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被圧地下水流動に関する基本的な考え方

一一歴史性・地域性・階層性一一

守凹 優

まえがき

地下水は，表流水とならぶ重要な水資源である。地下水の利用は，まず湧水にはじ

まり，浅井戸による不圧地下水の開発，深井戸による被圧地下水の開発へと発展して

きた。とくに被圧地下水は，工業用水をはじめ近年著しく開発が進められ，地下水利

用の量的な増大，揚水の深層化3 広域化によって，その過剰な地下水の汲み上げが，

地盤沈下，地下水の塩水化等のいわゆる地下水障害をひきおこしたことはすでに周知

のことである。

このような地下水の開発とともに，近年の地下水研究の進展は目ざましく，まずあ

げられることは，地下水の解析に水収支の考え方が導入され，広域的な地下水流動の

解明が始められたことである。それまで地下水の研究といえば井戸の理論といっても

よく，適正揚水量の考え方も井戸単位のものであった。しかし，地盤沈下問題をはじ

めとして，広域的なスケールで・地下水の流れをとらえる視点が確立するにつれ，従来

の適正揚水量に関する評価方法も変わってきた。それとともに，被圧地下水の広域的

な管理という方向が明らかにされ，そのための手法として地下水シミュレーションモ

デ、ルが開発されてきた。しかし，モデルの実際の適用にあたっては，パラメータの同

定，予測の精度などをめぐって問題を残している。

本稿は，このような背景をふまえ，被圧地下水に関して，歴史性・地域性・階層性

という三つの視点を提起し，地下水管理あるいは地下水研究のうえで基本となるべき

考え方を示そうとする試みである。まず，地下水の過剰な汲みあげによって被圧帯水

層が不圧化する現象について述べ，それをもとに議論を進めたいと思う。

なおz本文中でもちいている被圧地 F水盆という用語については，地卜水盆（ground-

water basin）をとくに被圧地下水に重点をおいて見ていることを断わっておく。

1. 被圧帯水層の不圧化について

被圧帯水層において地下水の開発が進むとともに，被圧地干水位の低下，地下水の
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第 1図 上水道水源井の水位変化
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あらたな流動，そして｝古l凶の祐・水層，表流水，不圧地下水からのかん養が生じる。し

かし， 地下水が過剰に汲みあげられると，水位が低下するだけではなく，被圧帯水層

がその上部で不圧化するという状態になる。まずこの事実から述べていくことにす

る。

東京武蔵野台地は，上水道水源をはじめとして，戦後，地下水の開発が進み，被圧地

下水位の低下が著しい地域である。島津U は，この地域において，被圧裕水層最上部

が不圧化している可能性を指摘した。この被圧帯水層の不圧化という事実を検討する

ため，小金井市および府q，市の上水道水源井の水位変化を示したのが第 1図である。

図には各水源、井のストレーナーの位置を示しである。 この図からわかることは， 小金
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井市において，地下

水揚水による水位低

下が昭和40年以降IO

年間で30m近くに達

し，深井戸の静水位

はすでに上部に位置

するストレーナーの

下方にあるというこ

とである。小金井第

7井では＇ 42年に水

イ立が最初のストレー

ナーを下まわり，何

年には第3スト レー

ナーの位置まで水位が

低下している。同様の

現象は，府中市の水源

井についても認められ

る。深井戸のストレー

ナーの位置は，被圧地

下水の手持水層に相当

し3 このようにつねに

水位が帯水層の下方に

あることは，これらの

被圧帯水層が不圧化し

て3 その内部に不飽和

な部分がひろがってい

ることを意味してい

る。そして，この被｝正

帯水層の不圧化という

現象は，最上部の帯水

！ぽのみならず，さらに

深部にまで及んでいる

ことが第 l図から結論できる。

さて，被圧帯水層の不圧化という現象を今度は地下水位観測弁の水位変化記録から

見ることにする。第 2' 3図は，東京都土木技術研究所の地盤沈下観測井である小金
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ゲ凶 ．被圧地下水流動に除ける基本的な考え方
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小金井第 l観測l井の水位変化

吾嬬人観測井の水位変化
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井第 l観測井（小金井市桜町）と吾嬬A観測井（墨田区立花）の水位記録である。こ

れらの図でも第 l図と同様，ストレーナーの部分を表示しである。

小金井第 l観測井は，昭和SS年3月に設置され，同年 4月以降地下水位の観測が続

けられている。第 2図は，昭和SS年 4月から12月までの水位記録である。水位は， 9 

月までストレーナーのところにあるが，それ以後は上方の位置に上がっている。これ

は，不圧化していた被庄帯水層が，水位の上昇にともなって再び被圧化してゆく過程

を示している。第 l図の小金井市水源井の不圧化の深度は， T.P.0 m を下まわって

いる。観測の時期はちがうものの，第 2図の水位記録もほぼ同じ結果となっており，

被圧帯水層の不圧化という現象の広域的な拡がりを推察することができる。

東京下町低地では，昭和30年代，工業用水の水源として地下水の揚水量が増大し，

それにともない地下水位が急速に低下していった。東京都土木技術研究所では，この

地域において，当時 7本の観測井によって水位観測を続けていた。そのなかで吾嬬A

観測井はストレーナーの位置が表層の沖積粘土層にもっとも近く，その水位変化は被

！土帯水層の不圧化という事実を確認するのに適している。第 3図の吾嬬A観測井の水

位記録は，昭和29年から始まっているが， 34年には地下水位がストレーナーを切り，

36年でついに観測が中断されている。これは，観測井の水位が低下してストレーナー

の部分より下になったためである。ここでも被圧帯水層が不圧化していることを観測

記録から読みとることができる。この吾嬬A観測井の不圧化の問題は，後で再び言及

することになる。

被圧帯水層の不圧化という事実を，武蔵野台地では，小金井市，府中市の上水道水

源井の水位記録と小金井第 l観測井の水位観測記録，下町低地では吾嬬A観測井の水

位観測記録をもちいて確認してきた。これは，深井戸の水位とストレーナーの関係か

ら見出された結果であり，その広域的な拡がりと内部の詳細な構造についてはさらに

調査を重ねる必要がある。

2. 被圧地下水食の歴史性・地域性

被圧地下水盆は，開発の進行とともにその内部流動機構を変えていく。これは，被

圧地下水盆がひとつの動的平衡系として，揚水をはじめとする外力に対して水収支的

平衡を実現していく過程と考えることができる。地下水位の低下，かん養の誘発，地

層の収縮，あるいは不圧化という現象も，このような過程の一環として理解すること

ができる。そして現在の被圧地下水盆の状態は，過去の開発に対する応答が積み重ね

られた結果であり，その意味で，被圧地下水盆が開発によ って内部流動機構を変えて

いく過程を，廃史的な過程としてとらえることができる（歴史性）。

ところで，地下水盆の内部流動機構の変化は，地下水位の低下のような連続的な変

化だけではなく，質的に区別できる変化もある。第 l～3図に示した被圧帯水層の不



’F凶・被上E地ド水流動に関する基本的な考え方 39 

圧化という現象はその例で 第 4図 相の変化と水収支項目の変化

ある。これは，被圧帯水層 おIj別.lkf.'dlk l、

の内部において，被圧状態 六下－－；－；似支耳l目

に質的な変化が生じたもの

である。被庄帯水層で不圧

化した部分を不飽和帯とし

てあっかい3 不圧帯水層と

主被圧格；水層の中間領域と

して位置付けると，その質

的な変化は，不圧帯水層

被圧帯水層という構造か

ら，不庄帯水層←不飽和帯

主被圧帯水層という移行

過程をたどる。この中間領

域としての不飽和帯の存在

は，地下水盆の内部流動機

構，とくに垂直かん養や地

盤沈下の現象に大きな影響
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を及ぼすものと恩われる。

地下水盆が開発にともない，その内部流動機構を変えていく過程を，歴史的な観点

から把握し，とくに質的な変化を相（phase）の変化としてとらえる。この変化は，水

収支的な観点から， 以下のように大きく 3段階（ 0期→ I期→E期）に分けて考える

ことができる。

地下水の開発が行われていない段階では，被圧帯水層内の地下水はほとんど静止し

ていて，地下水位も地表に近いか，あるいは自噴する状態にある（ 0期）。

地卜水の開発が進むとともに，被j五地下水位の低下，地下水の流動，周囲の帯水

層，表流水，不圧地下水からのかん養が生じる。また，被圧帯水層の水位低下；ま， 一

方で地盤沈下を発生させる。この段階における水収支項目は，第4図の上に示したと

おりである。揚水量と流出量に対する水収支の不足分は，被圧帯水層の貯留量の消耗

と1JW圧層の収縮によ って補われる （I期）。

開発がさらに進み，揚水量が増大してゆくと ， 被圧帯水I~の内的絞り出し分では補

給が不足し，水収支の7 イナスを補うため，貯留量の消耗が進み，ついに被圧帯水層

上部が不圧化して，新たな段階の水収支平衡が生じる。第 4図の下に示したように，

不）王化した部分，すなわち不飽和l帯の拡大と縮小にともなう貯街量の消滅が新たな水

収支項目となる（II期）。



以上，開発の進行にともな

う地下水盆の相の変化を， 0 

期， I期， E期と大きく 3段

階に分け，各段階の水収支的

な特性を図式的に述べてき

た。 I期からE期へ移行する

とき，地下水流動，垂直かん

養，地盤沈下の現象につい

て，注目すべき変化が生じる

と忠われるが，ここで東京下

町低地の表層粘土層収縮に関

する例をあげる。第 3図の吾嬬A観測井の水位変化で説明したように，この下町低地

では，不圧化によって沖積粘土層の下部に不飽和帯が生じている。

1き－部＂は，東京下回 T低地における地盤沈下の研究のなかで，地盤沈下観測井の水位

がある限界点、を越えて低下すると，表層粘土層の単位期間収縮量が減少する事実につ

いて論じている。すなわち，経年的に水｛立が低下している昭和30年代において，月収

縮量 （地盤沈下速度）は， よく知られている和逮の式に示されているように，被圧帯

水層の水位低下に比例して増大するが，ある水伎を越えると．逆に月収縮量は減少し

て和逮の式からはずれてしまう。宮部はこの事実に関して，地盤沈下速度の鈍化する

限界の水位が，表層粘土層最下部の深度にほぼ等しいことを指摘している。とのこと

を，第 3図に示した吾嬬A観測l井について検討してみる。

第5図は，吾嬬A観測井の水位と収縮（沈下）速度の関係を示したものである。以j

の右に示した地質柱状l苅から3 当観測井の位置における沖積粘土層基底の深度は地表

から36m前後である。この地点の地表が T.P.ー lm ほどであることを考えれば，第

3図から吾嬬A観測井の水位が限界水位を越えて低下するとともに帯水層が不圧化し

ていることがわかる。そして第 5図から， 表層粘土層の収縮速度が急に鈍化する現象

が認められる。この被民帯水層の不圧化と地層収縮速度の関係は， 下町低地の他の観

測井についても見出すことができる。

被圧地下水盆の相の変化にともなう内部流動機構の変化は，ここであげた地盤沈下

現象以外に， 主主直かん養の問題などに関しでも今後究明すべき点が残されている。被

伍帯水層は，固定的なシステムではなく ，開発の進行にともなって， 連続的にあるい

は段階的にその内部流動のメカニズムを変えるものではないだろうか。

被圧地下水盆の歴史性ということに関して，最後に付け加えねばならないのは，流

域の開発 （都市化）にともなう地下水かん養機構の変化である。流域の宅地化等によ

る不浸透域の拡大，上水道の漏水など，不日：地下水へのかん養機構の変化は，不圧地

40 
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下水から河川への浸出量と同時に，被圧地下水へのかん養量にも影響を与える。これ

は，被圧地下水盆の上部境界条件の変化として理解することができる。

被圧地下水盆は，その水文地質的条件において，おのおの地域的な特性をもってい

る（地域性）。すでに述べた相の変化も，その地域的特性に応じて独自の過程をたど

る。第 4図には，垂直かん養量を水収支項目として示しているが，たとえば洪積台地

や扇状地の地下に分布する被圧帯水層では，それが全体の水収支に占める位置は大き

いと恩われる。しかし，東京下町低地のように，表層を厚い力日圧粘土層でおおわれて

いる沖積低地の被圧帯水層においては3 表流水や不圧地下水から被圧地下水への垂直

かん養はほとんど無視できるであろう。被圧地下水盆の地域的特性は，力日圧層と帯水

層の分布形態，表流水や不圧地下水と被圧帯水層の関係など，その水文地質条件によ

って特徴づけられる。この条件はまた，広域流動のレヴェルで，地下水の賦存量やか

ん養機構を規定している。開発の進行にともない，被圧地下水盆はその内部流動機構

を変えていくが，この変化の過程は，その地域的特性を反映して異なった現われかた

をする。先にあげた東京下町低地の不圧化による地層収縮鈍化の事例（第 5図）も，

沖積低地の被圧地下水盆に特徴的な現象として理解することができる。

また，被圧地下水盆の地域的特性は，いわゆる地下水障害についても指摘すること

ができる。地盤沈下という現象について概括すると，沖積低地の場合3 表層の収縮に

よる建物や構造物の抜け上がりが顕著であるが，洪積台地では深層部の収縮が主体と

なる。その被害の評価も当然同じものとはならない。また扇状地においては，扇端部

で，自噴の停止に続き，局所的な沈下が認められるようになる。

ここでは，洪積台地，沖積低地，扇状地を代表例としてあげ，おのおのの被圧地下水盆

の地域的特性をごく簡単に述べてきたが，地形学的な観点による大区分にもとづき，特

殊性に応じたさらに詳細な分析も可能となろう。ともあれ，被圧地下水盆の地域性と

いう視点、は2 その内部流動機構の解明や地下水管理のうえで有効であると思われる。

被圧地下水の開発は，揚水量の増大となって帯水層内に地下水位の低下を生じさせ

るが，この揚水と水位低下の関係は，河川i流域における降水一流出の現象と類比的に

考えることができる。河川流域の開発がその流出機構に影響を与えることは，いまや

ひとつの常識となっており，河川を歴史的にとらえる視点はすでに確立されていると

いえる。また河川の流出機構に地域的な特性ーがあることも広く認められている。被圧

帯水！cl（地下水盆）についても同様の見プJができるのではないだろうか。

3. 被圧地下水流動の階層性

最初に，｜渚脳性という言葉についてことわっておかねばならないしここでは，物理

学でいう自然の階層性を念頭においている。 自然には，素粒子 原子一分子一物体ー
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…ーという階層的な構造があり，この自然界の各階層は固有の運動法則をもってい

る。下 階層のものが集まってできた新しい階層には新しい法則がある。この自然界

の階層性を類比的I二地下水の流れに適用してみると，基礎単位である揚水井のまわり

の流れが集まって，いわゆる群井の相互干渉の流れになり，さらにそれが，地下水盆

レヴェルの広域的な流動になると考えられる。地下水流動の階層性といっても，自然

界のそれのように階層間の質的で明確な区別はできない。しかし，地下水流動の全体

的な構造のなかで理論の位置付けを行うためには，階層性という視点が必要であると

忠われる。難解で無理がないわけではないが，あえてこの言葉をもちいることにし

た。まず，揚水理論にはじまる地下水流動理論の歴史を概観し3 それから問題点を述

べることにする。

被圧地下水の流動に関する理論的研究は，まず，揚水井のまわりの流動の解析から

始まった。 Thiemの定常解， Theisの非平衡式，そして 1940年代の半ばには， Jacob

によって漏水理論が着手された。この漏水理論は，加圧層の収縮を考慮したより包括

的な理論として発展し， Hantushによっていちおうの確立をみた。以後，この理論

は，多層取水井の揚水理論として展開され，現在でも地下水研究のー領域を占めてい

る。

広域的な地下水流動を解析する手法として，地下水シミ ュレーションモデルが開発

されたのは， 1960年代にはいってからである。それ以前においても，たとえばよく知

られている Hillの方法やダルシ一員ljにもとづく方法など，地下水盆（groundwater

basin）における安全揚水量を求める手法がすでに存在しているヘしかし2 理論的な

裏付けという点で不十分であるといわざるをえない。地下水シミュレーションモデ、ル

は，地下水流動を表わす 2階線型の偏微分方程式を基礎としている点で，それまでの

広域流動の手法ーとは区別される。電算機の発達によって，この方程式の近似解法が容

易になり，平直面・ 2次元モデ、ルや準 3次元モデルなどの有｜浪差分モデル，さらに有限要

素法の導入によって，現在では3次元の有限要素モデ、ルが確立されている。

地下水流動の解析手法として，もうひとつ見落すことのできないのはp 群井の理論

である。湯水井の相互作崩として，Thiemの・＂￥衡式を重ね合わせる方法をはじめ，最

近では，より 一般的な線~Qシステムモデ、ルの表現があるへ

すでに述べたように，地下水流動の研究は，まず揚水井のまわりの流動の解析から

始まり，その後，広域的な地下水流動を対象とする手法として，地下水シミ ュレーシ

ヨンモデルが開発された。そしてモデルにさまざまな改良が加えられ，現在に至って

いる。ここで，揚水理論と地下水シミュレーションの理論を比較して思うことは， f走

者が，基本的に前者の考え方を受け継いでおり，その方程式も＇1琵座標表示からi白ー交

座標表示に変わっただけで，水理定数である透水量係数Tと貯留係数Sも｜日jじかたち

でもちいられているということである。見方によっては，揚水理論をそのまま，空
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問 ・時間スケールの異なる，すなわち階層を異にした広域地下水流動へ無造作に拡大

しているといえなくもないc

ところで，地下水シミュレーションにおいて対象とするのは，層序学でいう累層以

上の帯水層を単位とするマクロ的な流動である。その流れを規定するパラメークも，

揚水理論でもちいられているものとは，その値も厳密な意味も異なったものとなって

いる。この両者の関係が3 対象とする地下水流動の階層性の問題として，明確にその

相違が把握されていないため，揚水試験で求められた水理定数が3 そのまま広域的な

流動に関するパラメータの実誤lj値としてあっかわれたり，前者で提案された漏水理論

が，そのまま後者のモデルに適用されるという混乱した状況が見られる。

筆者は，地下水流動を研究するにさいして，揚水理論一群井の理論広域地下水流

動の理論というように，これらの理論相互の区別と連関を明確にする必要があると考

える。これら三者の理論が対象とする異なったレヴェルの地下水流動が，互いにどの

ような関係にあるのか，そして，それぞれの理論ないしモデルがどのようにつながっ

ているのか，このことが明確にされないまま，別々に研究が進められてきたように思

われる。実際，地下水が帯水層をどの方向へ流れているかという問題をとりあげて

も，どのレヴェルで流動をとらえるかによ って異なった結論が得られることも考えら

れるのである。

揚水井のまわりの地下水流動，井戸聞の相互干渉の流れ，広域的な流動，これら三

者の聞では，まず，地下水流動そのものの時間 ・空間スケールが異なっている。揚水

理論で対象とするのは，せいぜい数十時間程度の地下水位の変化であり，その空間的

な拡がりも数 kmくらいを考えればよい。 一方，地下水シミュレーションモデ、ルで解

析する広域的な流動では，数ヵ月から数年にわたる地下水位の変動をあっかい，その

対象地域も地下水盆という数百 km2の範聞に及ぶ。また，群井の理論で対象とする流

れは，両者の中間的な流動として位置付けることができる。

地下水流動の階層性の問題として，垂直かん養のモデ‘ル化についても述べなければ

ならない。地下水シミュレーションモデルに垂直かん養のメカェズムを組み込んだも

のとしては，漏水あるいは絞り出し収縮量を考慮した準 3次元モデルがある。しか

し，すでに触れているように，絞り出しも含めて漏水理．論は，もともと揚水理論を修

正する方向で確立されてきた理論である。準 3次元モデル，とくに帯水層を l層にモ

デル化しているものでは，時間 ・空間スケールを異にし，流動系の構造も同一ではな

い広域的な流動に，この漏水理論をそのまま横すべりさせてしまっているように恩わ

れる。水収支の調査からも明らかなように，垂直かん養の存在は否定することができ

ない。ただ，同じ垂直かん養といっても，広域的なレヴェルの地下水流動において

は，深井戸の揚水にともなう漏水現象とは別のメカニズムによる垂直かん養も考え ら

れてよいはずである。
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以上，地下水の流れをどうとらえるか，ということについて，地下水流動の階層性

という視点を提起した。この階層性の認識をもとに，地下水流動の全体的な構造を明

らかにすることが，今後に残された地下水研究のひとつの重要な課題であると思われ

る。

おわりに

地下水，とくに被圧地下水の流動について，階層性 ・地域性 ・歴史性という基本的

な考え方を述べてきた。地下水シミュレーションによる地下水盆の管理というとき，

ともすればシステム工学的な思考が前面に出て，被圧帯水層が固有の性格と歴史をも

っていることが見落とされているように思い，あえて私見を述べた次第である。本稿

では，被圧地下水のケース ・スタデ、ィに立脚した細かな議論がで、きなかったことは否

めないが，それは今後の地道な調査にゆだねられるだろう。
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