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日本水紀行(3)関東地方の名水

島野安雄1)圃永井茂2)

1｡はじめに

今回は,関東地方の1都6県に位置する名水に

ついて取り上げることにする.環境庁(1985)によ

る｢日本名水百選｣には,関東地方1都6県で11

ヶ所が選定されている.それらを順に挙げると,茨

城県が八溝川湧水群(大子町),栃木県が出流原弁天

池湧水(佐野市)と尚仁沢湧水(塩谷町),群馬県が雄

川堰(甘楽町)と箱島湧水(東村),埼玉県が日本水

･風市川(寄居町),千葉県が熊野の清水(長南町),

東京都がお鷹の道･真姿の池湧水群(国分寺市)と御

岳渓流(青梅市),そして神奈川県が秦野盆地湧水群

(秦野市)と酒水の滝･滝沢川(山北町)である.これ

らについては,1987年から1991年にかけて現地を

訪れて採水調査を行ったが,その際に見聞きした事

柄を中心に述べることにする.

婁｡関東且都㊧県のn名水の概況

妥｡且八溝川湧水群

八溝山は,茨城･栃木･福島3県の県境にまた

がり,標高は1022mと茨城県の最高峰でもある.

八溝山の名の由来は,弘法大師が山頂に立ち,谷が

8つに深く刻み込まれ,山水が八方に流れ落ちるの

をみて名付けだといわれている.頂上には展望台が

あり,奥久慈の山々や那須連山,阿武隈山地を一望

のもとにみられ,またよく晴れた日には遠く富士山

の雄大な眺望も満喫できる1

環境庁の名水百選に選ばれた八溝川湧水群は,八

溝山南面の茨城県大子町内に位置しているもので,

標高850～900m付近に分布Lている(第1図).特

に,金性水･鉄水･龍毛水･白毛水･銀性水と呼ば

れるr王水｣が有名で,徳川光囲が命名したとされ

ている.これらの湧水は沢水となって山麓を下り,

1)宇都宮文星短期大学文化学科:

〒320栃木県宇都官市上戸祭4-8-15

2)地質調査所環境地質部

腐沢や八溝川へと注ぎ,やがて久慈川へと合流して

いる.それぞれの湧水は山頂近くにあるため,湧出

量としてはわずかであり,夏場でも毎分10～501

程度である.なお,渇水期の冬場には渇れていた湧

水もあった.

八溝山の地質は中･古生界の砂岩･頁岩･チャ

ｰトなどの互層から成るとされている.この八溝山

の山頂近くから湧き出してくる湧水は,いずれも弱

酸性の溶存成分の少ない水である.八溝川湧水群の

5つの湧水の内,金性水･鉄水･白毛水･銀性水の

4湧水については溶存成分量が極めて少なく,雨水

が地中に入ってすぐ出てきたような水であり,水質

的にNa+とC1■の割合が相対的に高いのカミ特徴で

ある.残りの龍毛水は,HC0ぎ成分の割合が大き

く,他の湧水とはやや異なった水質を呈している.

これは龍毛水の湧出量が他の湧水よりも多く,他の

4湧水が冬場に濁れることがあっても,龍毛水のみ

は渇れず,また他よりも後背地としての谷が深く,
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第1図八溝川湧水群の位置図
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地中の深い所から湧出してきていることに関係して

いる.

清例な水と豊富な緑に囲まれた八溝山一帯は自然

の宝庫でもある.山全体にはブナ･ダケカンバやサ

ラサドウダンなどの落葉広葉樹の植生が覆い,豊か

な自然を残している.そして,ハイキングコｰスに

沿った山中を歩くと珍しい植物や小動物にも出会え

る.特に,氷河期に生息していたムカシトンボ･ガ

ロアムシ･トワダカワゲラなどが今なお飛び交って

いる.そのため,小動物生息環境保全地域として環

境庁より“ふるさといきものの里"の1つに認定

されている.また,ハイキングコｰスの途中には,

日本武尊の創建と伝えられる八溝嶺神社や坂東33

観音霊場の第21番札所の日輪寺がある.

妥.婁田流原弁天池湧水

いずるはら

出流原弁天池は,栃木県佐野市郊外の出流原町上

町地区にある磯山公園内に位置している湧水池であ

る.佐野市は県の南西部にあり,日光連山や足尾山

地を背景に,渡良瀬川を南に望む関東平野の北端に

位置している.

磯山は足尾山地の南端部に位置する石灰岩から成

る標高150mほどの小山で,その南面の山懐に弁

天池がある(第2図).湧水は磯山の石灰岩層をく

ぐり抜けて弁天池に湧き出ているものである.そし

て,弁天池に湧き出る際の様子がさながら大釜の中

に煮えたぎる湯を連想さ喧たことから,出流原の地

はかつて“湧釜ケ原''とも呼ばれていたという.

弁天池は周囲約140mほどの楕円形を呈してい

る1湧水は山際の大きな石灰岩の問から1年を通

して16～17℃の水温を保って湧き出していて,澄

み切った池の中では錦鯉や鱒だとが鮮やかな姿をみ

せながら泳いでいる(写真1).出流原弁天池の湧水

は,石灰岩層をくぐり抜けて湧出してきていること

に関連して,中性～徴アルカリ性でCa++と

HCOテ成分の量が多いのが特徴である.

弁天池に湧き出た水は,鱒の養殖場や釣堀の用水

として利用されるほか,この地域を流れる出流川の

水源の1つとたっている.かつては池からの流出

量が毎秒1.5m3位あったとされているが,現在は

毎秒およそO.1～O.2m3程度であり,湧出量はかな

り減少している.この出流川はやがて旗川に注ぎ,

そして渡良瀬川へと合流している.

この弁天池の東隣には水分神を祭神とする湧金神
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第2図出流原弁天池湧水の位置図

杜がある.その東にはr弁天池｣の名の由来でもあ

る藤原秀郷が勧進したとされる弁財天が祭られてい

る.その本堂は,山麓にある山門を抜けて200段余

りの石段を登った中腹にあり,釘を使わずに伝統工

法の粋を尽くした朱塗りの三層楼舞台作りの壮麗な

社殿で,遠くからでも一際目立つ存在でもある.そ

して,その周辺には鐘撞堂や銭洗弁天･白蛇弁天お

よび芭蕉の句碑や三峰神社などもあり,磯山公園の

一区画を構成している.この公園内には何万年かの

問に表土や土砂が陥没Lて石灰岩が奇岩や怪岩とな

って露出して自然の景勝を作ったり,風穴もある.

また,地下水が地下の石灰岩の亀裂を通して湧出す

写真1出流原弁天池
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ることで,夏は涼しく冬暖かいという環境から珍し

い植物も自生している.その代表的なものとして,

クリハラン･大ツヅラフジ･マメヅタの3種が天

然記念物に指定されている.

ところで,この出流原弁天池およびその周辺地に

関しては,r出流原弁天池｣という池の作られた伝

説,および｢出流原のうるし千ばい朱子はい｣とい

う朝日長者の物語が伝えられている.

2.3尚仁沢湧水

尚仁沢湧水は,栃木県の中央都よりやや北寄りに

位置している塩谷町内にある湧水である.湧水は高

原火山を構成する釈迦ケ岳の南麓にあり,標高が約

600～700mの所に10数ケ所の湧水群として分布し

ている(第3図).尚仁沢そのものは釈迦ケ岳の東

麓に発し,途中で湧水群の水を集めて塩谷町とその

東隣の矢板市との境界部分を流れ,東荒川に注いで

いる一派川である.この東荒川は西荒川と合流して

荒川と名称を替え,やがて那珂川に合流して太平洋

へと注いでいる.この｢尚仁沢｣については,昔は

“精進沢"とも伝えられ,山岳仏教の盛んな奈良時

代に,信者達が高原山こ登拝する際には尚仁沢の湧

水で身体を清めるために必ず訪れる地点であったと

いわれている.

高原火山は更新世中期～末期に活動した火山で,

南東側山麓に裾野を長くひく成層火山である.山頂

都には東に開く爆裂火口があり,これを囲んで南に

剣ケ峰･釈迦ケ岳･西平岳･鶏頂山,北に明神岳

前黒山の諸峰が位置している.そして,尚仁沢

湧水の出ている所の地質は,主として釈迦ケ岳溶岩

と火山角礫岩類とから構成されている.これらの下

位には鳥羽凝灰岩が分布し,不透水層の役割を果た

しているとされている.

この尚仁沢湧水に行くには,宇都宮市あるいは矢

板市から塩谷町役場のある玉生へと向かう田玉生か

らは東荒川沿いに県道の藤原宇都宮線を北上し,鳥

羽の湯のある鳥羽新田の地区を通過して行くと,直

進する道路と左に曲がる道路の丁字路に差し掛か

る.そこを直進し宇都宮大学の高原山自然教育自習

施設を経ると,間もなくr林道尚仁沢線｣の案内標

識がのある所に着くが,玉生からここまでは車で約

20分の距離である.そこを左折して,林道を約800

mほど進むと遮断機の降りている所に達する.こ

の地点は矢板市域であるが,ここから尚仁沢へ降り

る小道を歩き,境界の尚仁沢を渡ると塩谷町域とな

り,湧水地点に到達する.最初に目にする湧水地点

が最も湧出量の多い所であり,丸太で柵囲いされて

いて,湧水は巨礫の問から多量に湧き出ているのが

みられる(写真2).遊歩道が整備されていて,さら

に先に進むと山麓の岩の間から流れ出ている幾筋か

の湧水もみられる.湧水群の湧出量は日量で約

65,000m3と見積られていて,これらの大量の湧出

水は尚仁沢へと流れ込んでいる.そして,尚仁沢流

域だけからの湧出量としてはあまりに多いことか

ら,西隣の流域に降った雨水もこの尚仁沢に流出し

てきているのではないかといわれている.この尚仁

沢湧水は,水温が1年を通じておよそ12℃前後と

一定していて,含有溶存成分量が比較的少ない弱ア

ルカリ性の清例な湧水である.

この湧水のある一帯は,樹齢百年以上に及ぶ原生

林に覆われ,広葉樹･針葉樹の樹海となっており,

外界から隔絶されていて四季折々の情緒がある.特

に,初夏の頃は,木々の若葉の緑･地面の落葉の茶

色･湧水の流れる様の白色が太陽の光に映えて差し
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第3図尚仁沢湧水の位置図
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写真2尚仁沢湧水の湧き口

いコントラストをみせている.

2.4雄川堰

雄川堰は,群馬県の南西都に位置する甘楽郡甘楽

町の小幡地区を流れる用水路のことである.この小

幡は古いたたずまいを残す旧域下町でもある.織田

信長の次男信雄が1615(元和元)年にこの地に封じ

られ,8代150年余り続いた.しかし,8代信邦の

時に生じた明和事件により織田氏は出羽高畠に移封

された.その後には徳川親藩の松平氏が封じられ

4代約100年の間統治された後,明治維新を迎えた

という経緯がある.このため,町の中には長屋門

石垣の残る旧武家屋敷跡･古い土蔵造りの家並

が続き,その家並に沿って“雄川の堰''と呼ばれる

用水が流れている.雄川堰の水源は,稲含山に源を

発する雄川で,小幡の中心街から上流に約3kmほ

ど遡った厳島地区の翁橋の下手で取水されている(第

4図).

この雄川の最上流都はいわゆる秩父古生層からな

り,上･中流域は三波川帯の結晶片岩からなる山地

である.山地部からでた雄川は,砂岩･泥岩等の中

新統からなる下流域を過ぎ,やがて利根川水系の鏑

川へと合流している.

雄川から引き入れた用水は,途中の町谷地区吹上

の堀沢川を渡る所が難所となっており,長さ6m

にも及ぶ一枚岩を組み合わせた石樋を通り,集落内

へと流れてくる.この石樋は,幕末の1865(慶応

元)年に8ケ月の大工事の末に完成したものである

という.ところで,雄川堰はいつ誰によって造られ

たのか不明で,織田氏入封の頃にはすでにその原型

があったとされている.小幡陣屋の完成した

1642(寛永19)年頃には,三ヶ所に取水口を設け,

1993年4月号

町中の武家屋敷の問をぬって幾筋にも用水路を巡ら

し,飲水をはじめとする生活用水に使用された昌そ

して,この用水を重要視した織田･松平の爾氏は.

御用水奉行を置いて管理していたことが記録に残さ

れている.

小幡の集落内では,用水の流れに沿って随所に洗

い場が設けられてあり茸生活の場として利用されて

いたことを物語っている.そして言房水路の脇には

桜の木が植えられており､唾月の桜の麗花時期に

は,桜並木と古い町並みと相舞って美しい風情をみ

せてくれる(写真3).この雄川堰の用水は,かつて

は飲水をはじめ生活用水に供したが,近年はもっぱ

ら下流域の農業用水として利用されている.この用

水は雄川の河川水と同じであり,Ca++とHCOテ

を主成分として水質も比較的良好である.

2.5箱島湧水

箱島湧水は,榛名山北麓の吾妻郡東村箱島地区に

位置する湧水である.榛名山は,関東平野の北西端

に位置する第四紀の複合成層火山であり,最高峰が

下井
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写真3雄川堰

海抜1449mの掃都ケ岳で,開析の進んだ成層火山

体とその上に生じた溶岩円頂丘群とが山体の主要部

を構成し,頂部には東西約3km,南北約2kmほ

どの小型カルデラがある.カルデラ内には,中央火

口丘の榛名富士溶岩円頂丘とカルデラ湖の榛名湖が

あり,みかけ上は二重式である.山体の開析は,南

西側の榛名川と北西側の沼尾川沿いで著しく,箱島

湧水のある地域は主として成層火山の二次堆積物か

ら構成されている.

この箱島湧水へは,渋川市から吾妻川沿いに走る

国道353号線か地方道を通って箱島地区へ行く方法

と榛名山東麓に位置する伊香保温泉を経由して来る

方法とがある(第5図).箱島地区にある郵便局の

近くから養魚場のある山側に入る狭い道路があり,

この道を500mほど登って行くと貯水池のある所

に着く.貯水池には水は溜ってなく,その堰堤を渡

って行くと,右手に白い水流線をみせて流れ落ちて

いる多量の流水が見られる.この水源が箱島湧水

で,標高約390mの所にあり,箱島不動尊の祀ら

れている境内に位置している.この不動尊は,

1188(文治4)年に創建されたもので,小児のやけど

虫よけ等の祈願やその他の種々の祈願のために,

古くより地域住民に崇拝されているという.

湧水は,不動尊の御神木である樹齢約六百年余り

の大杉の根元から,ほと走っるように流れ出ている

(写真4).その水量は日量約3万m3と見積られて

いる.水質的には中性～徴アルカリ性の水で,適度

にミネラル分を含み,Ca++とHCOテを主成分と

する良好な清水であるが,Si02の量がかなり多い

のが特徴である.流れ出た湧水は鳴沢川となり,約

1.5kmほど流れて吾妻川に合流Lている.この湧

榛
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ジ

第5図箱島湧水の位置図

水を見守る形で,傍らには噴怒の相をした小さな不

動明王の石像が立っている.この箱島湧水の水は,

飲用水に利用されている他に,水田の灌混用水や養

魚場の水としても使われている.養魚場ではニジマ

ス･ヤマメ･イワナなどが飼育されている.また,

この鳴沢川流域は,特にホタルの生息地としても知

られ,夏の夜は飛び交うホタルの光を楽しむことで

きる.

ところで,この箱島湧水については,昔から南方

に位置する山上の榛名湖よりきている伏流水である

ということが信じられてきており,これに関する不

思議な伝説が伝えられている.その伝説とはr昔,

原町の善導寺に円光上人という人がいました.そこ

へ怨敵に追われた木部宮内少輔の北の方(円光の母)

が突然訪れ,よもやま話をしましたが,円光は母が

追われている身とは知らず,翌日何気なく別れを告

げました.それが最後の別れで,母は息子に食え,

思い残すことなく榛名湖へ向かい,侍女と共に入水

L果ててしまいました.木部氏は地方豪族で,戦国

時代に武田軍との合戦に敗れ,家は滅亡していま

す.その後,榛名湖には大蛇が棲むという話が取り

沙汰され,その大蛇は北の方の化身だと思われてい

ました.そこで,悲運に果てた北の方を供養のため

に位牌を榛名湖へ納めました.ところが,その位牌

地質ニュｰス464号�
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写真4箱島湧水

が何とこの不動尊の湧水の処から出てきた.』とい

うものである.そして,この位牌は今も箱島不動尊

の本堂に安置されているという.

2.儘日本水･風市川

やまとみずふっぶ

日本水･風市川は,埼玉県の北西都に位置する寄

居町内にある.寄居町の中心街から国道140号線を

西に進み,波欠礼で左折して荒川を渡り,風市川に

沿って遡り尾根道に出ると,やがて釜伏峠へと着

く.釜伏峠の北側の小丘には釜山神社があり,神社

の裏手から釜伏山への登山路が延びている.釜伏山

は標高585mとさほど高くはないが,山容は険し

く,山頂へは岩場に渡されたロｰプや鎖に捕まりな

がら登り下りしなければならない.日本水は,この

釜伏山の山頂近くに湧き出している湧水である(第

6図).

この釜伏山から南にかけての一帯は,外秩父山地

'と呼ばれる秩父盆地と関東平野との間に連たる標高

500～900mほどの山々からなる山地である.釜伏

山の位置するこの辺りの地質は,主として三波川帯

の緑色岩類･無点紋片岩類や超塩基性岩類等から成

っている.そして,特に釜伏山の北面の山頂直下

(比高にして約80mほど下)には百畳敷岩と呼ばれ

る巨大な蛇紋岩でできた岩壁があることが知られて

いる.

日本水は,この蛇紋岩でできた大きな岩壁の下部

にある割れ目から流れ出ている湧水である(写真

5).湧出口の少し上の岩壁には“日本水大神"と

いう碑が架けられてある.このr日本水｣の名称に

ついては,日本武尊が東征の折にみつかったという

伝説に由来している.日本武尊が釜伏山中で戦勝を

祈願して剣を突き刺したところ,忽ち神水が湧き出

夕

脊

命㍊

第6図日本水･風市川などの位置図

黛

してきたというもので,以来渇れたことがなく,日

本水大神の神域として信仰を集めてきている.そし

て,日本武尊が,この水を口にしたところ,その冷

たさに一口しか飲めなかったところから,｢一杯水｣

という別名もある.また,この場所は古来より雨ご

い祈願の地とされ,第二次大戦頃まではよく行われ

ていたといい,遠方からきた農民らは干ばつの時の

“水もらい"の清水として竹筒に入れて持ち帰った

という.

この日本水は,蛇紋岩という特殊な岩壁の中から

湧出してきていることから,水質的には通常みられ

る湧水の水質タイプとは異なり,Mg++を多量に.

含む特異な水である.水温は夏場でも約13℃と,

軽登山をしてたどり着いた際の乾いた喉を潤すには

最適であった.そして,この湧水の水量はさほど多

くはなく,渇水期の冬場は毎分101ほどであるが,

夏場は毎分601位湧出しており,平均すれば毎分

301程度の湧出量である.流れ出た水は途中で地下

に浸み込んでしまうが,山麓部では他の幾つかの沢

の水を集めて風市川として約4kmほど谷間を流

れ,やがて荒川へと注いでいる.この風市川の水質

は,Ca++とHCOテを主成分とする水であり,日

本水の水質とは異なっている.

1993年4月号�
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なお,風市川下流域の金尾地区には,“金尾の五

井戸''と呼ばれる湧水井戸が点在している.それら

は高柿井戸･杉の木井戸･笹原井戸･梅の木井戸

･藤井戸と草木に関係した名が付けられていて,

生活用水や養蚕の繭の糸引き水として利用されてき

たというが,近年は使われることも少なく水質もや

や悪化している.

ところで,この釜伏山･釜山神社および風布地区

は,南に位置する登谷山･二本木峠･大霧山などと

共に外秩父山系のハイキングコｰスとなっており,

春や秋には多くのハイカｰで賑わいをみせている.

そして,つい最近になって,日本水の湧き出る水場

へは山頂部の険しい登山路を登り下りすることな

く,山腹を取り巻くように遊歩道が整備されて行き

易くなったためカ㍉水を汲みに来る人々が増えてき

ている.特に,休･祭日などには行列ができ,1時

間近くも得たたげれば水を汲めないほどであった.

2.7熊野の清水

ゆや

熊野の猪水は,房総半島の丘陵地に湧き出してい

る湧水で,千葉県長生郡長南町内の熊野地区に位置

している.ここへ行くにはいろいろな方法があろう

が,茂原市と大多喜町とを結ぶ県道の茂原大多喜線

の市野々の所から入るのが分かりやすいであろう(第

7図).

清水は,熊野地区の熊野神社境内にある.上総層

群の丘陵地からなる樹木に囲まれた小丘を背景に,

小さな谷間状の地形の麓から清水が湧き出してい

る.湧出口の側には,小さな祠が祀られている.流

れ出た水は,木製の樋を伝わって小さな池に落ちて

いる.この清水の水準は約15℃であり,湧出量は

毎分20Z程度とわずかである.水質的には弱酸性の

Ca++と亘C0テを主成分と･する水であるが宝Si02

の量がかなり多く呈またNOぎの星もやや多く含ま

れているのが特徴である.この池水は小刑となって

埴生州へ流れ｡埴生川はやがて一宮川こ合流して太

平洋へと注いでいる.

ところで皇室町時代にこの辺りの土地は鶴岡八幡

宮の所領であり宣この熊野の地は鶴岡八幡宮直営の

湯治場として栄えたことが記録に残っている.当時

はこの地を｢湯谷｣と呼んでいたとされ,熊野の名

の由来となっている.そして,この熊野の清水にも

弘法伝説が残されている.弘法大師が全国行脚の途

中にこの地に立ち寄り,水なく農民が苦労している

のをみて,法力により水を出したとされ,大師の座

像は清水の近くにあるお寺に祀られてある.また,

この清水は大師にちなんで｢弘法の霊泉｣という別

名もあり,古来より健康にご利益があるとされ,近

郷近在の人達に親しまれてきている.

そして,この清水が首都圏に位置していることか

ら,週末などには東京方面からも多くの人々が水を

汲みに訪れている.しかし,つい最近,水質検査に

より大腸菌が検出されたため,名水としての環境条

件に関していろいろな反響を呼び,新聞やテレビな

どで報じられたこともあり,“この水は飲めません"

hり一
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第7図熊野の清水の位置図
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という看板が立てられている.

2.8お鷹の道･真姿の池湧水群

東京西郊の国分寺市･小金井市･三鷹市･調布市

などを流れる野川に沿った地域,すなわち国分寺岸

線沿いの地域には数多くの湧泉が分布し,湧水地帯

を形成している.これら湧水は主として段丘砂礫層

である武蔵野礫層中の地下水が湧出してきたもので

あり,野川を酒養している.野川の源流は,恋ケ窪

の日立中央研究所構内にある湧水池を水源として南

へ流れる水系と,現国分寺裏の湧水を水源として東

へ流れる水系とがある.前者が野川の本流であり,

後者は元町用水と呼ばれるものであり,両者は国分

寺駅南方の野川に掛かる不動橋の所で合流してい

る.

お鷹の道･真姿の池湧水群は元町用水に沿うもの

で,国分寺市の東元町三丁目の現国分寺から真姿の

池を中心とする地区に分布し(第8図),｢はげの湧

水｣として知られている.この付近はかつての武蔵

国分寺のあった所で,JR中央線の国分寺駅あるい

は西国分寺駅から徒歩10分程の所に位置しており,

雑木林や竹林などもまだ残されていて,武蔵野の面

影の残る地域でもある.

｢真姿の池｣の名は,一世の美人であった玉造小

町に由来するという.国分寺崎縁記によれば

『848(嘉祥元)年に玉造の小町が,らい病を病んで

苦しみ,治療の効なくだんだん醜くなっていく自分

の顔をながめながらr仏様の慈悲にすがっても｣と

いう深刻な心情で武蔵国分寺を訪れました.薬師如

来の前こぬかづき精魂を傾けて祈りを続けたところ,

21目目に1人の童子が突然現れ,小町をとある池

のほとりにともない“この池水にて洗うべし"とい

い残して姿を消してしまいました.小町がいわれる

ようにしたところ,7日にしてらい病は治り,元の

美しい姿に戻ったという.このことから,以後里人

達はこの池を真姿の池といい,真姿弁財天が祀られ

ている』というものである.池の広さは100m2程

の円形をしており,中央には弁財天が祀られてい

る.この池の小道を挟んだ東側にも湧水があり,

10m程の比高のある段丘崖の下部に石垣で囲まれ

た湧出口から清水を湧き出させている.真姿の池湧

水の水質は弱酸性のCa++とHC0ぎを主成分とす

る水で,Mg++の割合も高く,また酒養域が市街

地であることからN0テの量も多く含まれている.

1993年4月号

ここから流れ出た水は,国分寺裏から湧田してきた

元町用水に合流するが,洗い場のある所では現在で

も野菜や洗濯もののすすぎ水として利用されてい

る.

rお鷹の道｣は,現国分寺のすぐ東側から元町用

水の流れに沿う400m程の小道である1この名の

起りについては,この付近の村々が江戸時代に尾張

徳川家の御鷹場に指定されていて,将軍をはじめと

する多くの武家が鷹狩りを行い,将軍らがよく通っ

たことからきている.それにち淀んで岸線下の湧水

を集めて野川に注ぐ元町用水沿いの小道を“お鷹の

道"と名付けたもので,現在は遊歩道として整備さ

れ,“あずまや"なども建てられている.

ところで,この真姿の池湧水群の近くには,この

他に恋ケ窪(日立中央研究所構内)･殿ケ谷戸公園

･東京経済大学構内･貫井神社だとの湧水が今で

も湧き出している.都市化の進んだ東京西郊の市街

地の中で,この野川沿いの地区は今なお比較的望ま

しい水文環境が残されている数少ない地域といえよ

う.なお,この｢お鷹の道･真姿の池湧水群｣につ

いては,細野(1990)により詳しい報文カミ出されて

おり,詳細についてはそれを参照されたい.

2.蟻御岳渓流

多摩川上流部のJR青梅線の御岳駅付近の御岳橋

を中心とする上･下流の約4kmの範囲のことを御

岳渓谷と呼んでおり,この区間を流れる清流が御岳

渓流である(第9図).青梅市の西端に位置する御

岳渓谷は,奇岩･巨岩などからなる急流の部分でも

ある.この地は秩父多摩国立公園内に位置してお

り,奥多摩の清流と渓谷美を求めて訪れる人も多

慶劃分寺〒巨

嚢1添
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第8図真姿の池周辺の位置図�
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し･.

多摩川の水は,江戸時代より江戸･東京市民の上

水道源として利用されてきている.江戸時代には玉

川上水として羽村で取水されて四谷大木戸へ送ら

れ,江戸城下へ配水されていた.その後も,羽村で

取水された水は新宿区の淀橋浄水場へ送られ,東京

都民の上水道源として利用されていた.この淀橋浄

水場はついこの間まで使用されてきたが,現在はそ

の跡地に新宿高層ビル群が建てられているのはよく

知られていることでもある.近年は羽村で取水され

た水は狭山湖･多摩湖に送られ,そこで貯水され使

用されている.また,上流部の奥多摩町には,

1957(昭和32)年に小河内ダムが造られている.こ

の小河内ダムは,水道用ダムとして世界でも最大級

を誇る規模で,大量の水が貯水されている.その後

の東京は,高度経済の発展と都市化の彼とともに多

摩川水系だけの水では不足をきたし,新たな水源の

開発を迫られたのは承知の通りである.そこで

1960年代以降,東京は水不足を解消するために,

利根川水系の水源開発を行って,利用してきてい

る.そして現在,東京の上水道は利根川水系の水が

約70%を占め,多摩川系は20%を割るようになっ

たが,多摩川の水は今でも東京都民にとって重要な

水源の1つであることには変わりない.

多摩川の上流域は,大部分が中生界の堆積岩類か

ら構成されており,この御岳渓流の河川水は,典型

的なCa++とHCOテを主成分とする水で,清例か

つ良質な河川水である.下流域の生活排水の流入で

汚れて泡立った水とは大いに異なる.

ところで,多摩川では江戸時代に木材運搬のため

に筏流しが盛んに行われていたが,特にこの御岳渓

谷の付近は難所とされ,筏師が目印とした奇岩･巨

岩が多く残っている所でもある.近年は渓谷の両側

に遊歩道が整備され,清流沿いの景勝地の散策を楽

しむことができる.また,この区間は渓流釣りやカ

ヌｰ競技なども行われ,人々の憩いの場として賑わ

い,親しまれている.なお,御岳渓流沿いには,近

代目本画の巨匠である川合玉堂を記念Lた玉堂美術

館が建てられてある.また近くには,梅で有名た吉

野梅郷や吉川英治記念館,あるいは御岳山や奥多摩

湖などもある.

妥.蝸秦野盆地湧水群

秦野市は神奈川県の中央部よりやや西に位置し,

北を丹沢山地,南を渋沢丘陵に囲まれた盆地であ

る.この秦野盆地1ネ,北に位置する丹沢山地から流

れ出る水無川･葛葉川･金目川などによって作られ

た扇状地でもある.また,南側には断層が東西に走

っていて,地下ダムのようだ機能をしているため

に,盆地全体の地下水は豊かであり,扇状地の末端

都には湧水が多くみられる.そして,湧水は盆地内

の扇状地部の他に,周辺の丘陵地の部分にもみられ

る.

市街地付近の湧水は,標高がおよそ90～150m

の地域で湧出しており,この中ではr弘法の清水｣

r今泉湧水池｣や平沢地区の湧水だとが知られて

いる(第10図).この中の1つのr弘法の清水｣は,

小田急小田原線の大秦野駅の近くの市街地内にあ

り,弘法伝説に係わる湧水として知られている(写

真6).それによると,『弘仁年間(810年頃)に,飲

み水を所望した諸国行脚の旅僧(弘法大師)が,農家

飾
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,少･脇け
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の娘のすすめてくれた水へのお礼に,庭に杖を突

き,その跡に臼を置くようにいい残して去った後

に,その目から湧き水が出るようになった.』とい

うものである.そして,この辺りの地名も臼井戸に

なったという由来がある.この弘法の清水は,扇状

地末端都の浅層地下水が湧出Lてきているもので,

水温はおよそ16℃前後,水量は毎分501程である.

水質に関しては弱アルカリ性であるが,Ca++と

HC0テを主成分に全般的に高濃度であり,また

N0テの星もやや多く含まれている.

湧水をはじめ地下水の豊富な秦野盆地では,これ

らの水源を利用して古くから水道が発達し,江戸時

代には曽屋神社と乳牛水神杜の泉水を水源とした用

水路が造られたという.また,1889(明治23)年に

は陶管による日本で2番目の上水道である曽屋水

道が敷設された'という経緯がある.現在,秦野市の

水道水源の大都分は,湧水をはじめとする地下水で

ある.

この秦野市は,地下水に関する斬新な政策を実施

Lていることで知られている自治体である.秦野市

では,1955年代頃より工場の進出に伴い地下水の

揚水量が増えてきたため,その枯渇を防ぐ意味で

1975年代に入り,人工的に地下水を酒養する方法

を取り入れ実際に実施している.地下水の人工酒養

の方法としては,地下に水を注入する専用井戸を設

けて行っている他に,雨水浸透装置を公共施設や一

般民家にも広げて設備し実施している.これと同時

に,井戸水を大量に使う事業所については地下水協

力金制度を設けて,地下水酒善事業経費の援助金を

拠出させている.これらを含めて,市では地下水条

例や要綱を定めて,地下水資源の保全と秩序ある利

用を図っており,実りある成果を期待したい.

2.u酒水の滝･滝沢川

しゃすい

酒水の滝の懸かっている滝沢川は,神奈川県の西

端都に位置する山北町内を流れる酒匂川の一支流で

ある.山北町は,北部を丹沢山塊によって占めら

れ,また西部から南部にかけても箱根火山の外輪山

地が位置し,わずかに南東部に平坦地が開け,酒匂

川を境として足柄平野へと続いている.滝沢川流域

の山地は,第四紀更新世初期の足柄層群からたる山

地で,主として砂岩･泥岩および礫岩などから構成

されている.

この山北の地は,かつて律令時代の昔から東海道

1993年4月号
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が通っており,西端の足柄峠の所には足柄関所が設

けられ,重要淀交通の要衝を占めていた.江戸時代

に入り,東海道の本道は箱根峠越えの道に替えられ

重要性はやや低まったが,明治中期に全線開通した

東海道本線は,丹那トンネルが開通するまでこの御

殿場経由の路線を通っていたという経緯がある.現

在でも,東名高速道路･国道246号線およびJR御

殿場線が山北町を東西に横断しており,この地は重

要な交通路網の一翼を担っている.

名水百選に選ばれた滝沢川および酒水の滝は,山

北町の中心街からは南西方向にある(第11図).JR

御殿場線の山北駅から国道246号線を西に向かい,

皆瀬川に架かる橋を渡った地点を左折し,約600m

程進むと滝沢川に出会うが,その手前で右折して小

道を入ると最勝寺に行き着く.ここから滝沢川に沿

った遊歩道を約300m程遡ると,前方に樹木の被

い茂った山影の問に白い流線を引きながら流れ落ち

写真6秦野市の弘法の清水�
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る壮大な滝がみえてくる.滝壷近くまでは階段上の

歩道を登ると行ける.この滝沢川に懸かる酒水の滝

は三段になっており,一の滝は69m,二の滝は

16m,そして三の滝は29mの落差がある.この滝

では,鎌倉時代初期の名僧である文覚上人が100日

問修行を行ったと伝えられており,その際にゆかり

の不動明王を安置したという常実坊･最勝寺も近く

にある.そして現在でも,滝に打たれて修行する人

もみられるという.この滝沢川の水質は,Ca++と

HCOテを主成分とする良好な水である.滝の手前

の遊歩道脇には,岩清水が出ており,飲むこともで

きる.そして,この岩清水は滝沢川とほぼ同質の水

質型を呈しているが,Si02成分を除く他の溶存成

分については1.5倍ほど高濃度となっている.

たお,酒水の滝は,｢日本の滝再選｣およびr神

奈川県の景勝50選｣にも選ばれている.

3｡水文化学的特徴

これらの名水の水質の特徴に関してみてみること

にする.採水はそれぞれの名水によって異なるが,

1～4回ほど行った.水温･電気伝導度(25℃に換

算)･pH等は現地において採水時に測定を行い,

また主要溶存成分についてはポリビソに採水して持

ち帰って分析を行った.その結果を表したのが第

1表であり,これをもとにキｰダイヤグラムおよび

ヘキサダイヤグラム表示で表したのが第12図(一部

については割愛)である.

電気伝導度および溶存成分合計量をみると,八溝

川湧水群はかなり低濃度であるが,出流原弁天池湧

水･日本水･熊野の清水･真姿の池･弘法の清水な

どは濃度が高い.湧水温については9～19℃の幅が

あるが,八溝川湧水群･尚仁沢湧水･箱島湧水･日

本水という山地部に湧出するものは標高との関連で

低い傾向にある.p亘については,出流原弁天池湧

水･箱島湧水は中性～徴アルカリ性,尚仁沢湧水

目本水･弘法の清水などは弱アルカリ性,八溝

川湧水群･熊野の清水･真姿の地および金尾の5

井戸は弱酸性である.

一般的な湧水･地下水･河川水の水質は,Ca++

とHC0テを主成分とするものが大都分で,ヘキサ

ダイヤグラムでみると“そろばん玉"のような形を

呈している.

堆積岩類からなり,かつ山頂近くに位置する八溝

川湧水群では,5つの湧水の内,金性水･鉄水･白

毛水･銀性水の4湧水は溶存成分量が極めて少な

く,雨水が地中に入ってすぐ出てきたような水であ

り,水質的にNa+とC1■の割合が相対的に高いの

カミ特徴である.残りの龍毛水は,HC0テ成分の割

合が大きく,他の湧水とはやや異なった水質を呈し

〆
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至松田

＼

銅山ゴ

汁…!即

､切公､.､ノ■

.･･"皿1｡､

嚢

川

内山

〵〰�

�

第11図

酒水の滝･滝沢川

の位置図

地質ニュｰス464号�



日本水紀行

(3)関東地方の名水

一47一

ている.これは龍毛水の湧出量が他の湧水よりも多

く,他の4湧水が冬場に濁れることがあっても,

この龍毛水のみは渇れず,他よりも地中の深い所か

ら湧出してきていることに関係しているものと考え

られる.

出流原弁天池湧水は,彦間川の水が磯山の石灰岩

層をくぐり抜けて湧出してきていることに関連し

て,Ca++とHCOぎ成分の量が多いのが特徴であ

る.尚仁沢湧水は溶岩や角礫岩の地層中を通過して

くる水であり,溶存成分が少なくて,HC0ぎを主

成分する極めて清例な清水といえる.

雄川堰の用水は秩父古生層や結晶片岩などからな

る山地から流れ出てくる河川水を引いてきたもの

で,Ca++とHCOテを主成分として水質も比較的

良好である.箱島湧水は榛名火山の噴出物からなる

山麓にあり,適度にミネラル分を含み,Ca++と

HC0テを主成分とする良好な清水であるが,Si02

の量がかなり多いのが特徴である.

日本水は,Mg++の含有量が多く,特異た水で

ある.これは蛇紋岩という特殊な岩壁の中から湧出

してきているもので,通常みられる湧水の水質タイ

プとはかなり異なる水である.しかし,この日本水

を流域内にもつ風市川の水質はCa++とHC0テを

主成分とする水であって,日本水の影響は少なく,

変成岩類を主とする山地からの水を集めて流れ下っ

ている.また,風市川下流域に位置する金尾の5

井戸の水質は,現在使用することもほとんどなくな

ったためか,多くはNOテが増えて水質が悪化して

し･た.

上総層群の丘陵地にある熊野の清水はCa++と

HCOテを主成分とするが,Si02の星もかなり多く,

また清水の上手にある畑地の影響もあってNOぎの

量がやや多く含まれているのが特徴である.武蔵野

礫層からの地下水が湧出してくる真姿の池湧水は

Ca++とHC0ぎを主成分とするが,Mg++の割合

も高く,また酒養域が市街地のためにN0ぎの量も

多く含まれている.

中生界の堆積岩類からなる山地を上流域にもつ御

岳渓流は,典型的なCa++とHC0テを主成分とす

る水で,清例かつ良質な河川水である.

扇状地堆積物からなる秦野盆地に位置する弘法の

清水と曽屋神社の湧水は,Ca++とHCOテを主成

分に全般的に高濃度であり,また市街地内にあるこ

とからN0ぎの星もやや多く含まれている.酒水の

滝が懸かっている滝沢川の水質は,足柄層群からた

る山地から流れ出てくる水であり,Ca++とHC0テ

を主成分とする良好な水である.また,酒水の滝の

手前に出ている岩清水は,滝沢川とほぼ同質の水質

第王表

関東地方の名水の水質分析結果

番号�名水等の名称�水源�年月目�電藷�槽�PH�RPH�1嚇(､甑��S04一�N03■�Na+�K+�Ca++���

����������m9〃�m9水�(㎎ん�(㎎ム�(m9ん�晦十十(㎎瓜�Si02(㎎瓜�計(m9ん)

16-a�■八1金性水稲;警水湧i龍毛水水1白毛水�SP�901ユ21�信3.7�10.5�6.2�6.8�6.5�2.9�2.坦�坦.9�3.7�o.5�1.8�O.7�工1.左�3里.8

16-b��SP�901121�里互.2�10.岨�6.6�6.9�7.5�3.3�3.里�2.1�3.6�O.3�2.5�O.6�11.8�35.1

16-c��SP�901121�40.1�10.5�6.6�6,8�11.O�3.2�2.4�王.6�3.7�O.3�3.2�O.7�12.3�38.4

16-d��SP�901ユ21�31.2�10.2�6.2�6.五�4.里�3.7�2.4�3.3�3.4�o.在�1.4�O.5�11.1�30.6

16-e�群1銀性水�Sp�90王121�26.7�9.5�6.2�6.坦�3.3�3,9�2.O�1.9�2.8�O.2�1.1�O.5�7.6�2ヨ.3

!7�出流原弁天池�Sp�890904�257.3�16.3�7.O�7.4�62.O�10.6�22.1�8.7�7.3�2.9�26.5�6.里�15.3�16王.8

18�尚仁沢湧水�SP�900317�70.7�11.7�8.O�8.O�22.O�1.O�3.5�O.7�2.6�O.8�6.五�1.3�28.6�66.9

王9�雄川堰�R�910823�125.1�18.2�6.9�7.O�26.5�3.6�1里.岨�8.O�3.3�1.0�1且.5�3.3�14.3�88.9

20�箱島湧水�SP�900827�138,9�13.9�7,0�7.2�36.O�5.6�13.0�2.6�8.3�1.3�11.8�2.5�47.8�128.9

21-a�日本水�SP�910816�221.8�13.O�7.6�7.6�102.5�3.3�6.O�2.4�1.6�O,2�11.2�19.O�17.O�163.2

21-b�風市川�R�910816�147.9�23.O�7.1��36.5�5.O�15.5�12.3�岨.1�1.7�13.9�5.7�15.7�i1O.且

21-c�杉の木井戸�GW�910816�91.O�15.9�6.4�6.8�17.O�4,3�9.6�3.6�五.9�O.互�里､9�2.6�18.4�65.7

2正一d�高柿井戸�GW�910816�125.1�17.O�5.8�6.里�21.O�2.9�14.3�10.o�3.1�3.O�8.2�3.2�22.1�87.8

21-e�笹原井戸�GW�910816�330,O�17.1�6.7�6.8�33.5�14.4�53.7�35.2�12.9�1.4�23.9�14.2�25,2�214.里

21-f�梅の木井戸�GW�9108王6�280,O�20,O�5.8�6.4�28.5�12,3�54.6�25.O�10,2�3.5�25.6�8.8�21.O�189.5

21-9�藤井戸�GW�910816�ユ65.O�16.8�5.8�6.7�19.O�5.O�29.O�15.3�6.8�1.O�14.坦�5.左�2害.3�119.2

22�熊野の清水�SP�890909�208.O�15.1�6.2�7.O�41.O�7.3�18.2�16.8�8.8�3.8�17.8�里.8�左7.2�165.7

23�真姿の池�Sp�911i25�188.5��6.O�6.6�38.O�13.6�9.6�32.5�11.i�O.5�13.5�7.6�29.1�155.5

24�御岳渓流�艮�890句1i�王｡o.o�16.3�7.O��28.4�工.8�6.6'�2.6�3.3�2.4�10,8�1.O�11,3�68.2

25-a�弘法の清水�SP�890831�278.3�16.6�7.2�7.4�68.2�8.8�23.6�2王.里�6.3�1.5�31.2�8.3�25.5�19里.8

25-b�曽屋神社�SP�890831�273.O�19.五�7.2�7.五�62.0�8.6�18.7�18.O�7.8�2.9�2五.5�7.8�29.8�180.1

26-a�酒水の滝�R�89083!�エ36.5�17.5�7.O��35.7�2.6�9.6�5.3�坦.2�2.O�13.5�2.8�王9.9�95.6

2トb�岩清水�SP�890831�173.3�15.6�6.8�7.O�55.7�2.9�19.2�在､6�6.7�1.1�22,1�3.7�16.坦�133.4

水源:SP二湧水､G将=地下水､R=河川水･

1993年4月号�
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型を呈しているが,滞留時間が長いためにSi02成

分を除く他の溶存成分については1.5倍ほど高濃度

となっている.

ところで,近年,地下水の無機汚染の指標となっ

ているNOテ成分については,風市川や金尾の5井

戸･熊野の清水･真姿の池･弘法の清水などでやや

高い値が検出された.これらは主に市街地内や畑作

地に位置しているものであり,名水といえども何ら

かの地下水汚染に見舞われている現況を示している

といえる.

4.おわりに

関東地方に位置する11ヶ所の名水百選などに関

して述べてきた､この地方にはここで取り上げた以

外にも多くの名水としての清水や清流が存在してい

る.それらについては,各県による名水として選定

がなされている.また,中には“名水''以外の他の

節中の100選や50選に選ばれたものなどもある.

ところで,東京都の名水として｢お鷹の道･真姿

の池湧水群｣を挙げたが,都市化した東京都内の

23区やその周辺地域にはまだ多くの湧水が残って

いるのが知られている.区部だけでも170ヶ所余り

の湧水があり,日量1万m3近くの湧出量があると

いう(東京都環境保全局,1989･1991).そして,市

･郡部では300ヶ所以上の湧水が存在しているとさ

れている.最近,これらの内で清正の井(明治神宮)

大泉井頭公園･竹林公園･野川沿いの湧水･矢

川緑地･大蔵公園･等々力不動の滝たとの代表的な

20数ケ所の湧水を見歩いてきた.水量･水質はと

もにかつての状況とはほど遠いが,それでも親水性

の面では大いに貢献しており,何とか水渇れせずに

現状を保ってほしいものである.特に最近,東京の

湧水に関しては,新聞･テレビのニュｰス情報や雑

誌などにもよく取り上げられており,またこれらを

散策するには手ごろな出版物(早川,1989･1992;

小沢ほか,1989など)が多く出されているので,

参照してみてはいかがでしょうか.

なお,今回訪れた名水の中には湧水量の減少や地

下水汚染に見舞われているものもみられたが,これ

らの名水地については清らかで豊かな水環境を保つ

ために,早急なる保全対策を取って欲しいと願うも

のである.
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オマｰンのソハｰノレ鋼山切手

石油の生産で知られたオマｰンはアラビア半島の

先端の回教君主国であるが,銅鉱山の開発が盛んと

たった･これは同国が石油依存の経済体質からの脱

皮をめざしているものである.オマｰンが銅の生産

に力を入れ始めたのは,この数年間の石油収入の落

ち込みと,同国の石油可採年数が約20年と,他の

湾岸諸国に比べて舞いことによる･新しい油田の発

見も望めない今は,非石油産業の育成が同国にとっ

て急務である.

ゾハｰル鉱山は首都マスカットの北方約250km

のところにある.鉱床は1977年に発見され,現在

の推定鉱量は約1,200万tで採掘コストが比較的安

いことが強味である.鉱床は緑色岩中に胚胎する層
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状鉱床である.

オマｰン政府は1983年に2億ドルを投資し,採

掘から精錬に到るまでの一貫工場を完成させた.

1984年早六までに3000tの銅地金をイギリスとオ

ランダに輸出している.この様に単に鉱石を輸出す

るのでなく,地金から随伴する金･銀まで逃さない

所に,脱石油を目指す国の特徴がみられる.当局は

1984年の生産目標は1万5千t,銅輸出の収入は

2700万ドルを見込み,生産規模を最終的に年間2

万tにしようとしている.

更に銅山開発を積極的に行う方針を決め,ゾハｰ

ルを中心として半径30kmの地域に探査網を拡げ

ようとしている.障害としては労働力が極端に不足

していることで,従業員約900人のうちオマｰン人

は335人で残りは外国人にたよっていること,適当

な輸出港がないことである.政府は更に銅を素材と

するパイプやケｰブルを作る企業の育成に努め,付

加価値を高めようとしている.

切手は1983年11月にナショナルデｰの2枚の中

として発行された.採掘所の様子が面かれ,左に坑

内に入るトラック,右に精錬所がつけ加えられてい

る.(オマｰンの情況は1980年代後半である)
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