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本誌 きょうは，水資源問題の中の地下ダムの問題につきまして，いろいろな角度

からお教えいただきたいと患います。 川合さんに司会をしていただきたいと思います

ので，よろしくお願いいたします。

地下ダムとは

川合 では，本日は，地下ダムについて多面的に御意見をいただきたい と思い ま

す。まず地下ダムの位置づけといし、ますか，これを水資源の開発方策としてとらえる

か，あるいは国土保全と してとらえるか，いろいろなとらえ方があると思います。水

資源問題について，昭和48年建設省では広域二次の利水調査報告を発表しました。そ

れがいま までのところ，公式に発表されたわが国の将来の水需給予測をマク ロ的にと

りまとめたものですが，その後，日本の経済情勢が非常に変わってきており，最近の

経済の低成長 ・安定成長という方向では，当時作りま したこの広域二次の報告書も，

少し見直さなければならないという ようなことで，実は，需要，供給両面からこれを

見直すということで，いろいろ作業をやってきているわけです。

需要の関係から見ると，確かに日本人は概して水を使い過ぎるという点もございま
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す。国土庁も水資源基本問題研究会の報告書の中でも，節水型社会の形成ということ

を提言されていますe そういった面でも需要を見直さなければならない。一方，供給

の面から見ましても，最近，ダム開発が？水没地域の住民からの反対があるとか，あ

るいはダム適地が非常に少なくなってきている。また，ダム建設に非常に費用がかか

るというような問題があって，供給の面からも問題が起こってきているわけで，今後

新しい，水の合理的，高度的利用もふまえ全体の管理を含めた供給体制jを考えなくて

：土ならないということで われわれ建設省で、も，いろいろな方面からのアプローヰを

やっているわけですc

実はその 1っとして司ことしの正月に，地下ダム構想を水資源開発の・環として発

表したところ，新聞がこれを大々的にとり上げ，その結果，世論の反応が非常に敏感

、こ出てきま したe 今後こうし寸新しい地下ダム構想を打ち立てていけ［互いL、んだとと

それを追いかけるように，水資源公団の総裁である山本三郎さんが， 新しい水資源開

発という面で，地下ダムに公団としても協力する用意があるということを発表され

て，今後，公団と Lても積極的にこの研究を進めるべきだということを言っておられ

ます。

それから，各地方自治体，たとえば奈良県，石川県，埼玉県，そういうところから

もいろいろ問い合わせがあっ て，建設省が，地下ダムを今後，大々的に打ち出すので

あれば，せマひわが県を対象にその研究をしてもらいたいという要請もございますc そ

ういう賛成派もいますc 一方．建設業協会などの業界面からも，私のほうに電話があ

って，地下ダムというのは．地下に何か構造物をつくるんじゃなし、かという ことで‘

将来，そういう仕事がふえるのじゃなし、かという思惑もあったんじ平なし、かと思うん

ですが，地下ダムとはどういうものだという問い合わせが，ずいぶんありましたc こ

のようにいろいろな方面から関心を持たれたのじゃないかと思います。

また一方，その反対に現在事業実施中のダム水没地域の住民からはそんなに容易に

地下に水がためられるのであれば， われわれは，何も地上ダム建設のための水没の犠

牲にならなくても，水資源開発ができるんじゃなし、かという話も ございました。これ

が現在やっているダムおよび水資源開発事業の足を引張るというかっこうにもなって

いるわけです。賛否両論，いろいろな反応がありまして，それから見ますと，地下夕、

ムというものの受けとめ方が， 人によってそれぞれ違うという ことが痛感されたわけ

です。

私のほうで地下ダムという名前をつけたのは，本来ダムは水をせきとめる構造物で

ありますが，今回，地下ダムとは構造物をつくるという意味で私のほ うが出したのじ

ゃなく，もっと広い意味で水をためるという意味で、使ったわけて、す。この構想、は新し

いものでなく ，前から地下ダムとし寸言葉を使っている学者先生もおられますが，言

葉の定義もはっきりしていない状態ではなし、かということも，痛感させられたわけで
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すe 本日は，地下ダムをめぐって，いろいろな点からの問題点を，先生方からご意見

を出していただき，私のほうでは，この構想を大いに積極的に進めようと思っている

わけです。まず山本先生，地下ダムとL、う言葉の受けとめ方についてはどうでしょう

カミC

山本 いま，川合さんからご説明のあったとおりなんです。つまりダムは構造物な

んです。それで地下ダム構想というのは，必ずしも地下に構造物をつくるばかりが能

じゃなくて， 地下を貯水池として利用する，アンダーグラウンド ・リザーパーとして

日本ではよく貯水池をダムと訳している。そのまま利用する場合があるわけです。つ

まりアンダーグラウンド ・リザーパーをうまく 利用するのが，地下ダムなんですよ。

だから地下ダムというよりも地下貯水池といったほうがよかったかもしれませんね、

地下ダム構想は，いまご紹介のあったように賛否両論を呼んでいるが，とにかく人

工溺養という形で世論が高まってきたことは，実にすばらしい効果があったと思うん

ですe その場合に，ゼネコンが飛びついてきたのは，確かに大きな構造物をつくると,,. 
いう思惑もあったかもしれないという，そういうお話がありましたが，そういうのが

ないわけでもないんですよ。地下は非常に広いボリュームを持っているわけですが，

その大きなボリュ ームの 3分の lくらいは空げきになっているわけですよね。昔，い

まのように地下水をうんとくみ上げていない前は，その空げきの中に地下水が満たさ
容‘れていましたが，現在はほとんど満たされていない。つまり空になっていて，極端な

ことをいえば，関東平野の下なんかは，俗っぽくいえば空洞になっている。そこに水

をため込んでおこうじゃなし、かというのが，地下ダム構想、だと思うんです。
・現

構造物の問題に関していうと，地下を貯水池として利用する場合に，構造物が必要

な場合と必要でない場合とがあるわけです。この間の国際シンポジウム（流域の水管

理）で，松尾さん（京都大学教授）が講演をしたら，オランダのホノレカーさんからf
そんな構想はだめだといわれた。それは非常に限られた場合だと批評された。ホルカ

ーさんのいったのは，わりあいに狭い河床で，それをピシャツとしめきって，河川敷

の下の方を貯水池に使う場合には，非常に有効だろ う。帯水層の厚い，たとえば奈良
＃事 、

盆地みたいなところではむずかしいと，そういう批評をしたわけです。

ただ，ホノレカーさんのいわなかったことで，たとえば松尾さんを弁護するとすれば，

海岸みたいなところは，やはり構造物をつくったほうがいいわけですよ。それは水が

黙っていれば自然、に逃げてしまれそれをとめることができる。第2番目は，逆に地

下水をくみあげすぎ，海水が逆流してくる，いわゆるヘルツベルグ法則による海水の

浸入を防止する対策があるわけですよ。つま り水をためる効果と海水の浸入を防ぐと

いう 2つの効果があります。ですから必ずしも狭い河床を締め切るだけじゃなし日

本列島のまわりは全部海ですから，そういうところで地下貯留をやる場合には，周囲

にカーテンみたいなものをつくることが非常に大切だと思います。
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いま，現実にそれを日本でやっている ものが 1つあって，宮古島は，それで地下水

規制と確保をやっているんです。そこで地下水を有効に利用するために，海岸に，基

盤までの構造物をつくるんだそうです。これは沖縄総合開発事務局の農業関係の部で

やっています。地下ダムというのは，必ずしも悪い言葉て、はないんですが，ほんとは

もうちょ っと広い意味に解釈するためには，地下貯水池とか地下貯水構造といったほ

うが，ょいと思うんです。構造物がないわけではなし必要な場合もございます。

川合 確かに松尾先生のは，何か構造物をつくるようなことを書いておられます

ね。われわれは，地下ダム という名前をつけたのは，だいたい，地下貯留ということ

で建設省の構想を発表したのです。それについて，実は今年度から建設技術開発総合

プロジェ グトの調査費がつきまして，地下ダムのいろんな技術面に対する調査を進め

て行くということで，調査を始めました。

三本木 構造物を伴うか伴わないかという点で，法制的な面の扱いが変わってくる

という点を， 1つ指摘したいと思うんです。と申しますのは，自然の入れものを利用

する場合と違って構造物をつくる場合，何らかの用地の手当て，あるいは地上権の取

得，そう いうものがまず必要になる ことは明白です。それから，で、き上がった施設を

公共施設として保全する，いわば河川法でいうような公物制限というものを，どう法

制化していくかという点で違いが生じてまいります。

もっと広く考える と，取水の仕方の面からも河川の自流ないしは不特定補給水を使

うようなものが 1つあります。もう 1つは，ある構造物に付随する水利権という もの

があり，それらの扱いが違ってくるわけですね。そういう意味で，問題が2つに分か

れてくるんじゃないか。この座談会の標題が地下ダムとい うことですので， ここで，

そういう面の検討も将来必要になるという ことを指摘しておきたいと思います。

地下ダムの目的

川合 確かに，それは問題になるんでしょ うね。次に，地下ダムの目的というか，

地下を貯水池として使う目的です。 1つは水資源開発という点で地表ダムと同じよう

に利用する。実は水理的には，非常に違いがあるんでしょうがね。もう 1つは，国土

保全という面で地下に水を入れて地盤沈下をある程度防ぐ，また水を強過するという

か，地下の浄化作用を利用するといういろいろな 目的が考えられると思うんです。そ

の点についてお願いしたいと思います。

山本 つまり地下貯留をやる大義名分，錦の御旗とい うか，そういうものはいまお

っしゃったいろんなことがあると思うんですよね。しかし，まず地下貯留が可能であ

るということを大前提に置かなければならないんです。その場合に，特に日本では，

地表ダムがっくりにくい。地質的な原因や社会的なインパクトの問題があって，地上

のダムがっくりにくいとL、う条件もある。これをちょっと数字的に申しますと，日本
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の総面積が， 37万km• です。島も全部入れて。 そのうちの 7割が山地だといわれてい
るでし土う。そうすると25万km2 ぐらいが山地ですが，これには丘陵も入っているわ

けですね。だからダムができる可能性のあると ころは，その半分の12万km• くらいし
かないわけで、すよね。国土庁の試算ではいまあるものにプラスして60か70のダムが必

要で，仮に 100個のダムをつくるとすると， 12万を100で割る と， 1,200km2になる。

こういう計算はどうかと思うんですが，12万km2の中に 100個つくるとすると， 1個

平均の川のダムを受け持つ面積は， l, 200km＇しかないわけですね。たいへんお粗末

なものになってしま う。だから，そういう面からいっても地表のダムがっくりにくい

だろう。

それに比べて，地下の体積は非常に大きい。幸いにして，日本の大平野の地下は，

Tごし、ぶ空洞みたいになっている。それを埋めるということは，それ自身が， lつの災

害復旧になるわけですね，地盤沈下対策というか。要するに，地盤の空げきの中には

し、L、場合も悪い場合もあるんだろ うけれど，水があっての地盤なんですね。空げきの

中に水がない状態はクッションのない地盤で，スプリングのない自動車なんです。そ

ういう感じで，災害復旧もしてし、かなければならなし、。幸いにして地下が空 いてい

る。地表ダムが非常にむずかしくなってきている。 さらに地下のボリ ュームをフルに

利用する。この3つが，一番大きな錦の御旗になると思います。

川合 坪井先生，この点について，一般の受けとめ方なり，今後の進め方はいかが

なもんでしょ うか。

坪井 私，専門的なことを勉強させてもらおうと思って来たので，技術的なことは

わかりませんが，一般の受けとめ方は， 山本先生のおっしゃったとおりだ と思いま

す。ただ私が強調したいのは，どうやって実現するかを政策的に考えていく ことが必

要だということです。山本さんのおっしゃるとおりなんだけれど，それに至るアプロ

ーチ，現実の国土の状態，その 2つからいうと，国土保全という ことから出発するの

が賢明じゃないか。なぜかというと，現実に，地盤沈下というのは，建設省の調査で

も39地域の都道府県で，いままて‘なかった山形盆地，甲府盆地まで始まってしまった

わけですね。内陸の一番固くて安全だとされていたところが沈下を始めているとい う

のは，これからますます地方都市の都市化につれて，沈下が前進するんじゃないか。

これからのところがそういう状態ですし，さ らに現実にいままであったと ころという

のは，一応，ひところよりは止まっているとはいえ，首都圏南部とか阪神尼ヶ崎， 濃

尾平野，北九州，新潟も依然と して止まってはいないわけですね。

そうなってくると，失なわれてふたたび戻らない国土，さらに海水の浸入や構造物

の沈下による，危険も伴う。たいへんな国土の損害だと思うんですね。 荒川の秋ヶ瀬

の取水堰も，沈下のために今度90億かけてっくり直さなければならぬ。沈下がなけれ

ば， 90億の治水の事業ができたわけで、す。それが沈下のためにそっちへ持っていかれ
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る。そういった，大げさに言えば，地盤沈下という，急迫しつつある災害に対して，

すぐ手を打たなければならないというのが，沈下に対する本当の受けとめ方だと思う

んですね。 ところが，工業用水道の規制などいまでも非常に甘い規制がされているん

ですね。工業用水の手当てができて初めて規制する。現実の国土は，自の前で沈下し

ているのに，行政のほうは，それと逆のことをやっているわけですね。それが現実だ

と思うんです。国土保全という ことにしなければならぬことは， だれでも理解しなけ

ればならぬことですね。そのためにはどう いう手があるかというと，地下水の保全と

注水ですね。新潟の例をみても，沈んでいたところも水を入れる ことで止まっている。

東大阪はまだ沈下していますが，大阪の市街地の方はほぼ止ま っていますね。東京の

ほうも，水規制法をやれば効果があるということは，はっきりしている。ですから国

土保全のために，地下水の保全をやらなければならない。ここから進んでいくべきで

す。

また，法制的な面でいうと，あくまでも公水としての位置づけをしないと，実効あ

る規制はできないと思います。いまの民法では，地下水は私有権が及ぶということに

なっている。先ほど三本木さんは構造物とそうて、ない規制の函で，多少違ってくると

いうが，どっちにして も民法の私有権の範囲内でやるとすれば，たいへんなブレーキ

になってしまうと思うんです。公水にすることが，本当に私権を侵害するなら別だけ

れど，そうでないという現実と理論構成をする必要がある。それには戦術的にいって

も，国土保全ということから出発するのが， ・番し、し、んじゃないか。要するに，地下

水というものは，固定し，限度化，個別化されているのではなく ，地下水脈から全部

つながっているわけですね。それが証拠には，片一方で吸い上げると，その影響が憐

の県にも及ぶこと も明白にあらわれている。わが財産にあらずして，公有物であるこ

とははっきりしているわけですからね。それをもう少し国土保全ということで前進さ

せて，そういう理論体系をした上で，今度は，ど うしていけば保全になり貯水になる

かを考えていけばいし、。このやり方が法律的にも戦術的，政策的にも賢明なことであ

るし，これが国土行政上プラスになると思います。

川合 大木先生， この点何かご意見ありませんか。

大木 私も，いまの山本先生や坪:ti二先生のお考えにたいへん共鳴しているんです。

私は地方で地下水を研究してはし、ますが，今度出てきました地下ダム構想を地下水の

合理的な管理という面で高く評価しています。いままでですと地下水は地盤沈下にな

るまで、無計画に放置して，使うだけかつてに使えと しておいて，ひとたび地盤沈下が

起きますと，も うあれは資源でない，使ってはいけないとなってしまいます。 いずれ

もその両方の聞に，行政的な意味で、非常に広い範聞があると思います。資源として使

える地下水もその管理を合理的にやらなければ，地盤沈下が起きます。地盤沈下にな

ってしまってからでは，回復するために莫大な投資が要りますし，もとに戻らないわ
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けです。

そういうふうな極端なことにならないように，合理的な管理をしようという意味で

一番アピーんする言葉として地下ダムということが叫ばれたと思います。ですから非

常にし北、ことじゃなし、かという受けとめ方をしたわけて‘す。

石崎 私は地下ダムの問題で，地下を貯水池として利用するとし、う意味で地下ダム

を考えますと，地下ダムは容量的にも大きいですし，大きな期待がょせられると思い

ます。そのような意味で，地上のダムとどういう関係にあるかというこ とを，ちょっ

と考えてみたいと思います。結論的には，両者を結びつけるのが非常にいいんじゃな

いかという考えなんです。ためるという性質では，地上ダムと地下ダムは本質的には

違いがないんですが，違う点を考えてみると， lつは，地下ダムは容量が非常に大き

い。仮に 1km＇の土地があって ，その地下lOm分で・水位の変動を考えるとすると， 山本

先生のお話のように，空げき率が3割くらいあったとして， 300万トンの容量があり

ます。私たちが調査している荒川の扇状地は50km2くらいあって， 1億5,000万トンく

らいの容量があります。こんな大きい池上ダムはまれだと思います。ただし，これが

そっくり地上ダムの 1億5,000万トンになるかどうかは，また別の問題があります。

もう 1つ違う点は，水の出し入れの困難さで，地上ダムは水はひとりで、に入ってき

て，出す場合も，ゲートをあければ出ていく。洪水もためることができる。ところが

地下ダムの場合には，入れる場合には，井戸なり水路なり，そういうものから下に浸

み込ませなくてはいけない。そういう面で目詰まりなどが生じ，いろいろむずかしい

問題があります。水をとり 出す場合には，入れるよりも容易ですが，やはりポンプを

使いますから，施設なり電気代なりがかかる。

そういう性質を考えてみると，コンピュータの記憶容量になぞらえてみると，地上

ダムというのは，本体にいっしょについているコアメモリーみたいなものに相当する

んじゃないか。アクセスタイムが非常に小さくて便利ですが，容量は小さい。それに

対して，地下ダムはディスクに当たるんじゃないか。容量が非常に大きいけれども，

出し入れにはちょっと時聞がかかって不便である。

そういうことを考えれば，たとえば地下ダムをつくれば地上ダムは要らないという

話がでましたが，そういうことはたぶんなくて，両方連結して，その短所を補い合う

ように持っていくのが，一番L、L、方法であると思います。

川合 有水先生，違ったご専門の分野から地下ダムをどのようにお考えでしょ うか。

有水 私は石崎さんと同じで，地下ダムというのは，外国ではずいぶん昔からすで

に行なわれていたと思うんです。彼らは，グランドウォーター ・リザーパーという 言

葉でやっている。それと私の得怠の汚水を土壌処理してその水を地下にためるという

のを，普からやってきているわけですから，その適用がありさえすれば，技術的には

一番簡単にできることじゃなし、かと思いますねえ。
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問題は，それを科学技術として，どうやって構成していくか。そうすると論点とし

てはかなりあると思うんです。 しかし，日本の現実に適用して，理論を現実に持って

いって，たとえば地下水盆の最適管理をやるとすると， 多少時聞はかかるかもしれま

せんが，理論はできているわけですから，技術的には実行可能性の範囲内にあると思

うんですね。

外国の事例

JI！合 いま，外国ですでに多いというお話が出ましたが， 山本先生，外国の事例を

多くみておられますが， この点についてお話しをお願いします。

山本 昨年の暮れに地下水人工泊養調査団でヨ ーロ ッパに参りましたが，外国でt之

すでに実用化して，どんどん実施しております。ア メリカでももちろんやっているん

ですが，アメ リカのものは，深井戸を掘って，注入貯留するのが，わりあいによく実

施されているんです。と ころが，ヨ ーロ ッパは，深井戸，浅井戸，水路などいろいろ

なものを使って貯留しているのですね。一番有名なのは，オランダの砂丘地。砂丘の

砂は，風で吹き飛ばされてたまったやつで、すから，非常によ くソ ーティングされてい

るんですね。同じ大きさの砂がそろっているということは，空げき率が最大になるわ

けです。その砂丘の空げきを，極度に利用しているんじ干ないですか。いまオランダ

では4ヵ所で，今度5ヵ所をやるそ うです。

ふつう砂丘というのは，だいたい 2列くらいあるんですね。日本でもそうですが，

砂丘と砂丘の閉が，池や湿地になっていると ころがたくさんある。それをもっと深い

池にして，そこに，オランダの場合にはラインJIIから水を持ってきて，砂丘に浸み込

ませたり，砂丘の間の池に入れて，地下に貯えてやる。それを，まわりに深井戸や浅

井戸を掘って上げているんですね。 一番簡単な地下貯留を，オランダはやっているわ

けです。

もう 1つは，イスラエル。あそこはほんとに死ぬか生きるかの国策としてやってい

ますよね。あそこは国土の半分以上が砂漠で，地中海性気候の代表的なところですか

ら，作物の生育期に濯j既用水がない。地中海性気候は，冬に雨が降って，その絶対量

があまり多くないんですね。ですからほんとに水の要る春先から夏に全然雨が降らな

い。そうすると，どうしても水をどこかに貯めておかなければならない。と ころが，

南のほうの半分は全部砂漠で，水を貯めるところがない。それで，国中に水路とか鉄

管網をめぐらせて，死海の上流のキネレー湖から 300rnもポンプアップして山に上l子

て，イ スラエノレの国全部に水を配っている。それで地下に貯留しているんですね。 こ

の間みてきたものでも，壮大な地下貯留をやっています。

川合 それは，豊水期の水を貯留して渇水期に使うということですか。

山本 ええ，そうです。もっぱら水資源としての貯留をやっています。
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川合 それから地下の浄水の機能を使っているわけでしょうね。

山本 ええ，まったく浄水機能をあわせて活用しているわけですね。

大木 池みたいなところにジャーッと入れているわけですか。

山本 でかいパイプで，オランダですと 5,000mmくらいのパイプでラインJI！から水

を持ってきているんです。ライン川は，ちょうどオランダとベルギー，フランス， ド

イツの国境に近いところから持ってきているので，フランスやドイツの重化学工業地

帯からの排水が，全部出てくるんですね。それで，いつからいつまで排水するという

協定を結んでいるんでしょう。それでちょうどその工業地帯の排世物が流れてこない

時間があるんですね。

もう 1つの条件は，ライン川には，海水が遡上するので， 下流の海水と上流の廃水

のはさみうちに合っているわけですね。それで，小潮で海水が入ってこない，上流か

らもきたない重金属などを含んだ廃水が入ってこない，そういうわずかな時聞をねら

って，ポンプでくみ上げて大鉄管に入れて運んでいる。

本誌 砂丘と砂丘の聞は，池みたいになっているわけですね。

山本 ええ。

川合 私も先日，オランダをみてきたんですが，砂丘の中に池，水路をシリーズに

何段にもつくって，水を濠透させてそれを使うという方法をとっておりました。だか

ら貯めるというのと浄水とい う両方の目的があるんじゃないでしょうか。

山本 それは，完全にそうですね。

坪井 それは池みたいに，表面に水が出ているんですか。

山本 ええ。

坪井 それで下に入って行くわけですね。

山本 ええ。

有水 去年の JOURNALOF WPCF にアメリカではミシガン；j十11州だけでも，

グランドウォータ ー・リザーパーをやっていると ころが40ヵ所あるというんですね。

港紙もあるし表流水を使う場合もあるし，差是透地を使ってやる場合もある。だいたい

3つに分けられるんです。大都市では，すでに50ヵ所くらい実用化されているという

ことが書いてありますね。

川合 三本木さんもあちこち外国の事情をよくご存じなんでしょうが， この点でお

話をお願いします。

三本木 私は法律が専門ですので，現場のほうはあまり見ていないんですけれども，

地下ダムのそもそもの目的について，諸先生のお話はそのとおりだとl思いますが，も

う1つ日本のいまの状況から考えて，自然、資源の回復という点が，大きな目的として

あるのじゃないかと思うんです。最近の立法例として，これは南米のコロンピア共和

国ですが， 『回復可能な自然、資源並びに環境の保全に関する法律』 というのがありま
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す。自然資源は，その持続性という点で何通りかに区分されます。地表水は恒常的な

もの， ベレニアルである。地下水は，リニ ューアフル，回復可能な資源である。鉱物

資源は，ノン ・リニューアフル，回復不能な資源である。 このほかに断続的， インタ

ーミ ッテントな資源というものもあります。 ここでは，特iこ回復可能という点に焦点

を合わせて新しい法律をつくりま して，人間の手で減らしたものは，人間の手で回復

する必要がある。これは地下水のほかに森林資源，一般的に動植物資源というのも対

象にして， 1つの自然資源立法を行なっています。

そういう点から考えると，無尽蔵にあると思われた地下水が枯渇して，しかも地盤

沈下というあま りありがたくない結果をもたらしているわけーですから， ここで，これ

をもとに戻そう というのが， 1つの広い意味の人工i歯養，狭い意味の地下ダム，その

大きな意義じゃなL、かと思います。

山本 資源という場合に，いまの三本木さん，坪井さんのお話と 2つあるわけです

よ。地下水の場合に，2つの性格を持っているわけで‘す。 lつは，水資源としての性

格と， もう 1つは，国土資源，つまり地盤は，地下水があっての地盤で，地下水のな

い地盤というのは，本来，あるべき姿の地盤ではないんですね。だから国土資源の回

復と水資源の回復と 2つあるわけです。非常に重要な，ぜひやらなければならないこ

とだと思うんです。

坪井 そうなんですね，その両方の機能を持っている。その場合に，補足してL、L、

たいのは，利水には違いないんですが，利水という ことをあまり大きく掲げていくの

は，ちょっとおかしいと思うんです。たしかに水不足はひどくなる。昭和60年の見通

しをみても， 全国でひどい場合に，年間20億トンから40億 トン足りなL、とし、う数字が

iおている。経済成長率を落として，工業出荷額 154兆円にしても，東京，埼玉，千葉

で，一番低い線でも最大9億トンとし、う数字を出しましたね2

そういう現実はあるんだ：すれど，私がいいたいのは，そうい う利水の函では，代替

性がないわけじゃないというわけです。ダムもやりにくくなっているので，確かにき

ついですが，流況調整河川でいくとか，さらに節水による もの，節水器具の開発とか

利水の面は， ある程度知恵をしぼれば代替性はある。

しかし，国土と自然回復の問題は，地下水を抜きにしたら，もう代替性はなL、。こ

ういうことから，地下水を何とかしなければならないんだという ことでtぺc そして

地下水貯留の国民的合意を確立するという ことが，一番大事なんじゃないでしょう

台、。

大木 確かに，原則としては坪井先生のおっしゃるとおりだと患いますが，地方自

治体での例をみると，実（土，利水の問題で非常にむずかしいことがL、っぱい出てきて

L、ます。留の法律的な規制ができないでいるうちに，自分のと ころでは何かしなけれ

ば欽み水の確保さえできないのです。たとえば，本当に地下水の合理的な管理が行な
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われないものですから，地盤沈下になればきびしい規制が行なわれ，地下水を飲料水

の水源として使えないので放棄せざるをえなくなります。飲料水としての地下水が放

棄されますと工業用水としてむちゃくちゃに水を上げてしまうわけです。ある自治体

が地下水保護に関心をもつようになってもまわりに異なった市町村が組み合っていま

すから，自分のところだけの問題として何かをやろうと思っても，地下水は流動する

ものですから，自分だけではどうにも対策がたてられません。利水問題が複雑になっ

て，地盤沈下の根本的対策もできず，地方自治体としては困ってしまうわけです。神

奈川県のあると ころで、は，すでに地下水をどんどんくみ上げたら，揚水量に応じて地

下に水を涌養するための研究費，あるいはそういう施設をつくるための基金として，

負担金を出してもらっています。

地下水の合理的管理は本質的には，国土の保全なんですが，地方では隣接する自治

体相互の利水問題が，非常にこみいった問題として出てきています。ですから国と し

て，まさに地下水は公水という立場に立った，しっかりした方針のもとでの地下水の

施策をやっていただかないと，むちゃくちゃになってしまうわけです。

川合 確かに，水資源，あるいは国土保全，つま り地盤沈下防止という点から，地

下水管理の必要性が，最近出てきていると思います。坪井先生のご意見は，地盤沈下

対策を主体として地下ダムの推進を行なったほうがよいというご意見ですね。一方，

大木先生のほうで神奈川県でやっているのは，水資源を主体としてやっておられる。

大木 合理的な水の管理ということで，やらなければいけないと思います。

坪弁 誤解があるといけないんですが，私がいうのは，国土保全が当面，絶対に必

要であるという こと。それが単なる国土保全にとどまらず，地下水をためておくこと

が利水につながっているわけですよ。地下水盆ができ上がる，あるいはいままで以上

に地下水脈が豊かになれば，伏流水も出てくるし，河川の利水にも影響がある し，周

辺の湖沼，湿原地も生き返って，農業用水もそういう ところでまかなえるようになる。

そういう意味で，相当広い利水の余波が生まれてくるので，とりあえずこ こからスタ

ートすべきだということなんです。

川合 三本木さん，その点についてはどういうご；昔、見ですか。

三本木 やは り水管理の基本的認識という問題になると思うんです。去る2月にベ

ネズエラのカラカスで，水に関する法律学者の集まりとして，国際水法学会の第2回

の会議が行なわれました。そのまとめとして，従来の水法制が，いわば利用志向型で

あった。利用したいがゆえに何らかの法制的なフレームワ ークが，それに追随して来

たわけで、すが，これからは資源志向型，あるいはもっ と広く環境志向型というか，坪

井先生の基本的立脚点に立てば，国土保全志向型といったものにもなりますが，そう

いうものに方向転換をしなくてはいけない。それには， やはり水資源を総体としてと

らえていくという ことです。
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地下水に首を突っ込むと，必ず水文的循環という認識に発展してきます。それを法

律的に承認するということになれば，必ずすべての水は公水というテーゼに到着する

わけです。そういうアプローチから，今後の法制を考えてし、かなければならなし、。そ

の中の1つの大きな手段としても，人工涌養，地下貯留を考えていこう。そういった

ことが，今回の国際会議の結論ですし，そのような基本的論点を金沢良雄先生は，20

年も前から主張しておられたわ、ナです。

地下ダムは誰がやるべきか

川合 確かに，水の全体的な循環の中で，地下水というものを位置づけて管理して

L、かなければならない。あらゆる観点からそれをとらえてし、かなければならないとい

うことになろうかと思います。

それでは次に実際にこれをやる場合についてですが， 実はわれわれのほうで， こと

しからこの地下ダムというか，地下水の人工涌養の技術的な調査，研究を初めたわけ

ですが，今後事業化という段階になる と，特に総合的な水管理とし、う立場をふまえて，

だれがやるべきかという ことについては，どういうお考えでしょうか。たとえば公共

事業と して国がやるべきだ，あるいは神奈川県のように自治体がやるとかし、う問題で

ございますが。

大木 いま，ダム開発にかなりお金がかかるので水 1トン30円， 40門としだいに高

くなってきています。だから工場は 1トン当り10円か5円の地下水をどんどんくみ上

げるわけです。単価の高い夕、ムの水と比較しますと，地下水を使っている人は，地下

水利用で相当な利益を受けているわけです。地下水利用に受益者負担の原則を適用し

て，地下水の人工管理をするための費用は，利益を受ける人も相当の費用を出さなけ

ればなりません。地下水の管理に対して， 国も公共的事業としての立場から金を出し

負担金と合わせるべきだと思います。もう 1つは，地下水問題は地域の地面にへばり

ついた問題ですから， 固と同時に，地方自治体も関係者として加わる必要があると思

います。

手Z水 私，素人的オベレーションズ ・リサーチの立場から申しますと，分権管理か

集中管理かという問題になるわけですが，分権管理と中央集権というのは，ぜんぜん

矛盾しないとL、う管理方式ができているわけです。だから 1ヵ所に集中しなく ても，

分権管理をしながら中央集権的にコントロールするのは可能であると思います。人聞

が入るとむずかしいですが，水の運動というのは，完全に物理的な現象；こ尽きるわけ

ですから，分権管理と中央集権は矛盾しないと思います。

三本木 日本のように，中央集権的に単一国家体制である場合と，外国のように連

邦制である，あるいは大陸内で国境を接して流域ないしは地下水域が，数ヵ国にまた

がると ころでは，おのずから事情が違います。日本の場合には， l民族， l国家， 1 
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領土， l言語という，世界でもまれな立地条件にあって，決して中央集権と地方分権

が矛盾しないと思います。むしろ考え方の上で，一元的なコンセンサスが得られれば

いつで、も地方分権化していいのじゃないか。と ころが， 中央段階でちっとも考え方が

合わないということであれば，そのコンセンサスが得られ合わせるまでは，われわれ

が努力しなくてはいけないという気がします。

基本的には，水文的循環という観点に立てば， 1つの地下水域を物理的にとらえ

て，これが一体であるという観念，まず考え方の上で一元化できるかどうかというこ

とになると思います。

大木 むしろ中央で方針がはっきり決まって出てこないから，地方では混乱してい

るので，もっと早くどんどん公水の概念をはっきり打ち出し，あるいは受益者負担の

原則をきちんとやる必要があります。

三本木 そうですね。そういう面の一元化ができれば，実際の実務は，地方単位，

あるいは地域住民，地域開発に密着したレベルでも円滑にできると思います。

川合 この点については，坪井先生は多くの書物に書いておられますが，ご意見を

－－つ。

1平井 原則的には，河川法の体系の問題とどう絡むか。地下水脈をつかめるかどう

かといった問題がありますが，それと離れて言うと，都道府県の処理すべき問題とし

ていいと思う。ただ，その場合に，これも仮定の話で恐縮ですが，技術論を抜きにし

ていうと，地下水盆なり地下ダムでも，できるところとできないところがあるわけで

すね。そういう ことに恵まれている埼玉県などはゆったりと暮らせる。ところが，隣

の東京は，群馬県からそでにされるとなると，いよいよ水がなし、。こういう状態だと

やはり広益的な水利用を考えなければならないですね。そうなるといまの都市計画法

みたいに，建設大臣が必要なときはいつでも乗り出せる。それで広益処理的に地下水

盆をつくらせて，それを関係団体に使わせる。いまのようにするかどうかは別として，

とにかく使用料みたいなものを出させて，受益者負担ということになるんじゃないで

すかねえ。原則的には，いまの河川法の体系と違って，都道府県に管理させてやる。

地方か中央かといえば，それが一番向いていると思います。

川合 確かに，だれがやるべきかというのは，非常に大きな問題だと思うんです。

先日もOEC Dの環境委員会が今，水管理の問題について勧告を出そうとしています

が，その中に，地表水，地下水を含めて，同ーの機関が管理すべきであると， 確かに

わが国としても，固としての大方針をまず決め，これに対しての国民のコンセンサス

を得る ことが，重要で緊急な問題であろうと思うんです。

有水 その問題について，石崎さんのおられる土木研究所の資料 1,030号の中にあ

ったと思うんですが，「地下水盆の最適管理」としづ論文を最初に書いた， C・E・ヤ

コフーとしづ非常に偉い地下水学者がし、るわけですね。 これは地下水盆の管理を，最初
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に制御理論の問題としてはっきりさせた学者ですが，それによると，河川と不圧帯水

層，賦圧層，被圧帯水層とを同時に考えているわけですから。そうする とやはり管理

技術の立場からすると，河川法が中心になってできてくるよ うな立場で，発展してい

くんじゃないかという感じがしますね。それをはみ出して，河JI!と連結しない地下水

盆ももちろんあり得ると思いますが，それは別個に取り扱えぽいし、というふうに，結

果的にはなりますねえ。

坪井 ちょっ と話が飛躍しますが，こういうこと もある と思います。たとえば民間

で，新日鉄なりが私有地に大きな地下ダムをつくるとい うことが，将来，あり得るん

じゃないですか。いったい，そういうと ころの管理はどうするんだ。民間もできるよ

うにするのか，建設省の地下水保全策でも，そのようなことに触れていますね。

三本木 許認可能IJですね。最近のオランダの総合地下水法も，くみ上げとi歯養を，

まったく同列の許可の対象にしております。これには，くみ上げと鴻養を量的に区分

する許可条件を明示すること も規定しておりまして， 明らかに民間機関がやることも

前提にしています。それから料金をとるんですが，その場合に涌養という形で地下に

戻すことが料金の面で劉酌されるという ことまで，法制l化しています。しかし，誰が

主体になるべきかという ことは，その規模によると思います。1つの工場の敷地内で

できる場合もあろうし， あるいは水供給企業が，自ら公益施設，パブリッグ ・ユーテ

ィリティという形でやる場合。それから多目的，広域的に，国なり公共団体が公共事

業としてやる場合と，それぞれあると思います。やはり最終的には，行政機関の手で

コントローんされることになる と思います。

山本 やはり日本では，国が，行政機構としてコントローノレすることが，まず基本

だと思います。ただ，その下の段階で，都道府県に任せ得る場合と， もっと下の段階

で市町村，それからいま会社の話も出ま したが，そういう ことがあり得ると思うんで

すが， いわゆる地下水域の大きさによって，管理の仕方を変える必要がある。

ただ，この地下水盆という言葉は誤訳で，グラウンドウ才 一夕一．ベ一ズンという

言葉を地下水盆と訳してし主つたんで

すよ，これはアーティション ・ベーズンなどと同じですがね。それと区別しなくちゃ

いけないものですから，なるべく地下水域という言葉を使いたいんです。浅い地下水

と深いのとがありますが，浅い地下水に限っては，表流水とまったく同じです。つま

り河川というのは，地下水で養われているわけーで、す。大雨が降ると，地表流出でもっ

て養われるが，雨が全然、降らなくても川の水が流れているというのな，渇水量程度あ

るいは基底流量というものが，地下水で養われているわけで、すよね。

そういう意味で，洪水のときにも渇水のと きでも，河川は地下水で‘養われている。

そういう意味では，河川のリパー・へーズンと地下水のグラウンドウ万ーター ・ベー

ズンとはまったく同じになるわけです。ただ，狭い意味や地質的なジオロジカル ・べ
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ーズンになると，違う場合がある。

水がたまっていてどこにも動かない関東地方なんか，大きく見ればグラウンドウォ

ーター ・ベーズンで，ほんとのグラウンドウォータ ーのジオロジカル ・ベーズンなん

です。その中に小さな“すりばち構造”があるわけですから，そこにたまっている。

そうすると河川の流域で分けてしまうと，ちょっと因る場合がある。 ここに少し技術

的にむずかしい点があるわけですが，あまり大過はないんですよね。つまり地表水の

流域で分けても大過はなし、。そうすると，地表水と同じような管理の仕方，たとえば

1級河川，2級河川とい うのでやったほうがやりいいのかどうか，そういう問題が出

てきますね。閣の直轄でやる，あるいは都道府県に任せる，または会社や小団体に任

せるという，そんなやり方がある。

1平井 だいたい，河川に沿って地下水域が流れているとみていいわけですか。

山本 だいたしな浅いのはみんな河川流域と同じなんです。

大木 確かにそうですね。東京都と埼玉県なんていうことが出てくると，地方自治

体に任せても，けんかをやれみたいなことになってしまい，やはり国のコントロール

は必要でしょうね。

有水 特に，深いところの被圧地下帯水層に浅いところの不圧帯水層から，実際に

はものすごい漏水を起こして地下水が流れ込んでし、く。ですから浅いところにためて

もかなり深いところに逃げ込んでしまって，中に入って出てこないわけです。そうな

ると深いところに入れてくみ上げると，地盤沈下の可能性も起こるということです

ね。被圧がどうなっているかとし寸と，河川との関係では，浅い場合に比べて薄くな

る。そういう点で，必然的に広域で考えなければならなくなると思う。

大木 水の動きから見ますと，地下水が入るところと出るところがあり，それは県

や市町村の境とは必ずしも一致していません。やは り広域的な意味で，国の関与する

ところは非常に大きいでし ょうね。広いところだったら，広域的にやらなければ管理

はできませんね。

有水 農業用水の専門家に言わせると， 耕地面積が減少しているのに，農業用水が

減らないのはおかしいとよく言われるとL、うわけです。水田に水をくみ入れると，浸

透する。それがかなり漏水を起こして被圧に，流れ込んでしまうわけですね。地下に

流れ込む量が非常に大きいので，いままでは被圧層から揚水しなかったので問題が少

なかったんで、すが，最近かなりくみ上げているから，水田面積が減っているのにもか

かわらず，農業用水の要求が増えている場合が多いというんです。そうするとかなり

広域で考えないと，問題が処理されないんじゃないて、し ょうか。

地下注入の技術的問題

川合 次に，実際に地下に水を涌養することですが，水路から自然に疹透させる方
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法，それから大木先生のところで指導なさっている神奈川県秦野盆地のように井戸を

使って，泊養水を行なっているなどいろんな方法で泊養をやっていますが， このi函養

方法，またこの場合の目詰まりなど技術的な問題で，今後，研究していかなくてはな

らないという点について，実際にやっておられる大木先生の方からお話しをお願いし

ます。

大木 私たちは，仮に井戸でやっていますが，あれは非常に雨が多いときに水道用

水に余裕があるのでやっているのです。井戸でやるのは不安定で，水のコストが上が

るとかいろんな問題があ ります。ため池とか水路で浅い地下水を泊養して，それがま

た下iこ入っていくというような涌養方法がよいと思います。水がよ く入るところと入

らないと ころがあるのでよく調べて，自然に行なわれているメカニズムをもう少し人

為的に加速してコントロ ールする方法が， 一番L、し、と思うんです。井戸だけがし、いと

は決して思わないんで，秦野では実験的に井戸に注入する水があるのでやっている。

しかし自然諺透の場合はかなりの面積を持った地下水涌養地をつくってL、かなければ

ならないと思います。

川合 石l崎先生のほうは，埼玉で技術指導をやっておられるそうですが，この点い

かがでしょうか。

石崎 指導というほどではないんですが，荒川扇状地を対象に一緒に勉強させても

らっています。まず，どのくらい水を入れなくてはいけないかが問題になる。 1億

5,000万トンの容量をフルに使う ことを考えた場合で、も， コンスタントに入れる水の

量は，それほど大きくなくてよし、。必要な泊養の能力を試算してみますと，毎秒2ト

ン程度あればいし、。扇状地の中で水田が10%前後あり，水田へのi整液量が7トンくら

いあります。それは夏の濯減期だけですから，その他の季節にも水田を使う ことにす

れば，j歯養のほうの問題は解決してしまう。もちろん無制限に水田に水を張っておく

と，湿田化の問題がありますから，それが起こらない範囲で使用しなくてはいけない。

いま言ったようなことで， i函養については自然のメカニズムを使う。特に日本の場

合は，水田の利用ということを考える必要があると思います。j函養でむずかしいの

は，井戸を使う場合，とくに砂層に井戸で注入する場合だと思うんです。日本で井戸

を使って注入する実験がL、く つかありますが，だいたいれき庖の場合には成功して，

入れる水もそれほど処理しなく ても，河川水の凝集沈澱程度でも成功しています3 し

かし，砂層の場合には，水道水を入れるにしても，目詰まりが起こってきて，長期的

に安定して注入をつづけることができない。将来，地盤沈下対策等も合わせ考え，平

野部で地下水を補強するためには，砂層に安定して入れる技術を開発することが重要

だと思います。 これにはやはり時間をかけて研究していく必要があると思います。

坪井 埼玉はどこでやっているんですか。

石崎荒川が平野に出てきたと ころの北側の扇状地です。深谷の西側の台地です。
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坪井 それで，毎秒2トンくらい入れているんですか。

右崎 いえ，これは机上の計算で， 2トンくらい入れれば，十分に供給で、きるとい

う…一。

坪井 そうすると，だいたい， l億5,000万くらいたまるだろうということですね。

石崎 はし、。いま机上の計算で，どのくらい水を生み出せるかを試算してみます

と，たとえば地上ダムが 2,000万トンの容量を持っていて，そこに地下夕、ムが 1億

5,000万 トンつけ加わったと考える。流況としては過去19年の荒川の流量記録を用い

る。もちろん水利権がすでに設定されていますので，そのほうは先取 りして，残った

水を対象にして考えます。 19年間 1日も欠かさずに水を補給するという条件で，開発

水量を計算してみますと，大体8トンくらい開発できそうです。地下ダムがなくて地

上ダムだけですと 3トンくらいしか開発できない計算です。この場合に必要になる涌

養の能力が，先程述べた2トン程度ということになります。なお，地上ダムと連絡し

ていることが前提になっている。

坪井 それは，水田を10%含んでいる台地に注水するわけですか。

右崎 そうです。必ずしも水田か水道から入れなくてはいけないという ことではあ

りませんが。

坪井 取水する場合はどうするんですか。

右崎 井戸を掘ってポンプで採る。 l本の井戸で広い地峡からとるために少しくふ

うする必要がありますが。

川合 涌養法ですが基本的には，地質とかその他いろんな条件があるでしょうが，

水路とか池を使うというのが基本で，またそれを補うために，井戸を掘って強制的に

入れるということですか。

山本 それの組み合わせ法が数としては割合行なわれている。つまり池とか水路は

一番やりやすいんですね。涌養面積も大きいし，砂の目が詰まっても，掃除がすぐに

できるので，非常にやりやすいわけです。井戸は掃除ができない。井戸でも，砂れき

層のところは絶対に入る。簡単な処理だけでいくらでも入ります。ただ，その砂の層

のところで入らなくなるメカニズムは，ほんとはよくわからないんです。ふつうのい

わゆる目詰まりか何か別のものかわからないんですが，入れて，だいたい 5日から 1

週間たつと，入る量がずっと減る。そこで，ふつうは，これは自詰まりがおきたと考

えて掃除してやればよいと思い，スワビングといって井戸の中をかき回してやるんで

すが，そうすると，たちまち初めの量になって，もとのよう（こたくさん水が入るんで

す。また5日くらいたつと，ぐっと水量が減ってしまう。日本でも外国でもみんな同

じです。実施でも実験でも，スワビングをやると，吸い込み能力が回復して，ある日

数たつとまた減ってくる。

ところが，最近の研究では，スワピングをしなくても，例えば 1日に 5,000トンな
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り注入していて， 5日間たつと，それが1,000トンから700トンくらいまでに減る。と

ころが，この時，井戸の中を掃除しなくても，何日か休んだだけでまたもとに戻るみ

たいですね，スワピングして彦透能力が回復したとするならば，閉塞がおきて，井戸

を掃除したためまた入るようになったように思うわけです。ところが， スワビングも

何もしなくても， 5日間注入して，注入能力が減った場合に， 2, 3日休んでやると，

また入るんですよ。そういう実験はたくさんあります。

川合 それは，砂れき層とか粘土層とか，地質構造によっても違うのですか。

山本 一般にやや入りにくい砂層の場合です。れき層は絶対に入ります。砂の地層

だと，そういう現象がある。ですから，汚物が詰まって入らなくなったとは言えない

みたいなんです。

そもそも，日本の注入の実験というのは，だいたし、，金を使っていないんですよ。

外国では，実験でも実施でも，ものすごく金を使っていますよ。一番極端なのは，ロ

ングアイランドで下水の三次処理をして，地下に注入している実験です。そこなんか，

日本の近代的な下水処理施設，三河島より大きなものが，デンとその場内にあるわけ

です。この聞のスウェーデンでも，これは施設としてはちゃちなもので，氷河のつく

った丘の上に小さな池を掘って，そこまで水を圧送して，池の底で吹き出させ，池底

からすいこませている。取水する川の水はi萄って50度くらいになることがあるんです。

ちゃんとごみよけがつけてあって，そこから水をとって凝集沈でん池にいれて， 1日

l回掃除しなければだめだというようにきたない水ですよ。つまり，ちゃんと沈でん

池とか処理胞設をつくって，集中管理をしながらやっているわけです。日本でそんな

ことをやっているのは， どこもないんですよ。

川合 確かに，入れものとしての地下構造と入れる水の水質によって，日詰まり現

象というのは違ってくる。この点についての研究が，これからおまれ、にやらなくては

ならないということですか。

山本 上水屋さんとか下水屋さんの研究がたくさんあるので，そんなに心配する必

要はないと思う。問題は金を使う仕事をやろうという意思がないことですよ。

有水 目詰まりについては，とても研究されているんです。こちらに時間をとって

こちらに水量をとると，エッセンスによって違いますが，それが多いとすぐに下がっ

ちゃう。指数曲線はわかっているわけです。エッ センスが少なければ，傾斜は楽にな

るという話なんです。注入が始まったときは，非常によく入るわけですが，その時期

を過ぎると，急、に下がってしまって，いわゆる第2期ですね。第3期は，時間的に規

制があることはどんな場合にも決まっているわけです。

ですから涌養する場合には，最初の草壁透が減らないときだけを利用すべきだと思う

んです。実際にやったのをみると，乾燥させる期間のほうが長くて，実際に注入する

期間のほうが短いくらいですね。だいたい，3対 1とか，場合によっては5対 lくら
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いで， 5が乾燥期間で 1が注入期間だというくらいにやっているようですね。

川合 大木さんのところで実際にやられている場合の目詰まりの問題はし、かがです

力、0

大木 秦野の場合は，扇状地の上のほうは主にれき層ですから，日詰まりはないで

すね。いままで40万トン入れたんですが，初めとちっとも変わらない注水効率を保っ

ています。確かに，砂層などでは注水効率の低下という問題が起きてくるようです

ね。ただ，もし平野のほうの砂層でやるんだったら，井戸をいくつか掘っておいて，

順番でぐるぐる回って，水を入れたり出したり，そのコントロールをやらなければい

けないでしょう。井戸でやる場合には，確かに土地は少なくていいんですが，そのか

わり人為的なコントローノレをしてやらなければならないという不便さが出てきます

ね。もっと浅い地層に水を涌養して，それを深いほうへ参透させるのを池でやるとか

いろんな方法を組み合わせるのがし、し、と思L、ます。

もう 1つは，市街地がどんどん広がっていって，平野というところは，すき間もな

いくらいに家が並ぶようになってしまいました。そこに池の公園みたいなものを都市

計画でつくり，池の底にはコンクリートなんか張らずに，底抜けにしておく 。そう い

うものをたくさんつくっておく。 そういうことが必要じゃないでしょ うか。

確かに，有水さんがおっしゃったように，水間で初めて代かきを始めると，地下に

もぐっていく水の量は猛烈なものですね。たとえば小田原付近の足柄平野ですと，地

下水の水位が， 1日に30cmも40cmも上がり出します。田んぼの耕作を始めるとき，だ

いたい 5～6月にかけて，この地域ではすごい勢いで地下水がふえてくるんです。水

田の役割というのは，非常に大きいですね。

三本木 外国の地下水学者が，日本の田園風景を見たらうらやましがるでしょう

ね。

山本 私，公団の思川の調査で2年間，中性子水分計を田んぼの中に置いて観測し

ているんです。代かきから始まって，濯概したときの水が地下に参透していく 動き

と，そばに作った観的l井の井戸の水位の変化と較べて見ていますが，とにかくすごい

量ですよ。

大木 もう見ている聞に上がってきますね。

本誌 山本先生，さっきお話があったオランダの地下貯留の場合には，そういう問

題は起きないんですか，実際に，砂にやっていて。

山本 それは，池が浅いですから，泥がたまったら，人夫がひっかいてとればし、L、

わけです。

有水 目詰まりというのは，水の関係で嫌気性のパクテリアが繁殖すると，目詰ま

りに直接響く といわれていますねえ。だから乾燥させて酸素が入ると，嫌気性のパク

テリアがなくなり ます。物理的な原因ももちろんありますが，一番大きな問題は，物
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理的な原因が始まった後で，嫌気性のバクテリアが繁殖することが致命的なことにな

っている。だから乾燥させると回復できるんだといわれているわけですね。

川合 そうした物理的，生物的問題もあるようですね。

山本 確かに，空気を混ぜないといいですね。たとえば工場なんかで，エアコンデ

ィシ ョンや暖房，冷房に使った緩かくなった水を l度空気中にさらしてから－－。あ

る工場で‘ゃったんで‘すが，部屋の中からパイプででてきて，空気中にさらしながらジ

ャージャ ー入れてたら，たちまち詰まってしまったんです。それを今度は密閉して，

部屋の中から出てきた管を，注水井の中につっこんで密閉した形でいれたら，全然目

詰ま りがおきないですね。

川合 確かに，入れものと入れる水，さらに入れ方によっても，違いができるんで

すね。

大木 砂れき層でも，気泡が入ると目詰まりを起こしますから，井戸の下まで管を

入れて水が気泡を含まないようにして透水層に入れなければだめですね。

有水 やはり多孔質な土に水中の気泡が入ってその大きさが土壌の分子問の距離よ

り大きな場合には白詰まりすることになるわけです。それは嫌気性のパクテリア とは

関係がないと思います。井戸に注入するこ とは，アメリカではやられていないと思う

んです。土壌処理で給水するのを問けつ的にやるとか，嫌気性のパクテリアを撒水を

休んでいる聞になくする。諺透させるためには可能性はいくらでもあるみたいです

ね。ですから植物を植えれば役に立つとか，そういうことになると思いますね。

川合 確かに，これから解明しなくてはならないむずかしい問題があるようです。

山本 さっき大木さんの都市化の話で，都市化が非常に地下水を福養するとい うこ

と。東京の漏水の問題です。この間，水道新聞に全国の無収率の表が出ていましたね。

依然、として，東京都の無収率はものすごく多いわけです。これは必ずしも漏水とは限

りませんが，東京都のいまの目標は，水道の漏水を20%にと どめるのが，最大の悲願

になっているわけです。つまり， 20%よりもよけいに漏水していることですね。そう

すると，東京都の水道管から一様に 2割が漏っている とは言えないですが，仮にそう

であるとすると，いま， 1日の給水量は約 500万トンですから，その 2割の 100万ト

ンずつ水道管が地下水を泊養していることになります。われわれが実測した涌養量て、

は， l日に平均して，だいたい， 0.Smmくらいしか雨による自然涌養量がない， とこ

ろが，いまの東京都の漏水の数字を水深高に直すと， 1点何ミ リになるんですね。だ

から自然、涌養よりも，東京都の漏水のほうが地下水を多くi歯養している ことになる。

地下水泊養の面では非常に貢献をしている。

川合 確かに，日本の水道の有収率というのは，非常に悪いよ うです。それだけ地

下にi歯養している ことになるわけですね。

山本 原価は， 1トン 60円くらいにつくのかな。そうする と1日100万ト ン漏水す
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ると， 1日6,000万円す’つ消えていることになるんだね。

地下水の汚染は

川合 次に，地下に汚水を入れる場合，たとえば下水の処理水を入れると，地下水

全体を汚染するんじゃなし、かという， 2次公害の問題があるということが言われてい

ますが，その点に関してのご意見を伺わせていただきたいと思います。

有水 最近，アメリカでそういう ことが唱えられている。よくマスコミがリ ーダー

ズダイジェストなんかで，マスケゴン計画は成功だと言われているわけですが，現地

の技術者に言わせると，あれはそういうものではないと。ほんとに地表から地下水面

までの距離が短かいんですね。ですから土壌で十分に浄化されないままで地下水に到

達する場合があるから，できるだけまく水の水質をよくしたほうがいいという ことに

なるわけですね。その 2次処理の段階が一番問題があると言われている。 これは工場

廃水は問題になりませんが，水処理についてもいろいろな幅があるわけですから，水

質をよくしていかないと，地下水を汚染するということは，非常に簡単に起こるわけ

ですね。

川合 だから，きれいにした水を入れるべきだということですね。

石崎 まったく同感で，浄化作用があるのは確かですが，それは地下の帯水層全部

にあるのではなく，地表近くの l～2メーターの主として土壌の部分にあるのです。

もし水がこの部分を通るときそこのところが，水みちなどを通り浄化作用を受けない

て・地下に入ってしまう場合もある。ですから，当面，汚水を入れることは，まだ心配

があります。入れる水はきれいな水にするのが本当じゃないか。将来は，土嬢処理と

地下ダムが結びつく可能性があるかもしれないが，当面の問題は，土壌による浄化と

いうことと切り離して考えるほうが安全ではなし、かと思し、ます。

山本 確かに，土嬢処理は，非常に有能な処理の仕方ですが，その限界を超えるこ

とがある。もう 1つの問題は，今度，地下水を浄化しても土壊が汚染されるわけです

ね。いずれにしても，きたない水を入れることは絶対に禁止すべきです。

特に最近，たとえばシアンなんかが深い井戸から出ている。シアンというのは非常

に変質しやすいものです。地層に浸み込んでいって，深い帯水層に達するには，相当

な時間がかかるから，シアンはシアンでなくなっているはずなんですよ。それがシア

ンとして検出されるということは，きれいな帯水層に非常に有毒なシアンを直接注入

しているという証拠になるんです。ああいうことが平気で行なわれているのは，とん

でもないことですね。

有水 土壌は自衛機能があるという人がし、るんです。 目詰まりは，一種の自衛機能

で，拒否反応が目詰まりだとし、う。それ以外にも自衛機能はあるというが，それは決

してオールマイティではないんですね。シアンのお話でもそうですが，その自衛機能
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を過大に評価するのも問題があると思いますね。ですから，自衛機能はどの程度か，

それは土壌学的に調査すればで‘きる問題だと思いますが，自衛の範閣内で，これでは

いけないという ことでしょうねえ。

三本木 その限界が，法制面からみても重要な点だと思うんです。これは汚染だけ

の問題じゃなし地盤の性質を損うとか，地すべ りを起こしたり湿地化というような

現象もあるらしいですね。そういうものがないようにしなければ，他の水利用者ある

いは地表の地主から，当然，クレームが出るわけです。これを法律的に表現すれ：王，

補償義務とか受忍義務の別れ自になってくるわけですが，その限界内にうまくおさめ

られるかという点が，法律面から非常に興味のある点です。

宥水 それにつきまして， ミシガンチl'ilt非常にりっぱなことをやっていまして，土

嬢型別に非常に細かい調査をしているんです。こ こではどのくらいという一種の自衛

機能の判定につながるような土壌調査を，完全に近いような形でやっているわけです

ね。それは一つの施行例みたいな形で出ているわけですから，そういう ことをやれば

法制的な面からもできると思 うんです。

事業化と所有権問題

川合 2次公害の問題が一応解決されたとして，たとえば地上のダムに水没者の補

償があるように，自分の所有地の下に水が入れられるとなると，その所有権とからん

で補償の問題が出てくる気がするんですが。

三本木 地表に対する影響がない，あるいは地主なり地表の利用権者に全く支障を

与えなし、，むしろ手の届かないところで行なわれているということであれば， －般的

にクレームの出る倶れはないわけです。そうでない場合には，問題があると思います

ね。そこで，補償するこ とによって解決できるためには，公共事業とか公益のために

行なう事業である。いわば収用法対象事業的な性格づけを行なってし、く必要があると

思うんです。収用法対象事業だと事業そのものの一般的な公益性が認められて，損失

を受ける者に対しては正当な補償をすればよい。その場合であっても，ある限界を超

えると困るものがあると思うんですね。さきにご紹介しましたオランダの最近の法律

では，土地の価値をいちじるしく損ねてしまうという場合には，買い取り誇求権を認

めているんです。したがって， 2通りの限界があるわけですが， 1つはまったく影響

のない限界がどこにあるか，もう 1つは仮に多少の影響があっても，そういった決定

的な支障に至らない限界はどこであるか，その辺の見きわめを，技術的に解明してい

く必要があると思うんです。しかし買い取り請求という のは，哀を返せ；ま必要な土地

は収用もできるということでありまして，そういう面からやっていこうというのは，

スイス， ドイツなどの立法例で， i酋養事業に 1つの高い公共性を認めて，正面から土

地の収用権まで認めていますね。夜、は，先ほど言った2つの限界を技術的にどう評価
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L，法律的にどう考えていくかとい う点に，非常に輿味を持っています。

坪井 その場合に，地下ダムが地下水脈を満たすということだから，どう考えても

地上の形質，経済的価値その他の損失はないて、すね。

三本木 プラスの面が優るものであればいし、ですね。

坪井 その場合は，一応いいと思えるんですが， 一方， 構造物の地下ダムを考えた

場合に，そういう ことをやるとすると，私有地の下，地下鉄みたいなものが入ってき

て，工事をして地中に構造物ができると，そういった場合には，やはり同じく考えて

いいですかねえ。

三本木 ええ，これは地下の地上権とい うか，地下であっても地上権というこ とに

なります。

坪井 地上（地下） 権を使われている場合でも別に損害は与えていなし、からという

ことで押し通せるわけですか。

三本木 損害があっても，収用権を背景にやるのか，あくまでも任意に処理するか

というのは，その公共性の度合いによると思います。自然資源を回復するとか，国土

保全の 1つとして立派な事業であるとなれば，正面から公共のための事業で‘あるとい

う位置づけをしていくべきだと思いますね。

川合 その点についてはやはりある程度さきほど出て来たような技術的問題を詰め

て法制的に位置づけをしないと，現在の段階では，文句を言う人が出てくるんじゃな

いですか。

坪井 だから，公共事業として正当な補償のもとにやっていかなければならないと

思いますね。

三本木 現行法でどの辺まで運用できるか，あるいは総合立法まで必要かというの

は，総括的な問題になると思います。

大木 たとえば地震が起きて，水がたくさん入っているとうその揺れ方がど うか，

被害が出たらどうしてくれるかということも，実際問題と して起こる可能性がありま

すね。

川合 確かに，そういう点からいっても，関連地域の人身の何らかのコンセンサス

を得ることが事業をやるためには必要な ことなんでしょ うね。

坪井 原点に戻ってしまいますが，やは り地下水というものはみんなのものだとい

う合意がなければ，日本の事業はできませんね。

大木 それが出発ですね。やはり公水ですねえ。

三本木 地下水は公水であるとL、う議論とは別にしても，地下ダムにためた水はだ

れのものだとい う問題があります。せっかくためても，勝手に抜かれてしまったので

は，どぶにお金を捨てるみたいなものですね。

坪井 ためたものは勝手に抜かせないと，極端にいけば，そうなるわけで、すね。
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三本木 ためたものも公水であるということであれば問題ないんですが，現行法制j

のもとで，勝手に抜かれないということを担保するためにどうすればいL、かという，

理論構成が必要になるわけですね。一般的に考えれば，大地という lつの入れものを

利用して，しかも地表の地主さんの必ずしも手の届かない，影響のない範囲で行なう

ものであれば， i歯養事業を行なった人が，まず第一次的な権利を持ってし、L、というこ

とになりましょうか。

川合 たしかにそれは非常に重要な問題ですね。涌養が必要だといって一生懸命に

入れても，現在の法制度のもとでは，個人が井戸から勝手に水を揚げると何にもなら

ないということになりますね。

三本木 そういう面の摩擦を最小限にするためには，前もって取水者を周りに並べ

ておく， 1つのアロケーションをして，特定多目的ダムのような運用，あるいは水資

源公団法でやるような費用負担のノレールを乗せていくとしづ仕組みが，最小限度，現

行法制の中の運用としても必要だと思います。

坪井 建設省で地下水法の試案みたいなものをつくったけれど，各省とぶつかり合

ったらしいですが，あの考えも通用するんじゃないですかねえ。一応，公水として，

これも問題があるけれどね。一定規模以上のものは，許認可になっているが，要する

に取水の多いものはやめさせるということですね。そう いう原則を立てておいて，ふ

つうの家庭用の小さいのはかまわないということでいけぽ，実際的には防げるんじゃ

ないですか。大きいものでも公益性のある，例えば自治体で水道に使うとか，そうい

うものは許可することにする。

大木 公水の問題でうまくいっていないのが，温泉なんですね。温泉は土地に付随

する私権になっていて，温泉の枯渇問題がちっともうまく解決せず，いまでもワイワ

イ騒いでいます。地下資源としての温泉は公共のものではないて‘しょうか。そういう

認識が，戦後すぐにできた温泉法には欠けています。温泉はただ下からわき出てくる

もので，それを有効に使えばいいという考え方になっています。温泉資源問題は何年

たってもうまく いきません。だから地下水の問題も，初めのところがきちんとできて

いないと温泉のよ うに底抜けになってしまいます。

三本木 温泉に関するものの判例というのは，概ね明治30年前後に成立したんです

ね。その観念がし、まだに残っているために，水はみんなのものだとする現代の考え方

に合わなくなってきていると思うんです。

大木 地下水に温泉まで含めてしまえば，非常にはっき りしてし、し、と思うんです

よ。地下水や温泉は根本がどうしてもうまくないんですね。ぼくは当然，そういかな

くてはいけないと思います。それで，受益者負担の原則を適用して，使ったら，とに

かく上げただけメ ーターをつけて，それだけ地下資源を自分のために利用したんだか

ら金を払う。そうすれぽ，水質や何かをモニタ ーする観測もできれば必要だと思いま
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すね。

三本木 地下水が土地所有権に付属するという考え方は，ある意味で，非常な矛盾

を持っているんです。むしろ，第一発見者のものじゃなし、かという重大な反論がある

わけです。たとえば不在地主がおれのものだと言っても仕方がない。借地人でも，井

戸を掘った者が先に権利を持っているというのが，実際の認識なんです。その点から

も，土地所有権に付属することは最小限度にみても，おかしいじゃないかと言えると

思うんです。しかし，さらに一歩進めて地下ダムの水が第一発見者のものであるとな

ったら，とんでもない。むだな投資になってしまうわけですね。

大木 その点，さっきご紹介になった，オランダの制度は，非常にいいですね。

三本木 ええ，これはあらゆる用途に対して適用される最新の地下水総合法制の例

です。

大木 実は，秦野市が地下水条例というのをつくって，その中でも，やはり水を上

げる人はメーターをつけておいて， 1トン5円の負担金を払っています。ほんとはト

ン10円にしたとうかがっていますが。

I平井 秦野は，いま何に使っているんですか。

大木 大部分は飲料水ですね。もちろん工場は工業用水に使っていますが， 1年間

1千数百万円の負担金で，注入する井戸を掘ったり，田んぼを借りて水を地下に浸透

させるなど，実際にもう動き出しています。

川合 地下水に対して金をとっているということですか。

大木 はい。自治体がこんなことをやってやっと地下水を保護していますから，国

でもこの線に沿った統一的な見解でやっていただければし、し、と思うんです。

川合 しかし，そうしづ理想的と思われる法制度を作って行こうとすると，一方，

強烈な反対が出てくることが予想されます。

坪井 特に温泉法も入れてしまえばすっきりするけれど，温泉の場合はうるさいで

しょうね。

三本木 いわゆる公水論には3通りあって， 1つは，イタリアのように国有財産で、

ある，私的に支配できるものであるが，これを国が所有するんだという考え方が 1

つ。 2番目には，公所有権説で，財産的所有とは別の意味の，みんなが所有するとい

う概念でいこう。これはドイツ流，ないしは旧河川法がそれに近い考え方なんです。

もう 1つは，だれのものでもないという無主物説，無主の不動産は国庫に帰属するが，

不動産ではないので，どう考えてもだれのものでもない。最小限度私権の目的になら

ないという，いわゆる新河川法的な考え方。で，無主物，だれのものでもない，私権

の対象にならないという考え方に立って世の中が複雑になってくれば公水としての何

らかの規制が必要になるとし、うわけです。

坪井 これは私も興味があってお聞きするんですが，ワイマール憲法で‘土地や天然
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資源は終局的には国に帰属するとうたって以来，イタリア， ドイツなどそうした傾向

が国民生活にも定着してきた。

ところが，日本の場合は，例の私有権は侵してはならなし、。それから公共のために

は，正当な保証のもとに使えるということになっているわけですが，どうも公共性の

方が弱められる傾向にある。 ところが憲法のマッカーサー草案では，「土地その他の天

然資源は固に帰属する」とあった。ところが，日本のほうはびっくりしてしまって，

ケージス大佐一派の進歩派が，共産的なものを導入してきたから，これだけは排除し

なければいけないと言って，必死になって除いたわけでもすね。そのときにケージスが，

彼は，一部に言われたよ うな男じゃなく，いわゆるし、し、意味の進歩派だということが

わかりましたが， 「決してそれは国有論じゃないんだから，それはやめていいと。そ

のかわり，日本みたいなところでこれを除いたら，土地を買うときに因るぞ，たいへ

んな問題になるjということは言っている。果たせるかな，いまの土地事情になりま

したね。ケージスが言ったことが立証されたわけです。だからいまの三本木さんの点

でいくと，私も無私物の意見者でいきたいんだけれど，実際にそれをやろうとする と，

例の所有権論争で，相当，反撃があると患いますが，どうですかね。

三本木 無私物論というのは，およその物との観念でなじまないということでは，

私的所有の対象になる ものは， ある確定した形を持っている ものであって，水文的に

循環するようなものは，およそ民法が対象とするものではないのじゃないかという こ

とです。

大木 空気や何かと同じですね。

三本木 そこで回復可能な資源と，そうでない鉱物資源のようなものは，おのずか

ら法制的なアプロ ーチの仕方が違ってくると思うんです。じっと動かない， l回限り

のものと，掘ってもくんでもまだ人間の手で，あるいは自然の摂理で戻るという性質

のものとは，物としての考え方が違ってくるんじゃないかという ことですね。

坪井 いずれにしても， この辺のところは，地下水保全の場合に，必ず通らなけれ

ばならない，避けられない点でしょうね，立法する場合にはc

地下ダム推進方法

川合 確かに科学的にもむずかしい問題があっ て， 実際に地下貯留を事業化するた

めには，やはり現在の制度的な面からも根本的に検討していかなければならない。 そ

のためには，国民のコ ンセンサスを得てということになる。非常にむずかしい問題に

なるわけですね。

もう 1つ，技術的な問題についても地盤沈下，地下水政策公害の問題，また実際の

福養技術の問題についても，これから検討しなく てはならない問題が，非常に多く残

されている感じです。必要性はわかるんだけれど， これをどう進めていくかが非常に
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大きな課題です。坪井先生，そのへんはどうしづ方向で進めるべきか，ご意見をお願

いします。

坪井 私は，国土が失われてし、く 現実にどう対処するかという点から進めたい。さ

らに，多くの面で，地下水がなくなる ことはマイナスを招いている。そういう点をま

ず排除するためには，まず国土を保全しなければならない。そこから地下ダムという

ふうに考えるのが一番し、し、と思うんです。地下夕、ムというと，何か水をためる大きな

プーノレか何かで、きるのじゃないかと，プロジェクトの人たちは飛びついたらしい。ち

ょうど石油ショックのi直後にそういうことが出たものですからね。（笑し、）そうじゃ

なく て，まず第1番に国土をあるべき姿に戻す仕事なんで‘すね。地下水保全法をつく

るという こと も，あるべき国土の自然の姿に戻すということ。そのためには法律をつ

くらなきゃならないというところです。国土保全の緊急性，それが立法に踏み切る説

得力のある立場じゃないですか。 それをしてからいろんな付随的なものを考えてい

く。それに伴う権利や技術的な問題もある。私は， ですから，建設省の技術開発懇談

会でも地下水保全を取り上げるのは結構だけど，単にそういう入れものをつくるとい

うことでなくて，水行政全体の姿の中でとらえていってほしいと思うんです。水行政

というのは，水源から河口までの一貫した中で・ダムあり河口堰あり流況調整河川あり

で，ほんとに総合的な水利体系， 治水体系を合わせたものです。その中に下水道も入

ってきて再使用の問題も出て くるわけです。そういう総合的なメカニズムができてく

るんだから，その中で地下水保全とし、う機能をとらえてほしいと思L、ます。単に地下

水だけを抜き出して，地下水は大事だから，水をためたいからというのではなく， こ

れからの一番大事な水資源，その有効的な活用の中で地下水保全はどうしづ位置を保

つべきか，そこからいきたし、ですね。

三本木 総合地下水立法の必要性を私どもも主張してきましたが，当面現行法のも

とでもできる体制も考えていただきたいと思います。 と申しますのは，すでに河川法

なり地沈2法，上水道，工水道関係事業法，水資源開発2法という制度があるし，私

法上の運用としても，土地の買収，補償という形で裏つけをして進めていく ことが，

十分可能なわけです。

明治以来の日本の法制の歴史を考える と， 電気とかガス事業は，国民生活になくて

はならない重要な事業ですが，これの発端は，民事的な契約で始めているんですね。

最初から収用法対象であるとかとしづ特別の地位にはなかったわけで、す。 特定の企業

に対して報賞契約というか，ある地｛立を与えますがこれに対して，特別な義務なり負

担を課していくという運用でスタートして，現在に至っているんです。そういう こと

を考えると，現行法でこれだけの重要な事業をやってい くとし、う方法も， 十分考えて

いけるのじゃなし、かと思うわけです。

川合 確かにお説のとおりだと思います。建設技術開発会議で坪井先生も この委員
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になっておられますが，全体の水管理，すなわち地表水，水の水量 ・水質を合せた総

合的な管理をする。その中の lっとして地下ダムを位置づけていって，制度化してい

く必要がある。そのために，われわれのほうでももう少し突っ込んだ議論を，専門の

先生から出していただいて，早急にまとめていかなくてはならないと思っています。

これが，今日わが国に課せられた大きな問題だと思います。今後とも各先生方のご意

見をいただいて地下水問題，この中における地下ダムに関する問題をまとめていきた

いと思いますので，よろしくご指導をお願いします。

本誌 どうもありがとうございました。
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