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水循環の立場からみた地下水利用のあり方

山本荘毅

権根勇

近年，わが国では地下水障害が頻発し，地下水利用が公害の元凶のように

いわれている。一方，水資源の中で占める地下水の役割は依然として大き

く，たとえば関東7都県の地下水揚水量は， 最近の資料（昭和43～45年〉に

よると，農業用水を別にしても， 日量 659万ト ンに達している。農業用水を

加えれば，優に毎秒100トン以上の地下水が関東地方で利用されている。し

かし，代替水が得られないことから， 揚水規制は遅々として進まず，また法

的な裏付けを欠くことから， 地下水の管理も実効をあげているとはいい難

u、。
はたして地下水は，今後も水資源として利用してゆ くこと が可能であろう

か。このよ うな疑問は，水に関係する人たちのすべてがもっているものと思

われる。この問題は，結局，地下水がもっている 2つの役割，すなわち，環

境構成要素としての役割と水資源としての役割をどのように評価し，両者を

いかに調整すべきかという問題に帰着する。この問題を，本稿では， 水収支

あるいは水循環の立場から考えてみたいっ

わが国における，従来までの地下水の調査や研究は，取水を 目的としたも

のが主であって， 井戸のまわりの水理学的な面に中心がおかれており ，自然

界における地下水の循環や収支に焦点を合せたものは少なかった。 そのた

め，地下水の実態が不明なまま開発がすすめられてきた傾向が強しその結



山本・纏線： 水循環の立場からみた地下水利用のあり方 43 

果，さまざまな環境問題が発生した。そこで地下水利用のあり方を考えるに

先立って，まず地下水の地表水とは異なる性質をここで要約しておくことに

する。

1. 地下水の特質

地下水は， 湖沼水や河川水に比べると，分布範囲が面的に広く，貯留され

ている量も多いが，循環速度はきわめて遅い。 湖水が点的， 河川｜が線的であ

るのに対して，地下水は面的な広がりをもった存在である。 地下水は送水施

設をつくらなくてもその場で利用できるため，利用者にと っては都合の良い

水である。 しかし年間に更新される水の量は少ないので，限られた面積から

の大量取水にはむいていない。総量は多いが密度が小さいという点で， 地下

水は太陽エネノレギーと性質がよく 似ている。 年々の供給量が少ないにもかか

わらず， 地中に大量の地下水が存在するという ことは， 地下水がたまるには

長い年月を必要としたことを意味し，事実，アイ ソトープなどを利用して地

下水の滞留時間を測定してみると，数十年から数万年と長い。

地下水には不圧水と被圧水がある。不圧水は自由地下水面をもっ浅層の循

環性地下水で，降雨からの函養を直接うけている。この不圧水の大部分は基

底流出として河川へ流出する。また河川水の一部は伏没して不圧地下水に転

化する。不圧水と河川水は互いに関係が深く，たとえば不圧水を多量に揚水

すれば，河川の基底流量が減少することからもわかるように，両者は一体と

して管理されるべき性質の水である。

これに対して被圧水とは，深層にあって加圧層の下で著しく被圧されてい

る地下水を意味し， 不圧水に比べると滞留時間は著し く長い。 被圧水は，単

位面積当り の函養量は不圧水よ りも少ないので，自然循環利用とい う玄場か

ら考えると， 水資源と しての価値は低い。しかし一般に被圧水の貯留量は多

いので， 一時的な水資源としての価値は大きい。地下水理論で必要な水理定

数は貯留係数（または比貯留率〕と造水係数であるが，貯留係数の物理的意

味は不圧水と被圧水ではまったく違っている。また， 地盤沈下の主原因とな

るのは，被圧地下水の揚水である。被圧水を水資源として利用す る場合 に

は， 地盤沈下との関係も含めた管理システムが必要である。

地下水の流動や水収支は，地下水域単位で取り扱われなくてはならない。
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地下水域単位の地下水開発可能量の目やすと して，アメリカでは safeyi巴Id

という概念が提唱されてきた。これは安全揚水量と邦訳されているが， saf巴

yi巴Id以下の揚水量ならば安全であるという意味の“安全”揚水量ではけっ

してない。安全とはあく までも相対的概念であって，人文 ・社会 ・経済的条

件をぬきに して自然科学的に一意的に決められるよ うなものではない。 地下

水の safeyieldは “揚水によ って好ましからざる著しい影響が生じないよ

うな揚水量吋と定義されており，なにを好ましくないと考えるかは人間の側

の問題である。 safeyi巴Idとは， 地域住民との合意の下で“安定して”供

給できる地下水量と考えるべきである。 safeyi巴Idという術語は河川水につ

いても用いられており，たとえば，新し くダムを造れば河川水の safeyield 

は大きくなる。も ともと， safeには確実なという意味も含まれている 0 safe 

とは利用者にとっての safeであって，自然界にとっての safeではないの

である。地下水の safeyieldは，利用者に継続的に確実に供給することの

できる地下水の量と考えるべきであり，それは地下水に関してどのような管

理 ・保全対策を講ずるかによ って変化する性質のものである。つぎにその点

について考えてみよう。

2. 環境構成要素としての側面を重視した場合の地下水利用

地下水は生態系を構成している重要な要素の 1つである。地下水の存在を

前提としてしか存在しえない動植物も少なくない。同時にまた，地下水は地

盤を構成している重要な要素でもある。

エコロジーの立場からみると，自然界はあるがままの姿で動的な平衡状態

を保っている。そこへ人為的な力が加えられると，新たな条件の下における

平衡状態を求めて，自然界は自己調節を行なう。その結果として生態系にも

なんらかの変化が生じる。も しも，既存の生態系を破壊することがまったく

許されないとしたならば，地下水の利用も慎重にならざるをえない。場合に

よっては地下水の利用を全面的に禁止することも必要になってくる。

生態学的な面を別にしても，泉や池は人々の思索や憩の場としてその存在

価値が大きい。人聞がつく った井戸ですら古くから詩歌によまれ，幾多の伝

説を生んできた。 地下水はまた河川の基底流量を養っている。 したがって，

地下水位の低下によ って基底流量が減少すれば，そのこと は河川の低水時に
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おける水質汚濁と も無関係ではありえない。

地下水は土中立子とともに地盤を構成している重要な要素でもある。地盤は

水と土粒子が正常な状態で共存していることによ って，地盤としての役割を

果たしている。帯水層から地下水を揚水すると， 上下の粘土層から水の絞り

出しが行なわれ，地盤沈下が起こる。地盤沈下は量の多少を問わなければ，

地下水の揚水に伴なって必ず発生するとさえいってもよい。

地下水利用に伴なう地下水障害は，井戸枯れ，地盤沈下，塩水侵入，酸欠

空気，生態系の破壊などである。もしもこれらの現象がまったく許すことの

できないものならは、，家庭用程度の小規模なものを別にすれば，地下水はほ

とんど利用できないことになる。

しかし以上のことをも って，水資源としての地下水の利用をすべてやめる

べきだとの結論をひきだすことは，いささか短絡的にすぎる。地表水の開発

によっても生態系の破壊は生じるのであり，その影響は地下水の場合よりも

大きいとさえいえよう。開発に伴なう自然環境の変化は程度の差はあるが避

けられない。そのような認識に立った場合には，考慮されるべき点は，地下

水の開発がそれ以外の方法による水資源、の開発に比べて， 相対的に好ま しい

か否かという点であろう。

3. 自然循環の限度内における地下水の利用

イランにはガナー卜と呼ばれる地下水集水用の横井戸がある。最近のデー

タによると，イラン全土でガナートは l万8,000本以上あり ，年間の総湧出量

は65億トンで，この国の地下水利用量の40%を占めている。ガナート の起源

は，少なくとも今から 2,500年前まで翻るといわれている。カ。ナートの水源

は自由地下水や河川水の伏流水である。ガナー卜はカナート，カレーズ，フ

オガラなどともよばれ，西南アジアから北ア 7 リカにかけた地域に広く分布

している。このように，古い歴史をもっガナー卜の存在は，利用方法さえ間

違わなければ‘，地下水もまた永続的な水源と なりうることを示している。

地下水は水の循環の一部と して，自然界を循環している。 地下水の流速は

河川水に比べるときわめて遅いが，循環している以上， かん養域と流出域が

存在するはずである。地下水の地域的流動の実態は，地下水の水頭の3次元

的分布がわかれば明らかになる。このような方法で明らかにされた地下水流
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動の地域的単位が地下水域である。おのおのの地下水域内を単位時間（たと

えば 1年〉に通過できる水の量は，その地下水域の地下水面の形態と地層の

透水性によってきまり，地下水の自然流動量（naturalbasin yi巴Id）とよば

れている。地下水域の自然流動量は， 地下水面の形態が同じならば，地下水

位の高いときほど大きく，地下水位がもっとも高くなったときに最大にな

る。揚水量を自然流動量以下に抑えておけば，地下水は永続的水源として利

用できるはずである。地下水利用に当たっては，自然流動量の調査がまず必

要である。

しかしながら，地下水の水頭分布から自然流動量を求めることは，水頭の

3次元的分布の測定にほ‘う大な費用が必要であるため，実際問題としてはき

わめてむずかしい。実現性のある方法は， 地下水のかん養量を正確に測定す

ることである。地下水域内の地下水は，互いに連続しており，平均状態を考

えれば，地下水のかん養量は流出量に等しく，さらに自然流動量にも等しい

はずである。地下水の人工かん養などの積極的な地下水強化を行なわない限

り，地下水の貯留量を減少させることなく利用できる地下水開発可能量の上

限は，地下水域単位で求められた自然流動量（すなわち自然かん養量）であ

る。

不圧地下水のかん養量の実測例はきわめて少ないが，たとえば，われわれ

の研究室の平田重夫が武蔵野台地の白山で測定 した結果では，年間のかん養

量は 280mmであった。また河川流量の解析から，菅原正巳氏は lmm／日と

いう地下水流出をあげている。広域的 ・継続的な地下水利用を行なう場合に

は，不圧地下水へのかん養量を正確に把握することが必要である。

かん養量が決定されたならば，それに見合うだけの量の地下水をどのよう

な方法で揚水すべきか，という問題が解かれなければならなし、。前述したよ

うに，地下水の開発は自然環境に対してなんらかの影響を及ぼすものである

が，開発方法を工夫することによって，その影響を最小lこ抑えることは可能

である。この問題には地形，地質，水文などの地域的条件が関係してくるの

で， 地下水域ごとに個別に検討することが望ましい。一般論としては，次の

ようにいうことができょう。

地下水障害の中でもっとも深刻な問題は地盤沈下であるから， 地盤沈下に

よる被害を最ノトに抑えるような地下水の開発方式が考えられるべきである。
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そのためには，

(1) 単位量の水頭低下に対する地盤沈下量の比が大きい軟弱層を含んでい

る沖積低地からの揚水は行なわない。低地はまた，高潮や内水排除問題

など， 地盤沈下による被害を拡大する要因をもっているので， 地下水を

利用する場合には特別な注意が必要である。

(2) 事前調査が可能な場合には，定められた揚水量に対して地盤沈下量が

最小となるような地層から揚水を行なう。 地盤沈下量の絶対値の予測は

きわめてむずか しいが，相対的な評価は可能なはずである。

(3) 多層取水と単層取水を比較すると，揚水量は同じでも前者のほうが地

盤沈下量は大きくなるはずであるから，多層からの取水は避ける。

(4）地域的な揚水量が同じであっても，多数の井戸で分散的に揚水した場

‘合と，少数の井戸で集中的に揚水した場合では，後者のほう が水位低下

が大きく なるため，地盤沈下量も大きくなる。経済的に許すことのでき

る限度内で，分散的に取水することが望ま しい。

(5) 深層から取水しでも地盤沈下は発生する。 地盤沈下防止のためには，

井戸を深く してもほとんどメリットはない。

つぎに，地下水の地域的流動やかん養の面から望ま しい地下水利用を考え

てみると，

(6) 雨水でかん養されやすい不圧地下水，あるいは浅層の地下水を利用す

るこ とが望ま しい。ただしその場合には，樹木の枯死など生態系に対す

る影響を十分に考慮する必要がある。

(7) 浅層地下水へのかん養量が 100%利用された場合には， その地域から 、

の基底流出はゼロになるはずである。 地下水利用に当たっては， この点

についても十分に考慮しておく必要がある。

(8) 地下水の地域的流動が明らかになっている場合には，かん養域または

流出域で揚水を行なうことが望ま しい。かん養域の地下水は降雨や地表

水から再びかん養され うる地下水である。 流出域の地下水は，たと えば

海へ流出する地下水のように，そこで利用しなければ水資源と しての価

値を失なうかも しれない地下水である。

結局，地下水域の自然流動量に見合った浅層地下水を，環境に対する影響

を考慮しながら，分散的に揚水することがもっとも安全な地下水の利用方法
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であるとの結論に到達する。このような方法で地下水利用を行なうことが，

実際問題として可能か否かは， 地下水の価格に関する経済的問題と，地下水

の利用権に関する法的問題が関係して くる。また，従来までのような深層地

下水の利用をどの程度まで認めうるかは，揚水に伴なって発生する地下水障

害をどこ まで容認できるかに関係してくる。

4. 人工かん養による地下水の積極的利用

地下水の貯留量はきわめて多い。たとえば，関東地方の地下水賦存量は約

5,000億 トンと推定されている。 これは関東地方における年間の地下水揚水

量の約 170倍に，また関東地方の主要河川の年間平均流出量の合計の約20倍

に相当する。関東構造盆地は地下の巨大な貯水池にたとえることができる。

このような帯水層の地下貯水池としての特性を十分に利用し，地下水の利

用可能量を自然流動量以上に増加させよ うというのが，地下水人工かん養の

目的である。

このような方式による地下水利用に成功した例はイスラエルである。イス

ラエノレで開発可能な淡水の総量は約14億～19億 m3／年と見積られている。そ

のうちの約80%を地下水が占めている。イスラエノレ最大の地下水域である海

岸平野は， 幅約 15km, 長さ約 112kmで， 主な帯水層は透水性のきわめて

よい砂または石灰質の砂岩よりなる。 この帯水層の自然流動量は 2億 m3／年

であるが， 1967年以前の10年間では平均 4.3 億 m•／年の揚水が行なわれてお

り，地下水位の低下によ って地下水が塩水化した。塩水化防止をかねて，イ

スラエノレの地下水人工かん養は雨季に当たる冬季の余剰水を水源として1965

年に開始され， 1967年以降，約 1億 m3／年の注入がつづけ られた。1971年の

実績注入量は 1.5億 m＂であり， すでに人工注入は同国の水資源対策の一環

に組み入れられている。イスラエノレでは，人工かん養によ って地下水の開発

可能量を，自然流動量よ り50～75%も増加させたことになる。

イスラエ／レでは雨季に余剰水を注入し，乾季に揚水して使っている。わが

国ではもっと時間スケーノレを長くとって，多雨年の余剰水を注入し，渇水年

に揚水して利用する方式が考えられる。 利根川の年間流出量は年によって大

きな変動があり， 90f意ない し170億トンの範囲で変化するとみられている。

さらに，水利用のかなりの部分を占める農業用水の季節的余剰水を注入水の
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水源として利用するこ とができれば， イスラエノレと同じような年単位の注入

一揚水方式も可能になる。したがって，人工かん養を実施するとしても，水

源の問題はたいしたネックにはな らない。現有のダムなどでは，貯留しきれ

ない余剰水を地下貯留する場合には，人工注入は新規の水資源開発と同じ意

味をもっている。 したがって，経済性の問題は，新規のダムによる水資源開

発費との比較において議論されるべきであろう。

関東地方において地下水の人工注入を実施する場合には，前提条件として

次の 2点が重要な意味をもってくる。第 1は，南関東地域においてはすでに

広大な地域で著しい地下水位の低下が生じているという事実である。 地下水

位の低下量は場所によっては50mを越える。これは水圧にして 5気圧の差に

相当するので，地下水注入は比較的容易に行ない うるのではなかろうか。第

2は，すでに50mもの水位低下が長期間つづいているので，水位低下に伴な

う最終圧密沈下量のうちで，かなりの部分がすでに沈下を終了しているであ

ろうという点である。したがって，人工注入によって現状以上に地下水位を

上昇させることができれば，注入した分の地下水は，著しい地盤沈下を生じ

させることなしに揚水できる地下水だということになる。

文献によると，イスラエノレの人工かん養は，最初は“自然に借りを返す”

という考えで始められたという。同国では，自然流動量をはるかに上まわる

割合で揚水がつづけられたため，地下水面が海面以下にさがり，海水の浸入

により地下水の塩水化が進行した。そのため地下水をもとの状態にまで回復

させるべく人工注入が実施され，その過程で人工注入に関する基礎的ならび

に応用的研究が重ねられ，実用化に成功したのである。

南関東地域は，かつてのイスラエノレと同じような状況におかれている。地

盤沈下防止をかねて下町低地において地下水人工注入の実験あるいは事業を

行ない， その過程で基礎的な資料を集めることができれば，それを基礎と し

て水資源対策としての人工注入を事業化できるのではなかろうか。あるいは

また，水位低下が著しく，しかも透水性のよい武蔵野台地を実験地として選

んで，水資源対策としての注入実験を行なうこともー案であろう。

なお地下水の人工かん養の方法には，溜池，たて穴，溝，井戸，あるいは

これらを組み合わせたものなどがあり，いろいろな名称でよばれている。わ

が国では土地の入手が困難であることを考えると，井戸による注入法がもっ
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とも適しているように思われる。

5. 地下水の管理について

地下水を管理しようとの考えは， 利用できる地下水は積極的に利用したい

との考えからでてくる。地下水の地域的利用可能量については，すべに述べ

たとおりで，その上限は不圧地下水への自然かん養量である。したがって，

地下水の管理は， この自然かん養量を どのようなH寺間的 ・空間的分布で利用

するかを考えることにつきる。もしも地下水の人工かん養を実施する場合に

は，それとの関係も考えながらこの問題を解くことが，地下水管理の中心で

ある。

適正な地下水管理方式とは，抽象的には，地下水障害を最小に抑えるよう

な方式をさす。そ して，そのような管理方式を模索する手段の 1っと して，

地下水位のシミュレーションがある。 地下水の管理は，当然，地下水の利用

権に関する法制上の問題と，管理のための組織や費用をどうするかという行

政的 ・財政的問題とも関係するが，それらについてはここでは触れず，地下

水管理の自然科学的 ・技術的側面についてのみ考察を行なってみたい。

地下水を管理する場合に，地下水の水資源と しての2つの特質を忘れては

ならない。 第 1に地下水は貯留量がきわめて多いから，揚水に対する反応も

徐々にしか現われてこない。したがって， 地下水の管理は長期的な視野に立

って行なわれること が必要である。 第2に地下水への自然かん養量は貯留量

に比べればごくわずかであり ，過去の揚水実績は自然かん養を上まわること

が多いから，そのような揚水を永続的に行なおうとする場合には，地下水の

人工かん養が不可欠の条件になる。

地下水がまったく 利用されていない処女地があると仮定してみよう。その

地域における地下水の管理は，浬想、としては次のような手順で行なわれるこ

とが望ま しい。

①当該地域の水需要量の定量的な予測

②地表水と地下水の時間的 ・空間的利用可能量の調査

＠地下水利用に伴なう地下水障害の予測

④地下水と地表水の使用量の時間的 ・空間的配分量の決定

＠地下水域単位の地下水の管理
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①では計量予測が必要となろ う。②はいわゆる水文学的調査で，地下水に

関しては，地下水の貯留量ならびにかん養量の調査がその中心となる。 ③の

予測には地下水位の予測値が必要になるが，④で地下水の時間的 ・空間的利

用量が決定されない限り地下水位の予測はできないので， ①と④のあいだで

はフィード、パックがなければ、ならない。このようにして最終的な水利用計画

が立案されて，は じめて，それに基づく地下水の管理が可能になる。

現実に運用する場合には，このような地下水管理には 2つのむずかしい問

題が生じて くる。第 1に， 地下水管理を必要とする地域が処女地ではないこ

とである。南関東地域においては，地盤沈下が放置できない状態に至って，

はじめて地下水管理が問題にされはじめた。このような場合には，地下水が

過剰揚水されていることは明らかなのであるから，揚水の規制がまず必要に

なる。地下水の管理は，自然かん養あるいは人工かん養によって，地下水位

がある程度まで回復したのらにはじめて可能となる。

第 2の問題はモデ、ル化についてである。前述した①～④のすべての段階

で，現象の計量化 ・モデ、／レ化が必要となるが，自然現象 ・社 会 現 象 を問わ

ず，完全なモデ、ノレ化はきわめてむずか しい。モデ、／レを選択する場合にわれわ

れは相対的な基準しか持ちあわせていない。

地下水管理の中心となる地下水のシミュレーションについては，いろいろ

なモデ、ルを用いて，すでに多数の地域で研究が行なわれているが，これらの

モデルは，われわれのものも含めて決して完全なモデノレではない。それは，

3次元モデ、／レによるシミ ュレーションが，ほとんどの場合コンピュータの能

力をこえると いう計算技術上の制約のほかに，計算に必要な自然界の情報

量，たとえば比貯留率や透水係数などの値が，ごく限られていることにも原

因がある。この点は地盤沈下予測モデノレについても同様である。

地下水を水資源として上手に使うには，地下水域単位の地下水管理が必要

であり，その場合にシミュレーショ ンは有力な武器となりうるが，現象のモ

デノレ化は決して完全ではありえないので，はじめから完全な管理を望むこと

はできない。地下水の管理を理想的な状態に近づけるためには，管理のため

の法制的・ 経済的 ・行政的な環境づくり ，管理のための実践的な意欲，地下

水に関する必要な情報の収集，試行錯誤のくり返し，が必要であるよ うに思

われる。
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本稿は昭和47,48年度に行なった “関東地域地下水調査”の結論と して書

かれた部分に多少加筆したものである。この調査を実施するに当たってお世

話になった関東地方建設局企画部，ならびに調査にご協力いただいた各位に

深く謝意を表するしだいである。

（山本 ：東京教育大学教授，理博）
権根：東京教育大学助教授，理博
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