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概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめてください。) 
 

地表水に比べて質・量の安定した地下水は優れた水資源であり，世界の多くの地域におい

て人々の生命，生活を支えている。しかし，流域の水循環に基づいて，行政と地域社会や行

動を上手く調和させながら水資源を総合的に管理する方法は確立されていない。本研究では，

熊本地域の地下水を対象とし，地下水資源の永続的な利用に必要な行政・産業・市民の役割

ついて考察した。 

 本研究では，以下のことが明らかとなった。 

（１）熊本地域の地下水資源の主要な涵養域である白川中流域の水田において，水文観測か

ら水田水管理の実態を明らかにした。また，熊本地下水管理に関する政策，意思決定に有効

なツールとして，地下水流動および地下水位変動に関してそれぞれ物理モデルと概念モデル

の開発を行った。さらに，熊本市内の地下水に関しては，週１回の高頻度での調査によって

水質の経時変化を明らかにし，世界的に問題となっている硝酸性窒素をはじめとする水質指

標の結果が，地下水位や降雨状況との間で特筆すべき関係性を有することを見いだし，それ

らを変数とする短期間（数年間）での変化をシンプルなモデルにてシミュレーションするこ

とに成功した。 

（２）土地利用解析，用水路における水文計測，農家への聞き取り，用水配分モデルの開発

を行い，水田湛水による地下水涵養のもたらす渇水リスクを定量的に評価した。また，モデ

ルを活用して渇水リスクを軽減する水配分ルールを検討した。特に，今回の研究期間内に発

生した熊本地震により農業水利施設が被災し，被災地域において渇水リスクの増加が懸念さ

れる。本研究成果は，復旧過程（農業水利施設が未復旧状態）での営農・水管理による対応

策のあり方を検討する際に利用可能であり，現在，行政機関や農業関係者と連携し，復旧対

策の検討を行っている。 
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欧文概要 ＥＺ 
 
The main objective of this research project is to discuss the integrated watershed management for 
sustainable use and strategic conservation of groundwater resource. Kumamoto Region, where almost one 
million people depend on only groundwater for their drinking-water source, was main research field.  
 
Groundwater in Kumamoto is recharged from rice paddy fields in the middle area of the watershed. In 
this research, agricultural-water management practices were clarified on the basis of the hydrological 
measurement in the fields. Flows and fluctuation of the groundwater were described by developing 
physically- and conceptually- numerical models, respectively. In addition, water quality in the 
groundwater was well simulated by considering not only geographical and hydrological parameters such 
as weather condition but the water management practices in the watershed. 
 
Kumamoto earthquake, which occurred during this research period, destroyed many irrigation facilities 
and changed the water management practices in the watershed. Our model might help the stakeholders in 
the watershed to make decision in the reconstruction process. 

 


