
有限要素法による広域地下水位変動解析について

遅永山*

遠藤真哉*

まえがき

　近年、建設工事等に併う周辺における環境への影響が多く議論され、事前にシミュレー

ション影響を評価する調査手法や解析手法が種々提案されて来ている。

　本文は、工事等に伴う地下水位低下について広域的に事前に調査・解析する機会があり、

周辺に対する影響の評価の一助とすることができた事例である。

1．一般的な解析方法

　調査方法には、揚水試験、物理探査、放射性元素検層、塩水検層、温度検層及び地下水

位長期観測などが組み合わされる。これらの調査結果を用いる解析方法には、地下水各要

素の相関分析法、有限差分法、有限単元法などがある。更に、コンピュータを用いた解析

では、複雑な地下水システムを物理モデルに概念化し、自然状態の地下水システムに似た

数学モデルを確定し、地下水位変動を予測する。

　地下水システムを表現するために、使われている数学モデルは、地下水の流れを記述に、

偏微分方程式を用いる。注目したい地下水の流れに応じた偏微分方程式をたて、必要な境

界条件や初期条件を付与することによって、流れは完全に記述される。地下水の流れを再

現するために、いろいろな方法が用いられているが、中でも、有限要素法がよく使用され

ている。ほかの解析方法より精確に地下水システムを構築でき、モデル領域は不規則な形

の要素で離散化され、境界を正確に表現し、最も簡単な場合、帯水層は三角形、四角形要

素で分割される。なお、境界節点は実際の物理的な境界のどのような位置とでも一致させ

て設定することができる特徴を有する。本報告では帯水層を精確に反映させるため、有限

要素法を用いた。

2．有限要素法の概念、用いたプログラム動作環境及び特徴

　①有限要素法の概念：有限要素法の概念というのは、無限の自由度をもつ連続体や連続

の場を有限個の要素（三角形、四角形）に分割して、有限の自由度を持つ集合体に近似し

て、偏微分方程式を用いて、コンピュータ上で取り扱うことである。

　②プログラム動作環境：今回の解析に用いたプログラムは、株式会社CRC総合研究所で

開発したWindows版の準三次元広域地下水変動解析プログラムUNISSF（V－2）である。す

なわち、準三次元浸透流数値解析プログラムである。このプログラムの動作環境は次のと

おりである。

　　ハードウェア：CPU　80486以上、　　ハードディスク　10Mバイト以上

　　　　　　　　メモリ　16Mパイト以上、フロッピーディスク　L44M対応

　　OS　　　　　：　Windowsシステム　　Windows　95　以上

＊株式会社キタック仙台支店
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　　③プログラムの特徴：このプログラムは準三次元広域地下水変動解析のもので、ほぼ

帯水層の各要素を取り入れ総合的に評価するものである。地下水システムの再現だけでは

なく，地質の再現もできるというものである。

　有限要素法において、メッシュ分割法は自動分割法と手動分割法に分けられる。自動分

割法は解析領域の形状が比較的単純であり、大きな三角形や四角形をいくつか組み合わせ

て、領域の全体形状を表現できる場合に有効である。領域の概形の境界辺に対してうまく

定められないような境界条件は、手動分割法により三角形、四角形に直接に追加して与え

ることができる。節点、要素の修正や入力された節点の位置は解析領域の主な控える点の

位置に自由に合わせることもできる。さらに節点位置図、要素形状図、全水頭コンター図、

地層境界面図及び地層データ図も自由に画面に表現できる。なお、一旦、三角形、四角形

有限要素のメッシュに分割されれば、あとは有限要素法の一定手順に従って、数値解が自

動的に計算される．従って有限要素のメッシュ分割は極めて大切な基本的作業である。

　今回の解析は準三次元非定常浸透流問題を有限要素法で解析するものである。浸透に関

する支配方程式はDupuitの仮定に基づくもので、透水係数や貯留係数を地下水の関数とす

ることにより多層地盤が扱えるものである．ここでの地下水解析の流れを次の通りに示す。

地下水データ整理　　　　　　　　　　　　　地質断面作成

柱状図データ　　　モデル図作成　　降楓浸透能

水理係数　　　　　　＿　　　　　　　　河川水データ

予測データと実測データ

　整合するかどっか

地下水数値解析の流れ
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3．解析領域地形、地質、帯水層分布及び地下水の流れ概況

　①調査経緯

　エ事箇所周辺には集落があり、この集落では、全戸で井戸を所有し、生活用水として地

下水を利用している。工事の際に地下水位の低下が懸念され、事前に地下水位への影響を

想定しシミュレーションすることが必要となった。

　②地形概要

　解析領域は一級河川の北部右岸側の0．995km×0．603kmにあたる．解析領域に近接して流

下する河川は解析領域付近で、山地から運搬した砂礫を主体とした扇状地を形成し、解析

領域はこの扇央部に位置している。また、解析領域は河川と同方向の北東から南西方向に

緩く傾斜する微傾斜地となっている。

③地質概要

　解析領域付近の地質は第四紀完新世の扇状地堆積物（砂礫及び粘性土）及び沖積層（砂

礫及び粘性土）などで構成されていて現地では、扇状地堆積物が広く分布している。これ

までに行なわれた9孔のポーリング調査によれば、上位から未固結な砂礫、粘性土、砂礫

から構成されている。調査地の地層分布を地質想定断面図図3．3，1～3．3，3に示した。

■　ふ　　　衰土　　　　　　図々1　　即噺問

E≡ヨ　紀　　　脚　　　　　囲　柘　　　第■璃

　　　園3．3，1地質想定断面図碧：　；欝

■　㎞　　　衰ま　　　　囲　㎏］　　敵醐

口な　　　s性圭層　　■■　甲　　　馴

　図3、3．2　地質想定断面図　　1！：i：荒

④帯水層分布概要

　調査ポーリング資料によると、解析領域には、二つの帯水層の存在が確認された．この
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二層の間に、層厚が不均一な粘性土層が挟在し、透水係数が5．oxIO°5cm／secの不透水層

である。これを挟んだ上、下位の両帯水層とも砂礫層で構成され、透水係数は4．3×10’2cm

／secである。河川に近づいて粘性土層が尖滅し、二つの帯水層は見掛け上一つになって

いる．

⑤地下水流れの状況

　解析領域の地下水の流れは、北東上流側からの地下水、降水、河川を酒養源として南西

へ向かっている。地下水勾配は解析領域の地形である扇状地の勾配とほぼ調和的である。

4．解析領域殴定

①平面的な影響範囲検討

　工事による地下水低下に伴う周辺部の地下水へ影響する範囲を次のように推定して、解

析範囲を設定した。工事箇所を仮想井戸として影響半径（R）を求める。ここでは、解析領

域の最大水位低下量を施工時期である渇水期の地下水位と工事の計画底面から求める。

　　　　　　　　　　　　　　　地下水位低下量の算定

渇水期自然水位標高（m） 工事個所底面標高（m） 地下水位低下量（m）

工事個所起点 137．5 134，730 2．77

工事個所中間 137．0 134，707 2．29

工事個所終点 136．0 133，765 2．24

　（上表より最大水位低下量は安全側に3．Omと設定する。）

　透水係数は、現地での簡易揚水試験結果から相加平均により求めた。

　　　　　　　K（平均透水係数）＝4．3×10’2cm／sec＝0．00043m／sec

解析領域における周辺地下水への影響範囲の算出として、Sichardtの推定式を用いた。

　　　Sichardtの推定式：R＝3000sノーk

　　　　　　　　R：影響半径（m｝、s：最大水位低下量（m）、　k：透水係数（m／sec）

　工事時の水位低下を安全側に3．Omと設定する。この仮想水位低下3．　Omの場合、影響半

径は上式により約186．63mである。現地の工事計画位置を中心として上記の影響半径を参

考にして、影響の及ばない所まで解析範囲と設定した。

②断面的な影響範囲設定

　地下水の流れは平面流であると考えられ、工事の最深掘削深度の更に5mまでは影響が

及ばないものと考えられる。したがって、安全側に、解析深度は、標高GH＝125mの地層を

基底として設定する。これは地表から第2砂礫層（Ag2）を含む地層が対象である。

　以上述べたように、掘削場所を中心とした平面的な約0．6k㎡範囲と、断面的な標高125m

以浅の地層を対象として三次元解析範囲を設定した。

5．地質モデル及び地下水位モデル作成

　地質モデルは前述した地質構成に基づいて地質解析を行い設定した。地下水モデルは地

下水位観測データに基づいて地形要因等を考慮し地下水位を推定して、図5．1（渇水期）、

図5．2｛豊水期）を示すように地下水位分布を設定した。図示したように工事個所付近で豊

水期と渇水期の水位差は約1mある。
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　　　事　　　△△　　　＼凌　綬　△△
＼才　　　　　　　　△　　　　　　　＼s　　　　　　　　△

　　　　　　　　△　　　　　　　　　　　△　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△

　　　　　　　　　　△　　　　　　　　△　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△

＼△△△△　　＼△△；・
　　　　O　　　　　　△　　　O　　oO　　　　　　　　　　　　　O　　　　　　△
　　　　　　　　△o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　O　　oO

＼　△二　　＼　△△°：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△

＼△△△紳　△多。＿戸　　△　　φ
　　　　　　　　　s鵠c　　》　　　　多2鍛轡戸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　《工鞭所
　図51渇水期地下水位等高線図（単位皿）　　　　　　　　　　図52豊水期地下水位等高線図（単位m）

6．河川水位設定

　河川は∴解析範囲の南側から東側で連続した境界として存在するため、渇水期や豊水期

の河川水位は一定であると設定した。河川流量観測結果により、実測の水位深度を換算し

て河床の標高を参考して、河川の水位標高を設定した。

7．水理定数設定

①透水係数と貯留係数

　砂礫層の透水係数は既述したように、簡易揚水試験結果により求めた。平均透水係数は

4．3XlO’2cm／secである。粘性土層の透水係数は既在の土質柱状図に示される粘性土の性

状で、礫を混入するため、やや透水性は高くなることを考慮し、また、水収支研究グルー

プ編（1993）よりの地層の間隙率・比浸出量と透水係数の関係表を参考して求めた。平均

透水係数は5．0×10－5cm／secである。

　貯留係数は、地下水変化で発生する貯留量変化の指標で、地層構造の変化を考慮した水

収支解析に重要な帯水層係数である。

　貯留係数：　5＝5y≠r、，・刀・β・加θ≠α／刀・βノ

　上式の第2項は帯水層の弾性変化による浸出を示すが、不圧帯水層では無視できるほど

小さいので・実用は　3≒Syとする。地下水ハンドブック編集委員会編（1998）よりの比

産出量と粒径の関係図、水収支研究グループ編（1993）よりの地層の間隙率・比浸出量と

透水係数の関係表を参考して求めた、砂礫帯水層の貯留係数は、0．16であ．り、粘性土層の

貯留係数は、0．03である。

②浸透能

　降水や灌概水等が地中に浸透する度合は、土地の浸透度、表層の土湿状態などによって一
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様でないうえ、不飽和帯における土中水分の動きも複雑なので、この取り扱いは自由水水収

支の検肘の中でも最も難しい点の一つである。

　ある土地で降水を浸透させる最大の割合を浸透能と呼んでいる。この量は土壌の構造、土

湿状態、地表面の状態などによって異なるが、浸透の初期では大きな値を示し、時間の経過

とともに低下して，地表面付近の水分が飽和状態になると、下層部の浸透能に従ってほぼ一

定値を示すようになる。

　浸透能と降雨量、流出量には以下の関係がある。

　　　　　　q＝i－f－e

　　　　　　　q：流出量　　（cm／hr）　f：浸透強度　（cm／hr）

　　　　　　　i：降雨強度　（cm／hr）　e：蒸発散量　（cm／hr）

　浸透能は：C＝1－Q－E

　　　　　　　C：浸透能、Q：流出率、　E：蒸発散率

以上の関係式を用いて、日本道路協会編（1987）より流出係数やソーンスウェイトの方法

によるわが国の可能蒸発散量の分布図や日本における平均面積年降水量の分布図を利用し

て、下表に示すように現地の浸透能を求めた。

地形条件 流出係数
@（①）

蒸発散率
@（②）

　浸透能
i1一①一②）

水田 0．78（0．55）‡ 0．35 0（0．1｝‡

畑 0．3 0．35 0．35

住宅地域 0．4 0．35 0．25

緑地・林地 0．3 0．35 0．35

道路 0．7 0．35 0

　調査地では、土地を利用する状況によって求めた浸透能を調整した。＊の付いている数

字は鯛整後の数字である。

③降水量の検討

　水分大循環と言えば、一般的に、10年間とか、20年間とか、1回大循環であると考えられる

が、水分小循環の場合は、年間に1回と考えられている。よって、当年の毎月降水量は前年

の同時期のデータと類似すると考えられる。今回の解析には一連のデータが整っていない

ため、平成9年の降水量と平成10年の降水量を合わせて使用した。

8．モデル境界条件設定

　①解析時間設定

　平成10年2月前の観測データは一つ水循環未満であるから、平成10年2月から平成11

年1月まではちょうど一つ水循環年であるので、この期間を本解析期間と設定した。

②河川水位設定

　調査区では、河川水位を東側から南側にかけて境界条件と設定した。

　河川水位は境界条件である河川の流量観測データを参考にして地形図（1／1，000）などか

ら設定した。

③初期水位設定
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　解析開始である平成10年2月渇水期の実測水位データを初期水位と設定した。

　④降水量の選択

　平成9年3月から12月までの降水量を平成10年3月から12月の降水量として用いて平

成10年1月降水量を平成11年1月の分として解析する。

9．数学モデル作成及びシミュレーションモデルの検討

（1）モデル支配方程式

　ここで取り扱う浸透に関する支配方程式は、帯水層の鉛直断面上で水頭が等しいとする

Dupuitの仮定に基づいている．　Dupuitの仮定を用いて三次元（x、　y、　z）流に関する連続

式はVz＝0より

　　∂力　　　∂　　　　　　　　　∂

　S－　＋一｛（110＋力）巧｝＋一｛（1fo＋力）吟｝＝σ　…………（1）　となる。

　　∂∫　　∂潔　　　　　　　　∂y

　　　　　　　　　　　　　5：貯留係数

　　　　　　　　　　　　　陥、γy、匹：x、y、　z方向のみかけの流速

　　　　　　　　　　　　　q：単位時間当たりの湧水量あるいは排水量

　　（1）式にダルシーの運動方程式を代入すると

　　∂力　　　∂　　　　　　　　∂力　　∂　　　　　　　　∂力

　s－＝　一｛柘（∬o＋力）一｝＋一｛∬y（馬＋力）一｝＋q

　∂∫　　∂x　　　　　　∂x　∂y　　　　　　　∂y

　　　　　∂　　　　　　　∂力　　∂　　　　　　∂力
　　　　：＝：一　　｛万　（力）　　一｝　十　一　｛ry　 （力）　　一｝　十σ　　・・●．・．●・．．・・　（2）

　　　　　∂x　　　　　　∂x　　∂y　　　　　∂y

　　　　Tx、　Ty：x、　y方向の透水量係数で水頭hの関数となる

透水量係数Tは各帯水層の透水係数kiとbiの積和として定義される。

　　　　　　　　　　　　　　　　η

　　　　　　　　　　　　　7＝Σ　1r，・b，

　　　　　　　　　　　　　　　　∫＝0

　以上がDupuitの仮定を用いた場合の浸透に関する支配方程式である。（2）式により重み

付き残差法を用いて有限要素定式化を行った後、適当な初期条件、境界条件の下に解が求

められる。

　（2）初期条件及び境界条件

①初期条件：力（x，、0）＝力（x∫）

　②境界条件

　　1）水位が既知の境界：力（x∫、の＝力b（x5、’）＿．河川、湖、海などに面した境界の

ように水位一定あるいは水位の時間的変動が既知である場合

　　2）流入・流出量が既知の境界：ρ（x∫、の＝ρ。（x，、の

　（3）シミュレーションモデルの検討

　シミュレーションにおいてはシミュレーションモデルは1回の実測水位データを用いて
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作成した仮定地下水システムモデルである。因って、現実に応用する前にこの仮定のモデ

ルを何回か実測データを用いて検証することが必要である。実は、それはシミュレーショ

ンによる逆解析を意味している。もちろん検証の回数が多ければ多いほど良いと認められ

ている．作成されたモデルが何回かの逆解析による修正を経て、精度が満足されてから（季

節による水位変動差で判断する）地下水位変動を予測することになる。

　検証用の実測データは、できる限り多くの水循環のデータを選択すれば良いと考えられ

るが、実際には長い年月のデータを得ることは一般的には困難である。一つの水循環年に

おいては渇水期、平水期、豊水期、渇水期があるから、一つの水循環のデータでもモデル

を検証できる．なお、渇水期に工事が行われる場合には、できる限り渇水期のデータを初

水期データと設定して用いてモデルを作成したほうが良いと考えられる。本文の場合は、

豊水期、平水期、渇水期の各期データを用いてモデルを検証した。

　自然状態の地下水の流れをシミュレーションして予測したデータと同時期観測データと

の差を水位絶対差と称する。水位絶対差でモデルを検証する。許される誤差範囲（一般に

は0．5m以下）内の場合に、作成したモデルは良好であると言える。検証した結果を下表に

まとめた。

　　　　　　　　　　　　　　　　モテ’ルの検証結果

節点

ﾔ
酬炉翻 97年8月15日 水位の

ｷ〔m）

97年11月16日
@（平水期）

水位の

ｷ（m）

98年1月15日
@（渇水期）

水位の

ｷ（m）

自然水位

@m
予測水位

@m
自然水位

@m
予測水位

@m
自然水位

@m
予測水位

@m115 No．1 13754 13750 袖．04 138．33 13τ90 ＋0．43 13745 1肌40 ＋0．05

140 No2 13795 138．00 孔05 138．33 138．30 ＋0．03 13790 13770 ＋0．20

142 No．3 137．76 138．10 屯34 138．12 138．50 4瓦38 13763 13790 イ）27

146 No4 13782 138．30 屯48 138．33 138．60 027 13790 138．10 ｛L20
127 No5 13τ71 13770 ÷001 138．15 138．10 ＋OO5 137．66 137．50 ＋0．16

94 No6 13693 136．80 ＋0．13 13746 13720 ＋0．26 136．75 136．60 ＋0．15

挺 Noフ 136．45 136．80 叉L35 13737 13720 ＋0．17 136．83 13670 ＋0．13

70 No8 136．80 136．40 ＋0．40 136．94 136．80 ＋0．14 136．46 136．40 ＋0．06

54 No9 13581 135．90 乱09 136．24 136．30 ・α06 13568 136．00 屯32

　この結果より、絶対差は、0．1m以下のデータ組が9個であり、全体（27個）の33．3％を占め

ている、0．3m以下のデータ組が20個であり、全体の74．1％を占めている。0．5m以下のデータ

組が27個であ坑全体の100％を占めている。以上のモデルチェックの結果により、妥当で

あると判断し、このモデルによる解析で水位変動の予測は可能だと判断した。

10．数値解析（工事による水位低下状態）

　（1）工事規模設定

　本解析では、工事開始の時期を平成10年10月31日と設定した。工事規模は設計の通り

に設定した。工事により想定される最低位の地下水位を低下量として設定した。

　〈2）解析結果

　解折欝始時刻から、完成したモデルで準三次元のプログラムを自動で計算して、時刻毎

での地下水の流れを表現することができる。本文の場合は1日毎に解析結果を出力して自

然状態のシミュレーション結果と工事時のシミュレーション結果を出力毎に比べて最大影
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響範囲を確定した。

　工事による地下水解析結果は、工事開始1日目から工事地点を中心にして、地下水位低

下の範囲が周りに向かって拡大していることが認められた．1998年12月16日の地下水コ

ンター図で示したように影響範囲が最大になった。その日の水位と予測した自然状態の水

位差は最大3．Omとなった。生じた水位差による影響範囲を以下に述べる。

　水位差が3．Omである影響範囲は、約6，841㎡であり、2．5mである影響範囲は、約28．928

㎡であり、2．Omである影響範囲は、約56，881㎡であり、1．5mである影響範囲は、約111，

777㎡であり，、1．Omである影響範囲は、約254，180㎡であり、0．5mである影響範囲は、

約637．780㎡である。解析結果は図10．2．1～10．2．3に示した。

＼壌　　　　　△

＼裕△ e△
B。。・

@＼ぎ㌔△≒　。。。
、争　　　△°△　　　　　一　　　　　　△°

＼寧　　　　　　△　　　　　　　＼　　　　　　　△

v　　　　　△

こ　…　　φ　＼逮　　　　φ

図10．2．1推定した自然状態地下水位等高線図（単位：m）　　図10．2．2　工事による推定した地下水位等高線図（単位：m）

　　　　　　＼

　　＼．’

　　　　　　△　△△　φ

　　　　　　　　　　乏多　　O　　長期観測井戸

　　　　　　　　　　　　《工朝晰

図10．2．3工事による推定した地下水位低下範囲等高線図（単位：m）
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11．周辺地下水への影響

　工事による周辺地下水へ影響することが認められたが。工事の場所を中心として周りへ

向かって地下水位変動差が小さくなっている．影響範囲の形は楕円形を形成している。下

流側の方が楕円の短軸を呈しており、上流側の方が楕円の長軸を呈していると認められた。

工事中心部での地下水位は自然状態水位より3．Om位下がっており、周辺に向かって水位が

下がるのが漸次に小さくなって解析範囲付近まで、0．5m下がっていると推定された。

まとめ

　①有限要素法は、他の解析方法より、地下水システムをビジュアルで、地盤条件を忠実

に構築することができるものと思われる。

　②準三次元広域地下水位変動解析プログラムは、有効に地下水位変動をシミュレーショ

ンすることができると思われる。

　③解析領域のメッシュ分割や帯水層の物理モデルの概化が解析において最も大切なこと

である。

　④解析するための基礎データが長期間（2～3年）であれば、数値解の精度が向上する。

　⑤シミュレーションモデルの妥当性をチェックするのに最低3回のトライアルが必要だ

と思われる。

　今回の解析においては、（株）キタック小澤直宏氏、西　達也氏に御協力をいただき、新

竜公司朴昌福所長からは終始御鞭捷をいただいた、ここに厚く御礼申し上げる次第である。

　　参考、引用文献：

　　　①（株）cRc総合研究所編（1998）windows版準三次元広域地下水変動解析プログラ

　　　ムの利用者マニュアル、（株）CRC総合研究所

　　　②水収支研究グループ編（1993）地下水資源・環境論、共立出版株式会社

　　　③地下水ハンドブック編集委員会編（1998）改訂地下水ハンドブック、建設産業調

　　　査会

　　　④社団法人日本道路協会編（1987）道路土工、排水工指針（社）日本道路協会

　　　⑤小林錦子・大浦洋子共著（1997）パソコンによる水環境流れ解析、朝倉書店
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