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ハンガリ ーにおける水事情

竹 本和彦

1. はじめに

昨年の12月上旬，ハンガリ ー水資源管理庁第 l次官プレイニッヒ氏が，日本の水資

源行政視察のため来日した。同次官は，水資源関係の政府機関を訪問すると同時に水

資源開発施設等の現地視察を行なった。この一環として，同次官は，12月 6日国土庁

水資源局長を表敬訪問し，両国の水資源問題について広く意見の交換を行なった。ハ

ンガリーは，四方を他国によ って囲まれており，水資源についていえば，いわば中流

国であり，水量， 水質の管理については周囲の国々と常に調整を図る必要がある。こ

の点については，我が固とは，全く状況が異なっていると言えるが，技術的な問題に

関しては共通する事項が多く ，数々の点で参考になったのではないかと思われる。当

庁では，我が国における水資源の現況，水資源行政の概況，水資源公団事業の概要お

よび長期水需給計画等について説明を行ない，その後，担当者も含め討議 を行なっ

た。討議の中では，多くの質凝応答が交わされたが， 同次官は，特に， 「水の日J，「水

の週間」に関するキャンペーン活動および節水コマ等の節水型機擦の工夫状況の 2点

に興味を示され，当庁からこれらに関する資料の提示を行なった。この席で，ハンガ

リーの水資源についての状況をi総取すると同時に，関係資料を入手することができ

た。今回は，その時に入手した資料をはじめ，国連水会議 （1977年 3月，アルゼンチ

ンのマ／レデ‘フ。ラタにて開催）で同国より提出された資料を基にしてハンガリ ーにおけ

る水事情についてとりまとめを行なったものである（参考文献参照）。

2. ハンガリーの水資源

ハンガリ ーは， Danube （ダニューブ）JI！流域に位置し， カノレパチア山脈によって



ている。

この国の面積は約93,000 km2で，

人口約 I,050万人，人口密度 113人／

km2となっている。主な産業として

は農業 （牧音業）や石炭鉱業のほか

養魚 （コイ，ナマズ），食料品工業等

写真 国土庁を訪問したプレイニ yヒ次官 もさかんである。

（右端）一行 この国の年間降水高は，平均 600

mm で，降水総盆は，約 580 億 m•／年

となっており，決して多いとは言えな

い。さらに第 11玄lに示すとおり，降水

の大部分が蒸発してしまう （この蒸発

のなかには，農業などに利用されたも

のも含まれている）。 一般にハンガ リ

ーの水資源のう ち内国産のものは約4

%にしかすぎず，あとの96%は上流国

に依っているといわれ， この点が，ノ、

ンガリ ーが典型的中流固と言われるゆ

えんである。また，ハンガリーを貫流

する DanubeJllおよびその支流 Tisza

（チーサ）Jllは， 言うまでもなく国際

河川であり， DanubeJI Iは，西ドイツ，

オーストリア，チェコスロパキア，ユ

ーゴスラビア等8ヵ国に亙り， また

Tisza川は， ソ連，Jレーマニア等 5カ

国に亙っている。

この国における水需要の総量は1970

年において53億 m•j年で， このうちの

約 l 割に当たる 5億 m•／年が生活用

水，残りを工水と農水で半分ずっとい

う型になっている。 これらの水源と し

て，表流水の他，伏流水，浅層 ・深層
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第 1図 ハンガリ ーの水収支
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＊：立地下水． カルス l
；；よび地明性の水の合

計

他11'］へ流出する

河川の水量

（資料） 字井純編「日本経済と水」よ り。
（注） 図中の数値は，本稿中のものとは￥4なる。

単位：億m＇；年。

囲まれた平野の中央部を占めてい

る。西半分は，標高がやや高く台地

になっており，東半分は盆地となっ



第 1表工業用水と排水処理（実績と計画）

項 日

使用水量（百万 m＇／年）

淡水補給

水 量 （百万m＇洋）

回収水量（百万m＇／年）

回 収 率 （%） 

総排水量（百万m＇／年）

汚染水量（百万m＇／年）

I昆 排 水 （百万m＇／年）

排水処理

適正処理 （%） 

部分処理 （%） 

無 処 理 （%） 

第 2表下水道普及状況

項 目

普及人口 （千人）

普及率 （%） 

’コ
同J’

凸wJ

I 

6,400 

2, 810 

3,590 

56 

2,640 

640 

2,000 

30 

37 

33 

1975 

3,618 

33 
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ハリ

no 
nwd 

l 

9,900 

4,530 

5,370 

54 

4,250 

1, 380 

2,870 

45 

35 

20 

1980 

4,600 

43 

RJ 

no 
nwu 

ー

16, 4-00 

8, 760 

7,640 

47 

8,200 

1, 900 

6,300 

65 

25 

10 

1985 

6,400 

60 

日リ

ハ可u

n可d
l 

24,250 

14,400 

9,850 

41 

13,500 

2,500 

11, 000 

90 

10 。

1990 

7,500 

70 

地下水が利用されている。伏流水水質は，表流水の水質の影響を受けるが，一般に上

質で処理が簡単なことから使用され易く， Danube川の伏流水は，生活用水全体の約

22%，工業用水全体の約50%をカバーしている。またこの国は，後に詳しく述べると

おり，地質的に地下水が豊富にあり，利用に適していることから古くより水源として

利用している。表流水利用としては，釣り等のレクリエーションや舟運が第一義的で

あり，さらに水力発電用のダム開発などが行なわれている。

いずれにしても，使われた水は，主に DanubeJJJ等の表流水に還元され，下流に流

されていくことになる。このためハンガリーは， 1964年の水に関する法律を整備し，

工場には処理を義務付けており，基準を遵守しない工場に対しては，罰金（fineと呼

んでいる）を課し，これで、基金をつくり，このお金を運用して共同の水処理場を建設

するような仕組みになっている。しかし，この制度でも古い工場等に対する指導が充

分でなく，現在のところ約33%の工業排水が無処理で放流されている（第 I表参照）。

また，下水道の整備も鋭意進められ，今後三次処理も検討していく意向であるが，

1975年現在で，人口普及率33%となっているにすぎない（第2表参照）。



100 

Danube Jllの水質の保全については，ハンガリーのみならず2 関係各国とも対応が

非常に慎重であり 3 隣接国同士協力 してその保全に努めている。ハンガリーは，国境

を接している全ての固と水質保全に関するこ国間の協定を結んでいる。国際河川の国

境においては，双方の固から水質試験のスタ ッフを送り，それぞれ採水し，それぞれ

水質の測定を行ないデータを保管し，一定期間データがたまると解析を行なうことに

している。また，不慮の事故による汚染（毒物輸送車の転落など）が生じた際に連絡

をすること等についてのとりきめを行なっている。ハンガリ一国内においては，水資

源管理庁が水資源、監督の一環として水質調査を行なっており，国内に12ある支所にそ

の任務を遂行させている。測定回数は l地点につき年間12～52固とかなりひんぱんで

ある。 測定されたデータは，電算処理されて，データ・バンクに貯えられるシステム

になっている。

3. ハンガリーにおける地下水

(1) 地下水のタイプ

ハンガリーは，山地地区と盆地地区に大別することができる。山地部は，カノレスト

化した中生代の地層が大部分を占めており，火成岩は少ない，この地域内の基盤は，

I, 200mから1,500mの深さで，あるところでは中生代カルスト岩，またあるところで

は古生代花樹岩 （帯水層にならない） となっている。カルスト化した基盤岩は，地表

露出部と直接連絡している。すなわち露出部を通して水がかん養されている。古生代

基盤岩は，よい帯水層ではないが，これらの地層中には，化石性水を含む こと があ

る。

ハンガリ ーにおいて，最も重要な帯水層は，若い堆積盆の中にある。古生屑や新第

三紀層は，国境周辺山地に沿って分布する。 鮮新統の Pannonian層は最も重要で， こ

の下部は，時として化石水で閉ざされた帯水層を含む500～700mの厚い粘土や， 粘土

質泥灰岩層によって構成されている。このような厚い不透水性の層が，基盤と温泉水

を産出する Pannonian層上部のような帯水層との問を完全に遮断している。この上部

層は，粘土と砂の互層から成っている。200～800mの一連の地層は， 40%近くがよく

発達した砂層である。

Pannonian層上部は，海成または湖成で，厚さ700m以下の崖錐や河谷堆積物から

成る第 4紀河成堆積層により癒われている。この層は，砂，レキ，粘土の互層から成

る。この層は，連続的ではなく， レンズ状となっているロこの層は全体と して水理上

単一のものとみることができ周辺部は，かん養速度が速く，内側では遅くなってい

る。 これらの第4紀層は，多くの人口が飲料水を依存する伏流水を産出する。河川沿

いの崖錐を通して表流水がかん養される（その水質は，硬度が低く滅菌のみで供給が

可能であるとのことであった）。崖錐が散在してお り， 第 4紀層は実質的に地表 に 露
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出しているとみられるので，垂直方向の浸透が可能となっている。 低地の砂の高まり

や，ふもとの崖錐を浸透した降水は深さ数百メート／レのところに達し，谷間に沿って

流出する。数万本に及ぶ自噴井のデータを解析することにより，深度とともに減少す

る圧力勾配をもって浸透する地区および地表に近づくにつれて減少する圧力勾配によ

り浸出する地区の固定が可能である。このような統一システムにより，水は地域循環

系を形づくる。さらに，これに地区流水システムが上乗せされることがある。

上記地質学的状況を踏まえ，地下水を次のよ うなタイフ。に分けることができる。

(a) 地下水

浅層地下水は，地表に近い，ゆるい堆積物から成る地層の間隙に賦存する。地下水

面は，一般に大気圧下にあり，大部分気象条件の影響を受ける。自然条件下におい

て，主たる供給源は降雨であり， 一方，損失は主に蒸発である。また，水収支は横方

向の流出入により影響を受ける。

(b) 河岸浸透水

これは，河川に沿って帯状に位低し，本質的には浅層地下水の一部であって， 河川

流況により影響を受ける。水収支は，降水， foT)llからの供給や排水などのほか地下水

面と河川水位の影響を受ける。

(c) カノレスト水 （裂か水）

主として石灰岩や白雲岩から成る，苦手lれ目や空洞のある困結岩盤に貯えられた不圧

または被圧水で，天然には降水によりかん養され，ほとんどは泉から流出するか，帯

水層を覆う来国結堆積物から流出する。

(d) 半被圧地下水

これは3 第 4 紀河成層r~I のレンズ状の粘土層により分かたれてい る砂質層内の水と

して定義される。このシステムは，鉛直断面では地表から第一番目に出る帯水層の地

下水と直接連絡しており，ごく少量の揚水にも影響される。ここから多量に水を汲み

あげると上層からの間接的かん養が確認できる。

(e）被圧水

温泉水は，地表の影響やかんを皇から閉ざされた水で，これらは実質的に固定的水資

源となっている。一旦揚水されると補給がないので，揚水は鉱物資源の採取とみなさ

れる。鮮新統または，それより古い地層中の帯水層はこのクツレーフ。に属する。このグ

／レーフ。は，やや浅いところで淡水，深くなるにつれて温泉水を含んでいる。この主た

る特徴は，帯水層のエネ／レギーが取水速度に応じて減少することである。

(2) 地下水の調査

先に述べたとおり，ハンガリーにおいて地下水の開発を行なうことには十分な可能

性がある。地下水の取水は比較的早い段階に始まっているが，これら地下水に関する
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情報を得るための努力が重ねられている。

地下水の情報は， （a）単一事例のデータを収集する調査， （b）時系列データを収集する

観察の 2つによって得られる。

(a）単一事例データ

① 取水を目的とした井戸から得られるもの

今世紀中頃からハンガリーでは，約 6万個の井戸が掘られた。これらの大部分は，

低地で、は約300mのゆるい地層を貫いている。また， 1, 000本以上の井戸では， 1, 200 

m以上の深さから温泉水を産出している。最も深いものは 3,500mもの深さに達して

いる。

2つの世界大戦の間に規制により， 井戸掘削者は，当該地の地層，スクリーンやフ

ィルター構造等のデータをすべての井戸について中央官庁に提出することになった。

これらデータは， この官庁に保存される。各々の井戸については，しかるべき水理学

的 ・地球物理学的調査が基準に従って行なわれることになっている。そして結果が報

告される。 1976年規制！から国内重要水管理区域内の揚水用の深井戸については，詳細

な調査が実施されなければならないことになった。費用は中央政府 もちとなってい

る。

② 地下調査ボーリングから得られるもの

上水道を計画するにあたって水文地質条件を明らかにするために多数のボーリング

を実施している。 この結果は l：本 l本の井戸についての報告はないが，近傍の調査の

報告や上水道のデータには含まれる。これら調査書類の収集と分析は， 1976年に始ま

ったが，ここ 2～3年の聞にI,500件（過去10ヵ年分）の資料が処理されることにな

っている。

③ 地質調査あるいは鉱物探査ボーリングから得られる もの

園内では間隙や割れ目のある地層は実質的に水で飽和しているので，有益な鉱物資

源が地下水位近傍または地下水位以下にある場合が多い。排水やその他の水に関する

規制手段は，ハンガリ一国内鉱業にとって大きな役割を果たしている。鉱物に関する

調査は，地下水に関係が深く，また水の調査にも貢献できることがあることから，

1976年より関係機関の問での共同作業が進められている。

（同時系列データ収集ネットワーク

地下水観測ネットワークは，低地の約 1,700の井戸から成り立っている。 これらの

井戸はふつう 6～！Om，例外的に30mの深さである。分布は30km2にl本の割合が望

ましいとされている。各井戸は， 3日間隔で水位が読み取られ，統計手法および確率

論による処理が行なわれる。これによって地下水収支が追跡され，将来変動が予測さ

れる。これらの結果は，公表され， 広く農業や工業に使われる。また， 地下水資源の

推定にも重要な役割を果たしている。
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カノレスト水観測ネットワークは，中央山脈の Transdanu be地域においてのみ整備

されている。このネットワークは，山地全域に及ぶ影響をもたらす大量の鉱山の排水

に対処するために発足した。このネットワークは，水資源管理庁で管理している 150

本の井戸で一斉に機能しており，カルス ト水の水面の変化を追跡するための鉱山の所

有物として管理されているものも合わせると約350本になる。官庁が管理する井戸は，

12～49 km2を代表している。 記録装置は，かなりの数の井戸に設けられている。結

果は地図にまとめられ，水管理に用いられている。

深い被庄地下水の一斉観測ネットワークはまだ完備されていない。観測は低地の主

要な水道事業体周辺の約JOO本の井戸で行なわれている。この国の代表断面に係るネ

ットワークは現在設置中である。 40本の井戸はすでに完成しており， これは同じ場所

で主な柿水層に達する 4～5本の群井から成っている。

これまで述べた観測施設は，主として広域的な関連を明らかにするためのものであ

る。詳細かつ精確な観測は実験地区や観測所に設けた井戸で実施している。信頼性の

より高い規則性はもっと広い面積を概括するのに適しているものと考えられる。 地下

水と カノレス ト水の規則性はそれぞれ 2～3の実験地域や観測所てー研究されている。た

とえば，既設の Koml6siImre観測所は低地にあり，砂質土におおわれた流出のない

森林区域内にある。水文要素の観測は次の装置によっている。すなわち雨量計13 (I 

つは自記），I, 3, 5 m2の蒸発計，深さ60～260m，面積 lm• のラ イ シメータ 4

台，地中深度45～200cm の補償型ライ シメータ数台，GGI型ライシメータ10台， I 

級気象観測計，ケーシングを設けた 5本のボーリング孔内の中仙子水分計， 3日おき

に観測する地下水位観測井23本， 2時間ごとに記録できる井戸 4本，記録音ト付き井戸

l本である。カルスト水を観j}lljする J6svafo観測所では，雨量計 9,A級蒸発計 1,

3 m2の蒸発計 1, I級気象観測l所，洞穴内の滴水源lj定，岩石の破砕状況の測定， 8

つの湧泉の湧出量の連続測定，自記水位計と地媛計を設けたカ／レスト井 l，流出は実

験地点で測定する。

(3) 水管理における地下水の役割

表流水の約 4%だけがハンガリー園内から生ずるもので，流域の特徴となるのは，

他の大部分が国外の起源、となっていることである。地表水の供給にとって地形上の位

置が好ましいものでなく，天然の水資源の70%以上が DanubeJilの流水である。表流

水が供給水の大部分を占めているので，この必要性に係る問題が水管理の主体となっ

ている。しかし，家庭用水の98%，鉱工業用水の22%が地下水でまかなわれており，

さらにこの地下水は，開発コストが安く，国内の大部分で飲用可能なものであること

を考えれば， 地下水の重要要性を充分認めなければならないであろ う。

第 2次世界大戦まて‘は， 地方ではほとんど全部の人々がその飲料水を多数の井戸に
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求めていた。 1940年代では，約1,000万人の人が，約100万個の井戸をつかっていた。

2回の大戦の問に，掘削技術も進み，被圧井によ って深い帯水層から良質の水が得ら

れるようになった。 10年程rmまでは揚水方法もまちまちで， l；本の井戸が主流で，群

井は小規模水道事業にのみつくられていた。現在では，6万本以上のボーリ ンク守によ

る井戸の記録がある。この中には，時が経つにつれて廃止したものもあるが， 概略値

としては通用する。最近は，大きい水道事業や集落，あるいは数個の集落にまたがる

広域水道事業のための井戸群を備えた揚水場が建設され稼動しており，次第に大きい

ものができる傾向にある。このときに l：本l：本の井戸の数は増大することになるが，

配管で連結した給水システムに取り込まれる。現在では，水道事業の規模はいろいろ

異なるが， 全国で2,500を超えている。

4. ハンガリーにおける水需給計画

(1）水資源量の把握

総量的なアプローチは，ノ、ンガリ ーの水文地質学者の聞で，ずいぶん以前から行な

われてきていた。これは2 主と して地質学に携っている人達の間で発展してきたもの

であるから，興味の対象はまず第 lに地下水 （特に被圧水）の根源であった。量的な

取扱いは，まず地下水学の研究に始まり，次いでカfレス ト耕盤の水収支である。深層

地下水については，あまり調査がなされていない。また，遠く離れたところの環境に

対する影響や揚水中の産出量の変動についても詳細な考慮はなされていなかった。

地下水を含むノ、ンガリ ーの水資源は，国家水管理基本計画 （theNational Water 

Management Master Plan）で初めて推計された （1964年承認）。この基本計画のため

に，先に述べた様々な型の地下水で代表される水資源を各種の手法によって決定し

た。これらは，水文地質学的な特徴で分けられた区域や地魁群で表わされる地域毎に

計算されている。 この調査は，開発可能な水資源量を推計する目的で行なわれた。そ

の範聞は，長期間にわたって自然の条件を乱すことなしに安全に揚水できる水の量を

網羅するためのものである。

地下水資源の推計にあたっては， 利用可能な量を正常な地下水位変動の最下位より

上にあるもの， すなわち降水の浸透による規則的なかん養を受け， 横からの流入によ

って流出する量と考えている。

カ／レスト岩盤中の水資源については，約 I,200の泉の観iJl.lj記録と降雨量データを基

に推計している。この決定にあたっては，ハンガリ ーの代表的な気候条件において，

l～4月に浸透する降水の量が全かん養量の最水限界であるという認識に立ってい

る。評価にあたっての幅は， 前年の 9～12月に浸透する降水の量について設定する も

のと し，これは同時に次の年の l～4月の浸透率をも規定するものとした。必要な密

度で観測が行なわれている地域について，その結果をデータが完全でないところに拡
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張し，何年かにわたる平均の浸透誌として得られた量を使った。

半被圧地下水では，多孔質の帯水層に貯留されている最を検討の起点、とした。浸透

率を仮定し，他の地域から注入する水についても幅を設け，揚水の結果起こるしぼり

出しによる圧密沈下量の概略の推定を行なっている。 代表的な3 閉じた，かん養のな

い地層の可能供給量を弾性，圧密体積の合計として推定している。地下水の収支は，

ごく簡単な原理によっている。すなわち，上記の手法で推計した供給水量を地域内の

実際の消費水量と比較および予測を行なう。この結果の合計量は，当該地域の水供給

の限界を示しているものと考える。すなわち，全体の汲み上げ量が推定値に達した

り，超えたりした場合 （到達率JOO以上）＇国定した 地下水位を下げることが認められ

ない限り汲み上げは許可されない。現在のところ，全ハンガリ ーにおける到達率は，

約25%となっているが，いくつかの小地区では，すでに100%を上回っているところ

がある。

(2) ハンガリ ーにおける水需給

ハンガリーの1970年における全水需要量は53億 m3である。パイプによる水道給水

量は，約 5億 m3／年となっており，水道普及率は約55%となっている。水道普及率

は， 1985年には85%となり，需要誌は約11億 m3／年となる見込みである。また工業用

水の需要についても同様な伸び率で増加することが見込まれており，全水需要量も約

125億 m3／年に伸びると予測されている。

工業用水の大部分は，表流水でまかなわれるこ とになろうが，薬品工業や食品工業

では，主に水質の面で地下水を求めている。また，上水道については，基本的には，

需要増に対しては， 地下水に依存することとしている。

現在，年間約I,000本の井戸が新規に掘削されているが，この値は変わらないもの

とみられる。今後，井戸は次第に群井と して設けられるようになろうむその結果， 地

下水の状況の変化は，次第に場大し，その影響は広域的に広がるとみられている。

ハンガリー園内のいくつかの地域では，地下の水理学的関係が多かれ少なかれ相互

に関連の深いものになっていくという明らかな根拠があるから3 水需要の予測に適合

するような供給を明らかにし，さらに， 社会的に最も重要性の高い水資源を揚水する

ときの条件を限定し，保全することが不可欠である。水資源、の保全は 2つの面にわた

っている。すなわち，考えられる目的に必要な量と質に係る水資源、を揚水する時に，

当初から完全な保護をすることである。それが達成できるかどうかは，種々の調査，

解析，評価手法を適用することによ って地下水の調査が本当に質的に改善でき，もっ

と正確な成果が得られるか否かにかかっている。
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Debrecen水道地区内 （N・ l）における地下水汲上げ量と地盤沈下の関係第 2図
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(3) 地下水の汲み上げと地盤沈下

水道事業の地下水汲み上げによる地盤沈下が確認されているが， トータルでも （50

年間）10 cm以下である （第 2図参照）。 10cm以下という少ない値のでた理由は，地

下水の累積揚水量が米国や日本に比べてずっと少ないこと，および数百mに達する第

4紀帯水層が3万 km2以上にわたって水浬学的に lつのシステムを構成しているこ

とによる。同一システム内の厚い帯水層から大量の水を局地的に揚水しでもシステム

内で平滑化されてしまい，全体の影響は3 ごく小さくなる。

カルス ト地区の地下水汲み上げによって，地下水位の低下が著しいところがある。

このため温泉水が酒れた事例がある。

また3 露天掘鉱山では，採掘の前に地層からの水を抜くがこのために大幅な地盤沈

下がおこっている ところがある （第 3図参照）。 これによ ると， 20ヵ月間に最大20cm 

の沈下が認められている。
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第 3図 Visonta地区露天掘り周辺における地盤沈下 （1967年3月N 1968年10月）
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（資料） L AlfOldi & B. Papp“The Problems of Environmental Protection for Subsurface Waters 
in Hungary，，より。

5. おわりに

以上述べてきたとおり，ハンガリーの水事情を論ずる場合，① Danube川という国

際河川に表流水水資源の多くを依存しているため，取排水および水質汚濁など他国と

の協調が要求される点と②地下水が比較的豊富であり ，家庭用水はじめ多量な水資源

の供給源となっている点が特徴であろう。四方を海で固まれ，急峻な河川の多い我が

国とは全く趣きを異にしているが，地下水に係るデータ収集，整理など興味深い点が

多々あることから，今l司ここに紹介したものである．
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