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I 緒百

太平j干なととの海洋上の小島艇においては水源を地 r水
に求めている場合が多い。近年生活水砕の向上 経済発

展 発展途上国の人口増加などに伴い，世界的に水需要

が増加する傾向]にあるが 特に小島艇の地 F水資源は，

地球温暖化に伴う海面」二昇によって温水化が進むと予想

される (IPCCAR4 WG2， 2007) とともに，按~*量の増

加や干ばつ等によ る柄養量のi成少の影響を受けやすい。

将来的に地下水の保全および持続的な利用を図るには，

鳥艇における地下水の賦存形態・!依存畳をまずI~i らかに

する必要ーがあるが，祐二水属中に淡水域と塩水域が混在し

ている場合.ì;!~ 7J(賦存量を推定することは容易ではない。

lつの'市，:*，醤仁IJに淡水と塩水が混在している場合，密

度差によって淡水は;出水の」二部fこ位置し， 千w水層1'1'1に塩

水域と淡水域の境界(ここでは指淡境界と呼ぶ)が形成

される。あるJ也点における淡水f或の!平さは， 1(託水と j炎水

の密度差による Ghyb巴I1-Herzb巴Igの式
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z 海水準以下の淡水の厚さ

/り 海水準以上の淡水のJ享さ=地下水位標高

ρf 淡水の省、度

ρs 海水の密度

より守地|ミ7J(1立標高に比例するとされる (Hubbert，1940 : 

Vacher. 1984など)。 しかし (1)式によって塩淡境界深度

を地下水位測定だ、けで、決定するためには，長期的な測定

値が必要なじ降雨iや潮汐による一時的な変動を取り除

く必要ーがあるため見積りが難しく，誤った結果を導やす

い (Schneid巴rand Kruse司 2∞3)。このため深度毎に地下水

中の塩分濃度や電気伝噂度をiRIJ定で、きる地下水観測孔を

設置して j孟j炎境界を直接的に測定する方法が一般的に

用いられている (Rotzollet al.， 2010など)。 また太平洋上

の島艇に多く見られる石灰持帯水層は.水の循環と石灰

岩の泌解・再結晶などによ って不均質な透水性を有して

おり (Legrandand Stringtield， 1971)，塩淡境界深度も透水

性が高い領域では浅く，低い領域で深くなるなど不規則

な JI~状を呈していることが多い (Vacher， 1978， Ayers， 1998 

など)。このため淡水厚分布形状を正確に把握するために

は観測孔を数多く設置し地下水1'1'1の堀淡境界深度を測

定する必要があるが経済的理由で観測!孔の数量は限定

的になることが多く ，水資j原賦存量の算定を難しくして

いる 。 このようなことから近年の研究ではt~淡境界深度

を明らかにするため，物理探査によって限られた観測孔

のデータを補間する例が多く 見られる。地下水中の塩淡

境界深度推定には，一般に電気探査法，電磁探査法が用

いられる。

地卜水1'1'の塩淡境界iJllJ定という観点から電気探査法と



10 農村工年研究所技執 ~2 11 サ (2011) 

電磁探査法の特徴をまとめるとげくのとおりである。どち

らも送信コ イルと受信コイルの距離(コイル間隔).送

信電梅と受信電梅の距離 (電板間隔)を大き くするほ ど

地下派部の導電率が測定結果に反映されるので 同じ箇

所でコイル間隔.電極間隔を変化させ，浅層から深層ま

でのデータを取得し 地盤の層構造を推定するが.電気

探査法では電極間隔を任意に取れるので，多層構造の解

析が可能である。これに対して電磁探3益法はコイル間隔

に制限がある場合が多い。例えば EM34では l箇所の層

構造の解析で 3つの異なるコイル間隔の測定データを用

いるので，導電率と !晋!享を決定できる層構造は 3層ま で

である (St巴wart.1988)。また，電磁探査法は近傍に電線

があると測定が難しいが.電気探査法は影響を受けない。

測定の簡便さという点では 電気探査法は地盤に接地電

極を打ち込む必要があるので守石灰岩地域や乾燥地では

H 調査地区の概要

1 地形・地質

調査地が存するマーシ ャル諸島共和国は中部太平洋に

位置する 29の環礁と 5つの島を有する島興国で¥総面

積は約 181km2，人口は約 5.5万人であ る。首都の存す

るマジユロ環礁は北緯 7。東経 1710に位i重し，人口は

約 2万人 (Republicof the Marshall Islands Embassy to the 

US，201O)である (Fig.O0 1971 - 2000年における年平

均降水量は 3.300mm‘平均気j毘は 27.5tであり，住民

の水源は貯慨した降水及び地下水である(緑資源機構，

2008)。調託地で、あるローラ烏は面積 1.8km2，平均標高

数 mの低平な島である。

電極と地盤の接地抵抗が大きくなり ;~IJ定が難しいが.電 ( ~ハ

磁探査法は地盤に非接触で測定が可能なので対象地質を "'-'" 

選ばない。また電気探査法は l箇所での測定1"1"接地電極

を何度も移動させる必要があるため， 1 箇所あたりの測

定H寺聞は電磁探査?法に比べて長くなる。さらに電気探査

法は電栴が打 ち込める直線状の測線をlrx:る必要があり，

障害物等があると測定が難 しい。烏峡の地下水を対象と

した既往の研究では電磁探査法の適用例が多い。これは，

:1";&水と淡水の導電率に大きな違いがあるため，電磁探査

法でも境界を検出することが可能であること. 1筒所あ

たりの探査?時聞が短いこと，広範な現場条件に対応でき

ること等がその週!由 と考えられる。

電磁探査j去による地下水中のJ品淡境界測定で、は，測定

間隔が異なる 3点の測定データを逆解析し て塩淡境界

深度を求め る手法が一般的に用いられてきたが守石田

ら (2010)は7箇所の地下水観iWJ孔において実測した塩

淡境界深度と電磁探査によって得られたみかけ導電率

を比較し構成地質や地下水位がほぼ等しければ l点の

測定データのみで坂淡境界漆度が推定できることを示 し

た。 しかしこの方法は見かけ導電率を塩淡境界深度に変

換するため.複数の地下水観測l孔を:必要とし j昆淡境界

i朱度を実測でき る観測孔に乏しい小島艇に適用すること

は難しい。このため本研究では 電気探査法と電磁探査

j去を併用し 電気探査j去に よって;J:とめた地盤の比抵抗分

布によって 電磁探査データを塩淡境界深度に換算する

ことで小島棋においても効率的に地.卜水賦存形態の把

握が可能となる手法について検討した。

本研究の一部は.農林水産省委託プロジェク卜研究「地

球温暖化が農業分野に与える影響評価と適応技術の開

発J(45150)，及び科研費 (21580303) の支援を受けて

実施した。また現地調査にあたっては(独)国際農林水

産業研究セ ンタ一万福裕造主任調査員。マーシャル諸島

共和国資源開発省および環境保護局の各位にご協力頂い

た。ここに感謝の意を表する。

Fig.l 調jf，"地位置医|

Localion l11ap of sludy出 ca

ローラ島は全域に 亘 って石灰砂に覆われている

(Anthony巴taL， 1989)0 Table 1にボーリン グによっ て

確認されたロ ーラ島の地質層序を示す。地質は上位ーカョら

層厚 1.7m殺の石灰砂，層)平 9.7m程の磯混じり石灰砂

l吾厚 3.6m以」の石灰砂礁が分布している(国際農林水

産業liJI究センタ 一.2010)。

層厚

1.70111 

9.65111 

3.63111 

Table 1 ローラ島の地質層序

Stratigraphic sequel1ce il1 Laura Island 

地 質

石灰11少

際混じり 石灰砂

石灰砂殊

記事

粒子均一な創11砂

際112-5111111

際径50-60111111

2 地下水利用状況

環礁西部に位置しているローラ 島では，地下水が淡水

レンズとして賦存しており，井戸.及び地下水面上部に埋

設された横孔(シャフト)によって取水されパイプラ

インで首都マジュロが存するウリガ島に送水されてい
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る。 Fig.2にローラ島における取水施設位置図を， Fig.3 

に取水施設構造図をそれぞれ示す。この他に住民が補助

水源として使用している小規模な農家井戸が存在する

が.取水量は僅かと見込まれるのでここでは掲載してい

ない。 Presl巴y(2005)は農家井戸における地 F水中の塩

分濃度測定から。淡水地下水の平面分布を明らかにして

おり， Fig.2に分布域を併せて示す。ここでは淡水の定

義を塩化物イオン濃度 500mg/lとしているが， これは電

気伝導度 200mS/m程度に相当する o 地下水は，地下水

面下0.6~0.9mに水平に埋め込まれたシャフト(有孔管)

によって取水されている。このような取水方法は淡水レ

ンズからの取水方法として一般的である。

々
ラグーン

o 3<X>tn -
Fig.2 ローラ烏における取水施設位置図(Presley(2005)に加自立)

Watcr-sllpply wcll sites， and cross-section locations for the Lallra arca 

(retollched with Preと;ley(2005)) 

マ

配水システムへ

石灰岩埋戻し

地下水面

約0.6-0.9111

立三三一二

有孔塩ビ管
(直径 10cm)

Fig.3 取;)<.施設構造1J2:1(Presley (2005)に加筆)

Watcr-sllpply well co山 trllction(retollched with Presley (2005)) 

マジュロ環礁 (以ドマジュロ)において 1954~ 2000 

年の間に乾季である 1~4 月の降水量が平年値の約

30%未満であ った年は 1970，1977. 1983， 1992， 1998 

年の 5回であり.特に 1998年は，乾季の降水量が平年

値の 8.2%と極端な干魁であった。この年の乾季の降水

量は上記期間中最低であったことに加え 1 その前年の 6

~ 12月の降水量が平年値の 81%，直前 2ヶ月では 63%

と少なく水不足はより深刻で、あった。千魁期間中の住民

達の水源は，当時日本から寄贈された海水淡水化装置か

ら得られる水と，ローラ島から取水される地下水で、あっ

た。地下水取水量は施設全部で，干魁前の 1995，1996 

年は最大で 640m3/d程度であったが， 1998 年 l 月 ~3

月には 720~ 840m3/dとなり， 4月は 1.080m3/d， 5月

は 970m
3
/dに達し この年の平均は 8IOm

3
/d，年間総取

水量は 30万 m
3
であった (Presley，2005)。しかし 1998

年以降，データが入手できた 2007年までの問月間降

水量が 50mmを下回った月は 2回しか出現しておらず.

マジュロはここ暫くの間大きな干魁に見舞われていな

い。また， 1999年から 2006年の年間地下水取水量は平

均で 8.2万m
3
であった(国際農林水産業研究センター.

2009)。

皿調査方法

観測孔における地下水の電気伝導度測定

Fig.4に調査地点位置図を示す。測定地点の標高は

概ね 2m程度である。地下水観測孔は 1998年の干魁時

に USGS(アメリカ地質調査所)が深度別にストレーナ

を持つ観測孔を設置しておかそのうち現存している

ものを使用した。測定に使用した観測孔の構造を Fig.5

に.諸元をTable2にそれぞれ示す。地下水の電気伝導

度測定は投げ込み式電気伝導度計 (ドイツ WTW社製

Cond315i)を用い。それぞれの観測孔のストレーナ深度

にセンサーを下ろし数値を読み取った。

凡例

地下水観測孔

電気探査測点

. 電磁探査測点
主マ

外j羊

A 

⑨
c
d
 

川河
b A' 

。 300m 

Fig.4 調査地点位置 I~I

Observation points 
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地表面
悶 吹 甲，.，.，.て電電

2インチ径鋼管
(5フィート長)

""マ""""'"ヤ守ηヤ刃フ衣、

¥銅製キャップ
(亜鉛メッキ)

ステンレスジョイント一九

2インチ径銅製
ストレーナ
(3フィート長)

h

i

f
 

Fig.5 ローラ烏における地・|ご7l<観iwm構i圭図

(Prcsley (2005) に力日経)

Monitoring-well constrllction ill Lallra lsland 

(retollched with Presley (2005)) 

Table 2 観測孔絡先

Specifics of the observation holcs 

箇所:?"

サイト

深度 (m)

10.06 
13.11 

地盤機尚

1.95m 
1.95111 

電気伝導度の測定は 2009年 10月27日，及び 2010年

10月 16円に行った。

2 電磁探査法による地盤の導電率測定

電磁探査法は電磁誘導現象を利用して地中の比抵抗構

造を推定する物理探査法である。主な手法としては.地

球磁気圏.雷放電.人工送信仰などから発生する電磁場

を利用する MT法 (MagnetoTelluric Method).人工送信

税、の電磁場を急激に変化させ.時間に対する二次磁場の

変化を測定するTDEM法 (TimeDomain Electromagnetic 

Method) などが挙げられ，比較的深い部分の地質構造

の推定に用いられることが多い(物理探査学会， 1998)。

これに対して深度数~数-1・tnの比較的浅い部分の探査

には，直径数十 cm~ 1m程のコイルを送受信にそれぞ

れ lつずつ用いるループ ループ法.凶界各地にある発

信局からの長波帯の電波を信号源として用いる VLF法

などより小規模な装置が用いられる。島l娯域の地下

水を対象とした既往研究では送受信にそれぞれ直径

1m程のコイルを用いるループ-ルーフ"1去の電磁探査装

置である カナダ Geonics社製 EM-34を用いる例が多い

(Anthony， 1992， Schneider and Kruse， 2003， Ruppel et al.， 

2000など)。

本研究では地下水中の塩淡;境界線度分布を求めるた

め.ループ・ループ法による電磁探査を行った。測定地

点は。 ローラ島を東西に横断するifllH淳、沿いと し (Fig.4)， 

使用機材は既往の研究で地下水中の塩淡境界測定に実績

のあるカナダ Geonics社製 EM34-3XLを用いた。

一般に地下水中のj恥炎境界はシャープな形状を示 さ

ず，淡水と海水の問で塩分濃度が連続的に変化する汽水

域が発達していることが多い。 しかし電磁探査結果の解

析では守地盤の導電率を複数層の水平構造とみなしそ

れぞれの層の導電率と厚さを未知のパラメータとして，

観測結果に適合するそれぞれのパラメータを求める方法

をとるので，このような連続的に濃度が遷移する汽水域

を表現できない。そこで既往研究では汽水域はまとめて

l層，あるいはその下の塩水域も合わせて l層と扱って

いる。EM34を}羽いた既往研究においては，いずれも地

維を地下水面より上部である不飽和布+毛管帯，地下水

面下の淡水を含む汽水域 IE水域の 3層構造と仮定した

解析が行われている。EM34-3は送信コイルから発する

一次磁場に よって地盤仁/1に発生した二次磁場の強度を受

信コイルで測定する装置であり，基礎方程式は次の式で

与えられる (McN巴ill.1980)。

HslHpと 1ωμ 。σ日14 (2) 

ここで，

Hs :受信コイルにおける二次Mi場の強度

Hp 受信コイルにおける一次磁場の強度

ω:2πf 

/ 周波数 (Hz)

μn 空間の透磁率

σ 地総の導電率 (mho/m)

5 コイ Jレ間隔 (111)

R 
である。EM34-3では設定した コイル間隔によって測定

した Hs/Hpより地盤の見かけ導電率

συ = 4/(ωμn /) (HsI的?) 、，
J

q

‘J
 

(
 

を測定値として出力する。

ここで¥深度こに存在する薄層 dzが Hsに及ぼす

相対的な影響度を φ(z.)とし EM34-3におけるゆ と)

とzの関係を模式的に示すと Fig.6a) のとおりとなる

(McNeill‘1980)。一定深度以下ではφuが深度に対し

て単調減少することは 浅層の導電率が深層に比べてよ

り強く見かけ導電率に影響することを示している。
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a)φ(z) 
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X 受{言コイノレ<::辻::::> c::士コTx(送信コイル

σ1 日
σ2 

σ1 

Fig.6 a) EM34-3の深度に対する応終特悩

b) 3層構造模式[i{[ (MeNeill (1980) に加後)

a) Curnulativc rcsponse versus depth‘ b) Three layer earth model 

(Rctouched w凶 McNcil1(1980)) 

Fig.6b) に3層構造の模式図を示す。区lにおいて，

σ/ー第 1I吾の導電竿

σヲ 第2層の導電率

σJ 第3層の導電淳

、/ 第 l層の!音!車

第 l層と第 2層の層!享の荊l

である。ここで見かけ導電不に対する z.L-j、深の地盤の影

響度を R(1.)とすると，

R(1.) = f~ φ (こ ) d1. (4) 

となり 見かけ導tiE率との関係は.

σ。=σll-R(z/)J+σlR(こ)-R(ご，)]+σ，R(z) (5) 

で与えられる (McNeiIJ，1980)。得られる観測データは

コイル間隔 10m，20m. 40mによるそれぞれの見かけ導

電率となるが，ループ ループi去による電磁探査では.

塩淡境界が地表而に近い調査地では‘ コイル間隔が大き

くなるとテ、ータカf耳1得できなかったり (Stewart，1988)， 

測定した見かけ導電率が真の導電率に対応しなくなる

(McNeilし1980)。今回iの調査池においてもコイル間隔

20mおよび 40mでは測定値が安定せず 見かけ導電率

が負の値を示すなどしてデータが正常に取得できなかっ

た。ここで地 F水面までの深さや地質条件が殆ど同ーな

調査地内にあっては， (5)式における σj・ σ2・ び3，こ/を

定数と置くことができるので，単独のコイル間隔におけ

る測定値でむが一意的に定まると考えられる。そこで

測定値を むに換算する式が得られれば， 1 通りのコイル

間隔による測定によって塩淡境界深度を求めることがで

きる。

本研究では送信コイルと受信コイルの間隔 10mの垂

直ダイポールモードで電磁探査を行い，地般の見かけ導

電率を求めた。また電磁探査測定地点の標高は水準測量

によって求めた。これらの電磁探交は 2009年 10月22

日に実施し 5回の測定の平均値を取クた。1地点あたり

の測定時間はコイルの移動時間を合めて 5分程度であっ

た。

3 電気探査法による地盤の比抵抗測定

電気探交1:J.~ は J也1'1寸 に電流を流し，その}，L;答電位を測定

して地盤の比抵抗構造を推定する物理探交法であり.地

下水を対象とした研究では調査地点、の比抵抗の層状構造

を推定するN直探査法が主に用いられている G 例えば

J acobson et al. (1997)はナウル共和|芸|ナウル鳥において

電気探査1法による茸i[探査を行い，測定結果から推定し

た比抵抗鉛直分布よか不飽和;帯の地質構造，石灰岩荷

水層I'jlの淡水域，汽7Jd以 J::w;水域の厚さを推定している Q

また Birgitand Luis (1996)はメキシコ国ユカタン半島北

西部において電気探査法による詑直探査を行い，測定結

果より推定した比抵抗鉛直分布より話淡境界深度， 2fif

7J(層の空洞を充填している粘土.セノーテ(石灰岩地帯

の陥没穴)の分布を推定している。

本研究では測 定機器としてアメリカ Advanced

G巴osciencesLimitedネ土製 StingR1を用い 7 ウェンナー法

により原則として電極間隔を 0.2，0.5‘1.0、1.5，2.0、2.5町

3.0. 3.5， 4.0， 4.5， 5.0， 6.0， 7.0句 8.0，9.0， 10‘12， 

14‘16， 18， 20， 24， 28守 32m，電流値 10mAにて1fi:白

探査を行った。 iHIJ線の方向は Fig.4に示す A-A'方向と

した。これらの電気探査は 2010年 10月21日に笑施し

l地点あたりの測定時間は移動時間等を含めて1.5時間

程度であった。

電磁探査結果の校正のために電気探査を実施した箇所

は，既往研究から淡水が存在しないとされる地点(地点

a). 測線近傍の観測孔であるサイト 1(地点 b)，淡水が

存在すると 予想される地点 c，地点 dの音j'4笛l所である。

電気探究結果解析には‘非線形最小ニ乗法による一

次元逆解析ソフト，アメリカ Interp巴xLimited社製 IXID

(v3.42) を用いた。解析条約二は 24層構造.最大解析深

度 32mの多層モデルとし汽7J(j或を表現するため。 層

ごとの比抵抗の変化がi信らかであると仮定するオッカ

ムの逆解析 (Wt析例 DeGroot-Hedlin and Constable. 1993 

など)によって比抵抗の層状構造を求めた。
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W 調査結果

1 電気伝導度鉛直分布

Table 3に地下水観測孔における電気伝導度測定結果

を示す。本幸|iでは白旗・長田 (2009)を参考に.電気伝

導度 200mS/m以下の地下水を淡水と H千ぶ。なお. 2009 

年 10月 27日のiRlJ定において 1-43地点、の荒が聞かず

測定することが出来なかった。2009年の測定で、は電気

伝導度が 1-33で207mS/mであった。2010年の測定では。

電気伝導度が 1-33で 10ImS/m.1-43で 833mS/mであり.

深度による差が見られた。また 1-33においては 2010年

の方が 2009年より低い値を示 した。

Table 3 地下水中の電気伝導!おJ!1j定結果

Electric conductivities of groundwater 

地点:1':，
2009110/27 

207 

201011011 6 

101 
833 

電気伝導度 (I11S/111)

1-33 
1-43 

2 地盤の見かけ導電率

Fig.7に電磁探査によって測定した地捻の見かけ導電

卒測定結果を示す。IZIの始点はiJ!IJ線|二の最も外洋に近い

西端の測点としている。

地般の見かけ導電率は 5.7-6.6mS/mの範囲内にあり‘

タトi羊似IJで高くラグーン側に向けて徐々に{止くなるカ始

点、から 240m地点を過ぎると逆にラグーンiITIJのブJが高く

なる傾向にある。

地点 a

z::凡

5.8 

地点 d

.一一一一一一点点 c r 
地点

一一一 ・↓ 寸 E

56 

50 100 150 200 250 300 350 400 
拍点からの距離(m)

Fig.7 見かけ導電卒測定結果

Terrain conductivities of l11easurCl11ent points 

3 地盤の比抵抗分布

Fig.8 - 11に電気探査によって測定した地燥の見かけ

比抵抗と逆解析によって求めた比抵抗の J;;i¥o;1)(分析Jを示

す。
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4地点に共通する特徴は，深度 1m前後に極大1u立が存

在することで これは表土とその|ごの石灰岩との比抵抗

の差によると考えられる。最も外i-'(待:りの地点 aでは深

度 1m付近で、最大の比抵抗を示した後 深度 20mまで単

悶減少した。これに対し島の1:1.1央よりの地点 bは深度

10m付近に極大イi立を持っている点で、地点 aとは異なって

いた。また地点、 bよりラグーン仰lの地点、 C. dでも .115

度 1m以|ごに. 深度一比1:II抗lilJ~~Í(の JI';状がô;f:Jえとなる領

域が存ヂEする点で.地点 aとは異なった。地点 b. c. d 

に見られる 1標高 0111 以深の杯大値または I~I状の比抵抗深

度分布は。淡水地 下水の存在に起因していると考えられ

る。

V 考察

1 比抵抗分布と塩淡境界深度の関係

Table 4に地点、 b(サイト 1)で行われた電気探査解析

結果を示す。

Table 3よりサイト lの 2010!rf地下水観測時における

塩淡境界深度は. 10.06mと 13.11111の聞である。ここで

サイト lの深度 10.06mと 13.llmの問で電気伝導度が深

度に対して直線的に変化すると仮定すると 塩淡境界深

度(本報では地 F水の電気伝導度 200m5/111の深度と定

義する)は 10.Sm. 標高 -8.S2mとなる。

Table 4 地点 b における定安dl~3iE解析結果。

Resll1t of DC measurell1cnt ana1ysis at point b 

レイヤ-No 比抵抗(Qm) 同}ljJ:(m) ik皮(m) 標高(111)

86.8 0.20 0.20 1.75 

-ヲ 111.6 0.05 0.25 1.70 

3 155.1 0.06 0.31 1.64 

4 222.3 0.08 0.39 1.56 

『 301.4 0.09 0.49 1.46 

6 343.5 0.13 0.61 1.34 

7 299.5 0.14 0.75 1.20 

8 201.5 0.19 0.95 1.00 

9 121.9 0.2 1.2 0.8 

10 83.5 0.3 1.5 0.5 

11 79.9 0.4 1.8 0.1 

12 106 0.4 2.3 ー0.3

13 146.1 0.6 2.8 0.9 

14 142.1 0.7 3.5 一1.6

15 86.1 0.9 4.4 -2.4 

16 43.1 1.1 5.5 -3.5 

17 28 1.4 6.8 -4.9 

18 30.1 1.7 8.5 6.6 

19 36.5 2.1 10.6 8.7 

20 23.6 2.6 13.2 -11.3 

21 7.2 3.3 16.5 -14.6 

22 1.6 4.1 20.6 -18.6 

23 0.4 5.1 25.7 -23.7 

24 0.1 

*各レイヤ-Noの行の深度及び標高はその下位の

レイヤーとの境界itiiの位ftJ-を表す
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ここで帯水層 (水で飽和した堆積岩)の導電性に及ぼ

す間隙水の影響についてはアーチーの経験式.

σ_ ejj = C σ_fllIid'φ口 (6) 

σ_eff 帯水層の電気伝導度

σ fluid 地下水の電気伝導度

C守m 岩相による定数

ゆ 間隙卒

より，帯水層が均質であれば地 i勺j(の電気伝導度により

決定される(物理探査学会，1989)。よって電気探査によっ

て求められた地下水面以 下の比抵抗値は地下水中の電気

伝導度に換算できると考えられる。Table4より.この

襟高に対応するレイヤー Noは 19である。Fig.9に示す

とおり，解析上の比抵抗構造は階段;IF:であるが 実際に

は深度に対して電気伝導度が連続的に変化していると 考

えられるので， Fig.12に示すように， レイヤー 19とレ

イヤ-20を直線近似して 地下水の塩淡境界深度に対

応するよヒ抵抗値を求めると 31.3Q mであった。

よ

担割

悲

レイヤー 19 i'h~度9.55m，比抵抗36.5 Qm 

一塩淡境界深度(10.5m)

レイヤー20

200mS/mに対応する比抵抗値(31.3Q m) 

Fig，12 200mS/mに対応する比抵抗値の推定

Estimate of electric resistivity corresponding to 200mS/m 

Fig.l0， Fig.llに示す解析結果よか比抵 抗値が

31.3 Q mとなる深度を地点 C，地点 dについて求めると

それぞれ 8.lm，7.2m. 標高は -5.2m，-4.0mであり.こ

の値が各地点の塩iJ~境界深度・標高であると考えられる 。

2 地盤の見かけ導電率の塩淡境界深度への換算

Fig.7に示す地点 a，b， c， dに対応する，電磁探査によっ

て測定された地盤の見かけ導電率はそれぞれ， 6.60，5.87，

6.07. 6.39mS/mであった。これより， 1で求めた塩淡境

界深度と見かけ導電卒の関係は Fig.13に示すとおりで

ある。淡水が存在しない地点 aは塩淡境界深度としてiWJ

定地点の標高値を与えている。

12 
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-y = -7.5524x2 
+ 84. 753x -227.07 

R2 
= 0.9224 。

5.8 6 6.6 6.2 6.4 

x見かけ導電率mS/m

Fig.13 見かけ導電率と塩淡境界深度の関係

Estimate of electric resistivity corresponding to 200mS/m 

Fig.13において近イ以1111線を求めると，

v = -7.5524 x
2 + 84.753x -227.07 (7) 

x 見かけ導電率 (mS/m)，y 塩淡境界深度 (m)

となる。

(7)式を用いて Fig.7に示す見かけ導電率を塩淡境界

深度に換算すると，それぞれの測定地点の塩淡境界標高

は 0.3 ~ -8.4mの範囲となった。求めた塩淡境界標高

より推定塩淡境界線を日|いた断面図を Fig.14に示す。
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Fig.14 j包淡境界分布断面 I~I

Section of bOllndary between fireshwater and saltwater 

Fig.14に示す指淡境界は， 2010年の地下水観測・電

気探査結果を基に 2009年の電磁探査結果を塩淡境界

標高に換算しているので守 Table3に示すト33孔の電気

伝導度の違いから，実際より塩淡境界をやや深く推定

している可能性がある。 しかし仮に 2009年における

1-43孔の測定値が 2010年と同じ 833mS/mであったとす
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ると 2009 ~r と 2010 ~r の塩淡境界深度の追いは 40cm

- 50cm程度なので.全体的な傾向は示されていると考

えられる 。 Fig.14 より淡水域は島の 1:1:1 央部でJ~: くなって

おり その中心はややラグーン側に寄っている。また.

ラグーン側に近い観測点においては直淡境界深度がラ

グーンに近づくにつれて急激に上勇一している。

Anthony et al. (1989)によると 1985.1fの淡水レンズ

賦存量は約 2007J-m3と見積もられている o ーブJ ロー

ラ島では蒸発散データは蓄積されていないが.グアム.

ジョンストン.ヤップ島など周辺の島での観測結果:

から相死ね 50%であるとされている (Hamlinand Anthony， 

1987)。これよりローラ島の地下ー水かん養率を 50%とす

ると，この 10年間のかん養量は淡水地ド水賦存量の約

14情である。これに対して取水量はかん養量の 3%程度

であることから 局所的なJj市水浸入を起こさないような

揚水方法をとれば.より多くの地下水を利用できる可能

tlがある。そのためには。複数の淡水レンス断而からロー

ラ島全体の淡水地下水!依存形態を明らかにする必要があ

る。

以上よか電磁探交によって得られた見かけ導電率を

地下水在)tif!lJi云よぴ電気探査によってJ船炎境界深度に換算

する手法により.地下水の淡水域の断町:l1~状の抱一定が可

能となることが示された。本問先で用いた手it(まI 地下

水観測孔が乏しく Jj~;i炎境界を直核的に測定することが難

しい現場においても. iJllJJ主が谷易な電磁探査を正とする

ため，地下水!依存量の推定のための迅速で有効な誹l授が:

であると考えられる。ただし 1 今回は不飽和帯のJ享さが

2m程度と比較的小さい条件での測定結果であることに

留意する必要がある。不飽和布:の厚さが 10mを超える

隆起石灰岩地域においては。見かけよ導電率が地下水測定

によってうjとめた境淡境界深度と高い相関を持つことは石

l珂ら (2010) によ って示されているが 電気探交によっ

て晦淡境界深度が推定可能かどうかについては未知数で

ある。また沿岸部については潮汐の影響も司J価する必要

があり ，今後の研究謀題としたい。

VI 結面

本研究ではマーシャル諸島共和国マジュロ環礁ローラ

島を調査:i11Lとして，観測孔における地下水の電気伝導度

測定 垂直電気探査による地鋭の比抵抗測定，ループ-

jレーフ官;電磁探査による地検の導電率ij!lJ定を行った。

観測孔における地下水の電気伝導度測定は l佳i所 x2 

深度で、行い. 2010年の測定で、は電気伝導度 200mS/mの

深度が 10.5m町標高 8.52mと推定された。4箇所で実

施した電気探査結果より 電気伝導度 200mS/m以下の

淡水域が発達している箇所では，標高一数 mに比抵抗

の根大値が存在した。地下水の電気伝導度測定結果と.

同地点で行われた電気探査の比抵抗分布を対比すると。

比抵抗値 31.3Q mが地 F-7Jくの電気伝導度 200mS/mの位

置に相当 した。この結果をもとに.他の 2地点において.

電気探斉によって求められた比抵抗分布より電気伝導一度

200mS/m深度を推定した。以上によって得られた 3筒

所の電気伝導度 200mS/m深度と 同地点で行われた電

磁探査による見かけ導電専を比較し，両者に主の相関が

あることを確認し.近似式を求めた。求めた近似式より白

他の地点で行われた電ilh探査によって符られた見かけ導

電卒を.電気伝導度 200mS/m深度に換算し淡水地下

水分布IVr而図を作成した。地下水のj品淡境界は外;$側で

浅く ラグーン側で、減くなっており 既在の研究と整合

的であった。

主j、ーヒより.地下水の屯気伝導!主iMIJ定および電気探査に

よって電磁探査結果をJ1，. ô~境界深度に換算する手法に

よって，淡水地下水の分布状況が推定可能であることが

示された。

参考文献

1) Anthony S.S.. P巴tersonL. Frank. Mackenzie T. Fred 

a吋 HamlinN. Scott (1989): Geohydrology of th巴 Lallra

fresh-water J巴ns‘ MajllroatoJI: A hydrogeochemical 

α'pp/"Oach. GSA Bulle!in. 101 (8). 1066-1075 

2) Anthony‘ S.S. (1992): Electromagn巴ticm巴thodsfOI 

mapping freshwatcr lenses 011 Micronesian atoll islands‘ 

Jo川 nalofHydrology.137(1-4).99-111. 

3) Ayers. J.F (1998): GrOllndwater flow dynamics beneath 

atoll islands， IAHS-A!SH Pllblication， 253. 397-404 

4) B 暗 l日tSt包el口川I1IC

Inves幻山tlほga瓜山!t山tlωon山1SI日川nNoωrt出hweωb討;t陀巴I口rnYllにca川ta創111，Mexico， Using 

R巴sistivitySurveys. Grollnd川 lter. 34(4). 577-759 

5)物理探査学会(1989)。図解物主Il探究，物理探査学会.

231 

6)物理探交学会 (1998) 物理探究ハンドブック手法

編.物理探査学会 297-298 

7) DeGroot-Hedlin. C. and COl1stabJe S. (1993): Occ.am's 

Inversiol1 and the North Am巴ricanCentral Plains 

Electrical Anomaly， 1. Geol1lag. Geoelec!r.. 45，985-999 

8) Hamlin S.N. and Antho町 S.S.(1987): Ground-wat巴I

resources of the Lallra area. Majuro Atoll ‘Marshall 

IsJal1ds. U.S.Geological Surv巴yWater-Resollrces 

Investigations Report 87-4047.69 

9) Hubbert. M.K. (1940): The theory of grollndwater 

motion， JOlll'l1al of Geologv‘48.785-944 

10) Intergovernme山 !IPanel of Climat巴 ChangeWorking 

GlωOα山u叩Ip2 (20∞07): lmpa似武削!(に山【Cα:江t臼s‘ Ad 乱叩pta乱川山tlona 凶 V机Vll山Inera油b凶l出 y人
' 

lPCC Fourth Ass犯巴お叩me巴引n川1tR巴pOl口1(AR4) Cαli汀m削t匂eCαha川a川¥1時e

2007司 689

11 )石田聡-土)引創立・吉本周平・皆川裕樹-増本隆夫・

今泉真之 (2010)ーyljl縄県多良間島における淡水レ

ンズ形状，農村工学研究所技報 210. 1-9 



石田 l位古本間三l'，小林 u'fJJ. 5 :': 日 i利久・土n;(健制t ・'i" .J!.裕 ~~i. ' j骨本殴失 今泉l宍之物理採先手法を)IJし、た地干水rl'の梅淡境界illlIヒ 19 

12) Jacobson，G" Hill， P，J" Ghassemi， F. (1997): Geology 

and hydrogeology of Nauru Island，. ln Vach巴r，

H，L.， Quinn‘T. (Eds，). Geo!ogyαnd Hydrogeo!ogy of 

Carbonate fs/ands， E/sevier， 707-743 

13)国際農林水産業研究センター (2009) 平成 20年度

環礁島水資源利用プロ ジェクト報告書 マーシャ

ル諸島共和国 ， 65，99-101 

14)国際農林水産業研究セン ター (2010) 平成 21年度

環礁島水資源利用プロジェク卜報告書 マ シャ

ル諸島共有l図 。付 12

15) LeGraI 

li日川m巴stOI口leaquifer syst 巴ml 口 the southeastern stat 巴s， 

EcωO即 1111κcGeω0/ωogy，66(臼ω5分)，701ト-709

16) McN巴illJ，O. (1980): Electromagnetic Terrain 

Conductivity Mcasuremcnt at Low lnduction NlImbers， 

Geonics Limited Tcchnical Note‘TN-6，6 

17)緑資源機構 (2008) 平成 19年度循環型水資源有効

利用検討調査事業報告書ーマーシャル諸島共和国

ー XII

18) Presley K.T. (2005): Effects of the 1998 Oro時 hton 

the Freshwater L巴nsin thc Laura Area， Majuro Atoll， 

Republic of th巴 MarshallIslands‘ U，S.G巴ologicalSurvey 

Scientific lnvestigations R巴port2005-5098， 1-40 

19) Republic of the Marshall Islands Embassy to the US 

(2010): Geography. http://www.rmiembassyus，org/ 

index，htm 

20) R臥恥u叩Ipp戸凶elC.寸， Schuω山ItロzG. and Krus 巴S， (20∞O∞0): Anoma討山tl山lOll

Fresh Water Le叩n凶1芯sMorphology on a Stl山n叩I中pBa加Il山rn口1冗加l陀悶E引rlsland刈d，

Gro 叩 dw附附tαl山teωFに‘ 38(“ω6ω)，872 旬 881 

21) Rotzoll， K.， Oki，S，O ‘EI-Kadi， I.A. (2010)・Cha時巴5

of freshwater-l巴nsthickness in basaltic island aqllifers 

overlain by thick coastal s巴diments，Hydrogeo!ogy 

JOllrna!. Online， 001 10， 1007/s 10040-0 1 0-0602-4 

22) Schneider C. James and Kr凶巴 E.Sarah， (2003): A 

comparison of controls on freshwater Iens morphology of 

small carbonate and siliciclastic islands: exampl巴sfrom 

barrier islands in Florida， USA， 1. hydro/， 284， 235-296 

23) 白旗克志・長岡実也 (2009)・淡水レンズからの水

源開発を 目指して一多良間島における調査一.地

盤工学会誌 57(9)， 620 

24) Stewart.M， (1988): Electron】agneticMapping of Fresh-

Water Lenses on Small Oceanic Islands， Grollndwater， 

26 (2)， 187 -191 

25) VachCI‘ H，L. (1978): Hydrogeology of B巴rmuda-

Significance of an across-the-island variation in 

permeability， JOllrna/ of Hydro!ogy， 39 (3-4)， 207-226 

26) Vacher， H.し (1984):Oupuit-Ghyben-Herzberg analysis 

of strip-island Ienses. Ge%gicα/ Society of America 

BII//etin， 100(4)， 580-591 



20 農村工年研究所技幸fi 第 211号 (2011 ) 

Measurement of Freshwater-Saltwater Interface Depths Using 

Geophysical Prospectings 

ISHIDA Satoshi， YOSHIMOTO Shuhei， KOBAYASHI Tsutomu， KODA Kazuhisa， 

TSUCHIHARA Takeo， NAKAZATO Hiroomi， MASUMOTO Takao and IMAIZUMI Masayuki 

Summary 

Electric conductivity of groundwater was m巴asur巴din two w巴llson Laura Island， Majuro atoll， Republic of th巴

Marshall Island to clarify th巴 distributionof the fresh groundwater. In addition， electric underground conductivity 

was measured by electromagnetic surveys at 18 points， and underground resistivity was measured by DC resistivity 

soundings at 4 points. Und巴rgroundconductivities measured by eJectromagnetic surveys were converted into the 

freshwater-saltwater interfac巴depthsby resuJts of groundwater electric conductivity measurem巴ntsand DC resistivity 

soundings. As a resuJt， it was cJarified that the maximum thickness of the fresh water Jens (electric conductivity less 

than 200 mS/m) was 8 m or more at the survey Jine. The shape of the fr巴shwaterlens resembJe those shown in the 

foregone studies. This resuJt shows that the measurement method which combines electromagnetic survey with DC 

resistivity sounding are useful to measure the thにknessof a fr巴shwaterlens. 

Keywords : Groundwater， Freshwater lens， Fr巴shwater-saJtwaterinterfac巴， EJectromagn巴ticsurvey， DC r巴sistivity

sounding 
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