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河川の拾遺録（ I ) 

西原 巧

まえがき

筆者は昭和30年 4月，土木職の国家公務員として建設省に採用され，近畿地方建設

局工務部工務課に配属された。それ以来昭和63年6月に退職するまでのお年 3ヵ月の

間，勤務地は東京，大阪，京都，福岡と転々とし，勤務先は建設省，国土庁，北海道

開発庁の 3省庁にまたがった。しかし自分としてはその大半を河川技術者として過

ごしたものと考えている。

その聞に数え切れない程多くの方々から ご指導戴き，また，親しくして戴いた。こ

こに紙上を借りて厚く御礼申し上げる次第である。

退職して，これまで気にかかりながら果し得ないでいた資料の整理に手をつけてみ

ると，あるわ，あるわ，玉石混精といいたいが，まさに粗大ごみの山である。しか

し，そのごみの山を一日目前にしていると，過ぎし日の喜び，悲しみ，苦労の数々が

努望書として，捨てようとして取り分けた資料も，いつの間にか「要保存」の部に引っ

越してしまい，片付かないことおびただしい。少し大げさにL、うと，これらの中に30
ひと

年余の河川技術者としての筆者の人生が凝縮されているような気すらして，他人さま

から見ればつまらぬ紙切れ一枚も，簡単に捨てる気にはなれないのである。

もとよりそれらの重要な部分は法律や規則として，あるいは計画，報告，基準とし

て公にされている。しかし，残りの石の部分にも捨て去るには惜しい何物かがあるよ

うな気がする。

本文はこのような考え方通ら，河川技術と L、う豊潤な畑に残された，いわば落穂を拾

おうとしたものである。とはいえその取捨選択はひとえに筆者の主観によるものであ

り，その間に挿入された感想や批評は筆者個人のものである。また，その時々の関係

者を批判し， Zをめる意図を持つものではない。特にお断りしておく次第である。

I. 事故をめぐって その 1

I ) 航空機の事故

昭和41年 3月 5日土曜日。この自筆者は経済企画庁の首藤和正課長補佐を新大阪駅
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に出迎えていた。

「BOAC（英国航空）機が墜ちましたね」

氏の旅行カバンを受取りながらの筆者の言葉に，首藤氏は

「冗談いうなよ。そんなに毎日飛行機が墜ちるか」

とウソも休み休みいえといわぬ許り。

全く昭和41年は飛行機がよく墜ちた。

2月4日 全日空 B727 羽田沖墜落 133人死亡

3月4日 カナダ太平洋航空 DC8 羽田空港着陸失敗 64人死亡

3月5日 BOAC B707 富士山麓に墜落 124人死亡

つまり 1ヵ月の聞に大型ジェット機3機が墜落し， 321人が死亡しているのである。

このように事故が続くと，その原因の究明が急がれるのは当然である。当時，わが

国には米国の NTSB（国家交通安全委員会）のような専門の事故調査官を持つ独立の

機関がなかったため，事故毎に調査委員会を設置する必要があった。そうして．全日

空事故に対しては木村秀政日大教授を団長とし，山名正夫氏ほか14名を委員とする

「全日空機羽田沖事故技術調査団」を，カナダ太平洋航空機事故と BOAC機事故に対

しては守屋富次郎防衛庁技術研究本部長を団長とし，堀越二郎氏ほか11名を団員とす

る「カナダ太平洋航空機及び英国海外航空（BOAC）機事故技術調査団」が設けられ

たのである。

前者の木村秀政氏は第二次大戦中航研機の開発に参画し，その降着装置 （車輪）を

担当したことで有名であると共に，事故を起こした B727の積極的な推奨者として知

られていた。このことは，後に事故原因について山名氏と対立する遠因になったのか

も知れない。

後者の委員会には，水利科学研究所の海法正昌理事の令兄である海法泰治防衛庁技

術研究本部第三技術研究所長が参加されていて，大活躍されたことはよく知られてい

る。

これら 3つの事故の詳細については，柳田邦男著の『マッハの恐怖』，『続マッハの

恐怖』 （~、ずれもフジ出版社刊），『航空事故』（中公新書）や佐貫亦男著の『人間航空

史』（中公新書）のほか，山名正夫氏の遺著『最後の30秒羽田沖全日空機墜落事故

の調査と研究』（朝日新聞社刊）を参照戴きたい。事故調査のあるべき姿について示

唆を得ることが多いと思われる。

ところで最近の航空機事故では， 1974年 3月3日にトルコ航空機（DClO）がパリ

郊外に墜落し， 346人が死亡したことと，昭和60年8月12日に日本航空のシャンボ

(B747）が群馬県の御巣鷹山山中に墜落し，乗客4人を除いて520人が死亡した事故

を忘れることはできない。

日本航空リAL）といえば，かつてはJustLucky Air Linesと呼ばれていた。これ
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は民間航空再開直後の昭和27年に起こった三原山衝突事故以来，長期間人身事故に無

縁であったことによる。

ここに『ジェットパイロット』と題する 1冊の本がある。著者は鍛治壮一，略歴

欄には「毎日新聞社会部記者，昭和40年から航空担当」とある。

この本の第一章は「決断ーオークランド緊急着陸」とあって，昭和40年12月25日午

後 1時8分，サンフランシスコ空港を離陸したJAL813便 DCB鎌倉号が，第 lエン

ジン（左端エンジン）の爆発とし、う大事故を起こしたにも拘らず，無事オークランド

空港に緊急着陸したことを，機長以下乗員の沈着冷静な手腕のおかげとして描レてい

る。この飛行機は，第 1エンジンの爆発によって左翼の補助翼の半分を吹き飛ばされ

たうえ，油圧装置を破壊されていたから，操縦に必要な油圧動力にも不足する状態で

あった。機長は濠身の力で操縦梓を握り，飛行機の安定を保ちながら， 180度の方向

変換を必要とするサンフランシスコ空港への着陸を断念して，オークランドに着陸し

たのである。その操縦技備を称讃すべきであることは勿論である。しかしこの事態を

惹き起こした第 lエンジン爆発の原因は一体何だったのか。この本は全くそのことに

ふれていない。それが出版された時点（昭和45年）にはすでにその原因は明らかにな

っていたのであるのに（『続マッハの恐怖』 376ベージ）。

当初の米国 NTSB（国家交通安全委員会）の調査では，事故の原因は不明とされて

いた。しかし飛行コース沿いに実施した山狩りによる破片の収集作業で， 100個以

上のエンジン部品が回収され，慎重な調査が行われた。そうして爆発の原因は「第 1

エンジン前部にあるくロープレッシャーコンプレッサー〉のケースに取り付ける，回

転防止用のトルクリングのネジ止めを忘れたことによる」ことが明らかとなったので

ある。つまり，これは東京の日航自身の整備工場での整備ミスに起因する事故であっ

た。

昭和60年のジャンボ機の墜落事故以来，暫くの聞は東京一大阪聞の日航機はガラガ

ラであったといわれるように，事故を起こした会社の飛行機にはお客は乗りたがらな

い。だからできるだけ事故のことはかくそうとする。当の航空会社のみならず，もっ

とも事情を知りやすい専門記者までがそうであったら，一体どういうことになるのだ

ろうか。 1972年（昭和47年）に起こった日航機の一連の大事故の遠因も，このような

会社やジャーナリズムの体質に関係があったといえるかも知れない。

つぎに， トルコ航空機DC!Oの墜落事故について述べておきたい。

1974年 3月 3日， トルコ航空のロンドン行き981便は高度3,600m で突然貨物室ド

アが吹き飛ばされ，操縦不能となって墜落した（『航空事故』 10ベージ）。事故の直接

の原因は旅客室下部にある貨物室のドアのロックが不完全であったため，航空機内の

与圧が高まった時点でドアが吹き飛ばされたことにある。このため貨物室内の圧力は

急低下し，客室の床を下方に引張って陥没させたのだが，その床には操縦用のコント
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第 1図 DClO貨物室 ドアのロック機構

< x ni r ldi~HliJ 
取リ付け位il'i)

資料 『航空事故』p.29より

コントロール・ケープノレ

ロールケーフソレが配置されていて，それらが切断され操縦不能となったのである。

トルコ航空 DC10エアバスは，離陸9分後，高度3,600mから機体を左に傾けなが

ら降下し，時速556kmで地上に激突した。死者346名。

実はこの事故は，約2年前に同様のドアが吹き飛ばされる事故一一幸い墜遂には歪

らなかったーーが発生しており（1972年 6月12日ア メリカン航空ロスアンセVレス発

ニュ ーヨ ーク行き96便），その対策がすでに講じられたと信じられていた時点での事

故であるとい う意味で，二重三重に教訓的なのである。細かし、ことを省いてその経過

を箇条書にすると以下のようになる。

航空機の欠陥

ドア閉鎖用のモーターの出力が不足していて，完全にドアがしまらない場合が

あること。

ii 無理に安全装置のとめ金 （ロックピン）を掛けようとするととめ金が曲がって

しまい，それが掛かっていないのに操縦席では警戒の赤ランプが消え，安全の表

示になること。

アメリカン航空機事故後にとられた対策
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上記モーターの出力不足は配線が細く容量が足りないことによるとして，メー

カー（マグダネノレダグラス社）は DCIOを使っている航空会社に対して「SB」（サ

ービスブレティン，整備情報， 1972年 5月初日付）を発行し，配線を太くする

よう勧告した。ただし，「SB」はFAA（連邦航空局）が発行する「AD」（エア

ワーシネスディレクティブ，耐空性改善命令）と異なって強制力はない。

ii 当初の安全装置のとめ金の作動機構はハンドノLに54.4kgの力が加えられると

変形し，閉の位置まで押し込むことができる。この点の改善と，貨物室の気圧が

急に下がった場合に客室との気圧差を小さくするために，客室の床にし、くつかの

圧力解放口を設けることを NTSB（国家交通安全委員会）は FAAに対して勧告

L.. Tこ。

iii FAAのジョン H.シャファー局長はメーカーが出している 2つの「SB」によ

って改善が進んでいるので， FAAが「AD」のような強制命令を出す必要を認め

ないと回答する。 2つの「SB」のうちのひとつは配線を太くすることであり，他

のひとつは安全装置のとめ金がきちんと掛けられたかどうかを目視するための

「のぞき穴」を作ることと，ハンドノレに無理な力を掛けないよう注意することな

どを記した「表示板」をハンドルの横にはりつけることの 2つを内容とするもの

であった。

iv メーカーは，独自にとめ金に補強板をつけることによって，その作動機構に無

理な力（200kgまで）が掛かってもとめ金が変形しないようにすることなどを内

容とする「SB」を発行する（1972年 7月2日付）。

v その後，メーカーはとめ金が正しく掛けられない限り航空機内の与圧が不可能

となるように貨物室ドアのロック機構に政本的な改修を施すこととし，「SB」と

して発行する (1973年10月25日付）。しかし， トルコ航空機の事故以前にこの改

修を済ました DCIOは，就航中の130機のうち，わす’かに20機に過ぎなかった。

ところでトルコ航空の DCIOは， vて、述べた SBによる改修はおろか， ivで述べた

改修も行われていなかったことが後に明らかになった。その理由は，メーカーの品質

管理上のミスとされている。また，貨物室ドアを閉鎖した地上作業員は文盲であり，

iiiて、述べた表示板は英語で書かれていたのである。

機構の設計が不良で操縦装置の操作が不能となった例は，わが国では第 2次大戦中

の海軍戦闘機「雷電」の尾輸の例がある。この事故は，試験飛行のため離陸しその直

後に脚上げのレバーを操作したところ，操縦梓が下げ舵の位置まで押え込まれ，飛行

機はテストパイロットもろともに地面に突っ込んだのである。原因は尾脚の昇降装置

支柱の強度不足と L、う設計ミスであった（堀越二郎ほか．『零戦』朝日ソノラマ刊

284ベージ）。

このように，航空機の場合には自重をできるだけ軽減しようとする余り，強度不足
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となることがあるようである。 DC!Oの貨物室ドアにしても，開閉用モーターの出力

が何パーセントか大きければ全然問題は生じなかったかも知れない。

さて，航空機の事故でもうひとつ是非ふれておかねばならないものがある。それは

民間ジェット旅客機の魁をなしたコメット I型機の事故である。

コメットは1953年 5月 2日， 5名の乗員と37人の乗客を乗せてカノレカッタ空港を離

陸した直後に客室の爆発により墜落し，乗員，乗客の全員が死亡した。今日ではその

原因は客室の与圧による疲労破療であることが知られているが，事故当時には皆目原

因がわからなかった。 2機目が1954年 1月10日にエノレパ島上空で， 3機目が1954年 4

月8日にナポリ上空通過後にそれぞれ爆発し墜落するまで，メーカーのデハピランド

社を中心として必死の努力をしたにも拘らず， 一体何が原因であるか想像もできなか

ったのである。

機体については開発段階て‘客室一部の実物大模型による疲労試験が行われており，

18000回の離着陸に耐えると信じられていた。であるから，カノレカッタ事故の直後に，

胴体全部のテストを提案し却下されたイギリス空軍研究所のウォーカ一部長の意見

が，ナポリ事故の後に取り上げられることがなかったならば，真相の究明にはもっと

長期間を要したに違いなL、。

ウォーカーの強い要求によって，それまでの飛行回数1230回のコメット G-ALYU

の機体を用いて水槽実験を行ったところ，なんと 1830回のテストで客室窓の隈に疲労

破断を生じた。つまり，計画の 6分の 1の離着陸で客室が破壊することが明らかにな

ったのである。因みに，エノレハ島の事故機は1290回，ナポリの事故機は900回の飛行

を経験しているに過ぎなかった。

二つの実験一一開発時と事故後 の結果の違いは，開発時のそれが客室の一部の

みを対象として行われたことにも理由があるが，もっと大きな理由は，実験の初期に

設計荷重の 2倍の荷重を掛けるというプラグティスによ って，一部の材料が塑性状態

に入って応力の集中を緩和し，見掛けの寿命を長くする効果を持つことに気付かなか

ったことにあるとされている。

コメットの事故原因が客室窓に発生した疲労破断によると聞かされたとき，筆者は

正直いってそのことを信じることができなかった。 余りにもぱかぱかしく思われたの

である。何故なら，当時学生であった筆者は，橋梁工学の小西一郎教授（第2次大戦

中は航空工学科教授）から疲労現象と材料の許容応力について講義を受けており ，技

術の最先端を行く航空機の設計においてそんな簡単なことをミスする筈がないと考え

たからである。

窓を切抜くことによる応力の集中も常識の範聞の話である。しかしその陥穿が「設

計荷重の 2倍を掛ける」ことにあろうとは・・。塑性設計の研究が進んだ今日では，

このことも常識になっているであろうが，当時の各種機器の設計者は思わずぞっとし
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第 1表航空機事故と土木構造物事故の原因

航空機

設計ミス

製造ミス

整備ミス

操縦ミス

不可抗力（不明）

第2表著名航空機事故の原因

事

1 全日空羽田沖 B727

2 カナダ太平洋航空 DCB

3 BOAC富士山 B707

4 トノレコ航空機 DC10

故

5 日本航空御巣鷹山 B747

6 日本航空オークランド DCB

7 日本海軍雷電

8 コメット I型

たのではないだろうか。

土木構造物

設計ミス

施工 4ス

維持－保全ミス

操作管理ミス

災害

原

不明（公式報告）

因

又は設計，製造等のミス（山名）

操縦ミス

操縦ミス

又は不可抗力（公式報告）

設計ミスおよび整備ミス

←地上作業員の ミスー

製造（修理） ミス

整備ミス

設計ミス

設計ミスおよび施工ミス

航空機の事故は，設計 ミス，製造ミス，整備ミス，操縦ミ スと不可抗力（原因不明

を含む）の 5つに大別できるように恩われる。とすると，これらは土木構造物（河川

管理施設，道路等）においての事故と，二，三の言葉を変えれば第 1表に示すように

全く同じであるといえるのではないだろうか。

最後に，本章で取り上げた過去の著名な事故とその原因を対比して第 2表に整理し

ておこう。

2) 和知ダムのゲー卜圧潰事故

航空機の事故について種々述べてきたのは，航空機が最新の技術を応用した復雑な

ンステムであって， しかもわれわれすべてにとって関心が深い対象であるからであ
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写真 1 破壊後の状況

資料 『事故原因調査報告書』p.24より

る。また自分の職業に直接関係がない分野のことであるから，第三者として勝手なこ

とをし、L、易いということも理由のひとつに数えられるであろう。

さて，筆者の公務員生活中での最大の事併のひとつであった和知ダムのゲート圧潰

事故は，昭和42年 7月2日午前11時15分頃に発生した。

京都府下和知町地先に設けられた和知ダムは，堤高約29mの重力式コンクリート

ダムで，堤頂には 4門のテンターゲート（幅 9m，高さ12m）を備えた発電用ダムで

ある。同年6月26日に河川管理者の完成検査を受け，流水の貯留を開始した許りであ

った。折から相当量の降雨があり，事故当日の 7月2日にはダムの水位は常時満水位

に達し，その水位を維持するために微小開度（0.2～0.3m）のゲート操作を行ってし、

るうちに，右岸側から 2番目のゲート（3号ゲート）が破綾し，流失したのである。

この事故によって釣り人 1人が溺死し，河原に置かれていた小舟や農器具に若干の被

害を生じたと報告されている。

当日は日曜日であったが，第一報を受けた筆者は，近畿地方建設局河川管理課長と

しての職掌柄，三野定地方建設局長と増村啓一郎河川部長への急報もそこそこに，直

ちに現地へと向った。私事にわたるが，昭和39年以来愛用していたコンテッサ900が

初めて仕事の役に立ったなあなどと思いながら，池田～亀岡聞の府道，国道9号線，

国道27号線などと走ったことを思い出す。

事故原因調査の足取りは極めててきぱきしていたと思う。本省（河川局）と連絡を

取りながら， 7月4日には近畿地方建設局と大阪通商産業局と共同で，和知ダムゲー

ト事故技術調査委員会が設置された。委員長は京都大学防災研究所の教授をしておら

れた矢野勝正先生で，委員は京都大学，名古屋大学，電力中央研究所，土木研究所の

専門家に地方建設局および通商産業局の代表を含めたものであった。
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第3表 ゲート脚柱の構造

構 造 ゲート数 同 左
パーセント

脚柱の構造
H型 断 面 327 95 

そ の 他 16 5 

脚柱の本数
2本 333 97 

3本 10 3 

ト 7 ス 115 34 

脚柱の補剛形式
7 ｜ 補剛箇所 1 10 3 

メ
，， 2 203 59 

ン か 3以上 15 4 

委員会は，真夏であったにも拘らず3回の現地視察を含めて精力的に調査，会合を

行い， 10月6日には事故原因についての中間報告を提出した。事故の原因は，ゲート

脚柱の水圧による座屈であった。

圧縮を受ける柱にと って，座屈が重要であることは土木技術のイロハであるといっ

ても過言ではない。それが何故ダムゲートのような重要な工作物で起こったのか。わ

れわれ河川関係の技術者にとって，このことは晴天の震震のようなできごとに思われ

たのである。

当時の調査によると，わが国にはテンターゲートを用いているダムが181あり，ゲ

ートの門数は総計848に及んでいた。建設省，農林省，都道府県，各電力会社などの

ダム設置者は事故後，ダムゲートの総点検に狂奔したのである。

使用中のゲートの調査結果によると，脚柱の構造は第 3表に示すように，ほとんど

がH型断面を用いており，脚柱の本数は 2本のものが97%，和知ダムのように 3本

のものは10門しかないことが明らかとなった。また，脚柱の補問。形式はトラスが

34%，補剛箇所2ヵ所以上のラーメンが59%を占めていた。

和知ダムのゲートとしてメーカ－ 4社から提案された設計案を見ると，第3図に示

すように脚柱 3本が3社， 2本が l社であり，補剛形式はし、ずれもトラス状のもので

ある。何故トラス状というかといえば，採用設計のそれは完全なトラスとはいえない

からである。つまり，第 4図に示すように模式化してトラスであると考えると，脚柱

構造部分の部材数 m=15，格点数j=lO，静定支持反力数 r=3となる。これにトラス

の安定条件

m:?.2j-3 

を当てはめると



第3図脚柱構造の比較

採 用 設計

体 i 嗣rr~
構

1、盛旦ユ

体

構

、当己
1旦

扉 ｛本

操 作機， 階 段

戸当，アンカ一等

捲 上 機

B 社案

扉 f本

操 作橋 階段

戸当，アンカ 一等

捲 上 機

143.000 

27.35 

47 .2 

44.05 

261. 6 t 

174.347 

29.684 

36.752 

36 .154 

276.937 t 

資料 『事故原因調査報告書』付録 6,p. 89, 90より

15<20 3=17 

西原河川の拾遺録（ I) 11 

A 社案

I ' ' ; Ill/ ピノ

扉 ｛本 142.438 

操作 橋階段 31. 703 

戸当アンカ一等 65.562 

捲 上 機 38.471 

278.174 t 

C 社案

扉 休 181.965 

操作 橋 階段 33.87 

戸当アンカ一等 65.46 

捲 上 機 54.58 

335.875 t 

となり，このトラスは内部的に不安定と判定される。安定ト ラスにするには，最小

限，部材数を 2ふやす必要があったという ことになる。
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では，ラーメン構造と考えることができるかというと，これは難しい。いうまでも

なく，ラーメン構造で、あるためには格点の構造は曲げモーメントに耐えられるもので

なければならなし、からであり，懸案のゲートの補剛材の取付けはそのようになってい

ないからである。

第 5図は，事故調査委員会が，種々の仮定のもとにたわみ角法を用いて計算した，

原型のゲート構造および部材を増加したり，格点の構造を改善した場合のゲート構造

についてのそれぞれの座屈荷重を示したものである。

a）は脚柱に，補剛材 （ストラット）と主桁の補剛材とがピン結合されていると考え

たもので，も っとも原型のゲートに近い構造である。この場合の座屈荷重 Perは135

tで，設計荷重120tに極めて近く，後に詳しく述べるが，脚柱のたわみによる応力の

増加を加味すると破壊しても仕方がない強度である。

b）は脚柱の補剛材を剛結したケースで，設計荷重では破壊しない強度を持ってい

る。 c）およびd）は，脚柱の補剛材の結合の仕方は原型のままであるが補剛材を 2ない

し4追加した構造で，強度は飛躍的に向上する。

ところで，現地に残された 3門のゲートを見たとき異様に感じたのは，脚柱が自重

によ って下方に大きくたわんでいたことであった。学生の頃の知識の「偏心軸圧縮柱」

とし、う言葉が脳裏に去来する。「これでは弱L、筈だ」と筆者は思わずつぶやいた。

「影響はないと思うよ」といわれた専門家もいたが，後の検討によると，自重によ

るたわみと水圧とによって，脚柱と主桁との取り付け部には 6～7t-m の曲げモーメ

ントが発生し，それが接合部の隈肉溶接を破綾し，ひいては脚柱構造全体を降服させ

るにいたったことが明らかとなったのである。

これは筆者の山勘を誇ろうとするものでは勿論ない。当時の標準設計法には，脚柱

のたわみを考慮しなければならない旨の注意はないし，第一，普通の構造ではそんな

に大きな初期たわみは発生しないのである。では補剛材2本を追加した構造ではどう

か。多分初期たわみはほとんと’なかったで‘あろう。

完成したゲートを見て，不思議に感じた人がひとりもいなかった筈はなかろうに，

と残念に思ったということである。

ゲート事故技術調査委員会としみ名称からも明らかなように，この委員会は事故の

原因の技術的な側面を調査するものであって，当然のことながら責任の追及をするも

のではなかった。しかし，設計や施工上に明らかなミスや怠慢があり，それが事故の

原因であるということになると，責任の追及が問題となる。事実ダム設置者および管

理者をはじめ河川管理者である建設大臣が告訴され，京都府警察ではすでに捜査を開

始していた。筆者も参考人のひとりとして府響捜査二課に呼ばれ，ボーノレ紙て、精巧に

作られたテンターゲートの模型を前に，いろいろ説明を求められた。元来ゲートは検

査対象から外されていたから，地方建設局長が任命した検査官がダムの完成検査にお
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第4図脚柱構造の模式化

資料・ 『事故原因調査報告書』p.24より

第5図座屈荷重の比較

a) L =ll.8m両端ピン c) L =ll.8m両立崩ピン

Pιγ 
ストラゾトピン結合 丘L 斜材（ 2プラス）

Per 
er 

ゆjl;t-

資料。『事故原因調査報告書』p.24より（一部表示を変更して引用）
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いて合格の判定を行ったとしても，河川管理者側の最症とはならない。ダムやゲート

の構造等の説明に加えて，以上のようなことを述べた記憶がある。

ところが，ある日委員長である矢野勝正先生に調査の進行状況をご報告していたと

ころ

「訴追されなければならないのは君達ではないのかね」

といわれて大変に驚いた。先生は官庁検査の実態をご存じなかった筈はなし，あるい

は設計のミスだ，何だとかまびすしい外野の無責任な声を，牽制されたのかも知れ

ぬ。 Cかし，先生の公正な人格と豊富な学識経験に基づくご指導と，委員の諸先生の

ご努力とによ って同年10月6日には中間報告が提出され， 12月20日には最終報告が提

出されたのであった。

調査結果は約800字の結論にまとめられている。

まず第ーに設計計算自体には現行基準に照らす限り特に指摘する点がないことを述

べ，第 2に本ゲートの脚柱構造においては初期たわみの影響による応力が大きく，ま

た脚柱と主桁の接合部の曲げモーメントが極端に大きくなる傾向があり，このことが

ゲ ト破壊の支配的な原因であったとしている。

後日検察庁はこの報告書を鑑定書として採用し，告訴されていた関係者の不起訴処

分を決定した。またダム設置者の側においての被害者に対する補償等もその時点では

すでに終っていて， 一件落着となったのである。

この事故を契機としてダムゲートの総点検が行われたことはすでに述べたが，一方

では折からの大型電子計算機の普及と相侠って，ゲートの骨組構造を全体として解析

し，その強度を検証することが一般化した。これからは二度と同様の事故は起こらな

いであろう。

和知ダムゲート事故原因調査報告書は昭和43年 3月，社団法人近畿建設技術協会よ

り公刊されている。

（リバーフロント整備センタ一理事長工博）
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