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武蔵野台地の河川と水環境

角田清美*

Rivers and Hydrological-Environment of Musashino-Upland in Tokyo Metro.

SUMIDA Kiyomi

本稿は，高度な土地利用がなされている武蔵野台地の，水文学的環境の一端を明らかにすることを目的

にしている。最初に，台地上を流れている河川の水源を基準に，狭山丘陵を源流とする河川・台地上の任

意の場所を源流とする河川・台地周辺の段丘崖を源流とする河川に区分し，それぞれの河川の特徴につい

て述べた。また，台地上の任意の場所を源流とする河川の中から石神井川を例として，台地周辺の段丘崖

を源流とする河川の中から野川を例として，形成史を述べた。

降水量が地表面の浸透量を上回る場合，各所で短期間に，野
の

水
みず

や水
みずみち

道が出現する。国立市を例として取

り上げた。

土地利用が高度に進行したため，各地で内水氾濫が進行している。一方では，地下水異常が進行し，昭

島市と周辺では不圧地下水面の低下現象が見られ，湧水が少なくなっている。被圧地下水の水位も低下し

ている。これらの水環境の変化についても述べた。
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はじめに

武蔵野台地は関東平野の西側に位置し，台地全体の総面積は約846 km2の広さで，わが国では最大の

洪積台地である。平面形は全体として歪
いびつ

な菱形を示し，北端は川越，西端は青梅，東端は上野，南端は

池上で，東西の延長は約47 kmである。北西側を入間川水系，北東側を荒川，南西側を多摩川，そして

東側を東京湾に囲まれ，台地はそれぞれの河川が作った沖積低地や，東京湾に沿う海岸平野より数m

から十数m高い。標高は西端の青梅が最も高く約210mで，全体として西から東方へ向って次第に低く

なり，川越では標高約15m，東端付近では標高約20mとなっている。

ところで，武蔵野台地は面積に比べて，河川の分布が著しく少ない。わが国では土地利用の高度化が

著しく進んでいるに場所であるにもかかわらず，河川や水文環境についての基礎データは，まだ十分で

はない。そこで本報では，台地上を流下する河川の特徴を始め，河川と関わりが深い野
の

水
みず

と水
みずみち

道，不圧

地下水と湧水など，都市化に伴う水文環境の変化について述べる。
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図 1　武蔵野台地の範囲と台地上に分布する河川
図内の細かな点線は，台地と低地の境界。残堀川の中～下流は，点線は江戸時代前期までの流路で，破線は現在

の人工流路。
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．武蔵野台地上の河川

武蔵野台地は，周辺を河川や低地に囲まれた台地で，周辺の山地から台地内に流入する河川はまった

く無い1）。西端の青梅では永山丘陵内に源を発し，多摩川に注ぐ笹ノ沢（別当沢）によって山地と区画

されているため，台地上に分布する河川は，水源を基にすると，（1） 狭山丘陵を源流とする河川，（2） 台

地上の任意の場所を源流とする河川，（3） 台地周辺の段丘崖を源流とする河川，に大きく三区分される

（図 1）。

（1）狭山丘陵を源流とする河川

狭山丘陵の平面形は紡錘形で，周辺の台地上より30mから50m高く，東西約10.5 km，南北約

3.5 km，約27.8 km2の総面積である。更新世中期頃に堆積した，主として砂泥層あるいは泥混じり砂礫

層で，保水性が高い上総層群である。層理面は全体として，北東方向へ 2～3度傾斜している。水文環

境から見ると，丘陵地は樹木によって覆われている場所がほとんどであるため，一部は草木の表面を通

じて蒸発するが，降水の多くは表土層を通じて地下に浸透した後，谷や凹地などで湧出する。このた
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め，降水の直接的な蒸発散は周辺の台地より少ないと考えられる。新井 （1987） は，「東京近郊の年蒸発

散量は800 mm前後と推定されている」としているが，樹木に覆われている狭山丘陵では，これを大き

く下回っていると推定される。

 （1）‒1．北麓から流れ出る河川

北麓から流れ出る主な河川として，不老川・林川・砂川堀，および東川がある。

これらの河川は，丘陵地内の源流付近では，谷津あるいは谷ツ，谷地とも称される数条の小さな谷で

あるが，丘麓付近で合流し，そこからは一条の細流となって，台地上を北東方向へ流れ下り，新河岸川

に合流する。丘陵地内では流量が多いが，台地が関東ローム層と砂礫層で構成されているため，下流に

向かうにつれて次第に地下に浸透し，流量が少なくなる。その傾向は晩秋から早春にかけて強い。

不老川は，中流から下流側では，金子台面や武蔵野Ⅱ面を下刻する立川面を流している2）。晩秋から

早春にかけて流水が見られない現象が，度々あったと云う。昭和50年代から60年代にかけて，流域が

新興住宅地として開発され始めた頃は，下水が流れ込んだため，流量が多くなったが，流域下水道が整

備されるに伴い，流量が少なくなっている。このような傾向は，後述する武蔵野台地に分布する各河川

でも共通している。

林川は不老川とほぼ並行して流れ下り，下藤沢で不老川に合流するが，下流では緩傾斜地を流れ下る

ため，大雨の時は流路が不安定であった。そのため，人工的に排水路が設けられた場所もある。

砂川堀は自然状態であった頃は，源流から約7.5 km下流にある所沢新田で流路は消失し，大雨の時は

地表の最大傾斜に従い，全体として北東方向へ延長する末無川であった。その延長部にあたる北東方向

の新河岸川右岸には，台地上を源流とする同名の砂川堀がある。この間の約6.5 kmは伏流し，数年，あ

るいは数十年に一度出現する豪雨時には，両河川は流れる水で繋がるようである。

東川は，所沢市街地を貫流した後，柳瀬川に合流する，延長約13 kmの小川である。不老川や砂川堀

などと同様，丘陵地内では上総層群の侵食谷を流れるため，流れる水も多いが，武蔵野台地上では透水

性が良い関東ローム層の上を流れるため，流水は次第に地下に浸透し，流水量が少なくなる。

 （1）‒2．東麓から流れ出る河川

東麓から流れ出る河川は，丘陵地の西端付近に聳える六道山に源を発する柳瀬川 （上流は山口川） で，

支流として六ツ家川・宅部川 （北川）・前川などがある。六ツ家川と前川は不老川や砂川堀などと同

様，源流部は流水量が比較的多いが，台地上を流れるようになると，台地は関東ローム層と砂礫層で構

成されているため，下流に向かうにつれて次第に少なくなる。山口川と宅部川は，丘陵地内を流れる距

離が長いため，北麓や南麓を水源とする河川と比べて流量が多く，合流して武蔵野台地を流れるように

なると，台地面を約10m下刻している。両側の段丘崖からの湧水も加わるため，流量は下流に向かう

につれて多くなり，流路の両側には狭長な沖積低地が分布している。山口川と宅部川の上流には，大正

時代末期に山口貯水池 （狭山湖） と村山貯水池 （多摩湖） が，それぞれ建設された。

 （1）‒3．南麓から流れ出る河川

南麓から流れ出る河川として残堀川・久保の川，および空堀川がある。

残堀川の源流は狭山池で，そこからほぼ直線に南東方向へ流れ下り，途中，丘陵の麓では浅間谷ツ・

狭山谷ツ・夕日台谷ツ・瀧田谷ツ・横町堀などの，流路延長が 1kmに満たない小さな支流が合流して

いる。流路がほぼ直線になっているのは，立川断層の下盤に位置するためである （會田，2012）。玉川上

水が開削されるまでは，西武拝島線・武蔵砂川駅の東側から，ほぼ直線状に立川駅東方へ流路があった

が，玉川上水の開削によって，武蔵砂川駅付近で流路が変更され，玉川上水に合流するようになった。

明治時代になると残堀川の水質汚濁が進んだため，明治41 （1908） 年には玉川上水から分離され，立体
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交差の後，人工的に掘削されて根川の上流に繋げられた。その後も流路が変更され，昭和47 （1972）

年，多摩川に合流する現在の流路になった （角田，1982）。上流側をショートカットされた根川の延長約

1.3 kmは，平成 4年から 8年にかけて緑道公園として整備され，小川には下水処理場（多摩川水再生セ

ンター）で処理された水が 1日約2,700 t流されている。

久保の川は狭山丘陵南麓に源を発し，南東方向へ流れ下り台地上に出る。台地上では関東ローム層の

上を流れるため，流水は下流に向かうに従って地下へ浸透するため流水量が少なくなり，約2.5 km流れ

下った位置で消失する。いわゆる末無川である。

空堀川は北山公園東部内の谷津に源を発し，南東方向へ流れ下った後，台地を東流する。途中，丘陵

地内に水源がある奈良橋川を合流させた後，柳瀬川に合流する。源流部の水量は多いが，台地上を流れ

るようになると，流水は地下に次第に浸透するため，晩秋から早春にかけては，かつては流水が次第に

地下に浸透してしまい，涸川になることも珍しくなかったと云う。この河川も，開発に伴って流量が増

加したが，下水道が整備されるに伴い，流量は再び減少している。

（2）台地上の任意の場所を源流とする河川

 （2）‒1．河川の位置と名残川

武蔵野台地上に分布する河川の多くは，台地上の任意の場所を源流としている。北から南方へ，黒目

川・越戸川・白子川・石神井川・妙正寺川，桃園川・善福寺川を合わせた神田川，古川・北沢川・蛇崩

川を含めた目黒川，立会川・呑川・入間川・仙川・丸子川・矢沢などである。これらの河川の中で，流

路延長が最も長いのは，延長約21kmの石神井川で，次いで，井の頭池を水源とする神田川（総延長約

21km）と，牟礼丘陵の南側の水無川を源流とする目黒川 （総延長約21km） である3）。

現在の石神井川は，小平市域の東端に源を発し，飛鳥山の北縁から低地へ流れ落ちているが，かつて

は飛鳥山の西側から南東方へ向い，谷田川を経て不忍池へ向っていた。このため流路延長は現在より約

3km長かった。下流部にあたる谷田川は約 2kmの小河川であるが，旧石神井川の名残川であるため，

谷底低地の幅はことのほか広い。神田川は，江戸時代初期までは JR水道橋駅から南東方向へ向い，竹

橋付近を湾奥とする日比谷の入江へ流れていた。

台地上の任意の場所を源流とする河川の上流には，井の頭池や善福寺池のように，沼
しょう

池
ち

が形成されて

いる場合が多い。これらは谷地で稲作が行なわれるようになってから，灌漑で使用するために貯水するた

め，人工的に現在の様な規模になったと云われることから，自然の状態では小規模であったのであろう。

これらの河川のいくつかは，「多摩川の名残川である」と説明されている （東木．1928，寿円．1977，

貝塚．1981，など）。久保（1988）は黒目川と不老川を事例として，流域の地形と河床との関係につい

て述べている。しかしながら，台地上の任意の場所を源流とする河川で，流路延長が最も長い石神井

川，石神井川源流のすぐ近くに源流がある仙川，あるいはその北方に源流がある黒目川が，どの様な理

由で，台地上の任意の場所を源流としているかについては述べていない。そこで，これらの河川の源流

なっている，小平市域の地下構造と流路の関係を明らかにした。

 （2）‒2．石神井川源流付近の地下構造

小平市域の地表面の標高は，市域の西端で約100m，台地面の東端では75mで，東方へ向かって

1,000分の 2～6で緩やかに傾斜している。二つの河川の河床面は台地面より 7～10m低く，段丘崖は

比較的急傾斜で，関東ローム層のみからなっている。谷頭から西方 （上流側） には，両側より 1～2m

浅い浅皿状の凹地が延びているが，この凹地は後述する野
の

水
みず

によって形成され，水
みずみち

道になったことによ

り深さが増していったと考えられる。



図 2　小平市内における武蔵野砂礫層の表面の形態
図内の細線は等高線で，数字の単位はm。河川に沿う砂模様は谷底低地，櫛模様は段丘崖で，黒点は地質柱状図
の位置。「仙川」の文字がある付近は柱状図が少ないため，現水路は砂礫層表面の凹地を流れていない。
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すでに長沼 （1969） が善福寺川流域で明らかにしたように，台地を形成している武蔵野砂礫層の表面

（以下，「砂礫層表面」とする）と，台地に分布する河川の河床面はほぼ同じ高さであることから，多く

の柱状図を用いて武蔵野砂礫層の表面を等高線で示し，河川との関係をさらに明らかにした （図 2）。

なお，玉川上水駅の西側は，下位の立川Ⅱ面である。

図 2によると，

1  . 砂礫層表面は西端付近で約95m，東端付近では約57mで，平均勾配は1,000分約の 2であるが，

西側に比べ東側は緩傾斜で，その境界は標高70m付近である。

2  . 東西方向に数条の凹地が延びているが，深さが 2mを超えるのは南東端にある凹地のみで，多く

は 1m前後，あるいはそれ以下である。

3  . 西側では，東大和市駅の西方から，ほぼ東方へ延びる凹地が顕著であるが，72m付近で消失す

る。

4  . 東側では，顕著な凹地が二条あり，これらは石神井川および仙川の流路と，ほぼ一致する。

これらのことから，関東ローム層が堆積する以前，武蔵野台地がまだ扇状地であった頃，台地の表面

には網状の旧流路が残っていたが，旧流路は常流河川ではなかった。標高70m付近より西方では，お

そらく降水のほとんどは，伏流水になっていたのであろう。一方，標高70m付近より東側では，二条

の顕著な凹地が東方へ向って連続して延びていることから，標高70m付近に湧水地があり，そこから

下流には常流河川があったと推定される。

その後，武蔵野面が段丘化したことに伴って，関東ローム層の堆積が始まった。常流河川の河床と近

くの氾濫地では，関東ローム層の降下はあったものの，流されてしまって堆積しなかったため，堆積す

る場所と堆積しない場所の境には段丘崖が形成された。常流河川は流量が少なかったため，降灰を流し

去る事は出来たが，砂礫層を下刻するだけの能力はほとんど無かったのであろう。その後，関東ローム



図 3　武蔵野台地における風成段丘の形成
常流河川に沿う場所には火山灰層が堆積しないため低地の高度は変わらないが， 　
それ以外の場所には火山灰層が堆積するため両地形の境には段丘崖が形成される。
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層の降下・堆積が続くと，段丘面上で堆積層が厚くなるに従い，両側の比高が増していったと考えられる。

このことを，模式図として示したのが図 3である。

 （2）‒3．任意の場所を源流とする河川の形成史

武蔵野面は今から 5～8万年前頃，多摩川によって形成された広大な扇状地であった4）。狭山丘陵の

周辺一帯は広大な扇央で，任意の場所を源流とする河川の水源付近から東方は扇端部にあたり，数ヶ所

で地下水が湧出していた。

その後，多摩川の下刻作用によって，武蔵野面上は洪水時でも浸水しなくなったため，扇状地面上に

は関東ローム層が少しずつ堆積していった。しかしながら，湧水地から下流に向かう河川の流路に沿っ

ては，関東ローム層は流し去られて堆積しなかった。数千年から数万年間と言う時間の経過に伴って，

関東ローム層が堆積する場所と，堆積しない場所との比高が次第に増し，境目には段丘崖が形成され

た。水源は湧水地であるため流水量は余り増加しない反面，付近の地質が砂礫層であるため，流路が下

流に向かって拡大することは少なかったと考えられる。

一方，湧水地より上流側では，浸透量を上回る大雨があった場合は後述するような野
の

水
みず

現象が発生し

た。野水の出現は，わずかずつではあるが台地の表面を侵食し，水
みずみち

道を形成していった。侵食された細

粒物質は下流の谷底に運搬され，大部分は流し去られたが，流量が少ない場所では，沖積層として谷底

に堆積した。

小平市の東端付近が水源である仙川は，上述のようにして流路の形成が始まったが，湧水量が少な

かった。そのため武蔵境駅付近より下流では，流量より浸透量が多いため，末無川になってしまった。

再び表流水としての河川になるのは，約 3km下流の調布市新川より下流である。その後，扇頂と扇央

の大部分は多摩川によって侵食され，新たに立川面が形成された。その結果，これらの河川の流量は少

なくなったが，湧水と流路が消失することは無く，現在まで続いている。

（3）台地周辺の段丘崖を源流とする河川

武蔵野台地の南側を流れる野川が代表的な河川で，その他，野方堀・根川・清水川・丸子川・矢沢，

あるいは武蔵野台地の北西部を流れる霞川の支流である，矢
や

端
ばたっ

堀
ぽり

や久保ッ堀
ぽり

などもある。

段丘崖は古い時代に形成された平坦地が，河川の下方侵食の結果，出現した急斜面である。かつての

平坦地を形成していた砂礫層の層厚に比べ，段丘崖の比高が小さい場合は，不圧地下水は伏流して地表

に現れることはないが，比高が大きい場合は砂礫層の下部（基盤）から不圧地下水が湧出し，ここから

河川が始まる。このため，段丘崖を源流とする位置に河川がある場合，河川の水源は砂礫層の基盤が地

表に表れている場所である。

 （3）‒1．野川の流路

野川に沿って，北側を並行して延びる急斜面は国分寺崖線で，崖線は上位の武蔵野面と下位の立川面

を分ける段丘崖である。一般的には，国分寺崖線は史跡に指定されている武蔵国分寺跡付近から南東方

向へ延びているとされている。しかし，段丘崖は西側にある黒川公園を経て，多摩総合医療センターか

らは北西方向へ向い，国立駅の東側を通り，西武線・玉川上水駅や武蔵村山市役所の西側を経て，崖線

は狭山丘陵の南麓まで延びている。多摩総合医療センターから北西方の崖線の知名度が低いのは，野川

のような小川が無いため，散策ができるような遊歩道も無いためであろう。小川の有無は湧水地の有無

に関係し，湧水地の有無は段丘崖の難透水層の状態と関わりが深く，多摩総合医療センターから北西方

では，上総層群が地表近くまで達している場所はない。

立川面は姶良Tn火山灰層 （AT） やUG層の有無から，立川Ⅰ面・立川Ⅱ面・立川Ⅲ面 （青柳面） に区
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分され，国分寺崖線で武蔵野面と接するのは立川Ⅰ面と立川Ⅱ面である。明治大学校地内遺跡調査団編

（2006）・久保 （2007） などによると，多摩総合医療センターから南東方向の東府中駅付近に向かって，

地表面には明瞭な段丘崖はないが地形面の境界があり，東側の立川Ⅰ面と，西側の立川Ⅱ面に区分され

る。また，野川に沿っては立川Ⅰ面の下位に小規模な段丘面が分布し，立川Ⅱ面と推定される。

野川の源流部は，国分寺崖線より北側に広がる武蔵野面上に位置し，流路は地表面の最大傾斜に従っ

て南東方向へ向っている。源流部付近の形態は石神井川や仙川の源流部付近と同様，周辺部を急に深く

掘り込む状態になっており，日立中央研究所の敷地内では，台地面と谷底面の比高は約10mである。

谷底の数か所では，年間を通じて地下水が湧出している。柱状図によると，付近の関東ローム層は 8～

10m，その下位の砂礫層は3.5～5mの層厚で，さらに下位は上総層群になっていることから，急峻な段

丘崖は関東ローム層のみから成っていると考えて良い。立川Ⅰ面への出口付近はもちろんのこと，流路

に沿って広がる低地は，元町用水より下流では武蔵野面より13～16m低く，南側に広がる立川Ⅰ面よ

り 1～2m低くなっている。このことから，流路に沿う低地は，多摩川の旧流路ではなく，立川Ⅰ面よ

り新しい時代に形成されたことになる。

以上のことから，国分寺崖線が形成される以前，野川は日立中央研究所の敷地内にある二か所の源流

部から南東方向へ流れていた。その後，関東ローム層の堆積が始まったが，流路に沿っては堆積しな

かったため，両地区の間には段丘崖が形成され始めた。多摩川の下刻によって武蔵野面が形成され，立

川Ⅰ面が多摩川の氾濫低地となったため，野川は源流部を残すのみで，流路の大部分は消失した。中～

下流を失った野川は崖線の下を，地表面の最大傾斜に従って流れ，途中，貫井神社や大沢などからの湧

水を集めて流量を増し，狛江市で多摩川に合流した。段丘崖下に沿って水路が形成されることは，武蔵

野台地の西部では各所で見られる現象である。

その後，多摩川の移動によって立川Ⅰ面も離水し，武蔵野面上や立川Ⅰ面上には関東ローム層の堆積

があったが，野川の流路に沿っては堆積しなかったため，南側の立川Ⅰ面との間にも比高 1～2m段丘

崖が形成された。さらに，多摩川の移動によって立川Ⅱ面・立川Ⅲ面（青柳面）・拝島面などが形成さ

れていった。

なお，黒川公園の谷地形は形態から推定すると，かつてはここにも武蔵野面を下刻する谷頭があり，

南東方向へ向う流路が存在したと推定される。

図 4は，以上述べた野川源流部付近の形成史である。

 （3）‒2．矢沢の流路

下流に等々力渓谷が形成されている矢沢は，世田谷区用賀三丁目にあった天神池に源を発し，約

4km流れ下った後，多摩川に合流している。天神池は整備され，用賀溜池とも称され，かつては灌漑

池として利用されていた。水源であった天神池付近の地形は，駒澤大学高校や馬事公苑などが位置して

いる淀橋台と，それより 6～7m低い武蔵野Ⅱ面に分けられる。淀橋台は今から13万年前の海進時代に

形成された海岸段丘で，未固結の粘土を混える砂層からなり，保水性が高い難透水層である。下位の武

蔵野Ⅱ面は扇状地の一部で，層厚 2～4mの砂礫層から成り，両地形面は関東ローム層に覆われてい

る。天神池は淀橋台の段丘崖下から湧出する伏流水が集まる場所で，さらに淀橋台で降った雨水が段丘

崖を流れ下った場所でもあった。池から下流は，付近の地形の最大傾斜に従って南東方向へ向い，東

急・大井町線を横切る。

かつての下流の流路は，東急・大井町線の等々力駅付近から東方へ向い，九品仏川に繋がっていた

が，多摩川から上流へ向って侵食作用が盛んであった，（旧） 等々力川の侵食によって上流部が争奪さ

れ，現在の流路になった。



図 4　国分寺崖線付近の地形発達史
模様が描かれていない場所は，流路周辺の湿地帯，砂模様は砂礫が分布している多摩川の河原
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．野水と水道

広大な武蔵野台地は，大部分の地域は砂礫層から構成され，上位を関東ローム層に覆われている。関

東ローム層は透水性が良いため，降水があっても多くの場合，地表面に滞水することはほとんど無い。

しかし，長雨や集中豪雨など，浸透量を大きく上回るような状況が発生した場合は，数時間から数日

間，地表面に滞水する現象が見られる。このような場合，地表面を漂って，より低い方へゆっくり移動

する水を野
の

水
みず

 （野
の

水
みず

現象） と称し，野水がゆっくり移動するコースを水
みずみち

道と言う。多くの場合，水道は

段丘崖下に出現するが，台地上で周囲よりわずかに低い場所も水道になる。水道に住宅が建っている場

合，床下浸水の被害を受ける可能性があり，道路が横切っている場合は冠水し，通行が困難になる。

晴れた日や降水量が少ない時などは，野水や水道は出現せず，台地のほとんどの場所では「水」には

恵まれないため，武蔵野台地は乏水性台地として知られているが，長雨や集中豪雨など，浸透量を上回

るような状況になると，野水や水道が出現する。珍しい現象であるため，平安時代頃から “武蔵野の逃

げ水” として京都までにも知られていたようで，歌にも詠まれている （角田，1996）。

野水や水道の代表的な場所として，国立駅南口一帯がある。付近一帯はほとんど平坦な土地であるに

もかかわらず，浸水常襲地帯に見られる水塚のように，住宅地は道路面から数十cm盛土され，浸水の

被害を受けないようになっている。

付近の地形を詳細にみると，国分寺崖線に沿って，国立駅の北方から南東方向の日本電気 （NEC） へ

延びる，周辺よりわずかに低い浅皿状凹地がある。下水路が完備した最近は発生することはほとんど無

いようだが，かつては大雨時になると，JR中央線の下を横切る道路は，冠水しため往来が困難にな

り，また駅の南口から南東方向へ延びる旭通り付近も，各所で床下浸水に見舞われた5）。昭和30年 3月

30日に発行された 1万分の1地形図『武蔵府中』図幅には，都立国立高校は堤防で囲まれ，近隣の住宅

は盛土の上に建てられている。水道付近は空地や荒地が多い。聞くところによると，水道は大雨のたび

に出現し，排出を願う上流側の住民と野
の

水
みず

が流れて来ると迷惑する下流側の住民とは，険悪な感情関係

であったと云う。

野水の出現によって，水道とは知らずに住宅を建てた結果，不幸にも水害に見舞われた事例として，

山口 （1993） による1979年 9月の体験記がある。AMeDASによると，山口が被害を受けた 9月4日に

は，府中周辺で突然の集中豪雨が発生した。降水量は20時までに 1mm，21時までに36 mm，22時まで

に22 mm，23時までに 9mm，24時までに 1mm，計69 mmで，短時間での豪雨であったにもかかわら

ず，国立市東三丁目付近に水道が出現した。当日の日降水量はAMeDASによると，東京で19 mm，八

王子で 4mm，青梅で 7mmに過ぎなかったため，いわゆる局所的な集中豪雨であったことになる。国

立市内では，周囲の道路より50 cmから100 cm程度の盛土をした住宅地が多い。盛土地が多いのは，山

口 （1993） の体験記を読んだ人が多いためとも考えられる。

．武蔵野台地上の不圧地下水

総面積約846 km2の武蔵野台地には，平均すると 1年間の降水量が約1,700mmあることから，単純に

計算すると，台地全体では年間に約144万m3の総降水量にみまわれている。大気中に蒸発し，あるい

は河川水として東京湾に流れ下る水もあるが，地表面は透水性が良い関東ローム層に覆われているた

め，降水の多くは地下に浸透する。

武蔵野台地の基盤となっているのは上総層群で，その上位に時代を異にする砂礫層が堆積し，関東



図 5　昭島市と周辺地域の地形区分図
1 .丘陵地　2 .立川Ⅱ面　3 .立川Ⅲ面（青柳面）　4 .拝島面　5 .拝島面より下位の段丘断面　6 .氾濫低地　7 .河川敷
8 .湧水地　9 .主な小河川　10.堤防　11.鉄道線路　1・2 などは図 8の地形・地質断面の位置。
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ローム層に覆われているため，地下へ浸透した水は，不圧地下水として砂礫層内に滞水し，その一部は

被圧地下水になっていると考えられる。武蔵野台地全体の不圧地下水面の状況については，すでに細野

（1978） が明らかにしている。ここでは，昭島市を中心とした地区について述べる。

（1）昭島市の地形と地質

昭島市は武蔵野台地の南西部に位置し，大部分は立川Ⅱ面で，多摩川に沿って下位に立川Ⅲ面 （青柳

面）と拝島面が細長く分布し，それぞれの比高は 5～8mである （図 5）。青柳面や拝島面の段丘崖に

は，主として小礫や粘土を混える砂層である上総層群が露出していることから，これらの段丘面は上総

層群の上位に，層厚 1～4mの段丘砂礫層が堆積していると考えられる。

青柳面の上位にあたる立川Ⅱ面は，全体として西で高く，東方に向かって1,000分の 3～4で傾斜し

ている。ほとんど平坦で，内部の状況が不明であるため，多くの地質柱状図を活用して，上総層群の表

面（砂礫層の基底面） を明らかにした （図 6）。

図 6によると，上総層群表面の高い場所 （尾根線） が，青梅線にほぼ沿って拝島駅から立川駅の南方

に向かって延びている。一方，北方で横田基地から武蔵砂川駅の方向にも尾根線が走り，その間には東



図 6　昭島市と周辺地域の上総層群表面の状況
図内の細線は等高線で，数字の単位はm。黒点は地質柱状図の位置。鎖線は段丘崖。噴水記号は湧水地の位置。
1・2 などは図 8の地形・地質断面図の位置。
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福生駅から立川駅北口に向かって浅い埋没谷が延びている。浅い谷が最も深いのは拝島駅の東方で約

4m，中神駅の北方では 1mに満たない。東福生駅から北西方向への延長については，すでに報告した

（角田，1999）。

（2）昭島市の不圧地下水

昭島市内で，不圧地下水の水位を測水できる開放井戸が少ないため，最近の不圧地下水面図を作成す

ることは不可能である。しかしながら，すでに細野 （1967a, b） が明らかにしているので，その結果を基

に，不圧地下水面と上総層群の表面との関係を検討した。

1966年 8月の測水結果によると，拝島駅の北東方では並行する上総層群表面の尾根線の間に溜まる

ような状態で不圧地下水は滞水し，そこから南東方に向かっては尾根線より高く，扇状に滞水してい

る。

地下水面は降水量に強く支配されているため，近くの八王子における降水量を示す （図 7）。図 7に

よると，降水量は 5月上旬から増加し，6月下旬には半月間に約300 mmもの降水量であった。武蔵野台

地における不圧地下水面の変化には，年間を通じてサインカーブで変化する型と，豪雨に伴って急激に

水が上昇し，降雨が終わると低下する急激変化型の，大別して二型がある。サインカーブで変化する型

は武蔵野面や下末吉面，あるいは段丘崖から遠く離れた位置に多く，急激変化型は立川面やそれより下



図 7　八王子市における降水量
太い縦線は日降水量で，細線は半月間の総降水量。▽は昭島市と周辺地域で不圧地下水の測水を行った日。
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位の段丘面に多い傾向にある。このことから，昭島市内の不圧地下水面は急激変化型に属すると考えら

れる。このことを考慮しても，1966年 8月の不圧地下水は，ひと月以前の降水を滞水しているのであろ

う。

11月上旬以降，降水はほとんど無かった。2月上旬に 3日間にわたって降水があったが，合計しても

30 mmに満たない。この程度であれば，関東ローム層中に毛管現象で吸収され，地下水面まで達しな

かったと考えられる。1967年 2月の測水結果によると，8月の測水結果とほぼ同じであるが，上総層群

表面に近い状態になっている。

（3）昭島市の地下構造と不圧地下水

一般的な豊水期である 8月と渇水期である 2月の違い，さらに上総層群表面との関係を明らかにする

ため，青梅線と交わる方向に断面図を作成した （図 8）。

当然のことであるが，地下水面は渇水期である 2月に比べ，豊水期である 8月が高いが，その差は段

丘崖付近で小さく，内陸部で大きい。段丘崖で，地下水面が地表面近くに達している場所では，降水量

が多い時期には湧水が見られる。砂礫層が滞水層になっており，上総層群は難透水層になっていると予

想されたが，地下水面は上総層群の中にもある。このことは，不圧地下水が上総層群内に漏水している

ことを示している。

なお，不圧地下水面の状態から，玉川上水の存在は不圧地下水面に影響を与えていない。

（4）昭島市の湧水地

市内で湧水地が多い地区として，宮沢地区と拝島地区があり，宮沢地区は地名の由来にもなっている。

 （4）‒1．宮沢地区の湧水地

この地区では，諏訪神社を中心に，阿弥陀寺・熊野宮・福巌寺など，全部で10か所に湧水場所が



図 8　昭島市と周辺地域の地形・地質断面図（その１）
地表面の斜線は関東ローム層，無模様は段丘砂礫層，細かい砂模様は上総層群（主として小礫や泥を混える

砂層）。地表面の黒点は地質柱状図の位置。8月は1966年 8月の，2月は1967年 2月の不圧地下水面。
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図 8　昭島市と周辺地域の地形・地質断面図（その２）
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図 9　昭島市宮沢地区の湧水地
噴水記号は湧水地の位置。波線は水路。砂模様は池を示す。

図10　昭島市拝島地区の湧水地
噴水記号は湧水地の位置。波線は水路。砂模様は池を示す。図内の 「花」 は花の井，「お」 はおねいの井戸の位置。
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あった （図 9）。何れも段丘崖下で，下位に飽和状態の細砂層（上総層群）が位置し，その上位に段丘

砂礫層が堆積している。不圧地下水は段丘砂礫層の基底部から湧出している。この中で，常時，湧出し

ているのは諏訪神社を含めた 5か所で，2～3か所は降水量が多い時期のみ，わずかに湧出する程度で

ある。2～3か所では，近年，湧水が見られることはほとんどない。

 （4）‒2．拝島地区の湧水地

この地区では，大日堂を中心に，花の井・おねいの井・本覚院など，全部で 8か所に湧水地があった

（図10）。宮沢地区と同様，何れも段丘崖下で，細砂層 （上総層群） の上位に堆積する段丘砂礫層の基底

部から湧出している。常時，湧出しているのは 3か所のみで，3～4か所は降水量が多い時期のみわず

かに湧出する程度で，2～3か所はまれにわずかの湧水があるといった程度である。

松原四丁目で，段丘崖下にあった松原の井戸は，昭和40年頃には湧水が見られなくなり，かつて存

在していたことを知る住民も，ほとんど居なくなった。
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このように，昭島市の段丘下おいては，かつては20か所近くで湧水地があり，湧水量も多かった

が，最近では，年間を通じて湧水が見られるのは，約 3分の 1にあたる 6か所で，約 3分の 1はほとん

ど湧出しない。その理由として，地表面が被覆され，降水が地下水になり難いといった考えもあるが，

湧水地の近くに上水道の水源となっている深井戸が設置されているため，不圧地下水が深部へ漏れ出て

いるからだとも考えられる6）。

．溢れ出る河川水

（1）開発に伴う浸水の増大

武蔵野台地を流れる自然に近い河川の状況と，その後の変化を記録した文章として，昭和 4（1929）

年に刊行された徳永 直 著の『太陽のない街』や，昭和 9 （1934） 年に刊行された『小石川区勢総覧』が

ある7）。それによると，かつてはのどかな風景であった小石川流域では，明治時代後期から上流の池袋

付近で開発が始まり，明治43 （1910） 年の大雨で，流路に沿う地区で氾濫による被害が発生した。この

ため流路を広げる工事が実施されたが，その後も大雨に見舞われる度に氾濫が発生したため，流路をさ

らに拡大し，あるいは流路を暗渠にしたことが，詳細に記録されている。1934年以降につては不明であ

るが，流域の土地利用が変化するに伴い，流路に流れ込む水の量も増加し，場合によっては氾濫したこ

とであろう。

神田川流域でも氾濫が繰り返し発生したため，大正 2年から河川改修が行われ，同 8年に完成してい

る8）。

（2）流量の増加と水質汚濁

 （2）‒1．流量の増加と内水氾濫の発生

流量の増加を引き起こした初期の頃は，各家庭から排出される台所や風呂場からの下水が，増水の大

部分を占めていた。

上水道が設置される以前，家屋は段丘崖下や氾濫低地の近くなど，多くは不圧地下水が得易い場所に

立地していた。敷地内にある井戸から生活用水として地下水が汲み上げられ，使用された後の下水は多

くの場合，排水溝を通って敷地内や近くで散布・蒸発されていたため，流路から大きく溢れ出ることは

少なかった。

ところが，上水道が整備されると，それまでは建てられなかった場所にも家屋が出現するようになっ

た。そして流域外から大量の上水が供給され，下水は浄化処理されることなく，近隣の小河川や凹地へ

排出された。そのため，小河川を流れる水は汚濁され，生活用水として使用できなくなり，吸込み枡に

よって不圧地下水も汚濁が進行した。小河川や不圧地下水が利用できなくなると，それまで生活用水を

井戸水 （不圧地下水） に依存していた家々でも，上水道に依存しなければならないようになり，悪循環

が始まった。

また，古くからの農民たちは，水
みずみち

道になり易い場所は畑地であっても農作物の栽培を少なくし，さら

に家屋を建てることはなかった。都心部で人口が増加すると，土地所有者は耕作地としての価値が低

い，水道になり易い土地を売り出すようになり，水道であっても交通が便利な場所は，地価が安いこと

もあり購入者が多く，宅地化が始まった。このような場所は，大雨でなくても浸水に見舞われることが

多かった。対策として，近隣の水路まで排水溝が設置されたが，区画整理が十分に行われていない場所

は，浸水常襲地区になった。遅れて住宅を建てる新住民は，浸水を避けるため敷地内を盛土にした結
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果，降水時には道路が排水路になった。

一方，台地上を流れる河川の，規模や両岸近くの土地条件は，人為的な土地利用が始まる以前に近い

状態で，氾濫原は水田として稲作が行われていた。しかしながら，台地上で住宅の建設が進み，河川に

下水が流れ込むようになると稲作が困難になり，そればかりでなく，住宅建設のための土地需要が増す

と，農家では農業経営への労働意欲が減少し，農地を売り出すようになった。かつては水田であった場

所は，盛立地に造成されて住宅地に変貌した結果，増水時の氾濫原が減少し，水害に見舞われるように

なっていった。

地下へ浸透する雨水が減少したことによる自然の水量に加え，各家庭から排出される下水で流路は増

水し，かつては涸川であった川も常流河川となり，末無川は流路がより下流まで延びるようになった。

さらに，大雨や長雨に見舞われる度に，下水が溢れ出るようになった。いわゆる「内水氾濫」の出現で

ある。「内水氾濫」は，昭和30年代までは交通が便利な山手線の近くであったが，時代が進むにつれて

JR中央線や私鉄の駅周辺でも見られるようになり，高度経済成長期には豊多摩地区はもちろんのこと，

北多摩地区や西多摩地区でも頻繁に出現するようになった。

図11は，当時の状況の一部を記録している。

 （2）‒2．内水氾濫の対策

これに対し，河川を管理する東京都や区市町は，水路の河床を低下させる，あるいは川幅を拡張させ

る，さらには曲流部のショートカットを行うなど，氾濫が発生しないような施策を実施した。しかし，

これらの工事の結果，上流部では排水が良くなったが，下流部では流水が短時間に集中するようになる

場所も出現した。そのため下流部では堤防の嵩
かさ

上
あ

げを行い，氾濫を防ぐように努めたが，水路両側の限

られた場所での対策であったため，思うような効果は得られなかった。このような中，昭和52 （1977）

年の仙川小金井分水路工事差止仮処分申請事件のような出来事も発生している。この申請事件は，仙川

上流部に発生する水害を軽減・防止するため，東京都は仙川の流水の一部を野川に分水する分水路工事

を開始しようとしたところ，野川近辺の住民から “工事に使用する凝固剤により，地下水が汚染され

る” として，工事差止の仮処分の申請が行われた出来事であった。

東京の高度活性化が進むにつれて，人口や事業所は集中し，建造物の高度化や密集化はさらに進行し

た。それに伴い地表面の舗装化も進行したため，降水の地下への浸透が少なくなり，流出率が大きく

なった反面，一度大雨が降ると，かつては地下へ浸透していた降水は，排水溝を通って下水路や三面張

りの河川へ，短時間に流れ込むようになった。水路が排出する水量は限られているため，流量比が著し

く大きくなる現象も生じた。

このため東京都は，流水が一度に下流へ流れないよう，土地の取得が比較的容易な場所では，流路の

各所に遊水池を設置した9）。さらに，氾濫が繰り返して発生する神田川中流には，巨大な建設費を投資

し，「神田川・環状七号線地下遊水池」を建設した。この貯水池は環状七号線の地下に延長4.5km，内

径12.5mのトンネルを建設し，洪水時に約54万m3を貯水して，洪水後に，ゆっくり排水する仕組みで

ある。また，白子川でも下流域における氾濫を防止するため，目白通りの地下に延長3,185m，内径

10mのトンネルを建設し，洪水後に，石神井川へゆっくり排水する設計になっている。さらに，渋谷

川の地下にも延長3.3km，内径7.5mのトンネル貯水池を建設中である。



図11　読売新聞の記事（昭和53年 （1978） 年 4月9日）
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．涸れる地下水

武蔵野台地上の名水と称される湧水地では，多くの場所で湧水量が減少し，あるいは湧水が全く見ら

れなくなってしまった場所もある。代表的な例として，井の頭池・三宝寺池・石神井池，あるいは北区

王子本町にある名主の滝など多い。上述した昭島市の湧水地も，その例である。

東京西郊のオアシスとして知られている井の頭池では，昭和30 （1965） 年頃から湧水量が目立って減

り始め，38 （1968） 年には完全に枯渇した。以降は100m以上の深さからポンプで揚水した地下水を供

給している。妙正寺池や三宝寺池，あるいは落合川の水辺公園などでも，類似した現象が発生した。

不圧地下水の涵養源は主として降水であるが，それより下位の難透水層に賦存している地下水は化石

水であり，あるいは不圧地下水が長い年月をかけて，ゆっくり地下深所へ流動した結果である場合が多

い。

東京都水道局によると，近年，上水道の 1日当たりの水源は約630万m3である。割合は利根川・荒

川水系が約78％，多摩川水系が19％，その他が 3％で，地下水は約0.2％となっている。多くは河川水

からの給水に依存しているが，地下水に大きく依存しているのは昭島市・小金井市・武蔵野市・三鷹市

で，国分寺市や立川市なども一部を地下水に依存している。

当然ではあるが，地下深所に賦存する地下水を，ポンプなどで強制的に揚水すると地下水量は減少

し，涵養量が揚水量を下回ると，いずれは無くなって仕舞う。地表面近くの不圧地下水を揚水した場合

は，軟弱な沖積層の場所では地盤沈下が発生し，洪積台地では段丘崖での湧水量が減少する （守田，

2012・2013）。

武蔵野台地の基盤となっている上総層群は全体としては難透水層であるが，その中でも砂層や粘土層

の，透水率が低い難透水層となっている部分と，砂礫層の比較的水が移動しやすい，透水率が高い難透

水層の互層から構成されている。含まれている地下水は，全体として被圧地下水である。難透水層内に

滞水しているため，不圧地下水が透水する量は非常に少ない。

多摩地区で水道水源となっているのは，上総層群内で深度100mから200mの位置で，透水率が高い

砂礫層となっている場所に，ストレーナーを設置している場合が多い。地下深所の透水率が高い砂礫層

は，比較的水が移動し易い地層であっても，水量が少ないため，揚水するために強力なモーターを使用

する。「自然は真空を嫌う」ため，ストレーナーの周辺から地下水は強制的に移動させられる。周辺の地

下水が無くなると，砂礫層の上位にある透水率が低い砂層や粘土層からも地下水は漏れ出され，あるい

は下位の地層から地下水は絞り出される。自然は真空を嫌うため，時間が経つにつれ影響の範囲は次第

に拡大し，周辺に涵養源がある場合はそこから涵養されるが，無い場合は影響の範囲はさらに拡大する。

深層地下水に依存している自治体にとって最も大切なことは，揚水している地下水の涵養源を明らか

にし，管理を強化して，地下水位が低下しないよう賦存量に対応した揚水をすることであろう。

まとめに代えて

本報では，武蔵野台地上を流れる河川の特徴や形成史を始め，野水と台地上の内水氾濫，昭島市の不

圧地下水の賦存状態，深層地下水の水位低下などについて述べた。

武蔵野台地，その中でも多摩地区は，さらに土地利用の多様化が進むと考えられる。「水は方円の器

に従う」と言われるが，器を形成したのは水である。水不足はもちろんのこと，内水氾濫の被害を少な

くするためには，地域の基礎的な知識をさらに増やすことが必要である。
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本報は，多摩交流センターが主催した「武蔵野台地と水」と題する記念事業の企画のひとつとして，2014年

10月10日に発表した講演内容である。発表後，久保純子氏から文献を送って頂いたが，氏が紹介した（2007）

「第 5図 網状流路 （モンゴル・オルホン・オルホン川）」の風景は，図 4を作成する時にイメージした，武蔵野

面形成時代の風景とほとんど同じであった。

本報を，2014年11月に古希を迎えられた，元駒澤大学高校教諭・深谷 元 先生に捧げる。先生からは駒澤大学

1年生の時から御指導を受けている。2014年 7月25日には，世田谷区の北西部にある烏山川上流を，一緒に踏

査して頂いた。

本報を作成した手掛かりは，平成 5 （1993） 年から始まった地域調査会での討論会から始まった。平成12

（2000） 年頃，元日本第四紀学会会長の羽鳥謙三先生から，武蔵野台地上の河川について，連名で論文にしよう

との話があったが，武蔵野台地表面の起伏や水路の形成史について，基本的な考え方が異なっていたため，連名

での発表は行わないことになった。先生は独自に，

羽鳥謙三 （2004）『武蔵野扇状地の地形発達―地形・地質と水理・遺跡環境』．46ページ．（地学団体研究会）

として，発表された。

『小石川区勢総覧』と『太陽のない街』の文献は，磯貝弘文・元駒澤大学高校教諭から，『山口 瞳 大全』は東

京農工大学博物館の斎藤有里香学芸員から，被圧地下水の揚水に関わる問題については芝浦工業大学の守田 優 

氏から，さらに，東京都の河川管理に関する資料は，東京都土木技術支援・人材教育センターの石原成幸氏か

ら，それぞれ提供して頂いた。記して，これらの方々に感謝の意を表する。

注

 1） 但し，角田 （1980） が述べたように，青梅市立第三小学校付近では，不圧地下水の水位が霞川と比べ台地の

方が低い場合は，霞川から台地へ涵養されている。

 2） 狭山市北入曽付近の地形と不圧地下水については，角田 （1996） で概要を述べたが，流域全体の詳細につい

ては，改めて報告する予定である。

 3） 流路延長は最近の状況で，本文に記載しているように，かつての流路は最近とは異なっていた。

 4） 数段に細区分されが，本論では，そのことについては触れない。

 5） 往時の状況の一部は，国立郷土文化館 （2012） に掲載されている。

 6） 地下水に関心を持っている住民の多くも，「昭島市は上水道の水源として地下水を汲み上げているため，崖

線下では湧水が少なくなっている。」と，感覚的に考えている。

 7） 昭和 9 （1934） 年に刊行された『小石川区勢総覧』には，

  「千川（現在の小石川）は幅一間あまりにて二間とは越えず。流水は澄みきつて，敷きつめられた川床の砂

礫の綺麗なことは，云い尽くし難い趣があった。春は菫
すみれ

，蒲
た ん ぽ ぽ

公英の類が，崖にも田の畔にも咲き乱れ，秋は

ススキが銀色の穂を出して流れを覗くと云う，あくまでも自然の呼吸に触れた，いわゆる自然美そのものの

風景であった。

 　水勢の弱いところに，金魚が流れに遡っていたり，釣堀から流れ出た大鯉の 7～8尾が，悠々河中往来し

たりするのは，珍しい事ではなかったが，川上の方に染色工場が出来た頃から，一軒二軒と人家が立ち始

め，やがて市街が形造られ，いつの間にか工場の汽笛が明け方の夢を驚かすようになり，文化の威力は勢い

強く攻め寄せて，遂には緑翠の影だに見るを得ず。農夫等は土地からかげをひそめて行ったのである。‥‥

その後，明治43年 8月11日の大氾濫で，空前の出水で5,000戸以上浸水家屋に被害が出たため，大正 2年春

に川幅が二間に広げられた。しかしながら，以降も，大雨ごとに氾濫する濁水を流しきれず，大正13年頃

からは，氾濫による被害がますます増加した。」

 　それより前の，昭和 4（1929）年に刊行された徳永 直 著の『太陽のない街』には，

 　「千川 （現在の小石川） どぶは，すっかり旧態を失って，無数の地べたにへばりついたようなトンネル長屋

の突出しに，押しゆがめられて，台所の下をくぐり，便所をめぐり，コークスのカラと，空瓶や，ぼろや紙



56― ―

屑で川幅を失い，洪水によって，やっとその存在を示しているに過ぎなかった。このため，昭和 5年11月

から水流を暗渠にし，その上を路面とする工事が行われ，昭和 9年 7月に竣工した。」と，記載されている。

 8） 神田川に架かる江戸川橋の左岸にある江戸川公園には，次の文章を記載した説明板が掲げられている。

  「 大井玄洞翁の胸像／江戸川 （現神田川） の治水事業は沿岸の人々にとって，永年の願いであった。明治

四十三年の大洪水の後，玄洞翁は人々の願いの実現に努力し，大正二年護岸改修に着工させ，同八年に完

成させた‥‥／昭和五十八年十二月／文京区役所」

 9） 事例の一部については，松田 （2014） が解説している。
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Rivers and Hydrological-Environment of Musashino-Upland in Tokyo Metro.

SUMIDA Kiyomi*

The area for the research was Musashino-Upland, where many rivers exist.
The rivers have been grouped into three categories based on the location of the head of the river 

(Fig. 1).
1) Those in Sayama Pediment
2) Those under terrace cliff
3) The others

The longest river streaming on the upland is Syakujii-river, whose river head islocated in the east-
ern side of Kodaira city, and it merges into Sumida-river 20 km ahead. Fig. 2 and 3 show the geologi-
cal history of Syakujii-river.

Nogawa-river has its head under Kokubunji-terrace cliff. The river was formed 50 thousand years 
ago. As erosion of the river started 40 thousand years ago, it now runs alongside Kokubunji-terrace 
cliff.

Some of the rivers appear after heavy rain and these are called Mizumichi. The occurrence is often 
followed by flooding like in Kunitachi city.

Akishima city used to have an abundance of springs but most of them have disappeared as under-
ground water is drawn and used to support living activities in the area. Fig. 8–10 show Free ground 
water level and spring points.

In Musashino-Upland, as the cities have developed, flood occurs near rivers when the region expe-
riences significant rainfall. It’s important to correctly understand the nature of the land and its rivers, 
in order to minimize the disaster of flood.

Keywords: Musashino-upland, Shakujiigawa-river, Nogawa-river, unconfined groundwater,

confined groundwater, inundation inside the levee, nomizu, mizumichi
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