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要旨 

 

本研究では，高レベル放射性廃棄物の地層処分事業をはじめとする大深度空

間を利用したプロジェクトで取得されるモニタリングデータを用いた地下水流

動特性の評価技術の構築を目的とし，以下の課題について研究を行った。 

① 地下深部での空洞掘削や構造物の建設に伴いボーリング孔で観測される地

下水圧の変化を利用した水理地質構造の評価 

② 地下施設建設に伴う地表の微小な傾斜変化を利用した水理地質構造の評価 

③ 天然現象の 1 つである地震に伴う地下水圧の変化が地下水流動特性の長期

安定性に与える影響の評価 

ボーリング孔で観測される地下水圧の変化を利用した水理地質構造の評価で

は，地下施設の建設中に観測された地下水圧の応答異常に着目した分析や，不

規則な地下水圧の変動を大規模な揚水試験とみなした観測データの整理を行い，

施設建設中の水圧モニタリング結果が，地下深部の水理地質構造が推定する上

で有効なデータになり得ることを示した。 

地下施設建設に伴う地表の微小な傾斜変化を利用した水理地質構造の評価に

ついては，既往の手法の課題を解決するための解析手法の改良を行うとともに，

改良した手法の原位置試験への適用性を確認し，本手法がボーリング孔間の空

間情報を補完する効果的な手法であることを示した。 

地震に伴う地下水流動特性の変化については，観測された事例を基に，地震

直後の地下水圧変化の要因の推定およびその後の地下水圧変化が地下水流動特

性の長期安定性に及ぼす影響について検討を行った。その結果，地震直後の地

下水圧変化は岩盤の体積歪の変化と整合的であることを確認した。また，地下

水流動特性の長期安定性に与える影響の評価に対しては，地下水圧の変化を地

下水流動方向に沿った動水勾配の変化として整理し，解釈することが有効であ

ることを示した。 

最後に，本研究での知見を踏まえ，地層処分事業におけるモニタリングの考

え方およびモニタリング手法について検討を行い，調査段階に応じた地下水モ

ニタリングの考え方を整理した。 
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1. 序論 

 

1.1 本研究の背景 

近年，エネルギーセキュリティーの観点から，あるいは，地球規模での環境

問題の解決のため，地下石油備蓄，ガス備蓄，CO2 貯蔵などの大深度地下利用

に関する大規模プロジェクトが進められている。これら大深度地下を利用した

大規模プロジェクトの 1 つとして，高レベル放射性廃棄物の地層処分がある。 

地層処分事業は，サイトの選定開始から処分場の建設，操業を経て最終的に

処分場を閉鎖し，事業を廃止するまでに 100 年程度を要する長期にわたる事業

であることから，この間，段階的な安全確認を繰り返して事業が進められると

ともに 1)，サイト選定，処分施設建設の開始，施設の閉鎖といった段階で重要

な意思決定が行われる。これら安全確認や意思決定は，各段階の最新の知見に

基づき行われるため，そのための情報取得手段の一つとして，モニタリングは

重要な役割が与えられている。例えば，IAEA では高レベル放射性廃棄物の地

層処分に関わる要件として，モニタリングについて以下の要求を示している 2)。 

 

(a)モニタリングプログラムは，処分場の建設，操業段階の前，およびその期

間中に決定，実行されなければならない。このプログラムは，処分場の建

設，操業に関わる作業者や公衆の安全，および環境の保全のために必要な

状態を確認するため，また，閉鎖後の安全性が欠如されていない状態であ

ることを確認するための情報を収集し，更新するよう設計されなければな

らない。 

(b)モニタリングは，処分場の開発，操業の各段階で行われる。モニタリング

プログラムの目的は，現段階以降の評価におけるベースラインとなる情報

を提供すること，操業時の安全性や施設の操業可能性の保証，施設閉鎖後

の安全性を担保する条件であることの確認である。モニタリングプログラ

ムは，施設閉鎖後の全体的な安全性のレベルを低減させないよう設計し，

実行される。 

(c)施設閉鎖後の安全性の保証を提供する目的でのモニタリング計画は，可能性

のあるモニタリング戦略を示すため地層処分施設の建設の前に示されるが，
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その計画は柔軟にとどめられ，必要に応じて，施設の開発，操業期間中に

修正・更新される。 

 

このような背景から，欧州では，MoDern プロジェクト 3)により，モニタリ

ング技術の開発やモニタリングの実施，社会的な合意形成に供するモニタリン

グなど，地層処分でのモニタリングのフレームワークに関する多岐にわたる検

討が行われた。 

わが国においては，総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会廃棄物

小委員会において，操業中の周辺公衆等の安全確認に加えて，廃棄物埋設施設

の閉鎖後の安全性を損なうことになる条件がないことを確認するための情報の

収集・更新という観点からも，モニタリングは重要である 4)，と示されている。

これらのことから，原子力発電環境整備機構は，地層処分事業における安全確

保の目的を，「閉鎖後長期の安全確保」と「事業期間中の安全確保」に分類し，

さらに事業期間については，「放射線安全の確保」，「一般労働安全の確保」，「周

辺環境の保全」に分類して，それぞれの目的に応じたモニタリングの役割を位

置づけている 5)。ここでは，サイト選定に関わる段階において，地質環境の理

解のための調査の一環としてモニタリングが位置づけられており，特に精密調

査段階の後半（地下施設を利用した調査）段階では，地下施設建設に伴う地質

環境の変化を把握すると共に，その結果に基づく地質環境理解へのフィードバ

ックが役割として与えられている。 

 

1.2 地層処分での安全性の評価 

地層処分での安全性の評価については，地下深部に埋設した放射性廃棄物が

地下水の流れによって移動し，地表に到達する “地下水シナリオ 6)”による評

価が行われる。地下水シナリオでは，地下深部を通過する地下水の涵養域から

流出域に至るような広範囲の地下水流動特性の評価が必要となることから，地

層処分事業におけるサイト選定段階では，文献調査，概要調査，精密調査の段

階を設けられている 1)。 

各段階の調査では，各段階に応じた調査項目や必要なデータ量が設定され，

調査計画が立案されることとなる。地層処分事業における段階的な評価では， 
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その段階において考慮すべき事象が異なる。すなわち，サイト選定段階におけ

る評価では，処分場閉鎖後の地層処分システムの長期的な安全性が主たる評価

の対象となり，この際には，広域的な地下水流動の定常状態の評価が必要とな

る。一方，処分場の建設，操業段階においては，各段階での人為的な行為によ

る非定常な変化，例えば，施設周辺での地下水圧の変化や施設への湧水量の変

化，も評価対象となる。また，処分場の閉鎖，閉鎖後管理では，建設・操業段

階で地質環境に与えた擾乱からの回復挙動も重要な評価対象の 1 つになると考

えられる。これらの場合，広域的な地下水流動の定常状態に加え，施設周辺で

生じる経時的な変化も評価する必要がある。 

地下深部の岩盤の水理特性を評価するための調査手法としては，ボーリング

孔を用いた流体検層や水理試験が挙げられる。これらの調査は，いずれも平衡

状態にある地下水環境に対して人為的な擾乱（例えば，ボーリング孔での注水

や揚水）を与え，その擾乱に伴う変化を計測することで岩盤の水理パラメータ

を求めることができる。また，複数のボーリング孔でこれらの変化を計測する

ことで，ボーリング孔間の連続性を直接的に評価可能なデータが取得できる。

しかしながら，ボーリング孔内の限られた空間を利用することから人為的に与

えられる擾乱には限界があり，また，調査に与えられる時間も限られることか

ら，ボーリング孔を用いた流体検層や水理試験といった単独の調査では評価範

囲に限界がある。したがって，ボーリング孔を用いた試験によって広範囲の地

下水流動特性を調査するためには，多数のボーリング調査が必要となる。しか

しながら，地層処分においては，ボーリング孔は地下深部から地表につながる

経路となる可能性があることから，多数のボーリング孔を用いた調査を行うこ

とは，必ずしも，地層処分システムの安全性を担保することとはならない。 

施設の建設，操業時に地質環境に与える擾乱は，ボーリング孔での調査で与

える変化とはと比較にならない大きなものであり，また，数十年にわたり継続

する行為であることから，その影響は大きく，また遠方にまで及ぶ。したがっ

て，施設の建設，操業時に行われるモニタリングで得られるデータを積極的に

活用し，地下深部の地下水流動特性の評価を行うことを前提としたモニタリン

グプログラムを構築することは，各段階での評価に必要な調査情報の取得に効

果的だと考えられる。 
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また，地層処分をはじめとして，石油や天然ガスの備蓄，CO2 貯蔵など大深

度地下空間でのプロジェクトでは，大深度地下特有の利用した長期的な物質の

閉じ込め機能が重要となる。したがって，地下深部の地下水流動特性が長期に

わたり安定であることを評価することが重要となる。総合資源エネルギー調査

会電力・ガス事業分科会原子力小委員会地層処分技術 WG がまとめた報告書 7）

では，地層処分における地下水流動特性の長期安定性に影響を及ぼす要因とし

ては，地下深部の「動水勾配の変化」，「地下水流動経路の変化」，「涵養量の変

化」が挙げられており，このためには，気候変動に伴う降水量や海水準の変動

や地震に伴う地下水流動特性の変化など，天然現象の長期的な変化が地下水流

動特性に与える影響も考慮する必要がある。 

 

1.3 本研究の目的 

大深度地下環境を活用した施設，特に，地層処分施設では，広範囲にわたる

地下深部の地下水流動特性の長期的な変化を評価する必要がある。この評価は，

対象範囲の水理地質構造を推定し，その結果から構築されるモデルを用いた地

下水流動解析により行われる。したがって，広範囲にわたる対象領域の水理地

質構造を効率的に推定するための技術が重要となる。また，長期的な変化を評

価する上では，天然現象に伴う変化を考慮することが必要不可欠である。 

本研究では，地下深部での空洞掘削や構造物の建設において取得されるモニ

タリングデータを積極的に活用した地下水流動特性の評価手法として，モニタ

リングデータを用いた地下水流動特性の評価について検討を行う。また，長期

的な変化を評価する上で重要な天然現象の一つとして，地震に伴う地下水流動

特性の変化について，モニタリングデータを用いた評価手法についても検討を

行う。さらに，ここで検討した手法を組み合わせた，モニタリングデータを活

用した調査手法の提案を行うこととする。 

 

1.4 本研究の構成 

本研究の構成を図 1.4.1 に示す。 

第１章では，本研究の背景および目的を示した。 

第 2 章，第 3 章では，国内および諸外国における広域を対象とした地下水流
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動特性の調査に関する動向と地下水流動特性の長期安定性の評価に関する動向

を整理した。 

第 4 章では，ボーリング孔を利用したモニタリングデータを用いた水理地質

構造の評価手法について検討を行い，得られた知見を取りまとめるとともに，

今後の課題を示した。 

第 5 章では，ボーリング孔を利用した調査，評価を補完するための技術とし

て，地表でのモニタリングデータを用いた水理地質構造の評価手法について検

討を行い，得られた知見を取りまとめるとともに，今後の課題を示した。 

第 6 章では，地下水流動特性の長期安定性について，地震に伴う地下水流動

特性の長期的な変化に関して検討を行い，得られた知見を取りまとめるととも

に，今後の課題を示した。 

第 7 章では，第 4 章から第 6 章で得られた知見に基づき，地層処分事業にお

けるモニタリングの考え方およびモニタリング手法について提案を行った。 

第 8 章では，第 2 章から第 7 章で得られた結果を取りまとめた。 

 

 

図 1.4.1 本研究の構成 
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2. 地下水流動特性の調査に関する既往の研究 

 

2.1 はじめに 

大深度地下を利用した大規模プロジェクトでは，地下深部の地下水流動特性

を評価する必要がある。特に，地層処分事業では，地下水の涵養域から流出域

におよび広範囲を対象として，地下水流動を規制する重要な構造（水理地質構

造）を推定し，地下水流動特性を評価することが重要となる。ここでは，地下

水流動特性について，①地下水流動に影響を与える水理地質構造の評価，②地

下水流動の長期安定性に関する評価に着目し，既存の地下水流動特性の調査・

評価手法について調査する。 

 

2.2 地下水流動に影響を与える水理地質構造の評価 

地下深部の地下水流動特性を評価する上で，岩盤の水理パラメータ（透水係

数，比貯留係数）は最も重要な情報の 1 つである。この水理パラメータを取得

するための方法として，最も一般的であり，かつ重要な調査手法がボーリング

孔での水理調査である。ここでは，諸外国および国内で実施されている水理調

査について整理するとともに，これらの結果に基づく水理地質構造の推定事例

を調査する。 

 

2.2.1 単一ボーリング孔を利用した水理調査 

スウェーデンのスウェーデン原子力燃料廃棄物管理会社（以下，SKB）では，

100m，20m，5m の試験区間長での単孔式水理試験が実施されており，透水性

が低く試験装置の測定限界以下となる場合など，特別はケースにおいては，さ

らに区間長を短くした試験が実施されている（図 2.2.1 参照）。試験方法は主に

定圧注水試験，揚水試験であり，注水過程および注水終了後の回復過程から，

理論式により水理パラメータが算出されている例えば 1),2)。また，ボーリング孔沿

いの透水性割れ目などの透水性構造（以下，水みち）の検出やその透水性の評

価のため，スピナー検層や温度検層，電気伝導度検層も実施している例えば 2)。 

スイスの放射性廃棄物共同管理組合（以下，Nagra）でも，SKB と同様に，

単孔式水理試験が実施されている。SKB があらかじめ試験区間長を設定してい
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るのに対し，Nagra では，ボーリング孔が遭遇する地質条件に応じて試験区間

長を設定している。また，同一区間でパルス試験，スラグ試験，揚水または注

水試験が連続的に実施され（図 2.2.2 参照），試験方法は岩盤の透水性や試験に

要する時間を考慮し選択されている例えば 3)。試験結果は，水理パラメータを算出

するほか，試験装置の温度変化に伴う圧力変化の排除や試験中のガスの遊離に

よる影響の有無などの確認を行い，試験データの品質を担保している。ボーリ

ング孔沿いの水みちの検出などを目的とした調査では，電気伝導度検層などの

フローメータ検層が実施されている例えば 4)。  

フィンランドのポシバ社（以下，POSIVA）では，同社が開発した独自の技術

である Posiva Flow Log（以下，PFL）5)を主たる水理調査手法として試験が実

施されている。PFL では，熱パルスの移動から流量を測定し，水みちの位置の

検出と同時に，透水量係数や間隙水圧の測定も実施することができる（図 2.2.3

参照）。水理試験は PFL で検出できない低透水性の割れ目や母岩の透水性の評

価のために実施されている（図 2.2.4 参照）例えば 6)。 

国内では，国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下，原子力機構）

が実施するプロジェクトにおいて，流体検層および単孔式水理試験が実施され

ている 7),8)。 

原子力機構が実施する岐阜県東濃地域での事例では，まず，スピナー検層，

ヒートパルス検層，電磁フローメータ検層によりボーリング孔沿いの水みちを

検出し，その結果やコア観察などから得られる地質・地質構造に関する情報に

基づいて，水理試験区間が設定される。Nagra 同様，同一の試験区間で複数の

水理試験が実施されている 7）。ここでは，高透水性から低透水性までの幅広い

透水性を有する深部岩盤の特徴に対して，試験区間の岩盤の透水性に適した試

験方法を選択方法として，パルス試験，スラグ試験，揚水試験を組み合わせた

シーケンシャル試験（図 2.2.5 参照）を提案すると共に，圧力変化データやその

時間微分プロットをリアルタイムで確認することにより，透水性を評価しなが

ら個々の試験終了の判断を適切に実施し，品質の良いデータを効率的に取得で

きることが示されている 7),9)。 

原子力機構が実施する北海道幌延町での事例では，基本的な水理調査の考え

方は岐阜県東濃地域の例と同様である。ただし，堆積岩（軟岩）が対象である
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ことや溶存ガスに富む地下水環境であることから，これに対応するための調査

技術の開発，適用が行われている 8),10)。具体的には，岐阜県東濃地域の事例で

はボーリング孔は清水で掘削されているのに対し，幌延町の事例では泥水によ

る掘削が行われている。また，北海道幌延町の事例では地下水中にメタンガス

が溶存しており，水理試験等による地下水圧の減圧に伴い溶存ガスの遊離が生

じることから，水圧計測や流量計測に影響を与える。これらの課題に対し，ガ

ス・水混合流体をくみ上げ可能な孔内ポンプや地上部でのガス・水の分離およ

びそれぞれの流量を測定するためのセパレータ，容積式流量測定装置，ガス流

量計測装置を備えた水理試験装置を開発するとともに（図 2.2.6 参照），試験手

順についても改善が加えられている。試験手順については，岐阜県東濃地域の

事例と同様に，同一の試験区間で複数の水理試験が実施されている。これは，

効率的な試験実施に加え，溶存ガスの遊離に伴う影響を極力回避するため，試

験条件やガスの有無などを試験実施時にリアルタイムに評価することで品質の

良いデータを効率的に取得することを目的として構築されている。 

 

 

図 2.2.1 SKB における水理試験（定圧注水試験）結果の例 1) 
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SW:スラグ試験，SWS:スラグ試験（閉鎖系），RW（定流量揚水試験），RWS（回復試験）  

図 2.2.2 Nagra における水理試験の例 3) 

 

 
図 2.2.3 Posiva Flow Log の概念図 5) 
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図 2.2.4 POSIVA における典型的な水理試験の例 6) 

 

 

図 2.2.5 シーケンシャル水理試験（岐阜県東濃地域での例）7) 
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(a)孔内部 

 

 
(b)地上部のガス／水セパレータ 

図 2.2.6 水理試験装置概念図（溶存ガス対応）8) 

 

2.2.2 複数のボーリング孔を利用した水理調査 

OECD/NEA 国際プロジェクトとしてスウェーデンの Stripa 鉱山で実施され

た国際プロジェクト（International Stripa Project）では，複数のボーリング

孔間での圧力干渉試験やシヌソイダル試験により，水理学的な連続性を把握す

る試みがなされている 11)。ここでは，相対的に透水性が高く，また連続性の高

い水みちの検出と，その透水性の把握するための調査手法の開発に主な目的を

おいた試験が実施されている。 
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Posiva では，ボーリング孔からの揚水や地下施設建設に伴う湧水による地下

水流動の変化を PFL の改良型システム（PFL DIFF）で測定し（図 2.2.7 参照），

水みちとなる割れ目の透水性や連続性の変化を評価に関する試みがなされてい

る 12)。ここでは，10m から最大で 1km 程度の離間距離のボーリング孔間での

水圧応答が確認されている。この結果を元に，新たに検出された水みちの評価

が行われている（図 2.2.8 参照）13)。 

 

図 2.2.7 PFL による試験結果の一例 12) 
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図 2.2.8 POSIVA での水みち評価の一例 13) 

 

国内では，原子力機構が実施する岐阜東濃地域の事例において，断層の水理

特性の評価のための孔間水理試験が行われている。 

正馬様用地内（図 2.2.9 参照）の MIU-3 号孔を揚水孔とした孔間水理試験 14)

では，低透水性断層である月吉断層の下盤側から揚水を行い，揚水孔からの離

間距離が約 95m のボーリング孔である MIU-2 号孔の水圧応答を用いた断層お

よび，断層に沿った割れ目帯の透水性が評価されており，MIU-2 号孔を揚水孔

とした孔間水理試験 15)では，隣接する離間距離約 135m の MIU-1 号孔と前述

の MIU-3 号孔で水圧応答が観測された。また，MIU-2 号孔での揚水試験時の

パッカー開放，収縮による水圧変化は MIU-2 号孔から約 326m 離れた AN-1 号

孔でも観測された。これらの水圧応答を利用して，断層および断層に沿った割

れ目帯の透水性が評価されている。さらに，原子力機構が超深地層研究所計画

16) を進める研究所用地（図 4.2.3 参照）で実施された孔間揚水試験では，MIZ-1

号孔を揚水孔とし，MIZ-1 号孔で遭遇する 2 箇所の割れ目帯を揚水区間とした

揚水試験が実施されている 17)。この試験では，約 500m 離れたボーリング孔で
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明瞭な水圧応答が確認されており，この結果から，研究所用地内の低透水性断

層の評価が行われている。 

上述の結果は，主に試験対象とする水理地質構造の水理パラメータ（透水係

数や比貯留係数）の推定を目的と実施されているが，東濃地域の事例では，揚

水試験結果について圧力低下量の時間微分値と揚水時間との両対数プロットか

ら水理地質構造を推定する試みがなされている 18）,19)。 

これらの結果，複数のボーリング孔を利用した水理調査は，単孔式の調査で

は取得できない水理学的な連続性などの空間的な情報を取得することができる

有効な手法と考えられる。 

 

 
（a）平面図     (b)鳥瞰図 

図 2.2.9 正馬様用地 20) 

 

2.2.3 水理試験結果に基づく水理地質構造の推定方法 

単孔式の試験は，深度方向やボーリング孔間の水理地質構造の評価に有効な

データは取得できるものの，水平方向の水理学的な連続性に関する直接的な情

報を取得できない。また，複数孔を用いた孔間試験は，それぞれのボーリング
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孔間での水平方向の情報を取得することが可能であるものの，試験におけるイ

ンパクトを観測できる距離には限界があるため，広域的な水理地質構造の 3 次

元分布を推定することには不向きである。したがって，水理地質構造の空間的

な分布は，単孔式の水理試験結果と，既存情報や別途実施される地質・地質構

造に関する調査結果と併せた解釈により推定されることとなる。 

わが国では，原子力機構が岐阜県の東濃地域で実施する広域地下水流動研究

21)，超深地層研究所計画 22),23)などにおいて，上記のアプローチによる地下深部

の水理地質構造の推定が行われている。これらのプロジェクトについては，次

章にて概要を述べる。 

 

2.3 地下水流動特性の長期安定性に関する評価 

地下水流動特性の長期安定性に影響を与える要因としては，地下深部の「動

水勾配の増加」，「地下水流動経路の変化」，「涵養量の変化」が挙げられている

24)。これらの要因は，気候変動に伴う海水準の変化や隆起・浸食による地形の

変化，地震に伴う地下水圧の変化や岩盤の透水性の変化によって生じると考え

られる。したがって，ここでは気候変動および地形変化に伴う地下水流動特性

の変化と，地震に伴う地下水流動特性の変化に関連する既往の研究について整

理する。 

 

2.3.1 気候変動および地形変化に伴う地下水流動特性の変化 

気候変動は地球規模で周期的に生じることから，考慮すべき事項は，地域に

より異なる。ヨーロッパ諸国及びカナダでは、高緯度地域特有の気候変動とし

て，永久凍土の形成による地下水流動特性の変化が想定されている。ここでは，

永久凍土による地表面への荷重作用によって生じる変化，永久凍土による地下

涵養の抑制によって生じる変化、永久凍土融解時における地下涵養の増加によ

って生じる変化が重要な影響と設定されている 25）,26), 27) 28)。 

わが国では，最終氷期時においても北海道以外は永久凍土が形成されていな

いと推定されており 29)，地表面への荷重作用による変化は限定的な影響因子と

考えられるが，氷期における地下水涵養量の変化（減少）は，地下水流動に変

化を及ぼす重要な影響因子と考えられる。また，氷期には海水準の後退が生じ
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ることから，特に，沿岸域での海水準の変動に伴う塩淡境界の変化に起因する

動水勾配の変化や，後退地域での浸食作用による地形変化が重要な影響要因と

考えられる。 

これらの課題に対し，北海道幌延地域を事例では、過去からの地下水流動場

の長期変遷に関するモデル化と過去の地下水流動場の再現に基づいて、海水準

変動と地形変化を考慮した地下水流動について、一連の解析手法の適用性の確

認が進められている 30)。また，岐阜県東濃地域の事例では，過去から現在まで

の長期的な地形変化が地下水流動に値得る影響を解析的に評価する試みがなさ

れている 31)。これらの研究では，過去のある時間における気候条件および推定

される地形に基づいた水理地質構造モデルを構築し地下水流動解析を行い，そ

の結果から，地下水圧分布，動水勾配，ダルシー流速，地下水の涵養域・流出

域の長期的な変化について評価できることを示している。また，将来の気候，

地形についても，同様の手法により予測できる可能性が示されている。 

 

2.3.2 地震に伴う地下水流動特性の変化 

地震に伴う地下水流動特性の変化としては，地下水圧の変化と岩盤や断層の

透水性の変化が挙げられる。地震に伴う地下水圧の変化は，これまでに多くの

観測事例が報告されており 32),33),34)，2011 年 3 月に発生した東北地方太平洋沖

地震では，震源から遠く離れた西日本各地においても，地下水位や地下水圧の

変化が確認されている 34)。また，震源域近傍の地下水圧の変化は，断層や岩盤

の透水性の変化により生じた可能性が報告されており 35),36)，地震に伴い増加し

た断層の透水性が時間経過と共に低下し，約 8 年の間に地震前の透水性へと低

下したとする報告もある 36)。しかしながら，これらの研究はいずれも観測孔で

の地下水圧または地下水位の変化について評価しているものであり，必ずしも，

広域的な地下水流動の観点から，その影響を評価するには至っていない。 

これらの結果から，地下水流動の長期安定性に影響を及ぼす要因のうち，気

候変動および地形変化が地下水流動の長期的な安定性に与える影響を評価する

ための手法は整備されつつあるものの，地震に伴う地下水圧の変化が広域の地

下水流動の長期的な安定性に与える影響の評価については，課題が残されてい

ると言える。 
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3. 東濃地域における深地層の調査研究 

 

3.1 はじめに 

 本研究では，原子力機構が岐阜県土岐市，瑞浪市で展開している広域地下水

流動研究，超深地層研究所計画で取得したデータを用いた。本章では，広域地

下水流動研究 1)，超深地層研究所計画 2),3),4)の研究背景や概要を示す。 

 

3.2 広域地下水流動研究の概要 

 広域地下水流動研究は，平成 4 年度から調査研究が開始され，平成 16 年度に

主な現地調査が終了している 5),6)。平成 17 年度以降は，現存のボーリング孔に

おいて瑞浪超深地層研究所の地下施設建設に伴う周辺地下水影響の長期観測が

実施されている 7),8),9),10),11)。 

研究の主な目的は，地下水流動の涵養域から流出域までを包含する数 km 四方

以上の領域における地表から地下深部までの地質環境特性を明らかにするため

に必要な，調査・解析技術，解析結果の妥当性を評価するための技術の開発で

ある。この目的に対し，地質環境を構成する地形，地質・地質構造，地下水の

水理及び地球化学の各分野の個別研究とともに，これら研究成果から地質環境

を包括的に理解するための研究成果の統合化や地質環境の調査技術の体系化を

行うこととしている。地質環境の調査技術の体系化については，「地質構造概念

の構築→計画立案→調査・解析→評価」と一連の調査研究プロセスを繰り返し，

調査研究における課題の解決に向けた検討が実施された。具体的には，スケー

ルを区分して段階的に進める方法が採用されていることや，調査の進展に伴う

情報量の増加により，地質環境に関わる理解度や調査の達成度を順次評価しつ

つ次の調査や段階へ移行する判断が重要との考え方に基づいた繰り返しアプロ

ーチを基本として調査研究が進められた。図 3.2.1 に広域地下水流動研究の研

究実施領域を示す。 

また，地層処分にとって重要な地質環境特性を，大きなスケールから小さな

スケールに向けて把握するという考え方に基づき，超深地層研究所計画とあわ

せて，地表からの調査研究スケールを設定し調査研究が進められた。 
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図 3.2.1 広域地下水流動研究の調査実施領域 6) 

 

広域地下水流動研究では，空中物理探査（電磁，磁気，自然放射能），地上物

理探査（反射法，屈折法，電磁法，高密度電気），大縮尺の航空写真(1/1 万)を

用いたリニアメント判読および割れ目分布調査，地表踏査が実施され，既存の

文献情報などに基づく地質学的情報を確認するとともに，対象領域の花崗岩，

堆積岩の分布特性や花崗岩の不均質性が把握された。さらに，ボーリング調査

（岩芯地質調査，孔壁画像調査，物理検層，岩芯室内試験，VSP 探査，流体検層，

水理試験および地下水の採水・分析など）が実施され，この結果により，堆積

岩や花崗岩，地下水流動を規制するような大規模な不連続構造の分布やこれら

の地下水流動特性の推定が行われ，得られた情報から構築された地質環境モデ

ル（地質構造モデル，水理地質構造モデルなど）や，これらのモデルに基づく

地下水流動解析が行われた。また，これらの調査・解析の一連のループを繰り

返すことで，地質環境もモデルやそれに基づく地下水流動解析の解析結果の不

確実性が低減することが示されたとともに，広域の地下水流動特性に与える影

響の大きな因子の抽出などが行われた。図 3.2.2 から図 3.2.4 に，広域地下水

流動研究で実施された，調査，モデル化，解析結果の一例を示す。 
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図 3.2.2 空中自然放射線探査によるγ線強度分布図 12) 

 

 

  

図 3.2.3 地下水流動解析結果の一例 12) 
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図 3.2.4 土岐花崗岩における深部地下水の水質形成機構の概念 12) 

 

3.3 超深地層研究所計画の概要 

超深地層研究所計画は，平成 8 年に開始された地下研究施設の建設を伴う深

地層の科学的研究である。瑞浪超深地層研究所の研究坑道は，2 本の立坑（主立

坑，換気立坑）と 100m ごとに主立坑と換気立坑をつなぐ予備ステージ，深度 300m

ステージ，深度 500m ステージおよび最深ステージなどからなり，平成 26 年 12

月現在，深度 500m ステージが整備されている。図 3.3.1 に瑞浪超深地層研究所

の位置および研究坑道を示す。 

 

図 3.3.1 瑞浪超深地層研究所の位置および研究坑道 13) 
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超深地層研究計画では，「深部地質環境の調査・解析・評価技術の基盤の整備」，

「深地層における工学技術の基盤の整備」の 2つの全体目標が設定されている。

また，研究計画は，第 1 段階（地表からの調査予測研究段階），第 2 段階（研究

坑道の掘削を伴う研究段階），第 3 段階（研究坑道を利用した研究段階）に区分

して進められている。研究を進めるにあたっては，研究内容をより具体的なも

のとするため，調査研究の個別目標と課題が設定されている（図 3.3.2 参照）。 

 

 

図 3.3.2 調査研究の個別目標と課題 13) 
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また，地層処分にとって重要な地質環境特性を段階的に理解するために，広

域地下水流動研究と組み合わせて，地質環境に 4 つの空間スケールが設けられ

ている。図 3.3.3 に空間スケールの概念，表 3.3.1 に対象範囲の地層処分技術

に関する研究開発における位置づけを示す。 

 

 

 

図 3.3.3 空間スケールの概念 13) 

 

表 3.3.1 空間スケールの対象範囲と位置付け 13) 

 
 

全体目標の 1 つである「深部地質環境の調査・解析・評価技術の基盤の整備」

は，地質環境特性として重要な地下水の流動，地下水の地球化学特性，岩盤力
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学特性，岩盤中での物質移動特性，研究坑道の掘削が周辺の岩盤に与える影響

などを明らかにしていくものであり，これらを体系的に調査・解析・評価する

ための技術基盤を整備していくこととされている。その実施にあたっては，図

3.5 に示す個別目標の課題に対して，地表あるいは研究坑道から地質環境に関す

る情報を取得し，信頼性の高い解析・評価手法を用いた深部地質環境の評価に

いたる概念の提示→計画の立案→調査の実施→データの解釈→モデル化・解析

→解析結果の評価→重要な要素の特定）を繰り返し行う，繰り返しアプローチ

が採用されており（図 3.3.4参照），調査段階の進展に伴う情報量の増加により，

構築される地質環境モデルの不確実性が評価されている。 

 

 

図 3.3.4 調査研究の繰り返しアプローチ 13) 

 

全体目標のうち，「深地層における工学技術の基盤の整備」については，既存

のあるいは新たに開発される工学技術を特定の地質環境に適用することにより，

地下深部に研究坑道を設置し安全かつ合理鉄器に施工・維持・管理できること

を確認することとされている。 

 超深地層研究所計画の第 1 段階では，既得情報を用いた調査・解析・評価（ス

テップ 0），地表からの調査・解析・評価（ステップ 1），既存・浅層ボーリング

孔を利用した調査・解析・評価（ステップ 2），深層ボーリング孔を利用した調
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査・解析・評価（ステップ 3），ボーリング孔間を利用した調査・解析・評価（ス

テップ 4）の 5 つの段階を設け，各段階で調査・解析・評価が行われた 13)。 

ステップ 0 では，文献情報や地質図に加え，広域地下水流動研究を含むサイ

クル機構（当時）が過去に実施した調査結果が既得情報として用いられた。 

ステップ 1 では，地質構造の 3 次元分布の概略を面的に把握することを目的

とした，地表地質調査および反射法弾性波探査が実施された。 

ステップ 2 では，地表から地下浅部の地質環境特性を把握することを目的と

して 4 本の浅層ボーリング孔での調査が実施された。また，調査終了後には，

ボーリング孔での地下水モニタリングが開始された。 

ステップ 3 では，地表から地下深部までの地質・地質構造や水理特性，地下

水の地球化学特性，岩盤の力学特性などを把握することを目的とした深層ボー

リング調査が実施された。また，調査終了後には，地下水モニタリングが開始

されるとともに，ステップ 2 で開始した地下水モニタリングが継続された。 

ステップ 4 では，地下水流動に影響を及ぼす重要な地質・地質構造要素の連

続性およびこれらの水理特性の連続性を把握することを目的として，研究所用

地および周辺のボーリング孔を利用した地球物理学的調査（弾性波および比抵

抗トモグラフィ探査，マルチオフセット VSP 探査，反射法弾性波探査）や孔間

水理試験が実施された。孔間水理試験終了後には，地下水モニタリングが開始

されるとともに，ステップ 2，ステップ 3 で開始した地下水モニタリングが継続

された。また，これらの段階的な調査を通じて，各段階での地質環境の理解度

についても評価が行われた（図 3.3.5，図 3.3.6 参照）。 

超深地層研究所計画の第 2 段階では，第 1 段階で開始した地下水モニタリン

グを継続するとともに，研究坑道の掘削および研究坑道内での調査が実施され

た。地下水モニタリングでは，研究坑道掘削に伴う地下水の水圧 14),15,16),17),18)

や水質の変化が確認されている例えば 19)。 
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図 3.3.5 調査の進展に伴う全水頭分布の変遷 

 

 

 

図 3.3.6 調査の進展に伴う解析ケース数と解析結果のばらつきの変遷 
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4. ボーリング孔における水圧観測データを用いた水理地質構造の評価 

 

4.1 はじめに 

 ボーリング孔での水理試験は，水理パラメータや地下水の水圧分布などの情

報を直接取得できる最も有効な方法である。しかしながら，ボーリング孔とい

う限られた空間の中で地質環境に与える変化には限度があるため，試験で評価

できる空間的な範囲は限定される。このため，地下深部を詳細に調査しようと

した場合は，多数のボーリング孔での調査が必要となる。 

高レベル放射性廃棄物の地層処分や，地下石油備蓄，ガス備蓄，CO2 貯蔵と

いった地下深部の地質環境が備える閉じ込め機能を有効活用するプロジェクト

では，ボーリング孔は地下深部と地上をつなぐ経路となるため，施設周辺で数

多くのボーリング調査を実施することはできない。したがって，ボーリング孔

での調査は，目的に応じて調査対象となる水理地質構造の優先度を設定し，必

要最低限の調査が実施されると考えられる。言い換えれば，目的に対して優先

度の低い水理地質構造を対象としたボーリング調査は実施されないこととなる。 

 高レベル放射性廃棄物地層処分においては，地層処分システムの安全性の評

価といった技術的な判断のための情報のみならず，公衆の理解促進や意思決定

に必要な情報も重要となる。したがって，地層処分システムの安全性評価では

優先度の低い調査対象であっても，公衆の不安を解消するためには優先度の低

い水理地質構造を評価する必要があると考えられる。 

 地下施設の建設によって地下深部の地下水環境に与えられる擾乱は，水理試

験よりも格段に大きい。また，その期間は長いことから，水理試験よりも格段

に広い範囲に影響を与えることとなる。地下施設の建設工事に伴う地質環境の

変化，例えば地下坑道の掘削に伴う湧水の量などは厳密には制御できないもの

の，地下施設の建設により地下深部の地下水環境に与えられる大きな変化は，

水理試験の短所を補える利点を有すると考えられる。そこで，地下施設建設に

伴う影響を，大規模かつ長期間にわたる水理試験の 1 つと考え，超深地層研究

所計画における坑道掘削時の地下水圧の変化を利用した水理地質構造の評価を

試みた。 
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4.2 調査地域の概要 

調査地域は，原子力機構が超深地層研究所計画（第 3 章 2 項参照）を実施す

る岐阜県東濃地域である。調査地域の地質は，白亜紀後期の花崗岩（土岐花崗

岩）からなる基盤を新第三紀中新世の堆積岩（瑞浪層群）が不整合で覆い，そ

の上位に固結度の低い新第三紀中新世から第四紀更新世の砂礫層（瀬戸層群）

が不整合で覆っている（図 4.2.1 参照）1)。瑞浪層群は生俵累層，明世累層／本

郷累層，土岐夾炭累層に区分され，さらに，明世累層／本郷累層は泥岩を含む

層と基底礫岩，土岐夾炭累層は砂泥互層と基底礫岩に区分される。瑞浪層群は

いずれも水平方向の透水性が高い，透水異方性が推定されており，特に，明世

累層／本郷累層の泥岩層は，その上部と下部を遮断する難透水層と設定されて

いる 2)。水理地質構造モデルで設定されている各層の透水係数を表 4.2.1に示す。 

研究所用地周辺には，複数の断層の存在が推定，モデル化されており 2)，こ

れらのうち，主立坑断層および S200_13 断層（図 4.2.2 参照）は，ボーリング

調査結果などにより低透水性であることが推定されている 2),3)。 

 

表 4.2.1 各地質要素に設定されている水理特性 2) 

 

 



35 
 

 

 
図 4.2.1 東濃地域の地質概要 1) 
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図 4.2.2 研究所用地および周辺に推定される断層 2) 

 

研究所用地周辺では，堆積岩および花崗岩を対象に，研究坑道掘削に伴う地

下水の水圧変化および水質変化を把握することを目的として，深度約 200m か

ら約 1,300m の 6 本のボーリング孔で地下水圧の連続観測，深度約 200m の 2

本のボーリング孔で定期的な地下水圧の計測が実施されている 6)，7)，8)，9)。表

4.2.2 に観測孔の掘削深度，観測区間等の情報を示す。また，図 4.2.3 に地下水

圧観測孔の位置を示す。 

 

 

 

 

 

 



37 
 

表 4.2.2 観測孔一覧表 

区間長
(m)

1 186.7 ～ 136.8 49.9 明世累層および本郷累層

2 135.9 ～ 121.5 14.4 本郷累層（基底礫岩）

3 120.6 ～ 76.8 43.8 土岐夾炭累層

4 75.9 ～ 58.0 17.9 土岐夾炭累層（基底礫岩）

5 57.1 ～ 52.1 5.0 土岐花崗岩

1 179.7 ～ 175.8 3.9 明世累層(上部)

2 174.9 ～ 159.6 15.3 明世累層(泥岩の上位)

3 158.7 ～ 130.3 28.4 明世累層/本郷累層(泥岩含む下位)

4 129.4 ～ 121.1 8.3 本郷累層基底礫岩部

5 120.2 ～ 78.3 41.9 土岐夾炭累層(主要部)

6 77.4 ～ 68.1 9.3 土岐夾炭累層(下部)

7 67.2 ～ 44.8 22.4 土岐夾炭累層基底礫岩(上部)

8 43.9 ～ 28.1 15.8 土岐夾炭累層基底礫岩(下部)

9 27.2 ～ 23.3 3.9 土岐花崗岩（風化部）

10 22.4 ～ 18.5 3.9 土岐花崗岩

1 190.1 ～ 137.7 52.4 明世累層および本郷累層

2 136.8 ～ 123.9 12.9 本郷累層（基底礫岩）

3 123.0 ～ 117.0 6.0 主立坑断層

4 116.2 ～ 73.0 43.2 土岐夾炭累層

5 72.2 ～ 38.6 33.6 土岐夾炭累層（基底礫岩）

6 37.7 ～ 34.0 3.7 土岐花崗岩（風化部）

7 33.2 ～ 17.6 15.6 土岐花崗岩

1 198.6 ～ 188.8 9.8 明世累層(泥岩の上位)

2 187.9 ～ 180.5 7.4 明世累層泥岩部

3 179.6 ～ 152.3 27.3 明世累層/本郷累層(泥岩の下位)

4 151.4 ～ 137.5 13.9 本郷累層基底礫岩部 214.448

5 136.6 ～ 132.7 3.9 土岐夾炭累層(上部)

6 131.8 ～ 120.5 11.3 土岐夾炭累層(主要部)

7 119.6 ～ 115.4 4.2 土岐花崗岩

1 18.4 ～ 10.6 7.8

2 9.7 ～ 0.5 9.2

3 -0.4 ～ -9.7 9.3

4 -10.6 ～ -19.9 9.3

5 -20.8 ～ -33.1 12.3

6 -34.0 ～ -44.3 10.3

7 -45.2 ～ -50.0 4.8

8 -50.9 ～ -69.2 18.3

9 -70.1 ～ -79.4 9.3

10 -80.3 ～ -86.6 6.3

11 -87.5 ～ -102.9 15.4

1 90.1 ～ -25.2 115.3

2 -26.1 ～ -83.1 57.0

3 -84.1 ～ -434.1 350.0

4 -435.1 ～ -510.5 75.4

5 -511.5 ～ -694.8 183.3

6 -695.7 ～ -738.9 43.2

7 -739.2 ～ -760.3 21.1

8 -760.5 ～ -921.1 160.6

9 -922.1 ～ -942.5 20.4

10 -943.5 ～ -1069.4 125.9

1 20.7 ～ -9.7 30.4

5 -99.4 ～ -107.5 8.1

9 -163.4 ～ -220.4 57.0

12 -265.9 ～ -307.5 41.6

1 49.2 ～ -8.3 57.5 土岐夾炭累層基底礫岩

2 -10.8 ～ -76.8 66.0

3 -78.3 ～ -135.8 57.5

4 -137.3 ～ -209.8 72.5

5 -211.3 ～ -331.8 120.5

6 -333.3 ～ -388.8 55.5

7 -390.3 ～ -486.8 96.5

8 -488.3 ～ -647.8 159.5

9 -649.3 ～ -755.8 106.5

10 -757.3 ～ -796.8 39.5
　　※区間長は鉛直方向の長さである。

MSB-2号孔 198.488
鉛直孔

地下水採水孔

MSB-4号孔

深度
地　　質

EL(m)
観測孔 観測区間

孔口標高
EL(m)

MSB-1号孔 253.081

MSB-3号孔 204.622

05ME06号孔 201.12土岐花崗岩（変質部）

MIZ-1号孔 206.56

DH-2号孔 193.629

土岐花崗岩

土岐花崗岩

DH-15号孔 213.23
土岐花崗岩

備考

鉛直孔

鉛直孔

傾斜孔

鉛直孔

傾斜孔

鉛直孔

鉛直孔
地下水採水孔
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DH-2
MSB-2

MSB-3

MSB-1

MSB-4

MIZ-1

DH-15

主立坑

換気立坑

水質観測孔

間隙水圧観測孔

研究所用地境界

05ME06

研究所用地境界

傾斜孔*1

水質モニタリング孔

水圧モニタリング孔

1:2,500瑞浪市都市計画基本図(平成11年測量)に加筆

*1 点線は傾斜孔の孔跡の地表投影位置

《凡例》

 
図 4.2.3 地下水の水圧観測孔の位置 3) 

 

4.3 地下水圧の観測方法および地下水圧の観測結果 

4.3.1 地下水圧の観測方法 

地下水圧の観測には，多連パッカーシステムが用いられている。多連パッカー

システムは，複数のパッカー，ケーシングパイプ，水圧観測プローブなどで構

成されるシステムであり，このシステムを観測孔に設置することにより，パッ

カーで区切られた複数の観測区間において同時に地下水圧を観測できる。 

地下水圧の観測方式は，パッカーで区切られた観測区間に水圧センサーを設置

する直接水圧観測方式と観測区間から立ち上げたピエゾ管内の水位を計測する

ピエゾ水頭計測方式に 2 種類に大別される。図 4.3.1 に地下水圧観測方式の概

念図を示す。調査地域の観測孔には，両者の観測方式が採用されている。表 4.3.1

に観測装置の緒言を示す。 
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図 4.3.1 水圧観測方式 

 

表 4.3.1 観測装置の緒言 

観測孔名 観測区間数 観測間隔 観測方式 測定範囲 精度 備考

MSB-1 5 5分 直接水圧観測 500psi

MSB-2 10 約1ヶ月 直接水圧観測 2000psi 地下水採水孔

MSB-3 7 5分 直接水圧観測 500psi

MSB-4 7 約1ヶ月 直接水圧観測 2000psi 地下水採水孔

MIZ-1 10 5分 ピエゾ水頭観測 700psi

05ME-06 11 5分 直接水圧観測 2000psi

DH-2 4 5分 直接水圧観測 2000psi

DH-15 10 5分 ピエゾ水頭観測 700psi

0.1%FS

 

 

4.3.2 研究坑道掘削に伴う地下水圧の変化 

研究所用地周辺で実施されている地下水圧の観測は，研究坑道の掘削に伴う

地下水圧の変化を把握することを目的として実施されている 10)。観測結果を，

図 4.3.2 に示す。 
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(a)MSB-1 号孔     (b)MSB-2 号孔 

   

(c)MSB-3 号孔     (d)MSB-4 号孔 

   

(e)05ME06 号孔    (f)MIZ-1 号孔 

   

(g)DH-2 号孔    (h)DH-15 号孔 

図 4.3.2 研究所用地周辺での地下水圧観測結果 
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研究坑道（立坑）の掘削工事は 2003 年に開始され，2011 年には深度 500m に

到達している。その間，2005 年 10 月には，研究坑道掘削に伴う排水の放流先河

川の水質のうちフッ素，ホウ素が環境基準を判明したことから研究坑道からの

排水ならびに坑道掘削が一時的に中断された（2006 年 2 月に連続的な排水が再

開されている）。図 4.3.3 に研究坑道（立坑）の掘削深度と湧水量を示す 11)，12）。 

 

 

図 4.3.3 立坑掘削深度および湧水量 

 

図 4.3.3 から，立坑からの湧水量を確認すると，掘削開始から 2007 年にかけ

ては，換気立坑からの湧水量が主立坑からの湧水量より多いことが確認できる。

これは，主立坑が低透水性の断層（主立坑断層）に沿って掘削されているのに

対し，換気立坑は低透水性の 2条の断層に囲まれた領域に掘削されているため，

堆積岩中の高透水層である土岐夾炭累層基底礫岩を掘削したためである。また，

2008 年以降，主立坑からの湧水量が増加している理由としては，主立坑断層の

外側に位置する深度 300m研究アクセス北坑道からの湧水が含まれているためで

ある。 

研究坑道掘削に伴う地下水圧の変化は，坑道掘削が本格化した 2005 年 4 月頃

から確認されている。また，研究坑道からの排水停止期間を含め，2005 年から

2008 年頃までの各観測孔での地下水圧の変化は，低透水性の主立坑断層，

S200_13 断層に囲まれた領域に位置する観測区間で大きな地下水圧の低下が確

認され（例えば DH-2 号孔（図 4.3.2(g)）），低透水性の 2 条の断層の外側に位置

する観測孔では地下水圧の低下が小さいことが確認できる（例えば MSB-1 号孔
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（図 4.3.2(a) No.5～No.7））。これは，換気立坑からの湧水に伴い低透水性の断

層に囲まれた領域では地下水圧の低下が生じているのに対し，低透水性断層の

外側にはその影響が及びにくいことを示していると考えられている 10），13），14）。

また，瑞浪層群上位の明世累層，本郷累層に位置する観測区間（MSB-1号孔 No.1，

MSB-3 号孔 No.1，No.2 など）では，研究坑道掘削の進捗に係らず，地下水圧の

低下は確認されない。これは，瑞浪層群中の砂泥互層（本郷累層，土岐夾炭累

層）が鉛直方向に対して低透水性を有しているためと考えられている 10），13），14）。

図 4.3.4 に地下水圧の連続観測を実施している区間と低透水性断層との位置関

係および，観測区間での地下水圧変化の傾向を示す。 

 

 

図 4.3.4 観測区間と低透水性断層との位置 

 

MIU 計画では，これらの観測結果に基づき，地表からの調査研究で予測された

水理地質構造の妥当性を確認している例えば 10)。 

地下深部の水理地質構造に関する事前の情報が取得されている場合は，その

情報に基づき，地下施設の建設に伴う地下水圧の変化を解釈することが可能で

ある。一方で，地下施設の建設に伴う地下水圧の低下は，地下施設からの距離
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が遠くなるほど変化量が小さくなる。したがって，水理地質構造に関する情報

量が少なく，地下水流動に影響を与える低透水性の水理地質構造が予測されて

いない場合は，観測された地下水圧の変化の大小は，研究坑道からの距離によ

る違いと解釈できるため，地下水圧の変化のみから地下深部の水理地質構造を

推定することは困難である。そこで，本研究では，ここで観測された地下水圧

の変化をより詳細に分析し，施設建設に伴う地下水圧の変化から地下深部の推

理地質構造の推定を試みる。 

 

4.4 坑道掘削に伴う短期的な地下水圧変化を用いた水理地質構造の評価 

地下施設の掘削により新たな水みちに遭遇すると，地下施設への湧水量が増

加する。これに伴い，地下施設周辺の地下水圧は低下することとなる。しかし

ながら，これまでに観測された地下水圧の変化の一部で，研究坑道内での坑道

掘削やボーリング孔掘削に伴い湧水量が急激に増加した際，短時間ではあるが

地下水圧が上昇し，その後，低下する現象が確認された 15），16），17)。図 4.4.1 に

湧水量の急激な増加に伴う地下水圧の上昇の一例を示す。 

図 4.4.1(a)は，2006 年に研究坑道内の換気立坑底部（深度 191m）において実

施された 06MI03 号孔の掘削で発生した約 200L/min の湧水 18)に伴う MSB-3 号孔

での地下水圧の変化である。ボーリング孔および地下水圧の観測区間は，いず

れも主立坑断層と S200_13 断層に囲まれた領域に位置している。このボーリン

グ孔掘削では，ボーリング孔の掘削，停止を繰り返して実施されており，それ

に伴う地下水圧の変化が生じている。 

掘削開始に伴い No.7 区間では地下水圧の低下が生じているのに対し（図

4.4.1(b)参照），No.5 区間では掘削開始に伴い一時的に地下水圧が上昇し，その

後，地下水圧の低下が生じた（図 4.4.1(a)参照）。また，この変化は繰り返し生

じており，その再現性が確認されている。図 4.4.2 に拡大図を示す。 
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(a) MSB-3 号孔 No.5 区間 

 

(b) MSB-3 号孔 No.7 区間 

図 4.4.1 湧水量の変化に伴う地下水圧の変化（MSB-3 号孔） 

 

 

 

図 4.4.2 湧水量の変化に伴う地下水圧の変化（MSB-3 号孔 No.5，No.7） 
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4.4.1 湧水量の変化に伴う地下水圧の変化 

 上述した現象は繰り返し確認されている。ここでは，06MI03号孔において 2006

年 8 月 4 日 8：00 から 12：00 に生じた湧水を対象とし，研究所用地および周辺

で観測された湧水量の変化に伴う地下水圧の変化を整理する。図 4.4.3 に各観

測孔での地下水圧の変化量を示す。 

 

(a)MSB-1 号孔    (b)MSB-3 号孔 

 

(c)05ME06 号孔   (d)MIZ-1 号孔 

 

(e)DH-2 号孔    (f)DH-15 号孔 

図 4.4.3 06MI03 号孔での湧水に伴う地下水圧の変化 
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主立坑断層北東側の MSB-1 号孔，MIZ-1 号孔，DH-15 号孔では，湧水の発生に

伴う明確な地下水圧の変化はない，または数 cm 程度の上昇傾向であった。 

MSB-3 号孔では，主立断層の北東側に位置する No.1，2 区間，主立坑断層を含

む No.3 区間，主立坑断層南西側土岐夾炭累層（砂泥互層）の No.4 区間では明

瞭な変化はない，あるいは数 cm 程度の上昇傾向であるのに対し，主立坑断層南

西側土岐夾炭累層（基底礫岩）の No.5,花崗岩（風下部）の No.6 区間では湧水

開始直後に地下水圧が上昇し，その後低下した。また，花崗岩（新鮮部）の No.7

では湧水開始直後から低下した。 

DH-2 号孔では，最深部の No.12 区間を除き，湧水開始直後から地下水圧が低

下した。No.12 区間については，湧水開始直後に数 cm 地下水圧が上昇し，その

後，低下した。 

主立坑断層近傍の断層帯に位置する 05ME06 号孔では，No.1 から No.3 区間で

は湧水開始直後に地下水圧が上昇し，その後低下，No.4,No.5 区間では湧水開始

直後から地下水圧が大きく低下，No.6 から No.9 区間では湧水開始直後から地下

水圧は低下，その後わずかに回復傾向，No.10，No.11 区間では明瞭な変化なし，

または数 cm の上昇と，観測区間によって複雑な変化が確認された。観測区間と

変化の傾向を図 4.4.4 にまとめる。 

各区間の地下水圧の変化傾向と低透水性断層との位置関係を整理すると，湧

水地点と同じ主立坑断層南西側については，花崗岩中の観測区間では DH-2 号孔

No.12 区間を除き湧水直後から地下水の水圧が低下している。DH-2 号孔につい

ては，No.9 区間と No.12 区間の間に小規模な派生断層が存在する可能性が示唆

されている 19）。 

一方で，主立坑断層南西側領域にであっても，水理特性が異なる花崗岩風下

部や堆積岩の観測区間では，湧水開始直後に地下水圧が上昇している。また，

主立坑断層の北西側については，地下水圧の変化は小さいものの，上昇傾向を

示す区間が複数確認された。特に，花崗岩，花崗岩風下部，土岐夾炭累層（砂

泥互層），土岐夾炭累層（基底礫岩）では，わずかながら地下水圧の上昇傾向が

確認されたのに対し，難透水層の泥岩層を含む明世・本郷累層より上位層では

地下水圧の変化が確認されなかった。 

主立坑断層近傍の断層部に位置する 05ME06 号孔では，No.9 区間より浅部では
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主立坑断層南西側の変化傾向，No.10 区間より深部では主立坑断層北東側の変化

傾向が確認された。この結果は，2005 年から 2008 年度までの立坑掘削期間中に

確認された地下水圧の変化の傾向と整合的である 20)。 

 

 

図 4.4.4 湧水直後の地下水圧の変化の傾向 

 

4.4.2 考察 

05MI06 号孔での湧水に伴い確認された地下水圧の変化に類似する現象とし

て，”Reverse water level fluctuation”と呼ばれる地下水圧応答異常が報告

されており，水－応力連成現象として多孔質弾性体モデルにより，そのメカニ

ズムが説明されている 21）。例えば，難透水層に挟みこまれた透水層から揚水し

た場合，難透水層では一時的に地下水移動よりも変形が卓越するため，地下水

位の上昇が生じることとなる。図 4.4.5 にこの現象の概念図を示す。 

06MI03号孔での湧水に伴う地下水圧の変化は，Hseih(1996)21）とは条件が異な

るものの，花崗岩中においても低透水性断層や水理特性（透水性，貯留性）の

異なる水理地質構造を隔てて，同様の水－応力連成現象が生じている可能性が

考えられる。Toyaら（2008）17)は，数値解析により，花崗岩中においても水－
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応力連成現象による一時的な地下水圧応答異常が生じる可能性を示唆している。 

これらの結果から，湧水初期における地下水圧応答異常データは，湧水地点

と観測地点との間の岩盤の水理特性や力学物性の違いを反映しており，その間

の水理特性を有する水理地質構造を推定することが可能であると考える。 

 

 

図4.4.5 Reverse water level fluctuationの概念 

 

4.5 坑道掘削に伴う長期的な地下水圧変化を用いた水理地質構造の評価 

4.5.1 地下水圧の経時変化を用いた水理学的不均質性の評価 

地下施設の建設においては，坑道掘削に伴う湧水や坑道内でのボーリング孔

掘削などにより不規則ではあるのもの周辺の地下水圧が低下する。この地下水

圧を利用することで，水理地質構造モデルの妥当性やモデルを用いた地下水流

動解析での予測結果を確認することができる例えば22),23)。 

ボーリング孔からの揚水や地下施設の建設に伴う地下水圧は，ボーリング孔

や地下施設からの距離が離れるほど，その変化量が小さくなる。また，施設と

観測孔の間に低透水性の水理地質構造などが存在した場合，岩盤の水理学的な

不均質性により地下水圧の変化量は小さくなることとなる。図4.5.1にボーリン

グ孔からの揚水に伴う地下水圧の分布の概念図を示す。図4.5.1(a)は低透水性

断層がある場合，図4.5.1 (b)は低透水性断層が無い場合を示す。 

図4.5.1において，低透水性断層がある場合と無い場合での地下水圧分布の相

違は断層近傍において顕著である。一方，揚水孔近傍の水圧低下の大きい領域
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や揚水孔遠方の水圧低下の小さい領域では，その水圧分布の差は小さくなる。

よって，未知の低透水性断層近傍の観測孔（図4.5.1中の仮想観測孔）が存在す

る場合は，これらの観測孔における地下水圧の違いから，未知の低透水性断層

を推定できる可能性があるものの，低透水性断層近観測孔がNo.1，No.2のみの

場合，未知の低透水性断層が地下水圧分布に与える影響を見逃すこととなる。 

これらのことから，水理地質構造モデルや予測結果の確認において，施設な

どから遠く離れた観測孔での小さな水圧変化を利用する際には，その変化の小

ささが，不均質な水理地質構造に応じたものなのか，それとも距離に応じたも

のなのかを適切に判断することが重要である。 

 

 

(a)未知の低透水性断層なし 

 

 

  (b)未知の低透水性断層あり 

図 4.5.1 ボーリング孔からの揚水に伴う地下水圧の分布（概念図） 
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既往の研究では，定流量揚水試験における観測孔の水位低下パターンから帯

水層の不均質性を整理している 24)。この方法は，定流量揚水試験の解析方法で

ある Jacob 法により観測データを整理することで，揚水孔と観測孔間の距離に

よる水位低下の影響を除外している。そこで，本研究では，亀裂性岩盤におけ

る地下施設建設に伴う地下水圧の変化を Jacob 法で整理し，その結果を用いた

岩盤の不均質性の評価を試みる 25)。 

図 4.5.1 の水理地質構造における定流量揚水試験での観測孔での地下水圧の

経時的変化の概念図を図 4.5.2 に示す。 

各観測孔における定流量揚水試験での地下水圧の経時的変化についても，断

層近傍（仮想観測孔 1，2）においてその差が顕著であるものの，揚水孔近傍（観

測孔 1）や揚水孔遠方（観測孔 2）では未知の低透水性断層の有無によらずその

差は小さいと想定される。このような観測結果について揚水開始からの時間 t

を揚水孔と観測孔との距離 r の 2 乗で除し，t/r2を横軸対数軸，水頭低下量を

縦軸に整理した図を図 4.5.3 に示す。 

 

(a)未知の低透水性断層なし  (b)未知の低透水性断層あり 

図 4.5.2 定流量揚水試験における地下水圧の経時変化（概念図） 

 

(a)未知の低透水性断層なし  (b)未知の低透水性断層あり 

図 4.5.3 Jacob 法による観測結果の整理（概念図） 
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低透水性断層が無い均質な地下水流動場では，図 4.5.3(a)に示すとおり，各

観測孔の水位低下量は 1 本の曲線上にプロットされる。しかしながら，低透水

性断層による不均質な地下水流動場では，図 4.5.3(b)のように断層を挟んで異

なる水位低下曲線となることが想定される。このような結果を用いれば，断層

近傍に観測孔が無くても，観測孔 1 と観測孔 2 の間における水理地質構造の不

均質性が評価できる。 

 

4.5.2 検討の対象期間の設定 

図 4.5.4 立坑の掘削進捗および湧水量を示す。両立坑とも，掘削の進捗に伴

い立坑への湧水量が増加している。2005 年 10 月に，研究坑道掘削工事での排水

放流先河川でフッ素とホウ素が環境基準を超える事象が発生したため，2005 年

10月 27日から 2006年 2月 20日まで研究坑道の掘削および研究坑道からの排水

を停止した。その間，立坑への地下水の流入，立坑内の水位上昇が生じ，立坑

からの再排水開始時には立坑内の水位は地表から約 50 m まで上昇した。 

再排水が開始されると立坑内の水位は低下し，2006 年 4 月 17 日から研究坑道

掘削工事が再開された。立坑切羽が花崗岩へと進んだ 2006 年 7 月以降，堆積岩

からの湧水量は安定から減少傾向にある。 

一方，花崗岩からの湧水量は 2007 年から 2009 年頃まで，主立坑で約 100～

150m3/day，換気立坑で約 300m3/day で安定している。また，換気立坑の湧水量

は主立坑の 2～3 倍であり，この期間の地下水圧の変化は換気立坑からの湧水が

卓越した環境，つまり，主立坑断層南西側からの湧水に伴う地下水圧の変化が

卓越した状況にあると考えられる。2009 年以降は，深度 300m 研究アクセス北坑

道の掘削に伴い，主立坑側での湧水量が換気立坑での湧水と同等程度にまで増

加している。したがって，2009 年以降については，主立坑断層南西側からの湧

水と，主立坑断層北東側の湧水，それぞれの影響を受け，地下水圧が複雑な変

化しているといえる。これらのことから，本研究では，主立坑断層南西側から

の湧水による影響が卓越する 2009 年までを検討期間とする。 

 



52 
 

 

(a)主立坑 

 

 (b)換気立坑 

図 4.5.4 立坑の掘削進捗および湧水量 

 

4.5.3 t/r2 プロットによる水理地質構造の推定 

図 4.5.4 に示した観測結果について，立坑掘削開始から 2009 年までの観測結

果を再整理した図を図 4.5.5 に示す。これらの結果から，立坑の掘削の進捗に

伴い研究所用地周辺の地下水圧は低下していることが確認できる。この結果に

ついて，Jacob 法でのデータ整理を適用する。Jacob 法での整理結果を図 4.17

に示す。なお，ここでは，換気立坑を揚水孔とし，各観測区間との水平距離を
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孔間距離とした。また，立坑掘削における地下水圧の変化は，掘削工事が本格

化した 2005 年から確認されている。そこで，観測開始の基点は 2005 年 1 月 1

日とした。図 4.5.5 と図 4.5.6 を比較すると，図 4.5.6（t/r2 プロット）では，

各観測孔における立坑掘削に伴う地下水圧の変化の違いが明瞭に現れている。 

 

 

図 4.5.5 立坑掘削に伴う地下水圧の変化 

 

 

図 4.5.6 立坑掘削に伴う地下水圧の変化（t/r2プロット） 

 

図 4.5.6 から，t/r2 プロット上の同一時間断面における地下水圧の変化は，

地下水圧の変化が小さくグループ（Group1）と地下水圧が大きく低下している

グループ（Group2）に大別することができる。また，それぞれのグループにつ
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いてみると，Group1 では，立坑掘削に伴う変化が生じていないグループ

（Group1-A），変化量は少ないものの地下水圧の低下が継続しているグループ

（Group1-B）に分けられる。また，Group2 については，地下水圧の変化が継続

しているグループ（Group2-A）と，ある時点で地下水圧の低下が鈍化しその後

安定しているグループ（Group2-B）に分けられる。 

これらのグループと研究所用地周辺の水理地質構造との位置関係を図 4.5.7

に整理する。地下水圧の変化が観測されていない Group1-A はいずれも堆積岩上

位層の明世／本郷累層に位置している。また，地下水の変化の小さい Group1-B

は主立坑断層の北東側に位置している。一方，地下水圧応答の大きな Group2 は

いずれも主立坑断層と S200_13 断層に囲まれた領域に位置している。また，

Group2-A は土岐夾炭累層砂泥互層および主立坑断層を含む区間であった。 

 

図 4.5.7 水圧変化のグループと水理地質構造の関係 

 

主立坑断層と S200_13 断層に囲まれた領域に位置する換気立坑からの湧水に

対し，同じ領域にある観測区間では地下水圧の応答が大きく，その外側領域に

おいて地下水圧の変化が小さいことは，これら 2 条の断層が低透水性であるこ

とと整合的である。また，堆積岩中の水圧変化グループの違いは，主立坑断層
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や土岐夾炭累層（砂泥互層），本郷累層（砂泥互層）を境として分かれている。

これらのことから，t/r2 プロットによる結果は，岩盤中の水理地質構造の不均

質性を反映するとともに，その分布を推定するための有効な方法であると考え

られる。 

 

4.6 第 4 章のまとめ 

本章では，超深地層研究所計画における立坑掘削において実際に観測された

地下水圧の変化について，急激な湧水に伴う水圧応答異常の観測結果や長期的

な地下水圧の不規則な変化について t/r2 プロットの結果と水理地質構造との関

係を整理し，これらが，地下深部の水理地質構造を推定する上で有効なデータ

整理，評価手法であることを確認した。地下施設建設に伴う地下水圧の変化は，

岩盤中の水理地質構造の不均質性を反映した多くの情報を含んでいる。したが

って，地下施設建設に伴う個々のイベントや，建設工事を通じた変化の詳細な

分析，評価，解釈は，地下深部の地下水流動特性を理解する上で非常に有効で

ある。 

一方で，これらの変化から水理地質構造の空間的な分布を推定するためには，

複数のボーリング孔で取得された結果が必要となる。しかしながら，地下 CO2

貯蔵や石油・ガス備蓄，高レベル放射性廃棄物の地層処分などの地下に物質を

封じ込めるプロジェクトでは，ボーリング孔は地下深部から地上につながる経

路となるため，施設周辺に数多くのボーリング孔を掘削できない状況が想定さ

れる。また，地下施設への大量湧水が複数個所から生じる場合など，複数の湧

水イベントと地下水圧の変化が関連する場合は，観測データの分析が困難とな

る可能性もある。これらの課題を解決するためには，ボーリング孔間の空間的

な情報を地表などから補間できる調査技術が必要である。 
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5. 地表でのモニタリングデータを用いた水理地質構造の推定 

 

5.1 はじめに 

地下深部に存在する断層や割れ目などの地下水流動に影響を及ぼす可能性の

ある構造を把握するための調査としては，ボーリング孔掘削やボーリング孔で

の揚水などによる水圧伝播を周辺の観測孔に設置した多区間水圧モニタリング

装置で観測する方法が有効である。しかしながら，多数のボーリング孔の掘削

とモニタリング装置の設置は高価であり，また，地層処分においてはボーリン

グ孔が地下深部から地表をつなぐ水みちとなる可能性があることから，ボーリ

ング孔によるモニタリングは必要最低限に留める必要がある。このことから，

限られた数のボーリング孔でのモニタリング結果を補完し，地下水流動に影響

を及ぼす断層等の概略的な分布を推定するためのモニタリング技術は，長期に

わたるモニタリング計画を策定する上で効果的な手法となり得る。 

本研究では，ボーリング孔での地下水圧のモニタリング結果を補完し，広範

囲な領域における地下水流動に影響を及ぼす水理学的構造の推定方法として，

高精度傾斜計を用いた地表付近での傾斜量のモニタリングデータを用いた地下

深部の水理学的に重要な断層などの分布の推定手法について検討を行う 1),2),3)。 

 

5.2 地表傾斜データを用いた既存の水理地質構造推定方法 

地下施設建設に流入する地下水の排水やボーリング孔からの揚水などにより

地下水流動に変化が生じると，岩盤中で地下水流動の変化に伴う体積ひずみが

生じる。この体積ひずみは，岩盤の力学的特性などにより，その大きさや形状

を変化させながら地下深部から浅部へと伝わるため，地表において微小な傾斜

変化が生じることとなる。したがって，地表での微小な傾斜変化を観測し，こ

の結果を元に地下深部での体積ひずみ変化を推定することにより，地下深部で

の地下水流動の変化を推定することが可能となる。図 5.2.1 に概念図を示す。 
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図 5.2.1 地下水体積変化に伴う地表傾斜変化の概念図 

 

地表で測定された傾斜データを用いて地下深部における地下水流動を評価す

る方法は，Vasco らによって提案されている 4）。この方法では，揚水試験によっ

て生じる地表面傾斜量から地下水流動の評価を行い，評価結果が現場周辺のボ

ーリング孔で測定された間隙水圧の変化と調和的であることが示されている。

また，Nakagome らは，Vasco らの方法を用いて，地熱地帯における地下水流

動を評価している 5）。以下に Vasco らの方法について示す。 

図 5.2.2 に示すような飽和含水状態にある半無限等方均一多孔質弾性体のあ

る領域 V 内の点 s (s1, s2, s3)で体積ひずみεv(s)が生じた場合，地表面 x (x1, x2, x3)

における傾斜量 ti(x) （i = 1，2）は次式で与えられる 4），6）。 

dvTt i
V

vi ),()()( sxsx ∫= ε    （5-2-1） 

ここで，ti(x)は Xi 方向の傾斜量であり，Ti(x,s)は次式で与えられる。 

 　5
33 ))((1),(

S
sxsx

T ii
i

−−+
=

π
νsx    （5-2-2） 

ただし，νは岩体のポアソン比，S は点 x と点 s の距離で以下の式で表される。 

 　2
33

2
22

2
11 )()()( sxsxsxS −+−+−=    （5-2-3） 

傾斜計が地表面に設置されている場合には，（5-2-2）式，（5-2-3）式中の x3

は 0 である。また，水や油などの非圧縮性流体の場合，温度変化の影響を無視

すると，岩石の体積ひずみενと単位岩石体積当たりの流体の体積変化 v∆ の間に

は次の関係がある 7）。 
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図 5.2.2 地表面の点と体積歪が生じた点との関係 

 

0ρ
ε mBvBv

∆
=∆=    （5-2-4） 

ここで，B は岩石の Skempton 係数，∆m は単位岩石体積当たりの流体の質量

変化，ρ0 は流体の密度である。（5-2-4）式を（5-2-1）式に代入することにより，

s 点で単位岩石体積あたりの流体の体積変化∆v(s)（以下，流体の体積変化）が

生じた場合の地表面 x における傾斜量 ti(x)は次式で与えられる。 

dvTvBt i
V

i ),()()( sxsx ∫ ∆=    （5-2-5） 

ここで，∆v は体積減少を正としていることから，ti は下向きを正とした X3

方向に対する勾配となる。 

領域 V を K 個の要素に分割し，Skempton 係数 B と流体の体積変化∆ν が各

要素内で一定であると仮定すると，地表で測定される Xi 方向の傾斜量 ti(x)は，

各要素での流体の体積変化による傾斜量の和で与えられ，以下のように表すこ

とができる。 

 ∑ ∫ ∑
= =

Γ∆=∆=
K

1 V

K

1
)(),()(

j j
jjijji

j

vdVTBvt xsxx    （5-2-6） 

ここで，j は要素番号，∆vj は j 要素の∆v，Bj は Skempton 係数，Vj は体積であ

る。また，Γj(x)は次式で与えられる。 

 
∫=Γ

j
dVTB ijj V ),()( sxx

   （5.2-7） 
ここで，観測点数を M とし，各測点で得られた傾斜量ベクトル t l = (t1l, t2l)（l =1
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～M）を全観測点について順に並べた傾斜量ベクトルを t，また，各要素内にお

ける流体の体積変化∆v を順に並べたベクトルを∆ν とおくと，（5-2-6）式を次の

ような観測方程式に書き換えることができる。 

 



















∆

∆
∆

=∆





















=

K

2

1

M

2

1

,

v

v
v

t

t
t


vt    （5-2-8） 

 
 t＝GΔv  （5-2-9） 

ここで，G は（5-2-7）式から得られる 2M×K のマトリクスである。 

この（5-2-9）式に最小二乗法を適用して流体の体積変化∆ν を求めようとする

と，観測データ数に比べて求めるべき流体の体積変化の要素数の方が多い場合，

解を得ることが難しい。そこで，Vasco らは，流体の体積変化∆νの位置に関す

る 1 階偏微分量の二乗和が小さくなるように拘束した。∆ν の 1 階偏微分を差分

近似すると，全要素に関する 1 階偏微分 S は次式となる。 
vDS ∆=    （5-2-10） 

ここで，D は 3K×K のマトリクスである。 

上式から S の二乗和を求め，重み w を付加して（5-2-9）式の誤差に加えると

最小化すべき誤差 E に関する式を得ることができる。 

 vDDvvGtvGt T ∆∆+∆−∆−= TT wE )()(    （5-2-11） 

上式の右辺第 1 項は（5-2-9）式に対する測定値と推定値の二乗誤差であり，

右辺第 2 項は（5-2-10）式の二乗和に重み w を付けたものである。 

E を次式に基づいて最小化すると，各要素における流体の体積変化∆vj に関す

る連立一次方程式が得られる。この連立一次方程式を解くことにより∆v の最確

値が求められる。 

0=
∆∂
∂

jv
E

 （j = 1～K） （5-2-12）  

Vasco らは重み w を次のように決定している。まず，重み w を変化させて逆

解析を行い，次式で与えられる測定値と予測値の誤差 err-tilt ならびに 1 階偏微

分量の二乗平均の平方根 roughness を求める。 
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M

)()( vGtvGt ∆−∆−
=−

T
tilterr    （5-2-13） 

 
K

vDDv TT ∆∆
=roughness    （5-2-14） 

一般に，w が大きいほど err-tilt が増加し，一方 roughness は小さくなる。

err-tiltを小さくすることと roughnessを小さくするという矛盾する関係の妥協

点として，次式で定義される distance が最小となる w を採用している。  

 
22 )()( roughnesstilterrdistance +−=    （5-2-15） 

 

5.3 地表傾斜データを用いた逆解析手法の改良 

Vasco らの方法には以下の課題がある。 

1) 要素内で流体の体積変化∆ν を一定としているため，より詳しく評価する

ためには多くの要素が必要となる。しかし，要素数が増えると求めるべ

き未知数が増えるため評価精度が悪くなる。 

2) 領域 V の境界において流体の体積変化∆ν が 0 とはなっていないため，領

域 V の境界で流体の体積変化∆ν が急激（ステップ状）に変化する。  

3) 逆解析における拘束条件として用いる流体の体積変化∆v の 1 階偏微分量

は流体の体積変化∆v の位置に関する勾配である。よって，この二乗和を

小さくすることは実際に起こっている流体の体積変化分布を歪めること

を意味する。 

本研究では，Vasco らの方法における問題点を解決するため，以下の改良を

行った。 

1) 要素内で物理量を変化させるため，各要素の節点の値から要素内の任意

点の流体の体積変化∆ν と Skempton 係数 B を二次関数で内挿する。 

2) 流体の体積変化領域を明瞭に定義するため，領域 V の境界において流体

の体積変化∆ν を 0 とする。 

3) 地表面傾斜量の二乗誤差に付加する拘束条件を，流体の体積変化の滑ら

かさを表す∆v の 2 階偏微分の二乗和が小さくなるようする。これにより，

∆ν の分布全体をゆがめる危険性が小さくなる。 
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要素内の物理量を線形または二次関数で内挿する方法は，有限要素法などの

離散的数値解析法でしばしば使われる方法であり 8），また，松岡ら 9）は傾斜デ

ータから水圧破砕き裂の開口量を求める際に付加する拘束条件として開口量の

2 階偏微分の二乗和を用いている。 

図 5.3.1 に本研究で用いた六面体要素とその局所座標（正規座標）(ξ，η，ζ ) を

示す。図中の番号は，要素を構成する節点番号である。 

内挿関数φk は，節点 k が隅節点（k=1～8）の場合は， 

)1)(1)(1(
8
1 ζζηηξξφ kkkk +++=    （5-3-1） 

節点 k が中間節点（k=9～20）の場合は，以下とした。 

 

)20,17(,)1)(1)(1(
4
1

)16,13(,)1)(1)(1(
4
1

)12,9(),1)(1)(1(
4
1

2
k

2

2

　　　　　

　　　　

　　　　　　

=−++=

=+−+=

=++−=

k

k

k

kk

kkk

kkk

ζηηξξφ

ζζηξξφ

ζζηηξφ

   （5-3-2） 

ここで，ξk，ηk，ζk は節点 k における値で+1 か-1 である。このような内挿関数

を用いることにより，要素の任意点の正規座標(ξ，η，ζ )と全体座標(x1，x2，x3)

の関係が次式で与えられる。 

∑∑∑
===

===
20

1
33

20

1
22

20

1
11 ,,

k
kk

k
kk

k
kk xxxxxx φφφ 　    （5-3-3） 

 

 

図 5.3.1 六面体要素と局所座標 
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ここで，(x1k，x2k，x3k)は節点 k における全体座標である。 

任意点における流体の体積変化∆v と Skempton 係数 B の内挿も，同様に，正

規座標(ξ，η，ζ )を用いて次式のように与えられる。 

 ∑∑
==

=∆=∆
20

1

20

1
,

k
kk

k
kk BBvv φφ    （5-3-4） 

ここで，∆vk は節点 k での流体の体積変化，Bk は Skempton 係数である。  

（5-2-5）式を各要素に関する積分の和で表し，さらに（5-3-4）式を用いて要

素内の流体の体積変化∆v と Skempton 係数 B を節点での値∆vk と Bk で表すと

次式が得られる。 

 ∑∑ ∫∑
= = =

∆=
K

j k
kikll

l
i vdVTBt

j1

20

1 V

20

1
)),(()( sxx φφ    （5-3-5） 

ここで，（5-3-5）式の積分を行えば，（5-2-9）式と同じ形の観測方程式が得られ

る。ただし，この場合の G は，節点数を N とすると，2M×N のマトリクスで

ある。本研究では，（5-3-4）式の積分法として分点数 8 の Gauss の数値積分を

用いた。 

本研究では，流体の体積変化の位置に関する 2 階偏微分量の二乗和が小さく

なるように拘束する。例えば，X1 方向の 2 階偏微分の差分表示としては，節点

k が領域端にない場合は(5-3-6)式で与えられる中央差分を，節点 k が領域端に

ある場合は，(5-3-7)式のような前進差分，または後退差分を用いればよい。 
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しかし，二次の内挿の場合，6 面体の重心や各面の重心には節点が存在しな

いため，それらの点やその周囲の点の 2 階偏微分を上式から直接求めることが

できない。そこで，（5-3-1）式，（5-3-2）式の内挿関数を用いて（5-3-4）式か

ら節点ではない点の∆v を内挿し，それを（5-3-6）式または（5-3-7）式に代入

することにより 2 階偏微分を求めた。例えば，ある面の重心点の値は，その面

を構成する隅節点の値に-1/4，中間節点の値に 1/2 の重みを付けることで内挿で

きる。このようにして，全節点における流体の体積変化∆v の 2 階偏微分 F に関
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する次式が得られる。 

 vDF ∆′=    （5-3-8） 

ここで，D’は 3N×N のマトリックスである。従って， ∆v の 2 階偏微分の二乗

和に重み w を付加して観測値と予測値の二乗誤差に加えることにより，最小化

すべき誤差 E は次式のように得られる。 

vDD'vvGtvGt T ∆∆+∆−∆−= ')()( TT wE    （5-3-9） 

最小二乗法により誤差 E を最小化して流体の体積変化∆v の最確値を求める方

法は Vasco らと同様である。なお，領域 V の境界で∆v が 0 とするため，最小二

乗法により得られた∆v に関する連立方程式において，その節点に対応する対角

成分以外の係数を 0 とし，かつその節点の∆v を 0 とすることとした。 

重み w については，その値を十分に小さくすると（5-2-13）式で示した傾斜

量の再現誤差 err-tilt が減少する。しかしながら，重み w が 0 の場合は解が得

られない。そこで，極めて小さな初期値（本研究では 10-20）を設定し，w を増

加させて逆解析を行い，解が得られた w のうちで（5-2-13）式の傾斜量に関す

る誤差 err-tilt が最小となる w を採用することとした。 

 

5.4 モデル解析による改良手法の検証 

5.4.1 解析モデルおよび解析条件 

改良した逆解析法を用いて，注水試験に対するモデル解析を行った。図 5.4.1

に，これらのモデル解析で用いた全体座標系(X1, X2, X3)と注入点（O’）を原点

とした局所座標系(X’, Y’, Z’)，地下水の体積変化領域 V ならびに逆解析で用いた

要素分割と地表面傾斜量の観測点を示す。 

解析対象は，領域 V が楕円体でかつ領域内で比較的緩やかな地下水の体積変

化が生じるモデルである。注入点は地表から 500 m の位置とした。 

まず，上記のモデルに対して順解析を行い，（5-2-5）式を用いて図 5.4.1 に示

した 100 m 間隔 9 点の地表面傾斜量を計算する。次に，傾斜量データ（18 個）

を測定値として与え，前節で開発した逆解析法を用いて地下水の体積変化を評

価し，実際に与えた地下水の体積変化と比較した。なお，実際の地表面傾斜量

にはノイズが含まれるが，本研究におけるモデル解析ではこの影響を無視した。

また，(5-2-5)式により地表面傾斜量を求める際には，地下水の体積変化領域は
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楕円体としたが，地表面傾斜量から地下水の体積変化を求める逆解析では，図

5.4.1 に示すように，実際の地下水の体積変化領域を内接する直方体または立方

体を体積変化領域とし，これを 8×8×8 の要素に分割した。全要素数は 512，

全節点数は 2673 である。なお，注水試験を過程していることから ∆v は体積増

加を正とした。 

解析は全て倍精度で行い，比較のために Vasco らの方法でも解析した。Vasco

らの方法では要素の重心点で∆ν を評価した。また，岩石は花崗岩を仮定し，ポ

アソン比ν を 0.25，全節点における Skempton 係数 B を 0.9 とした 10）。 

地下水の体積変化の全領域は，次式で与えられる楕円体であると仮定した。 

1'''
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   （5-4-1） 

ここで，xm =160m，ym =140m，zm =120m である。 

また，∆ν の等高面は（5-4-1）式と相似な楕円体面で与えられると仮定し，次

式で定義した。 
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xr ++=∗    （5-4-2） 

ここで， 0≦r*≦1 であり，∆ν は次式のように r*とともに直線的に減少する

と仮定した。 

)1(0
∗−=∆ rav    （5-4-3） 

(5-4-3)式において a0 は注入点での∆νであり，∆ν を地下水の体積変化領域で

積分すると全注水量 V0 になることから，a0 は次式で与えられる。なお，全注水

量 V0 は 100 m3 とした。 

mmm zyx
V

a
π

0
0

3
=    （5-4-4） 
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図 5.4.1 解析モデルの概念図 

 

5.4.2 解析結果 

図 5.4.2 に逆解析の結果を示す。図の横軸は注水点からの距離，縦軸は逆解析

から得られた地下水の体積増加量である。図中の○は本研究で改良した手法，

◇および△は Vasco らの手法による解析結果である。本研究で改良した手法の

結果については，(5-2-13)式で示す誤差が最小となる重み(w)における結果であ

る。また，Vasco らの手法のついては，重み(w)が 10-5 より小さくなっても解析

結果（∆ν の分布）はほぼ同じ傾向となり，重みが 10-5 よりも大きくなるにつれ

て∆νの分布は徐々にフラットになり，重みが 10-1 では注水点からの距離によら

ず，ほぼ一定の値となったことから，これらの重みにおける解析結果を示す。

また，図中の実線は理論解を示す。 

ここで実施した解析では，改良した手法は重み(w)が 10-13 よりも小さいケー

スでは解が得られなかった。これは，実際の地下水の体積変化領域が楕円体で

あるのに対し，逆解析における体積変化領域を直方体と近似したため，実際の∆ν

が 0 である直方体隅角部で，逆解析結果は∆ν=0 とならないためと考えられた。
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また，求めるべき地下水の体積変化∆ν の数（∆ν=0 である境界を除いた節点数

1575）が，計測結果にあたる地表での傾斜量データの数（18 データ）に比べて

はるかに多いことも原因の 1 つと考えられる。しかしながら，開発した手法の

結果は，Vasco らの方法から得られた結果と比べて，格段に精度が向上してい

ることを確認した。 

 

 
図 5.4.2 逆解析結果 

 

これらの方法で得られた∆v の評価精度を検討するため，実際の∆v（∆vgiven）

と逆解析で得られた∆v（∆vest）の差を用いて次式から誤差 err-∆v を求めた。 

m

estgiven

v
vv
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∆

∆−∆
=∆−

∑ 1
N

)(
   （5-4-3） 

ここで，∆vm は注入点での∆v の値（a0）であり，N は節点数（ただし，Vasco

らの方法では要素数である。得られた結果を図 5.4.3 に示す。(5-4-3)式から求め

られる本研究の方法の体積変化の誤差は，Vasco らの方法よりも格段に小さい。

また，本研究の方法では，重みの値が誤差に与える影響はほとんど無いことが

確認できる。このことは，本研究の手法では，重み w の値が小さくても体積変

化について精度良い解が得られることを示している。一方で，Vasco らの方法
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では，重み w が 10-5 より小さな値では，重み w の値が誤差に与える影響はほと

んど無いが，重み w が 10-5 より大きくなると，誤差は小さくなる。このことは，

Vasco らの方法において体積変化の解析誤差を小さくするためには，重み w の

値を大きくする必要があることを示している。一般的には重み w を大きくする

と，地表傾斜の推定誤差は大きくなる。よって，Vasco らの方法によって体積

変化に関する解析結果の精度を高めるためには，地表傾斜の推定誤差を犠牲に

する必要があると言える。この両者における∆ν の評価精度の違いは，両者の拘

束条件の違いといえる。本研究では境界に近づくにつれて∆v が 0 に近づくよう

拘束条件を設けたことにているため，重み w の値が小さくても∆v について精度

の良い解を得ることができた。 

 

 
図 5.4.3 逆解析結果における重みと体積変化再現結果の誤差の関係 

 

5.4.3 地下水の体積変化領域の設定が逆解析結果に与える影響 

5.4.2 章のモデル解析では，地下水の体積変化領域の大きさは既知であるとし，

逆解析を行う際には，常に与えた地下水の体積変化領域に最も近い直方体形状

を用いてきた。しかし，通常，現場では地下水の体積変化領域を正確に推定す

ることは困難である。従って，本逆解析手法を実際の調査に適用するためには，
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地下水の体積変化領域が正解値と異なる場合に逆解析結果に与える影響を評価

しておく必要がある。ここでは，逆解析における地下水の体積変化領域と実際

の体積変化領域とが異なる場合に，領域の大きさが解析結果に及ぼす影響を検

討した。 

 検討に用いたモデルは，5.4.2 章と同様，領域 V 内の中心 0’で注水して地下水

の体積変化が楕円体状に分布した場合であり，地下水の体積変化∆v を次式で与

えた。 

 32 )1(01.0)1(015.0)1(025.0 ∗∗∗ −+−+−=∆ rrrv    （5-4-4） 

ただし，r*は（5-4-2）式で与えられる。ここでは，∆v を r*の三乗の項までを

含む多項式で表現することによって，局所的な地下水の体積変化が生じる場合

を想定した。また，楕円体半径 xm，ym，zm は，それぞれ，160 m，140 m，120 

m である。 

流体の体積変化が（5-5-1）式で与えられる場合の地表面傾斜量を，(5-2-5)式

から図 5-4-1 に示す地表の全 9 点について求め，次に，直方体の大きさ(x’m，y’m，

z’m)を実際の大きさの 0.1 倍から 3 倍まで変化させ，以下の条件で逆解析を行っ

た。 

1) x’m，y’m，z’m を等倍に変化させ，領域 V と相似な直方体とした場合 

2) 領域の水平方向の大きさ(x’m)のみを変化させた場合 

3) 領域の鉛直方向の大きさ(z’m)のみを変化させた場合 

得られた逆解析結果と実際の値を比較し，（5-4-3）式から評価誤差 err-∆v を

求めた。なお，同式における∆vm は注入点（r* = 0）における値（0.05）である。 

 図 5.4.4 に解析結果を示す。○が領域全体の大きさを等倍に変化させた場合，

□が X’方向のみを，◇が Z’方向のみを変化させた場合である。なお，Y’方向の

みを変化させた場合は X’方向のみを変化させた場合と同じである。 

図中，倍率が 1 の場合が実際の地下水の体積変化領域に内接する直方体を用

いた場合であり，すでに述べたように，この場合は領域を正解値と同じ大きさ

に設定しても ∆v にわずかに誤差が生じる（約 6 %）。 

領域を正解値よりも小さく設定すると，地下水の体積増加量は過大評価され，

誤差が増加する。これは，与えた地表面傾斜量を再現するのに必要な地下水の

体積変化量をより狭い領域で評価したためである。一方，領域を正解値よりも
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大きく設定した場合，Z’方向に関しては，領域の寸法が大きくなるほど誤差が

やや増加しているものの，評価誤差に顕著な変化は認められない。これは，領

域の境界で∆v を 0 と拘束していることにより，実際よりも大きな領域での∆v

が小さく評価されているためであると考えられる。ただし，その分注入点付近

で地下水の体積増加量は過小評価される。これらの結果から，地下水の体積変

化領域を著しく過大評価したり過小評価したりしない限り，本研究による評価

精度は高いと言える。 

一般に，地下水の体積変化が生じた領域を正確に推定することは困難である

うえ，岩体の不均一性の影響を受けて地下水の体積変化が複雑に変化する場合，

そもそも地下水の体積変化を単純な関数で設定すること自体が困難である。し

たがって，本研究の方法を現場に適用する際は，ある程度大きな領域で評価を

はじめ，徐々に小さな領域で評価していく方法が有効である。 

 

 
図 5.4.4 体積変化領域の大きさと体積変化の推定誤差との関係 

 

5.5 原位置試験による適用性の確認 

原子力機構が岐阜県瑞浪市で実施する超深地層研究所計画で取得したデータ

を用いて，地表傾斜データを用いた逆解析による水理地質構造の推定手法の適

用性を確認した。図 5.5.1 に，傾斜計設置位置を示す。傾斜計は研究所用地内の

4 箇所に設置しされている。 
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図 5.5.1 瑞浪超深地層研究所用地における地表傾斜観測位置 

 

この地域の地質は，白亜紀後期の花崗岩（土岐花崗岩）からなる基盤を新第

三紀中新世の堆積岩（瑞浪層群）が不整合で覆い，その上部に固結度の低い新

第三紀鮮新世の砂礫層（瀬戸層群）が不整合で覆っている 11)。超深地層研究所

建設用地は土岐花崗岩の谷部に位置し，この谷部の標高は北西から南東方向に

下降し，花崗岩の上部には割れ目の多いゾーンがある 12)。また，第 3 章にも述

べたとおり，北北西系，北西系，北東系，東西系の走向を示す複数の断層が推

定されている 12)。  

図 5.5.2 に 2005 年 4 月 21 日からの主立坑と換気立坑の地表からの掘削深度

と立坑からの排水停止および排水再開後の立坑内の水位を示す。ここで，主立

坑の坑口の標高は 200.5m である。 
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図 5.5.2 立坑掘削深度および立坑の水位 

 

立坑掘削は 2005 年 2 月 1 日から，傾斜計による測定は 2005 年 4 月 1 日から

開始されたが，解析には傾斜計の測定値が安定した後 2005 年 4 月 21 日以降の

データを用いた。研究坑道の掘削深度は，換気立坑では 160 日目（深度 168.7 m）

に，主立坑では 170 日目（深度 166.3m）に土岐花崗岩に達し，2005 年 10 月

27 日の主立坑と換気立坑の深度は，それぞれ，172.6m，191.0m に達した。  

2005 年 10 月に，研究坑道掘削工事での排水放流先河川でフッ素とホウ素が

環境基準を超える事象が発生したため，2005 年 10 月 27 日から 2006 年 2 月 20

日まで研究坑道の掘削および研究坑道からの排水を停止した（第 4.5.2 章参照）。

再排水が開始されると立坑内の水位は低下し，2006 年 4 月 17 日から研究坑道

掘削工事が再開された。本研究では，傾斜データが安定した 2005 年 4 月 21 日

から主立坑の再掘削が開始された 2006 年 4 月 17 日までの約 1 年間に測定され

た傾斜データについて地下水流動場の評価を行った。 

立坑掘削に伴う最初の期間は，2005 年 4 月 21 日 12 時から排水を停止する直

前である 2005 年 10 月 26 日 23 時までの期間とし，これを期間 1（Period 1）

と呼ぶ。なお，後に述べるように，傾斜量の変化傾向からこの期間をさらに三
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つに分けた（期間 1-1, 期間 1-2 および期間 1-3）。立坑が冠水した期間について

は，この間 2005 年 12 月 10 日に傾斜計 ME02 が故障し，2006 年 1 月 16 日に

再設置されるまでデータが欠損したため，解析は 2005 年 10 月 28 日 0 時から

2005 年 12 月 10 日 13 時までとし，この期間を期間 2（Period 2）と呼ぶ。再

排水の期間については，排水を再開後の 2006 年 2 月 25 日 0 時から主立坑の掘

削が再開される直前の 2006 年 4 月 16 日 23 時までとし，この期間を期間 3

（Period 3）と呼ぶ。なお，後に述べるように，傾斜量の変化傾向からこの期

間をさらに三つに分けた（期間 3-1, 期間 3-2 および期間 3-3）。本研究で解析対

象とした期間 1，期間 2 および期間 3 と期間 1-2 および期間 3-1 について，そ

の期間の日数，主立坑と換気立坑の掘削深度と地下水位ならびに地下水の総排

水量をまとめて表 5.5.1 に示す。 

 

表 5.5.1 立坑掘削深度と湧水量および排水停止期間の水位と排水量  

 

 

 

期間 
経過時間 

(日) 

主立坑 換気立坑 

深度 

(m) 

水位 

(m) 

総排水量 

(m3) 

深度 

(m) 

水位 

(m) 

総排水量 

(m3) 

1 
4/21/’05 

188.46 
78.3 78.3 

6834 
88.9 88.9 

39638 
10/26/’05 172.6 172.6 191.0 191.0 

2 
10/28/’05 

43.54 
172.6 172.6 

704 
191.0 191.0 

0 
12/10/’05 172.6 52.9 191.0 52.9 

3 
2/25/’06 

50.96 
172.6 86.8 

15445 
191.0 86.8 

12168 
4/16/’06 172.6 172.6 191.0 157.1 

1-2 
6/23/’05 

47.46 
101.3 101.3 

1341 
191.0 118.2 

13023 
8/10/’05 131.5 131.5 191.0 154.6 

3-1 
2/25/’06 

12.96 
172.6 86.8 

7061 
191.0 86.8 

0 

3/9/’06 172.6 112.6 191.0 105.0 
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5.5.1 地表傾斜観測 

計測に用いた傾斜計の仕様を表 5.5.2 に示す。 

本研究で改良した手法は，従来の方法と同様，傾斜計の標高差の影響を考慮

できない。そこで，傾斜計の設置地点としては，できるだけ標高差のない 4 地

点が選定された。なお，4 個の傾斜計の設定位置の標高差は最大で 11.6m，そ

の平均標高は立坑の坑口標高より 2.4m 高い。 

傾斜計の設置にあたっては，気温変化の影響を避けるため，地中に直径約 116 

mm，深さ 10m 程度のボアホールをあけ，内径 77mm の塩ビパイプを挿入して

アニュラス部 9m をセメントで固定し，上部 1m は外管（内径約 194mm の塩

ビパイプ）を孔口にかぶせた後，地表振動の影響を避けるために外管との間を

土で固定した。傾斜量の観測データには，0.1～0.2×10-6 radian 程度の振幅で周

期が約 1 日の規則的な変動と多数の 0.6～1.4×10-6 radian 程度のステップ状の

変化が含まれていた。前者は潮汐力による影響であり，後者は，その時刻が立

坑での発破時刻と一致していることから，発破振動により傾斜計周囲の珪砂が

不均等な圧密を起こしたためと考えられた。 

潮汐力の影響の補正は，統計数理研究所と国立天文台水沢観測センターが共

同開発した地球潮汐解析プログラム BAYTAP-G (Bayesian Tidal Analysis 

Program-Grouping Model）13）・14）を用いて行い，同時に，気圧応答成分と不

規則成分を除去した。また，発破の影響については，発破の影響が短時間であ

ることから，発破前後の測定値が同じであるとして落差を除去した。なお，傾

斜データには，掘削に伴う岩盤のクリープ変形の影響が含まれている可能性が

あるが，現状では地下水体積変化の影響と区別できないことから，クリープ変

形の影響は無視している。 

 

表 5.5.2 傾斜計の仕様 

 
 

分解能 1 nano radian 

測定範囲 鉛直から 10° 以内 

測定方式 磁気コンパス 
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図 5.5.3から図 5.5.5に観測結果を示す。各傾斜計の傾斜量は東西成分（Tilt-E）

と南北成分（Tilt-N）を各期間の初日を原点として表示している。なお，北は

磁北である。各期間中に観測された傾斜量は 1μradian 以上であり，傾斜計の

分解能に比較して十分な大きさの傾斜量が得られている。 

立坑掘削に伴う排水時の期間 1（図 5.5.3）では，04ME04 号孔を除き概ね一

定の方向を示している。04ME04 号孔は観測開始時と比較すると期間を通じて

南側の傾斜方向を示しているものの，期間中に傾斜方向が変化している。

04ME04 号孔近傍では局所的な地下水流動が生じていた可能性がある。 

 

 
図 5.5.3 地表傾斜観測結果（期間１） 

 

 

 



78 
 

冠水時の期間 2（図 5.5.4）では，全ての傾斜計がそれぞれ極めて一定の方向

に傾斜し続けている。これは，この期間が約 44 日と他の期間に比べて短いこと

に加えて，排水時には影響が大きいと考えられる降雨による地下水の局所的な

涵養が，冠水時には大きな影響を及ぼさなかったためとも考えられる。全期間

にわたって極めて一定の方向に傾斜したことは，この間の地下水流動分布の形

状に大きな変化がなかったことを示唆している。期間 2 における傾斜方向は，

04ME02 号孔，04ME03 号孔および 04ME05 号孔については期間 1 とほぼ逆方

向であり，04ME04 号孔については，期間 1-2 での方向とほぼ逆方向である。

このことは，期間 1 が排水期間であるのに対し，期間 2 が冠水期間であること

とよく対応している。したがって，これらの期間中には，方向が逆の似たよう

な大局的な地下水流動が生じていたと考えられる。 

 

 
図 5.5.4 地表傾斜観測結果（期間 2） 
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再排水時の期間 3（図 5.5.5）では，04ME02 号孔，04ME03 号孔および 04ME04

号孔がそれぞれほぼ一定の方向へ傾斜続けているのに対し，04ME05 号孔は傾

斜方向が 2 回変化している。2006 年 2 月 25 日 0 時から 2006 年 3 月 9 日 23 時

まで（期間 3-1）は東南東方向に，2006 年 3 月 9 日 23 時から 2006 年 4 月 1

日 6 時まで（期間 3-2）はほぼ西方向に，2006 年 4 月 1 日 6 時から 2006 年 4

月 16 日 23 時まで（期間 3-3）はほぼ南東方向に傾斜している。そこで，04ME05

号孔の変化傾向から，期間 3 をさらに上記の三つに分割した。04ME05 号孔で

傾斜方向が変化した日時の前後において，その他の傾斜計には顕著な傾斜方向

の変化は認められないことから，この傾斜方向の変化は 04ME05 号孔周辺の局

所的な影響によると考えられる。 

 

 
図 5.5.5 地表傾斜観測結果（期間 3） 
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期間 3 における傾斜方向は，04ME02 号孔，04ME03 号孔および 04ME04 号

孔については期間 2 とほぼ逆方向であり，04ME05 号孔については，期間 3-1

で期間 2 とほぼ逆方向である。また，期間 1 と比較すると，期間 3 における傾

斜方向は，04ME02 号孔と 04ME03 号孔については期間 1 とほぼ同じ方向であ

り，04ME04 号孔については期間 1-2 とほぼ同じ方向，04ME05 号孔について

は，期間 3-1 で期間 1 とほぼ同じ方向である。これらの変化は再排水に伴う大

局的な地下水流動を反映していると考えられる。 

これらのことから，地表傾斜データは，地下水の流動状況の変化を反映した

変化を示していると考えられる。 

 

5.5.2 地表傾斜データを用いた逆解析による地下水流動の評価 

地表傾斜の観測結果は，立坑掘削による排水期間，冠水期間および再排水期

間で大局的な地下水の変化と概ね対応していた。そこで，これら三つの期間の

傾斜データから地下水流動場を推定するとともに，期間 1 と期間 3 については，

期間 2 の傾斜方向とほぼ逆方向の傾斜を示した期間 1-2 と期間 3-1 についても

地下水流動場を評価した。 

 

①地下水流動領域の設定と解析方法 

地下水体積の変化領域（解析領域）の設定は解析結果に影響を及ぼす。ここ

では，研究所用地周辺で観測された地下水圧の変化（第 4 章図 4.3.2 参照）に

着目して地下水体積の変化領域の大きさを決定した。DH－15 孔における全水

頭の経時変化（2005 年 4 月 1 日から 2006 年 4 月 30 日）を図 5.5.6 に示す。 

DH-15 号孔では，全ての測定点で地下水圧が変化している。換気立坑の排水

量が増加した 2005 年 6 月中旬から地下水圧は急に低下し，その後の排水停止，

再排水に伴う地下水圧の上昇，低下も観測されている。このことから，立坑掘

削に伴い，少なくとも立坑から約 500m 離れた DH-15 号孔周辺まで地下水の流

動に伴う影響が生じたと考えられる。 
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図 5.5.6 地下水圧の観測結果（DH-15 号孔） 

 

中谷ら 15)は，期間 1 の途中（2005 年 4 月 21 日 12 時から 2005 年 9 月 30 日

23 時まで）までのデータに対して領域 V の平面寸法を変化させて解析を行い，

東西 2000 m，南北 2000 m の場合と寸法がその約半分の場合で地下水の体積変

化分布の形が同じであることを示した。本研究では，地下水圧の変化が確認さ

れている DH-15 孔を含む領域として，主立坑を中心として東西 1000 m（xm = 

1000 m），南北 1000 m（ym = 1000 m）の平面寸法を設定した。図 5.5.7 に解

析対象領域を示す。図中には，主立坑の地表面標高を原点（O）とした全体座標

系 (x1, x2, x3)，領域 V の中心（O’）を原点とした局所座標系(x’，y’，z’) ならび

に設定した領域 V の寸法（x’方向に xm，y’方向に ym，z’方向に zm）を示す。な

お，x1 方向が磁北，x2 方向が東，x3 方向が鉛直下向きである。 

深さ方向の寸法については，期間により地下水圧が異なることから，対象期

間ごとに設定した。領域 V の上面深度（zu）は，その期間で立坑の水位が最も

高い位置とし，領域 V の中心深度（z0）をその期間で両立坑の水位が最も低い

時の平均値とし，領域 V の深さ方向の寸法（zm）を 2 (z0 – zu)とした。各期間

について設定した領域 V の寸法（xm，ym，zm）と中心深度 z0 を表 5.5.3 に示す。
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なお，傾斜計の平均標高が主立坑の標高より 2.4 m 高いことから，実際の計算

では，領域 V と傾斜計の距離を正確に再現するため，深さに上記の標高差を加

え，傾斜計の平均標高を地表面とみなして計算した。 

 

 
図 5.5.7 地下水体積変化領域のモデル 

 

表 5.5.3 体積変化領域の大きさと中心深度および再現誤差  

 
 

期間 
xm 

(m) 

ym 

(m) 

zm 

(m) 

z0 

(m) 

et 

(10-13 radian) 

1 (2005/4/21/－2005/10/26) 

1000 1000 

208 182 0.870 

2 (2005/10/28/－2005/12/10) 258 182 0.947 

3 (2006/2/25/－2006/4/16) 156 165 0.143 

1-2 (2005/6/23－2005/8/10) 82 143 0.183 

3-1 (2006/2/25－2006/3/9) 44 109 0.204 
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各期間における領域 V（直方体領域）を， 4×4×2（計 32）の等寸法の直方体

二次要素に分割し，逆解析により領域 V 内の∆v を求めた後，中心深度（z0）に

おける水平面内の∆v 分布を求めた。なお，節点数は中間節点を含めて 245 であ

り，このうちの 194 節点は境界上にあるため∆v = 0 であり，∆v を決めるべき内

部の節点数は 51 である。また，岩石としては均一で多孔質な岩盤を仮定し，物

性値としては，Skempton 係数 B を 0.9，ポアソン比ν としては，コアサンプル

から得られた堆積岩と花崗岩の値（それぞれ，0.309 と 0.350)の平均値 0.33 を

用いた。ただし，本研究のように岩盤を均一と仮定すると，地表面傾斜量は

B(1+ν)に比例することから 4)，同じ地表面傾斜量に対して，地下水の体積変化

は B(1 +ν)に反比例する。従って，ポアソン比ν と Skempton 係数 B に関わらず

地下水の体積変化∆v の分布形状は同じであり，∆v の等高線は相似である。 

 

②解析結果 

逆解析で得られた各期間の傾斜データの再現誤差 et を前出の表 5.5.3 に示し

た。傾斜データの再現誤差は傾斜計の分解能よりも小さく，与えた傾斜データ

をほぼ再現している。図 5.5.8 に(a)期間 1（掘削排水期間，深度 182 m），(b)

期間 2（冠水期間，深度 182 m），(c)期間 3（再排水期間，深度 165 m）で得ら

れた地下水の体積変化∆v（単位 10-4）の等高線分布を示す。∆v は設定した領域

V の中心深度における水平面内の分布であり，∆v が正（体積増加）の場合は実

線，負（体積減少）の場合は破線で示す。また，図の中心に主立坑が位置して

おり，立坑と傾斜計の位置ならびに二つの低透水性断層（断層 A，断層 B）も

示した。同様に，図 5.5.9 に，(a) 期間 1-2（深度 143 m）および (b) 期間 3-1

（深度 109 m）について得られた地下水の体積変化∆v の等高線分布を示す。 

期間 1（図 5.5.8 (a)）をみると，立坑の北西側と南側に地下水体積の減少領

域（∆v < 0）が存在し，立坑を中心に地下水の体積減少が生じているようには

見えない。北西側の地下水体積減少領域がほぼ二つの断層 A，B に挟まれた領

域にあるのに対し，立坑の南側の地下水体積減少領域は断層 B を超えて大きく

広がっており，その中心はむしろ断層 B の西側にある。また，これらの地下水

体積減少領域の両側（立坑の北東側と西側）にはかなり大きな地下水の体積増

加領域（∆v > 0）が存在する。一方，局所的な影響がないと考えられる期間 1-2
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（図 5.5.9 (a)）をみると，地下水体積の減少領域（∆v < 0）が一つになり，し

かも，その中心が主立坑の南側約 140 m の位置で二つの断層に挟まれた領域に

ある。一方で，地下水体積の減少領域は立坑の南側にも広がっており，比較的

大きな地下水の体積増加領域が二つの断層の両側に存在する。 

 

図 5.5.8 逆解析結果（期間 1，期間 2，期間 3） 

 

期間 2（図 5.5.8 (b)）をみると，主たる地下水の体積増加領域が一つだけ存

在し，その外側の地下水の体積減少領域は狭く∆v の値も小さい。しかも，地下

水の体積増加領域はほぼ二つの断層を挟んだ領域で発達しており，その中心も

二つの断層を挟んだ領域で主立坑の南側約 150 m に位置する。ただし，この期
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間についても，地下水の体積増加領域は立坑の南～南東方向に広がっており，

図 5.5.9 (a)に示した期間 1-2（掘削排水期間）における地下水の体積減少領域と

類似している。 

期間 3（図 5.5.8 (c)）をみると，主たる地下水の体積減少領域が一つだけ存在

し，その外側の地下水の体積増加領域は比較的小さい。しかし，期間 1-2（掘削

排水期間）（図 5.5.7 (a)）とやや異なり，地下水の体積減少領域は二つの断層を

貫いて立坑の南南西方向に発達しており，しかも，その中心が立坑のごく近傍

にある。この地下水の体積減少領域の方向は期間 2（冠水期間）における地下

水の体積増加領域の発達方向ともやや異なる。一方，局所的な影響がないと考

えられる期間 3-1（図 5.5.9 (b)）をみると，地下水の体積減少領域は立坑の南側

全体に発達し，しかも，その中心は二つの断層に挟まれた領域内で主立坑の南

側約 100 m に位置している。 

期間 1 と期間 3 の傾斜データから局所的な影響を受けていると考えられる期

間を除いて期間 2 と整合的なデータのある期間（深度 100m～180m）に注目す

ると，全期間についてほぼ同じ地下水体積変化領域が得られた。このことは，

排水時と冠水時とも，大局的には，主立坑の南側 100m～150m の位置を中心と

して二つの断層に挟まれた領域で主たる地下水流動が生じ，この流動場は立坑

の北側で収縮するのに対して立坑の南側に発達していると解釈できる。二つの

断層 A，B に挟まれた領域で主たる地下水流動が生じていることは，これらの

断層に低透水性があるという調査結果と調和的である 12),16)。 

 
図 5.5.9 逆解析結果（期間 1-2，期間 3-1） 
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5.6 解析結果の信頼性の検討 

5.6.1 モデル解析による信頼性の検討 

 瑞浪超深地層研究所用地で取得した地表傾斜データを用いた逆解析の結果は，

既往の調査結果と調和的であった。一方で，観測に用いた傾斜計は 4 個と少な

く，また直線的に配置されており，この傾斜計配置の制約により，推定結果に

は大きな誤差が含まれている可能性がある。そこで，数値モデルを用いた検討

により，傾斜計配置の制約が解析結果に与える影響を確認する。 

図5.6.1にモデル解析で用いた(a) 楕円体状の地下水体積変化領域（以下，楕

円体領域），(b) 逆解析で設定した領域V，(c) 領域V内における楕円体領域の中

心Ocの水平面内の位置を示す。 

仮定した楕円体領域は，局所座標（x’，y’，z’）でx’方向とy’方向の大きさが

500m，z’方向の大きさが160mの楕円体である（図5.6.1(a)）。逆解析で設定した

領域Vは中心深さ（z0）が160mの直方体であり，平面寸法は現場と同じ1000m × 

1000mでその中心に主立坑があり，深さ方向は160mである（図5.6.1(b)）。ここ

で，xは東方向，yは磁北方向を想定している。この領域V内にある実際の楕円

体領域の中心Ocを，深さが領域Vの中心と同じ（160m）で，その水平面内の位

置を図5.6.1(c)のように17通りに変化させた。すなわち，楕円体領域の中心Oc

が領域Vの中心（主立坑の位置）にある場合をNo.1とし，主立坑を中心とする

一辺が250mの正方形の周上にある場合をNo.2～No.9，さらに，主立坑を中心

とする一辺が500mの正方形の周上にOcがある場合をNo.10～No.17とした。い

ずれの場合も，逆解析で設定した領域Vは楕円体領域よりも大きく，楕円体領域

の中心と主立坑の水平面内での距離は，No.1で0m，No.2，4，6，8で125m，

No.3，5，7，9で176.8m，No.10，12，14，16で250m，No.11，13，15，17

で353.6mである。それぞれの位置の楕円体領域について，まず，順解析により

現場と同じ配置の4個の傾斜計の傾斜データを求め，次に，現場と同じように領

域Vを32個の2次要素に分割して逆解析を行い，その中心深さにおける地下水の

体積変化∆vの等高線分布を求めた。 
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(a)楕円体状の地下水体積変化領域 

 

(b)逆解析の設定領域V 

 

(c)楕円体の中心位置 

図5.6.1 モデル解析に用いた地下水体積変化領域のモデル 
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楕円体領域における∆v の分布は以下のように与えた。すなわち，楕円体の局

所座標の x’方向，y’方向および z’方向の大きさの半分を x’m，y’m，z’m（x’m = 250m，

y’m = 250m，z’m = 80 m）とすると，(5.6.1)式を満足する点（x’，y’，z’）はこ

の楕円体と相似な楕円体（相似比 r* ≦1）の表面にある。 

 

( ) ( ) ( )222* '/''/''/' mmm zzyyxxr ++=         (5.6.1) 

この r*に対して，∆v を次式で与えた。 
( )*

0 1 rav −=∆                 (5.6.2) 

ただし，a0は楕円体の中心Ocでの∆vの値である。従って，∆vはr*とともに直

線的に減少し，楕円体の表面で0となる。ここでは，ポアソン比νを0.25，全節

点におけるSkempton係数Bを0.9と仮定し，この領域の地下水体積が合計で

300m3増加した場合を想定してa0 =5.73×10-5とした。なお，∆vが（5.6.2）式で

与えられる場合，地下水体積の増加量はπa0x’my’mz’m/3で与えられる17）。 

 

5.6.2 逆解析結果 

逆解析の結果，傾斜データの再現誤差 et は 0.4 × 10-14 radian 以下と極めて小

さく，逆解析で用いた傾斜データは誤差なく再現されている。図 5.6.2 に，逆解

析で得られた∆v（単位 10-6）の等高線の例を示す。各図の中心は主立坑の位置

であり，実線が地下水の体積増加（∆v > 0），破線が地下水の体積減少（∆v < 0）

を示し，傾斜計の位置（黒丸印）とともに与えた楕円体領域の中心位置（四角

印）も示した。楕円体領域が主立坑の位置にある No.1 の結果を中央に配置し，

その他の図はそれぞれの楕円体領域の中心がある方向に配置してあり，主立坑

と楕円体領域の中心の水平距離が 125m の場合は No.6 と No.8 を，176.8m の

場合は No.7 と No.9 を，250m の場合は No.10 と No.12 を，353.6 m の場合は

No.11 と No.13 の例を示した。楕円体領域の中心がこれらの場合と主立坑につ

いて点対称の位置にある場合は，得られた∆v の等高線も主立坑についてほぼ点

対称で同様な分布であった。 

楕円体領域の中心と主立坑の水平距離が 176.8m 以内の場合（No.1，No.6～

No.9），∆v の分布はかなり精度よく評価され，その中心位置も実際の楕円体領

域の中心位置に近い。しかし，楕円体領域の中心が主立坑から離れるに従って
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評価精度は悪くなり，特に，楕円体領域の中心と主立坑の水平距離が 353.6m

かつ楕円体領域の中心が傾斜計の配置方向とほぼ垂直な方向にある場合（No.13

と No.17）は，その付近に極めて小さな∆v の値の地下水体積増加領域を推定し

ているだけである。このことから，観測で用いた傾斜計配置の場合，その配置

方向と垂直な方向に対しては，傾斜計から 300m 以上離れると十分な評価精度

が確保できないといえる。ただし，No. 9 のように，傾斜計の配置方向と垂直な

方向でも，その中心と主立坑からの距離が約 180m 以内であれば，単一の地下

水流動領域の存在を十分精度よく推定できると考えられる。 

 

図 5.6.2 モデル解析結果（No.1 および No.6 から 13 の地下水体積変化） 
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図 5.6.2 の結果には，いずれの場合も地下水体積の増加領域の周辺に実際には

存在しない架空の地下水体積の減少領域が推定されている。しかし，地下水体

積の減少領域と増加領域とも等高線で囲まれた面積がある程度の大きさを有す

る∆v の値で比較すると，これらの地下水体積の減少領域における∆v の大きさは，

推定精度が悪い No.13 と No.17 を除けば地下水体積の増加領域の 40%以下であ

り，比較的小さい。従って，等高線で囲まれた面積がある程度の大きさを有す

る∆v に注目した場合，地下水体積の増加領域の∆v の大きさの約 40%以下の地

下水体積の減少領域は逆解析で生じた架空のものであると判断できる。なお，

岩体を均一と仮定すると，ポアソン比や Skempton 係数が変化しても逆解析で

得られる∆v の等高線は相似である。また，地下水体積の総量を増加させても∆v

は比例して大きくなるだけである。従って，上記の 40%という数値はポアソン

比の大きさや与える地下水体積の総量の影響を受けない。 

 

5.6.3 超深地層研究所用地での評価結果の信頼性の検討 

ここでは，超深地層研究所建設用地における地下水流動場が単一であると仮

定し，局所的な影響を受けていないと考えられる期間 1-2（図 5.5.7(a)），期間 2

（図 5.5.6(b)）および期間 3-1（図 5.5.7(b)）について得られた地下水流動場の

信頼性について検討する。研究坑道からの地下水の排水が立坑を中心に行われ

たことを考えれば，同地域における立坑掘削に伴う地下水流動場が単一である

と仮定することは妥当なことであると考えられる。 

極めて小さな∆v の領域を無視すれば，これらの期間について得られた主たる

地下水流動場（排水・再排水期間では地下水体積の減少領域，冠水期間では地

下水体積の増加領域）が単一であるのに対し，その周辺には複数の比較的小さ

な逆の地下水の体積変化を示す領域を推定している。等高線に囲まれた面積が

ある程度以上の大きさを有している∆v に注目すると，この逆の地下水の体積変

化を示す領域の∆v の大きさは，期間 1-2 では主たる地下水流動場の大きさの約

75%，期間 2 では約 25%，期間 3-1 では約 50%である。従って，モデル解析の

結果から考えると，期間 2（冠水期間）における逆の地下水流動場は実際には

存在しないと考えられ，また，期間 3-1（再排水期間）における逆の地下水流動

場も実際には存在しない可能性が高い。一方，期間 1-2（排水期間）における地
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下水体積の増加領域は，他の期間に比べ，範囲も広いうえ∆v の大きさも大きい。

従って，現時点では，期間 1-2（排水期間）における地下水体積の増加領域は逆

解析で生じた架空の領域であるとは必ずしも判断できず，実際の地下水流動を

反映している可能性がある。すなわち，研究所用地周辺では，排水時と冠水時

の地下水流動に差がある可能性がある 

主たる地下水流動場の中心位置に注目すると，3 つの期間ともその中心位置

は主立坑の南側 100m～150m の範囲にある。これは，モデル解析における No.8

について評価した地下水流動場の中心位置に近い（立坑の南側約 120m）。モデ

ル解析における No.8 の実際の中心位置は主立坑から 125m であり，逆解析で得

られた中心位置は実際の中心位置とほぼ同じである。このことから，3 つの期

間について得られた主たる地下水流動場の形状は実際に生じた地下水流動場の

それをある程度の精度で再現していると考えられる。ただし，中谷ら 12)がモデ

ル解析で示したように，設定した領域 V の寸法が実際の地下水流動場よりかな

り大きい場合，∆v の大きさは過小評価していることとなる。 

モデル解析から，立坑の北西方向と南東方向でかつ立坑からの距離が 300m

以上の位置に主たる地下水流動場がある場合，観測で用いた傾斜計の配置では

その存在を推定できないことが示された。実際，3 つの期間の全ての場合で，

それらの領域に有意な∆v の大きさを有する地下水流動場は存在しないと推定し

ており，これらの領域は評価の空白域である。従って，設定した領域 V 全体に

わたって地下水流動場を精度よく評価するためには，立坑の北西方向と南東方

向にも傾斜計を配置する必要がある。そこで，それらの方向に新たに 2 個の傾

斜計を増設した場合に，楕円体領域の中心がそれらの領域にある No. 3 と No.17

の地下水流動場の評価がどのように変わるかについて検討した。得られた結果

を図 5.6.3 に示す。図の中心（主立坑の位置）から北西方向（-120m，120m）

と南東方向（120m，-120m）に新たな傾斜計を設置している。傾斜形が 4 個の

場合の No.13（図 5.6.2 左上）と比較すると，地下水流動場の平面寸法が

1,000m×1,000m の場合，2 個の傾斜計を増設することにより評価の空白域がな

くなることがわかる。 
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図 5.6.3 仮想傾斜データを追加したケースにおける逆解析結果 

 

以上のことから，超深地層研究所建設用地の深度 100m～180m における大局

的な地下水流動場は次のようであると考えられる。 

主立坑を中心とする 1,000m×1,000m の平面領域で考えると，地下水流動場

は断層 A と断層 B に挟まれた領域内で主立坑の南側 100m～150m を中心とし

て発達し，立坑の北西方向は収縮傾向にあるのに対し，南～南東方向には広が

る傾向にある（図 5.6.2(b)および図 5.6.3 参照）。これらの結果は，既往の調査

研究結果と整合的な結果であり，本手法が原位置調査においても適用可能であ

ることを示している 17)，18)。 

一方で，本研究で用いた傾斜計の配置方向の制約により，立坑の北西方向と

南東方向の隅角部近傍は評価できない空白域であり，地下水流動場がそれらの

領域まで連続しているかどうかは不明である。岩体が均一の場合は明らかに地

下水流動場の中心は立坑にある。従って，評価した地下水流動場の中心が立坑

から離れた位置にあるのは，当該地域の複雑な地質構造に起因すると考えられ

る。これについては，現状の傾斜計配置に加え，領域北西，南東での地表傾斜

データを追加することで，解析における評価空白領域を解消し，より詳細な地

下水流動場の評価が可能になると考えられる。 
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5.7 第 5 章のまとめ 

地下水流動に伴う地表傾斜の微小な変化を用いた水理地質構造の推定手法と

して，Vasco らの従来法の課題を改良するとともに，ここで提案した手法が原

位置調査においても十分適用可能であることを示した。 

なお，本研究で用いた逆解析法は均一な半無限体に関する理論式を前提とし

ている。このため，岩体の不均一性や地表面の凹凸等の影響を考慮できない。

従って，本研究で得られた結果はこれらの影響によって生ずる誤差を含んでい

る。しかし，現在までのところ，岩体の不均一性や地表面の凹凸等の影響を評

価する手法は確立しておらず，その影響の大きさがどの程度であるかは不明で

ある。今後は岩体の不均一性や地表面の凹凸等の影響を考慮すること 19)が重要

な課題である。 
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6. 水圧観測データを用いた地下水流動特性の長期安定性の評価 

 

6.1 はじめに 

地層処分の観点から地下深部の地下水流動特性を評価する上では，地質環境の

急激な変化を引き起こす可能性のある自然現象（例えば，断層運動や火山活動）

と共に，緩慢ではあるものの累積的・広域的な変化を引き起こす可能性のある

現象についても考慮する必要がある。地下水流動の観点では，地震に伴う地下

水圧の変化は地下水流動の駆動力となる動水勾配の変化や地下水流動方向の変

化を生じさせる可能性のある現象と言える。 

地震に伴う地下水圧の変化については数多く報告されている例えば 1)。これらの

報告では，地震に伴う地下水位あるいは地下水圧の変化が，震源から数百 km

以上離れた地域においても観測されており，地震に伴う地下水圧の変化が広範

囲に及ぶことが確認されている。 

地震に伴う地下水圧の変化は地震直後のみ生じる以外に，数年にわたり長期的

な変動を示すことがあることも確認されている。このように，場所により異な

る地下水圧の変化が累積する場合，長期的にみれば地下水流動の方向や地下水

流速などが変化する可能性がある。 

原子力機構が実施する地下水圧観測においても複数の地震において地下水圧

の変化が確認されており，その変化は観測孔により異なることが確認されてい

る例えば 2),3)。本章では，岐阜県東濃地域で観測された地震に伴う地下水圧の変化

を例に，地震に伴う地下水圧変化が地下水流動特性の長期安定性に与える影響

について検討を行う。 

 

6.2 調査地域の概要 

調査地域は，原子力機構が広域地下水流動研究（第 3 章 1 項参照）および超

深地層研究所計画（第 3 章 2 項参照）を実施する岐阜県東濃地域である。調査

地域の地質は，白亜紀後期の花崗岩（土岐花崗岩）からなる基盤を新第三紀中

新世の堆積岩（瑞浪層群）が不整合で覆い，その上位に固結度の低い新第三紀

中新世から第四紀更新世の砂礫層（瀬戸層群）が不整合で覆っている 4)（第 4

章 2 項参照）図 6.2.1 参照）。また，観測孔が配置されている領域には，土岐花
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崗岩および瑞浪層群を変位させる月吉断層が分布している。月吉断層の活動時

期は中新世の瑞浪層群堆積後の約 1,800 万年前頃から瀬戸層群堆積前の約

1,200 万年前頃と考えられており 5)，6)，活断層では無い。これまでのボーリン

グ調査や地下水圧の観測結果から，月吉断層に直交する方向に対して低透水性

であることが確認されている 7)，8)，9)。また，研究所用地周辺には，地下水流動

を規制すると考えられる 2 条の低透水性の断層が確認されている 10)。 

これらの研究では，花崗岩を対象として地表から掘削された深度数百 m から

1,000m 級のボーリング孔で地下水圧の連続観測が実施されている 12)～21)。図

6.2.1，図 6.2.2 に地下水圧観測孔の位置を示す。 

 

図 6.2.1 東濃地域の広域地下水流動研究における地下水圧観測孔 21) 
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図 6.2.2 超深地層研究所計画における地下水圧観測孔 21)を基に作図  

 

調査地域の大局的な地下水流動方向は北東－南西方向と推定されており 22)，

地下水圧の観測孔は，大局的な地下水流動方向に沿って配置されている。 

超深地層研究所用地および周辺では，超深地層研究所用地および周辺では超

深地層研究所計画における研究坑道の建設に伴う地下水圧の変化を観測するた

め観測孔が密に配置されている。また，研究所用地内の 2 条の低透水性断層（主

立坑断層および S200_13 断層）や堆積岩中の砂泥互層（本郷累層）を境として，

研究坑道建設に伴う地下水圧の変化は異なる傾向を示すことが確認されている

（詳細は第４章参照）。 

観測孔の掘削深度，観測区間等の情報を表 6.2.1 から表 6.2.3 に示す。 
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表 6.2.1 観測孔一覧（広域地下水流動研究） 
区間長

(m)

1 20.7 ～ -9.7 30.4

5 -99.4 ～ -107.5 8.1

9 -163.4 ～ -220.4 57.0

12 -265.9 ～ -307.5 41.6

1 -97.8 ～ -104.3 6.5

2 -138.8 ～ -145.3 6.5

3 -257.8 ～ -264.3 6.5

5 -319.8 ～ -326.3 6.5

2 212.5 ～ 124.7 87.8

5 -56.2 ～ -116.6 60.4

9 -407.1 ～ -515.6 108.5

11 -620.0 ～ -754.6 134.6

1 19.0 ～ -50.7 69.7

3 -239.8 ～ -326.0 86.2

4 -375.5 ～ -442.3 66.8

5 -540.5 ～ -640.2 99.7

1 94.2 ～ 25.2 69.0

4 -198.5 ～ -269.0 70.5

5 -435.9 ～ -506.4 70.5

7 -714.8 ～ -737.5 22.7

1 49.2 ～ -8.3 57.5 土岐夾炭累層基底礫岩

2 -10.8 ～ -76.8 66.0

3 -78.3 ～ -135.8 57.5

4 -137.3 ～ -209.8 72.5

5 -211.3 ～ -331.8 120.5

6 -333.3 ～ -388.8 55.5

7 -390.3 ～ -486.8 96.5

8 -488.3 ～ -647.8 159.5

9 -649.3 ～ -755.8 106.5
10 -757.3 ～ -796.8 39.5

　　※区間長は鉛直方向の長さである。

DH-13号孔 土岐花崗岩 277.514 鉛直孔

DH-15号孔 213.23 鉛直孔
土岐花崗岩

DH-9号孔 土岐花崗岩 275.42 鉛直孔

DH-11号孔 土岐花崗岩 339.883 鉛直孔

DH-2号孔 土岐花崗岩 193.629 鉛直孔

DH-7号孔 土岐花崗岩 340.186 鉛直孔

観測孔 観測区間
深度

地　　質
孔口標高

EL(m)
備考

EL(m)

 
 

 

 

表 6.2.2 観測孔一覧（超深地層研究所計画（正馬様用地）） 
区間長

(m)

1 167.2 ～ 118.7 48.5

6 -233.7 ～ -290.8 57.1

10 -527.3 ～ -576.4 49.1

12 -717.6 ～ -777.7 60.1

2 35.6 ～ -36.6 72.2

5 -174.3 ～ -274.6 100.3

9 -578.0 ～ -663.3 85.3

12 -710.3 ～ -788.2 77.9 土岐花崗岩（月吉断層下盤）

1 47.2 ～ -9.1 56.3

4 -374.4 ～ -460.3 85.9

6 -494.1 ～ -550.0 55.9

8 -645.6 ～ -711.0 65.4

6 -289.2 ～ -361.5 72.3 土岐花崗岩（月吉断層上盤）

8 -368.8 ～ -386.7 17.8 土岐花崗岩（月吉断層を含む）

9 -387.4 ～ -441.8 54.4

10 -442.6 ～ -472.3 29.7
　　※区間長は鉛直方向の長さである。

MIU-3号孔

土岐花崗岩（月吉断層上盤）

230.476 鉛直孔

土岐花崗岩（月吉断層下盤）

MIU-4号孔 216.994 傾斜孔

土岐花崗岩（月吉断層下盤）

AN-1号孔 土岐花崗岩（月吉断層上盤） 216.38 鉛直孔

MIU-2号孔
土岐花崗岩（月吉断層上盤）

223.775 鉛直孔

観測孔 観測区間
深度

地　　質
孔口標高

EL(m)
備考

EL(m)
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表 6.2.3 観測孔一覧（超深地層研究所計画（研究所用地）） 

区間長

(m)
1 186.7 ～ 136.8 49.9 明世累層および本郷累層
2 135.9 ～ 121.5 14.4 本郷累層（基底礫岩）
3 120.6 ～ 76.8 43.8 土岐夾炭累層
4 75.9 ～ 58.0 17.9 土岐夾炭累層（基底礫岩）
5 57.1 ～ 52.1 5.0 土岐花崗岩
1 190.1 ～ 137.7 52.4 明世累層および本郷累層
2 136.8 ～ 123.9 12.9 本郷累層（基底礫岩）
3 123.0 ～ 117.0 6.0 主立坑断層
4 116.2 ～ 73.0 43.2 土岐夾炭累層
5 72.2 ～ 38.6 33.6 土岐夾炭累層（基底礫岩）
6 37.7 ～ 34.0 3.7 土岐花崗岩（風化部）
7 33.2 ～ 17.6 15.6 土岐花崗岩
1 18.4 ～ 10.6 7.8
2 9.7 ～ 0.5 9.2
3 -0.4 ～ -9.7 9.3
4 -10.6 ～ -19.9 9.3
5 -20.8 ～ -33.1 12.3
6 -34.0 ～ -44.3 10.3
7 -45.2 ～ -50.0 4.8
8 -50.9 ～ -69.2 18.3
9 -70.1 ～ -79.4 9.3
10 -80.3 ～ -86.6 6.3
11 -87.5 ～ -102.9 15.4
1 90.1 ～ -25.2 115.3
2 -26.1 ～ -83.1 57.0
3 -84.1 ～ -434.1 350.0
4 -435.1 ～ -510.5 75.4
5 -511.5 ～ -694.8 183.3
6 -695.7 ～ -738.9 43.2
7 -739.2 ～ -760.3 21.1
8 -760.5 ～ -921.1 160.6
9 -922.1 ～ -942.5 20.4
10 -943.5 ～ -1069.4 125.9

　　※区間長は鉛直方向の長さである。

05ME06号孔 土岐花崗岩（変質部） 201.12 鉛直孔

MIZ-1号孔 土岐花崗岩 206.56 傾斜孔

MSB-1号孔 253.081 鉛直孔

MSB-3号孔 204.622 傾斜孔

観測孔 観測区間
深度

地　　質
孔口標高

EL(m)
備考

EL(m)

 

 

6.3 地下水圧の観測方法および地下水圧の観測結果 

6.3.1 地下水圧の観測方法 

地下水圧の観測には，多連パッカーシステムが用いられている。地下水圧の観

測方式は，直接水圧観測方式とピエゾ水頭計測方式が採用されている。観測シ

ステムおよび観測方式の詳細については第 4 章 3 項に示す。表 6.3.1 に観測装

置の緒言を示す。 
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表 6.3.1 観測装置の緒言 

観測孔名 観測区間数 観測間隔 観測方式 測定範囲 精度 備考

AN-1 4 5分 直接水圧観測 2000psi

MIU-2 4 5分 直接水圧観測 2000psi

MIU-3 4 5分 直接水圧観測 2000psi

30分 ～2012/3/5

5分 2012/3/6～

MSB-1 5 5分 直接水圧観測 500psi

MSB-3 7 5分 直接水圧観測 500psi

MIZ-1 10 5分 ピエゾ水頭観測 700psi

05ME-06 11 5分 直接水圧観測 2000psi

DH-2 4 5分 直接水圧観測 1000psi

DH-7 4 5分 直接水圧観測 2000psi

DH-9 4 5分 直接水圧観測 2000psi

30分 ～2012/3/5

5分 2012/3/6～

DH-13 4 5分 直接水圧観測 2000psi

DH-15 10 5分 ピエゾ水頭観測 700psi

場　所

広域地下水流動研究

超深地層研究所

計画

正馬様用地

研究所用地

MIU-4

DH-11

直接水圧観測

直接水圧観測 2000psi

2000psi

0.1%FS

4

4

 

 

6.3.2 地震に伴う地下水圧の変化 

東濃地域で観測された地震に伴う地下水圧の変化の一例として， MIU-3 号孔

での地下水圧の観測結果を図 6.3.1 に示す。東濃地域で観測された地震に伴う地

下水圧の変化は，上昇あるいは低下を示しており，その変化傾向は観測区間毎

に異なる。また，これらの変化は数ヶ月から 1 年程度継続し，その後，緩やか

に地震前の地下水圧へと回復する傾向を示した。一方で，地震発生直後の短期

間（地震発生から 1 日程度の期間）に着目すると，多くの観測孔において地下

水圧の低下が確認された。一例として，MIU-3 号孔における東北地方太平洋沖

地震直後の地下水圧の変化を図 6.3.2 に示す。MIU-3 号での観測結果では，地

震発生直後に月吉断層の上盤側，下盤側とも，一旦地下水圧が低下し，その後，

月吉断層下盤（北側）では地下水圧が上昇，月吉断層上盤（南側）では地下水

圧が低下していることが確認できる。 

以下に，東濃地域で観測された地震に伴う地下水圧の変化として，東北地方太

平洋沖地震を例に整理し，その特徴をまとめる。 
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図 6.3.1 地震に伴う地下水圧の変化の例（MIU-3 号孔） 

 

  
  (a)月吉断層上盤側（南側）      (b)月吉断層下盤側（北側） 

図 6.3.2 東北地方太平洋沖地震直後の地下水圧変化（MIU-3 号孔） 

 

①正馬様用地での地下水圧の変化 

図 6.3.3 に正馬様用地での観測結果を示す。正馬様用地内の観測孔では，地震

発生直後に数十 cm～1m 程度のステップ状の地下水圧の低下が確認された。そ

の後の地下水圧の変化については，AN-1 号孔（図 6.3.3(a)），MIU-2 号孔 No.2，

No.5，No.9 区間（図 6.3.3(b)），MIU-3 号孔 No.1，No.4 区間（図 6.3.3(c)），

MIU-4 号孔 No.6 区間および月吉断層を含む MIU-4 号孔 No.8 区間（図 6.3.3(d)）

では地下水圧の低下，MIU-2 号孔 No.12 区間（図 6.3.3(b)），MIU-3 号孔 No.6，
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No.8 区間（図 6.3.3(c)），MIU-4 号孔 No.9，No.10 区間（図 6.3.3(d)）では地

下水圧の上昇が生じた。月吉断層南側での地下水圧の低下は地震発生後 3 ヶ月

から 6 ヶ月，月吉断層北側の地下水圧の上昇は地震発生から約 6 ヶ月でピーク

に達し，その後，徐々に地震前の地下水圧へと変化している。 

図 6.3.4 に各観測区間の地下水圧の変化と月吉断層との関係を模式的に示す。 

 

 

 

  
 (a)AN-1 号孔             (b)MIU-2 号孔 

 

  
 (c)MIU-3 号孔            (d)MIU-4 号孔 

 

図 6.3.3 地下水圧観測結果（正馬様用地） 
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図 6.3.4 東北地方太平洋沖地震における水圧変化の傾向（正馬様用地） 

 

②研究所用地周辺での地下水圧の変化 

研究所用地周辺の観測結果を図 6.3.5 に示す。研究所用地周辺の観測結果では，

瑞浪層群中の砂泥互層（本郷累層）より上位層に位置する MSB-1 号孔 No.1，

No.2（図 6.3.5(a)），MSB-3 号孔 No.1，No.2（図 6.3.5(b)）では地震発生後も

地下水圧の変化は確認されなかった。一方，瑞浪層群の砂泥互層（本郷累層）

より下位層および花崗岩中では，地下水圧の変化が確認された。研究所用地内

の 2 条の低透水性断層に囲まれた領域に位置する MSB-3 号孔 No.5，No.6，No.7

（図 6.3.5(b)）では，地震発生直後からいずれの観測区間でも地下水圧の上昇が

生じ，最大約 9.8m の水頭上昇が確認された。また，主立坑断層北東側の領域に

位置する MSB-1 号孔 No.3，No.4，No.5（図 6.3.5(a)），MIZ-1 号孔 No.1，No.2，

No.3，No,4，No.5，No.6，No.7（図 6.3.5(b)）においても，地震発生直後から

地下水圧の上昇が生じ，最大で約 1.3m～約 1.5m の水頭上昇が確認された。一

方，S200_13 断層南西側の領域に位置する MIZ-1 号孔 No.8，No.9，No.10 で

は，地震発生直後は数十 cm～1m 程度のステップ状の地下水圧の低下が確認さ

れ，その後，地下水圧が上昇している。地下水圧の変化量は最大約 2.3m～約

2.9m であった。また，ボーリング孔のほぼ全体が主立坑断層あるいは主立坑断

層の派生部に位置すると推定されている 05ME06 号孔では， No.1 および No.7，

No.8 で地震に伴う地下水の変化は確認されず，No.2，No.3，No.4，No.5 ，No.6
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で地震直後からの地下水圧の上昇，No.9，No.10，No.11 で地震直後のステップ

状の地下水圧の低下とその後の地下水圧の上昇が確認された（図 6.3.6(d)）。 

地震発生から地下水圧変化のピークに達するまでの時間は，2 条の低透水性

断層に囲まれた領域で約 1 ヶ月，主立坑断層北側の領域で約 3 ヶ月，S200_13

断層南側で約 4 ヶ月から 6 ヶ月であり，いずれも，ピーク後徐々に地震前の地

下水圧へと変化している。 

図 6.3.6 に各観測区間の地下水圧の変化と研究所用地内の低透水性断層との

関係を模式的に示す。 

 

 

  
 (a)MSB-1 号孔             (b)MSB-3 号孔 

 

  
 (c)MIZ-1 号孔            (d)05ME06 号孔 

 

図 6.3.5 地下水圧観測結果（研究所用地） 
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図 6.3.6 東北地方太平洋沖地震における水圧変化の傾向（研究所用地） 

 

③その他の観測孔での地下水圧の変化 

広域地下水流動研究領域での観測結果を図 6.3.7 に示す。広域地下水流動研究

における観測孔では，研究所用地周辺の DH-2 号孔，DH-15 号孔を除く観測孔

で，地震発生直後に数十 cm～1m 程度のステップ状の地下水圧の低下と，その

後の地下水圧の上昇または低下が確認された。この地下水圧の変化の傾向や変

化量は観測区間毎に異なる。研究所用地周辺の観測孔では地震直後から地下水

圧が上昇し，その変化量は DH-2号孔で約 14.3m～約 14.8m，DH-15号孔で 1.4m

～1.5m であり，DH-2 号孔の地下水圧の変化傾向は研究所用地の 2 条の断層に

挟まれた領域，DH-15 号孔の地下水の変化傾向は研究所用地の主立坑断層北東

側領域の観測孔と同様であった。 

地震発生から地下水圧変化のピークに達するまでの時間は，月吉断層北側の

領域で約 2 週間から 1 年，月吉断層南側の領域で約 1 ヶ月から 3 ヶ月であり，

いずれも，ピーク後徐々に地震前の地下水圧へと変化している。 
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(a)DH-2 号孔             (b)DH-7 号孔 

  
(c)DH-9 号孔             (d)DH-11 号孔 

 

  
(e)DH-13 号孔            (f)DH-15 号孔 

図 6.3.7 地下水圧観測結果（広域地下水流動研究） 

 

6.4 地震直後の地下水圧変化による地下水流動特性の評価 

地下深部における地震直後の地下水圧の変化は，地震に伴う静的体積歪の変

化と関連することが知られている 23),24),25)。そこで，本研究では，東北地方太平

洋沖地震を例に，地震直後に生じた体積歪と地下水圧の変化の関係から，地震

発生直後の地下水圧変化について検討する 26），27)。 
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6.4.1 地震に伴う体積歪変化の推定 

地震に伴う体積歪は，ディスロケーションモデルを用いた解析により求める

ことができる例えば 28)。これは，矩形の断層面に食い違い変位を与えて地表の

変位や地中の応力，体積歪を計算する手法である。 

東北地方太平洋沖地震におけるプレート境界面上のすべり量分布は，国内外

の複数の研究機関で推定されている（例えば，図 6.4.1）29），30)，31)。これらの断

層すべり量分布を適用して，半無限均質弾性体を仮定した Okada(1992)28)の理

論に基づくディスロケーション解析を行い，地震後の研究所周辺を含む範囲お

ける深度 1km までの体積歪変化を計算した。計算にあたっては地殻変動解析プ

ログラム Coulomb3.132)，33)を用いた。本解析に用いた媒質の物性値は，地殻の

平均的な値として，ポアソン比を 0.25, ヤング率を 8×105bar，摩擦係数を 0.4

と仮定した。 

解析の結果，適用したいずれの断層すべり量分布においても，東濃地域周辺

では約 2×10-7strain の膨張域となった。 

 

 
図 6.4.1 体積歪解析の例（筑波大学八木研究室の断層モデル 31）を適用） 

 



109 
 

6.4.2 体積歪による地下水圧の変化の推定 

被圧帯水層における体積歪の変化に伴う地下水圧の応答感度は，地球潮汐に

よる地下水圧の変化から求めることができる 34)，35)。東濃地域においても，地

球潮汐に伴う周期的な地下水圧の変化が確認されていることから，この地球潮

汐応答を利用して体積歪に対する地下水圧の応答感度を算定し，地震に伴う体

積歪変化に対応する地下水圧の変化を算定した。算定手順を以下に示す。 

(a)観測された地下水圧の変化から地球潮汐成分（M2 分潮）を抽出する 

(b)観測地点における地球潮汐による体積歪の理論値を算定する 

(c)抽出された地球潮汐成分を算定された体積歪で除し，単位体積歪あたりの

水圧変化量を算定する 

(d)単位体積歪あたりの水圧変化量に地震に伴う体積歪変化量（2×

10-7strain）を乗ずることで，地震に伴う体積歪に対応する水圧変化（水頭

変化量）を算定する。 

(a)に関しては，Bayesian model を組み込んだプログラム BAYTAP-G36),37)を

使用した。また，(b)については，固体地球潮汐の影響量を計算するプログラム

GOTIC238)を使用した。 

既往の研究で報告されている地球潮汐による体積歪変化に伴う地下水圧の変

化量は数 mm から数 cm であり 34)，35)，研究坑道の掘削や近隣でのボーリング

孔掘削などの人為的な影響による地下水圧の変化に比べ非常に小さい。したが

って，地球潮汐成分の抽出にあたっては，これらの影響が無い（あるいは無視

できる程度に小さい）データを対象とする必要がある。そこで，ここでの検討

対象とする観測孔は，研究所用地から 1km 以上離れた地点に位置する観測孔を

検討対象とした。また，人為的な地下水圧変化や降雨，地震等による自然要因

による地下水圧変化が無い期間として，2003 年 3 月を解析対象期間とし，その

間，観測機器のトラブル等のデータ欠損が生じていない， DH-7 号孔，DH-11

号孔，DH-13 号孔，AN-1 号孔，AN-3 号孔，MIU-2 号孔，MIU-3 号孔，MIU-4

号孔について，地下水圧の変化量を算定した。また，観測値については，地震

発生前の 2011 年 3 月 11 日 14 時 30 分と地震発生後の 2011 年 3 月 11 日 14 時

30 分との差を求めた。算定結果を表 6.4.1 に示す。 
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表 6.4.1 理論値から求められる水頭変化量と観測結果との関係 

解析値 観測値 解析値 観測値
1 44 62 1 49 72
2 33 46 3 42 69
3 54 88 4 60 74
5 65 35 5 34 69
1 68 19 2 49 18
3 65 33 5 51 19
4 84 35 9 64 26
5 78 39 12 96 54
1 77 80 1 81 15
4 48 77 4 50 46
5 50 75 6 73 46
7 68 6 8 73 57
1 37 72 6 57 36
6 61 49 8 64 29
10 58 35 9 68 25
12 64 45 10 77 37

AN-1

AN-3

MIU-2

MIU-3

MIU-4

観測孔 観測区間
水頭変化量(cm)

観測孔 観測区間
水頭変化量(cm)

DH-7

DH-11

DH-13

 
 

6.4.1 章の結果から，東濃地域は膨張域であることから，ここで求められた水

頭変化量の解析値は，いずれも地下水圧の低下量を意味している。一方，検討

対象の観測孔では，いずれも地下水圧が低下しており，解析結果は観測結果と

整合的である。また，解析値から得られた水頭変化量は数 10cm のオーダーで

あり，観測値とも概ね整合している。 

 

6.4.3 考察 

上述の結果から，研究坑道掘削に伴う人為的な影響が小さい領域において地

震発生直後に生じた地下水圧の変化は，地震に伴い生じた静的体積歪の変化と

整合的であることが確認された。また，研究所用地周辺においても，S200_13

断層の南西側に位置する観測区間では，地震直後にステップ状の地下水圧の低

下が確認されている。これらのことから，地震発生直後の地下水圧は，地震に

よって生じる体積歪変化により変化していると推測される。 

一方で，研究所用地周辺のいくつかの観測孔では，地震発生直後から地下水

圧が上昇している。また，研究所用地周辺以外の観測孔でも確認される，地震

発生から 1 日目以降に生じている地下水圧の上昇や低下については，ここで得

られた地震に伴う静的体積歪の変化とは整合していない。これらの地下水圧の
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変化については，断層や岩盤の透水性の変化，地震直後の体積歪変化により生

じた応力変化あるいは地震の余効変動に伴う体積歪の変化の影響で生じた可能

性が考えられる。また，観測区間毎の地下水圧の上昇，低下傾向やその変化量

の違いについては，岩盤の不均質性の影響により異なる可能性が考えられる 39)。 

 

6.5 長期的な地下水圧変化による地下水流動の評価 

地震に伴う地下水圧の変化が地下水流動特性の変化に与える影響は，その発

生要因により大きく異なる。また，その変化が累積することにより，長期的な

地下水流動環境は異なる状況になると考えられる。そこで，地震に伴う地下水

圧の変化が，地下水流動環境の長期安定性に与える影響について検討する 40)。 

地点ごとの地下水圧の変化は動水勾配の変化として大局的な地下水流動特性

に影響を与えると考えられる。したがって，大局的な地下水流動方向に沿って

配置されており，かつ，研究坑道掘削に伴う人為的な地下水圧変化の影響が少

ない DH-9 号孔，MIU-3 号孔，AN-1 号孔と，地下施設建設に伴う人為的な地

下水圧の変化が生じている瑞浪超深地層研究所の 09MI17-1 号孔，09MI-19 号

孔での地下水圧の変化を対象として検討を行う。図 6.5.1 に観測孔の位置を示す。 

 
図 6.5.1 観測孔位置図 
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6.5.1 地震に伴う地下水圧の長期変化 

東濃地域では，東北地方太平洋沖地震以外にも，複数の地震で地震後の地下

水圧の変化が確認されている。以下に，各観測孔での地下水圧変化示す。 

①DH-9 号孔 

DH-9 号孔では，2002 年 9 月から 2006 年 3 月まで，おおよそ 1 ヶ月に 1 度

の頻度で地下水の水圧計測・採水作業が行われており，その後，2009 年 2 月か

ら地下水圧の連続観測が実施されている。観測結果を図 6.5.2 に示す。 

DH-9 号孔では，駿河湾地震（2009 年 8 月 11 日），東北地方太平洋沖地震（2011

年 3 月 11 日）および岐阜県美濃東部地震（2011 年 12 月 14 日）において地下

水圧の変化が確認された。また，スマトラ北部西方沖地震（2012 年 4 月 11 日），

三陸沖地震（2012 年 12 月 7 日）でも僅かに地下水圧の変化が確認された。 

DH-9 号孔で観測された地震後の地下水圧の変化は，いずれも低下傾向にあっ

た。また，定期的な地下水の水圧計測・採水作業を実施していた期間に発生し

た十勝沖地震（2003 年 9 月 26 日），紀伊半島沖地震（2004/9/5）の前後でも地

下水圧の低下が確認できることから，これらの地震についても地下水圧の低下

が生じていたと考えられる。 

 

 
図 6.5.2 DH-9 号孔における地下水圧観測結果 
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②MIU-3 号孔 

MIU-3 号孔は低透水性断層である月吉断層と交差しており，No.1 区間，No.4

区間は月吉断層南側，No.6 区間，No.8 区間は月吉断層北側に位置する。MIU-3

号孔では 2000 年 12 月から地下水圧の連続観測が実施されている。正馬様用地

では 2002 年 3 月まで MIU-3 号孔周辺のボーリング孔で調査が実施されており，

2002 年 3 月までの地下水圧の変化には，調査による人為的な影響が確認できる。

また，本孔では，2002 年 2 月から 2003 年 3 月まで観測機器の不具合によるデ

ータ欠損が生じているため，ここでは，2003 年 3 月以降の観測データを対象と

する。図 6.5.3 に観測結果を示す。 

MIU-3 号孔では紀伊半島沖地震（2004/9/5），駿河湾地震（2009 年 8 月 11

日），東北地方太平洋沖地震(2011 年 3 月 11 日）および岐阜県美濃東部地震（2011

年 12 月 14 日）において地下水圧の変化が確認された。また，三陸沖地震（2012

年 12 月 7 日）においても僅かながら地下水圧の変化が確認された。 

MIU-3 号孔で観測された地震後の地下水圧の変化は，月吉断層北側では上昇，

南側では低下しており，断層を挟んで変化傾向が異なる。なお， 2005 年 8 月

以降，月吉断層南側の観測区間では研究坑道掘削に伴う地下水圧の変化が確認

されていることから，2005 年以降に確認された地下水圧の変化には，地震に伴

う影響のほか，研究坑道掘削に伴う変化も含まれている。 

 
図 6.5.3 MIU-3 号孔における地下水圧観測結果 
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③AN-1 号孔 

AN-1 号孔は低透水性断層である月吉断層の南側に位置する。AN-1 号孔では

1999 年 9 月から観測が開始されている。同孔周辺では，2002 年 3 月までボー

リング調査が実施されており，2003 年 11 月頃まで，その影響と考えられる地

下水圧の変化が観測されている。図 6.5.4 に観測結果を示す。 

AN-1 号孔では十勝沖地震（2003 年 9 月 26 日），紀伊半島沖地震（2004 年 9

月 5 日），駿河湾地震（2009 年 8 月 11 日），東北地方太平洋沖地震（2011 年 3

月 11 日）および岐阜県美濃東部地震（2011 年 12 月 14 日）において地下水圧

の変化が確認された。なお，DH-9 号孔，MIU-3 号孔で確認された三陸沖地震

（2012 年 12 月 7 日）については，データ欠損のため確認できない。 

AN-1 号孔で観測された地震後の地下水圧の変化は，いずれの地震においても

低下している。なお，MIU-3 号孔と同様に，AN-1 号孔についても，2005 年 8

月以降の観測データには研究坑道掘削に伴う地下水圧の影響も含まれている。 

 
図 6.5.4 AN-1 号孔における地下水圧観測結果 

 

④09MI17-1 号孔および 09MI19 号孔 

09MI17-1 号孔，09MI19 号孔は，瑞浪超深地層研究所の換気立坑近傍の深度

300m 地点から掘削されており，09MI17-1 号孔は換気立坑壁面から約 3m，

09MI19 号孔は換気立坑壁面から約 9m に位置する。図 6.5.5 に両孔の位置を示
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す。09MI17-1 号孔は 2009 年 5 月，09MI19 号孔は 2009 年 6 月に観測が開始

されている。両孔では，研究坑道の掘削やグラウト工，研究坑道内でのボーリ

ング孔掘削，調査などによる地下水圧の変化が観測されている。図 6.5.6，図

6.5.7 に観測結果を示す。 

 

図 6.5.5 09MI17-1 号孔および 09MI19 号孔の位置図 

 

 
図 6.5.6 09MI17-1 号孔における地下水圧観測結果 
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図 6.5.7 09MI19 号孔における地下水圧観測結果 

 

両孔では，駿河湾地震（2009 年 8 月 11 日），東北地方太平洋沖地震（2011

年 3 月 11 日）および岐阜県美濃東部地震（2011 年 12 月 14 日）において地下

水圧の変化が確認された。 

両孔で観測された地震に伴う地下水圧の変化は，いずれの地震においても地

下水圧の上昇が確認できる。特に，東北地方太平洋沖地震では 09MI17-1 号孔

で約 9m，09MI19 号孔で約 15m の地下水圧の上昇が確認されており，前出の

観測孔に比べ格段に大きな変化が確認された。 

 

⑤地震に伴う地下水圧の変化の特徴 

各観測孔で観測された地下水圧の変化は，いずれの地震においても数週間か

ら 1 年程度で変化のピークを迎え，その後，徐々に地震前の水圧に回復する傾

向を示した。例として，図 6.5.8 に DH-9 号孔での駿河湾沖地震後の地下水圧の

変化を示す。このことから，地震に伴う地下水圧の変化は，恒常的に継続する

ものではなく，時間経過に伴い徐々に解消されていくと考えられる。しかしな

がら，例えば，駿河湾沖地震後の DH-9 号孔 No.2 区間のように，全ての地震に

伴う地下水圧の変化が，地震前の状態にまで回復しているわけではなく，地下

水圧の変化が回復する前に新たな変化が生じている場合もある。このような場



117 
 

合，地震に伴う地下水圧の変化が累積し，長期的には地下水流動特性に変化を

与える可能性がある。 

 
図 6.5.8 地震に伴う地下水圧の変化とその後の回復（DH-9 号孔での例） 

 

6.5.2 地震に伴う動水勾配の長期変化 

地震に伴う地下水圧の変化が場所ごとに異なり，また，その変化が累積する

場合，長期的に見れば地下水流動の駆動源となる動水勾配が変化することとな

る。したがって，上述した地下水圧の変化を動水勾配の変化として整理し，地

下水流動特性の変化について検討を行う。 

MIU-3 での地下水圧の変化から，低透水性の月吉断層を境に地下水圧が大き

く異なっていることが確認される。このことは，月吉断層は大局的な地下水流

動に対する遮水機能を有する水理地質構造として機能しており，断層北側と南

側で異なる地下水圧分布を持つ地下水流動場が形成されていると考えられる。

したがって，ここでは，月吉断層北側，南側それぞれの領域毎に検討を行う。

また，人為的な地下水圧の変化が生じている研究所用地周辺については，動水

勾配の変化および研究坑道への湧水量の変化について検討を行なう。なお，広

域の地下水流動における動水勾配は地下水圧分布の最大勾配であるため，厳密

には 3 次元的な地下水圧分布を考慮する必要がある。本研究対象領域の大局的

な地下水流動方向は北東から南西方向と推定されていることから 41)，大局的な

地下水流動方向に沿って配置されている観測孔を対象として求められる 2 孔間

の動水勾配（見かけの動水勾配）は，研究対象領域の地下水圧分布の最大勾配

と概ね一致していると考えられる。ここでは，大局的な地下水流動方向に沿っ

て配置される DH-9 号孔，MIU-3 号孔，AN-1 号孔を対象とし，これらの観測

孔間の「見かけの動水勾配（以下，動水勾配）」を基に検討を進めることとする。 
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①月吉断層北側の動水勾配の変化 

月吉断層北側には，DH-9 号孔の全ての観測区間および MIU-3 号孔 No.6，

No.8 区間が配置されている。ここでは，両孔の観測区間のうち，おおむね同一

の標高となる DH-9 号孔 No.9 区間と MIU-3 号孔 No.6 区間の観測結果から動

水勾配を算定した。図 6.5.9 に DH-9 号と MIU-3 号孔間の動水勾配の算定結果

を示す。 

DH-9 号孔－MIU-3 号孔間の動水勾配は，継続的に低下する傾向を示してい

る。両孔では，十勝沖地震，紀伊半島沖地震，駿河湾地震，東北地方太平洋沖

地震，岐阜県美濃東部地震で明瞭な地下水圧の変化が確認されているが，これ

らの地震後には動水勾配が小さくなっていることが確認できる。また，十勝沖

地震，紀伊半島沖地震，駿河湾地震における動水勾配の変化は，時間経過とと

もに，2003 年 6 月から 2005 年 5 月までの観測結果の外挿から推定される動水

勾配（図 6.5.9 の赤色破線）へと収束している。このことから，十勝沖地震，紀

伊半島沖地震，駿河湾地震に伴う動水勾配の変化は一時的であり，時間経過に

伴い地震前の状態へと回復するといえる。 

 

 

図 6.5.9 DH-9 号孔－MIU-3 号孔間の動水勾配 

 

東北地方太平洋沖地震，岐阜県美濃東部地震に伴う動水勾配の変化は，一旦

は 2003 年 6 月から 2005 年 5 月までの観測結果の外挿から推定される動水勾配

（図 6.5.9 の赤色破線）へと回復するものの，その後は 2003 年 6 月から 2005

年 5 月までの観測結果の外挿から推定される動水勾配とは異なる値へと変化し

ている。 
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②月吉断層南側の動水勾配の変化 

月吉断層南側には，MIU-3 号孔 No.1，No.4 区間および AN-1 号孔の全区間

が配置されている。月吉断層南側については，MIU-3 号孔 No.1 区間と AN-1

号孔 No.1 区間の観測結果から動水勾配を算定した。図 6.5.10 に MIU-3 号孔と

AN-1 号孔の間の動水勾配の算定結果を示す。図中の 2001 年 3 月から 2003 年

4 月までの間に見られる動水勾配の大きな変化は，正馬様用地内におけるボー

リング調査に伴う人為的な影響によるものである。 

MIU-3 号孔－AN-1 号孔間でも，動水勾配は継続的に低下する傾向を示して

いる。両孔では，十勝沖地震，紀伊半島沖地震，駿河湾地震，東北地方太平洋

沖地震，岐阜県美濃東部地震で地下水圧の変化が確認されており，これらの地

震後には動水勾配が大きくなっていることが確認できる。一方で時間経過とと

もに，これらの変化は 2003 年 4 月から 2005 年 8 月までの観測結果の外挿から

推定される動水勾配（図 6.5.10 の赤色破線）へと収束している。 

 

 

図 6.5.10 MIU-3 号－AN-1 号孔間の動水勾配 

 

③研究所用地周辺の動水勾配の変化 

研究所用地周辺については，換気立坑近傍に位置する 09MI17-1 号孔と

09MI19 号孔から動水勾配を算定した。図 6.5.11 に 09MI17-1 号孔と 09MI19

号孔での動水勾配の算定結果を示す。両孔は，瑞浪超深地層研究所の換気立坑

深度 300m ボーリング横坑から掘削されており，共に同一標高(EL-148.7m)に

観測区間が設定されている。研究所用地周辺では研究坑道掘削での排水により

研究坑道に向かう人為的な地下水流動が生じており，研究坑道に近づくほど大

きな地下水圧の低下が生じている。よって，研究坑道から離れた位置にあり地
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下水圧の高い 09MI19 号孔を上流側，研究坑道に近く地下水圧の低い 09MI17-1

号孔を下流側として動水勾配を算定した。両孔では立坑掘削や深度 400m 水平

坑道でのボーリング調査に伴う湧水の影響等による地下水圧の変化が生じてお

り 18),19)，特に，換気立坑に近い 19MI17-1 号孔で，これらの人為的な作業に伴

う地下水圧の低下が顕著である（図 6.5.6 参照）．この結果，両孔間では 2011

年 1 月頃まで継続的な動水勾配の上昇が生じている。両立坑が深度 500m に達

した 2011 年 4 月以降についても，地下水圧は両孔とも低下しているものの（図

6.5.6，図 6.5.7 参照），動水勾配は比較的安定する傾向を示す（図 6.5.11）．2011

年 4 月から 2012 年 3 月までの期間は換気立坑周辺での坑道掘削等の作業が少

なく立坑掘削の進捗に伴う 09MI17-1 号孔の地下水圧の変化が小さかったこと

から，動水勾配が安定する傾向にあったと考えられる 19)。 

 

 
図 6.5.11 09MI19 号孔－09MI17-1 号孔間の動水勾配 

 

駿河湾沖地震の前後は立坑掘削や深度400m水平坑道でのボーリング調査に

伴う地下水圧の変化が生じているため，地震に伴う動水勾配の変化を特定する

ことは難しい。東北地方太平洋沖地震については，地震発生から6ヶ月程度の間

は動水勾配が上昇，その後，緩やかに低下しつつ安定する傾向にあった。岐阜

県美濃東部地震では，地震発生から約2ヶ月の間，動水勾配が上昇し，その後は

東北地方太平洋沖地震と同様に緩やかな低下～安定する傾向が確認された。な

お，2012年4月以降については，深度500mでの研究坑道掘削や坑道内でのボー

リング孔掘削，グラウト工事などの影響による動水勾配の変化が生じている。 
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6.5.3 地震に伴う動水勾配の変化と湧水量の変化 

研究坑道では，東北地方太平洋沖地震，岐阜県美濃東部地震において研究坑

道への湧水量の変化が観測された。図 6.5.12 に換気立坑への湧水量の変化を示

す。なお，図には換気立坑近傍の 09MI19 号孔－09MI17-1 号孔間の動水勾配も

併せて示す。 

東北地方太平洋沖地震前の湧水量は 296.4m3/日，動水勾配は約 9.6（いずれ

も 2011 年 2 月 9 日から 2011 年 3 月 10 日までの 30 日間の平均）であり，ほぼ

安定していた。東北地方太平洋沖地震の発生により湧水量，動水勾配は変化し，

地震直後から 1 ヶ月間（2011 年 3 月 11 日から 2011 年 4 月 9 日）の湧水量の

平均値は 359.0 m3/日，動水勾配の平均値は 10.4，湧水量の増加のピーク前後

の 1 ヶ月間（2011 年 5 月 1 日から 2011 年 5 月 30 日）の湧水量の平均値は 375.8 

m3/日，動水勾配の平均値は 10.7，動水勾配の増加のピーク前後の 1 ヶ月間（2011

年 8 月 1 日から 2011 年 8 月 30 日）湧水量の平均値は 351.5m3/日，動水勾配の

平均値は 10.9，動水勾配の低下傾向となる 1 ヶ月間（2011 年 10 月 1 日から 2011

年 10 月 30 日）の湧水量の平均値は 336.5 m3/日，動水勾配の平均値は 10.8 で

あった。 

 

 

 

図 6.5.12 地震に伴う湧水量の変化 
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岐阜県美濃東部地震についても湧水量，動水勾配は変化しており，地震の直

前の 1 ヶ月間（2011 年 11 月 14 日から 2011 年 12 月 13 日）の湧水量の平均値

は 329.1m3/日，動水勾配の平均値は 10.9 であったのに対し，地震発生から 1

ヶ月間（2011 年 12 月 14 日から 2012 年 1 月 12 日）の湧水量の平均値は 342.1 

m3/日，動水勾配の平均値は 11.3 と増加し，湧水量が減少に転じた 2012 年 3

月 31 日時点の湧水量は 323.0m3/日，動水勾配は 11.21 であった。 

これらの結果について，各地震発生前の 1 ヶ月の湧水量，動水勾配を基準と

して，上述した各期間の湧水量，動水勾配の変化率を表 6.5.1 に整理する。東北

地方太平洋沖地震では湧水量の増加のピークは地震発生から約 2 ヶ月後である

のに対し，動水勾配の増加のピークは地震発生から約 5 ヵ月後であった。また，

岐阜県美濃東部地震では，湧水量，動水勾配の増加のピークはいずれも地震後 1

ヶ月の間であった。 

 

表 6.5.1 地震に伴う湧水量，動水勾配の変化率 

(a)東北地方太平洋沖地震における変化率 

東北地方太平洋沖地震
2011/2/9～
2011/3/10

2011/3/11～
2011/4/9

2011/5/1～
2011/5/30

2011/8/1～
2011/8/30

2011/10/1～
2011/10/30

湧水量（m3/日) 296.4 359.0 375.8 351.5 336.5
動水勾配(-) 9.6 10.4 10.7 10.9 10.8
変化率（湧水量) 1.00 1.21 1.27 1.19 1.14
変化率(動水勾配） 1.00 1.08 1.11 1.14 1.13  

(b)岐阜県美濃東部地震における変化率 

岐阜県美濃東部地震
2011/11/14～
2011/12/13

2011/12/14～
2012/1/12

2012/3/31

湧水量（m3/日) 329.1 342.1 323
動水勾配(-) 10.9 11.3 11.21
変化率（湧水量) 1.00 1.04 0.98
変化率(動水勾配） 1.00 1.04 1.03  

 

6.5.4 考察 

本研究の対象領域内で観測された地震に伴う地下水圧の変化について，King 

C.-Y. et.al42)，Asai43)は本研究の対象領域内で生じた地震における地下水圧の変

化は，低透水性断層や断層周辺部の割れ目帯などでの透水性の一時的な増加に

よって生じ，この透水性の変化が地震前の状態に戻ることにより，地下水圧も
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地震前の状態へと回復すると解釈している。本研究で示した十勝沖地震，紀伊

半島沖地震，駿河湾地震における月吉断層近傍での地下水圧は，大局的な地下

水流動の上流側での地下水圧の上昇と下流側での地下水圧の低下を示している

ことから(図 6.5.3)，地震に伴う月吉断層の透水性の低下を示唆しており，King 

C.-Y. et.al42)や Asai43)の結果とは異なるように見える。しかしながら，これら

の変化を大局的な地下水流動に沿った方向の動水勾配の変化として整理すると，

いずれの地震後も動水勾配は一時的に変化しているものの，時間経過に伴い地

震前の動水勾配の変化傾向へと戻っている。したがって，King C.-Y. et.al42)や

Asai43)らが示した岩盤の透水性の増加や本研究で観測された月吉断層の透水性

の低下は短期間で回復し，大局的な地下水流動特性の長期的な変化に対して大

きな影響を与えていないと解釈することができる。 

これらのことから，観測値から数百 km 以上離れた遠方で発生した M6～M8

クラスの地震に伴う変化は，長期的には地下水流動の変化に与える影響は小さ

いと評価できる可能性がある。 

2011 年の東北地方太平洋沖地震については，地下水圧の変化は十勝沖地震，

紀伊半島沖地震，駿河湾地震と同様に地震直後に上昇または低下し，その後，

地震前の状態へと回復する傾向を示す。また，研究領域のごく近傍で生じた岐

阜県美濃東部地震についても，地下水圧は他の地震と同様の変化傾向を示す。

しかしながら，動水勾配の変化としてみると，月吉断層北側では，東北地方太

平洋沖地震から約 2 年経過後の動水勾配は地震前の変化傾向よりも大きい状態

にあり（図 6.5.9），地震前の状態へと回復していない。 

東北地方太平洋沖地震における研究坑道への湧水量と研究坑道周辺の動水勾

配の変化との関係を見ると，湧水量の増加のピーク（2011 年 5 月 1 日～2011

年 5 月 30 日）と動水勾配の増加のピーク（2011 年 8 月 1 日～2011 年 8 月 30

日）は異なり，湧水量の増加のピークは動水勾配の増加のピークより約 3 ヶ月

早い（表 6.5.1(a)）。湧水量の変化が岩盤の透水性の変化と動水勾配の変化の積

に比例すると考えると，岩盤の透水性の変化は地震発生から約 2 ヶ月以内にピ

ークを迎えたと考えられる。また，岐阜県美濃東部地震前（2011 年 10 月 1 日

～2011 年 10 月 30 日）には湧水量の変化率と動水勾配の変化率は概ね等しい（表

6.5.1(a)）。このことは，岩盤の透水性の変化は地震発生から約 7 ヶ月程度で地
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震前の透水性へと回復している可能性を示唆している。さらに，岐阜県美濃東

部地震後については，地震発生後の湧水量の変化率と動水勾配の変化率は概ね

等しい（表 6.5.1(b)）。このことは，岐阜県美濃東部地震における岩盤の透水性

の変化は，ごく短期間で地震前の状態に回復している可能性を示唆しており，

これらの結果は，既往の研究 41), 42)とも整合的な結果であるといえる。これらの

ことから，地震に伴い岩盤の透水性の変化が生じたとしても，その変化は比較

的短期間で地震前の状態へと回復する可能性があると考えられる。しかしなが

ら，東北地方太平洋沖地震は M9 クラスの超巨大地震であり，岐阜県美濃東部

地震は M5 クラスではあるものの観測地点のごく近傍で発生した地震であり，

いずれも特徴的な地震であり，現時点での地下水圧および動水勾配は地震前の

状態へ回復しているとは言いがたい。したがって，これら特徴的な地震に伴う

影響を評価するためには，今後も観測データを蓄積し，検討を継続する必要が

あると考えられる。 

 

6.6 第 6 章のまとめ 

本章では，東濃地域で観測された地震に伴う地下水圧の変化が地下水流動特

性の変化に与える影響について検討を行った。その結果，地震直後の地下水圧

の変化と地震に伴う静的体積歪の変化は，おおむね整合的であることが明らか

となった。このことから，遠方で生じた地震直後の地下水圧の変化は，地震に

伴う静的体積歪の変化に起因すると解釈することができる。 

一方で，その後の地下水圧の変化は，地震直後に生じた静的体積歪の変化だ

けでは説明することができないことも明らかとなった。このことから，地震後，

数週間から 1 年程度継続する地下水圧の変化については，岩盤や断層の透水性

の変化，地震直後の体積歪変化により生じた応力場の変化や地震の余効変動に

よる新たな体積歪の変化などの要因により生じた可能性が考えられる。 

これらの地下水圧の変化に伴う大局的な地下水流動方向の動水勾配は，地震

直後に変化が生じるものの，十分遠方で発生した M7～M8 クラスの地震につい

ては時間経過に伴い概ね地震前の状態へと収束することが確認された。このこ

とから，これらの地震に関しては東濃地域で観測された地震に伴う地下水流動

特性の変化は一時的なものであり，長期的な地下水流動特性の変化に対しては
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大きな影響を与えないと考えられた。一方で，M9 クラスの超巨大地震や観測地

点のごく近傍で生じた M5 クラスの地震については，一部で地震前と異なる動

水勾配の変化傾向が確認されたことから，広域の地下水流動特性に対して，前

述の地震とは異なる影響を与えている可能性がある。これらの地震に伴う影響

については，今後も観測を継続し，その影響について検討を継続する必要があ

る。 

本章で示した結果は事例の 1 つであり，地震に伴う地下水圧変化の全ての現

象を説明するまでには至っていない。本章で示した変化は低透水性断層などに

囲まれた地下水流動場ごとに異なる可能性があることも考えられることから 35)，

岩盤の透水性や静的体積歪の変化など地下水圧の変化以外の情報も蓄積し，地

下水流動特性の長期安定性の観点から，地震に伴う地質環境の変化が広域的な

地下水流動特性の変化に与える影響について検討する必要がある。また，地震

に伴う地下水圧の変化は，本研究の対象領域以外にも多くの地域で報告されて

いる。今後は，他の地域においても本研究と同様の評価を進め，地震に伴う地

下水圧の変化の要因や地震に伴う地下水圧の変化が地下水流動特性に与える影

響を評価する必要があると考える。 
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7. 地下水流動特性の変化を把握するためのモニタリング方法の検討 

 

7.1 はじめに 

地下施設建設に伴う地下水圧などの変化は，当然のことながら施設建設の開始

に伴って生じる。この変化を観測するためには，地下施設の建設開始前に観測

網の整備を行う必要がある。観測網の整備にあたっては，目的に応じて観測項

目，観測方法および観測位置を決定する必要がある。また，観測開始にあたっ

ては，目的に応じたデータが取得できる期間を考慮する必要がある。 

第 1 章でも述べたように，高レベル廃棄物の地層処分事業における地質環境の

モニタリングでは，事業の段階に応じて観測の目的が設定される。例えば，地

下施設建設前の初期調査段階（概要調査および精密調査前半（地上からの調査

段階））では，地質環境の理解や地下施設建設前の地質環境，周辺環境などの状

態推移（いわゆる，初期ベースライン）の把握が主な目的であり，地下施設建

を伴う調査段階（精密調査後半（地下施設を利用した調査段階））では，調査施

設建設に伴う地質環境の変化の把握とそれに基づく地質環境の理解の向上や建

設に伴う周辺環境への影響予測，地下施設の建設・操業・閉鎖段階では処分シ

ステムの安全性評価や施設閉鎖措置計画，閉鎖措置の確認，周辺環境への影響

の把握，閉鎖後は事業停止に係る安全性確認などが主な目的となると考えられ

る。また，これら技術的な要件のみならず，公衆の理解や合意形成，意思決定

に必要な情報の提供を目的としたモニタリングも必要となるであろう。 

上述した各段階でのモニタリングの目的に対して観測項目や観測方法，観測位

置を決定するためには，地質環境に関する情報や，その変化の予測などの情報

が必要である。しかしながら，これらの情報は，事業の進展に応じてその量が

蓄積されていくものであり事業の段階によって情報量は異なり，得られる情報

の質も段階毎に異なる。したがって，事業初期段階では限られた情報を基にモ

ニタリング計画が策定され，観測網が整備されることとなる。本研究では，施

設建設に伴うモニタリングデータを用いた地下水流動特性の評価方法や地下水

流動特性の長期安定性に関する評価方法について提案した。ここでは，本研究

での知見を踏まえ，事業段階に応じた効果的なモニタリング方法に関する検討

を行う。 
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7.2 概要調査段階における地下水モニタリング 

事業初期の概要調査での主な目的は，地質環境の理解と初期ベースラインの把

握である。この段階では，地下水流動の涵養域から流出域までを含む広い範囲

を対象とした地層の広がりや大局的な地下水流動特性などの概略的な地質環境

の理解から，地下施設周辺の地質環境の理解へと調査目的が移ることに従い，

調査対象となる範囲や調査対象が異なると想定される。 

 広域を対象とした地下水流動特性の理解では，まず，文献情報に基づき水理

地質概念モデル，水理地質構造モデルが構築され，地下水流動解析が実施され

る。これらの情報から，大局的な地下水流動に影響を及ぼす重要な水理地質構

造などが評価され，これらを対象とした物理探査やボーリング調査が実施され

る。ここでの地下水モニタリングの役割は，涵養域，流出域の把握，地下水流

動方向と動水勾配の把握となる。よって，この段階での地下水モニタリングは

地下水流動解析などから予測される地下水流動方向に沿ったボーリング孔での

地下水圧の観測が重要となる。したがって，この段階で実施されるボーリング

調査は，地下水流動解析から得られる大局的な地下水流動方向に沿った直線上

の位置で実施することが望ましいと考えられる。 

初期ベースラインの把握の目的に対しては，季節変動など天然現象に起因す

る変化の把握が重要となるが，地震に起因する地下水圧の変化が地下水流動特

性の長期安定性に与える影響の評価では動水勾配の変化を捉えることが有効で

あることからも，地下水流動方向に沿った地下水の水圧観測は重要となる。ま

た，地震に伴う地下水圧の変化の要因として，岩盤の体積歪の変化が想定され

る。地下水圧の観測と同時に，岩盤の体積歪変化の長期モニタリングを行うこ

とで，地震に伴う地下水圧の変化に関する理解が進むと考えられる。この段階

での地下水モニタリングの概念図を図 7.2.1 に示す。 

これらのことから，概要調査段階での地下水モニタリングでは，以下の点が

重要と考えられる。 

(1)大局的な地下水流動方向の直線上に沿った地下水圧の観測網の整備（ベ

ースライン情報の取得，地震に伴う影響の評価） 

(2)岩盤の体積歪変化のモニタリング（地震に伴う地下水圧変化の理解） 
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図 7.2.1 概要調査段階での地下水モニタリング（概念図） 

 

7.3 精密調査前半（地表からの調査段階）における地下水モニタリング 

精密調査前半（地表からの調査段階）での地下水モニタリングの目的は，ベ

ースラインモニタリングと地下施設周辺における地質環境の理解である。 

地下施設周辺のおける地下水流動特性の理解では，処分システムの安全性や

地下施設建設に伴う影響の評価において重要な水理地質構造を推定することが

重要となる。よって，この段階では，これらに影響を与える水理地質構造を対

象とした調査が実施されると考えられる。ここで，留意すべきは，ボーリング

孔は地下深部と地表をつなぐ経路となりうることである。特に，低透水性の水

理地質構造を貫くボーリング孔は，本来，地下水の移動を妨げ，地下水流動特

性の変化の広がりを抑制する水理バリアの機能を低下させる可能性がある。し

たがって，この段階でのボーリング調査は必要最低限の本数とする必要がある。 

段階初期においては，地表傾斜のモニタリングが有効である。地下施設を建

設する場合，施設設計のために必要となる岩盤の諸物性を取得するためのパイ

ロットボーリングが行われると考えられる。このパイロットボーリングから長

期間の揚水を行い，揚水に伴う地表の微小な変化をモニタリングすることで，

地下水流動を規制する大規模な水理地質構造を抽出し，その情報に基づいた処

分システムの安全性や施設建設の影響を評価する上で重要な水理地質構造の優

先度を設定し，ボーリング調査を実施することが効果的と考えられる。 

第 4 章に示したとおり，低透水性の水理地質構造近傍では，地下水圧の変化

の違いが明瞭に確認できる。したがって，低透水性と推定される水理地質構造
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を対象とした調査では，孔間の水圧応答を利用した調査が有効である。また，

低透水性の水理地質構造の両側にボーリング孔を配置することで，次段階の地

下施設建設に伴う水圧変化を利用した水理地質構造の推定においても非常に効

果的なデータが取得できる。しかしながら，低透水性の水理地質構造の反対側

に地下水圧の変化を生じさせるためには，非常に大きなインパクトが必要とな

り，また，試験には長期間を要することが考えられる。このような場合は，対

象となる水理地質構造の推定位置周辺での地表傾斜観測を密に行い，地表傾斜

の変化による水理地質構造の推定も合わせて行うことで，推定結果の信頼性を

向上することができる。 

処分システムの安全性などの技術的な要件から重要度が低い水理地質構造に

関しては，この段階ではボーリング調査の対象とせず，施設建設に伴う地下水

の水圧変化を用いた評価を前提として観測孔を配置することも効果的と考えら

れる。この場合は，観測区間を決定するための最低限の調査量とすることが可

能であり，調査時間や調査費用に与える負担を抑えることができる。 

これらのことから，精密調査前半（地表からの調査）段階での地下水モニタ

リングでは，以下の点が重要と考えられる。 

(1)広範囲な地表傾斜観測網の整備（初期段階での大規模な水理地質構造の

把握） 

(2)重要な水理地質構造を挟んだ領域での地下水圧の水圧観測と密な地表傾

斜観測網の整備（水理地質構造の透水性の把握） 

(3)施設建設時の地下水モニタリングのための観測網の整備（施設建設中に

行う重要度の低い水理地質構造の評価などを考慮） 

 

7.4 精密調査後半段階以降における地下水モニタリング 

精密調査後半（地下施設を利用した調査段階）および処分施設の建設，操業，

閉鎖段階では，処分システムの安全性や施設建設に伴う地質環境の変化に対す

る影響を大きく左右する重要な水理地質構造に関する調査，評価は概ね終了し

ていると考えられる。一方で，処分システムの安全性や施設建設に伴う地質環

境への変化に対する影響が小さな水理地質構造については，水理地質構造モデ

ルに与えるパラメータの幅などを考慮した地下水流動解析の結果のみから評価
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されており，データに基づく直接的な評価が行われていないことが想定される。

また，地下施設建設に伴う影響は，地表から実施する各種調査と比べ，地質環

境に対して格段に大きな擾乱を与え，その影響範囲も広い。したがって，この

段階では，前段階までの調査では検出されなかった水理地質構造による影響が

初めて生じる可能性がある。未知の水理地質構造の存在や，調査データの伴わ

ない評価は，公衆の理解や合意形成，意思決定において大きな障害となる可能

性があることから，技術的な要件から必要となる情報のみならず，大衆の合意

形成や意思決定を助けるための情報を蓄積することが重要となる。 

精密調査後半では，前段階までの予測結果の確認とそれを通じた水理地質構

造モデルの妥当性の確認など，技術的な要件に関する確認が行われる。これら

に必要な地下水モニタリング結果は，これまでの段階で整備された観測網で取

得できる。この際，地下水流動特性の変化を直接反映する地下水圧の変化のみ

ならず，地下水流動特性の変化を間接的に反映する地表傾斜の変化を組み合わ

せた水理地質構造の推定は，推定結果の信頼性の向上に寄与するものと期待し

ている 1),2)。 

また，公衆の理解や合意形成を得るためのアプローチとしては，施設建設に

伴う影響が広範囲に広がることを利用し，処分システムの安全性を損なわない

領域を対象として，ここまでの段階で実施した地下水流動特性の評価方法の妥

当性を確認するための調査の実施や観測網の拡充が有効であると考えられる。 

地層処分システムの安全性の評価は，処分場下流側領域が主な対象となる。

したがって，処分場の下流側となる領域でのボーリング孔掘削は必要最低限に

留め，安全性の低下をもたらす要因となる行為を避けることが望まれる。一方

で，地下水流動の上流側は，地下水の水質変化など処分システムの安全評価の

前提条件が変わらない範囲での調査活動は許容されると考えられる。よって，

例えば，地下施設上流側の調査データが得られていない技術的には重要度の低

い水理地質構造を対象として新たな地下水圧の観測網や地表傾斜の観測網を整

備し，その結果を用いた水理地質構造の評価を行うことで，一連の調査，モデ

ル化，解析手法で用いた水理地質構造の推定手法の妥当性を確認することがで

きる。このように，技術的要件では必ずしも重要ではない水理地質構造の推定

方法や推定結果の妥当性を示すことは，調査，評価手法の妥当性を示すための
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デモンストレーションとなり，公衆の理解や合意形成を得るための効果的な情

報になり得ると考える。 

これらのことから，地下施設建設以降での地下水モニタリングでは，以下の

観測が効果的と考えられる。 

(1)前段階からの地下水モニタリングの継続（技術的要件の確認） 

(2)未知の水理地質構造の検出に備えた地表傾斜観測網の拡充（地下水流動

に影響を及ぼす水理地質構造の推定） 

(3)重要度の低い水理地質構造の評価のための調査や観測網の整備（公衆の

理解や合意形成を得るための情報の取得） 

 

図 7.4.1 精密調査から施設建設における地下水モニタリングの概念 
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7.5 第 7 章のまとめ 

 本章では，本研究での知見を踏まえ，事業段階に応じた効果的なモニタリン

グ方法に関する検討を行なった。高レベル放射性廃棄物の地層処分事業では，

安全性の評価をはじめとする技術的な要件のみならず，公衆の理解促進や合意

形成といった社会的な要因から求められる情報が必要となる。そのためには，

事業段階に応じた必要最低限の情報のみならず，それを補う情報が重要となる。 

地下水圧の変化といった地下水流動の変化を直接反映した１つの根拠だけで

なく，本研究で提案した地表傾斜という間接的に地下水流動の変化を反映した

異なる情報を組み合わせて地下水流動特性を評価することで，予測や解析結果

の信頼性を示すことができると考えられる。また，地下水の水質の変化 3)，自

然電位の変化 4)なども含めた間接的な情報を複数組み合わせた複数の根拠によ

ってモデルや予測結果の信頼性を示すことは，大衆の理解や納得を得る上での

有益な情報となり得ると考える。 
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8. 結論と今後の課題 

 

地下石油備蓄，ガス備蓄，CO2 貯蔵など大深度地下を利用した大規模プロジェ

クトにおいては，地下施設建設に必要な情報の取得やの周辺環境への影響の評

価のみならず，施設閉鎖後の長期にわたる地質環境の安定性の評価も含めた地

下水流動特性の評価が必要となる。大深度地下を利用した大規模プロジェクト

の 1 つである高レベル放射性廃棄物の地層処分では，サイトの選定開始から処

分場の建設，操業を経て最終的に処分場を閉鎖し，事業を廃止するまでに 100

年程度を要する事業であり，この間，サイトの選定，処分施設建設の開始，施

設の閉鎖といった段階ごとの安全確認や意思決定が行われる。これら安全確認

や意思決定は，各段階の最新の知見に基づき行われるため，そのための情報取

得手段の一つとして，モニタリングは重要な役割が与えられている。 

このような背景から，本研究では，東濃地域で実施される深地層の調査研究

で取得されたモニタリングデータを用いて，以下の課題について検討を行った。 

①ボーリング孔での地下水圧の変化を利用した水理地質構造の評価 

②地表の微小な傾斜変化を利用した水理地質構造の評価 

③天然現象の 1 つである地震に伴う地下水圧の変化が地下水流動特性の長

期安定性に与える影響の評価 

以下に，本研究をまとめる。 

第１章では，本研究の背景および目的を整理した。 

第 2 章，第 3 章では，国内および諸外国における広域を対象とした地下水流

動特性の調査に関する動向と地下水流動特性の長期安定性の評価に関する動向

を整理した。 

第 4 章では，地下施設建設中にボーリング孔で観測される地下水圧の変化を

用いた水理地質構造の評価について検討した。ここでは，地下施設の建設に伴

い発生する湧水に対する地下水圧変化の異常に基づく水理地質構造の推定と，

地下施設建設に伴う長期的な地下水圧の変化に基づく水理地質構造の推定につ

いて検討を行った。その結果，地下施設建設に伴う地下水圧異常は，湧水に伴

う地下水圧の変化と地下水圧の変化に伴う岩盤の変形の連成現象により生じる

可能性が考えられた。この地下水圧異常は，地下水流動特性が異なる地層や水
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理地質構造を境として生じていることから，この現象による水圧変化を用いる

ことで，地下水の湧水地点と水圧観測地点との間の水理地質構造の推定が可能

であることを示した。また，地下施設建設に伴う長期的な地下水圧の変化につ

いては，地下施設建設を大規模な揚水試験として扱い，地下水圧の観測結果を

t/r2 プロットで整理することで，岩盤中の水理地質構造の不均質性の分布の推

定に有効的であることを示した。 

第 5 章では，ボーリング孔を利用した調査，評価を補完する技術として，地

下施設建設による地下水流動の変化によって生じる地表の微小な傾斜変化から，

地下深部の地下水流動を規制する水理地質構造を推定する手法について検討を

行った。ここでは，地表の傾斜変化を用いた逆解析により地下の体積変化を推

定する従来の手法の課題を改良し，より精度の高い推定が可能な方法を提案す

るとともに，提案した手法が原位置調査においても十分適用可能であることを

確認した。この結果，地表傾斜データを用いた水理地質構造の推定手法は，ボ

ーリング孔を利用した調査・評価結果を補完するための技術として有効である

ことを示した。 

第 6 章では，地下水流動特性の長期的な安定性について，地震に伴う地下水

流動特性の変化に関する検討を行った。地震直後に生じる地下水圧の短期的な

地下水圧の変化は，地震直後に生じた岩盤の体積歪によって生じると推定され

た。また，その後の長期的な地下水圧の変化については，地下水圧の変化を地

下水流動方向に沿った動水勾配の変化として評価した結果，地震に起因する動

水勾配の変化は小さく，また，その変化は時間経過とともに地震前の状態へと

収束することが確認され，地震に伴う地下水圧の変化が地下水流動特性の長期

安定性に与える影響は大きくないと推定された。この結果から，地下水流動の

長期安定性の評価に関しては，大局的な地下水流動方向の動水勾配の変化に着

目することが有効であることを示した。 

第 7 章では，第 4 章から第 6 章で得られた知見に基づき，地層処分事業にお

けるモニタリングの考え方およびモニタリング手法について検討を行い，調査

段階に応じた地下水モニタリングの考え方を整理した。 

本研究の結果は，大深度地下を利用した大規模プロジェクトにおけるモニタ

リング計画の策定に寄与できるものと考える。 
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最後に，今後の課題を示す。 

(1) 地下施設の建設に伴う地下水流動特性の評価について，本研究では主に施

設建設中の観測データを用いた検討を行った。地下の封じ込め機能を利用

する上述のプロジェクトにおいては，地下施設の建設，操業のみならず，

閉鎖後の地下水環境の評価も重要となることから，地下施設閉鎖後の地下

水モニタリング技術の開発は今後も進めていく必要がある。 

(2) 大規模・長期間にわたるプロジェクトで取得される地下水モニタリングの

データは膨大な量となる。この膨大なデータをリアルタイムで評価するた

めには，データ収集はもとより，本研究で示したデータの整理やデータの

解釈を効率的に実施する必要がある。このためには，第 4 章で示した水圧

応答異常や未知の水理地質構造に遭遇した場合に想定される水圧変化お

よび観測機器の故障に伴う異常データなどの検出については，人工ニュー

ラルネットワークや遺伝的アルゴリズムなどの人工知能技術など適用し，

自動的あるいは半自動的に水圧変化異常を検出する技術の開発，高度化が

必要である。また，データの解釈において地下水の水圧変化から水理地質

構造を推定する逆解析手法が効果的であると考えられる。今後は，調査で

得られた知見を考慮し未知パラメータに対して制限を設けることで，より

現実的な解が得られるような手法開発への取り組みが望まれる。 

(3) 地層処分事業における地下水モニタリングは，概要調査初期から処分場の

閉鎖後まで，数十年以上にわたり継続する必要がある。数十年の事業期間

中，地下水モニタリング技術は確実に進歩する。したがって，観測機器に

は，耐久性のみならず必要に応じた更新，交換などの対応が求められる。

近年，地下水調査技術，評価技術は飛躍的に進化している。地下水モニタ

リングに関しても観測精度の向上など，その技術は発展している。しかし

ながら，百年にも及ぶ期間，大深度において地下水観測を行った事例は無

いに等しい。観測精度のみならず，回収，更新を前提とした装置の開発や，

無線通信技術とボーリング孔閉鎖技術を組み合わせた観測方式の構築な

ど，長期地下水モニタリング技術の構築も重要な課題である。 

(4) 地下施設の建設に伴う地下水環境の擾乱は，地下水流動の変化のみならず

地下水水質の変化も生じさせる。この変化は，自然状態とは異なる地層か
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らの地下水の流入により，本来，その深度に存在した地下水と異なる水質

の地下水との混合による可能性が考えられる 1)。この環境下で地下施設を

閉鎖した場合，地下水圧は本来とは異なる地層からの地下水の引き込みに

より回復することとなるため，地下水の水圧は回復しても，地下水の水質

は施設建設前の状態に回復していない可能性がある。地下施設閉鎖後の地

質環境の回復過程の理解や予測・評価のための地下水モニタリング方法に

は今後の課題が残される。 

(5) 天然現象による地質環境の変化の評価は，技術的な側面だけでなく，地層

処分事業における大衆の理解や合意形成を得る上で，避けては通れない大

きな課題となっている。本研究における地下水流動特性の長期安定性に関

する検討を第一歩として，今後，地震に伴う地下水圧の変化の要因の推定

に必要なデータの蓄積とともに，水－応力連成現象としての地震時の地下

水流動の評価など，更なる取り組みを進める必要がある。 

(6) 2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震以降，地震，火山など

の天然現象の変化とそれに伴う地質環境の変化に対する不安から，高レベ

ル放射性廃棄物の地層処分では，これら不安に対する研究者，技術者の取

り組みが問われている。今後は，技術的な課題の解決だけでなく，公衆の

理解を得るという観点から必要な課題をより一層意識する必要がある。 
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