
  
  深層地下水の開発と利用

  誌名 水利科学
ISSN 00394858
著者名 山本,荘毅
発行元 水利科学研究所
巻/号 17巻3号
掲載ページ p. 1-12
発行年月 1973年8月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



深層地下水の開発と利用

山本荘毅

はじめに

現在アフリカ中部を襲っている乾ばつで，数十万人が飢餓線上をさ迷い，

数百万頭の野獣が水を求めて移動しているとし、う。テレビや新聞は，やせ細

って食を乞う子供らと累々 たる動物の死骸をのせている。これら開発途上国

における最大の失政は，深層地下水の開発を怠ったことであるといわれてお

り，先進国による技術援助が調査の段階に止ま って，実施の段階に入ってい

なかったことが悔まれている。

地下水が地上最大の淡水資源であることは，水文学を学んだ者の常識であ

る。

地下にある水，地下水は，人類が着目し開発し，利用した最初の地下資

源である。地下には，土壊の粒子にくっついている土湿とか，土壌粒子聞の

空隙を飽和して存在する地下水とかし、ろいろな形態の水分がある。放浪生活

をつづけた遊牧民も，定着生活を楽しんだ農民も， 安定化Lた水の供給源と

して地下水を選んだ。特に地下水の自然露頭である泉の利用は， 5,000年の

歴史をさかのぼることができるし人工的な露頭をつくるためのカナート工

事も3,000年の歴史をも っている。掘兼井戸やさく井は，ごく 最近にみられ

る発展であって，モーゼの神力や弘法の仏力が高く評価されたのは当然であ
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る。そして，地下水を探すための神和的な力にすがる“waterwitch" （水占

い）は，科学の進んだ今日にも厳存することになる。地下水は，雨の降らな

い砂漠にもあるし海底にもある。 一面，雪や氷にとざされた シベリ アに

も，氷でおおわれた南極にも存在する。不毛の月世界に期待できる唯一の水

源も地下水である。

地下水は，地下にあって地盤を支えている。地下水面が低下すると，それ

まで水面下にあって浮力を受けていた部分が浮力を失ないモロに重さとして

のしかかってくる。例えば，飽和単位体積重量2t/m3の土が，地下水面下に

ある時は lt/m3として下の部分に支えられているが，水面が下がって，この細

部分が水面上に露出すると一躍2t/m3として支えられなければならない。地

下水は，地球の表面を支える連続的なノーネであり，環境資源である。また地：

下水は，河川の水を養っている。雨が全然降らなくても河川の水が枯れないー

のは，地下水が河川水を養っているからである。河川が地下水を養うのは，

むしろ例外で，そんな事があれば河の水は下流にゆくほど減ってゆくはずで

ある。山紫水明の日本の国土は， 地下水によ って維持されているといって過4

言でない。

日本人も，また人類も数千年の間，地下水を利用して何の トラフールも起こ

さなかったのに，最近の地盤沈下，温水化から酸欠まで，すべて地下水の浪一

みあげが原因だとし、う。環境構成の重要因子が環境破かし、の大主兇だという

のである。地下水採取禁止／ 禁止反対／ 議論にあけくれている聞に， 作ー

井機は昼夜兼行で仕事をし災害は着実に，加速度的に進行している。

1. 最近の地下水学・その考え方

地下水の量はあまりにも多L、。 地球上の淡水資源の中で，氷を除けば地下ー

水は最大の水資源である。関東地方の地下水量を計算してみても 4,000億rrt＇、

で，八木沢ダムの 2,000個分， 東京の水道用水 400年分である。地下の帯水

層は，とてつもない規模をも ったジャ ンボ貯水池とい うことができる。われl

われは従来，この貯水池の容量や有効貯水量 ・補給速度を計算することな

く，安心しきって使っていたので‘ある。例えていえば．父祖伝来の預金を，

銀行にゆけば払い出してくれるままに引き出していたのである。始めいくら

あったのか，現在高がい くらあるのかを確かめることもな く。 まことに迂潤i
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え話である。

地下水はどの位の量が賦存し，どの位の速さで泊養・補給されるのだろ

う。水資源としての地下水には，鉱物資源と同様，採取すれば枯渇する面

と，生物資源と似て，採取しても再生される面との二面がある。不圧地下水

に後者の傾向が強く，被圧水に前者の傾向が強い。被圧水でも，採取すると

援取量に比例して補給が行なわれるが，補給量は採取量の全量ではない。条

件によって異なるがその 5～80%である。したがって，最終的には段々と滅

少し枯渇するのである。

地下水の分類法にはいろいろあるが，地下水の生成補給があるかどうか，

その速さはどうか一一別の表現をすれば，地下水が循環するかどうか，その

速さはどうか一一ーという点に注目じて地下水を分類することは非常に便利で

ある。このようにして， （1）非循環性， （2）半循環性，（3）循環性，の地下水が区

別される。

非循環性地下水はいわゆる超深層地下水で，石油麟水などがこれに属す

る。あるいはマグマ起源の処女水もこれにいれらるべきである。地下深所に

澗じこめられていて，日の目をみることはないといったようなものである。

半循環性地下水は深層被圧地下水であって，普通の自然状態では流動しな

1、。 もちろん，流動しうる状態にありながら流動しないのであって，流動で

きないのではなし、。あるものは何千年，何万年，何十万年も閉じこめられて

干る。井戸を掘って揚水を始めると，やっと動き出すというものである。関

東地方の深層地下水は，かつて，自然に自噴する以外は流動していなかった。

アラブ連合のヌビア砂岩にある被圧水は，エチオピア山地の雨で養われ地中

海に流れ，北米のカリゾ砂岩のそれは，オザーク台地からメキシコ湾に流れ

るが，これらの速度は 1年 lmという遅いものである。動いているとか流れ

ているとし、う表現は．専門家の間でも正当には評価されていない。

循環性地下水は，浅層不圧水であって，降水によって直接泊養されてお

り司植物の根や蒸発によ って消費される。河川の表流水と関係が深いのは当

4然、である。

地下水には循環する地下水から循環しない地下水までいろいろあるが，循

環の速度は非常に遅い。だから， L、くら尼大な量が貯蔵されていても，引き

出すだけでは減少する一方である。ダムが効用を発揮するのは，貯水量が大
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きいというだけでなく，何回反覆利用できるかにかかっていることを想起す

べきである。地下水という貯水池の水でもまったく同じである。

被圧水の速度には， 1年に lmなどとい う遅いものが非常に多いが．不庄

水では 1日に l～3mのものが普通である。富士山の熔岩の中で 1日に数 1-

mなどとい うのがあるが， これは例外である。 1日に lmという速さは，少、

し流れの速い河川流速の10万分の 1であって，この速さで東京から大阪にゆ

くと1,500年かかることになる。

最近における地下水学の進歩は目覚ましい。かつて，2,000年前ギリシャ ”

ローマの哲人達が水の起源に関係させて，地下水を議論していた時代があっ

た。遅々とした進歩の後，近代地下水学は，ダルシーの法則 （1856年） から

再出発した。それから100年， 地下水学者たちは，井戸の揚水量の議論ばか

りをしてきた。ごく最近の30年聞に，井戸揚水理論は平衡式から非平衡式へ

と飛躍的な転換をした。そして従来かえりみられなかった粘土層の役割が音｜’ー

価され，漏出 （leakage）や絞出 （squeeze） などの垂直流理論も発展した。

一番困るのは，水位を低下させない揚水があるとし、う発想法である。いか

なる井戸でも水位を下げないで水を揚水することはできないのである。循環7

地下水には，自然流量があるのでその量だけ汲めばよいはずである。流量と

は，断面積に流速をかけたものである。地下水流の断面は大きいが，流速は

べらぼうに小さいから，その積である流量は大きくなりえない。自然、流量Tよ

けしか揚水できないということになれば禁止とま ったく同然である。 実際に

は貯蔵量 （賦存量） に食いこむ揚水が行なわれることになるはずで，水位は

連続的に低下する。

第二次世界大戦後，地下水の開発は世界的なブームをまき起こした。先i皇

国では躍進する工業化・都市化の高波に， 後進国では技術援助とし、う大波に

のったので、ある。そして地点開発から広域開発へ，小規模開発から大規模開‘

発へ，単井から群井へと方式が変化していった。水位のいちじるしい低下，椙．

互干渉，自噴中止，枯渇，塩水化，地盤沈下等々が続発する。当然， そこに

は地下水域（groundwaterbasin），水収支（waterbalance），最適開発 （optimum_

development）とし、った水文学的接近が必要となってくる。地下水域（地下水

盆） は，河川｜の流域（drainage凶sin) と同じ発想で地下水の議論をする単

位として設定される。地下水域は．その内部がいくつかの正方形や多角形に
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区分され，各区分内での地下水の出入りが水位の変化を未知項とした連立方

程式で解かれる。最適化ということは，開発政策による効果を最大にする

か．損失を最小にする戦略目標を樹立達成することである。水収支式や最適

化式の解は，コ ンピューターで簡単にえられる。

地下水は，最後に残された貴重な資源、であると同時に，水・空気・土壌と

ともにかけがえのない環境構成要素でもある。利用するのか，しないのか．

利用するとすれば，し、かなる方策が必要か，高次の哲学と技術が要求される

はずである。

2. 地下水の量・水収支

地下水の量が尾大な量であること，地球上における最大の淡水資源である

ことは，その量の推定に議論は残るとしても，諸家の一致した見解であると

いってよい。日本でどの位の地下水量があるかに関して， GHQのブラッシ

ェーアス氏（M.L. Brash回 rs）の計算があるが， 地 方 II峡存量
I (108rrl) 

その量は過少である。最近筆者は，関東地方，中 I 
関東平野 I 4, 1so 

部地方（濃尾平野と環伊勢湾平野），近畿地方（大 濃尾平野 ｜ 1,585 

阪 ・神戸 ・奈良平野）の地下水賦存量を計算した 大阪平野 l 108 

が，それは右の表のような数値であった。

関東平野には，約 4,000億rrfの地下水が，濃尾平野には約 1,500億rrf，大

阪平野には約 100億ばとし、う尾大な地下水量が存在している。この量は，後

述のエジプト地方におけるオアシスや低地における 1兆rrfをこすものとは比

べものにならないが，日本の国土の面積（アメリカのカリフォルニア州と同

じで，ブラジルの 1/20） から考えてみると， まことに大きな量である。関

東地方のそれは，八木沢ダムの 2,000個分であるし数百年にわたって東京

都の上水を供給できる量である。

このように尾大な地下水量があるのに，なぜいろいろな問題が起こるので

あろうか。それについてはすでに前章においてやや抽象的・比喰的に解説し

ておいたので，ここでさらに考察を進めてみたい。

(1) 賦存量

この問題については，筆者の考え方が何度も変わっている。現在では，あ
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る地域における利用可能な帯水層中の地下水の全量と定義している。 したが

って帯水層の体積と空隙率がわかれば， その量は算出できる。この量は， ダ

ムでいえばその貯水量に相当する。水位の変化があっても，増減が なけれ

ば，賦存量は変化しない。定常状態では，補給されただけ流出 している。

(2) 楢養とj函養量

地下水は，天水や河水によ って泊養されている。自然、の涌養は，自然、の流出

と平衡を保っている。関東平野におけるローム台地の平均泌養量は lmm／日

であるが，都市内部では 3mm／日 が観測されている。これは上水道管から

の漏水であると思われる。 1日に lmmの涌養量は lkm2で1日に 1,000m3 

にしかならない。

ある地下水域での画養量を議論する場合，中央断面を通る地下水の平均流

量を計算することがある。ある断面を通る地下水量は，勾配と透水係数が小

さいので，きわめて小さい量にしかならない。

関東地方のような構造盆地では，地下水は自然の状態では流動しない。流

出がなければ流入 （涌養）も起こり えない。井戸を掘って地下水を採水して

やれば，流動が起こる。計算では揚水量の80%位に相当する誘発泊養が期待

される。この大部分は水平方向からのもので，垂直方向は10%位と推定され

る。

(3) 流動速度

地下水の流動速度は，きわめて小さい。比較的早いものでも 1日に 1～5

mである。富士山麓の裂か水 ・洞穴水では早いものがある。リビア砂漠，サ

ハラ砂漠などの被圧水では， 1年に lm位とし、う値がえられている。

アメリ カのルイジアナ，ア フリカのエジプトなどで 11cなどを使って，地

下水の年齢を調べているが，山麓の涌養区域から距離が離れるに従って地下

水の年齢が古くなる。これから， 地下水の速度，停滞の時間，逆にいえば循

環の速度を推定することができる。これらの地方の地下水は， 2～数万年前

のものであることが知られている。

日本の関東地方でも， トリチウムの測定によ って周辺部の地下水が新しく

て中央部のものが古いことが知られてきた。このことは， 停滞性の関東構造
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第1図 リピア砂漠の地下水採水地点
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盆地にも流動が起こりつ 第2図 リビア砂漠の地下水の年齢

つあることを示してい
(Mtinnich et al., 1962) 

系統誤差

る。 このような泊養も水 の伊 5 10 15 2:11:5 30 35 40 （単位：1附 ）

平流動が主であるが，こ

のほかに較出 ・漏出など

によると考えられる垂直
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流動速度から泊養速度，

ひいては循環速度（停滞
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r 
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i問題にならない。 （注） 下向きの矢印はC'3の8値を示す。

(4) 水収支

気候学的水収支でも，水文学的水収支でも始めの中は方程式のつじつまあ

オっせにしかすぎなかった。 しかし最近で、は、ンステム解析の進歩によ って，

もっ ともらしい推測が可能になった。地下水学では，電気アナ ログモデルに

よるシュミレーションと数学モデルによるそれが併用され， 合理的推測が行
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第3図 エジプトにおける南北方向の帯水層断面 （中東調査会）

ー」…
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E司自E’紀下：：1; ~ジュラ紀 lliJ古生代 匡目先カムプリア紀 亡コJi;.~；、

なわれ，予測も可能になってきた。

ここで，略述した諸知見をもとにして，開発の可能性，災害の予測 ・対策

などが打ち出されるべきである。現在の日本では，実感として，従来の地下

水開発に対する対策以外の何物もない。

3. 乾燥地域における地下水開発

アラビアの地下水は．石油を目的とするボーリングの結果として発見され

た。現在， この潜在資源の開発に，大きな努力が払われている。

アラビア半島全体が山岳性の高台で，東方に向かつてゆるい傾斜で傾いて

いる。その傾斜は， lkmにつき lmであるが，ところどころ，この単調さを

破る山地がある。

地形の分水界は，西の紅海岸にあり， 海岸からわずか lOOkm程度のとこ

ろにある。

地質やその構造は，必ずしも明らかでないが， デュベル トレーの考えてい

るものであまり間違いはないようである。

半島は，水成岩で中世代層，古第三紀からできている。これらの基盤は，

先カ ンブリア紀のもので，現在西部の地表に露出している。これは，約 lkm

につき13mの割で， 東方に傾き， ペルシャ湾岸では， 海面下7,000mにあ

る。地表にある部分で一番高いのは，アデンの近くで ＋3,OOOmであ る。先

カンブリアの露出地帯の幅は750～1,250kmで、ある。

先カンブリア系の上に，カンブリア系，白望系，古第三系が重 な ってい

る。白霊系，古第三系は砂岩 ・石灰岩からなっている。西部に近く， 火庇

岩地帯がある。

アラビア高台は，シリアのタウルス山脈，イランのずグロス山脈などアル

プス造山運動の摺曲山地に終わる。ここでは，いずれも衝上断層になってい
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第4図 アラビアの地質構造図（デュベルトレー）

40' 

（注） コンタ ーは基盤標高。

る。紅海沿岸は，アフ リカ（エチオピア）から続く断層によって境されてい

る。台地内部にも断層がある （第 4図参照）。

この地域の地下水は．裂か ・割目にそう不圧水と石灰岩，砂岩にある被圧

水に分けられる。前者は，主として火成岩区域と断層帯に存在し，後者は東

部の単斜構造地帯に存在する。被圧水の存在する深さは，東へ行くほど深くな

る。西部の不圧水は．必ずしもそう深くはない。この地域における地下水賦

存地域を予察図として示しておく（第5図参照）。 したがって， アラビア半

島，特にサウジアラビアには，あまり深くない不圧水が西部に，東にゆくほ

ど深くなる被圧水の存在が期待できる。井戸の深さは 1,OOOmを限度とすべ

きであろう。

アラビアの東部地域では，新生層と中世層に7つの大きな帯水層があり，

その動水勾配は西から東へ向けて小さくなっている。中生層の深さは，ベノレ

シャ湾の付近で，1,000メート ルに達する。経済的な掘削に深すぎるという
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第5図 アラビアにおける地下水賦存図

崖雪裂か水

剛被圧水

ほどではない。

アンプロ 〆ギは．サハラに尼

大な地下水資源を発見して，

1958年にス ターとベイホトが水

文学的知見に基づいて予言した

事実を裏書きした。サハラの地

下には， 7ヵ所に大きな貯留域

(storage basin）があり，その総

面積は. 450万km2, 15兆3,000

億 m3の貯水容量がある。その

貯留域というのは，アルジェリ

アのクレ ー ト・ウエスタン ・エ

ルグ（theGreat Western Erg），グレート・イース タン ・ユルグ（theGreat 

Eastern Erg），タネス、ルフト（theTanezrouft），マ リのニシエール貯留域（the

Niger basin) , リビア のフ ェザン貯留域（the Fezzan basin), チャト＼ ニ

ジエ ール， およびナイジ エリ アにまたがるチャド貯留域 （theChad basin), 

それにエジプトのウエスタン ・デザート貯留域（theWestern Desert basin) 

である。最後のものがも っとも大きく，その総面積は 1,800万km九 6兆m3

の総貯水容量がある。この貯留域は，隣接のアフ リカ諸国にも延びている。

37万 5,000km2の面積と 1兆 7,000万m3の貯水容量をもっ， グレー ト・

イースタン ・エルグを考えてみる。この貯留水の大部分は．最後の氷河時代

に集積した化石水 （fossilwater）である。その時代のサハラは，雨量に恵ま

れた熱帯地域だったに違いない。現在では，その含水層は，北部テル山地に

降る雨水で補充されている。この自然補充の総量は，年間約9億m3と見積

もられる。帯水層の総容量は，それほど変わらないから．ある程度の放出が

行なわれなければならない。その放出は，メルリノレ・ シェリト低湿地（chott

Melrhir-Djerid）と呼ばれる大低地からの蒸発によ って行なわれている。そ

の低湿地は雨期以外には乾燥していて，最低地点の標高は海面下31mとなっ

ている。低湿地はチュニ ジア まで延び，そこではわずか 20kmの砂質土で，

地中海から隔てられているにすぎない。本来のメ ルリル低質地は，その全域

が海面よりも低く，約 1万km2の面積をもっている。
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メルリル低湿地全体を，地中海からヲ｜し、た水で、いつは固いにすると， 蒸発に

よって， グレー ト・イースタン ・エルグから放出される水の量は，いちじる

しく減少しせっかく使えるだいじな地下水の損失は，抑えられるはずであ

る。そればかりでな く．アルジエリ ア東部の石油は， 産出する地点で直接骨仕

積みできるようになり，また新しくできた海からは，大量の食塩そのほかの。

無機塩類を抽出することが可能である。このようにして新たに利用できるよ

うになる淡水の年間供給量は非常に増大する。今日，辛うじて20万人の人口

しかもたないこの地域に．約 100万人の人聞を定住させても十分に間に合う，

ものと考えられている。

現在， リビヤでは石油坑井一本につき，何本かの水井戸掘作が義務づけら

れているということである。全国の大縮尺地図にはもちろん小縮尺の地図に

も井戸の位置が図示されている。乾燥国においては，井戸が重要な施設であ

り，地下水が人間生活に欠く ことのできない水資源であることがわかる。

このような事情は，隣国エジプトにおいても，紅海をへだてたアラビア三件

島諸国においても，地中海をへだてた半乾燥国 トルコにおいても同じであ

る。

エジプ トにおいては， I地下水利用による大規模なかんがし、緑地計画一ーグ

リーン・ バレー・ プロジニ クト一一ーが着々と進行しつつあり，その成果を誇

っている。世界的に有名なアスワンダム，アスワン大ダムの築造が地下水に

およぼす影響も検討されている。

最近の調査によれば，ここでも水位の低下が進行しつつあるが，すでに述

べたように数万年前の地下水を浪みあげているのであるから当然のことであ

る。これらの地下水は 揚水しなければ，さらに長い停滞時聞をへて流出す

るものである。つまり，早く ても数万年に 1度の循環速度しかもたない地下

水を使ってしまったことになるのである。いかに尼大な水量をも っていて

も，何らかの手を うたなければ，やがて消費しつく す時がくる。そ の 時 間

は，試算によれば，そう長くはないようである。

おわりに

筆者は，ここで地下水を使ってよいとか，使ってはならないとかいう結論

を性急に引きだそうとは思っていない。 しかしこの議論をする場合には，
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まず浅層地下水と深層地下水とを峻別しなければならない。そして，この議

論は深層被圧水に限られるべきである。

深層被圧水に問題を限ると しても，地下水とは人聞にと って何かという問

題が議論の出発点になり，目的意識がその焦点になる。不勉強な学者的公務

員に指導された日本の地下水開発はピンチに追いこまれ不信感と危機感にみ

ちみちているが，幸福や繁栄とはほど速い飢餓線上の乾燥地域にすむ人々に

とってはその受けとめ方がまるで違っている。汎地球的観点からも，日本的

観点からも至急に何らかの結論を出すべきである。

（東京教育大学教授， 理博）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

