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水資源計画国際シンポジウムに出席して

中沢こた仁

はじめに

1972年12月初旬，一週間にわたりメキシコ市において，メキシコ政府の主催による

水資源計画国際シンポジウム (INTERNATIONALSYMPOSIUM ON WATER RESO-

URGES PLANNING）が関かれた。筆者の知るかぎりでは， UNESCO その他国際機関

の主催による水資源に関する会議やシンポジウムは数多く開かれているが，一国の政

府の主催のもとに関かれたのは， 1967年に当時のアメリカ大統領ジョンソン提唱によ

る「平和のための水会議J以来のことであり，主催国であるメキシコ政府のエチェベ

リア大統領の肩入れもあって，きわめて盛会裡にその幕を閉じたのであるが，筆者は

幸いにもこのシンポシウムに参加する機会を得たので，ここでは会議の状況等を報告

するとともに，会議において発表された報告の中で、興味のあるものについてはその要

旨を述べ， 筆者の捉えた最近の世界の水資源問題の趨勢などをお伝えすることとした

し、。

1. 会議が聞かれた背景

メキシコの首都であるメキシコ市は，最近人口の集中が著しく， この20年間に 200

万人から1,000万人近くまで膨れあがった。メキシコ市は標高2,240mの高原にあり，

会議の締めくくりに行なわれたメキシコ市長主催のお別れパーティ ーでメキシコ市長

が，市の最大の課題が，スモッグと水道水源、の確保であると強調していたように，メ

キシコ市の水道の水源の確保が大きな問題になっている。

そのほかメキシコの政府が直面する最大の政治課題の一つに，食糧増産対策があ

る。メキシコの人口は最近急激に増加しており，これに食糧増産が追いつかず，この

ための水資源開発が緊急、の要務となってきている。
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メキシコ政府と しては，すでに1928年頃から水問題にとり組みはじめ， 1947年には

水資源省を創設し，本格的な水資源の開発に着手したが， 広大な未耕地をかかえてい

る北部地域には雨が少ないため，水資源をいかに効率的に開発し， 利用するかはメキ

シコにとり重要な問題となっている。

しかも最近は環境問題として水資源開発にも生態学的な視野が要求されるようにな

り， 水資源開発計画の問題はいよいよ重要性を加えてきた。

メキシコ政府はこの問題の重要性を痛感し，たまたま水資源省が創立25周年を迎え

ることとなったのを機会に，国際シンポジウムを開催することとなったものである。

2. 会議の日程と運営

当初の企画段階では，シンポジウムの討議のテーマの試案として七つの項目が予定

されたが，集まった論文の内容などからして，最終的には六つの項目に絞られた。そ

れは次のとおりである （最終的には第6項も削られた）。

1. 計画策定の最近の手法

2. 資料の解析と二次資料作成の方法論

a 表流水と気圏中の水

b. 地下水

3. 資源、の綜合と調整

4. 解析と結果の評価

5. 生態学

6. 資源増加の手法

その他に，制度組織論と して四つの報告が寄せられた。

会議は，大統領が名誉会長となり，水資源大臣が会長として統轄，さらにこの下に

副会長として計画担当の水資源次官フルシャンクが，一切の実務を処理した。会議の

運営はクノレシャンクを長とする組織委員会が担当した。

このシンポジウムへ代表を派遣した国は44ヵ国，参加人員は夫人を除いて約600名，

33カ国から報告が寄せられている。

主要な参加国および代表は，主催国のメキシコから半数にあたる約 300名，アメリ

カから約40名，その他英，仏， カナダ等の西欧諸国以外に，地理的な事情を反映し

て，中南米のアノレゼンチン，ベネズェラ，チリー，ガテマラなどの諸国からの参加が

目立った。またハンガリ ーなど東欧圏からの参加があったのも注目される。

会議は， 会場にあてられたカミノリアノレホテノレの関係から 2ないし3の会場に分か

れて行なわれたため，すべての報告を聞くことができなかったのは残念であった。

報告の発表は，午前9時から l時まで，午後は 3時30分から 7時までと， 7時間な

いし 7時間30分にわたって行なわれ，質疑は報告の後で一括して行なわれたが，かな
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勺のハードスケジューノレで〉あった。

3. 開会式

開会式は12月4日月曜日の朝10時半からエチェベリア大統領の列席のもとに行なわ

れた。

大統領ともどもに各省大臣のほか，国際機関や世銀の代表，インドおよびクック島

の農業関係の大臣が出席した。

まずクノレーシャンク事務局長から， 今回の会議の目的について，特に国際的な協力

による水資源開発計画立案の必要性について強調した挨拶があったが，これは現在ア

メリカとメキシコの問で国際問題化しているコロラド川の塩水問題を意識してのこと

と思われる。

つぎにインドのかんがし、電力大臣のラオ博士とクック島，モーリシャス島のかんが

い大臣の祝辞があり，続いてアメリカのモ一トン内務長官のメッセージが朗読され，

さらにイラン，イント＼ホンヂュラス，ポーラ ンド，ボルトカツレ， ベネズェラ，カナ

ダ，タイランド，プエノレトリコ，イスラエノレ，西ドイツ，コスタリカ， ソ連， トノレコ

等の各国のかんがい，電力，水資源，環境を担当する大臣の祝辞が寄せられているこ

とが報告された。日本からの祝辞が無かったのは，小生その他外務省を含めて関係者

の手落ちとはいえ肩身の狭い思いをし，かつまた残念であったが，今後かかる機会に

は是非とも遺漏のないよう手続き しておくべきであろう。

統いてメキシコの；j（.資源大臣が立って， このシンポジウムが IAH Sの協力のもと

に関かれた旨述べたあと， (1947年水資源開発担当部局として設立された水資源省に

よる）メキシコの水資源開発について説明があり，さらにメキシコにとって水資 源

問題がいかに重要であるかを力説し，その水に関する政策の方向について述べた。

すなわち現在メキシコと しては， （1）水資源開発の促進，特に年間 3ないし4%にもの

ぼる人口増加に対応して，食糧増産のための多目的ダムによるかんがい事業の推進，

(2）急激な人口の都市集中に対応した都市用水の確保， （3）浄水費用の増加なと．に象徴さ

れた水質汚濁の対策，などを水政策の重点と してあげた。そして現在，水資源関係に

対する公共投資の枠を設定するための国家水計画 （NATIONALWATER PLAN）を策

定中である と述べた。

同大臣はその演説の中で， 「人口増加が失業問題につながっており，労働集約型の

水資源開発（たとえばインドにおける玉石コンクリ ートダムの如き） が，食糧増産の

上からも失業対策の上からもきわめて重要である」と述べ，さらに農村の土地対策が

人口問題と密接に関係していることを説明した後， 「水資源開発事業こそが人類の社

会正義実現の手段であるj と結んで満場の割れるような拍手喝采を浴びた。

次に IAH Sの会長が立ち，このシンポジウムは IAH Sの後援した最初のシンポ

ジウムであると説明した後，水資源開発における三つの協力関係の必要性を説いた。
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すなわち，

( i ) 国際河川の管理の例を引用するまでもなく，水問題解決のための国際協力の

必要性

(ii) 農業，水力，都市用水間の調整と協力関係の必要性

(iii) 最近の環境問題における社会学，経済学，生物学問の協力の必要性

を説いた後，メキシコ政府の今回のこのこころみに満腔の賛意を表 して彼の演説を終：

んだ。

最後に大統領が， 「この会議が，メキシコ人の欲する水についてのあらゆる問題の

解決に，そしてまたそれぞれの参加国にとって有益となるであろうことを希望する」

旨述べて締めくくり，開会式を終了した。

4. 基調報告

開会式の行なわれた初日の午後，このシンポジウムの基調報告が行なわれた。

最初メキシコの水資源大臣が登虚し，午前の話を若干敷街した後，メキシコ土木学

会長，オランタのフォノレカー，アメリカのモーギン，インドのラオ，クック島のエス

テノレ各代表から総掛甘な報告が行なわれた。その概要は次のとおりである。なおスペ

イン語の演説を英語の同時通訳で防1＼，、た部分は， 若干聞き誤りもあると患うので，そ

の点はご了解を願いたい。

〔メキシコ土木学会長の報告要旨〕

「メキシコでは1930年に最初のかんがし、事業が始められ， 1947年には水資源省が設置

された。かんがい事業の評価にあたっては，貿易バランス等多くの考慮すべき要素が

あるので， 1963年にはかんがいのための DIRECTORYCOMMITTEEが作られ， これ

らの要素も含めて調整ができるようになった。

メキシコでは，数多くのかんがい事業を段階的な建設方式で進めている。この方式

にはパイロ ットファ ームを作ることができ，研修によって要員を確保することができ

るなどの利点がある。

メキシコ政府は，水資源開発の重要性を痛感しており，農業技術の向上のための各一

部の措置を講じ，人口増加に応じた食糧増産対策に必要な施策を講じている」。

ラオ （インドーかんがし、電力大臣）

一度指名を受けた後，フ ォルカ ーに譲った。

〔フォノレカー（オランダ）の報告要旨〕

「最初にこのシンポジウムを主催したメキシコ政府に感謝の意を表す。

ヨーロ ッパの水資源開発と管理について，各国とも長い歴史があるので，それぞれ
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考え方が独自で，異なっている点に問題がある。

まず人口密度の差によって水問題の緊急度に格差がある（ただ し水質汚濁の問題に

ついては，一様に関心を持っている）。

一般にヨーロッパでは必要とする水は確保できているが，将来の水の確保について

懸念されている（たとえばフランスの水需要は1965年から80年にかけて倍増，スウェ

ーデンでは1965年から80年まで60%ないし80%程度水需要が増大するものと予測され

ている）。 このため水の豊富な国から分水することが必要であるが，河川の地域聞の

水融通は関係国間の協力を必要とする。

現在ヨーロッ パでは1980年から2000年，さらに2015年まで、の水需給についての関心

が持たれており，その長期需給計画の策定が進められている。

水管理については，国によっては統一管理機構の創設が提唱されているが，現実に

は水配分など， それぞれの国の個々の機関に委ねられている。しかしこれでは十分機

能が発揮されていなし、。

フランスでは計画は国が策定し，六つの地方機関に分かれて実施されている。しか

し他の国では中央集権的に定施されている。ただ し地方機関による場合もないではな

し、。

人口の都市集中の少ないスウェーデンやアイノレランドのような国では水需要が少

なく ，それほど問題になっていないが，東欧では完全な中央集権である。

いずれにせよ，中央政府で総合的な水資源開発計画を策定することは不可欠といっ

てよし、」。

〔モーギン（アメリカ水資源審議会事務局）の報告要旨〕

「このシンポジウムは時宜を得たものである。アメリカではメキシコと同じ問題に

直面しているが，最近特に環境問題に国民の関心が集り出した。アメ リカでは，水問

題とは水質汚渇の問題と同義である。 現在， 1989年までに水質を回復するための規制~.

が“GO”となった。

すでに一部アメリカの北部では水不足が起きており，しかも人口の集中が激しく，

水源の確保が重大となってきている。アメリカにおける水資源問題の沿革を述べれば

次のとおり。

1870～1884 工兵隊による舟運と洪水調節

1902 内務省開拓局によるかんがい事業

1920 連邦水カ委員会による水力開発

1948 水質汚濁管理法（WaterPollution Control Act.）の成立により連邦

が水資源開発の問題に直接関与

1965 水資源開発計画法（WaterResources Planning Act.）の成立により

水資源審議会が設置され，総合的な水資源開発計画の策定を所掌
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1969 Taskforce for Multiple objective Approach 大学その他民間の知

識を登用する接近，各地域ごとに経済開発の目標を設定し，水資源開

発も含める。第2の主眼として環境問題等も配慮し，物質的 ・文化的

視野からも検討する（この場合表現は qual巾 tiveterm) 

1970 環境法（EnvironmentAct. ）：所与の計画の環境への衝撃如何を明ら

かにするこ ととしている。

現在アメリカでは，共同で代替計画（JointPlanned Program）を作り，アセスし

た後実施することとしており，この計画は1968年以降5年ごとに， 21地方， 272地域

に対し作成することとしている。1975年には NationalAssessmentを予定している。

アメリカの，洪水防禦のために支払った最近10カ年の支出総額は80億ド‘ノレに達した

が，災害は減少していないe 洪水対策としては 1/100の確率洪水を対象と して事業計

画を定め，また氾濫平原管理（FloodPlain Management）なども行なっている。

〔ラオ博士（インド）の報告要旨〕

「インドの全耕地面積2億haのうち%がかんがし、されている。インドの人口は 6億

人を越え， 10年後には 8億人を越えることとなろう。これに対し土地の生産力は低

〈，食糧の確保が重大な問題となっている。

インドは過去25年間に l兆ベソ（25兆円）をかんがし、事業に投資したが， まだ十分

でなく食糧に不足している。

降雨は 1年に 1,000吋に達するア ッサム州もあれば， 4ヵ月間のみ，わずか5吋の

寡雨地帯もある。国土のYaは不毛（Arid),Yaは半不毛地帯である。

以下スライドで雨の分布，石造タム，土堰堤，取dく堰，ハークラダム，ポンプ取水

場などの説明があったが，石造ダ、ムは日本の玉石コンクリ ートダムに近いもので，イ

ンドの如く食糧増産のためのタム建設が必要で，人口が多く失業問題のきびしい国で

は，近くの河床の玉石を利用でき，しかも労働集約型のこの型式のダムは一石三鳥の

水資源開発であることを強調していた。

クック島農業大臣

クック島の農業計画に対する技術媛助を期待している旨述べた。

5. 各代表の報告について

2日目から，各会場に分かれて討論が始まったが，筆者の参加した「計画策定の最

近の手法」 「解析と結果の評価」および「生態学」の各分野の報告の中から，比較的

興味のある報告や質疑を姶えばつぎのとおりである。
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水資源システムにおける設計の意志決定と題してアメリカのカリフォノレニア大学の

エスピノレドラは， 水文学的なli~（定性を考慮した時の水資源開発の設計基準について発

表したが，ダムによる開発水量と確率の関係から， DecisionTreeによ って事業費と

安全度との関係へ誘導すること，および一方でその事業計画による洪水調節の計画流

量と被害との関係へ DecisionTreeで導いて，設計の意志決定を行なう手法に関する

説明で，わが国で実際上行なっているプラグティスを体系化したものといえよう。

同じくカリフォノレニヤ大学のオーロッフのグノレープは，水の最適配分計画と題して

報告した。その研究の動機については，テキサスでは過去20年間常に需要が供給を上

回っており，しかも2020年までの水需給バランスを検討したところ， 1980年には州内

の全開発水量が底をつくことが明らかとなったので，その解決の方法として， ミシシ

ッピー河からの導水を検討したが，導水のための施設計画と して，ダム， ポンプ，水

路等幾多の代替案が想定できるので， 100以上の下位事業代替案を作り， 比較するこ

とによって最適与業計画を探ることとしたものである。この下位代替案には，段階建

設や大規模広域水管理による経年水量調節も含まれる。

各代替計画案ごとに土地利用計画と調整を行ない，最終的に費用を求め，最適計画

を評価決定するものであって，オーロップによればカナダやポーランドでもこの手法

を適用している由である。

これに対し， 多くの質疑が寄せられ， 「特に水質も考慮した最適計画の可能性につ

いて」の質問に対し，オーロ ッブからは「ポーランドの事例では，水質と水量の関係

も導入して検討が行なわれた」旨回答があった。また「ミシシッピー河からの導水が，

ミシシッピー河の下流に与えるエコシステムへの影響について」も質問があったが，

「この件については検討中であるが，十分な資料が得られていなL、」との回答であっ

た。また水路のネットワークにおける環境問題に対する配慮について質問があった。

これらの討議を通じて，世界的にすでに水量と共に水質をあわせ考えることが一般

的な時代に入っていることがうかがわれた。

その後，スベインの代表の報告では，大西洋へ流入する河川から地中海沿岸地方に

導水している事例が，またハンカ、リーの水需給長期計画で，地域ごとの貯水地の貯水一

容量を図示した検討事例がそれぞれ報告された。

3日目に入って，世界銀行の代表が，世銀の水資油日開発に対する考え方を述べてい

たが興味深い点もあるので，その要旨を述べておく 。

「各国の開発事業について，何故に着手の前に世銀が調査するのかとし、う質問を屡

々受けるが，これは，世銀加盟の116ヵ国の関係国のうち，開発途上国(lessdeveloped> 

が100ヵ国ほどあるが，これら100ヵ国の事業計画の妥当性を確かめる必要があるから

である。この妥当性としては，経済的妥当性のほか，事業の存否による社会的影響の

差（科学的側面について）についても確かめねばならない。また事業計画の費用につい

て，受益者が管理費を払うことが第 1原則であるが，第2原則として，受益者に建設
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費の一部を払わせることが考えられる。

最終判断（事業の妥当性）はたとえば WHOのような国連機関に依存している。

次に国際河川の問題の解決についても，すべての関係国からの要請があれば，介入

し解決することとしている。

また世銀の投資額の 1例として，メキシコに対して1971年から76年までの 6ヵ年計

画に対し300万ドルの融資をしている。

世銀が水資源開発計画を採択する場合，七つの原則がある。すなわち，

1. 大規模計画は上位の国家計画に迎合すべきである。

2. 一つの国で好ましい計画は，他の国で必ずしも適合するものではない。

3. 在来の農業に図執し，新しい段法を受け入れない農民には実証してやること

4. 企画立案者と地方の出先担当者との意志の疎通と連絡

5. 失業問題からいって，労働集約性が必要

6. （チームを作って）近代的学際的に接近する

7. 政府各機関の聞の連絡調整の鉱大」

そのほか興味ある報告と しては，イスラエノレの代表から， 「水不足に悩むイスラ エ

ノレは今還元利用，海水淡水化，農業水利の縮小の三つの対策を検討しているが，これ

は可能な限り少なくするか先に延ばす努力を払っているJという悲憶な報告があった

ほか，アメリカの代表から「アメリカ政府には，水資源開発を所管している実施官庁

が3省庁あるが，費用負担のあり方がそれぞれ異なっているので，地方庁はその聞に

はさまって困っており，費用負担の方式の統合が必要である」との指摘があったが，

当人は東海岸のある州政府の職員であって，やはりアメリカでも中央政府と地方との

聞の関係は，わが国と似たようなところがあるなと変なと ころに感心した次第。

筆者も 3日目に水需要の想定の方法について報告を行なった。

4日目には， エコロ νイの会場で報告を聞いた。

アメリカのアリゾナ大学のドウォースキー教授から，メキシコでは1971年水質保全

法が成立し水質問題の重要性が認識された。一方アメリカでも1972年，水質管理

法（WaterPollution Control Act.）が改定され，水資源審議会が総合水資源計画

(Integrated Water Resources Planning）を策定することが決められたが，これは

従来のアメリカの水資源管理計画には，水質に対する配慮が欠けていたからであった

と， 「今や水資源開発計画と水質管理計画とは併行すべきである」ことを強調した。

これに対し，「その水資源管理計画に社会の変化や技術革新はとり入れるかどうか」

質問があり，同教授から「計画策定過程で十分考慮、している」旨の回答があった。

次にメキシコのパブロから，水資源開発による生態学上の影響について一般的な彼

の考え方が述べられ， これに対し幾つかの質問が寄せられ，ハブロから，ダム建設の

生態的影響は今までのところほとんどわからない，開発による農業への影響は現在調
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査中であるが，定量化はむずかしい，ダム建設による下流堆泥の減少についてはモデ

ノレ実験中，などの答があった。

次にアメリカのレオンが立ち，水需要の価格型軽力性について報告した。面白かった

ので，少し長くなるがその報告の要旨を掲げておく 。

「10年ほど前は，水道料金は 1,000ガロン当り 2～4セント（トン当 り2～3円程

度），しかし現在は1,000ガロン当り 1～1.5ドノレ（トン当り70～100円程度）と料金が

上昇してきている。そこて‘最近のアメリカの一部水不足地域の水料金問題を調べてみ

Tこところ，

1. 水需要予測に水料金が関数として入っていないことが問題

2. 産業の立地が，漸次水の値段や量に支配されるようになってきている

3. 現在水料金が高くても，決定的ではない（価格弾力性がまだ低い）

ということが判明した。

Working Principleは二つあると恩われる。

1. 立地に対する影響は，限界接近が支配的全体的な問題でないが，今後の立地上

の問題に，水資源開発可能の有無は大きな影響を持っている。

2. 料金決定は，集合体（Aggregatelevel) で行なわれるべきである。 しかも価

格弾力性（Priceresponsめがあるように

ある地方で， 1969～71年のたった 2年間で，大きな立地上の変化があった。これは

水料金の変化を反映したものである（ 5%の移転がみられた。ただし製造業Yaの個所

についての調査）。

一般的には現在産業用水の弾格弾力性は小さいが， 水料金の高騰により原単位が下

がり，循環用水量，回収率の橋大がもたらされ，技術革新を促進するとし、う結果が生

まれる」。

5日自の朝も生態学の報告を聞いたが，目新しいものとしては， メキシコ政府のシ

モが35mmカラースライドを使って，飛行機を利用して空中からの写真測定による海

岸沿いのラグーンの生産力測定について報告を行なったことぐらいであった。

閉会式

5日目の昼から閉会式が行なわれた。

閉会式は，開会式と同じくカミノリアノレホテノレの大広間で、行なわれた。

まずクノレーシャンク水資源省次官が立って， 五つの各部会ごとに得られた結論を整

；理した結果を次のようにまとめた。

「1. 今後の水資源開発については，異なった機関や，専門家の聞の長期にわたる

協力が必要であり，また社会や生態に関する研修など必要な措置をとること。
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2. 研究，調査資料の在庫目録

3目 開発水量の長期的見通し

4. 水に関する各種専門分野の技術や研究情報の交換

5. 水利用の優先度の付与

6. 数学的手法の開発

7. 水質問題も含めた環境的配慮

8. 国際的研修計画の設定

9. 開発実施制度

10.水管理の旅立

11.地下水利用噌大のための廃水の利用

12.専門用語のI改定と分析等に関する知識の普及

そして全般的な結論として，社会経済的に水の重要性を認識し，水の合理的利用が

大切であると述べたあと，今回のメキシコ政府の主たる狙いは， 水資源開発計画のあ

り方についてであったが，実施に多くの問題があるので，適切な機関が研究を継続で

きるような措置を講ずべきであることを今回のシンポジウムの勧告としたし、」と締め

くくった。

（筆者もこの勧告をど うするかについて，その前夜12時半頃から 2時間ほど，アメ

リカ，イ スラエノレ，ハンカ、リ一等の 6名の代表とクノレシャンク次官とで行なわれた討

議に参加した）。

これに対しチリ代表から，後進地域の問題について配慮することを追加 して欲しい

旨提言があり，続いて コロ ンビア代表から，このシンポシウムには民間団体からの参

加もあり，結論の中に政府関係の研究だけの事項以外に民間団体の研究に対する配慮

が欲しいとの意見が述べられた。次にウノレグヮイ代表から，この会議の勧告と して，

専門部会を設置することの提案があり，ワーデ（水資源大臣）議長から， 勧告のと りま

とめ，作成についてはクルー シャ ンク事務局長に一任することとしたし、旨発言があっ

た。これに対し，前夜の勧告に隠する討議に参加したアメリ カのジョンソンが， 国際

的各種機関の内容や勧告と重政しないようにすべきであると発言，また一方向じく前

夜の討議に参加したベネスエラの代表からはウノレグヮイの意見を支持する旨発言があ

り，そのあとチリの代表からメキシコ政府への一任が提案され， 結局議長が，専門部

会についてはクルーシャン クをして組織せしめることに決定したし、旨裁定を下した。

次にクルーシャンクが立って，各国の支持に感謝し，この専門部会に参加を希望する

国からの申込みを期待し，将来開催にあたっては是非多数参加願いたい旨述べ， この

勧告問題に終止符を打った。

前夜からの経緯をすべてみていた筆者の推測では，この問題は本シソポシウムを開

いたメキシコ政府の努力は多とするが，他に多くの水関係の国際機関のある ことでも

ある し この会議のウエーキを残したくないアメリカやハンガ リーなど西欧諸国と，
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この会議を踏み台として，中南米も水資源問題について世界の仲間入りをしたい，主

導権の一部を湿りたし、とする中南米諸国との争いではなかったかと思う。したがって

わが国がこの専門部会に積極的に参加する必要性は薄いのではないかと思う。

さてこのあと，アノレゼンチ‘ノ国際開発銀行のカーノ総裁（元駐日大使）の演説，

ンガリーのク レンベノレ博士の謝辞， ワーデ議長の演説があって，ひとまず閉会式を終

え，続いて中南米国際開発銀行のメナ総裁の中南米の水資源と同銀行の活動に関する

記念講演があって，この5日間にわたるシンポジウムの幕を閉じたのである。

結語

5日聞にわたるこの会議を通じて印象に残ったのは，メキシコ政府当局者の非常な

熱意であり，関係者の協力であった。最後に参加者を代表して謝辞を述べたク レンペ

ノレハンガリ 一代表も，私の謝辞で十分皆の感謝の気持を伝えることができたかどう

か， 筆者に念を押したくらいであるから， 参加者全員メ キシコ政府には棺当感謝の気

持を抱いていたものと思う。

もちろんこの種の会議では，いつもみられるように， 参加者および提出報告の質のI

差という問題があり，会議の効率的な運営を妨げることがあったにせよ， 5年に 1回

程度はどこかの政府の主催による行政レベノレで、の水資源に関するシンポジウムが開催

されることは，きわめて好ましいことであって，閉会式の前夜の勧告に関する討議

で， 筆者がこの点を主張したところ大方の賛同を得たのは，このシンポジウム自体が

きわめて時宜を得たものであり，成功であったことを雄弁に物語っていると思われ

る。今回，わが国からの出席が筆者 1名にとどまって（実際は現地参加の 1名 追加）

ことは，その意味できわめて残念であり， 将来はこのたぐいの会議には是非とも多数

参加されることを期待して報告を終わることといたしたL、。

（経済企画庁， 水資源課長）
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