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《座談 会》

地盤沈下 の 問題

t司王1 平日 j主清夫〔気 象庁 長 'fr,)'¥ :";:・ 

多田文男 （東 京犬学 rz＇ミ， .＂~.

那須信 治 （東京大学J巳二三；~r.究明長， J之：－：：

吉田辰 雄 （東 京都上水；~術 rr;r ヲヒ 斤ぷ j

利達 今日はどうもありがとうございましたっ近ごら水の引所という こと！主，ます

ます大切なことにな「て参りました笥その＊は地表水はもちろんでおりますが，地下

水 という ものの価値も非常に高く ，世界の，場所によって；土， f二下水のほうがむしら

利用（医院の市山、ものすらゐる時二それから一方またダムだとか，そのf'Jl.，地表；J＼の使い

方に人工的工大がこらされてきて，その影響が，また地下水に及ぶとい うことがあ

る。地下水が，そういうよう な人工的影響によって自然の状設を乱されて，その結果

の一つが地悦沈下となったっですから地検沈下は，人間の＊の利用から生じた一つの

現象でもらりますが，またその現象＼＇.；！身は洪水とか ，高潮とか， 7）＼の他の現象と惰接

に結びついて，そしてわれわれの日常生前にも関係あるし， ~';iに災害の問題には大を

な関係を持つようになってきた「今日はそ うい う水の利用という 市カるらiHた地盤沈下

の問題を皆さん方で，そうむずかしいことでなく ，わかりよ く自由にお話していただ

きたいと思います3

1. 地盤沈下と地殻変動

和達 まず初めに地総沈下と世間でいっている言葉に厳密な定義があるかどう か，

またわれわれのほうでいっている池波変動というものとの区別，という ようなことか

ら話し出したいと思うんですが，主f，須；先生どうでしょう 。地殻変動と拡張沈下の問題

について・....'o 

那須 一般に地盤沈下という現象が，素人では，これが人為的なものか，天然に起

っているのか，＇I'll定が非常にむずかしいったとえば瀬戸内海沿岸の児品半砧の例です

が，ご承知の通り 昭和21年に， 南海道大地震のあ と2' 3年たって沈下が始まったの

ですのその沈下の原因が何かということですが，ある人は地下水を汲み上：干るためだ

ということをどこかで聞いてきたので、付近の工場などて、調べたと ニる，災保汲んでな

いっ それにもかかわらず下がるのはどうい うわけだ， と し、ぅ 口 l~iが附たのです《 突

際，瀬戸内海沿岸の沈下の原因は，7]'¥.を汲んでいる工業地帯があるとかないとか，そ
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ういうことじ平ないのですね《この地域の沈下は明らかに天然の原因で起っていると

いうことがわかったので、すり沈下の一つの原因は天然のもの，他は水の汲み上げによ

る，いわゆる人為的なもの と考えますと，この丙方の原｜討が併合していると ころがあ

るようですねっ

手口達 いまのお話ですと，地提沈下というものは，人二「白ヲな要素の多いものをい

う，それから地殻変動は天然のものをいう ，それでだいたい定義づけられますけれど

も，この定義はその原因がわからない場合には，言葉を使えないという －－－。

那須 両方i昆っている場合が悶るんですよ。

多国 Jfu~i，生沈下と しづ言葉l土， ホl達先生が大阪の地保沈 Fの報告をされて以来，だ

いたい人工i'Iりのものによる沈下というように，普通とられるようになりましたね内ち

ょうど土嬢侵食という 言葉と同じです。土嬢侵食は，天然の作用による地質ヤ的土接

侵食と人が土地を不適当に利用したために起る加速l二湊侵食とにわかれるのですが，

近頃は後のものを普通土壌侵食と呼んでおります。地盤沈下という 言葉も関東大震災

の頃今村先生あたりが研究していらっしゃった時分には，地殻運動によるもののみを

考えていたのですが， 近頃は人工的の長囚によるものだけをいうようになっておりま

す。 ．

和達 私，こ う思うんですが，それは人工であっても包が少ない場合には，天然の

ものと区別できないんですねうですから夜、が地盤沈下と自分でいっているのは，その

沈下速度が相当激しいもの，そして原因がわかれば，地表の浅いところにだいたい起

っているもの，こ ういうものを地総沈下といったらどうかと思っています。

那須 もちろんそうですっ人為的なときは沈 Fの現象が起っているところが，ごく

表面に近いと思います。さっきも申しましたけれども，丙方i昆って同じ程度というと

きには，人為的なものか，天然のものか，どっちかわからないですね。

和達 士山総沈下の知識を得るには，やはり地殻変動というものの知識をまず持つて

なきゃいけないと思いますが， 那須さんから地震との関係を少しいっていただけませ

んか。

那須 地盤変動と地震とを関係づけますと，地震のj]fjに，数年或いはそれ以上長い

間ずっと緩慢に起ってくる慢性的変動という ものがあり ますね。これは大正12年の関

東大地震の前の三浦半島や，あるいは昭和5年の伊豆地震の首ifにあらわれた伊豆半島

の陶部の災動ですね。紀伊半島も同じですが，そういった慢性的変化が起り，海岸が

だんだん下がることは一般的な変動として知られています。ところが地震の後には，

だいたい地炭前と反対の向きの地盤変動が.~.放に起りまして， 積年の沈下量：をはるか

に突破して著しい隆起査が兄られまして，地震後の変動は非常に大きいわけです。た

とえば関東大地震で，三浦半島の先端が 2メー トル近く も上がっているのですが，地

震の前の20年間には，わずかに年間 3ミリメ ートル或いは2ミリメートノレとい う程度
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でじりじり下がっていました。このように天然の地盤変動は地震を境にして，非常に

大きく転向し，その後は漸次に沈下する。しかし天然の地殻変動は内陸では基準とな

るもの，例えば悔などから離れているので、実際われわれが目で見れるような場合が少

ないのですね。それで‘地震；]fJの変化は，精密な機械によって測らないと察知できない

でしょう n ちょっとやそっとのことでは，天然の地盤変動をとらえることはできない

わけーですね。

手口i重 さっきいし、落したようですが，地総沈下といわれる現象は， 沈下するだげ

で，隆起することは非常に少なL、？ないとはいわないがc しかし地殻変動は，陸逗も

あれば沈下もある，とL、うのが大きな一つの特徴ですね＝それから地表面の変化が自

然に起る といって も，沖積地帯ではほとんど沈下の向きだげにだいたいあらゆるとこ

ろで起っているようですねて多凶さん，どうでしょう， i中夜地帯の沈下というものは

多国 日本各地の水準測量改測の結果をみますと，山地はだいたい上がっておりま

すF それから平地l土下がっている。この結果ーから見ますと地鮫淫t/Jの最も激しかった

のは第三紀の末ですが，現在でもその運動が継続して起っているのです。それで山地

は上がりつづけていま山がでさつつあるのであり，平地は下がりつづけて平地ができ

つつあるということになります。このような地殻運動による平地の沈下意ーは，人為的

な原因による沈下量と分けて計算できるんじゃないかと私は思います。平地で洪積層

の最も新しい地層が今どの深さまで下がっているかを測定できれば，沖積世の聞に，

その平野がどれくらい下がったかということを計算できるわげで、す。ですから人為に

よる沈下盆の区別はつくんじゃないかという感じがしますで

2. 地盤沈下の歴史的回顧

利達 もちろん昔は人が子を加えなければ，ときどき大水が出て，平地のほうへば

土演を置いていったわけですね守それがこのごろは，水利事業が発達してくると，土

砂をー而にばらまかないで，もっぱら河の流れて‘海へ持っていくために，平地のほう

は低くなっていく ，という ようなことにはなりますね士 それで地盤沈下というもの

が，いよいよ問題になってくるわけで、すけれども，少し歴史的に回顧してみたいと思

うんです。日本で一番初めにこういうようなことが人の日iこもっき，まずこ学者の議論

になり出したのは，私の記憶しているところでは，関東震災ごろだと思いますが，那

須さんどうでしょう 。

那須 地盤沈下とおっし平るのは，例の天然の原因のものですか。

和違 いえ，いまいえば人でというものです会

那須 そうですっ関東大地震後でしょうね。特にrlB和の初年頃からでしょう。

手口達 関東大地震後に水準訊I］盆というものが非常に盛んに行なわれるようになっ
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た，そして東京あたりで意外に激しく沈下している。それを今村先生が大地震の瞥戒

と関連して非常に注目された。それは関東地渓のあとだから注目されたんで、すが，あ

とから水準拠Jf去をよく 見ると， 関東地震前から相当始ま っていますね，東京は…・・。

吉凹さん，どうでしょう，いつからですか，東京の沈下はーー－。

吉田 明治の末期か，大正の初めごろから始まっておる といわれております。

和違 いま思えば，人工的とιlわれるのが大正 8年ごろには，そろそろ見えていた

わけですか。

吉田 そうでございます。

手日違 そのころ宮部さんゐたりが，江東の地沢吉調べられて，そしてメタンガスが

出ているところを見られたり，いろいろされたと思いますけれども，一方大阪は私の

記憶するところでは，昭和 2年，北丹後地震ですね， あれが大阪地方としては非常に

大きな地震で、あって，そのころやっぱり大阪の測量の結果が非常に沈下が目立つの

で， そして今村先生が，やはり大阪の大地震と関連してこの地盤沈下は，軽視すべき

ものでないといわれて，毎年水準測量をやるようになった。

那須 しかし，その時代には地盤沈下がはっきり人為的なものであるとし寸結論は

まだでていませんでした。原因が盛んに議論されたのはもう少しあとでしょう。

手口達 それはだいぶあとですが，東京都がそうしづ 地総沈下ということを真剣lに考

えられまして， 昭和10年ころ委員会があったと思います円あるいは委員会とい うほど

じゃなくても，学識経験者なども呼ばれて， そうし、う検討会をやったでしょう。

那須 勿論ありました。地盤沈下調査委員会と対策委員会があり ました。

利達 私も記憶しておりますが，亡くなった石川栄耀さんが担当の謀長さんだった

ころに，そういう会合がありました。そして原因はまだわからないとしても，実際の

ものを見ょうじゃないかというので，私どもが江東へ行ったけれども，この主き宮部

さんあたりは橋のまん中が持ち上がって，そして伴のほうが下がるために，橋がまん

中から折れている。こういう こと と，非常に顕著な例としては，江東の地区のポンフa

井戸の井戸側が，ポンプの鉄管と井戸側とがく っついていたために，井戸側が地紘か

ら離れて，空中へtがってしまって，抜け出したわけですね。そういう珍妙な現象を

見て，そのと きにすでにとの現象は非常に浅いところの現象である，ということはも

う委員の連中は，だし、たい見当をつけておった。

吉田 宮部先生は，昭和 8年に数矢小学校校庭に鋭訊lj所をつくり， m辛口9年から観

測を始めております。

手口達 それでそのときまでは，水準測量と検i¥iJJ儀と二つで調べま したが，測量は毎

年行なわれ， 1年に何センチも沈下することがわかるし，また一方は検湖儀で，海の

高さがやはりそれと同じくらい上がってくるということから，地盤沈下の実際の有機

を確かめたんで、す。それがさっきいし、ましたように，9ド常に浅い地層で行なわれると
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い うことの確信を得まして，地層の収絡をはかろうという ので，宮部さんが昭和8年

ごろ，東京でやられたんで、す。

那須 あのときはボーリングをやる位置やパイプの種類などいろいろ相談がありま

した。当時ヤマトボーリング社長の佐伯謙吉さんが非常に骨折って，経済的にもだい

ぶ援助して下さったのです。とl亡かくどのく らいパイプ。を入れるべきか初めはわから

なかったのです。東京市の復興局で作ったボーリングのデ｛タをずいぶん調べ，だい

たい40メ｛ トノレぐらいだろうというので，ボーリング工事の了’定を立てて始めたので

す。

吉田 35メートルですね。

和達 その直後ですが， 私と広野さんとが大阪へ行って， 災~科学研究所の仕乍と

して大阪の地盤沈下を調べたときに，築港に， その目的の機械を初めて「ドったんです

が，そのときにやはり 30何メ ー トルぐらいで，初めて二重鉄管というのを私ども使っ

たわけで、すっそのときに，夜、いまでも思い附すんですが，核予えをすえつげて，翌日見

にいったら，もう明らかに沈下をベンが描いているんですね？非常、こBi~~ しました。

毎日 々々幾ら沈下したということがわかるということは・....0 それにカを得て，ちょ

うどそのと き九条小公同というところに，大阪府が 3本の鉄管を中へ入れまして，そ

れが100尺， 200尺， 600尺と 3本なんですが，その600尺の鉄告にも同じように沈下測

定機をつけたんで、す。研究するだけに新しい鉄管をこんな深く 入れるこ とはできなか

ったから， これを借りて，これは二重鉄管ではないけれども，これでもいくんじゃな

いか主いう ので，それを使ったので、すが，はたしてす予想した ようなよい記録を得まし

た。その土地の沈下電の大部分をこの測定誌が示したのですっそれが；文い地層の収縮

で、あるとわれわれに確言『fを与えTニ始まりだつTこわけで

芳H須 沈下浪lj定（土大阪で、和達さんなどカ：おやりになつTこのがそもそもの初まりで、，

それから東京で、やられること iこなつTこので、し よう。

3. 地盤沈下の原因説一一脱水による圧密加速説 （地下水使用過多説〉

手口達 いや宮部さんも東京でやっておられた。ですから，ほとんど同時なんです

が，それらの記録がたまって，いよいよ原因説が出たわけで、すが，それまで‘に出た原

因説は，私記憶している ところによると，第ーが荷重説， 主みがかかるから下がるん

じゃないか。第二が震動説，事罵ゃあるいは地震なんかがゆさぶるから下がるんじゃ

ないか。第三がコロイド説といいますか，砂粒の凝集で、すねコそれから浬立説，つま

り思立てをしたと ころで，地主主がセットルするまでは沈下する。それともう一つは地

下水が渉透しなL、から起るのだ。つまりずっと制l装道路にしたり ，家が建って雨が惨

透しないからだとい う説，それは地下水説に近いんですが，それと何らかの人聞が水

を使うということから，水がぬける，脱水による圧密加速説，つまり軟弱地層の含む
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水分がだんだん抜けて，地層が縮むのは僅かずつは自然にも起るが，それを人為的に

加速させて急激な地盤沈下を起すんじゃないかという考えで，この脱水による圧密加

速説が私どもの始めから考えていたところだったので、すが，結局それを確かめたのは

鉄管につけた測定機と，それからそれと並行して行なった地下水の水圧変化をはかっ

たことにあると思いますね。

吉田 そうですね，大阪の記録を見ますと，昭和13年ですか，先生が九条公園でや

られた沈下と地下水の変動がみごとに託行している記録がありますね。

和達私は，この観測結果で確信をえましたが，また／｝I］に非常に偶然なんですが，

お正月の休みですね，このときに工場などは水をあまり使わない，それでお正月の休

みに，一時的ですけれども地盤の沈下がとまることを記録が示すのです。それともう

一つ，当時石炭が非常に不足して，工場で、頻々に休電日としづ休みが行なわれたこと

がある。そういうときにも同じように一時的に沈下が主まったということを記録から

知って確信を強めました。地下水使用過多説のですね。

那須当然で、すね。

和違いまで、は地下水がだいたいおもな原因であるということは広く信じられまし

たけれども，なんといってもそれが一般にしっとり渉透したのは戦争のときの沈下停

止でしょうね。

多国 そうで、すね。戦争でですね。

手口達戦争中，それから終戦直後に全く工業がとまった，あの 2,3年というものは

ほとんど地盤沈下もとまりましたからね。

那須 この間川崎で，地盤沈下の古い記録を見ますと，やはり戦争中は沈下がとま

っています。東京，大阪などと同じですね。たしかに7］くをi汲み上げなければ下がらな

いというととは事実ですね。

4. 戦後東京の地盤沈下

和達戦前の，一番工業の感んだった時代の地盤沈下量というものは，ここらが極

限でないか，これからはあまりどんどん下がらないですむだろうという，多少安易的

ですけれども，ある程度そう Lづ感じをもっていましたが，戦後再び工業が盛んにな

ってきました今日，吉田さん，どうでしょにこのごろ東京の地盤沈下は一段とひど

くなってきたようですね。戦前を凌：篤してるのでしょう。

吉田 東京都の場合は，たしか昭和13年ごろがだいたい13センチで一番大きかった

んですが，最近は17.5センチぐらい沈下したところがあります。

那須私も吉岡さんのおっしゃったような現象が川崎などで起っていると思いま

す。戦前の沈下速度よりも近ごろのほうが大きくなっています。

和達川崎の場合は工業の発達が戦前に比して大きくなったと思いますが，東京の



68 水利科学第 4巻第 1号（1960)

場合にはそれもありますけれども，一つには，われわれは水はそんな派いところから

取らないというつもりだったのが，現夜では 100メートル近くまで淡いところから水

を取るから，収縮する場所が変ってきたんで、すねっこれが問題だと思いますが，東京

都の場合はどの〈らいの深さまで・・・..0 

吉田 町和30守ーまでは JOOメートルぐらいの井戸が一番多かったのですが，昭和31

年から急に100～150メート ノレのj！：戸が多くなり，井戸の数も 2倍以上にふえておりま

す《今までの淡さでは；Jzが出なくなったので，あわてて井戸を制りなおしたことがわ

かります。

利達 これはあとでまゴf，局の問題との関係があるでしょうが，東京の揚水もす’いぶん

深くなっていくようですねで

多国 沖積層だけでなく，下の第三紀層も関係してくるという ことですね。

吉田 そうですへ

利達 私らも初めは沖積層の変化といっていたんですが，新潟の問題もいまの問題

も，地質学的にどうなんでしょう e

5. 地盤沈下と第三紹層

多国 ああいう材料が出ると，やはり第三紀層の問題になってくるんじゃないでし

ょうかc 私どもはし、ままで沖積紀に入江があり，その海iこ土佐積した軟かい泥の）習が脱

水されて圧密されるのだと簡単に片づけていたんですが，これで‘は第三紀層の諸1生賓

の研究を深めなくてはならなくなりましたc

那須 第三紀層 といってもいろいろの地質が考えられますが，その巾に水を合んで

いて，それをぬいたために沈下が起ったという実例はたくさんあるでしょうかτ

多国 これは第三紀層からできている常磐炭田地方の地盤沈下の例を市上汗まし ょ

うハ平の南に綴，湯本の炭坑があっていま感んに石炭を掘り出しておりますでその湯

本のi鉱泉から 3里ぐらい南に断れたところに佐野というとこ ろがあるんですが，そこ

で数年ntr，山際の水田が傾し、て，その辺りー聞に水がたまりましたベまたそこを通る

水路のコンクリ トが下がって';1t:Jれてしまいました戸その水田の後にある第三紀伊？の

山腹にある法家では敷地が下がって地別れがはいり，井戸1Jz：主昭和4,5守一頃から減じ

てきて，いまではすっかり；回れて しまいましたっまたその山を刻む谷に作った貯水池

では，底に告｜！日ができて水が漏ってしまい，貯水池の役をしなくなりました司ここは

炭坑から 3豆もあるんですから， Uと鉱採加による地盤の沈下の直接の結果ではまずな

いというので，どういうわけだろうと， 行ってみました。伏鉱では，地下水が湧く の

で毎日その水を汲み出していますが，その外に断層に抗11り当ったときなどときどきF大

出水ということがあるんですねっその大山水をやると，近所の7Jくが減ります。そこか

ら3キロ， 4キロ離れた湯本の慌泉でも湯のJK（立が出；j＜：後数時間の問にぐうっ と下が
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るんですね。要するに炭坑地方の大出水が近所の地下水位に影響するのです。次に地

下水の賦存状態を調べて見ますと，この地方としてはもっとも早く石炭が掘り山され

た平地方ではすでに明治の中頃に井戸水がなくなったのですが，次いて‘湯本でー井戸水

がなくなり，遠く鮫川から水路で水を運んで日常用水に使っていたのでした。この地

方の地下水減少が開和になって長野にもあらわれて井戸水がなくなったわけで、す。そ

うすると，どうも伏抗地方で水をとったり大出水のあったことが 3星ぐらい離れた昼

野の第三紀凶山j也に含まれる水を脱水してしまう紡巣となり，それで、山地が沈む，そ

れからその周縁の水田の沈下を起させたわけて、すc この例治ミら見ても第三紀層のiJJtt!l

でも脱水されると沈下するのです。

手口違 いつでも問題になるんですが，水を取ったその場所はそれほど下がらず，取

らないその近くの土地が下がっているじゃなし、かという議論がし、つも出ますね。

多国 断層や破砕帯のあるところでは，水を取っている所から離れた所の水までが

脱水される結果となり，離れた所でも地盤が沈下する場合も詰ちるのではないでしょう

か。

和達 特に71'を淡いところから取った場合にそれが多いですね。

那須 丹那断層で思い出しますが，fj-那 トンネノレの工事中に大出水をやったで、しよ

う。また トンネノレのためほとんど丹那盆地の井戸水がなくなり，いまは水道を引っば

ってきているのです。工事中の大出水のときも相当たくさん水が出てるのですね。鉱

山でもそういうことがあると思います。水の影響範囲は相当広いといえます。

多国 私も常磐地方で 3皐としづ程遠くまで影響するとは思わなかったんで‘す。

和 達一番初Jめ東京都や大阪でた；ったのはおもに粘土層でしたね。粘土居は水を透

しにくし、から，水を使うとその地下水の低下だけ水が少しずつぬけて沈下する ため

に，私の出した式て、も，沈下速度と水圧の不足とが比例するという実験式でした。 し

かし今ではだんだん深いところの問題となって，水の透り方が違ってくるときは，あ

の式はあのままの形ではあてはまらなくなるようなまた別の沈下の仕方が出てくるわ

けです。その辺も今後研究を要するところでしょうね。

6. 地盤沈下とi草紙用水

利達 それから水を使うのが，前はおもに工場だったんですが，潅i既水ゃなんかど

うでしょう。

多国 伊勢湾台風地帯の東部は輪rjci地帯です。海岸の輪中ですと潅i既用に川の水を

とることが困難なので，近頃では掘抜井戸をこしらえて水を取っているんです。

手口達 「わじゅ う」というのは何ですか。

多目 指斐川，木曽川の聞の地帯は低いところですから，村のまわりにすっかり堤

防を築いて中に田畑を作っておりますっ輸の中の土地というわけで、すね。堤防を作り
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ますから，川の水を潅i既用水に使えない。そこで深い掘抜井戸を作って，そこで水を

得ているんです。

手口達 それが今度7j（が深〈なったとはいえないんですか。

多国 かなり上流にもあるんです。掘抜井戸にしたために，一日中水が湧き出して

おります。それがどれだけ地盤沈下に影響してるかということは，実際調べてみない

のでかわりませんが， 相当i潅；既用水は使っていますc しかし名古屋大学の井関助教授

はここでは濃尾地震など地殻運動による沈下の方が大きいといっております。今度の

湛水地杓：でも東部は工場地帯で水を取っておりますが，まだ地盤沈下は大したことな

かったといっておりますう

和i塞 潅現用7)(は工業用水iこ比べたら少ないでしょう 竺

多国 少ないでしょうね？掘抜きですから，いつも湧いているつそれで輪中地帯は

ポンプを使って，いつも排水しているんです。出る長は相当多いんですね，しかし

工場用水に比べれば大したことはないでしょう 。

和違 いままでの経験によると，地下水が自噴している時代は地主主抗下にそ う関係

なく て，白噴しな くなって，無理やり にポンフ。で・地下水を汲み上げてからの問題のよ

うに思いますが。

多国 名占屋付近の潅波用自噴井は今でも 白噴していたように記憶しております。

そういう点からいえば，これによる地盤沈下は大したことでないということになりま

すねっ

手日遠 深さはどのくらいですか。

多国 100間ぐらいあるでしょう《

吉田 ＊の温度はどのくらいでございましょうか《

多国 相当低いですねゥ

和遼 それば真水ですか。

多国 真水です内大垣のちょっと自にこの間の台風でi甚水した所がありますが，そ

こも輪中地帯で自民升ーがありますっ

吉田 !1¥.U支が低ければ，長作物に影響しないかと巴、＼，.ますが ・1

多国 直きllilLまりますからう

和遼 真水といったのはいい方が夏、かったんですが， 相当 とけた物質があるんでは

ないですかで

多固 めんまりないようですね。 冷たい水ですから， 井戸の付近にはアオ ミドロが

生えているんです。

和逢 あのI世帯は高潮のあと，浸水した水の深さが大きいので驚いたんで、すが，初

めからあんな海聞から低いところが千拓されたんで、しょうか。
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多田 低いことは低いでしょうけれども，その程度はそんなひどいものじゃないん

じゃなかったでしょうか。

和違 地盤沈下も考えられないことはないのでしょうがね。

多国 考えられるでしょう。 桑名から名古屋へ行くあの線はレつも下がっています

から，井関氏はその沈下を濃尾地震のためだといっていたんです。

7. 地盤沈下と地殻変動との複合現象一一新潟の場合

和遼 さっき那須さんがいわれた，大地震と地殻変動はっきものなのですが，大地

震があれば土地が下がったり上がったりする。それといまいっている地盤沈下とが複

合した場合には分離て、きなく て非常にむずかしいから，名古屋の場合もどっちともい

えませんですね。しかし南海道地震のときには松阪のほうからずっとあの辺の海岸が

下がりましたで、すね，あれが大地震のあと 3年．ぐらい続きましたが。

那須 そうですね。私のほうで四日市の地盤をこの聞から調べていますが，人のい

うことですから，数字的にはあてにならないのですが，伊勢湾沿岸地方は安政元年の

大地震，明治24年の濃尾大地震などの影響をたぶんに受けたでしょう。同じ安政元年

に伊賀上野のよ由民があり，そのとをに四日市ではかなりの被害があり ，地盤がだいぶ

下がったというのですがね。伊勢湾北部沿岸地域がそ ういう地炭のたびに上がるとい

うことはなく，だんだん下がっていくのじゃないかと思います。

和達 古来，大地震のあとで下がるところは，次の大地裂でも下がるというのが定

説ですね。そういうように両方が混り合う場介もかなりあるんですが，しかしこのご

ろの激しい地盤沈下というものは，i昆り合って分離できないという以上に，人工的の

ものがひどいようですねコ新潟ts.んかが一ーつのがoJでしょうけれども。

多国 私どもはその地拡連動による下がりブJが引算できるんじゃなし、かというので

すっ新潟地方には地面の下に最後の氷期に主任積したと考えられる砂利層があります。

砂利は海の深いところにはできるものではありませんc 昔の川床または川口にできた

ものです。氷期には氷や水の運搬力が強くて，こんな川にまで砂利を運んだのです。

そうすると砂利層は海面上にあったものです。それが 170メー トルのi毎回下に下がっ

たのですから最後の氷期から現在に至る期聞を 2万年と して 1年の沈下量：が計算でき

ます。もちろんこの間ずっといつも地強が下がる としてですけれど。

和遥 非常におもしろいですね。

多国 そうすると新潟地方は 1年間に 9ミリ ずつ地殻運動によって下がるという こ

とになるんです。これには海面の変化もはし、っておりますが。

和遼 全同に豆ってそうい う調べをやっていただけると，非常におもしろいです

ね。新潟のはああいうことで議論されましたが，あんなに淡いところがこの現象を起

すことになるというのは，われわれもちょっと知りませんでしたね。
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多国 あんまり簡単に考えすぎていたんですね，いままで‘は。

利達 新潟も私の聞いているところでは，市内の地下水を取ることを制限した の

で，かなり沈下がとまってきたことが，比えてきてますが，これが粘土質の水がぬけ

るとかいうのだと，とめてもあとしばらく沈下は続くわけですが，その点がああいう

深いところのときにはどのくらいあとを引くものかというのが，一つの研究問題だと

思いますね。

8. 大正6年程度の高潮が東京に襲来したらーーその対策

手口達 伊勢湾の'diiが山ましたげれども ， jfil~(f沈下という現象が一役の生活に影響す

るところは，日常の排水と，事あるときの高潮と，この二つだと思うんですが，大阪

で室戸台風が昭和 9年に来て，あのとき高潮が想像より水が深かったんで、すね。調べ

てみると昭和 9年ーまでに大阪で地盤沈ードした坑が，浸水した；j（の深さの何割という割

合の大きい部分を占めたのて、すA そんなわけで、東京にもし高潮が今度あるとすれば，

前の大正 6年と比較して浸水：土非常Jこ高いものだと思うんですねっ

吉田 そうでございますね合大正 6年が 4メートル21ミリでございます合

和遠 大正 6年に比べて同じ前i湖がきたら地位沈下の＊響はどのくらいですか。相

当なものでしょうね内

吉田 ただいまのところそれを防ぐ設備はし亡いるのですが，江東方阪では海岸通

りのほうが設備が少し足りないように思います。

手口達 吉田さん，入らないものとしてお話しておられるのはごもっともと思うんで

すけれども，入ったとしたならば前のような…ー・。

写支 1 i江東地区；こお：ナる地青空沈ドの被害

（竪川都電橋〉

続が沈下し護岸より低くな

っているー約i羽の主きl土橋

すれすれ；こ水がつく。呉’M'
?Ji潮のときは護岸が締め切

られるので都電l土不通とな

る3 昭和35"f・Jltでばかさ上

げする下定合
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吉田 入ったならば，大正 6年の翌年，大正 7年から，江東平井町では 3メートル

以上もすでに沈下しておりますからね。

利達 ひどいものですねっ前は床下でも，今度は軒ドまでくるということですね。

吉田 ええ，軒下までくるということです。だいたい APのゼロの医域〔干潮凶よ

り低いところ〕が4.6平方キロあるわけですね。

手口遥 APというのは，今までの一番干潮であったときをその点にしたわけです』ね。

吉田 霊岸島の量水様の水位がゼロのときを APとしたわけで‘すね。

手口達 平均水位からいくら下に・…・ー。

吉田 中等潮位より 1.134メートノレ低いわけで、すC

手口達 とにかく私はあのとき東京にいましたから，大正 6年を党えていますけれど

も，暴風雨のあと江東へ行ってみましたが，全く惨たんたるものでした。あの浸水に

何メートノレかつけ加わるといったら，たし、へんなものですね。

吉田 江東三角地帯の大部分と，江戸川，葛飾等の大年，それから足rr.の南部，こ

れが満湖面以下なんでございますね。これが APの2メートル以下とし、う面僚になお

しますと，65平方キロになります。

手口達 さっきおっしゃった防潮堤で、すね，それは大正 6年ぐらいの高砂！なら防げる

設計に

吉田 いまの外郭堤防は大正 6年の 4メー トノレ21を基礎にして計一則されております

が，伊勢湾台風が来たので，それに対応するような計画にやり直しているんです。

和遠 伊勢湾程度のに対して大丈夫なんですか。

吉田 現在は 4メート ノレ21を基として，隅田川沿いでは 5メー トノレ50，海岸の線は

6 メー トルて・計画しておりますが，新規JIー画は海岸線が 8メー トノレso,r~明間 Jl l 沿いが

6メー トノレ50，そ ういう計画でございます。しかし海岸のほうは，初jめから 8メー ト

ノレ50を作るのでなく， 8メートノレ50にできるよう に基礎のがっちりしたものをつくろ

うという計闘で，常時 7メート ノレを確保しよう ，そういう考えでございます。葛西海

岸のほうも 8メートノレ50の淀防を作るよう計画されています。

和遥 完全なる 8メー トノレ50はともかくとして，一通りJllと海岸とができ上るのは

いつでしょう。

吉田 それがあと 3年，37年でございますね。

手日遥 私いつもいっているんですが，大正 6年以後，東京に大きい問糊が来ないの

は，偶然なる幸せだといっているんです。それが伊勢湾で証明された。伊勢湾も気象

観測始まって以来のことで，紀伊半れがあるから台風が来にくいということもありま

しょうが，ぅlそないという理lヰlはなかった。それが 100年来かとにかく米たわけです。

東京は明治 44年に， 相当i強いのが一つ米てます。同じもの戸大正 6年に米て，それ

以後来なし、。まあ 3年間伸機に祈るわけですね。（笑）
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吉田 キティ台風では，ひどかった高潮が3メートノレ15でございましたっそれで江

東方面が 2週間水が引かなかった。

那須 それはポンプの能率が足りなかったというわけですか。

吉田 ポンプもいまよりは足らなかったわけでしょうが・－。それから外郭堤防も

最初は10年計画というわけですが，昨年の狗野川台風の関係で，地元の先生方に動い

ていただいて， 5年に短縮できた。その 5年計副は伊勢湾台風にかんがみて新たに計

画を変更しても，竣工期間［主延ばさない，そういうつもりでやっているわけですc

手口達 高潮でなく て豪雨ですねっ豪雨のときに丸の内かいわいでも非常に水があふ

れるんですが，あれば地盤沈下というよりも排水の問題で、すか。

吉田 4' 5目前に下水管から7）えがあふれ出しているというのが朝日新聞に出てい

ましたが，あれはちょっとした工事の関係ですが，その前に今年の 8月ごろ， 7号台

風でございますが，あれによって帝国ホテノレわきとか， NHKの前のあたりが洪水に

なりましたが，あれば地盤沈下の関係でございます。下水部から頼まれまして帝国ホ

テルの道路を測量しましたが，下水本管をいつ作ったか記憶ないんですが，作ったと

きから約 1メートル沈下して，その雨水が下水本管に流れこまなくなった，そういう

ことで，大雨になると帝同ホテル前が水浸しになる。

多国 江東の地盤沈下地帯ではそうしづ内水はもっとひどいわけですか。

吉田 内水は，江東方面はそういうときにはポンプをかけるわけです。

9. 地盤沈下に対する工業用水i去の役割

手口達 地保沈下が排水とか高潮の非常に脅威になるわけですが，それをできるだけ

防ぐ。つまり地盤凶下をて‘きるだけ防ぐために工業用水法がて、き，工業用水道が方々

にできましたねt それで東京はまだなんですが尼ヶ崎だとか， ほかどこかご存じです

か。

那須 川崎もやっているはずです。

吉田 大阪も…・・0

和達 工業用水について東京都のほうは・…・・。

吉田 東京都のほ うでも工業用水の引i!!liはあるのですと東京都は上水道の水源さえ

も足らないe 河川水は水利権が複雑でこの解決が非常に囚難ですっそれで現在のとこ

ろで、は汚水を高絞処理して，還元7fくといっておりますが，これを工業用水としよう。

そして 1日30万立方メ ートル，それから17万立方メ｛ トノレ， 11万立方メ ートル，とこ

の三つの計阿があるわけですっ江東地帯を半分に分けまして， 北半分が第一，南半分

第二と，南北どちらを先にやるか，まだ決定してないようでございますが，南が地経

沈下が一番ひどいのだから， 向を先にやったらし、し、じゃないかとしづ 話も出てい ま

す。
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l日30万立方メ ー トルを給水するには工事費として50億円必要だと承っております。

和遼 工業用水が 1日も早くできればいいんですが・

吉田 それが都はいつも富裕自治休だといわれておりますが， 1年に20～30万の人

口も増えておりますし，首都としてのあらゆる施設に追われて財政的に苦しんでし、る

のが実情のようです。

和達一方は，いまの7.Kを汲み上げているほ うですね。 ゐれの調べは杓当詳しくで

きているんですか。

吉田 それも昭和32年に調査して，その後やってないわけで・す。 今年）立はピル用；j'(

を調査しております。私どもはピル用71'くと工業用水を毎年 1回ずつ調査したいという

ことを予算要求していますが， なかなか通らないんでございます。

手口達 消極的政策だけれども，いまの状態で寸土地下水の汲み上げをで、きるだけ少な

くするというこ と以外に方法がないんですが，積械的に地盤が沈下しない程度，また

は工夫して水を汲もうじゃないかとしづ ，それに対していいお考えが・一。那須さん

いかがですかっ 還元法はどうでしょう。

10. 地下水の人工補給一一還元法

那須 専門的によく知 りませんけれども，あまり効果は期待できないようで、すね。

とにかく水を還元しますと， 弁声のまわりに不透水層ができてしまう。あとからいく

ら注ぎこんでも うま く入らないのです。 7)¥を吸い出すときは簡単でも水を元にも どし

て以前の土質を保つことはむつかしいようです。全く ，覆水盆にかえらず，揚水亦地

下に還らずですねっ

和達 そういう方法ーと新潟なんかの場介どうでしょう 。

那須 今後の研究が必要と思いますが， 純すいの砂層か際）習のときは地下水の流通

は容易で，汲み上げたものはコしにかえる可能性は多いでしょうが，シ／レトや粘土の場

合は実際はむずかしいよ うですね。士山下水の工業用水と してのmn他はその瓶度が低い

ことで，吸み上げて使った＊を地下にもどして冷却できれば，非常に効果的ですねつ

しかし経済問題もあるでしょうから。

多国 アメリカで‘は水を入れているんじゃないですか。

利達 このごろそういうようなことを聞きま した。土質もあるんでしょう c

多国 ロングピーチの計l団地帯では地税沈下対策として水を圧しこんでおります。

吉田 地質調査所の蔵固さんの調査によると，丸の内あたりでも，あるピノレでやは

り7)¥を戻しているというんですのその場合水却しが上がるんですね。新しく汲めば19皮，

それから戻してまた汲んだやつが23皮か24度になる。

多国 冷却用水としては悶るんですね。

吉田 冷却用水で、も 水道の＊を使うよ りはまだいいんですね。水道は 27,8皮にな
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りますから ・・っこういう話ーがあるんです。ザJミ以でも地盤沈下があるんですが，あそ

こは汲んでいる ところはラジオ東京だけなんですのだからほかの井戸の千沙がないん

ですc で，；Jくを止めてくれという都民の攻望があるんですが，ラジオ東京ではどうし

ても水は止められないんに，しかしいま使っている；j（を還万してや りたいと思うのだ

が， ということを相談に主たわけで－）＂－ c これは私のとこ ろへく るよりも，蔵回先生の

ところへいって よく 相談さ

写真 2 赤奴抱区にお；ナる地盤沈卜の被害 れたほうがし、し、だろうとい

（松町小学校〕 うことをL、ったんですが，

そのときは現在の191文で冷

却器度がし、っぱいなんだそ

うですさ25皮では問題にな

らない，閃る ということを

いっておりますむ ラジオ東

京は37年度までに15億円で

また新しくピルを建てるそ

うでございますが，その15

億にさらに 1億 5千万円を

迫力目して，そして今度は水

道の水だけ使うようにす

る，地下水は使レませんか

ら，ということをいってさた戸冷却するのに l倍、5千万円もかけるというんですから

並大ていじゃないように思いますね。水道の7J＇を使うこととになると

11. 水の重要性一一農業用水と水利権

利達 それを見て も水がますます大切で，何らかの方法によって得なければ，いま

の社会がやっていけないとして， 日本l~Jでどうで しょ う ， 東京， 大阪は有名 なもの

で，尼ヶ崎，川崎，あるいは名人屋南部とありますが，ほかに今後それ寸問題は，

那須先生お聞きになり ませんかT

那須 地下水の汲上げが地対沈下の主な原因になるということにまだ気がついてな

いところもありますねへ実際地誌が沈 トーしているんでしょ うけれども，その被告がま

だ一役人の日に見えるまでになってないところもあるよ うですねc 先ほどお話しまし

た凶日市ですね，これはたしかに年々沈 卜しているでしょう 合川崎市の場合，沈下の

影響は一番に下水に現われました。沈下が少ない間はド水の排水に支障ないが，やが

て沈下が進んでくれば下水が役に立たなくなって，そこで初めて会、がつ主，対策を考

えるのじゃなし、かと思 うのです。



手口達 全国そういうところは相当あるでし ょうね。

那須 ある と思います。

多国 福井平野なんか大丈夫ですか。
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利達 私は地下水の使用品と，そこの地質を見ればある紅皮の見当がつくんじゃな

いかと思うんですが，ただ見当だけじゃやはり十分じゃなし、から，いま建設省の全国

の水準決If¥：をこういう地域について十分やっていこうという計画は非d市Jこいし、ことだ

し，早く 着手すべきこ主だと思いますね。できれば地下水の笈化の測定も泊目にやる

とし、いのですが。一方地下水をたくさん使うであろう工業地帯とか，そういうものが

できないうちにやらないと，あとになって凶りますね。

那須 千妬や埋立てをやる場ft,7)<.を汲み上げないでで業用水一本に依存しようと

いう場合も起るでしょ うっしかし水で工台の延長いことは一般に地下水よりなまぬるい

ので冷却用としては怖値が減少することがある。

手口達 潅日正用水としては＊が温いほうがし、いんで、しょうが…・・・、

那須 ですから，士業用水は使うが，やはり深いji＇戸を掘らないといけないことに

なるのです。：仁業用Aくを引っばってきてそれを冷却して使うようになればいいのです

が，それがいまのお話のように装置に何億とかかるので、大へんなことです。

多国 新潟の平野に，白根郷とか亀岡郷とか湿田地帯があります。そこでは戦後排

水併を作って排水しております。ところがこの地帯の下に泥以屑があるんです。そこ

で排水工事をやった結果泥炭層に含まれた水が脱水して，そのために土地が30ミリ以

上沈下しました。前には沈下の原因た泥炭閉の圧需といっていたので、すが，近頃は新

潟のガス汲上げによる地盤沈下の彫響であるといっておりますc どうかと思います

ね。

手口達なるほどそうですね「まあ地下水だけに限らず，現代では大きな 仕事をし

て，そして広い範囲に何か影響をJ与えるときには， 正直にそれをいってもらえると，

わかっていいんですが，どうして もわからないために， ふとになって非常にめんど う

な問題になるんですねっ結局水の問題で、すが，こういう観点から見て，日本の水の利

用はど うでしょう，多用さん・・

多国 やはり決業関係の方がよくいわれるようにま：：業用水をあまり使いすぎていま

すねっ水平l]j程があるために水を使いすき、ているんじゃないて、しょうか。 7j＇（~［ii]&fを改良

して，あの7)<.をもう少し倹約してくれたら，プー業用水なんか助かるんじゃなし、かと思

います。

和達 それが安心できるとし、し、んでしょうが，年によ って非常7こ不安な ときがある

ために，用心のために多目に使っているわけでしょう 。

多国 いまのああい う長業のやり方では7J<f[11］度を直すこ とは無理でし ょう。何かほ

かのやり方，たとえば早期栽培なんかも一つの考え方で・しょうが，水の使うときを変
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えるとかなんとかして，；g水期に使われるような方法を考えるとか，いろいろ努力し

ておられるよ うですが，そういうことに成功すればし、L、んじゃないでしょうか。

手口達 洪水のときには水がありすぎて困るのですから，なんとかすればいいんでし

ょうけれども3

那須 農業用7）＜：と工業用水とが協調して，使い分けることが必要ですね。

利達 日本全体に， Tこし、たL、Hrに雨が1,700ミリ です。什界iこ比べたら相当降って

いるんですからね。

多国 みずほの国なんです：ナれどもね。（笑〉

和達 それがそういうことで悩んでいるという のもおかしいようですが，人も多い

し，工業，農業ともに盛んであるから，たしかにもっと欲しいんでしょうねラやっぱ

りある程度配分と，節約して使うということ しかないで・しょう合

吉田 実際問題になると水利権［土非常にむずかしい問題でございますねc

手口達 水はただであるという観念を捨てて，非常に貴重なものであるとLづ観念で

もういっぺん考えないといけません。

多国 カナダなんかで：士，どのくらい水を使うかとい う水の使用号の同勢調責みた

いなことをいまやっているんですねc 日木じゃ11i'からどれだけ使っているかはっきり

してない。そういうのを国勢調査的に調べてやり方を考えればいいんじゃないですか

ね。初めからすぐ，ただだったのを完ろうというのは無開ーでしょうが・ー 。

吉田 諾は変になるんですが，東京都は大政奉還したらどうかとし、う訴が出たんで・

すっ（笑〉知事が水利権持っていますね。東京都は水利権を持っていても何の利益も

ないんでございますで東京都が大政奉還すれば埼玉も群馬もみなそれにならってくれ

ると非常にやりよ くなるんじゃないかというんです。

多国 水の同勢調査ができてないで‘やっても類、開ですねっ

利達 実態を知るということが科学的な立国，という左大きいけれども，現在の確

実な基礎の上にやらないとできないのです。

12. 余剰l水の地下貯溜

編集部 たくさん降ってきた雨を貯蔵する とい う意味で，山地帯に穴を掘って水を

突っ込む。こういうことをやって効果がある ものでございましょうか。そういう試験

を私のほうで，赤城山でやっていますけれども……。

那須 それは土質の関係でできないこともないでしょ う。

編集部 要するにさっきもお話の出ました不透水層，粘土層の問題，これを突き破

ってやるんです。

利達 水を地下にたくわえるとL、う わけですがー・。

多国 那須野で地面の下にセメ ントのダムをこしらえて，上流に水をためるという
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ことを考えていましたが，あれはだめだったんですか。

編集部 あの結果がなかなかもらえないんです。どういうふうになりましたか。

和違 日本なんかは水が多かったせいもあって，そういう点はあまり考えなかっ

た。蒸発の非常にひどい土地では，地下にたくわえるということは実際問題としてや

ってますね。

編集部 さっさ育問先生のおっしゃったように，少し透水しだすと，不透水屑に変

化するというお話でしたが，そういうこともー…・。

吉田 そういうこともゐるんです。不透水層で上から上へL、く場合は沈下しないん

ですよ。たとえばパランスがありまして，そこへ水を入れますね，入りますね，どう

っと出てくるだけで，たまることはたまりますけれどもね。粘土層で水をぬいたのを

もとへ戻すとし、う実験をやってみたけれどもなかなかないですね。

手口達 じゃこの辺で，どうもありがとうございました。 （昭和3411.12月12日〕
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