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水に関する 2つの計画

宮部直 巳

lまし古tき

今年（昭和46年）夏，私は，アメリカ，ヨーロッパに旅をした。そのドイ

ツでの ことである。私は，スツットガノレトの友人Bの市Jこのせられて，ハイ

デンハイムという 田舎のまちへ連れてゆかれた。というと，いやいやながら

連れてゆかれたようにきこえるかも しれないが， ハイデンハイムには別の友

人 B＇がL、る し， B とB＇とは大学時代の同期生だそ うで，我々は互に共通

の友人関係にあったわけで‘あるから，寧ろ，喜んで、連れてゆかれたわけで、あ

る。

ただ， Bが私を連れてゆくというのを Abholenするというので無理やり

に連れてゆかれる ような顔をしただけのことである。

その車の中で，いろいろなことを話した。 ドイツでは， II本人はアジアの

プロシア人だといっているが，君はどう思うかという彼の問L、に，プロシア

人という 意味がよく分らなかったので， そのことをたずねると，プロシア人

というのは， ドイツ人の大部分を占めていて，しかも勤勉な人々だというこ

とであった。そこで， 私は， それはそうかも しれないが， 私はそうは思わ

ない。寧ろ， ドイツ人はヨ ーロッパの日本人みたいに見える，といって互に

笑いあった。 これは互にお世辞とお国自慢とを混ぜこぜにしたような言い分
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で，そのことは， Bにも通じたようであった。ただ， ドイツ人と日本人との

共通点がも しあるとすれば，その1っとして，性急なことがあげられるかも

しれなし、。思し、たったことはやらずにはいられないという面が互にあるよう

である。“あわてもの”はどこにもいるけれども，日本人もドイツ人も，“あ

わてもの”になる素質は大きいように思われる。しかし，ここに紹介しよう

と思っている話は寧ろその裏ともいうべき ドイツ人の慎重な一面である。

ハイデンハイムに近ずいて，気の付いたことは，私が6年前に訪れたこの

田舎の町は，静かに落ちついた小都市で、あったが，今や続々と工場が建てら

れて，後に B＇の説明によれば， 6年前には 1万数千程度であったこの町の

人口も今は5万を越え，なお， 膨張しつつあるということである。

このよ うに急激に膨張する都市には，いろいろなストレスを伴うのが常

で，そのうちの 1つに給水と排水の問題がある。 Bは，ハイデンハイムでも

無論その問題があり，水の需要が人口の士吉t加以上の割合で増していること

と，排水処理の不十分なために，今や，ブレンツ川は一昔日の美しさを失いつ

つあることをなげいていた。さらに， Bは，水の需要の増加は，ひとりハイ

デンハイムだけの問題ではなく，ハイデンハイムを含み，スツットカルトを

中心とするウ ェルテンベルグ州全体の問題でもあることを指摘し，この水の

需要を満たすためのコンスタンツ海からの導水計画について話して くれた。

以下は， Bによるその導水計画の去らましである。

1. スツットガルトを中心とするパーデン ーウェルテンベルグ州の大部分

は水に恵まれていない。その原因は水文的条件がよくないことと，降水量が

十分でないという点にある。それで， 水飢僅になることが屡々ある。それ故

人口が密集し，工業が盛んに行eなわれているこの地域への給水は常に困難な

状態におかれているのである。この地域の東南部，南部および西部は水の豊

かな地域であるけれども，それぞれの地成で人口が増加し，工業が発展して

くるにつれて他地域への水の供給付、容易で、なくなってきている。そこで，ど

うしても遠くから水をひいてこなければならないような事態となってきたの

である。

そこで， 1954年，ボーデン湖導水組合が結成され，その研究委員会を発足
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させた。そのときは，組合に加盟した市町村の団体は 13で，1958年 10月以

‘峰，毎秒2,160リットノレの導水を目標としている。その後，加盟団体の増加

に伴う給水量の増加は，水圧をあげて流速を増すことによ ってまかなってき

たものである。そう して1964年の皐魅以後は毎秒 3,000リットルになったけ

れども，それ以上増加する需要には応えられなくなった。そこで1966年の終

りに毎秒 7,500リット ノレの給水が可能になるような設備の増設に着手した。

これはおよそ 150%の給水増加に相当する。 1971年以降は加盟団体は 100を

越え， 需要は給水能力の80%以上に達するであろう。それ故，近いうちに残

りの給水能力が一杯になり，需要量はさらに土台加することと思われる。現在

の給水施設にかかる荷重は異常に大きくなるであろう。それ故，ボーデン湖

導水計画は，パーデンーウェルテンベルグ州地域の水経済の立場から放置で

きなくなっている。この施設により ，パーデン ーウ ェルテンベルグ州の住民

の 250万の人々が，その飲料水をボーデン湖から供給されていることにな

る。ボーデン湖は，この例でも分る ように，大きいヨ ーロッパ的水槽である

から，その水を清浄に保つことが極めて重要なことである。

ところで，スツットガルトを中心とする，ボーデン湖導水組合に対する水

1の需要は，

1960年 1,877リットノ＂－／秒

1965年 2,623 " 

1970年 5,343 " 

と増大の一途をたどっているが，なお，その増大する様子は，第 1図に示す

とおりである。 1964年に異常的な需要増加がみられるが，これは，前述のよ

うにこの年に皐魅があったからである。

この趨勢が継続するとすれば，何年かの後には，さらに給水設備を増さな

くてはならなくなるであろう。しかし，それは，水不足になってから設備を

するのでは遅すぎるので，すでに次の計画が考えられている とい うことであ

る。

遅すぎるというのは，設備の完成には何年かを要するからであり，年数の

かかるのは，導水路が長いということと，設備に万全の配慮、を払わなければ

ならないからである。この計画の中には応急的措置ということは考えられて

丸、なし、。



宮部水に関する 2つの計画 29 

：第 1図 ノくーデンウ ェノレテンベノレグ州・スツットカソレト地区の月別水需要量の推移
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そこで，現在の給水施設がどのようなものであるかの概略を示してみよ

う。

第2図は，導水路線を示したものである。

第 2図にあるように，ボーデン湖からスツットガルトまで直線距離はおよ

そlOOkmで，導水路線の延長は，第 1の幹線が135km，第 2の幹線が lllkm

である。

まず，ボーデン湖は， ドイツのパーデンーウェルテンベルグ州とスイスと

の国境にあるヨーロッパではかなり大きな湖である。この湖から排出される

水量はおよそ毎秒 130キロリット ルで、あるといわれる。パーデンーウ ェルテ

ンベルグ州はそのうちの 7.5キロリ ットルを取水しようとし、 うわけである。

このボーデン湖の水面は海抜およそ 400mで、あり，スツットガルト市街の

あるネッカー河谷は海抜 350mくらいであるが，その聞に標高 1,000 m 内外

のシュワ ーベンーアルプがある。水路はこれを越えなければならないので，

湖水の水をまずある高さまで引きあげなければならない。そして，送水に際

しては，加圧する必要がある。

取水場所は，湖畔の寒村ユーペリンゲンの西シップリンゲ、ルーベルグにあ

って，深さ60mの湖底から取水する。取水ポンプは6基，そのうち 4基は 2

キロリ ットル／秒，2基は 1.5キロリットル／秒の， いずれも，かなり強力な

ものであるが，これが常にフルに回転しているわけではなし、。波み上げ、た水

位， 312.2mの高さに圧し上げて，微i戸過器オゾン装置に導く。徴F過器は，
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12個のゆっく り回転している網目40ミクロンのメッ シュであって，微小な有

機物質やプランクトンを除去するものである。メッシュを通過した水はその

下部におかれた，オゾン ・ガスを満たした室に噴き出される。オゾン ・ガス

は，その強い作用で表層水を殺菌・浄化し，その水は容量7万5,000m3の中間
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第3図 シップリ ンケソレ ベノレグにおける施設
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貯水槽にいれられる。さらに，砂の急速F過器にい り，ここでFし残りを除

去して純水水槽に貯えられ，安全確保のために微量の複素を加えて高級飲料

水として，第 1および第2の導水管によって送水されることになる。

これらのシップリンゲ‘ルーベルグにおける施設の配置は第3図に示した。

第 1導水管では，まずシップリンゲ、ルーベルグの貯水槽から， 26km離れ，

60m高し、リプテインゲンの頂上貯水槽へ圧力をかけて送られる。 ここは，シ

ュワルツーワルドからシュワ ービアルフ。へつながるヨ ーロッパの分水嶺上に

あたり，ここから，自然流下で，次々の貯水槽をへて，スツットガルトに近

いロールの貯水槽まで，160mを下って送られる。送水管は径l.3mないし

l.lmの鋼管である。各中間貯水槽では，ポンプによって 若干加圧する必要

がある。導水路は谷に沿って， かなり迂回しているが，それだけエネルギー

の損失があるからである。送水量が毎秒、2,160リットルの範囲ならこれです

まされたが，これを毎秒 3,000リットルに上げ、るためには，各貯水槽におけ

る昇圧ポンプの能力を増大する必要があり，それらの様子は，プロフィルと

して第4図に，第2導水管のプロフィ ルと共に示しである。

シップリンゲルーペルグで汲み上げられた水は，シュワルツーワル ド，シュ

ワーベンーアルプを越るえと ころで，海抜 925mの高さにまで高められ，そ

れからロ ールまで下るが，その間約 1日半を要する ことになる。また，湖水

から波み上け‘たときの水温は 4°Cts：＿＼，、し 5°Cであり ，これが送水の聞に温
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第4図
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められるが，その温度上昇は年聞を通じて 0.5ないし 1.5°Cである。

第 2導水路は， できるだけ距離を短く し，直線距離の約10%増程度でロ ー

ルまで到達するように計画された。この導水路の特徴は，距離を短く するた

めに，シッ プリンケ、ルーベルグから 46km余のところに陵道を掘さく した点
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にある。墜道は長さ 24kmで，白ジュラおよび褐ジュラ層上部を貫通してい

る。この墜道は完成までに 3年半を要している。墜道内の水圧は，南側入口

にある容積 30,000m3の貯水槽の水面高で与えられる。途中 3個所に竪坑が

あり，必要に応じて陵道内の流れを制御できるようにしてある。 北側のアル
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プの麓には大円筒型の水溜がつくられ，隆道内の圧力波を止める。

隠道を出てから， ローノレの貯水槽に至るまでには 40kmあるので，この間

で昇圧する必要があり ，この遠距離導水部では非常に高い内圧を示す。この

ようなわけで，この部分では，内径l.4mの耐圧鋼管が使われている。

第 l，第2の導水路はさらに多くの支線をもっており，すべての太さの本

支線を併せて導水管網の延長は 700kmにも及んでいる。

以上が，スツットガノレト地区における導水計画の大要であり，今後，人口

および産業活動の増大に伴ってさらに第3の導水網が建設されなければなら

ないことになるであろう。いや，すでにその計画が進められているかも しれ

ない。

ここで感じられることは， 水の欠乏という事態に対処して， ハーデンーウ

ェルテンベルグの人々が，常に先を見通した綿密な計画をたて，これを実行

にうつしてきている点である。こ こに紹介した計画は，決して斬新奇抜なも

のとも思われないし特に巨大なものとも考えられないが，先手をうって常

に余裕のある水の供給計画を，民間の機関によって立てかっ実施してゆくと

ころに，ヨ ーロッパ，特に，この国の人々の気質をうかがえるような気がす

るのである。

2. 次の話は，前の水の欠乏の話とは逆に，ありすぎる水の始末に関する

計画の話である。

ドイツ北部のデンマークに接した土地はシュレス ウィ ヒ・ホルシュタイ ン

といわれる州である。

この州は，ほとんど、全域にわたって低平な土地で，州の最高点は海抜 160

mの地点で、あるといわれている。農業，牧畜を主たる産業としていたのであ

るが，最近，その北海沿岸に工業団地を造成しようとしづ計画が進められて

いる。世界有数の商港ハンブノレグをもっこの地域としては当然のことと納得

されるかもしれないけれども，その契機は寧ろ別のところに発している よう

である。

第5図は， この地域を示した図で、あるが，その北海沿岸には，著しく特徴

的な島が多数にあり，オランダの海岸に似ているということである。この地

域は，昔から幾度も暴風両に伴う水害を受けているが，それに関連して，土
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第5図
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地が徐々に沈下している ことが指摘されている。それは， いわゆる地盤沈下

とはやや異なったもので， 100年間におよそ20cm，ほとんど一様な割合で水

位の方が高まってきている ことが，ウィノレヘノレムス ・ハーフ ェン，クックス・

ハー フェン，フスム，ノルデルネ一等の検潮記録（量水標の測定）にあらわれ

ている。すなわち第6図に示すとおりの，ほぼ時の経過に比例した変化で、あ

る。

年平均2mmという海面の永年的上昇は，少し大きし、かもしれないが，い

わゆるユースタティックな運動に近し、ものとも理解される。しかし，そのよ
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第6図
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うな動きであっても，シュ

レスウィヒ ・ホノレシュ タイ

ンの低平な沿海地帯に関し

ては，かなり深刻な影響を

与えるものと考えられてい

る。

幾度もの水害のうち，最

近では， 1949年2月9～1(}

日， 1953年2月1日 （オラ

ン夕、の大洪水と同時期），

1962年2月16. 17日の水害

が激甚であったと伝えられ

ている。ことに， 1962年の

風水害の際には，アイ夕、一

河流域のマー シュ とその南

のウィルスター ・マーシュ
Jtilo.11 l・6・.... 何·~ィ， 内相＇m

とが水浸しになったとい う

ことである。それは，主として，北海沿岸やエルベ河岸の堤防の決壊による

もので，それは， 1949年の水害以来，その強化が計画されていたのであるけ

れども，完成に至らないうちに，次々と水害を受けるに至ったものである。

アイター河流域と，ウィ ルスタ ー・マー シュ というのは，キールと北海とを

結ぶ北海ー東海運河（キーノレ運河）によって隔てられている広大な湿地であ

り， その地域の排水のためには， 従来からかなりの努力が払われていたよう

に思われた。

この地域の北海沿岸は，オラ ンダの北海沿岸のつづきであるとともに，オ

ランダのゾイ デル海の様子と似た所が多い。それで，オランタにおけると同

様の海岸堤防をつくることが考えられている。同時に，アイ 夕、ー河流域（ア

イダー ・ラウム）やウィルスタ ー・マーシュも，オラン夕、と同様の低地であ

って，海水が浸入すると長期間滞摘する可能性がある。ただ大部分が， 牧場

と畑地とであるため，その災害のうけ方は大部ちがっているであろう。 たと

えば，第7図は，エノレベ河左岸のフライフマルグから， ウィルスタ ー ・マーγ
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ュのヴァーレ付近にいたる断面（F-

V）を示したものであるが，ウィノレス

ター・ マーシュの一部は平均水面下2

m程度に達している。

このような低地の浸水を防ぐ方策と

して， オランダ方式の海岸堤防を築造

するとなると，その背後地の利用につ

いて新しい構想をもたないわけにはゆ

かなくなる，と同時に，広範囲にわた

る堤防の強化が行なわれなくてはなら

ない。そしてその一環として，アイダ

ー河地域開発計画が生まれるのである

（アイダー・ ラウム開発計画）。

この計画の中での主題は，アイター

河口の閉塞である。アイター河はさほ

ど大きい河川ではないが，その北海にそそぐ河口は幅数キロメートルにひろ

がっている。この広い河口をダムアップするが，ここに水門を設けて適時に

放水し，アイダー河河口域を淡水イヒするわけである。オラ ンタにおいて，ゾ

イデル海を締切って，内部を淡水イじする（一部ではあるが）計画と似たもの

である。

ところが，この堤防強化計画が進められる聞に 1つの問題が生じてきた。

それは，地盤沈下現象である。ただ，この地域の地盤沈下は極めて表層部分

の収縮沈下であることが認められてし、る。すなわち，この地域の表層の土質

は第8図に示したように，表面に厚さ lmないし 5mの粘土層があり，その

下に，およそ 3mくらいの厚さのピート（モール）の層が全域にわたって存在

し， さらに粘土層が12～15mの深ざまで存在する。その粘土層の下部は砂の

層になっている。今日 までのところ，この砂の層の収縮沈下は認められてい

ないので，この層に基礎をおく水準点、が，問題になっている地域内におよそ

30点おかれてある。

これらの水準点の高さは定期的に測定されるとともに，それぞれの水準点

の周辺の地上に置かれている標識の高さも測定され，水準点の動きが小さい
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ことが確かめられると共に，周辺の地表面が低下していることも明確にされ

る。その結果によると， 1932年から1968年の聞に，最大 lOcm程度低下して

いるが，1つ著しいことは，地下水の水位の変動にほぼ平行するかなり大き

い変動があるということである。

この地域における地下水は，恐らく 自由地下水に近いものであろうけれど

も （表面に薄い粘土層ー不透水層ーはあるけれども）， それに伴う上下運動

が著しいということは，表層近くにあるピート （モール）層の中の水庄の増

減に伴う膨潤，収縮を示しているのではなし、かと思われる。

海岸堤防の強化に伴い，地下水と海水との接触条件がちがってくるため

に，海水中における沈澱作用の状況が変化し，それに平衡するために陸地の

低下が生ずるといわれているが，この聞の機構については，私はよく理解す

るに至っていなし、。さらに，それによって，内陸の低地は湿地化するので排

水しなければならず，その排水が沈下を促進しているということである。そ

うだとすると，この地域においては水が余ることになり ，排水作業るるいは

施設が大きい問題となってくる。

また，アイダ一地域開発計画のように，かなり大きい水域を築堤によって

海と絶縁し，内水を淡水化することになれば，やはり，水過剰の問題が起こ

ってくる。 北海沿岸地区の工業団地化計画はそのような背景をもって進めら

れており，工場に要する水はこの地域で賄うことを前提と しているようであ
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る。現在のと ころエッソ（ESSO）の石油コンビナー トが操業している外は，

原子力発電所の建設工事が進められている程度である。

このような条件のもとで，水の使用量の限界という発想が提出されている

ことは注意すべきことではなかろうかと思われる。

キールに， シュレスウィヒ ・ホルシュタイン州政府の海岸および水管理局

とでもいうべき役所があって，その所長のPは，私の友人でもあり，以上の

話はこのPによるものであるが，彼の説は，次の第9図によって端的に表明

されている。

第9図
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彼のいうところは，自然に供給される水の量はほぼ一定であって，年々あ

まり増減しない。しかしそのうちで経済的に使える水はその何十パーセン

トかである。しかも，いろいろなことのために汚渇されたりして， 佼ーえる水

の量は減る傾向にあり， 一方，人口の増加やその集中や産業活動の増大に伴

って水の使用量は加速度的にi曽加する趨勢にあるから，近い将来には，使え

る水量と，使う水量とが一致すると きがくると考えるべきである。この水量

は，いわば一種の臨界値で，このような臨界状態に達してしまうと，人々は

水を奪い合わなくてはならな くなるであろ う。そのような危機に陥いること

を避けるためには， 使える水を増すような処置をとり， 使える水の量と水の

需要量との聞に若干の余裕（レザーブ）を保っておかなくてはならない。ア

イダ一地域開発計画にはそのような考え方を含めるべきである というもので
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ある。

アイ 夕、一地域開発計画について詳細に紹介できるだけの資料は今私のもと

にはない。しかしPの話からうかがわれるところでは，その計画には，かな

り遠い将来のことが考慮されているようである。

むすぴ

以上で， ドイツにおける水に関する二つの計画について，それぞれBとP

とから聞いた話の概略を紹介したわけである。 Bの話の導水計画は， Bの専

門とは全く別のことであり ，Pの話の計画は， Pがその当面の責任者の位置

にあるものである。いずれにしても，驚くべき巨大な計画というべきもので

もなく，著しく変則的な珍しい計画というべきものとも思われない。それだ

けにわが国でも似たような計画が企てられるかもしれなし、。ただそれらの計

画に共通していることは，それぞれの計画に過去の事態に関する詳細な調査

結果という背景があり，その調査結果が十分生かされた計画で、あるという点

であり，計画そのものの内容が，少なくとも知識層には十分よく理解されて

いるとい う，点である。

前に述べたよ うに， Bは私に，日本人はアジアのプロ シア人であるとい

い，私は彼に， ドイツ人はヨ ーロッパの日本人だとはし、ったが，それはそれ

ぞれ，極めてせまい一面についての共通点を指摘していたにすぎないように

思われてきて，何となく恥ずかしさを覚えるのであった。

（駒沢大学教授，理博）
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