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地下ダムのおいたち

松尾新一郎

1. はしがき

学生時代，北支，台湾に遊び，従軍でスマトラ，マレー，タイを巡り，戦

後，欧米大陸やエジプト，イスラエルで、砂漠，半砂漠を見る機会を得て，東

南アジアの最も大きい特色の一つは地下水位の高いことであることを知 っ

Tこ。

このことは，第 1図に示すような道路，鉄道，河川といった土木構造物の

在り方に非常な影響を与えているのみならず，人文，社会の面でも根強い影

響力をもっていると考えざるを得なくなった。

文化が北緯30～50度地帯に発生したとする気温上の説はそれなりに大きい

理由があるけれども，ほとんど同じ緯度のイギ リス（人） とオランダ（人）

との対比や，仏教，回教，キリスト教の始祖達の誕生地，日本初期の遷都の

立地条件や仁徳天皇の堀江開掘，茨回堤築造（ともに排水工事？）， 山巌仏

教の発生，近江商人と大阪商人，あるいは伊賀流，甲賀流忍法発生の環境，

佐倉宗五郎の百姓ー撲，鍋島猫騒動，葉隠武士の根性，さては支那の南船北

馬と風土文化など，聞きかじりの事象のいずれもが，その土地の土質や特に

地下水位と密接な関係があるように思われてならない。このような自然的要

素は将来にわたってその地域に大きい影響を与えつづけるのであって，これ
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第1図 地下水位と河川水位の関係

莫大な量の地下水は河川においてそのごく 1部の姿を現わす。

河川と地下水は密接な関係があり，特に欧 ・米・東南アジア等

の大陸ではさらに顕著である。
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らの要素を中心とした地域改造の方策如何が非常な意義をもつであろう。た

とえば，アジアとアフ リカ とのその端的な姿としての低湿地と砂漠，ないし

はそれらに近い風土が将来いかよう に開発されるかという点は，これらの地
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第2図 A・Aグループの 2分

アジア・ グループとアメリカ ・グ．ループとは異質のものである。
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域の明日の発展がかかっているように考える。

こう いったことを念頭において，水との闘し、の長い歴史を経てきたオラン

ダ、の地下水規制を考え， 東南ア ジアにおける地下水開発と土地改良に関心を

抱いていたときに，地下ダムによる地下水貯留の構想にいたった次第であ

る。

以下，オランタの地下水規制，東南ア ジア，主としてタイにおける地下水

開発の構想から， 地下ダムの構想、を紹介し，最後に，わが国における地下夕、

ムによる地下水開発の可能性を検討した数例を紹介したいと思う。
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第3図 オランダの成立

水位を下げて国土を造っている。名物の風車はいまや観光的価値しかなく

電力ポンプに置き換えられている。

2. オランダにおける地下水規制

過去および現在，国を挙げて国土改造を行ないつつあるのは，オ ランダと

日本である。地盤と地下水位との関係を概括的に示せば，第 2図のようであ

ヲ

-0。
水位が地盤面より高いオランダでは，延々 32km~·こ及ぶ締切堤をはじめと

して， 長短無数の干拓堤防によって， 内陸の氷を外海へと揚排水して，（地

下）水位を下げている。

北海に面する最長の 32kmの堤防は1932年 5月28日に完成し，その最終締

切個所に記念碑が立っている。その碑文に 「われわれの払った努力によ っ

て，この国の子孫が繁栄するのだ」という意味の言葉が刻まれている。

多くの植民地を失った現在，デルタ・プランによ ってEuroport（ヨーロ ッ

バ全体の港という意味）などを建設中で， 国土の改善になお一層の努力を続

けている。

第 3図はオラン夕、の国土開発の模式図である。 19世紀になってスチーム・

エンジンの実用化によりポンプ排水が自由自在となったが，それ以前におい

ては風まかせの風車ポンプに頼るほかなかったので，その排水能力は小さく，

かつ不安定であったから，その干拓面積も小さいものであったが，最近では

1937～40年間に 4万8,OOOha, 1950～57年間に 5万4,000haの干拓を完成し，

将来続々と開発して行 く予定になっている。 このよ うにオ ランダは実に 600

年以上のながきにわたり水位と闘い，国土を維持 してきたのである。
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第4図 オランダの国土開発

オラ ンタ本国は世界中での特異な国であって，数百年にわたり水と

肋］＼，、つづけてきた。
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他方，わが国においては，その地勢上から海底を海面上に押し上 げ る こ

と，すなわち埋立てによって，国土を開発しようとしつつある。2億坪に及

ばんとする臨海工業地帯の造成がその例である。

このように，オランダは水位を下げるため水を排除しわが国では地盤を

高めることによって水位を超越しようと努めているわけで‘ある。

3. タイ国における地下水開発の構想

タイ国の気温は，年中，稲作に適するものであ りながら，その降雨状況が

6ヵ月周期で，乾期．雨期に分かれるため，一毛作である。

また， 雨期における降雨は排水上の種々の困難をもっており，タイ国政府

の濯瓶局（RoyalIrrigation Department）の大きい任務のーっとなっている。

この局の名称は濯殺ではあるが，実質上は排水局 （RoyalDrainage Depart-

meロt）と さえ考えてよかろ う。

ここに記述する地下水開発の構想は，このあ り余る雨期の降雨を地下に貯

留して （Ba出 ofWater），乾期にポンプ揚水し， j:fi任工業その他に有効に

利用しようとする ものである。

一般に土の空ゲキは全体積の約 2分のlと考えてよ く，1, 500mmの降雨を

全部貯留するにはわずか 3,000mm=3mの厚さの土を利用すればよい。幸い

にタイ 圏中央平原の土層の厚さは極めて大であって，数百メ ートルに及ぶと

考えて差支えない。バンコ ック周辺地区のように比較的文化の進んだところ

でも，いまだボーリングが基底岩盤に達した記録がないほどである。

いままでのタイ国中央平原における稲作の実態、は雨期における氾濫農業で、

あり，剥奪農業であって化学肥料を使わない原始農業である。せっかく使っ

た肥料が流失して当人の増収にはならないからである。

また氾濫に耐えるため，稲の背丈は 3～ 4mにも及ぶ。 1日5cm｛立の割で、

成長しないと洪水に水没して正常の収獲が期待できなくなる。洪水上昇を1

日5cm以下に抑えることが， i既濯局の大切な仕事となっている。 このよう

に土地のもつ天然の養分はワラの生育に奪われて，農民の期待する米の収獲

は乏しいものとなる。稲をその部位によって分けると，米と ワラになり，タ

イ国中央平原の農業は米作ではなく，まさにワラ作といえよう。 また良い気

温に恵まれながら稲作に 6ヵ月で，あとの半年は遊ばなければならないので？
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第5図 水の銀行

6ヵ月ごとの定期預金である。ただし，水そのものには利息はつか

ない。収穫は4倍以上となる。
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第 5図の模式図のように降雨を地下水として貯留し，地下水の流通機構を

整備することは，タイ国の産業にとってまことに好ましいことである。

地下水をポンプ揚水するに必要な動力について言えば， 55万kWの能力を

もっヤンヒ ー・ ダムが今日ではその約4分の 1 (15万kW内外） しか消費し

ていない現状であるから，この余剰の電力を積極的に使えばよい。

このよ うな地下水開発の構想はいままでに類例のないものであるから，奇

想と思われるかもしれないが，十分の実用価値があると考えている。タイ国

中央平原のような広大な地域の二毛作化その他のための用水確保は，少数の

河川のダムによって達成せられるものではない。

さきに，地下水の流通機構について触れたが，地下水を適時適切に揚水し

て利用するためには，貯留，集水および揚水の機能が円滑に行なわれなけれ

viならない。

このうち地下水としての貯留 （水の銀行）については，先に少し触れた

が，これは地下水を無効に下流に流下せしめることのないよう，河川におけ

るダムのように，適宜地中において閉塞する（地下ダム）のである。その手

段としては，土の間ゲキを塞ぐことで足りるから，大規模なコンク リートの
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第6図 繁栄をつづける明日のタイ 国

洪水はなくなり，乾期の水不足は解消。
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必要もなく， 薬液などの注入工法や矢板打工法で簡単に実施することができ

るわけである。

この地下水開発の構想は中央平原全体に実施しなければ効果が挙がらない

というものではなし、から， 漸次地区別に開発可能であり‘経済的効果の測定

を行ないながら，施工法の部分的改良も行なうことができる。

この地下水開発構想、が実現すれば， 二毛作が可能とな り，化学肥料も使用

するこ とができる。肥料を使えば収獲が2倍以上になることは別に実証され

ている。背の短い，つまり米収のよい品種の植付ができ，これまたかなりの

増収が期待できそうである。したがって， zxz×（lxx)=4倍以上の増産が

可能となり， タイ国の民生安定に大き く寄与することになろう。

4. 地下ダムの構造の特徴

前節で，地下タムの構想、について若干ふれたが，地下水流の存在する滞水

層中に不透水性の壁，あるいはそれに準ずるものを造り，その上流側と下流

側で地下水位の差を生じ，上流側で地下水が貯留されるものを地中タムと呼

ぶ。地下水の無効放流を防さ， 需要の少ない時期に地下貯留し，需要の多い

時期にこれを利用するために地下ダムを造設し意欲的な地下水 利 用を図

る。

地下水位が高すさること，また逆に低すぎることによる弊害を除去するた



松尾・地下ダムのおいたも 21 

第 7図 自由地下水帯における地中ダムの模式図

(1）完全貸人の地中ダム (2）郎分慣入の地中ダム

め，あるいは河川，湖沼などの地表水と連結している地下水が，地表水の水

面変動から有害な影響を受けるのを防ぐため地中タムを設ける。

地下水帯は，大別して被圧地下水帯と自由地下水帯である。被圧地下帯で

は，自白地下水面が存在しないので地下ダムの効果は水位の上昇または下降

として現われ，透水層の伸縮のみが地下貯留に関与する。

自由地下水帯における地下ダムの形態としては第7図に示すような（1),(2) 

の2種類が考えられる。地下夕、ムが透水層の底面まで達している完全貫入の

場合には（1）の状態となり，完全に達していない部分貫入の場合には（2）の状態

となる。いずれも地下水の貯留が可能である。

地下ダムの構造，あるいは施工に関しては，矢板打込み，各種の注入工

法，あるいはそれらに準ずる工法が利用できる。地下ダムの止水機能は，河

川ダムのような厳格さは必要でなく，ある程度の漏水は問題にならない。地

下ダムには転倒，滑動あるいは強度不足による破壊などはあり得ない。よ っ

て，多くの場合には粘土の注入やモルタル注入で、十分である。崩壊に対する

高い安全性が要求される河川ダムとは比較にならない。

一方，地下ダムの効果をさらに増加せしめるために，地下ダムの上流側に

おける地表水の迅速な浸透や地下水補足のため地盤の透水性を改良する工

法，すなわち，地盤に含まれる徴細上粒子のみを射出水によって除去し粗

粒土から成る層に改良する工法を併用することを考えている。
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地下夕、ムの構想を河川における一般のダムと対比して考察するとつぎのよ

うである。

(1) 河川ダムでは早く一定水面形に達するのに対して，地下ダムにおいて

は，とくに自白地下水帯では時間的遅れが大きい。したがって，地下タムに

よる地下水の貯留はダム地点で満水し，越流して後も長時間にわたって上流

での地下貯留が継続される。

(2) 比較的小規模な地下ダムであっても，水位の上昇は遠方にまでおよび

河川における夕、ムのように，堤高が高くなくても効果は大きい。しかし，地

表面から地下水面までの深さによ って，地下ダムの長さが限定される。

(3) 河川におけるダムのような家屋や土地の水没とし、う不利は起こらず，

地表面はほとんど従前どおり利用することができる。

(4) 需要の少ない時期や雨期に無効放流されている地下水を利用すること

ができ，また有害な地下水位低下を防ぐことができる。

(5) 水温，水質は年聞をとおしてほとんど変化せず， 冷却用水としても好

都合である。

(6) 地下ダ、ムは注入工法，矢板類打込みなどで比較的簡単に造ることがで

き，工事の精密さは河川ダムほど要求されない。地中ダムの破壊による災害

などがあり得ない。

(7) 地下ダ、ムの施工は漸次，部分的に行な うことができ，その経済的な効

果を確かめながら工事を進めることが可能である。全体を一時に施工する必

要はない。

(8) 土中の空隙は全体積の約2分の1，地下水位上昇が生じてはならない

地域や貯留能力の小さい被圧地下水帯を考慮しでも，地下の貯留容量は地表

の貯留容積に比してははるかに大きい。

(9) 地下水利用の面ばかりでなく ，地下水位調節用としての地下ダムの意

義も大きし、。たとえば，湖水面，河水面の変化にともな う周辺の地下水位変

動の有害な影響の防止などに役立つ。

5. わが国における地下ダムの可能性

5-1 奈良盆地の場合

第 8図は奈良盆地における地下水位等高線図である。奈良盆地に散在して



かる約300の大字，小字の浅

井戸（約 1,500本）の水位測

定にもとづいて作成したもの

である。大局的には地下水流

はス リパチ状の盆地の周囲よ

り中央部に向かつて流動し，

さらに盆地の西端部の王寺町

付近に集中，大和川より盆地

外へ流出 している。同図に付

する数字は地下水位の標高

<m）である。

いま，大和川の流出部に地

下 ダムを造設した場合を想定

し，この地点で＋5.0mの水

位上昇があった場合，盆地内

での地下水位上昇の分布は第

9図のようになり，その場合

の地下水貯留量は4,800tと

概算される。

5-2 静岡県寅瀬川水系の

場合

静岡県東部，富士山と箱根
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第 8図 奈良盆地の地下水位等高線図

（昭和28年6月）

以~
F告良市

q 2 3 
L一一」

4 5 km 
1-一一J

山の聞の黄瀬川水系は，流域面積320.5km2，駿河湾まで、約20kmの長さを有

する。本流域の河川は黄瀬川と大場川の二つの小河川しかないことから，地

下水流が非常に多く ，地下夕、、ム設置の候補地として適している。

この黄瀬川水系は富士山よりもたらされた溶岩，火山レキ，火山灰より成

り立っている。 RIによる調査から，この溶岩中に数本の地下川が存在し

〈第10図），地下水はこれらの地下部分に沿って流下しているのであろう。

この地下水は下流の三島市内において湧水と して数カ所から自噴し，その

最大のものは，湧水量13.6～19.0m3／秒にも達する。また，ボーリング結果



第9図 地中夕、ムによる地下水位変化影響図（定常流としての解

析結果）
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5 

より，地質縦断図，横断図を作ると，第lL 12図となる。これら溶岩の間ゲ

キ率は綴密質なもので10%以下，多孔質で20～40%，空洞部で60～90%であ

4 3 2 。

る。

三島における水収支は第13図に示すように，流入量の総計は約10億 t，河



川流出量は 1億 6,000万 t, 
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第10図 三島溶岩地下水漏養区域（流域）

湧出量は6億 5,000万 t，現 守

在無効放流されている地下水 .!'.. 

を有効利用すべく，伊豆島田 ＼di'・"

断面で地下ダ、ムを設置する。 ＼ 

この場合に， 地下水の貯留影 ¥ 

響範囲は第14図のよ うに簡略 ＼ 

化した領域で示すことができ

る。いま，貯留地下水面コウ

配は約1/50で上流まで影響す

ると仮定し，透水基盤の深さ

は， A地域で＇lOm,B地域で

30mとする。地下貯留体積は

3億 1,000万 tとなり，地盤

の間ゲキ率を50%とすると，

約 1億 5,500万 tまで貯留す

ることができる。計闘利水地

下水量を80万m3／日と考えて

いるので，約6ヵ月分の貯留

量となる。地下ダム設置後の

水収支は第15図に示す。基本

構想として，幹線パイプラインを設置して，既存の利水溶量を確保する。そ

の余剰の約 1億 tを将来利水用量とし大場川への義務放流を全水吐機構と

太郎防 『＼＼ 仰駁場
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＼ 
＼

J
 

＼
 

古’
j

湖

／／  

する。

当地域の地盤は多孔質の溶岩と砂層より成り，第16図に示すような工法で

土砂を充填し注入 Iを行なえば，止水効果が期待でき ょう。

イ立牌＆

下＼
＼＼ 

＼ 、
＼ 

5-3 京都府乙訓地域の場合

京都府乙訓郡大山崎町の天王山と， 結喜郡八幡町の男山を結ぶ線への地下

夕、ムの適用について述べる。 天王山と男山聞の距離は約 lkm，地質構造上

も京都位地の出口にあたり，地下水の流路になっているため，地下夕、ム設置

＼ 
＼ 、

＼ 
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横断面図（伊豆島田A断面ボーリングより）
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第13図 三島市断面水収支図
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の有力な候補地である。

大山崎町～八幡町聞に地下夕、ムを設置した場合に，地下水の貯留影響範囲

を第18図のように簡略化した領域で示す。研究対象とした乙訓地域は I地域

に含まれるので， Iについて検討する。 Iにおける基盤までの最深々度は重

力測定の結果より， 200mとする。

地下ダム設置地点で地下水位を lm, 3m, 5m上昇させれば， lmの場

合1,373万 t, 3 mの場合4,118万 t, 5 mの場合 6,865万 t貯留することが

できる。

地下水帯は大別して被圧地下水帯と自由地下水帯とに区分されるが，当地

域はボーリングデータなどから判断して自由地下水帯といえる。 したがっ
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第14園 地下水の貯留影響範囲

(b）縦断面図
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て，地下夕、ムの形態としては第7図に示したいずれかの形が適当である。

施工方法としては，薬液注入工法ないしは鋼矢板類の打込みなどで比較的

簡単に施工できると考える。
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地下ダムによ る地下水水収支
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第17図 i也下ダムの位置
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第18園 地下水の貯留影響範囲
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