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1. 扇状地の水理研究上の問題点

私が手取川扇状地の地下水調査を始めたのは昭和38年であるから， 10年以

上経過したことになるが，この間に考えたことは次のように要約される。
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第 1は，扇状地の地下水の容水地盤は過去の河川｜の堆積物であり，扇状地

の形成過程によって容水地盤の性質が決定される。こ こには次の 2面から検

討すべき問題がある。その lつは堆積状況に支配された同一層準の容水地盤

の不均等性の程度に関連することであって，得られた資料の適用範囲があま

り広くないという立場をとるほうが安全だということである。次は，堆積物

の地質時代の新旧による続成作用に関連する透水性の変化である。手取川扇

状地においても以上の 2面からの検討事項がある。

第2は，地下水の供給源に関する事項である。供給源には河水 ・雨水 ・用

水があるが，これにも地域的特性がある。手取川扇状地ではこの特性がきわ

めて顕著で，ほかに例を見ないと思われるほど大きい。 手取川扇状地は加賀

百万石の米作地域の主部を占める。 その歴史的背景として濯概期には手取川

からの用水の導水量が多く，これと容水地盤の性質との関連で垂直惨透量が

多く， 地下水位の変動曲線は特徴的な形を示す。また手取川の流路の位置に

より，河水の伏流の影響範囲はそれほど大きくない。

第 3は，将来の適正揚水量に関する問題で，これが今後の地下水調査の主

目的となる。当然のことながら，地域性と一般性が共存する。

第4は，多く の河川では河川｜の総合開発に関連して上流部の砂防ダムや洪

水調節用ダム，工業用水 ・飲料水 ・濯瓶用水などの分水計画による流量変更

の問題である。手取JII扇状地地域にも この計画がある。

第 5は，総合開発 ・災害防止対策に関連する長期的見通しの問題である。

水理地質学的にはこれも無視できない。地質学的にいえば，河川！の氾濫は自

然の建設作用のひとこまといえる。この氾濫を防ぐ治水工事として，砂防ダ

ム護岸工事，洪水調節用ハイダム（総合開発の立場からみると多目的ダム〉な

どがつくられている。これらによって大きな災害を防止できるようになって

きたが，その反面，下流部における自然の建設作用の減少によって河床低下

の問題が生じている。これはひいては地下水面の低下をきたすー原因となり

得る。私（渡部， 1953～58年，1966年りはかつてハイダムの寿命に関連す

る砂喋移動の実験を川の上流で数年操り返し行なったことがある。その経験

からすれば，従来，この問題についての配慮がなさすぎたと考える。 以上あ

けγこ項目の内容には取り上げる内容の軽重の差はあるが，いちおうこれらに

対する所見を述べる。なお著者の一人山崎はこの地域の水収支のなかで， ト
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リチウム (3H） による地表水から地下水への転化追跡や， アナログコンビ

ュータによる揚水量の長期的見通しについての試算などを手掛けている。こ

のなかには手法や構想の上で若干新しいものがあると考えるので，その内容

も一部加える ことにする。

2. 手取川と手取川扇状地

手取川は白山を源流とする北陸地方有数の河川で，第 1' 2図2）でわかる

ようにその本流は真北を指し，山麓部から日本海との聞に手取川扇状地を

作っている。 手取川扇状地は 1万haに及び，加賀平野の主要部を占め，標高

約90mの鶴来町を要として 4半円の典型的な扇状をなし， 東方は金沢市との

周の丘陵に境され，扇状地内の手取川の流路は扇頂部から真西へ向っており ，

流路の西側は東西性の丘陵で境されている。

手取川扇状地の地形・地質については， 紺野義雄 (1959, 64年戸， 斉藤

外二 (1959年戸，検井久 (1969年戸， 田中謙一 (1970年）6＞，水理 ・地下水

については吉田義信 (1949年〉川竹内常行 (1951年〉へ農林省農政局 (1955

年〉へ 小間覚 (1956, 58年yo>, 小島和夫 (1957年）W など多数の報告があ

る。また著者にも若干の報告（渡部， 196712九6813>, 7214>, 7315九74年） 16)

がある。

扇状地内の手取川は平均河床勾配が1/165内外で，河川｜の中流部の様相を

呈 し，河口部まで砂礁があり， 河川敷内の流路が一定しない荒れ川であり，

かつ流路が西に偏より，扇状地とは霞堤（不連続堤〉で境されている。

扇状地内の手取川河床の砂礁は飛弾変成岩，手取中生層の砂質岩，グリー

ンタフに属する変質安山岩，白山などの火山岩，花街岩などである。グリ ー

ンタフは扇状部の基盤岩と して露出し分布がもっとも広いが，河床聴はあま

り多くなし流下の過程で破砕し，掃流物質よりも浮流物質となるものが多

いとし、う性格を持つ。これに対して，飛弾変成岩はグリーンタフの南に接し

分布が広くないのに河床礁として目立つ。これは飛弾変成岩が片麻岩を主と

し石英質で硬く，かつ日本最古の岩石とみなされるのに機械的破砕作用が少

なく脆くないためであろう。手取中生層は砂岩と粘板岩から成り，上述2つ

の中間的性格を持つ。すなわち，手取川河床礁は砂岩だけで，粘板岩は流下

の過程で容易に砂泥となり浮流物質に化する。
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第 1図 手取川流践の地質概要図
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（注） 石川県地質図（昭本23年， 地質調査所監修，石川県地方開発事務局発行）白

を単純化したもの。
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流域の地質と岩石の性質からみると，上流部の河床勾配が大きいことと相

侠って，掃流物質に比して浮流物質が多く生産されることが考えられる。こ

のため扇状地の砂醸層は，大きな礁が混じってしても粘土物質が多く，河道

が一定期間固定された時の継続的な河流によって細粒物質が洗い流される環

境にあった程度によって，同一層準でも透水性に差異が生じていると予想し

ている。

なお，扇頂部鶴来町の天狗橋上流で塊状のグリーンタフの岩盤には出水時

に跳流した砂礁による摺り跡が多数認められ，これは手取川の洪水時におけ

る掃流力の大きさを物語っている。
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3. 手取川扇状地の地質調査の精度

手取川扇状地は過去の手取川によって運搬された砂礁で構成されている。

従来，手取川扇状地地域では北陸沿線地域で深度 lOOmあまりの深井戸が若

干あるだけで，容水地盤の性格はよくわからなかった。著者 (1972年）W は

昭和38年に松任市に約150mの観測井〈県 1号井〉のコア試錐を行ない， こ

れを基準に200m以浅の電探を実施し，その p-a曲線から地質構造を推定す

る方法をとった。さいわい，昨年度から通産省，建設省，農林省，石川県が

集中的に調査を行ない， 深井戸資料が相当集まったようである。石川県がま

とめた中間的資料をみると，新しい事実が見つかっている。これらの資料の

一部は最近石川県地下水調査会 (1974年） 17）の名で公表されるとのことであ

るが，この未公表資料の一部を加えて，ここに提示した部分がある。その主

な所は，手取川扇状地の容水地盤を新旧扇状地砂醸層とその下の卯辰山砂陳

層であると したところである。著者はこれまで，扇状地地域に海成鮮新統の

大桑砂岩層がないため，100～150mの深さの粘土質砂醗層が卯辰山層か扇状

地砂喋層か決めかねていた。

手取川扇状地の表層部は，厚さ15～25mのやや透水性の大きい扇状地砂醸

層で構成され，その下に数十mの厚さでこれより透水性の小さい砂磯層があ

る。その下位にある砂喋層は一般に透水性が劣り，粘土層や透水性の大きな

砂層などの薄層が挟まれるので，この部分を金沢市との聞の丘陵地北縁部に

露出する卯辰山の延長部とみなす。

新期扇状地砂磯層は，電気探査の pの値が大きく，粘土質ではあるが垂直

診透能が大きし地下水位変動曲線の特性を考察するのに重要だと考える。

絶対年代の測定資料はないが，この主部を沖積統とみなす。

古期扇状地砂喋層は新期扇状地砂醸層の下位にあって，同様に砂際層から

成り，その下位の卯辰山層としたものと識別することは一般に困難であるが，

後者には砂喋部のほか泥質部がやや多く，続成作用がやや進んでいる傾向が

ある。古期扇状地砂醸層も卯辰山層も地域的に層相が変化し，透水性からみ

ても水平的な不均質性が大きし、。

松任県 1号井によれば，泥質岩を挟む深さ約 145mまでの砂聴層の喋種は

全層準にわたって，飛弾変成岩，花岡岩，手取中生層の砂岩，第四紀火山岩
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などで，手取川現河床醸と等しく，この限りで、はlOOm以深も古期扇状地砂

瞭層と等しい供給源をもっ。

一方，東方卯辰山層の露出する東部丘陵脚に接する扇状地面からの電探の

ρ－aの曲線を対比すると第3図のように，ρの大小で‘示される互層と見ら

れる地層は約13° 西傾斜となる。これを卯辰山層とすれば，丘陵西縁の直立

に近く西へ急に傾く大桑 ・卯辰山層が扇状地の下では緩傾斜になることにな

り，扇状地の形成過程を考える重要な資料であることを指摘 した（渡部，

1972年）14）。 しかし， p-a曲線から推定される層序と松任試錐の下半部の層

序とは類似性が少なく，両者を関連づけるこ とはできなかった。

ところが，上述の新しい試錐では，手取川河口地域ではあるが， 100～150

m以深に特徴的な岩相と化石を含む大桑層があり，その上に砂喋層が乗り新

第 3図東部丘陵近接地の扇状地砂磯層下の基盤（電探 p-a曲線の処理）
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期扇状地砂際層に至ることが確認された。この大桑層と新期扇状地砂陳層と

の聞の厚さ100～150m内外の砂醸の下半部を卯辰山層， 上半部を古期扇状地

砂際層と見なす。近い将来， 金沢市地域との地下地質の対比が可能になれば

古期扇状地砂際層の下限が決定できょう。なお扇状地の中央部では厚さ 200

mの試錐で大桑層に到達したものはないらしく， 大桑層は200m以上深いと

思われるので，これを是認すれば， 卯辰山層の下底は中央部が深く轡曲し，

扇状地中央部地域の沈降量が大きかったことになる。

4, 手取川扇状地の形成過程

著者が現在頭に描いている手取川扇状地の成立過程は下のようである。

①扇状地の東縁は金沢市との聞の丘陵脚であって，これは手取川本流の

北の延長部に当た り，手取川扇状地形成初期から存在した断裂線に近い

位置にある。また現在の流路に平行する南の丘陵脚はこれと類似の時期

から活動した断裂線に近い位置を占めていて，手取川扇状地は両者によ

って区切られた 1つの地塊で洪積世以後の沈降帯であるとみられる。

② 第三紀中新世の前半の堆積物は広域にわたる厚いグリーンタフとなっ

ていて，その分布は少なくとも現在の流路付近まで及んだ。中新世後半

の堆積物は海成のグリ ーンタフであり，この海進は鮮新世の大桑層の海

進へひきつがれ，やがて海退期の卯辰山層が堆積した。この時期から金

沢市との聞の丘陵の上昇運動が顕著になり，大桑 ・卯辰山層は背斜軸が

第 4図 扇状地の地質断面図
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北へ傾く形をとりながら，西翼が急傾斜し， 一部切れて扇状地は沈降帯

と化した。この時期が手取川扇状地のはじまりである。一方，扇状地の南

縁部の南部丘陵は中新世下半部のグリ ーンタフで構成され，扇状地面下

lOOm以深に大桑層が確認されたことからみると， 南部丘陵地域の上昇

量は大き しこの隆起帯と扇状地の沈降帯との境が切れて断層線崖のよ

うな古地形が埋没していることが考えられる。南部丘陵上のクサレ際を

含む！深層が卯辰山層と同期のものか，それ以後のものか未だ決定できな

いが，いずれにしてもこの下位によ部グリ ーンタフから大桑層までが欠

除していることから，扇状地の地史は予想以上に複雑である といえる。

③ 古期扇状地砂際層堆積時になると，東縁南部と南部丘陵地を含む手取

川上流地域が上昇し，扇状地地域は沈降の傾向を示し，現在の扇状地の形

態がほぼ固定された。ただし北方の試錐試料によると，この後期から東

北に連なる泥層の堆積があり，潟の形成が始まったものと推定される。

古期砂深層は洪積統に属する。

④新期扇状地砂際層は古期扇状地砂際層を被う。 これは海岸地域まで及

び，海岸地域ではこの上に砂丘が乗る。

5. 水理地質学的に見た手取川および手取川扇状地

新期扇状地砂醸層は厚さ10～25mで，渉透能の大きい容水地盤である。こ

れを沖積世における手取川の氾濫による堆積物であるとみなせば，次のよう

な問題がある。

今仮に，以上のような前提が正しいとして，扇状地堆積速度を試算すると

厚さ15mとみて1.5m/l, 000年となるd これは 1万年以後，手取川の砂礁の

運搬堆積量が以前に比して多くなったこ とを示す。この堆積量は大きすぎる

ように思われるので、今後の検討に待たねばならないが，手取川は数千年以前

から相当多量の土砂を運ぶ営力をもっ河川であることを考えて，将来を予想

する必要を感ずる。

扇状地面の集落については望月勝海 ・斉藤外二 (1937年）18）の報告がある。

これは典型的な緊村景（島集落〉の性格をもっといわれ，水田耕作に関連す

る集落形態とされ，繰り返し起こった手取川の氾濫に対する水防対策上の知

恵として自然発生的に形成されたものとみられる。
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現在の手取川の流路は扇頂部に出るあたりで北から急に轡曲して西へ流れ

ているのは，不安定な流路の形であり，これは沖積世における扇状地形成過

程の一時点の姿にすぎない。すなわち，現在の扇状地面は手取川の氾濫が繰

り返されて形成されたこ とからみて，島集落が過去の洪水との関連で形成さ

れたことが肯定できる。

この観点からすれば，手取川上流のハイダム，砂防工事は生産される砂磯

量および流砂量を減少させる役目をはたす点で、有効で‘あり，現在計画されて

いる手取川ダムが発電を主目的とするものとしても，同様の役目をはたす。

著者は，濁流の瞬間比重を 1.8と仮定した時の限界掃流力に対応した大き

さよりもはるかに大きい岩塊が移動し，崩壊を伴なう時の河水はレンガが浮

流する濁流の瞬間比重1.8になる ことを他の河川｜の実験で経験している〈渡

部，1966年)ll。手取川はこのような河況を示すと考える。この立場に立っと，

100年確率雨量では岩塊が転勤して扇頂部の堤防に激突し， 砂防対策をおこ

たると扇状地面に氾濫する可能性を考えておくことが安全であるという見解

になる。現在の上流部の砂防はかなりよくなされているようで，最大流砂量

の10%程度の流砂量ではなし、かと思われる。

上流部の砂防対策が進むにつれて，運搬力の大きい河川の中 ・下流部では

既存の河床砂礁が下流へ運ばれ，その量が上流からの流砂量にまさると， 徐

徐に河床低下の現象が起こる。この傾向は扇状地内の手取川についても認め

られる。河水の伏流の影響の大きい所では，河水面の低下に対応して地下水

位が低下するので，長期に及ぶと，この影響が災害と認識される時期が来る

可能性がある点を も指摘する必要がある。

河水の氾濫による災害を防止する対策が完備すると， 流下砂喋量が減少し

て下流地域の河床低下が起こる。これに伴なう地下水低下現象が生じるとし

ても，前者の災害防止対策が優先すべきことは当然である。河水の運搬力は

勾配と流速に支配されるので，砂防対策が完備するほど河床低下の傾向が持

続し， これが回復するのは出水時に上流の大きな崩壊が伴なう条件のときで

ある。したがって，後者の河床低下を防止するために，われわれが希望する

ような適量の砂擦を運搬堆積させる人為的調節にきわめて困難で不可能に近

い。この点で下流部の河床低下現象は宿命的な性格を持つ。また地下水位の

低下は他の原因でも生じ得るので，判定の問題もあるが， これらの現象の人
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為的災害の面を無視するわけにはいかない。この判定のためには長期の観測

体制を整備することが必要であり，災害に結びつくと予想される時には，個

別的に最善の方策を講じる配慮が望まれる。この問題は河川全体を 1つのシ

ステムとして見た場合，どの河川でも可能性のある必然的な事柄であり，潜

在的な現象といえるが，国の立場からみると，将来のために一言しておく。

6. 手取川扇状地の地表水

扇状地の地下水の供給源となる地表水には，河水 ・用水 ・降水の3つがあ

る。

A. 手取川河川

手取川の平均自然流量は第 5図のように 4月ころが最大で約130ffilI秒， 8

～10月ころが最小で約40m'3／秒で，春期の流量の相当部分は1～2月上流部

に積った雪融けによる。手取川水位は扇頂部の鶴来量水標が基準とされ，流

量は鶴来〈北陸地建〉，中島〈北陸電力〉で観測されてい：る。降水量は上流

部の目代谷，中宮，女原，鳥越（第1図〉参照で、観測され，扇状地の降水量

m'Jsec. 
130 

120 

l!O 

100 

鈎
流

80 

20 

10 

第 5図 手取川流量と用水導水量（昭和23～32年の10年平均）

笠水量182m3/sec－一一一ー一一一一一i

1月 2月 11月 12月
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は長期の観測値がなく，金沢市と小松市の観測値で代用している。

B. 用水

扇状地の地表水は自然状態では降水だけであるが， 古来濯瓶水として扇頂

部の鶴来で七ヶ用水， 宮竹用水と して取水され，扇状地面に第6図のように

多数の用水路がつくられ，扇央部末端から自然河川のよ うな流路をとって海

に注ぐものがあり，東部のものは犀川に合流し，西南部の一部は河口近〈で

手取川に還元している。なお降雨の一部は霞堤から手取川に流入する。

第6図 扇状地の用水路分布図

0 ＂＇略弁

砂丘 用水路
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用水の導水量は，扇状地の主部を占める手取川右岸地域の七ヶ用水が常時

10～15ffil／秒で，濯概期には50～30ffil／秒に強化され，右岸側の宮竹用水は 3

-m3 I秒内外，濯i証期には10～7ffil／秒である。したがって， 扇状地内の手取

川流量は用水よりも少ない時期がある。近年では上流部で発電などによる流

量変更のため，第5図の流量ともずれが生じている。

c. 降水

扇状地の降水は長期の実測値がないので，金沢 ・小松測候所の降水量の平

均値で代用し，上流部の降水量を前述4つの観測値で代表させると，降水量

は上流部の方が多い場合が少なくない。扇状地 ・上流部とも100四／日以上の

降水はごくまれで， 50皿／日以上も年10回程度である。間和38年 (1963年〉の

豪雪年では，雨量に換算して50皿／日に達した日はなかったが， 1月末の積

雪が156cmに及び， 3月下旬まで積雪が残り，地下水に大きな影響を与えた。

扇状地からの蒸発量は， 県の実測資料によると，乾燥期で 5皿／日内外，

湿潤期で0.5～ 2mm／日程度である。

1. 地下水位変動の型

扇状地内に第2図に示す観測井を設け，昭和37年から現在まで毎日地下水

位観測が行なわれている。この期間の前半は 1日1回，近年は自記水位計に

よるもので，常時使用されている井戸が多いが，使用水量が少なく ほぼ自然

水位とみなし得る。 10年以上資料が蓄積したので，地下水の実体を把握する

のに貴重な資料と考える。以上の県から提供された実測値から次の特徴を指

摘することができる。

年間の地下水位の変動には顕著な傾向が認められ，その傾向の順に配列す

ると第7図が得られる。すなわち，濯i銃期直前に最低水位があり，急に上昇

して5月ころに最高水位を示し， 濯瓶期を通じて高水位が続き，9月以後は

特定の時期だけ短期間高水位となる。

これを第8図のように3つの型にわけることができる。

① A型〈濯概降水型〉

地下水位が低く，最高水位と最低水位の較差が大きく， 5～25mに達する

もので，冬期の雪の影響が顕著な型である。高水位は濯瓶水と降水によるも

ので濯瓶降水型と仮称している。 第8図のA型の地下水位曲線は濯i銃水と降
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第 8図 地下水位型（A型 ・B型 ・C型） と手取川水位 ・降水量 ・七ヶ用水導水量
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雨に対応し，昭和38年の豪雪年には平年の春の最低水位時が逆に高水位を示

した。 第8図の下は最低水位の変動で， A型の特徴が読みとれる。 このA型

が手取川扇状地のもっと も特色ある地下水位変動の型であって，その分布は

扇状地の主部を占める。

② B型（伏流型〉

地下水位がA型 （濯瓶降水型〉よりも高く， 最高水位と最低水位の較差が

2～ Sm程度で， A型の特徴がほぼ消失している型が手取川河岸に帯状に分

布している。これをB型としている。厳密にい うと河川水位と対応する地下

水伎の変動を示すものではないが，手取川伏流の影響を若干受けるとみて，

伏流型と仮称したことがある (1972年)14）。これについては後に詳述する。

③ C型〈水平型〉

地下水位が高く，最高水位と最低水位の較差が 2m以内で， SCcm以内のも

のもある。これをC型とし，水平型と仮称する。手取川下流地域や海岸地域

では自噴帯に漸移する。
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8. 地下水の供給源としての用水

扇状地砂醸層は手取川によって運搬されたものであるから，手取川河水は

砂：深層形成時から継続的に扇状地の地下水の供給源となっている。しかし現

在の手取川河床は扇状地面より低いので，垂直的な供給はなく伏流による水

平的な供給だけである。これに対して用水 ・雨水は垂直的供給源となる。

扇状地地下水の性格を把握するのに伏流水の影響範囲を明らかにする必要

を認め，これを目的とした若干の調査を行なったが，用水の影響は地下水位

変動曲線だけから求め得るので，まず用水について述べる。

七ヶ用水の導水量は非濯瓶期には 10～15日子／秒で， 3月末ころ数日間用水

補修のため導水を中止し，それ以後5月上旬こ ろまで 30～50m3／秒と導水量

が急増し田面を水が覆う状態になる。最大導水量の時期以後は8月中旬ころ

まで30ffil／秒内外の導水量が継続され， その後は非瀧瓶期の導水量にも どる。

導水実量は年によって若干の差異があるが，この傾向は毎年繰り返されるO

A型（濯j銃降雨型〉の地下水位変動曲線はJ:J&の用水の導水量に対応して

変動している。試みに，導水量 1ffil／秒を水位差 lmに対してQ.5cmの比にと

って両者を比較すると第7図が得られ，その一部を抽出して示すと第8図の

ようになる。第 7'8図をみると地下水位は導水量と美事に対応し， 導水が

濯i銃期の地下水の主な供給源となっている ことが了解できる。

A型地下水位の性質をまとめると次のようになる。

①濯瓶期の導水量の増加量に対応して地下水位が急に上昇し，年間の最

高水位になるのは図面に水が張られた4～ 5月の田植時である。これは

降雨と類似して， 扇状地面の相当部分から地下に診透する条件を満たし

ているためと推定される。

② A型地域には知気寺観測井のように最低水位から最高水位までの1ヵ

月余の聞に20～25m上昇し， この間 1日lmずつ地下水位が上がる日が

まれでなし、。第10図にもこの例がある。このような急上昇する地下水位

曲線が描かれるのは，田面に張られた用水の垂直診透によるものであ

る。県が昭和39年に実施した扇状地地域の実測診透量は平均 16皿／日と

なっており， 用水の取水量と流出量との差から求めた漏水率は平均20%

内外とされている。またほかの実験値では診透速度 1m／日は砂質の場



18 

合に得られる最大値で，砂70%，粘土10%の混合率の砂ではQ.8m／日，

粘土の場合は Q.05m ( 5 cm）／日以内と見積られている。容水地盤は電

探資料によれば，15m内外まで新期扇状地砂際層で，これは軟弱な半透

水性砂礁であって砂層ではなし、。 したがって，診透実験では得られない

大きな値である。著者の経験では軟弱地盤には例がなく，しいて類似の

現象をさがせば，地表近くの自由地下水面といちお う隔てられた岩盤の

地下水位が亀裂を通る水の供給量によって急上昇する場合にあたる。知

気寺の地下水位変動は降雨によっても急に上昇し，これらも 1m／日を

示す（第9図参照〉ので，渉透速度だけでなく，水位の下降曲線も漏水

現象の観を呈する。本文6.でL1H/Rを求めてこの問題を若干検討してみ

たが，今後，試錐資料を得て水理地質学的に解明したいと考えている。

③ 用水の診透によってまかなわれる春の最低水位と最高水位の較差には

第10図のような地域的傾向が認められる。すなわち，較差の最大値は東

にかたよ り， 20m以上に及ぶものから同心円状を呈する。これを標高60

第 9図 知気寺のA型（濯殺降雨型）水位変動曲線と穫絞導水量 ・降雨量との関係

（注） 降雨の影響を表現するためg aのピークを合わせてある。
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第10図

m, 50m, 40m, 30m, 20mの高さにおける横断面で示すと第11図のよ

うになる。すなわち， 最大較差地域が中だるみの状態になる。これも特

徴的な形態であるが，この原因となる容水地盤の水理地質学的解析はま

だできていない。

9. 地下水の供給源としての降水

手取川扇状地で，地下水の供給源となる降水には降雨と降雪がある。用水

位瀧瓶期の地下水位上昇の主役を演ずるのに対して，降水は非瀧i既期の地下

水位の変動の主原因となる。これら降水と地下水位との関係については，次



第111忍 扇状地の横断面における地下水位の変動範囲 （昭和37～40年）
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の諸点を指摘することができる。

① 降雨は扇状地面から垂直的診透によって地下水位に直接的影響を与え

る。春の最低水位は 3月末こ ろ，用水の導水停止によって起こるが，こ

れと類似の低水位は降雨の最小時期に起こり，年によって若干の違いは

あるが10月ころのことが多い。年聞の最低水位は，春の最低水位か10月

ころの秋の最低水位かのいずれかである。第7図にはこの数値も示され

ている。

② 非濯瓶期の降雨は50凹／日以上〈最小雨量は10皿／日， 6.参照〉のとき

第12図 渇水期におけるlOOmm／日以上の降雨後の最高水位の遅れた日数の等値線
（昭和38年）
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地下水位のピークが現われる程度の影響をもち， 100皿／日以上であれば

地下水位曲線に顕著なピークが現われる。すなわち， 50～100皿／日では

扇頂部寄りの扇状地上半部で明瞭なピークが認められ，地下水位較差の

小さい下流部へいくにつれて不明瞭になる。 100皿／日以上であれば全地

域にピークが明瞭に現われる。降雨後のピークのおくれる日数は扇頂部

で数日，北陸沿線付近で半月ないし 1ヵ月ほどである。第12図は実測値

の一例である。

③ 非濯瓶期の降雨が100凹／日以上であれば， 1日lmの地下水位上昇の

例がある。第 9図は水位較差のもっとも大きい知気寺観測井における一

例で，降雨と地下水位曲線がよく対応し，上昇曲線が用水の導水による

春の最高水位に至る上昇曲線と同様の部分があることが認められる。こ

の場合の降雨量は 2日で100皿強である。

＠濯瓶期で・f土非濯概期といちじるし く異なり，用水の導水量が40nf／秒

以上の 4～ 5月ころは100皿／日程度の降雨でも地下水位上昇にほとんど

第13図 昭和38年（豪雪年）の積雪量 ・融雪量 ・降雨量と

知気寺観測弁の地下水位変動
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関与せず，後半 の30m2／秒

内外に導水量が減少し地下

水位がやや低下する時期に

なると， 100醐／日の降雨で

ピークが顕著に現われ，50

rrrm I日程度でもピーク が読

みとれることがある。以上

は20m程度の地下水位較差

の大きい目玉地域の例であ

って，水位較差がノj、さく な

るにつれて，上述の特徴が

漸次減少してし、く。

＠ 融雪が地下水位に影響す

るものも，手取川扇状地の

特徴と して指摘できる。冬

期の積雪は徐々に融けるの

で流出率がきわめて小 さ

し 扇状地内ではその過半

が地下に診透して地下水の

供給源となる。とくに問和

38年の豪雪年には， 平年の

春の最低水位の時期に濯i統

期の最高水位に近づくほど

上昇した。第8図でもわかる、ように，この地下水位の上昇率を導水量に

対比すれば約40ffil／秒に当たり，積雪量 ・融雪量と地 下水位との関係を

示せば第13図のよう になる。この傾向は広地域に認められ〈第14図〉，

第14図 A型・B型・C型における最低水位

の経年変化 （昭和37～42年）
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41年にも同様のこ とが起こ っている。
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