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水文誌についてのこ，三の考察

鈴木裕 一
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1. はじめに

水文誌は地球上のある地主主における水の挙動と， それに関連した人間生活；こ関する

地威的I記載である。 地形ゃっ訓尖も人間生活にrtい関わりを持っ てL、るが 多くの場

合． それらと人間正の問：ニ：.U]（がなんらかの形で介仕 1てしる。にとえ．；集落の「f一

地l工t；くi:ti)（をf'.tぞすいr'Jiであり ，またiJI；ノj(j父宮や降rf.i；こよる料1i1i崩I突の危険の：n、

所でも．らった。 i卒業の立地；こっL、て 与えて λても t主主；．二本。工欠カ・せな＼.し またT

業活動；こも 1j（：主欠カるせd乍L、ものである。辺に． 人間が；J:の状態を大きく変えたf9tJも少

なくない。たとえ；，ft祭休の伐採が河川のi)I:、水流出店会別子した ；） .砂；~rn.を促進 して

L、る仰lもみられ心。二のよ〉 ；ニj也域l.t単fにる幾何’Ifi'J.＇.：＇全開てなく ．人間と自然を含

めた－1i機的な空i:りであると考えるへきであ ，）．その持己＇・・二工＇＇（，く；；場 ｛I「1J;! iう、f手配

してしる。

筆者はこのような観点ヵ、ら水の霊安性合強く I認識すると ともに その地則的分布カぉ

「i然科学的にもfl会科学的にも極めてまz咲なむ味合持寸てL、ると考え いくつかの:Y-,・

TょをfJった。

2. いまなぜ水文誌か

地球上の水の分布；工かf正 ；！ f射 っ てレる。 その状態を •］、す｛刈 と してア ノ 1）ヅJ j、防の河

川と湖沼のうf市会第 l凶．ニ示す。血熱街地域の店主111月干のもと，二形？だされた叶ハラ砂漠

と‘その出；こよニ たわる1:'1¥;;t:ffj林とのきわだ》た迎いカaニの［；（）：，ニ心されている。よ く
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第 1図 7 7リカにおける河川と湖沼の分布

30°N 

。。

(R川河ka,J., Iリ781仁ど，，i, ＇；こ f'FIι，， I

知lられてし 、る ように， 1ド均的tcJ.:.'x.（の lnU tii赤道付近では上昇えL流が阜』~し， したが

って この付近では降水Gin‘多い。そして1ffi熱帯地域で1 卜降気ifrtか卓越しており，比

較的晴大が続くために降水景泊、少なくたる。その結果，品、道付近にかたり河川｜が分布

してレるのにおJし iJTi熱，J借地みには砂漠が出現 L，水の欠乏した地域を形成する。ま

た湖iC初、大地内耳’；；：：付近tこ分布しているよとが見いだされゐ。 地点における 水の分布は

気候やj也ifjを大きく反映してレることがこの(71）からもわかる。

これほど極端ではなL、にしても，l::l.＋：のようなl何北にjとL、脊梁山脈のはっきりし た

品国でも降水：；：：工所により，また昨によ づて異tcる。トl本国内の L要観測点のittlJ定値

につレてλると 1j'降水町l:t最高＇ l数円、リ， M低千ミリ程度であり，所によって大
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きく異なってL、る L. またそンスーンア γアに位置することから降水位：1季節的；こも

大きく変動する。

降Jj（量の分イIiやての変動：ヱ気象学： 気候学的にはすでに観測か行われており．その

実態：工ある程度明らカベこなっている。 また河illの流出な とにつしても多 くの観測がな

されており＇ .!1i2卜水や抗fji(｛などの他の水休についても存地で観illllがuわれ調査事例は

著実に増えてきている。そして氷文現象臼｛本を解明する純n.学的な研’先もかなり.iftん

できている。地域fl'・J.'c現象として水文現象を理解する必要ヵ・3う’） そのよ 7な視点か

ら多くの研究が進められてきているわけである。

このような状況の中で 九、ま ，なせ水文誌伐のh‘JとL‘う問題；こついて考えてみ

る。いまなぜ点文誌とい フ形で水：こ｜主｜する地域E凋査の結果をま Eめる必要かあるのか

という ことである。

水（；！：.白然科γ．的なιI象であると同If,

面l.t水資I岡1とLての似I］面；こ見L、fニさJtる。そのよう ！（視占泊．ら－新｝，！. t芸i( 1987 I : 工

水資i原研，先iこfゴ：ナる水文，ttのI主j宝につL、てy主へ’また水文，ttのVζ表 必、要t'tなとd；ニつ

L、ても泊、tcり5千しく i.1；へている。しかしながら，＊文誌の丘義；工水資源研究のために

のみあるものでなL、。自然科’芋，む会科’γ：，人文科γ：と し.，た怜；ここ だわらないノJz；二

関する.Pc'{I的記載が水文誌であり，必ずしも t~J’どのけ的を作 っ た記載である必要：まな

いと筆者：:t考える。

さて こニで：1降水量を例に考えてみる。降水位が多しか,i;:か：エ日然科学的に定まる

ものでもあり ．また人間＋イトの需＇／！！ 量によ って決まるものである。凶植時期のl有：工

必安だが，収f［時期の雨：主凶るなどと レ d 》たことがその例である。人間＋イドの需要

量l:t.，その生活様式．生産活動の｜人l千五によって決まる。そ して生活様式や生産ポi動は

その地域の自然環療や文化 歴史によって決ま る。ある地以と 他の地峡のII司に!fc）：..条

｛牛の差，すなわち地域差f）‘仔仇するなら1.1'.，水の問題（:t.や；I’）地域単位でvtえる必裂

がある。ポの問題（主自主た科学的問題であると同H与に，社会朴学的 ー人:z科学的な問題

でもある。そしてそれ：ヱ地威的な問題と Lて促える必要がある問題．寸なわち地建学

的な問題なのである。特；こその第一歩として（Ji：位つ（十られる．適切な方法 基準に基

つく記載，すなわち水文，（I;：工現象の JI~.解や地戚の水問題；こ付する同容を得るための基

礎となるものである。適切な記載が行われれば，その結果を用いて地域聞の比較を行

うことにより ，社会 人文現象を含めた水文現象の本質を見極めることができるので

はないかと考えられる。また同時に．できる限り正確な自然科学的な水文現象の記載

も， .fJ(:々 全取り巻 く環境の大十＼＂を記述するも のとして必要不可欠である。 筆者：:t.この

ような視点から．水文誌の必変性を＇ 1!liく指摘するものである。

iほ近のエチオヒアなどにみられる水不足も気候変動などに起悶する大気現象である

とともに地理学的な現象．すなわち地域現象なのであり守そしてまた同時に水文現象
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でもあるわけである。地球上にはこの他にも多くのj也f里学的かつ水文学的現象があ

り，我々人知の生活 －生産に強く影響を与えている。

」方，最近問題になっている水質汚染なとの問題も，向然環慌の中の水文環境と人

間との関わりの結果に他ならない。水質的染は生活 生産の結果であり．ある程度は

避けられないものである。人間活動における水のもつ価値It「洗浄作用jに他ならな

い。体内から老廃物を排出することも，ものを水で洗うことも，冷却用水として水を

利川する こともすへて「洗浄作Ill1に他なbなL、。すなわち水行汚染は人間活動の結

果であり，また人間活動が地域的な｛帰りカイf{lする以上，これを地域現象として促え

る必要があるはずである。

このように水文学の成果を含めた水文誌がまとめられること により，地球上におけ

る人の水との関わり方をより明確！（ ものにすることができるであろう。今日ほと水文

誌によって得られる知識が必要とされている時代はないのではなかろうか。

3. 7l<文誌の地誌学における意義

水文誌，すなわち水の地誌も地J.s学の一郎であるはずである。まず地託、学の定義，

H的；工何か，以下に簡単に述べる。

ri野寿E!/3:.tJ也誌学（Regionalgeography Iについて次のようにげ見明している。

『特定地域における地成的性格を総合的にd先明する｜｜的を持つ地理学の分野で，地

球上を広く tt;Jミする fl的を有する系統地理学（一般地I中学）と村！Xtし，地内学の 2人

｛$門を形）皮「る。 （中略）

j也誌学と系統地理学’の基本的関係は，系統地理学泊、分析に依存するのに対し，地Ji

学l.t総合の広物であるとレうことで，地誌t干の研究には，取りt＆う地域Jこついての系

統地理学の1)-ifl：門の研究をふまえた上でなければ，成功しなし、と考えられている。

（中略）

地誌学研究の目的達成上の方法について；工，学者間の意見；工必ずしもー殺していな

し、。ある論者は，各地域はそれぞれ内部的に白然と人文とが困＊関係によ って結ひつ

いていて，特色ある地域的性絡（地域性）右持っているから，その地域性を究明する

のが地誌学の11j票であるとしている。この説をとる代表的地f中γ’者（工 A Hettnerで

ある。これに対し地域に現れている諸ドj'ftのうち形態に対する影響の大きさを標準

にして，その箸しいものを中心に研究を進めるべきであると説〈景観学派がある。そ

の’＇t派の代夫は O S仁hluterであり ，アメ リカの C 0. Sauerもまた有力なこの学派

の’下者であった。さらに各地域における顕比一な地理学的現象を行干取り上げてそれら

を中心に地減性の解明を行うべきであるとの考え方もある。このようにレろいろな考

え）jはあるが，取り扱う地域における向然現象と人間ノ｜活との関係を科学的に究明し

ていこうということは，共通的にみられる概念である。
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以上ii特定地主主の性r~を総 ｛＇； 自（j；二考えよ 7 とするもので。 こjt.Ht.i；地誌学とでも

称すへきものであるが い同各） 総 合I也芯学泊、真d〕意味を地誌ギ：であるとのと張

が強il、ょうであるc さらに総代的地誌’Yこそが，｛也のぷf十字；こX・tしてj也理’7のJ＼悩で

あるとの考ぇ ）jから .jfu誌ザこそが地f理学それ「1身であると主張すゐ学売も ti＼てい

る。J( jfuJl塁手』r~ （増Mi版 j 1981. 一二’何者i,l;J

このよ－"if( F見凸、；二立つ云；，.i. 1j（文ぷ（主｜’！？長と人間の接山に（.＇1［符LてL、る＊を紬；二

百c·肢を進めるわ：fであ・） ． また水の人間活動における •ft要t'I. を考えれ。よ j也；t’γeの中

でもその巾被告ftc 1 もので ／なければならないであろう。 「 l’！？黙と人文とか I ＇~果関係に

よって結びゥ汁つ ilてL、る」 とレ〉場；；；ニー 「内 l，二HI当寸るもパI工必ずしも「1然た

けで：工たく人 .:cでJうる均｛jも少なくない。主たその因＊関係の中間：ニ 「水jの｛I庄が

かたり大き， .J劾合hψ、，＼くな L 、。 1 ' 1 然、現象の巾で．人i:~ の’ I ifiと百接；こ結びつレてL、

るl’I~J.，.たと え ＇；＿ ＇~li采 気匁現象や地形現匁：主水の存｛leを .Jtif視てきなレ。主 fこわれわ

れ人間の生｛I，二；ヱ．確だな。そして安全な水のfJI:、給が不可欠て＿t-,るごニの上うなこと

を考えてλると tj（の｛f{E；土まさに地Jll＇学 U)Iを'il'たテーマ てあ 。） そして地誌ヅ’の 9•

核合成さねarcら八：L、と考えられる。 ｜’l然と人11¥Jの関係；工多く J）場合 その間；こ~（全

介してしる。そのよ〉ふよさ味でも水文ぷ：工＋要tcff味合持 、 て~ ' :, ｝） と忠われるる。

j也【：L ；土 Jj（文 ~／c 合合 ：＂力。 1］＼士； .~.t ：工 j也E士のうちのカ•fc I）大き iciii: 7j－金構1,¥J:してるので：工

な泊、ろう。

4. 水文誌の記載基準についての試案

lj(j；ぷを まとめる；こ： t何を l 、かに，；［載すれば良L、のかc 前市まで ）） ￥， え方を前先

に 水え；誌の定義 ELて次のよ ・Jtcものを一つのぷ案として挺itゐ。

「lj（；え：.；1:：主地点付近のれの作在状態と それに関注 L: ：＿ 人ll¥JJコq，舌 ’i存 J円動につL、

て．地I中ff'J分内i.ニr,円Lて．できる限り 許制Iiiこ，fr＇.・依 Lたも J〕て－＇＇，る巴

；！；に tj（文討を，三.！l泊、利用「るのか，との様な,flJIHの主れ )jを fるのか；こっL、て考え

て九る。ま－r-ューサーとして .；！；の人々 カ、 Y;えられる。

l. 判定地肢の＊資，11;iを干IJIH lょうと rる ,LJ揚かり 地域J)lj;J）材、f去を切ろ 7とす

る人々 。

2. ある地域；こftλ，その地域の身.；／［なf；；：！境をJ'TI解しよ；）快適な’川町環境会維持

したL、と考える人々。

3. jll：界各地の 1）（を111心；こ Zえた’レ市環境合理解し． 佐々 ）） 十一地；ニ!i:L・ 人々 の’Li舌の

場を知り I El際.Pl＇.解の ・ l!!Jとなる知識会得るこ と金 ll的 と寸る人々c

4. 地球上の水文現匁につL 、て JlJlW~:.:Ci家めるために， その一つのブJfょとして地域1::1

の比較を試みようとする人々。

このような要求を満たされ；主ならないことを Y;えて λると 広文品工多様な情報を
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効率的にまとめたものでなければならず，水文ぷ！の別な定義，やや広L、定義として次

のようなものも考えられるであんう。

『地球上における水に閲する仏本的およひ総｛I的な情械の地域的記載』

このような視点に立つならば．何を記載しなければならなレのか。 υ、トに試案とし

て，考えられるものをタIJ挙してλる。

(1) inc成区分，河川流出量

この頃ではJとしてぷ流水の状態について記，，主する。分水界，本系，ifrt量観社llJ点，

流量とその時間的変動，基底ifrt日々とについて I記述する。地域内の河川流量の分布に

特徴的た点があれば，それについての£殺を行う。

(2) 降水量分イIi

降水：，＼：の観測点，降水量の平年値，H「J変動たとdの変動特性を記載する。降水晶に

ついては可能な限り等似線図でぶすよ〉にする。また流域雨量たどの計算結果 も月号lj

に示す。

(3) /t，＜ 発量分布

蒸発！せのよ十主主に：主い／パ、ろな方法カ通 Y-,・えられるが， できれば Penman法で，やむ

を得ない場合は Thorntbwaitcυ、でJj7JIJに汁算する。各流域内の/i'r発量一の総量を，ii算，

その結集を記枚 fる。ニ，／tに院l述「る’j_(ilili.なとえLf安要；？；とも併せて l；己載寸る。

(4) 木文j也'ti，地下水の存ιfl＼分布

地域内の夫肘j也質，.：g:iJc層と ！cりうる地層のうよ布と！与さ． さく件記録；二もとっく iJc

f型一定数々どを記載する。また地卜水のf:IH百時間など， J也ド水利川の可能nを示す指僚

を記載する。

(:i) 木需給状川

流域内の人l！と産業．それら泊、必要とする水の量なとを記載する。また需給の季節

変化，引に農業Jll水をはじめとする会稀の産業に供する本の必t'扇の変化などについ

て記載する。

(6）ヂIJ水史・；Jc宵史治水史

歴史的な水’，t；の事実，治水 I'hの歴史と治水以術史，不lj水の）j法なとの変遷につL、

ての記4宣告プ行う υ

(7) 1nJ II I・j也ド水・洲必の ;j(行と水制

｛口I川 地下ぶ 湖沼の水質と水量：の変化について記載し，また俗存物'ttの供給ii!；｛や

希釈1<1J架伐とについて．そして求の滞W/I時間についても＂己 E依すゐ。

(8) 料水環出

湖沼や河川々どの水），！），にかかわる親ノk環境について，観光 レケリエーンョ／資源

としての水資似の立場から記載する。

(9) ノf：：と社会の係わりについての歴史
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地域の歴史の中で，水と人との関わりが社会制度や地域経済に与えてきた事実を記

載する。利水史 水害史 治水史と政治史 ・経済史などとの関連についても記載す

る。

(1的 地域の水に関する特徴的な事項，他の地主主との比較において重要な事項

問辺地域との比般におL、て，あるいは七｜本，｜止界の中で，この地域に特徴的な事実

を記載する。また地峡のn絡を特徴つける 水文；的要国を記依する。

この他にも記載しな：すれ：正ならなL、ものがあると忠われるが． ここで：1この程度；こ

とどめ，今後必要に応じて追加していくようにしたL、と考える。また地誌fどまとめる

ときに．事実を記載 したものの寄せ集めではな く，l’l然 人文 社会を総f干した記載

が必要不11f欠であるニと：:tl、う までもなし。し泊、しなカ・；）. 総 ｛） のもと になる τ1~ ~たの

記載を十分にffうことがまず必要である。したがって（｝l/J・り＇9＼空での項では個別の事

実の記載を行う 二主とした。また地，；t.学的な「総合的な記E欧」の方法：i必ずしも簡単

ではなく．地域；二 よっても異なる可能性もあるので． 一般的，＼マ ニュア，~化：1量産し

L、。そこ で11仙の項て．十分で；工なL、にせよ．必唆不可欠：cド項を最低限記載し，しか

るのちにj也威の水に関する特徴的な事項，人と水にr1Jする特記すべき事項，他地戚と

の比較で毛要な事項の記1肢を行うことにより地z誌学の持た）.:i.ifにうぬ「総f干性」を補

うよう ；こすれ；I良トと考えたわけである。

5. 水文誌は単なるデータベースか

前節に述べてきたよ うに，かなりの部分が事実の記載となる。ヂ－9へース的なま

とめ方として， 日本の地下水をまとめたもの（山本，1961～．農林省， 1986），北海

道の水資源、についてまとめたもの（北海道地下資源調査所， 19851など部分的ながら

いくつかの取りまとめがなされている。しかしながら水文誌；工単なる記載 データへ

ースではなレわけであり，「地域の水に関する特徴的な事項，他の地域との比較にお

いて重要な事項j の記載がある点が，単なる記，，主とは異なる。また水文誌は自然的な

条件の記載と人間サイドの自然への対応を適切にまとめて記載することを 11指してい

なければならなレ。

水文註：I純.PH学的な水文学 lーの問題点在新たに見いたすことを可能にすると同時

；こ． 今日大きな問題とな 3ている公完問題・資源問題；ニ対する似本的な解決策会考え

る上で. ＇主要な視点を鍵 f！そするであろう。数値情報．あるト：工地域データベースとは

異なり ，水文I誌に：土そこに住tr人間と向然．村に水 左のカの、わ，）についての記載が

「解釈」あるい：ヱ「分析結巣」の形で疑wされていな；十？.t，主ならなL、。その意味でも

水文誌：土引なる ヂータベースと：I異なるものである。;Jc文，［／；：主地域的な広がりを持つ

水文現象の解＋！？の結果を挺供すると ［.. ］日寺tこ，現実の；j（文現象；こお，する様々な問題の整

理に，また新たな着眼点会暗ぷするものを提供するものと考えうれる。人間をf守めた
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~（文環境についての総合的な t記述カペ、ろレろな新しい視点を探し出す原点となるであ

／〉うっ

6. おわりに

水自体が自然科学の対象であるはかりではなく， 人文科学ー社会科学の対象でもあ

る。したがって水文誌は単なる自然科学的あるいは社会科学的なものではなく，総合

的な，すなわち自然科学，社会科学，人文科学の境界に位置するものである。各分野

の地理学研究者のみならず，関係する学問分野の研究者の総力を挙げて，まとめあげ

なければならないと考える。そして水文誌はあくまで汎用目的であるべきであり，特

定の目的を持たないものであるべきである。水文誌は単なるデ タヘ スではなく，

その地主主の特徴的な水文現象，それに関わる人文現象などを記載するものてたければ

ならないと考える。

本稿をまとめるにあたり，秋田大学肥田登教授，香川大学新見治助教授よりいろい

ろと御意見をレただいた。ここに記して深く感謝いたします。
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