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ヨーロッパにおける地下水の水源保護について

藤縄克之

1. はじめに

土壌や地層には汚濁物質や汚染物質に対するろ過機能や緩衝機能，あるいは

微生物による分解機能などの浄化作用がある1),2）。したがって，人間活動の影

響を受けていない自然の循環地下水は． 一般に清浄かつ新鮮でおいしく，汚染

物質や病原性微生物も含んでいない。このような地下水はもちろん，ほとんど

の場合水道水の水質基準を十分満たしている。

このよ うに，地下水は飲料水源としては本来最高の水資源となるべき特質を

備えているのであるが，国土庁の「平成4年度版日本の水資源」によれば，生

活用水における地下水依存率は23.4%で，依存率の約4分の 3を占める表流水

と比べると，水質の良好な地下水への依存は著しく低くなっている。

汚濁した地表水などを水道原水として使用することにより，浄水処理過程で

水道水に付加された塩素が水道水中の腐値質と反応してトリハロメタンが発生

したり，またプランクトンなどが原因となって異臭味が発生しているし，また

一方では，水道水を細菌などの汚染から守るため，日本では水道の蛇口におい

て水道水中に0.1ppm以上の活性塩素が含まれるよう定められているが，水道

原水の汚濁の増加に伴って，付加される塩素量が無規制に増大する傾向もあら

われている3）とし、う事実も念頭においておく必要があろ う。

ただ，地下水の水質は地表水と比べると良好であるとはし、え，近年の産業活

動の高度化や生活様式の変化に伴い，地下水を水源とする水道水もさまざまな

汚染に爆されるようになってきている。1982年に環境庁によって実施された全

国規模の地下水汚染調査により，有機溶剤などの微量有害化学物質による地下

水汚染が各地で発生していることが判明した。このような地下水の水質悪化は

住民の水道水に対する不信感をさらにかきたてることになり，その結果，家庭
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用浄水器やパック詰めのミネラルウォーターなどに対する需要が急激に増えて

きている。

安全でおいしい水道水を求める国民の期待に答えるため，生活環境審議会は

平成4年12月に「今後の水道の質的向上のための方策について一水道水質に関

する基準のあり方一」を取りまとめたが，この答申を踏まえて，水道法に基づ

く水質基準が昭和33年以来大幅に改定されることになり，平成 5年12月 1日よ

り新たな「水質基準に関する省令」が施行されることになった。これにより，

微量化学物質を中心に，水質基準項目が26項目から46項目に拡充強化され，さ

らに26項目からなる要監視項目などが設定されている九この水質基準の拡充

強化は水道水の信頼を回復する上で大きな前進であったが，安全でおいしく安

価な水道水の供給という観点に立ったとき，まだ検討すべき問題が 2, 3残っ

ているのではないかと思われる。

まず安全性についてであるが，数十万種にも上る化学物質が日常的に使用さ

れており，さらに環境中に放出された化学物質は化学反応などにより形態変化

することもあるので，水質基準項目を増やすことだけで安全性が確保できるか

どうかという点である。第 2に水価を見ると，全国の上水道における家庭用料

金は昭和50年度に lm3あたり53円だったものが，昭和60年度には109円と約

2.1倍になっている九 1970年から1985年の間では，水道料金は約15倍にもなっ

ており，水道水源の水質悪化を反映して水道料金は年々上昇している。したが

って，水質基準項目が増え，さらに高度処理を行なえば，その負担は当然受益

者である住民にかかることになろう。これらの問題をクリアーできる解決策が

あるとすれば，それは新しい基準項目の追加よりは，むしろ生活環境審議会の

答申にあった水道水源の保全であろう。

この水道水源の保全については，すでに地方自治体において水源保全のため

の条例が施行されるなどしているが，その運用に当たっては，まだ詰めなけれ

ばならない課題が残されている。そこで，この分野で経験と実績を持つヨーロ

ッパの実状を紹介しあわせて問題点を探ることにより，安全で，おいしく，

かつ安価な水道水を将来どの様に供給すべきかについて検討してみたい。

2. 地下水の水質保全に関する一般的な考え方

土壌や地層には汚染物質に対する高い浄化機能が備わっているが，自然の持

つ浄化機能にはおのずと限界がある。特に近年， トリクロロエチレンなどの有
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機溶剤による地下水汚染が各地で頻生し，大きな社会問題になっているが，工

場などで用いられる化学物質や農薬などもともと自然界に存在しない化学物質

により貴重な地下水資源が脅かされている。地下水をめぐるこのような環境の

悪化は，欧米などの他の工業諸国でも共通の社会問題となっており，ヨーロッ

パでは地下水の水質を保全するためのさまざまな対策が実施されている。

文献によれば6)' ドイツ（特に断わらない限り旧西ドイツを意味する），フ

ランス，イギリス，ベルギー オランダ スイス オーストリアなどの西欧諸

国，チェコ，ハンガリーなどの東欧諸国，スウェーデン，フィンランドなどの

北欧諸国などで地下水の水質保全に対する法的措置が取られており，自然環境

や社会環境の違いに応じて地下水の水質保全のためのさまざまなゾーニングや

保全区域内における土地利用規制が行なわれている。

ところで，地下水の流動形態は水文地質条件によって多孔性帯水層中の地下

水，亀裂性岩盤中の地下水，カルスト中の地下水の 3つに大別できるが，以下

にそれぞれの地下水の流動形態の特徴を概括しておく。

多孔性帯水層中の地下水未固結な多孔性地盤では地下水は間隙中を低流速で流

れている。一般的な地下水の流速は，ヨーロッパでは20～100m／年程度と極

めて遅いが，日本では扇状地などで数 m／日から数百 m／日と比較的速い流速

が観測されることがある。しかし一般には，亀裂性岩盤中の地下水やカルスト

中の地下水などと比べて帯水層中での滞留時聞が長いため，汚染物質は物理化

学的な浄化作用を受け易い。

亀裂性岩盤中の地下水：亀裂性岩盤中では地下水は岩盤の割れ目に裂カ水として

存在し，地下水の流れは岩盤の割れ目の方向や間隔によって大きく左右され

る。このような亀裂性岩盤中では，地下水流速は一般に速く，日流速 lkm以

上の値が観測され，流れが乱流となることもある。このような亀裂性岩盤中の

地下水の特徴は， 1）地下水流速の範囲が広い， 2）帯水層の異方性が大きい， 3)

汚染物質は物理化学的作用を受けにくく，浄化機能や遅延機能があまり働かな

い， 4）水文地質構造を特定することが困難である，ということである。ヨーロ

ッパの亀裂性岩盤中で通常観測される地下水流速は 1～10m／日程度であるが，

このように流速が速い帯水層中の地下水を保全するためには，広範囲で，かっ

不規則な形状の保全区域を設定する必要がある。
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石灰岩中の地下水：石灰岩中では地下水は裂カ水や空洞水として存在し，時に地

下川のような水路的流れが発達することがある。したがって，亀裂性岩盤中の

地下水と同様に，石灰岩帯水層中の地下水が汚染されると，浄化はあまり期待

できない。

さて，コンビュータを用いた地下水解析学が近年急速に進歩し，化学反応を

伴う複雑な汚染物質の移動などのシミュレーションも可能になってきている九

特に，多孔性堆積層中の地下水流動や汚染物質の移動に関しては，かなり高い

精度でシミュレーションができ，汚染物質の到達時間なども計算できるように

なってきた。そこで，水源域が市街地に近かったり，あるいは近くに汚染源があ

る場合などは，地下水水質のモニタリングネットワーク（揚水井の周辺に水質

監視井戸を設ける）をつくってリアルタイムで水質管理を行ない，必要な場合

には，コンピュータを用いて揚水井への到達時間や処理方法などを検討するこ

とにより，地下水水質管理の信頼性を高めることも非現実的なことではない。

ただ，亀裂性岩盤や石灰岩層では ヨーロッパで日流速27kmが測定された

例もあるように地下水の流速が速く，その上割れ目や水路の発達も極めて不規

則なため，シミュレーションなどの数学的手法の適用はこれらの帯水層に対し

てはある程度限定されざるをえない。

地下水の水質を保全する上で，ど、の地域へも不偏的に適用できるようなガイ

ドラインが存在することが望ましいが，地下水の流動状況や水質状況は地域特

性によって大きく左右されるため，対象地域ごとに綿密な調査を実施する必要

がある。これらの調査項目としては，

1）地下水の水位・流量・流速・流向などの地下水特性，

2）地下水が流動する場としての地形・地質などの水文地質特性，

3）地下水収支を左右する要因である降水量・蒸発量などの気象特性，

4）地下水の流動性を支配する地層の透水性や間隙率などの物理特性，

5）地下水の水質を左右する地層の分散特性，

6）地層の化学特性

などがあげられよう。また，保全区域を設定する場合，汚染物質が減衰するか

どうかが重要な決め手となるが，保全区域の設定に係わる要因には，次のよう

な項目があげられる。

1) 不飽和帯の厚さ：物理・化学的作用や生物学的作用による汚染物質の
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浄化機能は，飽和帯よりも不飽和帯の方が高い。従って，地下水位が低

L、地域ほど高い浄化機能が期待できる。

2) 主要帯水層の上位に位置する地層の性質 ：砂やシルトよりも，粘土や

腐植の方が高い浄化能力を持つ。

3) 汚染物質の物理化学的性質：想定される汚染物質の比重や粘性，ある

いは地層への吸脱着特性により，汚染物質の移動性が左右される。

以上，地下水の水質保全に対する一般的考え方を述べたが，以下ではドイ

ツ，オランダ，スイスにおける地下水水質保全の実状を概観する。なお，イギ

リスについては参考文献8）をご参照いただきたい。

3. ドイツにおける地下水の水質保全

地下水水質保全の歴史 ：ドイツでは水道水の地下水依存率は85%以上にも達し，

地下水は飲料水などの主要な公共用水源として重要な役割を果たしてきた。こ

の貴重な地下水資源を汚染から守るための法規制の歴史は実に100年以上も前

に遡る9）。近代的な法律が整備され，水道水源保全の技術的指針が最初に示さ

れたのは1953年で，その後， 1961年および1975年の改訂を経て，現在の Ger-

man Water Resources Policy Actにいたっている。ただ，約26,000本もあるドイ

ツ全土の揚水井すべてに保全区域指定を行うと，以下に述べる第illA ゾーンか

ら内側の保全区域だけでも国土面積の約11%に及ぶと推定されており，諸関係

の対立からまだ保全区域指定の行われていない水源酒養域も残されている。ち

なみに，現時点で法的効力を持つ保全区域が設定されている地域の割合は，パ

ーデンーヴュテンベルクの最大70%から シュレスウィヒーホルシュタイン州

の最小 1%と，人口規模や産業活動などによって大きな聞きがある 10）。

ゾーニンゲの考え方10) 湧水や井戸水などの水質を保全するための地下水保全区

域の設定は，上述の GermanWater Resources Policy Actの第19条によって規定

されている。図 1は揚水井の水質を保全するための水源酒養域のゾーニングの

基準を概念的に示したものである。地下水保全区域の設定には，到達時間およ

び到達距離という 2つの指標が用いられ，それぞれの保全区域内での土地利用

規制は表 1のようになっている。

第 Iゾーンは，地下水をあらゆる汚染物質から保護するための最も重要な区
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図1 揚水井に対する地下水保全区域の概念図JO)

注： D＝範囲

域で，その範囲は井戸から10m以内となっている。通常はフェンスなどで囲

つであり，関係者以外立ち入ることができなくなっている。

第Eゾーンは，病原性微生物による地下水の汚染を防ぐことを主目的とし

て，第 Iゾーンの外側に設定される区域で，その外部境界は地下水が揚水井ま

で到達するのに50日の日数を要する所に設定される。なお， 50日という日数

は，病原性微生物が地下水中で死滅する平均的日数を経験から割りだしたもの

である。このゾーンにおける規制項目は，表 lに示すような病原性微生物に係

わるものが多くなっている。

第Eゾーンの外側に設定される第IIIAゾーンは，主に産業活動による地下水

汚染を防ぐ目的で設定されるもので，揚水井から 2km以内の範囲となってい

る。この区域における土地利用規制は，難分解性物質の使用や貯蔵に関するも

のなどが中心になっている。
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表 1 西独における飲料用井戸保全区域での規制内容

ゾーン 範 囲 規制lの内容

第 Iゾーン 井戸から10rn以附の範 ｜関係者以外立ち入り禁止，農薬・肥料の使
囲（柵により保護） ｜用禁止（第JI, III A，班 Bの項目も規制）

第Eゾーン
病原性微生物が50日以内
に井戸に到達する範囲

第皿A ソーン ｜井戸から 2km以内

第 IIIBゾーン ｜水源緬養域

以下の施設の立地や行為の禁止

工場施設などの立地

農場，厩舎，および納屋の立地

建築資材の倉庫などの立地

道路や鉄道の立地

道路関連施設や駐車場の立地

スポ ツ施設やキャ γプ場の立地

テ γ トや水浴

洗車やオイノレ交換

墓地の立地

土壌の撤去

鉱山活動や発破

菜園

燃料の貯蔵や汚染物質の輸送

廃水パイプの敷設

養魚池の立地

（第IIIA, IIIBの項目も規制）

以下の施設の立地や活動の禁止

汚染物質の商業的利用

大規模な畜舎の立地

農薬の使用や露天での貯蔵

廃水処理施設の立地

病院，療養所の立地

汚染物質の貯蔵

空港及びその関連施設の立地

軍事関連施設の立地および演習

廃棄物処分場の立地

下水処理場の立地

冷却水の地下注入

限度以上の表層土の撤去

墓地の新設

汚染物質を用いた道路建設

掘削

（第IIIBの項目も規制）

以下の施設の立地や活動の禁止

石油精製所や精錬所の立地

化学工場や原子炉施設の立地

廃水の地下浸透

汚染物質の保管や地下貯蔵

汚染物質のパイプラ イ γ
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第illAゾーンの外側に設定される第illBゾーンは，井戸の水源酒養域全域が

対象区域となり，非分解性物質や放射性物質などからの保護が中心になってい

る。

ドイツにおける水源保護の今後の課題川：ドイツでは水道水源を保全するために，

前述のような法律の整備を行ってきたが，産業の高度化や生活様式の変化によ

り，このようなきめの細かし、対策にも時代の変化に適合しない部分が生じてき

た。その例に，第Eゾーンの外側で行われる集約的な農業による農薬汚染や，

工場などで用いられる有機塩素系化合物などの難分解性物質による汚染などが

従来の方法では防ぐことができなかった地下水汚染があげられる。以下にこの

ような事例をもう少し具体的に見てみる。

ドイツでは農薬によりなんらかの影響を受けている水道水の割合は約50%に

も上るものと推定されているが，水質保全対策が不十分な所で発生している農

薬による地下水汚染で，最高値でアトラジンの17.5μg/ l，アルディカーブの

130 μg/l, 1,3ジグロロプロベン（DD）の8,620μg/ l （この農薬は日本の改訂

水質基準項目にも含まれており，その基準値は 2μg/lである）などが報告さ

れている。また，浄化機能がほとんど期待できない石灰岩地域の 1%でアトラ

ジンが使用されており，飲料水から平均0.12μg/lの濃度で検出されているこ

とも報告されている。さらに，日本の改訂水質基準項目に含まれ， 3μg/lの基

準値が設定されているシマジン（中程度の地下水汚染ポテンシャルを持つ農薬

として分類されている）は， ドイツでは水源瓶養域全域で使用を禁止すべきで

あるとし、う意見もあり，地下水が汚染され易い地域での農薬の使用禁止や作物

の耕作面積の規制なども検討されている。

農薬と同様に， トイツでは最近水道水中の硝酸塩濃度の上昇が，問題になっ

ている。 ドイツにおける水道水中の硝酸塩濃度の水質基準値は50mg/lである

が，特に農業や畜産が盛んな地域で，肥料や家畜の糞尿などによりこの基準値

を超えて地下水が汚染されるところが増えている。このため，窒素肥料の使用

禁止なども含む施肥方法，耕作方法，あるいは生産作物の再検討など，保護区

域内における新たな規制が検討されている。

ドイツ（旧西ドイツのみ）には1988年時点で，廃棄物処分場や地下水の汚染源

となるような工場などが約50,000ヵ所もあり，今後新たにこれらの潜在的汚染

源が水源酒養域に立地しないよう調整が図られているが，やむを得ず水源酒養
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域に立地せざるを得ない場合は，排水が地下へ漏水しないよう厳しい地下水汚

染防止措置を講じさせたり，万全の地下水管理体制や緊急時の汚染修復措置が

取れるような予防的手段も検討されている。

地中における汚染物質の挙動に関する研究の動向と保全区域設定指針の見直し ・ドイツ

における従来の保全区域設定指針は，その時点における最新の科学的根拠に基

づL、たものであるが，新しい研究に基づく科学的知見が集積した段階で改訂さ

れることになっている。現在，帯水層中における病原性微生物の生存と化学物

質の挙動に関する 2つの大規模な学際的研究プロジェグトが進められており，

また，モニタリング・ネットワークや地下水汚染脆弱度分布図の作成に関する

研究なども進められている。

現在の基準では，第Eゾーンと第II!Aゾーンの境界の設定に当っては病原性

微生物が地下水中で死滅する平均日数の50日を基準とした到達時聞が用いられ

ているが，その根拠となる論文は40年以上も前に発表されたもので，その後多

くの新しい研究成果が得られている。図 2は温度10。C, pH7.3とL、う自然地

下水と同じ条件下での室内実験による病原性微生物の生存状況を示したもので

log0 ml 1 

7 

6 
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図2 地下水中における病原性微生物の生存状況11)
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ある。この実験から，糞便連鎖球菌やエルジニア菌などのように地下水中で50

日以上は優に生存する微生物が数多く見つかっている。また，温度， pH，地

下水の化学的組成，帯水層を構成している鉱物の物理的・化学的性質などによ

って，地下水中における病原性微生物の生存が左右されることも明らかになっ

ている 11）。

病原性微生物による揚水井の地下水汚染には これらの微生物の地下水中に

おける生存日数のほかに，地層のろ過機能や吸着機能なども複雑に関係してく

る。前述のように，亀裂性岩盤や石灰岩などの帯水層中では病原性微生物の浄

化機能はほとんど期待できないが，多孔性堆積層中ではこれらの浄化作用が期

待でき，十分な浄化機能が作用する帯水層では到達日数を50日とする保全区域

の設定が妥当な場合もある。

1987年に，カールスルーエ近郊のライン川河畔を水源酒養域とする新しい上

水道計画がスタートし，その一環として地下水保全区域設定モデルプロジェク

トにおいて，モニタリング井戸の掘削やコアサンフ．ルの分析， トレーサ試験な

ど各種調査が行われている。また同時に 地下水流動モテソレおよび物質移動モ

デルを用いたコンビュータシミュレーション手法も導入され，現地における地

下水位やトレーサ試験のデータを用いたキャリプレーションが実施されてい

る。これらのシミュレーションモデルは，まず保全区域を設定するための手段

として利用されるが，地下水の揚水開始後に保全区域の管理や，万が一事故が

発生した場合の汚染の予測，さらにはモニタリングネットワークの設計などい

ろいろな用途に活用されることになっている 12）。

4. オランダにおける地下水の水質保全13)

オランダには自家用の井戸はほとんどなく，ほぼ100%の家庭に水道が普及

している。これらの家庭に水道水を供給している事業者数は約100て＼これら

の事業者が使用している井戸の総本数は約240である。

地下水の供給源となっている主要帯水層は，主に未固結な海成および河成堆

積物から構成されている。これらの堆積層中の地下水動水勾配や帯水層の透水

係数は小さく，地下水流速も一般に10～lOOm／年ときわめて小さし、。前述の

ように，地表面から自白地下水面にいたる未固結堆積層中の不飽和域は汚染物

質に対する浄化機能が高いが，オランダでt主多くの地域で地表面下0～2mの

範囲に自由地下水面が形成され地下水位が高いため，地下水はきわめて汚染さ
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れ易い環境下にある。このような地下水の水質を保全するため，オランダでは

揚水井に対する酒養域全域で次のような水源の保全が行なわれている。

地下水保全の考え方： オランタにおける地下水の水質保全制度はドイツの制度を

参考にしたものであるが， ドイツとは水文地質条件などが異なることから，た

とえば，揚水井から 2kmの範囲を第illA ゾーンの外部境界と定めているドイ

ツの線引きに対して科学的根拠が薄弱であるとするなど，保全区域の設定に際

して論議を呼ぶことが多かった。また，人口密度の高い地域や工業地域では，

安全な飲料水の確保がその他の利害関係と対立することが多く，実際にはすべ

ての活動を規制することは現実的に不可能であった。

そこで，オランダの水文地質条件や社会条件，さらには自然、に備わった浄化

能力なども考慮して，表 2に示すような独自の基準が設けられた。また一方で

は，物理的， 化学的，生物学的作用が復合した地下水汚染のメ カニズムが現在

の科学では十分正確に理解できていないことも考慮し，飲料水の安全性を確保

するために安全率を用いるとし、う柔軟な対応策も検討されてL、る。

表2 オランダにおける飲料用井戸保全区域での規制j内容

ゾーン 範 囲 想定される汚染物質 規制の内容

集井低水3戸0区ま域

第Iゾーン 水流速mででで井の平距戸均離へ地到が下達最 病原性パクテリアやウ
水道関係者以外立ち入り禁止

するまで最低60日の
ィノレスおよび化学物質

日数を要する範閤

次の行為あるいは施設の禁止

汚染物質の貯蔵と輸送

保井2持はM全戸井l区に2戸以域到2ま内錨達でのすの範2距る囲2暖ま警で

工業活動

第Eゾーン 難分解性化学物質
廃棄物関連施設の立地

ヵ：
高層ビノレの立地

軍事活動

集約的農業と大規模畜産

排水処理施設の立地

第Eゾー γ その他のi函養域
地下水の水質保全に関 井戸の水質に影響を及ぼすよ
連のある物質 うな施設や行為の禁止
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5. スイスにおける地下水の水質保全

スイスでは，工業用水および水道水の82%を地下水に依存している（1988年

時点）。水道水のみについてみれば，その43%が湧水を，また39%が井戸水を

供給源としている。特筆すべきは これらの地下水の38%が全く無処理で供給

されており，そして33%が殺菌などの簡単な処理を行っているだけであるとい

う点である 14）。これらの数字からも，スイスでは地下水はきわめて質が高く，

そして貴重な水道水の供給源となっていることが分かる。

しかしながら，この約10年間にスイスでも窒素，農薬，有機塩素系化合物な

どによる地下水の汚染が増加してきており，次に述べるような地下水の水質を

保全するための強化策が検討されてし、る。

スイスにおける水質保全の歴史川・スイスで最初に地下水保全区域の設定が検討

されたのは1966年で‘あるが，法的規制が当時無かったこと，そしてゾーニング

の基準が不十分であったことなどにより，十分な成果を上げることができなか

った。そこで， 1972年になって，地下水の水質を保全するための連邦法が施行

され，その第30条と第31条で州に揚水井と湧水に対する水質保全区域を設定す

るよう義務づけた。また，水道事業者もゾーニングのための水文地質学的調査

を行ない，関係資料を提出することが義務づけられた。

また一方で、は， ゾーニングの基準を設けるため， 1971年に微生物学，化学，

水理学，水文地質学，衛生学，法学などの専門家からなる学際的な検討委員会

が組織され，この委員会の答申に基づいて1977年に保全区域の線引きのための

ガイドラインが設けられた。ちなみに， 1990年時点で，約50%の水源域に保全

区域が設定されている。

水質保全対策の概要：上述の法律に基づいた保全区域の種類，範囲，および規制

内容は以下のとおりである。

第Iゾーン（SI）は，細菌や化学物質による地下水の汚染を防ぐための保全

区域で，揚水井や湧水地点の周辺のみならず断層地帯や石灰岩地帯では吸い込

み穴などの水源と直結する地域にも設けられ，井戸などを中心とした半径 5～

20 m の範囲からなる区域である。この区域内では，すべての土地利用が禁止

される。
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第Eゾーン（SII）は，病原性微生物や難分解性化学物質などによる地下水

汚染を防くナこめに設定される区域で， 家畜し尿の散布が制限されるほか，有害

な液体の貯蔵や，廃棄物の埋立・投棄，下水処理，道路や鉄道の建設などが禁

止される。第Eゾーンの範囲は，汚染物質が平均地下水流速で移動したとして

取水地点に到達するまでに少なくとも 10日以上帯水層中に滞留するような範囲

とされている。ただしこの場合，取水地点まで少なくとも 100m 以上の距離を

あける必要がある。

なお，滞留日数については，不飽和帯における浄化機能を評価すべきである

という考えもあり，次式に示すような滞留日数の計算式が提案されている。

dt=lOO-(x-5) j 

ここに， dtは滞留日数， xは不飽和帯の厚さ（m),Jは地層における浄化係数

（例えば，砂質シルトで10，砂礁で2.5）である。上式を用いて計算すると，不

飽和帯の層厚が砂質シルト層では15m以上，砂磯層では45m以上あれば，必

要とされる滞留日数はO，すなわち汚染物質は完全に浄化されるということに

なる。

ところで，スイスでは砂磯層と石灰岩層が主要な帯水層となっている。この

うち，河成堆積物からなる砂礁帯水層の透水係数は0.005～2cm／秒と比較的大

きし平均地下水流速は 4～50m／日，最大流速は50～1,000m／日の範囲にあ

る。これに対して，石灰岩帯水層では地下水流速が速い場合が多いため，保全

区域は必然的に広範囲にならざるを得ず，場合によれば第Eゾーンが全酒養域

に及んでしまうこともある。もし，この地域の人口密度が高い場合は， 一律に

水質保全のための基準を当てはめると社会活動がきわめて制約されることにな

るため，厳格な規制が事実上不可能なこともある。このような場合には，肥料

や農薬の使用，汚染物質の貯蔵などに特別の規制を設けることで，ある一定の

活動を認め，水処理を行うことにより対処することになる。

第Eゾー ンは第Eゾー ン以内の地下水の水質を保全するための緩衝帯で，第

Eゾー ンとほぼ同じ広さの区域に設定される。このゾーンでは農業や構造物の

建築は可能であるが，下水道や有害化学物質の貯蔵などには特別な規制が行な

われる。なお，この外側の全酒養域はセクターAと呼ばれるゾーンに指定され

る。

カルス卜地域におけるゾーニンゲの新しい考え方15）：カノレスト地域の中には，溶蝕
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作用が進行して地下水路が発達している地域もあれば，溶蝕作用があまり進行

しておらず小さな空洞や連続性のない亀裂がわずかにみられる程度の地域もあ

る。したがって，カルスト地域で保全区域の設定を行なう場合，石灰岩帯水層

の特性に応じてゾーニングを行なう必要がある。このためには，詳細な水文地

質学的調査が必要であるが，現在次のような新しいゾーニング法が試験的に実

施されている。

まず，地下水路が発達している地域では，日流速数 kmにもおよぶ地下水流

速が観測されることも稀でないため，第Iゾーンは従来とほぼ同様の範囲に設

定するだけでなく，湧水帯と直結しているような吸い込み穴の周辺も第 Iゾー

ンに指定する。また，第Eゾーンも多孔性帯水層のように滞留日数10日で規定

するのではなく，主として湧水帯の周辺が指定する。なお，このような地域で

は，全保全区域は数十 km2とし、う広範囲におよぶこともある。

一方，溶蝕作用があまり進行していない地域では，地下水流速が小さいとい

う特徴がある。たとえば，このような水文地質学的特徴を持つ Bornels湧水帯

におけるトレーサ試験によると，地下水流速は50m／日であったが，この地域

では，第II (SIT）ゾーンに滞留日数10日（0.5km2）を採用している。また，

第ill (Sill）ゾーンには第Eゾーンの 2倍の範囲を設定しており，残りの全緬

養域をセクタ－Aに指定している。このような地域では，保全区域は 5km2未

満の比較的狭い範囲で十分であると考えられている。

6. ボン東部の水源域における水質保全区域の設定事例

ボン東部地域の水道水は，ボン南東部のライン川右岸に位置するズィーベン

ゲヒールゲ地域に水源酒養域を持つ 4本の深井戸から揚水される地下水を水源と

していたが，給水人口が増加したため 1986年に 5本目の揚水井が新設されて

いる。これを機会に，詳細な地質調査，地下水の流速と流向の調査，地下水の

酒養量と函養域の調査なとが行われることになり，さらに水道水の安全を確保

するために各井戸に対する集水域が特定され，地下水の水質保全区域が設定さ

れた。

図3は本地域の地質断面図を示したものである。基盤岩層はデボン紀の泥岩

や砂岩から構成されているが，これらの古世層は二畳紀に著しい風化を受けて

準平原が形成され，その後漸新世にボンまで達した海進によって砂や粘土から

なる海成堆積層が形成されている。この堆積作用によって基底層が形成された
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後に活発な火山活動が起こり，玄武岩や安山岩などの火成岩の貫入と広範囲に

およぶ火山噴出物の堆積が繰り返された。

本地域の主要帯水層は貫入火山岩および凝灰岩から成っているが，水文地質

学的特徴を明らかにするため， トレーサー試験や揚水試験などの詳細な調査が

行なわれた。その結果，黄土やロームからなる表層部は5.5×10-3から

4.6×10-6 cm／秒の，また風化した凝灰岩層は 1～8×10 5 cm／秒の透水係数を

持っていることが判明した。一方 主要帯水層の透水係数は3.6x 10 3から

7.6×10-4 cm/sであり，風化を受けているデボン紀の泥岩は低い透水性を持つ

帯水層となっており，さらにまた，帯水層は顕著な異方性を示し，断層方向の

地下水流速は15m／時て、あるのに対し，それに直行する方向の地下水流速は

6.2 m／時と小さくなっていることも判明した。これらの調査の結果，貫入岩域

はきわめて良好な緬養域を形成しており，また，凝灰岩層は重要な帯水層にな

っていることが明らかになった。

一方，上述のような複雑な水文地質構造を反映して地下水流動系もきわめて

複雑になっているが，現地調査によれば，浅層地下水は下流側の河川に向かつ

て，また主要帯水層中の深層地下水は基盤層の底部に向かつて流れている（図

3参照）。

主要帯水層を形成している凝灰岩層は表層が風化しているため，人為的な汚

染に対する保全が必要であるが，以上の調査結果より，図 4に示すような第

I , II, IIIA, IIIBゾーンからなる保全区域が提案された。まず，井戸の直近

は第 Iゾーンに，また地下水の流動状況から判断して東西方向に300m，南北

方向に400-600m の範囲は第Eゾーンに，残りの酒養成全域は第皿ゾーンに指

定されている。なお，井戸から 2kmまでの範囲はIIIA，それ以外はIIIBとし

て区別されている。ここで，第Eゾーン内部の玄武岩や安山岩など透水性の良

好な地域が第Eゾーンの飛び地となっている点に注意したい。

7. おわりに

日本では1993年12月より水道水の水質基準が大幅に改訂された。水道水の安

全性を確保する方法には，時代の変化に合うように水質基準を充実させていく

方法と，すでにヨーロッパで実施されており，また生活環境審議会の答申にも

あげられている水道水源の保護による方法があろう。前者は対症療法的であ

り，また後者は予防的であるという点で両者の性格は大きく異なっているが，
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両者は補完的なものであることから いずれが優れているかとし寸議論は意味

をなさない。しかし水道水の水源がさまざまな汚染に曝されている現状を考

え，安価な水道水の供給という観点に立てば，なるべく早い機会に水源を保全

するような措置も導入する必要があるのではなかろうか。以下に，いままでの

議論を整理し，地下水の水質保全を行なうための要点をまとめてみたい。

地下水が汚染された後で、の水質の回復は，技術的にも，財政的にも，困難で

あることから，地下水汚染防止はあくまでも予防を前提とするものでなくては

ならない。そこで，地下水が重要な水道水源となっているヨーロッパでは，地

下水の水質を保全するためにすで、に多くの国で科学的データに基づいて保全区

域が設定され，きめの細かい土地利用規制が行われてきた。なお，このような

地下水の保全は一般に社会および個人に制約を加えるものであることから，地

下水保全システムはできるだけ最新の科学的知見に基づいて決定されなければ

ならない。地下水の水質保全は，地下水のみならず，土壌および表流水の水量

と水質にも係わる非常に複雑な問題であるため，地下水学，水文学，土壌物理

学，土壌化学，水文地質学，水理学，化学，微生物学などの自然科学の成果を

結集する必要があろう。

日本と同様に，近年ヨーロッパでは都市化が進み，人口密度が高くなるにつ

れて，生命に係わる飲料水の水質の保全と工業や農業など生計を立てるために

必要な経済活動とに矛盾が生じてきている。このため，科学的な理論化と現実

問題への適用との聞には英断が必要とされるような困難な問題もあり，場合に

よれば妥協を計らねばならないような事例も報告されている。 ドイツではこの

ような場合は司法による裁定や補償制度などによって解決が計られているが，

保全区域の設定や土地利用の規制はさまざまな利害の対立を生むことがあるた

め，水源保護制度を導入する場合には，経済学や法学などの社会科学分野の協

力も欠かすことができないであろう。

ところで， ドイツでは地下水を保全するために，あらかじめ地下水賦存量，

酒養域，汚染に対する脆弱性などを示した地図が作成されている1九下水道事

業にも下位レベルの個別計画から流域別の上位計画までがあるように，上水道

事業も飲料水の安全性や安定供給などを考慮したさまざまなレベルでの議論と

相互の調整が必要であろう。例えば，市町村レベルで、小規模な地下水源が相互

に無関係にあちこちに点在するような場合，すべての水源域で土地利用規制を

行うことは，地域社会に大きな経済的負担をかけることになろう。このような
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場合は，水源の統廃合も含めた長期的な視点に立った広域的水利用計画が必要

となろう。このときに， ドイツで作成されているような水質脆弱度分布図など

があれば，地下水水質の保全や地域計画の立案におおいに役立って、あろう。

本報では，主に筆者の所属している国際水文地質学会などで公表された論文

を参考に，地下水の水質保全に係わるヨーロッパの諸制度を紹介し，その優れ

た点や今後の課題なとーについて整理させていただし、た。本題の性格上，地下水

学とし、う筆者の専門からはずれ，もしカ‘したら的外れな部分もあるのではない

かと思うが，あえて率直な意見も述べさせていただいた。おいしくて安全な水

道水を安価に供給するためにはどうしたらよいかというテー 7 を，研究者や行

政関係者などの垣根を越えて活発に議論していただくためのたたき台にでもな

れば望外の幸せである。

なお，本研究は日本生命財団助成研究「山間部水源地域における地下水の保

全と開発との調和に関する研究」および日本学術振興会の圃際共同研究「山岳

域の開発とその保全管理に関する内外比較研究」の一環として行ったものであ

る。お世話をいただいた信州大学工学部川上浩教授，教養部松田松二教授，お

よび関係各位に深謝の意を表する次第である。
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