
防災地質学宿題２-回答 
 

問１．下記の用語を説明しない 

(a) 主要造岩鉱物、副成分鉱物 
物理的にも化学的にも均質な性状を示す固体粒子を鉱物という。岩石中に 10%以上含ま

れ，岩石の分類において判定要素となる造岩鉱物を主要造岩鉱物といい，そうでないもの

を副成分鉱物という．造岩鉱物の種類は 300 程度ある。 

 

(b) 鉱物の結晶構造の６つの結晶系とそれらの特徴 
鉱物の内部では結晶やイオンが規則正しく配列しており，理想的な場合，この規則性は

鉱物の外形に現われてくる．同一種の鉱物においては形が異なっていても対応する結晶面

の角度は常に等しい．これを面角一定の法則というが，このことより，すべての鉱物の結

晶構造は次のような 6 つの結晶系に分類することができる． 

① 等軸晶系：ホタル石，黄鉄鉱 

② 正方晶系：ジルコン，ベスブ石  

③ 六方晶系：石英，方解石  

④ 斜方晶系：カンラン石，黄玉  

⑤ 単斜晶系：正長石，輝石 

⑥ 三斜晶系：斜長石 

 

六つの結晶系 

 

(c) 同質異像、多形 



化学組成は同一でも結晶構造が異なる場合，物理的な性質が一般に異なる．このように，

化学組成が同一で結晶構造が異なることを同質異像，または多形という． 

 

(d) 火成岩、堆積岩、変成岩 
地下深所おいて発生した液体状のマグマが地殻の中に上昇送入，あるいは地表に噴出し

た後に冷却固結して生成された岩石を火成岩という．産出状態，化学成分，鉱物の種類お

よび岩石の組織・構造などによって細分類される． 
既存の岩石の砕屑物，生物の遺体などの堆積や特定物質の沈殿によって形成される岩石

を堆積岩という．構成物質および生成過程などにより砕屑岩，火山砕屑岩，化学的堆積岩

および生物岩の４つに大別される． 

火成岩・堆積岩が熱や圧力によって変化して生成された岩石を変成岩という．変成作用

には，既存の岩石がマグマとの接触によって，マグマから熱および成分供給を受けて変成

する場合と， 地下の深部に埋もれた岩石が構造運動を履歴し， 高温・高圧のもとで広範

囲にわたって変成する場合との 2 つに大別できる． 

 

(e) 完晶質、半晶質、ガラス質 
岩石は結晶とガラスから構成されており，その構成比に基づいて分類される．ガラスの

比率が少ないものほど結晶度が高い． 

完晶質：結晶のみによって構成される． 

半晶質：結晶とガラスによって構成される． 

ガラス質：ガラスのみによって構成される． 

 

(f) 等粒状組織、斑状組織 
等粒状組織：成分鉱物がすべてほぼ等しい大きさのもの．深成岩に認められる特徴的な

組織である． 
斑状組織：比較的大きな結晶(斑晶と呼ぶ)が，それと比べると極あて小さい鉱物の集合，

あるいはガラスを含んだいわゆる石基中に散在するもの．火山岩に認められる特徴的な

組織である． 
 

(g) 酸性岩、中性岩、塩基性岩、超塩基性岩 
火成岩はその岩石中に含まれる珪酸の量（SiO2（%））によって次のように分類される． 

① 酸性岩(66%以上) 

② 中性岩(66%～52%) 

③ 塩基性岩(52%～45%) 

④ 超塩基性岩(45%以下) 

また，珪酸の量は，岩石中の有色鉱物含有量でも表せる．これを体積百分率で表した



ときの数字を色指数と言い，次のように分類される． 

① 優白色(0～30) 

② 中色(30～60) 

③ 優黒色(60～100) 

 

(h) 火山岩、半深成岩、深成岩 
火山岩(噴出岩)：火山岩はマグマが地表，または地表近くまで上昇して，そこで比較的

短い期間に冷却，固結してできた岩石である．この岩石は非常に急冷却した場合にはガラ

ス質，あるいは細粒となるが，一般には比較的大きな斑晶とガラス質あるいは微細な結晶

部分からなる斑状組織(図 2)を呈している．マグマが地表に流出すると溶岩と呼ばれ，台地

やドーム型の山を形成する． 

半深成岩：半深成岩は深成岩と噴出岩との中間的なものであり，地下深所で急冷却した

り，地下浅所でゆっくり冷却したりすることによって産出された岩石である．産出の形態

としては，岩脈，岩床，岩株など貫入岩体を形成するほか，深成岩体辺縁部をなしている

こともある．一般に斑状組織(図 2)を呈するが，石基は完晶質であり，ガラスが含まれない

のが普通である． 

深成岩：マグマが地下の比較的深所において徐々に冷却固化してできた岩石であり，一

般に巨大な岩体をなして産出される．マグマの冷却固結が非常に緩慢であるために，鉱物

は大きな結晶となり，等粒状組織を呈している． 

 

(i) 接触変成作用、広域変成作用 
接触変成作用：既存の岩石がマグマとの接触によって，マグマから熱および成分供給を

受けて変成する現象を接触変成作用という．貫入してきたマグマの性質(岩質，種類，温度)

およびその規模，また，変成を受けた原岩の岩質および種類によって種々の接触変成岩(熱

変成岩)が生成される． 接触変成岩は堆積岩のみでなく，火成岩がマグマの貫入を受けた場

合にも生ずるが，火成岩は元来高温のもとで生成され，高温において安定な鉱物より構成

されているため熱による影響が少ない． 

広域変成作用：地下の深部に埋もれた岩石が構造運動を履歴し， 高温・高圧のもとで

広範囲にわたって変成する現象を広域変成作用という．この変成作用によって生成される

岩石を広域変成岩(あるいは動力変成岩)と呼んでいる．このほかに断層運動に伴う圧砕作用

(運動変成作用)により生じた圧砕岩類もある． 

 

(j) スレーキング、スウェリング 
スレーキング現象とは，乾湿の繰り返しによって岩石粒子間の結合が破壊され，強度が

低下し，はなはだしいときには粒子が分離し土壌化する現象である． 
スウェリング現象(膨潤)は，土粒子を構成する結晶の層格子間が水の浸入によって拡大



される内部膨潤と，土粒子一水系の反発力に依存する土粒子間膨潤(外部膨潤)に大別される．

内部膨潤は，層格子間に水が浸入しやすいものであるか否かが膨潤の程度に影響を与える

ことから，粘土鉱物の種類とその含有量が問題となる．一方，外部膨潤は水の吸収に伴っ

て土粒子間に生じる膨張圧により起こる． 

 

(k) ブラジリアンテスト、点載荷強度試験 
ブラジリアンテスト(線載荷強度試験)は，岩石供試体上に線荷重を加えて引張応力を作

用させるものである．円柱供試体の側面に軸と平行な線荷重をかけるものであり，この結

果，生じる引張応力 σ、は次式で与えられる． 
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=   ここに，P：荷重，r：円柱断面の直径，l：円柱の軸方向長さ． 

この方法は用いる供試体が円柱であるためボーリングコァを直接用いることができ，簡易

に試験を行うことができる． 

点載荷強度試験は，岩石供試体上に点荷重を加えて引張応力を作用させるものであり，

供試体が不規則な形状の岩塊でも試験を行うことができるので極めて簡易である． 

 

(l) 弾性波探査、超音波伝播速度試験 
弾性波探査は土木・岩盤構造物の調査でもっとも一般的に利用されている方法である．

ある時点でダイナマイトなどを利用して弾性波を起こし、その反射波を観測することによ

り、岩盤の物理特性、特に剛性をはかるものである。この方法を効果的に実施するための

要点は，測線の配置および長さであり，これを誤ると重大な地質上の欠陥を見落すことに

なる．測線の長さは，経験的に解明が必要となる深さまでの 5 倍としており，測線端付近

が解析の盲点とならないよう遠隔発破をかけなければならない．なお，弾性波探査は，高

速度層が低速度層の上部にあるような地質構造の解析には原理的に適さない． 

超音波伝播速度試験は，超音波(P 波，S 波)の伝播時間を測定し，岩石ピースの弾性波

速度を調べるものである。この結果と原位置における弾性波速度とを比較することにより

岩盤内の亀裂状況を把握することができる． 

 

(m) 平板載荷試験、孔内水平載荷試験、原位置せん断試験、ルジオン試験法 
平板載荷試験法には，鋼製の剛板を用いた等変位載荷法とダイアフラムを用いた等分布

載荷法がある．等変位載荷法は,剛性の大きい加圧板(剛板)を介して岩盤に一様に変位を与え,

この変位から岩盤の変形性を検討するものである. 等分布載荷法は,岩盤の変形に十分な僥

性を持ったダイアフラムをもって等分布に加圧し,岩盤の変形性を調べるものである。 

孔内水平載荷試験はボーリング孔を利用して行うものであり，地表付近から深い位置ま

での測定ができる．試験装置は大きく分けて，載荷・測定部，加圧部の 2 つに分かれてい

る。載荷・測定部は，その載荷の特徴によって，ゴムチューブを使用する等分布荷重方式



と剛性載荷板を使用する等変位荷重方式の 2 つに分かれている．載荷は油圧ジャッキ，ま

たは窒素ガス圧により行う．加圧部の応カーひずみ関係を測定し，岩盤の変形係数・弾性

係数・降伏応力を求める．載荷する際に水・油を使用する場合には十分にエア抜きをする

必要がある．載荷圧は試験の目的・地盤の種類によって設定し，段階荷重は，一般に 3～5

回で設定荷重に達するものとする． 

原位置せん断試験は調査横坑内で実施される原位置載荷試験であり、設計に用いられる

岩盤の粘着力および内部摩擦角はこの試験によって得られた測定値からクーロンの破壊基

準に従うものとして求められる．このせん断試験は，岩盤を切り出して作成した岩盤ブロ

ックについて試験を行う岩盤せん断試験(ロックせん断試験)と，岩盤面とコンクリートとの

付着強度が岩盤のせん断強度より大きいという仮定のもとで岩盤の切り出しを省略し，試

験個所の岩盤の表面にコンクリートブロックを打設し，このコンクリートブロックについ

て試験を行うブロックせん断試験の 2 種類がある。 

ルジオン試験法は，ボーリング孔に水を圧入する試験法で，注入圧力と注入量との関係

から岩盤の透水性を評価するものである．ボーリング孔内の一定長部分をパッカーにより

閉塞し，この部分から圧力 10 kgf/cm2 の水を岩盤中に圧入し，そのときの透水量から岩盤の

透水性を評価する方法である．単位はルジオン(Lugeon)の値で示され，この値は時間 1 分間

における孔長 1m あたりの圧入量で表現されるものであり，例えば，規定圧力(10 kgf/cm2)

で孔長 1m あたり， 1 分間に 1l の水が圧入されれば 1 ルジオンとなる (1 

Lu=1l/min/m/10kgf/cm2)． 

 

(n) 応力解放法、水圧破砕法、AE 法 
応力解放法は測定点に作用する地山内応力をコアボーリング，あるいはオーバーコァリ

ングなどの方法によって解放させ，応力解放の前と後との変位，あるいはひずみを測定し，

解放前の応力を求める方法である 

水圧破砕法(ハイドロフラクチャリング、Hydro-fracturing)は，もともと石油が澗渇した

油井を刺激して石油を取り出す目的で始められた方法である．まず，測定箇所までボアホ

ールを開削し，適当な間隔でパッカーを設置し，密閉された部分に水圧を作用させ，孔壁

を加圧することにより、加圧時間と圧力変化を測定する．最高圧力 Pc に達した時孔壁に亀

裂が生じる．この圧力は Break down Pressure (ブレイクダウンプレッシャー)とも呼ぼれてい

る．さらに水を圧入すると亀裂はどんどん拡がるため流入圧力は増加せず，亀裂進展が定

常的になると Pf で安定する．ここでバルブを止め加圧を中止すると亀裂の進展は止まり，

亀裂を開いておくだけの圧力 Psで落ちつく．Psは Shut-in Pressure (シャットインプレッシャ

ー)と呼ばれ，Pfよりさらに低くなる．これらのデーターから初期地圧 σ1*と σ2*を次式で算

出することができる． 

* *
2 13 c tP Sσ σ− − = ，

*
2 sPσ = ， ここに、Stが岩石の引っ張り強度である。 



AE 法は固体が変形または破壊する際に音が生じることはよく知られた現象であり，木や

ガラスの破壊音は日常生活でもしばしば耳にする音のひとつである．AE(Acoustic Emission)

は，このような破壊音を広い意味で総称することばであり，固体材料が破壊する際に，系

内に蓄積されたエネルギーが急激に解放されることにより発生する過渡的，瞬間的な弾性

波動現象として定義される．AE の研究は，もともと金属材料の分野でスタートしたが，こ

の分野では今日，宇宙開発におけるロケットモーターケースの耐圧試験，原子炉圧力容器

や大型タンク，パイプラインの健全性監視など，幅広い用途に実用化されつつある．岩盤・

岩石の分野においても，鉱山での落盤や山はねの予知に関連して，1930 年代後半から研究

が始められ，最近では測定・解析機器の進歩を背景に，特に原位置試験のモニタリングに

興味ある測定結果が報告されている． 

AE におけるカイザー効果がある．すなわち、2 度目の載荷の際に発生する AE は，初回

の載荷の場合と異なり，初回に加えられた荷重に達するまでは少なく，これを越えると多

くなっていることが分かる．この効果を初期応力測定に応用することができる． 

 

(o) 岩盤分類、RQD 
岩盤分類：土木・岩盤構造物の建設においては，適切な設計・施工を行うために土木・

岩盤構造物の基礎岩盤の耐荷性や遮水性などの岩盤の工学的性状を把握する必要がある．

岩盤分類はこの目的に対応して実施されるものであり，岩盤の強度や変形性，透水性など

の工学的性状を左右すると考えられる岩石それ自体の風化変質の程度，岩盤の不均質性・

不連続性などに関する諸要因を現場で観察・計測し，一定の基準に従って岩盤をグルーピ

ング(岩盤区分)し，かつランク(岩盤等級)付けを実施する．岩盤分類は土木・岩盤構造物建

設の各段階を通じて設計・施工と極めて深い関わり合いをもち，このため岩盤分類の結果

が土木・岩盤構造物の経済性・安定性の両面において重大な影響を及ますことになる．従

って岩盤分類方法は基本的に，①客観的，かっ簡便であること；②対象とするすべての岩

盤に適用できること；③構造物の設計・施工に必要な情報を提供することの 3 点について

満たすことが必要である． 

RQD：Deere によって岩盤の定量的評価方法の 1 つとして提案されたものである．RQD

は N サイズ(コア径 56mm)以上のコアで削孔長（通常 100cm）に対する 10cm 以上の長さの

コアの累計長の割合(%)である．岩盤等級区分の定量的評価の観点から RQD と岩盤等級の

関連性を検討した結果によれば，岩盤が良くなるほど RQD 値は大きくなる． 

 

問２．岩石、岩盤の力学特性、特に変形性・強度および透水性についての共通

点と相違点を述べなさい。 

岩盤には節理などの不連続面が分布しているのが一般であり，これによって力学的挙動

および透水性状も岩石ピースにおける状況とかなり異なった状態を示している．岩石・岩

盤の工学的な特性としては，変形性や強度に代表される力学的特性，透水・透気などの水



理学的特性および熱伝達特性などが挙げられる． 

岩盤の変形は，岩石の変形と不連続面の変形の総和で評価される．不連続面の変形は①

不連続面の閉合；②不連続面の開口；③不連続面に沿うすべりから構成されている。岩盤

の変形性に対するこれらの変形の影響度合は，岩種によって異なる．新第三紀の堆積岩な

どの軟質岩は，岩石の構成粒子の結合力が弱いために岩質材料内部での変形が生じゃすく，

岩盤の変形性は比較的岩石の変形性に支配されやすい．一方，新鮮な花闘岩のような硬質

岩盤は，岩石の構成粒子間の結合力が非常に強く，岩盤の変形は節理に代表される不連続

面を介して起こり，岩質材料の依存度は低い． 

岩盤の破壊は，一般に節理に代表される不連続面の成長・併合によって生じる．これは

不連続面の先端付近に応力集中が生じやすいためである．従って，岩盤の強度は岩石の強

度および不連続面の性状によって支配されることとなる．岩盤のせん断強度も岩石や土と

同様に，粘着力と内部摩擦角で表現することができる．この場合，割れ目で分割されたブ

ロックの大きさ・そのかみ合わせ・ブロックの摩擦が内部摩擦力を支配し，構成鉱物粒子

間の結合度合・節理などの不連続面の分布状況が基本的に粘着力を支配することになる． 

岩盤内の浸透経路は，岩質部分の空隙および節理に代表される不連続面である．従って，

岩盤の透水性を考える場合も，岩石それ自体の透水性および不連続面の透水性の 2 点につ

いて検討する必要がある．これらの岩盤の透水性に対する影響度合も，変形性･強度の場合

と同様に岩種によって異なる．例えば，第四紀の火砕岩などの間隙率の大きい岩は，岩質

材料内部での透水性が比較的高く，岩盤の透水性は不連続面の透水性と合わせて岩石の透

水性も考慮する必要がある．一方，新鮮な花崗岩のような硬質岩盤は，岩石の構成粒子間

の結合が密であるために間隙率が小さく，岩石の透水係数は節理に代表される不連続面の

透水係数に比べてオーダーが甚だしく小さい．従って，岩盤の透水性は，不連続面の透水

性のみに支配されることになる． 

 

問３．軟岩の工学的特性とそれに起因する工学諸問題を簡潔に述べなさい。 

 

軟岩は，スレーキング，スウェリング，あるいはクリープといった特徴的な性質を合わせ

持っている．軟岩を対象とした工事においてはさまざまな工学的な問題が発生しやすい．

このため，以前はこのような地域を避けて工事が行われていたが，高度経済成長時には高

速道路や新幹線の拡張が実施され，さらには，長大橋梁，原子力発電所などの大型土木・

岩盤構造物の需要が増えてきて，このような地域でも工事が実施されるようになってきた．

今後この傾向は続くものと思われる．また，構造物の規模，切土深さ，あるいは盛土高さ

なども年を追って大規模化する傾向にあり，構造形式も複雑多様化してきたため，スレー

キングやスウェリング現象などによる切土，盛土などの変状に対する対策をも含めた施工

が重要となる．軟岩のもつ工学的問題点について述べる． 

(1) トンネルの変状 



多量の粘土鉱物を含む第三紀層泥岩では，高い土かぶり圧下でのトンネル掘進に伴って膨

張しやすい．著しい場合には支保が崩壊し，覆工後も変形を生じる．地山掘削によってト

ンネル周辺に塑性域が発生すると，この範囲は体積増加(正のダイレイタンシー)によって緩

むと同時に無数の亀裂面が生じるため，この部分に地下水が集中しやすくなる．この場合

の地下水は必ずしも一定の地下水面をもつ一様に存在する地下水ではなく，地山中の水み

ちを通って移動している場合が多い．また，地下水がほとんど存在していなくても新第三

紀層泥岩のように含水比が比較的高い場合には，応力集中部では体積圧縮による水のにじ

み出し現象があり， これらの水が亀裂面に向かって移動していく．その結果，これらの塑

性域中に膨張性粘土鉱物を含む泥岩，頁岩などが存在すると，せん断破壊面に沿う部分の

みがスウェリングして軟弱化する．このため，破砕された岩塊のマスとしての強度も低下

し，支保工にかかる土圧は著しく増加する． 

(2) 盛土の沈下 

第三紀堆積層軟岩を盛土材料として使用する場合，使用前と使用後で性質がかなり大幅に

変化するものがある。これは空気にさらされ，乾湿の繰り返しを受けると容易にスレーキ

ングして細粒状に砕けることに起因する強度劣化，圧縮沈下によるものである．  

(3) 切土斜面の崩壊 

軟岩からなる斜面の崩壊は，自然斜面よりもむしろ人工斜面である切土斜面に多い．これ

は，切土斜面が自然斜面に比べて急勾配をなすこと，自然斜面が風化土，表土，崩壊土に

覆われているのに対し，切土斜面では軟岩部が露出されているため乾湿の繰り返しによる

スレーキング現象の発生を起こしやすいこと，あるいは急激な応力解放と吸水によるスウ

ェリング現象の発生を起こしやすいことなどによるものと思われる． 


