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土壌特性・土層構成に基づく利根川流域内農耕地における
硝酸イオンの地下水到達時間の面的推定*

坂口 敦 1・加藤英孝 1・家田浩之 1，2・中野恵子 1，3

キ ワード 黒ボク土，硝酸態窒素，深層土壌，地下水汚染， GIS 

1 .はじめに

農耕地の作物根群域から溶脱した硝酸イオン (N03-)は，

浸透水とともに土壌断面内を下方移動し，やがて地下水汚

染をもたらす.しかし溶脱した N03ーはただちに地下水

に到達するわけではないため 土地利用や栽培体系の変化

などにより施肥管理が変わっても その影響が地下水水質

の変化となって現れるにはある程度の時聞を要する. した

がって，農耕地に多量の化学肥料や有機質資材の施用が行

われるようになった場合 あるいは N03ーによる地下水汚

染を防ぐために施肥量削減などの対策が講じられた場合，

それらの影響・効果が現れるのにどれくらいの時聞を要す

るのかを知るには，問題とする地点における N03-の地下

水到達時聞を予測する必要がある.

本研究の目的は，利根川流域内の台地上農耕地を対象

例として， N03ーの地下水到達時聞を面的に予測するこ

とである.同流域内の台地には，アロフェン，イモゴラ

イトなどの非品質・準品質鉱物を主要な粘土鉱物とする

黒ボク士が広く分布し(松山ら 1994)，野菜類の栽培を

中心とする農業が営まれている(農林水産省， 2011). 利

根川流域内各県で地下水中硝酸性窒素濃度が水質基準値

(10 mg-N L-l) を超過した水質観測井戸の割合は，茨城

県 6.7%，栃木県 5.3%，群馬県 21.9%，埼玉県 8.3%，

千葉県 15.3%となっている(環境省水・大気環境局，

2011). しかしこれらの N03ーはどれくらいの時聞を経

て地下水に達したものなのか また地下水到達時間には地
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域的な違いがどの程度あるのかについては，明らかにされ

ていない.

一般に，土壌表面近くに存在する N03ーの地下水到達時

間は，問題とする地点での地表面水収支や地下水面の深さ

に加えて，土壌断面内水移動の不均一性，下層土・深層土

による陰イオン吸着などの影響を受けると予想される.ア

ロフェン・イモゴライトを主要粘土鉱物とする土壌は，塩

化物イオン (Cl-)， N03などの陰イオンに対する吸着能

を持ち(Kinjoand Pratt， 1971 ; Espinoza etα1.，1975 ; 

今井・岡島， 1980; Okamura and Wada， 1983 ;三枝ら，

1992) ，その移動を遅延させる(lshiguroet al.， 1992 ; 

Katou et al.， 1996 ;前田ら， 2008;三木ら， 2009). また，

不飽和透水係数が比較的大きいという特性を有し，降雨に

よる浸透水の大部分は土壌マトリクスを通じて下方移動

し，粗大孔隙を通じたバイパス流は豪雨時を除いて発生

しにくいことが知られている (Hasegawaand Sakayori， 

2000 ; Hasegawa and Eguchi， 2002). これらの性質は，

陰イオン吸着による水に対する移動の遅れ(遅延係数と

して表される)を適切に考慮できれば，作士から溶脱した

N03の地下水到達時聞を 問題とする地点での地下水面

の深さ，年間の正味浸入水量(=降水量 蒸発散量)，お

よび土壌断面内の体積含水率分布から推定できることを予

想させる(加藤， 2004). しかし，予測に必要な断面内体

積含水率分布や陰イオン吸着特性に関わる実測データはき

わめて限られており，流域を対象とした N03ーの地下水到

達時間の予測の妨げとなってきた.

本研究では，利根川流域内の農耕地(水田を除く)多数

地点を対象として，土壌断面内の体積含水率および N03ー

の遅延係数の分布を，文献資料に公表された流域内の土壌

特性・土層構成から推定することを試みた.次に，これら

の推定値および地理情報システム (GIS)を用いて補間し

た地下水位・気象観測値から 各地点における土壌表面か

ら浸入した水およびN03ーの地下水到達時聞を求めた.得

られた到達時聞を面的に補間することにより，同流域を対

象とした，これらの地下水到達時間の面的予測を行った.

2.方法

1 )概要

土壌断面内の水移動が鉛直下向きに巨視的には均一に生
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じる場合，新たに浸入した水は土壌断面内に存在した水を

置き換えながら下方移動(ピストン置換)するとみなすと，

土壌表面に存在した N03が任意の深さ z'(m) に達する

のに要する正味の浸入水量1(m) は，

1= foz R8む (1)

により求められる.ただし Oは土壌の体積含水率 (m3

m-3)， Rは吸着による遅延係数(吸着のない場合にはR

= 1)， zは深さ (m). 求めたIをその地点における年聞

の正味浸入水量 (my-1) で除すれば，その深さへの N03ー

の到達時間t'(y) が得られる.また z'を地下水面の深

さとすれば， N03ーの地下水到達時闘が求められる.

体積含水率や遅延係数の土壌断面内分布の実測値はきわ

めて乏しい.本研究では士層構成情報が文献資料に公

表されている地点について 地下水位と正味浸入水量をそ

れぞれ近傍地点での実測値と気象観測値から補聞により

求め，土壌断面内水移動を定常流として近似して体積含

水率の鉛直分布を水移動解析ソフトウェア HYDRUS-1D

(Simunek et al.， 2005)を使って推定した.遅延係数の分

布は，土壌による N03-吸着がラングミュア式に従い，最

大吸着量 Qm凶 03(molc kg -1) が各士層の吸着態硫酸イオ

ン (S042-) 含量に比例すると仮定して求めた. これらの

推定にもとづいて， N03ーの地下水到達時聞を地点ごとに

求め， GISソフトウェアを用いて面的に補間し，流域を

対象とした地下水到達時間の予測図を作成した.

2)地下水到達時間推定地点、の選定と地下水位および

正味の浸入水量の推定

関東ローム研究グループ (1965) によって土層構

成が報告された関東地方の台地上の 656地点につい

て，位置情報を読み取り， GISソフトウェアArcGIS9

(Environmental Systems Research Institute， 2006)を

用いて GISデータ化し 国土数値情報(国土交通省国土

政策局国土情報課， 2011)の流域ポリゴンデータおよび農

業地域ポリゴンデータにより利根川水系内の水田を除く農

地に該当する 301地点を選び出した.なお，水田を N03

の地下水到達時間の推定地点から除外したのは，難透水性

の耕盤層を有するため，浸入水の多くが表面水に流出する

こと，還元状態の発達による脱窒のために，水団地帯では

N03ーによる地下水汚染が起きにくい(熊津， 1999) こと

tこよる.

次に，全国地下水資料台帳(国土交通省土地・水資源局

国土調査課， 2007) より利根川水系内の地下水位観測地点

3269地点を選び出し， ArcGIS9を用いて浅層地下水位

をIDW法 (Philipand Watson， 1982)により補間した.

半径2km以内に地下水位観測地点がない地域については

補聞を行わなかった.上述の土層構成既知の地点のうち，

地下水位を補聞によって推定した 213地点について，式

(1) を用いて土壌表面に存在する水の地下水到達時間の

予測を行った.

年間の正味浸入水量は，気象統計情報(気象庁， 2006) 

に報告された利根川水系内 44地点の観測所における年

降水量および月別気温の平年値をもとに，利根川水系全

域にわたって降水量および可能蒸発散量を補間して求め

た.降水量は，上述の観測所44地点での年間降水量平年

値をArcGIS9を用いて GISデータ化した後，スプライ

ン法 (Franke，1982)により補間した. これらの気象観

測地点における年間可能蒸発散量は，月別気温平年値か

らThornthwaite法 (Thornthwaite，1948)により求め，

降水量と同様に補間した.補間した降水量から可能蒸発散

量を差し引いて，地下水到達時間予測地点 (213地点)に

おける正味の浸入水量とした.なお，傾斜農地では降雨強

度や勾配，栽培作物による土壌表面の被覆率等に応じて年

間 2~39mm程度の表面流去水が発生しうる(群馬県農

業試験場， 1975)が，その影響は無視した.

3)流域内に存在する土層の類型化と水分保持・移動に

関わる特性値の決定

利根川流域内の水田を除く農耕地に分布する主要士層

を，関東ローム研究グループ (1965)に従って，黒ボク層，

上部・中部ローム層，立川ローム層，田原ローム層，武蔵

野ローム層，その他のローム層， ローム層黒色帯，常総粘

土層，立川層・武蔵野層内の粘土層，その他の粘土層(泥

流堆積物を含む)，シルト層・砂層，埋没土層，軽石層(ス

コリアおよび軽石流堆積物を含む)，瞭層および泥炭層の

15種類に類型化した(表 1).

次にこれらの類型土層について，水分保持・移動に関

わる特性値を求めた.文献に報告されたそれぞれの類型

土層の“代表的"な水分保持曲線(体積含水率 8(m3 

m-3) とマトリックポテンシャル h(m) の関係)にvan

Genuchtenの式 (vanGenuchten， 1980) 

o. -8r 
8 = 8r十 u --:-m

(1 + Iαhl n)山

(2) 

を適用し，グラフ作成ソフトウェア SigmaPlot4.0(SPSS， 

1998)を用いて非線形最小二乗法により，水分保持パラ

メータ αおよびnの値を求めた. ここで， 8sおよび8rは

それぞれ飽和体積含水率および残余体積含水率 (m3m-3)，

α(m-1) ， nおよびm(ともに無次元，ただし m=1-1/n)
はフィッティングノfラメータ. 8sおよび8rの値は，それ

ぞれ文献に報告された水分保持曲線における Oの最大値

および最小値に等しいものとした.各土層の不飽和透水

係数はvanGenuchten-Mualemの式 (vanGenuchten， 

1980) 

K (h) =広Sel日 (1-Sel/間)間 F (3) 

により表されるものとした. ここでK(h)はマトリック

ポテンシャルhにおける不飽和透水係数 (mc1)， 払は

飽和透水係数 (mS-l)， Se [= (8-8r) / (8s -8r) ]は有

効飽和度.屈曲度を表すパラメータ lの値は， Mualem 

(1976)に従い 0.5とした.なお，瞭層については，公表

された水分保持曲線の実測値が見当たらなかったため，細
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利根川流域内の農耕地に分布する主要土層と硝酸イオンの地下水到達時間の予測に用いた水分保持・移動および陰イオン吸着に
関わる特性値の一覧*1，*2 

表 1

典

盟以出叫己
中野ら (2003)，駒村ら (1981)，竹中 (1963)，

3.7 
Hasegawa et al. (1994)，前田 (1986)，成岡・駒村 (2000)

出
Qm，副 03QS04 

水分保持に関わるパラメ-;51

。s 8， αn  

(m3m-3) (m3m-3) (m-1
) 

K， 

。。m
 

p 

(Mgm寸)

試
料
数

11.9 1.92 7.51 0.360 0.708 2.2 X 10-5 0.75 13 

16.0 安原ら (1990)，Hasegawa et al. (1994) 

竹中 (1963)，前田 (1986)，成岡・駒村 (2000)
中野ら (2003)，竹中 (1963)
前回 (1986)
立川ローム層の値(文献に報告が見当たらない)

駒村ら (1981)
駒村ら (1981)，三浦ら (1993)，安原ら (1990)

16.0 
16.0 
16.0 
16.0 
16.4 

0 

51.8 

51.8 

51.8 
51.8 
51.8 

53.0 

0 

1 

3 

環境省 (2005)，安原ら (1990)
竹中 (1963)

中野ら (2003)，竹中 (1963)
細淵ら (1998)
井本ら (2001)，安積ら (1999)，

Iiyama and Hasegawa (2005) 
*1 p，かさ密度 :K"飽和日透水係数;es'飽和体積含水率;8n残余体積含水率 ;α および珂，van Genuchtenの式に現れるフィッティングノfラメータ:QS04' 

土層の吸着態so/含量(土層のso/-含量に等しいとみなした): QmaxN03，ラングミュア式中の N03最大吸着量.

*2 K，が報告されていない場合には， Hagen-Poiseullesの式 (Suteraand Skalak， 1993)とDarcyの法則 (Brown，2002)の比較から，有効飽和体
積含水率 (8，-8，)，空気侵入値から推定した最大間隙半径九肝の土層のえはKs二旬、g/(8rl'rl](8，-8，)九V2で与えられる(ただし， pwは水の密度， g 
は重力加速度， ηは水の粘度1:は屈曲度)としてKsを算出した. pが報告されていない場合には土粒子の密度 ps=2.65 Mg m-3として p=p，(l-
8a) の関係から pを算出した(ただし， 8a f土間隙率 (m3m-3

)). 水分保持最が含水比ω(kgkg-1
) として報告されている場合には， 8=w (p/Pw)の

関係を使って体積合水率。に換算した.

*3土層名は関東ローム研究グループ (1965)に拠る.

判泥流堆積物を含む.

判スコリアおよび軽石流堆積物を含む.

三浦ら (1993)，岩田・成岡 (2002)。
0 

0 

16.4 
64.8 

0 

1.51 

1.29 
1.74 

1.41 
1.29 

1.37 
2.29 

。
0 

0 

53.0 
37.8 

0 

11.5 

4.72 
0.31 
0.75 
4.72 

4.42 
0.28 

1.56 

1.56 
1.84 

1.31 
1.47 
1.03 

0.620 

0.408 
0.415 
0.404 
0.408 

0.396 
0.610 

0.27 

0.27 
2.59 

1.00 

0.42 
15.2 

0.800 

0.800 
0.702 

0.769 
0.800 
0.753 

0.700 

0.350 

0.350 
0.095 
0.515 
0.154 

0.100 

5.0 X 10-6 

8.6x 10-6 

1.3 X 10-5 

2.0 X 10-7 

8.6 X 10-6 

4.0 X 10-6 

3.0 X 10-10 

0.637 

0.637 
0.425 
0.769 
0.745 
0.300 

0.55 

0.53 
0.65 

0.61 
0.53 
0.51 
1.00 

1.2x10-8 

1.2 X 10-8 

5.0 X 10-5 

9.9 X 10-6 

1.6 X 10-6 

1.8 X 10-3 

4 

n
h
u

っ
“
つ
Jυ

1.06 

1.06 
1.50 
0.58 

0.33 
1.86 

2 

つ臼つ白

1
i

ヮ“

1
1

土層名水3

ヒ部・中部ローム

層

立川ローム層

田原ローム層

武蔵野ローム層

その他のローム層

ローム層黒色帯

常総粘土層

立川・武蔵野層内
の粘土層

その他の粘土層*4

シノレト層・砂層

埋没土層

軽石層*5

礁層

黒ボク層

。。1.42 6.70 0.162 0.914 3.2 X 10-6 0.08 3 泥炭層

計算結果が得られたのは，難透水性の常総粘土層が分布し，

同層上部境界に沿った浅層地下水の水平流出 (Eguchiet 

al.， 2009) が観察される地域内の地点であった.そこで，

このような場合には，下方境界(=地下水面)を常総粘土

層上面とした時に得られる体積含水率分布をもって，土壌

断面内水分分布とした.また，計算地点のうち，基盤層(岩

盤)上面が推定地下水位より上方に位置する地点では，基

盤層上面の出現深さを地下水位とみなして計算を行った.

5)硝酸イオン吸着パラメータおよび遅延係数の土壌

断面内分布の推定

アロフェン，イモゴライトを主要粘土鉱物として含む土

層はN03ーなどの陰イオンに対する吸着能を持ち，その移

動を遅らせる.ここでは土壌による N03-吸着はラング

ミュア式

に従うと仮定した.ただし， Qは乾土当たり N03吸着量

(molc kg-1
) ， QmaxN03は最大吸着量 (molckg-1

) ， Kは経

験的な定数 (m3moIc-l) ， Cは溶液中の N03-濃度 (molc

m-3). このとき，吸着による N03の遅延係数R(=水移

動に対する N03【移動の相対的な遅れ)は

(4) Q = QmaxN03KCj (1十 KC)

淵ら (1998) による不飽和透水係数の測定値K (h) を式

(3)に代入し， 5e = (1 + Iαhln)哨の関係を使って非線形

最小二乗法により水分特性パラメータ αおよびnの値を

決定した.

4)土壌断面内体積含水率分布の推定

地下水到達時間予測地点における土壌断面内の体積含水

率分布は，各地点で、の年聞を通じた断面内水移動を定常流

として近似して推定した.定常流では，断面内には動水勾

配と不飽和透水係数の積が深さによらず一定になるように

マトリックポテンシャルの分布が生じる.ここでは，各地

点における構成士層の水分保持・不飽和透水特4性をもとに

年間の正味浸入水量に相当する水を定常浸透させた時の断

面内体積含水率分布を HYDRUS-1Dを使って求めた.

計算に際して，時間刻みは 1d，格子点間隔は 10cm，

上方境界は地表面，下方境界は地下水面とし，マトリック

ポテンシャルの初期値は-0.1mとした.地表面に年間正

味浸入水量を 1000yにわたって定常フラックスとして与

え断面内各深さにおける水フラックスが一定値に達した

ことを確認したうえで体積含水率を出力した.

なお，予測地点の士層構成によっては， HYDRUS-1D 

による計算では，年間の正味浸入水量のすべてを土壌断面

内に下方浸透させることができず地下水位が上昇して土

壌断面内は水で飽和するという結果になった.そのような (5) R=1+ぽ)笠::::1十倍)今寄与
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表2 不飽和カラム浸潤実験により求めた黒ボク土の陰イオン吸着パラメータの比較*1

土壌
深さ 全炭素含量吸着態so/-含量 K QmaxCl QmaXN03 

出典

加藤ら (2002)

(cm) (g kg-1
) (mmo!" kg-1

) (m3 moV1
) (mmol" kg-1

) (mmol" kg-1
) 

観音台黒ボク土耕盤層
同下層土2B23

17-25 42 25.1 0.0246 18.7 
103-150 16 84.1 0.0244 27.5 同k

同下層土 19 94.6 0.0238 46.1 Ka10u et al. (2001) 
Ka10u (2004) 0.0274 27.1 

熊本県民研センタ一次表層 40 62 51.5 0.0229 39.1 27.9 小財・加藤(未発表)
*1 K，ラングミュア式中の経験的な定数 ;Qmax 

により表される. ここで， pは土層のかさ密度 (kgm-3)，

企Qは溶液中 N03-濃度の変化d.C(molc m-3)に伴う

N03-吸着量の変化 (molckg-1
). ただし，式 (5)では

N03濃度ピーク到来前の溶液中濃度および吸着量はとも

に無視できるほど小さいとみなしている.

式 (4) 中の吸着パラメータ QmaxN03およびKを求める

ための陰イオン吸着実験では 吸着態イオン組成をできる

だけ圃場・野外土壌に近い状態に保つことが望ましい.表

2には，そのために不飽和カラム浸潤実験により測定され

たいくつかの黒ボク土の陰イオン吸着パラメータの値を示

す.経験的な定数Kの値はいずれも 0.0229""'0.0274m3 

molc-1の範囲にあったことから，ここでは黒ボク層，各種

ローム層および軽石層ではK=0.025m3moIc-1とした.

硝酸イオンの最大吸着量 QmaxN03は，小財・加藤 (1994，

1996) が Clーの吸着について行ったと同様に，各士層

の吸着態 S042-含量 QS04(molc kg-1
) に比例すると仮

定した. これは，陰イオン交換容量の大きな土壌は吸着

態 S042 含量が高いとの知見 (Fox，1980 ; Wong etα1.， 

1990 ;亀和田， 1994)，および各種黒ボク士カラムへの硝

酸カルシウム溶液浸潤実験において， N03-吸着量と吸着

態 S042-含量の聞に傾きが正の直線関係が認められたとの

報告(三木ら， 2009) にもとづく.ここでは，表2に示

した土壌について得られた Clーの最大吸着量 QmaxCl(molc 

kg -1) とQS04の関係，および Qm日 N03/QmaxClの値から，

式 (4)中の QmaxN03は，軽石層を除き，

QmaxN03 = 0.309 QS04 (6) 

により表されるものとした.なお，軽石層については，利

根川支流の思川流域から採取した深さの異なる多数試料

について得られた Qm砿 ClとQS04の関係(中野ら，未発表)

と上述の Qm田 N03/QmaxClの値をもとに QmaxN03は

QmaxN03 = 1.716 QS04 (7) 

により表されるものとした.

式 (6)，(7)および文献に報告された各類型土層の吸着

態 S042-含量の平均値(亀和田， 1994;麓ら， 1996) と思

川流域における深層土壌の吸着態S042 含量の調査結果

(中野ら，未発表)から，QmaxN03の値を土層ごとに求めた.

なお，粘土層，シルト層・砂層，瞭層および泥炭層につい

ては， N03ーの吸着は無視できるものとした.

土壌断面内の任意の深さにおける N03-の遅延係数は，

各類型土層の QmaxN03およびpの値，および地点ごとに

推定した土壌断面内の体積含水率分布から式 (5)を用

いて求めた. N03一吸着がラングミュア式に従う場合，遅

延係数は溶液中濃度 Cに依存する.ここでは， C= 1 

molc m-3 (= 14 mg-N L-l)および C= 10 molc m-3 (= 

140 mg-N L-l) の2つの場合について，各地点における

遅延係数の断面内分布を算出した.厳密には，断面内を下

方移動するにつれて N03-濃度はしだし、に低下するため，

遅延係数は大きくなることが予想されるが， ここでは移動

過程で濃度は変わらないものとした.また，溶液中に共存

する他種陰イオンの影響も無視した.

6)水および、硝酸イオンの地下水到達時間の推定

HYDRUS-1D により推定した各地点における断面内の

体積含水率。および遅延係数Rの分布(水ではR= 1)か

ら，土壌表面に存在した水およびN03が任意の深さどに

達するのに要する正味浸入水量Iを式 (1)を使って推定

し，当該地点における年間の正味浸入水量(補間値)で除

して到達時間 t'を求めた.各地点における浅層地下水面の

推定深さへの到達時聞を 水およびN03ーの地下水到達時

間とした.なお，断面内に難透水層が存在し， HYDRUS-
1Dを用いた計算で、は年聞の正味浸入水量のすべてを下方

浸透させることができなかった場合には，前述のように下

方境界を常総粘土層上面として断面内体積含水率分布を計

算し，水およびN03ーの難透水層上端への到達時聞をもっ

て地下水到達時間とした.

各地点での水およびN03ーの地下水到達時間 (N03-に

ついては C= 1 molc m-3の場合)をArcGIS9を用いて

IDW法により補間し，利根川流域内の水田を除く農耕地

における面的分布を求めた.また，各地点における N03

の地下水到達時聞を水の地下水到達時間で除して遅延係数

の断面内平均値を求め，同様にArcGIS9を用いて補間し，

その面的分布を求めた.

3.結果

1 )浅層地下水位および、正味の年間浸入水量の面的分布

図1および図2にはそれぞれ 利根川流域内の水田を除

く農耕地における浅層地下水位の分布および正味の年間浸

入水量の分布を示した.なお 山地および水域ポリゴンは

国土数値情報(国土交通省国土政策局国土情報課， 2011)， 

水田ポリゴンは自然環境情報 GIS(環境省自然環境局生物
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地下水面の漂さ(同
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』一水平涜出tf.見られる地婦の北限

図 l 利根川流域内の水田を除く農耕地における浅層地下水位
の分布

全園地下水資料台帳 (国土交通省土地 ・水資源局国土調査課，
2007)をもとに面的に補間.

0510 20 30 40 lD:lI圃-==:JI・・km

~山地
-水犠
。気象観潤地点

図2 利根川流域内の水田を除く農耕地における正味の年間浸
入水量の分布

多様性センター， 2012)によった.浅層地下水位は利根川

中下流域の台地上で深く 浸入水量は茨城県土浦市付近お

よび群馬県伊勢崎市付近で少ない傾向があった. また，得

られた浅層地下水位を，約 1"'2kmメッシュの実測値を

基に面的に推定された茨城県谷田川流域の浅層地下水位

(市川ら， 1976;国土交通省土木研究所河川部都市河川研

究室，2001)と比較したと ころ， 台地・低地境界域ではこ

れらの文献による値 と本研究による補間値に 5m程度の

差異が見られたが，水田を除 く農耕地が分布する台地上で

はよく一致した.

2)類型化土層の水分保持 ・移動特性値

表 1には求めた水分保持パラメ ータ 8s，8r，αおよびnの

値を，土層の代表的な飽和透水係数Ksおよびかさ密度 p

の値とともに示してある.黒ボク層，軽石層および各種ロ ー

ム層はし、ずれも間隙率が大きく 高い 8sの値 (=0.70 '" 

0.80 m3 m-3) と低いかさ密度 (p= 0.33"'0.75 Mg m-3) 

を有している.また，田原 ・武蔵野両ロ ーム層や軽石層を

除けば， αの値も 4.4"'11.5m-1と大き く，比較的低い吸

0510 20 30 40 
....-=圃圃km

~山地

・・水減
- 水田

地下水位計測地点2附幽外
・浸透混出時間予測地点

水の地下水到遺年数

o 5 10 15 20 25 30 35 
」一水平涜出tf.JI.られる地域の北限

図6 利根川流域内の水田を除く農耕地における水の地下水到
達時間の面的分布
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~二二z・・.km

医ヨ 山地

-水峨
圃園水田

地下水位計濁地点2km圏外
・漫遺流出時間予測地点

硯磁イオン由地下水到達年数
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}ー水平流出が見られる地棋の北限

図 7 利根川流域内の水田を除 く農耕地における硝酸イオンの
地下水到達時間の面的分布

溶液中濃度 C= 1 mmolc L-
1に対する遅延係数をもとに推定.

0510203040 II::JI:II・-=:::JI・・km

5ヨ山地

・・ホ蟻
・・ホ回

地下水位計測地点肱m間外
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遅延係撤回平均値
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図8 利根川流域内の水田を除く農耕地における硝酸イオンの
遅延係数の断面内平均値の面的分布(溶液中濃度 C=l
mmolcL-

1 v.こ対する値)
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引圧で、脱水される間隙に富むことを示している.常総粘土

層の飽和透水係数は 3.0X 10-10 m S-lと，他の粘土層(広

'" 1.2 X 10-8 m S-l) に比べて著しく低い値を示した.

3)土層構成既知の地点の断面内体積含水率分布

土層構成，地下水位および正味の年間浸入水量をもと

にHYDRUS-1Dを用いて推定した土壌断面内体積含水率

分布が，実測値とどの程度一致するかをまず確かめた.図

3には，立}11ローム層および武蔵野ローム層の分布する

東京都清瀬市内の一地点における断面内体積含水率分布の

推定値と実測値(前田， 1986)を例として示した.同地点

で、の地下水面は 9.0mの深さにあり，正味の年間浸入水量

は562mmy-1と推定される. この地点は利根川流域には

含まれないが， ローム層の厚い堆積が見られる点で，同流

域内の台地上農耕地の多くと共通している.推定した体積

含水率分布は実測値とよく一致したことから， HYDRUS-
1Dを用いた前述の方法により 利根川流域内の台地上農

耕地についても，大きな誤差を伴うことなく断面内体積含

水率を推定できると判断した.

図4には，流域内今市扇状地上の地点A(栃木県日光市)

および下総台地上の地点 B (千葉県香取郡東庄町)につい

て推定した断面内体積含水率分布を例として示した.地点

A には七本桜，今市，鹿沼，宝木などの軽石層および田原，

宝積寺などのローム層が厚く堆積し，年聞の正味浸入水量

は1l53mmy-1，地下水面は面的補聞により深さ約 7.6m

にあると推定される.体積含水率は最表層の黒ボク層でo
'" 0.50 m3 m-3 ，直下の軽石層の e'" 0.60 m3 m-3から漸増

し，地下水面直上部の深さ 7m付近ではe'" 0.75 m3 m-3 

に達すると推定された.一方，下総台地上の地点 Bは，

地点Aと同程度の体積含水率を示す武蔵野ローム層など

のローム層の直下に成田砂層が厚く堆積しており，両者の

境界部で体積含水率は不連続的に低下し，砂層中ではe"，

0.20m3m-3程度から地下水面直上部でe'" 0.45 m3 m-3ま

で漸増すると推定された.

難透7，K'性の常総粘土層が断面内に存在する地点では，前

体積含水率e(m3 m-3) 

。 0.2 。
推定値

2 I . 実醐矧浪泊測IJ

3 

.5 4 
机J

~~ 5 

6 

7 

8 

9 

. . 

0.4 0.6 0.8 

図 3 HYDRUS-lDにより推定した立)11ローム層・武蔵野ロ

ーム層分布地点(東京都清瀬市)の土壌断面内体積含水

率分布と実測値の比較
実測値は前田 (1986)による.

述のように，粘土層を通じた鉛直下方浸透水量を上回る余

剰な浸入水量が粘土層上端で失われるとして，土壌断面内

地点A今市扇状地(白光市室瀬)正味浸入水量 1153mm".' 
体積含水率
白(m'm.3) 遅延係数R 到達年数 (y)

2 
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8 

10 

12 

14 
o 0.5 1 1 1.5 2 0 4 8 

地点B下総台地(香取郡東庄町平山)正味浸入水量 796mm".' 
体積含水率

標高35o m 日(m3m.3) 遅延係数R
沼田町黒ボヲ土層

武蔵野ローム層

2 .j陸zzzj 東京軽石層
武蔵野口ム層
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4 .j • I下末吉ロム層

6 

B 

10 

12 

14 
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図 4 土層構成，浅層地下水位および正味の浸入水量をもとに

推定した体積含水率・遅延係数の断面内分布ならびに水
および硝酸イオンの深さ別到達時間(今市扇状地および

下総台地上の地点). 
Cは遅延係数の推定に際して想定した溶液中硝酸イオン濃度.

地点C 下総台地(香取市大崎)正味浸入水量701mm".' 

標高35m 体積含水率
白(m3m.3) 遅延係数尺 到達年数 (y)

。羽田圃黒ポウ土層

立川ローム層

2 牛ー斗武蔵野口ム層

常竜シ総ヶル崎粘ト層砂土礁層層

「つ
6 

8 

トlーC硝=酸イオン
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14 
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図 5 土層構成，地下水位および正味の浸入水量をもとに推定

した体積含水率・遅延係数の断面内分布ならびに水およ

び硝酸イオンの深さ別到達時間(常総粘土層が分布する

下総台地上の地点). 
Cは遅延係数の推定に際して想定した溶液中硝酸イオン濃度.
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体積含水率分布を求めた.図5にはそのような地点の例と

して，下総台地上の地点c(千葉県香取市)について推定

した断面内体積含水率分布を示した.地点 Cでは，立川，

武蔵野などのローム層の下に厚さ約 0.5mの常総粘土層が

堆積している.地点近傍での測定結果(関東ローム研究グ

ノレープ， 1965)から，地下水位はその下方深さ約 14.5m

にあると推定されるが，降雨時には常総粘土層の上端に

沿った水平流出が生じると予想される.断面内体積含水率

は黒ボク層で 8"， 0.47 m3 m-3 立川・武蔵野ローム層で

8"， 0.69"'0.74m3 m-3と推定された.

4)類型土層の硝酸イオン吸着パラメータおよび遅延

係数の断面内分布

各類型土層の吸着態S042-含量 QS04および硝酸イオン

最大吸着量 QmaxN03の値は，かさ密度 pの値とともに表 1
に示した.QmaxN03推定に用いた吸着態 S042含量 QS04に

関しては実測例が乏しいため，各類型土層は QmaxN03に関

して，粘土層，シルト層，砂層，礁層，泥炭層からなるグ

ループ(Qm田 N03= 0 mmolc kg-1
) ，黒ボク層(Qm皿 N03= 

3.7 mmolc kg-1) ，各種ローム層 (Qm担 N03= 16.0'" 16.4 

mmolc kg-1
) ，および軽石層 (Qm田 N03= 64.8 mmolc kg-1) 

の4グループに大別されたに過ぎない.今後，各類型土

層の QS04や QmaxN03の値に関してデータの蓄積が進めば，

これらおよび後述の遅延係数の値は改変されるべきもので

ある.

図4および図5には，各地点について推定した吸着によ

るN03ーの遅延係数Rの断面内分布も示してある.式 (5)
から，遅延係数は溶液中 N03-濃度が小さくなると R"， l

十 (p/8)QmaxN03K vこ近づき，濃度が高まるにつれて値が

小さくなると予想される.推定した遅延係数の値は，各種

ローム層で1.3'"1.4，軽石層で1.7"'1.9の範囲にあった.

すなわち， これらの層で、は吸着のために， N03ーの移動速

度は水移動速度のそれぞれ 0.7"'0.8倍および0.5"'0.6倍

に低下すると予測された.

5)水および硝酸イオンの地下水到達時間

図4および図 5には，各地点における水およびN03ーの

断面内深さ別到達時間も示した.今市扇状地内の地点A

には体積含水率・陰イオン吸着能ともに大きい軽石層と

ローム層が厚く堆積しており 深さ約7.6mにある浅層

地下水面への到達時間は水で約4年， N03ーで約 6"'7年

と推定された.これに対し 陰イオン吸着能を持たず，体

積含水率も小さい砂層が厚く堆積する下総台地上の地点

Bでは，地点Aに比べて地下水位が低く(深さ 10.4m)， 

正味の浸入水量が小さい (796mm  y-l) にもかかわらず，

N03-の地下水到達時間は約6年と短めであると推定され

た.また，深さ 2.9"'3.4mに難透水性の常総粘土層が堆

積する地点 Cでは，水およびN03ーはわずか約 3.5年およ

び4年で地下水に到達すると推定された.常総粘土層の分

布域では，溶脱した N03ーは比較的短時間で浅層地下水に

達したのち，難透水層に沿って水平流出すると予想される.

図6および図 7には，補間によって求めた利根川流域内

の水田を除く農耕地における水およびN03-の地下水到達

時間の面的分布をそれぞれ示した.また，図8にはN03

の遅延係数の断面内平均値の面的分布を示した. N03ーの

地下水到達時間および遅延係数は，溶液中 N03濃度c=
1 molcm-3とした場合の結果を示しである.

これらの図で“水平流出がみられる地域" とあるの

は，利根川下流域の常総粘土層分布地域で，HYDRUS-

1Dを用いた解析では年聞の正味浸入水量すべてを定常浸

透させることができなかった地点に該当する.前述のよう

に，これらの地域では降雨後を中心に浅層地下水の水平方

向の移動・流出がみられる (Eguchiet al.， 2009). 流域

内における水の地下水到達時間は約 0.4"'25年の範囲にあ

り，利根川中下流域で地下水到達時聞が短い傾向があった.

硝酸イオンの地下水到達時間の予測値は約0.4年から

31年までの範囲にあり 地点による大きな違いがみられ

た.地下水到達時間に支配的な影響を与える要因は地域に

より異なった.群馬県内および鬼怒川中流域では正味の年

間浸入水量が比較的小さく('" 400"'550 mm  y-l)，体積

含水率および遅延係数の大きい土層が厚く堆積しており

(図 8)，地下水位も低い地点が多い(図 1)ために，地下

水到達時間は約 10"'29年と長い傾向があった. これに対

し，栃木県西部山岳辺縁域では，遅延係数は大きい(図

8) ものの，年間正味浸入水量が比較的大きく('"800 '" 

1200 mm  y-l)，浅層地下水位が高い(多くの地点で約5

m前後)ために地下水到達時間は約 3"'5年と短い傾向が

あった.また，難透水性の常総粘土層分布が分布する利根

川中下流域では，水の地下水到達時間と同様， N03の地

下水到達時間も短かった.図6および図7では， “水平

流出がみられる地域"においても，水およびN03ーの地

下水到達時聞が比較的長めに算出されている地点がある.

これは，これらの地点における断面内の粘土層が常総粘土

層と同定されず， より透水性の高い“その他の粘土層"

(表 1) とされたことによる.これらの粘土層も常総粘土

層であるとすれば，利根川中下流域は全体的にさらに地下

水到達時聞が短くなるものと考えられる.

4.考察

利根川流域内の農耕地を対象として予測した N03の地

下水到達時間は，地下水面の深さや正味の浸入水量，体積

含水率および吸着による遅延係数の大きい土層の厚さの違

いを反映し，地点による差が大きかった.最も支配的な影

響を与える要因は，群馬県および鬼怒川中流地域では遅延

係数の大きい士層の存在による移動の遅れ，栃木県西部地

域では浅めの地下水位と比較的多い浸入水量，利根川中

下流地域では常総粘土層の存在による浅い地下水位と推定

された.これらの結果は 土壌・施肥管理の変化の影響が

浅層地下水水質の変化となって現れるのに要する時間も地

点間差が大きいことを意味する.環境保全的な農法の地下

水水質に対する効果を評価するには，これらの点を考慮す

ることが必要である.ただし 本研究における N03ーの地
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下水到達時間の面的推定は多くの仮定や近似に基づいてお

り，そのためにある程度の誤差を含むと考えられる.以下

では，推定誤差に影響しうる要因とその大きさについて検

討する.

( i )浅層地下水位，水およびN03ーの地下水到達時間の

面的補聞における地形区分の考慮

本研究では，国土交通省全国地下水資料台帳(国土交通

省土地・水資源局国土調査課 2007)に記載された地下水

位の実測値をもとに浅層地下水位を補間するに際して，台

地，低地，扇状地などの地形区分を考慮、しなかった.現実

の地下水位は，地形に応じた急激な空間的変化を示しうる

ので(市川ら， 1976;国土交通省土木研究所河川部都市河

川研究室， 2001)，地形を考慮せずに補間した地下水位に

は誤差が含まれる.かりに推定した地下水位に 0.7--"1.3 
倍の相対誤差が含まれるとすると N03ーの地下水到達時

間の推定値にも同程度の誤差が見込まれる.地形区分を考

慮した浅層地下水位およびN03自の地下水到達時間の補間

方法については，今後検討が必要である.

( ii)類型化した土層の水分保持・移動に関わる特性値

類型土層の水分保持・移動に関わる特性値(ここでは

van Genuchtenの式に現れるパラメータおよびKs) に含

まれる誤差は，水およびN03ーの地下水到達時間推定地点

における断面内体積含水率分布の推定結果に影響を与え

る. ここでは，表1に引用した既往の文献をもとに，土層

類型ごとにこれらの特性値を決めたが， より信頼できる値

を得るには，多くの実測値を収集したデータベースを利用

する必要がある.上記の特性値に含まれる誤差のために，

断面内の平均体積含水率推定値がかりに現実の値の 0.8倍

であったとすると，式 (1)から，水およびN03ーの地下

水到達時間の推定値は，現実の値のおよそ1.25倍になる

と予想される.流域内の多様な地点における土壌断面内体

積含水率分布については，われわれの知る限り，これまで

実測値がきわめて乏しいが，今後それらが実測され公表さ

れれば， N03ーの地下水到達時間の推定精度向上に大きく

役立つと期待される.

(iii)吸着による遅延に関わるパラメータの推定誤差

圃場・野外土壌に近い吸着態イオン組成を持つ黒ボク土

のN03-吸着能についての知見は限られている.吸着パラ

メータ(とくに式 (4)中の最大吸着量 Qm田 N03) の値の

推定誤差が， N03の地下水到達時間の予測値に影響を与

えうる.式 (6)および表2から， ここで用いた Qm日 N03

の推定値は現実の値の 0.5"'2倍程度の範囲にあると考え

られる. この場合，例えば図4の各種ローム層でR"， 1.3 

程度と推定された遅延係数は現実にはR'" 1.15"'1.6程
度の値をとりうることになる.硝酸イオンの地下水到達時

間は，表 1に示した QmaxN03の値にもとづく予測値のおよ

そ0.9'"1.2倍の範囲で変動しうる.なお，本研究では軽

石層で大きな遅延係数(R'" 1.6'" 1.8)が得られたが，式(7)

の関係は限られた数の試料にもとづくもので，その妥当性

については，今後さらに検討が必要である.

5.要約

農耕地から溶脱した硝酸イオンの地下水到達時間は，土

壌・地形および気象的要因により大きく異なりうる.利根

川流域内の水田を除く農耕地を対象として地下水到達時間

の面的予測を行った.士層構成が既知の 213地点につい

て，浅層地下水位，年間の正味浸入水量および体積含水率

と遅延係数の土壌断面内分布を推定し， ピストン置換を仮

定して，土壌表面に存在した水および硝酸イオンの浅層地

下水面への到達時聞を求めた.

浅層地下水位および正味浸入水量は，流域内における地

下水位実測値および年降水量と可能蒸発散量の値から補聞

により求めた.各地点で、の断面内体積含水率分布は，流域

内の分布土層を 15種類に類型化し，代表的な水分保持曲

線にvanGenuchtenの式を適用して水分保持・不飽和透

水パラメータの値を求め 年間正味浸入水量に相当する水

が定常浸透するとした時の分布を HYDRUS-1Dを使って

推定した.吸着による遅延係数は硝酸イオン最大吸着量

が吸着態硫酸イオン含量に比例すると仮定して求めた.得

られた地下水到達時間は補間し 利根川流域内での面的分

布を求めた.

予測した硝酸イオンの地下水到達時間は約 0.4"'31年の

範囲にあった.到達時間に支配的な影響を与える要因は地

域により異なり，群馬県内および鬼怒川中流域では正味浸

入水量が小さく，体積含水率および遅延係数の大きい士層

が厚く堆積しているために到達時聞が長いのに対し，栃木

県西部山岳辺縁域では正味浸入水量が大きく，地下水位が

高いために到達時聞が短いなどの傾向が認められた.難透

水性の常総粘土層への到達時聞をもって地下水到達時間と

した利根川中下流域で、は硝酸イオンの地下水到達時間も

短かった. これは，降雨時に浸透水の水平方向への流出が

みられることに対応する. これらの結果から，土壌・施肥

管理の変化の影響が浅層地下水水質の変化となって現れる

のに要する時間には大きな地点間差があると予想される.

環境保全的な農法の地下水水質に対する効果を評価するに

は， これらの点を考慮することが必要である.
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Estimating nitrate travel time to groundwater in agricultural areas in the Tone River basin from 
deep soi1 properties and layer characteristics 

Atsushi SAKAGUCHI 1， Hidetaka KATOU 1， Hiroyuki IEDA 1， 2 and Keiko NAKANO 1，3 
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Travel time ofleached nitrate arriving at the groundwater can vary greatly with soil， geographical， and meteorological 
characteristics of the agricultural area. Nitrate travel time to the groundwater was estimated over the agricultural area， 
excluding paddy fields， in the Tone River basin. For 213 points where the soillayering characteristics are known， the 
shallow groundwater level and the net annual water infiltration， calculated from annual precipitation and estimated 
potential evapotranspiration， were interpolated. Deep soillayers found in the basin were categorized into 15 groups， for 
each of which hydraulic properties were parameterized using van Genuchten's equation. The volumetric water content 
profile at each point was computed with numerical simulation software (HYDRUS-1D)， assuming a steady downward 
water flux equivalent to the net annual infiltration. The retardation factor for nitrate was inferred by assuming that the 
maximum adsorption for nitrate was proportional to the adsorbed sulfate content in the soillayer. Travel times of water 
and nitrate down to the groundwater in the basin were interpolated from those predicted for the 213 points by assuming 
a piston-like displacement. The estimated travel time of nitrate ranged from 0.4 to 31 years. Longer travel times were 
obtained in the Gunma Prefecture and along the midstream of Kinu River， where the net water infiltration was small 
and a thick deposition of soillayers wi血ahigh volumetric water content and a large retardation factor was found. Travel 
times were shorter in the western foothills of the Tochigi Prefecture， owing ωthe greater net water infiltration and 
shallower groundwater level. Short travel times found in the midstream and downstream regions of the Tone River were 
associated with出.epresence of impervious Joso clay layer， which causes the horizontal subsurface flow observed in 
仕leregion. These results suggest白atin different regions of the basin， it takes di能 renttimes for ch拍 gesin soil and 
fertilizer management to be reflected in the shallow groundwater quality. These differences should be taken into account 
in evaluating the e妊'ectivenessof agronomic practices aiming at the improvement of environmental quality. 

Key words: Andosol， deep soil， GIS， groundwater pollution， nitrate-N 
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