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Abstract
The geochemical approach to earthquake prediction is called the geochemical earthquake
prediction study (hereafter referred to as the GCEP).

In this study, a new automated

subsurface gas monitoring system was installed in Haruno Crustal Movement Observation Site
(HOS) belonging to the Research Center for Seismology, Volcanology and Disaster Mitigation
of Nagoya University.

In order to investigate the correspondence between crustal movements

and compositional changes of subsurface gas, simultaneous monitoring of crustal movements
and the subsurface gas composition is required.

This study has also focused on the pressure

solution (PS) phenomenon of quartz as a possible new method of the GCEP, and demonstrated
experimentally the behavior of PS of quartz at low temperature and low effective stress.
 The HOS is on the western end of the expected source area of the next Tokai earthquake.
The observatory at the HOS aims to detect precursory tectonic activity leading to the next Tokai
earthquake.

The monitoring station is installed on sedimentary sequences belonging to the

Inui Group of the southern part of the Akaishi Mountains, Shimanto Belt.

Groundwater with

small volumes of gas bubbles intermittently overflows from the 500-m-deep borehole.

During

the period from Dec 1999 to Dec 2000 (period 1), the composition of bubbling gas associated
with groundwater had been monitored using a previous monitoring system.

The gas

monitoring results obtained during the period 1 are compared with those obtained using the new
monitoring system.
 The gas composition was monitored using the new system during the period after Dec 2006
(period 2).

In the new system, the analyzer is a portable GC equipped with a capillary column

(0.32 mm ID, 10 m long) packed with MS-5A and a micro-TCD (nickel filament type).

Since

O2 is used as the carrier gas, elution of He, H2, Ar, N2, and CH4 from the gas samples is
completed in this order within 90 seconds.

The groundwater-level change was measured with

a pair of pressure sensor with data logger.

The GC, which is controlled by a PC connected to

the local intranet network, can be controlled remotely from the lab of Nagoya Univ.
 The new system is capable of analyzing the gas composition with a smaller volume of sample
gas and greater time resolution than the previous system.

During the 3-month monitoring

period form Dec 2006 to Mar 2007 (period 2’), the separation capacity of the capillary column
was maintained sufficiently for the determination of chromatographic peak areas, confirming
that the new system is useful for automatic monitoring over a relatively longer period.
 The results during period 1 and 2 showed a significant change in the gas composition over the
8-year interval.

The present gas is significantly depleted in He, H2, and CH4 of deep origin,
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but is enriched in Ar and N2 of the atmospheric origin, when compared with the gas sampled 8
years before.

This indicates irreversible change of the HOS aquifer/gas system, probably as a

result of drilling the borehole.

The present composition of the deep gas endmember was

estimated as follows: He = 12 ppm, H2 = 15 ppm, Ar = 0.18%, N2 = 64%, CH4 = 36%.
During period 1, there were no strong variations in the gas ratios relative to N2, but during the
period 2’, the gas ratios relative to Ar fluctuated significantly over time and repeatedly showed
abrupt spike-like increases.

No large earthquakes occurred near (hypocenter <60 km) the HOS

during either of the monitoring periods 1 and 2.

Observations of crustal strain during the

period 2’ showed anomalous changes that were apparently related to non-volcanic deep tremors
in the Tokai area.

It was concluded that the observed spike-like increases of the gas ratios may

correspond to these crustal movements.
 PS is a process by which materials can be dissolved into aqueous solution at intergranular
contacts under high stress and precipitated at interfaces under low stress.

Since PS has been

considered as an important process in either rock deformation during metamorphism or
compaction during diagenesis, intensive studies on the behavior of PS of quartz at high
temperature (150˚-350˚C) and high effective stress (>34.5 MPa) have been carried out.

The

purpose of this study is to make it clear whether PS phenomenon could significantly enhance
the dissolution rate of quartz sands even at low temperature and low differential stress, or not.
Dissolution rates of PS of quartz sand at low temperatures (25˚ to 45˚C) and low effective
stresses (0.42 to 0.61 MPa) under the condition far from equilibrium, have been determined
using 0.002 M NaHCO3 solution.

They were 1.5 ±0.4 ! 10-15 (25˚C), 2.1±0.3 ! 10-15 (35˚C),

2.7±0.7 ! 10-15 (45˚C) (Si mol/cm2/sec), respectively.

The ratios of the dissolution rates of PS

to those of quartz sand at zero effective stress were 4.0 ±1.2 (25˚C), 3.0±0.6 (35˚C) and 2.4±0.6
(45˚C), respectively.

In response to a step-like increase of applied uniaxial loads, the

dissolution rates of PS increased definitely at first, but the dissolution rates decreased gradually
in the course of keeping the effective stress constant.

After the load was removed, there was a

tendency that the dissolution rate increases more or less again.

The apparent activation energy

of PS experiments was calculated to be approximately 24 kJ/mol, and this value is smaller than
that of dissolution of quartz sand at effective stress = 0.

These results clearly show that even at

such low temperatures and low effective stresses, Si release into solution as a result of PS can
be detected.

Actually, when the stress is applied to a cracked granitic medium involving a

groundwater flow system, the Si concentration in groundwater may be increased as a result of
PS.

This study would help formulate a new method for the GCEP on the basis of PS of SiO2.
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第I部
地下水付随ガス連続自動観測システムの構築および
春野地殻変動観測点における地下水付随ガスの連続自動観測
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第１章 はじめに
 この章ではこれまでに行われてきた地球化学的な側面からの地震予知研究に
対するアプローチの概説を述べる．本研究の当該研究分野における位置づけを
明確にすることを目的とし，研究分野全体の流れと未解決の問題点について触
れる．
1.1 地球化学的地震予知研究
 地球化学的地震予知研究とは，地下水や地下ガス中の特定の化学成分の濃度
（比）や同位体比に注目し，その時間変化と地震発生との関連を調べたり，そ
の空間分布を調べて，プレートテクトニクスや活断層等との関連を調査したり
することである（Koizumi, 1997）．また，地下水の物理量（水位・湧出量・水温）
の時間変化と地震との関連を調べる研究もこれに含めて考えられている．
 地震の発震メカニズムの解明から「地震に係るもの」全体を把握し，観測か
ら次の破壊を予測することが地震予知である．地震とは地下岩盤の準静的変形
で蓄積された力学的エネルギーが，岩盤の破壊により解放され，その際の岩盤
の相対変位が弾性波として周囲に伝播する現象である．この時の破壊滑り面が
断層であるが，なぜ断層が生じるかというと，テクトニックな地殻変動により
局所的に応力が集中することで歪が蓄積し，地下深部にある岩石の破壊強度を
越えるからだと理解できる．このような時間とともに変化していく応力・歪状
態を反映していると考えられる様々な自然現象が古くから多く報告されている
（e.g., 浅田, 1978）．特に地下ガスや地下水は地殻の状態の物理的変化に対して
敏感に応答することが多くの研究によって報告されている（e.g., King, 1986;
Toutain and Baubron, 1999）．
1.2 名古屋大学における地球化学的地震予知研究
 名古屋大学ではこれまでに Sugisaki (1978)による研究をはじめとして，地下水
に付随する遊離ガスを対象とした地球化学的地震予知研究が行われてきた
（e.g., Sugisaki et al., 1980; Sugisaki, 1981; Sugisaki et al., 1982; Sugisaki et al., 1983;
Sugisaki et al., 1984a and 1984b; 杉崎, 1984; Kawabe et al., 1985; Sugisaki, 1985a
and 1985b; Sugisaki et al., 1985; Sugisaki and Sugiura, 1986a and 1986b; Nagamine,
1987; Sugisaki, 1987; Sugisaki and Taki, 1987; Nagamine et al., 1989; Nagamine and
Sugisaki, 1991a and 1991b; Ito et al., 1998; Ito, 2000; Miyakawa et al., 2010）．その中
でガスクロマトグラフ（GC）を用いた観測システムが開発され，観測システム
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の改良とともに多くの観測点において実用化されてきた．Sugisaki and Shichi
(1978)は名古屋大学の犬山地殻変動観測施設の坑内において地下水に付随する
気泡ガスを 1977 年から 1978 年にかけて手動で採取・分析し，He/Ar 比と N2/Ar
比の変動が地球化学的な地震の前兆現象の指標となり得ることを示した．1984
年にマグニチュード 6.8 の長野県西部地震の発生の直前に，御岳山の噴気口と瑞
浪市の白狐温泉において He/Ar 比と CH4/Ar 比の顕著な変化が観測された
（Sugisaki and Sugiura, 1985）．彼らは，この地震に先行して観測されたこれらの
異常値が，地震を引き起こしたテクトニックな応力によって地下深部の流体が
地表へと放出された結果であると結論している．1995 年 1 月に白狐温泉から湧
出する気泡ガス中のガス組成比と地下ガスの湧出量が M7.2 の兵庫県南部地震
（阪神大震災）の発生前に異常な変化を示した（Sugisaki et al., 1996）．白狐温泉
と兵庫県南部地震の震央との距離は 220 km であり，直ちにこれらの間に物理
的な因果関係を見つけ出すことが困難な距離である．このような大きな震央距
離または震源距離においても，地球化学的な異常値と地震の発生との間に何ら
かの関係があると研究によって認められる場合，これらは“長距離効果
（long-distance effect）”と総称される．地殻内部の地質構造は構造学的に見て
も，岩石学的に見ても全く均一ではなく，不均質であり異方性を持っている．
このために，局所的な，または地域的な観測結果をうまく説明することには通
常大きな困難が伴う．ここに地球化学的地震予知観測の困難さがあるが，一方
で，このことは解決すべき未解明の地球化学的・地球物理的メカニズムが存在
することを示唆している．
 Ito et al. (1999)と Mori et al. (2000)は養老・伊勢湾断層帯の 1500 m の長島観測
井において興味深い H2/Ar 比の異常変化を報告している．これらの H2/Ar 比異
常は，近隣で発生した比較的小規模な複数の地震（M < 3.1）や震源距離 25 km
の比較的大きな地震（M = 5.4）の発生に対して，非常に良い関連性を持つこと
が報告されている． 2000 年 10 月 31 日に三重県南部の深さ 44 km で発生した

M = 5.7 の地震に対して，Kawabe et al., (2009)は地震の発生の３日前から H2/Ar
比，He/Ar 比，N2/Ar 比，CH4/Ar 比の異常な変化を観測している．この地震と
長島観測点との震源距離は 98 km と長距離であり，これまでの観測結果とは異
なる性質の異常を観測している．この観測結果を説明するためには，地下深部
で 100 km 四方の変位が同時に発生した可能性を仮定しなければならないが，
彼らは，2001 年東海スロースリップの開始時期とこの異常値の観測時期が一致
することから，これらの異常値が東海スロースリップに伴う地下深部の大規模
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な変位と関連がある可能性を述べている．
1.3 これまでの地球化学的地震予知研究
 これまでの地球化学的地震予知研究は，できるだけ多くの観測事例を収集し，
そこから経験的な法則を導き出し，この過程を繰り返すことでより一般的な経
験則を導き出すことを目的に行われてきたのではないかと考えられる．現在ま
でに報告されているこの研究分野の総説は Teng (1980)と Hauksson et al. (1981),
Barsukov et al. (1985), King (1986), Roeloffs (1988), Thomas (1988), Ma et al. (1990),
Kawabe (1991), Wei (1994), Roeloffs (1996), Wakita (1996), Koizumi (1997), Toutain
and Baubron (1999), King et al. (2006)である．これらの数多くの研究により大規模
な破壊が発生する前に地震前兆現象が実在することは，確からしいと考えてよ
さそうである．リアルタイムに近い条件での観測により明らかにされた前兆現
象も数多くあり，地震発生前にその発生を推論することも不可能ではないと考
えられる．しかし，未だに一般的な経験則は導かれておらず，前兆現象は観測
されてもその発生メカニズムは推測の域を出ない．地下深部で発生する物理的
破壊現象である地震と，地表付近の化学的情報を定量的に結びつけることが困
難であることが一つの要因であると考えられる．また，観測点の地質条件など
の観測点に固有の条件が，観測結果に大きな影響を与えると考えられており，
この影響を取り扱うこともまた，困難の要因であると考えられる．
 地球化学的地震予知研究の具体的な研究対象は様々である．例えば，気泡ガ
スの様な地下水付随ガス，地下水に溶存しているガス，土壌ガス，地下水の水
質（イオン濃度などの化学組成や水温，pH など），地下水位，帯水層や断層帯
の水門学的パラメータ（透水係数など），水-岩石反応などを扱った実験的研究な
ど，多岐に渡る．ガスの研究対象として最も精力的に調査されているのが Rn や
He である（e.g., Igarashi and Wakita, 1995; Igarashi et al., 1995）．H2 は岩石の破砕
時に水と反応して生成されることから，Rn や He と併せて活断層の調査等に用
いられている．CH4 や N2 は Ar と併せて比を用いることにより，地震に関連し
て敏感に応答する可能性があることが名古屋大学を中心として確かめられてい
る（e.g., Kawabe et al., 1981; Kawabe, 1985 and 1987; Nagamine, 1994）．その他にも
CO2 や Hg，H2O などの報告例がある（e.g., Irwin and Barnes, 1980; Klusman, 1981）
．
地下水の水質としては特に SO42- や Cl- が指標として用いられている（e.g.,
Tsunogai and Wakita, 1995; Toutain et al., 1997）．その他には Na+や K+，Ca2+，Mg2+，
HCO3-，CO32-，U などが調査されている（e.g., Finkel, 1981）．日本における地
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下水位の観測的研究は産業技術総合研究所により精力的に展開されている（e.g.,
Matsumoto et al., 2003）．実験的研究は Kita et al. (1982)や Kameda et al. (2003)，
Kameda et al. (2004)によって花崗岩や断層岩の粉砕実験が行われ，水素の発生メ
カニズムについて詳しく調査されている．しかし，実験的な研究は観測的な研
究と比較すると報告数は圧倒的に少ない．ここで述べた例の多くは，先に述べ
た総説にまとめられている．
 この状況を踏まえて近年では，短期的な予知に固執するのではなく，地震発
生場の統一的理解に基づく予測への地球化学的研究の貢献が期待されている
（小泉, 2009）．水-岩石反応を含む震源域周辺における化学反応やその生成物の
物性が重要であり，これらから地球物理学的地震研究へ重要なパラメータ等の
情報を提供することが期待される．一方で，従来から行われてきた観測もまた
重要であり，特集号も組まれるなど（Yang et al., 2010），引き続き各国で研究が
行われている．ラドンの挙動についての研究は引き続き重点的になされており，
アイスランド（e.g., Einarsson et al., 2008）や台湾（e.g., Kuo et al., 2006），スペイ
ン（e.g., Perez et al., 2008），日本（e.g., Tsunomori and Kuo, 2010）などの報告例
がある．その他には，地下水溶存ガスのメタンに着目した例や（Tsunomori and
Notsu, 2008），地下ガス中のヘリウム同位体比と地震活動との関連性の調査（e.g.,
Horiguchi and Matsuda, 2008），地下ガス中の二酸化炭素の挙動と地震活動との関
連性の調査（e.g., Italiano et al., 2008）など，多岐にわたる観測的研究が行われて
いる．
 本研究分野における観測報告には，総説に取り上げてまとめきれない程の観
測例が多数ある（e.g., Yong and Wei, 1995; Wei and Xinji, 1996）．ほとんどすべて
の科学分野が博物学的な段階から現象論的な段階を経て，まとめの本質論的段
階に至るという経路をたどっているが，地球化学的地震予知研究は未だに博物
学的な段階から現象論的な段階にとどまっていると考えられる．次の段階へと
移行するためには理想的な条件下での実験が不足していると考える．実験的研
究の結果をこれまでの現象論的な研究結果と比較・検討することによって，地
球化学的な地震の前兆現象の本質的と思われる物理的・化学的メカニズムを抽
出することが可能になると思われる．本稿の第 II 部で述べる石英砂を用いた圧
力溶解の実験的研究は大局的にはこのような視点に基づいている．
1.4 春野観測点
 名古屋大学で培われた GC を用いた観測システムは Yamashita (2001)の修士研
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究によって春野観測点においても応用されたが，以降は観測システムの老朽化
と保守・管理の困難さにより，観測を主体とした研究は停止していた．春野観
測点は来る東海地震の想定震源域の直上に位置しており，そこでは名古屋大学
大学院・環境学研究科付属地震火山防災研究センター（RSVD-NU）により地殻
変動観測が行われている．地下水ガスの観測と地殻変動観測を同時に行うこと
は，地震活動に先行して観測される地下水ガス異常現象を研究する上で重要な
ことである．地殻歪と地球化学的異常現象との関連性を論じた報告は多数ある
が（e.g., King, 1978, Silver and Wakita, 1996），これらの同時観測を行った研究は
Koizumi et al. (2003)の学会報告と Yamashita (2001)の修士論文をおいて他に例が
無い．地殻歪や傾斜の観測もまた，観測点の地質等の地域的な影響を受けると
考えられ，ある地殻歪の観測点から比較的近距離の地点においてもそこでの地
殻歪の観測結果は前者と必ずしも同じ観測結果を示すとは限らない．このこと
から，地下水を採取する帯水層と同じ地点において地殻変動観測を行い，これ
と地球化学的観測結果を比較することが必要である．地下水ガスの挙動と地殻
変動との関連性をこれらの同時観測によってより明らかにするために，本研究
では新たに観測システムを構築し，再び春野観測点において地下水付随ガスの
連続自動観測を行うことにした．
1.5 従来の観測システムの概要
 ここでは，Yamashita (2001)が春野観測点で用いた従来の観測システムの概要
を述べる．春野観測点の地質や地殻変動観測などの概要は３章で述べる．地下
水付随ガスの採取方法は 3.2 節で述べる方法と同じである．採取した遊離ガスは
その 2 mL がオートサンプラー（Ohkura, R-4013）を通して分析装置である GC
へ導入される． GC の出力は自動積算計（Shimadzu, C-R6A）へ入力され，各
ガス成分のピーク面積が計算される．これらの過程はコンピュータ（NEC
PC-9801FS）上の BASIC プログラムで制御されている（Ito, 1999）．この従来
の観測システムの構成図を図 1 に示す．
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図 1 Schematic hardware configuration of the previous monitoring system at the
Haruno Observation Site, which is modified from Ito (1999).
 GC は熱伝導度型検出器を備えた TCD-GC を用いている（Ohkura, 802TDH）
．
検出器の素材はタングステン・レニウムフィラメントである．名古屋大学にお
いて従来から行われてきた GC を用いたガス観測の特徴の一つとして，キャリ
アガスに酸素を用いている点があげられる．熱伝導型検出器はホイーストンブ
リッジ回路から構成されており，キャリアガスと試料ガスの熱伝導度の違いか
らブリッジ回路の電圧バランスが崩れることにより流れる微弱な電流を検出す
る役割があるため，繊細な装置である．検出器の損傷を防ぐために，一般にキ
ャリアガスには窒素やヘリウムなどの不活性なガスの使用が勧められている．
従来の観測システムでは，酸素キャリアを検出器に流したところ，初期段階で
は出力電流が不安定になったが，その後も流し続けることで次第に出力が安定
していった．これは，フィラメントの表面に酸化皮膜が生じたことによって，
フィラメント表面が不動態化したことが原因であると推察される．さらに，酸
素キャリアを使用しても各ガス成分の検出感度には問題がないことが確認され
ている（Nagamine and Susisaki, 1991a; Nagamine, 1994; Sugisaki et al., 1996; Ito et
al., 1999; Mori et al., 2000）．
 カラムについては吸着剤であるモレキュラーシーブ 5A（MS-5A）が充填され
た長さ 5 m のステンレスカラム（外径 4 mm，内径 3 mm）が使用された．カ
ラムと検出器の設置してある恒温槽の温度は 50˚C である．このカラムを使用す
ることでカラム内へ導入されたガスは He, H2, Ar, N2, CH4 の順に分離される．
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一度の分析に要する時間はおよそ 30 分である．酸素キャリアガスの流量は 25
mL/min である．検出器のブリッジ電流は 120 mA である．カラムは気体中に
含まれる水蒸気や二酸化炭素を吸着・固定してしまうことにより，測定を繰り
返すに従って次第に分離能が低下し，正確な分析が行えなくなる．これをカラ
ムの劣化という．劣化したカラムは焼き出し装置を用いて 360˚C でアルゴンガ
スを約 24 時間流すことで，吸着・固定された成分がカラム外へ追い出され，再
び十分な分離能を得ることができる．焼き出し直後からカラムが連続観測に耐
え得る期間はおよそ３ヶ月であり，３ヶ月毎にカラムの焼き出し・交換を行っ
ている．
 試料ガスは３時間に１回分析され，検量のためのスタンダードガスは１日に
２回分析された．ガスの分析と同時に大気圧と気温の測定が行われ，得られた
観測データは１日に１回テレメータシステムにより公衆回線を通して名古屋大
学内の研究室へ転送された．Yamashita (2001)によって得られた観測結果の一部
は，新たな観測システムを用いて得られた本研究の観測結果と合わせて，４章
以降の観測結果と考察に用いる．
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第２章 新たな地下水付随ガス連続自動観測システムの構築
 春野観測点において観測を行うにあたり，従来の観測システムに次の２点の
改良を行った：（１）持ち運び可能な小型の GC の採用．（２）観測システムの
遠隔操作．小型の熱伝導度型検出器を備えた小型の GC（micro-TCD GC，以下
micro-GC と呼ぶ）の採用により，一度の分析に要する時間が大幅に短縮される．
1.5 節で述べた様に従来の観測システムでは一度の分析に約 30 分の時間を要し
ていたが，micro-GC を用いることにより一度の分析に要する時間は 3 分に大幅
に短縮できる．また，micro-GC を用いることで試料ガスとキャリアガス，スタ
ンダードガスの使用量の削減と観測システムの小型化が可能である．フィール
ドにおける連続自動観測では観測のための場所の確保と電力の確保が重要な課
題となる．観測システムの小型化により，新たに構築する観測システムを春野
以外の観測点へ応用することが比較的用意となる．また，観測システムの遠隔
操作を可能にすることにより，遠隔地において常時観測データを取得すること
が可能となる．さらに観測システムのトラブルを監視することが可能となり，
遠隔地の観測点の保守・管理に要する労力が軽減される．
 micro-GC とは従来の実験室での“設置型”の GC に対して，フィールド測定
用に開発された“可搬型”の GC のことである．マイクロマシニングの発展に
より検出器の小型化，試料導入部の小型化，カラムの小型化が可能となり，GC
の小型化が行われた（五味, 1996）．図 2 に micro-TCD の構造の例を示す．検
出器のセル容積は従来の検出器と比較して 104~106 分の一以下に小型化されて
いる．カラムの小型化はキャピラリーカラムを採用することで達成されている．

図2

Left: Schematic illustration of structure of the micro-TCD (from 五味 (1999)).

Right: the image of the assembled chip of the micro-TCD (from Dziuban et al. (2004)).
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 micro-GC はキャリアガスとして Ar や N2, He などを用いることによって H2,
Ne, He, O2, N2, CH4, CO などを比較的短時間で容易に精度よく分析することが
可能である．このために地球化学的地震予知研究において micro-GC を分析装
置として用いた報告例はいくつかある（Walia et al., 2010; Hong et al., 2010）．し
かしそれらは実験室内での分析用途や活断層調査のための携帯分析装置として
扱われており，連続自動観測用に micro-GC を用いた報告は本研究が初めてで
ある．また，先に述べた様に，検出器の損傷の恐れがあるため，通常はキャリ
アガスには不活性なガスが用いられる．春野観測点において micro-GC を新た
に連続自動観測システムの分析装置として採用するためには，次の２点を確認
する必要がある：
（１）キャピラリーカラムの連続使用可能な期間の確認．
（２）
GC のキャリアガスに酸素を用いても，検出器が正常に動作するかの確認．この
２点について，次の 2.1 節と 2.2 節で詳細に述べる．
2.1 Ar キャリアガスを用いたカラムの耐久試験
 連続自動観測を行うためには，キャピラリーカラムが最低でも１ヶ月間の連
続使用に耐える必要がある．図 3 に Ar キャリアガスを用いた場合の室内空気の
クロマトグラフを示す．カラムが劣化するに従って，各成分の保持時間が短く
なり，次第に隣り合う成分のピークが重なり合うようになる（カラムが劣化す
るに従って，各成分のピークは図 3 の左の方へ移動し，次第に分離できなくな
る）．保持時間とは試料の導入からある成分ピークの頂上が現れるまでの時間で
ある．ピークが重なり合い，各成分が完全に分離できなくなると，正確な分析
ができなくなる．カラムの寿命とはカラムの焼き出しから正確な分析ができな
くなるまでの経過時間（あるいは測定回数）である．ここでは，カラムの寿命
が最低でも１ヶ月以上であることを実験によって確認する．
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図3

The chromatogram of the atmospheric air with MS-5A column (Ar carrier, 100˚C

and 144 kPa).
 次に，本研究で用いた micro-GC について述べる．新たな観測システムの分
析装置として Varian Chrompack International 社製の Micro-GC CP-2002 を
用いた．検出器はニッケルフィラメントを用いた micro-TCD である．カラムに
は MS-5A が充填された長さ 10 m，内径 0.32 mm のキャピラリーカラムを用
いた．カラムの温度は 100˚C であり，導入部のカラム圧は 144 kPa である．キ
ャリアガスの流量は 1.5 mL/min である．一回の分析に用いる試料ガスの量は 2
10-4 mL と極微量である．カラムが劣化した場合は，Ar キャリアガスを用い
て 180˚C で約 24 時間の焼き出しを行った．
 MS-5A が充填されたカラムの劣化の原因は，先に述べた通り，水蒸気や二酸
化炭素の吸着・固定が考えられる．長期間の観測を行うときにカラムの中に導
入されるガスとして最も量が多いのはキャリアガスであり，次に試料ガスであ
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る．カラムの寿命を決定するのは，これらのガスとともにカラム内へと持ち込
まれる水蒸気や二酸化炭素の総量であると考えられる．試料ガスはキャリアガ
スと比較して多くのカラムを劣化させる物質を含むことが考えられるが，一方
でキャリアガスは流量が大きいためにそこに含まれる不純物質が微量であって
も無視できない可能性がある．本研究で用いた micro-GC の場合，試料ガスが
一度の分析でカラム内へ導入される量は約 200 nL であり，キャリアガスの流量
は 1.5 mL/min である．試料ガスの分析を１時間に一回の頻度で行うとした場合，
カラム内へ導入される量の比（試料ガス／キャリアガス）は約 10-6 となる．こ
のことは，キャリアガスと比較して試料ガス中に含まれるカラム劣化物質の濃
度が圧倒的に高いとしても，キャリアガスの流れに伴ってカラム中へ導入され
るカラム劣化物質の方が量的にはるかに多い可能性を示している．このことか
ら micro-GC の場合，カラムの寿命はキャリアガスを流し続けた時間に依存す
ることが考えられる．
 図 4 に水蒸気を多く含ませた室内空気を繰り返し分析した場合の O2 と N2 の
保持時間の時間変化を示す．水蒸気を含ませる理由は，観測で扱う試料ガスが
地下水付随ガスであるため，水蒸気で飽和している状態と考えられるからであ
る．図 4 から，各保持時間は減少するどころか，増加傾向にあることが分かる．
この結果から，カラムの寿命は長時間の連続使用に十分に耐えられることが確
認された．
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図4

The retention time of O2 and N2 as a function of time (Ar carrier, MS-5A, 100˚C,

and 144 kPa).
2.2 O 2 キャリアガスを用いたカラムの耐久試験
 はじめに，キャリアガスに酸素を用いる利点を説明する．酸素の熱伝導度と
水素やヘリウムの熱伝導度はその値が大きく異なるため，キャリアガスに酸素
を用いることによって，水素やヘリウムを感度よく分析することが可能になる．
各種気体の熱伝導度（10-2 W/m/K）は次の通りである：He = 17.77 (100˚C), H2 =
21.18 (100˚C), O2 = 3.23 (100˚C), Ar = 2.12 (100˚C), N2 = 3.09 (100˚C), CH4 = 3.02
(0˚C) （国立天文台, 2010）．また，キャリアガスに酸素を用いることでアルゴ
ンの分析が可能になる．このことにより，試料ガス中の H2/Ar 比や He/Ar 比を
感度よく測定することが可能になる．H2/Ar 比や He/Ar 比は地震活動に敏感に
応答を示す指標として名古屋大学における地球化学的地震予知研究の中で多く
用いられてきた（e.g., Sugisaki and Sugiura, 1985; Ito et al., 1999; Mori et al., 2000）．
 キャリアガスに酸素を用いて室内空気の繰り返し分析を行った．この時の N2
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のピーク面積の結果を図 5 に示す．N2 のピーク面積は(6.40

0.10) 105（2SD）

であり，RSD は 1%であった．キャリアガスに酸素を用いても検出器が損傷を
受けて分析ができなくなるようなことはなく，安定して分析が行えることが確
認された．

図5

The repetition of the chromatographic analysis of N2 of atmospheric air

(O2 carrier, 100˚C, 144 kPa).
 次に組成の分かっているスタンダードガスの繰り返し測定を行った．この時
の各成分のピーク面積の結果を図 6 に示す．スタンダードガスの組成は He =
49.5 ppm, H2 = 21.3 ppm, Ar = 0.953 %, CH4 = 38.2 %, N2 = balance (60.8 %)である．
平均値とばらつきは以下の通りである：He = (2.22±0.02)!103 (2SD), H2 =
(1.38±0.03)!103 (2SD), Ar = (9.13±0.13)!104 (2SD), N2 = (4.94±0.07)!105 (2SD), CH4
= (5.85±0.07)!106 (2SD)．この結果には室内の気温・気圧の変化やカラムの劣化
の影響が含まれているが，それでも精度よく分析を行うことができている．
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図6

The repetition of the chromatographic analysis of the composite gas (O2 carrier,

100˚C, and 144 kPa).
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 次に，室内空気の繰り返し測定を行い，各成分の濃度の Ar 比のばらつきを確
認した．ただし，大気中に含まれる H2 の量は一定ではなく，また CH4 の量は
微量であり検出することが困難である（表 1 を参照）．このことから He/Ar 比と
N2/Ar 比の結果のみを図 7 に示す．測定結果を Ar 濃度で規格化する理由は 4 章
で述べる．He/Ar 比と N2/Ar 比の平均値とばらつきはそれぞれ，(5.7 0.6)

10-4

(2SD)と 85.5 1.9 (2SD)となった．このことから He/Ar 比の１回の測定におけ
るばらつきの大きさは約 10％程度（2SD）であり，N2/Ar 比については約２％
程度（2SD）であることが分かった．大気中の He 濃度は 5.24 ppm と微量であ
るため，ばらつきが大きくなるが，N2 のような主成分ガスであれば比較的高い
精度で分析が行える．

図7

The results of He/Ar ratio and N2/Ar ratio of atmospheric air in the

repetition of chromatographic analysis with O2 carrier.
 最後に，キャリアガスに酸素を用いた場合のカラムの寿命の推定を行う．カ
ラムが劣化する過程において最初に測定が困難になる成分は Ar と N2 である．
図 8 にキャリアガスに酸素を用いてスタンダードガスを測定したときのクロマ
トグラムを示す．O2 の 100˚C における熱伝導度は Ar や N2 のそれと比較して大
きいために，キャリアガスが Ar の場合とは逆向きに電流が流れる．CH4 のピー
クは He や H2 と同じ側に現れるため，100˚C における CH4 の熱伝導度は O2 の
それよりも大きいことが分かる．ここでカラムの寿命を Ar の保持時間と N2 の
保持時間の差が 3.5 秒まで短くなるまでとする．図 9 に室内空気の繰り返し測
定の結果の Ar と N2 の保持時間の時間変化を示す．Ar と N2 ともに時間の経過
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に従って保持時間が減少していることが分かる．Ar キャリアの場合は保持時間
の減少は見られなかった一方で（図 4），O2 キャリアの場合は保持時間が減少し
ている．これは，キャリアガスに含まれる不純物の量で定性的に説明できる．
キャリアガスに用いた Ar は純度が 99.9995%以上であるのに対して，O2 は純度
が 99%である．キャリアガスの流量の大きさを考えると，この純度の違いがカ
ラムの寿命に大きく影響を与えていることが考えられる．このことから，高純
度のキャリアガスを使用することによって，カラムの寿命を長くすることがで
きる，ということが分かる．図 9 に示される結果を用いて N2 と Ar の保持時間
の差を図 10 にプロットした．図 10 から回帰直線を求めると次の式になる：
（N2
と Ar の保持時間の差）= -0.0025 （時間）＋8.9563．この式の左辺に 3.5 秒を
代入すると，カラムの寿命として約 2200 時間が推定される．これはおよそ 3 ヶ
月間に相当する．これは連続自動観測を行う上での必要なカラムの耐用期間を
満たしている．

図8

The chromatogram of the composite gas with the carrier gas of O2 (100˚C, 144

kPa).
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図9

The retention time of Ar and N2 as a function of time (O2 carrier, 100˚C and 144

kPa).
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図 10
time.

The difference of the retention time between N2 and Ar as a function of elapsed
The results of the retention time of N2 and Ar in Fig. 9 were used.

 MS-5A を用いたカラムを長年使用して気がついた注意点をここに述べる．カ
ラムの寿命が経過時間に依存し，キャリアガスの純度に大きく依存することは
本研究で確認した通りだが，もう１点，これよりも影響が大きいと思われる事
項がある．ガスのパイプラインを扱う場合には通常ガス漏れ確認液を使用して
ネジのゆるみなどのガス漏れの点検を行うが，経験的にこのガス漏れ確認液を
使用するとカラムの寿命が著しく短くなってしまうことが分かった．これはネ
ジの隙間からガス漏れ確認液がガスパイプ内に進入し，そこから水蒸気やその
他のカラムを劣化させる物質を発生させているためであると予想される．この
ことに気が付いて以来，本研究ではガス漏れ確認液を一切使用していない．こ
の事を確認するための実験は行っていないが，MS-5A のキャピラリーカラムを
扱う上で重要な注意事項と思われる．
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2.3 流路自動切替機の動作確認と残留効果の確認
 連続自動観測を行うためには，試料ガスとスタンダードガスの流路を自動で
切り替え，その切り替え操作と同期して GC で分析を行う必要がある．この流
路の切り替え時に系内（ガスパイプラインなど）に切り替え前のガスが残留す
ることが考えられる．この残留ガスが直ちに系外へ排出されない場合には，切
り替え直後の分析に影響を与えることが考えられる．これを残留効果と呼ぶ．
ここでは流路自動切替機と GC の同期の確認と残留効果の有無の確認を，室内
空気と酸素ガス（純度 99%）を用いて行った結果を述べる．
 流路自動切替機には GL サイエンス社製のリモートタイマーRT730 と電磁弁
を用いた．図 11 に実験に用いたシステムの構成図を示す．15 分毎に室内空気
を分析し，90 分毎に酸素ガスを分析した．室内空気はポンプを使用して系内を
置換するのに十分な量を送った（毎分 500 mL 以上）．このとき残留効果の確認
として，N2 と O2 の分析結果を指標として用いた．仮に残留効果が認められる
場合は，酸素ガスの測定の直後の室内空気の測定結果では N2 の値が通常の室内
空気の値より低く現れ，O2 の値は高くなるはずである．または，残留効果が認
められる場合，酸素ガスの測定時には N2 が検出されるはずである．長期間の観
測を行う場合，流路自動切替機のタイマー機能と PC の内部クロックにずれがあ
るために，次第に GC の分析のタイミングと電磁弁の開閉のタイミングが合わ
なくなる．このことを防ぐために PC 上で時間を管理するプログラムを動かすこ
とによって，電磁弁の開閉のタイミングと GC の分析のタイミングの同期をと
った．このプログラムはコンピュータ言語 Perl を用いて作成した．図 12 に今
回の実験に用いたタイムテーブルを示す．図 13 に N2 と O2 のピーク面積の測定
結果を示す．室内空気の測定時の N2 のピーク面積は(1.06 0.015) 107（2SD）
であり，O2 のピーク面積は(3.50 0.05) 106（2SD）であった．酸素ガスの測
定時の N2 のピーク面積は 0 であり，O2 のピーク面積は(1.48

0.02)

7
10（2SD）

であった．この結果から明らかなように，GC の分析と電磁弁の開閉の同期は正
常に行われており，残留効果も認められない．ただし，残留効果については，
ガスの流量が極端に少ない場合は避けられない．春野観測点においてはガスの
流量が極端に少ないために，残留効果の影響が確認されたが，このことについ
ては 4.2 節で述べる．
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図 11

Schematic configuration of experimental apparatuses with the automatic

gas-flow selector.
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図 12

Time table chart of GC analysis and switches of electro magnetic valves.

25

図 13

The repetition of the gas chromatographic analysis of atmospheric air and O2

gas (Ar carrier, 100˚C, and 144 kPa).

The following steps were repeated: O2 gas was

analyzed once, then, atmospheric gas was analyzed 5 times.

26

第３章 春野観測点
 春野観測点は来る東海地震の想定震源域の直上に位置しており，そこでは南
海トラフに沿って沈み込むフィリピン海プレートとユーラシアプレートの固着
滑りによりプレート境界型の巨大地震が繰り返し発生している（Ando, 1975; 寒
川, 1992）．春野観測点の直下におけるベニオフ帯は深さ約 40 km である（Hirose
et al., 2007）．沈み込むフィリピン海プレートの北端上に位置する春野観測点で
は，RSVD-NU により，巨大地震に伴う地殻構造の活動を監視する目的で歪と傾
斜の地殻変動観測が行われている．
3.1 春野観測点周辺の地質
 春野観測点は東海地方の東端の静岡県浜松市天竜区春野町に位置し（北緯
34˚57’30.96”，東経 137˚53’45.6”；図 14），天竜川の支流の一つである気田川の
流域に含まれる．春野観測点は赤石山地四万十帯南部の犬居層群の南部に位置
する．犬居層群は後期白亜紀の光明層群と，光明断層により接している（Kano et
al., 1986）．犬居層群南部は N60˚の走向と E90˚の傾斜を持ち，主として成層構
造が比較的よく保存された砂岩・泥岩互層と，泥質基質中に様々な大きさの砂
岩ブロックを大量に持つ乱雑な地層とにより構成されている（Kano et al., 1986）
．
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図 14

(a) Index map of west Japan.

The Tokai Region is enclosed by the dashed line.

(b) Location map showing the Haruno Observation Site and geologic outline of the area.
The geological map is modified from Kano et al. (1986).

MTL Median Tectonic Line,

ISTL Itoigawa Shizuoka Tectonic Line, ATL Akaishi Tectonic Line, KF Komyo Fault,
cross epicenter of the 2007 Noto Hanto earthquake.

Gray areas in both (a) and (b)

indicate the epicentral distribution of nonvolcanic deep tremors (Obara, 2002).
3.2 観測方法
 春野観測点には，RSVD-NU によって地殻変動観測が行われている孔井が３本
ある．孔井の深さはそれぞれ 300 m, 400 m, 500 m である（本研究のガス観測
を開始して間もなく，300 m 孔井における地殻変動観測はトラブルのために停
止した）．その一つの 500 m 孔井からは無色透明の地下水が漏出しており，少量
の遊離ガスを伴っている．この地下水付随ガスの流出量はとても少なく，間欠
的に気泡の発生が認められる．地下水は流出する時と，しない時が認められる
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が，僅かではあるが地下水が流出していることから，この観測井の静止地下水
位は孔井の上端より少し上にあると思われる．500 m 孔井は深さ 490 m までケ
ーシングしてあり，それより深部は裸孔である．取水部の地質は四万十帯南部
の犬居層群の砂泥互層である．井水の pH はおよそ 12 であり，強い塩基性を示
す．これは地殻変動観測のための計器類を埋設・固定するために用いられた水
中セメントが地下水中へ溶解しているためと思われる．孔井の上端の蓋には面
積が約 3 cm2 の小さな水抜き・ガス抜きの穴が開けてある．この穴を中心に孔
井の上端の蓋は白色の沈殿物により覆われ，しばしばこの穴を塞いでしまう．
これは地下水が流出して大気に触れる際に，大気中または地下ガス中に含まれ
る二酸化炭素と水中セメントから溶解したカルシウムイオンが反応し，炭酸カ
ルシウムの沈殿が生成していると解釈できる．炭酸ガスは強アルカリ溶液に吸
収される．この様子を強アルカリ溶液で多量に存在する化学種を用いて表現す
ると次のように表される：

CO 2 (g) + 2OH - (aq) = H 2O(l) + CO 23 (aq)
炭酸ガスは強アルカリ溶液にほとんど吸収されてしまうために，窒素とメタン
が主成分のガスでは，炭酸ガスの存在度は無視できるほど小さいと考えられる．
!
このことから，春野観測点で採取される試料ガスには二酸化炭素はほとんど含
まれていないと考えられる．一方，炭酸ガスの分圧は 0 ではなく，炭酸ガスが
強アルカリ溶液へ吸収される反応の平衡に当る分圧値はあるはずであり，少量
であっても炭酸ガスは水溶液から大気中に散逸している．これに伴って炭酸カ
ルシウムが沈殿しているので，この沈殿反応は次式のように表されると考えら
れる：
Ca 2+ (aq) + H 2O(l) + 2CO 23 (aq) = CaCO 3 (s) + 2OH (aq) + CO 2 (g)

炭酸カルシウムで覆われた観測井の上端の様子を図 15 に示す．地下水の流出量
はおよそ 6 – 18 cm3/hr であると推定される（計算方法は 4.2.2 節で述べる）．地
!
下水付随ガスの湧出量を仮に約 10 cm3/hr とすると（推定方法は 3.2 節の後半で
述べる），ガス／水体積比（gas/water volume ratio）はおよそ 1 となる．地下
水の流出量が小さいために，孔井上端の地下水温は外気温の影響を強く受け，
年間を通してゆっくりと連続的に変化する（13ǀC から 25˚C）．
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図 15

The photo view from the top of the Haruno borehole (500 m).

precipitation covered the top of the well.

The white

Black cable is the co-axial cable for

observation of crustal movement, and white pipe is the Teflon tube for collecting gas
bubbles.
 図 16 に本研究で新たに構築した春野観測点における地下水付随ガス組成の連
続観測システムの構成図を示す．プラスチック製の漏斗を逆さ状態にして井水
面に被せ，湧出する気泡ガスを採取した．図 17 に漏斗の設置の仕方を示す．以
降，この地下水付随ガスのことを“試料ガス”と呼ぶ．この漏斗は長さ約 15 m
のテフロンチューブ（外径 8 mm，内径 5 mm）とステンレスパイプを通して
GC に接続されている．試料ガスとスタンダードガスの分析は，電磁弁を用いて
自動で流路を切り替えることにより行った．スタンダードガスと GC を繋ぐガ
ス管の体積はおよそ 10 cm3 である．仮に試料ガスの流量がこの値よりも小さい
ときには，スタンダードガス測定時の残留ガスが次回の試料ガス測定時に完全
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に置換されずに残留効果が見られる可能性がある．試料ガスの分析は１時間に
１回行い，スタンダードガスの分析は 10 時間に１回行った．スタンダードガス
の組成は，1998 年の観測井の掘削時に採取された地下水付随ガス組成に合わせ
て作成され，これをスタンダードガス A とする（表 1）．PC は RSVD-NU の LAN
に接続されており，名古屋大学内の研究室から遠隔操作をすることができる．
PC の 遠 隔 操 作 に は 無 料 で 配 布 さ れ て い る vnc ソ フ ト ウ ェ ア を 用 い た
（Ultr@VNC）．

図 16

Schematic illustration of the monitoring system hardware configuration.

Cross-sectional view of the borehole monitoring system.
signal flow diagram in the observation station house.
valve.
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(a)

(b) Gas flow, data flow and

EV denotes the electromagnetic
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図 17

a

b

c

d

The way to set the plastic funnel in the well.

(a) Open the well head cover, (b)

put the plastic funnel into the well, (c) close the well head cover, and (d) connect the
plastic funnel to the Teflon tube and seal up the joint with silicone sealant.
3.2.1 micro-GC によるガス組成の分析
 新たな観測システムで用いたガス組成の分析装置は，先に述べた通り，
micro-GC である（2.1 節を参照）
．キャリアガスには O2 を用いた．ガス管中の
試料ガスまたはスタンダードガスは GC のマイクロポンプによって GC 内へ吸
引され，そのうちの約 200 nL が 40 ms 以内の時間でキャピラリーカラムへ導
入される．導入されたガスは He, H2, Ar, N2, CH4 の順に 90 秒間で完全に分離
される．１回の分析に要する時間は，ガスの吸引と分離を合わせて 180 秒であ
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る．He と H2 の検出限界は，スタンダードガスの繰り返し測定から得られた標
準偏差の 2σから判断すると，それぞれ 1 ppm と 0.5 ppm 以下である．Ar と
CH4 はそれぞれ 0.02 %と 0.5 %以下である．N2 については，熱伝導度が Ar と
近いため，検出限界も Ar と同等であると思われる．
 2.2 節においてキャリアガスに O2 を用いたキャピラリーカラムでも長期観測
に耐えられることを確認したが，実際の春野観測点における観測例として図 18
に観測の開始から４ヶ月間の連続使用の際の各成分の保持時間の時間変化を示
す．この４ヶ月間，キャピラリーカラムは焼き出し操作を行っていない．この
条件においても Ar と N2 の保持時間の差は，常にそれぞれのピークを分離する
のに十分な長さを保っていた．このことは，４ヶ月間の長期連続観測において
もカラムは十分な分離能を有していたことを示している．2006 年 12 月に Ar と
N2 の保持時間の差が最小値を示しているが，このときもそれぞれのピークは適
切に分離されていた．この 2006 年 12 月のみに見られる大きな保持時間の減少
は，2.2 節で述べたガス漏れ確認液の使用による影響が現れたものであると推測
される．以上のことから，micro-GC を用いた本観測システムは長期間において
も良好にガス分析を続けることが可能であることが確認された．ただし，これ
は CO2 が存在しないことが条件である．仮に CO2 が比較的多く存在する場合は，
これを取り除くための吸着カラムが別途必要になると考えられる．

図 18

Temporal variations in the retention times of He, H2, Ar, N2, and CH4 in the
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gas-chromatographic analysis, and the difference between the retention times of N2 and
Ar during the period from December 2006 to March 2007.
 長期間の観測を行っていると，試料ガス中に含まれる水蒸気がガス管内に結
露し，水滴が生じる．この水滴の量が多くなるとガス管を塞いでしまい，ガス
が流れなくなり，あるいは水滴が GC 内へ進入してしまい，トラブルや故障の
原因となる．春野の観測井における気泡ガスの湧出量はとても少ないために，
水蒸気等を除去する装置やカラムなどを設置することはできない．代わりに，
このことを防ぐために数ヶ月に１度程度の割合で，ガス管内に高圧の気体を通
すことで水滴を除去した．この除去作業にはキャリアガスに用いている O2 ガス
を用いた．この作業の直後にはガス管内は O2 ガスにより満たされている状態で
あり，この状態で観測を開始することで，試料ガスによって系内の O2 ガスが置
換される様子を調べることができる．春野の観測井は気泡ガスの湧出量が極端
に少ないために，湧出量を精確に測定することが困難であるが，この O2 ガスが
置換されるのに要する時間を用いることで湧出量を推定することができる．そ
の結果として，系内の O2 ガスが試料ガスによって完全に置換されるのに要した
時間は約 100 時間であった．この結果から，ガス管の体積を用いて地下水付随
ガスの湧出量を推定すると約 10 cm3/hr となった．これは正確な値ではないが，
通常時の気泡ガスの湧出量はおよそこの程度であると考えられる．
3.2.2 気象条件の観測と地殻歪・傾斜の観測
 大気圧や気温，地下水位や表層の地下水温は Onset Computer Corporation 製の
Hobo U20 water-level logger を２つ用いて測定した．１つは観測井の井水の中に
取り付け，もう１つは観測小屋の中に置いた．二つの圧力センサーの出力の差
は，観測井中のデータロガーの水深を示しており，これを地下水位の観測結果
とした．データロガーの水深は固定されているため，地下水が流出し続けてい
る限り，基本的に地下水位は一定の値を示すと考えられる．温度と圧力の分解
能はそれぞれ 0.1 ˚C と 0.02 kPa である．
 地殻変動観測システムとしてボアホール型３成分歪計と２成分傾斜計が，各
ボアホールの底に設置されている．観測データは毎分記録されている．本研究
ではそれらの１時間の平均値を用いた．
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第４章 観測結果
 各種成分濃度（He, H2, N2, CH4）の Ar 濃度に対する比を取ることは，単に
濃度をプロットすることに比べていくつか利点がある．GC による分析では，測
定された濃度は周りの温度や気圧の変化によってわずかに変動してしまう．こ
れは温度や気圧が変化することで，一定体積に含まれる気体分子数が変化して
しまい，結果として熱伝導度にわずかな変化をもたらすためである．このばら
つきを除去するために各種成分の濃度の比を用いる．また，主成分ガスの量が
変動することにより，他の成分濃度はこれに従って大きく変動することが考え
られるが，濃度比をとることによりこれによる影響を取り除くことができる．
 さらに，濃度比を用いることで深部の地下ガスの影響を推定することが可能
になる．地下水や温泉・鉱泉水などの地下岩石から湧出する水は，主にその地
域の降水に由来していると考えられる．降水などの大気とガス交換平衡にあっ
た地表水が地下岩石中に浸透していくために，地下水中には大気ガス成分が初
生的に含まれていることになる．地表水が地下へと浸透していく過程において，
初期に存在していた O2 は地下の嫌気的条件のもとで次第に消失してしまうが，
化学的に不活性な希ガスや N2 は地下水中にとどまると考えられる．大気中の
He/Ar 比は 5.5 10-4 であるが，一方で地下ガス中の He/Ar 比は大気のそれより
もかなり大きい値を示すことが考えられている（Sugisaki and Shichi, 1978）．こ
れは地下で生成される放射性起源の Ar の量が比較的少ない一方で，地殻中で生
成される 4He やマントル由来の 4He の影響が大きいからである（Ozima and
Podosek, 2002）．また，有機物を含む堆積岩では，微生物が関与する生化学反応
や有機物の熱分解反応などによって CH4 や N2, CO2, H2 などのガスが生成・蓄
積される．地下水がこのような地下岩石の空隙を移動する過程で，岩石中で生
成・蓄積された地下起源ガスが地下水中に付け加わると考えられる．このよう
に地下水中に含まれるガスは，初生的に含まれる大気ガス成分と地下で生成さ
れたガス成分に大別して考えることができる．ここで不活性であり地下での生
成量の比較的少ない Ar で比をとることによって，大気ガス成分と地下起源ガス
とを判別することが容易になる．
4.1 1999 年 12 月 - 2000 年 12 月の観測結果
 この観測期間では，Yamashita (2001)により旧観測システムを用いた地下水付
随ガスの連続自動観測が行われた．本研究では Yamashita (2001)によって得られ
た観測結果を新たな観測結果と合わせて再考察を行ったので，最初に彼女によ
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る観測結果を示す．春野観測点における地下水付随ガスの主成分は N2 と CH4
である．この観測期間におけるガス組成の各成分の平均値とばらつき（2SD）
は次のようであった：He = 82
0.07 %, N2 = 50

8 %, CH4 = 45

29 ppmV, H2 = 170 62 ppmV, Ar = 0.05
6 %（表 1）．Ar についてはしばしば検出限界

以下になることがあった．この観測期間では，各成分とも相対的な変動やばら
つきは小さかった．N2 や CH4 の値は，1998 年の観測井の掘削時のガス組成に
合わせて作成されたスタンダードガス A と同等の濃度を示したが，Ar と He は
それよりも低く，H2 はそれよりも大きい値を示した．このことから，1999 年か
ら 2000 年の観測時の地下水付随ガスの化学組成は既に，1998 年の掘削時のガ
ス組成から変化していることが分かった．
 各成分濃度の N2 濃度に対する比を図 19(a)に示す．同時期における大気圧，
観測小屋の室温，春野地域の降水量を図 19(b)に示す．降水量の記録は春野観測
点から約 10 km 北東に位置する気象庁の越木平観測点の記録を用いた．400 m
孔井の歪の記録を図 19(c)に示す．
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図 19

Time-series data of: (a) the gas concentration ratios relative to N2, (b) the

atmospheric pressure, room temperature, and rainfall, and (c) the crustal strain at the
400-m borehole during the period from 1 December 1999 to 31 December 2000.
N24˚W indicates the azimuth angles for the direction, measured counterclockwise from
north.
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 ボアホール型歪計の観測記録には次のような成分が含まれていると考えられ
る：広域にわたるテクトニックな変形，局所的なテクトニックな変形，地球潮
汐，大気圧，降雨，機器の誤差である．歪計の記録に見られる，長い期間にお
ける直線的な傾き（長期トレンド）は定常的なテクトニック変形や機器的なド
ラフトであると考えられる．この観測期間における歪の長期トレンドの蓄積は 1
10-6 /year であった．この大きなトレンドを取り除くことによって，他の要因
による変化を識別できるようになる．図 19(c)ではこの長期トレンドを取り除い
てあるが，地球潮汐や大気圧，降雨による影響は含まれたままである．この観
測期間を通して，2000 年 4 月中旬と 2000 年 8 月上旬に２回トレンドの変化が
観測された．
 図 19 に示される観測期間では，N2 濃度比には特に目立った変化は見られな
かった．また，この１年間を通して東海地域における地震活動は低いレベルに
あった（JMA, Monthly Report on Earthquakes and Volcanoes in Japan, 2000）．この
期間では春野地域において震度１以上の地震が観測されることはなかった．こ
の観測期間において観測された各成分濃度の N2 濃度比の最大値と最小値を，平
均値とスタンダードガスの繰り返し測定から求めた分析誤差（2SD）と合わせ
て表 2 に示す．
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4.2 2006 年 12 月 – 2007 年３月の観測結果
4.2.1 ガス組成の測定
 2006 年 12 月から 2007 年 3 月の期間における地下水付随ガスの組成は次のよ
うであった：He = 8
7%, CH4 = 14

7 ppmV, H2 = 13

15 ppmV, Ar = 0.6

0.3%, N2 = 66

14%（表 1）．図 20(a)にこの観測期間における各ガス成分濃度

の Ar 濃度に対する比を示す．春野観測点では地下水付随ガスの湧出量が少ない
ために，ガス組成の分析結果にスタンダードガスの残留効果が見られることが
あったが，これらの残留効果の影響を受けたと思われるデータは図 20(a)にはプ
ロットされていない．ほとんどの観測期間では，残留効果はスタンダードガス
の測定後の２時間以内に測定されたデータ（試料ガスの測定２回分に相当）に
対してのみ影響が見られた．ただし，2006 年 12 月 8 日から 2007 年 1 月 4 日
までの期間では，残留効果はスタンダードガスの測定後の３時間以内に測定さ
れたデータ（試料ガスの測定３回分に相当）に対して影響が見られた．また，
プロットに見られる空白域は，一時的な測定の停止期間を示している（e.g., 2007
年 1 月 5 日から 24 日の空白）．
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図 20

Time-series data of: (a) the gas concentration ratios relative to Ar, (b) the

atmospheric pressure, room temperature, groundwater-level change, and rainfall, and (c)
the crustal strain at 400- and 500-m borehole during the period from 1 December 2006
to 30 April 2007.
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 2006 年 12 月後半と 2007 年 1 月後半，2007 年 2 月中旬に各組成比のスパイ
ク状の急激な変化が観測された（図 20(a)）．例えば，2006 年 12 月後半では
CH4/Ar 比が 25 から 250 へと急激に増加した．He/Ar 比や H2/Ar 比，N2/Ar 比
もまた同じ日にそれぞれ 10

10-4 から 140

10-4，10

10-4 から 330

10-4，110

から 450 へと急激に増加した．これらのようなスパイク状の急激な変化が観測
期間を通して繰り返し観測された．これらの He/Ar 比，H2/Ar 比，N2/Ar 比，
CH4/Ar 比の急激な変化は常に同時に観測された．
 春野観測点では地下水付随ガスの湧出量が少ないために，新たに湧出した試
料ガスが観測システムのガス管内のガスを置換するためには数時間以上の時間
を必要とする．したがって，急激なガス組成の変化は，短時間の内に系内の残
留ガスが全て新たに湧出した試料ガスによって置換されたことを示唆している．
このことから，ガス組成比の急激な変化が観測されたときには，その時点にお
ける試料ガスの湧出量が大きく変化していたことが考えられる．
 この観測期間において観測された各成分濃度の Ar 濃度比の最大値と最小値
を，平均値とスタンダードガスの繰り返し測定から求めた分析誤差（2SD）と
合わせて表 3 に示す．
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4.2.2 気象条件，地下水位の測定
 図 20(b)に 2006 年 12 月から 2007 年 4 月までの地下水位の変化と大気圧，観
測小屋の室温，降水量の記録を示す．地下水位の記録に，2 から 3 cm の急激な
低下が頻繁に観測された．その頻度は 1 時間におよそ 1 から 2 回の低下であっ
た．この地下水位の時系列データのフーリエ解析の結果からは，これらの急激
な地下水位の低下には卓越した周期成分が無いことが分かった．
 地下水の流出する 500 m 観測井では，その上端が白色の炭酸カルシウムの沈
殿物で覆われてしまい，地下水の流出を妨げている可能性を 3.2 節で述べた．図
20(b)に示される地下水位の観測記録はこの沈殿物による影響を受けている可能
性が考えられる．この可能性を調べるために，2009 年 1 月 30 日から 3 月 19
日にかけて沈殿物の影響を除去した地下水位の観測を行った．ここでは，観測
井の上端の水抜き／ガス抜きのための開口部を広く開けることによって，観測
井の上端が沈殿物によって覆われてしまうことのないようにした．その時の地
下水位の観測結果を図 21 に示す．図 21 には図 20(b)に見られるような急激な地
下水位の頻繁な低下はほとんど見られない．これらの結果から，図 20(b)に見ら
れるような地下水位の急激な低下を次のように説明することができる：炭酸塩
の沈殿物が観測井の上端の小さな開口部が沈殿物の薄い膜に覆われることによ
り一時的に高まった水圧が，膜が破れることにより解放されたもの，と解釈で
きる．図 21 の正の傾きはおそらく，観測井の壁面の上端に炭酸カルシウムの沈
殿物が蓄積することにより，蓄積した高さの分だけ水位が記録されていると考
えられる．観測井上端の開口部の面積は約 3cm2 であるので，図 20(b)の頻繁な
地下水位の低下の記録から地下水の流出量の最小値を推定すると，6 – 18
cm3/hr となる．最小値とした理由は，開口部が沈殿物により覆われた状態にお
いても，観測井は密閉されるわけではなく，沈殿物の間を通して地下水がにじ
み出ていると考えられるからである．以上のことから，静止地下水位は基本的
に観測井の上端より上にあることが確認された．
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図 21

Groundwater-level changes observed during the period from February to March

2009 when the wellhead opening was widened.
4.2.3 地殻変動観測
 2006 年 12 月から 2007 年 4 月までの期間における地殻歪の記録を図 20(c)に
示す．N156E などの記号は，北から時計回りに測った歪の方位角である．長期
トレンドは除去してあるが，地球潮汐や大気圧，降雨による変動は含まれたま
まである．
 図 20(c)に EQ で示されるように，2007 年 3 月下旬に歪の記録に大きなステ
ップ状の変化が観測された．一方でガス組成比や地下水位の記録には何も変化
は見られなかった（図 20(a), (b)）．2007 年 3 月 25 日 9 時 41 分に春野観測点か
ら 280 km 離れた能登半島沖で能登半島地震（M = 6.9）が発生した．この地震
の震央を図 14 のインデックスマップに 印で示す．震央の近辺では震度６強の
強い揺れが観測された．春野地域では震度２の揺れが観測された（JMA, Monthly
Report on Earthquakes and Volcanoes in Japan, March 2007）．図 20(c)に見られる大
きな地殻歪の記録のステップ状の変化は弾性変形ではなく，非弾性変形と考え
られる．これらのことから，観測された postseismic な歪の変化は，地震波によ
りもたらされた孔井内壁の非弾性的な変形であると考えられる．
4.3 2007 年 4 月以降の観測結果
4.3.1 ガス組成の測定
 2007 年 4 月以降は，落雷の影響や，通信ソフトウェアのトラブルなどにより
ガスの観測が一時的に停止してしまった．2007 年 12 月から断続的にガスの観
測を再開した．この時にスタンダードガスを新調した．その組成は He = 28.9
ppmV, H2 = 54.0 ppmV, Ar = 0.757%, N2 = 63.64% (balance), CH4 = 35.6%であり，こ
れをスタンダードガス B とする（表 1）．2007 年 12 月以降の期間では，2006

44

年 12 月から 2007 年 3 月の期間に観測された様なガス組成比のスパイク状の増
加は観測されなかった．各ガス組成比は大気ガスの値に近い低い値を示した．
図 22 に 2006 年 12 月から 2008 年 6 月までの観測結果を，400 m 孔井と 500 m
孔井の歪計の記録と地下水位，水温，大気圧，降雨，東海地方における深部低
周波微動の活動度と併せて示す．同様に 2008 年 3 月から 2009 年 3 月までの観
測結果を図 23 に示す．これらの図中の空白域は欠測期間である．降雨の記録は
気象庁の越木平観測点の記録を用いた．東海地方における深部低周波微動の活
動度の記録は防災科学技術研究所（NIED, http://www.hinet.bosai.go.jp/）によって
報告されているものを用いた．春野観測点では地下水付随ガスの湧出量が少な
いために，ガス組成の分析結果にスタンダードガスの残留効果が見られること
があったが，明らかにこれらの残留効果の影響を受けたと思われるデータは図
22 にはプロットされていない．残留効果はスタンダードガスの測定後の２時間
以内に測定されたデータに対してのみ影響が見られた．
 2008 年 3 月後半に 500 m 孔井の体積歪の記録に 2

10-8 程度のスッテプ状の

圧縮方向の変化が見られ，その後に 400 m 孔井の体積歪記録に 5 10-8 程度の
大きなステップ状の圧縮方向の変化が見られた．これらの歪変化と同時期に各
ガス組成比の増加が観測された．この時に観測された He/Ar 比は 10~50 10-4
の増加を示した．この値は 2007 年 2 月に得られた 180

10-4 と比較すると小さ

い値である．2008 年 6 月以降の観測記録は，スタンダードガスの測定の直後の
試料ガスの測定から次回のスタンダードガスの測定の直前の試料ガスの測定ま
で各組成比が連続的に減少し，またスタンダードガスの測定の直後の試料ガス
の測定で高くなる，という繰り返しが見られた．これは，この期間に得られた
観測記録のほとんど全てがスタンダードガスの残留効果を受けていることを示
している．これについては 5.1 節で詳しく述べる．
 2007 年 12 月から 2009 年 3 月の期間において観測された各成分濃度の Ar 濃
度比の最大値と最小値を，平均値とスタンダードガスの繰り返し測定から求め
た分析誤差（2SD）と合わせて表 4 に示す．
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図 22

Time-series data of the gas concentration ratios relative to Ar, the atmospheric

pressure, room temperature, groundwater-level change, rainfall, the crustal strain at
400- and 500-m borehole, and the activities of non-volcanic deep tremor in Tokai
region during the period from December 2006 to June 2008.
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図 23

Time-series data of the gas concentration ratios relative to Ar, the atmospheric

pressure, room temperature, groundwater-level change, rainfall, the crustal strain at
400- and 500-m borehole, and the activities of non-volcanic deep tremor in Tokai
region during the period from March 2008 to March 2009.

4.3.2 地下水位・水温の測定
 図 22 と 23 に M で示される地下水位の記録の不連続は，観測装置の保守・管
理のための操作による不連続点である．ほとんどの観測期間において，4.2.2 節
で述べたように炭酸塩鉱物の沈殿物により地下水の流出口が塞がれてしまうこ
とによって水圧が高まり，地下水位が 2 から 3cm ほど高く記録されている（2-3
cm の頻繁な地下水位の低下）．2008 年 10 月後半から 12 月前半と 2009 年 2 月前
半から 3 月後半の期間における記録は，4.2.2 節で述べたように，地下水の流出
口を広く開けて，沈殿物により地下水の流出が妨げられないようにして観測を
行った記録である．これらの観測期間の記録をその他の期間の記録（例えば，
2008 年 12 月前半から 2009 年 2 月前半）と比較すると，2-3 cm の頻繁な地下水
位の低下は見られないことが分かる．
 2007 年 12 月中旬と 2008 年 4 月後半から 5 月，2008 年 6 月中旬から 8 月にか
けて，その他の期間で見られる沈殿物の影響と比較して，さらに 5 cm 程度高い
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水位（水圧）が記録された．これらの記録もまた，沈殿物の影響を受けている
と考えられるが，急に 5 cm 程圧力が上昇する具体的な原因については分からな
い．
4.3.3 地殻変動観測
 図 22 と 23 に示される歪計の記録は，3 成分歪計の線歪を用いて体積歪とずり
歪を計算した結果である．計算方法は付録 A に示す．図 22 に示される歪計の記
録は，元の記録から長期トレンドと地球潮汐成分（日周潮成分と半日周潮成分），
大気圧応答成分をフーリエ解析によって除去してある．図 23 に示される歪計の
記録は地球潮汐データ解析プログラム BAYTAP-G（Ishiguro et al., 1981; Tamura et
al., 1991）を用いて推定したトレンド成分である．これらの解析方法は付録 B に
示す．2008 年 8 月中旬以降は，地殻変動観測機器の故障により欠測となってい
る．
 観測期間全体を通して，深部低周波微動やそれに伴う低周波地震の影響と思
われる歪変化が繰り返し観測された．2007 年 6 月に長野県南部において深部低
周波微動の活動の活発化が報告されており，これに伴う低周波地震が 6 月 15 日
から 6 月 17 日にかけて活発化していることが報告されている（5.3 節の表 5）．
このときに 500 m 孔井の剪断歪の記録に大きなトレンドの変化が観測されてい
る．2007 年 9 月後半から 10 月前半に長野県南部から愛知県西部にわたる低周
波地震活動の活発化が報告されており，500 m 孔井の体積歪と剪断歪の両方に
トレンドの変化が観測された．2008 年 5 月 12 日に 500 m 孔井の体積歪の記録
に 3 10-8 程度の膨張方向のステップ状変化が観測され，剪断歪には 8 10-8 程
度のステップ状変化が観測された．これらは中国で発生した四川省地震
（M=7.9）と同時刻であることから，これによる影響であると考えられる．一
方，この直後の 500 m の体積歪に 3 10-8 程度の膨張変化が観測された．この
変化と同時期に愛知県中央部において低周波地震活動の活発化が報告されてお
り，この膨張変化はこの地震活動の影響によるものと考えられる．目立った歪
の変化については，これらの他にも低周波地震活動などの地震活動の報告が無
い時期においても観測されている．2007 年 7 月には 500 m の剪断歪に大きなト
レンドの変化が観測された．2008 年 3 月後半には 500 m の体積歪と 400 m の
体積歪，剪断歪にそれぞれステップ状の変化が観測された．これらの地殻歪変
化の原因は今のところ分からないが，１つの可能性として，深部低周波微動お
よび低周波地震を伴わない「短期的スロースリップ」の影響を見ている可能性
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が考えられる（Fukuda and Sagiya, 2007）．地殻変動とガス組成比の変動について
は 5.2 節と 5.3 節で述べる．
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第５章 考察
5.1 ガスの起源
 はじめに，春野観測点における地下水付随ガスの化学組成の長期的変動につ
いての考察と，この地下水付随ガスの地球化学的な特性を明らかにするために
ガスの起源についての考察を行う．期間(1) 1999 年 12 月—2000 年 12 月と期間
(2) 2006 年 12 月—2007 年 3 月，期間(3) 2007 年 3 月—4 月，期間(4) 2008 年 6
月—2009 年 3 月のそれぞれの観測期間に得られた地下水付随ガスの各成分濃度
の N2 濃度に対する比を，大気ガスとスタンダードガスの N2 濃度比とを併せて
図 24 に示す．観測期間(3)の記録は体積歪の記録の圧縮方向の変化と同時期に増
加が観測されたガス組成比である．観測期間(4)の記録は，そのほとんど全てが
スタンダードガスの残留効果を受けたと思われる記録である．図 24 の直線は各
期間に得られたプロットに対して，それぞれ最小二乗法を用いて計算した回帰
直線である．
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図 24

Gas ratios relative to N2. Blue circles, red circles, green circles, and solid

circles indicate values observed during the periods from December 1999 to December
2000, from December 2006 to March 2007, from March 16, 2007 to April 9, 2007, and
from June 2008 to March 2009, respectively.

Open circle and open square indicate

the values for atmospheric air and the standard gas B, respectively.
and equations were obtained by the least-squares method.

Regression lines

Large open stars labeled A

and B in (a) represent the estimated compositions of the deep gas components.
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Broken

curve in (b) represent the possible mixing of three components among subsurface gas A,
B and the atmospheric air.
 図 24(a)を見ると，各期間のプロットから得られた回帰直線がそれぞれ互いに
明らかに異なっていることが分かる．期間(1)のプロットが直線的に分布するこ
とから，これが少なくとも２つ以上の代表的な組成を持つガス成分の混合で表
されることを示している．以降，この代表的な組成を持つガス成分のことを端
成分と呼ぶ．期間(2)と期間(3)，期間(4)のプロットは期間(1)のプロットとは直線
的な傾きが全く異なっているように見える．期間(2)と期間(3)，期間(4)のプロッ
トも２つ以上の端成分の混合で表され，その一つが大気ガスであることは明ら
かである．地下水中には初生的に大気ガス由来の溶存ガスが含まれるが，各ガ
ス成分の水に対する溶解度が異なるために溶存ガスの組成は大気ガスの組成と
は異なる．地下で地下ガスが地下水中に付加される割合によって，気泡ガスが
生成する際に気相中へ入り込む大気由来のガス成分の割合も変化すると考えら
れる．
 初生的に地下水中に含まれる大気ガス由来の溶存ガスには１気圧のもとで水
の中へ溶け込むことの出来る量が含まれている．地下水が地下へ移動するに従
って，地下で生成される地下ガスが地下水中へ付加されるが，ここで地下水は
静水圧が上昇するために１気圧以上の気体を溶かし込むことができるようにな
る．大気由来のガスと地下ガスが混じり合った状態の地下水は，最終的に１気
圧の地表へ湧出するために，地下で付加された１気圧以上の溶存ガスが遊離し
て気泡ガスとなると考えられる．このときに気相中へ移動する大気由来の溶存
ガス成分は，地下で付加された地下ガスの量に左右されると考えられる．この
ことによって，端成分としての大気由来のガス成分は，大気ガスの組成から大
気と飽和状態にある水中の溶存ガスの組成までの範囲の値を取り得る．気泡ガ
スが生成する際に，気相中へ入り込む大気由来のガス成分の割合によって気相
中の大気由来のガス成分の組成が，その割合によってどのように変化するのか
を定量的に計算した例を付録 C に示す．
 地下ガスの供給量が大きい場合には，気泡ガス中に含まれる大気由来の溶存
ガス成分も多くなり，端成分として大気ガスの代わりに大気と飽和状態にある
水中の溶存ガス成分がプロットされると考えられる．一方，地下ガスの供給量
が少ない場合には，気泡ガス中に含まれる大気由来の溶存ガス成分の割合も少
なくなり，端成分として大気ガスの組成がプロットされると考えられる．期間(2)
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以降においては，端成分の１つとして大気ガスの寄与が大きいことから，この
期間においては地下ガスの供給量が少ないことが考えられる．一方で，期間(1)
においては，大気ガスの寄与が小さいことから，この期間においては地下ガス
の供給量が大きい，もしくは観測井の掘削前までに地下水中に貯留されていた
地下ガスの量が大きいことが考えられる．
 期間(1)のプロットが比較的良い直線性の分布を示すことから，この期間では
２つの端成分の寄与が大きいことが分かる．その端成分の一つは直線の右の方
のどこかにあるはずで，この地下ガス端成分を図 24(a)に B として示す．この端
成分 B については，その組成を決定することはできないが，期間(1)のプロット
から得られる直線上の右端のどこかにプロットされるはずである．もう一つの
端成分は，直線の左側のどこかにプロットされるはずである．期間(2)と期間(3)
のプロットはその大部分が，期間(1)のプロットから得られる直線の下側にプロ
ットされ，この直線を上側に大きく越えるプロットが見られない．このことか
ら，期間(1)のプロットの直線を形成するもう一つの端成分は，これらの直線の
交点で表される可能性が考えられる．期間(2)のプロットと期間(3)のプロットを
比較すると，期間(3)のプロットの方が良い直線性を示し，期間(2)のプロットは
期間(1)のプロットから得られる回帰直線に沿うようにして端成分 B の方へやや
曲がっていることが分かる．期間(3)のプロットから得られた回帰直線と期間(1)
のプロットから得られた回帰直線との交点にもう一つの端成分を置くことで，
これらのプロットの曲がりを説明することができる．この端成分を端成分 A と
して図 24(a)に星印で示す．
 期間(1)と期間(2)，期間(3)の観測結果は次のように説明できる．期間(1)は春野
観測井の掘削から約 1 年後であり，この期間では掘削による新たな地下水の流
路の形成によって地下水系が新たな定常状態へと変化している途中であると考
えられる．観測井の掘削前の状態では端成分 A と B で表されるガス成分を持つ
地下ガスが比較的豊富に溜まっていたが，これが掘削による新たな地下水の流
路を通して地表へ流出することで，期間(1)のプロットが得られる．地下ガスが
地表へと湧出することで次第に，掘削前に貯留されていた端成分 B で表される
成分を持つ地下ガスの寄与が比較的に小さくなると考えられる．ガスの湧出量
が減少することで結果として先に述べたように大気ガスの寄与が大きくなると
考えられる．図 24(b)の破線で示すように，期間(1)でも大気ガスの影響が見られ
るが，このときは気泡ガスの湧出量が小さくなっていた可能性が考えられる．
観測井の掘削から約 8 年後の期間(2)では端成分 B の寄与が比較的に小さくなり，
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その代わりに大気ガスの寄与が大きくなっていると考えられる．期間(2)から約
1 年後の期間(3)では端成分 B の寄与がかなり小さくなっていると考えられる．
以上の考察から，地下ガスの組成が長期的に変動していることが示唆され，現
在の春野観測点における地下ガスの組成は，端成分 A で表される成分であると
考えられる．成分 A で特徴づけられる地下ガスの組成は孔井の掘削時とは全く
異なっている．このことから，春野の地下水／ガス系には大きな不可逆的な地
下ガス組成の変化が起きたと結論付けられる．
 一方で，期間(4)のプロットは他の観測期間のプロットとは全く異なる傾向を
示す．この期間のプロットは大気ガスとスタンダードガス（図 24 の四角印）を
結ぶ直線上に乗る．4.3.1 節で述べたように，この期間のプロットのほとんど全
てがスタンダードガスの残留効果を受けていると考えられる．このことは，気
泡ガスの湧出がほとんど無いことを示唆している．図 24 のプロットからも地下
ガスの寄与はほとんど無いことが分かる．先のパラグラフで述べたことと併せ
て考えると，観測井の掘削後から地下水／ガス系が新たな定常状態へと向かう
過程で，次第に地下ガスの湧出量が減少し，2008 年 6 月以降では目立った地殻
変動や地震活動の無い状態における地下ガスの湧出がほとんど停止してしまっ
た可能性が結論される．
 地下ガス成分 A は CH4 に富むが，He に乏しいように見える．したがって，成
分 A は母岩の堆積層中に含まれる有機物の発酵もしくは，熱分解によって形成
される地下ガスを表している可能性が考えられる．Mizutani et al. (1989)は春野観
測点における地下ガス中のメタンの水素の同位体組成と炭素の同位体組成（!D
= "178

，!13C = "51.1

）から，CH4 は深部の堆積岩に含まれる有機物の熱分

解起源のもの（thermogenic methane）と微生物分解起源のもの（biogenic methane）
との混合により形成されている可能性を示している．成分 B は成分 A と比較す
ると CH4 と He の両方に富んでいる．
 次に，成分 A で表される地下ガスの組成の計算を行う．図 24 中の期間(1)と期
間(3)のそれぞれのプロットから得られる２つの回帰直線の交点が成分 A の地下
ガスの組成比を表すと考える．ここで，成分 A の地下ガスの各組成比を次のよ
うに表す：H2/N2 = W, CH4/N2 = X, Ar/N2 = Y, He/N2 = Z．地下ガスの主成分が CH4
と N2 であることから，CH4 + N2 = 100 (%)であると仮定すると，各成分の濃度は
次のように表される：N2 = 100/(X + 1), H2 = 100W/(X + 1), Ar = 100Y/(X + 1), He =
100Z/(X + 1), CH4 = 100X/(X + 1)．図 24(a), (b), (c)に示される回帰直線にこれらの
値を代入することで，成分 A で表される地下ガスの組成が次のように得られ
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る：He = 12 ppmV, H2 = 15 ppmV, Ar = 0.18%, N2 = 64%, CH4 = 36%．ただし，こ
の計算では二酸化炭素は含まれないとした．これは地下水が強い塩基性を示す
ため，地下ガスの分析結果には二酸化炭素が含まれないからである（3.2 節を参
照）．この計算結果を，春野観測点における砂岩・頁岩層に伴う地下ガスの組成
として，表 1 に示す．
5.2

ガス組成比のスパイク状の増加

 各成分の濃度比が同時に急激なスパイク状の増加を示すことは，地下の貯留
槽から何らかのメカニズムによって地下ガスが地表へと吐き出されていること
が示唆される．このことを調べるために，ガス組成比と地殻歪の観測記録の比
較を行う．地殻歪とガス組成比とを比較するために，観測された線歪（linear
strain）を用いて体積歪を計算した．その結果を図 25 に示す．期間(2)に観測され
た He/Ar 比と東海地域において観測された深部低周波微動の活動度も図 25 に併
せて示す．線歪はある特定の方向における弾性変形を表す．ここでの体積歪は
ある体積要素の弾性変形を表す．体積歪の計算方法は付録 A に述べる．400 m
孔井と 500 m 孔井のそれぞれについて体積歪の計算を行い，その後で観測期間
全体を通した長期トレンドをそれぞれの体積歪の時系列変化から取り除いた．
これらの長期トレンドを取り除いたところ，400 m 孔井と 500 m 孔井のそれぞれ
の体積歪は逆の傾向を示した．この 400 m 孔井と 500 m 孔井の結果の違いは，
不均質な局所的な地質構造により応力の分布が均一ではないことが原因として
考えられる．
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図 25

Time series of cubic dilatations calculated from the linear strains shown in Fig.

23(c), in addition to the He/Ar ratio and hourly frequency of nonvolcanic deep tremors
observed in the Tokai Region.

Broken lines indicate simplified trends of the strain

changes.
 Obara (2002)は西南日本の非火山性地帯において長周期の揺れが観測されてい
ることを見つけ，この揺れが 1-10 Hz の卓越周期を持ち，東海地域の深さ 40-45
km を震源として分布していることを報告している．これらの震源域は春野観測
点から 50-60 km 離れている．彼はまた，これらの微動のうちの多くは活動が活
発な時期が数日間続き，その後に静穏な期間が数ヶ月程度続くことを報告して
いる．彼はこれらの微動の発生が，沈み込み帯における流体の移動と関連があ
る可能性を述べている．また，深部低周波微動の活動には多くの場合，低周波
地震などのゆっくり地震が伴うことが報告されている．図 25 に示される微動の
記録は防災科学技術研究所（NIED, http://www.hinet.bosai.go.jp/）によって報告さ
れているものを用いた．
 500 m 孔井の体積歪の記録には，2006 年 12 月下旬と 2007 年 1 月中旬にそれ
ぞれ-3

10-8 程度と 3

10-8 程度の階段状の変化が見られた．それぞれを図 25 に

(A)と(B)で示す．2007 年 3 月上旬にもまた，-3
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10-8 程度の階段状の変化が見ら

れた（図 25 の(C)）．これらの体積歪の階段状の変化はそれぞれ，2006 年 12 月
下旬と 2007 年 1 月下旬，2007 年 2 月中旬に観測されたガス組成比のスパイク状
の変化に対応している可能性が考えられる．400 m 孔井の体積歪の記録には，
2007 年 1 月後半から 2 月にかけてトレンドの変化が観測された（図 25 の(D)）．
これらの地殻歪とガス組成比の明らかに異常な変化は，東海地方における深部
低周波微動の活動が活発化している時期の周辺で観測されている．このことは，
地殻歪の変化が地下ガスの深部堆積岩からの放出と関係していることを示唆し
ていると考えられる．
5.3 ガス組成比変化・地下水位変化と地殻変動・地震活動
 図 26 に，2006 年 12 月から 2009 年 3 月までの観測期間で春野地方において
震度１以上の揺れを観測した地震の震源のプロットと，東海地方における低周
波地震活動域を示す．図 26 では，低周波地震活動の活動域を愛知県西部，愛知
県中部，愛知県東部，長野県南部と分けて示してある．表 5 に低周波地震活動
の時期と活動域，規模を示す．図 26 にプロットしてある地震の発生時期と場所，
規模を表 6 に示す．地震活動の記録は気象庁地震火山月報をもとに作成した．
2007 年 11 月から 2008 年 2 月頃にかけて，静岡県森町から掛川市付近における
春野観測点から震源距離約 20 km 以内において，地殻内における地震活動の活
発化が報告されている（表 6 の番号 10 - 38）．これらの地震の規模は M=2.4~4.2
であり，春野地域において観測された揺れの強さは震度 1~2 である．この地震
活動の活発化した時期における各ガス組成の Ar 濃度に対する組成比は，比較的
低い値を示した．また，地下水位と水温の記録には目立った変化は見られなか
った．
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図 26

Location plot of seismic event of more than intensity 1 at the Haruno area with

focal depth during the period from Dec 2006 to Mar 2009.

All seismic data are from

JMA Monthly Report on Earthquakes and Volcanoes in Japan.
the location of epicentral area of low-frequency earthquakes.
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Broken circles indicate
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 2008 年 1 月前半に東海地方における深部低周波微動の活動が活発化しており
（図 22），これに伴って 1 月 1 日から 10 日にかけて長野県南部から愛知県東部
にわたり，低周波地震活動が活発化していることが気象庁により報告されてい
る（表 5）．このときの Ar 濃度に対する各ガス組成比の記録を図 27 に示す．こ
の時期は先に述べた地殻内での地震活動が活発化している時期と重なる．図 27
には，このとき観測された地震（表 6 の番号 25 と 26）も併せて示してある．
これらの地震はそれぞれ 1 月 17 日と 1 月 20 日に発生している．2007 年 12 月
13 日から 2008 年 1 月 16 日までの約１ヶ月間は，この地域では地震は発生して
おらず，地震活動が活発化した期間の中の休止期間であったと言える．1 月 17
日の地震は約１ヶ月ぶりに再びこの地域で地震活動が活発化した最初の地震で
ある．
 He/Ar 比は 1 月 3 日までは約 6

10-4 であったがゆっくりと減少をし，1 月 6

日に上昇に転じて 1 月 7 日から 1 月８日にかけてピークを示した．1 月 10 日以
降は再び約 6

10-4 の値に戻った．H2/Ar 比は He/Ar 比と比較してばらつきが大

きいが，
He/Ar 比と同様に 1 月 6 日から 1 月 9 日にかけてピークを示した．H2/Ar
比の最大値は He/Ar 比のピークよりやや遅れて 1 月 9 日に観測された．一方，
N2/Ar 比には特に目立った変化は観測されなかった．CH4/Ar 比は He/Ar 比と比
較するとばらつきが大きいが，He/Ar 比や H2/Ar 比と同様に 1 月 7 日に小さな
ピークを示した．
He/Ar 比や H2/Ar 比，CH4/Ar 比に見られるこれらのピークは，
深部低周波微動や低周波地震活動の活発化と時期的に重なり，これらの地震活
動にガス組成が応答している可能性が推察される．しかし一方で，この期間を
含む 2007 年 12 月後半から 2008 年 3 月前半にかけて，地殻変動観測機器の故
障により歪観測は停止していたため，ガス組成比と歪変化の関係は分からない．
 1 月 11 日以降は He/Ar 比，H2/Ar 比，N2/Ar 比には目立った変化は見られな
かったが，CH4/Ar 比は 1 月 11 日から一方的な増加傾向を示し，1 月 16 日に最
大値約 9 を示した．そして約 1 日後に震源距離 17 km の地点で M=3 の地震が
発生している（表 6 の番号 25）
．このときは CH4 のみが他の成分と違う挙動を
示したが，これは 5.2 節で述べたガス組成比のスパイク状変化が各成分の同時変
化として観測されたことと比較すると，性質の違うガス組成比の変化であると
考えられる．深部低周波微動や低周波地震は比較的深部における地震活動であ
るが，1 月 17 日の地震は比較的浅い領域で発生している．このことから，深部
での地震活動と浅部での地震活動ではガスの放出応答を示す岩石層が異なるこ
とが示唆される．1 月 16 日に観測された CH4/Ar 比の増加は，まとまった地震
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活動の再開に向けて，地殻内の岩石が応力の蓄積によって変形していく過程を
反映している可能性が推察される．ただし，歪観測の記録が無いために，これ
以上の考察を行うことは困難である．

図 27

Fluctuations of gas concentration ratios relative to Ar as a function of time, in

addition to hourly frequency of nonvolcanic deep tremor in Tokai region and count of
low-frequency earthquakes.

Vertical solid lines indicate the occurrence of seismic

event of no. 25 and no. 26 in Table 5, respectively.
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 2009 年 2 月前半に愛知県中央部と長野県南部に２回にわたり，深部低周波微
動の活動の活発化が報告されている．これに伴う低周波地震活動が愛知県中央
部では 2 月 5 日から 2 月 10 日に，長野県南部では 2 月 11 日から 2 月 14 日に活
発化していることが報告されている．しかし，このときのガス組成比の記録は
5.1 節で述べたように，ほとんど全てがスタンダードガスと大気ガスの混合であ
り，これらの低周波地震活動に対する地下ガスの応答は観測されなかった．ま
た，地下水位や水温にも特に目立った変化は観測されていない．
 2008 年 3 月後半に 500 m 孔井の体積歪記録に 2

10-8 程度のスッテプ状の圧

縮方向の変化が見られ，その後に 400 m 孔井の体積歪記録に 5 10-8 程度の大
きなステップ状の圧縮方向の変化が見られ，同時に 400 m 孔井の剪断歪記録に
5

10-8 程度の変化が見られた．これらの歪変化と同時期に各ガス組成比の増加

が観測された．この時に観測された He/Ar 比は 10

10-4 ~ 50

10-4 の増加を示

した．これらのガス組成比の増加は，体積歪および剪断歪に見られるステップ
状変化に対応した地殻の圧縮による地下ガスの地表への放出と考えられる．し
かし一方で，同時期において地下水位と水温には目立った変化は観測されてい
ない．この期間に大きな地震は発生しておらず，また，低周波地震や深部低周
波微動の活動も報告されていない．このため，これらの比較的大きな歪変化の
原因は分からない．このときの観測結果から，地殻歪に圧縮の非定常的なステ
ップ状変化が見られた場合，ガス組成比もこれに応答して増加することが確認
された．
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第６章 結論
 地球化学的地震予知研究の一環として，地下水に付随する気泡ガスのガス組
成を新たに構築した連続自動観測装置を用いて分析した．
2000 年 12 月から 1999
年 12 月までの期間では Yamashita(2001)により，従来から用いられていた旧観測
システムを用いて観測が行われ，2006 年 12 月から 2007 年 3 月，またはそれ以
降の期間では，新たに構築した micro-GC を用いた観測システムによって観測が
行われた．結論を以下にまとめる：
1. 新たに構築した観測システムは少量の試料ガスを用いて，時間分解能につい
て従来の観測システムより良い精度でガスの分析を行うことが可能である．
2006 年 12 月から 2007 年 3 月までの約３ヶ月間の観測期間において，キャ
ピラリーカラムは GC 分析についての各気体成分のピークを十分に識別で
きるだけの分離能を保ち続けることができた．この期間で自動観測を問題な
く行うことができたことによって，新たな観測システムは比較的長期間の連
続使用にも使用できることが確認された．
2.

1999 年 12 月から 2000 年 12 月の期間と 2006 年 12 月以降の期間における観
測結果から，これらの期間の間の７-8 年間に地下ガスの組成は大きく経年変
化していることが明らかになった．孔井の掘削時のガス組成と比較すると，
現在の春野の地下水付随ガスの組成は深部起源の He，H2，CH4 に乏しく，
大気起源の Ar や N2 に富んでいる．このことは，春野観測井の掘削により春
野の帯水層／ガス系が新たな定常状態に向かって不可逆的に変化した可能
性を示唆している．現在の春野観測点における地下ガスの端成分の組成は次
のように推定される：He = 12 ppmV, H2 = 15 ppmV, Ar = 0.18%, N2 = 64%,
CH4 = 36%．

3. 1999 年 12 月から 2000 年 12 月の期間では N2 濃度に対する各ガス成分濃度
比には目立った大きな変化は観測されなかったが，2006 年 12 月から 2007
年 3 月の期間では，Ar 濃度に対する各ガス成分濃度比は観測期間全体を通
して大きく変動し，スパイク状の急激な増加が繰り返し観測された．観測期
間全体を通して春野観測点の近傍（震央距離<60 km）では大きな地震は発生
していない．2006 年 12 月から 2007 年 3 月の期間では，地殻歪の記録に東
海地方における深部低周波微動の活動と関連すると思われる変化が観測さ
れている．このことから，観測されたガス組成比のスパイク状の増加は，こ
れらの地殻変動に応答した結果である可能性が示唆された．
4. 観測井の掘削直後である 1999 年 12 月から 2000 年 12 月の期間では，地下ガ
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スの供給量が多かったことが分かり，それが次第に減少していく過程が観測
された．観測井の掘削後から地下水／ガス系が新たな定常状態へと向かう過
程で，次第に地下ガスの供給量が減少し，2008 年 6 月以降では気泡ガスの
湧出がほとんど停止してしまった可能性が結論される．
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付録 A 3 成分歪から体積歪と剪断歪の計算方法
 ここでは，図 22, 23, 26 に示される体積歪の理論的な計算方法を述べる．あ
る方角における線歪εは３つの独立な成分の線歪を用いて，次式のように表さ
れる（Kawabe et al., 1987）；
(A1)
ここで，βは北から時計回りに測定した方位角であり，θとλはある与えられ
た場所における余緯度と経度である．
歪成分を

と

として計算される．体積歪Δは

，
と

は図 20 に示される３つの線
を用いて，弾性体の自由表面

の境界条件の下で次式のように表される（Kawabe et al., 1987）；
(A2)
ここで，λ’とμ’は Lamé の弾性定数を示し，r は球座標系における原点からあ
る場所までの距離である．通常は式(A2)に対して単純化のためにλ’ = μ’の仮定
が用いられる．この仮定は表層の岩石の Poisson 比が 0.25 であることと同値で
ある．
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付録 B 歪記録のフーリエ解析方法と BAYTAP-G によるトレンドの推定
 ここでは地殻変動観測値（歪計や傾斜計の記録）からフーリエ解析によって
トレンド成分を抽出する方法を述べる．その後にフーリエ解析による結果と地
球潮汐データ解析プログラム BAYTAP-G（Ishiguro et al., 1981; Tamura et al.,
1991）を用いて推定したトレンド成分の結果を比較し，双方の解析手法の結果
が確かに一致することを述べる．
 地殻変動観測値には長期トレンド成分や地球潮汐成分，大気圧応答成分，降
雨応答成分，非定常的な地殻変動成分などの成分が含まれている．長期トレン
ドには定常的なテクトニックな変形や機器的なドラフトが含まれていると考え
られる．観測記録を時間のある関数 C(t)obs とし，長期トレンド成分を C(t)linear，
地球潮汐成分を C(t)tide，大気圧応答成分を C(t)atm，降雨応答成分と非定常的な
地殻変動成分をまとめて非定常的成分とし，これを C(t)event とすると，観測記録
は個々の成分の足し合わせで次式のように表される：
(B1)
地殻変動観測値の解析により最終的に求めたいのは非定常的成分 C(t)event であ
る．
 はじめに，長期トレンド成分 C(t)linear を，最小二乗法による回帰直線で近似
して求め，これを観測データ（式 B1）から差し引く．
(B2)
次にフーリエ解析によりある特定の周期成分を求める．地球潮汐の周期成分は
半日周潮成分と日周潮成分，長周期成分に大別される．最も振幅が大きい成分
は半日周潮成分であり，次に日周潮成分，長周期成分と続く．半日周潮成分に
は周期 12.42 時間の主太陰半日周潮成分（M2 分潮成分），周期 12.00 時間の主
太陽半日周潮成分（S2 分潮成分），周期 12.66 時間の主太陰楕円潮成分（N2 分
潮成分）
，周期 11.97 時間の日月合成半日周潮成分（K2 分潮成分）が含まれる．
日周潮成分には周期 23.93 時間の日月合成日周潮成分（K1 分潮成分），周期 25.82
時間の主太陰日周潮成分（O1 分潮成分），周期 24.07 時間の主太陽日周潮成分（P1
分潮成分），周期 26.87 時間の主太陰楕円潮成分（Q1 分潮成分）が含まれる．長
周期成分には周期 8765.52 時間の太陽年周潮成分（Sa 分潮成分）などが含まれ
るが，これは半日周潮成分や日周潮成分と比較すると振幅が小さい．観測デー
タの解析期間が１年に満たない場合は長周期成分を十分に求めることができな
い．式 B2 に対してフーリエ級数展開およびフーリエ変換を行い，これらの周期
を選択し，逆フーリエ変換によってこれらの周期成分を求める．こうして求め
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た周期成分には主に地球潮汐成分 C(t)tide が含まれるが，その他に大気圧応答成
分の中に含まれる周期成分も含まれ，これを C(t)atm_priod とする．これらの周期
成分を式 B2 から差し引くと次のようになる：
(B3)
ここで C’(t)atm は大気圧応答成分から周期成分を差し引いた成分である．
 次に，大気圧の観測値 X(t)atm について，C(t)atm_period と同じ周期を持つ成分を
フーリエ解析により取り除き，これを X’(t)atm とする．このとき必要であれば長
期トレンドの除去を先に行う．式 B3 と X’(t)atm を用いて，これらの相互相関係
数の時間変化を計算し，大気圧の記録と式 B3 の位相差 b を求める．相関係数が
最大値となる時間は，大気圧の変化に対して地殻が応答するまでに要する時間
差（位相差）を意味している．大気圧応答成分 C(t)atm が大気圧の観測値 X(t)atm
に対してある定数を用いて線形に対応するとして，その係数を求める．ここで
はその係数を気圧補正係数 k と呼び，位相差 b を用いてこれらは次の関係式で
表されるとする：
(B4)
気圧補正係数 k の値を適当に仮定し，式 B4 から X’(t)atm を用いて C’(t)atm を求
め，これを式 B3 から差し引いて式 B3’とする．ここで気圧補正係数 k の値を少
しずつ変化させながら，式 B3’の標準偏差が最も小さくなる値を探す．こうして
決定した気圧補正係数 k を用いて式 B3 から式 B4 を差し引くと，非定常成分

C(t)event を得ることができる．
 地球潮汐データ解析プログラム BAYTAP-G は，ベイズ統計手法と赤池情報量
基準（ABIC）を用いて，地殻変動観測値から地球潮汐成分と大気圧応答成分を
取り除いたトレンド成分の最良な推定値を得るためにしばしば用いられる解析
プログラムである．ここでのトレンド成分とは先に述べた非定常成分と同様の
意味で使われる．BAYTAP-G の詳細な情報は国立天文台・水沢 VERA 観測所の
HP で一般公開・配布されている（http://ggpjapan.miz.nao.ac.jp/index.html）．
フーリエ解析による解析結果と BAYTAP-G による解析結果の比較を行うため
に，例として 400 m 孔井で 2008 年 3 月 18 日から 6 月 5 日までの 1889 時間に
観測された線歪の記録（N36E）を用いる．図 B1 にこのときの観測記録から長
期トレンドを取り除いたデータを示す．このデータのフーリエ解析による解析
結果（C(t)event）と BAYTAP-G による解析結果を図 B2 に示す．この場合のフ
ーリエ解析における大気圧の観測記録と大気圧応答成分との位相差は 22 時間で
あり，気圧補正係数は 6.5 10-12 Pa-1 であった．
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図 B1

Time series of linear strain (N36E) at the 400 m borehole during the period

from March 18, 2008 to June 5, from which the large linear trend was removed.

図 B2

Analytical results for linear strain plotted in Fig. B1.

the Fourier analysis.

Blue line is the result by

Red one and yellow one are those by BAYTAP-G (D = 45.255)

and BAYTAP-G (D = 160), respectively.
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 図 B2 のフーリエ解析の結果の左端と右端に見られる大きなばらつきはギブ
ス現象と呼ばれるフーリエ解析に特有の現象であり，観測データの始点の値と
終点の値が違う（不連続点の存在）ために生じる現象である．BAYTAP-G を用
いた解析結果として，図 B2 には超パラメータ D の値を変えて２つの例を示し
た．D = 45.255 の場合と D = 160 の場合である．D = 45.255 の場合における
ABIC は 4925 であり，D = 160 の場合の ABIC は 11935 であった．フーリエ解
析の結果と D =160 の場合における BAYTAP-G を用いた解析結果は非常に良く
一致している．一方で，D = 45.255 の場合における BAYTAP-G を用いた解析
結果は，経過時間 1400 時間以降で他の結果と違う値を示している．ABIC は D
= 45.255 を採用した場合の方が小さい値を示すため，統計学的にはこちらの解
析結果の方が良いと判断される．しかしフーリエ解析の結果と D = 160 を採用
した場合の解析結果が一致していることから，これらの解析結果の方が良い結
果であると考えられる．このことから，BAYTAP-G を用いる場合には超パラメ
ータ D の値を慎重に決定しなければならないことが分かる．
 最後に，フーリエ解析を用いて解析を行う場合と BAYTAP-G を用いて解析を
行う場合のそれぞれの利点と不利な点を述べる．フーリエ解析を用いる場合の
利点は，観測結果のみを用いるために解析の過程に任意の操作が加わる余地が
無く，解析結果が常に一通りであることである．不利な点は，図 B2 のように解
析区間の始点と終点の値が異なる場合や，大きなステップ状の変化がある場合，
これらが不連続点となり，解析結果に影響を与える可能性があることである．
また，観測記録に欠測が含まれる場合はそのままでは解析を行うことができな
いために，前後の平均値で置き換えるなどの補正操作を行う必要があり，この
操作が解析結果に影響を与える可能性があることである．BAYTAP-G を用いた
場合の利点は，フーリエ解析の場合と比較すると解析に要する時間が短くてす
むことである．不利な点は，先の例に示したように ABIC のみで判断すること
に危険を伴う可能性があるため，超パラメータ D の値の選択に任意性が入り込
む余地があることである．
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付録 C 大気とガス交換平衡状態にある溶存ガスと遊離ガス組成の関係
 ここでは，大気ガスとガス交換平衡状態にある水から，溶存ガスを気相とし
て抽出した場合，この気相中のガス組成比が溶存ガスから抽出した気体の量に
よって変化することを示す．これは地下水中の気泡ガスに含まれる大気由来の
成分の割合を考察する上で参考になる．大気ガスとガス交換平衡にある水のこ
とを，以降，大気飽和水と呼ぶことにする．一般的にヘンリーの法則における
ヘンリー定数（Henry’s low constant）は次式で定義される：
(C1)
ここで kH はヘンリー定数であり，ca は溶存ガスのモル濃度（mol/m3）であり，
Pg は気相側のある成分の圧力（Pa）である．ヘンリー定数はまた，水相中の水
分子と気体分子のモル分率 xa を用いて次式で定義され，これを k Hpx とする：

k Hpx "

Pg
xa

(C2)

!
式 C1 と式 C2 は水の分子量 M H 2 O と水の密度 " H 2 O を用いて次式の関係で表され
る：

!
!

k Hpx =

"H2O
M H2Ok H !

(C3)

気相中に含まれるある成分のモル数を ngg とすると，式 C2 と理想気体の状態方
程式を用いて，気相側のある成分の圧力 Pg は次式で表される：
!
n gg RT
Pg =
= x a k Hpx (C4)
Vg
ここで，R は気体定数であり，T は絶対温度（K）
，Vg は気相の体積である．水
相中の水分子のモル数を n H 2 O とし，水相中の気体分子のモル数を n ga とすると，
!
式 C3 を用いて式 C4 は次式で表される：
n ga " H 2 O
n gg RT
(C5)
=
!
!
Vg
n +n
M k

(

ga

H2O

)

H2O H

式 C5 を n gg について解くと，次式のようになる：
!

n gg =

n ga " H 2 OVg

(n

ga

)

+ n H 2 O M H 2 O k H RT

(C6)

!
 1 m3 の大気飽和水から体積 Vg の気体を分離し，これがガス交換平衡状態にあ
ることを考える．ガスの分離を行う前の大気飽和水 1 m3 中に含まれる溶存ガス
!
のある成分のモル数を ngai とする．水相側から，分離した気体側に移動するある
気体分子のモル数 nggt は式 C6 を用いて次式のように表される：
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n ggt =

(n

(n

gai

)

" n ggt # H 2 OVg

(C7)

)

gai " n ggt + n H 2 O M H 2 O k H RT

ただし，強制的にこの分離操作を行うことで系の全圧は低下することになる．
式 C7 は nggt
! についての 2 次方程式であり，2 次方程式の解の公式を用いてこれ
を解くと次式が得られる：

n gai " n ggt +
n ggt =

Vg # H 2 O
M H 2 O k H RT

±

(n

gai

" n ggt + n H 2 O

2

)

2

"

4Vg # H 2 O n gai
M H 2 O k H RT

(C8)

ここで，ルートの符号について，＋は明らかに現実的ではない値を与えるため，

!

−を解とする．
 水の分子量 M H 2 O を 1.8 10-2 kg/mol とし，水の密度 " H 2 O を 1000 kg/m3，気体
定数 R を 8.31447 JK-1mol-1，温度 T を 298.15 K とする．温度 25˚C における
各種気体成分のヘンリー定数（mol dm-3 atm-1）は次の通りである：He = 3.8
!
!
(*), H2 = 7.8 10-4 (*), Ar = 1.4 10-4 (*), N2 = 6.5 10-4 (*), CH4 = 1.4

10-4
10-3

(**)．ここで*で印した値は Wilhelm et al. (1977)の報告により，**で印した値は
Lide and Frederikse (1995)の報告による．これらのヘンリー定数を用いて 1 気圧
における大気飽和水 1 m3 中の溶存ガスのモル数 ngai を計算する．大気の組成は
本文中の表 1 に示してある．そして，これらの値を式 C8 に代入し，気相の体積
Vg を変化させながら nggt の値を計算した．これらの各種ガス成分の計算結果につ
いて N2 比をとり，Vg との関係を図 C1 に示す．
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図 C1

Results of gas ratios relative to N2 as a function of Vg, where the dissolved gas

is separated from the air-saturated water.

Open circles indicate the values of

atmospheric air.



図 C1 を見ると分離されたガスの体積 Vg が少量の場合（< 1ℓ），気体の組成の

N2 比は大気のその値とほぼ同値であることが分かる．Vg が大きくなると気体の
組成は，大気飽和水中の溶存ガス組成の値へ漸近していく．
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第 II 部
低温・低差応力下における石英砂の圧力溶解実験
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第１章 はじめに
 圧力溶解とは水と接する固体表面に応力の不均質が生じたとき，高応力下に
ある固体表面が選択的に溶解する現象である．圧力溶解は圧密過程による堆積
岩の変形を説明する機構として記載的，実験的，理論的にも多くの研究がなさ
れてきた（Paterson, 1973;de Boer, 1977a, 1977b; Tada and Siever, 1989; Blum et al.,
1990; Schutjens, 1991; Elias and Hajash, 1992; Shimizu, 1995; Dewers and Hajash,
1995; Renard et al., 1999; He et al., 2003, 2007; Bernabé et al., 2009）．圧力溶解は主
に緑色片岩相の低変成度部までの領域で報告されており，温度にして 150‒
350ǀC くらいの領域である（McClay, 1977）．このことから，比較的高温・高差応
力条件における石英の圧力溶解の挙動については特に詳しく研究が行われてい
る．Elias and Hajash (1992)は 150ǀC において石英砂に 34.5MPa 以上の有効応力
を与えることにより，石英の溶解度が増加することを報告している．また，
Dewers and Hajash (1995)は 150ǀC において有効応力の増加（0‒34.5MPa）にと
もなって，石英の溶解速度が上昇することを確認している．一方で，岩石の変
形機構としての圧力溶解の影響は，低温・低差応力条件では重要ではないと見
なされてきたため，低温・低差応力条件では圧力溶解の実験的な報告例はない．
 本研究の目的は，常温・低差応力下での石英の溶解反応における圧力溶解の
影響の有無を明らかにすることである．間隙水の流れがあまり無い閉鎖系にお
いては，圧力溶解・拡散・再沈殿の過程を繰り返して岩石は変形する．一方で，
間隙水の流れが比較的大きい開放系においては，圧力溶解により間隙水中に溶
解したシリカが即座にその場で沈殿することなく，地下水中へ移動することが
予想される．地震に関連した地殻変動により地殻中の応力状態が変化するが，
このとき，地下の岩盤内を流れる地下水中の Si 濃度も圧力溶解により変化する
ことが期待される．例えば花崗岩などの結晶質基盤岩の割れ目を流れる地下水
系などである．この地下水中の Si 濃度の変化から，その地下水の流路を構成す
る岩盤層の差応力状態の変化を観測できる可能性がある．本研究の最終的な目
標は，このような石英の圧力溶解を用いた地球化学的地震予知手法の新たな構
築である．
 このためには，低温・低差応力条件における圧力溶解の挙動を明らかにする
必要がある．地震時に解放される応力の値が 1MPa から 10MPa のオーダーであ
ると考えられており（Scholz, 2002），一方で地球潮汐などの日常的な岩盤中の応
力変化は hPa のオーダーである．地震の前に地殻中において応力状態に変化が
現れるとすれば，これらの中間の値となることが予想される．このことから本
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研究の対象とすべき差応力を 0.1MPa から 1MPa 程度とした．本研究では，水
溶液中の石英粒子に一軸性の圧縮応力（荷重圧）を与えることによって，石英
の溶解速度が上昇することを，水溶液中の Si 濃度の測定により確認する．
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第２章 実験方法
 恒温水槽にテフロン製のビーカーを二つ入れ，恒温装置（SJ-10R, TAITEC Co.）
を用いて温度を制御した．それぞれのテフロンビーカー中に塩ビ製の反応容器
を置き，その反応容器には石英砂を入れた．反応容器の側面には溶液を循環さ
せるための穴が開けてある．それぞれのテフロンビーカーに 400 mL の反応溶
液（2!10-3 M NaHCO3）を入れ，ペリスタルティックポンプ（MP-1000, Tokyo
Rikakikai Co. Ltd.）とプラスチックチューブを用いて溶液を循環させた．図 1(a)
に実験装置の構成図を示す．水溶液の循環は反応容器内の石英粒子の間隙を通
して流速 0.5 – 1 mL/min で緩やかに行った（図 1(b)）．間隙水が循環すること
により，石英の溶解反応は拡散律速ではなく，反応律速になる．このことによ
り，圧力溶解による溶解反応の影響を検出しやすくした．

図1

(a) Schematic illustration of experimental apparatus.

of the reactor.

(b) Enlarged illustration

Curves with arrows indicate the circulation of solution.

 二種類の溶解実験を並行して行った．一つは圧力溶解実験であり，ここでは
石英粒子に対して一軸性の有効応力を与えた．もう一つは有効応力を与えずに
石英粒子を溶解させるだけの実験である．圧力溶解実験の手順は次の通りであ
る．有効応力を与えない条件で 260 – 460 時間の溶解実験を行い，その後に塩
ビロッドに重しを乗せることで石英粒子に荷重を与えた．与えた荷重圧は 260 –
480 時間一定に保たれ，その後に与えた荷重を取り除いた．その後，この荷重
を取り除いた後の荷重圧の無い状態をしばらく継続させた．荷重を与える時と
取り除くときは，一瞬で行った．つまり，与えた荷重の時間関数は階段状の関
数で表される．以後，この荷重を与えた石英試料を“被荷重試料”と呼ぶ．
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 上述した圧力溶解実験と並行して，荷重を与えない溶解実験を行った．ここ
では単純に溶液を循環させながら石英粒子を溶解させ続けるだけである．この
試料を上述の被荷重試料に対して，石英の溶解の挙動を比較するための“リフ
ァレンス試料”と呼ぶ．
2.1 試料の前準備
 用いた石英砂の粒径は 0.3 – 0.5 mm（30 – 50 mesh）であり，Chameleon Regent
社から“石英砂”として販売されているものである．溶解実験を開始する前に，
これらの石英砂は蒸留水を用いて超音波で 2 – 3 時間洗浄し，40˚C の乾燥機中
で 1 – 2 日間乾燥させた．この操作により石英粒子表面の不安定層や極微粒子を
できるだけ取り除いた．
 石英粒子の表面積は，石英粒子が半径 r の球状の粒子であると仮定して幾何
学的に計算した．Graton and Fraser (1935)によると，密に詰まった球の表面積（A）
と体積（V）の比は A/V = 8.55/r となる．実験に用いた石英粒子の質量（W）と
石英の密度（#）を用いて，表面積は A = 8.55Wr-1#-1 と推定することができる．
2.2 実験条件
 温度と有効応力を変えて３通りの実験を行った．全ての実験は１気圧のもと
で行った．有効応力（$e）の値は，与えた荷重の力を反応容器の断面積で割って
求めた．溶液中の pH の値はガラス電極の pH メーター（D-13, HORIBA Ltd.）を
用いて，溶解実験の開始前と終了後に測定した．この pH メーターの測定精度は
0.02 pH 単位である．表 1 に実験の条件をまとめる．
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2.3 試料の採取方法と分析方法
 被荷重試料とリファレンス試料のそれぞれの系の水溶液試料を毎日一回約 1
mL ずつ，プラスチック製のシリンジを用いて採取した．この時，水溶液試料は
0.20 µm のテフロンフィルター（DISMIC-13HP, Toyo Roshi Kaisha Ltd.）を通し
て採取された．採取された水溶液試料は蒸留水で希釈され，ポリエチレンのサ
ンプル瓶中で実験時と同じ温度条件において保存された．水溶液試料の採取は，
被荷重試料とリファレンス試料の系の両方において同時に行った．
 各 水 溶 液 試 料 中 の 全 溶 存 Si 濃 度 は 誘 導 結 合 プ ラ ズ マ 発 光 分 光 分 析 法
（ICP-AES 法）により測定された．ICP-AES 法による Si 濃度の定量下限はおよ
そ 5 ppb である．
2.4 ブランクテスト
 日本分析学会北海道支部(2005)によると，水溶液中のケイ酸の分析について，
蒸留水でもかなりのケイ酸の汚染があると述べられており，ミリ Q 水などの超
純水を使用することが勧められている．しかし，本研究ではケイ酸の分析につ
いて蒸留水を用いた．蒸留水中にはどの程度のケイ酸の汚染があり，それはど
の程度のばらつきを見せるのかについて，確認を行った．
 本研究で用いた蒸留機はいすゞ製作所の１段式沸騰蒸留装置（WDA-13S）で
ある．標準試料の作成には，MERCK 社の Si 標準溶液（SiO2 in NaOH 0.5 mol/l）
を用いた．図 2 に蒸留水中の Si 濃度の測定結果を示す．図には 2009 年 8 月か
ら 2010 年 6 月までの間に行った合計１０回の分析の結果が示してある．測定の
度に多少の平均値のばらつきが見られた．図に含まれる全ての分析結果の平均
値と測定誤差（2SE）を加重平均を用いて評価すると，0.9

0.3 ppb となる．

これは完全に検出限界以下であり，測定誤差も十分に小さい．ICP-AES 法によ
る Si の分析では，波長 251.611 nm が最も感度の良い波長である（原口, 1986）．
この波長における他元素からの干渉はガリウムと白金族元素のみであり，通常
の希薄水溶液では他元素からの干渉は考えられない（日本分析学会北海道支部,
2005）．図 2 に示した蒸留水について，波長 251.611 nm 付近の発光強度のスペ
クトルを調べたところ，有意な発光は検出されなかった．このこともまた，蒸
留水中に含まれている Si は検出限界以下のレベルであることを示している．
 蒸留水中の Si 濃度は検出限界以下であることが分かったが，図 2 の Si 濃度
の分析結果は最大で 10 ppb 程度，最低で-5 ppb 程度のばらつきを示している．
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ICP-AES 法による Si 濃度の定量下限がおよそ 5 ppb 程度であることから，この
近辺の低濃度領域では検量線の誤差の影響が大きいことが理由として考えられ
る．本研究では検量線の誤差については評価していないため，各測定結果には
数 ppb 程度の系統誤差が含まれていると考えられる．しかし，3 章以降で述べ
る実験結果に対するこの影響は十分に小さい．
 通常の無機分析では器具の洗浄に硝酸槽などの酸を用いて処理をするのが普
通である．しかしながら，Si は酸性領域よりも塩基性領域の方が溶解度が大き
いことが報告されている（Brady and Walther, 1989）ために，Si 分析に関する器
具の洗浄は酸ではなく塩基で行う方が，Si に関してきれいになることが考えら
れる．この考えに基づいて，本研究では器具の洗浄は NaOH 水溶液（約 3 M）
を用いて行った．25˚C における実験結果は硝酸で洗浄した器具を用いて得られ
たものであり，35˚と 45˚C については NaOH 水溶液で洗浄した器具を用いて得
られたものである．3 章で述べるように，25˚C の実験では明らかに汚染を受け
たと思われる異常値がいくつか得られたが，35˚と 45˚C の実験では異常値はほ
とんど得られていない．このことから，Si の分析に関しては塩基で器具を洗浄
することが，一つの有効な方法であると判断される．
 最後に，考えられる汚染源について調べたことを報告する．酸や塩基で器具
を洗浄しても，最後に蒸留水などのきれいな水で丁寧に洗浄しなければ意味が
ない．例えば水道水の Si 濃度は数十 ppm であり，硝酸槽中の Si 濃度は 1 ppm
程度である．これらは分析対象としている試料中の Si 濃度よりもかなり大きい．
これらからの汚染を無くすために，本研究における器具洗浄では，酸や塩基の
洗浄後に蒸留水で５回よくすすぎ，その後に超音波洗浄機で３０分間の洗浄を
行った．こうして洗浄した器具の内側を指で触れることは，汚染になる可能性
があるため，おこなってはいけないことであるが，仮に指が試料瓶中の水溶液
に触れた場合に起こる汚染が，どの程度であるのかについて調べた．Si 濃度が
48 ppb の希薄水溶液に人差し指の先端を浸したところ，その値は 69 ppb に増
加した．このことから，試料を採取するシリンジやプラスティックチューブ，
試料瓶などの扱いは慎重に行わなければ，汚染が起きてしまうことが分かる．
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図2
error.

Si concentration in distilled water.

The error bars represent 2 $ of standard

Italic numbers represent the date when the each water was analyzed:

1 Aug 15

2009, 2 Aug 16 2009, 3 Jan 14 2010, 4 Jan 18 2010, 5 Jan 24 2010, 6 May 7 2010, 7
May 25 2010, 8 Jun 8 2010, 9 Jun 16 2010, 10 Jun 22 2010.
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第３章 結果
 25˚と 35˚，45˚C における実験結果の Si 濃度の時間変化を図 3(a), (b), (c)にそ
れぞれ示す．各図には被荷重試料とリファレンス試料の系のそれぞれの濃度が
プロットしてある．図中の２本の縦の破線は，荷重圧を与えた時間と荷重圧を
取り除いた時間をそれぞれ示している．横軸の経過時間の 0 は，実験の開始を
示している．25˚C の実験結果では被荷重試料とリファレンス試料を合わせた
120 点がプロットされており，35˚C では 72 点が，45˚C では 64 点がプロット
されている．これらの実験結果の中には明らかに汚染等の影響を受けたと考え
られる異常値がいくつかあった．経過時間を用いてこれらのデータを示すと，
25˚C の被荷重試料では 340.75, 1131.5, 1158.25, 1348.25 時間の 4 点，リファレ
ンス試料では 146, 937.25, 961.5, 1131.5, 1181.75, 1201.25 時間の 6 点である．
35˚C の被荷重圧試料は 0 点，リファレンス試料は 794 時間の 1 点である．45˚C
については 0 点である．これらの明らかな異常値は前後の実験結果の平均値を
用いて置き換える補正を行った．図 3 にはこれらの補正後の値がプロットして
ある．
 各実験の開始直後に Si 濃度の急激な増加が見られた．これらは石英粒子の表
面に付着した極微粒子などの，試料の前準備で取り除ききれなかった高いエネ
ルギーを持った不安定な部分が優先的に溶解したものと考えられる．付録に実
験に用いた石英試料の SEM 画像を示す．荷重を与える前の期間では各温度とも，
被荷重試料とリファレンス試料の両方の系がほぼ同じ Si 濃度の変化を示した．
荷重を与えた期間では，被荷重試料の水溶液はリファレンス試料と比較して明
らかに高い Si 濃度を示した．さらに荷重圧を取り除いた後の期間においても，
被荷重試料の水溶液中の Si 濃度はリファレンス試料よりも大きい速度で増加す
る傾向があった．リファレンス試料の水溶液中の Si 濃度に対する被荷重試料の
水溶液中の Si 濃度の増加率を，荷重を取り除く直前の試料について計算すると
それぞれ，+21 % (25˚C)，+17 % (35˚C)，+16 % (45˚C)となった．
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図3

Si concentration (mol/kg) as a function of elapsed time at 25˚C (a), 35˚C (b), and

45˚C (c).

Circles represent the stressed samples.

Diamonds represent the reference

samples.

Two vertical broken lines indicate the timing of the application and the

removal of the load in the stressed sample systems, respectively.

Error bars represent

2 $ of standard error.
 各時間における被荷重試料とリファレンス試料の水溶液中の Si 濃度を石英粒
子の表面積で割り，その差を各温度についてそれぞれ図 4(a)，(b)，(c)に示す．
図 4 では用いた石英粒子の量による影響を取り除くために，単位表面積当りの
Si 濃度を用いた．荷重を与える前の期間では，Si 濃度の差は分析の誤差の範囲
内でほぼ 0 であった．このことは，有効応力が 0 の状態では被荷重試料とリフ
ァレンス試料の系はほぼ同じような挙動を示すことを示唆している．この結果
から，図 4 における Si 濃度の差の増加は，与えた荷重による影響のみに由来す
ると考えることができる．荷重を与えた後の期間では，各温度ともに Si の溶解
が促進されていることが分かる．荷重を取り除いた後の期間では，図 4(a)と(c)
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では正の傾きが見られたが，図 4(b)では荷重を取り除いてから 300 時間程度は
Si 濃度の差に変化は見られなかった．
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図4

Differences of the Si concentration per unit surface area (mol/kg/cm2) between

the stressed samples and the reference samples as a function of elapsed time.

Two

vertical broken lines indicate the timing of the application and the removal of the load in
the stressed sample systems, respectively.

Error bars represent 2 $ of standard error.
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第４章 考察
 この章では反応速度論にもとづいて石英粒子の圧力溶解による溶解速度と活
性化エネルギーの計算を行う．アルカリ溶液中では石英の溶解反応は次式で表
される．
SiO 2 (s) + 2H 2O(l) = H 4SiO 4 (aq)

(1)

平衡状態から遠く離れた領域における石英の溶解・沈殿反応では，沈殿の反応
速度は溶解反応の速度と比較して無視できるほど小さいと考えられている．こ
!
の場合，水溶液中の Si 濃度の時間変化は溶解速度として見なすことができる．
Rate + =

dmH 4 SiO4

(2)

dt

ここで，添字の+は溶解反応を示し，m は水溶液中のシリカ濃度を，t は時間を
それぞれ示している．式(2)の次元は mol/kg/sec である．平衡状態から遠く離れ
!
た条件においては石英の溶解速度が一定であることが多くの研究により報告さ
れている（e.g., Brady and Walther, 1990; Nagy et al., 1990）．反応表面積と水溶液
の質量が一定であると仮定すると，溶解速度は Si 濃度の時間微分を用いて次式
で表される．
dmH 4 SiO4
dt

=

A
k
M +

(3)

ここで，M は水溶液の質量を示し，k+は真性溶解速度定数（intrinsic rate constant,
mol/cm2/sec）を示している．Rimstidt and Barnes (1980)によると，A/M は系の程
!
度と呼ばれ，1 cm2 の反応表面積と 1 kg の水溶液で表される標準系へ規格化をす
る項である．彼らは反応速度論において次の２つの仮定を提案している：(1) ２
相間における反応速度はその相間の反応面積（A）に比例し，(2) 水溶液の量が
一定ならば，その系での濃度の増加率は水溶液の質量（M）に反比例する．しか
しならが，本研究における実験では，試料溶液の採取の度に水溶液量が減少す
るため，水溶液の質量が一定であるとは見なすことができない．このため本研
究では，水溶液の質量が定数ではなく変数であるとして，溶解速度の計算を行
った．
4.1 水溶液量が減少する場合における溶解速度の計算方法
 水溶液の採取により系の水溶液量が減少する場合における溶解速度の計算方
法を以下に述べる．Rimstidt and Barnes (1980)は遷移状態理論（Eyring, 1935）に
もとづいて，水溶液中のシリカのモル数の時間変化を水溶液中のシリカ濃度と
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反応物の活動度を用いて次式のように表現している（Rimstidt and Barnes, 1980
の式(23)と(24)より）．
# "n H 4 SiO 4 &
# "mH 4 SiO 4 &
# "M &
+ mH 4 SiO 4 %
= A k + aSiO 2 aH2 2 O ) k) aH 4 SiO 4
(
%
( = M%
(
$
'
"
t
"
t
"
t
$
' P ,T
$
' P ,T ,M
P ,T ,m

(

)

(4)

式(4)において n は水溶液中のシリカのモル数（mol）を示し，t は反応時間（sec）
を，P は圧力を，T は温度（K）を，M は水溶液の質量（kg）を，m は水溶液中

!

のシリカ濃度（mol/kg）を，A は反応表面積（cm2）を，k は速度定数（mol/cm2/sec）
を，添字の+は溶解反応を，添字の-は沈殿反応を，a は活動度をそれぞれ示す．
希薄水溶液中では次式が成り立つ．
aSiO2 aH2 2 O = 1

(5)

aH 4 SiO4 = mH 4 SiO 4

(6)
平衡状態から遠く離れた条件における石英の溶解・沈殿反応では，沈殿速度は
!
溶解速度と比較して無視できるほど小さいので，次式が成り立つ．
! ka
(k + >> k" aH 4 SiO 4 )
" H 4 SiO 4 = 0
(7)
採取された水溶液量と採取の時間間隔が一定であれば，水溶液量の時間変化は
次式のように近似される．
!
M = bt + M 0

(8)

ここで，b は負の係数であり，M0 は初期の水溶液量である．式(5)̶(8)を式(4)に
代入することによって，次式を得る．
!
dmH 4 SiO4
b
Ak
+ mH 4 SiO 4 = +
dt
M
M

(9)

式(9)で表される微分方程式を，m について定数変化法を用いて解くと次式のよ
うになる．

!

mH 4 SiO4 " Mb dt
1 " Mb dt
m
e
= k+ "
e
dt + 0
A
M
A

(10)

こ こ で ， m0 は 水 溶 液 中 の シ リ カ の 初 期 濃 度 で あ る ． 図 の 縦 軸 と 横 軸 に
mH 4 SiO4 " Mb dt
e !
A
と

"

1 " Mb dt
e
dt
M
をそれぞれ取ることによって，傾き k+ (mol/cm2/sec)

m0
と切片 A (mol/kg/cm2)を得ることができる．この計算の中で，速度定数は石英
!
粒子と水溶液の接触面積（石英粒子の表面積）を A = 8.55Wr-1#-1 と仮定して（2.1

!

!

節）求めている．式(10)を用いて実験データから得られる系列に対して，重み付
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き最小二乗法による当てはめを行うことで，真性溶解速度定数を得ることがで
きる．
 次に被荷重試料とリファレンス試料の系の Si 濃度の差から，圧力溶解による
石英の溶解速度の計算方法を述べる．式(10)を用いて，被荷重試料とリファレン
ス試料の系の単位表面積当りの Si 濃度の差を次式のように表すことができる．
b
b
b
b
b
b
"#
dt
"#
dt
m p mr
m p 0 "# M dt $
1 # M dt
1 # M dt
mr0 "# M dt '
M
M
))
"
= k p +e
" && k r +e
# M e dt + A e
# M e dt + A e
A p Ar
p
p
r
r
%
(
p

p

p

p

p

p

r

r

r

r

r

r

(11)
ここで，添字の p と r はそれぞれ被荷重試料とリファレンス試料の系を表す．
被荷重試料の系について採取した水溶液の量と採取の時間間隔がリファレンス

!

試料の系のそれらと比較してほぼ同じである場合，bp = br，Mp = Mr の近似が成
り立つ．これらの近似式を式(11)に代入することにより，次式を得る．
bp
bp
#m
#m
mr & ) M p dt
1 ) M p dt
m &
p
p0
%%
(12)
" ((e
= (k p + " k r + ) )
e
dt + %%
" r 0 ((
Mp
Ar '
$ A p Ar '
$ Ap
ここで，k’PS+を被荷重試料の溶解速度定数 kp+とリファレンス試料の溶解速度定
数 kr+の差で定義する．

!

k'PS + " k p + # k r +

(13)

k’PS+は圧力溶解反応の見かけの速度定数である（mol/cm2/sec）．式(13)を式(12)
に代入することで次式が得られる．
!
bp
bp
#m
#m
mr & ) M p dt
1 ) M p dt
m &
p
p0
%%
" ((e
= k'PS + )
e
dt +%%
" r 0 ((
Mp
Ar '
$ A p Ar '
$ Ap

(14)

被荷重試料とリファレンス試料の表面積 Ap と Ar は A = 8.55Wr-1#-1 として，計算
する（2.1
節）．式(14)と実験データから得られる系列を用いて，重み付き最小二
!
乗法による当てはめを行うことで，式(13)で定義される圧力溶解反応の見かけの
速度定数（k’PS+）を得ることができる．
 最後に，圧力溶解反応の見かけの速度定数（k’PS+）の意味について考える．こ
こでは被荷重試料の系について考える．水溶液量 Mp に対して圧力溶解反応のみ
による水溶液の Si 濃度を mPS とし，有効応力 0 における通常の溶解反応のみに
よる水溶液の Si 濃度を m とすると，実験によって求まる被荷重試料の系の水溶
液の Si 濃度 mp との関係は，溶液の濃度の時間変化として次の式で表される．
dmPS dm p dm
=
"
dt
dt
dt
(15)

!
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式(15)の各項について，実験により求めることが可能なのは右辺の第一項の被荷
重試料の系の水溶液の濃度についてのみである．mPS に影響を与える系の程度は，
圧力溶解反応の反応面積を Ac とすると Ac/Mp で表され，mp に影響を与える系の
程度は Ap/Mp で表される．m は通常の溶解反応のみによる水溶液の Si 濃度なの
で，これに影響を与える系の程度は(Ap - Ac)/Mp である．これらから，式(9)を用
いて，式(15)は次のように表される．

bp
Ap
bp
Ac
kPS + "
mPS =
kp+ "
m
Mp
Mp
Mp
Mp p

#A "A
bp &
p
c
" %%
k+ "
m(
M p ('
$ Mp

(16)

ここで，kPS+は圧力溶解反応の真性速度定数であり，k+は通常の溶解反応の真性
速度定数である．式(15)の両辺を積分すると次式になる．

!

mPS = m p " m

(17)

式(17)を式(16)に代入してまとめると，次式になる．

!

Ac
(k " k+ ) = k p + " k+
A p PS +

(18)

式(18)の右辺は式(13)で定義した圧力溶解反応の見かけの反応速度定数 k’PS+であ
り，その値は圧力溶解反応と通常の溶解反応の真性速度定数の差と，圧力溶解
!
の反応面積と通常の溶解反応の反応面積との比の積で表される．本研究で評価
を行った圧力溶解反応の見かけの速度定数は，式(18)の左辺で表されるように反
応面積の比の値に依存することが分かる．
4.2 リファレンス試料の溶解速度と活性化エネルギー
 25˚C，1 気圧における石英の純水に対する溶解度はおよそ 1.0 10-4 mol/kg
である（Morey et al., 1962）．この値を本研究の実験で得られた Si 濃度と比較す
ると，本研究で行った実験は全て平衡状態から遠く離れていることが分かる．
従って，反応速度の計算において沈殿反応の速度は溶解反応の速度と比較して
無視できるほど小さいと見なすことができる．各温度におけるリファレンス試
料の溶解速度を図 3 の荷重を与えた時間より後のプロットを用いて計算すると，
その計算結果は次のようになった：0.36 0.05 10-15 (25˚C)，0.71 0.07 10-15
(35˚C)，1.12 0.04 10-15 (45˚C)．誤差は標準誤差の 1σである．リファレンス
試料の溶解反応の速度定数の自然対数を取ったものを温度の逆数に対してプロ
ットした Arrhenius プロットを図 5 に示す．図 5 の傾きから石英の溶解反応にお
ける活性化エネルギーを求めると，44

5 kJ/mol となった．Brady and Walther
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(1990)は pH=8 における石英の溶解反応の活性化エネルギーを 54.5 kJ/mol と報
告している．彼らの報告している値は本研究で得られた値よりも大きい．この
理由は，アルカリ水溶液中における石英の溶解速度は pH に依存して大きく変化
することが報告されており（Brady and Walther, 1989），本研究における pH が 8
よりもやや大きい 8.6 程度ということから石英の溶解速度が大きくなり，その結
果として活性化エネルギーが小さくなったとためであると考えられる．

図5

Arrhenius plot of the experimental data for reference samples without load,

which suggests an activation energy of 44 ± 5 kJ/mol for dissolution of SiO2.

Error

bars represent 1 $ of standard error.
4.3 圧力溶解反応による石英砂の溶解速度と活性化エネルギー
 図 4 に示される圧力溶解による Si の溶解反応の挙動を単純化すると次のよう
になる（図 6）：(1) 荷重を与えた直後に Si 濃度は急激に増加した．(2) 次に，
次第に溶解速度は減少した．(3) 荷重を取り除いた後，25˚と 45˚C の実験では
Si 濃度は再び増加した（図 6(3)-b）一方で，35˚C の実験では Si 濃度はあまり
変化しなかった（図 6(3)-a）．Shimizu (1995)は圧力溶解の主な駆動力として次の
三つを提案している：有効応力の効果と弾性歪エネルギーの効果，転位や点欠
陥などの塑性歪エネルギーの効果（Green, 1984）である．しかし，塑性歪エネ
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ルギーの効果は他の効果と比較するととても小さいことが報告されている
（Wintsch and Dunning, 1985; Blum et al., 1990）．図 6 の(1)で示される荷重を与え
た直後においては，粒子間での急速な弾性歪の蓄積により，Si の溶解が強く促
進されたと考えることができる．しかし，図 6 の(2)で示されるその後の期間で
は，圧力溶解反応の進行により粒子間の接触状態が変化することによって，局
所的な応力集中が緩和されることにより，次第に溶解速度が減少したと考える
ことができる．図 6 の(3)で示される荷重を取り除いた後の期間については，本
研究で得られた実験結果の解釈は難しい．仮に有効応力が無い場合には圧力溶
解反応が発生しないとした場合，Si 濃度の時間変化は図 6 の(3)-a のように平坦
になるはずである．実際に 35˚C の結果は，荷重を取り除いた後の 300 時間程度
は(3)-a で示される挙動に近い．一方で 25˚と 45˚C の結果は(3)-b で示される挙
動に近い．荷重を与えていた期間では粒子間の接触状態が固体／固体であった
状態が，荷重を取り除くことにより固体／液体へと変化する部分もあるかもし
れないために，複雑な結果をもたらしている可能性が考えられる．これらの領
域では，粒子間の接触状態が変化することにより，歪が蓄積した表面が水溶液
中に優先的に溶解した（図 6(3)-b）と考えることができる．

図6

A schematic diagram of the Si release due to pressure solution relative to the
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unstressed systems shown in Fig. 3(a), (b) and (c).

Two vertical broken lines indicate

the timing of the applying and the removal of the load in the stressed sample systems,
respectively.
 荷重を与えることにより圧力溶解による Si の溶解速度が急激に増加し，続い
て次第に溶解速度が減少するという現象は，高温（400˚ - 600˚C），高有効圧力
（50 – 150 MPa）における石英砂の圧密変形実験からも，間隙率変化の測定に
よって報告されている（Niemeijer et al., 2002）．Bernabé et al. (2009)は拡散律速の
圧力溶解反応による岩石変形の挙動について，粒子間の接触状態をアスペリテ
ィーと固体平面との接触と仮定することによるシミュレーション実験を行って
いる．彼らは高温（235˚C）における結果から次のように結論している：まず，
荷重を与えた直後にアスペリティーの先端部に大きな応力集中が起こり，Si の
溶解反応や弾性変形を強く促す．そして，圧力溶解が進行するにつれて接触面
が次第に平坦に変形していき，この弾性変形によって局所的な応力集中は周り
へと拡散される．結果として，圧力溶解による岩石の変形の速度は減少してい
く．この圧力溶解反応は比較的短時間（数百時間以内）のうちに大きく減少し，
その後は緩やかに減少していく．本研究の実験結果もまた，比較的短時間（荷
重を取り除いた後の 200 – 400 時間）での圧力溶解速度の減少を示している．
圧力溶解反応の挙動に関して，Bernabé et al. (2009)の結果は本研究の実験結果と
調和的である．
 各温度について圧力溶解による石英の溶解速度を推定した．これらの値は全
て図 6 の(1)で示されるような，荷重を与えた直後の期間のデータから求めた．
25˚C については経過時間が 456 – 601 時間のデータを用い，35˚C については
258.25 – 359.5 時間のデータ，45˚C については 292 – 361.75 時間のデータを用
いて計算した．計算は 4.1 節の式(11) – (14)に従って行った．しかし，圧力溶解
反応における真性速度定数は求めることができない．それは圧力溶解反応の反
応面積（Ac）が分からないからである（4.1 節の式(13)と(18)）．従って，計算結
果は見かけの溶解速度（mol/cm2/sec）であり，それぞれ 1.5 0.4 10-15 (25˚C)，
2.1

0.3

10-15 (35˚C)，2.7

0.7

10-15 (45˚C)である．これらの結果のリファ

レンス試料の溶解速度に対する比を取ると，それぞれ 4.0 1.2 (25˚C)，3.0 0.6
(35˚C)，2.4 0.6 (45˚C)となる．また，荷重を取り除いた後に Si 濃度が図 6 の
(3)-b で示されるように直線的に増加したと仮定して，各温度について見かけの
溶解速度を計算するとそれぞれ 0.14
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0.9

10-15 (25˚C)，0.21

0.6

10-15

(35˚C)，1.8 0.4 10-15 (45˚C)となる．これらの計算結果を表 2 にまとめる．
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 図 7 に石英砂の圧力溶解反応における溶解速度の Arrhenius プロットを示す．
図 7 の傾きから，石英砂の圧力溶解反応における見かけの活性化エネルギーを
求めると，24

15 kJ/mol となる．この値は 4.2 節で求めたリファレンス試料の

溶解反応における活性化エネルギーの値よりも小さい．この結果は圧力溶解に
よる Si の水溶液中への溶解は，低温・低差応力条件においても十分に検出可能
であることを示唆している．

図 3.7
45˚C.

Arrhenius plot of the dissolution rates of pressure solution for 25˚, 35˚ and
Error bars represent 1 $ of standard error.

 Dewers and Hajash (1995)は 150˚C の純水中における石英砂の圧密実験を行い，
有効圧力の増加とともに石英砂の溶解速度が増加することを，水溶液中の Si 濃
度の測定により確認している．彼らの結果から，有効圧力 1MPa 程度における
溶解速度と有効圧力 0 における溶解速度の差を 0.01 10-3 mol/kg/hr と推定し
た（Dewers and Hajash, 1995 の図 10 より）．これは有効圧力 1MPa 程度を与えた
時の溶解速度の増加分を意味する．彼らの実験系における水／岩石比
（water/rock ratio）を 0.2 とすると（Elias and Hajash, 1992），彼らの実験の系
の程度は A/M = 42.75r-1#-1 となる．彼らが用いた石英砂の平均半径 r を 0.15 mm
とし（Dewers and Hajash, 1995），石英の密度を# = 2.649 g/cm3 （Robie et al., 1978）
とすると，見かけの圧力溶解の溶解速度として 3
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10-14 mol/cm2/sec が得られる．

この計算では，有効応力 1 MPa 程度における実験と有効応力 0 における実験の
それぞれの系の程度が同じであることを仮定している．図 7 に Dewers and Hajash
(1995)による 150˚C における石英砂の圧力溶解の反応速度のプロットを追加し
て，活性化エネルギーの再計算を行った（図 8）．その結果は 25 kJ/mol となった．
ここで得られた値は図 7 から求めた値（24 kJ/mol）とほぼ同じである．このこ
とから，圧力溶解の反応機構は 150˚C においても本研究のような低温条件と同
様である可能性が考えられる．

図8

Arrhenius plot of the dissolution rates of pressure solution for 25˚, 35˚, 45˚C in

this study combined with the estimate of rate constant at 150˚C by Dewers and Hajash,
1995.

4.4 石英砂の圧力溶解反応における有効応力の効果
 圧力溶解反応に応力依存性があることは，Dewers and Hajash (1995)の実験結果
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から明らかである．一方で，図 8 で求めた活性化エネルギーは有効応力 0.32 – 1
MPa 程度における値であり，この程度の有効応力のばらつきがある場合におい
ても，比較的直線性の良い Arrhenius プロットが得られることは，有効応力が数
bar 程度変化しても溶解反応の活性化エネルギーはあまり変化しない可能性を
示唆している．有効応力 1 bar（0.1 MPa）当りの圧力溶解反応の活性化エネル
ギー変化の値は，Dewers and Hajash (1995)の実験結果から計算することができる．
彼らは有効応力 207.5 bar と 345 bar における石英の溶解速度（mol/kg/hr）を
それぞれ 0.13 10-3 と 0.185 10-3 と報告している．van’t Hoff によると反応速
度に対する圧力効果を次のように表すことができる（レイドラー, 1966）．
#V $
ln k = ln k0 "
P
RT

(19)

k0 は零圧力における反応速度，ΔV*は活性化体積，R は気体定数，P は圧力を示
す．活性化体積とは反応物と活性錯体との体積の差である．式(19)の圧力 P を有
!
効応力σe と置き換えると，これは圧力溶解における溶解速度と有効応力の関係
を活性化体積を用いて表した式になる．有効応力σe1 における溶解速度を k1 と
し，有効応力σe2 における溶解速度を k2 とすると活性化体積は次の様に表され
る．
"V * =

RT
k
ln 1
#e 2 $ #e1 k2

(20)

式(20)に Dewers and Hajash (1995)の実験結果をσe1 = 207.5, k1 = 0.13
= 345, k2 = 0.185
!
となる．
e2

10-3, σ

10-3 として代入すると，活性化体積はおよそ-90 cm3/mol

 石英のモル体積が 22.688 cm3/mol （Robie et al., 1978）であることから，こ
の計算結果は明らかに現実的な値ではないことが分かる．ここで求めた活性化
体積の値は次の２点の理由から値そのものにはあまり意味が無い．１つ目は，
式(1)で示される石英の溶解反応が素反応であるとは限らず，圧力溶解では複合
的な反応が起きている可能性があるためである．２つ目は，粒子間の接触面積
が小さいために，圧力溶解反応が発生している粒子の接触面にかかる応力は，
有効応力よりもかなり大きいと考えられるからである．
 活性化体積が負であることは，活性化エネルギーも負であることを意味して
おり，先の計算結果から有効応力 1 bar 当りの活性化エネルギーの減少量は-9
J/mol となる．本研究で実験的に求めた圧力溶解反応の見かけの活性化エネルギ
ーは 24 kJ/mol であり，有効応力 1 bar 当りの活性化エネルギー変化の約 2500
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倍である．本研究の 25˚C における実験では有効応力を 4.2 bar とし，35˚と 45˚C
では 6.1 bar としたが，ここでの有効応力の活性化エネルギーに対する効果は約
-20 J/mol である．このとても小さな値は実験上の誤差の範囲内である．このこ
とから，本研究において多少の有効応力の変化があっても，Arrhenius プロット
から比較的直線性の良い傾きが得られたことが説明される．そしてこのことは
圧力溶解に対する有効応力の効果がとても小さい可能性を示唆している．
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第５章 結論
低温（25˚ - 45˚C）・低有効応力（0.42 – 0.61 MPa）における石英砂の圧力溶
解反応の溶解速度を，0.002M NaHCO3 水溶液を用いた平衡状態から遠く離れ
た系において実験的に求めた．本研究の結果を次のように結論する：
1. 圧力溶解による溶解速度は，有効応力が 0 の場合の溶解速度と比較して明ら
かに 2 – 4 倍大きいことが分かった．これらの実験結果は，圧力溶解による
Si の水溶液中への溶解がこのような低温・低有効応力環境においてさえも
検出可能であることを示している．
2. 階段関数状の荷重圧の増加に対して，はじめに圧力溶解による Si の溶解速
度は増加し，そして次第に減少傾向にあった．
3. 荷重を取り除いた後でさえ，25˚と 45˚C の実験では Si の溶解が促進された．
一方で，35˚C の実験では石英の溶解速度は荷重圧を与えていないリファレ
ンス試料と同程度であった．この階段関数状の荷重圧の減少に対する系の応
答は，複雑であるように見える．これは荷重を取り除くことによって，粒子
間の接触状態に大きな変化がもたらされるためであると，推測される．
4.

階段関数状に与えた応力に対する圧力溶解による石英砂の溶解速度の大き
な増加は，花崗岩等の亀裂帯から湧出する地下水中の Si 濃度の観測という
手法を，圧力溶解現象を用いた新たな地球化学的地震予知研究として適用で
きる可能性を示唆している．

113

付録 石英砂試料の SEM 画像
 高温・高有効応力での石英砂の圧力溶解実験では，圧力溶解による溶解や変
形が走査型電子顕微鏡画像（SEM 画像）によって確認されている（e.g., Dewers
and Hajash, 1995）．本研究では，石英砂試料を蒸留水にて洗浄する前と後，各温
度における実験後の被荷重試料とリファレンス試料のそれぞれについて SEM
を用いて，石英粒子表面の画像の撮影を行った．撮影の前に，日立社製 E-1045
型イオンスパッターを用いて，石英粒子の表面に Au の蒸着を行った（15 mA, 60
秒）．撮影には日立社製 SU6600 を用いた．石英砂の粒径は 0.3 – 0.5 mm（30 –
50 mesh）である．石英試料のその他の詳細は本文の 2 章に述べる．
 石英砂を蒸留水にて洗浄する前と後で極微粒子などを除去する様子は確認で
きたが，被荷重試料とリファレンス試料の SEM 画像を比較して，圧力溶解反応
による溶解や変形の起きた明確な痕跡を確認することは困難であった．それは
試料の購入の時点で石英粒子は既に多くの溶解や変形を被っていると思われ，
それらと新たに圧力溶解実験によってもたらされた溶解や変形とを区別するこ
とが難しいからである．付録の図 1 に石英砂を蒸留水にて洗浄する前と後の
SEM 画像，35˚と 45˚C の溶解実験後の被荷重試料とリファレンス試料の SEM
画像をそれぞれ示す．

(a)
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(b)

(c)
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(d)

(e)
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(f)
図1

SEM photomicrographs depicting the surface of quartz sand.

before washing with distilled water.
water.

(a) Grain surface

(b) Grain surface after washing with distilled

(c) Grain surface of stressed sample at 35˚C and 0.51 MPa of effective stress.

(d) Grain surface of reference sample at 35˚C.
45˚C and 0.51 MPa of effective stress.

(e) Grain surface of stressed sample at

(f) Grain surface of stressed sample at 45˚C.
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