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1.  はじめに 
 

ツバルやモルジブなどに代表されるサンゴ礁の低平

な島々では，安定した淡水資源を確保できるような地

表水（河川や湖沼）は一般に存在しない。それは，こ

れらの島の地盤が，サンゴ片や有孔虫の死骸が堆積し

て出来た風化石灰岩で形成されており，非常に高い浸

透性 1), 2)によって，雨水は地盤中へ速やかに浸透するた

めである。浸透水は，地盤中への浸透と海への流出が

平衡した状態で，淡水と塩水との密度差により，地盤

中へ入り込んだ海水の上部に薄いレンズ状で存在する

（淡水レンズ）。したがって，これらの島における淡水

源は，主に地下水もしくはタンクに貯留した雨水に限

定されており，恒常的に水不足が発生し易い 3), 4)。

IPCC は，21 世紀中頃までに，気候変動が原因でカリ

ブ海と太平洋の小さな島嶼では乾季における水不足が

深刻化すると報告している 5)。 

このような背景のもと，離島における淡水資源の確

保技術として，農林水産省と沖縄総合事務局により，

フローティング型地下ダムが考案されている 6)。図-1

に示すような，上部に石灰岩層などの透水性の高い帯

水層を有するが，下部の基盤となる不透水層の位置が

深く，止水壁の到達が困難な島が主な対象となる。図

に示すように，止水壁を帯水層の途中まで周状に建設

し，降雨起源の浸透水の海への流出を抑制し，淡水を

塩水（海水）上に浮かべた状態で貯留する。農林水産

省と内閣府沖縄総合事務局が沖縄県津堅島で現地試験

を実施しており 7), 8)，今後の実用化が期待される。これ

までに，著者らは，フローティング型地下ダムにおけ

る淡水の取水方法や塩淡水挙動について，室内試験と

数値解析による検討を行ってきた 9)。 

本報では，フローティング型地下ダムの実現性や利

水計画を考える上で重要な２つの課題について検討し

た結果について述べる。１つ目は，塩淡水置換時の残

留塩分の影響である。ダム建設直後の淡水で塩水を置

換する過程では，石灰岩の孤立系空隙中に残留する塩

分が貯留水の塩分濃度低下を遅らせる可能性が考えら

れる。そこで，石灰岩の岩石試料を用いた塩淡水置換

実験を行うとともに，そのモデル化手法を提案する。

２つ目の課題は，新たにダムを建設することにより，

周辺の既存淡水レンズの厚さや分布に与える影響可能

性である。ここでは，我が国の島嶼を例とした数値シ

ミュレーションを実施し，既存淡水レンズへの影響を

考察するとともに，影響を低減可能なダム形状につい

て提案を行う。 

 

2.  塩淡水置換時における残留塩分の影響の

検討とモデル化手法の提案 
 

2.1  目的 

フローティング型地下ダムの対象となる地域（島）

の帯水層は，一般に石灰岩で形成されることが多く，

その空隙構造は，図-2 に示すように連結性の低い大小

の空隙が不規則に分布するなど非常に複雑である 10), 11)。＊１ 技術センター 土木技術研究所 地盤・岩盤研究室 
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図-1 フローティング型地下ダムの模式図 
Fig.1  Schematic diagram of a floating underground dam 
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そのため，フローティング型地下ダムで淡水が貯留す

る際，流路となる空隙中は，比較的速やかに淡水で入

れ替わるものと考えられるが，図に示すような独立空

隙，基質部分，デッドエンド空隙に残留する塩水から

の拡散の影響により，塩分濃度が十分に低下するのに，

長期間を要する可能性が考えられる 12)。ここでは，実

際の琉球石灰岩コアに対して室内カラム試験を実施し，

フローティング型地下ダムにおける淡水貯留過程の残

留塩分の挙動を把握すると同時に，その予測手法を確

立することを目的とした。 

2.2  X 線 CT による塩水排除挙動の可視化試験 13) 

2.2.1  試験方法 

試験概要を図-3 に示す。供試体には，沖縄県伊江島

で採取した琉球石灰岩を円柱状に整形したもの（直径

49.6mm，長さ 47.0mm）を用いた。試験装置には，供

試体内部における塩水排除挙動をモニタリングするた

めに，マイクロフォーカス X 線 CT14)（（独）港湾空港

技術研究所保有）と，CT 装置内で使用可能な三軸透水

試験装置を用いた。 

試験手順を以下に示す。はじめに，蒸留水を用いて

十分に洗浄した供試体を，約 48 時間かけて炉乾燥した。

その後，比重約 1.53g/cm3 に調整したヨウ化カリウム水

溶液を作製し，供試体を溶液中に浸漬させ，真空容器

内で約 2 週間かけて飽和させた。飽和終了後，水溶液

から供試体を取り出し，デシケーター内に水を張り，

乾燥を防止した状態で供試体を約 2 日間静置した。そ

の後，湿潤重量を測定して供試体に保持されている水

溶液体積を計算し，全空隙体積から水溶液体積を引い

て重力排水量（有効空隙率）を求めた 10)。なお，供試

体の空隙率は，基質部分を破砕し，「土粒子の密度試験

方法（JIS A 1202）」により求めた密度から計算した。 

次に，供試体を三軸透水試験装置に設置し，チュー

ブポンプ（アトー製，ペリスタポンプ SJ-1220）によ

り，ヨウ化カリウム水溶液を約 0.2mL/min の流量で供

試体下側から通水させ，供試体内および配管内を水溶

液で飽和させた。その後，供試体上側から蒸留水を通

水させて試験開始とし，約 30 分間隔でカラム下端から

の排出水を採取し，イオンクロマトグラフによりカリ

ウムイオン濃度を測定して残留塩分の影響を調べた。

X 線 CT による撮影は定期的に行い，蒸留水の通水中

における供試体内部の濃度変化の様子を調べた。 

試験は，X 線 CT の撮影範囲を供試体全体とした場

合（ケース 1）と，供試体の一部分を拡大した場合

（ケース 2）の 2 回，同一供試体を用いて実施した。

表-1 に，供試体の基本物性の一覧を示す。蒸留水の流

量は，ケース 1 が約 0.34mL/min ，ケース 2 が

0.32mL/min でほぼ同条件とした。X 線 CT による撮影

時間は，1 回あたり約 20 分だが，ポンプは常時稼働し

たままとした。各ケースにおける X 線発生条件を表-2

図-3 X 線 CT を用いたカラム試験の概要 
Fig.3  Schematic diagram of the experiment using X-ray CT 
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撮影

ターンテーブル
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圧力室
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表-1 供試体の基本物性 
Table 1  Characteristics of the specimen 

 
項目 値 

直径 [cm] 4.96 
高さ [cm] 4.70 

乾燥重量 [g] 204.04 
湿潤重量(水溶液) [g] 217.59 

空隙率 [%] 16.4 
有効空隙率 [%] 6.6 

表-2 X 線 CT 撮影条件 
Table 2  X-ray conditions of studied cases 

 
項目 ケース 1 ケース 2 

撮影範囲 全景 局所 

X 線管電圧 [kV] 200 

X 線出力電流 [μA] 400 

画像サイズ [pixel] 1024×1024 

ピクセル当量長 [μm/pixel] 65.37 20.70 

スライスピッチ [μm] 65.37 20.70 

水の流れ ① 独立空隙 

からの拡散 

② 基質からの拡散 ③ デッドエンド空隙からの拡散 

図-2 風化石灰岩における残留塩分の概念 
Fig.2  Concept of residual salinity in weathered limestone 
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に示す。三軸セル内の圧力は約 26kPa とした。 

2.2.2  試験結果 

１）排水中のカリウムイオン濃度の経時変化 

排水量と排水中のカリウムイオン濃度の変化を図-4

に示す。ここで，縦軸の相対濃度は初期カリウムイオ

ン濃度に対する値であり，横軸の PV はポアボリュー

ムの略で，排水量を供試体の全空隙体積で除した値で

ある。また，PV が負であるのは，給排水側の継手とチ

ューブの体積（約 18cm3）による補正のためである。

同図より，通水初期に相対濃度は大きく低減するが，

その後の低減傾向は緩やかになり，過去に別途実施し

た細屑性試料（コーラルサンド）における濃度低減傾

向 12)とは明らかに異なる傾向を示した。試験終了時の

全排水量と濃度から，供試体から流出したカリウムイ

オンの量を計算し， 終的に供試体内部に残留した量

を見積もると約 600mg となり，試験に用いたヨウ化カ

リウム水溶液量に換算して約 3.5cm3に相当した。 

２）X 線 CT による空隙内濃度分布の変化 

ケース 1 における上端面から約 18mm における絶乾

状態での供試体水平断面の CT 画像を図-5 に，ほぼ同

位置における試験開始前後の水平断面 CT 画像を図-6

（a）および（b）に示す。また，ケース 2 における局

所的に拡大して撮影した CT 画像を図-7 に示す。なお，

本試験で用いた X 線 CT 装置では，グレーレベル（以

下，GL 値と呼ぶ）と呼ばれる X 線の吸収率を示す値

がボクセル毎に求まる。今回の GL 値は，供試体基質

部分で 42,000 程度，ヨウ化カリウム水溶液部分で

47,000 程度であった。 

図-5 で黒く写っている箇所は空隙を表し，琉球石灰

岩が大小様々な大きさの空隙で構成されていることが

分かる。一方，図-6 で白く写っている箇所はヨウ化カ

リウム水溶液で満たされた空隙を表している。図のよ

うに，試験開始時にヨウ化カリウム水溶液で満たされ

ていた空隙が，通水によって水で置換される（黒くな

る）ことが確認できるが，図中に赤丸で記した箇所等，

一部の空隙では試験終了時にも水溶液が残留すること

が確認できる。 

図-7 は，ケース 2 における通水中の供試体内部の CT

画像（（A）～（C））と各通水量での GL 値の変化量

（（D）～（E））の分布を示したものである。図中に赤

丸で示した箇所において，PV=0～1.3 までの試験開始

初期では大きな濃度低下は生じないが，PV=9.0 では水

に置換されており，試験期間を通して徐々に濃度が低

下すると考えられる。一方，青丸で示す範囲の空隙は，

赤丸で示す範囲の空隙と，同程度の比較的大きい空隙

で連結性も高いと思われる。ところが，試験終了時の

CT 画像では白色を示しており，供試体内部に水溶液が

残留する様子が，図-6 よりも鮮明に確認できる。以上

より，石灰岩のように空隙構造が複雑な場合，1mm 程

度の比較的大きな空隙でも濃度低下が進行し難い空隙

が散在していると考えられ，主流路への緩やかな拡散

により濃度低下の遅延が生じていると考えられる。一

図-5 絶乾状態における供試体断面の CT 画像 
（GL 値 35,000～60,000 でグレー表示） 

Fig.5  A CT image of the specimen in the dry state 

図-6 通水直前と通水終了後における水平断面 CT 画像

（GL 値 35,000～60,000 でグレー表示） 
Fig.6  CT images of the specimen at the start (a) and the end  

(b) of the experiment (GL value range is from 35,000 to 60,000)

（ａ）通水前 （ｂ）通水後（試験終了時） 

図-4 排水中の相対濃度変化(K+) 
Fig.4  Relative conc. changes (K+) in outflow water 
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方，基質部分に関しては，図-7（D）および（E）より，

緑丸で示した基質部と考えられる領域で，GL 値の変化

量が赤色を示す（GL 値変化量でおおよそ 1500～3500）

ボクセル数が，試験初期（PV=0～1.2）に多く存在して

いるが，試験後半（PV=1.2～9.0）においても少し存在

する。これは，基質部分の微細な空隙中に含まれる水

溶液が拡散したことを示唆するものと考えられ，主流

路部まで拡散して出口側の濃度低下の遅延に影響を与

えたと考えられる。 

なお，ケース 1 で，通水前後の CT 画像の差分から，

GL 値が 5,000 以上変化した要素を，空隙率 1.0 の水で

置換されたボクセルだと考えた場合，空隙体積は約

注1 各 3 枚の画像は，左上：XY 断面（水平断面），右上：YZ

断面（鉛直断面），XZ 断面（鉛直断面）を示す。 

注2 (A)～(C)：GL 値 33,000～43,000 の範囲でグレー表示 

(D)～(E)：GL 値変化量 1,000～10,000 の範囲を表示 

 
 

図-7 ケース 2 での通水時間毎の CT 画像(A)～(C)と 
GL 値の変化量分布(D)～(E) 

Fig.7  CT images of the speciment at some time ((A)-(C)) and 
distribution of GL value in the same cross-section ((D)-(E)) 

(D) PV=0.0～1.2 の間の 
GL 値の変化量分布 

(E) PV=1.2～9.0 の間の 
GL 値の変化量分布 

1000 以下 10000 以上4000 7000 

(A) PV=0.0（通水前） 
での CT 画像 

(C) PV=9.0 
での CT 画像 

(B) PV=1.2 
での CT 画像 

通水方向 
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5.2cm3 となり，残留したと考えられるヨウ化カリウム

水溶液の量は約 3.7cm3 と計算され，前述した試験終了

時の排水から計算した残留水溶液の体積（3.5cm3）と

同程度となった。 

2.3  二重空隙モデルによる残留塩分の評価 

2.3.1  解析条件 

カラム試験における濃度低下の遅延を表現するため

に，米国ローレンスバークレー国立研究所で開発され

た多成分多相流解析コード TOUGH215）の二重空隙モデ

ル（MINC16)（ Multiple Interacting Continua ））による

再現解析を実施し，その適用性について検証した。図-

8 に二重空隙モデルの概念を示す。二重空隙モデルは，

亀裂性多孔質媒体を扱うことを目的に考案されたモデ

ルで，亀裂部の解析格子内に基質部を表す解析格子を

入れ子状に組み込むことで，主要な水みち（亀裂）を

通じた移流と同時に，亀裂－基質間の物質移動（拡散

など）を同時に計算するモデルである。ここでは，同

手法が複雑な空隙構造を有する琉球石灰岩に対しても

適用可能であるかを検討した。 

表-3 に本計算で与えたパラメータを示す。亀裂部分

の体積割合は，絶乾状態の供試体の CT 画像で比較的

多く空隙を含むボクセルとして考え，GL 値が 42,000

より小さい部分のボクセル数の全ボクセル数に対する

割合である 0.09 を与えた。基質部分の体積割合は，亀

裂以外の部分として計算した。亀裂部分の空隙率は

0.999 とし，全空隙率（基質＋亀裂）がカラム試験供試

体の全空隙率と整合するように，基質部分の空隙率を

与えた。有効拡散係数は，K+の 25℃の水中における分

子拡散係数を 1.96×10-9m2/s17)，屈曲率を 0.5 で仮定し

て与えた。MINC モデルにおける基質内の分割数は，

同体積で 3 分割とした。なお，亀裂間隔，基質部分の

分割数，屈曲率は，カラム試験の破過曲線とのフィッ

ティングによって値を仮定した。 

2.3.2  解析結果 

再現解析の結果を図-4 に実線で示した。解析により，

実験で見られる通水開始初期の比較的早い段階での急

激な濃度低下や，その後の濃度低下遅延を良く再現で

きることが分かる。このように，複雑な空隙構造を持

つ琉球石灰岩を二重空隙モデルで簡易化し，塩淡水置

換時の残留塩分の効果をマクロに評価できる可能性を

確認した。ただし，本解析における基質部分の分割数

や亀裂間隔は，試験データとのフィッティングから見

かけ上同定したものであり，異なるスケールや条件で

の適用範囲は限られる。実スケール規模への適用にあ

たっては，現地での水理試験を行ってパラメータ同定

を行うことが必要になると考えられる。  

 

3.  数値解析によるフローティング型地下ダ

ムの最適設計 
 

3.1  目的 

著者ら 9)が過去に行った湛水シミュレーション（二

次元軸対称モデル）の一例を図-9 に示す。図のように，

フローティング型地下ダムの淡水貯留過程では，遮水

壁外側近傍で湧昇流が発生し，既存の淡水レンズ厚を

減少させる可能性が指摘される。したがって，既に淡

水レンズが存在する地点にダムを建設する場合，止水

壁によって地下水流動場が変化し，ダム周囲の既存淡

水レンズに影響を与える可能性が考えられる。ここで

は，我が国の島嶼を例とした数値シミュレーションを

実施し，既存淡水レンズへの影響を考察するとともに，

影響を低減可能なダム形状について提案を行う。 

3.2  解析条件の設定 

3.2.1  解析モデル 

沖縄県の多良間島を対象に三次元の地下水流動モデ

ルを構築した。数値解析コードには，前述の TOUGH2

を，複数 CPU での同時並列計算による大規模数値解析

が可能なように改良した TOUGH2-MP18)を用いた。 

多良間島は，標高 10m 程の平坦な地形面を有してお

り，浅層部は主に琉球石灰岩で構成されている。琉球

石灰岩層の層厚は 50m～60m で，既往の調査より，透

水係数は 2.5×10-2～8.8×10-0cm/s19)と報告されている。図-8 二重空隙モデル（MINC モデル）の概念 15) 
Fig.8  Double porosity model (MINC)15) 

表-3 本計算における主な入力パラメータ 
Table 3  Input parameters for the analysis 

 

項目 値 

亀裂部分の体積割合 0.09 

基質部分の体積割合 0.91 

基質部分の分割数 3 

亀裂間隔 (cm) 5.0 

亀裂部分の空隙率 0.999 

基質部分の空隙率 0.080 

全体（基質＋亀裂）での空隙率 0.163 

有効拡散係数 (m2/s) 9.8×10-10 
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琉球石灰岩層の下位は島尻層群砂岩が分布している 20)。

計算に使用した解析格子を図-10 に示す。地形面形状は，

国土地理院の数値地図データを基に作成した。水平方

向は，平均格子間隔 100m のボロノイメッシュとし，

鉛直方向の格子間隔は，GL-0m～GL-20m までが約 1m，

GL-20m～GL-40m までが約 2m，GL-40m～GL-70m ま

でが約 5m，GL-70m～GL-100m までを約 10m とした。

地質条件として，標高-60m までを琉球石灰岩層とし，

それ以深を島尻層群砂岩とした。各層で与えた透水係

数は，琉球石灰岩層は 3.1×100cm/s，島尻層群砂岩は

1.0×10-5cm/s を各々設定した。側面境界条件は，海水

面（EL±0m）より上側を大気圧（101.3kPa）とし，下

側を静水圧で各々固定した。降雨涵養率は，多良間島

における地下水中の硝酸性窒素濃度と窒素負荷量から

涵養率が約 50%と見積もられている 21)。気象庁による

1979 年～2009 年の間の平均降水量が約 2,000mm であ

るので，地表面格子には，降水による涵養を想定し，

1,000mm/年の涵養条件を与えた。モデル底面は不透水

境界とした。 

3.2.2  初期条件の設定（現状淡水レンズの再現） 

解析における初期条件として，フローティング型地

下ダム建設前の淡水レンズを再現した。解析結果を図-

11 に示す。図中のコンターは，塩淡境界面（塩分濃度

1.75%）の標高のコンターを示す。ただし，本検討では，

島内の地下水位がほぼ海水面レベルであるため，コン

ターに示す標高値の絶対値は，淡水レンズ厚さとほぼ

同等である。既往の調査より，多良間島における淡水

レンズの厚さは大きい位置で約 10m22)と報告されてい

る。本解析により，概ね現状の淡水レンズが再現出来

ていると考え，これを初期条件とした。なお，この初

期状態での総淡水量は約 1,000 万 m3である。 

3.3  解析ケース 

表-4 のとおり，フローティング型地下ダムの配置や

形状を変えた 4 ケースで計算を実施し，周辺淡水レン

ズへの影響を比較した。ケース 1 は，対策は何も講じ

ていない基本となる場合である。一方，ケース 2-1～2-

3 は，ケース 1 に対して何らかの対策を講じた場合で

ある。具体的には，ケース 2-1 はダム建設位置，ケー

ス 2-2 はダム建設位置と止水壁深度，ケース 2-3 はダ

ム建設位置と止水壁深度と地下水流れの対策を講じた

場合である。 

3.4  解析結果（周辺淡水レンズへの影響） 

3.4.1  ケース 1（対策無） 

図-12（ａ）にケース 1 の定常状態での塩淡境界面位

図-10 全島シミュレーションモデル（格子数：130,924）
Fig.10  Numerical grid of the Tarama island 

 (number of elements: 130,924)  
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図-11 フローティング型地下ダム建設前における塩淡境

界標高（淡水レンズ） 
Fig.11  The elevation of saline/freshwater boundary before 
placement of the floating underground dam (freshwater lens) 
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図-9 止水壁近傍での湧昇流（二次元軸対称モデル 9)） 
Fig.9  Upwelling flow near a cut-off wall 

表-4 計算ケースの一覧  
Table 4  Simulation cases 

 

対策項目 
ケース 

1 2-1 2-2 2-3 
基本 対策あり 

建設位置 
× 

島中央 
○ 

海岸寄り 

止水壁深度 
× 

同一深度( 約 GL-20m ) 

○ 
海側の面：GL-20m 

その他の面：GL-28m 

地下水流れ 
（平面形状） 

× 
四角形 

○ 
三角形 
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置のコンターを示す。図のように，止水壁深度が同じ

場合，ダムの外側全体で既存淡水レンズの厚さが減少

した。この原因として，図-9 に示した湧昇流が考えら

れる。その結果，島全体で考えた全淡水量は，ダム建

設前と同じ約 1,000 万 m3 で，ダムによる淡水貯留量の

増加が表れない結果となった。 

3.4.2  ケース 2-1（建設位置） 

本ケースは，ダムの建設位置を，ケース 1 より海岸

よりにした場合である。図-12（ｂ）に結果を示す。ケ

ース 1 と同様に，ダムの外側全体で，既存淡水レンズ

厚さの減少が生じており，全淡水量は約 1,150 万 m3 で，

ダムによる淡水貯留量の増加がやや表れた。 

3.4.3  ケース 2-2（止水壁深度調整） 

本ケースは，湧昇流の発生位置を限定する対策を講

じた場合である。ダム内部の水は，止水壁上端を越流

しない限り，止水壁の下端を回り込む湧昇流を生じて

ダムの外側へ流出する。本ケースでは，フローティン

グ型地下ダムの海側領域の止水壁深度を他よりも短く

することで，ダムの外側へ流出する部分を（湧昇流の

発生位置）を，元来淡水レンズ厚が小さい部分に限定

することを考えた。図-12（ｃ）に結果を示す。図のよ

うに，湧昇流の発生位置は，止水壁深度が短い海側

（図中ピンク線部分）に限定され，島中央の淡水レン

ズ厚さは，建設前の状態をほぼ維持できている。全淡

水量も 1300 万 m3 となり，ダムによる淡水貯留効果が

大きくなった。しかし，本ケースのダム形状は，島中

心から海へ向かう放射状の地下水流れをやや阻害する

矩形形状であり，図中ピンク丸部分では，淡水レンズ

の層厚が建設前と比較してやや減少している。 

3.4.4  ケース 2-3（自然地下水流れの考慮） 

本ケースは，フローティング型地下ダムの平面形状

を三角形とした場合である。これは，島中央部から海

へ向かった放射状の地下水流れに対する流動阻害を軽

減することを考えたものである。さらにケース 2-2 と

同じく，海側の止水壁の深度を短くして，湧昇流の発

生位置を限定させた（特許申請中：特開 2013-72230）。

（ａ）ケース 1（対策無） 
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（ｂ）ケース 2-1（建設位置） 

図-12 フローティング型地下ダムにおける塩淡境界標高（標高絶対値≒淡水レンズ厚さ） 

Fig.12  The elevation of saline/freshwater boundary after placement of the floating underground dam 
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（ｃ）ケース 2-2（止水壁深度） 
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（ｄ）ケース 2-3（地下水流れの考慮）

止水壁短い 

流動阻害による影響 

流動阻害による影響はほぼ無い 

止水壁短い 
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図-12（ｄ）に結果を示す。図のように，淡水レンズ厚

さの減少位置を海側へ限定するとともに，海側以外の

止水壁外側（図中ピンク丸）においても，建設前と比

べてほぼ同等を維持できることが分かった。全淡水量

は 1300 万 m3 で，ダムによる淡水貯留効果は大きい。 

 

4.  まとめ 
 

本稿では，環礁島での淡水レンズ強化技術として注

目されているフローティング型地下ダムに関して，淡

水貯留時の残留塩分と，ダム建設後の塩淡境界挙動を，

室内試験および数値解析により検証した。 

淡水貯留時の残留塩分に関して，ヨウ化カリウム水

溶液で飽和させた琉球石灰岩を淡水で置換するカラム

試験を行い，塩分濃度が十分に低下するのに長期間を

要することを示した。また，通水中における X 線 CT

画像より，直径 1mm 程度の比較的大きな空隙における

水溶液の残留と，基質部における濃度低下が確認でき，

それらによる主流路部への濃度拡散が，濃度低下の遅

延に影響を与えていると考えられた。そして，フロー

ティング型地下ダムにおける塩淡境界挙動の予測手法

として，複雑な空隙構造を持つ琉球石灰岩に対して二

重空隙モデル（MINC モデル）を適用することで，塩

淡水置換時の残留塩分を評価できることを示した。 

ダム建設後の塩淡境界挙動に関して，沖縄県多良間

島を想定した数値解析による検討を実施した。その結

果，対策を何も講じない場合には，ダム周囲の既存の

淡水レンズ厚さを減少させる可能性が指摘された。し

かし，①部分的な止水壁深度の調整，②自然地下水流

の阻害の低減，といった点を設計時に考慮することで，

既存淡水レンズへの影響を十分に少なくする事が可能

と考えられた。 

 

謝辞 
 

 本稿の 2.2「X 線 CT による塩水排除挙動の可視化試験」の

項では，(独)港湾空港技術研究所保有の X 線 CT 装置を用い

て実施した。試験の実施に際し，同研究所の水谷崇亮氏と平

井壮氏（現，中国地方整備局港湾空港部）の両氏には，試験

計画，X 線 CT 装置のオペレーション，CT 画像の評価方法等，

終始にわたり多大なる御協力ならびに御助言を頂いた。この

場を借りて，両氏へは厚く御礼を申し上げます。 

 

参考文献 
 

1) Underwood, M. R., Peterson, F. L., Voss, C. I. : Groundwater 
Lens Dynamics of Atoll Island, Water Resources Research, Vol. 
28, Issue 11, pages 2889–2902, 1992. 

2) White, I, : Fresh groundwater lens recharge, Bonriki, Kiribati, 
preliminary report, IHP-V Project 6-1, UNESCO, Paris, 1996. 

3) 中田聡史：環礁州島における水資源と淡水レンズの劣化，

水環境学会誌，Vol.33(A), No.8，2010 
4) SOPAC : An Overview of Integrated Water Resources 

Management in Pacific Island Countries, A National and 
Regional Assessment, SOPAC Miscellaneous Report 554 
Revised Edition, 2004. 

5) IPCC: Climate Change 2007 Impacts Adaptation and 
Vulnerability, Fourth Assessment Report, 2007. 

6) 内閣府沖縄総合事務局農林水産部：フローティング型地

下ダム，http://ogb.go.jp/nousui/nns/c2/page1-5.htm 
7) 農林水産省農村振興局企画部資源課，内閣府沖縄総合事

務局農林水産部土地改良課：淡水レンズを活用した水源

開発を目指して，「淡水レンズ開発調査」「淡水レンズ強

化技術実証調査」調査成果の概要，2008. 
8) 中里裕臣，井上敬資，中西憲雄：沖縄県津堅島における

淡水レンズ強化試験の可視化，(社)物理探査学会第 114 回

学術講演会論文集，pp.113-114，2006. 
9) 増岡健太郎，山本肇，青木智幸：浮き型地下ダムにおけ

る効率的淡水取水方法と塩淡境界挙動に関する研究，大

成建設技術センター報，Vol.43，pp.307-312，2010. 
10) 宮城調勝，小宮康明：琉球石灰岩の有効空隙率と圧縮強

度，琉球大学農学部学術報告，50，pp131-135，2003. 
11) 今泉眞之，奥島修二，塩野隆弘：琉球石灰岩洞窟の空間

分布特性，農業土木学会論文集，217，pp.89-100，2002. 
12) 増岡健太郎：琉球石灰岩の残留塩分に関する実験的研究，

公益社団法人日本地下水学会 2011 年秋季講演会講演要旨，

pp.134-137，2011. 
13) 増岡健太郎，山本肇：X 線 CT を用いた琉球石灰岩におけ

る塩水排除挙動の可視化，土木学会第 68 回年次学術講演

会，2013.（投稿中） 
14) 菊池喜昭，水谷崇亮，永留健，畠俊郎：マイクロフォー

カス X 線 CT スキャナの地盤工学への適用性の検討，港

湾空港技術研究所資料，No.1125, 2006. 
15) Pruess, K., C. Oldenburg, and G. Moridis: TOUGH2 user's 

guide. Version 2.0, Report, LBNL-43134. LBNL, Berkeley, CA. 
1999. 

16) Pruess, K., and T.N. Narasimhan: A Practical Method for 
Modeling Fluid and Heat Flow in Fractured Porous Media, Soc. 
Pet. Eng. J., Vol. 25, No. 1, pp. 14-26. 1985. 

17) 地盤工学会：地盤工学・実務シリーズ 15 土壌・地下水

汚染の調査・予測・対策，2002. 
18) Keni Zhang, Yu-Shu Wu, and Karsten Pruess: User's guide for 

TOUGH2-MP – A Massive Parallel Version of the TOUGH2 
Code, Report, LBNL-315E. LBNL, Berkeley, CA. 2008. 

19) 長田実也，古川博恭，富田友幸，座波吉実：沖縄・多良

間島の淡水レンズ-琉球石灰岩の透水性について，日本地

質学会，pp.420，1998. 
20) 沖縄県：土地分類基本調査 宮古地域，pp. 13-22，1984. 
21) 吉本周平，石田聡，土原健雄，今泉眞之：沖縄県多良間

島の淡水レンズにおける硝酸性窒素および負荷源の現況

について，日本地下水学会秋季講演会要旨，pp. 12-15，
2010. 

22) 石田聡，土原健雄，吉本周平，皆川裕樹，増本隆夫，今

泉眞之：沖縄県多良間島における淡水レンズ形状，農工

研技報，210，pp. 1-9，2009. 


