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コスタ ・リカ 国への砂防技術援助

横田知昭

太平洋を渡った砂防
1
966年のことだったと思うが，中米のコスタ ・リカ共和国から M岳n
d
e
z という 1人の

土木技師がとある 目的で来日し，彼は数薬の写真と 5万分の lの地形図を携えて建設
省砂防部を訪れた。Revent
a
daという河が大洪水を起こし その流域内にあるカルタゴ
市が潰滅的な被害を受けたー現在その復旧工事に総力を上；ずてあた っているが

l

抜本

的な対策工事を実施するまでには至 っていな い。洪水による流下土砂を徐去するだけ
ではな く 土砂の流出源である上流地域に対し何らかの予防工事を実施しなければ，
根本的な対策にはならないと思うと彼の考えを述べ
，

日本の砂防技術；こ特効薬的な期

待 をかけてきたとのことであった。 しかし数葉の写真と図面三：
ナで；之被災地の状況，
水源地の地形，地質，河状等についても 明確に把屋することは困難であると考え， と
もかく，日本の「砂防J なるものの基本概念、をまずっかんでも らおうと，常願寺川流
域の立山砂防を見学してもらうことにした。 これらの見学旅行を通 じて， 彼（
ま彼なり
の受けと り方をしたであるうが，水源地域の荒廃状況， こまか くは土砂の流出状況や
その堆積の様相を見て，彼の国のそれと規模の相違はあろうと も根本約，こは何ら変わ
るこ とのない事実を確かめるとともに，砂防工事の目的やその効果を一応理解したと
思われる 内そ の時彼はレベンタド河の治水工事，そしてその上流水源の治山工事も日
本の砂防技術をもってすれ：まきっとなしと： fられるとの自信を持ったに違いな L〜 こ
れは彼の訪日を契機にして，その後日本の砂防技術が幾度か太平洋を越えてコスタ・
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りカ園内にその足跡を残し， また現在も引き続き技術者の派遣を先方では要望してい
ることからも証明されよう。
アメリカの駐留軍技術顧問であったラウダーミルクも日本の砂防技術の素晴 らし さ
に感嘆し，世界ーだと称讃した話はあまりにも有名であるが，彼の帰国後この話は世
界各国に伝えられ，今や砂防は日本語というよりもむしろ国際語として充分適用する
までにな ってきた。オース トリア，スイ ス，イタリ ア等のヨーロッパ諸国でうぶ声を
上げた砂防のひなは今や日本人技術者の手によって世界には ばたくまで に大 きく 成長
している 。
メンテ ス氏の帰国後，コスタ ・リカ政府の要請で前建設省砂防部長木村正昭氏と災
害査定官近森藤夫氏が 1
967年 1月か ら約 1ヵ月間砂防技術の指導に行かれ．現地の荒
廃渓流，急流河川あ るいは地すべり地などを視察して数多 くの有益な助言を して帰国
された。その後レベソタド河流域に対す る具体的な工事計画案を日本技術者の手 C策
定して もらいたいと の両国政府の要請があり ，北陸地建湯沢砂防工事の矢野勝太郎所
長と私が中南米技術援助計画の一環として， 1967年 l
l月より 68年 6月までその任に当
ることになった。
日本の砂防技術とその現状
世界各国 で技術福導をするまでに発展したわが国の砂防の校術水準の高さ につい て
は，おぼろげながら理解していたどいたと思うが，どうし、う意味で日本の砂防が優秀
であり，技術的に進んでいるのか をまず正舷に知って いただく 必要があろう。砂防工
学とは応用工学の一分野であり，数多 くの基礎工学を総合して組み立て られているミ
とは い うまでも ない。自 然界の様々な現象
， 例えば山崩れがあ り，その崩れた土砂が
雨水によ って渓流へ運び込ま れ，河へ流出する。 これだけの一連の土砂の動きを解明
するだけでも 水文，水理，地質，地形等の基滋的な科学的知識が要求さ れ
，

しかも こ

れらを有機的に結びつけて検討しなけれ：まその意味がな L、
。 どの 1つが欠けても不完
全であり ，そのファクターとしての重要度も必ず しも画一的ではないっその検討過程
の中には L、くつかの仮定が必要なこと もあろ うし，時に は経験による主観的判断，あ
るいは統計的な 判定資料が要求されるこ ともある。つまり 砂防工学自体が L、まだ自ら
の確立された解法理論を持たず，仮 りに将来そういうものが開発されたと しても ，そ
れは数々の基礎工学的分野 の進歩と その融合によってもたら され るもの であり ，何に
もまして他の研究分野と の連繋を密に し，貴重な経験資料一一ことに再現性の ない 自
然現象ーーを科学的に裏付ける理論機成のための努力が要求されているのはいう まで
もない。
ともか く現在の砂防技術はわが国に初めて紹介された当時のそれと比較して ，格段
の進歩をとげており， ラウダー ミ
ノ
レ クの言葉どおり 世界に誇りうる砂防に まで発展し
たことは確かだが，ある意味では技術の発展度は，それに対する要求度以外 の何 もの
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でもないともいえる。つまり狭小な国土に多数の人聞が生活することを余儀なくさ
れ，それに加えて年中行事 とまでいわれる台風や集中豪雨による災害， こう いった社
会的条件と苛酷な自然条件の中からある意味では生活の知恵として発達したのが砂防
う 見方も不自然ではな L、。理論的な開発進歩よりもむしろ経験的な判
技術であると L、
断によ って砂防技術は改善され急速な進歩をとげたとし、う見方が正 しL、といえ よう。
もちろん理論的な研究分野が放置されたと L、う意味ではなく，む しろその研究は幾度
か繰り返し経験した現象に対する理論的裏付けという面で大きな役割を果たして きた
ことは明らかだ？経験工学的要素を多分に持った砂防技術，つ まりそれは好むと好ま
ざるとにかかわらず，自然のもたらす苛酷な試練に対処する ための方策として，その
試練の中から学び取った貴重なエッセンスであり，そのすべてを理論的に説明するこ
とが現状では困難であるにしても，それが机上の理屈でないだけに私は充分説得力の
あるものだと信じている c
コス タ・リカの横顔
中米 5 ヵ国の 1つであるコスタ ・リカ は，パナマとニカラグアに狭まれた面積 5万
900km2，つまり 九州と四国を合わせたよりやや小さい国である。その地勢は中央アメ

リカの背柱を形成する山脈が，コスタ ・リカを北西から南東に縦走しており，国の中
000m の高原台地が見られる。 その山脈の中にはチリポ，ポアス，
央部には標高約 1,

イヲス，パノ
レ
パ等の 3,000m 以上の火山があり ， 特にイラスは本稿に最 も関係深い火
山である。同国の河川は上記山脈を分水嶺として大西洋，太平洋に注いでおり，大西
洋側の地形は平担単調で諸所に沼沢地が見られるが，太平洋側（・
t山が海岸近 くまで迫
って海岸線は凹凸に富んで いる。大西洋，太平洋両海岸地帯は熱帯的気候であるが，
，
中央高原台地では年平均気温は 14°〜 20°C で

しかも温度較差が極めて小さいため四

季の区別はないが， 12月〜 4月までの乾期と残余の雨期に分かれている。年間雨量は
高原台地で 1,900mm，太平洋岸で 2,000mm，大西洋岸では 2,500mm程度である。
人口 は約 150万人で，

その 97.
6% はスペイン 系白人およ びその混血人種からなり，

とりわけ白人の占める比率が高いことから，中南米唯一の 白人国といわれている。一
方人口増加率（前年比 4.3% ）も中南米諸国中最高である。
国の生い立ちを見るに 1502年コロ ンブスは第 4次航海の折り，

リモン（大西洋岸の

主要都市〕港に上陸 L，その後スペイソ帝国のー領地と してス ペイソ人が入植し始め
たが， 1822年にはメキゾコ帝国への併合，その翌年には中米連邦共和国の結成により
統合され， 1838年にはこれより離脱， 1848年に共和国として完全な独立を達成した。
コスタ・ リカ（主白人国であるだけに初等，中等教育は中南米随ーであるといわれる
程充実しており，文盲率は 16% でアノレゼンチンに次いで低い文化国家である。高等教
育としては l843年 t
こ創設された唯一の国立大学と ，師範学校，看護婦学校があり，文
教費は国家予算の 28.
7% を占めている。
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風俗習慣は植民地時代のものがまだ広く残っており ，敬度なカトリック信者が多い
だけに，宗教的行事を重んじる習慣があり ，祝祭日 も多く，また植民地時代に首都で
あったカルタゴ市のパシリカ寺院は，この国ばかりでなく全中米の信仰を集めてい
る。
コスタ ・リカの経済基盤は燦牧産業を中心として おり，輸出総額の約 70% を占める
コーヒー，八ナナ，砂糖が主要産業となっている。 1966年の l人当り国民総生産は
406ドノレで中米では最も個人所得の高い国で，

富の配分も比較的平均している。工業

部門も比較的発達しており， その大部分は木材加工，肥料，繊維，食料品加工の軽工
業で，未だ小規模ではあるが中米共同市場の進展と ともに，域内輸出は向上してい
る。電力生産量は中米諸国中最も多いといわれているが，これも 1959年に産業保護振
興法により， 国が工業の促進に努めた結果によるものである。現在わが国の進出企業
は，現地資本との合併による吉田工業（ YKK）のジッパー工場，東洋紡， 丸紅飯田と現
地資本の合併会社

Ti
c
a Tex （紡織工場），松下電器の乾電池工場がある。

技術指導は先方政府の要請で， 1966年 9月稲作専門家が現地でその指導に当たった
のを皮切りに，われわれの派遣を含め前後 3固にわたり砂防技術の抱導が行なわれた。
公共事業局
われわれ 2人の受け入れ先はその当時大統領府の中の公共事業局であったが，その
主たる業務は治山治水工事とその災害復旧に関するもので，ちょうどわが国の建設省
河川局に相当し道路行政は運輸省が担当していて函道の改築補修管理等を行なって
いた。その後昨年 3月に一部行政組織の改革が行なわれ公共事業局は運輸省に併合さ
れたので，運輸省が日本の建設省とほぼ同じ性格の行政機能を持つ官庁になった。し
かし災害時の緊急復旧業務は依然として大統領府（日本の総理府にあたる〕の管轄下
にあるため，公共事業局は運輸大臣と大統領府長官の権限下にあるとし、う変則的な組
織とな った。
公共事業局の内部組織は比較的簡明化されているが，特異な点は技術担当部門に部
課制が敷かれていないことである。事務部門は人事，厚生，庶務， 予算関係の業務を
担当する総務部と，物品の購入，管理および予算の支出に関する経理事務を扱う経理
部からなっている。技術部門には治山，治水を専門に担当する技師が各 1：名いて，事
業の計画，設計および施工に関する技術的な業務のみをまかされており，行政宮とい
うよりもむしろ技術官的なカラ ーがきわめて強 L、。技師の仕事を補佐する組織は独立
した測量斑，計算および製図班等であり，調査，i
l
t
l量等の実務を受け持つている 。彼
らは特定の技師の命令系統の中に属していないのできわめて機動性に富み， しかも仕
事の上での偏りも少なし、。当局の最高責任者局長は，相当の技術的知識と現場経験を
持つ土木の専門家が任命されている。
われわれは現地到着後早速この公共事業局を訪れ，これから行なう調査および計画
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策定に 関す る作業方針案 （
第 2図） を局長以下当局幹部に説明するとと もに，作業の
円滑なる実施；こ必要なあらゆる便宜供与と全面的な協力 を要請した

R

その日をスタ ー

トに L、よい よ半年間のコスタ ・リカ生活が始まったわけである。 当時われわれは言語
習慣はもち ろんのこと気候風土の異なる生活環境の中で，果たして思いどおりに仕事
を進めら れるであろかと L、う不安感が まず何 よりも大きか ったっ しかし それも日 が経
つにつれて薄らぎ，彼 らと ともに楽し く仕事ができるよ うになったのは何にも増して
有難い ニとどったと思う 吋滞在中 の身の回りの雑事については総務部長 のエスカ ラン
なっ てくれた。一方仕事に
テ氏が手際よく処理 して くれたし， また良き 相談相手にも i
関す る一切の問題についてはメンデス技師（現在湾港研修で来日中， 先般来 日した メ
ンデス氏の い とこにあたる〉を窓口として善処 されるのが常であったっ現地の状況に
うとい 当方にと ってはむ しろ彼を積領的に利用さしていただいた方が好都合なことが
多かっ たr 参考資料の提供依頼や現場測量の実施，ときには計算作業のための手助け
を借 りるといった場合には彼の存在価値を改めて認識 したから である。また彼には現
在われわれが実施している 仕事の 内容やその進捗状況を逐一報告す るとともに，彼の
まった く知 らない砂防工学の基本的な事項についても時折り 余暇を見つけてプリー フ
すること も忘れなか った司今回の訪コの 目的の 1つに砂防の技術指導と い う項目 が含
まれて L、たこと もその

1つの理由であ ったが，そういったお義理は別と

して ，計図書

が完成した時点で砂防工学の基礎から逐一注釈を加えつつ計画内容を理解して もら う
ことは並大抵のことではないと判断したからである。時には局長のリッサ ーノ氏 もわ
れわれの部屋 を訪れ，今 まで実施 した作業内容につ いて説明を求める こともあり， あ
ると きは不 自由な外国語をあやつ りな が らも技術屋仲間での楽しい議論に時の経つの
を忘れたこ とも為っ たっ こうした おかげで計図書がし、よいよでき上がったと きには総
復習程度の説明会で充分当方 の窓を伝え ることがで きた。
レベンタド 河流域の概要
レベ ゾタド河（
土 コスタ ・リカの中央に位置す るイラ久火山（ 3,432m）を水源 とし ，
その南西斜面を 1/10の急勾配でかけ おり て，かつての首都カノレタゴ市の南約

3kmの地

点 でアグアカリ エンテ河に合流 し，そ の後レベンタソン河 と名をかえてカリブ海
：こ注
いでい るご流域面積は

48.8km2
，流路延長約 20kmでアグ アカリエ ンテ河 との合流標高

は 1,355mである 許流域（
ま 幅約

3km，長 さ13kmの不等辺周辺形をな

し，その主軸［
土 北東

こ広が っているつ標高 2,
500m以上の流域面積は全体の 25% に も相当す る。
か ら南西i
流域の地質
（
主第四紀 の
I
RAZU Group

Reventada Forma
ti
on, Sapper Formation 等の安山岩系統の熔岩で

といわれている。 ］頁上付近一帯：ま厚層の火山灰に覆われ，乾期にはこれ

があたコミもコン Y リート の よう に竪く なる。流域の年平均雨量は

l
,500mm程度であ る

が，その 9
0°
i
i：主雨期にあ た る 5月から 1
1月にかけて｜海り ， しかも雨量強度の ぎわめ て
高い降雨特性を持 っているようだ。 レベ ンタ ド河において見逃がしては ならな い大き
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な特徴の 1つにイラス火山 の噴火活動がある。土砂の生産は主として降雨要因によっ
て支配される ものであ るが， Ceni
zo t
ype （
火山灰型） といわれるイラス火山の場合は，
噴火の度に莫大な量にのぼる火山灰を噴出レ流域一帯に降灰す るため，生産土砂量の
推定も極めて困難であり ，− j
=
l
̲降雨があるとその大半は河川に流れ こんで流下する 3
1963年の大洪水も，イラス火山の大噴火の直後であ

り，流域内の降灰堆積物 が一度に

押し流されて ， カノレタゴ市を襲い，市の西部一帯は潰滅的 な被害を蒙っている。 イラ
ス火山噴火の記録ば 1723年以来 12回を数え，20年に l回の割合で噴火して いる。
もう 1つの特徴は流域内にいくつかの地すべり 地を持っ ているという ニと であ る内
その最も大きないone Grande地すべりは 40hoにも及ぶ巨大なも ので．雨期：
こ：
土地す
べり地内にいくつかの 池が形成され，地すべり活動 を益々助長する一方，流水による
渓岸部の浸食によって莫大な土砂の生産補給を行なっている 。
以上のことがらは訪コ前に入手した資料から，あるいはわれわれが出発する半年程
前に予備調査に行かれた木村， 近森の両氏か らフ リーフされたレベンタド河の概要で
ある。以下項を改め，実際にわれわれの目で確かめたレベンタド河流域の踏査結果を
詳述したい。
レベンタド河を踏査して
われわれは何 よりも 現地の状況をこの 目で確かめ，実体 を正確に把握するニとが先
決であると考え，公共事業局での仕事の段取りを済ませた翌日から現場踏査 を始める
ことにした。連 日の 山歩きに はいささ か疲れを覚え る日もあったが，気が張円つめて
いたせいか，さほど苦しいとも思わなかった。いまだ雨季が完全に明：
ナ切らない 12月
の初旬だ った ので，踏査中ににわか雨に逢ってぬれねずみになることも しばしばあっ
たし，時には道に迷って方向音痴になったこともあったが，どれもこれも今考えれば
楽しい思い出である。

I／とも，最上流地点， つまり分水嶺付近の水
現地調査の方法（主レヘンタド 河の各支J
源地帯から渓流に沿って下ることにした。現地を歩く大きな目的（
れ 、うまで もな く，
上流水源に おける荒廃状況を認識し，それに対処する的確な対策を樹て るための基礎
資料とすることにある。踏査に約 10日間質したが，もちろんこれだけ て現地の状況を
熟知することは出来ないので，さらに 日を改めて詳しい調査をすることにした。 し
；
わ
しこの 10日間の踏査会了するころには，レベンタド河の性格をお：まろ：干ながらも頭の
中に描くことができ るようになったし，またこれから具体的に数字化し，図面化しな
ければならない全体計画の梼想も一応方向 づけられたよ うな気がしたす以下踏査のと
きに気付いたことがらもおりまぜ，レベンタド河 とその流域の状況を説明したい。第
3図から分かるようにレベンタド河はその本川流域，右支川 タラス河流域に大きく分

けられるが， タラス河は今回の調査計画の対象範囲からはずされて L、たため，ここに
いうレベンタド河とはその本川を指す ことにする 。 レヘンタド河（土上流水源地帯でほ

第 3図

レベンタ ド河流域概要図
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ぼ等 L
i
.、
流域面積を持つ 3つの支流に分かれ る。その水源がイラス火山に最も 近いも
のをレヘンタド河本川といっているが，ここまでくると実際には文川と本川の区別を
つけることほきわめて困難で，むし ろ支流あるいは支川 とい った表現の方がぴったり
するようだ
(l)

A

レベンタド河

上流域のレベンタド河は先述のとおり，「河」というよりもむ しろ「川」と L、う字を
使 った方が適当であろう。その平均勾配は 5分の 1で，ヴォリオ川，ムニシビオ）｜｜
が
合流する 311［合流点から上流では 2分の 1という急勾配に変わる。 3川合流点か ら上
流一帯には石礁がごろごろしており， ことにレベンタ ド本川 とムニシピオ川は土砂礁
の流送が極めて大きく，流水による縦横浸食によって一雨ごとに川幅は広がり，その
断面形状（
土V字型をなしている つ谷頭部の発達は非常に活発で，典型的な野渓の形成
過程をたどっているものと思われた。一方ヴォリオ川はその勾配 も他に比 して比較的
ゆるく ，土砂の流送 もそれ程大きくない。 しかし ， この まま放置すればいつかはきっ
とムニシピす川や本川のよ うに荒廃する であろうこと は十分に予想される。 3川合流
点から約 500m下流の右岸側には

l
5ha程の地すべり

があり ，本流域における 土砂生産

源の 1つになっている。その移動速度は定かでないが， その根（土流水に上って常に洗
われているため，地すぺり活動が益々助長されていること は確かである。
(2)

レテス J
I
[

レテス川：土レベンタド河流域の中央部 を占める 1支流で，その平均勾配は 5分の l
程度であるーレベンタド本 J
I［と同様土砂の生産活動は活発であり，常時多量の土砂を
流下して いる《レテス川が本川に合流する 付近一帯の右岸側には大崩壊地があり，土
砂生産源の lつとなっている。その規模は河床面から崩壊地の頭部まで直高にして
30m，面積 J
こして 15ha以上に も及ぶもの で，現地の技術者はこれをレテス地すべり

と呼んでいたが，崩壊地と呼んだ方が妥当であるとしてわれわれば「レテスの大崩壊」
と呼ぶことにした。

「3〕

パハス川

し
、 ス川：
；
： 3支流のうちで は性格的には一番おとなしい川で，現在土砂の流送ば比
較的少な＼、ょうである c しかしかつてはかなり の量の土砂が流送されたと思われる痕
跡が随所に見られるところから，ある程度の対策工事を実施する必要はあろうが，他
の 2支流にくらぺればその緊急度（訂正かろう。
(4)

レベンタ ド河中流部

パパス川主本川と合流する地点がら約 6km 下流にあるベイリ一橋までの区聞を中
、，
、 その大半：
土土砂の流送地帯にあたる。中流部 6km 区間において流入す
流部 ι！
る支川；士わずか 1；
本 の立で，中流部i
流域に降った雨は直接本川に流入しているご この
区間の大配分 工l
淡谷をなしており，滝が随所に見られる。ベイリ一橋の上流約 lkmの
l

聞は！｜卜揺る古予り．相当のぷケットを持つ土砂の堆積地帯をなしている。上流の土砂

償問

コスタ ・リカ国への砂防技術媛助
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生産地域に今後砂防工事が実施され，有害土砂の流下量が減少すれば，その結果この
堆積地帯の土砂が 2次生産されて再び移動することは明らかであり，この堆積地域が
カノ
レ
タ ゴ市に極めて近接しているだけに，この堆積土砂の移動防止には万全を期す必
要がある。パパス川が本川に合流する地点から下流右岸側一帯に広がるジ ャ／ ・グラ
ンデの大地すべりは レベンタド河流域内に散在するいくつかの地すべり の中で最大の
もの で
． 流水により常にその根は洗われているため，土砂の生産源であると同時に地
すべり 活動 もきわめて活発である。
(5〕 レベンタド河下流部

ベイリ一橋か ら下流アグアカリエソテ河と合流する までの区間で， 大洪水の起 こっ
た 1963年 までは川幅 30m程度の流送地帯であ った。 63年洪水はベ イリ一橋の下流で
氾濫 し，30mの川隔は一挙に 200mから最大 500mにも拡大し，沿I
Jl
の民家，工場，コ
ー ヒー園，競馬場はあとかたもなく押し流されてしまった勺現在ア メリカ （
AI
D〕の援
助資金 と自国予算をもっ てその復旧工事を実施してい るが これは砂防的見地か ら見
た抜本的な対策工事ではないと思われた。氾灘区域の堆積土砂石を掘削して整地 し，
そこに流路を開削すると 同時にその掘削土砂を利用して氾濫区域を とり 阻むような形
で堤防を築くといった河川の災害復旧工事とい った感じを強く受ける。この異常堆積
土砂を除去する作業は何にも まし て早急に且，優先的に実施されるべきことは当然で
あるが，こ れが流出土砂防止に関する根幹的対策でないことに鑑み，上流水源地帯に
おける 土砂汗止計画を速やかに樹立することの必要性を痛感した
。
(6〕 気づいたことさまざま

レベン タド河流域をひと通り踏査してみて現地で気付いたことや，日本での砂防対
象流域ある いはその実施状況と比較して印象に残ったことがらを記してみたいう
わが国のよう に人口密度が高く，しかも山の奥まで土地が集約的に利用されて いる
場合に は
， これらの国土を防護する公共土木事業がかなりの遊地に まで浸透する必然
性を有して お り，こ れは単に物理的な投資効果による判定のみで判断しえない要素を
も多分に含ん でいる。あ る時には民生の安定という大 きな政治的視野に立って考慮さ
れる べき問題も あ ることは当然であろう 。一方砂防の技術指導という観点からの みす
れば彼国の これに類する技術的判断を超えるさ まざまな規制条件を考慮 してわれわれ
の意見を述べる必要はなく ，むしろ技術的ファクターを中核として検討し，それに よ
って作成 された全体計画書の中から，上記の諸条件 を加味しながら最終的な実施の方
法を彼ら が決定することも一法であろう 。 しかしこの場合に当然明らかにしておかね
ばならないこ とは，その計画内容の骨子であり，その組立の基礎である。例えば財政
面での制約が実施面での大きな問題の 1つであることはいうまでもないが，技術面で
のキーポイ ント を減殺するような実施方式を採択されたので は 何のための技術指導
か
， まったくその的をえないものにな ってしまう 。計画の組み立て方からその説明の
仕方 といった一連の指導方法にもきわめて複雑な問題があり，これをし、かに取り進め
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ていくかをまず初めに検討する必要があった 3 しかしわれわれと しては技術的要素以
外の判断を要求されても門外漢であること，たとえ依頼されたと して もそういった事
項を調査することは時間的に困難であることを考えて，全体計画書！技術的判断によ
（
って作成しうる もの をその構成の基本とすること に した。
下流部カノレタゴ市付近の異常堆積土砂に対する処理は，先述のとおりまずこれを除
去することが急務であるとして，これには何らコメン卜する必要は なかっ た。 しが し
ベイリ一橋から上流の河床堆積土砂に対してはしかるべき対策を立てる必要がある。
， 洪水時にお
つまりこの地域からの 2次生産を押えるために要所要所に横工を施工 し
ける土砂流出を防止 しな ければならなし、。またベイリ一橋の上下流部で 当時二ノ
ョート
カット工事を行なっ ていたが，これは 曲流部において カノレタゴの市街地の方向に 向か
っていた流路を矯正し，常時水街部となっている危険区域を解消するのがそ の目的だ
と聞いた。その計画区間には横工も護岸工も何ら計画されてい な
＼＝
＇ このような流路
を素掘りのまま で放置すればその維持はきわめて困難であると して ， まず流路拡幅に
ついて早急に検討すること ，横工および護岸工事を是非とも実施す るよ うコメソトす
ることにした。
ベイリ一橋から上流域では粗放的な土地利用形態をとってお り，山腹勾配は比較的
ゆるやかな地域，こと に丘陵地帯はそのほとんどが放牧地として利用されて いる。ベ
イリ 一橋に近い山麓一帯にはジャガイ モ，タマネギ，砂糖，大根等 を栽培する農園が
続いて いる。 流域内のこれらの土地は 山頂付近の一部を除 いて民有地 との こと であ っ
た。 63年の噴火の際に火山灰の堆積の多かった 山頂付近の山腹斜面を，面積としては
わずかであるが，国で買い上げそこに芝を植えて緑化し雨水に よる表面流出を防止
すること に した。芝の名称は現地では 「キクジョ 」 と呼ばれているが， その特徴は茎
が非常に太く， 5mm 以上のものもある。

したがって張り芝と して用 いるの では な く

30cm 程度の長さに切った茎を 1本ずつ，約 30cm 間隔に植えつけ る方法をとってい

る。 この芝は繁殖力が旺盛なことと，挿木的な植え方が可能なところから，山腹斜面
だけでな く
， 火山灰堆積層の切り取り法面等にも使用して，成功して いる個所が随所
に見られた。
山腹 f
!
iを流下する雨水による表面浸食およびガリーの発生を防止す るため，鉢巻状
に緩勾配の溝 （
幅 lm，深さ 1m程度）を掘り ， 谷川 に排水する方法，

つ まり等高線

溝法が用いられている。斜面上に発生したガリーの拡大，発達を防 ぐためには，廃材
を利用 して簡単な木ダム工法がとられており，野渓には高さ lm〜2m程度の蛇箆堰堤
を設けているとこ ろもあるが， それはそれなりに相応の効果を発揮 してい るよ うに思
われた。
山腹の植栽工事もかなり積極的に実施されており，主と してユー カリ （3品種〕や
杉の品種に似た針葉樹の稚苗を用いている。ヤンヤフ＼ノ は水が常時補給される沢筋（
こ
かなり自生していたが，植栽樹種としては利用されて いない。

櫛出
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上流域計画の基本的な考え方
レベ ／タド河上流域には幾つかの荒廃地域があり， それが下流に与え る影響の きわ
めて大きいことはすでに別項で説明したとおりである。全体計画を樹てるに当って，
まず荒廃地の規模および下流に対する影響度等を 勘案 して各ソ ーン のウエイト 付けを
r

行な ってみたとこ ろ，次の 3つのゾーンが上流域に おけ る計画のポイントになる ので
はなし、かと判断した。
1
) ジャノグ ランデ地すべり地域
2) レテス の大崩壊地域
3) レヘン タド本川の 3川合流点よ り上流地域

ジャノグラン デ地すべりは上流域の土砂生産源と してその規模は最も 大き く， しか
も他の荒廃地域；こくらべて下流に位置している 。地すべり 地の前面に沿 って流れるレ
ベソタド河は地すべりの 脚部を常時え ぐりながら，また曲流部におい ては絶壁状に対
岸をけずって流下している 。地すべ り地の断面形状は その隆起部の頭頂点、 ら河床 まで
は直属にし て 50mもあり ， しかも急勾配の崩壊斜面とな っている。地すべり 中腹には
平担な部分が所々に見られ，雨季にはここに雨水がたまり，かなり大きな池を形成す
る。 この地すべりは 山腹斜面の表面すべ りではなく，すべり菌が非常に深 く山塊その
ものがすべって L、るといった感 じを強 く受けた。 地すべり運動そのものを停止もし く
は緩和させること が土砂生産防止に直結する根本方策ではあろうが，今やこの地すべ
りが極めて活発な土砂の供給源と なっ てい る事実に着目して，まず何よりも洪水時に
その土砂を直接下流に流さない方策を立てることが先決である。そこで地すべり地の
下流に砂防〆ムを設けることにより ，上記の目的を一応達することができると判断
，
し 高さ 30mの重力式砂防〆 ム 〔ジャノグラン デ ・ダム〉を計画した。本ダムの建設
効果は次の諸点に婆約さ れる であ ろ う。
1
) タム上流部の河床勾配の緩和により，掃流力が減少するため河床洗掘の防止に

役立つ。
2) ダム上流部の河床の上昇に よって，曲流路を直流路に矯正する区聞が現われる

結果，従来水衛部とな っていた地すべり 地の根を保護することができる。
3) 地すべり の隆起部が崩落することがあ っても，その崩溶土砂を直接下流へ流さ

ない「
4) 上流から流出する有害土砂をこのダム地点でチェ ックし，コ ン トローノレす るこ

とカ：できる。
上流域における 他 の生産源から供給 される有害土砂も最終的にはこの地点でチ ェッ
クが可能であると い う観点からすれば，本ダムは機能的にきわめて重要な意義を持つ
もの であり，最優先順位で施工する必要がある。
レテスの大崩壊から供給される土砂に対しても，

しかるべき 対策を立てる必要があ
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る。つまり崩壊の新規発生または拡大によって生産される土砂を直接下流二流さない
ためにも崩綾地の下流に是非チェッ F 〆ムを設けなければならな L九そこでレテス河
とレベンタド河の合流点下流約

lOOmの地点に高 さ 34mのレテスダムを計画した？本

ダムサイトの両岸には随所に岩が露出しており ， 河床にはかなり強竪 ；
三岩が見られ
る
？
レベンタド本川のム ニゾピオおよびグォ リオ川 との 3川合流地点 より上流の荒廃渓
流（こは階段寝堤工法をとるのが常套手段であると考えるが，当地域；之レ ベ ンY ド河の
最上流に位置しているため，生産土砂が直接下流に与え る影響はジマノグランテ およ
びレテス地域：こくらべて，比較的小さいものと忠われるご将来は階設工法が採択され
ることを前提にして，一応その基礎となる〆ム 2基を本川に計画しつ ー上流域に計画
した各〆ムの位置は第 3図に示してある。
降雨特性と洪水
季節的には雨季と 乾季に分 ：すられる二とは別項で説明した ζ お •）

：：ゐるが，太平洋

ま局部的な孟
側と大西洋側では雨の降り方も多少異なってい るよう である e 大活洋側 l

t
iこよって起こる雷雨型であって， ；
笥受が増すにつれて
雨細胞もしくは湿潤空気の対 m
降雨量は少午くなっ てL、
る 。一方太平洋側は笛雨型 というよりもむしろ積層雲に起色l
する降雨であって，高度と降雨量の聞には明鍛な関係を見出すニ ζ 二できなし、。レベ
ンタド河流域は太平洋
， 大西洋双方の影響会受けているといわれ．み雨の勢力圏につ
いて降雨分布とレ

ダ一分析．こより調査した結果，レ テスおよシハパス；可流域は太平

洋側の影響をかなり 受けて 1、ることが J
＞かった。しかし一般的二：立大西洋側の影響が
支配的であるう降雨と標高の関係（ま太平洋および大西洋型の中間型を示している。降
雨の継続時聞は一般に小さいが，雨量強度はかなり大きく， しかも 10分とか 20分とい
った短時間；こ集中的に降る傾向を持つているの
レベンタド河はお よそ30年に lJ
支の割合で堤防を溢流す る程度の洪水を発生して米
たといわれており ，記録的 l
こは 1724年， 1861年， 1891年
， 1928年
， 1951年の 5洪水が
63年洪水以前に発生

した大洪水と いわれているが，水文関係の資料｛土十分二：ものがな

,
¥、
3 新聞平他の情報によると，初期の洪水は水のみで土砂の流出土佐績はなかったかの
ごと〈報じられているが， レベンタド河が形成した扇状地の様相かう Lて古い洪水も
かなりの土砂を運んで来たことは明らかであり，つまりこれらの洪水は人々が定着す
る以前 l
こ生起したものであゐ九 1963年 3月イラス火山が噴火を始ゐて以来レベン F
ド河の洪水は頻繁になり ， 66年 12月下旬 までに 60回にも及ぶ大洪水コ・記録さ ,jl.てい
る内 64年（こはその生起回数が長も多 く， 5ヵ月間に 27回 もの洪水が発生している。つ

l
lとパパス河合流点 ・
c観察さ
まり 5日に一度の割で洪水に見鉾われたことになる。 本J
れる洪水と降雨との関係を比較して人ると ，山地の状況が降雨の流出（ニ L、か；こ大きな
支配要素を持って L、るかが分かるつつまり

Sanataria Duranにおいて日降雨量 20mm以
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上の降雨回数と洪水の発生回数を年ごとに比較してみると，
年

降雨日数

1
961
年

16日

1962

20

洪水発生回数

。回

。

1
963

1
9

1
0

1964

24

27

1965

22

15

1966

23

8

となり， 63年の噴火以前は洪水は まったく発生 していないが，噴火の起こっ た63年お
よびその翌年は洪水の発生もきわめて多いが，山腹植栽工事による水源山地の改良が
行なわれるにつれて次第に発生回数が少なくなっている。洪水時における流出土砂の
量的記録はないが，これも年ごとに減少しつつあるものと思われる 。今後砂防ダムが
建設されれば一層その効果も倍加されることは明らかである。
むすび
技術指導の内容および現地の状況を出来る限り幅広く紹介させていただきたいとの
考え方から話が多岐にわたり，ことに計画，設計に関する詳細な説明は紙数の都合に
より割愛させていただいたため，多少散文的すぎる個所や，説明不十分なところもみ
られるが，およそその輪郭なりとも理解していただければ幸いである 。
今秋には砂防を必要とする国々に呼びかけて世界砂防会議を日本で開催しようとの
気運も高まりつつある 。中米のコスタ・リカに導入された砂防技術は当然近隣の諸国
にも近い将来紹介 されるであろうしわが国の技術援助を要望してくる国も少な くな
かろう。国土保全に寄与するところ少なからぬ日本の砂防技術が世界の国々に紹介さ
れ，民生の安定と社会経済の発展に十二分に活用される日も遠くはあるまい。
）
（外務省，経済協力第 2謀
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