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　１．は　じ　め　に

　北海道のような寒冷地において，山間部や海岸沿いでトンネル

や道路などの土木構造物では，寒冷気候に起因する多くの問題が

生じている。1997年には北海道島牧村第 2白糸トンネルで大規

模な岩盤崩落事故が発生した。このような事故の原因の一つとし

て岩盤の凍上による劣化があげられている。たとえば，根室本線

新得山トンネルの覆工背面の岩石で凍上が起こっていたことが報

告されている。1)

　従来，岩石の凍結による劣化は，封じ込められた水の凍結膨張

による破壊，すなわち凍裂破壊のイメージでとらえようとするこ

とが多かったが，最近の研究では，岩石も土と同様に凍上現象が

発生することが認められるようになった。

　今日までに凍上に関しては様々な研究がなされているが，その

多くが土の凍上に関するものである。1930年代に，Beskow2)や

Taber3)によって，現在，広く受け入れられている凍上機構の基

本概念が推定・提案され，1980年代には Miller4)や Gilpin5)によっ
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Our research was carried out based on comparison of the internal structure and the physical properties of rock 
in order to understand the mechanism of frost heave.

We conducted frost heave tests on 5 types of rocks to understand the frost susceptibilityof rock. Ohya tuff, 
Kimachi sandstone, Noboribetu soft rock and Maruseppu tuff formed frost heave. Sapporo soft rock only did 
not occur frost heave. From these test results, the former were classified as frost susceptible while the latter was 
classified as non frost susceptible.

Our research focused on the internal structure and the physical properties of rock. Permeability test and 
gas adsorption test by Bet method were conducted to understand internal structure of rock. And we compared 
the physical properties of frost susceptible rock and non frost susceptible rock. Pore size distribution, mineral 
composition, and strength in dry and wet condition etc. were measured. These measurements clarified certain 
differences between frost susceptible rock and non frost susceptible rock.

Main results obtained in our research are summarized as follows:
(1)  Frost susceptible rock has a large surface area. A larger surface area enables a rock to hold a higher amount 

of unfrozen water on the surface while freezing, which means a smoother supply of water for ice lens 
formation and thus leading to a higher frost heave rate.

(2) Non frost susceptible rock has a higher permeability than frost susceptible rock.
(3)  Water penetration in frost susceptible rock is more restricted due to the smaller pore radii than in non frost 

susceptible rock, which has greater pore radii. The permeability of rocks depends on the pore radii.
(4)  In the case of rock, which has a larger surface area or higher clay mineral/zeolite content, the tensile 

strength in wet condition is lower than in dry condition.
KEY WORDS:  Frost Heave, Rock, Permeability, Surface Area, Pore Size Distribution, Mineral Composition

Basic Study on Frost Susceptibility of Rock
– Understanding the mechanism of frost heave based on comparison of 

the internal structure and the physical properties of rock –
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て，いくつかの代表的な凍上機構モデルが発表された。しかしな

がら，これらの凍上機構モデルの検証は困難なうえ，凍上機構に

ついては未知の部分が多く，解明するまでには至っていないのが

現状である。

　岩石の凍上については，大谷石の凍上に関する研究が多く行わ

れており，Akagawa6)や Isizaki7)をその代表的な研究としてあげる

ことができる。しかし，大谷石以外の岩石の凍上に関する研究が十

分になされているとは言えない。岩盤崩落事故に対する方策を考

える上で，岩石の凍上機構を解明することは非常に有意義である。

　本研究では 5種類の岩石に対して凍上実験を行い，それらを凍

上性岩石と非凍上性岩石とに分類した。凍上性岩石については，

その凍上性についての評価も行った。

　また，本研究では凍上性岩石と非凍上性岩石の内部構造，物性

値の比較を基にして，岩石の凍上機構について検討を行った。凍

上性岩石と非凍上性岩石の内部構造を評価するために，透水係数

と比表面積を測定することに取り組んだ。加えて，両岩石の強度，

細孔分布，鉱物組成などの物性値についても比較を行った。これ

ら内部構造と物性値の比較から，凍上性岩石と非凍上性岩石との

間に明らかな違いを見出すことができた。本研究から得られた結

果は，今後，岩石の凍上機構を解明していくうえで，貴重な知見

となると考えられる。

２．凍上現象とは

　土が冷却される時に，土中に含まれている水 (間隙水 ) が氷へ

と相変化する現象を土の凍結という。この際，土中に含まれてい

る水分が移動せずにそのままの位置で氷へと相変化するのだとす

ると，相変化に伴う体積膨張分の水分は未凍結側へと排水されて

しまうので，土はほとんど膨張しないとされている。この水分が

排水されなかったと仮定しても，水分の体積の約 9％が体積増に

なるだけなので，土全体としては数％の体積増にしかならない。

　しかし，様々な条件が備わると，土が凍る前に較べて凍った後

では体積が 2倍以上になることもある。体積増が著しい凍土の断

面を見ると，Fig. 1に示すようなレンズ状の氷の層が幾重にも発

生しているのが確認されている。この場合，凍結条件や土の諸物

性によっては多大な体積膨張を引き起こす。このような現象を指

して，一般に土の凍上という。8) 

　岩石，岩盤の凍上も上記とほぼ同様の機構であると考えられ，

凍上性の高い大谷石と粘性土を同様に扱った研究もすでに発表さ

れている。9) 

　２・１　岩石の凍上現象のプロセス

　本研究では，Akagawa10)の提案する「凍上現象におけるアイス

レンズの発生条件」と，破壊力学 11) におけるクラックの伸展を

参考に以下のようなプロセスを考えた。

①  冬季，岩石は表面から寒気によって冷却される。また，岩石

は地中深くからの地熱の影響も受ける。これにともなって，岩

石内部には温度勾配が生じ，0℃線が下方へと移動するが，寒

気の影響と地熱の影響とが釣り合う部分で，0℃線が停滞する。

②  0℃線より上方の凍結部分では，潜在するクラックや空隙中の

水分が凍結して間隙氷となるが，一部は不凍水となって，間

隙氷と共存する。

　  間隙氷は時間の経過と共に不凍水を吸収しながら成長するが，

この際に発生する体積膨張は，潜在するクラックや空隙中に，

クラックを押し広げる方向の内部圧力を発生する。このクラッ

ク先端や空隙の載荷の強さは，応力拡大係数によって求めら

れる。また，内部圧力の増加にともなって応力拡大係数が増

加し，臨界値である破壊靱性に達するとき，クラック，空隙

が広がりはじめる。

　  その後，クラックが伸展，結合し，岩石が割れる。

　  (クラックの伸展による主亀裂の形成及びアイスレンズの発生 ) 

③  未凍結部分からフローズンフリンジを介して，不凍水が亀裂

へと流入し，潜熱を発生しながら氷へと相変化する。 (アイス

レンズの成長 ) 

　岩石の凍上と土の凍上とで最も異なる点は，「②凍上初期段階

におけるクラックの伸展による主亀裂の形成」である。アイスレ

ンズを発生，成長させるためには，まず潜在するクラックが伸展，

結合し，岩石が割れなければならない。

３．岩　石　試　料

　３・１　本研究で使用した 5種類の岩石

 ・大谷石

　 栃木県宇都宮市大谷町付近一帯で採掘される流紋岩質角礫凝灰

岩

 ・来待砂岩

　島根県宍道町来待地区周辺で採掘される凝灰質砂岩

 ・登別軟石

　北海道登別市で採掘される凝灰岩

 ・丸瀬布凝灰岩

　北海道紋別群丸瀬布町で採掘される凝灰岩

 ・札幌軟石

　北海道札幌市南区石山で採掘される溶結凝灰岩

　３・２　5種類の岩石の空隙と比重

　5種類の岩石の空隙率，かさ比重を Fig. 2，Fig. 3に示す。札

幌軟石と大谷石は空隙率，かさ比重において，比較的類似した値

を示しているが，来待砂岩，登別軟石，丸瀬布凝灰岩は，札幌軟

石，大谷石に較べて空隙率が小さく，密度の高い岩石であること

がわかる。

　３・３　5種類の岩石の強度

　5種類の岩石の乾燥・湿潤状態における一軸圧縮強度試験，円

盤圧裂引張強度試験の結果を Fig. 4，Fig. 5に示す。大谷石，来待

砂岩，登別軟石，丸瀬布凝灰岩の湿潤状態での一軸圧縮強度，円

盤圧裂引張強度は，乾燥状態でのそれに比べて，小さくなっている。

札幌軟石では乾燥状態と湿潤状態の強度に差は見られなかった。

　３・４　5種類の岩石の細孔分布

　水銀ポロシメータを使用して，5種類の岩石の細孔の大きさと

その容積を測定した。Fig. 6に 5種類の岩石の細孔分布について

示す。札幌軟石では細孔半径 103 ～ 104nm，登別軟石では細孔半

径 103nm，大谷石，来待砂岩では細孔半径 10～ 102nm，丸瀬布

凝灰岩では細孔半径 10nm 以下の空隙が多く存在していることが

わかった。
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Fig.1  Illustration of frost heave.
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　３・５　5種類の岩石の鉱物組成

　粉末 X 線回折装置を使用して，5種類の岩石の鉱物組成を調べ

た。Table 1に 5種類の岩石の鉱物組成について示す。大谷石，

来待砂岩，丸瀬布凝灰岩には，多量の沸石系鉱物と，少量のスメ

クタイトが存在していることが確認された。

４．岩石の凍上実験

　上記の 5種類の岩石の凍上性を調べるために，室内凍上試験装

置を作製し，以下の実験を行った。

　４・１　供試体

　岩石試料として上述の 5種類の岩石を用いた。供試体は直径

55mm，長さ 70mm の円柱形となるようにカットおよび整形した。

実験には蒸留水中に放置して十分に湿潤させた供試体を使用した。

　４・２　岩石の凍上実験装置

　本研究で使用した岩石の凍上実験装置を Fig. 7に示す。

　本凍上実験装置の特徴を以下に示す。

 ・ 供試体上下端面の温度は，上盤と下盤を流れる循環水によって

制御されているので，正確な設定が可能である。また，上盤と

下盤に流れる循環水の温度は，独立した温度制御装置によって

制御されるので，別々に設定することが可能である。

 ・ 水分供給は，給水管を通って，供試体の下面に行われる。給水

管は下盤を通っているため，下盤の設定温度に近い温度で，水

分を供給することが可能である。また，供試体下面に設置する

ポーラスストーンによって，水は供試体下面へ一様に供給される。

 ・ 供給された水の蒸発を防ぐために，発泡スチロールの蓋を設置

している。

 ・ 供試体設置後，周囲にセルを立て，セル内部に粒状断熱材を敷

き詰める。粒状の断熱材で供試体側面を直接断熱するため，供

試体と断熱材との凍着によって凍上量の測定に誤差が生じるの

232 〈14〉 233 〈15〉 

Fig.2  Porosity.

Fig.3  Bulk specific gravity.
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Fig.4  Compression strength in the dry and wet condition.

Fig.5  Tensile strength in the dry and wet condition.

Fig.6  Relationship between pore capacity and pore radius by mercury porosity 
meter.

Table 1 　 Mineral composition.
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を防ぐ事ができる。

 ・ 粒状の断熱材を使用しているため，供試体内部温度測定時の熱

電対の設置が容易である。

 ・ 供試体上下端面の温度は，上下盤に設置された白金抵抗体に

よって計測される。

 ・ 凍上量は装置上方の変位計によって計測される。

　４・３　実験方法

　実験はまず，上盤，下盤の温度を +5℃に設定し，供試体の内

部温度をほぼ +5℃に均一化させた。その後，下盤の温度は +5℃

のままで制御し，上盤の温度を－15℃まで下げ，供試体の上面か

ら凍結を進行させた。この温度条件で実験を行うと，0℃線はあ

る一定の位置まで下がったところで固定されることになる。

　凍上量は，Fig. 7に示した岩石の凍上実験装置の上方に取り付

けた変位計によって，5分毎に測定した。

　４・４　実験結果

　5種類の岩石の凍上量の比較を行った。

　Fig. 8に，大谷石，来待砂岩，登別軟石，丸瀬布凝灰岩の凍上

試験後の様子を示す。

　各岩石の凍上実験の結果を Fig. 9に示す。札幌軟石は，上記の

温度条件では，全く凍上しなかった。また，Fig. 9の具体的な凍

上量を代表的な経過時間で示すと以下のとおりである。

　大谷石は約 72時間で約 10mm，来待砂岩は約 360時間で約

5.1mm 程度，登別軟石は約 504時間で 4.4mm，丸瀬布凝灰岩は

約 424時間で 2.5mm の凍上量であった。

　Fig. 9の凍上量が直線的な変化を示す部分で線形近似し，その

直線の傾きから凍上速度を求めた。凍上速度はそれぞれ，大谷石

で 0.147mm/hour，来待砂岩で 0.020mm/hour，登別軟石で 0.014mm/

hour，丸瀬布凝灰岩で 0.006mm/hour であった。

　４・５　考察

　４・５・１　アイスレンズの発生位置　　アイスレンズは，0℃

線の上部，－1℃から－2℃程度の凍結部分で発生する。

Akagawa10)は，大谷石のアイスレンズ発生部位の温度が－1.4℃

であったことを報告している。Fig. 8から，凍上した 4種類の岩

石において，アイスレンズの発生位置が，供試体の上端から 2/3，

下端から 20～ 25mm の位置に集中していたことが確認できる。

0℃線の位置を，凍結部分と未凍結部分の熱伝導率の違いを考慮

せずに計算すると，本実験の上盤－15℃，下盤 +5℃という温度

設定では，0℃線の位置は供試体下端から 17.5mm となる。また，

－2℃線の位置は供試体下端から 24.5mm である。これらのこと

から，本実験の温度条件では，アイスレンズの発生位置が，供試

体下端から 20～ 25mm の位置に集中したと考えられる。

　４・５・２　岩石の凍上性　　Fig. 9から，大谷石が他の岩石

に較べて凍上しやすいことは明らかである。

　大谷石，丸瀬布凝灰岩は実験開始直後から凍上が始まるが，登

別軟石は実験開始から約 20時間後，来待砂岩は実験開始から約

85時間後から凍上し始めていることがわかる。

　Fig. 5から，みかけの引張方向の強さを表す，引張強度の大き

い来待砂岩，登別軟石は，引張強度の小さい大谷石よりも，クラッ

クが伸展するのに時間がかかっていることがわかる。岩石が凍上

するためには，まず潜在するクラックが伸展，結合し，岩石が割

れなければならない。クラックや空隙中の間隙氷が，不凍水を吸

収しながら成長し，クラックを押し広げる方向の内部圧力を高め

ていくためには時間を要する。このため，引張強度が高い来待砂

岩，登別軟石では，クラックを伸展させるほどの大きな内部圧力

を発生するのに，長い時間が必要だったと考えられる。しかしな

がら，最も引張強度の大きい丸瀬布凝灰岩が，実験開始直後から

凍上し始めていることには，疑問が残る。そこで，丸瀬布凝灰岩

が何故実験開始直後から凍上を開始したかについて，以下のよう

に考察した。丸瀬布凝灰岩を表面観察すると，大きな空隙が多い

ことが確認できる。このことから，丸瀬布凝灰岩にはサイズの大

きな欠陥が多く存在することが推測される。サイズの大きな欠陥

が多ければ，クラックの伸展，結合は容易で，実験開始直後から

凍上を開始した理由として，妥当であると考えられる。その他に

も，破壊靱性が他の岩石に較べて低いこと，凍上によって発生す

るクラックや空隙内の圧力が高いことが考えられるが，どちらも

本研究では計測できておらず，今後明らかにしなければいけない

課題である。

　以上の岩石の凍上実験結果から，札幌軟石を非凍上性岩石，大

谷石，来待砂岩，登別軟岩，丸瀬布凝灰岩を凍上性岩石と判断す
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Fig.7  Frost heave test equipment.

Fig.8  Photographs of rocks after the frost heave test.

Fig.9  Frost heave on 4 types of rocks.
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ることができる。また，凍上速度を比較すると，凍上性は大谷石

が最も高く，来待砂岩，登別軟石，丸瀬布凝灰岩の順に，低くなっ

ていることがわかる。

　４・５・３　岩石の強度と凍上性　　Fig. 4，Fig. 5から，凍上

性の 4つ岩石では圧縮・引張強度ともに乾燥状態と湿潤状態で強

度差を見てとることができる。一般的に，含水比が高くなると岩

石の強度は低下することが知られており 12,13)，砂岩や頁岩では，

乾燥状態の 50% 近くになる場合があることが報告されている。
14,15)強度が低下する理由としては，水分が豊富であることによ

る応力腐食の促進などによって説明可能と言われている。12)

　しかしながら，本研究で用いた非凍上性の札幌軟石では，この

ような強度差は見られなかった。

　ここで，湿潤状態における強度がどれだけ減少しているかを表

すために，以下の式で強度減少率を算出した。以下の式は，乾燥

状態の強度を 100% とした場合に，湿潤状態との強度差が何 %

にあたるかを示すものである。

　

　Fig. 10に引張強度の減少率と凍上速度の関係を示す。Fig. 10

から，引張強度減少率の高いものほど，凍上速度が速いことが明

らかである。この原因に関しては，以下の「5・2　比表面積」で

考察する。

５．岩石の内部構造

　本研究では，凍上性岩石と非凍上性岩石の内部構造を評価する

ために，透水係数と比表面積を測定することに取り組んだ。

　５・１　透水試験

　５・１・１　供試体　　岩石試料として上述の 5種類の岩石を

用いた。供試体は堆積面に対して垂直にボーリングコアを採取し，

直径 30mm，長さ 10mm の円柱形となるようにカットおよび整形

した。実験には，24時間真空ポンプに入れて脱気した後，蒸留

水中に数日間放置し，重量変化がなくなった供試体を使用した。

　５・１・２　岩石の透水実験装置　　本研究で使用した岩石の

透水実験装置を Fig. 11に示す。

　透水実験装置の特徴を以下に示す。

 ・ 実験装置はアクリル製で，錆などの不純物が発生しない。また，

透明であるため，実験装置内部の観察が可能である。

 ・ 供試体の側面に，ゴムスリーブを挟んで水圧をかけることに

よって，供試体側面の水漏れを防ぐことが可能である。

 ・ 供試体に水が浸透しやすくするため，供試体と装置の設置面に

は，内径 25mm のゴムパッキンを設置した。

 ・ エアーコンプレッサーを使用した加圧タンクを採用することに

よって，水を通し辛い岩石であっても，強制的に通水すること

が可能である。

 ・ 圧力計によって，加圧タンク内の圧力は 0.098 (MPa) ，側圧も

常も 0.196 (MPa) に保たれる。

　５・１・３　実験方法　　透水実験装置の供試体設置部分の拡

大図を Fig. 12に示す。

　実験は，以下のような手順で行った。

①  供試体をシールテープで巻き，その上からゴムスリーブ (ラ

テックスメンブレン ) で覆う。その後，供試体を上下の台座

に挟み込むように設置し，オーリングで固定した。上下の台

座に，シリコングリスを塗布することによって，ゴムスリー

ブと台座を密着させ，水漏れを防ぐ。

②  側圧をかけるため，円筒を取り付け，水で満たす。

③  上盤を取り付け，4本のネジで下の台座へ固定した後，上の台

座を押さえつけネジを締めて固定する。

④  供試体側面に 0.196 (MPa) の水圧，加圧タンクに 0.098 (MPa) 

の空気圧をかけた後，流入部の管の弁を開け，実験を開始する。

⑤  流出部の管から水の流出を確認した時点から，流出量，加圧

タンク内の水温，室温及び湿度を計測する。

　５・１・４　透水係数の算出方法　　湿潤状態の供試体を実験

装置に設置し，一定の水圧で脱気した蒸留水を流す。透水係数は，

JISA1218の以下の式によって算出した。
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Fig.10  Relationship between frost heave rate and strength decrease ratio.

Fig.11  Permeability test equipment.

Fig.12  An enlarged view of the location for placing the specimen.
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k15 ：温度 15℃における透水係数 (cm/sec) 

Q ：流出水量 (cm3) 

L ：供試体の長さ (cm) 

h ：水位差 (cm) 

本研究では，水位差 h を 0.098MPa (1kgf/cm2) =1000cm として計

算した。

A ：供試体の断面積 (cm2) 

t ：測定時間 (sec) 

：温度 15℃に対する t℃の粘性係数の比
　

　５・１・５　実験結果　　Fig. 13に透水試験結果の一例を示す。

どの岩石においても，透水係数は時間の経過とともに減少してい

く傾向にある。これは，岩石内部で細孔の目詰まりが起こってい

ることを示唆していると考えられる。

　札幌軟石，登別軟石は実験開始直後から水の流出を確認したが，

大谷石，来待砂岩，丸瀬布凝灰岩では，通水するまでにかなりの

時間を要した。また，流出する水の量は，札幌軟石，登別軟石に

較べて，大谷石，来待砂岩，丸瀬布凝灰岩では極端に少なかった。

各岩石において，2本の供試体について透水実験を行い，その透

水係数の平均値は，札幌軟石で 3.43×10-5cm/sec，登別軟石で 6.02

×10-6 cm/sec，丸瀬布凝灰岩で 4.03×10-8 cm/sec，大谷石で 2.54

×10-8 cm/sec，来待砂岩で 3.79×10-9 cm/sec であった。一番透水

性の低い来待砂岩の透水係数は，一番透水性の高い札幌軟石の透

水係数の約 1/10000であった。

　５・１・６　岩石の透水性と微細構造　　実験結果から，札幌

軟石，登別軟石を透水性の高い岩石，大谷石，来待砂岩，丸瀬布

凝灰岩を透水性の低い岩石，5種類の岩石を 2つに分けることが

できる。札幌軟石，登別軟石は，その透水性の高さから，空隙中

の水分移動が容易であると考えられる。これに較べて，大谷石，

来待砂岩，丸瀬布凝灰岩は，その透水性の低さから，空隙中の水

分移動が困難であると考えられる。

　Fig. 14に透水係数の平均値と空隙率の関係を示す。Fig. 14の

実線は，札幌軟石と登別軟石の関係を指数近似したものである。

一般的に，多孔質体では空隙率が高いほど透水係数も大きくなる

傾向がある。札幌軟石と登別軟石では，空隙率が高くなるにした

がって，その透水係数も大きくなっていることがわかる。それに

対し，大谷石，来待砂岩，丸瀬布凝灰岩では，実線よりも低い値

を示している。特に，大谷石は最も空隙率が高いにも関わらず，

その透水係数は 2.54× 10-8 cm/sec と低い。これは，本研究で用

いた大谷石，来待砂岩，丸瀬布凝灰岩に含まれる粘土鉱物の存在

が関係していると考えられる。核燃料サイクル開発機構 16) は，

粘土鉱物のベントナイトと石灰岩，砂岩の透水係数を比較し，ベ

ントナイトの透水係数が著しく低いことを報告している。大谷石

の空隙内には存在する膨潤性粘土鉱物のスメクタイトが，水を含

んで膨張し，通水経路を閉塞させている可能性が考えられる。

　ポロシメータによる細孔分布の測定結果における，最も細孔容

積の大きかった細孔半径を卓越細孔半径として X 軸にとり，透

水係数の平均値との関係を，Fig. 15のように表した。Fig. 15から，

卓越細孔半径が大きくなるほど，透水係数も高くなり，卓越細孔

半径が小さくなるほど，透水係数が低くなることがわかる。細孔

半径の大きい札幌軟石，登別軟石に較べて，細孔半径の小さい大

谷石，来待砂岩，丸瀬布凝灰岩の通水経路は狭く，水の移動が制

限されていると考えられる。Sasaki ら17)は，細孔半径 10nm 以下

のオーダーの小さな空隙を粘土鉱物中の空隙と仮定して，界面か

らの吸着力による透水係数低下の可能性を指摘している。本研究

では , 単純に，得られた実験結果から，岩石の透水性は細孔の大

きさによって支配されていると考える。

　透水性の低いものほど，凍上性が高いことが明らかである。こ

の原因に関しては，以下の「6. 凍上性岩石，非凍上性岩石の微細

構造と凍結時における 0℃線近傍の状態」で考察する。

　５・２　比表面積

　比表面積は「試料 1g あたりの独立気泡を除く内部を含めた総

表面積」 (単位：m2/g) で定義される。

　５・２・１　試料　　粉末状にした岩石を 0.109mm ふるいに

かけ，通過したものを測定に使用した。

　また，大谷石については，Fig. 16のような「ミソ」と呼ばれ

る黒色で粘土質の斑点部分と，岩石の大部分を成す淡緑色の部分

Fig.13  Permeability coefficient.

Fig.14  Relationship between permeability coefficient and porosity.

Fig.15  Relationship between permeability coefficient and dominant pore radius.
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とに分けて，測定を行った。丸瀬布凝灰岩についても，大谷石と

同様に，「ミソ」の部分を分けて測定を行った。

　５・２・２　実験方法　　比表面積・細孔分布測定装置 (Beckman 

Coulter 社製，SA3100) を用い，窒素ガス吸着によって，比表面

積の測定を行った。また，比表面積は BET 法を用いて算出した。

　５・２・３　実験結果　　Fig. 17に比表面積の測定結果を示す。

Fig. 17から，5つの岩石の比表面積を比較すると，凍上性が高い

大谷石が 29.10m2/g と最も大きな値となり，非凍上性の札幌軟石

が 1.03 m2/g と極めて小さな値となっている。凍上性が中位の来

待砂岩，登別軟石，丸瀬布凝灰岩では，札幌軟石に較べると大き

な値を示したが，大谷石に較べると約 10～ 20％と小さな値を示

した。また，大谷石，丸瀬布凝灰岩では，粘土鉱物で構成されて

いるミソの部分で特に大きな値となっている。

　５・２・４　岩石の比表面積と凍上性　　比表面積が大きいと

いうことは，岩石内部が極微小の連続した空隙を有していることを

示している。一般的に，斜プチロル沸石やモルデン沸石等に代表

されるゼオライトは，多孔質で，大きな比表面積を持つことで知ら

れている。また，スメクタイトに代表される粘土鉱物も，大きな比

表面積を持つことで知られている。18)これらのことを踏まえて，本

研究における比表面積の測定結果をみると，鉱物組成にゼオライ

ト，粘土鉱物を含む，大谷石，来待砂岩，丸瀬布凝灰岩の比表面

積は，鉱物組成にゼオライト，粘土鉱物を含まない，札幌軟石，

登別軟石に較べて，大きな比表面積を有していることがわかった。

　Fig. 18に凍上速度と比表面積の関係を示す。Fig. 18から，比

表面積が大きい岩石ほど，凍上性も高くなっていることが明らか

である。比表面積の大きい岩石は，凍結部分において，岩石の表

面に存在する不凍水の量を多く保持することが可能である。保持

する不凍水の量が多ければ多いほど，アイスレンズを形成する際

の水分の供給は容易になり，凍上速度も速くなると考えられる。

　Fig. 19に引張強度減少率と比表面積の関係を示す。Fig. 19か

ら，比表面積が大きい岩石ほど，引張強度減少率が高くなってい

ることがわかる。比表面積が大きいと，岩石内部において，その

表面に接している水の量も多くなる。Matsuki ら19)は，凝灰岩の

湿潤状態における破壊靱性が，乾燥状態のそれに較べて，約 50%

程度低下することを報告している。このことから，比表面積の大

きい岩石ほど，湿潤状態における破壊靱性の低下が顕著に表れる

のではないかと考えられる。丸瀬布凝灰岩の比表面積は大谷石に

次いで大きく，湿潤状態における破壊靱性が低下し，実験開始直

後から凍上し始めたことも十分に考えられる。また，粘土鉱物に

おける比表面積が高いことから，局所的に，大幅な破壊靱性の低

下が起こっていたことも考えられる。しかしながら，本研究では，

Fig.16  Photographs of the black spots of clay mineral of Ohya tuff and Maruseppu tuff.

Fig.17  Specific surface area.
Fig.18  Relationship between frost heave rate and specific surface area.

Fig.19  Relationship between strength decrease ratio and specific surface area.
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破壊靱性を測定，比較するまでには至っておらず，推測の域を出

ない。凍上現象と破壊靱性の関係を明らかにすることは，今後の

重要な課題である。

　粘土鉱物及びゼオライトの含有量は，岩石の湿潤強度と密接な

関わりがあると考えられる。岩石の粘土鉱物及びゼオライトの含

有量と湿潤状態における強度低下との関係性については，以下の

ように考察した。

　粘土鉱物が岩石の強度低下に寄与することは一般的によく知ら

れているが，最もよく知られているものの一つに，岩石のスレー

キングがある。一般的に，スレーキングは粘土鉱物の粒子の間に

水が入り，そこにあった空気が圧縮され，その圧力で粒子間の結

合が弱くなり細片化すると説明されることが多い。粒子間の結合

が弱くなることにより，湿潤状態における岩石の強度が低下する

ことは容易に想像できる。

　ゼオライトは，長時間常温の水につけていると若干ではあるが

塩基性イオンが溶出する性質を持っている。沸石系鉱物内の塩基

性イオンが岩石の間隙水に溶出することによって，湿潤状態にお

ける岩石の強度低下に何らかの影響を与えると考えられる。

　また，岩石の湿潤状態における強度の低下率から，粘土鉱物及び

ゼオライトの含有量を推測することも可能ではないかと考えられる。

　粘土鉱物とゼオライトが，その大きな比表面積によって岩石の

凍上性に大きな影響を与えることは確かだと思われるが，凍上性

岩石の登別軟石にそのどちらもが含まれていないことは興味深

い。2種類の鉱物の含有が，岩石の凍上性を決定するわけでは，

必ずしもないようである。

６．凍上性岩石，非凍上性岩石の内部構造と

凍結時における 0℃線近傍の状態

　岩石が凍上するためには，まず潜在するクラックが伸展，結合

し，岩石が割れなければならない。凍上性の大谷石，来待砂岩，

登別軟石，丸瀬布凝灰岩は，凍結時において間隙氷が成長する際

に生じる，クラックを押し広げる方向の内部圧力に耐えうるだけ

の破壊靱性を持っておらず，クラックが伸展，結合したと考えら

れる。しかしながら，非凍上性の札幌軟石に注目してみると，札

幌軟石はみかけの引張方向の強さを表す引張強度が来待砂岩，丸

瀬布凝灰岩よりも小さいにも関わらず，破壊するに至っていない。

この原因は，前に述べたように，札幌軟石が持つ，高い透水性，

すなわち水分移動が容易であるという性質に深く関わっていると

考えられる。

　これまでの議論から，凍上性岩石，非凍上性岩石の 0℃線近傍

の状態を赤川の提案する「割裂の発生条件」を参考に，Fig. 20
のように解釈した。

　札幌軟石では，細孔半径が大きく間隙水の移動が容易であるた

め，間隙水が間隙氷へと相変化する際に発生する膨張力は未凍結

の間隙水を排水してしまう。このため，間隙中で内部圧力が発生

せず，クラックは伸展，結合しないと考えられる。

　それに対し，凍上性岩石では，細孔半径が小さいため，間隙水

の移動は困難である。このため，間隙氷が膨張する際に発生する

力によって間隙内の内部圧力が高まり，Fig. 20の太線で示す位

置でクラックが伸展，結合することが推定できる。凍上性岩石の

透水性は低いが，間隙氷は不凍水膜によって囲まれており，この

不凍水膜が未凍結部分へと連結しているため，間隙氷の成長は可

能である。 

７．ま　と　め

　本研究では 5種類の岩石に対して凍上実験を行い，それらを凍

上性岩石と非凍上性岩石とに分類することを試みた。その結果，

大谷石，来待砂岩，登別軟石，丸瀬布凝灰岩を凍上性岩石，札幌

軟石を非凍上性岩石とに分類することができた。

　また，本研究では凍上性岩石と非凍上性岩石の内部構造，物性

値の比較を基にして，岩石の凍上機構について検討を行った。凍

上性岩石と非凍上性岩石の内部構造を評価するために，透水係数

と比表面積を測定することに取り組んだ。加えて，両岩石の強度，

細孔分布，鉱物組成などの物性値についても比較を行った。内部

構造と物性値の比較から，凍上性岩石と非凍上性岩石との間に明

らかな違いを見出すことができた。以下に得られた知見について

まとめる。

　(1) 凍上性の高い岩石ほど，比表面積も大きくなっていること

が明らかになった。比表面積の大きい岩石は，凍結部分において，

岩石の表面に存在する不凍水の量を多く保持することが可能であ

る。保持する不凍水の量が多ければ多いほど，アイスレンズを形

成する際の水分の供給は容易になり，凍上速度も速くなると考え

られる。

　(2) 透水性の低い岩石ほど，凍上性が高いことが明らかになっ

た。透水性の高い岩石では，間隙水の移動が容易であるため，間

隙中で内部圧力が発生せず，クラックは伸展，結合しないと考え

られる。それに対して，透水性の低い岩石では，間隙水の移動が

困難であるため，間隙内の内部圧力が高まり，クラックは伸展，

結合すると考えられる。

　(3) 卓越細孔半径が大きくなるほど，透水係数も高くなり，卓

越細孔半径が小さくなるほど，透水係数が低くなることが明らか

になった。岩石の透水性は，細孔の大きさによっても，支配され

ていると考えられる。

　(4) 比表面積が大きく，粘土鉱物及びゼオライトの含有量の多

Fig.20  Illustrations of the condition lying in the proximity of the 0℃ isotherm in frost insusceptible rock and frost 
susceptible rock.
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い岩石ほど，引張強度減少率が高くなっていることがわかる。こ

のことから，岩石の湿潤状態における強度の低下率から，粘土鉱

物及びゼオライトの含有量を推測することも可能ではないかと考

えられる。
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