガラス包有物の化学組成を指標としたテフラ同定が，
古生代のテフラにおいて試みられている（例えば，Delano et al., 19944）; Hanson, 19965））。最近，類似し
た手法として，通常のテフラ同定に用いられる 1/16〜1/8 mm 粒径の斜長石に含まれる直径 8〜10 数μm
のガラス包有物の主成分化学組成が第四紀テフラの対比に有効な示標となる可能性が大山倉吉テフラ
（≧5.5 万年前：町田・新井，20031））を事例に示された（古澤，20086））。また，鬼界葛原テフラ（約 9.5 万
年前：町田・新井，20031））の識別に，石英に含まれるガラス包有物の主成分化学組成が有効であること
が示された（古澤・中村，2009）7）。これらの研究は，テフラ起源の斑晶鉱物に含まれるガラス包有物の主
成分化学組成が，風化などにより火山ガラスの保存状態が悪いテフラの同定に有効な指標となる可能性
を示している。このガラス包有物の主成分化学組成を用いたテフラ同定手法が有効であることを示すた
めには，第四紀の広域テフラを対象に，既に対比されている広域に分布する個々の試料を用いてガラス
包有物の主成分化学組成を詳細に検討した研究事例の蓄積が必要である。
(3) 実施内容・結果
本研究では，斑晶鉱物に含まれるガラス包有物の主成分化学組成を用いたテフラの同定の有効性を
確認するために，最終氷期の決定に有効となる三瓶浮布テフラ（2.0～2.1 万年前：町田・新井，20031））と

- 107 -

JAEA-Research 2011-023

これに対比される阪手テフラ（吉川ほか，19869））について，斜長石に含まれるガラス包有物と火山ガラス
の主成分化学分析を実施した。三瓶浮布テフラは，中国，近畿，北陸，中部地方において，鬼界アカホ
ヤテフラと姶良 Tn テフラとの間に分布し，緑色普通角閃石が多産することやカミングトン閃石が微量に含
まれるという記載岩石学的特徴で識別されている。本研究では，三瓶浮布テフラの模式地である三瓶山
山麓の三瓶浮布池 A 及び阪手テフラに対比されている神鍋火山山麓の神鍋阪手 9-8 の 2 試料を使用し
た。
火山ガラスとガラス包有物の主成分化学組成は，エネルギー分散型 X 線マイクロアナライザー（EDX）
を用いて分析した。ガラス包有物の主成分化学組成の分析は，これまでに一般に行われている火山ガラ
スの主成分分析と異なり，ターゲットが極めて小さい。このような試料の主成分化学組成の分析及びその
ための試料調製の詳細については，古澤・中村（2009）7）に従った。
分析の結果，三瓶浮布池 A については火山ガラスの主成分化学組成がよくまとまる（図 3.3.4-1）。斜長
石中のガラス包有物の主成分化学組成は，火山ガラスと比較して組成が分散し，標準偏差が大きい。斜
長石中のガラス包有物の組成は，火山ガラスより SiO2 が高く，Al2O3，CaO，Na2O が低い傾向を示す（図
3.3.4-1）。
神鍋阪手 9-8 も，火山ガラスの主成分化学組成がよくまとまる（図 3.3.4-2）。斜長石中のガラス包有物
の主成分化学組成は，三瓶浮布 A と同様，火山ガラスと比較して組成が分散し，標準偏差が大きい。斜
長石中のガラス包有物の組成も，三瓶浮布 A と同様，火山ガラスより SiO2 が高く，Al2O3，CaO，Na2O が
低い傾向を示す（図 3.3.4-2）。
図 3.3.4-3 のように，両試料の火山ガラスは主成分化学組成が類似する。一方，図 3.3.4-4 に示すよう
に，両試料に含まれる斜長石中のガラス包有物の組成は，火山ガラスとは異なるものの，その差はすで
に記載したように傾向が類似し，両試料で各元素の含有量モードはもとよりそのバラツキの範囲までほぼ
近似する。
したがって，強風化により火山ガラスが残存しない場合でも，三瓶浮布テフラに含まれる斜長石中のガ
ラス包有物の主成分組成を用いることにより，同テフラの対比は可能であると考えられる。これらの結果か
ら，斜長石の斑晶鉱物に含まれるガラス包有物の主成分化学組成がテフラの同定に有効である見通し
が得られた。また，中村ほか（投稿中）10）では，複数地点に分布する本テフラの対比に普通角閃石中の
ガラス包有物の主成分組成が有効であることを示している。本手法を用いた三瓶浮布テフラの同定には
斜長石のほか，普通角閃石が残存していれば，両結晶中のガラス包有物の主成分化学組成から，より高
精度に同テフラを対比できると考えられる。
(4) 主な成果と課題
本研究では，三瓶浮布テフラ及びこれに対比される阪手テフラの 2 試料を用いて，テフラ起源の斜長
石に含まれるガラス包有物と火山ガラスについて主成分化学組成を行い，テフラ対比について検討した。
その結果，ガラス包有物の主成分化学組成がテフラを対比する際に有効な指標となる事例を示すことが
できた。このことは，火山ガラスの保存状態が悪いテフラを対象とした編年技術として，テフラ起源の斑晶
鉱物に含まれるガラス包有物の主成分化学組成を用いた手法が，テフラ対比に有効である可能性を示
している。本手法が実用化された場合には，多くのテフラの同定精度を飛躍的に向上させるとともに，鮮
新世や前期更新世などの火山ガラスの保存状態が悪い古い時代の地質イベントを精度良く把握するた
めの有力な編年手法となると考えられる。今後は，主に第四紀の複数の広域テフラで本手法の適用事例
を蓄積するとともに，「3.2.3 古水理地質学的アプローチによる地質環境の変化の予測・評価手法の開発」
のように，実際に火山ガラスの保存状態が悪いテフラに本手法を適用した研究の蓄積が課題である。
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図 3.3.4-１ 三瓶浮布テフラの火山ガラス及びガラス包有物の主成分分析結果
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図 3.3.4-2 神鍋阪手 9-8 試料の火山ガラス及びガラス包有物の主成分分析結果
-MI：ガラス包有物，-gl：火山ガラス
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図 3.3.4-4 両テフラに含まれる長石中のガラス包有物主成分分析結果比較図
-MI：ガラス包有物
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国際単位系（SI）
表１．SI 基本単位
SI 基本単位

基本量

名称
記号
長
さメ ートル m
質
量 キログラム kg
時
間
秒
s
電
流ア ンペア A
熱力学温度 ケ ル ビ ン K
物 質 量モ
ル mol
光
度 カ ン デ ラ cd

面
体
速
加
波
密
面

表２．基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
SI 基本単位
組立量
名称
記号
積 平方メートル
m2
積 立法メートル
m3
さ ， 速 度 メートル毎秒
m/s
速
度 メートル毎秒毎秒
m/s2
数 毎メートル
m-1
度 ， 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル
kg/m3
積
密
度 キログラム毎平方メートル
kg/m2

比
体
電
流
密
磁 界 の 強
(a)
量濃度
，濃
質
量
濃
輝
屈
折
率
比 透 磁 率

積 立方メートル毎キログラム
度 アンペア毎平方メートル
さ アンペア毎メートル
度 モル毎立方メートル
度 キログラム毎立法メートル
度 カンデラ毎平方メートル
(b)
（数字の） １
(b)
（数字の） １

乗数
24

10
1021
1018
1015
1012
109
106
103

3

m /kg
A/m2
A/m
mol/m3
kg/m3
cd/m2
1
1

102
101

ゼ
タ
エ ク サ

Ｚ
Ｅ

10-2

ペ
テ

タ
ラ

Ｐ
Ｔ

ギ
メ

ガ
ガ

Ｇ
Ｍ

マイクロ
ノ
10-9 ナ
コ
10-12 ピ
10-15 フェムト

キ
ロ
ヘ ク ト
デ
カ

ｋ
ｈ
da

d
°
’

日
度
分

10-3
10-6

記号

セ ン チ
ミ
リ

ト
10-18 ア
10-21 ゼ プ ト
10-24 ヨ ク ト

d

c
m
µ
n
p
f
a
z
y

1 d=24 h=86 400 s
1°=(π/180) rad
1’=(1/60)°=(π/10800) rad

”
1”=(1/60)’=(π/648000) rad
ha 1ha=1hm2=104m2
L，l 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
t
1t=103 kg

秒
ヘクタール
リットル

SI基本単位による
表し方
m/m
2/ 2
m m
s-1
m kg s-2
m-1 kg s-2
m2 kg s-2
m2 kg s-3
sA
m2 kg s-3 A-1
m-2 kg-1 s4 A2
m2 kg s-3 A-2
m-2 kg-1 s3 A2
m2 kg s-2 A-1
kg s-2 A-1
m2 kg s-2 A-2
K
cd
m-2 cd
s-1

トン

表７．SIに属さないが、SIと併用される単位で、SI単位で
表される数値が実験的に得られるもの
名称
記号
SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト
ダ ル ト ン
統一原子質量単位

eV
Da
u

天

ua

文

単

位

1eV=1.602 176 53(14)×10-19J

1Da=1.660 538 86(28)×10-27kg
1u=1 Da

1ua=1.495 978 706 91(6)×1011m

表８．SIに属さないが、SIと併用されるその他の単位
名称
記号
SI 単位で表される数値
バ
ー
ル bar １bar=0.1MPa=100kPa=105Pa
水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133.322Pa

m2 s-2
m2 s-2
s-1 mol

(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できる。しかし接頭語を付した単位はもはや
コヒーレントではない。
(b)ラジアンとステラジアンは数字の１に対する単位の特別な名称で、量についての情報をつたえるために使われる。
実際には、使用する時には記号rad及びsrが用いられるが、習慣として組立単位としての記号である数字の１は明
示されない。
(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中に、そのまま維持している。
(d)ヘルツは周期現象についてのみ、ベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される。
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称で、セルシウス温度を表すために使用される。セルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一である。したがって、温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである。
(f)放射性核種の放射能（activity referred to a radionuclide）は、しばしば誤った用語で”radioactivity”と記される。
(g)単位シーベルト（PV,2002,70,205）についてはCIPM勧告2（CI-2002）を参照。

表４．単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
SI 組立単位
組立量
SI 基本単位による
名称
記号
表し方
-1
粘
度 パスカル秒
Pa s
m kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル
Nm
m2 kg s-2
表
面
張
力 ニュートン毎メートル
N/m
kg s-2
角
速
度 ラジアン毎秒
rad/s
m m-1 s-1=s-1
角
加
速
度 ラジアン毎秒毎秒
rad/s2
m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 , 放 射 照 度 ワット毎平方メートル
W/m2
kg s-3
熱 容 量 , エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン
J/K
m2 kg s-2 K-1
比 熱 容 量 ， 比 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎キログラム毎ケルビン J/(kg K)
m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル
ギ ー ジュール毎キログラム
J/kg
m2 s-2
熱
伝
導
率 ワット毎メートル毎ケルビン W/(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル J/m3
m-1 kg s-2
電
界
の
強
さ ボルト毎メートル
V/m
m kg s-3 A-1
電
荷
密
度 クーロン毎立方メートル C/m3
m-3 sA
表
面
電
荷 クーロン毎平方メートル C/m2
m-2 sA
電 束 密 度 ， 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル C/m2
m-2 sA
誘
電
率 ファラド毎メートル
F/m
m-3 kg-1 s4 A2
透
磁
率 ヘンリー毎メートル
H/m
m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル
J/mol
m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー, モル熱容量 ジュール毎モル毎ケルビン J/(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照 射 線 量 （ Ｘ 線 及 び γ 線 ） クーロン毎キログラム
C/kg
kg-1 sA
吸
収
線
量
率 グレイ毎秒
Gy/s
m2 s-3
放
射
強
度 ワット毎ステラジアン
W/sr
m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放
射
輝
度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W/(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性
濃 度 カタール毎立方メートル kat/m3
m-3 s-1 mol

表５．SI 接頭語
記号 乗数
接頭語
Ｙ
シ
10-1 デ

表６．SIに属さないが、SIと併用される単位
名称
記号
SI 単位による値
分
min 1 min=60s
時
h 1h =60 min=3600 s

（a）量濃度（amount concentration）は臨床化学の分野では物質濃度
（substance concentration）ともよばれる。
（b）これらは無次元量あるいは次元１をもつ量であるが、そのこと
を表す単位記号である数字の１は通常は表記しない。

表３．固有の名称と記号で表されるSI組立単位
SI 組立単位
組立量
他のSI単位による
名称
記号
表し方
（ｂ）
平
面
角 ラジアン(ｂ)
rad
1
（ｂ）
(ｂ)
(c)
立
体
角 ステラジアン
sr
1
周
波
数 ヘルツ（ｄ）
Hz
力
ニュートン
N
圧
力
応
力 パスカル
,
Pa
N/m2
エ ネ ル ギ ー , 仕 事 , 熱 量 ジュール
J
Nm
仕 事 率 ， 工 率 ， 放 射 束 ワット
W
J/s
電
荷
電
気
量 クーロン
,
C
電 位 差 （ 電 圧 ） , 起 電 力 ボルト
V
W/A
静
電
容
量 ファラド
F
C/V
電
気
抵
抗 オーム
Ω
V/A
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス
S
A/V
磁
束 ウエーバ
Wb
Vs
磁
束
密
度 テスラ
T
Wb/m2
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー
H
Wb/A
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(ｅ)
℃
光
束 ルーメン
lm
cd sr(c)
照
度 ルクス
lx
lm/m2
Bq
放 射 性 核 種 の 放 射 能 （ ｆ ） ベクレル（ｄ）
吸収線量, 比エネルギー分与,
グレイ
Gy
J/kg
カーマ
線量当量, 周辺線量当量, 方向
Sv
J/kg
シーベルト（ｇ）
性線量当量, 個人線量当量
酸
素
活
性 カタール
kat

接頭語
ヨ
タ

オングストローム
海
里
バ
ー
ン

Å
Ｍ

１Å=0.1nm=100pm=10-10m
１M=1852m

b

ノ
ネ
ベ

ト
パ
ル

kn
Np
Ｂ

１b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
１kn=(1852/3600)m/s

ル

dB

ッ
ー

デ

ジ

ベ

SI単位との数値的な関係は、
対数量の定義に依存。

表９．固有の名称をもつCGS組立単位
名称
記号
SI 単位で表される数値
ル
グ erg 1 erg=10-7 J

エ
ダ
ポ

イ
ア

ス
ス

ト ー ク
チ
ル

フ
ガ

ォ

ン dyn 1 dyn=10-5N
ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=0.1Pa s
ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lx
ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2

マ ク ス ウ ｪ ル
ガ
ウ
ス
エルステッド（ ｃ）

Mx
G
Oe

1 Mx = 1G cm2=10-8Wb

1 G =1Mx cm-2 =10-4T
1 Oe (103/4π)A m-1

（c）３元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため、等号「
は対応関係を示すものである。

キ
レ
ラ

名称
ュ
リ
ン

レ
ガ

ト

表10．SIに属さないその他の単位の例
記号
SI 単位で表される数値
ー Ci 1 Ci=3.7×1010Bq

ゲ

ン

ン R
ド rad
ム rem
マ γ

準

大

気

1 R = 2.58×10-4C/kg

1 rad=1cGy=10-2Gy
1 rem=1 cSv=10-2Sv
1γ=1 nT=10-9T

1フェルミ=1 fm=10-15m

フ
ェ
ル
ミ
メートル系カラット
ト
標

」

1メートル系カラット = 200 mg = 2×10-4kg

ル Torr 1 Torr = (101 325/760) Pa
圧 atm 1 atm = 101 325 Pa

カ

ロ

リ

ー

cal

ミ

ク

ロ

ン

µ

1cal=4.1858J（｢15℃｣カロリー），4.1868J
（｢IT｣カロリー）4.184J（｢熱化学｣カロリー）

1 µ =1µm=10-6m
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