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く水文雑話亜〉 災害についての意外な国際性

菅原正巳

ことのおこり

「災害の性格の時代的変化」が本誌の第15巻第2号にのったのは， いまから 8年前

のことになる。私があのようなものを書いたことについては，いろいろと長い因縁が

あった。まずそのことから書いていきたい。還暦を過ぎた年金生活者，失業者と自称

しているが，法律的には失業者の仲間に入れてくれない，そうし、う失業者にもなれな

い老人には，昔話をするしかすることがないのだと，お許しをE買いたし、。

私が偶然の機会から，水の計算に入ったのは昭和25,6年のころで，次第に深入り

していくことになった。昭和20年代は，わが国にとって水害の10年であって， 22年の

カスリン台風による利根川堤防決壊をはじめとして，北上川，石狩川，筑後川，淀川

と次々に歴史的な大洪水が起こった。それに対処して，建設省は磨大な治水計画を作

った。昭和20年代の末は，朝鮮戦争のブームは去り，最後の吉田内閣のもとでデフレ

政策が行なわれ， 1兆円予算の枠などといわれた時代で，当時の財政当局にはそのよ

うな治水計画はのめなかった。その代わりに，資源調査会に，当時としては莫大な治

山治水に関する調査費がついた。資源調査会に治山治水特別部会が新設され，私も専

門委員の 1人として，その会合に加わり，災害に関して，いろいろなことを知る機会

が与えられた。

調査は遂行しても，結論を出すことは容易でなかった。何かいえば，関係官庁から

叩かれるのである。報告書草案は，分科会，小委員会，あるいはそれ以前の段階で，

次々とつぶれた。責任当事者の 1人であった近藤利八氏は，心労のあまり亡くなられ

た。私は災害問題の難しさを目の当たり知った。近藤さん亡き後，彼の遺志をつぎ，

何とか報告書をまとめようと，何度も会合を開いて話し合った。
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ある時，私はこういった。報告書は，馬と牛が似ているのは，みかんとりんごが似

ているのと同様であるという構成にしたらいかがなものだろうかと。災害，資源，エ

ネルギー，その他の重要問題に関するある先生の難解な論説の大部分が，こういう構

成になっているように私には思えたからである。馬と牛とが似ているといったのは，

次のことから来ている。第二次大戦のとき，アメリカは，英雄的にドイツと戦ってい

るイギリスに対し，強力な援助を行ない，アメリカからイギリスに物資を運ぶ船団に

対し，大西洋で大規模な哨戒を行なった。それは，もはや中立国とはいえない程度の

ものであった。ルーズベルトは新開記者から，護送と哨戒とはどこが違うのかと聞か

れ，それは馬と牛ほど違うと答えた。その記憶が残っていたので，馬と牛の例lを出し

たのて、ある。なるほどそれは名案だと賛成してくれた人もいた。後になって，馬と牛

が似ているといった方がよい情勢になったら，みかんはリんごとよく似ているといえ

ばよいし逆の場合は，みかんとりんごは違うで、はなL、かといえばよい。しかし，世

の中はどう変わるか判らないから，いつまでも安全でいたければ，みかんとりんごに

関する判断はその時その時の人々の判定に委ねて，いつも黙っている方がよかろう。

私はもう一つの案も出した。「くしゃみ 1べん， 003錠」のような報告を作ろう

というのである。これは当時出ていた風邪薬の広告で， 00が薬の名である。この広

告はよくできていて，くしゃみを 1ぺんしたら， 00を3錠のめとは書いてないし

のめば風邪がなおるとも書いてないのである。くしゃみを 1ぺんして， 00を買って

のんだ人は，早トチリというべきであって，全責任は当人の無思慮な早合点にあると

いうへきである。治山治水に対する報告も，このように書けばよい。第 1章，第2

章，……，むすびと続くが，論理的には単なる併記であって，相互間に論理的関連は

無いのである。その聞に，「だから」とか「放に」を読むのは，読む方の勝手で，当

方には責任がなL、。書いてあるのが事実であれば，誰も文句がつけられないに違いな

いというものである。

第3の案もひそかに持っていた。し、L、たいことを遠慮なくいって，分科会とか小委

員会で全滅すればよし、。気兼ねして書いてもつぶされるのなら，はっきり書いてつぶ

される方がましだろうと思った。

結局，報告書は書かれなかった。心労で死ぬよりは，書かない方がましであろう。

私は貝になることを学んだ。；私は次第に水文学に深入りしていった。そのためには資

料が必要である。現業官庁から資料をもらうためには，批判にかかわるべきでない。

場合によっては，計算結果の公表もすべきではないし結論も出すべきでない。必要

なのは，私の心の中に多くの情報をため込むことであった。幸か不孝か，私は日の当

たる場所にいなかったし，誰も脚光を浴びせてくれなかった。

45歳の頃，ある雑誌社の編集の人が私の前に現われた。ある人に聞いたところによ

ると，あなたは筆が立っそうである。一つ，随筆，評論の類を書いてほしいと。私は
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それを闘辞した。もう 10年くらいは勉強がしたし、から，どうかそれだけは勘弁してほ

しい。何かを書けば，資料が入ってくる道が閉ざされてしまう。正直にいって，私は

人並み以上に自己顕示欲が強いし，また文章を作ることがきらいでないから，一旦書

き出したら，とまらないおそれがある。絶対に書いてはならないというのは，私に対

する歯止めでもあった。

そういう私が，事もあろうに，災害に関してあのようなものを書くに到ったについ

ては，それ相応の理由があった。昭和39年10月に私は国立防災科学技術センターに職

を奉ずることになった。東京でオリンピックが開かれようとしていたときであった。

私は改めて，災害について，いろいろ考えなければならなかった。それから， 3' 4 

年経って，防災センターの企画課長から，大蔵省に予算説明をするときに使いたいか

ら，災害についてのフィロソフィーを書いてほしいと頼まれた。この機会に自分なり

の考えをまとめてみたいと思ったし，大蔵省の役人に対していってみたいこともあっ

た。私なりに苦心してまとめたものに対し，企画課長は，こんなものは予算分捕りに

は何の役にも立たないとし、う。しかし，と彼は続ける。これに対し，あなたは著作権

があるが，版権は私にあるのだ。したがって，この作文を利用する権利は私にある。

これは防災センターのPR誌にのせるという。私はどうぞよろしくといい，しかし，

世間に出すとすると，少々差しさわりがある点もあるから，危なそうな所は，そちら

で適当に直すなり省くなりして下さいといった。ところがそれどころで、はなかった。

所長が，こんな危険思怨はまかりならないと，発表禁止にしたので、ある。もう，あな

たに版権は無いねと，企画課長に念を抑して，原稿は返してもらった。それをA4版

のトレース紙に，小さい文字で黒インキで書き，青焼きのコピーを何部か作って，親

しい人達に渡した。それは回覧されるとか，あるいは机の上に置いてあるのが，たま

たま来客の自にとまるとかして，いくらか拡まったらしL、。思わぬ所から，反響が聞

こえ，何人かの方々が共鳴を示して下さったことを知った。

そのようにして 1年か2年経ったある日，武濃さんがお出でになり，「水利科学」

に何かを書けというご命令である。私は目下，こんなものを手持ちですがと，この青

焼きをお自に掛け，こういうものを発表してはお宅のご迷惑になりませんかと開い

た。武藤さんはさっと目を通され， 5年古ljだったら，これは危険思想でした。しか

し，いまは大蔵省でも農林省（現農林水産省，以下同〕でも，こういう意見をほしが

っているのです。ついては，も っとたくさん書き込んで，長いものにして下さいとい

うことで，ょうやく日の目を見たのが「災害の性格の時代的変化」であった。ただ

し，この題は武藤さんがおつけになったもので，私のは単に「災害について」であっ

た。この一文は，「水資源とネゲントロピー」（「水利科学」第14巻第2号に掲載〉のよ

うには評判にならなかった。当座，全然、反響は聞こえてこなかった。ずっと後になっ

て，口づてに，二，三の反響を聞き，ある程度の共感が得られていることを知った。
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このような物騒なテーマに対しては，当座はどなたも感想、をおもらしにならないので

あろう。

2. 水田耕作民族の天災観と，「親方自の丸」の精神

災害復旧や，治山，治水等の国家事業の実体が，災害に名を借りた産業，とくに農

業への，または地方への国家援助であることは，多くの人々にとって自明のことであ

るが，それを口に出していうことがタブーであるらしし、。ある年齢になれば，教えら

れなくても自然とセックスのことは理解するのであって，明らかにそれを書くとわい

せつ罪で訴えられるのと似ているのかもしれない。突は私も教えられずに，ある日突

然に理解したのて、ある。

昭和20年代の終り頃，ある人に突然さそわれて，ある河を見に行くことになった。

その河の支川によいダムサイトがあり，電力会社がそこにダム，発電所を作る計画を

進め，工事の準備が進行中であった。県がそれを多目的ダムにしたし、と考えた。建設

省は，私の方が引き受ければ治水効果を十分計算に入れるから，利水側は有利になる

と説き，農林省は，当方が引き受ければ，農業用水路などの工事の面倒をよく見てや

ると説き，知事はそろばんをはじいて，より有利と思われる方にのったらしし、。その

決定直後のことであったとみえ，県庁内には両派の争いのくすぶりが残っているらし

し当時はズブの素人に近かった私にも，いろいろな話が聞こえてくる。ところで，

このダムは元来，電力会社が独力で計画したものだけのことはあって，電力だけでも

採算がとれるのである。私は突然，限から鱗が落ちたような気がした。帰ってから，

かつて電力行政の中心部におられ，いまは隠居的お仕事をしておられる方にお自に掛

かった機会に，「多目的ダムといいながら，実質は国家予算による電力会社の援助で

はないですか」と申し上げる と，穏かな口調で「菅原君，そういうし、ぃ方をしてはい

けません。国民が安い電気を利用できるのですよ」とたしなめられた。丸い玉子も切

りょうで四角というが，これは四角いものに衣をつけて丸くする技術である。多目的

ダムの費用分担方式というものは，国家資金によるTv Aの供給する電気の安さに対

する電力会社の抗議に対して答えるために案出されたもので， Tv Aが供給する電力

が安いのは国家資金投入のためではなく，多目的ダムによって生ずる多くの便益を評

価すれば，電力の負担すべき費用はこのように安くて正当なのだと主張するのが目的

であったと聞いたことがある。その方式が日本に輸入されると，電力会社を援助する

ために用いられる。さすが，すき焼き，カツどん，オムライスなどを発明する国民だ

けのことはあると感心した。

災害復旧，治山， 治水を産業への国家援助のー形態と考えれば，ものごとは判りや

すく，そして，それは悪いことではなかった。しかし， ものには程度というものがあ

る。もうそろそろ考え直すべきときだと思った。企画課長からの依頼を機会に，「災
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害について」を書いてみる気になったのは，そのためで‘あった。

経済成長がいつまでも続くはずがない。 まもなく，成長はとまるだろう。成長が続

いているうちは，工業でもうけた金を農業援助につぎ込むゆとりがあるし，それによ

る利益もあるが，もうやめる時期である。成長による利益は，成長がとまったときの

ことを考えて使うべきである。当時は，佐藤内閣が末期に近づいたと思われていたと

きで（その末期が意、外と長く続いた〉，もう土木工事では景気はよくならない，あと

は箪備しかないなどと物騒なことをいう人さえいる。国家予算の上からみると，日本

の災害の大部分が洪水であるが，それは農業援助を目的とするからそうなるのであっ

て，真に恐るべきは大都市における大震災である。それに対しては，火事に対して強

い都市に改造する以外に方法がない。あり余っている工業生産力の転用先として，耐

火都市への改造が最適であろうと思った。軍備の増強よりはましであろう。東京を，

焼夷弾攻撃に対しても無力な可燃都市のま まにしておいて，軍備だけを増強してもナ

ンセンスではないか。限られた国家予算の中で、やりくりするのだから，農業援助を漸

減していく以外に方法はないと考えたので、ある。

どうしてこのような農業援助が行なわれるのか，また行なわなければならないの

か。政権を保持する保守党の選挙基盤が農村にあるからだというのが第 1の理由であ

ろうが，もしもそうなら都市を基盤とする野党は反対すべきであろう。現実には，与

野党一致して押し進めてきたことであった。

食糧自給が大切だとし、う議論は，現実には50%を割っている自給率，石油の輸入が

とまれば，国家の食糧生産がガタ落ちになること，等を考えれば成立しない。

昭和30年代前半までは，農業は労働人口を吸収しているという錦の御旗があった。

農業を産業と考えてもらっては図る。農業は，莫大な労働人口の調節をしているのだ

といった農林関係の人がいる。現在でも，それは半分は事実で，農林省，県，市町

村，農協が抱えている農業関係職員の数は莫大であるが，これはまた別種の重大問題

であろう。

なぜ農業を保護しなければないかについて，私はその後一つのことを思いついた。

いまここに，同様の才能，体力，勤勉さを持つ両人， ABがいるとする。そして， A

は親から大きな遺産を受けつぎ， Bは受けていないとする。 Aはよい住宅で十分休養

をとり，親が残してくれた預金を下ろして自動車を買い，それをのり回して能率的に

動き，効率的に仕事の成果をあげたとする。その結果を見て， Aはよく働く， Bより

感心だとほめては，不公平であろう。工業と農業との聞には， AとBとの相違のよう

なものがある。工業は地下に埋蔵されている化石燃料を利用している。それは太古か

ら残された地球の遺産である。遺産利用の上に成立する工業を，太陽からの光線，与

えられた地球の自然状況だけを利用する農業と比較すれば，見掛け上，工業の効率が

よいのは当然である。ある国に工業が輿り，農業と併存することになると，工業にあ
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る程度のハンディキャップをつけるか，農業に保護を与えない限り，不均衡が生ずる

のは当然である。農業と工業とを，同じ経済条件のもとで競争させることの方が不公

平である。

一見もっともらしいこの考え方も，日本に適用しようとすると， L、くつかの難点が

出てくる。現在の日本の農業は，肥料，農業機械，ビニール等の点で‘大量の石油を消

費しているし，現在の農業保護は，この考え方では説明できないなど，大き過ぎるよ

うである。また，自己努力の結果ではない，親から相続した農地が，いつの日か換金

されることを考え，その保有だけに専念している農家があったとすれば，彼らには，

地球の遺産をくいつぶすことによって繁栄している工業に文句をつけることはできな

いのではあるまいか。

いろいろ考えてみたが，災害の名による農業保護は，文化人類学的に理解するベき

ではないかという気がした。「日本が災害国であるのは，日本人は災害が好きだから

だ」と私は考えた。それは落語にも出てくる。 {iiJごとも天災と諦めればよいのだか

ら，先妻が暴れ込んできても天災である。天災と考えて諦めるというが，そこには甘

えがあると思われる。地震，洪水の頻発する土地に住む，水田耕作民族の，共同体，

村に対する考え方からくるのではないか。東京は世界最大の村であると評した人がし、

るというが，日本国家そのものが村なのではないか。水路を作り，新田を開くのは大

変な仕事で，個人ではできない。そこで共同体による仕事が必要であるが，それが共

同体依存，もたれかかり，甘えの精神を作り，「親方日の丸」の無責任体制に発展し

ていったのではないだろうか。

少し以前，アメリカ建国200年祭に関連して，「草原の小さな家」とし、う連続テレビ

映画が放送されたから，ご存知の方も多かろうと思うが，あれはローラ・インゴール

ス・ワイルダ一夫人の奮いた少年少女向きの物語の映画化である。私はずっと以前，

退屈しのぎに，子供の本棚にあった「長い冬」というー編を読んで感心し，それが心に

残っていた。英語の論文を書く前，または外国に出儲ける前に，何か易しい子供向き

の物語の英語の本を買い，電車の中や，ねどこで読み，英語に馴れておくのが，私の

方法で，そのつもりで本屋の本棚を眺めていて「長い冬」のポケット版を見つけた。

英語で読み1直して面白くなり，全部で7附，ローラの幼時から結婚までの思い出を読

み通した。その記憶があったので，あのテレビ番組を期待し，そして大いに失望して

すぐ見るのをやめた。あの物語を読んで感心したことの一つに，ローラの父親の自立

の宏、がある。「われわれは自由で，他人の世話にはならない（インデベンデントを独

立と訳しては少し感じが違うようである〉」とし、う。開拓者は何度もたたきのめされ

るけれども，お互いにある程度は助け合うが，もたれかからなし、。われわれとは何か

少し異質な感じである。ローラの家族はスコットランド系の清教徒であろう。したが

って，西部開妬者の中でも目立つ方なのだろうけれど，ともかくこのような生き方を
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する人々の作る社会では，日本でいうような災害は起こらないのではあるまいか。

私は何年もの間，農業に対する国家保護の行き過ぎを目の敵に考えてきたが，その

後これを改めさせるようなことが起こったc いわゆる日米繊維戦争とその結果として

日本がせざるを得なくなった輸出制限で、ある。佐藤内閣は縄と糸との取り引きをした

〔沖縄返還の見返りとして，繊維の輸出制限をした〕といわれたが， この時わが国の

繊維関係の財界大物は口を揃えていった。われわれは政府のいうとおりにやってき

た。世界各国の目指す自由貿易の線に沿って働いてきたのに，ここにきて諦めろとは

何事か。その責任は政府にとってもらわなければならない。煩害は政府が保償すべき

であると。これが，かつて日本の経済を背負い，自由主義経済の代表選手であった繊

維工業の企業家のいうことだろうか。政府が何といおうが，どんな国際とりきめがあ

ろうが，世の中の成り行き，将来の動向を察知して行動するのが企業家ではなかろう

か。政府や国際とりきめが当てにならないことを，われわれは過去の戦争でいやとい

うほど学んだのではなかったか。政府のいうことを信じ，いわれるままに行動して会

社が経営していけるのだったら，それは書記の仕事ではないか，「そんなことは百も

承知している。ただ国になるへくたくさん補償金を出させたし、から，こういっている

のだJとし、うのが，彼らの本心かもしれなし、。それでは災害に名を借りる農業保護と

同じことではないか。

日本の経済成長は，製鉄の高炉と，大型のエチレン ・プラントに代表される重化学

工業が中心であった。これが，国家援助に上って行なわれる一種の1.5次産業である

とは思っていたが，自由主義経済の代表選手であるべき繊維工業主でが，天気がよい

ときは自分のもうけ，天気が悪いときは国からの保護というのでは，日本のどこに企

業が存在するのであろう。日本のことを，日本株式会社というのは買し、かぶりではあ

るまいか，これは水田耕作民族の作る村というべきであろう。

工業も農業と同じ体質であることに絶望しながらも，私はこう考えた。ローラの父

親の生き方は立派で尊敬に値するが，「日本人は災害が好きJで，「災害をうまく利用

する」のは，日本人の一つの生活の知恵で，これは尊重すべきであると。私はかつ

て，日本に内乱や革命が割合に少ないのは，災害のせいであろうと思いついたことが

ある。社会制度のひずみが，災害のたびに少しずつ手直しされ，なし崩しに改められ

ていくから，革命，内乱の必要がないのであろう。それは，わが家の｜蒲樋や垣根を，

台風で壊れた折りにしか修理しない，日常生活にも現われている。変革すべきとき，

重大決意をすべきときがきていても，外部からの圧力がなければ，決断，行動を起こ

せないわれわれ日本民族の悪いくせは，天災がもたらした最悪の贈りものであると思

っfこ。
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3. 社会主義国よ，お前もか

昭和52年の 9月のはじめ頃，私は災害論を英文で書かなければならないことになっ

た。国立防災科学技術センターが海外協力事業団と，太平洋周辺の発展途上国に対す

る，防災科学技術セミナーを開くについて，災害について，総論というか哲学という

か，そのようなものを一席しゃべってくれという注文を受けたのは，多分8月末のこ

とであった。その話を聞いて，かつて「水利科学」に書いた災害論を英語で、しゃべっ

てくれということだと理解した。講演はいつするのかと聞くと， 12月上旬で，最後の

講義をそれにあてるとL、う。まだ十分に聞があるから，ゆっくり英語になおせばよい

と思っTこ。

水文学の論文ならば，何度か英文で書いているが，このようなエッセイの如き難し

いものははじめてである。どう書いてよいやら判らない。しばらくしてテキスト原稿

の締切日はいつかと聞くと，一昨日ですとL、う。えいつやっと， 2日ばかりで英文を

書き上げることになった。かつての日本文の災害論を傍に置き，それを見ながら英文

に直していくつもりの作業が，日本文など見ることもなく，英文を書き下ろしていく

ことになった。偶然にも，やっつけ仕事になって，かえって幸せであったろう。あと

で，あなたがはやぼやと一番最初に原稿を出して下さったおかげで，皆への催促がう

まくいき，助かりましたといわれ，そんなことなら，もう少し時聞を掛けて書けばよ

かったと恩ったが，後の祭りであった。

英文の災害論には，「自然、災害について一一ある日本人の考え」という題をつけた。

一人の日本人の個人的感想という逃げ道をつけたので、ある。せっかく，英文を書いた

のだから，ゼロッグス・コピーを10部ばかり作り，海外の友人に発送した。 9月の末

頃のことであったろう。

反響は， 12月になって，ジュネープのWMO（世界気象機関〕のネメッチ教授から

きた。彼とは実は10月の下旬に東京で会い， 3日ばかりつき合ったが，その時には災

害論の話が出なかったから，彼とは波長が合わなかったと思っていたので、ある。彼は

中国で行なわれたWMOのセ ミナーのために，中国に2週間ほど滞在しそれから中

米に行く途中に日本により道したのである。会い7品、とし、う電報を受け，羽田に迎え

に行き，上野の博物館や，浅草や，玉三郎の芝居などに案内し，何かとだべり合っ

た。

私はWMOとUNDP（国連開発計画）が共同して行なっているナイル河上流域の

水文気象調査のことで， WMOのコンサルタントとして11月の前半をケニアのナイロ

ピで過ごすことになっていて，出発の直前であった。私は自費で滞在を2週間延長

し， 11月の 1ヵ月聞をナイロビで暮すつもりでいた。ネメッチはそれを知ると，滞在
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費は安く，飛行機賃が高いのだから，期聞を4週間に延長するのは何でもない。ただ

し，そのためにはもっともらしい理由古川、るのだとし、う。私が，計算はもうすんでい

るのだから，そのためには長期滞在の必要はないのだけれど，現地の人に教えるとす

れば2週間では不足だし，実はあの辺を見て歩きたいので，などというと，あなたの

本当の目的などは問題でない，もっともらしい書類が必要なのだといい，適当な理由

を考えてくれた。そして，期間延長を要求する手紙を出す時期まで指定してくれた。

あまり早く手紙を出して，僕がジュネーブに帰り着く前にそれがWMOにいくと，他

の人が事務処理をして，不許可にするかもしれない。あまり遅くなると，君のナイロ

ピ滞在期限に間に合わなくなるという。細工が細かいのである。ナイロピの帰りにジ

ュネーブに来ないか。旅行の手配は僕の方でして，ナイロビに報せるからともいって

いたが，それについては結局何の連絡もなかった。ナイロピにいる国連のある専門家

が，ネメッチは調子のよい空手形を出すから，信用できないよと教えてくれたが，あ

のように忙しく世界中をとび回り，たくさんの人に会っていては，覚えていられない

だろう。私の方には， 12月上旬に東京で災害論の講義の予定があり，スイスでの日程

にゆとりが無かったので，スイス行きが実現しなかったことに，あまり文句もいえな

いのである。

ケニア，ウガンダへの 1ヵ月の旅行が無事にすんで帰って来ると，間もなくネメッ

チから電話が掛かつてきた。あなたの災害論は大変面白く読んだ。ついては12月何日

かに開方通れるUNDRO（国連災害復旧機関〉の委員会にこの論文を出しTこいがよろ

しいか。あの論文をアスキュー博士が書き直し，表現が少し変わったがそれで、もよい

かというものであった。 10月末に東京で会ったとき，災害論について彼が何もいわな

かったのは，彼が読んでいなかったからであろう。あるいは，私の手紙が着く前に，

ジュネーフ。を発っていたのかもしれない。

ネメッチの電話があってから間もなく，アスキュー博士からの手紙と，彼が書き直

してくれた災害論のコピーとが送られてきた。この論文をWMOの機関誌にのせたい

から，目を通して，気に入らない所は訂正して何月何日までに到着するように送り返

してほしいというものであった。アスキュー博土の書き直しは実によくできているら

しし、。私の自己流英語の構造をほとんど変えずに，したがって文章の入れ換えなし

に，要所要所の言葉を入れ換えて，面目一新しているらしい。こうし、う時は，こうい

う言葉を使うのかと感心するが，次に私が英文を書く時の参考にするには，彼の英語

はうますぎるらしい。気に入らない所を訂正するどころではない。ょうやくタイプ ・

ミスを2ヵ所みつけただけで、あった。

「親方日の丸」というのを，私は＂ Ourboss is the national flag•· と訳したのだ

が，アスキューさんの訳では“Ourboss is the rising sun・・ となっている。 日の丸

は世界に名高いとみえると感心した。 1年後にジュネープに行ったとき， WMOで働
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いておられる鈴木さんと話をしていて，彼がアスキューさんから相談を受けて，訳語

をきめたことを知った。なるほど，日本人の助言なしにはできないことだと納得した

が，アスキューさんはそれだけの手聞を掛けていて下さったのであった。

WMOの機関誌には，枚数制限の関係で， 一部を削った上で，昭和53年の 5月頃に

のったらしいが，私は現物を見ていなL、。 WMOから送ってこなかったし，探し出し

て見るほどの熱意が私には無かった。後に，それのポーランド語訳をポーランド人か

らもらったが，もちろん読めないη ポーランド語訳が出たことで判るように，このエ

ゅセイが，方々で共感を呼んでいることが，次第に半IJってきた。

昭和53年9月から11月にかけて私はウィーンの II AS A (International Institute 

for Applied Systems Analysis）を根拠地にして，ヨーロッパ諸国を歩き回る機会を

得た。地図を見れば判るように，ウィーンは東欧社会主義国の中へ半島状につき出し

た所に位置している。ウィーンの街の四つ角には，あちらプラハ，こちらブタペスト

というような札が立っている。元来 II AS Aというのは，米国とソ連が技術的な情

報を取り引きする窓口（ホット ・ラインを有用なものにするためには，いくつかの窓

口で絶えず取り引きしていなければなるましっとして作ったもので，研究所というの

は単なる看板なのだと教えてくれた人がし、るが，そう L、う高度な話はこちらと全く無

関係である。しかしともかく II AS f＼には東欧社会主義国の人がたくさんいる。

インドのプーナに国連の専門家として 6週間滞在し，週6日，月曜から土曜まで，

朝8時半から夕方5時まで拘束され，インド式官僚主義に神経を痛めつけられた私

は，疲れ切って，インドからウィーンにやって来た。 IIAS A滞在は2度目である

が，百fj問は寒い 2月で，今度は9月である。ウィーンで‘ゆっくり休養し，見物でもし

ようと思っていたのに，空港に夕方着き，翌朝 IIAS Aに願を出すと，私を待ち構

えていた，東欧の若い技術者につかまった。タンク・モデノレをある河に適用し，その

河成の水管理に役立てようと考えているのである。彼は地図を示し，日告図を書いて，

流域全般の説明をし，目的を説明する。ヨーロッパというのは穏かな所で，というの

は相対的な感じで，それだけ日本が穏かでないということになるが，インドという，

一雨くれば，または高潮が l度くれば，数万から10万の人が死ぬという土地を途中で

通過してきているので，私の判断の物指しをその土地に合わせるのが大変で、ある。年

雨量は700～800ミリ程変，年蒸発が400～500ミリ程度， 200～300ミリが流量になり，

低渇水は0.2～0.3ミリ／日程度らしL、。日雨量が40ミリもあれば洪水が出る。だから

春先，暖い日が来て雪がとければ洪水が出るのは当然である。こんな僅かな出水なら

ば，くい止めるのは簡単だと思いたいが， 上流にある貯水池の容量が小さくて，治水

の役に立ちそうもなL、。私が貯水池容量を聞くと同時に，それでは小さすぎる，その

2倍か3倍はないとうまくいかないといったので，この若い妓術者は感心したらし

い。彼は自分でいろいろ当たってみて，内心無理だと気がついていたので、あろう。私
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が数字を聞くなりそういったので感心し，本国の誰かにそのことをいったとみえる。

あとでその固に行ったとき，空港で、出迎えたお役人から，あなたは私達より，この国

の河のことをよくご存知だそうでと，皮肉っぽくいわれて挨拶に困った＠

上流の貯水池で洪水が切れないとなると，図ったこと院中流部の低湿地が工業地帯

になっているらしい。「私の国の計画屋は何とし、う馬鹿なことか，農地にも適さない

混地を工業地帯にしてしまった。これをどうやって洪水から守れるだろうか」と，そ

の若い技術者は嘆くのである。私はそれに対していう。「どこの国でも同じらしい。

私の国でも，洪水の防ぎょうがない低地に，たくさんの人が住み，工業が行なわれて

いる」。彼は一瞬，｛日じられないとし、う顔をした。本当かと念を押す。この若い妓術

者は社会主義体制lを信じている。 しかし， 教条的に信仰しているのではなし、。柔軟な

思考力，判断力を持ち，教養があり，ユーモアがあり，歴史に，それも唯物史観の枠

にはめ込まれたものでない歴史に深い知識を持ち，驚いたことに日本の歴史に対して

も，かなり深い理解を持っている。この3月によこ した手紙の末尾に，太安麻侶の墓

の発見のことを書きそえてくるほどであるc 彼は社会主義体制lはよいと思いながら

も，時として効率的でないのがその欠点であると思っているらしい。そして資本主義

体制は多くの欠陥にもかかわらず，効率的であるのが唯一の長所であると考えていた

のであろう。その資本主義の代表，エコノミック ・アニマル国日本が，低湿地に住宅

地帯， 工業地帯を作るような非効率的なことをしているというのが，彼には信じられ

なかったらしい。

私の方は年をとっていて，彼ほど純真ではないから，進歩的評論家が，日本の都市

問題や地域開発問題を論じ，内部経済と外部経済の観点から，現在の日本に見られる

如き不合理は，資本主義に伴うもので，社会主義国では起こり得ないのであるという

のをかつて読んだときも，素直には信じなかった。したがって，彼の話を聞いて，

「社会主義国よ，お前もか」とL、う気はしたが，彼のようには驚かす．，内心ニヤリと

した。どんな主義，イデオロギーのもとでも，一部の利益と全体の利益，現在または

近い将来の利益と長期的利益とは一致しないだろうし，社会主義が無責任な官僚支

配，官僚の縄張り争いになる傾向は避けられないだろうから，そうそううまくいくは

ずがないのである。

ある社会主義国の水文技術者と話をしていると，ある河沿いの農民は，洪水予報が

出ると麦を刈るのだという。麦が立っていては，洪水の水位が低いと，穂が水に漬か

らなL、から，被害を確実にするために刈るらしし、。麦を収獲するより，災害の方がも

うかるのであろう。洪水予報などしない方が，災害防止に役立つようだと苦笑してい

た。「親方日の丸」の話をすると，「わが国でも同じだ」とし、う。水田耕作民族の民族

性で説明しようとする私の怠図は違っているようである。日本も社会主義国も官僚国

家という点では似ていて， 草の根デモグランーとは無縁だからだろ うかと思った。
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4. 「所かわれば，品かわる」または 「所かわれど，品かわらず」

昭和52年11月の 1ヵ月を，私はケニア，ウガンダで過ごした。その問一緒だったの

は， UND Pの専門家として，ナイノレ河上流域の水文気象調査の技術アドパイザーを

している若いカナダの水文学者であった。彼はイギリスの生まれで，カナダに移住し

た人である。何かの折りに彼がし、う。「洪水調節用ダムなど作らない方がよし、。上流

にダムを作れば，下流の低地が住宅地になる。貯水地による洪水制御はうまくいかな

し、から洪水が出て，住宅は水に漬かる。ダムは洪水被害をふやすだけだ」。日本と同

じことが，まさかカナダで起こっていようとは，思いもよらないことだった。カナダ

には人口 1人当たり数個の湖があると聞いたことがある。何千万という湖沼である。

その広大なカナダでも，住むに適した土地，というよりは貧乏人（金持ちでない人〕

の住むべき土地はやはりないものとみえる。

私は突然に理解した。 3,4年前に，私はネメッチから渡されて，災害および災害

被害の防止および減少に関する国連の報告を読まされたことがある。そこで推奨され

ているのは，洪水危険度による地帯区分と，それに伴う土地利用制限である。これが

よいことは，誰にも判っているのである。判っていながら，実行できないで困ってい

るのであるが，アメリカでは，その線に沿って計画が進められているのかと，私はそ

の時は考えたのであった。しかしカナダの話を開いたとき，国連の報告が理想案で

あることを知った。それはユートピア，つまりどこにも存在しないものに違いなL、。

子供のとき，先生にいわれて年頭の決意を書かされる。今年はこうしようと思いま

す。こういうことはやめますと，去年も一昨年もできなかったことを，今年書いてみ

たところで，できるはずがないのである。しかし，できそうなことを書いたら，かえ

って先生に叱られるであろう。自他ともに，できないことを暗黙のうちに了解しつつ

書くのが年頭の決意である。国連の報告も，つまりこのようなものであろう。

わが国でも，土地の危険度による分類と，利用制限は，かつて行なわれていたので

ある。河沿いの低地は桑畑にし，人々は高い所に住んでいたのである。近頃になっ

て，そのおきてが破られたのは，それ相応の必要に迫られたからであった。私の家の

近くに小川が流れていて，その河沿いの低地はかつて侮林や墓地になっていた。狩野

川台風のとき，この小川は大氾濫を起こし，かなりの傾で低地は水に漬かり，天井近

くまで水に漬かった家もあった。洪水後，低地の土地所有者が，こうし寸土地では将

来の地価の値上がり見込みは薄いとみて売りに出したので、あろう。 1年ばかり後に，

河沿いの低地には家が建ち並んだのである。私は洪水問題に絶望した。最近，こうい

う土地で洪水被害に会った人々から，さかんに訴訟が起こされ，国が負けている例も

あるようである。世は末法に近づき，ユートピアからはいよいよ遠ざかるばかりなの

であろう。
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問じくナイロビで，そのカナダの水文学者といろいろ話しているときのことであ

る。私は元来，費用便益比というものが大きらいである。しかし，国連の計画には何

かというとこれが出てくる。しかし，これを発展途上国というより，前発展途上国と

もいうべきアフリカの国々に，どうやって適用するのであろうか。アフリカの国々の

話をしている時に，インドの誌を始めると，誇り高きインドの人達は怒るであろう

が，プーナの町外れの，農業用水路，旧農業用水路に沿ってできていたスラム街の光

景を思い出すと，私の心は寒くなる。ボロをまとい，やせた人々。インド紀行など

に，子供の目がすんでいて，美しかったなどいうのをよく読むことがあるが，私は釈

然としないのである。スラム街の人々が平静で，子供達の目がすんでいるのは事実で

ある。しかし，スラム街の人々と，町の人々との聞に心が通っているとは思えない。

目がすんでいる点では，街を悠然、と歩いている牛の目もすんでいるし，ホテルの食堂

で，私達が食事をしているテーフツレの上のパンくずや，砂糖査の砂糖をついばみにく

る雀を見ると，わが国の雀の警戒心の強さを思って，私達日本人の心狭さを恥じない

わけにはいかない。しかし，河沿いの低地のスラム街に住む人達が， 一且洪水がくる

と何万と死ぬことを思うと，インドの現状を肯定する訳にはL、かないのである。そう

いう国々で，コスト，ベネフィットといっても役に立つだろうか。

しかし，こういう話では議論がしにくし、から，便益の計算に信頼性が欠けることの

例として，日本の治水分担分の話をする。産業用の水の値段を安くするために，治水

の利益を過大に評価しているのだと。それに対して，カナダの水文学者はこともなげ

にいった。「ああ，それと同じことを，アメリカではレクリエーションでやっている

のだ」と。なるほどと思った。景色がよくなったとか，水泳，ヨット，魚つりができ

ようになったとかL、うのを，どのようにしてドルに換算するのか，私は不思議に思っ

てるいたが，収支つぐなうように査定すればよいのである。 1,000万ドルに査定する

必要があると思っていれば，いわれなくても， 1,000万ド、ルに評価する学者が現われ

るに違いない。研究費をもらって食っている学者の中に，社会の要請に対して敏感な

ものがし、るのは，古今東西を問わないであろう。見掛けは違っても，どこも同じよう

なものだと，いまさらながら感心した。今年の正月になって，アメリカ気象庁水文研

究所のシットナーさんから年賀状がきた。こちらがキリスト教徒でないことを考えて

か，クリスマスカードではなく，年賀状である。

それに， WMOの雑誌にのった災害論は面白かったと，そえ書きがしである。シッ

トナーさんは災害論などに興味はあるまいと思って，災害論は送らなかったのに，彼

の方で興味を示したので、ある。興味を示したという ことは，彼の方にも同感すべき何

ものかがあるということに違いなし、。「親方日の丸」は，草の根デモグラシーの国に

も芽ぱえているのかもしれなし、。とすると，災害の問題の難しさは根が深いといわな

ければなるまい。 （元国立防災科学技術センタ｛所長，理博）
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