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東京の地盤沈下

一ーその現況と対策上の問題点一一ー

中野 尊 正

1. 地盤沈下とそれに関連する都の問題点

東京下町の地盤が異常に沈下している ことが発見されたのは，1923年の関

東大震災の直後におこなわれた，地面の高さをきめる水準測量の時である。

以前におこなわれた水準測量の結果と比較して，東京下町のいまの荒川放水

路のあたりを南北に軸をもっ異常沈下帯が形成されている ことが明らかにさ

オ1たのである。

この異常沈下帯の形成をめぐって，地殻変動による沈降だと考える説と，

強 L、地震動によって，軟弱な泥層がセトリングして収縮したと考える説の二

つが論争されるようになった。 前者は今村明恒，後者は寺田寅彦によっ て代

表された。今村明恒は，大阪においても同様の現象が進行している可能性を

主張し，大阪下町の水準再演1］を実施し，東京下町と同様の沈下帯の存在を明

らかにした。しかし，寺田一派は軟弱層の収縮のメ カニズムを明らかにする

方向で原因を追究していった。
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関東大震災を契機に，毎年水準IJllJ量が実施される こととなったから，地盤

沈下の状況は年沈下速度と L、う形で把握されるようになったし，沈下の原因

を追究するため，観測井が設けられ，層別の収縮量，地下 人立の変動などが、

自記的に記録されるようになった。地盤沈下の実態把握の初期の体制は，寺

田派などの各氏一一地球物理学者とその協力者一ーの努力によって一応とと

のえられた。

しかし沈下は，よく知られているように，毎年 lO～15 cm程度も沈下する

地域があらわれるなど，進行の一途をたどった。 lOOmm以上沈下した地域を一

沈下中心地域とよぶと，この沈下中心地域（主，昭和初期から今日まで，東京

下町のある限られた範囲：こ限定されている ことも v 最近になってようやく筆

者等によって明らかにされた。

沈下が地下水の過剰汲上げに由来すあことが明らかにされたのは，昭和14

年の西大阪，昭和15年の東京と，いまから30年も前のことであるが，地下水

を包含する軟弱層，それをささえる沖積層の基盤地形，洪積層の地下水水理

学など，地質学分野の研究体制がおくれたことが，対策を考えるうえでの障

害の一つになっていたらしいことは，地盤沈下対策事業史を，東京，大阪，

新潟で比較研究してみると理解することがでぎる。眼にみえない地下のこと

だからといった非科学的な考えがあったのではないかとすらうたがし、たくな

る事例さえあるし，企業の必要とする地下水を，企業優先で扱ってきた傾向

も否定できない。

それにしても，第 2次大戦終了前にはも っぱ ら地球物理学者の実験物理学

的努力によって，原因の追究がおこなわれていたにすぎ’ないし，その聞に事

態は悪化し，筆者の試算では，すでに昭和15年ごろ．こは，東京下町の低地に

地下水汲上げの結果としての地盤沈下による海面下の土地が形成されて い

た。

その結果，水害に対してより一層脆弱化 した東京下町が形成され，戦後の

キティ台風による高潮災害の素地を形成されていったのである。

水害の防除のため，内部河川の護岸はつ友つ，Eとかさあげされてし、った。

年間10～15cm としても， l～2 m のかさあJげは10年に li支はおニなわね（工

ならなし、。 本来，河川護岸（土沈下を前提として設計施行されていなL、から，

かさあげ部分の強度，地震に対する強度など，期待すべくもなし、。大正 6年
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の高潮を基準として設計，施工された高潮防除施設も，それ以後の地盤沈下

で沈下中心地域においては，伊勢湾台風のあった昭和34年までの42年間に，

4m近く沈下していて守抜本的に施工しなおさねばならなかった。

地盤沈下の進行はt，第2次大戦直後の工場が操業停止した期間に停滞ない

し，ふくれあがる傾向さえ示した。この現象は大阪においても知られてお

り，地下水汲とげ規制後にも知られてし、て，地下水汲上げの影響を逆説的に

証明するものと考えられてきた。

第 2次大戦後，朝鮮動乱を契機とする工場の地下水利用量の増大にともな

って，地盤沈下は再び激増し，法律による規制のうごきが活発化してきた。

このため，東京，大阪では法律制定を前提とした調査がおこなわれた。工業

用水法は昭和31年 6月，こうした事情を背景に施行されたが，この法律は既

設井戸に対してはほとんど効力をもたず，新設井戸に対しても基準がゆる

く，実効はなかったといってよい。

むしろ，この基準による規制をのがれるため，法律制定の動きを敏感に察

知して，深井戸（沖積層以下の湛水層から採水〕の新設が急激にふえ，法制定前

のものは規制をラけず，以後のものも ，法の拡大解釈ないし行政指導をうた

がわれるような事情のなかで，深井戸の数は増加の一途をたどった。また，

ヒソレなどでの井戸はこの法律の適用外であったから，昭和25年ころからのビ

ノレラッシュによって，工場以外での地下水利用による沈下が問題にされるよ

うになってきた。とくに規制のないヒソレ用水への工場側からの風当り はつよ

し伊勢湾台風後に，工業用水法の改正とともに，いわゆるヒル用水法が制

定され，地下水利用の規制の法的根拠をもつようになった。

工業用水法は工業用水を 合理的に供給することを第一義とする法律であ

り，地盤沈下防止は副次的な目的にすぎなし、。したがって，別のL火、方をす

れば，地盤沈下防止を目的とした法律は工業用水法制定の時点ではかったと

いえるにもかかわらず，地盤沈下防止がそれでできるようになったと印象つ

けられ，いわばごまかされた 政治家，企画経営者，御用学者，行政担当

者の個々 ，あるいは連体によって一一結果になっていた。

この点は，既設井戸に対する規制の改正， ヒソレ用水法の制定，都市条令に

よる規制といった措置によって，昭和37年 5月いらい改善されている。工業

用専用水道による工業用水の供給，地下水資源のj固渇，塩水化などによる地



4 

下水利用工場の城北， 埼玉県南部，東部への展開などによって，東京下町に

おける地盤沈下速度は，昭和38～39年度を頂点として， 39～40年度，40～41

年度，41～42年度と年を逐って低下し，法的行政的措置の効果があがってき

たかにみえた。 しかし， 昭和42～43年度（昭和]44年2月 l日までの 1年間〉で

は，戦後経験しなかっ た年間20cmをこえあ沈下を荒川放水路の西側と東側

で記録した。 問題となる点を要約するとつぎの 3点になる。

l) 地盤沈下量は揚水規制にもかかわらず，再び全域にわたって増加 して

おり ，とくに荒川河口付近においていちじるしい。

2) 年沈下量10cm をこえる沈下中心地域は拡大し，その後も増加してお

り，それらがあつまって Om地帯の面積を約 1割近く拡大している。

3) 地下水位は揚水規制にもかかわらず再び全般的に低下 しており ，とく

に城北地区では深い帯水層，江戸川区では洪積層中の全帯水層の地下水

位が低下している。

これらはし、ずれも ，高潮に対する防潮堤の機能低下ないし喪失，強長時に

おける堤防護岸の決壊，それにつづく地震水害の危険性の増大といった大災

害の素地を拡大，悪化させることにもなるより、で，その原因が追究され，対策

がたてられるべきものである。昭和44年 2月 lElから今日までの約 1年間，

抜本的に事態改善の手はうたれていなし、。対策に必要な工事（ま今後におこな

われるであろうから，こ の夏には，維持天端高不足の高潮防潮堤が何個所か

で発作する ことになろう。

2. 地盤沈下実態の把握と沈下対策

上記では，時間の経過Jこしたがってのべたから，問題点を整理して事項別

にのべたい。

l) 水準測量による沈下速度の把握 地盤沈下が社会に問題にされるよ

うになってから今日まで47年間，都内の大小の道路に密に設置され，その網

は隣接の埼玉県，千葉県につらなっている水準測量ノレー トが，地盤沈下の実

態把握の基本をなすものである。このノレート は年を逐ってカバーする範囲が

ひろがってきたが，都内では東京下町にもっとも密でらり ，陸地測量部で測

量したものでは明治25年いらい，東京都土木技術研究所の分では昭和 8年い

らいの数値がえられている。
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この数値を整理すると， 明治25年から大正10年ころ までの変動は30年間に

約lOcm程度のものであり， これがし、わば自然的原因による沈下量に当る。

それ以降，沈下速度は年10～l5cmといった大きな値を とり ，明らかに初期の

年間 3mm程度のものとは異質のものである。

水準測量／レートのカノイーする地域の年々の地盤高図は，水準決lj量の結果か

ら作図されている。 この結果，Om地域が年々拡大しており，最近の30年位

の聞に，北へ大きくのび，東西へはのひeの速度が小きかった。 Om 地域の中

心は荒川放水路の両翼にまたがってお り， しばしば行政当局も問題にする江

東三角地帯は， Om地域の西半分と， その西にひろがる。以上の地域からな

りたっている。 このこ とは，問題地域が正 しく認識されていないという 点

で，特に注意を喚起しておきたL、。東側の Om地帯が，現在，もっとも事態

悪化のはげしい地域に当っていることも指摘しておきたい。

東京下町東半の Om地帯一一江東 Om地帯に対して名称、を与えるとすれ

ば，江戸川 Om地帯とでもい うべきであろうーーにおいて，事態が悪化しつ

つある理由には，マス コミでもあまりとりあげないこと，写真をとるにして

も，交通渋滞の荒川放水路上の橋梁を時聞をかけてこえなければならないな

どとし寸取材上の理由もあるかもしれないこと，都の対策計画で江戸川 Om 

地帯の計画が過去にも現在も存在しないこと，学者の多くも江東 Om地帯で

御用をすませている こと，規制がないあるいはおくれたこと ，江東地区をさ

け，深井戸利用の工場が江戸川に進出したことなどがかさなっている。な

お，東京 Om地帯はこの両 Om地帯を含包するが，この地帯における建築物

用地下水の利用は東京の建築物用地下水利用量のなかでは， ま こ とに小さ

し昭和38年には台東および都心 3区の l75千 m3／日に対して 21千 m3／日， 40

年には175に対してわずかに 4である。すなわち，東京 Om地帯における沈

下をひきおこしている地下水は，主として工業用地下水なのである。

2) 観測井による観測 地盤沈下の原因追究のためには，水準測量によ

る地域的実態把握とと もに，地層，地下水，層別収縮などを自記的に記録す

る観測井が都内に設けられ，観測を継続している。原因究明には，地層， 地

下水を考慮しなけれぽならないから，他の目的であつめられたボーリンク試

料による地層の解析がおこなわれるし，企業側の提供する揚水量や地下水位

変動の資料も大切で‘ある。しかしこれらの基本資料は研究用として公開され
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ておらず，広報誌などに発表される総指数しか一般研究者は利用できない。

東京低地から北の関東平野の中心部にかけては，地下水資源，天然ガス資

源開発のため，よ り深層までの地質調査が国および民間企業においておこな

われている。 この調査によ る地下水流の研究など，沈下の原因がより深層に

移行しつつある現在，関係者の聞では充実が要望されているc 現状のままだ

は開発に力点がおかれ，防災，保全といった面に対しては否定的な面が出や

すいので，この点からも ，公共の安全を優先させるため．専門的良心的機関

で，資料の提示を求め，内容の検討を責任をもって遂行させる必要があろ

フ。

この際大切なこ とは，学究的興味が優先して，必要以上；こ調査時聞をもて

あそんだりする弊害はセノレフコントロ ールする ことである。また事象に関与

する程度を見きわめるよう，定量的研究調査をおこな うべきである。

3) 地盤沈下による被害の調査 地盤沈下によ る被害（土，直接的なも

の，間接的なもの，短時間に影響のあらわれるもの，長期にわたって影響を

及ぼすものなど，種々線々な様相をもっている。地下水位の低下による井戸

のつぎたしは，すでに数多くの事例がみられるが，これは井戸所有者の方で

改善し，逆にさらに地下水位を低下させ，地下水の塩水イヒを促進し，地盤の

収縮をうながしてきた。また，地下水の塩水化，地下水の酒渇：こよって，井

戸を用途かえしたり ，放棄 した例も多いが，これらを地盤沈下による被害：こ

含めるべきかどうかは別途に検討を要しよう。

地盤の収縮による井戸鉄管のぬけあがり ，こ のため，井戸の把手と地盤と

のくいちがし、が大きくなって，踏台をつけたり，井戸を放棄したりという例

も知られている。支持杭をもっ構造物がぬけあがり，こ のため，構造物とそ

のまわりの地盤との閣のくいちがし、を大きくする例も， 井戸の例と同様であ

り，橋梁， ビノレなどにその例が知られている。支持杭をもっ橋梁やヒソレなど

では，この際，まわり の地盤と の間，あるいは構造物に，割目を生じたりし

て補修を必要とするのが一般である。 地下埋設管とビルとの取 りつけ部にお

ける亀裂な どがこの例であり，都内各所でみられる現象である。

地盤の沈下による地盤高の低下は，きわめて広域に波及する地盤沈下の直

接的影響である。しかし一般に，“被害”とはうけとられていないが，もとも

と浸水しやすいのが一層水害をうけやすくなり ，水害が常習化 したり，河川
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護岸をかさあげしなければならないなど，広く公共に被害を与える点では，

正に第一義的に考慮さるべき被害であろう。しかし，不幸にして，昭和33年

に筆者が東京 Om地帯の実態をあきらかにするまで，その存在すら指摘され

ていなかった。この問題については後述するが，被害として注目されなかっ

たのは，“地線”の行政的管理責任機関がないことに最大の理由があると考え

ている。

地下埋設管は，その延長が長いため，地盤沈下量の こ となる部分を繊切

り，こ の部分で不等沈下の影響をうけ，折損の筈が知られている。最近は，

多少の工夫がおこなわれている。

地盤沈下による橋梁下の高さが不足して，通船に支障をきたす例，その解

消策として階段状の橋梁へのつけかえ，河川護岸のかさあげ，道路，橋梁の

つけかえ，盛土など，被害に対する臨床的対策は，それぞれ，道路工事，橋

梁工事，護岸工事といった工事との関連においてなされており， したがって

被害の調査も，公共的施設ごとにお こなわれてきた。

しかし，これらの施設は地盤沈下との関連で首尾一貫して考え られて主た

わけではなし、。 たとえば，河川護岸はかさゐげを前提に建設されたわけでは

ないし，川の水面が数mもまわりの地面より高くなるという前提で設計され

てきたわけではなし、。しかし，河川護岸が常時，一滴の水もも らさないよ う

工事されていなければならないとなると ，河川護岸それ自体のィ考え方を根本

からあらためねばならなくなる。このような例は，被害とは考えられていな

いが，関係技術者や行政担当者に，そうした理解が欠けていると ，間接的に

被害を発生し，被害を拡大することになる。 この点では，技術論として再検

討を加えるべきであろう。

こうした検討の必要性は，強震l時に，何回もかさあげした河川護岸が十分

たえられるかど うかとしヴ問題を考える時に，特に重要な課題として考えら

れてきた。技術者の検討結果では，河川護岸一一地盤沈下による不等沈下の

影響，何回ものかきあげによる脆弱さな どをもっており ，一方ではまわりの

0 m 以下の地域に対して，強震にもたえる万全なものでなければならない

ーーはかならずしも ，万全ではないと L、う。河川護岸が水防的に万全である

ばかりでなく，地震にも万全であるよう建築物なみのより高い強度を要求さ

れるこ とは，“被害”ではないが，今までの方針，計画な どの変更を要求する
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点で重要なポイン卜 というべきであろう 。

3. 地盤沈下害の連鎖性一一対策を考える前提として

仁記したように，地盤沈下による被害は多様な姿態を もっ。マスコミ的：こ

さわがれる写真にとらえられる被害は，いわ（まオデキができたり ，コ フがで

きたり，骨・折したりといった外面にあらわれた病状である。問題の本質や対

策の根本原理ば，内面にかくされた原因をあきらかにし，相互に関連しあう

要因のからみあい方ゃからみ合いの程度に注目する ことによってとらえられ

る。雑多な原因説をならべたて，本質をぼかしたり ，本筋をとりちがえたり

する ことを排除するためには，地盤沈下の原因から被害発生，拡大のメカニ

ズムについて関係する要因の連鎖を明確にし，関係の仕方を定量的に把提追

究すること である。

すでにこれまでの数多く の研究によって，地盤沈下の原因や発生機構はほ

ぼ明らかにされている。少なくとも ，行政的対策を確実におこなうために必

要な基礎的研究は完了したといってよい。もし必要があるとすれば，看視体

制としての観測網の整備であり，その整備によって，地盤沈下の原因や発生

機構の究明に必要な資料がより広域に，より 精細にえられ，両々あいまって

地盤沈下対策を万全ならしめるうえに貢献する。 水準測量網の拡大，観測井

の整備，地下水調査，地質調査など，基礎的調査研究体制の整備が要望され

るのは このよ うな理由による。

ところで一方では，地盤沈下の進行を冷静に科学的に研究調査するだけで

はなし地盤沈下害の地域的拡大，連鎖的に発生する災害を，地域と関連づ

けて追跡すゐ地域的研究調査が要請される。この点を筆者は過去10年以上強

調してきたが， 曽野綾子の ~ o メ ート ノレ地帯の青春j とし、う小説の題名をは

じめ， 0 m地帯とし、う名称が普及したのに対して，地盤沈下害の連鎖性の強

さはし、まだに個別的科学や技術に分断されており，かな らずしも十分に理解

されていない。 そこで，ここに再び連鎖性の強さについてのべておきたい。

地下のある地層から地下水を汲み上げると，汲上げの進行にともなって，

地下水の補給がおいつかず，地下水面が低下しはじめる。地下水面の低下が

はげしく，低下量が大きくなると，汲み上げられた地下水を包含していた地

層の間隙率が小さく なり， 圧密収縮する。帯水層およびその上位の軟弱層か
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らの脱水が進行するにともなって，取水層より上の全体の厚さが減少しか

っこの減少量が地表面の地盤沈下量に対応する。この沈下地域は，地下水を

汲み上げる井戸を中心に浅い窪地をなすが，その平面形は採水層以上の地層

の均質性に左右される ことになる。東京の低地では，年間l00 mm以上さがる

地域を，沈下中心地域とわたくしたちは名付けているが，こ うした“沈下の

限”は，日本では複数の井戸によって形成されている。石油採取による沈下

の眼は，アメリカではボウノレ（Bowl) とよばれ，ボウノレ状の窪地を形成し，

その中心（こ1ないし複数の石油井をもっている。

沈下の眼の形成には，その場所を構成する地層の性質，揚水の深度，揚水

量，揚水井の数と分布が関係すること，上記のとおりである。沈下の眼の形

成は，深さ一一つまり垂直方向の変形量一ーと，平面形とその拡大によって

測定される。これまでは水準測量による垂直変形がもっぱら注目されてきた

が，筆者はそれと同時に，平面形とその拡大にも注目し，地盤沈下を地域的

現象として追究する立場を強調した。この立場では，地盤沈下の発生する，

あるいはその可能性のある地域の，地下構造とその構成物質，：貯水性につい

て地学的にあきらかにするとともに， 地下水の利用状況（井戸の数，深度，分

布状況，錫水量など）を地域的に把握する ことが基本的に必要である。地域的

沈下速度は水準測量によって与えられるから，これらを地域的にも関連させ

て原因を迫究し，現象を解明することになる。

一方，観測井はその分布が限られ，かつ観測井のデータの地域的代表性に

ついては，かならずしも明確ではないから，観測井のデータは要因相互の関

連性の追究に利用する ことになる。従来の研究は多くはこの分野についてお

こなわれてきた。

地下水，地下水のいれものとしての地層，揚水による地層と地下水の相互

連鎖的作用の帰結としての地盤沈下の三者は，かくして，発生機構の一般的

法則性と同時に，地域的法員lj性を解明する形で追究されることになる。

ところで，地下水のいれものとしての地層は，主として垂直方向に変形

し，その変形をその上面たる地表において，地盤沈下量としてあたえると同

時に，地表の地盤高に変化を与え，地表の徴地形の地域的変化を結果するこ

とになる。別言すれば，地表面l土地盤沈下の進行にともなって，その高度を

低下させ，地盤沈下量の大きい地域でより低くなる。
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もともと ，高度の低いテルタ平野では，地盤沈下の進行にともな って，地

表面が Om 以下になることもありうる ことは，きわめて単純に理解できるこ

とである。しかも地盤等の原面は一様な傾斜をもつものでな く，徴起状をも

っし，地盤沈下量も上記したように多様な条件によって左右されるから，

Om の発生は単純にはきめがたい。しかし，せいぜい lm前後の地盤高のデ

ルタ平野で，年間10～15 cmの地盤沈下が進行すれば 7～10年でOm以下の

地域が形成され，その拡大江地盤沈下量に左右されることになるc

地盤沈下は，観測井のデータでは従来，沖積層の収縮による部分が 大 き

く，最近，逐次洪積層の収縮による部分が増大しつつあるとはし、；之T 過去の

0 m 地帯の形成においては，沖積層の収縮におう割合が大さい。これま での

研究；こよれば，沖積粘性土の厚さと地盤沈下量との相聞は高い。したがって，

0 m地域が沖積層の厚い地域に形成，拡大してきたことも理解できる。また，

ここ しばらくの聞の Om地域の拡大が，沖積層の厚さが30m以上もああ地域

の上で北へむかつて進行するであろう ことも，ほぼ確実である。

この地域は，わたくしたちの研究では，昭和 五年からの資料で人る限り ，

一度は年聞にlOOmm以上沈下した地域であるし，その地域外では， lOOmm以

上の沈下を経験した地域はきわめて限られており ， 100 mm以上の沈下の原

因も明らかになっている。

年間100mmをこえる：三どは：デしい地盤沈下を経験してきた地盤沈下中心地

域が，：三ぼ 30m より沖積粘性土の厚い地域と一致し，Om地域を形成し，拡

大してきたということが，地盤沈下中心地域において，地盤沈下：二よる彼害

とともに，地盤沈下によって被害を拡大された水害による被害を増大させゐ

こと になった。勿論，地盤沈下中心地域の周辺地域において，地盤沈下によ

る被害が，ヒソレのぬけ上り，橋梁の亀裂，堤防の不同沈下などの形で発生し，

水害特に高瀬被害をうけやす くしてきていることも事実である。しかし，地

盤沈下中心地域では，堤防，防潮堤で固まねばならないと Lづ基本的（こ性絡

の異なった地域を，地盤沈下の結果として形成している。

0 m地域を形成している地盤沈下中心地域が，沖積粘性土の厚さが30m以

上であるところに，地震による地盤の破壊，土木構造物，地下埋設管の破壊

とともに，それにともなう地震水害というまったく新しい被害を予測せぎる

をえなくしている。まったく新しいといっ たが，過去の事例から’、え：f，安
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政や寛永の地震により地震水害が発生したことは否定できないし，新潟地震

の＇！寺の新潟市内の長 期j甚水はまさに祖霊水害によるものである。

理論的，発生機構論的には地盤沈下害と地震水害とは直結しなし、。 しか

し地域現象としての地盤沈下に注目し，地域的理論にたって 追究する限

り，地震水害の危険性を，地盤沈下をぬきにして論ずるわけにはし、かなし、。

地盤沈下のもたらす副次的災害であり，公害，自然災害のけじめのっけにく

し、例でもある。だがこうした事例では，大地震で地震水害が発生しても，

“地盤沈下η の責任を不聞に付し，同時に，μ科学的”にも ，地震時の地盤の、

急性的沈下によるなどと政治的にことが解決されやすいので，あらかじめ，

こう した政治的発言では地域住民がすくわれないことを明確にしておぎた

L、。

4. 対策を考える

上記 したことから，対策を考える場合に考慮すべき重要な事項は見当がつ

いたことと思うが，若干整理してのべておこう。

A. 観測体制の拡充整備 地盤沈下が地下水の過剰揚水によって社会問

題化していることが明らかにされているので，過剰l揚水をおこなう主体一一

いわば地盤沈下の元凶一一ーを完全に排除できない聞は，観測体制を拡充整備

し地盤沈下の進行の科学的監視にあたる。 この結果えられるテータはもち

ろん，現象の解析，発生機構の調査研究の精細化に有効に利用される。しか

しこうした“学術的研究’が目的ではなし、。学術的研究に専従する研究者

のいる ことを否定しているのではない。

B. 法令による規制の強化 現行の規制は，数十万の市民を，より一層

水害や地震水害の危険にさらしながら進行しつつある地盤沈下に対して，全

く規制力をもたないといってよいほど非力であり ，地盤沈下規制をほのめか

しながら，現実には企業の地下水利用を合理化する結果になっている。

この巌大の欠点は，地下水の過剰l揚水によってひきおこされる被害の連鎖

性に対する認識不足に原因していると考えられる揚水量のきびしい制限，工

業用水道の敷設，工業地域の分離など土地利用計画の不備などが関連しあっ

ている。 しかし，企業の良心には期待できないので，法令による規制を強化

しない限り，地盤沈下対策はできないであろうし，地盤沈下にともなう連鎖
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的災害を抜本的に解消することもできない。

c. 地域的現象として，連鎖的に拡大する公害，災害に対処しう るように

すること。地盤沈下がひきおこす連鎖的に発生する常習的浸水， 高潮水害の

危険の増大，地震水害の危険性の増大，水面勾配の逆転による流れの停滞と

それにともなう水質汚濁，悪臭といった公害の増大など，相互の関連性をと

らえることが必要である。関連性をとらえると，地盤沈下をくいとめること

が如何に重大な意義をもつものであるかを容易に理解できるはずである。

対策の具体案は，技術的，財政的，行政的な配慮、を加味して考え られるべ

きである。 本稿はその前提となる問題点を指摘するのが目的であるから，多

くはのべないが，最近，東京下町について，大火とくに大震火災を前提と し

た拠点方式による再開発計画が立案されているが，この計画では，地盤沈下

排除の考え方が十分とはし、えない。当然，“地盤”を考慮 した計画理論が一方

で用意さるべきであろう 。

また，地盤沈下は地域的条件一一 自然条件においても ，人文的条件におい

ても一一ーに左右される ことが多いので，計画の前提となる実態やその実態を

うちだす条件の地域的解析が必要であり ，画一的計画， ないしは地域の特性

を考慮しない計画では， しばしばサ‘ノレで水をす くう結果になる。条令による

東京下町の地下水利用規制には この感が強い。

（東京都立大学理学部都市地域学研究室． 理時〉
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