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回

水害との戦いから
水との共生の道へ
オランダ
IUCN日本リエゾンオフィスコーディネーター

オランダの目指す 新たな挑戦

古田尚也
国土の約４分の１が
海抜０m以下にあるオランダ。
その歴史は、水との戦いであった。
そんなオランダも、近年は水を力で
克服するというアプローチから、
水とともに生きる道を模索している。
オランダの新たな挑戦は、
われわれに何を教えてくれるのか。
撮影 ●古田尚也

家を失うという︑同国史上最悪の

から︑現在でも国土の約４分の１

土を干拓によって広げてきたこと

に国境を接している︒歴史的に国

地帯に位置し︑ドイツとベルギー

オランダはライン川下流の低湿

勧告を受け︑政府が開始したのが

で締め切ることを勧告する︒この

ルタ地帯の島と島のあいだを堤防

トワープ両港への通路を残してデ

タ委員会は︑ロッテルダム︑アン

この水害直後に設けられたデル

被害がもたらされた︒

は海面より低い︒オランダの歴史
デルタ計画と呼ばれる巨大治水プ

国土を守る
水との戦いの歴史

は︑水との戦いの歴史だともいえ

同計画は︑ライン川河口のデル

ロジェクトだった︒

北ホランド州とフリースランド
タ地帯を高潮の被害から守るため

るだろう︒

州を結ぶ︑全長 ㎞におよぶ﹁締

淡水のアイセル湖となり︑干拓に

の大堤防によって︑ゾイデル海は

１９３３年にかけて建設されたこ

事 業 の 一 つ だ︒１ ９ ２ ７ 年 か ら

の水との戦いの歴史を示す代表的

切大堤防﹂も︑こうしたオランダ

のは実に約 年後の１９９７年で

業が開始され︑全事業が完成した

制定されたデルタ法を皮切りに事

大プロジェクトだ︒１９５８年に

ど多様な治水構造物を整備する一

に︑ダム︑堤防︑可動堰︑水門な
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よって２つの州が誕生した︒堤防

あった︒この計画の完成によって︑

し︑堤防は次々に破壊された︒こ
の水害によって︑オランダ国内で
１８００名以上が死亡し︑ ％の
20

9

のリスクは大幅に軽減された︒

オランダ南西部の高潮による被害

40

の上には現在︑高速道路が走って
いる︒

って︑高さ５ 以上の高潮が発生

タ地域を襲った満潮と低気圧によ

日の夜からオランダ南西部のデル

なった大きな出来事であった︒前

戦いを一層加速させるきっかけと

高潮による水害は︑同国の水との

１９５３年 月 日に発生した
1

農地が被害を受け︑ 万人以上が

デルタ計画の模型。同計画は、1953 年
の大水害がきっかけになって作られた。

2

m
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北ホランド州とフリースランド州を結ぶ、
全長32kmの「締切大堤防」
。

都市は大きなリスクにさらされる

て︑水害の発生を力で抑えていく

近代的な計画論や土木技術によっ

大堤防やデルタ計画は︑いわば

アプローチは環境意識の高い市民

的には可能だ︒しかし︑こうした

心のアプローチをとることも技術

クに対し︑今までのような工学中

ようになっている︒こうしたリス

というアプローチだ︒一方で︑近
に受け入れられないという課題に

自然と共生する公共事業
という思想

年では環境に対する意識の高まり
も直面していた︒

ム港の改修事業で環境問題の観点

実際︑オランダではロッテルダ

などを踏まえ︑より自然との共生
を意識した公共事業のあり方がオ
ランダでも模索されている︒
から批判が起こり︑工事が 年も

のプログラムのコーディネートを

エコシェイプという名の組織がこ

築事業を模索する取り組みであり︑

の名の通り自然と共生した土木建

ばれるプログラムだ︒これは︑そ

ィング・ウィズ・ネイチャーと呼

て注目を集めているのが︑ビルデ

府が数百万ユーロずつ投資をし︑

同プログラムには︑民間企業と政

の取り組みが始まったのだという︒

ルディング・ウィズ・ネイチャー

方が必要であることを認識し︑ビ

このため︑民間企業も新しいやり

は大きな損失を被ることになった︒

遅れ︑工事を請け負った民間企業

こうしたアプローチの一つとし

行っている︒

﹁旧来のアプローチは︑ビルディ

した︒

２００８年にその活動がスタート

れたエコシェイプは︑水利工学や

２００８年に財団として設立さ

建設業︑コンサルタントや大学︑
ング・イン・ネイチャー︑すなわ

れた自然をどこか別の場所で補償

政府機関︑研究機関︑国際自然保

するという考え方が生まれた︒そ

ち︑自然の中に人工構造物を作る

世界的に都市化が進み︑特に沿

して︑今われわれが進めているの

護団体などが集まって作られたコ

岸地域やデルタ地域などに巨大都

が︑ビルディング・ウィズ・ネイ

というものでした︒その後︑ビル

市が次々と形成されている︒その

チャー︑すなわち自然の働きをう

ンソーシアムである︒水や海岸の

一方︑気候変動やそれに伴う海面

ディング・オブ・ネイチャー︑す

上昇により︑沿岸部に形成された

この海岸線を守るために大規模な

事業にかかわる民間企業が中心と

まく活かしながら︑自然の力で成

養浜事業が定期的に行われてきた︒

なわち︑工事などによって損なわ

長していくような事業を模索する

一方で︑４〜５年に 度︑海岸に

なっているのが特徴だ︒

試みです︒しかし︑２００８年の
時点ではどうやったらそれが実現

系に大きな影響が及ぶことが懸念

ことによって︑海岸や海底の生態

大量の砂を入れる事業を繰り返す

ンド モーターでは︑通常の養浜

２０１１年に工事が完成したサ

されていた︒

そう語るのは︑エコシェイプの
ディレクターを務めるヘンク・ニ
ーボエールさんだ︒
こうした中︑ビルディング・ウ

事業の 年分にあたる︑２千万㎥

実施しながら︑科学的な知見を集

複数のパイロットプロジェクトを

れることになった︒

るというかつてない工法が試みら

にも及ぶ大量の砂を一度に投入す

まざまな分野に関する科学的研究

には︑複数の科学者が関わり︑さ

する︒各パイロットプロジェクト

の砂が︑ 年間の期間をかけて︑

まとめて１カ所に供給された︒こ

㎞の幅の中にフックのような形に

等に供給されるのではなく︑約

この大量の砂は︑長い砂浜に均

が同時に進められている︒

に広がって砂を供給し続けるとい

していくというアプローチを採用

砂浜を自然が形作る
サンド・モーター
このような背景の中︑同プログ

海岸の面積や工事の頻度も減らす

事によって直接ダメージを受ける

加えて︑ 年分の大量の砂によ

ラムで進められてきた代表的なパ

オランダでも︑地盤沈下と地球

って砂浜にレクリエーションのた

ことが可能になる︒したがって︑

温暖化による海面上昇のリスクは

めの空間が生み出され︑これが地

生態系への悪影響も小さくできる

脅威となっている︒そうした中︑

元の経済や社会へ好影響与えるこ

イロットプロジェクトの一つが︑

国土を守る最前線となっているの

とも期待されている︒実際︑通常

サンド・モーター︵サンド・エン

が海岸の砂浜と堤防だ︒１９９０

は費用を負担しない州政府が︑本

ことが期待されているのだ︒

年以降︑オランダの北部海岸では

ジンとも呼ばれる︶である︒

う仕組みだ︒これにより︑養浜工

風や潮流の働きで徐々に海岸沿い

2

2
2 サンド・モーターのプロジェク
トサイトはハーグの近くにある。
3 エコシェイプのディレクター、
3
ヘンク・ニーボエールさん。
5

10

できるかわかりませんでした﹂

1

め︑また︑デザインの原則を確立

ィズ・ネイチャーでは︑国内外で

･

20

20

20

1 サンド・モーターでは、20 年
分にあたる大量の砂を１度に1カ
所に投入した。プロジェクトによ
る影響を評価するために各種の科
学的モニタリングが行われている。
（写真提供：Zandmotor）

4 オランダでは、ほかにもさまざ
まな海岸保全に関する新しい取り
組みが行われている。これは、カ
トウィジーク市に新たに整備され
た砂浜に設けられたカフェ。
5 住民参加による計画で、堤防は
砂丘と一体的に整備された。
6 砂丘の造成にあわせ、景観と一
体化した地下駐車場が住民の要望
6
で設けられた。
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事業ではこうした地域経済への波
及効果を見込んで事業費の ％を

河川にもっと空間を！
ルーム フ
･ォー・ザ・リバー

ビルディング・ウィズ・ネイチ
が近年行われてきた︒その代表が︑

河川分野でも自然と共生する試み

オランダでは︑海岸だけでなく︑

ャープログラムでは︑このほかに
ルーム・フォー・ザ・リバーと呼

負担することになったのだという︒

も︑海岸侵食に苦しむインドネシ

１９９３年と１９９５年に発生

ばれる国家的事業である︒

な自然保護団体であるウェットラ
した河川の高水位で︑オランダで

アのジャワ島北部海岸で︑国際的

ンド・インターナショナルが中心
はあと数㎝ で大規模氾濫の寸前に
まで達し︑ 万人が避難を余儀な
くされるという事態が発生した︒
その背景には︑地球温暖化による
河川流量の増加があった︒この傾
向は今後とも進んでいくことが予
想されている︒これをきっかけに︑
オランダでは河川改修の必要性が
国家的課題となり︑１９９６年に
ルーム・フォー・ザ・リバーと呼ば
れる事業が開始された︒
それ以前は︑オランダでも河川
の幅はなるべく狭くし︑堤防の高

同プログラムを通じて得られた知

トプロジェクトが展開されている︒

外でさまざまなタイプのパイロッ

ジェクトが開始されるなど︑国内

となってマングローブ再生のプロ

のアプローチであった︒

く︑川幅を拡幅するという正反対

されたのは︑堤防の嵩上げではな

ーム・フォー・ザ・リバーで採用

改修が行われてきた︒しかし︑ル

地面積を増やすという方針で河川

さを上げて︑人間活動のための土

見やノウハウは︑将来的なオラン

は︑ルーム・フォー・ザ・リバー

地元地区では︑川幅を広げるため︑

始された当初︑この計画を知った

２００１年にプロジェクトが開

計画された︒

を造り︑流量を増加させることが

向上が事業目的として同時に掲げ

の向上だけではなく︑空間の質の

ログラムの特徴は︑河川の安全性

﹁ルーム・フォー・ザ・リバープ

な計画を目指すこととなった︒

ションの観点を入れたより統合的

引き受け︑自然再生やレクリエー

イメーヘン市が計画作りの責任を

なかった ︒そこで︑
２００７年にナ

地元のニーズを反映したものでは

計画案は︑工学的技術に偏重し︑

れているのだ︒

るようになりました︒おかげで工

今ではこの事業を大いに誇りにす

抗議活動を行っていた人たちも︑

の賛同を得ることができ︑当初︑

﹁新しい計画は︑ほとんどの市民

にも工夫が施された︒

るためのデザインや橋のデザイン

また︑水辺へのアクセスを確保す

の創出などが同時に目指された︒

自然再生やレクリエーション空間

河川の安全性の向上だけではなく︑

策定されたこの新しい計画では︑

ったが︑住民の意見を取り入れて

も災害リスクを下げる効果を考慮

これは︑環境面への配慮ととも

のプロジェクト対象地区の一つだ︒

自分たちが住んでいる場所が立ち

られていることにあります︒そこ

事も順調に進みました﹂とマティ

ダの建設土木業の国際的な産業競

クトが２０１５年までの期間に実
ナイメーヘンの旧市街地は︑ライ

退きなど対象地になるのではない

が︑地域の人たちや地元自治体の

ウスさん︒今年 月には事業の完

に︑万が一堤防が決壊した場合に

施された︒具体的には︑川幅を広
ン川の支流であるワール川の南側

かという懸念から︑反対運動や抗

理解を得るためのアンカーポイン

成を祝うイベントも開催された︒

争力の確保に役立つことも期待さ

げたり︑川底を深くしたり︑水路
に広がっている︒ワール川はこの

議活動などが巻き起こった︒さら

トになるのです︒また︑ルーム・

る一方︑具体的な計画作りは地方

ップダウンで決定し︑予算付けす

や治水に関する要求性能は国がト

たのは︑プロジェクトの実施箇所

られようとしている︒

してさまざまなチャレンジが進め

共生という新たなステージを目指

てきたオランダでは︑今︑水との

水との長い戦いの歴史を経験し

で進めることができた点です﹂
そう語るのは︑ナイメーヘン市
の造園技術職員としてこの計画に
長年携わってきたマティウス・シ
ューテンさんだ︒
ナイメーヘン市が２００７年に
計画作りを担当して以降︑住民と
多様なワークショップが開催され︑
住民のさまざまな意見がくみ上げ
られた︒計画が完成したのはよう
やく２０１０年になってからであ

Naoya Furuta

自治体が主体となりボトムアップ
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大正大学地域構想研究所教授。
東京大学大学院農学生命科学研究科
博士課程単位取得退学。
三菱総合研究所を経て、2009年より
IUCN（国際自然保護連合）の日本オフィスにおいて
生物多様性に関する国内外の
政策展開に従事する。

総予算 ・ 兆ユーロの予算で︑

3

オランダ全土 カ所でのプロジェ

1 ナイメーヘン市の旧市街地。
2 風車が建ち並ぶ世界遺産地区キ
ンデルダイク。
3 オランダ北部の海岸で夕暮れを
楽しむ人々。

16

ーム・フォー・ザ・リバーでは︑

を新たに設けたり︑氾濫原の掘り
付近で大きく蛇行し︑川幅が狭く

フォー・ザ・リバーが画期的だっ

2

人口約 万人のナイメーヘン市

下げや温地再生などの河川改修事

に２００４年に国が住民に示した

したことが理由であるという︒ル

20

なっていたことから︑新たな水路

地元住民のニーズを踏まえた
ボトムアップの計画作り

20

ナイメーヘン市職員のマティウス・シュー
テンさん。

業がオランダ全土で行われた︒

1

4
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ナイメーヘンのルーム・フォー・
ザ・リバーのプロジェクトで新た
に設けられた水路の越流堤。

