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　森林が生育した山地斜面では、地表を覆う厚さ 1mほどの森林土壌に雨水が貯留さ
れ、ゆっくりと河川に流出すると説明されてきました。しかし、最新の研究では、実
際はかなりの量の雨水が基岩に浸透し、山体地下水として貯留されていることが明ら
かになりつつあります。本研究課題では、良質で安全な水の持続的な供給を実現する
ために、山体地下水を水資源として評価し、探査・開発する技術を構築することを目
的としました。
　その成果として、急峻な地形を呈する中山間地が、豊富な山体地下水に恵まれた地
域であることが分かりました。また、詳細な地質・水文調査によって、山体地下水の
存在状況や水質を解明しました。さらに、山体地下水資源をより簡便に調査するため
の手法を提示しました。山体地下水は斜面崩壊の誘因ともなることから、地下水開発
による斜面安定化の評価や、土砂災害に対する警戒・避難をサポートするシステムの
開発も行いました。最後に、実際に集水ボーリング孔により集められた水の量と質を
継続的に調査した結果に基づき、本成果の有効性を検証しました。
　山体地下水は、個々の規模は大きくはありませんが、日本の国土の約 73％が山地に
よって占められていることから、水循環や雨水の貯留に大きな役割を果たしていると考
えられます。本研究課題の技術が全国的に展開されれば、大型貯水施設による大規模
水資源開発への依存度が低下し、環境・生態系への負荷の軽減、水資源の多様性の確保・
汚染リスクの分散、浄化コストや給水コストの削減、エネルギー消費量の削減、中山間
地の安全で豊かな生活の実現、といったインパクトをもたらす可能性が考えられます。
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山地河川流出水の量や質を用いた
優良地下水帯分布域の推定

　小起伏花崗岩山地、大起伏花崗岩山地、小

起伏堆積岩山地、大起伏堆積岩山地の合計 4

カ所に調査地を設定し、地質と地形によって

山体地下水の状況がどのように異なるのかを

調査しました。それぞれの調査地には、雨量

と流量の観測施設を設けて、長期間のモニタ

リングを行いました。また、雨水と流出水に

ついて、各種イオン濃度と水の安定同位体比

の計測を行いました。

　図2には、小起伏花崗岩山地と大起伏花崗
岩山地における雨量 Rと流量 Qの計測結果

を示しました。小起伏花崗岩山地では、降雨

の度に流量が大きく増加し、降雨の終了後に

は直ちに低下していることが分かります。つ

まり、降雨の多くが洪水流となって流出して

しまい、無降雨期間の流量（基底流量）はわ

ずかであり、季節的な変動も少ないです。こ

れは、山体地下水として蓄えられる水量が少

ないことを示唆しています。これに対して大

起伏花崗岩山地の流出波形では、中小規模の

降雨イベントの際の洪水流量が少ないことが

分かります。一方、基底流量は多く、緩やか

で大きな季節変動を示しています。このこと

は、梅雨や台風シーズンなどの多雨期にもた

らされた雨水が、山体地下水として長期間蓄

えられていることを示唆しています。

　堆積岩の地質においても、小起伏山地では

洪水流量が多く基底流量が少ないこと、大起

伏山地では大規模な降雨イベントを除いて洪

水流出があまり発生しないことが分かりまし

た。このように、花崗岩および堆積岩の両地

質において、大起伏山地の方が小起伏山地よ

りも大量の雨水を山体地下水として蓄えてお

り、水資源が豊富であると考えられました。

これは「日本は地形が急峻であることから、

豊富な降水量があっても、降った雨が直ちに

流出してしまうため、水資源利用が難しい」

とする従来の考えとは異なる発見であり、大

起伏山地の存在が水資源にプラスの効果をも

たらすことが示唆されました。なお小起伏山
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表紙：左写真：山地渓流における三角堰を用いた流量観測。右写真：調査ボーリングで採取された基岩サンプル（提供：JSTnews）。

図1　研究の全体像

地に関しては、山体地下水が偏在しており、

適切なエリアを選定すれば山体地下水資源開

発が可能であることが推察されました。

　次に、山地河川において、いつ、どこに降っ

た雨が、どのような経路を通って流出するか

を分析するシミュレーションモデルの開発を

行いました。従来のモデルでは、地表や土壌

層内の流れのみを解析していたため、新たに

山体地下水の流動過程の解析を組み込みまし

た。図3には、開発したモデルを用いて流出
水の成分を分離した結果を示しています。小

起伏花崗岩山地においては、基底流量が少な

いことが分かります。また、基底流に占める

山体地下水の割合も小さくなっています。一

方、大起伏花崗岩山地では、山体地下水が基

底流量を大幅に増加させていることが分かり

ます。このように、本モデルが優良地下水帯

分布域の推定に有用なものであることが示唆

されました。
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　山体地下水はどのような山に豊富に存在しているのでしょうか。山地河
川流出水の量や水質を手掛かりに、優良地下水帯の分布エリアを推定しま
した。さらに、流出水に占める山体地下水の割合を推定するためのシミュ
レーションモデルを開発しました。

図2　調査地と雨量・流量の計測結果
各流域の有効面積は、年間水収支が閉じているとの仮定に基づき逆算している。

図3　改良型T-SASモデルによる
流出成分分離結果
オレンジ色の部分が山体地下水の流出成分を表している。
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　斜面崩壊は、降雨強度が強い場合に発生す

る例もあるし、強度はさほど強くないが降雨

の総量が多い場合に発生する例もあります。

また、同じ降雨強度でも、それまでに降った

雨の総量が少なければ崩れないし、多ければ

崩れる傾向があることも分かっています。こ

のため斜面崩壊の発生を予測するには、降雨

の総量の影響を評価するための雨量指標（長

期的雨量指標）と、降雨強度の影響を評価す

るための雨量指標（短期的雨量指標）を併用

することが効果的です。そこで一般的に、図
7のような、長期的雨量指標と短期的雨量指
標をそれぞれ横軸・縦軸とするグラフ（スネー

ク曲線図）を描き、各時刻について点をプロッ

トし、それを線で繋いで降雨時系列による点

の軌跡を追跡することが行われます。スネー

ク曲線図上には、境界線（崩壊発生限界雨量

線；CL）が引かれており、スネーク曲線が

その右上の領域に侵入した時点で崩壊が発生

すると予想するのです。

　降雨に伴う斜面崩壊は、多くの場合、地

下水位の上昇が引き金となって発生します。

よって、スネーク曲線図による崩壊発生予測

には、「長期的雨量指標と短期的雨量指標の

組み合わせによって斜面内の地下水位変動が

予測できている」という前提があります。た

だし、ここで問題となるのは、長期的雨量指

標（横軸）と短期的雨量指標（縦軸）に何を

用いればよいのか、という点です。

　図8aは、半減期 72 時間の実効雨量を横
軸に、半減期 1.5 時間の実効雨量を縦軸に

とったスネーク曲線図上で、各時刻のプロッ

トをその時刻に観測された山体地下水位に

よって塗り分けたものです。（実効雨量は、

半減期をパラメータとして先行降雨の影響を

加味した雨量指標です。半減期は、ある時刻

に降った雨の影響が半分に低下するまでの時

間を表します。）このスネーク曲線は、従来

の災害発生予測において広く用いられてきた

ものですが、観測された地下水位をあまり判

別できていません。一方、横軸・縦軸それぞ

れの実効雨量の半減期を最適化した場合（図
8b）には、プロットを比較的きれいに塗り
分けられることが分かりました。多くの地点

で観測された山体地下水位データを用いて同

様の解析を行ったところ、地下水位変動を

最もよく再現できる実効雨量の半減期の組

み合わせは、地点ごとに異なることが判明

大起伏堆積岩山地における
山体地下水資源探査・開発手法の検討

　調査を行った斜面の下端部には、大規模な

横ずれを示す断層が存在することが分かって

いました（図4）。調査斜面の地形解析や詳
細な現地踏査の結果、この主断層に付随した

複数の断層が斜面内を走っていることが分か

りました。これらの断層が地表に露出した部

分を観察すると、断層に由来する透水性の低

い粘土の存在が確認されました。一方、調査

斜面には多くの湧水点が存在していることも

分かりました（図4）。これらの湧水点は明ら
かに断層に沿って線状に分布していました。

以上の結果から、調査斜面における山体地下

水の存在状況を図5のように想像しました。
この図は断層を含む縦断面の様子を模式的に

描いたもので、粘土を伴う断層によって地下

水流動が遮断され、断層の上流側に地下水が

貯留されると推測しています。そして、断層

を乗り越えるように水位が浅くなった結果、

断層に沿って湧水点が形成されると考えてい

ます。もし本当に山体地下水がこのような状

況で存在しているならば、図5に示した「断
層を貫く集水ボーリング（水平ボーリング）」

を実施することにより、山体地下水を効率よ

く集められると考えられます。

　そこで、実際の山体地下水の状況を確認す

るために、図4の c、m、b 地点において調
査ボーリング（垂直ボーリング）を実施し、

地下水位の計測を行いました。同時に湧水点

C1、M1、B1 の湧水量を計測しました。そ

の結果、湧水量が増減する波形は、その湧水

から見て斜面上方にあるボーリング孔内の水

位が上下する波形と極めてよく似ていること

が分かりました。このことから、図5に示し
たような山体地下水の存在を確かめることが

できました。

　図5の集水ボーリングを実施した場合につ
いて、数値シミュレーションで解析したとこ

ろ、集水量は総流出量の 30％に達し、効率

の良い地下水開発を行えることが示唆されま

した。また、集水に伴う地下水位の低下によっ

て、斜面が崩れにくくなるという試算結果が

得られました。

　山体地下水の存在状況を調べる際、調査

ボーリングや湧水量観測は精度の高い手法で

すが、コスト・手間・時間がかかります。そ

こで、地表に配置した電極から電気を流し地

下の構造を探る「高密度電気探査」による地

下水調査を、図4に示した側線で実施しまし
た。その結果得られた比抵抗値（電気の流れ

難さを表す値）の分布を図6aに示していま
す。一般に地盤の比抵抗は、地下水帯や粘土

を伴う断層において小さな値になることが知

られています。図6aでは、斜面中央部と下
部で「低比抵抗値の鉛直方向への連なり」が

検出されており、図4に示した断層の位置と
良い対応を示していました。加えて、断層 A、
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B の上流側では、地表面付近の高比抵抗領域

と深部の低比抵抗領域の境界線（比抵抗値約

700 Ω・mの等値線）がほぼ水平になって

いる一方で、断層の下流側では、この境界線

が傾き、断層から離れるほど深くなっていま

した。そしてこれらの特徴が、ボーリング孔

内で観測された地下水位分布と良好に対応し

ていることが分かりました。このように、高

密度電気探査は山体地下水調査に有効な手法

といえます。

　高密度電気探査よりも効率よく調査を行え

る空中電磁探査についても検討しました。こ

の手法は、ヘリコプターから吊した測機を使

用して、山地斜面を上空から調査するもので

す。得られた比抵抗の分布を図6bに示しま
した。図6aと比べて鮮明さに欠け、断層は
うまく検出できていません。ただし、断層

B周辺では地表付近の比抵抗が低く、断層 B

の下流側では低比抵抗エリアが地下に潜って

おり、断層による遮水の様子を大まかには捉

えられています。さらに詳しい解析の結果、

山体地下水の平面分布の把握にも有効である

ことが示唆されました。

土砂災害に対する警戒・避難を
サポートする情報提供システムの提案

　山体地下水は水資源であると同時に、斜面崩壊の誘因でもあります。降雨
時の山体地下水の水位変動を解析することによって、土砂災害に対する警戒・
避難の判断をサポートする情報を提供するシステムの開発を行いました。

図7　スネーク曲線図を用いた斜面崩壊発生予測
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しました。

　豪雨に伴う斜面崩壊を予測する従来の技術

は、地質、地形、水文特性の違いに関係なく

全国一律の雨量指標を用いている（例えば図
8a）ため、斜面ごと、地点ごとに異なる特
徴を十分には反映できず、精度に限界がある

と考えられます。本研究では、図8の結果に
基づき、「様々な半減期の組み合わせで多数

のスネーク曲線図を描き、各々のスネーク曲

線図で既往最大値超過が起きているか否かを

検出する手法」を新たな技術として提案しま

した。この技術によって、崩壊予測における

「見逃し」を減らせる可能性や、土砂災害の

警戒・避難をサポートする分かりやすい情報

を提供できる可能性があり、減災に貢献する

と期待されます。2014 年 7月 9日に長野県

南木曽町で発生した土砂災害を対象として技

術の検証を行い、その有用性を示すことがで

きました。本技術は「斜面崩壊予測方法及び

斜面崩壊予測装置」として特許出願しており、

現在、社会実装に向けた取り組みを進めてい

ます。

図4　大起伏堆積岩山地の調査斜面
等高線間隔は10m。▲は湧水点の位置、■は調査ボー
リング孔の位置を表している。
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　優良地下水帯の存在が推定された大起伏堆積岩山地を対象として、山体地
下水の存在状況を詳しく調査し、推定結果の検証を行いました。その上で、
山体地下水資源を効率よく探査し、開発する手法について検討しました。
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図5　斜面縦断方向の模式図 図6　高密度電気探査（a）と空中電磁探査
（b）で得られた比抵抗分布

京都大学 大学院農学研究科 教授
（顔写真は p.2 参照）
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図8　地下水位Hによるスネーク曲線図の塗り分け
（a）は半減期72 時間と1.5 時間、（b）は半減期1061 時間と77 時間を使用。
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実例に基づく
山体地下水開発技術の有効性の検討

　本研究課題の成果を現場に応用し、適切な山体地下水開発方法を検討し
ました。その上で、実際に掘削された集水ボーリング孔により集められた
水の量と質の調査結果に基づき、山体地下水開発の有用性を評価しました。
以上の成果をとりまとめ、中山間地域における新たな水資源開発技術とし
ての意義について考察を加えました。

　国土交通省が取得した地質・地形・水文

データの解析、ならびに独自の地質・水文調

査と水質分析を行い、最適な地下水開発方法

について検討しました。図11は、調査地の
地形、観測施設の配置、ならびに空中電磁探

査により得られた比抵抗分布です。空中電磁

探査では、周波数 31kHz で計測された比抵

抗の値が、A沢のある斜面の下端で特に低く、

山体地下水が集中していることが考えられま

す。図11の黒線周辺の縦断面について、調
査ボーリングと空中電磁探査の結果を詳細に

分析したところ、地点 aの周辺では断層によ

る遮水によって山体地下水が蓄えられている

こと、地点 b、d、c では地下水が深い深度

に潜っていること、地点 eでは地下水が浅い

層に戻ってきていることが推察されました。

　以上のことから、A沢右岸側斜面の下端に

おいて集水ボーリングを実施することによっ

て、斜面全体を涵
かん

養
よう

源とする山体地下水を効

率よく集水できると考えられました。実際の

集水ボーリング位置は図11中に示したとお
りであり、長さ 70m、仰角 5°のボーリング

孔 10本が、角度 90°の扇状の配置で掘削さ

れました（図12a）。

　ボーリング孔からの集水量は、図12bの
装置で連続計測されました。図13には、集
水量と湧水量（図11●地点にある自然湧水）
を示しています。集水量の増加や逓減のタイ

ミングは湧水よりもやや遅れており、より深

い深度の山体地下水を集めていると推測され

ます。湧水に比べてその量は多く、1日あた

り概ね50 m3は確保できており、有効な水源

として活用できると期待されます。

　湧水とボーリングにより集水された水につ

いて、大腸菌の分析を行いました（図13）。
湧水では観測期間中の 3回において大腸菌

が検出された一方で、集水された水が陽性と

なったのは1回でした。ボーリングを実施し

て山体地下水を集水する場合には、自然の湧

水よりも清浄な状態で水資源を利用できる、

という可能性を示唆しています。ただし、全
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山体地下水の水質と
汚染リスクの検討

　近年、山地源流域では野生動物が増加してお

り、それらの糞便による汚染が深刻になってい

る可能性が考えられます。特に塩素に耐性を示

すクリプトスポリジウムによる汚染は、適切な

浄化手法を検討する上でも重要になるため、集

中的な調査を実施しました。

　図9は、クリプトスポリジウムの指標菌であ
る大腸菌の分析を行った結果です。1つの湧水

と、その近傍に掘削された調査ボーリング孔内

地下水を対象としています。調査ボーリング孔

は同一地点に3本掘削されており、それぞれ上

（4.3～5.4 m）、中（7.7～11.5 m）、下（14.3～

19.0 m）の異なる深度の地下水が孔内に流入す

る仕掛けになっています。湧水については、

豪雨の後などのタイミングで大腸菌が検出さ

れることがありました。雨水が土壌を浸透す

る過程で汚染され、十分にろ過されない状態

で湧水に混入することが原因の一つと考えら

れます。一方、山体地下水については、深度

に関わらず常に陰性でした。十分にろ過が行

われ、大腸菌が取り除かれた可能性が考えら

れます。

　次に40本の調査ボーリング孔を対象として、

孔内地下水を一斉に採水し大腸菌の分析を行っ

たところ、39カ所においては陰性の結果が得

られました。陽性となった1カ所のボーリン

グ孔では、降雨に対する地下水位の応答が他

の多くの孔に比べてかなり緩慢である一方、

豪雨時に限っては比較的鋭敏な水位上昇を示

していました。このことから、豪雨時に表層

の水が基岩の亀裂を介して浸透することに

よって地下水に大腸菌が混入し、その水が長

期間滞留したために、陽性の反応が出たもの

と推測しました。

　このように、山体地下水は大腸菌やクリプト

スポリジウムの汚染リスクが比較的低い水資源

であると考えられますが、亀裂を介した表層水

の混入がある場合などには汚染が発生する可能

性があることも分かりました。

　さらに、山体地下水に含まれる重金属の一

部を調べたところ、アルミニウム、鉄、鉛、

亜鉛、マンガン、カドミウムの濃度が水道水

質基準値を超過する場合があり、注意が必要

であることが分かりました。その汚染状況は、

同じ地区内でも地点によって異なり、また同

じ地点でも深度によって異なる場合があり、

局所性が大きい傾向が推察されました。

　水のおいしさについては、硬度※2を尺度とし
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大学院農学研究科
准教授

中村 公人

く汚染が起きないわけではなく、注意が必要

であることも分かりました。

　中山間地で実施されている簡易水道事業の

中には、人口の少ない各集落を結ぶ給水管の

維持管理費用により、経営が悪化する事例が

見られます。また、集落間の距離が遠い場合

などには、飲料水確保のため、各集落で住民

自らが小規模水道事業を行っている例があり

ますが、量・質ともに不安定なものが多く見

られます。本研究課題で提示した山体地下水

資源開発技術を活用することによって、「遠

く離れた集落を結ぶ給水管の敷設や維持管理

が不要で、さらに水量・水質の不安定性が改

善された水道事業」の展開に貢献できる可能

性があります。加えて、集水による山体地下

水の水位低下は、土砂災害の軽減にも寄与す

ることが考えられます。このように、本研究

課題で開発した技術は「中山間地の各集落に

おける安全で豊かな生活を支援し、魅力ある

地域の維持・発展に貢献することで、“ 都市

部への一極集中 ” から “ 地方への多極化 ” と

いう変革をもたらし、活力ある社会の実現に

寄与する」という可能性を有していると考え

られます。

京都大学
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特定准教授

勝山 正則

図9　雨量、湧水量、地下水深ならびに大腸菌分析結果
丸印の x座標が採水日時を示し、○は陰性、●は陽性であったことを表す。

図11　調査地の地形、観測施設の配置、ならびに空中電磁
探査結果
等高線間隔は10m。

図10　地下水・湧水の硬度

※1 本研究の水質分析は科学研究を目的としたものであり、
その結果は、安全性や水質基準への適合性に関する正式
な証明としては使用できないことを付記しておきます。

※2 水の硬度…マグネシウムとカルシウムの濃度から換算し
た炭酸カルシウム濃度。

　水のおいしさ、安全性は、水資源開発において特に重要です。山体地下水
と湧水の水質分析結果※1を比較することで、山体地下水を水資源として利用
する場合の利点ならびに注意点について、水質の面から検討を加えました。

京都大学 大学院農学研究科 教授
（顔写真は p.2 参照）
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て検討を加えました。硬度が高すぎると、味と

しては「しつこい」、低すぎると「淡白でコクが

ない」などと表現されることが多く、厚生省（当

時）が発足させた「おいしい水研究会」では硬

度10～100 mg/L がおいしい水の要件とされ

ています。ただし、水のおいしさには個人差が

あり、日本で市販されているミネラルウォーター

にも硬度が100mg/L を超えるものが存在し

ています。各調査地区の結果を図10に示し
ました。地下水や湧水の平均的な硬度が大き

い方から並べると、大起伏堆積岩山地、大起

伏花崗岩山地、小起伏堆積岩山地、小起伏花

崗岩山地となり、大起伏山地の方が小起伏山

地よりも大きく、堆積岩山地の方が花崗岩山

地よりも大きい傾向が認められました。大起

伏山地の山体地下水の多くは10～100 mg/L

の硬度を示しており、大起伏堆積岩山地では

100mg/Lを超えて硬水に分類される地下水

も見られました。

京都大学 大学院農学研究科 教授
（顔写真は p.2 参照）
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図13　湧水量・集水量の時間変化と大腸菌分析結果
○は大腸菌陰性、●は大腸菌陽性を表す。

図12　集水ボーリング掘削（a）と集水量計測施設（b）
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「持続可能な水利用を実現する革新的な技術とシステム」研究領域

「持続可能な水利用を実現する革新的な技術とシステム」は、科学技術振興機構（JST）が推進する戦略
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います。革新的な水処理技術や水資源管理システムによって、水供給、排出、再利用、資源回収における、
水の質と量の統合的な最適化を行い、エネルギー、コスト、環境負荷、健康・環境への安全性、地域社会
の状況などの観点からもっとも合理的で持続可能な水資源の利用システムを提起する研究で、かつ、実社
会への適用性を十分に配慮した研究を推進しています。
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