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地下水障害の事前評価

権根勇

1. 地下水障害の事前評価とは

過去数年間，私たちはもっぱら地域的な地下水問題の調査をつづけてき

た。いずれの調査も，私たち自身が立案し，実施したものであったが，調査

のきっかけはほかから与えられたものがほとんどであった。黒部川扇状地の

地下水調査。の主題は，「黒部川の水を流域変更して小川へ流した場合に予

想される黒部川扇状地の地下水の変化」であった。私たちは同種の調査を栃

木県の今市（大谷}II)扇状地でも続行中である。南関東では，南関東地方地

盤沈下調査会を通じて，「地下水利用と地盤沈下との関係の定量的解明」と

いうテーマが投げかけられた2〕。千葉市の要請に応じて同じような調査を岡

市でも行なった3）。市原市では，「地下水資源の適正な利用」を求めて， 5ヵ

年間にわたる調査を実施したの。 これらの調査はいずれも，地下水利用者と

地元住民との利害の対立を調整するための資料提供を主目的としたものであ

ったが，学問的な基礎調査なしには現実的問題の解決もありえないというの

が，私たちの信念であった。

これらの調査は，具体的な目的は互いに異なっていたが，水の地域的循環

と水収支の解明がその中心であるという点で，共通点をもっていた。これは

水文学の中心テーマそのものであり，水文学を専攻する私たちにとっては，
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恰好の実践的課題であった。私たちはこれらの調査を通じて，中性子水分計

や， トレーサーとしてのトリチウムの利用，電気アナロ グ解析， ディジタ

ノレ ・シミュレーションなどの新しい技術を習得し，実際の問題に応用した。

これらの技術は，いずれも利用方法さえ誤らなければ，水文学の研究にきわ

めて有用であることがわかった。

しかし，野外調査や資料の解析にどのような技術を利用するにせよ，これ

らの調査の究極的目的は，水利用に伴う自然界における水循環の変化の定量

的予測にあった。私たちがこれらの調査を始めたころには，まだ環境事前評

価（environmentalassessment）という言葉は生まれていなかったが，最近

の言葉でいうと私たちの仕事は，人間活動に伴う地下水障害を事前に評価す

ることであった。南関東では開発が先行していたため，事後評価する結果に

なってしまったけれども。

1970年の夏に東京で初めて光化学スモッグが発生した。正しくは，光化学

スモッグが発生していることが初めて確認された，と書くべきかも しれない

が，ともかくこれを 1つの契機として，環境問題が陛の注目をあびるように

なり，開発優先，生産第一主義の思想は厳しい批判にさらされることになっ

ザ蜘，』。

コンピュータの発達によって生まれたシステム工学が， システム解析

(systems analysis）あるいは技術の事前評価（technologyassessment）と

いう新しい装いで‘環境問題への接近を開始したのは，このような背景の下に

おいてであった。私は1970年の夏に合衆国のユタ州立大学で、聞かれた「水文

現象のシステム解析に関する国際セミナー」に出席する機会をもつことがで

き，アメリカ人が考えているシステム解析なるものの内容を知ることができ

たが，この年にこのようなセミナーが聞かれたということは，アメリカと日

本で，ほぼ時を同じくして，環境問題に対する関心の高まりがあったことを

示す 1つの証拠といえよう。

最近わが国では，環境庁をはじめとして政府機関や地方自治体が環境問題

の事前評価に関心を払うようになり，法的な裏付けもできつつある。私自身

もこの穫の委員会にいくつか関係している。しかしよく考えてみると事前評

価とし寸 言葉の内容はきわめてあいまいであり，定義がむずかしし、。それは

環境問題がきわめて複雑であり，万人の納得できるような解答が存在し得な
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いことにもよるのである。環境事前評価の可能性や有効性に関しては，今後

も議論がつづけられることと思われるが，このような時点に， 地下水障害の

事前評価に関する私たちの経験をまとめておく ことも意味のないことではな

いと考え，筆をとる ことにしたしだし、である。

2. 地下水流動の基礎式とシミュレーション

事前評価では多くの場合，定量的な将来予測が要求される。この点は地下

水についても例外ではない。ある地域から一定量の揚水を行なったとしたら，

何年後に地下水位はどれだけ低下するか，また地盤は何cm沈下するか，とい

う類の問題が私たちになげかけられる。

このP,_ijに答えるためには，地形 ・地質 ・水文 ・水利用などの現地調査が必

須条件となるが，解析の中心は現象を定式化し， それを解くことである。

ところで．多子L質媒体中の地下水流動を支配する基礎式はダルシ一式であ

るO ダルシ一式と連続の式から，弾性帯水層について次式が導かれるの。

マ（Kij¥l<p）＝的 ＋n/3）与・（1)

ここで， Kij－透水係数テンソル［L/T］， ψ：水頭［LJ,n：地層の間隙率

［無次元J,r 水の単位体積重量［F/L3],/3 ・水の圧縮率［L2/F］，α：地層

の垂直圧縮率 〔L2/F],x, y, z：直交座標軸の方向 〔L],t：時間 〔T］，で

ある。地下水学の教科書では Ss=r（α＋n/3）を比貯留率とよび，単位の水

頭変化によって単位体積の多孔質媒体から放出される水の量，と定義してい

る。比貯留率の次元はL-1である。

もしも透水係数テ ンソルの主軸が直交座標軸と平行ならば，（1）式は Kxx,

Kyy, Kzz，α，nの5つのパラメータが既知であれば，与えられた初期条件

と境界条件の下で数値的に解くことができるはずである。解と しては対象領

域内の水頭ψの3次元分布のl時間変化がえられる。しかし（1）式は一般には 2

つの困難な問題があって解けなし、。第 1にこのような 3次元非定常の拡散問

題を解くには，コ ンピュータの容量が十分ではなし、。第2にパラメ ータの値

や境界条件をきめる ことがほとんどの場合不可能である。

そこで次の よう な2次元近似が行なわれる。（1）式の特殊な場合と して，厚

さbが一様で，水平な基盤岩の上にある均質な帯水層を考えると，次式が成

立する。
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(3）式の T=bKが透水量係数とよばれているものである。 S=br（α＋nの
は無次元で貯留係数とよばれ，単位の断面積をもっ帯水層の垂直な柱から，

単位の水頭低下によって放出される地下水の量に相当する。貯留係数の値は

揚水試験によって透水量係数と同時に求まるが，被圧地下水と不圧地下水で

はその物理的意味がまったく異なるので注意が必要であるO すなわち，不圧

地下水の貯留係数は帯水層の有効間隙率に等しく ，0.05～0.3程度であるの

に対して，被圧地下水のそれは（2）式のように帯水層の弾性に関係しており，

I×10-a～ 1×10-5のオーダーであるO なお不圧地下水の場合の透水量係数

は， 地下水で飽和されている部分の厚さ bに関係するので，厳密には時間と

ともに変化する。

いま（3）式の境界条件の一部として揚水量wと，地表面からのかん養量Aを

考えてみる。次元はいす．れも L/Tで，Aの上限は降水量Pから蒸発散量E

を差しヲ［＼，、た値て、ある。ただし P-Eのすべてが地下水に転化するわけで‘は

ないので， A=.s(P-E），ε豆1.0とすると，（3）式は次のように書ける。

8 I O(f) ＼ 司 I Q(f) ¥ O(f) 
石－－＼＿Txx a? )+ay¥ Tyy -0~ )= S af--W ＋ ε（P-E) ・(4) 

(4）式が地下水位（水頭〉のシミュレーションに用いられる基本的な式であ

る。コン ビュータによるディジタル ・シミュレーションでは， （4）式を差分近

似して数値積分する。解法の詳細はすでに報告ずみであるの 。

(4）式を差分近似して解く場合に，私たちは Lit=1年， Lfx=Lfy=1 kmとい

う値を用いてきた。したがって， W (x,y，めとしては lkm2単位の各年の

資料が必要となる。もしも揚水量が行政区画単位でしか得られない場合は，

にさらに次のような多角形近似が行なわれる。

AaSs 
き（hi,j+1-hB,j+1)Yi, B ＝ゴ了（ha,j+1-hs,j) +A仏 j+J ・(5) 

ただし，
v. Ji, B Ti, B v 
L.,n ＝一一一一7一一一一一一一ー＝i.a,1

.u1, ll 
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ここで， AB：領域Bの面積， QB：領域Bの正味のかん養量， SB：領域B

の貯留係数，T1,B：点iとBの聞の透水量係数， L;,R ：点iとBの距離，

人 B・ 領域iとBが共有する辺の長さ， j.時間座標軸を表わす添字，であ

る。領域iとBが共有する辺Ji,Bは，領域 iとBのそれぞれの中心点iとB

を結ぶ直線の垂直2等分線である。（5）式の AnQ日は（4）式の ε（P-E)- Wに

相当する。

シミュ レーショ ンのやり方をわかりやすく説明するために， （4）式の Eがゼ

ロ， すなわち地下ー水への垂直方向からのかん養がない場合を考えてみる。も

しも既存資料の収集によって，過去数年～数十年にわたる，（4）式の少は，y,t〕

とW (x,y,t）の値が明らかになったとすれば，初期条件と境界条件を与え

ることにより（4）式を解いて，解として得られた ψ（x,y,t）を現実のそれと比

較することにより，試行錯誤的にS(x,y）とT(x, y）を決定することがで

きる。私たちはこの段階のシミュレーションを同定問題とよんでいる。この

ようにして SとTが決まれば，それらの値を用いて計画揚水量 W (x,y,t) 

から将来水位ヂ（x,y,t） を予測できる。予測された地下水位はさ らに地盤

沈下予測に利用できる。

3. シミュレーションで明らかになったこと

私たちのシミュレーションは，単純なものから複雑なものへと変化してき

た。その過程でいくつかの事実が明らかになった。それらの結果を順を追っ

て説明してみよう。

(1) 江東低地帯の地下水理解析7〕

(5）式を用いて同定問題だけを解いた。領域数は 11で，江戸川・ 江東 ・台

東 ・墨田 ・葛飾 ・足立 ・荒川・文京 ・豊島 ・北・ 板橋の各区をそれぞれ 1領

域とした。対象面積は約255km2，計算期聞は1950～1965年の15年間である。

この期間内に，この地域からの揚水量は， 1950年の23.5万m3／日から最犬を

記録した1963年の61万m3／日 まで急増した。

計算の条件は，イ〉 ε＝O，ロ〉 周辺からの水平かん養は 2万m3／日，ハ〉

すべての地域で S=O. 2, T=300m2／日である。その結果，周辺部の多角形

領域では計算水位は実演lj水位とかなりよく一致したが，中心部では計算水位
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が下が りすぎることがわかった。 中心部でも一致度をよくするためには，貯

留係数の値を大きくするか，垂直かん養を与えるか ci::> 0）しなければな

らなし、。しかし s=0.2は細砂または砂磯層の比産出率に相当しており，こ

れ以上大きくすると物理的意味が薄くなるため修正は行なわなかった。

この調査が行なわれるまでは，この種のシミュレーションで， Sに被圧地

下水としての値を与えるべきか（揚水している地下水は被圧地下水である〉，

それとも不圧地下水としての値を与えるべきかで議論がわかれていた。もし

も被正j也下水のSに相当する 1×103～1×10－＇＇を 与えた場イ？には，大量；の

垂直かん養を考えないことには地下水の収支が合わなし、。この,1，＼に関する疑

問はこの調査によってある程度解消した。すなわち，地盤沈下が著しい江東

低地帯では，過去の揚水のかなりの；部分が地下水の貯留量を消費することに

よってまかなわれたことが明らかになった。

このことは水収支的に考えれば当然であるη たとえば， 1963年には対象地

域内から水深換算で2.39阻／日 （873 mm／年〉の揚水が行なわれた。しかし，

都市化が進み，地表面が不透水性の物質で覆われているこの地域では， 2.4

凹／日とし、う地下水へのかん養は望むべくもなし、。わが国の地下水への平均

かん養量は約 l阻／尽にすぎなし、。 一方，この地域への水平方向からの地下水

かん養は，大きく見積もっても 8万m3／日 程度であ り（0.3皿／日〉，揚水量

よりはるかに少なし、。この地区における過去の地下水揚水量が，自然かん養

量を大きく上まわっていたことは疑う余地がない。

(2) 南関東地域の地下水収支調査8)

(5）式を用いて同定問題と予測問題を解いた。対象地域は東京都の平地部全

域と，埼玉県と千葉県の一部を含む面積約3,000km2の地域で，これを 69の

多角形領域に区分した。 透水量係数は全域に 200m2／日，貯留係数は 0.10,

o. 15, 0.20, 0.25, 0.30の5とおりを与え，1960～1969年の実績水位と実績

揚水量を用いて計算した。その結果，対象地域全体の平均地下水位の低下曲

線は， Sをo.10および0.15として計算した値の中間に入る ことが明らかにな

った。この事実は，地層の平均産出率が0.15よりも大きくはないことを意味

しており，貴重な収穫であった。

また計算水位の分布を経年的に調べてみると， 1960年には水位低下の中心
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部が荒川・江東・墨田・台東などの下町低地にあったのに対し，その中心が

時間とともに北西方向に移動し，近年の地盤沈下とも符号していた。この程

度のあらいシミュレーショ ンによっても地下水位をかな りうまく再現できた

ということは，地下水への垂直かん養と水平方向への地下水移動量がし、ずれ

もあまり多くはないであろうことが推察された。しかし，個々の多角形領域

では， s= 0.3としてもなお水位低下が過大になるところもみられ，透水係

数と貯留係数の地域的差異の検討と ，垂直かん養を考慮することの必要性が

判明したO

(3) 市原市臨海部の地下水位予測。〉

(4）式を有限差分近似し， ADI法で解いた。 対象面積は 19km×20kmで，

Lfx=Lfy= 1 km，ι＝Oとした。同定問題の計ー算期間は1961～1970年で，その

結果に基づいて， 1970年初の実績水位を初期値として1980年初の水位を予測

した。

固定問題はまず全域にS=0.10,0.15, 0.20, T=lOO, 300, 500m2／日を

与えて試行錯誤的に解いた。その結果， T=300m2／日， S=0.15で実績水位

の変動ときわめてよく一致することがわかった。そこでこの組合せを基本と

し，さらに細部のTを修正した。このモデルの境界では，山側と海側には定

水頭が与えてあるので，域外からかなりの地下水かん養がある。

結論として，1970年の実績揚水量23万m3／日を半分以下に減少させないと

地下水位の低下は停止しないことが明らかになった。また東京湾の下からか

なりの地下水流入があることもわかった。この調査で明らかになったもう一

つの重要な点は，透水量係数を 500m2／日にすると水平方向の地下水流動量

が過大になり，水位の下がりすぎる地域が現われたことである。透水量係数

の定義は T=bKであるが，この地域の透水係数は揚水試験によると Kキ 1

×10-2cm/sec.であるから， T=300m2／日ならばb=35mにしかならなし、。市

原臨海部では深さ 400mまでの帯水層が取水対象となっているが，以上の結

果から地下水は全層原にわたって一様に流動しているのではないことがわか

る。逆にいえば，地下水流動量の見積りに T=bKで求められた Tの値を使

うと， 地下水資源量を過大に見積もることになる。
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(4) 南関東地域における地下水かん養量の検討10〕

武蔵野台地を中心とする東西49km，南北40kmの地域を対象に， （4）式を用い

て，市原臨海部と同じ方法で固定問題を解き，地下水かん養量の吟味を行な

った。対象領域は（ 2）で、取扱った地域とほぼ A 致するO Sには（ 2）の調査結

果から明らかになった最大値O目 15を与え，T=300,500, l, OOOm2／日，εの

値は市街地でo.o,0.2, 0.3，非市街地でo.o,0.3, 0.5のそれぞれ3とおり

を与えた。Pは年平均降水量分布図， Eは Penman式で推定した年平均蒸

発散量分布図から読みとった値を用いた。

この計算の結論は，市街地 ・31：：市街地とも ε＝0.3を与えると実緩水位と

かなりよく一致するというものであった。P-Eの値は対象地域内で地域に

よってかなり違うが，ほぼ600～900四／年であるO したがって，年間に180～

270皿のかん養があることになる。しかし，このかん養量のすべてが降水に

よるものとは考えにくし、。平田11）は木郷台白山における不圧地下水の水収支

調査の結論と して，水道からの漏水による不圧地下水へのかん養量を年間約

400皿 と見積っている。もちろんこのすべてがここで問題にしている被圧地

下水へ転化するわけではなく，都市河川へ流出するもの もかなりあると思わ

れるが，舗装のゆきとどいた市街地でも ε＝Oとならない有力な原因は，期

せずして成功〈？〉した漏水による人工かん養にあると考えられる。

年「日~ 180～270四のかん養は0 . 49～0.74阻／日に相当しているが， この地域

では現在かん養量をはるかに上まわる揚水がつづけられている。揚水量はほ

とんどの市区町村で 1凹／日を越え，埼玉県八潮市のごときは5.6mm／日にも

達する。これでは地下水位が年々低下し，地盤が沈下するのも当然である。

(5) 千葉市の地下水調査12)

(4）とまったく同じ方法で，1962～1972年の期間について同定問題を解い

た。その結果，この地域では S=0.15, T=lOO～900m2／「！という債が適当

であり，被圧地下水へのかん養は年間150～250阻と推定された。これは（4)

で得られた結果とほとんど同じである。

4. 水位低下と地盤沈下との関係

地下水障害の中でもっとも困るのが地盤沈下である。地方自治体にとって



権根 ：地下水際i!fの事前評価 9 

は地盤沈下対策費は重荷であり，東京都では， 過去に揚水した地下水 1m3 

当りの地盤沈下対策費は最低50円， 大きく見積もると 200円以上にもなると

いう。さらに地盤沈下は環境を悪化させ，しかも非可逆的である。 沈んだ地

盤はもとにもどらなし、。

理くつの上では，地下水の揚水に伴う地盤沈下の予測は可能である。 地盤

沈下を計算する基礎式は， 地下水流動の基礎式と同じ（1）式であり ，もしもこ

の式の解が得られたならば， ｜時間 t後の地盤沈下量 q，は次式で計算できる。

q,=Sち I ＼ ~ So(x,y,z,o)dz－＼ψ（z,y,z, t)dz I・・…………・（6) 
LJU J O 」

ここで，Hは問題にする地層のj亨さであるO しかし前述したような理由で

(1）式は一般には解けない。

そこで（1）式を，粘土層などの圧密を受けやすい地層にWlして垂｜白．一次元に

世きかえ，地層中では K=const.とすると次式が得られる。

'{)2So - αr 日間五2--Kーすr－・ ・(7) 

ただし，Kは地層の垂直方向の透水係数， （1）式のPはPくくαと考え無視し

てある。（7）式ではαrが比貯留率 Ssに相当する。 土質力学では変数を少なく

するために圧密係数Cvが用いられている。

Cv＝妄
したがって，（7）式は次のよう になる。

C 日zw ow 
v ＝百言＝吉子－－… ・・・（8)

これが一次圧密に関する基礎方程式であり， Terzaghiの圧密理論と して

よく知られている。

(8）式の解は， Cv,H，さらに初期条件と境界条件をどのように与えるかに

よって，異なった簡をとる。しかし CvとHの値の変化については，（8）式を

無次元化することにより 1つの解で、取扱う ことが可能である。いま，

Z＝す； T＝告t

という 2つの無次元量を導入すると，

a2So - iJSo 
百7一万＇！＇＂＂ ＂・・・・・・・・・・（9)

とし、う無次元式が導かれる。 すなわち，（9）式の時[1_11Tにおける解は，（8）式
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の（Cv/H2)tにおける解になる。

(9）式は差分近似することにより，簡単に数値解が得られる。したがって，

(6）式から地盤沈下量が求まる。無次元（9）式を用いて数値解を得ることの利点

は， c.とHの組合せが変わっても計算精度の同じ解が得られることにある。

以下の方法を用いて，私たちは千葉市で地盤沈下の簡単なシ ミュレーショ

ンを試み，過去の地盤沈下曲線の解釈と将来予測について一応の成果を得

た13）。 式から明らかなように，計算に必要な資料は， H, C., S.の値と，

初期条件および境界条件に｜共iする情報である。

5. 事前評価の問題点

ふたたび事前評価の問題にもどることにしよう。地ド7）＼.障害を事両ljに評仙ー

することの主目的は，地下水の開発に伴って発生する“好ましくない現象”

を最小に抑えることにある。開発とし、う行為の結果発生する自然界の変化は

避け得ないものであるとしても，その変化を“許容し得る限度内”に抑える

べく，あらかじめ対策を講じようとL1うのが，いわゆる環境事前評価の目的

である。

地下水に関しては，前述したように，私たちはこの種の調査をいくつか実

施してきた。その過程で－私たちが気付いた事前評価の問題点は，次の 3つで

ある。

(1) 現象の予測に関する技術的 ・資料的問題

地下水位低下と地盤沈下の予測は， （1）式を解くことのできる大型コンビュ

ータが利用ができ，計算に必要な情報がすべて得られるならば可能である。

この問題は結局，事前評価のためにどれだけの支出が可能であるかに関係し

ている。しかし， いかに腫大な予算を組んでも， Kij，α，nの3次元的分布

を完全に知ることは不可能であるから，資料収集にはおのずから限界があ

るO そこで（3）式のような 2次元近似を行なったり，パラメータを現場で測定

するかわりに，同定問題を解いて，過去の自然界の挙動からそれらの値を推

定するとし、う便法がとられる。

もちろん，（1）式自体に問題がないわけではなし、。この式はダルシーの法則

とフックの法則を基礎にしているが，ダルシ一式の適用限界には異論をとな
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える学者も多く，また地層は完全な弾性体ではなし、。理論的思考に仮定はっ

きものであり ，この点は事前評（1lliに限った問題でーはなし、。

(2) 好ましくない現象とは何か

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，新たな平衡を求めて自然界は必ず変化する。かりに3

事前評価によってその変化が 100%予測できたとしよう。その場合，われわ

れは何をもって“好ましくない現象”，すなわち障害が発生したと考えるか。

開発行為の事前評価では，障害とは開発される側，つまり地元住民にとっ

ての障害を指すことは自明である。揚水に伴う水位低下によって現在使って

いる井戸が枯れたり，地盤沈下が発生して浸水に悩まされることになれば，

これは明らかに障害の発生である。しかし，地元住民が関心を払わないよう

な “変化”が発生し，それをだれもが “障害”と認めなかった場合はどうな

るか。

私は黒部川扇状地の調査をつづけている過程で，しだいにこの扇状地に魅

せられていったが，それはこの扇状地がもっと全体としての美しさと，強烈

な個性のゆえにであった。とりわけ私は扇端湧水帯の“杉沢”を美しいもの

と思った。豊富な湧水に支えられて扇端部に自生したスギは，流水の流れに

そって列状の “杉沢”をつくった。水中には藻が生え，安定した冷水温を好

む淡水魚が棲息してL、た。“杉沢”はこの扇状地にしかみられない特異な生

態系であった。また，このような山岳的景観が，海に面する海岸でみられる

ことが貴重であった。“杉沢”は空からみても，また扇状地面に立っても，ー

幅の絵であった。

しかし残念なことに，この美しい“杉沢”は地元の人々の手でしだいに消

えつつある。私は調査の最中にこのことを寂しく思ったが，最近“杉沢”が

ほとんど消えてしまったと聞き，寂しさはいっそう強くなった。

(3) 許容限度をどうやって決めるか

かりに万人が納得できる障害の認定が可能だとしよう。その場合に，だれ

がどのような方法で，許容しうる限界を決定するのか。

｝地下水位の低下は何mまでなら許されるのか，年間 1cm 以上の地盤沈下は
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絶対に許容できないものなのか。さらに，補償金さえもらえれば地元は障害

の発生を認めるのか等々 ， 容易にfly'~答の仰られない問題が事前評価には山積

しているのである。これに関して尻在とりうる唯一の方法は，当事者間の合

意、のみであるo

6. おわりに

事前評価，とくに地下水開発のように，自然界に直接人間の行為が及ぶ開

発の事前評価では，シ ミュレーションなどの評価技術にもまして，自然とい

うものに対する認識を深めること，さらには自然と人間とのかかわり合いに

関する哲学の深化が必要である。この問題に関しては，いずれ機会を改めて

考えてみたい。

本稿で引用した具休的事例の多 くは，高村弘毅，岩崎尚，石井H告，高野憲

治，小，，，潤の諸氏をはじめとする， 市原 ・千築地区地下水研究クーループの方

ブjとの共同研究によるものである。 別記して謝意を表したし、。またご助言い

ただいた新潟大学の青木滋助教授をはじめとする南関東地方地盤沈下調査会

の方々，調査や計算に便宜を計っていただいた市原市，千葉市，関東地方建

設局，水利科学研究所，日本科学技術研修所の関係各位に深く感謝するしだ

いである。

終始ご指導をいただいている東京教育大学の山本荘毅先生の還暦のお祝

に，私たちの今までの地下水研究の 1つの総まとめとしての本稿を献呈する

ことをお許しいただきたし、。

（かやねいさむ，東京教育大学理学部助教授。ただし， 1975年6月までシンガポ

ールの南洋大学客員教授）
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