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地下ダム開発の現状と今後の展開 
～沖縄・奄美地域の農業用地下ダムを中心として～ 

富 田  友 幸＊ 

 

１．はじめに 

 地下ダムは、地下の帯水層中に止水壁を築き、

地下水を堰上げたり、沿岸域では海水の浸入を防

止することにより、新たな地下水開発を行う施設

である。地下ダム類似の施設は、ローマ時代のサ

ルジニア島や北アフリカの古代文明においても築

造されていたとされ１）、その歴史は２千年にも及

ぶ。20 世紀以降においては、1923 年に台湾南部屏

東県の林辺渓という河川に日本人技師鳥居信平の

指導によって造られた地下ダムが最近の雑誌で紹

介されている２）３）。また 1934 年には、愛知県の

庄内川の支流に「地下堰堤」が建設されたとの記

録があり、我が国における地下ダム建設の最も古

い事例と推察される４）。 

その後、1943 年には可知貫一５）によって那須野原

地下ダム構想が提唱されたが実現をみず、1973 年に

至って長崎県の離島で施工された樺島地下ダムが、

一般的には我が国で最初の地下ダム建設事例として

知られている。また、インドやエチオピアにおいて

も、1960 年代から 80 年代にいくつかの地下ダムが建

設されているが１）、これらの地下ダムはいずれも河

床砂礫を帯水層とする小規模なもので、大規模な地

下ダムとしては、1979 年に竣工した沖縄県宮古島の

皆福地下ダム（総貯水量 70 万ｍ３）が最初と言える。 

本稿では、最初に地下ダム開発の歴史について簡

単に紹介したうえで、筆者が深く関与した沖縄・奄

美地域に分布する琉球石灰岩を貯留帯水層とした

地下ダムの技術開発の歴史を述べ、さらに我が国に

おける既設の地下ダムの概要について紹介し、最後

に地下ダム技術の展開方向について私見を述べる。 

 

２．黎明期の地下ダム開発 

最初に、日本を含む東アジア地域における地下

ダムの建設状況について概観する。表－１には東

アジア地域における地下ダムの施工状況（予定も

含む）の一覧表を、図－１にはそれらの位置図を

示す。これらの図表からもわかるように 1980 年代

以降、近隣の韓国、台湾、中国において地下ダム

の施工事例が増加している。 
 

 

表－１ 東アジア地域における地下ダムの建設状況 

国・地域 日   本 
建設年代 農業用 農業用以外 

台 湾 韓 国 中 国 

1920年代  二峰圳(1923)  
1930年代 内津川(1934,愛知)  

1940～1960年代   
1970年代 皆福(1979,沖縄) 樺島(1973,長崎)  
1980年代  樺島Ⅱ期(1980,長崎) 赤崁(1986) イアン(1983) 

  常神(1984,福井) 後寮(不明) ナムソン(1986) 
  天ヶ熊(1988,福岡) オクソン(1986) 
  ゴチョン(1986) 
  ウィル(1986) 

1990年代 中島(1992,愛媛) 綾里川(1991,岩手)  龍口(1994) 
 砂川(1993,沖縄) 和板(1992,長崎)  
 福里(1998,沖縄) 神子(1995,福井)  
 喜界(1999,鹿児島) 志土路(1997,長崎)  

2000年代 慶座(2001,沖縄) サンチョン(2001) 富平(2001) 
 米須(2003,沖縄)  龍河(不明) 
 カンジン(2005,沖縄)  
 与勝(2007,沖縄)  
 千原(2008,沖縄)  

伊江(2013,沖縄)  三澗堡(不明) 
沖永良部(2018,鹿児島)  
仲原(未定,沖縄)  

2010年代以降 
（予定） 

保良(未定,沖縄)  

 注）地下ダム名の後のカッコ内は竣工年及び県名（日本のみ）  

＊とみた ともゆき・（社）農村環境整備センター・技術士（応用理学部門） 
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図－１ 東アジア地域における地下ダム位置図 

 

 本項では、沖縄で地下ダムの技術開発が始まる

以前の言わば地下ダム建設の黎明期にあたる

1920 年代から 1970 年代に築造された３つの地下

ダムについて解説する。 

(1)二峰圳
にほうしゆう

地下ダム 

二峰圳地下ダムは、1923 年に台湾南部の屏東県

において建設された地下ダムで、当時、台湾製糖

に勤務していた日本人技師鳥居信平の指導によっ

て建設された(鳥居自身は、「地下堰堤」と呼んで

いる。６）)。この地下ダムが造られた林辺渓とい

う河川は、急峻な台湾脊梁山地から平野に流れ出

す部分に広大な扇状地を形成しており、当時、原

野であった扇状地の上部をサトウキビ畑として開

墾する構想があったものの、林辺渓の河川水は乾

期には伏流するためにかんがい水源の確保が大き

な課題となっていた。 

台湾製糖の農業土木技師であった鳥居は、当時

「蕃地」と呼ばれていたこの地域の踏査を精力的に

行い、扇状地に達するかなり手前で伏流してしまう

河川水を地下で取水できないか検討し、「地下堰

堤」の建設を発想するに至ったと思われる。 

地下ダム建設地点は河川の合流点にあたる谷底

低地で、厚さ 15m 程度の巨礫層により埋設されてお

り、ここを乾期に地表から 7.3m ほど開削して、高

さ 3m、長さ 330m のコンクリート製の止水壁を河川

を横断して設け、壁の上流側にはスリットを開けた

コンクリート柱を斜めに立てかけ、スリットから流

入した礫層中の地下水が底盤コンクリート上を水

路として流れ、壁体の端から暗渠に流入して下流の

用水路に導かれる構造となっている（図－２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２ 二峰圳地下ダム堤体構造図 
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85 年も前に建設されているが、台風被害時に大

規模な修理を３回行っただけで現在も豊富な地下

水を農地や集落に送り続けている３）。 

(2)内津川
う ちつがわ

地下ダム 

日本国内における地下ダムの建設事例について

は、1934 年に愛知県春日井郡坂下町神屋(現春日井

市)の庄内川支流内津川において地下堰堤が建設

されたとの記録がある。この川は豪雨時以外は地

表下約 2.4m のところを伏流していたことから、河

川を横断して開削し、高さ 6m、長さ 356m の粘土

壁を築造（図－３）して地下水流を堰き上げ、こ

れを用水路に引き入れて約 18ha の新規開田が行わ

れた。施工においては、地下深部を掘削した時の

排水処理に苦労したとの記述がみられる４）。 

現在もこの地下ダムが使われているのかどう

かは不明である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

図－３ 内津川地下ダム堤体構造図 
 

(3)
か ば し ま

樺島地下ダム 

樺島は長崎県西彼杵半島の先端付近にある離島

である。この島の水道水源として 1973 年に地下ダ

ムが建設された。止水壁の長さは 58.5m で基盤ま

での深さは 24.8m、総貯水量は約 2 万 m3である。 

この時に使われた工法はステ

ージグラウト工法であったが、止

水性に問題があったことから、そ

の後建設省土木研究所(当時)が

二重管グラウト工法を使って追

加施工を行い、1980 年に完成し

た７）。 

 樺島の地質は変成岩類からな

り、谷底を埋設する堆積物には

粘土分が多く含まれているた

め、地下ダムの貯留層として適

しているとは言い難い。その後

本土からの海底送水施設が完成

したために水道水源としての役

目を終えた。現在は本土との間

に橋が架けられ、長崎駅前から樺島行きの定期バ

スが運行されている。バスの終点から約 30 分の山

越えで地下ダムに達することができるが、地表部

は地盤沈下のためか湛水しており、その中に取水

井戸の残骸が残されている(写真－１)。 

写真－１ 樺島地下ダムの現況(2008 年 3 月)
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３．沖縄・奄美地域における地下ダム開発 

沖縄・奄美地域には、「琉球石灰岩」と呼ばれる

第四紀の礁性石灰岩が広く分布しており、空隙性と

透水性が高いことから、地下ダムによる地下水貯留

に適した条件を有している。本項においては、この

地域における地下ダム開発の歴史を概観する。 

(1)沖縄県の本土復帰と宮古島の地下水調査 

沖縄県は 1972 年５月に本土復帰を果たしたが、

それ以前から農林水産省の調査団により農業用水

開発のための予備調査が行われており、河川にダ

ムを構築して水資源開発が可能な石垣島では、復

帰後直ちに、真栄里ダムと底原ダムを水源とする

国営宮良川地区農業水利事業がスタートした。 

一方、河川が発達しない琉球石灰岩の分布地域

では、復帰前から電気探査、ボーリング調査、試

掘調査など地下水の開発可能性を明らかにするた

めの調査が国と県で分担して行われていた。 

その中でも宮古島は、地形が平坦なために沖縄県の

農地面積の約２割を占める大農業地帯である一方、ほ

ぼ全島が琉球石灰岩で覆われているために河川が発

達せず、しかも保水力の弱い石灰岩土壌(島尻マージ)

のために頻繁に干ばつ被害に見舞われていたことか

ら、この島で農業用水を確保することは、沖縄県の農

業政策上も高いプライオリティーを有していた。 

(2)宮古島の地質構造と地下ダム構想 

宮古島の農業用水開発のための地下水調査は

1973 年度末で終了することになっていたが、その

成果として作成された宮古島水文地質図を見た農

林省の菅原８）９）は、調査で明らかにされた同島の

地質構造（北西－南東方向に平行する数本の断層

によって不透水基盤の島尻層群(泥岩)上面が地下

谷を形成している。）から地下ダムによる水源開

発の可能性に思い至り、地下ダムの技術開発のた

めの新規予算要求を行い、1974 年度から宮古島を

主な調査フィールドとして「地下ダム開発調査」

が開始されることになった。 

この調査で明らかにすべき主な技術課題としては、

①琉球石灰岩中への止水壁の築造技術、②地下ダム建

設による開発水量の予測技術の２つがあった。 

地下ダム開発調査で最初に検討された止水壁工

法は注入工法(グラウト工法)であり、様々な注入材

料、注入パターン、注入圧力で琉球石灰岩へのグラ

ウト試験を実施した。その結果、注入材料として高

炉セメントとベントナイトを使い、７列千鳥の注入

孔配列により、本来 10-1～10-2cm/sec のオーダーであ

る琉球石灰岩の透水係数を、5×10-5cm/sec 程度まで

改良できる見通しが得られた。 

(3)
み な ふ く

皆福地下ダムの試験施工と取水試験 

琉球石灰岩中に止水壁を築造する技術の目処

はついたものの、どの程度の水源開発が可能とな

るかは、琉球石灰岩の水理定数や地下水収支を明

らかにする必要があり、また、止水壁工法につい

ても、空洞対策などの未解明の課題も残されてい

たことから、現地に実験的に地下ダムを建設して、

地下水開発可能量を確認するところまでを一連の

技術として実証することとし、1977 年度予算に当

時の調査費としては破格の３億円が認められた。 

実験地下ダムの建設サイトとしては、宮古島の

地下谷の中でも比較的規模の小さな旧
ぐすくべ

城辺町皆福

地点を選定し、ここに 1979 年 3 月までの約２年間

をかけて堤長 500m、総貯水量 70 万 m3の本格的な

地下ダムが建設された(写真－２)。主要部が締め

切られた 1978 年初めには、堤体上下流の地下水位

差が拡大し、止水壁の効果が確認された(図－４)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－２ 皆福地下ダムの施工風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－３ 皆福地下ダム第1回取水試験(1979年7月) 
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ここで心配されたのは、皆福地下ダムの貯留域

の地表部がサトウキビ畑として利用されているこ

とから、地下水位の上昇によって湿害が発生しな

いかということであった。止水壁の天端標高は

33m として設計し、上流側の地下水位がこれより

上昇した場合は、天端上を越流して下流側へ流れ

出す構造としていた。しかし、本工事に先立って

行われたグラウト試験地への大口径ボーリングに

おいては、33m より上方までグラウトミルクがリ

ークしている状況が観察されており、止水壁上流

側の地下水位が標高 33ｍを超えたらすぐに越流

を開始するかどうか不安であった。この解決策と

して、地下谷中心部付近の止水壁下流側に直径

3.5m の立坑を掘削し、その中から止水壁を貫いて

貯水池側に上下２本、下流側にも上下２本の計４

本の横孔ボーリングを行った。このうち上段の２

本の横孔は標高 33m に設置して常にオープンと

し、貯水池側の地下水位が標高 33m を超えたら速

やかに下流へ流出するようにした。一方、下段の

２本にはバルブを取り付け、下流側の横孔のバル

ブを閉じることで上流側の横孔を取水施設として

も利用できるようにした 11）12）。 

皆福地下ダム完成後の 1979 年の夏以降、４回の取

水試験が行われ(写真－３)、満水時で日量約１万

m3近い揚水が可能であるものの、水位が低下する

と揚水可能量も減少することや、観測された地下

水位をもとに水収支解析を実施した結果、宮古島

の琉球石灰岩の有効間隙率が約 10%であることや

透水係数として 3.5×10-1cm/sec が妥当であること

などが確認された 12)。これらの成果をもとに宮古

島全体を対象とする地下ダム計画が本格的に始動

した。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－４ 皆福地下ダムにおける地下水位の変動 

 

(4)国営畑地かんがい事業「宮古地区」 

皆福地下ダムの調査成果を受けて、国の直轄事業

として「国営宮古地区」の畑地かんがい事業の計画

作りが 1980 年からスタートした 11）。ここでは、皆

福地下ダムより大規模な地下谷(最大施工深度

60m)を対象とした地下ダムを計画しており、皆福地

下ダムでは解決できなかった課題もいくつか残さ

れていた。中でも、止水壁の築造工法については、

グラウト工法の弱点として以下の２点があった。 

① 孔配列パターンの乱れによる大深度での

止水性低下 

② 天端付近での上方リークによる越流部分

の透水性低下 

止水壁上下流の

地下水位差の拡大
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これらの問題について注入工法では技術的な限界

があると判断し、1984 年の全体実施設計入りを契機

として、新たな止水壁築造技術の検討を開始した。 

琉球石灰岩の工学的な性質としては、未固結の土

砂状の部分と再結晶化した岩盤状の部分が不規則

に混在しているうえ、溶食空洞が多く発達してお

り、当時の都市土木で一般的な地下連続壁工法で

は、掘削方法や安定液の管理方法などに課題が残さ

れていた。こうした中、当時、福岡市の地下鉄工事

で採用されていた多軸オーガー掘削による原位置

攪拌工法(SMW 工法)に着目し、琉球石灰岩の掘削

可能性や循環泥水の逸水時の施工性などを確認す

るため、大型の施工機械を宮古島まで搬入して、砂

川地下ダムの予定地点のサトウキビ畑において、深

度 60m までの試験施工を実施した。その結果、施工

が可能であることが確認されたことから、施工深度

が浅い一部を除いて、止水壁の大部分を SMW 工法

に変更し、実施設計書をとりまとめた 13）。 

一方、地下ダム技術の中で同じく重要なものと

して、水利用計画、取水施設設計、排水施設設計

のための数値解析技術がある。水利用計画におい

ては、皆福地下ダムにおいて開発された貯留モデ

ル法を使用して、畑地かんがい用水量に対応した

地下水収支計算を行った。これに対し、取水施設

や排水施設の設計のための数値解析においては、

水位低下時や洪水時の地下水面形状をなるべく正

確に予測する必要があることから、有限要素法に

よる数値解析モデルが使用された。 

国営宮古地区は 1987 年に着工され、
すながわ

砂川地下ダ

ム(総貯水量 950 万 m3)と
ふくさと

福里地下ダム(総貯水量

1,050 万 m3)の２ヶ所を建設するとともに、仲原地

下水盆と皆福地下ダムからの地下水取水を含め

て、宮古島全島 8,200ha の畑地かんがいのための

基幹施設の整備を行い、2000 年に事業を完了した

(図－５、写真－４)。 

なお、現在、宮古島においては隣接する伊良部

島の畑地かんがい用水を含む新たな農業用水源と

して
なかはら

仲原地下ダム(総貯水量 1,050 万 m3)と
ぼ ら

保良地

下ダム(総貯水量 220 万 m3)の建設計画（国営宮古

伊良部地区）が進行しており、2009 年からの事業

着工を目指して実施設計が行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－５ 国営宮古地区の地下ダム位置図           写真－４ 砂川地下ダムの施工風景 

 

(5)沖縄本島における地下ダム開発 

宮古島での地下ダム開発事業の開始から５年

遅れの 1992 年に、類似の水文地質条件を有する沖

縄本島南部の糸満市と具志頭村(現八重瀬町)の琉

球石灰岩地帯において、２ヶ所の地下ダムを水源

とする畑地かんがい事業「国営沖縄本島南部地区」

が着工された。この事業では、1,350ha の畑地かん

がいの水源として、
こ め す

米須地下ダム(総貯水量 346
万 m3)と

ぎ い ざ

慶座地下ダム(総貯水量 39 万 m3)を新設

し、2005 年に完了した。このうち米須地下ダムは、

沖縄で初めての塩水浸入阻止型の地下ダムであ

り、貯留域の基盤付近には地下ダム完成後も塩水
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クサビが残存する前提で取水管理を行う必要があ

ることから、このための管理マニュアルが定めら

れて運用されている。 

この他、沖縄本島においては、中部の東海岸にあ

る勝連半島にも琉球石灰岩が地下谷を形成して分布

しており、ここに沖縄県によって
よ か つ

与勝地下ダム(総貯

水量 396 万m3)が建設され、2007 年に完成した。 

(6)沖縄本島周辺離島における地下ダム開発 

沖縄本島周辺の離島にも３つの地下ダムが建

設されている。久米島のカンジン地下ダム、伊是

名島の
せんばる

千原地下ダム、伊江島の
い え

伊江地下ダムであ

る。このうちカンジン地下ダムと千原地下ダムは

2005 年と 2008 年にそれぞれ完成しており、伊江

地下ダムは現在施工中である。 

カンジン地下ダム：久米島は、沖縄本島の西方

100km に位置しており、この島の北西部に沖縄県

営のカンジン地下ダム(総貯水量 158 万 m3)があ

る。貯留域の地形が凹地状となっているため、地

下水位の上昇によって貯留水の一部は地表に現れ

ており、我が国の地下ダムで唯一の地表貯留併用

型の地下ダムとなっている。 
せんばる

千原地下ダム：伊是名島は、本部半島の北約

30km に位置し、島の北側に開けた千原低地に塩

水浸入阻止型の千原地下ダム(総貯水量 79 万 m3)

が建設された。この地下ダムは、沖積砂礫層を貯

留層としており、沖縄・奄美地域では唯一、琉球

石灰岩以外の地層に貯留する地下ダムである。基

盤層には沖積層内に挟まれる粘土層を利用してお

り、この層まで鋼矢板を打ち込むことにより止水

壁を築造している。有効貯水量が約 24 万 m3と少

ないため、ダム軸左岸側に地表貯水池を併設し、

不足分を補っている。 
い え

伊江地下ダム：伊江島は沖縄本島北部の本部半

島の西 10km に位置し、中古生層の基盤を琉球石

灰岩が覆う台地状の地形の島である。島の中央部

にはタッチューと呼ばれる基盤岩の山が突出した

独特の地形を成し、この北側に伊江地下ダムが

2013 年の完成を目指して施工中である。基盤岩の

上面形状が明瞭な谷地形を形成していないため、

３方向を囲む「コ」の字型のダム軸設定となって

おり、2,600m の止水壁延長に対し、総貯水量は

141 万 m3と貯水効率はあまり良くない。 

(7)奄美地域における地下ダム開発 

鹿児島県の奄美諸島では、喜界島で 1999 年に

き か い

喜界地下ダムが完成しており、現在、沖永良部島

において
お き の え ら ぶ

沖永良部地下ダムが 2018 年の完成を目

指して着工されたところである。 
き か い

喜界地下ダム：喜界島は、奄美大島の東 70km
の洋上にある台地状の島で、宮古島と同じく島尻

泥岩を基盤としてその上を琉球石灰岩が覆うとい

う地質構造を形成している。しかし宮古島と比較

して断層地形の発達が悪いために地下谷の形状も

不明瞭で、喜界地下ダムの貯水効率は止水壁長

2,300m に対して総貯水量 180 万 m3とあまり良く

ない。この地下ダムの特徴としては、取水施設と

して８基の集水井、涵養施設として 1,600m2 の浸

透池が設置されている。 
お き の え ら ぶ

沖永良部地下ダム：沖永良部島は、奄美大島と

沖縄本島のほぼ中間に位置し、琉球石灰岩が台地

状の地形を成して分布しており、島の西部の知名

町と和泊町の町界付近に沖永良部地下ダムを建設

中である。ここも地下谷の形状が不明瞭なため、

止水壁長 2,400m に対し総貯水量は 109 万 m3と貯

水効率はあまり良くないことから、地表調整池と

組み合わせて総合運用する計画となっている。 

 

４．沖縄・奄美地域以外での地下ダム開発 

沖縄・奄美地域以外では、河床砂礫層を貯留層

とする小規模な地下ダムの建設例が離島や半島な

どの水資源開発が難しい地域を中心に各地でみら

れる。しかし、貯水量はすべて 10 万 m3以下の小

規模なものであり、沖縄・奄美地域の地下ダムと

は一線を画すものである。本項では樺島地下ダム

以降に建設された地下ダムを紹介する。 

(1)
つねがみ

常神地下ダムと
み こ

神子地下ダム(福井県) 

樺島地下ダムのⅡ期工事が完成した４年後の

1984 年、福井県三方町(現若狭町)にある常神半島

に、漁村の生活用水源として塩水浸入阻止型の常

神地下ダム(総貯水量 7.4 万 m3)が建設されてい

る。この地下ダムは我が国初の地下連続壁工法に

よる地下ダムで、バケット型掘削機で掘削した後、

自硬性安定液を使用して止水壁を造成している。

常神半島には 1995 年にも神子地下ダム(総貯水量

2.3 万 m3)が建設されているが、この時は宮古島と

同じ SMW 工法が採用されている。 

(2)
てんがくま

天ヶ熊地下ダム(福岡県) 

福岡県宇美町は、福岡市の南方山地の北麓斜面

に位置し、福岡市のベッドタウンとして人口が増
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加しつつあった 1988 年に水道水源用に天ヶ熊地

下ダム(総貯水量 1.8 万 m3)が建設されている。貯

留層は花崗岩の風化したマサと砂礫層であり、止

水壁工法としては二重管ダブルパッカー方式によ

るグラウト工法が採用されている。 

(3)
りようりがわ

綾里川地下ダム(岩手県) 

岩手県の三陸海岸に面する三陸町(現大船渡

市)に建設された県営多目的ダムである綾里川ダ

ム(2000 年完成)の下流河床部に 1991 年に造られ

たのが綾里川地下ダム(総貯水量 4.2 万 m3)であ

る。地表ダムと地下ダムを総合的に運用して利水

量を増やすという考え方で、河川敷内に鋼矢板を

打ち込んで地下水を堰き上げている。 

(4)
わ い た

和板地下ダムと
し と ろ

志土路地下ダム(長崎県) 

長崎県の対馬市には旧豊玉町に和板地下ダム

(総貯水量 1.2 万 m3)、旧美津島町に志土路地下ダ

ム(総貯水量 1.8 万 m3)が 1992 年と 1997 年にそれ

ぞれ完成した。いずれも漁村の生活環境整備の一

環として海岸近くの低平地に設置されている水道

水源井戸への塩水浸入を防止する目的で地下連続

壁による地下ダムが建設された。 

(5)
なかじま

中島地下ダム(愛媛県) 

愛媛県松山市の沖合に位置する中島に農林水

産省の直轄調査で 1992 年に建設されたのが中島

地下ダム(総貯水量 2.7 万 m3)である。台風時の塩

害に苦しんでいたミカン農家のために新たな水源

開発の可能性を明らかにする目的で施工された。

止水壁工法としては SMW 工法を採用している。 

 

５．水資源開発技術としての地下ダムの評価と今

後の展開方向 

(1)水資源開発コストからみた地下ダムの評価 

透水性と空隙率が高い琉球石灰岩は、地下ダム

建設に最適の地質と言うことができ、沖縄・奄美

地域で建設されている百万～１千万 m3 級の貯水

量の地下ダムは、水源開発コストの観点からも、

地表ダムに伍するものである。しかも近年は国民

の環境意識の高まりなどから地表ダムの建設は難

しくなる傾向にあり、自然環境に与えるインパク

トが遙かに少ない点で今後は地下ダム技術に対す

る期待は大きくなることが予想される。しかしな

がら、沖縄・奄美地域のような貯水量の大きい地

下ダムの建設適地は、水文地質条件の面でかなり

限定されている。 

図－６は、我が国でこれまでに建設された 21

ヶ所の地下ダムについて、堤長（止水壁の長さ）

と総貯水量の関係を両対数グラフ上に示したもの

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－６ 地下ダムの堤長と総貯水量の相関図 
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この図からも、沖縄・奄美地域の地下ダム（●）

とそれ以外の内地（▲）では、同じ地下ダムでも

その規模において明瞭な差が表れている。農業用

水としての水源開発は生活用水より経済的な制約

が大きく、相対的にコストが高い内地での事業化

は行われていない（中島地下ダムは試験施工）。

これに対し、生活用水開発を目的とする場合は、

離島や半島などの水資源の絶対量が不足し、海水

淡水化も視野に入る地域では、コスト的な制約は

ずっと少なく、小規模な地下ダムであっても実現

性は高くなる。 

(2)開発が期待される新技術 

宮古島の地下ダムを施工した緑資源機構（現在

は(独)森林総合研究所に統合）が 2006 年に「地下

ダムによる水資源開発の手引き」14）をとりまとめ

ており、海外での施工事例も含めて現時点での地

下ダム技術の集大成として位置付けられる。 

今後、期待される技術としては、より低コスト

で施工性の高い止水壁施工技術の開発が望まれ

る。対象となる地質条件によって各種工法の適用

性は異なるために一概には評価できないが、琉球

石灰岩地域においても、SMW 工法がスタンダード

になりつつある一方で、現在工事中又は計画中の

地下ダムにおいては、チェンソー型掘削機を使っ

た TRD 工法の導入が検討されている(写真－５)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

写真－５ ＴＲＤ工法の試験施工風景(津堅島) 

この工法の特徴は、均一な厚さの連続した壁が

より短期間で施工できる点にあるが、施工深度に

限界があり、SMW 工法の補助的な位置付けとな

ることが予想される。また、地下ダムの適用条件

として貯留層の下位に基盤層が存在することが必

要であるが、基盤層が無いか深いために淡水レン

ズ状の地下水が賦存する離島（多良間島、南北大

東島など）についても、地下ダム技術を応用して

地下水利用量を増加させるための技術検討も進め

られている。 

(３)水質問題への対応 

地下ダムによって地下水を堰き止めることは

水循環を停滞させることと同義であり、水質問題

に注意が必要である。宮古島ではサトウキビ畑へ

の施肥などの影響で、一時、地下水の硝酸態窒素

濃度の上昇がみられたが、施肥量を減らすための

運動などが功を奏し、近年は環境基準(10mg/L)を
やや下回る水準で推移している 15)。地下ダムでは

流域の土地利用によっては水質が悪化するリスク

があることを考慮する必要がある。一度水質が悪

化するとその影響は６～７年程度に及ぶとする報

告もあることから 15)、地下ダムの計画段階で水収

支と併せて窒素収支を予測し、必要に応じて貯留

水の水質保全対策を明らかにしておくことが望ま

しい。 

(４)地下ダム貯留水の権利問題 

地下ダムの特徴として、貯留域の地表部は従前

の土地利用を継続することができる点が挙げられ

るが、一方で貯留域において事業者以外の者（例

えば地主）によって事業者に無断で井戸を掘って

地下水を採取された場合、事業に必要な水量の確

保が困難になることが懸念される。我が国の地下

水関連の法制度は、温泉法の対象となる地下水を

除けば、都市周辺地域の一部で地盤沈下などの地

下水公害対策のための地下水利用規制の法律又は

条例があるのみで、地下水利用の権利は、基本的

には民法第 207 条に基づき土地所有権の一部とし

て取り扱われてきた。もし、この考え方で、地下

ダムで開発された新規水源を事業実施者が排他的

に利用する法的権利を得ようとするならば、地下

ダム貯留域の地下空間に民法上の物権(第 269 条

の 2;区分地上権など)を設定する必要が出てくる

ことになる。しかし、このような対応は広く薄く

貯水するという地下ダムのメリットを相殺し事業
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化の阻害要因となりかねない。 

沖縄・奄美地域の農業用地下ダムにおいては、

地域の基幹産業が農業であることを拠り所として

地下ダムを公共水源として位置付け、関係市町村

の条例に基づいて地下ダム貯留域での新規の地下

水開発を規制することにより、地下ダム貯留水の

保全を図っている。今後、地下水人工涵養事業な

ども含めて、この分野の事業の発展を考えるので

あれば、人工貯留地下水に対する権利関係につい

ての法的な整備を図ることが望まれる。 

 

６．おわりに 

現在、沖縄・奄美地域には９つの農業用地下ダ

ム(皆福地下ダム、砂川地下ダム、福里地下ダム、

米須地下ダム、
ぎ い ざ

慶座地下ダム、カンジン地下ダム、
よ か つ

与勝地下ダム、
せんばる

千原地下ダム、喜界地下ダム)が完

成しており、さらに工事中のものとして伊江島の

伊江地下ダムと沖永良部島の沖永良部地下ダム、

設計段階のものとして宮古島の仲原地下ダムと
ぼ ら

保良地下ダムがある。これらの大部分は、琉球石

灰岩を帯水層として基盤岩の谷地形を利用して築

造するタイプのもので、貯水量は数十万 m３から１

千万 m３に及んでおり、大規模な水源開発手法と言

える。 

一方、海外に目を転ずると乾燥地域、半乾燥地

域を中心に河床堆積物中に河川を横断する方向に

止水壁を設け、伏流水を堰き止めて取水するタイ

プの地下ダムが昔から各地で造られており、特に

開発途上国の生活用水として利用され、小規模な

水源ながら生活環境の改善に寄与している１）。 

このようにひとくちに「地下ダム」と言っても、

対象とする地域の気象条件、地質条件によって様

々な規模や機能のものが含まれている。琉球列島

での大規模地下ダム開発は、帯水層、基盤層、降

水量など有利な条件が揃った中で成立したもので

あり、世界を見回してもこれほどの条件のところ

は見当たらない。これに対して河川の伏流水を対

象とした地下ダムは、規模は小さいものの適用条

件を満たす地点は多く、施工技術も高度なものは

要しないことから、開発途上国の生活環境の改善

に大きな役割を果たすと考えられる。 

地下ダムは、地下水の流れを人為的にコントロ

ールするための技術のひとつとして位置付けるこ

とができ 16）、水資源開発だけでなく汚染地下水の

囲い込みなどへの活用も可能である(表－２)。ま

た、気候変動などによる地球環境の変化は、地域

レベルの水循環にも影響を及ぼすことが予想さ

れ、地表水も含めて水循環を生産や環境のために

最適化するような事業への期待が高まることにな

ろう。そのための技術のひとつとして、地下ダム

技術が応用できる可能性を指摘しておきたい。

（文中敬称略） 

本稿のとりまとめに当たり、内閣府沖縄総合事

務局土地改良課企画指導官の白旗克志氏、農村工

学研究所農村環境部長の今泉眞之氏、同研究所研

究員の吉本周平氏、地下水技術協会事務局には、

地下ダム関係資料の収集について御協力いただき

ました。ここに記して謝意を表します。 

 

 

表－２ 地下水制御技術の分類(文献 16 の図-1 を改編) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大区分 中区分 制御技術 制御目的
涵養井戸 利水(余剰水の地下貯留)
涵養池 地盤沈下対策

塩水浸入対策
取水井戸 利水(通常の地下水利用)
集水井(横孔) 地盤の安定(地すべり対策)

汚染地下水の排除
地下ダム(止水壁) 利水

汚染地下水の囲い込み
透水壁 地盤の安定
暗渠 湿田の乾田化
堆砂ダム 利水
造成型地下ダム

帯水層の制御

水の制御

涵養制御

取水制御

遮水制御

透水制御

人工帯水層
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