
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　底板、側板、正面透明板及び背面透明板で構成される矩形土槽と、矩形土槽内の模擬地
層に水平の力を載荷するために矩形土槽内に設置する載荷板と、前記模擬地層の変形およ
び変形された模擬地層における試験流体の流れを測定・観測する手段を具備することを特
徴とする 地質構造及び水理のモデリング装置。
【請求項２】
　矩形土槽を固定底板、前方固定側板、後方固定側板、組立式の正面透明板及び背面透明
板で構成し、前記固定底板及び前方固定側板の内側にはスペーサーを介して有孔剛性板及
び多孔質フィルター板又は不透過性板を設けることを特徴とする 請求項１記載の地質構
造及び水理のモデリング装置。
【請求項３】
　組立式の正面透明板及び背面透明板の内側には透明なライナー板を設けることを特徴と
する 請求項１又は請求項２記載の地質構造及び水理のモデリング装置。
【請求項４】
　載荷板は矩形土槽内壁との間に止水構造を有し、その内側にはスペーサーを介して有孔
剛性板及び多孔質フィルター板又は不透過性板を設けるとともに偏荷重による傾斜を防止
する傾斜防止機構を設けることを特徴とする 請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記
載の地質構造及び水理のモデリング装置。
【請求項５】
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　載荷板に荷重を載荷または除荷する載荷・除荷装置を接続するとともに、載荷板を介し
て模擬地層の変形速度を制御する載荷・除荷制御装置を設けたことを特徴とする 請求項
１乃至請求項４のいずれか１項に記載の地質構造及び水理のモデリング装置。
【請求項６】
　矩形土槽内に作製された模擬地層の垂直方向の浸透流試験を行うため、矩形土槽の下部
及び上部に透過孔を設け、該透過孔から注入される試験流体をスペーサーにより形成され
る槽状空間、有孔剛性板又は多孔質フィルター板を介して模擬地層の下部あるいは上部か
ら供給可能とすることを特徴とする 請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載の地質
構造及び水理のモデリング装置。
【請求項７】
　矩形土槽内に作製された模擬地層の水平方向の浸透流試験を行うため、載荷板に透過孔
を設け、該透過孔から注入される試験流体をスペーサーにより形成される槽状空間、有孔
性剛性板及び多孔質フィルター板の下部を介して供給可能とすることを特徴とする 請求
項１乃至請求項５のいずれか１項に記載の地質構造及び水理のモデリング装置。
【請求項８】
　矩形土槽を組立式の正面透明板又は背面透明板の側に傾斜可能な傾斜機構を備え、矩形
土槽を傾斜させた状態で正面透明板又は背面透明板を分解し模擬地層の任意の場所におい
てサンプリング可能とすることを特徴とする 請求項１乃至請求項７のいずれか１項に記
載の地質構造及び水理のモデリング装置。
【請求項９】
　サンプル容器の挿入可能な多数のガイド孔を穿設したサンプリング用透明ガイド板を備
えることを特徴とする 請求項１乃至請求項８のいずれか１項に記載の地質構造及び水理
のモデリング装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は地下地質の特性を考慮した地層変形と流体移動の相互作用のメカニズムを高精度
に解明しうるモデリング試験技術に係り、詳しくは、地下水の存在が地下の亀裂や断層な
どの形成に及ぼす影響、地殻変動速度が断層の形成に及ぼす影響、並びに、亀裂や断層附
近の地層における流体移動特性の相対的変化と空間分布をも評価することが可能となる地
質構造及び水理のモデリング装置に関するものである。
この装置は、構造地質、石油地質、地質工学、水理および廃棄物地層処分等多分野におい
て地下地質構造および地下流体の移動を適切に予測・評価するためのモデリング試験に有
用である。
【０００２】
【従来の技術】
地層の変形構造をモデリングするための従来技術として、図１に示すようなサンドボック
ス（砂箱）法と呼ばれるものがある（例えば非特許文献１参照。）。この方法は、側壁が
コ型状をした２つの箱部材を向かい合わせて底板の上に載せ、これらの箱部材を相互に水
平方向に入れ子式に移動可能に構成してサンドボックスを形成する。形成されたサンドボ
ックスの中で層状の模型地層を作製する。模型地層を変形させるためには、一方のコ型状
側壁を固定し、他方のコ型状側壁を底板にそって水平方向に移動させる。変形後の地層構
造を観測するためには、コ型状側壁を透明な材料で形成しサンドボックスの横から直接観
測するか、あるいは地層の試料を樹脂などの固化剤で固め、評価したい断面に沿って切断
・研磨し、観察を行う。近年ではＸ線スキャナーを利用し、試料内部の観察も可能となっ
ている。地層をモデリングするための試料として、乾燥した砂、粘土、ガラスビーズおよ
び剛球等が使用されている。
一方、地層における流体移動状態をモデリングするために、図２に示すような土槽若しく
は水槽を用いた水理試験が実施されている（例えば特許文献１参照。）。この装置は、透
明な正面および背面板から構成されるセルの両端に空気を流入および真空を引くための小
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孔を有するケーシング井戸をそれぞれ最低一本ずつ設置する。その後、セルにポーラス材
料を充填し、少なくとも一種類の液体で飽和させる。セルの上部を閉鎖した後、片方のケ
ーシング井戸から真空を引き、セルの正面と背面の間にγ線若しくはＸ線を透過して計測
し、複数点の計測結果をマッピングすることによって含水比の空間分布を評価する。
【０００３】
【非特許文献１】
Ph. Davy and P. R. Cobbold(1991): Experiments on Shortening of A 4-　　　 Layer M
odel of the Continental Lithosphere、  Tectonophysics、  Vol. 　　　 188、  pp. 1-25
.
【特許文献１】
米国特許第５，７８９，６６２号明細書
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
上記のようなサンドボックス法は地層のマクロ的な変形構造をモデリングするための唯一
かつ有効な室内試験法として構造地質および石油地質などの分野で広く利用されてきてい
る。しかし近年、環境保全や核廃棄物を含む各種廃棄物の地層処分施設の長期的安全性評
価においては、地下地質の構造のみならず、それにおける流体移動特性も同時に測定・評
価することが要求されるようになってきており、従来のモデリング試験装置では以下のよ
うな点で、このような新しいニーズに応えることができない。
（１）  流体の存在が地層の変形に及ぼす影響を評価することができない。実際に地下で
は地下水が存在し、地層の変形、特に流体移動を支配するマイクロ的構造の形成に強く影
響を与える。
（２）変形を受けた地層は構造的に非均質および異方性をもっている。従来のモデリング
試験技術ではこれらの特性が地層の浸透流特性に及ぼす影響を評価することができない。
（３）  土槽を用いた従来の水理モデリング試験では均質に充填した模型地層における流
体の流れ試験しかできない。実際の地層は理想的でなく、長年の地殻変動を受けたもので
ある。特に高レベル放射性廃棄物地層処分の場合では、施設建設後でも十万年に及ぶ超長
期的安全性を評価しなければならないが、地殻変動の影響を考慮した地下水移動の予測が
必要不可欠となっている。
【０００５】
本発明は、上述した従来技術の問題点を解消し、地下水の存在を考慮した地層変形のモデ
リング試験装置を提供することを第１の目的とする。
また、本発明は変形させた模型地層をその場で水平または垂直の何れの方向にも浸透流試
験ができる装置を提供することを第２の目的とする。
また、本発明は変形試験後の模型地層を崩さずにサンプリングし、その浸透率の空間分布
をも測定できる装置を提供することを第３の目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記のような目的を達成するため本発明の地質構造及び水理のモデリング装置は、底板、
側板、正面透明板及び背面透明板で構成される矩形土槽と、矩形土槽内の模擬地層に水平
の力を載荷するために矩形土槽内に設置する載荷板と、前記模擬地層の変形および変形さ
れた模擬地層における試験流体の流れを測定・観測する手段を具備することを特徴とする
。
また、本発明の地質構造及び水理のモデリング装置は、矩形土槽を固定底板、前方固定側
板、後方固定側板、組立式の正面透明板及び背面透明板で構成し、前記固定底板及び前方
固定側板の内側にはスペーサーを介して有孔剛性板及び多孔質フィルター板又は不透過性
板を設けることを特徴とする。
また、本発明の地質構造及び水理のモデリング装置は、組立式の正面透明板及び背面透明
板の内側には透明なライナー板を設けることを特徴とする。
また、本発明の地質構造及び水理のモデリング装置は、載荷板は矩形土槽内壁との間に止
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水構造を有し、その内側にはスペーサーを介して有孔剛性板及び多孔質フィルター板又は
不透過性板を設けるとともに偏荷重による傾斜を防止する傾斜防止機構を設けることを特
徴とする。
また、本発明の地質構造及び水理のモデリング装置は、載荷板に荷重を載荷または除荷す
る載荷・除荷装置を接続するとともに、載荷板を介して模擬地層の変形速度を制御する載
荷・除荷制御装置を設けたことを特徴とする。
また、本発明の地質構造及び水理のモデリング装置は、矩形土槽内に作製された模擬地層
の垂直方向の浸透流試験を行うため、矩形土槽の下部及び上部に透過孔を設け、該透過孔
から注入される試験流体をスペーサーにより形成される槽状空間及び多孔質フィルター板
を介して模擬地層の下部あるいは上部から供給可能とすることを特徴とする。
また、本発明の地質構造及び水理のモデリング装置は、矩形土槽内に作製された模擬地層
の水平方向の浸透流試験を行うため、載荷板に透過孔を設け、該透過孔から注入される試
験流体をスペーサーにより形成される槽状空間、有孔性剛性板及び多孔質フィルター板の
下部を介して供給可能とすることを特徴とする。
また、本発明の地質構造及び水理のモデリング装置は、矩形土槽を組立式の正面透明板又
は背面透明板の側に傾斜可能な傾斜機構を備え、矩形土槽を傾斜させた状態で正面透明板
又は背面透明板を分解し模擬地層の任意の場所においてサンプリング可能とすることを特
徴とする。
また、本発明の地質構造及び水理のモデリング装置は、サンプル容器の挿入可能な多数の
ガイド孔を穿設したサンプリング用透明ガイド板を備えることを特徴とする。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明による実施の形態を図面に基づき説明する。
図３は、本発明の実施の形態に係る地質構造及び水理のモデリング装置の構成を示す正面
図、図４は、同平面図、図５は、図４のＡ－Ａ断面図、図６は、図３のＢ－Ｂ断面図であ
る。
【０００８】
矩形土槽Ｔ内に収容・作製される模型地層Ｇは測定評価の対象であり、目的に応じて矩形
土槽Ｔ内で単層または多層に作製される。模型試験によく利用される試料としては、例え
ば、砂や粘土などがあげられるが、目的に応じてガラスビーズ及びシリコンパウダー等種
々のものを利用できる。
【０００９】
矩形土槽Ｔは底板１、前方固定側板２、後方固定側板３、目盛付き正面剛性透明板４およ
び目盛付き背面剛性透明板５から構成される。正面および背面の剛性透明板４、５の劣化
防止および透明度を保つためにはそれぞれの内側に簡易に取り替えられる透明なライナー
板Ｌ１、Ｌ２を付設する。具体的に、本実施例では、正面および背面剛性透明板４、５に
厚さ２０ｍｍのアクリル板を使用し、その中央および周辺をステンレス板で補強した。ま
た、ライナー板Ｌ１、Ｌ２として厚さ５ｍｍのアクリル板を採用した。
【００１０】
載荷板８は模型地層Ｇに水平な力を加え、模型地層Ｇを変形させるためのものであり、図
５及び図６に示すように矩形土槽Ｔのライナー板Ｌ１、Ｌ２及び底板１に密着して左右方
向に摺動できるように設けられている。載荷板８には追随式二重止水パッキング６、偏荷
重による傾斜を防止するための載荷板傾斜防止機構７、模型地層Ｇの水平方向における浸
透流試験を行うためのスペーサーＳ３、有孔剛性板Ｐ３、多孔質フィルター板（または不
透過性板）Ｆ３、浸透流試験用透過孔及び付随配管Ｖ３が備えられている。追随式二重止
水パッキング６は載荷板８が移動しても常に止水できる構造となり、高弾性ゴムが使用さ
れている。
【００１１】
載荷板８に荷重を載荷又は除荷するための載荷・除荷装置９は、載荷・除荷制御装置１０
によって自動的に、または手動ハンドル１１による手動で載荷又は除荷が任意に切り替え
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られる。載荷・除荷装置９で発生した荷重は荷重計１２を介して載荷板８に伝えられる。
載荷・除荷制御装置１０は自動および手動で載荷／除荷の切換、載荷速度の制御が行える
。例えば、本実施例では、長さ１００ｃｍ模型地層を最大５０ｃｍまで圧縮される場合、
載荷時間を 1時間から 10時間の間で任意に設定できる。また、載荷・除荷装置は最大５０
ＫＮ（５トン）の推力を発生することができる。普通模型地層の高さは土槽高さ６０ｃｍ
の半分程度であり、幅１１．４ｃｍの土槽に対して、模型地層に約１４００ kPaの圧力を
加えることが可能である。載荷・除荷用手動ハンドル１１は試験前若しくは試験後に載荷
板の位置を調整する際に利用される。
荷重計１２及び変位計１３は試験時の荷重及び変位量を検出するものであり、これらの出
力は監視計測装置１４により表示、必要であれば、他の記録媒体に転送することも可能で
ある。
【００１２】
剛性ガイド板１５は載荷板傾斜防止機構７を水平方向に沿ってガイドを行うものであり、
ステンレス板が使用されている。
保持具１６は正面および背面の目盛り付透明板４、５の補強枠に装着し、試験時矩形土槽
の横変形を防げるとともに、剛性ガイド板１５を抑える役割をも果たす。
蓋１７は必要のある場合のみ使用し、スペーサーＳ４、有孔剛性板Ｐ４および浸透流試験
用透過孔Ｖ４が備えられている。
二本のタイロット１８は矩形土槽全体の剛性を高めるためのものである。
台座１９は矩形土槽Ｔおよび載荷・除荷装置９などを設置するためのものであり、高さは
試験作業の便利さを考慮して決められている。
【００１３】
図７及び図８は、矩形土槽Ｔを傾斜させる機構を示す側面図である。
土槽傾斜用ハンドル２０を回転させることによって、主動土槽傾斜機構２１と受動土槽傾
斜機構２２が連動チェーン２３によって連動され、矩形土槽Ｔ全体を最大４５°まで傾斜
させることができる。これによって、正面剛性透明板４および正面透明ライナー板Ｌ１を
取り外し、土槽から任意の場所でサンプリングを行う際、自重による模型地層Ｇの崩れを
防止することが可能である。
【００１４】
複数の押さえネジ２４は目盛り付剛性透明板４、５および透明ライナー板Ｌ１、Ｌ２を土
槽として組み立て、または分解するときに使用するものであり、目盛り付剛性透明板４、
５の周辺に取り付けた金属補強枠を介して剛性透明板４、５に均等に当てる。
複数の土槽底板固定ネジ２５は矩形土槽Ｔを台座１９の上にしっかりと固定するためのも
のである。
スペーサーＳ１～Ｓ４はそれぞれの処で狭い槽状の空間を構築し、浸透流試験用の流体を
迅速かつ抵抗なく全槽状空間に行き渡るための構造である。
有孔剛性板Ｐ１～Ｐ４はそれぞれの処で構築した槽状空間から流入してきた流体を比較的
均等に模型地層Ｇの透過性を調査しようとする断面に分散させ、また、それぞれの多孔質
フィルター板もしくは不透過性板Ｆ１～Ｆ３の支え構造にもなる。多孔質フィルター板と
の接触面を除いた不透過性板の周囲には止水のためのゴムシートを貼り付けられている。
【００１５】
多孔質フィルター板Ｆ１～Ｆ２は浸透流体をさらに均等に模型地層の透過性を調査しよう
とする断面に分散させ、また、模型地層Ｇ試料の流失を防げる役割を果たすものである。
具体的にはパールコーンなどが利用される。
止水パッキングＲ１～Ｒ４は矩形土槽Ｔ全体を止水構造としてく組み立てるためのもので
ある。
浸透流試験用透過孔および付随配管Ｖ１～Ｖ４はそれぞれの処で構築した槽状空間に浸透
流体を流入又は流出させるためのものである。
透明なライナー板Ｌ１、Ｌ２は模型地層Ｇと矩形土槽Ｔの側面との間で発生する擦り合い
が目盛り付けの正面および背面剛性透明板４、５に損傷を与えないようにし、土槽正面お
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よび背面の透明度を保つ役割をする。
【００１６】
次に、試験の準備段階としての矩形土槽Ｔの組立手順について述べる。
先ず、矩形土槽Ｔの前方固定側板２の内側にスペーサーＳ２、有孔剛性板Ｐ２および多孔
質フィルターＦ２を順番にセットする。模型地層Ｇの垂直方向の浸透流試験を行う場合に
は多孔質フィルターＦ２を使用せず、代わりに不透過性板を使用する。その後、土槽の底
板１にスペーサーＳ１、有孔剛性板Ｐ１および多孔質フィルターＦ１を順番にセットする
。多孔質フィルターＦ１の長さは模型地層Ｇが最終的に圧縮された長さに見合ったものを
使用し、残りの部分は多孔質フィルターと同じ厚さの不透過性板を使用する。同様、模型
地層Ｇの水平方向の浸透流を行う場合には、有孔剛性板Ｐ１の上を不透過性板のみ使用す
る。その後、目盛付き正面剛性透明板４および目盛付き背面剛性透明板５および正、背面
透明ライナーＬ１、Ｌ２をそれぞれ所定の位置にはめ込む。その後、載荷板８を矩形土槽
Ｂ内に装着し、載荷板８の位置を載荷・除荷用手動ハンドル１１によって所定の位置まで
調整する。その後、複数の押さえネジ２４を均等に締め付けて矩形土槽Ｔの組立を完了す
る。その後、載荷・除荷制御装置１０によって載荷・除荷装置を作動させ、載荷板８が負
荷しない状態での摩擦力を測定しておく。この場合、摩擦力は荷重計１２により検出し、
監視計測装置１４によって表示される。
【００１７】
次に、組み立てられた矩形土槽Ｔ内で模型地層Ｇを作製する手順を述べる。
乾燥状態の模型地層を作製するためには、乾燥した試料を用い、矩形土槽Ｔ内で層毎に均
等に入れ、タンパーで所定の密度と所定の高さまで締め固める。このとき、模型地層の密
度は入れた試料の重量と土槽内での容積から計算される。湿潤状態の模型地層を作製する
ためには、事前に試料に所定の含水比で試料を用意し、同様な手順で所定の密度まで締め
固める。完全飽和状態の模型地層を作製するためには、矩形土槽内に予め適当な深度の水
を入れて、その中に試料を均等に充填し、同じく所定の密度と高さまで締め固めるか、乾
燥または湿潤状態の模型地層を飽和させることによっても作製が可能である。模型地層の
作製が完了した後、剛性ガイド板１５を土槽Ｔの上部に載せ、保持具によって固定する。
土槽Ｔの残りの開口部には蓋１７をかける。その後、タイロット１８をセットし、適度に
締め付ける。
【００１８】
次に、模型地層Ｇを変形させる過程について説明する。
上記の通り作製した模型地層Ｇに載荷板８を介して、水平方向に力を加えて圧縮させる。
これは自然界における地殻変動の主な要因として、プレート間の相対的水平移動によるも
のと認識されているためである。この場合、載荷速度は載荷・除荷制御装置１０によって
所定のレベルに制御できる。また、載荷荷重と水平変形量はそれぞれ荷重計１２と変位計
１３で検出され、監視計測装置１４によって表示される。なお、実際に模型地層に加えら
れた荷重は変形試験時の測定値と準備段階で計測した載荷板８と土槽内部との摩擦力との
差である。圧縮されている模型地層Ｇの変形様子、即ち、模型地層Ｇに発生する褶曲やク
ラック及び断層等の様子を観測し、記録を行う。具体的には、ビデオカメラを用い、連続
的に撮影を行う。また、カメラやデジカメなどを用い、代表的な変形状態の様子をも撮影
できる。模型地層Ｇが所定の長さまで圧縮された時点で圧縮変形試験が終了する。当然な
ことでありながら、圧縮変形試験の途中でも、必要に応じて変形試験を一旦停止させたり
することも可能である。
【００１９】
次に、前述のように変形させた模型地層Ｇをその場で垂直方向の浸透流試験を行う際の手
順について説明する。
垂直方向における浸透流試験を行い、模型地層Ｇにおける流体の流れ様子を観測、撮影す
るためには、矩形土槽Ｔ底部で構築した狭い槽状空間とつながっている透過孔Ｖ１から試
験流体、例えば、着色流体を注入させ、流体がスペーサーＳ１により構築した槽状空間、
有孔剛性板Ｐ１および多孔質フィルター板Ｆ１を介して模型地層Ｇの下部に均等に浸透さ
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せる。模型地層Ｇを透過し、地層の上部に達していたら浸透流試験を終了する。この場合
、自然界おける地下深部からの上昇水の流れをシミュレートすることができる。高レベル
放射性廃棄物地層処分の場合でも、基本的に地下深部で汚染された水がどのように地表の
付近である生活圏まで到達することを評価しなければならない。逆に、蓋１７にある浸透
流試験用透過孔Ｖ４から着色流体を注入し、流体がスペーサーＳ４により構築した槽状空
間および有孔剛性板Ｐ４を介して、模型地層Ｇの上部に均等に吹きかける。模型地層Ｇを
透過し、地層の下部に到達した流体は土槽の下部に敷設した多孔質フィルター板Ｆ１、有
孔剛性板Ｐ１、スペーサーＳ１により構築した槽状空間を通して、浸透流試験用透過孔Ｖ
１によって排出される。この場合では、地表水が地下深部に浸透していく流れをシミュレ
ートすることができる。その際、ビデオカメラ等の測定・観測手段を用いて地表水が地下
深部に浸透していく流れを測定・観測し、記録する。なお、垂直方向における浸透流試験
を行うためには、試験準備段階において事前に前方固定側板２の内側に設置する多孔質フ
ィルター板Ｆ２および載荷板８の内側に設置する多孔質フィルター板Ｆ３を不透過性板に
交換しておく必要がある。
【００２０】
次に、模型地層Ｇにおける水平方向の浸透流試験について説明を行う。
この場合、事前に矩形土槽Ｔの底部に敷設する多孔質フィルター板Ｆ１を不透過性板に交
換しておく必要があるが、蓋１７は使用する必要がない。前述した垂直方向における浸透
試験と同じ条件で模型地層Ｇを作製し、同じ載荷条件で変形をさせる。その後、模型地層
Ｇの上部に露出した多孔質フィルター板Ｆ２およびＦ３の表面に止水ゲールシートを貼り
付ける。また、模型地層Ｇの上部に止水シートをかけ、適度な重みを加える。例えば、薄
い粘土ケーキで被覆を行う。水平方向の浸透流試験を行い、模型地層Ｇにおける流体移動
様子を可視し、撮影するためには、載荷板８に付設した浸透流試験用透過孔Ｖ３から試験
流体、例えば、着色流体を流入させる。この浸透流体はスペーサーＳ３で構築した槽状空
間、有孔剛性板Ｐ３および多孔質フィルター板Ｆ３の下部を介して模型地層Ｇに均等に浸
透させる。模型地層Ｇを透過した流体は前方側の多孔質フィルター板Ｆ２、有孔剛性板Ｐ
２およびスペーサーＳ２で構築した槽状空間の下部を経由し、浸透流試験用透過孔Ｖ２に
よって流出する。その際、ビデオカメラ等の測定・観測手段を用いて浸透流体の浸透して
いく状態を測定・観測し、記録する。地層の水平方向における流体移動を正確に予測評価
することは石油や地熱などに代表される地下流体資源開発分野において極めて重要である
。
【００２１】
最後に、目盛付き正面剛性透明板４および目盛付き背面剛性透明板５に直交した方向の浸
透性を評価するために試験体をサンプリングする方法について述べる。
垂直または水平方向の浸透流試験を終了した後、１４個の土槽底板固定ネジ２５を外す。
その後、順番にタイロット１８、蓋１７、保持具１６、剛性ガイド板１５を取り外す。そ
の後、土槽傾斜用ハンドル２０を回転させ、連動チェーン２３によって主動傾斜機構２１
および受動傾斜機構２２が同じように動作させ、矩形土槽Ｔ全体を最大４５°まで傾斜さ
せる（図７、図８）。その後、正面剛性透明板４の押さえネジ２４をゆるめ、正面剛性透
明板４およびライナーＬ１を順番に取り外す。このように傾斜させた土槽からは、自重に
よる模型地層試料の崩れを防止した状態で、必要とする個数分を順次に採取することが可
能である。
図９は、試験体をサンプリングする際に便利なサンプリング用透明ガイド板２６の斜視図
である。試料採取に当たっては、サンプリング用透明ガイド板２６を模型地層試料の表面
に沿わせて固定し、サンプリング用透明ガイド板２６に穿設された多数のガイド孔２７に
図示しない円筒状をしたサンプル容器を挿入して試料をサンプル容器内に採取する。
採取された試験体は従来の室内透水または透気試験法を用い、浸透性を評価することがで
きる。通常、地層の内部では変形を与える力に直交した方向に亀裂や断層を発生し、この
亀裂や断層に沿った方向の流体の流れやすさが最も大きい。各種廃棄物地層処分施設の安
全性評価では、この最大流れやすさを正確に予測評価することが肝要である。これは汚染

10

20

30

40

50

(7) JP 3861149 B2 2006.12.20



物質の到達範囲を評価する際に必要とされるためである。
【００２２】
前述したように同じ条件下で模型地層を２回作製し、同じ載荷条件で変形させ、変形され
たそれぞれの模型地層に対して垂直方向、水平方向、さらに目盛付き正面剛性透明板４お
よび目盛付き背面剛性透明板５に直交した方向の浸透性を三次元的に評価することが可能
である。
【００２３】
【発明の効果】
本発明によれば、従来の地層変形のモデリング試験技術で評価ができていなかった地下水
の存在が地下の亀裂や断層などの形成に及ぼす影響を評価できるようになった。また、変
形された模型地層における浸透流特性の三次元的空間分布も評価できるようになった。
本装置は地層における流体移動を予測評価するあらゆる分野において有用であり、特に天
然バリアとして期待されている地層の隔離性や遮蔽性を正確に予測評価する必要のある廃
棄物地層処分などに関連する環境制御技術分野において極めて重要なものとなる。
また、作製した模型地層に載荷板を介して水平方向に力を加えて圧縮させようにしたため
、模擬地層を最大 50パーセント以上水平に圧縮させることができ、しかも自由に移動する
ことができる。
さらに、試験目的に応じて変形させた地層をその場で垂直または水平方向の浸透流試験が
できる。
また、試験装置の矩形土槽全体を傾斜させて正面の板を分解し、模擬地層の崩れを防止し
た状態で、任意の場所おいてサンプリングホルダによるサンプリングができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】地層の変形構造をモデリングするためのサンドボックス（砂箱）法と呼ばれる従
来の技術を示す図である。
【図２】地層における流体移動状態をモデリングするため、土槽若しくは水槽を用いた従
来の水理試験を示す図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る地質構造及び水理のモデリング装置の構成を示す正面
図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る地質構造及び水理のモデリング装置の構成を示す平面
図である。
【図５】図４のＡ－Ａ断面図である。
【図６】図３のＢ－Ｂ断面図である。
【図７】矩形土槽を傾斜させる機構を示す側面図である。
【図８】傾斜させた矩形土槽の状態を示す側面図である。
【図９】サンプリング用透明ガイド板を示す図である。
【符号の説明】
１　底板
２　前方固定側板
３　後方固定側板
４　目盛り付正面剛性透明板
５　目盛り付背面剛性透明板
６　二重止水パッキング
７　載荷板傾斜防止機構
８　載荷板
９　載荷・除荷装置
１０　載荷・除荷制御装置
１１　載荷・除荷用手動ハンドル
１２　荷重計
１３　変位計
１４　監視・計測装置
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１５　剛性ガイド板
１６　保持具
１７　蓋
１８　タイロット
１９　台座
２０　矩形土槽傾斜用ハンドル
２１　主動土槽傾斜機構
２２　受動土槽傾斜機構
２３　連動チェーン
２４　押さえネジ
２５　土槽底板固定ネジ
Ｇ　模型地層
Ｔ　矩形土槽
Ｓ１～Ｓ４　スペーサー
Ｐ１～Ｐ４　有孔剛性板
Ｆ１～Ｆ３　多孔質フィルター板または不透過性板
Ｒ１～Ｒ４　止水パッキング
Ｖ１～Ｖ４　浸透流試験用透過孔及び付随配管
Ｌ１、Ｌ２正面および背面透明ライナー板

10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

(9) JP 3861149 B2 2006.12.20



【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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