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山地小流域の水収支について

奥西一夫

1. 山地小流域の水収支を調査・研究する意義

水収支は水文学の出発点であり ，また終点でもあるといわれる。水収支の原理はげIJ

に水に限らないが）要するに，

（貯留量の増加）＝（流入）ー（流出）＋（生成）ー（消滅）…………日（1)

がそのすべてである。水文学では化学変化等による水の生成や消滅は無視してもよい

から，（1）式はさらに簡単になる。このような小学生で、も知っている原理が，実は水文

学者の最大の武器なのである。水文学的な過程は空間的に分散した形て、進行し，複雑

な構造をもち，また多くは地中で現象が起こる。そのため最初から直接的にこれを理

解することは困難であり，まずプラックボックスから出発しなければならない。この

時，水収支の式はブラックボックスの中身をあばくための重要な（時には唯一の） 鍵

である。どんな過程が進行しているのかかなりはっきりわかって来た段階でも，水収

支の式は現象の解析のための重要な指針である。水収支を抜きにした水文解析はしば

しばとんでもない誤りに導びく。

一方，水収支そのものについていえば，（1）式の各項（およびそれぞれの内訳）をき

ちんと評価して，収支のつじつまが合っていることを確認すればよいはずであるが，

水文量はすべて場所とともに，時間とともに大きく変動する。したがって，ある場所

で，ある時期についてそれをおこなっても，それだけではほとんど意味がない。最終

的には任意の場所，任意の時期の水収支が予測できなければならない。そのためには

水文学的過程のすべてを知らなければならない。これが水収支は水文学の終点である

といわれるゆえんである。水収支は水文学的過程から切り離すことができない。水文

学は出発点としての水収支と終点と しての水収支の闘を行ったり来たりしながら進歩
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して行く。

上述のことから，水収支はその対象によっておのずから様相を異にするだろうこと

は容易に想像される。以下では最近目ざましく発展している水収支論の中で，比較的

おくれていると思われる山地小流域の水収支について，最近，筆者が取り扱った問題

を中心に，いくつかのトピックスを紹介する。

山地は水資源のかん養地域としての性格が強い。河川は主として山地に源を発し，

平野部の地下水もその多くの部分は山地で浸透した雨水に由来する。最近のように水

資源の問題が深刻になって来ると，水を採取する場所だけに関して考えていたのでは

問題が解決しないことがわかって来て，山地地域の水収支が重要視されている。また

人間活動の場が平地部だけでなく，山地部にまで拡大されるに従い，山地地域での水

利用の需要が増大し，また山地災害の防止や生態学的な観点からも水収支に関する知

識が求められている。

小流域ではすべての水文量が時間的にも空間的にも変動しやすい。また地質，地

形，植生などの効果がより生の形であらわれる。そのために，純粋に学術的な目的の

ためには小流域が好んで・対象とされる。しかしながら小流域ほど個別性が強く，例え

ば岩質が同じでも，たまたま割れ目が流域内を通過しているか否かで流出率がまった

く異なるということがあり得る。そのため，ある小流域の水収支特性がその地域の水

収支特性を代表するかは大いに疑問であるヘ

山地小流域の水収支を解析するのに十分な精度をもっ長期間の観測データは大学の

演習林，農林省や建設省の試験流域など，ごく限られた数の流域でしか得られていな

い。大多数の場合は観測期間が短かかったり，観測項目が少な過ぎたり，測定精度が

十分でなかったりするため，そのようなデータから水収支を totalに解析することが

できない。しかし問題を水収支のある特定の側面に絞れば，このようなデータを使っ

て解析をおこなうことも十分可能である。

2. 降雨と流出

流域の水収支において「収Jに当たるものは降水だけである。降雨だけを問題にす

ると，雨量は雨量計によって「地点雨量」として測定されるが，われわれが知りたい

のは「流域雨量」である。したがって，流域内の何ヵ所かで地点雨量を測定し，それ

から流域雨量を推定することになる。この場合，流域面積が小さいほど流域内の地点

雨量の変動は小さく，流域面積の推定は容易になる。しかし，水文学的には小流域ほ

ど降雨に対するレスポンスが速いので，短時間雨量（10分間雨量とか 1分間雨量な

ど）が問題になる。例えばIOmmの雨が10分間の聞に一定の強度で降っても沢に水は流

れないが，その雨がある 1分間に集中すると大出水になったりする。一般に短時間の

強雨は雨域がせまく，しかも移動することが多いので，空間的な変動が大きい。大流
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田上山地の 2地点における日雨量の比較2) 5) 6) 

（昭和43年7月～44年7月）
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域ではこのような降雨の効果は時間的にも空間的にも平均化され，全流出量における

重要性は小さいが，小流域では無視できない。第 1図と第2図に滋賀県田上山地で得

られた， 500mほど離れた2地点の日雨量と時間雨量の相関を示す（そのうち 1地点

については建設省2）による）。 日雨量はほぼ同ーと見なし得るが，時間雨量はかなり

ばらつく。このことから短時間雨量ほど微細な空間分布をもつことが推測される。一

般的にいって，流域内の雨量計の数が同じなら，流域雨量の推定は，大流域→中流域

→小流域へとしだいに容易になって行くが，ある限界を越えて流域面積が小さくなる

と，再び困難になって行くように思われる。したがって，非常に小さい流域に関して

は，流出機構がかなりよくわかっている場合は，河川流量から流域雨量を推定するほ

うがよい場合があり得る。

山地流域では雨量計の設置場所が問題になる。雨量計は設置しやすい場所に設置さ

れる傾向が避けられないため，結果的に雨量の空間分布に対して偏りのあるサンプリ

ングをすることになる。雨量計の測定値に対する地形や樹木の影響は重要であり，か

つ解析が困難である。樹冠の下に設置された雨量計はきわめて局所的な変動をこうむ
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第2図 田上山地の 2地点における時間雨量の比較的目的
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第3図上賀茂地学観測所構内の降雨流出観測jプロット平面図8)

⑥ー→0 斜面下方 ト→⑤

② 

I Om 

⑤→0 併ーベ⑤

（注） ①レンガの囲い，②試験斜面，③集水樋，④集水タング，

⑤自記雨量計，⑥記録計ハウジング，⑮～⑧非自記雨量計。
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第4図 上賀茂地学観測所構内の降雨流出観測プロット周辺の

雨量計読取値の比較7)
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（注）横車由 （Pv）は自記雨量計。

る。京都大学上賀茂地学観測所構内に設けた降雨流出観測フ。ロット 引のまわりには第

3図に示すように雨量計を設置したが，一雨ごとの測定値は第 4図に示すように大き

くばらついている。ここでPvは自記雨量計， fミ～Psは非自記雨量計である。最大で

5mほどしか離れていないこれらの雨量計がこれだけ異なる雨量を示すのは明らかに

樹木の影響のためである。

次に河川流量であるが，山地の小河川では水深が小さく，河床変動が相対的に大き

いので，自然状態のままで測定した水位から流量を求めるのは適当ではなく，せきな

どを作る必要がある。そうすると背水域に土砂がたい積して測定誤差の原因になるの

で，土砂をトラップする設備が必要である。また出水時と低水時の流量の比が大きい

ので測定 range はかなり広くなくてはならない。こういうわけで水収支の解析に耐

えるためには，かなり大がかりな量水設備が必要である。この他に流量の短周期変動

がいちじるしいため，そのような変動を十分読みとれるような自記記録が必要であ

る。また観測期間もできるだけ長く（理想的には数十年間）， 欠測がないように注意

しなければならない。

ある期間の総流出量とその期間中の降水量の比率を流出率という OJI］の定義もあ
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る）。降雨と流出の間にタイムラグがあるほか，流出量は降水以外のいろいろな条件

の関数でもあるので，流出率は時間とともに複雑な変化を示す。 しかし十分長い期間

をとると，この値はある一定値に収束することが期待できょう。ここでは仮にこれ

を「極限流出率」と呼ぶことにするが，流出率を流域のコンスタントとして見る場合

はこの値が必要である。流量観測だけからこの値を求めるためには，おそらく数十年

以上にわたる連続観測を必要とする。しかし，流出の発生機構に関する知識があれば，

より短期間のデータから極限流出率を求めることが可能であると思われる。

権根4）はわが国のいくつかの実験流域の毎年の水収支を吟味して，年流出量，年降

水量およびそれらの比（流出率〕は年々変化するが，年蒸発散量（年降水量と年流出

量の差として計算）はほぼ一定であることを見出している。この場合，貯水量変化を

無視した水収支の式は，年間の降水量，流出量および蒸発散量をそれぞれ Py, Qy, 

Eyとすると，

Qy=Pv Ev －－・・・…・・（2)

したがって，年間の流出率 h は，

rv=l－乏し－ ・・（3)
~ y 

ここで Evは一定であるから年降水量 Pvの変動に関する知識があれば（3）式を統計

学的に処理することにより ryの期待値（すなわち極限流出率）を求めることができ

る。

さらに短期間のデータから極限流出率を求める試みとして，月ごとの降水量と流出

量をプロットした例を第5図に示す。この図で＋印のプロットは降雪期のもので，降

水量の｛直は信頼できない。特に降水量または流出量の多い 3つの点は6～9月のもの

で， 6月末の大雨の流出量への影響が7月まで尾を引いたため，各月の流出率は大き

く変動している。しかしこのような特別の事情を含むプロットを除外したり，平均化

したりすると，全体としてある直線のまわりに点が集まることがわかる。このように

して月降水量と月流出量の間の経験的な関係式がが得られると，これをもとにして極

限流出量を推定することが可能である。この図では月流出率は月降水量に比例する。

これは滋賀県田上山地のはげ山地域に設けた滝ヶ谷実験流域目的で得られたデータに

基づくもので， 土擦がきわめて乾燥しているため，蒸発散が土壌水分に（Lたがって

降水量に）大きく依存するという特殊な条件の反映である。この図では平均的な流出

率が 100%を超えるが，量水ぜきの設備が不完全 （特にたし、砂の影響が大きい）なた

め，流量が過大評価になっているためと考えられる。この方法はいつもうまくいくと

は限らないし，極限流出率の推定も不偏推定ではない。

流出率は流域の水収支の特性を大まかに表現するのに適当な量である。 しかし詳細

な議論に際しては流出に関する法則性を知らなければならない。降水は大まかにいう
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第5図 滝ヶ谷実験流域の月降水量と月流出量の関係
（昭和42～44年）
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と，蒸発散，直接流出，中間流出および基底流出の各成分に分割される。したがって，

これらの各成分の形成機構を知ることが重要である。

3. 流出の各成分

(1) 直接流出は降雨に際してただちに河川流量を増加させる流出成分で，地表面の

上を流れる表面流出がこれに対応すると考えられている。表面流出は降雨強度が浸透

能を超えた時に発生するが，林地斜面では落葉層や腐蝕土層など，空隙に富む物質が

地面をおおっているので，純粋の意味での表面流出はめったに存在しなし、。しかし渓

岸の裸地や草地，道路，けものみちなどでは表面流出を生じ得る。表面流出の発生域

は一般に降雨強度とともに拡大する。通常の流出解析では，

（表面流出）＝（降雨強度）ー（浸透能）……・・……（4)

という関係を使う。ここで浸透能は初期土湿と前駆雨量の関数であるが，流域内のど

こでも一定値を取り，降雨強度には依存しないと仮定される。この式は山地小流域に
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第6図 上賀茂地学観測所構内の降雨流出観測プロットで

得られた降雨強度 （P）左流出強度 （Q）の関係η

Q 
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（注） 単位は10-•mm/min .

関しては観測事実とあまりよく合わない。上賀茂地学観測所構内の降雨流出観測プロ

ット（第3図参照）における降雨強度と流出強度Qの関係を第6図に示す。多くの降

雨に対するこのようなグラフが平均的！こは，

Q=O. 717P-1.4mm/h・ …… － …・・（5)

が成立することがわかる。第7図には大阪府亀の瀬地すベり地の渓流（後掲第11図参

照）における一雨ごとの降雨量と直接流出量の相関を示す。点のばらつきが大きい

が，直接流出量は降雨量にほぼ比例する（降雨量の約10%に相当）ことがわかる。前

述の田上山地の実験流域では林地と裸地（苗木が植えられている）が混在している

が，そこでは直接流出量は降雨量と直線関係にはなく，直接流出率（直接流出量／降

雨量）は第8図に見られるように降雨量とともに直接的に増加している。これは瞬間

的な直接流出率（流出強度／降雨強度）が降雨開始時には小さいが，しだいに増加し

て行くためである。この場合，瞬間的な直接流出率はその時刻の降雨強度には依存し

ない。このような直接流出の特性は141式で表わされるような流出特性と第6図および

第7図に示されるような流出特性の中間的なものである。これはおそらく田上山地の

山腹斜面が林地と裸地の斑状の混合より成り立っているためと考えられる。したがっ

て植生状態が良好な山地小流域の直接流出については，一雨に対する総量についても

瞬間的な値（強度）についても，

（直接流出）＝（降雨）×（直接流出率〕……・・・ー（6)

という表現の方が141式よりも実用的であるように思われる。ただし降雨の初期には樹

木などによるしゃ断や，地表面をぬらすために必要な損失量を控除する必要がある。
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亀の瀬地すベり地の清水谷流域の降雨量と直接流出量の関係15)第7図 ． 
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第9図 滝ヶ谷実験流域の渓流から運び出される溶存シリカの最：（縦軸）と

i美流流量（横軸）の関係5)
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(6）式の物理的な意味については，落葉層や腐蝕層など地表面構成物質の水の流れに対

する異方性（斜面に平行な方向に流れやすしそれと直角方向には流れにくい）によ

るという考え7）が提案されているがまだ定説にはなっていない。

直接流出は通常ハイドログラフにおいて他の流出成分から容易に分離できるが，こ

れが純粋の表面流出かどうかを確かめるのは困難である。しかし場合によっては河川

水の水質からこれを確かめられる場合がある。第9図に上述の滝ヶ谷実験流域で得ら

れた渓流流量と溶存シリカの輸送量 （濃度と水の流量の積）の関係を示す。通常な溶

存シリカの濃度はほほ．一定なので，両者は比例関係にあるが，台風による大雨のため

長時間にわたって直接流出を生じた1967年8月22～23日の場合は，溶存シリカの濃度

の低い水の混入のため，途中から折れ曲った線を呈している。この現象は直接流出成

分と基底流出成分がそれぞれ 7.5mg/lおよび 12.5mg／£の渡度の溶存シリカを含有

し，これらの混合によって渓流の水が形成されていると考えることによって，ほぼ完

全に説明できる。直接流出成分が7.5mg/lの溶存シリカを含んでいるということは，

この流出成分が純粋の表面流出ではなしいく分土壌層の中をくぐって流れて来た水

であることを意味している。
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直接流出は流量変動がはげしく，濁度が大きいなどのために，水資源として利用す

ることができず，一種の損失量として取り扱われる場合も多い。しかし貯水施設によ

ってこの成分を利用しようとする場合や，取水口 iこ濁水が流入しないよう，直接流出

を排除する場合などには，直接流出に関する知識は重要である。

(2) 中間流出はハイドログラフにおいて，直接流出成分と基底流出成分の中間的な

流出成分が見出される場合に名付けられるものである。林地斜面では表土層は一般に

成層構造をしているので，浸透雨水は境界面でせき止められて側方流れを生じ得るこ

とが理論的町にも経験的9）にも知られている。このような流れ（皮下流出 subsurface 

flow）が中間流の起源であると一般に考えられている。その他，地下水流出が非線型

な挙動を示す場合は，その一部が見かけ上別の流出成分となり，中間流出と見なされ

る場合もあり得る。中間流出成分は流出解析においては重要であるが，水収支に関す

る限りは，個々の場合に応じて，これを直接流出または基底流出に含めてしまっても

構わない。この流出成分が流域内の特定の貯留（局所的な地下水，浅層の一時的地下

水，不飽和土壌水など〉の放出による場合には独立した取り扱いが必要である。

(3) 基底流出はハイドログラフの中でもっとも変動が少ない成分で，無降雨期には

河川流のすべてを占める。そのため，水利学的にはもっとも重要な成分である。無降

雨期には基底流出量は時間とともに指数関数的に減少する。伏流水や地下漏出がある

場合には指数関数的にならないことがあるが，流出の合計は指数関数的変化をすると

考えてよい。小流域ではハイドログラフはしばしば基底流出を欠くが，これは地中に

雨水が貯留されないため， 基底流出を全然、生じない場合もあり，また流量がある値以

下になると流出はすべて伏流水や地下漏出の形をと るため，河川流量がゼロになる場

合もある。逆に隣接流域からの地下水流入のため，流域雨量に見合う量よりも多量の

基底流出を生じる場合もある。

基底流出は従来，地下のどこかに地下水として貯留された水が徐々に放出されるも

のと考えられ，しばしば地下水流出と呼ばれて来た。実際，このようなモデルによっ

て流量の指数関数的な減少やその他の流出特性をうまく説明することができる。 山地

小流域では， 数学モデルとしてはそのような地下水貯留を想定することはできても，

地下水貯留は実在しない場合が多い。例えば山腹斜面で地下水の存在が確認されて

も，地下水面は山腹斜面に沿って大きく傾斜していることが多く， この場合は地下水

補給がない限り，地下水貯留は急速にゼロになり，ハイドログラフ上で見られるゆっ

くりした指数関数的減少を説明することができない。このような場合には地下水は絶

えず不飽和土壌水によって補給されていると考えなければならない。すなわち，基底

流出は本質的には不飽和土壌水の貯留に起因するということである。

滝ヶ谷実験流域の基底流出の減衰曲線の一例を示す。基底流出は大きくうねりなが

ら，平均的には指数関数的に減少しているが，好天時には減衰がし、ちじるしく，曇天
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第10図 滝ヶ谷実験流域の基底流出のてい減特性S】
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時には減少が少ないことから，この「うねり」が蒸発散の直接的な影響を受けている

ことが想像される。山腹斜面で地下水の存在が発見できないことと考え合わせ，この

実験流域の基底流出は不飽和土嬢水によってかん養されているものと考えられる。

基底流出の形成についてよく知るためには流域の地質構造をくわしく調査し， それ

に基づいて地下の水の貯留と流れを検討する必要がある。この点、に関してはこれまで

十分な努力がなされて来たとはいいがたい。そのため，基底流出は多くの場合ブラッ

クボックスの域を出ていない。

4. 土壊水の収支

山腹斜面または山地流域における土壌水の収支は，蒸発散，中間流出， 基底流出な

どの推定に際して重要である他，土壌水分は植物の生育と密接に関係しているので，

農学の分野では直接的な重要性をもっている。

土壌水の貯留景を定量的に評価するのはきわめて困難である。それは土壌水分が 3

次元的な， しかも複雑な分布を示すためである。特に山地では土地に起伏があり，そ

れに伴なって土壌や植物の状態が複雑な変化を示すため，少数の地点における測定値

から 1つの山腹斜面または小流域の土嬢貯留量を推定することは不可能に近い。しか

し土壌水分の時間的な変化は，場所によってそれほど極端な差はないであろうから，

土嬢水の貯留量の時間的な変化を推定することは可能であると思われる。

土壌水の流れを評価する場合には，拡散の式または不飽和の場合に拡張されたダノレ

シーの法則を使用する。前者の場合には土嬢水分の勾配と拡散係数の値が，後者の場

合は土壌水のポテンシアノレ（水頭）の勾配と不飽和透水係数の値が必要である。 しか

し土嬢水分または土壌水のポテンシアノレの測定に際して，土壌水と71¥U定素子のコンタ
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グトの状態は一定にできないので，それらの勾配の測定値は大きな誤差を含み，勾配

の方向さえ確かでない場合も少なくない。そのため，土壌水の流れを評価する場合は，

土壌水分の実測によって土壌水貯留量の時間変化を推定し，これと水収支式を結合し

て流れを計算するのが一般的にはもっとも確実である。最近は土嬢水の fluxの直接

的な測定方法の開発も進められているω。

滝ヶ谷実験流域の山腹斜面の一地点で中性子水分計によって土壌水分のプロフィ ー

ノレを測定し，これが流域全体の平均的なプロフィーノレに等しいというきわめてラフな

仮定のもとに土壌水の収支を推定した結果を第 1表に示す。この表では推定値を吟味

するために，渓流の基底流出が土壌水によってかん養されていると仮定した場合の渓

流流量の計算値と，量水ぜきで測定した渓流流量が示されている。この計算は次の水

収支式に基づいている。

'1M=P-Eも－Q…………・・（7)

ここに JMはある期間中の土壌水貯留量の増加，P,Etおよび Qはそれぞれその

期間中の降水量，蒸発散量および渓流流量（積算値）である。この式は直接流出があ

っても成立する。 Etを推定するための適当なデータがないので，同じ田上山地の別

の実験流域。｜｜向試験地）で蒸発散能の計算値をもとにして推定されている月蒸発散

量川をもとにして推定した。その結果，渓流流量の計算値と実視lj値はオーダー的には

一致している。

上の例からもうかがえるように，土壌水貯留量の推定および土壌水の出入りのうち

蒸発散量の推定における困難のために，土壌水の収支に関する議論は多くの場合，定

性的な段階に止まっている。

5. 地下水の収支

山地の局地的な地下水は，山間地域の小規模な（浄水設備をもたない）水道の水源

として，また地すべりや山崩れなどの山地災害の原因をつく るものとして，最近注目

されている。平野地域の地下水が平面的に分布しているのに対して，山地の地下水は

特定の地点にのみ存在し，地下水流も水脈という形で線状に存在する場合が多い，そ

第 1表 滝ヶ谷実験流域の不飽和土壌水の収支（昭和49年） （単位： mm)

期 間 I p I JM I Et I Q（計算値）IQ（実測値）

10月31日～11月2日 c.o Iー 34.引 8.4

11月2日～11月11日 12.3 Iー 135.7I 37.9 

11月11日～11月15日 c.8 Iー 17.6I 16.9 

10月31日～ 悶15日 1 12.3 I - 187.s I 63.2 

26.1 

110.1 

0.7 

136.9 

25.6 

83.3 

30.。
138.9 
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のような場合，地下水は湧水などの形で唐突に人の目にふれるだけで，その全体像は

まったくわからないので，きわめてミステリアスな印象を与える。山地地下水の調査

はまず地下水脈の探査からはじまるが，それだけでもたいへんな仕事なので，次の段

階である水収支の調査まで到達する例は少ない。

山地の地下水，特に局地的な地下水はきわめて特殊かつ個別的な態様で存在する。

そのため，これを調査する方法も画一的なやり方ではとてもだめで，現地のいろいろ

な条件に合わせてもっとも適切な方法をくふうすることが必要である。

第11図に大阪府亀の瀬地すべり地の代表的な縦断を示す。この地域は大むね主主岩の

花岡岩とそれをおおう火山岩類より成っている1ヘ上部にある風化安山岩は透水性が

高〈，下部の凝灰岩，凝灰角際岩および花関岩は不透水性であるため，不圧地下水が

風化安山岩中に存在する。しかし風化安山岩中には凝灰岩がレンズ状または薄層状に

はさまれているため，地下水爆布や宙水も生じている。第11図で地下水面と している

ものは不圧地下水に貫入していると思われるボーリング孔の水面をつないだものであ

るが，宙水の水面をあらわしている部分があるかも知れない。 しかしながら，このよ

うな地質条件は山地地下水に関しては特別に単純で取り扱いやすいケースに属する。

この地すベり地の西端部の清水谷と呼ばれる小渓流の近くで， 化学薬品を用いてお

こなった地下水追跡の結果を第12図に示す。ここで黒丸は投入孔（それぞれ別の時期

に投入）， 白丸は検出孔を示す。この地すべり地ではきわめて高密度で調査ボーリン

グが掘られているので，地下水追跡は特別やりやすい場所である。第12図の矢印は投

π1 

300 

200 

100 

第11図 亀の瀬地すべり地の地質断面図15)

回 安山岩

図 凝灰岩

田 角磯岩

田 花開岩

500 1.000 m 
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第12図 亀の瀬地すべり地における地下水追跡の結果

ム トメショ山

包

4,210 

（注） 番号はボーリング孔番号をあらわし，記号

は第14図の地点と一致する。



第13図 亀の瀬地すべり地の地下水の主要溶存イオンの構成を示すダイアグラム15)
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入されたトレーサーが検出され，この方向の地下水流が存在することを示している。

しかし地下水の流れの中では分散現象が顕著であるため，いろいろな方向でトレーサ

ーが検出され，地下水脈の方向は一意的にはわからない。またボーリング孔と地下水

脈の関係が復雑であるため，もっとも高濃度でトレーサーが検出された方向が地下水

流の主方向であるともL、い切れない。そう し、 うわけでトレーサーによる地下水追跡は

地下水流に関してばくせ’んとした情報を提供するにすぎない。

第13図にボーリング子しから採取した地下水の中の溶存イオンの構成をあらわす三角

ダイアグラムを示す。この図でso‘ーイオンのノミーセンテイジが広い範囲にわたって

変化しているのが特徴的である。 Clーイオン量は少ないがほぼso，－－イオンと比例し

ている。この地域では so‘ーイオンの濃度は浅い地下水ほど高く，深い地下水では

Hco，－イオンの方が卓越する。これは so，－－イオンが火山起源、のものではなく，こ

の地すベり地が果樹園として利用されているため，肥料として撤かれた硫酸塩に起因

するものと考えられる。以上の考察から地下水中の Hco,-;so，－ーの存在比が地下水

の性格をあらわし， so，－の割合の多い地下水はこの地すべり地内で浸透した雨水に

よる循環性の浅層地下水， HCo，－の筈lj合の多い地下水は比較的深層の停滞性の地下

水（起源はよくわからない）であると考えられる。このようにして各ボーリング孔の

水を分類した上で第12図を見なおすと，地下水は主として清水谷に近接した部分を流

れていることがわかった。

清水谷の上流から下流にかけて多くの地点で流量を測定して見ると，かなり複雑に

変化していることがわかった。第14図にはある時期における清水谷とその付近の湧水

の流量調査結果と，第12図に示した追跡結果を調和させるように作った清水谷周辺地

域の地下水流系図を示す。この図で矢印は表流水を二重矢印は地下水流をあらわす。

A, B, C，…－－－の地点番号は第12図のそれに対応する。

このよ うにして地下水流の大まかな姿が判明したので，清水谷流域の水収支を推定

することが可能になった。その結果を第 2表に示す。ここで降水量は昭和41年の値で

あるが，これはほぼこの地域の平均年降水量に等しい。渓流の流出量（直接流出と基底

流出に分離される）は清水谷における観測データに基づいている。湧水の量は数回の

測定値を平均した値に基づくものである。蒸発散については参考書1叫に基づいて降水

量の30%としたが，やや過小評価になっている疑いが強し、。このため，この表は水収

支のごく大ざっぱな姿をあらわすにすぎないが，降水量の半分ほどが地下水のかん養

にふり向けられ，そのうち 3分の lほどは湧水となって地表に排出されるが，大半は

人の目にふれないまま地すベり地の末端部をなしている大和川に地下流出の形で流出

している ものと考えられる。この地すべり地における地下水流と地すべり現象の聞の

力学的な問題については十分明確にはされていないが，このような大量の地下水が常

時流れていることが地すべりの原因になっていることは十分考えられることである。
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（注）

そこで建設省大和工事事務所によって山腹斜面に排水ト ンネノレが施工され川，第 2表

のD項に評価されている地下水量のかなりの部分が人工的に排除されている。

あとがき

以上筆者の乏Lい経験を中心に，山地小流域の水収支について調査する場合の問題

について，いくつかのトピックスを紹介した。重要なことは，個々の対象流域の条件

6. 
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第2表 亀の瀬地すベり地内の清水谷流域の水収支表15)

（昭和41年）
（単位 lO'm') 

A 降水量（1,341mm) i 504 

B I表流水 I 87 
｜ 表面流出 （降水量の10%) ' 50 

I 基底流出（平均lOOm＇／何 ） I 37 

c I蒸発散（降水量の附 ） ｜ 附

D I 地下水かん養量

湧水からの流出

地下水流出

ny
唱

L

O

O

A
吐

oo
po

つ＆

1
4

（地質，地形，水理など） lこ合った調査法，データ解析法を採用することである。最

近は調査例も増えて来て，これらを参考にすることも有用であるが，ある流域で成功

した方法を別の流域に機械的に適用することを避け，対象流域の陸水の流れの系を正

しく把握することに努めなければならない。この場合，最初に水収支をきちんと書い

て見ることが有効である。第 l段階では（1）式そのままの抽象的な表現でもよい。これ

から出発して，調査を進めながらこの式をより具体的な形に書き変えて行くわけであ

る。また流域全体の水収支だけでなく，サブシステムを構成する水の貯留についても

水収支式を適用する。このような方法によって，何が既知となり，何が未知であっ

て，何を調べなければならないかをかなりよく 見通すことができるし，とんでもない

誤りにおち入ることを避けることができょう。
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