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アメニティー

１
はしがき

　だいぶ前のことですが「第三の男★１」という映画
を友達と鑑賞しました。映像の中で巨大な地下道を行
動する男性のシーンを見た時、“地下鉄か?”とつぶや
いたところ、“あれは、きみ、下水道だよ！”と教えら
れ、巨大で美しい下水道に驚いた記憶があります。映
像はもちろんヨーロッパのある大都市の地下下水道で
あり、その町の環境のことなど連想していました。信
州田舎道の側溝のビタビタした下水しか見たことのな
い私にとって、この素晴らしい下水道は驚きでした。
以前文献によって、18世紀半ば、ヨーロッパにおけ
る産業革命さなか、イギリス、テムズ河畔の「グレー
トスティング事件」のことなど承知していたので、そ
の後１世紀でヨーロッパの各都市はこんなに立派な施
設を持ったのか、などと感じ入っていました。最近は、
砂防・防災関係の皆さんから拝聴する「アメニティー」
のこと「フィールドミュージアム」のことなどの話題
や提言に引かされる思いで一杯であります。

２
環境異常とラッツェルの懸念

　1699年、イギリスでは蒸気の利活用がきっかけと
なり、産業革命の時代に突入しました。1730年代以
降紡績機、織機が考案され、イギリスを中心に産業革
命が盛んになり、ヨーロッパ各地の環境にも大きな影
響を与えました。1780年代当時、ロンドンを流下す
るテムズ川の汚染が激しく、河畔の国会議事堂におい
てはたいへんな悪臭に悩まされ、議事の進行にも支障
をきたし、約一週間の議会の閉鎖という「大臭気事件」
が発生しました。また1867年のパリにおいて万国博
覧会が開催され、日本からは薩摩藩士と幕府の役人が
参加しセーヌ河畔のホテルへ投宿いたしました。とこ
ろが当時のセーヌ川も汚物等による汚染の度合いが激
しく、驚いたそうであります。帰国後、万博に参加し
た役人達は「あんな汚い国には二度と行きたくない
……」という意の報告を幕府に提出したと読んだ覚え
があります。その当時の日本の環境についてみると、

中村 三郎
なかむら さぶろう

防衛大学校名誉教授
地すべり学会顧問（理学博士）

中央アルプスの秀峰宝剣岳(2931m)、北方に北アルプ
ス、東方に南アルプス・富士を眺望できる。絶景です！

sabo vol.119 冬 201634



隅田川では白魚漁が盛んに行われていたことから水質
汚染度はBOD ３ppm以下と認識されており、清流が
保たれていたとのことであります（渡辺1991）★２。
　ヨーロッパにおける産業革命由来のさまざまな環境
異常が生活に与える影響を懸念し、1882年ウィーン
工科大F・ラッツェル（1844～1904）はデターミニズ
ム（環境決定論）を提言しました。すなわち「人間の
生活は地球自然の因果律によって強く支配される、い
わば地を離れて人は存在せず」という主張であります。
しかしこのラッツェルの主張に対して、ソルボンヌ大
のラ・ブラーシェは1884年、ポシビリズム（環境可能
論）をもって反論しました。すなわち「人間は技術を
用い、地球上いずこでも人間の都合優先の環境を創り
だすことが出来る」という所論であります。その後約
１世紀、人口の増加や技術の進歩は人間の都合優先の
社会環境を創り出し、自然の利活用を進展させ、人間
はラ・ブラーシェの主張に近い展開をしてきました。
　最近の､ 人間の都合優先の行動と環境の成り立ちを
考えると、次第に反自然的存在としての人類の所行は
「地球→人球化」を促し、自然の人類に対する「ツケ」

が日に日に大きくなりつつあるこの頃の環境事情を感
じます。
　最近は、予想をはるかに超える地盤災害が頻発し、
「計り知れない自然の都合」の追跡不足を思う時、約
130年前のF・ラッツェルの「デターミニズム」の言
葉の意味の重さを深く思うこの頃であります 図-1★３。

３
アメニティーの推進

　1730年代以降、イギリスは先進的に産業革命を行い、
諸工業が盛んになりました。ところが1890年代には
ドイツとアメリカ合衆国が台頭してきて、イギリスの
産業に陰りが出てきました。F・ラッツェルとラ・ブ
ラーシェにより環境に関わる議論が交わされていた時
期、イギリス人が気づいたのはアメニティーの問題で
あったと言われています。快適環境・景観・歴史的な
風物など地域の文化そのものの保持ということであり
ます。当時英国のヴィクトリア女王（1816～1901）は、
イギリス人の世界における活躍を称える反面、19世

図-1 砂防フィールドミュージアム・アメニティーの展開（中村三郎2015）
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紀後半は「アメニティー」に関わる活動の大切さを強
調していたことから、イギリスではその源流が創り出
され、これを広くヨーロッパに敷延することがすすめ
られたのでした。今日私たちがヨーロッパ各地を訪れ
る折、都市域や建造物等の持つ持続性に富んだ文化力
が、私たちに不思議な癒やしと活力を与えてくれます。
これがアメニティーの持つ力でしょうか？
　アメニティーの保持には、常に地域の場所性・風水・
歴史などに関わる認識が不可欠であります。また砂防・
防災･環境事業の推進にも､ 常に地史に関わる大地の
変化の尺度、自然条件と生活との関わりなどを吟味す
る必要があることから、砂防とアメニティーの保持は、
フィールドミュージアム等の創出にとって、最適不可
欠な技術であろうと思います。

４
森と水のアメニティー

　モンスーン地帯に位置し、豊かな森林と水に恵まれ
た日本列島は、古くから生活文化のすべてにおいて、

木の利活用による独特な文化を創り上げてきました。
「日本の森と木と人の歴史」★４によれば、弥生時代後
期（AD.100～300年代）木材の需要が増加し、森林の
伐採による山地の荒廃も多く、洪水や土砂流出が発生
しやすくなり、沖積平野では水没消滅する家屋や集落
の例が多く見られました。AD.400～500年頃の土木工
事の跡が確認されています。古墳時代後期になると森
林の利活用が激しく荒廃が進んだため「森林伐採禁止
令」が出されています。これは山地の荒廃、土砂流出
の影響を軽減するためのわが国最古の掟といわれてい
ます。しかしその後、奈良時代以降の大規模な建造物
の構築は山地や環境に大きな影響を与えました。
　1567年の羽柴秀吉による「墨

すの

俣
また

一夜城構築」は、
日本の森林と水と環境の保全にとって、大きな切っ掛
けとなったのでは、ということも考えられます。秀吉
は築城に際し、木曽の美林５万本を伐採し、木曽川の
流れを利用して部材を運び、墨俣で一気に組み立て一
夜で城を造ったと言われています。時は移り徳川の時
代、尾張藩士が木曽を見回ったところ、森林・山地の
たいへんな荒廃の状況に驚き、幕府へ進言して公布さ

図-2 木曽上松の赤澤自然休養林の一部とヒノキ貯木場（中村三郎2015）
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れたのが1666年の「諸国山川掟」と言われています。
当時は安土・桃山の築城時代の影響も有り、全国的に
山地は荒廃し、森林地はたいへんな荒れようでありま
した。幕府が公布したこの山川掟は非常に厳しいもの
で、木曽においては、停

ちょう

止
じ

木
ぼく

と称する５種（槇
まき

・檜
ひのき

・
椹
さわら

・翌
あす

檜
なろ

・ねずこ）が指定され、この指定木を１本で
も伐ると厳罰に処せられ「停止木一本首一つ」と言わ
れるほどの厳しい掟であったと言います。その結果、
我が国の美林は、ヨーロッパと比較して保存が良好と
なり、山地斜面の保全や森林にとっても好ましい結果
をもたらしました。
　日本列島における森林の面積比は約70%と言われて
います。これと比較してフランス27%・ドイツ28%・
イギリスは10%にすぎません。ヨーロッパの低い比率
は、16℃～17℃の小氷河期時代には石油の流通がま
だ不十分であったため、暖をとったり炊事などのため
原生林を伐採したままで放置したことが大きな原因で
はないかと言われています。（牧野他1991）★５

　我々の日常の力は、身辺の豊かな木と水から来てい
るという実感があります。「停止木一本首一つ」とい

う厳しい掟が、日本列島の今日の豊かな森と清らかな
水という比類無い資源を守り、日本型アメニティーの
源泉となったともいえるでしょう 図-2、 写真-1。

５
脱桎梏の「ツケ」対応と環境保全

　人間の生活・生産にとって、自然条件が人間に与え
る手かせ足かせは桎

しっ

梏
こく

であり、これを克服しようとす
る行動と結果が「脱桎梏」であります。脱桎梏の手段・
技術が発達し、人間の都合を優先した社会環境が卓越
した今日、自然の人類に対する「ツケ」もまた次第に
大きくなりつつあり、その対応もおろそかにはできま
せん 図-3。
　その対応によりいかに結果が変わるかという、対照
的な事例をご紹介します。

消えた港

　トルコ西海岸における遺跡に、古代都市で大貿易
港でもあったエフェスという街がありました。安田

図-3 脱桎梏と環境対応のイメージ（中村三郎2015）

写真-1  油木沢のヒノキ原生林（300年生）、（古幡
和久氏（木曽町新開在住）撮影）

「諸国山川掟」によって日本の豊かな森と水が守ら
れた。
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伝わってきました。これは開拓が東部から西のカリフ
ォルニアに到達したことを意味しています。ところが
その２、３年後には、東部から西部にかけて「自然の
人類に対する逆襲」という言葉が伝わってきました。
これは広大な開拓農耕地におけるシートエロージョン
（面状浸食現象）が東から西方向へ転移拡大し、開拓
した農地が被災し始めたことを指します。農耕地にお
けるこの大規模な土壌流出現象に対して、政府はいち
早く対応し、排水設備等を積極的に推進したため事な
きを得、今日安定した大農耕地となっています。
　上記の二つの人と自然に関わる事例は、古代と近世
の例でありますが、今も昔も自然は正直であり、ごま
かしがききません。エフェスでは人間に対する「ツケ」
をおろそかにした結果、大都市が廃墟化しました。一
方アメリカ大陸では自然の反応に対して直ちに対応し
行動した結果、安定した人と自然との関係を保持し得
たものと考えられます。

６
環境選びと生活場異変

　近年社会や経済の発展・変化と共に、都市域および
その周縁における地形の改変、土地利用の移り変わり

（1989）★６によれば、この古代都市はBC.11世紀頃か
らアルテミス神殿を中心として建設された都市と言わ
れております。またBC. ３～４世紀以降からAD. ２世
紀の間、エフェスの港はエーゲ海で最も繁栄した貿易
港でありました。人口は約10万人とも言われ、盛ん
な交易によって人々の交流は激しく、人口の増加につ
れて食糧調達も必要となりました。そこでエフェスの
港へ流入する小メンデルス川上流域の広域な地域の森
林を伐採し農牧地化を推進しました。土地の農牧地化
が進むと一般に透水性は失われ、次第に地表の土砂流
亡等も促されます。ところが地域の人々は作物の収奪
のみに気をとられ、流水・流砂異常に対する対応施工
を行うこともないままに永い時間が経過しました。そ
の結果、農牧地の流亡土砂が小メンデルス川上流域へ
堆砂し、さらに港の内港そして外港へと堆砂が進み、
ついには港湾としての機能も失われたのです。そして
時を経て、10万都市が廃墟と化したということであ
ります。

自然の逆襲

　18～19世紀、ヨーロッパの環境破壊を救ったのは、
アメリカ大陸だったと言われています。1930年、「フ
ロンティアの消滅」と言う言葉が大陸の東から西へと

図-4 各種利用地の地形別面積比（国土庁（1977）に基づき作成）（田村,1982） （彩色は中村）

※1住宅地，工業用地，公共用地，レジャー施設用地，その他の都市的土地利用を含む，※21970～72の増加面積平均値を外挿，
※31970～72の平均値を外挿。なお“低地”の左端破線より左は“埋立地”
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が著しい。1960年代以降における高度経済成長や人
口の集中、特に1964年の東京オリンピック、それに
続く新幹線・高速道の開通は、首都圏をはじめ大阪・
名古屋・仙台等各地の都市域のメガシティー化に拍車
がかかりました 図-3。
　田村（1982）★７は国土庁の資料によって 図-4の報告
をしています。国土全体に対する低地・台地・丘陵地・
山地の面積比 図4-1段目 に対して、1967年宅地が占め
る地形別面積比 図4-2段目 と、1965-1975年の間に住宅
地に転換された土地の比率 図4-3段目 を見ると、丘陵地
の宅地比率が急激に大きくなっている様子を読み取る
ことができます。平地の少ない日本列島では、近年低
地から台地そして次第に丘陵地へと生活場が転移し、
それに伴う地形の改変も著しい 図-4。
　最近我々が経験した長野地附山（1995）、仙台市緑
ヶ丘（2011）、広島安佐南区・安佐北区（2014）等に
おける大規模な地盤災害は、いずれも山麓・丘陵地の
地形改変地における被災例であります。豪雨や地震な
どによる大崩壊が発生した時、誘因が判明しても素因
が不確かなことがしばしばあります。素因である地質
やその構造の追跡に加えて、忘れてならないのは、地
形面上の新旧の堆積物の厚さとその広がり、さらに旧
期の大規模崩壊堆積物による被覆、埋積・埋没された

古地形・谷筋などの的確な状況把握が必要であります。
最近は前述のごとく人間による地形の改変が著しく、
斜面安定上危険度の高い大小規模の人工的な埋積埋没
的地形の潜在も予想され、災害と背中合わせの地体も
造り出されております。今後の気候変化・水環境の変
化が地盤の安定条件に与える影響なども踏まえ、生活
場の安定を図り、アメニティーの推進を目論みたいも
のであります。
　なお小文に快く写真をご提供下さいました木曽町　
古幡和久様に心よりお礼申し上げます。
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