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I 緒 言

水の需要は世界的に1940年代から加速度的に増大し，

その補給源として地下水に寄せる期待はとどまるところ

を知らない。当初は電気探査法・揚水試験法•水中ポン

プなど新らしい技術の採用によって比較的多量の深層地

下水を容易に開発利用することができた。しかし， 1950

年代に入ると地下水位の異常な低下，井戸の相互干渉，

ユウ（湧）泉の枯渇，滞水層への海水侵入，広域にわた

る地盤沈下など地下水のくみ上げにともなう諸現象が次

次と発生するに至った。これらの原因を正確に捕えるこ

とによって今後の諸現象の動向を予測すること，そして

この中からさらに積極的な地下水利用の方向を打ち出す

ことが当面の地下水問題とされている3),4),5)。

この問題に対処するには地下水の流れを従来よりもさ

らに実態に近づけた検討方法が必要となる。しかし，電

気探査や揚水試験の結果に基礎をもつ水理地質学的方法

も，水収支の試算を母体とする水文学的方法も，地下水

の流れについては間接的な推定値に止まり，これを実証

することができない点に根本的な障壁がある6),7)。 この

ため，仮に諸条件を細分化して検討したとしても単なる

推論の積み重ねとなるにすぎないだろう。もし地下水の

流れを直接•詳細に測定することができれば，その精度

においても，諸現象の組み込みについても問題を飛躍的

に発展させるだろうことはいうまでもない。 1960年代か

らようやく実用の段階に入った放射性追跡子法は，今日

＊土地改良部
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この目的に対して満足される唯一の方法といえるだろ

う。

放射性追跡子法は実用的に二つの方法が開発されてい

る8),9)。 その一つは天然に存在するまたは核実験で宇宙

にばらまかれた放射性核種を追跡子とする方法で，これ

は巨視的な広域の地下水の流れの測定に利用される。降

雨後数力月から数十年にわたる地下水の流れの追跡にほ

トリチウムが，また降雨後数十年から数万年にわたる地

下水の流れの追跡には 14cが，それぞれ追跡核種として

利用される。他の一つは人工の放射性核種を追跡子とす

る方法で，これは微視的な比較的小地域の地下水の詳細

な流れの測定に利用される。また，前述の巨視的な迫跡

法では地下水の流れが各方向からの総合された値として

示されるにすぎないので，この値を各因子に分離すると

きにも微視的な追跡法が必要となる。さらに，ダム•水

路・サイフォンなどの淵水， トンネルのき裂水，毒水処

理法の検討など農業土木工事の現場で従来その流れの径

路や量の評価ができなかったものについても，この方法

は唯一の実証方法となるだろう。

人工の放射性物質を追跡子とする方法は1950年から地

下水•石油の両部門で研究が始められ，その後原子力平

和利用の立場から国際原子力機構(InternationalAtom-

ic Energy Agency)が水文部会を設けて強力な研究の

推進をはかった。一方，原子炉廃棄物の地下処理という

衛生工学部門や核爆弾の地下実験による汚染対策など軍

事的な研究も手伝って，最近十数年間にその研究は飛躍

的な発展を示した9),10)0
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Table 1. 既往の放射性地下水追跡試験に

Nuclides used by different authors for tracing 

非放射性迫跡子

Test 
フルオレ プドー糖 重水CI 
セイソ

Gueron L △ △ 
Fox F 

Brockettら L 

Watkinら F 

Hours L △ 

Laceyら L 

l(aufmanら L,F △ △ ◎ 

落合 F X 

Finkelshteynら F 

Ha!eveyら L,F 

Korzhev F 

Leipunshdidら F 

Astapovら F 

Von Buttlerら

有泉ら F 

Watkin F 

Abdullecvら L,F 

Nirら F 

Moserら F 

Valurorichら F 

Heemstrdら L 

Halevyら F 

Merrittら F △ 

Levequeら F 

Eviksson F 

Knutsson F 

Reederら F 

Smithら F 

Yailledredu F 

寺 崎ら F 

Mawson F △ 

Hazzadら F 

平山ら F 

Tuskinskaya F 

゜Haskell F 

（注）試験区分のLは室内試験， Fは野外試験

放

陰イ オ ン／ I 
3H 32p j 35S j 3GC! [ s2Br 131 I 

△ 

゜
◎ 

゜゚
゜゚口 口

◎ △ 

゜゚ ◎ 

゜゚
゜゚

゜゚X 

゜゜゚X 

゜゚
゜゜ ゜ ゜゚゜ ゜゚

゜ ゜ ゜゜゚
゜ ゜

゜゜ ゜ ゜゚
゜

◎印は著者の示した最有望核穂，〇印は有望核種又は利用核種，△は不良核種， Xは不適核種，口は有望核

その結果，千数百の放射性核種の中で地下水追跡子に されていた今までの地下水の流れの考え方に警鐘を与え

適するような核種もほぼ定まり 9), 追跡方法や理論解も ることとなった。その二三を示すと，地下水の流速は今

数多く示された8)。 これらの成果のもとに野外試験も満 までの方法による値と非常に異なる場合がほとんどで，

足な結果が与えられたばかりでなく，さらに進んで推定 一般的に早い流速が示された。地下水の流れ方向につい
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使用された核種の一覧表

groundwater and results of tracing 
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種と言明したもの．

ても今までの考え方とまったく異なる場合もあり，かつ

流れは複雑で時期的にも変化し，とくにき裂水の影響が

大きく示されたなどである。

しかし，地下水の定性的な流れの関連についてはこれ

らの追跡結果で評価ができたが，詳細でしかも定量的な

流れの評価を行なう段階にまでいたった報文は見当たら

ない。今日のきめ細かな地下水の流れを評価するために

は，野外試験結果から地下水の流れと透水構造について
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定性的にほきめ細かに追跡するとともに，その中から定

量的な数多くの流れの因子を引き出すような方法の開発

が必要となるだろう。

この報告は放射性追跡子法のうちの人工の放射性物質

を追跡子とする方法を用い，今日の問題である地下水の

流れを詳細に定量的に評価する方法について，その研究

成果をとりまとめたものである。地下水の流れの定性的

な関連についての研究成果1),2)から，その利用上で問題

点となった事項を根本的に検討して，定量的な評価を可

能とするための基礎実験，すなわち追跡核種の選定と追

跡液の構成，最適追跡濃度範囲，追跡子の流れにおよぼ

す物理因子と化学因子，投入井・観測井のストレーナの

幾何学的条件などについて検討を行なった。また，詳細

な地下水の流れを測定できるような測定方法についても

改善を行なった。さらに，基礎試験結果を満足するよう

な理論解を求めるとともに，その適用法を検討すること

によって，流れを定量的に評価し，流れの諸因子を容易

に導き出すような方法について検討した。得られた方法

は野外試険によって検討し，また従来の諸方法とも比較

してその得失を求めた。

II 追跡核種の選定

1. 放射性追跡子の選定の理由

放射性追跡子が利用され始める前までの追跡子には食

塩•工業用染料・マンガン糖類・硫酸ナトリウムなどが

試みられてきたが11),12),いずれも不満足な追跡結果を得

たにすぎない。これは追跡中に追跡子が滞水層の物質と

吸着やイオン交換などの反応によって多量に損失するこ

と，追跡子濃度の検出限界が数～数十 ppmと比較的高

いことの二点が根本的な障害となっていたためである。

したがって仮に追跡子の濃度や量を増大したとして

も，吸着やイオン交換される量はそれに比例して多くな

ってしまうのでほとんど効果がない。仮に透過したとし

ても水の流れとの差異が大きく，さらにイオン交換され

た不純物が測定を妨害するためその定量ができない。こ

れらの理由によって理論的検討はほど遠い状態にあっ

た。塩素イオンのようにイオンの中で追跡中の損失が最

も少ないような元素の場合には，すでに地下水中に数～

数十 ppmも同一元素が含まれているという悪条件が生

じてしまうために，追跡子を識別できるほどの検出磯度

にすることが容易でなかった。

放射化分析法を利用すれば非放射性追跡子が利用で

き，その検出精度を百万倍も高くすることができる。こ

のため放射化追跡子 (activabletracer)として数年前か

ら研究が始められている8)。 しかし，追跡能の高い元素

のほとんどはすでに地下水中に含まれているため Clイ

オンの場合と同様の理由によって利用することができ

ず，他に適当な元素も見当らないまま研究は停滞してい

る。今後仮に適当な元素が見いだされたとしても，詳細

な地下水の流れを求めようとするには野外試験時に測定

法の面で非常にむずかしい問題を生ずるだろう。

この点，放射性追跡子はそのいずれの検出精度もそれ

までの追跡子より百万倍以上もすぐれていることと，滞

水層や地下水中に同一元素があっても確実に識別できる

ことという二つの根本的な長所をもっている。高い検出

精度は投入追跡子の濃度と星をそれに比例して極微羅に

することを約束し，このことは追跡中に滞水層の物質と

吸着やイオン交換される量をさらに相対的に少なくする

ので非常に長距離の追跡を可能とするだろう。その上に

識別性の良さが手伝って定量的な測定も容易となり，理

論的検討を可能にするだろう。もし追跡核種に滞水層の

物質と吸着やイオン交換を起こしにくいようなものを選

ぶことができれば，まったく理想的な追跡子となる。放

射性追跡子は，たとえ一時的にせよ滞水層内の放射性汚

染と取り扱い者の放射線被曝という短所をもっていなが

らも，あえて今日唯一の地下水追跡子として選定しなけ

ればならない理由はこのためである。

2. 放射性追跡子の研究経過

われわれの手許にある報文のうちで，核種の選定に関

する実験的研究を行なったものをまとめると Table1 

のようになる。

一般的に吸着・イオン交換の最も少ない核種は今日で

は水を構成している水素の同位元素であるトリチウムと

されている9)。 しかし当時は同位体交換の問題が重要視

され，また検出器も適当なものがないことなどから追跡

子として利用されず，つぎに化学反応の低いと考えられ

る1価の原子番号の低い陰イオン元素が着目された。核

種の選定に当たっては単に化学反応上の問題を考慮する

だけでなく，放射性汚染がなるべく少ないもの，検出が

容易なもの，入手しやすいものなどの条件がからんでく

る。これらの条件を加味した試験の結果， 1s11, S2Brな

どが成功的な核種となり 13),14¥ その後 60年代に入っ

て sssが着目されている 15),16) 0 

吸着の面から陽イオン核種は不適当である。しかし，

研究当初は人工の放射性核種の種類が限定されていた

ために利用されることとなった。 このため追跡はいず

れも不満足な結果に終った。そこで陽イオンを錯塩やキ

レートの中に包むことによって吸着問題をさける研究が
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Table 2. おもな追跡核種の放射線特性と利用条件

Radiation and applicability of useable tracer 

I nuclide I half life -/3 

r 

amon 3H 12.46年 0. 0176 Mev 
32p 14.30日 1. 701 
33p 25.4日 0.27 

35S 87. 1日 0. 167 

ssc1 3. 08 X 105年 0.714 

S2Br 30. 9h 0.465 0. 535~1. 45 
126! 13.0日 0. 86, 1. 26 0.67, 0.39 

13lf 8.06日 0.608 0.364 

chelate s1cr 27.8日 (EC) 0.32 

soco 5.2年 0.306 1. 173, 1. 332 

6szn 245日 (EC) 1. 11 

114mln 49日 ITe- 0.190 

124Sb 60日 0.61, 2.31 0. 603, 1. 71 

I44Ce 282日 0.309, 0.175 0.134 other 

192Jr 74.4日 0.66 0. 316, 0. 296 

cation 24Na 15.0h 1. 390 1. 368, 2. 754 

GoCo 5.2年 0.306 1. 173, 1. 332 

SGRb 19日 1. 82, 0. 72 1.08 
1osRu 1.0年 0.0392 

年→years 日→days h→ hours 

行なわれた。 今日 socoの錯塩と s1crのキレートが成

功例として示されている17),18) 0 

60年代に入って， トリチウムは同位体交換がほとんど

ないことが明らかにされ，また測定方法も液体シンチレ

ーションカウンタの開発で容易になったので，追跡面か

らは最も理想的な追跡子となった。しかし，半減期が12

年もあって非常に長期に滞水層を汚染すること，天然ま

たは核実験によるトリチウム追跡法を根本的に妨害する

ことなどの理由から，野外利用は極力さけ，単に他の追

跡核種の追跡能を比較するときのみ使われるにすぎな

し、

非゚放射性追跡子としては透過性の面で Clと重水が着

目されている。しかし，両者ともに水中のバックグラウ

ンドにもつ濃度がそれぞれ数～数十 ppm と 17ppmも

あるので，実用することはむずかしい。

今日の段階で利用可能性のある放射性核種を選定する

と Table2に示すようなものとなる。そのほとんどは

すでに Table1の中に検討されている。 Table2に

はまたこれら核種の放射線特性と追跡子選定上の諸条件

に対する可否を示した。

------- -・・・・- ---・ 

absorpt10n [decontaminoatio叫1 counting 
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゜
3. 追跡核種の選定

追跡核種の選定はその研究経過からほぼ推定すること

ができる。しかし追跡能は滞水層の構成物質や地下水の

水質• 水温などによっても非常に異なってくる。われわ

れも一応の目安をつけるために，後述のようなコラム試

験装置を用い，これに豊浦標準砂または海砂をつめて種

種の核種について流出曲線 (elutioncurve)を求め，そ

れらの追跡能の比較試験を行なった。試験条件は Ta-

hie 3に示すとおりである。 sHは基準の追跡子として

採用し，陰イオン核種では 1s11,s2Br, s2pを選び， 陽

イオン核種では 24Naを用いた。放射化追跡子は Yb,

Mn, Naを，従来の追跡子にはウラニン (fluorescein) 

を選んだ。なお，錯塩・キレート類はわが国のように中

性から微酸性の地下水では環の外に逃げ出してしまい実

用にならないため試験を割愛した。

試験結果は Fig.1, Fig. 2に示すとおりとなった。興

味深いことに無担体の場合の流出曲線は，放射性・非放

射性に関係なくいずれの物質もほとんど変りないという

ことである。ただし， Figf. 2のように滞水層や地下水

の中に Naが含まれているとウラニンの流出は極端に悪
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Table 3. 追跡子の組成と追跡条件

Component of each tracer and column 

length 

column 

diameter I 
I 

sand 

earner 

50cm 5cm toyoura 6.8 3H HTO 40ml 10-2PPm -PPm 

” ” ” ” 
131J (1) NaI 

” 
10-1 Na2S03 500 

” ” ” ” 
// (2) 

” ” 
10-1 

” ” ” ” 
s2Br(1) NaBr 

” 
10-1 Na2S03 500 

” ” ” ” 
// (2) 

” 
// 10-6 

” ” ” ” 
35S H2S04 ” 

10-1 

” ” ” ” 
24Nd(1) NaCl 

” 
102 EDTA 500 

” ” ” ” 
// (2) 

” ” 
10-3 

” ” ” 
3.0 // (3) 

” ” 
102 EDTA 500 

// 

” ” 
6.8 32p (1) H2, P04 // 1Q3 Buffer 

” ” 
II 

” 
// (2) 

” ” 
10-a 

II 

” ” 
II Yb YbO 

” 
1 EDTA 500 

II 

” ” ” 
Mn Mn02 ” 

102 

II 

” ” ” 
Nd NaCl 

“ 
102 

” ” ” ” 
uranme C20H1205 // 1,000 

pH of 
water 

tracer ¥ 

nuclide I chemical I volume I concent-
form ration I chemical 

form 
[ co°:cent-
rat10n 

100cm 30cm sea sand 6. 8 

11 11 <p5-Q. 25 11 

11 11 P34. 5 11 

1s1J(1) Nal 

11 (2) Nal 

uranine C20H120s 

31 

”
 ”
 

50 

6 X 10-s 

1,000 

くなる。担体を加えた場合，予想通り追跡中の損失は

1311が最も少なかったc B2Brは意外にも 1311ほど思わ

しくなかった。 32pは緩衝液と併用すると意外に高い追

跡能を示した。 24Naはやはり陽イオンのためか思わし

くなかった。 しかし， PH3の蔵王山鉱毒水の場合には

ほぼ 100%に近い流出をみた。放射化追跡子はいずれも

思わしくない結果となったが， Ybは比較的良い結果を

与えた。これは Ybが一価の陰イオンをもつものがある

ためと考えられる。

1962年に IAEA の水文部会は短期間の追跡子として

は 1311と s2Br, 中期間の追跡子としては 12,rと， s1cr

(EDTA), 長期間の追跡子には田と ssKrがよいだろ

うと結論した9)。 しかしその後天然または核実験によ

る核種を追跡子とする方法が実用化されてきたので，今

後，人工の放射性追跡子が利用される場合の追跡期間は

1~2 カ月以内の短期間に限定されることになるだろ

ぅ。以上の諸結果からみて実際に利用される放射性核種

としては半減期が 8日の 1311と，半減期が13日の 1261の

2種類にほぼ限定され，よほど短期問の追跡の場合のみ

に半減期36時間の s2Brが使われることとなるだろう。

よってこの研究は核種として 1311を選定し，これを中

心に検討を行なうこととした。なお， 1311と1261とは追

跡能の面で全く同様の傾向を示すものと考えられる。

III 基礎試験

1. 問題の提起

追跡核種としてわれわれは 131Jを対象とすることにし

た。 131Jは水中で I一の外に IOぶ， 104- という 3種の

イオン形をとり，その比率は不安定で微妙に変化する。

しかしいまだその原因は明らかにされていない。このた

めか無担体で1311を使用したコラム試験はすべて不満足

な追跡結果となる。そこで担体を加える必要が叫ばれ，

IAEA水文部会では1962年に担体の最適濃度を 10-3p_pm

に指定している9)。 しかしこの濃度を指定するに足りる

実験は示されていない。また 1311は微酸性になるとコロ

イドになる危険性がある。イオン状態に安定させるには

チオ硫酸ナトリウムの添加が一般に行なわれている。地

下水追跡子にも当然この安定剤を含めるべきであろう。

しかしチオ硫酸ナトリウムは炭酸ガスを発生して流れを

妨害するので，地下水追跡子としては思わしくない。む

しろ亜硫酸ナトリウムが適当と考えられる。

放射性追跡子の採用によって，野外試験で追跡子の流

れを評価できるようになった。次に流れの解析としては
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Elution curve of each tracer in lm long column. 

この測定された流出曲線形のどの部分が平均流速を示す

点かということから検討が始められた19)。追跡子が全く

損失しない条件であれば，単純に流出曲線の重心点の位

置でよいだろう。しかし，追跡子は当然滞水層や地下水

中の元素と吸着・イオン交換反応を行なって損失されて

いるので，流出曲線にもそのひずみが示されているはず

である。そこで各イオンと追跡子との化学反応に対する

詳細な実験が積み重ねられた20)21)。これらの実験結果は

イオン交換樹脂のコラム試験に関して研究された理論式

や新しく開発された理論式によって，計算された流出曲

線上の真の乎均流速を示す点と比較された。その結果，

追跡子の損失をすべて化学反応とみると野外試験結果か

らは意外にも計算された時間よりも早い速度で， しかも

多量の追跡子が下流まで透過することになり 22), 改めて

物理条件による追跡子の分散の問題が提起されるように

なった。しかし，滞水層の物理条件はあまりにも複雑で

不均一のために，数式上の模式構造を実用化できるよう

に仮定する点で壁につきあたった。その後，滞水層中の

キ裂やパイプ状の空げきが追跡子の流れに大きな影響を

与えることが指示され，この数量化について，二，三の

理論式が提案され始めている23),24)。 また， 追跡条件の

仮定をさらに単純化して実用化の方向を見いだそうとす

る研究も始められている38),39)。 このような状態である

ため，いまだ野外試験結果を理論的に満足に解明した例

は見当たらない。検出された追跡子の流出曲線から地下

水の流れをどのように評価するかという問題は，まさに

出発点の段階にあるといっても過言ではない。

野外試験の中で，｀流出曲線形は投入井や観測井の幾可

学的条件によって大きく支配されることが喚起されてい

るが25), これを満足するような幾何学的条件を示した報
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文は見当たらない。

以上三つの問題点を検討するため，われわれは二つの

基礎試験を行なうこととした。その一つはコラム試験

で，これは追跡液の化学的特性からみた最良の利用混液

とその使用濃度範囲とを決定するためと，追跡子の流れ

に影響を与える物理的と化学的条件を実験的に求めて理

論式の条件を与えるためのものである。また，他の一つ

はストレーナ模型試験でこれは投入井・観測井の幾何学

的条件を検討するためのものである。

2. コラム試験

a 装置と方法

コラム試験装置は追跡子と滞水層や地下水との反応状

態を一次の現象として量的に容易に測定できる。また理

論的検討も容易なばかりでなく，後述のように装置を工

夫すれば，試験結果をそのまま野外試験結果に拡張解釈

できる利点をもつこともできるだろう。

装置の特徴としては次の 8点に留意した。

① 円筒，金網等すべての材料をステンレス製とするこ

とによって，装置の材料による化学反応の発生を極力さ

けた。

② 瞬間的にバルス状の追跡子が注入できる装置とし，

後述の野外試験条件に一致させるとともに，理論的解析

を容易にできるようにした。

③ 実験結果 (Fig.3参照）によってコラム末端から採

水までの水容積部分をごく少螢とし，この間に生ずる水

と追跡子との分離をさけた。

④ 注入装置の前部にも同じてん充層を設けて水の流れ

を均ーにした。

⑤ コラム内壁は粗材のままのおうとつ状態とし，壁面

の粗度による水の流れの差異を防いだ。

⑥ 水頭コウ配測定用のマノメータは必要な測定条件で

あったが，実験の結果追跡子の流れを乱すことが明らか

となったので省略した。

⑦ 上からの流れと下からの流れの両者を試験できるよ

うにし，流れ方向によるペルス流出形の変化がなくなる

まで各部の幾何学的条件を修正できるようにした (Fig.

3参照）。

⑧ 水温の変化がなるべく生じないよう留意するととも

に，定期的に湿度を測定し，流れ条件の補正を行なっ

た。

装置の構造図は Fig.4 に示すとおりである。内径

5cm, コラム長さは標準が 50cmで，・ 200cmまで試験で

きるようになっている。てん充材としてはわが国の平均

的な滞水層にほぼ近い透水度をもつ豊浦標準砂を用い

0.4 

2
 ゜

o-1
名

U
O
!
I
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{
!
p

Fig.3. 幾何条件と流れ方向による流出曲線の変化

Change of elution curves by the flow axis and co-

lumn geometry 
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Fig.5. 動水コウ配による流出曲線の変化

Change of elution curves by hydraulic gradient 

た。砂は水道水で10回水洗いし，風乾後0.075mmのフ

ルイを通過したものを用いた。

コラム内に水を張り，砂を上から沈降させながら一定

につき固める方法で充てんした。この方法でコラム内に

はその容積の 3%の空気が封入されている。みかけの平
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均流速は約 lm/hとした。 これは既往の野外試験結果に

おける平均流速にほぼ近い値である。

なお，32pによる流出曲線形と動水コウ配との関係の

試験結果は Fig.5 に示すとおり実用範囲でほとん ど差

がないことが確認されている。

試験の結果，砂の充てんの差による誤差が大きく示さ

れたので，ー系列の実験は砂を詰め替えずに行なった。

各追跡試験の間にはコラム内水容積の30倍の水道水を流

下した。この慨は繰り返し試験を行なっても同一の流出

曲線が得られるような実験結果から定めた。しかし空気

の混入もあるので一系列は 5 ~ 5 回の試験に止めた。

追跡液は担体に Nalのみをもつものと，担体に Na!

の外 500ppmの Na2S03を含むものの二種を用いた。

（実験の結果， Na2S03 の浪度が 200~500ppm の間で

は追跡結果にほとんど差異がなかったため 500ppm を

用いたものである）最適狼度を求めるために両追跡液と

も Nalt農度を無担体の 10-s の狼度から実用上最大と

考えられる 103ppm の範囲までにわたって数種類作製

し検討を行なった。 1回の試験に使用した 1311の放射能

摂度は約 Iμcで，その容膝は約 40mlである。

, ....'"'曹・-・・

Fig.6. プロ ープと測定装置
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Fig. 7. 流出曲線ピーク沿度の I猿度による変化

Change of dilution ratio of peak concentration by 
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コラムか らの流出液は一定時間ごとに連続に採水して

水容積を求め，その後 100mlボリ エチレンびんに移し，

その容品を Na2S03500ppm溶液で 100mlとし，その

放射能強度を測定した。放射能強度の測定は 4.4cmx 

4.4cmの Na!クリスクルをもつ 3本のプロープをFig.

6に示すようにT字型に配列し，これを鉛ブロックでし

ゃへいした装置で行なった。この計数効率は11.8%(82Br 

のときは31.2%)である。試験時のピークi農度は採水間

隔を 1 分~30秒にしたときに 10, 000~30, 000 cpmの範

囲となるようにした。

b 結果と検討

(1) 追跡子の流れと物理的 ・化学的因子の関係

流出曲線のピークi農度におよぼす Na! 猥度の影啓と

安定剤としての Na2S03の効果を示したものが Fig.7で

あり，追跡子の流出率に及ぼす NaI浪度と Na2S03との

効果を示したものが Fig.8である。追跡始めの I涙度

は10-2ppmm附近を境としてそれより増大しても減少

してもピークi農度の希釈率，全追跡子の流出率がともに

減少し，化学的な損失が生じている。しかし，ピーク涙度

を示した時間因子である問げき容積比上の位置は Fig.9

に示すとおり一系列の実験では追跡始め Iの誤度に関係

なく Dankwerts や Taylor が予測したように40),41),

平均流速を示す値の 1.0付近に落ち着いている。もし追

跡子の損失がすべて化学的なものであり，化学反応が追

跡子涙度に比例するならば，今までの多くの理論解が示

したように， ピーク涙度の間げき容積比上の点は追跡子

濃度の増大とともに増加しなければならない。これは実

験結果と矛盾するものであり，実験結果は Fig.7,Fig.8 

に示したように追跡子涙度によって明らかに化学反応は

生じているが，それ以外の物理的因子が加味されてその

ピーク位置をほぼ一定の値にしたものと考えられる。次

にすべてのコラム試験結果についてピーク濃度が現われ

た間げき容積比の値とそのときのコラムの間げき率との

関係をみると Fig.IOのとおりとなる。豊浦標準砂は比

較的均一の粒度組成をもつ砂のため間ゲキ率はわずか約

1%の差にすぎないが，こ の間で ピー ク浪度が現われた

時間因子の値の散らばりは最大30%も示されている。今

までの理論解は追跡子の化学的損失でピークi農度の位置

が平均流速を示す時間よ りもおそ く示される ことになっ

ていた。しかし，この実験結果は物理的な透水構造によ

って，むしろピーク涙度の位置は大幅に変動 し，一般的

に平均流速を示す時間よりも早めに示される こと となっ

た。これは野外試験結果で疑問視されていた計算値以上

の追跡子の検出と計算値より早いピークの出現という事

実にも一致するものである。したがって従来の化学反応
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のみに着目することなく，この実験結果を満足するよう

な理論式を選定する必要が生ずるだろう。

(2) 追跡子損失量と担体濃度との関係

地下水の流れは平均流速を中心に大きなバラツキをも

ち，おそい流速は無限小まであるものと考えられる。した

がって， コラム試験で示された追跡子損失量は単なる吸

着・イオン交換量の外にきわめておそい水の流れを示す

追跡子も含まれているだろう。実験で示された 1濃度に

よる追跡子損失量の変化を両対数方眼上に示すと Fig.

11のとおりである。追跡液に安定剤の Na2S03を含ま

ない場合は追跡子損失量はきわめて単純で担体濃度に一

次に比例した。透過率の高い Na2S03を含む場合にも

Nalが 1Q3ppmから 10-2ppm までの範囲ではこれも

単純な一次比例関係が示された。しかし， Nal濃度が

それより低くなると n次関係となり，無担体濃度附近で

Na2S03の効果は全くなくなる。この複雑な関係は Nal

L=ac• 

誓王らく10-・くJO―'-0.95

くIO―・I0.15 

b

一
碑
一
~
I
~

water temperature 
at 15.5-23.6°C 

Fig.11. 追跡子損失量の濃度による変化

Change of the loss volume of tracer by its con-

centratron 

猥度が 10-2ppm以下になるとイオン交換や吸着よりも

物理的な水分子と Iイオンとの流れの差の影響が現われ

たためと考えられる。野外試験において追跡区間中のピ

ーク濃度を 10-2-10-3の範囲にすることは容易であり，

また豊浦標準砂はわが国のほぼ平均的な透水構造と考え

られるので，実用上，この実験式によって追跡子の流れ

を検討してもその誤差は比較的小さいものと考えられ

る。

なお， Fig.7, Fig. 8に Na!猥度の 10-4-10-1の範
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囲で非常にかけ離れた実験点が示されているが，これは

あやまって Na*I溶液を感光させたための値である。

Oby enovic-Paligomc らのペーパークロマトグラム法

で26), この溶液に含まれる 1-、103-,104ーの関係を調

べた結果， Fig.12に示すように，感光させた Na*l溶

液中の (103— +104-) の量は Nal 濃度が10-2-10-1 ppm 

の範囲だけが他の Nal 濃度のときの4-5倍にも増大

してしまうことがわかり，このために実験点の透過率が

下がったものと考えられる。
。
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Fig.13. 開孔面積比の列数と方向による変化

Change of projection area ratio of strainer opening 

by groundwater flow axis and line number 

Table 4. ストレーナの例数と流れの方向性による

開孔面積比の誤差の関係
flow error by strainer area ratio on flow axis 

line No. 
＋ 

10-s 10―4 10―2 10° 10' 

, -・iodine concentration 

Fig.12. I渡度による r-、I02-,103ーイオン存在比

の変化

Change of existence ratio by iodine concentration 

C まとめ

以上の実験結果から，追跡子の流出曲線の理論解は化

学的条件よりも物理的条件に着目したものが必要なこ

と。追跡子の損失率は担体濃度に正比例する関係で示さ

れること。追跡 Nal 濃度はピーク濃度が 1Q3~10-2ppm 

の範囲で行なうと理想的な追跡ができること。 担体に

Na2S03溶液を 500ppm加えると追跡能力を約2倍に

増大すること。 Nal溶液の感光については充分に留意す

ることなどが明らかにされた。

3. ストレーナ模型試験

a ストレーナの列数と流れとの関係

揚水井のストレーナしま透水層部分のストレーナ表面積

に対する採水孔の全断面積の比（以降開孔面積比という）

が大きいほど良いといわれながらも，既設井は 4%前後

のものがほとんどである。このためストレーナの円周に

対する開孔列数についても 4~6 列にすぎない状態とな

っている。しかし，地下水の流れを井内で正しく評価す

ることが必要な追跡子試験井の場合には地下水の流れ方

向によってストレーナの開孔投影断面積が異なっては根

本的な誤差を生ずることになる。ストレーナの中心から

30° の角度分布の表面について，ストレーナ開孔列数に

4

6

8

2

6

4

2

 

1

1

2

3

 

11.1% 

4.7 

2.6 

1.1 

0. 7 

0.3 

0. 1 

error 

T -
21. 5% 

9.3 

5.2 

2.3 

1.3 

0.6 

0.2 

よって開孔投影断面積の開孔全断面積に対する比（以降

開孔投影面積比という）がどの程度に変動するかを試算

して図示すると Fig.13のようになる。地下水の流れ方

向によってその開孔面積比は大幅に変化している。地下

水の流れ角度によって各開孔列数のもつ最大の開孔面積

比と最小の開孔面積比がそれぞれの乎均の開孔面積比に

対しどの程度の誤差をもつことになるかを計算したもの

が Table4である。この結果から，地下水の流れ方向

による開孔面積比の誤差を 1%以内とするには少なくと

も16列以上の開孔列数が必要となること，既設井を観測

井に利用する場合には地下水の流れ方向によって投影面

積が10~20%もの誤差を含むだろうことが示された。

b 装置と方法

装置は Fig.14に示すように滲透の長さ 100cm, 高

さ 60cm, 幅 30cmの木製水槽で，前面にポリカーボネ

ート透明板を張ってある。径 5cm の半載ポリカーボネ

ート円筒を投入井と観測井に相当するよう 50cmの間隔

をおいて前面のボリカーボネート板に取り付けてある。

ボリカーボネートは透明であること，化学的な吸着・イ

オン交換反応を生じないこと，砂・粘土とよくなじんで
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free water confined water 

I~\ 

porosity 4 % 
impermeable layer 

2栢I

well 

Fig.14. ストレーナ模型試験装置

Structure of model for testing strainer effects Fig.15. ウラニ｀ノの管内の流動状況
Flow axis of fluorescein tracer in various strainers 

壁面の地下水の流れを特殊にしないこと，強度が強いこ

と。接着できるので木との接合部が全く平滑となること 法であったが，多少の乱れはあってもほぼ完全に井内一

などの利点がある。円筒は既往の揚水井のように開孔面 様の濃度となってから追跡子は流出した。

積比が4%のもの，その倍の 8%のもの， 10%, 12%の 開孔面積比の大小は井内と井外との地下水の流れの差

四種について検討した。なお円筒の外周には 0.1mmの 異に大きな影響を与えた。しかし，開孔面積比を10%以

金網をまき，砂の流入を防いだ。透水層には豊浦標準砂 上とすれば急激に両者の差異は縮まった。自由地下水に

を，不透水層には粘土を使用し，自由地下水と被圧地下 対する追跡試験用の投入井・観測井の開孔面積比は最低

水の両者について検討した。両者とも動水コウ配は現実 10%, できれば12%以上にすることが望ましいだろう。

の地下水コウ配に近い 1/100とした。 また自由地下水の場合の追跡子投入法は追跡子を井内で

開孔面積比による流れの差異はまずウラニンによって 一様の濃度となるようにかくはんなどを考慮せず，注入

観察し，その結果からきまった理想的な開孔面積比のス だけである深さまではほぼ一様に分散するだろうことが

トレーナの効果をさらに追跡子の流れによって定最的に 予想された。

検討した。追跡子はウラニン， 3H,1311の三種を用い 被圧地下水の場合，開孔面積比12%で井内の地下水の

た。 流れを観察した結果は Fig.15右図のようにきわめて興

b 結果と検討 味深い流れが投入井・観測井ともに見受けられた。す

(1) 開孔面積比と追跡子の流れ なわち滞水層から井内に入った水は含わめて速い流速で

自由地下水の場合，一般の揚水井がもつ4%の開孔面 上流側の壁面に沿って 2~3mm 程度の厚さで上部に流

積比では，投入されたウラニンの流わが Fig.15の左図 動し，下部にも同様な流れが見受けられた。井内から滞

のように井内の上段の開孔部と下段の開孔部の間を循環 水層に流出する水は水面から下流側の壁面に沿って 5~

し，わずか一部が井外に流れるにすぎない。このため投 6mm程度の厚さでとくに早い流れがあり，下流側の壁面

入された追跡子は数時間を経ても投入井内に残留した。 に沿って井底から上ってくる同様の流れもある。投入さ

開孔面積比が 8%の場合も追跡子が完全に投入井から流 れた追跡子はもちろん透水部間に存在するものが主とし

出するのに30分を要した。開孔面積比が10%となると追 て井外に流出するが，このような流れによって不透水層

跡子の流れは地下水の流れにほぼ近くなり， Fig.15の中 部分の追跡子も徐徐に流動し，比較的短時問内に投入井

図のように追跡子末端が明らかに直線状となって投入井 の追跡子は完全に滞水層内に流出した。観測井では，追跡

内を移動していった。しかし垂直的な分布には多少の差 子と水との比重差があるためか上昇する追跡子星よりも

異が認められた。観測井では流入した追跡子の沈降によ 沈降する追跡子量が多く，観測井外への流出は投入井の

る誤差が示された。開孔面積比が12%のものはほぼ理想 場合よりも長時間を要した。以上の結果から，被圧地下

的なパルス状となって投入井から流出した。観測井では 水の追跡は投入井の場合はまだ満足されるが，観測井内

流入した追跡子が多少沈下したがほぼ満足に流出してい では誤差を生ずるだろうことが予想された。

った。各場合とも追跡子の投入iま投入井上部よりの注入 (2) 追跡子による検討
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Fig.IS. 3Hの繰り返し試験結果

Results of repeated tests of 3H tracer 

自由地下水のときの各追跡子の流出曲線を Fig.16

に，被圧地下水のときのそれを Fig.17に示してある。

自由地下水の場合 Fig.I のコラム試験結果と比較する

とピーク濃度は10%低いが，経時的な流出曲線形は全く

似ている。ピーク漫度の減少は約1.50と観察された。追跡

子の横方向の分散によるものであろう。したがって流れ

方向の分散はコラム試験結果とほぼ一致するものと考え

られ，この20列， 12%の開孔面積比をもつストレーナの

幾何学的条件は投入井・観測井ともにほぼ満足されるも

のといえよう。 sHの流出曲線が悪いのはその前に 131!

を使用したための化学反応の影響である。 sH追跡子を

繰り返し試験してみると， Fig.18のように徐徐に流出率

を増すとともに，いったん吸着された田が次の試験の

とき溶出してきて流出曲線の後半にふくらみを示してい

る。 3回目の繰り返し試験結果はこの溶出した部分を除

くと点線で示された 1311の溶出曲線と全く一致し， Fig 

1と同様の結果となることから明らかである。

被圧地下水の場合，流出曲線は予想された遅れもな

く， 比較的満足に示された。 しかし井内で追跡子が沈

むためにその損失星は大きい。これらの結果からみて，

このストレーナ条件によって被圧地下水の場合も乎均流

速の測定はほぼ満足に与えるであろうことが示された。

C まとめ

以上の実験結果から，追跡試験に使用する投入井・観

測井は既設の揚水井を利用することはむずかしいこと。

ストレーナの条件としては内径 5cmの管の場合，列数

が16列以上，開孔面積比が12%以上とすればほぼ満足な

追跡結果が得られるだろこと。自由地下水の場合は流出

曲線の理論的検討が可能であるが，被圧地下水の場合は

平均流速を求める以外はむずかしいこと。滞水層内の地

下水流速を井内の動きから測定する方法は自由水の場合

上述のストレーナの条件が満たされたとき可能であるが

それ以外はむずかしく，また被圧水の場合は誤差が非常

に大きいだろうことなどが明らかとなった。

IV 理論とその適用法

1. 理論

地下水追跡子の流れに対する基礎方程式は今日の段階
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で Bernardと Wilhelm27)が示した次式が一般的に広

く用いられている。

加c - ilc ilc I on 
D-=V—+-+ー ・・・・・・・・・・・・(1)ilx2 ax at p at 

第 7号

CV= 1 RTr 「 R-r 2 
Q 4心-[[憚Sr)ふexpl-{ (4RSr)ふ｝］

一竺二こexp[__l_-{ R+r 「
(R3Sr)½s (4RSr)ふ］］］

・・・・・・(3)

ここにしは追跡子の濃度， tは追跡子投入時からの経過

時間， X Vま投入点からの距離， nは吸着損失量， D は軸

分散係数，；は地下水の平均流速， Pは滞水層の有効間

げき比である。

第一に問題となるのは右辺第 3項の nの取り扱い方で

ある。当初は化学的な吸着のみが考慮され40), ついでイ

オン交換因子が加味され35), 最近になって物理条件の加

味が提案されてきた19)。物理条件としては粒子の構成，

粒形，流速，空げきの大きさとその構成などが多くの研

究者たちによって考えられてきたが29),36), 因子が複雑す

ぎて個個の具体的な取り扱い方を示した報文は見当たら

ない。しかし，粒形の影響はほとんどないとされてい

る29)。また，き裂の分布を数量化し，これに加える試み

も行なわれている19)。このように因子を詳細に検討す

る方向が打ち出されているが，数学的な解が複雑すぎ

たり，求められないために実用化するものは見当たらな

い。そこで一方では条件を単純化させる傾向も現われ，

流出曲線が単に透水係数と距離の関数とみる考え方など

も提案されている38),39) 0 

われわれの基礎試験結果はこの n項が単純な一次関係

で示された。粒子の構成，地下水流速，空げきの大含さ

とその構成が豊浦標準砂によって代表されるならば，こ

の単純な関係式を n項に当てはめることができる。

追跡子を矩形バルスに投入した場合， n項が一次関係

で示されるときの(1)式の解はすでに LapidusとAmun-

dsonによって求められている28)。

C(x, t)/Co=H(v)-H(v-v') ... …• ・・・..…(2) 

H(v) =+[1十erfc{R(l~t)ふ｝

十exp{璧}erfc{R(i;s2) } ] 

R=ば＝り， S=立， V=壬， r=l+"/p

ここに Covま投入追跡子濃度， v'fま投入追跡子の注入

終了までの経過時間， Rは時間パラメータ， Sは混合パ

ラメータ， Vは容積的流れ速度， rは吸着パラメータ，

aは吸着定数である。

しかしこの解も数値計算は非常に複雑なので実用がむ

ずかしい。 Ebachと Whiteはこれを次のような近似解

に置き換えた29)。

この近似解は未整理項があり，さらに整理した結果，つ

ぎのような簡単な形とすることができた。

悶r= (4ふs)½exp{- c:;;;t } . ・・・・・(4)

この解に具体的な数字を代入してその流出曲線をみる

と混合パラメータ Sが一定の場合，吸着項rによる流出

曲線の変化は Fig.19のように実験結果を非常に満足さ

せる関係が示される。しかし吸着項rを 1.0すなわち吸

着のない場合，混合パラメータ Sの変化すなわち分散係

数の変化によって流出曲線がどのように変化するかをみ

ると Fig.20のようになる。同一の透水構造を仮定して

分散係数が0.01と小さい場合，すなわち投入点からの距

離が近い場合，流出曲線のピークは乎均流速を示す時間

1. 0に近く満足され，分散係数の増大すなわち投入点か

らの距離が増大するとピークは小さくなる。 Sが0.2ま

では納得のいく関係を示すが， Sがさらに大きくなるす

なわち投入点からの距離が増大するとともにピークの大

きさが大きくなってくるという不満足な関係となってし

まう。これは近似計算による誤差に起因している。よって

この式は短区間の追跡に利用することがでぎるが，長距

、
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Fig. 19. Ebachと Whiteの解の吸済バラメータの

効果
Effect of absorption 

White's solution. 
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Fig. 20. Ebach と Whiteの解の分散パラメークの

効果
Effect of dispersion parameter in Ebach and Whi-

te1s solution. 

離の追跡には適用できないだろう。

われわれの基礎試験結果によると， 1311 の追跡子狼度

を 1Q3-10-zppmの濃度範囲とすれば吸着による流出

曲線の影響が小さく，無視しうることが示されている。

吸着がない場合の単ーパルスを投入したときの数学的解

は Levenspiel と Smithによってすでに示されてい

る30)。

CV l (1-R)2 
―Q--= 2(冗RS)½exp{- 4RS―}・ ……・・(5) 

この解に具体的な数字を代入してその流出曲線をみる

と Fig.21のようになる。混合パラメータ Sの増大す

なわち同一滞水層の場合は距離の増大とともにピークは

小さくなり，その位置は平均流速よりも早く示されるこ

とになる。この解は長距離の追跡にも適用できるが吸着

パラメータが含まれていない短所がある。

従来の流出曲線の解は吸着やイオン交換のみに重点を

おいたために，流出曲線のピークは常に平均流速を示す

時間よりもおそく示され，距離の増大とともにその差は

大きく，追跡子損失量も大きくなっていった35)。しかし，

野外試験結果はその理論式の示す平均流速よりも早めに

追跡子ピークが現われ，迫跡子透過贔も予想よりはるか

閉
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Fig. 21. Levenspielと Smithの解の分散パラメー

タの効果

Effect of dispersion parameter in Levenspiel and 

Smith's equation. 

に多く示された。上述の二つの理論式はこうした意味で

も今後充分に着目されるべきものと考えられる。よって

われわれはこの両式を当面の追跡結果の解析に利用する

こととした。

2. 解の適用法

Levenspielと Smithの解に実験結果の流出曲線をあ

てはめる場合，未知項は C,V, R, Sの4項目もあるた

め三つの仮定が必要となる。また EbachとWhiteの解

の場合には未知項rが加わり，四つの仮定が必要とな

る。このように理論解を適用する場合，その仮定因子が

多すぎることがせっかく地下水の流れを直接に追跡しな

がらもその意義を低めることになっていた。

われわれはこの無次元の 4因子をさらに整理すること

によって，何の仮定もなしに容易に流出曲線から諸因子

を導ぎ出す方法を見いだした。これを Sノモグラム法と

名づける。

Levenspielと Smithの解の S ノモグラム法につい

て説明する。縦軸に (CV/Q)/(CV/Q) max, 横軸に Rf

Rmaェをとり，この上にそれぞれの Sの値がもつ(5)式で

示される曲線を記入すると Fig.22のようなノモグラム
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（これをSノモグラムという）が作製される。実験で求め

られた流出曲線のピークを Sノモグラム縮尺と同じ縦

軸の 1.0に，その時の経過時間を Sノモグラムの縮尺と

同じ横軸の 1.0に合わせて流出曲線を描き，これをSノ

モグラム上に重ね合わせる。流出曲線と重なり合った曲

線から Sが定められる。この Sがもつ Rma:rの値は (5)

式から禅かれた下式で計算できる30)0

Rmax=(S吐 1)しs

l/Rmaxの値に流出曲線ピークの示す投入からの経過時

間を乗じたものが平均的な追跡子の流れの所要時間であ

り，これを投入点から観測井までの距離 Lで除せば乎

均流速 Oが与えられる。 SとOが定まれば Lは既知で

あるから分散係数 Dは簡単に計算できる。 D は透水係

数や乎均粒径との相関がすでに実験的に明らかされてい

るので36),37),必要ならば揚水試験結果などと対比するこ

ともできる。もし追跡子が或る透水断面を流下する場合，

その全星を求めることができるならば，今日非常に重要

な問題とされていながらも適当な測定法が見いだされて

いない有効間げき率 Pを追跡区間という広範囲の平均

値として決定することができる。そしてこの仮定は後

述するように測定法の改良で成功することができた。

(CV/Q)ma名の値は下式で与えられる。

得）max =2(nR~zS)½exp{- (S汗；t-1} 
求める Pは次式から計算できる。

p V Zq 1 
= = • 

L Q L 

ど〔（検出曲線ピーク濃度） /(CV/Q)ma~]
Q•L 

Ebachと Whiteの解についても S ノモグラム法は

Levenspielと Smithの解の場合と全く同様の方法で諸

因子を仮定なしに求めることができる。なぜならば Fig.

19に示したような rによる影響が Fig.23に示したよ

うに Sノモグラム上に整理してみると吸着因子rが全

く影響を与えなくなるためである。そしrの値はすでに
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基礎試験で与えられている。ただし， (CV/Q)maxと

Rmaxの値については(4)式から試算によって求なければ

ならない。

なしに解析することができ，平均流速は勿論，分散係数

から有効間げき率までも求められることとなった。しか

しSノモグラムの作製には多大の計算労力を必要とす

る。しかし電子計算機の利用によって僅か十数分間で求Sノモグラム法によって試験結果の流出曲線は仮定も



108 農業土木試験場報告 第 7号

@ test f;eld 0 C-31 ibid. (bv Tochigi Prefecture) 

---0---meaming point of elewical•p,ospecung 

Fig.26. 追跡試験地周辺の地下水等高線 (Feb.21-24, 1967) 

Groundwater contours in the surroundings of test field 

められるようになった31)0 

V 野外試験

地下水の流れを今までの方法よりもさらに正確•詳細

に測定し，解析するような方法を開発するために基礎試

験によって追跡核種の選定と追跡液の組成，追跡最適濃

度範囲•投入・観測井などの幾何学的条件を定めるとと

もに，追跡子の物理・化学的特性を明らかにした。その

結果をもとに適用でぎる理論解を選定し，具体的な適用

方法を開発した。これらの成果を立証するために野外試

験を行なった。

野外試験はまた電気探査法や揚水試験法もあわせ行な

い，今までの各種の測定方法と比較してその得失を検討

した。

1. 試験地の選定と周辺の水理地質

試験地は鬼怒川の中流に位置する栃木県今市市上小林

地内に選定した。地内の地下水は鬼怒川伏流水である。

地下水のうちでも伏流水は水量の割に取得が容易なので

各地でその開発利用が着目されている。しかし，伏流水の

流れは一般の地層水よりも複雑なために従来の方法では

流量を求めにくく，その開発計画に支障をきたしている
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現状にある。 この細長いチュウ積層をさらに試験地点より東に約5km

試験地周辺の地形・地質は Fig.24に略記してある。 流下した後，鬼怒川扇状地の扇端に至り，扇状地内に広

南部及び北部は先第四紀安山岩•石英粗面岩。第三紀上部 く分散していく。したがって，鬼怒川扇状地の水収支計

福渡層群などの断がいで区切られ32), この両壁にはさま 算において，基礎的な値となる扇端の伏流水量は，この

れた幅約 2kmの細長い地域に鬼怒川とその氾らんチュ 試験地点における伏流水量の測定によって明らかにする

ウ積層が西より東に走る形となっている。試験地上流約 ことができる。

3kmの地点で鬼怒川と大谷川が合流し，その伏流水は 鬼怒川河床には径 lm前後の玉石が散在し，チュウ積
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層の表層はきわめて蒋く，その下には河床同様の玉石混

じり砂レキ層が厚くタイ積している。試験地点は鬼怒川

右岸であるが，南北にしめる第三紀層崖（がい）からはほ

ぽ中央に位置する。試験地点周辺の基盤は流紋岩か石英

ハン岩と推定されているが33),実証されていない。この

ため，深さ 40mの試掘を行なったが井底まで同様の玉

石混じり砂レキ層が続き，基盤とその深さを求めるこ

とができなかった。そ こで Fig.26に示したように試

験地点を南北に切る鬼怒川横断面を Wenner 四極法に

よる電気探査を行ない，その水理地質断面を判定した。

結果は Fig.25に示すように地下 50m程度の古鬼怒川

までが透水層 と考えられる。この最下層の古鬼怒川は断

面の右岸側を流下していたが，その後，河の中心が漸次

左へ移行し，現在の鬼怒川は最も左岸寄りとなってきた

状況がうかがえよう。試験地点は現在のはん濫原の伏流

水のほぼ中央に位置している。

つぎに，試験地周辺の地下水位観測から地下水等高線

を描くと Fig.26に示すようになる。地下水は両岸とも

鬼怒川に補給する状態で，その水面コウ配は 1/150前後

である。試験地点がはん濫原の地下水流動のほぼ中心に

あることは，こ の等高線図によっても裏付けられよう。

2
 

装置と方法

(1) 観測井と電気探査 ・揚水試験法

観測井の配置は Fig.27に示すように投入井を頂点に

地下水の全般的な流動方向である S80°Eに最大 34° の

開きをもつ扇形と し，投入井から 30mの距離に 4井，

50mの距離に 5井を設けた。それぞれの井戸間隔は 4m

とした。さく井深さは深層構造を求める No.8井のみが

40mで他はすべて 27mである。各井とも内径 8.0cm 

の鉄ケ ー‘ンソグをそう入した。ス トレーナは追跡子の垂

直方向の流れが測定できるように，地下約 1.Smの地下

水面から井底まで全区間に設けた。ストレーナの構造は

幅0.32cm, 長さ 12cmのスリットで，千鳥に配列し，

1周当り 20本とした。その開孔面積比は12%となる。基

礎試験結果から この構造の場合，地下水の流れ方向によ

る追跡子の流れの方向的な差異は 1%以内に納められ，

ストレーナ内外の水の流れの差もほぼ満足しうる条件と

なる。ストレーナ部の外周には砂止め用に 1mm目の金

網をまいた。各観測井とも，さく井終了後24時間にわた

って充分なくみ出しを行なったが，揚水停止後 1時間以

内で井内へ赤褐色の火山灰粒子が多数浮遊する状態が認

められた。

さく井終了後， No.8井にエアリフトボンプを設置

し，その両隣にある No.6-No. 10井の 4井について

水位降下を測定する方法で揚水試験を行ない，こ の方法

による滞水層構造判定の資料とした。

また，各観測井断面ごとに， Fig.27に示すような 4m

間隔の同心法による電気探査を行ない，追跡子の流れや

透水構造との相関について検討する資料とした。

(2) 放射性追跡子

1311追跡子は， No.1井から 140mciを全量 11とし

て投入した。担体に Nal3. 5g, 安定剤に Na2S0315g 

を加えた。投入直後川水 31を注入して投入井の孔壁

を洗浄した。この方法で投入液が井内の水深 10mまで

一様に分散したものと考える と， 追跡バルス醤は 541と

なり ， その放射能強度が 2.6μci/ml, I嘲農度が 55ppm

Na2S03涙度が 280ppmとなる。

(3) 検出装置

観測井での追跡子の検出は，Fig.28に示すような試

作の地下水測定装置で行なった。測定装置は，各観測井

ごとに長さ 2.5cm, 直径 2.5cmの Nal結晶を備えた

む
g5'JJO
a,
u
n
m
 g
i
I
 

Fig. 28. 測定装置

Used equipment 

IOl>・・・・・・ 争・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

10 2'J タ） lUrm 

一distnncefrom center of probe 

Fig. 29. プロープの測定値の内容

Geometrical counting efficiency of used scintillation 

probe 
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シンチレージョンプローブをセットし，各プロープが示

す放射線強度を 1分ごとにレートメーターで測定し，こ

れを12点記録計上に自記させるものである。

この装置は，従来行なわれてきた採水法と比較して労

カの節減と測定の迅速簡易化が大きいことはもちろん，

観測井内の垂直方向の放射線強度分布を任意時間に任意

深さについて詳細に検討できる利点をもっている。この

ため従来検討されることの少なかった垂直方向の追跡子

の流動分布を詳細にとらえることができる。また測定容

積も大きくなる。パックグランド計数の 1/2乗である

15cpmを最低検出値とすれば，そのときの地層水の 1311

濃度は 3x 10-7 mci/ml という低濃度となり，法令許容

濃度の 2x 10-6 mci/ml近辺で追跡試験ができる可能性

が約束された。この方法による計数値の内容を試算する

と Fig.29に示したように計数の約70%が井内水からの

放射線によって与えられ，残り 30%がほぼ半径 20cm以

内の球形部分の地罹に含まれる水からの放射線によるも

のとなる。

(4) 検出方法

観測井による追跡子の検出は，前述の測定装置によっ

て，一定時間における各井ごとの追跡子濃度の垂直的な

分布の測定と，その測定結果から求めた各井ごとの追跡

子濃度の最大値が示された深さ前後における追跡子濃度

の経時変化の測定という二種目について行なった。前者

は追跡子の流れの分布から透水構造と水の流れについて

全般的な立体的分布を求めるための測定であり，後者は

定点を通る追跡子の流出曲線から，透水構造と水の流れ

を定星的に評価するために必要な資料を求めるための測

定である。

3. 結果と検討

(1) 地下水の流れの幾何学的分布

追跡子を投入して約20時問後に，各観測井で示された

放射線強度の垂直的な分布を測定した結果は Fig.30に

示すとおりで，驚くべきことに全観測井で追跡子が検出

されている。

地下水追跡子の分散角は Dannelが均ーな透水層につ

いて基礎試験をした結果約 50 となり34), われわれの基

礎試験では約 30以内であった。しかし，この野外試験

の場合の水平方向の分散角は観測井の分布が投入井から
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Table 5. 揚水試験結果

Results of pumping test 

観測井番号 I透水量係数 貯溜係数 試掘結果による 同左による透水 追跡結果による 同左による透水
透水層の厚さ m 係数 m/sec 透水層の厚さ m 係数 m/sec m2/sec 

6 3. 6 X 10-2 0.062 25 

7 6. Ox 10-3 0.59 25 ， 1. 8 X 10-3 0.77 25 

10 2. 4 X 10-2 0. 12 25 

平均 1. 7 X 10-2 I 0.30 

みた最大の開き角度である 34° 以上にも及んでいる。ま

た，垂直方向での分散は流れが限られた 2~3 の透水帯

部分に集中しているため，ほとんど考慮できないほどで

ある。

試掘結果は各井とも井底まで同様の粒度組成をもつ玉

石混じり砂レキ層であり，この伏流水の特異な流れを予

測することはできなかった。

このような場合に利用される電気探査結果を同心法に

よって整理する方法で検討してみると，透水帯深さの上

下の変動や観測井鉄管の影響のためカ・ヽ透水帯部分の判定

はむずかしかった。そこで logp-a曲線軸によって電気

探脊結果を整理しなおし，これと追跡結果と比較したも

のが Fig.31である。両者の関係は比較的よく一致し，

比抵抗値の高い透水性の部分は追跡子の検出濃度も高

く，比抵抗値の低い難透水性の部分は迫跡子の検出濃度

も低い。しかし，透水性について電気探査結果からは追

跡結果ほど鮮明に，そして定量的な関係までも示すこと

はむずかしい。

揚水試験結果と試掘結果をもとに透水量係数を求める

と Table5 のようになり，わずか 4m間隔の各観測

井間で 2けたにもおよぶバラツキを示す。次に追跡子が

検出された厚さで揚水試験結果を整理すると透水量係数

は経時的に一様と考えられる 10-3m/secオーダーの値に

落ち着く。このことは追跡子が検出された厚さは地下水

の流れる厚さに等しい。すなわち追跡子は地下水の流れ

を忠実に追跡していることを示すものといえよう。

以上から，測定された追跡子の分散状態の特異性は伏

流水の流れによるものと考えられる。この伏流水の流れ

の幾何学的分布を試掘で示すことはむずかしく，電気探

査法や揚水試験法なども傾向は示されるがそれを定量的

に詳細に検討することはむずかしかった。ここに示した

放射性追跡子法は忠実で詳細な地下水の流れの実態を測

定することができ，その定扱的な解析にたえられるだろ

うことが示された。

(2) 地下水の流れの因子の解析

1. 4 X 1Q-3 21 1. 7 X 10-3 

2.4x10-4 5 1. 2 X 10-3 

7. 2 X 10-5 18 1. 0 X 10-4 

9.6x10-4 3 8. 0 X 10-3 

6. 7 X 10-4 I I 2. 8 X 10-3 

各観測井の最大濃度が検出された深さにおける経時的

な放射線強度の変化と，それに相当するような Leven-

spielと Smithの解のもつ曲線を対比したものが Fig.

32である。両者は非常に満足な関係を示すものといえ

よう。 Ebachと Whiteの解も同じ混合パラメータで示

されるはずであるが，前述のような近似計算上の誤差を

もつために，この場合 3井の結果のみが解析でき，他の

6井は適用することができなかった。

測定結果とここで求められた混合パラメータを基礎に

Levenspielと Smithの解で示される諸因子を計算し

た。ここで LevenspielとSmithの解は吸着パラメータ

が含まれていない。このため基礎試験結果で求められた

吸着バラメータの乎均値1.08を Ebachと Whiteの解

のもつ方法を Sノモグラム法の原理によって導入し，結

果の補正を行なった。得られた平均流速と軸分散係数の

関係を Fig.33に示した。投入点から 30mの追跡では

透水構造の指標となる軸分散係数が 2けたにもおよぶバ

ラツキを示している。これは Jacbrnn37)によると流れに

関係しない間げきが大きいこと。すなわち水みち的流れ

であることを示している（軸分散係数の比較は Ebachら

の実験結果をもとに図中点線で示すように同一の平均流

速値で比較した）。しかし，投入点から ::;Om追跡すれば軸

分散係数，平均流速ともに一定の値に近づいている。こ

れは流れに関係しない間げきが小さいこと。そして追跡

区間の平均的な流れが示されてきたことを物語るもので

あろう。追跡子法は一点からの追跡子の流れを追うもの

であり，地下水の全般的な流れをどの程度に評価できる

かが疑問視されていた。しかし，この追跡結果からみる

とここに示す追跡法で検討すれば追跡距離の増大で地下

水の平均的な流れが示されること。そして水みち的流れ

の大きい伏流水も，この試験例では約 50m追跡すれば

平均の流れとなることが示された。

次に計算された平均流速と追跡子の各井戸を通過した

星との関係を Fig.34に示してある。投入点から 30m.

の距離の観測井間では水みち的流れが大きいため平均流~
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速が散らばっているが，各観測井を通過する追跡子量は

ほぼ一定であり，水みちの大小に関係なく投入された追

跡子バルスはほぼ一様に分散して流れたことを示してい

る。また，投入点から 50mの距離の観測井間でt流れ

の分散が大きく影響して平均流速はほぼ一定の値を示し

ているが，観測井を通過する追跡子量は観測井間でバラ

ツキが大きく，これは横方向の流れの分散の大きいこと

を示すものといえよう。両距離の断面について，地下水の

おもな流れ方向はともに投入井のすぐ下流にある。観測

井の追跡子の全通過星が他よりも多少多目となっている

ことから示すことができる。

乎均流速を揚水試験法，検出ピークの時間から平均値

とする方法，今回の解析法の三つの方法によってそれぞ

れ計算し， それらの値の比較を行なったものが Table

6である。

広範囲の滞水層の平均的な値が示されるといわれてい

る揚水試験法による計算結果は伏流水の特異性のために

各観測井ごとのバラツキが大きく，信頼性の低さを示し

ている。しいてこれらの値を算術乎均してみると，今回

の方法で計算した値の約80%となった。

検出ピークの時間を基準に平均流速を計算する方法は

追跡距離が 30mの場合は今回の方法とわずか10%程度

の誤差を示すに過ぎないが，追跡距離が 50m となると

実に約60%も過大な流速を示すことになる。まして，吸

着・イオン交換のみに着目する理論を利用すればその差

はさらに大きいものとなったであろう。

有効間げき率について揚水試験結果は Table5に示

すとおり 6%から77%の間にあり，その乎均値は39%と

なっている。しかし，貯りゅう係数を有効間げき率とみ

ることについては以前から難問視されていた。今回の方

法によってこの有効間げき率を計算したものが Table

7である。投入井から 30mの距離までの区間の平均の
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Table 6. 各方法による平均流速の計算結果

Results of mean velocity calculated from each method 

観測井番号

2

3

4

5

 

揚水試験法
(A) 

—m/h 

平均

追跡子法
ピーク直読法 今回の方法

(B) I (C) 

1.13m/h 

0.54 

1.00 

0.57 

I 0.81 

1.05m/h 

0.48 

1.00 

0.42 

0.72* 

A B 
C C 

1.08 

1. 12 

1.00 

1. 36 

1.13 

6 0.87 0.84 0.47 1. 85 1. 79 

7 0.14 0.55 0.34 0.41 1. 62 

8 0.64 0.39 1. 64 ， 0.03 0.68 0.42 0.07 1. 62 

10 0.20 
I 

0.56 0.34 0.59 1. 65 

平均 0.31 0.65 0.40* 0.78 1. 63 

＊流量因子を加味した平均値

Table 7. 有効間げき率の計算

Effective porosity calculated from tracer results 

観測井投入井か 投入後の 1 基準的に断面に流下 RI 有効間げき率を
番号らの距離 S R 経過時間減衰率 あった放射線強量 見込まない検出

(m) (h) 度 (mci) (mci/mり菫 (mci) 

2 30. 5 0. 15 0. 688 21. 5 0. 926 

3 30. 1 0. 30 0. 170 21. 3 0. 926 

4 30. 2 0. 08 0. 654 20. 8 0. 928 

5 30. 8 0. 40 0. 240 21. 1 0. 927 

計 I

計

5.52 

0. 16 

2.38 

2.84 

10.90 

8.67 

0.99 

3.92 

12. 80 

26. 38 I 

有効間げき率

264 

30 

119 

140 
807 

X 100 

=17% 

394 

6 50.3 o. 10 I o. 222 21. 8 0. 925 2. 77 3.22 162 皐 xlOO
7 49.8 0.60 0. 108 22.0 0.924 0.59 5.93 295 994 

8 49.9 0.60 0. 143 22.2 0.924 1. 41 1. 67 84 宇 14%

， 49.8 0.60 0. 173 22.5 0.923 1.36 8.37 417 

10 50.4 0.60 0.116 22.7 0.922 0.08 0.72 36 

6. 21 19. 92 I 

807 

994 

有効間げき率は17%,投入井から 50mの距離までの区

間の平均の有効間げき率は14%となった。これは先年度

に約 10km下流で行なったガンマ線検層法による単なる

間げき率が20%であったことからみても42), 当をえた値

と考えられる。

以上の結果から，試験時点にこの地域を流下していた

地下水量を計算することができるだろう。 Fig.25に示

した横断面の透水層断面積は 6.5万m2である。このう

ち，実際に地下水が流れている断面積を，試験地点で追

跡子が示した結果と同率の61%とすれば， 4.0万m2とな

る。ここに示す方法による平均流速 0.40m/hと有効間

げき率14%を全地域一様とみると，その流量は5.4万mッ
日となる。揚水試験法による平均の透水係数 6.7 X 10-4 

m/secと透水層断面積 6.5万m2,平均の動水コウ配 1/150

によって求められる地下水流量は 2.5万mツ日となる。

また，追跡子ピーク濃度を平均流速とみ，ガンマ線検層

法の測定結果から仮に同一の有効間げき率14%が推定さ

れたとしても，その流量は 8.7万m3 と過大な値を与え

ることになる。

(3) まとめ
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流れが不規則なため，その流量の評価のむずかしかっ

た伏流水について，人工の放射性追跡子による流れの評

価を行ない，あわせて従来の方法と比較検討した。その

結果，不均ーな流れの伏流水も，その流れの分散が大き

いために平均的な流れの諸因子を追跡子法によって求め

られることが明らかとなった。平均的な透水構造を示す

といわれる揚水試験法は予想どおり測定値が散って流れ

を評価できなかった。

基礎試験で示された化学的組成の追跡子は予想どおり

満足な追跡を行なった。測定方法の改良も手伝って，地

下水の流れを乱すことなくその流れを立体的に詳細にと

らえることができた。しかし，試堀結果は流れ構造を予

想することができず，電気探査法も一応の傾向を指示す

るにすぎなかった。

測定された放射線強度の時間的変化は理論値とよく一

致し，流れの因子である軸分散係数，平均流速，有効間

げき率，流量などを与えることができた。これらの結果

から透水構造と地下水の流れを定量的に検討することが

できた。

流れの平均流速や流量の評価に対し，揚水試験法では

値が散って信頼性の低いものとなり，追跡子の検出濃度

ピークを基準とする方法や化学的因子のみに着目して解

析する方法は過大な値を示した。しかし，ここに示した

方法は最も妥当な値となった。

VI 結 ；；；； 

比較的短区間の地下水の流れを詳細にしかも定量的に

評価するため，人工の放射性核種を追跡子とする方法に

ついて検討を行なった。得られた成果を列記すると次の

とおりとなる。

① 追跡子の核種は 131! と 126! が最適であり，とくに

短時間のとき s2Brが適しよう。 3Hは追跡面は理想

的だが，障害因子があるので利用すべきでない。

② *I を追跡子とする場合は追跡ピーク濃度が 1Q3~

10-2ppmの範囲で行なわれるようにするとほぼ理想

的な追跡ができる。この際，安定剤として 500ppmの

Na2S03を加えると追跡能力が約2倍増大する。わず

かの感光も追跡能力を格段に悪くするので注意する必

要がある。

③ 投入井・観測井のストレーナの構造は列数が16列以

上で開孔面積比を12%以上としなければ地下水の流れ

を求めることがむずかしい。しかし，この条件でも被

圧地下水の場合は井内で追跡子の沈降損失が大きい。

④ 水深が約 IOm以内であれば，投入は上からの瞬間

的な注入でも追跡始めの濃度分布を矩形パルスとする

ことができる。

⑤ 流出曲線の時間バラメータに影響を与える因子は従

来考えられていた化学的なものよりも，物理的な透水

構造が大きく支配する。追跡子濃度の差は損失量に関

係があるが，時間パラメータ上では濃度に関係なくほ

ぼ一定の値となる。

⑥ 追跡子濃度による吸着量・イオン交換量，物理的な

損失量の和である損失量との関係は，単純な一次関係

式によって現わすことができる。

⑦ われわれの基礎実験結果を満足する理論解は Lapi-

dusと Amundsonによって与えられているが，解が

複雑すぎるので， 実用的には Ebachと Whiteの解

が適当している。しかし，適用限界が狭いので，これ

を補正するには LevenspielとSmithの解が必要とな

る。

⑧ これらの解を用いて野外試験結果を容易にしかも仮

定因子を少なく評価するにはここに示した Sノモグラ

ム法を適用すれぼよい。

⑨ 野外試験は，流れの評価がむずかしいとされている

伏流水について行なったにもかかわらず，満足な追跡

を示し，立体的で詳細な地下水の流れの様相と透水機

構とをとらえることができた。もちろん，試掘や電気

探査の結果からは不満足な解析を与えたにすぎなかっ

た。

⑩ 検出結果と理論解はよく一致し，流れについての諸

因子を定量的に評価することができた。とくに平均流

速•有効間げき率•分散係数・流星などを正確に評価

した意義は大きい。

⑪ 揚水試験法や追跡子ピークに着目する方法，あるい

は追跡子の化学的損失のみに着目する方法などではこ

れらの流れの評価ができなかったり，不適当に過大な

値を与えることとなった。

以上の結果から，人工の放射性追跡子を利用して比較

的短区間の地下水の流れを詳細にしかも定量的に評価す

るにはここに示した追跡方法が実用できるものと考えら

れる。
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Summary 

I. Subject. 

117 

The demand for the groundwater utilization as the water source has been increasing year after year in 

the world. However, the excessive use of the groundwater source has produced various injurious effects. The 

establishment of its countermeasure and the positive utilization of groundwater are urgent problelUS of today. 

If the groundwater flow can be measured more accurately and more in detail, the analysis of the pro-

blems will rapidly develop. Now, the only answer is the radioactive tracer method. The method has devel-

oped in畑 ocategories. The one is the use of natural nuclides or nuclides produced by nuclear bomb test in 

the atmosphere zone as the tracer, and the other is the use of artificial radioactive nuclides as the tracer. 

The former method has been utilized for measuring the course of groundwater flow in hydrologically large 

regions, and the latter has been utilized for measuring the groundwater flow in small areas in detail. 

The study of this artificial radioactive nuclide tracer method was started in 1950 in hydrogeology and 

petroleum engineering, and its development has increased in ten and several years, aided by the study in 

sanitary engineering for the treatment of the reactor abandonment and the study of the adequate measure-

ment of the contamination by underground nuclear bomb test. 

Accordingly, the results of these studies have given many cautions to the conventional ideas on the 

groundwater flow, and yet for the satisfactory measurement of the detailed groundwater flow more thorough 

studies are required. 

Presented on this paper is a review of the results of the study on the artificial radioactive tracer method 

in the groundwater tracer method, aimed at the establishment of a more accurate and detailed measurement 

method of the groundwater flow, which being today's urgent subject in hydrology. 

II. Method. 

A comparison of the tracing ability of each of the anionic tracers (3H, 32P, 35S, 82Br, 131 I), cationic 

tracer (24Na), activable tracers (Na, Mn, Yb), and pigmental tracer (uranine) was performed by the elution 

curves from the column test. A selection of the most appropriate nuclide for practical use was made by the 

correlation of the results, a radioactive comtamination, other tracing methods, etc. 

As to the most appropriate nuclides chosen by this selection, the basic problems on the practical use, i.e. 

the chemical composition of the tracer solution, the most suitable concentration range on the tracing, the 

effective physical and chemical factors on the tracer flow, etc., were examined by the elution curves from 

the column tests, and the effect of the well strainer on the flow, the falling effect of the tracer, and the ho-

rizontal dispersion of the tracer are tested by the model with free and confined water flows. 

Next, we searched for the theoretical solution to satisfy these basic experimental results, and looked for 

the easy applicable method, without assumptions or with only one assumption, to be applied to field test results. 

Last, we tested the tracing method presented here in the field underflow water the flow condition of 

which is very difficult to be estimated, and at the same time, we compared the relative advantages of the 

method with those of other conventional methods of the groundwater flow observation. 

III. Results. 
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1. From the results shown in figs. 1 and 2, the nuclides 131J and 1261 were chosen as suitable tracers for 

general use, and for short range tracing 82Br can be used. SH will be recognized as the ideal tracer for the 

tracing condition, but it must not be used in practice; it has a radioactive contamination for a long time to 

the groundwater and the aquifer, and it basically disturbs the measurement of the hydrological groundwater 

flow. 

2. From the results shown in figs. 7 and 8, the ideal tracing concentration range of the iodine was deter-

血 nedfrom 103 ppm to 10-2 ppm; if about 500 ppm of Na2S03 is~added to the stabilizer, the tracing 

capacity increased about 2 times. Attention must be paid to the fact that even a little exposure to light 

decreases the tracing capacity of the iodine solution. 

3. From the results shown in figs. 13 and 15 to 17, and table 3, to measured for true groundwater flow the 

strainer opening of the injection and observation wells must be arranged in over sixteen lines and have over 

twelve percentage in strainer opening area ratio. However, even with this geometrical condition strainer 

opening, the precipitation of the tracer in the well is relatively large in the confined flow. 

4. From the results, the instantaneous throwing method of the tracer in the injection well will bring forth a 

rectangle pulse of uniform tracer concentration at started flow condition in the aquifer, when the water is 

less than 10 m in depth. 

5. From the results shown in figs. 9 and 10, the time parameter of the elution curve was influenced by the 

physical permeable structure rather than the chemical absorption or 10n exchange as was considered in the 

past. The effects on the tracer concentrat10n are related as shown m figs. 7 and 8, from the view pomt of 

the tracing loss, but a little retardation is observed on the time parameter regardless of the concentration as 

shown in fig. 9. 

6. Relation of the total tracer loss volume in the flowing, which is the sum of adsorption, ion exchange and 

other physical losses, to injected tracer concentration could be shown by a simple primary equation as shown 

in fig. 11. 

7. The theoretical solution satisfying our basic experimental results was given by Lapidus and Amundson; 

however, its practical use is difficult because of its complicated calculation. Ebach and White's solution, which 

is an approximation of Lapidus and Amundson's solution, is practically suitable. However, its applicable 

range is small in the practical use, and Levenspiel. and Smith's solution is to be applied to correct Ebach and 

White's solution. 

8. To the evalution of. the field test data by using these solutions easily and without any assumption, S-no-

mogram method is recommended. S-nomograms are shown in figs. 22 and 23. 

9. The field test was made on the underflow water, the estimation of the flow was regarded as difficult. 

However, the tracer used succeeded in satisfactory tracing, and the three-dimensional groundwater flow and 

the permeable structure was caught accurately and in detail as in figs. 30 and 32. Compared with this, the 

analyses from the electrical prospecting and from the boring data were unsatisfactory. 

10. The change of radioactivity on the one-point observation in the well with the lapse of time well coin-

cided with Levenspiel and Smith's solution as shown in fig. 32. Accordingly, many flowing factors were 

quantitatively estimated. Particularly, the significance line on the success in accurate estimation of mean ve-

losity, effective porosity, effective diffusivity, and flowing discharge (see figs. 33 and 34). 

11. The conventional methods, such as the pumping method, the peak of the elution curve, or the chemical 

loss, give no estimation (see table 5) or give unsuitably great values (see table 6). 

From these results, the tracing method presented here will be practically applicable as the accurate and 

detailed measurement of groundwater flow by using the artificial radioactive nuclide tracer, which being 

today's urgent subject in the hydrogeology. 
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