
  
  豪雨災害にどう対処するか

  誌名 水利科学
ISSN 00394858
著者名 高橋,裕
発行元 水利科学研究所
巻/号 17巻4号
掲載ページ p. 1-6
発行年月 1973年10月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



豪雨災害にどう対処するか

一一1972年 7月災害調査に基づいて一一

品橋裕

昨年7月は5日から13日にかけて，全国至るところで梅雨前線豪雨が引金

となって，傷ま しい災害が発生した。北は秋田県米代川の破堤，関東では神

奈川県丹沢山地の山北町の崩壊，酒匂川の渓流災害，中部では愛知 ・岐阜県境

付近の小原町などを中心とする崩壊，中園地方は特に広範にわたり，斐伊川，

江川，高津川，太田川， 高梁川などがいずれも計画高水流量を越えるか，ほ

ぼ同程度の，記録的大出水となり，破堤，渓流災害が各所に発生した。特に

島根県の被害額は大きく，斐伊川下流部に当たる宍道湖の越水で，松江市は

旧市街の大半が数日間，長い所では 1週間も浸水し続け，ここでは水の動か

ない水害に悩まされた。四国では，高知県土佐山田市の繁藤における大規模

な崩壊により多数の犠牲者が出た。ここの崩壊が，昨年7月災害の皮切りで

あったが，ここでは最初崩壊による犠牲者を救おうとして出動した消防団員

が次の大崩壊で生埋めになるというこ重遭難であった。九州でも各地で豪雨

は暴れまわった。なかでも悲惨をきわめたのは， 熊本県天草上島の姫戸，竜

ガ岳， 倉岳町における無数の崩壊による 112名もの犠牲者の発生であった。

いま まで，少なくとも現在生活している人々がまったく経験しなかった崩壊

であった。鹿児島県川内川の場合は，毎年のように水害に見舞われているの

で，水害の発生そのものは決して珍しいことではないが，昨年7月の場合は

特に激しかったといえよう。中流部の宮之城町湯田温泉の約 120戸の流失は
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特に顕著な災害といってよい。

このように，昨年の7月豪雨災害は，土石流，破堤， 内水氾i監，議流災害

など，まことに多彩をきわめ，さまざまな形態の豪雨災害が， 北から南まで

日本列島を総なめするよ うに襲った。とはいえ，被災地の大半は農山村が多

かった。松江，能代などの都市部災害も一部には発生したが，多くの被害は

比較的人口密度の小さい地域であったため，いわゆる過疎地なるがゆえに社

会資本，治山治水施設の遅れが被害を大きくしたという種類の解説が多かっ

Tこ。

しかし 農山村被害の大きかった第ーの直接的原因は，おそらく豪雨が農

山村に激しく，平野部や都市部およびその周辺では降水量が比較的少なかっ

たからであろう。治水施設などが農山村に比べれば整備されているといわれ

る平野部や都市部ならば，豪雨に対してはるかに安全とし、し、切れるのか。い

やむしろ逆ではあるまいか。昨年7月程度の激しい雨が，すなわち日雨量

700mm，時間雨量 lOOmm，または日雨量200～300mmで、もそれが数日も続

くとい う場合には，東京，大阪などの大都市とその周辺はもちろん，たとえ

ば札幌， 仙台，宇都宮，横浜，広島，福岡など現在特に郊外部で大規模な宅

地造成が行なわれている各地の中核都市とその周辺における大災害の発生は

必至といってよいであろう。 これらの地域では，土地利用の激変のために，

災害に対してはむしろ弱い状況になりつつあるからであり，治水施設の建設

は懸命に行なわれてはいるが，線的な防御では面的 ・立体的な地域防災には

応 じ切れない状況といえよう。つまり，治水関連施設の多くは河道やそれに

沿った部分にのみ施されるのが現状であるが，河道をいくら補強し，そこへ

排水する諸施設を設けても，その能力を上まわるような流域内の変貌，災害

に弱くなってゆく変貌にはなかなかむしし切れないからである。

一方，農山村被災の場合でも，過疎地帯でな く，繁栄していて治山治水施

設などの社会資本がある程度普及している場所では， 豪雨災害を軽微にでき

たで、あろうか。この場合もまた否と答えざるを得なし、。最近の観光開発や林

道建設に当たっては，それぞれの地域の地形や地質，河相などの特性を十分

に配慮しているとは思えない例も少なくはないしさらに山砂利の採掘など

も加わり，なまじっか開発の進んだ山地もまた災害に弱くなっているとさえ
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考えられるからである。むしろ新しい農村計画などによってモダンになった

農山村は過疎地の農山村よりも豪雨災害には弱くなっているおそれがあ

る。それは単純に被災対象が増大したという理由に止まるものではない。そ

こには山村における豪雨災害の とらえ方をめぐる本質的な問題が含まれてい

る。

昨年7月11日夜半から12日早朝にかけて，神奈川県山北町の災害 におい

て，も っとも大規模かつ死者も集中したのは箸沢の土石流によ るものであっ

た。その被害に関するわれわれの調査によれば，こ こでの被災家屋16戸のう

ち， 12戸が分家であった点が著しい特徴である。あとの4戸の本家のうち 2

戸は，明治末期の火災のあと，下流側の本家部落から危険分散の目的で，残

りの本家2戸も過去の崩壊のあと移転してきた家で、あった。

昨年7月6日の天草上島の崩壊は，昨年の豪雨災害のなかでももっと も傷

ましいものであったが，ここでも被災家屋の大半は分家であった。東大の河

川研究室の宮村忠君の調査によれば，姫戸町の全壊家屋 123戸の うち，分家

101戸，本家22戸，倉岳町では全壊と流失75戸のうち，分家70戸，本家 5戸

であった。

もっとも‘本家 ・分家の分類は厳密にいえば問題点も多く，どこまで時代

をさかのぼるかによっても分類は若干異なってくる。この調査の場合は，こ

れらの集落において大正以降に家族構成人口が増加し，戸数も著しく増加し，

分家が発生してゆく点に注目して，大正初期を木家 ・分家の年代区分にとっ

てみた。

このような傾向，すなわち山村の災害の場合に分家が被災しやすく，本家

が安全であることは，昨年7月豪雨の山北町や天草上島の場合に限らない。

たとえば一昨年9月の三重県の尾鷲 ・熊野地区の崩壊に関するわれわれの調

査の場合にも顕著にみられたことである。 加えて， これら山村豪雨災害は

100年オーダーの間隔，おそらくは 200年， 300年程度の間隔で襲来するので

はあるまいか。三重県の尾鷲 ・熊野地区の場合でも，江戸時代の明和 2年

(1765年） に，相当大規模な崩壊があったことが郷土史に詳しい平さん から

教えて貰うこ とができた。一昨年の三重県の場合も古今未曾有の崩壊といわ

れたが，一般に未曾有といわれる場合には， しばしば現存の人々が経験しな
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いとい う意味のことが多い。 したがって，未曾有というのは， 実質的には明

治以来はじめてと同義であると解釈する方がむしろ無難ではあるまいか。

なお，上述の天草，山北，三重などの山村災害調査についての詳しい報告

は，本誌次号より，当研究室の宮村忠君らによって連載する予定である。

つま り， 頻度のまれな大規模災害に対して，われわれの先祖は， 何世代を

も通して知慧を貯え，それを伝える ことによ って，徐々 にしかし着実に自然

現象への透徹した観察眼を養い，経験則が培われていたのであろう。 山村の

本家がなぜ安全かとい う問題への鍵がここにあると思われる。おそらく，山

地における豪雨災害においては，原則的に上述のよ うな傾向があるのではな

いかと忠われる。農山村の豪雨災害のあと，古くからの神社や寺， 墓地だけ

が残っている光景をみた人は多いであろう。われわれの先祖は数少ない貴重

な経験に基づいて，自然への理解を深め，特に災害を引起こす可能性のある

自然現象に関しては，それに対抗しそれを回避する手段を， 歴史を通して

蓄積していたものと考えられる。

山村の集落との関連で土石流災害をいち早く捕えていたのは小出博東京農

大教授で，それは昭和36年6月の伊那谷災害でも指摘されていたしその断

片は，同氏著 『日本の河川研究』や近著 『日本の国土』（東大出版会）などに

も伺う ことができる。

その知慧の結晶は，あるいはもはや農山村の本家にしか見出されなし、かも

知れない。都市部や平野部においては，土地利用は次々と激変し住民はほ

とんど“よそ者” であって，土地を知らないのみか，土地への真の愛着すら

もっている者は少ない。なればこそ，豪雨災害調査においても，上述のよう

に山村の場合に，本家の安全思想が浮彫 りにされるのである。本家の歴史に

潜む知慧の解明によ ってこそ，災害の本質の一端が明らかになるであろう。

いまさら特に強調するまでもなく，災害は，人間と ドl然との対話の途切れ

を縫って発生する。どうしてそれが途切れたかは，その前後の対話の内容を

閉し、てみなければわからない。途切れた瞬間の自然、の顔を詳細に調べること

は，それなりに意義のあることに違いないが，それだけでは災害の一端に触

れるにすぎず， 災害の本質に接近することはできないであろう。“災害を科

学する”には，人聞が長い歴史を通して，それぞれの地域の自然的特性を理

解しつつ，し、かに災害に対応してきたか，つまりその地域ごとの11然と人間



高橋：豪雨災害にどう対処するか 5 

の語り合いの経過を聞いてみるのが第一歩であろう。そのよう な姿勢で災害

に対応するならば，必ずしも山村でなくとも，われわれは災害発生の本質的

原因によりいっそう近づけるのではあるまいか。

問題は災害をどう捕え，どうし、う方法で検討するかにかかっている。山村

災害で被災家屋の本家 ・分家の別を調べるのはその一例にすぎないといえよ

う。 災害が発生しなくとも，常日頃山村をみる場合に，住居の配置がどうな

っているかに気をつけるのも一方法であろう。集落と山と川との相互関係の

うちに集落発展，土地開発発展の跡を辿ることは，農村，山村の災害を調べ

る場合に必須のこととさえいえよう。平野部や都市部においても，そこを流

れる川に対し流域の土地利用との関係でわれわれはどのような手を打って

きたか。またそれに対して川をめぐる自然はどう反応してきたかは，平野や

都市の災害を眺める場合に需要な視点を提供するであろう。

しかしわれわれの災害への対応は，いつの聞にか横道に迷い込んだよう

に思われる。というのは，かつてはすで十こ述べたような姿勢で住民は災害に

対応し，災害への見方もつねに自然と人間との対応でみていたと考えられる。

といっても，個々の人々が十分それを意識してはいなかったかもしれない。

また自然の強大な威力はしばしば人間のはかない知慧をあざ笑うかのように

振舞う。 したがって，山村でも本家もろとも土石流が呑み込むこともある。

それはある意味では人間の知慧の限度をも凌ぎ， まさに天災であると考える

こともできょう。

ところが， 科学技術の目をみはる発展は，現在の科学的方法と技術的手段

のみで．災害を完全に駆逐できるかのような錯覚を抱かしめるに至った。た

とえば，厳密な測定を主要な柱とする自然科学的調査のみで災害の実態が完

全に究明できると考えたり，巨大かっ頑強な構造物を建設すれば，災害を究

極的には回避できると思い込んでしま ったとさえ思われる。科学者や技術者

がそのように考えると，住民もまたそれにつられて．立派な防災施設への依

存をいっそう高め，それに全幅の信願をかけるようになってしまった節があ

る。 堤防を築けばも う絶対安全 と無条件に考え，水害への対応をまったく忘

れた土地利用が堤防のすぐ近傍まで展開される。大規模な排水機ができれ

ば，内水氾i監は霧消すると考え，排水効果を減らすような土地利用が行なわ
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れることが多い。災害と防災はちょうど自然と人聞がなにかの複雑なゲーム

をしているよ うな面もあって， L、、かに妙手を打っても，相手はしばしばそれ

を封ずる手を打って対抗するのであり，後の手が悪ければ，先の妙手も生き

てこなL、。

このよ うな現在の科学的方法，技術的手段への全幅的依存の傾向は，今世

紀にはいって漢学に基礎を置く治水思想が軽視されたころより芽生え始め，

戦後の技術革新の時機を経て測定や解析の技術や土木施工技術が飛躍的に発

展したことによ って，いよいよ助長されてきたように思われる。 もとより測

定技術の進歩は，自然、の顔や，時には人間と対話し激論している自然、の顔を

より明確に分析するのにおおいに役立っている。しかしそれのみによって

直ちに自然と人間との対応のなかのーコマと して発生した災害の全体像が，

たちまちわかると判断するのは，いささか見当違いといわねばならない。

今後， いかに科学技術が進歩し，物質文明が発展しでも，われわれは地震，

台風，土石流のような現象そのものを止めることはできないであろう。また

洪水を完全に止めるダムや堤防，土石流を完全に食い止める壁を築く ことは

できないであろう。要は，これらの現象が発生したときに，し、かにそれを和

らげるか，し、かに回避するか，特に危険な場所にはなるべく住まないように

する方法を見出すことが災害への根本姿勢で、あろう。とすれば， われわれは

もっと自然に対して謙虚にな り，この半世紀聞の騎 りたかぶった災害への態

度を改めるところから出発し直さなければなるまい。

（本稿は本年6月14日付朝日新聞夕刊の文化欄に掲載されたものに基づき，

若干加筆したものである。）

（東京大学教授，工学博土）
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