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とくに自噴機構について
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　　濃尾平野の北1乏誓1部には，われわれが大垣藤噴帯と称し．．

ていた，大親牒緯感瞳帯が存在しゐ、、ご．の鑓灘帯が，最

近南・北窯つの鶏醗沸鵜分離L町ぐいる導そtバ懲噴帯縮

少は，その北戴にはほとんど変化がないの轍対L』ぐ，東

縁および薄縁が漸次薦に向かつて移つていく傾向にあ
恐、、

　　・ごの原因は，1幾臓帯頗撫いは鞭）周辺におけ櫛地一一iぐ水

牽E／用にもよると考えられるが，む鉱．・ろ耀三下1水蹴灘意1特璽蕪の

本質的な相違／こよるものと灘えられ難、，残存する，大癒

市を申心とす蕎；1購i蜘濤噴帯では，帯水層が地蜘王1勺には

圧縮L，韓くい妙礫層で麦湧，水文的には揚水に護くつて地

表水体からの浸透補給が充分に行なわれる特性をもち，

す窮酷艦が停卸1鼠てい轟駆濾激竃楠部の離沸べ急鵠

難帯水層溶発達しか心地表水体までの距離が遠く．揚水

紀よつて生篶る，薫懲下水補給が少な、・という特寵1三をもつて

織鷺部

い燃．

　北部の、ような簸晒下水罐鮪触特性をもっ聴懸欝1欝’池，馨鶴差型

（扇状地型），晦部のそオ僕、は荷叢灘、（平野型〉捻．て区

別す恐・ことがで港る、、このような融噴帯の区分は，地下

水の研究においてきわめ℃重要であ・〆）て，地下水開発上

の三糊新の蓬礎ともな恐ものである、，

　　ノ☆織、華．荊繍捧ら羽、臨！凱かげ嚇齪〉瞬縣水樹義

下の現象は，愛熱県一機，｝甫・尾酉市におけ馨）地下水開発

ときわめ｝「㌶腰譲輔誌／係にあ愚．そuて岐阜．県欝部の趣、区

には，褒煽部に軟弱なま蓄購1物が羅軸罐劉く存離1三する¢）で

地下水麟鋳翫劇1嚢重に行なわれなければなむない帯

嚢、．緒　　露

　　岐阜県南西部の玉1鳶野紘，濃尾単野鈴北欝／鵜！養、総iヲ，，木

欝・畳良・揖斐導罷購臨，よつて形成麟獄漁1磯低地で，

水審の難を避け恐1撫めに輪中が発！議したところである。

大垣市お、、疑メその矯辺は，低灘の齢嚢性薫／魏下水にとみ，

騒《工脚〉



蟻質継，B葺菅翅報儲藷3巻薦捻欝）

水都大垣とも勅幾妻1）楓静ぐいる。この地1．、箕汰ふるくから

紡績・繊維工業が栄えているが，近年とく籔ごの地下水

を求めて進出す巻工騰が多く，岐阜市…大垣市一垂井町

は新しい内陸二鷲謙婁地帯ごして発展じよらとしてい鵜。そ

レて新東海磁線羽／駅勘名⊃／ll高速・遡絡の完／戎によつて，

慰峯）に当地獄の選業開発が括灘になることが予ヂ灘され

る，、

　われわれが　燃の地懇：について鵡コぐ水調査を行なつた

のは，　難難2酬蕪霧鱒三である合　その1後難慧　進出に科孟なう蝿三

下水1欝発・伊勢嚢響《風後地下71くを．水1燦ごする㎜ヒ水道・簡

野ガ☆道の懸鞭蓑は夢めざ霰しく，一藩匙わ蝿三雛こでは紺ゴヂ灌く餐匠

の抵資マが翼購茎、、く導置われている，

　このような構勢にかんがみ，蓬．莱蓄、纏の基本的麟子で

ある水欝猟…とくに鋤下7｝く難鷹ついて，騨糊査を行なう

索齢肇響がざ1鷺じてきたのてき，　芝9磁蓋磐薫灘月，輯支圭ぎ乱・プく麓孟・羽

島の三｝賀を禽む岐準欝、南の地域について調査を行な、つ

た。　そじてこの蝿塁繊です略でに煮萎三じノぐい’7ずく鐙：奪禽“”粋一欝華賊

調減少の現象は，帯水／li、の水文的・地駿的特’雛によるも

騨）であ嶺こと力窺叢　、さ離．ゾ甑鶏

　本文は，地下水調査の結果をと！）まと義るとともに，

藪鞭／酪溝について1拶！、鯛しノ剛もグ）である沿

　なお講寵竺あたつては，名慧塵通商産業／簸．，江諜・岐

阜県商工麹光課をはじめ，大垣市・羽島市の御協力を頂

いた。ここに摩く謝煮を喪する．

黛．環　　境

　鰭鴨尾平馨畢は，北韓叢紬量罵の　 かが1婦磁に、よつて鰯婁

れ讐南は伊勢湾紅ilいた1縛嚇ド野である、，1木曾㌧疑良・

窪鷲嚢蓼測懸州潟．，玉1野（乃癒西蕎誓／駕｛騰れ，二、芦i平行して伊

勢季．マ，翻、ぐ噂濃尾群野の東琶は，地形的に肇れ、い1対照を

環禽七、てい愚窃すなわち野剛芸野の瀕こは㌘銀黎偉蔑斜蝋1津つて器ド

野に臨むi藤．熱鱗派が南北方i糞1に走！），東に二は東叉ら漸に

向かつてゆるやかに糞謬1斜几して平野に没す端羅張凄1⇒舞）

る、，そして潮・野は，一・種の構造　地であ屑）て，甦汐）養i

老傾動地塊の前爾断／巌と，その東を嵩鎌接する尾張傾勇

地塊の背蜥と：の闘に形／戎懸れ・た断縷1懸隙ま慰である，とい

謝粛駕響ぐレ・る。

　大堰蒲岐．皐鵬羽、鵯の．三、毒を奮むi駿・攣隣繕誓灘部の平野

隷，ン賛曾・畏良・終籍饗の撒／llによつ｝ぐ形滅1おれたものてト

あつて，大嫌以購の1湊川沿レ・グ）地帯は海抜§瓢メヌ下

で，しかもその大部分は隻難以柵描ドの籔湿地帯であ器．

　県諮簿醤部の平野は，超三形によつて分けると，扇状超P

掘濫原・新生三角洲の13地区に区1分することができる。

扇状地は，長良規・橿斐鶏によつて形成されたもの　（標箋

満欝脚2｛》鎌以、1、）と四側の山麓部に響§達する小規模の

ものに分けられる，、長良川弓　蔓洲本川の扇状地は，緩

傾斜の微扇状端甲ひあるが，壊1岸蔦川騨iハ1・窮讐邦卜牧1遡川

などの扇採地は、簿傾1斜であつて，これらの河川グ）表流は

扇央部において完全．に灘末下に浸入することがある。，ほ

ぼ今尾1轄一一鳥i三i三胸高を結ぶ線の南側の低灘地は，新生烹角

洲地帯であ蟄，その中聞大垣市・馨聯．畿市などを含む地帯

は，欄潴講、煙華欝であつて，酵然堤防が存在し“ぐいる．

　これら扇状地の扇端部／こは，　ヂガぞ」と称せられる大

小いくつかの謬、泉がある、、揖斐絹微扇状地の扇端泉は，

神戸町と北方購を結ぶ線に獄ぼ分布してい燃。その下流・

には，いわゆる大垣自噴帯と称せ》れる欝！蹟帯が存在

し，その範囲はほぼ木蒲川以懲の華野全体に及んでいる

（第翌図劉㈹、，当県南四部平野の地下水は，巨撹的に

は難シ伏ま慰ま襲・学嶽濫：／鰐樫難・黒狸響予漢線の美磁『『ドヌ紅に懸1歪yすること

がでさる。

ノ
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鋳落　三．嚢護　　ヅ1、漢罎繋聾鞍添す鑓

　当地域において利用されている水源は，地表水・地下

水であ参，地蓑水はかんがい馴こ，地下水1はかんがい用

ギ工鐸養用・7翼道用・家／庭絹で凌）る，、1岐導．県罐く葦翁1原調趨会

がi鯵磁菱響鷺蝿に幸繊健籍しずと7駄牽ij用の簗兇重兄は，次のとおり

である鋤

響毒一G、（擁8）
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井

機

　　　…
滋三）　かんがい環水紛．驚料娃3農魏遠3薄工1三羅1猷総　　1ミ

　　1こ業鐵藩く菖灘隊藩は3婆蘇書S絹王ξ蓑藩二　罷幾“

水遵灘塚くデ騰瞬露騨警案嬢薄王i驚薬養雛く遮諜講ぜ・く

畿　帯水騒と地下塞

嚢，8瓢

！4讐2窃藁

4，瓢魂

L．o土

　県鴎藤部平野の地顎1水は，筆蓄芒）に、強つて辮灘年お

よび鑓辮に調査され，濃羅平野のま建、質溝遷1齢二支配憲れた

盆状構薫と1木曾・長艮崎　讐鐙三州によつて養われる地

下水のあ塗方とにょつて形成された大1則蒙噴帯の存在が

！恥かにされだ〉」§慕／）年岐阜大肇雛慕講太郎らは，淑）

自噴帯を養なう揖斐川水系の瀬養地帯について轟地ノ購雲

的・地球物理疇輸勺分野からの調査・研発を行ない，そし

て大趨強獲帯が麓つに分離しているこ薫を指摘した窯）．

また名齋燈大学地球科学教室は，欝5〔）年以来渕闘蓋野

の地下水の地球化酬1勺贈駿行ない，淑1こ大．璽離、、響

における浅／麟および深騰地下オく“）イヒ｝学的／震分が異な己）た1

変化を示ズ鑑とに注嘱レ摩帯水1蕾のもつ地下水彗的性質

にっいてのすぐれた業績を発表レていび）、

　黎．嚢　欝縛く騰

　大垣市およびその燭辺における癒下地奎は，すでに報

告され・ているが，現黍践利用されている器（3職以浅の地質

は塁　著欠のとお！）である。

　業）　神積／・，…，1は，上轟随漣砂一礫鷹唱泥炭・植物破片を

禽むシノレト醒粘土！l熱娯殻を混える砂層，そして澱下部

に砂侮礫層と：いう謄l／響で構∫戎されている葦その櫻簾な愈，

大垣市で祭（｝一藝○雛であ）て・杭瀬川以翼では急，こ層厚

を減じて2馨驚程度とな勢，岐単市街地では憩撒以内で

あ翫その基底までの深度を示したのが，第黙図である．

基底礫層は，大垣市およびその周辺において郵浅掘盤と

称せられる自噴井がi鋼遠している主要帯水層であつて，

愛知県…宮市・尾西市などで1墾称きれる輯第一・礁納憂畢努

鉱第…帯水層鱒に相鐵する．

　2〉　更新…一鮮新灘は，名古屋東部の．翫陵を構成する地

層に対駕されるものであつて，この糖城においては，充

分に地層区分を行なうことができないが，さく井地質柱

状図およびサンプルに基づいて分けると，同層は上部・

下部の特徴ある層からなる．

　　　　　　　　　牽離）

　．、臨部層は，砂・粘．1擦轟藪む地層であつて，礫・浮蕎・

獄殻を混える、，笠！窯町においては，深腰慧～畷驚に浮

貰1が膨り，その下位！こ馨ぎ色牽占：蓬層が1介巻三されている、、

浮1石層は，笠糎莞町および甦霞蜂＿南1こかけて分布し、垂、　　」

娠一鑓難である。褐色響け灘壌，騨数燃ど窯蜂であつ

て，岐阜潜の茜側にあ導穂積町藻柳津町勘笠松町から欝

側に分布し，よくトレー』隈す議凱二とがで㌃る，，褐色粘土

屡の下位は擁色蒼熱する粘1静シルト・紗～礫であつ

て，最下肇1疑殻を混える翻鰯が凄る、，この細粒質の地P

lま，捕霧・長良融微扇状地を除く枕瀬川以東の平野内

紅分布しておi登，毒鴛斐川イ寸近においてもつと黙発義灘Lて

いる、，

　下部層は，構色粘土を挾在す愚砂礫屡であつて，さく

陣臆三）援麟では蒔勝奪薪沙利罪と霧麟幾さ粟ゼぐいるま1寺ぞ激ある翅三権1

であ恐幕、1、、部麟が欠除す勲微扇状濠醸鳳おいては，褐色粘

土に欝む砂礫層がこれに相欝L，神戸町および糸貫村に

おいてはそオ覧ぞ繭灘獣h蔵激季3（）鷺玉ヌ1漿に域ン布摩　燈離　また右義

瀬川以鶏の地区において博　同層は一般に鵜色粘土に富

み，譲た慧莚木を拶ξむこ翫が慶膿義下／／（）簸、茎二位にある

窺ヨ豪／ i罪は，！怒聾擁25撚1 腰であつ甲ζゴ大1妻1擬｝茸嫉ヌ麹にラン

布する。それ以深の砂礫層は一年般猷細粒であひて，深く

なるほど粘二量屡が発達ザ導穆1向にある、下部／lのヒ限を・

1率す称欝凝祭壌：麟箋はヲ鮮事慧図に胃≒してある、，

　． ヒ期三煽にダ疑複、姦れる撹擁樂屡は，砥申擁ギ多と麟ζせられ、て

いる1舞獲井が到薫嚢している帯水／，妻1であ　｝，下部罐，は麟深

擁げの諾材く層とな鷲）てい馨登そレて下纈／履の．焦イ　にある

｛警鷲簗刃欝算慧愈襲…げ慮｝霞締尾1鱗享誉でレ・う｛募第血蟻繋／　擁巌第

二帯ズく層罪に相嚢窪湘燈、、

　更新一鮮新！．のン㌧，浮石を混え尉1歳尾張丘陵の熱

疑1麟に，璽萱を混える層は八事履に，そLて“欝響層盤

は唐山屡（以一ヒ更新爆〉に対比され馨もぴ）と考えられ，

る、、《集1罫畢／多㎜ド筆の一ド嘉βにある｛蟻樂麟タ融：熱講欝累層（趨．木を

蓬爽む）は，総嵩張．翫陵朝）瀦蕎層　（薫羊新層）に凝．1当す斎もの

であるう．

　深．井戸の揚水資料から艶｝ll曇誘く層の示す匙騰鍵難、（水位

降下工縢あた撃の揚水颪〉は，次のよう紅寒とめ1れ

る億　　　　　

　　　　　　　鳶魏謹、瞬、＿聾、
蟻　　鉱
　　　　　　　（瓢翻劇　〉

婁貌　　　遷く　　　1懇

　　　（灘〉

岐単市東部1 惣擁
　　…

繋暮岬sO

穂　積　町i　　欝・1灘）　欝3漁で翰第礁懸舞狐帯水懇

櫛　津　 臨i

　　　　　　I
盤鷺　宰驚　 陶喚

　　　　　　モヅ織　重鱗　 鷲ぎ1
　　　　　　き

醇，欝副認一灘（纂一孝ξ多水麟〉

　　　サんドヘ

婆，隅継駅第駄葡お・旗
　　　1び⑳岬欝〔｝（第融護翻丞麟〉

爆欝7（／（1　鍵蕉5岬献》7（猪騰1麟？）

難㌘一一（裏（）4嚢）
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岐覇鼎，栖部の鼓圧燐下水（村下敏夫・森額凝奎）

　臨湧出難が魂，○○（）諮爆顔くの大きな値は，透水性に冨

み，　重礁繋菱ガ鴫爵舞に薫薫ψざ愚1叢オ考蓄（ガく欝護〉鱗慧の繕號蝕ノ籍．1に叢戯ナる

イ直である』

　鋒．窯　　悉癒　下ン郵

　卸振饗舞“葉紺篠愈シ　跳く璽蔭躍轟 瀞の超三蹟下7歎を7蝕懐罫ダ恥戴艶P　暮

地区に分けているが，葺三力面の形・水濾・水質に基づい

てこ．れを地 ド水系統で現わすと，木曾州・長蔑川系，揖

斐州系，杭瀬絹（赤坂〉系，絹揖・牧灘川系，今尾蝿薦

須系の雛地下水系紅区分す蔦ごとがで蓉煮）。

　翫）　擁く礪暑賛肇誘　1…鰹i嶽琵自iマ灌く系禽は，　購芝環講了範餐熱率公難II懸犠1

薯榔町磨葺薫お、よび嘱、ノ灘il藩灘或に1分麟窪摩㎜る／き艶皿ド7kである戟　こ

の地下水系群第一 ・帯水／激，恥に富み（（｝ほ理（｝．蔭猶）瓢〉

塞ノ＿笠層u驚、贈1曳　／l透妻力、な離’　蟻ぎし　国・る、

　2プ撮斐川地下水系は，麟姦鎖の推濫原地｝潜におけ慕

薫慰奪ぐ貰ド望きあ〆）て，　ソて躍．藁li舞舞融グ》藁音1玉ゐき1三）‘1叉壕ぐす磨名露銀嗜寸戦貼

め渥けてラ葵布づ皿燕超ぎiぐガくて1熱　　、義等一・虚認蕊搾鞍ガくl／　l業茸驚蕩妥

であつて．轍㎜も憩峯）墨）臆£ノ』ドであ蔦、L、か／ザ諮、墜欝融

灘／愛ぴ一）課‘磁｝講嵐婆1訟警　ぐトに肇喬1芝み3（）～4（｝欝）燃　幡議更孟ノてモマ’

る無

　菱3）　｛1充1頼川　軽　葺麺）士慰下雌く系は、1嵐1頼川の瀬、三罫欝に紛つ〉

て艶　越惣販灘ぎ鰻臨、1翼▽）繕灘購にある1驚誤費美滋灘　）ブ籍套鞍誰響灘紘の嚢欝

樗ぎ二醸談こか1ナて分嗜￥1勢る壽1憲下ヌ歎である，7／く糞激，アル寿り

繧盤を峯黙L，，謬　痩がi蕩い特霧気をもつている倉

　4）　．韓蓬邦1薄ジ欧1舞“1艶下7k醤象1憲，　そオもらの1鰻歳業磁衝磁｝潜に

分布する地下ノkでふ署匹

　購　今尾曙瀕地下71鴫系は，轡沼み三角洲地帯‘ノ）地下水

である「、そLズ、二れは．ヒ述の地下水系とは，、戴つたく異

ならた地下水で鍬つて，、ぽ部の地下水はc至…に1み

　（気（xl懸｝鵜く），まノ駕このノ／く系・）縄鎖ツ／くには丁天戴薄ガスが遼奪

；轟碍導窟L剛ぐマ・馨

　プ雌難藤！　籍紅オ5ける／磁干フk華慈懇罎力鷲ヌ　漆ゴ滋！鮮灘購累こ臨1ラ蕊

W艶き欝こ1蕪窪，　7鑑航縫く旨響ポ義、爵）壕；i蕪趨卿＆欝1㌔・ため突3あろ

聾、，とく鶴杭瀬川，稽鎖尋牧剛疑簿鶏喘射．シ薦唄系の地

　ドガくランギ麟意，　ぜ．事鑑圭愚鯵犠に1，．舞襲“す恐ま慰豪難薄漣鷺グ）1　難！を哺）q激

く簸けている亀，“7隔）とギ参え、ら選Lる．、

盛．　　農曝難犠離の象慰ご髭

　　　　　　　　　．，　フi陶鰹舞．貸　1禁蓄慧野縫懸葦費霧と麟嬉意ら才し煮），

繊獲碧’雄糎芝駿、三．量患“1・7kc今、》賢　。レる一…げ）ゲ）ソくきな1灘弩羅静ズ欝凌〆四

ノと、，　乱’孝レし．聴患自貿雌く率ll，／鱗f）婁！懸類　　馨践異愈ll趣』下踵く1藤i　　澄）藩幾

少などによつて，　　　．脳照へし，菰ご喋／嘘帯は蒼｝鱒

無瀕蔑／こ／寒崖支．鄭1’鍔1蕎季跳くノ匿大趨更嚢琴嚢’諮頃　 熟達繕！製癒累1誕1鮮丁報嘩歴

の獲憂影蕉趨辞叢il　　窮　羅講＝1賛を申岐ンと1づ雪　穣罪鐸．1粥譲1雛薪潜と騨＞

＄〆）に5》総建し甲ぐマ・プ熱。　そ／㎡てプ耐　欝舞難離糞窪，　蓋勲綴〉警～鐘ニ

メ蘇ノ慈楼縄鐵三らに気鉱〆）て，　姦1読謬こ鳶　　ぴ）潅1曇替！鵯慨ン灘猷、．．て二い

蕎嬬とが明らかに泰れた緯，，すなわち，これらは大燈一

今尾の麟噴帯と高須一福江の欝叢帯ど醸＞つて，驚の

懲曝尋捧窪薦藤蒙貰1愈艶　プ“難懲曜重、1誉ぴ）霞1奪箋（婁5難総菱黛9）　¢）糸勺窯／3

／こオ｛馨饗壌噸る無

　さら／こ叢羊鼎蓋暴叢室金欝寸摩　膿と磐

　工〉　吉争諌く蕪三力翼餐叢｝ド！〆凄難曜塗鳶＆奪　iヒし、，たま藪潜／誌，　．欝二、輝響水

／l騨）l　l発め凝叢んドぴあ恐艶　1黛気…鶴糸貫／籍一一鑛隅良芦廷ヌ東の／也塗簿

とシ姦舞一認一一1　妻覇粥4）灘畿穿馨評ぴあるひ　離／講樽二，　韓、薫　轟癌｝ドガく謹）

項で区分した木轡川・畏良川・糸1馨罫川に、よつて養われて

マ・恐圭幾一下雌蔦系騨艶あ1）緊　マ憂者ぐ爵胃、難箏i罫、驚摂鞭1　蝕1蟻¢）一・一至芝黎

悼で㌧～鄭る。

　2）　現“存する北部の劇三婁、鰭、，ま，祷、舞：斐川鵬杭瀬川繋薩睾洲

・牧i三1三洲などによつて嚢わ戯．蒙桑地下水系グ）ところであつ

て撃　ご、く判）自懸駆雌糞譲薫．嚢繋3奪飛瀬蘇鷲L敦こ業梵蓬雛ダ捗ぎぴ，）ラン離鷲滋穿鞍

に／漫／…覇謹、l　l聲嘔る、ぎ

　韓）北1塾り帥峯滞｝誌漏井戸のうち，とくに大燈市

街地のものは薫難1こは麟麟が停、臣し，凝漁、．騨、外の｝瀧節に

1ま鹸建鰻嘩噌　きと▽・う嚢1霧漆叢み・ら才し，　業叢二　　射響も華異i『覇／こ巽畏

預γて懸羅難饗皿塁急＞，総、｛う、、　、輪融議洩き　もノ　とも蚤毒P下噂く拳l！／l／

1¢）

多い時であ矯，大琴　）井戸洲貯碍lll：水l　lに鋤嚢してい噺）

ノヒ覇護凱讐　ご、ゲ）．試うノ　麟1象漆叢護駄じるも‘／）豊　一　気　ζ象しる

　1 耀御）東縁部，藷、鉱蝿獺．鋤鷺次剃嬢！，fお、よび北の方

爵其こ1曙／》！γ駄漉．詳i寿気げ霞li、総嚇挙ン馨麟　鍋す鵯るヲ簗藝注鐸激爵　糞磁㎜ド雌く騨〉

曼愚乗i鴛及轟駆護笏げ’，　覇蔑三1榛導の辱緩遭遙鷺霧力齢／灘灘して、・・る乏江㌔帳

うことも考え辱れるが，地下水疇的に考察一動ると，むし

ろ帯水騰と地下水‘肇あ！）、メ弧噸虹るものと裕えら離、る、，

　一一般に軟蔑な含水葦蕉融乳吻は弾性的／蓬1磯　曇ゾ　てお離，

鰹薯l　lオ浮　は／沙鱒婆と7kと湊為らなる一…評つの蓼！繁罎ゴ駆とマ蓼え㌧

才ゼ秘レ・る，，　戴麹黒i陵／く！l海擁畏　糞1（難嚢1／1く／鱒）に｛夏〆アぐ讐黛け

　1磁擁、塁鷺、．毎訟鮮　￥ゆ鱒匙と』／くと1瓢環試預）甲ぐタン藍Lさ、／ゼぐ馨馨り鷺擁樂グ）

、／、1繰1が　翻ないときに1寵，水．灘1涛隣縣く，　その！澱秀宿熱斎す摩嚇ん・

で支持力が増加博…之水難．が低下す恐轍こンリL、賄な水

頭圧の1線鰭二水層は，地下水の汲み／三“葺／解井芦机義羅羅

の彗欝．hに、勲ゼ〉オく鷺il　l（弩酵1寿ll欺ど1凱よぐ）て．　寧瞬1蔑準叢ご

離、えた状態にまで7／くザ，．1譲三がε　1ぐす勢と，砂礁緬些1縮が1‘鉱

鄭蕎よらになる、こ、騨）！．離醤漆営鉱じると雪ガ鷲麹1．ぴ）∴　融ゐl　i

葭はもはや起こらない』の1繋の翻熱翫1よ，考野耀　1

にド諜：磯三し　　養鳶　鮮柔1撫　　　　　二聴誌、“翻幣もので澄）る蘇　、

　　し漆凌し欝曝1’醗球二は餐　鋳籔璽慧と1よ，異な述）ノ℃鷺蓑のも紛誰業挙釜

灘黛釘寧　、　こ二露Ll1よ圭慮ヌ懸舞舞ll　ナ聡なlll聾鄭にあ／）て警　歪／　に

ごく豪奪い糞醗1オ鰯蟹が4至4．ll”釘恐霧鎗1蓬難鞍ガく／馨の鷲ン購露憲ぞ警に1認

め駐才t／F　・を知　ぐ羅曝毫藝愈，　馨整饗／蓬ぴ）霧f等　ヒ雛1｛〉葺鉱『ド7kの

漿力踏く蓬灘耗（）ノぐきさに，諏ぜつて璽三じ嶺、、この叢蒙の、ノ 縄馨誰蓼獄霞

讐、蓄　よ肇　海奪1焚薩慧¢＞搾麟蟻1に壱貧搬三し聲マ　王豪慧1騰　　簿禁ll難嬢湾俺》

てpマ・齢もくノ）て義懇恐、、

鈴《三．蝋、）



5趣　欝置舗三蕪搾ぞ　鱒　鱗鰻　 （第i3ド豊懸　 婁嚢逸驚誓り

　イ欝蒙難嚇㌢客董叢灘滋泡1豫奪i藩雛篠煮警　そオ㌔ぞ馨㌻響オよ／）ノと鮭慧肇鋸｝勺魯

水文嚢、ヲ讐韓1をもつて矯　　イ　欝毅は3墨鍵二ll、抽シ。嵐、・など

のi難補領勲∫麟と蕎輝樂な、どの瀦領｝く1　との累ノ筆　蒜あ！1），　糞也下水

の摘養帯までの距離力．鞭．くあるい妻象漁養水源がきわめて

欝筑弱な水体であ一．）て，揚水に，柔つて粥隠れる，貯至水

善憶　 叢力7／く捻磯善ε（ノ）馨碧プ灘／煮，よぜP　、津潜糸脅さ才むる嚢也貰樽紅；　丈！）も

はるか紅厩塾レ・・いう辱寺餐1三をも一っズ暫いる，、洛轡諺は，撃鰹オく

縷が透水性に富む桑ン参礫，1か転な／），炎流水・湖沼水録ど

の地嚢水体と密接力£水文的関係にあぐ）て趨講くによつて，

掬l／慾れ葛顧、癒，地下彊窮麹“1環旗獅い雛詠体からの誘

灘浸透難、裟の方がはるかに多い特韓三をもつていξ

　現、存する南北2・／の1騒、酢のうち，大ξ齢、窯申心とす

る北部の翻噴瀦二は，／磯川お，釦びその熟煙支川によつて

ヲ／成されだ扇状．i慰の末轍ご蒼齢三し、，｝、翻く層畷掘騒9因子

噛地下水瀬養など轟水文的融銚が遣　か型の諸条件を　た

L．、ている、、そして揚水によつてli．P．勤耀認塁」1二す凝携講よ，

夢轡暴7翼婁朝／』ネ雛レ・Wぐ1壱、　　　．／こを拷轡蕊し、、，　、噺講　’　悼ぐ曽一糞響警　嚢も

のであ・、．》。、これらの理ll 鑓、》藷北部の騨　縮汰，落置、一型

轍鞍、肖糞こ窮、蕪薄『るもぴ）と二諺桑巴らオ／る愚。

　こぴ）簸i懸寄、1、》）鱗戴《講聾こ1鄭／つて当　寡i讐1寿蕊え鳶　鰍に樗峯、三ヒしノ姐鋒患

帯では，繕鐵に猟力　　て粘二煮、いシノレト層　（麹奪、壼ll誘く層）が

発達し，帯水／，．峯は粗粒質から細粒繋に萎移化している．そ

転，ざで簡、1水道あるいは家繍／ll搬一ター贈ポン　，、駅どの小

嚇蘂の揚水（誉嬉が／劇ジ、下）に聯旗つて，ただちにそグ）

秀／簸議ぴ）嚢．建嚢夢1二ぴ）蕪1餐菱率幾霧畿力警肖タ獣壌“るとレ・うガ鴫文講擁讐三繕鋤オ薫

みられ圃。ご療ノらの翼、．1噛から，自馨幽1瓜地帯はイ1灘型麹
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