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Abstract

Installationof a groundwater level monitoring system for predicting an earthquake in western Kana-

gawa Prefecture was completed in March, 1994. This system consistsof 6 stationsdistributedthrough-

out western Kanagawa Prefecture. A watergauge, rain gauge, a barometer and telemeter system were

installedat each monitoring station.The hydrogeological characteristicsof the monitoring wells were

clarifiedby boring holes data, electriclogs and pumping tests.Permeabilitiesof screened layer at the

bottom of wells ranging from 10 cm/sec, to 10 cm/sec. Effects on the groundwater level such as

artificialpumping, irrigationof paddy fields,atmospheric pressure and earth tides are empirically rec-

ognized in the hydrographs. These effectsare analyzed by a PC-based analyzing system summarized in

Table 2 and Table 3. Barometric effects on the groundwater level vary from 0.25mm/mm to

0.51mm/mm and earth tide from 5.9mm/0.1mGal to 26.0mm /O.I mGal. Rainfall effectson the Nino-

miya monitoring well estimated to be 0.6mm/mm from the grade of correlativeline of rainfallswith

risesin the groundwater level(Fig.8).Noticeable changes were analyzed by the following method: After

correcting for barometric and tidaleffectson the groundwater level,noticeablechanges in the ground-

water level defined to be three times or more the standard deviation were marked in the hydrograph

(Fig.14).
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１。はじめに

　1976 （昭和51）年度に発足した「なまずの会」は、主

に家庭用井戸（自由地下水）の地下水位を観測し、目視

による経験的手法で数多くの地震前後の水位異常変化を

認めている（Oki and Hiraga, 1988）。一方、東海地

震などの予知研究でも地球化学の分野の１手法として

地下水位を用いている（加藤ほか、1980、Igarashi and

Wakita,199l）。地下水位、とくに被圧水位は歪計とい

われ（Bodvarsson,1970）、多くの前兆変化が報告されて

いる（Roeloffs、1988）。地下水位が気圧や地球潮汐、地

震波などによって変化することを活かせば、地層の弾性

体としての性質が予知研究に役立つと考えられている。

　神奈川県西部では73年周期でM 7以上の地震の被害

を受けており、時系列的に1998 （平成10）年前後が次

の地震の目安と言われている（石橋、1994）。温泉地学

研究所では「なまずの会」の成果を発展させ、県西部地

震予知研究の推進の一環として1989 (平成元）年度か

ら地下水位観測施設の整備を開始した。第１期として大

井、小田原、南足柄に、第２期として湯本、真鶴に、第

３期として二宮に観測井を掘さくし、1993（平成５）

年度末をもって計６ヶ所の施設の整備を完了した。それ

ぞれの施設の仕様と観測項目を表１に、位置を図１に、

外観を写真1 ~6に示した。

　第１、２期の５ヶ所の観測井の水位変化については既

に一部報告されているが（横山ほか、1992、板寺ほか、

1994）、地下水位観測施設の整備完了に合わせ、各井戸

の構造と地質、水位解析法、水位変化の特徴についてま

とめて報告することにした。

2.観測井の立地と構造

　それぞれの観測井の設置は活断層の位置を考慮して決

められた。大井、小田原観測井は足柄平野と大磯丘陵を

境する国府津一松田断層ぎわに、二宮観測井は大磯丘陵

内に位置し、南足柄観測井は平山断層きわに、湯本、真

図２　観測井の基本構造

Fig.2　Basicdesign of monitoring

　　　　well.

図１　観測井の位置

　　　番号を付した○が地震予知研究用観測井。●は地下

　　　水収支観測用観測井。

Fig.1　studyarea and distributionof monitoring wells.

　　　０:Monitoring wellforstudyingearthquakeprediction

　　　●'･ Monitoringwellforstudyinggraoundwater balance



鶴観測井は相模湾断裂（石橋、1994）付近に立地して

いる。井戸深度は300mを標準としているが、南足柄は

150m、二宮は500 m とした。各井戸の基本構造は図２

のとおりである。

　各観測井の地質柱状図と比抵抗検層結果は図３－１～

３のとおりである。掘さく時の地質資料採取として第１

期は孔井掘さく時にスライム採取が行われた。第２期以

降の掘さくはオール・コアーボーリングで行われた。コ

アーは研究所で保管されている。観測井のスクリーンが

位置する地層の岩相は、大井が更新統の傑岩、小田原が

更新統の泥岩、南足柄が足柄層群の傑岩、湯本が早川凝

灰角喋岩、真鶴が箱根古期外輪山溶岩、二宮が先第四系

の傑岩で、いずれも半固結または固結している（表２）。

　二宮観測井では比抵抗検層の他に温度検層を実施し

た。検層結果を図３－３に示す。図中の温度検層はケー

シング後の注水前、注水後の２回の結果である。注水後

の温度をみると、鉄管やスクリーンを介して100mと

450m以深に温度変化が記録された。とくに、地表から

注入した冷水（水道水）の進入具合から450ni以深の岩

盤中の亀裂の位置と地下水の流動が認められた。亀裂の

規模を検層図中に大小で示した。

　各井戸ともスクリーンの位置を最下部の30m、或い

は50

mに設け、スクリーン上端より上側をセメンティ

ングし、うわ水の進入を防いでいる（［112］。井戸完成

後に揚水試験を行った。エアーリフトポンプを用いて揚

水した後の水位回復、または注水後の水位変化を解析し

て透水係数を求めた。試験結果によると､透水係数のオー

ダーは10-2～10-6cm／秒の間にある（表３）。透水係数

の大小はスクリーンの位置が良い亀裂に当たっているか

否かを良く表している。

　掘さく資料をもとに、それぞれの井戸の立地する地

形・地質と井戸を断面図（図4）に示した。大井、小田

原観測井の図中には、大磯丘陵際に想定される国府津一

松田断層の位置を山崎（1985）を引用して示した。南

足柄観測井は関本丘陵と足柄山地との境界に位置してい

るが、スクリーンの位置の地層は足柄層である。湯本観

測井は箱根火山の溶岩の下の凝灰岩の地層の地下水位を

示している。真鶴観測井は半島を構成する溶岩中の地下

図3-1　大井、小田原、南足柄観測井の比抵抗検層結果

Fig.3-1　Electriclogs of monitoringwells at Ohi, Odawara and Minamiashigara.



図３－２　湯本、真鶴観測井の比抵抗検層結果

Fig.3-2　Electriclogs of monitoring well at

　　　　　Yumoto(Right)and Manazuru(Left).

図3－3　二宮観測井の比抵抗、温度検層結果

Fig.3-3　Electriclog and thermal one of Ninomiya monitoring well.



表１地下水位観測施設

施設名 所在地
標高
センサ
ー
　　　(l)

深度

　(l)

スクリ
ーン
　深度
　(I)

口径
(下鄙)
　(㎜)

観測開始
観測項目 備考

年 月

１ 大井観測施設
足柄上郡大井町金子

47( 29) 300 270-3)0 100(65) 1939 ４ 気圧、水位、雨量
第1期

２ 小田原観測施設小田原市千代 22（
7)

300 270-300 100(65) 1989 ４ 気圧、水位、而量 同上

３ 南足柄観測施政

南足柄市内山字摺手
143(111) 150 120-150 100(65) 1989 ４

気圧、水位、雨量
同上

４ 湯本観測施設 足柄下郡箱根町湯本 67( 47) 300 250～300 100(65) 1992 ４
気圧、水位,雨量.

第２期

５ 真鶴観測施設 足柄下郡真鶴町真鶴 40( -31 300 250-300 100I6S) 1992 ４ 気圧、水位．雨量 同上

６ 二宮観劇施殴
中郡二宮町百合ヶ丘

51( 38） 500 450～500 150(100)1994 ４ 気圧、水位、而量、水温第3期

注）水位計：水晶水位計（in表示）、m量計:
転倒枡(0.5ii）、気圧計：水晶式(0.

lhPa表示〉
　　観測方法：　1日1回、テレメータ観測(

1
分間隔データ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表2
観測井の水位変化要因

施設名 立地条件 地層 気圧
地球
潮汐

その他の要因
年間
変動
　ｌ

地震変化
備考

降m 掲水 潅漑 前 後

１ 大井観測施設 国府津・松田断層、大磯丘陵 更mm Ｏ ○ ○ ○ ○ 2.0 ○ Ｏ 1990地震前兆

２ 小田原観測施般 同上 更新統 ○ - - Ｏ - 1.1 ○ - 週間変化

３ 南足柄観m施役 内山断層、足柄山地 足mm群 ○ Ｏ ○ - － 1.9 Ｏ Ｏ 1990111!震前兆

４ 渦本観測施政 西相模mm裂直上、箱根外輪山 早川凝灰岩 ○ － ○ - － 3.4 － -

５ 真鶴観測施設 同上、真鶴半島 箱根溶岩 ○ － - - - 1.2 - - 潮位影曽

６ 二宮観測施設 大磯丘陵 先第四系 Ｏ ○ ○ - - <0.5 - -

（注)水位に認められる要因は（c: Sii著、○:有り. －: 無し）を示す。

　　　地震変化の○. ○は、今日までの観測データに認められた現象を示す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　表３　帯水層の物性

施設名 帯水層（地賢）

透水係数
cm/sec

気圧効率
　㎜/㎜ 　潮汐補正

　　係数

ii/O.ligal

貯留係数 備考

１ 大井観測施般
更新統（固結礫層）

5.5×10- 0.42 7.6 3×10-'

２ 小田mis.測施設
更新統（固結梶岩層）

1.4x10-2
(0.4O) - 4x10-' 揚水影響大

３ 南足柄観測施設
足mm群（固結礫層）

8.7x10-4
0.46 5.9

3x10-8

４ 湯本観測施般 早川角mm仄岩
1.7×10-6

0.25 -
9χ10-8

５ 真鶴観測施設 箱根占期外輪山溶岩 － (0.S2I (380.0) -
潮位影響大

６ 二宮観測施設
先第四系(固結礫層）

6.1×10-5
0.51 26.0 5x10-'

it)
気圧効率は降雨の少ない月の値を用いた。Ｏ　内数字は暫定値。

-　　　　一一
　写真１　大井観測井
　Phot.1　Ohi

monitoring
station.



水位を計測している。後述するように、水位と潮汐との

関係からスクリーン位置の亀裂は相模湾に連続している

可能性が高い。二宮観測井は深度500mであるが地下水

位は地表から約11mと浅い。亀裂から湧出する黄褐色

に着色した塩水は化石海水と考えられている。地下水は

停滞性で、極めて古いく、降雨の涵養による直接的影響

は考えられない。

3.観測井の水位変化の要因

　地下水位は地下水流動による変化のほかに、降雨、気

圧、潮汐（地球潮汐）、揚水の影響で変化する。板寺ほ

か（1993）は５観測井の記録を調べ、これらのハイド

ログラフに認められる水位変化の要因を井戸ごとに明ら

かにしている。その結果と新たに掘さくされた二宮観測

井の特徴とを合わせ、全観測井の水位変化の要因を表２

にまとめた。

　水位の最低と最高時が不明瞭な観測井もあるが、観測

井の水位記録から１水年は４月から翌年の３月をとるの

が妥当と考えられるので、昨年の５観測井の１水年の観

測記録を図5－1～2に示した。なお、二宮観測井は観

測開始間もないので1994年４月から10月まで７ヶ月の

記録を示した。さらに､詳細な水位変化が読み取れる１ヶ

月間の記録として、1994年４月の観測結果を図６－１

～Oに並べて示した。

　グラフを目視すれば、足柄平野に位置する大井や小田

原観測井で揚水の影響が認められる。工場などの水源井

の深度が最大150mであることを考えると、その原因は

両者の帯水層は異なっていても、両者を遮断する不透水

層が無いためか、或いは水圧変化が伝播するためであろ

う。また、真鶴観測井は半島に位置し、潮位の変化をま

ともに受けている。

　二宮や南足柄などの観測井では気圧や潮汐の影響が良

く認められる。水位と気圧、潮汐との影響量を比較する

と。潮汐の影響による変動の方が気圧に比べ約1/2以下

と小さい。これらの影響は、次章で述べるように、補正

係数を用いてかなり良く補正できる。しかし、降雨の影

響の除去については、地表における降雨浸透、地下水涵

養過程など水文学的な課題が残されているので、引き続

き検討を続けたい。

4.気圧補正係数と潮汐補正係数

　気圧変化や地球潮汐に敏感な被圧水位ほど地震前兆が

現れやすく、優れた歪計と考えられるが、トレント解析

のためには補正が必要である。そこで、南足柄観測井と

二宮観測井の観測データをを主に用いて解析を行った。

　（1）水位変化の要因分析

　水位変化の異常検出にあたり、気圧と潮汐の影響を時

間遅れ、周期解析と併せて分析した。異常変化を明瞭に

するため、観測データからこれらの自然的影響を除去す

る必要がある。そのため､水位の自己相関や水位と気圧、

潮汐との相互相関を調べた。

　図7－1は小田原観測井の水位の自己相関図である。

図４　観測井の立地状況（ＴＰ：東京パミス）

Fig.4　Cross sectional expression of monitoring wells

　　　　and geology･



７日（168時間）おきに相関が高く、揚水による週変化

が表現されている。図７－２は二宮観測井の自己相関図

である。 12時間おきの周期が認められ、潮汐の影響が

表現されている。

　二宮観測井について、水位と24時間以内の気圧との

相互相関を求めると図7－3のとおりになった。気圧の

影響は0～6時間以内の水位に大きく影響し、３時間後

が最も相関が高い。また、潮汐との相関（図７－４）で

は0 ~ 1時間以内の水位への影響と24時間の周期が認

められた。

　（2）補正係数

　当所の水位解析システムでは、水位と気圧（潮汐）と

の相関は、両者の（ア）算術平均値、（ｲ）移動平均値からの差

どうし、（ウ）単位時間当たりの変化量（階差）どうしで算

出する方法の３通りで求めることができる。階差の方法

　（後述）が最も相関が高くなる。

　図８は階差法を説明している。気圧補正係数の場合は、

任意の時刻について単位時間後の水位変化量を△hi、気

圧変化量を△piとし、観測データ毎の水位変化と気圧

変化との関係をプロットして両者の相関を見ることがで

きる。南足柄観測井（1994年１月）の場合、水位と気

圧との相関は図９－１のとおりであった。最小自乗法で

両者の関係式を求めると図の上側に示した式になり、式

のｘ項に付した数字が補正係数である。期間内の平均値

として補正係数Ｂは0.0046m/hPaである。潮汐補正係

数の場合も同様に単位時間当たりの水位変化量を△hi、

地球潮汐変化量を△gjとし、両者の相関を求め、補正

係数Ｅを求める。

　南足柄観測井のデータ（気圧補正後）について、階差

法によって水位と潮汐との相関を求めると図９－２のと

おりになった。補正式中のｘ項の係数が補正係数（単位

:m/O.lmGal）である。６井について求めた気圧効率、

潮汐補正係数をまとめて表３に示した。なお、気圧補正

係数は気圧と水位の単位を水柱（ｍｍ）で揃え、気圧効

率（ｍｍ/ｍｍ）として示してある。

　（3）補正法

　解析プログラムを起動させ、解析したい期間のデータ

を呼び込み、予め登録してあった補正係数を指定して気

写真３　南足柄観測井

Phot.3　Minamiashigara

monitoring

station.

写真４　湯本観測井

Phot.4　Yumoto

monitoring

station.

写真６　二宮観測井

Phot.6　Ninomiya

monitoring

station.

写真５　真鶴観測井

Phot.5　Manazuru

monitoring

station.



図5－1　大井観測井の観測結果

　　　　　　（1993年４月～1994年３月）

Fig.5-1　Annual hydrograph of Ohi monitor-

　　　　　ing wellin water year of 1993.

図5－2　小田原観測井の観測結果

　　　　　　（1993年４月～1994年３月）

Fig.5-2　Annual　hydrograph　of　Odawara

　　　　　monitoring　well　in　wateryear of

　　　　　1993.

図5－3　南足柄観測井の観測結果

　　　　　　（1993年４月～1994年３月）

Fig.5-3　Annual hydrograph ot Minamiashi-

　　　　　gara monitoring well in water year

　　　　　of 1993.



図５－４　湯本観測井の観測結果

　　　　　　（1993年４月～1994年３月）

Fig.5-4　Annual hydrograph of Yumoto moni-

　　　　　toringwellin water year of 1993.

図5－5　真鶴観測井の観測結果

　　　　　　（1993年４月～1994年３月）

Fig.5-5　Annual　hydrograph　of　Manazuru

　　　　　monitoring　well　in　water year of

　　　　　1993.

図5－6　二宮観測井の観測結果

　　　　　　（1993年４月～1994年３月）

Fig.5-6　Annual　hydrograph　of　Ninomiya

　　　　　monitoring well　in　water year　of

　　　　　1993.



図６－１　大井観測井の観測結果

　　　　　　(1994年４月)

Fig.6-1

Monthly

hydrograph

of

Ohi

monitoring

　　　　well

in

April,

1994.

図6－2　小田原観測井の観測結果

　　　　　　（1994年４月）

Fig.6-2　Monthly　hydrograph　of　Odawara

　　　　　monitoring

ｗell

in

April,

1994.

図６－３　南足柄観測井の観測結果

　　　　　　（1994年４月）

Fig.6-3　Monthly hydrograph of Minamiashi-

　　　　　gara monitoring well In April,1994.



図６－４　湯本観測井の観測結果

　　　　　　（1994年４月）

Fig.6-4　Monthly　hydrograph　of　Yumoto

　　　　　monitoringwellin April,1994.

図６－５　真鶴観測井の観測結果

　　　　　　（1994年４月）

Fig.6-5　Monthly　hydrograph　of　Manazuru

　　　　　monitoring wellin April,1994.

図６－６　二宮観測井の観測結果

　　　　　　（1994年４月）

Fig.6-6　Monthly　hydrograph　of　Ninomiya

　　　　　monitoringｗel川ｎApril,1994.



圧、潮汐について順次補正する。補正は同じ時刻どうし

のデータを用いて行われる。補正係数は係数の階差法や

移動平均法など、計算法別に登録されており、補正計算

は係数を求めた時と同じ方法で行われる。なお、気圧と

潮汐の両者の影響が加わった水位を、初めに気圧だけの

影響として解析する点、気圧の影響の遅れなど、正確さ

の追求の必要性など、まだ補正、解析に課題が残ってい

る。しかし、前述のように気圧と水位の相関が高く、経

験的に短期間の気圧変化の影響を十分補正できることが

分かった。試行錯誤により相関係数が高くなる階差間隔

を求め、補正係数を求ておけば、水位変化のスムージン

グ目的の処理方法に支障ないと考えた。

　（4) 降雨の影響

　図10は1992年１月から1994年９月までの南足柄観測

井の観測記録と月別（平均）気圧効率の変化である。ほ

とんどの月の気圧効率は0,4～0.5の間にあるが、雨量が

多い６、７、９月に0.5を越える大きな値が計算されて

いる。図11は1994年４月から９月までの二宮観測井の

月別気圧効率である。５月と9月に0.51を越える大きな

値が求められている。両者とも雨量の多い月の気圧効率

が大きくなり、多雨時の補正では降雨の影響が補正係数

に上乗せされていると考えられる。そこで、異常検出に

は降雨の少ない時期の係数を用いることにした。

　図12は補正後の二宮観測井の水位変化である。降雨

後に階段状に水位が上昇している。そこで、降雨前の水

位のトレントを延長させ、実際の水位との差を降雨によ

る上昇量とみなし、雨量との関係をみると図13のとお

りになった。図中に引いた直線の勾配から、おおよそ雨

量の60％が水位上昇量となっている。このことから、

南足柄と同様に降雨が多い月に気圧効率を計算上大きく

していると考えられる。さらに、0.6という値は気圧効

率の値に近く、二宮観測井付近の地層の物理的性質を示

図７－２　二宮観測井の水位の自己相関

Fig.7-2　Autocorrelation analysis of ground water level at

　　　　　Ninomiya monitoring well.

図7－1　小田原観測井の水位の自己相関

Fig.7-1　Autocorrelation analysis of groundwater level at

　　　　　Odawara monitoring well.

図7－4　二宮観測井の地下水位（気圧補正）と地球潮汐

　　　　　　との相互相関

Fig.7-4　Analysis of　cross-correlation　ofgroundwater

　　　　　level corrected by barometric pressure with

　　　　　earthtide at Ninomiya monitoringwell.

図７－３　二宮観測井の地下水位と気圧との相互相関

Fig.7-3　Analysys of cross-correlationbetween ground-

　　　　　water level and barometric pressure at Nino-

　　　　　miya monitoring well.



すのであろう。

　(5）気圧効率と貯留係数

　Todd （1959）によれば､気圧効率の一般値は20～75％

である。６井の値（表3）もこの範囲に入っている。

Jacob（1940）によれば、次式により気圧効率から貯留

係数を求めることができる。

　　S ＝i°gnb／EwB

ただし、Ｓ：貯留係数、ρ：水の比重、ｇ：重力加速度、

ｎ：空隙率、ｂ：層厚、Ew:水の圧縮率、Ｂ：気圧効

率である。

　このようにして求められた貯留係数を表３に示した。

いずれの井戸の貯留係数も10-8のオーダーとなった。

この値は固結した岩石の一般値に相当する。

5.地下水位異常変化の検出

　地下水位の異常変化は、気圧と地球潮汐の影響を補正

した後にハイドログラフ上で解析する。揚水の影響、潮

位の影響が認められない南足柄と二宮を例とすれば、異

常変化検出は次の手順で行われる。なお、解析は階差法

によっている。

　（1）解析期間の指定とデータ抽出

　解析したい任意の期間を指定し､解析する水位､気圧、

雨量、潮汐の各データ・ファイルをパソコンのハード

ディスクから読み取り、予め登録してある（或いは指定

期間内で求めた)補正係数を用いて補正計算を行う。デー

タは１時間毎データである。潮汐は予め地点毎に計算済

みである。なお、潮汐の計算は元東京大学地震研究所の

田島宏一博士のプログラムを使用させていただいた。

　(2)異常検出

　観測結果と補正結果をグラフ上に重ね、任意の地震

マークを入れれば､グラフ上で目視で特異な変化を検出す

ることができる。パソコン上で異常解析を指示すれば､グ

ラフ処理の中で水位変化(階差)が統計的に大きな部位に

矢印を付けて表示する。この場合､予め標準偏差(○の何

倍までの変化を許容するか指定する必要がある。図14に

1994年４月の南足柄観測井データの解析結果を示した。

　解析結果の表示は補正水位変化グラフのみでなく、水

位の階差で行うことも可能である。この場合。グラフは

階差(単位時間当たりの変化量)の経時変化を示し、水

位変化のトレント(上がり勾配か、下り勾配か)を表す。

図12のトレント変化は、水位が上昇中、横ばい、下降

の傾向を示し、トレント変化点で、変化量が3aを越え

る大きな変化がグラフ上に矢印で表示されている。なお、

本システムの運用に当たっては、水位変化と地震との関

連を検討するための情報としてグラフ上に震源地、マグ

ニチュードなどの地震情報を表示している。

6.おわりに

　県西部地震予知研究のため1989年度から５年間、３

期にわたり、地下水観測施設を６ヶ所設置した。最後に

設置した二宮観測井は1994年４月から観測を開始した。

これらの施設と井戸の地質、水位変化の特徴、地下水位

の補正と解析法について報告した。その内容は次のとお

りである。

　(1)6ヶ所の井戸の地質と検層結果をとりまとめ、井

　　　戸の立地状況に表した。さらに、透水係数、貯留

　　　係数を求めた。透水係数は亀裂の状況によって

　　　10°^からlO゛^cm／秒のオーダーまでばらつくが、

　　　貯留係数はio'≪のオーダーであった。

　(2)地下水位変化の要因について分析し、井戸ごとに

　　　揚水の影響、周期変化、降雨の影響、気圧と潮汐

　　　の影響について解析した。気圧効率は0.25から

　　　0.62までで、一般値の範囲であった。

図８　階差法による補正係数計算

　　　B :気圧補正係数、Ｅ：潮汐補正係数

Fig.8　Eχpression of computing correction coefficient.

　　　B: Barometric coefficient E: Earthtide coefficient



図９－１　南足柄観測井の地下水位と気圧との相関

　　　　　　(1994年４月)

Fig.9-1　Correlation　of　groundwater　level　with

　　　　　barometric pressure at Minamiashigara moni-

　　　　　taring well(1994.4).

図９－２　南足柄観測井の地下水位（気圧補正）と地球潮

　　　　　　汐との相関（1994年４月）

Fig.9-2　Correlationof groundwater level corrected by

　　　　　the　barometric　pressure　with　earth　tide　at

　　　　　Minamiashigara monitoring well(1194.4).

図10　南足柄観測井の地下水位と月間気圧効率

　　　　の変化（1992年１月～1994年９月）

Fig.10　Monitoring data and monthly atmos-

　　　　　pheric efficiency for the period from

　　　　　January，1992 to September, 1994 at

　　　　　Minamiashigara monitoring well.



図11　二宮観測井の月間気圧効率

　　　（1994年４月～1994年９月）

Fig.11　Monthly atmospheric efficiencyfrom April,1994

　　　　to September, 1994.

図13　二宮観測井の降水量と水位上昇量（補正水位）との

　　　関係

Fig.13　Correlationof rises in groundwater level with

　　　　amount of rainfallat Ninomiya monitoring well.

図12　二宮観測井の地下水位変化とトレント解析結果

　　　（1994年４月～1994年９月）

Fig.12　Monitoring data and analysis of the tend in

　　　　ground water level at Ninomiya monitoring well.

図14　南足柄観測井の地下水位解析結果

　　　　（1994年４月）

Fig.14　Analysis　of　noticeable　chages　in

　　　　ground water level in April,1994 at

　　　　Minamiashigara monitoringwell.



倒　現在行っている地下水位補正と解析法について述

べた。気圧と潮汐の影響を混在させて処理する補

正法は、地下水位のスムージングが主目的である

から妥当と考えた。

今後の課題は、降雨の処理と、前兆の自動判定である。

現在進めている当所の総合研究システムの中で対応した

いと考えている。
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