
  
  イギリスの水

  誌名 水利科学
ISSN 00394858
著者名 椎名,重明
発行元 水利科学研究所
巻/号 3巻4号
掲載ページ p. 133-143
発行年月 1960年1月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



イ ギ リ ス の ？k.

椎名重明

去年の台風のとき，レスターというイングラン ドはちょうどまん中あたりにある町

の映画館で，そのニュースを.hlた。lO{jc:も前の台風のと き，ほとんど膝まで水につか

ってしまうような江東区あたりを歩いた記憶もあって，また同じ地区の写真が出て来

たときには，どう してこのようにいつもいつもやられるのだろうかと，いささか情け

ない思いであった。しかし，それより も強〈目に吠ったのは，表tこ面した大きな君板

のむしりとられた後側には，同じようにすすけた低い屋根が乱雑に並んでいる姿であ

った。イギリスにいると，そのような 「パンガロワ ・タイプ」の家，つまり平家は，

何と もみじめにみえる ものだったのである。

誰のせいか，イギリス人たちの 日本の認識は大方きわめてお粗末である。いろいろ

の人がしばしばそれを指摘しているけれども，やはり全体としては変っていなし、。そ

のような認識の低きが，たとえば，日本には煉瓦の家があるかとか，高層建築がある

かなどという質問となって，われわれに向けられる。日本にもそのよ うな建築はある

し，ことに大都市にはそれが多いとはいうけれども，考えてみる と，町の大きさがだ

んだん小さくなると，そう いう建物はどんどん少な くなるし，東京だって個人の家は

大体があまり大き〈ない。 そして，汚い下水やそれを集めて流す放水路とと もに，台

風のニュ ースなどに出て 〈るのは，かならずそのような民家なのである。

イギリスにもそのよ うな汚い河川がないわけではないし，貧民窟などは，たとえ 3

階だて 4階だての建物が並んでいたにしても，やはり貧民窟には違いな t'oたとえ

ば，北部の大きな工場都市シェフィーノレドでは，河はよこゃれた緑色の:iJてを，大きな洗

濯桶でもひっくりかえしたような泡と ともに〆クダグと流しているし，また，i汽耳Lが

河のi丘くを通るたびに，何正な く臭気が鼻に入ってきそうな感じのする場所も少なく

ない。法律でどの程度禁止されてし、るのかは知らないが，工場の水が蒸気をたてなが

ら河川に落ちこんでいる光景もしばしばみるところである。セーヌ河の氷に，それほ

どすんでいるとはいえないけれども，それでもパ リのまん中で釣りが楽しめる程度に

はきれいだし，パリの街から下水が流れこんでいるというところはないようであ っ

た。聞いたところでは，汚水は河口の方まで導いて，セーヌを汚さぬようにしている

とのことであったが，少なくと もそれくらいの対策は行なわれているようにみえる。
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ロンドンではしかし，そう ではない。たとえば「魚河岸」一一。そこではやは り岸壁

からテイムズ河に汚氷が流れ落ちている。ただそれでも墨田JIIとは大分違うし，遊覧

船でも メタンガスやごみくずに，耳Mミしい思いをせずに走ることができるばかりでな

〈，魚だってまだ生きていられる。

しかし， 何主いっても一番大きい遠いは，イギリスの:ilてはおそらく水害とは関係が

ないというこ とであろう。もちろん，過去においてもそうであったとい うのでは な

い。たとえぽ1953年の暴風雨では，エセックス，リンカンシヤ ｛その他イングラン F

東部の海岸よりの地帯l士高潮のためにかなり大きな被害を うけ，擢災者の数はエセッ

クスだけでも2万人をこえたし，家畜の損害など数えきれないものがあった。また，

リンカンシャ ーを中心とするフェンラン ド 〔海岸よ りの湿地地帯）の干妬地がそうで

あったように，エセックスなどの海岸地方も何世紀にもわたり海の水と戦ってきてい

るのである。しかし今では，そのよう なことを開〈ことも少な〈なっている。それば

決して，いわゆる 「天災」 がその後起らないとい うことをな味している。でなない。

たとえば，エセッ クスの堤防はその後，高く かっ強固なものにっ くりかえられたし，

ブェンランドの災防も，招のjよいしっかり したものが建設され，方々 にかなり大きな

排水機場が設けられ口、る。河川；こは，運河として用いられているもの或いはその他

の一部分を除いて J土，：三とんど護岸工事なるものがほどこされていないが，それはま

たそれで，永＇・、経験 二もとづく 土地利用の仕方によってffJれたされているので‘ある。

以 Fでは，そのよう な点な中心；こイギリスにおける水の問題について少しばかり の

べてみることと Lょう。ただし，:i.Kの問題を専門にしてL、るわけでもなく ，したがっ

て，詳細にわたることは何も知らない という ことを予め断つ之おかねばならない。

1. イギリスにおける河川の利用

イギリス！士雨の多い国だといわれるし，また実際そう である。しかしイギリス全体

がそうなのではないし年間雨量も平均してそんなに多くはない。ヘニン山脈からウェ

イルズとの境界をへてワイト島に至る線より凶側，つまり大体高地イギリス（High-

land Britain〕Eよばれる地域では雨量も多く，年間30から60インチ， 地方によって

は 60インチ以土になるが，低地イ ギリスではほとんど 30インチ以下である。したが

って，年中雨が降っている といっても，年間雨量にすれば，日本よりはずっと少ない

ことになる。このような雨量の関係で，商部t士大体草地とか荒蕪地力：多く，耕地は主

として東部にあるつもちろん東部にも放牧地主か一時的草地〔temporarygrass land) 

などがかな り多いが，永久牧草地は昔からほ とんど河川lの流域になっている。

そのような牧草地は，したがって大体低地をなし，一部が湿地となっていること も

しばしばである。また，河川（主牧草地の中をうねうねと流れているという感じで，水

面と岸との差はほとんどないくらいである。 護岸工事もせず，そのような河川がうね
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うねと流れておられるのは，上にのぺたよ うに年聞を通じて雨量が多くなく ，また特

定の季節にそれが集中しないこと，および，北部や阿部を除けば急流が少ないことに

もよるが，何といっても牧草地に冠水することをむしろ歓迎することによるものとい

えよう。昨年の 9舟ごろはかなり大雨が降り，牧草地には潟水が氾らんしていたが，

判事の窓から眺めている人も別に驚く様子もなかったし， 新聞でも道路や鉄道に対す

る影響のみを報じていた。牧草地がそのように潟水；こ洗われること上りは，大きな霊

がl峰ったことの方がはるかに大きな話題になるのが普通なのである。というのは，牧

草地には濁水がかかった方が，やがてよい草が生えるからで，牧草地の中まで7J<.が流

れこむようにしてし、るのもしばしばみられるところなのである。 17世紀ごろの決書に

は， “watermead，，とか “floatingmeadow，， などという言葉が山てくるようになる

が，それも同じような理窟で，牧草地に:ikを与｜いて草地潅減を行なうこ とをな l来し

た。この方法は，ワイノレ トシャーなどではかなり行なわれたが，その後は各地域にも

ひろ〈 広まっていった。もちろん，一つには，家苦手を放牧するには一一ことに牛など

の放牧には一一水が必嬰だとい うこと もある。たとえば13, 14世紀ごろの史料でも，

一つの村には池があるので牛を放牧しているが，隣の村にはそのような71<.源がないの

で羊しか放牧できないというよ うな事実の出て くる例もらる。しかし，さきにものぺ

たように，牧草地は河川の流域にあるのが普通だから，たとえ放牧を行なうにしても

そのような問題の担るこ とはまずないし，河川｜からさ らに水を引く ということは，も

っぱら草地潅減のために行なわれるといってよL、。事実，水位の低いときには少しば

かりの水が牧草地の中に流れ，途中でたちぎえになっていることもよく みかける。そ

して，7J<.が泊した時にだけそこからあたりに71<.がひろがるのである。

イギリスには，所有主のきま っている川だの沼だのがある。日本と違って こと

に農村では一一人間が少ないから，いい気分で野原を歩いたり，この川には魚がいそ

うだなどとのんきなことを考えながら歩いてL、た りすると，“Privat巴 River，，という

立札がたっているのにぶつかるこ ともしばしばである。その君、l朱は大抵「私有につき

この川で魚を釣るべからず」ということなのであるが，近代的所有権或いはその尊厳

を紙持しようとする法律とはち合vせしたかのよ うに，思わずドキッとしたものであ

る。いくら魚釣りがすきでも，そして，いくらイギリスの魚がのんびりしていても，

ひょっとしたらヂづかみで捕えてやろう ，とい うようなこん胆はもたないのだが，こ

の方が「此の処魚、釣るぺからず東京都」よりも， 「禁漁，00漁業組合」よ りもピッ

クリする。沼や池が「私有Jに属するという のはわかるけれXも，河川lの一部分が

「私有」であるというのは， なかなか納得のいかないものである。 まきかひとり で流

れている川を，魚ごと私有にしてしまったわけでもなかろう から，申請を行なって私

的な利用権を獲得しだか，或いは，木流から個人的に日lいた引水なので あろう。実

際，これは明らかに引水だと思われる “PrivateRiver”とみなし，引水をするため
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の水門も見かけた。しかしそれにしても，引水があれば＊利慣行があり ，ほとんどの

場合 「農村共同体」が問題になる日本とは，これは叉何という遠い，三ろうか。それは

単に， 7}c回と焔或いは草地との差だけではな〈 ， 「共同体」を止揚しえた， M世紀に

もわたる歴史的発展の結果である ことに疑いなかろう。

ところで，このようにみてくると，イギリスの河川はすべて牧；草地とだけ関連する

ようにみえるが，実際には必ずしもそうて‘はない。第ーに運河の役目をしている河川

がかなりある。テイムズ河とかハンバ一戸j，セヴァーン河等かなり大きな河では内陸

の方まで船が入ってゆけるし，大小さまざまの運河とかクリークは河川lと河川をつな

いでイギリス中至るところを走っ てL、る。もとも とこのような運河ば，進河建設の盛

んだった18世紀後半こ、ろから作られたもので，元来は炭鉱とか工業地帯の運輸の使を

提供していたが，今では肥料その他を法：村地方に運搬する役目も果してL、る。まずこ，

陶器っ くりの小工場から製品が都市に遥ばれたり ，農産物が特定の場所まで運送され

るのに も使われてL、る。かくてたとえば，テイムズ河はセヴァーン河やトレント河と

つながっているし，イギリスの東部と西部をむすよ、運河もいくつもあるのである。

いずれにしても，運河で河川をつないだり ，河川を運t可のように利用できるという

のは，土地が平:tf1＿で流れがゆるやかなこと，河川｜がかなり大きいことにもよるもので

ある。 しかし地方では，ハンパ｛やテイムズ，セヴァーンのように，河口が大きい と

い うことは逆に陸上の交通を不便にもしている。 これら三つの河の うち，河口近くを

鉄道で越セるのは，トンネルと鉄橋のあるセヴァーン河だけで，テイ ムズを渡るには

ロンドンを，ハンパーを渡るにはハルよりも20マイ ノレ以上内陸に入ったところを廻る

ほかなL、。 それ以外は船で渡してもらう “ferry”を利用するしかないのであるc こ

のことは，さきにみた迷河とか，或いはタイン河とかク ライ r河なと，底の泥をさら

って大きな船が入れるよ うにし，造船業地区が出来上ったのとは大分違うといえる

が，イギリスでi工「氷を治めるJことより は， 「水を利用する」こと，つまり ， 「治

:i}c」より は「水利用」の方が主になっているし，自然と歴史とがそのよ3な方向を決

定づけているとで も？．、えるのだろうか。実際，テイムズ河がオク スフォードあたりか

らいわゆる 7オグスフ ォード運河」につながり，パンベリ ，ラグビーをへてコヴエン

トリーやバーミンガムのブJにの二、たり，或いは「アシュピー・ ド・ラ・ ズーシュ運

河」をへてさらに北部にのびており ，ちょうど畑の中を動いているよヲに舟がその運

河をったってかよっているのをみると， たしかにそんな気がするし， また， “自oat-

ing meadow”一一つまり立地潅波のやり方をみても， 「治7}c」l土ともかく「水利用」

をやってL、る という 印象をうける。

2. イギリスの干拓事業

それはともかく ，イギ リスに 「治水」事業がないわけではない。 “watercontrol” 
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の最も典型的なものはイギリスではL、わゆる 「フェンランド」の干拓事業であろう 。

フェンランドの干拓事業は，かなり山・い歴史をもっている。今日イングラ ンドの中

部方、ら←ーとくにリンカンシャーを北から縦走している小高い丘の脈をこえて一一フ

ェンラン ド地方に入ると，あたり の様子は一変する。まず，森や家畜が放牧されてい

る丘がみえたりする，なだらかな起伏の多いミドランドの風景は，ここでは見渡すか

ぢり 51ムI日な風景にかわる。視界の中にい くつもの教会の搭が入って くるのは比較的古

く開拓された地方で，それより南0），教会の塔がまばらにみえるのは教区自体も大き

い新しく 干拓された地方である。初めのころは，海水の入ってくる低地を開拓するこ

とはかなり 困難だったから，開拓民の集落（これが教区になる〕も必然的に小さくな

らざるをえなかったが，生産；渚カの発展と ともに，後にはかなり大きな面積を←4 挙に

干拓する ことが可能となり，したがって教区も大休大きくなっているのである。

そして，フェンランドに入ってからすぐ気のつくことは，その他の地域とは違って

土の色が日木の田知lのように黙し、色を しており，作物の色もill弘、緑色をなしてし、るこ

とである。 ／；：＿の色などが，イングランドの多くの地域のように黄色l床がかっていない

のは，やはり長い間泥につかっていたためであり ，したがってすぺての作物の収穫高

は，フェンランドの方が（：；：るかに高い。 イギリスの穀倉をなす東部の中でも，ブェン

ランドが最も重要な地域をなすの もそのためである。

ブェンランドはまた，次の点でも日本の農業に近いものを思、わせる。すなわち，一

つは普から経営規模が比較的小さ く，叉貸し sublettingによる土地保有関係の複雑

性をもってLγfここ と，それから，現在でもイチゴとかその他果実，花等々，かなり園

芸的な色彩の強し、小経れがあ り， 一々手を使って作業する 「労働集約的」な傾向があ

ること。もっ ともこの点は，その他の地域と比べれば比較的日本に近似しているとい

うことであって，全体としてはやはりわが国と大分異なることはいうまでもない。

いずれにしても，フェンランドとイギリスのその他の地域との相良は，フェンラン

ドが開拓された低湿地である ことから くるものである。今では，かなり l闘の広い排水

路がまっすぐに走り，方々に排水機j坊があって，ブェンランドを7.kからまも る治水施

設が完備しているが，以前はそうではなかった。 フェンランドおよびその周辺に残っ

ている風平は昔日を思わゼるに十分である。もちろん，残っている風車すべてがかつ

て排水のためにだけ使われたものではなく ，とくに小高い丘の上にある風車は，もっ

ぱら粉ひき等に用いられたのであるが，用をなさなくなった水路の傍にこわれたまま

たってし、るのは，かつて釧7Jcのための最も重要な設備だったのである。フェンランド

の治水卒業がほぼ完成したのは19世紀になっーてからであるし， それまでは7.k門や水平

にたより，農民も全く 「水産両桜」の状態で水と戦っていたのである。

ブエンランド開拓の歴史をふりかえってみるこ とは，かなり興味深いものがあるの

で，以下簡単にのべてみよう。
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フェ ンランド開拓の歴史は，大きくわけでは）干拓，と くに南部の干拓が大がかり

に始められた1630年から， 「干拓法」GeneralDrainage Actが施行された 1663年ま

でを中心とする17世紀，および（勾風車による排水を主とする18世紀， (3）蒸気エン

ジンによる排水の時矧 〔19世紀〉，任）デイ｛ゼノレ・エンジンの導入 （1913年〕 以後現

在に至るまで，とするこ とができる。

(1）昔はフェンランド、はあたり一面水にと りかこまれていた。 Isleof Axholmeとか

Isl巴 ofEly, Isle of Thanet等J々 は，文字通り 7｝くにとりかこまれた島だったのであ

り，わずかに地面の高い部分が同じように水面の上に出ていた。リンカンシャ ーでは

もちろん，ノーフォ ーク，ハ ンテイン ドン，ケンプリッ ジの諸州の一部も，そのよう

な広範なフェンラン ドに含まれていたのである。

もちろん，水面より高くなってL、る土地，或いは少なくと も夏に水のひく土地：土，

地方の農民によって牧草地ないし放牧地 として利用されたし，個別分散的に：主，小規

模な干拓も行なわれていた。しかし，大規模な干拓が始められるのは17世氾：こ入って

からである。17世紀以前にも，フェンラン ドに水害が起ったりすると，国王の調査委

員が派遣されたりしたが，17位紀に入ると，フェンランドの肥沃性に目をつけて，国

王の干拓計画がしばしば出された。たとえば1600年には， 「主主万エイ カーの低湿地」

を開拓する法令が出されたL.1620年には，後にみるブェンランド干拓の立役者グァ

ーミュ ーイデン Vermuydenをオランダ、からよんで， 12万エイカ ーの干拓を計画し

たりしてL、る。しかし，それまでの個々Jjlj-kの干拓地利用からする統一的計画実施の

困難とか，共有地として利用されている場合の共同体の問題，或いはより具体的：こ

は，労働力とか資金の調達その他をふくめ，農民の強い反対があったこと等により ，

結局何も実現しなかった。 1626～28年にも，ヴァ ーミューイデンに誇負わセて干拓｛二

手をつけようとしたが，低湿地利用者に lエイ カー当り 6シリングを負担さしめよ う

とする築のために，農民の反対にらってしまった。

このように，農村共同体は洋の東西をとわず，とかく大きな改革に対する障碍をな

すものであるといえるが，フェンランドの大規模な干拓事業が，17世紀30年代に緒に

ついたのは，次のような理由によってであった。すなわち，従来の個別的かっ小規模

な干拓ば，時を経るとともに水害の危険がましてきた。たとえば，排水路は泥が沈澱

するにつれて！底が浅くなり ，同町に堤防も危くなったし，おl':i］く路の維持に連帯性がな

く，お互に相手に責任をおしつけてL、たため，このような状態は急速に悪化したので

ある。そこで，この地方0）者がようやく協議を行ない，Thorneyとか Wittleseyあた

り に20,000エイカ － ：~ど所有し てL 、たベドフォード伯に相談をもちかけるに至った。

ヴァーミ ューイデン：土すでに北の方で干拓に手をつけていたが，具国人よりは土地

に関係のある人の方がL、いとい 7わけで，ベドフォー ドイ白にこの地方（すなわち，後

にベ ドフ ォード平地 BedfordLevelとよばれるに至る地方〕の干拓を一任した。しか
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し，ペドフォ ード伯は，グァーミューイデンと契約し，彼に誇負わせてしまった。そ

のため干拓計画では最初からヴァーミュ ーイデソと地方の人々 との対立が出てきた。

つまり ，ヴア｛ ミューイ デンは，できるだけ溶差を大きくするために，真直ぐな新し

い排水路をつくるぺきだと主張したが，地方の農民たちは，従来の排水路を補強して

利用することを主張した。

結局，干拓については専門家のヴァーミュ ーイデンの意見が実行されるに至り ，現

在「！日ベドフォード河jをもってl呼ばれる排水路が1631年に完成した。これは籾70フ

ィートで，長さ21マイルにおよぶ，ほとんど直線をなすものであった。そして，これ

を基幹として排水路網をつ くり，方々に7.t<門が一設けられた結果，数万エイカーの干拓

地＝ベ Fフォード、平地ができたのである。

もちろんベ ドフ ォード伯だけが出資したのではなく ，ほかに13名の出資者 underta-

ker （彼らは当時このような出資が一つの冒険であったところから adventurerとも

よばれた〉がいた。そして， 1634年には勅許により ，彼らは法人組織を設立した。

しかし，どこの場合にも干拓の大事業などには不正事件がおこりがちだが，ここで

もその例にもわしず，出資者たちは土地

H. C. Darby，‘Historical Geography 

なり，その結果は労貨の不払となって of England', p. 445. 
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ついに打ちこわし事件にまで発展した。 その うち市民水命が起り ，干拓にも大きな閃

難が出てきたが，クロムウェノレも努力を払い，スコット ランド人の捕虜とか，1652年

の VanTromp l.の戦いの結果たるオランダ人捕虜等を使役しつつ工事がすすめられ

た。そして，1638年に始まったこの事業もついに，1663年の「干拓法JGeneral Drai-

nage Actが出Tこころには，対立ゃいざこざもおさまるに至った。

かくして，との地方には 「新ベドフォ ード河」を初め多〈の排水施設が完成し，約

40万エイカーの土地は冬でも水をかぶることがなくなった。そして初めて翠が入るよ

うになり，表類はもちろん，豆類その他多くの作物が豊かに人のる ようになった。

しかし，北部（Witham河一帯の WildmoreF閉 その他〕の干拓はこれと並行し

てはすすまず，依然として個別分散的にしか行なわれなかった。苦とあまり変らない

ブェンランド共有地の姿は，ここでは19世紀までつづくのである。

（お風車による排水の時代一一 「干拓法Jの成立によって，排水施設その他の維持

は一応実施されるようになったが，40万エイカーの干拓地ば思わぬところから危険に

さらされてきたG すなわち，排7.kll¥各の底がだんだん高くなり， 7.Kが年とともにうまく

はけなくなったのである。そのために， 1673ffの大洪;ij~を初め， 1692年から93年と ，

相次いで水害が起った。

その理由！土，ヴァーミュ ーイデンの意見にしたがって，排水路が真直く．につくられ

たとはL、え， もともと落差が少なく， i泥が沈澱するにつれて排水がうま くいかな くな

ったことにもよるが， f可主いっても次のようなことに大きく左右された。すなわち，

水がひいて土地方：乾燥するにつれて地図が下がり ，とくに有機質を多 く含 む泥炭地

(peat land〕でそれがはげしかったことである。水がひけば地面が沈下してゆくこ と

は当然としても，バクテリアによる有機物の腐散がもたらす結果が非常に大きく，た

とえば，比較的有機物の少ない siltlandは，ある地域では隣接する peatlandより

1664年に 5～6フィート低かったのに，現在では逆に泥炭池よりも10フィートも高く

なっているという 工合である。 このほか，例のアーサー ・ヤ ングなどが指j商している

ように，“paringand burning，，一一つまり， 17世紀ごろから盛んに行なわれるよう

になった，ゴミや枯草等を焼いて肥料fこすることーーの影響もあったようであるが，

いずれにしても，排水路の方が干拓地よりも年A 高くなるというのが事実であった。

現在でも，フェンランドを歩いて気のつくことは，土手の下の道路から堤防に上って

みると，意外なほと＇ 7.K聞の高くなっていることである。去年われわれが歩いた時に

は，排水路の傍に;i｝く路をつ くり ，排水路に沈澱しずこ泥をさらっていたが，現在でもや

はりそれを行なう必安があるのである。

それはと もかく，このよう な問題に当面して， 18世紀には例の風平が大いに活躍す

るに至る。風半による排水はそれ以前にも行なわれてし、たが，それほど重要性はなか

ったし，たとえばさきにのぺたベ ドフォード干拓会社の如きは，害はあっても益はな
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いとして風中．をつくることに反対し，妨害すら行なっていた。しかし，事態はそのよ

うな態度のゆるされないととろにまで発展し，ついに干拓会社も1726年から風車の k

りつけを始めた。もちろん風車のとりつけおよび維持には土地利用者ーたちに一定仰を

負担させたが，これにならってその他の千拓地の地主等も風平を設け始 めた。そ し

て，18世紀から19世紀初頭までの風車の時代が現出したのでらる。

(3）蒸気エンジンによる排水一ーしかしながら， 18世紀の後半ともなる と， もはや

風車などではど うしようもなく なった。風刺立冬凍ってしま ったり， 風がなければ当

然動かないから，土地の荒廃がひど くなっていった。たとえば，風Ij'r:が重要な秋から

冬にかけて，2ヵ月間も動かなかった例もあるし，新型風車ーのできたときには，思わ

く只いによって地価がはね上った り，それも思わしく なくてまた下落するといったよ

うな，土地価絡の変動もかなりみられた。

そうこ うしている中に，産業革命は蒸気エンジンをもたらし，それが干拓地に入っ

てきた。もちろん農民をはじめフェンランドの人たちは蒸気エンジンの導入をためら

った。 最初に入れたのは「リト ルポートおよび〆ウ ンハム地区干拓委員会」で， 「こ

れを導入すればこの上もなく有利」に追いないから即刻入れるぺきだということにな

り，30馬力のもの 1］＼；を 1819年にと りつけた。 その後他の地区でもこれにならった

が，1824年の春の洪水、でブェンラン ドの広い地域が水容をこうむり ，夏になっても水

が引かないという事態が起ったため，かなり急速に蒸気エンジンに移った。

蒸気エンジンが入る前，たとえばケンプリジシャーには200以上の風卒があったし，

リンカンとケンプリ ジの閣のフェンラ ンドには，約 700のj虫L車があったとされるが，

1852年には，ベドフ ォード平地（干拓地〕とその近辺に約 170，ウィザム河周辺（リ

ンカンシャ ー〕に約50ーーすなわち，700あったものが 3分の 1以下の220に減った。

それに代って10馬力から80罵力の蒸気エンジンが，合計60；！忘以上設けられ，それだけ

で約22万エイ カーの排水が可能となった。

蒸気エンジンはまた，それまで個別的かつ小規模にしか干拓が行なわれていなかっ

た北部ーーすなわち，ボス トンより北の EastFen, West Fenおよび WildmoreFen 

－ーその他の低湿地の開発をも可能にした。そして，干拓に手をつけてから数年後

(1812 if三〕には新しい村が七つもできた。も っとも，さきにみたベドフォーF'干拓地

の場合と同様，地面の沈下に悩まされ，たびたび洪水にみまわれたが，年と ともに施

設その他の改良が進み，19世紀の80年代にはほぼ水害からまぬがれるようになった。

ところで，蒸気エンジンとと もに見落してならないものは干拓地の土地改良すなわ

ち客土の方法であろう 。ここの場合，客土はもっぱら粘土質の土を入れる方法をと っ

たが，それは塑による耕作を使にしたばかり でなく ，水分の蒸発をおさえ作物の成育

にも好結果をもたらした。この方法はもともと，地表の沈澱物厨がうすくなり ，下の

粘土層が出たことから始ま った。すなわち，一方では， 「阿片で目玉をギ、ョロっかぜ
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た農民たち」が， 「背は表土が深くてよかったが，近ごろは粘土がもち上ってきた」

となげいているとき，他方では，粘土をまぜた方がいろいろの点で有効だということ

を発見したのであった。とくに箪が入らないほど表土層の厚い場合には，客土するこ

とによって優秀な耕地に変った。 客土するのに最もよい土は “claymarl" （すなわち

粘土質の泥灰土〉とされたが，いずれにしても19世紀の半ば頃には，この方法が一般

化し，その他の改良と相まって，イギリスの穀倉としての重要性がますます増大して

いった。と同時に，現在みられる ような各種商品作物の栽培もより盛んになった。

任） 1900年から現在まで一一20世紀になってからの干拓事業の特色は，何といって

もディーゼル ・エンジンの導入である。1913年以降ブ ェンランド全般にディ ーゼノレ ・

エンジンの排水機が入ったが，現在ではほとんどみなデイ｛ゼノレ ・エ ンジンにかわっ

ている。 ブェンランドを卒で廻ったとき，キングズリンに近いワィグンホール ・スン

Darby，‘Drainage of the Fens', p. 43. れたり ，その他排水施設の



維持のために多くの注意が払わ れてい

る。たとえば，1950年に入っーてから始ま

った 「水害予防計画」で、は，総額 750万

ポンド 〔75億円〉の予算を投じて工事が

行なわれている。また，1930年の干拓法

を初め，いくつもの法令が出されたり ，

干拓事業団体或いは機関の統合とか強化

策も次々にとられてきている。

以上でフェンランド開拓史の簡単な回

顧を終ることにするが，最後に図によっ

て干拓事業の進み方を示しておこう。い

ずれもここに主としてみてきた南部フェ

ンランドの場合を示すが，このこつの図
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第 3図 干拓の進行状況 （一部だけ〉

H石円行なわれた年代

~1700年以前

m 11仰 －1800＇ド

m 1soo～1900年

目圃1900年以惜

ーー堤防

をみても如何に多くの年月を要しているかが明かによみとれるであろう。と くに第 3

図をみれば，年代の下がるにつれて海岸ぞいの地域に進出していることがわかる。た

とえば20世紀の干拓は海岸に面している し，19世紀に干拓されたところ（中央のデル

タ地帯だけで 3,000エイカー以上〕も，蒸気エンジンをも ってして始めて干妬しえた

ところである。今では，柳の並木と排水路？とうかぶ里子生の白鳥，そして週末には真鮒

に似たロクチなとeを釣っている人の姿など，如何にもフェンランドの風景らしいと思

ってみるけれども，思えばまさに長い歴史を秘めているわけで、ふる。今度の伊勢湾台

風のあと，イギリスのある人から見舞状をもらったが，名古屋と東京がどれ程離れて

いるかを知らない彼らも，日本は台風と7.k害の多い国でまらることは知っているようで

ある。日本とイギリスでは，水をめぐる問題は，自然的にも社会経済的にも大いに異

なる ことはいうまでもないが，せめて水害だけはなくしてもらいたいものである。

（追記〉 イギリスの水の問題について，気l怪に何か書くように，とのことであっ

たので，見てまわった印象を中心にまとめてみたが，いうまでもなく不完全なも

のであるし，たとえばフェンランドの問題だけについても，実際にはさらに興味

深いものがある。そのような点については，掲げておいたダー ピーの著書，およ

びそれに掲載されている多くの文献，或いは J.Thirsk，‘English Reasant Farm-

ing, The Agrarian History of Lincolnshire from Tudor to Pecent Times’等

を参照していただきたし、。 1959・11・24 （東京大学後学部〕
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