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第1章 緒論 

1.1 本研究の背景 

地下水流動やその挙動を支配する透水構造の推定には、安定的な地下水利用という資

源の有効利用、豪雨に伴う地下水位の変化および地すべりや斜面崩壊予測という防災、

放射性物質や汚染物質の挙動の把握という環境など、様々な分野における需要が高い。

地下水流動や透水構造を推定する手法として、トレーサー試験(例えば、藤縄，2010)や、

井戸を用いた透水試験(例えば、増本他，1998)などが一般的である。こうした手法では、

水圧や地下水中の化学成分を直接観測するために、観測井を必要とする。しかしながら、

環境的懸念および経済的理由から、井戸の掘削に困難を伴う場合も想定され、調査の適

用範囲が限定される場合がある。こうした状況において、地表面で行われる観測により

地下情報を取得することが可能な物理探査手法の適用が期待される。 

物理探査を用いた地下水調査手法には、地中レーダーによる誘電率の変化から地下水

面の位置を推定する手法(例えば、Singh, 2006; Ismail et al., 2012)や、電気探査や電磁探

査により推定された比抵抗構造から地下水の分布を推定する手法(例えば、井上，1979)

が多用されている。しかし、既存の手法では、地下水面の位置や地下水の存在は推定可

能であるが、地下水が流動しているかの推定は困難であるため、現状ではトレーサー試

験や透水試験の代替手法としての役割を果たすには至っていない。 

この問題を解決する手法として、物理探査分野における電磁気探査の手法の一つであ

る、自然電位法を挙げる。自然電位法は、地中の水頭差や温度差、化学ポテンシャルの

差により発生する物質や電荷の移動に伴う自然に発生した電位を観測する手法である。

ポテンシャルの勾配とそれに付随して発生する流れの現象を Table 1-1 にまとめる。自

然電位のうち界面動電現象による電位は、地下水の流動そのものに対して感度がある数

少ない物理量であり、それを観測する自然電位法は、地下水流動やそれを支配する透水

構造を推定可能な数少ない物理探査手法であると考えられる(Jardani et al., 2007)。 

界面動電現象とは、固液の境界に存在する電気二重層と呼ばれる電位の偏りに起因す

る現象である。負に帯電した個体表面と、正の電荷がより多く存在するその近傍の間隙

では、正の電荷が地下水流動の発生により運搬され、携帯電流と呼ばれる電流が発生す

る。通常自然界においては電荷保存則が満たされるため、携帯電流を打ち消す方向に流

れる電位差による伝導電流が発生する(Figure 1-1)。電位は地表面でも観測可能であり、

地表面では地下水流動パターンを反映した電位分布が観測される。本研究ではこの現象

による自然電位に着目する。  
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Table 1-1 Coupled flow phenomena (Modified from Sheffer, 2007). The red character 

indicates the flows that I focus on in this study. 

 

 

Figure 1-1 The image of double layer (left) and the generation process of convection 

current and conduction current (right). (Revil and Leroy, 2004) 

 

自然電位は様々な原因により発生する。古くは地中で発生した酸化還元反応に伴う電

位に着目し、鉱床調査を目的とした多数の観測が行われた(例えば、Ram Babu and Atchuta 

Rao 1988; Mendonça, 2008 )。その後、界面動電現象に着目し、火山地帯の熱水の挙動の

推定を目的とした多数の観測が行われた(例えば、Corwin and Hoover, 1979; Aizawa et al., 

2009)。特に火山地帯で観測される自然電位異常は数百ミリボルトから数千ミリボルト

と大きな値が観測されるため、多数回に亘る観測が行われている。2000 年以降では、
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地下水流動調査を主な目的とした自然電位観測の報告が増加している(Revil and Jardani, 

2009)。地中熱源や鉱床が存在しない地域では、地下水流動が主な自然電位の発生原因

となる。電極の進歩により数ミリボルト程度の微小な電位差が観測可能となり(Petiau, 

2000)、モニタリングの実施により地下水流動以外の電位ソースを除去できるようにな

ったこと(Rizzo et al., 2004; Maineult et al., 2008) が、地下水調査に自然電位法の適用が増

加している要因であると考えられる。 

自然電位分布の解析は、当初は地表面での電位の増減と地下水流動の方向を対応付け

る定性的な解析のみが行われた。また、別手法により推定された地下構造から地下構造

モデルを作成し、フォワード計算により観測された自然電位分布を再現することにより、

地下構造モデルの妥当性の証拠とする補助的な役割として用いられるにとどまってい

た (例えば、Ishido and Pritchett, 1999; Aizawa et al., 2009)。2000年以降の地下水分野での

自然電位法の適用事例の増加に伴い、自然電位分布を基に地下水流動情報を取得するた

めの定量的な解析手法が提案され始めている。最も平易な解析は、地表面での電位分布

から電荷ソースの位置やその値を求め、湧水点の位置や地中の汚染源を推定する手法で

ある（例えば、Sailhac and Marquis 2001; Sailhac and Gilbert 2003; Mauri et al., 2010）。ま

た、地表面における自然電位分布と地下水面の形状を関連付けることにより、地下水面

分布を推定する解析(Fournier, 1989; Revil et al., 2002, 2004; Linde et al., 2007; Jardani et al., 

2009)、その推定される地下水面の変化を井戸周辺の水頭変化の解析解に曲線回帰させ

ることや既存の地下水解析手法に適用することにより透水係数や比貯留係数を推定す

る手法（Rizzo et al., 2004; Titov et al., 2005）、水頭分布(Sheffer, 2007)やダルシー速度

（Jardani et al., 2007）を逆解析により推定する手法など、数多くの手法が提案されてい

る。Bolève et al. (2009) は、観測井の掘削が不可能な湖の堤体に自然電位法を適用した

物理探査を実施し、地表面から地下水流動経路を推定した。自然電位法の適用により、

既存の観測井を用いた推定手法では推定が困難な場合においても水理情報の取得に成

功している。このような適用事例や様々な解析結果は、地表面で観測された自然電位か

ら地下の水理情報を十分に取得可能であることを示唆している。また、地表面での観測

では観測点数の増設や観測範囲の拡大が容易であり、自然電位法の適用による広範囲の

水理情報推定の高精度化につながる可能性がある。加えて、観測井でのデータ観測に依

存した水理地質構造調査手法が、地表面で観測できる自然電位分布の解析による推定に

置き換えることができれば、井戸掘削費および工程日数の削減が可能となり、経済的な

長所を持ち得る (Figure 1-2)。 

上述のとおり、自然電位法は地下水理情報を取得するための手法として、既存の観測

手法に比して優位な点が挙げられる。しかし、既存の自然電位分布から物理量を推定す

る手法の多くは、水頭分布や地下水面、地下水流速という地中のある時点での状態を推

定する手法である。また、推定される値は、シミュレーションなどを通して工学的に利

用可能な指標ではない。したがって、既存の自然電位解析手法により得られた結果を利
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用するためには、推定結果を工学的パラメータに置き換える必要がある。それに対し、

地下水流動に関する情報のうち透水構造や比貯留係数といった水理パラメータは、将来

の地下水流動予測に不可欠なパラメータであり、直接シミュレーションに用いることが

できるため利用価値が高い。自然電位法による透水構造推定が実現すれば、水資源管理

分野や水文学分野における有益な情報を提供できる。そこで、本研究では自然電位分布

から水理パラメータを推定する新手法の開発を行う。これまでにも、自然電位分布から

透水構造やその他水理パラメータを推定する試みは、Rizzo et al. (2004) や Titov et al. 

(2005) 、Straface et al.(2011)により行われてきたが、これらの手法は自然電位分布を一

度地下水面分布に変換し、その地下水面変化から透水構造などを求めるという間接的な

自然電位分布の解析である。この手法における問題は、自然電位分布から地下水面を推

定する不確実性と地下水面から地下構造を推定する不確実性の二重の不確実性や誤差

の影響を避けられない点にある。また、地表面で観測される自然電位分布の地下水理パ

ラメータに対する感度分布といった逆解析の性質の指標となる値の計算ができず、解析

手法の特性を把握することは困難である。したがって、自然電位分布から直接的に水理

パラメータを推定する手法が好ましいと考えられる。しかしながら、自然電位分布から

水理パラメータを直接的に求める手法は Ozaki et al.(2014)や Soueid Ahmed et al.(2014) 

により最近になって漸く開発され始めた段階である。 

 

 

Figure 1-2 The comparison of SP method (left) and other method to estimate the hydraulic 

parameters (right, from Masumoto et al., 1998). The SP measurement is cost 

effective method for the study of groundwater because the number of 

observation wells is smaller than the other method. 
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1.2 本研究の目的 

本研究では，地下水理パラメータ構造を推定する新たな物理探査手法として、自然電

位分布の逆解析により水理パラメータを推定する手法を開発する。特に自然電位分布か

ら地下透水構造や比貯留係数構造を直接推定する逆解析手法を開発する。前項で述べた

とおり、自然電位分布から直接地下構造を推定する手法は開発の初期段階である。実用

化に向けた解析手法の特性評価や信頼性評価、実データへの適用や、自然電位解析によ

り推定された結果と他手法による結果との比較による妥当性の検討は現段階では不十

分である。また、自然電位分布に影響を与えるとされる不飽和層の影響を解析において

考慮する方法も確立されていないなど、実用化に至るには課題が山積している。そこで、

まず現在Ozaki et al. (2014)やSoueid Ahmed et al.(2014)により提案された定常解析手法を、

不飽和層の影響を扱えるよう拡張し、統計的逆解析手法を導入することで、不飽和層の

影響や逆解析結果の信頼性を評価する。また、開発した手法を実データに適用し、自然

電位分布から得られる結果とハイドロリックトモグラフィやスラグテストにより推定

される結果を比較し自然電位分布から透水構造推定の妥当性の評価を行う。 

その後、推定結果の解像度や信頼性を向上させることを目的とし、逆解析手法を定常

解析から非定常解析に拡張する。非定常解析には、二つの利点がある。一つは、定常状

態ではないデータおよびモニタリングデータの解析が可能であること、もう一つは SN

比の低いデータでも解析できる可能性があることである。しかし、自然電位の非定常解

析手法による地下水理パラメータ推定手法に関する報告事例は未だ無い。これは、自然

電位の非定常解析が、非定常な連成問題の逆解析となり、膨大な計算量が発生するため

である。その解決策として、計算効率の高い非定常自然電位分布の解析手法を提案する。

自然電位解析が適用可能なデータの範囲を広げ、井戸情報が不足している場合において

も水理パラメータの推定を可能とすることで、自然電位法が地下水理パラメータの構造

探査において有効であることを検証する。 

 

1.3 本論文の構成と内容 

以下に本論文の各章の概説を行う。 

第 2章では、フォワード計算により地下の透水性不均質構造が地表面で観測される自

然電位分布に与える影響を調べる。二次元有限要素法に基づくモデリングを行い，透水

性の不均質構造の形状やその透水性が、地表面で観測される自然電位分布に与える影響

を調べる。不均質構造の大きさやその位置に対し、地表面で観測される自然電位異常が

どのように依存するのかについて調べ、自然電位分布から透水構造が推定可能であるか

検証する。また、不均質構造周辺の地下水流動パターンと観測される自然電位異常の関

連性を調べる。 
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第 3章では、定常な自然電位分布に対する逆解析手法の開発を行う。本章で開発する

逆解析手法はガウス・ニュートン法に基づいている。開発した逆解析手法を数値シミュ

レーションにより計算された自然電位分布に適用し、地表面で観測される自然電位分布

や地下水の流量に関する情報を解析することにより、透水構造が推定可能であるか検討

する。また、自然電位の解析では地表面から地下水情報を得られる反面、地表面から地

下水面の間に存在する不飽和層の影響を受けることも知られている。そこで、不飽和層

の影響を考慮した逆解析手法を新たに開発し、不飽和層の逆解析結果への影響を評価す

る。逆解析結果の信頼性を確認するために統計的逆解析を導入し、地表面での観測点密

度や観測点分布が解析結果の信頼性に与える影響の評価を行う。最後に、開発した逆解

析手法をアメリカ合衆国アイダホ州にある Boise Hydrogeophysical Research Site での揚

水・注水試験時に観測された自然電位データに対し適用する。解析により得られた透水

構造とスラグテストやハイドロリックトモグラフィにより得られた透水構造を比較し、

自然電位分布から透水構造を実際に推定可能であるか評価する。 

第 4章では，第 3章で開発した解析手法の拡張により、非定常問題への適用を可能と

する。定常解析では、推定される結果の解像度や信頼性に限界がある。そこで、解析手

法を非定常解析に拡張することでこれらの問題を克服する。数値シミュレーションによ

り得られた自然電位分布に、開発した非定常逆解析手法と定常逆解析手法を適用し、得

られる結果の解像度の比較を行う。非定常解析では電極の配置だけでなく揚水・注水パ

ターンも逆解析結果に影響を与えることが予測される。そこで、揚水・注水パターンが

逆解析結果に与える影響を調べる。最後に、開発した手法を瑞浪超深地層研究所で観測

されているモニタリングデータに適用する。このデータを解析することで、数百メート

ルスケールでの透水構造の推定を試みる。 
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第2章 フォワード計算による自然電位法を 

用いた透水構造推定可能性の検討 

2.1 緒言 

 

自然電位法は、地表面での空間的な自然電位分布を観測するものであり、第 1章で述

べたとおり、地下水流動パラメータを推定する効果的な物理探査手法として認識されて

いる。自然電位分布の様々な定量的な解析手法が開発されているが、例えば逆解析のよ

うな定量的な解析手法における解の非一意性などを考慮すると、フォワード計算により

予め検出限界を調べておくことが定量的な解析結果の正当性を保証するためは要求さ

れる。しかしながら、自然電位法において、フォワード計算による感度調査に関する研

究は十分であるとは言い難い。自然電位分布から透水構造や比貯留係数といった地下水

流動パラメータを推定するという本研究の目的を踏まえ、本章では、予め地表面で観測

される自然電位分布が透水構造に対して感度を有するのか、どのような透水構造が推定

可能かを調べる。 

Figure 2-1は、地下水流動によって発生する自然電位分布に影響を与えるパラメータ

を図示したものである。透水係数や、クロスカップリング係数、電気伝導度の不均質構

造が自然電位分布に影響を与えることは、数値計算（Sill, 1983; Titov et al., 2002; Sheffer 

and Oldenburg, 2007）や単純なモデルを用いた理論的な考察（Fitterman, 1979）により確

認されている。現実に近い複雑な地下構造をモデルに与え、実測された自然電位分布を

再現する研究も行われている（Ishido and Pritchett, 1999; Yasukawa et al., 2003, 2005; 

Aizawa et al., 2009）。ただし、これらの研究では限られたケーススタディや地下の不均

質構造が自然電位分布に影響を与えるかを確認している程度に留まっている。 

自然電位分布に影響を与えるパラメータのうち、透水係数の不均質構造は、自然電位

ソースを発生させるだけでなく、地下水流動パターンも変化させる。Tóth (2009)では、

透水性不均質構造周辺の地下水流動パターンが不均質構造の形状やその透水性に複雑

に依存することを示している。したがって、自然電位分布のパターンも単純に透水性の

不均質構造の形状や大きさに伴った変化ではなく、地下水流動パターンと同様に複雑に

影響を受けることが予測される。しかしながら、透水性不均質構造周辺の複雑な地下水

流動パターンを考慮した自然電位異常に関する考察は、あまり行われていない。定量的

な解釈結果の正当性を評価するためには、予め自然電位分布の地下透水性不均質構造に

対する基本的な特性や、地下水流動パターンを考慮した考察が不可欠である。 

そこで本章では、透水構造に重点をおき、自然電位分布のシミュレーションを行い地

下透水構造の形状や透水性が地表面での自然電位分布にどのように影響をおよぼすか
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を調べる。そして、どのような透水性不均質構造に対して自然電位分布がどのような感

度を有するかをか評価する。特に、不均質構造周辺の地下水流動パターンに着目し、自

然電位分布が透水構造に対して高感度を有する場合は、その原因を考察する。 

 

 

Figure 2-1  The parameters that affect the SP distribution in the subsurface. σ: electrical 

conductivity, K: hydraulic conductivity and L: streaming current coefficient. 

 

2.2 地下水流動に伴う自然電位の理論 

2.2.1 地下水流動の基礎方程式 

 

不飽和・飽和地下水流動は、ダルシーの法則を用いて以下の式で記述することができ

る。 

 
hKSk wr  )(u  Equation 2-1 

ここで uはダルシー流速[m s
-1

]、Kは透水係数[m s
-1

]、krは相対浸透率、hは水頭[m]、

Swは飽和度である。相対浸透率は、飽和度の関数として表される。異方性を考慮した場

合に、透水係数は自由度が６のテンソルとなるが、本研究では異方性を考慮しないため

スカラー量となる。ここで、質量保存則より Equation 2-1に水の密度 ρ[kg m
-3

]を乗じた

積により求められる質量の発散は、地下水の流量の変化による単位体積中に含まれる水

分質量の変化量となる。また、外部からの地下水流入 qgw[s
-1

]を考慮すると、単位体積中

に含まれる水分質量の全変化量∂tVw[kg m
-3

s
-1

]は、流量の変化による増分と外部からの流

入量の和となり、以下の式で記述できる。 



18 

 

 
gwwt qV   u  

Equation 2-2 

 

単位体積中に含まれる水分質量は、間隙率 np、飽和度及び水の密度を用いて ρSwnpと記

述されるので、単位体積中に含まれる水分質量の単位時間あたりの変化量は、以下の式

で記述される。 

 

t

nS
V

pw

wt






 

Equation 2-3 

 

Equation 2-2と Equation 2-3より地下水流動は以下の式となる。 

 

t

nS
q

pw
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u  

Equation 2-4 

Equation 2-4の右辺第 2項は、連鎖率を用いて以下のように変形できる。 
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Equation 2-5 

間隙流体が、非圧縮性流体であるとすると、Equation 2-5の右辺第一項は 0となる。ま

た、Equation 2-5 の右辺第 3 項間の∂np/∂h は、単位水頭あたりの間隙の変化量を意味す

る比貯留係数 Ss [m
-1

]である（Bear, 1979）。したがって、Equation 2-5 は以下で記述でき

る。 

 

t

h

h

S
nSS

t

nS
w

pws

pw













)(


 

Equation 2-6 

Equation 2-1、Equation 2-4、Equation 2-6より飽和・不飽和地下水流動を記述する方程式

は以下となる。 

 
 

t

h

h

S
nSSqhKSk w

pwsgwwr







 )()(   Equation 2-7 

本章においては、定常問題のみを扱う。また、本研究では主に帯水層で発生する自然電

位の解析手法を主な対象とするために不飽和層の影響を考慮しない。不飽和層中の流動

電位係数は、Revil et al. (2007) により飽和度に伴い減少することが知られており、不飽

和層中の地下水の移動が少ない場合には、不飽和層中で発生する自然電位信号は小さい

と考えられる。降雨後十分な時間が経過し、かつ地下水位の変動が小さい場合には、飽

和層の影響を無視することができると考えられる。このような場合、Equation 2-7は単

純にラプラス方程式で記述することができ、 



19 

 

 
  gwqhK   Equation 2-8 

となる。 

 

2.2.2 地下水流動と地中を流れる電流の連成式 

 

自然電位ソースのうち、温度分布の偏りによる電位や酸化還元電位が無視できる場合、

地中の全電流密度 I[A m
-2

]および地下水の体積流量密度 J[m s
-1

]は、オンサガーの相反定

理より以下の式で記述することができる。 

 hLI    Equation 2-9 

 
hK

g

L
J  


 Equation 2-10 

ここで、σ は電気伝導度[S m
-1

]、L は電流と水頭ポテンシャルを結びつけるクロスカッ

プリング係数[A m
-2

]、φ は電位[V]である（Sill,1983; Sheffer,2007）。ここで、Equation 2-9

中の右辺第一項は、オームの法則であり、電位差によって発生する伝導電流を表す。第

二項は、水頭によって発生する電流である携帯電流を表す。Equation 2-10中の右辺第一

項は電位が地下水流動に与える影響である電気泳動の影響を、右辺第二項はダルシー則

による地下水流速を表す。 

自然電位場が地下水流動のみにより発生し、且つ透水係数が低すぎない場合、電場が

地下水流動に及ぼす影響は小さく Equation 2-10中の第一項は、無視することができる。

したがって、地下水流動に付随し発生する自然電位の連成問題において Equation 2-9と

Equation 2-10を同時に解く必要はなく、地下水流動の問題を単独で解きその結果を用い

て電位を計算する、弱連成問題として取り扱うことが可能である（Ishido and Pritchett, 

1999; Revil et al., 2002; Allègre et al., 2012）。 

 

2.2.3 水頭と電位の関係式 

 

地中での全電流は、電流の連続式である電荷保存則を満たす。したがって、Equation 

2-9に連続式を適用した式 0 I から、水頭と電位を関連付ける式を得ることができる。 

  ))((   Equation 2-11 

ここで、は、自然電位分布の全ソース[A m
-3

]を表し、以下の式で記述することができ

る。 

 hLhL 2  Equation 2-12 

Equation 2-12の右辺第１項より、自然電位ソースは、クロスカップリング係数の変化す

る境界を地下水流動が通過する位置に発生することが分かる。また、第 2項である h2

は、外部からの地下水ソースが存在する位置では、透水係数 K が均質であると仮定す
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ると外部からの地下水流動ソース qgwを用いて、以下の式で記述できる。 

 

K

q
h

gw
2  Equation 2-13 

また、透水係数が不均質な領域を地下水流動が通過する位置では、 

 

K

hK
h


2  Equation 2-14 

と記述できる。これらの関係式より、自然電位ソースは、地下水が涵養・湧水する位置

と、地下水流動がクロスカップリング係数や透水係数が変化する領域を通過し、携帯電

流の大きさが変化する位置に発生することがわかる。 

以下に、自然電位ソースの発生過程を記述する。地下水流動によって発生する電流で

ある携帯電流の大きさは、Equation 2-9の右辺第２項で記述されており、その大きさは

クロスカップリング係数と水頭の勾配の大きさで決定される。したがって、クロスカッ

プリング係数の変化や、透水係数の変化にともなう空間的な水頭勾配の変化に伴い、携

帯電流の大きさが変化する。携帯電流の増減が発生した場合でも、電荷の保存則は成立

しなければならない。伝導電流が携帯電流の増減分を補うように流れることで電荷の保

存則が満たされる。この伝導電流を発生させる電位が自然電位として観測される。例え

ば、クロスカップリング係数の減少や、透水係数の増大による水頭勾配の減少が発生し

た場合には、これらの値が変化する境界の下流側では上流側と比較して携帯電流が減少

する。減少した携帯電流と等しい大きさの伝導電流がその境界から下流側に流れること

で、全電流が保存される。このとき、伝導電流は境界から発散するように発生し、その

境界には仮想的な正の電荷が発生した状態となる。Figure 2-2にその概念図を示す。逆

に、クロスカップリング係数の増加や、透水係数の減少による水頭勾配の増加により携

帯電流が増加する場合には、その境界には仮想的な負の電荷が発生した状態となる。ク

ロスカップリング係数や透水係数の境界だけでなく、地下水流動が不連続となる湧水点

や涵養点でも、携帯電流が不連続となるため、その位置に伝導電流が流入出する。携帯

電流が流出する涵養点では、伝導電流が流入することで仮想的な負の電荷が発生した状

態となり、携帯電流が流入する湧水点では、伝導電流が流出することで仮想的な正の電

荷が発生した状態と同値となる。 
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Figure 2-2 Schematic representation of generation process of SP anomaly around the 

boundary of subsurface heterogeneity of hydraulic conductivity or streaming 

current coefficient. 

 

2.3 シミュレーション条件 

2.3.1 シミュレーションの概要およびモデル 

 

本章でのシミュレーションの実施にあたり、Equation 2-11および Equation 2-12を有限

要素法により計算する数値プログラムを作成した。二次元地下水流動を解き、得られた

水頭分布から開発したプログラムを用いて自然電位ソースの分布を計算し、その自然電

位ソースから自然電位分布の計算を行った。二次元浸透流解析では、オープンソースソ

フトウェアである AC-UNSAF2D2007（岡山大学環境理工学部環境デザイン工学科）を

用いて計算を行った。AC-UNSAF2D2007 も有限要素法を用いた数値計算プログラムで

あり、飽和・不飽和地下水流動ともに解析可能であると同時に、定常・非定常解析の双

方の解析が可能である。本章で実施したシミュレーションでは飽和定常解析のみを考慮

したため、飽和定常解析の機能のみを使用した。 

本章では、斜面中の地下水流動に伴い発生する自然電位分布のシミュレーションを行

う。水平距離 800ｍに対し高低差 39mの斜面モデル（平均の傾斜は約 2.8 度）を用いた

数値シミュレーションを行った。モデルの底面の標高を 0mとする。涵養点および湧水

点は、標高と同じ高さの水頭を境界条件として与えるディリクレ境界条件を用い再現を

試みた。涵養点および湧水点の領域はそれぞれ 50m の幅に設定し、モデルの左右両端

の地表面に配置した。他の境界条件は、地下水流動が外部に流出しないノイマン境界条

件を与えた。地下水流動の計算領域は、1m×1m の正方形のメッシュを 70500 個用いて

モデル分割を行った。また、711 個の台形形状の四角形要素と 39 個の三角形要素を傾

斜に段差が無くなるよう配置し、滑らかな地表面の傾斜をモデル化した。自然電位計算

の領域は、電荷から十分に遠い位置で電位の値が零値となるよう、地下水流動の計算領
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域よりも十分に広くする必要がある。自然電位計算モデルの水平方向の幅と深さが、地

下水流動計算の領域より 10 倍以上大きくなるように計算領域を設定した。地下水流動

と自然電位計算の双方が重なる領域では、自然電位計算と地下水流動計算に用いるメッ

シュが同一となるようモデル化し、それ以外の領域では地下水流動計算の領域から 10

グリッド遠ざかるに従いモデルの水平方向および鉛直方向の幅を 2 倍ずつ広げたメッ

シュを用いた。自然電位計算に用いた要素数は 167,391 要素である。自然電位計算の境

界条件として、モデルの鉛直境界と底辺境界に零値を定置した。また、地表面では、空

気層の低電気伝導度を表現するため、電流が空気層の方向に向かって流れないノイマン

境界条件を適用した。 

通常、地下水流動は層状の地質構造により、難透水層の間に被圧地下水層や難透水層

上に不圧地下水層を形成する。層状の水理地質条件下において、地下水は主に同程度の

透水係数を有する地層を水平に流れ、透水係数の変化する地層間の境界を横断する地下

水流動は小さいと考えられる。これに対し、自然電位ソースは透水係数やカップリング

係数が変化する場所に発生する。したがって、地下構造が単純な層状の場合には、涵養

点および湧水点にのみに自然電位ソースの発生が限定され、地表面では地下水流動の方

向に向かって単調に増加する自然電位分布しか観測されないことが予測される。また、

地下水流動が水平な構造境界を通過する場合には、水平に広く自然電位ソースが発生す

ることが予測される。こうした場合には、地表面で観測される自然電位分布には局所的

な異常が発生しないことが予測される。単調変化な自然電位分布から透水性不均質構造

の存在を推定することは困難であり、自然電位分布から一般的な層状の透水構造を推定

することは困難であると考えられる。 

これに対し、水ミチやレンズ状の砂層や粘土層、断層や貫入などの鉛直な構造が存在

する場合には、地下水流動が透水係数の変化する領域を横断することが予測される。こ

うした場合には、地表面で地下水流動方向と相関のない自然電位異常が地表面で観測さ

れるため、自然電位分布から透水構造の不均質構造の検出可能性が期待できる。そこで、

本章では一様な透水構造中に存在する透水性の不均質構造に着目し、こうした透水構造

による地表面で観測される自然電位分布への影響を評価する。 

 

2.3.2 パラメータ間の関係 

 

自然電位には、透水係数・クロスカップリング係数・電気伝導度の３つのパラメータ

が関与している。通常、これらのパラメータは互いに完全に独立ではない。本章ではこ

れらパラメータ間に相関関係があるという仮定のもと、シミュレーションを行った。パ

ラメータ間の関係は、以下に記述する場合を想定した。 

まず、電気伝導度に関して、土粒子や岩石の表面伝導が無視できる場合には岩石や土

壌サンプルの電気伝導度 σは、フォーメーションファクターFおよび間隙流体中の電気
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伝導度 σfを用い、アーチーの式より次のように記述できる(Archie, 1942)。 

 

F

f
   Equation 2-15 

また、表面伝導の影響が小さく電気伝導度の大きさが主に間隙の割合に依存する場合に

は、フォーメーションファクターおよび浸透率は、べき乗則 k∝F
-rで近似でき、一般的

に 1.5≤r≤2.8 とされている(石戸, 2005; Walsh and Brace, 1984)。ここで、浸透率 k [m
2
]は、

間隙流体中の動粘性係数ηf [Pa s]および重力加速度 g [m s
-2

]を用い、以下の関係にある。 

 

g

K
k

f




  Equation 2-16 

本章では電気伝導度は、透水係数が 1.0×10
-6

 m s
-1のときに 0.01S m

-1となるように設定

し、透水係数の平方根に比例するものとして、シミュレーションを行った。上述した電

気伝導度の計算方法では、物質の透水係数の増加に伴い電気伝導度も増加する。他方、

粘土のような低透水性物質においても、表面伝導の影響が大きい場合には、電気伝導度

が高い値になりうる。低透水性で高電気伝導度となる不均質構造が存在する状況も再現

するために、上述した関係と逆の場合である、透水係数の増加に従い電気伝導度が低く

なるモデルでもシミュレーションを行った。この場合も電気伝導度は、透水係数が

1.0×10
-6

 m s
-1のときに 0.01S m

-1となるよう設定した。 

クロスカップリング係数に関し、本研究では二種類のケースを想定した。まず第一の

場合はクロスカップリング係数と透水係数に関係があるモデルを用いる。土や岩石サン

プルの透水係数やゼータ電位や電気伝導度などのクロスカップリング係数を決定づけ

る物性値の測定は、かねてより数多く行われてきた。これらデータの解析から、近年、

サンプルの温度が常温に近い状態でかつ間隙流体の pHが中性に近いような状況におい

て、浸透率と自然電位発生に関与する間隙中の電荷の量 Qv [C m
-3

] には相関があること

が明らかとされている (e.g Jardani et al., 2008)。Figure 2-3は、過去の土や岩石サンプル

測定により得られた透水係数と電荷Qvをグラフにまとめたものである（Soueid Ahmed et 

al., 2014）。Figure 2-3 のグラフでは、浸透率と電荷 Qvは、以下の線形式で近似できる

(Jardani et al., 2008)。 

 )(10log8219.0239.9)(10log kQv   Equation 2-17 

また、クロスカップリング係数と電荷 Qvおよび透水係数 K の間には、以下の関係式が

あることが知られている(Bolève et al., 2007)。 

 KQL v
 Equation 2-18 

透水係数の分布と Equation 2-16、Equation 2-17 および Equation 2-18から得られるクロス

カップリング係数を用いてミュレーションを行った場合が第一の場合である。 

第二の場合は、クロスカップリング係数が電気伝導度やゼータ電位などにより記述さ

れるモデルを用いる。Ishido and Mizutani(1981)は、間隙が小さなチューブの集合である

とするキャピラリーチューブモデルを用いることで、クロスカップリング係数が以下の
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数式で記述されること示している。 

 
coupCL   Equation 2-19 

 





F
C

f

f

coup   Equation 2-20 

ここで、Ccoupは流動電位係数[V m
-1

]、εf は間隙流体の誘電率[F m
-1

]であり、ζはゼータ

電位[V]である。本章では間隙流体の物性値として水の物性値で一般的に想定されうる

εf=7.12×10
-10

 F m
-1、ηf=1.00×10

-3
 Pa s、 σf =1200 μS m

-1の値を使用し、ゼータ電位に関し

ては、ζ=-33.2 mV を用いて Equation 2-19 および Equation 2-20 から導かれるクロスカッ

プリング係数を用いたシミュレーションも行った。この条件下において求められるクロ

スカップリング係数は、透水係数が 1.0×10
-6

 m s
-1の場合に、Equation 2-16、Equation 2-17

および Equation 2-18 を用いて導かれる係数と同じ値となる。 

 

 

 

Figure 2-3 Relationship between hydraulic conductivity and volumetric charge dencity 

(Modified from Soueid Ahmed et al., 2014).  
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2.4 結果 

2.4.1 水平方向に卓越した透水性の不均質構造の場合 

 

本章で表示する結果のグラフや図は、電気伝導度は透水係数とともに大きくなるモデ

ルを用い、クロスカップリング係数は透水係数から計算されるモデルを用いた場合に得

られる結果である。それ以外の結果は、Table 2-1および Table 2-2にまとめる。 

Figure 2-4は、水平方向に卓越した低透水性不均質構造が斜面の地中に存在する場合

の結果である。涵養点から湧水点に流れる地下水流動により、水平距離 0m付近と 800m

付近に自然電位ソースが発生した(Figure 2-4c)。この涵養および湧水での自然電位ソー

スが、通常観測される地下水の流動方向に向かって増加する電位分布を形成している。

これら、涵養点および湧水点で発生している自然電位ソースの大きさは、各々-5.55×10
-5

 

A m
-3

 および 7.21×10
-5

 A m
-3である。これらの自然電位ソースに加えて、透水構造の不

均質構造が存在することによる 2 次的な自然電位ソースも透水性不均質構造の境界に

発生した。鉛直方向の境界に発生した 2 次的な自然電位ソースの大きさは、300m 地点

と 500m地点で、各々-7.14×10
-6

 A m
-3 および 7.64×10

-6
 A m

-3である。これら自然電位

ソースに伴って発生する地表面での自然電位は、透水性不均質構造の存在に拘わらず涵

養点から湧水点に向かって単調増加した。この場合、不均質構造直上である水平距離

300m地点から 500m地点までの自然電位の増加量は、3.49mV であり、均質な場合と比

較して 1mV のみ増加分が大きくなった(Figure 2-4e)。 

 Figure 2-5は、水平方向に卓越した高透水性不均質構造が存在する場合の結果である。

この場合、水頭分布および地下水流動パターンは、不均質構造に引き寄せられるように

歪んでおり、低透水性の場合と比較し、地下水流動パターンが著しく変化している

(Figure 2-5b)。この場合、涵養点および湧水点での自然電位ソースの大きさは、-6.99×10
-5

 

A m
-3

 および 9.05×10
-5

 A m
-3となり、低透水性の場合と比較し 3割程度増加した。また、

透水性不均質構造による 2次的な自然電位ソースは、不均質構造の透水性が周辺と比較

して高くなっているために、低透水性構造の場合とは逆の正負の分布が認められた。こ

の場合、不均質構造の鉛直境界に発生した二次的な自然電位ソースの大きさは、各々

2.97×10
-5

 A m
-3

 および -2.99×10
-5

 A m
-3

 であり、低透水性構造による自然電位ソースと

比較して 4 倍も大きな値となった(Figure 2-5c)。鉛直断面での自然電位分布には、透水

性不均質構造の存在に伴う明瞭な自然電位異常が水平距離 300m と 500m の境界に表れ

ている。この場合に発生している地表面での自然電位分布は、不均質構造直上である水

平距離 300mから 500mにかけて、3.81mV 減少、したがって-3.81mV の増加であり、均

質な場合の増分と比較して、6.3mV も減少している(Figure 2-5e)。 
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Figure 2-4 Result of groundwater flow and SP simulations with a flat low hydraulic 

conductivity anomaly (colored dark) of 1.0×10
-8

 m s
-1

. (a) Model for 

groundwater calculation. The altitude of the bottom of model is set to 0m and 

vertical axis indicates the height from the altitude of 0m. (b) Calculated water 

head distribution and groundwater flow (arrows). A white line shows the water 

table. The water table is the depth where the pressure head is zero. Gray dashed 

lines show the location of hydraulic conductivity anomaly. (c) Amplitude 

distribution of sources of SP. The blue and red lines show the amplitude of the 

minus and positive sources of SP, respectively. The horizontal or vertical length 

of blue or red line from the boundary of the anomaly or the ground surface 

indicates the amplitude of the source. (d) SP distribution in the cross section. 

Gray dashed lines show the location of hydraulic conductivity anomaly. (e) SP 

profile on ground surface. A black line shows the SP profile with uniform 

subsurface hydraulic conductivity structure case. A red line shows the SP profile 

when the hydraulic conductivity anomaly exists.  
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Figure 2-5 (a) Model with the flat high hydraulic conductivity anomaly of 1.0×10
-4

 m s
-1

. 

(b) Water head and groundwater flow. (c) Sources of SP. (d) SP distribution in 

the cross section. (e) SP profile on ground surface.  

 

水平方向に卓越した不均質構造が存在する場合に、第 3 節で述べた他の計算条件にお

けるシミュレーション結果を Table 2-1に示す。Case1 は低透水性不均質構造が存在する

場合、Case2 は高透水性不均質構造が存在する場合の結果である。どの計算条件におい

ても、地表面で観測された自然電位分布の増減のパターンは、Figure 2-4e および Figure 

2-5e に示された自然電位パターンと同様の結果が得られた。ただし、クロスカップリン

グ係数や電気伝導度に関する条件を変えた場合には、不均質構造の存在により水平方向

300m から 500m にかけて発生する自然電位異常の大きさのみが変化している。透水性

の不均質構造による自然電位異常の大きさのみを評価するため、不均質構造が存在する

位置の直上の地表面での電位の大きさを評価に用いる。この場合では、水平距離 300m

から 500mの位置である。通常、地表面で観測される自然電位は、地下水の流動方向に

向かって増加するため、地下水の流動方向に向かって自然電位分布が増加する場合には
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この電位の絶対値に正の符号を、減少する場合は負の符号を与えたものを用い、自然電

位異常の大きさを評価する。この値を Table 2-1 において、ΔV1 と定義した。また、こ

の ΔV1 から、地下水の流動する方向に向かって増加する一般的な自然電位分布の影響

を取り除くため、均質な場合に水平方向 300m から 500m にかけて地表面に発生してい

る電位の大きさを ΔV1から引いたものを ΔV 2と定義する。本章では、この ΔV2を自然

電位異常の大きさと定義する。均質構造の場合に地表面全域での自然電位の大きさであ

る 22.2 mV で ΔV2を規格化したものを“normalized ratio”とした。 

水平な高透水性不均質構造が存在する場合は、電気伝導度やクロスカップリング係数

の値に関係なく透水性不均質構造による自然電位の異常率が 20 % を超えている(Case 

2 in Table 2-1)。水平方向に卓越した高透水性不均質構造による自然電位異常は、不均質

構造の電気伝導度やクロスカップリング係数の値に関わらず大きな異常が発生してい

ることから、検出しやすいといえる。他方、低透水性の場合にはどの場合においても発

生しうる自然電位異常は小さく、検出が困難である。 

 

Table 2-1 Summary of SP anomalies due to the flat hydraulic conductivity anomaly under 

different conditions. The values of hydraulic conductivity, streaming current 

coefficient and electrical conductivity in the anomaly are indicated from 1
 
to 3 

columns. The SP anomalies are shown from 4 to 6 columns. The hydraulic 

conductivity and electrical conductivity in the backgraound are 1.0×10
-6

 m s
-1 

and 0.01 S m
-1 

, respectively. The streaming current coefficient in the 

background is calculated from Equation 2-16,  Equation 2-17 and Equation 

2-18. 

 

 

 

2.4.2 鉛直方向に卓越した透水性の不均質構造が存在する場合 

 

Figure 2-6は、鉛直方向に卓越した壁面状の不均質構造が存在する場合の結果である。

この場合、低透水性不均質構造は地下水流動を妨げており、上流側の地下水流動パター
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ンと下流側での地下水流動パターンの 2 つの地下水流動パターンが発生している

(Figure 2-6b)。低透水性不均質構造の鉛直境界では急激な水頭変化に伴い、下流側と上

流側に各々-1.70×10
-4

 A m
-3

 と 1.72×10
-4

 A m
-3の大きな自然電位ソースが発生している

(Figure 2-6c)。地中での自然電位分布は、不均質構造の中心付近を境界として負から正

に急激に変化している(Figure 2-6d)。地表面での自然電位変化も、不均質構造の直上で

急激な増加が認められる。不均質構造直上の地表面での自然電位分布の増加量は、水平

距離 380mから 430mにかけて 6.91mV の増加であり、均質な場合と比較して 6.3mV も

増加している(Figure 2-6e)。 

 

Figure 2-6 Result in the case with the vertical low hydraulic conductivity anomaly of 

1.0×10
-8

 m/s. (a) Model. (b) Water head and groundwater flow. (c) Sources of 

SP. (d) SP distribution in the cross section (e) SP profile on the ground.  

 

Figure 2-7は、高透水性の壁面状の透水性不均質構造が存在する場合の結果である。

この場合、低透水性不均質構造が存在する場合と比較して地下水流動にあまり変化は認

められない(Figure 2-7b)。不均質構造の鉛直境界に発生した自然電位ソースは、上流側
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と下流側で各々6.93×10
-5

 A m
-3

 および -7.00×10
-5

 A m
-3である(Figure 2-7c)。地表面での

自然電位分布には不均質構造の影響はあまり認められず、不均質構造直上である水平距

380mから 430mまでの自然電位の増加分は、-0.17mV で均質な場合と比較して 0.78mV

のみの減少となった(Figure 2-7e)。 

 

Figure 2-7 (a) Model with the vertical high hydraulic conductivity anomaly of 1.0×10
-4

 m/s . 

(b) Water head and groundwater flow. (c) Sources of SP. (d) SP distribution on 

the cross section. (e) SP profile on the ground surface.  

 

鉛直方向に卓越した透水性不均質構造が存在する場合の異なる計算条件下での結果

を Table 2-2 にまとめる。低透水性不均質構造が低電気伝導度である場合、規格化され

た自然電位異常の大きさは、8.65%から 28.4% (Cases 3A and 3C in Table 2-2)に達し、同

じ条件の水平な不均質構造を用いて計算された自然電位異常に対し、最大７倍程度の増

加が認められる (Cases 1A and 1C in Table 2-1)。この場合における自然電位異常は、クロ
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スカップリング係数の値の違いを反映している(Cases 3A and 3C in Table 2-2)。他方、例

えば粘土層のように、低透水性不均質構造の電気伝導度が高い場合には、自然電位異常

は殆ど観測されていない(Case3B in Table 2-2)。これら、壁面状の低透水性不均質構造が

自然電位異常に及ぼす影響が不均質構造の電気伝導度の値によって異なる様子は、Titov 

et al. (2002)でも報告されている。これらをまとめると、低透水性不均質構造は地下水流

動に対して鉛直方向に卓越し、かつ不均質構造の電気伝導度が低い場合のみ検知できる。 

鉛直方向に卓越した高透水性不均質構造が存在する場合に発生する自然電位異常は、

全ての場合において、水平方向に卓越した同じ物性値条件の不均質構造が存在する場合

に計算される自然電位異常よりも小さくなっている。 (Case 2 in Table 2-1 および Case 

4 in Table 2-2) 。高透水性不均質構造が高電気伝導度である場合、壁面上の不均質構造

に起因する自然電位異常は水平方向に卓越した不均質構造に起因する自然電位異常の

10%程度までの減少が認められる (Cases 4A and 4C in Table 2-2)。この場合、不均質構造

が低電気伝導度である場合のみ検知できうる自然電位異常が発生している。 

 

Table 2-2 Summary of SP anomalies due to the vertical hydraulic conductivity anomaly 

under different condition.  

 

 

2.4.3 不均質構造の厚さによる自然電位異常への影響 

 

数値シミュレーションにより、不均質構造の大きさが地表面で観測される自然電位異

常に与える影響を評価した。Figure 2-8は、透水性不均質構造の厚さが 15mから 60mま

で異なる場合に地表面で観測される自然電位分布である。不均質構造は水平位置 300m

から 500mまで存在している。不均質構造の厚さによる影響のみを調べるため、不均質

構造の上面の位置を標高 75m に固定し数値計算を行った。低透水性不均質構造の場合

（Figure 2-8a）、水平距離 300m付近から 500m付近までの自然電位の振幅は、透水性不

均質構造の厚さの増加に伴い増加している。高透水性不均質構造の場合、その自然電位

の振幅は低透水性の場合と比較し、不均質構造の厚さの影響をあまり受けていない

(Figure 2-8b)。 
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Figure 2-9は、不均質構造の厚さが異なる場合に発生する自然電位異常の大きさを不

均質構造の厚さのグラフにして表示したものである。低透水性不均質構造の場合、自然

電位異常の大きさは透水係数の値によらず、不均質構造の厚さに応じて増加している。

他方、高透水性の不均質構造が存在する場合は、不均質構造の厚さが 20m を超えた場

合には自然電位異常の大きさに変化は認められない。最も高透水性である 1×10
-4  

m s
-1

の不均質構造を配置した場合において不均質構造の厚さが 5mよりも厚くなった場合に

は、自然電位異常は減少している。 

 

 

Figure 2-8 SP profiles affected by the flat hydraulic conductivity anomalies with different 

thickness. Each colored line indicates the SP profile with the anomalous 

thickness of 15 m, 30 m, 45 m and 60 m, respectively. A black dashed line 

shows the SP profile in the case of uniform hydraulic conductivity structure. 

(a) Cases of the low hydraulic conductivity anomalyof 10
-8

 m s
-1

. (b) Cases of 

the high hydraulic conductivity anomaly of 10
-4

 m s
-1

.  
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Figure 2-9 Magnitude of SP anomalies from various thickness of hydraulic conductivity 

anomaly models. Absolute peak values are plotted. Horizontal value is the 

thickness of hydraulic conductivity anomaly. (a) Low hydraulic conductivity 

anomaly case. The hydraulic conductivity of the anomalous zoneis varied such 

as 1.0×10
-8

 m s
-1

, 1.0×10
-7 

ms
-1

 and 5.0×10
-7

 m s
-1

 (red, blue and black lines, 

respectively). (b) High hydraulic conductivity anomaly case. SP anomalies on 

the anomalous zone with hydraulic conductivity of 1.0×10
-4

 m s
-1

, 1.0×10
-5

 m s
-1

 

and 5.0×10
-6

 m s
-1

 are shown with red, blue and black. The hydcarulic 

conductivity of the background is 1.0×10
-6 

ms
-1

 

 

2.4.4 不均質構造の深度による自然電位異常への影響 

 

最後に、不均質構造の位置が自然電位分布へ与える影響の評価を行った。Figure 2-10

は、透水性の不均質構造の深度を変化させた場合の地表面での自然電位分布であり

Figure 2-11は、自然電位異常の大きさを深度のグラフにしたものである。不均質構造は、

水平距離 300mから 500mの位置に存在しており、その厚さは 10mに設定している。低

透水性不均質構造および高透水性不均質構造が存在する場合、水平距離 300mから 500m

付近での自然電位の振幅は、不均質構造が地表面に近づくにつれて大きくなる様子が観

察される。不均質構造が 10m より深い位置に存在する場合は、高透水性不均質構造お

よび低透水性不均質構造の場合でもほぼ、不均質構造の深度の増加とともに直線的に自

然電位異常が減少している。ただし、不均質構造の透水係数が 1×10
-8

 m s
-1の場合のみ

10mよりも浅い位置での自然電位異常の増加が顕著である。なお、Figure 2-11のグラフ

は滑らかな曲線ではない。これは、自然電位異常の大きさを水平方向 300m から 500m
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まの間の最大値から最小値を引いたもので評価しているためである。不均質構造が存在

するために発生する自然電位分布の極大値および極小値の地表面での水平位置は、不均

質構造の深度に依存する。Figure 2-10(a)では、不均質構造が深い位置に存在する場合に

は、自然電位異常を評価する水平距離 300m から 500m において、自然電位は各々、水

平方向 300m および 500m で最小値および最大値となる。不均質構造の存在する深度が

浅くなると 350m付近で極小値が発生する。不均質構造周辺に発生した自然電位ソース

からの距離が異なるために、透水性不均質構造の深度の違いが自然電位の大きさに与え

る影響は、自然電位異常を評価する領域の端である水平距離 300mや 500mと 350m付

近で発生する自然電位の極小値では異なる。この影響と自然電位異常の評価の方法が原

因となり、滑らかでないグラフになっている。Figure 2-10(b)では、不均質構造の深度が

浅くなると、自然電位異常を評価する水平距離 300m から 500m の間に存在する極小値

と極大値が発生する位置が各々、500m と 300m の位置に近くなる。不均質構造が十分

に地表面に近づくとこの極小値と極大値が発生する位置は、水平距離 300m から 500m

の範囲外に発生し、従って自然電位異常の評価点は水平距離 300m と 500m の位置に固

定される。Figure 2-10(a)の場合と同様、透水性不均質構造の深度の違いが自然電位の大

きさに与える影響は、自然電位異常を評価する領域の端である水平距離 300m や 500m

と極大値や極小値が発生する位置では異なる。これが、Figure 2-11のグラフが滑らかで

ない理由である。 

 

Figure 2-10 SP profiles on the ground surface affected by a hydraulic conductivity 

anomaly located at different depths are indicated with different colored lines,  

respectively. The black dashed line shows the SP profile on the uniform 

hydraulic conductivity structure. (a) On the low hydraulic conductivity 

anomaly of 1×10
-8

 m s
-1

.(b) On the high hydraulic conductivity anomaly of 
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1×10
-4

 m s
-1

. The thickness of the anomaly is 10m. 

 

Figure 2-11 Magnitudes of SP anomalies due to the hydraulic conductivity anomalies 

located at different depths. (a) Results on the low hydraulic conductivity 

anomaly of 1.0×10
-8

 m s
-1

,1.0×10
-7

 m s
-1

 and 5.0×10
-7

 m s
-1

. (b) Results on the 

high hydraulic conductivity anomaly with 1.0×10
-4

 m s
-1

, 1.0×10
-5

 m s
-1

 and 

5.0×10
-6

 m s
-1

. The hydcarulic conductivity of the background is 1.0×10
-6 

m s
-1

. 

Note that the vertical range of the graph (a) is different from that of (b).  

 

2.5 考察 

2.5.1 不均質構造周辺の地下水流動パターンと自然電位異常の大きさの関係 

 

水平な高透水性不均質構造が存在する場合、地表面で観察される自然電位異常の大き

さは、水平な低透水性不均質構造が存在する場合よりも大きい。水平方向に卓越した高

透水性不均質構造が存在する場合には、不均質構造が存在することによる自然電位異常

がはっきりと地表面に表れる一方、水平方向に卓越した低透水性不均質構造の場合には、

自然電位異常はあまり認められない。水平方向に卓越した高透水性不均質構造が存在す

る場合、地下水流動パターンは、水平方向に卓越した低透水性不均質構造が存在する場

合に比べ、強い影響を受ける。水平方向に卓越した高透水性不均質構造が大きな自然電

位異常を発生させる効果は、不均質構造周辺の地下水流動パターンがもたらす自然電位

ソースの分布によるものであると考えられる。 

Figure 2-12は、Figure 2-4および Figure 2-5 のシミュレーションにより得られた結果か

ら計算された、水平方向に卓越した透水性不均質構造周辺の地下水流動の流線と、不均
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質構造周辺に発生した自然電位ソースを表している。流線は、計算されたダルシー速度

からオイラー法を用いて計算した。低透水性不均質構造が存在する場合、不均質構造周

辺の地下水流動は低透水領域を回避する傾向が認められる（Figure 2-12a）。上流側の鉛

直境界から流入した地下水流動は、不均質領域を斜め方向に流れ、上下の不均質構造の

境界から流出している。この地下水流動パターンは、不均質構造の角付近に正負のペア

の自然電位ソースを近接して発生させる。これら近接している正負の自然電位ソースは、

互いに発生させる自然電位場を打ち消しあう。その結果、水平方向に卓越した低透水性

不均質構造に起因する自然電位異常は高透水性不均質構造に起因する自然電位異常と

比較して小さくなると考えられる。 

他方、Figure 2-12bでは、高透水性不均質構造が周辺の流線を引き寄せる傾向が確認

できる。不均質構造の上流側では鉛直方向の透水構造の境界だけでなく、上下の透水構

造の境界からも不均質構造に向かう地下水流動が発生している。こうした地下水流動パ

ターンは、上流側の不均質構造境界に同じ符号の自然電位ソースを集中的に発生させる。

下流側でも同様に、不均質構造の鉛直方向および上下方向の境界から地下水が流出し、

同じ符号の自然電位ソースが発生する。これら集中的に発生した同符号の自然電位ソー

スが互いに発する自然電位場を増幅させることで、地表面でも鮮明に確認できる自然電

位異常が発生したと考えられる。この場合、自然電位ソースの分布パターンが地表面で

観測される自然電位異常の大きさに重要な役割を果たしていることは、クロスカップリ

ング係数の計算条件を変えてシミュレーションを行った場合の結果からも推察できる。

水平な高透水性不均質構造が存在する場合に発生する自然電位異常の大きさは、クロス

カップリング係数に対する高い依存性は認められない (Table 2-1 Case 2A and 2C)。不均

質構造のクロスカップリング係数は、不均質構造の境界で発生させる自然電位ソースの

大きさに影響を与える。したがって、Table 2-1 の Case 2Aの場合と 2Cの場合では、不

均質構造周辺に発生する自然電位ソースの大きさは異なる。しかしながら、地表面で観

測される自然電位異常値に大きな差異は認められない。このことは、水平な高透水性不

均質構造が存在する場合に地表面で観測される大きな自然電位異常は、不均質構造周辺

に発生する自然電位ソースの大きさ以外の要因が重要な役割を果たしていることを示

唆しており、その一つの要因として自然電位ソースの分布パターンが重要な役割を果た

していると考えることができる。 

この高透水性不均質構造による地下水流動を引き寄せる効果が自然電位分布に与え

る影響は、不均質構造の厚さを変化させた場合の自然電位異常の変化に明確に表れてい

る。低透水性不均質構造の肥厚に伴い、地表面での自然電位異常が直線的に増加する傾

向は、鉛直方向の境界に発生する自然電位ソースが不均質構造の厚さに比例して増加し

ているためであると解釈することが可能である(Figure 2-9a)。不均質構造が肥厚すると

鉛直方向の境界の面積が増大し、それに伴い鉛直方向の境界に発生する自然電位ソース

の容量が増加し、結果として自然電位異常が増加したと解釈することが可能である。 
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Figure 2-12 Streamline around the horizontal hydraulic conductivity anomaly and the 

resultant current sources of SP on the boundaries. (a) Low hydraulic 

conductivity case. (b) High hydraulic conductivity case. Note that the scales of 

legend in the case (b) are differnet from that in the case (a). 

 

他方、高透水性不均質構造の厚さの変化に伴う自然電位異常値には厚さに伴う増加が

認められないだけでなく、不均質構造の透水係数が 1×10
-4

 m s
-1の場合には厚さに伴い

減少している(Figure 2-9b)。自然電位異常は、不均質構造の厚さに対して非線形な挙動

を示している。この特性は、低透水性不均質構造の場合のように簡単に不均質構造の鉛

直方向の境界に発生する自然電位ソースの容量のみでは説明できない。この現象を説明

するために、不均質構造周辺の地下水流動パターンや自然電位ソースの大きさや分布に

着目する。不均質構造の上面に発生している自然電位ソースや鉛直方向の境界に発生し

ている自然電位ソースの大きさは、不均質構造の厚さが変化した場合でもほぼ一定量を

保っている。Figure 2-13は、不均質構造の厚さが異なる場合の高透水性不均質構造の底

面に発生した自然電位ソースの量を表したグラフである。不均質構造底面で発生した自

然電位ソースの容量は、不均質構造の厚さの減少に伴い増加している。自然電位ソース

の大きさは不均質構造の境界を横切る流量に比例するため、薄い高透水性不均質構造の
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方がより多くの地下水流動を不均質構造に引きつけていると解釈できる。不均質構造が

薄い場合には、その構造が厚い場合と比較し、地下水流動計算領域の底面で表現される、

帯水層の底面から不均質構造の底面までの領域が広くなり、この領域に存在する多くの

地下水を不均質構造内に引き寄せる。不均質構造が薄いほど、地下水流動を不均質構造

内に引きつけ、その結果底面に発生する自然電位ソースの容量が大きくなるため、高透

水性不均質構造の厚さの増加に伴い、地表面での自然電位異常が減少し、大きな影響と

して認められなくなると考えられる。この考察から、高透水性不均質構造の地下水流動

を引き寄せる影響のために、地表面で観測される自然電位異常は高透水性不均質構造の

厚さに対して低感度になっていると解釈できる。 

 

 

Figure 2-13 The distribution of SP source generated on the bottom boundary of high 

hydraulic conductivity anomaly. The distribution when the thickness of 

anomalies are 15m, 30m, 45m and 60 is plotted with different color. 

 

高透水性不均質構造が存在する場合には、常に水平方向に卓越している不均質構造が

鉛直方向に卓越した不均質構造よりも大きな自然電位異常を発生させる。他方、鉛直方

向に卓越した低透水性不均質構造による自然電位異常は、不均質構造のクロスカップリ

ング係数の算出の方法や電気伝導度の大きさが異なる場合においても、水平方向に卓越

した低透水性不均質構造に起因する自然電位異常よりも大きい。鉛直方向に卓越した不

均質構造が存在する場合には、低透水性不均質構造の方が高透水性不均質構造よりも多

くの自然電位ソースを透水構造の境界に発生させている。鉛直方向に卓越した低透水性

不均質構造が発生させる大きな自然電位異常は、高透水性不均質構造の場合に見られる

流動パターンによる自然電位ソースの分布に起因するものではなく、急激な水頭変化の

ために発生する強い自然電位ソースに起因するものであると解釈できる。この自然電位

ソースの大きさが重要な役割を果たしていることは、地表面で観測される自然電位異常

の大きさがクロスカップリング係数に依存する(Table 2-2 Case 3A and 3C)、即ち不均質

構造周辺の自然電位ソースの大きさに依存することからも推察できる。低透水性不均質
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構造は、地下水流動をせき止め、流線は大きく歪められている。この場合、低透水性不

均質構造による地下水流動への影響は、高透水性不均質構造による影響よりも大きくな

っている。それに伴い、急激な水頭変化が発生し大きな自然電位ソースが発生している

(Figure 2-14a)。鉛直な高透水性不均質構造が存在する場合、地下水流動はその不均質構

造をスムーズに通過している。水平な高透水性不均質構造が存在する場合に見られた、

周辺の地下水流動を不均質構造内に引き寄せる効果は、不均質構造の水平方向の境界の

領域が狭いため発生しておらず、流線はあまり影響を受けていない。結果として、水頭

の変化はそれほど大きなものではなく、発生する自然電位ソースも小さなものとなって

いる(Figure 2-14b)。 

 

Figure 2-14 Streamline around the vertical hydraulic conductivity anomaly and the 

resultant current sources of SP on the boundaries. (a) Low hydraulic 

conductivity case. (b) High hydraulic conductivity case. Note that the scales of 

legend in the case (b) are differnet from that in the case (a). 

 

水平方向に卓越した高透水性不均質構造が存在する場合には自然電位ソースの分布

パターンにより大きな自然電位異常が、鉛直方向に卓越した低透水性不均質構造が存在

する場合には強い自然電位ソースが存在するために各々大きな自然電位異常が発生し
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ていると解釈できる。自然電位異常が大きくなる原因はそれぞれの場合で異なると考え

られるが、自然電位異常が大きくなる場合には自然電位異常が小さな場合と比較して、

地中で地下水流動パターンが大きく乱されている傾向が認められる。したがって、地下

水流動が大きく変化する場合に大きな自然電位異常が観測されるとまとめることが可

能である。 

 

2.6 結言 

 

本章では、二次元地下水流動と自然電位分布のシミュレーションを行った。地下透水

構造の不均質構造の形状やその位置が変化した場合に地表面で観測される自然電位分

布がどのように影響を受けるのかを調べた。特に、不均質構造の周辺の地下水流動パタ

ーンに着目し、その地下水流動パターンと発生する自然電位の大きさを関連づけた。本

章の結論は、以下のとおりである。 

 地下水流動の方向に対して透水係数の不均質構造が水平方向に卓越している

場合、高透水性不均質構造が存在する場合には低透水性不均質構造が存在する場合

よりも、地表面で大きな自然電位異常を発生させる。これは、高透水性不均質構造

が周辺の地下水流動を不均質構造内に引き寄せる地下水流動パターンによるもの

であると解釈することができる。 

 高透水性不均質構造が地下水流動を不均質構造に引きつける影響により、水平

方向に卓越する高透水性の不均質構造の厚さが異なる場合でも地表面で観測され

る自然電位異常の大きさは殆ど変わらない。地表面の自然電位分布から高透水性不

均質構造の厚さを精確に推定することは困難である。 

 地下水流動の方向に対して不均質構造の形状が縦長い場合、低透水性不均質構

造は高透水性不均質構造と比較して地表面で大きな自然電位異常を発生させる。こ

の場合、高透水性不均質構造が地下水流動を不均質構造内に引き寄せる影響によっ

て自然電位異常が増大する効果はその形状のために、不均質構造の形状が水平方向

に卓越している場合と比較して小さくなる。鉛直方向の低透水性不均質構造境界に

発生した強い自然電位ソースが、地表面でも観測可能な大きな自然電位異常を発生

させていると考えられる。 

 

このシミュレーション結果からどのような地質構造が推定できるのか考察する。水平

方向に卓越した高透水性不均質構造は不均質構造の電気伝導度やクロスカップリング

係数によらず自然電位に対する感度が高いことから、例えば粘土の中に存在する砂レン

ズや礫や小石による水平なチャネルといった透水構造は、地下水流動中に存在すれば自

然電位観測により検知可能である。低透水性不均質構造でも肥厚すれば自然電位分布か
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ら検出できるが、自然電位信号全体の大きさやその異常の大きさは、観測地点での水頭

勾配や電気伝導度構造に依存する。自然電位分布から低透水性不均質構造を検出するた

めには、電気伝導度やクロスカップリング係数の構造を考慮して解析する必要がある。 

本章でのシミュレーションにより、地表面で観測される自然電位分布は地中での地下

水流動パターンに複雑に影響を受けることが明らかとなった。したがって、自然電位分

布の解析において解析結果の過大評価や過小評価を避けるために、地下水流動パターン

とその流動パターンに伴い発生する自然電位ソースの大きさや分布を再現する解析手

法が好ましいと考えられる。つまり、浸透流解析を含んだ逆解析手法が必要である。そ

こで、次章では浸透流解析を含んだ逆解析手法を開発するため、自然電位の基礎方程式

である浸透流解析および水頭と自然電位分布を結びつける 2 つの関係式の連成問題に

対する逆解析手法を開発し、自然電位分布から透水構造の推定を試みる。 
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第3章 自然電位の定常逆解析による透水構造の

推定 

3.1 緒言 

 

第 2章において，フォワードシミュレーションにより、透水性の不均質構造は地表面

で観測可能な自然電位異常を発生させうることを確認した。特に、地下水流動に対して

水平方向に卓越した高透水性不均質構造や鉛直方向に卓越した低透水の不均質構造が

観測されやすいことを確認した。更に、自然電位分布は地下水流動パターンに強く影響

されるため、解析において地下水流動パターンを考慮する必要があると考えられる。つ

まり、地下水流動パターンを再現しながら地下の状況を推定する手法が必要であると考

えられる。それに対し、現在提案されている多くの自然電位の解析手法では、地下水流

動場を再現しない。したがって、解析において地下水流動パターンが自然電位分布に与

える影響を考慮した解析ではない。地下水流動場を再現しながら地下の状況を推定する

解析手法を実現するためには、例えば浸透流解析を含む逆解析手法、即ち浸透流解析と

水頭と自然電位分布の連成問題に対する逆解析手法を行えばよいと考えられる。そこで、

本章では第一段階として、定常状態で地下水流動パターンを考慮した逆解析である、浸

透流解析と水頭と自然電位分布の連成問題に対する定常逆解析手法を新たに開発し、実

際に自然電位分布から透水構造が推定可能であるか検証する。 

自然電位分布から透水構造を推定する試みは、例えば Straface et al. (2011) によるもの

があるが、これは自然電位分布から地下水面を推定し、その推定された地下水面分布か

ら透水構造を推定する間接的な解析である。第 1章でも指摘したとおり、こうした逆解

析の場合、透水構造の推定結果は、自然電位から推定される地下水面の推定精度と、地

下水面や水頭分布から透水構造を推定する逆解析手法の特性に依存する。また、自然電

位分布から地下水面を推定する段階において、電気伝導度やクロスカップリング係数が

均質であると仮定する必要が生じることも想定される。これに対し、本研究で開発する

逆解析手法は、自然電位分布から透水構造を直接推定する。このような逆解析手法は、

Soueid Ahmed et al. (2014) や Ozaki et al.(2014) により最近開発が始まった段階であり、

その逆解析の詳細な特性については明らかにされていない。特に自然電位は、地下水流

動に対して感度がある半面、地表面で観測される自然電位は帯水層と地表面の間に存在

する不飽和層の影響を受ける。これらの論文ではその影響は考慮されておらず、不飽和

層の存在による影響は評価されていない。また、逆解析結果の信頼性に対する評価も不

十分である。 

そこで、本章ではまず、定常自然電位分布の逆解析手法を開発し、どのような透水構



44 

 

造が推定できるのかを調べる。第 2章では、地表面で観測される自然電位異常の大きさ

が、不均質構造の形状やその透水性に依存することを明らかにしたが、逆に自然電位異

常を解析した場合、観測される自然電位異常の大きさが地下透水構造の推定結果とどの

ような関係にあるのかを示す。また、第 3節では不飽和層の影響を考慮した逆解析手法

を新たに提案し、不飽和層の厚さが帯水層に比べて薄い場合には逆解析結果に与える影

響が小さいことを示す。不飽和層の影響を考慮する逆解析手法は、逆解析手法のみなら

ず、フォワード計算も非線形問題である。こうしたフォワード計算が複雑な問題に対し

て、効率的な感度分布計算手法である随伴方程式法を導入し、逆解析においてもフォワ

ード計算に含まれる非線形項の影響を考慮することが可能であることを示す。第 4節は、

本研究で開発した自然電位の逆解析結果における信頼できる範囲を明らかにするため、

統計的逆解析手法を導入し電極の配置のパターンや電極の配置密度により、解析結果の

信頼性がどのように変化するのかを調べる。第 5節では、定常自然電位逆解析手法をア

メリカ合衆国アイダホ州の Boise Hydrogeophysical Research Site (BHRS)で実際に取得さ

れたデータに対して適用する。得られた結果と、一般的な透水構造推定手法であるトラ

ンジェントハイドロリックトモグラフィ(Transient Hydraulic Tomography) やスラグテス

トにより得られた結果を比較することで実際に自然電位分布から透水構造を推定でき

ることを示す。ただし、自然電位分布の定常解析には多くの問題がある。そこで、本章

の結言として自然電位の定常逆解析による透水構造推定の問題点を提起する。 

 

3.2 自然電位分布の定常解析 

3.2.1 基礎方程式 

 

まず初めに、飽和定常問題に対する自然電位分布の逆解析手法の理論を記述する。こ

のとき、基礎方程式は、第 2章の Equation 2-8、Equation 2-11および Equation 2-12 で記

述される。これら、基礎方程式に有限要素モデリングを行うと、以下の２つの式を得る

ことができる。 

 
)()( KQHKM gwgw   Equation 3-1 

 
HLMΦM coupe )()(    Equation 3-2 

ここで，Mgw, Me および Mcoupは各々基礎方程式 Equation 2-8の左辺、Equation 2-11の左

辺および Equation 2-12の右辺に有限要素モデリングを行い得られる行列であり、H、Qgw

および Ф は各々水頭分布、地下水流動ソースおよび自然電位分布をベクトル表記した

ものである。 

本研究では、Tikhonov 正則化法を用いて目的関数 U を定義する。透水構造を推定す
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るために目的関数を透水係数 Kで最小化した。自然電位と透水係数は、Equation 3-1お

よび Equation 3-2から、以下の式で記述される。 

 
)()(1)(1)( KQK

gw
ML

coup
M

e
MΦ gw

   Equation 3-3 

したがって、目的関数は、以下の式で定義される。 

 2
2

))()(1)(1)(( CKKQK
gw

ML
coup

M
e

MWΦU kgwobsobs    
Equation 

3-4 

ここで、Φobs は観測データ、Wobsはフォワードオペレータである Equation 3-3から観測

点でのデータを選択するオペレータ、λk はハイパーパラメータ、 C はスムースネス制

約である。 

第一段階として、透水係数が電気伝導度やクロスカップリング係数と独立であると仮

定した逆解析を行う。この場合、自然電位分布の透水構造に対する感度行列は、以下の

式で記述される。 

 

K

H
L

coup
M

e
M

K

Φ







)(1)(  

Equation 3-5 

 

ここで、∂Φ/∂K を求める最も単純な手法の一つとして、Equation 3-2 中の行列 Me の対

称性を利用して、観測点に大きさ 1のソースを配置し、そのときに計算される電場ベク

トルを Mcoupと掛け合わせ、更に別途計算された∂H/∂K と掛け合わせることで計算する

方法がある。∂H/∂Kは、Equation 3-1の両辺を Kで微分し得られる数式、 

 

K

KQ

K

H
K

gw
MH

K

K
gw

M
gw













 )(
)(

)(
 Equation 3-6 

を解くことで得られる。この直接的な感度分布計算手法以外の効率的な計算方法として、

後述する随伴方程式を用いた手法がある。 

自然電位分布から透水係数を推定する逆解析手法は、非線形逆解析である。したがっ

て、初期モデルを準備し、繰り返しモデル修正を行う逆解析となる。逆解析の行程をま

とめたものを Figure 3-1に示す。本研究では、推定される透水係数が正の値になること

を保証するため変数変換を行い、透水係数の常用対数 mkの分布を推定した。
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Figure 3-1 General inversion process used in this study. Most of my inversion schemes in 

this study are based on conventional Gauss-Newton method. The inversion of 

SP for the estimation of hydraulic conductivity structure is nonlinear inversion 

and iterative model modification process is employed in this study. 

 

3.2.2 逆解析に用いたテストモデルと入力データ 

 

本節では、数値計算により自然電位分布を求め、得られた自然電位分布を逆解析する

ことで、フォワード計算に用いた透水構造モデルの再構築を試みる。Figure 3-2は、逆

解析テストに用いたモデルである。第 2章でフォワードシミュレーションにより感度分

布を調べたモデルと類似した 40 m × 70 mの鉛直方向および 200 m × 25 mの水平方向に

卓越した透水性の不均質構造を含むモデルを用いて逆解析のテストを行う。第 2章と同

様にモデルの底面を標高 0mとする。逆解析のテストには、各々の不均質構造モデルに

対し、低透水性および高透水性不均質構造を含む地下透水構造モデルを用いる。地下水

計算の境界条件は、第 2 章と同じく幅 50m の固定水頭境界条件を上流側および下流側

の地表面に与え、それ以外の境界条件は、ノイマン境界条件として計算を行った。地下

水流動を計算する領域は、10 m × 1 mの長方形メッシュを用いてモデリングを行った。

電位の計算領域は、第 2章と同様に地下水流動の計算領域から水平方向および深度方向

に遠ざかるにつれて 5グリッド毎に 2倍ずつメッシュの水平方向の長さおよび鉛直方向

の長さを増加させるメッシュを用い、地表面ではノイマン境界条件を、それ以外の境界

では、電位 0のディリクレ条件を用いた計算を行った。本節では、電気伝導度の構造は

0.01S m
-1 の一様構造を仮定している。また、クロスカップリング係数に関しても、

1.0×10
-4

 A m
-2の一様な構造を仮定し、第 2章で記載した透水係数とクロスカップリング

係数の関係を考慮していない。透水性の不均質構造には高透水性不均質構造として

1.0×10
-4 

m s
-1の透水係数を、低透水性不均質構造として 1.0×10

-8
 m s

-1の透水係数を与え

た。全域の透水係数は、1.0×10
-6

 m s
-1を与えている。 
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Figure 3-2 Two kinds of test model for the SP inversion. High and low hydraulic 

conductivity anomaly are buried in the anomalies. The altitude of the bottom 

of model is set to 0m. The hydraulic conductivities in the heterogeneities are 

set to 1.0×10
-4

 m s
-1

 and 1.0×10
-8

 m s
-1

. The hydraulic conductivity in the 

background is 1.0×10
-6

 m s
-1

. 

 

Figure 3-3は、透水構造に Figure 3-2で示されたモデルを用いて計算した自然電位分布

である。これらの自然電位分布を、逆解析の入力データとして用いる。各々のグラフで、

実線は透水構造が均質な場合の自然電分布、破線は透水性不均質構造が存在する場合の

自然電位分布、点線が不均質構造の存在する場合の自然電位分布にノイズを加えた自然

電位分布である。これら自然電位分布は、第 2章のフォワード計算による計算と同様の

計算条件下で求められたものであり、その特徴は第 2章で説明したとおり、水平方向に

卓越した高透水性不均質構造や鉛直方向に卓越した低透水性不均質構造が存在する場

合に特に大きな自然電位異常が発生している。これらの自然電位分布データに対し逆解

析を適用することで、透水性の不均質構造による自然電位異常の大きさが推定結果に及

ぼす影響やノイズの逆解析結果への影響の評価を行う。 
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Figure 3-3 Input SP data for the inversion. SP responses on the ground surface when the 

heterogeneity of the hydraulic conductivity in the model Figure 3-2 (a) is high 

(a) and low (b). SP responses when the anomaly of hydraulic conductivity in the 

model Figure 3-2 (b) is high (c) and low (d). Data without noise and with noise 

are plotted with dashed and dotted lines, respectively. 
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3.2.3 逆解析結果 

 

逆解析では、第 3章第 2節で記述した関数 Equation 3-4をガウス・ニュートン法で最

小化することで透水構造の推定を行った。この逆解析は、非線型逆解析であるために、

初期モデルに対しモデル修正を繰り返し行う作業が必要となる。初期モデルとして、

1.0×10
-6

 m s
-1の一様な透水構造を用いた。また、先見情報として、一様な 1.0×10

-4
 A m

-2

のクロスカップリング係数と 0.01 S m
-1の電気伝導度構造を与えた。これらのパラメー

タは逆解析中に変更しない。特に、電気伝導度分布は自然電位の逆解析で推定を行わな

くても、自然電位分布観測と同時に電気探査や他の電磁気探査を行うことで別途に推定

可能である。したがって、本研究はこのような観測条件下で得られたデータセットに対

して逆解析を行うものと仮定する。この逆解析では、観測された自然電位分布と逆解析

による推定モデルから計算された自然電位分布との誤差を計算するために、フォワード

計算のプロセスを解析に含む。涵養および湧水での流量も先見情報として逆解析に与え

た。入力データを計算した際と同じメッシュを逆解析にも使用した。 

通常、観測により得られる自然電位分布データは、地下水流動による自然電位以外の

電位によるノイズが混入している。例えば、地中に存在するパイプの劣化による酸化還

元電位は、自然電位データを汚染する原因の一つと考えられる。また、温度変化による

電極のドリフトも自然電位分布へのノイズとなる。この電極によるドリフトは、銀－塩

化銀電極では、 0.2 mV °C
-1

 (Rizzo et al., 2004) 程度であることが知られており、自然電

位観測と気温を同時観測することでデータを補正することができる。他方、酸化還元反

応による自然電位異常は、数百 mV にもなる場合があり、抽出したい地下水流動による

自然電位信号よりも遥かに大きい場合がある。例えば、ゴミの埋め立て場において数百

mV の自然電位異常が観測された例がある(Naudet et al., 2004)。ただし、この地中での

酸化還元反応によるノイズは、時間変化する地下水流動とその変化に伴って時間変化す

る自然電位分布に着目することである程度取り除くことが可能である。 Rizzo et al. 

(2004) は、注水試験によって発生する自然電位分布の時間変化に着目することで、酸

化還元反応にる空間的な自然電位の変化が 100mV 程度も発生している悪条件下におい

て、地下水流動に伴う数 mV 程度の自然電位分布を抽出することに成功している。した

がって、地下水流動にともなって発生する自然電位の解析におけるノイズレベルとして

は、数 mV 程度のものを仮定すればよいと考えられる。したがって本研究では、逆解析

結果へのノイズの影響を評価するにあたり標準偏差 5mV のホワイトノイズを与えたデ

ータの逆解析を行いノイズの影響を評価する。 

Figure 3-4と Figure 3-6 は、各々Figure 3-3 の自然電位分布を入力データとして逆解析

を行った結果である。Figure 3-4はノイズの影響を考慮しない場合の結果を示し、Figure 

3-6 はノイズの影響を含む結果を示す。各々の結果の図中の破線は、不均質構造を配置

した実際の位置を示している。逆解析は、RMS の値が変化しなくなった場合、または
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モデル修正の繰り返し回数が 5 回を超えた場合に逆解析が収束したとして終了した。表

示した結果は全てモデル修正を 5回行った場合の結果であり、最終的な RMS の値は、

ノイズを考慮した上で、水平方向に卓越した高透水性および低透水性不均質構造モデル

の場合に各々1.5 mV, 1.8 mV であり、鉛直方向に卓越した高透水性および低透水性不均

質構造モデルの場合に各々 1.2 mV と 1.6 mV であった。  

 

1. ノイズを加えていない場合の結果 

 

Figure 3-4(a)は、水平方向に卓越した高透水性不均質構造の影響を受けた自然電位分

布を入力に用いた場合の逆解析結果である。逆解析により再現される透水構造には、実

際に高透水性不均質構造を配置した周辺に高透水性不均質構造が精確に再現されてい

る。推定された高透水性の領域は、実際に高透水性不均質構造が存在する領域よりも広

い範囲を示している。高透水性不均質構造は地表面から現れ始め、逆三角形の形状をし

ている。これは、自然電位分布の透水構造に対する感度分布を反映したものであると考

えられる。自然電位分布の透水構造に対する感度分布は、地表面から深度方向に向かっ

て徐々に減少していく分布を示している。水平方向では、斜面の中央付近（水平方向

400m）付近で感度が最も高くなる。逆解析により推定された結果は、この感度分布の

影響を受けたために、逆三角形の形状を示していると考えられる。高透水性不均質構造

に加え、推定された高透水性の不均質構造の周辺に 2つの偽像が水平方向 200mおよび

500m地点の標高 25m付近に現れている。これらの偽像は、繰り返し回数が 3回を超え、

推定される高透水性の構造の最大値が 3.5×10
-5

 m s
-1よりも高透水となった場合に現れ

ている。これは、モデル制約条件にスムースネス制約を使用しており、この制約による

フィルタリングノイズが現れていると考えられる。推定される不均質構造の値は、推定

される不均質構造の領域が実際のモデルで与えた不均質構造の領域よりも広い範囲に

推定されることに伴い、小さな値となっている。これは、スムースネス条件により滑ら

かな構造を推定するように強制しているためであり、小さい値の異常を広範囲に推定す

ることにより、この制約条件が満たされるからである。 

Figure 3-4(b)は、入力した自然電位データが低透水性不均質構造の影響を受た場合の

逆解析結果である。逆解析により得られる結果には、殆ど低透水性不均質構造が推定さ

れていない。推定された低透水性の領域は、実際のモデルの低透水性の領域よりも小さ

く、その深度は実際の深度よりも深い位置を示している。推定される不均質構造と全域

との透水係数の差は、高透水性の場合と比較して小さくなった。  

Figure 3-4(c)は、鉛直方向の高透水性不均質構造の影響を受けた自然電位データを入

力した場合の逆解析結果である。逆解析結果では、高透水性不均質構造は、真の不均質

構造の上面付近のみが推定されている。他方、低透水性不均質構造の影響を受けた自然

電位分布を解析した場合は、真の不均質構造よりも広く、かつ深度が深くなるにつれて
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幅広となる低透水性の構造が推定されている(Figure 3-4d)。この場合も、水平方向に卓

越した高透水性の不均質構造の逆解析結果と同様に、初期モデルでの感度分布の影響を

受けていると考えられる。この場合には、推定される低透水性不均質構造が全域の透水

係数と比較して 10 倍以上低い場合でも、フィルタリングノイズである高透水性の偽像

は見られなかった。 

 

 

Figure 3-4 The cross section of inversion results estimated from the synthetic data without 

noise. The inversion results from the SP profile affected by horizontal high (a) 

and low (b) hydraulic conductivity anomaly. The inversion results from the SP 

profile affected by vertical high (c) and low (d) hydraulic conductivity anomaly. 

The dashed lines indicate the exact location of hydraulic conductivity anomalies. 
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Figure 3-5(a)と(b)は、Figure 3-4(a)および(b)で示された推定された透水係数の標高

57.5m での水平方向の変化を示したグラフと水平距離 400m での鉛直方向の変化を示し

たグラフである。灰色で塗られた部分は、透水係数の不均質構造の位置と大きさを示し

ている。水平方向に卓越した高透水性のモデルを推定した場合、推定された透水係数の

最大値は 標高 57.5m 水平距離 400m の地点において 3.6×10
-5 

m s
-1であり、実際に与え

た値のほぼ半分の値まで再現されている。水平方向の変化に関して、推定された透水係

数は、真の不均質構造の位置で高い値を示している。鉛直方向の変化では、真の不均質

構造の内側だけでなくその外側にも高透水性不均質構造が推定されている。これは、ス

ムースネス制約による影響であると考えられる。しかしながら、最も高透水性の値は、

真の不均質構造の内側に推定されている。  

水平方向に卓越した低透水性不均質構造の推定結果において、最も低透水性の不均質

構造が現れた場所は水平距離 455m標高 47.5 mであり、その値は 5.5×10
-7

 m s
-1

 であっ

た。水平方向および鉛直方向の両方の変化において、実際に不均質構造が存在する付近

で推定された透水係数は、与えたモデルと比較して、全域の透水係数と不均質構造内の

透水係数の差が小さい。  

Figure 3-5 の(c-d) は、Figure 3-4 の(c-d)での水平方向および鉛直方向の透水係数の変

化を表したグラフである。水平距離 400mでの鉛直方向の透水係数の変化と、標高 57.5 

m、 37.5mおよび 17.5 m 地点での水平方向の透水構造の変化のグラフであり、各々、

点線・破線・実線で不均質構造が存在する 300mから 500m付近の変化が表されている。

高透水性不均質構造モデルを用いた推定結果において、モデルに与えた透水性の不均質

構造は周辺よりも 100倍高いものであるが、推定結果には鉛直方向および水平方向の透

水性の変化はあまり見られない。鉛直方向および水平方向の両方において、透水構造が

全く再現されていない。  

鉛直方向に卓越した低透水性不均質構造を推定した結果において、実際に不均質構造

が存在する水平方向 380m から 420m の位置で、全ての深度において背景の構造よりも

低透水性の値が推定されている様子が捉えられている。標高が高くなり観測位置である

地表面に近づくにつれて、真の不均質構造が存在する周辺では、透水係数のなだらかな

水平方向の変化がより低い透水係数の値に変化していく様子が捉えられている。最も低

く推定された透水係数の値は、1.7×10
-7

 m s
-1

 であり、実際に与えた不均質構造の透水係

数よりも約 10 倍程度高い透水係数が推定されている。鉛直方向の変化においては、最

も低い透水係数は、真の不均質構造の内側である標高 48.5 m の位置に推定されている。 
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Figure 3-5 The horizontal and vertical variations of estimated hydraulic conductivity 

structure. The horizontal variation at the height of 57.5m and the vertical 

variation at the horizontal location of 400m are shown when the shape of 

heterogeneity is horizontal. High (a) and low (b) hydraulic conductivity 

anomaly cases. The horizontal variations at the height of 57.5m, 37.5m and 

17.5m and the vertical variation at the horizontal location of 400m are shown 

when the shape of heterogeneity is vertical. High (c) and low (d) hydraulic 

conductivity anomaly cases. 
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2. ノイズを加えた場合の結果 

 

ノイズが逆解析に与える影響を評価するため、シミュレーションにより計算した自然

電位分布にノイズを加えた場合の自然電位データに対しても逆解析を行った。Figure 

3-6にその結果の断面図を Figure 3-7に鉛直方向および水平方向の変化をグラフにした

ものを示す。これらの結果から、ノイズを加えていない理想的な場合と比較しても、あ

まり結果が変わらない様子が確認できる。 

 

 

Figure 3-6 Inversion results estimated from the synthetic data with noise. 
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Figure 3-7 The horizontal and vertical variations of estimated hydraulic conductivity from 

the SP data contaminated by noise. 

 

これらの結果より、自然電位の逆解析結果はノイズに対してロバストである。また、

自然電位の逆解析結果はノイズの様なランダムな小さなシグナルに対して像を作らな

いだけでなく、水平方向に卓越した低透水性の不均質構造が存在する場合や鉛直方向に

卓越した高透水性の不均質構造が存在する場合のような地下の不均質構造による自然
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電位異常が小さい場合にも像を作らない。小さな自然電位異常しか発生させることがで

きない構造は、ノイズの有無に拘わらず推定することは困難である。 

本研究では、透水構造のみに不均質構造を与えたモデルだけでなく、電気伝導度やク

ロスカップリング係数に不均質構造を与えた場合についても同様の逆解析テストを行

った。自然電位分布に影響を与えるこれらのパラメータの不均質構造は、逆解析にも影

響を与える。ただし、電気伝導度構造やクロスカップリング係数は、電磁気探査を用い

た比抵抗調査や岩石サンプルによる測定実験や岩石物理学による関係式を用いること

で予めその構造を予測可能であるため、電気伝導度の分布やクロスカップリング係数の

分布は既知であるとして逆解析テストを行った。得られた結果は、Figure 3-4、Figure 3-5、

Figure 3-6 および Figure 3-7 と同様な結果を得ることが出来た。電気伝導度やクロスカ

ップリング係数に不均質構造がある場合でも、これらの情報が与えられれば、透水構造

を精確に推定することが可能であることが確認できた。 

 

3.2.4 まとめ 

 

これらの逆解析結果は、地表面で観測された自然電位分布は透水性の不均質構造に対

して感度があるだけでなく、実際に透水構造やその値が推定可能であることを示唆して

いる。特に、第 2章で示した自然電位分布に大きな影響を及ぼす水平方向に卓越した高

透水性の不均質構造や鉛直方向に卓越した低透水性不均質構造は、自然電位分布から透

水構造を精確に推定できることを確認できた。さらに自然電位分布の逆解析結果は、ノ

イズに対してロバストであることも確認できた。これらの結果より、自然電位法は地下

の透水構造を推定するのに相応しい手法である。 

他方、小さな自然電位異常しか発生させることしかできない、水平方向に卓越した低

透水性不均質構造や鉛直方向に卓越した高透水性の透水構造は、データにノイズが含ま

れない場合でも推定することが困難であった。これは、これらの透水構造が発生させる

小さな自然電位異常は、テストモデルで与えた透水構造だけでなく他の構造でも再現で

きる、逆解析問題の解の非一意性に起因すると考えることができる。今回の逆解析テス

トでは、一様構造の初期モデルを与えているが、水平方向に卓越した低透水性不均質構

造や鉛直方向に卓越した高透水性不均質構造が発生させる小さな自然電位異常は、テス

トモデルで与えた透水構造だけでなく、一様構造に近い透水構造からでも十分に発生さ

せうることを意味している。 

本手法を実データに適用するためには、電気伝導度や流動電位係数の不均質構造も考

慮する必要がある。自然電位観測と電磁気探査の同時実施や、第 2章第 3節で示した透

水係数とクロスカップリング係数の関係式を逆解析に組み込むことにより、電気伝導度

分布やクロスカップリング係数に不均質構造が存在する場合においても、本手法を適用

できると考えられる。 
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3.3 不飽和層の影響を考慮した逆解析手法 

自然電位法は地中の地下水の状況を帯水層に観測井を掘削することなく、地表面の電

位分布から予測することができる。しかしながら、地表面から地下水面の間には不飽和

層が存在している。この不飽和層中でも地下水面に向かって流れる地下水流動が発生し

ている。地表面で観測される自然電位は、帯水層中の地下水流動だけでなく、この不飽

和層での地下水流動による電位の影響も受けている(Allègre et al., 2010)。地表面で観測

される自然電位分布から地下水理パラメータを精確に推定するためには、この不飽和層

による自然電位分布への影響の評価や除去の必要がある。そこで、本節では不飽和層の

影響を考慮した逆解析を開発し、不飽和層が逆解析結果に与える影響を評価した。 

 

3.3.1 不飽和特性を考慮した基礎方程式 

 

不飽和層の影響を考慮した自然電位分布は、飽和・不飽和浸透流解析の基礎方程式と

クロスカップリング係数の飽和度による影響を考慮した電位と水頭の関係式の２式で

記述される。電気伝導度も、修正アーチーの式(Archie, 1942)で表されるように、飽和度

の影響を受けることが知られているが、本研究では電気伝導度分布は電気探査や他の手

法により予め推定できると仮定するため電気伝導度分布は既知であるとし、その飽和度

に対する影響を考慮しない。したがって、不飽和層の影響を考慮した定常問題での基礎

方程式は、以下の２式となる。 

   0)(  gwqhK
w

S
r

k  Equation 3-7 

 
0))()(())((  hL

w
S

r
L  Equation 3-8 

ここで、krは、相対浸透率で Lrはクロスカップリング係数の不飽和特性で各々飽和度の

関数として表される。本節では、浸透流解析における不飽和特性に、Van Genuchten モ

デル(van Genuchten, 1980)を使用する。Van Genuchtenモデルでは、飽和度および相対浸

透率は以下の式で記述できる。 

 
vgvg
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 ))(1(   Equation 3-9 

 
2))/11(1( vgvgvg

mm
e

Sl
e

S
r

k   Equation 3-10 

ここで、Seは有効飽和度、Ψ は負圧の水頭、αvgは水頭の逆数の次元を持つパラメータ、

mvgおよび nvgは無次元パラメータで mvg=1-1/nvgの関係がある。本研究では、lvg=0.5 と

した場合のパラメータを使用している。lvg=0.5 という条件は、多くのサンプルに対して
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最も良い適合度を与える値として知られている (小杉, 2007)。 

クロスカップリング係数の不飽和特性 Lr は、近年その観測や理論的な研究が盛んに

行われている。Allègere et al. (2012) による観測や Jougnot et al. (2012) によるシミュレ

ーションによる研究によりその特性は明らかになりつつある。こうした現在提案されて

いるモデルのうち、本研究では、室内実験で観測されたものとシミュレーションよる結

果の整合性が高い Linde et al. (2007)によるモデルを採用する。このモデルにおけるクロ

スカップリング係数の不飽和特性は、相対浸透率と飽和度を用い、以下の式で記述され

る。 

 

w
S

r
k

r
L   Equation 3-11 

ここで、Swは飽和度であり、有効飽和度 Seと残留飽和度 Srを用いて、Sw=Sr+Se(1-Sr)と

記述される。Figure 3-8 は、これら不飽和特性を表すグラフである。このモデルは、間

隙流体中のイオン濃度が飽和度に反比例するという条件を与え、間隙内の流体の移動、

イオンの拡散および電磁場伝搬を解き、均質化法を用いてアップスケールして得られた

式である (Revil et al., 2007)。 

 

Figure 3-8 The characteristics of unsaturated zone. Relationship between saturation and 

capillary pressure (a and b). Graphs of Equation 3-9 with various values of mvg 

(a) and αvg (b) are shown. The relationship between saturation and relative 

permeability (c) and relative steaming current coefficient (d).  
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3.3.2 Picard Iterationによる飽和・不飽和浸透流解法 

 

本節においても、自然電位分布を計算するにあたり、Equation 3-7を解いた後 Equation 

3-8を解く弱連成解法を採用する。Equation 3-7では、水頭分布を計算するために必要な

相対浸透率が、水頭の値を必要とする非線形型の問題となっている。Equation 3-7を行

列形式で記述すると、以下の式となる。 

 
0),(  gwgw qhhKM  Equation 3-12 

ここで、解くべき行列Mgwは、飽和透水係数および飽和度、すなわち求めるパラメータ

である水頭の関数であることを示している。また、qgw は地下水ソースである。この方

程式を解くためには、適当な初期水頭分布 hoを設定し、Equation 3-12 が満たされるよ

う、ニュートン法などを用いて繰り返し水頭分布を修正する計算プロセスが必要となる。

i ステップでの Equation 3-12は以下となる。 
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ここで、eiは、iステップ目での Equation 3-12 に対する残差である。水頭分布を δhiだけ

変化させた i+1 ステップ目では、Equation 3-13 は以下となる。 
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この式の左辺をテイラー展開し、微小変動量の二次以上の項を無視すると、 
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3-15 

となり、式の残差を 0として、方程式を解くと修正量 δhを求めることができる。 
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 Equation 

3-16 

Equation 3-16 により得られた δhiより、hi+1=hi+δhiとして i+1 ステップでの水頭分布を

求めることができる。これを残差が十分小さくなるまで繰り返すことで、非線形フォワ

ード問題を解くことができる。ニュートン法では、i+1ステップでの水頭分布を求める



60 

 

ために、i ステップ目の行列を水頭で微分する必要があり、計算が煩雑になる欠点があ

る。そこで、ニュートン法よりも収束は劣るが、より簡潔な解放である Picard Iteration

法を用いる。Picard Iteration 法では、ニュートン法で必要な微分項を無視する。したが

って、求める水頭は以下の式を繰り返し解くことで計算することができる。 

 
0

1
),( 

 gwgw q
i

h
i

hKM  Equation 3-17 

繰り返しは、 

 
0

1


 i
h

i
h  Equation 3-18 

を満たした場合に計算を終了する。 

 

3.3.3 随伴方程式法を用いた効率的な感度行列の計算手法 

 

不飽和層の影響を考慮した場合の逆解析においても、Equation 3-5 で示される感度行

列が必要となる。不飽和層の影響を考慮した場合には、Equation 3-7および Equation 3-8

の両方の基礎方程式において飽和度の影響を考慮する必要があり、第 2節で行った感度

分布の計算手法では非常に複雑なものとなる。感度分布の計算を簡潔に行うため、本節

では随伴方程式法を用いた。本節での随伴方程式を用いた感度行列の導出計算手法は、

Li and Yeh (1998)や Sun and Yeh (1992)に基づくものである。 

随伴方程式法では、まず基礎方程式を、感度分布を求めたい対象のパラメータで微分

した式を用意する。本研究では、透水係数に対する感度分布を求めるため、Equation 3-7

および Equation 3-8 を透水係数の常用対数 mkで微分する。Equation 3-7 および Equation 

3-8を mkで微分すると以下の式となる。 
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3-19 
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Equation 

3-20 

ここで、相対浸透率とクロスカップリング係数の不飽和特性は各々水頭の関数である。

したがって、これらの透水係数に対する微分は、各々の不飽和特性の水頭に対する微分

値と水頭の透水係数に対する微分値から連鎖率を用いて記述している。また、本節では

第 2節で考慮しなかった透水係数とクロスカップリング係数の関係を考慮する。したが

って、∂L/∂mkは 0としない。 

Equation 3-19 に、随伴方程式の解となる関数 w1を乗じ、空間領域全体で積分し、ガ

ウス・グリーンの定理を適用すると、以下の式となる。 
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Equation 

3-21 

 

ここで、境界積分で示された項に関して考える。Equation 3-21 中の境界積分のみをまと

めると以下の式となる。 
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3-22 

 

Equation 3-7の境界条件が以下の条件を満たすとする。 

 

1


 qhK
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Equation 3-23 
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 xhh  
Equation 3-24 

 

21
  

Equation 3-25 

 

ここで、Equation 3-23および Equation 3-24 は、各々の境界領域 Γ1でノイマン型境界条

件が、Γ2でディリクレ型境界条件が満たされることを示している。Equation 3-25 は、す

べての境界領域がノイマン型境界条件かディリクレ型境界条件で記述されることを示

している。Equation 3-23および Equation 3-24 は、境界条件であるため各々mkで微分す

ると 0となる。 
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Equation 3-26および Equation 3-27を Equation 3-22 に代入すると、Equation 3-22の右辺

第一項は、Γ1で 0となり、第二項は Γ2で 0となる。したがって、Γ1において w1=0 とし

Γ2において、krK∇w1=0が満たされるよう w1の境界条件を設定すると Equation 3-22 は 0

となり、Equation 3-21 は、以下が成立する。 
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Equation 

3-28 

同様に Equation 3-20 に、随伴方程式の解となる関数 w2をかけて、空間領域全体で積分

し、ガウス・グリーンの定理を適用すると、以下が成立する。 
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 Equation 3-29 

ここで、 

 
 dVKhGP ),,(   Equation 3-30 

となる関数を考える。Equation 3-30 を透水係数の常用対数 mkで微分すると、水頭 h お

よび自然電位 φは透水係数の関数であることより連鎖率を用い、以下が成立する。 
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Equation 3-31 

 

Equation 3-28、Equation 3-29、Equation 3-31を足し合わせると、以下となる。 
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ここで、G=φ(x)δ(x-xr)、xrは観測点の位置とすると P=φ(x=xr)であり、Equation 3-31 の左

辺は∂φ/∂m(x=x)となり感度行列そのものである。また、∂G/∂φ=δ(x-xr)と∂G/∂h=0 を満た

す。δ(x)は、ディラックのデルタ関数である。ここで、Equation 3-32 中の第二項および

第三項の括弧の中の数式を 0とした以下の式が随伴方程式であり、最終的な感度行列の

式は以下のとおりである。 
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3-33 
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Equation 

3-34 
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Equation 

3-35 

 

ここで Equation 3-35 の右辺第一項が自然電位分布の透水係数に対する直接の影響であ

り、第二項は、クロスカップリング係数が透水係数の値によって変化することによる自

然電位分布への影響を示している。本研究では、クロスカップリング係数と透水係数の

関係として第２章で説明した Equation 2-16、Equation 2-17および Equation 2-18を使用す

る。これらの微分方程式より、随伴方程式を用いた感度分布の計算では、 

 

1. フォワード計算を行う 

2. 観測点の回数分 Equation 3-33を解く 

3. フォワード計算から得られた水頭 h と一つ目の随伴方程式から求められた w1を用

いて観測点の回数分 Equation 3-34 を解く 

4. これら一連の計算から得られた水頭 h および随伴方程式の解 w1と w2から Equation 

3-35を用いて感度行列を求める 

 

というプロセスで得られる。第 2節で説明した直接的な計算方法では、解く連立方程式

の形は Equation 3-6 とは若干異なるものであるが、箇条書きの 3ステップ目で、モデル

パラメータ数の連立方程式を解く必要があった。それに対し、随伴方程式法では 3ステ

ップ目では、観測点数のみ連立方程式を解けば十分であるため、非線形問題かつ連成問

題の感度行列を簡潔な方程式を解くことで求められるだけでなく、非常に計算効率の高

い方法である。なお、不飽和層の影響を考えない場合の随伴方程式および感度分布の計

算では、Equation 3-34 の左辺第一項と第三項は常に 0となり、krおよび Lrを 1とすれば

よい。 
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3.3.4 不飽和層の影響を考慮した逆解析のためのテストモデルおよび入力デー

タ 

 

Figure 3-9(a)は、不飽和層の逆解析への影響を調べるために用いた地下透水構造モデ

ルである。第 2節で自然電位分布から推定できることが明らかとなった鉛直方向に卓越

した低透水性不均質構造と、水平方向に卓越した高透水性不均質構造を含むモデルをテ

ストに用いた。地表面を 0mとし、地表面からの深度を縦軸で示している。本節でも第

2 節と同様に、地下透水モデルから数値計算を用いて自然電位分布を計算し、得られた

自然電位分布からテストに用いた透水構造モデルの再構築を試みた。不飽和層の影響を

考慮して計算された自然電位分布に対し、不飽和層の影響を考慮した逆解析と不飽和層

の影響を考慮しない逆解析を適用し、不飽和層の存在を無視した場合に発生しうる推定

結果への影響を調べた。 

本節では、揚水に伴う自然電位分布を入力データとして用いた。揚水井戸は、Figure 

3-9(a)において、X=0、Y=0 、深度 2m から 10m の地点に存在しており、 毎秒 0.1L で

の揚水におけるシミュレーションを実施した。モデルの境界の深度 2mの位置のノード

に標高と同じ値の固定水頭を与える静水圧境界条件を与えてシミュレーションを行っ

ている。それ以外の境界領域には、条件を与えずシミュレーションを行った。Equation 

3-9、Equation 3-10および Equation 3-11中の不飽和特性に関するパラメータは、一様に

nvg=0.6、αvg＝3に設定している。これらのパラメータの不均質構造に対する評価は行わ

ず単純に不飽和層の存在が逆解析結果に及ぼす影響のみを評価する。電気伝導度は一様

に 0.0025S m
-1に設定した。実際には、不飽和層において飽和度が低下し一様構造は仮

定できないが、本研究では電気伝導度は電気探査や電磁探査などの他手法により推定で

きるものと仮定するために、その不均質構造の評価は行わない。 

Figure 3-9(b)は、上述した条件下で計算された飽和度の分布を表している。揚水試験

のシミュレーションを行っているため、井戸に向かって円状に地下水面が低下している。

また、高透水性不均質構造が存在するため、X軸の負の方向において地下水面が下がり、

深度 2mの位置において飽和度が低下している。 

Figure 3-10は、地表面での自然電位分布である。揚水に伴う電位分布であるため、井

戸から同心円状に電位の減衰が認められる。ただし、透水性に不均質構造が存在するた

めに、完全な同心円上ではない。本節では、この地表面で計算された、二次元的にマッ

ピングされた自然電位データを入力に用いる。データは 4m間隔で観測されたものであ

り、データ数は 441個である。また、逆解析には揚水量、電気伝導度分布、不飽和特性

パラメータを先見情報として与え逆解析を行った。 
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Figure 3-9 (a)3D hydraulic conductivity model for the evaluation of the effect of 

unsaturated zone on the inversion results. Both high and low conductive zones 

are buried in the model. The well for the pumping is located on the center of the 

model (X=0,Y=0,Z=2~10) and the pumping rate for the simulation is 0.1 L s
-1

. 

The z axis shows the depth from the ground surface. (b) The distribution of 

saturation calculated from the hydraulic conductivity model and the pumping 

rate. Due to the high conductive anomaly, low saturation zone appears at the 

height of 18m toward minus X direction. 
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Figure 3-10 The SP distribution calculated on the ground surface. The number of data is 

441. The interval of measurement points is 4m. This SP on the ground surface 

is distorted due to the subsurface anomaly of hydraulic conductivity. This SP 

map is inputted to the inversion considering and not considering the effect of 

unsaturated zone for the comparison of results. 

 

3.3.5 不飽和層の影響を考慮した場合の逆解析結果 

 

Figure 3-11左図は、不飽和層の影響を考慮した逆解析による地下透水構造の推定結果

で、右図は不飽和層の影響を無視した場合の推定結果である。不飽和層の影響を無視す

る場合の解析では、不飽和領域も飽和領域と同じラプラス方程式が成立するものとして

解析を行った。どちらの結果も鉛直方向に卓越した低透水性不均質構造および水平方向

に卓越した高透水性不均質構造が精確に推定されている。不飽和層による影響の考慮の

有無に関わらず、推定される透水性の不均質構造の形状に大きな差異は認められない。

また、推定される透水係数の値においても互いの結果に大きな差異は認められない。た

だし、不飽和層の影響を無視した場合には、X 方向-40m付近の深度 4mから 8mにかけ

て低透水係数の偽像が発生している。また、X 方向 40m、Y 方向-40mおよび 40mの深

度 12m から 16m にかけて高透水性の偽像が発生している。これらの結果より、不飽和

層の厚さが飽和層の厚さに対してそれほど厚くない場合には、定常解析において不飽和

層の存在は大きな影響を及ぼすことはないものと考えられる。 
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Figure 3-11 The inversion results of hydraulic conductivity structure. The left picture 

shows the inversion result estimated with the inversion scheme considering the 

effect of unsaturated zone on the SP profile. The right picture shows the 

inversion result estimated with the inversion scheme ignoring the effect of 

unsaturated zone on the SP profile. 

 

Figure 3-12は、透水構造が均質な場合における、初期モデルでの感度分布を示す。左

図は、不飽和層の影響を考慮した場合の感度分布を示し、右図が不飽和層の影響を無視

した場合の感度分布を示す。不飽和層において相対浸透率およびクロスカップリング係

数は飽和度の減少とともに低下する。特に、不飽和層におけるクロスカップリング係数

の低下は、不飽和層において発生する自然電位の大きさが飽和層と比較して小さくなる、

つまり地中での発電効率が低下すると言い換えることができる。そのため、不飽和層に

おいて透水性不均質構造が存在することによる自然電位ソースの大きさは、飽和層と比

較して小さくなり、地表面で観測される電位に大きな変化をもたらさない。これが、

Figure 3-12左図の深度 2mにおける感度低下の原因である。 

Figure 3-12が示すとおり、不飽和層の厚さが飽和層の厚さと比較して薄い場合には、

帯水層での感度分布にそれほど違いは見られない。このため不飽和層の影響を考慮しな
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い場合でも推定される結果に大きな差異は認められないと考えることができる。ただし、

不飽和層においては、その影響を考慮した場合と考慮しない場合で感度が大きく異なる

ために、不飽和層の影響を考慮しない解析において不飽和層内に推定される構造は信頼

できない。これらの考察より、不飽和層が相対的に薄い場合にはその影響を無視しても、

帯水層において推定される透水構造は信頼できると期待できる。 

 

 

Figure 3-12 The spatial variation of sensitivity when the subsurface hydraulic conductivity 

structure is uniform. The left picture shows the sensitivity when the effect of 

unsaturated zone on the SP is considered. The right picture shows the 

sensitivity when the effect is ignored. 

 

3.4 統計的逆解析による信頼度の評価 

3.4.1 統計的逆解析と決定論的逆解析 

 

本節では、自然電位分布の逆解析結果の信頼度を評価することを目的とする。具体的

には、逆解析結果の信頼度が観測点数によってどのように影響を受けるのか、解析結果
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のどの領域が信頼できるのかを明らかにすることを目的とする。 

電磁気探査や既存の物理探査の逆解析において、決定論的な逆解析手法が採用される

ことが多い。通常、決定論的逆解析では、解の非唯一性により問題を解くことができな

いため、制約条件と初期モデルを与えて強制的に問題を解くことになる。初期モデルの

情報が埋め込まれた一意的な解を最適解とし求める。決定論的な逆解析プロセスにおい

ては、推定されるパラメータは決定的な値である、つまりパラメータが推定された後は

一般的に不変なものであるとみなされる(Yeh, 1986)。この場合、与えた初期モデルや制

約に対する不確実性は評価されない。ただし、決定論的な逆解析のうち波形インバージ

ョンやトラベルタイムトモグラフィでは、逆解析結果に対し波線が通過した場所や通過

した回数を図示することで解析結果の信頼性や信頼できる領域を直接図示することが

可能であり、間接的にではあるが定量的に信頼性を評価することが可能である(例えば

Ikard et al., 2014)。それに対し、自然電位の解析や電気探査ではポテンシャル分布を解

析するため、信頼できる領域や信頼度を評価するための指標がなく、解析結果の信頼度

の評価やその領域を図示することは困難である。 

こうした問題を解決するため、本節では統計的逆解析を導入し、自然電位の逆解析結

果の信頼度や信頼できる領域を評価する。本研究では、第 2節で記述した Gauss Newton

法による確定論的な逆解析手法を主に用いているが、水理パラメータを推定する問題で

は、統計的逆解析手法が用いられることが多い。これは、透水係数や水頭といった水理

パラメータは、空間的に非常に複雑に分布しているために、単純な決定論的な関数とし

て記述することは困難であるとの考え方に基づいている(Kitanidis and Vomvoris, 1983)。

これらの分布の的確な表現方法として、統計的な手法、つまり平均値や分散を用いて表

現することが相応しいと考えられている(Kitanidis, 1995)。この場合、パラメータはラン

ダムな値をとりうる関数であると定義した上で複数回のモデル作成試行を行い、その統

計的な特性を調べることになる。一回の試行を意味する realizationによりデータと地質

的な事前情報であるパラメータの空間的な分散から、条件付けされたパラメータ場を複

数個求めることとなる。統計的逆解析では、初期モデルや制約条件に対する不確実性に

対し、事前情報である空間的な分散のみに基づいた初期モデルを用いた推定を複数回行

い、推定されたモデルから計算される平均や分散を用いて、推定される構造やその不確

実性を評価する。 

 

3.4.2 統計的逆解析の理論 

 

本節で用いる統計的逆解析は、Kitanidis(1995)で提案された Quasi Linear Geostatistical 

Approach (QLGA)を用いる。以下に Kitanidis(1995)による手法を説明する。統計的逆解

析では、空間的なパラメータの分布 sstはその平均値�̅�𝑠𝑡と平均値からのバラつき fstによ

り表現される(Zhu and Yeh 2005)。 
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 ststst fKs   Equation 3-36 

これらパラメータは、以下の空間的な平均値および分散を用いて表現される。 

 
XsE st ][  Equation 3-37 

 
),()])([( ststststst lQXsXsE    Equation 3-38 

ここで、E[*]は期待値計算を示す。X は、通常 n×p の行列であり、β は p×1 である。p

は、解析する領域に含まれる統計的に定常な領域の数である。パラメータの空間分布が

一つの平均と分散で記述できる場合には p=1 であり、X=[1…]でよい。 

 

 

Figure 3-13 The setting of X matrix in Equation 3-37 and covariance matrix Q in the whole 

domain. The case when the whole domain can be described by one average 

and covariance (left). The case when the domain is divided into two domains 

that each average is s1 and s2 and each covariance is Q1 and Q2, respectively. 

 

Qstで示されたコバリアンス行列としてよく用いられるものとして、Equation 3-39 の

ガウシアンモデルや Equation 3-40の指数モデルがある。 

 

)exp(),(
2

2
2

st

dis
stststst

l

r
lQ   Equation 3-39 

 
)exp(),(

2

st

dis
stststst

l

r
lQ   Equation 3-40 

σstと lstは、コバリアンスの性質を決定するパラメータであり、rdisは距離を示す。Figure 

3-13は、Xの決定方法と Cirpka and Nowak (2004)による全域でのコバリアンス行列の決
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定方法を図示したものである。 

モデルパラメータ分布が sst でソースの値が rtr の時のフォワード計算による結果を

hst(sst,rtr)とし、観測値を yobsとすると、あるモデルパラメータ分布 sstが与えられた場合

に yobsが観測される確率は、以下と記述される。 

 
))]()(

2

1
exp[)( 1

trstobstrststobsstobs ,rh(syR),r(shy|syp    
Equation 

3-41 

ここで Rは、観測されたデータに対する分散を表す。モデルパラメータの事前確率分布

は、モデルパラメータの空間的な平均および分散を用いて、以下に記述される。 

 
)]()(

2

1
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1
XβsQXβs|βsp stststst 

  Equation 3-42 

ベイズの理論より、以下が成立する。 
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Equation 

3-43 

 

ここで、β は空間的なパラメータの平均値を決定するパラメータであり、事前情報がな

い場合において、透水構造は一様にあらゆる値を取りうることから、p(β)∝1 となり、

p(sst,β) ∝p(sst| β)p(β)は Equation 3-42と同じ式に比例する。したがって求めたい事後確率

である、ある観測値 yobsが観測された場合に地下構造のパラメータが sstとなりうる確率

は以下となる。 
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 Equation 3-44 

この確率分布を、最大化する sstおよび β を求めることで観測値に対する最尤推定結果

が得られる。最尤推定結果を得るために最小化する式は、Equation 3-4 に記述した Gauss 

Newton 法により導かれる目的関数の制約項がモデルパラメータの分散と平均値を用い

て記述されていることを除いて同一である。QLGAにおいても、モデル推定はフォワー

ドオペレータ hst を線形化したヤコビアンを使い、繰り返しモデル修正を行う。

Hst=∂hst/∂sstとすると、Equation 3-44を最大化するモデルパラメータは、以下により求め

ることができる。 
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XHRHQH
 Equation 3-45 

 

111   ist,iii ξTQHXβs  Equation 3-46 

ここで、Equation 3-46 右辺第一項はモデルパラメータの平均値であり、第二項は平均に
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対するバラつきを表す。また、下付き文字はモデル修正の繰り返し回数を意味する。 

統計的逆解析では、複数のモデルを作成しその平均・分散といった統計値を評価する。

一つの試行は、先見情報で与えられた空間的な分散 Qstを満たす平均 0 である初期モデ

ル suをランダムに作成し、その初期モデルから観測されたデータを満たすよう条件付け

されたモデル scを推定することで得ることができる。これは、 

 )ss)G(ss()),r(sh(y))R,r(sh(y ucuctrcstobstrcstobs  1  Equation 3-47 

を最小化することにより求めることができる。ここで、 

 
11111

)(


 st
T

st
T

stst QXXQXXQQG  Equation 3-48 

であり、これは Equation 3-43において β、したがって平均値からの事後確率への寄与を

0 とした場合の分散値である。Equation 3-47 および Equation 3-48より、一回の試行を行

った場合の推定モデルは、以下を解くことで求めることができる。 
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Equation 

3-49 

 

 
111   ist,iiuc,i ξTQHXβss  

Equation 

3-50 

su は、平均 0 分散 1 の正規分布から得られるベクトル uuniと行列 Cstを用いて su=Cstuuni

と記述できる。ここで、 Qst=Cst
T
Cst であり、Cst は分散をコレスキー分解することで求

めることが可能である。ただし、コレスキー分解はモデルパラメータ数が増加し分散行

列が大きくなると、計算量の増大により計算効率が悪化する。そこで、本研究では、チ

ェビシェフ多項式近似を用いた手法を用いて Qstと uuniを掛けあわせてできるベクトル

の多項式から求めた(立川・椎葉, 2000)。 

初期条件が一意に決定され、それに対して制約をかける決定論的逆解析においては、

初期モデルに対する統計的情報は付与できず、複数回の試行を行うことはできない。決

定論的逆解析において、初期モデルを変化させて初期モデル依存性を調べることは可能

だが、こうした初期モデルを変えた場合の結果の比較は、恣意的に初期モデルの違いを

与えた場合に現れる逆解析結果への影響を定性的に評価するものに過ぎず、定量的な評

価を行うことはできない。これは、こうした初期モデル依存性を調べる場合に採用され

る初期モデルが、通常 Equation 3-42 の確率分布を満たさないためであり、異なる条件

下（異なる確率分布下）での結果に対する平均や分散といった統計的な操作を行うこと

ができないためである。 

これに対し、統計的逆解析では事前情報は、パラメータの空間的な分散として与えら

れ、初期情報に対する不確実性はその分散に含まれる。この分散を用いて初期モデルに

制約を与えることで、Equation 3-42の確率分布を満たす初期モデルを作成し、同じ確率

分布条件下での結果を複数得ることができる。したがって、統計操作が可能となり、逆

解析結果の不確実さの定量的な評価が可能となる。この事前情報である分散は、観測さ
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れたデータに対してバリオグラムなどを用いた統計処理により求めることができる。 

 

3.4.3 テストモデルおよび結果 

 

本節では、第 3 節で用いたモデルの全体に対し、10 倍高い透水構造モデルを使用す

る。また、本節の図は、入力データおよび逆解析結果の双方において不飽和層の影響は

考慮していない結果である。分散モデルには、指数モデルを用いた。分散モデルに含ま

れるパラメータは QLGAにおいても決定することが可能である。これは、Equation 3-44

をモデルパラメータで積分したベイズ尤度を、分散モデルに含まれるパラメータで最大

化することにより得られる。ただし、本節では簡単のために lst=25、σst=0.5 に設定し、

この条件下で自然電位逆解析の不確実性の評価を行った。100 回の試行で得られた結果

から、その平均および分散を計算する。 

Figure 3-14は、地表面での観測点の密度を変化させた場合の結果である。上図が逆解

析結果の平均値で、下図が分散値である。図の上面の赤点は、観測点の位置を示してい

る。観測点数は、各々左から 36 点、121 点、441 点である。得られた結果の平均値は、

観測点数に依存する傾向が認められない。どの場合においても鉛直方向に卓越した低透

水性不均質構造や平らな高透水性不均質構造が確認できる。分散は、どの観測点数の結

果においても、基本的に地表面から深度を増すにつれて増大している。したがって、深

度が増すと推定結果の信頼度は低下する。これは、地表面からの深度が増すと、地表面

で観測される自然電位分布は透水構造に対して感度が低下するため当然の結果である。

また、浅い位置においては、観測点の密度が増加するにつれて不確実性が低下している。

これらの結果から、観測点数が少なくても逆解析により不均質構造を推定できる可能性

があるが、確実な結果を得るためには初期モデルを適切に選択し観測点数を増やす必要

がある。 

Figure 3-15は、観測点の分布を変化させた場合の結果である。結果の平均において、

観測点が Xの正方向に偏っている場合、観測点から遠い位置である X=-40m付近では偽

像が発生しているが、モデルに含まれる高透水性不均質構造も低透水性不均質構造も検

出できている。分散は、観測点がある直下の位置以外では深度によらず大きな値を取っ

ている。観測点の数を倍にした場合でも、観測点の直下に含まれない場所では大きな分

散の値を取っている。これは、自然電位の逆解析結果において、信頼できる領域は観測

点で覆われた領域の直下のみに限られることを意味している。 
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Figure 3-14 The average (upper) and deviation (lower) from 100 realization estimates. The 

red dots above each picture indicate the location of electrode. The result from 

36 data (left), 121 data and 441 data are shown.  
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Figure 3-15 The comparison of the average and deviation for the evaluation of the 

uncertainty of the estimation results when the location and number of the 

electrodes are different. The numbers of data are 120(left), 220(center) and 

441(right). 
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3.5 3BHRSで観測された自然電位データへの適用  

 

本節では、開発した定常自然電位解析手法を実データに適用し透水構造の推定を行う。

解析により得られた結果とハイドロリックトモグラフィやスラグテストによって得ら

れた透水構造を比較し、自然電位分布から透水構造を推定可能性であることを証明する。 

本節で用いる逆解析手法は、2節で説明した手法を適用する。なお、未知パラメータ

数を減らすことを目的として Equation 2-16、Equation 2-17、および Equation 2-18で表さ

れている透水係数とクロスカップリング係数の関係式を使用し、透水構造とクロスカッ

プリング係数を同時に求める。また、本節では不飽和層の影響は考慮しない。 

 

3.5.1 使用するデータ 

 

本節では、アメリカ合衆国アイダホ州にある Boise Hydrogeophysical Research Site 

(BHRS)で観測されたデータを使用する。BHRSは、地下の透水構造や帯水層を評価する

新技術開発のために設立された野外実験サイトである。Figure 3-16は BHRSとその周辺

の航空写真である。BHRS は、Boise 川沿いに位置しており、調査用の井戸が複数掘削

されている。Figure 3-16中の拡大図は、その井戸の配置を表している。 

本サイトの地形は、ほぼ水平である(Miller et al., 2010)。BHRSの地質は、小石や河川

堆積物である砂から構成される。本サイトの被圧地下水層の厚さは約 17m と推定され

ており、地表面から地下水面までの深さである不飽和層の厚さは約 3m である。BHRS

の帯水層中には、レンズ状や層状の不均質構造を含む複雑な不均質構造を有することが

知られている(Jardani et al., 2009; Malama et al., 2009)。 

BHRSでは、2007年 6月に”Hydrogeophysics: Theory, Methods and Modeling”というタ

イトルでフィールド実験が行われた。このフィールド実験では、自然電位、比抵抗調査

および水理地質データの収集が行われ、本節ではこの実験の揚水・注水実験中に取得さ

れた自然電位データを解析する。この実験中に取得された自然電位分布を解析した報告

は、Jardani et al.(2009) による揚水試験中の地下水位を推定したものや、Straface et al. 

(2011) による自然電位から推定される地下水面の形状と揚水量から透水構造を推定し

たものがある。注水試験に用いた井戸や揚水・注水量は、Table 3-1に示すとおりであり

(Straface et al., 2011) 、11 日間に 11通りの注水・揚水試験が行われている。これらの実

験では、計 12 個の帯水層を貫いた井戸が使用されている。この実験で行われた注水・

揚水量は、毎秒 4L程度と非常に多い。本節では、11回のテスト中に観測されたデータ

のうち 2007 年 6月 27日および 28日に C1および C4 井戸を用いた注水・揚水実験時に

観測された自然電位データを解析する。これら自然電位データは、１つの井戸で注水を

行い、他方の井戸で揚水を行うダイポールテスト実施時に観測されたデータである。 
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Figure 3-16 The aerial photo around the BHRS and the location of wells. BHRS is located 

along the Boise River and Idaho state highway 21 (Straface et al., 2011). 

 

自然電位データは、注水試験中に 89 個の銀塩化銀電極を用いて面的に観測されてい

る。観測は、Keithley2701 マルチチャンネル電圧計を用いて注水試験中およびその前後

にモニタリングされたものである。Keithley2701 では、全ての電極の電位をひと通り測

定するのに 30秒を要する。電位観測の基準電極は、Figure 3-18の中心から-Y方向に向

かって約 50mの位置に設置されている (Jardani et al., 2009)。 

観測された自然電位データは、日中の気温変化により電極のドリフトの影響を受けて

いる(Figure 3-17a)。このドリフトは、解析を行う地下水流動による電位の変化ではない

ため、取り除く必要がある。自然電位の逆解析には、Figure 3-17bに示された注水前お

よび注水試験終了後十分な時間が経過した時にドリフトによる電位変化が現れないよ

う補正されたデータを使用している。この処理手法は、Jardani et al. (2009)によるもので

ある。この注水井戸周辺での自然電位分布の時間変化は、第 4章の Figure 4-4にも示さ

れているとおり、シミュレーションや理論計算による自然電位の時間変化と一致してい

る。多くの場合、観測される自然電位信号は Rizzo et al.(2004) に見られるように地下水

流動以外の電位に汚染されており、地下水流動のみによる自然電位分布を抽出するため

には時系列データに対する差分の計算やローパスフィルタなどの信号処理を行う必要
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があるが、このデータはドリフト除去以外の処理を行っていない。したがって、非常に

S/N比の高いデータである。 

 

Table 3-1  The details of pumping tests (Straface et al., 2011). The pumping rate and 

injection rate during these experiences are same. 

 

 

 

 

Figure 3-17 The removal of drift of the SP data due to the change of temperature during 

the measurement. Raw data (a) and processed data (b). In the raw data, SP 

signal increase before and after the pumping or injection operation due to the 

drift of electrode (Stage I and v). (From Jardani et al., 2009) 

 

Figure 3-18は、注水試験中の自然電位分布であり、注水開始１時間後のデータである。

観測されている自然電位が時間変化しなくなったことより、地下水流動が定常状態であ

るとみなすことができる場合の自然電位分布である。Figure 3-18では、注水に伴う負の
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電位が注水井戸周辺に、揚水に伴う正の電位が揚水井戸を中心として現れている。注水

井戸周辺には、同心円状に電位が変化している様子がはっきりと見られる。ただし、揚

水井戸周辺では、同心円状の電位変化に乱れが生じている。Jardani et al. (2009) では、

この揚水井戸周辺の電位の乱れは、揚水井戸周辺に発生した高レイノルズ数の地下水流

動による影響によるものであるとしている。高レイノルズ数の条件下では、見かけ上透

水係数やクロスカップリング係数が変化する(Crespy et al., 2007; Bolève et al., 2007)。

BHRS周辺の透水係数は 10
-2
 m s

-1
 から 10

-4
 m s

-1
 程度と非常に高透水であり、実験の

揚水・注水量は毎秒４L程度と非常に多いために、地下水流動が高速となり高レイノル

ズ数の地下水流動が発生したと予測される。Figure 3-19 は、Jardani et al. (2009) による

高レイノルズ数の地下水流動が自然電位分布に及ぼす影響をシミュレーションにより

解析した結果である。Jardani et al. (2009) は、高レイノルズ数の地下水流動による影響

が認められない場合には、電位の最大値は揚水位置に発生するが、高レイノルズ数の地

下水流動が発生した場合には電位が最大となる位置が透水性の不均質構造が存在する

方向に移動することを示している。 

 

 

Figure 3-18 The map of SP distribution following to the dipole pumping test. The left 

picture shows the SP distribution when the injection well is C1 and pumping 

well is C4 (a). The right picture shows the SP map when C1 and C4 are 

pumping and injection well, respectively (b). The cross marks shows the 

location of electrodes. (Modified from Jardani et al., 2009) The white circle 

indicates the location of well.  
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Figure 3-19 The effect of groundwater flow with high Reynolds number due to the high 

pumping rate on the SP distribution simulated by Jardani et al. (2009). The 

square with black lines shows the location of high hydraulic conductivity 

anomaly. (a) Usual pattern of SP distribution near the pumping well. (b) The 

SP distribution affected by high Reynolds number (upper) and Reynolds 

number (lower). The peak of SP moves toward high conductive anomaly. 

 

本節では、二次元解析を行うため、Figure 3-18中の注水および揚水井戸である C1-C4

に沿った自然電位分布を解析に用いている。C1井戸での注水量および C4井戸での揚水

量が 4.1L s
-1のダイポールテスト時に観測された自然電位分布と、C1 井戸での揚水量お

よびC4井戸での注水量が4.2L s
-1のダイポールテスト時に観測された自然電位分布を解

析に用いている。Figure 3-20 は、Figure 3-18 中の C1-C4 に沿った自然電位分布であり

11 点のデータを抽出したものである。解析は、井戸周辺の三次元的な電位の変化を二

次元問題として扱うため、地下構造は二次元構造を仮定するが、電位の変化は三次元的

に減衰する 2.5次元解析を行っている。2.5 次元解析では、3次元の基礎方程式において

解析する断面に鉛直な方向に対してフーリエ変換を施す。得られた方程式を空間周波数

ごとに解き、得られた結果をフーリエ逆変換することで地下構造が 2 次元であると仮定

した場合の 3次元空間で発生する場を推定することができる。 

データは、定常状態である Figure 3-17 のステージⅢでの自然電位分布である。 
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Figure 3-20 The input data for the SP inversion. The SP data along the C1-C4wells are 

selected for the inversion. The red line is the SP profile when the pumping well 

is C1. The blue line shows the SP profile when the pumping well is C4. The 

value of error bar is proportional to the distance from the electrode.  

 

透水構造を推定する自然電位の逆解析では、入力データとして自然電位分布の他に地

下水の流入・流出量および電気伝導度分布を事前情報として必要とする。解析では、揚

水・注水量がこの実験での値をとるよう解析モデル中の井戸の位置に相当する部分に一

様に流入・流出条件を与えている。また、Figure 3-21は、本解析で用いた C1-C4 井戸に

沿った電気伝導度分布である。この付近の帯水層の厚さは 20m であり、地下水面は地

表面から 2m 付近に存在している。地表面付近の 5×10
-4

S m
-1の低電気伝導度の層は、

不飽和層を表している。これは、飽和度の低下に伴い電気伝導度が低下するためである。

不飽和層と飽和層の電気伝導度の違い以外にも、地下不均質構造に起因すると考えられ

る電気伝導度の不均質構造が見られる。本節の逆解析では、透水構造の初期モデルに

10
-4

m s
-1の一様構造を使用した。 

 

 

Figure 3-21 Input electrical conductivity structure for the SP inversion.  
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3.5.2 逆解析結果 

 

Figure 3-22は、逆解析により推定された透水構造である。Figure 3-22 (a)および(b)は、

Figure 3-20中の C1-C4 および C4-C1 のデータを別々に解析した結果である。Figure 3-22 

(c)は、両方のデータを同時に逆解析した結果である。どの場合にも、深度 5mから 15m

にかけて高透水性不均質構造が現れている。Figure 3-23 は、Cardiff et al. (2012) により

トランジェントハイドロリックトモグラフィ(Transient hydraulic tomography) を用いて

求められた C1-C4 付近での透水構造である。トランジェントハイドロリックトモグラ

フィによって求められた解析結果にも水平位置 B1 および B5付近の深さ 10m付近に高

透水性不均質構造がみられる。本節の自然電位の逆解析においても、この高透水性不均

質構造が探知できていると考えられる。 

自然電位の逆解析により得られた高透水性不均質構造の透水係数は、Figure 3-22 (a)

と(b)の各々において、4.1×10
-3

m s
-1および 3.3×10

-3
m s

-1である。これら２つの自然電

位データを別々に解析した結果において、Figure 3-22 (a)では推定された高透水性不均質

構造が 20m付近に、Figure 3-22 (b)では 0m付近に、各々揚水井戸側に偏っている。こ

れは、Jardani et al. (2009) により指摘されている、高レイノルズ数の地下水流動の自然

電位分布へ与える影響が、逆解析結果にも影響を及ぼしているためと考えられる。本研

究ではこの影響を取り除くなどの考慮をしていない。揚水井戸付近で発生した高レイノ

ルズ数の地下水流動に伴う電位のピーク位置の移動に伴い、解析により現れる高透水性

不均質構造も移動したものと考えられる。 

2 つのデータを同時に解析した場合、推定された高透水性不均質構造の透水係数は、

1.0×10
-3 

m s
-1程度であり、C1 および C4 井戸の中間地点に高透水性不均質構造が推定さ

れた。同時解析においても、高レイノルズ数の地下水流動の自然電位分布へ与える影響

を考慮していないために、解析結果はこの影響を受けていると考えられる。２つのデー

タを同時に解析した場合には、単独で解析した場合と比較して RMS の収束が悪く、最

終的な RMSの値も単独でデータを解析した場合の 2倍程度であった。
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Figure 3-22 Inversion results. The vertical axis indicates the depth from the ground 

surface. (a) Inversion result of hydraulic conductivity structure from the 

single SP profile when the pumping well is C1 and injection well is C4. Note 

that the horizontal axes are reverse compared to the Figure 3-20 and Figure 

3-21. Two black lines indicate the location of B1 and B5 well. (b) Inversion 

result of single data set when the pumping well is C4 and injection well is C1. 

(c) Inversion result from both data sets.  

 

Figure 3-24は、本研究により開発した自然電位の逆解析により推定した透水係数とト

ランジェントハイドロリックトモグラフィおよびスラグテストにより推定された透水

係数の鉛直方向の変化(Cardiff et al., 2012)を各々表示したものである。C1 および C4の

井戸の間の周辺には、B1 および B5の井戸が存在しており、これら井戸での透水係数の

鉛直変化を比較する。B1 および B5井戸では、自然電位逆解析により推定された透水構

造の鉛直変化は、トランジェントハイドロリックトモグラフィやスラグテストにより推

定された鉛直変化と類似しており、どの場合にも深度約 10m 付近で透水係数が最大と
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なっている。また、注水や揚水に用いた井戸から最も離れた観測井である B5 では、手

法による推定値の違いが最も小さくなっている。自然電位の逆解析による鉛直方向の透

水構造の変化では高透水性不均質構造のみが検出されており、トランジェントハイドロ

リックトモグラフィの結果やスラグテストによって得られる鉛直変化と比較して、なだ

らかな変化しか再現されていない。本節で行った逆解析は、11点もしくは 22 点でのデ

ータのみを用いた解析であるため、トランジェントハイドロリックトモグラフィやスラ

グテストの結果と比較して解像度が低くなっていると考えられる。 

 

Figure 3-23 The estimated hydraulic conductivity structure by transient hydraulic 

tomography near the cross section of C1-C4 line (Modified from Cardiff et al., 

2012). The z axis shows the elevation from the bottom of aquifer. The ground 

surface is located around the elevation of 18m.  

  

 

Figure 3-24 The vertical change of estimated hydraulic conductivity (modified Cardiff et 

al., 2012). The vertical change in B1(a),  B5 (b) and C4 well (c) are shown.
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3.5.3 BHRS のデータ解析まとめ 

 

本節では、開発した定常自然電位解析手法を BHRS で取得されたデータに適用した。

解析により得られた結果を、Cardiff et al. (2012) によるトランジェントハイドロリック

トモグラフィやスラグテストにより推定された透水構造の結果との比較を行った。これ

らの解析および比較により、得られた結果を以下にまとめる。 

 自然電位の逆解析により、トランジェントハイドロリックトモグラフィやスラグテ

ストと同様に、高透水性不均質構造を検出することができた。これは、自然電位逆

解析による透水構造の推定が有用であることを示唆している。 

 今回行った逆解析結果では、高透水性不均質構造を検出できたが、その結果は揚水

井戸周辺の高レイノルズ数の地下水流動による影響を受けていると考えられる。自

然電位の解析精度の向上のためには、予め自然電位分布に影響を与える現象を把握

し、これら現象の影響を取り除く必要がある。 

 今回の解析で得られた結果は、解析に用いたデータ数が非常に少ないことから劣決

定問題となったために、解像度が非常に低下した。逆解析結果の解像度や信頼性を

向上させるためには、より多くのデータを同時に解析する必要がある。例えばトラ

ンジェントハイドロリックトモグラフィのように時間変化するデータを解析する

など、非定常解析を含めた解析手法への拡張が必要である。 

 

3.6 結言 

本章では、定常な自然電位分布から直接的に透水構造を推定する逆解析手法を Gauss 

Newton 法に基づいて開発した。これまでの自然電位分布から透水構造を推定する方法

では、自然電位分布を一度地下水面の標高に変換し、推定された地下水面分布から透水

構造を推定するものであった。今回開発した手法は、地下水面分布の推定を経由せず自

然電位分布から直接的に透水構造を推定する新しいものである。逆解析のテストの実施

により、大きな自然電位異常を発生させる水平方向に卓越した高透水性不均質構造や、

鉛直方向に卓越した低透水性不均質構造が推定可能であることを確認できた。また、自

然電位の逆解析結果はノイズに対してロバストであることも確認できた。他方、小さな

自然電位異常しか発生させない地下構造に対する感度は低く、逆解析による検出度合い

は、地下透水構造が発生させる自然電位異常の大きさに依存することも確認された。ま

た、開発した手法を不飽和層の影響を考慮した逆解析手法まで拡張した。不飽和層の影

響の自然電位分布への影響は、例えば Allègre et al. (2010) などにより報告されているが、

この影響を考慮した自然電位分布の逆解析手法は未だ報告されていない。自然電位の解

析において不飽和層の影響を考慮するためには、フォワード計算における非線形性を考

慮し、かつ連成問題に対して感度分布の計算を行う必要があるために計算が複雑になる。
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本研究では随伴方程式法を導入することでこの問題を解決した。不飽和層の影響を考慮

したフォワード計算により得られる自然電位分布を、開発した不飽和層の影響を考慮し

た逆解析手法と不飽和層の影響を考慮していない逆解析手法に適用し不飽和層の存在

が自然電位分布の逆解析結果に与える影響を調べた。不飽和層の厚さが帯水層に比べて

それほど厚くない場合には、不飽和層の影響を考慮しなくても解析結果に現れる影響は

小さく、解析結果に多少の偽像が現れる程度にとどまり、帯水層中に推定される透水構

造に深刻な影響を及ぼさないことが明らかとなった。第 4節では、統計的逆解析手法を

導入し、逆解析結果の信頼性の評価を行った。地表面での観測密度や観測点の分布を変

化させて逆解析結果の信頼度を調べたところ、自然電位の逆解析により得られる透水構

造は、観測点で覆われた直下の構造のみ信頼できる範囲であることを確認した。また、

観測点の密度が増加するに伴い信頼度が上昇することも定量的に確認することができ

た。最後に、開発した手法をアメリカ合衆国アイダホ州にある Boise Hydrogeophysical 

Research Site で行われた注水試験に伴って発生した自然電位データに適用した。二次元

解析を行った結果、高透水性不均質構造を推定できた。ハイドロリックトモグラフィや

スラグテストによって推定された透水構造にもこの高透水性不均質構造が推定されて

おり、得られた結果はこれらの結果と整合的であることから、自然電位分布の解析によ

り十分に透水構造が推定可能であることが確認された。 

 

3.7 定常解析の問題点 

本章の数値テストでは、一部は約 400 点での観測値を用いた解析を行っており、非常

に多くのデータを用いた解析を実施した。しかしながら、実際のフィールドにおける観

測点数は、数十点から百点程度が現実的に観測しうる数である。BHRS での観測も 89

個の電極を用いて観測されている。また、本章で行った BHRSのデータの解析は二次元

解析を行うため、これら 89 点で観測されたデータのうち、11 点もしくは 22 点しか用

いておらず、その解析結果の解像度および信頼性は非常に低いものとなっている。観測

点数が少ないために、逆解析が劣決定問題となっている場合でも制約条件を与えること

で逆解析問題を解くことは可能である。しかしながら、劣決定問題を安定的に解くため

には、制約条件の推定結果への寄与を大きくする必要がある。この場合、観測データを

あまり反映せず、制約条件により推定結果が決定される領域が増加するため、信頼度の

低下は避けられない。また、こうした領域における推定結果は制約条件の影響を強く受

けるため、解像度も低くなってしまう。高解像度で信頼度の高い結果を得るためには、

解析するデータ数を増やす必要がある。統計的逆解析を用いた結果では、観測密度が高

くなると信頼度が高くなる一方で、観測点で覆われない範囲の直下の透水構造について

は全く信頼性がない。したがって、できるだけ広い範囲をカバーすることができる観測

点の配置がよい。ただし、観測点の密度が低下しすぎると解析結果が不確実になるとい
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うトレードオフも克服する必要がある。解析結果の信頼性を向上させるためには、この

場合においても解析するデータを増やす必要がある。 

実際の観測条件を考慮すると、電極数、即ち観測点を増やすことなくデータの数を増

やす必要がある。観測点数を増やすことなく解析に用いるデータを増やすには、時間変

化するデータの利用が最も簡便である。時間変化する自然電位分布を解析することによ

り、定常状態の自然電位分布を解析するよりも、逆解析結果の解像度と信頼性の両方の

向上を期待できる。そこで、次章では本章で開発した自然電位の逆解析手法を非定常な

自然電位分布を解析できるように拡張し、解析結果の解像度と信頼性の向上を試みる。 

 

参考文献 

1. Allègre V., L. Jouniaux, F. Lehmann and P. Sailhac (2010), Streaming potential 

dependence on water-content in Fontainebleau sand, Geophys. J. Int., 182, 1248–1266, 

doi: 10.1111/j.1365-246X.2010.04716.x.  

2. Allègre, V., F. Lehmann, P. Ackerer, L. Jouniaux, and P. Sailhac, (2012), A 1-D modelling 

of streaming potential dependence on water content during drainage experiment in sand, 

Geophys. J. Int., 189, 285-295, doi: 10.1111/j.1365-246X.2012.05371.x. 

3. Archie G. E. (1942), The electrical resistivity log as an aid in determining some reservoir 

characteristics, Trans. Am. Inst. Min. Metall. Pet. Eng., 146–154, doi: 10.2118/942054-G. 

4. Bolève A., A. Crespy, A. Revil, F. Janod, and J.L. Mattiuzzo (2007), Streaming potentials 

of granular media: Influence of the Dukhin and Reynolds numbers, J. Geophys. Res., 112, 

B08204, doi: 10.1029/2006JB004673.  

5. Cardiff M., W. Barrash and P. Kitanidis, (2012), A field proof of concept of aquifer 

imaging using 3-D transient hydraulic tomography with modular, temporarily-emplaced 

equipmentvan, Water Resour. Res., 48, W05531, doi: 10.1029/2011WR011704. 

6. Crespy A., A. Bolève and A. Revil, (2007), Influence of the Dukhin and Reynolds numbers 

on the apparent zeta potential of granular media, J. Colloid Interface Sci., 305, 188–194, 

doi:10.1016/j.jcis.2006.09.038. 

7. Cirpka, O. A. and W. Nowak (2004), First-order variance of travel time in nonstationary 

formations, Water Resour. Res., 40, W03507, doi: 10.1029/2003WR002851. 

8. Ikard S.J., Rittgers, J., Revil, A. and Mooney, M.A. (2014), Geophysical Investigation of 

Seepage Beneath an Earthen Dam, Ground Water, doi: 10.1111/gwat.12185. 

9. Jardani, A., A. Revil, W. Barrash, A. Crespy, E. Rizzo, S. Straface, M. Cardiff, B. Malama, 

C. Miller, and T. Johnson (2009), Reconstruction of the Water Table from Self-Potential 

Data: A Bayesian Approach, Ground Water, 47, 2, 213–227, doi: 

10.1111/j.1745-6584.2008.00513.x. 



88 

 

10. Jougnot, D., N. Linde, A. Revil, and C. Doussan, (2012), Derivation of Soil-Specific 

Streaming Potential Electrical Parameters from Hydrodynamic Characteristics of Partially 

Saturated Soils, Vadose Zone J., 11(1), 272-286, doi: 10.2136/vzj2011.0086. 

11. Kitanidis, P. K., and E. G. Vomvoris (1983), A geostatistical approach to the inverse 

problem in groundwater modeling (steady state) and one-dimensional simulations, Water 

Resour. Res., 19(3), 677–690, doi: 10.1029/WR019i003p00677. 

12. Kitanidis P. K. (1995), Quasi-Linear Geostatistical Theory for Inversing, Water Resour. 

Res., 31(10), 2411–2419, doi: 10.1029/95WR01945. 

13. 小杉賢一朗 (2007), 古典を読む Y. Mualem著「不飽和多孔質体の透水係数を推定

する新たなモデルについて」ならびにM. Th. Van Genuchten著「不飽和土壌の透水

係数を推定する閉形式解について」, 土壌の物理性, 106, 47-60 

14. Li, B., and T.-C. J. Yeh (1998), Sensitivity and moment analysis of head in variably 

saturated regimes, Adv. Water Resour., 21, 6, 477–485, doi: 

10.1016/S0309-1708(97)00011-0. 

15. Linde N., D. Jougnot, A. Revil, S. K. Matthäi, T. Arora, D. Renard and C. Doussan (2007), 

Streaming current generation in two-phase flow conditions, Geophys. Res. Lett., 34, 

L03306, doi: 10.1029/2006GL028878. 

16. Malama, B., K. L. Kristopher and Revil A. (2009), Theory of transient streaming 

potentials associated with axial-symmetric flow in unconfined aquifers, Geophys. J. Int., 

179, 990–1003, doi: 10.1111/j.1365-246X.2009.04336.x 

17. Miller, R. D., J. H. Bradford and K. Holliger (2010), Advances in Near-surface 

Seismology and Ground-penetrating Radar, Joint publication of AGU, EEGS, and SEG, 

313-326. 

18. Naudet, V., Revil, A., Rizzo, E., Bottero, J.Y., and Bégassat, P. (2004), Groundwater redox 

conditions and conductivity in a contaminant plume from geoelectrical investigations, 

Hydrol. Earth. Syst. Sci., 8, 8-22, doi: 10.5194/hess-8-8-2004. 

19. Ozaki Y., Mikada H., Goto T., Takekawa J. (2014), Self-potential Inversion for the 

Estimation of Permeability Structure, J. Environ. Eng. Geophys., 19, 193-199, doi: 

10.2113/JEEG19.3.193. 

20. Revil A., N. Linde, A. Cerepi, D. Jougnot, S. Matthäi and S. Finsterle (2007), 

Electrokinetic coupling in unsaturated porous media, J. Colloid Interface Sci., 313, 315–

327, doi:10.1016/j.jcis.2007.03.037. 

21. Rizzo, E., B. Suski, A. Revil, S. Straface and S. Troisi (2004), Self-potential signals 

associated with pumping tests experiments, J. Geophys. Res., 109, B10203, doi: 

10.1029/2004JB00304. 

22. Soueid Ahmed, A., A. Jardani, A. Revil, and J. P. Dupont (2014), Hydraulic conductivity 



89 

 

field characterization from the joint inversion of hydraulic heads and self-potential data, 

Water Resour. Res., 50, 3502–3522, doi: 10.1002/2013WR014645. 

23. Straface S., Chidichimo F., Rizzo E., Riva M., Barrash W., Revil A., Cardiff M. and 

Guadagnini A. (2011), Joint inversion of steady-state hydrologic and self-potential data for 

3D hydraulic conductivitydistribution at the Boise Hydrogeophysical Research Site, J. 

Hydrol., 407(1-4), 115–128, doi: 10.1016/j.jhydrol.2011.07.013. 

24. Sun, N.-Z., and W. W.-G. Yeh, (1992), A stochastic inverse solution for transient 

groundwater flow: Parameter identification and reliability analysis, Water Resour. Res., 28, 

12, 3269–3280, doi: 10.1029/92WR00683. 

25. 立川康人, 椎葉充晴 (2000), 共分散行列の平方根分解をもとにした正規確率場お

よび対数正規確率場の発生法, 土木学会論文集, 656, 39-46,doi: 

10.2208/jscej.2000.656_39. 

26. van Genuchten, M. T. (1980), A closed-form equation for predicting the hydraulic 

conductivity of unsaturated soils, Soil Sci. Soc., 44, 892-898, doi: 

10.2136/sssaj1980.03615995004400050001x. 

27. Yeh W. W.-G. (1986), Review of Parameter Identification Procedures in Groundwater 

Hydrology: The Inverse Problem, Water Resour. Res., 22(2), 95–108, doi: 

10.1029/WR022i002p00095. 

28. Zhu J. and T.-C. J. Yeh (2005), Characterization of aquifer heterogeneity using transient 

hydraulic tomography, Water Resour. Res., 41, W07028, doi: 10.1029/2004WR003790.



90 

 

第4章 自然電位分布の非定常解析 

4.1 緒言 

 

第 3章では、定常状態での自然電位分布を逆解析することにより、透水構造が推定で

きることを数値実験および実データを用いた解析により示した。実データを用いた解析

では、高透水性不均質構造を探知することに成功したものの、推定された透水構造は、

非常に低解像度な結果であった。これは、解析に用いたデータ数が非常に少ないためで

ある。より高解像度な解析結果を得るためには、より多くのデータを解析することが解

決策の一つである。解析に用いる自然電位観測の観測データ数を増やす方法として、観

測に用いる電極の数を増やすことや時間変化する自然電位を記録することなどが挙げ

られる。本研究では、時間変化する自然電位データに着目し、非定常解析手法を開発す

ることで定常解析での欠点を克服することを目標とする。 

自然電位の非定常データに対する解析は、Revil and Jardani (2010) や Malama et al. 

(2009 a,b)、Malama and Revil (2014) などが例として挙げられるが、これらの解析手法は、

均質構造を仮定した一様構造のパラメータ推定や、一次元構造を仮定した解析解に観測

データを曲線回帰させることによる一次元構造推定である。したがって、地下の複雑な

透水構造は推定できない。また、Straface et al. (2011) では自然電位から地下水面分布の

時間変化を推定し、その自然電位分布から推定された水位データを既存の地下水逆解析

手法に入力することで自然電位分布から透水構造の推定を試みているが、これは第 1章

や第 3章でも指摘したとおり、自然電位分布から推定される地下水面分布の推定誤差と

地下水面から透水構造を推定する時に発生する推定誤差の影響を二重に受けるという

欠点がある。また、自然電位分布から地下水面を推定する段階において、地下の不均質

構造は考慮されない。したがって、自然電位分布から直に透水構造を推定できる解析手

法が好ましい。そこで、本章では非定常条件下において、浸透流解析および自然電位と

水頭の関係式の連成問題に対する逆解析手法を開発し、非定常な自然電位分布から直に

透水構造を推定する手法を開発する。 

自然電位の逆解析は、第 3章で述べたとおり連成問題に対する逆解析であり、特に非

定常問題では、計算量が膨大になる。本節でも随伴方程式法を導入することでこの問題

を解決する。非定常解析による推定結果を定常解析による推定結果と比較し、非定常解

析により得られる結果の解像度が改善することを確認する。非定常解析では、解析結果

が電極の配置以外の要因である揚水・注水のパターンにも影響されることが想定される。

そこで、揚水・注水パターンの解析結果への影響も評価する。また、第 3章と同様に不

飽和層の影響についても評価する。 

定常解析では、定常状態にあるデータしか解析できない。しかしながら、観測される
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データは通常、定常状態にあるわけではない。また、観測されたデータが定常状態で測

定されたものか判断することも困難であるため、適用できるデータが限られてしまう。

それに対し、非定常解析では、時間変化するデータを解析するために、この点について

考慮する必要がない。したがって、非定常解析手法を開発することにより、注水や揚水

試験などによる人工的に発生させた自然電位信号だけでなく、モニタリングデータも解

析できる可能性がある。本章では、非定常自然電位の実データ解析として、瑞浪超深地

層研究所で観測された自然電位分布を解析する。瑞浪超深地層研究所では、掘削時の湧

水に伴う自然電位分布がモニタリングされている。このデータに対して、開発した非定

常自然電位分布に対する逆解析手法を適用し、自然電位分布のモニタリングデータから

透水構造を推定する。特に、瑞浪超深地層研究所で観測された自然電位データは、付近

を走行している JR 中央線の運行に伴う電車の漏洩ノイズにより、観測されたデータの

SN 比は非常に低い。このデータに対して独立成分分析を適用し SN 比を改善させて解

析を行う。このノイズ除去や逆解析過程を通して、非定常自然電位データの解析により、

SN比の悪い自然電位データでも、S/N比を改善して解析が可能であることを示す。 

 

4.2 自然電位の非定常解析の長所 

 

これまでも述べてきたとおり、自然電位分布の解析手法を定常解析から非定常解析に

拡張することにより、解像度および信頼性の双方を改善できることが期待できる。この

長所に加え、自然電位の非定常解析では地下水流動以外からの自然電位ノイズを除去で

きるという長所がある。自然電位データには、通常地下水流動以外の電位である酸化還

元電位や電車の漏洩電流ノイズ等が混入している。BHRSのデータは、温度変化による

電極のドリフトを除きノイズがなくこの問題は発生していないが、通常観測される自然

電位データはノイズに汚染されていることが多い。自然電位から地下水流動の情報のみ

を取り出すためには、これらノイズを除去する必要がある。しかしながら、通常このノ

イズを除去することは困難である。これらノイズを除去する方法として、時間変化する

自然電位に着目することでノイズを除去できる可能性がある。これは、地下水流動によ

る自然電位の時間変化と酸化還元反応やノイズの原因となりうる自然電位の時間変化

には違いがあると考えられるためである。特に、注水試験や湧水量の変化に伴う自然電

位変化に着目することで、これらの現象がトリガーとなった自然電位変化は、ノイズに

よる電位と区別することが可能であることが期待できる。実際にRizzo et al. (2004)では、

ケーシングの金属パイプの劣化に起因する空間的な電位の変化が、100mV にもなって

いるにもかかわらず、注水に伴う自然電位の時間変化に着目することにより、地下水流

動のみによる電位変化と考えられる数 mV 程度の電位の変化を捉えることに成功して

いる (Figure 4-1)。また、時間変化に着目するだけでなく、そのデータに対して信号処



92 

 

理を施すことも可能である。村上・山口(2007)では、野島断層での注水試験中に自然電

位変化をモニタリングしている。これらの観測された自然電位データでは、JR 山陽本

線からの漏洩電流のために、注水に伴う電位変化を明確に捉えることはできない。しか

しながら、独立成分分析を自然電位データに適用することで漏洩電流を取り除くことに

成功している(Figure 4-2)。このように、解析に入力するデータの SN比を改善できる点

も非定常な自然電位データに着目することの長所である。 

 

 

Figure 4-1 The example of noise reduction of monitored SP data (Modified from Rizzo et 

al., 2004). The left contour shows the SP distribution during injection and right 

contour shows the SP after injection. The right graph shows the change of water 

table and noise reducted SP data. 

 

Figure 4-2 The example of noise reduction of SP data by Independent component analysis 

(ICA) by Murakami and Yamaguchi (2007). SP data is contaminated by a 

leakage current by train. Raw data (top), processed data (center) and pumping 

rate (bottom).   
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4.3 自然電位分布の非定常逆解析 

4.3.1 飽和状態での解析 

1. 基礎方程式 

 

第一段階として、不飽和層の影響を考慮しない場合を考える。この時、地下水流動の

基礎方程式は、Equation 2-7 の左辺の相対浸透率および右辺の第三項を無視し、飽和度

を１とした場合で、以下の式で記述することができる。 

 
0))(( 




hK

t

h
Ss  Equation 4-1 

この拡散方程式と、Equation 2-11および Equation 2-12から導かれる水頭と電位を結びつ

ける以下の式を、弱連成解析を行い、飽和領域での非定常自然電位分布を示す式として

記述することができる。 

 0))(())((  hL  Equation 4-2 

Equation 4-2は、地中の全電流が平衡状態にある場合に成立する。従って、平衡状態に

ない場合には、時間変化に関する項を加える必要がある。Revil and Leroy (2004)では、

間隙中の流動、イオンの拡散および電磁場の連成問題を解くことで、非平衡な場合に成

立する支配方程式を導出している。この、電流の時間過渡現象は、物理探査においても

強制分極法(IP法)として応用されている。強制分極法は、地中に矩形波状の電流を流し

た時に、電流を流し初めてから定常状態になるまでの時間や電流遮断後に電位がゼロに

なるまでの時間を計測することで、地中の誘電率分布を調べる手法である。通常、過渡

時間は数秒程度しか継続しない(Findaca et al., 2012)。この、過渡時間は水頭の時間変化

に対して十分に短い時間であるといえる。従って、電流の過渡現象は無視でき、常に平

衡状態であるとして扱うことが可能である。 

 

2. 随伴方程式を用いた感度行列の計算 

 

自然電位の非定常解析においては、地表面での自然電位分布の地下透水構造に対する

感度分布と比貯留係数に対する感度分布が必要となる。この感度分布を求める最も簡単

な方法としては、第 3章第 2節で説明した方法と同じ手法がある。先ず Equation 4-1か

ら水頭分布の透水係数および比貯留係数に対する感度分布と Equation 4-2から自然電位

分布の水頭分布に対する感度分布を別々に求め、連鎖律を用いてそれぞれを掛けあわせ

ることで、自然電位分布の透水構造と比貯留係数に対する感度分布を直接的に計算する

方法がある。しかし、この方法では計算時間および計算に必要なメモリの双方が膨大と

なる。そこで本章でも、感度分布を効率よく計算する方法として随伴方程式法を用いる。

計算量に関して簡単な試算を行ったところ、例えば、数値計算にノード数 5000 ノード、
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メッシュ数 4000要素、観測点 100 点、タイムステップ 1000 ステップでの解析条件を仮

定した場合には、直接的に感度分布を求めると 160 ギガバイトのメモリ量が必要である

のに対し、随伴方程式法では 2ギガバイトですむ。計算時間も随伴方程式法では、直接

法の約 2％で終えることが可能であり、実際に計算可能な計算量まで削減できる。 

本章で用いる随伴方程式による感度分布の計算は、第 3 章で説明した手法を非定常問

題に適用したものである。第 3章の説明と同様に、基礎方程式を、感度分布を求めたい

パラメータで微分し、随伴方程式の解をかけて空間全域で積分することで求めることが

可能である。ただし、非定常問題の場合には、空間方向だけでなく時間方向にも積分を

行う。したがって、不飽和層の影響を無視した場合の非定常問題において、第 3 章の

Equation 3-28および Equation 3-29に相当するものは、以下となる。 
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4-4 

ここで、mm は、透水係数の常用対数か比貯留係数の常用対数を示す。モデルパラメー

タに、透水係数と比貯留係数の常用対数を用いるのは、逆解析で推定される値が正の値

となることを保証するためである。これらの、式は空間積分の処理と境界条件の処理の

みを行ったものである。時間微分を含む Equation 4-3の第二項は、積の微分の公式を用

いて以下の変形を行う。 
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Equation 4-5では、初期水頭分布は透水構造に依存しないため、t=toにおいて∂h/∂m=0 が

満たされる。また、w1に対しては終末条件である、t=ttermにおいて w1=0 という条件を与

えると、Equation 4-5 右辺第一項は 0となり、Equation 4-3は、以下となる。 
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また、第 3 章と同様に P を定義する。G の変数に比貯留係数 Ssを加え時間項の積分を

加えたものに拡張した Pを透水係数もしくは比留係数の常用対数 mmで微分すると、以

下の式で記述できる。 
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4-7 

 

第 3章と同様に Equation 4-4、Equation 4-6および Equation 4-7を加えて、随伴方程式お

よび感度行列の式を得る。ただし、時間項を含む場合では、Gを G=φ(x)δ(x-xr)δ(t-tl)と時

間を考慮したものに置き換える。ここで、tlは観測時間である。随伴方程式は 
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となり、透水係数に対する感度分布および比貯留係数に対する感度分布は、各々 
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となる。ここで msは、比貯留係数の常用対数である。なお、Equation 4-9は、終末条件

t=ttermにおいて w1=0 で問題を解く必要がある。この条件下で解くために、τ=tterm-t と時

間反転させて Equation 4-9 を解き、Equation 4-10 および Equation 4-11 を積分する際に

w1を再度時間反転させて計算を行う必要がある。 

 

3. Gauss-Newton法による２パラメータ推定法 

 

本章でも、Tikhonov正則化法により目的関数を定義し、それを透水構造および比貯留

係数で最小化することで透水係数および比貯留係数の同時推定を試みる。この場合、目

的関数は Equation3-4 に比貯留係数に関する制約条件を加えた以下の式となる。 

 222
),( ssksgwobs CSCKKSGdU    Equation 4-12 

ここで、dobsは観測データ、Ggwは、自然電位分布のフォワードオペレータを表し、Kお

よび Ssは透水係数および比貯留係数、λKおよび λsは透水係数および比貯留係数に対す

るトレードオフパラメータを示している。Equation 4-12 のフォワードオペレータをテイ

ラー展開により一次近似すると、以下の式で記述できる。 

 222
),( sskssksgwobs CSCKSJKJKSGdU    Equation 4-13 

ここで、Jkおよび Jsは自然電位分布の透水係数および比貯留係数に対する感度行列を、

ΔK および ΔSsは透水係数と比貯留係数の修正量を表す。ここで、Equation 4-13 を透水

係数および比貯留係数の双方で最小化すると、以下に示す行列式を得ることができる。 
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ここで、Δd は観測値と計算値の残差である。この、方程式を解くことで透水係数およ

び比貯留係数の同時推定が可能となる。本節では、透水構造と比貯留係数に同じトレー

ドオフパラメータを用いる。これらトレードオフパラメータの値は、モデル修正の繰り

返し毎に値を徐々に小さくする Cooling approach  (Haber et al., 2000) を採用する。 
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4. 逆解析テスト 

 

第一段階として、Figure 4-3に示されたモデルを用いて逆解析のテストを行う。この

モデルでも地表面を 0mとして、縦軸で地表面からの深度を示している。数値シミュレ

ーションにより自然電位分布を計算し、得られた自然電位分布を入力データとして用い

ることで、地下透水構造および比貯留係数構造の再構築を試みた。本研究では、透水係

数と比貯留係数には相関がないものと仮定する。したがって、数値テストで用いる透水

構造モデルと比貯留係数モデルは、異なる地下構造モデルを使用している(Figure 4-3)。

注水・揚水試験に伴う自然電位分布をシミュレーションし、非定常な自然電位分布、注

水・揚水量および電気伝導度分布から透水構造および比貯留係数構造の再構築を試みる。

なお、本研究では電気伝導度構造は電磁気探査などの自然電位法とは別手法により推定

できるという仮定より、電気伝導度の不均質構造が逆解析結果へ与える影響に関しては

評価しない。したがって、シミュレーションと逆解析の双方において一様な電気伝導度

構造 0.01S m
-1

,を与えて自然電位分布の計算および逆解析を行う。また、逆解析の初期

モデルは一様構造を用いた。  
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Figure 4-3 Bloky synthetic model for the inversion test. The vertical axis indicates the 

depth from the ground surface. Model of hydraulic conductivity structure (left) 

and specific storage (right). The black lines in the center of the model show the 

location of the well for the induction of SP signals.  

 

Figure 4-4は、揚水に伴う自然電位変化の計算例である。揚水に伴い自然電位は、徐々

に増加し、その後定常状態となり、揚水を停止すると徐々に初期状態に戻る電位パター

ンを示している。また、井戸から離れるにつれて電位の大きさは小さくなっている。

Figure 3-17は、BHRS でのダイポールテスト時に実際に観測された注水試験に伴う自然

電位分布である。Figure 4-4 は、揚水井戸の近くで計算された自然電位分布であるため

に正の電位の変化を示している。他方 Figure 3-17 では注水井戸付近で観測された自然

電位データであるために負の自然電位変化を示している。正負の違いを除き、実際に観

測される自然電位変化はシミュレーションで得られた自然電位と同様な時間変化をし

ていることが確認できる。このような時間変化する自然電位分布を入力データとして用

いて逆解析を行った。 
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Figure 4-4 Synthetic SP profile at the electrode 6m from pumping well (red line) and 9m 

(blue line) following to the pumping operation. The black line show the 

pumping rate. The minus sign indicates the pumping and plus sign indicates the 

injection in the variation of pumping rate.   

 

Figure 4-5は、逆解析により推定された透水構造および比貯留係数構造を示している。

初期モデルに 1.0×10
-5

m s
-1の一様な透水構造および 1.0×10

-4
m－1の一様な比貯留係数構

造を用いた。この逆解析は注水を一度行った場合に得られる自然電位分布、したがって

Figure 4-4と同じ注水パターンにより発生した自然電位分布を解析した結果を示してい

る。また、この逆解析結果は、地表面の約 10m間隔で計算された 36 個の非定常な自然

電位データを解析した結果である。 

透水性の不均質構造の推定結果に関して、水平な高透水性不均質構造が精確に再現さ

れている。また、鉛直方向に卓越した低透水の不均質構造については、その上面である

深度 4m から 6m 付近に低透水性の構造が現れていないが、それ以外の場所については

精確に再現されている。比貯留係数構造も、鉛直方向に卓越した高い値の比貯留係数構

造および低い値の水平な比貯留係数構造が推定できている。特に井戸付近では、感度が

非常に高くなるために、偽像の発生が懸念されたが、これら結果にそのような偽像は発

生していないことが確認できた。今回の数値テストは観測点数が多いとはいえない 36

点での観測によるデータを解析しているが、逆解析結果は非定常解析の場合には観測点

数が数十点あれば十分に地下構造を推定できることを示唆している。また、定常解析で

は透水構造しか推定できないが、非定常解析では貯留係数構造も推定できる。解像度や

信頼度が向上するだけでなく、透水構造以外のパラメータである比貯留係数構造も推定

できることは、非定常解析の長所である。また、Figure 4-6に水頭拡散率を示す。Figure 

4-6 の左図がモデルから計算された水頭拡散率であり、右図が結果から計算された水頭

拡散率である。 
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Figure 4-5 Inversion result of hydraulic conductivity structure (left) and specific storage 

structure (right) by transient SP inversion. The black line shows the location of 

the well and gray lines show the exact location of hegerogeneity of subsurface 

structure.  
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Figure 4-6 The distribution of hydraulic diffusivity. The distribution of hydraulic 

diffusivity calculated from the true model (left). The distribution of hydraulic 

diffusivity calculated from the inversion results of Figure 4-6. 

 

2つめのテストケースとして、ブロック状のモデルではなく、複雑な構造が存在する

場合の逆解析テストを行った。縦軸は、地表面を 0mとして地表面からの深度を示して

いる。Figure 4-7 は、2 つ目のテストケースとして用いた透水構造モデルおよび比貯留

係数構造モデルである。これらのモデルは、100点のランダムな位置での乱数から地球

統計ソフト SGeMS(Deutsch and Journel, 1992) を用い、クリギングを適用して作成した

モデルである。1つ目のケースと同様にモデルの中央部に井戸を配置し、揚水に伴う自
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然電位分布を逆解析する。逆解析の初期モデルには 1.0×10
-6

m s
-1の一様な透水構造およ

び 1.0×10
-5

m－1の一様な比貯留係数構造を用いた。電極配置はケース 1と同様で、36デ

ータの解析を行った。 

 

 

Figure 4-7 Test model 2. Complex model generated from 100 randam values at 100 

randam location with SGeMS. The vertical axis indicates the depth from the 

ground surface. The model of hydraulic conductivity (left) and the model of 

specific storage (right). 

 

Figure 4-8は、逆解析により得られた透水構造および比貯留係数構造の推定結果であ

る。透水構造の推定結果には、モデル中央付近に存在する高透水性不均質構造および低

透水性不均質構造が精確に再現されている。また、地表面付近の Y 方向-40m 付近には

は高透水性不均質構造が、深度 4mから 16m付近の X 方向 40m、Y 方向 40m付近にも

高透水性不均質構造が再現されている。大まかな構造だけでなく、細かい構造も推 
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Figure 4-8 Inversion results of teest 2. The inversion result of hydraulic conductivity 

(upper left picture) and specific storage (upper right picture). The lower graph 

shows the comparison of the estimated value and true value. Hydraulic 

conductivity (left) and Specific storage (right). 
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定されている。比貯留係数構造は、深度 4mから 10mの X 方向-40m付近および深度 10m

から 18m の X 方向 40m 付近に高い値の比貯留係数が推定できた。Figure 4-8 のグラフ

は、縦軸に推定されたパラメータの値を、横軸に実際の値を表示したものである。左図

が透水構造の推定結果で右図が比貯留係数の推定結果である。透水係数の結果において、

斜め右方向の軸上に多くの結果が分布しており、推定が適切に行われていることがわか

る。比貯留係数の結果の多くも、斜め方向の軸上に分布している。これらの結果より、

地下の構造が複雑な場合にも自然電位の非定常解析では地下構造を的確に推定できる

ことが示された。Figure 4-9に水頭拡散率の分布を示す。Figure 4-9の左図は、与えたモ

デルから計算された水頭拡散率で、中央の図は、逆解析により得られた結果から計算さ

れた水頭拡散率、そして右のグラフは、縦軸に推定された水頭拡散率を横軸に実際の水

頭拡散率を表示したものである。 

 

 

Figure 4-9 The distribution of hydraulic diffusivity in case of the test 2. The hydraulic 

diffusivity calculated from the model (left) and inversion results (center). The 

comparison of estimated hydraulic diffusivity and true hydraulic diffusivity 

(right).  
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5. 定常解析による結果との解像度比較 

 

定常解析を非定常解析に拡張する動機の一つは、非定常解析は定常解析より高解像度

な結果を得られることが期待できる点である。そこで、本項では、同じデータ数で解析

を行った場合に、定常解析結果と非定常解析結果の解像度の差異を比較する。 

Figure 4-10は、Figure 4-3で示されたブロック上の不均質構造が存在するモデルを用

いた場合の透水構造の推定結果である。左図は非定常解析による透水構造、そして右図

は定常解析による透水構造の推定結果である。双方の結果とも、地表面の 36 点で観測

されたデータを逆解析しており、時間変化する自然電位データを解析したものか定常状

態のみのデータを用いて解析したものかという違いを除き、同じ条件で解析を行い得ら

れている。非定常解析による結果では、鉛直方向に卓越した低透水性不均質構造と水平

な高透水性不均質構造の両方を推定できた。それに対し、定常解析による結果では、高

透水性不均質構造のみの推定にとどまり低透水性不均質構造は殆ど再現されていなか

った。この結果から、定常解析では観測点の密度が低下すると、単純な地下構造であっ

ても、不均質構造を検出する能力が低下していることがわかる。それに対し、非定常解

析では低透水性不均質構造の検出に成功している。時間変化する多くの情報を解析する

ことで優決定問題となり、観測点密度の低下による地下不均質構造の検出能力低下を防

ぐことができたものと考えられる。 

Figure 4-11は、複雑なモデルを用いて計算された自然電位分布に対して、定常解析と

非定常解析を行い、その結果を比較したものである。Figure 4-7と同じモデルを用いて

比較を行った。Figure 4-11の上左図は用いたモデルで、中図が非定常解析による透水構

造の逆解析結果、そして右図は定常解析による透水構造の逆解析結果である。非定常解

析による逆解析結果では、詳細な構造まで推定できていることに対し、定常解析による

推定結果では、モデル中心付近の高透水性の構造しか検出できていない。この推定され

た高透水性の構造は、非定常解析による結果では深くなるに連れて細長くなっており、

実際のモデルの中心付近にある高透水性不均質構造の形状を再現できた。それに対し、

定常解析による結果では、この高透水性不均質構造は円状になっており、その形状の再

現度は非定常解析の結果と比較して低下している。また、Y 方向-40m で X 方向 0m 付

近に存在する高透水性不均質構造は非定常解析では再現されているものの、定常解析に

おいては検出されていない。この結果より、第 3章で予測したとおり、自然電位の逆解

析手法を定常解析から非定常解析に拡張することにより、解像度が大幅に改善されてい

る様子がわかる。 
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Figure 4-10 The inversion image estimated by the transient SP analysis (left) and steady 

steate analysis (right). The model for the inversion is the same as the model of 

hydraulic conductivity in Figure 4-3. The number of data for the inversion is 

36. The location of electrode and number of the data for the inversion are the 

same in both case of transient and steady state analysis. 

 

Figure 4-11の下図は、推定された値と実際の値を比較したグラフである。青点で定常

解析による結果が、緑点で非定常解析の結果が表示されている。このグラフでは、緑点

が青点よりも推定結果と実際の値が一致する斜め方向の線に付近に集中しており、非定

常解析の結果が定常解析による結果よりも改善していることを定量的に確認すること

ができる。 
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Figure 4-11 The comparison of the resolution of inversion results with complex subsurface 

structure model. Model (left), inversion result with transient SP inversion 

(center) and inversion result with steady state analysis (right). The comparison 

of estimated value and true value is also shown by lower graph. The blue dot 

shows the comparison result by steady state analysis and green dots shows the 

result by transient SP analysis.  
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6. 注水パターンによる逆解析結果への影響 

 

Figure 4-5および Figure 4-8は Figure 4-4で表したとおり、１回の揚水に伴う自然電位

分布を解析したものである。揚水量や揚水・注水パターンを変化させた場合には、当然

観測される自然電位パターンは Figure 4-4の自然電位パターンと異なる。そこで、本項

では、注水や揚水パターンが解析結果に与える影響を評価する。Figure 4-12は、Figure 4-4

と同じ揚水試験を行った時に、地下の透水構造と比貯留係数構造が均質な場合に得られ

る自然電位の透水係数および比貯留係数に対する感度分布の時間変化である。各々揚水

開始直後、定常時、揚水終了直後の感度分布を示している。これらの感度分布は、井戸

直上に配置した１点の電極で観測される自然電位変化の感度分布を示しており、その絶

対値の結果を表示している。なお、この感度分布の計算において不飽和層の影響は考慮

しない。不飽和層の影響を考慮した場合には、第 3 章 3節の場合と同様に不飽和層にお

いて感度が低下することが予測される。 

自然電位分布の透水係数に対する感度分布は、揚水開始直後から徐々に高くなり、定

常状態では最高となり、揚水終了後に徐々に低下する時間変化をしている。他方、比貯

留係数に対する感度分布は、揚水開始直後および揚水終了直後のみに感度が高くなって

おり、定常状態時には全く感度がない。この感度分布の時間変化を要約すると、透水係

数は定常時に感度が高く、比貯留係数は過渡状態において感度が高い。このように、透

水係数と比貯留係数の各々の感度が高くなる時間が異なるために、自然電位という一種

類の観測データから異なる二種類の物性値が推定できると考えられる。 

Figure 4-4のような一定量で１回の揚水を行う場合、定常状態とみなすことができる

時間は、過渡状態であるとみなすことができる時間よりも長い。したがって、透水係数

の感度が高い時間が、非貯留係数の感度が高い時間よりも長くなっている。揚水や注水

パターンを変化させることにより、感度の時間変化を操作することが可能である。より

過渡状態の長い状態、例えば揚水や注水を繰り返したりする場合には、比貯留係数の感

度が高い時間帯を延ばすことが可能である。感度分布は解析結果に大きな影響を与える。

注水パターンを変化させて感度分布の時間変化を変化させた場合には、異なる解析結果

を得られる可能性がある。そこで、本章では、注水パターンを変化させ、推定される結

果を比較する。  
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Figure 4-12 Time time variation of sensitivity of SP on the ground surface to the hydraulic 

conductivity (left) and specific storage (right) in each picure. The distributions 

of sensitivities at different pumping stage are shown. The sensitivities at the 

beginning of pumping (upper left), steady state (upper right) and after the 

termination of pumping (bottom) are shown. 
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Figure 4-13 Repetitive pumping pattern and SP following to the pumping for the inversion 

test to search the effect of pumping pattern on the inversion image. The minus 

sign indicates the pumping and plus sign indicates the injection in the 

variation of pumping rate. 

 

Figure 4-13 は、注水パターンの逆解析結果への影響を調べるために用いた注水パタ

ーンとそれに伴う自然電位変化を示したグラフである。短時間での注水と揚水を繰り返

しているために、定常状態にある時間帯が短く過渡状態にある時間帯が長くなる。した

がって、比貯留係数の感度の高い時間が、１回の揚水だけの場合と比較して長くなって

いる。Figure 4-14に Figure 4-13に示された注水や揚水パターンに伴って発生した自然電

位分布を解析した場合に推定される結果と１回だけの揚水に伴う自然電位を解析した

場合に推定される結果を示す。上図は透水構造の推定結果で、下図は比貯留係数構造の

推定結果である。各々、左図から真の構造、注水を１回だけ行った場合、そして繰り返 

し注水と揚水を行った場合の結果である。これらの結果を比較すると、透水構造推定結

果および比貯留係数構造推定結果の双方の結果において、有意な違いは見られない。テ

ストに用いたモデルが単純であるためにわずかな解析結果の差異しか現れない場合も

考えられる。そこで、簡単なモデルだけでなく地下構造が複雑な場合である Figure 4-7

のモデルを用いて、注水・揚水パターンの逆解析結果への影響を調べた。この場合、注

水および揚水パターンは、Figure 4-13に示すものと同様のものを用いている。Figure 4-15

に結果を示す。各々上図が透水構造の推定結果で下図が比貯留係数構造の推定結果であ

る。各々左図が、注水を一度行った場合、そして右図は注水・揚水を繰り返した場合の

結果である。これらの結果においても、透水構造の推定結果と比貯留係数構造の推定結

果の各々において、特別有意な違いは見られない。Figure 4-15の右図は、推定された値

と実際の値を比較したものであるが、このグラフで確認しても推定結果の分布に大きな

差異は見られない。したがって、地下構造が複雑である場合でも、不飽和層の影響を無

視した場合、すなわち推定する地下の深度に対して不飽和層が十分に薄い場合には、揚

水や注水パターンはそれほど解析結果に影響を与えないと予測される。なお、Figure 
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4-14および Figure 4-15から計算された水頭拡散率を Figure 4-16 にまとめる。 

 

 

Figure 4-14 The comparison of inversion results. Upper pictures show the estimated 

hydraulic conductivity structure and lower pictures show the estimated 

specific storage coefficient structure. In each picture, the model (left), the 

inversion result under single pumping (centor) and repetitive pumping (right) 

are shown. 
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Figure 4-15 The comparison of estimated result under different pumping pattern. Case 1 

indicates the inversion result under single pumping pattern and case 2 

indicates the result under pumping pattern as Figure 4-13 shown. The 

estimated result of hydraulic conductivity (upper) and specific storage (lower) 

are shown.  
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Figure 4-16 The distribution of hydraulic diffusivity calculated from the results of Figure 

4-14 (upper) and Figure 4-15 (lower). From the left, the model, the result 

under single pumping case and the results under pumping pattern as Figure 

4-13 shown. The comparison of true and estimated hydraulic diffusivity is also 

shown (lower). 

 



113 

 

7. 湧水量データ量の逆解析結果への影響 

 

これまでの数値テストでは、地下水流動情報である揚水・注水量データと自然電位デ

ータのサンプリングレートを同じ値に設定して逆解析のテストを行った。しかしながら、

通常これらのデータは別途に観測されるものであり、データ量やサンプリングレートが

等しいとは限らない。特に、揚水・注水量はただ単に地表面の電位を測定する自然電位

観測と比較して観測し難く、自然電位観測と比較してサンプリングレートは低く、デー

タ量が少ないことが予測される。そこで、本節では、揚水・注水量のデータの不足が逆

解析結果にどのように影響するのかを調べる。 

本節では、まず Figure 4-17a に示す高サンプリングレートの揚水データを作成した。

この揚水データを用いて自然電位分布をシミュレーションし、その自然電位データを入

力データとして用いた。テストに用いる自然電位データのサンプリングレートは変化さ

せない。それに対し、揚水量データは 900 点のデータを 11 もしくは 5 つの時間区分に

分割し、各々の区間で平均をとったものを Case1および Case2 として揚水量データに用

いた。各々のデータを、スプライン補間を用いて不足しているデータを補い、逆解析テ

ストの入力に用いた(Figure 4-17b )。地下構造には、Figure 4-7に示す地下構造モデルを

用いる。 

 

Figure 4-17 (a)The pumping data with high sampling rate data and SP signal following 

to the pumping. (b) The input pumping pattern for the test. The triangles 

indicate the data points. 
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Figure 4-18 The inversion results from different sampling rate data of pumping pattern. 

The result of hydraulic conductivity (upper) and specific storage (lower). 

From left, the results from the data of original sampling rate, case1 and case2 

in Figure 4-17 are shown.
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Figure 4-19 The comparison of true value and estimated value. Hydraulic conductivity 

(lefg) and specific storage(right). 

 

Figure 4-20 The distribution of hydraulic diffusivity calculated from the results of Figure 

4-18. From the left, model, the results from the data of original sampling rate, 

case1 and case2 in Figure 4-17 are shown. The comparison of the true value 

and estimated value is also shown (lower). The green dots indicate the result 

from the data of original sampling rate. The blue and red dots indicate the 

result of case 1 and case 2, respectively.  
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Figure 4-18に結果を示す。また、Figure 4-19 に実際の値と推定された値を比較したグ

ラフを示す。Figure 4-18には、左からそれぞれモデル、自然電位観測と揚水量のサンプ

リングレートが同じ場合、11 点の平均揚水量からスプライン補間で揚水データを復元

した case1 の場合、5 点のデータからスプライン補間で揚水データを復元した case2 の

場合の結果を示す。上図が透水構造の推定結果で、下図が比貯留係数構造の推定結果で

ある。揚水点を深度 6mの 1点のみに配置しているために、どの結果においても深い位

置での推定精度は低くなった。これらの結果に関して、自然電位観測と揚水量のサンプ

リングレートが同じ場合と case1 の結果に大きな差異は認められない。これは、case1

で用いた補間された揚水データが、もともとの揚水データを大まかに再現できているた

めであると考えられる。case2 の結果に関して、比貯留係数の構造は全く再現できてい

ない。しかしながら、透水構造に関しては、X 方向の-30m 付近の高透水性の構造やそ

の隣に存在する低透水性の構造や X 方向 40m、Y 方向 40m、深度 5m から 10m にかけ

て存在する高透水性不均質構造が再現されており、低解像度ではあるものの、与えたモ

デルを再現できている。これらの結果から、揚水量や注水量といった地下水流動の情報

が不足している場合には、比貯留係数構造の推定結果の信頼性は低いが、透水構造の推

定結果はある程度信頼できると考えられる。ただし、揚水量データの不足が、透水構造

の推定結果の解像度を低下させることも確認できた。また、Figure 4-20 に Figure 4-18

から計算された水頭拡散率を示す。 

Figure 4-21は、揚水点に最も近い電極で観測された、逆解析テストに用いた自然電位

データ、初期モデルから計算される自然電位分布、推定されたモデルから計算される自

然電分布を各々、黒線、青線、赤線で示したグラフである。上から、自然電位観測と揚

水量のサンプリングレートが同じ場合の結果、case1 の結果、case2の結果となっている。

自然電位データと揚水量データのサンプリングレートが同じ場合には、細かな自然電位

の時間変化まで再現できているが、湧水量データ数の減少とともに、低周波成分の電位

変化の再現のみにとどまる傾向が認められる。比貯留係数は、自然電位変化の位相成分

のみに影響を与えるのに対して、透水係数は位相成分と電位の振幅の双方に影響する。

これら比貯留係数や透水係数が自然電位分布に与える影響は一様構造モデルを用いた

簡単な数値計算によって確認できる。揚水量データが少ない場合は、低周波領域の自然

電位変化しか再現できないために、推定される比貯留係数の構造は、低解像度でしか再

現できない。それに対し、透水構造は、データとして与えられた流量に対して自然電位

変化の振幅の大きさを空間的に再現する必要があるために、湧水量データが不足してい

る場合でもある程度の解像力を有する推定結果が得られるものと考えられる。 



117 

 

 

Figure 4-21 Data, SP profile at initial model and SP profile estimated from the inverted 

model. 

 

本項では、不足している湧水量データに対して補間を行い、その補間したデータを不

変なものとして取り扱った。これに対し、逆解析において湧水量データも未知数として

取り扱うことも可能である。例えば、今村(2014)では、MT 法において電磁波と地下構

造を未知パラメータとして取り扱い、ソースと構造の両方の推定に成功している。自然

電位の解析も同様に、透水構造や比貯留係数構造に加えて、湧水量も未知パラメータと

して考慮することで、不足している湧水データの補間や湧水データが不足している場合

にも高精度に透水構造や比貯留係数構造の推定が可能になると期待される。 

 

8. 人工物（金属ケーシング）の影響 

 

本項では、人工物が自然電位分布やその逆解析結果に与える影響の評価を行う。自然

電位は電位であり、特に高電気伝導度を有する金属の構造体の影響を受けやすい。本章

では、主に注水や揚水に伴う自然電位分布の解析を行ってきたが、こうした場合には、

井戸に施された金属製のケーシングパイプの影響が懸念される。金属ケーシングは深い

場所で発生した電位を地表面まで減衰させることなく伝えることができるため、金属ケ

ーシングが存在する場合には通常観測することができない深い場所で発生した自然電

位が地表面で観測される。Darnet et al. (2002) は、ケーシングパイプの存在により深い

位置で注水を行った場合でも数 mV 程度の自然電位が観測可能であることを指摘して
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いる。Figure 4-22は、ケーシングパイプが自然電位分布に与える影響を示した図である。

半径 0mの位置に井戸があり、深度約 4300mに自然電位ソースが存在する場合の電位分

布である。ケーシングパイプの影響を考慮しない場合には、同心円状に電位が変化して

いる様子がわかる(Figure 4-22 a)。それに対し、ケーシングパイプの影響を考慮した場合

には、地中深くの電位が地表面まで伝わっている様子がわかる(Figure 4-22 b)。 

 

Figure 4-22 The effect of the existence of high conductive casing on the SP. The 

isopotential line when the effect of the casing is ignored (a) and considered (b). 

(Darnet et al., 2002) 

 

このように金属構造物は離れた場所の電位を、減衰させることなく長距離伝えること

が可能であり、その影響を無視できない。そこで、本項では金属構造物の影響を考慮し

た逆解析手法を提案する。 

ケーシングのような金属構造物の影響を考慮する最も簡単な方法として、入力する電

気伝導度分布において人工物の構造をモデリングする方法がある。しかしながら、地下

の電気伝導度と金属の電気伝導度は大きく異なるために数値計算が不安定になる恐れ

がある。そこで、本研究では金属構造物の電気伝導度を無限であると仮定し、金属構造

物が存在する位置では電位が同じ値になると仮定することで金属構造物の影響を考慮

する手法を導入した。本研究では、電位計算に共役勾配法を用いているが、金属構造物
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が存在するノードにおける共役勾配法の勾配の値を同じ値に強制することで、フォワー

ド計算において金属構造物の影響を導入した。また、逆解析に必要なヤコビアンの計算

は、Equation 4-8の計算において上述した手法と同様な計算を行い、得られた随伴方程

式の解からヤコビアンを計算することで金属構造物の影響を考慮することが可能であ

る。 

Figure 4-23は、高伝導度のケーシングパイプの影響を考慮した場合に地表面で観測さ

れる自然電位分布と、その影響を無視した場合に地表面で観測される自然電位分布をシ

ミュレーションした結果である。地下透水構造は、Figure 4-7と同様のモデルを使用し、

モデルの中心の深度 10mの位置に揚水点を配置した場合の定常解析の結果である。揚

水量は 0.1 L s
-1で、深度 10mから地表面まで高伝導体のケーシングが存在する場合を仮

定した場合の結果(Figure 4-23 左)とケーシングの影響を無視した場合の結果(Figure 

4-23 右)である。ケーシングの影響を考慮した場合には、揚水点に発生する大きな自然

電位異常が地表面に減衰されずに伝達されるために、その影響を無視した場合と比較し

て井戸周辺で観測される自然電位異常が大きくなっている。井戸から離れるにつれて、

ケーシングの影響は減少しており、10m程度以上井戸から離れるとその影響は殆ど見ら

れない。ケーシングパイプの影響は井戸周辺の電位分布に限定されており、井戸周辺以

外の全体的な自然電位の分布のパターンは、ケーシングの有無に依存していない。 

ケーシングパイプの逆解析への影響を評価するために、ケーシングパイプの影響を考

慮した自然電位分布を計算し、ケーシングパイプの影響を考慮した逆解析と影響を無視

した逆解析に入力し、得られる結果の比較をおこなった。地下の透水係数と比貯留係数

モデルは、Figure 4-7 に示すモデルを用い、Figure 4-4と同様な注水に伴う自然電位変化

を解析に用いた。注水点は、深度 10mに配置した。Figure 4-24の上図が透水構造の推

定結果で下図が比貯留係数構造の推定結果となっている。各々、左からモデル、ケーシ

ングの影響を考慮した場合の結果、影響を無視した場合の結果となっている。ケーシン

グパイプの影響を考慮した結果では、透水構造および比貯留係数構造の双方が精確に再

現されている。これに対し、ケーシングパイプの影響を無視した場合の透水構造の結果

では、井戸が存在するモデルの中心付近で推定される高透水性の不均質構造が低めの値

で再現されている。ケーシングパイプの影響を無視した場合に地表面の井戸周辺で再現

される自然電位異常は、その影響を考慮した場合と比較して小さな自然電位異常となる。

井戸周辺の高透水性の不均質構造は、水頭を急激に減衰させるため、発生させる自然電

位異常を減少させる。井戸周辺の透水係数が高くなると地表面の井戸周辺で観測される

自然電位異常は小さくなり、逆に透水係数が低くなると大きくなる。ケーシングパイプ

の影響を無視することによる過小評価された自然電位異常は、井戸周辺の透水係数を低

く推定することで、ケーシングパイプが存在する場合と同程度の自然電位異常の値とな

ることができる。したがって、自然電位分布がケーシングパイプの影響を受けている場

合にその影響を無視して解析した場合には、井戸周辺において透水係数が実際の値より
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も低く推定されると考えられる。他方、井戸周辺以外では地表面で観測される自然電位

分布はケーシングの影響を殆ど受けないために、ケーシングの影響を無視して解析を行

っても推定結果に大きな影響は現れないと考えられる。 

比貯留係数構造に関して、ケーシングの影響を無視した場合には、井戸周辺で低い比

貯留係数が推定されている。ケーシングの影響を考慮しない場合に再現される自然電位

分布は、揚水開始後の水頭の変化と同じ早さで変化するため、地表面での自然電位の時

間変化は緩やかである。それに対し、ケーシングの影響を考慮した場合には、揚水点で

発生する電位変化が地表面まで瞬時に伝えられるため、地表面で観測される自然電位分

布は揚水開始直後に急激に変化する。この急激な変化を地下構造で再現するために、井

戸周辺では低い比貯留係数が推定されたものと考えられる。なお、Figure 4-24Figure 4-25

の結果から計算された水頭拡散率を Figure 4-25 に示す。 

このように、自然電位データがケーシングの影響を受けている場合にその影響を無視

して解析を行うと、井戸の周辺で推定される透水係数や比貯留係数は低く推定されるこ

とが確認された。また、その影響は井戸周辺に限られることも確認することができた。

ただし、井戸が深くなると影響を受ける範囲が広がることが予測されるため、特に井戸

が深い場合には逆解析においてケーシングの影響を考慮する必要がある。 

 

Figure 4-23 The SP distribution on the ground surface with the effect of high conductive 

casing pipe (left) and without the effect (right). 
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Figure 4-24 The comparison of the estimated image by inversion considering the effect of 

high conductive casing pipe (centor) and witout the effect (right) when the SP 

data is affected by the casing pipe. The comparison of the estimation image of 

hydraulic conductivity structure (upper) and the comparison of specific 

storage (lower) are also shown. 
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Figure 4-25 The distribution of hydraulic diffusivity when the effect of high conductive 

casing is considerd (center ) and ignored (right) when the input data is 

affected by the effect. The left picture shows the hydraulic diffusivity of the 

model. The comparison of the estimated and true hydraulic diffusivity is also 

shown. The red dots indicate the result with considering the effect of casing 

and green dots indicate the result when the effect is ignored. 

 

 

4.3.2 飽和・不飽和状態での解析 

1. 基礎方程式と解析手法 

 

飽和・不飽和層を考慮した場合は、基礎方程式は第 2章で記述したとおり、Equation 

2-7を用いて以下に記述できる。 



123 

 

 
  0)()()( 








 gwwr

w
pws qhKSk

t

h

h

S
nSS  Equation 4-15 

水頭と自然電位の関係は、第 3章でも記述したとおり飽和度のクロスカップリング係数

への影響を考慮して 

 0))()(())((  hLSL wr  Equation 4-16 

と記述できる。フォワード計算を解くにあたり、第 3章で説明した Picard Iteration 法を

用いて解く。各タイムステップの不飽和計算の１ステップ目に、ひとつ前のタイムステ

ップで求められた水頭の値を初期値として与え、繰り返し計算を行っている。 

感度分布は、本項でも随伴方程式法を用いて感度分布を求める。これまでの随伴方程

式の導出と同様にして、随伴方程式および自然電位分布の比貯留係数および透水係数の

常用対数に対する感度分布は、 
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 Equation 4-20 

と導くことができる。これらの式を用いて計算された感度分布を用い、Equation 4-14に

より透水構造と比貯留係数構造の推定を行う。 

不飽和層の影響を考慮しない場合の随伴方程式法による感度分布の計算は、係数行列

が普遍であるために、Equation 4-9を観測点数と同じ回数だけ全タイムステップ分、計

算すればよい。それに対し、不飽和層の影響を考慮した場合は、随伴方程式の係数行列

に水頭の値が混入している。したがって、観測点数に加え、データを解析するタイムス

テップ分 Equation 4-18 を解く必要がある。一般的に随伴方程式法は、効率的な感度分

布の計算手法であるとされるが、この場合には十分に効率的であるとは言い難い。不飽

和層の影響を考慮した非定常な自然電位分布の解析をより効率的に行うためには、随伴

方程式法より高度な数学手法を導入する必要がある。本研究では導入しなかったが、今

後 appendix で示した、残差から直接モデル修正量を計算する手法の拡張により解決で

きると期待できる。 
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2. 逆解析テスト 

 

本節においては、複雑な場合の地下構造モデルである Figure 4-7に示すモデルを用い

て不飽和層の影響を考慮した非定常解析の数値テストを行う。なお、モデルの透水構造

および比貯留係数の構造は、非線形計算の収束を考慮して 100 倍高いものに設定してい

る。この計算で用いた不飽和特性のパラメータは αvg=1、nvg=0.5であり、ポロシティ np

は一様に 0.5 に設定している。また、電気伝導度は一様に 0.002S m
-1に設定している。

本節でも、揚水を一度だけ行った場合の自然電位分布と Figure 4-26 に示す揚水・注水

に伴う自然電位分布の 2パターンの解析を行い、注水および揚水パターンが不飽和層の

影響を考慮した場合の逆解析結果に及ぼす影響を調べる。 

Figure 4-27は、解析結果である。上図が透水構造、下図が比貯留係数構造である。各

図で左からモデル、注水を一度行った場合に発生する自然電位を解析した結果、注水と

揚水を行った場合の自然電位の解析結果である。これらの結果では、透水構造の推定結

果に大きな差異は認められない。他方、比貯留係数構造の推定結果では、注水と揚水を

行った場合の解析結果には、大きなコントラストを持つ不均質構造が現れている。自然

電位の透水係数に対する感度は飽和度に応じてなだらかに変化する。他方、比貯留係数

は、飽和度が 1になるまでは間隙流体は単純に間隙を満たすだけで土粒子骨格に影響を

与えないために感度が低く、飽和した瞬間に感度が急激に上昇すると考えられる。自然

電位の比貯留係数に対する感度は、飽和度の変化に対して急激に変化すると考えられる。

特に、揚水や注水を行う井戸周辺では、飽和度が顕著に変化することが予測される。ま

た、井戸周辺では通常感度が高くなる。揚水から注水に切り替わる時に、井戸周辺では

自然電位の比貯留係数に対する感度の急激な上昇が予測される。この急激な感度変化に

より、井戸周辺に大きなコントラストを持つ比貯留係数の像が発生し、その影響を打ち

消すために別の偽像が発生する現象が連鎖的に発生したため、揚水と注水を繰り返した

場合と揚水を一度だけ行った場合では、異なる比貯留係数構造が推定されたと考えられ

る。Figure 4-28に Figure 4-27から計算された水頭拡散率を示す。 

 

 

Figure 4-26 Two kinds of pumping pattern and SP signals due to the pumping. 
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Figure 4-27 The comparison of estimated image under different pumping pattern by 

inversion considering the effect of unsaturated zone. The comparison of the 

estimation image of hydraulic conductivity structure (upper) and the 

comparison of specific storage (lower) are shown.  
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Figure 4-28 The calculated hydraulic diffusivity from the results of Figure 4-27. From left, 

the model, the result under single pumping pattern and the result under 

repetitive pumping pattern are shown. The comparison of the true and 

estimated results is indicated by green dots in case1 and red dots in case2. 

 

4.4 モニタリングデータへの適用 

4.4.1 解析地域の概要 

 

本節では、開発した非定常解析手法を岐阜県の瑞浪超深地層研究所で取得された自然

電位データに適用する。Figure 4-29にその場所と研究施設の構造を示す。瑞浪超深地層

研究所では、地層処分技術に関する研究開発が行われており、結晶質岩（花崗岩）を対

象とした研究が進められている。地下深部の地質構造のうち、地下水の流動を規制する

断層や水みちとして機能する割れ目帯の分布の把握は、地下水流動や水質形成メカニズ

ムを理解するうえで重要である。そこで、瑞浪超深地層研究所用地周辺において地下水
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流動を規制する断層や、割れ目帯の分布把握技術の整備を目的として自然電位測定が行

われている（徳安他、2012）。本節では、2008 年 9 月 24 日から約 1 ヶ月間実施され

た深度 300m 研究アクセス坑道掘削前の先行ボーリング時に発生した湧水に伴う自然

電位変化のモニタリングデータの解析を行う。 

 

 

Figure 4-29 The location and structure of Mizunami Underground Research Laboratory 

(Kumamoto et al., 2009) 

 

Figure 4-30 The geology map around Mizunami Underground Research Laboratory 

(Modified from Tokuyasu et al., 2012). The red rectangle indicates the analysis 

domain. 
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Figure 4-31 The cross section of geology map near the Mizunami Underground Research 

Laboratory (Tokuyasu et al., 2012). 

 

Figure 4-30および Figure 4-31に瑞浪超深地層研究所周辺の地質図および掘削孔を含

む断面での地質図を示す。Figure 4-30中の赤線で囲まれた領域は、本研究で解析する範

囲である。本研究では、月吉断層よりも南側の領域の透水構造の推定を行う。瑞浪超深

地層研究所周辺には、複数の断層が存在しており、地質図からは推定できない透水性の

不均質構造が存在することが予測される。そこで本節では地表面で観測された自然電位

データの解析による透水構造の推定を目標とする。瑞浪超深地層研究所周辺では、揚水

に伴う観測井での水位変化や実験坑での冠水や排水を行ったときに周辺の井戸で観測

される水位変化から１km 四方未満の研究施設スケールの透水構造を推定する研究

(Illman et al., 2009; 熊本他、2009)や、広範囲に掘削された観測井から得られる亀裂デ

ータを統計処理することで 10km 四方の広範囲の透水構造を推定する研究(久保他、

2013)が行われている。自然電位分布から推定される透水構造が、これら他の手法によ

り推定された透水構造と調和的であるか検討し、本研究で開発した手法の妥当性を評価

する。 

 

4.4.2 使用するデータ 

 

使用するデータの観測期間中は、非分極電極である炭素棒電極を用いて自然電位がモ

ニタリングされている。接地抵抗の低減および電極の破損の防止対策として電極全体を

地面に埋設して設置されている。測定システムは、電極とそれらを結ぶケーブル（LAN 
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ケーブル、ビニル電線）、データロガー2 台、ローパスフィルタ 2 台により構成される。

データロガーは、株式会社キーエンス製マルチ入力データ収集システム NR-600 シリ

ーズが使用されている。この NR-600 シリーズは、最小サンプリング間隔である 0.1 秒

サンプリングの場合、商用電源によるノイズがエイリアシングノイズとしてデータに混

入する。そのため、1 台のデータロガーにつき、1 台のローパスフィルタを接続して、

電極からのシグナルがデータロガーに入る前に高周波ノイズの除去を行った（徳安他，

2012）。Figure 4-32に電極の位置を示す。  

Figure 4-33は、日平均湧水量のデータである。2008 年 10月より、湧水量が増加して

いる様子が認められる。この湧水量の変化に伴って発生する自然電位信号の解析を行い

瑞浪超深地層研究所付近の透水構造の推定を行う。解析に用いる自然電位データは、15

分サンプリングにダウンサンプリングしたデータを用いる。他方、流量は 1日平均のデ

ータであるため、解析を行うためにアップサンプリングを行う必要がある。そこで、

Figure 4-33のデータをスプライン補間した Figure 4-34 に示された湧水量データを用い

て解析を行う。この場合 4 章 7節 7項で示したように、比貯留係数の信頼性が低下する

と予測される。従って、本研究では得られた結果のうち透水構造だけに着目する。10

月 1日までは、湧水量がほぼ一定であり定常状態に近い状況であると考えることができ

る。そこで、10月 1 日から自然電位変化のシミュレーションを行い、10月 8 日から 11

日までの自然電位データの逆解析を行った。解析を行う期間に井戸で観測された水頭の

変化は最大 2m程度であり（徳安他，2012）、モデリングに用いた要素の厚さである 20m

に比べて十分に小さい。したがって、本節では不飽和層の影響を無視して解析を行う。

電気伝導度分布に関して、瑞浪超深地層研究所付近では自然電位観測に用いられる電極

を用いた電気探査が行われている（徳安他、2012）。この付近の深度 200m あたりまで

の電気伝導度構造は、概ね 20から 200Ωm程度であり、地表面付近以外の領域では比抵

抗の変化は小さい。したがって、電気伝導度の不均質構造が地表面で観測される自然電

位分布に与える影響は小さいことが予測される。そこで本章の解析では、電気探査によ

り推定された電気伝導度分布のほぼ中央値である 0.01S m
-1に固定して解析を行った。

解析に用いたデータは、欠測データのない 76 電極で観測された 384 ステップ分のデー

タである。全データ数は、29184 データである。離散化に用いたブロック数は、18375

個である。 
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Figure 4-32 The location of electrodes for the monitoring (Tokuyasu et al., 2012). 

 

Figure 4-33 The daily average of flux data. The SP signals following to the increase of flux 

around October 2008 are analyzed (Modified from Tokuyasu et al., 2012). 
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Figure 4-34 Flux data for the inversion. The number of data is interpolated with spline 

interpolation. The minus sign of vertical axis indicates the discharge. The plus 

flux that indicates recharge is because of the effect of spline interplolation.  

 

4.4.3 独立成分分析による電車運行に伴う漏洩電流ノイズの除去 

 

瑞浪超深地層研究所で観測される自然電位信号は、JR中央線の運行に伴う漏洩電流

によるノイズの汚染度が高く、地下水流動に伴う自然電位変化を捉えることは困難であ

る。徳安他（2012）では、このノイズを除去するために自己回帰モデルを用いたフィル

ターを適用している。電車の漏洩電流により汚染された自然電位データのノイズ除去の

他の例として、村上・山口(2007) による独立成分分析（ICA）を適用した例がある。村

上・山口（2007）では、野島断層での注水試験時に発生した自然電位変化を、JR山陽

本線からの漏洩電流により汚染された自然電位データから抽出することに成功してい

る。そこで、本研究でも自然電位データに対して独立成分分析を使用しノイズ除去を行

う。 

独立成分分析は、異なる場所で観測された複数のデータから、そのソースと信号の混

ざり具合を推定する解析手法である。観測値 xica(t)は、ソースを表す sica(t)、信号の混ざ

り具合を表す混合行列 Wicaを用いて、線形モデルとして記述できることを仮定している

(Equation 4-21)。 

 (t)sW(t)x icaicaica   Equation 4-21 

したがって、独立成分分析では観測値から sica(t)および Wicaを推定することとなる。推

定したソースのうち、ノイズ成分を 0として、再度ノイズ以外の成分を混合行列を用い

て混ぜ合わせることでノイズ成分のみを取り除くことが可能である。瑞浪超深地層研究

所で観測された自然電位信号は、電車の漏洩ノイズと地下水流動により発生したもので

あり、この２つの電位ソースは独立である。さらに、観測される自然電位は、各々のソ

ースから発生した電位の重ね合わせが成立するため、Equation 4-21が成立する。したが

って、自然電位の信号処理において独立成分分析は相応しい解析手法であると考えられ
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る。 

本研究では、独立成分分析を行うにあたり、Hyvarienen et al. (2001) による FastICA

を用いた。自然電位データは、8つ毎のデータが 10チャンネルを用いて観測されてい

るため、各々のチャンネル毎に独立成分分析によるノイズ除去を行った。 

Figure 4-35に観測された自然電位信号と独立成分分析を適用した後の自然電位信号

を示す。これらの自然電位信号は、チャンネル 6－1での自然電位信号である。独立成

分分析実施前の自然電位は、電車の運行本数の多い時間帯には、強いノイズによりデー

タが汚染されている様子が認められる（Figure 4-35a）。独立成分分析実施後の結果では、

電車によるノイズが大幅に除去されている様子が認められる。この結果より、独立成分

分析が非常に有効なノイズ除去手法であることがわかる。 

本研究では、まず 1秒サンプリングの自然電位データを 1分サンプリングまでダウン

サンプルした後に独立成分分析を適用した。独立成分分析適用後、更に 15分サンプリ

ングまでダウンサンプリングしたものを入力データとして用いた。 

 

 

Figure 4-35 (a)Raw SP data. These data are contaminated by the leakage current from JR 

Chuo line. (b) The SP data after Independent Component Analysis (ICA). 
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4.4.4 立坑の影響 

 

瑞浪超深地層研究所において、換気立坑および主立坑は人工構造物でありその影響が

懸念される。特に、立坑はコンクリート構造物であり、その立坑内に設置された機械な

どの高電気伝導度の構造体の影響が懸念される。そこで、本研究では Figure 4-36 に示

す 3つの場合を想定して逆解析を行った。まず、ケース 1は構造物の影響を無視した場

合である。ケース 2 は、換気立坑および主立坑が高電気伝導度の場合である。ケース 2

の場合、立坑は高電気伝導度を想定しているが、立坑と深度 300mにある湧水が発生し

たボーリング孔内部は高電気伝導度ではないとする仮定である。ケース 3は、立坑およ

び湧水が発生したボーリング孔内の両方が高電気伝導度の構造で連続していると仮定

した場合である。なお、構造物の電気伝導度として 100S m
-1か完全導体を仮定して逆解

析を行った。 

 

Figure 4-36 The three cases considering the effect of high conductive structure at the shaft. 

The effect is ignored in case1. Only the shaft is conductive in case2. In this case, 

the borehole where the discharge occurred is not conductive. Both shaft and 

borehole are conductive in case3. The electrical conductivity in case2 and case3 is 

asuumed to be 100S m
-1

 and infinity (Modified from Ueno et al., 2012). 

 

4.4.5 解析結果 

 

逆解析を行うにあたり、まず初めに初期モデルの設定を行った。初期透水構造モデル

と比貯留係数構造モデルに、一様構造を用いた。最適な初期モデルを設定するために、

シンプレックス法を用いて最適な一様構造を推定した。構造物の影響を無視して、シン

プレックス法を用いて最適な一様構造を調べたところ、10
-8.32

m s
-1 の透水係数と 10

-7.33
 

m
-1 の比貯留係数が最適解として求めることができた。これらの値は、解析地域周辺が
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花崗岩で構成されていることを考慮すると妥当な値であるといえる。 

自然電位観測の基準電極は、解析する自然電位の主な発生源である湧水が発生した主

立坑から十分に離れている。主立坑から十分に離れた位置において自然電位が零値とな

る条件で計算した自然電位変化を、観測された自然電位変化に回帰させる解析を行った。 

Figure 4-37に三次元非定常逆解析における残差の変化を示す。ハイパーパラメータは、

1 回目のモデル修正時に 1に設定し、残差が減少した場合には次のモデル修正時にハイ

パーパラメータを半分の値にし、残差が減少しなかった場合には倍の値に設定し、各ス

テップで残差が必ず減少するように設定する手法を採用した。そのため、残差は各ステ

ップで必ず減少している。黄色と紫色の線は、各々ケース 3の立坑およびボーリング孔

の電気伝導度が 100 S m
-1および完全導体の場合の結果を、青色と赤色の線で各々ケー

ス 2の立坑の電気伝導度が 100 S m
-1および完全導体の場合を示している。緑色の線で

立坑の影響を無視した場合の結果を示している。ケース 3の場合、5回ほどモデル修正

を繰り返したあと、残差が減少しない。それ以外の場合には、残差は単調に減少してい

る。ケース 1及びケース 2の場合、人工物の電気伝導度の値が大きくなるにつれて、残

差の収束速度が低下している。Figure 4-38 には、全観測点での入力に用いた自然電位デ

ータと、推定されたモデルから計算される自然電位データを示す。黒線で入力したデー

タを、青線でケース 1の場合を、赤線及び緑線はケース 2でそれぞれ電気伝導度が 100S 

m
-1および完全導体の場合を、橙線と黄線はケース 3 でそれぞれ電気伝導度が 100S m

-1

および完全導体の場合を示す。湧水データが少ないために、推定されたモデルからはお

おまかな自然電位変化しか再現できていない。ただし、ケース 1やケース 2の場合では、

推定されたモデルから計算される自然電位は実際に入力した自然電位データに漸近し

ている。 

本節における解析では、入力に用いた湧水量データが不足しており、解析により得ら

れたモデルから計算される自然電位信号は、入力した自然電位データのおおまかな変化

しか再現できていない。本章の第 3節の第 7 項では、湧水データが不足している場合に

は、推定される比貯留係数構造は信頼性が低いことが明らかとなった。本節の場合にお

いても、おおまかな自然電位変化しか再現されていないことから、推定される比貯留係

数構造の信頼性は低いと予測される。そこで、透水構造の推定結果のみに着目する。 

Figure 4-39に逆解析の結果を示す。左上にケース 1の場合を、右上にケース 2で主立

坑の電気伝導度が 100 S m
-1の結果を、左下にケース 2で主立坑の電気伝導度が完全導

体の場合を、右下にケース 3で主立坑の電気伝導度が完全導体の場合の結果を示す。ケ

ース 3以外の場合では、主立坑付近以外の領域において全域で同じ様な傾向の透水構造

を推定できている。主立坑付近では、ケース 2の場合には高透水性の不均質構造が湧水

付近に発生し、これを打ち消す用に低透水性の不均質構造が周辺に推定されている。こ

の、高透水性及びその周辺の低透水性の領域は、立坑の電気伝導度が 100 S m
-1、完全導

体と電気伝導度が高くなるにつれて広い範囲で発生している。ケース 3の場合には、そ
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れ以外の場合と全く異なる傾向の透水構造が推定されている。湧水が発生したボーリン

グ孔では、電気検層が実施されている。電気検層では、ボーリング孔内で 500Ωm から

1000Ωm の電気伝導度が計測されている(上野ほか、2012)。従って、少なくとも立坑と

このボーリング孔内の湧水箇所までは高電気伝導度で通電していないと考えられる。従

ってケース 3の結果は棄却できる。 

ケース 3以外の場合は概ね全域での透水構造は類似しているので本論文では、ケース

2 で電気伝導が 100 S m
-1の場合に着目する。．Figure 4-40 に推定された透水構造の全域

の結果を示す。Figure 4-40上図の地図中の番号は、Figure 4-40 下図の断面図の位置を示

している。地図中の赤色で示された領域は地下に高透水性の領域が発達している場所を、

青色で示された領域は低透水性の領域が発達している場所を示している。また、地図中

には井戸の位置も記してある。 

解析により得られた結果では、まず坑道の南側は全体的に透水性が高いと推定された。

また、湧水が発生した主立坑の深度 300m付近では、周辺よりも低透水性構造を有する

領域が北西から南東方向に傾いて位置している様子が推定された。さらに、主立坑より

も約 200m北東では、地表面付近で高透水性不均質構造が北東から南西方向に斜めに存

在し、その下には低透水性不均質構造が推定されている。 

また、主立坑と換気立坑を含む断面での透水構造の推定結果を Figure 4-41 に示す。

この断面図では、南西側に高透水性の領域が広がっている。立坑付近では、湧水点の位

置だけでなく、換気立坑から主立坑にかけて低透水性領域があり、さらに北東側には地

表面付近から北東方向に傾斜した高透水性領域が推定されている。 

 

 

Figure 4-37 The variation of RMS. The green line indicates the RMS in case1. Red and 

blue lines indicate RMS in case2. Red line is RMS when the structure is 100 S 

m
-1

 and bule line is RMS when it is infinity. The yellow and purple lines are 

RMS in case3 where the structure is 100 S m
-1

 and infinity, respectively. 
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Figure 4-38 SP data and caluculated SP variation from estimated models. 
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Figure 4-39 The inversion results in case1 (left top), in case2 when the electrical 

conductivity of the structure is 100 S m
-1

 (right top) and infinity (left bottom). 

The results in case3 with the inifinite electrical conductivity of sturucture is 

also shown (right bottom). These results of case3 can be rejected because the 

condition of the electrical conductivity around the borehole at 300m depth is 

different from the observed situation. 
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Figure 4-40 The location of cross section in the map (upper, modified from Tokuyasu et al., 

2012) and the whole view of estimated hydraulic conductivity structure 

(lower).  
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Figure 4-41 The interpretation of estimated hydraulic conductivity structure. Upper 

pictures are modified from Takeuchi et al., (2013). 
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4.4.6 考察 

 

ここでは、前項で推定された逆解析結果について、透水試験や断層観察により既知と

なった水理情報との比較を行い、得られた結果の妥当性の検討や解釈を行う。 

湧水が発生した主立坑の深度 300m付近では、周辺よりも低透水性を有する領域が推

定された。この位置には、月吉断層から分岐した断層が複数存在しており、この主立坑

付近から離れるにつれて地中に存在する亀裂の間隔が広がることが予測されている（栗

原ほか、2008）。亀裂密度と高い透水係数に正の相関があると仮定すると、自然電位の

逆解析により推定された主立坑付近の低透水性の構造は妥当ではない。しかしながら、

主立坑付近には、遮水性の断層が存在していることが知られており、その断層を境界と

して地下水流動の挙動が変化することが知られている(Takeuchi et al.,2007)。地下水流動

を遮断する水理構造として、鉛直方向に卓越した低透水性の不均質構造が考えられる。

第 2章のフォワード計算結果によると、鉛直方向に卓越した低透水性の構造は自然電位

により検知しやすいことが明らかとなった。主立坑で発生した湧水により、主立坑方向

の地下水流動が発生し、遮水性の断層を通過する位置で自然電位異常が卓越していると

考えられる。自然電位異常は地下水流動が透水係数の変化する領域を通過した場合に発

生するため、地表面で観測される自然電位異常のうち、亀裂に沿って流れる地下水流動

からの寄与は小さく、遮水構造を通過しようとする地下水流動による影響が大きいと考

えられる。したがって、推定された主立坑付近の低透水構造は、高密度の亀裂分布を推

定したものではなく、この主立坑付近の遮水性の構造を検知したものであると考えられ

る。 

主立坑よりも約 300m北東の高透水性構造は、北西から南東に連続している。Illman et 

al. (2009) では、主立坑よりも北東に位置するMIZ-1孔と DH15 孔を用いてトランジェ

ントハイドロリックトモグラフィを行っており、高い透水係数を有する水ミチの存在を

推定している。自然電位の逆解析においてもこの高透水性の構造が推定されたと考えら

れる。 

Figure 4-41において、南西の端では、高透水性領域が現れているが、この位置におい

ては観測点が少なくなっており尚且つ計算領域の端であるため、推定結果の信頼性は十

分ではないと考えられる。ただし、換気立坑より約 100m南西には比較的大きな断層が

存在しており（熊本他， 2009）、南西方向に向かって高透水性を示す傾向は、この断層

による透水性異常を検知している可能性も考えられる。 

瑞浪超深地層研究所では、深度に連れて間隙流体流の塩化物イオンの量が増加するこ

とが知られている。水野他（2013）では、地表付近では 1リットルあたり数十ミリグラ

ムの塩化物イオンが、深度 400m付近では 400 ミリグラムまで増加することを予測して

いる。流動電位係数の間隙流体のイオン強度に対する影響は、室内実験により数多く行

われている(例えば、Ishido and Mizutani, 1981)。これらの実験から、間隙流体のイオン
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強度が大きくなると、流動電位係数は減少することが知られている。瑞浪超深地層研究

所で予測されている程度のイオン強度の場合、イオン強度が 10 倍程度変化した場合に

は流動電位係数も 10 倍程度減少することが観測されている。しかしながら、間隙流体

のイオン強度が大きくなると、間隙流体の電気伝導度が増加することも観測されている。

特に、塩化物イオン濃度が 1リットルあたり数十ミリグラムから数百ミリグラムの場合

には、間隙流体のイオン強度に対する流動電位係数の減少率と間隙流体の電気伝導度の

増加率はほぼ同程度であることが観測されている(R.M. De Velde Harsenhorst, 2014)。本

研究では、逆解析に流動電位係数と電気伝導度を掛けあわせたカップリング係数を用い

ている。したがって、イオン強度に対する流動電位係数の減少と間隙流体の電気伝導度

の増加から、イオン強度の変化による影響を無視したことによる解析への影響は小さい

と予測できる。イオン濃度の変化を考慮した高精度な解析を行うためには、今回用いた

Equation 2-17や Equation 2-18で得られるカップリング係数を解析に使用するのではな

く、イオン強度と間隙流体の電気伝導度や流動電位係数を関連付ける岩石モデルを使用

し(例えば、Glover et al., 2012)、透水係数とカップリング係数を分離して解析する必要

がある。 

自然電位の逆解析により得られた透水構造の結果は、他手法で推定されている透水構

造と概ね定性的に整合的であることが確認できた。本研究では、自然電位分布のみの解

析を行ったが、今後、自然電位と同時に井戸で観測される水位データや透水試験により

直接的に求められた透水係数の値を利用することにより、より詳細な地下透水構造の推

定や信頼度の高い地下透水構造の推定が可能になると考えられる。 

 

4.5 結言 

本章では、第 3章で開発した自然電位分布の逆解析手法を、逆解析結果の解像度向上

や信頼性向上を目的として、非定常データにも適用できるように拡張した。 

本章では、ブロック状の単純な地下構造モデルと複雑な地下構造モデルを用いて計算

された自然電位分布から、地下構造モデルを再構築する逆解析テストを行った。逆解析

テストでは、地表面の 36 点で計算された自然電位分布を入力データとして用いた。36

点という観測点数は、実際に観測やモニタリングを行うにあたり、十分に測定実施可能

な観測点数である。本章で開発した非定常解析を用いた逆解析テストでは、透水構造と

比貯留係数構造の双方を推定することが可能であった。透水構造のみの推定が可能な定

常解析に対し、透水係数と比貯留係数という二種類の異なるパラメータを同時に推定で

きる点は、非定常解析の長所の一つである。同じデータ数を用いて行った定常解析によ

る透水構造の推定結果と非定常解析により得られた推定結果の比較から、非定常解析で

は、定常解析では検出できない不均質構造が検出されるだけでなく、解析結果の解像度

が大幅に改善されることも明らかとなった。 
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開発した手法を瑞浪超深地層研究所で取得された自然電位のモニタリングデータに

対して適用した。モニタリングデータには、電車の漏洩電流による SN比の低下という

問題があったが、独立成分分析により SN比を改善することに成功した。入力データの

SN比向上が可能であることも、非定常データに着目する長所として数えられる。また、

自然電位の解析に必要な湧水量データも十分ではなかったが、補間したデータを使用す

ることにより、透水構造を推定することができた。湧水量データの不足や自然電位デー

タの SN比が低いために解析が困難なデータであっても、本研究で開発した非定常解析

により透水構造を推定できることが示された。しかし、解像度の高い透水構造や信頼性

の高い比貯留係数構造を推定するためには、湧水や地下水流動に係るデータを十分に取

得し、優決定条件を確保する必要がある。 

本研究では比較的狭い領域での解析を行い、境界条件を静水圧固定条件として与えた。

境界条件の水頭を固定した場合、水頭の変化が大きくなる場合には、境界から流入する

地下水流動が発生した状況が数値計算上発生してしまう。これにより、境界付近に本来

存在しない自然電位ソースが発生する。地形が平坦な場合には、その自然電位ソースの

影響が解析する領域へ与える影響が十分に小さくなる程度まで計算領域を確保し、静水

圧固定条件を与えれば良い。どの程度の領域を確保すれば十分な精度が担保できるのか、

今後、数値計算を用いた更なる検討が必要である。他方、地形が複雑な場合には、境界

条件は、計算領域中の地下水流動パターンを決定する要因であるため、地形が平坦な場

合よりも解析での取り扱いが困難である。このような、境界条件に地形の影響を考慮す

る必要がある場合についての境界条件の取り扱い方についても今後、詳細な検討が必要

である。実際の解析においては、最適な境界条件を知ることは困難である。観測井で測

定される水位変化を用いた境界条件の修正や、境界条件も逆解析中で修正可能な量とし

て取り扱うことで、境界条件の解析結果への影響を緩和する工夫が必要である。 

 

4.6 自然電位逆解析の適用可能範囲と拡張性 

最後に、本研究で開発した自然電位逆解析手法の適用可能範囲と拡張性について記述

する。適用可能な最大の条件として、自然電位変化を検知でき、尚且つその自然電位信

号が地下水流動による自然電位信号であると特定できる必要がある。したがって、間隙

水中の電気伝導度が高いために発生する自然電位が小さくなる場合や、温度勾配や酸化

還元電位が大きいために自然電位の発生原因を特定出来ない場合には適用が不可能で

ある。即ち、本研究で開発した手法は、間隙流体が海水である場合や温度勾配の影響が

無視できない火山地帯、酸化還元電位が卓越した金属鉱床が存在する場合には基本的に

は適用が困難である。こうした条件下ではない、通常我々が水資源として利用できるよ

うな帯水層に対して適用が可能である。本研究で開発した自然電位解析の可探深度は、

地下水流動による自然電位信号が検知できる深さまでである。実際に観測される自然電
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位信号の大きさは、地下の平均的な電気伝導度や水頭勾配、地中深くの電位を地表面に

伝えるケーシングの有無など観測を行う場所に強く依存するため、具体的な数値を提示

することは不可能である。このことから、自然電位観測は単独で行うのではなく、電気

探査や他手法と組み合わせて行う必要がある。 

本研究で開発した自然電位の逆解析手法による推定は、地下水流動が透水構造の変化

する領域を通過する際に発生する自然電位異常に基づくものである。したがって、一様

な透水構造中に含まれる不均質構造である水ミチや断層などの検出に適した手法であ

る。これに対し、地下水流動が、同程度の透水係数を有する領域を選択的に流れ、透水

性の変化する領域を通過することが期待できない、一般的な層状の構造を推定すること

は困難である。このような場合には、予め先見情報として層状の構造を与えて解析を行

い、各層に含まれる不均質構造を推定することになる。ただし、揚水時のように、異な

る透水係数を有する層を強制的に通過する地下水流動が存在する場合には、地下水流動

が透水係数の変化する領域を通過することによる自然電位異常が発生するために、層状

の透水構造が推定可能である。特に、揚水試験の非定常解析では、Malama et al. (2009 a; 

b)により、地下構造が層状である場合に揚水を行ったときに地表面で観測される非定常

な自然電位分布に対して解析解が導かれている。この解析解を用いて最適な層状の初期

モデルを作成した後、本研究で開発した解析手法を適用するなどの工夫を施すことで、

一般的な層状の透水構造の推定も可能になると考えられる。 

本研究で開発した解析手法では、未知パラメータを減らすために、透水係数とクロス

カップリング係数の関係式を用いている。この条件が適用出来ない場合には、本研究で

開発した手法を直接的に適用することは出来ない。こうした場合には、透水係数や比貯

留係数、クロスカップリング係数を全て独立なパラメータとして扱うことで解析が可能

となる。パラメータ間の関係に関して、本研究では透水係数とクロスカップリング係数

を一対一に結び付けた解析手法を提示した。しかしながら、このように直接的にパラメ

ータ間の関係式を逆解析に代入するのではなく、関係式を逆解析の制約条件として与え

た逆解析やクラスタリングを用いた分類による制約を逆解析に与える手法に拡張する

（寺西、2014）ことで、今後、解析可能な地質条件を拡張できる可能性がある。また、

クロスグレディエント制約 (Gallardo and Meju, 2003) を導入し、異なるパラメータの形

状に相関を持たせることで、パラメータ間の関係式を用いない解析も可能である。本研

究では、電気伝導度構造を入力パラメータとして扱った。しかしながら、入力する電気

伝導度データに不均質構造が存在すると、逆解析の初期の段階において感度分布が電気

伝導度データによりバイアスされてしまう恐れがある。入力する電気伝導度構造に推定

結果がバイアスされないために、電気伝導度分布を入力データとして扱うのではなく、

見かけ比抵抗データと自然電位をジョイントインバージョンさせるなどの工夫も必要

である。 

本研究で開発した解析手法を実行するためには、地下水流動源の情報が必要である。
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本研究の目標の一つは、少ない井戸を用いて透水構造や比貯留係数を推定する手法を開

発することであった。観測に必要な観測井を自然電位観測に置き換えることが可能とな

ったという点においては、目標は達成できた。また、ダムや湖の堤体では、堤体中の地

下水流動をダムや湖の水位から推定できるため、本研究で開発した手法と電気探査を組

み合わせることで井戸を必要としない堤体内部の透水構造の推定が可能である。しかし

ながら、その他の場合には、地下水流動をある程度推定するための情報が必要であり、

このことは本研究で開発した手法の弱点である。今後、本研究で開発した手法に、河川

流量データや降水量データなどを組み込む拡張を行い、自然電位の季節変化情報や地下

水流動の季節変化情報の同時解析を可能とすることで、地下水流動情報を必要としない

広範囲の透水構造の推定が可能となるであろう。 
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第5章 結論 

本研究では、複数の観測井を必要としないで広範囲の水理パラメータを推定可能な新

たな物理探査手法の開発を目的とし、自然電位分布の逆解析手法の開発を行った。開発

した手法を実用化するために、自然電位解析において考慮すべき問題である不飽和層の

影響や、開発した逆解析手法の特性の把握を第一の目標とした。さらに、精度の向上や

解析手法の適用可能範囲の拡張を目的とした非定常解析手法の開発を第二の目標とし

て本研究を行った。 

以下で各章をまとめ、最後に全体の結論を述べる。 

第 1章では本研究の背景、目的について述べた。既存の地下水調査手法では、複数の

観測井を必要とすることから、その適用範囲には限界があることを述べた。また、井戸

の掘削を必要としないため、その活用が期待される物理探査手法でも、その多くの手法

では地下水流動そのものを把握することは困難である現状を述べた。それに対し、自然

電位法が地下水流動に直接感度がある物理探査手法であり、2000 年以降、自然電位観

測を用いた地下水調査に関する報告や自然電位分布の解析手法の提案が増加している

背景を説明した。ただし、現在提案されている自然電位法の解析手法で推定されるパラ

メータは、ある時点での地下水流動の状況を示す地下水面や水頭、ダルシー速度といっ

たものであり、数値シミュレーションなどを通して工学的に利用価値のある透水係数や

比貯留係数といったパラメータではない。自然電位分布からこれらの工学的に利用価値

のあるパラメータの構造を推定することができれば、自然電位法が地下水理構造調査に

おいて有効な探査手法になると考えた。自然電位分布から直接的に地下水理パラメータ

を推定する手法の開発は近年になって漸く開発され始めた段階であり、実用化に向けた

課題が多いことを指摘した。さらに既存の手法の問題点を指摘しただけでなく、非定常

な自然電位データに着目することで地下構造調査手法としての自然電位法の適用可能

性が広がることも指摘した。 

第 2章では、実際に自然電位から透水構造が推定可能であるかを検証するために、地

下透水構造の形状や透水性、または電気伝導度やクロスカップリング係数といった自然

電位分布に影響を与える地下構造のパラメータを様々に変化させた二次元定常フォワ

ードシミュレーションを行った。二次元定常フォワードシミュレーションにより、地下

水流動に対して水平方向に卓越した高透水性不均質構造や鉛直方向に卓越した低透水

性不均質構造は、地表面でも十分に観測されうる自然電位異常を発生させることを明ら

かにした。また、地表面で観測される自然電位分布は、不均質構造周辺の地下水流動パ

ターンや水頭変化の大きさに複雑に影響されることも指摘し、自然電位の定量的な解析

において、浸透流解析を含む解析手法、つまり地下水流動の基礎方程式および水頭と自

然電位の関係式の双方を考慮した連成問題に対する逆解析手法の必要性を指摘した。 

第 3章では，第 2章でのフォワード計算結果からの考察に基づき、定常状態において
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地下水流動の基礎方程式および水頭と自然電位の関係式の双方を考慮した連成問題に

対する逆解析手法を開発した。開発した逆解析手法を数値シミュレーションにより計算

された自然電位分布に適用したところ、自然電位の逆解析結果はノイズに対してロバス

トである一方、地表面に大きな自然電位異常を発生させる地下構造である、水平な高透

水性不均質構造や鉛直な低透水性不均質構造構造しか検出可能でないことを明らかと

した。また、解析した手法の拡張や、統計的逆解析手法の導入により、不飽和層の存在

が逆解析結果に与える影響の評価や信頼できる解析結果の領域の確認も行った。その結

果、不飽和層が帯水層と比較して十分に薄い場合には、帯水層に推定される結果は不飽

和層の存在による影響を大きく受けないことや、自然電位の逆解析結果において信頼で

きる範囲は、電極の分布領域の直下に限られることを明らかにした。開発した手法を

Boise Hydrogeophysical Research Site で注水試験時に観測された自然電位データに適用

し、透水構造の推定を試みた。得られた結果とハイドロリックトモグラフィやスラグテ

ストにより得られた透水構造を比較したところ、自然電位法による推定結果では、これ

らの手法により検知されたものと同様の位置に高透水性不均質構造を検知することに

成功した。ただし、定常解析ではデータ数に限りがあるために解像度や信頼性に不安が

あり、これらを改善するためには定常解析から非定常解析に拡張する必要があることも

指摘した。 

第 4章では，第 3章で指摘された定常解析における解像度や信頼性の限界を克服する

ために、定常解析手法を非定常解析手法に拡張した。非定常解析では定常解析に比べ、

より多くのデータを解析できるため、解像度や信頼度の向上が期待できる。しかしなが

ら、自然電位の非定常解析による水理パラメータ推定手法に関する報告は未だ無い。自

然電位の非定常解析は、非定常な連成問題に対する逆解析となり計算量が膨大となるこ

とが障害になっていると考えられる。本研究では、効率的な感度分布の計算法である随

伴方程式法を導入することでこの問題を解決した。数値シミュレーションによって計算

された自然電位データを用いた逆解析テストでは、非定常解析から得られた結果の透水

性不均質構造の検出能力や推定結果の解像度は、定常解析による結果と比べ、大幅に改

善された。また、非定常解析により、透水係数だけでなく比貯留係数も推定することが

可能となった。定常解析では、地下水流動や自然電位が定常状態にあるデータを使用す

る必要があるが、非定常解析では過渡状態にあるデータの解析も可能であり、定常解析

よりも多くの種類のデータに対して解析が可能となる。そこで、定常状態では解析が困

難であった、瑞浪超深地層研究所で観測されたモニタリングデータに対して開発した手

法の適用を試みた。この解析では、湧水量データの不足や自然電位データの SN比が低

いという問題があったが、非定常データに対して適用可能な信号処理の適用や不足デー

タを補間することで、解析を行った。推定された透水構造は、他の手法によって推定さ

れた透水構造と定性的に整合的であった。データ量の不足や SN比が低いためにこれま

では解析が困難であったデータからも、非定常解析では透水構造が推定可能であること
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を示し、自然電位法の解析可能性を拡張することができた。ただし、高解像度な透水構

造や信頼できる比貯留係数構造を推定するためには、十分な湧水量データを取得する必

要がある。 

これまで、自然電位法は地下構造調査に用いられることは少なかったが、本研究によ

り自然電位法が透水構造や比貯留係数構造を推定する構造調査手法として実用的な手

法であることを確認できた。これまで物理探査手法で直接求めることが困難であった透

水係数や比貯留係数といった工学的なパラメータを直接求めることが可能となり、自然

電位法が工学的に有意義な手法であることを示すことができた。また、非定常解析手法

まで手法を拡張することにより、様々な自然電位データから透水構造を推定可能となっ

たことから、今後、土木分野や環境分野において自然電位法が普及することが期待され

る。本研究では主に飽和層での解析に焦点を当て、逆解析手法の開発を進めてきた。今

後は、飽和領域だけでなく不飽和領域での可視化手法としての自然電位現象の適用可能

性も期待できる。本研究で開発した手法は透水係数と比貯留係数を逆解析の主たる未知

数としていたが、これら未知数に不飽和モデルのパラメータを加えることでこの拡張が

可能になると考えられる。本研究は、その拡張のための基礎技術としても応用できると

考えられる。  
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付録 

A モデル修正量計算 

本研究では、ヤコビアンを計算してからモデル修正量を計算するガウス・ニュートン

法を適用した。この手法は、解を安定的に求めることができる一方、ヤコビアンから一

般逆行列を計算する必要がある。他方、最近では全波形インバージョン(Full waveform 

inversion)などで採用されている、目的関数からモデル修正量を直接求める手法が多用さ

れている。本研究ではこの手法を採用しなかったが、自然電位逆解析のような連成問題

に対しても、直接モデル修正量を計算する逆解析を行うことが可能である。本付録では、

連成問題に対するモデル修正量の計算方法の導出を行う。第一段階として、飽和非定常

地下水流動の基礎方程式である、拡散方程式で記述される問題のモデル修正量の導出を

行う。 

基礎方程式となる拡散方程式は、以下の式で記述される。 

 
gws qhK

t

h
S 




))((  A 1 

この解は、ソース項に関して線形性を有する拡散方程式のグリーン関数を用いて記述で

きる。 

 
)( gwdiff qGh   A 2 

A 1を位置 xmのモデルパラメータ mmで微分すると水頭 hのモデルパラメータ mmに対

するヤコビアンの基礎方程式となる。 

 

 
0))(()))((()( 1
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S
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h
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m

S
msm

s
 A 3 

ここで Ψ1は、
𝜕ℎ

𝜕𝑚
である。δ(x-xm)は、A 3の微分が位置 xmのモデルパラメータ m(xm)で実

行されているために位置 xmにおいてのみ値を有し、位置 xm以外の位置での比貯留係数

Ssや透水係数 Kのモデルパラメータに対する微分が 0となることを表している。A 3に

着目すると Ψ1 は、A 2のグリーン関数を用いて記述できる。 
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目的関数 Uを以下に定義する。ここで、rnは観測点数である。 

   dttxhtxhU
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robsrcal 
2

),(),(
2

1
 A 6 
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目的関数をモデルパラメータで微分すると、モデルパラメータ修正量を求めることがで

きる。ここで、微分演算子の積分計算に関する相反性を利用するために上の式に空間積

分を導入する。 

   dtdVxxtxhtxhU

nr

robscal 
2

)()),(),((
2

1
  A 7 

Uをモデルパラメータで微分すると、勾配が最大となる方向のモデル修正量 Δmを求め

ることができる。 
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 A 9 

ここで、Δh(x,t)は、計算された値と観測された値の差である。以下の微分方程式とその

グリーン関数 G
*

diffを定義する。この式は、拡散方程式の随伴方程式である。 

 








qAK
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S s ))((  A 10 

 
)(   qGA diff  A 11 

この q
*が Δh(x,t)δ(x-xr)であるとし、A 8および A 9に代入すると、以下の式を得る。 
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 A 13 

ここで、第 4章 3節 2項と同様に、A 12および A 13の右辺第一項には時間微分に対し

て積の微分公式を、第二項には、空間微分に対してグリーンの定理を適用する。また、
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第 4章 3節 2項と同様に A
*に終末条件を与え、境界積分の処理を行う。Gdiffのソース項

を省略して記述すると A 12および A 13 は、以下の式で記述できる。 

 
dtdVAGK

t

G
Sxm diff

r

diff

smks

n





  )))((()(,  A 14 

ここで、積分に含まれる Gdiffに関する括弧は、A 1 の方程式を満たしており、この部分

はグリーン関数のソースと同値である。したがって、モデル修正量は、以下の式で記述

できる。 
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特に、修正する量を透水係数と比貯留係数で記述すると以下の式となる。 

 
dtdVxxtxhG

t

h
S

nr

rdiffs  



 ))(),((*   A 17 

 dtdVxxtxhhGK

nr

rdiff  ))(),((*2   A 18 

G
*
diffは、A 10のグリーン関数であり、拡散方程式を時間方向逆向きに解いたグリーン

関数である。即ち、残差を拡散方程式に対し逆伝播させたものと、フォワード計算によ

り得られた水頭の時間微分又は発散の相関が比貯留係数と透水係数のモデル修正量で

ある。 

 

B 連成問題に対するモデル修正量計算 

自然電位の逆解析に対するモデル修正量を導出する。基礎方程式は、以下の二式で記

述される。 

 
gws qhK
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h
S 




))((  B 1 

 0))(())((  hL  B 2 

ここで、ラプラス方程式のグリーン関数を以下の式で定義する。 

 
Laps ))((   B 3 

 
)( LapLap sG  B 4 

B 2を位置 xmのモデルパラメータ mmで微分すると以下の式が得られる。 
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ここで Ψ2は
𝜕𝜑

𝜕𝑚
であり、Ψ1は A 3の解である。従って、Ψ2は B 4のグリーン関数を用い

て以下の式で記述できる。 

 
)))(()))(((( 12 
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ここで、ラプラス方程式のグリーン関数のソースに対する線形性および、A 4と A 5を

用いて、電位の比貯留係数および透水係数に対するヤコビアンは以下の式で記述できる。 
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ここで、流動電位係数 Lは透水係数と無相関であり、
𝜕𝐿

𝜕𝐾
= 0を仮定している。 

付録 Aと同様に目的関数 Uを以下に定義する。 

   

nr

robscal dtdVxxtxtxU
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  B 9 

目的関数をモデルパラメータで微分し、モデルパラメータの修正量を求める。Δφを、

計算値 φcalと観測値 φobsの差とすると、モデルパラメータの修正量は以下の式となる。 
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 ))(),(()(   B 11 

まず、比貯留係数のモデル修正量から求める。B 7 の拡散方程式のソースを省略して記

述すると、B 10は、以下の式で記述できる。 

 dtdVGLGxxtxxm diffLap

r

rms

n

))(())(),(()(     B 12 

ここで、s
*
Lapをソースとするラプラス方程式 B 13を考える。これは、ラプラス方程式

の随伴方程式を表している。ラプラス方程式の随伴方程式は自己随伴方程式であり、も

とのラプラス方程式と同じである。 

   LapsA ))(( 2  B 13 

s
*
Lapを Δφ(x,t)δ(x-xr)として B 13を B 12に代入し、グリーンの定理を適用すると、B 13

は以下の式となる。 
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 dtdVGLGAxm diffLap

r

ms

n

)))))((((()( 2  
   B 14 

境界積分は、第 4章 3節 2項と同様に処理でき 0となる。ここで、B 14の被積分関数

の括弧の中は、B 3 を満たしており、ラプラス方程式のソースと同値となる。従って、

B 14は、以下の式で記述できる。 

 dtdVGLAxm diff
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)()( 2  


 B 15 

B 11も同様にして以下の式で記述できる。 
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    B 16 

ここで、A
*

2は、Δφ(x,t)δ(x-xr)をソースとするラプラス方程式の解であり、B 16 の右辺第

一項は、フォワード計算により得られた水頭と A
*

2から簡単に求められる。ここで、B 15

の右辺および B 16の右辺第二項の以下の式に着目する。 

 
dtdVGLA diff )(2 


 B 17 

ここでも、B 12から B 14 への式変形と同様にグリーンの定理を 2度使用し、以下の式

を得る。 

 
dtdVALGdtdVGLA diffdiff )()( 22

    B 18 

ここでも、A 10と同じ以下の随伴方程式を考慮する。 

 
)())(( 2








ALAK

t

A
S s  B 19 

B 18に B 19を代入し、A 14と同じ式変形を行うと以下の式を得る。ただし、ここで拡

散方程式のグリーン関数のソース項を sdiffとおく。 
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 B 20 

従って、B 15 および B 16 は、以下の式となる。 
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 B 22 

特に、修正する量を透水係数と比貯留係数で記述すると以下の式となる。 
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 B 24 

観測点での自然電位の残差をソースとしてラプラス方程式を解き、そのポテンシャル分

布から自然電位ソースを求める手順により得られたものをソースとして、拡散方程式で

逆伝播させたものと、フォワード計算により得られた水頭の時間微分又は発散の相関が

比貯留係数と透水係数のモデル修正量である。 
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