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第1表坑内水の比抵抗

試料番矧

1
2
3
4
5
6

、7

比　抵　抗

　（Ωm）

169．5

168．5

184．0

127．5

38．0

141．5

147．0

測定時の水温
　　（。C）

14

14

14

14

14

13．5

14

坑道の場所

夜 次

　〃

中　津河

　〃

　〃

　〃

　〃

線のふるまいにρいての説明は今回のデータだけではど

うもできないようである。

　さて以上の説明で述べたあれわれの調査の対象の花嵩

岩体は，深い所では103Ωm程度以上の比抵抗を示すと

考えられるが，102Ωm程度の比抵抗を示す岩体がある

所では，その低比抵抗が垂直的にどの程度まで分布して

いるのであるかを次に考察する。それには丁度その低比

抵抗のある所で行なった垂直探査の結果が答えてくれる

訳であるが，この地域は垂直探査が有効に行なわれるの

1鴨
2L　　 3　　4・　5’　も ワ8q亀o

第2表地表水の比抵抗

試料番号、

1
2
3
4
5
6

比
，
鑑

，抗j測定唯9州

260

256

’222
234

204

204

18．7

22．0

20．0

15．5

19。0

19．5

であろう。第11図に璽二一5mの場合1すなわち今回

　　　　　　　AB　300m
の調査では△一旦二150mの場合の二次元稜角の影響を示

　　　　2す見掛比抵抗曲線の左半分を掲げた。計算を簡単にする

だめ而，癒，の距離は地表面にそってとった。だか

ら曲線は左右対称となる。それうの距離を一方の傾斜を

水平とし，それにそってとれば当然左右は対称でなくな

るが，傾斜角15Qでは両老に大きな差異はでてこないで

あろう。計算の方法は清野武の等角写像による方法によ

った。影響が一番大きいのは，電位電極が稜角を真中に

挾んだ時であるが，それでも大地ゐ比抵抗値の85％程

度の値であり，結局この程度の傾斜角では見掛比抵抗曲

　　　　　　　　　　　　　　　而線にたいして影響を示さないようである。一＝400m
　　　　　　　　　　　　　　　2
の場合も電位電極間隔が20mであるからこれとはほぼ

同じになる。ともあれ3－17付近の見掛比抵抗の減少

は地表面の傾斜だけでは説明できない。3－17付近の曲

鵯黛凧

が

↑
翫
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第9P図　花闘岩の露頭比抵抗測定結果
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には必ずしも満足な条件を有丸／ていない．

的影響が相当大きいものと考えられるし，媒質の比抵抗

が水平方1懲にもかなり変化してい擁と考えられシこれら

に対する補蕉の方法をい意のところわれわれは持ってい

ない。，加うるに垂薩方向にも比抵抗変化の漸移的変化が

考えられ，地下構造をいくつかの…犠な比抵抗膚によ鵜

多鱒構造で近似するにも問題があ恐（この、熱については

付録の項で若干触れる．），，したが・）て定量的轍はっぎり

した断定が蔀わめて難しい訳だが，たとえば鷺測線N一

欝付近では地表より燈騒肇位の深さまで低比抵抗（i納墨鋼

部が存在し，その下部に難鞭糠程度のすなわち，南縄

の地表付近の姥抵抗と問程度のイ》のが存在する，拙撫定で

きる．鑑測線N一欝付近での腐地勢、業抗部までび）深さを

黛灘讐位と表現したのはN一欝におレ・て行な襟たv鼠麓

の結果を均質3麟（表層の薄い堆穣物，その下」．＞低比抵

抗花醐岩，最下麟が薦比抵／嵐をもつ花騰岩）として解析

した結巣なのであ葛、、いまこの曲線の薄い表層の部分を

審き，．．ヒの麟の沈抵抗が指数的に増加するもび1）としてV

黙呂曲線を解析す≧熱と深さ態○灘程度で潟い比抵抗鍵）定

比抵抗騰にな悉という締果がでる（付録灘照）。
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