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割れ目系岩盤地下水の流動特性
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1　緒言

　放射性廃棄物の岩盤内処分，石油・液化ガス類の岩盤

内貯蔵，高温岩体を利用した熱エネルギー抽出、大深度

地下利用の問題などの新しい問題の解決のために岩盤中

の地下水の研究は，この20年の間に急速に多くなってき

た。これらの新しい問題は，従来の土木工学が取り扱っ

てきた岩盤よりはるかに低い透水性の岩盤を対象として

いる。たとえば，従来，ダムやトンネルにおいては，1σ8m／s

程度以下の透水係数を持つ岩盤は事実上不透水とみなさ

れてきた。これに対して，放射性廃棄物や石油類の貯蔵

・処分においては，環境汚染につながる物質の漏洩防止

のため，この値よりはるかに小さな透水性の岩盤が対象

となっている（渡辺・菅，1988）。また，地下水流れそ

のものばかりでなく，問題の性質から，流れと熱，応力，

物質輸送との関係が研究されてきた。それらの研究から，

チャネリング（水みち）や二重間隙といった岩盤地下水

特有の現象が明らかになり，次のような割れ目系岩盤地

下水の概念的モデルが作られた（ドミニコ・シュワルツ，

1995a）。

　「岩の中で割れ目のみが透水性のある流路となってお

り，割れ目のない部分の透水係数は非常に小さく，そこ

での流体の流れは無視できる。しかし，物質は割れ目の

＊地域資源部地下水資源研究室

平成14年12月24日受理
キーワード；割れ目，節理，断層，トレーサー試験，チヤネ

　　　リング

ない岩の実質部分の中を濃度勾配に従って拡散すること

ができる。」

　この概念モデルを説明するために，さまざまなアプロ

ーチが試みられている。この概念モデルは，割れ目系岩

盤の中で行われたマルチトレーサー試験など新しい方法

・調査機器の開発によるところが大きい。主要な研究対

象が低透水性岩におかれていたとはいえ，ここ20年間

に蓄積された地下水資源開発，ダム，トンネルなどの高

透水性岩盤に関する知見も蓄積されてきたことも事実で

ある。吉村ら（2002）は，過去ll年間の海外主要3雑誌

についての内容調査を行い，割れ目系岩盤地下水に関す

る論文318編中約4割の論文は「理論」のみで議論を展

開していることを明らかにし，今後は理論だけの研究か

ら抜け出し，「フィ｝ルド実験」r室内実験」と絡めた

総合的な研究の必要性を強調した。実験的研究を進める

ためには，割れ目系岩盤地下水の流動特性を理解し，フ

ィールドで起こっている現象と実験場で起こっている現

象が繋がれなければならない。

　本文は，近年の割れ目系岩盤中の地下水挙動に関する

野外調査と室内実験の研究から明らかにされた割れ目系

岩盤地下水の流動特性についてまとめたものである。割

れ目系岩盤の調査法，解析法については吉村ら（2002）

で述べてある。また，トレーサー法の基本原理と適用例

は，今泉・小前（1999）で記述されている。ここでは，

割れ目系岩盤で行われた地下水調査結果をまとめる。ま

ず，H章で，岩盤中の不連続面である割れ目の種類を整

理する。皿章で，様々な目的行われた割れ目系岩盤の地
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下水調査の結果を示す。IV章では，割れ目系岩盤で行わ

れたトレーサー試験結果を述べる。V章では，皿章とIV

章の記述を基に割れ目系岩盤の地下水流動特性について

考察する。

　もとより，割れ目系岩盤地下水の特徴を解明するため

には，様々な分野の経験と知識が必要であり，このよう

な広範囲の研究を，数人の研究者でレビューするには限

界があることは自明のことである。ここで述ぺる内容が

割れ目系岩盤地下水研究の現状全体を必ずしも網羅して

いないことを最初に述べておく。

ルなどの掘削岩盤壁面の観察では，全ての割れ目から地

下水が流出しているわけでない。地下水が流出している

割れ目は，壁面の背後で割れ目系のネットワークシステ

ムを形成し，滴養部まで繋がっている選択的流れ（水み

ち）があることを意味する。外国の文献では，水みちを

表す言葉として，“water　path（now）”，“pre飴e頭al　pad1

（pre驚rentia1βow）”，“chamel（chamelling　flow）”　という

言葉が使われている。グラウト工事のテキスト（Ewe丘，

1985）では，“hydraulic　route（routting）”，“water－carlying

route”と言う言葉が使われている。

五　割れ目系岩盤の地質学的特徴

　1　割れ目に関する用語の定義

　岩盤は岩石そのものではなく，鉱物，岩片，岩石，岩

塊などとよばれる，大小様々な物体が大小様々な不連続

面を境として接している集合体に用いられる。岩盤力学

は，それらの物体の集合体である材料としての工学的性

質とともに，その材料に不均質性，不連続性を与える地

質学的不連続面（層理面，異種岩石の接触面，節理，片

理，断層，破砕帯，亀裂，ひび割れ，等）の発達頻度，

性質，方向性およびその不連続面を満たす裂か水や風化

粘土に存在についての力学体系である（三木，1978）。

　地学事典（地学団体研究会，1996）によると，・断裂・

裂かなど岩石の破壊を表す不連続面の総称として”

倉acture”が使われる。亀裂（crack）は，土木工学の分野

において小さい割れ目の意味に使われている。クラック

（cmck）は，形状が不規則で連続性に乏しい割れ目と記

述されている。断裂（倉acture，　ruptu爬）は，岩石・岩盤

・岩体の破壊（少なくとも一時的に粘着力を失うこと）

を表す割れ目（力学的不連続面）の総称であり，断層・

節理・裂かなどに分けられる。表1に割れ目を表現する

用語の定義をまとめる。この中で透水現象については，

パーティング以降が関連していると思われる。割れ目に

関する論文中では「飴cture（d）」という言葉が一般的に

使われており，目本語ではこれに対し「割れ目（性）」

や「割れ目系」が使われることが多い（吉村ら，2002）。

　水文地質学者が野外観察を説明するために使っている

言葉も整理する必要がある。皿章で示すように，トンネ

　　　Table　l割れ目を表現する用語の定義

De行nidonoftec㎞ic副te㎜ofadiscontinuous　pl㎝e　inlock

用　　語 英語表現 意　　　　　　味

微細亀裂 MαQ　fis甜鵬 最小の不連続面でいわゆる”割れ目”を含まない岩石

パーテイング P顧血9 層理、片理のような鉱物配列に起因する弱面に平行
な分離面

節理 Jo㎞t 岩石の破断面で、その面に沿う相対的な変位がない
もの

破砕帯 Fa皿t2ゆne， 破断面が密集したある幅をもっ帯

F融㎜断層 F鋤1t 地殻を構成している地層・岩石などが一っの面また
は帯などを境にして相対的にずれた現象

　2　割れ目系岩盤地の地下水流動の特徴

　岩盤中の地下水は割れ目中を流れているが，水文地

質の文献で，岩石中の水の流れを地質学的に検討したも

のはほとんどない。珪岩，ほとんどの砂岩，石灰岩，お

よび玄武岩の中では，水みちは節理によって規制されて

いる。節理は，それらのシステムがよく発達していて，

割れ目が，間隙のようにふるまうほど広いとき，透水性

に関係する。その結果，流動挙動はダルシー則に従う。

しかしながら，この条件はいくっかの場合で満たされる

だけである。

　不連続面の間隔，方向，広さ，幅，連結状態が，透水

性に対して重要である。節理の分布パターンが密であれ

ばあるほど，それらの開口が広ければ広いほど，透水性

はよい。

　あらゆる岩盤には，複数の不連続面があり，異なっ

た透水性を持っている。現在，我々が見ることができる

不連続面は，現在に至る地質学的歴史の過程を経過し，

様々な透水性をも持っている。地質学的過程では，構造

運動と侵食の効果が，不連続面の開口の度合いに大きく

影響する。

　不連続面を流動する地下水を研究する岩盤力学の分

野では，割れ目は「一定幅の開口を持った滑らかな平行

板で，他の割れ目系とは連結していない」と理想化した

場合で検討された（Snow，1968；Schwartz　et　a正．，lg83）。こ

の場合，割れ目の透水係数は水理的割れ目の開口幅の二

乗に比例し，その流量は三乗則に支配される。割れ目内

の流れを層流と仮定すると透水係数は次式で表される。

　　962
K＝　　　　…　　（1）
　　董2γ

ここで，K：透水係数，b；割れ目の間隙幅，g：重力加

速度，v：動粘性係数である。式は表面が滑らかなガラ

スのような板を用いた場合に対応している。

　（1）式から分かるように，開口幅は岩盤の透水性に

もっとも強く影響を与える。3乗則の有効性はいくつか

の研究で確かめられ，この法則は，流体圧の影響がない

ところでの浸透に対しては有用であるという結論を得て

いる（Witherspoon　et　a1．，1980）。現在では，割れ目の形
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状を導管とした場合（菊池ら，1992），壁面粗度を考慮

した式（Gale　et　al．，1985）も提案されている。しかし，

水文地質学者たちは，現場の観察から，この仮定に懐疑

的である。

　3　害仇目系岩盤地下水研究の対象

　一般に岩の代表的な透水係数は概ねTable2のような

値をとる。原位置試験の結果は，室内実験に比べて大き

な幅を持つことになるが，これは現場試験では内部の開

口節理や破断面を含むためと考えられ，結果の解釈には

スケールを考慮する必要がある（吉村ら，2002）。Kiraly

（1975）によると，平均閲隙率は考慮している岩のスケー

ルの関数として表現でき，不均質性を巨視的（地域スケ

ール），中間的（揚水テストスケール），微視的（岩石

記載スケール）の3つのスケールに基づき定義できると

いう。一方，石灰岩あるいはドロマイトの溶食による地

下水系が発達したカルスト地形は，時間とともに不均質

性，異方性が変化するので取り扱いに注意が必要である。

一般にカルスト地形では，炭酸塩の溶食による2次間隙

が発達することによって炭酸塩岩の割れ目サイズは時間

とともに変化し，溶食による間隙の発達によって透水係

数が106も増加することもあり得る。さらに，カルスト

内部では地下水の流速が1σ3m／sec～1σ’m／sec（Ford・

Williams，1989）を示すこともあり，その場合管路径，

流速とレイノルズ数の関係より乱流状態であると考えら

れる（吉村ら，2002）。以上のような理由によりカルス

ト地形にはダルシーの法則を適用することができない。

一般には割れ目系岩盤に関する地下水挙動の対象には含

まれていないことが多く，本論説でもこれ以上触れない

こととする。

　4　割れ目の成因

　構造運動が割れ目の形成に深く関与する。構造運動で

は，摺曲と断層運動が重要である。ここでは，割れ目の

形成に関係する摺曲と断層運動について述べる。一般的

な説明は，植村・水谷（1979）を，詳細な用語の説明は

三木（1979）を参照されたい。

　a摺曲
　摺曲とは，層状構造をもつ岩石によく識別される波

曲状の変形形態である。岩石の強度や弾性限界は岩石の

Table2　一般に岩の代表的な透水係数　　（グッドマン，1984）

Representative　hydraulic　conductivity　of　va面ous　rock　types

（Goodman，1984）

室内試験 原位置試験
（血！s㏄） （m’sec）

砂岩 3×1（戸～8×1（》10 105～10・夏o
頁岩 1（｝11～5×1（》星5 10・10～1（｝正3

石灰岩，苦灰岩 1（｝7×1（｝15 1（｝5～1（｝9

玄武岩 1（｝14 1（｝？～1（｝9

花闘岩 1（》9×1013 1（｝6～10・11

片岩 1（》10 2×109
亀裂性片岩 1×10・6～3×10』6 ｝

〃漸・
　　　

・魎・壌　　▲
、

＼　　￥

＼

　／
＼

Fig．1　摺曲

Frac“H・e　by　fblding

Ewert（1985）による

　FromEwert（1985）

種類によって異なっている。したがって，弾性限界の異

なった岩層が互層していて，これにひずみカが作用した

とき，当然のことながら，変形，破断の状態がそれぞれ

違った複雑な摺曲構造ができる（三木，1979）。圧縮に

よって形成された摺曲構造では，元々の開口した節理は，

向斜と背斜軸の近くに主に集中している。一方，摺曲の

脚部のせん断節理は，ほとんど閉じている（Ewert，1985

：Fig。1）。

　b断層
　断層は，rそれを境として両側で変位が認められる単

一割れ目もしくは複数の割れ目ゾーンで，変位を持つ面

（Glos躍y　of　Geology）」として定義されている。断層の

形態，規模にはさまざまなものがある。断層の基本的な

三っの型式は，逆断層（衝上断層），交差断層，正断層

である。これらの生成は，そこに働く三つの主応力の大

きさの差から説明されている（山口・西松，19731Fig．2）。

逆断層は，主応力σX，σy，σZのうち，垂直方向の

主応力σZが最も小さく，σXまたはσy主応力が圧縮

応力の場合に生ずる（圧縮場）。この断層では，断層面

（450より小さい）にそって岩盤がずり上がり，摺曲

から移り変わって生成することが多い。交差断層は，垂

直方向の主応力σzが中間主応力で，他の二つの主応力

の一つが圧縮，もう一っが圧縮または引っ張りの場合生

ずる。胴切り断層ともいう。この断層は，その地域の一

般的な地質構造の方向，たとえば摺曲軸などと直交ある

いは高角度で斜行して発達することもあり，開いた割れ

目を作りやすい。正断層は，垂直方向の主応力σzが非

常に大きな圧縮応力となる場合に生ずる（引張場）。断

層面は，垂直方向の主応力に対して45。より小さい角

度の方向に発生し，この面に沿って岩盤がずり落ちる形

態をとる（山口・西松，1973）。引張場で形成される，

弓形のブロック断層では，岩盤に多数の引張節理が形成

される。この節理は，形成当初から開口している
（Fig．3）。

　c割れ目の形成史（Ewert，1985）

　引張場の構造運動を受けない岩盤では，水みちは不

規則で，不連続に分布していると考えられる。そのよう
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　　　　くアス

　　　てア　

　　　↓σy

　　　↓σz

　　Fig2　断層と応力　山口，西松（1973）を一部改変

Relationship　between　fault　and　direction　of　stress。ModiHed　f沁m

Yamaguohi　and　Nishimatsu（1973）

な水みちは，小さな，チューブ状の開口断面を持ってい

る。時代が経過し，地下水の浸透により，開口部が削剥

され，その深さが深くなるに従い，チューブ状から面状

の平らな水みちに発達する（Fig．4）。より開口した節理

は，強い引張の構造運動を受けた岩盤中に分布している。

そこでは，管状の水みちの代わりに，連結しあう割れ目

が発達する。最初に形成された水みちの基本形態は，岩

石の種類，降水量，その浸透量，地質学的な時間の経過

に応じて変化していく。浸透の程度は，地形，植物にも

依存する。岩石を浸透する降水が，より水みちを発達さ

せると考えられる。地質学的時間を通して，これらの要

素が絡み合い水みちの透水性（割れ目の開口度）は，変

化すると考えられる（Fig5）。

←

←［口田→

→

　1．
瓢一「‘り

封

　5　割れ目の分類

　岩石中の地下水流動を議論するために，不連続面（割

れ目）のタイプを同定し，特徴づける必要がある。実際

に，分離面の全てのタイプは潜在的水みちとなる。それ

らには，以下のものがある。

　　層理面

　　節理面

　　断層帯
　　ヘキ開面
　　a層理面

　層理は，堆積過程における堆積物質の変化または堆

積条件の変化によって，堆積物の内部に生ずる成層構造

である。層理面は，堆積岩の内部において岩相の変化に

より示され，もとの堆積面を表わす面である。堆積中の

変化は，突然にまたは定期的に起こる。堆積面は・薄い

葉理から大規模な堆積面まである。粗粒砂からシルトヘ

のような堆積中の突然の変化時に，特によく識別される

堆積面が生じる。堆積面の性質は，水みちの発達にとっ

て重要な要素である。粗粒から細粒堆積物への変化で形

Fig．3　ブロック断層　　　Ewe孟（1985）による

　Fracture　by　faulting．　From　Ewert（1985）

1 3

ひ 」
2 　　　　　　　　　　、4　　　　　　、　￥

＼

ひ

Fig。4　割れ目の成長　Ewe鴬（1985）による

Growth　of丘acture．　From　Ewert（1985）

成される層理面は，細粒堆積物層で侵食抵抗が小さくな

るので，連続した間隙に発達しやすい。その結果，同じ

幅の一様に開かれた「層理面割れ目」への変化が起こる。

溶解しやすい薄い石灰岩層が挟まれる場合も「層理面割

れ目」が形成される。この初成的な水みちは，水量が増

加すると，さらに広くなる。しかし，節理などの水みち

が既に存在するときは，層理面に沿った水みちが形成さ

れる確率は低くなる。水平な地層では，上載荷重のため

に層理面に沿って，分離し，開口することはないが，地

形の削剥過程で，表面の近くに層理が現れる時，層理面

は，分離して水みちになる（Ewe托，1985）。

　b節理面
　節理は，岩盤中の明瞭な割れ目で，割れ目の面に平

行な方向への相対変位がないか，あってもごくわずかな

ものをいう。これに対して断層は，割れ目にそって相対

的な移動が認められるものである。後記する片理や壁開

（へきかい）は，岩盤全体が大きな塑性変形を伴うもので

節理と区別されている（三木，1979）。

　一般に節理は規則正しく発達することが多いが，そ

うでないこともある。いずれの場合でも一つの割れ目と

して出現するのではなく，群をなしていることが多い。

この特性は，巨視的には一つの連続した不連続面として

出現する断層とは異なる。しかし，せん断によって生じ

た節理面は，断層面と同様の条線や鏡肌をもつ。節理の
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　尋一岩石タイプ　　　　　　ー　　均ぐ一う不均一
　　　　　　　　』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　r
　一構造運動のタイプと回数　　　せん断応カー引張応力

　　　　　　　　　　　　　　　　』　　　［
　　不連続面の初生システム，岩盤のすべてのタイプの特徴
　　一》　（潜在的な透水層または不透水層）

3ぐ一地形学的な発達史：

4一地形と風化

5←地形と降水量

現在の水みちの状態

化石準平原＝
繰り返される地形
形成事件の場合，
表層近くに水みち
が発達する。

不連続面の表層近くでの開口
（例；downslope　movcmcnt）

浸透率

　　↓
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　　↑

一［圧圧卜

　表面侵食　　　　準平原化と海進　　　　隆起ど侵食
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昌H

Qi＝Max 降水量＞蒸発　蒸発＞降水量

Fig．5割れ目の発達史　　Ew飢（玉985）による

Geological　evolution　offねct㎜・e．　Fmm　Ewert（1985）

長さはmmから数100mのオーダーのものまであり，相

互の間隔もc拠から数mのオーダーのものまである。一

般に節理系とよばれるように，ある地域ごとに特徴的な

分布をすることが多い（三木，1979）。

　節理面は，節理によって分けられた面で，通常平面

を形成するが，湾曲している場合もある。節理面上には，

節理の成因に応じた特徴がある。例えば，節理がせん断

面として生じたものであれば条線や鏡肌がある。伸長裂

かとして生じたものであれば，破断の伝搬方向に伸びる

羽状構造がみられる。

　ある地域に一つあるいはいくつかの方向の節理が発

達する場合，一定方向のものをまとめて節理系と呼ぶ。

とくに一定角度で交わる二方向の節理系が明瞭に認めら

れる場合が多い。節理系ごとに節理間隔や節理面の連続

性が異なるのが普通である。

　節理は，すべての岩種に現れる。次の3つの異なっ

た成因がある（Ewert，1985）。

　・マグマの冷却による収縮（冷却節理）

　・圧縮応力の過剰（普通の節理）

　・表面緩和過程（荷重緩和節理）

　（1）冷却節理

　冷却節理は，火山岩，特に玄武岩でより見られる。玄

武岩では六角柱が形成される場合が多い。岩体の冷却時

の体積収縮によって冷却面に垂直に生じたと考えられる

（地学事典）。節理の頻度は，マグマ体の大きさにより

変化する。小さいダイクから広大な台地玄武岩まで，様

々な頻度と連続性がある。

　（2）普通の節理

　普通の節理は，応力方向，岩石タイプ（組成）と構

造運動の継続時間との相対的な関係で，様々な形態の節

理が形成される。1セットの節理は，ほぼ平行に形成さ

れる。通常，節理は異なった方向の多重セットで生じて

いる。強い摺曲は，節理の形成にとって必要条件でない。

水平の地層ですら規則的な節理が見られる。微少な構造

運動の結果でも，節理が形成される。岩盤が様々な方向

の応力を受けると，あるものは形成された時に既に開口

した節理となり，あるものは閉塞した節理になるので，

不均一な開口度の節理が分布することになる。

　せん断節理は，閉じている状態で形成される。これ

に反して，引張節理は形成の時に開く傾向がある。この

場合，節理が裂け目になるので，その後鉱化作用などで

開口を充填されない場合，透水性の節理となる。多節理

系では，1つの方向で開いていて，別のものが閉じてい

るようなことが起こる。激しい構造運動を受けたゾーン

（例えば，向斜と背斜の軸部）に開口節理が多数分布する

傾向がある。

　（3）荷重緩和節理

　荷重緩和節理は，地形学的要因から形成される。荷

重圧力の除去は，侵食によって地表近くで生じる。それ

らの節理は，開口している。開口の程度は，岩石タイプ

と地形に依存する。特に急斜面の下で，開口した節理が

形成される。

　c断層帯
　断層は，地質図上は幾何学的な面で表されるが，実際

にはほぼ平行に存在する2つの断層面があって，その間

には，断層運動の摩擦破砕によって生じた断層粘土や断

層角礫が断層内物質として挟まれる（田中，19931Fig．6）。

　大規模なセン断破壊の場合，岩盤が相当な幅をもって

圧砕され，角礫や粘土が入り交じった状態になる。これ

が断層破砕帯と呼ばれるものである。断層破砕帯では，

角礫・粘土が卓越する部分がほぼ一定の幅をもち，その

外側には，亀裂の多い岩盤があり，その亀裂も，ある距
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断層角礫帯　　　断層内物質　　断層ガウジ

　　　　　　　　　　　　／
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擁霧鍔乾
母岩∠鱒7／

　／騰窃1

一断層破砕帯

Fig・6　断層破砕帯の構造　　　田中（1993）を一部改変

　Stmctu爬of　fault　shear　zone．　Fr6m　Tanaka（1993）

離以上になると次第に減少して，正常な岩盤に漸移する

（田中，1993）。

　破砕帯は，細粒な粘土状の断層ガウジ（飴uk　gouge）

と，主として角礫からなる比較的粗粒の断層角礫（飴ult

berccia）から成る。断層ガウジは，からずしも全て粘土

サイズではなく，小角礫などを含む。断層ガウジは細粒

な岩石だけでなく，原岩の形態を残した粗粒な部分も認

められる。断層ガウジに粘土鉱物が認められる場合は，

これらは細粒化の後の地下水などによる化学的風化，変

質作用により，形成されたものと考えられる（田中，

1993）。断層破砕帯の露頭スケールでの組織は，細粒な

断層ガウジを主体とするゾーン（粘土化帯）と断層角礫

を主体とするゾーン（角礫化帯）が断層に沿って，縞状

に分布する組織を示す（田中，1993）。一般に，破砕帯

の両側に粘土化帯が分布している。

　断層破砕帯内での粘土鉱物の形成は，一般の風化によ

る粘土鉱物の生成と同じで，母岩の種類，周辺の温度圧

力状態に強く影響される。跡津川断層破砕帯では，母岩

（花簡岩）に認められる長石，石英などはほとんど認め

られず，新たにモンモリロナイトが生成している。また，

モンモリロナイトの全体に占める割合は，角礫化帯と粘

土化帯では異なっている（金折ら，1982）。

　断層帯では，様々なタイプの分離面が形成されている。

断層帯での不連続面の特徴（初生の間隙分布）は，岩石

のタイプのみならず運動の強さと方向に依存している。

正断層の引張構造運動では，動きの反対の方向に開口割

れ目が形成される（Ewe鴬，1985）。逆断層の圧縮造構運

動では，開口した割れ目が形成される確率は低い。断層

運動を受けた岩石タイプも，透水性に関して重要である。

硬くて，粗粒の岩石は，細粒で軟らかい岩石より開口割

れ目を多く形成する傾向がある。硬く，粗粒な岩石の基

本的な形態は，粗粒断層角礫の形成である。細粒で軟ら

かい岩石の場合，不透水性のマイロナイト（圧砕岩）が

形成される（Ewert，1985）。

　断層破砕帯では，断層ガウジ（難透水層）と断層角礫

（高透水層）が複雑に分布しているため，ある場合では

遮水壁として機能し，ある場合では水みちとして機能し

ている。ダム地質学の分野では，通常，断層は特によく

発達した透水性のゾーンとして認識されている。しかし，

断層帯はマイロナイトの形成の程度によっては低い透水

性のゾーンでさえあることがある。

　地熱資源においては，断層には二つの役割があると考

えられている（花野ら，1994）。その一つは地熱貯留層

内に存在する大小様々な亀裂の全てが，一つの集合体と

して熱水を貯留することである。もう一つは，断層の亀

裂が貯留層と孔井をつなぎ，孔井への流体の流出入のた

めの流路となることである。

　　dヘキ開面
　へき開は，岩盤の不連続面ではなく，岩石やそれを

構成する鉱物の不連続面を表現する用語である。へき開

には，鉱物へき開と岩石へき開がある。鉱物へき開は，

結晶構造のある方向の面の結合度合いが弱く，一種の不

連続面となるものである。これに対して岩石へき開は，

変形作用によって岩石に二次的に生じた細密な面構造

で，岩盤の透水性と関係する。岩石ヘキ開面には少なく

とも3つの異なったものがある（Ewert，1985）。

　（1）層面ヘキ開

　堆積岩で，細粒の粒子の平行な整列によって形成さ

れ，岩石に明瞭な平行した分離面を与える。分離は，選

択的な風化によって生ずる。通常，このような分離面が

形成される前に，節理系などの水みちが発達しているの

で，このタイプのへき開が水みちとなることは少ない。

　（2）スレートヘき開

　摺曲のとき，低い応力下で，堆積粒子の再配列から

生ずる。より高い圧力では，平面的な雲母鉱物の平行成

長が起こり，へき開が新たに形成される（Fig．7）。岩盤

にかけられた圧力の方向のために，へき開面は，せん断

節理に類似している。このへき開は，閉じている形で形

成される。このへき開の開口は，その後の環境の変化に

より生ずる。侵食による上載荷重の緩和ゾーンまたは地

表近くの風化ゾーンで，へき開面が開口する。このへき

　　　1m

診質含

岩

　　　　Fig．7　スレート壁開

Slaty　cleavage　F抑Dm　Uemum　and　Mizutani（1979）
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開面は，深部では閉じているので，水みちになることは

ない。

　（3）片　理（schistosity）

　片理は結晶片岩を特徴づける構造である。雲母，緑泥

石，滑石などの板状結晶の配列または角閃石，緑レン石

などの柱状結晶の面状配列によってできる。片状構造と

もいう。片理面は，主に広域変成作用の閲に形成される。

変成作用の問の温度・圧力条件に応じた新たな結晶が成

長し，平行な分離面が形成される。片理は，水みちの形

成にとって重要であり，節理と同じ働きを持つ。

定値を越えると流れが開始する。さらに割れ目の透水性

を述べるときには流体圧も時として重要となる。これは，

現地における割れ目岩盤の間隙率と透水性の関係は流体

圧の関数で表されると考えられていることや，流体圧と

割れ目幅には直接的な関係があるためである。Brace　et

a1．，（1968）は，割れ目のある花簡岩において流体圧が増

加した事による透水性の増加を確認している。割れ目の

透水性と流体圧の関係についてはWitherspoon　and　Gale

（1977）に詳しい。

皿　各　　論

　6　割れ目の幅と地下水の流れ

　本島（1985）によるBTV（Bore　Hde　TV　System）による割

れ目の調査結果によると，割れ目の最大開口幅は120mm

を超える。中屋ら（1995）やTsang　et　aL（1988）が行った実

測では，多くの開口幅は0．1～0．3㎜に分布するものの，

全体としては0．1～1．5mmとかなりばらつきがある（吉

村ら，2002）。

　一般に中生代以前の地層は，表層のゆるみ領域をのぞ

いて深部の岩盤は不透水性であるが，第四紀または第三

紀の比較的新しい地層は割れ目が発達している（本島，

1994）。火成岩の場合には生成時の冷却割れ目が一層顕

在化している場合が多い。割れ目の連結性にっいては，

浸透閾値（Percolation　threshold：流れが生じるのに十分

なほど交差する割れ目の密度）で表され，ある密集部が

浸透閾値を超えていれば流れが生じる。Robinson（1982）

によると，浸透閾値と割れ目の密度や長さの関係につい

て，割れ目密度と割れ目の平均長さの2乗の積の値が一

　以下に，地熱開発調査，地下水開発調査，地すべり調

査，トンネル地質調査，ダム地質調査における割れ目に

ついての調査結果の概要を述べる。

　1　地熱開発調査

　地熱開発初期の地熱系モデルは，難透水層（帽岩）に

覆われた透水層（多孔質型貯留層）が一般的とされてき

たが，世界の地熱地域で各種調査・解析が飛躍的に進展

した結果，断層は熱水の上昇通路としての機能のみなら

ず，複雑な断裂，断層からなる断裂型貯留層が一般的モ

デルとなっている（金原，1999）。例えば，九州の豊肥地

域では様々な物理探査，試掘調査，地球化学・同位体調

査により割れ目系の調査が行われている（Fig・8；真鍋・

江島，1984）。本地域の主断層群は，NW方向の断層群及

びWNW方向の断層である。豊肥地域には，上記断層系
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以外に活断層としての性格を持つEW方向の断層がある。

八丁原地区の高温地熱流体は，NW方向の小松池副断層

および八丁原断層に沿った裂かに貯留されている。しか

し，この方向の断層は，変質帯の研究から，，地熱との関

係が少ないことが明らかにされている『（高島ら，1985）。「

すなわち，豊肥地域では，、NW方向の断層が地熱流体の

上昇路として重要な役割を果たしており，EW方向の断

層は天水の地下への供給路となっていると考えられてい

る（玉生，1985）。NW方向とWNW方向の断層は，熱

水上昇の通路としての機能と，熱水を貯留する機能があ
る（Fig．8）。

全断裂系

N『

N＝1931

0

o

　2　地下水開発（東北農政局，1990）

　東北農政局は，割れ目系岩盤地下水開発の手法検討の

ために福島県塙町川岐地区の塙花闇岩体を例として，割

れ目系岩盤の調査を行った。塙岩体の地質は白亜紀の花

嵩岩類で構成されている。割れ目系の調査は，空中写真

によるリニアメント判読と野外調査が行われた。野外調

査で断裂として認識したものは，（1）断層粘土を伴う断

層，（2）ペグマタイト・アプライト岩脈を切りそれらに

変位をもたらしている断層，（3）硬質の花崩岩類中に発

達し，変位や断層粘士の存在が不明な断裂の3種類であ

る。（3）は，花崩岩体のように塊状の岩石では，変位を

確認するためのキー層がないため，野外で節理か断層か

を決定するのが困難な場合が多いため，両方を断裂とし

ている。

　野外での断裂の調査は，塙岩体が分布する地域のほぽ

全域にわたり（10㎞×20㎞），各露頭において無作為

に小断層，節理の方向を測定した。その結果をFig・9に示

す。全域で，NW－SEからNNW－SSE走向60。一90。西

傾斜の断裂が最も卓越している。Fig．10は，調査地域を6

地域に区分した地域③と④のフォトリニアメントの方向

卓越と断裂方向の走向の方向別頻度を比較したものであ

る。両者はほぼ一致する。リニアメントのような大規模

な構造と各露頭でみられる断裂の様な小規模の構造の間

に対応関係がある。

　地域③と④における断裂の性質を把握するため，野外

調査の際，断裂，特に，断層に着目して，それらの面の

方向だけでなく，条線の方向，ずれのセンス，共役関係，

新旧関係についても検討し，系列区分を試みた。共役関

係の認定は切りつ切られつの関係，ずれのセンスおよび

断層面の性質を考慮して，共役断層の組から応力場を復

元した。その結果，地域③と④における断裂系は，A系

列，B系列，C系列，D系列，E系列，G系列の6系統
に区分できた（Fig．11）。とれらのうち，共役関係が認め

られたのはA系列，C系列，G系列の3系列の断層で

ある。A系列は共役関係のA1とA2タイプの断層より

なる。A1タイプ断層はNW－SEからNNW－SSE走向
600－90。西傾斜で，A2タイプ断層はE－W走向，600－90。

o

1
ロ

鴉％　≡ヨ2・か3・1％

目・。3－L・％睡離3・14・・％

皿］1・脚％■＜生・％

Fig．9　阿武隈南部地区塙岩体の各露頭に見られる断裂系の方向

　シュミットネット下半球投影　東北農政局（1990）による

Dire6tions　of　fねctuered　system　in　Hanawa　granitic　complex，

southem　part　ofAbu㎞ma　area　f｝om　data　in　each　outcrop．

Hem茎sphere　pKオection　in　Schmidt　net．From　Tohoku　A顔cultuml

AdministrationO茄ce（1990）

野外調査に基づく割れ目の方向　航空写真判読リニアメント

　　　　　　N
地域③
N＝185

W

　　　　　N
地域③

N＝53

E　W E
20％　10％　　0％　　10％　20％　　　20％　10％　　0％　　10％　20％

地域④
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N
　　　　　N地域④
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　　W　　　　　　　　　　　　　E　W　　　　　　　　　　　　　E
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Fig．lo阿武隈南部地区の地域③と④におけるフォトリニアメ

　　　　ントの卓越方向と断裂の走向の方向別頻度

　　　　　　　東北農政局（1990）による

Comp面sonofprom藍nentdlrec“onsofphoto－line㎜entinregion③

㎝d④withd星rectionsof丘ac血edsystem丘om五elddata。From

Tohoku　Ag亘cultu副Administmtion　Office（1990〉

南傾斜である。共役関係より復元された応力場は，

NW－SE方向に最大主圧縮応力軸がある水平圧縮応力場

である．C系列は，共役関係のClとC2タイプの断層よ

りなる。Clタイプ断層はWNW－ESE走向50。一700北傾

斜で，C2タイプ断層はENE－WSW走向400－700南傾斜

である。復元された応力場はN－SからNNW－SSE方向の

最大主引張応力軸がある引張応力場で，断層は正断層と

して形成された。G系列はG1とG2タイプ断層よりな

る。G1タイプ断層はNW－SE走向50。一90。西傾斜で，G2
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B

C2

G2

N
A2

C1

Gl

Al

B　E

　　　　Fig．11方向に基づく模式的断層区分図

　シュミットネット下半球投影。　東北農政局（1990）による

Classification　of丘actu胆d　system　on　the　basis　of　direction　of　f註ult，

　　From　Toho㎞Ag貞cultural　Administration　O伍ce（1990）

　Tabie3阿武隈南部地区の地域③と④の各断層系の特徴

Charactehst玉cof丘acturedsystemsin③and④regionsin

southem　part　of　Abukuma　area，

　　From　Tohoku　Agricultural　Administration　Office（1990）

面の方向 条線の方向 ずれ 共役関係 新1日関係

A1 NW－SE走
向

低角 左ずれ A2と共役 Al＝A2くB

A2 E．W走向
南傾斜

低角 右ずれ A1と共役 A2＝A1＜B

B NNE．NE走
向

A1＝A2〈B〈C1＝C2

Cl WNW－ESE
向

高角 正 C2と共役 BくC1＝C2＜D，EG1＝G

C2 EWE－WSW
向南傾斜

高角 正 C1と共役 B〈Ci＝C2＜D．E．G1：G2

D NW．SE走
向 低角 C玉＝C2〈D

E NE．SW走
向 C1｛2くE

G1 NW－SE走
向 高角 正 G2と共役 C1＝C2＜G1＝G2

G1 NW．SE走
向 高角 正 G1と共役 C王盟C2〈G1＝G2

　3　地すべ・り地の地下水

　地すべり地形では地すべり土塊上部の滑落崖・二次滑

落崖，側方の滑落崖，末端隆起部に多くの割れ目が存在

する。第三紀泥岩の大規模な地すべり地形の中には多数

の小規模な地すべり地が胚胎されていて，階層構造をな

す場合が多い。小規模端す苓り地形間の割れ目は，互い

に連鎖したり，漸移したりしながら，全体としては地下

水流動脈網（水みち）を形成している。新藤・田中（1982〉

は，地すべり地における地下水の水理特性を整理して，

地すべり地の地下水の流動は，いわゆる地層水的なもの

は希で，ほとんどは割れ目水的な流れであり，しかもそ

の分布は一様でないことを指摘している。また割れ目は

水みちを構成する役割の他，地表面では地表水を地下に

導き，地下水を湧出させる等の働きもある（岸本，1972）。

また，地すべり底部にはすべり面という独特の土層が生

じ，これを境に原地盤の上を土塊が滑動する。すべり面

0　　　100　　200m

國綴鱗査による

目灘慧よる確実

Eヨ講鱗よる確実

⇒グループ㎏

⇒グループ1b

■ゆグループ2

ひ

　　　　　　　　　グ

　　　　　　　　睡！
タイプ断層はNW－SE走向500－90。東傾斜である。復元

された応力場はN－SからNNE－SSW方向に最大主引張応

力軸がある引張応力場で，断層は正断層として形成され

た。Table3に，構造解析結果を示す。

　割れ目の成因で説明したよう．に，圧縮場で形成された

横ずれ断層の割れ目は閉じているので不透水帯となり，

引張場で形成された正断層の割れ目は開口していて透水

帯となることが予想される。従って，A1タイプ断層やA2

タイプ断層は不透水帯として働き，これに対して正断層

であるC1，C2，G2タイプ断層は透水帯となると考え

られる石Glタイプ断層はAlタイプ断層を同じ走向方

向を示すので，Alタイプ断層の再動したものとすれば，

断層ガウジがよく発達しており，やはり不透水帯となる

可能性が考えられる。断層の形成時期は，A→B→C→

D，E，Gの順である。地下水の開発では，C1，C2，G2

タイプ断層に対応するリニアメントが交差する付近が考

えられる。
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Fig．12　新潟県板倉の第三紀泥岩地すべり斜面の水みち分布図

　　と水質変化グループの分類　今泉（1996）を一部修正

Distribution　map　of　prefbrenti誠flow　paths　on　the　slope　of　Tertiary

mudstone畳ξmds翌ide　in　Itak鵬Ni隻gα重a　Prefヒctureξmd　classif1cation　of

即oups　of　systema重ic　geochemical　change。Modified愈om㎞aizuml

（1996）
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の直下には破砕による割れ目が生じ，一種の透水性帯が

存在する（玉田，1985）。

　今泉ら（1993）は，千葉県鋸南町の地すべり地で，1m

深地温探査，土中ラドン濃度測定，河川中のラドン濃度

調査を行い，開口亀裂のある滑落崖で洒養された地下水

が，側方の滑落崖の割れ目網を水みちをして流下し，地

すべり末端の河川に流出していることを明らかにした。

また，今泉ら（1995）は，新潟県板倉町の大規模地すべ

り地で1m深地温探査，放射能探査を行い，大規模地す

べり地内に胚胎される小地すべり地形間の連結からなる

割れ目網水みち，断層破砕帯と関係した水みち，割れ目

網＋伏流水の水みちがあることを示した（Fig．12）。

　それらの水みちを流れる地下水は，異なる水質特性を

持っている。断層破砕帯と関係した水みちは，高Siで

地下水流動に伴う電気電導率の増加率（EC）が小さい

（グループ1a）。割れ目網水みちは，高Siで高EC増加

率（グループ1b），割れ目網＋渓流水水みちは，低Siで

流動に伴う電気伝導度の増加率が小さい（グループ2）

（F孟g・13，14）。この違いは，断層破砕帯水みちの透水

性が低いため，長期閲度粒子と地下水が接触したことに

より，断層破砕帯水みちの水質は高Siで高EC増加率

になったと考えられる（今泉，1996）。

　Hotz豆and　Moser（1992）は，オーストリアの結晶片岩

が分布するグラベンバッハ川の大規模地すべり地内の地

下水流動をマルチトレーサ試験により明らかにした。斜

面には千枚岩，石灰質片岩，緑泥石片岩，砂質片岩が分

布する。一般的な片理の走向は，NW－SEで，傾斜は

30－500SWである。WNW方向に節理が発達する。地す

べりの大きさは，幅約1㎞，長さ3．5㎞で，移動マスの

広さは約2㎞2である。平均の斜度は26。である（Fi＆15）。

マルチトレーサー試験は，Fig．玉5に示す5つの投入場所

と，20以上の観測地点により行われた。トレーサーとし

て次のものが投入された。エオシンFB：10kg，ローダミ

ンB：10kg，ウラニン：10kg，アミノローダミンGエキ

ストラ：10kg，塩化カリウム：400kg。観測期間は，14

ヶ月で，トレーサ」の到達の確認は，直接の採水と，活

性炭のバッグの吸着水の分析で，バックグランドとの比

較によった（破過曲線は得られていない）。トレーサーの

到達を確認した最長期地点は，湧水40のウラニンで，投

入から3月後であった。Fig．15に示すように地下水流動

方向は，節理・片理方向と関係した水みちを流動してい

た。水みちは，地すべり内の水を集め，移動マスの外側

に水を排水している。
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Fig．13第三紀泥岩地すべり斜面の異なる成因の水みち水質のシ

リカ濃度による分類　　今泉（1996）

高sio2濃度：グループla（高Ec増加），1b（低Ec増加）

低Siα濃度：グループ2（低EC増加）

Classification　of　geochemical　groups　by　Si　content　in伊o㎜dwater　of

prefbrential　flow　paths　with　dif驚rent　origin　on　the　slop　of　Tertialy

mudstone監andslide
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Fig．14第三紀泥岩地すべり斜面の異なる成因の水みち水質の地

下水流動に伴う電気伝導度変化

Classi行cation　　of　increasing　mte　of　elec面c　condロctivi琢　　wi血

groundwater　now　along　prefbrential　flow　paths　with　dif驚rent　origin

on　thc　s亘op　ofTert蓋a【y　mudstone　landslide

　岩盤内にトンネル等の空洞を掘削した際には，多かれ

少なかれある程度の量の湧水が観察される。時には毎分

数トンを超えるような大量の出水が発生することもある。

例えば，東海道線の丹那トンネルでは切羽より最大

135m3／minの集中湧水があり著しい難工事となったことは

よく知られている（竹中ら，1998）。この様な集中湧水は

やがて減衰し，トンネル掘削によって生じた新たな水文

環境にバランスされた恒常湧水となる。

　竹中ら（1998）は，石井・佐久間（1977）が収集し

た1977年の全国の主要鉄道トンネル（273例）の恒常湧

水量のデータを使い，比湧水量だけでなく土被り高さや

トンネル断面積の情報も考慮するために，Muskatの集水

暗渠の式を用いて比湧水量を透水係数に換算して岩種や

らの水文地質的特性との比較を行った。Table4には比湧
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Fig．15オーストリアグラベンバッハ川の岩盤地すべりのトレーサー試験

　Tracer　experiment　of　mass　movements　in　bedrock　in　Gra（lenbaca　sagging　mass，Austria，

Ho回and　Moser（1992）による

FromHotzl　and　Moser（1992）

水量の多いトンネル例から10例を取り出し，換算された

透水係数を示した（竹中ら，1998）。それぞれの岩種にお

ける平均透水係数は，破砕帯が多い場合は少ない場合に

対して1．3～2．6倍程度大きくなり，破砕帯の多少により

岩盤全体の透水性が左右されている傾向が認められた。

彼らの検討したトンネル恒常湧水量から換算される土被

り100m前後の岩盤の平均的な透水係数は，火山岩や新

期堆積岩において破砕帯が多く発達する場合に最も大き

くなり，その値は2～3×104m／s程度，そうでない場合

はどの岩種においても4～10×1びm／s程度である（竹

中ら，1998）。

　　b湧出点の特徴と割れ目タイプとの関係

　Ewert（1985）は，グラウト計画をつくるための割れ目

系岩盤の地下水の特性を調べる方法として，人工の露出

（例えば，掘削された壁とトンネル）で，地下水位以下の

岩石表面の湧出口の分布図と記載方法を提案し，いくつ

かの地域で調査例を示した。この方法は，不連続面に沿

った水みちの方向を理解するために，最も適した方法で

ある。この方法は，第5章で示すように核燃料廃棄物処

理のための国内外の岩盤地下水調査でも行われている。

興味深いことに，この調査は，日本では，1950年代後

半に近藤（1958）によって行われていた。

　近藤（1958）は，割れ目岩盤地下水についての知識が

ほとんどない時代に，明延・別子・尾小屋鉱山の坑道を

利用して割れ目系岩盤の地下水賦存状態を調べ，興味あ

　　Table4比湧水量の多いトンネルの換算透水係数

　　　　　　　竹中久ら，（1998）による

Conversion　of　hydraulic　conductivity　in　tu血el　with　Iarge　amount　of

speci籔c　discharge　ofspring．From　Takenaka　et　aL（1998）

トンネ
ル名

延長
（m）

岩　質
破砕帯
の多少

恒常湧水量
（m3／mi梱

比湧水量
（m31min耐

平均土
被（m）

透水係数
（mls〉

1 丹那 7800 火山岩 多 7200 9．23 220 5．2×1（》・7

2 山川 且060 火山岩 少 6（而 6．28 15 2．6×1（｝6

3 釣鐘 1003 火山岩 多 4．42 4．40 25 1．3XIσ6

4 中山 1410 深成岩 多 5．28 374 50 63Xl（γ7

5 宮 2080 火山岩 多 7．50 361 120 32×1（ン7

6 塩釜 1214 新期堆積岩 少 4．26 3．50
25 1．0×1（ゆ

7 新清水夜 13500 深成岩 多 4《），80 302 550
81XlO呂

8 久野 1287 火山岩 多 3．30 80 ×　　7

9 割石 2677 新期堆積岩 多 6．39 239 40
52×1α7

10 大ケ峠 1481 火山岩 多 336 227 60
33×1（卜7

る観察結果を報告している。Fig．16に明延鉱山の4脈坑

道の観察結果を示す。明延鉱山は，鉱脈型の銅・錫・亜

鉛鉱床である。70。に傾斜する鉱脈を切るように，水平

坑道が30mの間隔で地下400mまで配置している。Fig。16

の黒丸で示す位置が湧水位置である。湧水は，断層間隙

から湧出しているが，どこにでも分布しているわけでな

く，地表の渓流Aの下に，ある深さと広がりとで分布し

ている。近藤（1958）はその分布域を「巾着型」地下水

面として示している。湧水は渓流Aから断層空隙を浸透

しているが，どこまでも深く浸透できない。またむやみ

に横に広がることもできない。4脈坑道の近くに，これ

と平行する7脈坑道があり，同じようなr巾着型」地下
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　　　Fig．16　明延鉱山第4脈坑道の湧水分布　　近藤（1958）による

Dlstribution　of　springs　in　fbu眈hly　mining　t㎜nel　in　Akenobe　Mine，　From　Kondo（1958）．

水面が画けるが，お互いは連絡していない。

　次に，Ewert（1985）が示したHa賃elbergトンネルと

Oker－Graneトンネルの二っの例を示す。

　H飢elbergトンネルは，オーストリアの中央アルプス

に掘削された直径4．9m，長さ5kmの水力発電のための送

水トンネルである。トンネル付近の地質は，黒雲母片麻

岩である。片麻岩は，一般的には塊状であるが，所々に

雲母含量の多い，葉片構造を示す部分が挟まれる。トン

ネルは大きなドーム構造の南縁に位置し，付近にはNE－S

W方向の大きな断層が分布する。トンネルの被りは1000m

である。トンネル内には交差断層と強い葉片構造が見ら

れた。交差断層は，NE－SW走向で，北に高角度で傾斜

している。断層部分には，破砕された石英岩片から構成

されるマイロナイトが分布する。それは，中程度からか

なりの程度まで風化している。片麻岩類の鉱物組織は，

NW－SE方向の走向を示す。トンネル壁面からの湧出点

が調査され，湧出量（速度）で分類した湧水点分布図が

作成された。湧出量は次の5段階に区分された。

　　wDゆ：湿っている状態から非常に遅い滴下

　　wo：一定量で，ゆっくりとした滴下

　　W：強い，速い滴下
　　W曾：一定量で，細いジェット状の流出

　　W”：一定量で，太いジェット状の流出

　観察により，湧出点と割れ目のタイプの関係が明らか

になった。Fig．17は，トンネル断面の640と984のステ

ーションの間の湧出点と割れ目タイプの関係を示すスケ

ッチである。

　湧出点分布図から，湧出点はどこでも何らかの割れ目

と関連していることが明らかになった。割れ目タイプに

は壁開（結晶の葉片構造），節理，断層がある。強く葉

片化した片麻岩類と交差断層との交差点が特に重要であ

る。湧出点の分布は割れ目の交差点以外では，希であっ

た。断層のない塊状の片麻岩部分は乾いていた。Table5

は湧出の数と割れ目タイプの関係を示す。すべての湧出

の45％は，壁開（葉片面）と関連している。壁開に平

行な断層を含めると割合は51％に増加する。湧出の22％

は，交差断層と壁開の交差点に分布する。壁開と節理の

交差点の湧出まで含めると，割合は34％まで増加する。

交差断層と節理の交差点の湧出は10％である。そして，

節理だけの湧出は5％である。湧出点の83％が滴下程度

の湧水で，径lmm程度の小さな湧出口から流出してい

た。また，強く，速い滴下は10％で，一定量で細いジ

ェット状の流出は5％である。その湧出口も径1mm程

度である。太いジェット状の流出は2％しかなかった。

最も大きい湧出点は，葉片に平行な，2つの断層が交差

するところにあり，その量は6L／sで流出していた。ト

ンネル全体の湧出量は20L／sであるので，35％の湧出量

が，2％の太いジェット状の湧出口から流出したもので

ある。

　20mの完全に乾いたトンネル区間の全長に対する割合

は71．6％である。50mの完全に乾いたトンネル区間では，

それは55．3％で，100mの完全に乾いたトンネル区間に

すると39．4％になる。この様に，地下水面下にありなが

ら，ほとんどの区問でトンネルは完全に乾いていた。

・湧出量が少ない理由は，トンネルの上部の山地地形が

急峻で，ほとんどの降雨が地表流出していることによる

と考えられる。観測された湧水量が，トンネル上部に酒

養された全量を示しはいないが，‘それぞれの湧出点が孤

立して，点状に分布しているごとから，水みちは管状の

導管のような形をしていること，その導管は独立してい
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　　Fig．17Ha虻elbergトンネル断面の640と984のステーションの間の湧出点と割れ目タイプの関係を示すスケッチ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ewert（1985）による
Sketch　showing　relationship　between　outlet　of　spring丘om　s㏄tion　of　Hatte蓋berg　tしmnels　and　types　of　fねcut臆re　between640Imd984stations・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　FK）m　Ewert（1985）

Table5Ha臆elbergトンネル断面における湧出点の数と割れ目

の分類の関係　　　　　　　Ew磁（1985）による

Relationship　between　number　of　outlet　of　sphngs㎝d　tyges　of

丘acuture　on　section　of　Ha“elberg　tumeL　From　Ewe並（1985）

不連続面のタイプ
湧出箇所数 割合

（％）

woO　WO　W　　W－　W’『 合計

ヘキ開
ヘキ開に平行な断層
交差節理
節理に平行な断層
節理と交差すヘキ開
断層と交差するヘキ開

29　　63　　14　　14　　6
7　　　6　　0　　0　　1

5　　6　　0　　0　　0
15　　11　　0　　1　0
14　　15　　3　　1　0
31　　20　　9　　0　　0

122
14
11

27
33
60

45
51

5 15

12

22
34

割合（％） 38　　45　　10　　5　2

て断面では点で見えること，導管は不連続面内に不規則

に配列していることなどの割れ目地下水の特性が明らか

になった。これらの特性は，個々の水みちが局所化され

たチャンネルフローであることを示している。

　中央ドイツの長さ6157mのOker－Graneトンネルの調

査では，湧出口の形状と大きさが明らかにされた。トン

ネル付近の地質は，上中部デボン紀と上部デボン紀の砂

岩，頁岩，石灰岩である。それらは，摺曲を受け，やや

変成されている。湧出口の形態は，縦方向の長軸10cm

の楕円形から直径1mm以下の円形まである。小さな水

みちは，普通，チューブを切った円形断面を持っている。

大きな水みちは，不規則で，ほとんど楕円の形状をして

いる。直径5mm未満の湧出口の割合は60％であり，lcm

未満は80％，2cm未満は95％であった。全湧出口の40％

は，直径が2mm未満である。

　湧出点は，層理面と節理面の交差部に形成されたもの

が多い。大きい流出速度の湧出点は，層理面と関係して

いた。湧出点は，分離面と分離面の交差線がトンネル壁

面に点として表れているように思われた（Ewe婬，1985）。

多くの近接する湧出点はお互いに孤立している。これは，

同じ面に水みちとなる導管があるが，お互いに独立して

いることを示している。隣接してジェット状に湧出して

いる湧出点がある場合でも，湧水量が異なっている場合

がある。このことは，それらが異なった圧力水頭を持つ

ていることを示している。ジェット状の見掛流出量の違

いは，出口の一部は，’お互いに繋がっていないことを示

していると考えられる（Ewert，1985）。このトンネルも

また，完全に乾燥した部分が見られた。

　神田（1979）は，岐阜県下呂温泉近くの阿寺断層を横切

る中呂導水路トンネル（延長6，600m）の工事前に行われ

た弾性波探査結果とトンネル掘削結果を比較した。調査

地域には，濃飛流紋岩類が分布し，これを阿寺断層から

派生した下呂東断層，下呂西断層などが切っている。水

路トン！ネルは標高約400mに位置し，北東から西南方向

へ標高1，000mの分水嶺の下を通るルートで掘削された。

分水嶺付近での被りは約600mである。Fig．18に，弾性

波探査結果と岩盤分類，湧水の分布の関係を示す。顕

著に現われた掘さく中の地質不良個所と弾性波速度の低

下した部分とが，西上田断層，下呂東断層，下呂西断層，
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Fig．18　中呂トンネルの弾性波探査結果と岩盤分類，湧水の分布の関係　神田（1979）の資料をもとに作成

　Relationship　between　result　of　seismic　prospecting，rock　classifioation　and　distributions　of　spring　in　Tyuro　t㎜eL

　　　　　　　　　　　　O亘ginal　data丘om　Kanda（1979）。

柿坂層，夏焼断層とかなり明瞭に対比できる。下呂東断

層は幅が約140mの破砕帯であるが，この前後もかなり

破砕されている。下呂西断層の破砕帯は幅が170mであ

るが，この断層の前後にも派生した断層破砕帯が2～3

本存在する。湧水は，最も破砕部の大きな下呂東断層付

近の湧水分布で明らかなように，断層破砕帯であるD級

岩盤の分布範囲でなく，D級岩の南西側（滴養域側）のCL

からCM級岩盤に分布している。

　cトンネル地下水の水質

　笠間・鶴巻（1981）は，主に花闘岩類からなる六甲山地

のトンネル湧水状況とその水質を調べた。その結果，①

数100L／min～数m3！minという多量のトンネル湧水は断

層破砕帯通過時にみられ，この湧水は時間ともに急速に

減量し，数週間後には定常状態となること，②湧水量は

必ずしも断層破砕帯の大小と関係せず，大断層でもほと

んど湧水をともなわないものもあり，中級の断層でも水

量の豊富なものがあること，③トンネル湧水の水質は，

表流水に比較して，アルカリ度とpHが高く，特に断層

粘土を伴う附近の湧水は，粘土鉱物とのイオン交換反応

により，表流水に比べて，Na＋，Ca2＋が多く，K～Mg2＋が

少ないことを明らかにした。

　三木・吉沢（1977）は，領家変成岩帯の古生層と花簡岩

類が分布する三重県鈴鹿・布引の分水界山脈を貫くトン

ネルエ事中のトンネル湧水の水質分析分析し，その湧水

は，地表水が断層破砕帯を通って比較的短時閲に降下す

る流動的な水と，断層を一時的に通ることがあったとし

ても比較的長時間岩石の空隙に停滞する水の2つに大別

されることを示した。断層湧水は，HCOゴ，Ca2＋とも高い

濃度を示し，滞留水は，HCOゴの増加に反してCa2＋が減少

し，Na＋が著しく増加する傾向を示す。鉛直方向の成分変

化は，滞留水は下方に向かってNa＋が単調に増加しCa2＋が

減少するのに対し，断層水は上部でNa＋，Ca2＋の増減およ

びその勾配に乱れがあるが下方にいくにしたがって滞留

水と同一傾向を示す。石橋・山田（1986）も濃飛流紋岩類

が分布する恵那山トンネルで同じような現象を認めてい

る。

　5　ダム地質

　ダムの工事では，掘削により多数の露頭が作られる。

特に監査廊，洪水吐などのコンクリート構造のための掘

削では，河床堆積物や風化帯が完全に取り除かれるので，

広い面積で割れ目岩盤中の地下水の挙動を調査すること

ができる。しかし，調査結果が公表されることは，特殊

な場合を除くと希である。ここででは，Ewert（1985）の

示した中央ドイツのAabachダムと著者らの調査したM

ダムの監査廊部の掘削面における湧水について示す。

　Aabachダムは中央ドイツに位置する。地質は上部白

亜系の砂岩シルト岩の互層から構成され，強いドラッグ

榴曲を受けている。小さな交差断層が分布し，ブロック

化している。掘削の深度は，8mから10mである。Hg．19

に湧出点分布を含む掘削斜面のスケッチを示す。地下水

の分布は，強い異方性を示した。斜面の露頭の地質構造

は，互層と強いドラッグ摺曲である。砂岩層は茶色に変

色していて，選択的な水の流れを示す。砂岩の節理は，
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　　Fig．19Aabachダム監査廊の掘削段目の湧出点のスケッチ　　　Ewert（1985）による

Sketch　showing　outlets　of　spring　on　su㎡ace　of　bedrock　fbr　gallery　of　Aabach　dam．From　Ewert（1985）
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　　　　Fig・20　Mダム監査廊底面の岩盤分類図と湧水点の分布図

MapofmckclassificationanddistdbutionofspringonbedrockofgalleIyofMdam

高度に分離しているが，シルト岩中ではほとんどの節理

は閉じている。さらに，微摺曲軸の砂岩層は湿っている

が，シルト岩の部分は乾いていて，砂岩層が選択的な水

の透水性のゾーンであることが分かる。茶色の変色から

透水性であるにもかかわらず，節理は完全に開いてはい

ない。節理は部分的に粘着質の物質で充填されている。

　露頭の湧水は，限られた場所に分布していた。隣接し

ている湧出点の距離，放出速度は様々である。湧出点が

約1mの間隔で分布する部分や10m以上の間隔の部分が

ある。湧出口は，円形または楕円形で導管の形状をして

いる。現場に設置された観測孔の水位変化は，降水量に

反応するものと全く反応しないのものがあった。このこ

とから，隣接する水みちは，お互いに繋がっていないと

判断される。大きな導管状の湧出点は，主に砂岩中に分

布する。それらは，主に節理面に配列している。特に，

向斜と背斜の中心に分布している。そこでは，節理は開

いている。断層帯にはマイロナイトが分布しており，一

般に乾いている。

　Mダム付近の地質は，白亜紀の花闘閃緑岩である。地

表付近は深層風化によりマサ化している。工事のために

風化部が完全に剥ぎ取られ，新鮮岩が露出している状況

で湧水を観察した。Fig．20に主断層部を通過する監査廊

底面の岩盤分類図と湧水点の分布図を示す。掘削部の岩

盤は概ねCH～CM級の堅硬な岩盤が露出しているが，断

層部ではCL～D級のマサと粘土が分布する。湧水は，D

級岩盤の分布する断層付近にはほとんど分布せず，断層

東側のCLからCM岩盤の割れ目に分布している。

IV　割れ目系岩盤地下水のトレーサー試験

　1　広域トレーサー試験

　次に，野外で行われた数10m～1000m範囲の割れ目岩

盤地下水の水理学的特性を把握するための研究例を示す。

ここでは，割れ目系岩盤地下水の特性を示す破過曲線を

収集することに努めた。広域スケールで自然の地下水流

動場でのトレーサー試験では多くの観測孔を必要とする。

未固結帯水層を対象としたトレーサー試験は比較的多数
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　Fig21フィンスジョンサイトにおけるゾーン2の地質断面の地下水流動方向　Ahlbom　and　Smelhe，（1991）による

Geologic田section　showing　the　direction　ofgroundwater昼ow　around　zone2in　Fins吋yon　site．　From　Ahlbom　Imd　Smellie（1991）．

行われているが，割れ目系岩盤のトレーサー試験は，ボ

ーリング費用等から実施が困難であるため，報告が限ら

れる。多くは観測孔が少なくてすむ強制（人工）動水勾

配の試験が多い。

　スウェーデン核燃料・廃棄物管理会社（SKB）は，中

央スウェーデンのEmゆn（フィンスジョン）で，水平

な単一割れ目に関する様々な試験を行った（Ahlbom　and

Smellie，1991）。試験サイトは，ストックホルムの北約

140㎞に位置する。サイト内には，ゾーン1～3の3っ

の破砕帯がある。このうちゾーン2の低角破砕帯（N－S

走向，16。　SW傾斜）が試験対象に選ばれた。約500m

×500mの範囲に設置された8本のボーリング調査によ

りゾーン2の構造が明らかにされた。破砕帯は殆ど平板

状で，上部境界は地下100～240mにある。破砕帯の厚

さは約100mである（Fig21）。サイト付近の地質は先カ

ンブリア紀（約1．85Ga）花高閃緑岩であり，その後の造

山運動で繰り返し変形され，割れ目が形成された。割れ

目の頻度は3つの破砕部で多いが，殆どは熱水起源の鉱

物により充填されている。開口性の割れ目の頻度は5本／m

で，周りの岩石よりやや多い程度である。20m間隔の注

入試験によると，深さとともに透水性は減少するが，ゾ

ーン2の上部で透水性が1～4オーダー（104～1σ3tn／s）

大きくなった。2mと0．11mの小区問パッカーによる測定

で，この高透水性部はゾーン2の最上部の約0．5mの部分

の割れ目であることが明らかにされた（Fig22）。広い範

囲に広がるこの高透水性の割れ目は，内陸氷河期に氷床

の縁辺で起こるハイドロフラクチャリングに関係した割

れ目であると考えられる。ゾーンの下では，透水性は一

般に低く，1α’0～1α9m／sである。注入試験によるゾーン

内部とゾーン下部の何カ所かの高透水性部は，地下水流

速調査から地下水流動がない（動水勾配がない）ことが

明らかにされている。高透水性割れ目の透水量係数は，1

～4×1σ3㎡／sである。水頭分布から，地下水は，断面

図AからA’に向かって流動していることが明らかにな

った。この自然の動水勾配下で，ボーリング孔を利用し

て距離約400mのトレーサー試験が行われた（Gusta跳on

andAndersson，1991）。トレーサーには，ウラニン，イオ

ダイト，アミノ酸Gなどの染料が選定された。F培23に

破過曲線例を示す。破過曲線は，距離によりピーク後の

テーリングがなだらかになる傾向があるが，どれも急激

な濃度上昇を示し，長いテーリングを示す。トレーサー

は距離400mを約1ヶ月間かかって輸送された。このト

レーサー試験から，ゾーン2の割れ目の透水係数は，3

×1σ2から2×10”m／sと計算された。一方，ゾーンの上

部と下部の間を等価多孔質媒体と仮定すると，ゾーン2

の鉛直方向の透水性は10’6m／sと見積もられた。地下水流

動測定によると，ゾーン2の割れ目は高流速（67～90m3／

㎡／年）で，割れ目以下では殆ど停滞状態であることが明
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　　　透水係数　（画S）　　　　　　地下水流速　（皿3乃n2・yτ）
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らかになった。ゾーンの下に古塩水が分布していること

はこのことと調和する。ゾーン2は浸透してくる地下水

を防御する水理バリアーの機能があることが明らかにな

った。

　Himmelsbach（1991）は，ドイツ南部シュバツルツバ

ルドの花崩岩類中の断層破砕帯の水みちを調査した。ト

レーサー試験は，①自然の流動条件と②揚水による強制

動水勾配の2孔閲クロスホール試験で行われた。

　自然条件の試験では，鉱床ダイクヘ直接注入された蛍

光染料（エオシン2kg）を，水平方向350mの範囲で，2

年間継続して観測した。注入場所から350m下流の被圧

井でエオシンが注入後15日で到達しているのが観測され

た。急激な濃度上昇のあと60日後にピーク濃度が到達し

た。その後，長いテーリングが記録されている（Fig24）。

テーリングは数年にわたって継続すると考えられる。断

層破砕帯の走行方向のどの湧水でもエオシンは観測され

なかった。トレーサーの回収率は，数％程度であった。

　強制流動条件の試験は，揚水のみ（Monopol－Tracertests）

と揚水・注入（Dipol－Tracer　tests）条件で行われた。強制

流動場の試験期間は，数目問である。Monopo1－Treacertests

は，1L2m，16．2m，2L4mの距離で行われ，あらかじめ

干渉試験で孔間の連続が確認されたところでは，蛍光染

料は，注入後30分後から67分までに観測された。ピー

クは75～155分で到達した。実験後8週間以上テーリン・

グが測定された。回収率は，注入量の75～90％である。

孔間の繋がりが確認されていないところでは，42時間後

にピークが到達した。回収率は0．3％であった。Dipol－tmcer

実験では，112mと16．2mの距離で行われた。トレーサ

ーは，注入後35分で到達し，1時間後にピークが到達し

た。回収率は45～55％である。

　東北農政局は，阿武隈南部地区の塙花樹岩体での断裂

系調査に基づき，透水性ENE系リニアメント（C2a断層）

の一っを岩盤地下水開発のための断裂として選定し，試

20
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　　　　　Fig。23破過曲線例
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　Fig．24　自然条件の試験と強制動永勾配の破過曲線

　　　　　　　Himmelsbach（1991）による

Breakthrough　cu四es　on　the　condit五〇n　of　natuml　an（1　a質i丘Gia監

　　　hy血aulic即dients，From田㎜elsbach（1991）。

掘調査を行った。調査地区は標高約500mの台地上に位

置し，地質は白亜紀の花闇岩類で構成されている。

　試掘予定地付近で，想定したC2a断層を中央に，測

線長220m，電極間隔4mの仕様で高密度電気探査が行

われた（中里ら，2000）。逆解析の結果，測点112～152m

の地下に幅広い低比抵抗部が把握された。その後，集水

井からC2a断裂を貫いて3本の集水水平ボーリング
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（CWHB1，CWHB2，CWHB3）が掘削され，直径3，5m

深度12mの集水井で地下水の取水試験を行った。取水量

は約1，800m31dayであった。CWHB2で得られた岩石コア

の観察では，新鮮な部分の割れ目密度は細かな割れ目が

10本！m程度であるが，間隙は閉じており，それらは地下

水の流れには関与しないものと考えられた。断層が想定

された部分の測点120m付近のコアは，割れ目密度が高

く強く風化しており，断裂の存在と探査結果解釈の妥当

性が確認された（中里ら，2000）。この割れ目の連続性は，

CWHB3によっても確認され，この割れ目が集水井の主

要な水みちであるものと考えられる。

　小前（1996）は，この施設を利用してsc－cyDTAを使

ったアクチバブルトレーサー試験を行った。Fig25に小

前（1996）が行ったトレーサー試験の投入孔（VB）と観

測孔とした水平ボーリング（CWBH1，CWBH2），縦坑の

配置図を示す。水平孔は，井内から10．5mの深度に孔口

をもち，仰角1。で割れ目を貰いている。また，VB（径

66mm，深度15m）は，地下水流動の上流側で，割れ目の

延長線上に立地し，割れ目の中にほぼ全体をおさめるよ

うに設置されている。VBの地下水検層では，深度6m以

深の割れ目が地下水流動に関与しており，深度10～11m

付近に比較的高速の部位が認められた。実験は，VBを

トレーサーの投入孔とし，断層破砕帯を貫入している2

本の水平孔CWHB3（孔問距離90m）とCWHB2（35m）

のそれぞれを観測・採水孔として試験を行った（Fig25）。

トレーサーの投入位置は深度10m付近に設定された。

cBHB3孔を観測孔とする試験では，sc－cyDTA4gを

100mlの蒸留水に溶解させたトレーサーを約ioリットル

の孔内水で希釈して，ロートからホース中を静かに降下

させた。観測は，投入終了30分後から約48時間，前半

を20分間隔，後半を1時間間隔として84回採水した。

CWHB2を観測孔とする試験では，VBとHB2間の割れ

目に残留することが考えられるトレーサーを洗浄・排出

した後に，トレーサー量2gを投入した。観測は，投入終

了10分後から約15時間実施し，最初の約3時間は10分

間隔で，以後20分，1時間と間隔を広げながら32回採

水した。

　破過曲線をFig・26に示す。CWHB2の破過曲線は，ト

レーサー投入開始32分後にトレーサーのピークが到達

し，極めてシャープなピークであった。62分後に第2ピ

ークが，92分後に第3ピークが出現している。第2，第3

のピークが出現したことから，VB孔からCWHB2孔まで

の割れ目系には異なる3経路以上の水みちが関係してい

ると考えられる。これに対してCWHB3の破過曲線は，

トレーサー投入開始約21時間後にトレーサーのピークが

到達し，フロントはその約1／2の時間で排水・観測孔の

HB3孔に到達し，ヒ。一ク後の濃度変化にテーリングが見

られる。揚水試験結果から得られた透水量係数を試掘調

査等で得られた割れ目全体の幅で除して得た透水係数と，

集水井
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　　　ラ
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　Fig．25取水施設と亀裂の関係　　　小前（1996）による
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Fig．26破過曲線　　　小前（1996）による

　　Break血ough　culve　of廿acer　test

割れ目の開き0．13㎜，割れ目間隔5mm（有効間隙率

2．6％）の平行板モデルを仮定してトレーサー流出曲線か

ら解析された透水係数はどちらも約3．5×104m／secで一

致した。

　Lapcevlc　et　a1．（1999）は，カナダのトロントの西に位置

するサイトでトレーサー実験を行った。サイトの地質は，

古生代の赤褐色頁岩で，厚さ0．3m以下の石灰岩層を挟

む。頁岩と石灰岩の間には，単一で水平方向に分布する

割れ目が発達している。割れ目は，地下10．5m付近に分

布する。割れ目の成因は，上載荷重の除去またはアイソ

スタテックなリバウンドによって形成された層理の分離

面であると考えられている。この単一割れ目を対象にト

レーサー試験が行われた。約35m×42mの広さに，深さ
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Fig．27割れ目の分布とトレーサプルームの動き

Distdbution　map　of　f｝actures　and　movement　oftmcer　plume．

等濃度線（mg1L）

　Lapcevic　et訓．（lggg）を一部改変

Modified食om　Lapcevic　et　al．（1999）

17～18．5m，径76mmの27本のボーリングが設置され

た。トレーサー試験の前に，水理学テスト（定水位注入

テスト，揚水試験，パルス干渉試験等）が行われ，井戸

間の割れ目の連続性が調査された。割れ目幅（2bH）は，0。1

～2．Omの間隔の定水位注入試験による透水係数と平行

板の理論式から決定された（Fig．27）。2bHは，最低が検

出限界の6μm～282μmまでである。水理学的割れ目幅

の平均値は125μmで，19％の割れ目は測定限界以下で

あった。17孔（2bH＞50Fm）を使ったトレーサー試験

が行われた。

　地下水位は，No．1孔が最も高く，No．26孔が最も低い。

地下水は南南西方向に流れ，地下水面勾配は～2x1σ3で

ある。No．1の割れ目をダブルパッカーで挟んだところ

からトレーサーが注入され，残りの16孔の割れ目部を

パッカーして観測孔とした。トレーサーとして保存性の

蛍光染料ライサミンFF（1000mg1L溶液）が0．17Lが注

入された。トレーサーの注入時間は0．12時間で，孔内

の初期濃度15mg／Lのパルスで注入した。その後，十分

な水が注入された。実験の期間は1000時間である。ピ

ーク濃度は，5～4117μg／Lで，3オーダーの違いがあっ

た。ピークの到達は，64時間（No．7孔）から269時間

（No．26孔）である。Fig．27にトレーサー投入後o時間，72

時問，135時間，276時間後のトレーサプルームの分布

図を示す。プルームは南西に移動している。縦方向の分

散が増加しているのがわかる。破過曲線のテーリングは，

マトリックス分散がFig．27に示されるプルームの縦方

向の広がりとして示されている。プルームの中心濃度が，

時間とともに減少している。例えば，72時間後では，

プルーム中心の濃度は，投入孔から10mで測定された
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Fig28破過曲線　　Lapcevic　et　aL（1999）による

　　　Examp豆e　of　break山rough　curve．

　　Modified丘om　GLapcevic　et　a1．（1999）

値は3mg1Lである。このような急激な低下は，砂帯水

層中の同じようなプルームでは起こらない。Fig．28に1

孔から12mと41m離れたのNo・19孔とNo．26孔の破過

曲線と解析結果を示す。破過曲線はどれもフロントで急

傾斜の立ち上がりを示した。図中に示されている線は，

割れ目は幅と地下水流速を一定と仮定した2次元有限要

素法の単一割れ目モデルの解析結果である。詳細は文献

を参照されたい。すべての点の破過曲線で観察される急
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　Fig．29Stripa鉱山の割れ目系岩盤トレーサー試験施設　　　　Neretnieks（1987）による

Experimental　facilities　fbr　tracer　test　in　the　f国ctured　rock　in　the　Stripa　mine．　From　Neretnleks（1987）

激な破過曲線の立ち上がりは，小さい縦方向分散（αL＝

0．10m）を示している。この試験の特徴は，縦方向の分

散率がこれまでの研究で観測されたように，スケールに

よって増加しなかったことである。間隙率は1～3％の

間の範囲，横方向の分散の値は0．01～0．22mの範囲で

あった。横方向分散率は，注入孔からの距離とともに大

きくなる傾向を示した。各孔毎に計算された平均割れ目

は，水理学的な方法で測定した平均割れ目より約20％

大きい値を示し，距離と共に割れ目幅とマトリックス間

隙率が増加する傾向があった。そのことは，トレーサー

の輸送が，屈曲した経路を通っていることを示している

と解釈された。論文では，割れ目幅を変えたシミュレー

ションも行っており，興味深い結果が報告されている。

　2　野外施設実験

　Neretnieks（1985，1987）は，地表で酒養された地下水がス

ウェーデンのStripa（ストリッパー）鉱山のトンネルで，

局所的に偏在して湧出してくる実態を示した。鉱山周辺

の地質は花崩岩である。彼は，St面a鉱山の深度360m

の坑道に作られた実験施設を利用して研究した。最初に，

割れ目の分布がスケッチされた（Fig．29）。その後，坑内の

天井部を375枚のプラスチックプレート（1枚あたり2㎡）

で覆い，各プレートからの湧水量を観測できるようにし

た。Fig・29（C）は，自然状態の湧水量の測定結果である。

割れ目のすべてから地下水が湧出してくるのでなく，あ

る割れ目のみから湧出していることがわかる。

　その後，トンネル上部に設置されている深さ75mの3

本のボーリング孔を使い，9種類の非収着性のトレーサ

ーを数段階の圧力で20ヶ月間にわたり1－20mL／hourで注

入した。観測は，各プラスチックプレートからの流量を2

年間続けた（Fig30）。その結果，トレーサーの流出は，

大部分の水が流出した坑道右手側道部で検出されなかっ

た。全体の70％にあたるプレートでは0．1mL／hour以下の

流量しか流出しておらず，全流出の50％は全体の3％に

あたるプレート部のみで起こっていることを明らかにし

た。流れの約3分の1が約2％の割れ目部分から流入し

ていた。この結果は個々の亀裂の中の局所化されたチャ

ンネルフローを強く示している。チャンネルはあまり連

結されておらず，感知できる距離では互いに相互作用を

及ぼさない（Neretnieks，1985）。この種の亀裂の発達は

純粋チャンネリングと呼ばれる。

　Frost　et　al．（1992）は，破砕により異方性を持つLac　du

Bomet花闇岩バソリスで，物質移動のスケールと方向性

依存性を明らかにするためにトレーサー試験を行った。

試験サイトは，カナダの南東マニトバにあるUnderground

Research　Laboratoly（URL）のトンネル及びその周辺であ

る。

　非破砕部の花嵩岩バソリスは，均一な花闘閃緑岩から

なる。調査地域ボーリング調査で，3つの低角破砕帯が

確認されている（Fig31）。それらは，下から順番に，破
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Fig．30　Stripa鉱山の割れ目系岩盤トレーサー試験結果

　Results　oftracer　test　in　the丘㏄tured　rock　in　the　Stripa　mine，

Neretnieks（1987）による

From　Neret賎ieks（1987）

砕帯1（FZ1），破砕帯2（FZ2），破砕帯3（FZ3）と呼ば

れている。トレーサー試験は破砕帯2を対象に行われた。

破砕帯2は強く破砕され，低角の節理系が発達している。

走向は，N－NE方向とNW方向で，傾斜は10～30。で
ある。破砕帯2の局所スケーノレ（約3．8㎞2）と広域スケ

ールの透水構造を明らかにするためにシングルホール透

水試験と広域水圧干渉試験が行われた。

　局所スケールの試験は，破砕帯2の240m深度のトン

ネルに密に配置されたボーリング孔が使われた。広域ス

ケールと局所スケールの試験結果がFig．32に示してあ

る。両スケールで，破砕帯の透水性（透水量）に大きな

不均一があることが示された。破砕帯の透水量係数は，1

×1σ3m2／s～1×1ぴm2／sの広い範囲を示した。広域スケ

ールでは，高と低透水量係数のチャネルが破砕帯2内に

存在していことが明らかになった。局所スケールでは，

URLのトンネルレベルに高透水量係数の二つの水みちが

あるが，それらは水理学的連続性が乏しい。

　トレーサー試験は，トンネルレベルの17mから77mま

での距離にあるボーリング孔で行われた（Table6）。方

法は，2孔間試験で，一定の水質濃度になるまで地下水

を循環した。サンプルは揚水井から採取された。No．1

（TT1）l　No．2（TT2），No．4（TT4）試験の破過曲線がFig．33

に示されている。No。1試験の孔問は破砕帯2の走向方向

であるNE方向に17m離れている。No．2試験の孔間はNE

方向で，約29m離れている。No．3試験の孔間もほぽNE

方向で，77m離れている。No．4試験の孔間は，NW方向

で，19m離れている。No．4試験はTf2とTBに垂直な
方向での溶質移動状況を見るために行われた。試験の継

0
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（URL）付近の断面図　Frost　et　al．，　1992

Generalized　northwest－southeast　geological

Undergroun（l　Research　Labomtoπy　（URL）　in

Manitoba，Canada．Ffom　Fmst　et　al．（1992）．

0

100

200

300

400

カナダの南東マニトバのUndergromd　ResearchLaboratory

section　　ofし

southeastem

続期間は，30時問～80時間である。トレーサーのフロ

ントは，注入後1時間程度で到達し，急勾配の立ち上が

りを示した。パルス投入でないにもかかわらず，距離17m

～29mの破過曲線はピークを示し，その後一定濃度にな

るまで緩やかに低減している。距離77mでは，顕著なピ

ークを示さない以外は，短距離の破過曲線と同じ形態を

示した。NEとNW方向の破過曲線はほとんど同じであ

った。

　Keppler　and　Drost（1992）は，スイスのグリメル試験サイ

トのトンネルにおける花崩閃緑岩の破砕帯の単一割れ目

で反応性トレーサーの遅延効果と希ガストレーサーによ

る岩石マトリックスヘの拡散現象の試験を行った。破砕
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　Re錘onal　and　local　trlmsmissivity　distribution　in　Fracture　Zone2aro㎜ld　URL　in　southeastem　Manitoba，Canada，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　From　Frost　et　aL（1992）．
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T【acertest　looa“ons　inthe　high－pemeabili呼region　ofFr㏄tu爬Zone2and　bre曲ough　cuwesof伽ertest。From　Frostetal．（1992）．

帯は急傾斜で，殆ど板状を呈している。トンネル中の破

砕帯の観察によると，破砕帯数搬mの幅を示し，殆ど粘

土サイズの断層粘土が充填していた。この割れ目は8本

のボーリングで確認された。トレーサー試験は干渉試験

により連続が確認されたボーリング孔間で行われた。ボ

ーリング孔は3重パッカーになっていて，破砕帯の間は

シールされている。破砕帯の透水量係数は106～1σ7㎡

／secであった。トレーサー種は，保存性トレーサーとし

てウラニン，脇Br，旦231，反応性トレーサーとして餓Na，2噛a，

希ガストレーサとしてHeが選択された。試験は，一方

のボーリング孔に10～50mL／minの一定量の水を注入

し，同時に，もう一方で150mL／minで排水する強制流動

場の条件で行われた。トレーサーの注入方法は，パルス

とステップ（連続に注入していたトレーサーの注入を中

断する）方式である。揚排水の条件は，フローパラメー

タβ＝抽出速度（Qout）／注入速度（Qin）の比で示される。

β＝3（Qin＝50ml／mip，Qout＝150mレmin）とβ＝15（Qin

＝10ml／min，Qout＝150ml／min）のパルス試験で行ったs2Br
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Table6カナダの南東マニトバにあるUnderground　ResearchLaboratory（URL）のゾーン2破砕帯のトレーサー試験結果のまとめ

　　　　　　　　　　　　　と破過曲線データー　　　　Frost　et田．（1992）による

　　Summ飢y　ofFmc雛e　Zone2惚ertest　details　and　break血・ough　data　around　URL　in　southeastem　Manitoba，Canada．

　　From　Frost　et　al．（1992）．

トレー
サ試験
番号

揚水井 注入井
井戸間
距離
（m）

循環流
動速度
（レ㎞）

試験
時問

トレー
サ種

注入
濃度

最初の到
達時聞

ピーク
濃度到
達時間

ヒ。一ク

濃度

　1

　2

　3

＊4

＊4

HC27
HC36
HGl
HC27
HC27

HC34
HC34
HC34
HC34
HC34

17
29
77
19
19

10
10
18
10

70．6h
74．7h
28．9h
76．4h
76．4h

I
B
r
I
I
B
r

810
914
1420
678
688

2．2h
4．Oh
13．Oh

1．7k
1．7ぬ

5．5h
7．6h
4．9d
4．3h
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破過曲線がFig34aに示されている。破過曲線は，急激な

トレーサー濃度の上昇の後，数時問でピークが到達し，

テーリングは1～3目間続いた。β＝3では，2つのピー

クをもつ濃度曲線が得られた。2ピークは，破砕帯内で，

異なる滞留時間を持つ少なくとも2っのチャネルの存在

を示している。β＝15では，ピークは1つしかなく，1

チャネル輸送を示した。ウラニンとHeを投入した滞留

時問の短いパルス試験では，Heとウラニンのピークは5

時問で同時に到達し，同じ挙動を示した。しかし，排水

速度を減じ，滞留時間を長くしたステップ試験では，He

は非保存的な挙動を示し，ウラニンと比較すると濃度上

昇とテーリングの過程で遅れを示した（Fig・34b）。この遅

れは，小さなHe分子が岩石マトリックスのマクロポア

ヘ拡散したか，破砕帯内の滞留水へ拡散したことにより

生じたと考えられる（Neretnieks，1980）。Fig34cは，22Na

とウラニンのステップ試験の破過曲線を示している。2Na

は，ウラニンと比較して濃度上昇と投入停止後の濃度減

少過程で遅れを示す。

　下茂・飯星（1995）は，自然割れ目を有する30cm角の花

膚岩ブロック試料を用いて各種実験を行った。透水実験

の結果，1000cm3／hrを越す流量の区間が存在する一方で，

流出がほとんどない区間もあった。10，000ppmのNaBr溶液

を用いた複数のトレーサー試験では，トレーサーは1カ所

のみで検出された。これらの結果は，水はある限られた

部分を流れていること，割れ目内においては，直交方向

の分散がほとんどない事を示している。さらに彼らは，

割れ目面に沿った流量・圧カデータからある目的関数に

よって求めた透水量係数を用いてrチャネルの交差部に

おいて最大流量を有する流路を選択」する粒子追跡法に

よる計算を行い，実測値とほぽ一致する結果を得ている。

割れ目ネットワークに関する流れは，流量の大きな経路，

すなわち開口幅の大きな経路を選択的に流下していると

考察している。菊地ら（1992）は，節理性花簡岩を用いて

流入側の境界条件をr点」r線」r面』と設定した現地実

験を行った。流入側の境界を「点」として与えた6mスケ

ールの透水実験においては，注入量の80－90％が対象節理

から湧出し，主要な水みちの存在が示唆された。

3　試料実験
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V1割れ目系岩盤地下水の特徴

　1　割れ目系岩盤地下水の特性

　最近の研究では，割れ目系岩盤では最近活動した割れ

目のみが地下水経路となりうるという一つの法則性が明

らかにされている（渡辺，1995；本島，1994）。この法

則性を皿とIV章の調査例から検討してみる。

　フィンスジョンの破砕帯は，母岩の形成が約1．85Gaで

ある。破砕帯は，1．7～1．6Gaに，地下約10－15㎞で，延

性の破砕帯として発達し，後に繰り返し活動していたと

考えられる。現在，割れ目の殆どは熱水起源の充填物に

よりふさがれている。割れ目の充填物の年代は，緑レン

石のRb－Sr年代がL6～15Gaと，葡萄石のそれはL25
～1．1Gaを示す（Ahlbom　and　Smellie，1991）。水みちを示

す高透水性を示すゾーン2の割れ目は，第四紀の内陸氷

河期に氷床の縁辺で起こるハイドpフラクチャリングに

より形成された割れ目である。九州の豊肥地域では，NW

方向とWNW方向の断層が地熱流体の上昇通路となって

おり，EW方向の活断層は地熱流体とは関係せず，天水

の地下への供給路となっていると考えられている（玉生，

1985）。Lapcevicetal．（1999）のカナダの試験サイトの割

れ目は，頁岩と石灰岩の間の割れ目で，第四紀の上載荷

重の除去またはアイソスタテックなリバウンドによって

形成された堆積層の分離面であると考えられている。新

潟県板倉町の大規模地すべり地内の水みちは，最近形成

された小地すべり地形の亀裂の連結によって形成されて

いた（今泉ら，1995）。また，結晶片岩の地すべり地の

節理系からなる水みちは，地すべり運動に伴い，開口し

た節理が水みちとなっている（Hotzl　and　Moser，1992）。

ここで示した水みちとなる割れ目は，第四紀に形成され

たものが多く，法則性と矛盾しない。

　次に，これまで述べてきた調査例から，割れ目地下水

の特徴と思われるものを以下に整理する。

①あらゆる岩盤には，地質学的歴史を経た結果，様々な

　割れ目タイプが分布する。地形と気候の因子も割れ

　　目の発達の過程でかなりの影響を及ぼす（Ewe質，

　1985）。

②様々な岩盤における水みちは，連続性のあるなめらか

　な開いた面で起こっていない。割れ目面に不規則に

　配置した様々な断面の水みちで起こっている
　　（Ewert，1985）。

③地下水面以下の岩盤でも，地下水が完全にないところ

　がある（Ewerち1985；近藤，1958）。

④水みちは，全ての分離面において同じ機会で発達する

　と言う岩盤工学でしばしば行われている仮定は，現

　実的でない（Ewe鴬，1985）。Hattelbergトンネルで

　は，35％の湧出量が，2％の割れ目と関係した太い

　ジェット状の湧出点から流出したものである。Stdpa

　鉱山のトンネルでは，流れの約3分の1が割れ目系

　岩盤の約2・％の部分から入bていた（Neretnieks，

　1985，　1987）。

⑤水平面またはわずかに傾斜している堆積岩では，水み

　ちは，垂直の節理に分布している（Ewert，1985）。

⑥断層帯は，いつも透水性がよいとは限らない。細粒の

　破砕岩では，不透水性のマロナイトが形成される。

　これに近接するゾーンは，岩盤が緩められて透水性

　になる。粗粒で硬い岩石の破砕岩は，より透水性に

　なる（Ewert，1985：中呂導水路トンネル例l　Mダム

　監査廊の例）。

⑦強いドラッグ槽曲を受けた岩石は，摺曲軸付近で初成

　的な開口割れ目が形成されるので，縦方向の節理に

　沿って水みちが形成される（Ew飢，lg85）。

⑧岩盤の透水性は，一般に，深くなるにつれて減少する

　（Ewert，19851Ahlbom　and　Smellie，1991〉。

⑨トンネル湧水は，地表水が断層破砕帯を通って比較的

　短時間に降下する流動的な断層湧水と，断層を一時的

　に通ることがあったとしても比較的長時間岩石の空隙

　に停滞する水とに大別される。断層湧水は，HCOゴ，Ca2＋

　とも高い濃度を示し，滞留水は，HCOゴの増加に反し

　てCべが減少し，Na＋が著しく増加する（笠間・鶴巻，

　1981；三木・吉沢，19771石橋・山田，1986）。

　2　割れ目系岩盤の破過曲線の特徴

　割れ目系岩盤で行われたトレーサーの破過曲線の特徴

として，次の現象があげられる。

⑩急激な濃度上昇（Fig．23，Fig．24，Fig．26，

　Fig．28，　Fig．33）

⑪長いテーリング（自然条件下の試験では数ヶ
　月から数年続く場合もある）（Fig．23，Fig。24，

　Fig．26，　Fig．28，　Fig．33）

⑫トレーサ分子の大きさによる破過曲線テーリングの遅

　れ（Fig。34）

⑬マルチピーク（Fig26，Fig．34）

　保存性トレーサーを使った多孔質帯水層の破過曲線は，

一般的にはピーク中心の両側で対照的なベル型の形態を

示す。割れ目系岩盤の破過曲線の急激な濃度上昇と長い

テーリングは，自然条件の試験以外に2孔間の連続注入

試験とステップ投入試験でも生じている。長いテーリン

グの原因は岩石マトリックスヘの拡散が考えられる。急

激な濃度上昇と長いテーリングは割れ目系岩盤中の地下

水流動の特徴的な形態であると考えられる。

　トレーサ分子の大きさによる破過曲線テーリングの遅

れは，割れ目間隙とマトリックス閲隙の大きさの違い（二

重問隙）によると考えられる。一般に，火山岩と変成岩

地域の割れ目で行ったトレーサー実験では，マトリック

スヘの拡散は考慮していない（例えば，Novakowski　et　al．，

lg85；Cli飾et　al．，19935Raven　et　al．，1988）。一般的にマト

リックスの間隙率が0．5％より小さい岩石では二重間隙

は考慮する必要がないとされている（例えば，Skagius
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and　Neretneks，1986）。Abelin　et　a1．，（1991b）は，花崩岩

地域の割れ目ではマトリックス間隙が1～7％であるこ

とを明らかにした。堆積岩ではマトリックス間隙は30％

にまでなる。花嵐岩割れ目の10m距離で行ったトレー

サー実験によると，マトリックス拡散は5％程度のマト

リックス間隙をもつ割れ目系岩盤の輸送では主要なプロ

セスであることが示された（Novakowski　and　Lapcevic，

1994）。この様に大きなマトリックス間隙がある場合，

割れ目面からマトリックスの岩石への物質移動の影響は

重要である。

　マルチピークに関しては，抽出速度（Qout）の違と抽

出速度（Qout）と注入速度（Qin）の問の比を示すフロ

ーパラメータβにより，マルチピークが起こるか起こら

ないかある程度予測できる（Tsang　and　Tsang，1987）。

W結　　語

　割れ目系岩盤内の地下水挙動に間する研究の現状を概

観してきた。割れ目の開口度は構造運動が大きく影響し

ていると思われる。多くの調査例は，割れ目系岩盤の地

下水流動では，ほぼ均一な独立した開口割れ目を流動す

る地下水は，存在しないことを示している。しかし，割

れ目系岩盤の地下水流動の詳細な研究は始まったばかり

で，一般則を導き出せるほどデーターが蓄積されていな

い。ここでは，次のEw飢（1985）の指摘を結論としてお

く。r現状では，岩盤地下水の水みちに関する地質学的

な記載が蓄積されていない。現時点で，地質学的な事実

を無視した理論を展開するより，水みちを調査するため

の地質学の野外観測の古い伝統的方法を固く守るように

すべきである。」
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Character　i　st　i　cs　of　groundwater　f　l　ow　l　n　the　fractured　rock

IMAIZUMI　Masayuki，ISHIDA　Satoshi　and　TSUCHIHARA　Takeo

Summary

　　　　　　The　recent　researches　on　the　gromdwater　flow　h　the　f｝acture（i　rock　are　reviewed，Chapter　I　described　that

the　study　on　the　gro㎜（lwater　f玉ow2n　fピactured　rock　in　t五e　last20years　makes　rapi（l　progress£or　the　const皿ction　of

飴cilities　of　storingξmd　disposal　of　ra（1ioactive　wasteξm（1petroleum　oils。Tりose　studies　reveale（1some　characteristic

phenomenon　of　groundwater　in丘actured　rock，such　as　chame夏ingξmd（louble　porosity。The　new　conceptual　model

ofgroundwater　flow　in　the丘actured　rock　is　proposed　fbr　explanation　ofthe　phenomenon。On　the　other　hand，several

new　fillding　was　obtaine（1in　the　engineering　fiel（i　of　geothemal（1evelopmen重and　the　tumel，etc。Chapter　H　shows

血at　several　kind　of　the倉acUEe（i　p隻anes　as　the　discontinuous　plane　in　rock　are　explaine（1．The　results　of　the　studies

on　gro㎜dwater　surveys　in　the　ffacture（1rock　fbr　a　various　pulpose　are　shown　in　chapter皿。Chapter　IV（iescribes

theresultsoftracertestsinthe丘acturedrockarea。Ch＆pterV（1iscussesthechaτacteristicsofgroun（1waterflowin

the倉acUue（1rock　based　on　the　desc亘P廿on　of廿1e　chapter　I皿　and　r▽．
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