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輪中一一 風土の中の水利（III ) 

西脇健治郎

III 輪中に築くユートピア

9. 輪中ーーもう一つの水訓

（オとと光と土は生命の恨源。それが厳か！こ山合う輪中。そこにロマンの発見合約束するものは「学ぶ心」。 方物

はわが問。方円に従い悠々と流れゆく水。〕

(1) 水には水の機能があり

(a）地表をめぐって

地表では，水はどこをどのように循環しているのか。

地球の水の大部分は海にある。その一斉~は，水蒸気，水ii向，氷片なとの形で，気圏

にふくまれている。さらに他の一部は，湖沼，河川，氷河，雨雪などの形で，地表を

移動し，地下水として地殻の内部にまで浸入する。火成岩にも 1%前後の水がふくま

れているし，ある造店鉱物の中にさえ，結晶水として入っている。

地表の水は太陽一エネノレギーを受けて，陸地や海面から絶えず蒸発し，雲となって動

き，雨雪となって地表にふり注ぐ。このような大きな循環には，つぎの三つの回り方

がふくまれる。

① 地表から水蒸気が空中に蒸発。それが冷い地物にふれ，露や霜となって，また

地表に帰る。

② 海面→雲→雨とし、う対流圏全体にわたる垂直方向の大循環もある。

③ 大気中の水蒸気は，大規紋な水平気流によって流され，水平方向の循環系を形

づくっている。

これらが綜合的に動くーーその水の循環を，長い間の平均で見ると，地球全体の降
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水量と蒸発量は，ほぼ等しくなっているが，陵上だけで見ると，降水量の約4分の 3

が蒸発し， 4分の lが川水や地下水となって，海に注ぐ。

(b) 水のはたす役割

水が自然の中で，大きな役者ljをするのは，水にどのような機能があるからだろう

か。（a）に述べた循環の過程で，

① 水はつねに，地表の高所を削って低所を埋め立て，たえす．地表を平坦にしよう

とする。

② 水はつねに岩石の風化や分解を進める。

③ 水はある物質を選んでこれを溶解し，海底に運んで，沈澱堆積を進めるo

④ 水は熱の収支によって，個体，液体，気体の三態に相を変えることができる。

その際，熱の大きな出入があり，熱エネノレギーの貯蔵にも役立つ。

⑤水は比熱，融解熱，気化熱が著しく大きいので，いろいろな化学作用を通じ

て，高温地域から低温地域に熱を運ひ，地表面の温度分布を平均化する。

⑤ 水は光合成や生物の生命の維持に，決定的な役目をする。

このようなすぐれた機能をもっ水は，よく循環資源として「海から出て海に帰る」

一つのシステムを確立した～

水はつねに高低まちまちの循環経路をたどり，場所の条件に応じて流れの速度を変

える。どこかに溜ると，その表面を水平に保つ。なかでも海は，こうして自然界をか

けめぐる無数の「水ノ〈ス」のノ〈スセンターのような役目をいとも巧みにはたしている。

しかし，何かがどこかで，この循環の秩序を乱すことになると，それが広くつなが

る自然界では，どこかに強い破嬢的な反発を起こし，時には予想外の未知の現象さえ

引き起こさずにはおかない。うっかりすると，その犯人となる大きな確率を人間が背

負うのかも知れない。

(c）水といのち

① 輪中の水といのち

人間は，自然界の生物として，個々に生き，食物の連鎖であまたの生物の命によっ

て支えられる。さらに，いくつかの社会をつくって，人間らしく生き，よく文明を享

受することもできる。深く見ると，日の前の森も林も水田も，いくつかの生命のつな

がりそのものにほかならなし、。

このように仕組まれた自然界では，生きることの象徴が，写体外から水や栄養分を

摂り入れ，⑥体内を流して新陳代謝を助け， （~不用な老廃物を体外に排出する機能を

一刻も絶やすことができなし、。おのずから，その老廃物が水の汚染にも絡み易〈，汚

染を防ぐ自然、の摂理も，巧妙に造られている。

こうして，すべての生物の生命を維持する水が「海から出て海に帰る大循環のコー

ス」に巧みに組み込まれ，一定の循環系路や循環速度がきめられている。だから，も



52 

しこの循環が止まれば，生物は死に絶え，地球は滅。、るほかはなし、。

巧妙なこの秩序は，もしも外力（ことに人の力〉で乱されると，強い反撃に転じ，

予想外の新秩序にすべてを移行させずにはおかなし、。そのゆえんがここにある。

輪中も，水の収支，水の循環から見ると，まさに一つのいのちの仕組み。しかも，

一つの個性的な生態系をつくっているので，水のトラフノレが死の道につながる危険は

避けられなし、。どうしても防ぎたいのはそのトラブノレ。

② 水と光合成

輪中に見るすべての緑色植物は，光合成のいとなみを決して絶やさない。光合成

は，体内で命のもととなる有機化合物をつくる作用である。事実，どの一枚の葉も，

葉緑素の作用で，空気中からの炭酸ガスと根が吸いあげた水を材料にして，生命活動

に必要な炭水化物を，せっせと合成している。同時に，巨大な量の酸素が大気中に放

たれている。これら生命源となる炭水化物や，放出される酸素が，他の動物に摂取さ

れて，すべての生命体につながってL、く。先人たちが見つけたこの「食物連鎖Jの原

理が，いま私たちの周辺にも展開している。

こうして，水の神秘は，生命の神秘や生命の貴さにもつながっていく 。水が物質の

ワクのほかに，生命のワクから考えられるゆえんがそこにある。

(2) 水と人一ーその美しい対話

(a）結びつく水と人

輪中に住む私たちの周辺で，太陽の光と熱は，水を蒸発させ，空中を循環させるc

水蒸気は雨に化し，河水に化して海に流れ込む。身辺には，水蒸気の量次第で曇りの

日もあれば，快晴の日もある。悲喜こもごもの人間劇がそれに結びっく。

このような水の大循環とは別に，光合成を通ずるエネルギーの，さらには CO,・ 

H,Oの，手広くデリケートな循環もある。自然は，この CO,・ H,O を，機械にお

ける潤滑油のように使いこなして，生命劇の芝居間しの役目をさせている。

こうして，水が人聞の周辺で果してくれる大役を，私たちはつぎの数条（五役〉に

まとめてまず把握しておこう。

＜水の五役＞

① 人の生命を維持する。

② 人の生活を快適にする。

③ 人や物の生成にあずかる。

④ 人の生産活動を推進する。

⑤ 人類文明の風土をつくる。

(b）水と暮し

水は人間が生きるために必要な基本的な物質の一つである。深く見ると，地球上の
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あらゆるいとなみは，水によって維持されている。

例えば，人々は水を飲み，水を夕、たきに｛吏う。水で作物を育て，それを食べて生き

る力をうみ出す。海にたまった水が，魚を養い，それがヒトのタンパク源にもなる。

文化のーひらであるビールも，すみかの素材である鉄鋼さえも，水が無いとできあが

らない。暮しの周辺では，冷房にも防火にも，水がなくてはならなL、。また，水のあ

ふれる七つの海に舟を浮かべ，人や物を運ぶ力を，水がうけもつ。

(c) 輪中を舞台とする自然、劇と人生劇

水と光（大陽エネノレギー〉と土と。この個性豊かな主役を，十二分に働かせて，濃

尾平野に自然劇を演出したのは，そもそも何人であろうか。

輪中の舞台は，たぐいまれな高山から，たくいまれな大量の水を流し，氾濫をくり

返して，そこに造り上げた堆積平野である。その本元は，日本が島国でありながら，

著しい山国であることに根ざしている。

この輪中に，工業化，都市化を迎え入れる人生劇は，すべて Omに近い「泥」と

「水」の舞台で演じられた。その Om地帯は，まさに「災害の巣」。河川洪水，内水氾

濫，高潮，地盤沈下，地震，津波，地下水の塩水化など，数多くの災害に対して，明

らかに弱L、。これからも，土地と水の結びつく基礎条件を，しっかりとふまえた地域

開発を進めなけれ‘£決して実り豊かな人生劇を味わうわけにはいかない。

ことに，誰もが心にとめねばならないのは，地下水との取り組み。広く知られるよ

うに，地下水の過剰揚水は，地盤沈下の元兇であり，当然代替用水のことも一緒に考

えねばなるまし、。 「沖積平野の地下は，時々みんなでのぞL、て見なけれ（まならなL、」と

いうのが，大切な水言II。多くの開発には，予見違いの「水のトラブノレ」が，何らかの

形でよく現われる。本題のサブタイトルである「水i¥111」も，「起こってからの尻ぬぐ

し、」まで含めれ；五，まさに複雑にして深遠。ここでは，開発と防災の視野から 2～3

の水訓にふれるにととめよう。

「水と戦う国造り」で，世界に知られるオランダ人は，海面下に広い土地を造りあ

げた。自分たちの都市生活，生産活動のほとんどすべての場所を，海面下の土地に求

めてきた。それだけに，国民のすべてが，その国土づくりに高い誇りを持ち，国土の

保全に万全を期している九

ところが，日本の輪中では，誇らしく「わが輪中」と呼びかける人は多くない。土

地の30～40%が水面（池沼〉であった戦前と，いまの整然、とでき上ったグラフ回を比

べるだけでも，これを支え得た土木技術の進歩や経済力にかなりの自信を持っても良

いのではないか。この自信こそが次の前進への一里塚。事実，どの国の水でも，入れ

ものから離れた形て、は，人間わざによる制御はむずかしし、。水はちょっと間違うと，

乱暴者に早変わりするからである。

ともあれ，水を相手にするには，輪中のように，水を容器に閉じこめるのが，その
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先手。その入口と出口を能lJするのが次の手。地域の水を十分に活かすには，地域全体

にわたる行届いた調査と計画がし、る。輪中の水が，大小となく関係をもっ縁者（条件〕

との相互関係を，私たちは十分に見極めねばならなし、。

例えば，自然科学的な問題，社会笠済的な問題，適用技術の問題，手IJ水計画実路の

風土的関連，社会的影響など，すこぶる多岐にわたる取組みが必要。そこにも水訓の

大切な一つがある。

ともあれ，私たちは「自然、と調和しながら生きていく」という日本人の伝統に立っ

て，輪中に水のロマンを見付けていきたし、。大勢の輪中の人々の願いがそこにあろ

う。そのためならば，開発をいくらかスローダウンする必要にでくわすかも知れな

い。一一現代史がそう語りかけることもあろう。

考えてみると，長い輪中史は水との戦いそのものであった。だが，雨や水に関し

て，心の奥底から「おてんどうさま」にくってかかる形勢は誰にも見えなかった。そ

の中で，人生劇「水との苦闘」が生んだものは，忍従と勤労と適応。みんなのその心

が，次の前進に力強い一里塚として役立った。いま，輪中の周辺には，水の神秘，水

のめぐみ，開発の明るさがただよっている。

!3）水と文明 いまの水問題

(a) 水が開く文明

そこで，広く世界に目をひらくと，水一一地球上でもっとも人に親しまれていなが

ら，無視されている物質一ーが，いまや世界の広い地域に亘って，急激な経済成長を

制限する要因になりつつある。今後，必要な水を得る新しい方法が発達しない限り，

年と共に多くの地域が経済の不振にあえぎ，文明は停滞するほかなかろう。

T.V.A. やフーパーダムの教訓が，アメリカ人には血となり肉となって生きてい

ると言われる。アラスカから水を引き入れるという 21世紀をめざす雄大な計画が生ま

れてくる風土的背景がそこにある九水問題は長期計画によらね；正解決できかねる難

問なのである。

(b）輪中と日本の水問題

日本もまた，さまざまな水問題をかかえている。そのモデル的な一つが輪中。

「輪中は水に恵まれて」とよく言われるのに，しばしばその不足にも出会った。 輪

中にも所によっては早害があった。降る雨に不足はなくても，通水施設が不備不調で

あると，ときには奥まった水団に水が届かず，雨乞いということにもなった。日照り

が続くと村と村の「水げんか」も起こった。

東海三県でも，水利権の主張がくい違うことも起きた。いま長良川の河口堰をめぐ

って，治水と利水のからみが水問題のむずかしさを物語っている。

転じて，日本の水問題にふれてみよう。そこから輪中の知恵が引き出せるかもしれ
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ft.し、。

① 水の活用には，住民の福祉や利害の対立を大所高所から見通せる行政姿勢が望

まれる的。

② 日本の水の利用率は，平均で1050程度：ヘ タム建設などを通じて，主要河川の

利用率をもっと高めるところに課題が始まる。

③ 使った水を再利用する途を大きく開きたし、。すでに製鉄業では，回収水の活用

が進んでいる町。

④ 下水処理水の再利用も，ひらきたし、大きな扉。その水を工業用水に使うことは

十分できる し，ア メリカでは特に盛んであるという。

③ 海水の淡水化も始めねばなるまい。日本は四面環海で，有利な面も少なくない

が，経済性がこれからの焦点であろう。

⑥ 水資源総合利用の研究ー一例えば農業用水を水回に流しっぱなしではもったい

ない。農閑期は工業用水，必要に応じて農業用水に逆もどりといった方法も考え

られよう～

⑦ 「21世紀を制するものは原子力と水だ」とするケネディ大統領の言葉には，ず

しりとする重みが感じられる。水はどの国でも，どの地域でも，文明を育てる母

胎なのである。

(c) 水と輪中庭

古代文明の発生地は，すべて大河の沿岸であった。大河の氾濫が肥沃な平野をつく

り，人類の生活に快適な生産の場を与えたからである。だが，貴重なその水も，し：£

しば洪水を起こして，人命財産に被害を与えた。

輪中もその著例。だが，その輪中では，水の制御に輪中堤をつくることで風土に対

応することができた。ところが，水はもともと自然のもの。その本性を理解するに

は，降雨，温度，湿度，地質，地形等の関係条件から立ち向かわねばなるまし、。また

社会的条件との総合的考察も必要。ある河川で成功した方法が，どの河川でも成功す

るとは限らなし、。暴れの予見もなかなかむずかしし、。水工面での指針と教訓がそこに

ある。

また，河川はすべて公共のものである。河水を利用するために，勝手に河を堰き止

めたり，砂や砂利を取ったら，どんな ことが起こるのか。輪中にもさまざまの体験と

知恵が残っている。

ともあれ，どこの河川管理にも，その個性に合わせた知識や技術がし、る。住民にも

堤と水をまとめた常識というものがし、る。そのよすがとして， 輪中に見かける水防の

景観を， L、くつかあげて見ょう（第3図参照〉。

① 堤防

洪水の氾濫防止を主目的とするのが本堤。ある区域の洪水を防ぐために，その凶り
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第 3図 堤防の種類と堤防各部の名称

（堤防の将類〕

〔攻1;Jj各自1；の名称〕

（資料〉 吉Jll・高畑『水工CI）』実教出板による。

に築かれたのが輪中堤。 二つの川の境に築く堤防が背割堤。いまも輪中に，堤は生き

ている。

② 護岸

河岸，堤防を直接保護する工作物が護岸。のり止め工，根固め工などもその一つ。

③ 水制

流水を積極的に制御するため河岸から，ある角度で，川の中央部に向かつて，突き

出す工作物が水制。杭出し水待u，コンクリートブロック水需uなどがある。輪中では，

牧田川のように，山地から平野への流出部をしめる川によく見る九

④ 郷倉

輪中では，輪中堤上に， 2k皿おき位に郷倉が建てられている。非常の洪水に備え
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第4図 大垣輪中の水防倉庫（郷倉〉の分布

〔資料〉新谷一男『輪中 ・その展開と構造』古今書院， 110頁による。

て，かます，あき俵，むしろ，古畳，そだ，足場板，鉄線，丸太，なわ，竹，玉石，

ぐり石，砂利，カーバイト ，石油，松害。木，ろうそくなどの資材や，スコップ，鎌，

たこ，にない棒，掛矢，斧，tt，鍬，すき，バケツ，ベンチ，リヤカー，一輪車，標

識旗，ちょうちんなどを収めている（第4図参照〉。

建坪20～30坪のものが多く，木造小屋であるが， このごろ鉄筋のものが出始めた。

⑤ 水神

人事を尽くした上は，神だのみが始まる。水神さんが，輪中堤の上に， 多くの村で

祭られている。産土神に合軍Eされている村もある。
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:4) 水に学ぶ

(a) 水の科学と水の技術

思うに，人類が発明した高度の科学技術は，すべて自然、からそのモテソレを仰いでい

る。

白然のからくりを究明するのが科学であり ，そのからくりを模倣し，考案を加え

て，現象の推移時聞を変えるのが技術である町。

それを教育に適用するのが教師，実際生活に応用するのが企業であり，私たちの生

活である。

だが，水にはなお未知なものが多L、。その水が，万事にかかわるのが輪中の生活。

風土に水が演ずる役割を謙虚に学ぶ姿勢が，その知恵を生むに違いなし、。

ユネスコが， 1965～1974年の国際水文学10年計画をもったのも，より広い世界人類

の望みを代弁するものであろう。学ぶ心さえあれば，万人，万物すべてわが師であろ

う。

(b）先人たちの水の学び

古からi羊の東西を問わず，水の学びは自然科学的な解明に止まらず，人類を中心に

おいて，水の根源にふれようとした9)0 

例えば，中国には古くから「よく水を治めるものは，よく国を治める」と伝えられ

ている。また，『無量寿経』のなかには，水に八つの功績ありとして，「清浄， i青冷，

甘美，軽軟，潤沢，安和，除患，増益」があげられる九

しかし，現代に至っても，水はなおその本質的な働きについて，十分に解明された

とはいえなし、。

(c）水の五徳

水の古里は海である。海は資源の豊庫である。水は海→空→山→里→海の長い旅路

の中で，人聞の科学技術を受け入れ，発電用水，工業用水，農業用水，生活用水くこ

とに飲料水〉となり，水運，漁業，観光などにもいゐいろの役割を果している。

また，水は天地に拡がって，気候を和げ，山はだを流れて，山紫水明の自然、美をつ

くる。それが，日本文学の風土的背景に，なくてはならない役割を担う。海外に旅し

た人は，誰でも「日本ほど水のうまい国はなし、」と，郷里の水の味を語る。

水はもともと複雑な機能をもち，多様な用途に充てられるが，近代文明の歩みにつ

れて，いよいよ多彩な展開を示すであろう。さらにまた，水は無色透明，無味無臭。

あるときは固体，液体，気体に相を変え，条件次第で，さまざまに流転する。

それだけに多面的に人生につながり ，さまざまな生活の知恵をしまいこんでいる。

どの人も思い切って打出の小槌を振るが良L、。小槌は先ず第 1に，つぎに述べる水の

五億を教えてくれるに違いなし、。水には次の五徳があるという 10）。

① 水は淡々として味なく ，真に味あり。
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② 水は方円の器に従い，清i勾合わせのみ，心悠々として流れゆく。

③ 水は用いられずとも悔いず，役に立っても誇らず。

④ 水はつねに低きにつき，地下にかくれて万物をうるおす。

⑤水は雨となり，雲となり，雪となり，大空を飛んで，その本性を失わぬ。

(d）水の五割ii

自然は文化の母である。たしかに，自然界には，さまざまな学びの窓がある。水も

また「水訓」を深く心に刻ませる。

例えば，道徳、面から，人生の指針を引き出した人に， ミスター・エネルギー〈宮脇

繁雄氏〉がある。わが青年の日を，見えざる糸が，教え子としての同氏に結びつけ

た。その奇遇をもって，同氏の神戸製鋼所のシン（合言葉，理念〕とされていたと思

われる「水割Uを，「騎蛤会誌」（兵庫県立小野高校同窓会誌）から，紹介させてもら

おう。

「1 自ら活動して他を動かすは水なり。

1. 障害に遭いて激し，その勢力を倍加するは水なり。

1. 常に己の進路を求めて止まざるは水なり。

1. 白ら潔うして他の汚れを洗い，しかも清濁併せ容るるは水なり。

1. 洋々として大海を満たし，発しては雲となり雨と変じ，凍つては玲磯たる氷雪

と化す。しかもその｜生を失わざるは水なり。」

エネノレギーは，お役人による同氏紹介の用語だという。

(e) 輪中にも心の時代

長い年月，物を中心に考え，「物の力」が人間のすべての問題を解決すると信じが

ちであった私たちの周辺に，もうすでに，「心の時代Jが来ている。

心というものが，問題をときほぐす偉大な力を：守っていることを考えよう。いたわ

り合い，助け合って，生きる喜びとしていた歴史が，輪中の過去に数多くある。お互

いに心を寄せあいたい。みんなで、水界の門をたたき，新しい心の時代を生きょう。

10. 輪中ーー もう一つのユートピア

〈続中の未米像に7；：の役；＇~Jを探ろう。進歩と調和i:t物心両l可から il＇と現笑を結ぶ所に生まれる。輪中の太古は誌
の湿原3 人間i立身える球。米来には水のロマンがかおりそう。〕

l笠史的な風土Fイミングの良かった開国以来，その成果を巧みに取り入れた近代日

本は，いま物質面にかおり高い花を開いた。だが，公害問題に象徴される生活面の軽

視，国際的展望の欠如など， L、くつかの弱さを現わすに至った11）。

このような歴史の中に，水の溢れる輪中をどう位置づければ良いのか。風土と人間

の関係に焦点をあてながら，明日へのあるべき姿をさぐりたし、。

地理的な風土は思うに，同じトマトでも，植木鉢とハウスの中，畑の中では育ちが
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違うし，育て方も違う。いくら好きでも， ミカンやリンゴはどこに植えても花が咲

き，実がなるというものではなL、。いまではリンゴは東北日本， ミカンは西南日本に

しか，自然の形で‘はつくれなし、。

ほんとうのいのちは育たないのである。すべてのいとなみの慕本には風土があるこ

とを，この事例が単的に証明する。

そのような基本的な風土性を，輪中について，単純化してとらえてみると，①4，の

豊かさ，②すく寸1た地理的位置，に帰せられよう。

社会的な風土は，進歩と調和を旗じるしとする未来に亘って，水がどのような役円

をするかを考えるために，私たちは先ずエキスポ’70 （万国博）として，すべての世

界人に「進歩と調和」を呼びかけた千里丘のめのイメージを， もう一度思い浮かべて

見ょう問。

il) 未来の輪中（フィクション〉

ヨlに輪中は，「沖積平野の/j（に立つユートピア」という特性を，未来により大きく

現わすに違いない。

第2に，「進歩と調和」を旗じるしにする「心の時代」に， 7](がもたらす水司｜｜が，

人々に定着して美しいロマンにつながるであろう。

しっかりと水の役Hをみつけよう。水のサンヨー館。私たちは，そこに消h；；干感をも

たらす幅67mの雄大な沌を見，流れ落ちるその水音を聞いた。蒼併にはためく鯉の；ぎ

りのもとで，世界の人々とともに，世界の文化に目を開いた。テーマ「日本の心」に

ふさわしく，日本の美しい白然と，豊かさを象徴する足Jじの「平和の池」には， l止界

各国のベンフレンドから送られてきた世界の水が注がれていた。南極観測船「ふじj

が持ち帰った南極の水も，この池に入れられていた。

続く広場に「日本の四季」が照明，音響などによって，人工的に造り出されてい

た。春の広場は緑一色。小鳥のさえずりが聞こえる。夏 一一一雷鳴，夕立。秋一一枯

葉。冬 木枯らし，吹雪。めまぐるしく移り変わる美しい四季。季節をめぐる水の

姿が印象的（日本の空間〔輪中もまた〕を彩る四季の美は，そのまま未来にも輝くに

違いなし、〕。

三菱未来館。そのテーマは日本の自然と 日本人の夢1九印象的なのは， 21世紀の気

象管理ーシステム。超大型台風にいどみ，化学物質て、それを消滅させる姿（輪中の台風

も，おそらくは永遠の姿であろう〉。海に立ち並ぶ海底油田のやぐら。 地熱を利用し

た大発電施設。海底部市の姿。水の姿は人間の知恵次第で千変万化する（＼，、まの Om

輪中は，そのほとんどが人力による干拓地であることを思いかえしたL、）。

続く一室が「日本の陸」1へその主役が，郊外地域にある木来住宅医．の一軒。

壁かけテレビや家庭用電子頭脳もある。窓外には，宮土山麓に新しく iiiられている居
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住区の建設の様相が見えた。まわりには，ハイウェーやモノレ←ルが走っていた。リ

ニア・モーター ・カー，垂直離着陸機が交通の花形。はるかに，数百mの超高層ヒ‘ル

群（輪中の地盤は，土地が軟弱。地盤造りに大金がかかるし，下手をすると，グラッ

とくる〉。そして，一面の美しい緑←ーこれが未来の日本（輪中の緑は人の手でも造

られる。だが，木が一人前になるには少なくとも50年はかかる〉。

(2) その基盤一一地理的位置

{a) 機能する位置の性格

輪中の地理像を特色づけるもう一つの大切な条件は，その置かれた位置。それが生

み出す機能がまた多彩である。

(b）輪中の向然、的位置

輪中地帯は，広大な濃尾平野の西部を占め，高股な中部山岳地域を背にうける。日

本列島の最狭の地峡部にあたり，太平洋方面と日本海方面を結ぶ横断交通性を活かせ

る地の利がある。自ら自然と人間の力が結集する。

気候から見ても，表裏の日本の気候の帝がここで、結びつき，総じて調和のとれた四

季を現わす。つらい伊吹嵐にも，その活かし方はあった。

表日本に面して，南にひらく輪中の休置は，中部圏の西部をかためる地肢の要衝。

それが有利に機能する未来にどうつなげるのか。

(c) 日本の中央的位置

くしくも，輪中地帯は日本全体から見ると，文字どおりその中央部をしめる。すべ

てのものごとの中心が，全体との結びつきに，高度の！お能をもつことは，ここにいう

までもなし、。

地域的に見ると，中京圏が西に伸びるいとなみが，ここに集まり，ここで結ばれ

る。もう一つの南寄りの幹線交通路が，養老山地をつきぬく日がくるかも知れない。

養老山地を東海の六甲として見直させる日も，そう遠くはなかろう。

いま，中京国は，函への基地として，近郊t-1：ーを機能高〈定着させつつある。

(d) 日本の重心的位置

全国の人口を，日本列島という一枚の板の上に置いたとしよう。ある一点でこれを

裏側から支えると，板がどちらへも傾かない地点が人口重心。それがL、ま，輪中地帯

からい〈らか北に離れた岐阜県北部にあたる。それが年と共に，西から東に少しずつ

動いている。時代につれて多くなる人の動きが，短路をこの地に見出す必然性は疑え

ない。

(e) 日本の回廊的位置

日本文明は，国土の地理的特性から，首~！）圏と近畿圏に強い拠点、を固めた。その両
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方がしっかりと結びついて，日本の中央部を固めるのは必然の勢。あえてゴットマン

のメガロポリスの指摘をまつまでもなかろう。

この中央的位置の効果を，両者の出会いを滑かにする構想に，合理的に結びたいも

のである。恵まれた水を活かすチャンスもやがてこよう。橋梁の技術にたじろぎもな

かろう。この日本山廊の要所に，巧妙至便な座敷づくりをすることが，よくこの地域

の躍進を支えるものと思われる。

(f）全国的な交通的位置

日本列島の縦貫交通路fi，地盤の軟かさ，橋の多さにあえぎながらも，この輪中地

帯を，いく筋も貫いた。それはまさに日本の脊梁山脈配置との関係。その地形にから

む位置の機能が，関ヶ原を「天下分けH」の戦い(1600），もっと古くは「壬申の乱」

(672〕の戦場と化した。いわば，位置による戦略，地域のもつ政治性とみてよい。

もう一つ。明治以前の水路交通を主とした時代には，輪中は木曽三Jllと琵琶湖を通

じて，表裏日本を結びつける交通地域として，すこぶる重要な役目を果した。大垣市

や桑名市が，その要地に栄えた。輪中はまさに，この日本列島の交通十字路。その機

能を，これからどうもっていくのか。まず地元に発言の用意が問われよう。

縁日の人通りが商売をはずませる実況をみても，やがて第二次，第三次の産業を輪

中に育て上げる地の利が考えられよう。

(g) 中部圏での近郊的位置

いま青年名古屋市が，中部圏にしめる位置的機能を，ますます高めているとき，名

古屋金山橋を中心とする40km国は， 1時間交通圏として重要な意義をもっ。

それを，わが輪中地帯に見ても，岐阜，大垣，桑名なとが，その圏内で，地域中心

的な役目を大きく現わし，都市化，工業化を，その地域風土に受けとめている姿勢が

よくめだっ。

(3）その基盤 中京圏との結びつき

中京障はまだまだ若し、。だからこそ，全国的に工業化，都市化が進む中で，将来性

にとむ中京地帯が，京浜や阪神のように，工業の過度の集中から，地域経済の健全な

発展を妨げられてはいけなし、。

「そのためには，①工業用ぶ（ことに木曽川水系）の合型的利用，②工業地域の合理

的分散，③これをつなくぜ交通網の整備をはからねばならない。」

これがし、ま多くの人の希望的な定、見となっている。

(a) 地戚と工業

工業が地域発展の先頭に立つ時代はまだまだ続く。その工業が適地をうるのに，も

っとも大切なのは水と交通。

工場誘致には， 一定地域が，交通整備を進めて，有機的一体となっていることが望
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まれよう。例えば，名古屋市を中心とする30～40la:i.園。大垣市あるいは岐阜市を中核

とする一帯などのように。

試みに，岐阜市近郊について，工業の誘致を考えてみよう。南部地域なら繊維，合

成繊維，有機合成化学，紙，農産加工などの工業が有望であろうし，東部地区では，

後械，輸送用機器，電気機器，二次化学工業，木材製品工業などが，適地性，発展性

をもつものと考えてよかろう。

(b) 広域工業圏の構図

輪中地帯の現状をみると，大なり小なり，工業者は工業近代化，技術革新の努力を

重ね，名古屋核心地域の有力業種の傘下に，下請工業，協力工業として編成されてい

る。群小の生産者は，おのずからそれらと術後不離な結びつきを持つことを望むであ

ろう。

そうしたぞ済的 ・技術的な結びつきを，合Jl:l)i't甘に定着させ，その相互関：Tを大いに

活かせる広い「中京広域工業医Jの構図が必要となる。産業や生活函をふくめて，そ

れが中京盟とも呼lまれる。

(c）輪中と中京国

輪中はその中京湿の西部をLめる伺性的な部分として，例えば衛星地域，近郊地域

といった役割をせおっている。都市郊のベッドタウンて、あるし，労働力の給源で、もあ

り，工業製品の有力な市場でもある。

産業生活に大切な木曽三川の水は，仁f＇京国のみんなが，人体の動脈のように，共に

生きる糧に使っている。

都市部と農村部は，休養や文化活引の面で、も密接に結ばれる。都市は都市，村は村

では，どちらも伸びられなし、。現に，Z；市部のデパートの包装紙は，速い田舎の隅々

にも散っている。週末には見慣れない町人が，輸ヰ’堤をかけおりて魚、釣を楽しむc

(d) 未来への地域分化

地域生活が高度に発達すると，風土の構造に応じて，地域分化がますます進んでい

く。

もっとも生産性の高い工業界でも，工場はそれな りに下請， 協力などの適地を発見

して，そこに集積の利益を求めるであろう。集まり過ぎて，いま分散を急いでいる所

さえ， 全国には多L、。

また，工業地；主，そのままでは，生活の適地にはなりに〈いので，職住は分離し

て，住宅地域が5)1；の所：こ根城をきめる。その場所を選定さ吋る要陀は，水と草の便で

ある。

最近でも，住宅団地や中小企業団地， i尚美団地が，農村地域に進入する。地域計画

がないと，スプローノレ化（虫食しうが，地域医題に発展して，いつまでもその尾を引

くケースも多L、。汚水公害が川を通じて農村におよぶケースも少なくなし、。
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第5図 広域化する中部地域の拠点
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自然を求める大衆は，毎日のように緑

と水を追って，山野に向かうま新しい道

路をかけめぐる。輪中でいえば，長良川

の鵜飼や，水郷公園の油島千本松原は，

いこいの川辺。観光の宝庫。国立の水郷

公園としての期待も大きし、。

(c）輪中の工業化，都市化

いまでは，輪中地帯の工業は，鉄道や

自動車交通の発達，水資源の豊かさを活

かして，軽工業を中心に，地核の工業化

を進めてし、る。

いま，車鞠工業や機械工業，整備工業

が発展を見せ，どの村にも縫製加工の兼

業構造が日立つ。輪中をふくむ中郎経済

圏は，その全同的地位が重化学工業化を

軸に，大きく飛躍するときに際会した。

だが，大工場は，下請企業の未熟なとこ

ろや，全国からの若者の労働力が集まり

にくいところには近寄らなし、。

進む地域文化は文明発展のシンボルで

ある。輪中には工業化，都市化を進める

のは，時代の勢。推進役は，全国交通路

に結びつける「道路整備」。 輪中の文化

（資料〕「中部地域iこょせる期待と勧告」（中部地域 やとと活を，広域的見地，分化的視野から
産業基盤の整備計画の概要〕 1961～19701ζよ 占

る。 とらえる知恵が，ますます必要となって

L、くに違いない。

(f) ユートピアを造り出す

地域にユートピアを導く第一の骨組は，土地利用の合理化。単的にみれば適地適

作，適地適業。たとえば中部の広域圏内に，各種の適応工業を適地に配置し，工業

化，都市化に伴う用水， 廃水の再編成を図る。すると核心部市部ばかりに工場が集積

することからくる種々の混乱を事前に避けることもできる。それが，大局から見る

と，都市と農村の所得格差を減らすことにも役立つ。

第二の骨組は，それら地域の相互関係の調整。臨海部，内陸部，沖積地といった地

域性や核心部市部からの距離，現在の都市配置との位置関係などから，地域を大づか

みに分ち，適応業種や居住の合理化を考え直すことが，地域発展の上で，大きな役目
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をしよう。

これらに対応する工業配置に関する一つの見解に，中部経済総合開発調査会が，「中

部地域の期待と勧告」（昭和37年発表〕にまとめたものがある。わかり易い考察のモ

デルとして，第5図にあげさせてもらおう。

!4) その基盤一一交通開発

(a）輪中の交通開発

すでに述べた位置の諸特性は，相互に結びつくことで，さらに地域機能を高めるこ

とtこなろう。

水に基づく独自の地域的性格をもっ輪中地帯が，さらに発展するためには，内には

分化を進めて，例えば第5図の工業図相互の結びつきや，中部圏の各機能地峡との関

連を高めながら，外には全国に広く結びつく交通開発が，一層強く望まれよう。

輪中地帯はすでに，東海道新幹線や名神高速道路の全国的な高速交通に結びつくこ

とができた。さらに，将来計画のなかで，①名古屋周辺の衛星工業都市を結ぶ環状線

や，②臨海部名四国道との結びつきに万全を矧しつつ，南北交通の整備に目を注ぐべ

きであろう。そのためにも，桑名，四日市などの臨海部との結びつきを強める必要が

大きL、。名古屋と四日市の両方に根をおろす地の利を決して忘れたくはなし、。

lb) 日本償断運河の構想

伊勢湾と敦賀湾を結ぶことにより，内航外航の貨物船の所要時間をi成じ，海上輸送

費を節減することをねらう日本右翼断運河を建設する構想、が，ょうやく昭和30年代後半

に浮かび上った14）。岐阜県河川課の日本運河計画書によれば，総延長 108km （民斐JI!

利用部25kro。名古屋側関さく部44km。敦賀側11.5k皿〕凶。

運ic1Jの計画経過地点は，舟斐川を遡って，津屋川に入り，駒野に達するまでの25km

問は，河川の中央部を所要断面まで掘削。その問に，名四国道長良橋をはじめ， 6ヵ

所で鉄道，道路，工業用水道管と立体交叉。駒野の対岸から水田地帯に入り，高田の

西方に達し，養老山脈の裾と牧田川の問を通り，牧田川を横断して，今須川渓谷に入

る。その上流で名神高速道路，柏原東方で東海道線と交叉。伊吹山麓を北国街道に沿

って，姉川，琵琶湖の水田地帯を西進し，長浜北方で琵琶湖に達し，塩津浜から，北

陸本線に並行して敦賀湾に向かう。船の通行には， 18ヵ所にロックを計画。時速15同

で航行。合計13時間を要し， 3万トン船運河が最適とされた。

しかし，ついに時期尚早ということに終わった。

開通による経済的利点として，つぎの諸点があげられていた1町。

① 日本海沿岸に臨海工業地帯が発達する。

② 運河沿岸に工業が発達する。

③ 琵琶湖の増水被害を減少する。
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④ 西海岸地域に上水道i原をもたらす。

やや遅れて，大垣内陸港の構想も伝えられたが，日の目を見ることなく終わったc

(51 未来をひらく輪中の地震像〔これからの展望〕

こうして輪中も10人10色。いくつかの小輪中の複合された中輪中，大輪中もあるか

ら，それらの個性（地域性〉にいくらかの違いができる。だから，歴史的要因や地理

的位置から，類型化して考察するとわかり易L、。

一面，輪中には，輪中としての共通性格がすこぶる多い。例えば，豊水性，低湿

性，沖積土壌性，軟弱地盤性，温帯性，多雨性，四季性。人間の土地利用や開発から

いえば，苦闘~~，忍従型，根性型。いま脚光をあびる近郊性。日本の中央性，そして

その若さ。

これらの輪中の両面の例性（地域性〕を，輪中の人たちは，どのように未来の文明

進歩に役立てるであろう。おそらく後章結びの項にあげる三つのカギ（（a）～lb））は，

輪中にひたむきな原動力を，よく始動させる大切な役円をするであろう。

(6) 地域を活かすみち

(a）時代との対話

日本で閃かれた1970年の万国内は，「人類の進歩と調和」を歴史的理念として掲け2

7こ。よりゆたかな生命の充実を，よりみのり多い自然の利用を，より好ましい生活の

設計を，より深い相互の理解を，の四つをサフテーマとした。そして，いままでの文

明がそのまま進んだのでは，むしろ社会の退歩に通じ，調和のないところに進歩は生

まれないことを教えた。私たちが，人間そのものにめざめ，「ふるさとj の輪中に，

人と自然を調和させる不l析の努力がなくては，その「新しい日」は開けないであろう。

(b）風土との対話

輪中にみちた光と水と大地。それを活かすために，総合開発の課題は，地域相互の

調和（都市と近郊，伊勢湾や日本海との結びつき〕，開発と保全の調和などが，大き

な視点となるであろう。ゴミ公害を川にまで拡げては愚の骨頂。

受けた大災害も，十分検討を加えることで，進化に発展させ得た日本人の記録一一

洪水進化論ーーは，いつまでも私たちの心を打つに違いなL、。輪中の風土のほんとう

の力は，自分の輪中の姿勢や繁栄だけにかじりつく考え方からは決して生み出せない

のではなかろうか。

(c) 人間そのものとの対話

人間が機械に押しつぶされては図る。未来への人間性回復の主役は，日本的な「情

緒文明」が果すよりほかなかろう。人間性そのものの回復こそ，国土と文明を再発見

する大目標であろう。
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