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地下水の塩水化と汚染な らびに対策

村上政嗣

1. 地下水の塩水化

静岡県の岳南地域 ・清水市の一部などの海岸付近で多く の工場の井戸の地下水位が

低下し，従来揚水していた清浄な地下水の湧出が止まり塩水を混入して問題になって

いる。これは過剰揚水の結果地下水位が全体として低下し，地下水体の上位にある淡

水を揚水し尽く し， その下位にある塩水を汲み揚げるに至ったものである口へ

また感l瀬戸I川では満潮の際に海水が河口から上流に向かい川底に沿って湖上する。

淡水はその上を流れて河口から外海に出る。その流路に沿う断面がく さび状をなすの

で塩水くさびと呼ばれるが，潟水で河川流量が減少すると埠水くさびの先端は次第に

上流に向かって進行する。海水はこの温水くさびが川底に接する函から浸透して伏流

する。 したがって潅概用水を河水から取る場合には， 河川流量が減少して塩水くさび

の先端が取水地点に近づき多少塩分を含んだ河水を揚水したり，海水を混入した地下

水を揚水するようになる と塩水化してくる。

塩水初l上は主として淡水流量の多寡，河床勾配とその起伏，蛇行状態，気圧 ・風な

どによることが知られているへ 秋田県米代川の塩水湖上限界について三井氏等4lが

行なった調査によると，米代川河口の干満の潮位差は0.25～0.3m, 河床高は河口か

ら0.2 kmまでに次第に高くなり， さらに上流に向かつて凹凸があって塩水の湖上が

処々 で阻止され結局4.0km辺まで湖上が予想される という。塩水の棚上距離は理論

的にはシェンフェノレト （Schonfeld）の式により， 2次の双曲線によって示されるが，

実測によると米代川では流量に逆比例する関係にあって，流量が160m3/secになると

塩水は殆ど河口部から上流には進行しない。

昭和29年には石狩川河口から58km上流に塩害が発生し，昭和33年には利根川下流
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部で河口から31km上流で潅概用水に塩水が混入して作物が被害を受けたへ高知県

でも中村市山路地区で昭和45年の潟水期に渡川の河口からおよそ 6kmの小地域で地

下水の多量揚水により潅統水が塩水化して被害を生じた例があるへその他地下水の

塩水化は釧路平野の湿原地域nや青森県八戸市海岸部si, 四国吉野川下流地滅＠〉等各

地に起っている。

我が国のみならず諸外国で同様の例がある。イギリスではロンドンと リパプーノレて、

揚水による井戸水中の塩分の増加について研究された歴史は古い〔1855年〕10）。

タイランドでは11)バンコク市が海岸から30km以上離れているにもかか わらず3

1960年頃から市の水道用の井戸に塩水が入り始めた （第 l図参照）。 その後も多くの

井戸が掘削されたが，塩水浸入のため遂に廃棄されるに至ったものが多い。チャオ ・

フラヤ川の河口に近い海岸付近には真の海水の浸入が見られるが，その他の地域の地

下水はかつて半かん水から濃度の大きい海水に変わ りつつあった浅海に堆積した砂粒

の聞に貯留された化石水である。すなわち海水に比べて井戸水中に含まれた塩分の量

がはるかに少なく，かっ CaとMgの比がはるかに大きいことがこれを示している。

かつての海岸に見られた海水の浸透による地下水は隆起の結果海退によってデ、／レタが

南方にのびたために西 ・北 ・東方からの雨水の浸透によって徐々に淡水と入れ替わっ

た。それが井戸による過剰揚水のために淡水と海水との間の平衡がくずれて，従来北

から南方へ流れていた地下水が遂には逆に南から北方へと変わり，南方の海水を導入

するようになったものと考えられている。地下水の流速は揚水のそれ程はげしくない

地域では 0.1km／年であるのに対して，過剰揚水の地域では0.5 km／年である。

上の例に見られる如く，海岸地帯においては海岸から直接内陸に向かつて海水が浸

入し，同時に河川を湖上する塩水くさびの河床との接触函から塩水が地中に浸透して，

地下水体の内部で，複雑な形で淡水と塩水との接触境界面ができる。これは淡水と塩

水との比重の相違によるもので，一定の法則に従う。ギーベン＝ヘルツブルグ（Ghyben-

H’erzburg）の法則がそれである山13）。

インド ・西ベンガ／レ1-Hのベンルガ湾に面するデ‘ィガの海岸地帯で塩水浸透に関する

研究が行なわれた14》。その結果海岸線に直角の断面図に淡水と塩水の拡散（接触）帯

の分布を地下水の塩分濃度によって示すと大略第 2図のような形になることが確かめ

られた。 帯水層は粘土の不透水層を下盤にもつ厚さ 7 ～ 9mの砂磯層でその問に 15~

30 cmの一層または二層の粘土質のレンズを挟んでいる。帯水層の厚さのほぼ中程の

約4mの深さにくさび状に海岸に向かつて突き出た形で塩分が300～500施。の部分が50

～150 cmの偏に見られ，これを拡散帯として海岸に向かつて次第に塩分が濃くなっ

ていた。 500%,,Clを淡械水の接触函と考えた。これは塩化物／重炭酸塩の比2.3に相当

する。拡散帯を通り垂直の深さに塩分の濃度を見ると，拡散帯の上部地表との間の塩

分濃度は20～300ppm，底部に向かつて 500～9,800 ppmであった。 これに対し海水
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の濃度は l万4,700～l万5,660 ppmであった。 拡散帯の位置は海面水準の昇降と共

に水平方向に移動した。拡散帯の形は不安定で潮の影響 ・雨水の浸透 ・土壌内浸透率

の差異により，人為的には揚水の影響などにより，ギーベン＝ヘルツフツレグの関係式

によって計算した数値とかなりずれがあった。海岸は一帯に砂丘で表層に近く粗い砂

粒が多く，雨水は容易に浸透して上層の地下水をかん養している。計算によると雨水

の50%は浸透するものと考えられる。 1931年と 1964年の聞に海水は300mも内陸に向

かつて進入し，海岸浸食を行なってデ、ィガ付近の小村や耕地に被害を与えている。

またアメリカのカリフォルニア州の海岸で塩水化の問題が起った。 1950年には海岸

に沿う低地9万エーカ一以上が海水によって汚染されていると報告された山。これら

の海水浸入は何れも被圧層で起り，過剰揚水の結果である。この地域では地下水は昔

自噴していたもので，使用者は地下水は無尽蔵にあるとの過った考えの下に濫掘した

ために，その自噴も止まりそれ以後ポンプ揚水をすることになったが，ポンフ。の数が

無数に増え揚水量が地表からの浸透水量を超過するようになり，従来陸地から海中に

向かつて流れていた地下水に力の不均衡が生じ，帯水層中に貯留されていた淡水に代

って海水が逆に吸い込まれる結果になった。これに対する対策として次の 5つの方法

が考えられた山。

（乱）揚水量を減らすかポンフ。揚水の仕方を変えて，海水位よりも地下水位の水準を

高くする。

（防 人工注入によって揚水する地下水の帯水層中に人為的に河水を注入して，地下

水位を海水位と等しくするか，それよりも高水準に保つ。

(c) 海岸に平行して多くの削井によりポンフ。の列を作り，海水を揚水して地下水谷

を作り， 岸に向かつて流れる淡水を堰き止める。

(d) 海岸に平行して多くの人工注入井を設け地下水嶺を作ってこれを海水準よりも
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高くする。このときは水圧の嶺を作ることになり，海と陸の双方に向かつて淡水

を補給することになる。

(e) 人工の地下堰堤を作って淡水の海中への流動を防ぐ。これにはベン トナイト粘

土 ・セメントグラウト ・アスフアルト膜などの壁を人工的に60m位の深さに作

る。

2. 地下水の汚染とその原因

地下水中には自然の状態で塩分が化石水や海水から浸入するものであることは前述

のタイランドの例に見られる如くであるが，これに過剰揚水という人為的作用が加わ

って，飲料にも適しない程また作物に害を与える程塩分の含有量が多くなって汚染さ

れたものである。 石灰岩地帯の多いヨーロッパに見られるように，地下水中に多量の

カルシウムと炭酸イオンが含まれて飲料に適しないことも，自然による一種の汚染で

ある。有害といえないまでも良質ではない。このように飲用あるいは各種の目的のた

めに決められた水質の許容規準の上限以上にある化合物または塩分が多量になったと

きは汚染されたといえる。 これは水質の低下 （悪化）である。下水や工場の廃水が河

水や湖水のみならず地下水中に浸入し，あるいは有機ノξクテリアがこれに混入すれば

汚染である。そこで一般に考えられる汚染の原因について3 厳密に分類すれば次の如

くになる四九

(a) 地点的な汚染源

家庭の廃水または汚水

下水道または下水溜

盛挨集積場やし尿溜

家畜その他動物の排池物

工業廃棄物または廃水（鉱山の選鉱の残り屑 ・石油工業の精製残澄 ・金属の屑 ・

化学工場）

冷却水の流入口から漏れた水

事故によるタンカーからの石油生産物の流出または送油管からの漏出

（同大規模な地域にわたる汚染源

各種肥料や農薬の含まれたかんがい後の排水

下水処理排水，工業排水処理または未処理の地表水の残り

過剰l揚水による隣接帯水層からの塩分の流入または海水の浸入

自然の地下水の条件による他の地下水体からの浸入

以上の各種の原因によって有害な無機化学物質や有機物質が混入する。特に有害な

ものは炭化水素 ・清浄剤 ・農薬 ・窒素化合物 ・重金属 ・有害な微量要素である。微生

物による汚染は主に下水や農業用排水から来る。有毒物質は主として工業廃楽物また
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は廃液から偶然的事故によってもたらされる。塩分の多い水または海水の浸入は過剰

揚水により，あるいはかんがい方法の拙劣さによる結果である。硝酸塩の存在は水質

汚染の重要なインデ、ィケーターであるが，とれば人間または家畜の排世物または肥料

に原因するものである。帯水層のかん養地域に有機質廃棄物を捨てると腐敗により鉄

とマンガン化合物の分解を促す。それがもし土壌中にあるときは嫌気性のバクテリア

に好条件を作ることになって地下水中に金属イオンの濃度の増加を来たす。ヨーロツ

パでは水源地の周囲は広い範囲に亙って厳重に垣や塀を図らして人！日1や動物が外から

入って汚染することを防ぎ，かん養水の保護に努めているのを見るが，我が国では水

源、用のポンプ場を田園の真中に設置している処もあって誠に寒心に堪えないものがあ

る。

炭化水素 ・ガソリンその他の不溶解性の石油精製品はごく少量を含んでも飲用水に

は不適である。それは好気性のパクテリアに好条件を与えて腐敗性になるが，土壌中

では嫌気性の条件下にあって変質しない。これらの物質は表面張力と密度が共に小さ

し地下水体の表面に蓄積される傾向があって，地下水の流れと共に他に移動する。

3. 汚染防止または清浄化の方法

地下水には自浄作用があって，その要因を物理的 ・地球化学的 ・生化学的に分ける

と次のよ うになる加。これらの要因に応じて地下水汚染のそれぞれの場合に適した対

策を講ずべきである。

(1) 物理的要因

(a）水力学的拡散作用一一廃液をうすめる効果がある。帯水層の構成粒子問の拡散

能力は地下水の流速 ・水面勾配と粒子問の透水係数に比例し，干し隙率に逆比例する。

刷機械的漉過作用一一コロイド質またはそれより粗粒の物質例えば粘土質に富ん

でいることが必要である。磯質 ・砕粒質または空洞の多い岩石は適当ではない。

(c) 空気の流動一一有機物の好気性ノξクテリアによる破嬢を容易にし，分解作用が

促進される。酸化状態で動き易い成分が増える。不透水性で不飽和状態の土壊または

水に飽和された土壊によって空気の流動が妨げられると嫌気性のバクテリアに好条件

を与えることになって，有機質の分解カを弱め，嫌気性の条件下で溶け易い物質だけ

を移動させる。

(2) 地球化学的要因

(a）錆体とイオン強度一一錯体とイオンの共存は l価または多価のイオンを含む各

種のイオンが組合わされるときによく見られる。組合わされるイオンの量が増加する

程その量を増す。イオン強度は水中に溶けている全イオン種をはかる目安になる。イ
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オン強度と錯体は共に種の全量を増加せしめるものであるが，もしこれらが共存して

いないときは酸化作用 ・降雨や吸着作用によって増加が制限される。

（同 酸と塩基の反応一一多くの成分は pHが減少すると溶解力，したがって流動性

を増す。有機分の多い水では pHが4～6の低い値は炭酸としばしば有機酸が多いこ

とと関係があり，水分を多く含んだ土壌や岩石中に最も豊富である。

(c) 酸化と還元一一多くの元素は複雑な酸化状態で共存し得る。不飽和帯の土壌中

ではしばしば酸化あるいは部分的にわずかに還元された状態にあるのに反して，飽和

帯では有機物が存在するときには還元状態にある。水の流動性は元素の種類と pHの

値によるもので，たとえばクロームは酸化状態のときに最も流動し易く，鉄とマンガ

ンは還元状態にあるときに最も流動し易い。

(d) 沈殿と溶解一一炭酸・燐酸 ・珪酸 ・水酸化あるいは硫化イオンのような陰イオ

ンが多量にあるときは特に多価の正イオンをもった不溶性の化合物と して沈殿する。

カルシウムやマグネシウムのような多価正イオンが多いと，モリブデンとヴァナジウ

ムの塩類を含んだある種の微量要素オキシ陰イオンを沈殿させる原因となる。沈殿が

酸化または還元作用による場合に希釈することは酸素の含有量を変えることで，この

ような成分を再び溶液に戻すことになる。

(e) 吸着と脱着一一イオン交換によって正イオンと少量の陰イオンは一時的に粘土

とかその他のコロイド粒子からなる物質の表面に吸着される。吸着した金属の正イオ

ンは pHが増すほどその量が増加する。分子種はコロイド質物の表面に物理的に軽く

吸着されるが，コロイド質物に一層濃度の薄い水分が接触すると吸着された分子種は

再び溶液に戻ろうとする。

(3) 生化学的要因

（吋 分解とl呼吸一一 微生物は一方で不溶解性の脂肪 ・炭化水素と蛋白質を酸化分解

（すなわち呼吸）し，他方でこれらの成分を溶質あるいは微小粒子として地下水中に

放出する。

(b) 細胞の合成ー－N・C・SとPとある種の少数元素は生物の生長に必要なもの

であるが，廃棄物処理場から少し離れたところではその作用が鈍い。

最初に述べた物理的要因である水力学的拡散 ・機械的泌過と空気の流動についてど

れが重要であるかはそれぞれの廃棄物処理の仕方によって考える必要があるが， 何れ

も廃棄物の大きさと性質に関係がある。もしこれらの廃棄物がパクテリア（粒子の大

きさは 5 × 10•~5 x 10 4 mm の間にある）かあるいはコロイド（10-• ~ 10-s mm) 

の大きさである場合に，粘土やシ／レトが廃棄物中に含まれているときは機械的組過方

法が廃水を退化させるのに有効である。もし溶解物質としてイオンまたは分子の形で
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存在する場合には水力学的拡散の方法によるのがよい。このよ うなイオンと分子は間

隙と危裂の内部を流動する地下水の流速の変化に応じて拡がっていく。またもし汚染

源がガスの運動である場合にはガスの拡散の方法によるとよい。ガス体の流れは液体

と同じ物理的法則に従い，拡散の速さはガスの流動の速さと圧力勾配に比例するから

である。液体中でも気体中でも圧力差が溶液とガス状の廃棄物を地下水中に巡ぶ役目

をするが，拡散によ って一旦簿められた後は，廃棄物の退化は化学作用によるもので

ある。

上記の 5つの地球化学的方法の内で2 イオン交換による吸着と沈殿が地下水中から

汚染源を除く重要な作用をなすもので， 他の方法は有効な場合も効を奏しない場合も

ある。鉱物学的に不均質な帯水層粒子に接触している地下水のような化学的に不均質

な溶液中の色々の型の汚染源の挙動を予ill!！するには，地下水の分析を用心深く広い範

凶に亙って行な う必要がある。

ここで注意すべき重要なことは，地下水中から汚染源、を吸着と沈殿によって取り除

くというのは一時的な現象であって，これにつづき汚染前線が通過して更に薄い溶液

がこれに代わると， 脱着と分解作用がはたらいて汚染源、を逆に地下水中に戻すことに

なる。沈殿の場合にも，イオン交換と｜同様に， もし真の可逆的な化学反応がはたらく

ときは全く同じことが言える。さらに注意すべきことは，吸着と沈殿によって汚染さ

れたイオンの活動力を鈍らせる作用が l時的にはたら くだけで，それにはもっ と時聞

がかかるけれども， l種の減衰作用がはたらき （例えば放射性崩壊や生物による分解

作用）地下水中の汚染物質の濃度を薄める結果となり，その効果を挙げる ということ

もある。しかしもう これ以上地下水中に汚染物質が残っていない場合には吸着あるい

は沈殿した汚染物質の拡散が止まってしまい，もはや汚染物質の希釈作用が進まない

ことも起り得る。

他の地球化学的方法一－~体とイオン強度 ・ 酸と塩基の緩衝と酸化と還元作胤は，

地下水に色々の形で影響するもので地下水中の汚染源、の除去を盛んにする場合も妨げ

る場合もある。地下水の汚染にしばしば関係のある溶解物質の増加は複合イオン （た

とえば Zn-NTA.PbC ドおよび Mg(OH)g)の増加を導き，その結果汚染源イオン

(Zn2ヘPb2+および Mg2＋）の吸着も脱着も起さなく なるようになることがある。 こ

れは炭酸塩と珪酸塩鉱物の影響による敵と塩基ーの緩衝によって地下水と廃液の pHが

ほぼ中性に保たれ，それによ っておそ らく溶解性の炭酸塩 ・炭化水素 ・燐酸塩 ・硫化

物あるいは珪酸塩の形で汚染物質の共同沈殿を促進させるからであろう。

酸化と還元の反応はイオン種の生成を促すが，これらのイオン績はその酸化状態

（原子市Iii）に支配されて地下水体中を流動する。たとえば窒素は硝酸陰イオン（N03-)

の形で地下水中を非常に移動し易くなるが， 還元されてアンモニア陽イオン（NH,+)

になると容易に吸着される。
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ハッチンソンによれば17），微生物の作用による生化学的方法は汚染源の種類によっ

て有益になることもあれば破壊的になること もある。 それは有機物の型とおかれた環

境山によるものであるという。有益な点は次の 3つで、ある。

(1) 汚染された水の浄化によって有機質の汚染物質は好気性の環境下では破嬢され

て co. ・ H20 ・ N03 ・ so~ ーのよ う な無害の生成物になる。 すなわち自 由酸素が存在す

る環境になる。

(a) N・5・CとPの自然界における循環は細胞合成には欠くべからざるものであ

って，この作用によってこれらの元素は地下水から除かれる。

(b) 農薬 ・除草剤 ・清浄剤（洗剤など）とガソリンのような人間の作った汚染物質

の分解が行なわれる。

著しい微生物の作用の中でハッチンソンが挙げた不利益になる点は，すべての自由

酸素を利用したあとの影響である。すなわち No.－と so~ー の形で結合した酸素は

電子的沈殿物 （酸化斉IJ) として消耗され，それによって有機質廃液中の C・H・N・

5からCH4・H2・NH3・ H2Sのよ うな還元生成物を作る。その上このような嫌気性の環

境では色々の重金属が比較的溶け易くなる（例 FeへMn2＋）。

4. 汚染除去の実例

ソ連のシノレ ・ダリアJI！の段丘上とゴロドナヤ箪原では一旦塩分で汚染された農耕地

の脱塩をするために垂直井戸を掘り，水中ポンプで揚水し，充分な水量を水平の用水

路を通じて潅慨して土壌の塩分を洗う方法をと っている。地表の塩分を含んだ地層の

下にある砂磯！習の下方水準に削井のストレーナーをあける必要がある。ただし含嵐層

とその下の砂磯層との間は通水出来る条件にしなければならない。シル ・ダリアでは

地下水位は地表下 2mにあり 3揚水量は15～20m3／日／haすなわち平均 0.2 l /s/haあ

るいは1.5～2 mm／日になるよう に井戸の数を分布せしめた。塩水化のはげしい地域

程井戸の数を増した。各井戸には自由地下水の静水位と揚水井戸の動水位をはかるた

めに 2本の管を入れて両水位の差を読めるようにし，揚水量と土壌塩分含有量との関

係、を絶えず調査した。ある井戸の傍では地表下 3mの深さの土嬢中の塩分が l年聞に

210 t/haから42t/ha に減少し， 3m以深の土壌では井戸から向性れた所程脱塩の程度

が弱かった19）。

フランスのアルザ、ス地方にカリ岩塩の鉱床があって，カリの分離精製に際して生じ

た塩の塊を廃棄物として地表に積上げ，さらに処理に使用した塩水を含んだ廃液を砕

石場や近くの川に流していたために，地下水が次第に汚染されて鉱山の下流にあるコ

ルマールの~ITでは鉱山の採掘が始まった1 9 10年頃から井戸水が次第に塩分の濃度を増

し， 1973年には300mg/Iにまで達した。 調査の結果浅層では工場からの廃水が放流

されているイーノレ川と旧チュー／レ川の塩分の少ない河水の浸透によって僅かに汚染さ
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れているのに対して，深層には鉱j宰の置場から雨水に洗われた水が浸透したり，泥の

置場や砕石場に捨てられた濃度の大きい塩水が深部に浸透して，地下水の塩分が濃く

なっていることが分った。対策としては浅層の地下水に対して塩水を集める貯水I習を

作り工場の冷却水を利用して溶かした後，これからパイプでライン川まで運ぶこ とで

殆ど抑制された。深部の汚染に対しては，新たに鉱i宰を捨てないことと泥の置場や砕

石場に塩水を捨てることを禁止したので，問題は従来から放置されている 鉱滞の 山

を処分することだけが残っている。コルマールの！町の揚水設備に対してはヴィエィユ

川に絶えず美しい水を湛えることと地下水の全含有塩分を100mg/I以下に保つこと

に努めている20)0 

筆者はある工場の周囲の地下水が汚染されたのでその物理的対策として，一方では

工場の付近で汚染された地下水を揚水して地下水の流動を lヵ所に集めて他に排水す

ると同時に，地下水の下流方向への流出を妨げるように下流側に深度の浅い管井を埋

めこれに河水を人為的に注入し，流れに直角の方向にのびた地下水嶺を作って汚染さ

れた地下水の浄化の実験に成功した。実験中は時間的に密にサンプリングを行ない，

各種のイオン別にその濃度が時間と共に減少することを確かめた。

5. 結論

以上地下水の塩水化と汚染について，その原因と対策を実例を挙げて説明したが，

地下水が汚染されたことが分れば，まず地下水のサンプリ ングを行ない，使用目的に

応じた水質の基準にしたがって水質の良 ・不良を決めなければ、ならない。そのために

は化学的 ・物理的試験を厳重に行ない，さらにパクテリアの有無とその種類を検査し

たりその他の生物的な検査を行なって，衛生的であるか否かをしらべる必要がある。

塩水化も海岸地域において地下水の過剰l揚水により地下水が異常に低下した結果，

下層から塩水を導入したためであるが， これと同様の原因によって隣接する他流域か

ら汚染された地下水を汲上げることもある。またある早越の年に大量に揚水を行なっ

て水質の悪化を招かなかったとしても， 2, 3年とかそれ以上永年に亙って継続して

過剰揚水が行なわれると，結局流域内の貯留量を年間の流入量を超過して揚水するこ

ととなって， 遂には悪質の水を汲上げ，新たな供給水の補給による水位の依復を遅ら

せることになるから， 水位の低下を来さないよう充分に注意をしなければならない。

それには地下水流域の面積や年間の降雨による浸透量，地質や土壌の性質による地下

水の流動速度などを考慮して井戸の環境に応じた適正揚水量を決め，水質が悪化しな

い程度に揚水量を規制することが肝要である。

井戸水は絶えず監視を怠らず， 予め汚染を防止する方法を講じると共に，一旦汚染

された場合には上述の物理的，地球化学的並びに生物化学的方法を応用して極力浄化

を図ることが望ましい。
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