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地下水位の潮汐応答の分析による

淡水レンズ帯水層の水理定数推定手法
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沿岸域で淡水を含む帯水層が海底に露出しているとき,

淡水は海に流出し,海水は淡水の下にくさび状に浸入する。

これら淡水と海水は動的平衡を保っており,境界面は内陸

に向かって下っている(山本,1983)。陸倶仂、ら海に向かっ

て流出している不圧地下水の淡水とその下部に浸入した塩

水が定常状態の塩淡境界面を形成しているとき,海岸線付

近を除いて淡水地下水の鉛直方向の浸透流速は小さいた

め,鉛直断面内で水平方向の浸透流速は一様であると仮定

し(デュプイの準一様流の仮定),塩淡境界面の下で塩水が

静止し淡水と混合しないと考えれば,塩淡境界面の深さと

地下水位標高が比例することが知られている(ガイベンー

ヘルツベルグの近似)(例えぱ佐藤・岩佐,2002)。周囲の

全方位を海岸線に囲まれた島峡で全域に不圧帯水層が分布

する場合には,海岸付近では地下水位標高は海水準にほぽ

等しく淡水の厚さはほぽ零となり,海岸から内陸に離れる

につれて地下水位標高は高く淡水は厚くなる。したがって

島峡全体の地下水の淡水部分の形状は,地下の塩水の上に

浮かぶ薄いレンズのような形状となる。このような,海水

が浸入した不圧帯水層の上部に密度差によってレンズ形状

となって浮かぶ地下水の淡水部分は,淡水レンズと呼ばれ

る。

淡水レンズに関する研究は,1970年代以降,その分布や

水資源量を報告するものが多くぁる(例えばVacher,1978;

Cantandweech,1986 ; Anthony,1996 ;石田ら,2010)。こ

れらの研究は,いずれも淡水レンズの静的な規模・水量に

注目するもので,淡水レンズの分布や厚さを把握する手段

として淡水レンズ下部の塩淡境界位置の把握とあわせて地

下水位を測定することはあっても,日周期の潮汐に応答す

る速い地下水位変動を連続的に観測して分析する観点はな

かった。

国内における淡水レンズ分布地域としては,南西諸島の

石灰岩からなる多良問島,南北大東島などの島峡があり,

内閣府沖縄総合事務局および農林水産省農村振興局によっ

て淡水レンズの水源開発技術の確立が図られてきた(岸ら,
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緒 1998;農林水産省,200の。沖縄県の多良間島においては,

平成23年度までの調査により(祖父江,2008;白旗・長田,

2009)農業用水源の一部として淡水レンズから取水を行う

事業の構想が策定されており,引き続いて平成24年度から

実施中の調査では淡水レンズからの持続的に可能な取水量

と管理手法を検討するため,地質調査,取水試験,淡水レ

ンズ挙動および取水可能量の解析が計画されている(山田

ら,2012 ;仲間,2013)。

淡水レンズに限らず地下水の水源開発計画を検討するに

当たっては,帯水層の水理性状を表す定数,すなわち帯水

層定数(透水量係数,貯留係数など)を把握することは基

本的な要件である。大規模な地下水開発計画の検討では,

揚水量や総合的水利用計画の検討のため地下水シミュレー

ション解析の手法が用いられるが,解析を行う上で必要な

基本的パラメータのひとつが帯水層の水理定数である(農

林水産省,2009)。帯水層の水理定数を把握する方法として

は,揚水試験,放射線水分検層,ボーリングコア試料を用

いた室内試験などが挙げられる(緑資源機構,2006)が,

これらの方法では,揚水試験の実用的な影響圏から類推し

て最大でも 30om (不圧帯水層の場合)(山本,1983)まで

の局所的な情報しか得られない。

一方,不圧帯水層が海底に露出する沿岸域や淡水レンズ

賦存地域では,潮汐による海水位の周期的変動が内陸に向

かって伝播することによる地下水位の変動(地下水位の潮

汐応答)を分析することによっても,帯水層の水理性状を

推定することが可能である。この方法では,潮位の正弦振

動の伝播による内陸地点地下水位の振動を水頭拡散率と呼

ばれる帯水層定数を介して表現する水位変動式を用いる。

水頭拡散率は,ある地点の水頭変化がその周辺にいかに速

く及ぶかを示す尺度であり,透水量係数の貯留係数に対す

る比に等しい。この方法は,地下水観測孔の配置によって

はlkm以上の広範囲の淡水層の水理性状を推定できる点で

有利である。

潮汐応答する地下水位の現場での観測データを用いて,

水位変動の式から帯水層の水理性状の推定を行った研究と

しては,次のものがある。近森ら(1972)は,高知県沿岸
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域の地区の不圧地下水を対象として,近傍の検潮所におけ

る既知の潮位変動を境界条件として帯水層定数を色々に仮

定して水位変動式により内陸地下水位を推定し,実測した

地下水位との差を最小二乗法的に評価して帯水層定数の最

適推定値を求めている。愛知ら(2011)は,潮汐の主要振

動成分を境界条件とする摂動解(主要4分潮からなる潮位

変動の伝播による地下水位変動の式)を導出した上で,伊

豆諸島新島の不圧地下水を対象とし,近傍検潮所の潮位の

主要成分を用いて色々な帯水層定数に対して計算される地

下水位変動の振幅・位相と,実測との比較により,帯水層

定数を推定した。このとき計算値と実測の振幅・位相の比

較において,各振動成分の振幅の大きさで重み付けして成

分間で優先度に差をつけて定義した平方根平均二乗誤差が

最小となる帯水層定数を探索して,その推定値とした。

これら2例の研究の手法は,地下水位変動の式において

潮位変動を境界条件とし帯水層定数を仮定して地下水位変

動を出力させることを色々な帯水層定数に対して行い,出

力が実測の地下水位変動に近くなったときの帯水層定数を

もって帯水層定数の推定値とする点で共通している。この

方法は,帯水層定数の最適推定値を得るために,複数の試

行錯誤的な計算と,計算結果と実測値とのフィッティング

の評価が必要となる。

一方で,本報告で提案するように,1年程度の連続的な

潮位または水位の観測値があれば基本的な三角関数の計算

によって周期が既知の振動成分を抽出できることから,潮

位(または海岸にごく近い位置の地下水位)から抽出した

周期既知の成分と内陸の地下水位から抽出した同じ周期の

成分に水位変動の式をあてはめることで,試行錯誤的な計

算をせずとも帯水層定数(水頭拡散率)を直接推定するこ

とが可能である。

愛知ら(2011)によれば,複数の正弦振動成分からなる

潮位変動の影響をうける不圧帯水層で実測した水位変動

を,異なる周期成分に分籬して応答を分析する方法は,愛

知ら(2011)以前に検討例がない。我が国では,南西諸島

の淡水レンズのほか沿岸域の不圧帯水層の地下水利用は普

通にみられ(例えば磯崎,1970;森ら,2012),また上述の

ように将来的な開発構想もあることから,不圧帯水層の地

下水位の潮汐応答や水理性状に関する上記のような分析方

法の検討は重要である。
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本報告では,潮汐に応答する淡水レンズ地下水について,

水位の時系列連続観測データから,三角関数等の単純な計

算による調和解析手法と潮位伝播による水位変動の式を用

いて帯水層の水理定数(水頭拡散率)を推定する簡易な手

法を提案し,沖縄県多良間島におけるその適用例を示す。

なお用いる観測データは,内閣府沖縄総合事務局および

農林水産省農村振興局による大規模淡水レンズ開発技術の

確立に係る調査および地域整備方向検討調査により得られ

たものである。

本研究で用いた手法の構成を,構成要素の特徴とともに

Table1に示す。本手法は,①水位観測,②調和解析および

③水位変動式の適用を順次行うことによって,帯水層の水

頭拡散率を推定するものである。

用いる水位変動式は山本(1983)による単一周期の正弦

振動の伝播を表す式であるが,現実の観測データでは,潮

位変動は周期が異なる複数の正弦振動成分(分潮)をもち,

その伝播により変動する地下水位も同様である。観測によ

り得られた水位データに山本(1983)の水位変動式を適用

するためには,個々の分潮成分を分離・抽出する必要があ

る。複数の分潮の重ね合わせである潮位や水位の観測デー

タから個々の分潮を抽出することを,調和解析と呼ぶ。こ

こで分潮を抽出するとは,具体的にはその成分の正弦振動

式の振幅と初期位相を算出することである。

Ⅱ 手法

2.1 地下水位の連続観測

本研究で対象とした調査地は,沖縄総合事務局が多数の

地下水観測孔を設置して淡水レンズの調査を継続して行っ

ている沖縄県多良間島である。 Fig.1 に,本研究で用いた

地下水位データを取得した観測地点の位置を示す。

本手法では,同一の潮位変動の伝播により変動する,海

岸からの距雛が異なる2地点の地下水位観測データを用い

る。海岸に近い観測地点の位置はできるだけ海岸に近いほ

うが,観測機器の誤差に対する相対的な水位変動幅が大き

くなり有利と考えられる。多良間島においては,海岸にご

く近い位置での水位観測データはこれまでのところ 19T6

地点しかない。そのため 2 地点のうち海岸に近い地点は

①地下水位の時系列連続観測

②調和解析(分潮の抽出)

③潮位伝播による水位変動式の適用
(水頭拡散率の推定)

Table1 手法の構成要素

Components ofthesNdymethod

・海岸からの距離が異なる2地点
・測定・記録間隔:1時間に1回
・観測期間:369日間(8856時間)

・フーリエ級数展開を応用

・対象分潮:主要4分潮(M2, S2, KI,01)
→各観測地点の各分潮について振幅と初期位相を算出

・単一周期の正弦振動の伝播による水位変動式
・2地点間の各分潮の振幅減衰比と時間遅れを代入
→4分潮から水頭拡散率の推定値を8つ算出して平均

(2地点同期間)
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に接続してセンサーが感知している水深と水位を表示させ

ることが出来るため,携帯型触針式水位計による水位測定

値と比較することで,設置深度や観測水位のずれを確認で

きる。管理作業時には,自記計の自動記録動作を一度終了

して観測データを回収し,自記計内部の時計のずれを確認

して補正し,携帯型触針式水位計での水位測定結果と比較

して水位観測値のずれと設置深度のずれを確認して調整し

たのち,新たな自動記録動作が再開された。

管理作業時の実績から観測データの時刻のずれは

Tr0Ⅱ9000 およびLeve1廿0Ⅱで概ね 1分以内, Aquat0Ⅱで概ね

10秒以内であった。また水位は携帯型触針式水位計による

測定値との差が士Icm以下となるように補正した。

本研究で用いた観測データは2008年7月1日 0:00 から

2009年7月4日 23:00 までの 1時間に 1回の水位データで

ある。この間の欠測率はいずれの地点も 0.1~0.2%であっ

た。
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Table2 観測孔の諸元
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20T3
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105

柴

19T6 地点とし,内陸地点は,19T6 と反対の北東側海岸に

近い地点を避けて 4 地点を選定した。4 地点それぞれから

直近の海岸の地下水位変動が,1916の地下水位変動と同等

であると仮定して,島の中央からみて北西~西~南~東方

向の沿岸の帯水層の水理定数を推定することとした。

多良間島の帯水層は,厚い石灰岩の層(後述)の全体が

一枚の不圧帯水層と考えられており,観測孔は原則として

孔底まで有孔のオーノレスクリーン構造となっている。本研

究で用いた5地点の観測孔の諸元をTable2に示す。

地下水位の連続観測は,現地観測孔に水圧式の自動記録

型観測機器伯記計)を設置して行われた。用いられた自

記計は,海岸の 19T6 地点は血、si也社製自記水位計

Leveltr0Ⅱ,他の 4 地点は同社製自記水位電気伝導度計

Aquat0Ⅱ q旦し 2008年7月からの観測期間の当初約 2 ケ月

間は,19T6地点は同社製自記計Aquatr0Ⅱ,105地点は同社

製自記計Tr0Ⅱ9000)である(分解能はいずれも約 lmm)。

設置深度は,海岸の 19T6 地点を除いて淡水レンズの下面

(電気伝導度20oms/mで定義)付近であり, Table2最右列

に示したとおりである。

測定・記録間隔は 1時間に 1回であり,2 ケ月に 1回程

度現地においてデータ回収等管理作業が行われた。用いら

れた自記計はいずれも通気管をもつ通信ケーブルにより本

体内部の圧カセンサー背面に大気圧がかかる大気圧自動補

正型のもので,観漁Ⅱ立置に設置した状態でノートパソコン

0.02km

式⑤は,三角関数の加法定理から直ちに導かれる次の式

⑥から分かるように,適当な振幅h。と初期位相φをもつ正

1.22km

1.24k皿

2.50m

1.05k皿

13.75m

孔底深度

1.07km

11.98m

11.olm

4血

143

11.22m

自記計

設置深度

30血

63皿

管頭一4.om

管頭一19.5皿

管豆頁一16.1m

管頭一14.8皿

管頭一11.7m

30皿

(スクリーン丁端)

13.7皿

2.2 水位観測データからの分潮の抽出(調和解析)

本研究で用いる,観測データから個々の分潮を抽出する

手法は,フーリエ級数展開の方法を応用したものである。

一般に,周期t。の任意の周期関数バt)は,次のように書き

表すことができる(Fe沖n肌 etal.,2013)(付録1 参照)。

j(t)=α0十^α,COS"- t十^h。smπ^ t
π=1

但しHは整数であって,

"。. fω

(X)

⑤

f(t). COS π一 tα,= 2

Ⅸ)

6,= 2 f(0 ・S加"- t

(上線は周期t。に亘る平均を表す)

π=1

式①の右辺をj(t)に対するフーリエ級数あるいはフーリ

工級数展開という。t。は基本周期と呼ばれる。

式①~④は周期 t。の周期関数について導出されるもの

であるが,非周期関数であってもju)がしの有限区間でのみ

定義されているときには,その区間を基本周期t。とすれば

区間内において周期関数と同一であるから,式①~④はそ

のまま成り立つ。

式①右辺から特定の"に対応する項を取り出すと次式と

なる。

①

②

③

2π 2π
α,COS11- t+6nsj11π一 t

④
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弦振動成分4S加(nωt+ω

ができる。

h。sin(nω肝φ)=h。(sinφ Cos nωt+COSφ SⅡlnω0

(4 Si11φ) cos nωt+(h。 COSφ) S血 nωt

このとき式⑤中の a,と、の組は,正弦振動成分の振幅4

と初期位相φの組と,以下の式により1対1に対応する。

(なおω=2π仙)に置き換えること

h。= f(a,2 + b。勺

Sj11φ= a。/f(a。2 + b,勺

COS φ= b,/f(@,2 + 42)
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したがって式①~④は,周期関数K0が,全ての nに対

して適当なa,およぴ4,すなわち適当な振幅および初期位

相を与えてやれば,基本周期血の整数分の 1(wh)を周期

とする複数の正弦振動成分の重ね合わせによって表現でき

ることを表している。

このことを利用して,水位の連続観測データから特定周

期の分潮を抽出する。tと幼の組化幼)が水位の時系列

観測データとして連続的に与えられているとき,観測期間

全体を基本周期血とし,分潮の周期をその整数分の 1(W刀)

で表せば,当該分潮成分は式⑤で表される。そのa,および

b,は式③およぴ式④で得られ,2式の形から他の分潮成分

とは関係なく独立に求められることが分かる。

分潮には数多くの種類があり気象庁のホームページ(気

象庁,2013a ; 2013b ; 2013C および 2013d)では 60分潮を

挙げているが,本研究では愛知ら(2011)と同様に主要 4

分潮と呼ばれる下記の分潮成分を対象とした。下記の周期

は気象庁ホームページ分潮一覧表の「速度(度/時)」欄か

ら計算して時間単位で小数点下6桁までで四捨五入したも

のである(S2分潮の周期は正確に 12時間)。

1242,1200,2393,2582 とした場合,血は 4 つの値の最小

公倍数をとって次の式aののようになり,また各分潮成分

についての口は式(11)~(14)のようになる。

⑥ 血= 767,397,769,200 (0.01時間単位)

1入12 =617,872,600

nS2 =639,498,141

320,684,400ηκ1

001 =297,210,600

とこで水位観測データに式③および式④を適用する際,

基本周期血とそれに応じて決まる各分潮成分に対応するn

値の設定には工夫が必要である。

式③およぴ式④中の平均は基本周期血に亘る平均であ

るから,この計算をするためにはあと同じ長さの期間の観

測データが必要となる。

一方,上記のように分潮の周期はS2を除いて時間単位で

割り切れないため何らかの近似値にせざるを得ないが,1b

は 4分潮の各周期の整数倍である必要がある(4分潮の周

期の公倍数とする必要がある)から,分潮周期の取り方に

よっては血が極端に大きくなってしまう。

例えば 4分潮の周期を 0.01時間刻みに丸めることとし

上記の血は 7,673,97フ,692時間(約 875,443年)であり,こ

のような長期間の観測は不可能である。

本研究では以下のようにして基本周期血を設定した。ま

ず時系列観測データは 1時間間隔としているからt。は1時

間単位の長さにしかなりえず,さらに S2分潮の周期 12時

間の整数倍である。本研究では原則として日単位の基本周

期とすることとした。

例えば仮にあを 280日間(6720時間)とした場合,その

中にはM2分潮の周期(12.4206・・・時間)が 541.036・一個だ

け含まれるが,この,基本周期血を M2分潮の周期で割っ

た商が,整数に近くなるような品を見つければよい。上述

のようにS2以外の3分潮の周期は近似して扱うが,左記の

商がある整数にビく近いとき,t。をその整数で割ったもの

で分潮周期を近似しても他の近似に比べて特別不利になる

ことはない。例えば上記のように血を釘20時間とした場合

は M2分潮の周期を 6720/541 (=12.4214-・)で近似する

ことになるが,ーつ前の例において 0.01時間刻みに丸め

12,42時間と近似した場合に比べて,本来の周期

a2'4206-・)からのずれの大きさは同じ程度である。

そのような,10を分潮周期で割った商が整数に近くなる

ようなあは,1bを順次大きくしていくとき規則的に現れる

と見込まれる。 Fig 2 は,その様子を示したものである。

横軸で基本周期を 1日ずつ増やしていったとき,基本周期

の整数分の1で近似された分潮周期が本来の分潮周期から

どれだけ異なるかの,本来の分潮周期に対する割合(罷離

率)を縦軸にプロットした。なおS2分潮は基本周期が日単

位なら常に零にプロットされるので省いた。横軸は乃0日

までの範囲を表示している。

この図に示したようなプロットを用いて,対象とする分

潮成分と許容する飛籬率のしきい値を設定することで,基

本周期をどの値にすればよいかを検討することが出来る。

例えば,もしM2分潮だけを用いることとし乘籬率0.001%

以下を条件とするなら,基本周期の候補として 192日,251

日,310日,・ーなどが選ばれる。

本研究では,現実的に観測可能な長さの期間とすること

も考慮しつつ,主要4分潮全てについて垂離率0.003%以下

となる 369日(8856時間)を基本周期とすることにした。

このとき,4分潮の成分は次のようになる。

. 周期 12.42060lh

周期 12'0oooooh

周期 23.934470h

周期 25.819342h

.

主太陰半日周潮

主太陽半日周潮

日月合成日周潮

主太陰日周潮

.

.

(1の

al)

a2)

a3)

a4)
7
 
8
 
9

M
S
K
O
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0.5%

であり,海岸からの距雛に比例して時間遅れが生じること

を表している。

式(2のおよび式(2Dは潮位と内陸地下水位の関係を示す

ものであるが,これらの式から,海岸から異なる距籬にあ

る2地点の地下水位同士について以下のことが容易に導け

る。

地下水位観測データが得られた地点 A (海岸からの距

雛:XA)および地点B (海岸からの距離:XB) q旦し入、くXB)

について,2 地点の水位が海岸における同一の潮位変動

鳥Sin(2πm・0 の伝播により変動しているとき, A 地点の振

・・・・-M.(主太陰半日周i朝)

1 .
1 ・

・ 1 '
1・11.;'

11"1"

.、ーーー.ー.ーー.ー,ー0.0%

叫成".(川・伽吐」ヲ鄭和1.

゛

.フ
,

● 1

101

ーーK.(日月合成日周潮)

2π 2π

但し 1、42= 713 (近似周期=朋56/713=12'4208)

a5)

.(.

151 201

●.船.(川・00卸,ー')

基木周期細)

Fi晋2 基本周期の検討
Choice of血e f山ldalnental period

251

369日

301

4

^0.(主太陰日周潮)

ー(川・血"^^ι゛血0.^女'

Q 401

但し nS2= 738 (近似周期=8856/738=12.000の

肺分し肋・鄭歌,」゛郎歌,」'
(2の

..1'i," 1
451

Cos nS2

2.3 海岸から異なる距離の2地点への水位変動式の適用

海岸の潮位 h(0が周期 4で振動する(hω= h。sin(2π/4・0)

とき,その伝播によって変動する内陸に距離Xだけ離れた

位置の不圧帯水層の水位 hXは,次式で表される(山本,

1983)。

145

(2D

501

ー(川・血如ιヲ血卿.'

鶚】

但し nKI= 370 (近似周期=8856/370=23.9351)

卸1

0成分(川・鄭.,.゛
2π

Cos n01

e51

加・御(、"11)血(亨'・"1り⑲
(ho:海岸における潮位変動の振幅,4:海岸における

潮位変動の周期,χ:海岸からの距離, S:貯留係数, r

透水量係数)

この式で表される地下水位変動の振幅は,右辺の指数関

数までの部分,すなわち

701

,(川.血,。.」゛血,。.ι'

(18)

連続するtと貞0の組が水位の時系列観測データとして与

えられていれば,各分潮成分のa,および4の計算は式(15)

~a8)の括弧内のとおり三角関数,乗算および平均の計算

であるから,一般的な表計算ソフト上で可能である。得ら

れた弓および、から,先に示した式⑦~⑨を用いてその

分潮の振幅と初期位相を算出した。

a句

但し及)1= 343 (近似周期=8856/343=25.8192)

加即(・.1;)(振幅=)

であり,海岸からの距離Xが大きくなるにしたがって振幅

が指数関数的に小さくなり減衰していくことを示す。また

地下水位変動の海岸潮位変動に対する時間遅れは,式(19)

右辺の正弦関数の部分から
(17)

(時間遅れ=) χ"ー
4π r

ー
'
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幅に対するB地点の振幅の比(減衰比)輯hAは

Wm・町(・(絵・樹'ー)

であり,またA地点の水位変動に対するB地点の水位変動

の時間遅れdtは

at=(XB・Xρ"ー= B、 4πr

である。

式(22)および式(23)より,減衰比輯hAと時間遅れゴtから

それぞれ水頭拡散率 rSが次式によって計算される。

π(XB・Xρ2
(24)^.

4 (1n(h'/hB))2

ム..(XB・χρ2
(25)4π at2

2地点AおよびBの地下水位観測データから前節に示し

た方法で得た周期既知の分潮の振幅と初期位相から,2 地

点間の水位変動の減衰比と時間遅れを計算し,分潮周期 4

とともに式(24)および式(25)にそれぞれ代入することによ

つて,2式からひとつずつ rs (水頭拡散率)を算出した。

なお2地点の分潮の初期位相から時間遅れⅢを求める

計算は,初期位相の差 q立相遅れ)aωを度単位で求めたの

ち,ゴt=分潮周期Xゴω/360 により計算した。

農村工学研究所技報第 215号(2014)

A

Fig.4 調査地区の淡水レンズ等厚線図(白旗,2010)
DiS廿ibution of丘eshwatertNchess (S址ahata,201の

(22) 多良間島は沖縄県宮古郡多良間村に属し,那覇市から約

350km南西に位置する東西約 5'8kr11,南北約 4.4hn,面積

19.乃h112の楕円形の島である(既出 Fig.1)。北部に一部見
られる標高30m前後の小丘を除いて標高10~15m前後の平

坦な地形である。

地質は上位から,石灰質砂からなる層厚10m前後の砂丘

砂層,サンゴ,石灰藻球,有孔虫殻を含む層厚50~60mの

琉球石灰岩層,下部島尻層群に対比される石英質砂からな

る多良間砂層が分布している(1able3)。透水性の高い石灰

岩が厚く分布するため(Fig.3),降雨は蒸発散分を除いて

大部分が浸透して,地下で淡水レンズを形成している。淡

水レンズ(電気伝'度20oms/m以下の水で定義)の面積は

島の面積の約半分に相当する 10hn2前後,その厚さは最も

Ⅲ

(23)

調査地区の概要

^,W,

Table3 多良間島の地質層序(沖縄総合事務局農林水産
部(1981)をもとに大我ら a974)を一部修正)

StratigapMc sequence in Taralna bla11d (modi丘ed from ooga
et al.(1974) based on Agicult11re, Forestry and Fisheries
Department, oki始Wa GeneralBureau, cabi11et 0廿ice
a981))
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厚い部分で7m前後である。また多良間島の淡水レンズは,

島の中央部よりもやや北西側に偏って分布する(白旗,

2010 ;石田ら,20ID (Fig.4)。

約 1,300 人の人口(沖縄県企画部統計課,2013)の生活

用水は,全量を淡水レンズを水源として高度浄水処理を行

う簡易水道に依存している。農業用水は降雨と溜池に依存

する不安定なものになっていることから,内閣府沖縄総合

事務局および農林水産省農村振興局は,平成23年度までに

農業生産の向上と農業経営の安定化のための淡水レンズ開

発を含む事業構想を策定し,引き続いて平成24年度からの

調査により,淡水レンズからの持続的開発可能量と管理手

法の検討を行っている(仲間,2013)。

白旗克志・石田聡・吉本周平・士原健雄:地下水位の潮汐応答の分析による淡水レンズ帯水層の水理定数推定手法

Fi晋5に,5地点の水位観測グラフを示す。またその一部

の拡大図をFig.6に示す。

Fig.5 では,1e lm前後の変動幅をもつ海岸(1916地点)

の地下水位に対し,海岸から約lhn離れた内陸4地点では

減衰によって変動幅がν10程度以下になっていることが分

かる。またFig.6 を詳しくみると,次のことが確認できる。

・海岸地点(19T6)の水位変動の山と谷に対して,内陸 4

地点の水位変動の山と谷は,見かけ上数時間遅れて生じ

ている。

・内陸4地点の海岸からの距離はほとんど変わらないにも

かかわらず 1日の水位変動の大きさは明らかに異なり,

105 地点(東音D が最も大きく,18T2 地点(北西音田が

最も小さい。

手法の説明の中で示した振幅に関する式(2のから,海岸

からの距籬が同じであれば,水頭拡散率(刀S)が大きいほ

ど振幅は大きくなることが分かる。したがって,上記の 105

地点と1812地点の水位変動の傾向は,定性的には水頭拡散

率が東部で大きく北西部で小さいことを示している。以下

で,本研究の手法によってこのことが定量的に確認される

ことになる。

Table4に,5地点の地下水位観測データから本研究の調

和解析手法で得られた主要4分潮の振幅と初期位相を,海

岸の19T6地点に対する減衰比と位相遅れとともに示した。

なお2地点の初期位相から位相遅れを計算する際には,

旦算出された位相遅れに 360゜の整数倍を加えたものが真

の位相遅れであるとも考えられるあいまいさがあるが,本

事例の場合,次の段階で水頭拡散率を算出する際, Table4

に示した位相遅れに 360゜加えた値を使って算出される水

頭拡散率が 1桁小さい値になったため,減衰比から算出さ

れる水頭拡散率と明らかに異なるため不適当であると判断

できた。

Table4の結果でも,4分潮とも,105地点が 18T2 より振

幅および減衰比は大きく位相遅れは小さく,また 1917,

20T3はそれらの中間であることが分かる。当然であるが,

先に水位観測グラフから読み取った地点間の水位変動の大

きさの定性的傾向は, Table4のこのような振幅の傾向と整

合する。

Table5に最終的に得られた水頭拡散率を示す。手法の説

明で述べたように,水頭拡散率は,ひとつの分潮に対して

減衰比からひとつ,時間遅れからひとつの値が算出される

から,4分潮であれば全部で 8 つの水頭拡散率が算出され

る。したがって,このばらつきを見ることによっても異常

値の判別や推定の妥当性の判断がある程度可能である。

Table5 の結果をみると,19T7 を内陸観測孔とした算出結

果はややばらつきが大きいが,それを含めて4種の対象観

測孔それぞれで8つの値の相対標準偏差は概ね10%程度と

なっている。一般に,揚水試験など現場での調査による帯

水層の水理定数の推定では有効桁2桁で推定されれば十分

と考えられるから,本手法による結果のぱらっきも概ね満

足できる程度と判断する。

島の北西側,西側,南側および東側それぞれの海岸から

約lkn内陸までの範囲の帯水層の水頭拡散率の推定値であ

る,それぞれ8つの値の平均値は,全体としては6~15m2/S

の範囲であり,島の北西部で小さく東部で大きい結果とな

つ六

山田ら(2009)は,多良間島で行った揚水試験から推定

した透水係数として,1.05~2.91×10、2nvS を報告してぃる。

本研究の結果である水頭拡散率に帯水層の厚さと貯留係数

を仮定して透水係数を計算し,山田ら(2009)と比較する

と次のようになる。

多良間島の基盤岩上面の深さは標高一40m~-50m (山田

ら,2009)とされていることから帯水層の厚さは如m~50m

程度と考えられ,概ねの値として45mと仮定する。また貯

留係数は,近傍の宮古島に分布する琉球石灰岩にっいて,

完了した地下ダム事業の計画において0.1とされている(緑

資源機構,2006)ことから類推して仮に 0.1 を用いると,

本研究の水頭拡散率(6~15m2/S)から計算される透水係数

は,13~3.3× 10'21WS となる。これは上記の山田ら(2009)

の透水係数とよく整合する結果である。

また長田ら(1988)は,地質ボーリングと水位観測から

多良間島の水理地質と淡水レンズ形状を整理した中で,島

の西部,北部,東部を比べ,透水性について順に「やや高

い」,「低い」,「高い」としている。

上述のように水頭拡散率は透水係数だけでなく帯水層の

厚さや貯留係数にも関係するため直接対比することはでき

ないが,少なくとも長田ら a988)が示した西部・北部と

東部の間の透水性の不均質の傾向と,本研究による北西部

と東部の間の水頭拡散率の不均質の傾向は,帯水層の厚さ

や貯留係数が島内で大きく変化しないと考えたとき,整合

する結果となっている。

これらのことから,本研究の手法によって,妥当な水頭

拡散率の推定ができたものと考える。

Ⅳ結果と考察
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本研究では,沖縄県多良間島を対象として,潮位の周期

変動の伝播の影響をうける淡水レンズ帯水層の水位観測デ

ータに,フーリエ級数展開を応用した主要4分潮の調和解

析手法と不圧地下水の水位変動の式を適用することで,重

要な帯水層定数である水頭拡散率を推定できることを明ら

かにした。

この手法では,試行錯誤的な計算を必要とせず,一般的

な表計算ソフト上で三角関数等の単純な計算によって水頭

拡散率が算出できる。

海岸からの距離が異なる2地点における約1年問の連続

水位観測データを必要とするが,逆に2地点の水位観測デ

ータさえあれぱ地点間の平均的な帯水層定数が推定される

ため,帯水層水理性状の広域的な概況把握に適している。

また地域内に多数の観測地点があれば,帯水層水理性状の

平面的な不均質が把握できる。

今後,多良間島でこれまで観測が少ない北部海岸近くを

含め島内に観担牡也点が増えれぼ,色々な地点の組合せに適

用して島内の帯水層の水理性状の不均質を明らかにできる

ものと考えられる。

謝辞:本研究の一部は,農林水産省委託プロジェクト研究「極端

現象の増加に係る農業水資源、士地資源及び森林の脆弱性の影響

評価」(課題番号 9Ⅱ5のの支援を受けて実施した。沖縄総合事務

局農林水産部藤元栄一氏,同士地改良総合事務所仲間雄一氏,

白石晋氏および祖父江久徳氏(当a剖には,現地調査や観測デー

タ提供のほかあらゆる面で協力をいただいた。現地調査において

は,多良間村役場をはじめとtる地元の方々にも協力をいただい

た。記して関係各位に感謝の意を表する。
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弦関数の平均は全て零となるから,左右辺を入れ替えれば次のよ

うになる。

動=貞0 (A2)

(上線は平均を表す,以下同じ)

は,次のように求められる。例えばゐを求めるal, a2, a3,

ためには,式(AI)の両辺に COS3ωt を掛けて

π0. COS 3ωt= ao.COS 3ωt

十 al coS ωt. COS 3ωt

十a2 COS 2ωt・COS 3ωt

十ゐ COS 3ωt.COS 3ωt

十

十a。cos nωt.COS 3ωt

十

bl sin (・2ω0

である。よって,式(A3)の両辺の周期血に亘る平均をとると結局

付録1 7ーリエ係数の式の導出

本文中の式②~④の導出過程を示す。

一般に,周期血の任意の周期関数貞0は,数学的に次のような形

に書き表すことができる(Fey11血netal.,2013)。

貞0 = ao

十alcoS ωt 十島 Sinωt

十屍 Sin 2ωt十a2 COS 2ωt

十a3 COS 3ωt 十会 Sin 3ωt

+ 十

十a,cos nωt + 4 Sin nωt

十十

(なおω= 2π/血) (AD

式(ADの右辺を貞0に対するフーリエ級数あるいはフーリェ級数展

開といい,定数の列動, a,, a2,ー・, a,,・ー, b., b2,ー・,4,

をフーリエ係数という。また.は基本周期と呼ばれる。

ここで, K0が連続的に与えられたとき,フーリエ係数(各ゐお

よびωは,以下のように比較的容易に求めることができる。

非周期成分(定数)動は次のようにして求められる。式(AI)の両

辺の基本周期血に亘る平均値をとれば,右辺の余弦関数および正

とし,この両辺の基本周期あに亘る平均をとる。

右辺第 1項の血に亘る平均は, COS3ωt の周期(W3)の 3倍の区

間に亘る平均となるから,零である。

(Aの

十 blsin ωt.COS 3ωt

十 4 Sin 2ωt. COS 3ωt

十会 Sjn 3ωt・COS 3ωt

十

十 b,sin nωt・ COS 3ωt

十

貞0. COS 3ωt

a3 COS (6ω0+

ao. COS 3ωt =ヨ0.0 = 0

式(A3)の右辺第2項は,三角関数の積和の公式から

(A8)

al coS ωt. COS 3ωt=

となり,左右辺を入れ替えて

(A7)

であり,式(A5)の右辺についても,周期血に亘る平均は,2つの余

弦関数の周期の整数倍に亘る平均の和であるから,零である。

(A9)

(A3)

a. COS (4ω0+

a, COS (4ω0 +

ゐ COS(の

式(A3)の右辺第3項は,三角関数の積和の公式から

a. COS (・2ω0

blsin ωt.COS 3ωt=三 blshl(4ω0+

al cos (・2ω0 -0

(A4)

であり,この右辺についても,周期血に亘る平均は,2つの正弦関

数の周期の整数倍に亘る平均の和であるから,零である。

同じようにして,式(A3)の右辺のほぽ全ての項の平均値は零にな

り,唯一零にならないのは

(A5)

a3 COS 3ωt.COS 3ωt

言

1
一
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一
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a3 = 2 i(0 ・ COS 3ωt

となる。以上のようにしてゐが求められた。同様の方法で全ての

a。を求めることができる。

各 4についても,式(AI)の両辺にSmnωt を掛けて両辺の血に亘

る平均値をとることで同様に得られる。

まとめると,周期関数貞0 (周期印は,次の形に書き表すこと

ができる。
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貞0= a0十Σ二a,cos n - t+Σニム,si11n - t
n=1

但しnは整数であって,

釦= KO

^

.2*θ11*COS(73B*2*PI 0/θθ5B*011)
-2*B12*SIN 038*2*PI 0/8856*012)

π0.cos n- ta,=2

α)

(AI0)

4=2 貞0.si110 - t

訂=1

によつて,下図と同じようにスプレッドシートの下方に向かって

時間が経過する配列の連続観測データをCSV形式ファイルで出力

できるので,その場合はExce1で開いてコピー・ヘーストにより写

してくればよい。なお下図のA列は,元データとの対応が分かる

ようにするために観測日時を入力するもので,以下の分潮抽出計

算には用いない。 B 列が,本文の式①~④(付録1の式(A11)~

(A14))の財である

以上のようにして各 a,および 4の式が導出され,本文の式ω

~④が得られる。

付録2分潮抽出計の表計ソフト上の具体的入力例

本研究の手法により分潮を抽出するための表計算ソフト上の数

式等の具体的な入力方法を, Micros0丘Exce12010(OS は Wj11dowS7)

を用いた場合の例を示すことで説明する。

Fi島A1に,ワークシート上に計算式を入力して主要4分潮の振

幅と初期位相を計算した状況を示す

(A11)

②時刻 t」の連続入力

時系列観測データの先頭と同じ行のC列に 0」を入力し,下方

に向かって 1行につき 1ずつ増やして朋55 までを入力する(下

図の場合セル範囲C6:C8861に入力)。これが本文の式①~④(付

録 1 の式(AH)~(A14))の tである

①時系列観測データの入力

A列と B列に,ワークシート先頭行から数行以上空けて(下図

では5行空けて第6行以下に),水位の 1時間ビと 8856時問の時

系列観測データを入力する(下図の場合,最終行は第認61行とな

る)多くの自記水位計では,付属するアプリケーションソフト等

(A12)

(A13)

3時間平均する元のデータの入力

D列より右列で1分潮につき 2 列を用いて,本文の式(3)および

式④(式(A13)およぴ式(A14))で時間平均を行ってヨ,と会を計算

するための元となる,各 tにおける貞0と三角関数のを計算する。

下図内D列に入力されているM2分潮のa,の元となる式は,式③

(式(A13))右辺の平均記号を除いた式で n=713,血=朋56 として

得られ,具体的にはExce1の関数を用いて次のように入力する:

(下図内セルD6)=2"B6*COS(713*2*PI0/8856*C6)

またE列に入力されている M2分潮の4の元となる式は,式④(式

(A14))右辺の平均記号を除い六式で口=713,血=8856 として,具

体的には

(下図内セルE6)=2"B6*SIN(713"2*PI0侶856*C6)

のように入力する。

同様に S2分潮(n=738), K1分潮(n=370),01分潮(h=343)

1一ついて, F列からK列まで次のように入力する

(下図内セルF6 土2"B6、COS(乃8*2、PI0侶856*C6)

(下図内セルG6)=2*B6*SIN(738"2*PI0侶856*C6)

(下図内セルH6)=2"B6*COS(370、2*PI0/8856*C6)

(下図内セル16 =2"B6*SIN(370"2*PI0侶856*C6)

(下図内セルJ6)=2"B6"COS(343"2、PI0侶856*C6)

(下図内セルK6)*2*B6*SIN(343*2*PI0侶856*C6)

(A14)

f(0↓

↓佃測データのコピー{?尹D ↓

2008/07/01 00:00:00 0.43B
2008/07/01 01:00:00 0.437
2008/07/01 02:00:00 0.436
2008/07/01 03:00:00 0.435
20OB/07/01 04:00:00 0.437
20OB/07/01 05:00:00 0.439
2008/07/01 06:00:00 0.442
200θ/07/01 07:00:00 0.447
200θ/07/01 船:00:00 0.4胎
2008/07/01 四:00:00 0.459
2008/07/01 10:00:00 0.466
2008/07/01 11:00:00 0.4乃
2008/07/01 1?:00:00 0.47θ
2008/07/01 13:00:00 0.481
2008/07/0I M:00:00 0.479
2008/07/m 15:00:00 0.475
2008/07/01 16:00:00 0.471
2008/07/01 17:00:00 0.465
2008/07/01 18:00:00 0.459
20OB/07/01円:00:00 0.453
2008/07/01 20:00:00 .4510

2008/07/01 21:00:00 .4460

2008/07/m 22:00:00 0.445
2008/07/01 23:00:00 0.447

*?*B14*0OS(370*2*PI 0/8856ネC14)
.2*引 5ネSIN (370ネ2*P】 0/8856*C15)

.?*B17*COS (343*2*PI 0/8856*C17)

.2*B18ネSIN(343ネ2*PI 0/8飾6*01θ)

ED
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bM2.a牌一

0.006 0.001

t ↓ 83.1 θ3.1

0.006 83.1

0.872 0.000

0.765 0.424

? 0.463 0.739

3 0.046 0.θ69

-0.382 0.7B64

-0.719 0.5055

-0.879 0.0946

』0.824 -0.34B

・0.5舶一0.7138

9 ・0.146 -0.908

10 0.316 -0.87フ

11 0.712 -0.623

12 0.934 -0.202

13 0.921 0.278

M O.668 0.朋6

15 0.250 0.917

16 -0.224 0.915

17 -0.631 0.6B3

18 -0.872 0.2朋

19 -0.890 -0.168

20 -0.694 -0.576
21 -0.325 -0.B31

22 0."8 -0.882

23 0.5訟・0.717

F

S2:主大

a$2-

-0.001

・14.5

0.002

0.θ72

0.757

0.43B

0.000

-0.437

・0.760

・0.8B4

・0.フ74

・0.453

0.000

0.466

0.819

0.956

0.θ開

0.479

0.000

-0.471

・0.805

・0.918

-0.785

・0.451

0.000

0.445

0.フ74

旧肌"

、2'
0.002

14.5

345.5

0.000

0.437

0.755

0.θ70

0.757

0.439

0.000

-0.447

-0.785

-0.918

・0.807

-0.473

0.000

0.4引

朋0

0.950

0.81B

0.465

0.000

-0.453

-0.7引

-0.的2

-0.フ71

・0.447

KI

aκに
・0.007

-57.6

0.Ⅱ08

0.θ72

0.θ44

755

0.614

0.435

0.224

・0.004

・0.236

-0.457

・0.653

・0.810

-0.916

・0.956

-0.927

・0.θ?5

・0.665

-0.462

・0.230

0.012

0.246

0.482

0.640

0.フ78

0.867

日月合威日信'虹

b",.
-0.004

1??.4

237.6

0.000

0.227

0.437

0.616

0.758

0.849

0.884

0.θ62

0.7θ?

0.845

0.460

0.238

・0.0舶

・0.2舶

-0.487

-0.679

・0.82】

-0.901

・0.918

・0.872

-0.フ75

・0.621

-0.433

・0.217

゛

0力主太隙日周淘

b。,.a01-

・0.008 0.003

-67.5 67.5

0.009 292.5

0.872 0.000

0.8朝 0.?11

0.?71 0.408

0.6朝 0.580

0.492 0.723

0.304 0.824

0.09θ 0.B79

・0.118 0.B86

・0.333 0.843

・0.533 0.747

-0.708 0.606

・0.846 0.4?4

・0.933 0.?10

-0.962 -0.021

・0.924 -0.251

・0■30 -0.463

-0.6舶一0.644

-0.506 -0.780

・0.299 -0.888

-0.080 -0.902

0.139 -0.891

0.346 -0.822

0.532 -0.713

0.69?・0.566

FigA1 調和解析用表計算シートの例
Example ofspreadsheet for harmonic an田ysis method used in 血is study
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←各動燒6行~第8861行の平均

←下の初朗イ立相算出のための作業セル

←各分潮の頬幅ノ釖期位相(')

※初期位相:t=dこおけるイ立相

←D列の入力式
←E列の入力式:

←F列の入力式:
←G列の人力式:

←H列の入力式:
← 1列の入力式:

.2*B8*COS(713*2*PⅡν8856*08)
*2*B9*SIN(713*2ネPI 0ノθ85B*09)

←゛列の入力式:
←K列の人力式:
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以上のように時系列データ先頭と同じ行(C列が「0」である行)

のD列からK列に入力した式を,時系列データ末尾と同じ行(上

図の場合第8861行)までコビーする。次でごこで入力した各列8856

セルの平均をとることにより,本文の式③および式④(式(A13)

および式(A14))に従って各分潮の a,とム.が計算される。

④時間平均による各分潮のa,と 4の計算

観測データを入力する際に空けておいたワークシート先頭数行

のうちの 1行(上図では第3行)に,上記の認56セルを平均する

式を入力する。具体的には,例えばセルD3に次のように入力する

(上図内セルD3)=AVERAGEΦ6:D認6D

E列からK列までも同様に入力する

(上図内セルE3)=AVERAGE促6:E8861)

(上図内セルF3)=AVERAGE(F6:F886D

(上図内セルG3)=AVERAGE(G6:G8861)

(上図内セルH3)=AVERAGE(H6:H朋61)

(上図内セル13)=AVERAGE(16:1886D

(上図内セルJ3)=AVERAGEσ6:J8861)

(上図内セルK3)=AVERAGE(K6:K8861)

これらにより M2分潮の Z小 M2分潮の 4, S2分潮の a。,・・,02

分潮のb。がそれぞれ計算される。
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て一多良間島における調査一,地盤工学会誌,57⑨,42
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⑤各分潮の振幅と初期位相の計算

各分潮の振幅は,本文の式(フ)により,ゐと 4の二乗和の正の平

方根として求められる。その 4分潮についての計算式を適当なセ

ル(上図ではセルD5/F5/H5/J5)に入力する。例えぼ上図の場

合M2分潮の振幅は,次のように入力して求められる。他の分潮も

同様である。

(上図内セルD5)=SQRTΦy2+E討2)

各分潮の初期位相は,本文の式侶ル式⑨から逆正弦関数と逆余

弦関数の計算により求める。とれら関数は単独では 0゜~360゜の

範囲で二価関数となるため,2つの計算結果を組み合わせて場合分

けを用いて位相を計算する。上図の場合は途中の計算を行う作業

セルを第 4 行に設けて計算するのとあわせ、同じ作業セルで角度

の単位を度に変換している。具体的には,例えばM.分潮にっいて

上図の場合炊のように入力してセルE5で初期位相を求める。他の

分潮も同様である。

(上図内セルD4)=DEG証ES(ASINΦ3m5))

(上図内セルE4)=DEG郎ES(ACOS(E3征)5))

(上図内セノレE5)=1F(D4<0,360、E4,E4)

なおとこで初期位相とは,各分潮を本文の式⑥左辺の形の正弦関

数の式で表したときの式中の角度φであり, t=0に対応した観測

時刻(上図の場合は 2008年7月1日 0:00)における位相である。

以上のようにして,上図の例ではセノレD5~セノレK5 の 8セルに,

4分潮の振幅と初期位相が計算される。一度このようなシートを作

つておけば,別の地点についても8856時間の水位観測データをA

列およびB列(上図内セル範囲A6:B8861)にコピーしてくるだけ

で4分潮の振幅/初期位相が簡単に計算できる。
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New slmple Method for Estimating Hydraulic propedies ofa Freshwater、1,ensAquifer
byA11alysis oflidalGroundwater Fluctuations

SHIR゛、HATA Katsushl*,1S1ⅡDA satoshi* YOS印MOTo shuhei* a11d TSUC1ⅡHARATakeo*

S山1血aty

A new S血Ple an田ytical method uSⅡlg a harmonlc・analysis tech11ique a11d a 廿dalproP丑gation fomula was applied
to est血ate the hydraulic propedies of a freshwater・1ens aquifer on Taralna 太la11d, where the development of 血e
丘eshwater lens has been expected for ma11y years. For about one year, data on 廿le 廿dal auctuations m
即Oundwater・1evels were obtained simultarleously from several observation borehole sites on Tarama bland, atld then

applied to the harmonic a11址yses. The harmonic・a11址ysis teC1血qⅡe used 加 this study an 叩Plicatjon of the F011fier
Senes expa11Slon method, js composed of 員111dalnental calwlations of tnaonometrlc f山Ictions a11d t血e、d加ension
averages. The sets of harmonic consta11t outputs from two obseNanon siteS 血at 由丘ered 血 dista11Ces to the coasaine

Were then used in the tidal propa8ation formula of an 山IC011flned aquifer to determ註le the hydrauljc di丘Usjvity an
importa11t hydraulic para111eter for plan11ing goundwater development

The est加ated hydraulic di丘UsiⅥ廿es of aquiferS Ⅱl northwestern, western, southem aTld eastern parts of the jsla11d

ranaed 負'om 6 t0 15m2/S, which is consistent wjth previously reported hydTaulic par血eters. The i11equality relation
between 小e est血ated hydrauljc djザUsiⅥ壮es of the northwestern al】d eastem parts of the aquifer is also consistent
With the previous study
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Keywords : Freshwater le11S, unconfined aqujfer, Gr0如dwater level, Auto・recordin目 Continuous meaS11rement,
Harmonic analysis,1ide pr叩a目ation, Hydraulic di丘11Sivjty


