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【座談会】

地下水の人工酒養に関する座談会

【出席者】山 本荘毅（司会〉
東京教育大学教授

綾 日出教
東京大学助教授

荒田 建
建設省河川局水政課

瀬戸 充
国土開発技術研究センター

加藤高義
国土地理院企画室

武藤博忠
水利科学研究所

武藤 本日は，地下水人工涌養に関する座談会ということでご案内申し上げました

ら，たいへんお忙しい中をご参加いただきまして，ど うもありがとうございます。

地下水の人工涌養ということは，今日の水資源問題につきまして，一番大切なこと
2量

だと常々考えているわけでございます。日本は，いま水が足りないというようなこと

を申しますが，降水量からいえば，そう足りないわけじゃないんで，ただ，その相当

な部分が梅雨，集中豪雨あるいは台風で，一ぺんに降ってーぺんに流されてしまっ

て，場合によっては水害を起こす，こういうような水文状態なんです。それを一時，

何らかの方法によ りまして貯留して，潟水期に利用することができれば， 日本の水資

源問題もずっとよくなってくると常々考えておるわけです。

たまたま，本日お集まりいただきました諸先生方の多くの方が，昨年11月から12月

にかけて，スウェーデン，イギリス，オランダ，ベルギー，西ドイツ，フランス，イ

タリア，イスラエノレ，ギリシアの地下水の人工涌養を研究視察してこられましたの

で，国々によりまして，非常に方法も 目的も違うと思うんですが，それらを中心にい

たしまして，お話しあし、し、ただき，日本におきます今後の人工泊養のあり方というこ

とに触れていただければ，たいへんありがたし、と思うんです。それではl本先生に司会

をしていただきたいと思いますので，ひとつよろしくお願いします。
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1. ヨーロ ッパ諸国の人工溜養の印象

司会 いみじくも武藤さんから，いままでいろいろな経験をなさってきているとい

うふうに， ご紹介があったわけですが，篠かに従来の作井業界，あるいはお役所でも

同じですが，人工涌養とし、L、ますと，何か深い井戸を掘って3 そこに圧力を加えて水

を注入するのが，非常に一般的な泊養の方法である，さ らに涌養の目的は，水資源の

増強に重点があるように考えられておったわけで‘すが，私自身の今度の感怨から申し

上げますと，ヨーロッ パに行って， 非常に違うタ イプの リチャージの方法があるん

だ，それから リチャージを行なう意義にも，非常にいろんな目的があるんだ，各国で

は，それぞれの国情に応じて，うまく 自分の必要な 目的に合わせて，効率のし、し、方法

でリチャージをやっているんだということを，つくづく と感じて帰ってきたようなわ

けでございます。

帰ってきて新年早々すぐに， 実にタ イミングよく，建設省で地下ダム構想などとい

うも のを新聞に出し， さらにそれを水資源開発公団がサポー トするよ うな形のお話が

テレ ビにも出ました。非常にタイ ミングのいいのろしの上げ方で，われわれがみてき

たことが何かお役に立つかなあというふうに感じたわけて‘す。

まず，加藤さんはおいでにならなかったわけですが， 訪欧された方々にヨーロッパ

の人工緬養についての強烈な印象をお話し合い願ったらど うでしょうか。最初に綾先

生からどうぞ。

綾 いろいろなタイブがあるというお話，山本先生に一番強烈な印象をいわれてし

まいました。目的に応じてやっているというのが一つなんですが，それが非常に際物

でなく，じみちにやっている。それこそいろんな財政面から含めて，全部きわめてじ

みちである。 何年もかけて計画し，何年もかけてテス トしていっている。ネコもしゃ

くしも飛びつく といったふうなことではなさそうだ。

もう一つは，基礎的な調査がよく行き届いている。ろくすっぽ調査せずにあそこが

いいんだなんでいわずに，ちゃんと基礎的な調査がよく行き届いた上でやっている。

だからできているんだという感じですね。そこらが非常に大きな印象だったと思いま

す。

特に，資料を整備するための人たちが，大ぜい長いこと時聞をかけてやっていて，

日本で，人工地下水でいきなり飛びついたとしても，とてもあんなレベルにはいきそ

うもないと思います。

瀬戸 ヨーロッパは小さな国が集ま っているんですが，仕事のやり方は日本のよう

にせせこましくやるのじゃなくて，非常’におおらかにやっています。たとえばリチャ

ージの中で，河川の水を取り入れた後汲み上げて水道なんかに使っているのがありま

すが，日本だとすぐ市民が騒ぐというような形で，何か横やりが入って，ああいう事
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業が順調に進まないんじゃなし、かなあという感じがしたんで、す。

それには歴史もあるでしょうし，当然、，綿密な調査，いろんなPR，あるいは飲み

水ということですから，何ものにもかえがたし、要請だろうと思L、ますが，大切なもの

を伸ばしてし、く歴史的な背景を含めた，一つの筋の通ったもので事業が進められてい

ったんじゃないかなあという感じがしたわけです。

そして，やはり十分な調査をされたんでしょうが，非常に適切な場所にそういうこ

とを：考えておられる。あるいは地の利をうまく利用したというか，歴史的な遺産をう

まく利用したという感じで，その国々に合ったうまい方法で，地下水の利用がされて

いるという感じでした。

司会 綾さんや瀬戸さんもおっしゃったように，非常に調査が行き届いているとい

う感じですね。 それに関連して，日本ですと，人工涌養の調査をやるにしても，調査

費と事業費みんな合わせて，大した予算を計上しないわけですよね。とtこかく簡単

で，調査をやるなら，あの辺に使わない古井戸があるから，それを使ってやってみた

らどうかと，そういう安直な考え方が非常に多いんですよね。

ところが， ヨーロッパをみてきての感じでし、いますと，調査をよくやっているとい

うことは，つまり裏返しをすると，金をかけていますね。 それは驚ろくべきことでし

て，調査にもいろんな施設にも，すごく金をかけているという印象でした。注入水の

水処理には，も のすごく金をかけていますね。 一番初めのスウェーデンからそうです

が，あれは水処理としては簡単な処理なんでしょうが，その金額たるや莫大なもんで

すよね。とにかく調査をよくやるために，多額な調査費を出す。非常に処理に金をか

けている。日本だったらあんなふうにし、かないと思います。どこかその辺の水を仮り

に持ってきて，ちょっと簡単に処理してといったようなことをしてー 。 とにかくす

ごく金をかけて，本格的にやっている。金がかかるから， 途中で放り出せないような

感じがしましたね。

荒田 私は調査団の多くの方々が， だいたい，妓術的あるいは経済的な側面から，

ヨーロッ パの人工泊養をごらんになってこられたと思うんです。私は主として，制度

的な側面からいろいろみてきたんですが，やはり予想どおりとし刈、ますか，水の法律

的な扱い方が，日本と決定的に違うということですね。それが一番印象に残りまし

すこ。

具体的に申しますと，日本の場合ですと， 管理の対象として，河川水と地下水を分

けて，いまのところ法体系はなっています。河川のほ うは， 一応，私権の目的となる

ことができないということで，公の段督のもとで， 実態はいろいろ問題があるかと思

いますが， －応，そ ういう体制はできている。これに対して地下水は，いまのところ

特定目的，特定の地域を除いては自由だとい うような形になっており，管理の体系自

身が非常にばらばらになっているわけです。
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ヨーロッバでは，歴史的に最初からそういうことなのか，あるいはいろんな問題が

出てからそうなったのかよくわかりませんが，ともかく水とい うものすべてを，全部

一体のものと考えて，管理の対象にするというようなことがあって，河川水だろうが

地下水だろうが，水というのは，全部，公共的な管理のもとに置かれるべきだという

ことで，西ドイツにしてもオランダにしてもイスラエルなんかは特にそうでしょうが，

そうしづ体系のもとで法律がつくられていまして， その点が，日本と一番決定的に違

うことだなということで，感心したようなわけです。だいたい，それが一番大きな印

象だったで、すね。

司会 今度回った国々は，だし、たい，そのような形になっていますか。

予定回 ええ，どこもほとんどそうです。イタリアがちょっと開けなかったんて・す

が，西ドイツ，オランダ，イギリス，フランス，スウェーデン， イスラエル．だいた

い，そんなところです。

緩 そこらの体制面で一番大きいのは， 結局，地方自治体がコントローんするんじ

ゃなく て，また，それが行政別 ・用途別に分かれているのではなく，ウォーターベー

ズンでのコントロールということで，これが一番大きなこ とじゃなL、かと思うんで

す。

もう一つ非常に印象が強いのは， これは受益者であるというこ とが， 非常に明確に

なっている。同時に，受益者が必ず金を払うんだと。要するに，そのウォーターベー

ズンで自分たちの水をコントロールしてやる。そしてその受益者が，全部金を払って

いる。よそから金をもってきて払うんじゃなし、。いわゆる地方分権の自治体制がかな

り確立しているからこそできることなんだろうと，そういう感じが私には強かったの

です。

荒田 なぜ，ヨーロッパではそういう公共的な管理が可能で，日本でプライベート

な権利だとして構成されているのか，その歴史的な背景というのは非常に勉強に価す

ることだと思うんです。

緩 要するに，日本みたいに金を国から持ってくれば，地方のほうは勝ちだという

考え方じゃないわけですね。自分たちが払っているわけですよね。この差は大きいで

すよ。

司会 加藤さん，このリチャージの問題では，仕掛人のー人だと思う んですが，

（笑い）いまのような体制を盛り上げるのに，あなたの努力が非常に貢献していると

思うんだけれど，今度いっしょに行けなくて非常に残念だったし，中しわけないと思

っていますが， いまのような話を聞いてどうですか。

加藤 仕掛人といわれるほど十分な働きはしておりませんが， ここでー，二ヨーロ

ッパに行ってみえた方にご質問したいと思います。いま，非常に基礎的な調査が行き

届いているというお話ですが，これヵ：L、つごろから，どのような人が中心になって調
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査が進められてきたか。いろいろな国があると思いますので，代表的な例で結構です

ので，教えていただきたいと思います。

綾 スウヱーデンだと，あれは明らかに水道事業者がやっていますよね。ウプサラ

の場合は。だから，水道事業者が自己資金で調査したのだと思うんです。

司会 いま，ウプサラの話が出たわけですが，これもJI!から水をとって，上水道のi

水源として供給しておったんですが，それも足りなくなって始めたというのが，ほん

とのそれに踏み切った一つの契機になっておりますので，そんなに古いことじゃない

でしょう。

緩 古くはないですね。

司会 それからロンドンの場合でも同じですよね。あれは要するにテムズリバーベ

ーズン，この中のリーという地区が・ ー。まあ，ゼスチャーでやっているのか本気に

なってやっているのか，よくわからないんですが。

緩 あれは後で調べてみますと，だし、ぶ前からいろいろなところから報告がありま

すが，かなり本気のような書きっぷりですね。

司会 いまのは冗談ですが，本気といっても，あれが何年たってほんとに実用化す

るかということを，どの程度まで踏まえてやっているかということでして，いずれに

しても，ロンドン，テムズリバーベーズン，全体の管理の問題と関係しておりまし

て，やはりほんとうにあれしたのは戦後ですしね。あとオランダ。

綾 オランダは昔からですから，どうしようもない。

司会 ドイツもあのジッセノレドルフの地区に関しては，ノレーノレ地区の水管理という

問題は，わりあいに新しいんですね。 リチャージとしては戦後です。

その次のフランスは，われわれがたまたま行ったところは実験の段階で，あれも新

しいですね。

緩 ええ。

司会 lヵ所だけ，あれはベルギーですね。

綾 ですけれど，プライベート ・カンパニーが，そこのウォーター ・オーソリティ

の一部でやっていましたね。それは新しいようですね。

司会 あとイタリアでは，地盤沈下のお話を伺ったんです。

次はイスラエルですが，建国が第二次大戦後ですから，実に新しいわけですよ。

緩 だけれどもポイントの一つは，そのサーベイの山がぽつんぽつんと出るんじゃ

なくて，継続していることにあるんだと思います。やりっぱなしじゃなくて。

司会 そうですね，ずっと延長していこうとし、う体制にありますからね。要する

に，非常に新しいものと考えられる。

加藤 もう一つお聞きしておきたいのが，先ほど，ヨーロッ パにおいては，水を公

共的管理のもとに管理している と伺いましたが，もう少し詳し く伺いたし、と思いま
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す．法体系的にはどの程度まで，水というものを公水的に位置づけして管理している

のかどうか。

荒田 そこまで細かくみてこられませんから，ち ょっとむずかしいんですが，だい

たいにおいてその 目的のいかんを問わず，一定量以上の取水は，水当局の許可を要す

るということまでは一致しているんじゃないでしょうか。どこの国もそうですね。だ

から少なくともその点で，日本とは違うということですね。それから先の，たとえば

南米にあるような鉱業権みたし、な形で扱うとか，そういうあり方はヨーロッ パではな

レようなんです。

綾 私は，地下水だけ切り離して，公水として議論するというのは，おかしいと思

うんです。その他の農業利水から，全体を含めてのコン トローノレが行なわれているわ

けです。

荒田 それは地下水だけではなくて，表流水も含めて，全部の水についてそういう

ことを規制しているということですね。

武穣 外部の者がまずお伺いしたし、ことは， 日本で，地下水の人工福養ということ

を申しますと，まず一番最初に考える ことが，地下水の補給といっても，どうせ水を

何らかの形で突っ込むわけですが，果たして水が十分に入るかどうか，なかなか水と

いうのは入りにくいものじゃないか，これをまず考えるんですが，それはことにヨー

ロッ パにおきまして，うまく水が入るものなんでしょうか。

瀬戸 何度も水害とか汚染とかの問題について，われわれはそんなことは全部解決

しているんだとか，問題がないんだとかし、う，自信満々みたいなし、ぃ方をされました

オ2。

緩 それは水にかける投資の考え方が，根本的に違う んですよ。それからもう一つ

は，受益者との関連が， 非常に明確であるということにあるんです。だから入る入ら

ないの議論の前に，私のもう一つの印象は，土地が広いとい うことなんです。 たとえ

ば水を必要とする者の密度が低いということなんです。水の需要のね。ですから工場

地帯と称しても，工場が地平線のかなたに，ポツンポツンとあるわけです。日本だっ

たらガチャガチャと集まって，そこでいっせいに井戸を掘りますから，これはおかし

くなるのはあたりまえです。しかも川までの距離が遠いということ もあって，遠距離

送水しなくてはいけませんから，当然，地下水の重要さというのは，よくわかってい

るわけだし，さらにその井戸密度があの分布状態ならば，根本的に低いと思うんで

す。だからそこいらで，人工地下水をやるやらぬ，入る入らない以前に，大幅な地下

水依存が行なわれている。価値観がちがうということです。入れる必要があれば入れ

なくてはならないんです。もちろんドイツみたいなところは地下水はありませんか

ら，これはまた別で、すが。
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2. ；参透，水質の問題

司会 いまのような基礎的な問題があるわけですが，実際に注入して入るか入らな

九、かというと私たちの今度行ったところは，だいたい，サーフェイス・アプリケーシ

ョンで，地表で入れるものが，わりあいに多かったんて、す。それから，地下に，いわ

ゆる深井戸でもって入れる。先のは，池みたいなところとか水路みたいなところで入

れる例が多かったわけです。深井戸を使って入れる例が2つあって，そのうち lつし

かみてこなかったんですが，最初の例はロンドン。ロンドンは深井戸で入れているわ

fけです。第二番目がイ スラエル。 ロン ドンは現場をみてこないで，お話を伺っただけ

なんですが，イスラエノレは現場へ行ってみたわけです。これは 2っともよく入ってい

るんです。ただ，どうしてそんなに入るんだろうというと， lつは水源の問題と処理

の問題とあるわけですが，また，受け入れるほうの地層がだいぶ違うんですよ。

綾 ええ，まったく違うんですね。

司会 そうい う問題があるんですが，L、し、ほう のハンディが，今度みてきたところ

にはある。また，みてこないところでも，よい例がヨーロッパにはあるわけです。で

すから単に， よく入ってたでしょうか，入っていないでしょうかといったら，「よく

入ってましたJと…・・。（笑い）

瀬戸 「何十年もこれでやっていて，ちっとも問題がない」と，こういうわけです。

司会 水質のことでも，だいぶみんな気にしま して聞いたんて、すが，「われわれはヨ

ーロッ パ全体でもって， WHOの基準に準拠しておって，それでやっているからだい

じよ うぶだ」 と。 WHOの基準は，日本なんかの基準よりずっとゆるいんですね。

綾 ゆるいです。それで向こうの水道水自体が，日本と違って，だいたい水が悪い

んですから，そんな細かし、ことをいっていないわけですからね。

司会 水が悪いから，あまりきびしい基準ができない。ある国で，自分だけで勝手

にきびしい基準をつくっても， 川が6ヵ国も 7ヵ国にもまたがって流れている。ある

いは地下水だって，隣の国の地下水を上げている場合もあるわけで，あまりややこし

いきびしい基準をつくっても守られないんでしょうね。

緩 いや，守られないというよ り， 伝統的に，水質基準に細かし、ことをいわないん

です。

司会 とにかく大ざっぱでして，もうだいじようぶだと。（笑い）環境問題全体でそ

んな感じでして，日本とまるで違うんですよ。ほんとにデュセルドルフの重工業地帯

に行っても含 日本みたいな工場があるわけじゃないですね。パワ から十分も外へ出る

と，畑ばかりで，畑の中に家がポツンとあって，向こうのほうに煙が出ていて， 一つ

建物があるという感じでしてねえ。

武藤 それで地下水とし、う定義も，ぼくらよくわからないんですが，広義に考えま
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して，地 Fにある水全部が地下水と受け取りますと，下水道用水も水資源と して考え

て河川敷を通して川に還元しようという構想もあるんですが，そういうことになる

と，地下水人工泊養は相当大規模にやらなきゃいかぬわけで，ことに地質のいいとこ

ろだけをよってやるというのでは水資源として価値は大したことはない。

さらに， 日本の場合には，さっきの地下ダムも一つの方法ですが，そういっても，

やはり地表水を吸い込んで水を貯留しないことには大きな効果は期待できなし、から，

その前の調査が行き届かなければいかぬということになり，地表水をよ く吸い込むよ

うなところをみつけなければいけないんでしょうね。

たとえば日本で，伊豆半島の天城山の山麓なんかには，モグラの穴みたいに，いく

らでも水が入るところがありますね。 洪水の水が全部行っても，全部入っちゃうと思

うくらいのところがあるんですね。これは極端な例ですが，ともかく水が入りやすい

所を探してやっていったらいいのか，それとも全国的に広く， この問題をとらえてい

く可能性があるのか，そんなことを，水資源の問題についていつも考えるんです。

司会 やはり効率のいい，入るところからやったほうが，得じゃないんですか，そ

の必要性が前提になるかもしれませんが。この聞のスウェーデンなんかて、もそう です

よね。スウェーデンでは，すぐ基盤が出ているわけです。つまりその基盤の上の砂れ

き層，粘土層，そういうものの厚さが非常に薄いわけです。ですから入りやすい。砂

の層の厚いところはどうだろうということになりますと，日本だとお話 の河川敷な

ど，低いところが水を通しやすいところになっているわけですね。ところが， スウェ

ーデンで水を受け入れるところというのは， 山なんですよね．要するに氷河の堆積物

が， ドラムリン，エスカー，あるいはモレーンをつくっていて，それが水を受け入れ

るような地下ダムになっている。ダムが，地面の上に突出しているわけですよ。日本

ですと，ダムというのは，やはり山より下のほうをとめて，高くして，その くぼんだ

ところに水をためるでしょう 。ところが，スウェーデンでは，まさに出っ張っているド

ところで，山の上に入れてためているんですよ。あれはおもしろかったね。

綾おもしろいです。

司会 氷河の堆積物，ほんとにきれし、な砂れき層だったね。あれの高さは 30mは

優にありましたね。

綾 ええ。

司会 そのくらいの丘が，氷河の流れた方向にずっとつながっているわけです。 そ

の上に階段状に，ある高さの水準ごとにいくつか池を設けて，そこに水を入れる。 さ

らに高いところに，斜面を切って池をつくって，そこに入れる。さらに上のほうを切

ってやるとい うようなかっこうをしています。やっぱり入れやすいところに入れると

いう式じゃないでしょうか。

綾 「何で山の上に入れているんだ」と聞いたら， 「そのほうがポテンシャルがあゥ
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て入りやすいじゃなし、か」といわれちゃって， 「それはそうですね」と引き下がっち

ゃったんで‘す。（笑い）

瀬戸 日本では主として工業用水を中心に，リ チャージが発達して来たと思うんで

すが，やはり量的にちょっと問題がありましょうし，公共性という意味からいくと，

企業の関係ですから，その辺は限界があったので‘しょう。これからは，とにかく効率

のょいところからやってし、かざるをえないのでしょうが，やはり思い切って金をかけ

て，十分，調査，実験に取り組まないと，一般論だけでは理論上は成り立っても，実

地には合わなくて，あまり事業として進まないんじゃないか。やはりその 土地土地

を，いろいろ効率的に調査していただいて，がっぽり金をつぎ込んで取り組むという，

ような形で，発展していかざるを得ないんじゃなし、かと思いますね。

3. 水資源i函養と防災の立場

綾 水資源、サイドで考えるならば，多くある水資源開発の手法のうちの代案の lつ

なんですよ。ですからニーズがないところには，やはり水資源としては，必要がない

わけですね。だから伊豆の山は確かに入るかもしれませんが，ではそこに 入れた け

ど，何に使うんだということが 1つあるわけで、す。

私の感じですと，これはペニスあたりと同じかもしれませんが，防災的な怠l兆一が日l

本の人工地下水ではむしろ先行しなくちゃいけないんじゃなし、かという気がしている，

んですよ。

イスラエルの人工地下水涌養にしても，たとえば地表にダムをつくったら． 砂漠で

すから，蒸発して水がなくなっちゃうわけですね。だから地下に入れるのが一番し、し、

ということで，発達しているわけです。日本もそれこそ場所場所によって違うし，現

在，正直なところ，水需要は少し下りぎみですから，急がれなくちゃいけないのは，

やはり防災じゃないか。地盤沈下の防止，塩害の防止が，非常に重要になって くる。

だからそういう点からいうと，ぼくはオランダあたりのが，非常に参考になるんじゃ

なかろうかという気がするんですね。

瀬戸 人工涌養はやはり一つの水資源確保のための手段だろうと思うんですが，私

どもダムの調査等を手がけてきた者にしましては，正月早々，新聞に取り上げられた

地下ダムの話で，もうダムはあまりやらなくてもし、し、とか，あるいはダムはあまりで

きにくくなったから，地下水のほうへ転換するとかというようなムードが出たり，あ

るいはそういういいわけにされてしまうと因るんじゃないか。日本は雨が多く山が深

いわけですから，やはりダムをつくってし、く形で水資源を確保することにもっ とも力

をそそがねばならぬことだろうと思うんです。

司会 ニーズの問題，必要性の問題に関しては，確かにいますぐに役に立たないのi

かもしれないですね。すぐに役立つ泊養もあるわけですが，ただ，いま臼本では，い
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ろんな資源が足りなくて，外国から輸入してきている。その際に，外国から輸入でき

ないもので． 自に見えて確実に足りな くなるのは，水資源ですからね。その水資源の

解決策は何かというと，やはりダム方式， これは地表と地下のダムと両方やるべきだ

ろう 。まああれをぶち上げても，それでもって今度は地表のダムが予算がつかなくな

ってできなくなるということはないんじゃないて、すか。（笑L、）

武藤 ともかく ダムというものの本来の性質は，結局，水を貯留することでしょ

う。 これが一番いし、んですよね。日本のような気候風土の場合には，と もかくたく さ

んのぷを無効放流して，水害を起こしているわけで、すね。それを何らかの形で地表で

とめているのがダムですね。これが一番大事な水資源泊養になってくることは間違い

ないんですがねえ。

私，欲をL、L、ますと，タムに水をためるときに，要らない水をためてもらうと一番

七、し、と忠、うんですね。洪水の出そうなときの，そういうのをためていただく。いわば

渇水耳I］，非常に流域で水を使うようなときの河川維持水を減らすようなため方が，も

しあるとすればね。そうじゃなくて，あまっているときの水をためるような，そうい

うのが一番L、L、と思うんですがね。それは水力発電に使おうと何に使おうと，とにか

くし、し、ことなんで，ただ放っておけばむだに流れてしまう水を貯留するんですから，

地下に貯留する前に，これが一番L、し、にきまっているんですが，今後はだんだん効率

的なダムサイトもなくなっていくでしょうし，とにかくいまのダムの供給力は，絶対

に確保しなければL、かぬけれども，それをもっと伸ばすのに限度が出てきたと，こう

いうことじゃないんでしょうか。

司会 日本では，好むと好まざるとにかかわらず， そういったような方向をたどっ

ているんじゃないですか。

武藤 もう ・つは，自然保護とか何とかし、いますが，タムをつくると景色がよくな

るんですねっ私は絶対にそう思うんです。

綾 私の感じで申しますと，人工地下水i函養というのは， 非常に優秀な白然保護だ

と思し、ますよ。地下水涌養というと，すぐに深井戸を想定するんですが，私は，日本

においても －番大事なのは，地表涌養だろうと思っているんです。たとえば農業用水

関連の事業で，農業用水合理化事業というのがありますね。それでいろんな水路をコ

ンクリートでつぶして，漏水量を非常に減らしているわけです。水田というのは，非

憶に大きな地下水の泊養源になっているはずなんです。その地下水i歯養をつふ、してい

る最大の原因になっていると思いますね。さらにつングリートで水路を合理化すれ

4王，水草が生えて，そこからホタルが出るというのが，出なくなっちゃいますよ。そ

こから漏っていた地下水量というのはなくなっちゃうわけです。

それから都市で開発が行なわれていまして，コンクリー トで舗装するでしょう。そ

うすると全部海に行っちゃう。だから私なんかの感じでL、L、ますと，たとえば東京一



座談会 ・地下水の人工酒養l乙関する座談会 43 

っと っても，ダムの集水面積よりも東京都の市街地面積のほうが広いんですからね。

だから都市部で泊養するこ とができれば，深井戸なんか掘らなくたって・ー。涌養で

きれば下水道の断面積が， 一・ぺんに減っちゃうんです。工事費がし、っきょに下がりま

して，雨が降ったときの都市部の洪水が起こらなくなる。そういう地道な涌養という

ほうが大事じゃなかろうか。井戸を掘って突っ込むのははでですが，それはお金がか

かるでし ょう。そうすると，受益者はだれだという問題，これは必ず伴 う問題ですか

ら，急にはできる ことではないでしょうね。そうい うふうに思うんです。

武藤 私の知っている範囲では，日本において地下水の人工涌養を一番最初にいわ

れたのは，山本先生なんですね。それはいまから20年以上も前のことですが，ア メリ

カの地下水人工涌養，当時はそういってたのかどうか，スプレッディングという言葉

を使っていたんです，山本先生の原稿から覚えたんですが。それで最初は，つまり過

剰な水を山にぶちまけて，あるいはクリ－ !1を掘る場合もありますが，過剰な水を地

下に吸い込ませて，洪水を防ぐ，こんな意味合いのあったことから始まって，それが

だんだん山を下ってきて，都市部の地下水の人工涌養になったというふうに記憶して

いるんです。それからし叫、ましても，いまのダムの話と関連してきますが，貯宿する

ということは， さっき綾先生が，害を防ぐとおっしゃいましたが，その害の中には，

水害も入ると思うんですね。

綾 もちろんそ うですよ。ですからそういうことを申し上げているんで， 特に，宅

地化に伴う各地のため池がつぶれていく問題がそうですね。同じようなことがし、っぱ

いあるんですよ。 涌養源をぞくぞくとつぶしておいて，今度，井戸をつくってみまし

ようというのは，どう考えても首をひねってしまうわけです。

4. 日本における地下水人工溜養の問題点

司会 日本の水田， t水道というのは，確かにものすごく地下水の人工涌養をやっ

ているわけですね。

綾 そうですね。上水道は l割から 2割漏水しているんですけれどもね。

司会 水田については農林省の人たちが，どうしてもっとあれを宣伝しないのか，

不思議な くらいですよね。

武藤 それからもう少しダムの方が自信を持って行っていただきたいと思うんです

ね。私自身はもとは森林屋ですが， 実際をみていますから，というのは只見川とか阿

賀野川ダム開発の委員になり ましたが，あそこのいわば天然、林というのは，ほんとの

ぼさぼさの潅木のきたない山だったんで、すね。そこに因子倉ダムとかああいう大きい

ダムができると，それが全部入っちゃうんですね。大きな湖水ができまして，観光上

りっぱなダムですね。ですから決して自然破壊でも何でもない。人工の美をつけ加え

たと，私はそう思うんです。
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たt.！.，〆ムの崩壊とか，そういうことをいい出したら困るんですね。そういうこと

のないような設計をすること。ダム災害をいい出したんでは，それは東京に地震がき

たらどうなるかというのと同じことなんですからね。そこのところは十分地質調査と

か，調夜にお金をかけて，絶対だいじようぶな場所を選んでダムをつくるように，も

う少しダム屋さんが自信を持ってい・・。

緩 Tム，深井戸の涌養がだめだといっているんじゃないんですよ。涌養にはいろい

ろあって．金がかからない泊養もたくさんあるわけなんです。水道が漏水しているの

も福義の・つですしね。たとえば例の大東市水道局でおやりになっていた涌養は，イ

スラエルの地下溺養のやり方と同じなんですよ。フランスでもそういう考え方をやっ

ているんですが，非需要期に突っ込んで水位を上げておいて，需要期に足りない分を

くみ上げるという考え方ですね。シーズナルな調整が，地下の貯留で行なわれてい

る。これは局地的に，相当日本でもあり得るんじゃないかという気がしたんで‘すが，

どうですか。

司会 そうですね。ただ，金をかけないでというのは， やっぱりまずいんだよ。金

をかけないでは仕事ができないんだよ。

緩 いやいや，私の金がかからない涌養があるというのは，たとえば都市部の浸透

性の舗装であるとか，たとえば再開発でどルを建てたら，必ずそこの雨水は出さない

ようにする とか，それは技術的に可能ですからね。そらい う手はいくらでもあるわけ

です。他人のふんどしで相撲をとるわけです。

司会 金がかからないというのは，すぐに自然を利用してできるような方向に，ま

ず最初に設計すべきであるということですね。

瀬戸 首都圏と近畿圏と北部九州，その辺が水が足りなくなるであろうと騒がれて

いるわけですが，その辺の地域で一生懸命探して，どこか手を組めば，何ヵ所かは人

I.ii函養の適地があるんじゃなし、かなというような気がするんです。方法はいろいろあ

るんでしょうが・－。

綾 私は，日本で苦から人工涌養をやっているところを知っているんですがね，所

沢の飛行場跡で，雨水を池にためて，井戸を掘って突っ込んでいたんてーすね。 まだ池

が残っていますが，よく入っていましたよ。

瀬戸 利用する形は・・

綾 いや， 利用はしていません。雨水の調整なんです。旧軍がつくったんですが，

りっぱな人工溺養です。

5. スウェーデンの印象

司会 この辺で，またこの聞の視察の人工緬養の一種の報告みたL、な形で，総まと

めをやってみませんかc
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綾 あまり皆さん興味がなかったかもしれませんが，スウェーデンの地盤沈下の議

論ですね。これは私，非常におもしろかったんです。氷河地形独特のくぼ地の底に砂

がたま って，その上にシルト層がたまって，その上に家が建つ。非常に小さなくぼ地

で，せいぜい長さ100mといったくぼ地のところに家を建てている。日本の感じから

いわせれば，そんなと ころに家を建てるほうが悪いんですよね。家はくい打ちなしで

建てちゃって， 地下水が下がったために家がひっくり返る。われわれだとくい打ちで

アンダーピーニングをやるんですが，連中は，地下水涌養を一生懸命やろうとしてい

るわけです。あそこの特有な地形に伴う，局地的な地盤沈下による家屋の破療なんだ

けれど。

司会 スウェーデンでは2つの話があったけれども， Iつが人工渦養。これは最初

にウプサラに行って，現地を見学してきた。もう一つは，ストックホルムに帰ってき

て研究所で，ディスカッションをやったんで、す。われわれの最初に差し上げておいた

公開質問状に対する討論会があったんですが，地盤沈下の問題も多少質問状の中にあ

ったもんですから，それに関連して，スウェーデンにおける地盤沈下の実情というも

のをやったんで、す。いま綾先生のお話しになったほかに，もっとおもしろいことがあ

りましたね。太い木が生えると地盤沈下が起きるというんですね。これは想像でき

ますか。これはまったくスウェーデンの特殊事情なんでしょうね。というのは帯水層

が非常に薄いんです。結晶変岩の基盤が地表に出ているわけです。要するに，さっき

いったエスカとかモレーンのように高くなっていないで平らな土地ですと，その土地

の下は砂れき層，粘土層，ピートが入っているわけですが，それが非常に薄いわけで

すよ。ですから帯水層全体力：非常に小さい。つまり地下水の絶対量が少ない。そこへ

もってきて， 粘土とかピートがあるわけです。だから，で‘かし、木が水を吸って， トラ

ンスピレーションをやると，帯水！習の中の水を木が吸っちゃう んですね。

そうすると粘土がしほ．むという感じだね，あの説明は。

綾 私どもの感覚からいうと，家を建てるときは，当然，地盤調査をやって，軟弱

地盤があったらくい打ちをするわけですが，それをやらないわけですよ。だからひっ

くり返るのがあたりまえだとみちゃう。（笑）

司会 それもできないんです。つまりスウェーデンで、は，鉄の矢板とか何かを使わ

ないんですね。

綾 それからもう一つおもしろいのは，その地盤沈下の原因が，特に大きいのが下

水道なんです。 片麻岩の岩盤を掘削し，地下室がありますから，下水道を深いと ころ

に通すんです。パイプがなくて，岩盤そのままの下水道ができ上がる。だから浸透に

よって，帯水層の地下水をヲ｜し、ちゃうわけです。 上のビー ト層が沈んで，家がひっく

り返っちゃうんです。最大の原因が下水道ということですね。

司会 それから鉄矢板が砂れき層で打ち込めなくて，また，木杭のほうがもつんだ
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ね，非常に酸性が強い水だから。砂れき層だから打ち込めないことがーっと，打ち込

んでも腐ってしまうというので，木矢板でやるんですね。木矢板もよく入らないです

がね。

綾 まあ日本でもよくありますが，そういう局所的な，大幅な lmも沈んでしまう

という沈下には，まず私たちはお目にかかったことがないんですよ。だから非常に面

食らったて、すよ。

司会 すごく面食らったて、しょう。よく考えてみると，おもしろかったよ。（笑し、〉

瀬戸 もう一つは，質問をしたら，法律関係の方でなかったせいもあるんでしょう

が，すべて紛争は水裁判所て・解決してくれるという話がありましたね。取水の許可あ

るいはその水量とか，全部の許可を。いろいろ紛争が起きると，すべて水裁判所だ

と，こういうんですね。何か逃げみたいな話でもあるんですが，そこが何々省のかわ

りになっているんですかねえ。

司会 何か委員会制度みたいなことをいっていませんでしたか。農業の人と土木屋

と，そういうような委員が出ていて，水裁判所の中の調停委員みたいになっていて，

全部そこで解決する。ウプサラの現地でもいっていたし，オランダでの会議でもいっ

ていましたね。

荒田 行政委員会制じゃないでしょうかねえ。環境なんかは，スウヱーデンはまさ

にそうなんですね。環境委員会というものがありまして，木を切ったり海を埋めたて

たりするときに，そこで審査する仕組みになっているようです。

綾 そうし、う大幅な権限を持っているわけですね。

荒田 そうですね，非常に権限が大きいですね。

瀬戸 スウェ ーデンは湖がたくさんあるわけですが，水道水が不足してきたら，ま

た湖から河にヲJI,、て，どんどん水は入れられるんだといっていましたね。

司会 ええ， iの水を直接使えばいいんだけれども，そう じゃないんですね。湖の

水を川に入れて，その川の水をリチャージしているんです。

綾 それは，水質的にはるかに安全になるからですよ。だからウプサラのは，貯水

よりはむしろ水をきれいにするためにやっている。もう一つは，途中でくみ上げます

から，輸送費が安くて済むわけですね。遠距離のパイプがないことが一つ。それとい

ろんな水源事故等のパッファーにもなっているわけです。地下にたまっていますか

ら。だから，ふところの大きい水道設備ができるわけです。

瀬戸 そうですね。一番先に水の味がいいといっていましたね。

綾 イスラエノレもそういっていたでしょう。パイプを引くよりも地下を通したほう

が安いんだ。水の輸送に地下を使うんだと。

瀬戸 何か，浄水場のかわりみたし、ですね。

綾 そうなんですよ。
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加藤 その泥炭の下の砂れき層を使って，そういう ことをやっているんですか。

緩 いえ，違います。それはウプサラのほうの話です。

司会 それは川があって，そのそばに平 行に十何本か，水道の水源の井戸があっ

て，さらにそこへ）｜｜から取水して，ポンフ。で‘もってモレーンの上へあげて，そこで池

の中に入れているんです。だいぶ水質浄化の意味があるんですよね。それでここから

いれたらどこに行くんだろう，温度はどのくらいいくかということ，やはり温度がす

ごく 問題になるわけですよ。結局，地下に入れたほうが，温度がずっと高くなる。地

表は零度以下になっちゃって，みんな凍っちゃうからたいへんでして，入れた水はど

こへ行くんだろう，その温度がどこまで維持されるだろうか，その 2つが大きな問題

みたいね。

加藤 そうすると，温度も含めた水質の浄化というのが，大きな目的になっていま

すね。

司会 ええ，そうなんです。

武藤 そういうお話を聞きますと，いまのトランスポーテーションの問題，浄化の

問題もあるし，それで突っ込んで，それをトレースして，どこかで出てくる。 1ヵ所

じゃないにしても方々へ出てくる。それで入れたものが 100%出てくるもんでしょう

か。どこかへなくなっちゃうようなことはないんでしょうかね。

司会 入れたもののほうがよく出るんじゃないですか。ここに入れて，ここにまっ

すぐサッと出るというわけじゃなくて，やはり広がりを持って動くから。

武藤 だからうまく回収できるというわけですね。

司会 それは，だし、たい，地下水というのは，区切ることはできなし、。面積約に広

いものですから。

綾 だから少々余計に入れたってかまわないわけなんですよ。それに入れてやった

ほうがし、いわけでしょう。

加藤 もう一つは，水の利用者が限定されておるわけじゃないんですか。

司会 限定されています。

加藤 だから問題がないんですよ。日本みたいに農業にも工業にも上水道にも使う

となると，だれが金を持っかという問題が出てくる。

綾 だれが使うかわからない。だから受益者が特定できなし、から，困難なわけです

ね。そこではちゃんと井戸に対して許可をとりますから， 何 トンくんだら，ここで何

トン人工注入しているから，その費用を払えという ことができるわけですね，当然。

司会 面積が広くなると，ある程度わかるわけです。こ こに入れたものがp こうい

うふうに広がっているとかし、うことが。

武藤 もう一つ，そういうことになると，日本のどこでもいし、から， 山 でも 何，で

も，できるだけ降った水は流きれないように，地下に浸み込むように心がければ，や
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はり地下水はふえるわけて、しょうね。 いずれは出てくるでしょうね，うんと遠くでも。

司会 ええ，例を富士山にすりかえればいし、わけですね。あそこもこうL、う上水道

を使っているわけですから。

綾 水資源公団の赤城用水ができてから，あれの漏水によって，下のほうが水がふ

えたという話がありますからね。

瀬戸 だから富土山のすそ野にはち巻き巻いて，砂防ダムを兼ねてダムをつくって

おいて，とにかく洪水の水をそのはち巻きのあたりへ回して，浸透させてしまったら

というアイディアはあるんですよ，まだ予算化されていないんですが。

綾 自然保護論者から反対を食らったやつで、すね。（笑い）

司会 あれはさらにもっと小さい問題ですね。入りやすくするのにはどうしたらい

し、かということで，上のマサをめくればいいのいうようなことで，もうちょっと大き

な，いまのような山にはち巻きをするかどうか，たとえば極端ですが，大沢みたいな

ああいう沢がたくさんあるわけですから，それをうまく利用できるのかというような

基礎的な問題がある。あれはちょっと枝葉末節で，草や木を刈っちゃって山肌を出す

から何とかし、うことで，自然環境連盟の横やりが入ったように，もっと大きな問題が

あるでしょうなあ。

加藤 そのアイディアを積極的に進めるには，砂防効果という意味では砂防ダムを

つくる。これはぺイするからし、し、わけですが，水を浸透させる費用を，いったし、だれ

が持つんだという問題を，日本の場合，まだ明確に解決できないので，それで試験も

できないんですね。

綾 ですからウォーターベーズン ・オーソリティが必要になるんですよ。

司会 私，昔からの持論なんですが，砂防ダムに砂がたま らなくて水だけたまっち

ゃったら，あまり意味がないんです。水が適当にたまると，周りに逃げていってくれ

るわけですよね。砂防ダムに水だけたまってたら，どうにもならないでしょう。です

から水だけたまらないということは，水が適当に逃げてくれるということです。

6. イギリス，フランス，オランダ，西ドイツ，ベルギー

緩 イギリスのリ一川の計画が，もし実施に移れば，かなりおもしろいで、すね。結

局，自室紀層の水位が下がっちゃったのを，上げようとしづ計画ですからね。

司会 イギリス，フランスの地下水というのは，日本みたいな沖積層，洪積層，第

三期層の新しいのじゃなく，自室紀層，中世代の地層からも水をとっているわけです

よね。中世代の地層は，日本ですと，もうパカンパカンで，とっても水なんかとれる

地層じゃないわけで‘すが，ヨーロッパのはげしい構造運動を受けていない柔かい地層

というのは，何億年，何十億年間，地層がたまったままでゆるく傾いている層で，ほ

んとに何千万年，何億年の地層が，カチンカチンになっていないんですよね。だから



座談会：地下水の人工酒繋に関する座談会 49 

水がとれるんだけれど，それなりに水はそうたくさんとれないし水質が悪い。だか

ら，とると，たちまちにして地下水がなくなっちゃう。それをもとに戻してやろうと

いうのが，大きな目的のようですね。

加藤 それは，どんな水を入れるんですか。

綾水道水です。

加藤 それを入れて貯えておこうということですか。

綾 2つの目的があるわけです。水位を上げるという目的。

司会 ます．原形復旧がーっと，さらにそれが済めば，貯留ということでしょうね。

加藤 なぜ，原形復旧するのでしょうか。もう地下水がなくなったら，使う のをや

めたということにならないのですか。

緩 川の水源そのものが足りませんから。それからシーズ、ナノレな降雨の パタ ーン

が，ヨーロッパは，全部，冬期に大量の降雨があるので，その時点ではあまるわけで

すね。ですからそれを貯留しようとしているわけです。ヨーロッパのどこでも，それ

には最初に原形復旧しなければならない。利用できる水の量を平均化するという目的

が，やはりかなり大きいと思いますね。

司会 これは現場をみないで、説明を聞いただけなんです。次はオランダ。

綾 オランダは，講義だけでしたね。

司会 実は，オランダは大いに期待していったわけです。非常に歴史が古いし，い

ままでだいぶみて帰った人がいる。

綾 上水道関係の人はオランダに行って，その砂丘をみているんですが，どの人の

話を聞いても， やはり浄水に興味があるので， いわゆる地下水の塩水化を抑えるとい

うようなサイドの興味を持った報告書を，私はあまりみていないんです。おもしろか

ったのは，民間協力による観測網の整備はたいへんなものですね。それに民間協力

が，オールただで、あること。もう一つは，協力者に対して，必ず報告書を配布してい

る。協力者に対するサービスが非常にし、L、という感じですね。

司会 観測網の完備，やり方，数，密度，非常に印象的だったわけです。これもた

くさんの日本の見学者の報告があるんですが，どう しても現場をみたいといってがん

ばったんですが，向こうは講演をするのが主だったみたいです。われわれはテソレフト

の研究所グループのあるところへ行ったんで‘すが，まあ講演だけではどうにもしょう

がない。やっぱり百聞は一見にしかずで，だいぶ私自身がんばったつもりなんです

カミ・ ・・。

綾 水鳥が来ているから行けないんだとか，何かそういう話でした。

司会 私たちが泊まったのはロッテルダムでして，場所が悪いんですね。一方通行

なんで‘すよ。つまり，ロッ テノレダム，デノレフト，ハーグということになって，現場が

その先なんです。アムステノレダムに泊まれば，アムステノレダム，現場，ハーグ，デノレ
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フトで，そこで講義を聞いて，サッと帰れたんですが，あれはちょっと選定を間違っ

たんですねえ。

オランダの現場をいくつかみてきたんで‘すが，やはり水をためるのと水質の処理で

すよね。それで人工涌養はどこでやっているか，どこから水を持ってきているかとい

うと，水路とそれをやっている場所の地図があるんですが，だし、ぶ海岸地区でやって

いるんですよ。みんなラインとか，その支流が水源ですが，その水をためる。ためた

水をすぐ出すんじゃなくて，砂丘にためて，それを浸透させて，砂丘の外側でうH二戸で

くみ上げているんですね。明らかに貯留と水質浄化の 2つがある。

綾 それともう一つ，地下水を保つことが大事だということを，さかんにいってい

ました。これはオランダの土地自体が，非常に軟弱な沖積層から成っているから， 水

位が下がっちゃうと，地盤沈下しちゃうわけですね。だから，ぎりぎりの線で水｛立を

保っている。その水位管理が，非常に国土保全上大事だということですね。

司会 オランダ全土にわたって，そういうことがし、えると思います。

加藤 そうすると，もし地下水福養をしなかったら，地盤沈下を起こ してしまう よ

うなところで，地下水をくみ上げているんですか。

司会 あまりくみ上げてはいないんです。

緩 だから常時，耕地面の水位をコントロールしているわけです。

加藤 そうすると水質の処理とい うのは。

綾 それは上水道に対してなんです。

加藤 砂丘で入れまして，砂丘の端っこかどこかで抜いてしまうわけですねe

司会 そう，内陸側でね。

加藤 かつ，泥炭とか軟弱層が分布する地域では地下水位も一定に保つように一。

綾 常時，監視しているわけです。監視体制が確立しているわけですね。例の昔風

の風車か何かで排水し過ぎちゃうと，地盤沈下してしまうわけです。

司会 あれでくんだくらいで地盤沈下を起こすんだからね。（笑し、）

綾 フワブワなんです。

司会 その次はドイツ。

綾 ジュッセノレドノレフはちょっと事情が違う。 上水道ですからね。主要な点は水の

総合管理をみたということですね。

司会 ルーノレ川流域水管理共同組合とか何とかし、うのがあるんですね。

綾 これは日本人がしょ っちゅう行くと ころです。

司会 日本語の報告書をもらっちゃってさ。（笑L、）

綾 下水道界では有名な，カ ーノレ ・インフォフという人の書いた聖書みたいな有名

な教科書があるんです。その息子さんがし、るんです。

司会 ノレーノレ流域の水管理を書いた論文があって，それをみんなに くれたんです
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が，その翻訳が，札幌の市役所の岡本成之さんという人が訳して，『水道公論』という

雑誌に載せたんだけれど，そいつをくれたんて、す。

綾 エツセンのは浄水目的のための溜養で，一種の人工的なインディスト・リチャ

ージですね。それは電気もやっている私企業の水道会社がやっています。

司会 それが河床に池を掘ってやっている。

瀬戸川からとり入れて，またそれを櫨過して処理している。

司会 次はフランス。ここでは，観光とリール地区に行ったんて、す。リール地方の

印象はどうでしたか。

瀬戸 そこの研究所のようなところで伺って，それからベルギーへのり込んでいき

ましたが，あれがちょっとおもしろいなあという感じでした。隣合わせの小さな国と

の協力，要するによその国でやっているわけですよ。ベルギーでそういう実験地があ

って，そこでやはりJIIから取り入れて，その川は…

綾運河ですよ。

瀬戸通っている船は何ですかね。ものすごく波を立てていくから，ずいぶんきた

ない水が入るんじゃないかなと思うんですが，尿尿処理の運搬船みたいな形のやつが

通ってる。（笑い）

綾 ヨーロッパでもどこでも，水運が非常に盛んなわけです。日本はどこも消えう

せてしまったで、すがね。やはり運搬コストは一番安いわけで、すからね。

司会 フランスとベルギーの国境のほうで，わりあいにやっているわけです。それ

でフランスでやっているところはちょっと遠いから行けないというので，お隣のベノレ

ギーに行って，そこをみてきたわけで、す。これがフランスとベルギーとが共同でやっ

ているところです。

瀬戸 実験だからでしょうか，わりにこじんまりとしたところで，池が2つぐらい

ありましたね．

綾 沈でん池です。沈でんさせて，それをいきなり注入するわけですね。その注入

のやり方が，ちょっと変わっているというか，いわゆるスプレッディングに近い形の

注入方法。

司会沈でん池が2つあったんですって。黒いビニールをかけて，浸み込ませない

ようにしてあるんだね。そこで沈でんさせて，こっち側に四角い穴を掘って，そこで

水を入れるc おもしろいのは，その中に観測井がありまして，いろんな深さから水が

とれるようになっているんです。入った水がどの深さにいくと，水質がどういうふう

に変わっているかというー

綾 目的を聞いてみたら，その地方でもう 1ヵ所人工泊養をやっているところがあ

るんですが，そこは夏場に地下水が降下するのを防ぐ目的で，上水を入れているわけ

ですね。そのフランスとベルギーの共同研究というのは，運河の水がかなり汚濁され
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ているわけて、す。 B0 Dがかなり高いわけて、す。そういう水をあまり処理せずに，何

とか地下に入れられないか，そういう目的なんです。

司会 沈でんだけぐらいで－－。

緩 簡単に入らないかということです。

武藤 そうすると，そういうものは本来，入りにくいわけなんですね。

司会 入りにくいというよりも，要するにシルトなんかだけを沈でんさせただけて司

入れる。そうすると，まだ依然、と して浮遊物質のほかに，いろんなものが溶けている

わけですね。それが地面の中に入っていくにしたがって，水質がどう変わっていくか

というのをみているわけです。

後 なかなかそういう水を突っ込むということに対して，許可が出なかったといっ

ていましたね。

瀬戸 実験井戸の底から採ってきた水を最終的には，だれが飲んでみたんで‘すか。

綾 飲んだ方はだいぶいたと思し、ました。

武藤 今後， 下水を突っ込むなんとL、う場合，そういうのがずいぶん参考になりま

すね。

加藤 そこら辺，直接的に注入口から入れるんじゃなくて，どうせ水路から入れる

んでしょうけれども，その場合に， B0 Dの高いものを入れても，地下水には支障が

ないんだというようなデータを相当持って，自信を持ってやっているんですかねえ。

綾 裏づけを得るためで、すね。

加藤 そのための実験をやっているんですか。

司会 そういう ことです。鉄だとかB0 Dが……，それをもらってきましたよ。

武藤 私，また例によって心配なのは，“目づまり”を起こすんじゃないかというこ

とですね。

綾 ですから，その実験をやっているわけです。

司会 水質の改善ということを兼ねてやっているわけです。

瀬戸 話はさかのぼりますが，オランダなんかでは，汚染された水が入っていった

とき，いままで問題になっていないという言い方をするんですね。

綾 ですから，ルール川とかそういう水源の水が極端に悪くなったときは，地下に

入れないんですよ。だから大きな貯水池をその前段に持っていて，し、し、ときだけの水

を使うわけなんです。それは当然の配慮なんです。

瀬戸 渇水にでもなって，泊養を中止するわけにいかなくなったときなんか，ちょ

っと困るでしょうね。

綾 だから大きな貯水池を持っているんです。

武緩 やはり日本みたいにこう人口が過密で，工場が林立しているというようなと

ころですと，貯水池の大きさも－
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綾 計算してみますと，大して要りません，日本でも。ある程度，計算されている

んです。思ったほどじゃないですよ。

司会 それからパリの郊外に行って，研究所でご高説を拝聴いたしまして，それか

らイタリアに行ったんで‘す。

綾 パリの研究所で，地質図のえらい精密なのができているので、感心したのと，も

う一つ非常に感心したのは，水経済地図ですね。

瀬戸 要するに，ここで水をとる場合の値段はいく らかとい う， コスト図という ん

ですか。

綾 ええ，それが全国の地下水が色分けで，完全にできているんです。

加藤 そんなのを一回，どこかに参考に出していただくとし、し、ですね。（笑L、）

綾 これは地下水だけの地図ですが，地表水自体が，ああいう地方では川が大き く

離れていますから，使いにくいんだと思うんですよ。 やは り手近なところでは地下水

を使うということになるんで，その地下水経済地図というのは，非常に価値があるん

です。それは社会的なマイナスの費用も入っているわけです。地盤沈下を起こす可能

性があるところもです。だから北部のところは，非常にコストが高くなっています。

その他にも注入後の水温に関する問題とか，いろいろ講義を聞かされましたね。一生

懸命に勉強している。

7. イタリアの印象

司会 今度はイタリアですが，だいたい，地盤沈下が主でしたね。

綾だけど， 日本と違ってセンチ単位なんですね。

瀬戸 水の都ベニスなので，もうちょっと沈下したら， 町じゅうがふつうの満潮の

ときにつかってしま うというような，センチ単位の水収支対策ということみたし、で，

結局，地下水の汲み上げを全面的に禁止したわけて、す。

綾北側に工業地帯があって，そこで地下水を使っていたのを禁止して，代替水源

として，工業用水道をヲ11,、たわけで、す。それで地下水が少し回復して，1センチ地盤

が上がったとし、L、ましたねえ。

武蔵事 そうすると．回復しつつあるんですね。

緩 いや，回復したわけで‘す。

瀬戸 それ以上は無理だということになるんじゃないでしょうかね。 いくら突っ込

んでやっても，注入水が全部入るわけじゃないし。

司会 話が3つあって，われわれは行かなかったんで‘すが，ロ ンパルジア平原でも

のすごく天然ガスをくんでいたんで、す。この地盤沈下がひどかった。 もう一つ， ベニ

スの対岸の本土の側の地盤沈下の問題。も う一つは， ベニスの島それ自身，つまりサ

ンマノレコ寺院の広場が水没することがあるんですが，それはなぜだろう，どうしたら
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札、し、かという問題。後の 2つはみてきたんですが，本土のほうはみなかったんです。

たいへんたくさん資料があるんですね。

武藤 さっきから地盤沈下のお話がよく出るんですが，やはりヨーロッパでも，地

下水の過剰くみ上げをやったんですかね。その結果なんでしょうね。

瀬戸 そのお話だったら，いまのペニスだけでしょうかね。大量にやったのはやっ

たらしいて‘すね。工業用水のために。

司会 その過剰とか大量というのが問題で，ある場所では，少なくても過剰になっ

てしまうし，日本の量からいうと，たいしたことがなくても大量になってしまう。

綾 だから日本の量からいいますと，たいしたくみ上げ量じゃないんですよ。コン

ビナートといっても，日本の規模よりはるかに小さな工場地帯なんですから，全然、ス

ケールが違うんです。

司会 1日l万トンにならないんだよね，たしか。日本の何十万トンという話とは

違うんですよ。それでも地盤沈下が起きるんですから，日本で起きるのは当然です

よ。（笑い）

瀬戸 それとベニス地域をゲートで閉め切って，地中に止水壁を設けて地下水が逃

げてし、かないようにやってみょうかということで取り組んでる。

綾 あれは設計の国際競技会から出たものなんです。結局， イタリアの経済危機で

とてもお金が出ないということで，代替水源を引くだけで終わりという現況ですね。

司会 ヒ。サの斜塔みたいに，国際入札をかけたのもあるけれどね。

綾 それもひっくり返りそうになっても，結局，金がないんで，あの話はつぶれて

しまっているわけです。

瀬戸 ああいう実際に深いところで止水壁的なものをやるのは，金との相談なんで

しょうが・・・・－。

綾 ですから，結局それをやめて，湖みたいに入江になっているわけですが，入口

をふさいで，水位全体を上げよう，あるいは高潮を調整するとか，そういうことを，

今度，設計入札にかけるわけです。

8. イスラヱルの印象

司会 その次がイスラエノレ。最初に公社みたいなところに行きまして，これは日本

の公団のようなもので，お役所といってもし、し、が， Tこだ，身分が役人じゃないですね。

綾 イスラエノレの役人というのは，かなりの部分が，半官半民なんですね。外国の

コンサルティングまで商売をするわけです。

司会 オランダにもそういうのがあるんですが，その公社に行って，講義を拝聴し

たわけです。もう ちゃんとだれが何の話をするか，偉い人の名前がザーッと出てき

て・・・。半ドンの日に行っちゃって，講義を開いて，ディスカッションをして，現地
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d土ど うしても案内できないというのを，私が強引にがんばって・・・・。

綾 ええ，おかげでかなりたくさんみました。

司会 井戸掘りをやっている現場に行きました。それから井戸でもって注入してい

るところ，それから石灰岩の泉があって，その水をまだ使っているわけです。主な現

場はその3つですかねえ。

綾 ナショナル ・アケーダクトはみられなかったですね。

司会 それはイスラエルの北から南まで，ダーッと幹線水路なんて‘すが，それはみ

もれなかった。ただ，井戸屋さんは，天下のイスラエルの井戸というのは，あんな程

度かというので，わりあいに安心したというか，軽ベつしたというか，そんな目でみ

てきたよ うです。グラベルもありませんでしたね。砕石をグラベルと称しているわけ

です。日本なんかだと，グラベルじゃない，グリ石といわれるようなやつ。玄武岩の

真っ黒い石を，要するにピーターでもって粉にしたやつで、すよね。あれはひどいよね。

加藤 それを井戸に入れているんですか。

司会 ええ。

綾 注入井で，注入すると，井戸の周辺部が陥没するというんですよ。注入井のそ

叶まに，ちゃんとグラベルを補給するように置いてあるわけです。放り込む穴が明けて

ありましてね。

司会 とにかくお組末なんですよ，日本の井戸屋さんにいわせると。

瀬戸 機械そのものがアメ リカのお古みたいで，日本ではもうあんな機械は使って

。丸、なし、。

加藤 ということは，相当大きなれきが流れていってしまうということですか。

綾 いや，砂が逃げていくんじゃなし、かというふうなことをいっていました。

司会 地層が細かい砂なんです。砂漠の堆積物でしょう。そうなると気候変化があ

った場合，たとえば沖積世全体を通じて，ほとんど乾燥地でしょう。だから風で吹っ

飛ばされてきて，わりあいに粒形はそろっているんだけれど，細かし、砂なんです。た

まにれきが混じっていても，ほんとにそれはすべすべなんですね。メノウみたいなや

つがすり減らされて，ぜんぜん角のなくなったきれいな，そんないし、れきがあるんで

す。それは非常に少ないわけでオ，砂れき層が多いので，やはり砂が動くんですねえ。

日本の井戸屋さんにいわせれば，いろんな手があるわけですが，それができない。

加藤 注入上の問題はあまりなかったんですか。

綾 結局，砂岩層と石灰岩のカルストに入れているわけです。それでボイドが大き

小，平たくいうと，割れ自に入れているわけです。

加藤 先ほどの陥没のお話からすると，石灰層とかし、うことに限定しないて、，堆積

滑のところにも入れているわけですね。

司会 いや，そうじゃなく，その石灰岩の基盤の上に砂れき層があって，水が入っ
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ていくのは，その下の石灰岩の層なんです。あまり日本には参考になりませんが，と

もかく入るという点からいうと，まことによく入る。

綾 それともう一つの非常に大きい特徴は，そうしづ注入井とくみ上げ井3 それか

らガレリー湖からのナショナル ・アケーダクトによる送水を，非常に うまく ，総合的

に運転していることなんですね。

瀬戸 国家管理ですかね。

緩 ええ。 たとえば地下水の水質は，塩分が非常に低いわけですね。だからアケー

ダクトの水と混合して使う。あるいは塩分濃度の高い井戸のところに，塩分濃度の低

い地下水を注入して希釈させて，再度く み上げる。あるいは地表ダムをつくると蒸発

してしまうから，冬期の水が豊富なときは，できるだけ地下にためておく。われわれ

が行ったときは，まだ冬が始ま っていないとし、し、ましたね。雨が降っていない。

司会 そうそう。ちょうど地中海性気候の雨になる前でしたよね。それで雨の降る

時期との問題とか，水質の希釈の問題，水質浄化の問題とか， いろいろ総合的な調整

をやりながらやっているというところが，非常に目立ちましたね。

緩 もう一つは，イスラエノレは砂漠かと思ったら，全 然、そうじゃないという こと

ね。（笑い）

司会 まあ，砂漠のところまで行かなかった。あのもうちょっと向こうに行くと砂

漠ですね。

瀬戸 砂漠というのは， もっ とひどいんですか。

司会 もうちょっと南に行くと，すごくなるわけです。あそこは半砂漠でしょうな

あ。

綾 ですけど年間降雨量 500阻と有効降雨量が 250mmといっていましたから，あの

地区は非常にいいんですよ。砂漠とし寸形をとっちゃったのは，結局，放牧によ り土

地を荒したということなんですよね。だから放牧をとめちゃったもんだから，木が生

え始めた。

それからイスラエノレに行って，下水処理水をスプレッディングで入れているという

話が非常にいわれていたんで司すが，やっているのかと聞いたら，やっていないんです

ね。

瀬戸 何か，突っ込んで、いるんだというし、L、方をしていましたが，そ うでもないん

ですか。

緩 それは計画なんです。

司会 それはだいぶ前から，日本で国際水文学会議の第2回をやったときくらいに

すでに発表したんですね。

綾 だから当然，私はやっているとばかり思って行ったんて、すが，やっていないん

です。それでわれわれだと下水処理水の再利用だ’何だとよ くいいますね。だからi当
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然、，工場地帯に対してそれをやっているのかといったら，下水処理水を放流している

んですよ。現況では，水が結構，そういうマネージメントによってちゃんとある，そ

ういう事情らしいという感じを受けたんです。

司会 そろそろ総括をしておきましょうか。やはりほんとに必要性があってやって

いる。それは水資源でもあるし，地盤沈下もあるし，地盤の中に水が含まれていなけ

れば，安定な地盤でないといったような，やむにやまれぬ必要性があってやっている

んだということ。第二番目に，法律的な裏づけの問題では，非常にやりやすくできて

いるということですか。

荒田 そうですね，実態がそういうことで，必要性がありますからね。特にイスラ

エルなんて典型的なところだと思うんです。イスラエルで、は降った雨の90%を利用し

ているんだそうですよね。ですからほとんど完全に利用しているといってし、いと思う

んです。そういうことから私人がみだりに使っちゃいけない，パブリック ・プロパテ

ィとし寸法律上の表現がありますが，要するに，水は公共のものだということで構成

していますね。

武藤 いまのお話ですが，そういう貴重な水を，地下貯留とか地下水の強化とか，

そういうことをしちゃうのはもったいないような気がするんですが，地表水のまま

綾 地表水にしてはいけないんです。

司会 濃縮，蒸発してしま う。

武藤 その辺が，まるっきり日本と違いますねえ。

荒田 いってみれば，イスラエノレは水のノミイプラインが，全国中にあるわけですよ

ね。エルサレムに行く途中にずうっとありましたね。

司会 地上と地下の自然のパイプライン。

荒田 両方ある。

司会 それは貯蔵庫にもなっている。

加藤 イスラエノレの地下水泊養というのは，降雨時期と水を使う時期が違うから，

それの調節のためにやっているんだというのを，ちょっと読んだことがあるんです。

荒田 そういうことも，もちろんあるようですね。夏は雨がなくて，冬に降るわけ

ですからね。

司会 要らないときに雨が多くて，要るときに足りないんですから，そういった時

間的なずれを解消する。

緩 それを地上にためるわけにはし、かないんです。

荒回 目的からいくと，イスラエルなんかは農業用ですね。カルティベートしなけ

ればL、かぬものですから。それでも農耕が可能なところは，土地からみるとあと倍ぐ

らいはあるんだという話です。ところが，水が足りないもんだからできないんだとい

うことを，ちょ っといっていました。私はイスラエルというのはもっと砂漠かと思っ
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たら，案外，緑が青々としていて，ちょっとびっくりしたんて、す。それでもやはりエ

ルサレムから東のほうは死海まではまったく砂漠だとい うんですね。 何にもない。

武藤 ですけれど，その緑が，おそらく人工の緑なんでし ょうねえ。

荒田 大昔は，聖書にもあるように緑が多かったんでしょうがね。

瀬戸 放牧で山羊が緑を食い荒してしまったわけですね。パレスチナはだし、たし、放

牧で進んでいますから，放牧を許せという。イスラエノレは，緑を定着させるため許さ

ないと，こ ういうのが 1つの争点、で，妥協できない話の一つになっているらしいです

ね。

武藤 農耕民族と放牧民族ですからねえ。

綾 1つつけ加えておきますと，どういうふうに水を使っているかというと， 実例

にベツレヘムの寺院に行きま したときに，花壇に散水しているんですよ。これは水道

水かと聞いたら，「雨水だJというんです。その前の冬に降った雨をためていまして，

それて、草木に水をやっているわけです。地下に大きなタ ンクがあって，それは何世紀

も前から行なわれているわけですね。

荒田 イス ラエルでもう一つ水との関係で重要だと思うのは， 水に対する考え方，

やかに大事かということ。エネルギー問題と関係しますが，温水器はほとんどの家庭

にあったんじゃないでしょうか。

綾 最近，急激に普及したんだそうです。

荒田 あれには驚きましたね。 エネルギーの問題ももちろんあるんでしょうけれど

もね。

緩 太陽ふ‘ろというやつです。

荒田 一事が万事で，ああいう 国ですから，使える ものは何でも使おう，大事にす

るものは，きちっと大事にしていこうという，そ ういう感じがよく 出てましたね。

9. まとめ

司会 いまのやつをもう一度総括しますと，要するに，やむにやまれぬ要求があ

る。これは国によって違いがあるわけですよね。みんな目的が多少とも違っておりま

すが，やむにやまれぬ事情があってやっているんだ。そうし、う事情であるから，やは

り法律的な裏づけも，それがうまくできるような形に，だいたいなっている。 3番目

は，調査の問題。調査，観測の体制が，まことによく 整っているとい うこと。それか

らそれを含めて，実施に非常に金をかけている。

綾 それともうーっつけ加えるなら，最近の上水道，下水道の日本の流行の観点か

らいうと，新しいことをやっていないということです。新しいという意味は，大はや

りの技術，最近に開発された技術を使わずに，古くからある安定した技術を，できる

だけ応用しているという こと。
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司会 これはリチャージにもいえるかもしれませんが。

綾 ええ，リチャージに関しても，私はそうだと思います。オーソドックスであ

る。

司会 珍しいものに飛びつかないで，オーソドッグスの方法をじみにやっていると

いうことですか。

綾 ええ。

武藤 日本は，まだやむにやまれぬときまで，まだきていないわけですね。これか

らやるんですから後進国ですね。

司会 それはきているんでしょう。

綾 きていると思いますよ。

荒田 そのやむにやまれぬということの具体的な問題としてはやはり水の値段だと

思うんですね。 向こ うは高いですよ，水道料金にしても，日本なんかの比じゃないと

思いますよ。だけどそれは必要なものだから， 高くなっているのはあたりまえだとい

う，そう いう感じがあるんですね。

綾 受益者負担の原則が貫徹しているんですよ。

荒田 日本みたいに別の要素が入ってきて，工業用水は政策的に抑えるとか，水道

料金はシピ、ノレミニマムの確保上必要だから抑えるとか。

綾 農業用水は，同じ水なのに，はるかに価格が低いわけでしょう。そういうのと

は全然違う。

荒田 そういう意味では，日本はまだ恵まれているといえるかも知れません。

司会 やむにやまれぬ事情があるにもかかからず，まだ行なわれていない。（笑しつ

ですから，今度みてきたことが，昔みたいに，すぐ焼き直しでそのま ま応用できると

は限らないわけですが，日本に適した方法をよく考えて，もうやるべきときは卜分に

きているという感じですね。

武藤 どうもありがとうございました。

（昭和51年 1月16日，於，霞山ピノレ， ；／＂E山）
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