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ハケ岳の主峰赤岳の南東麓に広がる野辺山原は，八ヶ岳の山麓によく発達した火山性扇状地の
一つである（図一１）。北側を板橋川，南側および東側を先出川に囲まれ，野辺山駅を中心に筑
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北ニツ山川，南ニツ山川および丸山川
は仮称。

波大学八ケ岳演習林が位置するこの野辺山原の南部地域では，近年急速に観光開発が進行しつつ
ある。本地域の本文環境を把握する目的で実施された一連の研究において，まず前々報1）では地
域の本文地形・地質について，また前報2）では渇水期（1985年２月〜３月）の地下水および河
川流量について述べた。続いて本論文では，１９８５年７月に行われた観測結果に基づき豊氷期の
本文環境について議諭しさらに渇水期のそれとの比較を試みる。また，Ｓｉ濃度を指標として河
川流量の増大に果たす地下水の役割について考察を行う。

2｡地下水の性状

地下水位の測定ならびに地下水のサンプリングを行った井戸の位置を図一１に示す。浅井戸
m， 深井戸（○）のそれは，１０

‑

（參）の深度は2.5〜9.7
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３９； 70m,

４１； 107m,

４２；不明,

43 ; 60m,

44 ； １０１ｍである。地質柱状図等から判断す

ると浅井戸は地域の地表部を広く覆う理混りローム居もしくは理居中の地下水（浅瀬部の地下水）
を，一方深井戸は居厚１００ｍ以上にも達する第四紀居である野辺山原居の中部〜下部の深層部の
地下水を採取しているものと考えられる。野辺山原居は主に理屈，砂洲，尼削，泥流堆積物，ス
コリア層から構成され3）･4）･5），不通水性の溶岩等が含まれない1）ことから，両者の地下水は水文
学的に連続しているものと推定される。
2‑1.地下水の流動
図一２の⑤に１９８５年７月１２日の地下水面図を示す。この図から，豊氷期の浅居部の地下水
の二次元（平面）的な流動の特徴として，１）地下水の流動方向は地表面の最大傾斜方向とほぼ
一致すること，２）丸山の北側から東側にかけて顕著な地下水分水界が存在すること，さらに，
３）地下水面の勾配は地表面の勾配と対応すること，が読み取れる。地表面の傾斜方向に流下す
る地下水は，扇状地面を刻む小河川を涵養しながら最終的には先出川に流出する。研究地域にお
ける地下水の流動方向はこの様に一般には東もしくは東南東方向であるが，丸山の北側から東側
の地域では地下水分水界を境に流動方向は北東方向ならびに南西方向に二分されている。また，
地表面の勾配が減少する標高１３５５〜１３６０

地下水面図（Ａ ； 1985年７月１２日）と
水位上昇分布図（Ｂ ； 1985年３月初旬〜
1985年７月１２日）

‑

図一２

ｍ付近において地下水面もその勾配を減ずる。特に
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丸山の東方の平坦な地域においては，地下水面の勾配も著しく小さくなり地下水の停滞域と考え
られる地帯を形成している。なお，これらの豊氷期における浅層部の地下水の流動の特色は，前
報2）の渇水期におけるそれらとほぼ同様である。
１９８５年３月初旬から同年７月中旬にかけての地下水位の上昇量の分布を図一２の⑥に示す。
喜望川，北ニッ山川，南ニッ山川注1）の下流部を中心に水位上昇の著しい地域が広がり，その量
は５ｍ以上にも達している。同様に水位上昇が大きい地域は，板橋川の南側および三沢川合流前
の東流する先出川の周辺ならびにその南側にも分布する。逆に水位上昇が２ｍ以下と小さい地域
が丸山を囲む様な形で存在する。地下水位上昇量のこれらの地域的な差異は，表層部の地質の違
いばかりでなく地下水の流動方向，流速，さらには河川への流出形態の地域的な差異と密接な関係
があるものと考えられ，この問題に関しては今後検討を加えてゆきたい。
一方，深層部の地下水の流動については，現在,圧力木頭を測定できる深井戸が十分な数だけ存
在しないためその詳細については議論できない。ただ扇状地の末端の先出川左岸河川敷に位置す
る深井戸１０は自噴しており，その圧力水顔面は地表面上１ｍ付近にまで達している。

したがっ

て，少なくとも北流する先出川の河道周辺においては深層からの強い上向きの地下水流動が生じ
ており，先出川の流量増加に貢献しているものと考えられる。なお，深井戸１０の直上の扇状地
面末端と先出川を圃する急崖はその比高が２５ｍ以上にも達し1），豊氷期には露出した種々の深度
の地層から地下水のしみ出しが生じている。その流量は渇水期に比べて著しく増大しており，野
辺山原層内を流動してきた地下水によって形成され，幅１００ｍ以上にわたって点在するこれらの
浸湖面を源流（谷頭）とする多数の小河川は短い距離を流下した後，まもなく先出川本川へ流入
する。
2‑2.地下水の水質
研究地域では，農業活動に起因する栄養塩類（たとえば家畜の糞尿や化学肥料）の地下への浸
透によって地下水汚染が発生していることは前報2）で述べたとおりである。今回は豊氷期におけ
る地下水の水質分析値の中から，人為的汚染のよい指標と考えられるＣことＮＯこを選定してそれ
らの濃度分布図を作成した。図一３において上図がＣド，下図がＮＯぷの濃度分布図である。なお
図中黒丸が浅層部の地下水，白丸が深層部の地下水のそれぞれイオン濃度を表わしている。人為的
な汚染の影響を直接受ける浅層部の地下水のイオン濃度が著しく高いことが注目される。とりわ
け南ニッ山川周辺の地下水が高濃度を示しており，特に浅井戸５ではＣドが79.0rag/
90.4nig/ I ,浅井戸18ではＮＯぷが92.1ｍｇ糾と汚染が著しい。この他,

I , NOぷが

Clでは浅井戸２４，

Ｎｏｙでは浅井戸14および２３の汚れが目出つ。図一３において，隣接する井戸の地下水の水質
が大きく異なることから，これらの汚染の程度は，各浅井戸のごく周辺の上地利用状況（堆肥場，
放牧場等）を直接反映しているものと考えられる。また渇水期の水質と比較すると，豊氷期には
多くの地点においてＳｉ濃度を除く各イオンの濃度が増大する傾向にある。

これは，豊氷期には

‑

降水量の増加，すなわち鉛直浸透量の増加に伴い大量の栄養塩類が浅層部の地下水に付加されや

104−

野辺山原南部の水文環境（3）（安原ほか）

CI￣

Ｎ０３￣

図一３

地下水のCZ‑およびＮＯぷ濃度分布（1985年７月１２日）
黒丸および白丸は，それぞれ浅層部の地下水（浅井戸）
ならびに深層部の地下水（深井戸）の水質を表わす。

すくなるためと考えられる。
一方，深層部の地下水のｃド￣およびＮｏｙ濃度は低く，渇水期と同様にその水質は極めて良好
である。深井戸４１でのＣド濃度6.

5 mg/り，ＮＯぷ濃度20.6vag/lを除けば，他の深井戸では両

‑

イオンの濃度はいずれも１曜/り前後と極めて低い値を示し，深層部の地下水は地表からの汚染物
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質の負荷をまったく受けていないことが明らかである。後述する様に浅別邸の地下水と比較して
特にSi濃度が高かったことともあわせて考えると，これら深層邸の地下水は野辺山原居中での
滞留時間に対応した水質組成を有するものと推測できる。

ろ．河

川

流

量

1985年７月１０日に実施した河川流量の観測結果を図一４に示す。流速の測定には淳子もし
くはプライス型流速計を用いた。三沢川流人地点(f27)から北ニツ山川流入地点（ｆ０１）までの
北流する先出川における流量増加が顕著である。図一４中の値を用いた計算によれば，その量は
0.371

｢/ｓに達する。また，丸山川流入地点（ド９）から三沢川流入地点(f

27)にかけても

O｡298

｢/ｓと，河道の距離が短いにもかかわらず著しい流量増加を示す。これらの流量増加に

は河床を通じての地下水による涵養をはじめ，三沢川と先出川の合流地点東側に位置する五光牧
場内の湧水，さらには深井戸１０直上の急崖からの浸潮水が貢献しているものと考えられる。渇
水期（1985年２月下旬〜３月初旬）の流量2）と比較すると，梅雨末期の豊氷期に相当する今回
測定された流量はすべての河川において著しく増加している。扇状地面を則行小河川および三沢

否
−一一

；源流（湧水）
；人工水路
図一４

流量観測結果（1985年７月１０日）
∩内は流量（

−106−

｢/ｓ）を表わす。
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川における先出川への流入直前の雨期の流量を比較すると，喜望川（豊水期0.050
期0.025

｢/s).北ニツ山川（同0.081

０．０１８

｢/ｓ；同0.018

｢ハ），丸山川（同０．０２９

｢/s),南ニツ山川（同0.033

｢ハ；同０．０００

ｓ）といずれも数倍から数十倍もの流量増加を示している。

｢/ｓおよび0.250

渇水

｢/ｓ;同

｢／ｓ），三沢川（同0.377

｢ハ；同0.015

｢/

これらの小河川が流入する先出川に

おいても,三沢川合流直前および北ニツ山川合流直後の流量はそれぞれ0.538
渇水期の0.020

｢/ｓ；

｢/ｓ，1.400

｢/ｓと，

｢/ｓと比較して大幅な増加が認められた。

さて，図一４中には扇状地面を則行小河川の源流の位置を示してある。各小河川の源流は標高
１４３０〜１３８０ｍの間に集中していることが注目される。渇水期においては，先出川も含めて各
河川の源流は扇状地面末端付近の標高１３３０〜１

３１０ｍ の間に分布していた2）。したがって，渇

水期から豊水期にかけて標高にして６０〜１００ｍ程度，また距離にして2km前後源流の位置が扇
状地面を遡ったことになる。これは豊氷期にかけての地下水面の上昇に伴い，地下水面と地表面
の交わる地点の標高が増大したことに起因するものと推定される。

4｡地下水による河川水の涵養

前述のとおり豊氷期の各河川は流下とともに流量が著しく増大し，大量の地下水による涵養を
受けているものと推定される。一方，地域を厚く覆う野辺山原層（層厚10

0m程度）は地質柱状

図から判断すると水煙学的に単一の帯水層とみなしてさしつかえない1）。したがって，同様な地
質条件を与えて行われた，たとえばＴ（1）th6）やFreeze

and

Wit her ｓｐｏｏｎ７）らの地下水流動シミ

ュレーション結果に基づくと，本地域を流下する各河川の流量増加には，滞留時間の短い浅い部
分の地下水ばかりでなく，滞留時間の長いより深い部分の地下水も貢献しているものと考えられ
る。この可能性は，先出川の河川敷に位置する深井戸１０の自噴現象，すなわち深層部の地下水
の河床方向への上向きの流動の存在によっても裏づけられる。本章では，観測された各河川の流
量の増大に果たす滞留時間の短い浅い部分の地下水と滞留時間の長い深い部分の地下水の役割の
相対的重要性の評価を試みる。
さて，両者の地下水を区分するために本論文ではＳｉ濃度を指標に用いる。

Si濃度は人為的汚

染に影響されず，地層構成物質と地下水の接触時間，換言すれば地下水の滞留時間に対応した濃
度を有するものと考えられる8）。特に農業活動に伴う人為的汚染が著しく，地下水の他の水質成
分の濃度が地点によって大幅に異なる本地域においては，地下水をその滞留時間に基づいて区分
するのに適した唯一の水質パラメータと考えられ，すでに前報2）の渇水期における研究において
も指標としての有効性が実証されている。
Ｓｉ濃度によって滞留時間の長い地下水と短い地下水を区分するためには，種々の深度の地層
からの地下水サンプルが不可欠である。そこで本研究では，前述の深井戸１０直上の扇状地面と

‑

先出川を画する急崖（最大比高２５ｍ以上）において，種々の深度の地層（露頭）からの浸潤水
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を採取し分析した。その結果，扇状地面末端との比高約１
濃度;

3.6

87

１ ｍの泥流堆積物申からの浸潤水（Si

｢/1）とその下位の疎層申からの浸潤水（比高約１６

ｍ，Ｓｉ濃度；11.7

｢/０との間

で，地下水のSi濃度が急変することが確認された。すなわち，少なくとも地表面下１０

ｍ付近

（地下水位は平均して２ｍ程度であるので地下水面下約8n!前後）までの地下水は滞留時間が短
いことが明らかとなった注2）。以後滞留時間の長短の意味も含めて，この深度を境に上部を浅層
部の地下水，下部を深層部の地下水と称する注3）。
図一５に浅層部の地下水，深層部の地下水（急崖下部からの浸潮水を含む）および河川水のSi
濃度の頻度分布を示す。浅井戸（深度2.5〜9.
下水は，その大部分が4
度は，深井戸10,

7m

)から保水された滞留時間が短い浅別邸の地

6n]g/ /という低いsi濃度を有する注t?

逆に深層部の地下水のsi濃

36', 41, 42, 43においてそれぞれ12.8m/i.16.6m/i,13.0m/1,11.3

m/i.17.9m/l.また急崖下部の砂疎層（扇状地面末端との比高16

m)および火山砂（同21

m）からの浸潤水では11.7m/iおよび10.3曜/1と，いずれも浅層部の地下水の２倍近い濃度
を示す。
さて，図一５申の河川水のSi濃度頻度分布図では，三沢川合流後の矢出川（●），三沢川合
流前の矢出川（○），丸山川（SI・），南ニツ山川（［〉］，北ニツ山川（

｣）ならびに喜望川（□）

と各河川ごとに異なる記号でSi濃度の分布を表わしてある。この図で,河川水のＳｉ濃度は２〜
＼5m/iと極めて広い範囲にわたって値が分布していること，また河川によって濃度（分布）が
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図一５

地下水ならびに河川水のSi濃度頻度分布
浅層部の地下水は浅井戸より，深層部の
地下水は深井戸もしくは崖からの浸潤水
より保水した。また，河川水には各河川
へ流入する小支流も含めてある。
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大きく異なることが注目される。特に三沢川が合流した後の北流する先出川のSi濃度（・）が
一般に著しく高いことが特徴的である。浅層部ならびに深層部の地下水のSi濃度と照らし合わ
せてみれば，三沢川合流後の先出川の流量増加は主に深層部の地下水による涵養に負うところが
大きいことが明らかである。一方，三沢川合流前の先出川では浅層部の地下水と似かよったSi
濃度を有することから，主に浅瀬部の地下水によって流量増加がもたらされているとみなせる。
これらの結果から判断すると，三武川合流後の先出川における流量の増加に果たす深層部の地下
水の貢献度の大きさは，扇状地面と河床の比高，すなわち三沢川合流後の先出川の下刻の大きさ
に起因しているものと考えられる（図一１参照）。
丸山川，南ニツ山川，北ニツ山川ならびに喜望川における流量増加も主に浅層部の地下水の涵
養によるところが大きいことが読みとれる。ただ，北ニツ山川および喜望川の下流部（先出川へ
の流入点の近傍）では一部Si濃度が高い区間が存在する。これらの区間では，扇状地面と河床
との比高の増大に伴い深層部の地下水の貢献の度合いが増しているものと推定される。

5｡お

わ

り

に

以上の様に豊氷期における野辺山原南部の氷文環境の概要を把握し，また渇水期のそれとの比
較を行った。さらに，Si濃度の差異に基づき，河川流量の増大に果たす滞留時間の短い浅層部の
地下水と滞留時間の長い深層部の地下水の役割の相対的重要性の概略を，各河川について明ら｡か
にすることが出来た。今後は，渇水期および豊氷期における各河川水の涵養に果たす深層部の地
下水の役割を，Siの物質収支の観点から定量的に解明してゆきたい。また，扇状地面と河床との
比高を各河川の各流路区間ごとに実測し，比高と深層部の地下水からの涵養量との間の相関関係
についても評価を行う予定である。
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注１）
「北ニツ山川」，「南ニツ山川」さらに後出の「丸山川」という河川名は，議論を円滑に行
うためにつけた仮の名称である。
注２）

‑

渇水期の場合2）とSi濃度が急変する深度が異なるのは，地下水流動の季節的な差異にその
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一因があるものと考えられる。
注ろ）
第３章までは浅井戸で観測される地下水を゛浅層部の地下水
を゛｀深層部の地下水

≒深井戸で観測される地下水

と呼んできたが，以後は本文中で述べた様にSi濃度（滞留時間）に基

づいて地下水を区分し，両用語を対応させる。
注４）
浅井戸４および３０の地下水はそれぞれ16.6mg/

I , 9.8mｒ/1という高いＳｉ濃度を示す。

分析の誤りという可能性も含めて現在その原因を究明中である。
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