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 要 旨 

 

近年の大規模地下開発や放射性廃棄物処分、土壌地下水環境汚染対策など、地下水

流動を適切に把握、評価する必要性が高まっている。地下水の状況を適切に把握する

ための調査や地下水流動解析手法は、地下水流動評価のための重要なアプローチ方法

であるとともに、その妥当性が問われるようになってきた。解析結果により、設計や

安全評価を行う場合には、解析手法や解析モデルの妥当性の評価が重要であり、さま

ざまな分野においてシミュレーションの V&V（Verification and Validation：検証と

妥当性の確認）が必要とされている。  

地下水流動評価の妥当性を確認するには、客観的な実測データとの比較が重要であ

る。したがって、現状技術で最も精度良く観測可能な地下水位や間隙水圧に着目し、

観測井掘削による現状の地下水調査の問題点と、実測データの誤った解釈による弊害

について明らかにすることにより、地下水調査法の高度化の必要性について議論した。 

一方、地下水流動解析における現状の問題点として、観測井の影響を考慮していな

い点について言及し、観測井をモデルに導入しない地下水流動解析結果から得られる

地下水位や間隙水圧が実際の地下水流動場での値と異なる点について指摘し、地下水

流動解析手法の高度化方法として、地下水調査状況を反映した解析手法を提案すると

ともに、その妥当性について検討を行った。  

また、地下水流動解析モデルの高度化に資するため、間隙水圧データの急変化が発

生する要因について数値実験を用いてメカニズムの解明を行うとともに、間隙水圧デ

ータを用いた水理地質構造の解釈方法について整理した。  

各検討から得られた知見に基づき、今後の地下水調査および地下水流動解析の高度

化について提言を行った。  
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第 1 章 序論 

 

1.1 研究の背景と目的 

 

近年の地球環境問題とともに、地下水環境の維持、保全は重要な課題である。地下

水位の高い我が国では、土木・建築工事において地下水対策は必須であり、地下水環

境維持のための対策工法が提案、実施されている。対策にあたっての重要なデータは、

地下水状況の把握であり、地下水調査については従来からボーリング孔、井戸掘削に

よる方法が用いられてきた。ところが、適切な調査、評価を実施しないと正確な地下

水状況の把握ができない場合が想定される。そのために適切な対策が実施されない場

合や、過度な対策により過大なコストを必要とする場合、また、新たに別の地下水環

境問題を引き起こす場合などが考えられる。  

一方、放射性廃棄物処分のように地下水シナリオによる被ばく線量評価においては、

長期の地下水流動評価の妥当性、精度が重要であり、地下水流動に対する予測解析モ

デルの妥当性の確証を行うには、現状の地下水流動の再現性が重要なアプローチ方法

となる。その際には解析結果と実測データの比較により解析結果の再現性を評価する

ことになるが、実測データの適切な把握と解釈は重要であるとともに、解析結果との

的確な比較評価が必要となる。  

近年、数値解析手法および数値解析モデルの妥当性について、様々な分野で議論さ

れており、解析に対する品質保証の観点も重要視されるようになった。欧米が先行し

ている V&V（Verification and Validation：検証と妥当性の確認）1),2)の考え方であり、

国内でも日本計算工学会が基準を発行している 3),4)。  

これは原子力発電所の耐震設計における入力データのミスが発覚したことなどによ

る社会的ニーズによるものとも言えるが、人々に対する安全性の観点から当然の要求

と言えよう。原子力施設に対する解析業務の品質向上ガイドラインも発行されている

5)。  

放射性廃棄物処分の分野では、特に放射性核種の移行媒体が地下水となることから、

地下水流動評価が重要な安全評価における手法となっている。特に、天然バリアと呼

ばれる地盤、岩盤中の移行挙動をできるだけ正確に予測、評価することにより、人工

バリア設計と合わせた合理的な施設設計が可能となる。  

土木学会において、「余裕深度処分の安全評価における地下水シナリオに用いる核種

移行評価パラメータ設定の考え方」 6)がとりまとめられ、地下水流動解析手法に基づ

く核種移行評価パラメータの設定の考え方が示された。その中には、図 1.1-1 に示さ

れる地下水流動解析モデルの確証方法についても言及されている。  
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図 1.1-1 地下水流動解析モデル確証の検討フロー（例） 6) 
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図 1.1-1 に示されるように、地下水流動解析モデルの確証データとしては、現状で

は以下の３つのデータが有力である。  

① 地下水位、間隙水圧  

② 流量（湧水量、表面流出量）  

③ 地化学（水質、地下水年代など）  

 

それぞれの確証データと解析結果の比較から、地下水流動解析モデルの妥当性を総

合的に確証するものであるが、現状技術において最も精度良い実測データが得られる

項目は①地下水位、間隙水圧であろう。地下水位と間隙水圧の再現性により、水理地

質構造や設定された透水性の相対的な比率（水理地質区分間の透水性の大小関係）、境

界条件などの確証に有効であると考えられる。  

しかしながら、実際に水理地質構造、透水性を反映した地下水流動解析モデルを作

成して解析を行っても、実測データとの差異が認められる。この差異を低減させるた

めに解析モデルの改良、修正（Calibration）が行われるが、なかなか実測データを再

現することは容易でない。  

特に、間隙水圧分布の急変化点が観測されるものの、そのような変化点を解析的に

再現することが難しい。対象とする地下水流動の媒体は不均質であり、モデルに反映

されていない未知の内的要因（水理地質構造、透水性など）や境界条件（降雨涵養量

など）の違いによる影響であると考えられる。  

このような未知の要因を把握するアプローチも重要であると考えられるが、一方で

以下の疑問がある。  

(1) 地下水位（Water table）や間隙水圧の観測データは本当に周辺の地下水位、間

隙水圧と考えて良いのか？  

(2) 観測井やボーリング孔は人為的な水みちになるのではないか？地下水流動に影

響がないか？  

(3) 地下水流動解析モデルに観測井やボーリング孔がモデル化されていない状態で、 

実測値と解析結果の比較により、本当に適切なモデルの確証ができるのか？  

 

地下水の流動を把握するために、古くから地下水観測井が用いられており、近年で

は深部地下水を対象とした長尺ボーリングを用いた間隙水圧計測が行われるようにな

った。これらは、原油や LNG,LPG の岩盤内貯蔵や放射性廃棄物の地下埋設など、地

下空間利用深度が深くなるとともに、地下水の影響を適切に把握し、施設設計や安全

評価に反映する必要があるためである。  

観測井内の水位は、一般的に周辺の地下水位（Water table）と等しいと考えられて

いるが、観測井の場所、観測している区間（不圧帯水層、被圧帯水層）などにより、

観測井内の水位は周囲の地下水位とは異なる場合がある。一方、解析技術者は「地下

水位」＝「圧力水頭＝０の水位レベル」の認識で、解析結果としての地下水位を算出
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し、実測データとの比較を試みており、実測データがどのようにして得られたデータ

なのかを吟味することはまれである。  

また、地下水流動評価において、岩盤内の亀裂の存在による影響については、重要

視される傾向にあるものの、観測井やボーリング孔掘削による水みちについては、従

来からあまり議論されていない。適切な閉塞を行わない裸孔状態のボーリング孔など

は地下水流動場内の人為的な水みちとなり、周辺地下水流動に対する影響を把握しな

ければ、適切な地下水観測ができない可能性がある。加えて、一般的な広域地下水流

動解析において観測井やボーリング孔をモデル内に導入した解析モデルも見られない。 

解析モデルの妥当性の確証をどのように実施するかについての数学的な研究 7)や、

地下水流動解析に対するガイドライン 8)がまとめられているものの、実測データは正

しいことが前提であり、解析結果との比較の方法論となっているため、検証データと

して用いられる観測井から得られた地下水位や間隙水圧の解釈についての検討はなさ

れていない。  

このような現状を考慮すると、観測井における実測値と解析結果は、潜在的に誤差

を持っている可能性があり、この誤差を低減しなければ、誤った解釈や解析を行うこ

とが想定されるだけでなく、解析モデルの妥当性の確認が適切に行われない可能性が

ある。地下水調査と地下水流動解析の双方の高度化が必要であると考えられる。  

 

以上の背景から、本研究は以下の項目を検討する。  

①  地下水流動解析の妥当性の確認（Validation）に資するため、地下水調査項目

のうち精度よく観測が可能と考えられる地下水位および間隙水圧に着目し、こ

れらの調査方法に対する現状技術を調査するとともに、観測井から得られる水

位、水圧データを用いた場合にどのような評価の誤りが生じるかについて整理

する。また、地下水流動解析手法に対する最新動向を調査し、本研究において

用いる解析手法を選定するとともに、本研究の位置づけを明確にする。  

②  地下水調査のために掘削される観測井が、周辺地下水流動へ及ぼす影響につい

て想定される事例を整理するとともに、解析的に観測井の掘削影響を再現する

ことにより、観測井影響について考察する。  

③  観測井による調査方法の高精度化も重要であるが、従来実施されなかった観測

井を解析的に考慮すれば、解析手法により従来の実測値と解析値の誤差を低減

できると考えられる。そこで、観測井を簡易に 3 次元解析モデルに考慮する手

法について示すとともに、その手法の妥当性について数値実験により確認する。 

④  地盤・岩盤内の間隙水圧データの変化点の発生について、数値実験によるメカ

ニズム解明を行うとともに、間隙水圧データ水理地質構造の推定方法について

整理する。  

⑤  適切な地下水流動評価に資するため、地下水調査法および地下水流動解析手法

の高度化に対する提言を行う。  
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1.2 本研究の構成 

 

本研究の成果を以下の構成でまとめる。  

第 1 章では研究背景と目的を示した。  

第 2 章では地下水調査法および地下水解析手法に関する従来の研究および現状につ

いて調査を行うとともに、本研究の位置づけについて示す。  

第 3 章では地下水観測に用いられる観測井やボーリング孔の掘削により、周辺地下

水流動へ及ぼす影響について考察するとともに、3 次元定常地下水流動解析手法によ

る数値実験によりその影響について具体的に示す。また、３次元モデル規模の増大を

防ぐための対策として、1 次元線要素を 3 次元モデルに考慮する方法を提案し、その

有効性について確認する。  

第 4 章では間隙水圧の実測データから得られる変化点の発生メカニズムの解明のた

め、想定される要因に対する 2 次元モデルを用いたケーススタディを実施し、要因の

特定を行うとともに、想定される水理地質構造の推定方法について整理する。  

第 5 章では地下水調査法と地下水流動解析手法の高度化に関する提言を示す。  

第 6 章では本研究の結論と今後の課題について示す。  
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第 2 章 地下水調査法および地下水解析手法の従来の研究と現状の課題 

 

2.1 地下水調査法の従来の研究と現状の課題 

 

地下水調査に関しては、対象として地下水位や間隙水圧の調査方法について以下に

整理する。近年、水質分析の高精度化に伴い、同位体分析による地下水年代なども地

下水解析モデルの検証データとして着目されている 1)。しかし地下水位や水圧に関し

ては、非常に精度良く計測が可能な項目であり、解析モデルの検証データとして適す

ると考えられることによる。また、地下水調査法に関する文献としては、古くは「新

版地下水調査法」がある 2)。海外でも地質・地下水調査法 3),4)が整理されており、近

年では地盤工学会から「地盤調査の方法と解説」 5)がとりまとめられている。ここで

は、上記の文献に基づき従来の地下水調査のうち、地下水位や地下水圧の調査方法に

ついて整理を行うとともに、現状の課題として観測井から得られたデータを用いた場

合にどのような誤った評価を行う可能性があるかについて考察を行った。  

 

2.1.1 地下水位、間隙水圧調査の従来の研究 

 

表 2.1.1-1 に示すように、原位置での地盤内の水位、水圧の観測に関しては種々の

方法が提案されている 5)。特に図 2.1.1-1 に示す観測井を用いた孔内水位の計測方法

は、最も簡単な手法として古くから用いられている 6) ,7)。この中で、水位の計測方法

に関しては、人手の掛かる手計り方式から、人件費の上昇に対応するために連続計測

が可能な自動計測方式へ変化している 3)。  

 

表 2.1.1-1 地下水位・間隙水圧測定方法の比較表 5) 
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(a) 水位測定器の例 6) 

                     (b) ボーリング構造、遮水方法の例 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 観測井の例 7) 

 

図 2.1.1-1 観測井を用いた孔内水位の計測方法の例 6),7) 
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間隙水圧計測に関しては、図 2.1.1-2 に示すような電気式間隙水圧計が開発されて

おり 8)、地盤内の複数の帯水層を対象とした計測を行うために、図 2.1.1-3 に示すよ

うな深度方向に多点区間での間隙水圧をピエゾメーターや圧力計測プローブにより連

続計測する方法 4) ,5)も開発され、近年では図 2.1.1-4 に示すような光ファイバー等を

用いた圧力変換器（間隙水圧を光ファイバーの変形から変換する方法）により長期的

に計測可能なシステムが適用されようとしている 9)。  

 

 

(a) 電気式水圧計の例  

 

(b) 間隙水圧計の設置例  

図 2.1.1-2 間隙水圧計の例 8) 
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図 2.1.1-3 多深度水圧測定システムの例 4),5) 

 

 

図 2.1.1-4 FBG 式光ファイバセンサーを用いた水圧計の例 9) 
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2.1.2 地下水位、間隙水圧調査の現状の課題 

 

前述のように地下水位や間隙水圧の調査法については、ほぼ確立されていると考え

られる。その中で、地下水位観測システムは透水性の高い砂礫層を対象としたもので

あり、間隙水圧計測区間についても短区間が望ましいが、一般的には透水性の小さい

地盤や岩盤に対しても観測井による水位計測は実施されている状況を考慮すると適切

な地下水調査が実施されていない可能性がある。ここでは、地下水調査に対する現状

を踏まえ、現状の課題として従来の観測井から得られる地下水位や間隙水圧を用いた

場合に、どのような誤った評価を行う可能性があるかについて考察を行う。  

観測井内の水位の計測という行為は、地下水位が Dupuit-Forchherimer の仮定の元

での水位計測であり、計測点での地下水位は深さ方向で一定であるとする古典的な地

下水理学の仮定に基づいている。したがって、水平方向のみの流れ場ではこのような

計測データは解析モデルのキャリブレーションに適用可能であるが、鉛直方向の流れ

成分を有する流動場では仮定を満足しないため適用は困難となる。  

広域地下水流動を対象とした場合では、地下水流動の３次元性が明らかであり、図

2.1.2-1 に示すように、均質地盤を仮定しても、降雨の涵養域では観測井が深いほど

孔内水位は低くなり、逆に流出域では観測井の深度が深くなるほど孔内水位は高くな

ることが知られている 2)。  

 

 

図 2.1.2-1 いろいろな区域における水頭 2) 
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現状の地下水流動解析では、飽和・不飽和解析における圧力水頭が零になる水位を

地下水位と定義し、この値と観測井内での水位とを比較してモデルの妥当性を検討し

ているが、以下のような評価の結果、誤った透水特性や境界条件での解析となる可能

性がある。  

(1) 降雨涵養域での地下水位は、図 2.1.2-2 (c)に示すように解析結果の方が観測

井の水位よりも高くなるため、地盤の透水性が想定値よりも大きい、あるいは

降雨涵養量が少ない、という誤った判断がなされる可能性がある。  

(2) 流出域での地下水位は、図 2.1.2-2(a)に示すように解析結果の方が観測井の

水位よりも低くなるため地盤の透水性が想定値よりも小さい、あるいは降雨涵

養量が多い、という誤った判断がなされる可能性がある。  

 

 

 

図 2.1.2-2 地下水流動と地下水位および観測井内水位の関係 

 

上記のような誤った評価の原因としては、観測井が全層ストレーナ（あるいは裸孔）

で、どの深さまで掘削されている状態での観測データなのか、といった観測値の意味

を考慮せずに、観測結果と解析結果を直接比較するために生じる誤りである。  

ここで重要なのは観測値の解釈や観測井の構造影響をどのように解析に導入するか

である。したがって、均質地盤の場合においても、観測井内の水位は地下水流動の 3

次元性により、地盤内水位と異なる場合があることを考慮すると、不均質岩盤内を貫

通した観測井内の水位が何を意味するかについては、判断が非常に困難である。しか

し、観測井が高透水な水みちに相当すると考えると、観測井内の水位は、透水性の高

い地層の水頭値に影響されるであろうことは予測できる。  

(a)流出域流れ場       (b)水平流れ場         (c)涵養域流れ場  
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観測井が地下水流動へ及ぼす影響に関しては、3 章において詳細に述べるが、観測

井の構造としては、全層ストレーナとすることは適切ではないと考えられる。ストレ

ーナの範囲が短区間であり、ストレーナ以外の孔壁とケーシング間の遮水が適切であ

れば、観測井内の水位はストレーナ区間の水圧に相当すると判断できる。地下水位観

測を目的とした一般的な観測井は全層ストレーナ構造であることを考慮すると、観測

井内の水位の解釈には注意が必要となる。特に、トンネル掘削等による地表付近の地

下水位に対する影響評価や水位の変動観測においては、観測井の深度が深い場合には

トンネル近傍の水圧低下の影響により、もともと水平方向に近い流れが鉛直方向にな

るため、観測井内の水位が低下する。その結果、掘削影響により地盤内の地下水位が

低下したと判断される場合があるが、これは誤った判断となる可能性がある。  

地質調査用のボーリング孔は、不均質性を有する地盤の構造や透水特性を把握する

目的のため、深い深度まで掘削される傾向にある。したがって、このような長尺ボー

リング孔を地下水観測井としては利用するのは、不適切であると言えよう。また、こ

のようなボーリング孔が現場の地下水流動を乱してしまうため、適切な閉塞を行うこ

とが望ましい。なお、調査費用等の観点から、仮に調査ボーリング孔を観測井として

用いる場合には、孔内を複数の区間に分割し、その間を止水して各区間での間隙水圧

を計測するシステムを用いるべきである。  

観測井から得られる水位データを適切に解釈することができれば、解析モデルの検

証データとして解析結果との比較を行うことが可能である。しかし、地下水流動の３

次元性や地盤の不均質性により、観測データの適切な解釈が困難であることを考慮す

ると、解析モデルの検証にあたっては、以下の 2 種類の対処方法が想定される。  

(1) 観測データの解釈が可能な観測システムを構築する方法  

観測データに含まれる実地盤内の地下水データとの誤差を低減するために観測シス

テムを工夫する方法である。地下水位や地盤内の間隙水圧が解釈可能な条件としては、

長尺観測井による地下水位観測を行わないことや、できるだけ短区間での間隙水圧計

測を行うことが考えられる。この場合は観測データに対する困難な解釈が不要となる

ため、適切な観測データと解析結果を比較することができる。  

(2) 解析モデルに観測井を考慮した解析を実施する方法  

観測データに含まれる実地盤内の地下水データとの誤差を、解析的に再現する方法

である。すなわち、観測井を考慮した解析モデルを構築することにより、観測井の影

響を考慮した解析結果が得られることから、観測データと解析結果を直接比較するこ

とができる。  

上記の(1)に関しては、調査費用が高額になる問題が予想される。また、計測装置の

耐久性も問題となる。一方、(2)に関しては解析手法およびモデル化の問題であり、対

応可能な方法である。実際に解析モデルの検証を行う場合には、 (1)および（2）の方

法を組み合わせた取り組みが理想であると考えられる。  

そこで本研究では、(1)よりも（2）に示した解析モデルに観測井を考慮する方法に
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ついて検討を行うこととする。  

その他の地下水調査における課題としては、水位や水圧測定装置の耐久性であろう。 

地下水位計測装置などは比較的容易に交換できるが、地下深部に設置あるいは埋設

する電気式間隙水圧計などは、容易に交換ができないため、超長期間の計測は不可能

となる。  

図 2.1.1-3 に示したような多深度水圧測定システムなどは、国内でも 20 年近い観

測が実施されているものの、今後、ケーシングシステムやパッカーシステムの劣化の

問題は避けられないと考えられる。  

また、光ファイバーなどは耐久性に優れる素材と考えられるものの、測定システム

における他の材料（例えば、接着剤など）の耐久性が問題となり、計測システムとし

ての耐久性が低下する場合も多い。しかし、耐久性の問題は課題として認識されてい

るものの、現状では解決に至っていない 3)。  
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2.2 地下水解析の現状と課題、従来の研究 

 

地下水流動解析に関しては、層流条件での流体解析方法として様々の手法が提案さ

れており、物質移行、熱伝達、化学反応などとのカップリング問題を取り扱うことが

できる解析コードの開発が行われている。表 2.2-1 に既存の解析コードの例を示すが、

地下水流動解析コードは対象とする空間次元、離散化方法、機能の違いにより数多く

開発されている 10)。その中で、最もシンプルなポテンシャル流動に対する解析のアウ

トプットは、水頭値と流速分布であり、本研究では水頭値と流速の解析手法に関して、

従来の研究のうち最新の動向について整理を行う。  

 

表 2.2-1 代表的な移流分散および多層流解析コード 10) 
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2.2.1 地下水解析の従来の研究 

 

従来から地下水流動解析における一般的な離散化方法としては、差分法（ Finite 

Difference Method）、有限要素法（Finite Element Method）、有限体積法（Finite 

Volume Method）などが挙げられる。この中でも FEM は、解析領域の幾何形状を精

度良くモデル化できるため、我が国の地質構造のように多くの地層や地下構造物から

構成される複雑形状の 3 次元複合領域に対して大変強力な解析手法であろう。FEM は

世界的にも実績は多く、実用的で信頼性の高い方法と言える。ところが、1990 年代初

頭から FEM 浸透流解析の問題点の指摘とそれを改善するための研究が欧州を中心に

盛んになった。水頭値のみを未知数とする一般的な FEM では、要素内の流速を要素

ごと独立に計算するため、解析結果として連続的な流速場が得られない、という指摘

である 11)。  

図 2.2.1-1 は 2 次元モデルの概念図である。水頭値のみを未知数とする一般的な

FEM では、解析領域全体での水頭値の連続性および流量のつり合いを満足するように、

要素構成節点における水頭値を求めた後、要素内の流速を要素の形状関数を用いて算

出することができる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2.1-1 2 次元 FEM 解析モデルと水頭値、流速の概念図 

 

ところが、図 2.2.1-1 よりわかるように、要素境界辺の水頭分布に着目すると、各

要素内の水頭分布が要素境界辺部で折れ曲がるため、要素ごとに評価した流速分布は

境界辺上で不連続となる。この流速分布の不連続性により、流線（あるいは流跡線）

評価が不適切となることが、FEM 解析の問題点として指摘されている。  

2 次元 FEM メッシュ 

節点水頭値  

 

要素ごとに節点水頭値から 

要素内流速を算出  



17 

 

この問題点に対して並行して進められた改善のための研究は、次の 2 つに分類され

る。  

① FEM の結果から精度のよい流速場を求める工夫  

② 混合補間法を用いる方法  

上記の①については、2 次元モデルにおいて要素を細分化した小領域の水収支が釣

り合うように、要素の動水勾配、透水性から連続な流速ベクトルを算出し、流速場の

精度向上に成功した報告がある 12)。近年では、3 次元モデルに対しても同様の検討が

行われており、従来 FEM の 3 次元流速ベクトル評価の精度向上が行われている 13）。 

②については、全水頭値と流速を両方とも未知数として定義し、独立に近似する手

法であり、要素境界面での流量が連続する流速補間法 14) ,15)を用いて連続式を満足す

ることにより、流速場の解析精度向上に成功している。  

櫻井ほかによると、②の方法に関しては 2 つの定式化があり、1 つを混合モデル、

もう 1 つをハイブリッドモデルとして紹介している 11)。これは、ハイブリッド法の開

拓者である故 Piar 教授の定義によるものであり、Pian と親交が厚かった故鷲津教授

は、ハイブリッドモデルと混合モデルの Pian による定義を次のように記載している。  

「“ハイブリッドモデルとは、変分原理の中に各要素内で独立な field 変数と要素境

界上での未知関数を含むもの”であり、これに対し“混合モデルとは、変分原理の中

に各要素内で一つ以上の独立な field 変数を含むもの”である。すなわち、要素境界

上で定義された未知関数を含むか否かが最大の相違点である」 16)。  

また、櫻井ほかによると、上記の混合モデル、ハイブリッドモデルについて、RT0

補間法（Raviart-Thomas 混合補間法、以降、RT-HM と称す）を用いた 3 次元モデル

に対する定式化が示されており、数値実験によりハイブリッドモデルと従来の FEM

（以降、L-CM と称す）との流速評価精度についての客観的な評価が行われている 11)。

RT-HM の流速補間について 2 次元モデルで図化すると図 2.2.1-2 のようになり、要

素境界面での流量値から要素境界辺上の流速が一定（０次）であると仮定しているも

のであり、二人の頭文字を取って RT0 と呼ばれている 17)。  
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(a) 2 次元要素辺上での流速分布  

 

(b) 2 次元正規化要素に対する RT0 形状関数  

図 2.2.1-2 最低次 Raviart-Thomas 空間（RT0)での流速補間概念図 17） 

 

一方、Brezzi et al14)では、図 2.2.1-3 に示す 1 次の流速補間関数を定義しており、

3 名の著者の頭文字を取り BDM1 と称されている 17)。RT0 と比較すると BDM1 の方

が流速補間精度はよくなるものの、未知数が増えることによる計算負荷の増大を考慮

しなければならない。  
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(a) 2 次元要素辺上での流速分布  

 

(b) 2 次元正規化要素に対する BDM1 形状関数  

図 2.2.1-3 1 次 Brezzi-Douglas-Marini 空間（BDM1)での流速補間概念図 17） 

 

櫻井ほかによる検討結果の要約は以下である 10)。  

① RT-HM の特筆すべきは、L-CM と異なり、隣接要素間の流量が連続である点と、

不透水境界条件を精度よく近似できる点である。これにより、流跡線計算にお

いて高い優位性を示す。ただし、L-CM についても要素分割が細かい場合には、

流速精度は向上する。  

② RT-HM では、要素の面形状がねじれているような任意形状の六面体、五面体

要素において、流速精度が低下する場合がある。FEM の最大の特徴の１つは、

複雑形状に対する順応性が高いことであり、特に地下水浸透流解析のように、

地形や地層境界面と言った複雑な曲面を有する領域を対象とする問題に対して

は、差分法（FDM）や有限体積法（FVM）と比較して非常に有用な方法に成

り得るが、RT-HM の 3 次元要素を用いる場合には注意が必要である。  

③ 解析対象（理論解を有する 3 次元矩形領域の数値実験結果）によっては、六面
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体要素の場合、流速の絶対値、方向ともに L-CM の方が RT-HM よりも高い精

度の解が得られる場合がある。五面体および四面体要素の場合、流向について

は RT-HM の方が L-CM よりも良好であるものの、流速の絶対値については大

差ない結果が得られた。  

④ RT-HM に関しては、2 次元問題では明らかとならなかった問題が 3 次元問題で

確認されたことから、実用化に向けてのさらなる性能検討が必要であろう。3

次元問題が不可欠となる可能性がある地下水流動問題に対しては、RT-HM は

L-CM のような従来の FEM に変わる手法ではなく、両者の長所短所を十分把

握した上での使い分けが重要となる。  

⑤ RT-HM では、全水頭の自由度が要素の境界面と中心位置で定義されるため、

実問題で重要となる地形の起伏による地下水流動への影響が、節点に自由度を

持つ L-CM と比較して過小評価される恐れがある。また、RT-HM では得られ

た全水頭を図化する場合にも注意が必要であり、一般的な図化アルゴリズムは

節点値をベースとしているため、図 2.2.1-4 に示すように、非構造格子モデル

の解析結果の全水頭コンターを正しく表現できないため、注意が必要である。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)  RT-HM             (b) L-CM 

図 2.2.1-4 全水頭コンターの図化例 11) 

 

地下水流動解析手法として RT-HM のような手法が着目された背景には、前述のよ

うに L-CM での流速評価精度の向上がある。加えて、要素間の流量の連続性が考慮さ

れるため、質量保存の観点から物質移動量を適切に評価できることが大きな特徴であ

ろう。  

1990 年代から研究されていたものの、日本国内では近年になって着目されるように

なったのは、放射性廃棄物処分における物質移行評価の精度に対して、フランスの規

制支援機関である IRSN（フランス放射線防護原子力安全研究）から従来の解析手法

に対して、以下について改善すべきとの指摘によるらしい 18)。  
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① 局所物理量の保存  

② 流向に対する要素分割格子の方向  

①については、流量や物質移動量が適切に保存される必要がある、との指摘であろ

う。②については、FEM 格子分割の影響により、地下水や物質移動評価に用いる流跡

線精度を確保する必要がある、との指摘と考えられる。  

放射性廃棄物処分の分野では、不均質な場での地下水流動を適切に評価することが

重要である。天然バリアと称される地盤・岩盤の不均質性のみでなく、人工バリアと

称される核種の移行遅延材料を含めた解析モデルによる評価が必要であるため、透水

係数のオーダーでは 8 オーダー以上異なる不均質場を対象とした解析モデルが想定さ

れる場合もある。また、地下水流動解析によるアウトプットとして、移流と呼ばれる

地下水流動による物質移動を評価するためには、処分場から漏出する汚染物質の量（施

設通過流量、などと呼ばれる）や、処分場から人類の生活圏に流出するまでの移行時

間、距離、流出点を評価する必要があり、物質移行解析を行わない場合は、従来から

流跡線演算手法が用いられている。  

流跡線演算手法にも種類があるが、一般的には常微分方程式解法の１つであるルン

ゲ・クッタ法が用いられることが多い。市販の図化ソフトウェアに付属する流跡線演

算オプションなどで用いられており、2 次や 4 次のルンゲ・クッタ法があるが、精度

が良いとされる 4 次のルンゲ・クッタ法の概念図と計算式を図 2.2.1-5 に示す。4 次

のルンゲ・クッタ法は、連続する流速場に対する流跡線評価手法として妥当であると

されているが、L-CM は領域内の流速の連続性が満足されていないため、適切な評価

ができないことが問題とされている。  

 

 

図 2.2.1-5 4 次のルンゲ・クッタ法による流跡線の概念図 
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2 次元問題の場合、理論的に流線（流れ関数値が同じ線であり、等方透水性媒体の

場合には全水頭コンターと直交する）を作図することができるが、3 次元問題では流

線の定義が困難であり、そのためにルンゲ・クッタ法のような近似手法が用いられて

いると考えてよい。菱谷は 3 次元モデルに対する流跡線評価手法の開発例を示してい

るが 13)、要素境界面での流量データから RT0 補間手法を用いる手法となっているこ

とからも、流跡線評価における RT0 補間手法が有効であることは明らかと考えられる。

また、RT-HM を用いなくても、L-CM による解析結果から精度のよい流速場を求める

工夫も行われており、要素境界での流量を適切に評価できれば、L-CM についても適

切な流跡線評価が行えることも言及されている 13)。これらを考慮すると、L-CM を用

いても、メッシュ分割による工夫や、要素境界面での流量を算出することにより、流

跡線評価精度を向上することができると考えられる。  

なお、定常解析の場合、得られる解が定常状態の水頭値のみであることから、L-CM

の場合でも要素境界面の流量計算を 1 回行うだけで良いが、物質移行のように非定常

解析の場合には各時間ステップでの要素境界面流量計算を行う必要があるため、全体

の計算時間の観点からは、RT-HM の方が優れていると言えるかもしれない。定常、

非定常問題の違いや、求めようとするパラメータの精度等を考慮し、地下水流動解析

手法に関しては、解析条件に合わせて適切に使い分けることが重要であると考えられ

る。  

このような解析技術を踏まえ、本研究では汎用性の高い FEM による地下水流動解

析手法を用いた検討を実施することとする。また、入力パラメータの影響を極力少な

くするため、地下水流動場は定常状態を前提とし、解析手法についても定常解析手法

による検討を基本とする。井戸による揚水試験の解析等では、揚水井のように境界条

件としてモデル化した解析は実施されるものの、観測井（水位計測のみ）をモデル化

した解析は見られない。  
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2.1.2 地下水解析の現状の課題 

 

地下水流動を対象とした解析手法に関しては、前述のように様々な手法が開発され

ているものの、実現象を考慮するとマルチフィジックスに対応した解析手法の開発が

大きな課題であると思われる。また、複雑な現象を考慮した解析手法に対しては、今

後、解析手法の妥当性の確認や入力パラメータの設定方法等が課題となると思われる。 

解析手法の高度化は大きな課題と言えるが、複雑な解析手法は使用するエンジニア

の技量を必要とすることも確かであろう。  

近年、国内においては原子力発電所の耐震設計における解析パラメータの入力ミス

の発覚などにより、数値解析手法を用いる場合の品質管理に対する社会的な要求が高

まっている。  

このような背景とともに、解析に対する V&V（Verification and Validation：検証

と妥当性確認）が着目されている。これはシミュレーション結果の信頼性を具体的に

確立するための方法論とされるものであり、とくに近年の CAE（Computer-Aided 

Engineering）において、シミュレーション結果の信頼性は欠かすことのできない要

件となっている。国内に先行して欧米においては既に技術基準として確立されつつあ

る考え方である。  

CAE の品質保証については、1980 年代初めに発足した英国の非営利団体である

NAFEMS が最も進んでいるとされる。当時業界で急速に導入された有限要素構造解

析技術に対して、エンジニアによるツールの安全で信頼できる利用法に的を絞った組

織であった。地下水流動解析に最も近いと考えられる CFD（Computational Fluid 

Dynamics）のワーキンググループが 1995 年に発足しており、CFD 解析に関

するマニュアルが整備されている 19)。  

米国においては、ASME（American Society of Mechanical Engineers；米国機

械工学会）から、ASME V&V 10-200620)が発表され、世界的に広く注目を集める要因

となったとされる。これは、計算固体力学分野を対象とした V&V の一般的な概念を

提示したもの（Guide）である。続いて ASME V&V 20-200921)が発表された。これは、

熱流動分野を対象とした基準（Standard）となっている。  

国内では上記の動向を受け、日本計算工学会において「シミュレーションの品質・

信頼性にかかわる調査・研究」研究分科会が発足され、ISO9001 の V&V に関する日

本の基準が発行された 22),23)。  

また、日本原子力学会では計算科学技術部会において 2002 年から 2005 年にかけて

「計算結果評価法研究専門委員会」、2010 年から 2012 年にかけて「シミュレーショ

ンの信頼性ワーキンググループ」が検討を実施している。また、標準委員会の基盤・

応用技術専門部会において、2009 年から 2010 年にかけて「シミュレーションの信頼

性検討タスク」が開催されており、放出源の有効高さ計算実施基準を発行している 24)。

V&V 分科会も 2012 年から発足しており、約 2 年を目途に V&V の標準を作成する予
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定のようである。一方、日本原子力技術協会（現在は原子力安全推進協会に改組）は、

解析業務品質向上検討会の成果として「原子力施設における許認可申請等に係る解析

業務の品質向上ガイドライン」を発行している 25)。このような背景により、今後は地

下水流動解析に対しても国内の V&V 標準の作成等が必要になると考えられるが、他

の人工材料を対象とする解析分野と比較すると困難が予測される。品質保証の分野に

おいて、ヒューマンエラーを低減させる手法については大きな基準の違いはないと予

想されるが、不均質性を有する地盤・岩盤のモデル化に対する V&V ついては、方法

論が難しいと考えられるからである。  

地下水流動解析の分野では、解析モデルの妥当性の確認をどのように実施するかに

ついての数学的な研究 26)や、地下水解析に対するガイドライン 27)がまとめられてい

るが、確証データとして用いられる観測井を用いた地下水位や間隙水圧の解釈に関す

る検討は行われていない。  

正解がわからない媒体を対象とする地下水流動解析の分野に対する V&V 手法につ

いては、今後の大きな課題と思われる。しかしながら、地下水流動解析に対する妥当

性を議論するためには、適切な調査データと解析結果を比較する行為が必須であろう。

その際に、調査データが適切でないことや、解析結果との比較が適切に行われなけれ

ば、満足な評価を行うことができない。  

不均質・不確実な場を対象とする地下水流動解析に対しては、水位や水圧データを

適切に把握、解釈すること、適切な解析手法および解析モデルを構築すること、実測

データと解析結果の比較により客観的な評価を行うこと、が重要であろう。そのため

には実測データを正確に測定すること、解析手法および解析モデルに対して、媒体の

不均質性や不確実性以外による実測データとの誤差要因を低減することが必要である。 
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2.3 本研究の位置付け 

 

地下水調査や地下水流動解析に対する調査の結果から、本研究では以下の項目につ

いて検討する。  

(1) 地下水調査については計測方法の基準が示されているものの、実際の調査では適

用条件を満足していない可能性があり、地下水調査を目的とした井戸やボーリン

グ孔掘削の影響について整理する必要がある。  

(2) 地下水調査を適切に行う必要があるものの、調査には経済的、時間的な制約が発

生する。地下水流動解析により調査による影響を評価することができれば、適切

な地下水流動評価のための誤差低減をはかることができる。従来の解析手法では、

広域地下水流動問題に対して規模の小さい観測井はモデル化されることがなか

った。しかし、観測井の構造によっては、水みちとして周辺地下水流動へ影響を

及ぼす可能性がある。観測井の地下水流動への影響を数値実験により把握すると

ともに、解析負荷を掛けずに簡易に解析モデルに考慮する方法を提案するととも

にその妥当性を確認する。  

(3) 地下水位や間隙水圧は、不均質・不確実な媒体の透水性の分布に依存しているた

め、これらのデータを適切に評価することにより、地下水流動解析のための水理

地質構造を推定することが可能である。特に間隙水圧の鉛直分布データによる水

理地質構造の推定方法について言及する。  

(4) 将来的に着目されると考えられる地下水流動解析モデルの妥当性の確認に資す

るために、地下水調査法および地下水流動解析手法の高度化に関して提言を行う。 

 



26 

 

参考文献 

 

1) 長谷川琢磨：地下水年代による地下水流動解析モデルの検証に関する研究，岡山

大学大学院 環境学研究科 博士論文，164p，平成 19 年 3 月．  

2) 山本荘毅：新版地下水調査法，第 5 章測水調査，古今書院，p.133-190，1983 

3) Thomas H. Hanna: Field Instrumentation in Geotechnical Engineering, 

Chapter 3, Pore Water Pressure Measurement Devices, Trans Tech Pub.,Series 

on Rock and Soil Mechanics Vo.10, p.121-204, 1985. 

4) John Dunnicliff: Geotechnical Instrumentation for Monitoring Field 

Performance, Chapter 9, Measurement of Groundwater Pressure, John Wiley & 

Sons, Inc., p.117-164, 1993. 

5) 地盤工学会地盤調査法改訂編集委員会：地盤調査の方法と解説，第 7 編地下水調

査，地盤工学会，p.339-492，2004．  

6) 地盤工学会：地盤工学会基準 (案) ボーリング孔を利用した砂質・礫質地盤の地下

水位の測定方法，JGS 1311:0000，2011．  

7) 地盤工学会：地盤工学会基準 (案) 観測井による砂質・礫質地盤の地下水位の測定

方法，JGS 1312:0000，2011．  

8) 地盤工学会：地盤工学会基準 (案 ) ボーリング孔内に設置した電気式間隙水圧計に

よる間隙水圧の測定方法，JGS 1313:0000，2011．  

9) 西垣誠，平田洋一，奥津晃一，藤田貴文：光ファイバセンサを用いた間隙水圧系

の開発，日本地下水学会，2011 年秋季講演会講演要旨，p.146-149，2011．  

10) 地盤工学会：続・土壌・地下水汚染の調査・予測・対策，地盤工学・実務シリー

ズ 25，p.80-81，2008．  

11) 櫻井英行，郷家光男，白石知成，菱谷智幸，山浦昌之，鹿島浩之：Raviart-Thomas

混合補間を用いた有限要素の三次元浸透流問題における基本性能，土木学会論文

集，（投稿中）  

12) Cordes, C. and Kinzelbach, W.: Continuous groundwater velocity field and path 

lines in linear, bilinear, and trilinear finite elements, Water Resour. Res., 

Vol.28, No.11, p.2903-2911, 1992. 

13) 菱谷智幸：CK 法を用いた有限要素法と RT 補間による流跡線解析について，地下

水流動解析の解析精度および検証・確証に関するシンポジウム，日本地下水学会，

p.51-66，平成 24 年 11 月．  

14) Raviart, P. A. and Thomas, J. M.: A mixed finite element method for second 

order elliptic problems, in Lect. Notes in Math., Vol.606, p.292-315, 1977. 

15) Brezzi, F., Douglas Jr., J. and Marini, L. D.: Two families of mixed finite 

elements for second order elliptic problems, Numer.  Math., Vol.47, p.217-235, 

1985. 



27 

 

16) 鷲津久一郎，池川昌弘 : 有限要素法，岩波書店，221p，1987．  

17) Matringe, S. F., Juanes, R. and Tchelepi, H. A.: Robust streamline tracing for 

the simulation of porous media flow on general triangular and quadrilateral 

grids, J. Comput. Phys., Vol.219, No.2, p.992-1012, 2006. 

18) 小野誠：高精度有限要素法の地下水流動解析への適用，地下水流動解析の解析精

度および検証・確証に関するシンポジウム，日本地下水学会，p.14-30，平成 24

年 11 月．  

19) NAFEMS：How to Plan a CFD Analysis, 45p, 2003 

20) ASME：Guide for Verification and Validation of Computational Solid Mechanics, 

ASME V&V 10-2006, 27p, 2006. 

21) ASME： Standard for Verification and Validation of Computational Fluid  

Dynamics and Heat Transfer, ASME V&V 20-2009, 88p, 2009. 

22) 日本計算工学会：日本計算工学会基準，工学シミュレーションの品質マネジメン

ト，JSCES-S-HQC001，34p，2011．  

23) 日本計算工学会：日本計算工学会基準，工学シミュレーションの標準手順，

JSCES-S-HQC002，20p，2011．  

24) 日本原子力学会：日本原子力学会基準，発電用原子炉施設の安全解析における放

出源の有効高さを求めるための数値モデル計算実施基準：2011，AESJ-SC-A004，

2011．  

25) 日本原子力技術協会：原子力施設における許認可申請等に係る解析業務の品質向

上ガイドライン，JANTI-GQA-01－第 1 版，12p，平成 22 年 12 月．  

26) Mary C. Hill,Claire R. Tiedeman : Effective Groundwater Model Calibration: 

With Analysis of Data, Sensitivities, Predictions, and Uncertainty, 

Wiley-Interscience, 455p, 2007. 

27) 長谷川琢磨：地下水流動解析のガイドラインに関する調査，日本地下水学会誌 第

48 巻第 2 号，p.75-86，2006．  

 



28 

 

（白紙ページ）  



 29 

第 3 章 観測井を考慮した地下水流動解析手法 

 

3.1 観測井の地下水流動への影響 

 

第 1 章に示したように、近年の地球環境問題とともに、地下水環境の維持、保全は重

要な課題である。地下水位の高い我が国では、土木・建築工事において地下水対策は必

須であり、地下水環境維持のための対策工法が提案、実施されている。対策にあたって

の重要なデータは地下水状況の把握であり、地下水調査については従来からボーリング

孔、井戸掘削による方法が用いられてきた。ところが、適切な調査、評価を実施しない

と正確な地下水状況の把握ができない場合が想定される。そのために適切な対策が実施

されない場合や、過度な対策により過大なコストを必要とする場合、また、新たに別の

地下水環境問題を引き起こす場合などが考えられる。  

一方、放射性廃棄物処分のように地下水シナリオによる被ばく線量評価においては、

長期の地下水流動評価の妥当性、精度が重要であり、地下水流動に対する予測解析モデ

ルの妥当性の確証を行うには、現状の地下水流動の再現性が重要なアプローチ方法とな

る。その際には解析結果と実測データの比較により解析結果の再現性を評価することに

なるが、実測データの適切な把握と解釈は重要であるとともに、解析結果との的確な比

較評価が必要となる。  

ここでは、地下水流動評価モデルの適切な妥当性の確証方法をどのように行えばよい

か、という課題に対する第一歩として地下水状況を適切に把握、評価するための地下水

調査と周辺地下水流動との関係について整理することを試みた。  

 

3.1.1 ボーリング孔や井戸から得られる地下水位データの意味 

 

ボーリング孔や井戸を用いた地下水流動の調査、モニタリングにおいて、得られる実

測データが何を表しているか、本当に地盤内の地下水流動を適切に表しているデータな

のか、その評価は非常に重要である。しかし、ボーリング孔の掘削による周辺地下水流

動への影響の有無や実測データの意味について

は、十分把握されていないと思われる。そこで

本研究では、まず地下水位調査の場合について

考える。  

図 3.1.1-1 は一般的な井戸の断面構造を示し

ている。透水性が比較的大きい地盤の場合、こ

のような構造の井戸により、我々は地下水位を

計測できると考えているが、多層地盤の場合は

どうであろうか。多層地盤構造において、各帯

水層が被圧している場合には、図 3.1.1-2 に示

地表面

保護ケーシング

ストレーナ部

地表面

保護ケーシング

ストレーナ部

図 3.1.1-1 一般的な井戸の構造
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すような複数の井戸を用いて、それぞれの帯水層の水圧を評価する必要があることは知

られているが、現状では最初からこのような観測を実施することは難しい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.1-2 多層地盤での井戸構造の例 

 

おそらく、多層地盤でも最初は 1 本の井戸あるいはボーリング孔で地下水位を計測す

るはずである。もし、地盤が健全な場合には、ケーシングのない裸孔状態となる可能性

も十分にある。このような場合、井戸やボーリング孔内の地下水位は何を表しているの

であろうかと言う疑問が生じる。  

例えば、図 3.1.1-3 に示すように、地下水流動場が異なる地点で同じ長さ（掘削長）

のボーリング掘削を行った場合、図 3.1.1-3(a)に示されるように、地下水流動が水平で

あり、静水圧分布の場合については、ボーリング孔内水位と周辺の地下水位はほぼ同じ

と見なすことができるが、図 3.1.1-3(b)のように地下水流動が下向き流れ場（地下水の

涵養域の場合や、深部の被圧帯水層の水頭値が小さい場合など）においては、深部の全

水頭が小さいため、ボーリング孔内の水位（平衡水位）は周辺地下水よりも低くなるは

ずである。また、図 3.1.1-3(c)のように地下水流動が上向き流れ場（地下水の浸出域や

深部の被圧帯水層の水頭値が大きい場合など）においては、深部の全水頭が大きいため、

ボーリング孔内の水位（平衡水位）は周辺地下水よりも高くなり、場合によっては孔口

から湧水現象が発生するはずである。  

Toth は地下水の基本的な流動単位として、均質地盤内において図 3.1.1-4 のように、

涵養域では深部の水圧が小さく、中央域ではほぼ静水圧、流出域では深部の水圧が高く

なることを示している 1)。  
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地下水位

被圧帯水層

被圧帯水層

？

？

？

地表面

地下水位
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被圧帯水層

？

？
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このように、地下水位を計測するためにボーリング孔（あるいは井戸）を掘削し、孔

内水位を計測しても、その地点での周辺地下水位と同じではない場合があることに注意

を要する。  

 

 

 

図 3.1.1-3 井戸構造と水理地質構造と地下水流動と地下水位の関係 

 

 

図 3.1.1-4 地下水流動概念図 1) 
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ここで地下水位調査の意味について考える。  

「地下水位」と言うと、一般的には不圧帯水層において「地表面付近に存在する飽和

領域と不飽和領域の境界（Water table）」の意味として用いられる場合が多いが、被圧

帯水層中の水頭に対しても地下水位（Groundwater level）と呼ばれる場合があるよう

である。地盤内にピエゾ管を立ち上げた場合のその点での水頭値として定義すればよい

かもしれないが、一般的な使い方については注意する必要があると思われる。すなわち、

「地下水位」をどのような意味で用いているかによって、地下水調査方法も適切に設定

する必要がある。  

「Water table」の場合、「地下水面の位置」として地盤内の飽和領域と不飽和領域の

境界を把握することが目的となる。地下水面下の飽和流動領域の流れに対して、平面的

な動水勾配分布を表すものであり、表層地下水の流動方向、動水勾配等を把握するため

の基本的な調査として従来から実施されている。この場合の「地下水位」は「地下水面

位」と言った方が良いかもしれない。不圧帯水層における地下水位は、降雨等の影響に

より季節変動を伴うものである。地下深部の地下水圧よりも地表付近の地下水位の方が

季節変動は顕著である場合が多いことから、地下水位は降雨による地表面からの涵養量

に密接に依存していると考えられ、降雨涵養量の評価においても地下水位のデータは有

効であると言える。これらより、従来の地下水評価において、地下水位は平面的な地下

水流動方向の評価、判断材料として、また降雨涵養量の影響評価に用いられてきた。  

一方、「Groundwater level」の場合、地下深部の地下水の全水頭（全ポテンシャル）

を把握することが目的であり、従来は被圧帯水層に対する流動方向、動水勾配等を評価

するための調査が実施されてきた。近年では、多深度での水頭値観測が可能になったた

め、深部地下水の 3 次元的な動水勾配や、流動方向を評価することが可能となっている。

特に地下深部を含む広域流動場の評価や、トンネル掘削による周辺地下水影響の評価に

対しては、３次元的な地下水流動を対象とする必要がある。この場合には図 3.1.1-3 に

示したような地下水位による評価はデータの信頼性の観点から難しくなる。  

ここで図 3.1.1-5 のようにトンネル掘削を想定した地下水位観測を行う場合、トンネ

ル直上に設けられた地下水位観測孔内の水位が周辺地盤内の水位として評価できるか、

について考える。トンネル掘削時の排水により、トンネル周辺の水圧は低下し、地盤内

の水分移動に伴い地下水位の低下現象が発生する可能性がある。近年ではこのような掘

削工事にともなう地下水位低下による環境影響が問題視されている。そのため、掘削工

事による周辺地下水挙動を的確に把握する必要があり、地下水位観測もその１つの方法

であろう。このような場合に、図 3.1.1-5(a)のような浅い井戸の場合、井戸枯れが発生

すると地下水面の低下によるものと判断できるが、図 3.1.1-5(b)のようにトンネル付近

まで井戸が掘削されている場合には、井戸内の水位はトンネル掘削による水圧低下の影

響によるものであり、トンネル上部の地下水面と判断することはできない。特に亀裂性

岩盤の場合、井戸と亀裂、トンネルが連続していると井戸の水位は瞬時に低下する現象

が発生する。  
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このような現象は、井戸あるいはボーリング孔が地盤内の空隙、高透水部として作用

するためであり、言い換えると地下水流動に対して大きな影響を及ぼす可能性があるこ

とを示している。  

 

 

 

(a) 短尺な地下水位観測孔           (b) 長尺な地下水位観測孔  

 

図 3.1.1-5 トンネル掘削影響を観測するためのボーリング孔の違い 

 

ボーリング孔や井戸による地下水位調査においては、得られるデータの特徴としては、

以下のように表現することができる。「観測孔内の水位は、周辺地下水位とは異なる場合

が想定され、観測孔の掘削範囲内において、観測孔内での上下の流動量がつり合った状

態の平衡水位となる。」  

ボーリング孔や井戸による地下水位観測孔は掘削行為により地盤内での上下方向の高

透水部として作用するため、観測孔内において上下方向の流動が発生する可能性がある

ことに注意しなければならない。ただし、図 3.1.1-6 に示すフローメータ検層のように

観測孔内の上下流動を利用し、孔内の流速変化から地盤内の高透水部となる水理地質（水

みち）を把握する方法も提案されている。このような特徴を的確に把握し、評価するこ

とが重要であろう。  
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図 3.1.1-6 水みちの把握を目的としたフローメータ検層の概念 

 

これらより、地下水位観測については、比較的表層付近の地下水流動の把握、評価に

対しては適用性があるものの、深部地下水やトンネル掘削等を含む鉛直方向成分が含ま

れる地下水流動の把握、評価については適用性が低いと考えられる。そのため近年の地

下水流動問題では、３次元的な地下水流動評価において地盤内の地下水位（水頭値、間

隙水圧データ）が重要な地下水観測データとして位置づけられている。  

一般的な堆積岩地域の例として、第四紀層と第三紀層の地下水流動の概念図を図

3.1.1-7 に示すが、透水係数の大小関係により、第四紀層中は比較的静水圧分布を示す

場合が多いと考えられ、図 3.1.1-4 に示した Toth の概念では、透水性の小さい第三紀層

中の地下水流動としてみなすことができる。このような場合、第四紀層中に地下水位が

存在する場合には、地下水位観測孔により第四紀層中の地下水位を計測することは妥当

であるが、第三紀層内の地下水位を計測することは難しいであろう。  

 

 

図 3.1.1-7 現実的な地下水流動概念図 
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近年、従来の地下水位調査のみでなく岩盤内の地下水流動状況を把握する目的で、間

隙水圧データを取得するケースが増えてきている。現在、間隙水圧計測の手法としては、

基本的には 1 本のボーリング孔においてパッカーを多段方式に設置し、パッカーとパッ

カーの間の区間の地下水圧を計測するものである。特に深部地下水を対象とする調査に

おいては、このような間隙水圧の測定装置を用いることにより単孔の場合に鉛直方向の

水圧分布が、多孔のデータを取得すると、3 次元的な水圧分布を把握できる。このよう

な手法の適用にあたり、ボーリング孔の掘削長が長い場合（数 100m 以上）には、1 箇所

あたりの間隙水圧の測定区間が長くなることが想定され、パッカーで区切られた測定区

間が長い程地盤の不均質性は大きくなり複雑な水圧分布である可能性が高くなる。測定

区間を短くする方法が考えられるが、設備費用が高くなるため望ましい解決方法になら

ない場合が多い。  

上記のように、間隙水圧の計測においても測定区間が長い場合には、地下水位計測と

同様の問題が想定される。すなわち、図 3.1.1-8 に示すようにパッカーで区切られた区

間内では周辺岩盤内の水圧分布の影響により上下方向の流動が発生し、測定区間内の水

圧は孔内の上下流が平衡状態となった状態での平衡水圧となる。このため間隙水圧デー

タを解釈する上では、測定区間の平衡水圧であることに留意する必要がある。  

 

 

図 3.1.1-8 間隙水圧計測区間内での地下水流動概念図 
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第三紀層のような堆積岩においては多層構造を示す場合が多く、地下水流動のキャッ

プロックとなり得る低透水性の地層（泥岩層など）や高透水性の地層（固結度の小さい

砂岩や礫岩などや大規模な割目など）が存在すると、複雑な間隙水圧分布を示す場合が

ある。このような水理地質構造による間隙水圧分布の一例を図 3.1.1-9 に示す。このよ

うな複雑な堆積構造の場所において地下水位、間隙水圧計測する場合、適切に観測区間

を設定しなければ、地下水の水位分布、間隙水圧分布を把握することはできない。また、

井戸やボーリング孔を掘削することによって、人為的な水みちができるため、周辺地下

水への影響が想定されるものの、現状ではその影響を把握することができない。  

 

 

 

図 3.1.1-9 複雑な水理地質構造と間隙水圧分布の例 
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3.1.2 まとめ 

 

ここでは従来実施されていた井戸やボーリング孔を用いた水位観測の観点から、地下

水調査の方法と実際の地下水流動との関係について検討してきた。以下にその結論を列

挙する。  

(1) 地下水面を把握するための調査に関しては、比較的浅い観測井が望ましく、3 次

元的な流動場では、多深度での水位観測や間隙水圧計測が望ましいと言える。  

(2) 一般的には地盤調査と併用したボーリング孔を観測井として用いることが多く、

観測井の深度を常に適切に設定することは難しいことがわかった。  

(3) 長尺ボーリング内の水位を、ボーリング孔周辺の地下水位として判断することは

できないと考えられる。なぜなら、ボーリング孔が水みちとして作用し、ボーリ

ング孔内を地下水が流動するため、孔内水位はボーリング孔掘削部の平衡水位と

なるからである。  

(4) 適切に孔壁のシーリングを行うことにより、ストレーナを設置した区間の地下水

位を観測することはできると考えられる。重要なことは、観測区間以外での鉛直

流動を発生させないことである。  

(5) １本の長尺ボーリング孔を用いて、1 区間のみの地下水位を観測するシステムは

現実的でない。よって、1 本のボーリング孔を用いて、パッカーにより区切られ

た観測区間の水位、水圧を計測する方法が用いられる。  

(6) パッカーで区切られた観測区間が長い場合には、観測区間内において鉛直方向の

流動が発生し、水圧は観測区間の平衡水圧（水頭値がほぼ一定）になる。  

(7) 観測区間を短くすることにより、鉛直方向の流動を少なくすることができると考

えられるが、パッカーが大量に必要となるため、調査コストが掛かる問題がある。 

(8) 適切な地下水調査を行うためには、観測システムを工夫する必要があるものの、

調査コスト増加を招くことは明らかである。できるだけ自然状態の地下水データ

を把握するための工夫を行うことが望ましいことがわかった。  

上記のようにまとめたが、まだ井戸やボーリング孔を地盤に掘削することによる周辺

地下水流動への影響については、明らかになっていない。そこで、次項では人為的に掘

削された観測井やボーリング孔の周辺地下水流動への影響に関して、解析手法を用いた

数値実験を行った。  
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3.2 観測井を考慮した地下水流動解析 

 

地下水調査における観測井やボーリング孔の掘削は必須である。自然状態の地盤・岩

盤に対して、水みちと成り得るこれらの人為的な掘削による周辺地下水流動への影響が

懸念されるが、従来はこのような観測井やボーリング孔掘削の影響はあまり議論されて

おらず、地下水流動解析においても、井戸の揚水や注水など境界条件として与えられる

ことがあっても、掘削影響そのものが解析的に評価されることはなかった。解析モデル

内に観測井やボーリング孔がモデル化されていないことからも明らかであるが、その理

由としては、井戸やボーリング孔の地下水流動への影響は小さいと考えられていたこと

による。  

ここでは従来は解析的にモデル化されていない観測井やボーリング孔を考慮した地下

水流動解析を行うことにより、これら人為的な水みちが周辺地下水流動へ及ぼす影響に

ついて定量的に評価することを試みた。  

 

3.2.1 2 次元平面モデルによる検討 

 

従来は、地下水流動はほぼ水平であるものとして評価が行われていた。広域地下水流

動に対して平面 2 次元解析や準 3 次元解析が適用されていたのは、大局的な地下水流動

場がほぼ水平方向に卓越していると判断されていることによる。  

このような前提では、観測井やボーリング孔は間隙率 100%の円形空隙としてモデル

化することができる。図 3.2.1-1 に 2 次元モデルのイメージを示す。  

 

 

図 3.2.1-1 観測井に対する平面 2 次元モデルのイメージ  
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図 3.2.1-2 に示す水平 2 次元断面モデルを用いて、周辺地盤と観測井内の透水係数の

違いに対する感度解析を行った。観測井は一般的な地質調査ボーリングの掘削径を考慮

し、φ10cm を想定した。  

 

 

図 3.2.1-2 平面 2 次元断面ＦＥＭモデル  

 

表 3.2.1-1 および図 3.2.1-3 に感度解析結果を示す。観測井と地盤との境界面におい

て、周辺地盤から流入および流出する地下水流量（ここでは「観測井内の流量」と称す）

の比率で整理した。その結果、観測井が低透水性の場合は、観測井内の流量は小さくな

るが、観測井が高透水の場合は、観測井がない自然状態での地下水流量と比較して、観

測井内の流量は最大約 2 倍になる程度の影響であることがわかる。  

 

表 3.2.1-1 感度解析条件および結果 

 

case(i)

周辺地盤の
透水係数

K1(m/s)

観測井内の
透水係数

K2(m/s)

透水係数比

K2/K1

観測井内
流量比

(case(i)/case0)

case0 1.000E-07 1.000E-07 1.000E+00 1.00000
case1 1.000E-07 1.000E-01 1.000E+06 2.01566
case2 1.000E-07 1.000E-03 1.000E+04 2.01566
case3 1.000E-07 1.000E-05 1.000E+02 1.99558
case4 1.000E-07 1.000E-06 1.000E+01 1.82995
case5 1.000E-07 1.000E-08 1.000E-01 0.18069
case6 1.000E-07 1.000E-09 1.000E-02 0.01965
case7 1.000E-07 1.000E-11 1.000E-04 0.00020
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図 3.2.1-3 感度解析条件および結果 

 

図 3.2.1-4 に観測井がない場合（case0）、高透水な場合（case1）、低透水な場合（case7）

の全水頭分布図を示す。観測井掘削 (case1)あるいは閉塞時(case7)の周辺地下水流動への

影響は、観測井の近傍のみであることがわかる。  

このような検討結果からは、観測井掘削影響は小さいと考えられるものの、正しいで

あろうか、との疑問が生じる。  

また、平面 2 次元モデルでは当然のことであるが観測井の鉛直方向の流動を評価する

ことができない。  

地盤の透水性が大きく、水平流動の卓越場においては、本検討結果のように観測井の

影響は無視できるであろうが、広域地下水流動に見られるような地盤の透水性が小さく、

鉛直成分を含む 3 次元流動場において観測井は水みちとして作用し、観測井に沿った流

動が発生する可能性が高いことを考慮し、観測井に沿った流動場での計測データを得て

いると考えると、当然その値の評価を行う必要がある。  

そこで、3 次元モデルによる検討を試みた。  
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図 3.2.1-4 全水頭分布図の比較 
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3.2.2 3 次元モデルによる検討 

 

(1) FEM モデルと境界条件 

図 3.2.2-1 に作成した３次元 FEM 解析モデルの鳥瞰図を示す。比較的広域地下水流

動を対象とし、領域内の３箇所に観測井をモデル化した。観測井の構造は裸孔状態のボ

ーリング孔（全層ストレーナの観測井）とし、内径φ100mm として観測井の内部につ

いても 3 次元要素でモデル化を行った。観測井の掘削長は 50m とし、観測井内部につい

ては、通常は空間であり、管路的な流動であるが、前項の 2 次元平面モデルと同様にダ

ルシー則に基づき流動するものと考え、観測井内に透水係数を与えることにより評価で

きるものと考えた。  

観測井周辺の FEM メッシュを図 3.2.2-2 に示す。前項の 2 次元平面モデルと同様の

メッシュ分割を用いることとした。観測井掘削の影響により、観測井周辺の動水勾配が

大きくなる可能性がある。観測井の影響を定量的に把握するため、観測井周辺のメッシ

ュについては細かく分割することにより、解析モデルの精度向上を図った。これにより、

解析モデルの規模は、節点総数：1,775,760、要素総数：1,744,200 となった。  

対象とする地盤モデルとしては、堆積岩を想定し、3 層構造を考慮した。不均質性の

影響を評価するため、観測井の掘削深度において、薄い薄層の地層（挟在層：2m 厚さ）

を考慮した。挟在層の透水性の違いにより、観測井掘削の影響が異なると考えられるこ

とによる。  

境界条件は、地表面のみ水頭固定境界＋可変境界（降雨涵養＋浸出面）とし、側面お

よび底面は不透水境界とした。よって、モデル内の地下水面は降雨涵養量によって形成

される条件となる。  

 

 

図 3.2.2-1 観測井を考慮した 3 次元解析モデルと境界条件 

 

 

B 

A 

Well 2 

Well 3 

Well 1 

150.75m 

98.39m 

E.L. -100.00m 

E.L. -1.61m E.L. 50.75m 

E.L. -100.00m 

 
地層 1 

 
地層 2 

 
地層 3 

地質凡例 

350.00m 

200.00m 

側面、底面：不透水境界 

地表面２：可変境界（降雨涵養＋浸出面） 

地表面１：水頭固定境界（H=E.L.0m） 
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図 3.2.2-2 観測井周辺のメッシュ分割 

 

(2) 感度解析条件と検討ケース 

表 3.2.2-1 に感度解析条件と解析検討ケースを示す。地層１は第四紀層を、地層２は

第三紀層を想定した。地層３は挟在層であり、挟在層の有無、透水性の違いと、観測井

の透水性の組み合わせにより感度解析ケースを設定した。  

 

表 3.2.2-1 感度解析条件と検討ケース 

ケース

No. 

降雨涵養

量  

(mm/y) 

透水係数 (m/s) 

備考  地層１  地層２  地層３  観測井  

case0 

300 1.0E-6 1.0E-8 

1.0E-8 
1.0E-8 挟在層なし、観測井内低透水性  

case1 1.0E-3 挟在層なし、観測井内高透水性  

case2 
1.0E-10 

1.0E-8 挟在層低透水性、観測井内低透水性  

case3 1.0E-3 挟在層低透水性、観測井内高透水性  

case4 
1.0E-5 

1.0E-8 挟在層高透水性、観測井内低透水性  

case5 1.0E-3 挟在層高透水性、観測井内高透水性  

case6 1.0E-8 

1.0E-1 

挟在層なし、観測井内高透水性２  

case7 1.0E-10 挟在層低透水性、観測井内高透水性２  

case8 1.0E-5 挟在層高透水性、観測井内高透水性２  
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(3) 感度解析結果 

ここでは解析結果を整理し、感度解析項目毎に考察を行う。着目した点は、地質構造

の不均質性による影響（挟在層の有無と透水性の影響）、観測井掘削の影響（観測井の透

水性の影響）である。 

 

ａ．地質構造の不均質性の影響 

まず挟在層の有無や透水性の違いによる不均質性が解析結果に及ぼす影響について整

理する。 

観測井を考慮していない、あるいは観測井が閉塞されている case0、case2、case4 の

解析結果として、図 3.2.2-1 に示した A－B 断面での全水頭分布および地下水分布図を図

3.2.2-3 に示す。図 3.2.2-3 より、地層の不均質性により、モデル内部の全水頭分布、

地下水分布が異なることがわかる。case0（挟在層なし）と case2（挟在層が低透水性の

場合）を比較すると、間隙水圧分布は大きく異なるものの、地下水位分布に大きな違い

は見られない。これより、地下水位の調査のみでは不均質性の把握は困難であり、地層

の透水性や、間隙水圧分布を把握しなければ、適切なモデル化は困難であることがわか

る。 

また、地下水位の分布について見ると、case4（挟在層が高透水性の場合）において地

下水位の分布が他の 2 ケースと異なり低下していることがわかる。これは、降雨涵養量

が一定のため、モデル内の透水性が相対的に大きくなる case4 では、地下水位の分布が

低くなるためである。高透水な地層が存在する場合は、地下水位への影響が大きいと考

えられ、このような地層の把握が適切でない場合、降雨涵養量の評価を誤る可能性があ

ることを示唆している。すなわち、降雨涵養量と地下水位は相関関係にあるため、地下

水位の実測値に基づき降雨涵養量を設定する場合には、地下水位の実測データが重要な

根拠データとなることから、地下水位、水理地質構造モデル、降雨涵養量が全て適切で

なければ、正しい地下水流動評価ができなくなる。 

 

ｂ．観測井掘削、透水性の影響 

次に観測井掘削影響について整理する。 

まず、観測井の透水性の設定関しては、case1、case3、case5 において、周辺地層よ

りも２オーダー大きい値を設定した。図 3.2.2-1 に示した A－B 断面での全水頭分布およ

び地下水分布図を図 3.2.2-4 に示す。これより、観測井周辺において動水勾配が大きく

なっていることがわかる。これは、観測井内の地下水流動により、周辺地盤内からの流

入、流出が発生するためである。特に、case5 の well3 を見ると、下向き流れ場に掘削

された観測井内の地下水面（圧力水頭が０）は、周辺地盤内の地下水位よりも低下する

現象が現れていることがわかる。 

本解析モデルでは、観測井内部に透水性を与え、ダルシー則に基づく連続性を満足す

る条件となっている。掘削された観測井の透水性が明確でないため、観測井の透水性と
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しては、case6、case7、case8 において、さらに２オーダー大きい値（1E-1m/s）を設定

した場合の全水頭分布および地下水分布図を図 3.2.2-5 に示す。図 3.2.2-4 と図 3.2.2-5

の比較から、観測井として考慮した透水性の違いにより、全水頭分布、地下水分布に見

られるように観測井の周辺地下水流動への影響が異なることがわかる。特に観測井掘削

の影響が大きいのは、高透水な挟在層が分布する場合であり、地下水位が大きく低下す

る。観測井の掘削時に掘削水が逸水（地盤内に吸い込まれる現象）するような場合は、

このような高透水部の影響によるものと考えられるため、把握しやすいことは幸いであ

るが、このような場合に観測井や井戸を裸孔状態で放置すると、定常状態として case4

から case8 のような状態に変化することが考えられる。 

一方、観測井を考慮したシミュレーションを行う場合に、観測井内の透水性をどのよ

うに評価すればよいのだろうか。本検討では、観測井内の透水性として 2 ケースを設定

した。図 3.2.2-6 に各観測井内の全水頭分布の比較結果を示す。これより、観測井内の

透水性が 1E-3m/s の場合は、全水頭値が鉛直方向で異なっており、1E-1m/s の場合は、

ほぼ一定の全水頭であることがわかる。定常状態では、観測井内の水位は一定であり、

ほぼ静水圧分布となると考えられることから、1E-1m/s の場合の方が観測井の影響を反

映していると考えられる。 

本検討では連続体として観測井を考慮したが、観測井内の透水性の設定方法について

まだ不明確な部分があるものの、地下水流動解析により観測井の影響を評価することが

できる見通しが得られた。 
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図 3.2.2-3 鉛直断面での全水頭および地下水位分布（地盤の不均質性の影響比較） 
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(c) case4(挟在層高透水、ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ孔なし) 



 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.2-4 鉛直断面での全水頭および地下水位分布（ボーリング孔の掘削影響比較） 
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図 3.2.2-5 鉛直断面での全水頭および地下水位分布 

（ボーリング孔の透水性の影響比較） 
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図 3.2.2-6 ボーリング孔内の全水頭分布の比較 

（ボーリング孔の透水係数～破線：1E-3m/s、実線：1E-1m/s） 

(a) case1、case6 の比較 

(b) case3、case7 の比較 

(c) case5、case8 の比較 
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なお、観測井内には鉛直方向の流速成分が発生し、孔内を地下水が流動する。この流

速を評価するために、観測井内中心部の FEM 要素の流速データを抽出し、比較を行った

結果を図 3.2.2-7 に示す。観測井掘削の影響により、鉛直方向の流速が 2 オーダー以上

大きくなっている。挟在層の有無、透水性に着目すると、挟在層がない場合と低透水性

の場合では、鉛直方向の流速分布はあまり変わらず、高透水性の場合には挟在層の上下

で、流速が変化することがわかる。フローメータ検層はこのような観測井内の流速変化

により高透水部を発見する手法であり、解析的にも再現することができるが、低透水性

の挟在層の発見は難しいことがわかる。 

また、涵養域である well3 についてみると、挟在層が高透水な場合の case8 では流速

値が 1E-3m/s を上回る場所が認められる。観測井の内径はφ0.1m であることから、孔内

の流量は約 0.47L/min（約 250m3/y）であり、降雨涵養量 300mm/y と比較すると、年間約

825m2（半径約 16m の円の面積相当）に涵養する流量に相当し、これより、観測井の掘削

および裸孔状態で放置しておくと、観測井内の上下方向の流動により周辺地下水へ及ぼ

す影響について、孔内流量により定量的に評価することができると考えられる。  

次に、このような観測井影響を受けた状態での観測される孔内地下水位と周辺地盤の

地下水位の違いについて確認するため、特に涵養域に位置する well3 周辺の地下水分布

について図 3.2.2-8 に示す。図 3.2.2-8 より、挟在層がない場合や低透水性の場合には、

地下水位に対する観測井掘削の影響は小さく、観測井内の地下水位と周辺の地下水位に

ついては大きな差が見られないが、挟在層が高透水性の場合は、観測井掘削影響により

周辺地下水位が大きく低下するとともに、観測される孔内地下水位自体が、周辺地下水

位よりも低くなることが明らかとなった。 

また、挟在層が高透水な場合は、考慮する観測井の透水性の違いによっても、解析結

果として得られる地下水位分布が異なることから、このような解析を行う場合の観測井

に与える透水性の設定が重要であることがわかる。  
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図 3.2.2-7 観測井内鉛直流速分布の比較図 
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3.2.3 まとめ 

 

本検討の結果、従来解析的に考慮されなかった観測井をモデル化することにより、観

測井の掘削影響を解析的に再現することができることがわかった。また、解析結果とし

て観測井掘削影響を評価することにより、地下水位分布や間隙水圧分布の実測データと

の比較を行う場合に、従来の観測井をモデル化しない解析結果よりも適切な比較検討を

行うことができると考えられる。特に、地下水位分布などは FEM 解析の境界条件とな

る降雨涵養量と密接に関係するため、涵養量の設定における地下水位分布の評価精度が

上がることが期待できる。  

ただし、広域地下水流動を対象とした 3 次元解析モデルに対して、本検討で用いたよ

うな解析メッシュ分割の適用は、解析モデル規模や解析時間の観点から現実的とは言い

難い。  

そこで、より簡易な方法により観測井の影響を評価する方法として、観測井を 1 次元

線要素でモデル化する解析手法の適用性について着目した。  
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3.3 FEM 地下水流動解析への 1 次元線要素の適用 

 

計算機性能の革新的な向上に伴い、地下水流動解析に関しても 3 次元解析が一般的と

なりつつあるものの、解析領域、複雑な水理地質構造、地下施設等を FEM 解析モデルと

してメッシュ作成を行う場合、現状では数 100 万自由度（節点数）が実務上の限界モデ

ル規模と考えられている 2)。さらに規模の小さい観測井を 3 次元モデルとして考慮する

と、広域を対象とした地下水流動解析ではメッシュ数の増大を招くため、現実的に容易

でない。 

解析モデル内に観測井を簡易にモデル化することができれば、観測井の影響を考慮し

た地下水流動解析を実施することができる。そこで、観測井を 3 次元 FEM モデル内に 1

次元アイソパラメトリック線要素でモデル化する手法を提案する。同様の手法はこれま

でに排水ボーリングを考慮した解析に対して実施されている 3),4)が、一般的な観測井の

モデルに対しての適用はなされていない。 

 

3.3.1 1 次元線要素の定式化 

 

図 3.3.1-1 に示す 3 次元空間内における 1 次元アイソパラメトリック要素内の水頭値

ｈは式(１)～(３)のように表記できる。 

 
i

）1,2i（  hNh ii                           （１） 

1)ξ(-1   /2)ξ＝(1N)/2,ξ-＝(1N 21                      （２） 
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          （３） 

ここで、ｈ：要素内水頭値、hi：節点番号 i での水頭値、Ni：形状関数、ξ：1 次元

要素座標値、x、y、z：3 次元全体座標値、である。 

 

 
図 3.3.1-1 1 次元線要素の座標変換イメージ 
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ダルシー則に基づく連続式については、式(４)のように観測井の断面積と透水性から

得られる透水特性（ここでは観測井の「通過流量係数」と定義する）を想定して評価す

ることにより、2 節点間の流量を考慮することができる。 

 

     2

12

2

12

2

12

12＝Q
zzyyxx

hhT




  

kAT                                    （４） 

ここで、Ｑ：１次元要素内流量、Ｔ：通過流量係数、ｋ：１次元要素の透水係数、Ａ：

１次元要素の断面積である。 

3 次元モデル内での 1 次元要素（線要素）のイメージを図 3.3.1-2 に示す。基本的に 2

つの節点間の考慮することができるが、流量の連続性を考慮すると、3 次元要素の境界

辺上に設定する必要がある。 

 

 

図 3.3.1-2 3 次元 FEM モデルにおける 1 次元線要素の考慮方法 

 

 

3.3.2 1 次元線要素の妥当性の検討 

 

ここでは前項の 3 次元モデル解析と同様に、観測井のような水みち内部の流動につい

てもダルシー則を適用してモデル化することを試みた。戸井田ほかによると、水平断面

における鉛直ボーリング孔内の流動に対してダルシー則とナビエストークス則での運動

方程式とを比較した結果、ダルシー則でモデル化できることを確認している 5)。すなわ

ち、ボーリング孔内の鉛直方向流れが速くなり、レイノルズ数が大きくなるとダルシー
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則の適用範囲外となる可能性があるものの、層流状態の流速が過度に大きくなることは

考えられないことから、ダルシー則の適用範囲であると仮定する。なお、本仮定の妥当

性に関しては、後述するように解析結果から考察を行った。 

1 次元線要素の流動特性を把握するため、モデル解析および感度解析を行い、その特

性、適用性について妥当性検討を行った。検討にあたっては、後述する 2 種類のモデル

ケースを設定した。 

 

(1) 1 次元流動場モデル 

3.2 節の図 3.2.1-1 に示したように、観測井に対して直行する水平流動場では、平面 2

次元流れ場となるため、地下水流動への影響は小さいことがわかった。そのため、ここ

では観測井と並行する流れ場での影響の観点から、1 次元線要素モデルの妥当性につい

て検討を行った。解析モデルおよび境界条件を図 3.3.2-1 に示す。解析領域の対称形を

考慮し、１／４モデルによるケーススタディを実施した。 

 

 

 

図 3.3.2-1 解析モデルと境界条件（1 次元流動場モデル） 

 

図 3.3.2-2 に示すように、観測井を３次元ソリッド要素としてモデル化したメッシュ

を作成し、1 次元線要素を考慮したモデルも同じメッシュを用いることとした。また、

ここでは１／４モデルの観測井の断面積は 5(cm)×5(cm)の矩形でモデル化しており、断

面積は 0.0025(m2)であるが、観測井の透水性としては、一般的な砂から礫の透水係数と
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して４ケースの場合を設定した。なお周辺地盤の透水係数は 1.0E-8(m/s)とした。地盤

の透水性の設定値が小さいが、地盤の透水性が砂レキ層のように大きい場合には、観測

井が水みちとなるような影響は小さいと考えられ、観測井が水みちとして地下水流動に

影響を及ぼす可能性が高い条件としては、周辺地盤の透水性が小さい場合と考えられる

ことによる。 

検討ケースを表 3.3.2-1 に示す。 

 

 

図 3.3.2-2 解析メッシュ図（1 次元流動場モデル） 

 

表 3.3.2-1 検討ケース（1 次元流動場モデル） 

 

 

  



 58 

ａ．全水頭分布への影響 

図 3.3.2-3 に観測井に沿った位置での全水頭分布を比較した結果を示す。この図より

以下がわかる。 

1) 観測井の透水性が大きいため、観測井内はほぼ一定の水頭分布となる傾向が解析的

に再現できた。その結果は 1 次元線要素と 3 次元要素で同じ結果であった。 

2) 観測井の透水係数の違いによる全水頭分布への影響は小さいことがわかった。  

3) 観測井を 1 次元線要素でモデル化した場合、3 次元要素でモデル化した場合よりもボ

ーリング孔端部での水頭分布が異なるものの、全体的には水頭分布を再現できてい

ると考えられる。 

観測井の透水係数に関しては、周辺岩盤よりも十分に大きい値（５オーダー以上）で

あれば、水頭分布を再現できると考えられる。また、3 次元要素ではなく 1 次元線要素

によるモデル化でも、周辺地下水流動への影響を再現できることが確認できた。  
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(a) 観測井が 3 次元要素の場合 

 

(b) 観測井が 1 次元線要素の場合 

 

(c) 相違点の拡大図 

図 3.3.2-3 全水頭分布の比較（1 次元流動場モデル） 
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ｂ．流量への影響 

観測井のモデル化方法、透水性の違いと観測井内の流量や解析モデルの境界部での流

入あるいは流出流量（ここでは「モデル全体流量」と称す）の関係について表 3.3.2-2

に整理する。 

 

表 3.3.2-2 流量算出結果（1 次元流動場モデル） 

 

 

流量が最も多い 2.35E-9(m3/s)の値からわかるように、観測井内の流速は非常に小さ

く、層流状態であることから、ダルシー則の適用範囲であると言える。ダルシー則の適

用性に関しては、透水性と動水勾配が影響することから、検討対象とする条件に対して

都度確認が必要であろう。 

表 3.3.2-2 より、観測井内の流量は 1 次元線要素の場合は 3 次元要素の 1/2 しかない

ことがわかる。 

同様に、モデル全体流量についても、1%未満であるが 1 次元線要素モデルの方が少な

くなっている。ただし、観測井の透水係数が異なっても流量が変わらないことから、モ

デル全体の等価透水係数は変わらないことがわかる。これより、観測井が周辺地盤や大

気、パッカーなどに区切られた高透水な水みちとして存在する場合、観測井内の流量は

観測井の透水性に依存しなくなることから、観測井の透水性としては十分大きな値を設

定すればよいと言える。 

一方、観測井の断面積に関しては、3 次元要素の場合、物理的な大きさの影響として

考慮されるが、1 次元線要素の場合には通過流量係数（透水係数×断面積）としてモデ

ル化されるため、観測井の形状を物理的に考慮することができない。1 次元線要素モデ

ルの解析結果についても、観測井の透水係数の違いによる観測井内の流量への影響が小

さいことを考慮すると、仮に観測井の内径を大きくしても、通過流量係数に与える断面

積の影響は、透水係数よりもはるかに小さいため、通過流量係数設定おいて観測井の内

径（断面積）については無視して、通過流量係数として大きな値を設定すれば問題ない

と推測できる。 

上記より、観測井のモデル化にあたっては、３次元要素としてモデル化する場合は、
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モデルサイズとして直接解析結果に影響を及ぼすと考えられるが、１次元線要素として

モデル化する場合には、断面積の設定は透水係数のオーダーと比較すると非常に小さい

ことから、通過流量係数として十分大きな値を考慮することにより、観測井の影響を考

慮できると言える。 

ただし、本検討モデルでは観測井が解析モデル内部で孤立している状態であり、境界

条件の影響を直接受ける場合（観測井の両端が境界であり、かつ水頭値が固定される境

界条件となる場合など）には、通過流量係数の設定値は流量に比例するため注意が必要

である。 

なお、１次元線要素の流量が少ない要因としては、1 次元線要素によるモデル化では、

観測井の大きさを空間的に考慮できないため、解析モデル内に存在する 3 次元ソリッド

要素としてモデル化されている観測井要素部分の影響によるものと考えられる。  

3 次元モデルの規模の増大を回避する目的として 1 次元線要素を用いる場合、本解析

モデルのように観測井部（ここでは 5cm 四方の要素）は 3 次元的にモデル化されないた

め、図 3.3.2-4 に示すように一辺の長さが 0.5m の立方体要素を用いた解析モデルに対し

て 1 次元線要素を考慮した解析(line-4m、観測井の透水係数：1.0E+1(m/s))を実施した。 

 

 

図 3.3.2-4 解析メッシュ図（ケース：line-4m） 

 

表 3.3.2-3 に流量比較表を、図 3.3.2-5 に全水頭分布の比較図を示す。観測井の 3 次

元要素形状を用いたモデル（line-4）と比較して、1 次元線要素の周辺の 3 次元要素が

粗いモデル（line-4m）の方が、全水頭分布、流量ともに観測井を 3 次元要素としたモデ

ル（solid-4）に近づくことがわかる。 

これらより、1 次元線要素で観測井をモデル化する場合は、周辺の 3 次元要素が粗い

場合に精度が良くなる傾向を表していることがわかった。 
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表 3.3.2-3 流量算出結果（メッシュ影響） 

 

 

 

 

(a) 観測井位置での全水頭分布  

 

(b) Ａ点での拡大図  

 

図 3.3.2-5 全水頭分布の比較（メッシュ影響） 
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ｃ．観測井長さの影響 

観測井が短い場合(5m)については、観測井内の水頭値が一定となる現象を再現するこ

とができた。しかし、観測井が長くなると観測井内に動水勾配が発生する可能性がある

と考えられることから、観測井の長さが異なる場合の影響について把握するため、図

3.3.2-6 に示すモデル解析を実施した。 

1 次元線要素を用いるモデルは、1 次元線要素の周辺のメッシュが粗い場合を用いた。

図 3.3.2-4 に検討ケースを示す。既存の知見から観測井の透水係数は 1.0E+1(m/s)を設

定した。 

 

 

図 3.3.2-6 解析モデル、境界条件（観測井長さの影響） 
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図 3.3.2-4 検討ケース（観測井長さの影響） 

 

 

図 3.3.2-7 に観測井位置での全水頭分布の比較結果を示すが、水頭値の再現性は観測

井の長さの影響を受けず、ほぼ 3 次元要素で評価した場合と同様であることがわかる。 

図 3.3.2-5 に流量の比較を示すが、観測井内の流量に関しては、観測井が長い方の精

度が良くなる傾向にあることがわかる。 

一方、モデル全体流量では、観測井が長い方が流量の精度が悪くなった。これは相対

的に観測井が境界に近づくことによる境界条件の影響であると考えられる。  

本検討の結果、1 次元流動場に対しては 1 次元線要素を用いた観測井のモデル化は十

分妥当であると判断でき、モデル化も簡略化できることがわかった。 
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(a) 観測井長さ：5m 

 

(b)  観測井長さ：10m 

 

(c)  観測井長さ：20m 

 

(d)  観測井長さ：40m 

図 3.3.2-7 全水頭分布の比較（観測井長さの影響） 
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表 3.3.2-5 流量算出結果（観測井長さの影響） 

 

 

(2) 2 次元流動場モデル（被圧井戸問題） 

図 3.3.2-8 に地盤内の帯水層の構造と地下水流動の例を示す。このような場所に観測

井を掘削すると、図 3.3.2-9 のように観測井内の水位は一定となり、観測井を掘削する

前の自然状態の水頭値との差が発生するため、観測井を中心として観測井内に周辺地下

水が流入あるいは観測井から流出する流動が発生する。この現象は各帯水層についてみ

ると被圧帯水層に対する揚水あるいは注水状態に相当する。人為的に揚水や注水を行わ

なくても、観測井を掘削した影響により、観測井が揚水あるいは注水井戸として作用す

ることになる。 

 

図 3.3.2-8 帯水層構造と地下水流動の例 



 67 

 

図 3.3.2-9 観測井の掘削による地下水流動変化の例 

 

観測井の影響があたかも揚水井あるいは注水井として作用することを考慮し、2 次元

軸対称流動場を対象とした解析モデルとして、被圧井戸問題の適用を行った。この場合、

被圧井戸理論解との比較が可能である。 

図 3.3.2-10 に対称性を考慮し、井戸周辺の 10 度分を 3 次元モデル化した解析モデル

図を示す。 

ここでは 3 種類の解析条件の比較を行った。表 3.3.2-6 に検討ケースを示す。 

図 3.3.2-11 に井戸近傍のモデル化および境界条件の違いを示す。通常のＦＥＭ解析

(normal モデル)では、井戸自体はモデル化せず、壁面の水頭値を固定境界条件として実

施するが、井戸をモデル化した場合（solid モデルおよび line モデル）の境界条件は井

戸上部のみで設定することができる。また、井戸上部に対して境界条件を直接考慮する

条件であることが、前述の 1 次元流動場モデルとは異なる。 
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図 3.3.2-10 解析モデル、境界条件（2 次元流動場モデル） 

 

 

表 3.3.2-6 検討ケース（2 次元流動場モデル） 
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図 3.3.2-11 井戸のモデル化方法と境界条件設定 
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ａ．理論解との比較 

完全貫入被圧井戸問題の定常理論解から、定常状態での井戸揚水量は式（５）で算出

できる 6)。 

)/ln(

)(2

w

w

w
rR

hHkD
Q





                         （５） 

ここで、Qw：定常揚水流量、k：帯水層の透水係数、D：帯水層厚さ、H：影響圏半径 R

での水頭値、hw：井戸内水頭値、R：影響圏半径、rw：井戸半径、である。 

また、井戸の中心からの距離 r における水頭値 h は式（６）より求めることができる。 

ww

w hrr
kD

Q
h  )/ln(

2
                       （６） 

図 3.3.2-11 に理論解および解析結果の解析モデル上面、井戸部、解析モデル下面での

全水頭分布の比較図を示す。 

図 3.3.2-11 より、通常の解析条件の場合(normal モデル)と井戸を 3 次元ソリッド要

素でモデル化した場合(solid モデル)は、ほぼ理論解と等しい結果が得られているが、

井戸を 1 次元線要素でモデル化した場合(line モデル)は水頭分布が高めであり、理論解

とは異なることがわかる。なお、井戸内の水頭値の分布はほぼ一定であり、通常解析条

件での水頭分布を満足している。 

本解析結果から、被圧井戸問題に対して、井戸をモデル化し、井戸上部のみに境界条

件を与える方法でも地下水流動解析が可能であることが確認できた。加えて、従来より

も境界条件の設定が容易になる点でも、適用性が高いと言える。 

また、通常の解析条件では井戸をモデル化していないため、井戸内部の流動は無視さ

れるが、井戸をモデル化することにより井戸内部の鉛直方向流動を考慮した解析が可能

となる。すなわち、井戸内の流動を考慮した 3 次元解析が可能であるとともに、井戸を

1 次元線要素でモデル化しても、被圧井戸問題における井戸影響を再現することができ

ることが示された。しかしながら、水頭分布は通常の 3 次元モデル解析や理論解と乖離

していることから、解析精度の向上を図ることが望ましい。そこで、井戸内の流量（「井

戸揚水量」に相当するが、ここでは井戸内を流動する流量として「井戸内の流量」と呼

ぶものとする）の算出結果に着目した。表 3.3.2-7 に井戸内の流量の比較を示す。 

理論解と比較して 3 次元ソリッドモデルの解析結果は約 5%程度多い流量であるが、1

元線要素モデルの場合、約 20%少なくなる結果であり、流量の違いが水頭分布の違いと

考えられる。 

これは前節（4.2.1）の 1 次元流動場の場合と同様に、井戸周辺のメッシュ分割の影響

が想定される。メッシュ分割影響を確認するため、井戸周辺のメッシュが粗い場合につ

いて検討を行った。 
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(a) モデル上面 

 

(b) 井戸内 

 

(c) モデル下部 

図 3.3.2-11 全水頭分布の比較（2 次元流動場モデル） 
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表 3.3.2-7 流量算出結果（2 次元流動場モデル） 

 

 

図 3.3.2-12 にメッシュ分割の比較を示す。追加した解析モデル(line モデル２)は水

平方向の要素分割総数は同じであり、解析モデルの規模は同じであるが、等間隔で分割

しているため、井戸近傍のメッシュサイズが大きくなっている。 

表 3.3.2-7 に井戸内の流量の算出結果を、図 3.3.2-13 に水頭分布の比較結果を示す。

表 3.3.2-7 より、井戸周辺のメッシュが粗い場合には井戸内の流量が大きめに評価され

ることが、また図 3.3.2-13 より、地下水位分布については、理論解よりも全体的に低く

なることがわかる。 

 

 

図 3.3.2-12 FEM メッシュ分割の比較 

 

表 3.3.2-7 流量算出結果の比較 

 

 



 73 

 

図 3.3.2-13 モデル上部での全水頭分布の比較 

 

被圧井戸問題に対して、通常の FEM 解析においてもメッシュ分割影響を有することが

確認されている 7)。井戸近傍のメッシュサイズが細かい場合に流量算出精度が良くなり、

粗いほど井戸流量を多く評価する傾向にある。井戸近傍における動水勾配の近似精度の

違いによるものであるが、1 次元線要素による井戸のモデル化解析では、井戸周辺の要

素は大きめになることが前提である。そこで、井戸周辺のメッシュサイズの影響に関す

る感度解析を実施した。 

井戸をモデル化しない通常の被圧井戸問題での FEM 解析(normal モデル)では、井戸の

深さ方向のメッシュサイズは解析結果に影響しない。被圧井戸問題では平面 2 次元流動

のみであり、鉛直方向の流動が発生しないためである。井戸を考慮すると井戸内の鉛直

方向流動が発生するため、まず井戸の鉛直方向メッシュ分割に関して感度解析を実施し

た。 

図 3.3.2-14 に解析モデルの例を、表 3.3.2-8 に検討ケースと流量比較結果を示す。 

井戸の鉛直方向のメッシュの大きさは、井戸流量等に及ぼす影響が小さいことがわか

る。すなわち、被圧帯水層に貫入した井戸モデルに関しては、鉛直方向のメッシュサイ

ズは粗くても問題ないと考えられ、1 次元線要素によるモデル化に対するメッシュ分割

制限はないと言える。 
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図 3.3.2-14 鉛直方向メッシュ分割の比較 

 

表 3.3.2-8 流量算出結果（鉛直方向メッシュ分割） 

 

 

次に井戸周辺の水平方向のメッシュ分割影響を把握するため、感度解析を実施した。

図 3.3.2-15 に解析モデル例を、表 3.3.2-9 に検討ケースと流量比較結果を示す。 

井戸周辺のメッシュサイズが大きくなるほど、井戸内の流量が多くなる傾向にあり、

解析領域を水平方向に 5 分割（line-100）にした場合には、理論解と比較して約 2 倍程

度になった。 

井戸周りのメッシュが粗い場合には、井戸内の流量が多くなるため、周辺の地下水位

変動を大きめに評価することになるものの、従来無視していた井戸やボーリング孔の影

響を過大に評価することになるため、より安全側の設計や影響評価を行うことができる

と考えられることから、1 次元線要素による井戸やボーリング孔のモデル化に関しては、

十分適用性を有すると判断した。 
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図 3.3.2-15 水平方向地盤メッシュ分割の比較 

 

表 3.3.2-9 流量算出結果（地盤メッシュ分割） 

 

 

3.3.3 モデル地盤による現象確認 

 

モデル地盤を用いた数値実験であるが、1 次元線要素モデルを用いた場合の地下水流

動解析結果として得られる観測井掘削時の地下水位、全水頭分布を確認し、観測井のモ

デル化の重要性について検討を行った。 

モデル地盤として図 3.3.3-1 に示す 3 次元解析モデルを作成した。2 本の河川に挟ま

れた台地上の地形を対象とした地下水流動場を想定しており、河川付近(No.1)、法肩部

(No.2)、台地部(No.3)の 3 か所において観測井を設置するものと仮定した。分水界およ

び流動の対称性を考慮し、1/4 領域を対象とした解析モデルとした。境界条件としては、

地表面は降雨涵養（400mm/y）境界、河川部は地表面深度にて水頭固定境界とし、他の境

界面は分水界、対称境界面として不透水境界とした。 
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図 3.3.3-1 モデル地盤の鳥瞰図および境界条件 

 

本解析モデルを用いて定常解析を実施し、均質地盤における地下水位分布について、

観測井をモデル化しない場合と 1 次元線要素でモデル化した場合について比較を行った。

また、観測井の長さについては 3 ケースを設定した。表 3.3.3-1 に検討ケースを示す。 

 

表 3.3.3-1 検討ケース一覧表 

 

 

各検討ケースの定常解析結果の地下水位分布の比較を図 3.3.3-2 及び表 3.3.3-2 に示

す。図 3.3.3-2 では、観測井を配置した面とモデル裏側面の地下水位分布を示している。 

ケース０（観測井なし）の場合、水位分布は一致しているが、観測井を考慮した解析

河川部：水頭固定  

地表面：降雨涵養(400mm/y) 

側面および底面：不透水境界
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では、観測井内の水位が異なっているため、一致していないことがわかる。河川付近の

観測井(No.1)は流出域に配置されているので、地下水位は地表面と一致しているが、法

肩部(No.2)と台地部(No.3)では観測井を解析モデルに考慮した場合には地下水位が低く、

観測井が深いほど地下水位が低くなっており、観測井内の水位と周辺地下水位とは異な

る現象を解析的に再現できていることから、1 次元線要素モデルにより観測井の影響を

考慮できることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) ケース０              (b) ケース１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) ケース２              (d) ケース３ 

図 3.3.3-2 地下水位分布の比較 

 

表 3.3.3-2 観測井位置での地下水位 
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一方、表 3.3.3-2 より、観測井が長尺な場合には観測井内の水位が周辺地下水よりも

約 5m 低くなることがわかる。このように観測井の水位から周辺地下水位を判断すると、

約 5m も誤ってしまうため、観測値を解析的に再現するためには地盤の透水性を大きく設

定する場合や、降雨涵養量を少なく設定することになり、結果として間違った解析条件

での地下水流動解析により評価を行ってしまう可能性がある。地下水位観測結果による

解析モデルの妥当性の評価を行う際にこのような間違った評価をしないためには、適切

に観測井を組み込んだ解析モデルによる解析が望ましく、観測井の影響を考慮した検討

の重要性が明らかになったと言える。 

観測井（全層ストレーナ）から得られる地下水位は、実際の周辺地下水位と乖離する

ことが解析的に再現できることを示した。地下水位が乖離する要因については、解析結

果から考察することができる。ケース０とケース２の解析結果から台地部観測井(No.3)

周辺の節点位置での流速ベクトル分布を図 3.3.3-3 に示す。この図より、観測井をモデ

ル化したケース２では観測井の上部では周辺地盤から流入し、下部では周辺地盤へ流出

する現象が発生し、観測井位置では鉛直下向き流速が発生していることがわかる。すな

わち、観測井は透水性の大きな地下水の水みちとして作用し、この場合は下向き流動が

観測井内で発生しているため、周辺地下水よりも水位が低くなるのである。 

観測井が深い深度まで全層ストレーナ構造の場合には、観測井自体の存在が地下水流

動に影響を与え、地下水位の観測値と周辺地下水位は乖離する。しかし、観測井が浅い

場合（ケース３）には大きな問題とはならないことも、本解析結果から得られる知見で

あり、地下水位調査に対しては、観測井の深さを適切に設定する必要があると言える。 
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(a) ケース０（観測井なし） 

 

 

(b) ケース２（観測井あり：掘削長さ 100m） 

 

図 3.3.3-3 観測井（No.3）周辺の流速ベクトル分布 
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地質調査ボーリングのように、深い深度まで掘削されたボーリング孔を用いて地下水

観測を行う場合の対策としては、ボーリング孔が水みちとして作用しないように、パッ

カー等により分断する方法が考えられる。そこでパッカー等により区分された状態での

観測井を想定した解析を実施した。 

観測井の影響が最も大きいケース１の解析モデルに対して、パッカー間のストレーナ

区間長が約 10m となるように約 1m 長さのパッカーで区切り、複数のストレーナ区間を設

けるものと考え、パッカー位置に相当する 1 次元線要素を消去した解析モデル（ケース

４）を作成し、定常地下水流動解析を実施した。観測井位置での地下水位の比較結果を

表 3.3.3-3 に示す。この表から、ケース１では約 5m の地下水位差が発生したが、パッカ

ーで区分したケース４の地下水位は観測井を考慮しないケース０と比較して、約 1m 程度

の誤差となった。長尺なボーリング孔を観測井として用いる場合には、区間の分割によ

り地下水位観測の精度が向上すると言えるものの、まだ地下水位に誤差が発生している。 

 

表 3.3.3-3 観測井位置での地下水位 

 

 

台地部の観測井 (No.3)位置での全水頭分布の解析結果について比較した結果を図

3.3.3-4 に示す。台地部(No.3)での地盤内の全水頭分布は、ケース０の結果のように深

部に向かって徐々に低下する流動場であるが、ケース１のように長尺の観測井が存在す

ると、観測井内の水頭値が一定（観測井内の水位に相当）となるため、大きく乖離する。

一方、ケース４のようにパッカーにより区分された場合は、パッカーとパッカーの間は

観測井と同様に水頭値が一定となるが、パッカーにより観測井内の鉛直方向の流動が遮

断されるため、ケース０の水頭分布に近い結果が得られている。地下水位は観測井最上

部の水位（水頭）であるが、約 10m 区間の水頭値が一定となるため、約 1m 程度の水位の

差が発生していることがわかる。 

長尺な調査ボーリング孔を地下水位観測井や間隙水圧観測井として利用する場合は、

ケース４のようにパッカー等を用いて区間を分割することにより、周辺での実際の地下

水位や間隙水圧に近い状態を維持することができるだけでなく、得られた観測データを

直接検証データとして用いても、水位の誤差が小さくなるため、評価の際に大きな誤り

は起こしにくくなると考えられる。観測区間が短いほど、水位の誤差は小さくなると考

えられるが、観測設備としては多数のパッカーが必要となるため合理的な観測システム

設計が必要となる。 
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本検討により、観測井の構造（長さ、パッカー区間長など）と、観測井の構造を考慮

した解析モデルによる解析が重要であることが確認できた。 

 

 

図 3.3.3-4 観測井位置（No.3）での全水頭分布 
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3.3.4 まとめ 

 

ここでは従来モデル化されなかった観測井を簡易にモデル化する方法として、1 次元

線要素を適用する方法について示し、その適用性検討を行った。 

得られた結果を以下に列挙する。 

(1) 観測井を解析モデルに反映する場合、3 次元要素として考慮すると解析モデルの規

模が増大するため現実的ではない。そこで本研究では観測井を 1 次元線要素でモデル

化する方法について適用性検討を行った。1 次元線要素を用いることにより 3 次元空

間内に井戸やボーリング孔のような小規模の水みちを簡易に考慮することができるこ

とがわかった。 

(2) 1 次元線要素は、1 次元的な流量を考慮する仮想の要素であり、仮想の断面積と透

水係数を掛け合わせた通過流量係数が特性パラメータであるが、観測井のような閉鎖

された空間内では水みち内の流量は収束するため、大きな通過流量係数を考慮するこ

とによりモデル化できることがわかった。そのためには観測井の透水係数を地盤の透

水係数より少なくとも 5 オーダー以上大きい値を設定する必要がある。また、1 次元

線要素内の流量については、若干少なめの流量になる可能性があるものの、周辺 3 次

元要素のメッシュ分割が粗い場合に、流量精度が高くなる結果が得られた。  

(3) 1 次元線要素によるモデル化を用いると、井戸での水位固定（揚水あるいは注水条

件）において、井戸上部の水位固定点のみに境界条件を設定する方法が適用でき、従

来の井戸問題の境界条件設定方法を簡略化できることがわかった。 

(4) 1 次元線要素の長さ方向のメッシュ分割の影響は小さいが、周辺の 3 次元要素のメ

ッシュ分割は、流量評価精度に影響を及ぼす。被圧井戸問題に対する通常の FEM モデ

ルでも確認される現象であるが、高透水な水みちとしてモデル化される１次元線要素

内を流動する流量は、井戸理論値よりも増える傾向にあるものの、周辺地下水への影

響が大きくなり、より安全側の設計、評価を実施できると考えられることから、適用

性を有すると判断できる。 
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3.4 今後の課題 

 

観測井を考慮した地下水流動解析手法に対する今後の課題としては、以下が考えられ

る。 

(1) 非定常挙動の評価 

本研究では定常解析での検討を実施していることから、観測井の影響が最も大きい状

態に対する評価結果と言える。観測井の影響は時間経過とともに周辺に影響を及ぼすと

考えられ、非定常挙動について検討を実施する必要がある。非定常挙動を把握すること

により、例えば観測井の周辺地下水流動への影響を低減するための対策（例えば、観測

井の閉塞、パッカー設置など）をどの程度の時間で実施すべきか、についての検討が可

能となり、適切な地下水調査計画に資することができる。 

 

(2) 流量評価精度の向上 

本研究では、1 次元線要素による流量評価において、メッシュ分割の影響により 1 次

元流動場の評価では 3 次元ソリッド要素の場合よりも少ない流量が算出された。一方、

被圧井戸理論解との比較では、理論解よりも多い流量が算出された。FEM による地下水

流動解析では空間の離散化誤差を含むことは周知のとおりであるが、できるだけ精度を

向上する努力が望ましい。誤差の要因は線型近似による方法であると考えられることか

ら、観測井周辺の要素の近似精度を向上するため、二次要素の適用などが対策として想

定される。 

 

(3) 実問題への適用による検証 

モデル解析のみではなく、実地盤、実データとの対比により、1 次元線要素モデルに

よる地下水観測井を考慮した解析手法の妥当性を確認することが望ましい。  

特に不均質地盤での影響を把握することは重要であり、不飽和特性による非線形性や

地盤の透水性、異方性の有無の影響を定量的に把握する必要があると考えられる。 
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第 4 章 間隙水圧データによる水理地質構造の推定方法 

 

4.1 間隙水圧分布と水理地質構造の相関性 

 

間隙水圧データが明確でない時代の地下水流動評価では、地質調査結果から得られ

る地質構造を基本として検討が実施されてきた。近年では水理地質構造が地下水流動

評価におけるモデル化の基本とされている。これは地下水が高透水部を選択的に流動

する傾向にあることや、地質構造毎に透水特性が異なるため、透水性のコントラスト

の違いによる地下水流動への影響が顕著なためである。地下深部の地下水流動を評価

するためには、3 次元的な水理地質構造を把握することと、地下水流動状況を把握す

ることが重要である。そのためには、ボーリング孔による地質調査や透水性調査に加

えて、地下水の間隙水圧分布の調査が重要と考えられる。  

地下水流動は、媒体の透水特性に支配される。透水性のコントラスト、大局的な流

動方向（涵養域、中間域、流出域の違いや人為的な掘削影響など）により、同じ媒体

でも内部の間隙水圧分布は変化することが予測される。均質媒体の場合、図 4.1-1 に

示すような全水頭分布となり、涵養域、中間域、流出域により、地下深部の水頭分布

が異なることが知られている 1)。  

 

 

図 4.1-1 地下水流動と間隙水圧分布の特徴 1) 
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一方、不均質媒体に対しては、透水性のコントラストの影響が付加されるため、よ

り複雑な全水頭分布となる。新第三紀の堆積岩を対象とした間隙水圧分布の調査例に

よると、間隙水圧を全水頭換算した値（水圧計測点での位置水頭と間隙水圧（圧力水

頭）より算出）の鉛直分布には局所的に水頭値が急変化する箇所が認められており、

水理地質構造の透水性と間隙水圧分布との関係から、間隙水圧が急変化する要因とし

ては、一般的には水理地質構造が図 4.1-2 に示す場合であることが示されている 2)。  

 
・①透水異方性、②低透水層、③高透水部で変化が生じる場合がある
・深度、厚さ、広がり等により、①～③の急変化の現れ方は異なる

＜変化部の傾向＞

①透水異方性のある場合 ②低透水層のある場合 ③高透水部のある場合
全水頭値 全水頭値 全水頭値

＜変化部が認められる地質構造の例＞

透水異方性がある層が分布
する場合、間隙水圧変化が
生じる場合がある

低透水層内で間隙水圧変化が
生じる場合がある

高透水部が水圧の異なる
箇所まで連続する場合、高
透水部の上下で間隙水圧
変化が生じる場合がある

●砂岩泥岩互層の堆積構造
●粗粒砂岩の葉理構造

●低透水な薄層（数cm～数m）の
存在する箇所
・砂岩泥岩互層中の泥岩部
・粗粒砂岩中の低透水部

●相対的に透水性の差が大きい
箇所
・礫混り砂岩層と軽石混り砂岩層と
の境界付近
・粗粒砂岩層と泥岩層との境界付
近

●低透水な粘土を挟在する割れ
目

●連続性が高い割れ目

＊透水異方性と低透水層は、基本的には鉛直方向の透水性が上下と比較し相対的に低くなることによるものであり、
　　これらを区分する場合には、透水異方性の有無、堆積構造の検討が必要である。
＊高透水部上下の変化部は、地下水流動方向に係わらず、高透水部が水圧の異なる箇所まで連続する場合に生じる。

透水異方性
がある層

低透水部
高透水部

 

図 4.1-2 間隙水圧（全水頭換算値）分布の急変化点の要因例 2) 

 

ここでは、図 4.1-2 に示した水理地質構造のパターンと間隙水圧分布の関係に関し

てケーススタディを行い、間隙水圧分布と水理地質構造の関係とそのメカニズムにつ

いて検討を行う。  
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4.2 ケーススタディによるメカニズムの解明 

 

水理地質構造と間隙水圧分布の相関性について、ここでは簡易な検討方法として 2

次元モデルによるケーススタディを実施した。間隙水圧の変化要因として、ここでは

図 4.1-2 に示した３つの要因に加えて、以下の５つの水理地質条件を想定した。  

①  透水異方性のある場合（図 4.1-2 の①）  

②  低透水性層のある場合（図 4.1-2 の②）  

③  高透水部のある場合（図 4.1-2 の③）  

④  低透水性層と高透水部のある場合  

⑤  異方性と深部高透水な場合  

感度解析のために作成した 2 次元モデル図を図 4.2-1 に示す。成層構造の堆積岩を

対象として表層部に第四紀層相当（透水係数：1E-6m/s、厚さ：30m）、深部に第三紀

層相当（透水係数：1E-8m/s、厚さ：270m）が分布する。第三紀層内における不均質

性により間隙水圧分布が変化する状態を再現するため、第三紀層内は複数の水理地質

構造（5 層）を考慮できるようにした。メッシュ分割にあたっては全て 1m 格子とし、

解析領域は水平方向：500m、鉛直方向：300m とした。  

飽和解析を実施するものとし、図 4.2-2 に示す境界条件は全ての解析ケースで一定

であり、解析モデル側面および底面は不透水境界とし、上面を水頭固定境界（上流側

の水頭値：15m、下流側の水頭値：0m となるような水平方向の動水勾配が 3%の条件）

とした。  

表 4.2-1 に検討ケースの一覧表を示す。黄色のハッチング部が感度を見るために変

更した透水性の部分である。  
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図 4.2-1 2 次元解析モデル図 

 

 

 

図 4.2-2 境界条件図 
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表 4.2-1 検討ケース一覧表 

基本

case1
等方性

4KI 1.0E-06
3KI-A 1.0E-08
3KI-B 1.0E-08
3KI-C 1.0E-08
3KI-D 1.0E-08
3KI-E 1.0E-08

Kh Kv Kh Kv
4KI 1.0E-06 1.0E-06 1.0E-06 1.0E-06

3KI-A 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08
3KI-B 1.0E-08 1.0E-09 1.0E-08 1.0E-10
3KI-C 1.0E-08 1.0E-09 1.0E-08 1.0E-10
3KI-D 1.0E-08 1.0E-09 1.0E-08 1.0E-10
3KI-E 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08

case3a case3b case3b
等方性 等方性 等方性

4KI 1.0E-06 1.0E-06 1.0E-06
3KI-A 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08
3KI-B 1.0E-09 1.0E-10 1.0E-11
3KI-C 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08
3KI-D 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08
3KI-E 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08

case4a case4b case4c case4d
等方性 等方性 等方性 等方性

4KI 1.0E-06 1.0E-06 1.0E-06 1.0E-06
3KI-A 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08
3KI-B 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08
3KI-C 1.0E-07 1.0E-06 1.0E-05 1.0E-04
3KI-D 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08
3KI-E 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08

case5a1 case5a2 case5a3 case5b1 case5b2 case5b3
等方性 等方性 等方性 等方性 等方性 等方性

4KI 1.0E-06 1.0E-06 1.0E-06 1.0E-06 1.0E-06 1.0E-06
3KI-A 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08
3KI-B 1.0E-09 1.0E-09 1.0E-09 1.0E-10 1.0E-10 1.0E-10
3KI-C 1.0E-06 1.0E-05 1.0E-04 1.0E-06 1.0E-05 1.0E-04
3KI-D 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08
3KI-E 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08

Kh Kv Kh Kv
4KI 1.0E-06 1.0E-06 1.0E-06 1.0E-06

3KI-A 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08
3KI-B 1.0E-08 1.0E-09 1.0E-08 1.0E-10
3KI-C 1.0E-08 1.0E-09 1.0E-08 1.0E-10
3KI-D 1.0E-08 1.0E-09 1.0E-08 1.0E-10
3KI-E 1.0E-07 1.0E-07 1.0E-06 1.0E-06

②低透水性層

③高透水部

④低透水層＋高透水部

物性名

物性名

物性名

物性名

物性名
①異方性

case2a case2b

物性名
⑤異方性＋深部高透水

case6a case6b
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以下、各ケーススタディの解析結果および考察を示す。  

 

(1) 基本ケース（case1：3KI 均質・等方性） 

図 4.2-3 に解析結果の全水頭分布を、図 4.2-4 に鉛直方向の全水頭分布図を示す。  

相対的に透水性の大きい 4KI 層内は境界条件の影響を直接受けており、ほぼ一様流

れとなるが、深部の 3KI 層内は上流側の涵養域と下流側の流出域に別れた流動を示す。

3KI 層内の地下水流動は均質媒体であるため連続的で、間隙水圧の急変化は発生しな

い。また、流動が対称的であるため、モデル中央部は静水圧分布となり、間隙水圧デ

ータのみでは、4KI 層と 3KI 層の区分も難しいことがわかる。これは地下水流動が完

全に水平であるためであり、一方、涵養域および流出域では、鉛直方向の流動成分に

より透水性の異なる 4KI 層と 3KI 層の境界部で間隙水圧が変化するため、水理地質境

界であることを把握することができる。  

これより、間隙水圧と水理地質構造の相関から以下が考察できる。  

①  成層地盤では、水平流れ場では鉛直方向での間隙水圧の変化が発生しないため、

間隙水圧分布から水理地質構造を推定することは困難である。  

②  地下水流動の鉛直方向成分が発生する涵養域、流出域においては、透水性の違

いの影響により、水理地質構造の境界部で間隙水圧の変化が発生するため、間

隙水圧分布から水理地質構造の境界を推定することができる。  

③  均質媒体内では、涵養域、流出域であっても間隙水圧の変化は連続的になるた

め、連続的な間隙水圧変動に対しては、透水性が不連続である可能性は小さい。  
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図 4.2-3 基本ケース（case1：3KI 均質・等方性）の全水頭分布図 

（コンターピッチ：0.5m） 

 

 

図 4.2-4 基本ケース（case1：3KI 均質・等方性）の鉛直方向全水頭分布図 
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(2) 異方性ケース（case2a、case2b：3KI-B,C,D 層のみ異方性） 

図 4.2-5 に解析結果の全水頭分布を、図 4.2-6 に鉛直方向の全水頭分布図を示す。  

前述の基本ケースと比較すると、異方性を考慮した層において下向き動水勾配が大

きくなるため、間隙水圧の変化が発生し、涵養域の上流側、流出域の下流側ほど水圧

変化量が大きくなる。一方、中間域（水平流れ場）では、異方性地層の有無によらず

静水圧分布となるため、間隙水圧データから水理地質構造を推定することは難しい。  

異方性の程度が大きいほど、全水頭の変化率は大きくなり、異方性が 2 オーダーの

case2b の場合、深部の水平方向の動水勾配が非常に小さくなることがわかる。これは、

異方性を有する地層がキャップロックとなり、深部への地下水の供給を抑制するため

である。注意すべきは、間隙水圧分布から鉛直方向の動水勾配が大きい場合に、地下

水流動の下向き流量が大きいと判断することであり、むしろ低透水性や異方性により

キャップロックとして作用しているため、下向きの流量が抑制され、深部の地下水流

量が少なくなっていると判断する必要があると言える。  

これより、間隙水圧と水理地質構造の相関から以下が考察できる。  

①  異方性を有する地層の影響により、間隙水圧分布の変化点を再現できる。  

②  異方性の程度により、深部への地下水流量を低減するため、深部地下水流動の

動水勾配が小さくなるため、間隙水圧分布の変化点が発生する。  
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 (a) case2a（異方性：1 オーダー） 

 

 

 (b) case2b（異方性：2 オーダー） 

図 4.2-5 異方性ケース（case2）の全水頭分布図 

（コンターピッチ：0.5m） 
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図 4.2-6 異方性ケース（case2）の鉛直方向全水頭分布図 
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(3) 低透水性層ケース（case3a～3c：3KI- C 層（厚さ：1m）のみ低透水性層） 

図 4.2-7 に解析結果の全水頭分布を、図 4.2-8 に鉛直方向の全水頭分布図を示す。  

異方性ケースと同様に低透水性を考慮した層において下向き動水勾配が大きくなる

ため、間隙水圧の変化が発生する。低透水性層がキャップロックとして作用すること

により、水圧変化の要因となる。しかし、低透水性の程度により間隙水圧分布は異な

り、周辺よりも 1 オーダー小さいケース（case3a）では大きな水圧変化は再現できな

い。2 オーダーあるいは 3 オーダー小さい場合に水圧変化が顕著となる。これは、考

慮した低透水性層の厚さ（ここでは 1m）の影響もあるものの、低透水性の薄層の場

合には、周辺よりも 2 オーダー以上の低透水性でなければ、有意な水圧変化の要因と

はなりにくいことがわかる。  

一方、中間域（水平流れ場）では、低透水性層の有無によらず静水圧分布となるた

め、間隙水圧データから水理地質構造を推定することは難しい。  

これより、間隙水圧と水理地質構造の相関から以下が考察できる。  

①  低透水性層の影響により、間隙水圧分布の変化点を再現できる。  

②  低透水性の程度により、深部への地下水流量を低減するため、深部地下水流動

の動水勾配が小さくなり、間隙水圧分布の変化点が発生する。  

③  急激な鉛直方向の水圧変化の要因としては、低透水性の薄層によるキャップロ

ック現象が想定されるものの、周辺よりも透水性が 3 オーダー程度小さい必要

がある。  
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 (a) case3a（低透水性層：1 オーダー小） 

 

 

 (b) case3b（低透水性層：2 オーダー小） 

図 4.2-7(1) 低透水性層ケース（case3）の全水頭分布図（その１） 

（コンターピッチ：0.5m） 
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 (c) case3c（低透水性層：3 オーダー小） 

 

図 4.2-7(2) 低透水性層ケース（case3）の全水頭分布図（その２） 

（コンターピッチ：0.5m） 
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図 4.2-8 低透水性層ケース（case3）の鉛直方向全水頭分布図 
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(4) 高透水部ケース（case4a～4d：3KI- C 層（厚さ：1m）のみ高透水部） 

図 4.2-9 に解析結果の全水頭分布を、図 4.2-10 に鉛直方向の全水頭分布図を示す。 

高透水部の薄層（1m）の影響については、透水性により大きく異なることがわかる。

周辺よりも 1 オーダー大きい透水性の場合（case4a）は、基本ケース（case1）と比

較してもほとんど変わらない。しかしながら透水性が大きくなると間隙水圧の急変化

の要因となり、高透水部より上部の地層がキャップロックのような間隙水圧分布とな

っている。これは高透水部がその透水性により地下水流動の主要経路となるか否かに

よる。  

本解析モデルは涵養域（上流側）から流入し、流出域（下流側）から流出する条件

であり、地下水が深部まで浸透するか否かにより流動が異なる。すなわち、高透水部

の透水量の違いにより、深部に浸透する流量が異なることにより水圧分布（動水勾配

分布）が異なることになる。高透水部の存在により深部への流量が低減すると間隙水

圧分布が急変する。  

基本ケース（case1）と比較すると、高透水部を考慮した場合の透水量の変化は、

地層の厚さで換算すると以下のようになる。  

Case4a（高透水部：1E-7m/s、厚さ 1m）：1E-8m/s の地層 10m 分に相当  

Case4b（高透水部：1E-6m/s、厚さ 1m）：1E-8m/s の地層 100m 分に相当  

Case4c（高透水部：1E-5m/s、厚さ 1m）：1E-8m/s の地層 1,000m 分に相当  

Case4d（高透水部：1E-4m/s、厚さ 1m）：1E-8m/s の地層 10,000m 分に相当  

本解析モデルでは、高透水部より深部の地層厚さは 230m であることを考慮すると、

高透水部の透水量としては深部地層の透水量よりも大きい場合には影響が大きくなる

と推定できる。よって、高透水な薄層の場合には、薄層の厚さの影響を考慮した透水

量係数が周辺地層よりも大きくなると間隙水圧の急変化要因となると考えられる。  

これより、間隙水圧と水理地質構造の相関から以下が考察できる。  

①  高透水部の影響により、間隙水圧分布の変化点を再現できるが、周辺地層より

もかなり大きな透水性である必要がある。  

②  高透水部の透水量により、深部への地下水流量を低減するため、深部地下水流

動の動水勾配が小さくなること、高透水部より上部の地層がキャップロックの

ように作用することにより間隙水圧分布の変化点が発生する。  

③  高透水部よりも深部の間隙水圧は、高透水部の間隙水圧に依存する。すなわち、

透水量の大きな高透水部が地下水流動を支配することになるため、深部の間隙

水圧分布は透水性が大きくても小さくても変わらなくなる。深部の透水性が大

きい場合は動水勾配が小さくなるはずであり、透水性が小さくても深部を流動

する地下水流量は小さいので動水勾配が大きくならない。その結果、間隙水圧

分布は透水性によらず変わらない可能性が高いと思われる。  
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 (a) case4a（高透水部：1 オーダー大） 

 

 

 (b) case4b（高透水部：2 オーダー大） 

図 4.2-9(1) 高透水部ケース（case4）の全水頭分布図（その１） 

（コンターピッチ：0.5m） 
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 (c) case4c（高透水部：3 オーダー大） 

 

 

 (d) case4d（高透水部：4 オーダー大） 

図 4.2-9(2) 高透水部ケース（case4）の全水頭分布図（その２） 

（コンターピッチ：0.5m） 
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図 4.2-10 高透水部ケース（case4）の鉛直方向全水頭分布図 
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(5) 低透水性層＋高透水部ケース（case5a1～a3 および case5b1～b3） 

図 4.2-11に解析結果の全水頭分布を、図 4.2-12に鉛直方向の全水頭分布図を示す。  

低透水性層（3KI-B～厚さ：3m、透水係数：1E-9m/s、1E-10m/s）と高透水部（3KI-C

～厚さ：1m、透水係数：1E-6m/s、1E-5m/s、1E-4m/s）の組み合わせによる影響に

ついては、以下の傾向が見られる。  

・ case3（低透水性層）の検討では、周辺よりも 3 オーダー程度小さい透水性で

なければ間隙水圧の急変化を再現できなかったが、低透水性層と高透水部が組

み合わされると、低透水性層の透水性が周辺よりも 2 オーダー小さい程度でも、

間隙水圧の急変化を再現することができる。  

・ 低透水性層の透水性が小さいほど、上部の地下水流動は水平流れに近くなり、

キャップロックとしての影響を上部の間隙水圧分布から推定できると思われる。 

・ 高透水部の透水性については、case4 の検討と同様であり、深部への地下水の

浸透量の低減効果により、深部の動水勾配が小さくなる。  

これより、間隙水圧と水理地質構造の相関から以下が考察できる。  

① 低透水性層と高透水部が組み合わさった堆積構造の影響により、間隙水圧分布

の変化点を再現でき、低透水性層のみの場合や、高透水部のみの場合と比較し

て、それぞれ透水性の絶対値の程度が小さくても、組み合わせ効果により間隙

水圧変化の要因となる。  

② 低透水性層の透水性の程度に関しては、低透水性層より上部の間隙水圧分布か

ら推定できる可能性がある。すなわち、低透水性層上部の鉛直方向の動水勾配

が大きい場合は比較的小さく、動水勾配が小さい場合は比較的大きい透水性で

ある可能性がある。  

③ 低透水性層によるキャップロック効果と高透水部による深部への浸透量低減効

果が大きい場合、深部地下水の動水勾配が非常に小さくなることから、間隙水

圧の変化点が発生する。  
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 (a) case5a1（低透水性層：1E-9m/s、高透水部：1E-6m/s） 

 

 

 (b) case5a2（低透水性層：1E-9m/s、高透水部：1E-5m/s） 

図 4.2-11(1) 低透水性層＋高透水部ケース（case5）の全水頭分布図（その１） 

（コンターピッチ：0.5m） 
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 (c) case5a3（低透水性層：1E-9m/s、高透水部：1E-4m/s） 

 

図 4.2-11(2) 低透水性層＋高透水部ケース（case5）の全水頭分布図（その２） 

（コンターピッチ：0.5m） 
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 (d) case5b1（低透水性層：1E-10m/s、高透水部：1E-6m/s） 

 

 

 (e) case5b2（低透水性層：1E-10m/s、高透水部：1E-5m/s） 

図 4.2-11(3) 低透水性層＋高透水部ケース（case5）の全水頭分布図（その３） 

（コンターピッチ：0.5m） 
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 (f) case5b3（低透水性層：1E-10m/s、高透水部：1E-4m/s） 

 

図 4.2-11(4) 低透水性層＋高透水部ケース（case5）の全水頭分布図（その４） 

（コンターピッチ：0.5m） 
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図 4.2-12(1) 低透水性層＋高透水部ケース（case5）の鉛直方向全水頭分布図（1） 
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図 4.2-12(2) 低透水性層＋高透水部ケース（case5）の鉛直方向全水頭分布図（2） 
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(6) 異方性＋深部高透水ケース（case6a、case6b） 

図 4.2-13に解析結果の全水頭分布を、図 4.2-14に鉛直方向の全水頭分布図を示す。  

キャップロック（ここでは異方性の地層）となる地層があり、その深部の地層の透

水係数が大きい場合でも、深部の動水勾配が小さくなるため、間隙水圧の変化点が発

生する。  

異方性ケース（case2）と比較すると、深部の透水性が大きい場合には間隙水圧の

変化が顕著になる。異方性を有する地層がキャップロックとなり、深部への浸透量を

低減するとともに。深部の地層の透水性が大きいと動水勾配が小さくなるためである。

異方性地層内の動水勾配を比較すると、図 4.2-6 に示した case2 よりも水頭変化が直

線的であり、一定動水勾配に近くなっていることがわかる。これは深部地層全体が高

透水な場合、キャップロックとなる異方性を考慮した地層内の流動が下向き卓越とな

ることを示している。  

通常の堆積岩構造の場合、堆積年代の古い深部地層に関しては、圧密影響等により

透水性が小さいことが想定されるため、このように深部の透水性が大きい条件があて

はまる可能性は小さいと考えられるが、高透水な薄層の影響と同様に、深部の水理地

質構造の透水性が相対的に大きい場合は、地層内の浸透流量に見合った動水勾配とな

り、間隙水圧分布の変化点の要因と成りうることがわかる。  

本検討ケースはキャップロックが異方性の場合であるが、低透水性層の場合におい

ても同様の結果が得られることは容易に想像することができる。  

これより、間隙水圧と水理地質構造の相関から以下が考察できる。  

① キャップロックの深部にある地層の透水性が大きい場合でも間隙水圧分布の変

化点を再現することができる。  

② この場合、キャップロックとなる地層の透水性があまり小さくなくても間隙水

圧分布の変化点を再現できる可能性が高い。  

③ 一般的に深部地層の透水性が大きい場合は少ないと考えられることから、間隙

水圧分布の急変化要因としての可能性は低い。  
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 (a) case6a（異方性：1 オーダー、深部高透水：1E-7m/s） 

 

 

 (b) case6b（異方性：2 オーダー、深部高透水：1E-6m/s） 

図 4.2-13 異方性＋深部高透水ケース（case6）の全水頭分布図 

（コンターピッチ：0.5m）
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図 4.2-14 異方性＋深部高透水ケース（case6）の鉛直方向全水頭分布図 
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前述のケーススタディでは、水理地質構造が成層地盤であり、分水界（2 次元モデ

ルの側部が相当）の間で連続する地層で構成されていた。この場合、高透水部が存在

する場合に認められる間隙水圧の変化点の現象を再現できていない。図 4.2-15 に示す

ように、高透水部に対して上下方向からの流入あるいは流出現象を再現できていない。 

 
・①透水異方性、②低透水層、③高透水部で変化が生じる場合がある
・深度、厚さ、広がり等により、①～③の急変化の現れ方は異なる

＜変化部の傾向＞

①透水異方性のある場合 ②低透水層のある場合 ③高透水部のある場合
全水頭値 全水頭値 全水頭値

＜変化部が認められる地質構造の例＞

透水異方性がある層が分布
する場合、間隙水圧変化が
生じる場合がある

低透水層内で間隙水圧変化が
生じる場合がある

高透水部が水圧の異なる
箇所まで連続する場合、高
透水部の上下で間隙水圧
変化が生じる場合がある

●砂岩泥岩互層の堆積構造
●粗粒砂岩の葉理構造

●低透水な薄層（数cm～数m）の
存在する箇所
・砂岩泥岩互層中の泥岩部
・粗粒砂岩中の低透水部

●相対的に透水性の差が大きい
箇所
・礫混り砂岩層と軽石混り砂岩層と
の境界付近
・粗粒砂岩層と泥岩層との境界付
近

●低透水な粘土を挟在する割れ
目

●連続性が高い割れ目

＊透水異方性と低透水層は、基本的には鉛直方向の透水性が上下と比較し相対的に低くなることによるものであり、
　　これらを区分する場合には、透水異方性の有無、堆積構造の検討が必要である。
＊高透水部上下の変化部は、地下水流動方向に係わらず、高透水部が水圧の異なる箇所まで連続する場合に生じる。

透水異方性
がある層

低透水部
高透水部

 

図 4.2-15 高透水な薄層の影響による間隙水圧分布の例 2) 

 

このような高透水部の影響を再現するため、追加のケーススタディを実施した。  

高透水な薄層（厚さ：1m）が局所的に存在する場合を想定しており、図 4.2-16 に

解析モデル図を、表 4.2-2 に検討ケースを示す。前述の case4c（高透水部の透水係数：

1E-5m/s）が全領域に高透水部が存在する条件であることから、高透水部の連続性お

よび場所に着目した感度解析を実施した。図 4.2-17～23 に解析結果の全水頭分布と鉛

直方向の全水頭分布図を示す。高透水部の分布位置により、解析結果の全水頭分布が

対称形にならないため、鉛直方向の全水頭分布については、モデルの内の上流側およ

び下流側についても図化した。  
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図 4.2-16 高透水部の連続性に着目した 2 次元解析モデル 

 

 

表 4.2-2 感度解析ケース（高透水部の連続性） 

case4c2 case4c3 case4c4 case4c5 case4c6 case4c7
等方性 等方性 等方性 等方性 等方性 等方性

4KI 1.0E-06 1.0E-06 1.0E-06 1.0E-06 1.0E-06 1.0E-06
3KI-A 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08
3KI-B 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08
3KI-C1 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-05
3KI-D 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08
3KI-E 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08

3KI-C2 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-05 1.0E-05 1.0E-05 1.0E-05
3KI-C3 1.0E-05 1.0E-05 1.0E-05 1.0E-05 1.0E-05 1.0E-05
3KI-C4 1.0E-08 1.0E-05 1.0E-08 1.0E-05 1.0E-05 1.0E-05
3KI-C5 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-08 1.0E-05 1.0E-08

物性名
⑥高透水部の連続性
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（コンターピッチ：0.5m） 

 

図 4.2-17 解析結果の全水頭分布および鉛直方向の全水頭分布（case4c） 
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（コンターピッチ：0.5m） 

 

図 4.2-18 解析結果の全水頭分布および鉛直方向の全水頭分布（case4c2） 



 117 

 

（コンターピッチ：0.5m） 

 

図 4.2-19 解析結果の全水頭分布および鉛直方向の全水頭分布（case4c3） 
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（コンターピッチ：0.5m） 

 

図 4.2-20 解析結果の全水頭分布および鉛直方向の全水頭分布（case4c4） 
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（コンターピッチ：0.5m） 

 

図 4.2-21 解析結果の全水頭分布および鉛直方向の全水頭分布（case4c5） 
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（コンターピッチ：0.5m） 

 

図 4.2-22 解析結果の全水頭分布および鉛直方向の全水頭分布（case4c6） 
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（コンターピッチ：0.5m） 

 

図 4.2-23 解析結果の全水頭分布および鉛直方向の全水頭分布（case4c7） 
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高透水部の分布がモデル左右の分水界（モデル側面）と連続していない場合、高透

水部の上流側、下流側において、図 4.2-16 に示したように、上下方向から高透水部に

流入あるいは流出する間隙水圧分布を再現することができる。  

一方、分水界と連続する条件の場合には、分水界と連続した側では図 4.2-16 の現象

は再現できないことから、このような現象が観測された場合、高透水部は分水界まで

連続していない水理地質構造であると推測できる。  

また、上下の間隙水圧分布の変化が大きいのは、高透水部分布領域の端部に近い方

であり、中央部付近では変化量が小さくなる。高透水部が分布していない領域では、

数 10m 程度離れると高透水部の存在を間隙水圧分布から推測することが難しいこと

もわかる。  

これらより、間隙水圧と水理地質構造の相関から以下が考察できる。  

・ 上下方向からの間隙水圧分布の変化は、分水界の間で局所的に連続して分布す

る高透水部の存在により解析的に再現できる。  

・ 高透水部が分水界まで連続している場合、上下方向からの間隙水圧分布の変化

は発生しないため、このような現象が観測された場合、高透水部は分水界まで

連続していると考えられる。  

・ 高透水部による上下方向からの間隙水圧分布の変化量は、高透水部の端部付近

が最も大きく、中央部ほど小さくなる。また、高透水部から数 10m 離れると高

透水部の影響は間隙水圧分布の変化として発生しないため、高透水部の分布領

域を推定することができる可能性がある。  
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2 次元モデルによるケーススタディにより、堆積岩を対象とした地下水流動に対す

る水理地質構造と間隙水圧分布の相関について検討を行った。間隙水圧分布変化のメ

カニズムや水理地質構造との相関性として得られた知見を以下に列挙する。  

①  間隙水圧分布は、水理地質構造とその透水性のコントラスト、加えて地下水の

流動条件により変化するものである。複雑かつ透水性分布が大きく異なっても、

水平流動場では間隙水圧分布は静水圧分布となる場合があるため、間隙水圧分

布の変化が観測されない場合、水理地質構造の評価を行うことは難しい。しか

し、図 4.2-24 に示すように、地下坑道の掘削のような人為的なインパクトを与

えることにより、地下水の流動場が変化すると間隙水圧の変化点が発生あるい

は明確になるため、水理地質構造を評価できる場合がある 3)。  

 

(a) 地下抗道掘削前の全水頭および流速分布  

 

(b) 地下抗道掘削後の全水頭および流速分布  

図 4.2-24 地下抗道掘削前後の違いから判断される低透水性層の存在 3) 
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②  地下水流動として下向き成分を有する涵養域においては、深部の間隙水圧が小

さくなる現象が発生する。均質媒体では間隙水圧の変化は連続的であるが、間

隙水圧が不連続に変化する場合、キャップロックとして作用する低透水性層、

異方性、高透水部等の影響により、深部への浸透流量が少なくなることが間隙

水圧変化のメカニズムであると推定され、透水性のコントラストにより間隙水

圧の変化量が異なる。地下水流動として上向き成分を有する流出域においても、

間隙水圧分布変化のメカニズムは同様である。  

③  深部への浸透量により、深部の動水勾配およびキャップロックの動水勾配分布

が決まり、透水性のコントラストに依存する。比較的薄い低透水性層のみで間

隙水圧の変化を再現するには、周辺の透水性よりも 3 オーダー程度小さい可能

性があるが、比較的厚い場合は、異方性の場合と同様に 2 オーダー程度の低透

水性で再現できる可能性がある。また、低透水性層と高透水部が存在する場合

には、それぞれの相乗効果が発生する。  

④  涵養域において、深部の間隙水圧低下の要因として、深部水理地質構造の透水

性が大きい場合もあてはまるが、堆積岩を想定すると可能性は小さい。  

⑤  下向き動水勾配が大きくなるキャップロック部については、動水勾配が大きい

ことから地下水流量が多いと判断するのは軽率であり、むしろ深部への浸透量

を低減させていることから、地下水流量は少ないと判断すべきである。  

⑥  連続した高透水部が存在する場合、高透水部よりの深部にある水理地質内の水

圧分布は高透水部の水圧分布に依存する。深部の低透水な水理地質内の流量は

相対的に流量が少ないため、間隙水圧分布は高透水部を流動する地下水流量と

動水勾配が支配的となる。  

⑦  水理地質内のある深度に上下方向から流入あるいは流出を示す間隙水圧の変化

は、分水界の間である程度連続して高透水部が分布する場合に発生する。この

ような現象は、周辺の地下水が流入あるいは流出する条件となる高透水部以外

では説明できない。間隙水圧分布の変化が大きいのは、高透水部の端部付近で

あり、高透水部の中央では変化は小さい。高透水部が分水界まで連続している

場合は、涵養域では上部からの流入、流出域では下部からの流入のみとなるた

め、上下方向からの間隙水圧分布の変化現象は発生しない。また、高透水部の

分布領域から数 10m 離れるだけで間隙水圧の変化現象が観測できない可能性

があるが、高透水部の分布範囲を予測するための判断基準と成りうる。  
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4.3 間隙水圧データによる水理地質構造の推定方法 

 

前節のケーススタディに基づき、堆積岩を対象とした間隙水圧データの鉛直分布や

水平分布から判断できる水理地質構造の推定方法について整理する。なお、調査結果

として得られる間隙水圧データは測定誤差を含まないものとする。  

 

ステップ１：間隙水圧の鉛直分布データによる流動場の確認 

 

まず、鉛直ボーリング孔位置での間隙水圧の鉛直プロファイルから、地下水流動場

として「涵養域（下向き流動域）」、「中間域（水平流動域）」、「流出域（上向き流動域）」

のどこに位置しているかを把握することができる。  

涵養域：深部の間隙水圧が静水圧分布よりも低い場合  

中間域：静水圧分布の場合  

流出域：深部の間隙水圧が静水圧分布よりも高い場合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3-1 地下水流動と間隙水圧分布の特徴 1)（図 4.1-1 再掲） 

 

 

ステップ２：間隙水圧の鉛直分布データによる不連続変化点深度の確認 

 

次に、間隙水圧の変化点深度から、水理地質構造の境界深度を推定する。均質媒体

の場合、間隙水圧分布の変化は連続的であるため、急激な変化点は水理地質構造の境
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界として判断できる。一般的には地質境界は水理地質構造境界と判断できると考えら

れるが、地質分類が異なっても、透水特性が同じ場合は水理地質構造としての区分の

必要はなくなる。逆に同じ地質区分であっても透水性特性が異なる場合が想定される。

例としては、堆積年代の違いに伴う堆積物の粒度の違い、堆積環境変化の影響、葉理

構造の程度などが考えられる。  

ボーリングコア観察やボアホールカメラ等において同一地質と判断された地層内に

おいて間隙水圧の変化点が観測された場合には、透水特性の違いによる影響であると

考えられるため、地質的な解釈の見直しを行うべきであろう。  

 

 

ステップ３：間隙水圧変化の要因検討と水理地質構造の推定 

 

前節のケーススタディで検討した以下の要因に対して、地質解釈、透水性を考慮し、

どのパターンで説明できるかの検討を行う。  

①  透水異方性のある場合  

②  低透水性層のある場合  

③  高透水部のある場合  

④  低透水性層と高透水部のある場合  

⑤  異方性と深部高透水な場合  

堆積岩を対象とする場合、砂岩系の地層では異方性を有する可能性が高いため、透

水異方性による影響が容易に想定される。高透水部に関しては、原位置透水試験の結

果として大きな透水性を発見することにより、判断は容易と考えられる。しかし、キ

ャップロックの要因が低透水性の薄層である場合、原位置透水試験の結果からは透水

係数値として十分小さい値が得られない場合が想定されるため、水理地質構造の解釈

が難しい可能性がある。地質調査で得られる客観的なデータに基づいた判断が難しい

場合、地質的な解釈を踏まえた要因の特定を行う必要があろう。  

 

 

ステップ４：水平方向に対する水理地質構造の連続性の推定 

 

個々の調査孔で得られる間隙水圧分布データは、鉛直プロファイルのみであるため、

各調査孔でのデータを水平方向に展開し、3 次元的な水理地質構造の推定を行う必要

がある。基本的に地質分布の推定と同様に、各調査孔で推定された水理地質構造を 3

次元的に拡張することにより、検討対象領域内の水理地質構造を推定することになる

が、水理地質構造の連続性の評価が重要である。これまでの知見を踏まえた注意すべ

き点を以下に示す。  

① キャップロックの要因となる透水異方性や低透水性層、あるいは高透水部につ
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いては、水理地質構造として涵養域から流出域まで連続して分布していても、

中間領域（水平流動場）では間隙水圧分布の変化点が観測されないことがある

ため、連続していないと判断することは間違いである可能性がある。  

② 高透水部の連続性に関しては、想定される分水界との位置関係により、間隙水

圧分布に特徴があることに注意する。すなわち、分水界まで連続していない場

合に、高透水部の上下方向からの流入あるいは流出現象を表す間隙水圧分布が

観測されること、高透水部の端部から数 10m 離れた地点では、高透水部の存在

は推定できる間隙水圧分布にならないことから、高透水部の水平的な連続性を

推定することができる。  

 

上記の推定方法に基づき、実際の地盤に適用した例を以下に示す。  
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日本原燃(株)の青森県六ケ所村サイトの新第三紀の堆積岩を対象とした 3 次元地下

水流動解析評価において、一般的な地質区分によるモデル化方法から、間隙水圧の実

測データと解析結果の比較により実施したモデル改良の例である 2)。  

図 4.3-2 にサイト内の水平断面および鉛直断面での地質分布を示す。  
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図 4.3-2 六ヶ所サイト内の地質断面図 2) 
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領域内の地質は新第三紀の堆積岩「鷹架（たかほこ）層」と，表層の第四紀層から

なる 4)。鷹架層は地質的には下部層，中部層，上部層の 3 層に区分され，さらに中部

層は 4 層に分けられる。また，領域内には構造性の断層および堆積時に発生した地滑

りに起因する断層構造が認められ，これらの影響により複雑な地質分布からなり，地

下水流動に影響を与えるものと考えられる。  

図 4.3-2 に示した地質分布に基づき、3 次元地下水流動解析モデルを作成し、現況

に対する再現解析を実施した。敷地内で実測された間隙水圧を全水頭に換算した値の

鉛直分布を見ると、図 4.3-3 に示すように、局所的に全水頭値が急変化する箇所が認

められ、解析結果と比較するとこれらの現象が再現されないことがわかった。  

間隙水圧分布の急変化点の要因について分析を行うとともに、現地調査および試験

を追加し、水理地質構造分布の変更、異方性の有無、等を変更した解析的な試行錯誤

の結果、地質区分をさらに細かく分けること、また、各岩種の割れ目影響の有無の観

点から、領域内の水理地質構造として、鷹架層に対しては中部層を 4 層区分ではなく、

18 層区分にモデル化する必要があると判断した。  

図 4.3-4 に鷹架層中部層を 18 層区分した場合の解析結果と実測値の比較図を示す。 

なお，実測値に関しては，パッカーで区切られた区間水頭は一定であるものとして

表示し，解析結果はボーリング孔位置での 10m 深度毎の水頭値を内挿補間して算出し

たものである。（図 4.3-3 も同様）  
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図 4.3-3 解析領域内での間隙水圧分布の例 2) 
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困難なため。 

ｃ．水理地質区分の詳細化

および異方性を考慮した結

果、変化点の再現性が向上

している。 
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図 4.3-4 間隙水圧の実測値と解析結果の比較例 2) 
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水理地質構造の細分化，異方性の影響を考慮することにより，実測値の再現性が向

上する部分もあるが，十分に再現できてない部分もある。図 4.3-4 のａ．については，

地質的に水理地質区分を説明することが困難であり，局所的な影響による場合も想定

されることから，本検討では水理地質区分の対象とはしなかった。  

このような実測値の変化点については，地質的な連続性（水理地質構造としての連

続性）の考察，実測値の吟味（計測システム，実測値に問題がないか），全体地下水流

動への影響（必要に応じてモデル化し感度解析）などを考慮して，モデル化の対象と

するか否かについて検討する必要があると考えられ、解析モデルの妥当性を示すこと

が重要である。  

地下水流動解析モデルの妥当性を示す上では、間隙水圧の実測データの再現性が重

要であり、水理地質構造の推定手法は、解析モデルの精度向上に対して有効であるこ

とが確認できた。  
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4.4 まとめと今後の課題 

 

ここでは地下水調査のうち間隙水圧データに基づく水理地質構造の推定方法に関し

て、間隙水圧分布の急変化点に着目し、間隙水圧分布と水理地質構造の相関性、水圧

分布形成のメカニズムの観点から整理するとともに、堆積岩領域での適用事例を示し

て実測データの再現性向上、解析モデル精度の観点から有効であることを示した。し

かしながら、本検討での前提は、間隙水圧データの実測値が十分確からしいことであ

り、適切な調査とデータ取得の上に成り立つものである。地下水調査は有限であり、

数量はデータ取得コストに直結する。限られた費用内で有効な調査を実施する必要が

あり、調査費用の合理化は実務上重要な課題であろう。  

また、間隙水圧分布のメカニズムに対して、どの程度の密度のデータ取得が必要で

あろうか。ケーススタディは解析的な検討であり、連続する水圧分布データにより検

討しているものの、実際の調査において同様の考察が可能なデータ数量を特定するこ

とは非常に難しい。地盤・岩盤内の連続的な間隙水圧分布を観測できる技術が望まし

く、光ファイバー等を用いる方法が想定されるものの、実用化に至っていない。  

地質分布と水理地質分布の相関性を評価するデータとして、間隙水圧データは有効

であると言えるものの、現状では透水試験データ（透水性、異方性の有無）や他の調

査・試験データを用いた総合評価が必要である。  

上記を踏まえた総合的な水理地質構造評価手法の構築が今後の課題である。  
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第 5 章 地下水調査法および地下水解析手法の高度化に関する提言 

 

5.1 地下水調査法の高度化 

 

地下水調査法については、第 2 章で示したようにほぼ確立されている。しかしなが

ら、適切でない調査が行われている可能性があることがわかった。ここでは今後実施

すべき地下水調査法の高度化に関して提言を行う。  

 

5.1.1 地下水位観測の高度化 

 

まず、単孔式の地下水観測井（孔内水位の観測）における問題点と対策について以

下に列挙する。  

①  観測井による地下水位観測においては、岩盤の透水性、ストレーナ深度、区間

長、ケーシング背面の適切な止水が重要である。特に観測井内の水位によって、

周辺の地下水位（Water table level）を観測するのか、深部帯水層の水頭（被

圧水頭）を観測するのか、と言った目的を明確にし、目的に合った観測井の構

造を設計する必要がある。  

②  特に、透水性が小さい地盤・岩盤を対象として場合には、ストレーナ区間以外

のケーシング背面の遮水が不適切な場合には、観測井内の水位が何を表してい

るかわからなくなる。遮水方法としては、粘土系材料の方がモルタルよりも性

能を有すると考えられる。  

③  単孔式の地下水観測井の構造設計、観測方法に関する考慮事項を表 5.1.1-1

に示す。  

 



 136 

表 5.1.1-1 単孔式地下水観測井に対する考慮事項 

観測目的  地下水位（Water table level）  任意深度での水頭値  

構造  孔壁保護のためケーシングを設置  孔壁保護のためケーシングを設置  

掘削深度  深度は浅い方が良い。  

透水性が大きい表層までが掘削対

象  

観測対象深度までが掘削対象  

（対象深度より深部は閉塞する）  

観測区間  対象地盤の透水性が大きく、水平流

れ場であれば、全層ストレーナでも

短区間でもどちらでも問題ない。  

（水位として観測される値に対す

る影響が少ないため）  

観測対象の帯水層のみを対象。  

地盤の透水性が大きい場合は観測

区間大きくしても問題ない。  

透水性の小さい地層を対象とする

場合、できるだけ観測区間は短くす

ることが望ましい。  

背面遮水  全層ストレーナの場合には遮水は

必要なし。  

測定区間の上部のケーシングと地

盤の間は全層遮水が望ましい。*) 

観測方法  手計式、自動計測方式どちらでも問

題ない。（観測データの経時変化の

必要性による）  

手計式、自動計測方式どちらでも問

題ない。（観測データの経時変化の

必要性による）  

注意事項  対象地盤の透水性が小さい場合に

は適さない。（多点式の間隙水圧計

測が望ましい）  

対象地盤の透水性が小さい場合は、

水位の変動は孔内水の移動を伴う

ため、時間差が発生することに注意

する必要がある。  

 

表 5.1.1-1 の*)部に「～全層遮水が望ましい」と記した。  

地盤工学会の地下水調査法 1)では、砂礫・礫質地盤を対象としているため、遮水に

関してはあまり問題とならない場合がある。一方、透水性の小さい岩盤を対象とした

場合やキャップロックに挟まれた帯水層などでは、観測井掘削の影響が周辺に及ぶた

め、適切な地下水観測のために遮水が重要となる。  

遮水区間の長さの違いによる被圧地下水の水頭観測への影響について把握するため、

3 次元モデルによる数値実験を実施した。地下水流動解析の概念図を図 5.1.1-1 に示

す。深部が被圧状態の流動場（流出域に相当する）を仮定し、ボーリング孔掘削によ

り、地表面下 5m 地点の水頭を観測する目的の観測井を設置する場合、どのような構

造が適切であるかについて数値実験により比較検討を行った。  
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図 5.1.1-1 流出域での観測井モデルの概念図 

 

3 次元解析モデル図を図 5.1.1-2 に示す。観測井として被圧水頭を測定するイメー

ジで、ケーシングを地表面上に立ち上げたモデルを作成した。ケーシング部は不透水

境界となることから、メッシュ分割していない。観測区間は 10cm（標高 G.L.-4.9m

～-5m）とし、遮水区間（岩盤の透水性と同じと設定）が 0.1m、0.6m、1.1m、4.9m

（孔口まで）を設定した。軸対称問題として解析することもできるが、ここでは 3 次

元モデルとして観測井を中心として、対象条件を考慮し平面的に 10°分を取り出した

モデルにより検討を行った。  
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図 5.1.1-2 3 次元解析モデル 

 

解析ケース、解析条件、観測井内水位の解析結果を表 5.1.1-2 に示すとともに、各

ケースの全水頭分布図を図 5.1.1-3 に示す。  

理論的な区間水位（1.485m：G.L.-5m 深度で 1.5m、G.L.-4.9m 深度で 1.47m なの

で、平均値は 1.485m）の再現性に着目すると、遮水区間が 0.1m の場合では、観測パ

イプ内の水位が G.L.+0.927m であり、理論値と比較しても 50cm 以上水位が低くなる

可能性があることがわかった。遮水区間が 1.1m の場合でも G.L.+1.369m であり、理

(a) モデル全体図  (b) 観測井上部拡大図 (1) 

(c) 観測井上部拡大図 (2) (d) 観測区間部拡大図  

観測区間：0.1m(G.L.-4.9～5.0m) 

地盤とケーシング間の隙間  

（遮水区間）  

掘削径：0.05m（φ：0.1m）  

観測パイプ径：0.025m 

観測パイプ径：0.025m 

観測パイプ厚さ：0.01m 

地盤と観測パイプとの隙間：0.015m 

～合計：0.05m（掘削径）  

観測パイプの立ち上げ部  

（水位評価のため）  

解析モデル領域の角度：10° 

10m 

10m 

観測区間：0.1m 

(G.L.-4.9～5.0m) 

地表面(G.L.0m) 
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論値よりも 10cm 以上低くなっている。ケーシング（観測パイプ）外側の遮水が不十

分な場合、ケーシングの外側の隙間に地下水が集まり地表に流動するため、観測区間

の水圧が低下するためであると考えられる。  

本検討の結果、遮水に関してはほぼ全層実施することが望ましいことがわかった。  

 

表 5.1.1-2 解析ケース、解析条件および解析結果 

遮水部 空隙部
case0 1.00E-08 1.00E-08 1.00E-08 1.00E-08 なし 1.474
case1 1.00E-08 1.00E-01 1.00E-08 1.00E-01 0.1 0.927
case2 1.00E-08 1.00E-01 1.00E-08 1.00E-01 0.6 1.280
case3 1.00E-08 1.00E-01 1.00E-08 1.00E-01 1.1 1.369
case4 1.00E-08 1.00E-01 1.00E-08 なし 4.9 1.490

観測水位
G.L.(m)

透水係数(m/s)
ケース名

周辺地盤 観測パイプ内
パイプと地盤の隙間

遮水部長さ
(m)

 

※観測水位の理論値は、1.485m 

 

 

※ 観測井がない場合の地下水流動分布に相当する  

図 5.1.1-3(1) 解析結果の全水頭分布（case0）（コンターピッチ：0.1m） 

水位高さ：1.474m 
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(a) case1（遮水長さ：0.1m）       (b) case2（遮水長さ：0.6m） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) case3（遮水長さ：1.1m）       (d) case4（遮水長さ：4.9m）  

 

図 5.1.1-3(2) 解析結果の全水頭分布（case1～case4） 

（コンターピッチ：0.1m） 

水位高さ：0.927m 水位高さ：1.280m 

水位高さ：1.369m 水位高さ：1.490m 
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5.1.2 間隙水圧観測の高度化 

 

次に、間隙水圧計測の高度化について提言する。  

現状技術による間隙水圧観測システムは、以下の 2 種類が代表的なものと考えるこ

とができる。ここではこの 2 種類を対象とする。  

絶対圧観測方式  ：地下水の水圧を直接電気式圧力センサーで観測する方法  

ピエゾ水頭観測方式：地下水圧をピエゾ管内の水位（水頭）により観測する方法  

観測方法の概念図を図 5.1.2-1 に示す。ともに、ケーシングとパッカーにより計測

区間を設定する多深度観測方法を前提とした。埋込式の水圧計測システムも考えられ

るもの、ここでは適用性が低いものとして検討対象とはしなかった。  

 

 

 (a) 絶対圧観測方式            (b) ピエゾ水頭観測方式  

図 5.1.2-1 間隙水圧観測システム概念図 



 142 

間隙水圧観測における問題点と対策について以下に列挙する。  

①  表層の比較的透水性が大きい地盤（第四紀層など）の地下水位観測とは異なり、

透水性の小さい岩盤内の間隙水圧を観測することが目的である。1 本の観測井

（ボーリング孔など）において、多深度で観測する方が効果的であるが、観測

点を増やす場合には測定区間の上下に設置するパッカー（遮水用）や観測設備

が増えるため、コストが掛かる。ピエゾ水頭観測方式の場合、観測井内部にピ

エゾ管を設置する必要があるため、多点を観測するには観測井の内径を大きく

しなければならない。  

②  絶対圧観測方式は、比較的多深度の観測システムに向いているが、図 5.1.2-2

のように水圧の連続計測を実施する場合には、計測点分の計測プローブが必要

になり、観測システム費用が高くなる傾向にある。また、地下深部の高い水圧

を観測する際に絶対水圧を観測する場合は、圧力センサーの耐圧が必要であり、

水圧観測値の精度は悪くなる。  

 

 

図 5.1.2-2 連続計測可能な絶対圧観測システムの概念図 
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③  ピエゾ水頭観測形式の場合、ピエゾ管内の水位変動を連続観測することに向い

ているが、観測点の数が限られる可能性がある。また、観測水位が高い場合に

はピエゾ管の上部に水圧センサーを設置することが可能であるため、精度のよ

い水圧センサーを用いることができるとともに、センサーの交換も容易である

が、水位が低くなると、計測が不可能となる場合がありうる。  

④  観測区間が長くなると、観測井が水みちとして周辺地下水流動へ及ぼす影響が

大きくなるため、図 5.1.2-3 のように、できるだけ短区間を設定した方が、実

際の地下水圧に近くなるため観測システムとして望ましい。しかし、①に示し

たコスト増加の問題がある。  

 

 

図 5.1.2-3 地下水解析結果による観測区間長の違いと水圧分布の例 

 

 

ケース０：実際の間隙水圧分布  

ケース１：観測区間が１区間  

    （裸孔の場合）  

ケース４：観測区間長：約 10m 

    （パッカーで 8 区分）  
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⑤  観測区間が水みちとならないようにするには、観測井を粘土系材料で閉塞し、

内部に観測設備を埋込む方法も考えられる。しかし長期のモニタリングに関し

ては、圧力センサー自体の耐久性が乏しいことや、センサーの交換が難しい問

題がある。また、観測井を閉塞すると、地下水の採取などが出来なくなる問題

もある。  

⑥  絶対圧観測方式を用いた場合、間隙水圧は大気圧の影響を含む水圧が観測され

る。一般的には計測時の大気圧を差し引いた値を間隙水圧として算出している

が、地下深部の大気圧影響については明確に把握されていない。大気圧の補正

方法に関する検討が必要と考えられる。なお、ピエゾ水頭観測方式の場合、大

気圧と平衡状態のピエゾ水頭を計測することになるため、大気圧の補正は必要

なくなる。  

⑦  地下深部や沿岸部においては、地下水に塩分が含まれる場合があり、地下水の

密度が大きい場合が想定される。絶対圧観測方式の場合には、密度影響を考慮

した間隙水圧値を計測しているが、ピエゾ水頭観測方式の場合にはピエゾ管内

の水質が地下水と連動するため、ピエゾ管内の水位は淡水の水頭値とは異なる

ことに注意する必要がある。  

⑧  ケーシングと地盤の隙間に光ファイバーのような比較的連続的な水圧分布を観

測できるシステム（観測点数が多い）を設置し、閉塞する方法が考えられるも

のの、現状では適用例は見られないため、今後の課題と言える。  

⑨  間隙水圧観測システムは約 20 年程度の実積を有すると考えられるが、長期モ

ニタリングのための耐久性の議論は十分に行われていない。  

⑩  間隙水圧計測システムの構造設計、観測方法に関する考慮事項を表 5.1.2-1 に

示す。  
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表 5.1.2-1 間隙水圧計測システムに対する考慮事項 

観測方法  絶対圧観測方式  ピエゾ水頭観測方式  

構造  図 5.1-5(a)、図 5.1-6 参照  図 5.1-5(b)参照  

測定深度  1,000m 以上の実積がある。  約 500m 程度の実積がある。  

観測点数  ケーシングとパッカーの組み合わ

せにより設定可能であり、特に制限

はない。  

ケーシング内にピエゾ管を設置す

るため、計測点数とケーシング内径

に制約がある。  

遮水方法  水パッカーにより遮水する。  

パッカー長は 1m 程度が一般的であ

るが、長い方が望ましい。  

水パッカーにより遮水する。  

パッカー長は 1m 程度が一般的であ

るが、長い方が望ましい。  

観測方法  1 つの計測プローブで各点を計測す

る方法と、測定点にプローブを固定

する方法があり、連続計測のために

はプローブを固定する必要がある。 

絶対圧計のため、深部の高水圧状況

ではセンサーのフルスケールが大

きくなり精度が悪くなる。  

ピエゾ管内の水位を観測する方法

であり、連続計測が基本となる。  

ピエゾ管の上部の水頭を、小型の低

圧力計で計測できるので、精度が高

い。  

ピエゾ管内の水位が低下すると、圧

力計の挿入が困難になり、観測でき

なくなる可能性がある。  

耐久性  ゴムパッカーは耐久性が小さい。  

ケーシングはプラスチックや鋼製

があり、比較的耐久性がある。  

連続計測の場合、ケーシング内の水

中に長時間設置されるため、耐久性

に問題があるが、比較的容易に交換

できる。  

ゴムパッカーは耐久性が小さい。  

ケーシングは鋼製であり、比較的耐

久性は高い。  

圧力センサーは小型であり、交換が

容易である。  

注意事項  観測区間が長くなると、観測孔が水

みちとなるため、できるだけ観測区

間が短い方が望ましい。  

絶対圧計測であり、大気圧と水圧の

合計値を観測するため、水圧評価の

際に大気圧を差し引くことになる。 

塩分を含む地下水などの水圧は、密

度の影響を含んだ値となる。（淡水

の水頭値として換算は可能）  

観測区間が長くなると、観測孔が水

みちとなるため、できるだけ観測区

間が短い方が望ましい。  

塩分を含む地下水の場合、密度の影

響を含んだ値となる。  

水位を計測するため、ピエゾ管内の

水位が変化するための流量の移動

が必要であり、低透水性層での挙動

に関しては、時間遅れが発生する可

能性がある。  
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5.1.3 まとめ 

 

地下水調査法の高度化に関して、以下にまとめる。  

 

① 地下水位調査に関する手法の見直し 

現状の井戸やボーリング孔による地下水位調査については、ストレーナ部の平均的

な水頭値を観測していると言えるため、周辺の地下水位とは異なる可能性が高い。こ

のような違いを把握するには、間隙水圧を多深度において観測し、圧力水頭が０に近

い値を示す深度の間隙水圧データから評価する方法が最も適している。また、従来の

水位計測では、井戸内の水位を計測しているため、井戸の大きさ、地盤の透水性の違

いにより、非定常挙動の観測に時間遅れが生じる可能性がある。この問題に対しては、

ピエゾ管の径をできるだけ小さくする方法や、絶対圧計測計を用いることが望ましい。 

 

② 孔内の上下流動を遮断するための井戸、ボーリング孔の埋め戻しが有効 

従来、地下水調査では低透水性材料による埋め戻しは、水圧応答に抵抗があるもの

と考えられているが、孔内を粘土のような低透水性の材料で埋め戻した方が適切に間

隙水圧データを観測できる可能性がある。  

図 5.1.3-1 に解析モデルを示すが、観測井周辺の地下水流動を軸対称モデルで検討

したものである。  
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図 5.1.3-1 観測井を対象とした軸対称解析モデル 
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図 5.1.3-1 に示すように、上部帯水層と下部帯水層がボーリング孔により連続しない

よう、パッカーで区切られている。下部帯水層の境界水位が図 5.1.3-2 に示す非定常挙

動に対して、3 点での水圧計測点での水圧変動について数値実験を行った。  

 

 

図 5.1.3-2 下部帯水層境界条件の経時変化設定 

 

数値実験の検討ケース、解析条件を表 5.1.3-1 に示す。  

 

表 5.1.3-1 解析条件一覧表 

ケース No. 
ボーリング孔内 周辺岩盤 備考 

透水係数 比貯留係数 透水係数 比貯留係数 

ケース１ 1E-3(m/s) 1E-6(1/m) 帯水層：1E-7 

低透水：1E-9 

(m/s) 

1E-6(1/m) 高透水埋戻 1 

ケース２ 1E-10(m/s) 1E-4(1/m) 1E-6(1/m) 低透水埋戻 

ケース３ 1E-3(m/s) 1E-4(1/m) 1E-4(1/m) 高透水埋戻 2 

 

解析結果として、水圧計測点での変動を図 5.1.3-3 に示す。これより以下がわかる。  

・ ケース１の水圧変動から、ボーリング孔内、周辺岩盤ともに小さな比貯留係数

の場合は、境界での水圧変動は瞬時に水圧観測点に伝搬するため、適切な水圧

値を観測できる。  

・ ケース２より、ボーリング孔内を低透水性および高貯留性の材料で埋め戻した

としても、ケース１とほぼ同様の水圧応答であることから、水圧観測点は粘土

のような低透水性材料で埋め戻されていても水圧計測できることがわかる。  

・ ケース３より、すべての材料を高貯留性材料とすると、水圧応答の時間遅れが

発生している。これより、ボーリング孔内の透水性や貯留性は、水圧応答の時

間遅れに対する影響は小さく、水圧応答の時間遅れは、周辺岩盤の貯留性の影

響によるものであると考えられる。  

・ この結果から、間隙水圧測定においては、水圧計測点の透水性を大きくする必

要はなく、低透水な材料で埋め戻しても問題ないと言える。  
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※上部帯水層境界条件は一定とした  
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(c) ケース３  

図 5.1.3-3 水圧計測点での経時変化 
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ただし、ピエゾ管による水位計測の場合には水位変動は水の流動が必要であるため、

低透水性材料で埋め戻した場合には水圧変動に時間遅れが発生する可能性があること

に注意が必要である。また、観測点周辺を低透水性材料で埋め戻しても問題ないため、

パッカー等の遮水設備を軽減することも可能であると考えられる。課題としては、事

後の地下水の採水等の作業が困難になることであるが、採水等に関しては、ボーリン

グ孔の掘削時に実施することにより対応できる。  

 

③ 水理地質構造把握のための事前の検層調査 

パッカーで区切られた従来方式の間隙水圧計測についても、適切な水理地質構造の

把握とパッカー区間の設定を行うことにより、適切な地下水調査は可能である。その

ためには、詳細な水理地質構造の把握が重要となり、図 5.1-8 に示すような検層手法

により間隙水圧を測定すべき観測深度、区間の設定を行うことができる。  

 

 

図 5.1-8 水みちの把握を目的としたフローメータ検層の概念  

 

④ 合理的な観測区間の設定 

種々の特性データに基づき観測区間を設定する必要があるが、できるだけ短区間の

方が望ましいことがわかっている。しかし、短区間の観測設備を設けるには設備費用

が高くなるため、合理化検討が必要である。観測区間を合理的に設定するには、ある

程度長い観測区間を設けることを許容するしかないため、長い観測区間の影響を評価

する必要がある。このような長い観測区間の影響を低減するには以下の２つのアプロ

ーチしかない。  

・ 観測区間は短く設定するが、観測区間と観測区間の間を適切に閉塞する方法  

・ 観測区間が長いことによる影響を、解析的に考慮する方法  

 

⑤ 新しい間隙水圧計測システムの開発 

現状の間隙水圧観測方法をより高度化した手法の開発が望まれる。例えば、光ファ

イバーのように多点の間隙水圧装置を高度化する方法の開発などである。  
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5.2 地下水流動解析手法の高度化 

 

地下水解析手法については、第 2 章で示したようにほぼ確立されている。しかしな

がら、従来の解析モデルには実際の地下水調査システムが考慮されていないため、実

測データと解析結果がそれぞれ誤差を有することから、適切な比較検討が出来ていな

い可能性があった。このような現状を踏まえて、地下水解析手法の高度化に関して以

下に提言を行う。  

 

①  従来無視していた観測井を簡易にモデル化可能な手法を適用することにより、

調査システムの周辺地下水へ及ぼす影響を踏まえた解析が可能となる。 

広域 3 次元地下水流動解析においても、規模の小さい観測井をモデル化可能な方法

を提案した。本手法を適用することにより、観測システムの特徴（観測区間長、遮水

性能の有無など）を地下水流動解析モデルに考慮することができるため、調査データ

と解析結果を直接比較可能となる。  

 

②  FEM 解析手法以外の解析手法も多数開発されており、各手法の特徴を把握した上

で、適切な解析手法を用いることが重要である。 

本研究では最新の動向として、混合補間法による FEM について紹介したが、対象

とする解析モデルの違いや、精度を踏まえた手法の選定およびモデル化を行うことに

より、高度化を図ることが必要である。  

 

③  FEM 解析手法の高度化方法として、①に示したような観測井を 1 次元線要素でモ

デル化する手法を提案したが、理論解との比較によれば精度が十分でない可能

性があるため、精度向上のための検討が必要である。 

本研究で提案した 1 次元要素を用いた手法では、理論解との比較の結果、誤差を有

することがわかっている。この誤差は、有限要素法を用いた場合の離散化誤差に起因

するものであり、このような誤差を修正するための研究が必要であろう。  

過去には、数値解析における井戸の等価半径を考慮する方法 1)や、近年では水封地

下施設用の注水ボーリング影響を適切に評価するための、注水孔周辺要素の透水性を

補正する方法 2)などが提案されており、精度向上のためのアイデアと考えられる。  

海外でも井戸のモデル化に関しては、解析手法毎に井戸を考慮する手法 3)や、図

5.2-1 に示すような井戸のモデル方法 4)も提案されている。  

 

④  解析モデルの妥当性の観点では、間隙水圧分布を再現できる水理地質構造の構

築が重要である。間隙水圧データの変化点に着目した水理地質構造の推定によ

り、不均質性および不確実性の高い地盤・岩盤を適切にモデル化することが必

要となる。 
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(a) 井戸モデル検討フロー  

 

 

(b) 井戸モデルの例  

図 5.2-1 海外における井戸モデル検討の例 4) 
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5.3 まとめと今後の課題 

 

地下水調査手法および地下水解析手法については、既に確立された手法との認識が

多いと思われるが、今後、地下水流動解析モデルの妥当性の確認のためには、従来手

法について見直すとともに、高度化の余地があることがわかった。  

調査法に関しては、種々の手法との組み合わせにより、適切な観測システムを構築

するための検討が重要である。  

一方、地下水流動解析に対しても、従来、無視されていた観測井を簡易に考慮する

手法により、実測データに対する解析結果の誤差を低減することができる。  

なお、実測データと解析結果の比較による地下水流動解析モデルの妥当性の確認に

おいて重要なのは、地下水調査の精度、水理地質構造評価の精度、解析手法および解

析モデルの精度のバランスであると考えられる。地下水の流動媒体は不確実性の大き

な地盤、岩盤であり、その特性を把握することは容易ではない。現状技術を踏まえる

と地盤・岩盤の透水特性は完全に把握することは不可能であると言っても過言ではな

い。しかしながら、地盤・地下水汚染や放射性廃棄物処分の安全評価などに対して、

地下水の流動予測評価の精度が重要であり、特に長期的な将来予測に対しては解析的

なアプローチは必須である。施設設計や安全評価を合理的に行うためには、解析モデ

ルの妥当性や解析結果の精度が要求される。  

地下水流動予測モデルの精度向上のためには、地下水調査の観点からの高度化アプ

ローチと、調査の限界を把握しつつ、調査条件と解析条件の誤差を低減させるための

解析手法や解析モデルの高度化アプローチが必須であると考えられ、今後のさらなる

高度化検討が必要と考えられる。  
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第 6 章 結論と今後の課題 

 

6.1 結論 

 

本研究での成果をここにまとめる。  

種々の地下水問題に対する評価の重要性から、現状での地下水調査および地下水解

析について着目し、以下の議論を行った。  

①  地下水調査のうち、地下水位や間隙水圧データは、地下水流動を把握、評価

する上で非常に重要であるが、現状では適切に観測されていない、あるいは

目的とは異なるデータが得られている可能性があり、誤ったデータの解釈に

より地下水の状況を適切に判断できない場合や、地下水流動解析における条

件（境界条件や透水性）を間違ってしまう場合があることを示した。  

②  地下水の観測井は、人工的な水みちとして周辺地下水に対して影響すること

について、想定される現象を整理するとともに、数値解析により現象を再現

できることを示した。  

③  地下水調査の高度化は、調査費用の観点から限界があること、数値解析によ

り調査システムの影響を再現できることから、地下水解析手法および解析モ

デルの高度化手法として、観測井を 1 次元線要素でもモデル化する手法につ

いて示すとともに、数値実験による手法の妥当性について検討した。  

④  地下水流動解析モデルの高度化の観点から、間隙水圧データの鉛直分布に着

目し、水圧の急変化点の発生メカニズムについて、要因の想定と数値実験に

より考察行った。また、得られた知見に基づいて水理地質構造の推定方法に

ついて整理した。  

⑤  最後に、今後の地下水調査、地下水解析の高度化のための考慮事項や課題に

ついて整理した。  

 

以下、各章における概要と結論を以下にまとめる。  

 

第 1 章では、本研究を行うにあたっての研究背景および研究目的について示した。 

 

第 2 章では、地下水調査法のうち、調査データとして現状技術で最も精度良く計測

可能な地下水位および間隙水圧に着目して調査法を整理するとともに、調査データの

誤った解釈による問題点について指摘した。地下水解析手法に関しては、最もシンプ

ルな地下水単相の解析手法に着目し、近年話題となっている混合補間法を用いた FEM

について紹介するとともに、本研究における解析手法としては一般的に用いられてい

る FEM を適用することを示した。また、今後の課題として地下水流動解析手法や解

析モデルの検証、妥当性の確認の観点から、近年、解析の品質保証方法として着目さ
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れている V&V（Verification and Validation）の動向について示し、本研究の位置づ

けについて明らかにした。  

 

第 3 章では、地下水観測に用いられる観測井やボーリング孔の掘削が周辺地下水流

動へ及ぼす影響について具体的な事例を示すとともに、地下水観測データの意味につ

いて考察した。また、観測井やボーリング孔をモデル化した 3 次元定常地下水流動解

析手法による数値実験により、その影響を定量的に評価可能であること、地下水解析

における観測井をモデル化することの有効性を示した。一方、広域地下水流動解析に

おける観測井の 3 次元モデル化による解析モデル規模の増大を防ぐための対策として、

1次元線要素を 3次元モデルに考慮する方法を提案し、その有効性について確認した。  

これにより、解析的なアプローチにより、従来無視されていた調査データと解析結

果の潜在的な誤差を低減できることがわかった。  

 

第 4 章では、間隙水圧の実測データから得られる変化点の発生メカニズムの解明の

ため、想定される要因に対する 2 次元モデルを用いた数値実験を実施し、要因の特定

を行うとともに、間隙水圧の鉛直分布から想定される水理地質構造の推定方法につい

て示すとともに、解析モデルの精度向上において有効であることを示した。  

 

第 5 章では、本研究から得られた知見に基づき、今後の地下水調査法と地下水流動

解析手法の高度化に関する提言として、適切な調査システムの構築が重要であること、

観測井をモデル化した地下水流動解析により、調査システムを考慮した解析結果が得

られるため、調査データと解析結果の誤差が低減され地下水流動解析モデルの妥当性

の評価を従来よりも適切に行うことができることを示した。  

 

6.2 今後の課題 

 

今後の課題について以下に列挙する。  

①  地下水の調査方法についてはほぼ確立していると考えられるものの、従来の考え

方では適切な調査データが得られない、あるいは解釈を間違ってしまう可能性を

有していた。しかし、適切な地下水調査のためには、従来よりも調査システム自

体の費用が掛かるはずであり、やみくもに精度向上のための高価な調査システム

を構築することは合理的ではない。地下水調査の目的、精度等を考慮した合理的

な調査システムの設計および施工技術を明らかにする必要があると考えられる。

例えば、観測井における遮水材については、ベントナイトのような膨潤性を有す

る材料が適切であると考えられる。アルコールや塩水により粘性を低減したベン

トナイトスラリー 1) ,2)として用いることにより、施工性が良くなるため従来用い

られなかったケーシングと地盤の空隙に注入することが容易となる可能性があ
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る。  

 

②  地下水の流動媒体は不確実性の大きな地盤、岩盤であり、その特性を正確に把握

することは容易ではない。地盤・岩盤の透水特性を完全に把握することは不可能

であると言っても過言ではない。しかし、地盤・地下水汚染や放射性廃棄物処分

の安全評価などに対して、地下水の流動予測は施設設計や安全評価に影響を及ぼ

すため、評価結果の精度が要求されるはずである。特に長期的な将来予測に対し

ては、解析的なアプローチは必須であると考えられ、解析モデルや解析結果の妥

当性が重要となる。本研究では解析モデルや解析結果の妥当性の確認にあたり、

実測データと解析結果の比較による方法を前提として、実測データの精度向上、

解析結果の精度向上により、従来よりも適切な妥当性の確認を行うことができる

こと、解析モデルの精度向上のための方法として、間隙水圧分布を再現するため

の水理地質構造の推定方法を示した。しかし、解析モデル自体の実地盤との相違

の影響については議論することができなかった。V&V の観点からの地下水流動

解析モデルの妥当性の確認をどのような基準で実施するかについては、今後の大

きな課題と考えられる。  

 

③  本研究では多孔質媒体としてモデル化される堆積岩を対象として、一般的なダル

シー則に基づく FEM の検討を行った。結晶質岩等の亀裂性媒体を対象とする場

合には、解析手法、解析モデルも大きく異なることになる。地下水調査の観点か

らも、主な地下水流動の要因となる亀裂に着目する必要があると考えられ、間隙

水圧だけでなく、地下水流動に起因する亀裂を特定するための調査法などの開発

が必要となると思われる。すなわち、対象とする媒体の特性に応じた調査方法の

高度化検討が必要となる。  

 

④  地下水位観測装置に関しては、比較的メンテナンスが容易であるものの、地下深

部の間隙水圧計測に関しては、装置の耐久性の問題が解決していない。現状では

装置が高価であることもあるが、長期間の計測を想定した長期耐久性を有する装

置の開発、メンテナンスが容易な測定方法の開発などが、地下水に係わるデータ

取得の課題と考えられる。  

 

⑤  本研究では、精度良く計測可能な地下水位や間隙水圧データを地下水解析モデル

の妥当性を確認するデータとして選定した。一方では地下水の水質や年代につい

ても地下水流動評価の妥当性を評価するデータとして着目されている 3)。現状で

は水質に関する分析技術は向上していると思われるが、真の地下水を取得する技

術の高度化が重要であると思われる。モデルの妥当性を確認するデータが増える

ことにより、不均質・不確実な地盤・岩盤のモデル化の妥当性評価の精度を向上
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することができる。真の地下水を採水する方法についても、今後の地下水調査の

大きな課題であると考えられる。  

 

⑥  坑道掘削前後の間隙水圧データや、坑道内湧水量についても解析モデルの妥当性

を評価する実測データとして有力である 4)。間隙水圧分布の変化は、水理地質構

造の透水性の相対的な比率が要因であり、絶対的な透水性の妥当性については、

流量データが重要である。湧水量を適切に把握することにより、有力な検証デー

タとなることから、流量計測方法についても高度化を図ることが望ましい。  

 

⑦  本研究では、実測データの代表性については触れなかった。調査から得られる地

下水位や間隙水圧は変動が認められる。短期的あるいは周期的な変動が、データ

の連続計測結果から得られる。この要因としては、潮汐による海水準変動や大気

圧変動、降雨の有無、地球潮汐による力学的影響などが想定される。このように

変動している実測データと定常解析結果を比較する場合に、実測データの取り扱

い方法は明確になっていない。年間変動の平均値や中央値を想定する方法や、何

らかの評価に対して危険側になる条件を設定する方法などが考えられる。調査位

置の違いにより、変動の幅、周期やピークの時期が異なる場合があることも想定

される。明確な基準や指針がない現状では、何らかの工学的な判断を必要とする

ことになる。定常解析結果と比較する場合には、実測データの代表値を決める必

要がある。非定常解析との比較に関しても計算時間ステップの取り方により、実

測データに代表性を持たせる必要があるかもしれない。地下水流動解析モデルの

妥当性をどのようにして確認するかについて、さらなる議論が必要と考えられる。 
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感謝致します。  
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なく、新入社員当時から地質 やその調査方法について教えて頂きました。

D-transu3D-EL の開発者である菱谷智幸博士には業務や学会活動を通じて、地下水解
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流動解析に係わる業務、研究に従事させて頂きました。特に石井卓博士には入社以来

公私ともに大変お世話になりました。学位取得にあたって強力にバックアップしてく

ださった技術研究所の奥村忠彦博士（エンジニアリング振興協会理事）、鈴木誠博士、

若原敏裕博士、櫻井英行博士に心より感謝致します。特に櫻井英行博士には、各種の

プログラム開発をサポートして頂きました。堀田政國博士には、地下水の間隙水圧計

測技術について教えて頂くとともに、地下水流動解析について議論させて頂きました。
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熊坂博夫博士には、トンネル掘削の観点から地下水流動評価について議論させて頂き

ました。三宅紀治博士、高坂信章氏には都市土木地下水対策について教えて頂きまし

た。山田俊子氏には注水ボーリングの解析的な考慮方法について議論させて頂きまし

た。この他にも現在私が所属している技術研究所だけでなく、他部署の多くの皆様に

本当にお世話になりました。ありがとうございました。  

(財)電力中央研究所の長谷川琢磨博士には放射性廃棄物処分における地下水年代指

標を用いた地下水流動解析の妥当性検証の方法について議論させて頂きました。北海

道大学大学院の山田浩之博士には、IAH2012 の会場でお会いしてから新しい地下水研

究のテーマについていろいろなヒントを頂きました。熊本大学の嶋田純教授には、ご

自身が清水建設 (株 )に在籍時から放射性廃棄物処分研究や地下水の水質に着目した流

動評価手法について教えて頂きました。東京大学の登坂博行教授には学会、委員会活

動でお世話になるとともに、先生が開発された GETFLOWS について、FEM 手法と

の違いや現象の捉え方について議論させていただきました。 (株 )地圏環境テクノロジ

ーの西岡哲氏、森康二氏には地下水解析や井戸の取り扱いに関するアドバイスを頂き

ました。 (有)アイジオルの今井紀和氏には地下水解析手法についてご意見を頂きまし

た。パシフィックコンサルタンツ (株 )の南部卓也氏には地下水調査についてご意見を

頂きました。皆様に心より感謝致します。  

まだまだ多くの方々に感謝の気持ちで一杯ですが、この場を借りて地下水流動解析

に対する私の考えと、今後の研究課題について思うところを記したいと思います。  

地下水流動解析に関しては、最もシンプルな定常の浸透流問題が好きです。海外の

解析コードには定常解析オプションがないものもありますが、地下水流動はほぼ定常

解析で評価可能であると考えています。相手に対して比較的説明しやすい・・・相手

も理解しやすい・・・と思うところもありますが、”Simple is best”の典型であると感

じています。もちろん、実際の現象は様々な状態変化の結果であり、非定常挙動を示

していることは理解していますし、定常理論では説明できない現象が数多くあること

もわかっています。しかしながら、ほぼ層流状態である地下水流動を評価する上で、

最も重要なのは媒体の透水性とそのコントラストであると考えられます。そのため、

水理地質構造や透水性の設定値が、解析モデルの妥当性を議論する上で重要となりま

す。媒体の特性として透水性のみを用いた定常浸透流問題は、最も簡易な数値解析モ

デルが故に、実務上はいろいろな課題があります。  

１つは飽和・不飽和の非線形問題です。特に降雨涵養量を考慮した解析では、不飽

和特性の違いにより、解の収束性が悪くなる問題があり、実務上苦労することがしば

しばあります。非定常解析を行うことで収束性が良くなることが知られていますが、

解を得るのに時間が掛かる問題がありますし、実務上は対応が難しい場合もあります。

個人的にいろいろ考えてみましたが、決定的な方法が見つかっていません。定常解析

での収束性を向上する画期的な方法の開発が望まれます。  

また、降雨涵養量は境界条件としての難しい問題の１つです。降雨涵養量を地盤内
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に浸透する雨量の一部と考えると、地表面の状態、すなわち場所の違いにより量が異

なると考えられます。例えば、平坦な地面は雨が降った短期間のみの涵養なので年間

では比較的少ない可能性がありますし、森林では保水能力があるので年間での涵養量

は相対的に多くなるかもしれない、などの仮説がたてられます。しかし、広域地下水

流動問題に対して、具体的な涵養量の違いに関する議論はあまりなされていないよう

です。通常の FEM 解析では境界条件として入力するため、その妥当性は今後問われ

る可能性があります。降雨は非定常な条件の代表的なものであり、定常解析の境界条

件として常に一定の涵養量を想定することは、実現象と明らかに異なっています。降

雨の地盤内への浸透現象を最も簡易にモデル化したものが、定常解析における降雨涵

養量といえるでしょう。地形勾配、植生、標高、地下水位などの違いによる涵養機構

を明確にすることができれば、降雨涵養量の分布を設定することができますし、設定

値の妥当性を向上することができると思われます。従来、降雨涵養量の妥当性につい

ては、広域の水収支から説明する方法が取られていましたが、解析結果の地下水位の

再現性から説明する方法も考えられます。すなわち、実測した地下水位を再現できる

降雨涵養量は妥当であると考える方法です。しかし、例えばトンネル掘削前の現況解

析の妥当性に対しては問題ないと考えられますが、トンネル掘削の予測解析の際に、

掘削前の降雨涵養量と同じ値で良いかという問題があります。トンネル掘削により地

下水流動場が変化すると、地表面からの降雨涵養量も変化すると考えられます。この

場合の降雨涵養量の設定方法が現状では明確になっていません。今後解決すべきテー

マの１つではないかと思われます。  

FEM だけでなく解析を行う場合には、対象とする空間に対して離散化モデルを設定

する必要がありますが、メッシュ分割の方法についても大きな問題であると思われま

す。計算機の能力が飛躍的に向上し、パソコンクラスでも 30 年前の大型計算機以上

の性能を有する時代になりましたが、3 次元モデルによる広域地下水流動解析を行う

場合には、解析モデルの作成は非常に負荷の掛かる作業になります。特に複雑な水理

地質構造や地下施設構造を考慮した解析モデルを作成する場合、作成可能な解析モデ

ル規模の観点から、粗いメッシュ分割とならざるを得ない場合が発生します。解析モ

デルの領域を広域からローカルに絞り込んでゆく方法などにより、解析精度の向上を

図る努力が行われますが、地下水流動解析における空間の離散化誤差の影響について

は明確になっていません。解析モデルの要素ごとに透水性を与えることになるため、

メッシュ分割は水理地質構造の解像度とリンクすることになります。解析技術者とし

ては精度を考慮して可能な限り細かいメッシュ分割を目指しますが、それが妥当か否

かに関しては判断が難しくなります。地下水流動解析の媒体は不均質性・不確実性が

大きく、正解がわからないため、メッシュ分割の妥当性を確認する方法も明確になっ

ていません。解析モデルの妥当性を議論する上で重要な課題であると考えています。  

この他にも気になることがたくさんあるのですが、今後の研究テーマとして取り組

んでいきたいと思います。多くの方々と議論し、課題解決を目指したいと思います。  
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地下水流動の評価はサイトスペシフィックであり、トンネル掘削技術などに代表さ

れる経験工学に近いところがあると感じています。解析はツールがあれば誰でも可能

なものと考えている方も多いかと思いますが、実地盤を対象とした地下水流動解析の

条件設定は難しいものであることを痛感しています。30 年近くメイン業務として担当

していますが、まだまだ未熟であることを思い知らされますし、課題を解決できてい

ないことをあらためて認識致しました。多くの方々に支えられて今まで生きてきまし

たが、これからは一人の学者としての自覚と責任を持ち、少しでも何かの、誰かの役

に立つ研究、活動に精進したいと思います。  

最後に、この世に送り出してくれた両親と、夫父の我儘を受け入れてくれた妻の円

美、息子の一成、娘の佳奈に心から感謝致します。ありがとう。  

 

平成 25 年 3 月  
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