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オランダの水理研究所

浜守厚

はじめに

近年， E E Cに対する関心が高まるにつれて，オランダの国の様子も各種のマスコ

ミによって紹介されている。特に，近代化に成功した例として，西欧各国が注目して

いるオランダの農業と，その基礎的要因の一つである大規模な干拓については，多く

の関心が寄せられている。よく知られているように，オランダの国土の半分近くは干

拓によって造られたか， あるいは干拓の手法によって防護され，機能が維持されてい

る土地である。しかも，このような人工的な土地が数世紀前からオランダで最も生産

性が高く，人口禰密で産業，文化，政治等の中心となってきた。最近では干拓によっ

て出現する新しい土地が，農業の近代化，または新コンミュニティの形成等に，社会

の進展に伴なう各種のアンバランスを計画的に解決する場として期待されている。

干拓技術の基本をなすものは，水の力に対抗して土地を拡げる技術と，すでに存在

する土地を水の被害から守る技術と，つまり水に対する攻撃と防御の両面からなる戦

術である。近代的な自然科学の手法が土木技術に応用されるようになる以前から，オ

ランダ人は経験の積上げによってーーしたがって，度重なる失敗とし、う貴重な代価を

払って一一伝統的な優れた技術を持つようになっていた。しかし，地理的条件に全面

的に支配される土木工事というものは，厳密にし、えば，同 じものを二度と造らない，

つまり，すべての新しい工事は未だかつて経験したこ とのない条件のもとに行なわれ

るのである。ことに水を制御する工事の場合，人聞がある予を打つことによって，自

然がどのような反応を示すかを予知するのははなはだ困難である。

完全に予測できないことを計画する場合に考えられることは，余裕を持たせるか，

あるいは失敗を覚悟してやることである。しかし，大規模な干拓工事に大きな余裕を

持たせるには莫大な費用が要るし，第一，どこまで余裕をとればよし、かを決める困難

は，必要にして十分な線を決める場合の困難と本質的に同じことである。勿論，多数

の人命財産にかかわる干拓工事に失敗は許きれない。とすれば，何らかの方法で現象

をより的確に予測することができれぽ，そのために要する費用は計画の不的確さによ

ってもたらされる損失に比べれば，物の数ではなL、。今世紀になって，さらに大規模

な水理工事を行なっているオランダで，水理学研究の重要性が認識されるようになっ

たのは必然的な成行きであったといえよう。すなわち，自然科学的方法によって，経
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（写真 l) 工大と水理研究所のあるデノレフトの町

験的な方法にイ半ないがちな大きな損失を防き＼また，計画に伴なう不必要な論争を減

らすことができる と考えられたのであった。

以上のよう な背景をも って設立されたのが，世界屈指の規模と内容を持つといわれ

るデノレフト水理研究所一－Wote品apkundiglaboratorium Delft (Delft Hydraulic laboratory) 

ーーである（（写真 l）参照）。設立にあたっては，海岸工学の世界的な権威者である

タイセ教授（Prof.J. Th. Thijsse） が推進者となり ，数年前まで所長を勤めてし、た。な

お，この研究所には国際水理学会（ IAHR）の事務局が置かれており ，所長が事務

局長を勤め，国際技術交流にも一役買っているわ

筆者は1960年10月から1962年 4月まで水工学研究のためオランダに滞在し， 1961年

10月からはデノレフト水理研究所のスタッ フ・エンジニア として研究に従事する機会を

得たので，その聞における経験をもととして，この研究所の組織，活動，およびその

背景となっている諸要因についての感想などを述べてみたい。

オランダの水理技術者

テソレフト水理研究所の組織を述べる前に，オランダの国情について，ことにその日

本と違う面を簡単に紹介しておくのが便宜と思われる。

まず行政組織であるが，オランダには運輸水政省 (Ministry of Transport and Water 

Management) ともいうべき省があって，これが政府のあらゆる公共事業を管轄してい

る。つまり，実質は公共事業省である。 特にユニークな点、は，この省の配下に水政庁

ともいうべきライクスワータースタート （Riikswaterstaat）という大きな機関があって，

これが水に関する公共事業の調育，計画，建設工事から維持管理等に至るまでのあら
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ゆる行政を一手に引き受けて行なっている。一手に引き受けてとしう意味は，日本で

いえば経済企画庁，農林省，林野庁，通産省，運輸省，建設省，厚生省等lこ目的によ

って分割されている水に関する行政が，すべてこの機関によって行なわれているとい

うことである。 すなわち， ライクスワータースタ ートの行政は，干拓をはじめ，港

湾，舟運，河川IC治水），給水，排水等をすべてカバーしているという点で，世界でも

珍しい存在と考えられる。これは，一つにはオランダの国が小さく一一人口は日本の

8分の l，国土は10分の 1－ーしかも地理的条件に変化が少ないからでもあろう。

次に教育のシステムであるが，土木技術者を養成する大学としては，テソレフト工科

大学が有名であり ，そしてこれ以外にはなL、。したがって， オラ ンダで水理技術者

(hydroulicengineer）といえば，デノレフト工大出と思ってまず間違いはない。オラ ンダで

はデノレフト工大出と， これも唯一無二の農大出だけがエンジニア （irとし、う 肩書きを

持つ）と呼ばれているが，日本の，いわゆる農業土木は工大のほう：ニ属する。 農大で

も広い意味での水理工学はやっているが，主として植物生理や土壌水理：こ関するもの

で，土木工事とは直接関係のない分野に限られている。

irの肩書きを持つ技術者は，いわばオランダのエリート であり，指導的な地位を約

束された連中であるが，それなりの厳しい訓練を経てL、るc 工大（土 5年で卒業資格が

与えられるが，戦後， 5年で卒業できた者は l人しかなく，平均 7年間かかってし、る

ということである。なお， 博士号は技術者の資絡として必要なし、ばかりか，肩書きと

してもそれほ ど評価されてし、なL、。 工大の教授でも Dr J）肩書きを持つ人はほとんど

なく，水理研究所：こも現在は所長以 Fl人も博士がL、ない（（写真 2）参照）。

一方，中堅技術者二つ養成のために， 日本の旧高王寺程度J）高等技術学校（highertechnt・

cal school）がオランダ全体に十数校為る。 これらの学校へ行け（ま，デノレフト工大へ行

くより， 4年前後早く世の中へ出られるが， あらためて工大：こ入ワ irの資格を取らな

し、かぎり，指導的技術者には永久！こなれないことにたってL、るつ

このように，技術者にもエリートと中堅と二通りあるわけである が，お国柄だけ

に，水理技術者になりたがる者が多いようである。一般の人の聞でも，自分は水理技

術者だとし、うと，「それはオランダで最も大切な仕事だ」といわれる。八ーなどで喋っ

ていても，「テソレフトで水理学を勉強した」というと，あらためて敬意を表してくれtと

りする。有名なゾイデノレ海か締切を成 し遂げたオランダの国土建設の焦点は，現在，

ラインデノレタの 4つの湾口を締め切る大工事と， ロッテノレダム港を拡張して外海；こヨ

ーロッパ港（Europort）を建設する工事lこ向けられているc 多額の公共事業費を要する

これらの事業（土， 国民のすべてが大きな関心を持って見守る中；二進められており，国

を挙げての闘いにも似たムードが感ぜられる。

研究所の組織と運営

デノレフト水理研究所は，デノレフト土質研究所と とも に， 全額オラン夕、政府の出資：こよ



（写真 2)

る土木技術研究基金 (foun-

dation）に属する非営利機

関である。水理学関係の研

究機関としては，やはり政

府出資による造船研究所と

水道研究所，および民間会

社の共同出資による淡深研

究所があるが，土木工事に

直接関連する水理研究を行

なうのはオランダ国中でデ
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デノレフト水理研究所（本部）

第 l図 水理研究所の運営図

y名

／レフト水理研だけである。 ｜テソレフト土質土学研究所 デjレフト＊理研究F斤
運営は模式図に示すように

（第 l図），政府により任命 デフォーJレスト )Zpfr

された委員会（Boardof Trus-

tee）によって行なわれている。運営委員会の構成は，運輸水政省と文部省関係の代

表が大勢を占め，これに大蔵省および民間の代表がごく少数加わってしみ。この理事

会の構成からも察しがつくように，この基金の憲章には研究所の業務として，研究お

よびコンサルタントとともに技術者の教育がうたわれている。日本でいえば，特殊法

人に属すると思われるが，教育を一つの積極的な， 目的としている点は特色といえよ

う。

教育の方は主として，さきに述べた高等技術学校の 3年生（ 4年で卒業）を実習生
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(practicant）として受け入れることによって行なわれている。これらの実習生は 6ヵ月

の期間で研究業務の補助員として雇われた形を取り， 月 I万 5.000円程度の給料をも

らっている。このほか，少数ではあるが，デノレフト工大の学生が研究テーマを持って

施設を利用しにきている。

コンサノレタント業務の方は，オランダの圏内国外を問わず，あらゆる機関，法人お

よび個人の依頼に対し，研究所が直接契約できることになってし、る。この契約金が研

究所の唯一の収入であるから，契約金額には，当該試験研究に直接必要な費用のほか

に，研究所の一般経費をまかなうための金額も加算される。契約の相手としては，何

といっても，国内の公共事業を担当するライクスワータースタートが最も大きなお得

意さんで，これが研究所の経営を支える大きな柱となっている。

海外との契約は直接的なものは少なく，ほとんどの場合，ネデコ（NEDECO-Nether-

lands Engineering Consultant）という民間のコンサノレタント会社を通じて行なわれてい

る。白木の八郎潟干拓計函に関する コンサノレタントも，日本の農林省と NEDECOとの

間で契約され，NEDECO からデノレフト水理研に水理実験を委託するという形で行なわ

れた。

業務の内容については後程述べる予定であるが，研究所の機能としては，受託した

研究に関する試験データの提供をもって限界としている。つまり，コンサノレタント業

務とはし、っても，要求された試験結果を報告するだけで，その判断や実際の設計は依

頓者が行なわなければならなL、。という点、では試験所（experimental station）といった

ほうがぴったりする。その一面，基礎的な研究にも力を入れており，委託された試験

Jこ関係のある基礎的研究が同時に，しかも堂々と行なわれることが多い。

非営利機関ではあるが独立採算が原則であるから，収支償なうような契約をするの

ぷ当然でゐるが，試験研究に要する費用の見積りというものは困難な場合が多く，研

究の種類によっては，ほとんど不可能に近いこともありうる。したがって，ある契約

は見積り より安上りにすむこともあり，また逆にひどい足が出ることもあるが，個別

に契約金の精算は行なわない。すなわち，研究所全体の収入をプーノレして使い，毎年

末（オランダは暦年予算制をとっている）にその年の収支決算をし，黒字が出れば研

究所の資金に繰り入れ，赤字が出た場合には穴埋めのために政府の融資を受けること

ヵ：できるようになっている。

施設と内部機構

デノレフト水理研究所の本部は，オランダの行政の中心であるハーグから lOkmほどは

なれたデノレフトの町のほぼ中央にある。デノレフトという町は17世紀にできた巨大な塔

なもつ 2つの教会と，デノレフト工科大学によって知られる古い町である。人口わずか

5万そこそこ，オランダ特有の水路が交錯する静かで落ち着L、たたたずまいは学校町

にふさわしし、。ここに水理研究所が設けられたのは，大学や図書館：こ近く，ハーグの
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（写真 3) 本部にある河口模型

郊外であるとし寸環境によるものであろう。しかし水理研究所ば一般に多くの模型

実験を行なうので，広大な敷地が必要である。そこで，有名なゾイデノレ海の締切りに

よって出現した新しい干拓地 Noordoost Polder (l 942年干陸）ーーーの一部，土壌が砂

質であるため農耕：二適さぬ部分で，水の便が得られる所lこ，広大な面積をもっ支所を

設けることになった。つまり，デルフト；こは本部と屋内実験の施設を設け，支所（デ

フォーノレスト試験所という）には主として大型模型等，大きな装置を必要とするもの

が設けられている（（写真 3）参照）。以下，本所と支所とに分けてそれぞれの要員と

主な施設を紹介しよう。

( l ) 人員構成 （ ）内の数字は人数を示す。

所長 irH. J. Schoemaker 

（共通要員）

庶務部長，電子工学部長，測定機器部長，資料部長各 1名

（本部要員）

主任技師（ 2），企画部長（ l ），研究部長（ l ），学卒技師（l5～20），高等技術学校卒

技師（ l～数名），実験補助員（20～25），技工（l5～20），事務員（約20)

（デフォーノレスト試験所）

支所長 ir E. W. Biiker 

主任技師（ l ），研究部長（ l ），学卒技師（l5～20），高技卒技師（ 8～l O），実験補助
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員（20～30），技工（3～5），事務員（10～15），臨時要員（40～70)

以上総勢 200人，この中の実験補助員として，さきに述べた実習生が使われてい

る。この人員配置にみられるとおり，研究スタッフの数は本部と支所と大体同じであ

るが，支所のほうが多数の臨時要員（主として労務者）をかかえているのは，野外の

大型模型実験を多く扱っているからである。

( 2) 主な施設

（本部）

所長室，事務室，図書室，工作室，屋内実験場

実験施設としては，大小各種の循環水路系が主体である が， 特記すべきものとし

て，風洞水槽（風の力で波を起す水槽）と，スネーク型波起し機（統一的な運動をす

る多数のセグメントから成る波起し機で，波の周期，波高，波向を操作室で自由に調

節できる。全体として蛇がうねるような運動をするのでスネークタイプと呼ばれてい

る。フランス，ネーノレピ ック社の特許）がある。 永久的な施設ではないが，河口付近

の海をも含めた，ライン河の感潮部の模型がある。海および河の中でも幅の広い部分

には地球自転の影響（コリオリの力）を模型の水体に，与えるための装置が施してあ

る。

（デフォーノレスト試験場）

支所長室，事務室，主任技師室，製図室，工作室，屋内実験場，野外実験場

特記すべき実験施設として，屋内実験場には， 世界最大の風洞水槽がある。側壁は

fil!＇側ガラス 張りである。それと並んで，側壁の一部をガラス張りにした大水路（幅約

Sm，深さ約 3m）および砂を自動的に補給する装置のついた両面ガラス張り の小水路

（幅50cm，深さ約70cm）がある。

広大な野外実験場には常時十数個の水理模型が作られている。これらの中にはライ

ン’河（感潮限界上，独蘭国境付近まで）の半永久的な模型がある。

この支所のほうは上述のように大規模な装置や模型が多いので，普通の水道の水を

使うとすれば，非常に大きな供給能力が要るし，水の費用も莫大なものとなる。そこ

で，干拓地の周辺をめぐる運河から水門を通じて水を取り入れるようにしてある。オ

ランダの干拓地の外周にある水路の水面は堤内地より数メートル高いのが普通である

から，水は水門を開きさえすれば流れ込んでくる。 使用済みの水は，一般の水理実験

所のように所内を循環することなく，干拓地内の排水系に放流される。この排水系の

末端；こは昔の風車ならぬポンプ場があって，溜まった水を外周水路に排出するように

なっているから，水はこ の干拓地共通のポンプ場を通じて， 運河 研究所干拓地排

水路ーポンプー運河，と循環している ことになる（（写真 4）参照）。 ただし，使用水

量に応じて，ポンプの運転経費を干拓公社に支払っているから，全くただの水を使っ

てL、るわけではなL、c



活動の現況

すでに述べた施設の概要か

らも察せられるように，この

研究所の主要な業務は水理模

型実験である。ことに，干拓

工事に必要な海岸工学に関す

る実験はお家芸とする所であ

る。風j同水槽を 2つも備えた

研究所は，他にはないであろ

う。このほか，あらゆる種類

の水理実験や，測定器の検定

等をやれる機能をそなえてい

るが，特色と思われるものに

は，港湾および舟航施設に関

する実験がある。これらの中

から幾つかの例を取り出して

研究所の活動状況をながめて

みよう c

( 1 ) 風洞水槽

看板ともいうべき風洞水槽

では，海岸堤防の断面や護岸

工の設計に要する試験を盛ん

に行なってし、る。最近のオラ

ンダの海岸堤防は海側のスロ

ープが非常に緩く，しかも幅

の広い小段を持つものが多く

なっているが，この方が，急

勾自己で波返しのついた堤防よ

りも破堤の危険が少なく，安

全性が高いということを実験

的に確かめたのがこの風洞水

槽であった。広い敷憶を要す

る代りに高さが低くてすむか

ら，砂が子近に得られる場合
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（写真4) デフォーノレスト試験場の取水口

堤防j二の建物は操作室，子商jは場内の貯；）＜.池

（写真 5) 大ケーソンによる汐止め工事

（写真 6) デフォーノレスト試験場の労働者

には費用も高くはならないと メナム河口の模型をつくっているところ手前は高技校出の技術者
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L、うことである。日本では伊勢湾台風災害後復旧された鍋田干拓地の堤防に，このオ

ランダ式の断面が用いられている。

筆者7），勤めてL、た頃には， 有名なデノレタワ ークの大締切堤に働く波の力を測定して

いた。プラスチック製の模型に 3個の応力計を取りつけ，刻々に変る波の力を成分に

分けて，テープに記録する仕掛けを自慢していたが，凝った装置は使うのも厄介なも

ので，キャリプレーションに手間取ったり ，故障が多かったりで，担当の技師は大い

に苦労してL、た。

( 2) iタ止め工；二関する実験

汐止めの難かしさは，激しい潮流による洗掘をL、かにして防ぐか，ということにあ

る。オランダ人（i一般の人でもこの難かしさを知っており，「蛇口からちょろちょろと

流れ出る水でも，これを指で完全に止めようとすれば大変な力が要るように 0・.・Jと

説明するほどであるc 潮の干満の変り目に潮流が緩くなる，その 1時間ほどの問に成

否をかけて行なわれる汐止め工事ft，オランダ式干拓工事のピークである。最近，オ

ランダでは大ケーソンを沈める工法が用いられているが，この場合はケーソ ンの操作

に高度の技術を要する（（写真 5）参照）。

洗掘に関する実験は大水路で行なわれることが多い。幅 Sm，深さ 3m もあるこの

矩形水路は，模型とはし、っても，実物における流れの一部分に近L、から，精度の高い

実験ができる理屈である。照明燈に照らし出された模型を側壁のカeラス窓から覗いて

いると，あたかも海底に潜ってレるような感じがする。

ケーソンの操作に関する実験は，現場の条件を忠実に再現した模型を用いて行なわ

れる。この実験は，ケーソン自体の設計および施工計画のために必要であるが，実際

に現場でケーソンの設置が始まると，模型の方も準備を整えておき， 現場で不測の事

態が起った場合の措置を直ちに模型でテストして30分以内に解答を与えることができ

るということである。

( 3 ) 港湾模型

ロッテノレダム港の外港，ユーロポート は北海に面する外港であるから，全体を人工

の防波堤で囲まなければならなし、。ドーパー海峡を北上する流れの強いオランダ海岸

は沿岸漂砂が多いので，港口の維持が問題となるばかりでなく ，防波堤の影響で漂砂

の補給を絶たれた海岸が欠壊するようなことになっては大変である。ライン河の河口

に近L、から，密度流の問題もある。

このほか，港湾の模型で大きいのはパンコック港である。この試験は，さきに述べ

たネデコ（NEDECO）というコンサノレタントを通じての委託であるが，期間は 4方年，

契約金額は 1億円におよぶという大口である。この試験のために，デフォーノレスト試

験場の林の中に作った上屋は大きな雨天体操場ほどもある立派なものである。メナム

河口であるから密度流があるので，巨大な塩水タンクを設け，真水と塩水を任意に放

流できるようにしてある（（写真 6）参照）。 ~ 
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l 4) 関門の試験

問門に関して特に難かしい水理学上の問題は，船のいる悶室にできるだけ早く， し

かも安全に水を満たすことである。オランダには普から悶門が多く，現在，大小とり

まぜて 700余りあるが，最近，船も悶門も大型化してきているので，この問題は特に

重要である。この試験は，模型の悶室に，形と力学的特性とを相似させた模型の船を

浮かべて，各種の方法で水を満たし，その時の船の動態を測定するという方法で行な

われてし、る。

(5) 可動底質模型

可動底質模型は一般に相似性が成り立ち難いとし、う困難があるので，この研究所で

は海岸模型のように縮率の大きいものにはベークライトの細粒を底質に用いているc

これは電気器具等の廃物を径 lmm前後の粒に砕いたもので， l m3当り l万円もする

が， 比重が l.5以下であるから模型の中の弱し、流れによっても容易に動きうるので，

模型全体を小さくできるという利点がある。

可動河床の基礎実験のためには，さきに述べた両壁カ‘ラス張りの小水路が用いられ

る。 これは幅 50cm，長さ 30mほどであるが，ディーゼノレ・エンジンのオイノレポンプ

を用いたオイノレシャツキーによって，砂を自動的に補給できるようになっているので

便利であるO 筆者はこの水路を用いて河床流送土砂測定器の改良に関する試験を行な

っfニ。

研究所員の日常

この研究所の勤務時間は午前8時30分から午後5時30分まで，その聞に昼食時間が

30分，午前と午後とのコーヒープレークが15分ずつあるので，実働8時間， 1961年か

ら週5日制jになったので，毎週刊時間勤務ということになる。オランダ人は欧米人の

中でも凡帳面な方で，タイムレコーダーなどなくても，勤務時間はよく守られてい

る。しかし，月曜日の出勤時聞は多少おくれがちで，あまりひどくなるーーといって

もせいぜい10分くらいであるが と所長が締めなおすが，また何ヵ月か経つと元の

通りになる，ということを繰り返しているようである。一方，逃げ足の方は所長以下

掃除婦に至るまで同様に達者で， 5時35分には研究所は空っぽになるO 実験の後始末

に子間取ったりして，まごまごしていると，守衡が追い立てにくる。超過勤務は特殊

な場合にしか認められない。

給与は工大卒，つまり irの資格を取ったばかりで初任級 7万円， 10年くらい勤めて

10万円余り，昇給がおそいというよりは初任級が高いといった方が良さそうである。

実際，デノレフト出は平均 7年もかかってみっちり仕込まれているだけに，卒業すると

すぐにでも一つの実験を担当してやれるほどである。ちなみに，この給与はヨーロツ

パの他の国の技術者のそれより 2, 3割方低いが，オランダの公務員の給与より 2割

ほど高く，民間会社の標準くらいである。
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高等技術学校出の技術者の給与は工大卒より常に 3割程度低L、。この差別は，非情

なまでに歴然とつけられてレるが，これも高技校出の給与が低いというよりはデノレフ

ト出の待遇が良いのだといってよかろう。筆者の実験を手伝ってレた高技校出の技術

者などは，手取り 5万円足らずで奥さんと子供2人を養い，その上 1万円ずつ貯金を

しているという。

待遇の面でこのように，はっきりした差別は実際の業務の上にも現われており，例

えばレポートを書くのは， irの肩書きを持つ者ということになっている。しかし，高

技校出の技術者の中にもなかなか優秀な者もおり，特に実際的な能力があるように思

われる。

デフォーノレスト試験場では昼食時間になると，場長以下20人ほどの技術者が図書室

に集まり，それぞれ持参のサンドウィッチを開いて会食することになっている。場長

ともなると雑用が多いとみえて，おくれてくることが多いので，坐る椅子もコーヒー

もなくなっていることがある。すると彼は近くの部屋から椅子を運び，キッチンへ行

ってインスタントコーヒーを作らなければならなL、。はじめの頃は，ちょっと気の毒

なように思ったが，誰も気lこかけない所をみると，なるほど昼食時間は勤務時間外な

のだということに気付いた次第である。

食事中の話題はもっぱら四方山話，シャレや冗談の好きな彼等は大声をあげてよく

笑う。何かお目出たいことがあった者が葉巻などを皆に振舞うのもこの時間である。

デノレフトの本部の方ではこのような会食の習慣がないのは，街の中だからであろう。

デフォーノレストという所；こは，研究所以外には畑と道路しかない。独身者は寮；こ住

み，既婚者｛:l:20kmほどはなれた町に住んでレる。生活上の不便はないはずだが，奥さ

ん方の中；こはノ、ーグやロッテノレダムに近接したデノレフトの方（こ勤めてもらうことを希

望する者が断然多いということである。

自家用車を持ってし、る者は数名しかL、なし、。買う余力のある者：；：多いがー通勤には

ノミスを利用できるし，いわゆるパカンスを楽しむだけなら貸し車を使う方が安上がり

だからだとし、う。オランダ人lこ特有の勘定高さはエリート：こも共通とみえる。

評価と問題点

ヨーロッパにある陛界的；こ有名な水理研究所といえば，フラン久のグノレノーブノレに

あるソグレア（Sogr帥一一Soc峰崎 Glenobloised’E↑udes et d’Aplica↑ianes Hydraliques) を

あげる人が多いことであろう。この研究所は元来，「ネーノレピック（NAYRPIC）社」と

して知られるタービン等の水力発電施設のメーカーに付属する実験室が成長したもの

であり，現在では同社の子会社的な組織を持ち，水力機械から土木構造物lこ至るまで

水理関係のほとんと、すべての問題を扱う総合的な大研究所に発展している。数年前の

ことであるが，この研究所の所長で水理学者としても有名なダネノレ博士（Dr.P. Donel〕

が安芸肢一博土に対し，デルフト水理研究所のやり方について「縮尺模型による実験
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はもはや時代おくれだ。数学的モテソレによる計算の方が今日ではより有効であり経済

的である 0 3'イセ教授（前述）というのは頭の悪い御仁だ 」と酷評したことがあ

る。フランスを代表するこのソグレアは，ある意味で、はデノレフト水理研のライバノレ的

存在でもあるが，ダネル博士がそれを意識していたかどうかはともかくとして，エス

プリを身上とするフランス人が，勤勉ではあるが保守的なオランダ人を評したものと

見ることもできょう。

今年70歳をむかえた当のタイセ教授は，その 1年後に筆者がはじめてお自にかかっ

た頃，すでに所長の椅子を現所長にゆずり，デノレフト工大の教授をつとめるかたわ

ら，水理研の一隅に研究室を持ち， 自ら実験的研究をこつこつとやっていた。ハーグ

に住む教授は気軽にシトローエンを運転して毎日のように研究室にかよってくるとの

こと。 「ドイツ軍に占領されていた頃は電車で30分の道を歩いてかょったものだ。戦

後もずっと自転車で通勤していたのだが J というこの教授の信条は「エンジニア

は勤勉でなければならない」ということらしし、。確かに模型実験；こあたっては単調で

骨の折れる測定を繰り返すことが多し、。オランダの水理技術者が尊敬するタイセ教授

の精神が受けつがれてL、なければ，デノレフト水理研の機能は多少とも低下するのでは

ないかとさえ思われる。

あらゆる水工学（hydraulicengineering）上の問題は水の動態に関する予測を伴なうも

のである。この予測が難しいことはよく知られてし、る通りであるが，この困難を克服

するためのアプローチとして，

( 1 ) 経験的方法

過去の記録の解析および実際現象の観察：こ基づくもので，最も古くから行なわれて

し、る現実的な方法であるが，試行錯誤に伴なう損失が大きし、。統計技術の応用により

現象））本質とは無関係に発展する危険があるが，自然現象の限界を捻定するには今日

でもミの方法Jこ頼らざるをえない。

( 2) 理論的方法

ある水王室現象を自然科学の法則の組合わせとして数式化しこれに境界条件を与え

て解く方法であって，数学的方法ともいえる。計算機の発達lこより一段と可能性が増

大 Lた。抽象化とL、う過程を経るので最も普遍的な解を与えることができるが，複雑

た7）（｝笠現象になると理論的に不明な部分が多く ，また，数式化されても複雑な境界条

件全すべて計算に組み入れることは不可能な場合が多い。

( 3) 実験的方法

水想現象を人工的：こ再現して観察，測定を行な う方法で，便宜上縮尺模型を用いる

場合と，実際現象における水理量を他の物理量におきかえる場合（アナログコンピュ

ーター）とがある。しかし後者の場合は理論的方法と本質的には同じであるから，水

辺実験といえば， 一般に縮尺模型による方法と考えてよし、。この方法lこよれば，前二

手奇心欠陥を補う ことができるが，実験の幾何学的精度および物理学的相似性が問題と
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なる。

さて，ダネノレ博士に酷評されたデノレフトの水理技術者は実験的方法の利点として，

上に述べた点以外に「たとえ模型であっても，そこで何が起りつつあるかをこの目で

見得るということに重要な意義がある」と力説する。ここには「この日で見ないと信

じない」というオランダ的な慎重さと「経験をつんだ人聞の目は最もすぐれた情報を

得ることができる」としづ経験主義が根底に流れてL、るように思われる。

どちらが良いかということを抽象的に論ずるのは無意味であって，現実には個々の

問題について，どの方法が最も適当であるかを冷静に判断し，いずれも決め手になら

ない場合には， 3つの方法を組み合わせて行なうのが健全な行き方であろうが，いず

れにしろ，数学的モデノレの実用という点ではデノレフト水理研は日本の研究所に比べて

も立ちおくれているようである。 1961年現在，主任技師級の技術者がテソレフト工大に

ある電子計算センターと協力して，水理研究における計ー算機利用技術の開発を行なう

ほか，高技校卒技術者数名を大学の数学科に通わせてプログラミングの訓練をさせて

いた。これは，計算機を使うからには大いに有効にー ，と L、う配慮によるものであ

ろう。

オランダは EE C諸国の中で最も低賃金の国であるが，現在のデノレフト水理研のお

家芸である実験的研究が低賃金に支えられているのだとすれば，これは問題である。

現在の所，そのような事態にはなってし、ないが，大型模型を数多くかかえてし、るデフ

ォーノレスト試験場長などは， 「頭の良い連中は得てして怠けたがるので具合が悪い」

とこぼしていることから察すると，将来，タイセ教授的アプローチが難しくなりそう

な気配が感ぜられる。筆者は滞在期間の終り頃になって，所長から特に有利な条件の

もとに数年間滞在することを請われたが，その際に，彼が述べた理由の中で，「地味な

測定作業もいとわずにやる」といわれたことが特に印象的であった。実験水理学の価

値は他の方法の発達によって失われるどころか，むしろ向上する可能性もあると思わ

れるが，測定の機械化をはじめとする実験施設の改善および計算機の使用による数学

的モデノレとの組合わせによって，デルフト的な特色をどこまでのばせるかということ

が今後の課題であろう。

あとがき

以上，デノレフト水理研究所の実情を紹介してきたが，そこにはし、ろいろと学ぶべき

点もあり，どうかと思う点もあろう。ただ，日本にはこのような組織の水理研究所が

ないので，比較する対象がないわけであるが，すっきりと一つにまとまって，しかも

政府の他の機関や民間と密接な連繋を保ってL、る点、は羨ましい限りである。それとい

うのも，はじめに述べたように，水に関する行政組織が一元化されており，また，政

府，民聞を問わず国中の指導的技術者も大学教授もみな同窓生であるという，オラン

ダの特殊性によるものであろう。最近，日本でも研究機関の統合が問題になってし、る
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が，果たして統合した方が良いか，良いとしても統合の可能性があるか，統合された

ものが国家や社会の機構にマッチして，真：こ能率を上げることになるか等々 ，現実！こ

即して見きわめる必要があろう。

L、ずれにしても，一般に研究機関の仕事から速効的な利益を期待するのは無理であ

るし ことに土木工事を相手にする水理研究所の場合には，効果の判定も困難な場合

が多くありうる。したがって，各国の例が示すように，それ自体が営利機関として存

在することははなはだ困難であると恩われる。会社組織になってし、るソグレアの場合

にして も， 実質的にはネーノレピック という大きな製造会社の傘下のー研究所としてこ

そ，安定した経営が可能なのである。

しかし，その波及的な効果の大きさを考えるとき，その意義は国家的：こみても，あ

るいは企業の発展の要因としても，はなはだ重要であるといえよう。社会資本の急速

な形成過程にある日本において，政府や大企業がバックアップして， しかもかなりの

自主性を持たせた水理研究所が， lつや2つあってもよいのではなかろうか。

（科学技術庁 資源局）
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