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地下の遅い流体挙動（Part II）
フィールドと室内実験からみる―：

―
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The Slow Subsurface Fluid Flow Processes（Part II）:

Field Examples and Laboratory Experiments
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Hiromi HONDA4）, Tomio INAZAKI5）, Masao SORAI6）,
Toshifumi MATSUOKA4）, Masaya YASUHARA6）and Hitoshi KOIDE6）

いては「ほとんど動かない」といっても過言では

I．は じ め に

ない地下の「遅い」流体挙動をできるだけ正確に

地学雑誌 121 巻 1 号では，「地下の遅い流体挙

理解することも重要になる場合がある。石油探鉱

理論・モデル・物性評価 」と題

の分野においては，油ガス田の形成にはトラップ

し て， 特 集 号 を と り ま と め た。 本 号 は， そ の

構造が不可欠であり，トラップ構造が機能するた

動（Part I）

—

—

Part II である。ここでは，おもに実フィールド

めには，地下環境において地層水よりも密度の小

における事例と，室内実験に基づくケーススタ

さい油・ガスがそれ以上上昇しないための構造と

ディを中心にとりまとめている。

適切な物性をもった岩石の存在が必要とされる。

地下での流体挙動に関する考え方は，Part I の

また，高度な人間活動は，その発展に伴いさまざ

イントロダクションにおいても述べたが，帯水層

まな種類の廃棄物を発生させている。高レベル放

中の地下水挙動と油ガス田における油層中の流体

射性廃棄物に代表される長期にわたって高い危険

挙動を対象として発展してきたということができ

性を示す廃棄物は，しばしば地下に処分するとい

るであろう。一方，人間生活の時間スケールにお

う方式がとられるが，その場合にも，地下の隔離
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機能（例えば, 吉田, 2012）が強く期待される。こ

Yukler, 1981 をはじめとするさまざまな研究）

れはとりもなおさず，地下には，「遅い」流れの

を通して少なくとも形式的には定量的な議論が行

場が存在し，その性質を積極的に利用しようとい

われるようになってきている。例えば，油ガス田

う工学の考え方の現れである。

が成立するために不可欠な帽岩のシール能力に関

地質学的な事象の理解に関しても，「遅い」流

しては，Leverett（1941）等によって整理され

れの理解は不可欠であろう。よく知られている事

た油層を対象とした毛管圧の概念を Berg（1975）

例として，大規模衝上断層の形成に与える過剰間

や Schowalter（1979）などが，帽岩の評価や地

隙水圧の議論があげられる（例えば, Rubey and

質学的な時間を対象とする油ガスの移動問題へと

Hubbert, 1959）
。同様なアプローチとして付加プ

拡張し，一定の成功を収めてきていることはよく

リズムの形態に関する議論も行われている（例え

知られている。一方，油ガス田が地質学的な期間

ば, Davis et al., 1983）
。本特集の Part I において

にわたって安定して存在する機構について，その

は，沈み込み帯での地殻流体発生（岩森・中村,

詳細の理解や定量化に向けての検討には，いまだ

2012）や，沈み込み帯の地震発生機構（長谷川

に多くの課題が残っており，事例研究もあわせた

ほか, 2012）に関して，地下深部での流体発生・

さらなる検討が必要であると考えられる。本特集

移動と間隙水圧挙動に関して検討がなされ，それ

では，このような観点から，まず，石油探鉱に関

らとマグマ生成，地震発生に関する関連が議論さ

わる知見に基づいた検討を紹介する。

れている。それ以外にも，低透水性の泥などが急

ここでは，海外の探鉱事例に基づき，油（ガ

激に堆積することによる過剰間隙水圧発生がミシ

ス）と地層水の接触面の形状に着目した研究を 2

シッピ川沖合等で認められ（例えば, Flemings et

編紹介している（中山ほか, 2013; 本田, 2013）
。

al., 2008）
，それに伴う興味深い地質現象も知ら

どちらも，石油探鉱を主要な課題とした研究に基

れている。

づくものであるが，地質学的なプロセスである構

Part II となる本特集では，これらの課題に対

造運動，堆積過程の影響を受けた過剰間隙水圧の

する実事例に基づく研究を紹介することにより，

発生と地下環境での流体移動状況を油（ガス）の

新しい考え方や課題が抽出され，また提示されて

分布に基づき検討しているともみることができ

いることを示していきたい。具体的には，石油探

る。辻ほか（2013）は，珪質堆積物および珪質岩

鉱活動ならびに長期の地質環境安定性評価という

の続成過程に特徴的にみられる間隙構造の変化か

課題に関わる実フィールド事例，連成過程に関わ

ら，油（ガス）に対するトラップ構造が構築され

る室内実験に基づく検討という観点からの研究成

る過程に関して解説している。この過程には，地

果である。

層水の流動とそれによる物質移行が寄与している
ことも述べられている。星（2013）は，堆積物の

II．石油探鉱活動からみた地下の遅い流体挙動

圧密過程に着目しつつ，その結果に基づく堆積盆

地下での流体挙動に関して，エネルギー資源開

地形成過程や地質構造の発達に関する議論を行っ

発分野においては，多くの研究が行われてきてい

ており，流体が移動する場の変遷に関する理解の

る。とくに，石油や天然ガスの開発時の生産挙動

重要性を示しているものといえる。また，本特集

評価等を対象として，Muskat（1937）によって

号の最後に，Honda et al.（2013）が，石油地質

とりまとめられて以来，きわめて多くの知見が得

学の分野において国内外で活躍をされた故眞柄欽

られている。油ガス田の形成過程に関しても，石

次博士の功績について述べている。眞柄氏が確立

油 シ ス テ ム（ 例 え ば, Magoon and Dow, 1994）

した泥質岩の圧密解析手法と地下流体挙動に関す

の概念的理解に基づき，油層工学や地下水学の知

る議論は，その後石油地質学分野で進められたい

見を地質学的時間の現象に適用することにより，

わゆる堆積盆解析や石油システムモデリングに強

い わ ゆ る 堆 積 盆 モ デ リ ン グ 技 術（Welte and

い影響を与えたものと評価される。

—
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以下，これらの論説・総説の内容について個別

を対象とし，ガス/水接触面の空間分布を明らか

に解説する。

にしている。その結果，このガスゾーンでは，ガ

中山ほか（2013）は，マレーシア・サバ州沖合

ス/水接触面が概して南北方向に傾斜しているこ

の U フィールドを対象とし，複数の貯留層から

とが示され，その傾斜に基づき，そこでの地層流

なる油ガス分布，とくに貯留層の油（ガス）/水接

体の平均的な移動速度の推定がなされている。ま

触面の分布に関し，詳細な記載とその形成機構に

た，対象地域で掘削された坑井間の平均動水勾配

関する議論を行っている。一般に，多層の油ガス

を推定し，動水勾配の大小とその方向性につい

層からなる油ガス田における油ガスカラムは，構

て，デルタにおける砂泥の堆積様式との比較を

成する油ガス層の深度が深くなるにつれて厚くな

行っている。そこからは，デルタ形成過程におい

ることが知られているが，U フィールドにおい

て，河川チャネルに沿って堆積した砂層の伸びの

ては，主要な 3 つの貯留層のうちの一つにおい

方向では動水勾配が小さく，それに直交する方向

て，下位の油層の油ガスカラムが上位のそれより

では動水勾配が大きくなっており，おのおの水理

も薄く，油ガスが，入れ子状の分布になっている

的な連続性の大小と対応していると議論されてい

ことが示されている。この現象について，本論で

る。

は，背斜構造のシール機構のうち，トップシール

辻ほか（2013）は，珪質岩の埋没続成過程に伴

の評価に関して，帽岩の毛管圧によるシール能力

う孔隙性状および物性変化と，それが炭化水素の

の考え方に基づきつつも，対象地域に発生してい

移動・集積に与える影響について述べている。ま

る過剰間隙水圧分布の貯留層ごとの違いの影響を

ず，国内の新第三系珪質岩と米国の中新統モンテ

含めた検討をすることによって，合理的な説明が

レー層珪質岩のデータに基づき，埋没続成に伴う

可能であることを述べている。また，このような

鉱物相の転移と内部組織の変化の詳細が解説され

状況は，第四紀に入ってからの構造運動によって

ている。珪質堆積物は埋没続成に伴い，オパール

発生したと思われる過剰間隙水圧差を解消しつつ

A からオパール CT，さらには石英へと相転移を

ある状況の一時間断面をみていると解釈してい

する。その過程での溶解再沈殿により，孔隙率，

る。この解釈からは，本論で検討を行ったものと

孔隙構造が変化するが，流体挙動には孔隙の孔口

同様の条件においては，油（ガス）/水接触面は，

半径の変化が重要な観点となる。本論では，とく

背斜軸部から翼部に向かってより深いところに位

に重要な過程と考えられるオパール CT から石英

置する場合がありうることが予測され，その石油

への続成転移について詳細な議論がなされてい

探鉱上の意義についても述べられている。

る。粘土鉱物の少ない珪質岩では続成転移に伴い

本田（2013）は，インドネシアに位置するマハ

孔口半径の大きな孔隙の割合が増加し，結果とし

カムデルタ地域のペチコガス田から得られたデー

て浸透率も高くなることが示されているが，議論

タを用い，そこで認められる傾斜したガス / 水接

はそれほど単純ではなく，粘土鉱物の含有量に

触面の形状と，ガス田探鉱によって得られた詳細

よっては浸透率の増加がみられない場合があるこ

な地質情報に基づき，地層中の流体挙動に関する

とも指摘されている。粘土鉱物の存在は鉱物転移

議論を行っている。まず，本論では，油ガス田で

温度の違いにも影響を与えている。また，続成作

認められる場合がある傾斜した油ガスと水の接触

用に与える間隙水組成の影響や，岩石に発生する

面の認定について議論をしたうえで，その形状に

亀裂の生じやすさに対する続成作用の影響も述べ

基づき，ダルシーの法則を援用することにより，

られている。これらの議論に基づき，珪質岩中で

地層内の流体の移動速度に関わる情報を得ること

の埋没続成過程と炭化水素の移動・集積について

が可能であることを示している。そのうえで，ペ

実事例に基づいた検討がなされ，続成作用に伴う

チコガス田のデータから，ガスゾーンとしての連

物性変化に支配されたトラップ構造形成について

続性が高いと判断される MF8-FS88 ガスゾーン

述べられている。その結果は，地化学データから

—
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もその妥当性が示されている。

地下環境とその変遷についての検討を行うための

星（2013）は，堆積盆地内における深度方向へ

技術開発がなされている。Part I においても，例

の孔隙率（間隙率ともいう）の減少トレンドに基

えば馬原・太田（2012）による解説があったが，

づき，圧密過程および地域の構造運動に関わる議

同位体を用いた地下水年代測定は，有力な手法の

論を試みている。対象地域として国内最大の産油

一つとなりつつある。本特集においても，長谷川

産ガス地帯である新潟堆積盆地を選び，石油業界

ほか（2013）において，その適用事例について報

で普遍的に用いられている音波検層データから得

告がなされている。一方，地下での流体挙動の理

られる圧密カーブに基づき，深度に対して圧密の

解には，亀裂系の分布とその透水特性の把握が不

進行が遅いもの，中間的なもの，圧密進行が速い

可欠である。単一亀裂中の流れについては，いわ

ものの 3 つの区分を行い，その地域性を明らか

ゆる三乗則（cubic law）によって評価が可能であ

にした。ここでは，圧密進行の地域的な違いは，

ることが知られており（例えば, Witherspoon et

一般に想定される透水性の低い地層からの間隙水

al., 1980）
，遅い流れの領域においては，Darcy

の排出の遅れに伴う過剰間隙水圧（異常高圧とも

則と同様にいわゆる動水勾配に比例する流れとし

いう）発生では説明できず，現在および過去に経

てとり扱うことができるとされている。一方，そ

験した地温勾配の違いによる鉱物の続成や溶脱・

の亀裂がどのように連続し，広域での流動に寄与

再結晶による効果と堆積速度の違いの効果が主体

しているかを知ることはそれほど簡単ではない。

であると解釈された。さらに，個々の地域におい

久保ほか（2013）は，その課題に対して，国内

て設定された標準圧密トレンドと各坑井の音波検

での事例の紹介を行っている。

層柱状図を比較することにより，削剥量と最大埋

長期の地下環境安定性に対しては，地震等のイ

没深度の見積もりが行われている。とくに，中越

ベントの影響も重要となる場合がある。日本にお

地震震源近傍の荒谷背斜周辺のデータに基づき，

いては，地震に関連する地下水変動に関する研究

削剥量の空間変化を示し，中越地震を引き起こし

が多く行われてきているが，本特集においても，

た構造運動の累積と坑井で観測される削剥量の関

小泉（2013）によって，その現状についてまとめ

連を述べている。このような議論は，地域の地史

がなされている。

の解明，圧密過程に伴う排水・流体移動に関わる

このような観点から本特集に掲載された論説・

詳細な検討を可能にするものであり，エネルギー

総説の内容は以下のとおりである。

資源開発分野に限らず地圏環境評価に有益な手法

長谷川ほか（2013）は，長期にわたる地下水挙

となることが期待される。

動を評価することを目的とし，沿岸域において複
数の地下水年代測定法を用いた地下水の流動性評

III．長期にわたる地下環境安定性に関わる

価を試みた結果を紹介している。ここでは，約

アプローチからみえるもの

500 m 程度のボーリング掘削が実施され，地下

放射性廃棄物の地層処分等，長期にわたる地下

地質・地下水理特性の調査がなされた。さらに，

環境の安定性を適切に評価することが求められる

天然に存在する放射性物質の壊変ならびに壊変に

場合が発生してきている。この種の問題への対応

伴い生成する物質に着目した地下水年代測定が実

においては，とくに長期の地下水挙動とそれに伴

施された。具体的には，放射性炭素（14C），放射

う物質移行の検討が必要となってくる。海外にお

性塩素（36Cl），ヘリウム同位体（4He）計測がな

いては，実際の放射性廃棄物処分場のサイト選定

された。さらに，塩素安定同位体比（δ37Cl）を

等が行われており，そのために行われた評価の内

用いた物質移動過程の評価，すなわち拡散が卓越

容等が明らかにされてきている（例えば, SKB,

するのかもしくは移流が卓越するのかに関する検

2011）。そのような活動からは，今まで以上に地

討も行われている。その結果，調査地点の深部に

下の状態に関する理解が深まってくるとともに，

分布する地層である葉山層群中の地下水は，長期

—
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にわたり地層中に滞留しており，一方，その上位

れることが多い地下水圧の変化に関し，おもに被

に分布する地層である三浦層群中の地下水は，相

圧帯水層を対象として解説している。ここでは，

対的に流動性に富んでいることが示唆された。塩

観測のために設置される井戸の影響として well

素安定同位体比のデータからは，三浦層群中では

bore storage effect が紹介されており，その理解

移流が，葉山層群中では拡散が主要な物質移動過

が必要であることが示されている。そのうえで，

程であることが示唆され，その結果は地下水年代

地殻変動によって引き起こされる地下水圧の変化

測定法から示された地下水の流動性の違いとも調

について，多孔質弾性論に基づく理論的背景が解

和的であるとされた。この研究に示されるよう

説されている。また，鉛直方向への地殻変動に伴

に，複数の方法を組み合わせた地下水流動性評価

う地下水位変化の可能性についても言及されてい

からは，その結果の妥当性や信頼性を含めて検討

る。一方，地震による動的な変動が与える影響に

することが可能であり，地下水挙動の理解に有効

ついても議論がなされている。具体的には，動的

な手法であることが示されている。

な体積歪がもたらす変動，動的な変動により透水

久保ほか（2013）は，広域地下水流動過程評価

性などの水理パラメータが変化することによる変

を目的として，亀裂性岩盤に対して地球統計学と

動，さらには，液状化によって地下水圧変動の解

亀裂分布シミュレーションを組み合わせることに

釈がなされた事例が紹介されている。興味深い事

より，透水係数分布の設定手法に関する検討を

例として，地震に伴って増加した地表地震断層付

行っている。地下水流動過程の検討においては，

近の透水性の変化が示されており，そこでは，地

数値シミュレーションを用いた評価が必要となる

震によって変化した透水性が回復する過程とその

場合が多く，そこで重要となる水理パラメータで

期間について実例が示されている。地震時および

ある透水係数分布を適切に求めることは現在にお

地震後の地下水圧変動は，本総説でも述べられて

いても主要な課題の一つとなっている。本研究で

いるように多様な条件や要因で変化するものであ

は，岐阜県東濃地域を研究対象として検討がなさ

り，単純には法則性を見いだすことは困難であろ

れている。まず，対象地域で掘削されたボーリン

うが，日本を含め地震活動が盛んな地域における

グ孔の亀裂データを用い，地球統計学的手法を援

地下水の長期安定性の検討には引き続き調査研究

用することにより三次元亀裂分布モデルが構築さ

が必要な課題であろう。

れている。次に，構築された亀裂モデルにおいて

IV．室内実験からのアプローチ

連続性のよいとされる亀裂群を抽出し，その亀裂
群とボーリング孔で得られた透水試験結果を関連

Part I のオーバービューにおいても議論したこ

づけることにより，モデル中の亀裂の面積と透水

とであるが，「遅い」流れのレジームにおいては，

係数の関係を求めている。ここで求められた関係

流れに対して他の物理過程との連成現象が相対的

にはばらつきが大きく，このことを念頭に置い

に 重 要 な 意 味 を も つ 場 合 が 発 生 し う る。 小 泉

て，本研究では，さらに統計的な検討を行ったう

（2013）に述べられているように，地震に伴う間

えで，対象領域の透水係数空間分布を最終的に設

隙流体圧の変化とその後の消散過程は，流れと変

定するという手順がとられている。このようにし

形の連成現象として説明することができる場合が

て構築された三次元透水係数分布モデルを用いた

ままある。一方，地震波等の動的な変形に伴って

等価多孔質媒体近似による地下水流動シミュレー

は，いわゆる準静的な問題としての流れと変形の

ションが実施され，その結果と既存研究成果，地

連成現象とは違った現象が発生する。本特集にお

域の地質・地下水挙動に関する知見との比較検討

いては，西山ほか（2013）が，動的な変形に伴う

を通して，シミュレーション結果の妥当性に関し

岩石の挙動について室内実験に基づく詳細な検討

て議論がなされている。

を行っている。また，岩石の動的な挙動から，流

小泉（2013）は，地震時および地震後に観測さ
—

動に関わる物性を評価することの可能性について
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も述べている。

cal osmosis）に関わる議論の現状について整理

ある種の岩石においては，濃度勾配に伴う化学

し，岩石の化学的浸透現象の理解および定量的評

的浸透（chemical osmosis）による水の移動が起

価に必要なパラメータを効率よく取得する手法に

こることも知られている。このような場合は，水

ついて提案を行っている。岩石は，一般に不完全

移動と物質移動を連成過程としてとらえることが

な半透膜として挙動するため，必要となるパラ

必要となってくる。竹田ほか（2013）は，この問

メータは，化学的浸透現象・拡散現象・水理挙動

題に関する理解の現状について整理するととも

のおのおのに関わるものとなる。提案に基づいて

に，室内実験により実際の化学的浸透現象の発生

作成された装置を用い，国内の珪質泥岩を用いた

を明らかにしている。さらに，その整理に基づ

実験を行い，必要なパラメータを同一試料から得

き，仮想的な地質学的事象による水挙動・物質移

られることに成功している。さらに，解析モデル

行に対する化学的浸透の重要性を述べている。

を用い，無次元化をしたうえでパラメータスタ

以下，2 編の論説の内容を述べる。

ディを行うことにより，地下で想定されうるいく

西山ほか（2013）は，岩石中を伝播する弾性波

つかの境界条件における化学的浸透現象の影響と

が示す位相速度の周波数依存性に関して，岩石中

その意義について議論を行っている。その結果か

の間隙流体の挙動が分散現象を生じさせるという

らは，不完全な半透膜としての特性をもつ岩石が

いわゆる Biot-Squirt モデルの適用可能性につい

化学的浸透の影響を受ける状態，すなわち間隙水

て，室内実験と理論的検討に基づき議論を行って

に塩濃度分布がみられる状態の場合，いわゆる水

いる。この考え方は，弾性波の分散現象の観測か

理ポテンシャル分布のみに基づいた解釈では流量

ら流体挙動に関わる透水係数などの水理特性推定

を過大に評価したり，流向を逆向きに推定したり

を可能にするものであり，地下の流体挙動に関す

することが起こりうることが示されている。少な

る検討をするうえで有意義な情報を与える可能性

くとも国内において，化学的浸透現象を念頭に置

が期待されるものである。本論では，まず，実験

いた地下水流動系の評価が行われていないことに

条件がこの種の議論を行うのに適当な結果が得ら

鑑みると，とくに沿岸域等での現象の評価には，

れるものであるかどうかの検討を行ったうえで，

本研究の成果が反映されることが必要であろう。

堆積岩および花崗岩というさまざまな種類の岩石

V．ま と め

を用い，飽和岩石・乾燥岩石の両者において位相
速度の周波数依存性を求めている。その結果か

Part II に整理した地下の「遅い」流体挙動に関

ら，観測された周波数依存性が，間隙流体の挙動

わる実フィールド・室内実験による検討からは，

に大きく影響を受けていることを示している。実

丁寧なデータ取得とその解釈，既存の概念に縛ら

験結果は，標準線形固体モデル，一次元モデルで

れない発想が問題解決に必要であることがみてと

ある Biot モデル，微小領域の間隙流体挙動に関

れると思う。一方で，目の前にしている事象の理

して多次元への拡張がなされた Biot-Squirt モデ

解に向け，これまでの多くの研究成果の蓄積から

ルを適用しながら検討され，試料の代表間隙径か

得られてきた知見の適用と，基礎的な理論的検討

ら求められた Squirt flow length を用いたモデル

に基づくアプローチは不可欠なものである。地下

によって，弾性波の分散特性がよく説明できるこ

での「遅い」流れの研究に関わる分野は幅が広

とが示されている。さらに，分散特性と岩石の透

く，個々の分野の成果は他の分野の問題解決のヒ

水性に関する関係を議論し，少なくとも透水性の

ントともなりうる。今回企画した「地下の遅い流

高い岩石と透水性の低い岩石との区別は可能であ

体挙動」特集の Part I，Part II を通して，その

り，今後の検討により，定量的な評価につながる

興味の幅の広さを知ることができたであろうし，

可能性が述べられている。

そのなかにみられる考え方や研究手法の類似性等

竹田ほか（2013）は，化学的浸透現象（chemi—

も認められたものと思う。今後，この種の分野に
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関わる研究はさらに進展することが期待され，そ
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