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水文学の新分野ーラド ン水文学（II)
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4. 地下水流解析

4-1 ラ ドンの減衰を利用した孔内流速の計測

4-1-1 原理

地下水中のラドン濃度は， 地層からのラト対ンの供給が絶たれると放射性崩壊
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図26 Ct' !CiとPの関係

によって半減期3.8日で低下する。従って，観測孔内の平均ラドン濃度と帯水

層のラトン濃度の比から，孔内での流速を求めるこ とができる。

地下水の流れが一方向の時，ラドン濃度の比は次のようになる（図25)19）。

1r'1 
Ct'/Ci = ;J z子｛1ー叫 （－2Pcos8)}cos8d8 

P = J.r/ v 

(3) 

）
 

凋“．
（
 

ここで、，

Ct＇：観測孔の断面の平均ラドン濃度

。：帯水層のラ ドン濃度

A －ラドンの崩壊定数 （2.Jx!O～l)

r ：観測孔の半径 （cm)

u ：観測孔内の流速（cms-1) 

図26に Ct'/CzとPの関係を示す。これは，（3）式を計算 ソフト である

Mathematicaを用いて解いたものである。 Ct'/Ciを測定すれば，このグラフか

らPが求ま り観測孔内の流速を計算することができる。
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こご： I：帯水婦からの地下水（Ci)

ぺffi＜¢＝コ
地下水

: ポンプ 1

1ポンプで孔内の木を

: l十分排出した後，採水する。

図27 採水方法

採水方法を図27に示す。まず，観測孔の径とほぼ等しい径を持つ簡易採水器

て、孔内のたまり水を採水する （Ct＇の測定試料）。その後，ポンプを降ろし，観

測孔内の水を排水した後，地層からの地下水を採取する （Ciの測定試料）。 2

つの試料のラドン濃度を測定することにより，Ct'/Ciを求めることができる。

この解析が適用できるのは， Ct'/Ciが0.95から0.2の範囲である。 一般に，観

測孔の半径が 2～ 5cmなので，流速にすると 10jからl06cm/sの範囲となる。

現在，用いられている単一孔での地下水流速測定は，観測孔に測定器を設置

し トレーサを投入して，その動きから流速を求めるものである。トレーサに

は，ホウ素，蒸留水， NaCl，粒子等が用いられている。しかし，いずれの方

法も測定可能な流速は1o-5cm/ sよりも速い場合に限られる。また，測定器の

規模が大きく設置に手聞がかかるなど，実用化は進んでいなし、。

4-1 2 現地への適用

ラドン濃度の減衰を応用した地下水流速の計測を，新潟県下の地すべり地で

実施した。調査地区の地質は主に泥岩とその風化物から成り，地表には水田と

耕作放棄地が混在する則。地下水面は地表から 5m以浅に存在している。上

位に大池と呼ばれる池があり，この池から浸透した水が下流に向かつて流れて

いると考えられている。簡易揚水試験から求めた地盤の透水係数が10-4cm/s 

から 10-7cm/sであることから，ラド ン濃度を指標として流速の計測ができる

ことや，大池の水位で地下水流速が変動することが期待された。図28に調査地区の
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ラドン濃度 (Bql!)
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ラドン濃度の鉛直分布 （83干し）

概要と観測点，図29に水文地質断面図を示す19）。観測孔の半径は 2cmである。

孔内水は，半径が約 2cmの簡易採水器を用いて Smごとに実施した。ラド

ンの鉛直方向の拡散の影響は，拡散係数が109m2/sと小さく半減期も3.8日と

短いため， Smごとの採水では無視できる。調査は， 1994年 8月から1997年12

図30

月までに 8回実施した。

B3孔の調査結果を図30に示す。地下水面は，地表から約 4mのところに存

在する。ラドン濃度は約25m よりも浅い深度で大きく変動し，それよりも深

くなれば l～3Bq/lの範囲におさまっている。この結果から，降水や池の水
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図32 ラドン濃度と大池の水位の関係

の地下浸透によってお m 以浅の地下水が加速されていることが推定される。 B

3孔で最もラドン濃度の変動の大きい 7m深の値を用いて，その変動要因の解

析を行った。

図31は，ラドン濃度と調査日 2日前からの積算降水量の関係である。両者に



35 漬田宮崎水文学の新分野ーラドン水文学（ II)

ラドン濃度 (Bq/l)
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ラドン濃度の鉛i直分布 （B4干し）

は高い相闘が見られ，降水量の増加に伴いラドン濃度も上昇している。この結

果から，降水の地下浸透によって地下水流速が加速され，観測孔内での滞留時

聞が短くなりラドン濃度が上昇していることがわかる。

次に大池の水位との関係について検討した（図32）。降水が地下水流動に影

響を及ぼすことが明らかになったので，この解析では 2目前からの降水量の合

計が 5mm以下のデータのみを用いている。図32では，大池の水位の上昇に伴

いラドン濃度も上昇している。この結果から，大池の水位の上昇によ って動水

勾配が大きくなり地下水が加速されていることが明らかになった。

図33は B4孔の調査結果である。地下水面は地表から約 1mのところに存在

図33
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地下水流速の試算

する。ラドン濃度は， 15m 以浅で変動が大きい。この結果から， B4孔では降

水やかんがし、水の地下浸透によって15m 以浅の地下水が加速されていること

がわかる。このB4孔の 3mの深度で，流速の計測を行った。調査は， 1998年

6月に実施した。採水は，簡易採水器で

を降ろして孔内の水を排出し帯水層カ這らの流入水を採取した。調査結果は，孔

内のたまり水のラドン濃度 （Ct＇） が7.11 Bq/ l，帯水層のラドン濃度 （Ci）が

12.02Bq/iであった。従って， Ct'/Ciは0.6なので，図34から Pは0.67となる。

この値を基にして孔内の流速 uを算出すると，

図34

v = Or) IP= ( 2 1 x 10 6 x 2) Io. 6 7 = 6. 3×10 6cm/s 

となり， B4孔の 3m深では10-6cm/sのオーダーで地下水が流れていると考え

られる。 B4孔では掘削時に実施した簡易揚水試験から求めた透水係数が105 

cm/s，地下水面の勾配が1/10であることから， 106cm/sのオーダーは妥当な

範囲であると思われる。

図35は，標高の低い観測点である BS孔の調査結果である。地下水面は地表

から約 lm のところに存在する。 BS孔のラドン濃度には，変動が見られない。
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この結果から， B5孔では， 地下水は降水やかんがL、水の影響を受けていない

ことがわかる。 B4孔とBS孔は，地下水面が約 lm深で，付近に水田が存在

するとし、う共通点がありながら，ラドン濃度の変化は異なっていて，同ーの地

下水流動系にないことが明らかになった。

以上のように，観測孔内で、の流速が10-s～106cm/sの時，ラドン濃度の減衰

を利用して孔内の流速を計測することが可能である。この方法は，従来のトレー

サを用いた方法に比べて作業が簡単なことから，今後の普及が期待される。

図35
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図36 地表水の地卜注入試験

4 2 地表水の地下注入試験

一般の卜レ サ試験は，注入した物質が観測点へ到達した結果としての濃度

上昇現象を解析する。しかしこれとは逆に，地表水のラドン濃度が地下水に

比べ著しく低いことを利用して，地下に注入した地表水の観測点への到達をラ

ドン濃度の低下で検知することができる。この方法が有効なのは，ラドン濃度

が平衡濃度に到達する前で，地下での滞留時聞が約 2週間以内の場合である。

図36に現地適用試験の結果を示す。これは，岩盤中の割れ目の連続性を確認

するために地表水を地下に連続注入し，注入孔から23m, 36 rn, 81 m離れた

3ヵ所の観測孔で得たラドン濃度変化である。この実験は，岩手県下の山地で

千枚岩質粘板岩を主体とする地層を対象としている。試験地内の渓流水をポン

プで揚水し，ボーリング子しへの自然落下方式で投入した。水量は 100土

10 I/min.とし， 5日間連続して注入した。注入孔の孔内水位は孔口からほぼ

10 m の深度で推移した。観測孔の深度は約60m で，自然の地下水位は孔底付

近にあった。分析用試水は，ボールノミルブ付きの子L内採水器を使用し，水面下

約 lmの孔内水を採取した。採水は，時間間隔を広げながら 5日間で26回実

施した。

観測孔のラドン濃度は，注入開始直後は変化がなく，その後徐々に上昇し，

最後は低下に転じている。開始直後に濃度変化がないのは，注入水の影響が現
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れていないからである。濃度上昇が起こる時聞は， 23m孔で約 1時間， 36m 

孔で約 2時間， 81m 孔で約30時間と，注入孔から離れるにつれて遅くなる。

この濃度上昇は，割れ目内に貯留されていた比較的高濃度の地下水が流動化し

て観測孔に流入することで発生した現象であり，濃度低下は注入水が到達する

ことで発生した現象である。注入水の到達は，ラ ドン濃度が上昇から低下に転

化する時点であると判断できる。 23m孔では約12時間後， 36m子しでは約30時

間後， 81m孔では約100時間後に濃度が低下傾向に転じた。この実験では水温

や電気伝導度も測定したが，注入水の到達はラドン濃度の変化が最も明瞭に示

していた。また，孔内水位の変化から注入水の到達時聞を判定することは困難

であり，ラ ドン濃度を指標とすることによ って注入水の到達が確認された。

地表水を地下に注入する方法は，地中での滞留時間が長く なればなるほど解

析結果が不明瞭になり，地下水中のラドン濃度が平衡濃度に到達する期聞を超

えた場合には使えない。人工的にかん養した地下水の挙動をラドンでトレース

した例で、は， 15日間の追跡が可能であったと している21）。

環境汚染の問題が深刻になり，野外におけるトレーサ試験が益々重要になっ

てきている反面，安易なトレーサの投入は行うべきではないことから，このよ

うな環境に存在する物質をトレーサに見立てた調査手法は極めて有効なもので

あるといえる。

4 3 地下水の平衡ラドン濃度を指標とした調査・解析法

4 3 1 地下水の平衡ラドン濃度

環境に存在するラドンの起源は地層中のラジウムであり，ラジウムのα崩壊

によって生成したラドンがその反跳エネルギーで鉱物粒子から液相に入る。ま

た， 地下水は地層からラドンの供給を受ける一方で，半減期3.8日で放射性崩

壊をし最終的に地層からのラドンの供給量と崩壊によ って失われる量が等し

くなって平衡濃度に到達する。その平衡濃度は，単位体積中の含水率を同ーと

した条件では，地層からのラドンの供給量によって決まる。すなわち，地層の

ラジウム含有率が高く，地層を構成する粒子の比表面積が大きいほど，ラドン

の平衡濃度は上昇する 22）。従って，地下で3週間以上滞留し放射平衡に到達

した水のラドン濃度は，帯水層のラジウム含有率，粒子サイズ，間隙率を主な

要因として規定されることになる。その概念を図37に示す。図中の色の濃淡は

ラドン濃度であり， 色が濃いほど高濃度を示す。異なる帯水層ではこれらの要
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注色の濃淡はラドン濃度を示す

る。

素が異なることを利用して，地下水のラドン濃度から帯水層の同定が可能にな

4 3 2 揚水による地下水集水機構の推定

地下水の平衡ラドン濃度を指標とした調査の事例として，ここでは揚水によ

る地下水集水機構の推定について説明する。

地下水の水理学では，揚水井が開口した帯水層を半無限大に均ーと仮定し，

揚水によって地下水はその地層全体から一様に集水されるものとして解析され

る。しかし現実には地盤はさほど均一ではなく，試掘調査で同一層と見なさ

れる地層にも薄い難透水層が介在する場合が多L、。その結果，揚水の集水機構

は，まず井戸周辺の高透水性部を流動する循環水が移動し，水圧の低下ととも

に周辺の停滞性地下水が流動化する。さらに，水圧が低下することによって，

難透水層からの絞り出しゃ周辺帯水層からの漏水が発生するものと考えられ

る。
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図38 揚水による地下水集水機構の推定

このような現象は，地下水が地層ごとに固有な平衡ラドン濃度を持つ場合，

揚水中のラドン濃度が時系列的に変化する現象として捉えることができ，帯水

層の異なる地下水の流入が始まればラドン濃度が変化する。

図38は，農業工学研究所内の地下水実験施設内において，深度約120m の海

成砂層から毎日約3,000d の強度で連続揚水した時の地下水位と揚水中のラド

ン濃度の変化である。揚水量に比較してゆとりのある能力を持ったポンプを使

用しており，ポンプの強度は安定しているので，地下水位やラドン濃度の変化

は帯水層の異なる地下水の流入現象を反映していると考えられる。

まず，揚水によって水位が低下し，帯水層の水圧が低下する。この時，揚水

を停止すると帯水層周辺の停滞水が流動化し，地下水位はもとのレベルに回復

する。この現象は，揚水のラドン濃度の上昇として現れている。再び揚水を開

始すると，水位の低下に伴う帯水層の水圧低下で，他層からの地下水の流入が

始まる。この現象は水位変化からは認められないが，ラト5 ン濃度の上昇として

明瞭に現れている。ボーリング時に採取したコアのラジウム分析結果もこれを

支持する結果となった。

揚水によるラドン濃度の変化は，人為条件下での地下水流動を反映している

点で解析の意義が大きし、。地下水流動の実態把握は，水循環速度を考慮した持

続的な地下水資源利用を図るうえで必要不可欠なことである。ラドンは，溶存

する主要イオンよりも地下水動態の解析感度が高く，調査・解析指標として優

れている。
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河川における地下水流入・流出解析

地下水の湧出地点の特定

ラドンの起源は地中のラジウムである。一般に，地下水のラドン濃度は地表

5. 
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水よりも高い。従って，地表水のラドン濃度の分布から地下水の湧出地点を特

定することができる。

地表水のラドン濃度の分布から地下水の湧出地点を特定する調査を千葉県の

地すベり地で実施した。この地区では馬蹄形の段差地形や崩壊地などが存在し，

古くから地すべりが多発している23）。末端には渓流が存在し，地すべり地を

流下してきた地下水の浸入が想定された。調査は20m の間隔で実施しラド

ン濃度と流量を測定した。時期は1992年3月である。ラドン濃度の測定は，現

地で10Jの試水に150mlのトルエンを加え， 100mlをテフロンパイアルに回収

した後，液体シンチレーションカウンタで定量した。

調査結果を図39に示す。渓流水のラドン濃度が1415区間で急激に上昇して

いることから，この区間で地下水の浸入が著しいことがわかる。流量もこの区

間で増加しているが，流量観測には誤差を伴う場合がある。その例が地点15か

ら下流である。流量は増減を繰り返し地下水の浸入が想定されるが，ラトン濃

度が指数関数的に低下することから，地点15から下流では地下水の浸入は認め

られないと判断できる。このように，地表水のラドン濃度を測定することによっ

て地下水の浸入区聞をより正確に特定することができる。この調査・ 解析法は，

河川だけでなく湖沼や沿岸地帯の地下水湧出地点の特定にも適用できる刊日。

5 2 河川における地下水浸入と河川水の浸出の定量解析

河川での水収支式とラドン収支式をたて，これらを解くことによってその河

川における地下水浸入と河川水の浸出を定量することができる。 以下， その調

査・解析法について説明する。

5-2ー1 河川におけるラドン収支

河川のラドン収支を考えると，供給源は浸入する地下水と河床堆積物である

が，河床堆積物からの供給は，ラドンを供給できる河川水との接触部分が限ら

れていて，その量は小さく無視できる。従って，河川水へのラドンの供給源を

地下水に限定して扱うことができる。

ラドンの損失は，河川水の地下浸出，ラドンの大気中への飛散と放射性崩壊

である。このうち，河川水の地下浸出については，ラドンの量には影響するも

のの，濃度変化には影響しない。ラドンの大気中への飛散は，河川水の水面と

大気の境界の直下に仮定した停滞膜（stagnantfilm）を通して行われる。（図

40) 26）。停滞膜の上部が大気のラドン濃度，下部が水の乱流部のラドン濃度で



44 

ラドン浪度
ラドン 拡散係数

，『、，，－－
ラドン ' 

フラックス ’ 

大気 1ぴ～10·• m1/s 

停滞膜 10·•血2/s大気

、‘” 正一

u
D
 

Q
a
 ー・． 

水河

----流れ
河川 ． ．・

,,,,,,,_,,.,,,,,.,,,,./ 
河床

図40 河！｜｜水から大気へのラ ドンの飛散モデル

ある。大気中へのラドンの飛散量は，停滞膜の厚さに依存し，大気中への飛散

に伴う河川水の濃度低下は次の式で表される。

Cd~ Cu exp( DL/Zhv) ）
 

F
H
U
 

（
 

ここで，

Cd：下流地点でのラドン濃度（Bq/m3)

Cu：上流地点でのラドン濃度（Bq/m3) 

D ：水中でのラドンの分子拡散係数（1.2x 10 9m2/s: 20℃） 

L ：調査区間の距離 （m)

Z ：停滞膜の厚さ （m)

h ：河川の平均水深 （m)

U ：平均流速（m/s) 

である。

河川水の流下に伴うラドン濃度の低下は，大気中への飛散のほかに放射性崩

壊による濃度低下が加わり，次式のようになる。

Cd= Cu exp(-aL) (6) 

ここで， aをラドンの損失係数 （m I）と呼ぶことにする。ラドンの損失係数は，

次のように表される。

a= (D/Zhv) + J./v (7) 

ここで， Aはラドンの崩壊定数（2.lxl06s1）である。 一般に，右辺の第 2項
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は第 1項に比べて小さく無視できる。

地下水の浸入によるラドンの供給は次のように求める。まず， 調査区間では

地下水が一様に流入するものと仮定し河川水の流下方向を正として上流地点

からの距離が xである地点で微小区間 dxを考える。すると，その地点から下

流地点に到達するラドン量は次式で表される。

dm = qgCg exp {-a (L-x)} dx (8) 

ここて＼

m ：地下水によ って運ばれるラドン量（Bq)

q，・単位長さあたりの地下水流入量（地下水浸入量／調査区間の距離：

m3/m) 

Q ：地下水のラドン濃度（Bq/m3)

a ：ラドンの損失係数（m-1)

である。 （8）式を xについて Oから調査区間の距離Lまで積分すると，

m = qgCg { 1 exp (-al)}/ a 

となり，地下水によ って運ばれるラドン量が求められる。

(9) 

このように，河川の流下に伴うラド ンの損失や地下水によって運びこまれる

ラドン量は計算によって求めることができるが，そのためにはラドンの損失係

数を決める必要がある。地下水の流入のない区間では，流下方向にラ ドン濃度

を測定すればよい。しかし日本の河川は，ほとんどの区間で地下水の浸入が

存在するため，実測値からラ ドン損失係数を求めることは不可能である場合が

多い。そこで，（7）式から算出することになるが，停滞膜の厚さが問題となる。

停滞膜の厚さについては，多くの研究がなされている。 O’ConnorDobbins 

(1956)27), Churchill et al. (1962)28）は流速と水深から， Krenkel-Orlob( 1962) 291 

はエネルギー散逸速度と水深から停滞膜の厚さを求める実験式を提案してい

る。しかし，算出された値はオーダーが一致する程度で， ラドンの損失を求め

るには不十分である。

そこで，停滞膜の厚さの実測値を得るため，単一断面が 4km以上にわたっ

て連続するコンクリ ート三面張りの水路を選定し， ラドン濃度を測定した。ま

た，河川での流況による影響を検討するため，鬼怒川流域の扇頂部で河川への

地下水の浸入がないと思われる区聞を選定し，ラド ン濃度を測定して停滞膜の
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図41 コンクリート三面振りの水路の形状と調査地点
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図42 三出張り水路での流下に伴うラドン濃度の低←ド

厚さを求めた。

図41に水路の断面と位置，図42に調査結果を示す。ラドンの損失係数は図42

の直線の傾きを示している。（7）式に，調査結果である a=7.97x105m1, h= 

l.3m, v=0.7m/s, D= 1.2× I09m2/sを代入すると，停滞膜の厚さ Z=17 μm 

となった。

図的は河川の調査地点，図44はその調査結果である。山本荘毅 （1969）は，

地下水と鬼怒川との交流関係について，西鬼怒川は地下水によって養われてい

るが，本流は河川水が伏流浸透していると報告している30）。ラドン濃度も指

数関数的に低下することから，調査区間では地下水の浸入はないものと考え，

濃度の低下割合から停滞膜の厚さを算出した。 水路の場合と同様に， （7）式に，

調査結果であるa= 3.62× 10-4m 1, h=l.lm, v=0.15m/s, D=J.OxJ09m2/s 

を代入すると， Z=17 μmとなった。

以上の結果と過去の研究結果をまとめる と， 表 2のよ うになるお）31）。Elsinger

R.J. et al.の結果はラドン濃度と流下距離の相闘が最も良い値， EllinsK. K. et 

al.の結果は停滞膜の平均値を採用している。表 2から，停滞膜の厚さは河川

の流況の影響をほとんど受けず17～19μmとなっている。従って，河川の水深

と流速の測定精度を考慮すると，調査区聞が数 kmの時には，停滞膜の厚さを
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表2 これまでに発表された停滞朕厚

研究者 z L 調査地

Hamada H. et al 17 3.45 0.68 1.3 水路

Komae T. et al. 17 2.00 0.15 1.1 鬼怒川

Elsinger R. ]. et al 19 40.0 0.5 2.5 The Pee Dee River 

Ellins K. K. et al 19 3.86 0.4 0.5 The Rio Grande de νlanat1 

注） Z 停滞膜の厚き （μm). L 訓告区間（km), v.平均流速 （m/s),h 平均水深 （m)

20 μmとして流下にともなうラドンの損失を計算することができる。

5-2-2 現地適用例

ラドン収支と水収支による地下水の浸入量と河川水の浸出量の定量解析を，

栃木県の思川流域で実施した。この地域は砂やレキで構成された扇状地で、水田

が多いことから，かんがし、によ って地下水の河川への浸入量が増加しているも

のと想定された。現地調査は，河川への地下水浸入量が増加していると考えら

れる 6月に実施した。調査項目は，河川水と地下水のラドン濃度，河川流量，

水温である。

調査地点と解析モデルを図45に示す。地下水面コンターから，地下水は左岸

から右岸に流れていると考えられた。 調査区間内の地質に変化が見られないこ

とから，地下水の浸入，河川水の浸出は一様に起きているものと仮定した。ラ

ドン損失係数は，停滞膜の厚さを20μmとして（7）式から算出した。河川の水深

と流速は，上流地点と下流地点の平均値を用いた。 （7）式に， h= 0.48 m, v = 

0.36m/s, D=l.1× 1Q9m2/sを代入すると，ラドン損失係数は0.3km lとなっ

fこ。

図的において水収支は，

0 = Qi + Qg -Q,. 。。

で表される。また，ラドン収支は，

C2Q.z= [C1Q; exp (-aL) + CgQg {1 exp (-aL)}/aL] (1 P) (11) 

P= Q,./ (Qi＋込） (1唱

となる。

ここで、，
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図45 思川流域の調査地点と解析モデル

Qi：上流の流量 （m3/ s) 

0 ：下流の流量（m3/ s) 

~：地下水の浸入量 （m3/ s) 

G ：河川水の浸出量 （m3/ s) 

C1 ：上流地点でのラドン濃度（Bq/m3)

C2 ・下流地点でのラドン濃度（Bq/m3)

Cg ：地下水のラドン濃度（Bq/m3)

L 調査区間の距離 （9km) 

である。

調査－解析結果を表 3に示す。地下水のラドン濃度は， 2点の平均値である。
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表3 恩川流域の地下水浸入量と河川水の浸出量

地点 l Ci 0.80×10" 

Q, 8.2 

地点 2 c, 1.2×10" 

Q, 5.4 

地下水 c, 24×103 

地下水の浸入 Q, * 1.3 

河川水の浸出 Q, *4.l 

注） c ラドン濃度 (Bq/rrl)

Q 流量（rrf/s)
＊ 言｜第値

計算結果は，地下水の浸入量 Qgが1.3m3/s，河川水の浸出量Gが4.1m3/sと

なった。

今回の調査結果を従来法である水収支式のみから解析すると，地下水の浸入

はなく，河川水の浸出が2.8m3/sとなる。しかし下流地点のラドン濃度が上

流地点よりも高いため，地下水の浸入が存在するのは確かである。このように，

ラドン収支式と水収支式をたてることによって，初めて地下水の浸入と河川水

の浸出を定量することができる。

地下水の浸入量と河川水の浸出量との比から，地下水の流入部を河川の幅の

1/4である約10m として流速を計算すると， 103cm/ sのオーダーとなった。こ

の地域の砂礁の飽和透水係数が101～10 2cm/ s，地下水面勾配が約1/300である

ことを考慮すると，得られた値は妥当であると考えられた32）。

6. おわりに

水中のラドン濃度を指標とした調査－解析法は，水循環の様々な場面に適用

でき，水位観測に重点を置いた従来の方法よりも詳細に地下水流動を把握でき

る。この手法は，今後，水質保全，地すべり対策，水田の水かん養機能の解明

などに大きく貢献するものと期待できる。新しい水文学，ラドン水文学の誕生

である。
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