
が設定されていたが，仕上げ掘削段階で緩み除去を目

的として下位層準を敢えて露出させたためである 2)． 
全ダムを見ると調査密度と地質一致率に正の相関

は認められず，地質タイプ別にみても，一致率と調査

密度に正の相関は認められない． 

 

図－2 地質の一致率と調査密度 
 岩級の一致率と調査密度 2)

 図－3 に示す岩級の完全一致率（K）は，B ダムの

34％から西之谷ダムの 99％までばらつくが，50～60％
のダムサイトが 18 ダム中 8 ダムと多い．完全一致率の

低い地質タイプは深成岩（志津見ダム，尾原ダム），正

常堆積物（B ダム）である． 
図－4 に示す岩級の安全側一致率（K+A）は，完全

一致率に比較して上昇し 18 ダム中 17 ダムが 75％以上

である．岩級の完全一致率が 34％と最も低い正常堆積

物の B ダムの安全側一致率は 90％となっている．これ

は，ダム基礎の主体をなす泥岩の岩級を調査時は CML
級岩盤主体と区分していたが，ボーリングコアで分離

していた割れ目が掘削面では密着していたため，掘削

時の実績は CM 級岩盤と区分したことに起因する. 
全ダムを見ると調査密度と岩級の完全一致率の相

関は認められない．地質タイプ別にみると正常堆積物

にやや相関が認められるが，その他の地質タイプに相

関は認められない．深成岩や火山岩は，調査密度が高

いと一致率が低い傾向さえも確認される． 
 考察 4.

 今回の検討では，予想に反して，一致率と調査密度

や地質タイプに明瞭な相関は認められない．また岩級

分布の安全側一致率も，調査密度によらず，18 ダム中

17 ダムが一致率 75％以上と高く明瞭な相関がなかっ

た．調査密度などの指標の取り方の影響もあるが、こ

れはダムの場合，「一定以上の安全側一致率を確保する

ため，地質が複雑ないし予測が難しい地質ほど，意図

的に多くの地質調査が行われている」ことに起因して

いる可能性がある．その場合，地質調査の効果を確認

するには，今回の方法ではなく，ダム毎に，調査段階

毎の一致率の時系列的変化を詳しく見ていく方が適し

ている．また，地質タイプのみの分類では不十分であ

った可能性もあり，各ダムで「何故岩級の一致率が低

かったのか，何故その調査数量が必要であったか」を

子細に分析することが必要である． 

 

図－3 岩級の完全一致率(K)と調査密度 

 

図－4 岩級の安全側一致率（K+A）と調査密度 
 今後の課題 5.
今回の報告では，地質タイプや調査密度と一致率に

は，予想に反して明瞭な相関性が見られなかった．し

かし，地質タイプ別の一致率と調査密度の十分な検討

に向けては事例数が不足しているため，今後も事例数

を増やす必要がある．また，岩級の一致率を低下させ

る熱水変質などの，地質タイプ特有の地質事象の影響

度，出現確率を検討し，地質タイプ別の地質リスクを

評価する必要がある．更に，構造運動や風化変質など

全ての地質タイプ共通の地質リスクについても検討を

行いたい．これに併せて，調査段階毎の一致率と調査

密度の時系列的変化の分析を行い，地質タイプ別のダ

ム基礎岩盤調査の適切な調査手法や調査密度について

の検討が必要である． 
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6．複合面構造を考慮した断層の連続性の検討 
Estimation of continuity of a fault based on its composite planar fabric  

 
○脇坂安彦（ダム技術センター），梶山敦司，綿谷博之，上妻睦男（建設技術研究所） 

Yasuhiko Wakizaka, Atsushi Kajiyama, Hiroyuki Watatani and Mutsuo Kozuma 
 

1．はじめに 
重力式コンクリートダムの設計・施工をする上での

地質上の課題の一つとして低角度の断層がある。ダム

サイトに低角度の断層が分布している場合には、地表

地質踏査、横坑調査およびボーリング調査によって、

断層の分布位置および連続性が推定される。これらの

調査は何れも一次元または零次元の情報であり、断層

の三次元的な連続性を正確に把握することは困難であ

った。困難であった原因としては、次のようなものが

考えられる。 
①ボーリング孔間が離れすぎている。すなわち、ボ

ーリング孔の孔数が少ない。 
②高品質ボーリングでない場合は、断層と壁岩との

境界が乱れていることが多い。 
③高品質ボーリングであっても、ボーリングコアの

みでは、通常、断層の走向傾斜は把握できない。 
④断層と壁岩との境界面の走向傾斜がボアホール

カメラなどによって把握できたとしても、断層と壁岩

との境界面は必ずしも断層の伸長方向を表していると

は限らない。 
以上の原因のうち、①から③はボーリング調査その

ものに関する事項であるので、本稿では④の事項につ

いて取り上げ、それを検討した事例を述べる． 
 
2. 断層の形成過程と複合面構造 

断層内部の様々なせん断面などは総称して複合面

構造と呼ばれている。Logan et al.,1)によると複合面に

は、図-1 に示すようなものがある。Strearns et al.,2)は

Logan et al.,1)の R1 を R、R2 を R’として示している。 
断層の形成過程では、様々なせん断面などが出現す

る。断層の形成過程の初期には、R1 面、R2 面、P 面

が形成され、変位が大きくなるとともに各面が連結し

て断層の伸長方向である Y 面が形成される。変位が大

きくなり、断層と壁岩との境界が Y 面となっている場

合以外は、断層と壁岩との境界は必ずしも Y 面とは限

らない（図-2）。したがって、ボーリングコアなどによ

って断層の伸長方向を推定する際には、Y 面を的確に

把握する必要がある。 
複合面構造を構成する面のうち、Y 面、R1 面、R2

面、P 面および X 面は、せん断によって形成された面

であるので、それらの面沿いには鏡肌が形成され、そ

れぞれ変位の方向と並行に条線が形成される。鏡肌・

条線という性状のみでは、これらの面を識別すること 

 
図-1 断層の複合面構造 

 
図 -2 ボーリングコアで観察される断層と壁岩との

様々な境界。B1 孔：上面 Y 面、下面 R1 面、B2 孔：

上面 Y 面、下面 P 面、B3 孔：上面 P 面、下面 R1 面、

B4 孔：上面 R1 面、下面 P 面、B5 孔：上面 Y 面、下

面 Y 面、B6 孔：上面 P 面、下面 Y 面、B7 孔：上面

R1 面、下面 Y 面、B8 孔：上面 R1 面、下面 R1 面、B9
孔：上面 P 面、下面 P 面。 
 
は不可能である。 

各面を特定するには、まず、断層の変位方向に直交

する XZ 面での観察が必要である。図-1 のように XY
面および YZ 面では、それぞれ平行なせん断面などが

認められるのみであり、面の特定はできない。XZ 面

ににおいも特徴的な面である P-fabric を認定する必要

がある。 
 

3. 複合面構造を考慮した断層の連続性の推定 
 秩父帯に属するダムサイトの高品質ボーリングコア

の断層の観察を行い、複合面構造の特定を行った。写

真-1 は礫の長軸が配列する P- fabric が認定され、それ 
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図-3 ボーリングコアで認められた断層の Y 面および Y 面が不特定の断層の分布ならびに連続性が推定される断

層。孔間を結ぶ実線は個々の Y 面が連続する可能性のある断層、一点鎖線は全孔の全 Y 面の傾斜と一致する 2
孔以上のボーリング孔の断層の組み合わせを示す。 

 

 
写真-1 複合面構造を特定した断層の例 

 
を基に Y 面および R1 面が特定された例である。 
 図-3 はボーリングコアで特定された Y面の走向傾斜

をボアホールカメラ画像から計測し、それらの走向傾

斜から求めた Y 面の断面図上の見かけ傾斜、および面

構造が不特定の断層の深度を示したものである。図に

は各孔で特定された個々の Y面が連続する可能性のあ

る断層および全孔で特定された全ての Y面の傾斜と一

致する 2 孔以上のボーリング孔の断層の組み合わせ、

すなわち連続する可能性のある断層も示した。個々の

Y 面の延長が連続する可能性のある断層は、計 6 条認

められた。以上のように Y 面を特定し、その走向傾斜

を用いることによって、より地質学的に根拠のある断

層の連続性を推定することが可能になると考えられる。 
 
4. おわりに 

本稿では、高品質ボーリングコアの観察によってま

ず複合面構造のうち P-fabric を特定することによって

Y 面を特定し、それら Y 面の走向傾斜をボアホールカ

メラ画像から計測し、その結果から断面図上における

低角度断層の連続性を検討した事例を示した。Y 面を

特定することによってより地質学的に根拠のある断層

の連続性を推定することが可能になると考えられる。 
 
文献 
1） Logan, J.M, Friedman, M., Higgs, N., Dengo, C. and 

Shimamoto, T. (1979): Experimenral studies of 
simulated gouge and their application to studies of 
natural fault zones. USGS Open File Report 79-1239, 
pp.305-343. 

2） Stearns, D. W., Couples, G. D., Jamison, W. R. and 
Morse, J. D. (1981): Understanding faulting in the 
shallow crust: Contributions of selected experimental 
and theoretical studies, In Carter, N. L. et al eds. 
Mechanical Behavior of Crustal Rocks, The Handin 
Volume, American Geophysical Union, Geophysical 
Monograph, 24, pp. 215-229. 

14


