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1 o. 地下水の供給源としての手取川伏流水

手取川伏流水の影響範囲を正確に把握するこ とは，手取川の将来計画の基

礎資料として重要なものと考えるので，いくつかの立場から検 討する。 これ
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には，大観したときの影響範囲と，地下水位が河川水位に対応して変動する

伏流水の直接的影響範囲という 2つの把え方がある。

A. 最高最低地下水位による響影圏の推定

扇状地の最高地下水位は用水の最大導水量に対応する時期にあって，その

等高線は地形の等高線とほぼ平行している。第15図はその一例である。これ

に対して，最低地下水面は手取川河道沿いが下流側に相当張り出している。

第16図は第15図と同年の最高最低地下水面等高線図である。

最低地下水位は，濯概期直前の用水を停止した時期が非瀧瓶期の降雨の少

ない時期に起こるが，し、ずれの場合も図面に水がなく，手取川には数十rn3／秒

の流量をもっ河水がある。したがって，第15図と第16図の等高線の差に当た

第15図 昭和37年の最高地下水面の等高線図
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第16図 昭和37年の最低地下水面の等高線図

る地下水位の相対的に高い部分は伏流水の影響によるものといえる。ただし

図でもわかるように観測点が20にすぎなく，これだけでは単に傾向を知る程

度を出ない。

B. 水質による影響圏の推定

① 水質分析には石川県（金沢大学市川渡教授ほか， 1963年！9l）が行なった

水温， pH,RPH，硬度，シリ カ， Fなどの報告と，著者が行なった手取J11, 

試錐，井戸など25試水についての RPH,Na, K, Ca, Mg, Cl, So.1, Sι02, 

KMn04，消費量（昭和40年採水〉 の報告がある (1972年w,p. 44-46，茨城

大学高瀬助教授分析〉。これらのなかで伏流範囲を推定するのに役立つもの

は水温とCl濃度である。
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②著者が重点をおいたのは水比抵抗（ρ〉である。ρの減少率を地表水

が地下水に転化してからの相対的時間の長短を知るのに用いるこ とについて

は，相当数の成功例を得ていると考え，調査の初期（昭和37～40年〉に同時

に採水による ρの測定を 6回行なった。当地域て、は人為的汚染のためか，所

期の目的を達成したとはいえないが，これによって伏流範囲をいちおう決め

たので，若干述べる。

汚染の少ない雨水は， 日本では海塩が純水に極度に稀釈されたとみなし得

るClーと ρの関係を示す。 200凹／日程度の集中豪雨の後半の雨水はほぼこの

状態にあって，これは海水を順次100万Q-cmの純水で稀釈してつくった海水

の c1－－ρ基準線上に乗る。雨水が地下水になると，地下水に溶解する成分

第17図 紀ノ川流域の海水・河水・地下水・雨水のc1-p
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がとけ出す期間が長いほどpが小さくなる。したがって，Cl と水温とを一

定にしたときの pを求めれば相互に比較すべき値が得られる。第17図は著者

(1967年20＞）が基準に用いている海水の c1-.o図で，これをもとにしてpの補

正値を算出する。温度補正は著者の実験式で行なっている。

ρ14=pt{ 1 +(t-14）×o. 0246) 

①伏流水の影響を考察する 1つの基準になる手取川河水（鶴来， JII北，

粟生量水襟地点〉の pとClーの年間変動は第18図のよう である。また扇状地

の地下水 ・用水 ・河水の計 100地点内外の同時採水による c1－濃度分布とρ

の分布の一例を示すと，第19図と第20図（第 l回〉のとおりである。

第19図では，Clーが手取川河水と等しいlOppm以下の範囲は手取川右岸地

第20園 地表水 ・地下水の p分布，第 l回（第19図に対応）
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域だけで，これは伏流水の影響範囲とみなし得る。これに対して，中央部の

松任地域と東方丘陵脚部の c1－濃度の大きいものは台所水的人為汚染＊によ

るもので，滞水性地下水の性格を示す。

第20図では，河水に近い pの高い範囲が手取川右にあるという傾向は同様

に認められる 0 pは Cl の多い台所水的汚染によっても異常に高くなる。東

方丘陵脚部の pの高い所は後者の性格を持つO

第21図はPを減少率で示したものであるO これは融雪期（第4回〉の例で，

第21図 地下水の ρの減少分布第4回（昭和38年3月25～26日採水）

雨水のρを7叫OQ佃

(14・・c,Ci-!Sppm）とする．

「「開門 ·~／，
い＂川
ドチ少J,I S~G 

仕か夫4609$ 

K犬主ゴ 70%

也~so＇ψ

＊著者（1967年20＞） は人為汚染を台所水的汚染と洗濯水的汚染にわけている。前者

はNaCl起源の Clーが多く， Clーに対するpの値が大きい。後者は後光濃度が大

きく Clーは必ずしも多くないが，pの値は正常で、ないことが多い。
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手取川右岸に pの%の大きい部分がある。

④ 6巨！の同時採Jj（は特定条糾を考慮して行な った。第13回は7月の愚豊

水j切で，田町にぷがあり，用ぷ30～26m3／秒，降雨は採；j（の前 2週間に 130阻

で手取川に水があるとき。第2日は 8月はじめで，濯I既水だけの時期，用水

23m3／秒，手取川に河水のないとき。第3回は10月上旬，河水だけの時期。

第4回は3月下旬の最渇水期〈第21図〉。第一5回は翌年 6月濯瓶期，用水 30

m3／秒，河川流量は少ないとき。第6回は翌々年8月。

これらのうち， 10月（第 3回〉と 3月（第4回〉は，田面に水のない非濯

概期で，河水が地表水の主部を占める時期のもので，これらを主にして， p

の値から河水の影響範囲を推定すると第22図のようになる。実際は非謹j統期

でも10～15m3／秒の用水が扇頂部から導水され， これの診透も河水と同一起

源のものであるので，水質によってはこれ以上の精度で伏流の範聞を限定す

第22図 水質から手取川伏流の影響と認められる地下水の範囲
（右岸地域に限る）

0 c「河本＇＂＇＊より iH：が大炉、測点

やx…するp.，抑
大きい彫讐旋回 A ’町水h? 図面＂＇ ＇旨Llll*h？，民間会し 酎檀’＂＇＇
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ることができなし、。

c. B型地下水位変動曲線による影響園の推定

地下水位変動曲線から濯瓶降雨型のA型を決めるに当たって，河岸地域で

はA型の特徴が漸次減少し水位較差が小さくなるものをA型と区別して，こ

の型をB型とした。 B型は河水の伏流に若干の関係があるとみて，仮りに伏

流型と呼んだ。第8図〈前号16頁〉のB型の例は代表的なものであるが， 地

下水位の変動曲線が河川水位と対応するものはあるが，河川水位だけと対応

するものはほとんどなし、。 これは河川水位が高いときは降雨もあることが多

く，用水 ・降雨の垂直診透と河水の伏流の両者を区別しがたいためで、ある。

したがって，河JIIの伏流水が直接地下水位の昇降に影響する伏流型を検討す

るには，河岸の地下水位変動資料が必要であると考えた。

D. 河水伏流の直接的影響圏の推定

昭和40年に手取川下流部両岸堤防とに掘られた試錐と両側扇状地の地下水

位は，北陸地方建設局によって現在まで観測されている。これに県が実施し

ている著者の解析資料を加えることによって，伏流の直接的影響範囲を決め

る方針が確立した（渡部， 1974年13つ。 第23図はその観測井の分布を示し，第24

図はまとめた資料の一部を示す。これによって，手取川水位と堤防直下の池

下水位は対応して変動していて，左右両岸の扇状地域の地下水位とは明瞭に

異なることが認められる。その要点として次のことを指摘することができる。

両岸堤防上の試錐の地下水位と手取川水位（鶴来量水標〉との変動の傾向

はよく似ていて，どれが河川水位か地下水位かの見分けがつかないくらいで

第23図 河岸地域の水位観測井および流量観測線分布図
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第24図 揚水量 ・河岸地域の地下水位 ・手取川水位 ・降雨量

（昭和42年）
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ある。 したがって，堤防直下の地下水位は手取川河水だけによって左右され

ているといえる。この手取川の河川水位は上流女原（第1図く前号4頁〉参照〕

と河口地域小松市の降水量とに対応して変動する。これらが両岸扇状地面の

橘・東任田の地下水位曲線と異なる主なと ころは， 春の高水位のはじまる時

期のずれと， 6月ごろ降雨の少ない時期に低水位になることである。
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これに対して，河岸扇状地面の地下水位変動曲線は，水位較差は小さい

が，やや上流部の因子島 ・土室のものに比べると傾向が似ており，用水の導

水量変動曲線をも合わせ考えると， A型の性格をもつことがわかる。すなわ

ち，濯瓶期直前の用水を止めた時期の地下水位が低く， 8月末まで降雨がな

くても高水位が続くのは明らかに用水の影響によるA型の性格を示す。じつ

はこの地下水位変動曲線がはじめB型としたものである。

この観点からB型とした11年間の地下水位曲線を再検討したところ，ほと

んどすべてが堤防直下の地下水位曲線と異なり，地下水位の較差が小さいこ

とによってA型の性格が軽微になっただけで、あることが判明したο はじめ誤

認したのは， B型の観測井がすべて手取川からやや離れていたためである。

謹瓶期には河岸の堤防近くまで田面に水が張られるところが多いので，堤防

直下のように河川伏流水の直接的影響をうける厳密な意味での伏流型地下水

位の変動を示す地域は，堤防外の狭い河岸地域である。以上の性格は特殊な

例であるが，開発に当たって 1つの基本条件になるものと考える。

11. 手取川河水の伏流率

手取川河水が伏流して両岸の扇状地の地下水となる量の推定は，今後の地

下水開発の基礎的資料となる。手取川は扇状地の河川敷内で流路が定まらな

い荒れ川であり，大きな礁があって流量観測で信頼し得る数値を得がたいも

のと著者は予想していたが，過去2ヵ年，石川県が実施した同時流量観測伎

によると，これを繰返せばある程度実量計算の資料となる精度のものが得ら

れると考えるに至った〈渡部， 1973年15＞）。

第25図（測線の位置については第23図参照〕に示す8測線の流量差から伏

流率を求めると，扇頂部の天狗橋から下流の手取川橋まで‘の約llkm聞で，天

狗橋流量が2ofillI秒のときが約26%, 15nr I秒で約31%, 10fill I秒で約35%で

ある。これを伏流量に直せば2ofillI秒の時，約46万fillI日， 15nrI秒で約40万

rrt I日， lOfill／秒で約30万rrtI日となる。

次に各測線開 1km当りの平均伏流量を求めると，第26図のようになる。こ

れを前に述べた伏流の影響範囲の第22図と対比すると，伏流の多い地域はか

なりよく符合する。

ただし，以上の議論は観測流量に基づくものである。 2ofillI秒以下の流量
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第25図 手取川流量観測値による伏流量
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時河水の流れる河道の幅は河川敷内の幅の数分の 1以下であるから，これに

は河川敷内砂醸層中への伏流も加わっていて，堤防外の扇状地の地下水に供

給されている伏流量といえる資料は未だ得られていなL、。伏流実量の見積り
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第26図 各測線聞の 1km当り平均伏流量
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は今後の調査に待たなければならなし、。

濯瓶期では用水の導水量が30ffil／秒以上あるので，常時の手取川流量は実

測値程度であるが，降雨によっては扇状地面の地表水が霞堤から河川に流入

し，下流の流量が多くなる場合がある。第25図の1972年9月5日の値は，そ

の例である。

非港瓶期には河川流量が多くなる。 .30～50ffil／秒のときの伏流率が 2,3 

点得られれば，年間の伏流量を見積もることができるが， この観測は洪水流
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量観測のような方法によることになるので，精度の高い値は得がたいし，ま

だ実施していない。

扇状地内の手取川では， 高水位時を除くと多くの河川のような水位一流量

CH~Q）曲線を作ることができなL 、。 これは扇頂部では中島発電所用に取

水された放水が量水擦の下で河水となり ，中流・下流部の量水標は流路が変

わるため，近年では量水標の役をなさなし、からである。とくに横断測量から

得られる河道の最低部に水があるとは限らないので，低水位時の河水面と地

下水面との動水勾配を求めることは容易ではなし、。このことも手取川の特徴

の1つで，調査の精度が限定される理由に数えられる。

12. 降雨と地下水位変動からみた容水地盤の性質

手取川扇状地の水収支を考える場合，地下水位からみた特徴の 1つに地下

水位の変動量がとくに大きいことがあげられる。知気寺観測井では 1日Im

の昇降が認められる程度に垂直的診透能が大きいことについては前に述べ

た。これに関連するものとして，ここでは降雨量と地下水位変動資料から容

水地盤の性格を検討してみる。

雨量係数は降雨量を地下水位上昇量で割ったものであるが，その逆数をと

り単位降雨量当りの地下水位変動量 JH/Rを用いる。これを逆数にして 100

倍すれば有効空隙率が得られる。

間和37年から11年間の地下水位観測値（半旬平均〉と降水量（金沢，野々

市，美川，小松〉を詳細に対照すると， 10凹／日以上の降雨があり，この前

10日間に10凹／日以上の降雨がないと， 10凹／日以上の降雨は地下水位の上昇

に関与していることがわかった。降雨から地下水位が上昇するまでの期聞は

2日から数日のことが多いので，降雨期の水位とその半旬後の水位との差を

地下水位変動量とみなす。これらを前提にして各観測井について， 11年間の

降雨量，降雨時の地下水位，地下水位変動量を求め，単位降雨当りの地下水

位変動量を算出した。

10の観測井について， JH/Rと地下水位との関係を示すと第27図のように

なる。

① JH/1支の値は 10～200の変動範囲を示す。 地下水位に対するJH/Rの

値にはかなりのバラツキはあるが，第27図の11年間の値を概観すると，地下
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第27図 .dH/Rと地下水位との関係

。
地
下
水
位

A 

。 100 200 AH/R 

（注） A型： l行町， 2知気寺

B型： 3安吉， 4中島， 5明烏， 6下土室， 7宮竹

C型： 8下柏野， 9下回子島，10寺井

水位が高いほどLIHIRの値が小さく ，低いほど LIHIRの値が大きし、。この傾

向は LIHIRの最大値をとって も平均値をとっても変わらなし、。 したがって，

LIHIRの値によ りA型（最大値 100以上，平均値60以上）， B型（最大値100～

40，平均値20～40), c型（最大値40以下，平均値20以下〉にわける。第28図

はA ・ B•C型の分布を示す。
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第28図 JH/RのA・B・C型分布

~~－－~「

c 
－ 

② 観測井によって， .::IH/Rの値が地下水位の低下につれて漸次増大する

ものと，下半部が上半部より急、に増大するものとがある。後者を階段型と仮

称する。

③ 階段型はA型と B型に認められ， .:1H/Rの値が急増するあたりの地下

水位は10～25mである。 .::IH/Rの値が小さいのは有効空隙率が相対的に大き

いことを示すので，階段型地下水位は地下水位が新期と古期の両方の扇状地

砂牒層にまたがる場合に現われる可能性が大きい。

仮りに階段型の境の深さを新旧扇状地砂際層の境とすれば，地下水位較差

の大きい地域は新期扇状地砂喋層の厚さが25～20m，小さい地域は70m内外

となる。第28図でわかるように地下水位較差の大きい目玉地域はA型である
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から，新期扇状地砂喋層が厚いことになり，沖積世に扇頂東部が盆状に沈下

しつつ砂礁層が厚く堆積して現在の扇状地面を作ったことになる。この仮説

は今後の検討に待たねばならなし、。

④ A型の下半部のLIHIRの値はとくに大きく， A型上半部の2～5倍，

B型上半部の 5～18倍， C型の 6～20倍程度と思われる。このような観点か

らA型地下水位が 1日lmの割合で上昇する現象をつきとめることができそ

うで，その基礎資料としてA型地域の試錐コア資料が望まれる。

13. トリチウム（呪〉による地表水の地下水への転化の追跡

長期の水利用の立場に立っと，適正揚水量に連なる供給量が問題になる。

従来，この方の定量化が不十分で，手取川扇状地には未だこの例はないが，

異常な地下水位の低下や地盤沈下を来たしているO 著者らは供給量の関連資

料を得る目的で3年前からトリチウム (3H）の測定を継続しているので，こ

こでは構想を主にして述べる。

地下水の流動・追跡実験にはトレーサーを用いることが有効である。著者

はこれまで数地で実験を試みた。水質の項で述べたρの測定もその予察的試

験項目である。人為的トレーサーとしては NaCl, NH, Cl, フルオレッセン

ソーダなどが 1km以内，数十日程度の期間に有効で， 天然のラジオアイソト

ープでは， 1～30年のトレーサーとしては3H,l, 00が手単位ではucが有効と

考えている（渡部， 1967年21に1969年22つ。手取川扇状地ではで aH年単位の

追跡を計画している段階で，一部で薬品投入試験の必要を感じている。

A. トレーサーとしてのaH

降雨のaHは1953年ごろ以後，熱核爆発によって増大し， 1963年ごろは5,000 

T.U.以上に達し，以後漸次減少しており，東京の降雨についても1968年ま

で報告されている。世界各地のaHの増減の傾向がほほ．等しいので，これを概

念的に示すと第29図仰のようになる。この人為的原因によって増加したaHが

トレーサーとして利用され，近年各地で結果が報告され始めている。

手取川扇状地では地表水の垂直的参透量が多いので，この地域の地下水の

'H濃度分布を明らかにした上で，目的に沿う観測井を選定して＇ Hをトレー

サーとして，地表水が地下水に転化する機構を究明することを企図した。こ

れには降雨のaH濃度を知る必要がある。 1968年以後の降雨の測定値の報告が
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第29図 トリチウム（引）の経年変化

65 70年

ないことや裏日本の測定値がないことを考慮して，手取川上流の手取川ダム

工事のための電源開発K.K.水力所に昭和47年7月以降月 1～2回程度の降

水量のときの採水を依頼した。また上流の河水，用水，扇状地の井7j(，自噴

帯の水について同時採水を年2～4回繰返している。現在は数十個の測定値

を得た予察調査の段階である。

B. 手取川扇状地地域の恒濃度

①手取川上流の降雨は昭和47年 (1972年〉から48年の初めにかけて，aH

濃度が12～20T.U.のことが多く ，まれに30～50T.U.の時期があるO この

値は予想よ り小さい。扇状地地下水のaHは40～70T.U.のものが多いことか

らみて，近年aH濃度が減少していることは確かであり，第29図からみても急

激に減少の傾向が認められる。

②扇状地の地下水のう ち，阻和38年 (1963年）観測井と して掘った松任

市の県 1号井の深さ131～137mの滞水層のaHは2T.U.内外で， 1953年以後

の雨水が到達していない古い地下水である。 1972年8月が1.7T.U., 10月

が， 1.8 T. U. , 1973年2月が2.4T.U.と漸次わずかずつ濃度を増す傾向が

認められるO 今後 lOOm以深の揚水が進むにつれて，aH濃度が急に噌すよ う

であれば，地表水の供給量が多 く，将来活用度の高い滞水層と判定し得る。
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この滞水層は卯辰山層である。

③深さ100～150mの使用井戸に松任水道が 4本あるが，いずれも65～67

T.U.である。30～120mの数層準にストレーナーがあるので， lOOm以深の

sH濃度は不明である。滞水層は古期扇状地砂1深層が主で， 約lOOm以深が卯

辰山層と推定される。

④ これ以外の扇状地の観測井の 3H濃度は40～70T.U.の範囲のものが

多い。最低水位時の資料が未処理であるが，これらの大部分が新旧両扇状地

砂際層に水位がまたがるもので，垂直的診透を主とする不圧地下水とみられ

る。

自噴帯の湧水は40～50T.U.で， 北方の類似した位置にある打木 ・金沢工

校（第30図参照〉の井戸のaHは55内外である。したがって，扇状地末端部ま

での地下水の aH濃度はほぼ一様である。同時採水の用水の aHは48T.U.で

あったので， 1972～1973年 1月間の不圧地下水は大部分直接的垂直診透でま

かなわれているようにみえる。第30図は以上のaH濃度を示す。

今後は降雨のaH濃度が漸減すると思われるので， 数回の測定値を比較して

aH濃度から地表水が地下水に転化する状態を追跡するのに効果的な観測弁

第30図 トリチウム（＇H）濃度額lj定分布図 （第 1.2回）

42 ． 
31 ． 

・58
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を選んで測定を続けるつもりである。この場合は3H濃度の減少が目安となる

と予想している。これに対してlOOm以深の3Hの小さい滞水層の方は3Hの増

加が目安になるO したがって， 3Hをトレーサーとする調査には適当な時期で

あるといえる。

14. 将来の水利用に対す~前提

手取川扇状地地域は，米作が主であったため地下水の利用度は他地域に比

して小さく，小松，美川，松任などの水道は揚水量の多いほうである。 しか

し今後の開発計画に伴ない水使用量が増大していくので，手取川流量を合わ

せた地域全体の適正な使用量と，市町村単位か，場合によってはさらに小地

域における適正揚水量を見積って総合的な将来計画をたてるべき時期が近づ

いている。ここで、は，その前提になる問題を著者の考えでまとめてみる。

A. 過去10年間の地下水利用度

石川県は手取川左右両岸の扇状地地域の地下水利用の調査を実 施してい

第31図 揚水井と揚水量の経年変化

持

水

量

昭和38 坦 40 ., 42 岨仏崎 46

井 200十

戸 i

数 1ool.

昭和38 39 40 41 42 岨砧 桔崎町年

（注） a：松任市， b・板上町， c : Jll北村， d：辰口町，
e : ＇美川町， f：寺井町。
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る。この資料によれば昭和38～47年の10年間に井戸数も揚水量も10倍程度に

増加している。第31図は両者の増加傾向を示す（渡部， 1974年16ワ。使用量

の多いものは水道と工業用水で，工業用水の増加で目立つことは他地域と等

しし、O

B. 過去10年間の地下水位の変動傾向

昭和37年から継続されている観測井の地下水位は，漸次低下の傾向をたど

っている。第32図はその若干の例で，最高水位と最低水位および年平均地下

第32図 手取川扇状地（主に河岸地域）の最高 ・最低水位の
経年変動

47 48年

1
4
t
4
1寸
1寸
4
44J

3

1

9

7

8

 

3

3

z

z

z

 

26 

24 

22 

18 

っiv
－可
制
」

1

1

1

 巧守吟~了a円
垣 溢ι，.. ，込•·.這‘J “斗．句 r 「刊 . .ιJ話匂副 d ‘． 

‘也副 ・－

一一戸 一一 一ーー・品・ー....:---.....・ーー・



渡部・山崎．扇状地の水理地質一一手取川扇状地を例と して0)91 

水位の経年変動を示す。図でもわかるように，昭和37年に選定した観測井の

なかには最低水位が井戸底より低くなったものが出ている。しかし，地下水

位の低下量は数m以内で， 扇端部へいくにつれて減少し， 手取川下流部では

数十cm以内になる〔渡部， 1974年16つ。自噴帯も漸次縮小している。

c. 地下水位低下の原因になる諸条件

地下水の使用量の増大につれて地下水位低下が問題になるが，その原因に

なる諸条件として次の事項がし、ちおう考えられる。

a) 降水量と河川流量。これは水量を規定するもっとも基礎的なものであ

る。

著者が主張していることは，降水量には30年確率雨量， 100年確率雨量と

呼ばれることで、わかるように，ある期間に l回の頻度をもっ周期性があり，

目的によって基準をかえて対策を考えることをさらに徹底すべきだというこ

とである。たとえば河川の災害防止には 100年確率雨量にも堪えるよう洪水

水位を基準にすることが望ましし河水や地下水の利用の立場からすれば，

渇水年の最低水位を基準にすべきであって，長期的にみれば平年の平均水位

によると大きな破綻が来る可能性が大きい。

b) 流量の変更。上流のハイダムは多目的ダムであっても発電用であって

も，河川流量は人為的に変更されるが，低水位時の流量が減少しないよう計

画されているから，計画どおりに運用されれば災害に結びつくことはないと

いえる。またこれらに伴ない分水されることもあるが，基本的には同様のこ

とがL、える。

手取川では今後，手取川ダムと呼ばれる発電用ダム建設計画とこれに伴な

う工業用水などの分水計画がある。この計画を検討したところ，下の原因に

ならない（渡部，1974年16つ。

c) 扇状地面の開発と地下水位低下。揚水量を考慮の外においても長期的

にみると，扇状地地域の地下水位が低下していくことが考えられる。 先に述

べたよ うに，扇状地の主部は水田で，七ヶ用水などによって多量の河水が導

水され，これが扇状地における濯概期の高い地下水面を決定している。この

導水は今後も継続されるので，その限りでは問題はないが，近年，土地開発

によっては水田が工業用地など， 白山などの山嶺部の積雪に由来する春の河

水を活用する貯留制限方式をとるので，融雪期の河川流量は変わる。扇状地
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の手取川河水の少ない時期に流量が減少したり，流量の少ない期間が現在よ

りも長くなるように変更されると，災害に結びつく可能性が生じるO しかし

計画ではこのようなことがなし、。これは分水量〔 6fill I秒以内〉を含めた計

画であるから，計画どおりに運用される限り，災害に結びつく河川流量の減

少がないので，扇状地地下水低下に変更されている。このために用水・雨水

の垂直的診透面積が減少していくことは確かで，これが地下水位低下の原因

となることが考えられる。これ自体による自然水位低下が災害的性格をもっ

程度の開発は予想しがたし、が，工業用水のための揚水による水位低下はあり

得る。扇状地の容水地盤の性質からみて， 地表水が新期扇状地砂際層を通っ

て古期扇状地砂燦層に供給されるようにすれば，地下水貯留タンクとして地

下水強化をはかることが可能だと考えている。 aHの追跡はこの基礎資料とな

るが，これを直接の目的とした調査には着手していなし、。

d) 手取川の平均河床高の低下と地下水位低下。他の河JIIと同様に，扇状

地内の手取川の平均河床高は低下の傾向にあるO 第33図は扇頂部から河口 2

km上までの数断面について20年間の経年変動を示したものである。この資料

は河川の災害防止対策の立場からすれば，上流部の砂防が効果的に行なわれ

ていることを実証するものといえる。しかし，反面，河岸地域の地下水位と

の関連で把えると，河床高の低下は河水面の低下をきたし，河水が伏流して

決定される範囲の地下水の低下の原因になる。砂磯移動の研究に関心をもっ

著者はこれを宿命的現象と表現しているが，この事実は正確に把握しなけれ

ばならないし，これが災害と結びつく見通しがつく場合には，事前に有効な

対策を施す必要があるO 手取川河岸地域では，以上の問題を実測値で検討し

た結果，河川水位に直接支配される地下水の分布が狭い範囲に限定されるこ

とについては前に詳しく述べた（渡部， 1974年16ワ。

自然環境は，一般に少量であっても絶えず変化しているので，ある時期を

境にして従来と異なって不都合が生じたと判断される時点から災害として認

識されるO この点からすれば，手取川河岸で、数m以内の河床低下に原因をも

っ地下水位低下が災害として認識されるのは，河岸地域の水田に張った濯概

水の漏水現象くらいのものと思われる。近年は人為的揚水のため自然地下水

位を保つ地域が少なくなっているので，河床低下に伴なう地下水位の低下量

の認定は現実にはたやすくなし、。しかし国土の保全・民心の安定の立場から
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第33図 手取川平均河床高 ・最深部の経年変化
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すれば，上流から下流までを総合的に考え， 1つのシステムとして把え，長

期的にみても破綻がおこ らないように，問題を含む部分はサブシステムを組

み込む必要がある。水田の漏水現象が災害と認識される時期がくると予想さ

れることを例にとれば，水田以外の土地利用に転換することによって解消す

るとし、う仮説もあれば， 汚泥濯i銃などによる耕土の改善や濯瓶水量の強化と

いう仮説も成立つ。なお手取川では河口の浸蝕現象は生じていないらしいが，

海に達する流砂量は自然状態のときよりも減少しているので，小さな変化が

集積すればいずれは変化が認識される時期が来る。

e) 過剰揚水。これは長期に適用し得る適正揚水量を越えることによるも

ので，後に述べる。

④文化財の保存計画
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水利用に関連し，とくにハイダムの建設によって文化財が水没する場合が

ある。

手取川上流の手取川ダム（高さ 156m）予定地の上流に化石産地として天

然記念物却の指定地がある。これは，日本で最初に本格的な地質調査を行な

ったライマン （Lyman,B. S. ）が1877年（明治10年〉にこの植物化石の地質

時代を中生代ジュラ紀と報告した化石産地で，発見は1874年（明治7年〉と

いわれる。明治10年といえば東京大学が設立され地質学科ができた年であ

る。手取の化石はちょ うど 100年前に発見された，本州では最初の植物化石

といえる貴重なものである。この天然記念物の産地は河岸の崖のため保存さ

れがたく，今では良好な化石がほとんどみられなくな っている。先年，名勝

天然記念物専門委員の藤本教授〈東京教育大学名誉教授〉の依頼をうけて調

査した結果，この文化財保存について次の提案をしたいと考えている。代替

地がなければ水没を認めがたいが，地質調査によって化石産出層準が付け替

道路と交叉するので，つけかえ道路付近に新しい化石産地を求めてこれを指

定地にかえる。なお木村達明教授や小松博物館によって東方の沢，目付谷か

ら近年見事な植物化石が発見されており ，研究成果のなかには世界的に評価

されているものがあり，本流の上流には化石林の一部とみられる立木の化石

もある。これらの化石を新たに発掘して白峰など適地に「手取化石陳列館J

を設立して白山登山者，地学関係者など一般に公開すれば，この文化財は末

永く活用される。天然記念物指定を文化財の保護活用の立場からみれば，こ

のような案の実施によって指定の趣旨は生かされるものと信ずる。

15. アナログモデルによる適正揚水量の予想

地下水利用の長期計画をたてるためには適正揚水量を見積もる必要があ

り，水理学的な算出法が提示されている。現実には過剰揚水のため，地下水

の異常な低下とこれに伴なう災害が発生している地域が少なくない。これは

適正揚水量とされるものは見掛けの値で， 真の適正揚水量より大きいからで

ある。

著者のいう真の適正揚水量とは，長期的にみて災害的異常現象が起こらな

い範囲の揚水量である。多量の揚水は必ず自然水位の低下を伴なうので，適

正揚水量の概念には厳密な意味で自然水位をそのままの状態で保持するとい
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う条件はなく ，また水位低下の絶対量を規定することもできないものと把え

るべきものと考える。災害的異常現象は人間生活上の前提がその判断の基準

になる場合が多いので，十分条件を具えた適正揚水量の定義はきわめてむず

かしいが，「長期的に見て災害に結びつく，地下水位低下をきたさない範囲

の最大揚水量」とし、う内容のものと再定義したいと考える。

従来，開発時点で適正揚水量とされた揚水量が結果的に過剰揚水になって

いる原因には，容水地盤と地表水の供給量との両面が考えられる。容水地盤

の方では，その形成過程に対応した透水性の不均質性に関連する問題があ

り，水量のほうで、は地下水に転化する地表水供給の問題があるO いずれも多

数の実測値が必要で，長期の水収支の信頼できる値が得られるのは，未だ今

後に期待する段階にあるといわざるをえない。ここに登場したのがコンビュ

ータによるシミュレーションで，各地で試行されているようである。これに

はデジタルとアナロ グの 2つの方法がある。

手取川扇状地については，石川県が1kmメッシ ュのプロックに区切ってデ

ジタ Jレシミュレーショ ンのための資料の収集を始めた。

著者らは 400mメッシュを用いて，アナログモデルによる作業を行なって

いる。

多孔質の媒体中を流動する地下水流に関する基本的法則がダルシー（Dar-

cy）の法則である。電気伝導体中を流れる電流に関するオームの法則がこれ

に対応することから，電気的アナログモデルが成り立つ25＞。水理学的モデル

と電気的モデルとの聞の関係を示すと次のよ うになる。

第34図 アナログモデルの構成
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水理学的モデル

水量 q (ffil) =K1 • Q 

水位 h (m) =K2・v。
流量 Q (ffil/day) =Ka・I

td (days) =K，・tf
透水量係数→抵抗値R (D) 

電気的モデル

K1〔m1I c J, 電気量Q 〔C〕

K2〔m/v], 電圧V 〔v〕

Ka〔m1/A・day], 電流 I 〔A〕

K4〔days/sec.〕

貯留係数→コンデンサーC (F) 

著者らのアナロ グモデル

は，次の 4つの部分から成

り立っている（第34図〉。

第35図 アナログコンピュータの各部分
(A,B,C,D,E,Fは第34図に対応）

1) アナロ グモ デ ル 帯

水層の状態を電気回路上に

再現したもの（第34,35図

のD）。

2) パルスジェネレータ

一 （矩形波発生装置〕 ・揚

水の継続時間に相当するパ

ルスの発生装置（第34,35 

図のA〕。

3) 電流増幅器・揚水量

に比例した電流の強弱を調

節する装置。パルスが非常

に弱いので，こ の装置が必

要（第34図，第35図のB）。

4) ブラワン管オシロス

コープ：時間一電位降下曲

線を観測する。 これで時間

的な変化を観測することが

できる（第34図，第35図の

C）。

アナロ グモデ ルの計算

は，カープラス（Karplus,

（注） ブラウン管に描かれている 2本の曲
線のうち，上の曲線は揚水井の，下の
曲線は観測井の水位変化を表わす。
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第36図

100年

0 50 100牢

5卜＼九 B A_ 

Im! 

y 

0 50 100年

5ドミ ： 
(m) 

（注） Aは河川｜からの伏流がない場合。

Bは河JI！からの伏流が十分ある場合。

z 

w. J., 1958年26)), ウォル

トン（Walton,W. C., 1970 

年27つらの方法による。

手取川扇状地の場合は，

地表からの垂直診透が大き

いので，このほうを優先

し，各ブロ ックに相当する

アナログモデルの接点に可

変抵抗をつなぎ，その他端

をアースした。河岸地域で

河水の伏流量を考慮すると

きには，接点とアースとの

聞に抵抗を挿入する。

図は Ki～K4に適当な値

を入れて計算したときの例

で，十分の伏流のある場合

と伏流がまったくない場合

にわけで， 100年 までの地

下水位低下の量 と範囲の経

50 。

x 

アナログコ ンピュータで予想した 100年後までの地下水位低下量

と範囲（揚水量 5万m•／日の場合）（ x,Y,z は第36図に対応する）

第37図
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i・・；；：：・ 10年

A ；河川伏流のない場合。 B ＂河川伏流が十分ある場合。（注）

色
ミJ
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年変化の 2,3を示した。ここで強調したいことは，期間が長 くなるにつ れ

て，両者の地下水位低下の量と範囲の差がi首大してい くことである。これの

前提にした揚水量は 5万rrfI日であるが，前に述べたよう に扇状地内llkm聞

の実測伏流量が30万filI日以下の 日もあり，伏流による供給量の見積りが多

すぎると思われるが，このような条件を備える地域では今後活用し得る地下

水の揚水量が多い。 アナログモデルにより若干例について試算してみると，

従来の適正揚水量とした揚水を継続したとすれば，予想よりも揚水の影響が

大きく出る場合が多く，適正揚水量を決める揚水試験の継続時聞が短かすぎ

ることが考え られる。この点では著者は適正揚水量とされたものの 1/2程度

の揚水量から出発し，水位低下量との関連を考慮して災害的現象に結びっく

可能性がないときは，漸次適正揚水量に近づけるようにすべきであると考え

ている。

アナロ グモデルで、将来の試算値を出すのに，著者らは揚水試験時の時間一

水位曲線とアナログモデルの曲線を一致させて将来を予想する方法をとって

いるが，揚水時聞が短かすぎると，水位曲線の延長方向を見定める ことが困

難で，精度が｛尽く なる。このため，河岸地域に揚水井と観測井を新設して，

やや長期間の揚水試験を行なうことを計画している。この結果が得られれ

ば，アナ ログモデルによる将来の予想値を野外実験値に基づいて示し，所見

が述べられるものと，ひそかに期待しているところである。
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