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 野島断層の 1800m 孔から，断層への注水試験が実施された。注水は，断層破砕帯直近の深さ 1600m
～1670m の透水性のある区間に行われ，１回目が今年の２月９日～11 日で総注水量は 26 キロリット

ル，２回目が２月 12 日～13 日で 23 キロリットル，そして３回目が３月 16 日～25 日で 209 キロリ

ットルであった。 
 1800m孔の孔口から南南西方向 53mの位置に鉛直の 800m孔があり，底部で地殻変動の連続観測が

行われている。1800m孔から断層への注水位置は，観測計器から水平距離で概ね北北西約 100m,下方

約 800mに当る（第 1 図）。 
 第２図に，1997 年１月 11 日～４月 18 日のリニア－トレンドが除去された歪３成分と傾斜２成分

の変化を示す。2 月の注水の影響は不明確であるが，３月の９日間にわたる注水では明確な縮みの歪

変化と日変化の振幅の増大が見られる。とくに，断層の走向とほぼ平行方向の歪（N39°E－S39°W）

の変化が顕著である。 
 第３図に，３月の注水により生じた歪変化を示す。BAYTAP－Gによる解析のトレンド成分であり，

注水による変化を見るため再度リニア－トレンドが除去されている。注水開始以後注水流量が一定

になるまで縮み，注水終了約８分後から急激に伸び，その後約 1 日間緩やかに伸びる。また，毎日

９時～10 時頃に伸びとなる日変化が見られる。注水による長期の歪変化は縮みであり面積歪が大き

い，そして日変化はせん断歪が大きい。 
 第４図に，３月の注水により生じた傾斜変化を示す。データには，第３図と同じ操作が行われて

いる。注水による長期の傾斜変化は注水地点方向が隆起し，大きな振幅の日変化も同じ方向で生じ

ている。 
注水の行われた 16 日から 24 日までの期間，主歪方向ならびに傾斜方向があまり変化しないことか

ら，長期の変化と日変化は，同じ注水から生じた現象である。 
 第５図～第７図に，注水に伴った変化を比較検討するため，観測された地震，地下温度，地殻変

動，地下水および自然電位のデータを一括して示す。地震；S－P＜0.5sec.の地震の積算数を示す。

また，第６図と第７図には，1 分毎の地震の発生数も棒グラフで示す。地殻変動；第５図には，

BAYTAP-Gを用いて解析したトレンド成分を示す。平行観測データには，約 30km北東にある六甲鶴

甲観測点の気圧を用いた。第６図と第７図のものは，BAYTAP－Gで得られた潮汐成分を引き去って

いる｡地下温度；地殻活動総合観測装置内の温度である。30 分の移動平均が施されている。水位；800m
孔の水面下約 6mの水圧測定であり，換算水位が示されている。孔からの流出はあるが，水位変化が

観測される。湧水量；800m孔からの湧水量が測定されており，24 時間の移動平均が施されている。
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電位；データは，注水孔の西約 400mの地点を基準とした注水孔南約 15mの地点（Ａ３）のものであ

る。広域的な人工ノイズと日変化を取り除き，10 分の移動平均が施されている。気圧・雨量；約 5km
南西の育波観測点(地質調査所)のデータである。詳細は各分野の稿を見られたい。 

(文責 藤森邦夫) 
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第１図 500m,800m と 1800m 孔，野島断層および断層への地下での注水地点の位置 

Fig.1 Locations of 500m, 800m and 1800m boreholes, the Nojima fault and the water injection spot in underground to the fault. 

－479－ 



 
第２図 800m 孔で観測された歪と傾斜の変化。リニアトレンドが除去されている。破線は注水の開始と終了を示す。 

Fig.2 Changes of strains and tilts observed at 800m borehole. Linear trends had been removed from them. Broken lines indicate the starts or finishes of the water 

injections. 
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第３図 3 月の注水により生じた歪変化。地球潮汐は“BAYTAP-G”を用いて除かれており， 再度リ

ニアトレンドも除去されている。 

Fig.3 Strain changes caused by the water injection on March．Earth tides had been removed using the 

"BAYTAP-G" and linear trends had also removed once again. 
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第４図 3 月の注水により生じた傾斜変化。地球潮汐は“BAYTAP-G”を用いて除かれており，再度

リニアトレンドも除去されている。 

Fig.4 Tilt changes caused by the water injection on March．Earth tides had been removed using the 

"BAYTAP-G" and linear trends had been removed once again. 
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第５図 各観測における注水による変化の対比。破線は注水の開始と終了を示す。 

Fig.5 Collation of changes in observation data caused by the water injections. Broken lines indicate the 

starts or finishes of the water injections. 
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第６図 各観測における 2 月の注水による変化の対比。注水圧力と注水送量は地上で測定された値

である。 

Fig.6 Collation of changes in observation data caused by the water injections on February. Pressures and 

flow rates of the water injections are values measured at the ground. 
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第７図 各観測における３月の注水による変化の対比。注水圧力と注水送量は地上で測定された値

である。 

Fig.7 Collation of changes in observation data caused by the water injection on March. Pressure and flow 

rate of the water injection are values measured at the ground. 

－485－ 


	本文
	第１図
	第２図
	第３図
	第４図
	第５図
	第６図
	第７図



