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基礎的な地下水の水理解析

酒井軍 治郎

はじめに

近年，水資源の問題や地盤沈下，地すべり なと。地質災害の問題に関連し

て，地下水に関する論議が一段と活発になり，関係資料の統計的な紹介とか

社会科学的な考察とかが専門誌の誌上を賑わしている。この種の研究は社会

水文学（Socio-hydrology）の名のもとに，現在では一つの学問分野を代表し

ており，今後における地下水研究の重要な方向を示唆するものであるが，最

近，わが国の地下水学者といわれる人たちの聞に，この種の論説を展開する

ことが一つの流行のようになっているのはどうしたことであろうか。多少極

端なし、ぃ方かもしれないが3 この種の論説は社会科学者にまかせておくべき

で，地下水学者は， 社会科学者の利用に応えて，正しい研究資料を準備して

やればよいのである。統計的な地下水関係資料がし、わゆる生（なま〉のまま

利用される場合は別として，多くの場合，たとえ単純でも，水理解析という

前処理の過程を経た資料が利用されるので，問題が生じて くるのであるO 生

の資料というのは，観測または測定によって直接得られた資料のことで， 観

測または測定用の器械が適正でその操作に誤まりがなければ，得た資料は安

心して利用できる。地下水学者はこれらの器械とその操作法を開発し，さら

に改良に努力しており，現時点でも，社会科学的な研究資料として十分実用
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性のあるものが提供されている。しかし，社会科学者によって利用される多

数の資科はほとんど，いわゆる地下水調査技師とか削井技師とかといわれて

いる人たちが生の資料を前処理的に解析したものである。ところが従来，地

下水学者といわれる人たちによって紹介発表された解析法のうちには，多少

誤まっているものもあり，適正でないものもある。適正な解析法は開発され

ているが，それが難解であるために利用されないものも多い。ある種の水理

状態を解析したいと望んでも，それに対する方法が紹介されていないか，た

とえ紹介されていても，実用的なものが開発されていないためにそれがで、き

ない場合が少なくなし、。結果は，社会科学者のために用意される資料は，適

正でなくしかも不十分だということになる。このままでは困る現状なのであ

る。

1. 新しい地下水学

最近の地下水研究は，概括的にいって，ある地下水盆における水収支の適

正な評価とそれに基づく適正な地下水開発および2 不適正な開発によって生

じた地下水的災害，たとえば地盤沈下，地下水位の低下，海水の地下水汚染

などの対策に向けられている。とくにわが国の現状は，この後のほうの地下

水的災害の対策に追し、かけられているといってもよし、。しかし，わが国では

この種の研究が進んでいるわけで、はなし、。たとえこの種の論説や実例の紹介

が専門誌を賑わし，また歓迎されてはいるが，いまのところ，外国の研究成

果を勉強し，その手法をまねている程度だといってよし、。最近の，いわゆる

“新しい地下水学”を提唱する一部の地下水学者は＇ ＂地下水 学というもの

は，地下水盆における水収支の考察に力点をおき，その地下水包蔵量を適正

に評価するとともに，社会水文学の立場からその適正な開発利用を推進すべ

きである。従来のわが国の地下水研究は，地下水盆内の点的な小区域におけ

る搾取的地下水開発を中心として考察されてきた。この点で，従来のわが国

の地下水学者は深く反省しなければならなし、”といっている。しかしこれも

当たっていない。学問とい うものが， およそ社会の発展と国民の幸福のため

に存在するものであってみれば，従来の地下水学者も“新しい地下水学”を

提唱する学者も，その 目標とするところに違いがあるわけではなし、。 地下水

学は学問として誕生してからまだ日が浅く ，最近までは， 7.J<.収支の考察や地
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下水包蔵量の適正な評価に関するみるべき手法を開発できなかったのでる

る。われわれがいま学びとろうとしている，地下水的災害の対策iこ関する外

国の地下水学者による研究も，彼らがかつて地下水的災害を誘起するような

開発利用の失敗を犯した反省から生じたものだといえるであろう。

2. 基礎的水理解析

最近の地下水学はコンピュータによるシステム解析を導入する ことによっ

て，いちじるしい進歩を示しつつある。その結果， ある地下水盆における地主

下水の発達状態を包括的に把握し，その水収支についても合理的な推測がで

きるようになったといわれているが，これには多少問題もある。基調となる

水収支式そのものに含まれる問題は別としても，コンピュータのために用い

られる資料が，基礎的な水理解析を経た後に用意されるものであってみれ

ば，この基礎的な水理解析の方法に問題がある限り，その結果にもまた問題

が含まれるということになるのである。

地下水の水理解析には，地下水学者が個々の場合について研究的に考察し

なければならないような，かなり 複雑なものもあり，コ ンビュータによるシ

ステム解析なども，現状ではまだ一部の地下水学者の手にゆだねなければな

らないことだと考える。しかし，一般的なしかも大部分の水理解析は，地下

水調査技師や削井技師たちに期待されている。それにもかかわらず，その基

礎的な解析法には適正で、ないものがはなはだ多し、。したがって，地下水学者

は，いわゆる新しい地下水学の道を拓く努力を進める一方，この一般的 ・基

礎的な，しかも実用的で適正な解析法を開発し，紹介し，普及させる ことが

むしろ当面の急務だといってよし、。それならば，従来のいわゆる基礎的な解

析法のどのよう なところに問題点があるのであろうか。筆者は本稿でその一

端を述べ， 一般の関心を喚起したし、と考えている。

地下水の水理解析とい うことを，一般には，井戸または集水渠などの地下

水採取施設が対象としている地下水層，すなわち収水層の透水度係数，透水

量係数（流通度係数），貯留係数， 制限層の漏水係数など，いわゆる水理学的

定数といわれているものを求めることのように理解されているが，採水施設

が井戸の場合には井戸損失を求めるほか，施設の構造および揚水の条件によ

って違ってくる取水可能量などの推算もこれに含まれる。一般に井戸の揚水
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一試験資料を用いて行なうところからJ‘井戸の水理解析”といわれる場合も

多い。本稿でも便宜上，井戸を採水施設とする場合をとり上げて述べる。 本

来ならば，対象とする収水層および井戸の性格を区別し，その区別に井戸の

枯造と揚水の条件とを組み合わせ，順序をたてて解説をすべきものであるが，

ここでは紙数の関係もあるので，すでに述べた基礎的な水理解析ということ

だけに問題をしぼり， 一般的・概括的な説明をするにとと’めたい。

3. 平衡揚水のこと

井戸の揚水が平衡状態で‘行なわれているということは，揚水量に等しい量

の源水が，地表湛水部またはそれに準ずる湛水部から補給されているか，収

水層の制限層を透して上下にある別の地下水層からの漏水によ って補給され

ているかのいずれかである。揚水が平衡な場合の解析の基調となる水理式

は，チーム（Thiem)llの公式として一般に知られている水理式またはその変

形式であるが，これらの式の中にはおおむね，影響圏の半径Rというものが

含まれてくる。水文地質の均一性を前提として考えても， i原水が地表湛水部

から補給される場合は，滋水部の形状と井戸との位置関係から，特殊の場合

は除き，揚水による影響圏が円形を呈さないことは明らかである。したがっ

て， Rはむしろ影響圏に関する定数 Roとみなすべきものである。源水が制

限層からの漏水によって補給される場合は，影響圏は原則的に円形で，制限

層の漏水因子を Iとすると，実用的にR=1.123－＜である。実際の揚水試験資

料を解析して， RがRoであるか 1.123 ，｛ であるかを判別することは重要な

問題であるが，現在はこれが行なわれていない。

揚水試験は，ある井戸の揚水能力を調べる場合のほか，本井戸を掘削する

ための調査を兼ねた試掘井の場合にしばしば行なわれる。試掘井の揚水が平

衡状態を示しても，本井戸で平衡揚水ができるとは限らなし、。しかし，この

本井戸に対して平衡揚水が期待できる揚水条件を決定するのに定まった解析

法というものは，いまのところないといってよし、。

揚水試験の際に行なう各種の観測が，その観測精度から，湯水が平衡状態

に達したと認めたにもかかわらず，数十日または数ヵ月揚水を継続 した結

梨，それが非平衡であったことがわかると いった例が少なくなL、。 したがっ

て，解析は非平衡の水理式を基調として行なうべきだというものもいるが，
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実際問題として，いちじるしく長期にわたる揚水試験はできる ものでなし、。

また，揚水開始後短時間で、見掛け上の平衡状態が発生し，しかも揚水停止後

短時間で地下水位が見掛け上揚水前と変わらない静水位にまで回復するよう

な状況のもとでは，非平衡の水理式による解析はできないのである。 それ

に，非平衡の水理式を基調とした解析が，とくに良好な結果を与えてくれる

わけでもなし、。

4. 非平衡揚水のこと

解．析の基調となる非平衡揚水の水理式としては，サイス（Theis)2iの非平

衡式がも っとも有名である。これによるサイスの解析法というのは，井戸関

数W(u〕とその変数uとの相闘を，－Eも（--u）関数表によってタイプ ・カー

ブとして描いておき，つぎに揚水試験によ って，揚水井から rの距離にある

水位観測井の水位降下量 sを揚水時間 tの経過に従って観測した値から， s 

とが／tとの相闘を示すデータ ・カーブを拙き，両者の重ね合わせ操作によ

って行なうもので，周知の方法ではあるが， rを一定として異なる tに対し

て測られた Sによるデータ ・カーブと，一定の tを選んで異なる rにおいて

測られた Sによるデータ ・カープとの形状が違うため解析結果も違う。実用

的には水位観測井の数を極力少なくし，しばしば 1井でさえあるので， rを

一定と した場合のみが利用されるが，正体ーにはここに問題が含まれているO

sとtとの相闘を示すデータ ・カーブによるものにチョウ（Chow〕3）の解

析法とい うのがあり，W(u）関数表は使うが，タイプ ・カーブとの重ね合せ

操作のない簡単な方法であるため従来よく 利用されていた。しかし， これに

も問題が含まれている。この方法は片対数方眼紙に描かれた sとtとのデー

タ・カーブ上の任意の点に切線を引き，その点の sとその切線が切る tの 1

対数サイクルの Sの差とからW(u）を計算するのであるが，データ・カーブ

とに選ぶ切点の位置によって， 求めた水理学的定数の値が違うと L、う欠点が

ある。また，水位観測井の位置が定まっている場合，すなわち rが一定の場

合には，揚水が長く続くほど透水量係数Tの値が大きくな り，測定時刻 tが

定まっている場合は， 7｝.位観測井が近いほどTの値が小さくなる。この解法

は元来，サイスの式を基調と しているので，このよ うな欠点も結局は，サイ

スの理論の根底に含まれている誤まりの反映であろうと考える。
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上記のような事情で，近年はもっぱらヤコプ (Jacob)4lの近似式を基調と

した図式解析が用いられている。これには揚水による水位降下試験の場合

と，揚水停止後における水位上昇（回復〉試験の場合とがあり，前者につい

ては実用上問題はないが，後者については注意しなければならないことがあ

る。すなわち，揚水開始から揚水停止までの時間を ts，揚水停止後の経過時

聞を t＇とし， t=ts+t’で表わされる tを用いて，水位観測井における水位

降下量sと tit’との相関図による図式解析に問題がある。 2つの手法が区別

されるが，それらが互いに違った結果を生ずることについて，従来あまり関

心が払われていないのである。

サイスの非平衡の理論式は元来，揚水に対する源水の補給がない場合，し

たがって，揚水は収水層の内部に貯えられている水を消耗することによって

継続される場合に相当する。この理論式中には貯留係数Sというものが含ま

れており，収水層の内部における水の貯留状態を示すものとされているP そ

してこれは水理学的定数として取り扱われるのであるが，上に述べたように

貯留状態が変化するのであるから， Sを定数とする点に矛盾があるにもかか

わらず，とくに検討されていなし、。

揚水のり京、水の一部が制限層を透して，ほかの地下水層からの漏水によって

補給される場合が少なくなし、。もちろん収水層自身の貯留水も消耗するの

で，非平衡の状態が続き，地下水位はしだいに低下し，影響圏の拡大も続

く。 しかし，このよ うな状況に対する水理解析はほとんど行なわれていな

い。近年この種の漏水現象に研究上の関心が深まり，被圧面水層の貯留量を

推算するのに，これを自由面水層に還元するような考え方も生じているおり

から，水理解析がこれを避けているのは了解しがたいことであるO この種の

解析にはウォルトン〔Walton)'lの方法があるか，多少複雑なタイプ ・カー

ブを使うので，実用的でないためか敬遠されている。影響圏が拡大して漏水

してくる量が揚水量と等しくなれば，揚水は当然平衡状態に達するはずであ

るから，この平衡状態におけるいわゆる最大水位降下量 Sm を， 適当な方法

で推定または仮定することによって， ハン夕ツシユ（Hantush) 

用的な解析法を開発しているO 2つの方法があり， lつはタ イプ ・カーブに

よるもので，手法的にはサイスの図式解法とまったく等しし、。ほかの 1つ

は，データ・カーブによるいっそ う単純なものである。これらの方法が急速
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に普及される ことが望ましし、。

5. 井戸損失・部分掘削l・部分穿孔などのこと

井戸の揚水をすると井戸損失というものが生じ，井戸の内部の井水位と井

戸側の外面の地下水位との聞が不連続になるO 一般の水理解析の基調になっ

ている水理式の中に含まれている地下水位に関する項は，すべて水位観測井

の井水位に関連して考察されているにもかかわらず，水位観視I］井をとくに掘

ることは，工費と調査期間との関係から，実用上省略され，揚水井の井水位

が利用される場合が多いが， 井戸損失に対する補正をしない水理解析が誤ま

った結果を生ずることはいうまでもなし、。したがって，必ず井戸損失を求め

なければな らない ことになる。しかし，ヤコプ (Jacob）＇＞やロラポー（Ro

rabaugh)8＞などによる井戸損失の解析は，煩雑なために敬遠されている。酒

井9J.!OJが開発した 2つの解析法の うちの lつ（簡便法〕が最近利用されてい

るようであるが，一般にはまだ普及していなし、。多少問題を含んでいるから

であろう。

井戸損失は揚水井の構造および揚水の条件によって変わるものであるか

ら，既設の井戸または試掘井の揚水試験の結果得た井戸煩失から，本井戸を

掘った場合の井戸損失を予測するというわけにはいかなし、。そこで，揚水試

験資料による解析ということではなく ，一般論的に井戸損失を推算すること

も大切である。井戸の計画上重要な項目ではあるしと くに煩雑な方法でな

いにもかかわらず，わが国における普及は十分でなく，これを採用している

ものが少なし、。

井戸損失というのは，厳密にいうと，狭義の井戸損失と水層損失とに区別

すべきもので，前者は収水層内部の水がストレーナを通って井戸中に流入

し，井戸の内部を上昇し，吸水管を通って排？世されるまでに生ずる水頭損失

であり，後者は収水層内部の水がその構成物質の孔隙を透して流れ，ストレ

ーナに達するまでの水頭損失である。揚水によって井戸周辺の地下水位が降

下するのは後者のためであり，井戸側の内外に地下水位の不連続を生ずるの

は前者によるc実用的には井戸損失の内容をこのよ うに区別する必要はない

が，揚水井が部分掘削（水層の全層を掘っていないこと〉 ・部分穿孔（水層

中の井戸側の全長にストレーナを設けていないこと〉の場合は全層掘削・ 全
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穿孔の場合に比して井戸損失の大きさもその内容も変わるので，水理解析に

当たって両者を区別して考慮しなければならない場合もある。一般には部分

掘削 ・部分穿孔の井戸について，もしそれが全層掘削・全穿孔となった場合

にはとaれだけの湧水能力を示すかということの評価が主要の問題となる。た

とえば，ある地下水盆内に分布する全層掘削，部分掘削など各種の井戸の揚

水試験資料を，等しい構造（多くの場合，全層掘削 ・全穿孔とし、 ぅ構造〉の

もとに統一整理するときに必ず行なわなければならないのであるが，現在は

ほとんど行なわれていなし、。揚水試験資料による水理解析の基調とされてい

る水理式は，おおむね全層掘削 ・全穿孔の：場合に対して提示されているもの

で，部分掘削 ・部分穿孔の場合には水理式が違ったものになるO ｝~日分掘削の

既設井が揚水試験用の井戸として利用された場合の試験資料は，当然，その

違った水理式に従って処理しなければならないのであるが，その方法がわか

っていないためか，実際には全層掘削の試掘井が新しく掘られることが少な

くなし、。この種の水理式を利用するには一般に複雑な水理計算を必要とする

ので，それを避けるためであるが，たとえばreガンマ〉関数表などの関数

表を利用することによって，比較的容易にその水理計算ができる。さらにま

た，部分掘削 ・全穿孔の井戸の場合ならば，きわめて簡単な実用的水理式も

ある。しかし現状は，一般の地下水調査担当技師たちの聞にこの種の解析法

が普及していない。したがって，部分掘削 ・部分穿孔の井戸の揚水試験資料

が，全層掘削 ・全穿孔の井戸の揚水試験資料と混じった形で区別されずに利

用されている場合が多い。

6. 適正揚水量・限界揚水量 ・比容量などのこと

揚水試験では，揚水量をつぎつぎに変える段階揚水試験ということを行な

う。井戸損失を求める目的をもっ場合と，その井戸のいわゆる適正揚水量を

求める目的をもっ場合とがあるが，ここでは後の場合に関係した問題につい

て述べる。 この水理解析は，元来プリンクハウス（Brinkhaus)11lの水理式

を基調と して開発さわしたもので，揚水の各段階における揚水量Qとそれに対

する地下水位の降下量 sとを，両対数方眼紙上に点示して s～Q相関図を描

くと，示点ははじめ勾配nの直線I二に並ぶが，ある揚水量以上になるとその

種の直線の勾配ががに変わる。この「直線の勾配が変わる点に相当する揚水量
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が，いわゆる適正揚水量といわれるのである。この水量は実際には，それを

超えると収水層の物理性または内部の水の流れの状況が変ということを示し

ているのであって，この水理解析を発表した村下12）も， “この水量以下に揚

水量を保つのが適当である”と述べているに過ぎないのであるが，いつの間

にかそれが，“揚水量をこの大きさに保っておれば， 収水層の貯留量を消耗

することなしに適正な揚水ができる水量”であるかのように一般に理解され

るようになったのである。収水層の貯留量は，井戸を中心とした小範囲につ

いて点的に評価できるものではなく， 地下水盆全体の水収支から総括的に評

価しなければならなし、。そして井戸の適正揚水量というものも，そのような

評価の後に，ある条件の もとで推算されることになろう。したがって，その

種の考察は，いっそう進んだ水理解析のできる地下水学者の手にゆだねるべ

きもので， 一般の地下水調査担当技師たちには多少荷が重過ぎるように思わ

れる。

上記のような理由で， いわゆる適正揚水量という用語はむしろ“境界揚水

量”とか“転移揚水量”とかに改めるべきだと考える。近年は“適正揚水量伊

の代わりに“限界揚水量”と し、う用語が使われているが，これは井戸損失が

発生する限界の水量を表わす術語で，いわゆる適正揚水量とはまったく違う

のであるが，上のよ うに提案すると，境界揚水量とし、う用語もまた限界揚水

量と誤まるおそれもある。そこで筆者は，いわゆる適正揚水量を転移揚水量

とし、うことtこしてし、る。

井戸の揚水量をそれに相当する水位降下量で除したものを，その井戸の比一

容量または比湧出量といい，異なる井戸相互の聞に湧水能力の比較を行なっ

たり，同ーの地下水層について地理空間的な帯水性の変調を調べるために使

われるO 水文地質図中に比容量の等値線を描き込んだ例も外国にはある。し

かし，揚水量が転移揚水量よ り多L、か少ないかによって比容量が違って くる。

転移揚水量そのものを採用すればよいように考えられるが，実際の段階揚水

試験では，揚水量の転移が 2度出てくることもあってその選択に迷う。限界

揚水量を採用すればよいかも しれないが，これは求め られないことが多い。

それに実際の揚水で、は，井戸損失の発生を避けてばか りもおれないのであ

る。また，比容量の計算に用いる地下水位の降下量というものが揚水井にお

ける井水位の降下量で，井戸損失に関係するものであってみれば， 井戸の構一
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造や揚水の条件によって比容量というものが変わる。したがって，異なる井

戸相互の聞にこれを比較する ことは困難なのであるが，現在はこの考え方で

地下水調査が行なわれているのであるから，適切な評価による比較の基準を

明確にする必要がある。いまのところ，これに関する水理解析の方法にはみ

るべきものが開発されていなし、。さきに述べた水文地質図に比容量の等値線

を描き込んでいる外国でも，これに関する特別な研究はない。

7. 井戸の直径と揚水量のこと

試掘井または既設井によって揚水試験を行なしうその資料に基づいて直径

の異なる本井戸を掘る場合とか，ある地下水盆内に分布する直径の異なる多

数の井戸の湧水能力を等しい直径と等しい揚水条件のもとにおけるそれに換

算して統一する場合とかには，井戸の直径と揚水量との水理学的関係を明ら

かにしなければならなし、。このことは井戸の設計においても調査において

も，実用上もっとも重要な問題であるにもかかわらず，これに関する水理計

算法ないし水理解析法には，井戸底のみから水を採り入れるいわゆる底面収

水の場合以外は，ほとんど実用的な方法がないのが現状である。

揚水が非平衡の状態にある井戸の水理を取り扱う非平衡式のほとんどすべ

てのものが，理論上井戸の直径を無視した形で、展開されているので，それら

を基調としては井戸の直径と揚水量との関係を打ち出すことができなし、。そ

こで一般には平衡式を基調とすることになるが，これによると種々の実際に

適合しないような問題が起こる。まずチームの水理式についていえば，井戸

損失がないと仮定しても，揚水量Qに対して井戸の直径（半径ro） はその対

数として関係してくるに過ぎなし、。正確にいえば，影響圏の大きさに関する

定数 Roの対数と roの対数の差として関係して くるに過ぎないので， roの

拡大に対するQの増加については，実用上役立つ結果をほとんど示唆すると

ころがなし、。このようなことから， 井戸の直径そのものはその湧水能力には

実用上関係がないので，揚水量に見合った揚水機の吸水管が挿入できるよう

に井戸の直径を拡大すればよいという暴論さえ出ている。

井戸の揚水量とその直径とに関する水理計算に，従来はスムレケル （Sm-

reker)13lの公式が採用されてきた。平衡式ではあるが，影響圏の大きさに関

する定数 Roが含まれていないので，実用的に利用しやすいからである。ス
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ムレケルの水理式が表わす関係は，自由面水井戸と被圧面水井戸とでは違う

が，後者の場合についていえば，井戸の揚水量は直径の比の%乗に比例する

ことになる。これによる計算は，チームの水理式よりはも っともらしい値を

与えてく れるが，それでも実際値よりは小さい。そこで，スムレケルの水理式

中のベき数%を nとする一般式のような別の水理式が！甘された。好都合な揚

水試験資料が得られる場合は， この水理式に よって実際値に近い値が求めら

れ，多くの場合， nが%よ りも大きいことがわかった。しかし， 一般にはそ

のような試験資料が得がたいので，この水理式も実用的なものとして利用で

きないのである。このような事情で，その後は，ジッハルト（Sichardt〕14)

の水足式とス ムレケルの水理式とを組み合わせて使う方法が採られているO

ジッハルトの水理式というのは要するに，井戸の直径とその最大許容揚水量

との関係および3 井戸の直径とその揚水における最大許容水位降下量との関

係を示すものである。したがって，独自に変化する形で取 り扱われている 2

種の最大許容量を， 井戸の直径という ものを媒介に， 試行錯誤的に揚水試験

資料を処理し，一般論的に，井戸の直径と揚水の条件との関係をある基準に

統－すること は，実用的に容易なこ とでなし、。もっとも困っている問題であ

ると

おわりに

本稿で、は図表や水理式などを省略したので， 一般の読者には， 議論の内容

に多少理解しがたいところがあるかもしれないが，ご諒承願いたし、。最近は

各種の調査器械の開発に伴って調査技術もいちじるし く進歩しているので，

いわゆる生の調査資料を得るだけのことならば，多少の熟練の上に十分な調

査｜」数が与えられれば，だれにでもできる。要は，その生の調査資料をどの

ように水理論的に前処理するかというこ とである。しかし，そのために広く

実用的に採用できるような方法は， ここ にその一端を述べたように，ほとん

どないのである。

ここに述べてきたよ うな議論は，地下水研究の最高水準にいる と自負して

いる地下水研究者ないし地下水学者にとっては， 自分たちの君、慢が指摘され

ている ようで，不愉快のことかもしれないが，けっしてそんなつもりはな

い。最近は， 近来開発された新しい物理地下水探査法または物理検層法，放
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射性同位元素による水文地質調査または地下水の挙動に関する研究，地下水

現象のコンビュータ ・シュミレーションなどが，若い地下水研究者たちには

たいへんな魅力になっており、それらに関係する方向に自分の研究の方向を

まげようとする傾向がう かがわれる。この種の研究の成果に大きな期待をよ

せているからでもあろうが， ジャーナリズムなどがそれをも っとも優れた研

究であるかのようにはやしたてるので，この傾向をいっそうあおっているよ

うでもある。しかしここに述べたように，これらの研究の底辺ともいうべき

位置にある基礎的な水理解析の方法が，ほとんど進歩の動きのないままに残

されているのである。わが国の地下水学者のうち，いわゆる権威者といわれ

る人たちにこの事情がわからないはずがなく，一部の人たちは筆者と同じよ

うにこの問題に強い関心を示しているが，ほかの多くの人たちは，現在利用

されている水理解析の方法のほとんどのものが，水理論的におおむね正し

く，実用的には十分間に合っていると信じているらしい。まこ とに困ったこ

とである。
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