高校 当該学科教官の意見 の公私混同 もあ ったらしく,半年近 くも暗礁 に乗 り上 げた.私 も奔命 に疲れ
て夜 も眠 られず,ノイ ローゼ‑ 自殺 とは この よ うな経過 の末 か と実感を持 ったほ どであ る｡幸い桜井
教頭 や 2学部長 の尽力で当初 の念願が達成 でき,今,高校は順風 に乗 ってい る.
その 2は農場問題 であるO現在萩 山にあ る農場 の大部分は西武鉄道か ら借用 してい るもので,期限
が切 れてか ら約 10年 にな る. しか し先方 も気を遣 って 52年春 には代替地 として狭 山丘陵 の東端にあ
る北 山地区 で現面積 の数倍 もあ る土地 を無 償 で提供す ると言 って来 た｡現地 を見 ると茶畑 や水田あ と
で,整備 や建築 の要はあ るが まことによい環境 であ り,時間 も今 と大差ないので,高校は交換 に一致
した. ところが社会 にあ る農業重視 の風潮 が災 してか,先 々の労 を厭 ってか,大学 の保守的な一連 の
管理職 や事務官 らは ことごとに整備 ･維持 ･財源 の困難 を他 の付属 に並べ立 て,つい に 1 :3にな っ
て,その秋 ,我 々は涙 を呑 んだ. こ うして農場 は元の 26
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,つ ま り 29% に縮 まって, ままごと農場 にな り下 った.私 の非 力を 自責する⊥方,こ
和会 の 7
れが輝 か しいお茶大 の悠久の歴史 に,大 きな汚点 とな るのでないか と慣れてい る.
とにもか くにも私 の情熱 をか き立 てて くれた,敬愛す る高校 の発展を願 って, 4年 に亘 る本稿を閉
じたい｡ 思 えは私 に勤 まるか知 らと長 く感 じた時 もあ った一方, 残 した仕事 に も う任期 か とも思 うO
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北海道 の僻地 で生活用水 を探求す る仕事 に加わ ってか ら 2年 目になる. 一昨年 に留萌 の北東 20血 ,
小平薬用沿岸 の′
J
､
区域 に,心 身障害者 の更生のための生活施設 を作 る計画が始 め られた.建物 の工事
が進む うち に,そ こが水 の得 に くい土地 であることがわか った｡付近の農家の よ うに浅い井 戸を掘れ
は よい と考 えていたのが間違 いだ った｡ そ こで水 の探査 につい て相談 を うけたので, 2.
5万図でその
場所 を調べてみて これは難 しい問題 だ と思 った｡経 費 さえかければ 日本 の中で水 の採れない所はない
だろ うが,資金 の豊富な事業 ではないので,何 とか知恵を しばれ ないか とい う｡ 迷 った挙句 この仕事
に参加す る決心 を したのは,昔かかわ った ことのあ る公的調査事業や研究費が とれ る委託事業ではな
く,上述 の よ うな 目的の施設 であ ることと共 に, この事業 の推進者 の人柄 と熱意 に応 えたい と思 った
ことによる｡ その上 も うひ とつの動機 が加 わ った｡ それは, これ まで 自分 自身の ささやかな研究 と学
生 の実習な どに しか使 った ことのないエ ンジン付 ポー 1
)ングマ シンと大地比也抗電探器 とを,生活用
水の探求 とい う実際的 目的 に応用す る絶好 の機会 として把えた ことであ る. この初体験は現地 での作
業 をつ うじて手足 も心 もふ るえ る感動 に満 ちた もの とな った. しか し本文はその調査 の経過や首尾 に
ついて記すつ も りではない｡
問題 の小区域は河岸段丘 と比高 の小 さい丘陵 にまたが ってい る｡ 井 戸を設けたい地点は丘陵の中腹
に当 り,付近農家の既設井 戸は段丘面上 にあ る｡ これでは丘陵地 で別 の地下水脈 を探 らねばならない
が,第三 系の泥岩 と砂岩 か らな るこの丘陵 地は段丘面以下の水 田地帯 に幅がせ ま く半 島状 に張 り出 し
た輪郭 を もち,た とえ水脈があ って も水量 は期待 できそ うもない｡段丘面 で錬井 し丘 陵中腹 までポソ
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プア ップす る方法 では,揚水高は少 くとも 1与刊 を要 して苦 しく, しか も近年来,農家 の井 戸の水位
が下降気味なので,段丘面 に新 た に井 戸を増やす こと自体が困難 と思われ る.
ここで何人 かの関係者 に よる採水方法 の見解 を比べてみ よ う. まず事業の推進責任者 M さんは ‑
専門家 の意見 を質 しなが ら経費 との相談 で苦 しみつつ,水 を出 したい, 出なければな らないのだ と常
に情熱的 に心 に期 してい る｡同 じ事業 の若手担 当者 で ここの施設 の直接管理者 F君は ‑ やは り専門
知識は持 たないが強い実行 力で調査機器 を駆使 し,最終的 に丘陵内の小沢 か ら水 を引 くとい う一応 の
結論 を考 えていた｡次 に段丘面 の部落 の農夫 の 1人は ‑
とい う. 一方施設の区域 に隣接す る水 田の所有者は

山 (丘陵 )の裾 で井 戸を掘れは水は 由 る,

丘陵か ら流 れ出 る沢 の出 口に もと水 田用水 の

溜池 があ るが,その士 どめの築埠 か ら彦み出 る水が案外豊 富だか らこれを集 めて引けは よい との説｡
(山裾 で井 戸を掘 るには この人 の農地 を借 りなければ ならない｡ )次 に井 戸掘 り屋 の話 一

丘陵 で も

水は 出 る,現 に施設区域 内 で最近古井 戸が発見 され,水 も潜 っていた位 だか ら掘 ってみ るとよい (こ
の古井 戸の水 は地表 の しは り水 で,恒常的 な地下水 でない ことが ポー リングでわか った｡ )その後留
萌か ら頼 んだユ ンポ掘 り(シ ョベル カー運転者 )は

丘陵 内の 3本 の′
J
､
沢 の出口を掘 り拡 げたが湧

水は ない と,意見 も出さない.次 に地質 ･土壌 の専 門家のは し くれ (つ ま り筆者 )

丘 陵内 の最大

集水面積 を もつ沢 (但 し区域 内で最 も遠いはずれ にあ る )の開 口部 に小規模 の堰軽 を作 り,導水パ イ
プを引 く,凍結期 の水量 を測定 した上 で次の春 に=事 をす る. 井 戸は断念 . 最後 に陸水学者の1人 (隻
者の知人 )は

この よ うな所 では水は得 られない のが常識 ,小平秦 川か ら導水す るか深井 戸を掘 る

かたが,水利権 の問題がか らむ｡
さて現在は,暫定的 に近 い′
｣
＼
沢 か ら引水 しポンプア ップを併 用 して, 7‑ 8人が生活 で きる状態 に
な った｡厳寒期 に渇水 しないか,今後 20人程度 の生活 を支 え るには どの方法 を とるべ きかが懸案とな
ってい る｡
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昨年 の 10月か ら,
私 自身の身辺がにわかに革 (
あらた )まった. 思 いがけない ことだ ったが,文教育学部
長 の重責 を負わ され るこ とにな ったか らであ る. 勤 め始めてか ら 19年 目の馴 れた大学 だか ら,大 し
た変哲 も感 じないで済む と思 ったのは大ちがいだ った｡部屋 のた ゝず まいが変 り,事務官達 との付合
いが,多 くな ったはか りではない. 中味の まるで臭 った仕事 に追い ま くられ て,教育,研究が主 な仕
事 だ った在来 のペースは全 く乱 され ることにな った｡未 だ にこの勝手の臭 った環境 とは調和 させ よ う
にも出来 ない思いであ る.
併 しこの様 な具合 の中で,何 とか気分転換 の方法 を見付 けた きっかけは,信州 松代 ‑ の旅行 だ った｡
月の変 る期間の数 日だけが,少 しまとまって暇 にな るチ ャンスなのであ る. 半年 ほ ど前 に気象庁 の火
山学者 の諏訪彰 さんが,松代 の地震観測所 の所長 に転任 され, ｢一度来 て見ないか ｣と誘 われてい た
のを思い出 して,大学院生 ら 5人 と一緒 に訪ね てみ ることに した.真 田氏 の城下町 だ った松代は,節
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