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【座 談 会】

黄河の治 水と利水

【出席者】 佐藤俊朗
（東京農業大学教授，農博）

村井宏
（静岡大学教授，農博）

武藤博忠
（水利科学研究所前理事長）

海法正昌
（水利科学研究所）
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海法 このたび，佐藤先生には，国土保全，利水のお立場から黄河の流域を御視察に

なり，また，村井先生は，沙漠の緑化と黄土地帯の水土保全というお立場からほとん

ど時を同じくして黄河の上流地帯を御視察になりま した。ちょう どよい機会ですので

この機会を利用して黄河のお話をうかがわせていただきたいと思います。

申し上げるまでもなく，黄河は青海省にその源を発して， 75万 2,000 km2の流域面

積を擁して，標高差4,300m をえんえん 5,464km 流下し，激海湾に注ぐ中国の大河

でございます。中国の歴史は自然災害との戦いの繰り返しであるという ことを うかが

いましたが黄河も有史以来河道の変化26回，堤防欠壊 I,500回を数え，その名の示す

ように年間16億 tものシルトを流出するという大変な暴れ河とうかがっております。

しかし一方では，この黄土はいわゆる肥沃な中原を形成して，各王朝がここに興亡

し，華やかな黄河文明を開花させたのも，また策河でございます。したがいまして，

利水にいたしましでも治水にいたしましでも，長い長い歴史をもっているわけでござ

いまして，これを親しく御視察なされました問先生からは，興味ある，かつ有益なお

話をうかがえること と存じます。

それではお話の順序といたしま して，御視察の行程ならびにそのねらいといったこ

とから始めていただきたいと存じます。佐藤先生いかがでしょうか。

佐藤 中国には最近になって 3回ほど旅行する機会を得ております。かねがね黄河を

全流域にわたって見たいという考えをもっていたので，そのことを 2年ほど前から申

し込んでおいたんですが，なかなか段取りができなくていたところ，今回その一端の

実現を得たわけです。ちょうど 2～3年前Iに中国政府の組織が変わって， 水利部がで
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きました。従来，水利電力部だったのが水利部になって，その中に黄河に関係するこ

とについては黄河水利委員会というひじよ うに強大な力を持った組織ができて，黄河

の水に関係する一切をこの機闘が措置しているわけです。日本人なら誰でも興味を持

っていることだと思いますが，黄河という諮源があるかぎり，黄河にはひじよ うに黄

土を含んだ濁流が流下していると考えられるわけです。しかし，清流と濁流の限界は

どこかにあるはずであり，その限界はどこであるのか。 これは，治水も利水も併せて

の中心課題だと考えられます。

旅行の行程をお話しする前に，今回の視察の感想、といったことにふれておきます

が，つねづね私は， 歴史は科学に先駆けて考えなければならないという ような， 近代

科学からいう とちょ っとおかしいようなことを考えております。それは，われわれの

分野の学問はつねに経験を経て構築されたものであ り，そこに歴史の重要性が存在す

るからです。一般に科学という と，経験のないところにも近代科学者により学聞は打

ちたてられます。しかし，われわれのような，自然との関連がその中心をなしている

分野では，自然のもつ諸条件をすべて科学的に分析しでもっていることはできないも

のですから， つまり， 経験を経てきたものと経験を持たないものとでは，ひじように

差があるわけですが，水利用だとか，水を治めるという場合には，われわれはつねに

安全仮Jjに問題の中心をおいて考えるものですから，それで私は歴史をベースに考えな

ければならないと考えているわけです。近代科学のあり方は，むしろ歴史を，逆にい

えば，歴史，経験を科学するということが本当の科学じゃないかと考えてお ります。

そしてこのことは，日本でも中国でも同じだと思っております。

中国に向かつて歴史がないというと不自然のよ うに日本人には考えられるかもしれ

ませんが，おおむね今の中国の人にはこのような意味での歴史をもっている者は少な

いようです。歴史があっても，それを自分の歴史にできないのじゃないかと恩われま

す。もう少し固有の，他に伊lをみないほどの優れた歴史をもっているのですから，こ

れを自分の歴史にしてやっていかないかぎり，問題がますます多くなり， 複雑化する

のじゃないかというようなことを，中国の人に苦言を呈してきました。それは水だけ

でなく，あちらへいくと，例えばJ 「秦の始皇帝はひじように横暴な皇帝だった」と

いうようなことをよく聞くわけですが，しかし，秦の始皇帝は横暴だといっても，は

じめて統一国家をつくり，さらに発展してローマまで行こうとした雄図は歴史的には

大いに評価すべきではないか。 それから，万里の長城についても同様であり，その権

力行使について始皇帝を非難はするが，それらを基調にして今の中国が歴史的に発展

してきたのであり，歴史と現状を混同しての評価は困るので，そういう意味では，も

う少し考えなければならないように恩われます。

例えば，「水を治める者は国を治める」というよ うなことは歴史的な言葉をそ の ま

ま慣用してはいるが，やっていることはあまりそうい うことをやっていないように感
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じました。あとで詳しく水利施設のことで話が出ると思いますが，歴史を通しての実

証的なものが薄らいでいるような感じがしてなりません。

それで，われわれが今回歩いてきた経路は，最初は，北京からまっすぐ蘭州に飛ん

で，その上流に造られている黄河最上流部の劉河峡ダムがありますからこのダムを見

て，話によるとそのへんで黄河は清流であるといわれていたものですから，これがど

この地点、から濁り 3 どのようにその濁度を高めるのか，それを確かめたいという こと

が中心課題でした。ところが，中国に行ってみたら旅行計画は変更されており，「北

京から汽車でまっすぐ南下して鄭州に行って下さい。鄭j十｜には黄河水利委員会という

ものがあり，黄河の展覧館もある」といわれ，それで旅行は逆に黄河下流から遡って

行くことになったわけです。それは，北京から汽車で鄭州に行き，さらに黄河を遡り

三門峡に行き，そこから西安に行き， 西安から飛行機で蘭州lこ飛び，蘭ナH，南京，上

海と帰路につくことになったんですが，さらに現地に入ってみると，西安から帰国の

途についてくれというよ うなトラブノレがありました。しかし，当初の目的を果さない

で帰ることはできないので，西安 ・蘭州聞の厳しい交渉の末に汽車で往復することに

し， 目的だけは達したというよ りは，三門峡でのトラフソレの問に山洞や紀元前の生活

の発掘現場を見るととなどができ，むしろ有意義の中に黄河の重要点三，四を散見して

きたという旅行でした。

海法 包頭のほうはまわられたんですか。

佐藤 包頭は除外されてしまいました。 われわれは包頭そのものにはあまり興味がな

かったんですがs その上流，銀川｜にはひじように興味があったんです。ここには紀元

前開さくの用水があり，「黄河は百害有り。ただー套 （銀JII) のみ富む」というよう

な古い言葉がある。結局は，包頭 ・銀川という所はまた来年来て下さいということで

カットされたんです。

武藤 村井先生は包頭に行かれたんですね。

村井 北京から蘭州までの往路で経由しただけです。

海法 それでは村井先生ど うぞ。

村井 私は実は中国は初めてですし，すべてのことが勉強とい うつもりで， ほとんど

白紙の状態でまいりました。視察の主地域は，黄河の上～中流域であるということは

佐藤先生とほぼ同じです。ただ訪問のねらいが，専門が林学ということで，やや視点

が違うのではないかと思われますが，少なくとも共通の部分としては，黄河の濁りと

洪水は何が原因なのかという点でしょう。皆様も御承知のように，流域内に多くの沙

漠や荒山があるということと，もう一つは黄土高原をかかえていること，とくに後者

が洪水や濁りに大き く関与しているということは，私も前々 からうかがっていたもの

です。これらの関連性をこの目で確かめられればと，かねてから黄河流域を訪ねてみ

たいと思っていました。幸い，今回日中1長交林業代表団の一員に加えていただき， 3
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週間にわたって主に中国林学会のお世話で現地を視察することができました。コース

は，まず北京から汽車で一昼夜と少しで銀川へ行きました。銀川には三北防護林局が

置かれています。 1978年から三北地方（中国の西北と華北，東北地方の西部）のII省を

対象に，「三北防護林体系建設」が国家の重点、項目に指定されました。そこで黄土高

原や沙漠地帯での「緑の長城」に関する説明を聞き，車で西方にある中衛に行きまし

た。ここで念願であった黄河の本流と広大な沙漠に直接ふれることができました。中

衛から車で騰格里沙漠の南縁にある沙波頭村に行き，鉄路を飛砂から護る緑化による

固砂事業や試験状況をみました。そこから蘭州へ汽車で行き，さらに武威へ車で行き

ました。そしてもっと北方に位置する民勤にまいりました。ここは騰格里沙漠の内部

で，ここでは主に沙漠と荒地の緑化状況を見てまいりました。沙漠の視察は一応それ

で終わり，このあと黄土高原視察のため，汽車で蘭州を経由して西安に行きました。

西安から西北方向に進み，黄土高原の典型地としての淳化まで車で行き，黄河の支流

滑河流域を中心に見てきました。たまたま集中豪雨に遭遇し，滑河とその支流の濁流

や谷の侵食状況を目前にすることができました。わずか3週間の視察で，まさに巨象

の一部にふれたに過ぎません。しかし， 私にと っては毎日が感動の連続でした。それ

だけに簡単に整理して系統的にお話しするということは容易なことではありません。

さきほど佐藤先生は中国歴史のことにふれてお話しになりました。 先生は十分に御

承知の上で，過去の歴史をあまり尊重していないのが中国の現状だとおっしゃいまし

たが，私は中国と日本の現状を比較してみた場合に，治水や利水の問題にしても，人

人の生活にしても，中国は古い歴史と経験を生かしながら発展しつつあるような感じ

をうけました。例えば，私達の行った中衛近くて、は，秦 ・漢時代の「寧夏長槽（黄河

取水のかんがい区）」がいまもなお整備され活用されていますし，黄土地帯に行きます

と，泥で積み上げた家屋や高原に掘った窟を，住居や貯蔵庫にして多数の人々が生活

しています。一方，日本の治水や利水の歴史を振り返ってみますと，過去に多くのこ

とを中国から学んでいることがわかります。 {Y1Jえば，加藤清正が熊本の菊池川｜で乗越

堤（洗堰）を設けたのは，中国の技術の導入によるものといわれています。確かに，

紀元前1700年代から始まる といわれる黄河の治水，利水の成果が現在どれほど生かさ

れているかといえば，具体的に説明しがたいのですが3 現在行なわれている黄河の堤

防の補修の仕方，導水によるかんがいの仕方，溢水の方法などは，やはり過去の長い

歴史の教訓に基づいているものとはいえないでしょうか。

ところで今回の訪問を通じて全体として感じたことは，中国の人々はいろいろな面

で日本に学び、たいという姿勢が強く感じられました。しかし，その反面で，彼等自身

の経験に基づく強い自信を抱いているようです。つまり，私達の意見にはよく耳を傾

，けますが，一方で彼等自身の意見を主張するというように，なかなかしっかりした民

族だと思いました。ただ，現状でははたして言葉どおりどのくらい実行しているかと
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いえば，いささか疑問が残る感じです。

黄河の上流・中流・下流とは

村井 とれから話をすすめるに際して，黄河の上 ・中・下流の区分を一応定義づけて

おく必要があろうかと思います。上流は水源地とされる各姿各雅山麓から内蒙古の托

克托まで，そこから河南省の桃花崎までを中流，さらにそこから山東省で激海湾に注

ぐところまでを下流と一般的にはいわれています。したがって，この定義にしたがえ

ば，私達は主として黄河の上 ・中流域の一部を見てきたことになります。

佐藤 大ざっぱに見ると，黄河は鄭州を境にして流域の土地利用 ・水利用に変化があ

り，鄭州から上流は干越地帯の，下流は洪水の氾濫地帯の土地利用ですよ。黄河およ

ひ・その流域を二つに分けるとすれば，そういう分け方です。

黄河の流量

佐藤 黄河の大きさは，今報告されているのでは，流域面積が75万2,000km2で，日本

の面積が37万2,000km2ですから， だいたい 2倍ですね。洪水量は 2万2,000m3/sぐ

らいと報告されています。これは世界的大河として考えた場合たいしたことはないで

しょう。利根川の22年のカスリン台風時の洪水量は利根川が欠壊したので正確にはわ

からないが， l万8,000 m3/sぐらいまでは計っています。だから，洪水量はたいした

ことがなさそうなんですよ。ただふだん流れている水は，利根川が50m3/sとか， 90

m3/sとか，120m3/sとかいうのが多いわけですが，黄河では鄭州あたりで， 1,500 

m3/sから2,500m3/sぐらい流れています。

武藤 洪水量というのは洪水の流量ですか。溢水ではなくて。流量ですね。

佐藤 流量です。まあ流域面積が日本国土の 2倍以上もあって，これくらいの水しか

流れていないというのですから，大変な寡雨地帯であることは間違いない。

目撃事変下の提防欠主主

佐藤 下流は歩いていないので，わからないんですが，興~HIのちょっと下流に有名な

花園口があって，日華事変の時，蒋介石が堤防を切り洪水を起こして日本軍を困らせ

たわけですが，これによって70万人とか90万人とかの人が亡くなったといっていまし

た。私は，大水で堤防が切れて氾濫したのだと思っていたが，そうではなくて，初め

はたいしたことではなくて， 1938年6月に20mほど堤防会切ったわけです。その後

1946年に堤防の修復を初めて行なったのですが，この8年間に幾度か洪水があり，そ

の間に堤防の欠嬢がl,400mに拡大していたとい うことです。このために，北支から

中支にかけて大変な水害になり，日本軍，中国軍の被害よ り一般の中国人民がより困

ったということです。現在この堤防は修復されているというので，花園口の現地に案
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内していただきましたが，今の堤防の下20mぐらいに昔の堤防がある といっていまし

た。今でも築堤作業をやっています。

訂1山の揚水ステーションと勝利渠

佐藤 そとのちょっと上流の右岸にCG山という所があるが，そこに揚水ステーション

があって，黄土高原の上に水を揚げてかんがいしているんだという話を聞いたので行

ってみました。ここでは直接黄河から10m3/sほど取水し， 86mの揚程を 2段に分けて

揚水し， 10m3/sのうちの 1段目で 9m3/s, 9 m3/sのうちの 8m3/sは鮮州およびそ

の近辺の上水，工業用水で， I m3/sは農業用水です。さらに Im3/sの水を I段53m

ばかり揚げて，全量農業用に使用 しているということでした。 これはかなり立派な揚

水ステーションで，将来はかなりこのような施設は造られるのではないかと思われま

す。また黄河のこの対岸に人民勝利渠という用水路があって3 これは相当な用水路で

すね。この濁流を河北にひいて，文字どおりの農業用水ですが，回は比較的少なくて

畑地の用水です。まあいずれにしても大変な黄土を含んでいる水ですから，それをど

ういうふうにして沈砂させるかということが問題になっています。黄土の沈澱自体は

比較的簡単なんですね。一晩おくとずいぶん沈んでしまう。 CG山の揚水ステーション

で一昼夜たった水を見せてもらったが，流水とは異なり，ひじようにきれいになって

いました。

黄河の流出土砂の処理

武藤 そうしますと泥の処理をど うするんですか。

佐藤 そこが大問題なんですね。ずいぶん話を聞いたんですが，要するにどういうふ

うに処理しているのだかわからないですね。人民勝利渠での話では低い所にためるん

だ。低い所は沈砂池としてそこに置くんだといっているが，そんなものはすぐ埋まっ

てしまう。だからそれを長期にわたってどう処理するのか，将来にわたっての大問題

です。たくさんの沈砂池を造っていることは確かですが。

武藤 それは肥沃なものでしょうね。

佐藤 肥沃ですね。ただ人力がかなり必要ですから大変だと思います。農業上の問題

は土砂の問題で，だんだん黄河は河床が上がってくるわけですかち，土砂の問題は治

水というより治山の問題なんでしょうね。要するに黄土を流さなければいいわけで，

それもいろいろ聞きましたが，林学の人がずっと歩いてやっているということですか

ら，あとで村井先生のほう からお話があるこ とと思います。

武藤 普から土砂をたくさん流して河床が上がるわけでしょう。開封あたりではずい

ぶん高くなっている。そうすると堤防を巌上げしていく ことになるんですが，もしそ

うなって固定しますと，自然の地形になってしまうのではないんですか。それでいざ
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氾濫しでも堤防が堅固ならば，上から氾濫するだけですね。

佐藤 ただ上から氾濫すると堤防は裏からやられますよ。

武藤 そういうことはあるけれども，何年も前から踏み固められて，結局山の下に都

会があるのと同じような形ですね。もっとも危険は潜在していますが。そういうこと

になるので，中国の治水というのは堤防の樹上げを中心として行なわれているんじゃ

ないんですかね。

佐藤 黄河の下流地帯は勃海湾にがI口があるんですが，このデルタがひじように小さ

いんです。つまり，泥土が流れていかないんです。パングラデシュのブラパムトラ河

などでは，どんどん陸地がベンガル湾に造られていくんですね。黄河は勾配がないか

ら途中で沈んでしまう。これは大変だと思うんです。黄河の奥の劉家峡ダムが標高

I, 700mぐらいです。あそこから河口まで4,000kmぐらいあるんでしょうから，河床

勾配がほとんどない。そこへ両岸から侵食された土砂が入ってくるから，中流以下の

黄河の水はちょうど左官が泥をこねたような状態ですからね。まあ花園口とか口l山は

そういう状態ですが，その上に有名な三門l挟ダムがあります。

三門峡ダム

佐藤 三門峡ダムは1960年の完成でソ連人の;J+i出・設計によ って造られたタ手ムです。

当初計画の貯水量は350億 t以上でした。下流の治水は350億 Iをカットすれば何とか

なりますが，勾配が少ないために，パックが上流のかなりの距離に及び3 しかも土砂

が沈澱し，河川そのものが河川としての機能を果たさな くなり，流減の土地条件にも

｜樟害を及ぼす。ダムを造って土地の利用度を低下させる結果となった。そこでダム完

成 2年後から 2期にわたりダムの改善を行なっているのですが，そこで私は中国の歴

史に対する考え，とくに水をめくる問題に対しては問題があると思うんです。これは

伝説ですから寓という男がいたかどうかわからないが3 再の治水というのは世界の河

川史上あまりにも有名な物語になっていますね。黄河は三門峡の狭窄部で流れは堰上

げられ，洪水時にはそのパックが支流滑／iiJを縫て長安の都にまで達していた。寓はこ

の水害を除去するために，この狭窄部を切り開いて三門を造るわけですね。これが有

名な入門，鬼門，神門といわれる三門です。これによって三門峡上流の水害はかなり

除去され，土地利用が進むわけです。三門峡ダムは， この再の治水になる三門をつぶ

してその上に造られているわけです。私はダムを三門峡の真上に造ったとは知 りませ

んでした。このダムは， 確かに発電や下流の水をコントロー／レすることだけを考えれ

ば優れたダムですが，それは当然上流を犠牲にしてという前提がつくわけです。とこ

ろが，そんなことを考えないで設計したわけで，それを中国の治水の技術者は鵜呑み

にしたわけですから，中国では治水について2,000年の歴史をも ってはいるが，今彼等

はその歴史を全然考えていないのと同じ結果になるということを考えさせられまし
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た。

武藤 三門峡ダムのために西安があぶなくなったということを聞いていたのですが，

それはパック ・ウォーターによるのですか。

佐藤 パック ・ウォーターです。パック・ウォーターといっても泥の沈澱ですから，

それを流すために，一期工事はダム左岸の山つきの部分に毎秒1,000m3 を放水す る

｜港道を 2本造った。そしてさらに，ダムの下には，発電機を 4基つぶしてそれを放水

路としている。この放水路はたいへん迫力のある泥水が吹き出しています。結局2回

のダムの改修の結果，現在の貯水量は17億 tとなった。三門峡ダムは 350億 t貯水す

る計画で造られ完成したわけですが，現在の貯水量は17億 tです。つまり，現在は計

画の 5%以下の貯水量となっている。計画の 5%をカットするのならわかるが， 95%

カットするということは，これはやはりどう考えても失敗ですよ。

武藤 今から20年以上前，三門峡ダムの計画ができた時，当時世界ーのダムがアメリ

カのフーパーダムで，これカ：350億 tで，中共では，これに匹敵するものだと誇って

いたのに，その後全然音沙汰がなくなったのはそういうことがあったんですね。もっ

ともその後世界ーのアスワンハイダムのI,630億 tができましたがね。

海法 そこで，さきほど，歴史を科学するというお話がございましたが，長い中国の

歴史の中で黄河の治水 ・手lj水面で先人がどのよ うに対応してきたかといったような，

治水 ・手lj水の歴史にお話をうつしていただきたいと思いますが。

水と文化

佐藤 中国文明の中心をなしているのは，黄河文明であって揚子江文明ではない，と

いわれています。このことが重要だと思います。黄河は揚子江より酷しい河であり，

酷しいが故に文明が開花したのだと思います。しかも，長安を中心として始皇帝が仕

事をする。これは，紀元前250年とかい う時代ですから，そ ういう時代にここを根城

にできたということには，それなりの必然性があったと思います。私は三門峡から長

安に行って，始皇帝の陵をはじめとして若干の風物に接してきましたが3 現状のこと

だけを考えると，ここで水の文化ということはおかしくなってしまうんですよ。だか

らやっぱりその時代の水の条件はどうだったのか，黄河の流況はどうだったのかとい

うことに恩いをいたさなければならなくなります。そうすると三門峡の狭窄部で堰上

げられた河水のパックがあって，これが流水ではあるがかなりス トックされ，その影

響圏下における文化であったと考え られるわけです。今はそれを落としてしまったか

ら， 地域の立地は広い範囲にわたって具なっており，現状だけの認識からはどうして

こんな水条件の惑い所に，アジアはもちろんヨーロッパにも及ぶ政治の中心があった

り，文化があったりしたのかということが不審に思われるのです。しかし，その時代

の自然立地の条件を復元してみると，黄河および清水のパックがつねにあって，そこ
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が低湿の湿潤な条件を作っていたと恩われますし，そこから離れた少し小高い所が，

文化 ・文明の中心だったのではないんでしょうか。黄河の下流域のほうはさらに古い

歴史をもっているが，そこでは黄河が幾筋にも乱流する大氾濫地域ですから，自然の

立地条件はもっともっ と悪かったと恩われます。

また，シルクロードを通じての交易上の理由等もあってこっちが中心となって発展

したんだと思いますよ。黄河流域ではないが，揚子江上流の四川省に眠江という河川l

があるが，ここには， 中国では紀元前200～300年以前に造設されたというとくに優れ

た都江堰という立派な堰があるんです。銀川を中心とした地域にも，これと前後して

水利が関かれたようで，西安の近郊にも古い堰があるということです。黄河の河筋に

は，こういう形ですでに2,000年前には水利がかなり進んでいたと思われます。それ

がさきほど述べたように2,000年後の今日， いかにソビエトの技術を過信したからと

いっても3 三門峡ダムのようなものを造り出すのですから不思議なものです。あの地

点にあのようなダムを造れば，技術者でなくとも大概的な結果がわかるはずです。

海法 黄河の自然条件に対応してとられてきた治水対策面について，村井先生いかが

でしょうか。

黄河と日本のJllの対比

村井 今回の視察は治水ということに直接焦点をあててなされてはおりませんので，

はっきりしたことは申し上げられませんが，現在中国は今までの長い経験を生かし，

概して自然の法則を尊重して対策がなされているように思いました。すなわち，黄河

では過去の実績により計画外力を越える部分を貯水池や遊水池で処理するほか，堤防

の強化のために余裕高や幅の増加をさせています。

次に，日本の治水事業と中国のそれとを対比しながら少しくお話ししてみたいと思

います。

治水事業がなされたのは日本に比べれば中国はかなりの古さをもっており，当然そ

れは技術面でもいえることです。したがって，鎌倉時代の木曽三川の工事3 前にも述

べた菊池川の工事などは，中国の技術の導入と見られています。つまり，今までの日

本の治水は中国から学んできたことが少なくなかったといえますね。現状においてそ

れが相互の技術の面へどうあらわれているかということは別にして，既往の日；本の治

水と中国の治水の聞には浅からぬ関係があったのではないかと思われます。といって

両者の技術が直接結びっくものではありません。いうまでもありませんが，日本の河

川と中国の河川の性状には大きな違いがあります。日本の河と黄河との違いを数字的

に整理してみますと，黄河の流域面積は日本国土のおよそ2.7倍， 利根川流域面積の

58倍に逮します。結局，中国の面積が日本の26倍でありながら，黄河と利根川の流域面

積比が58倍になっている。黄河のほうが国土の比にくらべて流域面積比が大きいこと
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がわかります。それは何を意味するかというと地形の特色ですね。そこに両者の根本

的な相違があるんだと思われます。

次は雨量が著しく違うことですね。黄河流域の雨量は平均しますと400~500 mmで

す。日本ですと，北海道を除けばI,250 mm程度と思います。こういうように流出の

根源となる雨量が顕著に違うことは重要なことです。日本はとくに集中的に強雨が降

り，河川勾配が急ですから水の出方が速やかなことは当然です。さきほど，佐藤先生

のお話で洪水流量の話をされま したが， 計画をたてる場合，日本では確率計算によっ

て計画雨量を決め，これによ り計画流量に換算し，これをダム群の洪水調節能力と河

道疎通能力とで分担しています。しかし，黄河では確率計算ではなくて，過去の経過

からどのくらい出たかによって一つの計画雨量を決めているよ うです。

このような観点からの計画洪水量は，例えば，三門峡では 2万2,000 m3 /s，花園口

のでは 2万2,300 m3/sになっているよ うです。つまり，過去のひじように長い歴史と

経験を生かしながら河道計画を決めていると思います。日本の河）IIと決定的に違うこ

とは，黄河の流水にはひじよ うに多くの土砂が混じっていることです。土砂といって

もシノレト分を主体とする浮遊土砂です。黄河の洪水災害が大きいというのは単に流量

ではなくて均一な粒子で構成される泥が入っているその力なんですね。濁った水には

黄土の0.05～0.002mm粒径の微粒子が浮遊しているんです。それは場所によって違

いがありますが，本流ではコップ l杯のうち半分以上は泥だとさえいわれています。

日本の治山技術は掃流または集合運搬に対するもので，浮遊土砂に対する技術ははな

はだ乏しいといえましょう。ですから，今日における日本の治山 ・治水技術が進んで

いるから といって，黄河のような多量の浮遊土砂を含む流水に対応する技術は率直に

申して弱いのではないかと思います。ともかく，浮遊の形態での土砂流出への対応策

が簡単にいかないところが大きな問題点といえましょう。

古ffにも若干ふれましたが，中国における治水の歴史は日本に比べて比較にならない

ほど古いということを認識すべきでしょう。 古代文明の発生の地である黄河流域は，

紀元前1767年の大国の治水伝説がその初めとされています。そして周の末期までに

は，洛河，滑f可での治水 ・治山工事がなされており，紀元前221年の戦国時代から秦

にかけて黄河下流の大沖積平野で治水事業が行なわれています。日本で本格的に河川

工事が行なわれたのは，室町時代 （1342年） に武田信玄が富士川で霞堤を造ったもの

とされていますから，その聞の時間差は大変なものです。

黄河流主主における利水・治水の対象地嫁

武藤 前にもどりますが，現在黄河の水害なり，水利用ということになるとどのへん

なんですか。やはり西安から下ですか。

村井 黄河流域の水害による被災は主として中 ・下流で，北は天津市から南は江蘇 ・
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安徽省に至る25万 km2に及ぶとされています。したがって，水害はどちらかといえ

ば， 一般的には西安から下流と見てよいでしょう。しかし水利用となりますと，間州

付近の上流はもとより，中流 ・下流部を問わず広範に利用されています。すなわち，

黄河のかんがい用水の開発は3 寧夏や内蒙古，侠西省滑河流域など2,000年を越す歴

史をもっています。新中国の誕生後かんがい面積は400万haに増大したといわれてい

ますが，この増大した開発の内容は寧夏 ・内蒙古かんがいプロジェクトの 2基の頭首

工や多数の揚水機場があげられます。このほか支流群に築造された多数の中 ・小貯水

池や，下流部の天井川を活用したサイホンかんがいなどがあります。私達が行きまし

た軍事夏回族自治区の人々は「黄河はたいへんありがたい。多くの物をわれわれに与え

てくれる」といっていました。あそこは沙漠気候で，蒸発量は降水量よりはるかに多

い地域ですが，流水もゆるやかなため，かんがいに適しています。このため，秦 ・渓

時代から地元の人々は黄河の両側で水路を開き，かんがいによ って穀物の栽培をゃう

ていたところです。蘭州、はり上流はだいたい水がきれいですし，その下流の銀川あた

りでもそんなに濁ってはいませんでした。黄土高原を通らないかぎりは土砂が出てこ

ないので，今夏発生したような上流部の洪水災害を除けば，黄河の災害は主に中 ・下

流と考えてよいのではないでしょうか。このように，黄河の流域のなかでも，場所に

より黄河に対する見方，考え方は違うのではないかと思います。

佐藤 災害的にいうと，黄河が喜ばれるというか，黄河の恩恵を直接受けている所は

銀川を中心とした所で，あとは黄河は百害あるという。蘭州から上流は，山は植林し

ているんだそうだがほとんど淡黄色の被援ですよ。とくに石の山は大体草がちょろち

ょろ生えて青いが，土の山はことごとく天辺まで耕されている。開発があそこまでい

くと問題だと思うんですがね。

山洞

佐藤 三門峡のあたりもそうなんですが，山洞の生活者がひじように多いんです。山

に横穴を掘って生活をしている。平場でも，これは生活の知恵から生まれたものだと

思われますが， ！Om四方ぐらいを深さ 7mほど掘る。そこに広場ができますね。そこ

から横に部屋を造っていく。それが l軒ですね。ひじように立派な家で，夏は涼しく

冬は暖かいだろうし，部屋も幅が 3～4m，奥行が 6～7mくらいです。そういう室

が一辺に 3 つくらいつくられ，内側には~が塗ってあってきれいになっています。

武藤 どのへんですか。

佐藤 私の行ったのは三門峡で，旅行についてのトラブ‘ルがあって一両日よけいに泊

ることになったので3 その時に頼んで案内してもらいました。

村井 私は淳化県の方里人民公社で同じよ うな窟をみました。穴蔵に見えますが，内

は立派でしてね。中は白い塗料が塗られ，足踏みミシンが部屋の中にありました。外



からは想像できないような文化的生活を営んで

いました。黄土層ですから掘りやすいと思われ

ます。この人民公社は，住居のみではなく多方

面で外来者に見せたい場所のようです。

佐藤 私達はまったく突然訪れたわけですが，

山洞があまり立派なのでこの生産隊では最高の

家だろうと聞いてみましたら，だいたい中くら

いだといいましたから3 あのへんは案外生活が

安定していますね。

黄土高原

海法 黄土高原の範囲はどうなっていますか。

村井 黄土高原の総面積は43万2,000km2で，

標高1,000～2,000mの地域が70%分布している

といわれています。そして，その範囲は，およ

そ万里の長城以南，秦嶺山脈以北，賀蘭山脈 ・

烏鞘山脈 ・西傾山脈以東，太行山脈以西の地域
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写真 三門峡市街黄土耕地に

潜水する揚水機。このよ

うな所が何ヵ所かあった

と見られ，山西， 甘粛，侠西の各省，寧夏回族 ・内蒙古自治区にわたって広大な地域

に分布する大高原です。そして，黄河の支流，挑河，清河，洛河，扮河，淫河などの

大河川が高原を深く侵食していますね。

佐藤 三門峡からダムまで自動車で小 11時間で行くのですが，その聞は峨々たる黄土

高原で，その黄土の中には貝がいっぱい入っているんです。これは風ではなく水によ

る堆積を物語っているんでしょうね。巻貝の小さいのがいっぱいきり立った黄土の中

に入っているんです。今の黄河の水面から比高200mぐらい高い所ですよ。水の利用

は，そういう所では直接黄河からではなく，支流だとか沢山溜池を造って，そこから

ポンプでIOOm,200mも，何段にもして揚げるんです。そういうポンフ。が方々 に散ら

ばっているんです。感心するのは黄土の所は山頂に至るまで皆畑なんです。これは蘭

州のへんまでずっとそうです。蘭州、｜から劉家峡のダムに行く問でも土の山は皆畑にな

っていて，石山は草がちょろちょろ生えて， 40～50頭ぐらいの羊を一団にして遊牧が

行なわれています。

海法 滑水は濁つてないんですか。

佐藤 濁ってます。

武藤 小麦地帯ですね。

佐藤 小麦とトウキビですね。

武藤 かんがいを要するんですか。



14 

佐藤 かんがいは今いったIOOmの揚水といったものが方々にあります。

武藤 井戸ではなく，河から揚げるんですね。

佐 藤河というか，ちょ っとf可を堰止めて溜池みたいなものを造ってそこからです。

海法 さきほど，村井先生から水害のお話がありました。また，新聞によりますと，

今夏は，北京，天津は建国後最大の水飢きんで工業生産や農作物への深刻な影響があ

ったと聞いています。食糧の増産や電力の供給といった中国経済にとって黄河の流域

は主要な役割を果たすわけですが，それについても黄河の今後の治水 ・利水対策はど

のように考えられているんでしょうか。

今後の治水・手lj水対策

佐藤 さきほど，手lj水のダムを造る場合の確率のとり方の話がありましたが，三門峡

のダムで今どういうように考えているんだという質問をしたんです。そうしたら，今

の計画は500年確率で考えていて， 1,000年確率でこれをチェ ックするんだというんで

す。それは500年といい1,000年といっても数字の上ではわからないですよ。その後，

水利学会の高lj理事長である張さんが来日されたので同じこ とを聞いたんですが，要す

るに具体的に，例えば計算式を示してこう なんですということは説明していただけま

せんでした。計画技術の上ではそういう状態なんですね。要するに 500年確率とか，

1,000年確率とかいうことはいうんです。 500年， I,000年といってもダムが何年まで

持っかわからないが， 張さんの話では，私にもわからないといっていま した。

治山 ・治水にしても利水にしても，中国では古くから大変な歴史をもって今日に至

っているわけですが，理解されないものもあり，そのまま日本に合うものは少ないと

思われます。日本人は少々小利口ですから，計算も技術も日本に合うように直してい

るわけですが，今中国で本当に黄河の治水 ・利水をど ういうふうに処理していこうと

しているかということはなかなか理解できないですね。 黄河水利委員会が絶対権限を

もっているので，そこで質問してみたんですが，実際わかっているのかわかっていな

いのか，そこがわれわれにはわからないんです。それはどういうことかというと，こ

れは黄河だけに関係したことではないが，南水北調の計画があるでしょ う。 これは揚

子江の水を黄河を超えて天津 ・北京を中心とした工業用水と農業用水にもってく ると

いうわけですが，これについては， 4年ほど前私が行った時，農林副部長の劉とい う

人が来て，「昨日の会議で雨水北調の計画が決定しました」といっていました。 これは

日中友交条約ができる前のこ とです。その前に彼が日本に来てお話をうかがった時に

は，そういう話はあるんだがまだ決定していないといっていたのですが， 4ヵ月経っ

て北京に行ったら，「決定しました。今度来たら見て下さいJという ような話をしてい

たんです。その後 2 年ほど経って行っ た時， ~lj さんに会って聞いてみると，「決定は

しているが問題があっていまだ着手していない。送水の技術にも問題はあるが3 長江
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の水を大量に導水することは中国北部ー帯の生態系にあまりにも大きな変化がおこる

のではないか」ということのようでした。南水北調の計画はすでに 500年前から中国

では論じられているわけです。

黄河流域の利水 ・治水 ・土地利用上の問題は，どこで聞いても，誰が見ても，f可水

の濁度がその中心課題となっています。三門峡ダムを例にと ってみると，発電機の羽

根はすぐ摩耗してしま うし， 前にも述べたように350億 tの貯水容量を17億 tに落と

さざるを得なかったのも泥のためですから，泥を出さないことが一番いいので誰でも

そう考えますが，それに対する特効薬があるかというと煩悶していて，ずばりこうす

ればこのことは解決できるというのはないんです。例えば，漠然と植林するというよ

うなことはいうわけです。また，事実それはやっています。しかし， Z刻家峡ダムに行

って3 このダムは水面がほぼI,700mの標高ですから，これを囲む山々はさらに300 ~

l,OOOmあると思いますが，そこには畑はなくて小さい樹が植えられているだけです。

途中も汽車で見ているかぎりでは，沿線には大木はほとんどありません。西安などは

古い都ですから，昔はかなりの大木があったんだ、と恩われますがやっぱり大木はな

い。蘭州には，所々に確かに太いヤナギの樹が何本か点在しておりま した。ですか

ら，もともとかなりの大木が生えていたと思われますが。

武藤 両先生のお話によりますと，黄河の治水となりますと，やはり泥が問題となる

ので，日本の治水も，かつて，赤木正雄先生が，清水なら氾濫しでもあまり被害はな

い。泥水だから被害が起こる。だから砂防をやらなくちゃいかんとやかま しくいわれ

たことがあるんですが，世界的に見ると，ナイル河などはあれだけ氾濫しでも，かえ

って濁土が肥料となって何千年も住民を養ってきたという，むしろ洪水の濁土が利益

しているわけですね。それは要するに景が少ないんでしょう。一方，メソポタミアみ

たいな所は，濁土が多すぎて上流地帯のア／レメニア高原が荒らされているもんで，皆

つぶされてアラブは生産力をすっかり失って しまったという話があるんですが，黄河

の場合は濁土がべらぼうに多いんですね。よく知りませんが，昔からの中国の治水と

いうと堤防を嵩上げするということが書いてあるが，土砂を流入させないために植林

するという話はあまりないですね。植林するのが一番いいんだということは，今のお

話のとおり，いうことはいうが，これはべらぼうに面積が広くてどうにもならないん

でしょう。

黄河の上 ・中流域は昔は森林で覆われていたか

武藤昔は森林があったんだろ うという佐藤先生のお話がありましたが， この 地帯

が，いったい森林であったか，沙漠 ・黄土地帯であったか，そのあたりのことはわか

らないんですよね。ただ，リヒトホーへンというドイツの地理学者が 「華北はすっか

り森林に覆われていたけれども，濫伐の結果とういうことになって，気候まで狂って
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きた」といっていますが，山を荒らすといっても，こんな大面積の山をすみずみまで

荒らしてしまう という，そういうことが人力でできるかということを考えていたんで

すが， 一方から考えると，秦とかi実とかいう時代の帝王は無茶苦茶をやっていて，代

わるごとに大きな宮殿を建て， 20万＇ 30万という人口を長安や洛陽といった都につれ

てきたんですから， 山を荒らしたと思いますよ。

だから 日本では，東大寺の建築が滋賀県の山を荒らしたといいます。中園地方の山

もそうですが， 一度荒らした山はなかなか回復しませんね。滋賀県の砂防など 100年

かかっているんですね。三上山なんかね。それでボソボソ生えているだけで，あれを

本当の山にするにはもう JOO年かかるんでしょう。それからみる と中国の黄河という

のは，昔から文明地帯で，都が黄河地幣にあったのですから，おそらく猛烈な濫伐が

できたわけで，その結果でこういう姿になっているというわけでしょ うか。

村井 沙漠地帯が昔森林であったかについてはs 私達の仲間同土でフリーな議論をし

ましたが，その結論ではやは り， 過去に森林があったとかなかったとかについては明

確な科学的論拠をつかみえないかぎりどちらともいいがたいということでした。中国

の各地でみられる宮殿に使われている木材，沙漠の中で発見された遺跡などを見れ

ば，どこかに立派な森林があったこ とは否定できない感じはいたします。森林の伐採

によって気候が変わったといっても，もともとそれを上回るよ うな乾燥気候帯で す

し，容易に高木類の生えがたい場所であったのではないかと考えられます。沙漠のオ

アシスにポフ．ラ類の巨木を見ましたが，これとて数十年生ぐらいのもので前時代の造

物として見ることはできません。

ただし，黄土高原は沙漠よりもずっと自然立地条件がよく， かつて立派な森林があ

ったと考えても不思議ではありません。現に黄河の中 ・下流部には，局部的ですが温

帯性稼葉広葉樹林が存在しています。

武藤 これは世界的にわからない問題で，今，村井先生のおっしゃった税のほうが強

いんですが，リ ヒトホーへンは濫伐したから気候まで変わったというんですね。 北ア

フリカとかカノレタゴ文明のあったああいう所は，いろいろ証拠をあげて昔は森林であ

ったんだけれど，森林がな くなったから乾燥地帯になったといいz 一方では，元来乾

燥地帯なんで，なかなか樹を生やすことはできないんだといわれますが，どちらが本

当でしょうかね。

海法 万里の長城を造るには膨大な:Iiiの木材が必要だったはずで，そのために森林が

伐られてしまったという話はどうなんでしょうか。

村井 それは俗説ではないんでしょうか。 西北の沙漠地帯に行くと，長城の残骸があ

りますが，これは黄土を日乾しにして造ったものが主体のよ うです。 煉瓦を焼いて使

っていないよ うに見受けました。沙漠化の原因が森林濫伐だと一概にいいきれないん

じゃないかと思います。
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沙漠・黄土地帯への植林

武藤沙漠や黄土地帯に植林とい う考え方はないんですか。

村井 沙漠と黄土高原ではだいぶ条件が違うので見方を変えなければなりません。今

のところ沙漠ではかんがいしなければ高木類を成立させることは困難で，無かんがい

地区は耐乾性の低木，半低木類や草木による悶砂に重点がおかれます。しかし，黄土

高原では立地条件もある程度よいので， 侵食防止のほかに一般経済樹種の導入も可能

です。黄土高原の樹種ではニセアカシヤ，ポフ。ラ類，油松などです。沙漠地帯でも湿

潤地や潜水の可能な場所ではポプラ類が植栽されています。今一番重点的になされて

いる緑化は，四傍造林といって，村や住居のまわりとか3 道路のかたわら，水辺など

に対するもので，徹底的に纏樹する運動が国家として提唱されて，立派に行なわれて

います。とれにはポプラ類とヤナギ類が主に用いられています。とにかく部落周辺に

行くとどこにも樹がたくさんありますよ。

黄土高原には差是国防護林という名で耕地の周囲に林帯が見られます。沙漠地方で

は，主要幹線の線路を飛砂から諮るためにs 鉄道防護林を徹底して造成しています。

もっともこれは立派な林というよりも低木叢にすぎませんが。このように今日の中国

は，植林に対する熱意はたいしたもので，とくに 3月12日は「植樹節」として，軍や

企業，学校で造林しているとのことです。このような努力は1979年の森林法公布から

とくに顕著なようです。森林法によると，全国の森林率を30% （現在13%）に10年間

で引き上げようと指導しています。

前にお話ししましたように，銀川には三北防護林局がおかれ， 三方地方（西方，華

北，東北地方の西部）の防砂林と黄土高原の造林を強力な組織を作って，国営林場や

人民公社主体で造林を始めている。と くに1979年には千百余万苗（ I宙は0.15a）を造

林したという膨大な数字をあげていました。現実に見たかぎりでは，沙漠を全面的に

緑化するとか3 荒山に広域的に造林するという面的なものよりも，特定の重点地区の

緑化，すなわち鉄道周辺とか，黄土高原の上とか，谷に局地的に植えているといった

ほうがよいでしょう。黄土地帯では， 黄河の本支流とも河岸まで黄土ですから3 ちょ

っとした増水で削られるので国岸林を造成していますが，それだけではなかなか侵食

を抑えきれないようです。

黄河の治水と森林の造成ということは実に重大な関連をもっと恩われますが，一番

ポイン トは何かというと，植栽すべき棟地があまりにも膨大なうえ，植栽後の活着率

が低いということでしょう。水土保持を担当するのは主として水利部であり，林業部

は主として植栽関係、を担当しており，それを農業委員会が総括しているようです。し

たがって，日本では治山を林業でやることになっているのと異なり，中国では土木的

工事は水利部で主体的になされているようです。これらの林業部と水利部の仕事は相
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互に調整して計画実行されていますが， 十分に重なり合っているか否かは不明です。

黄土高原の平坦部や山腹斜面は林業で植えますが，もっと も侵食の激しい黄土高原か

ら河までの谷頭から谷底までの部分の保全が不十分で，この辺がこれから最重視すべ

き部分じゃないかと思いま した。

沙漠の緑化において成功したのは人海戦術によるもので，日本でみられる海岸砂防

のように，麦I!で格子を作ったり，粘土で小規模な土塁を作ったりして風を防ぎ静砂

して植栽します。これを沙隊といっていますが，この中には花棒，簿条，泊驚，黄柳

などの低木類を水をかけて懸命に植えています。これらを混植した結果成功したとい

っていますが，日本で見られる成功という感覚とはちょ っと異なり，密に生えた状態

ではなく，沙漠の中にぽつぽつと生えている状態です。全面被覆しなくてもほとんど

砂の移動が止まっているのだとのことでした。地面を十分に覆う草本類を使ったらと

うですかという提言に対して， 草のほうが蒸散最が高く十分な繁茂が期待できないの

で，疎生の低木類が最適とい う話をしておりました。

このほか新しい技術面としては， 1958年頃より航空機によ って沙漠を緑化すると

か，黄土高原で松類の実播造林するとかいうようなことが注目されました。航空実播

は肥料を一般には施用せず，黄土に種子を混ぜて大粒状にしたものを橋くよ うです。

そうすると乾燥にも強く風でとばないというわけですね。

このほか，沙生植物の選択とか導入法に関する研究も現地で試験されています。蘭

州には沙漠研究所があって，風洞実験や基礎的研究をやっておりますし，民勤の試験

場では小却のライシメーターによる樹種別蒸発散量の実験もやっていました。

ところで，黄土高原の造林樹種は一般にニセアカシヤやポプラ，ヤナギ類，対1松な

どのような早生樹が主ですね。農回防護林や四傍造林の樹種もほとんど同じです。こ

れらが大きくなった段階でどうなんだろうか，次の更新の問題をどう考えてレ、るのか

担当者に うかがったのですが，まだ考え方が十分固まっていない段階のようです。農

回防護林についての更新の原則は，最も条件の悪い場所は部分的に伐り，条件のよい

ところは全部伐り更新するというようなことが考えられているようですが，現実的な

処理として今後どうするか輿l来のあるところです。例えば，ニセアカシア（京lj椀）に

ついていえば，とれは根がと くに浅いから，表土の浅い傾斜地では根倒れしやすく，

成林するにつれて不安定とな ります。このことはポプラ類とほぼ同様であり，地上部

と地下部の発達状態がアンバランスにならないうちに伐採更新する必要があります。

ただニセアカシヤは蜜蜂のための蜜源林としての利用が将来有望と考えられるので，

たいへんいいんじゃないかと話しましたら，われわれの村は蜜蜂のための拠点にしま

しようといっていました。

海法 植林の外に土砂流出防止策としてはどんなことが行なわれておりますか。

村井 土木的構造物のことですね。本流部には石材 ・木材を使った護岸工とか水制工
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とかは考えられていますが十分ではあ りません。谷聞には，前tこいいましたように2

煩と称する土堤，石堤が生物的方法と組み合わせて行なわれています。しかし，対象

地が広く，経費の面もあり，とても完壁にはいかないようです。したがって，危険地

点を対象に有効に，重点的施工することに努めているようです。ともかく，土木的工

事は全体的に稀薄な感じは否定できません。なお，沙漠では板材， 網材を使ったフェ

ンスによる高い防風垣も見られましたが，まったく局部的な施行のようで した。た

だ，基本的な考え方として，土木的工法と生物的措置 （植生導入）を巧みに結合して

いく ところは，日本よ りもいっそう積極的な感じで，これは学ぶべき点と思いまし

た。

武藤 今まで黄河の，ためになるお話を初めて承ったんですが，今の樹を 植 える場

合，今お話のあり ました鉄道沿線とか，燦地の周辺とか，まあそういう所は直接の必

要上一生懸命やるでしょうが，あんな広いところですから，おそらく，奥山で，人も

あまり行かないところには黄河の大きな荒廃地帯があるんでしょうね。

村井 主に沙漠と黄土高原の侵食地のお話ばかり いたしましたが，佐藤先生がさ っき

おっしゃったように，沙漠の背後には荒山が多く 3 樹木のほとんどない状態が各地で

見られました。直接災害に関連せず，生産力も低いことからこのような荒山まで緑化

の手がまだ伸びていないようです。 三北防護林体系の建設の計闘と して緑の長城を完

成するとい うと とについては前にもお話ししました。当面の造林の重点は，農回防護

林，農地周辺の防沙林，水土保持林，薪炭林などの造成で，牧畜地帯は牧草地設計計

画に組み入れることになっています。現在，中国の林業関係者は， 1979年から1985年

までに三北地方のこの広大な地域に「緑の長城」を造りたいと頑張っています。 北京

で会いました林業部の副部長梁昌武さんの話によりますと，最近中国の経済情勢が悪

化したので，この計画は少し停滞しているといっておられま した。おそらく 1985年ま

での完成は遅れるでしょ うけれど，今後の発肢を期待したいところです。

海法 完成とはどんなことをいうんですか。

村井 全国の森林面積率を30%にするための目標面積ができているよ うです。そのた

めに人民公社，生産大隊による集団造林を主とし， 国営の造林を積極的に発展させ，

公社 ・個人の植樹を奨励する方針とい うこ とです。そして養苗や試験研究も重点的に

志向されています。森林の面積率は現在中国全土の13%程度と されていますが，黄河

流域ではとくに少なく数%に過ぎませんので，一気に完成することは困難と思います

ね。なお，古fjにも述べた三北防護林に関する建設計画の第一期計画は， 1980～1981年

の2年間で67万 haの造林面積を確保し， 150億株の苗木生産を目標としています。

武藤 佐藤先生，この一帯の人の生活で， 燃料は何を使っているんですか。

佐藤 私も，燃料を興味をもってみてきたんです。木のないとこ ろですが3 西安の在

あたりでは，小さい樹が生えています。西安の奥では，人民公社を何ヵ所か見てまわ
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りましたが，ここでは比較的木があります。蘭州の奥に行ったら燃やすものがないわ

けですね。燃料に木を使うということになると，よほど管理しないと，折角植えた樹

をとられるでしょう。

西安のあたり から北京の近在もそうですが，そのあたりの万里の長城は煉瓦を焼い

て使っています。樹が比較的伸びる所ですよ。西安の近在などでは2 古材を自由市場

で売っている。日本なら家を壊して捨て場に困っている古材をひじように大事にして

運んでいる人達がいましたが，木は大事にしているようですね。ですから，そういう

意味では山洞なんていうのは，住民のすぐれた知恵だと思ってみてきました。

武藤 北京ではね，全部メーチルというものを使っていました。これは黄土と石炭の

粉を混ぜて作ったものなんです。きわめて火つきが悪い劣等の燃料ですが3 それを全

部の家庭で使っています。材木はそれのつけ木に使う。それが貴重なもので，これは

竿秤で計って売っています。北京などでは，ヤナギの樹を l本倒すと校から根までき

れいに使います。木の切れ端など道路に落ちていません。そういう木の大事な所です

から，植林しても盗伐などよほどよく管理しないといけないでしょう。

佐藤 たしかに，植林なんでいっても， 日本の植林を見ている自には，そのよ うな意

味での植林はないんじゃないかと恩われますね。

村井 さきほどもお話ししましたように，家の周囲に植えたものは，自分のものにな

るようですね。しかも，ポフ。ラとかヤナギとか生長が早いものばかりですから，用材

にしたり，落棄を集めて肥料にしたり， 下校を刈り払ったりして， 100%とはいかな

いまでも住民の重要な生活資源になっているように思いました。黄土地帯の山地で，

造林した油松の幼齢林が強度の枝打ちをされていましたが，これは枝打ちというより

も，燃料のための枝採取に目的がおかれているようでした。このことはかつて日本で

もそうでしたね。

武藤 燃料の少ないところでは，そんなものでも役立てるんですね。

黄土の流出と植林

海法 植林は四傍造林ということであって，黄土の流失｜坊止ということを目的として

はいないのですか。

村井 四傍造林というのは土砂かん止が目的ではなく，村の周囲，路傍，水辺，家の

まわりに樹を纏えるもので，木材3 燃料，肥料，飼料，つまり「四料Jに供するのが

目的とされます。黄土高原上の農用地の防護林は農田防護林といわれています。

黄土高原の上は平らな場所が多いので大体農地化されています。さきほどお話しし

ましたように，ポンプで水をIOOm以上も揚げてやっています。その平地に農国防護林

を網状に造成し，ちょうど北海道で見られる農地防風林のような感じです。その網目の

中に綿やコウリャンなどを作っています。それから黄土高原の縁には地表流が集水し
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て侵食されないように高密度にニセアカシヤやポプラ類を植えており，溝聞の傾斜面

にも高木類 ・低木植を植えています。 しかし現状から見てちょっと不十分で，容易に

崩れて侵食が随所で拡大していました。

海法 先生御覧になって，現在行なわれている植林の土砂防止効果をどのように評価

されますか。

村井 今のところ成長の速いポフ。ラやエセアカシヤなどの密植による線上の緑化段階

ですから，強さの面で大きな効果が期待できないかもしれませんが，少なくとも地表

部の侵食防止のためにかなり役立つていると恩われます。

佐藤 一番問題はね，黄土高原の上という所よりは，やはりガリの所の処理をどうす

るかということですよ。あれが直接的に一番響いているんではないんでしょうか。さ

きほどのお話のように，土木施行によるガリ止めというものはほとんどなく，そのま

ま放つである所が大部分ですね。

海法 ガリはどんどん崩壊してくるんですか。

村井 黄土はシラスに似て水を含むとひじようにもろくなります。その侵食形態もシ

ラスとほぼ同様です。黄土の下に紅土というのがあって，これは透水性が悪くなって

います。ご指摘のように，黄土の谷頭から谷底までの侵食と河岸の侵食が著しいので

すが3 あまりこのような危険地が多いため手が回っていません。とくに，土木工事が

少ないことが目につきました。

海法 三門峡に排砂洞を 2本造ったといわれましたが，そうするとダムに入る土砂は

大部分出てしまうんですか。

佐藤 あそこで土砂を揚げないかぎり皆流れ出しますね。

海法 そうすると中 ・下流に土砂は全部出てしまうんですね。

佐藤 結局，中 ・ド流の土砂対策での三門峡ダムではなくなってしまう。 17億 tの流

況調整と発電です。 350億 tが17億 tの洪水カットになったということです。

武藤 17億 tもだんだん埋まっていくでしょうね。

佐藤 三門峡ダムには前にも話しましたが，左岸山つきに2門，発電口 4門を土砂吐

に改造したわけです。そこの水は真黄色でした。 l土砂吐毎秒1,000tも放流するん

です。

海法 WJJ家峡ダムの水はきれいなんですか。

佐藤 きれいです。劉家峡は，河口からおそらく 4,000km以上あると思うんですが，

あそこの水はきれいです。自動車で蘭州まで 2時間か2時間半ですが，その聞で若干

濁るんです。その濁りは三門峡などと全然異なりますが，もちろん日本の大河川のよ

うなものでもありません。やっぱり黄色です。
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黄河中・下流への土砂流出対策

海法 土砂は全部流下するとなると，中 ・下流の土砂対策はどう考えているんです

か。

佐藤 それが一番問題なんですね。結局，堤防で処理するしかないというこ とで，堤

防処理しているんです。堤防はどんどん高くなるわけです。

武藤 ソ連のマジアールという農業経済学者の本を読んだことがあるんですが，黄河

の水害を論じているんですが，歴史的に見て， 元に亡ぼされた宋という国があった。

その都が開封にあった。宋が亡びたのは，元もさることながら，黄河の水害だとい

う。 堤防の修理でどうにもならなくなり， 櫛林しようという政策を打ち出した。

それはど ういうことかというと，流域の住民に，樹を植えたらその土地を くれてや

る。しかしそれはうまくいかなかった。なぜかというと，マジアールの論文をマルク

スが批評している。 樹を植えても，投資して収穫するまでに何十年もかかり 3 その間

に手間がかかる。そういう小規模林業は成立しないからだめだとい うことを 日記に書

いている。そういうように黄河流域の植林というのはむずかしいもので3 とくに林業

として成立させるということはなかなかできないから，やは り公共事業というか，莫

大な金をかけて治山 ・治水事業としてやらなければ緑化はできないという こ とです

ね。

佐藤 沙漠のほうはどうですか。黄河はおおさっぱにみると，蘭州下流においては東

流し，北流し，さらに東流しs 南流し，東流するわけですが3 鄭州、｜から上流の大部分

は山地と沙漠でしょう。黄土高原と沙漠の問，要するに万里の長城が走っている所が

境界になるんでしょう。植林のほうからいうと，砂漠と黄土の処理の仕方は考えてや

っているんですか。

村井 沙漠からは土砂が直後黄河へ水食や風食により流入する分は少ないと思われま

す。 したがって，沙漠に対しては砂が移動することを防ぐことが重点にされ てい ま

す。 沙漠地でも河成段丘や砂州には農業の分野でかんがいをして畑に し， トマト，ナ

ス，スイカなどを作っています。したがって，沙漠周辺での土砂移動の問題は乾燥と

風とによる移動と見られますが，このうち微粒子が風で運ばれ一次黄土を形成しま

す。沙漠における植裁は今のところ線路の周辺のように限定された重要な保全対象を

もっ場所にしか行なわれていないよ うです。高木を植える以前の段階で，貨物／I，花

棒，鰍条などの低水類を植え，ちょ っと湿った場所にポフeラ類を植えるというブj式が

とられています。

乾燥に強い穀物は，聞いた話ですが，菓だとのことでした。両側がはげ山でその聞

の低地が緑になっているのを車窓から見て，あの緑は何かと尋ねたら粟ということで

した。粟は雨が少なくとも枯れないだろうかと再び尋ねましたら，それはもう天気ま
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かせで，うまくいけばもうけものというつもりだとのことでした。年降水量100～200

mmで潜水できない場所での農業なんで，日本では想像できませんね。

武藤 上流は黄土の沙漠地帯かと思っていましたが，黄土地帯と沙漠地帯とは別なん

で，土砂の流出は黄土地帯が原因なんですね。

村井 前にも申したとおり，黄土は一次的には沙漠の砂が風で迩ばれたもので，下流

にある黄土は水で運ばれた二次的な生成です。したがって，沙漠と黄土地帯は接続し

ており，関連は深いものと思います。私も今回行って初めてわかったんですが，ゴピ

の沙漠は場所的なものかと思っていましたら，そ うじゃなくて，ゴビ （文壁）という

のは砂磯沙漠のことを称するんですね。だから石磯ばかり で本当に始末が惑いところ

ですが，反面，砂の移動は比較的少ないとのことです。 中国の沙漠の総面積 128万

km2のうち，およそ44%の57万 km2がいわゆるゴビとされています。

アルカリ土織の問題

村井 今沙漠や黄土の話がでま したが，私速にちょっと対応しにくい特殊な問題と し

て， アノレカリ土壊があ りました。沙漠は大きく分けて乾燥沙漠と湿潤沙池とな ります

が，湿潤沙地の表面に自 く浮き出て見えるのがいわゆる域斑で，アノレカリ撞です。ア

ルカリ土壊は塩化土療とアノレカジ化土壌の二つに分けられるようです。すなわち2 海

成塩の場合と，内陸塩の場合と両方あるわけですが，どちらにしても，その溜りは積

物生育に好ましくありません。これをどうするかというのは，日本には存在は少ない

ために研究面からも事業面からもあまりアプローチが乏しいようですね。 対策と して

は，一般的には濯 ・排水や化学的処理などいくつかの除去方法が考えられますが，中

国では今もかなり図っているようです。和Jといっても潜水して十分に排水することが

実際的な解決策なのですが， 解放1前はj粧水はするが十分排水しなかったためにアノレカ

リの被害が多く 出ていたと現地の人々 がいってました。自ffに佐藤先生がいわれたよう

に，歴史をもっているが過去の歴史を大事にしないといわれましたが，このことはま

さにその例ですね。 最近は科び排水の努力をやり始めているようですが，だんだん化

学的処理も試みられつつあり， 一帯11で硫酸鉄とか硫黄とか石灰とかいうものを投入し

て土壌を改良していく研究も進められているとのこ とでした。

武藤 それはどのへんですか。

村井 中衡の周辺でもみられましたが，温潤型沙地に多いようです。黄河の＂：流地 区

でも3 大躍進の1952年当時黄河の水を引いて広い耕地を造ったらz たちまちアルカリ

土壌化して荒れ地に変わったという ことも報告されています。

佐藤 私共もそれが一つの課題だったんですが， 現地に行けなくなって しまったんで

す。これは武藤先生が北京に行っておられた頃，華北産研というんですか，あれに新

沢先生等も行っておられて，その頃の農業水利の人々の仕事というのはアルカリ対策



24 

が半分だ、ったようです。用水路を造って潜水して排水してアルカリを上に出さない。

今この問題は世界各国にあって土地利用増進の一つの課題になっています。タイ国あ

たりでもそういうことがあって，どうしたらよいかということの検討にこの12月，現

地に行くんですがね，試験地を造ってやろうとい うことなんですが。一番う まく簡単

にいくのは滋水除去法ということでしょうが，中国の場合は，私は沙漠のほうは見て

いませんが，沙漠まで入って行くとその水が問題にな りますね。 化学的に還元方式で

やる方法もあるんですが，これは金がかかって実現性がないように思われます。実験

的にはできても，実用化の時代にはまだ入っていけないのでは・0 ・。実用化で一番い

いのはやはり水による方法だと思います。

村井 水が足りないために沙漠地帯では地ド水をポンプアップして農業や緑化事業を

していましたが，最近民勤地区などでは地下水位が数m も下がって困っているという

話が出ていました。私達の意見として，全体の水資源を調査し＇ J武存量を明確にしな

ければむやみに井戸を掘っていてはだめだという話は出たんです。それに対し3 電探

で調査もやっているとのことでした。どれほどの精度でやっているか不明でしたが。

現地を見て感心することは，潅水するための水を途中でできるだけ蒸発しないよ うに

努力していることです。例えば3 水路の周辺に樹を省、植しているのもそのためなんで

すね。つま り，蒸発を防ぐために日蔭の中を水を通すよ うにしているのです。もちろ

ん蒸散もありますから差し引きどうなるかわかりませんが，揚水を蒸発させないよう

に，また3 地下に簡単にも くらせないように有効に使うことが大事なことでしょ う。

このためには吸湿剤や蒸発抑制剤の利用も考えられます。

佐藤 上水でも方々で地下水を汲み上げて利用 している。同本ではただ溜を造ってお

くだけですがz 中国ではコ ンクリー トの半地下の大きな水槽を造って，その中に貯水

している。ですから蒸発に対してひじように気を使っているんですね。

海法 人民勝利渠のかんがい地区のアルカリ化の抑制は実際にどんなことが行なわれ

ているんですか。

佐藤 それはね，滋水しているだけです。だから，あのあたりはまだ水が採れるから

いいが，沙漠では水が問題だと思います。したがって，潜水法によって除去するとい

うことはとてもむずかしいと思うんです。しかし，沙漠地帯で土地利用を農業的に進

めるとしたら，水条件の保全なく してはそのことは不可能ですから，導水とか揚水と

かいう よりは，むしろ造水といったほうが当を得ているかもしれませんが， 水の保全

は行なわなければー e • c 

武藤 私が北京にいた昭和15年頃s 土壊学者の塩入先生が黄土を調べにこられて，黄

土というのは肥沃なものなんだ。だから水さえやれば華北の農業は大したものだとい

われましたがz その水が問題なんですね。本来どこでも，侵蝕して土砂を流すと上流

地帯ははげ1.11になり，下流には肥沃なものが溜まるわけですが，水がなければどうに



座談会：黄河の治水と利水 25 

も仕様がありませんね。

佐藤 三門峡あたりの，黄河から離れた所の用水は，やはり地下水利用がかなり広範

に行なわれております。黄河から離れたといっても5kmとかlOkm とかいう範囲で

は， 30mないし40mの井戸を掘ってポンプアップして利用している。以前はそういう

ことが行なわれなかったわけですから，生産性はひじように低かったのでしょう。

肥沃な流出黄土の処理

海法 黄河はとてつもない量の黄土を流出して，このことが災害の原因ともなり，こ

れが対策としては堤防の篇上げしか方法のない現状にある反面，この黄土は肥沃な土

壌を供給して農業生産に貢献してきているわけですが，この功罪の兼ね合いをどう考

えていくのでしょうか。

佐藤 従来，肥沃な黄土が流下し下流域の平原に氾濫して，それが農業上有効に使わ

れたのは， l時代的な位置づけによるものです。当時は現在のよ うに集落が発達してい

なかったし， 人々の生活に対しての意識 ・条件も異なっていました。だからそれなり

の事ができたわけです。日本だって地域によ って差はありますが， 加藤清正が乗っ越

堤などを方々に造った時代まで，少なくとも従tJIJ中期の享保l時代までだったら，そう

いうことで地域開発がひじように進められました。

その後，天井川に対しては， その流送土砂を地域に還元して有効な肥沃な自然客土

として使うというようなことは少なくな り，天井川は地域にと っては問題の河川とな

った。例えば2 草津あたりに琵琶湖に入る天井川があって3 東海道が川の床を通って

いる所があるが，ああいう使い方しかできなくなったんです。流送土砂の堆積と築堤

との競争となるわけです。長野の篠井では信機川寄りの所に天井川があっ て，100年

ぐらいで15～20mぐらい河床が高くなり，困り果てて， IO年くらい前に河川とも切り

取って河川を下げました。この河川は直接千曲川に流入していたので， このカットに

より，ますます上流の侵蝕が進むのではないか，千曲川の培水期には勾配が少なくな

ったことから，このJIJに逆流して くるのではないかということが問題になりました。

ですから，このような地干~：・に民家がなければ問題は少ないんですが3 黄河の下流地帯

は密集していますからね。

村井 私が策f百Iの治水事業のなかで感じたことは，流出堆積する土砂を淡諜して堤防

の拡幅に活用していることと，日本では好ましくないといわれている堤防に樹を植え

て堤防を補強しつつ生産地化していることですね。堤防への植林は中国では黄河にか

ぎらず長江などでもそういう事例が多いそうですね。堤防の幅が広いから樹を摘えて

もいいんでしょうか。

佐藤 日本でも，堤防に樹を植えてはいけなν、というこ とについては，いろいろ問題

があったと思うんですね。日本の古い堤防には樹が植えであるものが多いんですよ。
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風が堤防をいためるといいますが，どうかよくわからないんじゃないんですか。

周恩来だか毛沢東だか忘れましたが，黄河でもマイナスはあるが，その土砂を使っ

て堤防をつくれるからいいんだといっていました。たしかにうまく利用はしているん

ですね。

海法 しかし堤防として安定してしまえば，肥沃な黄土を利用するというわけにはい

きませんね。

佐藤 だから，やっぱり集落の問題なんですよ。さっき武藤先生のいわれたナイル河

の氾濫のよ うにP 古い時代のi巴濫はそれがあるが故に下流地帯が優れた農耕地になっ

たんですから。

武藤 あれは，ナイル持Iの洪水が大き過ぎると水害で人が死んで凶る。少な過ぎると

幾業用水がなくて飢きんになるということなんですね。だから適当な洪水があればい

い。そのもとはエチオピア方面の水源地帯が完備していればいいのだという話だった

んですがね。それからメソポタミア文明のほうは，上流から肥沃な土砂を流したけれ

ども土砂が多過ぎてかんがい施設をつまらせてしまった。それで農業がつぶれるよ

うなことにな りました。

佐藤 将来のことを考える場合には， それは水源対策しかないと思いますよ。日本で

200～300年の経過を見ますと，例えば利根川を例にと ってみると， 関東の大平野は利

根川下流の氾濫でしょう。それを少し修復してやっていこうとしたの が太田道穫で‘

す。江戸城を築き，その前には岩械に城を築いておりますが， 利根川の乱流を改め，

以前に首を振って土砂を平野の全而に堆積していたのが， そうするととeんどん河床が

上がってくるという問題が出てくる。その次に治水と利水の対策としてなされたのが

利椴川の東遜ですね。利根川の場合には，この聞の期聞が短かった。利桜川の河水を銚

子に移しましたが，しかし，その当時関東平野にはたくさんの沼沢地があり，これは

洪水氾濫の遊水池と して機能を果たすため，そのような沼沢地を除外して開墾が進め

られ耕地化した。その時の河川l工法というのは，利根川は氾濫することを一つの条例二

としているのですから，河川の堤防はすべての洪水制御を目的とする必要はな し そ

の氾濫水は関東平野に氾濫させて肥沃な土地として利用しようとい うことでしたね。

ところが3だんだんそれが高度に発展してくると，今度は開発の余地がなく なる。それ

で，内部にたくさん散在している沼沢地が開発の対象地となったわけです。しかし，

これを開発してしまうと，今度は氾滋しては困るわけで，そこで生まれたのが中期の

井沢氏による治水とい うことになる。だから， 初期jの治水方式 （伊奈流一関東流）は

ひじように低いが強固な堤防で，氾濫水は一定限度によって氾濫させよう とするもの

であった。したがって，こ こでは必ずしも連続堤でなくてもよかった。しかし，時代

の進展と共に土地利用が進んできたl時点では，集落も発達する L，そこでの氾濫は困

るので，高い連続した堤防を造ってすべての洪水時における氾濫の防禦をしようとい
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うことになった。このような過程を経て，利根川の河道は比較的安定して銚子に流下

することになったが， どんどん流送土砂はあるわけですから下流域にはこれが堆積す

ることになる。現在の利根川の下流地域は鬼怒川・ 小貝川の流域であり，低平な湿地

帯であった。そこに利根川上流からの流送土砂が流入するのですから，急速に土砂の

堆積による客土が進むことになったわけです。この時代の下流地域は，ちょうど伊奈

の行なった初期の利被川下流域 （瀬替以前）の埼玉 ・江戸の平野と同じような立地条

件でしたから，そこをどんどん埋めていく。 それが埋めつくされたのが明治の初期と

考えてよいと思っています。その時点でどうしたかというと，維新政府はドウルンと

かデレエケとかを招いて外国の技術を導入してこれに依頼するわけです。ところが，

彼等のその工法は必ずしも適格でなかった。低水工と高水工の問題です。それで，明

治33年頃になると連続した大堤防を固定強化した形の河川事業が進められ，改修に改

修を重ねてたまたまそれが現在の河川計闘としての上流のダムに移ることになる。そ

こでは，ダムによる流送土砂の阻止がなされることになる。日本の場合は，大局的に

みるとこのような形で河川行政が進められたわけです。もっとも， 昭和 30年以降で

は，河川中・下流部での骨材の採取等から， 河床の低下を起こして河川管理上問題を

起こす場合もありましたが・・・。

利根川は長期的に見るとそんな経過を辿って現在に至った代表的な河川です。中国

では現在，河道の修復を前提として，堤防造りを一生懸命やっています。ただ，それ

が進展する過程において，これは河床と堤防との競争ですから，どうしても水源地帯

の安定が問題の中心となってきます。これは林学のほう の水源処理，土木を含めた砂

防等の課題であって，長い目でみると将来に対する在り方として大切なことになりま

す。

黄土の流出源

海法 水源対策の問題に関連するんですが． 「春先の北京では名物の黄塵万丈の砂あ

らしの吹く日が70年代に入って10日ほど長引いているといわれる」という新聞の記事

を読んだんですが，黄土高原の状態は改善されていないというか，あるいは黄土源は

拡がっているんで、しょうか。

佐藤 それは私はよくわからないが，拡がっているのではないと思いますね。気象条

件の変化等による一時的な現象もあると思われますが，耕せる所はすべて耕すという

あのやり方では・・・ー。

村弁 ともかく解放後の中国は， 1950年以降沙漠の緑化や黄土高原に対する水土工法

を精力的にやりつつあると見られます。とくに解放後やられていて， 1949年以降現在

方の段階までに， 43万 km2の黄土高原のうち 6～7万km2ぐらいは緑化したんだとい

うことが報告されております，私達にはその数字を確認することはできませんが，戦



28 

中の印象に比べ，少なくとも増えたとしても減っている感じはしないと同行の先輩諸

氏は申しておりました。ただ， 一方で草原を農地化していることが自然災害を大きく

する誘因とのこ とです。 つまり，農業の開発が一時急速に拡大し， これが人工的裸地

を形成したという経過はあるんじゃないんでしょうか。面積だけではなく，質的にも

悪い条件を一部作ったんじゃないかということを彼等自身も認めており，このよう な

方式は今後あまりとらないだろうとのことでした。 つまり，「農業は大築に学べ」と

いう 山頂人造平原方式に変化がみられますね。

そこで，佐藤先生がおっしゃったように，治水には3 黄河にかぎらず，水源の保全

が大事だということはまったく同感であります。ただ，黄河の場合は，水源、は高山厳

寒の沙漠 ・草原に属し，蘭州までは流出水は豊富で流出土砂も少ない。蘭州カミら托克

托までも流出土砂が若干増すが大したこ とはあり ません。黄河では上流部が重要な水

資源を支えているといえましょう。したがって，上流の水資源が下流で有効に使える

ように，上流の部分ではなく托克托から花園口までの， 黄土高原の支流が合流する部

分，このへんの保全が重要なポイン トだと思いますね。もちろん，上流の沙漠や荒山

の緑化も大事でしょ うけれども。

私達がちょ うど黄土高原を視察rドの 8月中旬に豪雨にあいました。滞在中の中国の

報道や3 帰国後の日本の新聞を見て，黄河流域上流に甚大な洪水災害があったことを

知りました。この水害の記事を見ましたら，「とりわけ被害の著しいのは， 貧河上流

の青海省東部，甘粛省西部地区で，雨量はそれほどでもないが，草原沼沢地があるた

め，支流への流量が増えて，とくに青海省食徳地区では有史以来の最大の洪水が起き

ている」 という表現をしていますが，今までの洪水災害のような中 ・下流の堤防欠壊

とはちょっと違うような気がいたしました。

黄河全域の平均流出率は15%強といわれていますが，蘭州までは流出率が40%ぐら

いで，黄土高原の花園口までくると 10%ぐらいに低下してしまうんですね。おそら く

河道貯留量やかんがい利用水が思ったより大きくなっているものと推定されます。い

ずれにせよ，黄河の治水というのは，黄土高原から出る年平均16億 tといわれる土砂

の対策に帰結するのではないんでしょうか。そんなことで中国の人々は，災害に対し

て一番重要地といわれる本支流の険工地点 （危険個所）という場所を重点的に，土木

的工法と同時に生物的な措置を結合して防止対策を進めています。具体的には，護岸

工や水制工と侵食谷の損工といわれる独特の谷止め，谷頭上部平面における排水溝渠

などでしょうね。それと，谷をおさえるような植栽工事でしょう。

海法 谷止めは入るんですか。

村井 日本のようなコンクリ ートを使用した谷止工はまず見当たりませんでした。唄

工というのは，石材 ・木材を利用 した土堤状の構造です。脚を止めて積み上げていく

という階段的な小さいものを造るという方式です。谷の聞の斜面25。～35。は農地とし
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て，それ以上の急斜面には樹木が植栽されています。もちろん，河岸や沙州に防護林

など造って努力しています。しかし，経費の問題がありましょうが，まだまだ未施工

地が多く施行状況も不十分な感じでした。

佐藤 一番問題なのは，黄河が上流からいうと，北流して東流して南流する，つまり，

三門峡ダムの上流側の処理で，これができればもう基本的には黄河の治水の大半は解

決するんではないですか。蘭州から上は，われわれが帰ってきた後で，大変な大水害

なんですが，これは雨量が例年とは全然違うんですね。

村井 新聞の見出しでは「乱伐洪水黄河を襲う」（昭和56年 9月13日付「朝日新聞」）

となっていましたが，黄河流域において乱伐とはちょっと信じられないんですがね。

これは，この 7月に発生した四川省の長江上流の大洪水と同じように，今年の黄河の

災害は乱伐が関係したとなっていますが，どこを乱伐した結果なのかちょっとわかり

かねます。たぶんまれに見るような降雨量と， Mにいいました農地造成によって自然

草原を開発したためではないでしょうか。しかし，農地造成は黄河上流では少ないと

思います。

海法 なぜ量生地化すると影響が出るんですか。

村井 傾斜地が多く，どうしても地表流下量を増加させる結果になったんじゃないか

と思います。階段的な耕地，すなわち梯閃を作りますが，流水を十分に排水できなか

ったのではないかと思います。農耕地の平面から谷にすぐ地表水が落下して，侵食さ

れていく現象は，日本のシラス台地を凌ぐものではないかと忠、われました。

佐藤 しかし，乱伐も3 行ってみないからわからないんですが，蘭州から上でそんな

樹を伐るような所があるのか，また劉l家峡ダムから上には，よくわからないが，農地

もそんなにないはずですよ。

中衝地区の古い水利施設

海法 村井先生は中衛に行かれたようですが，秦の始皇帝の老将蒙倍が造ったという

秦渠という水利施設はどんなものですか。

村井 現在は新秦といわれる260万宙の土地をかんがいしている全長 75kmの黄河取

水路のことですね。近くまでは行きませんでした。しかし，中街地区にある寧夏長槽

の一部とみられる古いかんがい水路を 2～3ヵ所見てきましたが，今もなおよ く整備

され，護岸林なども造成され，なかなか立派なものだと思いました。

佐藤 黄河の中では，古い時代から銀川は最高にひらけた所でしょうね。

海法 本日は黄河を御視察になりました両先生から大変貴重な興味あるお話をうかが

うことができまして，ありがとうございました。治水面におきましては，上流地帯の

擁林の問題，下流におきましては年間16億 tともいわれる流出シ／レトの処理の問題，

また，手I］水面におきましては，開墾と渇水対策等いろいろ閤難な問題があるようでご



30 

ざいますが，それだけに黄河は治水 ・利水対策の対象として興味ある課題を内包して

いると存じます。今後の両先生の御研究を御期待申し上げましてこの座談会を終わら

せていただきます。どうもありがとうございました。
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