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　気候変動に伴う降雨パターンの変動が激しくなり、都市の洪水と渇水が深刻化する
と言われているなかで、今、都市における雨水の排水、貯留、浸透及び利用に至るま
での総合的な雨水管理のあり方が問われています。
　こうしたなか、2009年9月7日から11日にかけ、東京大学において、都市排水モデ
リングに関する国際会議（UDM）と雨水収集管理に関する国際会議（RWHM）によ
る合同国際会議が開催されました。雨水の排水と集水の合同国際会議は世界でも例が
ありませんが、それだけ世界中で雨の問題が深刻になっていることの証しとも言える
でしょう。
　今回の国際会議の特別一般公開プログラム（9月8日）は、同時通訳付きプログラム
が設けられ、一般市民にも公開され約350名が参加しました。また、この会議開催に
ちなみ、会議終了後の9月12日には引き続きポスト･イベント「雨水都市国際セッショ
ン2009」（主催：雨水市民の会）も、同時通訳付きとして会議の学術的成果を一般市
民に公開、共有化をめざしました。参加者は約400名にもおよび、内外からの研究者、
学生、市民らによる活発な討議がなされました。
　この両日は、世界の排水、貯留、浸透及び利用に関する世界と国内の最新の成果や
取り組みについて、数多くの報告がされました。本号「あまみず」では、そのレポー
トを中心に特集を組み、東京で開かれた国際的雨水イベントの全体像を振り返ります。

気候変動に伴う水危機に
都市はどう立ち向かうのか?

－最先端の革新的雨水管理－

弥生講堂ロビーではポスターセッションも行われた。
墨田区の雨水利用の説明をする職員の高島修さん。

（9月8日）

東京大学本郷キャンパス内の弥生講堂で開催された
8UDM&2RWHM合同国際会議。一般公開され、市民も
含め約350名が参加した。（9月8日）

すみだ中小企業センターで開催された雨水都市国際
セッション2009には約400名の市民が参加した。

（9月12日）

ポ スト・イベントの講師陣と市民の会徳永理事長。
8UDM国際会議座長・古米弘明教授(東京大学大学院工
学系研究科水環境制御研究センター )と2RWHM国際会
議副座長・村瀬誠事務局長が司会を務めた。（9月12日）

●第8回都市排水モデリングに関する国際会議（8UDM）
　The 8th International Conference on Urban Modelling
　主催：国際水会議（IWA）、国際水理学会（IAHR）、東京大学など

●第2回雨水収集管理に関する国際会議（2RWHM）
　The 2nd International Conference on Rainwater harvesting and Management
　主催：IWA、雨水市民の会、ソウル大学SIRなど
両会議は合同で、9月7日～ 11日の5日間、東京大学で開催された。会期中には30を超えるセッションと講
義が開かれ、雨水・排水などに関する150編超の口頭発表、106編のポスターセッションが繰り広げられた。
※UDM、RWHMの概要についてはP21座談会冒頭参照

●合同会議開催記念ポスト・イベント
　主催：雨水市民の会　後援：雨水ネットワーク会議
9月12日、「気候変動に伴う水危機に都市はどう立ち向かうのか？」をテーマに一般公開セミナーを墨田区
のすみだ中小企業センターにて開催。8UDM＆2WHMに出席したイギリス、カナダ、韓国、日本の学識者
が講演に登壇し、ディスカッションが行われた。さらに合同会議の学生セッションに参加した日韓の学生
の代表が、その内容を発表した。

会議期間の主な日程
9月  7日 合同会議ミーティング/学生セッションなど

8日 オープニングセッション/特別一般公開（基調講演・特別ワークショップ）/ポスターセッション/学生セッションなど

9日 モーニングレクチャー /各セッション/ポスターセッション/学生セッションなど

10日 各セッション/テクニカルツアー /交流会など

11日 モーニングレクチャー /各セッション/ポスターセッション/クロージングセッションなど

12日 合同会議開催記念ポスト・イベント（オープニング映像.ゲストセッション）/学生ワークショップなど

「第8回都市排水モデリング及び第2回雨水収集管理に関する合同国際会議」
特別一般公開プログラム（9月8日  東京大学本郷キャンパス弥生講堂、ほか）

「合同国際会議開催記念  ポスト･イベント」
一般公開セミナー  雨水都市国際セッション2009（9月1�日  すみだ中小企業センター）
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気候変動パターンと水害予測に基づく
減災対策

東京大学地球観測データ統融合連携研究機構長　小池　俊雄

アジアモンスーンの発生メカニズムと水問題
　衛星から得た過去10年間の６月の降水量を見ると、
熱帯収束帯という赤道沿いの帯と、アジアモンスーン
の２つの帯がある。東西2,000km、南北1,000kmに広
がる平均海抜5,000ｍのチベット高原では、地表が暖
められ大きな暖気団が発生する。一方、南半球は冬で
ありインド洋上には寒気団が発生し、その対照により
生まれた風が、アラビア海、ベンガル湾からの大量の
水蒸気を含んで、ヒマラヤ山脈の南東部を迂回し、東
アジア方面に大量の雨をもたらすことになる（図1参
照） 。世界の人口の6割以上がこのアジアモンスーン
地域に住んでいる。とても豊かな水環境が提供される
一方、時に非常に大きな豪雨をもたらす。さらにアル
プス・ヒマラヤ造山帯、変動帯には非常に険しく脆弱
な山があり、降雨量も多いため、洪水や土砂崩れといっ
た被害が頻発している。中国、台湾、ベトナム、スリ
ランカ、マレーシア、バングラディシュ、日本などで
は、洪水・土砂崩れの被害が非常に深刻になっている。
　さらにIPCC第4次評価報告書注1）では、1980年代後
半から年間降水量が増えていて、90％以上の確率で、
今後集中豪雨がもっと頻繁に起きると予測している。
人為的な気候変動の影響で、洪水や土砂崩れなどが顕

著になるという由々しき事態である。

衛星データなどで気象現象を予測する
　レーダー雨量計データ、１日に降った大量の雨の積
算図、静止衛星から撮った赤外画像で雲の量などをみ
ると、2004年７月に新潟で起きた集中豪雨とそれに
伴う浸水、洪水被害、土砂崩れの事実と符合する。静
止衛星画像を扱って雲帯の流れを見ると、はっきりと
ベンガル湾、雲南地方、それから朝鮮半島から日本へ
と辿ることができる。
　衛星による気象観測技術やコンピューターの計算能
力は、近年目覚しく発展している。それらを駆使し
て、全地球的なものからモンスーンアジアなどの地域
スケール、河川流域スケール、さらに都市部の地表面
の流出など局所的なレベルへと領域範囲を狭めて予測
をすることは、豪雨や洪水被害を軽減する上で非常に
有用である。そのダウンスケーリングに際しては積雪
や雲量などの衛星データが不可欠であり、それらを効
果的に使うと、予測、特に短期予測の信頼性を高める
ことができる。

衛星データ同化
　地域スケール（10 ～ 100km）からメソスケール（１
～ 10km）の予測では、中程度から高位の空間解像度
の衛星データが必要となる。例えばマイクロ波（数㎜
から１ｍ位の波長）は水に対しての感応度が非常に高
く、水分、降水量などを全天候型でかなり精度よく測
ることができる。このリモートセンシング注2) 技術と
物理モデル、すなわち陸面モデル、雲物理モデル、雪
物理モデルなどを組み合わせると、よく現実に即して
くる。これが衛星データ同化の仕組みである。
　陸面データ同化では、マイクロ波放射伝達モデルか
ら推定された結果と衛星観測データとの誤差を、地表
面温度や水分濃度など地上での大気観測データを用い
て最適化する。地上の実測値を入力することで、顕熱
や潜熱、地表熱の輸送(流動)などを改善できる。特に
潜熱については、アメリカや英国の気象庁のモデルは
誤差が多いが、東大の我々のシステムはチベット高原
に適用してみると、実際の観測データとかなり合致し
ている。
　さらに雲の形成予測には、非静力学モデルと、雲粒
の大きさや量などを表現できる雲微物理モデルを結合
させるという手法をとる。そして地表面温度を推定し
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図1　アジアモンスーンの発生メカニズム
全球降水気候計画(GPCP)による1988 ～ 96年の6月の平均日降水量を表し、暖色ほど降
水量が多い。アジアモンスーンは赤い線で囲まれた地域で発生する。右下図の小さい矢
印は各地点の風向を、大きい青い矢印は総体としての風の流れを表す。

この合同国際会議及びポストイベント開催にあたり、（財）河川環境管理財団による河川整備基金の支援を受けました。
本号の特集部分は、同財団への報告を兼ねており、制作費の一部を充てさせていただきました。
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観測して、地表温度との比較によりギャップを最低限
にする。そうすることで大気中の水蒸気あるいは水分
含有量などが実際と整合する。このやり方を、地域あ
るいはメソスケールのモデルに導入できれば、全球的
な大気大循環モデルの出力をダウンスケールできるこ
とになる。しかし残念ながらこのシステムは、海の上
ではうまくいくが、陸上ではまだ問題がある。

大気陸面結合データ同化システム
　そこで、この雲物理システムと陸面データ同化シス
テムとを組み合わせることにした。マイクロ波領域
におけるさまざまな周波数、６GHz（ギガヘルツ）か
ら89GHzまでを用いて地表面だけを見ると、6.9GHz
～ 10.7GHzの低い周波数ではこの陸面同化結果と衛星
観測データとがかなり合致する。しかしながら、36.5
～ 89GHzの高い周波数のマイクロ波で大気中の信号
を探知すると、両方のデータに差異がある場合がある。
その差異はとても重要な情報で、陸上では、そういっ
た差異を最大限に使って雲ないしは水蒸気を推定でき
る。これが、大気ー陸面結合データ同化である。その
陸面データにおいて、非常に質の高い地表面に関する
データを、大気中の伝達データの境界条件として使う
ことができる。
　地表面の温度は赤外線で見ることができるが、高い
雲は温度が低い。その情報を初期条件として使い、大
気ー陸面結合データ同化システムの結果を検証すると
よく一致していることがわかる。背の高い厚い雲は豪
雨域に相当しており、今後陸域での豪雨予測の精度の
向上につながる。同化なしではうまく予測できない。

河川流域での活用
　大気－陸面結合データ同化システムからの出力分を
分散型流出モデルに組み入れることができる。
　利根川の上流域は首都圏にとっては非常に重要な水
源となっている一方で、東京一帯に大きな洪水の被害
をもたらしている。その利根川にモデルを適用した結
果、４年間にわたってパラメータを調整しなくても非
常によい結果が出ている。そして、このような最適化
を加えることにより、私たちはこの水資源を効果的に
使える。またダム操作最適化システムを組み込むこと
で、逆に洪水による被害も緩和できる。複数のダムの
ネットワークの操作を最適化することで、ダムの水を
予め放流し下流の洪水のピークを引き下げて治水能力
を高めたり、ダムに流入した洪水を最終的には効果的

に貯留できる。現在、国土交通省河川局と一緒になっ
て、このシステムを何とか実用化しようとしている。

日本の貢献
　地球観測に関する政府間グループにおいて、気候、
災害、水の分野で日本は大きく貢献している。また、
アジアの国々とともに、国際的プロジェクト「アジア
水循環イニシアティブ」をつくった。いま現在、私た
ちは18の河川流域で実証を行い、殆どすべてのデー
タが既に公けになっている。また同時に、私たちは衛
星観測また気候モデルや数値モデルの使える情報を、
アジアを始め各国に提供し豪雨や洪水予測に活用でき
るように協力しようとしている。 

注1　 IPCC第4次評価報告書：国連の下部組織である、気候変動に関する政府
間パネル（IPCC）によって発行された、地球温暖化に関する報告書。地
球温暖化について最も多くの科学的知見を集約し、かつ国際的に広く
認められた報告書である。詳細は、http://www.env.go.jp/earth/ipcc/
4th_rep.html 

注2　 リモートセンシング：地球の状態を知るため、航空機(数百ｍ～数km上
空)や衛星（数百km ～数万km上空）にセンサを搭載して観測を行う方
法。天気予報で使われる静止衛星画像は、地球大気の状態を赤道上空約
35,800kmはなれた衛星センサによってリモートセンシングした一例で
ある。

小池　俊雄　Koike Toshio
東京大学大学院工学系研究科教授。水循環にかかわ
る現地観測、衛星観測、数値モデリングなどを研究。
統合地球水循環強化観測期間プロジェクト（CEOP）
の首席科学者、全球エネルギー・水循環観測計画

（GEWEX)、世界気候研究計画（WCRP）の共同議長
などを務める。

図2　衛星によるデータ同化とダウンスケーリング
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ゲストセッション４
雨水革命：排水都市から雨水都市へ

－韓国における政策と事例－

韓国・ソウル大学教授　ハン・ムヨン

雨水のパラダイム変革
　都市の雨水管理は、排水、垂れ流しする仕組みから、
雨水を活用できる都市へと、雨水のパラダイム変革を
図っていくことが重要と考える。私は韓国の事例を通
じて水管理の課題とは何か、歴史を振り返りながら紹
介する。
　これまでは、都市は安全で、持続可能だと考えられ
ていたが、最近、非常に大きな自然による攻撃を受け
ている。都市化の進展で雨が浸透しない地表が増えて
おり、気候変動による極端な豪雨もあり、既存のシス
テムで大量の水を処理することが困難になっている。

雨水への誤解と雨水の有用性
　韓国では多くの人が、雨水は処理をするのに費用が
かかるから有料と考え、一方で、地下水はタダと思っ
ている。雨水は富める者、富まざる人、老若男女を問
わず、誰でも使うことができる。しかし、地下水は祖
先から預かった資産だから、将来の世代に同じ状況で
つないでいくには、タダではすまない。
　いかに雨水が利用水として優れているか考えてみ
る。水質の点では、塩類の含有量を比べると、海水は
１リットル当たり35ｇを含み、河川水や排水処理水
はそれより少ないが、雨水はわずか0.005gである。ま
た水の移動距離、「水のマイレージ」は、それが長け
れば長いほど、大きく汚濁が進むことになる。すなわ
ち屋根から一番短い距離で得られる雨水は、とてもき
れいなものである。雨水が汚いと思うのは、豪雨のと
きなど雨水が汚れと一緒に川に流れるのを目の当たり
にするからだろう。
　エネルギーの点でも、１㎥の水を運ぶには、雨水な
らば屋根で収集でき、ほんの0.00122kW時（地下のタ
ンクから１階に上げるエネルギー）ですむが、ソウル
市の水道水は0.2405kW時にもなり、その90％が輸送

にかかっている。東京の場合は180㎞離れたところに
水源があるときいているので、東京に引いてくるだけ
でもかなりのエネルギーがかかる。さらに汚染物質の
除去でかなりのエネルギーがかかる。淡水化でもかな
りエネルギーがいる。
　雨水は環境に対する負荷も少なく、水の供給システ
ムの優先順位は雨水が１番である。汚れてしまってか
ら集めエネルギーをかけて処理して使うのではなく、
各地域で分散して集めて使えば、エネルギーの節約に
もなるし、現行の下水道や排水システムの規模も小さ
くてすむ。打ち水に使うと、3 ～ 5度気温が下がり、
冷房のためのエネルギーも減らすことができる。

伝統を踏まえた雨水管理が始まった
　約4300年前に朝鮮最初の都市、「ゴッド市」をつくっ
た王様は、国を統治するのに3つの神々、雨師、雲師、
風伯を置いた。現代の再生エネルギー、雨水、風力、
太陽エネルギーに通じるものである。このゴッド市、
すなわち神のまちは、3つの調和により人と自然、人
と人、それから世代を超えて誰もが幸せになれるまち
であった。今、その哲学や伝統に習うかのごとく、現
代の都市において既に良い適用事例が出てきている。
　スターシティは、
ソウル市内にある近
代的な居住・商業ス
ペースの複合施設と
して再開発された所
である。雨水収集管
理システムの革新的
な水管理モデルとし
て、「Water21」（IWA
誌2008年12月号）の
カバー ･ストーリー
に 選 ば れ 紹 介 さ れ
た。下流域の洪水の危険性がさらに増加することを防
ぐため、私が市と建設会社を仲介し、インセンティブ
として床面積3%の増加を提案した。建設会社はタン
クをつくる費用を捻出でき、つくった雨水タンク3,000
ｔの経費より利益が多く上がった。タンクは1,000ｔ
ずつ3槽に分けられ、各々のタンクに役割がある。最
初のタンクは洪水防止のためである。突然の雨で下流
の下水設備があふれないよう、雨季には空にしておく。
第2のタンクは節水のためで、トイレの洗浄や庭の散
水に使っている。2007年の使用開始から、水道水の
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節減量は40,000ｔであった。第3のタンクは、非常時
に使用するために常に雨水がためられ、消防車100台
分を賄える。（P11参照）

「4 all」、雨水都市へのうねり
　ソウル市は、昨年9月、新しい規制「FOUR ALL」を
施行した。つまり人間だけでなく自然も都市も持続可
能にするため、雨水を、すべての手法を使い、すべて
の場所から、すべての人によって、すべての雨水をた
めて使うということである。面で管理をする分散型シ
ステムで、ローカルな規模での貯留と浸透システムを
つくれば、より扱いやすくなる。また2004年には、個々
のビルに雨水貯留タンクをつくり、そのモニタリング
を地域毎に行い、市に全体のモニタリングをする義務
を科す条例ができた。台風が来るという天気予報が出
ると、タンクを空にするよう各ビルに指示を出し、先
行的な雨水管理ができるようになった。
　ソウルから南30㎞にあるスウォン（水原）市では、名
前の「水原」の通り、「雨水都市」になるべきだと提唱し、
雨水の貯留を毎年5％、10％ずつ増やすというように
目標を立てることになった。ソウル市やスウォン市の
活動に倣う市長や行政も増えている。既に21都市が雨
水をためる方針に変えており、今後も増えるであろう。

祖先の知恵・教訓を活かして
　韓国は、アジアモンスーン地域の一角で、雨は夏の
間に集中し、７割が山で非常に勾配が急であるために
雨水管理が難しい所である。しかし素晴らしい四季が
あり、「刺繍のように美しい場所」といわれる。百済
の王が大きな貯水池をつくり、世界初の雨量計も現存

している。
　スターシティにはWin-Win作戦、｢弘益人間｣ とい
う考えが根底にある。上流で水を流すと、下流では洪
水になり、次の年の春はみんなが干ばつで苦しむので、
適切な雨水管理で皆が幸せになるようにするという意
味である。
　町の名前「明

みょんどん

洞」などに使われる「洞」は、「さん
ずいに同じ」と書くが、つまり水は同じという意味で
ある。先祖が飲んだ同じ水を子孫も飲んでいくのだか
ら汚してはいけないという、環境教育で非常に重要な
考え方である。開発プロジェクトでも、水質と水量は
開発の前後で変わってはならないという考え方のも
と、貯水池と浸透設備をつくっていくべきである。
　先人の知恵・教訓を生かした雨水管理により、気候
変動への対応、省エネや節水などを進め、天と地と人
の間の調和を図る雨水都市を推進していきたいと思
う。 

: 
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by All
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From
All place

"4 alls for all"
: 

: ( ) 

All rainwater

using All
methods

by All
people

From
All place

 

ハン・ムヨン　Han Mooyoung

国際水会議において雨水収集管理に関する国際会議
議長を務める。雨水利用に関する国際会議及びワー
クショップ主催多数。また、韓国雨水集水システム
協会会長として気候変動に立ち向かう「雨水都市」
のコンセプトを韓国のみならず世界に普及している。
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21世紀における気候変動と
世界の水資源

東京大学生産技術研究所教授　沖　大幹

地球温暖化と水危機
　IPCC第4次評価報告書（2007年） では、雨水収集・管理
の重要性、必要性に関する記述を十分に盛り込めれなかっ
たが、今後の気候変動などに伴って逼迫する水需給に対す
る適応策の一つとして位置づけられるだろう。
　世界の水問題は人口増加や経済活動と絡まって、特に開
発途上国で状況の悪化が予想される。水需要は、1995年
から2025年の間に総取水量は20 ～ 30％増加し、国家間の
紛争の引き金ともなりかねないと言われている。それに加
え、気候変動により洪水に対する脆弱性も高まると考えら
れる。
　まず、気候変動により大きく3つの変化がほぼ確実に顕
著になると懸念されている。すなわち、①気温上昇、②海
面上昇、③水循環の変化である。気温上昇は、氷河・氷床
の減少、河川流量の変化( 図1参照) 、河川の水質の変化、
水棲生物への影響などさまざまな問題を引き起こしつつあ
る。海面上昇は、島嶼諸国や沿岸の都市の地下水、表流水
への塩水の浸入を促してしまう。このような地域では、塩
水の上にレンズのように淡水が存在（「淡水レンズ」と言
われる）しているが、海面上昇によって現在の圧力バラン
スがくずれ、地下水の水質への影響も出てくる。水循環の
変化では、極地や湿潤地帯（モンスーン地域、熱帯地域など）
で降雨量が平均10 ～ 40％増、逆に乾燥地帯（北アフリカ、
南部アフリカ、地中海沿岸、アルゼンチン、メキシコ、ア
メリカ西部など）では10 ～ 30％減となり、豪雨・洪水と
渇水が頻発することになる。平均10％の降雨量といえば
たいしたことに思えないかもしれないが、例えばモンスー
ン地帯では降水量の足りている雨季に雨が多くなり、水資
源の確保につながらないばかりか、豪雨や洪水の危険性も
頻発する。
　社会的要因による水需要の変化も大きく、例えば中国、
インドなどでは今後経済活動の高まりにより、特に工業用
水の需要が伸びる。IPCCでは、気候変動への対応策として
6つのシナリオを想定しているが、その中のB1（持続的発
展型シナリオ）ではリサイクル技術がもっと普及するとい
うシナリオ、A2（多元化社会シナリオ）では途上国への
そうした技術の移転が進まないシナリオである。この2つ

のシナリオを比較し
た場合、2000年から
2050年の間にA2の方
が非常に高い水スト
レスの人たちが急速
に増える予測となる。
このように未来志向
の予測をすることで、
私たちが社会の脆弱
性を減らし、気候変
動の悪影響を削減して適応するための対策として何をして
いかなければならないかを考える必要がある。

水危機への適応策
　今後、気候変動への対策としては緩和策と適用の両方を
やっていかなければならない。例えば、緩和策としては
CO2排出量の抑制としてハイブリッドカーなど新たな技術
の開発と普及が必要である。また、適応策は社会の靭性を
高め気候変動による災害を減らすことであり、従来の方法
を選択することも可能である。持続可能な方法である雨水
の貯留浸透などもその一つである。
　異常気象への対応を考えてみよう。北半球では、降雨量
が10％～ 20％増加すると予想されているが、これは80㎜
/時の豪雨となる確率が100年に1回であったものが、例え
ば30年に1回となるということである。すなわち、豪雨が
3倍の頻度で襲ってくるということである(図2参照) 。社会
インフラで災害を防備するためには、現在10年に1度の洪
水に備えているならば将来の安全度は3 ～ 4年に1度、20
年に1度ならば7 ～ 8年に1度となってしまうので、さらに
安全度の向上を目指すなど、社会の災害対応力を高める対
策を講じていかなければならない（私は「気候変動プレミ
アム」と呼んでいる）。
　このような適応策の選択肢のひとつとして、雨水の収集、
浸透、貯留、地下水の利用が挙げられる。
　ただし浸透による地下水汚染や地盤沈下などを引き起こ
さないためのモニタリングは必要であろう。また、水分野
の適応策として、例えば灌漑用の水需要の抑制など、水利
用効率の改善も考えられる。農産物を輸入することは、そ
れを作る過程で使った水も輸入してきたといえる（「バー
チャルウォーター」と言われている）が、それらを含めて
水需給を考えていかなければならない。
　また、われわれは、単に気候変動だけでなく、人口分布
や経済状況の変化など、今後の社会的な変化に対しても的
確に将来展望を持ち、どのようなアクションをすべきかを
意思決定していかなければならない。 

沖　大幹　Oki Taikan 

アメリカ航空宇宙局 (NASA) ゴッダード宇宙航空研究所、
上席政策調査員として内閣府総合科学技術会議事務局
にも勤務。IPCC 第 4 次評価報告書の第 2 作業部会第 3
章「淡水資源とそのマネジメント」主要執筆者。学術
に関する表彰も多数受けている。気候変動がグローバ
ルな水循環に及ぼす影響やバーチャルウォーターを考慮
した世界の水資源アセスメント、アジアモンスーン帯の
水資源管理などを研究対象としている。

（CCSR/NIES K-1 シミュレーション結果、東京付近） “XX年に1度の豪雨”

日
降
水
量（
m
m
/d
ay
）

図1　 河川流量の変化(シナリオＡ1Ｂ*)
* IPCCにおいて、今後の社会・経済動向に関する想定から算出した温室効果ガスの排出
シナリオを4 つに分類しており、経済発展を重視した社会をA、環境と調和した持続可能
な社会をB とし、さらに地域格差が縮小しグローバル化が進む場合を1、地域の独自性が
強まる場合を2 としている。A1 シナリオは、化石エネルギーへの依存度によってさらに
3 つに細分される。A1B シナリオは、すべてのエネルギー源のバランスを重視して高い
経済成長を実現する社会。2100 年における二酸化炭素濃度: 717ppmとなると想定。

図2　X年確率降水量（年最大日降水量）
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日本における持続可能な
都市雨水管理

国土交通省国土技術政策総合研究所 下水道研究官    榊原   隆

大都市の雨水管理はキャパシティオーバー
　現在、既往降雨量（記録された最大の降雨量）は、下水
道設計の値を大きく上回っている。表1は日本の大都市の
下水道計画と既往最大降雨量のギャップを表したものであ
る。下水道の設計降雨量が35 ～ 66.8㎜ /hr、3 ～ 10年に
一度の確率に対応する計画であるのに対し、既往最大降雨
量は50 ～ 131㎜ /hrと、多くがその許容量を超えているも
のが多い。また、都市浸水対策達成率を見ても41 ～ 93％
と十分達成されていない。

表1　都市における下水道計画と既往最大降雨量

都市
下水道計画の設計基準 既往最大降雨量 都市浸水対

策達成率注1）

(% )
降雨強度

㎜ /hr
確率年

降雨強度
㎜ /hr

確率年

札 幌 35.0 10 50.2 50 85.6
仙 台 52.2 10 94.3 >100 55
新 潟 49.9 10 97.0 >100 51.8
千 葉 53.4 10 71.0 50 41.4
さ い た ま 65.7 10 81.0 30 41.4
東 京 50.0 3 131.0 >100 85
川 崎 57.9 10 117.0 >100 54.7
横 浜 57.9 10 92.0 100 61
静 岡 66.8 7 111.5 >100 48.5
浜 松 58.9 7 72.5 20 46.3
名 古 屋 60.3 10 97.0 80-100 93.1
京 都 61.5 10 88.0 100 89.7
大 阪 60.0 10 77.5 40 87.3

堺 48.4 10 93.5 >100 80.1
神 戸 52.9 10 81.0 >100 72.1
広 島 52.9 10 81.0 >100 62.8
北 九 州 53.1 10 101.0 >100 67.5
福 岡 59.1 10 116.0 >100 79.3

設計と現実のギャップを埋める雨水対策のハードとソフト
　このような計画と現状のギャップに対し、自治体はこれ
まで大規模雨水貯留池や地下幹線などのハード対策によっ
て補ってきた。
　10日のテクニカルツアーでは、東京都下水道局の南砂雨
水調整池や両国雨水ポンプ場の東京都の新雨水整備クイッ
クプランの実施状況をご覧いただける。このプランは、東
京都が2004年に策定し、5 ヵ年で600億円をかけて63 ヵ所
の優先度が高い地域（小規模な対応が可能な地域、ポンプ
対策で可能な地域、地下街等で従来の50㎜対応を上回る対
策が必要な地域）について事業を進めているものである。
　しかし前述したとおり、現実的には下水道の設計降雨強
度と既往最大降雨量のギャップがあり、ハード対策の継続
は費用、時間の面から短期の対策は難しいと思われる。ま
た、下水道から逆流して家の中に汚水が溢れると衛生面で
も影響が出てくる。これらに対し、市民の自助、共助の対
策が必要不可欠である。具体的には土嚢、止水板などの
対応や避難を的確に行うた
め、正確な情報を市民に伝
えるソフト対策も同時に進
めていく必要がある。その
いくつかを紹介したい。

ソフト対策の事例
１）東京アメッシュ
　東京都下水道局がウエブ
上で公開している東京近郊の降雨情報である。ウエブ上に
公開したのは2002年であり、現在は2007年にリニューア

ルされ非常に広い範囲で使われている。都内の2つのレー
ダ、埼玉県・横浜市・川崎市の3つのレーダと150台の地
上雨量計を使い、南北120km、東西190kmの広地域にわ
たって、250 ～ 1,000ｍメッシュの解像度により10分に1
回の更新をしている。2006年度で760万件のアクセス数が
あった。
２）リアルタイムコントロール
　合流式下水道では雨天時に越流水が生じ、放流水域で水
質汚濁が問題となっている。その問題解消に向け、降雨状
況、下水道幹線水位、ポンプ能力のデータからきめ細か
な雨水ポンプの制御運転を行うシステムである。これを
使って、都内足立区の梅田ポンプ場(排水面積1.1㎢ )では、
2005年および2006年の34の雨について解析したところ、
越流水量を19％削減、BOD負荷量にして27％削減がみら
れた。
３）Ｘバンドマルチパラメータレーダ注2）

　国土交通省が関東、中部、近畿等の都市圏を中心に設置
し、降雨量だけでなく河川の水位や浸水の水位などもほぼ
リアルタイムに予測ができるシステムとして開発してい
る。洪水予報や水防警報などの情報に役立つ。
４）内水ハザードマップ
　東海豪雨規模の豪雨を想定した際の浸水マップで、各市
町村が制作するものだが、全国1,774の市町村の内、2009
年2月現在で84の市町村しか整備されていない。国土交通
省が作成の手引きを作り、2012年度までに約500の市町村
が作成することを目標としている。

都市排水モデルの役割　
　都市排水モデリングに関して若干の私見を述べたい。モ
デリングは持続可能な都市雨水管理を支える重要なツール
であり、これを用いて浸水管理の研究者、行政、市民の情
報交換が円滑にされることが重要である。情報交換の成否
はモデルの選択と運用に大きく依存している。アカウンタ
ビリティやアクセサビリティがモデル評価の鍵となる。さ
らにモデルの与える影響についてわれわれはもっと学ぶべ
きであろう。過去25年間この研究分野は大きく進展を遂
げているが、都市の雨は都市の経済活動や社会活動に非常
に重要な影響を与えていることがますます明確になってき
た。この点に関して会議を通じて様々な角度から議論され
ることを期待する。 

注1　 都市浸水対策達成率：公共下水道または都市下水路による都市浸水対策
の整備対象地域の面積のうち概ね5年に1度の大雨に対して安全であるよ
う、すでに整備が完了している区域の面積の割合。

注2　 Xバンドマルチパラメータレーダ：マルチパラメータレーダは水平と垂
直の偏波面を持った２種類の電波を発射し、雨から帰ってくる信号から
様々なパラメータが得られる。雨粒形成など降雨の初期段階の観測が可
能となり、精度の良い降雨量を推定することができる。Ｘバンドはレー
ダ波の周波数帯の分類の一つ。

榊原　隆　Sakakibara Takashi

滋賀県、日本下水道事業団、さいたま市を経て、現在
は国土技術政策総合研究所下水道研究官。専門分野
は都市部の下水道管理や集中豪雨の管理。

東京アメッシュ　http://tokyo-ame.jwa.or.jp/

地下鉄の止水板
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韓国の環境に配慮した都市計画における
雨水管理システムの適用

韓国・セミョン大学建築工学教授　リ・テグ

　韓国の最近の事例として、環境に配慮した開発事業
での雨水管理システムの適用を述べる。気候変動によ
る洪水、干ばつの頻発や都市の無秩序な開発などによ
り、住宅環境の悪化や都市の生態系を維持するのが困
難になっている。エコ技術を利用することで私達は優
れた生活の質を実現することができる。
　都市での排水は、水収支バランスが損なわれ河川へ
の負担が大きくなり、洪水につながることもある。ま
た、下水処理をしなければ水質の維持ができない。都
市の汚染がこれ以上進まないためには、もっと統合的
な技術が必要である。水循環を配慮して雨を自然に
戻すことができる分散型雨水管理システムを「エコシ
ティ」に適応した事例を紹介したい。

U-ECOスペース・パイロット・プロジェクト
　韓国のチュンブク（忠北）のチェチョン(堤川）市
にある7,200㎡の敷地に、緑化と雨水の蒸発、貯留、
浸透、利用の設備についてモニタリングを行っている
パイロットプラントがある。
　建物の屋根や屋上は、10㎝のパーライト（真珠岩）
を乗せ、弁慶草を植えて屋上緑化している。夏の時期
にも、室内の温度は30℃以下である。しかし、屋根
の傾斜が45度あり、昨年夏は豪雨(50㎜ /hr) によって
土が落下する問題が発生した。
　舗装面などの汚れた雨は、植栽されたバイオスウェ
ル（表土より少し低くして雨が流れるようになってい
る）を通り地面に浸透させたり、緑化された浸透ボッ
クスから浸透させ雨水タンクへいく。雨水タンクの
オーバーフローは浸透設備を通じて排水溝へ流れる。
屋上緑化や雨水タンクにためた雨は、量と水質をモニ
ターしている。 
　ここにある学生寮では雨水をトイレに利用し、2年
間、50%以上の水道水が節約できた。また、水質は水温、
外観、濁度、pH、臭いを観測し、とくに問題がない。

多機能行政都市、セジョン(世宗)市の事例
　2005年3月18日に施行された法律に基づいて、「多
機能行政都市」計画による建設が始まった。場所は、
韓国の中西部の忠清南道にあり、72.9㎢の敷地に人
口50万人を想定し世宗市と名づけられたまちである。
その一画10,815㎡の敷地に、大韓住宅公社が「ファー
ストタウン」と称する7,000戸の住宅とコミュニティ
施設（4つの学校、2つの幼稚園、消防署、警察署）
を建設している。全体の土地に占める建物の容積率は
30 ～ 40％であり、分散型雨水管理のために浸透、貯留、
利用の設備が設けられている。
　まず、浸透設備であるが、第1ステップとして、ブ
ロックユニット、バイオスウェル、浸透性溝、小規模
な調整池など、第2ステップとしては浸透性溝と人工
池で貯留池、第3ステップは大規模な調整池がある。 
　雨水利用の地下タンクや初期雨水カット装置なども
備わっている。雨水タンクの容量は、平均貯留可能量
と雨水使用量に基づいて決めた。学校、幼稚園、警
察、郵便局、コミュニティセンターにそれぞれ、60
～ 330㎥の雨水タンクが設置されて、トイレや散水に
利用されている。雨水は雨どいからフィルター、地下
タンクへと流れる。タンクはポリエチレン製で土圧に
耐えられるように二重になっている。オーバーフロー
した水は排水管へと流れる。駐車場や道路には、花壇
式の雨水浸透システムを設置し、自然に浄化、浸透さ
せる予定である。
　このような分散型雨水管理システムの効果として、
①雨水の流出量を減らす（屋根の表面からの流出量は
85%減）、②水道水の使用量を減らす（雨水利用によ
り1,800㎥の節水、上下水道料金の16万～ 37万ウォン
削減）が挙げられる。

環境にやさしい分散型雨水管理システム
　私たちは、このような調査を通じて環境問題の緩和
につなげていきたい。分散型雨水管理システムは雨水
の最良の管理であり、環境の負荷が少ない開発とする
ことができると考える。 

リ・テグ　Lee Tagoo

韓国のセミョン大学建築工学教授。1989 年コングク大
学修士終了。1998 年ベルリン工科大学で博士号取得。
1999 年からセミョン大学で教鞭をとっている。都市計
画などのエコロジカル建築の研究から、雨水収集管理
に拡大してきた。韓国生態環境建築学会、大韓建築学
会のメンバー。

Greenroofs

Infiltration

Quality of R.W.Quantity of R.W.

・evapotranspiration
・surrounding air
  temperature
・quanfity of runoff

・Input
・output
・humidity of soil

・Input
・Usage
・output

・SS, BOD, pH
・quantity of runoff

図1　U-Ecoスペース・パイロット・プロジェクト
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日本における
雨水流出解析モデル活用事例

全国上下水道コンサルタント協会技術委員長　石川　高輝

石川　高輝　Ishikawa Koki

日本水工設計㈱技術推進部長。全国上下水道コンサ
ルタント協会技術委員長も務める。1999年に発行さ
れた「流出解析モデル利活用マニュアル」の制作メ
ンバー。2006年、「内水ハザードマップ作成の手引き」
の委員。

流出解析モデルの経緯
　1980年 代 は、 国 内 モ デ ル で あ る 修 正RRL法、 土 研 式
が中心に採用されていた。最初に1D解析モデルの研究
に 着 手 し た の は1994年 で あ り、XP-SWMM、MOUSE、
HydroWorks (ハイドロワークス)の3種類が採用された。
1999年には、㈶下水道新技術推進機構から「流出解析モ
デル利活用マニュアル」が発刊され、1D解析モデルが使
われるようになった。
　質と量の解析が始まったのは2002年頃からであり、こ
れは「合流式下水道改善対策指針と解説」の中で流出解析
モデルが推奨されたような時期でもあった。
　2004年、2005年は、日本各地で局所的な豪雨災害が発
生し、国では、下水道政策研究委員会のもとに浸水対策小
委員会が設置され、「都市における浸水対策の新たな展開」
が示された。この中で、ハード主体の浸水対策から、ソフ
ト、自助を加えた総合的な浸水への取り組みが提言されて
いる。2006年には、内水ハザードマップのガイドライン
が公表され、1D/2D解析モデルも使われるようになってき
た。

新たな展開
　近年、わが国では時間雨量50㎜を超える集中豪雨が増
加傾向にあり(表1) 、100㎜を超えるような降雨も各所で観
測されている。また、都市化が進み大量の雨水が流出する
一方で、地下街等が増加して浸水被害のポテンシャルが高
まっている。時間と財政的制約の中で浸水の被害を最小限
にとどめるため、3つの浸水対策の提言が図られた。

表1　1年間の時間雨量50㎜以上の発生回数

時期 1977 ～ 1986 1987 ～ 1996 1997 ～ 2006

平均 200回 234回 313回

　第一に、再度の災害防止、甚大な被害の未然防止の観点
から、人（受け手）主体の目標としたことである。例えば、
過去の最大の降雨に対し、地域ごとに想定される浸水被害
に応じた目標を設定する。
　第二に、地域と期間を絞った整備（「選択と集中」と呼
んでいる。）をすることであり、全ての地域の整備を満遍
なく進めるのでなく、重点地域において概ね5年、生命の
保護にかかわる地域においては概ね3年で目標を達成す
る。重点地域には、地下街や床上浸水常襲地域などがある。
　第三に、ハード対策のみに頼らず、情報提供などのソフ
ト対策や住民の自助促進を組み合わせ、洪水のダメージの
最小化を図っていくことを目標とする。

設計手法の転換―降雨の大きさとモデルの関係
　設計降雨までは下水道で受けられるので、1D解析モデ
ルが使われる。それより少し降雨が大きくなると、低いと
ころでは浸水が始まる。このような場合は既存のシステム
の有効活用とか、貯留浸透施設の活用での対応が考えられ
る。このときも1D解析モデルが中心だが、低いところで
浸水が移動するような場合は、1D/2D解析モデルが活用さ
れる。
　さらに想定を超えるような集中豪雨になった時は、通常
のハード対策だけではなくて、ソフト対策、インフォーメー

ションと自助による対策が必要
になってくる。この時点では、
雨水は下水道マンホールからあ
ふれて、それが洪水の流れになって下流のほうに行くので、
1D/2D解析モデルが適用される。このような降雨には、ハ
ザードマップが有効な手段の一つになると思われる。

事例、ハザードマップ
1）1Ｄ解析モデル（管内水理モデル）
　1D解析モデルは、同じ流域で時系列を一緒にした総合
的な解析ができる。また、圧力状態になった時の評価、貯
留浸透施設を組み込んだ場合の流出抑制の効果についても
検証ができ、ポンプ場での運転管理にも役立つ。これらを
もとに、さまざまな事業の優先度を決めるようなことにも
使われる。
2）1Ｄ/2Ｄ解析モデル（管内水理／地表面氾濫モデル）　
　管内水理と地表面氾濫の一体解析が可能となり、管内と
連動した地表面の流れや河川と下水道との統合的な解析、
洪水時の危険な区域の可視化などができ、さらに浸水の深
さを色で分けたり、時系列で見ることもできる。（図1参照）
3)   ハザードマップ
　ハザードマップには内水のハザードマップと洪水ハザー
ドマップの2種類がある。内水ハザードマップの大きな特
徴として、ただ単に避難するだけでなく、土のうなどによ
る自助による対策も可能になる仕組みが入っている。
　洪水シナリオは、降雨の状況、河川の状況、流域や都市
域の状況、都市域から河川に放流する時の状況などを踏ま
え、5種類のシナリオがある。内水によるシナリオが3つ、
洪水が2つである。
　ハザードマップは、地形図、浸水想定区域図（1D/2D解
析モデルの結果から作成）、危険箇所(地下街や地すべりの
恐れがある場所など)、避難経路や避難場所、その他の情
報を付け加えて１枚の図面としたものである。ハザード
マップを地域の住民に配布し危険な区域を認識してもらう
ようにする。

流出解析モデルの今後の適応
　今後の流出解析モデルには、気候変動に対しての効率的
な解析手法の研究、雨水排水に含まれる重金属や有害物質
等の水質解析事例、貯留・浸透施設の評価手法の開発など
取組むべき課題がある。さらにそれらの技術を利用し、内
水ハザードマップを利用したリスク管理の実践などへの利
用が考えられる。
　気候変動による集中豪雨に対して、私たちはどう取組ん
でいくべきか継続した調査研究をしていかなければならな
い。今回のUDMの専門家、雨の専門家を中心に情報のプ
ラットホームを構築する必要があると考える。 

図1　1Ｄ/2Ｄ解析モデル(管路内は1Ｄモデル) 
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り、60％の節水となった(図2参照) 。水質は韓国の雑
用水基準をクリアし、濁度、PHなど問題がなかった。
費用対効果については、建設費450,000USドル、維持
費10,000USドル／年を9 ～ 10年で回収できる。
　また、エネルギー消費の削減について解析をした。
処理に係るエネルギー、輸送に係るエネルギー、サイ
ト内の輸送に係るエネルギーの3点で、雨水は水道や
雑用水道に比べ処理や輸送にかかるエネルギーが少な
くてすみ、省エネ効果は非常に高い。スターシティ
では雨水で1年間に40,000㎥の水が節約できたことで、
1年 で10,000kW時（ 石 油 換 算：1k ℓ、CO2換 算：4.4
ｔ）のエネルギーの節約となった。雨水利用がもっと
広がってソウル市の水道水の20％が雨水に置き換え
られるとすると、エネルギーでは60GW時/年、石油
6,150kℓ /年、CO2は26,700ｔ/年もの節約となるだろ
う。
　さらに雨水をコンクリートに打ち水すると、気化熱
型冷却がされて芝生並に温度が下がることが分かって
いる。このように雨水は熱伝達の媒体にもなり、浸透
させて地下水として水資源ともなる。すなわち雨水は
いろいろな形態で利用できるのである。
　都市における集中管理型の水給水システムを前提と
したインフラは、今後の気候変動、エネルギー危機、
都市化等に脆弱であり、新たな水のインフラ整備が必
要となってくるが、スターシティの雨水収集システム
は、その適切な代替手段である。すなわち、分散型雨
水管理システムは、短期的視点では分散型雨水管理シ
ステムにより洪水防止となり、長期的視点では省エネ
ルギーや都市のヒートアイランド対策となる。 

スターシティの雨水利用システム概要
　スターシティについて概念的なことはハン教授が述
べているので、ここでは、雨水収集システムの説明と
運用の効果について述べる。
　スターシティは、ソウル郊外に3年5 ヵ月の歳月を
かけて2006年11月完成した敷地面積62,500㎡、建物
面積16,867㎡の住宅と商業施設の高層ビル群である。
集水面積は地表部分のテラスが45,000㎡、屋上が6,200
㎡あり、タンクはコンクリート製で総容量3,000㎥（各
1,000㎥が3基）、散水とトイレの洗浄水として利用し
ている(図1参照）。2基のタンクは洪水防止と節水のた
めに雨水をためるが、もう1基は災害時の飲用水とし
て水道水をためている。すなわち「自分のため」「他
の人のため」「みんなのため」のタンクであり、全て
の人がハッピーになるだろう。
　このプロジェクトでは雨水利用は革新的な考え方で
作られている。すなわち、多目的な雨水利用と水質管
理である。洪水対策、水源確保、災害対策のため、目
的に応じ水質別のタンクとしている。また、降雨時の
流出ピークを予測し、事前にタンクの貯水量を下げて
備える、事前雨水管理も行っている。さらにこのよう
な雨水利用設備を設けるインセンティブとして、3％
の床面積を追加できる建設を認めた。

実際の雨水利用の効果
　私は、運用されてからその効果を解析している。ま
ず、流出制御効果であるが、タンクの大きさと集水面
積でその効果の大きさが決まる。10年に1度の洪水の
可能性が50年に1度までの確率となった。また、節水
効果としては、2007年には40,000㎥の雨水利用によ

韓国における大規模雨水収集システム
モデル「スターシティ」の事例

韓国・ソウル大学雨水研究センター　ムン・ジョンス

ムン・ジョンス　Mun Jungsoo

韓国のソウル大学雨水研究センター研究員。ソウル大
学の博士課程で分散型雨水管理と雨水タンクのデザイ
ンや機能を研究して、2009 年博士号を取得。現在、
気候変動によって起こる水やエネルギー問題を緩和す
るための、熱環境を考慮した都市の水管理の研究をし
ている。

図2　スターシティの雨水利用量と節水率（2007年）

図1　スターシティの雨水利用
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NPO 法人雨水市民の会  事務局長　村瀬　誠

村瀬　誠 Murase Makoto
NPO法人雨水市民の会事務局長、東邦大学薬学部客員教授。1982年から、墨田
の職員と雨水市民の会、双方の立場から雨水利用のプロジェクトに取り組んできた。

フローからストックへ
　東京の年間降雨量は1,500㎜であるのに対し、浸透するのは
わずか300㎜で、800㎜が下水道へ、400㎜が蒸発する。戦後、
東京は都市化が進み、大地がコンクリートとアスファルトで覆
われて、雨水が地下に浸透しにくくなり、下水道へ流出する量
とスピードが増加した。その結果、東京では、20 ～ 30㎜の雨
で都市型洪水が頻発するようになった。墨田区におけるスカイ
ウォータープロジェクト注1）のねらいの一つ、雨水のフローか
らストックへの転換は、こうした深刻化する都市型洪水への対
応が背景にあった。

オフサイトからオンサイトへ
　15年前に東京は深刻な渇水にみまわれた。しかし、そのこと
を実感として受け止めた都民はどれだけいただろう。水源地が
180㎞遠方のダムでは、水をもらう側はどうしても他人事のよ
うに捉えがちである。東京では、東京で1年間に消費される水
の量を上回る25億㎥もの雨が降っているが、そのほとんどを下
水道へ捨ててしまっている。オンサイトの身近な水源である雨
水をためて活用し、遠くのダムへの全面依存からの脱却を目指
すべきだ。それは渇水のリスク分散にもつながる。やはり身近
に水源があり、日頃からそれを活用するからこそ、水源自立の
考えが育つのだと思う。

ライフラインからライフポイントへ
　まちの中のミニダムは、災害時にも役立つ。阪神淡路大震災
において、神戸市では約１ヵ月間水道が断水した。水道などの
ライフラインに全面依存したまちは大地震などの大災害にいか
にもろいものかが分かる。今後、ライフラインの強化もさるこ
とながらライフポイントとして、小規模で分散した無数の水源
を整備していくべきではないか。ためた雨水は、消火用水にも
飲料水にもなりうる。

墨田区のスカイウォータープロジェクト
　現在、国技館のある両国地域は、1981年頃、都市型洪水に
見舞われた。当初、私は墨田区職員として、国技館建設にあた
る日本相撲協会に対し雨水利用の導入を提案したが、受け入れ
てもらえなかった。そこで私は、墨田区長に墨田区における雨
水利用構想を提案した。区長は相撲協会のトップを説得し雨水
利用の導入が決まった。国技館は8,360㎡の屋根から集水して、
1,000㎥の地下タンクにためている。トイレ洗浄や冷房に使わ
れ、70％の節水となっている。治水対策にも有効だ。
　墨田区役所も雨水タンクをもつが、1,000㎥のタンクのうち、
500㎥は治水対策として空にしている。毎年5,000㎥の雨水がト
イレに利用され、200万円を超える節約になっている。
　地域雨水利用システムとでもいえる路地尊は区内に22 ヵ所あ
る。墨田区は消防車も入れない狭い路地が多く、木造家屋が密
集しており大火があったとき延焼を免れない。そこで防災のシ
ンボルとして路地尊が考案され、雨水利用を取り入れた。近隣
家屋の屋根に降った雨水を地下に埋設した３～ 10㎥のタンクに
ため、手動ポンプで汲みだす。貯留する雨水の本命は消火や非
常時の飲料水だが、普段は、地域の緑化や盆栽への水やり、缶
やビンをリサイクルするための洗浄水として活用され、地域の
人たちの暮らしに根付いた存在だ。
　墨田区は1992年から1993年にかけて、区内での雨水利用の普
及が、治水、利水及び防災の面でどのような効果があるかを解
析した。例えば、雨水タンクにおいて治水と利水のスペースを

5：5としたとき、30％の建物に
雨水利用システムを導入したと
すると、区内で11㎜分の雨水の
流出をカットできるとともに、
2,400㎥の水をためることがで
きる。災害時に水道が断水して
も、1人当たり11ℓの水を利用
できることを意味する。
　墨田区はこの結果を受け、雨
水利用を区の政策とし、1995
年に雨水利用推進指針を策定し
た。2008年度には雨水利用を条
例化し、敷地面積500㎡を超え
る集合住宅の開発に関しては、
雨水利用は義務となった。
　現在、墨田区にタワーでは世
界一の高さを誇る634ｍのスー
パータワー “東京スカイツリー ”
が建設中である。スカイツリー開発地域には2,635㎥の雨水タン
クが作られ、地域の治水に大きく貢献する一方、ビル群の屋上
緑化の散水やトイレの洗浄水、太陽電池の冷却水として利用さ
れる予定である。完成すれば、ここは、21世紀の都市における
雨水管理のモデルになるだろう。

都市における新たな雨水管理を社会に根付かせるために
　今後、雨水の貯留・浸透・利用システムを都市における新た
な雨の管理策として社会に定着させていくには、以下の課題を
克服していく必要がある。
(1)制度化…指針や条例にとどまらず法としても整備を要す。
(2)誘導化…墨田区では1995年からタンクの設置費の一部を助成
しており、このような財政支援策が必要だ。自治体の一般会計
の財源を組み替え、雨水利用に伴う下水道料金を減免するなど
も検討が必要である。
(3)技術開発…求められる水質に応じ、安価で管理が容易なシス
テムの技術開発が必要。ドイツの雨水利用工業規格（DIN）に
より雨水利用が普及したことに学び、日本でも雨水利用設備の
規格化を目指すべき。
(4)技術者の養成…雨水利用技術に熟知した建築士や設備士の養
成が不可欠。
(5)雨水の関係団体の連携…2008年、雨水に関する市民、自治体、
国、企業及び学会の緩やかな連携組織、雨水ネットワーク会議
が発足した。
　このようなネットワークが日本にとどまらず、地球規模に広
がり、新たな都市における雨水管理のイニシアチブを発揮して
いきたい。世界の空はつながっており都市は大地と空の間にあ
るのだから。 

注1　 スカイウォータープロジェクト：雨水市民の会では、生命と文化を育む
雨を活かすことによって世界の水危機を打開する試みを「スカイウォー
タープロジェクト」と呼んでいる。都市におけるスカイウォータープロ
ジェクトは、当講演で述べているとおり、雨水浸透、貯留、利用により、
治水対策、水源対策、災害対策に寄与する。まさに、雨水管理の発想の
転換を狙いとしており、革命的と呼ぶ所以でもある。

集水面積はタワーと周辺

ビル郡の屋根等 6,440 ㎡。

雨水貯留容量は 2,635 ㎥。

： 利用雨水の主な集水

　 エリア

　（植栽、 車両や人の

　日常通行のない場所）

屋上機器置場

屋上機器置場

屋上機器置場

屋上機器置場

Ｔ-465

Ｔ-370

Ｔ-5

Ｅ-9 Ｅ-10

雨水カット弁 雨水カット弁

強制放流

下水道本管 下水道本管

強制放流
利用移送

利用移送

革命的
スカイウォータープロジェクト
－墨田区の水危機打開の試み－

図1　業平橋押上地区開発事業におけるタワー部分の
　　  雨水利用設備系統図（部分）
　　  提供：東武鉄道（株）・東武タワースカイツリー（株）
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都市における洪水対策のための
雨水流出抑制シミュレーション

ーイギリスの事例を中心にー 

ロンドン王立大学土木環境工学科教授　チェド・マキシモビッチ

　今後予想される気候や気象の変動による洪水や渇水
など、水にかかわるさまざまな問題があるが、特に都
市の洪水や浸水に対してわれわれはどう対処すればい
いかを考えるためのツールの一つ、雨水流出抑制シ
ミュレーションを、英国都市部の洪水、特に内水氾濫
の被害をいかに軽減するかというケーススタディを混
じえ、紹介する。

統合的アプローチの必要性
　洪水管理は、上流で何か対策を打ったために下流で
問題が起きてしまうということでは困るわけで、誰に
とってもプラスになるような統合的な仕組みの管理方
法が必要である。今都市で問題となっているのは、表
面流出、すなわち雨が集中的に降ってそれが十分に流
れないで地表で浸水が起きてしまう、内水氾濫による
洪水である。英国では、洪水というと川が洪水を起こ
すことと考えられてきたが、最近の政府の報告書を見
ると、被害の７割以上がいわゆる局地的な洪水や浸
水、すなわち内水氾濫によるものであるということが
分かった。実際、英国のバーミンガムで、私が講演で

「内水氾濫は、この辺りはないですね」と言った翌日に、
内水氾濫による洪水が起こってしまったということも
あった。
　技術的な措置をいろいろと組み合わせていく際に、
地元の人たちを組み入れていくことで、自助努力とし
て自らの生活を守り被害を軽減することができる。浸
水する地域や家屋を軽減していきたい、また、そこに
住む人たちのクォリティー・オブ・ライフも改善して
いきたいと考えている。

モデリングにより流れを予測する
　新しいリモートセンシングの技術を基礎に、地表
面の地形や標高の数値的な把握について5年前、10年
前には考えられなかったようなことが可能になって
いる。データも色々な形で組み合わせて使えるように

なっており、それを使うことによって、都市部の集水
域全体を対象に評価することができる。そして適切な
モデリングを行えば、ほかの所と組み合わせることが
できる。すなわち、集水域の排水システム、例えば川
や湖、あるいはその沿岸付近などといった所だけでな
く、すべてを面としてとらえることが可能になる。そ
のモデリングにより内水氾濫をいかにきちんと予測
し、どう備えるかということが重要である。
　雨が降ると地表では何が起きているかというと、雨
水は道を流れ空き地や低地にたまり、そこが溢れれば
次のくぼ地に行く。そこで溢れてもういく先がなくな
ると浸水になるわけである。そんな事態が最近、頻繁
に起きている。
　地下と地表の二重の排水システムをどうすればもっ
と効率化できて、被害を軽減することができるかを考
える必要もある。問題となるのは、くぼんだ地形のと
ころで、その排水能力やその水を受け入れるだけの容
量が足りないと、水がたまったり、マンホールから水
が溢れたりしてしまう。雨水（本）管に沿ってあちらこ
ちらで溢水(いっすい)が起きる。くぼ地だけで済んで
いたのがどんどん拡大していく。備えができていない
と、急速に大変な事態になる。住民の避難などが行え
なければ救出にいくしかない。

小さいエリアで予測を可能にする
　洪水や氾濫を事前に予測し、少なくとも30分前、
15分前に警告を出せば、避難したりシャッターを下
ろすなど対策を取れる。また道路、住宅1戸毎あるい
は建物1棟毎という単位で予測できれば、大変有益で
ある。私たちはモデルを開発して、浸水が年に何回か
起きる、イングランドの南の方にあるワイト島のカウ
ズという所で検証した。
　LiDARデータ注1)を使い、技術の進歩により更新され
た最新のデータを、割安な価格で集めることができる。
今では地下水系や地下の雨水管などとの関連でも予測

イギリスでの内水氾濫の事
例。マンホールから溢れて
冠水。この1時間半後に住
民が救助され避難。

図1　業平橋押上地区開発事業におけるタワー部分の
　　  雨水利用設備系統図（部分）
　　  提供：東武鉄道（株）・東武タワースカイツリー（株）
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することができる。デジタルの地形図とモデリングの
システムを使って、浸水がどこで起こり、溢れた水が
どこを流れるのかも正確に予測した。浸水がよく起き
ている商店街は、このモデルでも非常に脆弱であるこ
とが示された。雨が降った時だけ川のように水が流れ
てしまう場所も予測できた。
　数百メートル、500メートルといった単位で、道路や
建物の単位で見られるようにするレーダー技術もある。
Ｘバンドレーダー（P8参照）を、日本でもあちらこち
らに設置する計画があると伺っている。それらを組み
合わせて非常に小さな単位で予測できるようにすると、
例えば水道橋駅が15分後に浸水するかどうかという、
ピンポイントの予測も可能になる。そうすれば、避難
活動なども迅速に効率よくできる。日本の研究者の方
とさらに協力して、1、2年後には、さらに信頼性の高
い予測システムを実現することができると願っている。

住民の理解と協力を促す
　技術的な問題を解決すればそれで終わりではない。
このような技術があることを住民一人ひとりに知って
もらい、きちんと利用していただくことが必要になる。
　EUでは、住民の理解を進めこうした技術を使って
もらうため、啓発活動としてトレーニングプロジェク
トを始めた。地方自治体レベルで、政治家あるいは科
学者・専門家などがこれを強く推奨していく必要もあ
る。ドイツのハンブルクやロンドンの東部地域では、
実験的なサイトとして、地元の人たちを対象に気象学
者などが講義する試行的なトレーニングプログラムを
実施している。 

注1　 LiDARデータ :  Light Detection And Ranging Dataの略。航空機搭載型空
中レーザー計測システムによってフィールドの形状を計測し、三次元
データ（標高、地形）を作成するリモートセンシング技術の一つ。

チェド・マキシモビッチ　Čedo Maksimović

研究分野は雨水排水や都市洪水、水供給、都市河川の復興、
都市の地下水、河川流域治水など多岐に渡る。大学で教鞭をと
る傍ら、英国や EU、ユネスコの多数のプロジェクトのコーディ
ネーターも務める。日本、韓国、マレーシア、タイなどアジア
地域のプロジェクトにも参画し、3 年ごとに開催される都市排水
に関するモデリング国際会議では度々議長を務めている。

都市の総合的水管理における雨水利用
カナダ国立水研究所・都市雨水管理部長　ジリ・マーサレック

　「水は全ての生命体の母なる存在である」。これは医
学でノーベル賞を受賞されたA.セントジェルジの言葉
である。水は生命の母であり、人々の生活を支える媒
体でもある、人を含め全ての生物に必要不可欠なもの
である。
　人間にとって雨は、資源であり、脅威ともなる。脅
威の話は私の前に講義されたマキシモビッチ先生が話
された。雨が降り川となって湖や海に注ぐ水の大循環、
これはどこの国であろうが変わらない。

雨水収集の歴史
　水の大循環は、大昔から変わらずにある。雨は命を
支えるものであるが、洪水となって命を奪うものでも
ある。2000年～ 3000年前、文明の発生のときから人々
は、雨を神から与えられたものとして崇めた。メキシ
コのオルマック、中国の龍、アメリカインディアン・
ナバホ族のトネニリ、マヤのティップチャック、アス
テカのトラロックなどがある。例えばトラロックは、
頭に4つの壷を付け、それぞれに植物、人の頭、雪、
豪雨が描かれている。雨に対する非常に強い感謝の念
があったからだろう。
　また、雨は昔から収集され利用されている。紀元

50年ころ、火山の噴火によっ
て埋まってしまったローマ
時代のポンペイの家では、
屋根が開いていて地下のタ
ンクに雨が流れ込むように
なっている。家庭の水とし
て使われていた。
　人口が増えたローマでは
水が足りなくなり、遠くか
ら水道が引かれた。フラン
スにあるポン・デュ・ガー
ル（水道橋）は、1kmあた
り35cmの勾配で、1ｍ当た
り250ℓの水が運べ、全長は
50km近くもある。ローマ帝
国の土木工学が非常に優れたものであったことがうか
がえる。しかし、マイナス要因もあり、戦争が起こっ
たりすると都市の水が断たれてしまうことになった。

都市の集中型水管理と分散型水管理
　現在の都市では、雨が降るとほとんどの水が流れ出
てしまう。大雨の場合は、都市型洪水となる場合もあ

紀元50年ころのポンペイの家。屋根が開いて、雨を
室内のタンクにためて利用していた。作者不明。

2
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ジリ・マーサレック　Jiri Marsalek
都市排水に関する国際会議において、持続可能な都市
排水システム推進グループ議長を務める。”Urban Water 
Cycle Processes and lnteractions”(2008) をはじめ、都市
の水管理に関する論文・著書多数。また、30 年以上に
渡り、ユネスコ及び NATO の都市排水プロジェクトに携
わっている。

る。一方で、飲料水は遠くから持ってこられ下水道で
これも都市から出て行く。
　図１では矢印の太さが水の量を表しているが、蒸発
や浸透する量は旧来の集中型管理(Ａ)の方が少ない。
Ｂは雨水利用をした場合の都市の水の流れである。雨
が降ってくるところで2つに別れ、都市からの流出量
が少なく、遠くからの飲料水の量も少なくて済む。雨
を浸透することを積極的に行い、地下水の涵養がされ、
蒸発量が増える。都市の集中型水システムの弱点を補
うことができる。

ケーススタディ
①オンタリオ州の学校
　私の娘は電気工学を専門に学び、現在ハイスクール
で物理学の教師をしている。ハイスクールの先生達の
勉強会で発表することがあるが、その内容を各先生が
生徒達に教えると大変有効な教育ができる。そこで私
は学校を例にとって雨水利用のシミュレーションをし
た。
　この写真は私の2人の子どもが通った学校である。
右が校舎で1,700㎡の屋根がある。左下が駐車場、左
上がグランドである。従来の集中型システムAでは、
屋根に降った雨は、下水道へ流れ処理されてから5km
先の海抜が低いオンタリオ湖に流されるが、湖の水質
汚濁の原因の1つとなっている。そして湖の水が処理
されて、ポンプで圧送され、再度この学校の運動場へ
の散水などに使われている。また、このシステムは輸
送や処理にエネルギーがたくさんいる。

　ところが、Bのように校舎の屋根に降った雨をため
て、グランドの散水に使うと、余計なエネルギーを使
わなくてもすみ、水道料金も少なくなる。
②雨水で水源自立(アメリカ・アリゾナ州)
　もう一つの例は、家庭で使用する全ての水を雨水で
賄っており、飲み水にも利用している。雨を屋根で集
めて、容量が10㎥の地下タンクにためる。タンクか
ら溢れた水は浸透して地下水の涵養とする。飲み水は
ガレージ部分にある処理装置を使ってさらにきれいに
する。20μmと5μｍのフィルターを使い浮遊物質を
取り除く。溶け込んでいる化学物質は活性炭を使って
吸着し、紫外線で殺菌する。塩素を使わないのでさら
に環境にやさしい。
　大切なことは、水道と混ざらないようにすることで
ある。もし、雨水系統の部分で問題が起きて水質が悪
くなり、その水が水道管へ逆流すると、水道を使って
いる人たちに被害を及ぼしてしまうからである。
　また、飲み水系統以外は、地下のタンクの水をその
まま使用する。洗濯、トイレの洗浄、散水などに利用
している。地下のタンクから汲み上げないですむよう
に、地上に小さなスチールタンクやプラスチックタン
クでためてもいる。

誰が雨水収集をするのか
　問題は、誰が雨水収集を進め、普及させるかである
が、企業も自治体も個人も我々全てである。
　台湾では動物園に雨水利用を取り入れて、畜舎の清
掃や動物を洗ったりするのに使用している。ここでは
動物園を見に来た人たちに雨水利用をしていること
を、雨水タンクに絵を書いて見せ、身近に感じられる
ように工夫している。
　アメリカのニューヨーク市では、エコな建築、エ
コな社会を進めるためLEED(Leadership in Energy and 
Environmental Design)認証をしている。設計で雨水
利用や省エネルギーなどの環境配慮をしていることが
認証基準となっている。
　最後の例は私の家であるが、樋から雨水を取ってた
め、芝生の散水などに利用している。
　雨水の収集は、新しい技術ではなく昔から行われて
きたものであるが、将来に向ってはすばらしい可能性
を持っている。持続可能な開発を進めていくため、もっ
と普及させていかなければならない。専門家だけでな
く、市民一人ひとりが進めていくことが大切である。
 

図2　雨水利用による分散型水管理の利点

（A）旧来の集中型水管理 （Ｂ）分散型水管理

図1　都市における水管理
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都市の水循環を活かした
墨田区エコミュージアムを
法政大学教授、法政大学エコ地域デザイン研究所長　陣内　秀信

昔から水と結びついているまち、墨田
　江戸時代に描かれた鳥瞰（ちょうかん）図をみると東
から西、つまり墨田地域から江戸城の方を見た構図であ
る。実は第２東京タワー「東京スカイツリー」はちょう
どこのあたりにできる。21世紀のわれわれが江戸時代の
人たちが江戸を見ていたのと同じように東京を見るとい
う、非常にスリリングな、面白い体験ができることになる。
江戸から続いている東京の水循環もまた感じ取ることが
できるということになる。
　墨田地域は古代、中世にお寺や神社ができ、人が住み、
古い文化がある。江戸時代には大名屋敷や掘割ができて
町屋が立ち並ぶ都市となっていった。日本で最初のビオ
トープといえる向島百花園などさまざまな水と結び付い
た生活文化が発展した。また今でも隅田川の花火は有名
だが、人々の体や心に本当に深く入り込んだ水というも
のが、墨田地域の特徴になっている。墨田区には掘割・
川が結構たくさん残っており横十間川のビオトープには
絶滅が心配されるトンボが生息している。川があり、水
のつながりがあれば生物は集まってくる。そうした生態
系の回復とこれをはぐくむことが墨田区にとっても非常

に 重 要 な テ ー
マ に な っ て い
る。 こ の 大 き
な 水 の 広 が り
は 立 て 込 ん だ
東 京 の 中 で は
と て も 貴 重 な
財産で、空・水・
緑 と そ の 周 り
の 生 活 を も っ
と 魅 力 的 に も
う 一 度 取 り 戻
す こ と が 必 要
と考える。

東京スカイツリーと新環境ふれあい館
　新タワー「東京スカイツリー」は、高さ634ｍと世界で
最も高いタワーであり、年間500万人が訪れる新しい観光・
文化拠点としても期待されている。また、国土交通省の
CO2削減のモデル事業にも位置
付けられており、雨水利用の
巨大な仕組みも組み込まれて
いる。墨田区も新タワーをま
ちづくり、地域づくりを積極
的に進めていくチャンスとと
らえている。その重要なアク
ションが、今設計をしている
環境ミュージアム「環境ふれ
あい館」で、エコミュージアム、
エコツーリズムの拠点として、
市民と交流し、世界の人々が
集まってきて交流する、そう
いう場をつくり出そうと考え
ている。
　タワーには350ｍと450ｍに展望台があり、ここから見
ると足元は、下町の文化と水のネットワークがある。墨
田、そして東京全体が見えてくる。浅草や上野、深川など、
周辺の非常に重要な東京の下町エリアともリンクできる。
新タワー建設が地球規模での大気・水循環への意識を自
然な形で体験できる大きな機会になるのではないかと思
われる。

スカイツリーと連動したエコミュージアム
　新タワーの下に環境ふれあい館ができる。タワーに上っ
た人たちからも、私たちの環境ふれあい館がいい形で目
に入る。行ってみたくなるような、そして環境のことを
考えたくなるような、また環境ふれあい館側からも新タ
ワーが見られるような、そういう場所を考えたい。建築
のデザインも、環境の思想が全部表現されたようなもの

隅田川テラスビオトープ。河川は生物が行き来する軸となる。 足元のすみだの下町から、２３区内をはるかに越え、関東全域を俯瞰する。東京スカイツリーの展望台からは、大きな大気の循環
を豊かにイメージする視野が得られるだろう。

�01�年春開業予定の東京スカイツリーⓇイメージ図
東武鉄道（株）・東武タワースカイツリー（株）提供

江戸時代の鳥瞰図（歌川広重（二代）、江戸名所一覧双六）。すみだの
地域の様子が手前に描かれている。
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して東京スカイツリーの中に気象観測をする装置が取り
付けられる。それを刻々とわれわれのミュージアムの中
でキャッチできる。そういった連動をしながら、われわ
れの館にいながら世界のそしてローカルな気候や自然の
状況を観察し、いろいろ考える。それから、都市型エコ
ツーリズムをつくり出す。その結果、今申し上げたように、
最新の環境のことが学べる。

都市型エコツーリズムからのネットワーク
　墨田区にはいろんな資産があり、それを巡って歩くの
に従来ほとんど活用されないできた、水路のネットワー
クが重要になる。2008年12月に組み立て式のゴムボート

「Eボート」に乗って水路をめぐるワークショップを実施
した 。これには参加者が大変感動し、「これは、いけるん
じゃないか」という実感を持った。墨田区の中には、大
変素晴らしい、巡れるルートがある。幸い、今度のタワー
の下には船着き場もできる。水深が浅いという問題はあ
るが、近い将来隅田川の方にも北十間川から直接出られ
るようになれば、かつてそうだったように水路が完全に
復活してくることになる。
　水路、自転車(レンタルサイクル)、徒歩の3つの手段を
利用しながらエコツーリズムをどんどん展開し、町に眠
る資産、レインシティとしての墨田の雨水施設などの特
徴も見て回ってほしい。そのためのプログラムやオリエ
ンテーションを準備し、それができるボランティアの人
たちが成長していく…。そんなダイナミックな地域との
かかわりの中で、このすみだ環境ふれあい館ができてい
くのではないかと考えている。 

陣内　秀信 Jinnai Hidenobu
現在建設中の新タワー「東京スカイツリー」に隣接して建
設される墨田区の環境ミュージアムの総合監修者でもあ
り、新タワー、環境ミュージアムを拠点として下町墨田の
文化と水循環をめぐるエコツーリズムを企画している。

であると同時に、東京スカイツリーとも対話するような
ものにしていきたいと考えている。
　2008年11月から本格的に作業を開始し、どういうコン
セプトで新しいエコミュージアムをつくるか、それを表
現する器としての建物はどんな形にするかということで、
展示や環境ミュージアムのコンセプトについて、ワーク
ショップもやりながら大勢の知恵を集めてやってきた。
市民の参加も得ながら、ディスカッションして、建物の
形もイメージしてきた。
　下の写真は、出来たてほやほやの、最新の段階での模
型だが、われわれの考えがよく表現されつつあると思っ
ている。段々状に、セットバックし、屋上には太陽光発電、
風力発電、そして緑化し雨水を利用して有機野菜を作る。
できたらワークショップでそれをみんなで食べる。本当
に健康のことを、自然のことを、雨水の循環のことを考
えたい。ビオトープも作り、まさに建物全体が雨水利用・
環境循環の考え方を表現する。その最新の技術・システ
ムを積極的に導入して実証していく。そして、それがこ
こを訪ねる方々の目にそのまま分かりやすく表現できて
いる、それ自体が展示である。つまり、この建物全体が
自然と一緒に呼吸している、そういった環境建築の手本
として、これを考えている。
　ビジターの人たちも、まずはガイダンスをして、建物

全体を見学し、さらにはここ
で得た知識やモチベーション
を大切にしながら、町に地域
に実際に出掛けて、エコツー
リズムを楽しむ。そういう拠
点としてのエコミュージアム
としていきたい。
　この新しいミュージアムで
どういうことが行われるか。
まず、東京スカイツリーと連
動した環境体験学習の実践と

市民参画によるワークショップで、地域の資源とミュージアムのコンセプトづく
りを進めてきた。

ボート、自転車、まち歩き。エコな手段ですみだを巡り、ツーリズムの資源を再発見。

新すみだ環境ふれあい館の建築プラン模型。施設の全体
像がかたまりつつある。

建設中の新タワーおよび、新ふれあい館建設予定地を、市民参加のプログラムで視察。 施設コンセプトを建築設計に反映させるために多彩なメンバーとミーティング。
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雨の映像制作から見えてきたこと
韓国・SBS（ソウル放送）ディレクター　ファン・スンイァン

ファン・スンイァン　
Hwang Sung Yon
ドキュメンタリー映像作家｡「雨水」と
題した10年計画の映像作品に取り組み､
″雨水“に対する人々の誤った認識を変え
ることに力を注いでいる。科学的手法
を用いた雨水の安全性検証に焦点を当
て、第３世界での水危機への切り札を

示している。「雨水」は、雨水利用によって洪水と水不足
の問題を解消した日本の雨水都市を紹介し、これまで″悪
者″として排除されてきた雨水の大きな可能性を示すもの
となっている。この映像は広く世界に紹介され、国連政策
にも大きな影響を与える韓国ドキュメンタリーの記念碑的
作品となっている。

　アスファル

ト や コ ン ク

リートで囲ま

れ た 都 会 で

は、雨が降る

と大変なこと

になる。雨が地面にしみ込まないため、チョ

ンゲ川は1時間であふれてしまう。

　雨を喜ぶ無邪気な子どもたちがいる一方

で、その母親たちは「髪が抜ける」と、雨に

濡れることを嫌がる。つまり「酸性雨」を心

配しているのだ。「なぜそう思うのか？」と

母親たちに尋ねれば、これまでにマスコミの

そういう報道に接してきたからだという…。

都会の雨は本当に酸性なのか？
　ソウル大学のハン・ムヨン教授の研究室で

は、都会に降る雨は本当に酸性雨なのか？ど

のくらい酸性なのか？ということについての

研究が進められていて、これまでに行った

様々な実験を通して、面白い結果が出ている。

　結論からいうと、実際都会に降る雨はそれ

ほど強い酸性ではなく、酸性雨ではない。地

面に降った雨などはむしろアルカリ性だった

という結果も出ている。身の回りのものと比

べてみると、例えばシャンプーやコーラの方

がよっぽど酸性は強い。つまりマスコミはう

そをついていたということなのか…。私もマ

スコミの人間ではあるのだが。

　別の実験では、雨水を洗濯やシャンプーに

使うと、水道水を使った場合に比べて、より

高い効果が得られるということがわかった。

洗濯物はよりきれいになり、シャンプーでは

髪がツヤツヤになった。実験では、雨水が植

物の成長にも良いという結果も出ている。

　雨水は有効に活用することができるし、き

ちんと管理すれば飲むこともできる、きれい

な水なのだ。

コンクリートが水循環を悪くしている
　都会では、雨水と下水を川から海に流すシ

ステムが大金をかけて整備されているが、番

組の制作を通じて、これが自然に対していか

に悪いかということを知った。実際に海に

潜ってみると、きちんと処理されない下水が

海に流れて、海底は汚染されている。都会の

人はこうした所で養殖された魚を食べること

になる。これは大変なことだ。

　静岡県の三島はわき水で有名な所で、楽寿

園という名所には、30年前までたくさん水

がわき出ていた。しかし工場が大量にわき水

を使ったり、周囲の開発が進み、コンクリー

トやアスファルトによって、雨が地表にしみ

込まなくなったため、今ではわき水は涸れて

しまっている。ここでもコンクリートやアス

ファルトが都会の水循環を悪くすることがわ

かる。

雨水は命を救うことができる
　東京理科大学の鈴木信宏教授の自宅「レイ

ンハウス」は素晴らしい。訪れてみて、最も

印象的だったのは、ただ雨水を使うだけでな

く、住人が雨水活用を楽しんでいる姿だ。マ

イナスイオンに囲まれた先生はいつも笑って

いる。

　私は雨水をドキュメンタリーの主題にし

て、10年かけて世の中に伝えていこうと考

えていた。今、3年が経ったところだが、お

金があまりないので今後も続けられるかどう

かわからない。しかし雨水を大切にする人が

もっと増えれば、可能だと思う。雨水は命を

救うことができるし、現代人が忘れているこ

とを探すことにも役立つ。そして子どもたち

にとって大事な教育の資料ができると、私は

信じている。 

特別ワークショップ
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知識を知恵に、雨を資源に
　今後10年間で、世界では洪水と渇水という２つの問題が深刻化する。日本でも時間降雨50㎜以上となる降雨が増えてい
る。雨が降った時に貯留すれば、治水に役立ち、また代替的な水源になる。そして一部は地下に浸透し、地下水を涵養する。
われわれの知識を使って雨をためることができれば、知識を知恵に、雨を資源にでき、誰もがハッピーになれる。
　日本の雨水利用の事例として、両国国技館、東京ドーム、綾瀬市役所などを調査した。節水のみならず、洪水管理・浸
水管理もできる仕組みである。住宅レベルでは、小さな雨水タンクがあれば、植木の水やりや洗車などに使うことができ、
もう少し大きいタンクならば、トイレあるいは洗濯などにも使える。

雨水以外の水の再利用
　多くの人は処理後の水質を非常に気にしているので、水の再利用、水の再生では高効率で速く質の高いものをつくると
いうことが求められている。新しい技術では、膜のシステムを使うことによってより安全で高品質な水を、小さなスペー
スで作ることができる。東京・落合の水再生センターでは、再生した水を新宿地区のビルのトイレや手洗いに使う。その後、
再度ビルの地下で処理し、その処理した水をもう一度使っている。そうすることによって水の高効率な利用が可能になる。
もう一つの可能な排水の利用法はソウルで行われている「し尿分離システム」である。このシステムではし尿は肥料とし
て利用でき、無駄な資源を減らすことができる。

持続可能な都市の水循環
　都市がアスファルトで覆われ、雨が地下に浸透できず地下水が減少している。地下水を回復することは将来的に非常に
重要な問題で、水循環の回復につながる。都市部においては人工的に浸透システムを使うことにより、地表水の流出量を
減らし洪水を緩和し、公共用水域への汚濁負荷を少なくさせる。
　持続可能な都市の水循環システムとするために、「水源を増やす」「水質を保護する」「水循環のバランスを取る」ことで
ある。そのために自治体には「施策、ガイドラインを作る」「法規を整える」「助成金・
補助金を与える」「技術教育ネットワーク、情報の交換」などが求められる。そして、
市民も単に自治体に任せるのではなく、協力・参加していくことが大事である。

「学生セッション」を振り返って:
都市部の水道システムの持続性に向けて

参加者代表　ジャツワット・サンサノント

学生セッション
レポート

　会議４日目にあたり、各国から会議に参加した研究者たちを対象に、

『雨水利用都市すみだ』をめぐるバスツアーが開催された。

　日本での雨水利用技術や雨水利用を導入した施設、町並みを見学するこのツアーには、韓国、中

国、台湾、マレーシア、タイ、ミャンマー、バングラデシュ、イラン、トルコ、イギリス、フラン

ス、オランダ、オーストラリア、日本と、実に13カ国から約50名が参加した。今回の国際会議は、

UDMとRWHMの合同開催ということで、都市排水の観点から雨水利用に関心を寄せる研究者も多

く、バス１台が満席となるにぎわいとなった。

　ツアーは午後１時に東京大学本郷キャンパスを出発し、ドクトル雨水こと村瀬誠事務局長をナビ

ゲーターに、墨田区内の雨水利用を見学した。

　初めに訪れた墨田区役所では環境保全課の小板橋主査の案内で、雨水の集水場所にもなっている

庁舎の屋上緑化コーナーを見学、さらに地下の管理室と処理システム、雨水利用マークが表示され

たトイレ等、庁舎内の雨水利用設備を見て回った。地下のタンクから雨水をコップでくみ上げると

その透明度に驚きの声が上がり、参加者が直接色やにおいを確かめる様子も見られた。

　続いて、東向島・白鬚神社付近で下町の雨水利用システム「路地尊」を見学した。「路地尊」は、

街角に水を蓄えて災害に備える下町ならではの防災システム。10年以上前から雨水利用が導入さ

れ、墨田区には21基が設置されている。近隣家屋の屋根から地下のタンクに雨水をため、住宅密

テクニカルツアー
『雨水利用都市すみだ』

ジャツワット・サンサノント
 Jatuwat Sangsanont 
東京大学博士課程１年生・タイからの留学生

　9月7 ～ 9日、合同会議の「学生セッション」で、日本と韓国の学生が都市の水管理システムについてワークショップを行い、
9月12日のポスト・イベントは、参加者代表からその成果が発表された。
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　合同国際会議開催記念ポストイベントとして、雨水市民の会が主催するステューデント＆シチズン

ワークショップが開催された。

　参加者は総勢63名。国際会議に参加した東京大学、ソウル大学、法政大学の学生に、横浜を拠点

に活動するNGO シティネットのコーディネートで来日したアジア4カ国の水行政担当者が加わり、

東京大学古米教授、京都大学岡田教授、法政大学神谷先生をはじめとしたオブザーバーの先生方、

さらには雨水市民の会のメンバーも多く集まった。

　すみだ環境ふれあい館に集合した参加者は、村瀬誠事務局長のガイドで館内を見学し墨田区の雨

水利用についての概要を把握した後、約10人ずつ5つのグループに分かれて、区内の雨水利用状況

の見学に出発。東京大学の学生リーダーの誘導で京島地区に点在する路地尊と家々の雨水タンクを

めぐりながら建設中の東京スカイツリーに向かった。途中、下町ならではの商店街を通り抜けたり、

偶然お祭りの御神輿行列に遭遇するなど、昔ながらの日本の風景も楽しんだまち歩きツアーとなっ

た。

　東京スカイツリー建設現場では、東武鉄道株式会社業平橋押上地区開発事業本部の塚原氏、大嶋

氏のご案内で、世界一のタワーとなる東京スカイツリーの概要や完成後の雨水利用システムについ

て映像と図面を用いて解説を受けた。さらに通常は立ち入ることができない東武鉄道本社の屋上か

ら、建設現場を間近に見学することができ、参加者は皆で記念撮影をしたり、今しか見られない迫

力満点の建設中のタワーをカメラに収めていた。

　ワークショップのしめくくりはすみだ環境ふれあい館に戻ってのグループディスカッション。5つ

のグループがそれぞれ、墨田の雨水利用を見学した印象と雨水利用を進めて行く上での課題や解決策

について意見をまとめ、発表を行った。グループ発表とそれに続く全体ディスカッションでは、雨水

利用の導入と維持管理に伴うコストの問題や地域計画の中に雨水利用を組み入れることの重要性の指

摘の他、雨水の大切さを伝える教育や雨水タンクのデザイン改善の必要性などにも議論が及んだ。

　短時間のワークショップにも関わらず、活発かつ建設的な意見交換が行われ、雨水利用への高い意

識が若い世代へと受け継がれていることを実感できるワークショップとなった。 （笹川みちる）

歩いて、見て、
感じた
大学生達の
ワークショップ 生活感溢れる下町・墨田のまちにある路地尊。

手押しポンプで汲み上げ、雨水の感触を体験。

交流会終了後、国際会議の締めくくりは大雨。
不思議と雨水市民の会の催し物は雨を呼ぶ？

ワークショップが終わってからの交流会。

まち歩きのあと、すみだ環境ふれあい館でグルー
プディスカッション。

まだ3分の1の高さまでしかない建設中の東京ス
カイツリー。開発地域には雨水をためるための
2,600トン余りのタンクができる。

集地の火災に備えるとともに、通常時は住民が自由に緑化等に雨水

を利用できる。手動ポンプを備え、非常時にはポンプに直接ホース

をつないで消火活動を行う。路地尊の仕組みと役割について解説を受けた参加者からは、雨水のろ

過方法や設置費用、維持管理の仕組み等についても質問の声があがった。

　道中で個人宅につけられた雨水タンクを見つけ、すみだの雨水利用が地域に定着していることに

感心する参加者もいた。

　最終目的地のすみだ環境ふれあい館では、ドクトル雨水が世界各国の雨水利用の知恵やすみだの

雨水利用のあゆみ等について紹介。「雨水ハウス」内の集水システム紹介や中庭に設置された様々

な雨水タンク、バングラハウスとコンクリート製のリングタンク等、雨水利用の知恵や技術を紹介

した現物展示を熱心に見学していた。

　約3時間の駆け足でのツアーだったが、雨水利用技術や設備とその維持管理について、すみだの

現場にふれて研究者ならではの視点で意見を交わし合う有意義なツアーとなったのではないだろう

か。 （笹川みちる）
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【座談会】
雨水の総合管理の時代がやってきた
－雨水合同国際会議が提起したもの－　

●出席者：村瀬　　誠　NPO法人雨水市民の会 事務局長・東邦大学薬学部客員教授

屋井　裕幸　（社）雨水貯留浸透技術協会 技術第二部部長

大西　和也　雨水利用事業者の会 会長・（株）タニタハウジングウェア

●実施日：12月8日(火)　●場所：天
あまみず

水研究所

■合同国際会議の意義
村 瀬　 まずUDM注1）とかRWHM注�）という言葉は必ずしもポピュ

ラーではないと思うので、屋井さん、その辺の組織的な位
置づけについて触れてもらえるとありがたいのですが。

屋 井　 UDM（都市排水に関するモデリング会議）は、その上部
会議のICUD注3）（都市排水に関する国際会議）の分科会の
一つです。ICUDはIWA注�）(国際水会議)  とIAHR（国際水理
学会）のJCUD（都市雨水排水合同委員会）により、3年に
1回の頻度で開催されます。RWHM（雨水収集管理に関す
る国際会議）は、IWAの専門家グループにより開催される
国際会議の一つです。要はIWAに属している雨に関する研
究者が中心の二つの国際会議が、今回合同でやったという
ことです。今回の会議の座長は、UDMを東大の古米先生が、
RWHMをソウル大学のハン先生が務めました。

村 瀬　 集中豪雨や渇水の頻度が増してきている昨今、都市の水問
題は雨水管理の問題を抜きにして議論できなくなっている
のではないでしょうか。

屋 井　 浸水予想や降雨予想をして浸水対策や治水対策をやるの
が、これまでのUDMの主眼でした。今回RWHMとドッキ
ングしたのは、確かにそうした背景があるのかもしれませ
んね。

村 瀬　 そういう意味では、今回UDMとRWHMとが合同で、雨水
の排水から貯留、浸透及び利用にいたるまでトータルに都
市の雨の管理のあり方を議論したという点でも、また河川
整備基金の支援で、全体会議を研究者だけにとどまらず市
民と企業にも開かれたものにできたという点でも非常に意
味があったかと思います。

■降雨予測と都市の総合治水・利水
村 瀬　 小池先生の基調講演のなかで、気候変動による降雨パター

ンの変化に対応した最新の降雨予測方法が紹介されていま
したが、その辺はどうでしょう。

屋 井　 現在１キロメッシュぐらいの降雨予測をしていますけれど
も、精度的にはまだまだではないでしょうか。今後、どれ
だけ雨が増えて、治水の安全度を確保していくのか、国土
交通省が一番気にしているところですね。

　 　　 　また、降雨予測をリアルタイムに的確に把握するためX
バンドレーダ注5）などを国や地方自治体で整備していく話
もありますが、雨水の貯留、利用及び管理までは考慮され
ておらず、まだ治水中心の考え方ですね。

村 瀬　 韓国のソウル市の事例発表では、治水と利水用にタンクを

うまく使い分けたり、雨水利用のビルをオンラインでつな
ぎ、気象衛星から大雨の予測データが送られてくると一斉
にタンクを空にして治水用に活用したりする話が紹介され
ていましたね。

屋 井　 治水施設を利水に転用するのと、利水施設を治水に使うの
と、考え方が二つあるんです。しかし、利水施設を治水に
使う場合は、インセンティブを考えないとなりません。モ
デルとして、利水の貯留施設に治水への協力をしてもらっ
て、もし降雨予測が外れて空になったら、その分のお金を
治水側が負担するとか、将来的には治水施設も利水に使っ
ていくというようなステップを踏んだ実証を重ねていけ
ば、日本でも運用をしていけると思っています。

村 瀬　 �01�年に墨田区の押上、業平橋地区における東京スカイツ
リー開発街区では、治水用として1,835トン、利水用とし
て800トンの雨水タンクが設置されますが、治水槽が満タ
ンになったら、状況を見ながら利水用タンクに送って、で
きるだけ水を有効に使っていくことが計画されています。
もし降雨量が予測できればかなり有効に活用できると思い
ます。

■線から面、そして三次元へ
村 瀬　 今回、もう一つ興味深かったことは、ハン先生が手のひら

を使って、線から面、さらに三次元の都市における雨の管
理を説明されたことです。これまでのように雨水を河川や
下水道(線)に集めて下流に速やかに流すことを優先するの
ではなく、まず地表面から流出する雨水を貯留(面)し、そ
して浸透(三次元)させる。それを上流から下流までの流域
全体で推進する。そしてためた雨水や地下水を有効利用す
るという考え方ですね。それは、都市における総合治水・
利水対策になります。特に都市における雨の管理を三次元
で捉えていこうという提案は新鮮な問題提起だったと思い
ます。新たな雨水管理のパラダイムを実感しました。

屋 井　 下水道行政に関して、国の考え方が平成19年あたりから、
速やかに流すことから、ためたり浸透させたりする発想に
変わってきている注�）けど、まだ地方自治体の側ではただ
流せ、流せという実態ですね。流すほうが自治体のほうも
楽なのです。本当は雨をうまくためたり利用したりするに
は、地域のニーズに合わせてやる電力のスマートグリッ
ド注�）のようなスタイルがいいんでしょうけどね。日本も
雨水の貯留、浸透及び利用のシステムをちゃんと作れば、
産業興しになるのかもしれない。

注1 UDM : International Conference on Urban Drainage Modellingの略。
注2 RWHM : International Conference on Rainwater Harvesting and Managementの略。
注3 ICUD : International Conference on Urban Drainageの略。
注4 IWA : International Water Associationの略。1999年に設立された国際機構であり、水の効

率的な管理と水処理技術の向上を通して、世界における安定かつ安全な水の供給及び公
衆衛生に寄与することを目的としている。

注5 Xバンドレーダ：P8の榊原隆氏の講義内容を参照。
注6 平成19年3月30日、国土交通省官庁営繕部、土地・水資源局、都市・地域整備局、河川局、

道路局、住宅局の関係11課長連名で「都市における安全の観点からの雨水貯留浸透の推
進について」の通知が地方整備局宛に出され、地方公共団体にも周知された。「あまみず
46号」（2007.9）P9 参照。

注7 スマートグリッド：電力の流れを供給側・需要側の両方から制御し、最適化できる送電網。
専用の機器やソフトウェアが、送電網の一部に組み込まれている。オバマ政権が、米国
のグリーン・ニューディール政策の柱として打ち出したことから、一躍注目を浴びている。
太陽光発電や風力発電をはじめとする、再生可能エネルギーの積極的利用に際してスマー
トグリッドを構築する必要性は高い。

「雨水ネットワーク会議」の三者が、この度の国際会議とポストイベントの意義と成果を振り返りました。
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村 瀬　 ハン先生によれば、韓国のスウォン市、スウォンとは水原
という意味だそうですが、ここでは、スポーツスタジアム
をはじめとする大規模な地域開発において雨水の貯留、浸
透、利用を全面的に取り入れていくそうです。韓国政府も
それを支援しているとか。日本はここまできていませんが、
これからは日本もそうなっていくのではないでしょうか。

　　　 　なぜなら、気候変動で降雨パターンが変化し、今後は降
るときには短時間に一挙に降り、降らないときにはずっと
降らないといった、降雨の振幅が大きくなる時代になって
いくといわれていますから。来年、松山市で第三回雨水ネッ
トワーク会議全国大会が開かれますが、あそこは２年連続
でかなりシビアな渇水に見舞われました。今こそ、雨水の
総合的な管理を目指し、市民、行政、企業及び研究者が、
それぞれの立場からネットワークを強化していく必要性を
感じました。

■韓国の映像に学ぶ
村 瀬　 9月8日に東大で開催された国際会議で放映された、韓国の

SBS放送のディレクターのファンさんのドキュメンタリー
をご覧になりましたか？　雨が汚い、怖いという誤解を解
き、いかに雨が生命を育み、美しく、楽しいものであるか
を映像で伝える素晴らしい映画でした。この映画は�009年
の韓国の放送コンテストにおいて、ドキュメンタリー部門
でトップになりました。韓国の放送局もすごいなと思いま
した。トップに選ぶレベルといいますかね。彼は、あいさ
つの中で、雨を楽しむということを、韓国人も日本人も忘
れていたのではないかと言っていましたが、全くそうです
ね。日本でも彼のような広報マンがいると、すごくありが
たいなと思うし、私たちもこれからテレビやラジオを使っ
てもっと雨の素晴らしさを発信していきたいですね。イン
ドでも雨水利用の3分間映画があって、インドの大物俳優
がボランティアで出ていて、音楽も有名な音楽家が協力し
て制作されたそうです。ファンさんは、撮影のために日本
に何度も足を運ばれ、雨水市民の会も協力して映画が完成
しましたが、私たちも国際協力ですばらしい雨の映画づく
りに挑戦したいですね。

■雨の総合管理で国際協力
屋 井　 国際協力といえば、JICAのプロジェクトで、今、インドの

下水処理場の処理プロセスや管路に関する計画設計マニュ
アルと処理場のメンテナンスのマニュアルを作る話があり
ます。すでにあるものに見直しをかけるのですけど。今回
は下水の話ですが、将来的には雨水排水に関する計画設計
マニュアルもあるわけです。今の下水道の人たちが行くと
雨水の貯留、浸透、利用を視野に入れないから、私はそこ
をねらっているのです。JICAの案件を取りに行こうと思っ
ています。インドはすでに貯留浸透をやっている実績があ
り、UDMの考え方や日本の貯留浸透技術を入れたマニュ
アルを作ったほうがいいのではないかと思います。

村 瀬　 途上国支援の下に、日本政府がいろいろな上下水道の外郭
団体の技術者を送り出しているけれども、雨水を総合的に
管理していく視点がほとんどないという感じがします。僕
らもバングラで雨水利用の普及活動をやっていてつくづく
思うのは、上水道を普及できる地域は、都市部だけであっ
て、ちょっと離れるとまったく違うのです。修理の部品も

電気もない。そうすると向こうの人たちのマンパワーで、
ローカル・マテリアルで、ローカル技術でやれるものがよ
い。まさにわれわれがやっている貯留、浸透、利用の技術
が、ある意味では一番直接に使えるかなと思っています。

　　　 　国際協力という点では、その辺がこれからの大きなテー
マですね。そこら辺、事業者の観点ではどうですか。

大 西　 市場的には日本よりは海外のほうが、事業展開が望めると
思います。ただ、日本のものをそのまま持って行けない。

　　　 　例えばドイツにあるものはどんなに技術がよくても全部
日本に持ってくることはできない。ドイツの文化と人と建
物があるからやれることなんです。

　　　 　そう考えると日本の良いタンクを海外に持って行っても
結局、屋根がないとか、雨どいがないとか、という話になっ
ちゃうので、そう考えると雨水利用というのは、今までやっ
てきたみたいに、地元にあるものと技術で、地元の人たち
が自分の手でやる。そのアイデアとか、考え方、思想を渡
してあげれば、その方がいいのかなと…。商売をしている
私たちから言えば、商売にならないことですけど。

　　　 　そうしたことをいかにお金にできるか、というのがこれ
からの事業者の道なんだろうなと思います。

■雨水ビジネスの展開が必要
屋 井　 日本では作るだけではなくて、納めた後の運営にまで加

わっていかないとこれからは稼げませんね。だから本当は
雨水も何かそういった運営をするようなビジネスモデルを
作らないといけない、ノウハウの売りっぱなしではなくて。
装置やメンテナンスも、例えば IT を使って管理するとか、
技術を高めるとかしないと儲からない。

大 西　 私たちが求められているのは、物を売って終わりではなく
て、コンサルタントなり設計からお客さんに納入するまでを
全部やること。でもそうすると今度は範囲を広げられない。

屋 井　 貯留槽の売り切りでなくて、リースできないかと。各家庭
にリース、補助金もリースに回すというふうな…そうする
とリース会社と保守契約ができてちゃんと補修もするとか。

村 瀬　面白いですね。
大 西　 浄化槽は、付けたら清掃したり保守に来ますね。今、浄化

槽はどんどん減っていく時代だから、それをやっている手
の空いた人たちが同じようにやってくれればすごく楽です。
水設備のプロであり、技術や道具も持っているだろうし。

　　　 　治水と利水をうまくバランスを取って使おうといったと
きに、利用しないでためっぱなしだとか、ゴミがたまって
いるのでは意味がないので、付けた後の管理の仕事という
のがビジネスとして成り立つようになる。点が線にも面に
もなると思います。

村 瀬　 確かにこれから普及していこうとするとその問題はすごく
大きい。特に、レベルを上げて雨水を使おうとすればする
ほど管理の問題というのは大事になってくると思いますね。

■雨水は中水とは水質のレベルが違う！
村 瀬　 今後の課題の一つとして、雨水をもっと有効に利用しよう

とするとき、水質の話があると思います。これは日本建築
学会でずっと議論をしてきました。法的には、雨水は下水
処理水と同じトイレに流せる ｢中水｣ に位置づけられてい
ますが、同じにしないで欲しいんですよね。原水が違うん
ですから。

村瀬　　誠　Murase Makoto

NPO 法人雨水市民の会事務局長、天水研究所代表、IWA・
RWH・SPG（国際水会議・雨水活用専門家グループ）副座長、
東邦大学薬学部客員教授。



�3People for Rainwater / amamizu no.53  Feb. �010

　　　 　今回のハン先生の発表によれば、雨水の汚れは5ppm、河
川の汚れは�0ppmですよ。もともとポテンシャルが違うも
のを、なぜ一緒にするのかというあたりはすごく大事なポイ
ントだと思います。雨はもともと蒸留水のようなものできれ
いなのです。だからいろいろな利用ができるじゃないかと。

　　　 　実は、ソウル大学のハン先生のところと私の大学で、バ
イオフィルムの共同研究を始めました。やはりちゃんと
データを取って議論しないと前に行かないですから。

　　　 　ドイツがこれまでに模範を示してくれた注8）ので、今度は
それをもう一歩高めて、韓国と日本との共同で市民や事業者
がフィールドを提供して、データを取り、雨水の使い道を広
げていくための研究をしたいと。誰かがやらなければいけ
ないと思ったので、今年、徳永理事長のご厚意で雨水リサ
イクル研究所の作業場を改装し天水研究所を開設しました。

■雨水貯留設備の規格化を進める
大 西　 今、村瀬さんが言われた水質の問題はずっと言われている

んですけれども、一般の方が考える雨水の水質と、専門家
が考えているものとの間にギャップがあります。専門家が
きれいだといっても、一般の人は、その辺の水たまりの水
を想像してきれいではないと思ってしまう。それをきれい
であると見せて分ってもらうことが重要ですね。ドイツの
雨水利用では、取水装置にはこういう試験をやって、こう
いうものがよけられないと駄目ですと規格化され、一定の
水準の水ができるのです。

　　　 　先ほど出た日本建築学会では、雨水利用設備のアカデ
ミック・スタンダードを作ろうとしています。その上に水
質や運用をきちんと評価するシステムが必要です。安心
マークみたいなものが付くようなシステムを作れると、一
番いいと思うんですけど。例えば、第三者機関として雨水
貯留浸透技術協会などが評価する。そうすると安心してい
ろいろな用途に使えるようになると思います。

村 瀬　 そういう基準ができる時、まずは業界の基準ができてから
JISのような規格となりますね。まずは業界の貯留、浸透、
利用という人たちが一緒になって、学者を巻き込んで、資
金も引っ張ってきて、共同の調査研究でもいいから、やっ
てみたらどうでしょう。もう、べき論や推測だけの議論の
段階ではないと思います。

■会議の成果を社会の仕組みに
屋 井　 今まさに、雨水貯留浸透技術協会が古米先生のところと一

緒に、JST（科学技術振興機構）からお金を出していただ
いて、5年間かけて、雨水の実態調査をやることになって
います。まずは屋根雨水を貯留したものの変容特性、変質
特性、水質がどう変わっていくか、微生物やウイルスの評
価まで踏み込んでやろうと話をしています。おそらく雨水
の変質ポテンシャルは（河川水、再生水等と比べて）非常
に低いだろうというデータが出てくると思います。今は
屋根なんですけれども、将来的には道路排水、路面排水の
利用も視野に入れて考えようということです。都市に降る
雨というのはどこにでもある水源で、自然との調和型の水
資源開発をやりましょうと。

村 瀬　 今回の合同会議は、そういう意味で新しい歴史の1ページ
を開いたと言えますね。

　　　 　今回新たにできた雨水の市民、行政、事業者及び研究者
のネットワークを大事にして、今日議論した課題について
もっと深め合っていきたいですね。浸透など一つのテーマ
に絞ってもいいし、雨水に関する浸透や利用の技術、水質
の話でもいいと思いますよ。

　　　 　最後は、やはり社会のシステムにしていかないと。例え
ば雨水利用を法令化するとか条例化するとか。沖縄と東京
では雨の降り方も違うから、地域に合ったローカルスタン
ダードで、ただし基盤には国の法律があるというような。
このことに関連して言うなら、�008年に超党派の国会議員
や有識者らが水制度改革国民会議という組織を立ち上げ、
雨水の貯留、浸透及び利用を主要施策の中に位置付けた「水
循環政策大綱案と同基本法案」をまとめています。近く策
定の動きがあります注9）。これは雨水の総合管理を法制化す
るチャンスだと思います。私たちも大いに気運を盛り上げ
ていきたいですね。 

注8 ドイツの雨水利用工業規格（DIN）では、バイオフィルムは、タンクの内壁をブラシ洗浄し
ないよう提言している。これは、バイオフィルムが水質の浄化及び維持に重要な役割を果
たしていると考えられており、その保護にねらいがあると考えられる。

注9 この座談会の直ぐあと、2009年12月15日に「水循環政策大綱案と同基本法案」が正式に
水制度改革国民会議で決定を見た。今後、水制度改革議員連盟が設置され、水循環法制
定に向けた動きが加速されようとしている。P25参照。

屋井　裕幸　Okui Hiroyuki

2000 年より㈳雨水貯留浸透技術協会に勤務し、現在技術第
二部部長。雨水をためたり、地下へ浸み込ませる技術の普
及活動を通じて、水害防止や地域の水循環の改善に取り組
んでいる。

大西　和也　Ohnishi Kazuya

雨水利用事業者の会会長。㈱タニタハウジングウェア CS 推
進課雨水利用担当。あまみず編集委員。
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九州に、全国の雨水ネットワークが総結集！
　　　　 2009 雨水ネットワーク会議全国大会in福岡 を振り返る

8月6・7日に、福岡市城南区の福岡大学で「雨水ネットワーク会議全国大会in福岡」（主催：同実行委員会）が
開催されました。２日間の会議日程の前後には、５日の玄界島ツアー、８日のエキシビションツアーと、充実。
全国から関係者が集結した大会は締めくくりに「雨水ネットワーク九州宣言」がなされ、来年の開催地を愛媛
県松山市に決定しました。大きな成果を出す事ができた大会の模様を振り返ります。  

地震により失われた水源を雨水で代替する玄界島
　NPO法人南畑ダム貯水する会主催の玄界島ツアーに参加した。乗船後、約40分で博
多湾内の玄界島に到着。島の子どもたちが出迎えていて、案内役を務めてくれた。同
島は2005年3月の福岡市西方沖地震で被災し、地震による地滑りで多くの家屋が倒壊。
4年目の今春、復興にこぎつけ、小中学校、戸建住宅、県･市営住宅、公民館が建て替
えられた。地滑りを防ぐために岩盤にアンカーが打ち込まれ、その上にある地層に水
がたまらないよう水抜き工事も行われた。
　地震によるもう1つの被害は島にあった豊かな水資源を失ったことだ。震災前にあっ
た井戸や水脈は破壊され、島民は今、海底のパイプから送水される水道水のみに頼っ
ている。幸い、岩盤層にある地下水は水抜き工事の影響を受けることはなく、新たに
井戸を掘ることはできる。
　しかし、一時的にせよ、自己水源がないということは防災上も、緑を育てる上でも
憂慮すべき事態だ。南畑ダム貯水する会ではこうした問題を解決するため、雨水タン
クの設置に助成金を出すよう市に働きかけ、これを実現。学校、県･市営住宅、公園、
公民館と雨水タンクは徐々に増えつつある。 (大沢幸子)

●基調講演「問題は水、解決は雨水」
雨水市民の会事務局長・東邦大学薬学部客員教授　村瀬　誠

　墨田区では17年前から都市型洪水が起こっていた。当時、同区の職員だった私はこの洪水がコ
ンクリートで覆い尽くされた都市化によるものであり、降った雨が浸透できずに下水に流れるこ
とが原因と気づき、雨水をためることを思いついた。
　都内の戸建て住宅150万戸の屋根に降った雨をためると、平均屋根面積が60㎡として、年間１億
2600万トンになり、利根川上流の下久保ダムの貯水量に匹敵する。自分の家に降った雨をためれば、
ミニダムとなる。このような無数の水源が目に見える形で身近にあることは、遠くのダムに頼ら
ない水源自立の考えを育むはずだ。そして身近な雨水や井戸などライフポイントを強化すること
によって、災害時に壊滅的な打撃を受けるライフラインへの依存度を減らすことができる。
　こうした考え方に基づいて、墨田区では国技館はじめ区役所や学校など新設の公共施設では雨
水をためて利用している。さらに区は1995年、雨水利用推進指針を策定し、民間事業者にも雨水
利用を促し、雨水タンク設置の助成を始めた。2009年4月時点で、区内の雨水利用設備を導入し
ている施設は159、小型雨水タンクを設置している住宅は219となり、その総貯水量は1万3,200㎥
以上となった。
　目下建設中の電波塔、東京スカイツリーにも2,635トンの雨水をため、洪水防止に役立てると
同時に、トイレの洗浄、緑化屋根への散水、防災用水として活用していく計画だ。こうした雨
水の貯留、浸透、利用を総合的に推進し、健全な水循環を取り戻し、水危機を打開するために、
2008年8月、産学官民の全国的組織、「雨水ネットワーク会議」が誕生した。2回目に当たるこの
福岡での会議が九州の地域間のネットワーク構築の契機となり、その成果が来年の四国へつな
がっていくことを願ってやまない。  (要約：大沢幸子) 

8月5日（水）　プレツアー

8月6日（木）　全体会

周囲4.4㎞の島の南端側斜面地に住居が密集してい
るが、そのほとんどが地震の被害を受けたという。
現在は復旧され、真新しい家々が目立っていた。

report

雛壇状の土地には所々、これまで自前で得ていた
水を失った象徴のごとく、巨大なアンカーが砲台
のように打ち込まれていた。

震災復興で造られたモニュメントや展望公園がい
くつも見られた。

巨額が費やされた復興に比べささやかな設備では
あるが、公園や集合・個人住宅の所々に市民による
努力で設置が進む雨水タンクが見られた。

　全体会は、当会事務局長の村瀬誠の基調講演に次いで、松井三郎京都大学名誉教授（水制度改革国民会議理事長）が水循環基
本法（仮称） の制定に向けての活動について報告しました。また、国、自治体、学会、学校、企業からの雨水利用や地下水保全
の取り組み、そしてこの大会の中心的役割を担っているＮＰＯ法人南畑ダム貯水する会からの報告がありました。

福岡市

玄界灘

志賀島

能古島

玄界島

博多湾
博多港

福岡空港

5 km
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7日：分科会終了後、雨水ネットワーク九州宣言
が採択された。両日で400人以上が参加。

水循環基本法－水行政の縦割りを廃し統合化を
京都大学名誉教授・水制度改革国民会議理事長　松井　三郎

　水制度改革国民会議注1）は、水に関する行政の縦割りを廃し、水循環の再生のための総合的な
水循環基本法、つまり「水の憲法」を策定しようと、2008年6月に結成された。
　河川、水道、下水、地下水、工業用水、湖沼、海など水関係の法律は現在、32法以上あるが、
それぞれが何の関連もなく個別に管理されている。その結果、上流と下流で河川は寸断され、数
多くのダムが建設され、化学物質による水質汚濁も進行するなど、人間の生命を維持する上で必
要不可欠な水資源が危険にさらされている。また、地下水や都市雨水など法制化されていない分
野もある。
　水制度改革国民会議ではこうした欠落した分野のそれぞれの水資源法案を整備するとともに、
既存の縦割り水行政を連結統合して、総合的な水資源管理が行える基本法を超党派で策定し、議
員立法でその成立を図ることを目指している。既存の個別法の主な改正点は次の5点である。
　①温暖化の軽減と温暖化対応、②自然災害対策の予測、軽減、復旧の強化、③有害物質による
水資源及び生態系への悪影響の防止、④淡水域と領域海域の水生態系の保全と生物多様性やラム
サール条約の推進、⑤道州制を導入し中央政府と地方政府の権限を適正に分権化する。
　水資源を統合的に管理するということは、質と量、生態系の調和のとれた河川、地下水を持続
的に保っていくことを意味する。それにはこれらの水資源の利用や汚染に対して公私にわたる経
済的な責任が発生する。上・中・下流に住む人々との利害関係を整理し、これまでのような水道・
下水道料金という狭い枠組みではなく、もっと広い新しい理念に基づく経済負担をどう分担する
か整理していく必要がある。 (要約：大沢幸子)

注1　 水制度改革国民会議：同会議は、2009年12月15日に「水循環政策大綱」と「水循環基本法要綱案」をまとめた。
その骨子は、①「水循環庁」の創設などによる中央政府の縦割り行政の打破、②地方自治体への大幅な権限委
譲、③流域圏の総合的管理主体となる「流域連合」の設置など。その制定に向け、超党派の「水制度改革議員
連盟」が近く発足する予定。詳細は同会議のHP：http://mizuseidokaikaku.com/

8月7日（金）　分科会＋まとめ＋九州宣言

　分科会の日程として、「天」「雨」「海」「ライフ」「Like」と、雨にちなんだネーミングで5つの分科会が開催されました。
　「天」では集中豪雨の頻発による治水対策として、行政の立場から雨の貯留浸透利用に関する取り組みの報告がありました。
　「海」は、雲→雨→山→川→海の大きな水循環のなかで、海の果たす役割、とくに豊かな生態系であった博多湾（志賀島
のイカナゴ、カナギが獲れなくなった）の保全を、いかに継承し次代へ引き継ぐかを課題として話し合われました。
　「ライフ」は、実際の住宅でどのような雨の使い方をするのかグループワークを行った。屋根や壁に雨をため冷却効果を
狙う、ゴム製の袋を床下に置いて雨をためるなど、ユニークでいろいろなアイデアが出ました。
　「Like」は、雨水と健康をテーマに雨水浸透と保水機能がある福岡大学人工芝サッカー場（「あまみず52号」で紹介）の
効果について語りました。分科会「雨」について、以下にレポートします。

●分科会「雨」
　山下三平教授（九州産業大学工学部）がコーディネーターを務め、農業、林業と水との関わりについて3
名から話題提供を受け、参加者と議論をしました。「３つの話題の要約です。」

「企業が地下水を商品として売る」 サントリー環境活動部部長・作家　山田　健さん
　持続可能な事業として、森での地下水涵養量が工場でくみ上げる地下水量より上回ることを数値目標と
し、森を整備して地下水涵養力を高めることを品質目標としている。しかし森の抱える問題は多い。荒廃
した針葉樹林を健全な生産林や針広混交林へ誘導したり、シカの食害防止のために防護柵を設けたりして
いる。サントリーが「天然水の森」活動として意識していることは、生物多様性に富んだ森や豊かな土を
育て、清浄で豊かな地下水を生み出すことである。つまりサントリー製品が売れれば売れるほど、日本の
森が良くなる、そのような関係を作っていくことである。

「農作業の水遣りから解放されたい」 画期的な雨水集水装置「雨葉」製作者　吉村　正暢 さん
　農業を営んでいた父が急に亡くなって、一人残された母は畑まで水を運んで水遣りすることが大変苦痛
となった。何とか楽をさせたいと考え、蜘蛛の巣をヒントに雨を集める「雨葉」を考案した。雨を集める
にはシート状のものをイメージしてしまうが、「雨葉」はネット状。雨が降ると毛羽立ったネットが雨を含
んで水の膜ができて、サーッと雨が滑り中央に集まってポリタンクへたまる仕組みである。ネットの面積、
角度、タンクの大きさなど、蜘蛛を真似た吉村さんの研究はつきない。

雨水ネットワーク会議コーナー。
参加を呼びかけた。

雨水市民の会コーナー。

6日：多岐に渡る報告のあと、解説セッション。
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雨水ネットワーク会議全国大会が
私たちにもたらしたもの

雨水ネットワーク会議全国大会in福岡実行委員会 委員長　島谷　幸宏九州大学大学院工学研究環境部都市部門 教授

雨水キーパーソンが一堂に会す
　2009年8月6 ～７日、雨水ネットワーク全国大会in 福岡
が無事に終了し、私たち実行委員会のメンバーはほっと
胸をなでおろした。全国大会を福岡で開催するに当たり、
NPO、大学、国、県、市、議員などが実行委員会のメンバー
となり、何度も会合を持ち、内容について議論してきた。
雨水に関連があるキーパーソンが一堂に会し、雨水につい
てこれほど議論したことは福岡では初めてのことであっ
た。
　会議には400人以上の参加があり、雨水の貯留・活用に
ついて初めて知った人も多く、雨水についての理解と関心
が深まった。最後に「雨水ネットワーク九州宣言」が採択
され、次の7つの項目についてすみやかに実践するという
宣言となった。①雨水に感謝する思想の普及確立　②雨水
の知恵の収集と普及　③パートナーシップに基づく着実な
活動の実施　④雨水の貯留・浸透・利用技術のシステム化
と産業化の研究の推進　⑤制度・社会システムの研究　⑥
効果が把握できる試験サイトの確保と実証　⑦九州にネッ
トワークを構築する。

豪雨に見舞われた夏、時を得た全国大会
　さて、実は会議に先立つ約2週間前、7月24 ～ 26日、福
岡県内は豪雨に見舞われ各地で浸水被害が発生していた。
雨水会議が開催された福岡大学は福岡市城南区の樋井川流
域に位置するが、福岡大学の下流域においても氾濫が発生
していた。樋井川流域（流域人口15万人超）では時間雨
量70㎜を超え、隣の流域の福岡空港では最大時間雨量114
㎜を観測する猛烈な雨であった。
　今回の洪水の原因の一つは豪雨であるが、都市化による
流出の増大も大きな要因の一つである。雨水ネットワーク
会議全国大会で私たちは、都市化した流域において雨水の
貯留・浸透こそが根本的な治水対策として有効である事を
改めて確認することができた。協働で水を貯水、浸透させ、
地域のきずなを再生し、豊かな水辺を取り戻すことが今こ
そ必要であることを体感したのである。

樋井川流域治水対策市民会議、立ち上がる
　後日談となるが10月4日、雨水ネットワーク全大会に関

係した大学関係者、市民グループのメンバーが中心になり、
「樋井川流域治水対策市民会議」を立ち上げた。

　全住民参加型の治水を標榜し、市民の話し合いに基づき、
流域全体で雨水を貯留・浸透させ、さらにその取り組みか
ら、福祉・環境へと発展させる。そのための基本的な考え
方と方法を提案するために自由参加の市民会議を開始した
のである。12月末までに5回の市民会議とフィールドワー
クショップ、シンポジウム、数度の地元説明を行い、さら
に、流域すべての公民館において提言書原案について説明
し意見を交換する。１月末には、福岡市長及び県に提言書
を提出する予定である。
　雨水ネットワーク全国大会の開催で、行政、市民、大学
間のネットワークが強固となり、雨水貯留・浸透・活用に
対する基本的な認識が共有できた。会議の開催とそれに至
るプロセスが、次なる具体的展開へと発展したのである。
全国大会を開催させていただいたことをこころより感謝し
ている。人と人が出会い、情報と感情が交流することによっ
て爆発が起きるというのが全国大会を開催しての実感であ
る。 

　「2009 雨水ネットワーク会議全国大会in福岡」報告書、「雨水
ネットワーク九州宣言」、「樋井川流域治水対策市民会議」の情
報にはこちらからアクセスできます。＞＞＞雨水ネットワーク
会議ウェブサイト　http://www.rain-net.jp/

「地力を引き出す自然農」 福岡自然農塾・松尾ほのぼの農園代表　松尾　靖子 さん
　耕さず、草や虫を敵とせず、肥料農薬を必要としない、生命の営みに沿った農
業は、持続可能な農業である。自然のリズムに調和し、おいしい農作物の収穫な
ど、何よりも楽しい。水遣りも自然のリズムに合わせるためにごく少量しかやらず、
節水型農法といえる。
 （要約：高橋朝子）

交流会で、お会いした原賀いずみさん（左）。英
彦山（ひこさん）は福岡で最も雨が多いところで、
植物や野鳥の宝庫であるとともに、山岳信仰の
歴史もある。その自然を守る運動のため鳥の扮
装をして寸劇をすることもあるという。
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　バングラデシュの地下水は砒素に汚染されている。基準
を超えた汚染水を飲用にしている3,000万人などがガンを
始めとする健康被害の恐怖に怯えている。塩害も深刻だ。
雨水を飲めばこの問題の解決になるとした雨水市民の会
は、乾季をカバーできる大きさの雨水タンクの製造を開始
した。

最初の雨水タンクを見る
　2009年11月21日、クルナのホテルから日本製の車で2時
間半。雨水市民の会事務局長の村瀬誠氏と理事の佐藤清氏、
取材で同行した私、それに雨水市民の会バングラデシュ事
務所長であるワヒド氏は、最初のモデルタンクに着いた。
　高さ1.8m、直径2mの円筒形のタンクが黄色く塗られて
いる。容量は4.4トン。トタン屋根に降った雨を6ｍの横ど
いで集め、じょうごの形をした集水装置に落とし込み、そ
こから初期雨水を入れないようにしてタンクに流入する。
ここはバングラデシュのバゲルハット県モレルガンジ郡
ウエストシャルリア村のアバブブルラハマンモラ氏という
45歳の6人家族の家だ。ここがモデルタンクの建設地に選
ばれたのは、近くに人通りの多い道があり、通りからも良
く見える地点だからだそうだ。実際、通りかかった人がやっ
てきて、「どうやって作ったか」とか「どうしたら作れるか」
などの質問がなされているという。
　タンクの素材はコンクリートの幅30 ～ 40cm、長さ1m
強の湾曲したブロック。これを円形につなげた後、6段に
積み、周囲を太さ2㎜弱のワイヤーで縛ってからモルタル
で仕上げる。この時は11月から5月中旬まで続くとされる
乾季が始まって約1カ月。雨季の1カ月間にたまった雨水
は、もうほとんどタンクに残っていなかった。

設置希望者が多数
　その後、雨水市民の会と協働でマイクロクレジットシス
テムを活用して雨水タンクを設置していくことになってい
るNGOの一つ、RPOの事務所に着く。そこにはタンクの設
置を希望する近くの住民4人が集まっていた。他にも学校
の先生をしている3人の希望者がいるとのことだった。村
瀬氏が「今は乾季で雨水は貯められないが、希望があれば
タンクの設置をスタートしたい」と言うと、人々は「今す
ぐ造って欲しい」と言う。その理由として、今は乾季が始
まったばかりなので池の水は飲めるが、時間が経つと塩が
入ってくると言う。

　さらに翌日行ったジゥターラ村の小学校での説明会で
は、何と12人もの男性が設置を希望した。その他この日
来られない人も含めると、希望者は20人にも上るという。
　村瀬氏が言うには、2010年の乾季の間に4つのNGOと協
働で40基のタンクを建設することになるだろう。

劣悪な池の水
　3日目に行ったビジョイプール村でモデルタンクを見た
後、現在はどんな飲料水を飲んでいるのか尋ねた。近くの
池の水だという。早速行ってみた。
　数百m歩くとその池があった。やや濁った水を湛える直
径十数mの池だった。「この水を飲むのか！？」汲んでき
た水甕に昔から使っているミョウバン（凝集沈殿剤）を一
つまみ入れるという。だが沈殿除去できるのは恐らく濁り
ぐらいだろう。細菌やウィルス除去には無力に違いない。
こうした劣悪な水より天からの授かりものの雨水の方が安
全であることは言うまでもないだろう。

希望するすべての家庭に雨水タンクを
　地域によって多少異なるが、6人家族用の4.4トンタンク
の利用者の負担は約2万タカ注1）になる。今回のマイクロ
クレジットシステムに参加する住民は、おおむね所得が
月5,000 ～ 6,000タカであり、この地域の所得ランクから
いえば中クラスより上である。NGOと交わした契約では、
タンクの設置希望者は、前払金として5,000タカをNGOに
支払った後、残金を1年強にわたって毎月1,300タカ前後ず
つ返済することになっている。しかし、中級クラスのなか
でさえ一部に過大な負担を心配する声もあった。それでも
実際には雨水タンクの設置希望者は多い。それだけこの国
で飲料水問題が深刻だという事だろう。
　ただ問題がないわけではない。毎月の収入が2,500タカ
以下の貧困層は、現在のマイクロクレジットシステムに参
加することが難しい。そこで、2010年度からは、タイか
らややローコストのコンクリートジャーの技術を移転する
そうだ。
　2000年にスタートしたバングラデシュのスカイウォー
タープロジェクトは、10年目でようやく持続可能な取り
組みとして目に見える形で実を結びつつある。すべての
人々に安全な飲み水がいきわたるよう、雨水市民の会のさ
らなる進展を期待したい。

注1　1タカは約1.3円（2009年11月現在）

現地で雨水タンク普及事業を実施する担い手として現地NGOと契
約するために、2009年11月19日から村瀬事務局長、佐藤理事が
バングラデシュを訪れました。今回は、市民エネルギー研究所の
井田均氏が同行し、投稿していただきました。

バングラデシュに
雨水利用を広める

市民エネルギー研究所　井田　均

　雨水市民の会会員、中臣昌広氏の最新著書。
　都心の公園に寄りそう17坪の敷地に建てられた中臣邸は、雨水利用はもちろん、太陽光発電に緑のカー
テンとさまざまな「自然力をもりこんだ」都会の“ムーミンハウス”である。しかも、健康を第一に考えた
環境、自然素材、廃業した旅館から譲ってもらった照明器具や調度品、災害時にも耐えられる自立した
住まいでもある。土地探しから完成、現在に到るまで･･･「理論だけを言っていたら説得力がないわ。あ
なたに足りないものは実践なのよ」という奥様の言葉に突き動かされて始まった、中臣一家の「雨水や
太陽、緑の自然力を耕す」暮らしが、一杯につまったこの一冊。雨水の水質や室温変化などさまざまな
家庭内環境データも満載で建築のプロも一読の価値あり。かわいらしいイラストには癒される。
　この本を読んで、あなたも「自然力を耕す」暮らしを実践してみませんか？� 　（大西和也）�

「都会でできる－ 雨、太陽、緑を活かす小さな家」
著：中臣昌広　発行：㈳農山漁村文化協会　定価：1,785 円（税込）

注目の一冊 !!

井田　均　Ida Hitoshi

市民エネルギー研究所(HP:http://www.priee.org/)のメンバーとして日本
や世界の新エネルギーを研究。「主役に育つエコ･エネルギー」(緑風出版、
2005）などを出版。現在7冊目を執筆中。

雨水タンクに付けた大理石の看板を指差す村瀬事務局長。
「NO MORE TANKS FOR WAR TANKS FOR PEACE SKYWATER 

SAVES LIFE September2009」と書いてあった。
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不便な盆地も雨水、湧き水で大変身
－「雨塾」横浜市・西戸部のまちづくり見学会報告－

雨水市民の会会員　原田　稔

　雨水市民の会の公開学習事業「雨塾」では、11月22日(日)、
雨水利用のまちづくりをしている横浜市西区西戸部の見学
会を行った。墨田区で路地尊などの防災まちづくりを行っ
た「一言会（ひとことかい）」の活動に触発され始まった
というまちづくりを拝見した。

期待に胸膨らむ
　霜月の一日、参加者15人は、横浜駅東口からバスに乗
り一本松小学校で下車。初冬とは名ばかりで、雨が時折ぱ
らつく寒い日であったが、新たな発見を期待し胸を膨らま
せる。
　西戸部地区は、道路が狭いうえ木造住宅が密集している
ことから、住民が防災に強いまちづくりのために立ち上が
り、平成18年度に横浜市が市民の自主的なまちづくり事
業を支援する制度「ヨコハマ市民まち普請事業」に応募し
た。１次コンテストで選ばれた活動に対して30万円の活
動助成金が交付される。その助成金を活用して実現に向け
た提案をまとめ２次コンテストが行われる。選定された活
動には500万円限度の整備助成金が交付される。西戸部地
区では、防災用の雨水タンクや簡易井戸を町内に配置する
計画をまとめ、２次コンテストにも選定された。
　自治会館に着くと、事業主体となった「わくわく倶楽部」
の米岡美智枝さんや自治会役員の方々、ＮＰＯ横浜プラン
ナーズネットワークのメンバーでこの事業にコンサルタン
トとして関わった直原功さん、橋本忠美さんら、大勢の方
が集まってくださった。みなさんは以前、すみだ環境ふれ
あい館を見学し、我が徳永理事長にもいろいろ話を聞かれ
たそうだ。そうこともあって、大いに歓待された。説明を
受けた後、雨水利用した施設が実際に設置されている場所
の見学に出発した。

わくわく公園
　災害時に貴重な役割を果たす公園に水があると心強い
と、事業で最初に手がけられ「わくわく公園」と呼ばれて
いる西戸部2丁目公園を見学した。
　ここでは当初、井戸を掘ろうとしたが、水が出なかった
ため、急遽雨水利用に切り替えたそうだ。その結果、3箇所
から雨を集めるようになっていた。1つ目は、公園内の防災
倉庫と公園管理倉庫の屋根から集め、200リットルのタン
ク2基にためる。2つ目は、公園に隣接する家の屋根からで
500リットルのタンク1基にためる。3つ目は3.5トンの地下
貯水槽を設置し、崖の上に隣接する民家の屋根からの雨と、
崖地から流れ落ちる水を濾過してため、その貯水槽に手押

しポンプを設置していつでも水を
くみ出せるようにしていた。この
水は、子どもたちが遊ぶ浅いせせ
らぎに繋がっていて、楽しげな声
が聞こえるような気がした。
　雨水とは直接関係がないが、ア
イデアに富んだものとして感心し
たのが竈(かまど)ベンチである。
日頃はベンチとして使用し、いざ
という時に炊き出し用の竈として
利用できる優れものである。地域
の人たちの知恵と楽しさが溢れる
空間となっている。

わくわくハウス
　別の場所には、「わくわくひろ
ば」と呼ばれる場所があり、ここ
には「わくわくハウス」と名付け
られた防災倉庫がある。古い消防
団の器具置場を改造したもので、
太陽光発電でくみ上げる井戸水と
ハウスの屋根の雨を3トンの地下
貯水槽にためるようになってい
る。道路わきには、手押しポンプを取り付けてタンクの雨
水を利用できるようにしてあった。地下の貯水槽は、コン
クリートの槽の中にトラックシート（トラックの荷台にか
ぶせるシート）を箱形に加工してつり下げるような構造に
なっており、地震で水槽にひびが入っても水が漏れないよ
うに工夫されている。このアイデアには、大いに感心した。

雨水タンクと井戸
　その他、街角に200リットルの雨水タンクが数基設置さ
れていた。おなじみの「天水尊」や「雨水くん」である。
蛇口を道路に接して取り付けられており、町内の人が自由
に使用できるようにしてあった。これは良い考えだと思う。
　また、昔からあった井戸を再利用することも行なわれて
いた。地震で隣接する建物が崩れても井戸を確保できるよ
うに、上部を鉄のアングルで補強する工夫も行われていた。
井戸のない地域では、新たに掘っていた。

核になった「わくわく倶楽部」
　これらの事業は、先ず防災まちづくりを考えていた２つ
の自治会の「わくわく倶楽部」が、NPO横浜プランナーズ
ネットワークの人たちの協力のもと、勉強会やアイデア作
りをして「まち普請事業」に応募したと伺った。一生懸命
に手作りで作業しているメンバーの姿を見て、多くの住民
が加わり、子どもたちも参加した。わくわく公園のせせら
ぎには、一本松小学校の子どもたちが作った絵タイルが貼
られていて、今でも「これは僕のタイルだ」と喜んでいる
そうだ。子どもたちにも愛着が湧き、防災にも強く、エコ
にもなるまちづくりであると思う。
　見学を終えて自治会館に戻るとお茶やお菓子が用意され
ていて、外が寒かっただけに身体が温まるのを覚えた。バ
スの時間となり、心を残しつつ辞去したが、季節は冬でも
暖かい春のような心で帰途に着くことができた。
　最後に、雨塾の視察を快く迎えていただいた西戸部地区
の皆さんに深く感謝申し上げます。ありがとうございまし
た。 

手押しポンプの下が雨水タンクになっている。水はわく
わく公園にあるせせらぎに流れるようになっている。

わくわく公園の竈（かまど）ベンチ。

東神奈川

横浜

保土ヶ谷

西戸部地区

桜木町

関内

桜木町

横
浜
市
西
区

　
　

 

西
戸
部
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すみだ・雨水名所めぐり

　墨田区は雨水名所が数々ある。6月の某日、雨水探訪にふさわしく小雨降る中、
会員4名で墨田区向島辺りの雨水スポットを求めて散策した。地元在住の高原
純子理事の案内で、水戸街道から一歩入ると路地のほっとする空間が目の前に
広がり、思い思いに丹精込めた緑の生垣や草花が迎えてくれた。
　最初に訪れたのは、増田利男さん宅①。20年前から雨水利用を始め、トイレ
や庭の散水はもちろん、今では自宅の隣に茶室を建て、雨水で生簀をつくり、
鯉を飼っている。雨で洗われた庭の木々も見事だ。雨を風流に利用する増田さ
ん。遊び心に乾杯！
　水戸街道を挟んで反対側には、江戸の昔から四季折々の草木を愛でる名所、
向島百花園②がある。若者にも人気の「路地琴」が据えてある。互いに柄杓で
上から水を注ぎ合い、ピン、ピンと甕の中で奏でられる音色に聞き入った。草
木は刈り込んでおらず、野性味を残しているのが魅力的だ。
　百花園の近くには路地尊の一つ「会古路地（えころじ）」③がある。手押し
ポンプから水が勢いよく出てきた。地下タンクに近所の家の屋根から集めた雨
水を砂ろ過してためる仕組みだ。近隣住民の手で維持管理されている。（が、
昔懐かしいコンクリート製ゴミ箱が、いたずらのために封鎖されてしまったと
いうのはちょっぴり寂しかった。）
　近所で昼食後、墨堤通りを通って、当会の徳永会長の雨水リサイクル研究所
④では路地尊の元祖と対面。さらに南に行くと、3代将軍家光が命名した長命
寺⑤がある。鷹狩りの最中に腹痛を起こし、この寺の井戸水を飲んでたちどこ
ろに治ったという伝説がある。その裏手にある桜餅の発祥の老舗「山本や」で、
桜葉が3枚縦にまかれた約300年の伝統の味を賞味した。
　直ぐ近くに、三囲（みめぐり）神社⑥がある。右手に回って正門から入ると、
俳人宝井其角の雨乞いの句碑「夕立や田をみめぐりの神ならば」があった。他
にもいろいろ解説がほしい石碑が建っている。圧巻は、本堂横の苔むしてほと
んど虚になった梅の木が、先端に初々しい若葉をつけた姿だった。
　しめて所要時間約5時間、雨水に映える下町の自然や歴史に触れ、風情ある
小旅行であった。 (2009年6月) 

今回の雨水名所めぐり、モデルコース
東武伊勢崎線東向島駅 →①増田利男さん宅→ ②向島百花園 → ③会古路地 
→ 昼食　→④雨水リサイクル研究所 → ⑤長命寺（桜餅）→ ⑥三囲(みめぐ
り)神社

※ ①は私邸であるため、事前に了承を得てからお訪ねください。

 増田利男さん宅の庭。雨の集め方にも趣がある。

向島百花園にある路地琴。水を入れると耳を澄ますと
ピンピンとかわいい音が聞こえる。

三囲神社境内。宝井其角の石碑の横に「雨」の文字が
…。長靴屋さんからの寄贈だとか。

雨水市民の会 理事　柴　早苗

今回の雨水名所めぐり。マップは「すみだの雨水利用Guide & 
Map」（墨田区環境保全課）より引用。

１

２３

４

５

６
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てみよう」江戸川新八水路で魚とり。35名参
加。

● 8/26(水)　ライオン平井事業所にて研究者な
どを対象に村瀬事務局長講演。

● 9/5(土)　小平環境フェアにて手作り雨水タ
ンクと雨葉の展示と販売。

● 9/8(火)　第8回都市排水モデリング及び第2
回雨水収集管理合同国際会議・特別一般公
開プログラム　東京大学本郷キャンパス弥
生講堂にて約350名参加。

● 9/10(木)　同上の合同会議・テクニカルツ
アー　墨田区役所、路地尊、すみだ環境ふ
れあい館などを見学。13カ国から約50名参
加。

● 9/12(土)　ポスト合同会議一般公開セミナー・
雨水都市国際セッション2009-気候変動に伴う
水危機に都市はどう立ち向かうのか？ すみだ
中小企業センターにて内外の研究者4名によ
る市民向け講演会。約400名参加。

● 9/12(土)　ポスト合同国際会議ワークショッ
プ　墨田のまち歩きを楽しみながら路地尊
やスカイツリー建設現場を見学。最後にす
みだ環境ふれあい館にてグループディス

● 11/15(日)　雨の絵本ひろば「クリスマス会の
準備工作」10名参加。

● 11/21(土)　「大人のための環境ふれあい絵本
講座」  講師：溝口いづみ(とことこペンギン
隊の出張絵本講座講師・すみだ環境ふれあ
い館スタッフ)　8名参加。

● 12/20(日)　雨の絵本ひろば「クリスマス会」
19名参加。

● 6/27(土)　雨水探検隊「向島地区の雨水利用
施設見学」30名参加。

● 7/15(水)　サントリー天然水白州工場見学。
サントリーの企業活動としての地下水保全
活動やボトリング工場の見学。3名参加。

● 8/5（水）　雨水ネットワーク会議全国大会in
福岡オプショナルツアー・玄界島の雨水利
用見学。8名参加

● 8/6-7(木･金)　雨水ネットワーク会議全国大
会in福岡　福岡大学にて11名参加。

● 8/23(日)　雨水探検隊「川に入って魚をとっ

● 7/19(日)　雨の絵本ひろば「しゃぼん玉であ
そぼう！」34名参加。

● 7/25 ～ 8/29　「土曜日ワークショップ～体
験・実験！自然のめぐみ」+「ちびっ子スペ
シャル！土で遊ぼう～ぴかぴか雨水だんご」
延べ153名参加。

● 9/20(日)　雨の絵本ひろば「そらとぶタネ」本
物のアルソミトラ(熱帯アジアのウリ科の植
物の種。本物は1ｍの高さから落ちると4ｍ
滑空するという)の種を入手！それを真似て
工作でそらとぶタネを作った。13名参加。

● 10/17(土)　雨の環境学習プログラム「水と空
気のおもしろ実験」講師 : 齋藤賢之輔。17名
参加。

● 10/18(日)　雨の絵本ひろば「おいもパーティ
と収穫のお話」  講師：氏田章治(秦野市で
環境活動を展開しているNPO法人四十八瀬
川 自 然 村(http://48se-mura.com/)　 の メ ン
バー )による稲作りのお話と雨水で育ったふ
れあい館のサトイモを収穫。24名参加。

　活動の記録・予定
�009年�月～ 1�月

すみだ環境ふれあい館活動

その他の活動

第1回 「太陽ってすごい！～ソーラークッキ
ングに挑戦しよう」（7/25）。集光された太
陽光の強さをさわって感じたり、実際にお
湯をわかすことで体験。

第2回 「雨のめぐみで草木ぞめ－オリジナル
ハンカチをつくろう」（8/1）。雨は不純物が少
ないため、染めやすい。外の雨水タンクから
水を汲んできて、みんな汗をかきながらがん
ばった。作品はそれぞれに工夫された力作ば
かり！

 第３回「水の大冒険－ゲームで体験！水循
環」（8/8）。ペットボトルを使った水クイズや、
雨水での打ち水体験も取り入れ、水の冒険を
したあと、自分の旅の物語を発表。

 第4回「ウォーターワールド！－顕微鏡で水
中の生きものを見つけよう」（8/29）。屋上の
水を採取。にごっている方が、生きものがい
るよ。一人１台の顕微鏡で生きものを発見。
32種類も見つかり大いに盛り上がる！

緑のカーテン冷涼効果実験。8月中旬から1 ヵ
月行った結果、カーテンがあるほうが最大4
度、平均1.4度低かった。

ちびっこスペシャル！「土で遊ぼう！－ぴ
かぴか雨水どろだんご」（8/22）。まんまる
になるように、てのひらでころがしながら
まるめていく。できあがりは、こんなにぴ
かぴかに！ 

子どもたちが大勢参加！  2009夏のイベント

7/12(日)　2009年度雨水市民
の会総会の様子。
右写真は、三浦会員制作の「松
ぼっくりの湿度計」(松ぼっ
くりが乾燥すると笠を広げて
種を飛ばす特性を利用)

　2009年の夏休み、すみだ環境ふれあい館では、下記のようなスペシャル
プログラムを企画・実施しました。すみだ区報に加えて近隣小学校や保育園、
児童館、町会などへの広報を通して、大勢の子どもたちが集まりました。
① 「土曜日ワークショップ＆ちびっこスペシャル」：雨水をテーマに、都市

の中で自然を学ぶシリーズ。ふれあい館スタッフが開発したオリジナル
プログラム５本を開催し、合計153名が参加。（各テーマは下青枠のとおり）

② 「ふれあい館たんけんミニクイズラリー」：シートを片手に展示を回り、「雨
水」や「グレートジャーニー」に関連したクイズに答えてもらいました。
延べ300人以上が参加。

③ 「すみだでみつけたよ！生きもの観察カード」：企画展「すみだの生きも
の写真展」内の参加コーナー。館内や身の回りの「生きもの観察カード」
を描いてもらい、延べ200名以上が参加。

④ 「雨の絵本ひろば」:  月１回の定番プログラム。夏休みの相乗効果からか、
より多くの参加者でにぎわいました。

⑤ 「みどりのカーテン」：ゴーヤを窓に沿って這わせ、室内の冷却効果を実
験。最大4度、平均1.4度涼しいというデータが得られました。

　多彩な企画に日を重ねて来館する子どももあり、イベント参加でポイントが
たまるカードは、約100人が利用しました。昨年度以来、近隣の子ども・親子
を中心にリピーターも増え、来館者とのコミュニケーションも進んでいます。
　現在は、3月初旬スタートの第2回企画展「すみだ環境区宣言記念～わた
しの環境宣言展（仮）」に向け、準備を進めています。今後も、来館のニー
ズ把握を進め、より充実した施設の創造と運営に挑んで行きたいと思いま
す。 （ふれあい館スタッフ・夏企画担当リーダー　笹川みちる）

※ ①の土曜日ワークショップ＆ちびっこスペシャルのシリーズは、雨水市民の会
が、地元企業ライオン（株）と協働で取り組む「雨の恵みプロジェクト」の一
環として資金提供を受け行いました。

　 プログラムの詳細は、ライオン（株）のウェブサイト、CSR活動報告のページで
もご覧いただけます。ぜひアクセスしてみてください！

　http://www.lion.co.jp/ja/csr/social/conservation/03.htm

土曜日ワークショップ＆ちびっこスペシャル　開催日「タイトル」：講師

●7/25 (土)   「太陽ってすごい！－ソーラークッキングに挑戦しよう」 ： 関口智久　
●8/  1（土）  「雨のめぐみで草木ぞめ－オリジナルハンカチをつくろう」 ： 瀬崎昌彦
●8/  8（土）  「水の大冒険－ゲームで体験！水循環」：蝦名晋一　
●8/22（土）  「ちびっこスペシャル！土で遊ぼう－ぴかぴか雨水どろだんご」 ： 田之下雅之
●8/29（土）  「ウォーターワールド！－顕微鏡で水中の生きものを見つけよう」 ： 蝦名晋一

雨水市民の会では、2008年度より墨田区の「すみだ環境ふれあい館」の運営業務
を受託し、日々館の運営に務めています。すみだ環境ふれあい館だより
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● 11/19 ～ 27　村瀬事務局長、佐藤理事渡航。
住民参加による雨水市民の会仕様の雨水タ
ンクの普及事業に関して現地４NGOとのコ
ラボレーション契約。いよいよマイクロク
レジット事業開始！

● 12月下旬　韓国SBS放送が、雨水市民の会の
プロジェクト現地取材。

● 7/31(金)　日本経済新聞「私たちの命の源
『水』、循環する資源の大切さを心に」“水の日”

にちなんで雨水利用の墨田区の取り組みを紹
介。

● 8/4(火)　韓国ケーブルテレビが墨田区の雨
水利用取材。村瀬事務局長が対応。

● 9/11(金)　東京新聞「雨水を利用し、エコ活
動」すみだ環境ふれあい館の雨水ハウスを紹
介。

● 9/11(金)　朝日新聞「雨水利用世界が注目」9
月10日に行われた8UDM&2RWHMテクニカ
ルツアーで、市民の会が案内して世界の雨
水管理研究者が墨田区の路地尊などの雨水
利用を見学したことを紹介。

● 10/17(土)　読売新聞「空へ未来へ幹を伸ば
す」のコーナーで村瀬事務局長が東京スカイ
ツリーの雨水利用を紹介。

● 12/18(金)　韓国SBS放送が取材。徳永理事
長、村瀬事務局長が対応。

● 12/29(火)　日本経済新聞首都圏版のNPOの
活動紹介欄で徳永理事長と村瀬事務局長の
インタビュー記事。

● 1/14(木)　ライオン雨の恵みプロジェクト
● 1/17(日)　雨の絵本ひろば　図書整理（すみ

だ環境ふれあい館）
● 1/30 ～ 2/10　バングラデシュ渡航　村瀬事

務局長、荒井理事
● 2/20(土)　理事会
● 2/21(日)　雨の絵本ひろば「ゲーム大会」（す

みだ環境ふれあい館）
● 2月末頃　「雨と文芸」第5号「特集 雨の詩集」

を発行予定
● 3/20(土)　雨水探検隊　終了式　（すみだ環

境ふれあい館）

カッション。学生、研究者、市民など63名
参加。

● 9/12 ～ 13(土･日)　都立両国高等学校・附属
中学校学園祭にて雨水利用のパネル展示。

● 10/3 ～ 4(土･日)　すみだまつり雨水市民の
会コーナーにて、雨葉のデモンストレーショ
ン、手作り雨水タンクの展示及び活動のPR。

● 10/24(土)　墨田区立文花中学校で開催され
た地域ふれあいまつりにて手作り雨水タン
クと雨葉の展示。

● 10/31(土)　雨水探検隊「市川の自然にふれよ
う」22名参加。

● 11/22(日)　雨塾・雨水利用のまちづくり(横
浜市西区西戸部地区)見学会

● 12/12(土)　雨水探検隊「お楽しみ会」外手小
学校にてカレーライス作りと雨水クイズ。
26名参加。

● 7/12(日)　2009年度雨水市民の会総会
 2008年度活動報告・決算及び2009年度事業

活動・予算が承認された。スカイウォーター
プロジェクト担当の荒井理事がバングラデ
シュの報告を、雨の絵本ひろば担当の上林
理事がその活動紹介をした。

● 7/5(日)･8/15(土)･10/24(土)･11/7(土)･12/12 
(土) 　雨水市民の会理事会

● 7/6(月)･10/29(木)･11/12(木)･11/30(月)　 ラ
イオン雨の恵みプロジェクト

● 7/30(木)　あまみず編集会議
● 7/3(木)･8/21(金)　国際会議準備会
● 10/16(金)　雨水ネットワーク会議世話人会
● 12/8(火)　あまみず座談会
● 12/22(火)　松山市にて2010雨水ネットワー

ク会議全国大会in松山実行委員会。大西世話
人が参加。

● 12/26(土)　雨の環境学習プロジェクトの打
ち合わせ。

● 7/18 ～ 7/26　村瀬事務局長、荒井理事渡航。
モデルタンクの設置準備と現地NGO調整。

● 8/26 ～ 9/2　村瀬事務局長、佐藤理事渡航。
モデルタンクの設置確認と現地NGOへの雨
水利用技術指導。

編集後記
世界の空と人をつなぐ　あまみず
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　本号はいつもより頁倍増、32 頁でのお届けとな
りました。雨水ネットワーク会議全国大会や合同
国際会議ほか内容も盛りだくさんです。こうして
みると国内外を問わず実に多くの方々、また、様々
な立場の人たちが雨水について考えているのだ
なぁとあらためて感じました。長引く不況で未だ
景気回復の先行きが不透明な今、若者が希望を持
てる社会のビジョンが世の中に求められています。

「雨水」がそうしたビジョンのひとつとなり、願わ
くば雨水ビジネスが景気回復の牽引役となるくら
い盛り上がれば、というのは期待し過ぎでしょう
か？　そうした社会が実現するためには、これま
で以上に産官学民のネットワークが強化されてい
く必要があるのかもしれません。本誌がその媒介
役として活用されるように、これからも頑張って
いきたいと思います。雨水に関心をお持ちのみん
なさん、一緒に雨水を盛り上げて参りましょう（本
誌への広告出稿も随時募集中です !!）。 （希）

会　　議

取材・報道関係

バングラデシュ・スカイウォーター・プロジェクト

活動予定・お知らせ
（2010年1月～）

7/15(水)　サントリー
天然水白州工場見学。

10/17(土)　「水と空気のおも
しろ実験」。講師の齋藤賢之
輔さんの話は、ユーモア満
点！子供たちも理科が大好き
になるよ。

7/19(日)　雨の絵本ひろば「しゃぼん玉であそぼう！」。夏休みに入った
ばかりの子どもたちでにぎわった。過去の雨の絵本ひろば最高の参加者
であった。ふれあい館の夏休み企画「土曜日ワークショップ」と一緒に
広報活動をしたのが功を奏したようだ。

10/18(土)　雨の絵本ひろば「おいもパーティと収穫のお話」。氏田章治(Ｎ
ＰＯ法人四十八瀬川自然村)さんによる稲作りのお話とふれあい館の雨水
ハウスの屋根からの雨水で育ったサトイモの収穫。土の中にいた幼虫や
ナメクジに大歓声。土を触った経験がないお母さんも大いに関心を示し
た。

12/20(日)　雨の絵本ひろば「クリスマス会」。参加型劇「かさじぞう」
の子供たちはお地蔵様になりきっていた。クリスマスバージョン飴ハウ
スも人気だった。

事務局から
●9月17日から同じ建物の1階に引越しました。
●事務局体制が代わりました。徳永事務局員

が毎週金曜日勤務(朝10時から午後5時ま
で)です。事務局への電話によるお問い合
わせは、転送により事務局長の村瀬がお
受けいたします。




