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Abstract
This article is devoted to the development of a meshless numerical computation method
based on the pixel information of digital color image. The solution method combines finite
difference approximations. The object is the underground water flow around the waste
deposits which were dumped in Teshima Island twenty years ago, contains various heavy
metals and pollutes the stratum and groundwater. A mathematical model of the under-
ground water flow is formulated by Darcy’s law, the water permeability and transmission
conditions on geologic boundary surfaces. This transmission conditions we introduced
here mean that the piezometric head and the velocity of the flow on geologic boundary
surfaces are equal. A numerical simulation of the flow around the waste deposits will be
presented.
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1 はじめに

本研究では，デジタル画像のピクセル輝度値を用いた差分法と仮想領域法の構成方法を提案し，瀬

戸内海・豊島の産業廃棄物を含む地層中の地下水流れの数値シミュレーションを示す．

瀬戸内海・豊島の産業廃棄物による土壌汚染のように，一度，環境汚染が引き起こされると，その

再生には，莫大な費用と時間を要する．豊島は，現在，約 10年がかりで総額約 500億円の産業廃棄
物処理費用をかけて，元の島に戻す再生過程にある．その概要は次の通りである．産業廃棄物層から

流れ出る有害物質を含む地下水・浸出水が，豊島の北海岸から瀬戸内海へ流出するのを防止するた

めに，遮水壁が設置され，地下水はポンプで汲み上げられ，浄化された上で瀬戸内海に放流されて

いる．また産業廃棄物のシュレッターダストや汚染土壌など多様な処理対象物の約 67万トンは，豊
島で前処理をされ，撤去されて，海上輸送によって，豊島の近くにある直島の中間処理施設（焼却・

溶融処理）へ運ばれている（[7,8]）．
第一著者は，特にこの環境問題に関心があり，二度豊島の産廃現場に行き資料を収集した．

豊島の産業廃棄物層，埋めたて土層，花崗岩層中の地下水の流れの数理モデルおよび数値計算に際

しては，1995年 9月に出された公害等調整委員会の現地の地形・地質データを参考にしている ([2])．
計算対象となる領域は，多くの地層から構成されている．それは，産業廃棄物層のシュッレターダス

トと燃え殻，埋め立て土層の砂質土と粘性土，地盤の新鮮花崗岩と強風化花崗岩である．地下水流れ

は，ピエゾ水頭（地下水の速度ポテンシャル）の差によって流れる．また，地層中での流れやすさの

度合いを表す概念として「透水係数」がある．これは，土壌中の間隙の大きさ，構造などによって決

まり，その単位は [cm/s]である．
下表 1によれば，燃え殻と粘性土の透水係数が，ほぼ同程度であり，それらは，埋め立て土層の砂

質土と比べるとかなり透水性が小さいことを示している．

今後，地層を表すのに，表 1の地層記号 Ωi(i = 1, 2, 3, 4, 5)を用いる．

表 1: Geological features and permeability coefficient ([2])
地層名 地層記号 透水係数 (cm/s)

シュッレッダーダスト Ω1 6.72 × 10−4

燃え殻 Ω3 1.30 × 10−6

粘性土 Ω3 1.00 × 10−6

砂質土 Ω2 1.22 × 10−3

強風化花崗岩 Ω5 2.23 × 10−3

新鮮花崗岩 Ω4 5.31 × 10−5

下図 1は，公調委データの縦横比 4：1の地層断面図である．この図は，豊島産廃現場における北
海岸の中心地点と 200m離れた山側の産廃地点とを結ぶ水平方向の断面（高さ）を表す．実測は，水
平方向 200m，高さ方向 50mである．

図 1: Geological profile　



本研究の特徴は，各地層領域（Ω1，Ω2，Ω3，Ω4，Ω5, Ω6）を定めるのにデジタルカラー画像を用いた

ことである．

2 数理モデル

2.1 地下水流れの基礎方程式

　地下水流れの基礎方程式の記述には，ピエゾ水頭やダルシーの法則が使われている ([5],[6])．
（1）ピエゾ水頭 (h)の概念は、Navier-Stokesの運動方程式;

ρ
Dv⃗

Dt
= ρF⃗ −∇p + ∇ · τ⃗ (1)

を基にする．ここで，ρは流体の密度，pは圧力，τ⃗ はせん断応力，および，v⃗ = (u, v, w)は速度
ベクトルを表している．また，単位質量に働く質量力 F⃗ は力のポテンシャル gz (g:重力加速度，z:高
度)とする;　つまり，

F⃗ = ∇(−gz) = (0, 0,−g). (2)

このとき，ピエゾ水頭は，Navier-Stokes 方程式の右辺の第 1項と第 2項に関係する．第 1項と第
2項をまとめると，

ρF⃗ −∇p = −∇(ρgz + p) (3)

となる．これよりピエゾ水頭 hは，

ρgh = ρgz + p (4)

によって定義される．つまり，

h = z +
p

ρg
　

となり，ピエゾ水頭 hは位置水頭 zおよび圧力水頭 p
ρg の和であり，次元は長さの単位 (m)をもつ．

（2）地下水流れのダルシーの法則は，浸透地盤の透水係数 kと見掛け上の流速 v⃗s を用いて，

v⃗s = −k∇h (5)

で記述される．

（3）地下水流れの基礎方程式として，Navier-Stokes 方程式 (1)の左辺と右辺の第 3項および地層の
性質より

So
∂h

∂t
= −∇ · v⃗s (6)

が導出される ([6])．ここで，So は比貯蔵量という．

以上より，一つの地層中の地下水流れの基礎方程式をピエゾ水頭 hを用いて表すと，

So
∂h

∂t
= −∇ · (−k∇h)

= div(k∇h) (7)

となる．



2.2 数理モデル

本稿では，ボーリング調査により観測されたピエゾ水頭のデータを用いる．また，年間降雨量より

地下浸透量が年間平均で 1mm/日という報告 ([2])に基づき，基礎方程式 (7)を定常状態として定式
化する．したがって１層の場合は，(7)式より

∆h = 0 (8)

である．次に図 1の各地層におけるピエゾ水頭を ui，透水係数を ki(cm/s)とするとき，我々は
“地層と地層の境目には，ピエゾ水頭および流速ベクトルが等しい”という条件を課した数理モデル

を提案する．

数理モデル 1 次を満たす ui ∈ H1(Ωi)(i = 1, 2, 3, 4, 5)を求める;

∆ui = 0 in Ωi ( i = 1, 2, 3, 4, 5 ) (9)

ui = uj on ∂Ωi ∩ ∂Ωj ( i ̸= j ) (10)

ki
∂ui

∂n
= kj

∂uj

∂n on ∂Ωi ∩ ∂Ωj ( i ̸= j ) (11)

ui = h1 on Γ1 ( i = 1, 2, 3 )

ui = h2 on Γ2 ( i = 4 )

ki
∂ui

∂n
= 0 on Γ3 ( i = 4 )

ki
∂ui

∂n
= 0 on Γ4 ( i = 1, 5 ) (12)
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図 2: Stratum distribution
（この図は，数理モデルの各部分領域と境界を明示するための図 1の模擬図である．）

次に仮想領域法を用いた数理モデル 1の近似について述べる．図 2のデジタル画像を作成すると領
域 Ω1，Ω2，Ω3，Ω4，Ω5 は自動的に長方形の画像の中に埋め込まれるとともに空の領域 Ω6 が画像

に含まれる．そこで我々は Ω6 に透水係数 k6 を仮想的に導入し，数理モデル 1のノイマン条件 (12)
を仮想領域法により近似する (Lions [3]，河原田 [1])．

Ω1

Ω3

Ω2

Ω4

Ω5

Ω6

10.77mΓ1 Γ2

Γ3

Γ4

Γ5

図 3: Stratum distribution



その方法は，Ωi の特性関数 χΩi(x, y)(i = 1, 2, 3, 4, 5, 6);

χΩi(x, y) =

1 , (x, y) ∈ Ωi,

0 , その他．

と透水係数 ki を用いて，不連続関数 a(x, y)

a(x, y) =
6∑

i=1

ki χΩi(x, y).

を定義することによって次のように定式化する．

数理モデル 2 次を満たす u ∈ H1(Ω)を求める;
div( a(x, y)∇u) = 0 in D′(Ω)
u = g1 on Γ1, u = g2 on Γ2

∂u
∂n = 0 on Γ3,

∂u
∂n = 0 on Γ5

（注）D′(Ω)は超関数 ([4])の意味で等式が成立することを表し，k6 を十分小さくとっている．

3 画像ピクセル情報を援用した有限差分法による数値計算法

我々は計算領域を画像として捉える．画像は極微小な正方形のピクセルから構成されている．画

像が 2つの領域から構成されている場合は 2値画像で処理できる ([9])．数理モデル 2の場合，6つ
の領域から構成されているので，6つのデジタル・カラー情報を援用して，領域をデジタル的に近似
する．

3.1 デジタル・カラーによる地層領域の近似
(1) 地層図（図 1）の縮尺を 1：1に直す
図 1の地層断面図は縦横比が 4:1であるが，それを 1:1に直したものが下図 3である．ここで，
水平方向が 200m，高さ方向が 50mである．

図 4: Geological profile

(2) 地層の 6色画像の作成
Ω1 は青色，Ω2 は黄色，Ω3 は緑色，Ω4 は茶色，Ω5 は桃色，Ω6 は白色と各地層に色付けした

長方形の画像を作成する．ここで，この画像は横（水平方向）2010ピクセル，縦方向（垂直方
向）に 510ピクセルである (図 4)；

図 5: Digital color image of geological profile



(3) 6色画像をグレー画像に変換
我々が開発したプログラム ([9],[10])は 2値画像を対象としたものなので，この 6色画像をグ
レー画像に変換する．その結果，2010 ∗ 510の各ピクセルは 0～255の輝度値の情報をもつ．

図 6: Color image to gray image

(4) セルの導入と計算格子点の関係
縦・横に 10 ∗ 10ピクセルをとった小正方形を 1セルと我々は定義し，その中心に計算のため
の格子点を配置する．つまり，セルと格子点を同一視する．

(5) 地層領域のデジタル的近似
1セルに含まれるピクセルの輝度値の合計を「1セルの輝度値」と定義し,セルの輝度値を用い
て領域 Ωiのデジタル近似領域 Ω̃iを定める．この近似方法は我々のプログラムが実行する．そ

の結果は，次の通りである；

セルの輝度値が 11, 400を示すセルの集合を Ω̃1，同様にセルの輝度値 21, 900は Ω̃2，セルの輝

度値 12, 200は Ω̃3，セルの輝度値 10, 600は Ω̃4，セルの輝度値 19, 200は Ω̃5，セルの輝度値

25, 500は Ω̃6と定める．なお，セルの輝度値が上記の中間値をとる場合，地層断面図から一つ

下の層にそのセルを配置する．　

3.2 セルを用いた a(x, y)の近似

セルのピクセル情報によって領域 Ω̃i が定まったのでそれを用いて，a(x, y)の近似関数 ã(x, y)を

ã(x, y) =
6∑

i=1

ki χ
eΩi

(x, y)

で定義する．

3.3 セルを用いた数理モデル 2の近似

a(x, y)の近似関数 ã(x, y)を用いて，数理モデル 2に対応する数理モデル 3を設定する．

数理モデル 3 次を満たす u ∈ H1(Ω)を求める;
div( ã(x, y)∇u) = 0 in D′(Ω)
u = g1 on Γ1, u = g2 on Γ2

∂u
∂n = 0 on Γ3,

∂u
∂n = 0 on Γ5

この数理モデル 3をセル上の有限差分法で数値計算する．

3.4 数値計算

図 7: Geological profile



各地層の透水係数 ki(i = 1, 2, 3, 4, 5)とピエゾ水頭 hi(i = 1, 2)は，次の通りである ([2])；

k1 = 6.72 ∗ 10−6，k2 = 12.2 ∗ 10−6，k3 = 0.013 ∗ 10−6，k4 = 0.531 ∗ 10−6，k5 = 22.3 ∗ 10−6．

および,仮想領域法でノイマン条件 (12)を近似するために，k6 として

k6 = 0.00001 ∗ 10−6 とした．

また，h1 は海と接するピエゾ水頭なので h1 = 0[m]とした．h2 はボーリング調査によって観測さ

れた花崗岩層のピエゾ水頭で，h2 = 10.7[m]である．

数値計算はセル上の中心差分を使った有限差分法で数値解 uh を求める．その数値解とダルシーの

法則 v⃗ = −k∇uhによって速度ベクトルを計算する.その結果をOpenGLで表示したものが次の図 8
である.

図 8: Vector diagram of flow

数値計算結果は，地下水が透水係数の小さい燃え殻や新鮮花崗岩層を迂回し，シュレッダーダスト

や埋め立て土層中に見られ，海側に向かって流れていることが見られる．

3.5 数値計算結果と中間地点ボーリング調査データとの比較

今回の数値計算では，海側から 200mの花崗岩層のピエゾ水頭のデータを境界条件として用いた．
その計算から得られた数値と公調委の調査データのある花崗岩層の中間地点（海側から 100m,深さ
22m)におけるピエゾ水頭とを比較すると

調査データのピエゾ水頭 = 3.11m

数値計算のピエゾ水頭 = 3.58m
である．この結果は，1つの地層のボーリング調査データから他の地層でのピエゾ水頭の予測に生か
せる可能性がある．

4 まとめ

今回は，6つの部分領域が入り組んだ領域における有限差分法について考察した．特に，6つの部
分領域を 6色画像として捉え，カラーのピクセル情報を援用して，デジタル的に領域を近似した．そ
れ故に，有限差分法と正方格子で計算できることを示した．この結果は，ボーリング調査の花崗岩層

のピエゾ水頭のデータから他の地層（廃棄物層，埋め立て土層）中の流れのピエゾ水頭も同時に計算

されている．今後は，セルの構成方法を更に検討し，より汎用的な環境予測のための数値計算法を開

発する．



参考文献

[1] 河原田秀夫：自由境界問題，ー理論と数値解法ー，東大出版，1989.

[2] 公害等調整委員会調停委員会，「豊島産業廃棄物水質汚濁被害等調停申請事件に係る調査検討結
果」，1995年 9月.

[3] J.L.Lions, Perturbations Singulieres dans les Problems aux Limites et en Controle Optimal,
Lecture Notes n Mathematics 323, Springer-Verlag(1973).

[4] 溝田茂，偏微分方程式論，岩波新書，1971.

[5] 社団法人　地盤工学会：地下水入門，丸善，2002.

[6] 佐藤邦明，岩佐義明：地下水理学，丸善 (株)，2002.

[7] http://www.pref.kagawa.jp/haitai/teshima/project/ panf.pdf

[8] 広角鋭角，日本経済新聞，2007.1.31.

[9] 増田潤一，佐伯公美，松山孝子，腰越秀之，画像のピクセルと仮想領域を用いた 3つの円柱周
りの数値シミュレーション，第 57回理論応用力学講演会講演論文集，pp.433-434，2008．

[10] 佐伯公美，小島智子，腰越秀之，地理情報を利用した差分法の数値計算ー仮想領域法とOpenGL
を用いた可視化についてー，日本応用数理学会 2007年度年会講演予稿集，pp.113-114，2007．

[11] 吉井孝子，増田潤一，北原清志，腰越秀之，豊島産廃中の地下水流れの数値計算ー画像のピク
セル情報を用いてー，日本応用数理学会 2008年度年会講演予稿集，pp.113-114，2008.

（受理日 2009年 10月 5日）


