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1．は　じ　め　に

放射性廃棄物の地層処分や土壌汚染の浄化，地熱発電，石油貯

留層の開発等において，地下環境における物質移行の把握は重要

な課題である。岩盤中の移流現象は地下環境中の物質移行の主な

機構の一つであり，岩盤の浸透率等の透水特性を調査することは

重要である。原位置岩盤は通常，亀裂や断層などの不連続構造を

含んでいるためインタクトな部分と不連続構造を総合した透水特

性の把握が求められる。亀裂や断層などの不連続構造はインタク

トな岩盤が破壊する過程で生じると考えられる。このため破壊過

程において岩石の透水特性がどのように変化するかを調査するこ

とも重要である。

岩石の透水特性は力学的安定性の観点からも重要であると考え

られる。例えば，間隙流体圧の変化は岩石の有効応力を変化させ

ることによって，岩石の力学的な安定性に影響する。また湿度が

岩石の強度に影響を及ぼすことが知られており，岩石が水で飽和

していない場合にも周辺からの水の供給が力学的安定性に影響を

及ぼすことが考えられる。

現在までに多数の岩種を対象に，様々な条件に関する研究が行

われている。ここでは主に岩石の三軸圧縮条件下における透水

特性に関する先行研究について述べる。Zoback et al.1) は Westerly

花崗岩を用い，封圧と間隙水圧一定の条件で軸差応力を載荷する

過程と除荷する過程で，浸透率の変化を調べた。この実験では載

荷過程において，軸差応力の増加に伴い浸透率の増加が見られた。

除荷過程では，浸透率は載荷過程よりも大きいままであった。同

じく軸差応力下の花崗岩の実験としては Takahashi et al.2) の稲田

花崗岩を用いた実験や，Kiyama et al.3) の Westerly 花崗岩を用い

た実験が挙げられる。これらの実験でも軸差応力がピーク強度に

近づくにつれて浸透率の増加が見られた。浸透率が増加した原因

は軸差応力の増加によって岩石内部に微小な亀裂が発生したため

と考えられている。

堆積岩についても様々な実験が行われている。Tueful4) は引張

亀裂を生じさせた Coconino 砂岩を用いて三軸圧縮下でのフロー

ポンプ法による透水試験を行い，亀裂のせん断と透水性の変化に

ついて調べた。実験の結果，軸変位の増加に伴い浸透率が減少し

た。この原因として亀裂のせん断に伴い，亀裂周辺の部分的な破

壊が起こりガウジが生成され亀裂に沿った浸透率が減少したため

と考察されている。Scholz5) によると脆性断層のガウジ層厚さは
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すべり量の増加にしたがって線形に増加する。この他にも不連続

面の透水特性に関する研究は数多くある 6, 7) 。

Takahashi et al.2) は白浜砂岩，来待砂岩，新第三紀泥質岩につ

いても様々な応力径路における浸透率を調査した。静水圧下では

どの岩種においても有効応力の増加によって浸透率が減少するこ

とが確認された。一方，軸差応力下の実験では岩種により異なる

傾向が認められた。白浜砂岩ではピーク強度付近の軸差応力が比

較的大きい状況において浸透率が増加したのに対し，泥質岩では

軸差応力の高い状況で浸透率の減少が見られた。この他にも比較

的浸透率が大きい岩種では三軸圧縮試験において破壊後に浸透率

が減少するケースが報告されている。

Main et al.8) や Ngwenya et al.9) の Clashach 砂岩を用いた実験で

はピーク強度後に一時的に浸透率が増加するものの，その後は軸

ひずみの増加と共に浸透率の減少が見られた。破壊後の浸透率減

少について，Ngwenya et al. は破断面間に生じた断層ガウジの粒

径減少とガウジ層厚さの増加などが原因となっていると考察して

いる。

Ngwenya et al. の考察したメカニズムによる浸透率の減少はよ

り浸透率の小さい岩石においても生じ得ると考えられる。しかし

浸透率の小さい岩石は実験に長時間を要するため，残留強度状態

以降の浸透率については計測例が少なく，どの段階から浸透率が

減少するかや封圧の影響などについても明らかでない。本研究で

は堆積岩としては比較的浸透率の小さい来待砂岩を用い，できる

だけ広範囲に及ぶ変形過程での浸透率の変化を室内実験によって

調査した。固有浸透率の計測はトランジェント・パルス法 10) を

用い，実験は間隙水圧 2.0 MPa，封圧 5.0～ 15.0 MPa の条件で行

なった。また三軸圧縮試験中の空隙率変化の計測実験を行なった。

2．岩　石　試　料

本研究では岩石試料として島根県で産出する来待砂岩を用い

た。ここでは来待砂岩の物性について既往の研究を元にまとめ

る。既往の研究と本研究で計測された来待砂岩の真密度，空隙率，

固有浸透率，屈曲度，比表面積，平均粒径を Table 1に示す。来

待砂岩の強度は乾燥状態と湿潤状態で大きく異なり，Nakamura 

et al.12) によると来待砂岩の一軸圧縮強さは乾燥状態で 68.5 MPa，

湿潤状態では 23.5 MPa であった。また Matsuki et al.16) によると

来待砂岩は石英，長石，火山岩片などの粒子から成っている。火

山岩片は沸石や Fe サポナイト，モンモリロナイト等に変質して

いる。粒子間はゼオライトの一種である斜プチロル沸石  (クリ

ノプチライト ) によって膠結されている。

3．実験装置・供試体・実験方法

3・1　実験装置

実験装置の概要を Fig. 1に示す。これは Fujii17) によって開発

された超小型三軸圧縮試験システムである。軸方向の変位は材料

試験機を用いて制御し，封圧は封圧用のポンプを用いて制御した。

中央に孔の開いたエンドピースとアタッチメントを介して供試体

両端と透水試験システムと接続した。間隙水圧はシリンジポンプ

を用いて制御した。ジャケットと供試体の間を水が流れることを

防ぐため，供試体の側面にはシリコンゴムを塗布した。

透水試験システムはシリンジポンプ，バルブ，配管，及びステ

ンレス製貯留槽からなっており，これを用いてトランジェント・

パルス法の透水試験を行なった。

3・2　供試体

岩石は直径約 30 mm，長さ約 60 mm の円柱形に加工し実験に

供した。供試体加工の手順は以下のようである。まず岩石ブロッ

クからボーリングマシンを用いて直径 30 mm に切り出し，ダイ

アモンドカッターを用いて約 60 mm の長さに切断し，平面研削

盤を用いて，端面を平坦に加工した。加工後，シアノアクリレー

ト系接着剤を用いて有効長 10 mm のクロスタイプひずみゲージ

二枚を供試体側面の対角の位置に貼り付けた。続いて供試体端面

をエンドピースと接続し，供試体側面にシリコンゴムを塗布した

後，熱収縮チューブを用いてエンドピースと供試体を被覆した。

被覆した供試体とエンドピースを水で飽和させるため，三日以上

真空脱気した。

3・3　実験方法

3・3・1　三軸圧縮下での破壊過程における透水試験　　3・1

の実験装置を用いて三軸圧縮破壊過程における固有浸透率の変化

を調査した。この実験では Fig. 2のように材料試験機のストロー

クを階段状に制御した。これは透水試験中にストロークを停止さ

せ，供試体の変形をなるべく抑えるためである。間隙水圧は 2.0 

MPa，封圧は 5.0，7.5，10.0，15.0 MPa で行った。温度は空調機

を用いて摂氏 20度または 22度に制御して行った。以下に実験の

手順を示す。
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Fig.1  Experimental apparatus.

Table 1 　 Some physical properties of Kimachi sandstone.
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4．実　験　結　果

4・1　変形挙動と固有浸透率の計測結果

ひずみゲージによって計測されたひずみと軸差応力の関係を

Fig. 3に示す。軸差応力が小さい段階では比較的線形弾性的な挙

動が見られ，軸差応力がピークに近づくにつれて非線形な応力

ひずみ関係が見られた。Fig. 4の上のグラフに材料試験機のスト

ロークから求めた軸ひずみと固有浸透率の関係，下のグラフに同

様な軸ひずみと軸差応力の関係を示す。Fig. 4の下のグラフから，

軸ひずみがおおよそ 1.0% 程度のところで軸差応力はピークに達

し，3.0～ 4.0% 程度で残留強度状態に達していた。軸差応力ピー

ク時の軸ひずみは 1.0 ～ 1.5% 程度で封圧によって変化し，封圧

が大きいほど軸差応力ピーク時の軸ひずみは大きかった。また封

圧が小さいほど，軸差応力ピーク時と，残留強度状態の間の応力

差が大きかった。

固有浸透率は軸差応力がピークの 50% 程度までは，どの封圧

でも載荷と共に若干減少し，1.0 ～ 2.0 × 10-18 m2程度であった。

封圧 5.0，7.5 MPa の場合には，固有浸透率はピーク軸差応力手

前の段階から 4.0 ～ 6.0 × 10-18 m2程度まで増加した。封圧が比

較的高い 10.0，15.0 MPa の場合には固有浸透率の変化は小さかっ

た。また残留強度状態において，封圧 5.0，7.5 MPa の場合には

軸ひずみ 4.0% 程度から固有浸透率の若干の減少が見られた。

4・2　空隙率変化の計測結果

Fig. 5に空隙率変化の計測結果を示す。グラフの横軸はひずみ，

縦軸は軸差応力を示している。破線は間隙水量の変化を供試体体

積で割った量で，これは収縮を正にとった空隙率変化にあたる。

実線はひずみゲージによって計測した体積ひずみ  (軸ひずみ + 周

a.  軸圧と封圧を徐々に増加させ，設定封圧に等しい静水圧を加え，

間隙水圧 2.0 MPa を加える。岩石の変形を落ち着かせるため，

3時間程度置く。この段階のみ材料試験機を応力一定に制御し，

静水圧の状態を保った。

b.  トランジェント･パルス法による透水試験を行う。

c.  変位速度は 0.036 mm/min でストロークを 0.12 mm 増加させる。

岩石の変形を落ち着かせるため，3時間程度置く。

d.  トランジェント･パルス法による透水試験を行う。

e.   c., d. を繰り返す。

以上の手順で軸ひずみ 5.0%程度まで実験を行った。トランジェ

ント・パルス法の透水試験に関しては Brace et al.10) を参照され

たい。トランジェント・パルス法による固有浸透率の算出には簡

易解 10) と厳密解 18) が提案されている。本研究では固有浸透率の

相対的な変化に着目しており簡易解を用いることによって結論を

大きく左右することはないと考え，簡易解を用いた。また実験後，

岩石試料から薄片を作製し観察を行った。

3・3・2　三軸圧縮試験中の空隙率変化の計測　　空隙率は岩

石の力学的な性質を表す代表的なパラメーターの一つであり，浸

透率とも密接に関係すると考えられるため 3・3・1の固有浸透率

の計測とは別に，三軸圧縮試験中の空隙率変化を計測する実験を

行った。実験には同様の実験装置を用い，空隙率変化の計測はシ

リンジポンプを用いて，間隙水量の変化を計測することで求めた。

また同時にひずみゲージを用いて，ひずみの計測も行い，体積ひ

ずみと空隙率変化を比較した。封圧 5.0 MPa の実験では載荷速度

を 0.012，0.006，0.0036 mm/min の 3ケースとし，封圧 10.0 MPa

の実験では 0.0036 mm/min の載荷速度で行った。

152 〈42〉 153 〈43〉 

Fig.2  Time-differential stress and time-stroke relation.
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ひずみ× 2) である。空隙率変化と体積ひずみは近い値であった。

また両者は封圧が大きく，載荷速度が遅いほど近い値となった。

4・3　実験後の岩石試料の薄片観察

破壊が進行していく過程における岩石の内部構造の変化や，封

圧の違いによる破壊形式の違いを見るために実験後の 7つの供試

体から薄片を作製した。Fig. 6に薄片写真を示す。写真の上下方

向が載荷軸方向にあたる。空隙部分を明瞭に区別できるようにす

るため，ブルーレジンを注入した。

図 (a) ～ (g) の各実験条件は以下の通りである。

 (a) 　封圧 5.0 MPa　　最大軸ひずみ 2.0%

 (b) 　封圧 5.0 MPa　　最大軸ひずみ 3.0%

 (c) 　封圧 5.0 MPa　　最大軸ひずみ 4.2%

 (d)　 封圧 5.0 MPa　　最大軸ひずみ 5.2%

 (e) 　封圧 7.5 MPa　　最大軸ひずみ 5.2%

 (f) 　封圧 10.0 MP　　最大軸ひずみ 5.2%

 (g) 　封圧 15.0 MP　　最大軸ひずみ 5.2%

 (a) ， (b) ， (c) ， (d) は同じ 5.0 MPa の封圧で，最大軸ひずみが異

なる。これらを比較することで，破壊が進行していく過程が観察

できると考えられる。 (a) の軸ひずみ 2.0% の時点ですでにピーク

強度は過ぎているが，はっきりとした亀裂などは表れていない。 

(b) の軸ひずみ 3.0% の段階では写真左上と右下の部分に亀裂が生

じている。 (c) の軸ひずみ 4.2% の段階でも右上部分に亀裂が生じ

ている。しかし (b) ， (c) の段階では供試体を横断する巨視的な破

断面の生成には至っていないようである。 (d) の軸ひずみ 5.2% の

段階では，写真左上から右下にかけて，供試体全体を横断する巨

視的な破断面が生じている。これらから巨視的な破断面の生成は

残留強度状態に近い段階であると考えられる。

 (d) ， (e) ， (f) ， (g) は最大軸ひずみが同じで，封圧が異なってい

る。 (d) の封圧 5.0 MPa の実験でははっきりと巨視的な破断面が生

じていたが， (e) ， (f) ， (g) の封圧 7.5 MPa 以上でははっきりとし

た巨視的破断面は見られなかった。

封圧による空隙率の違いを見るため薄片画像の分析を行った。

薄片画像を画像処理ソフトを用いて領域分割し，空隙部分の面積

を計測することにより，空隙率を求めた。空隙率は封圧が高いほ

ど小さい傾向が見られた。これは写真からわかるように，亀裂部

分にできた空隙による影響が大きい。

また 2. で挙げた来待砂岩の空隙率は 20% 程度であるのに対し

て，薄片画像から計測された空隙率が約 0.3～ 2.3% と非常に小

さい原因として，空隙率計測方法の違いが考えられる。薄片画像

からの空隙率算出では画像のピクセルサイズ  (12.7 m) よりも小

さい空隙は計測できていない。Hirono et al.11) の細孔径分布計測

の結果によると 101～ 101.5 m の細孔は空隙全体の 5.2% 程度に

すぎないため空隙率が過小に評価されてしまったと考えられる。

このように薄片画像から算出された空隙率は正確な値とは言いが

たいが，径の大きな空隙は透水特性に対して大きく影響を及ぼす

という点ではこれを計測することには意義があると思われる。

また多く用いられている岩石の湿潤状態と乾燥状態の密度差か

ら空隙率を求める方法による計測結果についても注意が必要であ

る。2．で述べたように来待砂岩にはモンモリロナイトなどの粘土

鉱物が含まれており，水の一部はこうした粘土鉱物の層間水とし

て存在することが予想される。来待砂岩に含まれる斜プチロル沸

石も吸水・脱湿効果を持っており，10-10 m オーダーの微細孔構

造中に水を吸着する性質がある 16) 。このため空隙率が過大に評

価されている可能性がある。
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Fig.5  Volumetric strains in tri-axial compression tests. vstroke and Pc are displacing rate and confining pressure.
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Fig.7  Relation ship between conf ining 
pressure and porosity measured from 
photographs of thin sections.Fig.6  Photographs of thin sections after tri-axial compression tests. Pc and εa are confining pressure and axial strain.

(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g)

Fig.8  Elastic finite element analyses of unconfined compression. (a): Maximum principle stress distribution. (b): Displacement (100 times magnification). (c): Radius of 
Mohr’s circle divided by the distance between the mean stress to the failure envelope.

Fig.9  Elastic finite element analyses of compression under confining pressure of 15.0 MPa. (a): Maximum principle stress distribution. (b): Displacement (100 times 
magnification). (c): Radius of Mohr’s circle divided by the distance between the mean stress to the failure envelope.

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)
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5．考　　　　察

5・1　破壊の形式への端面拘束の影響について

3．の実験で封圧の違いによって，破壊の形式が異なる結果がみ

られた。封圧の増加により，脆性的な破壊形式から，延性的な破

壊形式へ変化するという傾向は先行研究でも報告されている 19) 。

しかし，この破壊の形式の変化は岩石の性質のみに起因するもの

ではなく，実験環境にも大きく影響を受けていることが考えられ

る。実験環境の影響の一つとして端面拘束が考えられる。

端面拘束の影響については古くから知られており，Patterson19) 

などに解説されている。端面拘束によって供試体内の応力分布は

一様ではなくなり，破壊の形式にも影響を及ぼす可能性がある。

実験に用いた供試体とエンドピースの間にはある程度の摩擦が生

じ，端面拘束が生じていたと予想される。

端面拘束の影響を検討するために有限要素法を用いて数値解析

を行った  (Fig. 8， Fig. 9) 。円柱形の供試体を用いているため本

来は軸対称の解析を行うべきであるが，簡単のため二次元平面ひ

ずみ状態の解析を行った。実験結果から，ヤング率 8.2 GPa，ポ

アソン比 0.20とした。解析モデルは左右対称として，サイズは

幅 15 mm，高さ 60 mm とした。境界条件は，モデル上辺の x 軸

方向変位を拘束，右辺の x 軸方向変位を拘束，下辺の xy 軸方向

変位を拘束とした。軸圧はモデル上辺を y 軸方向に一様に変位さ

せ加え，封圧は左辺に一様分布応力により加えた。軸圧としては

Mohr-Coulomb の破壊条件から計算した破壊時の応力を与えた。

Mohr-Coulomb の破壊条件には実験結果から摩擦角 24.8度，粘着

力 12.3 MPa を用いた。解析は封圧 0の場合  (Fig. 8) と，15.0 MPa

の場合 (Fig. 9) について行った。Fig. 8と Fig. 9の  (a) は最大主応

力分布， (b) は 100倍した変位， (c) は Mohr-Coulomb の破壊条件

から計算した破壊限接近度を示す。破壊限接近度の分布を見ると

封圧 0の場合には供試体の角の部分と中央が破壊しやすく，供試

体を斜めに横断する破断面が生じやすくなっている。封圧 15.0 

MPa の場合には封圧 0の場合に比べて破壊限接近度の偏りは少

なく端面拘束の効果は小さい。これは実験結果と一致する傾向で

あり，破壊の形式には端面拘束が影響していたと考えられる。

5・2　三軸圧縮破壊過程における空隙率変化と岩石の構造の

変化

岩石中の鉱物部分の体積を Vsolid，空隙部分の体積を Vvoid とし，

これらを合わせたものをバルク体積 Vbulk とすると，空隙率η は

　  …………………………………………………………  (1) 

と表せる。また体積ひずみ εV は鉱物部分の体積変化 Vsolid と空

隙部分の体積変化 Vvoid とを用いて

　  ……………………………………………  (2) 

と表せる。ここで Vsolid， Vvoid は共に体積減少を正にとる。4・

2の結果では三軸圧縮試験中の体積ひずみと空隙率変化が近い値

であり

　  ……………………………………………………  (3) 

という関係が見られた。このことから

　  ………………………………………………  (4) 

であり，鉱物部分の体積変化は空隙部分の体積変化に比べて小さ

かったと考えられる。Fig. 3の結果のように三軸圧縮試験によっ

て岩石の巨視的な変形は進んでいるが，鉱物部分の体積変化は小

さいということから，三軸圧縮試験における変形の過程において

岩石を構成する鉱物粒子一つ一つはあまり変形せず，巨視的な変

形は鉱物粒子の配置の変化等と，これに伴う空隙体積の変化に

よって生じていることが考えられる。

5・3　三軸圧縮破壊過程における浸透率の変化

4・1の実験結果から軸差応力が小さい段階においては線形弾

性的な変形と，固有浸透率の減少が見られた。この段階における

固有浸透率の減少は圧縮によって空隙率の低下と水みちの閉塞が

起こったためだと考えられる。

軸差応力が増加し，ピークが近づくにつれダイラタンシー挙動

が見られた。ダイラタンシーを引き起こす構造のモデルとして，

wing crack がある 20) 。wing crack が生じると，載荷軸方向に平行

な方向に水みちが発達し，浸透率が増加することが考えられる。

砂岩に近いモデルを使った個別要素法の解析においても，ダイラ

タンシーの時期とせん断亀裂発生が多くなる時期が重なり，両者

の関係が深いことが示されている  (Shimizu et al.21) ) 。ピーク強

度付近における固有浸透率の増加はこうした部分的せん断を伴う

変形による空隙構造の変化によると考えられる。

封圧が 5.0 MPa の場合には残留強度状態に達するまでに巨視的

破断面が形成し，これによって固有浸透率はさらに増加した。5・

2で述べたように巨視的破断面の形成には端面拘束の効果が影響

したことが考えられる。また残留強度状態に入ってから固有浸透

率は減少した。この原因は巨視的破断面におけるすべりに伴い，

破断面の凹凸部が破壊し，開口幅の減少やガウジの生成が起こり，

破断面に沿った浸透率が減少したためだと考えられる。固有浸透

率の減少が見られたのは軸ひずみ 4.0% 程度の段階であった。

封圧 7.5 MPa 以上の場合には巨視的破断面ははっきりとは見ら

れなかった。またピーク強度から残留強度にかけての応力低下は

少なく，固有浸透率の変化も小さかった。これらのことから封圧

が比較的高い場合にはピーク強度以降においては岩石内部の構造

は大きく変化しないまま，岩石を構成する鉱物粒子の流動などに

よって延性的に変形が進んだことが予想される。

5・4　浸透率と空隙率の関係について

5・2式 (3)  で示したように，空隙率変化と体積ひずみとが近

い値であると考えることができる。4・1の実験では空隙率変化

の計測は行っていないがひずみの計測は行っているので，計測さ

れた浸透率と体積ひずみの関係から，ある程度浸透率と空隙率の

関係について考察することができると考えられる。Fig. 10に体

積ひずみと固有浸透率の関係を示す。変形がある程度進行すると

ひずみゲージが破損する場合があったため，ひずみゲージが破損

した後のデータは得られていないケースがある。また破壊が進行

すると変形が不均一になることが予想されるため，変形が大きい

部分の体積ひずみのデータは供試体全体の平均値とは異なってい

る可能性がある。

Fig. 10から封圧が 5.0 MPa の場合には，体積ひずみと固有浸透

率との間は負の相関が見られる。つまり空隙率の増加と固有浸透

率の間には正の相関があると考えられる。一方封圧が 7.5 MPa 以

上の場合には，こうした関係は見られず，全体的に固有浸透率の

変化は小さく，体積ひずみが変化しても固有浸透率はあまり変化

していない。この原因としては，封圧 5.0 MPa の結果では，4・3

の薄片観察の結果のように巨視的亀裂が生じることによって空隙

率が増加したのに対し，封圧 7.5 MPa 以上では巨視的な亀裂は生

じなかったことが考えられる。浸透率は岩石の空隙率のみによっ
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て決まるわけではなく，空隙の大きさや，方向なども関係するた

めにこのような違いが生じたと思われる。今後は空隙率のみでな

く，空隙の大きさや方向などといった空隙の特性が，破壊の過程

においてどのように変化するかについの検討も望まれる。

6．ま　と　め

本研究で得られた知見を以下に簡単にまとめる。

 (1)   来待砂岩の三軸圧縮試験中の空隙率変化と，体積ひずみは近

い値であった。この結果から岩石中の鉱物部分の体積変化は

小さいことが考えられる。

 (2)   封圧 5.0～ 15.0 MPa，間隙水圧 2.0 MPa，室温の状況で，破

壊過程における変形挙動と固有浸透率変化を明らかにした。

封圧 5.0，7.5 MPa の実験では，軸差応力が比較的小さい段階

において固有浸透率は若干減少し 1.0 ～ 2.0 × 10-18 m2 程度

の値であった。その後はピーク強度に近づくにつれて増加し，

4.0 ～ 6.0 × 10-18 m2 程度の値が見られた。軸ひずみ約 4.0%

の段階で固有浸透率は若干減少した。封圧が 10.0，15.0 MPa

の実験では固有浸透率の変化は軸ひずみ 5.0% 程度まででは

小さかった。

 (3)   ピーク強度以降の岩石から薄片を作製し観察を行った。封圧

5.0 MPa の場合には巨視的な破断面が見られたが，これより

大きい封圧の実験では見られなかった。数値解析によって，

封圧が小さい場合には封圧が大きい場合に比べて端面拘束の

影響が大きいことを定量的に示した。この結果から破壊の形

式には端面拘束が影響していたと考えられる。

 (4)   浸透率と空隙率の関係について考察を行った。封圧 5.0 MPa

の実験では空隙率の増加と浸透率の間には正の相関が見られ

たが，封圧 7.5 MPa 以上ではこの関係は見られなかった。封

圧 5.0 MPa の場合には巨視的な亀裂が生じたために浸透率が

比較的大きく増加したと考えられる。浸透率には空隙率だけ

ではなく，空隙の大きさや，方向なども大きく影響するため，

今後は空隙率以外の性質に関する検討も望まれる。
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Fig.10  Relation between volumetric strain and permeability.
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