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水文学の成立と発展

山地の水源i函養問題と平田博士

ー一平目先生を偲んで一一一

農業水文学と平田博士の業績

金子良

農業技術に関係しているわれわれも，水文学の研究に関しては平田先生の

先駆的業績に啓発され3 その影響を受けることが大きかった。かねてから先

生へお礼のことばを申し上げたいと思っていたおりから，水利科学研究所の

玉城氏から標題のようなテーマで執ノ棄を依頼されたので，先生を偲びながら

農業水文学とし、う専門の立場で筆をとるものである。

平田先生の水文関係論文を拝見したのは，戦前の森林治水気象葉報で，戦

後もそのパックナンバーを集めて読んだ。私は戦後数年間，現地の流出試

験， 7j(収支調査3 侵蝕調査など，野外の仕事とその資料整理に追われて，外

国文献を読み外国における水文学の知識を吸収する機会が少なかった。

埼玉県寄居の山地流域で得られた量水曲線が降雨後非常におくれること，

降雨後山腹土層を掘ると横へ流動する一時的地下水があることなどに興味を

もったが，それが中間流出と呼ぶものに関係することを知らなかった。また
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山地や台地で土層の保留能力が流出に最大の影響を及ぼすことを痛感した

が，その機構について外国ではどれだけ研究が進んでいるか知識がなかっ

た。やがて平田先生の訳された多くの論文が印刷されるとともにp 先生の水

文学における多年の経験を要約された水資源と森林，出水の 2冊が林業普及

シリーズとして出され，多くの人に水文学への関心を植えつけた。

このころから私の手もとへ平田先生から直接文献が送られてきて，暗夜に

あかりを得たように役立ち，新しい知識を吸収することができた。しかしま

だ先生には一度も会っていなかった。

ょうやくまとまった農研報告の水文学的循環における土壌の効果を先生に

送って，激励の手紙を頂いたときは，ほんとうにうれしかった。

先生は浸透能と区別される浸透レート（浸透度）を重視され，流域の複雑な

浸透能を斜面浸透計で測ることなど，流出機構における浸透の問題につき注

意されていたが，土壌水文学への深L、関心を示し，また河川および流域の発

達と侵蝕とし、う論文の長い訳を紹介した。そして拡水法の治水技術への応用

などにより水資源問題へ発展していった。

この思想、は農業水文学へ大きく影響している。 農業水文学は河川というよ

うな線を対象とせず，流域とし、う拡がった土地を考える。すなわち降雨と河

J 11の流量とし、う関連だけを重視するより，土層の保留とか蒸発，地下水の動

きと L、う水収支のなかで、地表水をとり扱うものである。

このように手紙と活字のうえでの恩師である先生に，直接お話しを伺いた

いと思っているうちに，遂にその機会を失ってしまった。

先生の一般的業績に対して，し、まさら申し述べる必要もないので3 農業水

文学に関係したことだけを書いた。農業水文学は主として水資源の利用，土

地改良，土地保全に関する問題を水文学的に考察するものであるが，このな

かに流れる三考え方で特に先生に御報告したい点を要約し，先生の霊に捧げる

次第である。

1. 土中の水収支と浸透法

わが国のように湿潤な地帯では，表層の一部を除く地下水面上の土層大部

分が，安定して保水できる最大の土湿状態を保ってし、る。これを土層の平常

保水量と呼ぶこととし，表層において平常保水量に達しない分を土湿不足と
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呼ぶこととする。

降雨のうち地表下へ浸透した水分は士湿不足 Mdを満たすまで表層に捕捉

され，それ以上は表層の一時的超過保留分となり，さらに下層へ移行して下

層の一時的超過保留分になる。超過保官分は表層の一部が蒸発するほか，結

局ほとんど全部地下水補給として地下水面へ到達する。

Mdは近似的に次のように概算される。

Md=n ・ e - R (n • e > R) 
eは時期別にその地方において標準とされる広地域の日蒸発量， nは圃場

容水量状態（平常保水量）の日からその日までの日数， Rはその聞における雨

量とする。

表層水分の継続的測定から表層の超過保留減少度はそのときの超過保留M

に比例すると仮定できる。すなわち

dM 
一一一一＝K・M

d↑ 

火山灰土などではしばしば表層の下部がやや不浸透性化し，豪雨時などに

表層がほとんど飽和近くなることがある。この際地表からの浸透能は下層の

浸透能に左右される。

しかし降雨の休止中には表層超過保留が下層へ移行するので，元来の大き

し、表層浸透能へと回復L，表層は降雨に対して海綿的の役割をなす。ただ踏

固め，わだち，雨滴の打撃などで団粒が破壊され，徴粒子が空隙を詰めると

不浸透性の皮膜が形成されて，浸透能の回復がおそくなるか，固定的に小さ

七、浸透能の土地になってしまう。

道路，水路，空地などは常に浸透能が小さくて流出を生じやすし、固定的水

みちであるが，地被不良の場合は降雨継続とともに浸透能を減じるようなー

！時的水みちを生じる。林地，草地，地被良好な畑地は浸透能が大で，その回

復も早い海綿状の膨軟地である。地被良好な山地流域または畑地流域で、は，

面積率の一定した固定的水みちと膨軟地に流域の浸透能を大別できる。これ

らの浸透能曲線が極端に異なり，それぞれ著しい特徴をもった火山灰台地，

火山山麓などの小流域て、は，浸透法を使用して実測された流出の機構を説明

ーすることができる。

浸透法は次の関係式を満足するような値を求めることである。
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i=f+re, re=LiS+q,, q,=K・SM, S=:Lj!lS 

i：降雨強度， T：浸透能， r：降雨余剰

~s 表面貯溜変化， s ：表面貯溜量， qs：地表流出， K,M ：常数

K, M はその流域における qsの実測値からあらかじめ決定しておく

浸透能試験によって f曲線が求められるならば， ム5を仮定すること によ

り， q,=reームSとq,=K・SMの二つのq，が一致するまで試算し， q，を求める、

ことができる。

しかし浸透能試験で得られた膨軟地の浸透能以上に日記、降雨があることは

まれである。一般に地被良好な流域ではまず固定的の水みちに流出を生じ，

膨軟地に全面的な地表流出が現われるのは表層が飽和近くになってからでゐ

る。

地被良好な畑地帯での全面的地表流出は荒川北岸台地において，カスリン

台風時と狩野川台風時に認められたが，これは豪雨によって全域の地下水位

が急上昇したからであった。その際の流出は浸透法でほぼ説明できた。な

お， q,=K・5Mにおける Mは 5/3を使用して支障なかったが，これは全域が

湛水状態になったため，降雨が継続しても流出する場所の拡大を伴わず，宙

定的水みちと膨軟地の全面にただ水深の増大のみが行われ，分散流的になら

なかったからと思われる。

赤城山麓の道路に沿った lOho内外の細長流域に強い夕立があった場合も，

浸透法で検討したが，路面出水のピーク比流量は痕跡から推定して 9m3/sec: 

・km2に及んだようである。 これは水みち面積率が 0.25程度にも発達してい

たこと，強雨による地表皮膜形成のためで、あった。

富士山麓の火山灰土浸透能試験では 60mm/hr以上の値が求められるが，ス

プリンクラーによる人工降雨流出試験（40mx 9 m 2区）によると裸地浸透能

は20mm/hr程度になった。これは水みちの発生によるものである。

自然流域において全面的の地表流出を生じることはまれであり，浸透能試

験の値よりはるかに小さい降雨強度でも流出を生じる。

降雨強度が小さいうちは一部の水みちに流出を生じ，降雨強度の増大とと

もに地表流出する場所が拡大してゆく。したがって流出から逆算したものは

浸透能ではない。

宮崎県のシラス台地流域で測定された流出資料からは次のよう な傾向がわ
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かった。 すなわち実測流量から逆算された浸透度 Fは， 降雨強度 Rの増大と

ともに増大し3 ほぼ次の関係が成立した。

F=R"' 

ここに， αは 1よりわずかに小さい常数。また， q,=K・SMにおけるM の

値は lに近い。これは斜面の流れを乱流とした場合の M=5/3に比して著し

く小さし、。その理由はSが増大するにしたがし、道路などの固定的水みちから

抵抗の多い畑地面へ地表流出が拡がるからである。

M= 5/3とし、う場合は全面的に地表流出を生じるほどの洪水か，一様に傾

斜する小実験区か，常に固定的水みちだけに流出をみるような場合であって，

しばしば生じる一般的のものは M宇 1の値がむしろ正しい。

これは単位図法などを使用して流量を合成する場合に好都合である。

2. 流出における保留の効果と単位図法

流域面積 10～100 ha内外の畑を主とする 9地区と， 300ha余の林地流域地

区を対象とし，数年間の流出資料から流域の保留効果に重点をおいて流出機

構を考察した。

流出現象を説明するためには，表面流出，中間流出，地下水流出をまず分

離することが便利である。地下水流出の分離は比較的容易であるが，表面流

出と中間流出については次のように考える。

地被良好な小流域における小出水では表面流出が流域に固定された水みち

を早く流出してしまう から，おくれて流出する中間流出と分離しやすく，そ

れぞれの特性を知るにも便利である。これを小出水以上iこも拡大して表面流

出と中間流出を区分する資料とすることができる。

刻々の累加雨量から累加流出量を差し引L、た流域の保留量曲線は，流出機

構を知るための重要な手がかりとなるコ保留量曲線は急変化する表面貯溜部

分と，緩慢に変化する土層保管部分にわけられる。土層保留といっても厳密

には中間流出の対象となる土層よりさらに深く浸透する深部浸透と，蒸発と

が含まれ，保留量曲線の最終（直接流出終期）残留量は， 降雨前土湿不足の補

充分と，深部浸透，蒸発の和だけとなる。この蒸発分が新しL、Mdに相当す

る。

土層保留の増大部は浸透によるもので，その傾きは浸透度を示す。土層保
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留の漸減部は中間流出による減少である。表面貯溜，土層超過保留，深部浸

透はそれぞれ表面流出，中間流出，地下水流出の給源になる。なお保留量曲

線における各時刻の保留量は，その時刻の流域状態が流出しやすいかどうか

を示す指標と考えることができる。

表面貯j留の最大はここに対象とした小流域で、 10～15mm，増大度の大きい

ものは数年間の資料で 5～10mm/hr に達L，表面流出の変化を大L、に調節し

ている。表面貯溜と 1時間後（便宜上の比較）の表面流出強度との関係は，ほ

ほ直線的て、表面流出が表面貯溜に比例することがわかる。降雨後表面流出の

ほぼ終了するまでの時聞は，水みち流出を主とする火山灰台地で 4～5時

間，その他の小流域で、 8～10時間ぐらいに求められる。急傾斜段畑流域の例

では表面流出の低減係数を 〔hr]Iで、表わすと 0.20～0.24程度となり，これか

らも表面流出のほぼ出つくす時聞が計算される。

測定された中間流出総量は 40mm程度まで、で，その最大強度は 2.5～3.0mm

/hrになり，毎時土層保留量の値に 2～4時間（便宜上の推定）おくれた中間

流出量を対比させると，両者の関係は直線的となる。その直線の傾きは中間

流出の低減係数であって，段畑流域の例ではその値が 0.09～0.10内外に示さ

れる。これより計算すると中間流出の大部分出つくすのは降雨終了後30時間

前後に求められる。

中間流出曲線は保留量曲線より表面貯溜による急変化部を除いた形によく

似る。この性質を利用して中間流出と表面流出の分離に役立てることができ

る。

降雨と流出との関係を求める場合，流域の乾湿状態による乱れを消去する

ため，降雨の初期損失を除いたもので考える。この初期損失は降雨前の土湿

不足にもっとも関係が深く，降雨初期，量水曲線があまり上昇しない聞の雨

量に相当する。

各流域ごとに初期損失後の雨量と，表面流出量または中間流出量との関係

を求めると，それぞれ特徴のある曲線が画かれる。これより連続降雨中の任

意の毎時降雨に対する表面流出総量（ここでは有効雨量と呼ぶことにする）が推

定される。

この毎時有効雨量がどのようにおくれて配分され，かつ降雨が連続するに

したがい，いかに合成されるかにつき検討する。
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小流域では流路が短小で，流路だけの流集時聞は僅かであるが，山腹を流

下する際の抵抗，流出の調節効果が大で， ピーク降雨からピーク流出までの

おくれは早くて 1時間程度となる。

なお中小出水では降雨強度が増大するにしたがい，地表流出する場所が拡

がるから，流出の抵抗を生じてむしろ流出ピークの到達がおくれる傾向があ

る。このため降雨強度，貯j留量5の大小に関係なく， Q宇K• Sが成立し，降

雨時のおくれだけ対応する流出もおくれて，単位図法の適用には好都合とな

るのである。したがって小流域でも単位図の上昇部を 1時間，低減部を 8～
9時間程度にと って，流域特有の流量配分率を探し，連続降雨による合成表

面流出を近似的に求めることの可能性が考えられる。

小流域で単位図法を適用する場合，単位j習をいかにして求めるかが問題で

あるが，なるべく短時間降雨による実測流量から中間流出を分離した表面流

出と，仮定した単位図による合成表面流出とが一致するまで試算する方法が

実用的である。

同一流域であっても水みち流出を主とする短時間降雨，数時間以上連続す

る普通降雨，連続 200mmにも達する豪雨などによって， 2～3の単位図を用

意する必要はあるが，実測流量と多数の計算流量を比較するこ とによって，

小流域で、も単位図法が実用的に成立することを知った。

以上の過程において毎時降雨に対する有効雨量は，初期損失後の連続雨量

だけに関係すると仮定したが，降雨強度の影響も無視できなし、。毎時降雨強

度の変化が大きい場合は，初期損失後の雨量一一有効雨量曲線をそのまま利

用できないので3 浸透法によるか，この曲線を降雨強度によって修正したも

のを使用することになる 3

3. 流域条件の差異と流出関係

流出に影響する流域条件は地形，地質，土性，流路形態，地被などであり，

地形はさらに形状係数，本流長，山腹長，本流傾斜，山腹傾斜その他の要素

に分けられる。表面流出に関係の深いのは地形，流出抵抗性，水みち状態，

浸透性などであり，中間流出は地表；うミらの浸透性，深部浸透性，土層保留，

土層からの浸出性などに関係が深L、。 これらの因子にウ ェイトをつけて加算

した綜合点数は，各地流域の降雨一流出関係を比較するのに便利である。山
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地，丘陵，火山斜面3 シラス台地，段畑急斜地の10地区で実測した流量を比

較すると次のようになる。

初期損失後雨量 Rと表面流出量 Osの関係は，

Os =C ・ R"' 

ここに c，αは流域の性質を示す常数で， α＝1.5～2.0程度， Cの大きいほ

ど流出が激しし、。

Rと中間流出 Qiの関係は大体次の笑験式で示される。

_g」ー＝C• R"' 
A-Qi 

Aは各地流域で予想される中間流出の最大値である。土層保留が大きく深

部浸透’性が小さいところ，および浸出性が大きい流域を 50mmにとり，その

逆の場合 30mmに仮定した。なお急傾斜段畑でQiが早く Aに近づく場合Cが

大であり，地形がおだやかで Qiが緩慢に増大するところでは Cが小さい。

各流域の浸透度は 10～20mm/hr近くまで測定値があるが，降雨強度ととも

に増大し，その最大値である浸透能は求められなかった。緩傾斜，火山灰

土，地被良好が浸透度を大とし，急傾斜，粘質土壌，地被不良がこれを小に

していることは当然である。降雨強度 Rと浸透度 Fとの関係は3 シラス台地

で示したように F＝げ がどの流域にも適用されp 急傾斜段畑流域のαが

もっともJj＼となっている。

深部浸透は地下水の深いシラス台地，火山斜面に大きく，亀裂のない岩盤

または粘質残積土に小さくて，大体 0.2～5.0mm/hr内外の範囲に計算され

た。

小流域における単位図の流量配分率は山腹長，傾斜p 流路，水みち状態，

凹凸による流出の抵抗，貯j留性などにより決定され，基長8～11時間でピー

ク時配分率は 0.20～0.40，大体 0.30を標準とする。ここに急傾斜段畑流域は

ピークが第 1時間で 0.30～0.40となり，火山灰被覆の流域およびおだやかな

丘陵はピークが第2時間で 0.20～0.30になっている。なお流域が特に浸透性

で表面流出が降雨後3～4時間のうちに流下途中で消失してしまうようなと

ころでは単位図の使用に適さない。

流出ピークは流量配分率，毎時有効雨量，その複合関係によって左右され

る。したがって流路の流速から求めた到達時間とその時間内の降雨強度から
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ピーク流量を推定するのは，普通出水の場合不合理となる。小流域でもピー

ク降雨前3時間程度の降雨がピーク流量に強く影響する。ただ実用上の標準

を知るための便法としてピーク 1時間降雨に対するピーク1時間流出強度の

比率を多数の実例から求めてみると，数年間の観測期間内においては，流出

の急な流域で 0.40～0.45, 流出のおだやかな流域で 0.10～0.20という値を得

た。表面流出，中間流出の低減係数についても急傾斜段畑流域と緩傾斜流域

では明らかな傾向があり，その値を〔hrJ-1で示すと，表面流出は C=0.15～

0.25，中間流出はC=0.04～0.10となった。

4. 流域の変化と流出

流域は森林伐採3 林相や林内地被の変化，開墾，道路の新設改修，河川改

修，排水改良，用水の導入，開田，宅地造成，その他人為的，自然的原因で

流出状態に変化をきたす。

1953年 6月の筑後川洪水は従来の記録に比して特別大きかったので，各種

の調査分析がなされたが，筑後川上流小園地方における過去30年聞の主な出

水記録から流域変化との関係を検討する。

小園地方は人口増に｛私、林道開発森林伐採および造林などの流域変化は

あったが，上流部のため耕地面積変化，河川改修はほとんどなかった。流域

122.3 km2の杖立川ダム地点において多数の出水記録を比較したところ， 例え

ば 1時間到達， 3時間， 5時間と到達時間別に区分したピーク流量は， 30年

間に明らかな流出激化傾向を認めなかった。

小園地方は厚い火山灰，火山岩屑、こ被覆されており，流域の管理もよいの

で，林業開発ぐらいでは流出にあまり変化を与えないことがわかった。

平地林を開墾するとその下方の用水源が枯渇するとか，出水が激しくなっ

て下流に害を与えるとか一般によく二、われるが，従来その確実な調査がない

ので関東ローム台地の平地林を対象として数地域調べた。

林地の浸透能力は一般に畑地より大きいが 畑地浸透能も火山灰土では非

常に大きい。ただ作物地被のないときの強雨が問題となるが，これは時期的

にごく限られた例外的の場合である。畑地流域からの流出は主として水みち

からの流出であって，水みち面積率は通常10%内外であるから3 畑地面の降

雨は大部分浸透する。また畑地土壌水分の継続調査から畑地面蒸発の値が大
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体わかり，流出試験地で計算された林地蒸発量と大差ないので，蒸発に関し

ては林地も畑地もあまり区別する必要はない。故に関東ローム台地の平地林

を開墾した場合の水源酒養能力については影響がほとんどないといえる。

荒川北岸台地における50年聞の地目別面積変遷を調べる と， 大部分林地流

域であったところを全部 2,600hoも開畑しても，その下の地下水位，地下水

浸出量には変化がなかったようで， これを水源とする谷地田面積は減少して

いなし、。なお谷地田の頭部にはしばしば湧水を見るが，その湧水量を調査し

また井戸が適当に分布すれば地下水面の形を調べても，湧水の給源が推定さ

れ，これと平地林との聞に特別の関係がないことを知るが，一般には平地林

が湧水の給源をなすと信じられていることが多い。

平地林を開墾して道路や排水路の発達した耕地にすると，たとえ面積率は

小さくても出水しやすし、水みちをつくることになるので，下流では出水被害

を受ける場合もおきる。台地排水路の改修については明らかに出水ピークを

激化することが知られている。したがって新しし、水みち出水に対する注意は

必要である。

近ごろ台地を大面積に宅地化する ことが都市近郊で、盛んに行われている。

宅地の浸透能は畑地に比して非常に小さいから，出水の激化はもちろん水源

潤養上も大きな影響を与えているこ とになる。もし武蔵野台地方面の相当面

積が浸透不良になるならば，東京方面の深井戸利用にも悪影響を及ぼすこと

を考え，水資源上の対策を考えておくこ とが望ましい。

森林伐採の流出に及ぼす変化程度は林業試験場関係で古くから調べてい

る。伐採によって消失量が年間 100 mm内外減少するような成績が多く出さ

れてし、るが，それだけ流出が増大することは瀬戸内方面などの寡雨地帯では

農業上有利になることが考えられる。しかしその流出が洪水の際だけ増大す

るのでは意味がなし、。溜池によって余分の水を貯溜する場合には明らかにそ

の効果が認められるであろう。問題は伐採跡地をどうするかで，侵蝕を助長

するような状態にしておいたら溜池も埋積されるので結局不利となる。なお

1脊薄な赤松林などを開墾して畑地とした場合は，土壌の管理がよくなって降

雨の調節能力をかえって増大することもありうるが，牧草畑などで蒸散の多

L、土地が流域に増大すれば，寡雨地帯では下流に悪影響を及ぼすかもしれな

レ。要するにそれぞれの現地において流出との関係を考察すべきである。
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水資源を増大させるために火山山麓，台地，河岸段丘， 扇状地などで拡水

法の考え方を実施する こと は確かに有効である。林業関係では林地かんが

い，牧野では牧草かんがし、と結びつく。漏水田の流水客土，火山灰土の土壌

改良に非かんがし、期の水を利用したり，牧草畑を開田と同様に造成し，田畑

輪換式にかんがL、してもよい。かんがいによって蒸散量はL、くらか増大する

がその大部分は浸透 して地下水面を上昇させ，河川流量の増大に貢献する。

この場合上位部にかける水の必要時期と下流へ現われる浸出水の時期が問題

になる。牧草の冬季かんがし、や3～4月ごろのかんがし、は水田用水と競合す

ることなし下流の必要時期にも聞に合うものと考えられる。利根川水系な

どでは群馬方面の火山山麓，台地などで大いに水を利用した方がかえって下

流の流量を調節することにもなる。また霞ヶ浦のような湖沼の水は周辺台地

へ揚水かんがし、し，台地を地下水タンクに利用して下流の流量を調節するこ

とができる。

大規模の農業水利事業では他地域から用水を導入したり，大きなダムで新

しい水資源を得たりすることが多L、。この際の受益面積としてはこの水を地

表水として分配できるところだけに限られ，その浸透水が浸出して二次的に

かんがし、できると ころは除外されるのが普通であ り，場合によったら冷水浸

出の補償もとられる。しかしある地域で増大した水資源の一部は，地下水と

なって流動しまた下流へ浸出するから，できるだけ全部の道程を明らかにし

て，間接的な多数の利益を重視すべきである。

このような水の動きを追跡するには，地表水，地下水， 土湿を含んだ水収

支を究明する必要がある。よって農業水文学においては次のような水収支一

般式によって，各地のι持性を分析した。

5, ＊収支一般式とその応用

水収支の変化が激しい出水期聞を除けば，任意の期間，任意の地域につい

て次のような水収支一般式が成立する。

P= (D2一D1)+E十（G2-G1)+H・Pa十M

G=H ・Pa+ (G2-G1) 

P：降水量，E 蒸発散量， G 地下水補給量

M 土湿変化量，H．この地域の平均地下水位変化
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Po・地下水位変化部分の平均容気率

D1 上流からこの地域への地表水流入量

D2：この地域から下流への地表水流出量

G1 上流からこの地域への地下水流入量

ら この地域から下流への地下水流出量

この式ば，地表水流域と自白地下水流域のほぼ一致したところに成立

し流域をいくつかのブロックに分けて，ブロックごとの水収支を示すもの

であるが，全流域を一つに考える場合は D1および G1＇をOとすればよし、。 P,

E, H ・Pa, Mをその区域の代表値として水深 mmで示す場合は3 (D2-D1), 

(G2-G1）もその区域面積で剖って水深 mmで、表わす。ブロック面積はどんな

に小さくてもよく一つの井戸が代表する面積にとってもよい。各ブロックの

境界を通過する地下水流動量は，地下水分水界に接する最上疏部から順次下

流ヘ計算してゆけば求められる。

砂質地のような特殊の流域条件では地表流出がなく， Mがノj＼で， Gが比較

的短時間に終了する から各項の値を決定しやすい。無降雨または少雨時で、

G =  Oの場合は， (G2-G1) = -H  • Paとして求められる。

一般に地下水位低下曲線は指数曲線的であって，低下中の種々の地下水位

において計算された（G2-G1）をプロッ卜すれば，地下水位との聞に直線的

関係が認められる。すなわち地下水位の高いときほど（G2-G1）が大となる。

これは地下水流動厚さと地下水勾配から説明される。この関係を利用して

Gキ0の場合でもある地下水位に対する（G2-G1）は推定され， 既知となっ

た（G2-G1）を使用じて測定困難な自然流域の Eが逆に計算される。

M, Paは代表地点の土層断面につき実測する。 Hの測定は容易であるが，

急激な降雨の浸透によって乱されることがある。すなわち土中杢気圧力や気

泡の影響による異常地下水位変化は除いて水収支式を使用する必要がある。

流域末端からの地下水流動を無視できる山地流域などでは，水収支式が次

のように簡単になる。

金流域につき P=D十E十ム5

ここにム5 流域貯溜量変化（土湿，地下水，積雪を含む）。 これより P, Dの

実測値と次のような条件を満足するム5の推定値から時期別 Eが計算できる。

ここにム5およびその積算値 S=2J~S は流域により特質があり，かっ最大

限度がある。なお期聞を長くとるほど Eの値は正確となり，わが国各地の流
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出試験地で求められた年間 Eは600～800mm内外であって，蒸発計蒸発量の＝

約70%に相当する。

水収支式は台地3 砂丘地，扇状地，河谷，低湿水田地帯など新しい堆積層

の厚い地域に適合する。次に各地域の計算例を示す。

荒川北岸台地 5,500haを7プロックに分けて乾期半年の地下水流動量をほ

ぼ 1ヵ月ごとに計算した。 地下水洗動量を流域面積で割った値は大部分 1.0

～1.4 mm/dロY程度に求められ， その値の変化は地下水勾配に主として影響さ

れるよ うであった。

また各ブロック下端における地下水流動量Q，地下水流動幅 B，地下水勾

配h/1を既知とすれば，次式より 地下水流動厚さDか透水係数 Kのいずれかを

仮定して，その一方を求める ことができる。

Q=B・0・K• h/1 

。は深井戸地層柱状図および電探より， Kは揚水試験より求めた資料があ、

り，台地中央部では 0=30～40m, K= 0.03～0 04cm/secとし、う 値が得られた。

相模野台地では18ヵ所の井戸水位を約 2年間継続的に測定し，その井戸が

代表する範囲の （G2-G1）を 1ヵ月ごとに計算した。これらの値は大体20～

lOOmmの間にあって， G1の影響は多く受ける台地下位部が月変化大で，そ

の影響が少ない台地中，上位部と宙水地帯が月変化小で、あった。いずれも地

下水位の高いときほど（G2-G1）は大となっている。また，台地中央部にお

ける揚水試験による K= 0.1 cm/sec 深井戸柱状図による D=15 m という値

か飢え地下水流動量の流域平均水深は 2mm/dayと計算された。

平塚農研は低い砂正の上にあるが，その砂丘列の地下水分水界付近にある

地下水位自記計の記録から次のような興味ある結果がわかった。 G宇 Oと考

えられる時期の （G2-G1）と地下水位関係を Gキ0の場合にも適用して，年

聞を通じる（G2-G1）をまず求め， Pa, Mの正確な測定値を参考にして年間

の Eを計算すると，1953～1959年の各年とも 600～700mm内外で，各年蒸発

計の値の大ノN’こ対応するが，その比率は60% ぐらいで他の地域より小さい値

となった。

地下水位自記計による地下水位変化曲線と自記雨量記録，Eと（G2-G1)

の推定値からは地下水補給曲線土層保留量曲線が画かれる。土層保留量曲線

の低減部は土湿不足 Mdに指数曲線的に近づく。
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砂質地の地下水補給度は（雨量50～100mm内外の数例について），上昇部20時

間程度の平均が 1～3mm/hrとなり，この地下水補給度は雨量の大小にほぼ

比例し，ライヒメーターで測定した値と類似する。

新潟県築地村の海岸砂丘地において，散在する池沼，井戸，測水孔排水

路などから地下水面の形を求めたところ，地表起伏の複雑なのに比較して単

調な形をなし，海と排水路水位を基準面とする盛り上りが 1年を周期に変化

していた。 8ヵ所の代表的測水地点において（G2-G1）の季節別平均値が地

下水位の高低にほぼ比例するように砂丘面蒸発量を試算すると冬季 lmm/day,

夏季 2.5mm/day，春，秋季 1.5～2.0mm/dayとし、 う値を得た。夏季の蒸発が少

ないのは砂丘面の乾燥による。なお（G2-G1）は 2.5～5.2mm/dayで年降水量

の大きし、ため特に大となっている。

神奈川県国府津付近海岸砂丘では，砂丘が小規模のうえ粒子が大きいの

で，砂丘内の地下水盛り上りが見られなかった。

地下水が谷や排水路へ浸出せず遠く流動するような地形では，雨季に浸透

した上流の水が 1～2ヵ月もおくれて到達する。このため乾季に入っても地

下水位曲線はコンベックス状をなして低下がおくれたり，降雨がないのに上

昇したりする場合がある。

荒川北岸古扇状地では扇頂部から扇端部へかけて 8,000m の聞を移動する

地下水位の山が 2ヵ月おくれることが観察され，中下位部では（G2-G1）の

計算値が時期的に負または Oに近くなることがある。相模野台地でもそのよ

うな現象の見られるところがある。

永定河扇状地に位地する北京地域では，乾季の冬になってから扇状地の各

部とも一様に地下水位が上昇し， 3月に地下水位の極大が観測された。これ

は西北方山地における前年の雨季浸透水が，石灰岩中の水脈などを通じ山麓

平野の下面へ押し出してくるからと考えられる。

天津付近の自然堤防を伴う低湿平野での地下水位調査によると，乾季の地

下水面が河から両岸の土地へ低下し，蒸発による地下水の消耗を河水が補っ

ているため，（G2-G1）の計算値が負になった。

静岡県大井川扇状地では河床からの浸漏が非常に大きく，この地下水が付

近の排水路に湧出して豊富な流れをなしている。この地域を 150～300M 内

外の 6プロァタに分けて，無降雨時各ブロックの上下端流量を測定した結
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果，湧出水量の多いブロックでは 40～80mm/dayに及ぶ増加流量があった。

四国吉野川のように細長の砂醗質河谷を数ブロックに分げて，各ブロック

の水収支計算を行うと，本流河床下の伏流水増減を（G2-G1）の値で明らか

にすることができる。 (G2-G1）が疋のときは伏流水の通水断面が大となる

場合であり，（G2-G1）が負となるときは伏流水の流動が阻害されてその一部

が地表水に変化する場合にあたる。

水田地帯において水収支一般式を適用する場合は，対象面積を水田だけに

限り，早天時には P=0, H ・ P口＝ 0, M= 0とし、う 条件下で計算することが

できる。すなわち

(D2-D1) +E+ (G2-G1) = 0 

また (G2-G1) =F-G, 

ここに， F：水田の浸透水量，Gs・この区域の地下水浸出量。 Eは水田の葉

水面蒸発量で、時期的に大体の標準値が知られている。測定期間中にわずかの

降水があっても水田以外では保水されて流出に関係しないが，図面水や地下

水位の変化を無視できない時期があるので，この場合は水量変化 ムSの項を

入れる。すなわち

P= (D2一D1)+E+ (G2-G1) ＋ム5

この式で E十（G2-G1)＋ム5は水田用水の消費水量とされている ものであ

る。一般に低湿水団地帯では（G2-G1）宇 0であり，また，田植期，中干期，

落水期などを除くと ム5宇Oであって，消費水量は Eだけということになる。

もし低湿地でポンプ利用による用水の反復利用を行うならば，広地域の用水

量は Eに近づく。

新潟県亀田郷のポンフ。排水地域で水収支計算を 1ヵ月ごとに継続して 7年

間行なった結果， t.sの積算値である 5が季節的また年次的に増減する状態

を知った。ここでは土地改良の進展とともに用水量と排水量は激増し，非か

んがL、期の 5は次第に小となって乾田化の進行したことが示された。

6. 農業用水と水資源

土地改良の進展に伴って取水量も排水量も増大していることは各地の事例

が示すとおり顕著な現象である。 しかし蒸散量は圃場試験によると盛夏期の

句平均で 6～8mm/day，その他は 3～4mm/dayが標準となっている。また広
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地域の水収支計算によっても同程度に確かめられている。このため取水量の

増大が可能なところでは残水量も増大し，この残水量が無効に放流されてい

ることが多い。

残水の利用は水質，水温的に農業用水としては適当であるが，水道，工業

用水としては好ましくなし、。しかし水利権のないためこれを利用しようとし

ている水道，工業用水もある。

大河下流の広い低湿地帯では，将来水位調節の自由な大区画耕地で機械化

された生産性の高い農業が行われると予想される。この際ポンプ利用は不可

欠であり，ポ ンプによるなら用水源は残水の反復利用でよし、。そこで工業方

面でこれらの経費一部を負担することにより，上流で取水する農業水利権の

一部を工業へ転換することが考えられる。

農業用水は降雨時大ぎな余裕を生じるので，その余剰水などを貯j留する適

当な貯水池があれば多量の水資源を生み出せる。このような貯水池は農業用

水の幹線水路途中に位置するのが便利である。

都市付近の低湿地に水田と宅地が交錯すると，ともに環境不良になる。よ

って大規模に掘り下け。た水面と集団的宅地の造成を計画的に行うことが望ま

しく，この池へは下水の流入をさけて，農用補助溜池に活用する。なお台

地，丘硬にはさまれた谷地田は3 低いダムと掘り下げによって大容量の貯水

池にすることができ，前述のように幹線水路の水が流入できるところに設け

る。これはまたリクリエーションの好適地となり，浸透井戸を併設して地下

水酒養にも役立てることができる。

下流地域だけのために長い水路で導水し，この水をただ 1回使用するよ

り，上流でもかんがし、に利用し，その浸透水，残水を反復利用する方が水資

源の高度利用になる。下流の必要地点へ必要時期に現われるかどうかは問題

であるが，上流の利用水量は全部消耗されるわけではない。

また逆に反復利用がよくできている地域では，上流の漏水防止による余剰

水資源を他へ転用すると，下流では用水が不足する心配がある。これらは上

琉部における林地かんがい，牧草かんがい，開田，田畑輪換による地下貯

溜，水資源の増大とともに，農業水文学研究の大きな対象となるものであ

る。 （授業技術研究所土木部農業水利科長）
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