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乾燥地域の地下水（ 2) 

牛木久雄

8. 乾燥地域地下水の物理的・化学的性質

地下水の物理的 ・化学的性質は，それが流れてゆく帯水層の熱的性質と，

鉱物学的化学的性質によ って決定される。

乾燥地域では概して平均気温は他の地域より高いしその日変化や年変化

も大きい。土，石灰岩，花崩岩という 3種の地層構成物において表面地温の

臼変化と年変化の到達深をみてみると，つぎのよ うになっている。

また，年平均温度も，半乾燥地域で 第1表

17～22°C, 乾燥地域で 22～25°C，熱

帯にご く近い乾燥地域で 25～30。C と

いう具合である。 したがって， 33°C 

以上の水温の地下水が出て くる場合に

土 石灰岩 i花崩岩

日変化1 90cm 日M I 200cm 

年変化lト 18mI 28m I 39m 

は，地熱による影響を受けていると考えられる。

それとは別に，もし帯水層をすみやかに水が通らない状態であれば，水は

その層を通過するのに長い時聞をかけることになるから，その層の温度に強

く影響されることになる。しかしある程度以上深い層になると，地表の気

温の日変化や年変化が， もはや届かなくなっていることを，第 1表は示して

いる。



牛木乾燥地域の地下水（2) 97 

地下水中に高濃度の塩分が存在する場合として，水温が高いこと，その塩

分を供給する地層との接触時聞が長いことなどが考えられる。さらに，高い

塩分濃度をもった水の混入，地層を通しての蒸散による濃縮などもある。

乾燥地域においては，前述のとおり概して高い年平均気温をも っているか

ら地下水温も高い。また，地下水のj函養が貧弱ゆえ，地下水の流れもゆるや

」かになっている。したがって帯水層をつくっている地層と地下水の接触時間

も長いといえる。このような要因によ って，地下水中の塩分濃度は乾燥地で

は一般に高い。

8-1 乾燥地域地下水の溶存化学成分

乾燥地域地下水の溶かしこんでいる化学成分は，その水が降水時にすでに

もっていた成分と，地下水として帯水層に蓄えられた以後にとりこまれたも

のとに分けられる。これらの成分は，帯水層中を流れてゆくうちに，地下水

の蒸散によって濃縮されたり，帯水層を構成する鉱物との化学的交換作用に

よって，その成分の割合を変えてし、く。

まず代表的な 4種の地層，すなわち石灰岩質なもの，砂岩質なもの，粘土

およびマール質なもの，石膏質なものについて，その中に存在する地下水の

化学成分を見ることにする。

石灰岩質の帯水層では，一般に鉱物の溶けこみは少ない。乾燥残留物は，

18°Cで500～1,OOOmg/lであり， CI－濃度も 50～150mg/lであるべ湾存イ

オンの割合は，当量濃度で，

co3一＞so，一， CI-

ea++>Mg++, Na+ 

のようになっているヘ石灰岩質の帯水層は，他の地質の層よりも透水性に

’優れているため，鉱物の溶解は少ないとされている。なお石灰岩質でもドロ

マイトの性格がつよいものでは，Mg＋＋ のca＋＋に対する量比が増える傾向を

もっ。

砂岩質の帯水層では，鉱物の溶けこみは， 石灰岩質のものより多いが粘土

やマールほどではない。 乾燥残留物は 1,000～2,OOOmg/lであり， Cl濃度

はく500mg/lであるへほとんど炭酸塩を含まない砂岩では， 溶存炭酸ガス

の活性があり， pH=5～ 6である。溶存イオンは，
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HC03一二三c1-,so，ー
ピミea++

ea++Mg＋＋は少なし、的。

砂岩では透水性が石灰岩より：hとるつ

粘土および、マール質の帯水層の場合は，高い鉱物溶解量を示す。乾燥残留

物は2,000～4,OOOmg/lであり， c1－濃度は1,OOOmg/lくらいとなるべ溶存

イオ ンの割合は，

so, , c1->HcoJ-

Na+>Mg++, ea++ 

となっている目。

粘土質では透水性が非常に悪いにもかかわらず，空ケ守 率は50%にも達す

る。このことはこの地層の堆積時に，多量の包蔵水をとりこむことが出来た

ことを物語っている。したがって，地下水へのと りこまれた包蔵水からの塩

分の寄与が相当にある と考えられる 8)9）。

石膏質の帯水層では，溶存鉱物の量は非常に多 くなり， 乾燥残留物も 200

g,11に達するヘ 溶存イ オンは，

so，－二 Cl,ea++, Mg++ )fa+ 

が高い割合を占め，

SOi一＞co3--

となっている町。

一般に溶解物質の量が少ない場合ほど， それらの種類は多 く，多量の物質

が溶けている時ほど，少数の成分からなりたっている傾向がある。

重炭酸イオンの濃度は．ほ；まどの帯水層で、も同じようなレベル に見出さ

れ，180～360mg/lであるヘ

なお，帯水層が沖積層である場合には，その堆積の過程によってそれぞれ

異なる鉱物を含んでいるから， 地下水の水質も，いろいろに異なることにな

る。

一般に長い時間地下水が地中に存在する場合には，その溶存成分はまわり

の鉱物とのイオン交換によ って，つぎのような序列に変わってゆく。

c1->soi-->co3 --

Na+>Mg++>cピ＋



第10図 チュニジアにおける地下

水のMg/Ca当量比分布，

ただし太線 Mg/Ca比，

細線地下水位（Schoeller

1959) 

0 1 2 l km 
」 -1一一よ一一」

第2表

地層の性質

石灰質のマーノレ

砂質の土

風化された泥岩

沖積土

と考えてよい。

蒸発が顕著な深さ

10～12m 

15～18 

15～20 

20～22 
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このよ うな傾向を示す例として，第10

閃にチュニジアの地下水の場合を示す。

ここでは地下水の下流域に向かつて， 明

らかに Ca＋＋から Mg＋＋への移行が認め

られる。

地下水位がある程度高く なって，地表

に近づくと，地層の毛管作用によ って，

地下水の蒸発が起こる。このよ うに蒸発

が効いて くる地下水の深さは，毛管作用

のない岩質の場合でも，1.5～2.0mであ

り， 他の毛管作用のある地層ではつぎの

ようになっている。

上表のよ うな毛管作用のある地層を一

日につき20～60mで、流れてい く地下水の

例で， 15km下流の溶存塩類の濃度が4

倍から 5倍に高まっていた も の が あっ

た。この｜時，地下水面は地表から9～12

mで、あり，水温は19～22°Cであったへ

このよ うなわけで， 乾燥地域において

は， 地表に近い地下水層に塩分の濃

縮化が進み，深いところに淡水が存

在するとい う傾向がある。

浅いとこ ろに淡水が見つかる場合

もあるが，これは主と して，局地的

な降水によ って生まれた短命な水体

このような蒸発の結果として， 地層の上部に塩分の高い層が形成されるこ

とがある。こうした層へ増水期の地下水位が上昇してい くと，しだいに地下

水上層に地層から塩分がとけこんで，水質の劣化を引き起こすことになる。

.S-2 水素，酸素の安定同位元素濃度と乾燥地域地下水
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近年乾燥地域の地下水について，水素および酸素の同位元素の含有量を調

べることが，さかんに行なわれている。

これらの同位元素は，質量数2の水素，すなわち重水素Dと，質量数18の｝

酸素＂ 0である。通常，自然、界の水には，これらの同位元素が， それぞれ，

HDOおよび H21so とい う形で，約 160ppmおよび2,OOOppmずつ含まれて

いる，HDO, H2180 の飽和水蒸気圧は，通常の水と比べて， 常温でそれぞ

れ，約 8 %および0.9%低くなっている！OJ。この違いが．蒸発，凝縮の際に

母体とは異なる同位元素含有量の水や水蒸気を発生させる 3

地球上の降水については， Craigによると，重水素含有量と酸素18含有量

との聞につぎのような経験式が或 り立つとされている11)0 

ilo=8il180+10 

ここで、，

R-RSMOW oo＝ ×103 (%0) 
RSM OW  

R:Dの含有率

RSM OWは， Craigによ って提案された平均海水の，同位元素含有率を示

す。

(j18Qも，同様に定義される。

上記のDおよび 1s0の含有率の聞の関係式は，主に大西洋を中心と した地

域の降水によ って決定された。現在では，この式はむしろ，

ilo=8o180+d 一一 （1)

と書き表わし， dはその降水をもたらした水蒸気の蒸発地に固有の定数で・あ

るとすることが多い。ちなみに冬期の地中海では，

d=22 

という値が測定されている12）。

一方，降水中の同位元素含有率の温度に対する依存については，

0180 =O. 69ta-13. 6 (2) 

なる関係式が報告されている 10)0 

ここに， taはその降水のあった場所で、の年平均気温である。

第 2章と第6章のところで、述べたように，乾燥地域の地下水の中には，時

間的にも空間的にも，かなりその出現する時と場所に特有な地表水からへだ

たっているものがある。たとえば，乾燥地域の水源地となっている ，周縁地
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域では，乾燥地域の極地方側が冬期降水型であり，赤道側が夏期j降水型にな

っているのが普通であるしこのような場合，降水地の気温が異なっている

のはもちろん，その地域の降水の蒸発源も異なっていると考えるのが自然で

ある。また，地下水がゆるやかに流れるため，場所によっては今から 1万年

余も昔の水をいまだに蓄えていることが知られている引。こう した要素が，地

下水の同位元素含有率に如実に現れている例が，多くの報告となって知られ

るようになった。

一方地下に蓄えられている聞に，これらの同位元素の含有率が，まわりの

鉱物との元素交換によ ってどの程度の影響を受けるかという問題がある。一

般に常温の水体では，数万年の古さのものでも，ほとんど同位元素の含有率

は変わらないとされている 13)0 しかし熱水や， pH の低い水体となってい

る場合には，まわりの鉱物と酸素同位元素の交換が行なわれ， a1soが増加

する。石灰岩との交換の場合は，珪酸塩鉱物よりも速やかであり， 水は 1s0

の含有量の豊富な石灰岩の a1so値に近づく 。これに反して oDは， 鉱物と

水との聞にほとんどDの交換がないために，ほとんど変わらない13）。

さらに，地下水が，帯水層中で包蔵水を混入させ，その同位元素含有量に

影響される場合もある。しかしこの場合には，塩分濃度の増加に伴って同

位元素も増加するという ことが起こるから，混入の程度を，それな りに見積

ることが出来る。

乾燥地域の地下水の中には，降水中にすでに激しい蒸発を受けたり ，地表

に達してから地下に侵透するまでの聞に，また激しい蒸発を被ったりしたも

のがある。このような水では， !SQやDは濃縮されると同時に， Craigの式

にも合わない 0180,ao値を示し

oDく80180+10

となる。

9. 各乾燥地域別の概観

9-1 サハラ

世界最大の砂漠サハラ の地下水は，アメリカ合衆国にも匹敵する地域の中

に七つの大きな地下水盆をなしている。これらの分布と，その地下水の流線

方向は第11図に示しである10。帯水層は，楯状地周辺に広がる，ゆるやかな
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第11図サハラの地下ぶ系（Ambroggi1966) 

大司f,；羊

。 ぽ）（） 1600km 

＠ I也l、;j(i古散I也

手～一 地下水流線

／γ、べ山／！；

乱れの少ない白重紀前期の陸成層ヌビア砂岩（厚さ約 1,OOOm），第三紀鮮新

世および中新世の砂岩 （厚さ約1,OOOm），および地表の砂丘，河床堆積物な

どである。これら三つの主要な帯水層は，それぞれ，不透水層でへだてられ

ているから，深層の地下水は，被圧地下水となっている。全地下水域の約25

%が，被圧地下水となっており，地上lOmほどの高さにまで噴出する自噴井

となることが出来る。

7水系の包蔵水量は 1.5×1013tであり，年間 4×109tの給水を降水から受

けている。

第11図を見てもわかるように，サハラでは地下水は非常に長大な距離を消

散地に向けて流れていく 。流速は速い場合で800m／年，通常数m／年という

ところであるので，サハラ的なごく普通の流出距離2,000kmを流れ去るのに

早くて1,500年，普通で数万年から数十万年の時聞がかかるといわれている。

事実，約2万5,000年前の降水と思われる地下水が， 炭素の放射性同位元素

の測定によって見つかっている。

このような深層地下水の水素および酸素の同位元素含有率を調べて みる
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第12図 パレスチナユタヤ山塊の地質断面

国石灰岩阿 国ご 九 日沖h'tlM

と， 0180=-10～ー12%0という結果が出てくる。また oDとa1soはCraigの

式によくのることもわかった。一方，浅いところの帯水層からの明らかに最近

の降水によると思われる地下水では， a1so＝一7.5～ 9%。であり，実際の

降水は 0180=-5.5～－9.8%。とい う値をもっている。これらの事実は，サ

ハラの深層地下水が，被圧帯水層とい う，ほとんど上層からの新しい浸透水

を受けつけない状態にあるばかり でなく，そこの地下水そのものが，現在よ

りより寒冷な多雨な気候によ ってもたらされた降水である ことを 示 してい

る15）。

いずれにしろ，サハ ラでは場合によ っては地下 2,OOOmを越す深さに，多

分氷河｜時代に低緯度地方で起こっていたといわれる多雨な気候からの降水が

多量に蓄えられているということであり，この地下水域がかなり広範囲に自

噴性の被庄地下水を形づく っているのである。

9-2 ノミレスチナ

パレスチナの地下水の特徴は，こ のシリーズの第 1回でも触れたように，

この地域を南北に走るユタヤ山塊で多量の降水が起こり，それが，地下に浸

透して乾燥した麓にまで流れ下ってゆくということである。

第12図に，エルサレムでこの山塊を東西にきった時の地質断面を示した。

ここで山塊の主要な部分を形づく っている石灰石は，自室紀のもので，大

きな背斜機造をなしている。ユダヤ山塊から琵に向かうにつれて，第三紀初

頭のチョ ークやマールの堆積が現われ，さらにこの上に第四紀の沖積層や，

海岸の砂丘などがのる。

いうまでもなく石灰岩は， ここでも良質の帯水層をなしており，しかも，

この地域では，降水のより多いユダヤ山塊の高い部分に， その露頭を広く分
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布させている。このようなわ

けで， パレスチナにおいて

は，降水の地下水へのとりこ

み率が大変良好な状態になっ

ている。石灰岩中の地下水

(i. したがって，水質も水量

もすぐれているつしかし，ユ

タヤ山塊東部では‘ヨ ルタン

地溝帯の断層活動によ って．

ところどころに地下水の滞る

場所がある。このような場所

では，塚分の濃縮や，化学成

分の交換などが起こっていた

り，断層を通して， より深い

地層からの塩分濃度の高い水

の混入があったりする。

パレスチナ南東部にあるヨ

ルダン地溝帯の一部には，と

ころどころ塩分濃度の高い地

下水を出す井戸が知られてい

第13図 シナイ半島からの深層地下水

重色

た。この井戸から流れ出て来る地下水の水源を追跡してみたところ，パレス

チナ南西部にあるシナイ半島であることがわかってきた。

地下水は，この半島の基盤であるアラブ楯状地の原生代花筒岩の上層をな

しているヌピア砂岩を通して流出してきており，東部ではヨ ルダン地帯帯の

大断層にぶつかった後で，その断層を通して消散していくものと考えられて

いる。

第13図にこのような地下水系のシステムを図化して示してある。シナイ半

島に降る雨のうちヌピア砂岩に浸透する量は， 現在5×106t／年 である。 こ

の浸透水ははじめての塩分濃度として約 350ppmくらいの値をもっている。

現在，シナイ半島周縁部から毎年消散している 地下水の量は， 40×106t／年

と推定され，これらの水の塩分濃度は 700ppmに達している。 ヌビア砂岩



牛木 ・乾倣地域の地下水（2) 105 

第14図 トノレコからアフガニスタンへかけての地形

ーーー 山 嶺 0 ステッフ：砂漠 。一一 湖，河

の帯水率は約10%であり，また平均の層厚は 300mである。γナイ半島l主的

6, 000km2ほどの広さがあるから， シナイのヌビア砂岩には，

300m x 6, 000km2x0.1=180×109m3 

の地下水が貯えられていることになる。

一方現在は明らかに降水からの地下水泌養量というのは不足しており， 毎

年，

40×106m3-5×l06m3=35x106m3 

の地下水が，このヌピア砂岩の帯水層から奪われていることになる。

この割合で，今後も地下水の消散が続くとすれば，

180×109 一

一一一一一τキ6000年35 xムU

ほどの聞に，シナイのヌビア砂岩に蓄えられた地下水は干上がってしまう計

算になる。

シナイのヌビア砂岩中の地下水の動きを地下水の等水位分布から推定する

と，スエズ：湾側とヨルダン地溝帯側に速い流れが分布することがわかる。と

りもなおさず，これはこの二つの側に断層が発達していて，その結果地下水

が逃げやすくなっているということなのであるが， 同時に地下水の塩分濃度

の分布図とも比べてみると，このよ うな動きの速い地下水域では明らかに握
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分濃度が低くなっており，地下水の速い流れによって，ヌピア砂岩中に残っ

ていた海洋起源の塩分が洗い流されてきたという事情を示している。

9-3 トルコからアフ ガニスタンへかけての地下水区

第14図には，この地域の地形的特徴を強調した地形概念図が示しである。

図から明らかなように，この地域では，シウ曲山脈によ って隔てられた鎖状

に連なる内陸盆が地形の主要なものである。

前回論じたように，このような内陸盆をとりかこむ山地では降水がかなり

多いのが普通であるから，内陸盆は水と水の運搬する土砂の終結地となって

いる。これらの内陸盆では乾燥度が著しく高L、から，内陸盆の中央には塩湖

や，干上がった高塩分の湿地 Salinasなどが分布している。

山間部での降水は山間部と内陸食との聞に地質の違いがあるために，大ま

かにいって二つの地下水系にふり分けられる。すなわちこの地域では，基盤

の石灰岩帯水層の上に水をほとんど透さない蒸発残留岩の層がのっており，

これが，そのさらに上層をなしている第四紀の沖積層からの水の浸透を妨ブ

ている。この基線をなす石灰岩はずっと 山間部までのびているので，降水を

集めて内陸盆の深層に被圧地下水を蓄える。これに反し上層の沖積層は，

かなりの大雨があって山間部から内陸盆へ洪水水で、も押し出さないかぎり，

山からの水の供給にあずかる機会はない。しかしたとえこのような洪水の抑

L出しがあったとしても，地層や大気の乾燥が激しいために，それらの水は

内陸深くまで地面を潤すということは稀である。たまたま山麓から内陸へ流

れこみ，地中に浸透することが出来ても，せいぜい旧河床に沿って，小規模

な自由地下水や宙水を残すのみであり，これらの水も数ヵ 月あるいは数年を

経ずして消える運命にある。深層の地下水は，その被圧性によって，土層の

難透水性の地層にわずかずつ浸透し，地表に昇ってくることがある。このよ

うな現象は，難透水性がそれほど悪くないシルトやマールの層や，断層など

に沿って起こる。時として，これらの浸出水のために地表に湿地が現われる

こともある。浸出水の上昇運動に伴って，蒸発による塩分の濃縮，イオンの

交換，塩分の多い包蔵水のとりこみなどが行なわれるから，地表に現われた

この種の湿地は塩分濃度の高いものになっている。たとえばイラ ン中央部

の測定例として，湿地にボーリングを打ちこみ各深度の水質を調べたものが
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第15図 シスタン地方の地形

あるが，各深度の地下水の水質は明らかに上述の説明に合致するものである

ことが報告されている 16）。

この地域の内陸盆に形成される陸成の堆積地形のことを， 一部では“内陸

三角洲” IslandDel taと呼ぶことがある。これは単に扇状地と呼ぶには，あ

まりにも規模が大きし現実に大きな末端湖が河床の終点にひかえていて，

一時的にせよ，河川が海に流入した時に起こるのと同様の堆積状況が，増水

期にとり行なわれるからである。

第15図は，イラン，アフガニスタン，西パキスタンの三国が国境を接する

あた りに広がるシスタン地方の地形概念図である。東部のヒンズークシ山脈

に源を発したへルマンド河が， l,OOOkm近く流れ下ってこの内陸盆に大きな

末端湖をつくり，いわゆる内陸三角洲をつくり上げている。

この地域の地下水の産状は，これまで述べてきた内陸盆型のものと 基本

的に大きな違いはないが，この地域がヒンズークシとL、う現在でも小規模な

がら氷河活動を見ることの出来る大山脈のために，水による運搬堆積物の中

に， 非常に細かな氷蝕デプリが含まれているのが特徴である。この結果，地
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下水をボーリング井戸によ って揚水利用する際に，揚水に伴って，帯水層中

の徴粒土砂をも運び出すという問題がある。このような土砂の運搬を伴う揚

水をつづけていると，早晩そのボーリング井戸は崩壊してしまうことに な

る。

高山に近接した内陸盆の地下水系には， このような側面があるから，内陸

盆型の地下水系は，近接する山岳の氷河学的性格によ って，二つに分けるこ

とが出来るかもしれない。ヒマラヤから天山にかけての地域は，多分このよ

うな分類を考慮、しなければならない地域であろう。

10 大陸氷床と乾燥地域の地下水

この章のテーマは一見奇異に映るかも しれないが，この二回の連載を終え

るに当って，筆者の乾燥地域地下水をみる視点の一つを明らかにする意味で

つけ加えることにした。

大陸氷床とは，南極大陸やグリ ンランド，パタコ”ニアに存在するような，

陸地を被いかくし 厚さが数千m ~·こ及ぶ大氷体のことである。 この氷体は，

氷体の表面ではたえず新しい氷を蓄え，その周縁では，融解や氷山の分離に

よってそれ自身を消耗している。そして非常にゆるやかにではあるが，内陸

か ら周縁に向かつて氷の流動が起こっている。L、わゆる氷河時代とい うのは，

このような氷体が，より広く世界の各地を被っていた時代のことをいうので

ある。

乾燥地の大規模な地下水系は，すでに何度も触れたように，時間的空間的

に非常に大きい。氷床のようにそれ自身が地球の環境要素の変化の舵とりを

するようなことはなL、かもしれないが，地球の環境が変化するに伴い，氷河

時代的時間スケールで、乾燥地域の地下水の存在の仕方も変わってゆく。 以下

乾燥地域の地下水を，大陸氷床との対比の上で検討してみることにする。

まず，両者とも， 一度とりこんだ水体あるいは氷体を，消耗あるいは消散

地にたどりつくまで，外からの水や氷とまぜ合わせることはほとんどない。

また，平面的広がりが，数千kmfこ及び，それを氷や水の一小部分が通過

するには，数万年あるいは数十万年の長い時聞を必要とする。水そのものの

量の大小からいうと，乾燥地域の大地下水系では，サハラ全体で 1.5×10円，

氷床では，南極氷床が 25×l015t，グリンランドが 2.6×101stとし、う具合で，
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第16図 大陸氷床と自由地下水のプロフィ ールの比較
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地下水の方がかなり小さくはある。

さらに流れの様子を見るために，第16図のようにプロフィ ールをきめる要

素を定める。それぞれ，水の深さ （氷の厚さ）をh，その深さになっている

場所の基準点からの距離をX （ただし地下水の場合は任意，氷床の場合は氷

床の中心からの距離である），などとすると，第16図で自由水面をもっ地下

水の場合，

L2 J...2 

K~z=- 9 X+K-iし

となる。

ここでKは透水係数， 9は流量である。

また氷床の方は完全塑性体として，

す.h2＝－士X+l

という形になる。両者とも断面が放物カーブを描いている。

地下水の場合は Darcyの法則，

dh 
h・k・－dx与 －q
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を用い，氷床の場合は，底面の七、／断応力と氷床中の内部圧力が釣り合って

いるとし、う条件，

÷p件
を附いた。ここで， pは氷の密度， gは重力加速度， ＇oは底面のセン｜析応力

である。

なお，どちらの場合も，第16図で｜ズ｜に垂直な方向での変化を考えない，二

次元的取扱いである。

以上のように乾燥地域の地下水と氷床は，水と氷，地中と地表という違い

にもかかわらず，種々のよく似たかかわり｛ti.、方で，この地球の環境の変化

に呼合しているのである。

11 あとがき

まことに大づかみ，興味本位の内容となったきらいがあるが， 乾燥地域の

地下水のもっさまざまな側面を書きならべてみた次第である。とはいえ，筆

者にと っては，この地球の選りゆく様を知るよすがとして，この方面の研究

は非常に興味深いしこうした研究が人間の地球観をさらに豊かにするもの

と信ずる一人である。
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