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水収支特性の地形別類型（II)

金 子良

日 次

1. 緒 雪口量 (4) 台地における水収支

2. 水収支調査の進めかた (a）荒川北岸台地 (b）相撲野台地

(1) 水収支対象時間 (c）出島台地

121 水収支対象地威 （以下次号）

(3) 流盆測定 (5) 扇状地における水収支

(4) 地下水位調査 (a）北京市内外 (b）津軽平野 (c) 

(5) 用＃｜水 ・減水深調査 会津盆I也 ω）鬼怒川扇状地 (e) 

(6) 蒸発散量調査 前橋，伊勢崎地域 (f）釜無川扇

(7) 貯留盆変化調査 状地 (g）大井川扇状地下流左岸

3. 水収支式とその利用 (h）松本盆地 (i）土探川扇状地

(1) 山地流域における長期水収支 (6) 火山山麓における水収支

(2）余地流域および平j也湖沼の水収 (7) 水田地帯における水収支

支 (8) 広地域の水収支

（以上古＼j号所収） 4. 短期水収支 （降雨流出関係）

(3) 砂丘，砂准地域における水収支
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( 3 ) 砂丘，砂堆地域における水収支

砂丘と砂堆は地形学的には区別されるが， 水収支上は区別する必要はな

い。ただ砂丘は風の影響で比較的高く大きい起伏を もつが， 砂堆は低いの

で，内部の地下水面の盛上りかたが砂丘に大きく砂堆は小さいといえる。

砂質地では地表流出がなく ， 内部に地下水面の露出した池沼は分布しで

も外部へ地表水の逃げる排水路はないのが通例である。ただ低い砂堆地域

では豪雨時地下水位が上昇して一時的に排水路中の地表水が海へ連絡するよ

うな場合がある。

なお砂丘間低地を走る排水路は砂丘の地下水を搾って流れるが，地表水を

考えない場合の砂丘水収支はこの排水路を区域外に出して対象区域を設定す

る。

地下水分水界からの全域水収支は次のように示される。

P = E + G2+L1S・・・・・・e ・一 一 一 －－－ － …・ー ー 一 一 ・・ ・・…・ (4) 

対象区域を全域の一部に相当するブロックにとれば，

P 二 E+ (G2 G1) +L1S・・・・ー・・・…回一・・ …・・ ・・・ ・・・ ・・ー …－－ 一・ ・・ (5) 

ここに G1：この区域へ流入する地下水

G2・この区域から流出する地下水

L1Sは砂丘内池沼の 水面変化による水量を無視すれば， 砂丘内地下水面上

の土湿変化Mと地下水位変化Hに相当する水量 H・Paの和となる。 ここに

Pα ：地下水位変化部分の容気率

一般に降雨あるし、はかんがし、水による浸透水のうち地下水面まで到達した

水量を地下水補給Gとすれば， Gは次のように示される。

G= (G2-G1)-H・Pa －－一一・．．．．．．，．… …・…－－－－－－－・・・・・ー・・・…・ー（6)

砂質地では地下水面上土層のなかで・平常保水量以上に超過した水分は長く

保留できないので，降雨の影響が速やかに地下水位へ現われる。なお乾燥期

に地下水から毛管水が上昇して土接面蒸発すること もほとんどなし、。 このた

め砂質地では地下水位の測定がとくに重視され， G=Oの場合には H・Paを

知れば（G2-G1）が算出できる。

砂丘，砂堆などの均質砂層は，地下水補給Gが区域内どの部分も一様であ

り，湧出水が区域外へ地表水と して逃げることもないので，地下水流域のど
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の部分をとっても対象面積の大小に関係なく ，その区域平均深で示した （G2

-G1）の値はほぼ等しし、。この場合の（G2-G1）と地下水流動の絶対量 Gzは

一様な性質をもっとみなせる。

砂丘地では地下水位の高いほど海への地下水勾配は急で Gzが大となり，

(G2-G1）についても同じようにいえる。無降雨時の砂丘地下水位が整然と

した指数曲線的低下を示すのはこのためで、ある。

G二 Oの場合をできるだけ多く選び， 基準面上の地下水位と，これに対応

する地下水位低下量との関係をプロットすると，直線に近い両者の関係が画

かれる。この図を利用すれば任意の地下水位に対応する地下水位低下量が推

定され，これはGキOの場合にも適用できる。

すなわち地下水位を知って，その地下水位に相当する（G2-G1）を求める

ことができるO (5）式において P, (G2 G1）を既知とし，LISは土湿および

地下水位変化の実測から推定すればEを算出することができる。この際期聞

を長く とれば LISの影響は小さくなる。かくして砂丘地では水収支式からか

なり正確にある面積の平均Eを計算することができるO

新潟県北蒲原ttlS築地村一帯の砂丘幅は約2,000mで，砂丘間低地には沼が分

布し， 主要砂丘は3列で‘あって，その内陸寄り第 1列砂丘に地下水分水界が

あ り，内陸側の砂丘縁辺には排水路が走る。

1939年12月～1941年8月の問8地点において週 1回の地下水位観測を継続

し， 全期間を6期に分けて各期平均のGzを計算した （地下水分水界からの全流

域を対象にするためG1二 0）。 これによると地下水位の高い冬→春は G2=4.5～ 

5. 2mm/day，地下水位の低い，夏→冬は2.5mm/day，この中間の春→夏は2.9～

4. 9mm/dayと算出された。なおこの計算ではEの値と して冬は1.Omm/day, 

夏は2.5mm/day，春と秋は 1.5～2. Omm/dayとい う試算値が妥当と判断され

マーh」。

これを平塚の試験場が位置する古い砂丘で長期，精密に水収支計算をした

結果と比較する。対象地域は場内の気象観測露場付近で， 2つの地下水位自

記計に代表される面積は約40aぐらいである。こ こは平塚市街地の北方に位

置し標高 8mで，地下水位は地表下 3m余（十数年前は2間程度）となっており，

地下水面は市街地の方向へ1/sooぐらいに傾斜し， 反対方向へはほとんど水平

である。
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第8園 地下水位一地下水位低下関係の経年変化（平塚，試験場内）
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第 9園 地下水位変化曲線（平塚，試験場内 1965年）
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ここで・1953～1965年の13年間にわたる記録から水収支を計算した。土湿，

容気率，気象の観測資料があり途中から斜面ライ シメ ーターの記録も得られ
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~－ a」。

地下水位変化曲線のなかで整然、と した低下を示す場合を選び，このときの

地下水位低下度と地下水位との関係をプロットすると第8図に示すように一

定期聞は直線に近い曲線にのるが，長期的にみるとある地下水位低下度に相

当する地下水位は深くなる傾向を示した。これは平塚市内工場の深層地下水

過剰揚水によって浅層地下水まで影響され，経年的に浅層地下水の水位が低

下したためで‘ある。

第8図を使用して各月旬別に求めた地下水位と地下水位変化度の関係から

(G2 G1）を推定した。容気率 Paは代表地点の実測が 0.37であったが，水

収支計算上は0.35が適当であった。土湿測定は各期にすべて実測することは

不可能であったので、平常保水量（圃場容水量）に対して最乾状態は－40mm,

最湿状態は2～ 3回以内＋70mmの超過保留のあることを標準と し気象表か

ら主として推定した。このように推定値はあるが，旬別，各月別に13年間も

連続計算して，どの場合も妥当であるためには推定値と実際との差異はほと

んど許されなし、。

第 4衰 年次別月別Eおよび E/Ep

よ~1~~u1 29 1 川 31J 32133134135 r 1371381391ペ平均｜帥

治；：：lili':f:~：I ~l l吋
0.53 

2 36 36 27 21 24 24 2 29 35 30 0.44 

3 54 54 55 59 45 47 4 37 52 48 0.54 

~~I 541 
0.53 

5 651 61 53 74 81 69 69 64: 79 78 66 0.64 

6 51 82 64 79 65 73 73 52 82 80 66 0.71 

7 66 92 91 69 85 92 91 92 93! 89 81 83 0.74 

0.72 

9 64 81 7 60 79 68 71 75 61 78 551 72 0.87 

10 50 5 6 54 48 55 62 62 51 47 59 57 0.88 

11 48 5 5 38 46 49 57 55 46 45 35; 48 0.87 

0.76 

計 1 68~ド5~ 市両再開｜ 叫叫 706！ 刈 6321 吋叫叫 伺4 1 o.67 

E／均い68¥0.67:0.判0.68:0.6中7中75:0.6中6￥科o仲村o.7oi I o. 67 
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かくして求めた年間のE, 月期jE, E/Epの値は第4表に示すとおりとな

る。

水収支計算の結果（Gz G1）の大きい場合は 5mm/day程度，小さい場合

は 1mm/day内外で年降水量が平塚は築地砂丘より小さいため当然年平均

(G2-G1）は小とな り2～3mm/day程度に算出される。

年間Eは700mm内外で、あって Eρに対する比率は0.67であり ，砂質地はロ

ーム地帯などより蒸発散がやや小さし、。

1日当りのEは低温乾燥期でlmm,高温多湿期で3mmが標準であり，

水田やかんがし、畑よりはるかに小さし、。

E/Epは冬と春に小で0.4～0.5，夏は0.7秋に大で0.8～0.9ぐらいとなる。

これは関東の気象特性に影響されているからである。

なお露場に設けたライシメ ーターの値は裸地であることと，自然の土地よ

り夏期乾燥が強く地表の乾燥被覆を生じることによって，かえって自然土層

より 小さ くなった。（昭和40年5月～41年5月のE546mm,E/Ep=0.57) 

地下水位自記計の画いた変化向線は，強雨によって急激な浸透が行なわれ

るときは，土中空気圧力の変化で地下水位が急上昇しその空気が放出され

ると急低下することを示している。また浸透が盛んな場合が土中空気が完全

に水分と置換できないで気泡が封じこまれたまま地下水位が上昇し，気泡の

放出消滅によって地下水位が急低下することがある。このような場合は容気

率か地下水位変化量を修正する必要がある。だだし例外的の現象なので水収

支計算を混乱させる ことはない。

地下水位が浅く表層があまり乾かないで，しかも地下水補給を生じてない

状態では，地下水位が毎日微小変化をしていることが観察される。これは気

温の変化にもっともよく対応し午前の気温上昇時に lcm近く低下，午後の気

温低下時に0.5cmあまり規則正しく上昇する。この現象は地下水位が2m以

上深くなってから現われなくなったので，地表における毛管力の差異が地下

水に影響し得る限度は，砂質土ではこの程度までと推察される。

茨城県東南端の鹿島灘，利根川にはさまれた砂質地5,000ha近い区域でも

水収支が調査された。長さは16km，幅2～4kmで、標高5～lOmの台地状砂

質地と20～30mの孤立した古い砂丘からなる。

地下水位は1963年6月以降19地点の日観測記録があり，地下水面は中央部
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が盛上って標高 7m程度の単純な形をなす。その勾配は中央部で1/soo～1/soo,

縁辺部で 】!too～II 150程度となっているが，これは透水係数のオーダー10-4～

10 5m/secおよび降水による地下水補給に影響されたものである。地下水位

変化は年間で lm程度で‘あり，水｛立が上昇し過ぎると畑は過湿になり掘下げ

田は湛水被害を受けるので排水路が掘られてあり，一時的に地下水の浸出水

が海へ逃げる。この水量は実測されてないので地下水位のとくに上昇した期

間だけの月降水量を参考に仮定し，各月水収支計算値の各項がすべて妥当で

あれば仮定値は正しいと考えた。

水収支計算の期間を 1年とすれば土浪変化Mをゼロとしても支障なし、。年

間のEは平塚砂質地でのE/Epを参考に，またすでfこ知られている水田のE/Ep

を使用して，銚子気象台のEρおよび水田面積率12%，その他88%から736mm

と求められた。 (1963年10月～1964年9月）

かくて水収支式における年間の Gzを算出すると607mmとなる。これを地

下水位によって各月ごとおよび5日ごとに配分した。半島状の鹿島南部地域

では地下水流動が単純に地下水位に比例する。ここに地下水流動断面は不透

層が海面下30m程度と深いので， lmぐらいの地下水位変化ではほぼ一定と

考えてよし、。

なお容気率 Paは代表地点の実測を参考としまた次のよ うな試算によって

20%と推定した。この地域における水収支式は，

P =Dz + E + Gz +.JS・・・・・ーー・ーー・・ー・・・・・・・・・・・・・・・・ ー・・・・・・・・・・・・・・ ーー（7)

LlS = H・ pa +M ・・・・・・・ －－・ー・ ・ ーー・ー・・・ ・ ・・・・ ・ーー ・・ ・ー （8)

(8）式において Paが一定ならば，（7）式から求めた.JSと（8）式におけるHとの

間には直線的関係が成立する。これをたとえは5日ごとに求めてプロットし

た場合，この点のばらつきの幅はMであり，傾きは Paでほぼ20%となるO

各月ごとに求めた Gzはl.48～1. 74mm/day，平均L66mm/dayとなるが，

他地域の砂丘標準値より小さし、。 これは Pが年間 1477mmと小さいこと，

Dzが 162mmあること， Epの大きい関係でEが他地域より大きいことにな

る。

なお平塚砂丘の地下水流動が 2～3mm/dayと地下水勾配の割 りに大きい

のは，横への流動だけでなく下方へ浸漏するからである。 築地砂丘は2.5～

5. 2mm/dayと大きい地下水流動を示すが地下水勾配が内部から海岸へ1/soo, 
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1/250, 1 / so 程度と 他地域より急である。 しかし， 透水係数は io-•m/secのオー

ダーであり鹿島地域よ り概して大きし、。

海岸砂丘における地下水利用の限度は，この G2までであり， それ以上だ

と一時的には許されても長期にわたる場合，地下水面が海面より低下して塩

水を引き込むおそれを生ずる。地下水利用地点が集中すると広域計算 で は

G2以下であっても局部的には極端な地下水面低下をきたすので， 揚水井戸

はできるだけ分散配置する必要がある。このため砂丘地では沈井工法などに

よる浅井戸が深い管井より安全である。

(4) 台地における水収支

洪積台地は沖積平野より数m～数十m高まってお り，台地面も樹校状の谷

に刻まれているのが一般であるので，地下水位が深 く，地下水位変化が大き

い。また台地面は火山灰土に被覆されていることが多く，土嬢が浸透性で地

表流出が少ないため地下水補給となる水量が大きし、。したがっ て台地の水収

支は地下水関係が重要となる。

なお，樹校状谷の発達が不十分な台地面は常時ほと んど流水を見ないの

で，地表水の調査が簡単であり ，雨期以外はかなり長期にわたって地表水を

無視した水収支計算が可能て‘ある。

広い洪積台地l立地形，土擦が比較的一様で水収支を複雑にする山地流域を

あまりもたないので，水収支の基本法則を見出すには好都合である。

a) 荒川北岸台地

最初に台地の水収支計算を行なったのは1947年～1949年にかけてであり，

埼玉県荒川北岸台地SOOOhaを対象とし，当時この地域の中心にあった開拓研

究所関東支所で調査した結果をまとめた。

調査地域は寄居を扇頂とし中心角約90°で拡がる古扇状地で，荒川へ臨む

南縁の侵食崖は20～30m（こ達し，扇tlfJは 10～20mの比高で沖積面に接する。

この面を浅い谷が細く刻みわずかの水田がつくられる。 2～3m厚さの関東

ロームの下にはロ ーム混り磯層，砂利および粘土層などが厚く堆積し，この

地域の中央部では深さ 100mでも基盤に達しないが，扇頂部と西縁は第三紀

層が露出して丘陵となり，南縁の荒川侵食崖にも浅く露出している。また扇

端部にあたる ところに孤立しした丘陵が突出し，地下水流動を阻止する形と
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20m余，下流部lOm以下となり，基盤は泥層である。主と してこの砂際層中

を10～20m内外の厚さで地下水が流動する。

台地の宙水はローム層下底の粘土化したところに滞留したもので，宙水帯

の縁辺部では明 らかに 2段の地下水が認められるが， その中央部では本水と

合ーしている。

台地面の井戸18ヵ所につき1951～1953年にわたり毎日または 1週間ごとに

水位観測した結果から，この井戸が代表する区域について各月の（G2 G1) 

を計ー算した。地表流出はわずかで大雨のときだけ雨量から推定したが 年 間

100mm程度て‘ある。

台地中央部に新らしく掘った井戸を利用してローム層の三相分布を測定し

たところ，深さ 10～18mのPaは意外に小さく 3%程度であり，また相模原

畑地かんがし、工事に伴う深い切土側壁について調査した結果も Paはわずか

であった。相模原ロ ームの顕微鏡写真によると，空隙は 0.Olmm程度以下の

微小なものと， 管状または亀裂状大空隙からなり， Paは大空隙の一部だけ

に相当することが推察される。

砂喋層中の Paは水収支を試算した結果0.08とした場合， もっとも妥当な

(G2-G1）を得たのでこれを採用した。ただ し急激な降雨の浸透によって一

時的にローム層， 砂際層の Paが乱されるので，水収支の期間を 1ヵ月程度

に長くする必要がある。

Eは県農試大野試験地内の土湿追跡から求めた値と， 蒸発計蒸発量 Epに

対し乾燥時0.5～0.6，湿潤l時0.7～0.9程度の係数を乗じたものを参考にして

仮定した。（冬 1mm/day，夏3～3.5mm/day，春 ・秋2～2.5mm/dayが襟準） (G2-

G1）の計算結果は 1～3mm/dayとなり， 地下水位の高いほど大となる傾向

はある。砂丘地のよ うに地下水位の上下が地下水勾配に直接的影響をもたな

し、地域では，地下水位の高いほど地下水流動の活発な地下水脈にあたる機会

が大きいことを主因とするものであろう。しかし宙水や浸食谷に刻まれたと

ころは地下水位の高いほど明らかに地下水勾配が急になるので，地下水位に

よる地下水流動量の差が顕著となる。

上流からの地下水流動 G1の影響を受けやすい台地中部，南部および上位段

丘の下段にあたるところは，前月あるいは前々月多雨の影響がおくれて現わ

れるが， 宙水や台地北部の地下水位の山は地表からの地下水補給によって主
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として決定される。

台地中央部における揚水試験による透水係数は 1×10-1cm/sec程度が標

準であり，地下水面勾配 1/2叫地下水流動厚さ15m，地下水流動の幅5000m

という値から計算した地下水流動量は水収支計算における G2=2.16mm/day

に相当する。これは年降水量1600mm，年蒸発散量800mm，地表流出量100mm

として得られる年間平均地下水流動量 2mm/dayとほぼ一致する。

c〕 出島台地

霞ヶ浦周辺の洪積台地の一部で出島台地と呼ばれるl,700haの地域は，その

中央部 130haが霞ヶ浦からポ ンフ。揚水されて水田が聞かれており，その浸透

水の行動を探る目的で‘水収支調査が行なわれた。

この地域で19ヵ所の井戸水位を週 1回観測し，6ヵ所の井戸は毎日観測し

た。 1964, 1965年の水位変化は，5月上旬機翫開始とともに水田直下で10日

間に 3mほど急上昇し，徐々にその周辺に地下水位上昇が拡がる。 8月下旬

落水とと もに低下して12月まではかなり 急に，翌年3～4月ごろまでに徐々

に低下する。その低下状態は指数曲線的である。

台地内のかんがいによる地下水貯留量は 地下水位変化Hと容気率 Paの

積H・Paで示される。

Paは水収支式から計算される JSと，対応するHとの関係をプロットして

両者の直線的関係すなわちH・Pa+M 二 JSにおける直線の傾斜度から求め

る。この場合地下水位変化は固結した砂層の成困層中て・行なわれ，Paは0.18

を得た。

対象地域は二つの谷底平野にはさまれた台地であり， 谷l長平野には台地の

浸透水がかまぼこ状の地下水面を形成して浸出しているので，浸出しないで

下流へ流動する地下水 G2はわずかで、ある。なお G2はこの台地への地下水流

入量 G1とほぼ等しいとみなすことができる。

台地に港紙された水は 5～6日おくれて台地下の河川へ現われ，長期的に

は結局蒸発散量を除いた全量が流下する。

台地面の平均地下貯留量は穣i既によって単位面積当り 360mmtこ達する。

これは落水後9月と10月で 180mm, 11月と12月で70mm, 1～4月の聞に

llOmm程度の割合で減水してゆき， 台地下の河川渇水を緩和する効果を示

している。
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なるので，この台地の地下水位は概して浅し、。ローム層の下に青粘土層が局

部的にはさまるところがあり，こ こは地下水位が浅く地下水位変化も小さ

L、。

扇端部の孤立丘陵により，その両側面の地下水面は約15mの急落差を生じ

局部的に二段の地下水面を形成する。また扇頂部付近で、も落差5～6mの地

下水不連続がある。

地下水面は地表下2～6mが普通で，地下水の浅い区域は降雨の影響が鋭

敏であるが，水位変化が小さいのは流動しにくい土層のためで、ある。極大，

極小時期は豪雨による一斉の上昇を除くと，上流から下流へ移動する傾向が

認められ， 扇端部では扇央部より 4～5kmの距離で約2ヵ月おそい10月に

極大が現われている。

この地域で75個の井戸水位測定と地表水の流量測定，代表地点の土湿追跡

第10図 埼玉県荒川北岸台地の水収支ブロ ック



108 

による蒸発散量の推定，所内の気象観測から水収支計算を行なった。全域を

7ブロックに分割し， ブロック境界における地表水流入量を D1，流出量を

D2とすれぽ一定期間における 水収支式は次のようになる。 ここに期聞は降

水量の少ない10月中旬 (1948年）から翌年5月中旬 (1949年）までを7期に分け

て計算した。この時期の地表水は地下水の診出したものだけである。

P = (D2-D1) + E + (G2-G1) + H ・Pa＋λf .......... ・ ・・ ・（9)

Paは土層の三相分布測定および推定地下水補給量と地下水位上昇関係か

ら10%とした。地下水位変化部分に相対するロ ーム混り榛層については一辺

30cm程度の穴を掘り， その容積中空隙率が 27%,Pa （主｛まぽ10%と実測さ

れ，またローム層は空隙率が70%,Pa約10%とい う標準値が得られた。

この地域における水収支プロックは流域最上流の分水界まで含んでいるの

で，水収支式における D1=0, G1=0のブロックでは G2の値が求められ，

その下流ブロ ック では，上流フーロッ クで求められた G2の全部またはそのう

ちの一定量 （推定による）が G,~こ相当するので， (G2-G1）における G，が既

知となって G2が算出される。かくして各ブロック の時期別 G2を計算した結

果は大体 1～2mm/day程度となり，ブロック別傾向としては地下水勾配の

小さい中流部が 1mm/day内外，勾配の大きい上流部，下流部および荒川浸

食崖よりにやや大きい程度で，顕著な差はなかった。なお時期別変化は地下

水位変化の大きい一部を除いては，砂丘地のような整然とした傾向を認め得

なかった。

雨期における水収支計算を局地的に適用した結果は， (G2-G1）が負にな

ることがあったが，沖積扇状地のように大きな負の値は生じなかった。この

地域が古扇状地でも地下水流動がそれほど活発でない洪積台地であるため，

後述の扇状地とはかなり性質が異なっている。

b) 相模野台地

相撲野台地は多摩丘陵と相模川にはさまれた洪積台地で，南北 30km, 東

西 Skmに及び，相談川の形成した古い扇状地が隆起したものである。台地

面は下半部に浸食谷を生じ湧水が集まって小流をなすほか， 8里橋なしとい

われるほど地表水のない広大な連続面をなし，とこ ろどころに凹地が分布し

宙水が現われる程度である。

台地は厚さ約18m内外の関東ロームに被覆され，その下の砂際層（主上流部
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以上の調査結果は霞ヶ浦の全流域にも適用することができる。霞ヶ浦流域

は水田377km2，湖面218km2，畑・山林その他1763km2，合計2358km2で，こ

のうち水田と湖面を除く大部分が台地であり，台地の地下に降雨の浸透水が

一時貯留され，徐々に地表流出して台地が水源泊養上大きな役割りを果して

いる。

霞ヶ浦流域からの年流出量は平年で約 15f意m九千年で、約11億m3であり，

年降水量1300mm内外から年蒸発散量700mm余を除いた全量が流出するが，

台地の流出調節能力が大きいことを重視すべきである。

（農業土木試験場，農博）
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