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高橋

富山さんの『水と縁と土』という書物が 1月末に出ま した
。 私自身

もたいへん興味深く読ませていただきま したけれども，各新聞にも書評その
他紹介が載っておりますように，非常に多くの反響を 呼んで いるようです。
きょうは，この本の内容を種に して，川，森林と国土をめぐる 問 題 に つ い
て，話し合いたいと存じます。
最初に富山さん から，この本 をお書きになった動機をお伺いしたい。こと
さら動機 などともったいぶったことを申 しますわけは， 川 の問題，森林の問
題，土壌の問題，考えようによ ってはこれは国土問題であるし，あるいは地
域計画の問題であるかもしれません。 こういう 問題を，普通はエンジニアと
か，地域開発などに携わる経済学者とかいう方は，いろいろ本もお書きにな
っており ますし，いろ いろ調査もしておられます。富山さ んの場合はそうい
うケースではなくて，評論家ということは，あるいは失礼 にあたるのかも し
れませんけれども，工学とか，経済学とかいう基盤を経た上でお書きになら
なかったという点に， 私は個人的には非常な興味を覚えるわけ です。煮えよ
うによっては，なればこそ新鮮な目で問題をよく見られたので はないかとい
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う気もします。立ち入ったことで恐縮ですが，専門家でもないのにどうして
こういう 問題を取り上げようとな さったのか，それ も，いろいろ各方面に調
査をされたり，あるいは文献をお読みになった。そう い うことも含めて，全
般的な動機を一言お伺いして，きょうの座談会のイントロダクションに した
い と思います。
水と緑と土
富山

への動機

たしかに以前は都市問題といえば，建築家の仕事と考えられたり，

また，一時期は経済学者の仕事と考え られた りいたし ま した。交通は交通工
学か流通経済の領域と いったように。けれどもご承知の ように，現在第一線
でい い仕事をされて いる 専門家には ジャーナリストも珍し くはないの です。
これはなにも都市問題に限られだものではなく，たとえば医事問題では，こ
の人なら ではと いわれる立場にあ る方が，医者では なく， 大学は文学部出身
のジャ ーナリストだ ったりします。ことに最近では，学際ということが強く
いわれるようになってもいます。 そんなわけで， ジャ ーナリ スト であ り，一
方で交通を専門として いる私にとって，交通と切っても切 り離せな い関係に
ある国土全体の土地利用について 目を向けて見ることは，自然のなりゆきだ
ったと思 うのです。それで， とりたてて動機といえ るようなも のは，じつは
見当たらないのです。
ですが，土木と か林業と かに少々立ち入 って考え たり ，技術思想の側面か
ら眺 めようと したケー スは珍 しいこと か も知れません
。高橋先生のご質問も，
おそらくそんなところに興味を持たれてのことではない かと思います。
そこで，多少無理を してこ の本の来歴みたいなも のを 理由 づければ，やは
り，第 1に私がジャーナリストだったから，第 2には女性 だったからか も知
れないと申し上げましょうか。 というのは，男性はどちら か といえば，身近
な生活とかけはなれたところで仕事をされていることが多いのに比べて，女
性は身近な問題に 目をむけるという 傾向があると思 うの ですが，これまで の
私の仕事 もすべて身近な生活での素朴な疑問から 出発して いるよう に思い ま
年で，以来，都市問題にかかわっ てき た
す。私が編集者をやめたのは昭和42
のですが， 私自身もヤドカリみたいな生活に悩まされてきた体験上，深刻な
思いで，『中央公論』に「住宅公団論」 をかきました。つい で「
道路公団論」，
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それから水。たまたま東京都の水道料金の値上げがありまして，その前に私
たちは東京砂漠を経験している。なぜ水不足と料金の値上げがあるのだろう
という，非常に素朴なところから水問題をとらえたのです。
住宅，道路，水というこの一連の仕事の内で，住宅はどちらかといえば技
術的な問題といえます。ところが，「道路公団論」を書くにあたっては，こ
れはもう単なる公団論でもなければ技術論でもなく，道路に対する考え方の
問題でした。当時は まだ道路を つくれつくれ という のが一般 の 風 潮 で し た
が，しかし私は一歩行者の立場から，道路の機能とはなにか，人聞が歩くと
いうことはなにかを，考えざるをえませんでした。この論文が交通に関する
私の最初の仕事でしたが，非常にむつかしい問題に最初からぶつかってし ま
って，当然ながら，道路というものを考える場合には，自動車を抜きにして
は語れないということで，以来今日まで一方で交通問題にどろ沼のごとく か
かわって参りました。そして一方，水については，多少そのときに勉強して
みて，こんなやっかいなものはも うこれ以上ごめんだと（笑い），これ以上
かかわりあったら命取りになると
高橋

本質が非常によくわかったというわけですか（笑い〉。

富山

ほんとに拒否反応ができましてね。

高橋

はじめはだれも簡単と思いがちです。

富山 実際そのとき書いた水の論文は，いままでの中で一番できの悪い，
恥かしくなるようなものだったのです。ところが，そのできの悪いのを武藤
さんがごらんになって，こちらへ訪ねておいでになって。私はもう水はやる
気はないのですが，緑について調査をいろいろ手伝えとおっしゃる。緑の問
題は都市問題にかかわ っていく 以上，当然ながら，勉強しなければならない
と思っていたところですし，緑ということで，それでは勉強させていただき
ましようということで，調査などを少しずつ手がけるようになったのです。
それから今日まで，一方では緑，一方では交通という，いってみれば，両
極の仕事をしてきたわけです。しかし，私の中では両者はきちんと結びつい
ていまして，交通というのは自動車に象徴されるように，秒単位の急げ急げ
の世界。一方，緑の問題は最低何十年をサイクノレとする世界です。それは表
裏の関係，というよりは，一方が他方をじわじわと侵食しているという対立
した関係にある。したがって，両方知っていなければどちらも語れないとい

8
0

うことになってきたのです。しかも 両方とも考 え方の問題になっていて，単
なる技術の 問題ではない。
その意味で私，いままで交通を研究してきたおかげでこの本も出せたのだ
と思うし，それから緑に かかわってきたことが，自動車問題の本質を見る眼
を養わせてくれたのだとも思うのです。たまたま交通問題のほうが先に本が
出た し，職業的にはそち らが本業みたいにな っていたに過ぎま せん。緑のほ
うはいずれはまとま ったものにしたいし， しなければいけないと思っていま
したけれど，これはたいへんむつか しくて，部分的にはい ろいろい えること
はあっても，とても著書にまとめられる状態ではないのですね。ま あ，死ぬ
までにできれば御の字ではないかという気が して いたのです。

7
年の 7月豪雨，これが直接のきっかけにな っているので
ところが，昭和4
すが，た またま裏木曾の調査に出かけて，名古屋から 先の交通が寸断されて
足どめを食った のです。そ して名古屋から 引き返し て帰る際，新幹線の車窓
から 見た東海地方の浸水が始ま った風景
， これがいまだに目に焼きついて離
れないんですが −
−
・
・
。
高橋

どの辺ですか
。

富山

それがどのあたり か，ちょっとはっきりとは・・

高橋

名古屋と豊橋・浜松の聞によく浸水するところがありますがね。

富山

かなり長い間でした。ですから，おそら く名古屋 を出て直後か ら伊

豆半島に差しかかるまでの間，点々と危険な風景が展開されたように思うの
です。被害そのも のはむ しろこれか ら，とい う段階で，それほどすご い とい
うことはなかったのですが，たんぼの 中の 1軒家が少し浸水 し は じ め た と
か，水位すれすれの橋と か
， 水位より低いコンクリート の道路と か，その道
路脇の密集住宅とか。 一番あわれっぽく 見え たのは自動車で した
。 商売が
ら
， 日ご ろ自動車の横暴ぷりとつきあ ってい るから，なおの こと印象深かっ
たのでしょう 。わずかの水 のために，立ち往生して いる自動車の，そのなん
ともいえないあわれな姿に，これはなんとしても早 く仕事をまとめねばなる
まい，書こうと思いました。その ときふとひ らめいたのは ，い まま で自分が
「緑」としてとらえようとしていたから，

なかなかまとまらな か っ た。「自

然」と考えたらいいのでは ないか。 まさに自然を必要としな いような土地利
用の結果がこ のあわれな車の姿ではないか，

と。「現代文明と緑」というか
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ねてからのテーマを「現代文明と自然J という言葉に置きかえることによっ
て，今までもやもやしていたものが，一本の筋の通った論理に組み立てられ
そうな気がしてきたのです。そこで，敬遠していた水問題とも，いやおうな

7
.7
しにもう一度おつきあいしなければならなくなりました。いってみれば4
豪雨が直接の動機ですが，執筆の過程では佐藤先生にもお世話になり ま した
し，その佐藤先生とお知り合いになれたのも 水利科学の仕事を通 し て で す
し，いろんな意味で武藤さんにお会いしなければこの本は出なかったかも知
れないという・…（笑い〉。
高橋

そうですか。

富山

最初の「動機」の際，つまり新幹線の車中では，私，高橋先生の

『国土の変貌 と水害』の中のいくつかのことばや表現が思い 出されましてね。
それがぴんぴんとひらめいて，いままでぼんやり考えていたものをまとめる
ためのヒントを与えて下さったのですね。具体的に申し上げると話が長くな
りますから省略させていただきますが。
高橋

そうですか。個々の具体的な問題は，これから議論することにしま

して，富山さんの本を拝見し ますと ，副題に 「
伝統 を捨 てた社会の行くえ」
とありま して，この本の全体の考え方として，日本人の伝統的な自然観，そ
れが断絶したところに自然と人間社会のパランスがくずれている，という主
張が一貫して流れているように思います。きょうは議論の順序としま し て
は，いちおうこの富山さんの本を種に個々の問題をみなさん方からご意見を
伺いたいと思います。
最初に川と水の問題，もっとも，全体を川を中心にしてお書きになったと
いう主張もありますから，分けるということは元来この本の趣旨に反するの
かも しれ ません けれども，これは まったく便宜的に，私は 3つの柱を立てて
議論をしたいと思います。国土への技術のあり 方 を論じていると理解すれば，

lと水の問題が第 1の柱，第 2番目 に森林あるいは
その国土というのをまずJ
緑の問題，第 3の柱として土あるいは農業という問題に便宜的に分けて議論
を してみたい。ただ議論する場合も，まったく 個々に議論する のではなくて，
それぞれの連関性を考えながら議論して，また最後にまとめたいと思います。
それで結局，国土に対する技術というか，あるいは人間の国土への働きか
けはどうあるべきかを議論し検討している本だという見方もできると思いま
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す。そこで，最初の数輩にわたって治水，水資源の問題，あるいはそれらを
総合 して水思想の問題を扱 っていますが，とくに 明治以来，あるいは現代に
おける日本の治水，あるいは水資源開発のあり方につ いて富山さんは論議を
展開されています。まずそれか ら議論に入りたいと思います。
富山さんにまず議論のき っか けと して
， 川 の問題，水の問題について，先
ほどの動機のお話を受けて，その要点に触れつつ，なぜ川 と水の問題をまず
議論しなければならな いか。あ るいはここで一番いいたかった ことは，ずば
りいうとどうなのかを，一言提供 していただきましょう か
。
川は日本人にとって大地
富山

この本を読んだ何人かの友人にいわれたのですが，第 1章の冒頭で

川は日本人にとって大地だ った という表現がある 。それがち ょっとひ っかか
った，抵抗があったというのです。
高 橋 川 が大地 だということですね。
富山

はい。私も，あるていど意外性を意識 して書いたような気もするの

I
I
は土地ではないんだというのが
ですが，そのくらい土地と 川 は別もので， J
一般概念になっていると思うのです。 しか し
， よく考えてみれば 日本人にと

I
！くらい自然が常に動いている生きものであることを可視的に
， しか
って， J
も振幅が大きく表現してくれているものはない。 日本の川は，生ける自然の
象徴のようなもので，そこには水 と緑と土が一体となった大地の鼓動のよう
な ものが集約された形であらわれている。つまり，常に表情の変わる大地の

l
lと平地というような見方
顔，それが川 ではないかと私は思うのです。山 とJ
をした場合に，森林などは，毎 日動いているというふ うに， 自には見えない
わけですが。 しかも日本人の 自然への対応性，これはヨ ー ロツパ人の自然へ
の対立性とよく比較されるわけですが，そういう 日本人の自然観は，まさに
川が動いていることに対応して土地利用を進めてきたところに培われた自然
観ではな いか。 現実問題としても，はん らん原に住んでいたわけですし，は
んらん原だからこそ水資源も豊かで同時に水害が宿命的なものだったわけで
1では なかっ たかと思うの
す。つまり日本人にと って大地 とはまぎれもなく ）
です。それがいまのように， 川 は土地 だといわれると，抵抗を感じるように
変わって しまった。これはやはり 日本人の 自然観が変わって しまったことの
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あらわれではないかという気がするのです。
で， もう 一 つ申し上げると，私がこの本の最初の原稿を書いた段階では，
まだ気がつかなかったのですけれど，書き直 しを一度やりまして，その階段
でたまたま高橋先生の『国土の変貌と水害』の 中で
， 川 というものは自然の
流量調整機能を持 っている ， というような趣旨の 1行 があるのですね。正確
な表現につい ては忘れ ま した が。それが頭の 中に ありま して，私も同じこと
を無意識のうちに書きまして，そ して書いてからはっと したのです。 川 の流
量調整機能一一そこには水と緑と土が集約されている。 川が全部の代表者と
いえる 。そのことに気がついて，それでこの本も最終的には緑の 問題も土壌
の問題もすべて川の主題で語られる形になった。それ まで は日本人と自然と
の関係がお か しく なりはじめたの は，どの分野 を見てもそれぞれが明治中期
ごろからであり，いずれも 同 じ論理でもっておかしくな ってくるという見方
に止 まっていたのですが，やはり日本人と川 の特殊な関係というものが，そ
こで私自身は っきりいたしまして， 川 というものが 日本人にとってどれほど
大事なものだったかということを，思い知 らされたわけです。
高 橋 川 自体が日本人にと って大事な大地だという発想ですね。
富山

そ うです。 日本の文化とははんらん原の，まさに川原の上に築いて

きた文化だということです。生産と流通の基盤が川 に依存してきたというこ
とも象徴的です。
高 橋 佐藤さん，いま富山さんのいわれたお考えなんですが， J
II
と土地の
関係についてお伺い したいのですが， 川 というのが元来は土地 と当然密接な
関係があるにもかかわらず，なにかそこに技術的な手段を加えるときに，と
もすると 別 々なものであるかのように扱われているのではないかと思いま
す
。
この本で治水や利水についてのご批判もずいぶんあるわけですが，それ を
要約 しますと，ある意味では ）1I
と大地 を分離 して扱っているところに，それ
からとくに明治中期以降において は，川を 降水や汚水の捨て場と い うふう に
理解 したところに問題の発端があるのではないか，というご指摘があるわけ

l
lと土地 の関係とい
です。そういうご指摘についてのご意見とか，あるいは J
うものが，いまおかしくなっているのか。あるいはなぜそうなのか。
佐藤

いまのお話で，大地と川 とい う発想、がある 。私は日本の場合，大地
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イコー／
レ川であるという考え をずっと持っているわけです。それは特殊なと
ころは別として，だいたい生活の場と して の 日本の稲作の歴史的展開を見て
きますと，稲作が当初に導入されるようなところは，こういうところで 2つ

3つのタイプの差があってすすめられた と思われる からです。
lつは，登呂遺跡などで明らかなように，安倍川のはんらん原。つまり ，
はんらん原というのはいったい川なのか，大地 なのか。そこでは常に立地変
化 があるわけ です。洪水のたびごとに，ある 時期 には川になり，ある時期に
は天井川化して，あ るいは自然堤防ができ，そのようなところは，住宅にな
ったり，あるいは耕地になったり，それは厳密な意味では区別できないはず
なのです。だから広い意味ではそのように して つくられた自然条件の場が，
現在では農業生産の中心地域であっり，あるいは都市化 されて生活の場にな
っているわけですね。歴史的な土地造成の過程として考えてみると，このよ
うな意味でこの両者はイコ ーノ
レ
の ものであるということになるわけです。陸
になった時期には，利用のほうからいうと土地利用と いう ことになる。それ
からたまたま 川になっ時期には， これは川 だ と人は評価する。 しかし，これ
はそういうふうな分類では，もともとないんだろうと思うんです。 このこと
が治水とか利水とかの根本的問題になるわけで，土地利用上の 1つの中心点
になるわけです。
それからもう 1つは，このような過程によらないころがあるわけです。つ
まり ，洪積台地の，たと えば武蔵野の台地のようなところ， しか し旧藩時代
からずっと通 して豊かな生活の場というのは，河川 によるこのような沖積地
帯にあ ったわけです。先 ほど高橋さんも副題を 読まれたが，私は 『水と緑と
土』 という標題もたいへん大事な問題であるが，それよ りもこの副題が非常
に大事な題じゃないかと思う のです。
伝統を捨てた社会
高橋

「伝統を捨てた社会の行くえ」ですね。

佐藤

人聞が伝統 を捨てるということはたいへん なことで，それはわれわ

れ個人に してもそうですが，自分の思想、を捨てるということは自殺ですから
ね。しかし，社会はそういうふうに，いやおうな しに進んでいるような傾向
があるわけです。 とくに現代の 日本では，急激すぎるのです。 この意味で私

座談会・水と緑と土

8
5

はむしろこの副題が非常に大事なものである と思のです。
河川とか，土地とか，水とか土と かいう分類の上に立 って，そのものの当
初から発展する 過程 を見ますと，私はやっぱり土地と 川は分離できないなが
らも；その 中で土地の利用形態がき まってくるように思われる のです。これ
は土地の利用形態がきまるということは，逆にいえばいかに水を処理するか
ということなんですよね。確かに一般的に川というと，川は一つの線です。
いつの場台にでも。これは乱流していても，あるいは中流がどういうふうに
走っていたとしてもこれは線なんです。ところがこの線は非常に大事なもの
で，つまり流域全体の中心がここに集中されている。すなわち，流域で一番
大事なものが線になって表現されているわけです。徳川期にはだいたいにお
いて，この両者を明確に分離 しないで，一元化して行政の場でも ，あるいは
研究の場でも考えていた のですが，明治以降の近代科学的思想、は物事の単一
，
と土地とを分離する結果となったのである。
化が中心であ ったことから， ）,
そして逆にいえばこのことは，川を安定させようとする方向であった。そ
こでは，当然に土地のほうは土地だけ，水のほうだけというように分離され
る。もともとこの両者の有機的なものが無機的に分離される過程，これがた
いへん重要だったんだろうと思われるわけです。この辺が現代になって，非
常に社会に対してまずい結果をまねく 1つのきっかけになっているんではな
いだろうかと考えているわけです。

高橋

永田さんにお伺いし ます。いま佐藤さん から水と土地との関係，あ

るいは分離ということについてお話がありました。それから「伝統を捨てた
社会の行くえ」における伝統というのは，かつては水と土地というものが融
合 していたというふうに考えられていた。これは表現が粗いかもしれません
が，そういう伝統，それはつまり思想であり，それが捨てられたところに問
題があるというわけです。少し乱暴に要約しますと，そういうご趣旨の話が
あったのですが，一方において，これはまた逆説的なものですけれども，文
明とい うのは伝統を捨てるとこ ろに成り立つ，という考え方もあり得ると思
うのです。とりわけ，明治以後われわれが受け入れた近代科学技術と いうの
は，ある面では伝統を捨てないと発展し得ない要素もあ った。それ を農業 と
か水とかいう問題を考えるときにどう説明したらいいのか，ということに関
連してご意見を伺いたいと思います。

8
6

その前に，大地即川だという佐藤さんのお話で，ちょ っと別なことを思い
ついたんです。われわれが地図を見る，あるいは小学校の とき から地 理の勉
強をしたときに，川と いうのは青い線で に ょろによろによろによろと して海
へ注ぐ 1本の線ですね。 学校の先生はそういうつも りで教えたかどうか 知ら
4

ないけれども，ぼくはい まにな って考えてみますと，そうい うふうに教えら
れたということは，川は常にああいう筋を流れて固定したも のだ とい うふう
に教わ ってしま ったよう に思います（笑い〉。 ところ が，ぼ くも 川の勉強 を少
ししていて，何年に 1度と か，何十年に 1度大はん らんを 起 こす，数キロの
広い川幅ではん らん して流れるのが，あれはやっぱりある意味では川 のノ ー
マ／レな 1つの形態だと思いますね。

永田

筋じゃないとい うことですね。

高橋

ええ。常に筋だ，だから はんらんする のは非常に異常な困 ったこと

だという考え方をつい持たされているのではないかと思います。これも一種
の教育の弊害で，われわれは川と いうのはあの中に押し込めていくべきもの
であると思 っては，川の正しい認識を妨げるのでは ないかという気さ えしま
す。それとたまたま明治以後輸入技術によ って，そ ういうことを ある程度で
きたわけです。治水技術にしても，洪水を河道へ押し込 めれば，さしあたり
は非常に都合がいいわけです。いわ ゆる水害常習地帯を かなり 減らすことは
できるしね。
治水事業の評価の難 しさ

永田

いま高橋先生がおっしゃ った押し込められた川とい うことですね。

私がなるほどと 実感もって感じたの は，北海道の天塩｝
Iを数年前に見る機会
があったのですけれども，非常に蛇行して流れて いる んですね。人聞が加工
していない自然河川そ のものだと 私しみじみ思い ま した。 ほぼそれに似た感
じを受ける のは，栃木の鳥山のあたりを流れている那珂川です。この川も天
塩川と同じように堤防はあり ませんね。そういうことで昔の川の美 しさと い
うものを，つまり，堤防によ って筋として押し込め られた利根川などとは比
べものにならないある美しさ，自然としての川らしさと申しますか，そうい
うものを感じました。
高橋

人聞に慣らされな い川と いうわ けですか
。
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川が自然そ のものに溶け込んでいる， 水と自然と の調和といい ます

かね。そういうのを感じたことが 1つ。
それから，富山 さんが川をどうみるかという立場から，「水と緑と土」，
「伝統 を捨てた社会」 の問題に， まず第 1のメスをお入れになったというこ
とは，私もたいへん敬服するわけなんです。といいますのは， 日本の社会構
，， というも のがきわめて重要な意
成 の生成 ・展開を理解する うえ で
， やはり ）
味 を持 ってい る，つ まり ，近世から現代に かけての日本の社会 を支えた生産
力は， やは り河川 をいかに人聞が コン トローノ
レ してき たか という ことに尽き
ると思うのです。たとえば，徳川家康が「国盗り物語Jに終止符を打ちえた
のは，やはり利根川を治めたということが大きい のではないの で しょうか。
その結果，利根川 中 ・下流部には， 三河とは 比べものにならない広大な穀倉
地帯がっく り出された。この点に「国盗り 物語」に終止符 を打 ち，近世幕藩
体制の成立を支えた物質的基礎があ ったのではないかと思うのです。
そういうことで，近世封建社会の各大名もそれぞれと治水，用水開発によ
る新国開発 をやるわ けですけれ ども，その ことがそれぞれ藩の財政力ときわ
めて大きなかかわりを持 っていたということも 事実でし ょう。 また明治以降
になりま しでも ，たと えば信濃川 の下流部で典型的 に見 られます よ うに，当
時の絶対主義政権を構成する 1つの住である 地主的土地所有が信濃川の治水
によって成立する基盤ができています。このようにみてきますと，人間と社

I
I
に対する人間の働きかけは非常に
会との関係そのものを考えるうえでも， J

Iからま ず最初にメ
大きな意味がある。したが って
， 富山さんが採用された ）
スを入れるという視点は，非常に重要かっ有効な方法だというふうに思うの
です。
ただ，そのことと同時に， つけ加えてみたいこともあります。じつは，私
長いこ と西日本に住んでおり ま して，水利の研究もまず溜池の水利から出発
しま した。そういうことで，やや我田引水的ないい方をこれからするかもし
れませんけれども，たとえば日本の古代統一国家の形成を支えた物質的基礎
は，溜池の造成による人工的な瀧瓶農業の展開だと思 うのです。つまり当 時
は−
−−
−
。
高橋

技術があって，あれ を駆使できたからこそ。

永田

そうそう。ただし大河川 をコン トロ ールできる技術は，まだ当時の

8
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日本人は持ち合わせてい なかった。 で，たとえば谷をせき切 って溜池をつく
るといった形で，自然を巧みに利用しながら。
高橋

当時としては，その溜池技術も非常に先進的な，いわばハイ カラな

技術であったのでしょうね。
永田

ええ，自然の地形を利用しながら，いわゆる水の流動性でなくて，

貯留性を利用して，人工的濯瓶農業をそこに成立させ たという ことが，重要
だと思います。たとえば地理学者がつくった溜池の分布を見ましでも，奈良
から瀬戸内にかけての地帯がもっとも密度が高い。いうまでもなくそこは一
番早く聞けた先進地で，政治 ・経済の 中心地で もあったわけですが，日本人
の知恵と申しますか，自然を巧みに利用し たあの技術というのは，私は専門
家ではないからよくわかりませんけれども，明治以降の治水技術とはかなり
質的に違ったものがあるのではないか。このように日本人が土に対していろ
いろな労働，知恵、をきざみ込んだ歴史という意味で溜池の問題をもう少し触
れていただいたら，指摘なさっている土と川とを断絶し た，アンバ ランスな
開発のしかたというとこらあたりの説得力がいっそう強まったのではないか
と思います（笑い〉。
高橋

それと，富山さんがいろいろご指摘になっている面で，いま永田さ

んが触れたことに関連しますけれども，明治中期以降の治水とか利水の問題
についてのご指摘の中に，たとえば連続堤防をずっと築いてしまったことへ
の批判があ りましたね。それから一方，

「多目的ダムの欺繭」という標題が

ついていたかな，ダムについてもご批判が ありました。それについてご意見
を伺いたいんです。ある意味ではおっ しゃるとおりですが，連続堤防方式に
して も，あるいはダムでも，一方においてメリットはもちろんあるわけで
す。従来，メリットのみがとかく非常に高く評価され，なに か非常に理想的
な技術であるようにいわれたことは，ぼくも間違いだと思いますし，ご指摘
のようなデメリットがあることは事実なのですが，堤防にしま して もダムに
しても，新しい技術なんですね。われわれが生活水準を高め ，文明を高めて
いくためには，常に新しい技術を追って，それをい かに駆使するかに努力し
てきているわけで，ダムもいろいろ問題はありますけれども，ダム技術をこ
れだけっくり上げた技術とその社会的評価は忘れてはな らな い
。
レ以上の
戦後日本ではたくさんのダムを つく りま して，たとえ ば60メート ノ
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ダムだけでも戦前は 8個あり ますが，戦後は現在工事 中のも のも 加 え て 約

15
0個あり ます。

もしこういうダムができなかったとすれば，高度経済成長

がよかったか悪かったという問題はあるにせよ，昭和30年代のエネノレギー源
を相当程度支えたのだ し，大都市の水不足 をダムが相当救ったことも事実で
す。この本を読んで，堤防をつくったこと，ダムをつくったことがいけない
とはいっておられないけれども，堤防やダムが，

f
台水そのものを非常に誤ま

った方向に持 って行ったのではないか，と いうふうにも受け取られやすい。
いままでメリットが強調されたから，デメリットも考えて全体的に考えなけ
ればいけない，という主張を強調するあまり，メリットをかえって軽視する
ことになる恐れがある。逆説的なことをいいますが，新しい技術には新しい
だけに，メリットのあるところには必ずデメリットもあり，むずかしい問題
もはらむのがつねです。
たとえば，江戸時代に，見沼代用水なりなんなり，たくさんの農業水利事
業を行ないましたけれども，あの時点ではそれは非常な成果ではあるけれど
も，その時点ではそれまでに築かれていた自然の秩序を，ある商では破壊 し
た面もあるだろうと思います。それまでの自然の秩序というものを破壊しな
ければ，国土への新しい技術は駆使できないという面もあるわけですね。そ
の辺はどう考えたらいいで しょ うか。
富山

これはおっしゃるとおりでして，私も書き方を気をつけたつもりで

すが，まだまだ筆の至らぬ表現がゐったかとも思います。ただ，もう 1つい
いたいのは，そのメリッ b，つまりここまで高度成長を遂げて私たちは一方
では豊かになったわけですが，それはかなり略奪した結果の豊かさであると

高橋

自然を略奪したということですね。

富山

はい。これはなにも 一治水の問題ではなくて，すべてに同じことが

いえるわけです。たとえば私たちが毎日下着を洗たくすることがはたしてほ
んとの健康の道か，真の豊かさかということから聞い直せ，というような反
省さえも出ているように，あらゆる分野で同じ聞いが発せられねばならなく
なっている。ですから，もちろんメリットがいっぱいあったことは否定いた
しませんが，そのメリットすらはたして長い 目で見た場合に。
高橋

ほんとうのメリッ卜かどうかですね。

9
0
富山

ええそうです。

高橋

つまり，近い将来ではメ リットだけれども，数十年 とか，

1
0
0年 で

考えたときに評価は変わってきますからね。
富山

ですから問題は，堤防なりダムなりのー技術の問題ではなく，その

技術思想、に示された自然観によって立っところの，現代社会のありかた全体
の問題なのです。
技術ではなく考え方の問題です。自然を画一化して扱おうとする自然観，
機械技術万能主義や， それによって得た便利さと か豊かさとかこそ文明と考
える考え方を批判しているのであって，単にー技術の方式を改良すればよい
というよ うな問題では ないという ことです。
高橋

つまり，ダムとか堤防はその良いイグザンプルとしてあげたと理解

していいですね。
富山

そうです。具体例を出しましたけれども，私は非常に抽象的に論理

を進めたのであって，ダムや堤防の工事そのものを批判したのではないし，
いわんや工事にたずさわる方々のご苦心について は私なりに承知 しているつ
もりです。私がいいたいのはダムとか堤防の方式に安住して，それをいいこ
とに森林や田畑をつぶし，土地をほしいまま加工してきたいまの社会全体の
ありかたについてなのです。
それにしてもダムや堤防は現代社会の基盤になっている。ダムや堤防に安
住しなければいまの社会は実現されなかったはずで，現代社会を考えるため
には，それを評価するにせよ批判するにせよ，究極的にはダムや堤防に行き
っかざるをえない。それほど川 とのかかわりかたが，文明の一つの方向を可
能にも不可能にもさせる，重要なカギになって いるということです。
永田

いま富山 さんがおっ しゃったことは，非常に重要なことですが，そ

れをどう文章に表現するかといったら，これまた非常にむずかしいことだと
思いますね。高橋先生がおっしゃったように，下手をすると技術・科学の進
歩を否定するようにとられがちで，概してそういう風潮がいまゃあるととも
事実だといってよいでしょう。
で，これは著者を前にしてたいへん失礼 なんですが，私，じつはこの本を
最初に手にしましたときは，たとえば緑の問題のとりあげ方が，都市サイド
からの縁，自然保護のとりあげ方ではないかと思ったのです。つまり，都市
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サイドからだけのとりあげ方は，し ば しば都市生活者 のエゴイ ズムになって
しまい，そ の土地に住んでいる住民の生活と矛盾することがまま多いわけで
すね。富山さんも，著書の 1
19頁でパンタロンの娘 さん が云々いう表現で，
都市の機能優先の論理を批判し ていらっ しゃいま した けれども，緑と 自然を
守るためにここの木を 切 るなというだけの自然保護の論理は ，国有林の労働
者だとか， あるいはその地域の住 民の生活を奪うとい う危険性をつねにふく
んでいると考えてみたいのです。
しか し
， 富山さ んの本は一番最初 に 「固いコンクリートの都市の底から，
新しいドグマが生 まれつつ ある。緑という名の神話J という 形で書いていら
っ しゃる ので，たいへん感心いたし ま した。 まった く同感なんです。
佐藤

それはね，とらえ方 が大変むずか しいと思うんですけれ ど，この本

を通 じての最終的 な評価になると 思 いますが， さっ き もちょっといったよう
に伝統を捨てると か思 想を捨て るというのはたいへんなことで あ る
。

しか

し
， この社会の発展過程 をず っと見てきていると，今日ほど急にカ ットす る
ような形は未だ、かつてな か ったように思われる。
高橋

急速度ですね。徐々に伝統を変えていくのならまだしも・ー…。

佐藤 私 は こ の社会の発展過程を見ますと，それが一番大事なことだ と思
います。 たとえば，いま話に出ている伊奈備前が曲がりなりにも自分の考え
を自然の 中に植え つけていく過程では，それは非常に長い年月をかけてその
地 域 を馴化してい るわけです。
永田

そ うだそうだ。

佐藤

それは見沼代用水路の前に葛西用水路 をつ くる。葛西用水路の成立

過程にしても，こ こでは単に 1本の用水路という考えはもたない。常にここ
では溜井を考慮 し，これ と河川 を組み合わせて考える。これはそのずっとあ
とになって，今度は見沼代用水路 開 さくの場合にでも，あれほど国家権力 を
投入し行なわれた仕事で も， ちゃんと 溜井がそこの 中に存在するんです。 し
かも 技術体系としては見沼の場合は伊奈の流儀とは異なって いたに もかかわ
らず， あれほ ど強力 な幕府のう しろ立てでつくられた用水で も，現在の よう
に単一の形をとらないで， 従来からあった溜井は そのまま残したわけです。
これは昭和2
7
,2
8年 の改正で なく しま した が，見沼代用水路からの分水であ
る葛西用水の溜井はつい先年まで残されて機能化していたわけです。そうい

92

う形で長い間かかって，徐々に自然を慣れさせていくこと，こういう過程が
いまの時代にはない。高度成長の 時代にはそ んなゅうちょうなことはできな
いのだ，ということでカットしたとしても，ここに問題がある。しかも，そ
れをかみ合わせる思想、がそこにあったかどうかということがきわめて疑問だ
と思うのです。ただ時間だけの問題ではなく発想の問題です。
永田

さっき私がいったように，溜池造成の場合は自然をうま く利用しな

がら，そして自然を慣れさせながらつくっていったのだが，いまどき流にい
えば優秀なテクノクラート だった伊奈や井沢も葛西用水や見沼用水をつくっ
ていくときには，古代社会の日本人がもっていた伝統的な思想が彼らのなか
にもあったのではないかな。自然を長い時聞かけて変えさしていくという思
想が。
高 橋 現代においてはそういう思想が完全に受け継がれていないのが，問
題だということでしょうね。
それと，ダムというのはある意味では現代土木技術の象徴みたいなもので
す。つまり個々の構造設計の難しさにもかかわらず，機能の限界が比較的小
さいこと，また日本のダムは，社会的または自然環境へのキメの細かい影響
力が非常に大き いことも特徴といえま しょう。ダムの直接機能自体ですら，
少し長い歴史 を持って見ない と評価でき ない面があると思いますね。た とえ
ば小河内ダムにしても，あのダムをつくる段階で，利根川水系のダムとリン
クさせて，東京の水問題を考えていなかったわけです。 つくる段階において
は，なかなか貯水しにく いという ことで，一部では評判は悪か っ た ん で す
ね。現在利根川の水が入ってきますと再評価できる。利根川を使っている聞
に奥多摩湖で貯めるというように，計画段階では評価できない新しいメリッ
トも出てくる。大きな土木構造物といえば，極端な例はピラミ ツドかもしれ
ないけれども，また逆にダムによる人工貯水池は いずれは埋まってしまうか
も しれない。しかし 21
世紀になると能率よくしゅんせつでき て若返りが容易
になるかもしれない。
つまり，つぎつぎ更新されていく機械技術とか電気技術と違って，国土へ
刻み込む技術と いうの は，土木構造物とか公共事業の評価と いうの は，先ほ
ど歴史的に評価 しなければいけないという話が出 ま したが，それは全体的な
トータノレの問題であると同時に，社会が変わると評価がまた変わるという複
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雑なことがありますね。そういう問題がこういう問題を考えるときに，また
別のポイントであると思います。
森林機能の評価
高橋

次に森林の問題を扱ってみたいと思うのですが，富山さんの本で

も，「 6章緑の破壊者， 7章失われゆく森林資源」というところで， 森林の
問題についてご意見がありますし，また森林地帯については，実際にもご調
査されたと伺っておりますので，まず森林について，また林業政策について
の手きびしいご批判 もありますので，これを討議したいと思います。
富山

川との関連ではいろいろある のですが，それをちょ っと抜きにしま

して，現在では森林が大事だということは，いちおうみなさんそうは思 って
いるでしょうが。
高 橋 世論的には一見そう見えますけどね。
富山

ところが，私，少々気がかりなのは，おうおうにして生態学の専門

家の中には，人間の精神にとって必要なんだ，ということを前面に押し出し
て訴えていらっしゃる 。事実そのとおりなのですし，そういわないと，たと
えば水とかその他の機能をいったのでは説得性が少ないと考えられてのこと
だということも理解できるのです。しかし，私の考えでは強調しでもいまの
社会ではむしろなかなか精神面の効用を説得されにくい。よくよく調べて見
れば水とか災害とか木材とか，物理的な面で私たちは危機に瀕している。た
だそのことが一般に知られていないということが森林を過小評価する，ある
いは生態学者の訴えを理解しにくい原因になっている 。森林の保健休養機能
だけを評価 したのでは，森林は つまり国土は守れない。 私 は 森 林 と い うの
は，都市の森林といえども本来木材を期待しでもいいはずだし，もしも可能
ならですよ。もちろん果樹を期待しでもいいんだし，水源かん養の機能は期
待しなければならないしと，やはり多目的に期待すべ きだと思うのです。
高橋精神論が出すぎる。
富山

一例を 申し上げますと，先ほど交通と緑の問題は深い関係にあると

申し上げました。私は山奥ヘボウリング場ができるのはなぜだろう，と考え
たことがありました。自動車問題をやりながら。

永田

ボウリング場？

94

富山

ええ，何々スカイラインができますとね。

高橋

人が大勢行く から ，ボウリング場もできる。

富山

そ ういう現象がい くつ かあった時期があり ま して，せ っか く山の中

へ行 くの になぜボウリ ング で遊ばなければならな いのか。
高橋

山の中へみんなトランジスタラジオなんか持 っていく か らな。

富山

はるばる大自然にめ ぐりあえたのに，ボウリ ング なんでもった いな

いと思った のですが，ところが，ふっと，ああそう か，ふだん緑のない，自
然とつき合わない暮らし をしていると，自然とのつき 合 い方がわか らなくな
ってし まって，せっ かく 山奥へや ってきても， 1時間 くら いはい い気持ち に
な っているけれども 2
, 3時間するとたいく つ して くる。 ど うして過ごした
、
。 そこでボウリングを声合めると い うよ うな ことではな
らいいのかわか らな u
いか
。 そ う思 って意識調査をしてみると， まさにそ の とお りの結果なんです
ね。で，そのように市民の意識も自然とのつきあい かたも変えられて，自然
と自分たちの暮しとの関係がわからなくな っている時代だけに，精神面だけ
を強調することは かえって森林を過ノト評価させることにもなり かねないと思
うのです。
高橋

武藤さん，ご意見を伺いたいんですが。日本の森林を木材の生産地

と考えれば，最近赤字に転じてきているという切実な問題がありますね。森
林というものにわれわれがなにを期待するのかに関連して，林業政策という
ことについてご批判がありますが，ここに富山さんがお書きにな ったことに
ついてのご意見でもけ っこうですし，いま富山さんが提起なさ った
， 日本の
森林が抱えて いるむずか しい問題をどういうふうに考えたら いいのか
。
武藤

先ほど か らの水 の問題の格調の高いご議論 を拝聴して い てたいへん

有益だった の ですが， まず申し上げたいことは，河川，ダム，溜池の問題に
ついて，確かに いま の河川開発，水資源開発のやり方は い ろい ろ批判がある
のですけれど，し か し，非常にメ リッ トがあ った ということ は，は っきりい
っておかねばなら ない。結局，今日の 日本の繁栄は それによ ってもたらされ
た。伝統的 な技術のみ を尊重してや ってい たな ら，は た して日本はどの程度
の発展をとげた か。あるいは三等国であったか，四等国であった か，私はそ
んな低次元のことを考えるんですが，そこで政策立案，政治，行政の衝に当
たる人にとっては，非常にむずかしい。たとえば行政なり政策の行きづまり
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がわかっても，半世紀以上にわたって積み重ねてきたすべての施策を転換す
るには，革命的な摩擦と犠牲なしには考えられない。森林の場合にも，いま
高橋先生がお っしゃったのと 同じ問題が出てくるんですね。
日本の森林の場合，国有林が 3分の 1で，蓄積においては 2分の 1にな っ
ておりますけれど，ここに数万の人を抱えまして，とにかくこの人たちの生
計を確保せねは、ならぬ。きわめて卑近だけれども，ゼネストが起こりそうな
問題もある わけ です。その人たちに給料 を払わなければい けない。 一方にお
いては，非常に森林の重要な，木材生産以外のいわゆる公益効果が経済発展
とともに年々ふえていく。この場合，経済は森林を食って大きくなったが，
大きくなった結果は，森林の木材生産以外の効果を高く評価するようにな っ
た，ということです。それをどう調整したらいいか。つまり木材生産とその
他の メリッ トとは相対立するも ので，一方は木を伐ることであり，他方は木
を立てておくことです。ダムの場合でも，貯水池をからつぼに しておくか，
満たしてお くか と，こういう問題あるわけですけど，森林の場合には相矛盾
する問題があるわけなんです。
そこで，富山さんの本にはいわば森林の公益的効果のほうを非常に高く評
価しておられ，私も大賛成なんですけれど，さて実際問題として，日本の森
林ことに国有林はどのように経営したらよいのか。林業を企業と して扱うな
ら，短伐期の大面積皆伐がもっとも目的に適うわけです。
高橋

さしあたりは会計の帳じりを合わせることが，もっとも効率のいい

やり方ですか。
武藤

ところがですよ，この 2
, 3年前 まで国有林野特別会計は赤字だ っ

た。皆伐をや ってなおかつ赤字だ ったんです。それ以後，いよいよ当局も公
益的効果に重点をおいた林政転換を 声明したわけです。
高橋

ど うやっ ても赤字だからと いう んですか。

武藤

そうです。年々赤字がふえていくということになると，独立採算制

度は無理になる。林政の重点を公益機能発揮の方にもっていく。
高橋

つまり，木材生産からくる独立採算というような考え方自体を変え

ようという。
武藤

そうなんですね。公益効果を前面に押 し出 して，特別会計に一般会

計か ら資金を導入する 。 ところが，また昨年非常に木材が値上がりしまし

9
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て，昭和 4
8年度は大黒字なんです。数百億かの黒字なんです。そうな ります
と林政転換 の真剣な努力もブレ ーキがかかる。 渇水のあとに雨が降った よ う
なものです。
高橋

でも来年，再来年どうなるかわからないですね。

武藤

そういう事態があるんですが，そこで，これは解決策になるんです

けれ ども，結局， 日本の森林というものは，両面の作用 を持っているん です。
この両面の作用をなんとか生かしていくと，こう いうことを考 えていかなけ
ればいけな いということなのですが，その 1つの打開のきっかけは， 生産期
間を 長く す ることなんです。たと えば，い ま3
0年で伐っているのをかりに 8
0
年にする 。従来は大部分の森林所有者は貧乏です から， 伐れるよ うになった
ら早 く伐ってし まわなければならない。 短伐期の経営だった。ところが長伐
期 まで持ってきた ほうが，収益が大 きいわ けです。だからこの 間で融資を し

0年に もなればさまざまの森林の公益
てや るとか して長伐期にもっ ていく 。 8
効果は格段に高 まる。これからは長伐期の経営をもっと真剣に研究し なけれ
ばならない。ところが，裕福な大山持は古来長伐期の経営をやっている。そ
の方が有利 なことを 知 っているの です。
高橋

それから ，われわれ しろ うとか ら見 ますと， 日本は国土の 3分の 2

も森林がありながら，木材の輸入が非常に伸びて いるのは， どういうわけな
んだろうと思うわけですが。それから一方，独立採算制 だから赤字になって
はいけないと いうわけで， 「はげ山を見たら国有林と思え 」 というくらい国
有林の荒廃はすさ まじいですね。そこ で，森林を木材生産の場 という ことで
はなくて，公益的機能 を重んじ ろと いう のは，皮肉 ないい方を しますと ，聞
き直 った みたいにも見えるわけ です。林業経営される方もお悩みと思うんで
す。財政的 な考えも変えるべき でし ょう が
， 一方，公益的機能を重んずると
いうことになれば，経営のあり 方自体 をかなり転換し なくてはならぬ とい う
ことでしょ うね。
武藤

そう いう ことですね。 さっき申し上げまし たが， 伐期 を，生産時期

0年でイえ った のを 8
0
を長くするというのも 1つの方法ですね。ですから従来 3
年ぐ らいにするとか，あるいは皆伐作業を択伐作業にあらためて， 肥沃土 を
保全していくと か，そういった経営法に変え なければいけないんです。 それ

0年の聞に木材の需要量が飛躍的に増加した。大雑
から輸入材の増加はここ 1
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把にいえばその増加分に見合う量が輸入されるということです。無論，価格
の問題も からみますが。
寺代の林
高橋 佐藤さん。ここで林業に関連しま して， 富山さんが，江戸 H
業思想、 を紹介されて，当日寺の森林経営 をすぐれた考え方として評価されてい
ますが，農業水利 との関連でも，江戸時代の農業思想、の評価についていかが
で しょう。
佐藤

その前に先ほど武藤先生がいろいろ政策の面から話されま したが，

これは社会の 自然と いうか，社会現象が自然に流れて いく方向をそのまま 見
守っているというのであるならば，行政府は いらないわけですね。つまり ，
このごろ石油問題が中心 となって，大狂乱を世界じ ゅうが起こして いるわけ
ですが，これに対しては，世界中どこの国でもこれに対応すべき考えを思考
しているわけです。これはつまり自然の社会的な成り行き をなんとか是正 し
なければならないという考えが国民的に起こった結果です。これは取り 上げ
なければならなくなってとりあげられた。だから，赤字だとか黒字だとかい
う現象で，そのまま の形で認めるというこ とが，行政府の 1つの間違いでは
ないだろうか と思うのです。 とくに森林の場合には非常に大きな相反するこ
面性を持っているわけです。 1つはとにかく ここでい う緑になるか，ある い
は自然になるか，そ ういうものを保全 していかなければならないという 機能
も非常に強い。と くに国有林は，い うならばそういうこと に全力をあげても
いいはずな んです。し か し 1つはそう でない反面の利潤中心の考 えが強制さ
れるわけです。
永田

水源かん養機能 をかりに換算したらいくらに なるか と。

佐藤

そういう 考えはど うも 忘れていや しないか。これは大蔵省がど うい

0
年は冷やめし
おうと ，林政の府 にある人たちは， 1時期，あるいは 1年や1
を食 っても ，ずっと 一貫 して考えなければ ならない問題では ないだろうか。
や っぱり半世紀における林業に しろ，あるいは河川行政にしろ，土地行政に
しろ，みんな 同じ経過 を通 っているの ではないかと思うわけです。
たとえば，川で いうなら，明治の初期にまだ鉄道もない時期に，日本はか
ごで歩いた んですから，それ を大量輸送するというときには河川 を 利 用 し
た。明治の初期の河川計画の時期には，船運を 中心に考えたよ うです。そこ
では従来からの水利用 を複合的に高度利用しようとい う方向であった。 森林
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についても，私はや っぱりそう いう融合した有機的な考えが混然とあ って
，
それが非常に効果的に作用してきたも の と思うのです。
高橋

藩政時代は 。

佐藤

ええ 。 ところがや っぱり 社会が進んでくると， それだけでは なんと

しても人聞の要求を満たさないことになる。数年前に祝子川 というのが九州
｜
、
にありますね。
高橋

五箇瀬川水系の北側の支流ですね。

佐藤

あそこの調査を手がけたわけですが，祝子川｜上流にはカモ シカが棲

息してお り
， カモシカは 天然記念物として指定されて いるところから 九州 の
学者たちがこの自然を護る運動をすすめていた。ご承知のように上流域は国
有林に なっているわけですが，こ れを伐採して問題にな っていた。 それで，
行ってい ろいろ調査した ら，お もに植物学や生物学 を専攻する 人たち が，自
然はその まま 保全してお くのが一番いいん だ。台風や洪水で倒れた り，流れ
たり したものも，そのままの形に しておくこと が 自然保護である。人為的に
伐採しては いけないというの です。天然林の見本園と か特別の指定区ならと
もかく，林業経営を一面にもつ場合
， これもちょっと困るわけです（笑い〉。
これではね。 日本じ ゅうの森林をそんなことされた んでは 困るんです。 これ
は政策になるのだろうが，考え方を少しその辺で変え るというか，次元を高
めるというか，つまり自然の馴化と いうのは，無理はしな いで
， しか しそ う
いう 方向性 をとるような方策がなければいけないと思う 。
で，徳川時代のたとえ ば熊沢蕃 山などが瀬戸内の岡山で行 なった 山林 の経
営などには， ヒエとか アワとかを 山にまいて自然に鳥 を集め， 鳥は他所で木
の実や草の実を食ってきており，ここにきてするフ ンの 中にこれらの実が入
っており， それが実生 になって草がはえ ，草がはえれば木がはえるわけです。
そういうことを考えたわけなんです。いまそんなこと をいったら笑われるで
しょ うが，次元を 異 にしたこのような考えがなければならないと 思い ます。
そういうことが河川 の流域 をも 安定に，あるいは逆に いえば今度はそ の流 域
自体の緑も保持すると いうような ことにな っているん だろうと 思う 。 だ か
ら，次元の場をわきまえて考えていくことが必要では ない か と思うんですが
ね
。
高橋 森林の問題に関連して，永岡さんなに か一言。
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永田 森林とい ったときに，問題のとらえ方は 2つあると思 うのです。 1
つは，先ほどからお話が出てい ますように， 1
J
1
林経営の 問題ですね o も う1
つは，山村の経済とい う側面からのとら え方があると思 うの です。 じつは，
前 に私中国農試にお りま したと きに，和牛のことを 2
' 3年ゃ った経験があ
るの ですが，中園地方の場合は，国有林が少なくて民有林が多くな ってい ま
す。その民有林の利用はい ったいど うい うもので あ ったかといいます と，昭
和2
0年代から 3
0年代前半に かけてお そらくそうだった と思い ますけれども，
いわゆる雑木林で，かっそこ に和牛 を放牧していました。つま り，牛も飼
いp それか ら雑木林 だから炭も焼くという形で多 目的に利用し ていたわけで
す。ところが，エネノレギー革命で木炭が売れなくな ってくる。こうなると木
炭を焼くと同時に和牛を飼い，両方 をプ ラスし た収入でともかくも 一定水準
の生活を営みえた 山村の農家経済はくずれてくるわけですね。 したがって，
和牛も だめになるわけです。 和牛の収入と 水炭の収入のトータノレで、 山村農家
の生活は営なまれていたわけだから，木炭のほうがなくなって しまうと 和牛
もだめ になり， その結果，いま や牛肉もどんどん輸入しなければな らないと
いう状況が， 山村経済の破壊という過程の中で出てきている と同時に，山村
地帯におけ る農家経済の破壊つまり過疎化ということで，富山さん の著書の

7年の水害のような事態が山村の過疎地帯で発
なかにもありますけれども， 4
生してくるわけです。その意味で，山村の社会生活，農家経済の破援は，水
源かん養という 山 としての本来的な自然機能の破壊と裏表の関係にあるとい
えるのではないのでしょう か
。 もちろん，そうはいっても前のような。
高橋 燃料革命以前に戻せと 0 .
永田

戻せというわけにはいかない 。たちきられた自然との生活との循環

システムを以前の形のままに 回復することはで きない。だから ，新しい循環
システムがなければいけない。
高橋

っくり出せなくてはならないですねえ。

永田

その新しい自然と生活の循環 システ ムをど う構築する かというとこ

ろが， 1つの問題にな るのではないかと 思いますね。
武藤

それはそのとおりで，ぼくらはもっと単純に考えていました。その

エネノレギー革命の問題は，確かに薪炭林というものは 山を荒すもとだと，ぼ

' 8年から長く
くらは解釈していたわけです。伐期が短いですか ら，大体 7
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ても 1
5年ぐらいで伐るわけです。それで，どんどん山は衰えていく 。薪炭と
いうものがいらなくなったら 山は復旧するだろうという考えだったのです。
ところが木炭がいらなくなると，永 田先生のいわれたよ うに 山村経済が立ち
ゆかなくなり，過疎現象に までつながる。 山を衰退に導く薪炭林が不要にな
ると，今度は人が住めなくなるという 別の深刻 な事態が出てきた。
土壊は文明の根源

高橋

次に土の問題を議論したいと思います。富山さんの本ですと， 8章

は土壌と文明ということで，アスワンハイダムの例 とか，あるいはレバノン
の中近東の問題と かを例にあげられて，文明論的に展 開 さ れ て い る わ け で
す
。 8章から 9章にかけて ，農業の近代化は何 をもたら した かと，日 本の農
業の近代化は，農業から土と水を 切 り離すことによ って着手されたのだ，と
いう問題提起で，農業の近代化について批判 があり ま して，たとえばパイプ
ラインコースとか，最近の近代化についての疑問を投げかけ て お る わ け で
す。機械化 とか専業化の問題，これは農業問題や水や森林にもかかわり合う
わけですが，土の 問題 をここで議論したいと思 うんです。富山さんは，この
本の構成が まず水の問題に入 って，森林に入 って，最後にこ の土になって，
そ して土壌というものが文明の根源であるということを忘れたのではない
か，という提起があるわけですね。こういう着想はどうしてこうなったのか
富山

まず地球がね（笑い
〉
。

佐藤

相当な構想、で（笑い）。

富山

,
0
0
0万年ぐらい前の，とにかく 陸上が生物
つまり，いま から 3億 5

のいないがらがらの岩であった時代に，最初の生物が海からはい上 がってく
る。その生物の根は岩のすきまに食い込んで岩と岩とをつなぎ止め，侵食を
防止する形で土になってい し こ れが土の始まりですけれども ，その積み重
ねの，また土が厚くなりました。すると木がたくさんふえました。そうする
とまた土が厚くなりました。 もっと厚い森林ができました。そうなる と動物
の数も量もまたふえま した。それはみんな土になりました，どの生物も土壌
の形成に参加し なければ，その生物のほうが滅亡し たのです。という， これは
私
， おかあさんと子どもに読ませる絵本を書こうと思っています（笑い〉。そ
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うやって 何億年 もかかって，土は厚くなり動植物がふえて，今から 1
0
0万年

0何万年かたってや っとい ま
前にや っと原始人があらわれて， それからま た9
の文明人があらわれる。それからまだ 1万年か 2万年しかたっていないのだ
というこの長い土壌生成と人類の誕生の歴史，それがこの本を書くとき最初
から念頭にありま して， それでやはり締めくくりたかったんですね。
高橋

はじめから締めくくりは用意されていた（笑い〉。

富山

つまりなぜ水や緑や土が大事 なのかというとき，ゃれ食糧 だ，ゃれ

水害だと 理由 づけてみても，これも一種の 即物的な見方だと思 うの です。や
はりそれぐ らいの大きな 目で文明と自然と の関係 をとら えないと ，こ の 自然
の
・
・
・ ・
。
高橋

メカニズムというか，循環の機能がわからないといけない。

富山

ええ。単に生態学的に森林が大事だと説明するのでは ，一般の人に

はなかな かぴん とこなし、。もう 1つ大 きな視野から文明 との関係でという 気
持 ちがあったわけです。ただ土壌形成のメカニズムについては，スペースの
事情から書くことができなかったんですけ れど も
。
高橋

そうですか。永 田さん。農業の近代化に対する 批判ですね。たとえ

ばパイプライン構想、についてのご意見がありますね。これについてはどうで
しょう ・近代化と いうの はい ままでの森林や水の問題とあ る函ではい っしょ．
0

なのかも しれないけれども，やは り目先かもしれ ないが必然性もあるわけで
すね，ある意味では。それが土を媒介とす る自然の循環シ ステ ムを破壊する
のではないか，というご意見が展開されているのですが，その辺の矛盾とい
いますか，実際そういうふうに解釈していいのか，どうで しょう。
永田

その前に，最近，自然の保護だとか，いわゆる農業近代化路線に反

対するよ うな意味で自然農耕だと か，いろんな書物も 出ているし，よく新聞
にも 出 るわけですがねσ
高橋

それ自体がまた流行みたいな。

永田

ロデーノレとい うアメ リカ の人物が書いた有機農法と いう 本があるん

だけれども，著者のロデールがいうには，アメリカの農業は昔のどんどん開
拓してい った時代とは違って，い まやフ ロンティアがなくなった。 なくな っ
たところで，はたと気がついてみるとたいへん土が荒れておった。これをな
んとかしなければならな いというと ころ からものを 考え出しているよ うです
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けれども，最初になに を書い ているかというと，士を豊かにするためにはミ
ミズを飼うのが一番いいというわけです。ミミズのいるということは，土が
肥えて いることの 1つの 指標になること は事実ですが，問題はミミズが生息
するよ うなゆたかな土をどうつくるかというところが，なによりもま ず重要
になるはずだと思い ます。たんなる感性的な自 然の保護論では，たんなるい
にしえへの復帰だけの発想であって ，問題の本質 をえぐりだす視点が非常に
欠如しているわけです
。
で，問題は ，近代化路線あるいは資本主義的な農業経営とい った場合にモ
ノカノレチャーに なって ，ある特定作目に経営が片寄 って しまう 。そ して，養
鶏，養豚とい った土を利用しない施設型農業ができて くるわけで す。そうな
りますと，養鶏なり養豚 をやっ ている農家は，も っぱら豚 なり鶏の管理に追
われて，まわりの自分の回畑の管理はお留守にな ってし まうと 同時に，施設
を拡大するために投資が投資を呼ぶということで，お留守にな った 田畑 を売
って規模を拡大する 。ですから，スプロール現象，農地の虫喰ぃ的な壊廃は
農業の経営の仕組み の内部から呼び込まれるという点が 1つあるわけです。
さらにふん尿処理の問題 とか， 施設閤芸の場合は ビ
、
ニ ール公害の問題も出て
きます。
特定作目を中心として経営が専門化し，規模を拡大してい くと い うの は
，
ある必然の方向だとは思いますけれども ， これはさっきの山村における生活
と自然との循環システム を新しくどう構築する かということ と同じことに な
るわけですが，富山さ んが，た とえば川を考えるとき に
， 川のある 1点 だけ
を考えるのではなくて，その流域全体，地域全体 を包含した新し い開発方式
を考えなければだめだとお っしゃる よ うに，まさ に農業の場合でもそういう
ふうに考えるべきだと思 うのです
。
つまり，ある 地域に酪農経営があり，養豚経営があり，水田で稲をつくっ
ている経営があると い うときに，それぞれの経営は専門化しているのですけ
れども，その専門化した経営の相互間に，たとえば水田経営は酪農経営に稲
わらを提供する 一方，酪農経営は水田経営にふん尿 を提供する という よ うな
その地域内のそれぞれの経営を有機的に結びつけた開放系 システ ムの構築が
今後必要になってくるのではないかと思うのです。で，個々 の経営のなかに
は確かにい ろいろな矛盾があるわけですけ れども， その矛盾のアウフヘベン
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の しかたは， 個々 の専門化し た経営を相互結にびつける 1つのシステムをつ
くっていくと 同時に，地域全体から みれば
、
農業は複合化し ていくと い う方向
ではないでしょうか。愛知とか埼玉のあたりでは，ぽつ ぽつ そ う い う 動 き
が，農民自身のなかからも出てきているわけで して，実際の農業生産者自体
の中からそういう発想が生まれつつあるということが，布、は今後の 日本の農
業を考える上で非常に重要な意味を持つのではなし、か と思います。その限り
では ，私は農業の将来については 明るい展望ももっているのです。
と申し ますの は，この前，非常に印象に残ったことがあるわけです。愛知

5町歩に 自作地いくばくかをつけ加 えて 1
1人のグルー プで
の安城市に，借地 7
やっ τいる共同経営があります。この共同経営の仕組みは非常に創造的 なの
ですが，その点省略いた しますけれど ， ここの リー ダーの 山口 さんと ， この
前会ったときに，私たちはいば らの道を切り開いて苦闘してきたけれども，
どうも 日本の農業のいき 方に ついての私 たちなりに確信が持てたような気が
すると ，その人物がいっていたのが，いまでもつよく 印象に残っているので
す。そういう農民の尖践のなかで，農民というよりもむ しろ生産者とでも ｜
呼
んだほうがよさそうな人たちが，まだ面的な存在になっていないが，あちこ
ちあらわれ出 して きたという，そういう意味 での明るい展望を持つのです。
高橋

佐藤さん，ど うですか，いま少 し明 るい展望もあるということです

けれども，それもまた農民自身の中からそ ういうものが出てきたというとこ
ろに，ぼく自 身とし ては興味 を持ちますね。農林省の指導などと ，ど ういう
関係があるかな（笑い〉。ぼくは農林省のことはあまりよく知らないので， こ
ういうパイプラ イン構想と かの近代化 というのは，農林省の指導かなと いう
気もするんです。そうすると逆に，いいにつ け悪いにつ け権限 を持 ってます
から ね。永田さん のいっ たよ うなこ とがそううまく普及する か ど うかという
疑問を感じます。どうですか。
佐藤

それは非常に大事なことだと 思 うんですね。戦後間 もないころわが

国の農業は，農林省 を中心とし て 日本の農業が こういう ふ うに後進的な原因
はなにかということで，いろいろな討議がなされた。そういう 中で，水田農
業というのはこういう仕組みなのだ，というようなこともあったでしょう 。
しか し
， そう いうも のを 踏 まえても ， まず農業の近代化の方向として打 ち出
されたのは農業の多角経営ということで した。つまり ， 日本の農業は水田稲
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作に集中して，それ だけをやっ ていると，近代化がなされ ない。だから 多角
的経営に切 りかえてー農家が畑作も やれば，あるい は鶏も飼い ， 豚 も 飼 う
と，そういう形を取り入れて，多角的農業を確立しなければならない，とい
うのを中心課題と して農業省の指導がそういう 方向 で進ん だわ けです。 とこ
ろがこれは成功しな か った
。
永田

いや農林省
、 の指導だけでなくて，学者もそ ういっていた（笑い）。

佐藤

農林省の指導というのは ，常にある種の学者の協力 ・助言があるの

だが，そ して， その後に出された政策はどうであった か とい うと，適地適作
ということです。
高橋

それはある意味じ ゃ専業化
。

佐藤

うん，だからね，これはまった く逆のこと をいっているわけで しょ

う。つ ま り，作目も多く畜産や酪農ー までも含めた多角経営から ，一時代過ぎ
たらそれではいけなし、。 たとえば水田地帯では水田中心でやれと，あるし、は
畑作な ら畑作，果樹な ら果樹として地帯に合 ったも のを やれと，同じ農林省
でね。さっきの高橋さんの話で，時聞がたってきて変わ るといえば変わるの
だが。
高橋

変わり身が早い。

佐藤

ちょっと早過ぎる。手のひらを裏返すようなことを同じ農林省がい

うわけですよ。そのたびごとにたいへん 困惑し，あ るいは自殺者をもだすの
は農林省の役人では なくて，あるいはそれを発想し た学者ではなく農民なの
です。そういうのをいくたびか繰り返してくる過程で，ど うも学者のいうこ
ともあまり当てにならぬと。行政府のいうことも当てにならぬということに
なり，農民は農林省のいう逆のことをやっていれば誤 りはないというような
方向に発展するわけです。地域的には，さっき永 田さんのい うようなことが，
共同組合を母体にしたり，あるいは特殊のそういう人たち のグループが 中心
になったりして出てきているわけですよ。これがどこまで全国的に広がって
いくかということが，一番の問題だと思うんですね。日本のように底の浅い
場合には，ちょ っとした転換がこれをくつがえすき っか け に も な る わ け で
す。だから，その辺にたいへんに問題があると思う のです。
永田

そこがじつはたいへん問題なんだね。

佐藤

これは 10年ぐらい前に静岡の西のほうに菊川という川がありますで
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しょう。
高橋

はい，掛川の少し東。

佐藤

あそこの一部落が水田を全部集めて共同経営し た こ と が あ る ん で

す。その後行ってみなし、からわからないがね。それは土地所有は従来のまま
にして，経営だけ共同化し てやっているわけですよ。たしか4
0ヘクタール前
後だと思いますが，それくらいを単一経営でやるわけです。ところが，それ
は経営自体としてはうまくいきそうなんだが，別な要因が加わってくる。た
とえば，個人の都合で土地の売却するような場合，売主は当然できるだけ高
く売りたいわけですから現在の仕組では集団者が農地 として買うことはでき
ない。それは農地として買 ったのでは採算が合わな いんです。それより宅地
として売ったほうがはるかに高く売れるわけです。そうすると，これをいっ
たいどういうふうに処理できるかと，私はそのとき，どこまでこれが続くか。
かなり特殊な地帯だったが，徐々に全国的に地価の問題が広がってくると，
そういう問題が発生してきたときに，これはいったいどういうふうに処理で
きるだろうかと。いま永田さんのいう，非常に意識的 に農業を進めようとい
う地域，あるいはそうでなくても，い ま山の中に何人かが入って荒廃した。
そして過疎化 したところを借りて農業をやるなんていうのは，富山だとか石
川の山の中でかなりあるんですよ，部分的に。 これがほんとうにわが国の農
業の芽ばえとして評価できるのかどうか。一時の脱サラ的な，あるいは都会
をのがれる隠遁という形で，そういう興味でやっているのか，ということは
かなり時聞がたたないと。そういう問題があるのではないですかね。経営の
専門家ではないから，私はよくわからないんだが，どうもありそうです。
永田

先ほど，農民ではない農業生産者のなかから，新しい未来の農業経

営を求めたいくつかの実践例が出てきているというふうにいったわけですけ
れども，その人たちも実践の過程では，いろいろな問題にぶつか っている。
しかもそれはもろもろの制度的なワク組みの問題とかなりぶつか ってい るん
です。たとえば，さっきの安城市のリ ーダーの山口 さんの話になりま すが，
そこでは土地が 3年契約なんです。考え方と しては， すぐそばにある肉牛の
団地から厩肥を持ってきて土にかえすこともできるわけだけれども， 3年契
且

約なので自分の土地 としての愛着がわかない，というのは自分が所有すると
いう意味ではなくて，厩肥 を肉牛団地から持ってくる労働，これはある 1つ
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の資本とみていいわけですから， 自分たちが投下し た資本の機能がまだ残存
している聞に，借地期聞が切れるというのはたいへんな苦痛 らしいんです。
したがって ，借地期聞 をせめて最低 5年にしてほし いという要求があるわけ
です。
この要求は， じつは農地法にからんでくるわけです。農地法は昭和45年に
改正されましたけれども，たとえば 合意解約 自由だという形で，つまり土地
所有権 をむ しろ強化する方向で改正 しています。大型の機 械 ・施設 を使 L、
こ
なす新しい農法体系とはいまや経営的 にもできているわけですが，そういう
新しい生産力に見合 った 1つの ワク組みができあが っていないという矛盾が
かなり広がりつつある。その辺が先ほどの展望に現実性 ・可能性をあたえる
か ど うかの重要な条件にな って くるのではないか， つまり，その矛盾を解決
する 体制し、 かんが，点と しての先進例 がいかに 面 として広が っていくかを判
断する 1つのポイン トになるの では なし、かなと思 うのです。もちろん，この
解決の方向に，価格条件 をはじめ とした政策体系の問題がふ くまれるべきで
あることは，いうまでもありません。

高橋

ここでご指摘のある現時点の問題ですね，近代化に関 して。それも

農林省の指導−・ つ ま り ， 農林省の指導 を批判 された のは，農林省とあえて
いわなくても 現代の風潮でも いいんですが，そうい うものもやがてまた変わ
るだろうという ， つまりあまり当てにならぬということですか。
佐藤 農民自体はそ ういう受け取り方がある。

高橋

さしあたりは便利 なん ですね。

永田

しか しあと 戻りはできなし、。

佐藤

その場合は便利だし，とくに都市近郊でパイプラインの発想なんで

いうこと，これはあ る意味ではほんとに背に腹は変え られないような，ど ん
どんどんどん水源は汚濁していく過程で，農業経営を継続していくためには
ど うしても水質の汚濁してないものを取水する 必要がある。そうすると，ど
うして もそういうふうにならなければならなくなる。

高橋

コンクリ ー トで固める とか，パイプライ ンにせざるを得なく なると

か。だから，それはいかぬというわ けにもい かな くなる。
佐藤

そ うい うふうな形で進ん だあ とを見て歩 くと，たとえばこ れは埼玉

県あたりで用水路の第 2次，第 3次という改修計画が実施され， 3商コ ンク
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リート張りの水路にしてし まったところなどの ，自然の浄化作用などはほと
んどない。それは土水路の用水区間のところと歴然と相異がある。これは指
導者側のほうで少し考えなければな らない。つまり， 科学的な根拠を持 って
やるのか，あるいはその場しのぎに社会政策としてやるのか，これが非常に
問題で，とくにい まの農業水利の問題なんでいうことになると，どうしても
農業内部からの発想という形で，ほんとうは農業部門の水政策として進めら
れなければならないのだが，そうでない形があまりに多すぎる。それだから
とい って，それでは，それは社会政策的に非常に プラスになっているかとい
うと，それもそうではない 。
つ ま り，河川でい うならば，わが国では河川 の維持管理者というのがある
わけですね。これは現在ほとんどその責任をはたしていないように思われる
のです。あるいは，はた し得ないような事態にある 。つまり， 水 量 の 調 節
も，あるいは河川の水質の維持管理もできないような事態に追い込まれてい
る。つ まり，自分の責任を放棄 したような。それから一面においては，農業
のほうの行政の担当グループはどうかというと ， これも責務を放棄したよう
な形である 。つ まりみんなが無責任な形になってきており，この回避策とし
て合理化ではなくて近代化の方向をと っているように思われる。農業水利で
いうならば合理化で なくて，コンクリートで固めればいいんだというよう
な，近代化の方向をどんどん推し進めているように感じられるのです。その
辺が私は今後の一番の問題になるのではないかと懸念 して いるのです。それ
だからとい って，それでは加害の状態をそのままにしておいてなにか解決の
方策があるかといわれると困るのですが。この本を通じても，なかなかむず
か しい問題で あるが， しか し少なくともそういう考えがあってやっているの
か，どうかとし、うことが。
高橋

考えがなくてやるのか，あ ってやる のかでは大違いだという 問題提

起でしょうね。
佐藤

そうですね。

歴史の転換期と近代化
高橋

水 とか森林とか土壌について，一通りこの本をたたき台にして議論

して まいりましたが，ちょ っと観点、を変えて，議論したいと思うのですが。
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川 にしても，森林にしても，あるいは農業に して も，近代化というのはどう
いうものかという共通問題があると 思、いますね。そ して，この本ではそれに
関して第 5章に，原点と ．
しての 明治3
0年を とり，富山さんのお考えでは ，明

0年 という のは一つの歴史の転換期と見 ておられます。明治以後，鉄道が
治3
非常に普及するとともに，川を舟運として使わなく なってきたことが，川 に
対するわれわれの対応の変化として決定的な要因だと思いますね。それから
たまた ま河川法，森林法，砂防法が明治3
0年前後に成立して，これ以後治水
事業にしても，森林にしても変わってくるという事態があるわけですね。
つまり，自然とか国土というものは ，たいへん長い歴史を経て蓄積されて
いるものであって，ここで引用されて いるデールと かカ ーター らの 士壌保全
学者なども，非常に長 い歴史の 中での人間と土や水との かか わり合いを 問題
にしているわけですね。 ところが，ど うも明治中期以降は，われわれは明治
に輸入し た西欧技術のすば らしさに肱惑されて，そ ういうじっくり 歴史的に
見 るという 見方 をある面では軽視した のではないか。それから明治以降，わ
れわれが輸入した西欧の科学技術自体はガリレオ，ニュートンにさかのぼる
西ヨーロ ツパの科学思想の背景のも とに成り 立ってきた。 しかも 科学の前提
というのは，いまエンジニアリングの基礎をなす力学を見 ま しでも，ある 同
じ力を加えれば必ず同 じ反応が起こるということの仮定に立っているわけ
で，ある面では歴史的な考察というものと矛盾する面がある 。逆にいうと，
いい 方は やや乱暴 だけれども，歴史的考察を軽視す るところに現代の科学技
術は成り立って いるとも見る ことができると思うのです。
しか し，そ の科学技術は非常 にすばら しい成果 をあげてきましたから，ま
たそのために近代化に成功したのです。たとえば．，川というも のを 見ても，
,
，
を施設と して見れは，つまり実験水路と
いまの科学技術なり力学なりは， ）

して見れば＼ 力学はみごとにほとん どの問題 をほぼ解決してみせるわけで

J！
はこの本でも 強調し ているように施設ではないわけです。
す。ところが，i
自然の一部なん ですね。 これは工学の場合と農学の場合と違うようにぼくは
思 うのですが，と くに工学の場合はとりわけ現代科学技術に依存 し切 ってい
るわけで，

したがって，明治以降においては，治水技術においても 利水技術

においても，現代の科学技術でなんでも解決できるのだと思い込んだわけで
す。そ して相当のことを解決 して きま したから，それなりに解決できると思
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ったあまり， 江戸時代と か明治初期 までに積み上げられていた治 水 思 想 な
り，あるいは森林思想、というものが軽視されたこと が問題では なかろうか。
そうする と，これからの国土への科学技術という のは，そ ういう 現在の科
学技術体系の中に，たとえ ば歴史的 な見方をどう取り組んでゆく のか，とい
うば く然と した方向 をぼくは感じるわ けだけれども，ど うで しょうかね。永
田さん。

0年ということですが，私，経済史はま ったくの素人な のです
永田 明治3
けれども，その問題は いわゆる 日本資本主義の確立期 をどう見るかという こ
とで，いろいろな議論があるところだと思います。
高橋

日清戦争直後ですね
。

永田

ええ。 日清戦争後，経営論とかいったところにかかってくると思う

のですが，ただいずれにし ま しでも， 日本の資本主義は非常 に後発的だ った
ために p 当時の偉大 なる西欧の科学技術というやつも。
高橋

直輸入されたんですね。

永田 直輸入されて，それにたいへん日本人が感激 したということも事実

0年 を日本
だと思います。その辺のひずみも 1つはあると 思い ますが， 明治3
資本主義の確立期とす るな らば，そこで資本主義文明 のもとにおける自然に
対する人間の働きかけ，土に対する労働のきざみ込み方ということが，従来
の封建社会と異な った形で進行したこと は事実だと思い ます 3 事実 ですけれ
ども，今日のいわゆる日本列島改造論の時代とはまたかなり異質になるので
はないかという気が します。

4年から
と申 しますの は，たとえ は
、
農地側格 のあがり 方をみ ますと， 昭和4
ぐっとあがるわけですが。一方，国内の総資本形成は，むし ろさが っ てい
る。それ までは国内の総固定資本の形成が上がるにつれて地価もあがってい

4年 を境に して両者のパ
る。 これはある意味で理解できるわけだけれ ども， 4
ラレノレな関係はくずれている 。4
4
年という と，そ ろそろ例の過剰流動性がい
われだ したころ ではないで しょうか。 だぶついた金を土地 に投資 してい く，
これは設備投資と いう形でではなくて，土地なる自然に投資して， そこから
資本が利潤 を吸い上げていくとい うきわめ てゆがんだ構造であ って，これは
日本資本主義の構造がかなり変わ ってきたことを示 して いるのではないか，
そこで 日本列島改造論以後，い わゆる 乱開発というの がきわめて 目につくわ

1
1
0
けで，とくに「伝統を捨てた社会」というのは ，そのころから急角度に，名
実ともにあらわれるようになってきた。その意味で，自然に対する人聞の働

0年ころといっていいかどうか
きかけがゆがみ始めた起点を，一般的に明治3
0
はちょっと疑問をもちます。おそらく，その起点は高度経済成長が始まる 3
年代にあるわけでしょ うが，い ずれに しても，科学がも っぱら 自然をうばう
理論として利用しやすいように全体として急角度に組織され，自然と人間生
活の循環系を無視した 「
生産」が蓄積されるようにな ったのは，日本資本主
義の構造的再編が進行する戦後ではないでしょ うか。

富山

これはある日突然ということではないですから ，底流は江戸時代か

らあったと思いますよ 。 ですけれど，いまの自然観，土地利用 の技術の思想
はどういうことかといえば，自然をばらばらにして都合のよいものだけを引
き出していくという自然の無機化の思想で，自然を生ける有機体としてとら
えないような かかわりかた をしてきている。これがい ったいいつご ろから虫台
まったのかと過去へさかのぼって一つ一 つ皮をむいていったのです。 緑の問
題，水の問題などそれぞれの問題からするといずれも明治中期に行き当た
る。しかし林業などは，これは一朝一夕に変わるものではないし，それから
農業も，佐藤先生にいろいろお話を伺ったんですが，現象面で見れば，昭和
年代まである程度他の部門の発想、とは違う土の農業を継続してきた。むろん
基本的には明治中期に大きな変化があったにもかかわ らずです。ただ一番明
らかな変化が川と のかかわり方であると。 しかもその川というのは，先ほど
からお話が出ているように，まさに 日本人にと っては大地であ り，交通とい
うような文明の基盤もそこに依存していたところである 。 日本人 と自然との
関係で一番密接なとこ ろが川 である し，日本列島の自然そのものでい っ て
も，水と緑と土の織りなす機能が集約された，日本の自然の象 徴 が 川 で あ
る。その川は動いている 。その川
｜ への 伝統的な かかわり方が一 つ大きく転換
するのが − 。
高 橋 明 治3
0年
。

富山

ええ，河川法の 。3
0年というのは大ざっぱにいったのですが，明治

中期である 。
高橋

どうしても転換期と見さるを得ない。

富山

日本人の自然観と いうのはどこからつちかわれているかといえば，
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小さくいえば土であったり木であったりしますが，やはり大きく見れば川の
自然に対応していく土地利用一一一土地利用とは自然に対する人間の諸活動を
包括する言葉として私は使っていますがーーのなかでっちかわれたに違いな
l
lとのつきあい方が 180度転換するということは，まさに
いと思うのです。 J

日本の文化そのものの方向転換とい ってよく，

したがって，転換期を明治中

期に求めたのであって，もちろんその転換を促すような社会の変化は徐々に
できていたし，また公害だってそれ以前の明治10年から足尾銅山なんかで始
まるわけですし。
永田

幕末のころに四国にもあるんですよ。別子銅山とかね。

富山

それは多少はもちろんありますけれども，いわゆる近代技術がばさ

っと自然に対 して くさびを打ち込む，その公害が近代日本の成長の基盤とな
るという，現代の公害はなんといっても足尾に象徴されますよね。それが 1

。
コ

J

それからいまの列島改造論との関連でいいますと，話がちょっと飛躍する
かもしれないのですが，その土地で完結されないよ うな土地利用のありかた
は，本来の理想的なありかたではないというのが結論なのです。遠くの自然
から，ものをなんでもかんでも引き出 して運んできてべつの所へ廃棄すると
いう土地利用一一いまの交通問題に象徴されるのですが，交通需要を増大さ
せてまで，なぜ鹿児島の野菜を東京の人が食べなければならないのかという
ことです。交通需要は増大して日本の交通はすでに満タンになって困ってい
る。ゴミ問題しかり，汚染の問題しかり，水問題しかり，都市に緑がないか
ら人々は 山奥へ出 かけて緑を破壊してくる。つまり緑の環境の問題もまたし
かりです。物質循環の問題，開放系の中でとおっしゃるけれども，その辺も
う 1つ考え なければならないのは，はたして分業化されたものが有機的に関
連させて 1つの地域社会をつくるということで，どこ まで可能かなという，
地域の大きさにもよりますし，分業の性質にもよるのですけれど，これはこ
れからの課題だと思うのですね。
永 回 そ うですね。
富山

そういうふうに， 1つの土地と密着したものを解き放して，大きく

かつてに移動させてしまうという，いってみれば，大地に がっしり根を据え
でかかろうとしないのが，いまの土地利用の思想であり，形態だと思うので
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す。で，列島改造論の特徴というのは，まさに日本列島総分業化の構想、な の
です。そう いうのが現代社会の自然へのかかわり 方なんです。そう すると，

0
年ごろから始まった土地利用
， これは私は土地利用の分業化の開
あの明治3
始 だと思うのです。 川と土地と を明確に切 り離してい く現象がいまほ ど急テ
ンポでないだけで，まったく 同 じ考え方である。つまり明治中期とは，土地
利用 の上で自 然の有機的 な循環を 断 ち切る 1つのわかれ目であったという気
がするのです。
永田

ちょっと 1つだけ。 さっきそ れぞれ分業化し た経営を， どの範囲で

1つの解放体系のなかでつなぎ合わせる かと い うこと，これは今後の地域農
業計画論の 1つの課題だと思います。 ですけれども， おそらくべらぼうに広
い地域ではなくて，従来の部落といいますか村落といいますか，おそらくそ
れ ぐらいが基礎的な単位になら ざるを 得ない のでは ないかというふうに，い
まは思っています。もちろんその場合の部落とは ，従来の伝統的 ・慣習的 な
機能 をもった部落とは違 った機能を持っている，つ まり， 地域社会における
生活の一つの単位と いう意味 での部落 という意味です。自然と人間の生産活
動の循環は， べら ぼうに離れた地域を相Eに結ひやつけることでは，再構成し
えないでしょ う
。

0年の話で，われわれの川へのつ き合い方が変わ っ
高 橋 佐 藤 さ ん，明治3
たといいますか，その転期としての意味を富山さんは かなり 重要視された。

4年とい
さらに少し時点は違 うかも しれませんけれども，永田さ んは 昭 和 4
0年というものの境い
う，これはまた別の転期かも しれ ませんが， まず明治3
目とすることと，それから江戸時代以来の思想とそれ以後の分断と いいます
か，その辺の指摘はどうなるか，あるいはもしそうであるならば，なぜそう
いうことにな ったのか。
佐藤

0年代の指摘 というのは，2
5年からでもいいで しょうが， とに
明治3

0
年代の指摘と いうのは，いろ いろな意味で重要な時期ですから ，そ れ
かく 3
は当を得て いる と思うんです。そういう ふ うになる 以前に，つまり鎖国をず

0年の聞に
っと続けてきたわが国のそういう封建主義的な流れ，これは明治3
若干の空白があ るわけです。 これは私は現在の文明論で評価するわけ では な
いが，やはり非常に高い次元の評価がここになければいかん と思 うの で す
よ。つまり，封建時代の反省期としてもそれはあったと思 うのです。それは
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ここでいえば川の問題だってそうだし，あるいは森林の問題だってそうだ
し，農業の問題だってそうだったのです。それが非常にこんとんとして，い
ってみれば幕藩体制がくずれてしまってどうしていいかわからないのです
ね。反面においては，これは従前のものは拒絶しなければ新しい制度は生ま
れないわけです。だからいいも悪いもないんですね。よくても悪くても封建
時代のものは，いけないということにしなければ、いけなかったわけです。
高橋

せざるを得なかった。そうしなければ，明治においてはほんとの制

度ができなかった。
佐藤

そうそう，それの調整にこの二十数年かかっているのだろうと思う

のです。で，この調整がたとえば水の関係でいえば，治水三法なんでいうの
が明治29年ごろから数年間にできてくるわけです。けれども，とのこんとん
とした時期には違った形を外国から持ってきたり，あるいは当時の為政者が
考えたりしてできる。だからこれは 1つの変転期というか，むしろスタート
なんですね。ところがその後はむしろむずかしくなってしまって，高度発展
時代から独占時代に入って戦争戦争でしょう。だからこの後の系統的なそう
いう思想的な流れというのは。
高橋反省する余裕さえなかった。
佐藤

それが，昭和20年の敗戦まで続くわけです。

永田

20年代になったら敗戦の混乱で，そのうち混乱がおさまったかと思

年代以後の高度経済成長（笑い〉。
えば， 30
佐藤

そうそう。そこが妙な発想、で，改造論じゃないが，これはほんとう

はもう少しこの時期において，大地に足をつけた，あるいは思想的といった
らいいか，哲学的といったらいいか，そういう思想を持ち合わせてその改造
論は出てきたのであれば，これは非常に高く評価されたと思う。ところが，
残念ながらその下地が非常に乏しかった，というのではなかろうかと思うの
ですね。
高 橋 武 藤 さ ん ど う で し ょ う かね。いま 明治中期以降のいろいろご意見が
ありましたが。
武藤格調の高いご意見が出たのですが，もう少し低いほうの……（笑い）。
確かに明治3
0年という時期は，富山さんの本にありますように低水工事から
高水工事への切りかわりです。高水工事というのは明治20年ぐらいからぼっ
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ぼっ出てくるわけですが，これが完全に切りかわって，低水工事が払底され
るのは明治3
0年ごろです。これは大きな変化であったと思うのです。しかも
当時の治水事業の国家予算に占める割合は非常に大きなもので，他の事業も
同じ方向に引張っていくぐらいの力があったと思われます。
ただ，

1つだけ加えたいのは，高水工事に移行し たのは当時すでに移行せ

ざるをえなかった事情があったことです。水害が激化したと か，舟運が不要
になったとか。ちょうどエジプトにおいて後には批判されるアスワン ・ダム
を築設せねばならない事情があったのと同じです。高水工事に大きなメリッ
トのあったことは認めねばなりま せん。日本の経済発展の基盤を作ったとい

0
年ころから第 1期治水事業
えるのですから。しかし理由はともあれ，明治 3

4年の聞に大転換が決定づけられたことは事実です。じつはこ
の始まる明治4
の低水工事と高水工事の問題は高橋先生が権威者で，私に訊かれるのは人が
悪い。
土から得たものは土に返す
高橋

富山さんの本は，最後に終章がありましてマルタ島の例があり，あ

るいは前に引用したべ／レツの警告を受けて日本社会が忘れているのは，土か
ら得たものは士に返すという原則，この原則は非常にきびしいものなのだと
指摘しています。それを忘れたのではないか。要するに ，土から得たものは
土に返す，という基本思想、
を 再認識せねばならぬ。それからまた一方，自然
とのつき合い方の中に，時間との競争の作業だと いうことをいっています。
それは，最初に若干議論が出ましたように，ものの評価を現時点に非常に近
い将来で見るのか，もっと長い目で見るのか， しかも，近い将来に非常 にい
いことは，とくに土地とか水とか森林の問題は，長い時点で見ると逆である
ことがあるわけですね。それから社会の発展とともに社会的評価が変わって
いくという，むずかしい問題もあります。しかし，難しいといって傍観して
いる聞に，世の中はだんだん動いてしまうわけで， いま 行なわれている開発
にしても，あと戻りできないものがあるわけですね。
最後に，土から得たものは土に返す，ということを頭におきながら，では
どうしたらいいかを，これは抽象的でもいいですからみなさんに伺いたいと
思います。

座談会水と緑と土
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これはなかな かむずか しいのですが，土とか農とかいうようなこと

は昔からいわれている のですが， 近代社会というか高度発展の時代では忘れ
られていることがずいぶんあるのですよ。私の友人などは，おまえは農本主
義者だなんでいいます がね。そ れは同じ農本主義でも，時代が変わると見方
が違 ってくるわけですよ。
高橋 江戸時代の農本主義と現在のそれとは。
佐藤

そうです。そこで少なくともい まま で，たとえば戦争中くらいまで

は農業とい うものに対する固なり国民なりの思想とい うものが固定してあっ
たのですよ。ところが高度成長時代になるとほんとに短い聞に忘れられてし
まった。たとえば，その当時，現在もそ うだが，社会構造が変わってしまっ
ということもあるが，農は国のもとであるというようなことをいったとした
たら，それはとんでもないことであるといわれると思 うの です。現に数年前
に利水計画の会議で新規利水の問題に ついて農水での利用方法などをいう
と，お まえ は国賊である，いったい，水の価格をどう考えているか，という
ようなこと をいわれたことも何回もあ りま す。しかし，終局的に見ると，緑
がなくなり，山河荒れて，そして農が退廃して，い ったいな にが残る か。こ
れはそ ういう 高度成長の面から見ても，産業構造の面か ら見ても，決してよ
い結果ではなかった。食糧需要その他 を外国に依存すればいいじゃない か と
いう発想もあったわけですが，そうな って いったとした ら，いったいい まご
ろ日本はどうなっていただろうかと思うわけです。つまり，大豆の問題から
端を発生した去年あたり の国民生活の大混乱が日本にある。

0年中期から後半にかけて，米などはカリフォルニア米がだい
たとえば， 3
だい日本と同じ質の米を生産できる。し か も非常に安価な，だいたい半分ぐ
らいの価格で輸入できるんだか ら，わが国での稲作は，労働，立地ともに高
度生産のできる近代産業に切りかえて食糧は輸入に依存するというよ うな意
見もあ ったわけです。そうなっていったら ，いったい日本は現在ど うなって
いただろうか。大豆だ ったから あの程度でおさまったわけだが。このような
ことを痛切に感じるわけです。そうしますと，それは農本思想であろうが，
あるいは重農主義の思想、であろうが，やはり基本は踏まえておかなければな
らないことがあるわけです。それをどういうふうな形で政策の上で実現して
いくかということはまた別の 問題で あるが，そういう発想は基本になければ
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いけないと思いますね。
高橋

では佐藤さんには，『現代 における農本主義思想』 という 大著作を

（笑い），いずれ書いていただきたいと思います。永田さんど うぞ。
永田

富山さんはこの本の最後のところで，土地のバ ランスを大きくくず

した土地利用， つまり 人間と自然とのかかわり合いの問題，おつき合いのひ
ずみが大きくな ってくるのは，もと をた だせばそ の地域で完結されなくな っ
た土地利用 である ， というふうにお っ しゃています が，そ の とおりだと 思 う
のです。ですから ，その地域で完結されなくなった土地利用を，どういうふ
うに新しく完結し直すかというこ とが，

1つの次の課題にな ってくると 思 う

のです。これは土だけではなくて， 水の問題も 含めてですね。
私 は，農業経済屋だから ，そ うい うサイドからちょ っとも のをいいま すけ
れども，従来のいろんな作物や家畜 をた くさん作 っ た れ 飼 っ ているとい う
ような八百屋経営，多角経営を単位としたも のに戻すのではなくて，さっき
愛知県の例などでも申しましたように，従来の小規標，零細，多角経営では
なくて，別な形の ， しか もある限定された地域のなかで，いろいろな経営が
有機的に組み合わされ るよ うな方向になるのでは なかろうか，と いう ような
気持ちを持っています。と同時に，ちょっと水の問題にかかわら させていい
ますと，そういうシステムができたときには，おそ らく 農業用水の需要は
，
もっと大きくなるはずであるというふうに考えています。その点くわ し く
は，いずれ機会 をみま して， 『水利科学』誌上で論証してみたいと思ってい
ます（笑い〕。
高橋

富山さん，きょうは富山さ んの本を肴に しま して， 勝手な ことを申

しましたが，きょ うの話を伺われま して，なにか総括的なご感想、を一言。
富山

貴重なお話を 一度にたくさん伺いまして，消化不良 を起こさねばよ

いがとーー一。ほんとうにうれしゅうございました。私は都市の問題から入り
ま して， そ して結局
， 農林漁業を守らなくては都市の環境がよくなるはずは
ないとの結論に達したのですが，先生がたのお話を伺 って勇気づけられる思
いがいた します。それか らもう 1つ，工業こそ生産だと私たちは思いがちで
すけれど，あれは地球の貯金のおろ し食いにすぎない。私はずけずけ書 きま
して， 永 田先生に書評できび しいご批評をいただきましたけれども， しか し
読者のな かにはそういう表現を読んで，なるほどそ うだった，よくわかった

座談会 ；水と緑と土

1
1
7

という方が多いのです。自然の生産力というものの工業とは本質的に違う意
味を都市の人が忘れている限り，農業がどんなに大事かということも理解で
きょうはずはないと思うのです。そういう意味では，私はとにかく土を守る
ということばに象徴されるような土地利用，つまりは文明の新しい方向を探
り出すにはどうした らいいか。
武藤

土壌を守るということですね。さっき永田先生もちょっとおっしゃ

った有機農業ね。気がついてみたら農地 の荒廃があ ったと。その辺は日本に
も…。
永田

もう出てきていますよ。

富山

あと高橋先生のご意見を私向いたいと（笑い）。

高橋

富山さんからせっかく川や水の問題を提供していただきましたが，

最初にもお話があったように，水問題はやっかいで，下手に勉強し始めます
と，泥沼に入りますが，どろ沼に入ることをいとわずに，これからもぜひ勉
強して いただきたいと思います。とくに河川技術に関し ま しては，たいへん
きびしいことをご指摘になられましたが，要は，川を中心に据えて文明論を
展開してくださって，そういう観点から論旨をまとめてくださったことを私
個人としてはたいへん感謝します。私自身がいままで書いた ものもあります
けれども，とても森林とか土壌まで問題が発展できないで，私が川について
いってたことも，さらに問題を別な観点から展開してくださいましたこと
は，たいへん感謝しているわけです。そして，私自身もこれを刺激として勉
強したいと思っておりますので，よろしくお願いします。
きょうはありがとうございました。
（昭和49年 3月27日，於，学士会館〉
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