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アメリカ合衆国，カリフォルニア地方の

理水工法～現地調査レポート

1. はじめに

日置幸雄

目次

はじめに

2. 南カリフォノレニア～ロサンゼルス地方の利水と

理水

3 サンガブリエノレ山地の理水

4 おわりに～レポートの総括

森林のもつ公益的機能，とくに水源かん養機能は林野行政のなかでも注目さ

れていて，さまざまな事業が展開されている。一方，田中康夫長野県知事の「脱

ダム宣言」が，マスコミの話題となり，アメリカ合衆国においても地球環境保

全の観点から，新たなノ、イダム建設を中止する方針が打ち出されている。

さて，森林のもつ水源かん養機能に思いをいたす時，長年にわたって治山事

業にかかわってきた著者には，拡水 Waterspreadingを主体とする理水工法が

浮かんでくる。

治山事業と拡水工については，過去に多くの先人たちが研究の成果を発表し

ている。その内容は1954年「治水談議（拡水法について）」平田徳太郎：林業

技術145号， 1956年「拡水法の治山技術への応用」同 日林誌38巻 8号， 1959

年「地下水の人工補給」同 水利科学 2巻 5号，同「わが国における拡水法」

武田繁後：水利科学3巻 l号，同「拡水浸透法の治山技術への応用」同：治山

3巻12号，同「拡水法を治山治水にとり入れる」同：山脈10巻5号，同「アメ

リカにおける拡水試験」岩崎成嘉：水利科学 3巻 l号， 1961年「拡水考」荻原
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貞夫： ：水利科学5巻 3号， 1962年「治山事業と拡水法」武藤博忠：林業技術

238号，同「阿蘇山南面の地下構造と拡水法の現地適応」遠山隆：日林九州支

部講演集15号等である。そしてこれに続いて白井純郎，中野秀章，山口伊佐夫，

杉山利治，河野良治などの実験とその考察が次々に発表されている。このほか

1961年の林野庁の治山事業の基礎調査としての「拡水法調査」， 1980年代の同

「水土保全機能強化総合モデル事業」が思い出される。

しかしわが国の場合，複雑多岐な地質条件もあって，水の収支が的確に把握

できないことに加え，注入に当つての浸透障害～目詰りの問題もあってその効

果についての結論が出されていないのが現状ではないかと考えられる。林野行

政においても「拡水法」の推進が打ち出された1960年代，組織的・計画的に全

国規模で推進されたが，その成果も総括されないまま下火となり， 10年を周期

として繰返され今日に至っているようだ。 1日も早い体系化が望まれる所以で

ある。

著者は1979年9月，制日本林業土木連合協会により企画，実行されたアメリ

カ合衆国理水工法調査団のコーディネーターを仰せつかり，ロサンゼルス水道

電力局（DWP）が所管するタハンガ拡水試験地の視察の機会に恵まれたが，

その後数度にわたる訪問とデモンストレーションに参加してきた。そして2002

年3月，招へいを受けて渡米したので、その内容等を以下に報告したい（写真 1,

2, 3, 4, 5, 6）。

2. 南カリフォJI.-ニア～ロサンゼルス地方の利水と理水

アメリカ人は世界でもっともよく水を飲む国民であるといわれている。アメ

リカでは，かつてのわが国と同様，至る所で良質な飲料に適した水が得られて

いる。しかしそれは国土の自然特性によるばかりでなく，住民の決断と勇気の

もと，長年月をかけ国を挙げて開発した南カリフォルニア等の水道以来，アメ

リカ人の絶え間ない水資源開発の努力の賜物ではないかと考えられる（この南

カリフォルニア水道の歴史については，文献等で広く紹介されているので，こ

こでは省略する）。

(1) アメリカ合衆国の水利

広大なアメリカ合衆国全土の年降水量は，平均750mmであるが，これはわ

が国の1/2にも充たない。実績に換算すると年間 6兆88億 tとなるが，このう
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写真1 ロサンゼルスDWP(Department 写真2 世界平和記念の噴水を通してDW

。fWater and Power）正面入口 Pを見る

写真3 DWPをとりまくウォーターコン 写真4 DWPエントランスルームに展示

サベーションガーデンの一部 されている南カリフォルニア水道

開発の展示品

写真6 DWPの情報センターには節水の

ための資料が展示されていた

写真5 DWPのエントランスホールにはブッシュ大統領を

迎えての環境会議の大ポスターが展示されていた
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ち2/3は蒸発，植物の消費，地下への浸透で、消費され，地表の表流水になるの

は2兆 tに過ぎないといわれている。

とくに西部は降水に乏しく，水はとくに貴重な資源になっている。

ロサンセ’ルスの水資源、の供給と保全を担当する部局が前記の DWPである。

その管轄エリアは1,100 km2と広大である。市民 1人当り 1日の使用量は150ガ

ロン（400リットル）で，供給水源の内訳は，ロサンセ’ルス水道78%，コロラ

ド水道 5%，地下水揚水17%とされている。なお水の使用内訳は，農業用水

84.7%，その他15.3%，計100%で，このその他15.3%の内訳は，住宅用50.0%,

畜産41.2%，政府施設7.6%，工業用水1.2%である。また住宅用の内訳は，イ

ンドア56%，アウトドア44%で，インドア（家庭生活）の百分比は， トイレ42

%，風目32%，洗濯14%，台所8%，クーラ－ 4%となっている。またアウト

ドアでは芝生，ガーデンの撒水90%，プール等その他が10%を占めている。ロ

サンゼルスのダウンタウンを散策すると，乾燥した国鉄ユニオン駅前やビパ

リーヒルズのガーデン等に，スプリンクラーがフル回転していたし，ロス空港

よりコロラド川上流に向けての小型機機上からは，森の中に散在する住宅の背

後にエメラルドの宝石を連想させるアクセサリーが数多く目に入り，これが

プールで、あることが印象と して残っている。

ロサンゼルス市の水行政，とくに渇水期の対策については，市長より任命さ

れる 5人の委員（任期 4年）が企画，運営にあたっている。また市議会から16

名の委員が選任されて，水管理に関する条例の制定，節水対策，料金等コスト

の決定を担当しているようだ。また市民代表の15人と前記 5人が合議して節水

に対する制限措置を決定，実行に移すとし、う仕組みになっている。

なおこれに不服を唱える市民は，罰金等のペナルティが課せられるが，どう

しても納得がし、かない場合は一旦罰金を支払ったうえ， DWPtこ出頭して再度

苦情を申立て再審査を受けるとL、う道が講じられている。

(2) 地下水の活用

ロサンゼルスでは，奥地上流部にあるシェラネパダ山地の降雪の融雪水を延

延と水路で導き（ロサンゼルス水道），水資源の活用を図っているが導水途中

のロスもあり，冬期の降水等による地下水の確保に懸命の努力が払われている。

市の主要地域では必要水量の10%を降水に依存しているが，地下水を含めた導

水分以外の使用量が17%というから，この差 7%が拡水～理水工法によるもの
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写真7 カリフォルニア，タハンガ拡水地

の全景

と考えられている。

拡水工による地下水増強の現場

は，市周辺にキメこまかく設定され

ているが，ここでは代表的なものと

して，タハンガ（Tujunga）拡水地

(Water Spreading Ground）を紹介

する。

(3) タハンガ拡水地（写真 7) 

この拡水地は，ロサンゼルスの北

部に位置し，谷部からの扇状地に続

く平坦部に，階段式の水田を連想させる形で展開されている。

平均幅は80～120m，延長は数百mに及んでいる。主として冬期に発生する

洪水の際，山地からの流水をこの地帯に導いて，逐次この流水を下流にゆっく

り流下させながら，地下に浸透させる方式がとられてし、る。この地帯を含むオ

レンジ郡の地質構造は，下部は第三紀の砂岩層，中層は洪積層の砂磯層，表層

は粘土交りの砂層からなっている。そしてこの中層の砂磯層が滞水ゾ ンとな

り，地下水利用の主役となってしる。洪水は－＿§＿ここに人工的に貯溜され，こ

れが揚水されて貴重な水資源として活用されることになる。

表層土の浸透能は10 2～ 3のオーダー（cm／秒）を示しており，透水機能は

放群である。

この拡水法については，近郊の地域で大きな実績を挙げた歴史がありその一

端を紹介しておきたい。

かつてオレンジ郡では夏期に全く降水がなく，近辺の農場は用水をすべて地

下水に依存していた。ある一時期～はじめの頃は，平均地下水位が25m程度

であったが，つぎつぎに井戸の掘下げ競争が激化し，地下水位は33m まで下っ

たとし、う。その結果揚水は次第に困難となり，大量の水を必要とする野菜，青

果の生産に支障を来たす状態に陥ったとし、う。

そのためオレンジ郡では，サンタァナ川 （流程約110km，多摩川を思わせ

る規模の川であるが，冬の終り以外には流水がなく河床は乾上っている）に頭

首工を設け，コロラド水道の水を導いて地下水の増強を図ったとL、う。この工

法でオレンジ郡一帯の水位は安定し，井戸の深掘り競争もなくなって，安定し
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図1 ロサンゼルス地域図
サンガブリエル山地は市域の東北部にあり，下部の集落に

迫っている

た作付計画が可能になったとし、う。

なお拡水に伴なう表層土の目詰まりの問題は， 10年に 1回程度重機による表

土の剥ぎとりで十分効果が挙げられている。

3. サンガブリエル山地の理水（図 I) 

サンカ戸ブリエル山地は，ロサンゼルス市の北東部に位置し，末端の山地は市

郊外の集落に直接迫っている。規模は当然、異なるが，わが国の神戸市と六甲山

の関係に類似しているとの識者の話もある。

地形学の面では壮年期に属し，浸蝕の最盛期にあるとされている。渓谷は

v字状を呈し，稜線はすべて清せ尾根である。標高は西端部付近の1,500m か

ら東に向って次第に高さを増しサンアントニオ峰（同3,300m）に達している。

地質は結晶変岩および花崩岩よりなり，前者のなかには片麻岩，片岩のゾーン

と所々にレンズ状の結晶石灰岩を交えている。変成岩類は先白E紀と先カムブ

リア紀の 2つに大別され，花崩岩類は石英閃緑岩，花崩閃緑岩からなっている。

全域にわたって断層破砕帯があり，山腹斜面は不安定であるとともに，著しい

風化を受けてL、る。山腹の傾斜は35～45度を上廻り，上部は一部断崖を呈して
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写真8 サンガブリエル山地の荒廃した斜
面，ロゼット植物など乾燥地の植生
が優先している

いる。アメリカ合衆国の太平洋岸で

は，海沿いにいわゆる海岸山脈が，

またその内側に平行してシェラネノく

夕、山脈が南北方向に走っている。こ

の配置がロサンゼルス地域を完全な

砂漠化より守っているのだ。

南カリフォルニアでは太平洋より

吹込む湿気を含んだ風は北東に向

い，これらの山系に衝突して風上面

～南向き，西向き斜面に年平均750

～1,000 mmの降雨をもたらす。こ

の降雨は冬期に集中するので他の時期には猛烈な乾燥が生じる。しかも冬期の

降雨はしばしば大雨になって過去に大洪水の記録が数多く残されている。とく

に1969, 1982年災害は顕著であった。 一方長い乾燥期はこの山塊に著しい影響

を与えている。そして斜面の浸蝕を防止するために大きな力を発揮する林木と

地表植物は生育が阻害され，荒廃の度を深めている。この近郊の山火事も毎年

のように発生しともすれば世界的なニュースを提供してくれる。前回2000年

にこの山地を訪ねたとき，山中の落葉を握りしめたところ，葉っぱが粉々に粉

砕されて乾燥のすごさを改めて実感し Dryerosionと言われた荻原貞夫先生の

言葉を思いおこした。このような地表に少量の降雨があった場合，乾燥しきっ

た土壌に湿気を与え，斜面の凝集力を増大させてある程度安定させる。しかし

降雨が続いて土壌が飽水すれば，その後は斜面の崩壊や土石流，泥流が発生す

る。なおこの調査のあと奥地水源地帯のエンジェル国有林に入ったが，米スギ

の下の斜面から流出した石礁が幹線道路面にまで流失していて，改めて浸蝕の

大きさに驚いたので、ある。

(1) サンガブリエル山地の治山対策

1) 渓流工（写真 9)

69年， 82年の豪雨災害をはじめとして，冬期の集中豪雨による荒廃は顕著で

ある。これら土石流の防止対策として，谷の出口のほか上流の主要地点に，鉄

筋コンクリートの方形断面の柱を組み立て，その内部に石礁を充填した小型の

クリップダムが設けられている。
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このダムの天端にはそルタルが吹

付けられて浸蝕防止が図られてい

る。このダム， 69年の災害だけで本

地域に1,000基が設けられたとし、う。

しかしその後効果調査が行われた結

果階段状治山ダムの効果には限界あ

りと評価され，現行の工法は扇状地

の出口等にコンクリートの放水路を

有するアースダムを設け，土砂はこ

こでチェックするとともに，分離さ

れた水は拡水して地下に浸透させる

写真9 アズマ （Azuma）集落の上部に
あるクリップダム。この下流200m

に杭井工がある

工法を採用している。その方法は直接湛水池から浸透させる場合，沈砂池，人

家の背面に直径12～24インチの鋼管等に千鳥状に孔を設け，ここから注水する

いわゆる杭井法が実施されている。的確な洪水ゾーンが把握されている強みで

あろう。

2) 山腹工（図 2) 

荒廃した山腹斜面に緑化工→森林造成は極めて困難で、ある。この現場に入る

途中訪れた「ロサンゼルス水害防備管区」の現場事務所に立寄り対策工の説明

を受けた（写真10）。

山火事跡地のヘリコプターによる緑化復旧の現場も乾燥地のため成績は必すe

しも良好とはいえなかった。ここで注目したのは，「人為的に土壌を改変して，

地表流，中間流の保留を通じて，理水流量の増大をねらう等高線壕工」であっ

塁＼
図2 等高線壕工の一断面，これが上下に続く
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写真10 水害防備管区事務所入口

た。幅約30cm，深さ120cmの等高

線の壕を掘り，掘り上げられた土と

堆肥等の混合物を埋め戻す。このこ

とによって地表のくぼみによる降水

の貯留と土中への降水の浸透を増大

するとしづ効果をねらうとし、う工法

である。この工法はアメリカでは，

ユタ州で試験的施工が実施され，わ

が国でも岐阜県多治見地方で，旧建

設省砂防工事事務所による実施が報

告されている。サンカびブリエル山地の現場で、は，掘さく土砂の処理が十分でな

く，土中に多くの石礁をかんでいるため問題点は少なくないとし、う感想をもっ

Tこ。

4. おわり に～レポー卜の総括

以上アメリカ合衆国カリフォルニア州の理水事業について，わが国の治山事

業に関連すると考えられる事業の一端を紹介したが，これらからつぎのような

総括を試みた。この粗稿が他山の石としてわが国の治山事業の進展に些かでも

役立てば望外の喜びである。

①拡水工法実施可能地域の特定

冒頭にものベた通り，わが国治山事業の歴史のなかで拡水法は，時にブーム

として採択，推進されてきたが，何時の間にかこれが下火になり終えんを迎え

ている。その理由は注入口と注入量は特定できるが，その出口と利用可能量の

特定ができないこと，すなわち水収支の特定ができないことにあると考えられ

る。アメリカの事例から学んだことは，拡水工の適地調査を実施し，確実に効

果をあげうる対象地を特定する必要がある。

②工種工法の採択基準の体系化

一般に理水工法には，間接法と直接法があり，従来から実施されてきた直接

法には，拡水法，井戸かん養法，結合法に区分され，前者の拡水法は，水路法，

j留池法，溝渠法，杭井工に区分される。これらの工法をどの現場でL、かに採択
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するか，①の適地の条件をふまえて採択の基準をつくる必要がある。

③水源かん養機能の定量化

水源、かん養量の定量化への取組みの努力は，この事業の体系化の面で必要不

可欠の条件であろう。アメリカの事例を含めて，理水工法で地表からの浸透の

良否はかん養率（Rechargerate）として表わされている。

r=_Q乙＝_!!_M .............. ー・一 －…・…… …－－ 一( 1 ) 
Ac b 

ここに， Re ＝かん養率（m3／日／m2)

Qc ＝堆積物を通しての浸透量

Ac ＝垂直かん養を生じている面積

h/b ＝透水係数

M ＝注入水位の水頭差

そしてこれで‘求めた注入量とともに揚水等の利用量を把握して定量化への努

力を続ける必要があると考えている。

（附記）

アメリカ合衆国訪問のレポートをとりまとめるうえで， 2001年11月，ニュー

ヨーク貿易センタービルのテロ多発事件にふれなければならなし、。

ロサンゼルスでも，第2の目標として，市のシビッグセンターヒ、ルがその目

標になるのではないかとする情報も

あって，警戒はその後も厳重であっ

た。豊かで清例な水のある地球の平

和と安全を願うばかりである（写真

11）。

写真11 ニューヨーク国際貿易センター
ピルのあとテロのつぎの目標とも
いわれたロサンゼルス，シピック
センターピル
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