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拡 Jk 考

荻原貞夫

拡水とし、う術語f土，現在ではかなり一般的になって来てし、る。これが使わ

れ始めたのはそ う古いことではないc 私の知る限りでは，故平田徳太郎博士

が昭和32年 2月発行の林業普及シリーズ第49集の「水源地の流出機構」中で

紹介されたのが最初のように思う。そのなかで博士はつぎのように述べてお

られる。

米国に WaterSpreading と呼ばれる方法があり，拡水法とでもいうべきか。

この方法は地下水を人工的に補給するためのもので，同国では1889年に始め

られたが，欧州、｜で、は地下水浄化のため小規模ながらすでに行なわれており，

米国では次第に大規模になり，地下水補給と同時に洪水緩和にも利用される

に至ったとし、う。

このよう にして博士は，拡水法をわが国の山地に応用して洪水調節と地下

水補給を計るべく 工夫がなされぬものかとの示唆をされた。 このこ ろから拡

水法に対する関心が持たれ始め，ついで地下水汲上げによる地盤沈下の問題

の拾頭と相まって研究者も増した。本誌にも第 1巻第 1号に平田博士が拡水

法について執筆し，第 3巻第 1号には数名の著者による特集「世界の拡水」

が載った。そのなかに報告された赤城山における拡水試験も実施されている

のである。このよう に次第に注目を浴びるよ うになった拡水法について，私

はここにその発達の過程をある角度から見てみたL、と思う。ただしこれは主

としてアメリカ合衆国の西南部における沿革である。

Wa↑er Spreadingの直訳としては拡水が最も簡潔で要を得ている。その意味

は水を拡げることであるが，昔は地表上で平面的に拡げる ことが主であった。

当時は，地下水が自然に湧出して地表水化したものを利用する方法 しか知ら

なかったから3 当然そうあったのである。これが拡水の本来の意味であった
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と思う。しかし地表に拡がれば，地中への渉透は必らず行なわれ，地下水は

補給されてし、たはずである。 しかし湧出水の利用以上のことを知らなかった

当時には，その量を増加し，あるいは維持する目的で地表上の拡水を計画す

ることは，おそらくなかったと思う。 時代が進歩し， 農業が集約化して来る

と， 場所によっては農用水を地下に求めなければならぬ場合を生じた。地下

水汲上げ妓術が発達すれば，地下水の利用量は増加の一途をたどる。それは

一面地下水貯蔵量の減少を来たし ここに地下水補給の必要に迫られたので

ある。以上は農耕地帯の問題であるが，河川下流や海岸地帯でも飲料水や工

業用水の汲上け、による地下水不足はもちろん，地盤沈下，あるいは海水の陸

地地下侵入が大問題とな っている。また地下水汲上げだけでなく，石油や天

然カタスの採取も同様な災害をひき起こすが， この防止にも地下水補給が最良

の手段のようである。

L、ずれにせよ地下水補給は，今日われわれが当面する重要な問題となって

し、る。こうなると拡水よりも地下水補給そのことの方がL、っそう重要になり，

この意味からは Replenish という語の方が適当と思われる。Replenishには種々

の方法があるが，地表拡水が最も効果的といってよいであろう。したがって

今日では拡水の意義を拡張して，地下水補給まで含ませても一向差し支えな

L、わけである。なお物理的にし、っても，昔の地表拡水が面的，あるいは 2次

元的であったものを，立体的，あるいは 3次元的に拡水すると考えれば， 用

語としての適正さは十分といってよい。

用語の問題はこの程度にしておいて，その発達過程を考えると，最初は 2

次元的の地表拡水に始ま ったことは否定できなし、。ここで注意を要するのは，

最初の拡水は洪水を氾らんさせて災害を軽減する目的よりも，氾らんを利用

して生産を行なった事実に対する表現の言葉であった， とし、ぅ方がより妥当

と考えられる点である。この形の洪水利用の歴史ははなはだ古い。エジプト

のナイ ノレ河の周期的洪水氾らんが3 周辺の砂漠に洪水直後の農作を可能にし

た事実は有名であり，このような例は世界を通じて少なくない。 アメリカ大

陸においても，初期のモノレモンの移住民は洪水濯がし、の可能な地域に集まっ

たといわれてし、る。また南西部のアリゾナ，ニューメキシコには，16世紀ス

ペイン人による探険が行なわれた際に濯がし、用の土堤や溝が発見されたと

し、う 。初期の拡水はL、ずれも降雨の地表流を直接濯がし、に利用したものであ
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I）＇一度貯水池に蓄えてから利用する間接法に比して，いっそう簡単で安価

であった。

以上のような原始的な拡水法は， ヨーロッパヵ、らの移民によるアメリカ大

陸開拓の初期においてもなお行なわれた。とくに西部における牧野管理のう

えで，はなはだ有効な方法ーであった。ここでは雨の少ない低地で，防災と生

産の両方の目的のために実施されたのである。すなわち，土壌浸蝕防止のた

めに植物地被が有効な場合にも，土湿の不足のために緑化ができないような

土地に対しては拡水が唯一の有効な手段であった。この拡水に成功すれば，

浸蝕防止，洪水緩和の目的が果たされるうえに，飼料植物の確保もでき，場

所によっては小規模の農作さえ可能になったので、ある。

西部には広々した沖積扇状地や谷堆積地がと ころどころに存在し，これら

は最良の牧野を提供していた。人聞の過度の土地利用が行なわれなかった以

前には，洪7j(（主自然に拡散し，適当な土湿を与えたから，植物地被の状態は

良好であったに違いなし、。したがって，そこには地表流下も少なく，浸蝕も

いわゆる正規浸蝕の域を出なかったであろう。もし当時の牧野利用者が過度

の自然剥脱行為を慎み，もし行過ぎがあった場合には，拡水法によって復旧

維持を行なっていたならばP 現在見るようなカレー浸蝕は起こらなかったと

思う。不幸にして今日では，浸蝕による荒地が各所に発生している。深く掘

れた渓流は周辺の土地の土湿を奪い 不利な乾燥に導く。洪水時には大量の

疏水がこのなかに集中し，渓流の下刻に拍車をかけ，両岸を蚕食するうえに，

残された土地の水分欠乏の度をいよいよ高める。このような土地における現

在必要な拡水法ば3 降下した雨水の地表流下による渓流への集中をできるだ

け減少させることと，さらに一歩進んで渓流中の流水を逆に周辺に拡散させ

ることである。

以上牧野に対する拡水におし、ては，地下水補給をさほど重視しないが，農

耕地帯においてはこれの方がし、っそう重視されて来る。この実例はカリフォ

ノレニヤ州のセントラル ・ヴァレー中に多く見られる。降水の少ないこの地域

では， 冬期の雨に基づく出水を一滴でも多く地下水化する目的で拡水を行な

4 ている。いっそう有名で極度の発達を見せているのは，南カリフォノレニヤ，

ロスアンジェルス市の背景をなすサンガブリエル・ヴァレーとその東側につ

づくサンタアニタ・ヴァレーの拡水である。この地域ではほとんど、すべての
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渓流が山から出る所で扇状地を形成して，典型的な拡水適地になっている。

背後の山からの流出物は粗い粒子の土砂石操で，これが長年月にわたって堆

積し， しかも古い時代の脊梁や谷を数百フィートの深さに埋めている。この

地下の脊梁は地下水流に対して堰止の役目をなし，多くの分離した水盤を造

る。上流の水盤の地下水位が高まると，つぎの水盤に溢流する。それはあた

かも渓流河川におけるダム系列のようにはなはだ大きL、貯留能を持つ。これ

らの渓流を流下する水は半島、堆積部に来ると渉透し，夏秋の低水時期には下

流ではほとんど地表流が見られない。しかし冬の雨期にf立相当の地表流を生

じ，過去の洪水災害の記録も少なからずある。そのため地上の貯水池も数多

く造られている。とくに渓流の山からの出口近くには，砂礁の沈積を主日的

とする池が設けられる。この池のなかには周囲に孔を持つコンクリートの円

塔が立っており，地下水補給の一役を買う。砂際沈積池の下流は，砂礁を含

まぬ水を対象とする流路になっている。この流路内でも流水の地中渉透を促

すために3 両岸から交互に突出する水制形の工作物を設け，流水を左右に曲

流させて渉透時間の延長を計っているものも少なくなし、。最も人目を引くの

は，上記流路の外側にこれと平行して設けられる拡水地帯である。その構造

はわが国の緩斜地における水田の連続したものと考えれば大差はない。

以上のように貯水池，自然流路，人工拡水地帯などを通じて，大規模の地

下水補給を行なっている。サンガブリエ／レ山系を流域に持つロスアンジェ／レ

ス郡洪水統制地域（委員会）の報告により，数量的にこの模様を示すとお上そ

つき、のようである。

拡水地帯は 1959年 6月までに完成したもの16ヵ所，面積計 1,420エーカー

で，将来 28ヵ所， 1,809エーカーに増加する計画である。 1958～1959年の 1

年間にこの流域の水 63,482エーカー・フィート（ lエーカ ・フットは約l,220 

mりを拡水地帯へ導き， 51,753エーカー・フィートは流路中で保留されたっ

この流域1,570平方マイルに降下した雨水の 9.9%が海に無効放流されただけ

である。なお遠くコロラド）｜｜から購入された 81,329エーカー・フィー卜の水

が拡水された。この購入水量は 1954年以降 5年間に総計 314,844エーカー・

フィー卜に達するが，その約93%が海岸から約20＜ イノレ上流にあるフィ y テ

ィアー・ナロー遊水池の南方で拡水された。この地下補給水ば海岸の地下海

水侵入防止にも貢献している。このように高価な購入水を拡水によって地下
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水化して利用するといったようなことは，われわれ日本人には想像しがたい

のではあるまレか。

地下水として貯留することの利点は，蒸発や蒸散による消失を減少させう

ること，および地表における貯水量の余分を負担させうることなどである。

場所によっては地上の人工貯水池の容量よりもはるかに大きい貯留能を持つ

場合も少なくなし、。しかし一方，特定の場所の利水に十分効果的であらしめ

ることが困難とし、う不利がある。要するに広い地域全体のためのものという

ぺきと思う。

つぎに従来行なわれている広義の拡水法に対する私の考えを述べて，参考

に供したし、。まず、拡水法を大別すれば，（1）貯水法， (2）拡水法（狭義の）， (3) 

注入法（井戸による）としてよいであろう。

(1) 貯水法

低地に水を集中して水j留を造ってもよいが，多くはダムなどによって流路

中に貯水する方法が採用される。地表上の貯水は人為的に容易にコントロー

ルでさるから，利水実行上はなはだ便利である点に異論はなし、。また洪水調

節の点で，きわめて有効なことも周知のことである。しかし地下水補給の点

では，あまり大きな期待は持てなし、。なぜならばダム背後の湛水は含有土砂

の沈積を容易に L，湛水量が大きければ微粒子の土砂までの沈下を促すから

である。こうして大ダムの池底には難透水性の層が形成される。ゆえにダム

背後の水も常にある程度の速度を持ちp 微細な土砂の沈積を許さぬ状態が望

ましく，この点では低L、ダムの系列の方が有利といえる。要するに，大規模

な貯水ダムの地下水補給上の効果は，洪水流量を一時保留して，その後に徐

徐に放水し下流流路中，ある！》、は拡水地帯において地中渉透させる点にある

と解すべきと思う。

(2) 拡水法

平面的に流水を拡散させるミとで平地または緩斜地で行なう。作物生育期

外の農耕地，または拡水を目的として設けられた地帯などに広く拡水する。

洪水調節を主目的とする計画的氾らんも，またわれわれが希望しない災害的

氾らんも，そのために被害を免れる下流地域の人々から見れば思恵的拡水の

一種に違いない。しかし拡水地域の人々にはそれが計画された程度を超えれ

ば災害として受け取られる。この計画的な拡水を行なう場合には，洪水の最
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盛期に大量の流水を拡水予定地帯に無造作に導くわけにはし、かなし、。量的に

も質的にもはなはだ危険である。過大な量は浸蝕を起こし，質的には濁度が

大さく不利な堆積を残すからである。要するに，この拡水法も洪水緩和と地

下水補給と L、う二種の効果の最大を同時にもたらすことはできなL、。効果的

な拡水は流路中の洪水流量を調節ダム，あるいは遊水池などで一時コントロ

ーノレしたのちに行なうのが理想と考える。

(3) 注入法

竪井戸によって水を地下に注入する方法で，従来かなり実行されてし、 I.So

この最大の欠点は，参透面積が限られるため濁水注入の場合には，吸水能が

急減する点である。したがって注入する水は，濃化された清浄なものでなけ

れば効果はあがらな l'0 しかし，地下に不透水層が存在 し，その下に地下水

帯がある場合には，これが唯一の方法である。最近，新潟市の地盤沈下対策

の関係技術者から聞いた話であるが，ここでも井戸による地下水補給を実施

している。注入水は十分議過した清水を用い，相当の成績をあげているとし、

う。しかし吸水率の低下t立不可遊で この場合には逆にj及上げを行な

透面の性質を回復する方法を採用している。

最後に上記各拡水法の山岳林野地域への応用について考えてみよう。まず

(l）の貯水法は山腹谷留，あるいは渓流中の床固や砂防ダムがそのままこの方

法にかなうから問題はない。最近提唱されている予防治山の主体が，崩壊予

防を目的とする渓流固定にあるとすれば，この事業の推進は，貯水法による

拡水事業の拡充でもありうる。かなりの規模のダムであれば，その背後の堆

砂中の貯水を，下部の水抜口から適量に流出させるような工夫ができれIf,

下流流路の自然渉透による地下水補給と し、う有効な拡水も可能となる。

(2）の拡水法は急斜な山腹では後下りの水平階段工によることになる。要す

るに，降下した雨水の地表流下分をできるだけ山腹に保留して土湿を与え，

地下水をかん養し，渓‘流への集水を最小限度に止める目的である。これに従

来山腹階段工の効果として教えられている。この階段を等高線に沿って水平

にするか，あるし、は少しく傾斜させるかには問題があるが，ここでは触れな

(3）の注入法は前記したように，不透水層下の地下水帯への注水を目的とす

る場合に有効である。しかして濁水は濠透性を損う。清水を注入するには地
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表流下水の濁水化を極力防止しなければならなし、。これを要するに，注入法

による拡水も結局優良な林被の下においてこそ最大の効果が発揮しうるもの

というべきである。（昭和36年 3月28日） （農博・東大教f受）
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