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中国の治水 ・利水事業

浅 川謙次

1. lまし古tき

中国には普から3 「水を治めるものは国を治める」とし、う諺がある。治水

工事をおこなって人民の生活を安定させたものが国の支配者になるというこ

とであって，まことに道理にかな った考えかたであるが，同時にこのことは

治水がし、かに人民の生活に大きな作用を演じていたかをもしめすものでもあ

る。中国の歴史で3 治水の功績によ って国王となった典型的な人物には高玉

(B.C. 2191～B.C. 2195）がある。かれは伯鯨というー土木技師の子であったが，

舜王に見こまれて，黄河の治水工事にあたり ，13年閉経たびか自分の家の門

前を過ぎても，家族にも面会せず，ひたすら治水につとめた結果，ついに，黄

河の治水に成功した。そこで，舜王は位を高に譲って，高を国王にしたとい

うのである。中国の治水工事は，漢民族が移動してきて，黄河の流域に定着

し（I），農耕文化に入ったときからはじめられていたのであろう。「蕩々 卜シ

テ四方ヲ割キ，蕩々トシテ山ヲ懐 ミ陵ヲ襲、ン，浩々トシテ天ニ泊スレパ，下

民ソレヲ長嘆ス」（2）とは寓が治水工事をおこなった当時の黄河の洪水のあり

さまを描写したものであるが，黄河の洪水はその後 4,000年間絶えることな

くつづいた。歴史家は B.C.206年から 1956年までの 2,162年間に3 規模の比

較的大きな洪水が 1,031回起ったことを記録している。 2,162年間に 1,031固

とレえば， そのi頻度は，ほぽ2年に l固ということになる。国民党政府時代

の統計によっても，黄河の流域は，毎年平均 3ヵ所以上の堤防の決潰をみ，

364万人が被害をうけている。黄河ばかりでなく 3 J住河も，長江も，海河

も，遼河も，珠江も，国民党政府の支配時代までは3 すべての河が暴れ狂

九v横暴のかき．り をつくしていた。とくに，1937年以来，日本との戦争，さ

らにそれにつづいておこなわれた国共内戦争によって，各河川が荒廃のまま
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にまかされていたため，いっそうひどくなっていた。

ところが，1949年中華人民共和国が成立してからは，黄河幹川の堤防は 1

回の決潰もみずp 横暴のかぎりをつくしていた准河もしだいに従順な河に変

りつつある。これはなにも新中国になってP 気候が変ったわけではない。治

水工事のおかげである。たとえば，1958年夏の黄河の流水量（二秦廠で毎秒

5,000m3のピークが12回もつづき， 7月17日には毎秒22,300/m3という秦廠

の水文記録上未曾有の増水をみたが，ついに 1ヵ所の堤防の決潰もみなかっ

た。また准河についてムても， 1954年の最高増水量：主， 1931年の流域 466万

ヘクタ ーノレの耕地を＊びたしにした大洪水のときより多かったにもかかわら

ず，一つの堤防の決潰も人ず，洪水を防止する ことができた。 しかし3 全中

国についてみると，まだまだ治水が完全にな っているわ汁ではなく，また洪

水の害が完全に除去されているわけでもなし、。中華人民共和国成立後10年間

の全国の水害状況を見て も，1950年には 400万ヘクタ ーノレの耕地が水害をこ

うむり ，51年には 140万ヘクタ ーノレが水の害をうけ， 52年には約 100万ヘク

ターノレが水害をうけた（3Jo

1954年には長江と准河の流域で夏中大雨のたえまがなく ， 7月になると

長江と准河の水位l九 1931年の大洪水のときの最高水位をこえ，冠水地は3

1,200万ヘクタ ーノレにおよんだ。 1954年は豊作の年といわれたが，やはり早

水害地：立 600万ヘク ターノレをこえている。 1956年は自然的災害はひどく 3 水

皐害をこうむった地域は 1,300万ヘクタ ーノレに達した。 中国農業の大躍進を

みた1958年においてさえ，春：こ（よ華北地方に30年来の大早越がつづき，多く

の地区では100～200日間 1滴の降水もみなかったが，夏：こ入ると，山東 ・河

南lこ大豪雨が襲来し，20日間に 300～400mmの雨量を人たところさえあ っ

た。そして黄河ーの流水量：二黄河7j（文記録上未曾有の大きさになり，各地に

は，冠水の害が発生した。1959年には， 6月に広東省東江流域：ニ大水害がお

き，夏から秋にかけては17の省（こ大早越をみた。早越をうけた地域の広さ

と，早越のひどさは， 1928年あるいは1944年のそれとほぼ等しく ，2,500万へ

クタ ーノレにおよんだ。

このように，中国には毎年自然的災害がおこっている。しか し3 その被害

の程度は，毎年急速に減少してし、る。たとえば， 59年の大早魁でも，被害医

域 2,500万ヘクタ ーノレの うち， 1,333万ヘクタ ーノレの耕地（主人工港紙によって



浅Ill 中国の治水利水事業 11 

完全に早害からまぬかれ3 かえって豊作をかちとっている。准河流域では上

流につくられた数多くのグムと洪沢湖の貯水によ って93万ヘクターノレの耕地

の農作物が保護され，山東 ・河南の 21ぎでは3 黄河の水を写［＼， 、て約 100万ヘ

クタ ーノレの農地生濯淑し，河南省、では約 610万ヘクタ ーノレの耕地が人工濯概

によ って早筈から まぬかれている。その結果1959年の農業生産は，豊作をう

たわれた58年よりも＇ 16.7%の増加となり ， うち，食糧生産は 8% の増加，

綿花の生産が14.7% の増加となっている（4）。

i主 ( 1 ) リヒトホーヘゾによると，漢族の発生地：主現在のFPラマカン砂漠周辺

で， 天山南E作に沿って東に移動して黄河沿岸に到~·したものと推定されて

いる。

( 2) 発典。

( 3) 侍作羨水利部長の1954年の全国人民代表大会での報告に よる。

( 4) 国家統計局1960年1刀22日公報。

2. 10年来の治水 ・利水事業の発展

中華人民共和国成立後今日までの10年間におこなわれた中国の治水事業

( .t ， 出：!Ji~にもその比をみないほど大きなものである。たとえば， 濯淑面積の

増加についてみても P 中華人民共和国成立前の全国の地獄耕地面積は 1,600

万ヘクタ ーノレで，全国耕地総面積の16%をしめるにすぎなかったのが，10年

後の 1959年には 6,600万ヘクタ ールとなり ，全国耕地総面積の60%をしめる

ようになった。とくに，58年の溶液地の増加は，3,200万ヘクタ ーノレで， ア

メリカが1933年から 1955年までの23年間に拡大した濯波地の16佑にあたる。

淀涙面積の拡大（よグムの建設，水路の掘さくが先行するが，ダムの建設につ

いて見ると，この10年間に貯水容量 1億m3以上の大型ダムが60，貯水容量 l

億m3以下の中小型のタムおよび用水路400万， 小型の貯水池山 00万ヵ所であ

る。またj産税用井戸の掘さくは 1,000万個p 各河川の堤防の建設および海岸

桜防の建設はのべ 12万kmにのぼり 3 また全国で水土流失現象のある地域150

万km2のうち45万 km2が＇ 59年までにはその40% にあたる 57万km2が制御さ

れるようになった。以上の諸工事のために動員された労働力はのべ 400億日

で，土石工事量はパナマ運河の450本分にあたる 800館、 m3とレうから，その

規模の大会さ，進展のはやさがほぼ想像できる。では，それはどのような過

訟を通じて発展 したか3 時期的に見ると，1949年から52年までの各河川に対
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する応急的治水工事の時期と， 53年から56年までの政府による大治水工事を

主とした時期， 56年冬から58年春までの農業協同組合による小型工事の全国

普辺的施行の時期＇ 58年冬以降の人民公社による中型工事の建設の時期の 4

時期！こ分’ナられる。

また，治水 ・利水事業の性質から見ると，排水を主とした時期から，排水

と貯水とを平行的にすすめた時期3 さらに貯水を主とした時期と，これから

の全国的水資源の均等配分の時期にわけられる。排水を主とした時期ば，大

休において，1945年から56年までの期間で，貯水と排水とを平行約二すすめ

たの：；；：56年の冬から＇ 58年の春までの期間，貯水を主とした時期：土， 58年冬

よ人降である。

( l) 応急的治水工事の時期

中華人民共和国成立の1949年は，長江およひ九f［河流域；こ大水害がおきたョ

被害耕地面積は12,000万華畝（800万ヘクターノレ〉，被害人口4,000万人にのぼっ

た。1950年！こも安徽省北部及び河南省の准河流域には＊害がおき，被害耕地

面積 4,000万華畝（2“万ヘク ターノレ）に達した。これ：； 8年間にわたる 日本と

の戦争および国民党政府との内戦によって，各河川の治水工事が放棄されて

いた結果であり黄河も長江も准河もあらゆる河川がわずかの鳩7Jえでも氾濫，

決潰を引きおこす危険な状態にあったからである。黄河に対しては， 1946年

人民解放軍の黄河流域を占領してのち，黄河の人民管理を提唱し，破壊した

堤防の修築や，増水時の放水地域の設定等をおこなった二め， 49年の増水も

50年の増水もくいとめたが＇ i佳河および長江においてコ， 1949, 50年の 2年

の水害を見たため， 応急措置を敢行する必要があ った3 「i佳河一定修好一

（准河はかならず立派に修築してみせる ！）といった毛沢東のよびかけで，准？可の

治水工事に着手したの：主1950年の冬からである。長江では1949年の冬から中

流と下流の全堤防の補修工事が着手され，1953年 までに 2憶 に700万rn3の土

工工事がすすめられた。また荊江南岸の太平口を起点：二，虎i度河以東刑江南

堤以西，務池口を起点とする安郷河の西北に大きな7k量調節区をつくっ℃，

刑江の増水を調節する荊江増水調節工事も52年 3月から着手され， 6月20日

には金工事を完成している。

しかしs このような工事も，52年ごろまでは応急的，臨時的なものが多

く，水示lj部長侍作義が『人民中国』日本語肢の創刊号に寄せた「新中国の水
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利建設」においても 「1952年以来，わが国の治水方針はすでfこ局部的な改1疹
から全流域の開発へ，消極的な洪水防止から積極的な洪水の支配と利用へ進

展した。とくに多くの貯水池の建設によって，われわれは水をいろいろな方

面に利用できるようになった」とい っているが，このことは52年以前が局部

的応急的なものであった ということの裏がきでもあろう。しかし，この応急

的，局部的治水工事を主とした52年までに完成した土工工事量は26億6,000万

立方メー トノレlこ達した。 これは，パナマ運河13本分にあたる土工工事量であ

り3 これによって，水害耕地面積は＇ 49年 666万ヘクタ ーノレにも達していた

のが，50年は400万ヘクタ ーノレとなり，51年は 140万へクタ ー1v,52年ば100

万ヘクタ ーノレと年々急速な減少をしめした。 もちろん，これにはこの 3年間

の降雨関係もあるが， この応急的， 局部的措置が奏した功が大きし、であろ

コ。
( 2) 政府による大治水工事の時期

1953年から中国では第 1次5ヵ年計画建設に着手 した。1955年 7月の第－

l期全国人民代表大会第2回会議で発表され，採択された「第 1次5ヵ年計

四」によ ると，第 lt欠5ヵ年計画の水利建設はつぎ、のよ うであった。

(a) 准河の根本的治水工事の継続一一南湾，蒲山，仏子嶺，梅山等四つ

の大型ダムの完成，湖沼 ・窪地に対する放水工事の継続と改善，幹流堤防の

修築等によって1950年型の洪水にも堤防を決潰させず，21年型の洪水をも防

止する。洪河，汝河3 計i~河3 北肥河等の主要支流に対しては防洪排労工事を

おこなう 。

( b) 黄河の根本的治水と総合開発作業をはじめ，黄河流域の測量，企画

設計を積極的にすすめ3 流域開発計画を作りあげる。三門峡の水利P 水力セ

ンタ ー工事に着手 し，1960年まで寸こは洪水防止の作用を発揮させ，1961年に

は発電を可能にする。同時に下流の港紙，航運を発展させ， 黄河の歴史的な

水害を根本的に除去する。 7.K土流失の甚しい地区では大衆的な保持工作をす

すめ，泥砂を制御して農業生産を高めさせる。 これらの根本的治水工事の完

成するまでは，堤防をかため，防洪力をたかめさせ，河南省内の放水地区の

堤防を強化し 200年に 1回みるような増水（秦廠で 29,00Qm3/secの流量）にも

決潰あるいは河道変更をおこさないようにする。

( c) 長在堤防強化一一荊江の大堤防を1931年の洪水位でも氾濫させない・
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ようにし，漢口の堤防を修築し， I同庭湖及ひe長抗下流の湖沼の放水，墾植工

事をすすめ3 同時に長江流域及び漢口の根本的治水の準備活動を積極的にす

すめる。

( d) 海河水系 f黄河と遼河の間にあって直接海に注ぐ河川を総称する）の流域

開発言十両をすすめ2 永定河の治水と官庁夕、ムの建設を完成 L，永定河下流の

洪水による災害をなくす。子牙河の根本的治水工事ーを’rすめi摩市河のグム控

設をはじめ，南運河3 大清河！こ対して適当な整理と疏＊工事を行なれ

( e I ~i:f河流域の治7］（計画をすすめ，運河の大｛火房タ．ムを修築 し，在河の

氾i監をしだいになくしてL‘く 。

( f) 地方国家機関と人民大衆の力を発障させ3 積極的：こ小塑の農地水平lj

工事をおこさせ，従来からある濯概施設を改良し＇ i整：度管理をつよめ， ~1~小

塑1監獄工事をすすめ，農業 ・林業部門と結合させてp ブj（土保持工事をすす

め，重点的に農村の小型7］く力発電を試行する。

( g) 5ヵ年内！こif海面積を7,200万華畝 （480万へFFーノレ）拡大し， 1957

年の全開の7)(回およびi~~i蔭地を50,313万華敵（約3,355万ヘクターノレ）にする。

( h) 重要な河川に対しては水文，古ll］量等の基本活討を強化し，積極的：こ

流域の長期水手lj計画の研究をすすめ，第 2次 5ヵ年計図の準備をする。

第 ll欠5ヵ年計画：こ よ0治水 ・矛I］水事業の最初の計画：土大体以上のようで

らるが3 水利の基本建設の面では，1953～55年にすで；ニ第 ll大5ヵ年計画の

水利基本建設投資額の63%を達成し，56年度末まで：二。ら（三；ま第 l次5ヵ年

計画の原計画を完成したっそして 3 57年の第 1次 5ヵ年計画の終りまでに

は，南湾3 蒋山，仏子嶺2 梅山， II向洪旬3 磨子i車3 官庁，大1X房，三門峡九

つの大型ダムの建設が完成されたかあるいは建設をすすめつつあり 3 三河7}

門， 杜家台分洪水門，射陽河海水逆入防止水門等八つの大型水門をはじめ数

十の中型水門が完成された。同時に長江，J住河，黄河3 珠江，海河，遼河，

松花江の河道の整理，堤防の修築もすすみ3 堤防の修築された長さは 15,000

kmに達した。大河の治水と同時に濯波＊利工事もすす入， 2,000万華畝（約133

万ヘクターノレ）の耕地を濯概する准河流域の蘇北濯液結；渠をはじめ，河南省馬

県の白砂濯i保提，新彊省の八一勝利渠，青海省の北Jll渠p 東原渠，陳西省の

洛恵渠等 300余の大型用水路がつくられた。そして 5年間に，国家の投資に

よってすすめられた濯萩工事による濯統面積の増加だけで4,100万華畝（約273
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万ヘクターノレ）に達し， それに3 農民自身で修築あるレは建設した貯水池用水

路，ノト塑ダム等による滋淑面積をく わえる と，全国の泌j阪面積は1952年の 3

位、1,000万華畝 （約2,000万ヘクターノレ）から 5億 2.000万華l欲（3,466万へpターノレ）

に達した。 排水および水土保持の面でも， 5年間に顕著・な成果をおさめた。

全国には冠水の被害をこうむ りやすし、耕地が約 1筒、華畝（約666万ヘクターノレ）

あったが，そのうちの2,200万華畝（約146万へFターノレ）は， 5ヵ年計画中に，

5年に l回｛立の大雨には冠水をまぬがれる ようにされた。また全国 150万平

方キロの水土流矢面積において，その10分の lの地域では初歩的に水土保持

が可能になった（I）。

( 3) 農業協同組合によ る小型7］件I］事業の発展の時期

以上のような成果をあげた第 1l:欠5ヵ年計画期の水平lj建設事業は，1955年

末までの時期と 3 56年以後の時期で（人 大きな相違が見られる。その一つ

は＇ 54年および55年は 2年とも全国的に悪天候にみまわれ，黄河，長江をは

じめとして，各河川に大場水がみられ，人民の努力は主として氾粧を防止

し，また事後の排水作業に注がれたこと，第2は56年 1月には「1956～67年

金国農業発展綱要」が発表されたとともに，全国の農業生産協同組合の組

織化が急速にすすみ， 55年末までの全国農民の農業生産協同組合への組織化

は， わずかに 14 . 2~杉であったが， 56年末には引 .9% となり，そのう ちの 80%

が高級組合にかわってしまったことである。

操業の共同化は， 7］＇（利事業を急速にすすめるのにとって有利な条件となっ

た。協同組合自身による中小型治水 ・利水事業は急速にすすんだ。政府も一

方てー大型治7J<..利水事業をすすめるとともに他方この協同組合の中小型水利

事業を奨励し，政府の大型事業とtzy，同組合の中小型事業を結合させてすすめ

る方針を積極的にとる ようになったのである。その点について水利部のー責

任者はつぎのようにのべている。

「大規模な水利工事は，英大な経費と複雑な技術を要するばかりでなく時

間も相当かかるので，おし、それと効果をあげられなし、。そこで政府は一方

では大きな河川の治水，開発をおこなうと同時に，各種の小型農業水利工

事をおこなうことを奨励している。こうした小型水利工事は，f簡単である

し，できあがるのも早いので，人力3 物力3 技術条件などいろいろの点で

農村にはもってこいである。」（2)
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また，農業共同化による水利事業の発展についても，55年の冬から56年の

夏にかけてわずか数ヵ月のあレだに濯波面積は約 2倍、華畝（1,333万ヘクター

ノレ）も増加し3 濯翫用井戸450万，完成された貯水池やダム ・用水路が380万

ヵ所にのぼる事実をあげたのち，つぎのように述べている。

「水利施設がこんなに飛躍的な前進をとげたのは，農業生産協同組合に加

入 している農家が，それまで農家総数の14%であったのが，わずか半年ぐ

らいで90%以上：こ激増しにからである。これが大衆自身の水利事業の発展

に決定的な条件をあたえてし、る。」（3)

つまり共同化の結果，土地の私有制にしばられなくなったのはもちろん，

人的物的についてもいっそう強力になった。 工事をやろうとすればどうして

も土地が問題になるし，とくに用水路などを作ることになると，広レ地域に

わたって土地が問題になってくる。それが個人所有：こぞくし，細分されてい

ると，どうしても工事に制約をうけ引制ミりでなく 3 場合によっては，工事

が不可能になることさえある。とこ ろが，高級の協同組合になれば，土地（よ組

合員会体の共有となるので，こうした障害は一掃される。また資金の面から

いうと 1個人では井戸一つ｛まるにもなかなか大変であるが3 協同組合の場合

だと集団的な力によるので，資金の問題も労力の問題も簡単に解決できる。

1956年｛よ中華人民共和国成立以来最大の水害と早害！こみまわれた年で、あっ

たが，このような政府と人民の治水 ・利水事業の進展：こよってこの年の食糧

生産 1億8,250万トンに達し3 豊作であった55年より 850万トンも多くな って

いる。

(4) 1958年以後の人民会社による治水 ・利水事業の進展の時期

1957年の整風運動，反右派闘争による教育運動を通じて，農民の社会主義

に対する確信と情熱：土つよめられ， 1958年には，農業生産の想像をこえた大

躍進をみたのであるが3 このような大躍進は＇ 1956年からの政府の大規模7］く

利工事と，協同組合の小規模水利工事の進展がもたらした結果であると同時

に，とくに， 1957年末から，政府が商工業，財政等の管理権を大はばに下部

へ移管したのと同時に治水 ・利水事業の管理権をも大｛まばに地方政府に移管

し，県および郷村のもつ潜在力と積極性を十分に発揮させたことが，大きな

原因になってし、る。中国の農村には，この農業生産の大躍進を通じて， 58年

8月ごろから人民公社の運動がまきおこり，年末までには全国の農村の9996
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が人民公社化されてしまった。人民公社は，治水 ・利水事業において郷村と

協同組合との矛盾および近隣郷村聞の矛盾をなくし，従来協同組合では小型

治水 ・未1]7.k事業しかやり得なかったものを人民会社では中型および大型水利

事業をもやり得るようになった。資金の面でも，人力，物力の面でも，人民

公社は，従来の農業生産協同組合とは比較できないほど大きなも のとなり ，

最小のものでも 1郷が 1社となり，大きなものでは l県が l社になってい

る。そのうえに，従来国家のもっていた財政 ・商工業に対する管理権も移管

されているためその力は大きL、。その結果，省あるいは県を単位とした総合

目的の治水 ・利水事業が急速にすすんだ。 58年からの治水水利工事は，とく

に人民公社による貯水を主とし，小型を主とするものに特徴がある。 1957～
59年に全国でおこなわれた治水 ・利水事業について＇7.k利電力部副部長李探

華は，59年の国慶節記念論文のなかで，つぎのようにいっている。

「公社化前の 9年間に全国で建設された中型のダムは 717で， その貯水容

量は 103億立方メ ー トノレて、あったが，公社化後の 1年間に，全国で建設さ

れた中型のダムは 1,078で， その貯水容量は 208億立方メー トノレであっ

て3 公社化前の 2倍にあたる。」（4)

また， 水利電力部の機関誌 『水禾ljと電力』 誌の59年第 P号の社説によると

土石工事量は 580億m3に達し，それによる濯概面積の拡大は 4億 8,000万華

畝（3,200万ヘクターノレ），窪地の排水工事を初歩的に終えた面積は 2億1,000万

華畝（1刈 O万ヘクターノレ）' 7.k土流失保持工事を初歩的に終えた面積は30万km?

に遣し3 人民公社による大型治水・利水工事の完成したもの547項目，中型治

水 ・利水工事の完成したもの 3,303項目である。 このような治水 ・利水事業

の進展によ っては じめて，58年の黄河およひ・洪水の水文記録あって以来最大

の大増水にも堤防は一つの決潰をもみずに救われたのである。

注 ( 1 ) ここであげている数字は『人民手加』58年版 「5年来の水利建設の偉大

な成果」による。

( 2) 『人民中国』（日本語版） 1957年11月号所載，朱樹人 「中国の農業水利」

tこよる。

( 3) 同上。

( 4) 李諜華 「高 く赤旗をかかげて ：7j(利事業を大いに行お う」（『水利と電力』

誌、1959年19号〕。
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3. 中国の治水 ・手Jj水事業の特徴

中国の治水 ・利水事業は，中華人民共和国成立以来， 急速にすすんだ こと

は，前述のとおりであるが，中国の水利建設を特徴づけるものは， （1）その

規模 ・構想、がひじ ように大きい こと， （2）すべての治水 ・利水事業（土流域の

7.K土保持工事と かたく結合されており ，金流域の総合開発計画にもとづい

て，その一環としてすすめられているこ と， （3）すべての治水 ・利水事業

は，すでに排水を主とした段階から，貯水を主とした段階：こ入り，すで：こ3

水資源の全国的調整の段階（こまですすも うと している こと， （4）すべての治

水 ・利水事業には， レわゆる “二本足”の方針がつらぬかれてレる こと， 7ょ

どであろう 。

( 1 ) 規模 ・構想、の大ぎいこと

中国で現住おこ なわれてし、る治水 ・禾I）水事業（よ3 その規模 ・構想、がひじよ

うに大きい。たとえば1955年の全国人民代表大会で採択された黄河の総合開

発計画のごときも 3 黄河の幹支流を青海省の貴徳上流のi羊峡から青銅峡ま

でと，青銅峡から河口鎮まで，河口鎮から同門峡まで，高門峡から桃花俗ま

での四つの区域：二分~t ， 全幹流には44の大ダムを建設するとともに各支流：こ

はすべて中小型の梯形にダムを建設して，黄河の治水と総合開発を［よかろう

とするもので， 1958年から67年までの期聞を第 1期工事期間としているが，

この第 l期工事にたいして国家の投ずる財政支出だけでも 53億 2.400万元

（約8,000億円）とし、う 大きなものであるが， この第 1期工事の完成によって，

黄河の洪水は基本的に制御できるばかりでなく ，黄河流域耕地の65%を濯殺

することがでさ，それによる食糧の増産量は78.5万 トン， 綿花の士曽産量［よ20

万トンにのぼり，また3 水力発竜は黄河金流域で2,300万kW と：二：11，航運で

は海口から蘭ナ｜、｜まで3 500 トンの曳船が可能になるというのである。黄河の

総合開発計画の一つで’ある三門峡水利センタ ーの建設はすでに，58年から着

工されているが，こ のダムの規模は面積2,350km2で，日本の琵琶湖の 4佑に

相当 し，計函貯水量は 360倍、m3で，日本の只見川ダムの60倍という大きなも

のであることを見ても，し、かに中国の治水 ・利水事業の規模が大きく ，構想、

が大きいかが想、像される。

また同じ黄河流域の開発計画のーっとして，現在すすめられている甘粛省
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の挑河の引水工事を見ても ， 7j~河の＊·を海抜2,250m の甘粛省眠県の古披鎮で

収止め， それを東に流して海抜 2,040mの通沼県の主主家嶺に引き， さらに海

抜 l,400mの慶陽県華志源に引 くもので2 この水路の上部の幅は 32m，底の幅

は16m，水深6m，流水量はl50m3 /secで，水路の全延長はl,130kmとし、う大規模

なものでみり ，こ の水路の建設には134kmの距離にわたる石山を掘削し，トン

ネノレ50方所，全長70kmを掘らなければならず，また幅600mの新谷を横切らな

ければならない。この金工事の土工量は 5.5億m3，石工量は 2.400万m3と推計

され，それに必要な労働力は20万人が寒暑を分たず工事を継続して 2年かか

り，資金は最低に見つもって8.000万元（約120億円）といわれている。この工

事は，すでに第 1年度の58年に由良県の古城鎮から院西の大営県までの 330km

が完成したが，金工事が完成すれば，流域の100～133万ヘクタ ーノレの耕地が

濯概され，それによって225～300万トンの食糧増産が可能となり ，また流域

には73万ヘクタ ー／レの草原が聞かれ，それによって20万頭の家畜の飼育が可

能となる。またグムの落差・を利用して約40万kW の発電も可能であるばかり

か，貯水池や水路金利用しての養魚や航遂も可能になるというのである。

また，准河流域の治水 ・不1]7.K事業をみても，国家が准河の根本的治水のた

めに投資した金額は1950～57年までの 8年間に14億 5,000万元（約2,200億円）

を支出し，それによって完成された土石工事量は16億m3で，准河支流各河川

の上 ・中流には，九つの大型ダムと 10数個の湖沼低湿地を利用した貯水池が

完成し，現老Eはさらに二つの大型タ－ムの建設がす寸－んでL、る。下、流

沢i胡の護岸工事と洪7Jc調節71<門の完成3 江蘇省北部を泣j航する大水路の完成

等によって，すでに 100年に 1回しか見ないような大洪水も完全に制御する

こと ができるようになったばかりか安徽省の准河以北の地区，すなわち准北

地区では，58年から大規模な河網化工事がすすみ，准北地区を西北から東南

に平行的に流れているlfi河各支流を横に連結させるだけでなく，一定規格の

川の網を全地区にくまなく張りめぐらして，洪水時の貯水ι早魁時の溶液

にそなえている。その結果，かつては，水田のなかった准北地区に，現布は

183万ヘクタ ーノレの水田と 100万ヘクタ ーノレの濯水できる耕地が発達し，59

年の大早舷にもかえって，58年より増収を見たのである。

現在，中国では，山岡地にはすべてタ♂ム，貯水池を建設し，平原地には2

川の網ではりめぐらす河網化の計画がすすめられているが，その規模の大き
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さ，構想の雄大さにおいては，まさに世界のし、ずれの国も追随をゆるさない

ものであろう。さらに，この平原地区の7]¥.網化と関連して 1958年以来すすめ

られている「雨水北調計画」（長江の水を黄河に引き，黄河の水を海河に百I＼.、て華

北半原の水制イむをすすめ全国の水の配分を調整する計画）のごときは，(l）長江の

上流の金沙江の主たその上消の通天河の7］＜：を玉樹で， 高さ 250mのダムを作

って雅竜江のよ流におとし 3 甘孜附近亡また大タムを作って色達，阿填地

l玄に写［＇.、て石積山麓で黄河に注がせようとするものと，（2）長江の上流金沙

江の7j(を雲南省の翁7j(河口でダムによって東流させ．雅竜江，大渡河を横切

らせて四川盆地二引きいれ3 四川盆地の北縁をまわって眠江，溶江3 白竜江

を横切らせてのち秦嶺山脈をこえて甘粛省定西で黄河に注がせるものと，

(3）長江の三峡に大ダムを建設し，その＊を湖北省西部山地の東縁をまわし

て宜昌附近：こまで引さ，遠安，当陽，刑門南津等の各県を経て丹江口で漢江

に注がせ，漢‘江に入ったのちは，唐白河流域から方城で，長江と准河の分水

嶺をこえさせ，さらに魯山，宝豊，鄭j、1・1を経て黄河にそそがせる 3本の引水

計画がたてられているが，第 1の通天河一石積山の コー スは，水路距離

l ,688kmで， その問は山を聞きトンネノレを掘り ， なかには一つのトンネノレで

7kmもあると Lづ難工事で， その土石工事量は 25億m3と見積られるほど大

きなものである。第 2の翁水口一西定コースも水路総距離 l,OOOkmをこえ，

その工事量はパナ 7運河の75本分に相当するものであ り，第 3の三峡鄭州

コースも，その工事量はスエズ運河の20本分にあたるという大きなものであ

る。

この荷水北詞計画は現在のと ころ，まだ測量と設計の段階を出ていない

が，その笑現もそう遠いものではないであろう。

このよ うに，中国の治水 ・利水工事は，年とともに3 その規模が大きくな

り3 構想、が雄大化している。

( 2) 個々の治水 ・利水工事は，すべて水源別総合開発計画のもとで行な

われている。

中華人民共和国になってからの治水 ・利水事業は3 さきにものべたよう

に，49～52年までは主として3 国家による応急的治水工事を主とし，工事の・

性質は排水を主としたものであったが，53年から3 第 1次 5ヵ年計画にもと

づく 7k系別金流域の開発計画がつくられる ようになり 3 それにもとづいて，
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国家の手による重点的大型工事がすすめられたが，56年，全国の農民が共同

化を達成したことによって，各協同組合による自主的小型工事のすすむ条件

が生まれた。そこで，国家は3 准河の治水 ・利水事業の経験を基礎fこして，

「小型を主とし，貯水を主とし，協同組合による建設を主とする」L、わゆる

「三主方針」を治水 ・利水事業の根本方針としてうち出したが，この 「三主

方針」は国家によってたてられた水系別総合開発計画のもとで3 その部分と

しての小型であり ，貯水であり ，協同組合による建設であって，国家による

総合開発計画を前提としなレ「三主Jは統一計画を混乱させ，破壊するもの

でしかなし、。 したがって，中国の治水 ・利水事業において，「三主方針」が提

起されたのは，第 1次 5ヵ年計画の期間に全水系の開発計画がつくられfニニ

と，第 1次 5ヵ年計画期に：肌、て国家による重点的工事が進んだことを前提

としていゐのである。

たとえば准河北岸地区の河網化工事を見ても，個々の協同組合が掘主く 1

る河は，その規模もけっして大きなものではなし、。しかし，その掘さくは各

協同組合で勝手におこなわれるのではなく ，治准委員会の統一的な計画と青

写真と規格とにもとづレて掘られ，それが，つなげられて，准北地！ズ全体と

して大きな河網化の笑現となったのである。 したがって，准北地区の河網化

における個々の工事t立L、かに小型のものであっても，統一的計画のもとでの

部分工事としておこなわれてL、たことと 3 さらに，このような協同組合によ

る小塑工事は，国家による大塑工事，たとえば大運河の建設，大水門の建設

等と平行的におこなわれていたことで，その点については中国共産党中央委

員会が1958年 8月に公布した「水手I］建設に関する指示」でも，協同組合によ

る小型の工事は3 国家による大型の工事によって補われなければならないこ

とを強調している。

協同組合による治水 ・利水事業の発展はっし、に，協同組合と l'5組織のワ

クと矛盾を生じ，協同組合の合併 ・統合を通じて，ついに人民公社という新

しい社会組織形態を中国に発生させたのであるが，協同組合が人民公社に発

展したことによって，治水 ・利水事業は，その規模を小型から中型にうつし

ているとと もに，国家計画との関係をいっそ う密に している。いまや，中国

のいかなる治水 ・利水事業も，すべてが，国家計画のもとで，金流域の総合

開発の一環として遂行されているのであって， 1組合， 1地方だけの単一目
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的でお乙なわれてし、るものはきわめて少ない とレえる。

( 3) 流域の7］＼.土保持工事

中国のあらゆゐ治水 ・不1]7]'¥.工事（;t,7K系日I］総合開発計画の一環としてすす

められているが，と くにそれは金流域の水土保持工事と平行してすすめられ

ている。中国の各河川の土砂流送率の大きなことは世界でも有名でゐり，と

くに黄河の流水 1m3あたりの含泥量は蘭州で 3kg，陳西省竜門で28kg，河南

省の限県にくると 34kg；こな っている。 これは，ナイノレ河の含砂量が流7]<:lm3 

あたり lkg，アムール河が 4kg，コロラド河が 1Okgであるのと比べて，こ；、じ

ように高いものであゐ。したがって，黄河の 1年間の土砂流送量（よ 9億2.000

万m3, 13億 8.000万トンと し、うほど大主な量になる。 このヒうに土砂流送率

の大きいのは，その流域が，7］＇（（こ浸蝕されやす L、黄土地帯であり ，つねには

極度に乾燥し・n、るが雨期：こなると急に大雨が襲うと し、っ た自然的条件にも

よるがg より太きな要因（之多年の袴政によって，山岳，丘陵地帯の森林は失

われ3 実在谷はあれたまま にまかせられ，あらゆるとニろで水土流失防止施設

がなおさりにされてし、た社会的なものにある。 中国（こは水土流失のはなはだ

しし、地域が，150万km2（二達 し， 全国総面積の 15% もしめてL、fニ。 とくに黄

河流域は58万km2：こも達 し，ひどいところは，毎年 1km2：こっ主 1万トン以上

の水土流失が見られてし、た。このような水土流失地域を処理しないかまり，

河川のムレかに施工しても，根本的な治水効果をおさめ得ないこと：之明らか

でp 中華人民共和国が3 治水工事への着手と平行して，流域の7j（土保持工事

をすすめたのは当然といえるであろう。しかし水土流失防止工事：よp その地

域が広大なので，全国的：こはひじよ うに大きな労働力を動員しなければなら

ない。 1957年 12月二聞かれた第 2回全国水土保持会議て・の朱徳富lj主席の報

告。）によると＇ 7］（土保持工事を徹底的に行うためには 2km2あたり 6,000～

7,000人の労働力を必要とするということである。とすれ：f150万km2の地域

の7］（土保持工事を完成するためには 90～100億人の労働力を必要とするわけ

になり ，その労働力は，ぼう大なものとなる。しかし，中国では，すでに，

1959年までに全国の水土流失地150万km2のうち100万km2の地域で水土流失が

「初歩的」に制御し得るようになった。 第 2次 5ヵ年計画の終る 1962年には

7］＜.土流失を 「初歩的」に制御し得る地域l之121万km2になる予定である といわ

れている的。とくに7](t流失のはげしレ黄河流域の黄土高原地区43万km2のう
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ち 15万km2の地域は1958年までに水土流失防4止工事がほどこされた（りといわ

れている。「初歩的な制御」とはどの程度の工事をいうのであるか不明である

が， 58年 9月に聞かれた第 3回全国水土保持会議で、の報告によると，黄河中

流の山西，陳西両省では， 58年の雨期までにおこなわれた水土保持工事によ

って， 約 2信；m3のi尼砂の流失防止が笑現し， 甘粛，限西，河南の 31員、では計

約 282億m3の水土の流失が防止とて、きた。そして，甘粛，陳西，河南，河北，

湖北等 9省の統計によると ，水土保持によ って58年増産した食糧の量はl,180 

万トンに達するといわれている（5）。 したがって，効果から見ると相当顕著な

ものをもっている ことがわかる。 しかし，工事としては3 ひじように単純な

山間地区における植林と，丘陵地帯における梯田化がその主のようである。

( i ) 山地の植林一一中国の森林面積は 9,716万ヘクタ ーノレで， 全国土の

10.1%にしかあたってレなかった。 しかも，その45%は黒竜江，吉林，内蒙

古（東部）に存在 し2 また20%は雲南，四川の 2省に存在 してレて，山西，河

南3 河北，遼寧，山東，江蘇，安徴等 7省の森林面積はわずかに 1.5%をし

めるにすぎなかった。 このように，森林の少ないのは，自然的原因によるも

のではなし乱伐によって，森林を絶やしていたからである。昔中国を旅行

したものは3 河南3 河北，山西等の山々が3 みな丸坊主になっ ていたことと

山上までよく耕されているのに篤L、たものであるが，これこ そ「苛政農民を

山上に走らせた」結果であり ，「農貧に して耕して山上に至った」結果であ

った。このように森林を絶やしてし、たために，そうでな くて も雨量の少ない

黄土高原の乾燥はひどくなり ，ひとたび雨が降れば，土砂の流失をはげしく

するのであった。したがっ て，水土保持には，金山間地区での森林の育成が

重要となるのであっ て， 中華人民共和国では，准河，黄河，海河等の治水事

業に着手すると同時に，その流域の山間地区に対する造林，育林に着手し，

大衆を動員して植樹運動をおこすとともに，植林した地域には一定期間薪や

草をとりに入らせないという「封山」政策を笑行した。 もちろん「封山」す

るには山間区の人民の生活も考え，また近傍の人民の燃料の問題も考え，そ

れらの問題を解決したうえでおこな ったのであるが，こ の「封山」政策は中

国に森林を急速に増大させた。 とくに＇52年以来，育林，造林面積は毎年急

速に拡大 し，1958年末までには拡大面積が3,319万ヘクタ ーノレに達した。
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造林 ・育林面積 （単位 万へクタール）

年 メ口入 言十 護 ヰサ の f也

1950 12.6 6.7 l.4 4.5 

51 54. l 25.2 7.7 12.2 

52 108.5 57.0 22.0 29.0 

53 11 l.3 41.2 44.7 25.4 

54 116.7 33.9 63.6 19.2 

55 17 l.0 39.3 94.7 37.0 

56 572.3 135. l 245.4 19 l.8 

57 435.5 99.4 173.5 162.6 

58 1,746.0 333.5 601.6 810.9 

2十 3,319.0 771.8 1,254.6 1,292.6 

(I.I'.所） 中護人民共和国国家統計局『偉大な卜年一一中華人民共和国経済およひ’文化廷設の成果の統計』に
よる

このような造林，育林が，7.k土保持のうえに果した役割：工大きなもので，

中国では1962年までの第 2次5ヵ年計画中に， 造林面積を 1億 2,000万ヘク

ターノレにし，「あらゆる荒地，荒山を緑陰をもって蓋い3 砂漠：土緑HIにかえ，

辺境の地は樹木天をそびえさせる」（6) といっている。 これが笑現すれば，

中国の7）く土保持はし、っそう進展するであろう 。

(ii) 丘陵地の梯回化一一山西，河南，河北，湖北などの丘陵地は，ふも

とから頂上までよく耕やされており ，だんだん畑でできている3 しかし，従

来は，土地所有の関係から，そのだんだん畑が必らずしも水平につくられて

し、ず，水土流失防止のうえで，大きな役割を演じていなかったっしか し，中

国では，1956年末までには，全国の農民の98%が農業生産協同組合に組織さ

れ，その土地を集団的所有にうつしたため，だんだん畑：二，水土保持を考え

た水平の梯田に作りかえられ，また梯回の建設されていなかった丘陵の斜面

には，すべて梯田がつくられるようにな った。 初回はさ いしょ高い方の土を

削 って低い方に盛り 3 それに畦をつくって中聞をくぼませ，それに水がたく

わえられるように作るのであるが3 山西省などの例で：立，その梯田の中央に

貯水壕を掘り 3 壕は口を小さくし，胴を太くし，底を三和土でかため，壕の

前には lm3の沈泥池をつくり，雨が降ったときに，その雨水を貯えて，早期

には，その水で濯水するようにしている。一つの壕の貯水量は30～50m3であ

るが大体 1華畝 （約0.67段）に一つは掘るようにしているため， この壕による
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貯水量はけっしてパカにならないもので，山西省の例では， 1回200mmの大

雨でも，降った雨は梯回の中央のくぼみに集まり，さらにそれが貯水壕に導

かれて貯えられるため） 7.k土の流失はほぼなくなったといわれている。

丘陵地帯のこのような梯固化は，7.k土保持と耕作上の利益を兼ねているの

で，急速に全国に拡がっている。

(i川） 第谷地帯における河J!Iの階段化一一一各努谷にたいしては，河川の階

段化工事がすすんでいる。つまり，各小河川にまで，階段的にダムを建設し

ていくことで，このようなダムは， 一定期間ののちには泥砂で埋められるこ

とを見とおして建設しているのであるが，このよう な階段式ダムの建設によ

って，水土流失はひじよう に防止され， しかもダムの貯水によ って阜魅時の

濯液が可能であるためp あらゆる支流にまで，普辺的におこなわれている。

( 4) 二本足の方針

つぎに，中国の治水・利水建設事業において特徴的に見られることは，「二

本足の方針」ということである。「二本足の方針」と（叫可か？ 近代的な方法

による大型のダム建設と旧来の方法による小型のダム建設 とを平行的にすす

めることであり，河川の治水工事と流域の水土保持を平行的にすすめること

であり，治水工事は貯水と排水とを平行的にすすめ，流域の水土保持は山

地，丘陵地の森林育成，梯回化と低湿地の河網化とを平行的にすすめること

であり，森林の育成は経済林と防護林を平行的にすすめ，梯回化（ま，梯固に

よる耕地の拡大と貯水とを平行的にすすめ，低湿地の河網化は，早越時の潜

水と洪水時の貯水とを兼ね，河道の掘さくと，耕地の土盛りとを平行的にす

すめるものである。つまりあらゆる治水 ・利水事業において3 二つの方法，

二つの目的が兼ねられ，それによって互いに補足しあい， 援助しあって，完

全なものにすすむとしづ方針である。この「二本足の方針」とレうのは，け

っして治水 ・利水工事だけにとられた方針ではなく ）1958年以来，中国のあ

らゆる政策に一貫している根本的な方針である。たとえば，経済建設におい

ては工業と農業とを平行的にすすめ，工業においては重工業と軽工業を平行

的にすすめ，農業においては食糧の場産と経済作物の増産を平行的にすす

め3 その増産にあたっては近代的農業機械の普及と旧来からある農耕法の改

革とを平行的にすすめるというように，すべてに，二つの対立する方法を組

み合せて発展させているのがそれである。
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この「二本足の方針」にもとづいて．中国の治水 ・禾IJ水事業は，点から面

へ急速に発展していった。侍作義水利電力部長が＇ 1959年10月，中華人民共

和国成立10周年を記念して発表した論文 『10年来の中国水利竜力建設』にお

いても， 「この10年来の中国の水利建設と電力建設の大きな勝利は3 偉大な

中国共産党の指導によるものであり ，続、路線（中国共産党の提起した社会主義建

設に関する全般的方針）の光のも とで，二本足の方針と水利建設における『三

主方針』に導かれて3 大いに大衆運動をすすめたことによる勝利である」と

述べ 「二本足の方針」を高く評価している。じじ弓中国の治水 ・利水事

業は，国家による建設だけにたよったのでは，けっして，今日のような全国

的な発展をみる ことはできなかったであろう。国家による重点的な大型治水

工事と平行して，大衆による小型の治水 ・利水工事が普辺的におこなわれて

はじめてかちとった成果て‘あって，国家と民衆との「二本足」が平行し，結

合した結果である。また，今後の保守についてみても，すでに国家によっ て

建設されている重点的な大型の治水 ・利水工事一一水利センタ 一一ーは金流

域にわたる民衆の小型の治水 ・利水工事なしにはp 数年の寿命さえも保ち得

なし、であろう。「二本足の方針」が，現在の中国の治水 ・利水事業において，

如何に大きな役割を演じているかは推察に難くなし、コ

しかし，この「二本足の方針」がうち出されるまでには，中国では，さき

にも見たように， 1952年まて。の応急的治水の時期から， 1953～56年までの国

家による重点的大型工事の時期を経て，すでに，各大河川別に総合開発計画

がつくられ，また部分的ではあるがすべて水利センタ ーが確立されていた と

いう こと3 さらに社会的には，全国の農民が，すでに共同化を達成して，土

地の集団的所有と集団的経営を笑現したとし、うこと，こうしたことを基礎に

してはじめてうち出された方針であり，こうしたことの基礎のうえに，はじ

めてその大きな作用をはたし得ているといえる。

注 ( 1 ) 李培福「引 i~E河水上山， 幸煽万万年」（『人民日報』 1 958年 6 月 14 日）。
( 2〕 『中国水利』 1958年 1刀号所載「m 2回全国水土保持会議における朱徳

副主席の報告J。
( 3) 水利電力部副部長李孫繁「水利運動の新形勢」 （『人民日報JI1958年 6月

23日），および中華人民共和w;J農業部「1958年農地水利成果についての公

報」（1958年10月14日『人民日報』）。

( 4) 水利電力部長侍作羨「10年来の巾悶水利電力建設」（『水利と電力』 1959年
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！？号）。全択は日本国立図書館調査資料Al04『中国の治水 ・利水事業』に

あり U

( 5) 「第 3回全国水土保持会議」（『新華』半月刊 1958年20号）。
( 6〕 「勝利に乗じて秋季の造林の高まりをまき起せ」（『人民日報』 1958年 P

月25日）o

4. 今後の治水・手lj水事業

中国の現在の治7]¥..禾1]7］＼：事業は，どのように発展するか ？ 山間地および

丘陵地帯に白ける大 ・中 ・小盟グムの普辺的設置，平原地区における河網

化，それによる貯水第 1主義，これが現在すすめられている治水事業である

が3 これが完成したあかつきには，全国の水資源の均分化を目標とした「南

水北調」計画に着手するであろう。では，山地，丘陵地区の普辺的ダム化と

平原地図の河網化は何時ごろまでに達成することを予定しているか ？ 国務

院水利竜力部技術委員会が1959年に作成した「水利電力技術革命綱要」(11）に

よると 1959～61年までの 3年間に全国の水利化を基本的に実現し， 5年間に

平原地区の河網化合実現することを予定し，つぎのようにその具体案を示し

てし、る。

( l) 山区で：主甘粛省の武山県のように，また湖北省の裏陽県3 河南省、の

が河の ように，山上に貯水し，水土を保持し，水を山上に引き，山聞に水路

を聞く等の工事をおこなl＂さらに挑河の引水工事のように， 山上に運河を

閉さくするところまでおこなって，山l玄の水利問題を解決するとともに，あ

らゆる条件を利用して3 貯水池をつくり，十分に水資源の活用をはかる。

( 2 I 7）く土の流失する地区では，水と土砂の流送を防止する工事と生物的

措置とを結びつける方法を実行する。それには山西省の大泉山3 河南省馬県

等の経験を普及させる。たとえば魚鱗坑（水を貯える壕を魚のうろこのように万

辺なく料る），水平坑，谷坊 （実在谷の水をt匿止めたダムの一種），山塘（山地に作られ

雨水を貯える池）等をつくるとともに3 各種の草や樹を植え，山を封鎖して造

林し，耕地を柳田化するこ とであって， このような措置によって，水土の流

送金防止し，貯水の目的を達する。

( 3) 丘陵地帯では全面的にダムを建設し，貯水池をつくり ，等高線に沿

って水路を聞くとし、 う三つの方法を結びつけ，それによ って水を各級に分け

て制御するとともに，可能な条件のもとでは，新たな河道を掘さくし，それ

を他の水系の流域地区と結びつけ，丘陵地区の大河網化を実現する。
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( 4) 平原地区の低湿地帯では3 安徽省准北地区や天津地区に見るよう

に，河網化と低湿地の整理をおこない，できるかかぎり早い期間に，大雨に

も水害をおこさず，皐越も豊作が保証される水 ・早害防止の水利化の標準を

基本的に笑現するとともに，さらに一歩すすめて3 これらの地区の河網化工

事をおこなって，農地濯翫を発展させ，航運をさかんにし，水力資源を十分

に利用し，内水面養魚を発展させ3 緑化をすすめ，農業の電化の条件をつく

り出す。水利化と河網化の事業においては，企画を全面的におこなって，総

合利用の効果を十分に発揮させる。

以上が治水 ・利水事業の具体案であるが，なお，このような治水 ・利水工

事をすすめるために3 3年間に全国各河川の総合開発計画を基本的に完成

し， 5年間（こ全国の電化を基本的に達成するというのである。1959年から 3

年ないし 5年間に中国のような広大な地域で，こ のような工事が全面的に実

現するとすれば，そのための労4動力はひじように大きなも のになるであろ

う。しかし，1958年＇ 59年の笑践経験は，この計画が机上プランではないこ

とを示している。

全国の治水 ・利水工事が基本的に完成したのちの南水北調計画について

は，いつまでに笑現するか，その コースをどうとるかについて，この 「綱要」

で：之はっきり示してレないが，その計画を至急作りあげなけれ（まならないこ

とを強調して，つぎのようにいっている。

「中国の7］（資源の分布はきわめて不均等である。長江および長江以南の地

区の水資源は豊富であるが，准河，黄河の流域，と くに黄河以北および西

北地区の水量ば不足している。したがって，全国的規模の長期にわたる水

利企画においては，他流域からの引水を笑現 し，大河川をそれぞれ相通じ

させ，統一的企画によって，全国の水資源を総合的に利用するようにしな

ければならなL、。 他水系からの引水について積極的：こ計画をすすめ，具体

的には長江，黄河，漢江，海河等の各河流については南水北調の計画会急

速にっくりあけ： また松花江，遼河流域の二つを一つの統ーした水利系統

にするような企画をたてることが要求される一 。」

南水北調については，すでに国務院水利電力部や黄河水利委員会3 科学院

7.1¥;f・I］科学研究所で共同の実測隊を組織し，すでにのべたような何条かの路線

について踏査をつづけており，1963年の第 3次 5ヵ年計画着手までには，計
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扇を完成し，施工にかかるものと予定されている。 中国では，毛沢東の提唱

によって，第 3次 5ヵ年計画の終るころには，現在の作付面積を 3分の 1前

後に減らしていき，他の 3分の lの土地は休閑させて，牧草をまき3 緑肥作

物をうえつけ，残りの 3分の 1の土地は，果樹林や用材林をもっておおい，

大地域の園林化を実現するといわれているが，そのような雄大な自然改良計

画も中華人民共和国成立以来今日までの10年間の治水 ・利水事業の進展ぶり

からすると，けっして夢物語りではないであろう。 （中国研究所〉
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