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要  旨 
 
地層処分研究においては，地質環境分野についての地質・地質構造，地下水の水理，地下水の地球化

学および岩盤力学などの多岐にわたる調査研究から得られる多様で膨大な量の情報を取扱うことが必要

とされる。これらの多様で膨大な量の情報を体系的に管理／保管し，関係する研究者による情報の共有・

利用を支援・促進するため，データベースマネージメントシステム（「地質環境分野についての技術情報

統合システム」）を製作した。 
地質環境分野についての情報の流れ（「調査」→「データ整理」→「解釈」→「概念化／モデル化／解

析」→「アウトプット」）と各段階に介在する作業に関する情報や仮定などの背景となる種々の情報を格

納するためのデータベースを構築した。 
システムユーティリティとして，地質環境分野についての情報の流れの各段階に介在する作業をタス

ク，ワークとして捉え，それらの全体の流れを計画として管理する機能を製作した。さらに，計画を構

成するタスクおよびワークに対する技術情報の登録機能，登録された技術情報の検索・閲覧機能を製作

した。 
製作したシステムをサイクル機構保有のサーバにインストールし，サーバ側およびクライアント側の

両方の機能確認を行った。 
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ABSTRACT 

 
 

Enormous data on geology, geological structure, hydrology, geochemistry and rock properties 
should be obtained by various investigation/study in the geological disposal study. Therefore, “JNC 
Geological Disposal Technical Information Integration System for Geological Environment Field” was 
developed in order to manage these data systematically and to support/promote the use of these data 
for the investigators concerned. 

The system is equipped with database to store the information of  the  works  and  the background 
information of the assumptions built up in the works on each stage of  data flow (“investigation”,→
“data sampling” →”interpretation” →”conceptualization/modeling/simulation” →”output”) in the 
geological disposal study.  

In this system the data flow is shown as “plan” composed of  “task” and “work” to be done in the 
geological disposal study. It is possible to input the data to the database and to refer data from the 
database by using GUI that shows the data flow as “plan”. 

The system was installed to the server computer possessed by JNC and the system utilities were 
checked on both the server computer and client computer also possessed by JNC. 
 
 
 
 
 
 
 
 

This work was performed by Mitsubishi Materials Co. under contract with Japan Nuclear Cycle 
Development Institute.  

JNC Liaison: Tokai Works, Waste Isolation Research Division, Repository System Analysis Group 
* Mitsubishi Materials Co. 

- ii - 



JNC TJ8440 2004-006 

目 次 

 

1 はじめに .................................................................................................................. 1 

2 データベースの製作 ................................................................................................ 2 

2.1 データベース全般............................................................................................. 2 

2.2 技術情報データベース ..................................................................................... 2 

2.2.1 技術情報を構成する情報........................................................................... 2 

2.2.2 技術情報の管理形態.................................................................................. 4 

2.2.3 技術情報の管理に必要な情報 ................................................................... 5 

2.2.4 技術情報データベースの製作 ................................................................... 9 

2.2.5 初期情報の登録 ....................................................................................... 19 

2.2.6 今後のシステムの拡張への対応.............................................................. 31 

3 システムユーティリティの製作 ............................................................................ 35 

3.1 システムユーティリティ全般......................................................................... 35 

3.2 技術情報登録機能........................................................................................... 36 

3.2.1 計画管理機能........................................................................................... 36 

3.2.2 技術情報管理機能 ................................................................................... 42 

3.2.3 告知機能.................................................................................................. 47 

3.3 マスター情報管理機能 ................................................................................... 53 

3.3.1 ユーザ情報管理機能................................................................................ 53 

3.3.2 タスク管理機能 ....................................................................................... 55 

3.3.3 ワーク情報管理機能................................................................................ 56 

3.3.4 タスク・ワークの関係管理 ..................................................................... 58 

3.4 技術情報閲覧機能........................................................................................... 58 

3.4.1 技術情報の検索機能................................................................................ 58 

3.4.2 技術情報閲覧機能 ................................................................................... 61 

4 システムのインストールと機能テスト ................................................................. 62 

4.1 インストール作業........................................................................................... 62 

4.2 サーバ側機能確認テスト................................................................................ 62 

4.3 クライアント側機能確認テスト ..................................................................... 62 

- iii - 



JNC TJ8440 2004-006 

5 おわりに ................................................................................................................ 79 

付録 

Appendix1.........................................................................................................付-1（1）

Appendix2.........................................................................................................付-2（1） 

 

- iv - 



JNC TJ8440 2004-006 

表 目 次 

 

表 2.2.1-1 技術情報の項目 ............................................................................................ 3 

表 2.2.4-1 データベースのテーブル............................................................................ 10 

表 2.2.4-2 ユーザテーブル .......................................................................................... 11 

表 2.2.4-3 タスク分類テーブル................................................................................... 11 

表 2.2.4-4 タスク-タスク分類テーブル....................................................................... 11 

表 2.2.4-5 タスクテーブル .......................................................................................... 11 

表 2.2.4-6 タスク-ワークテーブル .............................................................................. 12 

表 2.2.4-7 ワークテーブル .......................................................................................... 12 

表 2.2.4-8 ワーク-ワーク分類テーブル....................................................................... 12 

表 2.2.4-9 ワーク分類テーブル................................................................................... 12 

表 2.2.4-10 グループユーザテーブル.......................................................................... 12 

表 2.2.4-11 計画テーブル............................................................................................ 13 

表 2.2.4-12 計画バージョンテーブル.......................................................................... 13 

表 2.2.4-13 計画添付資料ファイルテーブル ............................................................... 13 

表 2.2.4-14 計画タスクテーブル................................................................................. 13 

表 2.2.4-15 計画タスク-技術情報テーブル ................................................................. 14 

表 2.2.4-16 タスクリンクテーブル ............................................................................. 14 

表 2.2.4-17 計画ワークテーブル................................................................................. 14 

表 2.2.4-18 計画ワーク-技術情報テーブル ................................................................. 14 

表 2.2.4-19 技術情報テーブル .................................................................................... 14 

表 2.2.4-20 技術情報バージョンテーブル .................................................................. 15 

表 2.2.4-21 プロダクトテーブル................................................................................. 15 

表 2.2.4-22 参照技術情報テーブル ............................................................................. 15 

表 2.2.4-23 掲示板テーブル ........................................................................................ 16 

表 2.2.4-24 返信記事テーブル .................................................................................... 16 

表 2.2.4-25 カテゴリテーブル .................................................................................... 16 

表 2.2.4-26 カテゴリ階層関係テーブル ...................................................................... 16 

表 2.2.4-27 カテゴリ技術情報テーブル ...................................................................... 17 

- v - 



JNC TJ8440 2004-006 

表 2.2.4-28 メールテーブル ........................................................................................ 17 

表 2.2.4-29 メール宛先テーブル................................................................................. 17 

表 2.2.4-30 対応表明テーブルのフィールド ............................................................... 17 

表 2.2.5-1 タスクシートの構成項目と内容 ................................................................. 19 

表 2.2.5-2 タスクシート例（リモートセンシング） .................................................. 19 

表 2.2.5-3 ワークシートの構成項目と内容 ................................................................. 20 

表 2.2.5-4 ワークシート例（衛星画像解析） ............................................................. 20 

表 2.2.5-5 タスク・ワークの一覧（その他） ............................................................. 21 

表 2.2.5-6 計画：SB モデルの作成(VER.0) ................................................................. 28 

表 2.2.5-7 計画：SB モデルの作成(VER.1) ................................................................. 29 

表 2.2.5-8 計画のタスク・ワークに登録した技術情報 ............................................... 30 

表 2.2.6-1 対応 OS および WEB ブラウザのバージョン ............................................ 35 

表 3.2.1-1 計画のステータス別のユーザ権限 ............................................................. 36 

表 3.2.1-2 計画登録機能一覧表................................................................................... 37 

表 3.2.1-3 計画修正機能一覧表................................................................................... 38 

表 3.2.1-4 計画更新機能一覧表................................................................................... 39 

表 3.2.2-1 技術情報のステータス別のユーザ権限 ...................................................... 42 

表 3.2.2-2 技術情報登録機能一覧表............................................................................ 43 

表 3.2.2-3 技術情報修正機能一覧表............................................................................ 44 

表 3.2.2-4 技術情報更新機能一覧表............................................................................ 45 

表 3.2.3-1 計画に関する操作別の告知対象と告知方法 ............................................... 47 

表 3.2.3-2 技術情報に関する操作別の告知対象と告知方法........................................ 49 

表 3.2.3-3 送信メール設定機能一覧表 ........................................................................ 50 

表 3.2.3-4 掲示板への投稿機能一覧表 ........................................................................ 51 

表 3.3.1-1 ユーザ登録機能一覧表 ............................................................................... 53 

表 3.3.1-2 ユーザ情報修正機能一覧表 ........................................................................ 54 

表 3.3.2-1 タスク登録機能一覧表 ............................................................................... 55 

表 3.3.2-2 タスク修正機能一覧表 ............................................................................... 56 

表 3.3.3-1 ワーク登録機能一覧表 ............................................................................... 57 

表 3.3.3-2 タスク修正機能一覧表 ............................................................................... 57 

- vi - 



JNC TJ8440 2004-006 

表 3.4.1-1 参照または被参照の関係にある技術情報の一覧表示項目 ......................... 60 

表 3.4.2-1 技術情報の閲覧項目................................................................................... 61 

表 4.3-1 計画に関する機能の確認事項 ....................................................................... 64 

表 4.3-2 技術情報に関する機能の確認事項 ................................................................ 66 

表 4.3-3 告知機能の確認事項...................................................................................... 68 

表 4.3-4  マスター情報管理機能の確認事項 ............................................................... 73 

表 4.3-5 技術情報検索・閲覧機能............................................................................... 76 

 

- vii - 



JNC TJ8440 2004-006 

図 目 次 

 

図 2.2.2-1 技術情報管理の概念図 ................................................................................. 4 

図 2.2.4-1 データベース構造 ...................................................................................... 18 

図 2.2.6-1  G★BASE と技術情報統合システムの関係の概念図 .................................. 32 

図 2.2.6-2 技術情報統合システムからの G★BASE データの取り込みのイメージ ..... 34 

図 3.1-1 システム構成図 ............................................................................................. 35 

図 3.2.1-1 計画のバージョンアップとステータスの変遷 ........................................... 40 

図 3.2.2-1 技術情報のステータスの変遷 .................................................................... 46 

 

 

 

 

 

- viii - 



JNC TJ8440 2004-006 

1 はじめに 

地層処分技術の研究開発は，「地質環境調査」，「処分技術」，「性能・安全評価」の 3

分野から成り立っているが，3 分野における研究開発は独立ではなく，密接な連携のも

とに進める必要がある。そのため，各分野における試験データの取得，現象理解，シナ

リオ製作，モデル開発，解析・評価にいたるまでの情報の流れを体系化していくことが

重要となる。 

また，地層処分技術の研究開発は長期にわたるプロジェクトであり，逐次更新される

技術情報を体系的に集約・記録していくことは，技術伝承の観点から重要となる。 

特に「地質環境調査」の分野においては，地層処分事業の進展に伴い，管理すべき情

報が増加することが予想される。このため，データの共有・利用を支援・促進する環境

を整備することが不可欠となる。 

本作業では，平成 14 年度の委託研究「地質環境モデルの製作技術に関する研究（Ⅱ）」

において実施した技術情報の体系化等の検討結果，設計およびプロトタイプ作成などを

踏まえて，「技術情報統合システム」を製作した。 

「技術情報統合システム」により，地質環境分野に特徴的な種々の技術情報の関係や

流れを体系化し，技術情報をその体系に即してデータベースに登録し管理することが可

能となった。また，システムユーティリティとして履歴管理や検索機能などのアクセス

手段を実装することにより，体系化された技術情報の共有と利用を支援・促進すること

が可能となった。 
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2 データベースの製作 

地質環境分野における地質・地質構造，地下水の水理，地下水の地球化学および岩盤

の力学の領域での情報の流れ（「調査データ」→「解釈／データセット」→「概念化／

モデル化／解析」→「アウトプット」）と各段階に介在する作業や仮定などの背景とな

る情報について，種々の形態（ドキュメント，数値データ，図表データ等の各種ファイ

ルなど）の技術情報として登録し・管理するためのデータベースを製作した。 

 

2.1 データベース全般 

データベースマネージメントシステムは，核燃料サイクル開発機構殿（以下，機構殿）

のご指定に基づき，膨大で多様なデータに対して運用実績のあるOracle9iを採用した。 

データベースでは，技術情報に加え，技術情報の管理に必要となる情報も管理する。 

 

2.2 技術情報データベース 

情報の流れの各段階に介在する作業の内容・結果，ステータスに関わる情報，品質に

関わる情報を技術情報として管理するために，同時に管理すべき付帯的な情報（属性情

報）を整理し，技術情報と併せて管理形態を整理した上で，技術情報データベースを製

作した。 

次に，機構殿の第 2 次とりまとめ報告書の情報や弊社の技術や経験などを参考にして，

実際の地質環境分野での調査・解析作業において参考となる一般的な留意点や既存情報

を初期情報として整理した。 

続いて，システムの拡張，特に，機構殿保有の G★Base とのデータの共有方法につ

いて検討した。 

 

2.2.1 技術情報を構成する情報 

技術情報は，作業の内容・結果を示す情報，属性情報，品質に関わる情報および登録

先に関する情報から構成される。 

作業の内容・結果を示す情報は，ファイルとして管理することとし，１つの技術情報

に対し複数のファイルを登録可能とする。 

また，技術情報の更新に伴い，更新／登録日時や更新の内容などを履歴情報として管

理する。 
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表 2.2.1-1に技術情報を構成する情報とそれらの内容を示す。 

 

表 2.2.1-1 技術情報の項目 

項目 内容 

技術情報名 技術情報名 

作業の内容・結果を示す情報 

 

情報の流れの各段階に介在する作業や仮定などの背景

となる情報（ファイル） 

バージョン 技術情報のバージョン 

登録者 技術情報の登録者 

登録／修正／プレ公

開／公開日時 

技術情報の登録／修正／プレ公開／公開日時 

進捗状況 技術情報の進捗情報を示す情報 

キーワード 技術情報に関するキーワード 

ステータス 技術情報の公開／プレ公開／非公開を定める情報 

作業目的 技術情報の作業目的 

備考 技術情報に関する備考 

属性情報 

更新内容 更新によって変更された内容 

参照技術情報* 技術情報の作成において参照した上位タスクあるいは

ワークの技術情報の識別情報（リンク情報） 

参照技術情報に関す

る特記事項 

技術情報の参照技術情報に関する特記事項 

品 質 に 関

わる情報 

処理判断に 

関する情報 

技術情報の作成時の処理・判断に関する特記事項 

計画名 技術情報の登録先の計画名 

タスク名 技術情報の登録先のタスク名 

登 録 先 に

関 す る 情

報 ワーク名 技術情報の登録先のワーク名 
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2.2.2 技術情報の管理形態 

タスク，ワーク，計画を以下のように定義し，計画を構成するタスクおよびワーク

に対して技術情報を登録／管理することとした。 

 タスク：地質環境分野での調査・解析などの成果情報 

 ワーク：各タスクの成果に至るまでの個別作業 

 計画：タスク・ワークの全体の流れを含む研究の管理単位 

技術情報管理の概念図を図 2.2.2-1に示す。 

登録部分から，個々の計画の中で実施項目として指定されたタスク・ワークに対し，

技術情報を登録することとした。ここで，計画を構成する個々のタスク・ワークに対

し，登録可能な技術情報は 1 つとした（更新版を除く）。 

管理部分（データベース）では，同じタスク，ワークに登録された別計画の技術情

報をまとめて管理することとした。 

 

タスク2

ワークd

計画A

タスク1

ワークa

ワークb

タスク2 タスク3

ワークc

ワークd

ワークa

技術情報A-a

タスク1

計画B

タスク1

ワークa

ワークb

タスク2 タスク3

ワークc

ワークd

ワークe

技術情報B-a

技術情報A-d

技術情報B-d

技術情報 A-1 技術情報 B-1

ワークc

ワークc

ワークb ワークc ワークe

ワークe

登録部分

管理部分

ワークは複数のタスクの
構成要素となりうる。

 
図 2.2.2-1 技術情報管理の概念図 
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2.2.3 技術情報の管理に必要な情報 

技術情報の管理およびユーティリティによる入出力制御に必要となる情報として，次

の情報を管理する。 

①  ユーザ情報 

②  タスク・ワークに関する情報 

③  計画に関する情報 

④  メールに関する情報 

⑤  掲示板に関する情報 

⑥  対応表明に関する情報 

⑦  マイメニューに関する情報 

 

(1) ユーザ情報 

ユーザに関する情報として，システムログイン時のユーザの認証に関わる以下の情

報を管理する。 

ユーザ情報は，システム管理上必要な共通の情報であるため，マスター情報として

管理する。 

ユーザの事業所名 • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ユーザの氏名 

ユーザの所属 

ログイン ID 

ユーザのパスワード 

管理者／アドバンストユーザ／一般ユーザの識別 

ユーザのメールアドレス 

ユーザに関する備考 

 

(2) タスクに関する情報 

タスクに関する情報として，以下の情報を管理する。 

タスクの情報は，システム管理上必要な共通の情報であるため，マスター情報とし

て管理する。 

タスク名 
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タスクの定義（タスクシートファイル） • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

タスク分類（調査／データ整理／モデル化に向けたデータの解釈／モデル・

シミュレーション／アウトプット） 

タスクの登録者 

タスクの登録／修正日 

タスクの利用制限に関わる情報 

 

(3) ワークに関する情報 

ワークに関する情報として，以下の情報を管理する。 

ワークに関する情報は，システム管理上必要な共通の情報であるため，マスター情

報として管理する。 

ワーク名 

ワークの定義（ワークシートファイル） 

ワーク分類調査／データ整理／モデル化に向けたデータの解釈／モデル・シ

ミュレーション／アウトプット） 

ワークの登録者 

ワークの登録／修正日 

ワークの利用制限に関わる情報 

タスクとワークの関係 

 

(4) 計画に関する情報 

計画に関する情報として，以下に示す情報を管理する。 

計画名 

計画の実施タスク 

実施するタスク間の上位／下位の関係 

計画の実施ワーク 

計画の属性情報 

 計画のバージョン 

 計画の登録者 

 計画の登録／修正／プレ公開／公開日時 
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 ステータス情報（計画の非公開／プレ公開／公開を定める情報） 

 計画の概要 

 計画の目的 

 計画に関する備考 

 更新内容 

添付資料ファイル • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

当該計画で指定されたグループユーザ 

  

(5) メールに関する情報 

システムを通じて送信されるメールのログを以下の情報と共に管理する。 

メールの標題 

メールの送信者 

メールの送信日 

メールの計画名 

メールのタスク名 

メールのワーク名 

メールの技術情報名 

メールの本文 

メールの公開/非公開を定める情報 

メールの宛先 

 

(6) 掲示板に関する情報 

掲示板に掲示される内容を以下の情報と共に管理する。 

掲示記事の標題 

掲示記事の掲示者 

掲示記事の掲示日 

掲示記事の計画名 

掲示記事のタスク名 

掲示記事のワーク名 

掲示記事の技術情報名 
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掲示記事の本文 • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

返信記事の標題 

返信記事の掲示者 

返信記事の掲示日 

記事と返信記事の関係に関わる情報 

 

(7) 対応表明に関する情報 

技術情報が更新された際，旧バージョンの技術情報を参照しているユーザ（以下，

参照ユーザ）により表明される対応の内容を以下の情報と共に管理する。 

更新された技術情報の識別情報 

更新された技術情報の旧バージョンの識別情報 

更新された技術情報の旧バージョンを参照している技術情報の識別情報 

対応表明者：更新された技術情報を参照している技術情報の登録者情報 

対応表明日時 

対応状況を示す識別情報：対応済み／対応しない／保留を定める情報 

表明された対応内容 

対応により更新された技術情報の識別情報 

 

(8) マイメニューに関する情報 

マイメニューとして，ユーザが設定する項目（以下，カテゴリ）を管理する。マイ

メニューに関する情報として管理する項目を以下に示す。 

技術情報を登録するためのカテゴリ名 

カテゴリの登録者 

カテゴリの階層構造に関する情報 

カテゴリに登録される技術情報名 
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2.2.4 技術情報データベースの製作 

技術情報及び技術情報の管理に必要な情報を格納する技術情報データベースを製作

した。 

技術情報が，調査や研究の進展に応じて更新・追加・拡充され，また，このような技

術情報の変化は関係を有する他の調査や研究にも伝搬するというくり返しが本システ

ムを介して行われることに留意し，データベースの構造を検討した。 

本システムでは，データベースマネージメントシステムとして Oracle9i を採用した

ことから，データはデータテーブルを基本とするリレーショナルデータベースとなる。 

本システムのデータベースにおいて管理するデータテーブルを表 2.2.4-1に示す。ま

た，各テーブルで管理するデータとその内容を表 2.2.4-2～表 2.2.4-30に示す。 

さらに，各テーブル間の関係を示したデータベース構造を図 2.2.4-1に示す。 
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表 2.2.4-1 データベースのテーブル 

テーブル名 管理する内容 
ユーザ ユーザの氏名，事業所名，所属，ログイン ID，パスワード，ユ

ーザランク，メールアドレス，備考 
タスク分類 タスクの分類 
タスク-タスク分類 タスクとタスクの分類との関係 
タスク タスクの名称，登録者，登録／修正日，タスクシートファイル

名，表示順，利用制限に関する情報 
タスク-ワーク タスク・ワークの関係，タスクにおけるワークの表示順 
ワーク ワークの名称，登録者，登録／修正日，ワークシートファイル

名，利用制限に関する情報 
ワーク-ワーク分類 タスクとタスクの分類との関係 
ワーク分類 タスクの分類 
グループユーザテーブル グループユーザ 
計画 計画の名称，登録者 
計画バージョン 計画のバージョン，登録／修正／プレ公開／公開日時，ステー

タス，概要，目的，備考，更新内容 
計画添付資料ファイル 添付資料ファイルのタイトル，ファイル名 
計画タスク 計画の実施タスク 
計画タスク-技術情報 技術情報の登録先のタスク 
タスクリンク 計画の実施タスク間の上位／下位の関係 
計画ワーク 計画の実施ワーク 
計画ワーク-技術情報 技術情報の登録先のワーク 
技術情報 技術情報の名称 
技術情報バージョン 技術情報のバージョン，登録者，登録／修正／プレ公開／公開

日時，進捗状況，キーワード，ステータス，作業目的，備考，

更新内容，参照技術情報に関する特記事項，処理判断に関する

情報 
プロダクト 作業の内容・結果を示す情報（ファイル）のタイトルとファイ

ル名 
参照技術情報 参照技術情報の識別情報 

掲示板 掲示記事の標題，掲示者，掲示日時，計画名，タスク名，ワー

ク名，技術情報名，本文 
返信記事 返信記事の標題，掲示者，掲示日時，本文 
カテゴリ カテゴリ名，登録者 
カテゴリ階層構造 カテゴリの階層構造 
カテゴリ-技術情報 カテゴリに登録されている技術情報名 
メール メールの標題，送信者，送信日時，計画名，タスク名，ワーク

名，技術情報名，本文，非公開／公開に関する情報 
メール宛先 メールの宛先 
対応表明 更新された参照技術情報の識別情報，対象技術情報の識別情報，

対応者，表明日時，対応状況，表明内容，対応後の技術情報の

識別情報 
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表 2.2.4-2 ユーザテーブル 

フィールド 内容 リレーショナルを持つテーブル 
ユーザ ID ユーザの識別情報 タスク，ワーク，グループユーザ，

計画，技術情報バージョン，掲示

板，返信記事，マイメニュー，メ

ール，メール宛先 
氏名 氏名 - 
事業所 事業所 - 
所属 所属 - 
ログイン ID ログイン ID - 
パスワード パスワード - 
ユーザランク ユーザランク - 
メールアドレス メールアドレス - 
備考 備考 - 

 

表 2.2.4-3 タスク分類テーブル 

フィールド 内容 リレーショナルを持つテーブル 
タスク分類 ID タスク分類の識別情報 タスク-タスク分類 
タスク分類名 タスク分類名 - 

 

表 2.2.4-4 タスク-タスク分類テーブル 

フィールド 内容 リレーショナルを持つテーブル 
タスク-タスク分類 ID タスク-タスク分類の識別情報 - 
タスク分類 ID タスク分類の識別情報 タスク分類 
タスク ID タスクの識別情報 タスク 

 

表 2.2.4-5 タスクテーブル 

フィールド 内容 リレーショナルを持つテーブル 
タスク ID タスクの識別情報 タスク-タスク分類，タスク-ワー

ク，計画タスク 
タスク名 タスク名 - 
ユーザ ID 登録者の識別情報 - 
登録／修正日 登録／修正日 - 
タスクシートファイル

名 
タスクシートファイル名 - 

表示順 タスクフロー上の表示順 - 
利用制限 利用制限の有無に関する情報 - 
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表 2.2.4-6 タスク-ワークテーブル 

フィールド 内容 リレーショナルを持つテーブル 
タスク-ワーク ID タスクとワークの組み合わせの

識別情報 
計画ワーク 

タスク ID タスクの識別情報 タスク，計画タスク 
ワーク ID ワークの識別情報 ワーク 
表示順 タスクにおけるワーク表示順 - 

 

表 2.2.4-7 ワークテーブル 

フィールド 内容 リレーショナルを持つテーブル 
ワーク ID ワークの識別情報 タスク-ワーク，ワーク-ワーク分

類 
ワーク名 ワーク名 タスク，計画タスク 
ユーザ ID 登録者の識別情報 ユーザ 
登録／修正日 登録／修正日 - 
ワークシートファイル

名 
ワークの識別情報 ワーク 

利用制限 利用制限の有無に関する情報 - 

 

表 2.2.4-8 ワーク-ワーク分類テーブル 

フィールド 内容 リレーショナルを持つテーブル 
ワーク-ワーク分類 ID ワーク-ワーク分類の識別情報 - 
ワーク ID ワークの識別情報 ワーク 
ユーザ ID 登録者の識別情報 ユーザ 

 

表 2.2.4-9 ワーク分類テーブル 

フィールド 内容 リレーショナルを持つテーブル 
ワーク分類 ID ワーク分類の識別情報 ワーク-ワーク分類テーブル 
ワーク分類名 ワーク分類名 - 

 

表 2.2.4-10 グループユーザテーブル 

フィールド 内容 リレーショナルを持つテーブル 
グループユーザ ID グループユーザの識別情報 - 
計画 ID 計画の識別情報 計画 
ユーザ ID ユーザの識別情報 ユーザ 
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表 2.2.4-11 計画テーブル 

フィールド 内容 リレーショナルを持つテーブル 
計画 ID 計画の識別情報 グループユーザ，計画バージョン 
計画名 計画名 - 
ユーザ ID 登録者の識別情報 ユーザ 

 

表 2.2.4-12 計画バージョンテーブル 

フィールド 内容 リレーショナルを持つテーブル 
計画バージョン ID 計画（特定バージョン）の識別情

報 
計画添付資料ファイル，計画タス

ク，タスクリンク，計画ワーク， 
計画 ID 計画の識別情報 計画 
バージョン バージョン - 
登録／修正／プレ公開

／公開日時 
登録／修正／プレ公開／公開日

時 
- 

ステータス ステータス - 
概要 概要 - 
目的 目的 - 
備考 備考 - 
更新内容 更新内容 - 

 

表 2.2.4-13 計画添付資料ファイルテーブル 

フィールド 内容 リレーショナルを持つテーブル 
計画添付資料ファイル

ID 
添付資料ファイルの識別情報 - 

計画バージョン ID 計画（特定バージョン）の識別情

報 
計画バージョン 

タイトル 添付資料ファイルのタイトル - 
ファイル名 添付資料ファイルのファイル名 - 

 

表 2.2.4-14 計画タスクテーブル 

フィールド 内容 リレーショナルを持つテーブル 
計画タスク ID 計画の実施タスクの識別情報 計画タスク-技術情報 

計画バージョン ID 計画（特定バージョン）の識別情

報 
計画バージョン 

タスク ID タスクの識別情報 タスク，タスク-ワーク，タスクリ

ンク 
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表 2.2.4-15 計画タスク-技術情報テーブル 

フィールド 内容 リレーショナルを持つテーブル 
計画タスク-技術情報 ID 技術情報の登録先のタスクの識

別情報 
- 

計画タスク ID 計画の実施タスクの識別情報 計画タスク-技術情報 
技術情報 ID 技術情報の識別情報 技術情報 

 

表 2.2.4-16 タスクリンクテーブル 

フィールド 内容 リレーショナルを持つテーブル 
タスクリンク ID タスク間の上位／下位の関係の

識別情報 
- 

計画バージョン ID 計画（特定バージョン）の識別情

報 
計画バージョン 

上位タスク ID 上位タスクの識別情報 計画タスク 
下位タスク ID 下位タスクの識別情報 計画タスク 

 

表 2.2.4-17 計画ワークテーブル 

フィールド 内容 リレーショナルを持つテーブル 
計画ワーク ID 技術情報の登録先のワークの識

別情報 
計画ワーク-技術情報 

計画バージョン ID 計画（特定バージョン）の識別情

報 
計画バージョン 

タスク-ワーク ID タスクとワークの組み合わせの

識別情報 
タスク-ワーク 

 

表 2.2.4-18 計画ワーク-技術情報テーブル 

フィールド 内容 リレーショナルを持つテーブル 
計画ワーク-技術情報 ID 技術情報の登録先のワークの識

別情報 
- 

計画ワーク ID 計画（特定バージョン）の識別情

報 
計画バージョン 

技術情報 ID 技術情報の識別情報 技術情報 

 

表 2.2.4-19 技術情報テーブル 

フィールド 内容 リレーショナルを持つテーブル 
技術情報 ID 技術情報の識別情報 技術情報，計画タスク-技術情報，

計画ワーク-技術情報，マイメニュ

ー技術情報 
技術情報名 技術情報名  
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表 2.2.4-20 技術情報バージョンテーブル 

フィールド 内容 リレーショナルを持つテーブル 
技術情報 ID 技術情報の識別情報 技術情報 
技術情報バージョン ID 技術情報（特定バージョン）の識

別情報 
プロダクト，参照技術情報，対応

表明 
バージョン バージョン  
ユーザ ID 登録者の識別情報 ユーザ 
登録／修正／プレ公開

／公開日時 
登録／修正／プレ公開／公開日

時 
 

進捗状況 進捗状況  
キーワード キーワード  
作業目的 作業目的  
備考 備考  
更新内容 更新内容  
参照技術情報に関する

特記事項 
参照技術情報に関する特記事項  

処理判断に関する情報 処理判断に関する情報  

 

表 2.2.4-21 プロダクトテーブル 

フィールド 内容 リレーショナルを持つテーブル 
プロダクト ID 作業の内容・結果を示す情報の識

別情報 
- 

技術情報バージョン ID 技術情報（特定バージョン）の識

別情報 
技術情報バージョン 

タイトル タイトル - 
ファイル名 ファイル名 - 

 

表 2.2.4-22 参照技術情報テーブル 

フィールド 内容 リレーショナルを持つテーブル 
参照技術情報-技術情報

ID 
参照技術情報-技術情報の組み合

わせの識別情報 
- 

技術情報バージョン 技術情報（特定バージョン）の識

別情報 
技術情報バージョン，対応表明 

参照技術情報バージョ

ン ID 
参照技術情報（特定バージョン）

の識別情報 
- 
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表 2.2.4-23 掲示板テーブル 

フィールド 内容 リレーショナルを持つテーブル 
掲示 ID 掲示記事の識別情報 返信記事 

標題 標題 - 
ユーザＩＤ 掲示者の識別情報 - 
掲示日時 掲示日時 - 
掲示種別 自動掲示か否かを判別する情報  
計画名 計画名 - 
タスク名 タスク名 - 
ワーク名 ワーク名 - 
技術情報名 技術情報名 - 
本文 本文 - 

 

表 2.2.4-24 返信記事テーブル 

フィールド 内容 リレーショナルを持つテーブル 
記事 ID 返信記事の識別情報  

掲示記事 掲示記事の識別情報 掲示板 
標題 標題 - 
ユーザ ID 掲示者の識別情報 - 
本文 本文 - 

 

表 2.2.4-25 カテゴリテーブル 

フィールド 内容 リレーショナルを持つテーブル 
カテゴリ ID カテゴリの識別情報 カテゴリ階層，カテゴリ-技術情報 

カテゴリ名 カテゴリ名 - 
ユーザ ID 登録者の識別情報 - 
レベル カテゴリのレベル - 

 

表 2.2.4-26 カテゴリ階層関係テーブル 

フィールド 内容 リレーショナルを持つテーブル 
カテゴリ階層構造 ID カテゴリの階層構造の識別情報 カテゴリ 

カテゴリ上位 上位カテゴリの識別情報 - 
カテゴリ下位 下位カテゴリの識別情報 - 

 

- 16 - 



JNC TJ8440 2004-006 

表 2.2.4-27 カテゴリ技術情報テーブル 

フィールド 内容 リレーショナルを持つテーブル 
カテゴリ技術情報 ID カテゴリに登録される技術情報

名の識別情報 
- 

カテゴリ ID カテゴリの識別情報 カテゴリ 
技術情報 ID 技術情報の識別情報 技術情報 

 

表 2.2.4-28 メールテーブル 

フィールド 内容 リレーショナルを持つテーブル 
メール ID メールの識別情報 メール宛先 
標題 標題 - 
ユーザ ID 送信者の識別情報 ユーザ 
送信日時 送信日時 - 
メール種別 自動送信か否かを判別する情報 - 
計画名 計画名 - 
タスク名 タスク名 - 
ワーク名 ワーク名 - 
技術情報名 技術情報名 - 
本文 本文 - 
公開／非公開 公開／非公開を定める情報 - 

 

表 2.2.4-29 メール宛先テーブル 

フィールド 内容 リレーショナルを持つテーブル 
宛先 ID 宛先の識別情報 対応表明 
メール ID メールの識別情報 メール 
ユーザ ID 宛先ユーザの識別情報 ユーザ 

 

表 2.2.4-30 対応表明テーブルのフィールド 

フィールド 内容 リレーショナルを持つテーブル 
対応表明 ID 対応表明の識別情報 - 
宛先 ID 宛先の識別情報（この情報から対

応者を特定） 
メール宛先 

更新技術情報バージョ

ン ID 
更新された参照技術情報（特定バ

ージョン）の識別情報 
技術情報バージョン 

対象技術情報バージョ

ン ID 
対象技術情報（特定バージョン）

の識別情報 
参照技術情報 

対応後技術情報バージ

ョン ID 
対応後の技術情報（特定バージョ

ン）の識別情報 
参照技術情報 

表明日時 表明日時 - 
対応状況 対応状況 - 
表明内容 表明内容 - 
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2.2.5 初期情報の登録 

本システムで想定した各タスク，ワークで実施すべき内容を定義し，タスクシート，

ワークシートとして整理し，サーバに登録した。 

東濃地科学センター殿より提供されたプロジェクトの成果を例として，技術情報を

作成し，計画の登録および技術情報の登録を行った。 

 

(1) タスクシート・ワークシートの整備 

タスクシートおよびワークシートの作成においては，実際の地質環境分野での調

査・解析作業における一般的な留意点を機構殿の第 2 次とりまとめ報告書の情報や弊

社の技術や経験などに基づき整理した。 

タスクシートに記載した項目を表 2.2.5-1に，また，整理したタスクシートの例と

してリモートセンシングのタスクシートを表 2.2.5-2に示す。 

同様に，ワークシートに記載した項目を表 2.2.5-3に，整理したワークシートの例

として衛星画像解析のワークシートを示す。 

本システムのデータベースに登録した想定タスク，ワークの一覧を表 2.2.5-5に示

す。また，想定した全てのタスク，ワークタスクシート，ワークシートを Appendix1

にまとめて示す。 

 

表 2.2.5-1 タスクシートの構成項目と内容 

構成項目 内容 
タスク名 タスク名 
内容 タスクの具体的な実施内容 
包含するワーク 包含するワーク 

 

表 2.2.5-2 タスクシート例（リモートセンシング） 

タスク名 リモートセンシング 

内容 
人工衛星や飛行機等を利用して，地表面の状況を観測する。プロ

ダクトとして画像データ及びその解析結果を取得する。観測には

可視光だけでなく様々な波長の光を利用できる。 

包含するワーク ・航空写真解析 
・衛星画像解析 
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表 2.2.5-3 ワークシートの構成項目と内容 

構成項目 内容 
ワーク名 ワーク名 
作業目的 ワークの作業目的 
作業内容 ワークの具体的な実施内容 

注意事項 ワークの作業を実施するにあたって，ワークの結果の品質管理に影響を

持つ事項や作業上の注意点 

品質管理 上記の注意事項に従って作業を実施した場合に，データベースに記録す

る品質管理に関わる情報 

 

表 2.2.5-4 ワークシート例（衛星画像解析） 

ワーク名 衛星画像解析 
作業目的 地表における広域的な地質情報を得る。 

作業内容 
衛星画像からの判読・解析データを用いて，衛星画像判読・解析

図を作成する。作成した図より地質，断層，変質帯，地すべり地

形，火山地形，カルスト地形などに関するデータを抽出する｡ 

注意事項 

・ 地質ユニット区分に対する解析支援：地質ユニットの区分，

各ユニットの分布，被覆関係の判読は，熱赤外データの利用

（岩石 SiO2量の推定）やポーラリメトリなどによる解析支援

が重要である。 
 ・リニアメント判読に対する解析支援：リニアメントのうち，地

層の変位が確認できるものも含めて，それ以外の同定方法を

作り上げることが重要である。航空写真解析の相互支援が必

要である。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 使用写真のデータスペック（センサ名，バンド及びバンド帯

域，パス・ロウ，画像アングル，撮像日時，雲量，太陽方位・

高度），画像選定理由の記録 
〔モデル〕 
・ 地質ユニットの区分基準，リニアメント／断層の判断基準の

記録 
〔判断内容〕 
・  該当する区分基準／判断基準の記録，構成要素の属性値の記

録 
〔処理内容〕 
・ 各データ処理における処理内容（例えば，マルチバンド解析

処理は大気補正，反射率変換処理，放射率変換処理，温度情

報導出，スペクトル同定法；ハイパースペクトル解析処理は

大気補正，各種高度変換処理，スペクトル高度同定法；イン

ターフェロメトリはデータペアの選出，干渉データ作成法，

大気補正法，衛星ジオメトリ補正法，コヒーレンス，DEM 生

成法；差分インターフェロメトリは DEM 利用法，3 パス法，

変位抽出；ポーラリメトリは分類手法，物理的性質）。相互解

析支援の内容の記録 
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表 2.2.5-5 タスク・ワークの一覧（その他） 
タスク分類 タスク ワーク 

その他 外部情報ソース（文献情報，広域水理

情報） （なし） 

航空写真解析 
リモートセンシング 

衛星画像解析 
空中磁気探査 
空中電磁探査 空中物理探査 
空中自然放射能探査 
重力探査 
磁気探査 
電気探査 
電磁探査 
放射能探査 
屈折法地震探査 

地上物理探査 

反射法地震探査 
岩石記載，地質・鉱物学的観察 
鉱物組成分析 
微化石分析 地表地質調査 

CEC・AEC 測定 
岩相分布・層序調査 

トレンチ調査 
断層・割れ目調査 
岩石記載，地質・鉱物学的観察 
鉱物組成分析 
微化石分析 室内試験／地質 

CEC・AEC 測定 
水理試験 

室内試験／水理 
透水試験 
基礎物性値特性 
帯磁率測定 
弾性波速度測定 
比抵抗測定 

室内試験／物理試験 

吸水膨張試験 
スレーキング試験 
膨潤圧試験 
一軸圧縮試験 室内試験／力学 

三軸圧縮試験 
室内物理化学パラメータ測定 
化学・同位体組成分析 室内試験／地球化学 
年代測定 
熱伝導率測定 

室内試験／熱 
比熱測定 

陸水／地表水の採水・地球化学的調査 原位置物理化学パラメータ測定 
土壌水分観測 
地下水位観測 
河川流量観測 
気象観測 
自然湧水調査 

調査（地表調査） 

表層水理調査 

掘削面湧水調査 
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（タスク・ワーク一覧続き） 
タスク分類 タスク ワーク 

岩相分布・層序調査 
断層・割れ目調査 コア観察 
コア写真撮影／コアスキャン 
岩石記載，地質・鉱物学的観察 
鉱物組成分析 
微化石分析 室内試験／地質 

CEC・AEC 測定 
水理試験 

室内試験／水理 
透水試験 
収・脱着試験 

室内試験／物質移行 
拡散試験 
基礎物性値特性 
帯磁率測定 
弾性波速度測定 
比抵抗測定 

室内試験／物理試験 

吸水膨張試験 
スレーキング試験 
膨潤圧試験 
一軸圧縮試験 
三軸圧縮試験 
圧裂引張試験 
ジョイントせん断試験（垂直／せん断剛性

試験） 
破壊靭性試験 
AE 法 
DRA 法 
DSCA 法 

室内試験／力学 

ASR 法 
室内物理化学パラメータ測定 
化学・同位体組成分析 
年代測定 
コア間隙水分析 
コアガス分析 
コロイド分析 
有機物分析 
微生物分析 

室内試験／地球科学 

放射平衡・非平衡分析 
熱伝導率測定 
比熱測定 

調査（試錐孔調査） 

室内試験／熱 
線膨張係数測定 
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（タスク・ワーク一覧続き） 
タスク分類 タスク ワーク 

電気検層 
自然ガンマ線検層 
ガンマ線スペクトル検層 
密度検層 
中性子検層 
PS 検層 
音波検層 
温度検層 
孔径検層 
孔芯方位傾斜検層 
孔壁画像検層(FMI or EMI) 
ボアホールテレビ(BTV)調査 

物理検層 

ボアホールテレビュアー(BHTV)調査 
スピナー検層 
電磁流量計検層 
ヒートパルス検層 
電気伝導度検層 
温度検層（光ファイバー含む） 

流体検層 

流向・流速検層 
VSP 検層 
弾性波トモグラフィー調査 
比抵抗トモグラフィー調査 
レーダトモグラフィー調査 

試錐孔を用いた物理探査 

レーダシングルホール調査 

単孔式水理試験 パルス試験／スラグ試験／揚水試験／定圧

注入試験／間隙水圧測定 
干渉試験／揚水試験／間隙水圧測定 

孔間水理試験 
トレーサ試験 

地下水の採水・地球化学的調査 原位置物理化学パラメータ測定 
水圧破砕法 
応力解放法 原位置力学試験・応力測定 
孔内載荷試験 

掘削応答モニタリング 圧力応答観測 
化学・同位体組成分析 
地下水圧観測 
物理化学パラメータ測定 

調査（試錐孔調査） 

長期地下水モニタリング 

地下水位観測 
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（タスク・ワーク一覧続き） 
タスク分類 タスク ワーク 

（試錐孔調査全項目と同じ） （同左） 
岩相分布・層序調査 

坑壁調査 
断層・割れ目調査 
坑道湧水調査 
坑道規模透水試験 水理試験（坑道） 
床盤注水試験 
岩盤変位測定 
AE 計測 掘削影響試験 
振動計測 
原位置トレーサ試験 
原位置レジン注入試験 
原位置ヒーター試験 

坑道を利用した試

験・測定 

その他原位置試験 

その他原位置試験 
地形的特徴 地形に関するデータの整理 
岩相学的特徴 岩相学的観点からのデータ整理 
構造地質学的特徴 構造地質学的観点からのデータ整理 
鉱物学的特徴 鉱物学的観点からのデータ整理 
岩石学的特徴 岩石学的観点からのデータ整理 
地球化学的特徴 地球化学的観点からのデータ整理 

物理特性に関するデータ整理 
地下水頭分布（動水勾配）に関するデータ

の整理 
湧水量に関するデータの整理 
水収支に関するデータの整理 

表層部の水理特性 

不飽和浸透特性に関するデータの整理 
物理特性に関するデータの整理 
湧水量に関するデータの整理 
不飽和浸透特性に関するデータの整理 
間隙水圧に関するデータの整理 
比貯留係数に関するデータの整理 
流向流速に関するデータの整理 

地下深部の水理特性 

透水係数／透水量係数に関するデータの整

理 
地下水頭分布（動水勾配）に関するデータ

の整理 モニタリングデータ 
間隙水圧に関するデータの整理 

地表水の化学特性 地表水の化学特性に関するデータの整理 
地下水の化学特性 地下水の化学特性に関するデータの整理 
岩盤の力学特性 岩盤の力学特性に関するデータの整理 
岩盤応力状態 岩盤応力に関するデータの整理 

データ整理 

キャリブレーション キャリブレーション用データ整理 
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（タスク・ワーク一覧続き） 
タスク分類 タスク ワーク 

デジタル地形モデル 地形分布の解釈 
地質分布の解釈 
岩石組成分布の解釈 
水理地質構造の解釈 母岩 

水質分布の解釈 
地質分布の解釈 
岩石組成分布の解釈 
水理地質構造の解釈 被覆層 

水質分布の解釈 
地質分布の解釈 
岩石組成分布の解釈 
水理地質構造の解釈 
透水性構造分布の解釈 

透水性構造 

水質分布の解釈 
地質分布の解釈 
岩石組成分布の解釈 
水理地質構造の解釈 
断層分布の解釈 

断層 

水質分布の解釈 
地下水頭分布（動水勾配） 地下水頭分布（動水勾配）の解釈 
基本物性分布 基本物性分布の解釈 

熱物性分布の解釈 
熱・力学特性分布 

力学物性分布の解釈 
涵養量 涵養量の解釈 

モデル化に向けた

データの解釈 

キャリブレーション キャリブレーション用データの解釈 
岩相モデル 地質分布モデルの作成 
構造モデル 構造モデルの作成 
地質構造モデル 地質構造モデルの作成 

水理地質構造モデルの作成 
メッシュ分割 
境界条件の設定 水理地質構造モデル 

地下水流動解析モデルの作成 
地球化学モデル 地球化学モデルの作成 
岩盤力学モデル 岩盤力学モデルの作成 
地下水流動シミュレーション 地下水流動解析の実施 
地球化学シミュレーション 地球化学解析の実施 
岩盤力学シミュレーション 岩盤力学解析（空洞安定性解析）の実施 

モデル化・シミュレ

ーション 

熱シミュレーション 熱解析の実施 
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（タスク・ワーク一覧続き） 
タスク分類 タスク ワーク 

概念モデル 
高透水性部の幾何学的／鉱物学的特性 
流量 
地下水の移行経路 
地下水の移行経路長 
地下水の流入域／流出域 
移行経路における流速 
地下水の移行時間 
透水係数／透水量係数 
地下水頭分布（動水勾配） 
高透水性部および母岩の吸着／拡散特性等 

核種移行解析に反映するためのデー

タセット 

地下水の地球化学特性 
地下施設の設計／施工計画のための

データセット 立坑／坑道近傍の地質環境 

地質構造モデル 
地下水の地球化学 
地下水の流量分布 
立坑／坑道周辺の水頭分布（動水勾配） 
水理特性 
初期応力状態 
ＥＤＺ（幾何学的分布，水理特性） 
熱特性 

地下施設における調査計画策定のた

めのデータセット 

岩盤力学特性 
地域的な地質情報 
地質環境の推定と実測値の比較に用いる情

報 地質環境の把握とモデルの製作・更新 

擾乱されていない地質環境 
安全評価からのフィードバック （なし） 

アウトプット 

設計からのフィードバック （なし） 
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(2) テストデータの登録 

東濃地科学センター殿のプロジェクトの成果（繰り返しアプローチに基づくサイト

スケール地質構造モデルの構築（その 1）；Technical Note 03-14 2003.9.30）に基づ

き，計画および技術情報を作成し，本システムのデータベースに登録した。 

 

(i) 計画の作成と登録 

深地層研究所建設用地を包含する東西２km，南北２km の領域に対し，文献調

査と地表からの調査データから３次元地質構造モデル SB0 モデルを作成する一連

の作業を「計画：SB モデルの作成（Ver.0）」として登録した（表 2.2.5-6）。 

続いて，同じエリアを対象として，試錐孔を用いた調査データを加えて３次元地

質構造モデル SB1モデルを作成する一連の作業を「計画：SBモデルの作成（Ver.1）」

として登録した（表 2.2.5-7）。本システムに登録した計画の詳細を Appendix2 に

示す。 
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表 2.2.5-6 計画：SB モデルの作成(Ver.0) 

計画名 SB モデルの作成 
バージョン 0 
概要 超深地層研究所建設用地を包含する東西 2km、南北 2km の領域のサイトスケールを対象にした地質構造

モデルを作成する。モデル名は SB0 とする。 
目的 地質構造モデル（SB モデル）を作成する。 
備考 モデル化の方針： 

・ EarthVision(Dynamic Graphics, Inc.製)を使用する。 
・地形面や各モデル化要素の地層境界面や不連続構造面の形状のモデル化：EarthVision のスプライン補

間に基づくミニマム・テンション理論の機能を適用する。注）ミニマム・テンション理論：入力された位

置や方向に関する情報を基に，ｎ次元の多項式を用い，最も滑らかな曲面でデータ間を補間する方法 
モデル化で利用する情報： 
・主として文献調査及び物理探査の情報 

更新内容 - 
添付資料 
ファイル 

モデル化対象領域(図） 
モデル化対象領域(説明文） 
モデル化要素と調査方法 
モデル化に使用する情報（概要） 

タスク名 ワーク名 
外部情報ソース（文献情報，広域水理情報） -外部情報ソース（文献情報，広域水理情報） 
リモートセンシング 航空写真解析 
リモートセンシング 衛星画像解析 
地上物理探査 反射法地震探査 
地表地質調査 断層・割れ目調査 
コア観察 
コア観察 断層・割れ目調査 
室内試験／水理 透水試験 
地形的特徴 地形に関するデータの整理 
岩相学的特徴 岩相学的観点からのデータ整理 
構造地質学的特徴 構造地質学的観点からのデータ整理 
デジタル地形モデル 地形分布の解釈 
母岩 地質分布の解釈 
被覆層 地質分布の解釈 
断層 断層分布の解釈 

実施タスク・

ワーク 

地質構造モデル 地質構造モデルの作成 
上位タスク 下位タスク 

外部情報ソース（文献情報，広域水理情報） 地形的特徴 
外部情報ソース（文献情報，広域水理情報） 
地上物理探査 
コア観察 
室内試験／水理 

岩相学的特徴 

外部情報ソース（文献情報，広域水理情報） 
コア観察（断層・割れ目調査） 
リモートセンシング 
地表地質調査 
地上物理探査 
室内試験／水理 

構造地質学的特徴 

地形的特徴 デジタル地形モデル 
岩相学的特徴 母岩 
岩相学的特徴 被覆層 
構造地質学的特徴 断層 

タスク・ワー

クの上位／下

位の関係 

デジタル地形モデル 
母岩 
被覆層 
断層 

地質構造モデル 

岩相分布，層序調査 
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表 2.2.5-7 計画：SB モデルの作成(Ver.1) 

計画名 SB モデルの作成 
バージョン 1 
概要 超深地層研究所建設用地を包含する東西 2km、南北 2km の領域のサイトスケールを対象にした地質構造

モデルを作成する。既に SB0 モデルを作成しており、ここでは SB1 モデルを作成する。 
目的 地質構造モデル（SB モデル）を作成する。 
備考 モデル化の方針： 

・ EarthVision(Dynamic Graphics, Inc.製)を使用する。 
・地形面や各モデル化要素の地層境界面や不連続構造面の形状のモデル化：EarthVision のスプライン補

間に基づくミニマム・テンション理論の機能を適用する。注）ミニマム・テンション理論：入力された位

置や方向に関する情報を基に，ｎ次元の多項式を用い，最も滑らかな曲面でデータ間を補間する方法 
モデル化で利用する情報： 
・文献調査及び物理探査に加え浅層試錐調査の情報 

更新内容 SB1 モデルへの更新 
添付資料 
ファイル 

モデル化対象領域(図） 
モデル化対象領域(説明文） 
モデル化要素と調査方法 
モデル化に使用する情報（概要）（SB0 より更新） 

タスク名 ワーク名 
外部情報ソース（文献情報，広域水理情報） -外部情報ソース（文献情報，広域水理情報） 
リモートセンシング 航空写真解析 
リモートセンシング 衛星画像解析 
地上物理探査 反射法地震探査 
地表地質調査 断層・割れ目調査 
コア観察 岩相分布，層序調査 
コア観察 断層・割れ目調査 
物理検層 ボアホールテレビ（BTV）調査 
試錐孔を用いた物理探査 VSP 探査 
室内試験／水理 透水試験 
地形的特徴 地形に関するデータの整理 
岩相学的特徴 岩相学的観点からのデータ整理 
構造地質学的特徴 構造地質学的観点からのデータ整理 
デジタル地形モデル 地形分布の解釈 
母岩 地質分布の解釈 
被覆層 地質分布の解釈 
断層 断層分布の解釈 

実施タスク・

ワーク 

地質構造モデル 地質構造モデルの作成 
上位タスク 下位タスク 

外部情報ソース（文献情報，広域水理情報） 地形的特徴 
外部情報ソース（文献情報，広域水理情報） 
地上物理探査 
コア観察 
物理検層 
試錐孔を用いた物理探査 
室内試験／水理 

岩相学的特徴 

外部情報ソース（文献情報，広域水理情報） 
コア観察（断層・割れ目調査） 
リモートセンシング 
地表地質調査 
地上物理探査 
物理検層 
試錐孔を用いた物理探査 
室内試験／水理 

構造地質学的特徴 

地形的特徴 デジタル地形モデル 
岩相学的特徴 母岩 
岩相学的特徴 被覆層 
構造地質学的特徴 断層 

タスク・ワー

クの上位／下

位の関係 

デジタル地形モデル 
母岩 
被覆層 
断層 

地質構造モデル 
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(ii) 技術情報の作成と登録 

「(i)計画の作成と登録」において作成・登録した計画のタスク・ワークとそれら

のタスクおよびワークに対して作成・登録した技術情報を表 2.2.5-8に示す。なお，

技術情報そのものが，バージョン 0 からバージョン１に更新されたことを示す。 

また，本システムに登録した全ての技術情報を Appendix2 に示す。 

 

表 2.2.5-8 計画のタスク・ワークに登録した技術情報 

技術情報名 タスク名 ワーク名 バージョン 
外部情報 外部情報ソース（文献情報，

広域水理情報） 
外部情報ソース（文献情報，

広域水理情報） 
0 

航空写真解析 リモートセンシング 航空写真解析 0 
衛星画像解析 リモートセンシング 衛星画像解析 0 
反射法地震探査 地上物理探査 反射法地震探査 0 
反射法地震探査 地上物理探査 反射法地震探査 1 
断層・割れ目調査（地表地質調査） 地表地質調査 断層・割れ目調査 0 
断層・割れ目調査（地表地質調査） 地表地質調査 断層・割れ目調査 1 
岩相分布，層序調査 コア観察 岩相分布，層序調査 0 
岩相分布，層序調査 コア観察 岩相分布，層序調査 1 
 断層・割れ目調査（コア観察） コア観察 断層・割れ目調査 0 
 断層・割れ目調査（コア観察） コア観察 断層・割れ目調査 1 
透水試験 室内試験／水理 透水試験 0 
ボアホールテレビ（BTV）調査 物理検層 ボアホールテレビ（BTV）

調査 
0 

VSP 探査 試錐孔を用いた物理探査 VSP 探査 0 
地形に関するデータの整理 地形的特徴 地形に関するデータの整理 0 
岩相学的観点からのデータ整理 岩相学的特徴 岩相学的観点からのデータ

整理 
0 

岩相学的観点からのデータ整理 岩相学的特徴 岩相学的観点からのデータ

整理 
1 

構造地質学的観点からのデータ整理 構造地質学的特徴 構造地質学的観点からのデ

ータ整理 
0 

構造地質学的観点からのデータ整理 構造地質学的特徴 構造地質学的観点からのデ

ータ整理 
1 

地形分布の解釈 デジタル地形モデル 地形分布の解釈 0 
地質分布の解釈 母岩 地質分布の解釈 0 
地質分布の解釈 母岩 地質分布の解釈 1 
地質分布の解釈 被覆層 地質分布の解釈 0 
地質分布の解釈 被覆層 地質分布の解釈 1 
断層分布の解釈 断層 断層分布の解釈 0 
断層分布の解釈 断層 断層分布の解釈 1 
地質構造モデルの作成 地質構造モデル 地質構造モデルの作成 0 
地質構造モデルの作成 地質構造モデル 地質構造モデルの作成 1 
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2.2.6 今後のシステムの拡張への対応 

今後の技術情報統合システムの拡張として，既存のデータベース等の情報を取り込む

ためのインターフェイスの追加について検討を行った。 

検討に先立ち，当面の接続の対象となる東濃地科学センター殿が管理するデータベー

スシステム（G★Base）について，技術情報統合システムとの関係・位置付け等を東海

事業所殿および東濃地科学センター殿と協議し，技術情報統合システムに求められる拡

張性についての見解をまとめた上で，それらの実現に向けた検討を行った。 

なお，検討においては，対象となる既存データベースは機構殿により保有されている

こと，機構殿の LAN に接続されていることを前提とした。 

 

(1) G★Base で取扱うデータと技術情報統合システムで取扱うデータの関係 

G★Base に併設されているデータベース部においては，既に，いわゆる生データ

（調査等により得られる情報）が登録されており，今後も，深地層研究により取得さ

れる様々な調査データが G★Base のデータベース部に登録されることを想定する。 

一方，技術情報統合システムの「調査」に分類されるタスクおよびワークでは，基

本的に，生データ（調査等により得られる情報）あるいはそれに準じるデータ（例え

ば，物理探査の解析結果）を取扱うことを想定しており，ある意味，G★Base のデ

ータベース部において管理されているデータを大きな枠（例えば，調査件名，調査地

域等）ごと対象とするようなことが想定される。 

また，次の段階の「データ整理」に分類されるタスクおよびワークでは，技術情報

統合システムの「調査」に分類されるタスクおよびワークのデータに対して条件設定

したスクリーニングや統計処理等を行ったデータを取扱うことが想定される。 

以上から，想定される G★Base で取扱うデータと技術情報統合システムで取扱う

データの関係（両者の位置付けおよびデータ（情報）の流れ）の概念を図 2.2.6-1に

示す。 
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データベース部

G★Base

生データ
（調査から直接得られたデータ）

調査

タスク/ワーク

・・・・

・・・・

基本的事項のみによる検索結果
（固定検索結果）

データ整理

タスク/ワーク

・・・・

「調査」タスク・ワークで作成された
データを処理・加工したデータ

データ検索
（固定検索）

技術情報間の
リンク  

図 2.2.6-1  G★Base と技術情報統合システムの関係の概念図 

 

(2) 技術情報統合システムへのデータ（情報）の取り込み 

G★Base のデータベース部から技術情報統合システムにデータ（情報）を取り込

むためには，技術情報統合システムの「調査」に分類されるタスクおよびワークから，

G★Base のデータベースに接続し，上記の基本的な事項のみを条件として検索（固

定条件検索）を行い，データ（情報）を取り込むためのインターフェイスを追加する

ことが必要となる。 

一般に，データベース等への接続は，ユーザに対して発行されるログイン ID，パ

スワード等の認証を経て許可されることが多く，技術情報統合システムから対象とな

るデータベース等への接続を確立することが必要となる。“Oracle”に限らず，Web

ブラウザからログイン ID，パスワード等を送信し，データベースに接続する技術は

既に広く実用化されているが，ログイン ID，パスワード等の入力方法は，対象とな

るシステムによって異なるため，インターフェイスは，対象とするデータベース等の

仕様に応じて個別に検討することが必要となる。 

G★Base では，データベース部に“Oracle”が採用されており，“Oracle”への接

続には，ログイン ID，パスワードによる認証が必要であるが，Web ブラウザから

“Oracle”に対しユーザ情報（ログイン ID，パスワード）を送信し，接続する方法

は既に確立されている。 
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従って，技術情報統合システムから G★Base のデータベース部に対しユーザ情報

（ログイン ID，パスワード）を送信し，接続を確立することには，現状，技術的問

題は考えられない。 

 

(3) データ検索条件の設定のためのインターフェイス 

G★Base のデータベース部には，“Oracle”が採用されているため，データベース

への接続後，技術情報統合システム側から G★Base のデータベース部に対して検索

条件を記述したデータ取得のための要求（Oracle の場合には SQL により記述）を送

信することにより，その条件を満足するデータ（情報）を取り込むことが可能である。 

従って，今後，技術情報統合システム側から G★Base のデータ（情報）の取り込

みを具体化する場合には，検索条件を設定，その検索条件の送信とデータ取得を実行

するためのインターフェイスを追加することが必要である。 

検索条件設定のためのインターフェイスを構築するためには，データ（情報）を取

り込む側（技術情報統合システム側）のニーズとデータを提供する側（G★Base）の

データ構造を十分検討することが必要である。 

 

(4) 技術情報作成支援のためのインターフェイス 

上記「(3) データ検索条件の設定のためのインターフェイス」を通して取得された

データは，技術情報統合システムの「調査」に分類されるタスクあるいはワークで使

用され，技術情報作成の際には，使用データファイルとして指定される。 

そこで，取得したデータを利用して技術情報を作成する際に， 

取り込んだデータ（情報）をファイル化する機能 

データ取得時の検索条件等を自動的に技術情報の属性情報として反映する機能 

などの作業を極力簡略化するための機能とインターフェイスが必要となる。 

技術情報作成支援機能のイメージを図 2.2.6-2に示す。 
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G★Base

技術情報統合システム

技術情報

『調査』のタスク
・ワークへ登録

・・・

検索条件設定機能

技術情報作成支援
機能 ファイル

自動生成

検索条件
自動入力

データ検索

データ取得

 
図 2.2.6-2 技術情報統合システムからの G★Base データの取り込みのイメージ 

 - 34 - 



JNC TJ8440 2004-006 

3 システムユーティリティの製作 

システムユーティリティとして，データベースに登録・管理される技術情報を共有し，

実際の地質環境分野で調査・解析作業に則した形での利用を支援・促進するための機能

を製作した。 

 

3.1 システムユーティリティ全般 

システムの形態は，クライアント側コンピュータの WEB ブラウザを端末としたサー

バ・クライアントシステムとした。システム構成図を図 3.1-1に示す。 

 

Ｔｏｍｃａｔ
Ｏｒａｃｌｅ

クライアント
（WEBブラウザ）

クライアント
（WEBブラウザ）

アプリケーション/ＤＢサーバ

クライアント
（WEBブラウザ）

社内ＬＡＮ

ＪＮＣ東海ＪＮＣ各事業所ＪＮＣ各事業所

 

図 3.1-1 システム構成図 

本システムが対応するクライアント側コンピュータの OSおよび WEBブラウザのバ

ージョンを表 2.2.6-1に示す。 

 

表 2.2.6-1 対応 OS および WEB ブラウザのバージョン 

   バージョン 
OS 

OS のバージョン ブラウザのバージョン 

Windows 98，ＮＴ，2000，ＸＰ IE5.5 SP2 以上 
NetScape 6.2 以上 

Macintosh 8.6 以上 IE5.0 以上 
NetScape 6.2 以上 

 

本システムでは，ログイン ID とパスワードにより，ユーザのランク（「管理者」，「ア
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ドバンストユーザ」および「一般ユーザ」の 3 段階）に応じた機能の使用権を管理する。 

 

3.2 技術情報登録機能 

技術情報を登録するベースとなる計画の管理機能，技術情報の管理機能を製作した。 

さらに，計画および技術情報の登録，修正，削除，更新等をメール，掲示板を利用し

て告知する機能を製作した。 

 

3.2.1 計画管理機能 

計画の管理機能として，計画の登録，修正，削除，更新，ステータスの変更，グルー

プユーザ設定および進捗状況の表示機能を製作した。 

計画管理に関する権限は，計画を登録したユーザおよび管理者に付与される。 

一方，登録された計画に関する各ユーザの権限は，計画のステータス（非公開／プレ

公開／公開）により制限される。計画のステータス別のユーザ権限を表 3.2.1-1に示す。 

 

表 3.2.1-1 計画のステータス別のユーザ権限 

グループユーザ 管理者 
計画登録者 その他のユーザ 

非グループユーザ   ユーザとステータス 
 
 
権限 

非 
公 
開 

プ 
レ 
公 
開 

公 
開 

非 
公 
開 

プ 
レ 
公 
開 

公 
開 

非 
公 
開 

プ 
レ 
公 
開 

公 
開 

非 
公 
開 

プ 
レ 
公 
開 

公 
開 

修正 ○ ○ × ○ ○ × × × × × × ×

削除 ○ ○ × ○ ○ × × × × × × ×

更新 × × ○ × × ○ × × × × × ×

閲覧 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○

技術情報登録 × × ○ × × ○ × × ○ × × ×

進捗状況の表示 － － ○ － － ○ － － ○ － － ○

グループユーザの設定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × ×

プレ公開権限 ○ － × ○ － × × － × × － ×

公開権限 × ○ － × ○ － × × － × × －
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(1) 計画登録機能 

「技術情報統合システム」に計画を登録する機能を製作した。 

計画登録時には，「2.2.3(4) 計画に関する情報」に示した情報を入力する。 

計画の登録権限は，全てのユーザに付与される。 

計画の各項目の設定（入力）機能を表 3.2.1-2に示す。 

 

表 3.2.1-2 計画登録機能一覧表 

登録時の設定（入力）項目 設定（入力）機能 
計画名 テキスト入力 
計画で実施するタスク タスクフローを表示した GUI を利用して指定 
選択されたタスクの下で実施

するワーク 
タスクフローを表示した GUI を利用して指定 

タスク間の上位／下位の関係 タスクフローを表示した GUI を利用して指定 
計画のバージョン 自動設定（登録時は０） 
計画の登録者 自動設定（ログイン ID から判定） 
計画の登録日時 自動設定（サーバのクロック） 
計画のステータス 自動設定（登録時は非公開に設定） 
計画の概要 テキスト入力 
計画の目的 テキスト入力 
備考 テキスト入力 
計画の添付資料（ファイル） クライアント PC にあるファイルを指定し， 

アップロード 

 

 

(2) 計画修正機能 

既に登録されている計画の内容を修正するための計画修正機能を製作した。 

修正の対象とする計画は，「登録済計画一覧」から指定される。 

「登録済計画一覧」には，各計画の計画名をバージョン，ステータス，登録者，登

録／修正／プレ公開／公開日時，目的，備考と併せて表示する。 

なお，「登録済計画一覧」に表示する計画を計画名，登録者，登録／修正／プレ公

開／公開日時を条件として絞り込むことが可能である。 

修正可能な計画は，非公開あるいはプレ公開の状態にある計画とし，計画の修正権

限は，計画を登録したユーザおよび管理者にのみ付与される。 

計画の修正時に，計画名，バージョン，登録者，ステータスの変更はできない。 

計画の各項目の修正機能を表 3.2.1-3に示す。 
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表 3.2.1-3 計画修正機能一覧表 

登録時の設定（入力）項目 設定（入力）機能 
計画名 変更不可 
計画で実施するタスク タスクフローを表示した GUI を利用して修正 
選択されたタスクの下で実施

するワーク 
タスクフローを表示した GUI を利用して修正 

タスク間の上位／下位の関係 タスクフローを表示した GUI を利用して修正 
計画のバージョン 変更不可 
計画の登録者 変更不可 
計画の登録日時 自動設定（サーバのクロック） 
計画のステータス 変更不可 
計画の概要 修正可（テキスト入力） 
計画の目的 修正可（テキスト入力） 
備考 修正可（テキスト入力） 
計画の添付資料（ファイル） 添付資料（ファイル）の削除後，再設定 

 

 

(3) 計画削除機能 

既に登録されている計画を削除する機能を製作した。 

削除する計画は，計画修正機能と同様，「登録済計画一覧」から指定される。 

削除可能な計画は，非公開あるいはプレ公開の状態にある計画とし，計画の削除権

限は，計画を登録したユーザおよび管理者にのみ付与される。 

 

 

(4) 計画更新機能 

公開された計画の内容に変更を加え，新たなバージョンとして登録する計画更新機

能を製作した。 

更新の対象とする計画は，計画修正機等と同様，「登録済計画一覧」から指定され

る。 

計画の更新権限は，計画を登録したユーザおよび管理者にのみ付与される。 

計画の更新に伴う各項目の設定（入力）機能を表 3.2.1-3に示す。 
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表 3.2.1-4 計画更新機能一覧表 

登録時の設定（入力）項目 設定（入力）機能 
計画名 変更不可 
計画で実施するタスク タスクフローを表示した GUI を利用して変更 
選択されたタスクの下で実施

するワーク 
タスクフローを表示した GUI を利用して変更 

タスク間の上位／下位の関係 タスクフローを表示した GUI を利用して変更 
計画のバージョン 自動設定（インクリメント） 
計画の登録者 変更不可 
計画の登録日時 自動設定（サーバのクロック） 
計画のステータス 自動設定（更新時は非公開に設定） 
計画の概要 テキスト入力 
計画の目的 テキスト入力 
備考 テキスト入力 
更新内容 テキスト入力 
計画の添付資料（ファイル） クライアント PC にあるファイルを指定し， 

アップロード 

 

(5) 計画のステータス変更機能 

既に登録されている計画のステータスを“非公開”から“プレ公開”に，あるいは，

“プレ公開”から“公開”に変更する機能を製作した。 

なお，一旦 “プレ公開”とされた計画を“非公開”に，また，“公開”とされた計

画を“プレ公開”に戻すことはできない。 

ステータスを変更の対象とする計画は，計画修正機能等と同様，「登録済計画一覧」

から指定される。 

プレ公開および公開時には，「計画の登録日時」情報がサーバのクロックに従い，

自動的に更新される。 

計画のステータスの変更権限は，計画を登録したユーザおよび管理者にのみ付与さ

れる。 

計画の更新によるバージョンアップとステータスの変遷を図 3.2.1-1に示す。  
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未確定
（非公開）Ver.0

Ver.1

Ver.2

登録

削除可

公開プレ公開

未確定
（プレ公開）

未確定
（非公開）

修正可

公開プレ公開

未確定
（プレ公開）

更新

確定
（公開）

未確定
（非公開）

公開プレ公開

未確定
（プレ公開）

時間の経過

更新版
登録可

更新

・・・・・

修正可

最新公開バージョン

技術情報登録可

削除可

Ver.0

更新版
登録可

技術情報登録可

確定
（公開）

確定
（公開）

修正可

削除可

技術情報登録可

Ver.1

更新版
登録可

更新

Ver.2

未確定
（非公開）

 
図 3.2.1-1 計画のバージョンアップとステータスの変遷 

 

 

(6) 計画のグループユーザ設定機能 

計画に対し，グループユーザを設定する機能を製作した。 

グループユーザ設定の対象とする計画は，計画修正機能等と同様，「登録済計画一

覧」から指定される。 

グループユーザの設定は，システムに登録されているユーザ一覧から個別に指定す

ることにより行う。設定されたグループユーザへのユーザの追加あるいは指定解除も

可能である。 

計画のグループユーザの設定権限は，計画を登録したユーザおよび管理者にのみ付

与される。 
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(7) 計画の進捗状況表示機能 

計画として指定したタスクおよびワークの進捗状況を表示する機能を製作した。 

進捗状況を表示する計画は，計画修正機能等と同様，「登録済計画一覧」から指定

される。 

選択された計画のステータスが“公開”の場合には，計画を構成する各タスク・ワ

ークに登録されている技術情報名とその技術情報のバージョンおよび進捗状況コメ

ントを一覧表示する。 

なお，更新され，既に旧バージョンとなった計画を参照した場合には，次のバージ

ョンが公開された時点で，各タスク・ワークに登録されていた技術情報名とその技術

情報のバージョンおよび進捗状況コメントを一覧表示する。 
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3.2.2 技術情報管理機能 

技術情報の管理機能として，技術情報の登録，修正，削除，更新およびステータスの

変更機能を製作した。 

計画に対し技術情報を登録する権限は，グループユーザと管理者に付与される。 

登録された技術情報に関する各ユーザの権限は，技術情報のステータス（非公開／プ

レ公開／公開）により制限される。技術情報のステータス別のユーザ権限を表 3.2.2-1

に示す。 

 

表 3.2.2-1 技術情報のステータス別のユーザ権限 

グループユーザ 管理者 
技術情報登録者 その他のユーザ 

非グループユーザ   ユーザとステータス 
 
 
権限 

非 
公 
開 

プ 
レ 
公 
開 

公 
開 

非 
公 
開 

プ 
レ 
公 
開 

公 
開 

非 
公 
開 

プ 
レ 
公 
開 

公 
開 

非 
公 
開 

プ 
レ 
公 
開 

公 
開 

修正 ○ ○ × ○ ○ × × × × × × × 
削除 ○ ○ × ○ ○ × × × × × × × 
更新 × × ○ × × ○ × × × × × × 
閲覧 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 
参照先としての指定 × × ○ × × ○ × × ○ × × ○ 
プレ公開権限 ○ － × ○ － × × － × × － × 
公開権限 × ○ － × ○ － × × － × × － 

 

 

(1) 技術情報登録機能 

「技術情報統合システム」に技術情報を登録する機能を製作した。 

技術情報登録時には，「2.2.1 技術情報を構成する情報」に示した情報を入力する。 

技術情報を登録する計画は，計画管理に関する諸機能と同様，「登録済計画一覧」

から指定される。なお，「登録済計画一覧」には，公開された最新バージョンの計画

のみを表示する。 

技術情報の登録は，計画毎に指名されたグループユーザ及び管理者のみ可能とする。 

技術情報の各項目の設定（入力）機能を表 3.2.2-2に示す。 
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表 3.2.2-2 技術情報登録機能一覧表 

登録時の設定（入力）項目 設定（入力）機能 
技術情報名 テキスト入力 
作業の内容・結果を示す情報 クライアント PC にあるファイルを指定し， 

アップロード 
登録の対象とする計画 「登録済計画一覧」から選択 
登録の対象とするタスク タスクフローを表示した GUI を利用して指定 
登録の対象とするワーク タスクフローを表示した GUI を利用して指定 
技術情報のバージョン 自動設定（登録時は０） 
技術情報の登録者 自動設定（ログイン ID から判定） 
技術情報の登録日時 自動設定（サーバのクロック） 
進捗状況 テキスト入力 
キーワード テキスト入力 
技術情報のステータス 自動設定（登録時は非公開に設定） 
作業目的 テキスト入力 
技術情報の目的 テキスト入力 
備考 テキスト入力 
参照技術情報* 技術情報の作成において参照した技術情報が登録さ

えているタスクまたはワークをリストから選択。 
選択されたタスクまたはワークに登録されている技

術情報の一覧から選択。 
参照技術情報に関する特記事項 テキスト入力 
処理判断に関する情報 テキスト入力 

 

 

(2) 技術情報修正機能 

既に登録されている技術情報の内容を修正するための技術情報修正機能を製作し

た。 

修正の対象とする技術情報が登録されている計画は，計画管理に関する諸機能と同

様，「登録済計画一覧」から指定される。 

修正可能な技術情報は，非公開あるいはプレ公開の状態にある技術情報とし，技術

情報の修正権限は，技術情報を登録したユーザおよび管理者にのみ付与される。 

技術情報の修正時に，技術情報名，登録者，バージョンおよびステータスの変更は

できない。 

技術情報の各項目の修正機能を表 3.2.2-3に示す。 
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表 3.2.2-3 技術情報修正機能一覧表 

登録時の設定（入力）項目 設定（入力）機能 
技術情報名 変更不可 
作業の内容・結果を示す情報 クライアント PC にあるファイルを指定し， 

アップロード 
登録の対象とする計画 「登録済計画一覧」から選択 
登録の対象とするタスク タスクフローを表示した GUI を利用して指定 
登録の対象とするワーク タスクフローを表示した GUI を利用して指定 
技術情報のバージョン 自動設定 
技術情報の登録者 変更不可 
技術情報の登録日時 自動設定（サーバのクロック） 
進捗状況 修正可（テキスト入力） 
キーワード 修正可（テキスト入力） 
技術情報のステータス 変更不可 
作業目的 修正可（テキスト入力） 
技術情報の目的 修正可（テキスト入力） 
備考 修正可（テキスト入力） 
参照技術情報* 技術情報の作成において参照した技術情報が登録さ

えているタスクまたはワークをリストから再選択。 
選択されたタスクまたはワークに登録されている技

術情報の一覧から再選択。 
参照技術情報に関する特記事項 修正可（テキスト入力） 
処理判断に関する情報 修正可（テキスト入力） 

 

 

(3) 技術情報削除機能 

既に登録されている技術情報を削除する機能を製作した。 

削除する技術情報が登録されている計画は，計画管理に関する諸機能と同様，「登

録済計画一覧」から指定される。 

削除可能な技術情報は，非公開あるいはプレ公開の状態にある技術情報とし，技術

情報の削除権限は，計画を登録したユーザおよび管理者にのみ付与される。 

 

 

(4) 技術情報更新機能 

公開された技術情報の内容に変更を加え，新たなバージョンとして登録する技術情

報更新機能を製作した。 

更新する技術情報が登録されている計画は，計画管理に関する諸機能と同様，「登

 - 44 - 



JNC TJ8440 2004-006 

録済計画一覧」から指定される。 

技術情報の更新権限は，技術情報を登録したユーザおよび管理者にのみ付与される。 

技術情報の更新に伴う各項目の設定（入力）機能を表 3.2.2-4に示す。 

 

表 3.2.2-4 技術情報更新機能一覧表 

登録時の設定（入力）項目 設定（入力）機能 
技術情報名 変更不可 
作業の内容・結果を示す情報 添付資料（ファイル）の削除後，再設定 
登録の対象とする計画 「登録済計画一覧」から選択 
登録の対象とするタスク タスクフローを表示した GUI を利用して指定 
登録の対象とするワーク タスクフローを表示した GUI を利用して指定 
技術情報のバージョン 自動設定（インクリメント） 
技術情報の登録者 変更不可 
技術情報の登録日時 自動設定（サーバのクロック） 
進捗状況 テキスト入力 
キーワード テキスト入力 
技術情報のステータス 自動設定（更新時は非公開に設定） 
作業目的 テキスト入力 
技術情報の目的 テキスト入力 
備考 テキスト入力 
参照技術情報* 技術情報の作成において参照した技術情報が登録さ

えているタスクまたはワークをリストから選択。 
選択されたタスクまたはワークに登録されている技

術情報の一覧から選択。 
参照技術情報に関する特記事項 テキスト入力 
処理判断に関する情報 テキスト入力 

 

 

(5) 技術情報のステータス変更機能 

既に登録されている技術情報のステータスを“非公開”から“プレ公開”に，ある

いは，“プレ公開”から“公開”に変更する機能を製作した。 

なお，一旦 “プレ公開”とされた技術情報を“非公開”に，また，“公開”とされ

た技術情報を“プレ公開”に戻すことはできない。 

ステータスを変更する技術情報が登録されている計画は，計画修正機能等と同様，

「登録済計画一覧」から指定される。 

プレ公開および公開時には，「技術情報の登録日時」情報がサーバのクロックに従

い，自動的に更新される。 

技術情報のステータスの変更権限は，技術情報を登録したユーザおよび管理者にの
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み付与される。 

技術情報の更新によるバージョンアップとステータスの変遷を図 3.2.2-1に示す。 

 

未確定
（非公開）Ver.0

Ver.1

Ver.2

登録

削除可

公開プレ公開

未確定
（プレ公開）

未確定
（非公開）

修正可

公開プレ公開

未確定
（プレ公開）

更新

確定
（公開，参照技術情報として指定可）

未確定
（非公開）

公開プレ公開

未確定
（プレ公開）

時間の経過

更新版
登録可

更新

・・・・・

修正可

最新公開バージョン

削除可

Ver.0

更新版
登録可

確定
（公開，参照技術情報として指定可）

確定
（公開，参照技術情報として指定可）

修正可

削除可

Ver.1

更新版
登録可

更新

Ver.2

未確定
（非公開）

 

図 3.2.2-1 技術情報のステータスの変遷 
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3.2.3 告知機能 

利用者どおしのコミュニケーションを促進するための以下の機能を製作した。 

 告知機能 

 メール管理機能 

 掲示板機能 

 対応表明機能 

 

(1) 告知機能 

計画および技術情報の登録，修正，削除，更新，ステータスの変更およびグループ

ユーザ・メンバーの変更を電子メールおよび掲示板により関係者に告知する機能を製

作した。 

 

(i) 計画に関する告知機能 

計画の登録，更新，修正，削除，ステータスの変更およびグループユーザ・メン

バーの変更情報を電子メールおよび掲示板により関係者に自動的に告知する機能

を製作した。計画に関する操作別の告知対象ユーザと告知方法を表 3.2.3-1に示す。 

 

表 3.2.3-1 計画に関する操作別の告知対象と告知方法 

通知（電子メール）        告知方法 
 
計画に関する操作 

グループユーザ 非グループユーザ 掲示板 

登録 ○ × × 
修正 ○ × × 

非公開 

削除 ○ × × 
プレ公開 ○ × ○ 
プレ公開版修正 ○ × ○ 

プレ公開 

プレ公開版削除 ○ × ○ 
公開（確定） ○ × ○ 
非公開 更新（更新版登録） ○ × × 
グループユーザ・メンバーの変更 △ △ × 
注 1) ○は通知あるいは掲示が行われることを示す。 
注 2)  グループユーザ・メンバー変更時に，指定が解除されたグループユーザおよび追加指定された一般ユ

ーザにのみ通知（メール）される。 
 
 
 
 

 - 47 - 



JNC TJ8440 2004-006 

通知内容及び掲示内容は以下のとおりとした。 

(a) 電子メール 

標題：（計画名＋バージョン＋操作名） • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

本文：（計画名，バージョン，操作名，操作日時，操作者，ステータス，

概要，目的，備考） 

(b) 掲示 

標題：（計画名＋バージョン＋操作名） 

掲示者：（“SYSTEM”） 

掲示日時：（操作日時） 

属性情報：（計画名） 

本文：（計画名，バージョン，操作名，操作日時，操作者，ステータス，

概要，目的，備考） 

 

(ii) 技術情報に関する告知機能 

技術情報の登録，更新，修正，削除およびステータスの変更を電子メールおよび

掲示板により関係者に自動的に告知する機能を製作した。 

技術情報に関する操作別の告知対象ユーザと告知方法を表 3.2.3-2に示す。 
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表 3.2.3-2 技術情報に関する操作別の告知対象と告知方法 
通知（電子メール） 

グループユーザ 非グループユーザ 
      告知方法 
 
 
操作 

参照 
ユーザ 

非参照 
ユーザ 

参照 
ユーザ 

非参照 
ユーザ 

掲示板 

登録 ○ ○ × × × 
修正 ○ ○ × × × 

非公開 

削除 ○ ○ × × × 
プレ公開 ○ ○ ○ × ○ 
プレ公開版修正 ○ ○ ○ × ○ 

プレ公開 

プレ公開版削除 ○ ○ ○ × ○ 
公開 ◎ ○ ◎ × ○ 
非公開 更新（更新版登録） ○ ○ × × × 
注 1）○および◎は通知あるいは掲示が行われることを示す。 
注 2）◎は対応を強制的に入力させることを示す。 
注 3）参照ユーザは，更新対象となった旧バージョンを参照技術情報として指定しているユーザを意味し，

新規に登録された技術情報には参照ユーザは存在しない。 

 

通知内容及び掲示内容は以下のとおりとした。 

(a) 電子メール 

標題：（技術情報名＋バージョン＋操作名） • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

本文：（技術情報名，バージョン，操作名，操作日時，操作者，進捗状

況，キーワード，ステータス，目的，備考，計画名，タスク名，ワーク名） 

(b) 掲示 

標題：（技術情報名＋バージョン＋操作名） 

掲示者：（“SYSTEM”） 

掲示日時：（操作日時） 

属性情報：（計画名，タスク名，ワーク名，技術情報名） 

本文：（技術情報名，バージョン，操作名，操作日時，操作者，進捗状

況，キーワード，ステータス，目的，備考，計画名，タスク名，ワーク名） 

 

(2) メール管理機能 

「技術情報統合システム」のユーザ間でシステムを通したメールの送信を行う機能

と送信されたメールの管理およびメールの閲覧機能を製作した。 

メールに関わる情報として，標題，発信者，計画名，タスク名，ワーク名，技術

情報名，本文，宛先，公開／非公開を定める情報を管理する。 
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また，「(1) 告知機能」により自動送信されるメールも含め，システムを利用して

送信された全てのメールのログを管理する。 

 

(i) メール送信機能 

メールの送信に伴う各項目の設定（入力）機能を表 3.2.3-3に示す。 

 

表 3.2.3-3 送信メール設定機能一覧表 

メール送信時の設定（入力）項目 設定（入力）機能 
標題 テキスト入力 
計画名（メールの属性として） テキスト入力 
タスク名（メールの属性として） テキスト入力 
ワーク名（メールの属性として） テキスト入力 
技術情報名（メールの属性として） テキスト入力 
本文 テキスト入力 
送信者 自動設定（ログイン ID 参照） 
送信日時 自動設定（サーバクロック） 
宛先 ユーザリストから選択 
公開／非公開の設定 選択 

 

 

(ii) メール閲覧機能 

他のユーザ宛てに送信されたメールを含め，送信されたメールを閲覧する機能を

製作した。 

標題，送信者，送信日時，計画名，タスク名，ワーク名，技術情報名を表示した

「送信済みメール一覧」からメールを選択すると，公開のメールに限りメールの内

容（閲覧項目：標題，送信者，送信日，計画名，タスク名，ワーク名，技術情報名，

宛先，本文）が表示される。 

なお，「送信済みメール一覧」に表示されたメールは，標題，送信者，送信日，

計画名，タスク名，ワーク名，技術情報名により検索可能である。 

 

(3) 掲示板機能 

利用者が共通で利用する掲示板の機能を製作した。 

記事を投稿することに加え，閲覧した記事に対する返信も可能である。投稿された

記事は全て全ユーザに対し公開される。 
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掲示記事に関わる情報として，記事の標題，掲示者，掲示日時，計画名，タスク名，

ワーク名，技術情報名，本文，返信記事の標題，掲示者，掲示日時，本文，記事と返

信記事の関係を管理する。 

 

(i) 投稿機能 

掲示板への投稿に伴う各項目の設定（入力）機能を表 3.2.3-4に示す。 

計画名，タスク名，ワーク名，技術情報名は，投稿の属性を示すが，既存の投稿

に対する返信の場合には，自動的に継承される。 

 

表 3.2.3-4 掲示板への投稿機能一覧表 

掲示板への投稿時の設定（入力）項目 設定（入力）機能 
標題 テキスト入力 
計画名（投稿の属性として） テキスト入力（返信時は自動継承） 
タスク名（投稿の属性として） テキスト入力（返信時は自動継承） 
ワーク名（投稿の属性として） テキスト入力（返信時は自動継承） 
技術情報名（投稿の属性として） テキスト入力（返信時は自動継承） 
本文 テキスト入力 
掲示者 自動設定（ログイン ID 参照） 
掲示日時 自動設定（サーバクロック） 

 

 

(ii) 記事閲覧機能 

標題，掲示者，掲示日時，計画名，タスク名，ワーク名，技術情報名を表示した

「掲示記事一覧」から掲示記事を選択すると掲示内容（標題，掲示者，掲示日時，

計画名，タスク名，ワーク名，技術情報名）が表示される。 

なお，「掲示記事一覧」に表示された記事は，標題，掲示者，掲示日時，計画名，

タスク名，ワーク名，技術情報名により検索可能とした。 

また，返信記事の場合には，「掲示記事一覧」から記事を選択することにより，

その記事に対する返信記事のリストが標題，掲示者，掲示日時と共に表示される。 

返信記事も掲示記事と同様に閲覧可能である。 
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(4) 対応表明機能 

技術情報が更新された際，その技術情報を参照するユーザには，対応を表明するこ

と（参照先の変更を行うか否かの対応を表明すること）を義務付け，その対応を表明

するための機能と表明された内容を閲覧する機能を製作した。 

対応表明に関わる情報として，更新された参照技術情報（識別情報），対象技術情

報（識別情報），対応者，表明日時，対応状況，表明内容，対応後の技術情報（識別

情報）を管理する。 

また，対応表明を徹底するため，対応表明を行っていないユーザには，ログイン後

時に対応入力用画面を表示し，対応表明を促す。 

対象者は，対応入力用画面から，対応状況（“対応済み”，“対応しない”，“保留”

から選択），対応内容を入力する。対応者の情報は，ログイン ID により自動設定さ

れ，表明日時は，サーバクロックに従い自動設定される。 

なお，表明した項目（対応状況，表明内容）を修正可能とする。 

一方，表明項目（対応状況，表明内容）を，更新された技術情報に関する表明項目

として一覧表示し，一覧から，対応後バージョンの技術情報の選択・閲覧が可能であ

る。 
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3.3 マスター情報管理機能 

システム管理上必要な共通情報であるユーザ情報，タスクおよびワークを管理する機

能を製作した。 

 

3.3.1 ユーザ情報管理機能 

ユーザ情報管理機能として，ユーザ登録機能，ユーザ情報修正機能およびユーザ情報

削除機能を製作した。 

 

(1) ユーザ登録機能 

「技術情報統合システム」にユーザを登録する機能を製作した。 

ユーザ登録時には，「2.2.3(1) ユーザ情報」に示した情報を入力する。 

ユーザ登録における各項目の設定（入力）機能を表 3.3.1-1に示す。 

 

表 3.3.1-1 ユーザ登録機能一覧表 

登録時の設定（入力）項目 設定（入力）機能 
ログイン ID テキスト入力 
パスワード テキスト入力 
氏名 テキスト入力 
事業所 テキスト入力 
部署 テキスト入力 
メールアドレス テキスト入力 
備考 テキスト入力 
ユーザランク “管理者”，“アドバンストユーザ”，“一般ユーザ”か

ら選択 
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(2) ユーザ情報修正機能 

既に登録されているユーザ情報修正機能を製作した。 

ユーザ情報の各項目の修正機能を表 3.3.1-2に示す。 

 

表 3.3.1-2 ユーザ情報修正機能一覧表 

登録時の設定（入力）項目 設定（入力）機能 
ログイン ID 修正可（テキスト入力） 
パスワード 修正可（テキスト入力） 
氏名 修正可（テキスト入力） 
事業所 修正可（テキスト入力） 
部署 修正可（テキスト入力） 
メールアドレス 修正可（テキスト入力） 
備考 修正可（テキスト入力） 
ユーザランク “管理者”，“アドバンストユーザ”，“一般ユーザ”か

ら再選択 

 

 

(3) ユーザ削除機能 

既に登録されているユーザ情報を削除する機能を製作した。 

ただし，既に，計画，技術情報，タスク・ワークの登録者となっているユーザの情

報を削除することはできない。 
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3.3.2 タスク管理機能 

タスク管理機能として，タスクの登録，修正および削除機能を製作した。 

 

(1) タスク登録機能 

「技術情報統合システム」にタスクを登録する機能を製作した。 

タスク登録時には，「2.2.3(2) タスクに関する情報」に示した情報を入力する。 

タスクの登録権限は，管理者およびアドバンストユーザに付与される。 

ただし，アドバンストユーザにより登録されたタスクには，利用制限（非グループ

ユーザは，計画で実施するタスクとして指定不可）を設けた。この利用制限の解除権

限は，管理者にのみ付与される。 

タスクの登録における各項目の設定（入力）機能を表 3.3.2-1に示す。 

 

表 3.3.2-1 タスク登録機能一覧表 

登録時の設定（入力）項目 設定（入力）機能 
タスク名 テキスト入力 
タスクの分類 地表調査／試錘孔調査／坑道を利用した試験・測定／デー

タ整理／モデル化に向けたデータの解釈／モデル化シミュ

レーション／アウトプットから選択 
タスクシート クライアント PC にあるファイルを指定し，アップロード 
タスクの登録者 自動設定（登録者のログイン ID を参照） 
タスクの登録日時 自動設定（サーバクロック） 
タスクの表示順 テキスト入力 
利用制限 管理者が登録する場合には，利用制限の有無を選択 

アドバンストユーザが登録する場合には，自動的に利用制

限は“有”に設定 

 

 

(2) タスク修正機能 

既に登録されているタスクをタスクフローから選択し，修正する機能を製作した。 

タスクの修正権限は，管理者およびタスクを登録したアドバンストユーザに付与さ

れる。 

タスクの各項目の修正機能を表 3.3.2-2に示す。 
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表 3.3.2-2 タスク修正機能一覧表 

登録時の設定（入力）項目 設定（入力）機能 
タスク名 修正可（テキスト入力） 
タスクの分類 地表調査／試錘孔調査／坑道を利用した試験・測定／デー

タ整理／モデル化に向けたデータの解釈／モデル化シミュ

レーション／アウトプットから再選択 
タスクシート タスクシートを削除後，再アップロード 
タスクの登録者 自動設定（登録者のログイン ID を参照） 
タスクの登録日時 自動設定（サーバクロック） 
タスクの表示順 修正可（テキスト入力） 
利用制限 管理者のみ利用制限の有無を再設定 

アドバンストユーザは変更不可 

 

 

(3) タスク削除機能 

既に登録されているタスクをタスクフローから選択し，削除する機能を製作した。 

タスクの削除権限は，管理者およびタスクを登録したアドバンストユーザに付与さ

れる。 

ただし，既に計画で使用されているタスクを削除することはできない。 

 

3.3.3 ワーク情報管理機能 

ワーク情報管理機能として，ワークの登録／修正／削除機能を製作した。 

 

(1) ワーク登録機能 

「技術情報統合システム」にワークを登録する機能を製作した。 

ワーク登録時には，「2.2.3(3) ワークに関する情報」に示した情報を入力する。 

ワークの登録権限は，管理者およびアドバンストユーザに付与される。 

ただし，アドバンストユーザにより登録されたワークには，利用制限（非グループ

ユーザは，計画で実施するワークとしての指定を不可）を設けた。この利用制限の解

除権限は，管理者にのみ付与される。 

ワークの登録における各項目の設定（入力）機能を表 3.3.3-1に示す。 
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表 3.3.3-1 ワーク登録機能一覧表 

登録時の設定（入力）項目 設定（入力）機能 
ワーク名 テキスト入力 
ワークの分類 地表調査／試錘孔調査／坑道を利用した試験・測定／デー

タ整理／モデル化に向けたデータの解釈／モデル化シミュ

レーション／アウトプットから選択 
ワークシート クライアント PC にあるファイルを指定し，アップロード 
ワークの登録者 自動設定（登録者のログイン ID を参照） 
ワークの登録日時 自動設定（サーバクロック） 
ワークの表示順 テキスト入力 
利用制限 管理者が登録する場合には，利用制限の有無を選択 

アドバンストユーザが登録する場合には，自動的に利用制

限は“有”に設定 

 

 

(2) ワーク修正機能 

既に登録されているワークを「ワーク一覧」から選択し，修正する機能を製作した。 

ワークの修正権限は，管理者およびタスクを登録したアドバンストユーザに付与さ

れる。 

ワークの各項目の修正機能を表 3.3.3-2に示す。 

 

表 3.3.3-2 タスク修正機能一覧表 

登録時の設定（入力）項目 設定（入力）機能 
ワ－ク名 修正可（テキスト入力） 
ワークの分類 地表調査／試錘孔調査／坑道を利用した試験・測定／デー

タ整理／モデル化に向けたデータの解釈／モデル化シミュ

レーション／アウトプットから再選択 
ワークシート ワークシートを削除後，再アップロード 
ワークの登録者 自動設定（登録者のログイン ID を参照） 
ワークの登録日時 自動設定（サーバクロック） 
ワークの表示順 修正可（テキスト入力） 
利用制限 管理者のみ利用制限の有無を再設定 

アドバンストユーザは変更不可 

 

 

(3) ワーク削除機能 

既に登録されているワークを「ワーク一覧」から選択し，削除する機能を製作した。 

ただし，既に計画で使用されているワークを削除することはできない。 
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3.3.4 タスク・ワークの関係管理 

既に登録されているタスクとワークの関係を管理する機能として，タスクに対しワー

クを関係付ける機能と関係を解除する機能を製作した。 

タスクに対しワークを関係付ける場合には，対象となるタスクをタスクフローから選

択し，「(2) ワーク修正機能」と同様の「ワーク一覧」から関係付けるワークを選択する。 

一方，既に登録されているタスクとワークの関係を解除する場合には，関係を登録す

る場合と同様，タスクをタスクフローから選択し，続いて表示される「ワーク一覧」か

ら関係を解除するワークを選択する。 

 

3.4 技術情報閲覧機能 

技術情報を検索し，その検索結果を「登録済技術情報一覧」として表示する機能，お

よび「登録済技術情報一覧」から技術情報を選択し，閲覧する機能を製作した。 

 

3.4.1 技術情報の検索機能 

技術情報閲覧機能として，次に示す検索機能を製作した。 

キーワード検索 • 

• 

• 

• 

• 

チェーン検索 

マイメニュー検索 

計画からの検索 

ロードマップ機能 

検索条件に該当した技術情報は，「登録済技術情報一覧」に表示される。 

「登録済技術情報一覧」には，技術情報名，バージョン，ステータス，計画名，タス

ク名，ワーク名，登録者，登録／修正／削除／プレ公開／公開日時，作業目的，備考が

表示される。また，「登録済技術情報一覧」に表示された技術情報をソートする機能を

製作した。 

 

(1) キーワード検索機能 

登録されている技術情報をキーワードにより検索する機能を製作した。 

さらに，キーワードによる検索に加えて，技術情報名，計画名，タスク名，ワーク

名，登録者，登録／修正／削除／プレ公開／公開日時を条件として検索も可能とした。 
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(2) チェーン検索機能 

チェーン検索機能として，技術情報が特定された状態で，対象とする技術情報の参

照・被参照の関係をたどることにより技術情報を検索する機能を製作した。 

チェーン検索では，特定の技術情報を指定することにより，タスクフロー上にその

技術情報と参照・被参照の関係にある技術情報が登録されているタスクまたは技術情

報が登録されているワークが属するタスクを表示する。次に，関係があるとされたタ

スクを選択することにより，そのタスクおよびタスクに属するワークに登録されてい

る「技術情報一覧」が表示される。 

 

(3) マイメニュー検索機能 

マイメニュー検索機能として，ユーザが任意にカテゴリを登録し，カテゴリに技術

情報名を登録（複数可）する機能を製作した。その結果，カテゴリを指定することに

より，カテゴリに登録されている「技術情報一覧」を直接表示することが可能である。 

カテゴリには，任意のカテゴリ名を設定することができ，カテゴリ名の変更，カテ

ゴリの削除も可能である。ただし，カテゴリの削除時には，カテゴリに登録されてい

る技術情報名も削除される。 

また，カテゴリに登録されている技術情報名の別のカテゴリへのコピー，カテゴリ

からの技術情報名の削除も可能である。 

 

(4) 計画からの検索機能 

計画からの検索機能として，計画に登録されているタスク・ワークをたどることに

より，技術情報を検索する機能を製作した。 

検索の対象として「登録済計画一覧」から指定された計画は，計画名，属性情報（バ

ージョン，登録者，登録／修正／プレ公開／公開日時，ステータス，概要，目的，備

考，添付資料ファイル），更新履歴（バージョン，更新日時，更新内容）とともに，

タスクフローとして表示される。 

表示されたタスクフローのタスクあるいはワークをたどることにより，指定したタ

スクあるいはワークに登録されている技術情報を検索することができる。 
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(5) ロードマップ機能 

ロードマップ機能として，特定の技術情報を中心として，その技術情報の参照関係

／被参照関係を順次追跡することにより，技術情報を検索する機能を製作した。 

ロードマップ機能では，特定の技術情報をロードマップの中心として，その技術情

報と参照および被参照関係にある技術情報を順次追跡して関連する技術情報が登録

されているタスクおよび技術情報が登録されているワークが属するタスクをタスク

フローに表示する。同時に，ロードマップの中心となる技術情報と参照または被参照

の関係にある技術情報を一覧表示する（表示は，指定された技術情報の全てのバージ

ョンを対象とする）。一覧表示する項目を表 3.4.1-1に示す。 

また，表示された参照技術情報／被参照技術情報の一覧から技術情報を指定し，そ

の技術情報を中心とした参照または被参照の関係にある技術情報を一覧表示するこ

とも可能である。 

さらに，参照技術情報／被参照技術情報の一覧表示の中心としている技術情報をロ

ードマップの中心とすることも可能である。 

 

表 3.4.1-1 参照または被参照の関係にある技術情報の一覧表示項目 
表示項目 

技術情報名 指定された技術情報 
バージョン 
技術情報名 
参照しているバージョン 
最新バージョン 
計画名 
タスク名 

指定された技術情報が

参照する技術情報 
（参照関係にある技術

情報） 

ワーク名 
技術情報名 
参照しているバージョン 
最新バージョン 
計画名 
タスク名 

指定された技術情報を

参照する技術情報（被参

照関係にある技術情報） 

ワーク名 
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3.4.2 技術情報閲覧機能 

「3.4.1 技術情報の検索機能」により表示される「登録済技術情報一覧」から技術情

報を選択し，閲覧する機能を製作した。 

技術情報の閲覧項目を表 3.4.2-1に示す。 

 

表 3.4.2-1 技術情報の閲覧項目 
閲覧項目 備考 

技術情報名  
バージョン  
登録者  
登録／修正／プレ公

開／公開日時 
 

進捗状況  
キーワード  
ステータス  
作業目的  

属性情報 

備考  
作業の内容・結果を示す情報 ファイルを閲覧可能とする。 

技術情報名 
バージョン 
計画名 
タスク名 

参照技術情報 
リスト 

ワーク名 

参照技術情報リストから技術情報を選

択・閲覧可能とする。 

参照技術情報に関する特記事項  
処理判断に関する情報  

旧バージョン技術情

報のバージョン 
更新日時 

更新履歴リスト 

更新内容 

更新履歴リストから旧バージョンの技術

情報を選択・閲覧可能とする。 

技術情報名 
バージョン 
計画名 
タスク名 

被参照技術情報* 
リスト 

ワーク名 

被参照技術情報リストから技術情報を選

択・閲覧可能とする。 

*被参照技術情報：当該技術情報を参照している技術情報 
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4 システムのインストールと機能テスト 

製作されたシステムをサイクル機構殿の保有するサーバにインストールし，サーバ側

およびクライアント側の両方について機能を確認した。 

 

4.1 インストール作業 

サイクル機構殿の保有するサーバに製作したプログラムを以下の手順でインストー

ルした。 

① データベースを作成した。 

② 作成したデータベースにテーブルを作成した。 

③ データベースのテーブルに初期情報を登録した。 

④ 製作したプログラムの実行ファイルをサーバの所定のディレクトリにコピ

ーすることにより，プログラムのセットアップを行った。 

 

4.2 サーバ側機能確認テスト 

サーバ側の機能として，以下のことを確認した。 

・ プログラムがセットアップされた状態で，WEB サーバウェア（TOMCAT）が正常

に動作すること 

・ データベースの各テーブルにデータが登録されること 

・ サーバの所定のディレクトリにファイルがアップロードされること 

 

4.3 クライアント側機能確認テスト 

クライアント端末（プログラムがインストールされたサーバと通信可能な JNC 殿内

のパーソナルコンピュータ）にて，各種機能確認テストを実施して，以下の機能が正常

に動作することを確認した。 

計画に関する機能 • 

 計画の登録に関する機能 

 計画の修正に関する機能 

 計画の削除に関する機能 

 計画の更新に関する機能 

 計画のステータスの変更に関する機能 
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 計画に対するグループユーザ設定機能 

 計画の進捗状況の表示機能 

技術情報に関する機能 • 

• 

• 

• 

 技術情報の登録に関する機能 

 技術情報の修正に関する機能 

 技術情報の削除に関する機能 

 技術情報の更新に関する機能 

 技術情報のステータスの変更に関する機能 

告知機能 

 計画に関する告知機能 

 技術情報に関する告知機能 

 メール管理機能 

 掲示板機能 

 対応表明に関する機能 

マスター情報管理機能 

 ユーザ情報管理機能 

 タスク管理機能 

 ワークの管理機能 

 タスク・ワーク関係管理機能 

技術情報検索・閲覧機能 

 キーワード検索・閲覧機能 

 チェーン検索・閲覧機能 

 マイメニュー検索・閲覧機能 

 計画からの検索・閲覧機能 

 ロードマップ機能 

 

機能別の具体的な確認事項を表 4.3-1～表 4.3-5に示す。 
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表 4.3-1 計画に関する機能の確認事項 

【計画の登録に関する機能】 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 

計画名をテキストボックスに直接入力することにより設定できること 
計画登録時に，作業段階毎のタスクを表示した GUI（タスクフロー）から計画で実施す

るタスクをタスクフロー画面で指定できること 
指定したタスクに属するワークを表示し，その中から計画で実施するワークを指定できる

こと 
計画で実施するタスク間の上位／下位の関係をタスクフロー画面で指定できること 
登録された計画のバージョンは 0 と自動的に設定されること 
計画の登録者はログイン ID に従い自動的に設定されること 
計画の登録日時がサーバのクロックに従い自動的に設定されること 
登録された計画のステータスが非公開となること 
計画の概要をテキストボックスに直接入力することにより設定できること 
計画の目的をテキストボックスに直接入力することにより設定できること 
計画の備考をテキストボックスに直接入力することにより設定できること 
クライアント PC にあるファイルを指定し，ファイルは計画登録時にサーバにアップロー

ドできること 
アップロードするファイルのタイトルをテキストボックスに直接入力することにより設

定できること 
 
【計画の修正に関する機能】 

「登録済計画一覧」が表示できること 
「登録済計画一覧」に表示する計画を計画名，登録者，登録／修正／プレ公開／公開日時

により絞込めること 
「登録済計画一覧」に計画名，バージョン，ステータス，登録者，登録／修正／プレ公開

／公開日時，目的，備考を表示されること 
「登録済計画一覧」から計画が選択できること 
計画を登録したユーザおよび管理者は，非公開あるいはプレ公開の状態にある計画を修正

できること 
計画の修正により，計画名，登録者，バージョン，ステータスは変更されないこと 
計画で実施タスクをタスクフロー画面に表示できること 
計画の登録者および管理者は，計画で実施するワークを変更できること 
計画の登録者および管理者は，計画で実施するタスク間の上位／下位の関係をタスクフロ

ー画面で変更できること 
計画の修正日時は，サーバのクロックに従い自動的に設定されること 
計画の登録者および管理者は，計画の概要を修正できること 
計画の登録者および管理者は，計画の目的を修正できること 
計画の登録者および管理者は，計画の備考を修正できること 
計画の登録者および管理者は，計画の添付資料を修正できること 

 
【計画の削除に関する機能】 

計画を登録したユーザおよび管理者は，当該計画を通して技術情報が登録されていない場

合に限り，非公開あるいはプレ公開の計画を削除できること 
 

【計画の更新に関する機能】 
計画を登録したユーザおよび管理者は，公開された計画の内容を変更し，新たなバージョ

ンの計画として登録できること 
計画の更新により，計画名，登録者は変更できないこと 
計画を登録したユーザおよび管理者は，計画で実施するタスクをタスクフロー画面で指定

できること 
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• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

計画を登録したユーザおよび管理者は，計画で実施するワークを指定できること 
計画を登録したユーザおよび管理者は，計画で実施するタスク間の上位／下位の関係をタ

スクフロー画面で指定できること 
登録された計画のバージョンは自動的設定（インクリメント）されること 
計画の更新日時は，サーバのクロックに従い自動的に設定されること 
計画を登録したユーザおよび管理者は，前バージョンからの更新内容をテキストボックス

に直接入力することにより設定できること 
更新された計画のステータスは非公開となること 
計画を登録したユーザおよび管理者は，計画の概要をテキストボックスに直接入力するこ

とにより設定できること 
計画を登録したユーザおよび管理者は，計画の目的をテキストボックスに直接入力するこ

とにより設定できること 
計画を登録したユーザおよび管理者は，計画の備考をテキストボックスに直接入力するこ

とにより設定できること 
計画を登録したユーザおよび管理者は，クライアント PC にあるファイルを指定し，ファ

イルは計画登録時にサーバにアップロードできること 
計画を登録したユーザおよび管理者は，アップロードするファイルのタイトルをテキスト

ボックスに直接入力することにより設定できること 
 

【計画のステータスの変更に関する機能】 
計画を登録したユーザおよび管理者は，非公開の計画のステータスをプレ公開に変更でき

ること 
プレ公開の計画のステータスを非公開に変更できないこと 
計画を登録したユーザおよび管理者は，プレ公開の計画のステータスを公開に変更できる

こと 
公開の計画のステータスをプレ公開に変更できないこと 
公開日時は，サーバのクロックに従い自動的に設定されること 

 
【計画に対するグループユーザ設定機能】 

計画の登録者は，計画に対するグループユーザ指定（登録）を行うことができること 
計画の登録者は，計画に対するグループユーザの変更（追加指定／指定解除）を行うこと

ができること 
計画を登録者は，グループユーザの候補となるユーザを“所属” により絞込めること 

 
【計画の進捗状況の表示機能】 

ステータスが公開状態にある計画を構成する各タスク・ワークに登録されている技術情報

名とその技術情報のバージョンおよび進捗状況コメントを一覧表示できること 
次のバージョンの計画が公開された時点で，旧バージョンを構成する各タスク・ワークに

登録されている計画の技術情報のバージョンを表示できること 
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表 4.3-2 技術情報に関する機能の確認事項 

【技術情報の登録に関する機能】 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

「登録済計画一覧」を表示できること 
「登録済計画一覧」に表示する計画を計画名，登録者，登録／修正／プレ公開／公開日時

により絞り込めること 
「登録済計画一覧」に計画名，バージョン，ステータス，登録者，登録／修正／プレ公開

／公開日時，目的，備考を表示できること 
「登録済計画一覧」には，公開された最新バージョンの計画のみを表示できること 
「登録済計画一覧」から計画を選択できること 
選択された計画の以下の情報を GUI に表示できること 
 計画名 
 実施タスク（タスクフロー上に色分け表示） 
 タスク間の上位／下位の関係（タスクフロー上にタスク間を結ぶラインとして表示） 
 属性情報（バージョン，登録者，登録／修正／プレ公開／公開日時，ステータス，概

要，目的，備考，添付資料） 
添付資料（ファイル）を閲覧できること 
計画からタスクを指定できること 
指定されたタスクで実施されるワークのリストを表示できること 
ワークリストには，タスク名，ワーク名，登録されている技術情報名，ステータス，バー

ジョンを表示できること 
ワークリストから，タスクシート／ワークシートを閲覧できること 
表示されたワークリストから，ワークを選択できること 
計画毎に指名されたグループユーザにのみ技術情報の登録できること 
技術情報名をテキストボックスに直接入力することにより設定できること 
登録された技術情報のバージョンは 0 と自動的に設定されること 
技術情報の登録者はログイン ID に従い自動的に設定されること 
技術情報の登録日時は，サーバのクロックに従い自動的に設定されること 
技術情報の進捗状況をテキストボックスに直接入力することにより設定できること 
技術情報のキーワードをテキストボックスに直接入力することにより設定できること 
登録された技術情報のステータスは非公開となること 
技術情報の目的をテキストボックスに直接入力することにより設定できること 
技術情報の備考をテキストボックスに直接入力することにより設定できること 
技術情報の作業の内容・結果を示す情報をテキストボックスに直接入力することにより設

定できること 
技術情報登録時に，クライアント PC にあるファイルを指定してアップロードできること 
アップロードするファイルには，テキストボックスに直接入力することによりタイトルを

設定できること 
参照技術情報として，指定されたタスク及びそのタスクで実施されるワーク，指定された

タスクの上位タスク及びそのタスクで実施されるワークに登録されている技術情報（別計

画の技術情報も含む）を指定できること 
「登録済技術情報一覧」（参照技術情報選択用）を表示できること 
「登録済技術情報一覧」に表示する技術情報を技術情報名，登録者，登録／修正／プレ公

開／公開日時，計画名，キーワードにより絞込めること 
「登録済技術情報一覧」には，技術情報名，バージョン，ステータス，登録先の計画名，

タスク名，ワーク名を表示できること 
「登録済技術情報一覧」から参照技術情報を選択できること 
技術情報の処理判断に関する情報をテキストボックスに直接入力することにより設定で

きること 
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【技術情報の修正に関する機能】 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

技術情報を登録したユーザおよび管理者は，ステータスが非公開あるいはプレ公開の状態

にある技術情報の修正できること 
技術情報の修正により，技術情報名，登録者，バージョン，ステータスは変更されないこ

と 
技術情報の修正日時は，サーバのクロックに基づき自動的に設定されること 
技術情報を登録したユーザおよび管理者は，技術情報の進捗状況を修正できること 
技術情報を登録したユーザおよび管理者は，技術情報のキーワードを修正できること 
技術情報を登録したユーザおよび管理者は，技術情報の目的を修正できること 
技術情報を登録したユーザおよび管理者は，技術情報の備考を修正できること 
技術情報を登録したユーザおよび管理者は，技術情報の作業の内容・結果を示す情報を修

正できること 
技術情報を登録したユーザおよび管理者は，参照技術情報を修正できること 
技術情報を登録したユーザおよび管理者は，技術情報の処理判断に関する情報を修正でき

ること 
 
【技術情報の削除に関する機能】 

技術情報を登録したユーザおよび管理者は，ステータスが非公開あるいはプレ公開の状態

にある技術情報を削除できること 
 
【技術情報の更新に関する機能】 

技術情報を登録したユーザおよび管理者は，公開された技術情報の内容を変更し，新たな

バージョンの技術情報として登録できること 
技術情報の更新により，技術情報名，登録者は変更できないこと 
技術情報の更新により，バージョンは，自動的に設定（インクリメント）されること 
更新日時は，サーバのクロックに従い自動的に設定されること 
前バージョンからの更新内容をテキストボックスに直接入力することにより設定できる

こと 
技術情報を登録したユーザおよび管理者は，技術情報の進捗状況をテキストボックスに直

接入力することにより設定できること 
技術情報を登録したユーザおよび管理者は，技術情報のキーワードをテキストボックスに

直接入力することにより設定できること 
更新された技術情報のステータスは非公開とすること 
技術情報を登録したユーザおよび管理者は，技術情報の目的を設定できること 
技術情報を登録したユーザおよび管理者は，技術情報の備考を設定できること 
技術情報を登録したユーザおよび管理者は，技術情報の作業の内容・結果を示す情報を設

定できること 
技術情報を登録したユーザおよび管理者は，参照技術情報を設定できること 
技術情報を登録したユーザおよび管理者は，技術情報の処理判断に関する情報を設定でき

ること 
 
【技術情報のステータスの変更に関する機能】 

技術情報を登録したユーザおよび管理者は，ステータスが非公開の状態にある技術情報の

ステータスをプレ公開に，また，ステータスがプレ公開の状態にある技術情報のステータ

スを公開に設定できること 
公開日時は，サーバのクロックに従い自動的に設定されること 
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表 4.3-3 告知機能の確認事項 

【計画に関する告知機能】 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

計画が登録された場合には，システムからグループユーザに以下に内容が通知（電子メー

ルを送信）されること 
 タイトル：（計画名＋バージョン＋“登録”） 
 本文：（計画名，バージョン，操作名，登録者，登録日時，ステータス，概要，目的，

備考） 
非公開の計画が修正された場合には，システムからグループユーザに以下の内容が通知

（電子メールを送信）されること 
 タイトル：（計画名＋バージョン＋“非公開版修正”） 
 本文：（計画名，バージョン，操作名，修正者，修正日時，ステータス，概要，目的，

備考） 
非公開の計画が削除された場合には，システムからグループユーザに以下の内容が通知

（電子メールを送信）されること 
 タイトル：（計画名＋バージョン＋“非公開版削除”） 
 本文：（計画名，バージョン，操作名，削除者，削除日時，ステータス，概要，目的，

備考） 
非公開の計画がプレ公開された場合には，システムからグループユーザに以下の内容が通

知（電子メールを送信）されること 
 タイトル：（計画名＋バージョン＋“プレ公開”） 
 本文：（計画名，バージョン，操作名，プレ公開者，プレ公開日時，ステータス，概要，

目的，備考） 
非公開の計画がプレ公開された場合には，システムから以下の内容が掲示されること 
 タイトル：（計画名＋バージョン＋“プレ公開”） 
 掲示者（“SYSTEM”） 
 掲示日時 
 属性情報：（計画名） 
 本文：（計画名，バージョン，操作名，プレ公開者，プレ公開日時，ステータス，概要，

目的，備考） 
プレ公開の計画が修正された場合には，システムからグループユーザに以下の内容が通知

（電子メールを送信）されること 
 タイトル：（計画名＋バージョン＋“プレ公開版修正”） 
 本文：（計画名，バージョン，操作名，修正者，修正日時，ステータス，概要，目的，

備考） 
 プレ公開の計画が修正された場合には，システムから以下の内容が掲示されること 
 タイトル：（計画名＋バージョン＋“プレ公開版修正”） 
 掲示者（“SYSTEM”） 
 掲示日時 
 属性情報：（計画名） 
 本文：（計画名，バージョン，操作名，修正者，修正日時，ステータス，概要，目的，

備考） 
プレ公開の計画が削除された場合には，システムからグループユーザに以下の内容が通知

（電子メールを送信）されること 
 タイトル：（計画名＋バージョン＋“プレ公開版削除”） 
 本文：（計画名，バージョン，操作名，削除者，削除日時，ステータス，概要，目的，

備考） 
プレ公開の計画が削除された場合には，システムから以下の内容が掲示されること 
 タイトル：（計画名＋バージョン＋“プレ公開版削除”） 
 掲示者（“SYSTEM”） 
 掲示日時 
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 属性情報：（計画名） 
 本文：（計画名，バージョン，操作名，削除者，削除日時，ステータス，概要，目的，

備考） 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

計画が公開された場合には，システムからグループユーザに以下の内容が通知（電子メー

ルを送信）されること 
 タイトル：（計画名＋バージョン＋“公開”） 
 本文：（計画名，バージョン，操作名，公開者，公開日時，ステータス，概要，目的，

備考） 
計画が公開された場合には，システムから以下の内容が掲示されること 
 タイトル：（計画名＋バージョン＋“公開”） 
 掲示者（“SYSTEM”） 
 掲示日時 
 属性情報：（計画名） 
 本文：（計画名，バージョン，操作名，公開者，公開日時，ステータス，概要，目的，

備考） 
グループユーザが追加された場合には，システムからグループユーザに追加指定された一

般ユーザに以下の内容が通知（電子メールを送信）されること 
 タイトル：（計画名＋バージョン＋“グループユーザに指定”） 
 本文：（計画名，バージョン，操作名，グループユーザ指定者，グループユーザ追加日

時，ステータス，概要，目的，備考） 
グループユーザが解除された場合には，システムからグループユーザから解除された一般

ユーザに以下の内容が通知（電子メールを送信）されること 
 タイトル：（計画名＋バージョン＋“グループユーザから解除”） 
 本文：（計画名，バージョン，操作名，グループユーザ解除者，グループユーザ解除日

時，ステータス，概要，目的，備考） 
 
【技術情報に関する告知機能】 

技術情報が登録された場合には，システムからグループユーザに以下の内容が通知（電子

メールを送信）されること 
 タイトル：（技術情報名＋バージョン＋“登録”） 
 本文：（技術情報名，バージョン，操作名，登録日時，登録者，進捗状況，キーワード，

ステータス，目的，備考，技術情報が登録されている計画名，タスク名およびワーク

名） 
非公開の技術情報が修正された場合には，システムからグループユーザに以下の内容が通

知（電子メールを送信）されること 
 タイトル：（技術情報名＋バージョン＋“非公開版修正”） 
 本文：（技術情報名，バージョン，操作名，修正日時，修正者，進捗状況，キーワード，

ステータス，目的，備考，技術情報が登録されている計画名，タスク名およびワーク

名） 
非公開の技術情報が削除された場合には，システムからグループユーザに以下の内容が通

知（電子メールを送信）されること 
 タイトル：（技術情報名＋バージョン＋“非公開版削除”） 
 本文：（技術情報名，バージョン，操作名，削除日時，削除者，進捗状況，キーワード，

ステータス，目的，備考，技術情報が登録されている計画名，タスク名およびワーク

名） 
非公開の技術情報がプレ公開された場合には，システムからグループユーザ及び参照ユー

ザに以下の内容が通知（電子メールを送信）されること（ただし，１ユーザに対し複数の

通知はしない） 
 タイトル：（技術情報名＋バージョン＋“プレ公開”） 
 本文：（技術情報名，バージョン，操作名，プレ公開日時，プレ公開者，進捗状況，キ

ーワード，ステータス，目的，備考，技術情報が登録されている計画名，タスク名お
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よびワーク名） 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

非公開の技術情報がプレ公開された場合には，システムから以下の内容が掲示されること 
 タイトル：（技術情報名＋バージョン＋“プレ公開”） 
 掲示者（“SYSTEM”） 
 掲示日時 
 属性情報：（技術情報が登録されている計画名，タスク名およびワーク名および技術情

報名） 
 本文：（技術情報名，バージョン，操作名，プレ公開日時，プレ公開者，進捗状況，キ

ーワード，ステータス，目的，備考，技術情報が登録されている計画名，タスク名お

よびワーク名） 
プレ公開の技術情報が修正された場合には，システムからグループユーザ及び参照ユーザ

に以下の内容が通知（電子メールを送信）されること（ただし，１ユーザに対し複数の通

知はしない） 
 タイトル：（技術情報名＋バージョン＋“プレ公開版修正”） 
 本文：（技術情報名，バージョン，操作名，修正日時，修正者，進捗状況，キーワード，

ステータス，目的，備考，技術情報が登録されている計画名，タスク名およびワーク

名） 
プレ公開の技術情報が修正された場合には，システムから以下の内容が掲示されること 
 タイトル：（技術情報名＋バージョン＋“プレ公開版修正”） 
 掲示者（“SYSTEM”） 
 掲示日時 
 属性情報：（技術情報が登録されている計画名，タスク名およびワーク名および技術情

報名） 
 本文：（技術情報名，バージョン，操作名，修正日時，修正者，進捗状況，キーワード，

ステータス，目的，備考，技術情報が登録されている計画名，タスク名およびワーク

名） 
プレ公開の技術情報が削除された場合には，システムからグループユーザ及び参照ユーザ

に以下の内容が通知（電子メールを送信）されること（ただし，１ユーザに対し複数の通

知はしない） 
 タイトル：（技術情報名＋バージョン＋“プレ公開版削除”） 
 本文：（技術情報名，バージョン，操作名，削除日時，削除者，進捗状況，キーワード，

ステータス，目的，備考，技術情報が登録されている計画名，タスク名およびワーク

名） 
プレ公開の技術情報が削除された場合には，システムから以下の内容が掲示されること 
 タイトル：（技術情報名＋バージョン＋“プレ公開版削除”） 
 掲示者 
 掲示日時 
 属性情報：（技術情報が登録されている計画名，タスク名およびワーク名および技術情

報名） 
 本文：（技術情報名，バージョン，操作名，削除日時，削除者，進捗状況，キーワード，

ステータス，目的，備考，技術情報が登録されている計画名，タスク名およびワーク

名） 
技術情報が公開された場合には，システムからグループユーザまたは参照ユーザに以下の

内容が通知（電子メールを送信）されること（ただし，１ユーザに対し複数の通知はしな

い） 
 タイトル：（技術情報名＋バージョン＋“公開”） 
 本文：（技術情報名，バージョン，操作名，公開日時，公開者，進捗状況，キーワード，

ステータス，目的，備考，技術情報が登録されている計画名，タスク名およびワーク

名） 
技術情報公開された場合には，システムから以下の内容が掲示されること 
 タイトル：（技術情報名＋バージョン＋“公開”） 
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 掲示者（“SYSTEM”） 
 掲示日時 
 属性情報：（技術情報が登録されている計画名，タスク名およびワーク名および技術情

報名） 
 本文：（技術情報名，バージョン，操作名，公開日時，公開者，進捗状況，キーワード，

ステータス，目的，備考，技術情報が登録されている計画名，タスク名およびワーク

名） 
 
【メール管理機能】 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

メールの送信項目として，タイトルをテキストボックスに直接入力することにより設定で

きること 
メールの送信項目として，本文をテキストボックスに直接入力することにより設定できる

こと。 
メールの送信者は，ログイン ID に従い自動的に設定されること 
メールの送信日時は，サーバクロックに従い自動的に設定されること 
メールの属性情報として，メールに関係する計画名，タスク名，ワーク名，技術情報名を

テキストボックスに直接入力することにより設定できること（自動送信されるメールには

自動的に設定される） 
メールの宛先を設定できること。 
メール送信時に非公開／公開の設定できること 
「送信済みメール一覧」を表示できること 
一覧に表示するメールを，メールのタイトル，送信者，送信日時，関係する計画名，タス

ク名，ワーク名，技術情報名により絞込めること 
一覧には，メールのタイトル，送信者，送信日時，関係する計画名，タスク名，ワーク名，

技術情報名を表示できること 
「送信済みメール一覧」からメールを選択できること 
「送信済みメール一覧」から選択されたメールの以下の内容を閲覧できること 
 タイトル 
 送信日時 
 送信者 
 関係する計画名，タスク名，ワーク名，技術情報名 
 メールの宛先 
 本文 

 
【掲示板機能】 

掲示板への掲示項目として，タイトルをテキストボックスに直接入力することにより設定

できること 
掲示板への掲示項目として，本文をテキストボックスに直接入力することにより設定でき

ること 
掲示者（掲示項目）は，ログイン ID に従い自動的に設定されること 
掲示日時（掲示項目）は，サーバクロックに従い自動的に設定されること 
掲示板への掲示項目として，記事に関係する計画名，タスク名，ワーク名，技術情報名を

テキストボックスに直接入力することにより設定できること（自動掲示される記事には自

動的に設定される） 
「掲示記事一覧」を表示できること 
一覧に表示する記事をタイトル，掲示者，掲示日時，関係する計画名，タスク名，ワーク

名，技術情報名により絞り込めること 
一覧には，タイトル，掲示者，掲示日時，関係する計画名，タスク名，ワーク名，技術情

報名を表示できること 
「掲示記事一覧」から記事を選択できること 
掲示された記事の以下の内容を閲覧できること 
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 タイトル 
 掲示者 
 掲示日時 
 関係する計画名，タスク名，ワーク名，技術情報名 
 本文 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

閲覧記事に対し，返信記事を投稿できること 
返信記事のタイトルを設定できること 
返信記事の掲示者はログインＩＤに従い自動的に設定されること 
返信記事の掲示日時はサーバクロックに従い自動的に設定されること 
返信記事の本文を設定できること 
「返信記事リスト」を表示できること 
リストには，タイトル，掲示者，掲示日時を表示されること 
「返信記事リスト」から返信記事を選択できること 
「返信記事リスト」から選択された返信記事の以下の内容を閲覧できること 
 タイトル 
 掲示者 
 掲示日時 
 本文 

 
【対応表明に関する機能】 

ログイン後に，参照ユーザに以下の内容が「対応表明一覧」として表示されること 
 対応の対象となる技術情報の技術情報名，バージョン 
 更新された参照技術情報の技術情報名，バージョン，登録者，公開日時 
「対応表明一覧」において，参照ユーザは表明項目として，選択ボタン（“対応済み”，“対

応しない”，“保留”）から選択することにより，対応状況を設定できること 
「対応表明一覧」において，参照ユーザは表明項目として，対応内容をテキストボックス

に直接入力することにより設定できること 
「対応表明一覧」（表明内容修正用）が表示されること 
「対応表明一覧」に表示する対応案件を対象となる技術情報の技術情報名，更新された参

照技術情報の技術情報名により絞りこめること 
「対応表明一覧」には，以下の項目が表示されること 
 対応の対象となる技術情報の技術情報名，バージョン 
 更新された参照技術情報の技術情報名，バージョン，登録者，公開日時 
 対応状況（表明項目） 
 対応内容（表明項目） 
対応状況（表明項目）を修正できること 
対応内容（表明項目）を修正できること 
「登録済技術情報一覧」を表示できること 
「登録済技術情報一覧」に表示する技術情報を技術情報名，計画名，タスク名，ワーク名，

登録者，登録／修正／プレ公開／公開日時，キーワードにより絞り込めること 
「登録済技術情報一覧」には，技術情報名，技術情報のバージョン，技術情報のステータ

ス，計画名，タスク名，ワーク名，技術情報の登録者，技術情報の登録／修正／プレ公開

／公開日時，技術情報の目的，技術情報の備考が表示されること 
「登録済技術情報一覧」から技術情報を選択できること 
選択された技術情報に関する「対応案件一覧」を表示できること 
「対応案件一覧」には，対応の対象となる技術情報の技術情報名，対応前のバージョン，

対応者，対応状況，対応内容，対応後のバージョンが表示されること 
「対応案件一覧」から，対応後バージョンの技術情報を選択・閲覧できること 
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表 4.3-4  マスター情報管理機能の確認事項 

【ユーザ情報管理機能】 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

管理者は，ユーザ情報として，ログイン ID をテキストボックスに直接入力することによ

り登録（設定）できること 
管理者は，ユーザ情報として，パスワードをテキストボックスに直接入力することにより

登録（設定）できること 
管理者は，ユーザ情報として，氏名をテキストボックスに直接入力することにより登録（設

定）できること 
管理者は，ユーザ情報として，事業所をテキストボックスに直接入力することにより登録

（設定）できること 
管理者は，ユーザ情報として，部署をテキストボックスに直接入力することにより登録（設

定）できること 
管理者は，ユーザ情報として，メールアドレスをテキストボックスに直接入力することに

より登録（設定）できること 
管理者は，ユーザ情報として，ユーザランクを“管理者”，“アドバンストユーザ”，“一般

ユーザ”の中から選択することにより登録（設定）できること 
管理者は，ユーザ情報として備考をテキストボックスに直接入力することにより登録（設

定）できること 
管理者に対し，「ユーザ一覧」を表示できること 
「ユーザ一覧」に表示するユーザをユーザの氏名，事業所，部署により絞り込めること 
「ユーザ一覧」には，氏名，事業所，部署，メールアドレス，ユーザランク，備考が表示

されること 
管理者は，修正／削除するユーザを「ユーザ一覧」から選択できること 
管理者は，ログイン ID（ユーザ情報）を修正できること 
管理者は，パスワード（ユーザ情報）を修正できること 
管理者は，氏名（ユーザ情報）を修正できること 
管理者は，事業所（ユーザ情報）を修正できること 
管理者は，部署（ユーザ情報）を修正できること 
管理者は，メールアドレス（ユーザ情報）を修正できること 
管理者は，ユーザランク（ユーザ情報）を修正できること 
管理者は，備考（ユーザ情報）を修正できること 
管理者は，ユーザの諸情報を削除できること 
管理者は，ユーザの登録，削除および修正をできること 

 
【タスク管理機能】 

管理者は，タスクを登録できること 
管理者は，タスクを修正・削除できること 
アドバンストユーザは，タスクを登録できること（ただし，アドバンストユーザにより登

録されたタスクには，管理者，登録者以外のユーザは，計画の実施タスクとして指定でき

ないという利用制限を設ける） 
アドバンストユーザは，登録した利用制限付きのタスクを修正・削除できること 
管理者は，タスクの利用制限を解除できること 
タスク情報として，タスクの分類をプルダウン（“地表調査”，“試錘孔調査”，“坑道を利

用した試験・測定”，“データ整理”，“モデル化に向けたデータの解釈”，“モデル化シミュ

レーション”，“アウトプット”）から選択することにより登録（設定）できること 
クライアント PC にあるファイルをタスクの定義（タスクシート）として，サーバにアッ

プロード（登録）できること 
タスクの登録者（タスク情報）は，ログイン ID に従い自動的に設定されること 
タスクの登録日時（タスク情報）はサーバクロックに従い自動的に設定されること 
タスクの表示順（タスク情報）をテキストボックスに数字を直接入力することにより登録
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（設定）できること 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

修正・削除するタスクをタスクフロー画面から選択できること 
タスク名(タスク情報)を修正できること 
タスクの分類（タスク情報）を修正できること 
タスクの定義（タスクシート）を修正できること 
タスクの修正日時はサーバクロックに従い自動的に設定されること 
タスクの表示順（タスク情報）を修正できること 
タスクの諸情報を削除できること 
既に計画で使用されているタスクは削除できないこと 

 
【ワークの管理機能】 

管理者は，ワークを登録できること 
管理者は，ワークを修正・削除できること 
アドバンストユーザは，ワークを登録できること（ただし，アドバンストユーザにより登

録されたワークには，管理者，登録者以外のユーザは，計画の実施ワークとして指定でき

ないという利用制限を設ける） 
アドバンストユーザは，登録した利用制限付きのワークを修正・削除できること 
管理者は，ワークの利用制限を解除できること 
ワーク情報として，ワーク名をテキストボックスに直接入力することにより登録（設定）

できること 
ワーク情報として，ワークの分類をプルダウン（“調査”，“データ整理”，“モデル化に向

けたデータの解釈”，“モデル化シミュレーション”，“アウトプット”）から選択することに

より登録（設定）できること 
クライアント PC にあるファイルをワークの定義（ワークシート）として，サーバにアッ

プロード（登録）できること 
ワークの登録者（ワーク情報）はユーザのログイン ID に従い自動的に設定されること 
ワークの登録日時（ワーク情報）は，サーバクロックに従い自動的に設定されること 
「ワーク一覧」を表示できること 
「ワーク一覧」に表示するワークをワークの分類により絞り込めること 
「ワーク一覧」には，ワーク名，ワークの分類，登録者，登録／修正日時，利用制限に関

する情報が表示されること 
「ワーク一覧」から修正・削除するワークを選択できること 
ワーク名（ワーク情報）を修正できること 
ワークの分類（ワーク情報）を修正できること 
ワークの定義（ワーク情報）を修正できること 
ワークの修正日時は，サーバクロックに従い自動的に設定されること 
ワークの諸情報を削除できること 
既に計画で使用されているワークを削除できないこと 

 
【タスク・ワーク関係管理機能】 

管理者は，タスクに対しワークを追加／解除できること 
アドバンストユーザは，登録した利用制限付きのタスクに対し，登録した利用制限付きの

ワークを追加／解除できること 
ワークを追加／解除するタスクをタスクフロー画面から選択できること 
「ワーク一覧」を表示できること 
「ワーク一覧」に表示するワークをワークの分類により絞り込めること 
「ワーク一覧」には，ワーク名，ワークの分類，登録者，登録／修正日時，利用制限に関

する情報が表示されること 
タスクから解除するワークを「ワーク一覧」から選択できること 
既に計画で使用されているワークを解除できないこと 
タスクに追加するワークを「ワーク一覧」から選択できること 
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• タスクにワークを追加する際，表示順（タスクの中でのワークの表示順）をテキストボッ

クスに表示順を直接入力することにより設定できること 
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表 4.3-5 技術情報検索・閲覧機能 

【キーワード検索・閲覧機能】 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

「登録済技術情報一覧」を表示できること 
「登録済技術情報一覧」に表示する技術情報を技術情報名，計画名，タスク名，ワーク名，

登録者，登録／修正／プレ公開／公開日時，キーワードにより絞り込めること 
「登録済技術情報一覧」には，技術情報名，技術情報のバージョン，技術情報のステータ

ス，計画名，タスク名，ワーク名，技術情報の登録者，技術情報の登録／修正／プレ公開

／公開日時，技術情報の目的，技術情報の備考が表示されること 
「登録済技術情報一覧」に表示された技術情報をソートできること 
「登録済技術情報一覧」から技術情報を選択できること 
「登録済技術情報一覧」から選択された技術情報の以下の項目を閲覧できること 
 技術情報名 
 属性情報（バージョン，登録者，登録／修正／プレ公開／公開日時，進捗状況，キー

ワード，ステータス，目的，備考） 
 作業の内容・結果を示す情報（タイトル） 
 参照技術情報リスト（参照技術情報の技術情報名，バージョン，登録先の計画名，タ

スク名，ワーク名） 
 処理判断に関する情報 
 技術情報の登録先に関する情報（計画名，タスク名，ワーク名） 
 更新履歴リスト（技術情報のバージョン，登録／修正／プレ公開／公開日時，更新内

容） 
 被参照技術情報リスト（被参照技術情報の技術情報名，バージョン，登録先の計画名，

タスク名，ワーク名） 
技術情報に登録されている「作業の内容・結果」を示すファイルを閲覧できること 
参照技術情報リストから技術情報を選択・閲覧できること 
被参照技術情報リストから技術情報を選択・閲覧できること 
更新履歴リストから旧バージョンの技術情報を選択・閲覧できること 

 
【チェーン検索・閲覧機能】 

「登録済技術情報一覧」から選択された技術情報とリンク関係（参照／被参照の関係）を

有する技術情報が登録されているタスクをタスクフロー上に表示できること 
指定されたタスクに登録されている技術情報を「登録済技術情報一覧」として表示できる

こと 
「登録済技術情報一覧」から選択された技術情報の以下の項目を閲覧できること 
 技術情報名 
 属性情報（バージョン，登録者，登録／修正／プレ公開／公開日時，進捗状況，キー

ワード，ステータス，目的，備考） 
 作業の内容・結果を示す情報（タイトル） 
 参照技術情報リスト（参照技術情報の技術情報名，バージョン，登録先の計画名，タ

スク名，ワーク名） 
 処理判断に関する情報 
 技術情報の登録先に関する情報（計画名，タスク名，ワーク名） 
 更新履歴リスト（技術情報のバージョン，登録／修正／プレ公開／公開日時，更新内

容） 
 被参照技術情報リスト（被参照技術情報の技術情報名，バージョン，登録先の計画名，

タスク名，ワーク名） 
技術情報に登録されている「作業の内容・結果」を示すファイルを閲覧できること 
参照技術情報リストから技術情報を選択・閲覧できること 
被参照技術情報リストから技術情報を選択・閲覧できること 
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• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 

更新履歴リストから旧バージョンの技術情報を選択・閲覧できること 
 
【マイメニュー検索・閲覧機能】 

カテゴリを登録できること 
カテゴリ登録時にカテゴリ名を設定できること 
カテゴリを削除できること 
カテゴリの削除時に，カテゴリに登録されている技術情報名も削除できること 
カテゴリの名称を変更できること 
カテゴリに登録されている技術情報名を削除できること 
カテゴリに登録されている技術情報名を別のカテゴリにコピーできること 
カテゴリおよびカテゴリに登録されている技術情報名をリスト表示し，そこから技術情報

を選択できること 
選択された技術情報の以下の項目を閲覧できること 
 技術情報名 
 属性情報（バージョン，登録者，登録／修正／プレ公開／公開日時，進捗状況，キー

ワード，ステータス，目的，備考） 
 作業の内容・結果を示す情報（タイトル） 
 参照技術情報リスト（参照技術情報の技術情報名，バージョン，登録先の計画名，タ

スク名，ワーク名） 
 処理判断に関する情報 
 技術情報の登録先に関する情報（計画名，タスク名，ワーク名） 
 更新履歴リスト（技術情報のバージョン，登録／修正／プレ公開／公開日時，更新内

容） 
 被参照技術情報リスト（被参照技術情報の技術情報名，バージョン，登録先の計画名，

タスク名，ワーク名） 
技術情報に登録されている「作業の内容・結果」を示すファイルを閲覧できること 
参照技術情報リストから技術情報を選択・閲覧できること 
被参照技術情報リストから技術情報を選択・閲覧できること 
更新履歴リストから旧バージョンの技術情報を選択・閲覧できること 

 
【計画からの検索・閲覧機能】 

「登録済計画一覧」を表示できること 
「登録済計画一覧」に表示する計画を計画名，登録者，登録／修正／プレ公開／公開日時

により絞り込めること 
「登録済計画一覧」には，計画名，バージョン，ステータス，登録者，登録／修正／プレ

公開／公開日時，目的，備考が表示されること 
「登録済計画一覧」から計画を選択できること 
選択された計画の以下の情報が GUI に表示されること 
 計画名 
 実施タスク（タスクフロー上に明示） 

 属性情報（バージョン，登録者，登録／修正／プレ公開／公開日時，ステータス，概

要，目的，備考，添付資料） 
 更新履歴（技術情報のバージョン，登録／修正／プレ公開／公開日時および更新内容） 
計画からタスクを指定できること。 

 ワーク名 
 タスクシート／ワークシート（閲覧ボタン付き） 

 タスク間の上位／下位の関係（タスクフロー上にタスク間を結ぶラインとして表示） 

指定されたタスクで実施されるワークのリストには以下の項目が表示されること 
 タスク名 

 登録されている技術情報名 
 技術情報のステータス 
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 技術情報のバージョン 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

表示されたワークのリストからワーク(即ち，技術情報)を指定できること 
「登録済技術情報一覧」から選択された技術情報の以下の項目を閲覧できること 
 技術情報名 
 属性情報（バージョン，登録者，登録／修正／プレ公開／公開日時，進捗状況，キー

ワード，ステータス，目的，備考） 
 作業の内容・結果を示す情報（タイトル） 
 参照技術情報リスト（参照技術情報の技術情報名，バージョン，登録先の計画名，タ

スク名，ワーク名） 
 処理判断に関する情報 
 技術情報の登録先に関する情報（計画名，タスク名，ワーク名） 
 更新履歴リスト（技術情報のバージョン，登録／修正／プレ公開／公開日時，更新内

容） 
 被参照技術情報リスト（被参照技術情報の技術情報名，バージョン，登録先の計画名，

タスク名，ワーク名） 
技術情報に登録されている「作業の内容・結果」を示すファイルを閲覧できること 
参照技術情報リストから技術情報を選択・閲覧できること 
被参照技術情報リストから技術情報を選択・閲覧できること 
更新履歴リストから旧バージョンの技術情報を選択・閲覧できること 

 
【ロードマップ機能】 

ロードマップの中心となる技術情報のいずれかのバージョンと参照または被参照の関係

にある技術情報を一覧表示できること（「参照技術情報／被参照技術情報一覧」表示） 
「参照技術情報／被参照技術情報一覧」には，以下の項目が表示されること 
 指定された技術情報の技術情報名，バージョン 
 指定された技術情報が参照する技術情報の技術情報名，参照しているバージョン，最

新バージョン，計画名，タスク名，ワーク名 
 指定された技術情報を参照する技術情報の技術情報名，参照しているバージョン，最

新バージョン，計画名，タスク名，ワーク名 
「参照技術情報／被参照技術情報一覧」から技術情報を指定できること 
指定された技術情報についての「参照技術情報／被参照技術情報一覧」を表示できること 
参照の中心として指定されている技術情報をロードマップの中心とできること 

特定の技術情報をロードマップの中心として，その技術情報のいずれかのバージョンと参

照および被参照関係にある技術情報を順次追跡して，関連する技術情報が登録されている

タスクおよび技術情報が登録されているワークが属するタスクをタスクフローに表示でき

ること 

 

 - 78 - 



JNC TJ8440 2004-006 

5 おわりに 

本作業では，地質・地質構造，地下水の水理，地下水の地球化学および岩盤力学など

の多岐にわたる調査研究からの多様で膨大な量の技術的な情報を取扱う必要のある地

質環境分野について，それらの技術的な情報を体系的に管理／保管し，関係する研究所

や管理者間での共有・利用を支援・促進する環境を提供するデータベースマネージメン

トシステム（「地質環境分野についての技術情報統合システム」）を製作した。 

今後，試運用の中で様々な課題を抽出した上で，より利便性の高いシステムとして改

良を行うことが必要と考えられる。また，機構殿が所持する既存情報を本システムへ集

約するため，東濃地科学センター殿現有のデータベースシステム（G★Base）との連携

を図ることが必要と考えられる。 
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Appendix 1 タスクシート・ワークシート 
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(1) タスクシート 

タスク名 外部情報ソース（文献情報，広域水理情報） 

内容 
既に公開された情報を入手するための文献調査，また GIS（地図情報シ

ステム）や SDB（収着データベース）などの公開情報を利用するため

の情報入手作業など，机上調査により情報を得る。 

包含する 
ワーク 

外部情報ソース（文献情報，広域水理情報） 
注）本タスクはワークと同一である。 

 

 

タスク名 リモートセンシング 

内容 
人工衛星や飛行機等を利用して，地表面の状況を観測する。プロダクト

として画像データ及びその解析結果を取得する。観測には可視光だけで

なく様々な波長の光を利用できる。 

包含する 
ワーク 

・航空写真解析 
・衛星画像解析 
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タスク名 空中物理探査 

内容 飛行機やヘリコプターを利用して，空中から行う物理探査。プロダクト

として磁気分布，重力分布，放射能分布などを取得する。 

包含する 
ワーク 

・空中磁気探査 
・空中電磁探査 
・空中自然放射能探査 

 

 

タスク名 地上物理探査 

内容 
地上で行う物理探査。地球科学的原理を応用して調査対象地域に掘削な

どの擾乱をもたらすことなく測定する手法。プロダクトとして磁気分

布，重力分布，放射能分布などを取得する。 

包含する 
ワーク 

・重力探査 
・磁気探査 
・電気探査 
・電磁探査 
・放射能探査 
・屈折法地震探査 
・反射法地震探査 
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タスク名 地表地質調査 

内容 

踏査に基づく露頭の観察により調査対象地域の地質構造を考察する。地

表地質調査により，引き続き行われるボーリング調査等の立案を効率的

に行うことができる。プロダクトとして岩相分布，層序情報，断層・割

れ目情報などを取得する。 

包含する 
ワーク 

・岩石記載，地質・鉱物学的観察 
・鉱物組成分析 
・微化石分析 
・CEC・AEC 測定 

 

 

タスク名 トレンチ調査 

内容 

トレンチ壁面の観察により調査対象地域の地質構造を考察する。トレン

チ調査により，引き続き行われるボーリング調査等の立案を効率的に行

うことができる。プロダクトとして岩相分布，層序情報，断層・割れ目

情報などを取得する。 

包含する 
ワーク 

・岩相分布・層序調査 
・断層・割れ目調査 
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タスク名 室内試験／地質（地表調査） 

内容 
地質に関わる室内試験を総括する。プロダクトとして地質，岩質，鉱物，

微化石などの他，CEC（陽イオン交換容量），AEC（陰イオン交換容量）

などを取得する。 

包含する 
ワーク 

・岩石記載，地質・鉱物学的観察 
・鉱物組成分析 
・微化石分析 
・CEC・AEC 測定 

 

 

タスク名 室内試験／水理（地表調査） 

内容 
水理に関わる室内試験を総括する。プロダクトとして透水試験による透

水係数，不飽和透水試験による不飽和透水係数や pF－水分率曲線など

を取得する。 

包含する 
ワーク 

・水理試験 
・透水試験 
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タスク名 室内試験／物理試験（地表調査） 

内容 
岩盤の物理物性に関わる室内試験を総括する。プロダクトとして真比

重・密度，間隙率の基礎物性のほか，帯磁率，弾性波速度，比抵抗など

を取得する。 

包含する 
ワーク 

・基礎物性値測定 
・帯磁率測定 
・弾性波速度測定 
・比抵抗測定 
・吸水膨張試験 

 

 

タスク名 室内試験／力学（地表調査） 

内容 岩盤の強度等，力学的特性に関わる室内試験を総括する。プロダクトと

して膨潤圧，引張強度，圧縮応力，せん断応力などを取得する。 

包含する 
ワーク 

・スレーキング試験 
・膨潤圧試験 
・一軸圧縮試験 
・三軸圧縮試験 
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タスク名 室内試験／地球化学（地表調査） 

内容 
岩盤及び地下水の地球化学特性に関わる室内試験を総括する。プロダク

トとして pH，EC 等の地下水パラメータや岩盤の化学組成データなど

を取得する。 

包含する 
ワーク 

・室内物理化学パラメータ測定 
・化学・同位体組成分析 
・年代測定 

 

 

タスク名 室内試験／熱（地表調査） 

内容 岩盤の熱特性に関わる室内試験を総括する。プロダクトとして熱伝導

率，比熱，線膨張係数などを取得する。 

包含する 
ワーク 

・熱伝導率測定 
・比熱測定 
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タスク名 陸水／地表水の採水・地球化学的調査 

内容 

地表水（河川水等）の採水と地球化学的調査を行う。プロダクトとして

原位置で測定した pH，Eh，EC 等を取得する。 
（実験室内に持ち込んで測定するケースは別ワーク「室内試験／地球化

学」で扱う） 

包含する 
ワーク ・原位置物理化学パラメータ測定 

 

 

タスク名 表層水理調査 

内容 
地表面における水理調査を総括する (室内試験を除く) 。プロダクトと

して原位置で観測した土壌水分観量，地下水位，河川流量のほか，気象

情報や湧水情報を含む。 

包含する 
ワーク 

・土壌水分観測 
・地下水位観測 
・河川流量観測 
・気象観測 
・自然湧水調査 
・掘削面湧水調査 
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タスク名 コア観察（試錐孔調査） 

内容 

ボーリングにより得られるコアの観察。地表からのボーリングと地下坑

道からのボーリングを想定する。プロダクトとしてスケッチ，コア写真

やレーザープロファイラ等によるスキャン結果などを基に，岩相分布，

層序，断層情報を取得する。 

包含する 
ワーク 

・岩相分布・層序調査 
・断層・割れ目調査 
・コア写真撮影／コアスキャン 

 

 

タスク名 室内試験／地質（試錐孔調査） 

内容 
地質に関わる室内試験を総括する。プロダクトとして地質，岩質，鉱物，

微化石などの他，CEC（陽イオン交換容量），AEC（陰イオン交換容量）

などを取得する。 

包含する 
ワーク 

・岩石記載，地質・鉱物学的観察 
・鉱物組成分析 
・微化石分析 
・CEC・AEC 測定 
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タスク名 室内試験／水理（試錐孔調査） 

内容 
水理に関わる室内試験を総括する。プロダクトとして透水試験による透

水係数，不飽和透水試験による不飽和透水係数や pF－水分率曲線など

を取得する。 

包含する 
ワーク 

・水理試験 
・透水試験 

 

 

タスク名 室内試験／物質移行（試錐孔調査） 

内容 

物質移行に関わる核種の収着性や拡散性に関わる情報を室内試験によ

る取得する。試験では核種を直接使用する場合と他の物質で代用する場

合がある。プロダクトとして収着係数（分配係数），拡散係数などを取

得する。 

包含する 
ワーク 

・収・脱着試験（収着試験，脱着試験） 
・拡散試験 
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タスク名 室内試験／物理試験（試錐孔調査） 

内容 
岩盤の物理物性に関わる室内試験を総括する。プロダクトとして真比

重・密度，間隙率の基礎物性のほか，帯磁率，弾性波速度，比抵抗など

を取得する。 

包含する 
ワーク 

・基礎物性値測定 
・帯磁率測定 
・弾性波速度測定 
・比抵抗測定 
・吸水膨張試験 

 

 

タスク名 室内試験／力学（試錐孔調査） 

内容 岩盤の強度等，力学的特性に関わる室内試験を総括する。プロダクトと

して膨潤圧，引張強度，圧縮応力，せん断応力などを取得する。 

包含する 
ワーク 

・スレーキング試験 
・膨潤圧試験 
・一軸圧縮試験 
・三軸圧縮試験 
・圧裂引張試験 
・ジョイントせん断試験（垂直／せん断剛性試験） 
・破壊靭性試験 
・AE 法 
・DRA 法 
・DSCA 法 
・ASR 法 
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タスク名 室内試験／地球化学（試錐孔調査） 

内容 
岩盤及び地下水の地球化学特性に関わる室内試験を総括する。プロダク

トとして pH，EC 等の地下水パラメータや岩盤の化学組成データなど

を取得する。 

包含する 
ワーク 

・室内物理化学パラメータ測定 
・化学・同位体組成分析 
・年代測定 
・コア間隙水分析 
・コアガス分析 
・コロイド分析 
・有機物分析 
・微生物分析 
・放射平衡・非平衡調査 

 

 

タスク名 室内試験／熱（試錐孔調査） 

内容 岩盤の熱特性に関わる室内試験を総括する。プロダクトとして熱伝導

率，比熱，線膨張係数などを取得する。 

包含する 
ワーク 

・熱伝導率測定 
・比熱測定 
・線膨張係数測定 
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タスク名 物理検層（試錐孔調査） 

内容 

坑井周辺の物理的特性の深さ方向の連続的観測の総称。測定対象とする

物理量によって手法を使い分ける。プロダクトとして種々の測定結果及

び結果に基づく層厚，割れ目の存在などの解析結果を取得する（ここで

は特に岩盤を対象とした検層を指し，液相を対象とした検層は別ワーク

「流体検層」で扱う）。 

包含する 
ワーク 

・電気検層 
・自然ガンマ線検層 
・ガンマ線スペクトル検層 
・密度検層 
・中性子検層 
・PS 検層 
・音波検層 
・温度検層 
・孔径検層 
・孔芯方位傾斜検層 
・孔壁画像検層(FMI or EMI) 
・ボアホールテレビ(BTV)調査 
・ボアホールテレビュアー(BHTV)調査 

 

 

タスク名 流体検層（試錐孔調査） 

内容 

坑井内の地下水の物理的特性の深さ方向の連続的観測の総称。測定対象

とする物理量によって手法を使い分ける。プロダクトとして種々の測定

結果及び結果に基づく割れ目の存在などの解析結果を取得する（ここで

は特に地下水を対象とした検層を指し，岩盤を対象とした検層は別ワー

ク「物理検層」で扱う）。 

包含する 
ワーク 

・スピナー検層 
・電磁流量計検層 
・ヒートパルス検層 
・電気伝導度検層 
・温度検層（光ファイバー含む） 
・流向・流速検層 
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タスク名 試錐孔を用いた物理探査（試錐孔調査） 

内容 
試錐孔を用いて行う物理探査。地球科学的原理を応用して調査対象地域

に掘削などの擾乱をもたらすことなく測定する手法。プロダクトとして

地下の構造に関する情報を取得する。 

包含する 
ワーク 

・VSP 探査 
・弾性波トモグラフィー調査 
・比抵抗トモグラフィー調査 
・レーダートモグラフィー調査 
・レーダーシングルホール調査 

 

 

タスク名 単孔式水理試験（試錐孔調査） 

内容 
1 つの試錐孔を用いて行う水理試験。試錐孔周辺の岩盤全体もしくは一

部区間の有する透水性などの水理特性を測定する。プロダクトとして透

水係数や割れ目の有無等の水理地質構造情報を取得する。 

包含する 
ワーク ・パルス試験／スラグ試験／揚水試験／定圧注入試験／間隙水圧測定 
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タスク名 孔間水理試験（試錐孔調査） 

内容 
複数の試錐孔を用いて行う水理試験。孔間の岩盤全体もしくは一部区間

の有する透水性や水理的連結性などの水理特性を測定する。プロダクト

として透水係数や割れ目の有無等の水理地質構造情報を取得する。 

包含する 
ワーク 

・干渉試験／揚水試験／間隙水圧測定 
・トレーサ試験 

 

 

タスク名 地下水の採水・地球化学的調査（試錐孔調査） 

内容 

ボーリング孔などを利用した地下水の採水と地球化学的調査を行う。プ

ロダクトとして原位置で測定した pH，Eh，EC 等を取得する。 
（実験室内に持ち込んで測定するケースは別ワーク「室内試験／地球化

学」で扱う。） 

包含する 
ワーク ・原位置物理化学パラメータ測定 
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タスク名 原位置力学試験・応力測定（試錐孔調査） 

内容 原位置において実施する種々の力学試験及び応力測定。プロダクトとし

て岩盤強度などの力学物性を取得する。 

包含する 
ワーク 

・水圧破砕法 
・応力解放法 
・孔内載荷試験 

 

 

タスク名 掘削応答モニタリング（試錐孔調査） 

内容 掘削時のポンプ圧力やケーシング内圧力などの孔内圧力を圧力計モニ

タリングする｡プロダクトとして岩盤強度分布などの力学情報を得る。 

包含する 
ワーク ・圧力応答観測 
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タスク名 長期地下水モニタリング（試錐孔調査） 

内容 

ボーリング孔や地下施設を利用して，地下水帯中にセンサーを設置す

る，もしくは定期的に地下水を採取・分析することにより長期的に地下

水特性の変化を計測する。プロダクトとして地下水化学組成，水位，水

圧などを取得する。 

包含する 
ワーク 

・化学・同位体組成分析 
・地下水位観測 
・地下水圧観測 
・物理化学パラメータ測定 

 

 

タスク名 コア観察（坑道を利用した試験・測定） 

内容 

ボーリングにより得られるコアの観察。地表からのボーリングと地下坑

道からのボーリングを想定する。プロダクトとしてスケッチ，コア写真

やレーザープロファイラ等によるスキャン結果などを基に，岩相分布，

層序，断層情報を取得する。 

包含する 
ワーク 

・岩相分布・層序調査 
・断層・割れ目調査 
・コア写真撮影／コアスキャン 
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タスク名 室内試験／地質（坑道を利用した試験・測定） 

内容 
地質に関わる室内試験を総括する。プロダクトとして地質，岩質，鉱物，

微化石などの他，CEC（陽イオン交換容量），AEC（陰イオン交換容量）

などを取得する。 

包含する 
ワーク 

・岩石記載，地質・鉱物学的観察 
・鉱物組成分析 
・微化石分析 
・CEC・AEC 測定 

 

 

タスク名 室内試験／水理（坑道を利用した試験・測定） 

内容 
水理に関わる室内試験を総括する。プロダクトとして透水試験による透

水係数，不飽和透水試験による不飽和透水係数や pF－水分率曲線など

を取得する。 

包含する 
ワーク 

・水理試験 
・透水試験 
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タスク名 室内試験／物質移行（坑道を利用した試験・測定） 

内容 

物質移行に関わる核種の収着性や拡散性に関わる情報を室内試験によ

る取得する。試験では核種を直接使用する場合と他の物質で代用する場

合がある。プロダクトとして収着係数（分配係数），拡散係数などを取

得する。 

包含する 
ワーク 

・収・脱着試験（収着試験，脱着試験） 
・拡散試験 

 

 

タスク名 室内試験／物理試験（坑道を利用した試験・測定） 

内容 
岩盤の物理物性に関わる室内試験を総括する。プロダクトとして真比

重・密度，間隙率の基礎物性のほか，帯磁率，弾性波速度，比抵抗など

を取得する。 

包含する 
ワーク 

・基礎物性値測定 
・帯磁率測定 
・弾性波速度測定 
・比抵抗測定 
・吸水膨張試験 
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タスク名 室内試験／力学（坑道を利用した試験・測定） 

内容 岩盤の強度等，力学的特性に関わる室内試験を総括する。プロダクトと

して膨潤圧，引張強度，圧縮応力，せん断応力などを取得する。 

包含する 
ワーク 

・スレーキング試験 
・膨潤圧試験 
・一軸圧縮試験 
・三軸圧縮試験 
・圧裂引張試験 
・ジョイントせん断試験（垂直／せん断剛性試験） 
・破壊靭性試験 
・AE 法 
・DRA 法 
・DSCA 法 
・ASR 法 

 

 

タスク名 室内試験／地球化学（坑道を利用した試験・測定） 

内容 
岩盤及び地下水の地球化学特性に関わる室内試験を総括する。プロダク

トとして pH，EC 等の地下水パラメータや岩盤の化学組成データなど

を取得する。 

包含する 
ワーク 

・室内物理化学パラメータ測定 
・化学・同位体組成分析 
・年代測定 
・コア間隙水分析 
・コアガス分析 
・コロイド分析 
・有機物分析 
・微生物分析 
・放射平衡・非平衡調査 
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タスク名 室内試験／熱（坑道を利用した試験・測定） 

内容 岩盤の熱特性に関わる室内試験を総括する。プロダクトとして熱伝導

率，比熱，線膨張係数などを取得する。 

包含する 
ワーク 

・熱伝導率測定 
・比熱測定 
・線膨張係数測定 

 

 

タスク名 物理検層（坑道を利用した試験・測定） 

内容 

坑井周辺の物理的特性の深さ方向の連続的観測の総称。測定対象とする

物理量によって手法を使い分ける。プロダクトとして種々の測定結果及

び結果に基づく層厚，割れ目の存在などの解析結果を取得する（ここで

は特に岩盤を対象とした検層を指し，液相を対象とした検層は別ワーク

「流体検層」で扱う）。 

包含する 
ワーク 

・電気検層 
・自然ガンマ線検層 
・ガンマ線スペクトル検層 
・密度検層 
・中性子検層 
・PS 検層 
・音波検層 
・温度検層 
・孔径検層 
・孔芯方位傾斜検層 
・孔壁画像検層(FMI or EMI) 
・ボアホールテレビ(BTV)調査 
・ボアホールテレビュアー(BHTV)調査 
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タスク名 流体検層（坑道を利用した試験・測定） 

内容 

坑井内の地下水の物理的特性の深さ方向の連続的観測の総称。測定対象

とする物理量によって手法を使い分ける。プロダクトとして種々の測定

結果及び結果に基づく割れ目の存在などの解析結果を取得する（ここで

は特に地下水を対象とした検層を指し，岩盤を対象とした検層は別ワー

ク「物理検層」で扱う）。 

包含する 
ワーク 

・スピナー検層 
・電磁流量計検層 
・ヒートパルス検層 
・電気伝導度検層 
・温度検層（光ファイバー含む） 
・流向・流速検層 

 

 

タスク名 試錐孔を用いた物理探査（坑道を利用した試験・測定） 

内容 
試錐孔を用いて行う物理探査。地球科学的原理を応用して調査対象地域

に掘削などの擾乱をもたらすことなく測定する手法。プロダクトとして

地下の構造に関する情報を取得する。 

包含する 
ワーク 

・VSP 探査 
・弾性波トモグラフィー調査 
・比抵抗トモグラフィー調査 
・レーダートモグラフィー調査 
・レーダーシングルホール調査 
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タスク名 単孔式水理試験（坑道を利用した試験・測定） 

内容 
1 つの試錐孔を用いて行う水理試験。試錐孔周辺の岩盤全体もしくは一

部区間の有する透水性などの水理特性を測定する。プロダクトとして透

水係数や割れ目の有無等の水理地質構造情報を取得する。 

包含する 
ワーク ・パルス試験／スラグ試験／揚水試験／定圧注入試験／間隙水圧測定 

 

 

タスク名 孔間水理試験（坑道を利用した試験・測定） 

内容 
複数の試錐孔を用いて行う水理試験。孔間の岩盤全体もしくは一部区間

の有する透水性や水理的連結性などの水理特性を測定する。プロダクト

として透水係数や割れ目の有無等の水理地質構造情報を取得する。 

包含する 
ワーク 

・干渉試験／揚水試験／間隙水圧測定 
・トレーサ試験 
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タスク名 地下水の採水・地球化学的調査（坑道を利用した試験・測定） 

内容 

ボーリング孔などを利用した地下水の採水と地球化学的調査を行う。プ

ロダクトとして原位置で測定した pH，Eh，EC 等を取得する。 
（実験室内に持ち込んで測定するケースは別ワーク「室内試験／地球化

学」で扱う） 

包含する 
ワーク ・原位置物理化学パラメータ測定 

 

 

タスク名 原位置力学試験・応力測定（坑道を利用した試験・測定） 

内容 原位置において実施する種々の力学試験及び応力測定。プロダクトとし

て岩盤強度などの力学物性を取得する。 

包含する 
ワーク 

・水圧破砕法 
・応力解放法 
・孔内載荷試験 
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タスク名 掘削応答モニタリング（坑道を利用した試験・測定） 

内容 掘削時のポンプ圧力やケーシング内圧力などの孔内圧力を圧力計モニ

タリングする｡プロダクトとして岩盤強度分布などの力学情報を得る。 

包含する 
ワーク ・圧力応答観測 

 

 

タスク名 長期地下水モニタリング（坑道を利用した試験・測定） 

内容 

ボーリング孔や地下施設を利用して，地下水帯中にセンサーを設置す

る，もしくは定期的に地下水を採取・分析することにより長期的に地下

水特性の変化を計測する。プロダクトとして地下水化学組成，水位，水

圧などを取得する。 

包含する 
ワーク 

・化学・同位体組成分析 
・地下水位観測 
・地下水圧観測 
・物理化学パラメータ測定 
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タスク名 坑壁調査 

内容 地下坑道の坑壁を目視やレーザープロファイラ等の機器測定により調

査する。プロダクトとして岩相分布，層序，断層情報などを取得する。 

包含する 
ワーク 

・岩相分布・層序調査 
・断層・割れ目調査 

 

 

タスク名 水理試験（坑道） 

内容 
水理試験のうち，特に坑道を用いて実施する試験を総括する。坑道での

湧水調査，透水試験，床盤を利用した注水試験などが該当する。プロダ

クトとして坑道規模の透水係数や割れ目情報などを取得する。 

包含する 
ワーク 

・坑道湧水調査 
・坑道規模透水試験 
・床盤注水試験 
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タスク名 掘削影響試験 

内容 
ボーリングや坑道の掘削に伴う岩盤への影響を把握する試験を総括す

る。プロダクトとして変位測定結果や掘削による亀裂の発生等の情報を

取得する。 

包含する 
ワーク 

・岩盤変位測定 
・AE 計測 
・振動計測 

 

 

タスク名 その他原位置試験 

内容 

主に地下施設の坑道内を想定し，原位置で行う試験を総括する。トレー

サ試験，レジンの注入試験，。ヒーター試験などを想定するが，今後種々

の試験が開発されることが予想される。プロダクトとして原位置環境条

件に即した種々の情報を取得する。 

包含する 
ワーク 

・原位置トレーサ試験 
・原位置レジン注入試験 
・原位置ヒーター試験 
・その他原位置試験 
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タスク名 地形的特徴 

内容 データ整理の一環として，地形的特徴に関するデータを整理する。プロ

ダクトとして地形特性分布図等を取得する。 

包含する 
ワーク ・地形に関するデータの整理 

 

 

タスク名 岩相学的特徴 

内容 データ整理の一環として，岩相学的特徴に関するデータを整理する。プ

ロダクトとして地層区分評価に必要な岩相図や岩相分布を取得する。 

包含する 
ワーク ・岩相学的観点からのデータ整理 
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タスク名 構造地質学的特徴 

内容 

データ整理の一環として，構造地質学的特徴に関するデータを整理す

る。リモートセンシング調査や地形調査などのデータを整理し，構造形

態の分類や構造形態の地理学的分布を明らかにする。プロダクトとし

て，3 次元の地質分布データを取得する｡ 

包含する 
ワーク ・構造地質学的観点からのデータ整理 

 

 

タスク名 鉱物学的特徴 

内容 

データ整理の一環として，鉱物学的特徴に関するデータを整理する。

種々の測定による地質観察データや鉱物物組成分析データなどを整理

し，プロダクトとして岩体・岩相に乗せた鉱物組成の変化の分布図等を

取得する。 

包含する 
ワーク ・鉱物学的観点からのデータ整理 
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タスク名 岩石学的特徴 

内容 
データ整理の一環として，岩石学的特徴に関するデータを整理する。岩

石の成因，鉱物組み合わせ，鉱物の形態・産状・結晶度などを整理し，

プロダクトとして岩体・岩相情報を取得する。 

包含する 
ワーク ・岩石学的観点からのデータ整理 

 

 

タスク名 地球化学的特徴 

内容 
データ整理の一環として，地球化学的特徴に関するデータを整理する。

水質や岩石の化学組成等の各種調査結果を整理し，プロダクトとして水

質分布図や岩石・水反応に関わる情報などを取得する。 

包含する 
ワーク ・地球化学的観点からのデータ整理 
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タスク名 表層部の水理特性 

内容 
データ整理の一環として，表層部の水理特性に関するデータを整理す

る。プロダクトとして空隙率等の水理に関わる物性，地下水頭分布，水

収支などの水理特性情報を取得する。 

包含する 
ワーク 

・物理特性に関するデータの整理 
・地下水頭分布（動水勾配）に関するデータの整理 
・湧水量に関するデータの整理 
・水収支に関するデータの整理 
・不飽和浸透特性に関するデータの整理 

 

 

タスク名 地下深部の水理特性 

内容 
データ整理の一環として，地下深部の水理特性に関するデータを整理す

る。プロダクトとして空隙率等の水理に関わる物性，間隙水圧分布，透

水係数分布などの水理特性情報を取得する。 

包含する 
ワーク 

・物理特性に関するデータの整理 
・湧水量に関するデータの整理 
・不飽和浸透特性に関するデータの整理 
・間隙水圧に関するデータの整理 
・比貯留係数に関するデータの整理 
・流向流速に関するデータの整理 
・透水係数／透水量係数に関するデータの整理 
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タスク名 モニタリングデータ 

内容 
データ整理の一環として，モニタリングデータを整理する。モニタリン

グ対象として地下水頭や間隙水圧を想定しており，プロダクトとしてそ

れぞれの整理結果を取得する。 

包含する 
ワーク 

・地下水頭分布（動水勾配）に関するデータの整理 
・間隙水圧に関するデータの整理 

 

 

タスク名 地表水の化学特性 

内容 
データ整理の一環として，地表水の化学特性を整理する。地表水の pH，

EC，化学組成などを必要に応じてグラフ作成を行い整理する。プロダ

クトとして水質のタイプ分けによる水質分布図などを取得する。 

包含する 
ワーク ・地表水の化学特性に関するデータの整理 
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タスク名 地下水の化学特性 

内容 
データ整理の一環として，地下水の化学特性を整理する。地下水の pH，

EC，化学組成などを必要に応じてグラフ作成を行い整理する。プロダ

クトとして水質のタイプ分けによる水質分布図などを取得する。 

包含する 
ワーク ・地下水の化学特性に関するデータの整理 

 

 

タスク名 岩盤の力学特性 

内容 

データ整理の一環として，岩盤の力学特性を整理する。岩盤の力学物性

に関する地表調査や試錐孔調査などの種々の調査の結果を整理し，プロ

ダクトとしてデータ一覧や地形・地質平面データ等との結合による 3
次元力学特性分布図等を作成する。 

包含する 
ワーク ・岩盤の力学特性に関するデータの整理 
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タスク名 岩盤応力状態 

内容 
データ整理の一環として，岩盤応力状態を整理する。初期地圧や応力方

向データを整理し，プロダクトとして各地点における応力方向情報を平

面図などの応力分布情報を取得する。 

包含する 
ワーク ・岩盤応力に関するデータの整理 

 

 

タスク名 キャリブレーション（データ整理） 

内容 

データ整理の一環として，キャリブレーション用データを整理する。水

理解析，地球化学解析，熱・力学解析などを想定してデータ整理を行い，

プロダクトとして，信頼度が高く評価計算との比較対象に適した境界条

件や初期条件を取得する。 

包含する 
ワーク ・キャリブレーション用データ整理 
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タスク名 デジタル地形モデル 

内容 
モデル化に向けたデータの解釈の一環として，地形データの各種解析に

より水理地質構造モデルや解析条件の設定に反映できるように地形分

布を解釈する。プロダクトとして定量的な地形モデルを取得する。 

包含する 
ワーク ・地形分布の解釈 

 

 

タスク名 母岩 

内容 モデル化に向けたデータの解釈の一環として母岩に関わる地質分布や

水質分布を解釈する。プロダクトとして母岩の特性分布を具体化する。 

包含する 
ワーク 

・地質分布の解釈 
・岩石組成分布の解釈 
・水理地質構造の解釈 
・水質分布の解釈 
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タスク名 被覆層 

内容 
モデル化に向けたデータの解釈の一環として被覆層に関わる地質分布

や水質分布を解釈する。プロダクトとして被覆層の特性分布を具体化す

る。 

包含する 
ワーク 

・地質分布の解釈 
・岩石組成分布の解釈 
・水理地質構造の解釈 
・水質分布の解釈 

 

 

タスク名 透水性構造 

内容 
モデル化に向けたデータの解釈の一環として透水性構造に関わる地質

分布や水質分布を解釈する。プロダクトとして透水性構造の特性分布を

具体化する。 

包含する 
ワーク 

・地質分布の解釈 
・岩石組成分布の解釈 
・水理地質構造の解釈 
・水質分布の解釈 
・透水性構造分布の解釈 
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タスク名 断層 

内容 モデル化に向けたデータの解釈の一環として断層に関わる地質分布や

水質分布を解釈する。プロダクトとして断層の特性分布を具体化する。 

包含する 
ワーク 

・地質分布の解釈 
・岩石組成分布の解釈 
・水理地質構造の解釈 
・水質分布の解釈 
・断層分布の解釈 

 

 

タスク名 地下水頭分布（動水勾配） 

内容 
モデル化に向けたデータの解釈の一環として地下水頭分布（動水勾配）

に関わる地下水位データや間隙水圧分布を解釈する。プロダクトとして

地下水頭分布（動水勾配）を具体化する。 

包含する 
ワーク ・地下水頭分布（動水勾配）の解釈 

 

 付－1(37) 



JNC TJ8440 2004-006 

 

タスク名 基本物性分布 

内容 
モデル化に向けたデータの解釈の一環として基本物性分布に関わる密

度や空隙率の測定結果を解釈する。プロダクトとして基本物性分布を具

体化する。 

包含する 
ワーク ・基本物性分布の解釈 

 

 

タスク名 熱・力学特性分布 

内容 モデル化に向けたデータの解釈の一環として熱物性や力学物性の分布

を解釈する。プロダクトとしてこれらの物性の分布を具体化する。 

包含する 
ワーク 

・熱物性分布の解釈 
・力学物性分布の解釈 
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タスク名 涵養量 

内容 
モデル化に向けたデータの解釈の一環として涵養量を解釈する。プロダ

クトとして評価対象地域の広範囲にわたる大局的な水収支に関する概

念を具体化する。 

包含する 
ワーク ・涵養量の解釈 

 

 

タスク名 キャリブレーション（データの解釈） 

内容 

モデル化に向けたデータの解釈の一環として水理解析，地球化学解析，

熱・力学解析などを想定してキャリブレーション用のデータを解釈す

る。プロダクトとして，信頼度が高く評価計算との比較対象に適した境

界条件や初期条件を具体化する。 

包含する 
ワーク ・キャリブレーション用データの解釈 
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タスク名 岩相モデル 

内容 モデル化・シミュレーションの一環として岩相モデルを構築する。 

包含する 
ワーク ・地質分布モデルの作成 

 

 

タスク名 構造モデル 

内容 モデル化・シミュレーションの一環として水理地質解析上重要な割れ目

分布モデル等の構造モデルを構築する。 

包含する 
ワーク ・構造モデルの作成 
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タスク名 地質構造モデル 

内容 モデル化・シミュレーションの一環として地質分布モデルや構造モデル

を統合し，3 次元的な地質構造モデルを構築する。 

包含する 
ワーク ・地質構造モデルの作成 

 

 

タスク名 水理地質構造モデル 

内容 
モデル化・シミュレーションの一環として水理地質区分や地質構造モデ

ルを統合し，水理計算で必要なメッシュ分割なども踏まえ水理地質構造

モデルを構築する。 

包含する 
ワーク 

・水理地質構造モデルの作成 
・メッシュ分割 
・境界条件の設定 
・地下水流動解析モデルの作成 

 

 付－1(41) 



JNC TJ8440 2004-006 

 

タスク名 地球化学モデル 

内容 

モデル化・シミュレーションの一環として水質分布図や岩石化学特性分

布図に地質構造モデルを統合し，一義的には地球化学データ分布図の作

成，さらには水質形成機構及び物質循環機構を盛り込んだ地球化学モデ

ルを構築する。 

包含する 
ワーク ・地球化学モデルの作成 

 

 

タスク名 岩盤力学モデル 

内容 

モデル化・シミュレーションの一環として基本物性分布図，熱物性分布

図及び力学物性分布図に地質構造モデルを統合し，一義的には岩盤力学

物性データの 3 次元分布図の作成，さらには力学構造解析モデルを構築

する。 

包含する 
ワーク ・岩盤力学モデルの作成 
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タスク名 地下水流動シミュレーション 

内容 

モデル化・シミュレーションの一環として地下水流動について計算し，

結果を出力する。解析コードへ地下水流動解析モデルを入力し，出力と

して水頭分布，水位，湧水量，流向流速分布，水位変化量などを取得す

る。必要に応じて計算結果とキャリブレーションデータとの比較検証を

行い，計算条件にフィードバックをかける。 

包含する 
ワーク ・地下水流動解析の実施 

 

 

タスク名 地球化学シミュレーション 

内容 

モデル化・シミュレーションの一環として地球化学特性分布や地球化学

反応について計算し，結果を出力する。解析コードへ水－岩石反応モデ

ルを入力し，出力として地球化学反応や水質分布に関わる情報を取得す

る。必要に応じてキャリブレーションデータとの比較検証を行い，計算

条件にフィードバックをかける。 

包含する 
ワーク ・地球化学解析の実施 
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タスク名 岩盤力学シミュレーション 

内容 

モデル化・シミュレーションの一環として空洞安定性について計算し，

結果を出力する。解析コードへ初期応力分布や力学モデルを入力し，出

力として応力分布の変化や支保工の効果などに関わる情報を取得する。

必要に応じてキャリブレーションデータとの比較検証を行い，計算条件

にフィードバックをかける。 

包含する 
ワーク ・岩盤力学解析（空洞安定性解析）の実施 

 

 

タスク名 熱シミュレーション 

内容 

モデル化・シミュレーションの一環として熱源がある場合の岩盤中温度

分布について計算し，結果を出力する。解析コードへ初期熱分布や熱伝

導に関わるモデルを入力し，出力として温度分布の変化や人工的な材料

の設置の効果などに関わる情報を取得する。必要に応じてキャリブレー

ションデータとの比較検証を行い，計算条件にフィードバックをかけ

る。 

包含する 
ワーク ・熱解析の実施 
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タスク名 核種移行解析に反映するためのデータセット 

内容 
モデル化やシミュレーションのアウトプットとして，核種移行解析に反

映するためのデータセットを整備する。核種移行経路の特性や移行経路

に沿った種々の物性データを対象とする。 

包含する 
ワーク 

・概念モデル 
・高透水性部の幾何学的／鉱物学的特性 
・流量 
・地下水の移行経路 
・地下水の移行経路長 
・地下水の流入域／流出域 
・移行経路における流速 
・地下水の移行時間 
・透水係数／透水量係数 
・地下水頭分布（動水勾配） 
・高透水性部および母岩の吸着／拡散特性等 
・地下水の地球化学特性 

 

 

タスク名 地下施設の設計／施工計画のためのデータセット 

内容 
モデル化やシミュレーションのアウトプットとして，地下施設の設計／

施工計画に反映するためのデータセットを整備する。地下施設の空洞安

定性に関わる力学特性や湧水管理の観点での水理データを対象とする。 

包含する 
ワーク 

・立坑／坑道近傍の地質環境 
・岩盤力学特性 
・初期応力状態 
・地下水流入量 
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タスク名 地下施設における調査計画策定のためのデータセット 

内容 

モデル化やシミュレーションのアウトプットとして，地下施設における

調査計画策定に反映するためのデータセットを整備する。水理，地球化

学，熱，力学等のデータ整備やシミュレーション結果と密接に関連し，

より充実したデータセットを得るため，またより適切なシミュレーショ

ンを実施するために必要な情報を得るためにデータセットを整備する。 

包含する 
ワーク 

・地下水の地球化学特性 
・地質構造モデル 
・地下水の流量分布 
・立坑／坑道周辺の水頭分布（動水勾配） 
・水理特性 
・ＥＤＺ（幾何学的分布，水理特性） 
・熱特性 
・岩盤力学特性 
・初期応力状態 

 

 

タスク名 地質環境の把握とモデルの構築・更新 

内容 

モデル化やシミュレーションのアウトプットとして，地質環境の把握と

モデルの構築・更新を行う。評価対象領域全般の地質環境について，局

所的情報と大局的情報の整合性や，水理地質構造モデルとの整合性など

を勘案して地質環境モデルを構築する。 

包含する 
ワーク 

・地域的な地質情報 
・地質環境の推定と実測値の比較に用いる情報 
・擾乱されていない地質環境 
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タスク名 安全評価からのフィードバック 

内容 
モデル化やシミュレーションのアウトプットとして，安全評価計算結果

からのフィードバックされる，より詳細にデータ整備を行うべき領域の

指摘や調査やデータ整理に対する要望事項を整理する。 

包含する 
ワーク ・安全評価からのフィードバック 

 

 

タスク名 設計からのフィードバック 

内容 
モデル化やシミュレーションのアウトプットとして，施設設計結果から

のフィードバックされる，より合理的な施設設計や施設設計の変更概念

に対応する要望事項を整理する。 

包含する 
ワーク ・設計からのフィードバック 
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(2) ワークシート 

ワーク名 航空写真解析 
作業目的 地表における広域的な地質情報を得る。 

作業内容 
航空写真からの判読・解析データを用いて，航空写真判読・解析図

を作成する。作成した図から，地形形状，リニアメントの分布，断

層の分布，地すべり火山地形等の分布の抽出を行う｡ 

注意事項 

・判読基準の検討・設定：写真地質学的判読は，判読・解析者の技術

レベルに依存するため，地域特性を考慮した，判読基準の検討・

設定が重要である。基準項目としては，色調，水系パターン，水

系密度，地形特徴，谷尾根断面，岩石適特徴，岩石の抵抗性，テ

クスチャ，層理，節理，植生，土地利用），分布状況等々がある。 
・ 相互解析支援：リニアメントのうち，地層の変位が確認できるもの

も含めて，それ以外の同定方法を作り上げることが重要である。衛

星画像解析や地形調査データとの相互支援が必要である。また，地

形調査と相互支援により，火山地形，断層地形等を判読することが

重要である。 
・ 地形変化の推定：山地であれば治山・ 治水事業等の防災事業によ

る地形変化，丘陵部の宅地造成及び沿岸域の原子力発電所等の構造

物の建設に伴う地形変化により，現在の地形は原地形から大幅に異

なっている可能性がある。したがって，現在の地形から判断される

情報は限られてくる可能性がある。例えば，断層地形の延長上の地

形に人工の手が加えられた場合，断層の評価ができなくなるおそれ

が生じたときに，古い地形図が保管されていれば，その評価は可能

となる。 
・ データのスケール効果：スケール効果の観点から，地形図判読や衛

星画像の判読結果とのリンクが必要である。例えば，火山地形等が

認められない場合でも，より広範囲の衛星画像において，概要調査

地区の延長線上に（範囲外）に火山地形や断層地形が認められる場

合には，その延長線上になるかどうか解析支援が可能となる。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 使用写真のデータスペック（撮影カメラ，焦点距離，高度，撮影日

時，縮尺），写真選定理由，航跡の記録 
〔モデル〕 
・ 地質ユニットの区分基準，リニアメント／断層の判断基準の記録 
〔判断内容〕 
・該当する区分基準／判断基準の記録，構成要素の属性値の記録 
〔処理内容〕 
・ （写真のデジタル化による画像処理を行った場合の）画像処理方法

の記録 
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ワーク名 衛星画像解析 
作業目的 地表における広域的な地質情報を得る。 

作業内容 
衛星画像からの判読・解析データを用いて，衛星画像判読・解析図を

作成する。作成した図より地質，断層，変質帯，地すべり地形，火山

地形，カルスト地形などに関するデータを抽出する｡ 

注意事項 

・ 地質ユニット区分に対する解析支援：地質ユニットの区分，各ユニ

ットの分布，被覆関係の判読は，熱赤外データの利用（岩石 SiO2

量の推定）やポーラリメトリなどによる解析支援が重要である。 
 ・リニアメント判読に対する解析支援：リニアメントのうち，地層の

変位が確認できるものも含めて，それ以外の同定方法を作り上げ

ることが重要である。航空写真解析の相互支援が必要である。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 使用写真のデータスペック（センサー名，バンド及びバンド帯  域，

パス・ロウ，画像アングル，撮像日時，雲量，太陽方位・高度），

画像選定理由の記録 
〔モデル〕 
・ 地質ユニットの区分基準，リニアメント／断層の判断基準の記録 
〔判断内容〕 
・  該当する区分基準／判断基準の記録，構成要素の属性値の記録 
〔処理内容〕 
・ 各データ処理における処理内容（例えば，マルチバンド解析処理は

大気補正，反射率変換処理，放射率変換処理，温度情報導出，スペ

クトル同定法；ハイパースペクトル解析処理は大気補正，各種高度

変換処理，スペクトル高度同定法；インターフェロメトリはデータ

ペアの選出，干渉データ作成法，大気補正法，衛星ジオメトリ補正

法，コヒーレンス，DEM 生成法；差分インターフェロメトリは

DEM 利用法，3 パス法，変位抽出；ポーラリメトリは分類手法，

物理的性質）。相互解析支援の内容の記録 
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ワーク名 空中磁気探査 
作業目的 磁気異常の検出により，地下の物性構造情報を得る。 

作業内容 

調査目的，調査範囲，調査精度に応じて計画された測線上を，磁力計

を航空機に搭載(スティンガー式)ないし曳航(バード式)して，全磁力の

測定を行う。同時に，位置情報の計測（GPS，航跡ビデオ画像など）

も行う。傾度測定を行わない場合は，地上磁力データの定点観測も同

時に行う。測線における磁力測定値から時間変動分の除去を行い，地

磁気値の位置プロットを行う。GPS データ・ヘリデータ・地上局デー

タ・航跡ビデオ画像などから飛行測線図を作成し，位置を求め測線位

置(UTM 座標系など)を求める。測定値は交点数値計算により精度を確

認する。誤差が認められる場合，交点コントロールにより誤差の最小

化を行う。以上のデータから，空中地磁気図を作成する。IGRF(国際

標準地球磁場)を除去し，IGRF 残差磁気異常図を作成する。 
 

注意事項 

・ 急激な機体の変化は避け，測定に影響を及ぼす電源類要投入切断は

行はない。 
・ 解析：測線飛行中以外の測定データは調査区域内であっても除去す

る｡ 

品質管理 

〔データ〕 
・ 測定条件の記録（磁力計，位置評定システム，高度計，飛行速度，

気象条件など）。 
・ 補正処理実行の記録（機体磁気補償，日変化補正，交点コントロー

ル）と補正処理に要したデータ(地磁気日変化補正用地上磁力デー

タなど)の出所。 
〔処理内容〕 
・ 作図(補完)方法。 
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ワーク名 空中電磁探査 
作業目的 広域の比抵抗分布，比抵抗構造の特性を得る。 

作業内容 

調査目的，調査範囲，調査精度に応じて計画された測線上を，電磁探査

装置を航空機に搭載して調査を行う。測定開始前に 400ｍ以上の高度で，

ゼロレベル補正を行う。測定方法には，送信ループを翼に取り付け，受

信コイルを曳航バードの中に収納し，時間領域の測定を行う AEM(固定

翼機を用いる)と，送/受信コイルを固定・収納したバードを曳航し，周

波数領域で測定を行う HEM（ヘリコプターを使用）がある。HEM では，

1 次場に対する 2 次場の成分比を測定する。位置情報（GPS，航跡撮影

など）の測定も同時に行う。得られたデータの測定成分ごとにゼロレベ

ル補正，ドリフト補正を行い，周波数ごとの同相と離相の成分比を求め

る。GPS データ・ヘリデータ・地上局データ・航跡ビデオ画像などから，

飛行測線図を作成し，同相と離相の成分比から，見掛比抵抗値を求め，

各周波数・測線ごとに比抵抗プロファイル図を作成する。作成した各周

波数・各測線データの整合検定を行う。 

注意事項 ・樹木の影響等により高度データには誤差が含まれる場合が多いので解

析時は注意する。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 測定条件の記録（測定機器，送信周波数，送信出力，受信感度，コ

イル配置，位置標定システム，高度計，飛行速度，気象条件など） 
・ ゼロレベル較正の実行の記録。 
・ 日変化補正，ドリフト補正の記録と使用データ。 
〔モデル〕 
・ 比抵抗算出方法（計算アプリケーション）の記録。 
〔処理内容〕 
・ 作図方法（補完方法）。 
〔判断内容〕 
・ 整合検定における判定の基準。 

 

 付－1(51) 



JNC TJ8440 2004-006 

 
ワーク名 空中自然放射能探査 
作業目的 自然放射線強度分布の特性を得る。 

作業内容 

調査目的によって設定された調査航路において Nal 検出器によりγ線

エネルギースペクトルを測定する。位置情報（GPS，航跡撮影など）

の測定も同時に行う。また宇宙線の放射線の影響を除去するため上方

の放射線強度のを同時に測定する｡取得した各測点のエネルギースペ

クトルの補正を行う｡補正は，上方放射線の除去，バックグラウンド補

正，地形補正，日変化補正をおこなう。位置評定データから各測点の

位置を求め測線図を作成する｡全γ線エネルギー強度と Th，U，K の

各エネルギー帯の放射線強度を求め，それぞれの放射線強度分布図を

作成する。 
 

注意事項 ・2 日以上にわたって測定する場合は，日変化補正のため測定開始時に

テスト測点での測定を行う｡ 

品質管理 

〔データ〕 
・ 測定条件の記録（測定高度，飛行速度，測定機器･測定システム，

Nal 結晶径/面積(検出器)，測定エネルギーレンジ，高度計位置測定

システム，サンプリング時間間隔，分解能，気象条件，BG 計数率

など） 
〔モデル〕 
・ Compton 散乱係数率の除去の有無と方法の記録。 
・ バックグランド補正，日変化補正，上方放射線補正の記録 
〔処理内容〕 
・ 補完計算方法(作図方法)。 
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ワーク名 重力探査 
作業目的 重力データの取得により地下の密度構造を推定する。 

作業内容 

基点とする既知重力点の相対重力測定を行う。このとき測定条件による

ドリフト値を求めるため既知重力点を基点とする閉塞測定を行う。また，

適当な基点となる既知重力点がない場合，仕様に応じて絶対重力測定を

行う。設定された測点の位置を，必要精度に応じた測点位置測量法(水準

測量，GPS 測量)によって求め，測点の相対重力測定を行う。読み取り

値から，重力計定数表を用い重力値(μGgal)に換算する。この観測値の

補正，器機高補正，潮汐補正，変動大気補正，ドリフト補正を行い基点

との重力差から絶対重力値を算出する。次に，フリーエア補正，ブーゲ

ー補正，地形補正，大気補正を行う。ブーゲー補正における仮密度の最

適値の推定は，岩石試料の密度測定，G-H 相関，ブーゲー異常と地形図

比較などにより求める(密度補正)。得られた測定地点のブーゲー異常値

より，ブーゲー異常分布図(等重力図)を作成する。 
 

注意事項 
測定：微細地形による周辺地形補正を小さくするために崖や溝といった

ところから離れた場所を測定点とする｡ 
 

品質管理 

〔データ〕 
・ 測定条件の記録（測量器機，重力測定機器，重力計器機高，測定手

法） 
・ 閉塞誤差，ドリフトの記録。 
・ 測定位置標高データの取得方法，精度。 
・ 絶対重力値基地点位置と基点選定根拠。 
〔モデル〕 
・ 重力計定数の記録。 
・ 器機高補正，潮汐補正，ドリフト補正の記録。 
・ 既知重力地点の重力値と出所。 
〔処理内容〕 
・ 作図方法（補完計算方法） 
・ 地形補正領域の記録 
・ ブーゲー補正仮密度。 
・ 密度測定用試料の選定基準と測定密度値。 
・ G-H 相関図の記録と G-H 相関図による密度値。 
〔判断内容〕 
・ ブーゲー異常－地形比較の記録。 
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ワーク名 磁気探査 

作業目的 浅部の精密な磁気強度分布を求め，地下構造と物性に関する情報を得

る。 

作業内容 

探査目的によって，線状や面上に測定点を配置し磁場測定を行う。状

況に応じた手法で測線・測点の位置計測を行う(GPS，簡易測量)。必要

に応じて，時間変動磁場を測定する｡測線位を求め，磁力測定値から時

間変動分の除去を行い，地磁気値の位置プロットを行う。以上のデー

タから，磁気異常分布図を作成する。必要に応じて IGRF(国際標準地

球磁場)を除去し，IGRF 残差磁気異常図を作成する。 
 

注意事項 測定：鉄道などの人工電磁ノイズの影響に注意する｡ 

品質管理 

〔データ〕 
・ 測定条件の記録（磁力計，測量方法，人工ノイズなど）。 
〔処理内容〕 
・ 補正処理実行の記録（傾向面除去など）と補正処理に要したデータ

(定点モニター測定など)の出所。 
・ 作図(補完)方法・使用アプリケーション。 
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ワーク名 電気探査 
作業目的 比抵抗分布を求め地下の比抵抗構造を明らかにする。。 

作業内容 

探査の目的に応じた適切な電気探査手法を選択し，電極配置を決める。

自然電位法では，自然電位分布を求めるために固定点を基準にした移動

極との二極間の電位差を測定する。比抵抗法では，見掛比抵抗を求める

ために，交替直流を流し電位差を測定する。水平探査では，電極間隔を

一定に，垂直探査では，電極間隔を変えて対象範囲・深度の測定を行う。

時間領域 IP(強制分極)法は，電流切断後の二次電位変化を測定する。周

波数領域 IP 法では，送信側の周波数を変え，応答電圧の振幅と位相を周

波数の関数として測定する。得られたデータの評価を行い，地形補正係

数を求め地形補正を行う。実測電位から見掛比抵抗値を算出し見掛比抵

抗分布図を作成する。 
 

注意事項 

・ 解析結果に与える地形の影響が大きいので，二次元条件を考慮した測

点配置を行う。 
・ 地質構造が測線と平行な場合には横断方向などの測線追加も望まれ

る｡ 
・ 遠電極の位置は，測線から探査深度の 10 倍以上離す。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 測定方法（SP 法，比抵抗法・時間領域 IP 法・周波数領域 IP 法など）

の記録。 
・ 測定状況の記録（測点位置，電極位置，電極配置，電極間隔，周波数，

出力電流，ダイポール長，使用器機，電極係数など） 
・ 電極配置・間隔設定根拠 
・ 自然電位補償の実行の記録 
〔モデル〕 
・ 比抵抗分布算出方法 
〔処理内容〕 
・ ノイズの評価基準とノイズ処理方法。 
・ 地形補正の記録 
・ 電極カップリングの除去の記録(IP 法) 
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ワーク名 電磁探査 
作業目的 比抵抗分布を求め，地下構造に関する情報を得る 

作業内容 

目的に応じた探査手法（ＭＴ法・ＣＳＭＴ法・ＴDEM 法など）を用い

て電磁探査を行い，電磁場データを取得する。MT 法は，自然電磁場

を信号とし，電場・磁場の測定を行う(広域・深部探査)。CSMT 法は，

人工信号源を用い電場・磁場の測定を行う(浅部・精密探査)。TDEM
法は，二次電磁場の過渡現象を測定する。一次電磁場の発信源として，

ダイポールのほかループも用いられる。得られたデータの評価･編集を

行い。電場・磁場の平均より見掛比抵抗を算出し，見掛比抵抗分布図

を作成する。 
 

注意事項 測定：ポールやセンサーの接地抵抗を確認すること。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 測定手法（MT 法，CSMT 法，TDEM 法など） 
・ 測定条件の記録（測定点位置，測線方位，送信源タイプ，送信源位

置，送信周波数，送信源極性，送信時間，送信電流，送信器機，受

信機器，受信周波数，測定成分，スタッキング回数など） 
・ 送信・測点位置の選定基準。 
〔処理内容〕 
・ 自然電位補正の記録。 
・ 異常値の判定と異常値の処理方法の記録 
・ スタティック補正の記録 
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ワーク名 放射能探査 
作業目的 放射能分布や経時変化の特性を得る。 

作業内容 

α・β線測定：地上に打ち込んだ孔つきパイプ内の放射線強度をαト

ラック法やオープンバイアル法などによって測定する(孔内放射線法)｡
得られた放射線強度から， 222Rn 濃度を求める｡ 
γ線測定：NaI シンチレータなどを用いた検出器を定点または人力・

自動車で移動させて測定を行う｡必要に応じてスペクトル測定を行い

任意のエネルギー帯のガンマ線強度を求める(γ線スペクトル測定)｡バ
ックグラウンド補正のために，BG 係数率を測定しておく。得られたデ

ータの補正を行い（バックグラウンド補正，地形補正，日変化補正），

全γ線エネルギー強度と Th，U，K の各エネルギー帯の放射線強度を

求め，それぞれの放射線強度分布図を作成する。 
 

注意事項 
孔内放射線法：測定強度に影響を及ぼす含水率や地層中の U 含有率に

注意する。 
 

品質管理 

孔内放射線法 
〔データ〕 
・測定条件の記録（孔位置，孔深度，測定日時，含水状況など） 
γ線スペクトル測定 
〔データ〕 
・ 測定条件の記録測定条件の記録（測定日時，測定機器･測定システ

ム，Nal 結晶径/面積(検出器)，測定エネルギーレンジ，サンプリン

グ時間間隔） 
・ BG 計数率 
〔処理内容〕 
・ Compton 散乱係数率の除去の有無と方法の記録。 
・ バックグランド補正の記録 
・ 補完計算方法(作図方法)。 
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ワーク名 屈折法地震探査 
作業目的 弾性波速度分布から地下速度構造情報を得る 

作業内容 

発破により地震波を発生させ，測線に沿って地震計を設置し屈折波デ

ータの記録を行う。発破規模，受信間隔等は，目的，探査深度によっ

て設定する。また，震源位置・測定位置を測量（GPS 測量・測量杭の

打設，水準測量など）によって求める。データ整理・処理を行い見か

け速度分布断面を作成する。処理の手順は，初動走時読み取り，走時

曲線の作成，走時曲線のチェックと調整，走時曲線の選定，速度走時

計算，深度走時計算，速度層断面作成，傾斜補正，パス計算によるチ

ェックと修正となる。 
 

注意事項 測定：等高線とほぼ垂直に，地形の傾斜が測線全長にわたってほぼ一

定となるように測線を配置する｡ 

品質管理 

〔データ〕 
・ 測定条件の記録(測点間隔，震源･測定位置展開形式，測線方向，測

線延長(展開長)，測量方法，受信機，薬種・薬量，発震深度など)。 
〔処理内容〕 

・ 測点展開仕様設定根拠。 
・ 主要ノイズ源（S/N）と S/N 比の記録。 
・ 走時曲線の観測誤差，読み取り誤差，読み間違いなどチェック記録。 
・ パス計算許容誤差根拠。 
・ 傾斜補正の実行の記録。 
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ワーク名 反射法地震探査 
作業目的 反射波の重合断面から，反射面を求め，地下構造情報を得る 

作業内容 

弾性波の震源(爆薬，バイブレータなど)を発生させ，受信機を線上に展

開させ地震波の測定を行う。また，震源位置・受振点の位置を測量（GPS
測量・測量杭の打設，水準測量など）によって求める。反射法地震探

査法には 2 次元または 3 次元調査，陸上または海上調査がある。取得

したデータ(ショット記録)の補正処理を行い処理図(地震記録断面図)
を作成する。データ処理には，前処理，振幅補正，周波数・位相の補

正，走時の補正，CMP 重合，マイグレーションがある。地震記録断面

図とは，これらの処理で得られる重合記録図，マイグレーション記録

図などである｡ 

注意事項 特に無し。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 測定条件の記録（震源タイプ，薬種・薬量，発震深度，発震孔数，

スイープタイプ，スイープ周波数，スイープ長，スイープ数，震源

－測定位置展開形式，受信機(地震計)，データ収録装置(フォーマッ

ト)，収録周波数，収録チャンネル数，測量方法，測線方向，測線

延長，測線基点位置など） 
・ ノイズテストの記録 
・ シミラリティーテストの記録 
・ 地震計スプリアス周波数 
・ 地震計ディストーション 
〔処理内容〕 

・ 前処理の記録 
・ 振幅補正の記録 
・ 周波数・位相の補正の記録 
・ CMP 重合処理の記録 
・ マイグレーション処理の記録 
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ワーク名 岩相分布・層序調査 
作業目的 地表露頭，トレンチ，コアなどから地質情報を得る。 

作業内容 

調査目的・対象に基づき岩相・岩質に関わる記載項目と判断基準を設定

する。設定した項目に従い露頭やトレンチの壁面の観察を行い，ルート

マップを作成する。色調，硬度，粒度・粒径，構成物・量比，構造・組

織の相違により岩相・層相区分を行い，岩相境界の位置，タイプ(整合／

不整合など)を決定し岩相・層相の層序を建てる。化石帯は，産出頻度・

産状を考慮し化石種属（または科）とその組み合わせから分類し，化石

層序を建てる。岩石名には，基本的には色・硬度・粒径・組織・主要構

成物を，補助的には淘汰度，層厚，挟在物，風化度などを用いる。以上

を基に地層（岩相）の連続性を検討し，岩相図を作成する。 
 

注意事項 

・転石と露頭の認識に注意する｡ 
・盛土や，耕作土，遺跡などの判定をおこない，人為的な活動結果に注

意する。 
・サンプリングを行う場合，該当ワークシートにしたがってコア観察終

了後にサンプリングを行う。 
・コア回収直後にサンプリングをする必要がある場合は,そのサンプルに

ついてはコア観察を行わない。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 調査状況の記録。観察条件（観察者，記載縮尺など）。トレンチの場

合はその仕様（位置，観察面の方向，規模など）。コアの場合は調査

孔井情報（孔井番号，孔井位置など） 
・ 記載基準（変質の形態の分類基準，変質の程度の基準，構造・組織

の記載基準など）  
・ 岩相・層相の区分基準 
・ 化石帯の区分基準 
・ 岩石名の決定基準 
〔判断内容〕 
・ 境界位置決定の根拠 
・ 境界タイプの判断根拠 
・ 調査地域の地質・地史 
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ワーク名 断層・割れ目調査 
作業目的 地表露頭，トレンチ，ボーリングコアなどから断層情報を得る。 

作業内容 

調査対象範囲内で適当な調査ルートを選定する｡露頭では，断層･割れ目

の判定(断層・節理・裂か・片理・へき開)と記載･スケッチを行う。トレ

ンチの場合は，活断層の位置を推定して，これに直行する溝を掘り，地

層のずれを観察する｡コア観察では 1/5～1/20 縮尺の柱状図を作成する。

断層の走行･傾斜，断層面の固結状態，充填物の有無と性質，鏡肌・条

線・ステップの発達の程度，断層面の形状・分布などを記載する｡また，

隔離量と断層の種類，断層の新旧関係，同一断層系(共役断層)が認識可

能な場合は，その記載も行う。観察項目ごとに得られたデータを深度を

軸に区分を行う。割れ目帯区分は割れ目の本数，角度・形状・産状によ

り区分する。変質帯区分は，色調，硬度，変質の程度，変質の形態によ

り区分する。 
 

注意事項 

・ 調査ルートはできるかぎりいろいろな方向の複数のルートを選定す

る｡ 
・ 盛土や，耕作土，遺跡などの判定をおこない，人為的な活動結果に

注意する。 
・ コアのサンプリングを行う場合，該当ワークシートにしたがってコ

ア観察終了後にサンプリングを行う。 
 
 
 

品質管理 

〔データ〕 
・トレンチの仕様（位置，観察面の方向，規模など） 
・孔井情報（孔番，孔井位置，コア径，掘削深度） 
・観察条件（観察者，記載縮尺など） 
・調査対象地域の地質・地史 
〔処理内容〕 
・観察基準（コア形状の分類基準，変質程度の基準，人工割れ目の判定

基準，岩盤等級，RQD のカウント方法） 
・変質帯区分の判断基準・割れ目帯区分の判断基準。 
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ワーク名 岩石記載，地質･鉱物学的観察 

作業目的 地表で採取した岩石やボーリングコアの岩石の構造・鉱物組成の特徴

を明らかにする。 

作業内容 

調査仕様に基づき，コア等の試料を採取する。肉眼観察・スキャナー

画像観察により，岩石の構造(堆積構造，生物擾乱，片理，鉱物の配列，

破砕部)のスケッチを行い特徴を記載する｡薄片観察では，偏光顕微鏡

（透過型または反射型）での観察をおこない，鉱物の形状・量比，岩

片の種類・量比，鉱物・岩片の粒径，円磨度，空隙構造（クラック，

空隙径等），変質の程度，化石・炭質物の有無，微細構造などを記載し，

典型的・特徴的な部位で写真撮影またはスケッチを行う。 
 

注意事項 

・ 風化を受けていない新鮮な岩石を採取する。 
・ 深度方向のロギングを行う場合は，等間隔で試料を採取する｡ 
・ 地質境界部付近では必要に応じて密にサンプリングを行う。 
・ 上下が分かるよう試料に直接印をつける。 
・ 必要に応じて試料の整形を行う。 
・ 地層の上下判定，鉱物の同定の根拠を明確にする。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 孔井の情報(孔番，位置，コア径など) 
・ 採取深度と層準の記録。 
・ 試料の前処理の記録 
・ 観察手法と倍率，画像の解像度の記録。 
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ワーク名 鉱物組成分析 
作業目的 地表岩石試料やボーリングコアの鉱物組成を分析により把握する。 

作業内容 

(モード分析) 
薄片観察によるモード分析をおこない，構成物の量比を計測する｡モー

ド分析結果の相対比率から三角ダイアグラム（火成岩：石英－斜長石

－カリ長石，堆積岩：石英－長石－岩石片など）を作成し，岩石の特

徴付けをする。 
(X 線回折分析) 
粉砕試料を，X 線回折装置（XRD）にかける。必要に応じて粉砕試料

をエチレングリコール処理，加熱処理，酸処理等を実施し分析を行う。

X 線回折分析結果については，調査仕様にある鉱物，化合物について

同定を行い，その回折強度から，石英指数（試料中の鉱物の最強 X 線

強度 / 標準（石英）試料の最強 X 線強度×100）を算出して，鉱物，化

合物同定表を作成する。 
          

注意事項 

・ 風化を受けていない新鮮な岩石を採取する。 
・ 深度方向のロギングを行う場合は，等間隔で試料を採取する｡ 
・ 地質境界部付近では必要に応じて密にサンプリングを行う。 
・ 上下が分かるよう試料に直接印をつける。 
・ 必要に応じて試料の整形を行う。 
・ 地層の上下判定，鉱物の同定の根拠を明確にする。 

品質管理 

(モード分析) 
〔データ〕 
・ 試料の情報（採取位置，採取層準，方位，孔番，位置，コア径など） 
・ 分析条件の記録（透過/反射，倍率，メカニカルステージのメッシ

ュ間隔，モードカウント数など） 
(X 線回折分析) 
〔データ〕 
・ 試料の情報（採取位置，採取層準，前処理方法の記録） 
・ 測定条件の記録（測定機器，測定確度範囲） 
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ワーク名 微化石分析 

作業目的 地表岩石試料やボーリングコアの微化石の定量・同定により化石層序を明

らかにする｡ 

作業内容 

採取試料から，微化石（有孔虫，花粉，珪藻，渦鞭毛藻，放散虫など）の

分離を行う｡分離した試料は，さらにピックアップやふるいがけにより選

択を行い必要に応じてプレパラートを作成する｡作成した微化石プレパラ

ートの観察を，生物顕微鏡(放散虫・珪藻・渦鞭毛藻・花粉)や実体顕微鏡(有
孔虫)で観察を行う。代表種や示準・示相化石種については，スケッチや

写真撮影を行う｡さらに詳しい形態観察が必要な場合は，仕様に応じて電

子顕微鏡観察(SEM など)をおこなう。分析結果を，試料または深度・層

準ごとに化石種属別の出現頻度を表にまとめる。分析結果について，化石

分帯を行う｡その際，変質作用・続成作用による化石の状態への影響(溶解

など)の評価・リワークの有無などの検討を行う｡また，示準・示相化石種・

化石分帯により堆積環境や年代を推定する。複数の化石種について分析を

行った場合，解析結果を異種化石種間で対比を行い，年代・堆積環境につ

いて整合性を検討する｡また，変質作用･続成作用･リワークについても可

能ならば整合性の検討を行う｡ 
 

注意事項 

・ 地層の堆積深度方向に等間隔で試料を採取する｡地質境界部付近では

必要に応じて密にサンプリングを行う。上下が分かるよう試料に直接

印をつける。 
・ 分離方法は，試料に含まれる状態・量・種類から適切な処理を選択す

る｡ 
・ 処理方法・処理量は，必要に応じて，あらかじめ実体顕微鏡観察，薄

片観察を行い決定する｡ 
・ 試料が固結した岩石の場合は，適当な大きさに粉砕し，薬品処理を行

う｡ 

品質管理 

〔データ〕 
・ 試料の記録（採取位置，試料番号，岩石名，地層名，孔番，位置，孔

径など） 
・ 分析条件の記録（分析者，分析日時，分析対象種，分析数，処理方法，

メッシュ番号，鑑定者，使用顕微鏡，観察倍率，カウント方法，） 
〔処理内容〕 
・ 種属名同定根拠 
・ 分帯基準・根拠の記録 
〔判断内容〕 
・ リワーク･変質作用の判断の記録 
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ワーク名 CEC・AEC 測定 
作業目的 対象地域の岩石と水の反応性の把握 

作業内容 

調査仕様に基づき，対象地域の岩石の採取を行い，所定の操作で交換性

陽イオン（交換性塩基：Na，K，Ca，Mg），交換性陰イオン（NO3，Cl，
SO4，HCO3，H2PO4）を抽出して，その量を測定する，また仕様によっ

ては抽出したイオンごとの定量をする。 

注意事項 

・ 採取時には，採取日時，採取位置などの時空間情報を記録する。 
・ 採取時には均一な岩帯から，岩帯を代表するに足る，新鮮な岩石を採

取する。 
・ 測定方法は，カラム浸透法，遠心法，平衡法などがあり，試料の種類

によって適当な測定法があるものの，必ず決められた方法で実施する

必要はないが，一連の試料は同じ方法で実施する。 
・ 試料によっては pH による変動を受けるので，試薬の pH の調整には

正確に行い，試験は温度変化の少ない（20～25℃）恒温室で実施する

ことが望ましい。 
・ 岩石試料の場合は，風乾し，粉砕して試験に供するが，粒度の影響を

受けるので，粉砕時の粒度組成に注意する。 
・ 実験的に測定された交換容量は，岩石に固有の値ではなく，実験的に

与えられた値なので，相互比較は同一方法により測定された値間のみ

で行う。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 試料番号 
・ 測定手法（手法名等） 
・ 測定機器形式 
・ 測定機器条件 
・ 定量下限，測定精度（変動係数） 
・ 分析値の有効桁数，最小表示桁数 
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ワーク名 水理試験 
作業目的 試験ピース規模で透水性状を把握する。 

作業内容 

〔透水試験〕  
整形した岩石試料を透水試験装置にセットして透水係数を測定する。岩

石試料にはボーリングコアを用いることが多いが，露頭や坑壁から採取

したブロック試料を用いる場合もある。 
室内透水試験手法には大きく分けて定水位法，変水位法及びトランジェン

トパルス法がある。定水位法は高透水試料に，変水位法は比較的低透水試

料に適しているが，緻密で低透水の岩石試料にはトランジェントパルス法

が適している。 
定水位法では，水位を一定に保った給水槽から試料の下端に水を通し上端

へ流出する流量と試料上下端の水頭差を測定する。変水位法では試料下端

へ水を通しながら水位の時間変化を測定する。トランジェントパルス法で

は試料の一端に瞬間的な圧力を与えて，圧力の減衰を経時的に測定する。 
試験結果から所定の計算式を用いて透水係数を求める。トランジェントパ

ルス法では圧力の減衰を時間－水位（圧力）の片対数グラフにプロットし

透水係数を求める。 
〔不飽和特性試験〕 
土壌や岩石の不飽和浸透特性について調査する。不飽和浸透特性は，体積

含水率に対する負の圧力水頭の関係と体積含水率に対する不飽和透水係数

の関係の 2 つの要素で表現される。 
体積含水率と負の圧力水頭の関係は土質工学会基準（JFST 211-1990）に

て規定されている pＦ試験により求める。一方，不飽和透水係数は確立し

た測定手法が存在しないため，現状では飽和透水係数から推定したり，文

献値を用いることが多い。原位置でテンシオメータにより浸透流量を計測

し，逆解析により不飽和透水係数を算出する試みもなされている。 

注意事項 

〔透水試験〕  
・ 類似した試料での既往の試験結果に照らして透水係数の妥当性を評価

する。また，堆積岩などの異方性を持つ試料では，構造に対しどの方

向の透水係数を測定しているのかを記録する。 
〔不飽和特性試験〕 
・ pF 試験は手法によって適用可能な pF 範囲が限られているため，通常

は複数の手法を用いて広い pF 範囲について計測を行う。 
・ 不飽和透水係数は原位置で土壌に注水し注水量の変化やサクション圧

などを測定し，特定の計算式に当てはめて算出する。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 測定方法 
〔処理内容〕 
・ 逆解析を用いた場合は値の収束性など 
〔判断内容〕 
・ 手法の違いによる pF 値の整合性，試験結果を既往のデータや飽和透水

係数と照らして適切な範囲内にあるかを評価する。 
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ワーク名 基礎物性測定 

作業目的 対象地域の岩盤の基本物性（真比重・密度，見掛け比重・見掛け密度，含水比，

有効間隙率等）を把握する 

作業内容 

調査仕様に基づき，岩石を採取，整形して基本物性を測定する。 
真比重・密度：試料は粉砕して，比重びんに入れ，蒸留水を加える。比重びん

の中の気泡が出なくなるまで一定温度に加熱し，室温になるまで冷却した後，

重量を測定し算出する。 
真比重 Gtrue=(W2-W1)/((W4-W1)-(W3-W2)) 
密度ρtrue=(md/(md+(W4-W3)))×ρw(T) 

（md：試料の乾燥重量，W1：比重びん重量，W2：試料を入れた状態の比重び

ん重量，W3：W2 に水を入れた比重びん重量，W4：W1 に水を入れた比重びん

重量，ρw(T)：T℃の時の蒸留水の密度）  
見掛け比重・見掛け密度等：任意形状の塊状試料の場合，約 50g 以上の塊（3
個程度）を選定する。試料の空中重量を測定し，「自然状態の重量：Wn」とす

る。次いで，試料を 72 時間以上水浸し水中での重量を測定し，強制湿潤状態

の「水中重量：Wh」とする。その後試料を水容器から取り出し，湿った布で表

面の水を拭き取ってから空中重量を測定し，「強制湿潤重量：Ww」とする。こ

の時，表面水のみを拭うとともに岩片を削り取らない，あるいは破片を紛失し

ないように気をつける。この試料を炉乾して冷却し，その空中重量を測定し，

「強制乾燥重量：Wd」とする。また，試料サイズを測定し「試料体積：V」を

算出する。これらの測定値より，基本物性を算出する。 
自然状態の比重 Gn＝Wn／(Ww－Wh) 
強制乾燥状態の比重 Gd＝Wd／(Ww－Wh) 
強制湿潤状態の比重 Gt＝Ww／(Ww－Wh) 
自然状態の含水比 wn＝(Wn－Wd)／Wd 
自然状態の飽和度 Sr＝(Wn－Wd)／(Ww－Wd)×100 
有効間隙率 ne＝(Ww－Wd)／(Ww－Wh)×100 
吸水率 ab＝(Ww－Wd)／Wd×100 
湿潤密度ρt＝Ww／V 乾燥密度ρd＝ρt／(1＋wn／100) 

注意事項 

・ 採取時には，採取日時，採取位置などの時空間情報を記録する。 
・ 採取時には均一な岩帯から岩帯を代表するに足る新鮮な岩石を採取する。 
・ 一軸圧縮強度試験を実施する場合は当該試験用の試料の近傍を採取する。 
・ 試料は，含水比を変化させないように，パラフィン等で処理する。 
・ 輸送する場合は，振動，衝撃が加わらないように対策を採る。 
・ 供試体の作製は，岩石の性状を変えるような衝撃力や熱を加えないように

慎重に取り扱うことを原則とし，JIS M 0301「岩石の強さ試験用試料の採

取方法および試験片の作製方法」に準拠し供試体の相互関連が判別できる

ように供試体の採取孔名，採取深度，試験種別等の記録を行う 

品質管理 

〔データ〕 
・ 試料番号 
・ 試験方法（JIS 番号，手法等） 
・ 使用機器形式 
・ 使用機器条件 
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ワーク名 帯磁率測定 
作業目的 岩石の帯磁率を把握する。 

作業内容 

調査仕様に基づき，岩石を採取，整形して帯磁率を測定する。 
測定用供試体の寸法は，直径約 25mm×高さ約 25mm（体積 12.0～
12.5cm3），自然含水状態で試験を実施する。 
供試体をサンプルケースに挿入し，周波数を 0.456kHz に設定して帯磁率

を測定する。表示数値は SI 単位である。 

注意事項 

・ 帯磁率測定法に JIS 等の規格による基準はない。 
・ 採取時には，採取日時，採取位置などの時空間情報を記録する。 
・ 採取時には均一な岩帯から，岩帯を代表するに足る，新鮮な岩石を採

取する。 
・ 一軸圧縮強度試験を実施する場合は，当該試験用の試料の近傍を採取

する。 
・ 試料は，含水比を変化させないように，パラフィン等で処理する。 
・ 輸送する場合は，振動，衝撃が加わらないように対策を採る。 
・ 供試体の作製は，岩石の性状を変えるような衝撃力や熱を加えないよ

うに慎重に取り扱うことを原則とし，JIS M 0301「岩石の強さ試験用

試料の採取方法および試験片の作製方法」に準拠し供試体の相互関連

が判別できるように供試体の採取孔名，採取深度，試験種別等の記録

を行う。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 試料番号 
・ 試験方法（手法等） 
・ 使用機器形式 
・ 使用機器条件 
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ワーク名 弾性波速度測定 
作業目的 対象地域の岩盤の基本物性（弾性波速度）を把握する 

作業内容 

調査仕様に基づき，岩石を採取，整形して弾性波の透過時間を測定する。 
供試体の長さ（l）と透過時間（t）から P 波および S 波の弾性波速度を

計算する。また，P 波速度と S 波速度と密度（ρ：ワークシート WD1.1.1
より），重力加速度（g）を用いて，動ポアソン比（νd），動剪断弾性係

数（Gd），動弾性係数（Ed）を順に計算する。 
・P 波および S 波速度 Vp， Vs＝l／t 
・動ポアソン比νd＝((Vp2/Vs2)－2)／2(Vp2/Vs2－1) 
・動剪断弾性係数 Gd ＝ρ･Vs2／g 
・動弾性係数 Ed＝2(1＋νd)･Gd 

注意事項 

・ 採取時には，採取日時，採取位置などの時空間情報を記録する。 
・ 採取時には均一な岩帯から，岩帯を代表するに足る，新鮮な岩石を採

取する。 
・ 一軸圧縮強度試験を実施する場合は，当該試験用の試料を用いて，一

軸圧縮試験前に測定する。 
・ 試料は，含水比を変化させないように，パラフィン等で処理する。 
・ 輸送する場合は，振動，衝撃が加わらないように対策を採る。 
・ 供試体の作製は，岩石の性状を変えるような衝撃力や熱を加えないよ

うに慎重に取り扱うことを原則とし，JIS M 0301「岩石の強さ試験用

試料の採取方法および試験片の作製方法」に準拠し供試体の相互関連

が判別できるように供試体の採取孔名，採取深度，試験種別等の記録

を行う。 
・ 測定時の含水状態は自然状態を原則とする。乾燥時および湿潤時の速

度を対比的に知りたい場合には，乾燥炉による強制乾燥（一般的には

80～110℃で 24 時間），水浸や水中脱気による強制湿潤（通常 72 時

間以上）を図る。 
・ 測定時には，ノギスを用いて供試体の長さを 0.05mm の精度で計測

し，発振子と受信子を直接接触させ 0 位置を決める（キャリブレーシ

ョン）。発振子と受信子の間に岩石供試体を挟む。P 波の測定では振

動子と供試体がよく密着するように，少量のグリースやワセリンなど

を塗布する。透過時間は少なくとも 0.1μsEC（10-7 秒）の精度で読

みとる。振動子と供試体の接着圧は 49kPa（≒0.5kgf/cm2）以下とす

る。同一供試体に対し発振と受信の位置を正逆2とおりに入れ替える。

両者の測定値が 5%以上相違するときには，再度測定を行う。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 試料番号 
・ 測定方法（試料調整等） 
・ 使用機器形式 
・ 試料写真・スケッチ 
・ 測定時の気温，湿度 
・ 供試体の温度，含水状態・拘束圧力，排水条件 
・ 実施状況写真 
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ワーク名 比抵抗測定 
作業目的 岩石の比抵抗値を把握する。 

作業内容 

調査仕様に基づき，岩石を採取，整形して比抵抗を測定する。 
比抵抗測定は，現時点で JIS 等の規格による基準はないため，岩石試料

の比抵抗測定に関する研究（千葉ら：花崗岩および凝灰岩試料の比抵抗

測定，物理探査，Vol.47，pp.161-172，1994）に準拠して実施する。 
供試体の寸法は，直径約 50mm×長さ約 100mm 程度，供試体は，飽和，

自然，乾燥の 3 状態で測定を行う。 
直径（D），長さ（L）を 0.05mm の精度で測定する。 
試料と白金ネット（#80，C：電流電極，P：電位電極）の電極，0.1N（約

1％濃度）KCl 溶液を含ませた濾紙（F）とを P・F・C・F・試料・F・C・

F・P の順にならべて，GS 社方式の 4 電極サンプルホルダーに試料を挟

み込み，ホルダーの圧着は 98.1N の圧力を付加する。 
任意の電流を C 極に流し，P 極で電圧（電位差）を速やかに測定する。

測定では，0.5Hz の交替直流信号を用い，毎秒 50 点のサンプリングレー

トで 2 サイクル分の測定を行う。 
実際の測定では測定電流 I（mA）と測定電位 V（mV）から抵抗 R（ohm）

を測定し，岩石試料の比抵抗ρは R から下記の式を用いて換算する。 
R ＝ V ／ I 
ρ ＝ R･S ／ H 
ここに，R：抵抗（ohm） 
V：測定電位（mV） 
I：測定電流（mA） 
ρ：比抵抗（ohm・m） 
S：試料の断面積（m2） 
H：試料の長さ（m） 

注意事項 

・ 採取時には，採取日時，採取位置などの時空間情報を記録する。 
・ 採取時には均一な岩帯から，岩帯を代表するに足る，新鮮な岩石を採

取する。 
・ 一軸圧縮強度試験を実施する場合は，当該試験用の試料の近傍を採取

する。 
・ 試料は，含水比を変化させないように，パラフィン等で処理する。 
・ 輸送する場合は，振動，衝撃が加わらないように対策を採る。 
・ 供試体の作製は，岩石の性状を変えるような衝撃力や熱を加えないよ

うに慎重に取り扱うことを原則とし，JIS M 0301「岩石の強さ試験用

試料の採取方法および試験片の作製方法」に準拠し供試体の相互関連

が判別できるように供試体の採取孔名，採取深度，試験種別等の記録

を行う。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 試料番号 
・ 試験方法（手法等） 
・ 使用機器形式 
・ 使用機器条件 
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ワーク名 吸水膨張試験 
作業目的 岩石の側面拘束状態における吸水率を把握する 

作業内容 

調査仕様に基づき，岩石を採取，整形して基本物性を測定する。 
試験は ISRM 指針 vol.1 の 2 章の第 2 編「膨潤性，耐スレーキング性指数

の試験法の指針」の「2.円周方向を拘束し軸荷重を作用させた供試体の膨

潤ひずみ指数試験法の指針」に準拠して実施する。装置は土質用の圧密

試験装置を用いる。ひずみ測定器の読み取り精度は 0.001mm とする。 
供試体は直径 60mm，厚さ 20mm に整形した試料を用いる。 
供試体の厚さ(L) 及び直径(D)を 0.1%精度で測定する。 
試験装置に設置して，供試体に 3kPa の軸圧を作用させる。 
供試体上面の多孔板が浸るまでセルに水を浸し，時間の経過に伴う膨潤

変位量を測定する。 
測定の終了は，膨潤変位量が一定値に達するまで，あるいは最大値(d)を
記録するまでとする。 
供試体の膨潤比 re=(d/L)×100 

注意事項 

・ 採取時には，採取日時，採取位置などの時空間情報を記録する。 
・ 採取時には均一な岩帯から，岩帯を代表するに足る，新鮮な岩石を採

取する。 
・ 一軸圧縮強度試験を実施する場合は，当該試験用の試料の近傍を採取

する。 
・ 試料は，含水比を変化させないように，パラフィン等で処理する。 
・ 輸送する場合は，振動，衝撃が加わらないように対策を採る。 
・ 供試体の作製は，岩石の性状を変えるような衝撃力や熱を加えないよ

うに慎重に取り扱うことを原則とし，JIS M 0301「岩石の強さ試験用

試料の採取方法および試験片の作製方法」に準拠し供試体の相互関連

が判別できるように供試体の採取孔名，採取深度，試験種別等の記録

を行う。 

品質管理 

〔データ〕 
・試料番号 
・試験方法（手法等） 
・使用機器形式 
・使用機器条件 
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ワーク名 スレーキング試験 
作業目的 岩石の耐スレーキング性を把握する 

作業内容 

調査仕様に基づき，岩石を採取，整形して基本物性を測定する。 
試験は，ISRM 指針 vol.1 の 2 章の第 2 編「膨潤性，耐スレ－キング性指

数の試験法の指針」の「4.耐スレ－キング性試験法の指針」に準拠して実

施する。 
試験試料は，力学試験用供試体の近傍から採取した不定形の試料を用い

る。 
1．質量 40～60ｇ岩塊を，試料の全質量が 450～550ｇになるように 10

個選ぶ。岩石を構成する粒子の最大径は 3mm 以下，岩塊の形状は球状に

近いものとする。 
2．試料をドラムに入れ，105℃の温度で 2～6 時間炉乾燥する。冷却後，

ドラムと試料の質量 A を測定する。 
3．ドラムのフタをして，水槽にセットし，モ－タを連動させる。 
4．水槽に溶解溶液（通常は 20℃の水道水）を満たし，ドラム回転軸の

下 20mm まで入れて，ドラムを 10 分±0.5 分，200 回転で回転させる。 
5．ドラムを水槽から取り出し，フタをはずして 105℃の温度で恒量に

達するまで乾燥させる。冷却後，ドラムと残った試料の質量Ｂを測定す

る。 
6．手順 3～5 を繰り返し，ドラムと試料の質量 C を測定する。 
7．ドラムを刷毛などで清浄にし，その質量 D を測定する。 

耐スレ－キング性指数（Id2：乾湿 2 回繰り返し）は次式を用いて求める。 
Id2=((C-D)/(A-D))×100(%)（ここに，Id2：耐スレ－キング性指数（乾

湿 2 回繰り返し），A：初期の（試料＋ドラム）質量，C：最終の（試料

＋ドラム）質量，D：ドラム質量） 

注意事項 

・ 採取時には，採取日時，採取位置などの時空間情報を記録する。 
・ 採取時には均一な岩帯から，岩帯を代表するに足る，新鮮な岩石を採

取する。 
・ 一軸圧縮強度試験を実施する場合は，当該試験用の試料の近傍を採取

する。 
・ 試料は，含水比を変化させないように，パラフィン等で処理する。 
・ 輸送する場合は，振動，衝撃が加わらないように対策を採る。 
・ 供試体の作製は，岩石の性状を変えるような衝撃力や熱を加えないよ

うに慎重に取り扱うことを原則とし，JIS M 0301「岩石の強さ試験用

試料の採取方法および試験片の作製方法」に準拠し供試体の相互関連

が判別できるように供試体の採取孔名，採取深度，試験種別等の記録

を行う。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 試料番号 
・ 試験方法（手法等） 
・ 使用機器形式 
・ 使用機器条件 
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ワーク名 膨潤圧試験 
作業目的 岩石の側面拘束状態における吸水膨潤圧を把握する 

作業内容 

調査仕様に基づき，岩石を採取，整形して吸水膨潤圧を測定する。 
試験は ISRM 指針 vol.1 の 2 章の第 2 編「膨潤性，耐スレーキング性指数

の試験法の指針」の「1.体積変化のない状態での膨潤圧指数試験法の指針」

に準拠して実施する。装置は，吸水膨張試験と同様に土質用の圧密試験

装置を用いる。 
供試体は直径 60mm，厚さ 20mm 程度に整形した試料を用いる。 
供試体の厚さ(L) 及び(D)を 0.1%精度で測定する。 
試験装置を組み立て，10kPa 程度の軸圧を供試体に作用させる。 
供試体上面の多孔板が浸るまでセルに水を浸し，時間の経過に伴う膨潤

圧の測定を行う。 
試験中はつねに供試体の膨張量が 0(ゼロ)となるように，作用荷重を調節

し，供試体の厚さは±0.01mm 以内に保つようにする。 
測定の終了は，膨潤圧が一定量に達するまで，あるいは最大値(F)を記録

するまでとする。 
膨潤圧指数 =(F/A)× 100 (%) （F：試験時の最大膨潤圧，A：供試体

の断面積（=πD2/4）） 

注意事項 

・ 採取時には，採取日時，採取位置などの時空間情報を記録する。 
・ 採取時には均一な岩帯から，岩帯を代表するに足る，新鮮な岩石を採

取する。 
・ 一軸圧縮強度試験を実施する場合は，当該試験用の試料の近傍を採取

する。 
・ 試料は，含水比を変化させないように，パラフィン等で処理する。 
・ 輸送する場合は，振動，衝撃が加わらないように対策を採る。 
・ 供試体の作製は，岩石の性状を変えるような衝撃力や熱を加えないよ

うに慎重に取り扱うことを原則とし，JIS M 0301「岩石の強さ試験用

試料の採取方法および試験片の作製方法」に準拠し供試体の相互関連

が判別できるように供試体の採取孔名，採取深度，試験種別等の記録

を行う。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 試料番号 
・ 試験方法（手法等） 
・ 使用機器形式 
・ 使用機器条件 
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ワーク名 一軸圧縮試験 
作業目的 対象地域の岩石の力学的特性を把握する 

作業内容 

調査仕様に基づき，岩石を採取，整形して一軸圧縮試験を実施する。 
円形に整形した岩石供試体を用いて，供試体が破壊に至るまで荷重を加え，

岩石の強度を求める。同時に，軸方向と横方向のひずみを測定し，弾性係

数，ポアソン比をもとめる。 
最大荷重の確認あるいはひずみ量 15％に達した時点で終了する。 
一軸圧縮強度σc ，ひずみゲージによる静弾性係数 E50，コア型変位計によ

る静弾性係数 DE50 およびひずみゲージによる静ポアソン比νの物性値は

次式を用いて求める。 
σc ＝ 4F ／ πＤ2 × (1－ ε／ 100) × 10 (MPa) 
ε ＝  δ／ Ｌ 
Dε ＝ Dδ ／ Ｌ 
Ｅ50 ＝ (σc ／ 2) ／ ε50  (GPa) 
DE50 ＝ (σc ／ 2) ／ Dε50 (GPa) 
ν ＝ εh／εv 

（Ｆ：最大荷重(N)，Ｄ：供試体の直径(m)，Ｌ：供試体の高さ(m)，δ・D
δ：ひずみゲージ，コア型変位計による変位量(cm)，ε・Dε：ひずみゲ

ージ，コア型変位計による縦ひずみ，ε50・Dε50：コア型変位計(σcの 50%
応力レベル)，ひずみゲージ(σcの 10%応力レベル)，εh： (σc ／ 10)に対

応する横方向のひずみ，εv： (σc ／ 10)に対応する縦方向のひずみ） 

注意事項 

・ 採取時には，採取日時，採取位置などの時空間情報を記録する。 
・ 採取時には均一な岩帯から，岩帯を代表するに足る，新鮮な岩石を採取

する。 
・ 一軸圧縮強度試験を実施する場合は，当該試験用の試料の近傍を採取す

る。 
・ 試料は，含水比を変化させないように，パラフィン等で処理する。 
・ 輸送する場合は，振動，衝撃が加わらないように対策を採る。 
・ 供試体の作製は，岩石の性状を変えるような衝撃力や熱を加えないよう

に慎重に取り扱うことを原則とし，JIS M 0301「岩石の強さ試験用試

料の採取方法および試験片の作製方法」に準拠し供試体の相互関連が判

別できるように供試体の採取孔名，採取深度，試験種別等の記録を行う。 
・ 供試体の高さは，直径の 2 倍程度にし，各端面は滑らかに平行で，側

面に対して垂直である必要がある。 
・ 変成岩や花崗岩など異方性を有する岩石は，同じ岩石ブロックから採取

した供試体であっても，ボーリングの掘削方向によって強度にばらつき

が生じるため，試験を行った供試体の載荷軸方向に対する異方性の発達

している方向を明記する。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 試料番号 
・ 試験方法（手法等） 
・ 使用機器形式 
・ 使用機器条件 
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ワーク名 三軸圧縮試験 
作業目的 対象地域の岩石の力学的特性を把握する 

作業内容 

調査仕様に基づき，岩石を採取，整形して三軸圧縮試験を実施する。 
「岩石の三軸圧縮強度試験法の指針」に準拠して実施する。 
円形に整形した岩石供試体を用いて，地盤中のように周囲からの圧力によ

って拘束されている圧縮強さおよびそれが求められるせん段強さの値，そ

れと拘束圧との関係を求める。 
原位置での状態に近い条件を再現して，試験を行うのが原則であるが，実

際は原位置の状態を近似的に再現する場合が多い。 
以下に一般的に実施される等方応力を加える試験法と内容を示す。 

UU：圧密を行わずに，非排水状態でせん断，主として粘性土が対象。φu=0
法。パラメータは，側方向応力，ひずみ速度，主応力差－軸ひずみ曲

線，供試体の破壊状況，圧縮強さ－側方向応力関係，非圧密非排水強

さ，粘着力：Ｃu，せん断抵抗角：φu。 
CU：圧密後，非排水状態でせん断，主として飽和した粘性土が対象。パ

ラメータは，セル圧，背圧，圧密過程，軸圧縮過程のひずみ速度，主

応力差－軸ひずみ曲線，供試体の破壊状況，圧縮強さ－圧密応力関係。 
CU
－ －

：圧密後，非排水状態で間隙水圧を測定しながらせん断，飽和した粘

性土が対象。パラメータは，セル圧，背圧，圧密過程，間隙圧係数：

Ｂ値，軸圧縮過程のひずみ速度，主応力差－軸ひずみ曲線，間隙水圧

－軸ひずみ曲線，有効応力経路，供試体の破壊状況，主応力差最大時

の有効主応力，圧密非排水強さ，粘着力：Ｃcu，せん断抵抗角：φcu。 
CD：圧密後，排水状態でせん断，飽和した土が対象。パラメータは，圧

密過程，軸圧縮過程のひずみ速度，主応力差－軸ひずみ曲線，体積ひ

ずみ－軸ひずみ曲線，供試体の破壊状況，圧縮強さ－圧密応力関係，

圧密排水強さ，粘着力：Ｃd，せん断抵抗角：φd。 
 

注意事項 

・ 採取時には，採取日時，採取位置などの時空間情報を記録する。 
・ 採取時には均一な岩帯から，岩帯を代表するに足る，新鮮な岩石を採取

する。 
・ 一軸圧縮強度試験を実施する場合は，当該試験用の試料の近傍を採取す

る。 
・ 試料は，含水比を変化させないように，パラフィン等で処理する。 
・ 輸送する場合は，振動，衝撃が加わらないように対策を採る。 
・ 供試体の作製は，岩石の性状を変えるような衝撃力や熱を加えないよう

に慎重に取り扱うことを原則とし，JIS M 0301「岩石の強さ試験用試

料の採取方法および試験片の作製方法」に準拠し供試体の相互関連が判

別できるように供試体の採取孔名，採取深度，試験種別等の記録を行う。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 試料番号 
・ 試験方法（手法等） 
・ 使用機器形式 
・ 使用機器条件 
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ワーク名 室内物理化学パラメータ測定 
作業目的 対象地域の液相，固相の地球化学パラメータの把握 

作業内容 

液相：調査仕様に基づき，対象地域の地表水の採取を行い，調査仕様に

ある項目（pH，Eh，EC 等）の測定を実施する。 
固相：調査仕様に基づき，対象地域の岩石の採取を行い，調査仕様にあ

る項目の測定（pH，EC，有機物含量等）を実施する。 

注意事項 

<液相> 
・ 測定項目により，採取する容器や，試料水量が異なるので，事前に測

定方法等を決定しておく。 
・ 特に Eh 等の酸素に接すると測定値が変化する項目は，完全密閉でき

る容器で採取する必要があるので，現地物理化学パラメータとして測

定したほうが適当な場合もある。 
・ 採取時には，採取日時，採取位置などの時空間情報を記録する。 
・ 濁りや臭い，気泡の発生などがみられた場合にはその観察状況も記録

する。 
・ 採取時には別ワークにある pH，EC，水温等の現地物理化学パラメー

タを測定する。 
・ 試料は経時により変化するので，なるべく早く測定を実施する。不可

能な場合は適当な前処理を実施する。 
<固相> 
・ 採取時には，採取日時，採取位置などの時空間情報を記録する。 
・ 採取時には均一な岩帯から，岩帯を代表するに足る，新鮮な岩石を採

取するが，割れ目充填物を採取する場合は，母岩を混在させないよう

注意する。 
・ 試料を粉砕する場合には，測定項目に応じて，適切な器具を用いて，

適切な方法で実施する。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 試料番号 
・ 測定手法（JIS 番号，前処理等） 
・ 測定機器形式 
・ 測定機器条件 
・ 測定手法ごとの定量下限，測定精度（変動係数） 
・ 分析値の有効桁数，最小表示桁数 
・ ケロジェン分類/判定基準 
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ワーク名 化学・同位体組成分析 
作業目的 対象地域の液相，固相の化学組成，同位体組成の把握 

作業内容 

液相：調査仕様に基づき，対象地域の地表水の採取を行い，調査仕様に

ある項目の分析を実施する。 
固相：調査仕様に基づき，対象地域の岩石の採取を行い，調査仕様にあ

る項目の分析を実施する。 

注意事項 

<液相> 
・ 測定項目は調査仕様によるが DO，TC，TOC 等の項目も当該ワーク

に含める。 
・ 測定項目により，採取する容器や，試料水量が異なる。 
・ 採取時には，採取日時，採取位置などの時空間情報を記録する。 
・ 濁りや臭い，気泡の発生などがみられた場合にはその観察状況も記録

する。 
・ 採取時には別ワークにある pH，EC，水温等の現地物理化学パラメー

タを測定する。 
・ 測定項目によっては，現場において成分固定等の前処理を実施する。 
・ 測定項目によっては，事前に対象地域の水質等に合せた分析手順を決

定する必要があり，その場合は，過去の水質データを入手するか，事

前に対象地域の試料を用いて予備試験を実施しておく。 
・ 試料は経時により変化するので，なるべく早く測定を実施する。不可

能な場合は適当な前処理を実施する。 
<固相> 
・ 採取時には，採取日時，採取位置などの時空間情報を記録する。 
・ 採取時には均一な岩帯から，岩帯を代表するに足る，新鮮な岩石を採

取するが，割れ目充填物を採取する場合は，母岩を混在させないよう

注意する。 
・ 試料を粉砕する場合には，測定項目に応じて，適切な器具を用いて，

適切な方法で実施する。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 試料番号 
・ 測定手法（JIS 番号，前処理等） 
・ 測定機器形式 
・ 測定機器条件 
・ 測定手法ごとの定量下限，測定精度（変動係数） 
・ 分析値の有効桁数，最小表示桁数 
・ 分析に用いた標準試料 
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ワーク名 年代測定 
作業目的 対象地域の液相の滞留時間の把握，固相の生成年代の把握 

作業内容 

液相：調査仕様に基づき，地表水の採取を行い，調査仕様にある項目の

分析を実施する。 
固相：調査仕様に基づき，岩石の採取を行い，調査仕様にある項目の分

析を実施する。 

注意事項 

<液相> 
・ 測定項目は調査仕様によるが年代適用範囲の異なる複数の手法を用

いて，信頼性の向上を図る。 
・ 採取時には，採取日時，採取位置などの時空間情報を記録する。 
・ 濁りや臭い，気泡の発生などがみられた場合にはその観察状況も記録

する。 
・ 採取時には別ワークにある pH，EC，水温等の現地物理化学パラメ

ータを測定する。 
<固相> 
・ 測定項目は調査仕様によるが，対象となる岩石試料の種類や鉱物の種

類により，適切に選択されている必要があり，測定方法の決定にはあ

らかじめ，対象となる年代範囲が推定されている必要がある。 
・ 年代測定には，同位体比の変化から同位体比編年表を用いて相対年代

を求める方法や，放射年代測定法（放射性核種の親核種と娘核種の比

を利用する方法，宇宙線より生成した核種を利用する方法，放射壊変

系列における放射平衡系からのずれを利用する方法，放射線損傷を利

用する方法）等がある。 
・ 採取時には，採取日時，採取位置などの時空間情報を記録する。 
・ 採取時には均一な岩帯から，岩帯を代表するに足る，岩石を採取する。 
・ 試料を粉砕する場合には，測定項目に応じて，適切な器具を用いて，

適切な方法で実施する。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 試料番号 
・ 測定手法（手法名，前処理等） 
・ 測定機器形式 
・ 測定機器条件 
・ 測定手法ごとの定量下限，測定精度（変動係数） 
・ 分析値の有効桁数，最小表示桁数 
・ 分析に用いた標準試料 
〔処理内容〕 
・ 年代決定方法（換算式等） 
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ワーク名 熱伝導率測定 
作業目的 岩石の熱特性を把握する 

作業内容 

調査仕様に基づき，岩石を採取，整形して熱伝導率を測定する。 
試料の含水状態は，飽和，自然，乾燥の 3 状態で行う。 

1．所定の深度から採取したコアを，直径 50mm，高さ 30mm の円柱形に成形

する。供試体高さの最大値と最小値の差が 0.1mm 以内になるようにする。 
2．所定の含水状態にする。飽和試料は，72 時間以上減圧水浸させる。自然状

態は，保管中，できるだけ含水状態が変化しないようにラップで包む。乾燥試料

は，デシケータ内で 1 週間以上乾燥させる。 
3．含水状態が変化しないように，側面をラップで包んだ試料を熱伝導率既知

の 2 個の標準試料（SUS304）の間にはさみ，縦方向（試料の軸方向）に，定常

熱流による温度勾配を形成させる。 
4．定常状態になったときの標準試料と試料の温度勾配（ΔＴ/ΔL）を測定し，

①式により試料の熱伝導率ｋを求める。 
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kR：標準試料の熱伝導率，添字 S：試料，R1，R2：それぞれ上下の標準試料 

注意事項 

・ 採取時には，採取日時，採取位置などの時空間情報を記録する。 
・ 採取時には均一な岩帯から，岩帯を代表するに足る，新鮮な岩石を採取する。 
・ 一軸圧縮強度試験を実施する場合は，当該試験用の試料の近傍を採取する。 
・ 試料は，含水比を変化させないように，パラフィン等で処理する。 
・ 輸送する場合は，振動，衝撃が加わらないように対策を採る。 
・ 供試体の作製は，岩石の性状を変えるような衝撃力や熱を加えないように慎

重に取り扱うことを原則とし，JIS M 0301「岩石の強さ試験用試料の採取方

法および試験片の作製方法」に準拠し供試体の相互関連が判別できるように

供試体の採取孔名，採取深度，試験種別等の記録を行う。 
・ 測定は室温で行うが，熱伝導率の温度依存性を把握するために，室温以外に，

温度を変えて測定する場合がある。 
・ 試料を飽和させる場合は，現地水を用いる。 
・ 飽和状態の試料は，72 時間以上減圧水浸させる。自然試料は，保管中できる

だけ含水状態が変化しないようにラップで包んむ。乾燥試料は，デシケータ

で 1 週間以上乾燥させる。 
・ 供試体と標準試料との間にはグリスを塗布し，できるだけ隙間ができないよ

うにする。 
・ 供試体の側面は，ラップで包み，測定中にできるだけ含水状態が変化しない

ようにする。 
・ 測定中は，側面方向への熱流が生じないようにするため，供試体と標準試料

の側面をスポンジで覆う。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 試料番号 
・ 試験方法（熱電対の種類，昇温温度等の設定や手法等） 
・ 使用機器形式 
・ 使用機器条件 
・ 標準試料（SUS304）の情報 
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ワーク名 比熱測定 
作業目的 岩石の熱特性を把握する 

作業内容 

調査仕様に基づき，岩石を採取，整形して比熱容量を測定する。 
試料の含水状態は，飽和，自然，乾燥の 3 状態で行う。 
比熱容量の測定には，断熱型熱量計を用いる。 
試料ホルダー内に設置され，断熱状態（試料と断熱容器が等温になってい

る状態）におかれた試料を一定電力で加熱したときの，試料の温度上昇量

とそれに要した時間を測定することにより，比熱容量Ｃpを求める。 
1．所定の深度から採取したコアを，直径 16mm，高さ 30mm の円柱

形に成形する。 
2．所定の含水状態にする。 
3．試料を試料ホルダー内に設置し，内部ヒーターにより一定電力Ｗ

で加熱する。 
4．試料とその外側の断熱容器との間の温度差がゼロになるように，

外部ヒーターの電流を調節した後，試料温度が⊿T 上昇するのに要した

時間⊿ｔを測定する。昇温速度は最大約 2～3℃/min，測定温度範囲は

室温から 120℃までとする。 
5．②式により比熱容量 Cpを求める。 

M
CM

M
tWC p

p

''・
・

・
−

∆
∆

=
θ

・・・・・② 

Cp：比熱容量（J/G･K），W：電力（J/s），M：試料の質量（g），⊿θ：

試料上昇温度（K），⊿t：試料の温度上昇に要した時間（S），M'C'：試料

ホルダーの熱容量（J･K-1） 

注意事項 

・ 採取時には，採取日時，採取位置などの時空間情報を記録する。 
・ 採取時には均一な岩帯から，岩帯を代表するに足る，新鮮な岩石を採

取する。 
・ 一軸圧縮強度試験を実施する場合は，当該試験用の試料の近傍を採取

する。 
・ 試料は，含水比を変化させないように，パラフィン等で処理する。 
・ 輸送する場合は，振動，衝撃が加わらないように対策を採る。 
・ 供試体の作製は，岩石の性状を変えるような衝撃力や熱を加えないよ

うに慎重に取り扱うことを原則とし，JIS M 0301「岩石の強さ試験用

試料の採取方法および試験片の作製方法」に準拠し供試体の相互関連

が判別できるように供試体の採取孔名，採取深度，試験種別等の記録

を行う。 
・ 試料を飽和させる場合は，現地水を用いる。 
・ 飽和状態の試料は，72 時間以上減圧水浸させる。自然試料は，保管

中できるだけ含水状態が変化しないようにラップで包む。乾燥試料

は，デシケータで 1 週間以上乾燥させる。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 試料番号 
・ 試験方法（熱電対の種類，昇温温度等の設定や手法等） 
・ 使用機器形式 
・ 使用機器条件 
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ワーク名 原位置物理化学パラメータ測定 

作業目的 地表水や地下水の原位置における物理化学パラメータの評価（実験室内

に持ち込んで測定するケースは別ワーク「室内試験／地球化学」で扱う） 

作業内容 調査仕様に基づき，地表水（河川水等）について，調査仕様にある項

目（pH，Eh，EC 等）の測定を実施する。 

注意事項 

・ フローセル等を使用する場合は，リークを防ぐほか，脱ガス等の影響

を受けにくくする構造が必要である。 
・ 測定開始前には，電極の校正や，性能確認を実施しておく。 
・ 年単位，月単位で連続測定する場合は，定期的に電極のメンテナンス

をする必要がある 
・ 測定後には，電極の性能劣化や汚染などで，測定前と測定値が変化し

ていないか確認する必要がある（ドリフトチェック） 
・ 泥水掘削孔では揚水時に泥水を引き上げることがあり，その場合は

Eh 等が正確に測定できないことがあるので，その場合は泥水の影響

を受けにくい EC，温度等のみを測定し，泥水の影響が小さくなって

から，Eh 等の測定を開始する。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 累積揚水量 
・ 測定手法 
・ 測定機器形式 
・ 測定機器条件 
・ 測定手法ごとの定量下限，測定精度（変動係数） 
〔判断内容〕 
・ 電極メンテナンス，欠測等の記録 
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ワーク名 土壌水分観測 

水収支計算のための基礎データを提供する 
作業内容 土壌水分計を用いて地表付近の土壌水分を調査する。 
作業目的 

注意事項 

・ 土壌水分は，水分を保持する孔隙の量や大きさが土壌によりかなり異

なるため，含水率(水分の重量%)や液相率(水分の容積%)が土壌の水分

状況を示す基準にはならない。そのため，土壌中の孔隙が水を保持す

るエネルギー尺度(pF)を併せて測定することが望ましい。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 測定者 
・ 測定方法 
・ 測定機器 
・ 測定機器精度 

 

 
ワーク名 地下水位観測 
作業目的 地下水分布の概要を把握する。 

作業内容 既存井戸の水位や観測孔仕上げをしたボーリング孔の孔内水位を測定す

る。 

注意事項 ・ 水位測定は自動計測とすることが望ましいが，手測りで行う場合でも

定期的に行って年変動を把握できるようにする。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 測定者 
・ 測定方法 
・ 測定機器 
・ 測定機器精度 
〔判断内容〕 
・ 気象データ（測定日前後の降雨条件，気温） 
・ 周辺作業（測定日前後の土木工事の有無など） 
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ワーク名 河川流量観測 
作業目的 水収支計算のための基礎データを提供する。 
作業内容 土壌水分計を用いて地表付近の土壌水分を調査する。 

注意事項 

・ 超音波で自動計測を行っている場合は洪水等で河床が変動すると正

確な測定ができなくなるため，定期的あるいは洪水後に河床変動の有

無をチェックする。なお，データの評価を行う場合は周辺地域の降水

量など勘案して行うようにする。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 測定者 
・ 測定方法 
・ 測定機器 
・ 測定機器精度 

 

 
ワーク名 気象観測 
作業目的 水収支計算のための基礎データを提供する 

作業内容 

降雨浸透量を見積もる際の基礎資料として降水量を，蒸発散量を見積も

るための資料として他の気象データを収集する。 
気象データは至近の気象台のデータを利用することもできるが，微地形

や植生により気象条件が異なるため精度の良いデータを得るためには，

現地で測定することが望ましい。 

注意事項 

・ 計測データ以外に，観測機器が設置されている状況を記述しておく。

特に蒸発量計は設置する場所や容器の形状により測定結果が異なる

ため，一定の大きさや形の容器が用いられているか，決まった場所で

観測されているか，といった観点で観測条件が重要となる。 
・ また，観測機器が設置されている場所の地形的特徴を考慮して観測結

果を解釈する必要がある。特に降水量は山の風上側と風下側で大きく

異なることがあり，地形的な特徴を吟味することなく観測結果を使用

することは避ける。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 測定者 
・ 測定方法 
・ 測定機器 
・ 測定機器精度 
・ 地形 
・ 植生 
〔判断内容〕 

・ 測定機器の異常など（たとえば雨量計の詰まりや蒸発量計への落ち葉

の落下などの有無） 
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ワーク名 自然湧水調査 
作業目的 対象地周辺の湧水点を調査し，地下水分布の概要を把握する。 

作業内容 

自然湧水調査は帯水層の分布や地下水の流動状態に関する基礎データを

得る目的で実施する。調査の主体は，現地における湧水量の計測である

が，可能な限り聞き取り調査も行い，湧水の利用状況，過去における枯

渇や濁りの有無などを把握することが望ましい。 
調査は，最低限季節毎に実施し，必要に応じて降雨の前後や土木工事な

どのイベント毎に実施し，それらによる変動を把握できるようにする。

湧水量の計測は，通常は手測りであるが，計器が設置できる場合は自動

計測とする。 
なお，湧水地点においては，湧水量とあわせて水質調査のうち原位置で

測定可能な項目も実施するようにする。 

注意事項 

・ 調査は，最低限季節毎に実施し，必要に応じて降雨の前後や土木工事

などのイベント毎に実施し，それらによる変動を把握できるようにす

る。湧水量の計測は，通常は手測りであるが，計器が設置できる場合

は自動計測とする。 
・ なお，湧水地点においては，湧水量とあわせて水質調査のうち原位置

で測定可能な項目も実施するようにする。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 測定者 
・ 測定方法 
・ 測定機器 
・ 測定精度 
〔判断内容〕 
・ 気象データ（測定日前後の降雨条件，気温） 
・ 周辺作業（測定日前後の土木工事の有無など） 
・ 水温・水質（水温(℃)，水質データとの対応） 
・ その他（現地地形，利用状況，枯渇や濁りの有無など） 
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ワーク名 掘削面湧水調査 
作業目的 掘削による地下水の挙動を把握する。 

作業内容 

対象地内での調査坑道以外の掘削工事時に，掘削面からの湧水状況を調

査する。掘削面が形成された直後に調査し，あわせて詳細な観察やスケ

ッチも行う。特に，湧水が掘削面全体からなのか，地層境界や特定の割

れ目からなのかを調査する。地層境界や割れ目から湧出している場合は，

地層境界や割れ目のどの部位かや，湧出に寄与している空隙の形状・大

きさについて記載を行う。 

注意事項 

・ 掘削面が吹付け等により保護されている場合や，湧出箇所が特定でき

ない場合は，掘削面単位で湧水量の計測を行う。その場合掘削面の下

に排水溝を設け排水溝からの流出量を測定する。複数の掘削面が一つ

の排水溝を共有している場合は，各掘削面下流部で流量を計測し，上

流部からの流量を差し引くことにより当該掘削面の湧水量を算出す

る。この際，排水溝からの水の漏洩や掘削面湧水以外の水の流入を防

ぐよう注意しなければならない。 
・ 湧出箇所が特定でき，かつ，割れ目等の個々の地質性状に応じた湧水

の評価を行う場合は，上記の観察を行った上で，湧出水を収集して湧

出量の計測を行う。 
・ 調査は定期的に行い，坑道掘削やその他の工事の進捗に対応した地下

水の挙動を把握できるようにする。計測は自動計測とすることが望ま

しいが，計器の設置が困難な場合は手測りとする。 
・ なお，湧水地点においては，湧水量とあわせて水質調査のうち原位置

で測定可能な項目も実施するようにする。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 測定者 
・ 測定方法 
・ 測定機器 
・ 測定精度 
〔判断内容〕 
・ 気象データ（測定日前後の降雨条件，気温） 
・ 周辺作業（測定日前後の土木工事の有無など） 
・ 水温・水質（水温(℃)，水質データとの対応） 
・ その他（法面形状など） 
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ワーク名 コア写真撮影／コアスキャン 
作業目的 コアの状態を写真・スキャナー画像で記録する。 

作業内容 
(コア写真)採取されたコアをコア箱に収め，調査名・深度・カラーチャ

ート・スケールと共に写真を撮影する｡ 
(コアスキャナー)コアスキャナーで，コアの展開画像を撮影する｡ 

注意事項 ・ (コア写真)一定の画角・照明の下で撮影を行う｡ 
・ (コアスキャナー)コア表面の付着物を取り除きスキャナーにかける。 

品質管理 
〔データ〕 
・ 調査孔井情報（孔井番号，孔井位置，コア径など） 
・ 撮影条件（照度，撮影者，撮影日時，解像度，撮影機器） 

 

 
ワーク名 透水試験 
作業目的 試験ピース規模の透水係数を把握する。 

作業内容 

整形した岩石試料を透水試験装置にセットして透水係数を測定する。岩

石試料にはボーリングコアを用いることが多いが，露頭や坑壁から採取

したブロック試料を用いる場合もある。 
室内透水試験手法には大きく分けて定水位法，変水位法及びトランジェ

ントパルス法がある。定水位法は高透水試料に，変水位法は比較的低透

水試料に適しているが，緻密で低透水の岩石試料にはトランジェントパ

ルス法が適している。 
定水位法では，水位を一定に保った給水槽から試料の下端に水を通し上

端へ流出する流量と試料上下端の水頭差を測定する。変水位法では試料

下端へ水を通しながら水位の時間変化を測定する。トランジェントパル

ス法では試料の一端に瞬間的な圧力を与えて，圧力の減衰を経時的に測

定する。 
試験結果から所定の計算式を用いて透水係数を求める。トランジェント

パルス法では圧力の減衰を時間－水位（圧力）の片対数グラフにプロッ

トし透水係数を求める。 
 

注意事項 
・ 類似した試料での既往の試験結果に照らして透水係数の妥当性を評

価する。また，堆積岩などの異方性を持つ試料では，構造に対しどの

方向の透水係数を測定しているのかを記録する。 

品質管理 ・ データ：測定方法，測定条件（透水圧，試料形状等） 
・ 処理内容：逆解析を用いた場合は値の収束性など 
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ワーク名 収・脱着試験 
作業目的 岩石に対する元素の収着・脱着挙動を把握する。 

作業内容 

コア試料を用い，必要に応じて粉砕を施し，バッチ式またはカラム式で

収・脱着試験を行う。任意の初期濃度・試験期間を設定し，濃度，pH，

Eh の経時変化を測定する。また，実験条件（pH や共存元素種・濃度）

を変化させて数種の試験を行う。実験結果を整理し，ある条件下におけ

る吸着率および分配係数を求める｡ 

注意事項 
・ 試料を粉砕する場合には，測定項目に応じて，適切な器具を用いて，

適切な方法で実施する。 
・ 実験容器への収着を考慮する。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 試料情報（化学組成，鉱物組成，試料番号，採取深度，採取孔井位置，

採取層準） 
・ 実験方法（カラム式/バッチ式） 
・ 実験条件（前処理，実験時間，元素 ，液層，液固比，固液分離法，温

度 ） 
・ 測定条件（測定機器・仕様，定量下限，測定精度（変動係数）） 
・ 分析値の有効桁数，最小表示桁数 

 

 
ワーク名 拡散試験 
作業目的 岩石中の元素の拡散現象および拡散係数を把握する｡ 

作業内容 

コアを用い，非定常拡散法や透過拡散法などで，拡散試験を行う。非定

常拡散法では試料の端面に測定したい元素（トレーサ）を塗布し，一定

時間経過後の試料中へのトレーサの拡散浸透量と浸透距離を試料を切断

して切断片のトレーサ濃度を分析することにより求める。透過拡散法で

は数 mm～数 cm 程度の厚さに切断した試料を測定したい元素（トレー

サ）の溶解している溶液セルと蒸留水等のトレーサを含まない溶液セル

でサンドイッチ状に挟み，その後者のセルのトレーサの濃度の経時変化

から岩石の拡散係数を見積もる。 

注意事項 

・ 試料を粉砕する場合には，測定項目に応じて，適切な器具を用いて，

適切な方法で実施する。 
・ 実験容器への収着を考慮する。 
・ 拡散係数の見積もりには，試験における試料のサイズや不均一性に注

意する。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 試料情報（化学組成，鉱物組成，試料番号，採取深度，採取孔井位置，

採取層準） 
・ 実験方法（非定常拡散法／透過拡散法） 
・ 実験条件（前処理，実験時間，元素 ，試料サイズ，液相，液固比，固

液分離法，温度 ） 
・ 測定条件（測定機器・仕様，定量下限，測定精度（変動係数）） 
・ 分析値の有効桁数，最小表示桁数 
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ワーク名 圧裂引張試験 
作業目的 対象地域の岩石の力学的特性を把握する 

作業内容 

調査仕様に基づき，岩石を採取，整形して圧裂引張試験を実施する。 
試験は，日本工業規格 JIS M 0303 「岩石の引張強さ試験方法」に準拠し

て，圧裂引張強度試験装置を用いて実施する。 
供試体の寸法は直径約 50mm,長さ約 50mm を標準とし自然状態で実施

する。引張強度は次式で求めるとともに破断状態を記録する。 
σt ＝2F/πDH 

σt：引張強さ(MPa)，F：供試体が破壊した時の最大荷重(N)，D：供

試体の直径(m)，H：供試体の長さ(m) 

注意事項 

・ 採取時には，採取日時，採取位置などの時空間情報を記録する。 
・ 採取時には均一な岩帯から，岩帯を代表するに足る，新鮮な岩石を採

取する。 
・ 一軸圧縮強度試験を実施する場合は，当該試験用の試料の近傍を採取

する。 
・ 試料は，含水比を変化させないように，パラフィン等で処理する。 
・ 輸送する場合は，振動，衝撃が加わらないように対策を採る。 
・ 供試体の作製は,岩石の性状を変えるような衝撃力や熱を加えないよ

うに慎重に取り扱うことを原則とし，JIS M 0301「岩石の強さ試験用

試料の採取方法および試験片の作製方法」に準拠し供試体の相互関連

が判別できるように供試体の採取孔名,採取深度,試験種別等の記録を

行う。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 試料番号 
・ 試験方法（手法等） 
・ 使用機器形式 
・ 使用機器条件 

 

 
ワーク名 ジョイントせん断試験（垂直／せん断剛性試験） 
作業目的 対象地域の岩石の力学的特性を把握する 

作業内容 
割れ目を含む試料（通常円柱状）を切り出し，割れ目の粗さ測定や垂直

載荷試験，一面せん断試験を行って破壊基準に必要な力学定数（不連続

面ラフネス，垂直剛性，せん断剛性）を求める。 
注意事項 ・ 割れ目部の採取方法や取り扱い 

品質管理 

〔データ〕 
・ 試料番号 
・ 試験方法（手法等） 
・ 使用機器形式 
・ 使用機器条件 
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ワーク名 破壊靱性試験 
作業目的 対象地域の岩石の力学的特性を把握する 

作業内容 

調査仕様に基づき，岩石を採取，整形して破壊靱性試験を実施する。 
破壊靱性試験は現在のところ，標準試験法は存在しない。 
ISRM のコア試験法では，ボーリングコアから容易に作成できる，ジェ

ブロン切欠を有する三点曲げ試験片（CB）およびショートロッド試験片

が推奨されている。これらの試験により荷重をかけた場合の，亀裂開口

変位を測定する。 
亀裂進展抵抗が一定と仮定すると，荷重－荷重変位曲線における最大荷

重 Fmaxのみから，亀裂先端の応力拡大係数 K が求まる。 

注意事項 

・ 採取時には，採取日時，採取位置などの時空間情報を記録する。 
・ 採取時には均一な岩帯から，岩帯を代表するに足る，新鮮な岩石を採

取する。 
・ 一軸圧縮強度試験を実施する場合は，当該試験用の試料の近傍を採取

する。 
・ 試料は，含水比を変化させないように，パラフィン等で処理する。 
・ 輸送する場合は，振動，衝撃が加わらないように対策を採る。 
・ 供試体の作製は,岩石の性状を変えるような衝撃力や熱を加えないよ

うに慎重に取り扱うことを原則とし，JIS M 0301「岩石の強さ試験用

試料の採取方法および試験片の作製方法」に準拠し供試体の相互関連

が判別できるように供試体の採取孔名,採取深度,試験種別等の記録を

行う。 
・ 非線形成を考慮しない K 値評価では，試験片寸法が小さいほど亀裂先

端の非線系領域相対的に大きくなり，正しく評価できなくなる。さら

に，試験片形状効果，異方性の影響など，解決すべき問題が多い。 
・ 種々の試験法の試験結果は，同じ試験法による結果のみでしか，比較

できない。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 試料番号 
・ 試験方法（手法等） 
・ 使用機器形式 
・ 使用機器条件 
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ワーク名 AE 法 
作業目的 載荷に伴うＡＥを計測し，岩石の応力履歴の情報を得る｡ 

作業内容 

必要に応じてコアを整形し，載荷を行う。載荷の増大に伴って，AE が徐々

に発生し始め，発生した AEをセンサーによって感受する｡感受された AE
信号をアンプやコンディショナーで 40dB 程度に増幅し記録する｡シグナ

ルコンディショナーには種種の波形処理回路が内蔵されておりここで測

定波形を調整してデータ－･レコーダーに収録し，あとで再生して震源決

定のための波形解析などを行う｡測定結果を整理し，初期応力を求める｡ 

注意事項 

・ 試料採取後は，速やかに実験を行う。 
・ 電源からの電気ノイズ，電磁変化から誘導される電気ノイズなどに注

意する｡ 
・ 試料体の整形や，載荷の偏心に注意する。 
・ 3 次元主応力を決定する場合は最低 6 つの異なる方向から採取した岩

芯を用いる｡ 

品質管理 

〔データ〕 
・ 孔井の情報(孔番，位置，コア径など) 
・ 試料の情報（採取深度，採取層準，方位） 
・ 測定条件（使用機器・仕様） 

 

 
ワーク名 DRA 法 

作業目的 最大履歴荷重を境にして岩石の変形率がかわる現象を基に初期地圧を推

定する 

作業内容 

DRA 法（変形率変化法）は AE 計測と同時に行われることが多い｡必要に

応じてコアを整形し，載荷を行う。一軸圧縮条件下で，載荷速度一定あ

るいは変位速度一定でコア試料を繰り返し載荷する。測定結果を整理し，

差歪みの変曲点から，初期応力を求める｡ 

注意事項 

・ 試料採取後は，速やかに実験を行う。 
・ 試料体の整形や，載荷の偏心に注意する。 
・ 3 次元主応力を決定する場合は最低 6 つの異なる方向から採取した岩

芯を用いる｡ 

品質管理 

〔データ〕 
・ 孔井の情報(孔番，位置，コア径など) 
・ 試料の情報（採取深度，採取層準，方位） 
・ 測定条件（使用機器・仕様） 
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ワーク名 DSCA 法 
作業目的 対象地域の岩石の力学的特性を把握する 

作業内容 

調査仕様に基づき，岩石を採取，整形して三次元応力測定を実施する。 
ボーリングコアより 1 対の面が基準線と平行する立方体を切り出し，静

水圧をかけて，封圧下でゆがみを測定する。差歪みデータから地殻応力

を求める方法には，静水圧－歪み線図の勾配を用いる（試料内のクラッ

ク密度を反映した量）か，同図の接線と歪み軸との切片を用いる（試料

内のクラック幅）。 

注意事項 

・ 採取時には，採取日時，採取位置などの時空間情報を記録する。 
・ 採取時には均一な岩帯から，岩帯を代表するに足る，新鮮な岩石を採

取する。 
・ 一軸圧縮強度試験を実施する場合は，当該試験用の試料の近傍を採取

する。 
・ 試料は，含水比を変化させないように，パラフィン等で処理する。 
・ 輸送する場合は，振動，衝撃が加わらないように対策を採る。 
・ 供試体の作製は,岩石の性状を変えるような衝撃力や熱を加えないよ

うに慎重に取り扱うことを原則とし，JIS M 0301「岩石の強さ試験用

試料の採取方法および試験片の作製方法」に準拠し供試体の相互関連

が判別できるように供試体の採取孔名,採取深度,試験種別等の記録を

行う。 
・ この手法を採用する前提条件は，岩石供試体に含まれるマイクロクラ

ック量が，応力解放により生じるマイクロクラック量に比較して，無

視できる程度でなければならない。 
・ この方法では応力値は直接求まらないために，仮定条件から応力値に

変換する。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 試料番号 
・ 試験方法（手法等） 
・ 使用機器形式 
・ 使用機器条件 
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ワーク名 ASR 法 
作業目的 対象地域の岩石の力学的特性を把握する 

作業内容 

調査仕様に基づき，岩石を採取，整形して三次元応力測定を実施する。 
応力解放後の岩石コアが示す非弾性歪みに基づいて地下応力を確定す

る。 
採取された直後のボーリングコアについて，歪みゲージを用いて，非弾

性歪みを測定する。これらの歪みを基に三次元の主歪み（ε11，ε22，ε

33）の方向を求める。主応力の大きさは土頭圧を基に，主応力の比より算

出する。 

注意事項 

・ 採取時には，採取日時，採取位置などの時空間情報を記録する。 
・ 採取時には均一な岩帯から，岩帯を代表するに足る新鮮な岩石を採取

する。 
・ 一軸圧縮強度試験を実施する場合は，当該試験用の試料の近傍を採取

する。 
・ 試料は，含水比を変化させないように，パラフィン等で処理する。 
・ 輸送する場合は，振動，衝撃が加わらないように対策を採る。 
・ 供試体の作製は，岩石の性状を変えるような衝撃力や熱を加えないよ

うに慎重に取り扱うことを原則とし，JIS M 0301「岩石の強さ試験用

試料の採取方法および試験片の作製方法」に準拠し供試体の相互関連

が判別できるように供試体の採取孔名,採取深度,試験種別等の記録を

行う。 
・ 測定期間中の温度変化を最小限に抑える。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 試料番号 
・ 試験方法（手法等） 
・ 使用機器形式 
・ 使用機器条件 

 

 付－1(92) 



JNC TJ8440 2004-006 

 
ワーク名 コア間隙水分析 
作業目的 岩盤中の水質特性の把握 

作業内容 

調査仕様に従い，岩石コアを採取し，表面から水分が蒸発しないように，

パラフィンがけ処理等を実施し，試験機関へ送付する。 
送付された試料は，整形し，岩石間隙水圧縮抽出装置を用いて間隙水の

抽出を行う。 
抽出した間隙水について，調査仕様にある溶存成分，同位体の分析を，

調査仕様に基づく方法で実施する。 

注意事項 

・ なるべく連続した区間の試料を採取する。 
・ 採取岩石の割れ目の多少等の観察を記録する。 
・ 試料採取の際には，採取深度を記録し，コアの上下が分かるように印

をつける。 
・ 固結度の低い岩石は，抽出装置にかける前に，高速冷却遠心機で遠心

抽出する場合もある。 
・ 抽出圧は，岩石の固結度や一軸圧縮強度にあわせ変化させ，岩石が圧

縮装置により破断しないように留意する・ 
・ 抽水前と抽水後には，岩石試料の重量を計測し試料採取時の蒸発ロス

を評価するほか，コアの破片を用いて，含水比を測定しておく。 
・ 試料間の間隙水の汚染を防ぐため，間隙水の抽出に用いる機材で交換

可能なものは，試料ごとに交換する。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 試料番号 
・ 抽出方法 
・ 抽出装置 
・ 抽出条件（抽出雰囲気，抽出圧，遠心回転数・時間等） 
・ 抽出量 
・ 岩石重量（抽出前・後） 
・ 測定方法（JIS 番号，前処理等） 
・ 測定機器形式 
・ 測定機器条件 
・ 測定手法ごとの定量下限，測定精度（変動係数） 
・ 分析値の有効桁数，最小表示桁数 
・ 使用した標準試料 
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ワーク名 コアガス分析 
作業目的 岩盤中のガスの成分およびガス量の把握 

作業内容 

調査仕様に基づき，現場にてボーリングコアから岩石試料を採取し，測

定場所に送付する。その後岩石試料からガスを抽出し，分析を実施する。

ガス量は水中置換法で得られた量とし，このガスを調査仕様に基づく測

定項目の分析を，調査仕様に基づく測定方法により実施する。 

注意事項 

・ 脱ガスを防ぐために，削孔が終了し，コアが孔内から引き上げられた

ら速やかに採取し，観察は行わない。 
・ 採取したコアの密閉方法は，ガス置換や水密といった方法があるが，

最も密閉性の良い方法を採る。 
・ 採取時には採取深度を記録する。 

品質管理 

〔データ〕 
・試料番号 
・採取方法 
・測定方法（JIS 番号，抽出等の前処理） 
・測定機器形式 
・測定機器条件 
・測定手法ごとの定量下限，測定精度（変動係数） 
・分析値の有効桁数，最小表示桁数 
・使用した標準試料 

 

 
ワーク名 コロイド分析 
作業目的 液相中のコロイド量及び組成の分析 

作業内容 

調査仕様に基づき，孔内水の採取を行い，コロイドの分析を実施する。 
測定方法は調査仕様によるが，一般に分散処理した試料を保持粒径の違

うフィルターでろ過（限外ろ過）して電子顕微鏡で形態を観察する。ま

た X 線回折により化学組成の定性分析を実施する。定量分析では，測定

手法により，ろ過後に酸分解等の前処理が必要となる。 

注意事項 

・ 採取時には，採取日時，採取深度などの時空間情報を記録する。 
・ 濁りや臭い，気泡の発生などがみられた場合にはその観察状況も記録

する。 
・ 採取時には別ワークにある pH，EC，水温等の現地物理化学パラメー

タを測定する。 

品質管理 

〔データ〕 
・試料番号 
・測定方法（JIS 番号，前処理等） 
・測定機器形式 
・測定機器条件 
・測定手法ごとの定量下限，測定精度（変動係数） 
・分析値の有効桁数，最小表示桁数 
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ワーク名 有機物分析 
作業目的 有機物の形態・組成を明らかにする。 

作業内容 

(ボーリングコア) 
試料を採取・調整し，分析を行う。有機物分析とは，全有機炭素濃度

（TOC）・全硫黄濃度（TS）・全窒素濃度（TN）を測定する CHNS 分

析，ビジュアルケロジェン分析，抽出性有機物量(Mbo)，生物指標化合

物分析を指す。 
層序，岩質別に分析結果の整理を行い解釈用のグラフを作成する。作

成したグラフを解析し，有機物の起源・堆積環境・熟成も含めた続成

作用などの解釈を行う。有機物分析結果を，その起源・堆積環境・続

成作用の観点から総合・対比し解釈図を作成し解釈を行う。また，整

合性の検討を行う。 
(地下水・間隙水)  
調査仕様に基づき，地下水・孔内水の採水，ボーリングコアからの間

隙水の抽出を行い，有機物分析(有機酸など)を行うの分析を行う。 

注意事項 
・ 試料採取時には，汚染に注意する｡  
・ 生物指標化合物の種類は多く，何の指標になるか明らかになってい

ないことも多いので，解釈の根拠を明確にする。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 孔井の記録(孔番，位置，孔径)  
・ 試料の記録（採取深度，試料番号，層準・地層名） 
・ 分析手法 
・ 分析条件の記録（分析者，秤量器誤差，有機物抽出溶媒，封入剤，

有機物抽出溶媒，抽出器，分析精度） 
・ キャリアガスの種類と送気量，カラム槽温度，サンプリング方法

(SIM／TIC)  
〔判断内容〕 
・ ケロジェン分類・判定基準 
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ワーク名 微生物分析 
作業目的 水質組成の影響要因となり得る微生物の分析 
作業内容 調査仕様に基づき，孔内水の採取を行い，微生物の分析を実施する。 

注意事項 

・ 容器を含む試料採取装置は，滅菌されている必要がある。 
・ 採取時には，採取日時，採取深度などの時空間情報を記録する。 
・ 濁りや臭い，気泡の発生などがみられた場合にはその観察状況も記録

する。 
・ 採取時には別ワークにある pH，EC，水温等の現地物理化学パラメー

タを測定する。 
・ 採取試料は，完全密閉して，大気中の菌類と接触しないようにする必

要がある。 
・ 調査仕様の測定項目によるが，一般に，ろ過したフィルターを染色し

て直接計数するか，目的の微生物を培養するための培地に接種して一

定期間培養し，計数するために，測定項目に応じた操作が必要となる

ほか，汚染に対して充分に留意する必要がある。 

品質管理 

〔データ〕 
・試料番号 
・測定方法（手法名，使用培地等） 
・測定機器形式 
・測定機器条件 
・測定手法ごとの測定精度（変動係数） 
・分析値の有効桁数，最小表示桁数 

 

 
ワーク名 放射平衡・非平衡調査 
作業目的 放射平衡・非平衡分析を行い，放射性核種の挙動に関する情報を得る。 

作業内容 

（Ｕ壊変系列）   
α線スペクトル分析，γ線スペクトル分析およびＵの分析を行う。スペ

クトル分析を行う元素は，イオン交換樹脂や抽出法による前処理により

事前に分離を行い電着処理を行う。α線スペクトル解析により 238Ｕ，

234Ｕ，230Ｔｈ，γ線スペクトル解析により 226Ｒａ，210Pｂのそれぞ

れの放射線強度を得る｡親核種と娘核種の放射能強度の比より放射平

衡・非平衡について考察を行う。これらの元素の濃度比などの地域変異

や，地史より元素の挙動について情報を得る｡ 
注意事項 ・ 採取試料のポイントと採取層準，風化状態などの記録をとる｡ 

品質管理 

〔データ〕 
・ 孔井情報，試料情報（孔番，位置） 
・ 試料情報（採取深度，採取層準，鉱物組成） 
・ 測定条件（前処理方法，分析手法，測定機器・仕様） 
・ 測定手法ごとの定量下限，測定精度（変動係数） 
・ 分析値の有効桁数，最小表示桁数 
・ 分析に用いた標準試料 
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ワーク名 線膨張係数測定 
作業目的 岩石の熱膨張率を把握する 

作業内容 

調査仕様に基づき，岩石を採取，整形して線膨張係数を測定する。 
測定はデシケータ乾燥状態（デシケータ内で 1 週間以上乾燥させた状態）

で行う。線膨張ひずみの測定温度範囲は室温～150℃として，連続的に測

定を行う。昇温速度は 30℃/h とした。標準試料として溶融石英を用いる

ことにより装置の温度ドリフト量を求め，それに対する補正を行う。 
線膨張係数は，線膨張ひずみ～温度関係の勾配で求められる。 

1．所定の深度から採取したコアを，直径 20mm，高さ 100mm の円柱

形に成形する。供試体高さの最大値と最小値の差が 0.1mm 以内になるよ

うにする。 
2．1 週間以上デシケータ乾燥する。 
3．溶融石英でつくられた試料台の端部と検出棒（押棒）のあいだに試

料を設置した後，試料系を覆う位置に電気炉を設置する。供試体の高さ

が短い場合は，溶融石英でつくられたスペーサーで調整する。 
4．熱電対の先端を針金で試料表面に密着させる。 
5．電気炉により，30℃/h の昇温速度で試料を加熱しながら，連続的に

150℃まで，温度変化に伴う試料長さ（Ｌ）の変化を差動トランス型変位

計を用いて測定する。データのサンプリング間隔は 1 秒とする。 
6．線膨張ひずみ～温度関係の勾配から各温度における線膨張係数を求

める。 

注意事項 

・ 採取時には，採取日時，採取位置などの時空間情報を記録する。 
・ 採取時には均一な岩帯から，岩帯を代表するに足る，新鮮な岩石を採

取する。 
・ 一軸圧縮強度試験を実施する場合は，当該試験用の試料の近傍を採取

する。 
・ 試料は，含水比を変化させないように，パラフィン等で処理する。 
・ 輸送する場合は，振動，衝撃が加わらないように対策を採る。 
・ 供試体の作製は,岩石の性状を変えるような衝撃力や熱を加えないよ

うに慎重に取り扱うことを原則とし，JIS M 0301「岩石の強さ試験用

試料の採取方法および試験片の作製方法」に準拠し供試体の相互関連

が判別できるように供試体の採取孔名,採取深度,試験種別等の記録を

行う。 
・ 線膨張係数の算出は，測定の際，最高温度および最低温度付近で測定

精度が低下するため 120℃までの温度範囲とする。 

品質管理 

〔データ〕 
・試料番号 
・試験方法（手法等） 
・使用機器形式 
・使用機器条件 
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ワーク名 電気検層 
作業目的 孔井内の電気検層により，構造，物性に関するデータを得る。 

作業内容 

ボーリング孔の電気検層試験を行い，比抵抗と自然電位のデータを取得

する。 
得られたデータを，深度を軸に整理し,グラフ(比抵抗曲線，自然電位曲線，

SP 偏差)を作成し，曲線パターンの特徴（比抵抗異常の幅が電極間隔よ

り短い/長い，正の異常/負の異常など）を認識する。処理データをもとに

以下の検層について層区分を行う｡比抵抗曲線パターンと絶対値の解釈

を行い，真の比抵抗値を求める。解析結果を元に比抵抗性質区分を行い，

層厚を推定する。 

注意事項 
・ 深度補正は，ケーシング尻などを利用する｡ 
・ 近隣に電気設備がある場合は，測定結果に影響が見られることがある

ので注意する｡ 

品質管理 

〔データ〕 
・ 孔井情報（孔番，孔井位置，孔径，） 
・ 測定条件（孔底深度，ケーシング深度，測定区間，測定日，孔内水の

種類，使用機器・仕様，測定速度，サンプリングタイム/測定数(測定

間隔) ，電気検層の種類ノルマル検層，ラテロ検層，マイクロ検層，

マイクロラテロ検層，インダクション検層）と使用機器，電極間隔，

近隣電気設備の有無の確認） 
・ ロング，ショートの相互変動 
・ SP 変動 
〔処理内容〕 
・ 異常値／ノイズの判定 
・ SP 偏差ベース値 
・ 比抵抗補正の実行の有無と補正方法 
・ 自然電位への迷走電流影響の識別基準 
・ SP 偏差ベース値想定層 
・ 深度補正の実行の有無と補正基準の記録  
・ 比抵抗区分基準 
〔判断内容〕 
・ 考慮した掘削記録 
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ワーク名 自然ガンマ線検層 
作業目的 孔井内の自然ガンマ線検層により，構造，物性に関するデータを得る。 

作業内容 

ボーリング孔を対象にガンマ線検層を行い，地層中の放射線量を測定す

る。取得したデータを整理し,深度を軸にグラフを作成する。自然放射能強

度の境界の判定をし，区分を行う。自然放射能強度区分から，土質・地質

の推定を行う 

注意事項 ・深度補正は，ケーシング尻などを利用する｡ 

品質管理 

〔データ〕 
・ 孔井情報（孔井番号，孔径，孔井位置） 
・ 測定条件（ケーシング深度，孔底深度，測定区間，孔内水の種類，使

用機器・仕様，測定速度，サンプリングタイム/測定数(測定間隔)） 
・ 光電子倍増管機能 
〔処理内容〕 
・ 深度補正の実行の有無と補正基準 
・ 自然放射能強度区分基準 
 

 

 
ワーク名 ガンマ線スペクトル検層 

作業目的 孔井内のガンマ線スペクトル検層により，地質，構造に関するデータを得

る。 

作業内容 

ボーリング孔を対象にガンマ線スペクトル検層を行い，エネルギー波長帯

別にデータを取得する｡較正データにより Th，K，U 含有量を算出する｡

深度を軸にグラフを作成する。グラフより不連続面などの抽出と解釈を行

う。 

注意事項 ・深度補正は，ケーシング尻などを利用する｡ 

品質管理 

〔データ〕 
・ 孔井情報（孔井番号，孔径，孔井位置） 
・ 測定条件（測定区間，孔内水の種類，使用機器，測定速度，サンプリ

ングタイム/測定数(測定間隔)） 
〔処理内容〕 
・ 深度補正の実行の有無と補正基準 
・ 自然放射能強度区分基準 
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ワーク名 密度検層 
作業目的 孔井内の密度検層により，密度構造，物性に関するデータを得る。 

作業内容 
ボーリング孔を対象に密度検層試験を行い，散乱ガンマ線強度のデータを

取得する。得られたデータについて補正を行い見かけ密度を求め，密度曲

線を作成する。密度構造の特徴を把握し，密度層区分を行う。  

注意事項 ・深度補正は，ケーシング尻などを利用する｡ 

品質管理 

〔データ〕 
・ 孔井情報（孔井番号，孔径，孔井位置） 
・ 測定条件（測定区間，孔内水の種類，使用機器，測定速度，サンプリ

ングタイム/測定数(測定間隔)，ケーシング深度，孔底深度） 
・ SD(線源-検出器間隔) 
〔処理内容〕 
・ 較正曲線の作成の有無と記録 
・ 測定精度 
・ 見掛密度換算方法 
・ 深度補正の実行の有無と補正基準の記録  
・ 密度層区分基準 
 

 

 
ワーク名 中性子検層 
作業目的 孔井内の中性子検層により，空隙率のデータを得る。 

作業内容 
ボーリング孔内に中性子を照射し，散乱した熱中性子の測定を行い空隙率

の変化を求める。取得したデータを整理し,深度を軸にグラフを作成し，特

性を抽出する。解釈を行い，岩相境界などの情報を得る。 

注意事項 ・深度補正は，ケーシング尻などを利用する｡ 

品質管理 

〔データ〕 
・ 孔井情報（孔井番号，孔径，孔井位置） 
・ 測定条件（ケーシング深度,孔底深度，測定区間，孔内水の種類，使用

機器・仕様，測定速度，サンプリングタイム/測定数(測定間隔)，線源

の種類） 
〔処理内容〕 
・ キャリブレーションの記録 
・ 深度補正の実行の有無と補正基準 
・ 自然放射能強度区分基準 
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ワーク名 PS 検層 
作業目的 孔井内の検層により，構造，物性に関するデータを得る。 

作業内容 

人工的に振動を発生させ，ボーリング孔を対象に速度検層（PS 検層）を

行い，P 波，S 波速度を測定し地層の弾性波速度を取得する。得られた波

形データについてノイズや方位の補正処理を行い，P 波・Ｓ波の初動を読

み取り，走時曲線を作成する。走時曲線は，起振点位置が孔口と仮定し補

正を行う。区間速度を求める。 
解析結果を元に速度層区分を行う。  

注意事項 ・ 測定対象の現場状態に影響を受けるため，現場状態の記録及び適切な

機器の使用に留意する。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 孔井情報（孔井番号，孔径，孔井位置） 
・ 測定条件（測定区間，孔内水の種類，使用機器，測定速度，サンプリ

ングタイム/測定数(測定間隔)，速度検層の種類（PS,サスペンジョン

PS など），検出成分方向） 
・ 起振機，起振位置（孔口からの距離） 
〔処理内容〕 
・ P 波・Ｓ波走時の判断基準 
・ 補正処理の有無と方法 
・ 速度層区分基準 
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ワーク名 音波検層 
作業目的 孔井内の音波検層により，構造，物性に関するデータを得る。 

作業内容 

ボーリング孔を対象に音波検層試験を行い低周波波形データを取得する。

得られたデータについて解析(区間速度図，波形処理など)を行い，速度層

の分布や構造の判定を行う。解析結果を元に速度層区分を行う。検層結果

すべての処理データを横並びにした総合検層図を作成する｡密度検層結

果，比抵抗検層結果を相関図を作成する。総合検層図，相関図より，物理

的性質について整合性を検討する｡ 

注意事項 ・深度補正はケーシング尻などを利用する｡ 

品質管理 

〔データ〕 
・ 孔井情報（孔井番号，孔径，孔井位置） 
・ 測定条件（測定区間，孔内水の種類，使用機器，測定速度，サンプリ

ングタイム/測定数(測定間隔)） 
・ ウェーブトレイン/連続 
〔処理内容〕 
・ P 波・Ｓ波速度算出方法 
・ 波形処理方法 
・ 不連続面判定根拠 
・ 深度補正の実行の有無と補正基準 
・ 音波速度区分基準 
〔判断内容〕 
・ 考慮した掘削記録 
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ワーク名 温度検層 
作業目的 孔井内の温度検層により，逸水・湧水層などに関するデータを得る。 

作業内容 

ボーリング孔を対象に温度検層試験を行い，孔内水の温度データを取得す

る。 
深度を軸に取得した温度データのグラフ(温度変化曲線)を作成する。孔内

状況と対比し，データの考察を行い温度特性〔アノーマリー(変曲点など)，
最高温度，温度勾配など〕を明らかにする。 

注意事項 ・複数の検層を実施する場合は，温度検層を最初に実施する｡ 

品質管理 

〔データ〕 
・ 孔井情報（孔井番号，孔径，孔井位置） 
・ 測定条件（測定区間，孔内水の種類，使用機器，測定速度，サンプリ

ングタイム/測定数(測定間隔)，測定機器） 
・ 静水(循環停止から温度検層までの経過時間 ST)/注水(温度検層) 
・ 温度計の種類 
・ 温度測定方法(静水，注水，示差温度) 
〔処理内容〕 
・ 温度較正曲線の作成の有無と記録 
・ 温度補正の実行の有無 
・ 深度補正の実行の有無と補正基準 
〔判断内容〕  
・ 解析時に考慮した掘削記録 
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ワーク名 孔径検層 
作業目的 孔井内の孔径検層により，孔内の状況に関するデータを得る。 

作業内容 
ボーリング孔の孔径を測定する。深度を軸に取得した孔径データのグラフ

を作成する。データの考察を行い，孔壁の形状に関する孔内状況(孔径拡大，

押し出しなど)を明らかにする。  

注意事項 ・深度補正にはケーシング尻などを利用する｡ 

品質管理 

〔データ〕 
・ 孔井情報（孔井番号，孔径，孔井位置） 
・ 測定条件（孔底深度，測定区間，孔内水の種類，使用機器・仕様，測

定速度，サンプリングタイム/測定数(測定間隔)，ケーシング深度，） 
〔処理内容〕 
・ 較正値の有無と記録 
・ 孔径補正の実行の有無 
・ 深度補正の実行の有無と補正基準 

 
 

 

ワーク名 孔芯方位傾斜検層 

作業目的 孔芯方位傾斜測定を行い，孔曲がり状況を明らかにする｡ 

作業内容 

仕様に応じた深度で不連続測定方式による孔芯測定を行い，傾斜と方位を

同時に測定する。傾斜角度は振子式により，また方位角度は磁気コンパス

式により表示された孔芯表示面を，時計で設定された時刻に照明回路を閉

にすることによって乾板に写真撮影する。サンドラインやピアノ線などを

使用してストリングス内に降下し，測定後巻き上げるか，揚管時に測定器

を回収する。坑井内降下 1 回につき 1 回だけ測定記録を行うシングルショ

ット方式と複数の測定記録を行うマルチショット方式がある。測定結果を

最小曲率法などで，孔跡を求める。 

注意事項 ・ ショット記録の読み間違いに注意する｡ 

品質管理 

〔データ〕 
・ 孔井情報（孔井番号，孔径，孔井位置） 
・ 測定条件（孔底深度，測定深度，使用機器・仕様，測定方法，） 
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ワーク名 孔壁画像検層（FMI or EMI） 

作業目的 孔壁の比抵抗画像より，構造・物性に関する情報を得る｡ 

作業内容 比抵抗値を面状に測定し，比抵抗画像を取得する｡取得した画像の解析を行

い，堆積構造，割れ目などの情報を抽出する｡ 

注意事項 ・ 深度補正は，ケーシング尻などを利用する｡ 
・ パットが孔壁に密着するよう，孔壁拡大に注意する｡ 

品質管理 

〔データ〕 
・ 孔井情報（孔井番号，孔径，孔井位置） 
・ 測定条件（ケーシング深度，孔底深度，測定区間，孔内水の種類，使

用機器・仕様，測定速度） 
・ ツール位置・方位・孔井の方位・傾斜の記録 
〔処理内容〕 
・ 深度補正の有無と補正方法の記録。 
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ワーク名 ボアホールテレビ(BTV)調査 

作業目的 BTV を用いた孔壁観察で岩相・岩質の情報を得る。 

作業内容 

孔内に BTV をおろし展開画像を取得する｡調査目的・対象に基づき岩相・

岩質に関わる記載画像の解析を行い岩相・層序に関係するデータ(色調・粒

度・構造・地質境界など)を抽出する。コア観察のデータと対比し岩相・層

相の層序・境界のデータとする。また，抽出した割れ目の情報について統

計処理を行い，卓越した傾向を明らかにする。抽出割れ目の統計処理の結

果をもとに，割れ目帯区分を行い，区間ごとの割れ目の頻度・走行傾斜の

傾向をシュミットネットやローズダイヤグラムなどにまとめる。主応力解

析，古応力場の復元解析を行う｡ 
 

注意事項 ・孔径拡大，泥壁に注意して解析を行う。 
・コア観察による割れ目のデータと対比し必要があれば深度補正を行う。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 孔井情報（孔番，位置，調査深度，孔径） 
・ 撮影条件（視野角，使用ランプ，孔内水の有無） 
・ 画像展開方法 
〔処理内容〕 
・ 画像展開方法 
・ 画像処理の有無と処理の種類 
・ 割れ目抽出方法[マニュアル(解析者)/オート] 
・ 画像不鮮明時の割れ目抽出処理基準 
・ 深度補正の有無。補正を行った場合，使用した基準データ 
〔判断内容〕 
・ 岩相・層相の区分基準 
・ 割れ目帯の区分基準 
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ワーク名 ボアホールテレビュアー(BHTV)調査 

作業目的 BHTV を用いた孔壁観察で岩相・岩質の情報を得る。 

作業内容 

孔内に BHTV をおろし展開画像を取得する｡BHTV は孔壁に回転しながら

照射した高周波超音波による孔壁からの反射波と伝播時間から孔壁の状態

を画像化する装置である。 
調査目的・対象に基づき岩相・岩質に関わる記載画像の解析を行い岩相・

層序に関係するデータ(色調・粒度・構造・地質境界など)を抽出する。コ

ア観察のデータと対比し岩相・層相の層序・境界のデータとする。また，

抽出した割れ目の情報について統計処理を行い，卓越した傾向を明らかに

する。 

注意事項 ・孔径拡大，泥壁に注意して解析を行う。 
・コア観察による割れ目のデータと対比し必要があれば深度補正を行う。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 孔井情報（孔番，位置，調査深度，孔径） 
・ 撮影条件（視野角，使用ランプ，孔内水の有無） 
・ 画像展開方法 
〔処理内容〕 
・ 画像展開方法 
・ 画像処理の有無と処理の種類 
・ 割れ目抽出方法[マニュアル(解析者)/オート] 
・ 画像不鮮明時の割れ目抽出処理基準 
・ 深度補正の有無。補正を行った場合，使用した基準データ 
〔判断内容〕 
・ 岩相・層相の区分基準 
・ 割れ目帯の区分基準 
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ワーク名 スピナー検層 
作業目的 スピナー検層により，透水性に関するデータを得る。 

作業内容 インペラー型(スピンナー型)流量計にて孔内の流量を計測する。孔内の逸

水層や湧水層を検出しそれぞれの箇所での透水性に関する評価を行う。 

注意事項 ・孔径の拡大による流速の変化に注意する。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 孔井情報（孔井番号，孔径，孔井位置） 
・ 測定条件（測定区間，孔内水の種類，使用機器・仕様，測定速度，サ

ンプリングタイム/測定数(測定間隔)，ケーシング深度，孔底深度，注

水流量） 
 

 

 
ワーク名 電磁流量計検層 
作業目的 電磁流量計検層により透水性に関するデータを得る。 

作業内容 
電磁流量計にて孔内の流量・孔内水温度・孔内水比抵抗を計測する。孔内

の逸水層や湧水層を検出しそれぞれの箇所での透水性に関する評価を行

う。 

注意事項 ・孔径の拡大による流速の変化に注意する。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 孔井情報（孔井番号，孔径，孔井位置） 
・ 測定条件（測定区間，孔内水の種類，使用機器・仕様，測定速度，サ

ンプリングタイム/測定数(測定間隔)，ケーシング深度，孔底深度，注

水流量） 
〔処理内容〕 
・ 深度補正の実行の有無と補正基準の記録  
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ワーク名 ヒートパルス検層 
作業目的 微流量を計測する。 

作業内容 孔内の任意の深度にて測定を行う。ヒートパルスを発生させ，上下のサー

ミスタにて温度変化を検出する｡ 

注意事項 ・正確な流量を計測するには，ダイバーターで孔内流体の流れをすべてフ

ローチューブ内に集中させる。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 孔井情報（孔井番号，孔径，孔井位置） 
・ 測定条件（測定区間，孔内水の種類，使用機器・仕様，測定速度，サ

ンプリングタイム/測定数(測定間隔)，ケーシング深度，孔底深度，注

水流量） 
 

 

 
ワーク名 電気伝導度検層 
作業目的 孔内での地下水の流入･流出を検出し地下水流動層を把握する｡ 

作業内容 

孔内水位・温度を測定し電解物質（食塩など）の投入量を決定する｡ピ

ックアップを挿入し，構内水の抵抗･比抵抗値を測定する（バックグラ

ウンドの測定）。電解質物質を投入し均一になるよう攪拌し，25cm の測

定間隔で比抵抗値の測定を行う。測定時間は投入直後，5 分，10 分，15
分，30 分，60 分，90 分，120 分，150 分，180 分測定を行う。測定デ

ータの整理を行い比抵抗値変化曲線図を作成する｡比抵抗曲線図の解析

を行い，地下水流同層の性質および分布深度を把握する｡ 

注意事項 

・ 電解物質の投入は均一にかつ迅速に行う｡ 
・ 測定に十分な比抵抗の低下が見られない場合は，追加して電解物質

を投入する｡ 
・ 単一式電極・懸走方式の場合は静かにコードを引き上げる。 
・ 測定時間は，比抵抗の回復が早い場合は測定時間の間隔を短くし，

回復が遅い場合は間隔を長くして必要に応じて半日から 1 日後まで

測定を行う。 
・ バックグラウンドの比抵抗値が低い孔では，蒸留水を投入すること

もある｡ 
 

品質管理 

〔データ〕 
・ 孔井情報（孔井番号，孔径，孔井位置，掘進長） 
・ 測定条件（孔内水位，使用機器・仕様，測定間隔，ケーシング深度，

電解物質・投入量） 
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ワーク名 温度検層(光ファイバー含む) 
作業目的 孔井内の温度検層により，逸水・湧水層などに関するデータを得る。 

作業内容 

ボーリング孔を対象に温度検層試験を行い，孔内水の温度データを取得す

る。 
深度を軸に取得した温度データのグラフ(温度変化曲線)を作成する。孔内

状況と対比し，データの考察を行い温度特性〔アノーマリー(変曲点など)，
最高温度，温度勾配など〕を明らかにする。 

注意事項 ・複数の検層を実施する場合は，温度検層を最初に実施する｡ 

品質管理 

〔データ〕 
・ 孔井情報（孔井番号，孔径，孔井位置） 
・ 測定条件（測定区間，孔内水の種類，使用機器・仕様，測定速度，サ

ンプリングタイム/測定数(測定間隔)，測定機器） 
・ 静水(循環停止から温度検層までの経過時間 ST)/注水(温度検層) 
・ 温度計の種類 
・ 温度測定方法(静水，注水，示差温度) 
〔処理内容〕 
・ 温度較正曲線の作成の有無と記録 
・ 温度補正の実行の有無 
・ 深度補正の実行の有無と補正基準 
〔判断内容〕  
・ 解析時に考慮した掘削記録 
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ワーク名 流向・流速検層 
作業目的 自然地下水流の速さと方向を求める。 

作業内容 

（地中型） 
トレーサ（ホウ素水溶液）を注入し，各方向ごとの希釈に伴うホウ素水

溶液トレーサのカウント数を測定する｡測定結果を整理し，流向とキャリ

ブレーションカーブにより流速を求める｡ 
（観測井型） 
伝-シング先端部にゾンデ先端部に取り付けてあるセンサーを提方位ロ

ッドによって設置する。電極と孔壁間を圭砂で充填する｡ゾンデ上部をパ

ッカーで閉鎖し, トレーサを注入し測定を開始する｡測定結果を整理し，

流向とキャリブレーションカーブにより流速を求める｡ 

注意事項 

（共通） 
・ ダルシー則が成り立たないような地盤（礫，割れ目帯）での測定には

不適。 
・ 流速が遅い場合には拡散を考慮した解析を行う｡ 
（観測井型） 
・ パッカー閉鎖後，水平方向の地下水流が安定してから測定を開始す

る｡ 

品質管理 

〔データ〕 
・ 孔井情報（孔井番号，孔径，孔井位置） 
・ 測定条件（測定区間，孔内水の種類，使用機器・仕様，測定時間，回

転時間，ケーシング深度，孔底深度，トレーサ投入量） 
 

 

 
ワーク名 VSP 探査 

作業目的 ハイドロフォン探査やジオフォン探査により地質・割れ目情報や透水性亀

裂の情報を得る 

作業内容 

ハイドロフォン探査では，工地震を地表で発生させ，孔内に設置した受信

機(ハイドロフォン)で，地震波を記録する｡透水性割れ目・割れ目帯・走行

傾斜･透水性について，データ（チューブ波）の解析をおこなう。 
ジオフォン探査では，孔内にジオフォンを設置し，人工地震を発生させ地

震波の受信･記録を行う。直接波の解析による異方性の評価，反射波の解

析による地層境界面の抽出などを行う｡ 

注意事項 特に無し 

品質管理 

〔データ〕 
・ 孔井情報（孔井番号，孔径，孔井位置） 
・ 測定条件（測定区間，構内水の種類，使用機器，震源の種類，震源位

置，受信成分） 
・ 震源（震源の種類，震源位置，オフセット/ゼロオフセット） 
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ワーク名 弾性波トモグラフィー調査 
作業目的 坑井と地表，坑井と坑井間で弾性波を送受信し，地下構造情報を得る 

作業内容 

弾性波データの取得。地上または坑内からの地震波を発振させ，受信

機を地上または坑内に線上に展開させて測定を行うことにより，送受

信点を結ぶ波線領域の速度構造を解析する。このうち 地表-孔井間の送

受信を特に VSP と呼ぶ。また，震源位置・深度・受振点の位置・深度

を測量（GPS 測量・測量など）によって求める。データ処理には，前

処理，振幅補正，周波数・位相の補正，走時の補正，CMP 重合，マイ

グレーションがある。これらの補正処理を行い初動の抽出を行う。各

処理ごとの観測結果図を作成する。処理図の解析より，地下の構造に

関する情報を抽出する｡ 
 

注意事項 特に無し 

品質管理 

〔データ〕 
・ 使用孔井情報(孔井名，孔径，位置，孔長，ケーシングプログラム) 
・ 測定条件（震源タイプ，薬量・薬種，発震回数，使用機器・仕様，

収録周波数） 
・ 孔井-地表，孔井間ジオメトリ 
・ ノイズテスト記録 
〔処理内容〕 
・ 前処理の記録 
・ 補正記録（振幅補正，周波数･位相補正） 
・ CMP 重合処理記録 
・ マイグレーション処理記録 
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ワーク名 比抵抗トモグラフィー 

作業目的 複数の坑井間または坑井と地表間における対象領域の比抵抗等電磁特

性情報を得る。 

作業内容 

坑井を用い，対象領域を取り囲むように送・受信点を配置し，対象領

域の比抵抗構造情報を得る。また，送信点位置・受信点の位置を測量

（GPS 測量・測量杭の打設，水準測量など）によって求める。 
周波数領域では減衰を考慮して周波数を選択，時間領域では減衰量，

位相量を計測，処理を行う。バンドパスフィルタやスタッキングなど

の波形処理を行う。クロスホールの場合は，受振コイルごとの傾きや

方向を解析断面に合成回転処理を行い，初動走時・振幅・周期の読み

取り編集を行う。処理図から，地質構造や物性についての解析を行う。 
 

注意事項 ・データ処理は，周波数領域の測定か時間領域の測定かにより異なる。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 使用孔井情報（孔番，孔井位置，孔底深度） 
・ 測定条件（使用機器・仕様，電磁周波数，電極配置，送信-受信位

置展開形，データ収録装置，孔井内送信･受信配置，収録周波数，

孔内水位） 
・ ノイズテスト記録 
〔処理内容〕 
・ 周波数･位相補正の記録 
・ 振幅補正の補正記録 
・ 減衰限界の判定 
・ 相反性誤差 
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ワーク名 レーダートモグラフィー調査 

作業目的 複数の孔井を利用したレーダーを用いた計測により，構造に関する情

報を得る｡ 

作業内容 

複数のボーリング孔を利用して送信プローブと受信プローブを異な

るボーリング孔に挿入して岩盤内部を伝わる電磁波を計測する（クロ

スホール計測）。伝播経路間の媒質形状の計測を行う｡取得したデータ

から信号処理法などを用いて直結結合成分の除去を行う。ワイドアン

グル測定の場合は，フィルター処理，反射波抽出処理を行ったのち

CMP 重合を行い反射波断面図を作成する｡またマイグレーション処

理，速度変換を行って深度断面図を作成する｡コモンオフセット測定デ

ータは,バンドパスフィルタ，時間変化利得，オートゲインコントロー

ルなどの 1 次元波形処理や，2 次元平滑化，マイグレーション，ヒル

ベルト変換などを行い目的の図を得る。処理データから，破砕帯や地

質構造などの情報の解析を行う｡ 

注意事項 

・ 金属鉱床や顕著な含水率の変化のある地層が含まれる場合は，電磁

波の透過距離が短くなることがある｡ 
・ 金属製の検層ケーブルは，アンテナとして作動することがあるの

で,光ファイバーケーブルを使用する｡ 

品質管理 

〔データ〕 
・ 使用孔井情報(孔井名，孔径，位置，孔長，ケーシングプログラム) 
・ 測定条件（使用機器・仕様，発信・収録周波数） 
〔処理内容〕 
・ 直結成分除去の記録 
・ 波形処理の記録（フィルター処理，CMP 重合，マイグレーション

処理など） 
 

 

ワーク名 レーダーシングルホール検層 

作業目的 ボーリング孔内(単孔)での電磁パルス反射波からボーリング孔内の情報を

得る。 

作業内容 
ボーリング孔内にレーダープローブを挿入し短波長の電磁パルスを岩盤内

に発信し，反射する電磁波を計測する。データ処理を行い，反射断面を含

水率の異なる地層境界，割れ目や割れ目帯の分布についての情報を得る｡ 

注意事項 ・深度補正は，ケーシング尻などを利用する｡ 

品質管理 

〔データ〕 
・ 孔井情報（孔井番号，孔径，孔井位置） 
・ 測定条件（測定区間，孔内水の種類，使用機器，アンテナの種類，測

定方法，発信周波数） 
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ワーク名 パルス試験／スラグ試験／揚水試験／定圧注入試験／間隙水圧測定 
作業目的 地盤の透水係数を求める。 

作業内容 

〔透水試験〕 
ボーリング孔をパッカーで遮断し，閉塞された区間について透水試験を行

う。 
透水試験手法には非定常法と定常法の 2 種類があり，岩盤の透水性などに

よって使い分けられている。非定常法では，測定区間の水位を一時的に低

下または上昇させるか瞬間的に減圧または加圧し，その後の回復水位変化

を経時的に測定する。一方，定常法では，連続的に揚水または注水し測定

区間の水位と流量が一定となったときの注入または揚水圧力と流量を測

定し，注入圧力または揚水圧力を段階的に変化させて試験を行う。 
試験結果から，非定常法試験の場合は時間－水位（圧力）の通常軸及び片

対数あるいは両対数グラフにプロットし透水係数を求める。定常法試験の

場合は，注入量（または揚水量）と水位（圧力）の関係を通常軸にプロッ

トし透水係数を求める。 
〔間隙水圧測定〕 
ボーリング孔を利用して間隙水圧測定を実施する。間隙水圧の測定は圧力

センサーを埋設して 1 孔につき 1 深度の測定を行う場合と，パッカー等で

区間を仕切って 1 孔で複数深度の測定を行う場合がある。特に，後者の場

合は既往資料，ボーリング調査，透水試験等の結果を参考として測定区間

の設定を行う。 
データは経時変化が把握できるように取得する。 

注意事項 

〔間隙水圧測定〕 
・ 測定された間隙水圧データを利用する際には，潮汐変動や気圧変化の

効果を差し引く必要がある。そこで，潮汐や気圧変化に関する情報を

別途取得しておく必要がある。 

品質管理 

〔透水試験〕 
・ データ：測定機器，測定精度，孔内水位，パッカー水圧，計算式，採

用データ 
・ 処理内容：データ数，標準偏差 
・ 判断内容：類似岩種の透水係数 
〔間隙水圧測定〕 
・ データ：測定機器，測定方法，測定精度 
・ 判断内容：気象データ，気圧，潮汐変動，周辺作業（測定日前後の土

木工事の有無など） 
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ワーク名 干渉試験／揚水試験／間隙水圧測定 
作業目的 地盤の透水異方性，水みち及び比貯留係数を把握する。 

作業内容 

多孔間透水試験は，地盤の透水異方性，水みち及び比貯留係数を把握す

ることを目的として実施する。多孔間式透水試験は通常の単孔式透水試

験に比べて適用事例が少ないため，その手法の使い分けについては確立

されていないが，地盤を均質媒体とみなして透水異方性を評価する場合

には定流量法，割れ目などの水みちの連続性を評価する場合には正弦波

法を用いることが多い。 
定流量法，正弦波法共に，ダブルパッカーにより深度方向に複数の観測

区間を構築し，これを複数のボーリング孔に設けることにより 3 次元的

に観測区間を配置する。発信区間に水圧変化を与え，観測区間で圧力応

答の経時変化を計測する。 
正弦波法の場合は，観測区間におけるパス毎の振幅と位相差を理論式に

当てはめてパス毎の水頭拡散率と透水係数を算出する。また，定流量の

場合は観測区間における水頭変化のカーブフィッティングを行い透水テ

ンソルと全体系の比貯留係数を算出する。 

注意事項 

〔間隙水圧測定〕 
・ 測定された間隙水圧データを利用する際には，潮汐変動や気圧変化の

効果を差し引く必要がある。そこで，潮汐や気圧変化に関する情報を

別途取得しておく必要がある。 
 

品質管理 

〔干渉試験／揚水試験〕 
・ データ：測定機器，測定精度，孔内水位，パッカー水圧，計算式，採

用データ 
・ 処理内容：データ数，標準偏差 
・ 判断内容：類似岩種の透水係数 
〔間隙水圧測定〕 
・ データ：測定機器，測定方法，測定精度 
・ 判断内容：気象データ，気圧，潮汐変動，周辺作業（測定日前後の土

木工事の有無など） 
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ワーク名 トレーサ試験 
作業目的 土壌・岩盤中の水みち・亀裂の連続性を確認する。 

作業内容 

複数のボーリング孔を利用して地下水の流速や物質の移行速度を求めた

り水みちの連続性を把握する。通常トレーサの注入はボーリング孔で行

い，他のボーリング孔や坑道で流入してきたトレーサ濃度の時間変化を

計測する。 
トレーサの移行時間，移行距離および岩盤の透水係数からトレーサ試験

区間の透水係数や割れ目の透水性を把握する。また，トレーサ濃度の時

間変化曲線から分散係数の算出も行う。 
測定したトレーサの経時変化記録を，物質輸送式にフィッティングし，

または逆解析を行い，実流速と分散係数を求める。なお，逆解析を行う

場合にはパラメータの設定やどのような水理モデルにするかなど未知の

部分が多いので注意を要する。 

注意事項 

・ トレーサ濃度の経時変化は移行経路の状態を反映しており，移行経路

のモデル化に重要な情報を提供する。そこで，できるだけ人為的ある

いは機械的なエラーを排除しておくことが重要である。また，濃度の

分析に時間を要するトレーサを使用する場合は，定期的に試料水をサ

ンプリングすることが必要である。この際，収着性がなくリアルタイ

ムでの濃度計測が可能なトレーサを一緒に流して，参考とすることが

望ましい。 
・ トレーサ試験では，まず試験系をモデル化することが重要であるが，

その際測定対象とする部位やその境界条件をどのように設定するか

によって結果の解釈が異なる可能性があることに注意する。 
・ また，観測孔間や観測孔と湧水地間の地下水流速および帯水層や岩石

の有効間隙率を用いて算出した透水係数は，揚水試験などから求まる

値より大きくなることがある。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 測定方法 
・ 測定機器 
・ 測定精度 
・ 濃度測定間隔 
〔判断内容〕 
・ トレーサの到達時間の差異や濃度変化のパターンがあらかじめ予測

したものと整合しているかを検討し，異なる場合には試験区間の設

定，サンプリング，センサーの異常等が無いかを確認する。 
・ 観測された濃度変化のパターンに合致するように，複数の経路の有無

など複数のモデルによる検討を行い，それぞれのモデルの妥当性を評

価する。 
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ワーク名 水圧破砕法 
作業目的 孔井周辺の初期応力を求める｡ 

作業内容 

コア調査や物理検層結果から測定区間を決定する。測定深度にインプ

レッションパッカーを挿入し孔壁状態の事前調査を行う。次に測定区

間をパッカーによって密閉しこの密閉区間に水を圧入して孔壁面を引

張応力によって破壊させ亀裂(ボアホールブレークアウト)を岩盤内に

進展させる｡圧力モニタリングを行い，亀裂の状況を推定する｡水圧は

最後，再度インプレッションパッカーを挿入し型取りを行い亀裂の状

況を調査する。水圧破砕による割れ目の解析を行い，初期応力の計測・

評価を行う。 

注意事項 ・ 孔径拡大や押し出しに注意する｡ 
・ 亀裂の少ない区間を選定する｡ 

品質管理 

〔データ〕 
・ 調査孔井情報（孔井番号，孔井位置，孔径など） 
・ 測定条件（ 調査深度，使用機器・仕様，注水流量，） 
〔判断内容〕 
・ 調査区間選定理由 

 

 
ワーク名 応力解放法 
作業目的 解放ひずみの計測を行う。 

作業内容 

遠方で地盤初期応力が作用している地盤の内部にボアホール（ボーリ

ング孔）を所定の位置まで掘削した後に，ボアホール先端（ボーリン

グ孔底）付近の表面にひずみゲージを張り付け，そのボアホールをオ

ーバーコアすることによって生じる解放ひずみを実測し，そのひずみ

を適当な変換式によって初期応力を求める。 

注意事項 
・ 孔井深度はオーバーコアリングが実用的に可能な約 20m 以内に限

定される 
・ 較正係数(ひずみを応力に変換)を求める室内試験が必要。 

品質管理 

〔データ〕 
・調査孔井情報（孔井番号，孔井位置，孔径など） 
・測定条件（ 調査深度，使用機器・仕様，注水流量，） 
〔判断内容〕 
・調査区間選定理由 
〔処理内容〕 
・歪→初期応力への変換方法の記録 
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ワーク名 孔内載荷試験 
作業目的 原位置岩盤の変形係数，弾性係数を求める。 

作業内容 
ボーリング孔内において，ゴムパッカーやジャッキによる載荷を行

い，得られた重力-変位曲線から原位置岩盤の変形係数，弾性係数を求

める｡ 

注意事項 

・ 孔径の拡大や，崩落のない箇所で実施する。 
・ 基本的には，掘削後直ちに実施する｡ 
・ 30kgｆ/cm2 以上の試験を実施する場合は,容積キャリブレーショ

ンを行う｡ 

品質管理 

〔データ〕 
・ 調査孔井情報（孔井番号，孔井位置，孔径など） 
・ 測定条件（ 調査深度，使用機器・仕様(プローブタイプなど)） 
・ 張力キャリブレーションの記録（ゴムパッカー）。 
・ 容積キャリブレーションの記録（30kgｆ/cm2以上） 
〔判断内容〕 
・ 調査区間選定理由 
・ 測定終了の判断基準 
 

 

 
ワーク名 圧力応答観測 
作業目的 掘削時の孔内圧力をモニタリングする｡ 

作業内容 ポンプ圧力，ケーシング内圧力などを圧力計にて計測し圧力変化をモ

ニタリングする｡ 

注意事項 ・ センサーメンテナンスを定期的に行う。 

品質管理 
〔データ〕 
・ 孔井情報（孔井番号，孔径，孔井位置） 
・ 測定条件（使用機器・仕様，記録間隔） 
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ワーク名 地下水圧観測 
作業目的 地下水圧を連続的に観測する｡ 

作業内容 MP システムなどを用いて,孔内にパッカーを用いて閉鎖系を形成し，間

隙水圧を測定する｡連続的に間隙水圧を記録し水圧の変化を観測する｡ 

注意事項 
・ モニタリング期間中は,定期的に機器のメンテナンス・データの回収を

行う。 
・ 大きな差圧が生じる孔井では MP システムは適応できない｡ 

品質管理 
〔データ〕 
・孔井情報(孔井位置，孔井深度，孔径) 
・測定条件(測定区間深度，使用機器・仕様，サンプリングタイム/間隔) 

 

 
ワーク名 物理化学パラメータ測定 
作業目的 長期モニタリングにおいて実施する地下水の物理化学パラメータの評価 

作業内容 調査仕様に基づき，長期モニタリングしている個所から定期的に地下水

を採取し調査仕様にある項目（pH，Eh，EC 等）の測定を実施する。 

注意事項 

・ 採取した地下水を別な測定場所に持ち込む際，大気との接触によって

変化し易い酸化還元電位や溶存酸素濃度などの扱いに注意する。また

現地でフローセル等を使用する場合は，リークを防ぐほか，脱ガス等

の影響を受けにくくする構造が必要である。 
・ 測定開始前には，電極の校正や，性能確認を実施しておく。 
・ 時刻または揚水量を，揚水試験の結果とマッチングさせる必要があ

る。 
・ 年単位，月単位で連続測定する場合は，定期的に電極のメンテナンス

をする必要がある 
・ 測定後には，電極の性能劣化や汚染などで，測定前と測定値が変化し

ていないか確認する必要がある（ドリフトチェック） 

品質管理 

〔データ〕 
・採取条件（日時，場所，気象等） 
・累積揚水量 
・測定手法 
・測定機器形式 
・測定機器条件 
・測定手法ごとの定量下限，測定精度（変動係数） 
・電極メンテナンス，欠測等の記録 
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ワーク名 坑道湧水調査 
作業目的 坑道掘削による地下水の挙動を把握する。 

作業内容 

坑道からの湧水量を計測する。坑道が掘削された直後に調査し，あわせて

詳細な観察やスケッチも行う。特に，湧水が壁面全体からかなのか，地層

境界や特定の割れ目からなのかを調査する。地層境界や割れ目から湧出し

ている場合は，地層境界や割れ目のどの部位かや，湧出に寄与している空

隙の形状・大きさについて記載を行う。 
湧水量の計測は，坑道を一定の区間に区切って，区間毎に釜場に湧水を集

め釜場からの流量を堰等により計測することで行う。ただし，顕著な湧水

割れ目などが存在する場合は，割れ目からの湧水を集積して測定する場合

もある。 

注意事項 

・ 測定結果は時系列的に取得し，坑道掘削やその他の工事に対応した地

下水の挙動が把握できるようにする。  
・ 湧水地点においては，湧水量とあわせて水質調査のうち原位置で測定

可能な項目も実施するようにする。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 測定方法 
・ 測定機器 
・ 測定精度 
〔判断基準〕 
・ 気象データ（測定日前後の降雨条件，気温） 
・ 切羽位置 
・ 水温・水質 
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ワーク名 坑道規模透水試験 
作業目的 岩盤規模の透水係数を測定する。 

作業内容 

坑道周辺の間隙水圧と坑道への湧水量から坑道周辺岩盤の透水性を把握

する。坑道から間隙水圧測定用のボーリング孔を掘削し坑道周辺の間隙水

圧分布を測定する。 
坑道には堰を設置して湧水量を計測する。坑道周辺の間隙水圧の分布から

湧水量計測位置までの動水勾配を算出し，動水勾配と湧水量とから岩盤の

透水係数を求める。 

注意事項 
・ 測定方法測定された間隙水圧データを利用する際には，潮汐変動や気

圧変化の効果を差し引く必要がある。そこで，潮汐や気圧変化に関す

る情報を別途取得しておく必要がある。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 測定機器 
・ 測定精度 
〔判断基準〕 
・ 動水勾配の算出に用いた間隙水圧データを取捨選択した場合，その理

由を記録しておく。また，湧水の湧出状況を記録しておく。 
・ 気圧 
・ 潮汐変動 
・ 周辺作業（切羽の進捗，枝坑掘削の有無など） 

 

 
ワーク名 床盤注水試験 
作業目的 掘削損傷領域の透水性を把握する。 

作業内容 

坑道における掘削損傷領域の透水性を把握するために，床盤に試験ピット

を掘削し，試験ピット奥にプールを設置してその水位を一定にすることに

より動水勾配を一定に保ち，その状態でピット壁面からの湧水量を観測

し，湧水量と動水勾配より透水係数を求める。 

注意事項 ・ 試験結果における誤差要因となり得る既存の水理状態における湧水の

経時的変動を把握する。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 透水係数の算出方法 
〔判断基準〕 
・ ピットからの湧水状況 
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ワーク名 岩盤変位測定 
作業目的 坑道掘削に伴う岩盤の変位の計測し，掘削影響を評価する｡ 

作業内容 

岩盤変位測定には，岩盤変位測定・ひずみ計測，内空変位測定，ジョ

イント変位計測などがある｡ 
（岩盤変位測定） 
多点式地中変位計を用い基準点からの相対変異量と各アンカー間の変

異量を求める。 
（ひずみ計測） 
岩盤中のマトリックス部分に生じるひずみをひずみゲージで計測す

る｡ 
（内空変位測定） 
坑道壁面に測定ピンを設置し，コンバージェンスメジャーを用いて各

測定ピン間の距離の変化をマニュアルで計測する｡ 
（ジョイント変位計測） 
PAC-EX などの計測装置を用い，既存の割れ目の変位を 0.005ｍｍの精

度で 3 次元的に把握する。 

注意事項 
（岩盤変位測定・ひずみ計測共通） 
・ モルタル固定式は，加圧式アンカーをセットした後グラウトを注入

し，岩盤とアンカーが完全に一体として挙動するようにする。 

品質管理 
〔データ〕 
・ 調査坑井情報（坑井番号，坑井位置，坑径など） 
・ 測定条件（測定機器・仕様，温度，アンカー定着方式） 
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ワーク名 AE 計測 

作業目的 坑道における掘削損傷の範囲やその発生メカニズムを三次元的に把握

する｡ 

作業内容 

原位置岩盤中に掘削した数本のボーリング孔に，AE センサーを立体的

に近い形に配置し，岩盤の微小破壊音（AE）の計測を行う。AE の発

生位置や変位モードを解析し，掘削損傷範囲や発生メカニズムを 3 次

元的に把握する｡ 

注意事項 ・ 電源からの電気ノイズ，電磁変化から誘導される電気ノイズなどに

注意する｡ 

品質管理 
〔データ〕 
・ 調査坑井情報（坑井番号，坑井位置，坑径など） 
・ 測定条件（使用機器・仕様，測定周波数） 

 

 
ワーク名 振動計測 
作業目的 岩盤中の動的振動を計測し，掘削による損傷範囲を推定する｡ 

作業内容 
掘削に伴い発生する岩盤中の動的振動を計測する｡直接振動計測を

行う場合は加速度計で計測された最大加速度をフーリエ変換により，

速度波形に変換し損傷範囲を推定する。 

注意事項 ・発破による振動は周波数が高いため，その計測には加速度計を使用

することが多い｡ 

品質管理 
〔データ〕 
・ 調査坑井情報（坑井番号，坑井位置，坑径など） 
・ 測定条件（測定機器・仕様） 

 

 付－1(124) 



JNC TJ8440 2004-006 

 
ワーク名 原位置トレーサ試験 
作業目的 坑壁の水みち・亀裂の連続性を確認する。 

作業内容 

坑道を利用して地下水の流速や物質の移行速度を求めたり水みちの連続

性を把握する。通常トレーサの注入はボーリング孔で行い，他のボーリ

ング孔や坑道で流入してきたトレーサ濃度の時間変化を計測する。 
トレーサの移行時間，移行距離および岩盤の透水係数からトレーサ試験

区間の透水係数や割れ目の透水性を把握する。また，トレーサ濃度の時

間変化曲線から分散係数の算出も行う。 
測定したトレーサの経時変化記録を，物質輸送式にフィッティングし，

または逆解析を行い，実流速と分散係数を求める。なお，逆解析を行う

場合にはパラメータの設定やどのような水理モデルにするかなど未知の

部分が多いので注意を要する。 

注意事項 

・ トレーサ濃度の経時変化は移行経路の状態を反映しており，移行経路

のモデル化に重要な情報を提供する。そこで，できるだけ人為的ある

いは機械的なエラーを排除しておくことが重要である。また，濃度の

分析に時間を要するトレーサを使用する場合は，定期的に試料水をサ

ンプリングすることが必要である。この際，収着性がなくリアルタイ

ムでの濃度計測が可能なトレーサを一緒に流して，参考とすることが

望ましい。 
・ トレーサ試験では，まず試験系をモデル化することが重要であるが，

その際測定対象とする部位やその境界条件をどのように設定するか

によって結果の解釈が異なる可能性があることに注意する。また，湧

水地間の地下水流速および帯水層や岩石の有効間隙率を用いて算出

した透水係数は，揚水試験などから求まる値より大きくなることがあ

る。 

品質管理 

〔データ〕 
・測定方法 
・測定機器 
・測定精度 
・濃度測定間隔 
〔判断内容〕 
・ トレーサの到達時間の差異や濃度変化のパターンがあらかじめ予測

したものと整合しているかを検討し，異なる場合には試験区間の設

定，サンプリング，センサーの異常等が無いかを確認する。 
・ 観測された濃度変化のパターンに合致するように，複数の経路の有無

など複数のモデルによる検討を行い，それぞれのモデルの妥当性を評

価する。 
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ワーク名 原位置レジン注入試験 

作業目的 レジン注入により岩盤中の脆弱部（断層粘土や破砕帯）および微小な

間隙構造の保存を行う。 

作業内容 

坑道壁面からボーリング孔を掘削し，水理試験を実施し透水性の把握

と試験区間の決定を行う。メカニカルパッカーを挿入し，アルコール

の注入により，地下水の置換を行いエポキシ系レジン（樹脂）を注入

する｡固化後オーバーコアリングにより試料を採取する｡レジンに蛍光

染料にて染色しておき，採取した試料の割れ目の観察・記載を行う｡ 
注意事項 レジンの温度による粘性の違いに注意する。 

品質管理 
〔データ〕 
・ 調査坑井情報（坑井番号，坑井位置，坑径など） 
・ 測定条件（使用機器・仕様，温度，レジン注入量・注入圧） 

 

 
ワーク名 原位置ヒーター試験 

作業目的 ヒーター付キャニスタを岩盤中に設置し，岩盤を加熱してその周囲の

岩盤温度および歪を測定し，熱が岩盤に与える影響を調べる。 

作業内容 

岩盤中を掘削したボーリング孔内にヒーター付キャニスタを設置し，

周辺に配置したボーリング孔内には熱電対およびひずみ計を設置す

る。 
測定により得られた周辺岩盤温度は，経時および距離による変化を予

測計算値と比較し，解釈する。 
また，ひずみデータは応力に換算し，経時・距離変化を計算予測値と

比較し，解釈する。 

注意事項 

・ キャニスタ出力と試験区間の設定にあたっては，岩石の熱上昇が熱

による影響を受けうる温度（例えば 100℃）を超えないように考慮

する必要がある。 
・ ひずみ測定では，ひずみ計埋設後に初期応力が直接かかることによ

る精度低下が懸念される。試験が長期間にわたる場合には，試験途

中や試験終了後に測定器のキャリブレーションを行うことが望ま

しい。 

品質管理 
〔データ〕 
・ 測定条件（使用機器・仕様，温度，ヒーター作動条件） 
・ キャニスタ，熱伝対，ひずみ計の配置 
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ワーク名 その他原位置試験 

作業目的 
原位置にて，構造情報または物理化学パラメータ取得を行う。（原位置

トレーサ試験，原位置レジン注入試験，原位置ヒーター試験は独立し

たワークであり，本ワークではこれらを除く原位置試験を総称する。） 

作業内容 
坑道を利用して，原位置で試験を行う。試験は，研究的に実施される

もの，技術的に確立していない調査を含む。作業内容は，各調査によ

って異なる。 
注意事項 ・作業手順，作業内容，判断基準を詳しく記録する｡ 

品質管理 
〔データ〕 
・ 調査坑井情報（坑井番号，坑井位置，坑径など） 
・ 測定条件（使用機器・仕様，温度，作業手順） 
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ワーク名 地形に関するデータの整理 
作業目的 個々の地形判読結果や DEM（数値標高データ）を整理する。 

作業内容 

地形モデル作成の前段階として，リモートセンシング調査により取得

した画像，地すべり・火山地形等の分布や，DEM（数値標高データ）

を整理，総合解析し，2 次データとしてまとめる。 
DEM は，各種解析図を作成することにより，リモートセンシング調査

及び地形調査により取得した地形特徴の見直しの判読支援として活用

する。見直しの結果は，地形特性分布図（地形の種類，地すべり，リ

ニアメント，火山地形等とその位置的分布）としてまとめる。 

注意事項 

・インデックスの記録：最終処分法によると，概要調査地区の選定は

（文献調査段階），地震，噴火，隆起，侵食による地層の著しい変

動の生ずるおそれが少ない地域においてなされるものと明記され

ている。そのためには，地形判読のための地形図そのものの精度

が求められる。また，火山地形や断層地形等を判読可能な解析者

の技術レベルの差が生じないように，解析レベルの向上も必要不

可欠である。 
・データのスケール効果：スケール効果の観点から，航空写真や衛星

画像の判読結果とのリンクが必要である。例えば，地形図判読地

域内に火山地形等が認められない場合でも，より広範囲の衛星画

像において，概要調査地区の延長線上に（範囲外）に火山地形や

断層地形が認められる場合には，その延長線上になるかどうか解

析支援が可能となる。 
・DEM（数値標高データ）解析による判読支援：リモートセンシング

調査で抽出した地すべり地形や，除外要件としての断層・火山地

形等に関し，DEM 解析による確認を行い，各地形の範囲及び形状

等が異なる場合，元データに立ち戻ることが重要である。 

品質管理 

・ データ：各データのインデックスの記録 
・ モデル：適用した DEM 解析モデル（手法）の記録 
・ 判断内容： DEM 解析の判読支援により見直しを行った地形特徴の

記録 
・ 処理内容：DEM 作成におけるデータ処理方法の記録 
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ワーク名 岩相学的観点からのデータの整理 

作業目的 地質分布・地史の解釈のための岩相データ整理を行い，岩相分布を明

らかにする。 

作業内容 

〔地質図の作成〕 
岩相図を既存データ(地質図等)と整合対比させ，地層区分を行う。地層

の定義に従い地層名を決定し (産出化石，WC1.2.5 微化石調査結果・顕

微鏡結果等を参考にする) ，地質柱状図を作成する。このとき，岩相的

層序区分と年代的層序区分の二つの観点から単位名を区別する。対比

が不可能な場合には，新たに地層を定義し，地層名を命名する。その

際，各層の年代，新旧関係については同位体調査や微化石調査の結果

も参考にする。地層区分を行った岩相図と断裂帯・褶曲構造といった

地質構造を併せて地形図に描き，地質平面図を作成する。次に，地質

柱状図とボーリング調査・坑道調査により得られた地下データ (柱状図) 
を，物理探査により得られた物性分布データと対比・照合させ，地質

図 (断面図) を作成する。 

注意事項 ・ 地史・構造発達史を考察する上で，各層の絶対年代を得る必要があ

る場合には，同位体調査の結果を得ておく。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 調査位置 
・ 使用データ 
〔処理内容〕 
・ 色彩・記号の基準  ( 国際地質図委員会等 ) 
・ 断面図作成方法 (フリーハンド・バスク図法・直線法等) とその選択

基準） 
・ 一次データ間の整合性・品質 
・ 一次データの棄却の履歴と根拠 
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ワーク名 構造地質学的観点からのデータの整理 

作業目的 地質の 1 次データを構造地質学的観点から整理し，地史や地質構造発

達史を説明可能な，3 次元の地質分布データを作成する｡ 

作業内容 

リモートセンシング調査，地形調査，地質踏査・トレンチ調査による 1
次データを整理し，構造形態の分類，構造形態の地理学的分布を明ら

かにする。 
（割れ目データの整理） 
・ 地表調査による割れ目の種類・長さ・走向傾斜・充填物・湧水状況・

共役断層の組み合わせから推定される応力場などを調査エリア内

で｢割れ目構造ユニット｣としてパターン分類し，種類地表付近の割

れ目特性分布モデル（第 1 案）を作成する。 
・ ボーリング調査，坑道調査による 1 次データを用いて，第 1 案の 3

次元化を図り，第 2 案を作成する。 
（地質構造データの整理） 
・ リモートセンシング調査，地形調査，地質踏査・トレンチ調査によ

る 1 次データから，3 次元地質分布モデル（第 1 案）を作成する。 
・ 第 1 案で推定した地質ユニット分布と，物理探査により把握された

物性分布を対比・照合する。 
・ 同一地質ユニット内に，複数の物性区分が認められる場合には，変

質による物性変化（低比抵抗化，弾性波速度の低下など）や，未想

定の地質ユニット（貫入岩など）の存在可能性を検討する。物性分

布の反映により第 1 案を修正し，第 2 案とする。岩相・変質により

物性区分の解釈が困難な場合には，割れ目特性による可能性を考慮

し，次段階に持ち越す。 
・ ボーリング調査，坑道調査による 1 次データを用いて，第 2 案の修

正を図り，第 3 案を作成する。根本的な乖離（第 2 案で推定した地

質ユニット分布と地下データが整合しない等）が生じた場合には，

第 1 案作成作業に立ちかえる。 

注意事項 

・ 1 次データのインデックス：使用するデータが小構造に関するもの

であり，記載するスケールの範囲（例えば長さ，幅等）について，

予め定めた方が整合性のあるデータを取得可能と考える。例えば，

長さ 20cm，幅 0.1mm 以下の小構造は観察対象とはしないことに

より，バックグランドを絞れることになる。データの整理において

は，どのデータを使用するかの取捨選択，どのデータをベースに取

り扱うかの判断が必要である。 
・ 地質構造発達史への寄与：小断層解析による主応力場解析は，地質

構造発達史のベースの一つとして重要である。小断層の性状や前後

関係が特に重要である。 

品質管理 
〔データ〕 
・ 整理したデータのリスト・インディックス（品質管理情報） 
・ 整理したデータ項目（層厚・走行傾斜，割れ目，割れ目の性質等） 
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ワーク名 鉱物学的観点からのデータの整理 

作業目的 鉱物学的観点からデータを整理する｡ 

作業内容 

地表調査，試錐孔調査，坑道を利用した試験・測定における地質観察

データと，鉱物物組成分析，化学･同位体分析のデータを整理する｡岩

体，岩相に乗せて，鉱物組成の変化を分布図として作成する｡ 
また，鉱物の成因，生成条件に係るデータ（同位体，共生鉱物組み合

わせ等）についても取りまとめる｡ 

注意事項 

・ 取り扱うデータの品質保証の再吟味が重要(位置，単位，検出限界，

精度，誤差等々) 
・ 水質，岩石化学組成タイプわけの基準を明確にすること。他のデー

タを参考にした場合は，記録を残し根拠を明確にすること。 
・ 分布図を作成する際，境界位置の根拠があれば記録を残すこと。作

図に従った場合は，その手法の記録を残すこと。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 各データのインデックスの記録 
・ 整理データ項目 
〔処理内容〕 
・ 水質タイプわけの根拠と基準 
・ 岩石化学組成タイプわけの根拠と基準 
・ 作図方法 

 

 
ワーク名 岩石学的観点からのデータの整理 

作業目的 岩石の成因に関するデータを整理する。 

作業内容 
堆積岩・火成岩・変成岩それぞれについて岩石の成因に関するデータ

を整理する。鉱物組み合わせ，鉱物の形態・産状・結晶度，化学組成，

ノルム計算値，同位体データ等のデータを整理する。 

注意事項 ・ 同位体データは岩石が生成したときの条件を残していないことに

注意する。 

品質管理 
〔データ〕 
・ 整理したデータ項目 
・ データの出所・品質・ 
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ワーク名 地球化学的観点からのデータの整理 

作業目的 地球化学的観点からデータを整理する。 

作業内容 

（液相） 
水質に関する各種調査（陸水/地表水の採取・地球化学的調査，地下水の

採水･地球化学的調査，地球化学パラメータ測定）のデータ一覧，各種グ

ラフを整理する。水質をタイプ分けし，水質分布図を作成する。 
（固相） 
 岩石の化学組成に関する各種調査のデータ一覧，各種グラフを整理する。

岩石組成をタイプわけし，化学組成の観点からの分布図を作成する｡ 

注意事項 

・ 取り扱うデータの品質保証の再吟味が重要(位置，単位，検出限界，精

度，誤差等々) 
・ 水質，岩石化学組成タイプわけの基準を明確にすること。他のデータ

を参考にした場合は，記録を残し根拠を明確にすること。 
・ 分布図を作成する際，境界位置の根拠があれば記録を残すこと。作図

に従った場合は，その手法の記録を残すこと。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 各データのインデックスの記録 
・ 整理データ項目 
〔処理内容〕 
・ 水質タイプわけの根拠と基準 
・ 岩石化学組成タイプわけの根拠と基準 
・ 作図方法 

 

 
ワーク名 物理特性に関するデータの整理 

作業目的 試験結果を基に，土質試料では土粒子の密度，含水比および間隙率を，岩

石試料では，含水比，飽和度，有効間隙率を算出する。 

作業内容 
非定常解析に必要なパラメータを物理試験結果などをもとに整理する。 
土質試料については土粒子の密度，含水比，間隙率，岩石試料については

含水比，飽和度，有効間隙率を取りまとめる。 

注意事項 

・ 岩石試料の「有効間隙率」は JIS や旧建設省の基準案による定義で，

水が移動する空隙としての意味合いではないため，取り扱いには注意

を要する。通常は，指針等による「有効間隙率」よりも水の移動に関

わる間隙のほうが小さい。 

品質管理 

〔データ〕 
・作成日時 
〔処理内容〕 
・ 推定値を用いた場合の理由や値の根拠など 
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ワーク名 地下水頭分布（動水勾配）に関するデータの整理 

作業目的 地下水頭の分布状況を水理地質構造モデルや解析条件の設定に反映で

きるように整理する。 

作業内容 

地下水位調査，自然湧水調査，掘削面湧水調査，間隙水圧測定などか

ら，地下水分布の検討目的に応じた場所，日時または期間の地下水位

データを抽出する。地下水頭分布は通常，地形図上に水位等高線とし

て描かれるか，または，地下水位の経時変化図として表現される。と

りまとめるデータはこのような成果の表現方法によって異なる。 
とりまとめた地下水位データから，地下水等高線図や地下水位経時変

化図を作成する。 
地下水等高線図の作成に利用するデータは離散的なものであるため，

その連続性を吟味する際には帯水層の連続性を考慮することが重要で

ある。一般に地下水位等高線は地形等高線に沿って描かれるが，堆積

構造や割れ目等により透水異方性がある場合は地形の尾根と地下水位

の尾根が一致しない場合もあるため注意を要する。また，数値データ

から機械的に等高線を描く場合はデータの補間手法を明記しておくこ

とが望ましい。さらに，解釈に応じた補間結果を得るためにダミーデ

ータを与える場合もある。 
 

注意事項 

・ 水位等高線としてとりまとめる場合には，できるだけ同一時期のデ

ータを抽出するようにし，また，降水の影響，季節変動および潮汐

変動などの影響を取り除く必要がある。 
・ 地下水位経時変化図を作成する場合は，降水量と気圧変動を合わせ

て図示し，水位変動の特徴を把握しやすくするようにする。また，

掘削工事などの人為的イベントがあった場合は当該日または期間

を明示する。なお，経時変化図では，計測器の異常や井戸内への雨

水の流入など原因が明らかな場合を除いて，できるだけ計測値をそ

のまま図化するようにする。 

品質管理 

〔データ〕 
・ データの出典 
・ 図化対象日時 
・ 補間手法 
・ ダミーデータ（位置（X，Y）とダミー値） 
〔処理内容〕 
・ データのスクリーニングに際して棄却したデータとその理由など 
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ワーク名 湧水量に関するデータの整理 

作業目的 対象地域の湧水地点，湧水量等に関する情報を整理する。 

作業内容 

自然湧水調査，掘削面湧水調査，坑道湧水調査などから地下水の湧水

量を整理する。取得された湧水量が継続して測られたものか散発的な

ものかにかかわらず，データは同一観測地点ごとに時系列にとりまと

め季節変動がわかるようにする。 
とりまとめた時系列データから経時変化グラフを作成する。 

注意事項 
・ 経時変化グラフは降水量データと合わせて表示する。また，掘削工

事などの人為的イベントがあった場合は当該日または期間を明示

する。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 作成日時 
〔処理内容〕 
・ データのスクリーニングに際して棄却したデータとその理由など 
〔判断内容〕 
・ 欠測または枯渇等の有無，期間あるいは周辺工事など 
・ 水質変化などとの関連 

 

 
ワーク名 水収支に関するデータの整理 

作業目的 水収支に関するデータを整理し，必要に応じて利用できるようにする。 

作業内容 

気象観測結果から基底流量や蒸発散量などの水収支に関わるデータを

整理し，水理場の把握のための基礎データとする。 
水収支調査のデータ取得は，気象観測，土壌水分測定，河川流量測定

などから構成される。 

注意事項 

・ 大局的な水収支に関しては，降水，蒸発散，流出，地下水・土壌水

分としての貯留，海洋・湖沼への流出などにおいて適切なマスバラ

ンスが取られていることが重要である。実測データが不足あるいは

欠如している場合は文献などから推定する場合もある。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 作成日時 
・ 算出方法 
〔判断内容〕 
・ 推定値を用いた場合の理由や値の根拠など 
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ワーク名 不飽和浸透特性に関するデータの整理 

作業目的 不飽和浸透特性を整理し，解析のための資料を提供する。 

作業内容 不飽和浸透特性調査から，主要な地層または層相毎の不飽和浸透特性

を整理する。 

注意事項 
・ 不飽和透水係数は実測が難しいため，文献値を用いる場合もある。

整理の際には，文献からの引用値，推定値あるいは実測値であるか

がわかるようにする。 

品質管理 

〔データ〕 
・作成日時 
〔処理内容〕 
・ 文献値や推定値を用いた場合の出典や値の根拠など 
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ワーク名 間隙水圧に関するデータの整理 

作業目的 間隙水圧を水理地質構造の検討および入力値の基礎データとして利用

できるように整理する。 

作業内容 

測定された間隙水圧を一覧表にとりまとめる。とりまとめに際しては，

必要に応じて測定日時ごとの一覧表（場所－間隙水圧）や測定場所ご

との一覧表（時間－間隙水圧）を作成する。 
とりまとめた間隙水圧データを使用して，間隙水圧の深度分布図や経

時変化図を作成する。 
間隙水圧の深度方向の分布を検討する場合には深度分布図を作成す

る。 
深度分布図には同時刻に複数の深度で測定した間隙水圧値を深度に対

してプロットする。 
間隙水圧の経時的な変化を検討する場合には経時変化図を作成する。

経時変化図には同位置で測定した間隙水圧値を時間に対してプロット

する。 
 

注意事項 

・ 深度分布図では，値の絶対値や変化傾向は地質の構成や透水試験結

果などと合わせて評価を行う。また，間隙水圧が急変する箇所があ

った場合は対応する割れ目や断層の有無あるいは当該箇所の地層

の水理的性状を含めて検討を行う。さらに，通常は断面図上で複数

の孔のデータを並べて水理的な連続性の検討を行って帯水層の区

分の資料とする。 
・ 経時変化図を作成する場合には，降水量と気圧変動を加え，沿岸地

域であれば潮位変化もプロットするようにする。間隙水圧の変化は

季節変動のような長期的な変動が帯水層全体の挙動に影響を与え

るため，時系列的な変化を検討する場合には，できるだけ長期間，

少なくとも 1 年程度のデータを使用するようにする。複数の深度の

データを色を変えてプロットし全体の変化傾向を把握する。次に，

気圧変動のキャンセルと潮汐変動のキャンセルを順次行い，それぞ

れの結果による変動傾向を把握する。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 作成日時 
〔処理内容〕 
・ 特記すべき地質情報，人為的イベントなど 
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ワーク名 比貯留係数に関するデータの整理 

作業目的 比貯留係数を整理し，非定常解析のための検討に資する。 

作業内容 

多孔間透水試験によって得られる比貯留係数を一覧表にとりまとめ

る。また，必要に応じて地質区分ごとの平均値あるいは代表値をとり

まとめる。データが少なく平均値を算出できない場合には，試験条件

等を勘案して最も信頼性の高い値を抽出し代表値とする。 

注意事項 

・ ここで言う比貯留係数は単位帯水層あたりの貯留係数（比貯留量）

である。貯留係数は非定常の地下水流動解析に必要なパラメータで

ある。しかし，岩盤の比貯留係数は揚水試験や多孔間透水試験を行

わないと得られないため実測値が乏しい。そこで，一般的には地下

水ハンドブック等の文献から引用する場合が多い。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 作成日時 
・ 利用データ 
〔処理内容〕 
・ 算出法または判断基準 
〔判断内容〕 
・ 代表値の算定にあたっての課題等 

 

 付－1(137) 



JNC TJ8440 2004-006 

 
ワーク名 流向流速に関するデータの整理 

作業目的 対象地域内の地下水の流向流速を水理地質構造の検討および入力値の

基礎データとして利用できるように整理する。 

作業内容 

流向流速測定結果から地盤の地下水の流向流速に関する情報を一覧表

に整理する。 
取りまとめた流向流速データから流向流速分布図を作成する。流向流

速分布図は地形図または特定深度でのスライス平面図上に矢印で流向

を示し，流速に応じて矢印の長さを変える。 

注意事項 

・ 同じ孔で時期を変えて測定したデータがある場合には測定時期の

違いによる差の有無を確認する。差がある場合には周辺の地下水位

データや降水データなどを参考にして差が生じた理由を検討し，意

味のある変化であればその旨を記載し，解析結果との対比を行う際

のインデックスとする。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 作成日時 
・ データの出典またはデータリスト 
〔処理内容〕 
・ データのスクリーニングに際して棄却したデータやその理由など 
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ワーク名 透水係数／透水量係数に関するデータの整理 

作業目的 透水係数／透水量係数を水理地質構造の検討および入力値の基礎デー

タとして利用できるように整理する。 

作業内容 

単孔式透水試験，多孔間透水試験，坑道規模透水試験，床盤注水試験

及び室内透水試験で得られた透水係数／透水量係数を一覧表にとりま

とめる。また，取りまとめの際に異常値や特異値の抽出を行い，不採

用とする場合はその理由を明記する。 
単孔式透水試験で得られた透水係数／透水量係数は，縦軸に深度を横

軸に透水係数をとったグラフにプロットし，深度軸の脇には簡略柱状

図を添える。このグラフから深度変化や地質との対応を把握する。 
地層ごとに平均値を算出し解析に用いる帯水層を区分するための資料

とする。透水係数／透水量係数の平均値は，トンネル湧水の実測値と

の対応関係が良いことなどから経験的に対数平均を用いることが多

い。なお，平均値を算出した際には母集団の個数を明記する。 

注意事項 

・ 室内透水試験は試験試料を整形する必要性から割れ目などの少な

い試料が選ばれることが多く，原位置で測定された透水係数よりも

小さな値となることが多い。したがって，透水係数の統計処理の際

には原位置試験と室内試験とは区別しておく必要がある。 
・ 亀裂性岩盤において原位置で測定された透水係数が同一箇所の室

内試験による透水係数より小さな値であった場合は，原位置試験に

エラーがあるか室内試験の試料にエラーのある可能性が強い。この

ような逆転現象があった場合は試験のデータシートに戻って原因

を吟味する必要がある。 
・ 一覧表は項目ごとに並べ替えを行い，平均値や最大，最小値の算出

ができるようにしておく。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 作成日時 
〔処理内容〕 
・ データを棄却した場合はその理由など 

 

 付－1(139) 



JNC TJ8440 2004-006 

 
ワーク名 地表水の化学特性に関するデータの整理 

作業目的 地表水の化学特性に関するデータを整理する。 

作業内容 
地表水の化学特性に関するデータ（pH，EC，化学組成，同位体組成な

ど）のデータ一覧，各種グラフを整理する。各項目ごとに特徴を整理

する。水質をタイプ分けし，水質分布図を作成する。 

注意事項 

・ 取り扱うデータの品質保証の再吟味が重要(位置，単位，検出限界，

精度，誤差等々) 
・ 水質タイプわけの基準を明確にすること。他のデータを参考にした

場合は，記録を残し根拠を明確にすること。 
・ 分布図を作成する際，境界位置の根拠があれば記録を残すこと。作

図に従った場合は，その手法の記録を残すこと。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 各データのインデックスの記録 
・ 整理データ項目 
〔処理内容〕 
・ 水質タイプわけの根拠と基準 
・ 作図方法 

 

 
ワーク名 地下水の化学特性に関するデータの整理 

作業目的 地下水の化学特性に関するデータを整理する。 

作業内容 
地下水の化学特性に関するデータ（pH，EC，Eh，化学組成，同位体

組成など）のデータ一覧，各種グラフを整理する。各項目ごとに特徴

を整理する。水質をタイプ分けし，水質分布図を作成する。 

注意事項 

・ 取り扱うデータの品質保証の再吟味が重要(位置，単位，検出限界，

精度，誤差等々) 
・ 水質タイプわけの基準を明確にすること。他のデータを参考にした

場合は，記録を残し根拠を明確にすること。 
・ 分布図を作成する際，境界位置の根拠があれば記録を残すこと。作

図に従った場合は，その手法の記録を残すこと。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 各データのインデックスの記録 
・ 整理データ項目 
〔処理内容〕 
・ 水質タイプわけの根拠と基準 
・ 作図方法 
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ワーク名 岩盤の力学特性に関するデータの整理 

作業目的 岩盤の力学物性に関する個々のデータを整理する。 

作業内容 

岩盤の力学物性に関する各種調査（地表調査，試錐孔調査，坑道を利

用した試験・測定）のプロダクトとしてのデータ一覧を整理する。 
これに地形・地質平面データあるいはボーリング断面データを結合し，

3 次元の力学特性分布図を作成する。 

注意事項 
・ 岩種ごとの頻度分布情報や深度(依存)情報の取りまとめが必要。 
・ 取り扱うデータの品質保証の再吟味が重要(位置，単位，検出限界，

精度，誤差等々)  

品質管理 

〔データ〕 
・ 各データのインデックスの記録 
・ 整理データ項目 
〔処理内容〕 
・ 作図方法 

 

 
ワーク名 岩盤応力に関するデータの整理 

作業目的 初期地圧などの岩盤応力に関するデータを整理する｡ 

作業内容 水圧破砕法もしくは応力解放法によって求められた応力方向データを

整理する。各地点における応力方向情報を平面図にまとめる｡ 

注意事項 特に無し 

品質管理 

〔データ〕 
・ 各データのインデックスの記録 
〔処理内容〕 
・ 作図方法 
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ワーク名 キャリブレーション用データ整理 

作業目的 解析におけるキャリブレーション用のデータを整理する｡ 

作業内容 

種々の解析対象ごとに評価結果と実測結果の比較対象となる得るキャ

リブレーション用のデータを整理する。 
（地下水流動シミュレーション） 
地下水位データをまとめ，地下水位分布図を作成する｡ 
被圧層の圧力水頭分布をまとめる｡ 
（地球化学シミュレーション） 
水質データをまとめ各成分に対する水の地球化学図を作成する｡ 
（熱シミュレーション） 
温度データをまとめ熱勾配分布図を作成する｡ 

注意事項 ・ 取り扱うデータの品質保証の再吟味が重要(位置，単位，検出限界，

精度，誤差等々) 

品質管理 

〔データ〕 
・ 各データのインデックスの記録 
・ 整理データ項目 
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ワーク名 地形分布の解釈 

作業目的 地形データの各種解析により，水理地質構造モデルや解析条件の設

定に反映できるように地形分布を解釈する。 

作業内容 

〔地形区分と地形特徴の抽出〕 
① 傾斜量および傾斜方位算出：数値標高モデル（DEM）および数値

表層モデル（DSM）を用い，ピクセル毎の傾斜量（角度）および

傾斜方位を算出する。 
② 画像化：算出された傾斜量および傾斜方位を画像化し，傾斜量図，

傾斜方位図を作成する。 
③ 地形区分：傾斜量図および傾斜方位図を判読し，地形区分および地

形特徴の抽出を行う。 
〔起伏量解析〕 
① 起伏量算出：数値標高モデル（DEM）および数値表層モデル（DSM）

を用い，ある一定範囲内の起伏量（最高標高－最低標高）を算出す

る。 
② 画像化：算出された起伏量を画像化，起伏量図を作成する。 
〔集水面積解析〕 
① 集水面積算出：数値標高モデル（DEM）および数値表層モデル

（DSM）を用い， あるピクセルから上流に存在する全てのピクセ

ルをカウントし集水（流域）面積を算出する。 
② 画像化：算出された集水面積を画像化，集水面積図を作成する。 

注意事項 特に無し 

品質管理 

〔データ〕 
・使用 DEM・DSM データ 
〔処理内容〕 
・ 傾斜量・傾斜方向算出方法 
・ 起伏量算出方法 
・ 集水面積算出方法 
・ 画像表示方法 
・ 地形区分項目 
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ワーク名 地質分布の解釈 

作業目的 3 次元の地質分布モデル作成により，水理地質構造モデルや解析条件の

設定に反映できるように地質分布を解釈する。 

作業内容 

個々の調査により把握された 1 次データを整理し，2 次データ（3 次元

の岩相分布モデル）として集約する。 
・地表調査による 1 次データを統合し，岩相区分を行い，その 2 次元

岩相分布モデル（第 1 案）を作成する。断面図の作図により 3 次元

岩相分布を把握する｡その際，深部情報を持つ，物理探査により把握

された物性分布を対比・照合する。物性分布の反映により第 1 案を

修正し，第 2 案とする。 
・ 試錐孔調査，坑道を利用した試験・調査による 1 次データを用いて，

垂直方向の岩相分布情報を整理し，第 2 案の修正を図り，第 3 案を

作成する。根本的な乖離（第 2 案で推定した岩相ユニット分布と地

下データが整合しない等）が生じた場合には，第 1 案作成作業に立

ちかえる。 

注意事項 

・ 地表調査からの作図による同一岩相ユニット内に，物理探査におい

て複数の物性区分が認められる場合には，変質による物性変化（低

比抵抗化，弾性波速度の低下など）や，未想定の地質ユニット（貫

入岩など）の存在可能性を検討し，試錐孔調査・坑道を利用した試

験測定の結果と対比を行う。岩相・変質により物性区分の解釈が困

難な場合には，割れ目特性による可能性を考慮する。 
・ リモートセンシング調査の活用：近年，盛んに打ち上げられている

衛星センサーでは，高空間分解能・広波長帯域のデジタルデータが

取得でき，種々の画像処理・解析が可能である。調査密度が充分で

はない地質踏査エリアに対する補完的手法として有効であるほか，

現地調査実施前のパイロット的基礎データとして活用できる。 
・1 次データのインデックス：3 次元岩相分布モデル図の修正作業にお

いて，各 1 次データ間に矛盾が発生した場合には，1 次データに立

ち戻り，インデックスを確認する必要性がある。 

品質管理 

〔判断内容〕 
・ 岩相区分の区分基準 
〔処理内容〕 
・ 作図方法（岩相境界） 
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ワーク名 岩石組成分布の解釈 

作業目的 各種解析図を作成し，水理地質構造モデルや解析条件の設定に反映で

きるように岩石組成分布を解釈する。 

作業内容 

整理した分析結果の解釈をする。成分ごとの関係を把握するため，成

分間の相関表，図（ハーカー図，MFA（FeO，MgO，Na2O+K2O の相

関）図），REE 規格図等を作成する。また，空間的な関係を把握するた

め，空間プロファイル（深度－成分表，図等）や深度ごとの REE 規格

化プロファイル図を作成する。これらの図表から，特徴的な傾向がみ

られる場合，ある試料の測定結果が特異的な値を示す場合，コロイド

の観察記載や，採取時の情報や周辺環境，周辺地質情報のなどが記述

された文献等を絡めて解釈し記載する。 

注意事項 特に無し 

品質管理 

〔データ〕 
・標準試料データ（REE 図用：C1 コンドライト，JSl-1，NACS 等） 
〔処理内容〕 
・ 解釈の参考に用いた文献 

 

 
ワーク名 水理地質構造の解釈 

作業目的 各種解析図を作成し，水理地質構造を解釈する。 

作業内容 
地層の分布と透水係数の分布から水理地質構造を推定する。主として

高透水帯と難透水帯の境界を定め，水が移行する経路に関して情報を

解釈する。また地球化学的情報なども解釈の一助として利用する。 

注意事項 ・ 地層の分布や透水係数の分布から推論される水理地質構造と地球

化学情報に整合性があることが望ましい。 

品質管理 

〔データ〕 
・地質構造情報 
・透水性情報 
〔処理内容〕 
・高透水帯であることの判断根拠 
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ワーク名 水質分布の解釈 

作業目的 各種解析図を作成し，水理地質構造モデルや解析条件の設定に反映で

きるように水質分布を解釈する。 

作業内容 

〔地下水水質データの解釈〕 
整理した分析結果を解釈する。 
濃度相関表，濃度相関図を作成して成分ごとの関係を把握する。 
水質のタイプ区分を実施するために，絶対濃度グラフ（Collins の棒

グラフ，ヘキサダイアグラム等），相対濃度グラフ（トリリニアダイア

グラム等）を作成する。さらに時間的な傾向を把握するために，同一

地点（緯度，経度，標高（深度））の時間ごとの測定結果が存在する場

合，時間変化をみるため，時間プロファイル表，図（時間－濃度表，

時間－濃度図等の水質変動表，図）を作成する。同じく，空間的な傾

向を把握するために，同種（表層水や，同一帯水層の地下水）の試料

や同一地点（緯度，経度）の試料に関して，空間分布をみるために空

間プロファイル表，図（水平分布：基準となる地点からの距離－濃度

表・図や，等値線（濃度）図，ヘキサダイアグラムの水平配値図等。

鉛直分布：標高（深度）－濃度図表，等値線（濃度）図や，ヘキサダ

イアグラムの鉛直配値図等）を作成する。 
〔同位体データの解釈〕 
整理した分析結果を解釈する。測定項目間の関係を把握するため，

測定項目ごとの相関表，相関図（δダイアグラム等）を作成する。 
放射性同位体の測定結果から滞留時間を算出する。時間的な傾向を

把握するために，同一地点（緯度，経度，標高（深度））の時間ごとの

測定結果が存在する場合，時間プロファイル表，図（時間－測定結果

表，時間－測定結果図等の時間変動表，図）を作成する。さらに空間

的な傾向を把握するために，同種（表層水や，同一帯水層の地下水）

の試料や同一地点（緯度，経度）の試料に関して，空間プロファイル

表，図（水平分布：基準となる地点からの距離－測定結果表・図や，

等値線（測定結果，滞留時間）図。鉛直分布：標高（深度）－測定結

果図表，等値線（測定結果，滞留時間）図等）を作成する。 
〔水－岩石相互作用データの解釈〕 

CEC 試験結果，交換性陽イオン測定結果，水溶性イオン測定結果，

吸着試験結果をまとめて表にする。分散係数は吸着量/(液相濃度)aから

求める（Freundlich の吸着式，a は定数(0.7～1.2)）。さらに，a=1（Henry
の吸着式）のとであれば，1＋(乾燥密度/間隙率)×分散係数で遅延係数

を求める。 
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（水質分布の解釈の続き） 

注意事項 

〔地下水水質データの解釈〕 
・ 図表を作成した上で，特徴的な傾向（水質タイプ等）がみられた場

合，または，他の試料と比較して特異な水質を示す試料やイオンバ

ランスが不適であった試料について，測定値の再確認，再測を実施

しても特異な結果が得られた場合，採取時の情報や周辺環境，周辺

地質情報のなどが記述された文献等を絡めて解釈し記載する。 
〔同位体データの解釈〕 
・ 図表から，特徴的な傾向がみられる場合，ある試料の測定結果が特

異的な値を示す場合，採取時の情報や周辺環境，周辺地質情報のな

どが記述された文献等を絡めて解釈し記載する。 
〔水－岩石相互作用データの解釈〕 
・ 解釈結果と水質組成，岩石・鉱物組成等のデータと対比し，妥当性

を評価する必要がある。 

品質管理 

〔データ〕 
・水質データ 
〔処理内容〕 
・ 水質タイプ区分基準（山本（1983）等） 
・ 元素の壊変定数 
・ 初生比 
・ 年代計算式（兼岡（1998）など） 
・ 同位体比編年表（Claupool et al.，1980 など） 
・ 解釈の参考に用いた文献 
〔判断内容〕 
・採取時観察情報（濁り，気泡，臭い等） 
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ワーク名 透水性構造分布の解釈 

作業目的 各種水理データから，各種解析図を作成し，水理地質構造モデルや解析条

件の設定に反映できるように水理地質区分を設定する。 

作業内容 

各地質区分ごとに透水係数，間隙水圧分布，流向流速分布などの水理デー

タを検討し，水理地質区分を設定する。 
主な検討事項は次のとおり。 
・ 地質区分ごとに透水係数を統計処理し，そのばらつき具合を検討する。 
・ 透水係数，有効間隙率の地域依存性，深度依存性の検討を行う。 
・ 透水係数，有効間隙率と割れ目分布との関係を検討する。 
・ 各地質区分内で間隙水圧分布が不連続な箇所の有無を検討する。 
・ 各地質区分内で流向流速が急激に変化する箇所の有無を検討する。 
・ 透水係数の異方性を検討する。 
これらの検討結果，例えば次のような設定変更が考えられる。 
・ 1 地質区分を風化やゆるみの程度によって複数の区分に分ける。 
・ 1 地質区分を更に岩級区分毎に分ける。 
・ 間隙水圧分布が不連続な箇所に薄い難透水性の区分を追加する。 
・ 水みちのある箇所に薄い高透水性の区分を追加する。 
・ 割れ目の分布密度によって複数の区分に分ける。（亀裂性媒体を等価な

多孔質媒体とする場合） 
・ 厚みのある断層を独立の区分にする。 
・ 水理的性質が類似の複数の地質区分を 1 つの水理地質区分に統合する。 

注意事項 

・ 堆積岩の場合，地層もしくは層相区分をそのまま水理地質区分とできる

場合が多い。ただし，地質構造モデルでは比較的規模が小さくても，軽

石質や礫質などの比較的高透水な層や泥質の比較的低透水な層の存在

に注意しておくことが望ましい。 
・ 間隙水圧分布が不連続な箇所や流向流速が急激に変化する箇所と地質

構造（不連続面，断層，割れ目，不透水層の存在等）の整合性を十分検

討する。これらの整合性がない場合には，測定データの精度や確度をチ

ェックし，また，地質データを整理する際に割れ目等を見落としていな

いかをチェックする。チェックの結果問題があると判断したら，フィー

ドバックをかける。 
・ 空洞掘削後の予測解析など，変化が与えられた状態の場を解析する場合

には，擾乱やゆるみによって物性値が変化する可能性があることも踏ま

えて区分の検討を行う。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 地質区分との対比。水理地質区分上の問題点。 
〔モデル〕 
・ 解析のバージョンとの対応。地質構造モデルとの整合性。 
〔判断内容〕 
・ 地質構造モデルとの整合性を含む，水理地質の区分の根拠。 
〔処理内容〕 
・ 水理地質の区分結果。特に地質区分からの変更点。 
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ワーク名 断層分布の解釈 

作業目的 各種水理データから，水理地質構造モデルや解析条件の設定に反映で

きるように断層分布を解釈する。 

作業内容 

個々の調査により把握された 1 次データの整理結果を 2 次データとし

て集約する。 
リモートセンシング調査，地形調査，地質踏査・トレンチ調査による 1
次データから，割れ目の種類・長さ・走向傾斜・充填物・湧水状況・

共役断層の組み合わせから推定される応力場などを調査エリア内で

｢割れ目構造ユニット｣としてパターン分類し，種類地表付近の割れ目

特性分布モデル（第 1 案）を作成する。 
 

注意事項 

・ 1 次データのインデックス：使用するデータが小構造に関するもの

であり，記載するスケールの範囲（例えば長さ，幅等）について，

予め定めた方が整合性のあるデータを取得可能と考える。例えば，

長さ 20cm，幅 0.1mm 以下の小構造は観察対象とはしないことに

より，バックグランドを絞れることになる。データの整理において

は，どのデータを使用するかの取捨選択，どのデータをベースに取

り扱うかの判断が必要である。 
・ 地質構造発達史への寄与：小断層解析による主応力場解析は，地質

構造発達史のベースの一つとして重要である。小断層の性状や前後

関係が特に重要である。 
・ 3 次元地質分布モデルとの整合性：地質分布モデルで取り扱われる，

露頭規模以上の大規模な断層や破砕帯と，その周囲に分布する小規

模割れ目との方向性や性状等の比較検討が必要である。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 使用データ 
〔モデル〕 
・ 割れ目構造ユニットの区分基準 
・ 共役割れ目セット抽出の基準 
〔判断〕 
・ 1 次データ間の整合性 
〔処理内容〕 
・ 内挿・外挿の設定方法 
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ワーク名 地下水頭分布（動水勾配）の解釈 

作業目的 地下水頭の分布状況を水理地質構造モデルや水理解析条件の設定に

反映できるように解釈する。 

作業内容 

整理した地下水位データから地下水等高線図や地下水位経時変化図を

作成する。 
地下水等高線図の作成に利用するデータは離散的なものであるため，

その連続性を吟味する際には帯水層の連続性を考慮することが重要で

ある。一般に地下水位等高線は地形等高線に沿って描かれるが，堆積

構造や割れ目等により透水異方性がある場合は地形の尾根と地下水位

の尾根が一致しない場合もあるため注意を要する。また，数値データ

から機械的に等高線を描く場合はデータの補間手法を明記しておくこ

とが望ましい。さらに，解釈に応じた補間結果を得るためにダミーデ

ータを与える場合もある。 
 

注意事項 

・ 地下水位経時変化図を作成する場合は，降水量と気圧変動を合わせ

て図示し，水位変動の特徴を把握しやすくするようにする。また，

掘削工事などの人為的イベントがあった場合は当該日または期間

を明示する。なお，経時変化図では，計測器の異常や井戸内への雨

水の流入など原因が明らかな場合を除いて，できるだけ計測値をそ

のまま図化するようにする。 

品質管理 

〔データ〕 
・利用したデータの属性 
〔処理内容〕 
・離散データの連続化の根拠 
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ワーク名 基本物性分布の解釈 

作業目的 基本物性の分布状況を水理地質構造モデルや熱解析・力学解析の条

件の設定に反映できるように解釈する。 

作業内容 
岩石の基本物性データ一覧を整理し，これに地形・地質平面データ

あるいはボーリング断面データを結合し，3 次元の基本物性分布図とし

て解釈する。 

注意事項 
・ 岩種ごとの頻度分布情報や深度(依存)情報の取りまとめが必要。 
・ 取り扱うデータの品質保証の再吟味が重要(位置，単位，検出限界，

精度，誤差等々)。 

品質管理 

〔データ〕 
・使用データ 
〔判断内容〕 
・原位置情報とモデルの乖離 
〔処理内容〕 
・解析方法の記録 

 

 
ワーク名 熱物性分布の解釈 

作業目的 熱物性の分布状況を水理地質構造モデルや熱解析条件の設定に反映で

きるように解釈する。 

作業内容 
岩石の熱物性データ一覧を整理し，これに地形・地質平面データある

いはボーリング断面データを結合し，3 次元の熱物性分布図として解釈

する。 

注意事項 
・ 岩種ごとの頻度分布情報や深度(依存)情報の取りまとめが必要。 
・ 取り扱うデータの品質保証の再吟味が重要(位置，単位，検出限界，

精度，誤差等々)。 

品質管理 

〔データ〕 
・使用データ 
〔判断内容〕 
・原位置情報とモデルの乖離 
〔処理内容〕 
・解析方法の記録 
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ワーク名 力学物性分布の解釈 

作業目的 力学物性の分布状況を水理地質構造モデルや力学解析条件の設定に反

映できるように解釈する。 

作業内容 
岩石の力学物性データ一覧を整理し，これに地形・地質平面データあ

るいはボーリング断面データを結合し，3 次元の力学物性分布図として

解釈する。 

注意事項 
・ 岩種ごとの頻度分布情報や深度(依存)情報の取りまとめが必要。 
・ 取り扱うデータの品質保証の再吟味が重要(位置，単位，検出限界，

精度，誤差等々)。 

品質管理 

〔データ〕 
・使用データ 
〔判断内容〕 
・原位置情報とモデルの乖離 
〔処理内容〕 
・解析方法の記録 

 

 付－1(152) 



JNC TJ8440 2004-006 

 
ワーク名 涵養量の解釈 

作業目的 地下水流動解析に際して考慮するべき条件として，涵養量等を解釈す

る。 

作業内容 

水理データ及び地形・地質データの中から地下水流動解析で使用する

境界条件，初期条件の設定に使えるデータを抽出し，解析に際して考

慮するべき条件を整理する。また，解析上考慮することができるが，

解析目的や評価ポイントから考えて条件設定を省略する場合や，条件

を仮定して設定する場合についても整理する。 
例えば次のような条件が考えられる。 
・必要な解析領域の広さ。 
・側方境界の設定方針と種別。 
・不飽和領域を取り扱うか否か。 
・地表からの降雨による涵養とその涵養量。 
・地表水を含めて取り扱うか否か。 
・空洞の存在やそこからの揚水。 
・井戸がある場合，そこからの揚水。 
・水頭値分布や飽和度分布 

これらのうち，誤差範囲が広い条件や仮定を含む条件については，複

数の条件設定でそれぞれ解析し（パラメータスタディ），結果を比較し

て最もよく現況を再現できたケースを選択する方針をたてる場合がよ

くある。その場合には，その変動の許容範囲も整理する。複数のパラ

メータスタディ項目をもうける場合には，その項目間の関連づけや優

先順位についても整理する。 
以上により涵養量のあり方を解釈する。 

注意事項 
 
特に無し 
 

品質管理 

〔データ〕 
・ 使用データ 
〔モデル〕 
・ 解析のバージョンとの対応 
〔判断内容〕 
・ 各条件の抽出根拠（不設定の判断も含めて） 
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ワーク名 キャリブレーション用データの解釈 

作業目的 解析におけるキャリブレーション用のデータを解釈する｡ 

作業内容 

（地下水流動シミュレーション） 
地下水位データをまとめ作成した地下水位分布図を解釈する｡ 
被圧層の圧力水頭分布を解釈する｡ 
（地球化学シミュレーション） 
水質データをまとめて作成した各成分に対する水の地球化学図を解釈

する｡ 
（熱シミュレーション） 
温度データをまとめた熱勾配分布図を解釈する｡ 

注意事項 ・ 取り扱うデータの品質保証の再吟味が重要(位置，単位，検出限界，

精度，誤差等々)。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 各データのインデックスの記録 
・ 整理データ項目 
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ワーク名 地質分布モデルの作成 

作業目的 地質の一次データを総合的に扱い，三次元の地質分布モデルとして整

理することにより，地質構造モデル作成の基礎とする。 

作業内容 

岩相図を既存データ(地質図等)と整合対比させ，地層区分を行う。地層

の定義に従い地層名を決定し (産出化石，微化石調査結果・顕微鏡結果

等を参考にする) ，地質柱状図を作成する。このとき，岩相的層序区分

と年代的層序区分の二つの観点から単位名を区別する。対比が不可能

な場合には，新たに地層を定義し，地層名を命名する。その際，各層

の年代，新旧関係については同位体調査や微化石調査の結果も参考に

する。 
地層区分を行った岩相図と断裂帯・褶曲構造といった地質構造を併せ

て地形図に描き，地質平面図を作成する。 
次に，地質柱状図とボーリング調査・坑道調査により得られた地下デ

ータ (柱状図) を，物理探査により得られた物性分布データと対比・照

合させ，3 次元の地質分布モデルを作成する。 

注意事項 特に無し 

品質管理 

〔データ〕 
・ 調査位置 
・ 使用データ 
〔処理内容〕 
・ 色彩・記号の基準  ( 国際地質図委員会等 ) 
・ 断面図作成方法 (フリーハンド・バスク図法・直線法等) とその選択

基準） 
・ 一次データ間の整合性・品質 
・ 一次データの棄却の履歴と根拠 
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ワーク名 構造モデルの作成 

作業目的 個々の地質データを総合的に扱い，水理地質解析上重要な割れ目分布

モデルを作成することにより，地質構造モデル作成の基礎とする。 

作業内容 地形地質調査における個々の調査により把握された 1 次データを整理

し，2 次データ（3 次元の割れ目特性分布モデル）として集約する。 

注意事項 

・ 1 次データのインデックス：使用するデータが小構造に関するもの

であり，記載するスケールの範囲（例えば長さ，幅等）について，

予め定めた方が整合性のあるデータを取得可能と考える。例えば，

長さ 20cm，幅 0.1mm 以下の小構造は観察対象とはしないことに

より，バックグランドを絞れることになる。データの整理において

は，どのデータを使用するかの取捨選択，どのデータをベースに取

り扱うかの判断が必要である。 
・ 地質構造発達史への寄与：小断層解析による主応力場解析は，地質

構造発達史のベースの一つとして重要である。小断層の性状や前後

関係が特に重要である。 
・ 3 次元地質分布モデルとの整合性：WA2.2 の地質分布モデルで取り

扱われる，露頭規模以上の大規模な断層や破砕帯と，その周囲に分

布する小規模割れ目との方向性や性状等の比較検討が必要である。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 使用データ 
〔モデル〕 
・ 割れ目構造ユニットの区分基準，共役割れ目セット抽出の基準 
〔判断内容〕 
・ 判断：1 次データ間の整合性 
〔処理内容〕 
・ 処理方法：内挿・外挿の設定方法 
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ワーク名 地質構造モデルの作成 

作業目的 地質構造の 3 次元モデルを作成する。 

作業内容 地質分布モデル，構造モデルを統合し，3 次元の地質構造モデルを作成

する。 

注意事項 

・ 合理的なモデル作成：個々のデータを積み上げながら，合理的に説

明可能な地質構造モデルの作成が重要である。それぞれのデータに矛

盾がある場合，前段階のワークに立ちかえり，再解析が必要である。

その場合，データの消去法を併用することが一つの方法としてあげら

れる。 
・ 水理地質構造モデルへの繋がり：地質構造モデルは，次の段階とし

て水理地質構造モデルに繋がるものであり，破砕帯を伴う大構造と，

肉眼オーダーの小構造とを比較検討し，いわゆる水みちがどこをどの

ように連結していくのかを明示できるものが理想的である。そのため

には，モデル化のためのデータを取得して行く調査法と，基礎的な

種々のデータを取得し最後にモデル化を行う調査法がある。単一の構

造に関連した地下水流動が主体的なのか，あるいは複数の小規模な構

造の密集したところが水みちになるのかを明示することが，地質構造

モデルの作成の中で最も重要な項目の一つである。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 使用データ 
〔モデル〕 
・ 地形構造発達史の内容の記録 
〔判断〕 
・ 地質ユニット分布，割れ目構造ユニット及び物理特性ユニットの整

合性に関する情報の記録 
〔処理内容〕 
・内挿・外挿の設定方法 
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ワーク名 水理地質構造モデルの作成 

作業目的 地下水流動解析の解析領域内の水理地質構造モデルを作成する。 

作業内容 

水理地質区分とメッシュ分割方針に基づいて地質構造モデルを整理

し，また，不足しているモデルを追加して，水理地質構造モデルとす

る。 
例えば次の作業を行う。 
・ 水理地質区分をモデリングする。 
・ 水理地質区分を分けているモデルを削除する。 
・ 地質構造モデルの作成範囲が解析領域より狭い場合には，外挿によ

りモデルを拡大する。 
・ メッシュ分割方針に従って，必要な点の追加，不要な点の削除など

の編集を行う。 

注意事項 特に無し 

品質管理 

〔データ〕 
・ 使用データ 
〔モデル〕 
・ 解析のバージョンとの対応。 
〔判断内容〕 
・地質構造モデルへの追加，地質構造モデルからの変更の根拠 
〔処理内容〕 
・関連する処理作業の情報 
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ワーク名 メッシュ分割 

作業目的 地下水流動解析の解析領域をメッシュ分割して構造データを作成す

る。 

作業内容 

解析領域を使用する解析コードの構造データの入力ルールや制約条件

に合致するようにメッシュ分割し，構造データを作成する。 
メッシュ分割に際しては次の点を考慮する。物性値（特に透水係数）

が周囲と大きく異なっている水理地質区分がある場合には，その区分

の要素や格子点の連結性については特に注意する。 
・必要な評価が可能かどうか 
・解析条件がきちんと設定できるかどうか 
・評価対象の水理地質区分を反映できるかどうか 

注意事項 
・ 水頭分布や流動方向が大きく変化する可能性のある箇所の付近（物

性値が大きく異なる水理地質区分の接する境界付近，地形が急峻な箇

所の付近）は細かくメッシュ分割することが望ましい。 

品質管理 

〔データ〕 
・作成日時 
〔処理内容〕 
・ メッシュ分割方針（概略の節点数，要素数や格子点数，各方向の分

割数，要素形状，要素サイズなど）とその理由 
〔判断内容〕 
・メッシュ分割にあたって特に考慮した事項とその理由 
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ワーク名 境界条件の設定 

作業目的 地下水流動解析の解析領域と境界条件の設定方針を決定し，それに基

づいて使用する境界条件データを作成する。 

作業内容 

 対象とする地下水流動場を評価するための解析領域を決定する。 
境界条件が合理的かつ容易に設定でき，使用する解析コードで解析で

きる形状になるよう側方境界，上部境界，底部境界を決定する。各境

界の境界条件の設定方針も併せて決定する。解析コードによっては解

析領域の形状に制約があるので，その場合はその制約も考慮して設定

する。 
事前により大きなモデルの解析を実施している場合には，その結果か

ら境界条件を設定することを前提に，任意の領域を設定することもで

きる。地下水流動解析で使用する境界条件データを作成する。設定す

る境界は側方境界，上部境界，底部境界，内部境界である。 
各境界種別の解析上の扱いをきちんと理解した上で，解析に適用可能

なデータを作成する。 
次に，側方境界，上部境界，底部境界は，境界位置と境界条件の設定

方針に基づいて，各境界の境界種別（不透水境界，水頭指定境界，流

量指定境界，降雨浸透境界など）と値（水頭指定境界の場合は水頭値，

流量指定境界の場合は流量，降雨浸透境界の場合は涵養量）を設定す

る。 
 

 

 付－1(160) 



JNC TJ8440 2004-006 

（境界条件の設定の続き） 

注意事項 

〔側方境界〕 
・ 分水嶺を不透水境界，海岸や河川を水頭指定境界とすることが多

い。側方境界を地形に基づいて分水嶺とする場合には，検討対象領

域の主たる評価箇所に対してもその境界が分水界となっていると

考えられるかに留意する。 
〔上部境界〕 
・ 上部境界は，地表面に設定することが多い。地上の部分には降雨に

よる涵養を考慮した設定，海底，湖底，川底の部分は水頭指定境界

として海面や水面の水位を設定することが多い。解析の評価対象位

置より上に，下位の地層より十分低透水な地層がある場合はその下

限面を不透水の上部境界とすることもある。降雨による涵養を考慮

した設定とする場合には，その涵養量（降水量×浸透率）の設定方

針を決める。 
〔底部境界〕 
・ 底部境界は，上位の地層より十分低透水な地層がある場合はその上

限面に不透水の底部境界を設定することができる。そのような地層

がないもしくは確定できない場合や透水係数の小さい地層も考慮

にいれる必要がある場合には解析の評価箇所より十分深い位置に

不透水の底部境界を設定することが多い。その場合，その設定位置

が解析の評価に対して影響を与えないかに留意する。また，底部境

界深度が評価箇所に与える影響をパラメータスタディし，その結果

から最終的な設定深度を決定することもある。 
〔内部境界〕 
・ 内部境界には，揚水している井戸や排水をしている空洞などがあ

る。その実態に応じて水頭指定境界や流量指定境界を設定する。 

品質管理 

〔データ〕 
・作成日時 
〔処理内容〕 
・ 境界位置決定理由 
・ 境界条件の設定根拠 

 

 付－1(161) 



JNC TJ8440 2004-006 

 
ワーク名 地下水流動解析モデルの作成 

作業目的 地下水流動解析モデルに構造データ，割れ目データ（亀裂性媒体の場

合），物性値データ，境界条件データ，初期条件データを入力する。 

作業内容 

構造データ，物性値データ，割れ目データ（亀裂性媒体の場合），境界

条件データ，初期条件データを，使用する解析コードの入力ルールに

従って地下水流動解析モデルに入力する。パラメータスタディ項目は

初期設定値の入力で対応する。 

注意事項 ・ 値の入力に際しては，単位に注意する。流量や涵養量は符号にも注

意する。 

品質管理 

〔データ〕 
・作成日時 
〔処理内容〕 
・ データの不足箇所，不適切箇所とそれへの対応結果 
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ワーク名 地球化学モデルの作成 

作業目的 3 次元の水質分布図及び岩石化学特性分布図に地質構造モデルを結合

し，地球化学データの 3 次元モデルを作成する。 

作業内容 

3 次元の水質分布図，岩石化学特性分布図に，地質構造モデルを結合し，

3 次元の地球化学データ分布図を作成する。また，3 次元の地球化学デ

ータ分布図を元にして種々のモデルを作成する。作成する地球化学モ

デルとしては，次の各項目が例示される。 
・ 水質形成機構モデル：多変量解析や主成分解析などを通じて，水

質を形成している主要なメカニズムを表すモデル。メカニズムと

しては，たとえば陸水／海水混合，停滞場における岩石－水反応

などが挙げられる。 
・ 岩石－水反応モデル：対象地域における岩石と水の反応メカニズ

ムを表すモデル。一般に地中の水分は比較的移動速度が遅く，平

衡論により説明できる場合がある。 
・ 地球化学的水理モデル：地下水流動解析結果と対比することによ

り，水の流れと物質移動の状況をモデル化する。岩石－水反応の

寄与が比較的乏しい水素や酸素の同位体分析による年代測定結

果や塩素濃度の分布などが地球化学データと地下水流動解析結

果の対比に用いられる。沿岸地域における塩淡境界の評価のよう

に大局的な評価に用いられる場合や，酸化還元電位の分布による

地質的風化帯の評価のように局所的な評価に用いられる場合な

どがあり得る。 

注意事項 

・ 水質形成機構及び物質循環機構を盛り込んだモデル作成を目標と

する。 
・ 地下水年代値と水理データによる地下水の貯留時間との比較検討

が重要，すなわち，地下水流動計算等の検証に利用可能となる方向

性が必要である。 

品質管理 

〔データ〕 
・使用データ 
〔モデル〕 
・地下水水質形成モデル，地下水流動モデルとの比較 
〔判断内容〕 
・原位置情報とモデルの乖離 
〔処理内容〕 
・解析方法の記録 
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ワーク名 岩盤力学モデルの作成 

作業目的 
3 次元の基本物性分布図，熱物性分布図及び力学物性分布図に，地質構

造モデルを結合し，岩盤力学物性データの 3 次元分布図を作成する。

さらにこれを元に力学構造解析モデルを作成する。 

作業内容 

3 次元の基本物性分布図，熱物性分布図及び力学物性分布図に，地質構

造モデルを結合し，3 次元の岩盤熱物性・力学物性データ分布図を作成

する。さらに岩盤熱物性データ分布図を元にして，岩盤の熱解析モデ

ルを構築する。また，岩盤力学物性データ分布図を元にして，岩盤の

力学構造解析モデルを構築する。 
熱解析モデルは，固体のみによる熱伝達を扱う熱伝達モデルと，これ

に合わせて熱に伴う液体の対流を扱う熱対流モデルに分けられる。熱

源としては地熱などの天然事象によるものと，発熱性廃棄体などの人

工構造物よるものがある。 

注意事項 

・ 力学構造解析モデルは，地下における空洞安定性の評価に用いられ

る。特に空洞の掘削面近傍は緩み域が発生している可能性があり，

この規模と緩み状況は処分場近傍の水理状況にも影響する可能性

がある。 

品質管理 

〔データ〕 
・使用データ 
〔モデル〕 
・原位置情報とモデルの乖離 
〔処理内容〕 
・解析方法 
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ワーク名 地下水流動解析の実施 

作業目的 地下水流動について計算し，結果を出力する。必要に応じてその結果

を評価する。 

作業内容 

使用する解析コードに地下水流動解析モデルを入力し，適切なコンピ

ュータを使用して計算する。計算結果を出力し，評価，検証を行う。

出力する計算結果は解析水頭分布（コンタ図），解析水位（評価箇所の

値），解析湧水量（評価箇所の値や評価範囲の総量），流向流速分布（流

速ベクトル図），解析水位変化量分布（コンタ図）などである。 

注意事項 

・ 解析条件や物性値の設定の妥当性や，それらの適切な設定値を検討

するために，現況の地下水頭分布や湧水量を再現する解析や空洞掘

削時や空洞水没時の地下水位分布や湧水量の変化を再現する解析

では，実測データとの比較に必要な計算結果を出力し，設定した水

理地質構造モデル，物性値，解析条件の基で実現象に合う結果とな

っているかどうかを評価する。物性値や解析条件にパラメータスタ

ディ項目がある場合には，その設定方針の範囲内で設定値を変更し

て繰り返し計算を実施し，実測データが最もよく再現できる設定値

を求める。これらの作業では実測データが再現できない場合は，初

期条件や境界条件の各設定値やの水理地質構造モデルにフィード

バックをかける。評価の際の比較対象には例えば次の項目がある。 
1) 整理する地下水頭分布，間隙水圧分布，流向流速分布，水収支

データ（湧水量など）と計算結果の各分布 
2) 地下水年代分布，水質分布と計算結果の流向流速分布，流動時

間（または距離），流跡線 
・ 空洞掘削や造成あるいは長期的な地殻変動，気候変動による地下水

頭分布や湧水量の変化を予測するための解析では，その解析結果を

利用するにあたって必要になる計算結果を出力する。 

品質管理 

〔データ〕 
・ 解析日時 
〔処理内容〕 
・ 解析コード（解析コード名，バージョンなど） 
・ 解析モデル（物性値，解析条件との対応） 
・ 計算条件（収束判定条件，非定常解析の場合の時間刻みなど） 
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ワーク名 地球化学解析の実施 

作業目的 化学反応について計算し，結果を出力する。必要に応じてその結果を

評価する。 

作業内容 使用する解析コードに水－岩石反応モデルを入力し，適切なコンピュ

ータを使用して計算する。計算結果を出力し，評価，検証を行う。 

注意事項 ・ 水理による水質混合の影響，評価における平衡／非平衡の扱いなど

に注意する。 

品質管理 

〔データ〕 
・解析日時 
〔処理内容〕 
・解析コード（解析コード名，バージョンなど） 
・解析モデル（物性値，解析条件との対応） 
・計算条件（収束判定条件，非定常解析の場合の時間刻みなど） 

 

 
ワーク名 岩盤力学解析（空洞安定性解析）の実施 

作業目的 地下施設の空洞安定性を解析するために，岩盤力学計算を実施し，結

果を出力する。必要に応じてその結果を評価する。 

作業内容 

使用する解析コードに岩盤応力モデルを入力し，適切なコンピュータ

を使用して計算する。計算結果を出力し，評価，検証を行う。岩盤の

力学的特性や初期地圧の大きさによっては空洞の力学的安定性を確保

するために支保工が必要となることも考えられ，計算結果はその設計

材料として利用する。 

注意事項 ・ 割れ目による岩盤の不連続性や異方性，支保を設置した場合の効果

などに留意して，適切な解析手法を選択する。 

品質管理 

〔データ〕 
・解析日時 
〔処理内容〕 
・解析コード（解析コード名，バージョンなど） 
・解析モデル（物性値，解析条件との対応） 
・計算条件（収束判定条件，非定常解析の場合の時間刻みなど） 
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ワーク名 熱解析の実施 

作業目的 ヒーター試験の解析や熱源が設置された場合の熱伝導状態などについ

て計算し，結果を出力する。必要に応じてその結果を評価する。 

作業内容 

原位置ヒーター試験を実施した場合の結果の解釈から，また地下空洞

中に熱源を設置した場合に予想される熱の伝播や長期的な温度分布を

評価するために，解析コードに熱物性と熱伝導のモデルを入力し，適

切なコンピュータを使用して計算する。計算結果を出力し，評価，検

証を行う。 

注意事項 
・ 熱伝導に与える岩盤中の割れ目や人工的な設置物の隙間などの効

果に留意する。 
・ 長期評価においては岩盤特性の変化も考慮する必要がある。 

品質管理 

〔データ〕 
・解析日時 
〔処理内容〕 
・ 解析コード（解析コード名，バージョンなど） 
・ 解析モデル（物性値，解析条件との対応） 
・ 計算条件（収束判定条件，非定常解析の場合の時間刻みなど） 

 

 
ワーク名 概念モデル 

作業目的 核種移行評価に必要な概念モデルに関わるデータセットの整備 

作業内容 

水理地質構造をベースとして，核種移行経路の地質，透水性，収着特

性等の地球化学特性に関する概念モデルを構築し，そのデータセット

を整備する。実測された 3 次元的データを直接全て扱うことは少なく，

地質単位等で平均化するなど簡素化したデータを扱う。 

注意事項 ・ 3 次元情報の 2 次元もしくは 1 次元化に際して，データを簡素化す

る根拠に留意する。 

品質管理 

〔データ〕 
・参照したデータの出典 
〔処理内容〕 
・核種移行経路上の種々の情報の簡素化の根拠 
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ワーク名 高透水性部の幾何学的／鉱物学的特性 

作業目的 核種移行評価に必要な高透水性部のデータセットの整備 

作業内容 
支配的な核種移行経路になり得る高透水性部について，その形状（幾

何学形状）や収着・沈殿等の核種との相互作用に影響する鉱物学的特

性をデータセットとして整備する。 

注意事項 ・母岩の特性と亀裂充填物の特性を目的に応じて使い分ける。 

品質管理 

〔データ〕 
・参照したデータの出典 
〔処理内容〕 
・核種移行経路上の種々の情報の簡素化の根拠 

 

 
ワーク名 流量 

作業目的 核種移行評価に必要な流量のデータセットの整備 

作業内容 
支配的な核種移行経路中の水の流量を設定するためのデータセットを

整備する。ダルシー流量による設定，実流量による設定などがあり得

る。それぞれ評価モデルの立て方に従って実施する。 

注意事項 ・ 亀裂系媒体と多孔質系媒体について構造モデルの置き方に基づく

流量の考え方に注意する。 

品質管理 

〔データ〕 
・参照したデータの出典 
〔処理内容〕 
・亀裂性媒体と多孔質系媒体の取り扱いの根拠 

 

 付－1(168) 



JNC TJ8440 2004-006 

 
ワーク名 地下水の移行経路 

作業目的 核種移行評価に必要な地下水の移行経路のデータセットの整備 

作業内容 

評価で使用する地下水の移行経路の設定根拠，及び設定した移行経路

上の種々の核種移行パラメータに関するデータセットを整備する。通

常亀裂性媒体の場合は高透水性の亀裂部を，多孔質媒体の場合は高透

水性のゾーンを移行経路として設定する。 

注意事項 ・ マトリクス拡散の考慮の必要性など直接移行経路とはならないが

核種移行に影響する構造に配慮する。 

品質管理 

〔データ〕 
・参照したデータの出典 
〔処理内容〕 
・移行経路の設定根拠 

 

 
ワーク名 地下水の移行経路長 

作業目的 核種移行評価に必要な地下水の移行経路長のデータセットの整備 

作業内容 

評価で使用する地下水の移行経路の長さに関するデータセットを整備

する。最も単純には地下水の流入点から流出点までを直線で結ぶこと

が考えられる。必要に応じて経路の曲折や開放・狭窄などを考慮し，

評価上の経路長を設定する。 

注意事項 ・水理解析との整合性に注意する。 

品質管理 

〔データ〕 
・参照したデータの出典 
〔処理内容〕 
・移行経路長の設定根拠 
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ワーク名 地下水の流入域／流出域 

作業目的 核種移行評価に必要な地下水の流入域／流出域のデータセットの整備 

作業内容 
評価で使用する地下水の流入点及び流出点に関するデータセットを整

備する。大局的な水理解析における涵養状況を参照し，評価すべきポ

イント通過する水がどこから流入してどこに流出するかを判断する。 

注意事項 ・水理解析との整合性に注意する。 

品質管理 

〔データ〕 
・参照したデータの出典 
〔処理内容〕 
・流入点及び流出点の設定根拠 

 

 
ワーク名 移行経路における流速 

作業目的 核種移行評価に必要な移行経路における流速のデータセットの整備 

作業内容 

評価で使用する地下水の移行経路における流速に関するデータセット

を整備する。流速は移行時間と移行距離から定まるが，たとえば 3 次

元地下水流動解析結果を用いて 1 次元の核種移行経路を設定する場合

のように，移行経路を単純化する場合でも，充分妥当な流速が設定で

きるように配慮する。 

注意事項 ・移行時間と移行距離との整合性に注意する。 

品質管理 

〔データ〕 
・参照したデータの出典 
〔処理内容〕 
・流速の設定根拠 
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ワーク名 地下水の移行時間 

作業目的 核種移行評価に必要な地下水の移行時間のデータセットの整備 

作業内容 

評価で使用する地下水の移行時間に関するデータセットを整備する。

移行時間は移行距離と移行速度(流速)から定まるが，たとえば 3 次元地

下水流動解析結果を用いて 1 次元の核種移行経路を設定する場合のよ

うに，移行経路を単純化する場合でも，充分妥当な移行時間が設定で

きるように配慮する。 

注意事項 ・移行距離と移行速度(流速)との整合性に注意する。 

品質管理 

〔データ〕 
・参照したデータの出典 
〔処理内容〕 
・移行時間の設定根拠 

 

 
ワーク名 透水係数／透水量係数 

作業目的 核種移行評価に必要な透水係数／透水量係数のデータセットの整備 

作業内容 評価で使用する地下水の移行速度を求めるのに必要な透水係数／透水

量係数に関するデータセットを整備する。 

注意事項 特に無し 

品質管理 

〔データ〕 
・参照したデータの出典 
〔処理内容〕 
・透水係数／透水量係数の設定根拠 
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ワーク名 地下水頭分布（動水勾配） 

作業目的 核種移行評価に必要な地下水頭分布（動水勾配）のデータセットの整

備 

作業内容 

評価で使用する地下水の移行速度を求めるのに必要な地下水頭分布

（動水勾配）に関するデータセットを整備する。地下深部に被圧帯が

存在しない場合は地下水面を与える。必要に応じて温度勾配の影響を

勘案する。 

注意事項 ・被圧帯の存在，温度勾配の影響などに注意する。 

品質管理 

〔データ〕 
・参照したデータの出典 
〔処理内容〕 
・地下水頭分布（動水勾配）の設定根拠 

 

 
ワーク名 高透水性部および母岩の吸着／拡散特性等 

作業目的 核種移行評価に必要な高透水性部および母岩の吸着／拡散特性等のデ

ータセットの整備 

作業内容 

評価で使用する，地下水の主要な移行経路である高透水性部および母

岩の吸着／拡散特性等のデータセットを整備する。通常室内の収着試

験や拡散試験からデータを参照するが，原位置測定データがある場合

には室内試験結果との整合性に留意しながら設定を行う。 

注意事項 ・ 室内試験と原位置条件の整合性。 
・ 原位置測定データの有無と室内試験結果との整合性。 

品質管理 

〔データ〕 
・参照したデータの出典 
〔処理内容〕 
・吸着／拡散特性の設定根拠 
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ワーク名 地下水の地球化学特性 

作業目的 核種移行評価に必要な地下水の地球化学特性のデータセットの整備 

作業内容 
評価で使用する地下水の地球化学特性のデータセットを整備する。地

球化学特性は核種のスペシエーション，収着・溶解・沈殿等の反応に

影響する。 

注意事項 ・ 水質データの電荷バランス 
・ コロイドの有無 

品質管理 

〔データ〕 
・参照したデータの出典 
〔処理内容〕 
・地下水の地球化学特性の設定根拠 

 

 
ワーク名 立坑／坑道近傍の地質環境 

作業目的 地下施設の設計施工に必要な立坑／坑道近傍の地質環境のデータセッ

トの整備 

作業内容 地下施設の設計施工で使用する立坑／坑道近傍の地質環境のデータセ

ットを整備する。 

注意事項 特に無し 

品質管理 

〔データ〕 
・参照したデータの出典 
〔処理内容〕 
・立坑／坑道近傍の地質環境の設定根拠 
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ワーク名 岩盤力学特性 

作業目的 地下施設の設計施工に必要な岩盤力学特性のデータセットの整備 

作業内容 地下施設の設計施工で使用する岩盤力学特性のデータセットを整備す

る。 

注意事項 特に無し 

品質管理 

〔データ〕 
・参照したデータの出典 
〔処理内容〕 
・岩盤力学特性の設定根拠 

 

 
ワーク名 初期応力状態 

作業目的 地下施設の設計施工に必要な初期応力状態のデータセットの整備 

作業内容 地下施設の設計施工で使用する初期応力状態のデータセットを整備す

る。 

注意事項 特に無し 

品質管理 

〔データ〕 
・参照したデータの出典 
〔処理内容〕 
・初期応力状態の設定根拠 
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ワーク名 地下水流入量 

作業目的 地下施設の設計施工に必要な地下水流入量のデータセットの整備 

作業内容 地下施設周辺を対象とした水理解析結果を基に，地下施設の設計施工

で使用する地下水流入量のデータセットを整備する。 

注意事項 ・湧水量の実測結果との整合性に注意する。 

品質管理 

〔データ〕 
・参照したデータの出典 
〔処理内容〕 
・地下水流入量の設定根拠 

 

 
ワーク名 地質構造モデル 

作業目的 地下施設における調査計画策定に必要な地質構造モデルのデータセッ

トの整備 

作業内容 地下施設における調査計画策定で使用する地質構造モデルのデータセ

ットを整備する。 

注意事項 特に無し 

品質管理 

〔データ〕 
・参照したデータの出典 
〔処理内容〕 
・地質構造モデルの設定根拠 
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ワーク名 地下水の地球科学 

作業目的 地下施設における調査計画策定に必要な地下水の地球科学のデータセ

ットの整備。 

作業内容 地下施設における調査計画策定で使用する地下水の地球科学のデータ

セットを整備する。 

注意事項 特に無し 

品質管理 

〔データ〕 
・参照したデータの出典 
〔処理内容〕 
・地下水の地球科学の設定根拠 

 

 
ワーク名 地下水の流量分布 

作業目的 地下施設における調査計画策定に必要な地下水の流量分布のデータセ

ットの整備 

作業内容 地下施設における調査計画策定で使用する地下水の流量分布のデータ

セットを整備する。 

注意事項 ・湧水量の測定結果との整合性に注意。 

品質管理 

〔データ〕 
・参照したデータの出典 
〔処理内容〕 
・地下水の流量分布の設定根拠 

 

 付－1(176) 



JNC TJ8440 2004-006 

 
ワーク名 立坑／坑道周辺の水頭分布（動水勾配） 

作業目的 地下施設における調査計画策定に必要な立坑／坑道周辺の水頭分布

（動水勾配）のデータセットの整備。 

作業内容 地下施設における調査計画策定で使用する立坑／坑道周辺の水頭分布

（動水勾配）のデータセットを整備する。 

注意事項 特に無し 

品質管理 

〔データ〕 
・参照したデータの出典 
〔処理内容〕 
・立坑／坑道周辺の水頭分布（動水勾配）の設定根拠 

 

 
ワーク名 水理特性 

作業目的 地下施設における調査計画策定に必要な水理特性のデータセットの 
整備。 

作業内容 地下施設周辺の透水係数分布，亀裂分布など，地下施設における調査

計画策定で使用する水理特性のデータセットを整備する。 

注意事項 特に無し 

品質管理 

〔データ〕 
・参照したデータの出典 
〔処理内容〕 
・水理特性の設定根拠 
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ワーク名 ＥＤＺ（幾何学的分布，水理特性） 

作業目的 地下施設における調査計画策定に必要なＥＤＺ（幾何学的分布，水理

特性）のデータセットの整備。 

作業内容 地下施設における調査計画策定で使用するＥＤＺ（幾何学的分布，水

理特性）のデータセットを整備する。 

注意事項 特に無し 

品質管理 

〔データ〕 
・参照したデータの出典 
〔処理内容〕 
・ＥＤＺ（幾何学的分布，水理特性）の設定根拠 

 

 
ワーク名 熱特性 

作業目的 地下施設における調査計画策定に必要な熱特性のデータセットの整

備。 

作業内容 地下施設における調査計画策定で使用する熱特性のデータセットを整

備する。 

注意事項 特に無し 

品質管理 

〔データ〕 
・参照したデータの出典 
〔処理内容〕 
・熱特性の設定根拠 
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ワーク名 地域的な地質情報 

作業目的 地質環境の把握とモデルの構築／更新に必要な地域的な地質情報のデ

ータセットの整備。 

作業内容 地質環境の把握とモデルの構築／更新で使用する，評価対象地域の地

史や地質等の地域的な地質情報のデータセットを整備する。 

注意事項 
・ 対極的な地質情報と比較して当然より緻密な情報整備が要求され

るが，対極的な情報との整合性が充分配慮されていることが必要で

ある。 

品質管理 

〔データ〕 
・参照したデータの出典 
〔処理内容〕 
・地域的な地質情報の設定根拠 

 

 
ワーク名 地質環境の推定と実測値の比較に用いる情報 

作業目的 地質環境の把握とモデルの構築／更新に必要な，地質環境の推定と実

測値の比較に用いる情報のデータセットの整備。 

作業内容 

地質環境の把握とモデルの構築／更新で使用する，地質環境の推定と

実測値の比較に用いる情報のデータセットを整備する。地下環境に対

して離散的に取得された種々の情報やデータを用い，特に信頼性の高

い評価ポイントを定めることによって適切な情報を選定する。 

注意事項 特に無し 

品質管理 

〔データ〕 
・参照したデータの出典 
〔処理内容〕 
・地質環境の推定と実測値の比較に用いる情報の設定根拠 
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ワーク名 擾乱されていない地質環境 

作業目的 地質環境の把握とモデルの構築／更新に必要な，擾乱されていない地

質環境のデータセットの整備。 

作業内容 

地質環境の把握とモデルの構築／更新で使用する，擾乱されていない

地質環境のデータセットを整備する。通常地下施設の建設に際しては

施設周辺環境を擾乱し，得られたデータが岩盤本来の値になっていな

い可能性がある。このため長期モニタリングなどの手法により施設建

設影響が排除された時点のデータを利用する。 

注意事項 特に無し 

品質管理 

〔データ〕 
・参照したデータの出典 
〔処理内容〕 
・擾乱されていない地質環境の設定根拠 

 

 
ワーク名 安全評価からのフィードバック 

作業目的 安全評価計算結果からのフィードバック情報の整理。 

作業内容 安全評価計算に基づき，さらに詳細にデータ整備を行うべき領域の指

摘など調査やデータ整理に対する要望事項を整理する。 

注意事項 特に無し 

品質管理 

〔データ〕 
・参照したデータの出典 
〔処理内容〕 
・フィードバック情報の設定根拠 
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ワーク名 設計からのフィードバック 

作業目的 地下施設設計からのフィードバック情報の整理。 

作業内容 地下施設設計に基づき，さらに詳細にデータ整備を行うべき領域の指

摘など調査やデータ整理に対する要望事項を整理する。 

注意事項 特に無し 

品質管理 

〔データ〕 
・参照したデータの出典 
〔処理内容〕 
・フィードバック情報の設定根拠 
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Appendix 2 テストデータ 
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(1) 登録データ（計画） 

「SB モデルの作成(Ver.0)」 
計画名 SB モデルの作成 
バージョン 0 
概要 超深地層研究所建設用地を包含する東西 2km，南北 2km の領域のサイトスケールを対象にした地質構造

モデルを作成する。モデル名は SB0 とする。 
目的 地質構造モデル（SB モデル）を作成する。 
備考 モデル化の方針： 

・ EarthVision(Dynamic Graphics, Inc.製)を使用する。 
・地形面や各モデル化要素の地層境界面や不連続構造面の形状のモデル化：EarthVision のスプライン補

間に基づくミニマム・テンション理論の機能を適用する。注）ミニマム・テンション理論：入力された位

置や方向に関する情報を基に，ｎ次元の多項式を用い，最も滑らかな曲面でデータ間を補間する方法 
モデル化で利用する情報： 
・主として文献調査及び物理探査の情報 

更新内容 - 
添付資料 
ファイル 

モデル化対象領域(図） 
モデル化対象領域(説明文） 
モデル化要素と調査方法 
モデル化に使用する情報（概要） 

タスク名 ワーク名 
外部情報ソース（文献情報，広域水理情報） 外部情報ソース（文献情報，広域水理情報） 
リモートセンシング 航空写真解析 
リモートセンシング 衛星画像解析 
地上物理探査 反射法地震探査 
地表地質調査 断層・割れ目調査 
コア観察 岩相分布，層序調査 
コア観察 断層・割れ目調査 
室内試験／水理 透水試験 
地形的特徴 地形に関するデータの整理 
岩相学的特徴 岩相学的観点からのデータ整理 
構造地質学的特徴 構造地質学的観点からのデータ整理 
デジタル地形モデル 地形分布の解釈 
母岩 地質分布の解釈 
被覆層 地質分布の解釈 
断層 断層分布の解釈 

実施タスク・

ワーク 

地質構造モデル 地質構造モデルの作成 
上位タスク 下位タスク 

外部情報ソース（文献情報，広域水理情報） 地形的特徴 
外部情報ソース（文献情報，広域水理情報） 
地上物理探査 
コア観察 
室内試験／水理 

岩相学的特徴 

外部情報ソース（文献情報，広域水理情報） 
コア観察（断層・割れ目調査） 
リモートセンシング 
地表地質調査 
地上物理探査 
室内試験／水理 

構造地質学的特徴 

地形的特徴 デジタル地形モデル 
岩相学的特徴 母岩 
岩相学的特徴 被覆層 
構造地質学的特徴 断層 

タスク・ワー

クの上位／下

位の関係 

デジタル地形モデル 
母岩 
被覆層 
断層 

地質構造モデル 
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「SB モデルの作成(Ver.0)」の添付資料ファイル 

『モデル化対象領域（図）』 

 
 

『モデル化対象領域（説明文）』 
1. 地質構造のモデル化対象領域 

 超深地層研究所計画においては，主にサイトスケールおよびブロックスケールの２つ

の空間スケールを対象とした調査研究を進めている。これらのうち，サイトスケールは，

人工バリアの設置深度を想定した地下深部から下流側の生物圏へ連結する主要な移行

経路までの比較的規模の大きい断層等に囲まれた母岩を対象とした核種移行解析に反

映させるための地下水流動特性データセットを算出するためのスケールである。今回の

地質構造のモデル化においては，サイトスケールを対象としている。 
 また，超深地層研究所建設用地は，月吉断層の南方および日吉川沿いのリニアメント

と整合的な断層（上原他，2003）の東側に位置している。 
以上のことから，サイトスケールの地質構造のモデル化対象領域として月吉断層およ

び日吉川沿いのリニアメントと整合的な断層に囲まれ，かつ，超深地層研究所建設用地

を包含する東西 2km，南北 2km の領域を設定した（図参照）。また，深度方向につい

ては，このサイトスケールのモデルが超深地層研究所建設に伴う地下水流動場の変化を

予測するための地下水流動解析の基礎となることから，この地下水流動解析において必

要な深度を考慮し，地表から深度 2km までとした。 
 

上原大二郎・松岡稔幸（2003）：広域地下水流動研究における反射法弾性波探査 結果

速報．瑞浪超深地層研究所内部資料，Technical Note 03-13． 
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『モデル化要素と調査方法』 
4.2 地質構造モデルのモデル化要素 

地質構造モデルのモデル化要素は，地下水流動や水質形成等に影響を及ぼすと考えら

れる岩盤の水理学的特性（透水性）のコントラストを有する地質学的要素を抽出した。 
 
4.2.1 Step1 SB0 モデルのモデル化要素 
以下に，地質構造モデル（SB0 モデル）のモデル化要素とその抽出理由を示す。また，

表－1 には「3.使用データについて」の調査内容と各モデル化要素に対応するデータ内

容を示す。 
 
①基盤花崗岩（土岐花崗岩） 

⇒モデル化領域全体において基盤として分布しており，被覆堆積岩と分けてモデル化

の対象とする。 
 
②被覆堆積岩（瑞浪層群および瀬戸層群） 

a. 花崗岩との不整合面 
b. 地層境界面 
⇒堆積岩部ではその形成過程や粒度等の違いが透水性に関連するものと考えられる

ため，瀬戸層群，生俵累層，明世累層，土岐夾炭累層，花崗岩との不整合面およ

び基底礫岩層をモデル化の対象とする。 
 
③地質構造 

a. 領域を区分する可能性のある大きさを有する断層 
⇒領域を区分する可能性のある大きさを有する断層は，地下水流動に大きく影響を

及ぼす因子となることからモデル化の対象とする。 
 
b. 上部割れ目帯および下部割れ目低密度帯 
⇒基盤花崗岩の上部においては低角度傾斜を有する割れ目の分布密度が有意に高い

区間が認められ（上部割れ目帯），より深い深度の花崗岩（下部割れ目低密度帯）

に比べて透水性が高いことが確認されている。したがって，それらの構造を分けて

モデル化の対象とする。 
 

表－1 調査内容と取得されるデータ内容（SB0 モデル） 
データセット名 調査内容 取得されるデータ内容 
データセット１ 文献調査 ①，②a，②b，③a 
データセット２ リニアメント調査 ③a 
データセット３ 断層分布調査 ③a 
データセット４ 反射法弾性波探査 ①，②a，②b，③a，③b  
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『モデル化に使用する情報』 
使用する情報の概要 

①文献調査 
・既存文献調査（天野・熊崎，2003） 
・広域地下水流動研究における調査研究（試錐調査，リニアメント調査，反射法弾性波

探査） 
②断層分布調査（天野・熊崎，2003） 
・研究所用地周辺における断層分布調査 
③反射法弾性波探査（松岡・上原，2002） 
・研究所用地およびその周辺における反射法弾性波探査（総測線長：9.4km，用地外 6
測線，用地内 1 測線） 
 
天野健治・熊崎直樹（2003）：瑞浪超深地層研究所用地を対象とした文献調査および断

層分布調査の概要．瑞浪超深地層研究所内部資料，Technical Note 03-05． 
 
松岡稔幸・上原大二郎（2003）：MIU 計画における反射法弾性波探査を用いた地質構造

調査 結果速報．瑞浪超深地層研究所内部資料，Technical Note 02-08． 
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「SB モデルの作成(Ver.1)」 
計画名 SB モデルの作成 
バージョン 1 
概要 超深地層研究所建設用地を包含する東西 2km，南北 2km の領域のサイトスケールを対象にした地質構造

モデルを作成する。既に SB0 モデルを作成しており，ここでは SB1 モデルを作成する。 
目的 地質構造モデル（SB モデル）を作成する。 
備考 モデル化の方針： 

・ EarthVision(Dynamic Graphics, Inc.製)を使用する。 
・地形面や各モデル化要素の地層境界面や不連続構造面の形状のモデル化：EarthVision のスプライン補

間に基づくミニマム・テンション理論の機能を適用する。注）ミニマム・テンション理論：入力された位

置や方向に関する情報を基に，n 次元の多項式を用い，最も滑らかな曲面でデータ間を補間する方法 
モデル化で利用する情報： 
・文献調査及び物理探査に加え浅層試錐調査の情報 

更新内容 SB1 モデルへの更新 
添付資料 
ファイル 

モデル化対象領域(図） 
モデル化対象領域(説明文） 
モデル化要素と調査方法 
モデル化に使用する情報（概要）（SB0 より更新） 

タスク名 ワーク名 
外部情報ソース（文献情報，広域水理情報） 外部情報ソース（文献情報，広域水理情報） 
リモートセンシング 航空写真解析 
リモートセンシング 衛星画像解析 
地上物理探査 反射法地震探査 
地表地質調査 断層・割れ目調査 
コア観察 岩相分布，層序調査 
コア観察 断層・割れ目調査 
物理検層 ボアホールテレビ（BTV）調査 
試錐孔を用いた物理探査 VSP 探査 
室内試験／水理 透水試験 
地形的特徴 地形に関するデータの整理 
岩相学的特徴 岩相学的観点からのデータ整理 
構造地質学的特徴 構造地質学的観点からのデータ整理 
デジタル地形モデル 地形分布の解釈 
母岩 地質分布の解釈 
被覆層 地質分布の解釈 
断層 断層分布の解釈 

実施タスク・

ワーク 

地質構造モデル 地質構造モデルの作成 
上位タスク 下位タスク 

外部情報ソース（文献情報，広域水理情報） 地形的特徴 
外部情報ソース（文献情報，広域水理情報） 
地上物理探査 
コア観察 
物理検層 
試錐孔を用いた物理探査 
室内試験／水理 

岩相学的特徴 

外部情報ソース（文献情報，広域水理情報） 
コア観察（断層・割れ目調査） 
リモートセンシング 
地表地質調査 
地上物理探査 
物理検層 
試錐孔を用いた物理探査 
室内試験／水理 

構造地質学的特徴 

地形的特徴 デジタル地形モデル 
岩相学的特徴 母岩 
岩相学的特徴 被覆層 
構造地質学的特徴 断層 

タスク・ワー

クの上位／下

位の関係 

デジタル地形モデル 
母岩 
被覆層 
断層 

地質構造モデル 
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「SB モデルの作成(Ver.1)」の添付資料ファイル 

『モデル化対象領域（図）』 

（Ver.0 に同じ） 

 

『モデル化対象領域（説明文）』 

（Ver.0 に同じ） 

 

『モデル化要素と調査方法』 

（Ver.0 に同じ） 

 

『モデル化に使用する情報（概要）（SB0 より更新）』 
使用する情報の概要 

①文献調査 
・既存文献調査（天野・熊崎，2003） 
・広域地下水流動研究における調査研究（試錐調査，リニアメント調査，反射法弾性波

探査） 
②断層分布調査（天野・熊崎，2003） 
・研究所用地周辺における断層分布調査 
③反射法弾性波探査（松岡・上原，2002） 
・研究所用地およびその周辺における反射法弾性波探査（総測線長：9.4km，用地外 6
測線，用地内 1 測線） 
④浅層試錐調査（熊崎他，2002） 
・研究所用地内に 4 孔（掘削深度：99.00～201.10mabh） 
⑤DH-2 号孔における地質調査（竹内・天野，2003） 
・岩芯調査，BTV 観察，物理検層 
⑥DH-2 号孔におけるマルチオフセット VSP 探査（上原・松岡，2003） 
 
天野健治・熊崎直樹（2003）：瑞浪超深地層研究所用地を対象とした文献調査および断

層分布調査の概要．瑞浪超深地層研究所内部資料，Technical Note 03-05． 
 
松岡稔幸・上原大二郎（2003）：MIU 計画における反射法弾性波探査を用いた地質構造

調査 結果速報．瑞浪超深地層研究所内部資料，Technical Note 02-08． 
 
熊崎直樹・池田幸喜・後藤淳一・向井 圭・岩月輝希・古江良治（2003→2002?）：浅

層試錐調査 結果速報．瑞浪超深地層研究所内部資料，Technical Note 02-07． 
 
竹内真司・天野健治（2003）：DH-2 号孔における土岐花崗岩の水理学的特性調査 結

果速報，瑞浪超深地層研究所内部資料，Technical Note 03-06． 
 
上原大二郎・松岡稔幸（2003）：広域地下水流動研究における反射法弾性波探査 結果

速報．瑞浪超深地層研究所内部資料，Technical Note 03-13． 

付－2(7) 



JNC TJ8440 2004-006 

(2) 登録データ（技術情報） 

「外部情報(Ver.0)」 
計画名 SB モデルの作成 
タスク名 外部情報ソース（文献情報，広域水理情報） 
ワーク名 外部情報ソース（文献情報，広域水理情報） 
技術情報名 外部情報 
バージョン 0 
進捗状況 終了 
キーワード 文献調査 
作業目的 既存文献情報を抽出し，モデル化へ反映する。 
備考 地形デジタルデータの引用 

ウラン探鉱時の試錐調査情報の引用 
更新内容 - 
作業の内容・

結果を示す情

報（ファイル） 

文献リスト 

品質に関わる

情報（参照技

術情報） 

- 

品質に関わる

情報（参照技

術情報に関す

る特記事項） 

- 

品質に関わる

情報（処理・

判断に関する

情報） 

- 

 

「外部情報 (Ver.0)」の作業の内容・結果を示す情報（ファイル） 

『文献リスト』 
著者 著者所属 年 タイトル ジャーナル Vol No. 頁 備考 

山井忠世，角南

基亮，若松尚

則，岡崎彦哉，

高遠俊一 

アジア航測株

式会社 
1996 東濃地域を対象

とした表層水理

調査（その 3） 

サイクル機構

技術資料（契

約 業 務 報 告

書） 

JNC TJ7440
2001-005 

  ウラン探鉱

時の試錐調

査を提供 

糸魚川淳二  1980 瑞浪地域の地質 瑞浪市化石博

物館専報 
第１号  pp.1-50  

天野健治・熊崎

直樹 
JNC 2003 瑞浪超深地層研

究所用地を対象

とした文献調査

および断層分布

調査の概要 

瑞浪超深地層

研究所内部資

料 

Technical 
Note 03-05 

  既存文献調

査・断層分

布調査 
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「航空写真解析（Ver.0）」 
計画名 SB モデルの作成 
タスク名 リモートセンシング 
ワーク名 航空写真解析 
技術情報名 航空写真解析 
バージョン 0 
進捗状況 終了 
キーワード リニアメント 
作業目的 リニアメントの分布調査のデータセットを提供する 
備考 広域地下水流動研究として実施された。 

1/40000 航空写真を判読し，1/25000 地形図に移写した。 
1/1 万航空写真を判読し，1/2500 地形図に移写した。 
文献情報であり詳細不明のため，プロダクトとして文献リストのみを作成。 

更新内容 - 
作業の内容・

結果を示す情

報（ファイル） 

文献リスト 

品質に関わる

情報（参照技

術情報） 

- 

品質に関わる

情報（参照技

術情報に関す

る特記事項） 

文献情報の利用 

品質に関わる

情報（処理・

判断に関する

情報） 

1/40000 航空写真を判読し，1/25000 地形図に移写した。 
1/1 万航空写真を判読し，1/2500 地形図に移写した。 

 

「航空写真解析（Ver.0）」の作業の内容・結果を示す情報（ファイル） 

『文献リスト』 
著者 著者所属 年 タイトル ジャーナル Vol No. 頁 備考 

山井忠世，角

南基亮，小林

公一 

アジア航測株

式会社 
1994 東濃地域を対象

にしたリニアメ

ント調査（その

１） 

サイクル機構技

術資料（契約業務

委託報告書） 

PNC 
TJ7361 
94-002 

  リニアメント

調査のデータ

提供 

梅本和裕，地

主卓弥，藤田

繁幸，森大 

国際航業株式

会社 
2003 広域地下水流動

研究領域におけ

る航空写真判読

および地表調査 

サイクル機構技

術資料（契約業務

委託報告書） 

JNC 
TNXXXX 
2003-XXX 

  リニアメント

調査のデータ

提供 
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JNC TJ8440 2004-006 

「衛星画像解析 (Ver.0)」 
計画名 SB モデルの作成 
タスク名 リモートセンシング 
ワーク名 衛星画像解析 
技術情報名 衛星画像解析 
バージョン 0 
進捗状況 終了 
キーワード リニアメント 
作業目的 リニアメントの分布調査のデータセットを提供する。 
備考 LANDSAT TM 画像（縮尺 1／20 万）を判読，1/25000 地形図に移写した。 

SPOT 画像（縮尺 1／10 万）を判読，1/25000 地形図に移写した。 
文献情報であり詳細不明のため，プロダクトとして文献リストのみを作成。 

更新内容 - 
作業の内容・

結果を示す情

報（ファイル） 

文献リスト 

品質に関わる

情報（参照技

術情報） 

- 

品質に関わる

情報（参照技

術情報に関す

る特記事項） 

文献情報の利用 

品質に関わる

情報（処理・

判断に関する

情報） 

LANDSAT TM 画像（縮尺 1／20 万）を判読，1/25000 地形図に移写した。 
SPOT 画像（縮尺 1／10 万）を判読，1/25000 地形図に移写した。 

 

「衛星画像解析 (Ver.0)」の作業の内容・結果を示す情報（ファイル） 

『文献リスト』 
著者 著者所属 年 タイトル ジャーナル Vol No. 頁 備考 

山井忠世，角

南基亮，小林

公一 

アジア航測株

式会社 
1994 東濃地域を対象

にしたリニアメ

ント調査（その

１） 

サイクル機構技

術資料（契約業務

委託報告書） 

PNC 
TJ7361 
94-002 

  リニアメント

調査のデータ

提供 
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JNC TJ8440 2004-006 

「反射法地震探査 (Ver.0)」 
計画名 SB モデルの作成 
タスク名 地上物理探査 
ワーク名 反射法地震探査 
技術情報名 反射法地震探査 
バージョン 0 
進捗状況 終了 
キーワード 反射法 
作業目的 地下における岩相境界及び破砕帯等の分布を推定する。 
備考 広域地下水流動研究として実施された。 

文献情報であり詳細不明のため，プロダクトは作成せず。 
更新内容 - 
作業の内容・

結果を示す情

報（ファイル） 

- 

品質に関わる

情報（参照技

術情報） 

- 

品質に関わる

情報（参照技

術情報に関す

る特記事項） 

文献情報の利用 

品質に関わる

情報（処理・

判断に関する

情報） 

- 
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JNC TJ8440 2004-006 

「反射法地震探査 (Ver.1)」 
計画名 SB モデルの作成 
タスク名 地上物理探査 
ワーク名 反射法地震探査 
技術情報名 反射法地震探査 
バージョン 1 
進捗状況 終了 
キーワード 反射法 
作業目的 地下における岩相境界及び破砕帯等の分布を推定する。 
備考 広域地下水流動研究(文献情報）で実施された調査に，次の調査結果（文献情報）を追加。 

・実施場所：研究所用地およびその周辺 
・調査量：測線延長 9.4km，用地外 6 測線，用地内 1 測線 
なお，詳細不明のため，プロダクトとして文献リストのみを作成。 

更新内容 広域地下水流動研究（文献情報）で実施された調査に，研究所用地及びその周辺における反射法弾性波

探査を追加した。 
作業の内容・

結果を示す情

報（ファイル） 

文献リスト 

品質に関わる

情報（参照技

術情報） 

- 

品質に関わる

情報（参照技

術情報に関す

る特記事項） 

文献情報の利用，及び実際の調査（調査量：測線延長 9.4km，用地外 6 測線，用地内 1 測線） 

品質に関わる

情報（処理・

判断に関する

情報） 

- 

 

「反射法地震探査 (Ver.1)」の作業の内容・結果を示す情報（ファイル） 

『文献リスト』 
著者 著者所属 年 タイトル ジャーナル Vol No. 頁 備考 

松岡稔幸・上原

大二郎 
JNC 2003 MIU 計画におけ

る反射法弾性波

探査を用いた地

質構造調査 結果

速報 

瑞浪超深地層

研究所内部資

料 

Technical 
Note 02-08 

    断層抽出のデータ提

供 
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JNC TJ8440 2004-006 

「断層・割れ目調査（地表地質調査） (Ver.0)」 
計画名 SB モデルの作成 
タスク名 地表地質調査 
ワーク名 断層・割れ目調査 
技術情報名 断層・割れ目調査（地表地質調査） 
バージョン 0 
進捗状況 終了 
キーワード 広域地下水流動研究 
作業目的 断層の分布を把握 
備考 広域地下水流動研究及び研究所用地周辺における断層分布調査を実施。 

文献情報であり詳細不明のため，プロダクトとして文献リストのみを作成。 
更新内容 - 
作業の内容・

結果を示す情

報（ファイル） 

文献リスト 

品質に関わる

情報（参照技

術情報） 

- 

品質に関わる

情報（参照技

術情報に関す

る特記事項） 

文献情報の引用 

品質に関わる

情報（処理・

判断に関する

情報） 

- 

 

「断層・割れ目調査（地表地質調査）(Ver.0)」の作業の内容・結果を示す情報（ファイ

ル） 

『文献リスト』 
著者 著者所属 年号 タイトル ジャーナル Vol No. 頁 備考 

天野健治・

熊崎直樹 
JNC 2003 瑞浪超深地層研究所用

地を対象とした文献調

査および断層分布調査

の概要 

瑞浪超深地層研

究所内部資料 
Technical 
Note 03-05 

    既 存 文 献 調

査・断層分布

調査 
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JNC TJ8440 2004-006 

「断層・割れ目調査（地表地質調査）(Ver.1)」 
計画名 SB モデルの作成 
タスク名 地表地質調査 
ワーク名 断層・割れ目調査 
技術情報名 断層・割れ目調査（地表地質調査） 
バージョン 1 
進捗状況 終了 
キーワード 広域地下水流動研究 
作業目的 断層の分布を把握 
備考 広域地下水流動研究および研究所用地周辺における断層分布調査に加え浅層試錐調査及び DH-2号孔の

調査により断層分布を把握。 
いずれも文献情報であり詳細不明のため，プロダクトとして文献リストのみを作成。 

更新内容 浅層試錐調査及び DH-2 号孔の調査を追加 
作業の内容・

結果を示す情

報（ファイル） 

文献リスト（更新） 

品質に関わる

情報（参照技

術情報） 

- 

品質に関わる

情報（参照技

術情報に関す

る特記事項） 

文献情報の引用 

品質に関わる

情報（処理・

判断に関する

情報） 

- 

 

「断層・割れ目調査（地表地質調査）(Ver.1)」の作業の内容・結果を示す情報（ファイ

ル） 

『文献リスト（更新）』 
著者 著者所属 年号 タイトル ジャーナル Vol No. 頁 備考 

天野健治・

熊崎直樹 
JNC 2003 瑞浪超深地層研究所用

地を対象とした文献調

査および断層分布調査

の概要 

瑞浪超深地層研

究所内部資料 
Technical 
Note 03-05 

    既 存 文 献 調

査・断層分布

調査 

熊崎直樹・

池田幸喜・

後藤淳一・

向井 圭・

岩月輝希・

古江良治 

JNC 2003 浅層試錐調査 結果速

報 
瑞浪超深地層研

究所内部資料 
Technical 
Note 02-07 

    浅層試錐調査 

竹内真司・

天野健治 
JNC 2003 DH-2 号孔における土

岐花崗岩の水理学的特

性調査 結果速報 

サイクル機構技

術資料（契約業務

報告書） 

Technical 
Note 03-06 

    DH-2 号孔に

おける地質調

査 
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JNC TJ8440 2004-006 

「岩相分布，層序調査 (Ver.0)」 
計画名 SB モデルの作成 
タスク名 コア観察 
ワーク名 岩相分布，層序調査 
技術情報名 岩相分布，層序調査 
バージョン 0 
進捗状況 終了 
キーワード 試錐 
作業目的 岩相分布及び層序を確認する。 
備考 広域地下水流動研究として実施された。 

文献情報であり，詳細不明のため，プロダクトとして文献リストのみを作成。 
更新内容 - 
作業の内容・

結果を示す情

報（ファイル） 

文献リスト 

品質に関わる

情報（参照技

術情報） 

- 

品質に関わる

情報（参照技

術情報に関す

る特記事項） 

文献情報の利用 

品質に関わる

情報（処理・

判断に関する

情報） 

- 

 

「岩相分布，層序調査 (Ver.0)」の作業の内容・結果を示す情報（ファイル） 

『文献リスト』 
著者 著者所属 年号 タイトル ジャーナル Vol No. 頁 備考 

糸魚川淳二  1980 瑞浪地域の地

質 
瑞浪市化石博物館専

報 
第 1 号  1-50 岩相分布および

月吉断層の地表

トレース線を提

供 
山井忠世，角南

基亮，若松尚

則，岡崎彦哉，

高遠俊一 

アジア航測

株式会社 
1996 東濃地域を対

象とした表層

水理調査（そ

の 3） 

サイクル機構技術資

料（契約業務報告書）

JNC 
TJ7440 
2001-005 

  岩相分布および

月吉断層の地表

トレース線のデ

ジタル情報を提

供 
動力炉・核燃料

開発事業団 
PNC 1988 日本のウラン

資源（II） 
サイクル機構技術資

料 
PNC 
TN7420 
88-006 

  岩相分布がデジ

タル化されてい

ないため利用せ

ず。 
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JNC TJ8440 2004-006 

「岩相分布，層序調査 (Ver.1)」 
計画名 SB モデルの作成 
タスク名 コア観察 
ワーク名 岩相分布，層序調査 
技術情報名 岩相分布，層序調査 
バージョン 1 
進捗状況 終了 
キーワード 試錐 
作業目的 岩相分布及び層序を確認する。 
備考 広域地下水流動研究として実施された。 

さらに研究所用地内で 4 孔（深度 99～201m）の浅層試錐調査を実施（この結果も別な文献情報）。 
結果詳細が不明なため，プロダクトとして文献リストのみを作成。 

更新内容 浅層試錐調査及び DH-2 孔の調査を追加 
作業の内容・

結果を示す情

報（ファイル） 

文献リスト（更新） 

品質に関わる

情報（参照技

術情報） 

- 

品質に関わる

情報（参照技

術情報に関す

る特記事項） 

文献情報の利用 

品質に関わる

情報（処理・

判断に関する

情報） 

研究所用地内で 4 孔（深度 99～201mabh）の浅層試錐調査を実施。 
DH-2 号孔における地質調査を実施。 

 

「岩相分布，層序調査 (Ver.1)」の作業の内容・結果を示す情報（ファイル） 

『文献リスト（更新）』 
著者 著者所属 年号 タイトル ジャーナル Vol No. 頁 備考 

糸魚川淳二   1980 瑞浪地域の地

質 
瑞浪市化石博物館専

報 
第 1 号   1-50 岩相分布およ

び月吉断層の

地表トレース

線を提供 
山井忠世，角南

基亮，若松尚

則，岡崎彦哉，

高遠俊一 

アジア航測

株式会社 
1996 東濃地域を対

象とした表層

水理調査（そ

の 3） 

サイクル機構技術資

料（契約業務報告書）

JNC 
TJ7440 
2001-005 

    岩相分布およ

び月吉断層の

地表トレース

線のデジタル

情報を提供 
動力炉・核燃料

開発事業団 
PNC 1988 日本のウラン

資源（II） 
サイクル機構技術資

料 
PNC 
TN7420 
88-006 

    岩相分布がデ

ジタル化され

ていないため

利用せず。 
熊崎直樹・池田

幸喜・後藤淳

一・向井 圭・

岩月輝希・古江

良治 

JNC 2003 浅層試錐調査

結果速報 
瑞浪超深地層研究所

内部資料 
Technical 
Note 02-07 

    浅層試錐調査 

竹内真司・天野

健治 
JNC 2003 DH-2 号孔に

おける土岐花

崗岩の水理学

的特性調査 結

果速報 

サイクル機構技術資

料（契約業務報告書）

Technical 
Note 03-06 

    DH-2 号孔に

おける地質調

査 
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JNC TJ8440 2004-006 

「断層・割れ目調査（コア観察） (Ver.0)」 
計画名 SB モデルの作成 
タスク名 コア観察 
ワーク名 断層・割れ目調査 
技術情報名 断層・割れ目調査（コア観察） 
バージョン 0 
進捗状況 終了 
キーワード 広域地下水流動研究 
作業目的 断層の分布を把握 
備考 広域地下水流動研究及び研究所用地周辺における断層分布調査を実施。 

文献情報であり詳細不明のため，プロダクトとして文献リストのみを作成。 
更新内容 - 
作業の内容・

結果を示す情

報（ファイル） 

文献リスト 

品質に関わる

情報（参照技

術情報） 

- 

品質に関わる

情報（参照技

術情報に関す

る特記事項） 

文献情報の引用 

品質に関わる

情報（処理・

判断に関する

情報） 

- 

 

「断層・割れ目調査（コア観察）(Ver.0)」の作業の内容・結果を示す情報（ファイル） 

『文献リスト』 
著者 著者所属 年号 タイトル ジャーナル Vol No. 頁 備考 

天野健治・

熊崎直樹 
JNC 2003 瑞浪超深地層研究所用

地を対象とした文献調

査および断層分布調査

の概要 

瑞浪超深地層研

究所内部資料 
Technical 
Note 03-05 

    既 存 文 献 調

査・断層分布

調査 
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JNC TJ8440 2004-006 

「断層・割れ目調査（コア観察）(Ver.1)」 
計画名 SB モデルの作成 
タスク名 コア観察 
ワーク名 断層・割れ目調査 
技術情報名 断層・割れ目調査（コア観察） 
バージョン 1 
進捗状況 終了 
キーワード 広域地下水流動研究 
作業目的 断層の分布を把握 
備考 広域地下水流動研究および研究所用地周辺における断層分布調査に加え浅層試錐調査及び DH-2号孔の

調査により断層分布を把握。 
いずれも文献情報であり詳細不明のため，プロダクトとして文献リストのみを作成。 

更新内容 浅層試錐調査及び DH-2 号孔の調査を追加 
作業の内容・

結果を示す情

報（ファイル） 

文献リスト（更新） 

品質に関わる

情報（参照技

術情報） 

- 

品質に関わる

情報（参照技

術情報に関す

る特記事項） 

文献情報の引用 

品質に関わる

情報（処理・

判断に関する

情報） 

- 

 

「断層・割れ目調査（コア観察）(Ver.1)」の作業の内容・結果を示す情報（ファイル） 

『文献リスト（更新）』 
著者 著者所属 年号 タイトル ジャーナル Vol No. 頁 備考 

天野健治・

熊崎直樹 
JNC 2003 瑞浪超深地層研究所用

地を対象とした文献調

査および断層分布調査

の概要 

瑞浪超深地層研

究所内部資料 
Technical 
Note 03-05 

    既 存 文 献 調

査・断層分布

調査 

熊崎直樹・

池田幸喜・

後藤淳一・

向井 圭・

岩月輝希・

古江良治 

JNC 2003 浅層試錐調査 結果速

報 
瑞浪超深地層研

究所内部資料 
Technical 
Note 02-07 

    浅層試錐調査 

竹内真司・

天野健治 
JNC 2003 DH-2 号孔における土

岐花崗岩の水理学的特

性調査 結果速報 

サイクル機構技

術資料（契約業務

報告書） 

Technical 
Note 03-06 

    DH-2 号孔に

おける地質調

査 

 

付－2(18) 



JNC TJ8440 2004-006 

「透水試験 (Ver.0)」 
計画名 SB モデルの作成 
タスク名 室内試験／水理 
ワーク名 透水試験 
技術情報名 透水試験 
バージョン 0 
進捗状況 終了 
キーワード 水理特性 
作業目的 岩盤の透水性を把握する 
備考 データ整理において岩盤の水理学的特性（透水性）が参照されているため，技術情報として登録した。

内容は不明であるためプロダクトは作成しない。 
更新内容 - 
作業の内容・

結果を示す情

報（ファイル） 

- 

品質に関わる

情報（参照技

術情報） 

- 

品質に関わる

情報（参照技

術情報に関す

る特記事項） 

- 

品質に関わる

情報（処理・

判断に関する

情報） 

内容不明 
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「ボアホールテレビ（BTV）調査 (Ver.0)」 
計画名 SB モデルの作成 
タスク名 物理検層 
ワーク名 ボアホールテレビ（BTV）調査 
技術情報名 ボアホールテレビ（BTV）調査 
バージョン 0 
進捗状況 終了 
キーワード BTV 
作業目的 試錐孔壁の観察により，割れ目，破砕帯，岩相等の情報を取得する。 
備考 DH-2 号孔にて実施。 

文献情報であり詳細不明のため，プロダクトとして文献リストのみを作成。 
更新内容 - 
作業の内容・

結果を示す情

報（ファイル） 

文献リスト 

品質に関わる

情報（参照技

術情報） 

- 

品質に関わる

情報（参照技

術情報に関す

る特記事項） 

文献情報の利用 

品質に関わる

情報（処理・

判断に関する

情報） 

- 

 

「ボアホールテレビ（BTV）調査 （Ver.0）」の作業の内容・結果を示す情報（ファイ

ル） 

『文献リスト』 
著者 著者所属 年号 タイトル ジャーナル Vol No. 頁 備考 

竹内真司・天野

健治 
JNC 2003 DH-2 号孔における土

岐花崗岩の水理学的特

性調査 結果速報 

瑞浪超深地層研

究所内部資料 
Technical 
Note 03-06 

    DH-2号孔にお

ける地質調査 
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「VSP 探査(Ver.0)」 
計画名 SB モデルの作成 
タスク名 試錐孔を用いた物理探査 
ワーク名 VSP 探査 
技術情報名 VSP 探査 
バージョン 0 
進捗状況 終了 
キーワード VSP 探査 
作業目的 試錐孔周辺の弾性波不連続面（岩相境界，破砕帯等）の詳細調査を行う。 
備考 DH-2 号孔にて実施。 

文献情報であり詳細不明のため，プロダクトとして文献リストのみを作成。 
更新内容 - 
作業の内容・

結果を示す情

報（ファイル） 

文献リスト 

品質に関わる

情報（参照技

術情報） 

- 

品質に関わる

情報（参照技

術情報に関す

る特記事項） 

文献情報の利用 

品質に関わる

情報（処理・

判断に関する

情報） 

- 

 

「VSP 探査(Ver.0)」の作業の内容・結果を示す情報（ファイル） 

『文献リスト』 
著者 著者所属 年号 タイトル ジャーナル Vol No. 頁 備考 

上原大二郎・松

岡稔幸 
JNC 2003 DH-2 号孔における

マルチオフセット

VSP 探査 結果速報

瑞浪超深地層研究所

内部資料 
Technical 
Note 03-03 

    マルチオフセッ

ト VSP 探査を実

施 
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「地形に関するデータの整理(Ver.0)」 
計画名 SB モデルの作成 
タスク名 地形的特徴 
ワーク名 地形に関するデータの整理 
技術情報名 地形に関するデータの整理 
バージョン 0 
進捗状況 終了 
キーワード デジタル標高データ 
作業目的 地質構造モデルのモデル化前提条件及びモデル化要素を設定する。具体的には，地形の入力情報として，

デジタル標高データを整理する。 
備考 1/25000 地形図，1/2500 地形図を利用。 

20m メッシュのデジタル標高データを利用。 
なお，本情報は明示されていないが，モデルの作成に不可欠なため枠組として技術情報を作成した。 
プロダクトは登録せず。 

更新内容 - 
作業の内容・

結果を示す情

報（ファイル） 

- 

品質に関わる

情報（参照技

術情報） 

外部情報(Ver.0) 

品質に関わる

情報（参照技

術情報に関す

る特記事項） 

- 

品質に関わる

情報（処理・

判断に関する

情報） 

- 
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「岩相学的観点からのデータ整理 (Ver.0)」 
計画名 SB モデルの作成 
タスク名 岩相学的特徴 
ワーク名 岩相学的観点からのデータ整理 
技術情報名 岩相学的観点からのデータ整理 
バージョン 0 
進捗状況 終了 
キーワード 被覆堆積岩，不整合，地質境界 
作業目的 地質構造モデルのモデル化前提条件に従って，岩相に関するデータ（断層を含む）を整理する。具体的

には，地下水流動や水質形成に影響を及ぼすと考えられる岩盤の水理学的特性（透水性）のコントラス

トを有する地質学的要素を抽出・整理する。 
備考 基盤花崗岩と被覆堆積岩のモデル化のため，それぞれデータを整理する。 

整理された結果が報告されていないため，プロダクトは登録しない。 
更新内容 - 
作業の内容・

結果を示す情

報（ファイル） 

- 

品質に関わる

情報（参照技

術情報） 

外部情報(Ver.0) 
岩相分布・層序調査(Ver.0) 
反射法地震探査(Ver.0) 
透水試験(Ver.0) 

品質に関わる

情報（参照技

術情報に関す

る特記事項） 

 

品質に関わる

情報（処理・

判断に関する

情報） 

- 
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「岩相学的観点からのデータ整理 (Ver.1)」 
計画名 SB モデルの作成 
タスク名 岩相学的特徴 
ワーク名 岩相学的観点からのデータ整理 
技術情報名 岩相学的観点からのデータ整理 
バージョン 1 
進捗状況 終了 
キーワード 被覆堆積岩 
作業目的 地質構造モデルのモデル化前提条件及びモデル化要素を設定する。具体的には，地下水流動や水質形成

に影響を及ぼすと考えられる岩盤の水理学的特性（透水性）のコントラストを有する地質学的要素を抽

出する。 
備考 基盤花崗岩と被覆堆積岩のモデル化のため，それぞれデータを整理する。 
更新内容 浅層試錐調査及び DH-2 号孔により得られたデータを反映し更新した。 

整理された結果が報告されていないため，プロダクトは登録しない。 
作業の内容・

結果を示す情

報（ファイル） 

- 

品質に関わる

情報（参照技

術情報） 

外部情報(Ver.0) 
反射法地震探査(Ver.1) 
岩相分布，層序調査(Ver.1) 
ボアホールテレビ（BTV）調査(Ver.0) 
VSP 探査(Ver.0) 
透水試験(Ver.0) 

品質に関わる

情報（参照技

術情報に関す

る特記事項） 

 

品質に関わる

情報（処理・

判断に関する

情報） 

①被覆堆積岩（瑞浪層群および瀬戸層群）：浅層試錐調査および DH-2 号孔における地質調査結果に基

づきその分布を把握。 
②基盤花崗岩（土岐花崗岩）：花崗岩上面に分布する風化部：水理試験や物理検層の結果，および割れ

目密度から他の花崗岩部と比較して高い透水性を有するものと考えられることから，モデル化対象とす

る。 
③花崗岩上面に分布する風化部：浅層試錐調査，DH-2 号孔，既存試錐調査結果から，花崗岩上面に分

布する風化部は，ほぼ月吉チャンネルの軸方向に沿って，DH-2 号孔から KNA-6 号孔に向かう距離に

応じてその厚さに一定の変化が認められた（Y=0.008X+0.0386（X:DH-2 号孔からの距離（ｍ），Y:風化

部の厚さ(m)）。 
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「構造地質学的観点からのデータ整理(Ver.0)」 
計画名 SB モデルの作成 
タスク名 構造地質学的特徴 
ワーク名 構造地質学的観点からのデータ整理 
技術情報名 構造地質学的観点からのデータ整理 
バージョン 0 
進捗状況 終了 
キーワード シュミットネット 
作業目的 地質構造モデルのモデル化前提条件及びモデル化要素を設定する。具体的には，地下水流動や水質形成

に影響を及ぼすと考えられる岩盤の水理学的特性（透水性）のコントラストを有する地質学的要素を抽

出する。 
備考 参考のために，さらに整理が必要と考えられるデータをとりまとめた。 
更新内容 - 
作業の内容・

結果を示す情

報（ファイル） 

試錐調査で確認された断層のコンターダイヤグラム 
上部割れ目帯及び下部割れ目低密度帯の把握 
断層分布調査によるデータセット 
リニアメント調査によるデータセット 
その他の整理されるべき情報の一覧 

品質に関わる

情報（参照技

術情報） 

外部情報(Ver.0) 
航空写真解析(Ver.0) 
衛星画像解析(Ver.0) 
反射法地震探査(Ver.0)  
断層・割れ目調査（地表地質調査）（Ver.0） 
断層・割れ目調査（コア観察）(Ver.0) 
透水試験(Ver.0) 

品質に関わる

情報（参照技

術情報に関す

る特記事項） 

MIU シリーズの深層試錐調査結果も反映されているが，参照技術情報は不明確。 

品質に関わる

情報（処理・

判断に関する

情報） 

モデル化の前提条件に従ってデータを整理した。 
低角度傾斜の割れ目帯は被覆堆積層の厚さと相関が認められるとの既往知見をモデル化に反映してい

る。 
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「構造地質学的観点からのデータ整理(Ver.0)の作業の内容・結果を示す情報（ファイ

ル）」 

『試錐調査で確認された断層のコンターダイヤグラム』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（等角投影） 

方向 ピーク値

の傾斜 集中部番号 

N1E～N14E 72E 1 
N31E～N74E 75E 2 
N88W～N71W 80S 4 
N71W～N58W 75S 5 
N26W～N6W 77W 7 
N80E～N88W 70N 8 
N58W～N29W 84N 9 
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『上部割れ目帯及び下部割れ目低密度帯の把握』 
5.1.3 上部割れ目帯および下部割れ目低密度帯の分布 

既存の深層試錐調査（MIU・DH）の結果から，基盤花崗岩の上部においては低角

度傾斜を有する割れ目の分布密度が有意に高い区間が認められ（上部割れ目帯），その

分布には，被覆堆積岩の厚さと相関（Y=0.9899X+171.03（X:被覆堆積岩の層厚（ｍ），

Y:上部割れ目帯の厚さ(m)）が認められた。また，反射法弾性波探査の結果でも上部割

れ目帯に対応する反射イベントの分布が確認された（図 5-4）。 
 

 
図 5-4 反射法弾性波探査結果（Line-2）と関係式から 

推定される上部割れ目帯の分布の対比 
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『断層分布調査によるデータセット』 
(1) 断層分布調査によるデータセット 

 断層分布調査によって露頭および地下壕内で確認された断層のうち，前提条件(5)に
基づいて推定されるトレース長が 200m 以上の断層について，その分布をピンク色のラ

イン G001～G004 で示した（図 5-1a）。このうち，G001 および G002 は，複数の断層

露頭がお互いの断層面の走向線上にあることから，前提条件(4)により，各断層を結合

するように設定した。一方，G003 および G004 は，単一の露頭のみで確認されており，

断層の端部が予測できないため，断層露頭を中心として推定トレース長を両側に振り分

けて設定した。 

 
図 5-1a データセット平面分布図（SB0 モデル） 
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『リニアメント調査によるデータセット』 
(3) リニアメント調査によるデータセット 

 
①データセット 

表－3 に示すリニアメント調査（判読）結果をリニアメント調査データセットとし

て使用した（図 5-1a：図中の色分けは 5.1.4(3)③で説明）。 
 

表－3 リニアメント調査仕様一覧 

リニアメントの種類 判読画像 移写図面 調査件名 

3 画像コンパイルした

リニアメント 

・LANDSAT TM 画像（縮尺 1/20
万） 
・SPOT 画像（縮尺 1/10 万） 
・1/4 万航空写真 

1/25,000 
地形図 

東濃地域を対象にした

リニアメント調査（その

１）（山井ほか，1994） 

1/1 万航空写真で判読し

たリニアメント ・1/1 万航空写真 1/2,500 
地形図 

広域地下水流動研究領

域における航空写真判

読および地表調査（梅本

ほか，2003） 
 
 ②リニアメントの判読誤差 
  リニアメントの判読誤差範囲（図 5-1a,b および図 5-2a,b 中の黒色半透明部）を以

下のように設定した。なお，ここで述べる誤差とは，リニアメントの直交方向に生じ

るずれを指す。 
   ・1/1 万航空写真リニアメントの誤差範囲：60m※ 
   ・３画像コンパイルリニアメントの誤差範囲：300m※ 

※1/1 万航空写真で判読したリニアメントの誤差範囲は，梅本ほか（2003）の報

告の最大値を用いた。また，３画像で判読したリニアメントの移写図面は

（1/25,000，等高線間隔 10ｍ）で 1/1 万航空写真の移写図面（1/2,500，等高

線間隔 2m）に比べて，等高線間隔が５倍粗い。これにより，３画像コンパイ

ルリニアメントの誤差範囲は，1/1 万航空写真で設定した誤差範囲（60m）の

5 倍にあたる 300m とした。 
③リニアメントの選定 

リニアメント調査によるデータセットのうち，反射法弾性波探査結果と比較して

整合的なリニアメントを断層と仮定し，モデル化に採用する。ただし，リニアメン

トの近傍で反射法が実施されていない場合は，リニアメントの方向と既存の試錐調

査（DH-2～13 号孔，MIU2～4 号孔）で確認された断層面の走向傾斜の卓越方向と

を比較し，整合的なリニアメントを断層と仮定し，モデル化に採用する。詳細を以

下に示す。 
(a)リニアメントの近傍で反射法弾性波探査が実施されている場合 

  反射法弾性波探査の測線と交差しているリニアメントもしくは，リニアメントの延

長方向に反射法弾性波探査の測線が存在するリニアメントは 18 本存在する。18 本中

15 本のリニアメント（図 5－1a 中の赤色半透明線）は，反射法弾性波探査の測線と

の交差部において，反射法弾性波探査によるアノーマリー（図 5－1a 中の☆印）が検

出されているため，断層と仮定してモデル化に採用した（図 5-1a 中の

IF_LB0(L116,169)は，モデル化領域外の広域地下水流動研究における反射法弾性波

探査でアノーマリーが検出されているためモデル化に採用している）。残りの 3 本の
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リニアメントのうち 2 本は反射法弾性波探査によるアノーマリーが検出されていな

く，1 本は複数の反射法弾性波探査の測線と交差しており，反射法弾性波探査による

アノーマリーが検出されている交差部と検出されていない交差部がある。反射法弾性

波探査の測線と交差している実際のすべての断層に関して反射法弾性波探査でアノ

ーマリーが抽出されているとは限らないため，これら 3 本のリニアメントも断層と仮

定し，モデル化に採用した。ただし，反射法弾性波探査でアノーマリーが検出されて

いるものに比べて断層である可能性を低くし，それらとは色分けして示した（図 5－
5 中の青色半透明線）。 

 

 
図 5－5 リニアメントの表示例 

 
(b)リニアメントの近傍で反射法が実施されていない場合 

  反射法弾性波探査が近傍で実施されていないリニアメントは 16 本存在する。この

うち，試錐調査で確認された断層の卓越方向と同じ方向性を有するリニアメントのみ

を断層と仮定し，モデル化に採用した。具体的には，DH-2～13 号孔および MIU2～
4 号孔で確認された断層の走向傾斜からコンターダイヤグラム（図 4－1）を作成し，

2%以上の分布密度を示す範囲（図 4－1 中の赤色線範囲）の方向のリニアメントをモ

デル化に採用した。 
  その結果，断層の卓越方向と一致した 9 本のリニアメント（図 5－1a 中の黄色半透

明線）をモデル化に採用し，一致しない 7 本（図 5－1a 中の灰色線）は不採用とした。 
 
 ④断層形態の推定 
  5.1.4(3)③で 27 本のリニアメントを断層と仮定した。この仮定した断層の傾斜を以

下の方法で推定した。 
 
 リニアメントの傾斜角度は深層試錐調査（MIU・DH）によって確認されているリニ

アメントと同方向の断層の下半球シュミットネット上における集中部（2％以上）で分

布密度がもっとも高い値（ピーク）とした（図 4-1 中の黒点）。 
 なお，リニアメントの方向が複数の集中部に該当する場合は，ピークの集中度が高い

方の傾斜角度を適用した。例えば，図 4-1 においてリニアメントの方向が N20W とす

ると，集中部 No10（走向範囲 N21W～N13W，集中度３％）と集中部 No7（走向 N26W
～N6W，集中度 2%）の両者に該当する。この場合，集中度の高い No7 の傾斜をリニ

アメントの傾斜とした。また，試錐調査で確認された断層の走行傾斜の集中部が同じ集

中度の場合は，両者のピークとリニアメントの方向を比較し，近い方のピークの傾斜角

度を適用した。 
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『その他の整理されるべき情報の一覧』 
項目 内容 備考 

地表地質図 岩相分布および月

吉断層のトレース 
糸魚川（1980）および山井ほか(1996)に基づく

割れ目の分布密度 上部割れ目帯 既存の深層試錐調査（MIU・DH）の結果を引

用 
反射法弾性波探査

の結果 
反射イベントの分

布 
上部割れ目帯に対応する反射イベントの分布が

確認されている 
断層情報 トレーサ長による

断層の分類 
トレース長が 200m 以上の断層を抽出するため 
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「構造地質学的観点からのデータ整理(Ver.1)」 
計画名 SB モデルの作成 
タスク名 構造地質学的特徴 
ワーク名 構造地質学的観点からのデータ整理 
技術情報名 構造地質学的観点からのデータ整理 
バージョン 1 
進捗状況 終了 
キーワード シュミットネット 
作業目的 地質構造モデルのモデル化前提条件及びモデル化要素を設定する。具体的には，地下水流動や水質形成

に影響を及ぼすと考えられる岩盤の水理学的特性（透水性）のコントラストを有する地質学的要素を抽

出する。 
備考 参考のために，さらに整理が必要と考えられるデータをとりまとめた。 
更新内容 浅層試錐調査及び DH-2 号孔による調査で得られたデータを反映し，更新した。 
作業の内容・

結果を示す情

報（ファイル） 

試錐調査で確認された断層のコンターダイヤグラム 
上部割れ目帯及び下部割れ目低密度帯の把握 
断層分布調査によるデータセット 
リニアメント調査によるデータセット 
低角度傾斜を有する割れ目の集中帯 
領域を区分する可能性のある大きさを有する断層の設定 
領域を区分する可能性のある大きさを有する断層の設定～DH-2 号孔によるマルチオフセット VSP 探

査によるデータセット 
その他の整理されるべき情報の一覧 

品質に関わる

情報（参照技

術情報） 

外部情報(Ver.0) 
リモートセンシング(Ver.0) 
反射法地震探査(Ver.0) 
断層・割れ目調査（地表地質調査）（Ver.1） 
断層・割れ目調査（コア観察）(Ver.1) 
ボアホールテレビ（BTV）調査(Ver.0) 
VSP 探査(Ver.0) 
透水試験(Ver.0) 

品質に関わる

情報（参照技

術情報に関す

る特記事項） 

MIU シリーズの深層試錐調査結果も反映されているが，参照技術情報は不明確。 

品質に関わる

情報（処理・

判断に関する

情報） 

低角度傾斜の割れ目帯は被覆堆積層の厚さと相関が認められるとの既往知見をモデル化に反映してい

る。 
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「構造地質学的観点からのデータ整理(Ver.1)の作業の内容・結果を示す情報（ファイ

ル）」 

 

『試錐調査で確認された断層のコンターダイヤグラム』 

（Ver.0 に同じ） 

 

『上部割れ目帯及び下部割れ目低密度帯の把握』 

（Ver.0 に同じ） 

 

『断層分布調査によるデータセット』 

（Ver.0 に同じ） 

 

『リニアメント調査によるデータセット』 

（Ver.0 に同じ） 
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『低角度傾斜を有する割れ目の集中帯』 
5.2.3 低角度傾斜を有する割れ目の集中帯 

 
 ⇒DH-2 号孔における地質調査の結果，花崗岩上部割れ目帯（基盤花崗岩の上部にお

いて低角度傾斜を有する割れ目の分布密度が有意に高い区間）の中でも低角度傾斜を有

する割れ目の分布密度が高い区間（低角度傾斜を有する割れ目の集中帯）が認められ，

マルチオフセット VSP 探査および反射法弾性波探査では，対応する区間に強い反射イ

ベントが認められた（図 5-6）。また，反射法弾性波探査における反射イベントの分布

から，低角度傾斜を有する割れ目の集中帯から堆積岩と花崗岩の不整合面までの距離と

被覆堆積岩の層厚に相関（Y= 1.8162x + 17.04（X：不整合面から“低角度傾斜を有する

割れ目の集中帯”までの距離，Y：被覆堆積岩の層厚）が認められた。 
 

 
 

図 5-6 反射法弾性波探査結果（Line-2）において認められる 
    低角度傾斜を有する割れ目の集中帯の分布 
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『領域を区分する可能性のある大きさを有する断層の設定』 
(1)浅層試錐調査によるデータセット 

浅層試錐調査によって確認された断層のうち，前提条件(5)に基づいて推定されるト

レース長が 200m 以上の断層について，その分布を図 5-2a に緑色のラインで示した。 
 
(2)DH-2 号孔における地質調査によるデータセット 

DH-2 号孔調査によって確認された断層のうち，試錐調査の前提条件(5)に基づいて推

定されるトレース長が 200m 以上の断層について，その分布を図 5-2a 橙色のライン

（DH2FZ001～DH2FZ004）で示した。 
 

 
 

図 5-2a データセット平面分布図（SB1 モデル） 
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『領域を区分する可能性のある大きさを有する断層の設定～DH-2号孔によるマルチオ

フセット VSP 探査によるデータセット』 
(3) DH-2 号孔におけるマルチオフセット VSP 探査によるデータセット 

マルチオフセット VSP 探査の結果，DH-2 号孔近傍に 3 本の断層の分布を推定した

（図 5-7）。これらの断層は，超深地層研究所計画において実施した地表地質調査およ

び反射法弾性波探査の結果（図 5-3）から推定した断層と整合する結果が得られた。 
 

 
 

図 5-7 DH-2 号孔におけるマルチオフセット VSP 探査により推定した断層の分布 
 

 
 

図 5-3 反射法弾性波探査（Line-2）における地質構造解釈 
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『その他の整理されるべき情報の一覧』 

（Ver.0 に同じ） 
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「地形分布の解釈(Ver.0)」 
計画名 SB モデルの作成 
タスク名 デジタル地形モデル 
ワーク名 地形分布の解釈 
技術情報名 地形分布の解釈 
バージョン 0 
進捗状況 終了 
キーワード デジタル標高データ 
作業目的 デジタル標高データを用いて地形面をモデル化する。 
備考 20 メッシュのデジタルデータを使用した。 

具体的な成果は記載されておらず，プロダクトは登録しない。 
更新内容 - 
作業の内容・

結果を示す情

報（ファイル） 

- 

品質に関わる

情報（参照技

術情報） 

地形に関するデータの整理 

品質に関わる

情報（参照技

術情報に関す

る特記事項） 

- 

品質に関わる

情報（処理・

判断に関する

情報） 

- 
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「地質分布の解釈（母岩）(Ver.0)」 
計画名 SB モデルの作成 
タスク名 母岩 
ワーク名 地質分布の解釈 
技術情報名 地質分布の解釈（母岩） 
バージョン 0 
進捗状況 終了 
キーワード 瑞浪層群 
作業目的 モデル化に向けて地質分布を解釈し，地質境界面を明らかにする。 
備考 被覆層：基盤岩との不整合面，及び堆積層の境界面を扱った。 

母岩：記載無し。（何らかの作業は行っていると推測される） 
解釈に基づくモデル化の方針をプロダクトとした。 

更新内容 - 
作業の内容・

結果を示す情

報（ファイル） 

モデル化の方針 

品質に関わる

情報（参照技

術情報） 

岩相学的観点からのデータ整理（Ver.0） 
 

品質に関わる

情報（参照技

術情報に関す

る特記事項） 

- 

品質に関わる

情報（処理・

判断に関する

情報） 

- 
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「地質分布の解釈（母岩）(Ver.0)」の作業の内容・結果を示す情報（ファイル） 

『モデル化の方針』 
対象領域 方針 備考 

上部割れ目帯

の下部境界面 

基盤花崗岩上位の被覆堆積岩の

層厚と上部割れ目帯の厚さの相

関式を用い，被覆堆積岩の層厚

分布から，上部割れ目帯の下部

境界面をモデル化する。 

 

断層面 

リニアメント分布のデジタル位

置情報や反射法弾性波探査にお

ける反射断面記録の反射イベン

トの位置，および解釈された傾

斜角度の情報を用いてモデル化

する。 

なお，データ解釈により断層に

伴う破砕帯の幅について値が推

定されているものの，月吉断層

以外の断層に伴う破砕帯の幅は

小さいため，地質構造のモデル

化対象から外す。 

月吉断層に伴

う破砕帯の境

界面 

月吉断層に伴う破砕帯の境界面

は，データ解釈によって推定さ

れた破砕帯の厚さが一定に連続

すると仮定してモデル化する。 
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「地質分布の解釈（母岩）(Ver.1)」 
計画名 SB モデルの作成 
タスク名 母岩 
ワーク名 地質分布の解釈 
技術情報名 地質分布の解釈（母岩） 
バージョン 1 
進捗状況 終了 
キーワード 瑞浪層群  
作業目的 モデル化に向けて地質分布を解釈し，地質境界面を明らかにする。 
備考 被覆層：基盤岩との不整合面，及び堆積層の境界面を扱った。 

母岩：記載無し。（何らかの作業は行っていると推測される） 
解釈された地質分布に関する詳細な記述は無し。 
解釈に基づくモデル化の方針をプロダクトとした。 

更新内容 浅層試錐調査及び DH-2 孔調査結果を反映し更新した。 
作業の内容・

結果を示す情

報（ファイル） 

モデル化の方針(更新) 

品質に関わる

情報（参照技

術情報） 

岩相学的観点からのデータ整理(Ver.1) 

品質に関わる

情報（参照技

術情報に関す

る特記事項） 

- 

品質に関わる

情報（処理・

判断に関する

情報） 

- 
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「地質分布の解釈（母岩）(Ver.1)」の作業の内容・結果を示す情報（ファイル） 

『モデル化の方針(更新) 』 
対象領域 方針 備考 

上部割れ目帯

中の低角度傾

斜を有する割

れ目の集中帯 

上部割れ目帯中に認められた低

角度割れ目の集中帯は，反射法

弾性波探査および DH-2 号孔に

おける割れ目分布との対比か

ら，被覆堆積岩の層厚と低角度

傾斜を有する割れ目の集中帯か

ら花崗岩と被覆堆積岩の不整合

面までの距離の相関式を用いて

モデル化する。 

なお，厚さについては，一定

（DH-2 号孔における地質調査

で確認された厚さ（39.12m））

に連続すると仮定した。 

断層面 

断層面は，SB0 のモデル化の際

に使用した，リニアメント分布

のデジタル位置情報や反射法弾

性波探査における反射断面記録

の反射イベントの位置および解

釈された傾斜情報に加え，浅層

試錐調査および DH-2 号孔での

位置および走向傾斜情報を用い

てモデル化する。 
 

なお，月吉断層以外の断層に伴

う破砕帯については，SB0 と同

様に，データ解釈による破砕帯

幅の推定値が小さいため，地質

構造のモデル化対象から外す。 

月吉断層に伴

う破砕帯の境

界面 

月吉断層に伴う破砕帯の境界面

は，データ解釈によって推定さ

れた破砕帯の厚さが一定に連続

すると仮定してモデル化する。 

（Ver.0 と変更無し） 
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「地質分布の解釈（被覆層）(Ver.0)」 
計画名 SB モデルの作成 
タスク名 被覆層 
ワーク名 地質分布の解釈 
技術情報名 地質分布の解釈（被覆層） 
バージョン 0 
進捗状況 終了 
キーワード 瑞浪層群 
作業目的 モデル化に向けて地質分布を解釈し，地質境界面を明らかにする。 
備考 被覆層：基盤岩との不整合面，及び堆積層の境界面を扱った。 

母岩：記載無し。（何らかの作業は行っていると推測される） 
解釈に基づくモデル化の方針をプロダクトとした。 

更新内容 - 
作業の内容・

結果を示す情

報（ファイル） 

モデル化の方針 

品質に関わる

情報（参照技

術情報） 

岩相学的観点からのデータ整理（Ver.0） 
 

品質に関わる

情報（参照技

術情報に関す

る特記事項） 

- 

品質に関わる

情報（処理・

判断に関する

情報） 

- 
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「地質分布の解釈（被覆層）(Ver.0)」の作業の内容・結果を示す情報（ファイル） 

『モデル化の方針』 
対象領域 方針 備考 

上部割れ目帯

の下部境界面 

基盤花崗岩上位の被覆堆積岩の

層厚と上部割れ目帯の厚さの相

関式を用い，被覆堆積岩の層厚

分布から，上部割れ目帯の下部

境界面をモデル化する。 

 

断層面 

リニアメント分布のデジタル位

置情報や反射法弾性波探査にお

ける反射断面記録の反射イベン

トの位置，および解釈された傾

斜角度の情報を用いてモデル化

する。 

なお，データ解釈により断層に

伴う破砕帯の幅について値が推

定されているものの，月吉断層

以外の断層に伴う破砕帯の幅は

小さいため，地質構造のモデル

化対象から外す。 

月吉断層に伴

う破砕帯の境

界面 

月吉断層に伴う破砕帯の境界面

は，データ解釈によって推定さ

れた破砕帯の厚さが一定に連続

すると仮定してモデル化する。 
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「地質分布の解釈（被覆層）(Ver.1)」 
計画名 SB モデルの作成 
タスク名 被覆層 
ワーク名 地質分布の解釈 
技術情報名 地質分布の解釈（被覆層） 
バージョン 1 
進捗状況 終了 
キーワード 瑞浪層群  
作業目的 モデル化に向けて地質分布を解釈し，地質境界面を明らかにする。 
備考 被覆層：基盤岩との不整合面，及び堆積層の境界面を扱った。 

母岩：記載無し。（何らかの作業は行っていると推測される） 
解釈された地質分布に関する詳細な記述は無し。 
解釈に基づくモデル化の方針をプロダクトとした。 

更新内容 浅層試錐調査及び DH-2 孔調査結果を反映し更新した。 
作業の内容・

結果を示す情

報（ファイル） 

モデル化の方針(更新) 

品質に関わる

情報（参照技

術情報） 

岩相学的観点からのデータ整理(Ver.1) 

品質に関わる

情報（参照技

術情報に関す

る特記事項） 

- 

品質に関わる

情報（処理・

判断に関する

情報） 

- 
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「地質分布の解釈(Ver.1)」の作業の内容・結果を示す情報（ファイル） 

『モデル化の方針(更新) 』 
対象領域 方針 備考 

上部割れ目帯

中の低角度傾

斜を有する割

れ目の集中帯 

上部割れ目帯中に認められた低

角度割れ目の集中帯は，反射法

弾性波探査および DH-2 号孔に

おける割れ目分布との対比か

ら，被覆堆積岩の層厚と低角度

傾斜を有する割れ目の集中帯か

ら花崗岩と被覆堆積岩の不整合

面までの距離の相関式を用いて

モデル化する。 

なお，厚さについては，一定

（DH-2 号孔における地質調査

で確認された厚さ（39.12m））

に連続すると仮定した。 

断層面 

断層面は，SB0 のモデル化の際

に使用した，リニアメント分布

のデジタル位置情報や反射法弾

性波探査における反射断面記録

の反射イベントの位置および解

釈された傾斜情報に加え，浅層

試錐調査および DH-2 号孔での

位置および走向傾斜情報を用い

てモデル化する。 
 

なお，月吉断層以外の断層に伴

う破砕帯については，SB0 と同

様に，データ解釈による破砕帯

幅の推定値が小さいため，地質

構造のモデル化対象から外す。 

月吉断層に伴

う破砕帯の境

界面 

月吉断層に伴う破砕帯の境界面

は，データ解釈によって推定さ

れた破砕帯の厚さが一定に連続

すると仮定してモデル化する。 

（Ver.0 と変更無し） 
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「断層分布の解釈 (Ver.0)」 
計画名 SB モデルの作成 
タスク名 断層 
ワーク名 断層分布の解釈 
技術情報名 断層分布の解釈 
バージョン 0 
進捗状況 終了 
キーワード 割れ目帯 
作業目的 地下水流動に影響を及ぼす可能性のある構造をモデル化のために解釈する。 
備考 月吉断層及び 6 本の断層を解釈した。次のプロダクトを作成した。 

・解釈した断層と解釈理由 
・断層解釈後の断層の平面分布図 
・解釈に基づくモデル化の前提条件の整理 

更新内容 - 
作業の内容・

結果を示す情

報（ファイル） 

解釈した断層と解釈理由 
断層解釈後の平面分布図 
モデル化の前提条件 

品質に関わる

情報（参照技

術情報） 

構造地質学的観点からのデータ整理 

品質に関わる

情報（参照技

術情報に関す

る特記事項） 

- 

品質に関わる

情報（処理・

判断に関する

情報） 

低角度傾斜の割れ目帯は被覆堆積層の厚さと相関が認められるとの既往知見をモデル化に反映してい

る。 
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「断層分布の解釈(Ver.0)」の作業の内容・結果を示す情報（ファイル） 

『解釈した断層と解釈理由』 
5.1.5 断層の解釈 

 
5.1.4 の各データセットで抽出した断層や反射法弾性波探査によるアノーマリーの平

面分布（図 5-1a）を基に断層解釈を実施した。解釈した断層と解釈理由を表-4 に，断層

解釈後の平面分布図を図 5-1b にそれぞれ示す。 
 

表-4 断層解釈の結果（SB0 モデル） 
解釈断層名 対応データ 解釈理由 

IF_SB0_001 L03_514 と F18,F22,F24 リニアメントの走向延長方向と反射法によ

る推定断層の分布（２点を結んだ方向）が

一致 

IF_SB0_002 G002 と F18,F22,F24 断層露頭の走向延長方向と反射法による推

定断層の分布（２点を結んだ方向）が一致 

IF_SB0_005 G001 と F17,F21,F23,L03_540 
断層露頭の走向延長方向と反射法による推

定断層の分布（２点を結んだ方向）および

リニアメントの走向方向が一致 
IF_SB0_003 L03_267 と F10,F11 
IF_SB0_004 L03_266 と F8 
IF_SB0_006 L03_271 と F9 

リニアメントの走向延長方向と反射法によ

る推定断層の位置が一致 

月吉断層 月吉断層と L03_507,L03_539 月吉断層の分布傾向とリニアメントの走向

方向が一致 
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『断層解釈後の平面分布図』 
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『モデル化の前提条件』 
4.1 地質構造モデルのモデル化前提条件 

(1)共通事項 
 モデル化の対象となる断層の規模は，サイトスケールにおいて設定されている 3km
～数百 m 規模とする。具体的に決定されていない断層の最小長は，研究所用地を横切

る最小の長さである 200m[ⅰ],[ⅱ]とする。 
 
(2)岩相分布および月吉断層の地表トレース線 
岩相分布および月吉断層の地表トレース線は，糸魚川（1980）に，そのデジタル情

報は，山井ほか（1996）に基づく。より確度の高い地表トレース線と考えられる動燃

事業団（1988）[ⅲ]の情報は，岩相分布がデジタル化されていないことから今回のモデ

ルには用いない。 
 

(3)月吉断層主要部および破砕帯の幅 
地質構造モデルの入力条件となる月吉断層における断層中心部および断層中心部に

沿って分布する破砕帯の幅は，試錐調査において実際に確認されている断層中心部およ

び変位量およびトレース長から算定される値を複合的に用い，それぞれについて最も大

きな値を示す幅を用いる[ⅳ] 。なお，堆積岩類に分布する月吉断層と基盤花崗岩に分布

する月吉断層とでは，断層中心部および断層中心部に沿って分布する破砕帯の幅が大き

く異なるため，今回のモデルでは，それらを堆積岩部と花崗岩部とに分けて設定する

[ⅴ] 。 
 
(4)断層分布調査で確認された断層のトレース線の設定 
断層分布調査によって取得されている断層のトレース線は，異なる断層露頭の位置

（地下壕内においては，一部崩落箇所）がお互いの断層面の走向延長線上にあることを

基準に各断層露頭箇所を結合するように設定する。 
 

(5)断層のトレース長 
地質構造モデルの入力条件となる断層のトレース長は，実際に確認されている断層の

トレース長と変位量から推定される断層のトレース長および断層帯の幅から推定され

る断層のトレース長を複合的に用い，最も長いトレース長を用いる。推定された断層の

トレース長が 200m より短い規模を有する場合は，その断層を取り扱わないものとす

る。 
 
(6)断層主要部および破砕帯の幅 
地質構造モデルの入力条件とする断層主要部の厚さおよび破砕帯の幅は，断層露頭に

おいて確認されている変位量およびリニアメントのトレース長から推定される破砕帯

の幅の最大値を用いる。 
 
(7)断層の傾斜角度 
地質構造モデルの入力条件とする断層のうち，実際に確認される断層の傾斜角度は，

断層主要部で最も大きな変位を有している断層面を測定した値を用いる（複数測定して

いる場合は，それらの平均値を用いる）。また，その想定される傾斜角度の変化範囲は，

深層試錐孔調査（MIU・DH）によって確認されている同方向の断層の傾斜極が下半球

シュミットネット上において 2%以上[ⅵ]の分布密度を示す範囲（図 4－1 中の赤色線範

囲）を用いる。 
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リニアメント調査によって推定される断層の傾斜角度は，深層試錐調査（MIU・DH）

によって確認されている同方向の断層の下半球シュミットネット上における集中部

（2%以上[ⅵ]）で分布密度が最も高い値（ピーク）とする。また，その想定される傾斜

角度の変化範囲は，深層試錐孔調査（MIU・DH）によって確認されている同方向の断

層の下半球シュミットネット上において 2%以上[ⅵ]の分布密度を示す範囲を用いる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  図 4-1 試錐調査で確認された断層のコンターダイヤグラム（等角投影） 
 

 
(8)リニアメント調査 

① 深層試錐孔調査（MIU・DH）によって確認されている断層分布の方向性および

反射法弾性波探査結果を用い，実際に断層として分布している可能性の低いリ

ニアメントについては除外する。 
② 反射法弾性波探査結果を用いたリニアメントのスクリーニングに際しては，推

定されるリニアメントの判読誤差を考慮する。 
 
(9)反射法弾性波探査 

① 反射法から推定される断層の走向は他の調査結果を参考に設定する。 
② 反射法から推定される月吉断層に伴う副次的断層については，それが分布する

領域を一つの帯として表現する[ⅶ]。 
③ 反射法のみで断層が推定される場合，地質構造モデル上で，その分布は表現し

ない[ⅷ]。 
 

(10)断層の解釈 
① 解釈によって，異なる二つの調査から得られている断層を同一視する場合，その分

布の信頼性の高さの程度は，断層分布調査（文献調査）および試錐調査⇒反射法物

理探査⇒リニアメント調査の順とする。 
② 解釈によって，異なる 2 つの調査から得られている断層を同一視する場合の断層の

傾斜角度は，より研究所用地に近い断層の傾斜角度とする。 
③ 異なる二つの調査から得られている断層のトレース長は，それらの断層の位置がお

互いの断層面の走向延長線上に存在することを基準に各断層位置を結合するように

設定する。 
 
 
 

方向 ピーク値

の傾斜 集中部番号 

N1E～N14E 72E 1 
N31E～N74E 75E 2 
N88W～N71W 80S 4 
N71W～N58W 75S 5 
N26W～N6W 77W 7 
N80E～N88W 70N 8 
N58W～N29W 84N 9 
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________________ 
[ⅰ]サイトスケールより 1 段階小さいスケールとなるブロックスケールにおいて，研究所用地内に包含される規模の断

層が主な調査対象となると想定されるため。 
[ⅱ]断層の長さ 200m から計算される変位量は，約 44cm，断層主要部の厚さは，約 5mm，破砕帯は約 3.2m となる。 
[ⅲ] ウラン探鉱時において取得された試錐調査結果などを用いているため。 
[ⅳ]最大値を採用することで，想定しうる不確実性を可能な限り大きく見積もっておくため。今後の課題として，平均

値の採用および想定しうる変動範囲の設定を検討する必要がある。 
[ⅴ]月吉断層の地表トレース線は，堆積岩部における値を用いる。 
[ⅵ]下半球シュミットネット上で分布極を認定できるのが 2%以上の分布密度を有している領域であるため。 
[ⅶ]副次的断層は，小規模でその分布を反射法弾性波探査のみでは，把握・推定することに限界があるため。 
[ⅷ]測線数の限られた反射法のみ結果では限界があるため。規模が大きい断層である場合は，それらの分布特性を把握

することが今後の大きな課題となりうる。 
________________ 
 
糸魚川淳二（1980）：瑞浪地域の地質，瑞浪市化石博物館専報，第 1 号，pp.1-50． 
 
山井忠世，角南基亮，若松尚則，岡崎彦哉，高遠俊一（1996）：東濃地域を対象とした表層

水理調査（その 3），サイクル機構技術資料（契約業務報告書：アジア航測株式会社），JNC 
TJ7440 2001-005． 
 
動力炉・核燃料開発事業団（1988）：日本のウラン資源（II）,サイクル機構技術資料，PNC 
TN7420 88-006. 

 
 

付－2(52) 



JNC TJ8440 2004-006 

「断層分布の解釈 (Ver.1)」 
計画名 SB モデルの作成 
タスク名 断層 
ワーク名 断層分布の解釈 
技術情報名 断層分布の解釈 
バージョン 1 
進捗状況 終了 
キーワード 割れ目帯 
作業目的 地下水流動に影響を及ぼす可能性のある構造をモデル化のために解釈する。 
備考 SB0 モデルに加え，5 本の断層を解釈した。次のプロダクトを作成した。 

・解釈した断層と解釈理由 
・断層解釈後の断層の平面分布図 
・解釈に基づくモデル化の前提条件の整理 

更新内容 浅層試錐調査及び DH-2 孔調査結果を反映して更新した。 
作業の内容・

結果を示す情

報（ファイル） 
断層解釈後の平面分布図（更新） 
モデル化の前提条件 

品質に関わる

情報（参照技

術情報） 

構造地質学的観点からのデータ整理(Ver.1) 

品質に関わる

情報（参照技

術情報に関す

る特記事項） 

- 

品質に関わる

情報（処理・

判断に関する

情報） 

-低角度傾斜の割れ目帯は被覆堆積層の厚さと相関が認められるとの既往知見をモデル化に反映してい

る。 

解釈した断層と解釈理由（更新） 
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「断層分布の解釈 (Ver.1)」の作業の内容・結果を示す情報（ファイル） 

『解釈した断層と解釈理由（更新）』 
5.2.5 断層の解釈 

 
Step1 SB0 モデルおよび 5.2.4 の各データセットで抽出した断層や反射法弾性波探査

で抽出したアノーマリーの平面分布（図 5-2a）を基に断層解釈を実施した。解釈した

断層と解釈理由を表-5 に，断層解釈後の平面分布図を図 5-2b にそれぞれ示す。 
 
 

表－5 断層解釈の結果（SB1 モデル） 
解釈断層名 対応データ 解釈理由 

IF_SB1_001 L214 と DH2FZ001 

IF_SB1_002 L213 と DH2FZ003 

IF_SB1_003 L221 と DHFZ002 

リニアメント走向方向と DH-2 号孔で確認

される断層の走向方向が一致 

IF_SB1_004 IF_SB0_005(G001) 
MSB3_fault,L220 

断層露頭（ IF_SB0_005(G001)）の走向延

長方向と MSB3 における断層およびリニ

アメントの走向方向が一致 

IF_SB1_005, DHFZ004, L210， F7，F16 およ

び地表断層露頭 

DH-2 号孔で確認される断層，リニアメン

トおよび断層露頭の走向方向，および反射

法による推定断層の位置が一致 
 

 
 

『断層解釈後の平面分布図（更新）』 

 

 

『モデル化の前提条件』 

（Ver.0 に同じ） 
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「地質構造モデルの作成 (Ver.0)」 
計画名 SB モデルの作成 
タスク名 地質構造モデル 
ワーク名 地質構造モデルの作成 
技術情報名 地質構造モデルの作成 
バージョン 0 
進捗状況 終了 
キーワード 地質構造モデル 
作業目的 地質構造モデル（SB モデル）を構築する。 
備考 SB０モデルとする。 

地質構造モデルの全体像，およびモデルから抽出した水平断面，鉛直断面をプロダクトとする。 
更新内容 - 
作業の内容・

結果を示す情

報（ファイル） 

領域全体の地質構造モデル（SB0） 
チェア型に切り抜いた地質構造モデル（SB0） 
深度 100m（中間ステージ）の水平断面図（SB0） 
深度 200m（中間ステージ）の水平断面図（SB0） 
深度 300m（中間ステージ）の水平断面図（SB0） 
深度 400m（中間ステージ）の水平断面図（SB0） 
深度 500m（中間ステージ）の水平断面図（SB0） 
深度 600m（中間ステージ）の水平断面図（SB0） 
深度 700m（中間ステージ）の水平断面図（SB0） 
深度 800m（中間ステージ）の水平断面図（SB0） 
深度 900m（中間ステージ）の水平断面図（SB0） 
深度 1000m（中間ステージ）の水平断面図（SB0） 
主立坑及び換気立坑を通過する鉛直断面（SB0） 
MIZ-1 号孔沿いの鉛直断面図（SB0） 

品質に関わる

情報（参照技

術情報） 

地質分布の解釈（母岩）(Ver.0) 
地質分布の解釈（被覆層）(Ver.0) 
断層分布の解釈(Ver.0) 
地形分布の解釈(Ver.0) 

品質に関わる

情報（参照技

術情報に関す

る特記事項） 

- 

品質に関わる

情報（処理・

判断に関する

情報） 

- 
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「地質構造モデルの作成」 (Ver.0) 」の作業の内容・結果を示す情報（ファイル） 

『領域全体の地質構造モデル（SB0）』 

 
 

『チェア型に切り抜いた地質構造モデル（SB0）』 
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『深度 100m（中間ステージ）の水平断面図（SB0）』 

 
 

『深度 200m（中間ステージ）の水平断面図（SB0）』 
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『深度 300m（中間ステージ）の水平断面図（SB0）』 

 
 

『深度 400m（中間ステージ）の水平断面図（SB0）』 
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『深度 500m（中間ステージ）の水平断面図（SB0）』 

 
 

『深度 600m（中間ステージ）の水平断面図（SB0）』 
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『深度 700m（中間ステージ）の水平断面図（SB0）』 

 
 

『深度 800m（中間ステージ）の水平断面図（SB0）』 
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『深度 900m（中間ステージ）の水平断面図（SB0）』 

 
 

『深度 1,000m（最深ステージ）の水平断面図（SB0）』 
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『主立坑及び換気立坑を通過する鉛直断面（SB0）』 

 

 

『MIZ-1 号孔沿いの鉛直断面図（SB0）』 
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「地質構造モデルの作成 (Ver.1)」 
計画名 SB モデルの作成 
タスク名 地質構造モデル 
ワーク名 地質構造モデルの作成 
技術情報名 地質構造モデル(地質構造モデルの作成) 
バージョン 1 
進捗状況 終了 
キーワード 地質構造モデル 
作業目的 地質構造モデル（SB モデル）を構築する。 
備考 SB1 モデルとする。 

地質構造モデルの全体像，およびモデルから抽出した水平断面，鉛直断面をプロダクトとする。 
モデル構築結果（モデルの説明）をプロダクトとする。 

更新内容 浅層試錐調査及び DH-2 孔調査結果を反映し，SB0 モデルを更新した。 
作業の内容・

結果を示す情

報（ファイル） 

領域全体の地質構造モデル（SB1） 
チェア型に切り抜いた地質構造モデル（SB1） 
深度 100m（中間ステージ）の水平断面図（SB1） 
深度 200m（中間ステージ）の水平断面図（SB1） 
深度 300m（中間ステージ）の水平断面図（SB1） 
深度 400m（中間ステージ）の水平断面図（SB1） 
深度 500m（中間ステージ）の水平断面図（SB1） 
深度 600m（中間ステージ）の水平断面図（SB1） 
深度 700m（中間ステージ）の水平断面図（SB1） 
深度 800m（中間ステージ）の水平断面図（SB1） 
深度 900m（中間ステージ）の水平断面図（SB1） 
深度 1000m（中間ステージ）の水平断面図（SB1） 
主立坑及び換気立坑を通過する鉛直断面（SB1） 
MIZ-1 号孔沿いの鉛直断面図（SB1） 
地質構造モデルの構築結果（モデルの説明） 

品質に関わる

情報（参照技

術情報） 

地質分布の解釈（母岩）(Ver.1) 
地質分布の解釈（被覆層）(Ver.1) 
断層分布の解釈(Ver.1) 
地形分布の解釈(Ver.1) 

品質に関わる

情報（参照技

術情報に関す

る特記事項） 

- 

品質に関わる

情報（処理・

判断に関する

情報） 

- 
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「地質構造モデルの作成 (Ver.1) 」の作業の内容・結果を示す情報（ファイル） 

『領域全体の地質構造モデル（SB1）』 

 
 

『チェア型に切り抜いた地質構造モデル（SB1）』 
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『深度 100m（中間ステージ）の水平断面図（SB1）』 

 

 

『深度 200m（中間ステージ）の水平断面図（SB1）』 
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『深度 300m（中間ステージ）の水平断面図（SB1）』 

 

 

『深度 400m（中間ステージ）の水平断面図（SB1）』 
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『深度 500m（中間ステージ）の水平断面図（SB1）』 

 

 

『深度 600m（中間ステージ）の水平断面図（SB1）』 
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『深度 700m（中間ステージ）の水平断面図（SB1）』 

 

 

『深度 800m（中間ステージ）の水平断面図（SB1）』 
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『深度 900m（中間ステージ）の水平断面図（SB1）』 

 
 

『深度 1,000m（最深ステージ）の水平断面図（SB1）』 
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『主立坑及び換気立坑を通過する鉛直断面（SB1）』 

 

 

『MIZ-1 号孔沿いの鉛直断面図（SB1）』 
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付－2(71) 

『地質構造モデルの構築結果（モデルの説明）（更新）』 
地形面や各モデル化要素の地層境界面や断層面等をその位置関係や形成過程を考慮

し，組み合わせることにより 3 次元地質構造モデルを構築した。SB0 および SB1 にお

ける領域全体を示した地質構造モデルを示す。また，チェア型に切り抜いた地質構造モ

デルを示す。 
SB0 および SB1 の地質構造のモデル化結果から MIU 建設用地内およびその近傍で

は，多数の断層が密集していることが分かる。また，領域全体を見ると，SB1 において

花崗岩風化部および上部割れ目帯中の低角度傾斜を有する割れ目の集中帯が追加され

たこと以外に SB0 と SB1 の間に大きな差は認められない。 
さらに，主立坑および換気立坑を通過する鉛直断面や中間ステージおよび中間ステー

ジ，最深ステージの建設予定深度における水平断面において SB0 と SB1 での地質構造

のモデル化結果の比較を行った。これらの図より，SB1 のモデルでは，SB0 のモデル

と比較して，超深地層研究所建設用地を横断する EW 系の断層の数が増加している。

これらの断層は，地形の起伏から推定される地下水の主流動方向（北から南）に直交し

ていることから，地下水の流動特性に影響を与えている可能性が高いことが推察され

る。また，花崗岩上部割れ目帯は，中間ステージが建設される深度 500m まで分布して

いることが推定される。月吉断層に伴う破砕帯については，最深ステージが建設される

深度 1,000m 程度において超深地層研究所建設用地内で認められることが推定される。 
最後に，MIZ-1 号孔沿いの鉛直断面図を示す。特に MIZ-1 孔口の南西側の不連続構

造の密度については，SB0 と SB1 で異なっている。また，MIZ-1 孔に直接交差する断

層は少ないものの，断層の規模は不確実性を有することや，MIZ-1 孔周辺に断層が密集

していることなどから，MIZ-1 孔では地質構造モデルにおいて直接交差しているもの以

外の断層と遭遇する可能性もある。 
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