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地下水盆管理の海外における動向

一一SCOPE/ICSU地下水モデリ ング評価委員会に出席して一一

柴崎達雄

急なアメリ力行き

1975年末に，京都で開催された国際学術連合と日本学術会議主催の国際環境科学会

議（SCOPE/ICSU) の事務局長であり，環境アセスメントの分野では著名な気象学

者である T.F.マロン博士からのおさそいと，SCOPEの委員である名古屋大学の島

津康男教授のおすすめもあり，1976年6月中旬に， マロン氏の主催するアメリカ合衆

国インディアナポリスのバトラ一大学にあるホルコム研究所にいってきた。

用件は，環境アセスメントの具体化の第l段階と して，地下水資源開発にともなう

環境変化のアセスメントをどうすすめるかという基本方針を討議する委員会を， sco
PEに設置することになり，その第1回会合として，世界の第一線で働いている各国

の専門家をまねき，ご意見を拝I棒、したいという ことであった。

マロン氏からの手紙には，集まる専門家のリスト として，後述するような著名な地

下水学者があげられており，この機会に， これらの著書や論文でしか，おめにかかれ

ない人たちとも交流を深めておくことも，私たちの今後の仕事に役立つと思ったこと

と，メンバーのなかに，ネパールでの地下水資源開発でお世話になった旧知のFAO 

（国連食糧農林機関）のR.G.トマス氏の名前があったこともあり，浅学をもかえり

みずに，多忙な日程をやりくりして， 9日間のかけ足旅行にでかけた。

宰いにも， マロ ン氏の特別な配慮、もあって，私たちの水収支研究グループから，鎌
あきら

国烈氏（国際航業地質部）の同行が認められ，両人で，あわただしく羽田空港をと

びたった。
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ホルコム研究所での出会い

シカゴからジェット機で 1時間ばかりの行程のと ころにあるインディアナポリス

は，自動車レースで有名なところであり，アメリカ中部の典型的な地方都市でもあ

る。その都心部から，自動車で30分ほどのところにパトラ一大学がある。

このパトラ一大学の静かなキャンパスのなかに， 目的のホノレコム研究所があった。

近代的な建物のなかは， 1階に大きなオープン ・スベースをついたてで仕切った研究

室があり，他の階には環境アセスメントなどの情報処理に使用する大型コンピュータ

などの施設がととのってていた。

この研究所のスタッフは，マロン所長をのぞくと，その多くは20歳代から30歳代の

前半の人ばかりで，婦人研究員の多いこと も自についた。研究テーマは環境科学に焦

点、がおかれ，主に環境アセスメントの手法の開発に力がそそがれている。研究はアメ

リカ合衆国の環境保護庁 （EPA）の予算ですすめられており，今回の「地下水モデ

リング評価プロジェクト」も Ep Aの後援でおこなわれるものである。

当日，ホルコム研究所に集まったメンパーは，大半がアメリカの専門家であった

が，その面々をみるかぎり，マロ ン所長の行政的手腕のある ことが，十分理解で・きた。

そのうちの代表的な人たちを紹介しておこう。

J.ブレデホフト：アメ リカ地質調査所の地下水学者で，地下水シミュレーション

の仕事を精力的にすすめている人。論文をつうじてよく名前を知っていた。今回の委

員会でも議長をつとめ，なかなか行政的手腕のある方とおみうけした。

H.O.パンクス：アメ リカのコンサルタント ・エンジニヤというより，古くから地

下水利用管理について興味ある論文を書いている人で，私としても親しみをもってい

た。直接お会いしても，よいおじいさんで大家の風格がある。

J ベァ：イスラエルの科学アカデミ ーの副総裁という，いかめしい肩書がついて

いるが，われわれにとっては地下水力学の専門家としての名前の方が知られている。

ただし今回は多忙のため部下のシュワルツ氏が代理出席した。シュワルツ氏は人工地

下水かん養の専門家としても著名である。

P. ドメニコ ：イ リノイ大学地質学科教授。日本でも現代地下水学の教科書の著者

としてよ く知られている。しかし， 今回の委員会に集まったメンバーのなかでは，い

わゆる大物にぞくする方ではなく，むこうの研究者層の厚さにおどろかされた。

E.エリクソン ；スウ ェーデンの地理研究所にぞくする放射性同位元素から水文学

にアプローチを試みている著名な研究者。ただし今回は所用で参加できないのは残念

であった。

G . ...，，.スリ ー ・フランスの若手の地下水学者。私の不勉強のせいで，いままでの業

績はよく知らない。なかなかの理論家である。
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G. B.マクシー：ネパダ大学の砂漠研究所の水資源担当のチーフ。アメリカ地下水

学界の長老のひとりで，かかれた論文からも実直な性格がうかがい知れたが，なかな

かのうるさがたで，実践に基づいた意見は傾聴にあたいした。同席したイリノイ大学

のチャイ氏によれば，“イジワルジイサン”とのこと。ただし多分に敬愛の意味が含ま

れている。

J. ミリマン：フロリダ大学経済学部教授。地下水法や地下水利用の経済学的研究

の論文で名前は存じあげていた。昨年は日本に来られたとのこと。

J. R.フィリップ ：オーストラリアの土壌物理学者。論文ではよくおめにかかっ

た。地下水学でもなかなかの理論家であり，実践家でもある。

T.A.プリッケット・イリノイ州立水資源調査所の地下水学者。有名な垂直流を加

味した不庄非定常流の標準曲線と地下水シミュレーションの仕事で知られている。論

文からうける印象より若い方なので‘ひ、っくりした。

J.ウィルソ γ ：マサチューセッツ工科大学の若手の水文学者。現在，ギリシャの

地下水開発のコンサルタントに従事しており，この会議のために， 一時帰米したとい

ってし、た。

このほかメキシコから 2名，ソヒ‘エトから 1名（ただし今回は欠席），それに前述の

トマス氏と私が委員会メンパーとして参加した。あとは鎌田氏とイリノ イ大学でドメ

ニコ氏といっしょに仕事をしている若手のチャイ博士，それにアメリカ環境保護庁の

スタッフ 2名，ホルコム研究所のスタッフ 4名が加わっての正味2日間にわたる濃度

のこい討論が聞かれた。

地下水盆管理を輸にしたテーマ

討論の内容は， これから 1年間にわたってすすめられる SCOPE のプロジェクト

を，どう具体的にすすめていくかに問題が絞られた。そして，つぎの 2課題を中心に

作業がすすめられる ことになった。

①地下水盆管理のためのシミュレーション ・モデノレの比較検討と評価

②地下水盆管理の基本となる意志決定の考え方とその手法の比較検討と評価

これらの 2つの課題は，すでに私たち水収支研究グループが，非力ながらこの10年

来手がけてきたものであり，討論の内容全般について特別の異和感をもつこともな

し十分はいりこめることができた。つまり，最近の各国での地下水研究の動向は，

私たちがすすめてきたような方向で，急ピッチに作業がすすめられていたことが，再

確認、されたわけで‘ある。

私たちが持参した資料一一 「地下水資源学」（共立出版）と「地下水盆の管理」（東

海大学出版）の内容の英文サマリ 一一ーで展開した考え方と方法について，議長のブ

レデホフト氏から，たいへん注目すべき内容であるとの発言があってから，とぶよう
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に資料がはけてしまうとと もに，各委員から関連した質問があった。最後には， 日本

方式で今回のプロジェ クトをまとめよう との議長提案があ り，その線で作業がすすめ

られるようになったのは，いささか面はゆい気持にさせられた。と同時に，彼我の池

下水学者の反応、の差異が，あらためて強く印象づけられた。

若手の研究スタ ッフの交流

この委員会の提案にしたがって，これから1年間にわたって，各国から集められた

資料が分析されたり，代表的なシミ ュレーション ・プログラムの精度，ラ ンニング・

コストなどが，実際にモデル地域を設定して，ホルコム研究所の大型コンピュ ータlこ

かけられて，比較検討がおこなわれるわけである。

この実作業は，ホノレコム研究所のスタッフが中心となっておこなわれるが，副所長

のホルツ博士の提案によって，関係各国から協力してもらえるスタッ フの推せんを求

められた。主に若手の研究者一一いずれも論文ではよく知られた人たちばかりーーの

名前があげられたが，日本からもぜひ 1人まねきたいむねの話があり，その処置は私

たちに一任され，現在人選中である。

このプロジェクトのために，私自身もあと 2回ほど渡米しなくてはならないはめと

なったが，若手研究者の同行も歓迎するとの事務当局の好意ある話もあって，これか

ら若手研究者間の国際交流が，さらに深まることと考えられる。とくに現在の各国の

地下水学の推進役が， 20～30歳台の若手研究者に移行しているのをまのあたりにみ

て，私たち若手グノレープの，よい怠味での競争相手が世界中にできたことは，私たち

にも新しい目標が定まった意味で，たいへんよろこばしいことである。

圏内の事情と比較して思うこと

これらの作業の総まとめは，来年中には公表される予定となっているので，詳細な

内容は，いずれの機会に報告させていただくが，最近の日本国内の地下水研究の動向

とくらべてみて，はなはだ違った方向で世界のそれがすすんでいることが，あらため

て強く印象づけられた。

そのうちのいくつかの点をあげてみよう。まず，わが国では一部をのぞいて，話題

にもならなかった地下水盆管理シ ミュレーションは，すでに多くの国でルーチン化さ

れていることである。とくにアメリカ地質調査所だけでも， 200にのぼる地区が実行

にうつされているという （私たちの経験数は国内外を合わせて30地区ほどである）。ま

たシミュレーション ・モデんもいわゆる地下水流動系だけを対象とした力学モデル

から，化学的あるいはエネルギー ・モデ、ルを勘案した試行がすすめられており，私た

ちのいだいて実行している計画とよく一致しているのがおもしろかった。

そして，アナログ ・モデルは，すでに1960年代で研究しつくされ，現在のシミュレ
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ーションの主流はデジタノレ ・モデルに完全に移行してしまっていることである。これ

は論文からは知ることのできなかった事実である。この点についても，私たちのグル

ープの見とおしは，きわめて適切であったよ うで，アメリ カの研究におくれること約

2年でデジタル ・シミュレーションをスタートさせており，その進行速度も約1～2

年の差でアメリカの研究を追いつめていることが，今回の会合でも明確にされた。あ

る場合には，たとえばモデルの現場への適用てt土，他をリ ードしている国があり，そ

の背景について，多くの委員からいろいろとたずねられる一幕もあった。

地下水盆管理の基準となる意志決定の問題については，各委員ともシミユレ一シヨ

ン．モデル問題以上に関d心をいだいているのが注目された。すで

レ一シヨンについては，現在の手法にたよるかぎり，すでに限界にほぼきているとい

う認識があるので，各国の委員の関心がどこにあるのかは，よく理解できる。これら

のテーマは，つぎの地下水研究の主要課題となることは，十分予想できるものであ

る。

この点については， 今回は十分に討論されたわけ？ではないが，各委員のあいだでも

理解の程度に大きなへだたりがある。その原因は，地下水にまつわる公害問題の理解

の仕方，あるいは研究者のおかれている社会的環境の相違に求めることができょう。

私たちが考えている社会科学的な概念としての「地下水の環境容量」は，ちょっと一

味ほかとはちがうよ うに感じられた。とくにアメリカの研究者の提案しているような

流動モデルと経済モデルの単なる合成には，いささか異論をいだいている。これは今

後のプロジェクトの中心課題と して， 論議されなければならない。

最後に，このところ日本国内でブームの感がある 「人工地下水かん養」問題につい

てひと こと。イスラエノレのベァ氏の手紙やシュワルツ氏の話では，地下水盆管理の道

具（ツール）と しての人工地下水かん養策を強調されていたが，これも全体の地下水

盆管理政策の一環として，段階的なステップをふんだうえでの施策でなければならな

いことを述べておられたのが注目された。

日本の一部の人たちの意見にもあるように，人工地下水策が地下水問題解決の唯一

の万能薬であるとして， ナこだやみくもに水を注入すればよいというのではない。この

プロジェグトの中心課題である地下水盆管理に対する考え方や手法， それにと もなう

評価が先行しなくてはいけないことを，強調されていたが，これはまったくそのとお

りであって異論はない。

会議のコヒー ・ブレイクのとき， シュワルツ氏のいわく 「このあいだ， 日本の調査

団が 2日間だけみにきたよ。またくるのだといっていたよ」。 この苦笑いともつかない

言葉に，思わず日本の地下水研究の特殊事情を感じとったのは，私ひとりだけであっ

ただろうか。

ともあれ，この 9日間のかけ足旅行からえられた成果は，私たち若手研究者にとっ
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て，きわめて大きいものがあり，これからの新しい局面をつくりだす契機ともなるら

のである。このよう な機会をつくっていただいた内外の諸氏に感謝の意を表したい。

（水収支研究グループ代表，理学博士，技術士）
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