
  
  農用地下水利用の現況とその地学的成立

  誌名 水利科学
ISSN 00394858
著者名 山本,荘毅
発行元 水利科学研究所
巻/号 6巻1号
掲載ページ p. 1-13
発行年月 1962年4月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



---

／戸建府地下水利用の現況とその地学的成立

---
山本荘毅

緒言

筆者はかつて最近における農業用地下水の利用現況につし、て述べたことが

ある。 このもとになった資料は農地局の調査したものによっているが，中に

はなお現地調査によって補正を加えなければならない ものがあるようであ

る。今回はL、まだこの調査を行なっていないが一応，この資料を用い ること

にし，多少問題を残すものについては論じないことにしたの

現在における農用地下水の利用状態は長レ過去の歴史をも っており，農業

水利の展開という観点からもおもしろい問題を含んでし、ると思われる。しか

し，この資料をみると， “地下水利用を行なってし、る地域は地下水利用を行

なわ苫るを得なし川自然的な環境に適応しているにすまない観がある。本稿

：立このような観点から日本における農用地下水利用の現況を地学的な観点に

たってP 立地論的に分析しようとするものである。

1. 地下水利用の現況

日本における良用地下水の利用率は最近，増大の傾向にある。 しか し，地

下水による濯波面積は約19万haであって，全体の 4%にしかすぎなレから濯

淑用水源としては必ずしも重要であるとはし、えないかもしれなし、。にもかか

わらず，筆者が日本農業と水利用において述べてし、る如く 3 ある地域におい

てはどうしても水源を地下水に求めざるを得ない事情にあるのである。水田

の水源としては干拓地におけるものがそれで現在干妬地の20～30%がその水

源を地下水に求めている。つぎに扇状地やデルタの先端がこれに属し，台地

や火山山麓の開田，あるいは砂丘を含めてこれら地域の畑地濯減には地下水
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を利用せざるを得ないのである。

わが国における地下水利用の現況をみるため，地下水による濯概面積の分

布をみれば第 1図のようになる。この中に北海道の資料は含まれていない。

第 1図をみてわかることは 1）地下水利用の多いのは愛知，岐阜，福島p

滋賀，秋田，栃木，群馬の諸県である， 2）大部分が水田濯減用水である， 3)

第 1図 日本における地下水による滋波面積の分布

I O.OOOho ( ....ト水団
一＼畑1也

2.000ho O 

500ho 。
以下

第 1表 地下水による液政面積
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君手 馬 9,061 4,414 

（単位： ha) 

積

1面

む地
同畑

450 

96 

11 

352 

204 

280 

4,647 



山本．農用地下水利用の現況とその地学的成立 3 

畑かんの水源としての比重の大きいのは群馬，山形，福岡，山梨，千葉，大

阪の諸府県である（第 1表）。これらの現況につし、て，多少注釈をつければま

ず面積に関して愛知，岐阜，滋賀の地下水濯概は昔から有名で，主として水

田の主濯淑用水または補給用水として用いられている。しかし福島，秋田に

関しては緒言でも述べた如く，多少検討の余地があり，資料のとり方ととも

に現地における実地調査によって確認しなければならないものがある。

地下水による濯減面積の多L、県における用途は原則的に水田濯概用のもの

が多い。畑地溶液の用水源としては最近急にその需要が増加してきたが，こ

こで注目されるのは福岡の場合で福岡における地下水利用は畑かんの名目で

開田してし、るものが相当ある。

日本における農業用地下水利用の現況を地学的に分析するに当ってP まず

代表的な地域として愛知県と栃木県とについて考察を行な＼，＇，これから帰納

された結果が他の地域の立地に妥当するか否かを検討することにしたい。

2. 愛知県における地下水利用

愛知県における主要地下水利用地域はっき、の 6地域に大別される。

第2図 愛知県における地形と井戸の分布
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( i) 木曽川下流テソレタ地域（日光川・鍋田川沿岸）

( ii ) 矢作川下流テソレタ地域

（面） 春日井から東郷にし、たる台地地域

(iv) 豊川右岸台地地域

( v) 渥芙半島台地地域

(vi) 知多半島丘陵地域

(vu) その他の地域

愛知県の地下水利用は豊田市における集水暗渠のような例を除き深井戸と

浅井戸とに大別される。しかし，深井戸によるものが絶対に多く，浅井戸に

よるものは宝飯郡の一部〔（iv）地域〕や葉栗郡， 丹羽郡の一部〔（vii）地域〕に

あるだけである。深井戸の多L、のは木曽川下流デ／レタ〔（ i ）地域〕や矢作川下

流テ、ルタ〔（心地域〕のようなデノレタ地域と台地地域〔（面）' ( v）地域〕と丘陵

地域（vi）とである。

木曽川デノレタの深井戸地域はだいたい海部郡，津島市でここには口径150mm

以上の深井戸が75眼以上あり，口径 150mm以下の深井戸は 370眼以上ある。

これらの井戸は自噴性のものが多く大口径のものはボアホーノレ ・ポンプを装

備しているが小口径のものは渦巻ポンプを装備してし、あ。深さは概して深

く， 100～330 mの範囲で，デノレタの尖端にし、くほど深くなる傾向がある。

木曽川デノレタ地域は輪中ないし，新規干拓地であって，水量の豊富な濃尾

三川をもっているがこの部分では潮入河川であり，もし河川水を使うとすれ

ば勾配の上からも相当上流から導水しなければならず，そうすれば既得の水

利権と競合するため，地下水利用が強制されている地域である。

矢作川デルタの深井戸地域は幡豆郡で口径 150mm以上の深井戸が10眼以上

あり，自噴性のものが多く，深さは 100m程度を主とし最大 160m である。

この地域の－深井戸の特色は小口径（70mm）で 30～60mの深さのものが多く，

その数は 1,000眼をこえている。

矢作川デノレタ地域も干拓地が多く，ここは矢作川の下流であるが矢作新川

も古）｜｜も水量は非常に少なく，潮汐河であるため，地下水利用を強制されて

いるのである。

台地における深井戸地域は，伊勢海を取りまく構造盆地の周辺部に発達す

る台地に存在してし、る。この地域の深井戸は口径からすると 300mmのものと
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75mmの2グループになり， 深さは100mどまりのものと200m位のものとが

ある。深さ l00 m どまりのものは洪積層から， i*l、ものは洪積一一鮮新層か

ら採水してし、る。この地域も河川に恵まれてL、ないし，遠くから導水できる

司能性も少なく，タムの築造にも適地がないため濯減用水の水源を地下水に

依存しているのである。

同じ台地でも渥美半島における深井戸地域は半島の頚部と本体部では様子

が異なり，頭部では比較的洪積層のl手さが厚いため，深さは深く， 100～150

mであるが先端にいくにしたがって基盤岩が露出するので，浅く 30～80mに

なる。小口径のものが非常に多L、。ここは細長し、台地で全然河川に恵まれ

ず，ダムも大きなものは築造できなく，豊川用水の長距離な導水も全部を潤

おすにし、たらなし、ため，地下水利用を行なってし、る。豊川右岸の台地は浅井

戸が多い。ここは段丘状の洪積台地である。

会r1多半島はず「第三紀層からなる丘陵ないしは台地で地学的な条件では地質

が古いだけ渥美半島より悪く，地下水に依存してL、た。愛知用水が完成した

ので，その様相は一変することと忠われる。木曽川扇状地上に多少の地下水

利用がみられるが，ここは水量が豊富でしかも農業水利事業が発達している

のでむしろ例外的な水源でしかあり得ない。

これを要するに愛知県におし、ては， (a）河川のデルタの尖端， ( b）広大な

洪積台地， ( c）半島状の洪積台地， ( d）丘陵等が主要地下水地域になってい

あ。デノレタの尖端は地表水に恵まれながら使用できなレ地域であり，広大な

洪積台地（土台地が広大に展開することそれ自身，河川のないことを意味し，

同時に大規模なダムの築造が地質的に困難であり，半島状の洪積台地は狭長

なため河川がなく，地質的にダムの築造の困難なところである。丘陵地帯も

河川｜にf主恵まれてL、なし、のである。

3. 栃木県における地下水利用

日本における代表的地下水地域の第 2の例として栃木県について考察を行

なう。第 3図は栃木県における地下水利用の状態を示している。第3図をみ

てすぐ気のつくことは（1）深井戸が非常に少ない (2）集水暗東が非常に多

レ， (3）これらの分布がある部分に集中していることであろう。

栃木県における地下水はもっぱら水田用の水源にあてられている。畑地濯
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第 3図 栃木県における地形と地 F水の分布

。深井戸

＠同上（畑かん用）

0 浅井戸

・向上（畑かん用）

企集水町渠

殺用の水源としては主として南部においてボツボツその利用がみられるにい

たった程度である。

浅井戸は主として，（1）那須野におけるもの，（2）栃木市付近におけるも

の，（3）葛生，佐野市付近におけるものに 3大別される。

那須野は大きな扇状地であって東端を限る那珂川はコツレジュをなすため，

この水は利用できず，西端を限る第川には表流水が少なし、。扇状地上を流れ

る蛇尾川は伏流河川であるため水がない。井戸の多いのは下部扇央～扇端部
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第 2表那須野におけるポ ンプの増加

年 代 4口3、 数

昭和 27年以 前 約 800台

// 2 7 278 

// 2 8 159 

// 2 9 201 

// 3 0 357 

// 3 l 462 

// 3 2 469 

メ仁ミコ 言十 2,746 

である。県の統計によれば深井戸に分類してある如く， 深さは30mくらいの

ものが多く，ボアホーノレ ・ポンプを装備してある。最近，井戸の増加がし、ち

じるしく，その状況は第 2表に示す通りである。揚水機の台数 2,746台に対

し全馬力数は l万 590巾であるから平均 l台当 りの馬力は約 4馬力である

（ボアホーノレ・ポンプは口径lOOmm,10馬力が多い）。 濯波面積は補給開田を含めて

4, 151町歩におよんでし、 る。なおこ のほか那須扇状地の扇端部には湧水が多

く，現在調査されているだけでも89個所，総湧水量 4.93m3/sにおよび 556町

歩を濯涙している。この一部は後に述べる集水暗渠によって採水されてい

るc

栃木市周辺のものは沖積地にあるがあまり大きな流域をもたない荒水川式

の3 伏流河川であるため井戸によって水田濯滋用水の確保をはかっている。

井径は lm内外，深さは 5 m内外の浅井戸である。那須野と異なり 150mm内

外の渦巻ポンプで揚水し， 10馬力内外の原動機を具えている。

葛生一一佐野市周辺のものは地学的条件，採水規模からすると栃木市周辺

のものとほぼ同じである。

栃木県における地下水利用の最大の特色は集水暗渠であって，その分布は

(1）那須野におけるもの，（2）喜連川流域のもの， （3）鬼怒川流域のもの，（4)

黒川流域のも の3 (5）秋山川流域のも の3 (6）野上川流域のものに区分され

る。全体で78個所設置されている。

那須野におけるものは扇状地の扇端以下にあって暗渠の部分と明渠の部分
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とに分かれているものが多く，暗渠の部分は100～200 mの延長をもつものが

多レ。濯波面積も1個所で約10町歩である。

喜連川におけるものは延長20～50mで10町歩内外を濯概するが矢板市にお

けるものは300m, 275 mのものがあり，それぞれ235町歩，441町歩を濯渡し

ている。

鬼怒川におけるものは鬼怒川が平野にてプミ部分にあり，こ の中には河内村

白沢にある延長 1,000m，濯波面積500町歩のものと上河内村上回にある延長

1,260 m，溶液面積794町歩におよぶものがある。

黒川におけるものは延長150～500mにおよぶものがあるが， j産板前積（立40

町歩内外で鹿沼市亀和田のものが 587町歩を濯減している。

秋山川におけるものは延長 l00 m内外で10町歩以下を濯瓶しているものが

多く，葛生町のものは延長それぞれ540m, 800 mでそれぞれ24町歩＇ 19町歩

しか溶液していない。野上川におけるものはほぼ秋山川におけるものとその

規模，港紙面詰ともども似ている。

これを要する栃木県においては， (1）地表水の伏流してしまう扇状地の扇

央＇ (2）荒水川式の沖積地，（3）扇状地の扇端湧泉帯が主要地下水利用地域に

なっている。ここで他の地域と異なる特殊性は沖積低地における地下水の利

用であって，栃木県におけるこれらの低地は広大な流域をもたず，山地から

急に平野に流出した荒水川の沿岸であるため，地表水よりも伏流水が多いの

でこれを集水暗史または井戸で採水してし、る点、である。洪積台地は水田イヒ主

れていなL、ため，地下水利用は知l地濯渡を除き人られなし、。

4. 地学的にみた農用地下水地域

上に述べた愛知，栃木両県の例からも知られるように，地表水がなくて利

用できなレ上に貯沼も困難である地域，地表水があっても利用できなし、地域

等で地下水の採集が可能な場所が地下水利用地域になるのである。

これらの地域を地学的にみるとデルタ，扇状地，台地，火山性台地と火山

山麓，砂丘，その他がこれに該当する。これを略述すればつぎのようになるつ

(1) デルタ

主として沖積層からなり，砂f深層と粘土層の互層からなるため，被圧水を

匪胎することが多L、。地表水は多レが利用できなし、。この代表的な例と して
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木曽川テルタ，矢作川デルタにつレーて述べたが日本におけるデルタには扇状

地と複合したものが多レ。大井川 天竜川等の東海道式荒水川，香川県下石

川県下のものはこれらの複合型である。

(2) 扇状地

隆起扇状地を除けば沖積からなる。主として砂礁からなる扇状音15，扇央部

と粘土層の被覆をもっ扇端部からなってし、るが前者（！自由水，後者t二被圧水

を匪胎し，扇端部には自然の湧泉帯がある。地表水には恵まれてし、たし、。栃

木，秋田，iii＊，山梨，岐市， i滋賀等の内陸：盆地における扇状地上の地下水

利用がこれに属する。

扇状地上で開田や畑かんを行なう場合，何か他の原凶で扇状地上の地下水

を利用する必要がある場合には地下水を利用しなければならなし、。山形市周

辺では須川の水が毒水であるため使用できず，馬見崎川の表流水も不足なの

で30f恨の深汁一戸によって用水の補給を行なってし、るつ

(3）台地

台地lニデノレタや扇状地が隆起したものであるので地下水採水の可能性は大

a'H図 廿木市付近における井戸の分布

．・・ ． ・． ・・．． ・・.. ・’・． ． 
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第 3表 甘木市付近における地下水利用による開田事業の進捗状況

関 白 内 訳
揚水機

市町村名
28年 1 29年＼ 30年＼ 31年｜畔 I33年面積 （台）

甘木 市 368.68 12.7 27.2 158.86 86.8 77.72 325 

朝倉 村 125.60 8.0 12.0 11.45 64.0 30.15 51 

三輪村 64.92 2.6 24.1 26.0 5.55 6.67 53 

夜須 村 136.60 4.5 20.47 76.83 34.80 57 

小君下回J 92.02 51.72 40.30 231 

太刀洗町 141.84 6.20 27.70 78.54 20.30 9.1 161 

言十 929.66 34.00 163.19 351.68 251.75 14.50 114.54 878 

きい。しかし高位置にあるため地表水に乏しく透水性であるため，ダムもで

きないのでこ こで開田をするか，畑地濯淑を行なうためには地下水利用をし

なければならない。愛知県における例のほかにもう一つの例をあげる。

福岡県の甘木市付近では畑かんの目的で井戸を掘ったが，水量が多かった

ので開田にきりかえてしまった（第 4図）。昭和33年における事業進捗の状況

は第 3表の如くである。この地域における揚水機の数は 878台で総揚水量は

1日に46万 8,4l 9m3におよび lha当りの揚水量t土503m3/dであるつ年聞の経

費は平均 lha当り l万3,487円である。

(4) 火山性台地と火山山麓

火山性台地も火山噴出物の種類の厚さ，その下部に存在する不透水性物質

の種類と，その表面形態L、かんによ っては地下水が採7Jえできる。従来知水地

帯としてあきらめられてレた場所が開田されつつある。群馬県の大閥均台地

におけるもの，熊本県の花房合志台地，託摩台地における例はこの好例であ

る。託摩台地においては深さ60m，口径 250mmの深井戸を掘り， 口径 lOOmm

の水rj~ モータ ー （20馬力），で揚水して 1 5町歩の開田をしてレる。 このような

井戸が目下 6眼つく られてし、 る。

火山山麓の好例は富士山でここでは古富士泥流居の上に熔岩流あるし、は火

山砂が堆積し，その上をロームまたはす「期泥流が覆っている。熔岩流や火山

砂は帯水層となるので地下水の開発が可能である。東富士では補償工事事業

として開田を行なうため，この水源として深井戸と湧泉の利用を計画 してい

る。深井戸は口径 300～350mm，深さ 90～130mで口径 105mm, 20馬力の動力
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第 5図 弓浜における野井戸の分布

Eコ井戸数 l00/1 km2以下

EヨI00-200 

匡ヨ 200-300

置圏 300～400

~ 400以上

をもっ水中モーターで揚水するもので約35眼を計画し，その半数が完成して

いるつ

(5）砂丘

砂正は粒径の揃った砂で構成されてし、るからよい透水居である。帯水層と

しては貯溜住が少ないため限度があるが必ず利用できる長所をもってし、る。

砂丘地で井戸のもっとも多いのは鳥取県の弓浜半島で（第5図） ここでは I

～2 mの里子井戸が点々と掘られてし、る。夏季には桶で水をくみ，肩で運んで

橋の底を抜いて泣j援をするとし、う原始的方法を採用している。

砂E地における地下水利用のもっとも進んでし、るのは清水市の三保でここ

では 3～5 mの浅井戸を 7眼っくり，菩の露地栽培の濯殺を行なっている。

砂正地における開田，畑地濯減計画は各地にあり，静岡，秋田，山形，新潟，石

川，福井，鳥取，島根，福岡の各県で実施されつつある。同時に弓浜や鹿島

砂正では大規模濯海排水事業によって阿久的水源の確保に転換することを計

画してし、るところもある。

(6) その他

栃木県で述べたような沖積地で大規模な地下水利用が行なわれてL、るのは

例外であって，これは主として荒水川や伏流河川にみられる特殊な例であ

る。
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(7) 問題点（結論にかえて）

濯；現用水源としての地下水利用の現況を地学的な観点、から分tftしてみあ

と，それは地学的な条件と調和しているものが多L、。つまり地下水利用が行

なわれてし、る場所l土地表水がなし、か，あっても利用できない場所でしかも地

質の構造が地下水の賦存に都合ょくできてし、るところなのである。つまり

“地学的条件に協和的”である地域である。地学的条件に不協和的であれば

レずれ他の水源に変化せざるを得ないのである。

濯j俣用水源としての地下水利用は恒久的なものと，早魅時などの一時的な

ものとに区別されるが，恒久的なものといえども農業水利の展開という観点

から長い日で、みれば変化をするものである。もっともこの場合p 地下水利用

が安定性をもつか杏かということはもう一つの別な“経済的条件”をも考え

にいれなければならない。その結果 つぎのような模式を考えることができ

るJ

安定： t由学的協和十経済的調和

不安定
地学的協和十経済的不調和
地学的不協和十経済的調和

もっとも 地学的不協和十経済的不調和
不安定

奈良余地（？）
知多半島，弓浜半島

このような観点均、ら日本の地下水利用をもう一度分析してみる必要があ

る。

つぎに地下水利用の規模に関連して開発に問題がある。これは農業水利だ

けでなく，他の事業でも同じであるが地下水利用事業は大事業費を要するも

のでないためとかく調査がおろそかになることである。農業水利においても

地下水利用による濯海排水工事では県営の規模のものはほとんどなく，団体

営以下である。各県における実施状況をみても融資が多く，県単，新農村，

早害応急対策等が相当みられている。このため基礎調査がおろそかになり，

全般的な計画性が樹立されないとνうのが現状でこれでは近い将来必ず問題

が生ずると思われるつ

地下水資源は地上水と同じく公共性をもつべきである。地上水は流れが河

だけに限られるのに地下水は地下におし、て連続性をもっ帯水層を通じて地域

全体に連絡していることは特に留意すべき点である。亨？業費の大小に係わら
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ず調査に，計画に， 事業の実施に公共機闘が指導すべきであると，思われる。

（農林省農地局 ・農博）
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