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１。調査の目的と経過

農林水産業のもつ環境保全機能のうち水涵養機能は、水田や森林にみられるように、農林水産業が本

来もっている最も基本的な機能である。プロジェクトでは、水涵養機能を定量的に評価する手法を開発

し、これらの機能が農業以外の地域開発によって受ける影響を予察評価することにより、農林水産業の

もつ機能をそれぞれの地域条件において高度に発揮させるような管理技術を確立することを目的として

いる。

酒匂川流域においては水涵養機能を評価する手法の開発と地域開発等によって受ける影響予察までを

目標とした。

機能評価は、評価結果が一目で分かる様にメッシュ区分による図式情報化で表示することに定められ

ている。このため、メッシュの水涵養機能を評価する式を作成した。評価式を構成する因子は環境情報

として作られた農業環境資源アトラス図幅を利用した。

評価式を現状に適応出来る様に、現地での計測調査を実施した。現地調査は地下水の水温調査、放射

化分析調査、放射性同位体調査、水質調査などを定期的に実施した。

現地計測の結果にもとづき、評価式を構成する因子の評価や各因子の水涵養機能に及ぼす重み付など

を決定した。出来上がった水涵養機能評価式を用い、メッシュの評価点と水涵養量の定量評価を行った。

次いで、農地の宅地化、工場による揚水、ダムの調節放流等が水涵養機能評価式に与える影響につい

て検討した。
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２。調査結果の概要

酒匂川流域には富士・箱根・丹沢の山体が含まれ関東地方では降水量の多い地域に属する。日本の平

均浸透量が１日１㎜程度であるのに比較して、ここでは１日2 mm位になり水涵養機能の大きな地域であ

る。

流域面積は約600km2で、流出機構も割合単純で調査しやすい地域である。交通の便も割合良く、東京

から適当な距離にあることも調査地域として好都合である。また、流域には小田原市や御殿場市・南足

柄市などの中程度の都市を有しながらも、山地では森林も多く平地には水田地帯がかなりの比率で残さ

れていて、農林水産業のもつ自然環境評価調査には好適の流域と考えられる。

水涵養機能評価はメッシュ図によって表現する。情報源は農業環境資源アトラス図幅で、年降水量図、

土地利用図、傾斜角図、土壌分類図、表層地質図を利用した。また、地層層厚図、地下水面図を新たに

作成し情報源に加えた。

年降水量を第１因子、土地利用を第２因子、傾斜角を第３因子、土壌を第４因子、表層地質を第５因

子、地層層厚を第６因子、地下水面を第７因子とする。また、各因子のランク付をRni とする。　ｉは各

因子を分級した段階値で、ｎは因子番号をしめす。

酒匂川流域では、水涵養機能評価式を次のように決定した。

Kw=0.21Ri 汁0.42R2汁0.07R3汁0.03R4汁0.03R5汁0.12R6汁0.12R7i

検定のため選び出した小流域で、評価点を流出量でチェックして式の妥当性を確かめた。水涵養機能

の定量評価は現地計測資料等にもとづいて行った。

１日の浸透高(Ｈ)はメッシュの評価値(Ｋｗ)が3.07以上の場合は

logH=2.97Kw －8.40

評価値(Ｋｗ)が3.07以下の場合は

logH ＝0.50Kw －0.82

で計算される。

次に、酒匂川流域で農林業以外の開発が行われた場合に水涵養機能に与える影響を、水涵養機能評価

式を用いて検討した。

3. 酒匂川流域の概要

(1) 酒匂川流域の位置

図１に酒匂川の流域図を示す。酒匂川流域は神奈川県西部を主にし、富士山東麓の一部を含む地域に

わたっている。流域の北には丹沢山塊があり、西は富士山頂から御殿場市を含み、南は箱根外輪山の北

麓から東麓を擁し、東は大磯丘陵によって限られている。

流域の丹沢山塊には、丹沢山、蛭ケ岳、大室山、加入道山、菰釣山などl,OOOm 以上、1,600 m前後の

山々が立ち並んでいる。流域の最高は西部にある富士山の3,776m で、箱根外輪山の金時山、明神岳は



図１　酒匂川流域

1,200m 前後である。

丹沢山塊から発する玄倉川、中川川、世附川は合して河内川となり、富士山東麓の水を集めた鮎沢川

と山北町谷峨で合流して酒匂川と名を変える。これより、酒匂川は足柄山地の渓谷を流下し、足柄山地

の皆瀬川や、箱根山からの内川を合わせた後、足柄平野に達する。足柄平野に出てからは、丹沢山塊や

足柄山地からの河川である尺里川や川音川を合わせ、平野下部で箱根東麓および足柄平野内の河川を集

めた狩川と合流して相模湾に注いでいる。

（2）水涵養の機能

酒匂川流域の面積は約600knfで、その大部分が山地である。流域下流の足柄平野は約4oぼで流域全体

の7 % にも達していない。足柄平野から見れば、平野の水は大きな山地集水域に支えられている事にな

る。

流域の90％以上を占める山地を地質状況の違いから大きく二つに区分した。一つは富士山体および箱

根山に属する第四紀の火山山体部分であり、もう一つは第三紀の丹沢山塊および足柄山地である。

火山山体は水の浸透性が大きく保水性にも優れているので、水涵養面では良好な山体である。第三紀

の山体は地質が概してち密であるので水の浸透性が小さく、また侵食が進んで山体の傾斜が急であるこ

となどから、火山山体に較べ保水性が劣っている。

植生の比較では、水涵養機能の面からは両者に大きな差が認められない。富士山頂付近は植生に乏し

いが、全体からみれば小地域であり大きな影響はない。火山山体も丹沢山塊も道路の便がよい所は植林

が進んでいる。丹沢山塊は山が険しく荒地やススキの原が比較的多く、一方火山山体地域は開発が進ん

で森林部に食い込んでいる地域が見られる。



火山山体は流域の36 ％を占め良好な水涵養機能をはたしている。これに比べ、丹沢山塊、足柄山地の

占める比率は56 ％に及び、土地の保水性がやや劣るとはいえ面積が広いので、水涵養機能に果たす役割

が大きい。酒匂川流域は関東地方で最も降水量の多い地域で、富士山、箱根山の年降水量はそれぞれ

4,500～2,500mm および3,000～2,000mm で、丹沢山塊のそれは2,500 ～1,700mm である。

山地に降った雨は土地に浸透し保水され、やがて河川に惨出する。丹沢山塊では東部山地の一部を除

き大部分が河内川に集まって来る。富士山麓および箱根北麓の水も鮎沢川に集まって来る。つまり、両

川が合流した酒匂川の源流には、上流で浸透した水の殆どが惨出していると考えられる。

足柄平野は急流河川酒匂川の氾濫原で、地下には大量の石、砂傑が堆積されている。酒匂川は江戸時

代から、水田耕作のために足柄平野上部で大きく左曲され、現在の流路をとるようになった。足柄平野

の水田潅漑の大部分は酒匂川の水が利用されている。平野上部では地下水位が深く、河床および水田か

らの水涵養が大きい。平野中央部では地下水位が浅くなり、地下水が自噴するようになる。酒匂川右岸

の平野部には、仙了川、要定川、洞川の３河川があり、これらはすべて箱根山東麓から出る狩川に合流

している。狩川流量の70～80 ％は、足柄平野から出るこれら３河川によって賄われている。足柄平野を

涵養する水源は酒匂川が大勢を占めるが、この他に箱根山東麓や、左岸については川音川および大磯丘

陵が考えられる。

河口に近い飯泉で酒匂川の流量が観測されている。この観測値を用い酒匂川流域の渇水比流量を求め

ると2. lmm／日となる。日本全国平均の１ mm／ 日と比較すると非常に良い水涵養流域である。

4. 要因について

（1) 要因の摘出

土地の水涵養機能を左右する要因を次のように分類した。

第１は、土地に水が供給される条件を決める要因である。これは、降水や河川水など、供給水量は水

涵養の絶対的要件である。

第２は、土地の浸透能力や保水能力を決める要因である。地下水の貯水容量や流出状況を規定するも

ので、土地にこの性質がなければ水涵養機能はあり得ない。

第３は、山地、平野、盆地など地形形態より異なる水の集水能力を示すものである。

第４は、社会的な要因に結び付くもので、地下水揚水や、河川改修など人為的要因となるものである。

この他、水質などは、その地域の地質や地下水の流動機構を反映するようなものがある。

以上のうち、第１と第２の要因で評価式を構成することにする。第１の土地に水が供給される立地上

の条件を、水受給能力と定義する。第２の土地の浸透能力や保水能力を水受入能力と定義する。

第３の集水能力はそれぞれの性質をそなえた土地の集合とみなされるので、流域面積でおきかえ特に

評価式には取り入れない。

第４は農林水産業以外の開発影響として、農環研のプロジェクトでは「外的インパクト」として定義



している。これについては別項で検討することになっている。

水質は地下水が流動して来た地層や流動時間に関係があるが、ここで意図している水涵養機能評価式

には取り込みにくいので考慮しない事とする。

(2) 因子の選定

評価式を構成する因子の数は出来るだけ少ない方がよい。その選定には、まず因子は本質的に欠かし

てはならないものであること、また結果に大きく影響を与える代表要因であることが必要である。次い

で、因子として互いに独立のものを選ぶことである。もし、同様性格のもので互いに捨てられないもの

なら、式の構成で工夫することになる。

土地の水涵養機能を水受給能力と水受入能力に分けて考える。

水受給能力に属する因子として、降水量因子、土地利用因子、傾斜角を選んだ。降水量因子は土地に

供給される年降水量の大きさで、水涵養機能評価には本質的に欠かせないものである。土地利用因子は

その土地が湿潤を受ける機会の大小を示し、河川、湖沼、水田などは水を受給する程度が大きい。傾斜

角は地表に水を保留する能力を表し、傾斜の急なもの程水の流出が大きい。

水受入能力のうち、浸透に関連するものは、地表を覆う土壌や表層地質の透水性である。保水に関連

するものとして、表層地質で帯水層となり得る厚さと地下水位を因子として選んだ。

この他の要因については、選出した因子で代えられるものか、或は評価結果に大きく影響しないもの

である。中には水涵養機能評価式には含めないが、あとでクロスチェックに必要なものもある。

5. 評価式の構成

(1） 因子のランク付

ア、 降水量因子

降水量として雨は全国的なものであるから、これを年降水量1000mm 毎に区切りランク分けした。

評点　　　 分類

１点　　1000mm 未満

２点　　1000mm 以上2000㎜未満

３点　　2000mm  以上3000㎜未満

４点　　3000mm 以上

酒匂川流域では、1000mm 未満の地域はない。なおこの地域の積雪は富士山を除いては残雪期間が短い

ので、雪については特別の考慮をしない。

イ、土地利用因子

水涵養機能評価式を構成する因子の中で将来最も変わると予想されるものは土地利用形態である。今

後の外的インパクトの評価にも関連があるので、土地利用図を土地湿潤の機会の大小に分けて、次のよ

うに６段階に分類した。



評点　　　 分類

Ｏ点　　 幹線交通用地、建物用地（市街地）

１点　　 建物用地( 住宅地）

２点　　 その他用地、海浜、その他の樹木畑、荒地

３点　　 森林、河川地Ａ、果樹園、畑

４点　　 田

５点　　 湖沼、河川地Ｂ

ウ、傾斜因子

浸透の悪い土地では傾斜による影響は著しく小さく、浸透のよい林地でも傾斜が10度以下なら殆ど変

化がないと言われている。林地の傾斜が30度になると浸透強度が30 ％減少、50度になると40％の減少が

測定されている（中野秀章、1976）。このような事象をもとに次のように土地の傾斜角を分類した。

評点　　　 分類

１点　　 傾斜角31°以上

２点　　 傾斜角11～30°

3 点　　 傾斜角10°以下

エ、土壌の透水性因子

土壌データーコードに示された土壌統の土性（神奈川県農業総合研究所、1970）を透水性判定の指標

として用いた。土壌の透水性を次のように分類して評点を与えた。

評点　　　 分類

１点　　 透水性小（　　く10-^cm/see ）

2 点　　 透水性中（10 ‾3~10‾=cm/sec）

3*　　 透水性大（　　 ＞10‾3cm/sec）

白ヌキのメッシュは土壌分類図や土地利用図から類推して評点を決める。

オ、表層地質の透水性因子

表層地質の透水性を次のように分類して評点を与えた。

評点　　　 分類

１点　　 透水性小（　　＜10 ‾%/sec ）

2 点　　 透水性中（10-3 ～i0-6cm/sec ）

3 点　　 透水性大（　　 ＞10-3cm/sec ）

未固結や半固結の砂牒堆積物、及び火山性岩石の砕屑物、ローム、火山灰、軽石堆積物等は透水性

が大で、粘土、泥炭や三紀の岩石等は透水性が小さい。ただし、風化した岩石などは透水性が大きくな

る。

ヵ、地層層厚因子



水を貯え得る地層の厚さで地層の保水性を評価する。表層地質図を基に次のように分類した。

評点　　　 分類

１点　　 空隙を有する層厚10m 未満

２点　　 空隙を有する層厚10m~50m

3 点　　 空隙を有する層厚SOm 以上

一般に、表層地質で透水性の大きいものは空隙を有する層厚が厚い。

キ、地下水位因子

地下水の保水容量を地下水面の深さ( 水位) で評価する。地下水面図は環境アトラスデーターとして

用意されていないので新たに作成した。平野については既存資料に基づいて描き、山地については地層

の性質を考慮して配点した。火山体は地下水位を深く、第三紀の山体については地下水位を浅くした。

地下水位による保水性は水位を次のように分類して評価する。

評点　　　 分類

１点　　 地下水位3  m 未満

２点　　 地下水位３～7  m

３点　　 地下水位7  m 以上

(2) 評価式

酒匂川流域をメッシュで区分し、それぞれのメッシュの水涵養機能を評価する式を構成する。

土地の水涵養機能は基本的には土地の水受給能力と水受入能力のかけ算で表される。

水受給能力を表すグループは降水量因子、土地利用因子、傾斜因子で、水受入能力のグループは土壌

透水性因子、表層地質の透水性因子、地層層厚因子、地下水位因子である。

降水量を第１因子、土地利用を第２因子、傾斜を第３因子、土壌を第４因子、表層地質( 透水性) を

第５因子、地層層厚を第６因子、地下水位を第７因子とする。また各因子の水涵養に対する重み付を

Ki～K7 とする。い ま各因子のランク付をRin とする。ここにｎは因子番号でｉは分級した段階値である。

あるメッシュの水受給評点は次式で与えられる。

A  ＝(KiRi 汁K2R2 汁K3R3i) ／3 ……………………………………………………(1)

土地の水受入能力は浸透能、保水能の両面から評価するので、次のように示した。

B ＝iK4R4i十(KsRsi Ｘ K6R6i XK,Rr)'^ ＼／2 ………………………………………(2)

水涵養機能は水受給能力と水受入能力のかけ算であるから、あるメッシュの評価式kW は(1)式と(2)式の

かけ算で表される。

Kw ＝(AXB) “2

＝[(KiRi 汁K2R2i 十K3R3i)／3 ×IK4R4 汁(K5R5iXK6R6iXK7R7i) “3| ／2] ”2…………(3)

水涵養機能評価式は環境アトラスデータの地図情報に基づいたもので、精度に巾があるから、もし適

切な重み付を行えば足し算でも近似出来るはずである。その場合の評価式は次のように表される。



Kw ＝（KjRii十K2R2i十K3R3汁K4R4i 十KsRsi十KeRe汁K7R7i）／7 ……………………………（4）

(3) 因子の重み付

酒匂川上流で神奈川県が昭和38年度に行った流量調査結果（県企業庁、1965）によれば、足柄平野上

部の酒匂川で尺里川合流点から小田急鉄橋付近までに河床から伏没する表流水は常時16 ％～25％で、流

量が増加すれば伏没の割合は若干少なくなると予想されている。この測定結果をよりどころにして、酒

匂川流域での水涵養機能評価式を構成する各因子相互の重み付を検討した。

推定を単純にするために、河床からの伏没、浸透比率を洪水時に15％、平水時に30% とする。

先ず、流域の山地に3000㎜の雨が降ったとして、蒸発が1000mm 、流出が1000mm 、浸透が1000mm と仮定

する。もし、土地に浸透がないとすれば2000mm 分の雨は洪水として、酒匂川に流れる。この場合の伏没

量は300mmである。山地で、1000mm 分の雨が浸透し貯留されれば、洪水分は1000mm で、これによる河床

からの伏没量は150mm である。更に、山地で浸透した地下水は再び基底流出として酒匂川に流れる。こ

の場合の伏没量は30 ％と大きく300m が河床から浸透する。両者を合計すれば、伏没量は450㎜となり、

150mm増加したことになる。つまり、河床の伏没浸透量は山地があるため約30 ％増加したことになる。

これによって、水涵養機能に対し、水受給能力と水受入能力の貢献度を70％と30％に評価する。水受給

能力は降水量と土地利用および土地の傾斜があげられている。このうち、土地利用の河川Ｂ、湖沼など

は一年中水に浸されているのに対して、降水量は1  mm以上の雨が降るのは年間の３分の１位である。ま

た、傾斜は30度をこえる急斜面では30 ％以上の雨量を下げるので、3000㎜の雨量の所で雨量ランクを一

つ下げることになる。これらの事を考慮して、水受給能力における降水量、土地利用、傾斜の貢献度を

それぞれ30％、60 ％、10 ％と決めた。

水受入能力の浸透能と保水能が水涵養機能に対する貢献度は、１：４位の比率で保水能の方が大きい。

以上の考察に基づいて、酒匂川流域の水かん養機能での各因子の貢献度を表１のように整理した。

（4） 評価式の決定

かけ算方式については、（3)式の形のままでは重み付の効果が計算結果に表れてこない。(3）式を対数関

数等他の形に展開して重み付の効果を表しても、以後の検討が複雑になるので、かけ算方式は割愛する

表1　 水涵養機能に対する各因子の貢献度

降 水 量 因 子 （0.3）

水受給能力

｛ﾉ

土地利用因子 （06 ）

水涵養機能

十

（0.7）　　　　 昌 に 器

水受入能力　　　 地質浸透因子 （0.1）

（03 ）ｲ| 地層層厚因子 （04 ）

地下水位因子 （0.4）



図２　検定流域の位置

ことにした。

表１の配分にもとづき(4)式の足し算方式に重み付を行う。重み付の係数は、水受給能力或は水受入能

力の配分率に各従属因子の貢献度比率を掛けたものである。

従って酒匂川流域における水涵養機能評価式を次のように定めた。

Kw  ＝0.21Ri 汁0.42R2 汁0.07R3i 十〇｡03R4汁0.03R5 汁0.12R6 汁0.12R7i ……………………(5)

6. 検定流域の選定と評価式の検討

(1) 検定流域の選定

評価式の検討を行うため、流域流量が観測されている４小流域および水涵養状況の調査が進んでいる

足柄平野上部を選んだ([212] 。４小流域は、狩川流域、中津川流域、玄倉川流域、鮎沢川流域である。

検討用のメッシュは、緯経度を基にした３次メッシュの縦横を５等分したもので、１メッシュの大きさ

は約200mX200m である。

(2) 検定流域の水涵養機能図

検定小流域の水涵養機能総合評価図を(5)式により作成した(113 ～７]。

図３は狩川流域である。この流域は箱根火山外輪山東斜面にあり水涵養機能のかなり良い地域である。

北部から東部にかけて狩川の流れる低地があり、ここに水田や畑があるが、人家が多く工場も立地し水

涵養機能に乱れがみられる。しかし、全体的には森林山地が多く地下水涵養域として良好な流域である。

図４の中津川流域は丹沢山地にあるため、水涵養機能は火山山体の狩川流域に比較して劣っている。

この流域の南部低平地の川沿いに水田が多少存在し水涵養機能の良いメッシュが認められる。



図４　中津川流域

図５は玄倉川流域である。山地であるため雨量がやや多く、流域に森林があることは水涵養機能に有

利である。しかし、この流域も丹沢山地にあるため表層地質の保水性は優れていない。また、土地も急

峻な所が多く、荒地も散在している。水涵養機能の良いメッシュは河道沿いに点在する程度である。

図６は鮎沢川流域である。富士山東麓の御殿場市のある山間低地である。立地上雨量が多く、地質も

富士山の火山噴出物に覆われているので、水涵養機能の良好な地域である。土地利用の状況は変化に富

み、山地は森林、草地で、低平地は水田や畑が多いが道路に沿って人家や諸施設が立ち並んでいるので、

評価値の異なったメッシュが入り混ざっている。

図７は酒匂川右岸の足柄平野上部から中央部地域で、西部には関本丘陵が含まれている。この地域は

水田が多く、特に平野上部は地下水の良好な涵養域になっている。また、西部の関本丘陵もルーズな火

山堆積物からなり、かなり良好な水涵養域である。平野上部から南に下るに従って地下水位は次第に浅

図３　狩川流域



図５　玄倉川流域

図６　鮎沢川流域

くなり自噴帯へと漸移する。水涵養機能も北から南に向かうに従って徐々に低下してくる。メッシュ図

の分布にも。平野上部の水涵養機能が高い状況が表現され、特に酒匂川に掛かるメッシュの評価が優れ

ている。足柄平野は全体的に水涵養機能度の高い地域であるが、土地開発による宅地や工場の分布によ

り部分的に機能低下の虫食い現象の認められる地域である。

以上図３から図７に見られるように、（5)式を用いたメッシュ表示の結果は、各流域の水涵養機能の特

徴をイメージとして良くとらえている。

(3） 流域特性の検討

検定４小流域メッシュの平均評価点と渇水比流量の関係を調べた。

狩川流域は岩原観測点の、中津川流域は田代観測点の、玄倉川流域は玄倉観測点の、鮎沢川流域は鮎

沢観測点の資料を用いた。



図７　足柄平野

縦軸に渇水比流量を、横軸に流域の平均評価点 をとり各流域の値をプロットした( 図８)。評価点と

渇水比流量の間には正の相関関係が認められる。丹沢山塊に位置する玄倉川流域と中津川流域の評価点

は約2.28 点で、火山山地の狩川流域と火山堆積物に覆われている鮎沢川流域は約2.7点である。渇水比

流量は丹沢山塊のものが平均1.89×lO ‾㎡̂/s/knfで、火山山体のものが平均3.4×lo ‾㎡̂/s/ほである。

これを浸透高に直すと第三紀の丹沢山塊が約1. 6mm／日､第四紀の火山山体のものが約2.9mm ／日となり、

山体による差を良く表している。

7, 評価値の計量化

(1) 資料の摘出

図８の評価点と渇水比流量の関係は流域の特性を検討するためのものである。河川に実際流れる水量

はこれよりもはるかに多く、また水田等は濯漑期間中では雨がなくても湛水し水涵養が行われている。

メッシュの評価値と水涵養量との関係は、涵養量の現地計測調査結果と比較検討しなくてはならない。

検討資料は今回の現地計測の結果に加え、足柄平野の既存資料を補足した。

昭和49年の資料に基づけば、足柄平野上部における河床からの浸透高は１日250mniとなる。また、足

柄平野右岸上部における水田からの浸透高は農業用水路を含めて１日43mmと推定される(荻野他､1974) 。

足柄平野上部の水涵養機能総合評価結果によれば、河川地Ｂ( 河川) メッシュの評価値は3.63～3.51

であり、この中で頻度の多い3.63 を代表値とした。水田も評価値3.15～3.21のうちで3.18を代表値に採っ

た。林地、茶園については今回行った実測資料を用いる( 荻野ほか、1987)。

表２に評価値と浸透高の関係が実測あるいは推定される資料を示した。

(2) メッシュ浸透高の推定

片対数グラフの縦軸に浸透高を、横軸に評価値をとって表２の値をプロットした 圖 ９)。この図か



ら両者の関係を一本の直線で表現することは無理のようである。そこで、低評価値のグループと高評価

値のグループに分けて相関関係を検討した。

低評価値に属するものは、流域の解析値と林地、茶園の値である。このグループの相関関係は、

logH ＝0.50Kw －0.82……………………………………(6)

で示される。

高評価値グループに入るものは、河川地Ｂおよび水田などで、その相関関係は、

logH ＝2.97Kw－8.40 ……………………………………(7)

で示される。

表２　評価値と浸透高の対比表

評 価 値
(Kw)

浸 透 高
(H)

土地利 用状況 備　　考

2.28

2.70

2.52

2.94

2.37

2.28

3.18

3.21

2.91

3.18

3.63

1.6

2.9

3.66

4.43

2.36

2.36

3.05

12.79

1.82

43.

250.

丹　沢　山　地

火　山　山　体

三　竹　茶　園

三　竹　林　地

谷　峨　茶　園

谷 峨 樹 木 畑

延　沢　水　田

宮　台　水　田

曽　比　水　田

平野上流部水田

平野上流部河川

図　 ８

図　 ８

現 地 計 測

々

々

ク

〃

々

々

推 定 値

々

図８　評価点と渇水比流量の関係

Ａ 玄倉川

Ｂ 中津川

Ｃ 狩 川

Ｄ 鮎沢川



図９　評価値とメッシュの浸透高の関係

両直線は評価値3.07の所で交わる。評価値と浸透高の関係は、評価値3.07までは(6)式でそれ以上は(7)

式で知ることが出来る。

8. 流域における水涵養機能に対する外的インパクトの影響評価と変動予測

(1) 外的インパクトの摘出

酒匂川流域に於ける農林水産業以外の外的インパクトを摘出し、水涵養機能にどのように影響するか

評価する。すなわち、農業以外で人間活動が如何に水涵養機能に影響するか検討した上で現象を選び、

将来その変化が評価式構成因子をいかほど変化させるか予想すれば、評価式(5)によって水涵養機能が影

響される程度を予想出来る。

外的インパクトの影響調査の対象には、水涵養機能が良好で、人間活動が活発な足柄平野上部と周辺

地域を選定している。これらの地域と関係ある現象を摘出したところ次の通りであった。農地の宅地化

あるいは工場化( 都市化、非農地化)、大規模開発、水源井の掘削( 地下水の揚水)、水利用システムの

変更である。これらの現象が外的インパクトとして水涵養機能に及ぼす影響の内容を事例とともに表３



表３　ﾀiヽ的インパクトが水涵養機能に与える影響

現　　象 影　響　の　内　容 事　　　例

農 地 の 非 農 地 化

(宅地化、工場化)

水田の浸透涵養量の激減

用水の水質汚濁

地域の都市化及び工場進出

大　規　模　開　発 雨水の地下浸透量の減少

流出形態の変化（洪水）

地表傾斜の改変

住宅、ゴルフ場、別荘地の開発

地 下 水 の 揚 水 揚水量の増減（水位低下や上昇）

地下水及び地表水を引き込む

地下水流路の変化

経済状況の変化や設備の近代化

(工場揚水等)

水利用システム変更 ダム調節による流量の安定化

用水路、河川改修による浸透抑制

三保ダムの水量調節

そ　　　 の　　　他 地盤改変による浸透、流動の抑制

に示した。また、外的インパクトによって水涵養因子の評点が如何ほど変化するか具体例として水田と

畑（果樹園）の非農地化を取り上げた。因子の評点の変化は表４のとおりである。

（2）検討の方法

酒匂川流域の内、今後顕著な変化が予想される足柄平野上部を調査地域に選び、土地利用の変化が水

涵養機能に与える影響の検討とその将来予測を試みた。評価の対象は図７で検討した491 メッシュの内

関本丘陵を除いた433メッシュである。

外的インパクトの影響評価にあたり、水涵養機能因子の内から評価式（5）で重み付け配分が0.42と一番

大きい土地利用因子に重点を置いた。検討の手順は、まず水田の土地利用を改変して宅地、工場、大規

模施設となったメッシュを元に戻して都市化が進む前の水涵養機能を推定し、現況と比較した。次に、

非農地化現象として工場の進出、宅地化、砂利採取を選び、将来土地利用が変化した場合の水涵養機能

表４　ﾀt的インパクトと水涵養機能因子の評価変化

非農地現象

（ 水　田 ）

降 水 量

因　　子

土地利用

因　　子

土地傾斜

因　　子

土壌透水

性 因 子

地層透水

性 因 子

地層層厚

因　　子

地下水位

因　　子

工場の進出

(水田)

前 - ４ - ３～１ - - -

後 - ０ - １ - - -

宅　地　化

(水田)

前 - ４ - ３～１ - - -

後 - １ - １ - - -

砂 利 採 取

(水田)

前 - ４ - ３～１ 3 ～2 ３ -

後 - ４ - １ ２ ２ -



に与えるインパクトを評価した。

図10に示したように土地利用の現状は水田地帯が広がる内に工場、住宅が混在していて、水田地帯の

何処で将来宅地化や、工場の進出による非農地化が起こるか予想は困難であるが、現在の住宅地周辺や

新道沿いの農地や新駅建設に伴う土地利用変更を予想して評価検討を行った。また、特殊な事例である

がその影響が大きかったダムの流量調節の影響についても検討した。

(3） 検討結果

ア、外的インパクトが水涵養機能に与える影響

足柄平野上部の開成町金井島付近は水涵養機能評価値が最も高く、水涵養機能に優れている。この地

域の水田となっているメッシュの評価値は3.21～3.15、浸透高は13.6～9.０ｍｍ／日である。そこで、水

田（評点4 ）が住宅地（同１）や工場（同Ｏ）となった場合土地利用因子の変更による評価値の影響を

算定すれば、1.68～1.26減少し、1.95 ～1.47となる。（6）式、（7）式により評価値の減少を浸透高に換算す

れば12.8ないし7.6mm／日の機能低下に相当する。

工場進出や宅地化は整地によって土壌の改変を伴うので、表４に示したように土壌透水性因子を併せ

て影響を検討した。平野上部の水田の土壌透水性因子の評点は3~  1であるから、非農地化により評点

は１となる。このため水涵養機能評価値は最大0.06 の低下と見積られる。

平野上部の水田の非農地化によって土地利用と土壌透水性因子が変わり、水涵養機能の評価値は1.74

～1.26に低下すると評価される。これを浸透高に換算すれば12.8~7.7min／日となる。評価式（5)や式{6）、

（7）を用いて非農地化による大幅な水涵養機能の低下を予想し、外的インパクトの影響を評価することが

出来る。

因子を再評価することで水涵養機能評価式(5)を用いて外的インパクトの影響を評価することが出来、

外的インパクトの影響調査でも有効であると見なした。

イ、都市化以前の水涵養機能

都市化により非農地化が進んだ場合の水涵養機能の低下を検討する前に､工場や学校となっている所、

最近宅地化された所等の土地利用を元の水田に戻せば、都市化以前の水涵養機能が評価できる。

現在、平野上部開成町金井島や延沢付近、南足柄市班目、千津島は市街化調整区域に指定されている

ため農地（水田や樹園地）が多く残っている。一方、これらの地域より下流側は市街化区域で都市化が

進んでおる。これらの足柄平野上～中部（酒匂川右岸）地域で、昭和52年の土地利用図を基に、昔の集

落を除いた58メッシュの土地利用を水田に変更した（図10）。

58メッシュの土地利用評点を１又はＯから４に変更したため土地利用のメッシュ平均点は0.4増え3.1

となった。このため、水涵養機能評価値は2.49から0.18増え2.67となった。評価値を浸透高に換算すれ

ば0.6㎜／日増加して3. 3mm／日に機能改善されたことになる。

ウ、将来の土地利用変動による水涵養機能の変化

足柄平野上、中部では小田急線、大雄山線及び幹線道路に沿って都市化が進んでいる。将来は、小田



工場等が進出する前の土地利用 現況( 昭和52年）の土地利用 都市化が進んだ場合の土地利用

同上水涵養機能評価結果同上水涵養機能評価結果

図10　足柄平野上部の土地利用と水涵養機能評価結果
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急開成駅の新設、酒匂川の新橋建設に伴い開成町を中心とする平野上部の変貌が著しいと予想される。

これに伴う水田の非農地化は既に始まっており、将来著しい水涵養機能の低下が推定される。

平野上部から中部にかけて残されている農地83 メッシュの土地利用を水田（評点4 ）から住宅地（同

1 ）或は市街地（同 Ｏ）に変化させた場合の水涵養機能の変化を評価式によって検討した。その結果は

図10のとおりである。評価値はメッシュ平均値で0.25下がって2.24 となった。浸透高に換算すると0.7mm

／日下がって2. Omm／日と見積られる。評価結果には非農地化による大幅な機能低下が算定される。と

くに平野上部の評価値がS.O以上と水涵養機能が優れている所では機能低下が著しい。

エ、砂利採取の影響

足柄平野上部は水涵養機能が優れているにも拘らず砂利層が厚く堆積しているため砂利採取の対象

となる可能性がある。農地は砂利採取後元の状態に戻されるので非農地化に当たらないが、採取中は素

より、採取後穴は透水性の悪い埋め立て土で満たされるので水涵養機能は低下する。

表４に示したように、砂利採取によって影響される因子は採取中は土地利用と土壌透水性因子、採取

後は地層透水性因子と地層層厚因子である。採取中は土地利用評点が４から３へ、土壌透水性因子の評

点が３又は２から１へ変わる。採取後は土地利用は水田にもどり、土壌透水性因子が１のままで地層透

水性評点と層厚評点が３から２へ変わる。その結果、採取中の評価値は採取前の3.21～3.15から0.48～

0.45 の減少、採取後は0.21 ～0.18の減少と算定される。砂利採取の影響を浸透高に換算すれば採取中は

10.1 ～5.６ｍｍ／日、採取後は8Q ～4.8mm／日の機能低下と見積られる。

オ、ダム及び井戸揚水の影響

以上の節では外的インパクトの影響を土地利用等の因子の変動によって予測出来た。ところが、水涵

養機能評価式によって評価が困難な現象が現地調査によって明らかになった。すなわち、ダムと水源井

戸の影響で、地下水の水位変化を引き起こす現象である。

昭和53年末に酒匂川上流に三保ダムが完成し、流量調節が行われるようになった。このため酒匂川の

流況は安定し、河川水の伏没浸透が促進され、平野上部で最大4  m の地下水位上昇が観測された（横山

ほか、1988）。

水涵養機能評価式構築では河川の役割を評価するため、土地利用因子の中で河川地Ｂ（河川）の評点

を５と最も高く評価した。これは河川（河床）は水涵養が行われる機会が最も多いからである。しかし、

ダムの流量調節や河川改修などによる流量変化は土地利用因子の範躊では評価出来ない。評価式の今後

改善検討すべき問題点として提起する。

水源井で地下水の大量揚水が行われると地下水位が低下し、周辺から地下水が引 き込まれる。平野上

部では浸透した酒匂川表流水が帯水層中をかなりの流速で流下し、水源井に引 き込まれる状況が把握さ

れている（横山ほか1985、横山ほか、1986、荻野ほか1987）。しかし、揚水の影響を水位低下（地下水

位因子）で評価式に反映すべきであろうか。地下水の揚水は地下水資源の消費であって、水位低下は「資

源と環境の保全機能」の狙いに反するインパクトである。揚水に起因する浸透や地下水の流れの変化を



評価するためには水収支が検討出来るよう今後評価式を改良する必要がある。

9. おわりに

環境資源アトラス図幅の平面的な情報の組合せで作成した水涵養機能評価式は、垂直的な涵養機能が

強調されていて、三次元的な広がりをもつ水涵養機構を表現するには限界があった。隣接メッシュとの

関連を考慮して地層層厚因子を入れて式を構成したがまだ十分な解決には至っていない。しかし、当面

問題となっている土地利用の変更による水涵養機能との関連については、作成した評価式で一定の評価

が出来ることが分かった。

メッシュの定量的評価を体裁よく行うため、図９の関係を一つの直線で表現させるには評価式を構成

する因子の評点から検討し直す必要がある。各因子の評点はランキング配分で区分しているが、これを

数量的な配分で評点を与えなくてはいけない。例えば、土地利用因子で水田の点数を6 ～7 点、河川地

Ｂの点数を12～13点とするなど、土地が湿潤を受ける機会を考慮して配点すればよい。

ダムの流量調節や地下水の揚水等の外的インパクトの影響については、水涵養機能評価式の三次元的

表現不足から満足な結果が得られなかった。

国土資源と環境の保全を目的とした場合、水涵養機能評価式が農林水産業のもつ利点を適格に表現で

きなかった。地下水の流動と水収支を考慮した地下水保全の評価式の開発が望まれる。

この調査を行うにあたり農業環境技術研究所、結田康一氏、農業土木試験場、小前隆美氏からは有益

な助言をいただいた。温泉地学研究所の職員の方々には調査に協力していただき順調に作業を進めるこ

とが出来た。以上の方々に御礼申し上げる。

なお、本調査は水涵養機能調査費（農林水産業、農林水産業のもつ国土資源と環境の保全機能及びそ

の維持増進に関する総合研究）によった。
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