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地下水帯水層におけるラドン濃度の不均一性
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１．はじめに

ラドンは比較的水溶性で反応性のない希ガスであ

ることから水の動きを忠実に反映しやすい，半減期

日の時定数で消失し変化の痕跡が残らない，極3.8
微量の水中濃度まで放射能検出しやすい，など地下

水トレーサとして優れた特長を持つ。

地下水ラドンは調査が行いにくい地中の状態およ

び変化について，実証的な情報をもたらすものと期

待され，これまで地殻変動に関して数多くの観測事

例が報告されてきている。地下水ラドンについて地

道な観測継続と共に，その変化要因を一つ一つのプ

ロセスに分けて解明していくことが不可欠である。

単一の帯水層あるいは湧水から採取した地下水の

ラドン濃度測定を行った際に，単純な例としてラド

ン濃度が であったとすると 「採取した地10Bq/kg ，

下水試料」の濃度が であったことは事実10Bq/kg
として間違いはない。そこで，あたかも

の均一な濃度の地下水が帯水層に存在した10Bq/kg
ように理解されがちである。しかし，実際には帯水

層中に の水と の水が存在していて5Bq/kg 15Bq/kg
10Bq/kg採取時にそれらが混合した結果，たまたま

という測定値が得られたのかも知れない。

帯水層中のラドン水が均一な濃度で存在している

のか，あるいは不均一な濃度で存在しているのか，

という課題はラドンの時系列的な観測データを解釈

する上で極めて重要である。ラドンが不均一に分布

していることを明らかにできれば，地下水観測値と

いうのは不均一分布状況下における，ある一つの混

合状態が捉えられているに過ぎないと理解されるか

らである。

見方を変えれば，何らかの理由で地中のバランス

状態が崩れたときに試料水の混合状態が変化し，そ

の結果として濃度変化が観測され得る，という論理

が成立する。ラドンの増加分というものは他から新

たに供給されるものではなく，ヤジロベエが揺れる

がごとく採取の際に単純に混合バランスが変化した

だけである，といった解釈ができることになる。そ

の上で混合のバランスを変化させる要因は何か，と

いう次段階の解決プロセスに進むことができるので

ある。したがって，帯水層ラドンが不均一に分布し

ていることを明らかに出来れば，地殻変動調査のた

めのラドンの機構解明の一歩とすることができよ

う。

本報の構成は，同一の帯水層において，地質成分

の違いで土壌間隙水のラドン濃度が少なくとも鉛直

方向に 単位の部分部分で大きく異なること，10cm
それらが単純な拡散によって均一化しえないことを

実証し，帯水層中のラドンは垂直方向に不均一に分

布していることを示す。観測できるラドン濃度とい

うものは不均一状態から混合採取された結果である

こと提案する。対象として主に堆積層中の循環地下

水を想定しているが，定常的に揚水，利用されてい

る多くの井戸で同様に理解できるものと思われる。

本報の結論は観測データの解析のみならず，新た

な観測井の選定に際して，湧水か揚水か，深井戸か

浅井戸か，ラドン濃度が高い方か低い方か，あるい
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は断層近傍か否か，といった判断に役立つことを期

待している。なお，本報で記述するラドン，ラジウ

ムとはそれぞれ Ｒｎ， Ｒａを指す。
222 226

２．実験および結果

2.1 帯水層地層の間隙水ラドン濃度測定

同一の帯水層に属するいくつかの地層土壌を採取

し，間隙水中のラドン濃度を比較した。土壌間隙水

APDLS APD中のラドンは 法 によって定量した。１）

LS Absorptive Polymer Dissolved Liquid法(

)というのは水，空気およびポScintillation Counting
リスチレン（ フィルム）の三相にわたってAPDLS
一定比でラドンが分配される現象を利用した最新の

ラドン測定技術である。 法は簡易なラドンAPDLS
測定法として水中ラドン測定に利用されるが，他の

方法では困難であった本課題：土壌間隙水ラドン調

査を目的に著者が開発したのが発端であった。本実

AP験では共立理化学研究所製（東京都大田区）の

フィルムを用いた。DLS
調査地点は埼玉県和光市白子川付近，川越街道に

よって切り通された露頭で，道路面からの高さは十

数ｍあり，約１ｍの高さの粘土層上部から地下水が

湧出している。いくつかの湧出点にはパイプが差し

込まれ，清浄な自然湧水として近隣住民に利用され

17-ている。湧水のラドン濃度は著者らの調査では

( 年) で東京周辺の地下水ラドン31Bq/kg 1980-2002
濃度 分布 からみて中程度の濃度レベ0 - 45Bq/kg ２）

ルに属する。

当初は， フィルムを現地の地層に差し込APDLS
んでおいて，帯水層におけるラドン濃度の不均一性

を直接的に実証することを計画した。しかし，露頭

であるがゆえに帯水層地下水面が湧出面まで低下し

ており，帯水層上部が大気と通気状態となってしま

い，地下中の帯水層の実態とは異なっている懸念が

あるため，次のように実験を行った。

地層露頭の湧水地点から鉛直方向約 の範囲で1m
５点の土壌試料を採取した。それらの土壌試料中に

APDLS 2フィルムを差し込んで間隙を水で満たし，

容器に密閉し，模擬的に地下帯水層と同様と00mL
なるようにして岩石粒子表面から放出されたラドン

を吸収させた。

フィルムは密閉容器内で親核種のラジウAPDLS

ムとラドンとが放射平衡状態に達するまでの十分な

APDLS時間（１カ月間以上）放置した。その後，

， ，フィルムを取り出し 付着した土壌を手早く水洗浄

水分をふき取ってトルエンシンチレータに溶解し，

液体シンチレーションカウンタによってラドン計測

した。計測条件は既報 同様であった。３）

以上のようにして得た土壌試料間隙水のラドン濃

度測定値の比較を表１に掲げる。土壌試料は露頭に

おいて湧水面の高さを基準 にして，Ａ，Ｂ，0cm
30cm, 15cm,Ｃ，ＤおよびＥのそれぞれ，

および の高さ位置の土壌を採取し5cm, 0cm -100cm
たものである。 Ａ，ＢおよびＣは透水性があり，

同一の帯水層に属するものと判断した。

表１ 地層別帯水層間隙水のラドン濃度

（埼玉県和光市白子川露頭）

土壌 高さ 土質 ラドン濃度cm
0cm Bq/kg試料名 （湧出点 )

A 30 20シルト（茶）

B 15 11礫，シルト（黒）

C 5 28粘土，シルト（茶）

D 0 36粘土（黄）

E 100 36- 粘土（黄）

ラドン損失 の実験誤差を見込むと，Ｄ およ5%
び Ｅ の土壌が同濃度とみなせる外はラドン濃度が

明らかに異なる。

11-36以上のことから帯水層土壌には少なくとも

の間隙水が存在していたといえる。湧水観Bq/kg
測値の変動 が間隙水の濃度分布の範囲17-31 Bq/kg
に収まることから，定量的にもこの湧水中ラドンは

帯水層土壌から供給されたものと考えるのが合理的

である。

露頭において、地層が縞状に見えるという事実は

それぞれの層で堆積成分及び粒径が異なることを物

語っており，間隙水中に放出されるラドン量も層ご

とに異なるであろうことは容易に推察できる。

一つの帯水層の鉛直方向に 程度離れた間隙10cm
水中のラドン濃度の違いが数倍にも及ぶということ

が、本報の 測定によって実証されたものでAPDLS
ある。
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2.2 水中での分子拡散の理論計算と実測

帯水層の堆積成分ごとに不均一に分布するラドン

が分子拡散によって均一化されるかどうかを理論計

算および模擬実験を通して検討した。

一定濃度 の物質が分子拡散するとき，移動先C0

の濃度 は誤差関数 ，移動距離 ，拡散定数C Z xerf
，移動時間 を用いて次式 で表すことができD t ４）

る。

｛ 〔 ( ) ｝C C x Dt= 1 - erf /20
0.5
〕

パソコンソフトウエア の誤差関Microsoft Excel
数を利用して， × (ラドン の半減期t = 3.3 10 s 2225

日相当時間) × ( ℃水中ラ3.8 = 1.13 10 m s 18D -9 2 -1

ドンの拡散定数 を条件として計算した。横軸に距５）

離、縦軸に初期濃度との比 をとると、 拡C/C x0 m
散したときの濃度の低下 は図１のようになっC/C0

た。ただし，ここでは解析結果を容易に得るために

拡散過程においてラドンの放射性壊変による濃度低

下は考慮していない。

図１ 分子拡散距離とラドン濃度比の関係

( × ℃)t = 3.3 10 s, 185

もし，ラドンの放射性壊変による濃度低下を考慮

した微分方程式を解くならば，壊変による減少も加

わって拡散による濃度低下は図１よりさらに顕著と

なるはずである。したがって，図１より下の領域、

例えば拡散距離 が では 以下 ではx 4cm 1/10 , 8cm
以下と見積もられたものと言える。1/500

上述した理論解析に加え次のような模擬実験を行

い，帯水層地層のラドン濃度均一化に及ぼす拡散の
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寄与が小さいことを確認した。

ラドン線源としてラジウム鉱石を入れたフラスコ

， 。を用意し 砂を充填したＵ字形ガラス管を接続した

3砂の間隙を水で満たし密閉した。ガラス管は全長

，内径 ，砂の粒径 μ ，間隙率0cm 2cm 200-300 m
は実測値で約 ，使用した砂自体からのラドン45%
発生は認められなかった。気密状態でラドン線源が

（ ， ）定常値に至る十分な時間 ２カ月間 温度 ℃18-26
放置後にラドン線源側から距離 の間隙水x = 4-8cm
を注射器で採取して，距離 の試料水と比x = 0cm
較した。

その結果，

= 0 = 3600Bq/kgx Cの距離の濃度 0

に対して，

= 4-8cm = 25Bq/kgx Cの距離の濃度

比率で表すと であった。C/C0 = 1/144
4-8cm 1/ラドンが土壌間隙水中を 拡散していくと

にまで濃度低下したという実測結果であり，こ144
の場合には拡散過程における放射性壊変による濃度

低下分も含まれている。

模擬実験では試料水採取を容易にするために現実

の土壌より粒径の大きい砂を用いた。実際の帯水層

土壌の間隙率は本実験より小さく，拡散による濃度

低下はさらに著しいはずである。したがって，模擬

4-8実験の結果，現実の帯水層においてはラドンが

の距離を分子拡散していくと 以下の濃度cm 1/144
となってしまうことが確認できた。 以上の結果か

100cmら一般に利用される一つの帯水層の厚さは数

以上であるから，帯水層ラドンが分子拡散現象の

みによって均一化することは考えられない。帯水層

におけるラドンの拡散速度に対してラドンの半減期

が短いという特性が大きく影響している。

2.3 観測井のラドン濃度変化例

水中ラドンの分子拡散のみによって帯水層ラドン

分布が均一化し得ないことを述べてきた。そのよう

な状況下で地下水流動が主要な混合要因となること

について述べる。

揚水試験によって帯水層中のラドン濃度が多様で

あることを示唆したものとして，揚水量変化がラド

ン濃度に反映した事例を示す。２４時間以上休止し

ていた井戸について，揚水開始時から定常状態に至
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るまでの揚水量とラドン濃度の関係を示したもので

横軸は積算揚水量である。揚水初期のケージング管

内部の水量に相当する領域は揚水前の滞留水であ

り，正確な地下水濃度とはいえないので参考として

図中破線で示した。

図２ 揚水開始からの積算揚水量とラドン観測値

（東京都瑞穂町 観測井 年 月 日）30m 1978 2 16

図３ 揚水開始からの積算揚水量とラドン観測値

（東京都足立区元淵江観測井 年 月 日）1978 4 3

図２は東京都瑞穂町の深度 の不圧地下水の30m
浅井戸である。横軸の範囲は揚水開始から約２時間

まで測定したもので，積算揚水量 に至るまで6m3

に定常値濃度に対比して の変化がみられた。25%
図３は東京都足立区の深度 の被圧地下水井の200m
例である。図の範囲は揚水開始から約 時間後ま12
で測定したもので，積算揚水量 に至るまでの70m3
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間に定常値濃度に対比して から まで-25% +25%
変化した。

以上の現象は定常値に近づくまでの間，揚水にと

もなって水の混合バランスが多様に変化した結果，

数 ％のラドン濃度変化として顕在化したものと10
解釈でき，帯水層ラドン分布が不均一であったこと

を支持している。

揚水量変化に限らず、他の要因によっても水の混

合バランスが変化すれば、ラドン濃度の変化が観測

され得るものと思われる。この現象が考察で述べる

地殻変動研究の好対象になると期待できるのであ

る。このモデルではラドン濃度の変動範囲は帯水層

自体が有するラドンの不均一分布の濃度範囲内に限

られる。

次に，揚水など諸条件が定常状態であって、ラド

ン濃度も一定値を示した例を示す。図４は連続的に

揚水されてきた上水道水源井の約十年間にわたる観

測結果で，揚水停止など人為的影響が判明したデー

250タは除いたものである。東京都武蔵野市の深度

m 8の被圧地下水井でストレーナ（採水口）深度は

で複数の帯水層にわたっている。0-220m
22.6Bq/kg 1.0Bq/ラドン濃度は平均値 ，標準偏差

，変動係数 であった。測定技術の向上もあkg 4.4%
わせ，とりわけ観測値が安定していた 年1982-1987
の５年間だけに限れば，標準偏差 変動係0.5Bq/kg
数 で実験誤差と同程度であるほどに一定であ2.2%
った。

図４ 一定濃度が観測された例

（東京都武蔵野市水道 観測井）26
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これまでの結果をふまえると， という観25Bq/kg
測異常値が数点出現していることから，帯水層には

少なくとも 以上の濃度の間隙水が存在する25Bq/kg
ものと推測される。しかし，各種条件が定常状態に

あったため，観測データは極めて一定となり，異常

値を検知しやすかったものといえる。この異常値と

地震との関連については他３例を含め既に報告済み

である。６）

３． 考察

帯水層におけるラドンの生成状況から考えて，ラ

ドン観測値とはいかなるものであるか考察する。同

一地点で帯水層深度の異なる井戸の比較から，浅い

方がラドン濃度が高いケースが多かった 。このこ７）

とは断層上といえども同様であり，帯水層ラドンが

岩盤など地下深部の高濃度ラドンガスから供給され

たものでないことを示唆している。上述したラドン

， 、の拡散現象から検討して 半減期 日であること3.8
一般に地下水の水平方向流速は 以下であるこ10m/d
とを考慮すると地下水ラドンは採水口あるいは湧出

点のきわめて近傍の帯水層土壌から供給されると考

えるのが合理的である。

平野部の平坦な地層の帯水層では自然な流動によ

って混合は生じるものの、ラドンは生成時の分布状

況を反映し、地層に沿った濃度分布、鉛直方向に多

様な濃度で存在したままとなっているであろう。人

為的な採水口近傍あるいは湧出点近傍ではラドン半

減期のスケールに対して地下水流速が極めて速く，

異なる濃度の間隙水が混合して湧水あるいは揚水と

して地表にもたらされるものと著者は考える。

前述の露頭湧水の例では，一つの帯水層は透水性

を有するいくつかの地層で構成されていて，それら

20 11 28 3の間隙水を部分的にみると， ， ， あるいは

など多様であった。揚水や湧出に際してそ6Bq/kg
れらが混合した結果，ある時には の地下17Bq/kg
水試料が採取された，ということになろう。湧出時

に間隙水の混合変化に応じて という長17-31Bq/kg
期観測値の変化が得られたものと理解できる。

次に，観測値に変化を与える要因について考察す

る。これまで地震と前兆的地下水位異常の例は数多

く報告されてきている。地殻変動に関わって地下水

の存在状況の変化が地下水位に反映すると考える

と，採取時の水混合バランスにも影響し，観測ラド

ン濃度の変化として顕在化して捉えられることが期

待できよう。

地下水位とラドンとが共通の要因によって変化し

たとしても，地下水位は他の数多くの要因によって

変動するため，観測値の変化がダイナミック過ぎ，

定常状態を把握することが容易ではない，と著者は

感じる。これに対し帯水層ラドン観測は図４に見ら

れるように妨害要因が少なく観測しやすい井戸を探

すのは容易である。

以上述べてきたように，地下水ラドン濃度の変化

とは帯水層間隙水の混合バランスの変化であるとい

うモデルから考察を進めると，次のような井戸が異

常検知観測に適していると考えられる。

( )帯水層のラドン濃度分布が広いこと：帯水層ラ1
ドンが不均一であるほどに変化しうるダイナミック

レンジが広く，大きな濃度変化を検知しやすい。も

ともと不均一なラドンを混合採取しているのである

から，むしろ，いくつかの帯水層にわたってストレ

ーナ（採水口）を複数有し，混合揚水している井戸

は混合変化を捉えるのに適しているものと言える。

ラドンの不均一性とは直結しないが，ラドン濃度

が高い井戸も一つの目安となろう。濃度が高ければ

変化しうる高低の範囲が広い可能性があり，また濃

度が高いほど高精度な測定が容易となる。

( )近隣井戸も含め揚水の運転状況が安定していて2
ラドン観測値も一定であること：揚水状況などの既

知の人為的条件が定常に保たれなければ妨害因子と

なり，目的とする信号が覆い隠されてしまう。した

がって揚水と停止を繰り返す公衆浴場などの業務用

井戸は毎日，図２や図３の変化を繰り返すようなも

100ので観測井戸として不適であろう。東京都では

カ所を超える井戸のラドン調査を行った が、不0 ２）

圧地下水，いわゆる浅井戸では地下水位が降水およ

び近隣井の運転状況に影響され，ラドン測定値も定

常状態となりにくいものであった。

観測に適した井戸でも不均一に存在するラドンが

一定のバランスを保ち続ける方がむしろ難しそう

で，ダイナミックレンジ；最大変動範囲内を頻繁に

変動したとしても決して不自然ではない。しかし，
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帯水層地下水に関わる諸条件が定常状態であるとき

には図４の例のように観測値も一定にならざるを得

ないのであろう。都合の良いことに，水量確保を目

的として大規模で連続的に揚水している飲料用上水

道源は上記の条件に適合する。

( )混合バランスモデルでは低濃度異常も高濃度異3
常も同様に起こり得るが，高濃度異常の方が検出が

容易である。ラドンは崩壊して減少する性質上，観

測トラブルも低濃度側に出現する可能性が格段に高

いからである。

以上，実証的には揚水試験によるラドン変化の大

きさを調査することが一つの選定基準となろう。こ

の場合，高濃度が一時的にせよ確認でき，かつ観測

される定常的な濃度レベルが低い方が高濃度異常を

検出しやすいものと考えられる。

地殻変動に伴ってラドンの混合バランスが変化す

るという仮定に基づけば，次のような変化プロセス

が考えられる。地下水の混合バランスは地殻歪みの

大小によって変化する。混合バランスの変化によっ

て観測ラドン濃度も変化する。しかし，ラドン濃度

の変化量はその帯水層固有である濃度分布の多様性

に依存するダイナミックレンジの範囲に限られる。

具体的な現象としては，一つの井戸の時系列観測

値におけるラドン変化の大小は地殻歪みの大小に依

存することは十分考え得る。異なる地点の観測値を

比較して地理的な分布情報などを得ようとするなら

ば，各観測井固有のダイナミックレンジを分母にし

た比率で扱うなどラドン変化量を標準化して比較す

る必要があろう。

４． 結論

地層が縞状に見えるということは地層ごとに土壌

粒子成分が異なることを物語っており，間隙水中に

放出されるラドン量も 程度離れた層ごとに大10cm
きく異なることが土壌間隙水の実測によって確認で

きた。帯水層においてはラドンが の距離を4-8cm
分子拡散していくと 以下の濃度になることを1/144
実証できた。揚水井として利用される一つの帯水層

の厚さは数 以上であるから，分子拡散によ100cm
って帯水層ラドン濃度が均一化することは考えられ

ない。

以上のことから，分子拡散のみを考慮すれば、帯

水層ラドン濃度は地質の異なる鉛直方向にわずかに

離れるだけで多様であって，観察者の知り得るラド

ン測定値は不均一に存在していたラドンの地下水流

動に伴う混合物である。この混合率が変化すれば採

取試料水濃度もまた変化する。ラドン観測値の異常

は水の混合比が平常値と異なった結果として生じた

可能性が高い。混合率を変化させる要因は人為的な

ものと自然なものがある。人為的な条件に変化がな

ければ，地殻変動など何らかの自然現象に起因した

結果であることが期待できよう。
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