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近年の降雨特性と豪雨災害

三橋 まず最初に、最近は雨の降り方が変わっ

てきているのではないかというお話もよく出て

くるのですけれども、先生はどのようにお考え
ですか。

山田 その質問はよく聞かれるのですが、確か

に変わっている一面と、もう一つは、国土交通

省がＣバンドレーダー、Ｘバンドレーダーをず

っと展開してきましたね。私はその委員長をや

ってきましたけれども、それこそレーダーが高

度化して、例えば線状降水帯やゲリラ豪雨など

の現象がよく見えるようになっただけで、実は

昔からそうした現象はあったのかもしれませ

ん。昔は「台風による」とか「前線が刺激され

た」とか、あるいは「低気圧が発達した」とい

うぐらいの話だけれども、いまは同じ台風でも

「台風から由来する線状降水帯」とか、台風で

なくても「ゲリラ豪雨」とか、それから前線の

動きも局地的によく見えるようになってきまし

た。ただ総雨量と雨の強さ、一時間当たりある

いは一〇分当たりどのぐらい降るかというの

は、確かに上に伸びていて、豪雨がここ一〇年、

十五年とグーッと増えましたよね。

三橋 そうしますと、いまは被害の出方も全国

で見えてしまいますので、もしかしたら昔も同

じように発生していたのかもしれませんが、最

近の中小河川も含めた被害の出方についてはど
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ましたが、
あの時のレーダー画像を見ていると、

二六年、広島ではものすごい土石流災害があり

山田 線状降水帯などは非常に特徴的で、平成

う思われていますか。

こしいところです。

ロパーの方もそう言いだしている。そこがやや

蒸発する水量が全然違いますのでね。気象のプ

水温なんです。
海の水温がちょっとでも高いと、

の分野の研究者、特に大学の人間がきちんと研

れ以外の対策がいいか。これをもっとわれわれ

適所です。どこがダムに向いていて、どこがそ

り遊水池をもっとつくるなり、人間でいう適材

てきました。さらに四つ目は、上陸はしなかっ

大雪山のあるあたりで台風が一週間に三つやっ

同じ年に北海道では、特に帯広とか日高山脈、

は太平洋側から台風が攻撃した例ですね。
また、

それから、一昨年に氾濫した岩手県の小本川

年の九州北部豪雨も同じパターンです。

いましたね。平成二三年の新潟・福島豪雨、昨

一カ所から積乱雲がもこもことずっと出続けて

まま攻撃するので衝撃が大きいのです。雨の量

が、太平洋側から来るのは勢力が弱くならない

と、熱帯低気圧となるなど勢力が弱まるのです

そうした台風は上陸したり日本のそばに来る

出て、
東北や北海道に来るというパターンです。

縦断したり、あるいは関東地方から日本海側に

風は、だいたい九州のほうから来て日本列島を

に東北、北海道では重要かと言えば、普通の台

それで、どうして太平洋側から来る台風が特

捨てるわけにもいかないし、もっと降るかもし

山田 確かにこれまでは、水資源として無駄に

いと感じています。

単に言われることがあって、理解が得られにく

よかったのではないか」と後から一般の人に簡

なったわけですが、
「もうちょっとこうすれば

グでベストな選択をした結果、そういう操作に

作をします。そうすると、そのときのタイミン

三橋 ダムのことで特に感じるのは、人為的操

究論文でも言うべきですね。

たけれども、台風のレインバンドというものが

でも強さでもね。

いろな不確定要素が多く、慎重なダム操作をや

れないからポケットを空けておいてとか、いろ

日高山脈あたりにあたって大洪水を起こしまし
た。これら一連の台風も太平洋側から来ていま
す。それで「こんなの初めてだ」あるいは「一

大事だと。

えるけれども、やはり長いスパンで見ることが

三橋 近年、たまたま豪雨災害が多いように見

何回かは来ていますよ。

百年スケールあるいは千年ぐらいの間で見ると

だ一四〇年ほどの歴史しかありませんから、何

庁が大手町で観測しているもので、それでもま

れども、日本の雨量データで一番長いのは気象

ですが、そんなことを言っているわけではあり

か」みたいな、短絡的な批判をする人がいるの

いう川に全部ダムをつくれと言っているんです

いていましたね。そう言うと、
「日本中の川と

山田 九州北部豪雨では、寺内ダムが確実にき

ましたらお願いします。

の治水対策に対して、お気づきのことなどあり

施設はいろいろな役割を果たしています。近年

三橋 そうした降雨特性が見られる中で、治水

レーダーの様子を見て、
「まだいけるかな」と

超えたのですが、先生がおっしゃったように、

貯留しました。いわゆるただし書き操作水位を

ため、洪水調節容量の一・七倍ぐらいの洪水を

ダムは、たまたま渇水で利水容量が空いていた

三橋 そうですね。九州北部豪雨のときの寺内

り緻密なダム管理をしていく時代だと思います。

ルごとにデータが出ますので、それをもってよ

ら、そのマルチパラメータ化で、二五〇メート

いまはレーダー、Ｃバンド、Ｘバンド、それか

って来ざるを得なかった面がありますね。
ただ、

山田 ただ、いまは地球温暖化という、もう一

ません。あるべきところにはあったほうがいい

言ってぎりぎりまでためたという話も出ていま

ダムと堤防に見る
治水対策をめぐる現状

個の余分なファクターが入ってきたのですね。

と。ないところはないところで、川を広げるな

週間に三つも来るのは初めてだ」と言うのだけ

日本周辺の雨の強さを決めるのは圧倒的に海の
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したので、気象観測の進歩はかなりきいている
関しては進んだのは割と近年です。

比べると、堤防はどうしても地味にやっている

〈下図参照〉
。ただ、ダムや水門、遊水池などと

がかなり出ているのではないかと考えています

た。これまでの漏水対策や堤防強化事業の効果

の出水では生じていた漏水被害は昨年〇件でし

トル以上の出水がありましたが、同規模の過去

そのときは、栗橋地点で毎秒八〇〇〇立方メー

が実は結構効果があったという話があります。

のですが、ずっとわれわれが整備している堤防

また昨年一〇月、利根川に台風二一号が来た

用するのかといった見方が全然遅れて

なってしまって、水と土とがどう相互作

人は水だけ、地盤の人は土だけみたいに

かしくしているし、組織論的にも、川の

くれ」と。そういうのが非常に技術をお

よ。そんな川だけみたいな議論はやめて

海岸工学まで、私の論文、全部あります

たことないよ。気象から地下水、
生態系、

ね」と言われるから、
「そんなこと考え

て。私なんかもよく「河川の先生ですよ

若い人たちもみんなそうなってしまっ

山田 偉い先生方がそういう状況だと、

ものですから、その効果を上手く広報できてい
います。

かなと思います。

ないのですね。堤防も他の治水施設とベストミ

から見たら土質力学で、土質力学から見たら河

名誉教授）にそのことを聞くと、堤防は河川屋

師匠さんである故吉川秀夫先生（東京工業大学

いまごろなんだと思うのですが、以前、私のお

に堤防の議論ができるようになりました。何で

ら地盤工学をやってきた人たちが、ようやく一緒

水文学、河川工学をやってきた人たち、それか

防だけを取り上げたセッションがあって、
水理学、

山田 先週も土木学会の河川シンポジウムで堤

と反省しているところです。

でしょうが、いまは、私が呼ばれている社会資

だったら一発で「そんなのだめだよ」となった

でやろうよと。それを道路屋さんに話すと、昔

個道路をつくり、二線堤にするというのを本気

え込むために、川沿いのところに堤防ともう一

あふれざるを得ないときに少し氾濫を抑

いいのだけれども、計画以上の雨が来て

最近言っているのは、農道でも市道でも

事になってくると思います。それで私が

レーや、もっと緊密なネットワークが大

屋さんあるいは下水道屋さんとの連係プ

れてきましたが、その教訓がいまにどう生かさ

この七〇年を振り返ると、多くの水害に見舞わ

れわれもいろいろな行事をさせてもらいました。

三橋 昨年はカスリーン台風から七〇年で、わ

これからは、例えば河川屋さんと道路

川屋の話で、ちょうどその境界にあって、何と

本整備審議会の道路部局のサブ委員会でもだん

れているか、その辺はどう思われていますか。

ックスでやっていることをもっと言わなくては

なくお互いに手を出しにくい雰囲気があったと。

だん関心が持たれるようにはなってきましたね。

カスリーン台風に学ぶ水害の教訓

三橋 なるほど、わかります。堤防の技術論に
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ると、命の値段も上がっている。要するにわれわ

に誇れることだと思いますね。ただ国民からす

なってきました。これは日本の治水事業が世界

が、ついこの間までは毎年一〇〇人を切るように

れ、伊勢湾台風では五〇〇〇人にのぼりました

五年間ぐらいは毎年一〇〇〇人以上が亡くなら

山田 カスリーン台風など、戦後一〇年間、十

りであふれてしまったわけです。

いたら、河床勾配が緩やかになる常総市のあた

た。それで「今回の雨はこの程度か」と思って

イウォーターには達してなくて余裕がありまし

です。上流の水位を見ると、あのときですらハ

あたりに来ると幅が半分になってしまう川なん

知のとおり、鬼怒川は上流の幅が広く常総市の

回答しています。それはなぜかと言うと、ご承

が噴火する国にいながら、地学教育と防災教育

津波があり、洪水が来て、竜巻が起きて、火山

山田 大上段に言えば、これだけ地震が起きて

お考えですか。

意識を高める方策について、先生はどのように

ます。そうした懸念がある中で、人々の水防災

で「上流の河川水位の

結構なパーセンテージ

か 」と聞いたところ、

しないことにしました

情報を知ったので避難

査 で、
「 あなたはどの

で行ったアンケート調

破堤したときに常総市

うちの学生が鬼怒川が

ない面もありますね。

十分有効に活用されて

のに、その情報がまだ

が充実して、レーダーでも見えるようになった

例えば、これだけＩＴ関係、携帯等のソフト

れていいのではないでしょうか。

まの価値レベルから言えばもっと教訓は生かさ

に増えて高くなっている。そういう意味では、い

仕方も上がっていますし、それから資産も格段

ると、おそらく五〇～六〇代ぐらいまでは実体

規模の洪水はほとんどなくなりました。そうす

で、せいぜいちょっと内水があるぐらいで中小

のです。しかし、いまは治水対策が進んだこと

ったらこうかな」というのが多分あったと思う

人々も実体験に基づいて学び、
「このぐらい降

感じています。
それこそカスリーン台風の頃は、

住民サイドの水防災意識を高めていく必要性も

一方で、避難情報を有効に活用するためには、

掛けなければならないと思っていますが、その

三橋 そうですね。その点はわれわれも常に心

よくわきまえた情報発信が必要です。

こともあるので、それぞれの川の特徴、特性を

心していたら自分のところではあふれてしまう

怒川決壊が示すとおり、上流のところを見て安

見せたって、逆効果になる場合もあります。鬼

どう伝えるかというときに、単に水位の情報を

る政策を進めていますね。それを今度、国民に

国土交通省ではいま、水位計を大量に設置す

て、防災の扱いが大きくなっています。興味深

た。今回の改訂では災害が多かったこともあっ

学習指導要領が平成二九年三月に告示されまし

三橋 ご存知かと思いますが、小・中学校の新

民意識の啓蒙と同時に大事だと思います。

人の命を預かるような学問を教えることが、市

ための教育でしょう。そうじゃなくて、本当に

やるわけです。日本は単に、テストに合格する

物を見せながら、これはああだよ、こうだよと

れて野や山に行くんですよ。そして、本当の生

フィールドトリップといって、先生が学生を連

学ぶとはなっていませんね。

核物理であったり、この国は身近な自然科学を

物理学はほとんど誰もタッチしないような原子

くればいいのですが、いまだに大学入試でも、

気象、防災工学などに興味を持つ若者が増えて

ないとだめだと思います。それで地球物理学や

のときにしっかり教え込む、まずそこからやら

が全然おろそかです。それを小・中学校、高校

学校教育による水防災意識の醸成

れが「人の命」と言うときに、その大事にする

情報を見て避難しなく

験がなく、洪水に対する危機感が希薄化してい

私の娘はアメリカの高校育ちですけれども、

てもいいと思った」と
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それから五年生理科の「流水の働き」という

れども、私も同意見で、もう一度取り戻さない

域という概念を昔から非常に重要視しているけ

流から下流に運ばれていた物資が横方向に動く

単元があったのですが、それが「流れる水の働

と、何だか地に足のつかない上っ調子な日本人

いのは小学校四年生の理科で、
「雨水の行方と

きと土地の変化」という名前になりました。そ

ができてしまう気がしましてね。それが防災に

ようになっていきます。人の動きもそうですけ

の中に「自然災害にも触れること」と書いてあ

もききますし、小学校の頃から流域について学

地面の様子」という単元が新しく入りました。

るなど、新しい指導要領を読むと、災害に関す

ぶのは非常にすばらしいことです。そのときに

ど、そうした物流の変化によって流域という概

る箇所が結構増えているのがわかります。そう

は、三橋さんのような河川経験者が出前授業に

その指導事項には「水は高い場所から低い場所

いう意味で、今回の改訂はわれわれにとっても

もしょっちゅう行ってほしいですね。

念が消えてしまったのですね。

水防災意識を高めてもらう大きなチャンスです

三橋 平成三二年、オリンピックの年から小学

「うーん、これは使いものにならない」とか、

へと流れて集まること」を教えなさいとあり、

ので、学校に出向いて出前授業をやったり、本

校の新しい指導要領が実際にスタートしますけ

あるいは一度も使ったことのない技術だと「こ

三橋 ああ、なるほど。

省のほうでも、
「防災教育ポータル」というサイ

れども、教育界がそこに向かって動いているこ

れは実績がないからだめだ」とか、非常に安全

流域の概念が導入されていて画期的だなと思っ

ト〈下掲〉をこの三月に開設し、防災教育に取

の時に、われわれも教育現場のニーズに応えな

側のものの思考をするわけです。公共事業では

山田 虫明功臣先生（東京大学名誉教授）が流

り組む先生方向けにいろいろな情報を投げかけ

がら、防災教育の向上に努めていければと考え

ています。

ています。

大なり小なり仕方のない部分はあるのですが、

いうものをやるべきだと思います。大河川はわ

そろそろチャレンジする河川工学、公共事業と

ています。

うお話ですけど、利根川には木下（きおろし）
というところがあって、江戸時代にはまさに木

もそうですが、それらは川を使って上流から下

んな木材を燃やしていたわけで、米などの食料

毎日のごはんを炊くのも、お風呂に入るのもみ

山田 私が思うに、土木屋さんはものすごく純

ことなど、先生のご意見を聞かせてください。

いはそれに携わる土木技術者に求められている

三橋 では最後に、これからの治水対策、ある

んさえやっていない技術を、うちはやれません

川をやらないものだから、県は「国土交通省さ

川なりの技術が要るのだけれども、国が小さな

全く進んでいませんよね。小さい川には小さい

するようなもうちょっと小さめの川になると、

りとそうやって動きだしていますが、県が管理

流へと運ばれていました。ところが明治以降、

真なんですよ。例えば、精度が八割ぐらいだと

をおろしたところなんです。
江戸時代より前は、

鉄道や道路が海岸沿いにつくられ、いままで上

治水対策に携わる
土木技術者に向けて

山田 いまの「流域の概念が導入された」とい

国土交通省「防災教育ポータル」サイト
http://www.mlit.go.jp/river/bousai/education/index.html
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いうか防災力強化が遅れているのではないかと

よ」となってしまって、小さい川の河川工学と
すよ。

動する、それが本当の土木技術者だと思うんで

国を発展させていく責任者だという気概で行

断の努力を切望致します」

し沿岸の方々と我々に続く河川工事関係者に不

だ」という当事者意識を強く持ってほしいです

覚と、
「自分がやらなければやる人はいないん

川の話だけでなく、総合エンジニアとしての自

また、治水に携わる土木技術者に対しては、

「カスリン台風に因る異常な降雨を集めた利

こう記されています。

三年後、おそらくその復旧をやっている頃で、

和二五年に建てられたので、カスリーン台風の

も、裏側は全部一緒で横田所長の碑文です。昭

群馬県知事だったりそれぞれ違うのですけれど

どにありますが、表側は埼玉県知事だったり、

根川の決潰口跡の碑が遊水池も含めて五カ所ほ

いう方がおられます。カスリーン台風による利

事務所で第十五代所長を務めた横田周平さんと

三橋 ありがとうございます。利根川上流工事

いていただきたい。

ましたよね。ぜひ三橋さんも、そういう所長で

いがゆえに相手が県知事でも堂々と議論してい

ども、四〇年、五〇年前の所長は、予算も大き

こんな言い方をしては三橋さんに失礼だけれ

三橋 土木技術者に限ったことではありません

ているわけです。

一五〇〇年間、神様として尊崇の念を持ち続け

た。それを「ありがとう」と言って、日本人は

とがんばって、最後に円山川で治水事業をやっ

朝鮮半島からの渡来人なんです。渡来人でずっ

のは、いまから一五〇〇年前の人だけれども、

ういう文章です。アメノヒボコノミコトという

祀っている神社で、そこにある碑文がまさにそ

川の河口閉塞を直したアメノヒボコノミコトを

本書紀﹄とか﹃播磨国風土記﹄にもある、円山

流、出石川に出石神社があります。そこは﹃日

兵庫県豊岡市の円山川にいたんですよ。その支

山田 たまたま私は、
この二日前までの三日間、

本当に思います。

後世に期待するというのは、やはりすごいなと

た上で、利根川の治水に対する反省を述べつつ

これが重たくてですね。当時の時代を背負っ

心配しています。

ね。それは官にいようが民にいようが研究者だ

根川は昭和二二年九月十五日夜半この堤防を溢

が、それぞれの河川改修の経緯、歴史的なバッ

が明らかになったにも拘らず戦争の噪音にまぎ

も、今日は先生から治水をめぐって多岐にわた

それではまだまだ話題は尽きませんけれど

いずし

ろうが関係なくて、人の命や財産を守り、この

流決潰しその濁流は延々と東京都を浸しまし

クグラウンドや思想を学ぶのはとても大切なこ

れて治水を怠ったからであります。敗戦後の乏

るお話を伺い、これからも私たちがやるべきこ

けっかい

た。昭和一〇年と昭和十六年にも大出水があり

とですね。

しい国力と変動する社会情勢の下にあって利根

とは数多いと改めて感じることができました。

そうおん

川の復舊と増補に苦しんだ我々はこの国土に住

どうもありがとうございました。

ふっきゅう

む限り治水を疎かにしてはならないことを痛感
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水防災の課題と対策の方向性

特集

過去の改修工事では、利根川を守りきれない事

カスリーン台風による久喜市（旧栗橋町）の浸水状況
カスリーン台風「決潰口跡」の碑

