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座 談 会

水利問題研究の現状と今後の課題（下）

JI! 誠 （農業生産調査会）

高ー 橋 裕 （東京大学工学部講師）

旗 手 動 （国立国会図書館〉

田 中 茂 （水利科学研究所〉

玉 域 哲 （水利科学研究所〉

6. 水問題の曲り角とはどういう意味か

玉城 みなさんのお話をうかがっ て，共通のご意見は，いま水の問題につ

いての大きな転換が進行しつつあるということだと思うんです。そういう転

換の基礎になっていることは，大ざっ i!iこし、えば技術の革新とか，産業規模

の拡大，高度化というようなことだと思うんですけれども，それだけではど

うも，解決がつかなレ問題があるんじゃないか，つまりそれだけですと，い

ったしvその前の段階はどうだったのか， どうし、う性格のものだったかとい

うことは，かならずしも明らかにならない。高橋さんがし、われたように，ま

ことに日本的なことわざである「湯水のごとく使う」とし、う状態は，いった

し、社会的経済的に考えてみたら，どう ＇，、う状態なのかという ことですね。そ

れが，いままではあまり明らかでなかったんじゃないかというふうに，考え

るわけで、す。それで－「湯水のごとく使う」とし、う言葉が出てくるような日本

の条イ牛とし、うものは，なにかということを考えざるをえなし、。つまりそれは

一口にいえ（え水にかかわる自然条件ということになると思うんです。

現在，＊の問題が非常に逼迫して，水というものをいろんな角度から見て

くると， やI土り日本に独得の形で存在する自然条件としての水というもの

が，あらゆる分野に，非常に影響を及ぼしているんじゃなかろうか，たとえ

ば農業においても，稲作とし、うものは，アジアのモンスーン地帯と L、う水供

給の条件を抜きにしては，実は考えられないし，いまそうしづ指摘もあった



110 

と思うんです。それから河川工事の分野では3 日本の川のあり方，あるいは

気象のあり方とし、う独得の自然条件を抜きにしては，日本のそう I,'5具体的

な形態というものは，特殊な形で発展しえなかったんじゃなかろうか。そう

L、う 問題をいま取り上げて，どうし、 うふうに技術と か経済：こ影響を与えてき

たのか， どういうふうに制約してきたのかを明らかにしないと，その転換の

意味が，笑ははっきりしてこないんじゃないかと L、うふうに，考えているわ

けなんです。そうし！意味で，転換というものがし、かなる煮味のものか，い

かなる内容のものかということを少しつつこんで考えてみf二L、と思うんです

けれども

田中 それはさきほど小Jllさんが，治山治水， 土地改良など、の土木事業の

公共的位格とし、L、ますか，そういうものを補助金政策を通じて，国家の構造

とし、う問題まで考えて，いかなきゃいけーないんじ ャなし、かといわれたんでず

が， それと関連する問題ですし， それから高橋さんも『日本土木技術の歴

史』のなかで，土木事業はもともと公共的なものであって，個人では扱いえ

ない事業なんだということをいわれてますね。かつては古代国家がそれを担

当 しましたし，それから封建時代になれば3 音I＼落や領主が行 う場合もあった

でし ょうし，それから明治以後は市町村になり ，県が行なったり，あるし、は

国て、行・なったりということになったわけで、すが，そうし、う土木事業というも

のが，一応，団体によらなければ行いえなし、んだということ，ぞれが日本に

おし、て， どう しづ 意味をも ってし、 るのかと いうこ となんです。

私，インドの場合と日本の場合で，アジア ・モンスーン地帯を考えてみた

んですが，さきほどの二重性と関連する問題で， 日本の場合とにかく水害を

防がなければ，水が引けないんだとしヴ形態が，かなり古くからあるわけで

すね。治水即濯殺なんだ，そうし、う「即」という結びつき方が， 日本では，

古代から近代？こいたる まで、つづいている。インドでは，そういうことはあり

えないんです。インドでも，やはり水害があるわけですし，濯j阪も古代国家

においては行なわれているわけで、すが，国土が広大で‘あり，大河川が多く ，

植民地的状態が長くつづいたとし、う事情から，治水即濯概とし、う結びつき方

を早くから失ってしまったんです。

日本においては，この結びつきが連綿とつづいていたということが，一つ

の問題だと思うんですが，それが最近，そうでなくなってきつつあるという
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ことです。 そこから「即」と L、うことで， どうし、う問題が出てくるかとい

うと，一つは日本の自然条件， とIこカーく急峻山岳河川であって，多雨地帯で

ある。そうし、う自然条件の特殊性が，まず考えられる。そうし、うあたりから

一つ， どうですか。

玉 城 いまのお話は，僕はちょっと 3 最後については，意見が違うんだけ

れども， 水が非常に豊富で、ある， 自然状態で豊富であるということのため

に， 7](稲生産というものが， 日木の1生来からの農業の中心になってきたと思

うんです。そうし、う場合；こは，畑作生産と違って， しらずしらずのうちに3

はじめから水というものが，農業生産にとって，なくてならない一つの重要

な要素として，入りこんでし、るわけですね。それは稲作だから，当たり前の

ことだろうというふうに，みんなは思L、こんでいるわけですけれども，実

lま，そこで生産の一要因として，重要な役割を果たしていた。これがまさに

無意識の，与えられた自然の天恵として入り こんできたというところに，非

常：こ大きな問題が，一つあったんじゃないか，それがし、ま天の恵みとして，

十分には与えられないとし、う状態に直面するようになってきて3 水というも

のは，どういうふうに扱ったらし、L、んだろうかということを，はじめて考え

ざるをえなくなってきたとし、うことが，一つ，いえるんじゃないか。それか

ら治水即濯殺というのは，たしかに日本の場合，「即」とし、う関係で，非常に

調和的に統一的に発展してきたと思うんですけれども，やはりそこに，分化

が進んだんじゃないかというふうに考えているんですよ。むしろ古代lに非

常に高い文化をつくり出した時代には，あるいは「即」であったかもしれん

けれども， 日本の場合には，少なくとも藩政期の後半は「即」じゃなくなっ

てきたんじゃないか，つまり，稲作を中心とする農業生産というものを発展

させるために，農業水利施設だとか，その前提になる河川工事というものが，

明らかに媒介的な役割を果たした。日然と農業生産を結びつけてし、く役割を

果たしたと思うんですけれども，その役割が，ある程度発展するにしたがっ

て，分裂の契機をはらんできたんじゃなかろうか，明治以後の河川工事，あ

るいは治水事業を考える場合に，やはり技術の独自性というものを見ていか

なきゃ，わからなくなるんじゃないかとしづ気がするんですがね。

田中 現在において，それが「即ーで結びつかないということは，その後

に分化発展があったわけで，水問題。転換期で水を総合的に統一しなきゃな
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らないとし、う要請は，その前に分化してしまった歴史的な経過があるという

ふうに，理解されますね。

7. 日本の治水史をどう理解するか

高橋 治水とし、う言葉は，元来，水を治めるということですね。その水を

治めるというのは，もともとは，かならずしも洪水を防ぐということだけで

なくて，洪水を防いだり，あるいは農業にうまく利用したりというふうに，

使われていたんじゃなし、かと考えるんです。 しかし日本で，とくに明治以後

のお役所仕事になりますと，たとえば治水か，利水かということで，そうい

うお役所仕事のなかでは，治水というと洪水を防く：利水というと， 7.kを利

用するということになりますけれども，そう分けざるをえなくなってきて，

言葉自体L 治水というと，洪水を防ぐことだけなんだというふうになって

きた経緯を，私は一つ考えるんですがね。たとえば，戦国時代から江戸時代

にはーーもともと治水とし、うのは中国からきた言葉だと思し、ますが一一洪水

を防げばし、L、ということでなく ，いわゆる水を治めるという ，非常に広い意

味があったん じゃないか，またそう解釈する方が， かえっ て合理的ではない

かということを，ちょっと考えるんですが－－－－－。

小川 その点は，私もそう思います。というのは，以前からの低水工事で、

水を利用することが強かったのが，明治中期になると高水工事に一変したと

し、う のは，鉄道が起こ り，現物（米）から金納になったとし、う側面があるでし

ょう。そうしづ段階があって高水工事になった。よこみちにそれますが，明

治前期のいわゆる低水工事的な考えはヨ ーロッノfから導入されましたが，高

水工事になったときの考え方が，今でもまだ確定していないように思う。

一ーその歴史的な背景が，明治29年の河川法で， 集中的に出てきてい るわけ

だけれども一一いわば，いまおっしゃったお役所的な，そうし、う 形だろう と

思うんです。さて，もっと前の戦国時代などではし、まいった概括的な治水と

し、う意味がだいぶあって，たとえば少しぐらい氾濫させたってかまわなレ，

そこまで耕地が川に接近している場合には，強力な権限で待避させるとかと

いうようなことがあったでしょうけれども，もっと重要なことは洪水の被害

の少ないようなところに生産耕地があったんじゃないか。時代が進むにした

がって，耕地が川に接近してくるという ことから，洪水としづ問題がとくに
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重要になってきた。要するに，耕地のあり方と人口がそこに密集したという

問題が，明治以後，非常に激化してきたと L、うことが，一方にあるんじゃな

L、かとE、うんですが。

高橋 その問題は重要な問題だと私も思L、ます。私の考えとしては，明治

維新になって，西欧の技術が日本にどっと流れこんできた。当時の風潮とし

て，レわゆる科学技術とし、うものは，なんで、もヨ 一ロツパをお手本として，

それを見習え（王L、L、と L、う，国家全休の非常に大きな風潮があつたと思うん

て

技4持者をおおぜし、呼んて、きて，いろいろ技術の指導をしてもらったわけです

ね。河川工事の場合も例外ではなくて，明治の初期に，主としてオランダ人

が日本に，河川技術をし、ろいろと教えてくれたわけで、す。

ところがこ、承知のように，明治初期の日本の低水路工事というのは，まっ

たくオランダ的なものですね。しかし河川工事の場合は，西欧で成功した

ものが， ／j、ならずしもそのまま日本に適用できるかどうかとし、うことが，問

題であったんじ平ないかと思うんです。ほかの，たとえば電気とか機械とか

造船というようなものでしたら，外国から優秀な技術者をナ召し、て，それを勉

強していくことが， そのまま日本の工業の発展の重要な基礎になったこと

に，疑1いもないことだ L，それはまちがし、なかったわけてザすが，河川工事の

ようなものは，技術を輸入することも必要だけれども，明治初期の機運とし

て，日本の洪水の特徴ということが十分に理解されずfこ，ともかくなんでも

かんでも，西欧の技術を輸入しさえすればL、L、んだとし、う観念で，低水路工

事が非常に普及していったんじゃないか。明治の初期におし、ては，たとえば

その前の江戸時代以来，日本独得の河川工法があったわけで，私の考えで

は，場所的には， 日本の河川に適応した立派な工事があったと思うんです。

それが明治の初期に，かなりの部分がオランダ式に変えられるということが

あったんですが，それは歴史的にいまからみると，かなり問題点があるんじ

ゃないか。そういうときに3 明治18年とか22年に，非常に大きな洪水があっ

て， 日本として，高水工事を主眼に考えなきゃ L、かんじゃないかとし、う 反省

均ら，明治29年の河川法の制定に，転換してぎたんじゃないかと思うんで

す。これは私の一つの見方です。

それが一つの例ですけれども，やはり現在までにいたる水の使い方とし火、
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ますか，為るいは洪水の防ぎ方というものを，歴史的によく反省してみて，

治水工事の史的発展を理解する視点tこ立って これからのあり方を考えあ重

要な課題にしなきゃいけない， と私は思し、ます。

玉城 いまお話しになった点は，非常に重要な研究の対象になる問題だと

思うんです。僕も，そこのところはよくわからないんで，こうし、う考え方を

ちょっとしてみたんですけれども，徳川末期には，連続高堤防方式による洪

水防禦，そうし、う方式を使うとし、うのが，やはり日本にもある程度の芽生え

が出ていたんじゃなかろうかとしづ気がするんです。つまり一面では農業開

発が進んで，いたるところ沖積平野が開発された。一面では，都市の形成と

発展が相当進んでくるというなかで，どうしても，洪水を徹底的に防がなき

ゃならんとし寸要請が，強まってきたと思うんです。ですから，徳川時代の

工法の代表といわれるような，ある程度洪水をあふれさせてゆるやかに流し

てしまって，調節するとしづ方法は，もはや不適当になるような要因が，一

面出てきている。ただその完成が実現しなかったのは，経済的条件で，領主

の財政が逼迫してくるとか，徳川幕府の力がなくなってくる，あるいは商人

資本が代って工事を担当するほど，蓄積されていないとし、う事実のなかで，

それが萌芽にとどまっている。そして明治に入って，輸入技術がどっと入っ

てきた。そこで一種の断絶があるんじゃないか，もちろん藩政期にはp 交通

手段とし－c川を使うとし、う要請が非常に強まって，そうし、う低水工事という

ものに，ある程度重点を移さなきゃならないとし、う要請は，一面進んでし、た

と思うんですよ。そこいらへんは，非常に概fだと思うんですが，明治中期

の高水工事への転換というのは，全面的にはし、えませんけれども，そういう

徳川時代に出かかってし、た伝統的な技術発展の系列から入れば，一つの復帰

が行われたんじゃないか，輸入技術が日本の自然条件に不適当なために，明

治中期の水害激発とし、う矛盾が生まれて，そこで復帰せざるをえなかった。

しかし，それは単純な復帰でなかったというところに，かなり問題があると

いうふうに，考えているんですがね。

田中 山のほうでは，こうしづ問題があるんです。徳川末期の治山の先覚

者として，よく名前の出ます河村瑞軒，この人は「治水は治山にあり」とい

うことを，言った人なんですが，この人は，笑際，山に木を植えて土砂を抑

えるということよりも，淀川の水を早く海に落としこむ，その水勢によっ



Hl談会水利問題研究の現状と今後の課題（下） 115 

て，土砂をーぺんに海へ出してしまうということを，強調しているんです。

これはだし、たL、舟還の関係で，土砂が淀川を埋める，そのために水勢を強く

して， 一ぺんに海へ流しこんでしまうというような思想だったらしいんです

ね。

旗手 信濃川の場合でも，同様だという感じがするんです。だいたい幕末

ごろになると，中小地主でも信濃川本支流附近に耕地を所有していたわけで

す。そうし、う形で耕地が所有されてくると，従来のような霞堤などの治水施

設では，被害が出はじめ，そこでその対策として中小地主による小さい排水

工事が，幕末から明治のはじめにかけて多く行われた。信濃川の大河津分水

工事が，明治 2年初めて着工されたが，資金の分担とか地域間の利害対立な

どで中止になるわけです。しかし，米の輸送とか航路の関係とか，さらには

水田を一応防禦するとか，また排水の問題などからも，信濃川の場合，引き

つづき高水工事への要求は持続し，低水工事に対しても，反対が多かったと

思います。すでに明治19年から地域的に地主が集まって，高堤防工事を行な

っているわけです。もちろん，オ ランダの技術を入れて，内務省が直轄の低

水工事を行なったけれども，同時に並行的に，中小河川などで、は高水工事も

行われた事実があると思うんです。

小川 その場合，いま出てきた話を総括してみると，やっぱり耕地が膨張

していくということが，一つある。 それは地主的な意味において温存すると

いうか，災害を受けるのはこまるという面ですね。それからいまでも，たと

えば京都市内の川で，もと物資を揚げたというようなところが，いくらもあ

るわけですよ。そういうふうに明治中頃までは川が利用されたことは，事実

だと思う。もちろん都市というよう な問題もあるでしょう。だけど大きくい

えば，資本家的あるいは商人資本的な側面と，地主的な側面のどっちが時代

により優位していたかということにあったのじゃないかと思んうですがp 低

水工事と高水工事の性格の背景にはそうし、う問題が非常に大きくあったんじ

ゃないですかね。

玉城 それは地主的土地所有から，高水工事的なものがよろしい，商業資

本からいわせれば，低水工事がし、いー

小川 ところがp 舟運が鉄道に変かったわけですよ。そうし、うことで舟還

が少なくなった。それで高水工事は3 地主制の確立によって相当強くできた
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んじゃなし、かと思うのです。

旗手 さらには，異常に多い降水とし、うことが，直接原因になったと思い

ますが。

8. 農業の地域性と河川

小川 ここで，私がさっき問題にしたことについて皆さんにお話をうかが

し、たいんですが，それはし、ろいろな河川の技術と L、う場合に，直轄河川的な

技術ーーーたとえば武田信玄以降でもし、L、んですが一一そうし！大きなもの

は， L、ままでずいぶん問題になってきましたが，中小河川的な問題というの

は，非常に少ないと思うんです。レまだって地方の小河川は荒れ川ですよ，

極言すれば。明治以前は別として，それがやややられるようになったのは大

正に入ってからじゃないでしょうか。戦争中はぜんぜんだめでしょう。それ

がまだ放っておかれているということです。この中小河川流域が農業生産の

重要な地帯だと思うのです。この中小河川流域の農業地帯について，現在ま

だ情勢の新しい動きに相応する地域の類型的把握ができていないんじゃない

か。この把握には水系（水温，水質等も含む）とか土地改良区とかそのなかをあ

る程度細分化して，性格を検討する必要が応るように思うのです。たとえば

同じ土地改良区のなかでも兼業地帯とそうでない地帯とあるかもしれない

し，また，用水の必要地帯と排水の必要地帯とがある場合もあり，水質や水

温がちがう地帯もある。それらが条件によって変化してゆく。この変化に対

応できるように地域を類型化する。そこでの水のあり方を研究する必要があ

りはしないでしょうか。

玉城 そこいらへんは，むずかしい問題ですね。

小川 それは非常に，総合的な知識がJ必要だと思 う。

玉城 地域性というのは，非常に重要問題じゃないかと思うんですよ。日

本の稲作生産力なるものは，世界の稲作地帯，とくに東南アジアの稲作地帯

の一環として，ずば抜けて高い生産力を形成することができた。それによっ

て，日本の近代社会の築き上げの一条件が与えられたのではないかというふ

うに，考えることができると思う。その場合，稲作生産力の特殊な発展を保

障したものは，いったいなにかとい うことが，問題になると思うんです。 こ

れは農業水利の研究分野でも，従来ほとんど問題にされていなかったんです
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けれども，やはり一つは，水をうまくコントローノレする条件が，どこかにあ

ったにちがし、ないと，考えざるをえないんですね。

そうし、う場合に＇ l'i問題になった中小河川というよう な考え方，それが

一つ，課題になるんじゃないか，たとえば非常に大きな川，とくに大平野を

流れる緩流河川というものを考えた場合，その川自体を全体としてコントロ

ーノレするというのは，たいへんな技術と，たいへんな金を必要とするにちが

いなし、。ところが日本みたL、に，ちっぽけな川で急流であるとし、う場合に，

これをコントロールすることは，比較的容易なんじゃなL、か3 つまりその川

が作っていた沖積平野を関発していくとい うのは，比較的容易なミとじゃな

いだろうかと，考えることができると思うんです。そこで，川を中心とした

農業生産が，特別に日本で発展しうる条件が，どこかにあったろうし，それ

から治水技術とか，あるいは濯淑技術というものが，やや特殊に発展する条

件があったんじゃなかろうか，そう考えると， 日本国内においても，川を中

心とした，つまり 7j(;j~l、かなる形でコントロールされながら与えられるかと

いうことによって出てくる地域性というものは，相当の意味があったんじゃ

なレか3 それだ：ナで農業地域区分というものは，できないにしても，そうい

う要素を考えても， L、し、んじゃないかとし、う気がするんです。これは河川工

事の面から，一つ教えていただきたいんですけれども，やはり 日本の治水工

事というものが，自然条件としてやや特殊な川の形態に制約されていなが

ら，一面ではそうしづ条件があるために，比較的発展しやすかったという面

が，あるんじゃないですか。

小川 私が調べfニ静岡の例なんか見ると，ほんとうにそういうことを痛切

に感じたんだけれども。静岡の場合，明治20年代までは，中小河川の氾濫が

非常に多いんです。天竜JI！と大井川の15年間ぐらいの統計，それは警察統計

と府県統計ですけれども，それを調べてみるといわゆる直轄河川にはあまり

洪水がないんです。多少あるけれども，毎年毎年ということはなし、。と ころ

が，この二つの川の間にある地域を見ると，毎年のようにどこかが氾濫して

いる。それは規模は小さいけれども農家では舟を持っていないと生活ができ

ない。そうし、う危険に時々さらされていたわけです。大河川が氾濫するよ

り，農業生産にとって（主，そっちのほうがよほど重要なことになっていたと

思うんです。そう I，、う問題が，農業生産は高まるなかで，特に反収のフレな
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んかに影響してきた。フレがなくなったのは，大正のなかごろです。稲作地

帯といわれる磐田地区でも，排水の幹線がで、きたのは，大正のなかごろなん

です。それが昭和の初めから，安定したんだろうと思う。普通地図のうえ

で，大きな平野として残らないようなところでも， みんな営々としてやって

いるわけだから，そういうところの小さなものが集まって，稲作生産のフレ

を低めただけでも，全国的にはずいぶん大きな効果があったと思う。中小河

川をみると 3 肢行的に技術も進んでい るし，治水も行われてし、るという感じ

が，するんですがね。

田中 これは現在の問題として，治水と利水との行政が分かれているとい

うことから考えると，中小河川というのは，どうなんでしょう。治水と利水

とい うことが一緒にならない と，これはできないんじゃないか。というのは

歴史的に考えましても，さきほどお話があ りました中小河川の事業が進んだ

のは，大正中期からだ。そうすると，だいたい用排水幹線改良事業というの

は，治水と利水を一緒にした事業で、すよ。それがつぶれちゃったんてeすが，

そういう一緒にしたような事業でなければ，中小河川というのは，本当の事

業が行われないんじゃないかということで，現在の問題になってくるんです

がね。

高橋 明治以来のいわゆる直轄河川には， 国家と して，たしかにカを入れ

まして，優秀なエンジ、ニヤーを昔の内務省，いまの建設省に集め3 財政的に

も重点をおいたわけです。一方，中小河川は各県で担当 しているのですが，

直轄河川にくらべて， 国家としても力の入れ方が少なかったし，技術の面で

も，財政函でも弱かったのもやむをえないでしょう。もちろんそのほかに，

複雑な問題はあるでしょうけれども －

旗手 社会経済的には，中小河川のほうが先に発達したんじゃないかと思

います。静岡などはし、わば先進地帯であり，そこ に中小地主が発生した。 さ

らに大河川の沖積地帯が， 徳川中期ごろから明治にかけて発達したわけで

す。したがって静岡などは早期には比較的よくて，あとは技術的に資本を投

下していくとし、う条件がなかったために，停滞した。いわば早期安定，後期

停滞とし、う形ですね。そうい うために， 資本も小さいし大きなカもなし、か

ら， しぜん県段階で，技術の力が遅れてしまったとし、う問題があるんじゃな

いか，そうし、う面をもつかまえて，生産力を上げるとし、う問題が，出てきた
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んじゃないかと思うんですが3

玉城 古代中世の社会構造のなかで，臼木の農業生産発展の地域的な経路

ということを考えてみると そうし、う中小河川流域がまずしだし、に開発され

てゆく過程で3 土木技術の蓄積もすナみ，大河川の治水とその流域の開発へ

すすんできたものだろうと思う。たとえば領主制というこ とになると，広い

範囲の自分の領地における農業生産の安定と向上という観点にたつこととな

るc それが，もっぱら，技術の発展じゃなく，耕地を拡大していくというほ

うにp 向かつてすすんだ。その場合に，領地が広ければ広いほど，その中に

は大河川流域の沖積平野をもっており，これを どうしても開発しなければな

らないとし寸要請が出てくる。それが明治政府になる と，やはりこれは統一

国家だと思うんです。その場合には，局部的な領土也の利害関係でなく，国家

全体としての生産を，どういうふうに安定，向上させるかとレうことにな

る。そこでP さしあたり課題になるのは，大河川の流域をいかに安定させる

かという ことにならざるをえなL、。そこらへんで，中小河川が見捨てられて

しべ傾向が，必然的に出てきたという気がするんです。

小川 それは大河川と中小河川の対立だけでなく，たとえば土地改良のな

かにおいても，大正のなかごろからの用排水幹線改良事業でできた水路が，

レまもって大きいんです。ところが，その前にあった耕地整理とか，もっと

小さくいうと暗渠排水，こうし、うものは非常にネグられていた。それは農業

生産からいうと 3 非常に重要な問題，でと思う。それと同じ問題ではないでし

ょうか。なにかそうし寸問題が，河川の工事でも土地改良のなかでも，ある

んじゃないかと l' ？気がするんです。肢行的な問題ですね。もう少し片っ方

を上げてくれれば， 7］＜：のコントロー Yレにしても，ずいぶんよくなるんじゃな

し、かという気がする。見捨てられた分野ですよ。

旗手 さらに，こうし、う中小河川と大河川の関係は，現在にたとえてみれ

ば，鉱工業は大河川，農業（土中小河川だ，そうし、う形が展開するんじゃない

かと思いますが3 資本の効率と L、う形で

9. 農業水利慣行は古いものか

小川 それから，この研賓会は，なるべく自由な発言をという話ですか

ら，旗手さんにおききしたし、んだけれども，（笑）旗手さんがし、っている意識の
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背後には，水利慣行は前近代的な慣行で，なにか古いという感じがあるよう

な気がするんだがどうですか。もちろん発生的には古いにきまっている。だ

けど農業生産というものは，時々刻々変わっていって，さっきいったのは，

一つの例なんだけれども，後作の問題と関連すると， それが可能ならば，カ。

ラリと変わりうる。たとえば水の共同的利用の形があるがゆえに金村的にカや

ラリと変わることもあると思うんです。早期栽培の例でも，そういうのはた

くさんあったわけですよ。要するに，慣行といっていいのか，ある意味でブk

利用の秩序といってし、L、くらいのところまで，前近代的な水利1貫行というの

があてはまらなくなるぐらいに変わりつつあるんじゃないでしょうか。とい

うのは，稲作技術がもっと高度化したらいままで制約的だった水が，こんど

はむしろ，発展のために利用できるとし寸条件が出てくるんじゃないかとい

う気もするんですよ。だから十把ひとからげに前近代的といってしまうと現

在では問題が出てくるんじゃなし、かとし、う気がするんだけれどもね。

旗手 僕がし、う前近代的というのは，古いということにこだわっているわ

けじゃなし、。問題は，鉱工業の産業用水が資本主義的て、あるのに対して，農

業は小農的で、ある。こうしづ段階の違いが，力の違L、になってあらわれてく

る。技術の発達によって事情は違ってきますが，自然的な7j(を，自然的な条

件でそのまま利用しうる段階では， 7.Kはまさに自然そのものである。（笑）そ

の場合の水は商品じゃないわけです。ところが，土地改良とか設備投資が高

度化されるにつれて，商品的な水の意識が，農民の中にも発生してくるわけ

です。そうしづ段階と，以前の自然物的な水の段階の意識とは，明らかに違

ってくると思う。しかし，土地改良が大規模に行われたにしても，その背景

には，いろんな水の自然的条件が残っており，その利用もいわば共同体的

で， しかも基盤には，小農的な零細経営があるというわけで，他の工業用水

とか発電とかの資本主義的な大企業とは，比較にならなし、。いわば農業は鉱

工業の中小企業までもし、かないわけでしょう。そうし、う社会経済的なカの差

違として，問題が起きているわけで，これがし、わゆる前近代的とし、う理由で

す。べつにこれが悪いとか良いとかでなく， 事笑の問題として出てさてL、

る。それをどうしたらL、し、かということだと思うんです。

玉城 今の御意見に反対じゃないけれども，それでは一般論を出ないと思

う。たとえば水利団休というものが，いろんな形であるけれども，それはた
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しかに，古い共同体そのものじゃないと思うんですよ。いずれの形態におい

ても，多かれ少なかれ，近代的な性格での共同性というものは，制度的にも

実質的にも，ある程度入っていると思う。それはそうなんだけれども，一面

では，古い共同的な関係を伝承しているところに，一つの問題がある。つま

り，そういうものの統一体であるというところに，問題があると思うんで

もう少し具体的にいうと，たとえば水の使い方，あるいは施設の問題，そ

れを考えなきゃいかんじゃないか，つまり，水そのものは自然物であるけれ

ども＇ 7j（を最終的に使えるようにも 4 てくる施設は，まさに自然そのものに

密着した土地の付属物とし、う形です。具体的にL、えば，農業用水施設という

のは，水の取入れというところで， まず川の条件に非常に制約される自然取

入れとしづ形が，非常に多いわけで～ナ。それから導水する場合にも，地形勾

配に制約される。それがあまりにも，自然条件に制約された形である限り，

その施設によって水を使う小農の共向性というものは3 やはり非常に古い共

同体的な性格を，失うことはできないんじゃないか，つまり水というものは，

そうし、う施設であるかぎり，原生的な生産用具とし、う性格を，基本的に失 う

ことはないんじゃなし、かと，いえると思うんですよ。そうしづ面を伝承して

υるところに， いまの水利団体の古い性格が非常に残されているのであっ

て，それはやはり日本的な形で存在 しているんですね。一面では，たしかに

小農制自体があるから，それらが伝承されていることはまちがし、ないところ

で， 小農性がなくなってしまえば，どうしづ施設であろうと，当然違った性

格になってくると思う。

小川 そのとおりなんです。それで僕が言いたいのは，あなたのl' 5意味

はわかるんだけれども，やっぱりある程度変化を評価しておかないと，いけ

なレんじゃないか，十把ひとからげにいうのはし、L、：ナれども，やっぱりカッ

コつきでいっておかんと 3 いまの段階とそれから将来の見通しからいって，

ちょっと誤解を招きはしないかとし、 う気がする。

旗手 たしかにこれらの点は十分注意しなければいけないですね。単に農

業水利を古い慣行だとい って一蹴するのではなく，それが出てくる必然性を

つかまえて，そのうえで組みかえていく ことが必要なのでしょう。
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10. 治水事業と多目的ダム方式の有効性

田中 話は転換するんですが， さきほど話の出た多目的ダムと いうもの

は，はたして 日本にと って，洪水緩和，水利調整の役割をはたすものかとい

うことを3 考えていただきたし、んですがね。さきほど藩政時代に， 日本古来

の河川工法と ！，、 うものがあったという話が出たんですが，多目的ダムという

のは， 一応，西欧的な土木工法なんですね。これがはたして日本のような自

然条件， あるいは現在の社会的条件のもとにおいて，洪水緩和，水利調整の

役割を果す最適なものかどうか，これは一方の考え方を申 しますと， さきほ

ど，地下水源の開発が非常に重要じゃなかろうかとし、う話が出たんですがp

地下水源の開発ということは，し、かにも水の足りない砂漠地帯では，重要な

事業です。そ うすると，現在，水が足りなくな ってきた 日本においては，地

下水源の開発とL、う考え方を，ある程度考えに入れて，山へただ多目的ダム

をつくることによって洪水を緩和し，利水を調整するのだとし、う考え方を，

反省 しなきゃいけなレんじゃないかとしづ 面があるんですが，その点，どう

でし ょうか。

高橋 非常にむずかしい問題ですね。さ きほど玉城さんが提起された問題

で，日本の稲作がこれほど進歩したのには，なにか特別な技術家がし、るのか

もしれませんし，どう いうものであったか，検討する必要があるということ

をいわれま したが，私，農業技術はよくわかりませんけれども，治水という

面では，日本の自然条件，具体的にし、うと，急峻で荒れやすい川， しかも非

常に土砂を運ぶ川とし、う条件によく合うような というか，さしあたりは稲作

に合う ような， 日本独得の立派な治水の工法が， 戦国時代から江戸時代末期

にかけて，発展してきたと思うんです。 日本の自然条件に合わせて3 稲作を

育て るという面での治水技術というのは，かなり高く 評価してし、L、んじゃな

いか，そのことが，稲作をこれだけにもってきた一つの原因である。けっし

てそれが決定的とは申しませんけれども，非常Pに大きな要因ではなかつたか

と思う んで

の要請によ円 て違つてきてい るO 今日 まで、，し、く つかの転換期があったわけ

で，その転換期にさ しかかる と，治水方式をいろいろに変えて，今日までき

たと思う んですc それは技術史的に見ても，戦国時代，江戸時代，明治時
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代，あるいは戦後というものの治水方式が，どう変わってきたかということ

は，十分検討されているとはし、えませんけれども，ざっと見たところでは，

そういうふうに変わっている。その時代の社会的な要請に合うような治水方

式が， とられてきf占わけで

t主一つの側面ですけれども，そうし、う見方があるわけで、す。

それで，さきほどの多目的ダムによる総合開発とし、う問題になるんですけ

れども，さっき， 7k文学がなぜさかんになったかとし！説明で申しましたよ

うに，戦後のあのような要請から，どうにかしなければならないということ

で， とりついたのが， TVAの真似による総合開発だったんです。それ以来，

日本の治水方式というものの大きなウェイトは，上流に流水調節のダムをつ

くることによって，洪水を防くんだということで，それが一つの新しい治水

方式として，戦後出てきたわけで、す。その場合にそれと付随して， TVAの真

似による総合開発とし、う機運が，起こってきたんですがp 総合開発というこ

とにな ったと きに， TVAの物真似的な要因が， 日本に入ってしま った。した

がってそれ以来の日本の多目的ダムの問題が，ただ上っ面でのみ，取り入れ

られているんじゃなし、かという一つの弱みがあると思うんです。物真似に

は，物真似の弱みがあるわけですけれども一

回中 それが真似として出てきたというのは，日本とアメリカの自然条件

の違レ3 それから社会条件の違い， 、この二つが十分に考えられずにもってこ

られたということですね。

高橋 日本では，本当の意味の総合開発というよりも，単なる物真似で始

めてしま った ということが，一つの弱みだと思うんですがね。そこで洪水調

節， 発電，農業用水，工業用水と いろいろありますけれども， 白木で、の将来

の産業の在り方を規定して，どうい うとこ ろにウェイトを置いて， 将来ど う

いうふうに水をもっていくかとし、う場合の見通しが，十分でないとし、うの

が，私の考えなんです。多目的と称するダムさえ造れば良l" というので

は， TVAの総合開発の理念とは全く かけ離れたものになってしまいます。 産

業の在り方の見通しはもちろんやさしいこ とではありませんが，少なくとも

プログラムのはっきりしていない総合開発は意味がありません。

さきほど田中さんのご質問で， 日本のような自然条件下の多目的ダムで，

洪水を防ぐことと水利用が， うまく いくだろうかというお話があり ました
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が，これは要因が複雑で，容易には答えられない問題だと思います。とい う

のは，社会的な要因というものが，非常に複雑になってきて，ただ日本の自

然条件だけの原因で，多目的ダムの運営がむずかしし、とは，かならずしもい

えないと思うんです。それから 日本でそれを考える場合に，ただダムだけに

頼りさえすればL、L、とし、う考え方があるとすれば，もちろん反省しなければ

ならない と思います。田中さんからのこ’質問の地下水の利用ということは，

現在3 砂漠地帯では非常に熱を入れて研究され始めていますけれども，まだ

多分に未知数の段階で，はたして 日本で将来どの程度かということは，かな

り疑問があろ うかと思いますがね。砂漠の条件と 日本の条件とは非常に違い

ますから....ー。元来，砂漠地帯とし、うのは， 日本に比べたら，雨量はまる っ

きりないと同然で，そしたら地下水に頼らざるをえない。そして地下水が，

かな り利用できそうだ という，ある程度の見通しがあって始めているこ とで

して，日本とはかなり条件が違うと思います。砂漠地帯では，地下水の開発

は，将来，生活条件さえかなり根本的tこ変えうる要因を含んでいると思う ん

です。地下水は別としても，ただ，ダムにのみ余りに大きなウ ェイ卜を置い

て将来の治水方式を考えようということは，この際，さらにまた考え直す段

階じゃなL、かと思うんですね。

玉城 ダムがはたして日本で洪水調節上，どれだけの役割を果しうるか，

白木の現在の条件でつくれる程度のダムというのは，かなり問題になるんじ

ゃないか，非常に大きなダム群を，どこ にでも平気でつく れる よう にな る

と，少し違ってくると思し、ますが，日本の川の条件のなかで，いまつくれる

ような多目的ダムで，はたして洪水というものをある程度調節し，これを利

用可能な水資源に変えていくことが， どこまでできるかとい うこと，これは

単なる技術的な問題だけではないと思いますが。

11. 水問題研究の今後の課題

玉城 さて，まだやっと話の序の口に入ったばかり のところで，皆さんも

いろいろお話しになりたいことも沢山あるでしょうし，恐縮なんですけれど

も，時間ぎれでそろそろ会場から追いだされそうです。論じ足りないところ

は，またの機会ということにし、たしまして，最後に，今後の研究の課題とい

いますか，動きつつある現状と今後の方向を正確に認識するためには，どん
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な方法がもっとも有効なのかというような点につきまして，言い残したこと

などをふくめて，総括的にお一人ずつお話し願いたし、んですが。

旗手 今後工業用水はじめ農業用水でも，水資源への需要は大いに増大し

てくると思l'iす。したがって各種利水聞の対立や競合を どう調整するかが

大きな問題となってくる。このためには，まず国民経済的な視点というもの

が3 基本的に必要な立場になるのではないか。 l'＇）てみれば ，この国民経済

的な，いわば総合的な立場から，大きく各種産業聞の相互関連をながめ，こ

うし、 った見地から水資源を最適部門に配分して利用することが必要ーになっ て

くると思I，、ます。

これは言うべくして，実際にはなかなか行L、がたいことだろうとは考えま

す。しかし各産業聞で、の新水源の開発とか，利用水の最高度活用，さらには

利用廃水の回収などと同時に，それ以上に各種利水聞の最適配分が行われる

ような方向にし、かなければ，問題の解決にはならないのではないか。

とくに私企業自由の原則に則っている，わが国のような資本主義国では，

水資源の配分についても，企業各個の問題として自由に放置しておけば，到

底処理する ことはできないわけです。したがって，ここにとくに水の公共性

というものを，前面にもって くる必要があろうかと考えます。

現在わが国における水利用の配分が〉 とくに大きな問題となってをたの

は3 とりわけ農業用水が諸外国と異なって大きな比重をもっている ことのほ

かに，私企業の自由度が高いため，その競合度合が激しいのではないか。同

じ資本主義国でも，多くの諸外国では？水の公共性と L、う立場から3 水のコ

ントロールが相当進んでいるようであり，またアメリカの TVAなどは，総合

開発の役割を果しているわけです。

このほかソビエ卜 や中固などの社会主義国では，この点がより 一歩進んで

いるのではないか。たとえばソビエ卜ではヴォルガ ・ドン運河とか，中国の

准河や黄河の治水工事などでは，国土の自然改造計画の一部として，大規模

な水資源の総合開発が行われているわ；ナです。 これは事業そのものが膨大な

ため， 私企業では行いう る範囲をとびこした結果で、もあり，さ らに私企業の

放縦な自由がないことが，総合計画をより成果あらしめているのではないか

と考えるわけです。

したが4 て，わが国の水資源の総合調発，高度利用についても，これらのι
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先進資本主義諸国や社会主義諸国の先例を大いに研究し，学びうるところは

大胆に取り入れるべきではなL、かと思う。

とくに水の場合，その自然的特性として高い所から低い所に流れるという

流動性があり，これを基礎にして，それぞれ余水利用，共用などの反覆利用

が行l，、うるわけで、す。したがって，水の所有権は，土地などの不動産やさら

に動産とも違って，個別に独立した排他独占権をもちえないものだと思いま

す。

この水における所有の特殊性は，ある面からいって， 7kの利用の総合調整

をより可能にする条件ともなりうるわけです。したがって今後の研究課題と

しては，水自体の自然的社会的性格を理論的に整理するとともに， ？Kの所有

および利用をめぐる特殊性を十分掴んで，これを公共的な，さらには国民経

済的な立場から総合調整し，また水資源の最適配分を行う点に，関心がむけ

られるべきであろうと考えます。

小川 国民経済的見地から，水の配分が行われなければならないという考

えが，今後ますます強くなってくると思うのですが，この場合，たとえばアロ

ケーションの問題にみられるようなことの起こらないような方法がとられね

ばならはい。公共的であるからといって，資本に有利な計算方法はのびよう

とする資本にとっても結局マイナスになるんじゃないだろうか。この点が第

一点。次に重要だと思うことは，治水におけるヒュー7 ニズムの問題です。

最近の水害にみられるように治水対策は十分とはL、えなL、。堤防が決潰すれ

ばいわゆる水位 0メートルの地帯，これは東京だとか名古屋の大都市の相当

な範囲が入り，低所得者層が多いわけですが，この地帯が；｝（ひγニしにならな

いとは断言できないわけで，耐水建築などの考えがもっと都市計画にとり入

れられねばならないのじゃないか。商品である労働力が普通の商品より以上

：こ尊重されないことは，資木主義社会ではあたりまえなこととして放置され

ていますが，特に水害の時にはこの問題が鋭く露呈されるわけで，この点こ

の人命尊重の精神を都市計画なり治水対策なりに，大きく取り入れられねば

ならないのじゃないかと思うのです。第三の点は，データの整備です。さっ

き旗手さんのお話しにもありましたが，たしかに水をめぐる競合の激化で事

実が先行し，理論的整理が極めて遅れてL、る。農業のほうでも同じようなこ

とがみられる。水の性格から，いままでの利用の仕方が依然として多くの地
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方では，そのまま残っていることが多いと思います。このような犬勢のなか

で，さっきお話しましたように，一部にそれを破ろうとする動きが出てき

た。この動きはその土地そのこと地によって多様な内容を持っています。土地

改良区のなかで，その区の総代は区の全体をみてし、るので一部の排水設備新

設に消極的な態度をとると，その排水設備をぜひ必要とする人々は，それを

区全体のものとすることは不可能であるために，自分fこちだけでその土地改

良区の中にもう一つの土地改良区を作ろうとするわけて・-t。これは最も普通

の例ですが，このような一部の動きが最近多くなってきたと聞いています。

この一部の動きが，実は農業における新事態に対応して，社会経済的農業技

術的につかまれていないようにみられるのです。そして，このいわゆる水利

紛争をいろいろな法を適用して，処理しようとする傾向が，強L、のではない

かと思うのです。極端な例は，各省のセクショナリズムから解決のつかぬ無

法地帯も生まれているともきいています。セクショナリズムはもちろん，水

に関する法そのものも改正されねばならぬ点が出てくるかもしれないと思わ

れるのです。前にお話ししました地域の類型化と，この紛争事例から，これ

からの農業における水をめぐる動きも，ある程度予想がつき計画的な対策も

とりうるのじゃなし、かと思うわけで一九だが，それにしても， ニの ような理

論づけを行うためには余りにもデータが不足しているように思うのです。た

とえば大土地改良区のなかには小土地改良区等々が幾っかありますが，すな

わち同一地域でも幾つかの土地改良医に関係していますが，そのおのおのの

土地改良区の明確な範囲が地図のうえでっかまれていなし、。これは農業水利

の全く基礎的なデータですからぜひ撃備してもらレたし、と思うのです。

高橋 こんごの水利用に当たって重要な研究課題は，やはり確実で十分な

資料の整備と整理に関する問題だと考えます。水文観測網を統一的に整備す

ること です。雨量観測網に関しては前々から唱えられておりますし，その重

要度（主少しも衰えてはL、ませんが，さ らにこれをロボッ卜計などを殖やした

りしてオートメ化すること，降雨前の予測の精度を上げる努力など多くの課

題があります。そして今日，非常に重要になってきた課題ば，各水系ごと

に，われわれがどんな工合に水を使ぐているかをまず量的に，（之っきりつか

まえることです。夕、ムの水位操作とか，農業用水への取水量と河への還元量

など，正確に量られてはし、ない現状です。このような正確な数量をつかまえ
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ることが，それぞれの水系で，どのような配水をこんご行なったらよいかの

基本的な研究課題であろうと思います。そこを研究者や当事者が怠ると，そ

の不明瞭な数字の隙をぬって，歓迎すべからざる政治的圧力が，合理的水資

源計画樹立を邪魔しつづけることになりそうです。この点は，技術者がこん

こ守の水政策のなカミで，技術の主体性を確立しうるか否かとし、う問題にも連な

ることであると，私は考えています。

私は最初，わが国の治水方策が曲り角に来てし、るとし、う意味のことを申し

上げました。それは最近見られる経済の急激な伸長と，産業構造の変換に関

連した面で捕えるべき問題と思います。 7Krこ対する要請が大きな転換点に来

ているとぜ、うことは，治水方策の転換をも当然要求することになります。 一

方，工業の伸びに振り回されて，わが国の洪水とか高潮の狂暴i生を考慮に入

れない産業基盤の拡張計画は， J必ずや痛い自に会うことを常に注意しなけれ

ばならないでしょう。伊勢湾台風の被害が好い例です。つまりわが国の工業

発展を考える場合，わが国の宿命で、ある洪水への対策を常に忘れてはならな

いということです。

工業が

育てるfニめの， 日本の土地や水の条件に合った新しし、治水が要求されてし、ま

す。もはや，いままでの手段をただ延長するとか，拡大するとし、う考え方は

姑息なものと考えられます。そのような水資源への現状認識に立つてのみ，

明日の合理的水資源計画が，そして前向きの治水方針が立てられるのではな

いでしょうか。

わが国の治水史や産業発展の歴史を顧るとき，私たちは幾たびかの曲り角

を経験し3 その都度，新しい事態に対応し，かっ日本の自然条件を巧みに取

り入れて，新しし、技術手段と，新しい考え方で，これらの難所を通り抜けて

来ました。そんな意味でも，もっと真剣にわれわれは技術史に取組むべきだ

と思います。もっと狭い意味ですが，河川に関する種々の工事の効果とか影

響は，長い目で見極めなければならないので，そんな意味でも計画を立てる

に際しても，また資料の保存とか，その整理とかに当たっても，もっともっ

と歴史的に現象を見る能力を，技術者は養うべきだと考えます。

田中 次に治山について述べます。従来の治山にかんする試験研究は，森

林の自然的機能の側面では多くの研究成果がつみ重ねられてきたんですが，
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これを政策の面からみていきますと，森林を保存維持し，かつは拡充するこ

とは治山治水上有益て、あることを科学的に立証し 外部からの批判にも応え

うるような科学的基準を示さんがための研究が多かったともいえるんです。

わが国のように自然条件が複雑な地相；では，森林の治山治水機能を簡単に規

定できない事情がありますから，それなりの意義はあったでしょうが，森林

の治山治水機能1こかんする日本の研究f土その点あまりにも神経質にすぎた嫌

いがあるんです。そのために，森林が治山治水上一応有効であることを認め

たうえで，森林のそうした機能を失わないような森林の取扱い法や森林の配

置などが3 中心的な研究となりえなかったことは一つの不幸ではなかったか

と思うんです。今後の治山研究はこういった方面にも伸びていくべきだと思

います。

次に治水と水利にかんする社会経済的研究で，私の興味をもってし、る問題

を申し上げます。先ほど話に出ましたわが国公共土木事業の性格を究明する

ための一方法として，アジア・モンスーン地帯における稲作に対する治水と

i産減の役割を，事実にもとづいて具体的に究明することです。日本の近代と

いうものを考えるうえにおいても，かつまた日本の土木技術史に対する比較

史的研究といった面からも意義があると思います。とくに中国とインドの研

究が重要だと思います。そのほか，わが国土建業にかんする社会科学的研究

なども，これからの研究テーマといえましょう。

玉城 皆さんから，いろいろと御意見が出そろいまして，とくに総括・整

理する必要も，もうなし、かと居、いますので，私の個人の意見を述べさせてい

J、ふ£ヨシ ~~l-
1-._ 1－.＿ 弓斗 j 0 

まず3 なんといっても，現在起こっている水問題をいかに総合的に理解す

るかということ，これはさっき旗手さんも指摘されてましたけれど，これか

らますます水の問題は公共的にしか解決されえなくなるんじゃないか，そう

するとやはり，現在の経済総体のな力、で水（こかんする公共的土木事業という

ものが，客観的にどうし、う役割をはたすものなのかという点の究明が必要だ

と思います。いままで，水というと，物としての＊のかたちにとらわれすぎ

て，その経済的機能の本質が見失なわれがちのような気がするのですが，や

はり水としづ自然物を生産財に転，化するためには，なんらかの投資が必要な

んで，その資本がし、かに投下されp 社会的にし、かなる機能をするかというこ
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とが，現在の経済においてはもっとも本質的なことだろうと思います。いわ

ば，公共事業論の深化のなかで，水問題が把握される必要があるのではない

かということになります。

しかし， これだけでは駄目なんで， やはり農業水利の特殊性とし、L、ます

か， 日本の稲作が多量の水を使うことによって歴史的に形成してきた特殊な

生産カの性格とでもいうべきものを理解しないと，今後の水利用の合理化と

いうことも，具体的には明らかにならないのじゃないか。ですから，本来稲

作というものの過程で， ？kがし、ったいどうし、う役割をはたすものかという位

置づけがおこなわれ，さらにその歴史的変佑，地域的な差を実証的に明らか

にする必要がある。いままで農業史というと，生産関係の性格や変化だけに

主題があって，生産力を形成する物的な諸要素の関係というような面になる

と，あまり千をつけられていなかった。水の面から，こうしづ問題をかなり

の程度まで，具体的にあきらかにすることができるんじゃないかと思いま

す。 こういうことをやらないと， 実は， 水利慣行だとか水利団体， 7j(の制

度，水利秩序などということも．本当に体系的な位置づけができないという

ような気がします。

それからもう一つ，こう L、った公共事業論や農業史の研究をすすめてゆく

場合に，土木技術というものをどう理解するか，とし、う問題が出てくるわけ

ですね。さっきも言いましたけれども，水利といっても自然の水をそのまま

イ麦っているわけではなくてP それぞれ一定の施設をつくって使える状態に転

化している，この施設をつくるのが土木技術ということなんで，稲作の歴史

を考えてみても p 新しく開国するにはどうしても用水施設をまずつくらなけ

ればならなL、。また，大河川下流部の沖積平野の開発をすすめてゆくには，

乱流してし、る川を固定し，耕地を安定させるとともに，用水の取水を確保す

るため治水工事が必要となるとし、う関係がはっきりみられると思うんです。

ですから， 日本の稲作の発展にあたっては，今まではいつも，農業水利と治

水の土木技術が，その媒介になっていたといえるんじゃないか，河川のコン

トローノレ，つまり治水と水利施設，さらに栽培技術が微妙に相互規定しなが

ら特殊な調和を保って発展したのが，世界的にも珍らしし、日本農業というこ

とになったと思うのです。もちろん，これからは，こういう官少なノfランス

も，大いに変わっていくと思いますけれど。ところが，この土木技術という
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ことになると，われわれ程済をやっているものには大変わかりにくい，それ

に残念なことに，従来土木技術者は技術史とか技術論には余り関心がなかっ

たらしく，そういうものでまとまった業績も少ないようで，具体的な研究を

してゆくうえで大変不便なわけです。さっきからも，皆さんの御意見のなか

で，この技術史の必要性ということがつよく指摘されましたし，高橋さんも

最近『日本土木技術の歴史』とし、う本を書かれたぐらいですから，これから

はp そうし、う態勢もおいおいできてくると思し、ますが，こうし寸分野の仕事

はまた，技術屋と経済屋が協力しなければなかなかすすめに くい仕事ですし，

また，技術屋と経済屋が協力するには絶好の分野であるともいえるんじゃな

いか。そんなわけで，水問題研究の総合化とか具体化と L、う場合，ぜひとも

この技術史的研究を推進する必要があると，現在のところ考えております。

どうも進行係のほうが長々とおしゃべりしてしまって恐縮でしたが，ここ

らで閉会にしたL、と思います。ど うも，長時間ありがとうございました。
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