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地盤沈下の話 （I ) 

宮部直巳

1. 地盤沈下については，すでに本誌上に何回か解説されているので，そ

の解説をここに繰り返すことは，あまり賢いわざとも，思われない。それで，

ここでは，地盤沈下とその調査とに関連したL、くつかの話題をとりあげて，

それについて述べる ことによっ て，今までに解説された「地盤沈下に関する

知識」を補なうとともにこれをもう一度たしかめるための役にたてたL、と希

うものである。

そうし、う話題：こ（れ、る前に，ここで， 2つのことについて述べておきたい。

その 1つは，地盤沈下は自然災害か？ということである。たしかに，台風

とか，豪雨とか，地震といったような自然現象とは趣を異にしているようで

ある。しかし，台風の場合について考えてみると， 瞬間風速 60m/sとか 70

m/sとかL、う強風に耐える構造をもった家屋， 5mとか lOmとかL、う高潮，

高浪に耐える堤防があったなら，その台風による災害は皆無であったかもし

れないし，もしそうであるなら，台風に伴ってもたらされた多量の雨水だけ

カリ＼類への利益として残り，台風はもはや天災とはいえなくなる ことになる

のではないだろうか。地震についても同様なことが考えられる。 そうだとす

ると，台風や地震は，その発生を人類が制御し得ないというだけで，それに

よる災害発生は，人間の側に何ノぞ一セ ントかの責任がある といえないことも

ない。

これに対して，地盤沈下の場合はど うか，というと，地下水の過剰揚水lこ

原因があると L、う点で，その現象そのものにおいて，人工的の色彩が濃い。
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しかし帯水層の地下水圧が低下するに伴なって，その上部の地層が収縮す

るとし、う現象は，自然現象であって，この現象を制御することは，地下水の

揚水を制限して，その水圧をある範囲に保つとL、う操作を通じてのみできる

ことである。こう考えてみると，地盤沈下においても，自然現象的要素が存

し，その分だけは，人聞社会の責任は免れ得るのではなかろうかと思われる。

つまり，天災といL、，人災といっても，それは責任を自然に帰する部分と，

人間に帰する部分との割合の相違でしかないのではなかろうか。そういう意

味で，地盤沈下と L、う現象と，それに伴なう災害L いわゆる人災的要素が

濃いにもかかわらず，その現象の解明と防災とに自然科学の知識と技術とを

欠くことができないのではないだろうか。

述べておきたい第 2のことは，地盤沈下の問題は，今や国際的な関心事だ

ということである。

イタリアのポー河沿岸地帯で，天然ガスの開発に伴なう地盤沈下のあるこ

とは，すでによく知られ，新潟の地盤沈下にも関連して紹介されている。ま

た，アメリカのロングビーチにおける石油開発に伴なう地盤沈下についても，

よく報道されている。その他，アメリカでは，サンノーキン谷（サンノゼ市を

中心とする広大な地区）およびヒュース卜ン付近のこれも相当に広い地区，そ

の他；こおし、て，あるL、はメキシコのメキシコ市で，農地の開妬， ビノレ用水，

工業用水等に必要な地下水の汲上げに伴なう地盤沈下が認められている。

オランダの干拓地帯では，地盤沈下は意外に問題とならなし、。それは干拓

地の開発計画が慎重にかつ綿密にたてられている故であるといえるかもしれ

ないが，オランダの低地帯における工業開発は日本におけるような状態では

なし干拓地の大部分が農地であるということにもよるのではなし、かと，思わ

れる。 しかし，それだからといって，地盤沈下の問題がないわけてーはない。

問題は干拓地ではなくて， ライン河沿岸のロッテノレダム等にあるらしい。

すでに， ドイツにおいて，ライン河沿岸の古い都市における地下水の水位

低下が起り，それに伴なって高塔，とくに寺院などが動いている形跡がある

ので，その動きの精密測定を行なっているということである。これとおそら

く似たような現象があることと思われるが，オランダでも，ロッテルダム付
？ヲミティー

近の地盤沈下に対して地盤沈下対策審議会といったような委員会が組織さー

れ，デルフトにある国際写真測量研修所の所長で測地学者のファン ・デノレゐ
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ウェーレがその議長をしているということであった。

また，ソ連のエストニアで3 東京と同じような地盤沈下があるので3 東京

での調査結果を知りたL、とし、う連絡のあったのはごく最近のことである。

思うに，国土の工業化，都市のヒツレ化に伴なって，水の需要は単なる人口

の増加以上の率で増 L，それに伴なって地下水の開発も進行する。しかし，

地下水の採水が過度となってその水圧が，ある程度以下となれば，地盤沈下

の発生は当然期待される。それは，時と場所とに関わりなく起る。それ故，

地盤沈下が国際的な話題となっても別に不思議ではなし、。ただ，それらの異

なる国々での地盤沈下とそれに伴なう災害についての調査が行きとどけば，

そして，それらの情報が自然に交換されるようになるならば，われわれは，

地盤沈下という実に厄介な問題に対して，よりよい解決の方法を見出すこと

ができるようになるかもしれないと期待するものである。

2田 地下水の過剰な汲上げが，地盤沈下の主因であると主張された和達清

夫博士は，高価な実験だけれども，もし地下水を汲むことをある期間全面

的に停止することができたなら，そのことの当否は判然するといわれぐい

た。それはもう二十数年も前，戦前のことで為る。その高価な実験が：二から

ずも戦争によって実現されたわけである。すなわち，戦争末期の激しい爆撃

によって，東京，大阪等の工場のほとんどすべてがその活動を停止した時，

地盤沈下もまた停止した。その時，東京の江東地帯における地下水の水位

は，地表面から約lOmの深さにまで恢復していたことも注意すべきかもしれ

ない。このことは，地下水水圧（あるいは水位〉が地盤沈下と密接に関係して

いるということのよい証拠であるとみられている。

しかし3 戦後，産業活動の恢復とともに工場も再出発して活動をはじめ，

地下水の汲上げも盛んになるとともに，地盤沈下もまた始まった。このこと

は．和達博士等の説を二重に証拠だてたことになるわけである。

ところが事態は次第に悪化ーーといって悪ければ，進展ーーしてきた。つ

まり，それまでは主として沖積層下部の帯水層の水を汲み上げていたのであ

るけれども，その水が次第に減少して，急激かっ大量の需要を満たすことが

できなくなり，より深い帯水層から地下水を汲み上げるようになった。もち

ろん，この傾向は戦前からもあったのであるけれども，多量の深層地下水を
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汲み上げるようになったのは戦後地下水の需用が急増してからいちじるしく

なったことである。このことは，地盤沈下の起因をより深い所：二追いやるこ

とになった。

深層地下水の需用は，単に工業用としてのみではなく，いわゆるビル用地

としても増大した。そのことは，丸の内，日比谷地区にお：十る地盤沈下の再

開にもあらわれている。

丸の内地区には，高層ビノレがあるので，この地域の地面の高さの基準とす

るために，これらの建物に特種水準点をとりつけ，それらの水準点と普通水

準点とを含めてしばしば水準測量を行ない，それらの点の変動量を測定した。

その結果によると，いろいろのことはあるけれども，結局，地盤沈下（主戦

前1944年頃までにほとんど終結の状態であり p その頃，その地域における地

下水水位も地表下 20m位でp ちょうど，沖積層の下部に一致し，地下水（ま枯

渇した状態にあった。ところが，戦後，この地区：こは多数のどノレがつくられ

るとともに，冷房その他のための地下水の需用も増して，深層地下水が汲み

上げられることになったと d思われるが， 1950年頃から再び地盤沈下が始まり，

現在でも年間 5mm くらいの割合で進行している。その推移は，第 1図に示

した。 KZ3号水準点の累積沈下曲線によって推察することができょう。 KZ3 

号水準点とい うのは日比谷の三信ビルディ ングの東側道路にある水準点で，

この地域の地盤変動を示す代表的な水準点である。第 l図には，この外， OE,

TWという 2個の高層ヒソレにつけた水準点の変動も示してある。これらの水

準点の変動は，第 l図でわかる ように，その初め，1938年頃から，1940年頃

までは， KZ 2号と比較してはるかに小さい変動しかしていない（第 1図上のそ

れぞれの変動曲線の傾斜がし、ちじるしく異なっている〉。

しかるに， 1950年頃から以後は， どの曲線もほぼ間程度の変動を示してい

る（曲線の傾斜がほぼ等しい）。つまり，深層，すなわち，沖積層より深いとこ

ろから地下水を汲み上げているために，それより上部にあるものは，地表面

の水準点でも，沖積層の底に基礎をおいた建物も，同じくらいずつ沈下する

ということなのである。

このような事情は，他の地域，すなわち，東京の江東地区，大阪等におい

ても全く同様である。そこで， これらの地区における地下水の汲上げは制限

しなくてはならないということになってきた。大阪では直ちに実行にうっき
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第 1図 丸の内付近における水準点の変動の推移

・54 '58 

（；土） TW, OE は高層ヒ勺レ付属特殊水準点， KZ3は普通の地上水準点。
出演 ：東京都土木技術研究所資料による。

オ1.,，かなり厳しい地下水規制が行なわれるようになった。そして，その効果

は早速あらわれてきている。

しかし，地下水の汲上げを規制するということは，なかなかむずかしいこ

とである。なぜならば，地下水は一種の資源であり，これを利用することに

よって多くの人々が利益を得ているからである。したがって，この規制（，土，

工業用水法に基づいた条例によって行なわれ，受益者の利益を保証あるいは

補償することなしに勝手に規制することは許されない。つまり，工業用水が

供給されないで地下水の汲上げのみを規制する ことができないのである。

このような規制は準備のために相当の時聞を必要とするのであるけれど

も，事態が急をつけoないと規制の考え方が惨透しないことなどもあって，今

日ではやや遅きにすぎるきらいがないで、もないが，それで、も，規制されない

よりも規制された方がよい。

規制の効果の顕著な例は新潟においてみられる。新潟における地盤沈下は

非常にいちじるしいもので，その最もいちじるしかった時には毎日 l.4mmす
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なわち年率にして50cmを越えるほどであった。これを今日のように，年率数

センチメートノレ程度に抑えることに成功したのは，地盤沈下の主因と目され

ていた，天然カvスの採取を広い地域にわたって停止することができたためで

ある。それには，関係のある諸機関の緊密な協同作業と，事態の理解と，大

局的見地にたっての判断とが必要である。新潟における地盤沈下の抑止の成

功は，そうし、う協力と理解と判断との綜合の成果を示す 1つの例でもある。

このような規制が効果を発揮するには，実は，別に 2～3の問題がある。

その 1つは規制の地域範囲であり，他の 1つは規制が守られているか否か

をいかにして確かめるかである。後者は，いわば，規制監視の問題である。

どれだけの範囲の地域で，これこれの条件：こ合わなL、ような，地下水の汲

上げは禁止するというと きの，その範囲は，多くの場合，行政区域で与えら

れる。しかし実際に規制されるべき地下水の存在範囲は，地表および地下

の構造および形に支配されている。それ故，行政区域と，地下水の存在範囲

とは必ずしも一致しているとはいえない。例えば，東京で，いわゆる下町地

区（行政区でいえば，江東，墨田，荒川，江戸川，足立〕だけに規制を適用された

とした場合，文京，新宿等のいわゆる山手地区で地下水を無制限に汲み上げ

た，その影響が，下町の地下水源におよばないだろうか。少なくとも，そう

いう影響はないとL、う保証はなさそうに思われる。山手地区と下町地区との

地下帯水層，とくにその深層地下水の聞に関連が見出されていないとい うこ

とは，関連がないとL、ぅ証拠にはならなし、。その関連性についての調査は未

だ十分に行なわれていなし、からである。

地下水の使用規制をどの範囲におよぼすかということは，むずかしい問題

で為る。一方では，自然条件から期待される範囲と規制を行ないやすし、行政

区画とが必ずしも一致していないとL、う難問題があるとともに，他方では，

規制を行なうためには，その代償としての工業用水を提供しなければならな

いなどの技術的行政的な問題がある。しかも，規制をおよぼすか否かの判断

は，いつまでも下さないわけにはゆかなし、。現在では，何が緊急に必要な事

項であるかを良識によって判断し，それにしたがって処置をきめるより外lこ

方法がないような状態にある。これを客観的に定まるようにするためにはど

うしたらよいであろうか。そのようなことをしていては緊急な事態には聞に

合わなL、かもしれない。しかし，少しでも客観的な決定ができるような状態
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にもってゆく努力は必要であろうと考えられる。

さて，規制が実施された場合に，その規制が守られているかどうかはどう

して判別したらよし、かとしづ問題が起る。規制に遵わない者には罰則を適用

するというようなことで，真実に規制が守られるであろうか。しかも，この

場合，違反者は罰せられることによってすむかもしれないが，規制違反のた

めに生じる公共の損害は免れることも償うこともできないのではないだろう

か。それ故，地下水の揚水を規制した場合：こ，その違反者摘発に努力するこ

とは，規制を守る正しい方法であるかどうか疑わしいのではなかろうか。地

下水の揚水規制の趣旨は，過度の揚水によって，地下水の水位の異常な低下

を生じないようにすることである。そうだとすると，個々の規制違反をきが

す努力よりも，地域全体としての地下水水位を保つ努力の方がより大切なこ

とであるといわなくてはならなL、。そういう意味で，規制の看視のためには，

それぞれの地域の地下水水位の測定をつつけながら，その低下を防止するよ

う，異常な変動には警報を発して全般的な規制強化を周知させるというよう

な方法をとらなければ規制の実効はなさそうである。

しかし，幸いにして，規制の効果は前述の新潟の外に，大阪においてもあ

らわれてきているようである。大阪における観測井の水位の変化をみると，

昭和34年から実施された地下水の揚水規制の効果が，昭和36年の平均水位の

上昇という形であらわれている。最近の水準測量の結果にもまたそういう傾

向がみえている。規制違反者の摘発というような，むしろ暗い手段はとる必

要がないのかもしれなL、。しかし，それでも，規制の結果，地下水の水位が

し、かに変動してゆくかということは，やはり絶えず注意して観測していなく

てはならないであろう。

3. 地盤沈下に関して地下水の過剰な揚水が神経質に問題視されてL、るの

は，地盤沈下が主として沖積層内の粘土層の脱水収縮によっているという事

実が念頭にあるからである。純粋な粘土層でなくても，脱水によってその量

は異なるとしても収縮は起り得るから，脱水する原因をつくる地下水の過剰

揚水に対して神経質になるのは当然というべきである。しかし，脱水による

土層の収縮ということは，地盤沈下の有力な原因ではあるけれども，地盤沈

下はそれだけによって起されるとは考え難い。
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地下に空洞が何かの原因でできたとすれば，その地表面には何等かの変動

がおきるであろう。 空洞を生じた部分の表面が幾分かその周囲の部分よりも

低下するニとは，当然期待されてよい。低下する量の大小は，できる空洞の

大きさや，その部分の地層の性質にもよるから，低下のようすが眼に見える

こともあり，精密な測定によ らなければわからないということもあろうが，

L、ずれにしても何等かの変化があるはずである。

その端的なあらわれは，炭鉱地帯の地表面におけるいちじるしい地盤沈下

である。われわれが，平地区，すなわち常磐炭団地帯と，北九州の筑豊炭田

地帯における三角測量の再測の結果知り得た所によれば，常磐炭田地帯で最

大 3m，筑豊炭田地帯において最大 7mを越える沈下が地表面においてみと

めらJtる。

北九州の筑豊炭田では，地質学的に第三紀に属する地層が爽炭層である。

したがって，第三紀層群の存在する地域で地盤沈下がし、ちじるしく，その他

のより古い地層の地域および花樹岩の発達している地域では，沈下はほとん

どみられない。また，第三紀層群の存在する地域では，単に沈下量が大きい

のみならず，沈下量を測定し得る基準点（三角点）相Eのための沈下量の差も

またいちじるしい。炭鉱地帯で，道路が崩れたり，家が傾L、たりすることの

原因は，このようなところにも存するかもしれない。

このような地表面の変動は，常磐炭田地帯においてもほぼ同様である。

一方では3 坑道から排出される水の量もまた巨大なものがあるから，排出

された水による脱水収縮ということも度外視することができないことはもち

ろんである。しかし，この場合は，炭坑上層を形成してし、る地層は，東京や

大阪などにおいて地盤沈下の原因になっている沖積層の軟弱な粘土とはいさ

さか異なっている。それ故，脱水収縮は同工で1らっても，収縮のしかたは異

曲であるかもしれない。

だし、ぶ以前のことになるが，東海道線の丹那墜道が掘さくされた時には，

巨大な水が流出した。その水は今でも流れているはずである。

その水源は墜道上の丹那金地から，墜道を揮さくしたために洩れ出たもの

で，そのために，丹那’盆地では耕作ができなくなったといわれるような事件

があった。当時，鉄道の技術者がその調査を行ない，丹那墜道から流出する

水量l土，上部の丹那盆地への降水量にほぼ匹敵するので，盆地の水量には影
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響はないはずであるという結論を出されたことがある。今にして思えば，そ

の頃， 7j(の流出に伴なう丹那盆地の土地の上下変動のようすを調べておけば

よかったのではないだろうか。そうすれば，孔を掘って下部から水をぬいた

場合：二，丹那；二おけるよう な，火山灰や熔岩でつくられた地層内に収縮現象

が起るかどうか，起るとすればどのように起るかというような問題について

の端緒をとらえることができ，炭鉱地帯の沈下問題にも 3 もう少し明確な情

報をもって対処することがでさたかもしれない。

いずれにしても，地下から何かの物質をとり出せば，その物質が地下から

失なわれたことと，とり出すことに関連のある水その他の物質の喪失とによ

って，その部分の地上に何等かの変動，少なくとも局部的な地盤の低下をま

ねくことは論ずる余地のない所である。

地下から物質をとり出しでも，その上部の地層が十分堅固であれば，地上

に沈下などは起らないという説もあったが，それはうなずけない。例えば，

厚さ 1cmの鉄板は， 30cm四方く らいの大いさならば十分に堅くても， 300m

四方くらいになれば，それ自身の重みだけでも摸むであろう。岩石の場合で

もlOcm程度の大いさの塊ならば，十分強くても， たとえ数百メートノレの厚さ

があっても数十キロメートノレのひろがりをもち，その上に，その地層内に割

れ目も断層もあるという状態で，それ自身の重みを支えることは困難といわ

なくてはなるまい。それ故，炭坑のような地下の空所ができた場合，その上

部の地層がそれだけで原形を保ち得るとは考え難いであろう。

新潟やイタリアのポー河沿岸における天然カPスの採掘においてもまた，ア

メリカのロングビーチの石油採掘においても，事情は大同小異であるといえ

よう。天然カスは帯水層の水の中に溶在し，あるいは多孔質の地層中に水か

ら分離して存在する。石油の原油もまた多孔質の地層中に惨みこんでいる。

そう L、うところから，ガスを，あるいはヵース水を，あるいは原油を取り出し

た後の多孔質地層中に空隙ができるだけだから，それによって地表面に変動

は生 じるまいと考える人は今はし、ないであろう。 多孔質の地層がその形を保

っているのは，その空隙を満している流体の圧力と上部からこの多孔質層に

加え られる圧力とが平衡を保っているからで，流体の圧力が減少すれば，そ

の多孔質層は変形するというのはテノレツァギーによって美しい数学形式を与

えられたとおりである。また，この部分の流体の圧力が滅り， その外周部分
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の同様な流体の圧力がそのままであれば，同じ流体が外周部から流入するこ

ともあり得るであろう。そういうやや複雑なやりとりの聞に，その層自身の

収縮が生じることになるであろう。

その閣の差引き勘定の総決算が地表面の低下，すなわち地盤沈下となって

あらわれるのだと思ってもよいであろう。そうすると，地盤沈下に対する何

等かの手をうつには，その差引き勘定の次第がくわしくわかればそれだけや

りやすいとも考えられよう。この点で，ロングビーチにおける沈下地帯の状

況の調査はよくゆきとどいているようである。

もともと，ロングビーチ地区は油田地帯であるから，地下構造：こ関する調

査はよくゆきとどいている。それがあるために，後述するようにp 注水によ

って地盤沈下を抑止することに成功したのである。

さきに，東京，大阪等における地盤沈下は沖積層の軟弱な粘士．層の脱水収

縮によるということを述べた。それは間違いない事実なのであるが，最近は

沖積層直下の帯水層の水が枯渇してしまい，より深い洪積層内の帯水層から

水を多量に汲み上げている。その結果，土層の収縮現象は，沖積層より緊密

化 している洪積の土層にも起っている。そうなると，現象は，新潟やロング

ビーチに生じている沈下のようすに近づいてきているようにもみえる。こう

なると，沈下現象は，いろいろなレベルにある地層の収縮の総和として表わ

れるので地盤沈下の起原を追求する第一歩として， どの深さの層lこと、れだけ

の沈下一ーすなわち収縮が起っているのか，それを分析することが大切にな

ってくる。

4. 地盤沈下の分析に際して，深さの方向についてどの部分がどれだ：ナ収

縮するかを調べるために，われわれは 2つの方法をとっている。

1つは，普通のいわゆる沈下計を数個用いて，収縮測定の基準となる鉄管

を異なった深さに入れてやる。例えば，東京の亀戸にある地盤沈下測定所に

おいては，60.Bmと143.?mとの各深さにさしいれた鉄管を用いて，おのおの

の鉄管の見掛の抜上り量，すなわち，それぞれの深さにいたるまでの収縮量

を測定している。その結果によると，収縮量の約すは 伽 と 143.?m との聞

の地層に起っており，143.?mまでの土層の収縮量と この観測井に近い水準点

の沈下量とがほぼ一致することから，この地域の地盤沈下は143.?mまでの土
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層の収縮によって生じているとともにその半分を上部約60mの層で，他の半

分をその下部の約 80mで分担していると理解することができる。

同じような観測井群は新潟県白根市の地盤沈下地域にも設けられている。

白根にお：十る観測井は，深さそれぞれ 8m, 1 Sm, 40m, 82m, 1 35m, 380m, 

777mの7本であるが，すべてが，同時に設けられたわけで、はなくて，あるも

のg 大体深いものは後に設けられたものである。これらの観測井の観測結果

によると，大体， 18mより深いところから t35m（こいたる間で大部分の収縮が

行なわれているようにみえる。そのようすは，第2図に示 した。

この図（土， Smから 18m, 18mから 40m, 40mから 82m, 82mから 135m,

135mから 380m までの各地層の上下方向の“ひずみ”を 10・5を単位として表

わいその月々のひずみを累積した曲線として表わしたものある。

当然のことであるが， Smから 18mまでの表層は窮極的にはいちじるしく

収縮して（;!: L、るけれども，常には伸縮をくりかえし，時には急激な収縮を示

すなど，表層部にあるための特徴ある変動を示している。しかし l8mから 4()

m, 40mから 82m, 82mから l35mの各層はずっとほぼ一様に一方的な収縮を

重ねている。その収縮ひずみは，上部の 2層で毎月 1×10づからやや小さい

くらいの割合で，最下層の 82mから l35mの間では，毎月の収縮（土 0.5×l0-0・ 

またはそれよりやや小さい。

しかるに，その下のl35mから 380mまでの閣の層の上下方向のひずみは，

（＋）になることも（一）になることもある（つまり仲ぴたり，結んだりする）が，

その量（;!: t、ずれもその上の層の 1/10あるいはそれより小さい。このことから

白根地区で天然ガス採取のために脱水収縮する地層は主としてl8mから 135m.

の聞であるということができょう。

これに対応する，新潟平野全域に分布して

いる井戸からの揚水量を深さ別に調べてみる

と，右の表の様になっていて，上下方向のひ

ずみの常に大きい 18m～82mの閣の汲上量が

非常に大きい。とくに，深い井戸は北部に多

く，南部 （白根地区等を含む〉は比較的浅い井

戸が多いということであるから，採水してい

る層の深さと，上下方向のひずみの大きい層

深 さ ｜揚水量（採水量）

0～20m 66 lm3／日

20～40 II 3,270 // 

40～60 // 14,778 " 

60～80 // 28.807 II 

80～100 ,, 23,905 // 

100～120 ,, 22,715 " 

120～150" 17,352 !I 

150 m～ 8, 190 " 
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第 2図 白根観測井群（新潟）における各層の上下方向ひずみの変化
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とはほぼ一致するようにみえ，土層の脱水収縮による地盤沈下ということの

映像が一層はっきりとしてきているようにみえる。

第 2図中，昭和39年 6月のひずみがとくに大きいのは，新潟地震の影響と

思われるが，その中で，いささか，興味ある事実は， 135mから 380m までの

聞の層のひずみで，昭和39年 5月すなわち地震前月のひずみが（＋）すなわち

膨張であって， しかもその量が，やや異常な大いさを示し， 6月の地震に際

しては，それがまたいちじるしく収縮したということである。このことは，

単なる偶然のできごとであるかもしれないが3 また，その量が比較的大きく

かっ深部に生じているということ，および，その上部層には下層部のかかる

伸縮変動の影響が見えないということは，われわれの関心をひく点ではない

かと思われる。ただしかし，この一例のみでは，確かに地震の発生に関係の

あることであると断言することはできなL、。話が側道に外れるけれども，叙

上の例によって，地震の発生に関連した地下深部の変動が生じた場合：二，そ

の機械的な変動は，必ずしもそのままに地上に伝達されるとは限らないとい

うことが示されている点もまた注意しておいてよいことではないだろうか。

地盤沈下における，深さにそうての部分的収縮を測定する方法として，深

さの異なる数個の観測井をある地域に集中して設置する方式は，上述のよ う

に有意義な成果をもたらした例もあるが，必ずしも成功していない場合もあ

る。成功しない理由として考えられることは，第 1には 1ヵ所に集中 して多

数の観測井を設けるというけれども，あまり相互に近接したので寸土，互いに

干渉しあって，よい観測記録を得られなL、かもしれないという点にある。第

2には，それ故に，観測井は適当な距離をおいて設けなければならないが，

そうすると，地下における地層ないしは帯水層の構造が必ずしも同一でない

かもしれないとL、う点にある。異なった地層構造の場所における部分的収縮

をつないだのでは，ある意味で平均的な部分収縮を示すことになるかもしれ

ないが，ある特定の場所における，異なる深さについての部分的収縮という

わけにはゆかないであろうし，それらを深さについて集積した量が，地表面

において測定される水準点の沈下量に比較されてしかるべきであるか否かは

厳密な意味ではきめられなL、。そうすると， どうしても， 1；本の観測井につ

いて，その異なった深さにおける部分的収縮を分割的に測定する方法を考え

なくてはならないことになる。そのための 1方法として考えられたのが，ラ
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ジオ・アイソ卜ープを利用する方法である。

ミの方法の基本的な考え方l土，あらかじめ，いろいろの深さの場所へ，コ

バルト60というような放射性元素を；埋めておき，地層の収縮に伴なって変化

するその位置を検出器によって見出そうとするものである。しかし，実際に

は，なかなか思うような測定ができるものではなし予備的な実験を重ねて

ようやくほぼ所要の成果を得るに至ったのである。

この方法において測定値の精度は，少なくとも位置の誤差が lcm以下であ

ることが望ましいわけである。これに対して誤差の生ずる根源としては次の

ようなことが考えられる。

( i ) 検出器によって得られる放射線強度の曲線が，鋭い極大値を示さな

いと，その位置の読取値の誤差が大きくなるわけであるが，放射線源が検出

器から遠く離れるにしたがって，検出器の感度をあげないと，曲線上の極大

の山が小さくなり，極大値の位置が読みとり難く， したがって誤差が大きく

なるc また，検出器に入射する放射線量を大きくするために，入射孔を大き

くすれば，極大の山は大きくなるけれども，その極大の位置の認定は不確実

になる。

ぞれ故，極大の山を鋭くするためには，入射孔を小さくすることが必要で

あるし，極大の山を大きくするためには入射孔を大きくしなくてはならな

L、。したがって，この相反する要請から， 検出器の綜合的な感度はある程度

に制限されることになるであろう。

( ii ) 測定用の観測井は深さ l,OOOm程度て、あるから，少なくともその程度

まで検出器を吊り下げなくてはならなし、。検出器は，厚いタングステン合金

の筒であっ て相当の重量があるが，さらに検出器を吊り下げるワイヤーも数

百メートルの長さとなるために，それ自身の重量が相当にあり，そのため

に，吊り下げた時に伸びを生じる。この伸びが完全に弾性的のものであって

計算によって補正できると Lヴ保証があればよいけれども，この場合，誤差

を lcm以内に止めるよう に補正することは必ずしも容易ではない。

( iii) 第 3に，埋め込んだコハルト60の容器が，常に正しく最初に埋め込

んだ場所に止まっていてくれれば問題はないけれども，観測井の鉄管の近く

において地層の乱れが生じて，急にその位置が移動するようなことが起ると，

測定した深さの変化の値が必ずしも正しい地層の収縮を意味しないことにな



宮部。地盤沈下の話 （I) 15 

る。 そうなると，測定値には大さく誤差が含まれる ことになる。

これ λの誤差の原因をすべてなくするということはほぼ不可能といっても

よし、。そこで，まず，（i ) ' (ii ）の誤差をできるだけ少なくするために， 2 

つの措置がとられた。その lは（ i ）検出器を 2個用い，この 2個の検出器

を，適当な間隔をおいて上下につなぐ。これら 2個の検出器の間隔はいくら

でもよいけれども，例えば，これをかりに 20mとすると，その 20mの間隔と

いうも のを，あらかじめできるだけ正確に測定しておく 。つまり，この間隔

を基準として，あるいはもう少し専門的なL、し、方をするな らエタロンとして，

放射線源の位置を測定するのである。

( ii ) 第七二（主，このエタロン（土，測定しているうちに，何か変化を受け

ては因るので， このヱタロンを測定途上で時々検定するために，観測井の鉄

管の壁二もゐらかじめ放射線源を埋め込んでおき，その間隔も， 2個の検出

器の間隔と同じ：こしておく。こうすることによって，検出器の間隔の長さを

途中で検定しながら測定を進めるとともに， この間隔はまた地層中に埋め込

んだ線源の間隔を測るための尺度の役目もする ことになる。また，新潟にお

ける観測井の場合は，放射性物質を埋めこんだ井戸の外管は，数個所で径の

異なったものを継L、であり ，継手の部分では相互にスライドでき るようにし

てある。収縮する土層のために下方に押しさげられることを考慮、したための

処置である。 したがって，上下にスライドする管の移動を測定することがで

き，それによ って，管上部の部分と ，管下部の部分との聞の地層の相対的な

収縮量も測定することができることになる。

このように Lて測定値の精度（土土0.5cm程度まであげる ことができるよう

になった。つまり，上下 2個の検出器によって記録される 1つの放射線源に

よる曲線は，（三ぼ同形を示すので，それらの山の中心位置の閣の距離の読定

値は， l個の検出器にあらわれる曲線の上での山と山との間隔を測定するよ

りも誤差は小さくてすむはずである。陸地表面で数キロ メートノレ程度の三角

測量の基線の長さを測定する際に，長さ 25mの精密に検定された基線尺を用

い，基線の両端点の聞には 25mごとに杭をたてて，それらの杭の中心から中

心への長さを測定してゆき，最後にすべてを加え合せて全体の長さを定める。

観測井の外壁に放射線源を埋めたのは，ちょうど基線測量の場合の木杭に

相当し， 2個の検出器の間隔は基線尺に相当するのである。三角測量の場合



16 

の基線の長さは数百万分の lの精度で定めなくてはならないが，観測井の側

壁に射入した放射線源の位置は，せめて数万分の 1の程度で定めたL、との念

願があったので，叙上のような方法をとられたものである。

しかし，放射物質による地層の収縮測定にも欠点は少なくなし、。

第 1には，経費が相当に大きくなることである。これは，如何とも仕方の

ないことで， j奈さの異なった観測井群を設備する際にも同様の事情がある。

第 2の欠点は，測定に時間を要するとL、う点である。 1個の観測井につい

て 1回の観測を行なうのに 5～7日を要するということである。地表面での

地盤沈下の速度は，今日では最大 1mm／日から最ノト 0.2mm／日くらいであるか

第 3凶 内野観測井（新潟）における深さにそっての部分的収縮

（収縮）沈下量

5 10 
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ら，平均 6日として，観測の初めと終りとで， l mm～5 mm程度の沈下の進

行がある勘定になる。この値（土，放射性物質の位置の観測誤差と同等もしく

は，その数分の 1の程度の大いさである。それ故，測定精度をこれ以上向上

させても，結果についての不確かさを改善することは別の意味でできないこ

と；こt.r.る。

放射性物質を用いた地層の部分的収縮の測定は，新潟付近の山の下，およ

び内野地区に設けられた観測井におし、て行なわれている。その結果の 1例と

して，新潟県内野の観測井におL、て， 1961年10月から1962年 7月までの聞の

収縮として測定されたものを第 3図lこ掲げた。

この図によれば，地層の収縮は主として深さ 400mから 800mの閣で行なわ

れ，その部分は，この地方におけるらおよび G！としづ帯水層に相当する。

ら および G；帯水層というのは， この地域において，最も多量の天然ガス

を産出する帯水層であり， したがって，そこからの水の排出量もまだ長も大

きい帯水層に相当する。

地盤沈下が粘土層の脱水収縮の集積として生じる，とし、う考え方にたてば，

帯水層の部分が収縮しているとみられる上述の結果は，従来の地盤沈下現象

といささか趣きを異にしているというべきかもしれない。また，実際；二，帯

水層の水圧が減少した場合：こは， 帯水層それ自体の圧縮も考え られるであろ

う。しかし，上掲の資料によって，そこまで詳細な議論を展開することは不

可能と思われる。なぜなら：えそのようなことを論ずるほど詳密な測定は行

なわれていなし、からである。

（前国土地理院測地部長，現駒沢大学教授，理博〉
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