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《対談》

後進地域水資源開発

メコン川を中心として一一

安芸 肢ー （エカフェ水資源局長 ・工博）

きき手 井口昌平 （東京大学助教授 ・工博）

高橋 裕 （東京大学助教授 ・工博）

高橋 先生がエカフェのほうにお勤めになって， 1年ぐらし、になりますの

で，たまたま東京へ帰られた機会をとらえて，きょうは最近のエカフェの問

題，いままでエカフェが，どんな仕事をしてきたかということを中心に，レ

ろいろお話を承わりたいと思います。まず先生がエカフェにお勤めになって

いて，最近とくに関心の的にな ったことというのは，具体的にどんなことで

しょうか。

安芸 そうですね。実は私，昨年の11月中旬に3 エカフェの事務局へ赴任

したんでございますけれども，行く早々 12月のはじめに，エカフェの第 4回

の水資源開発地域技術会議，そういう長い名前の会合があ ったんです。それ

はセイロンのコロンボで聞かれたんですけれども，そのとき，実は第 1回の

水資源開発会議を聞いてから，ちょうど10年になっていたも のですから， 10 

年間の回顧とし、う意味で，討論会をやりまして，これが非常におもしろかっ

たんです。最初の会議というのは，1951年 1月にニュ ーデリ ーで聞かれたん

です。そのときから出ているのは，私のほかに少しいたかどうか，第 1回以

来の皆出席というのは，ほとんど私だけぐらし、でして，第2回は1954年に東

京で聞かれ，第 3回が57年にマニラ で聞かれたんです。それで私は第 1回の

会議に出席して以来，ずっと経過をみておりますので， 10年聞の経過という

課題で討議されたことが印象に残ったわけで，これによってとにかく各国と
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も，仕事がだんだんと地についてきたと申しますか，要するに，開発事業が

進められてきてし、るという感じを受けました。

たとえばし、ちばんはじめのこ ろは，われわれは総合開発を考えなくちゃい

けないんだとし、う意見が非常に強かった。その経過を申し上げますと，国連

の社会経済理事会の地域機関として，アジア極東経済委員会が1949年に上海

に置かれたんですけれども，このとき中国（国民政府）がアジアの戦災復興と

でも申しますか，経済の復興ということを考えた場合に3 洪水の問題をし、か

に処理するかということが，非常に大きな基本的な課題である，洪水防御を

し、かにすべきかが，将来の決定的な要素になってくるので，洪水防御のため

の特別な機闘を置け， とし、う要求をしまして，それでヱカフェのなかに，ほ

かの地域聞にはございません洪水防御局というのが置かれたわけです。それ

も第 1回から第 2回ごろはいったL、洪水防御といっても，これは水を対象に

して扱うんだから，単に洪水防御の面からだけみるのはおかしいんではない

か，もう少し総合的に水を考えるべきだというので，ほとんど終始したんで

す。これはなにも要求があって伸びてきたというのではなく，むしろ TVAと

か，あるいはソビエトの自然改造計画とか，そ ういうような面が非常に強く

観念的に出まして，総合計画をたてなければいけないんだというふうに，強

く進められてきたわけです。

高橋 出だしは洪水防御から出たんだけれども，観念的に総合開発という

機運が，芽ばえていったということですね。

安芸 そういう新しい考え方を注入して，これからこの問題を扱う場合に

は．そういう面から接近しなければならないんだとしヴ本質論的な議論にほ

とんど終始していた。その際に，もう少し総合的にやろうとすれば，水の配

分を考えなければならないですから，そのための水文資料を， どこまでわれ

われがつかんでいるのかとL、う議論も，もちろんあったし，その資料をえる

ためには， どうやったらし、L、かとし、う討議はありましたが，だし、たし、これか

らの開発は，こうあるべきだとしづ抽象論的な議論が多かったんです。

高橋 それは洪水防御局の幹部たちのご意見ですか。

安芸 そうなんです。だいたいエカフェ地域の諸国はみんな遅れている国

ですから，これからの問題の考え方として，そういう新しい創造的な考え方

をすべきだとし、う意味の接近方法がとられた。 しかしこれは第 3回目から第
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4回目になってきますと，非常に変わりまして，具体性をもった問題が強く

出てきたんです。これは施工の面s 計画をたてる面の両方に出てきまして，

この聞の10年閣の回顧とし、う課題で討議したのをみておりますと，たとえば

農業水利・濯減問題を扱う場合には，いままでのように技術者だけではとう

ていできないんで，もう少し農業面の専門家のあいだの協同が必要である

とか，さらにもう少し大きく考えると，技術者と経済計画の立案者と申しま

すか，そういうプランナーとのあいだの協同が，もっと強くなくちゃならな

いんじゃないか， というんです。これは具体的に出てきたものが，実はあま

り使われなかったということでして，たとえば新しい濯液設備をつくりまし

ても，いままでの農業の生産体制というものが，そうし、う近代的な濯獄設備

を受けつけない。よい例は刈り入れをやっているその隣 りは，青田であると

しづ具合なんですね。水田耕作をみていれば，これは日照時間とか温度，

土，労働力それと水の組み合わせでしょう。そうすると，いまの東南アジア

諸国のように非常に停滞した経済をもっているところでは，人口はほとんど

停滞しているわけなんで， したがって労働力がし、ちばん大きな支配要素にな

っていた。労働力の配分ということからs 一つの生産体制ができあがってい

たわけです。そこでまんなかに水路を掘っても，刈り入れのところへ水がは

いっては困るから，閉めちまうということになる。そういうような問題で，

結局使えなかったということなんですね。それともう一つ，こんな問題も起

きてきているんです。昔の体制を継続的に経営していくとしづ意味で，それ

なりのいろんな法制的な問題もできあがっている。たとえば水利権という問

題にしても，そういう昔の土地利用のあり方に相応した水利体系ができてい

た。そうするとこれを新しく近代化した場合には，水利法までもいままでの

形では扱えなし、。そのうえに新しい需要がふえてきたのですから，この10年

の回顧のなかでも，水利法の改正をやらなくちゃならないということが3

遅れた地域からでさえ，申し入れられているということなんです。

高橋 そうしますと，エカフェが始まる当初は理念的に，総合開発でいか

なくちゃならんということで出だしたのが，いろいろ仕事をしているうち

に，総合開発とし、う考え方がだんだん当事者たちに，単に理念でなく現実的

なものとしてわかってきた，そういう恰好でしょうか。

安芸 そうし、う形ですね。要するにそれが具体化してきたためにいままで
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の体制を解いて，新しい体制をつくりあげなければならないわけでしょう。

そのために水の法律を新しい条件に合うように，改正しなければならないと

しづ問題が出てきた。これは同時に計画の面でも出てまいりまして，これ

から水の配分をする場合には3 いったし、なにを基準にして配分すべきか，ま

たこれが可能になるような機構は，どういうものがし、るのかということが，

議論されるようになってきたわけです。

井口 はじめに実際にやられてしまって，それからあとで，問題がし、ろい

ろ出てきた，そういう恰好ですね。

安芸 それは合理的に効果を挙げていこうとするために，せっかくやった

んだけれども，さっぱり使ってなかった。これじゃ因るというので，それを

十分吸収しうるような体制はどうか，そのためには，もう少しほかの業種聞

の調整がし、るとか，国際間の調整がし、る，あるいはもっとインフォメ ーショ

ンの交換もしなくちゃいけないといったことが出てきたんです。

高橋 たとえば，エカフェでの一つの大きな問題だと思うんですが，メコ

ンの開発というようなものでも，そうし、う問題は起こってきているんでしょ

うか。

安芸 はあ，そういう点が出てきているんです。メコンでいちばんはじめ

問題になったのは，とにかく国際河川というものは国際間の協定がうまく進

まないために3 開発が妨げられてきたとし、う例がたくさんあるわけで、す。新

しいものからし、L、ますと，カナダとアメリカの国境のセント ・ローレンス河

の問題だとか，それからラインの問題も起きています。古くはドナウ川の問

題がありますし，ナイノレ川だってそうですよ。例のエチオピアとスーダンと

エジプ卜の問題がある。それからインダス川の分割のあとに，いったいどう

するかとし、う問題がすでに戦後すぐ起きていたわけです。ですから事前に，

どうし、う形ならばそうし、う問題が除去できて，早L、うちに役立つことができ

るか，その方法を探そうとし、うので，メコンの問題をとり上けγらこれは19

51年に始めております。

高橋 そうすると，メコンの開発の場合もメコン川が国際河川であるとい

うことが，第一のむずかしい点なんですか。

安芸 国際間の問題をどうやって解いていくかということから，出発した

んです。ところがやってみますと，これは「10年間の回顧」のなかにも出て
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くるわけなんですけれども，やっぱりデータがないんですね。雨の量だって

わからないし，水の量も測っていない。第一，地図がないんで早急に開発し

ようとするには，まずデータからとらなくちゃならない。そ うすると，これ

を新しくとるならば，どういう形のネットワークがもっとも合理的にデータ

を使いうるかとか，あるいはデータのとり方をどうするか，さらに水運のい

ろんな関係，メテオロロジカノレの問題とハイドロロジカノレの問題をどう組み

合わせていくか3 要するに期間も短いし，かぎられたデータからある長期間

の将来にわたって，降水量の算定だとか水を予想しなくちゃならないんで，

その方法論がどうかというよ うなことですね。それでこの10年間の回顧をみ

ますと，こう L、う測定のためにいろいろ新しい調査手段の導入ということが

問題になってきまして，新しい科学技術をどうやったら，こうし寸問題に導

入できるか，そういう点も検討すべきだということが出てきたんですよ，そ

ういうふうにいちばんはじめメコンでは どうしたら新しい必要なデータが

とれるかとし、うことから出発したわけです。それからさらに効果を判定しよ

う。つまりこう いうところにこういうものをつくれば，こういうふうに消化

できるということを5考えたわけなんです。ところがこれは具体的にやってみ

ると，非常にむずかしい問題が出てきます。たとえばメコン ・デルタという

のは世界的な米の産地です。そこでいったい米がどんなふうに生産されてい

るのか，これもメコンの調査のなかの一環にあるわけです。それをみますと 3

米の種類が14種類もあってその分布状態をみますと，自然、条件にしたがって

適当に分布されているんで、すね。たとえば自然はんらんを起こすわけで、すが，

自然はんらんが集まるところでは，いつごろから起きはじめて，どのぐらし、

の速さで水面が上がっていき，それがいつごろ終わるか，引き具合はどんな

か，そう いうことがどんな時期に行なわれたか，それらにしたがって品種が

みんな違うんです。ですからこの条件をいま変えられたら，食えなくなっち

ゃうんです。そういうものを食えるようにするには，どうしていくかという

ような課題も出てくるわけです。それからダムをつくれば3 なんらかの意

味で年間の流れの状態を変えますから，その場合に新しい条件を十分吸収で

きるような農業生産なり 3 農家の生活体系をつくらなくちゃならないという

意味で，メコンでは農業試験場あるいはデモンストレーシ ョン ・ファームと

いうものをつくるようにしたわけです。そして新しい体系を現地てがっくりあ
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げてみよう，そういう例が各所でそろそろ出てきているんです。それでさき

ほど申しましたように，技術者だけではもうできなくなってきているんで，

さらに農業の面の専門家もはし、って，よく話し合ったうえで，プログラムを

たてなくちゃならない。

そういうふうにメコンの例をみますと 3 新しい情勢がはいりこんでいま

す。とにかく戦争以来，ずっと不安定な政情ですから，結局人口の移動もあ

りますし，管理が不十分なために焼畑もずっとふえ－c，エロージョンもずい

ぶん起きているんです。それでL、ままで以上に土砂流送がふえていますの

で，デルタのうえの調整池が埋没してくるような問題があります。あるいは

河口付近へ堆積して，周辺の耕地の排水が悪くなると L、う事態も起きまして，

それに対処するために，どうした らL、L、かということになります。そうなる

と，やはりエンジニアだけではなかなか判断できなくて，エンジ‘ニアが考え

たことがどんなふうに波及してくるのか，計画をたてるときにその効果を早

く判断して，それに対応する ような生活環境をつくりあげていくことが必要

じゃないか，メコンではこれを早く開発していこうとし、うために3 どんな問

題があるかと調べていくと，そういう問題にだんだんと当面してくるという

ことなんですがね。

井口 低開発国を急速に開発していかなければならないということですけ

れども，それの動機というのはどうなんですか。

安芸 これはいろし、ろな面で，そういうことが考えられるんですが， 一つ

は世界経済が平和のうちに，非常に安定した成長をするとし、うことを考えた

ら，やっぱり安定したベースをもたなくちゃならなL、。今年の 7月，国連の

社会経済理事会の総会で3 ハマーショノレドが講演し，こういうことをいって

いるんです。いま進んでいる国はそれぞれ経済成長政策をとっているが，そ

の基盤になっている考えは，園内の生活の格差をとっていくということ，こ

れが基盤になっているんじゃないか←ーこれは日本でもそうでしょう。所得

倍増計画の場合，業種間の格差3 地域聞の格差をとることが基盤だといって

おりますが，そういうものをとって，はじめて安定した成長が可能になるん

だというわけです。これは世界的にみれば同じことなんで，格差が大きくな

ってきている現在，むしろこ の格差が大きくなってきているとし、う こと自体

が不安定さのもとになり，平和を阻害するもとになってきてレる。ですから
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新しし、経済の計画というものは，国際間の格差をとることを基本にして，

進めなくちゃならない。そのために後進国の急速な経済開発， しかも重化学

工業化を後進国で進めなくちゃならない。これは速度を早めようとすれば，

それ以外に方法はないですからね。

高橋 そういう点で，エカフェ地域というのはどう l'5特徴があるんです

台、0

安芸 そうなってきますと，メコンの経過をみてもよくわかると思うんで

すが，あれは国際河川ですから，はじめは本流を中心にして三考えてきたんで

す。支流は本流に影響しない程度のものがずし、ぶん多く 3 それはそれぞれの

国の計画でやる。われわれは国際的な観点から問題を解こうという ことです

から，国際間に影響をおよぼすような問題を考えていきたいという点から出

発して，調査を進めてきたわけです。 ところが観念的にそういうことを考え

ていたと思うんですけれども，具体的に考えてみると 3 たとえばこのあいだ

のホウィ ーラーの報告によれば3 メコンの本流で 5ヵ所ほど開発することに

なっている。そうすると 1ヵ所で，電気が何十万キロ，何百万キ ロもおこる

んです。なんといったって，世界で10番目の川ですから 。しかしマーケ

ットがないでしょう。電気がおきても，電気の使いようがない。だからこれ

はあとで，やっぱり純ロ ーカノレに効果の吸収できるような支流から，やって

いったらし、L、じゃないかとし！見解が現地で出まして，ニュ ーヨークも一応

それを認めたんです。しかしあくまで，国際河川をどうやって開発したらい

いかを主眼にするとし、う意味で，支流における小さレ新しいプロジェクト，

ノfイロット ・プロジェクトはトレーニング ・プロジェク卜という名前で，そ

れぞれの園の技術者，マネージャ ーそういうもののトレーニ ングにあてよう

ということにして，国連が特別資金を出し，現在， 1ヵ国に 1ヵ所ずつ， 4 

ヵ地点の調査を進めてきているんです。

ところが，これは国連の中央の意向なんですが，やはり本流の早期な開発

を期待すべきじゃないか，それに関心をもつべきだ，いままでこうし、う経過

で調査を進めて，これだけ資料も集めているんだし，本流に重点をおくべき

であると l'5勧告があります。しかしその場合，可能性のあるところ全部と

L、うわけにはいかないのですから，だし、たいタイの東北部一一これからも開

発を期待されているところや，あの地区では比較的雨量が少なく ，いま支流
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の計画もございますけれども，それはローカルにかぎられているので，全般

的にとげていこうとすれば，本流の水をもっていかなければならないという

立場にある。それから下流の地点，ここでは塩害の問題があります。現在で

もカンボジアのいちばん大きな輸出は魚だと思いますが，その魚がとれなく

なってきているとし！現状なんでその回復の意味を含めてやる。それからも

う一つはやはり下流で河口水路のナピゲーションの改善とし、う意味で，電

力を生産する手ごろなところがあるものですから， 3ヵ所ぐらし、を進めよう

じゃないかと＼，＇ 5話になりまして，その具体化をいま考えているわけて許す。

これなんかも急速にやっていくには，本流をお互いに協力して進めなくては

ならないとし寸要求があって，それが世界的傾向になっている場合に，メコ

ンは51年以来，国連の費用あるいは自力で，調査をずっと進めてきており，

さらにほかの地域にくらべると，割合に資料を持っているので，これをテス

トケースとして，後進地域の急速な開発のモデノレにしたらどうかとし、うこと

で，いま進めているわけなんです。

ところが，いま30万キロからの電気が出ても，早急に吸収できなレんです

よ。これをどうし、う形で吸収していくか。いま本流筋で 3ヵ所，支流で 4ヵ

所やっております。私どもはこれを投資前段階の調査と称しまして，これは

世界銀行とか第二世銀などに資金の申込みができるものの調査というんです

が，どういうことかというと，この計画がいったいどうし、う規模で，この投

資がどんなふうに循環していくか，またその投資をした効果がどういうふう

に流れてL、くかということまで含めるわけです。ですからその際の30万キロ

ないし40万キロの電気も，これがなんの生産にあてられ，その製品がどうい

うふうに流れていくか，そういう面もあわせた調査をやろうということにし

ていますが，とにかくそうし寸段階まできている。私はこれなんか，今日，

世界的な要求として，後進国の開発というものの役割が評価され、それが具

体化されていくところの一つのし、L、例じゃないかと思っているんです。

高橋 話は前後するかもしれませんが，さきほど、ハマー ショノレドの演説

で，国際間の格差をならすという話がありましたね。それといまのメコン開

発の投資前計画の進め方との関係というのはど うなんでしょうか。すこし大

げさかもしれませんが，やはりハマーショノレドの演説に盛られた精神がはい

っているということでしょうかー －。



42 

安芸 これは世界経済をどういうふうに導いていくかとレう，国連の一つ

のガイドポストだと思うんですけれどもね。要するに，早急な開発をしてい

かなくちゃならなし、。したがってローカノレなプロジェクトでなく，むしろ大

規模なものでやっていく。その際に一つ問題になっているのは，今日までだ

って，後進地域の開発ということは行なわれてきたわけです。しかしこれも

さきほど申しましたように3 実をいうと，あまり効果のない場合が多いん

で，いままで投資したうちの，だいたい半分は寝ているんじゃなL、かといわ

れている。ハーバード大学のロストフ教授あたりの見解でも（これはこんどの

民主党政府のアドパイサリー・グループなんですけれども）だいたいアメリカのf愛

進国援助は思いつきとか，あるし、は自分のところに都合のし、L、ものー一一ロス

トフはこれにペット ・インダストリー，ペット ・ガノぐメントという言葉を使

っていますが3 そういうところへ金を流している。それがむしろ今日のドル

危機の一つの原因になっているんじゃないか，もう少し投資されたものがど

んなふうに循環するかとし、う見通しをもったものでなければ，投資しちゃい

けなレ，ということをいっております。

さきほど高橋さんがし、われたように，世界の平和と安定成長というものを

考える場合には，格差除去をベースにして考えなくちゃならなレ。そのため

には急速な経済開発が必要で，その際にはやはり生産性の高いものにもって

し、かなくちゃならなL、。そうすると，どうしても資本が多く投下されますか

ら，これが停滞するようなことがあれば，世界的にみて，経済的な不安をひ

き起こすおそれもあるというので，もっとも安定した形で成長にもっていく

には，この循環を考えなくてはならない。それで一つの事業をするにして

も，将来の見通しをもった，要するに計画された開発ということでなければ

ならなL、。そうすると，メコンが比較的前からそういう点で調査が進められ

てきており，さらにそれを発展させて，こうし、う国際間の川の開発がある場

合に，管理機構をどうするか，また生産と関連して社会的な問題3 経済的な

問題と物理的な価値をどう組み合わせたらもっとも効率の高い投資を期待す

るような方法がとれるか。そういう面の調査も予定されて，この乾期から始

めますが，いま申しましたように3 メコンは調査がゆきとどいてきているも

のですから，これをテストケースとして，後進国開発の具体化を急いでやっ

てみようじゃないかというので，本流の調査が要求されてきたと思ってレい
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と思うんです。

高橋 つまり，国連の社会経済理事会あたりの，最近の世界経済に対する

考え方にのっとって，メコンの開発が行なわれるわけですね。

安芸 それにしたがうように，資金も第一世銀から第二世銀へということ

です。どうしたってああいうところでやるのは効率が悪いですから，低利長

期の資金を，もちろん用意しております。しかし回転は考えなければならな

いんで，そのときに問題を起こしますのは，与える国も責任をもっているわ

けですが，受け入れる側におし、ても，全体の経済の一員としてやっていくか

らには，投資が寝てしまうようなことじゃ具合が悪いんで，そのためには，

いろいろな制約を受けなければならない。これを一つの義務だというので，

与える方も受け入れる方も責任をもたなくちゃならないということがふえて

います。これはたしかなことで，後進地域は非常に古い停滞した生産体制を

もっているわけです。それを急速に近代化していこうとしても，これはなか

なかむずかしいですよ。とくに最近，コロニア主義から離脱したところはナ

ショナリズムが強く，民族的にかぎられた小さいクソレープが多く出てきてい

ますから，そういうところで大きな効果を期待しようとすると，非常にむず

かしいんです。早くよくなろうとするためには，近代的なものを使うなら，

近代的なものが十分吸収しうるような体制とし、L、ますか，私ども地域聞の協

力という表現をとっているんですが.. 。

井口 分業ということですね。

安芸 分業です。そうすると，主権の制約を受ける。

高橋 しかも，メコンが国際河川だということになると

安芸 ですから，各国政府もこうし、う関係を帯ひ．たときに3 自分の責任は

なにかということを，理解してもらわなければならない。そして両方からそ

うしヴ場をつくりながら開発していく。それにはメコンが比較的データがそ

ろっているから，これをテストケースとしてやってみようじゃないかという

ので，いま進めつつあるわけです。

高橋 国連としても，ある意味で、たいへんよいテストケースだというの

で，調査が進んでいるわけですね。

安芸 ですから，後進地域の経済開発とし、う問題の場合に，よくメコンが

例に挙げられるんです。
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高橋 いまメコンの話を例に， L、ろいろとおうかがL、したわけてやすが，要

するにメ コンの開発にはp この地域が後進国であるということの特徴が非常

に反映しているようにうかがったんです。それから経済成長との関連性，そ

うし、ったものからみた後進地域の特殊性というものが，メコンの調査にあら

われていると感じたんですが，ひるがえって 日本は経済成長が非常に早いテ

ンポで進んでいるわけです。そこで先生はしばらく日本を離れておられまし

たので，そういうメ コンの仕事にタッチされた経験から，日本の水資源開発

問題について，お話を願いたいと思うんです。先生がお出かけになる前に，

水資源公団ができそうになっていて，まだできておりませんが， 1年ぶりぐ

らいに日本へ帰られましてし、かがですか。例によって工業用水が足りないと

か，水害の問題とか，いろいろ水の話題がありますけれども ・一。

安芸 その問題でおもしろいのは，ECE（国連ヨーロツパ経済委員会）が今年

の春の総会で，今日ヨ ーロッパで経済成長を考えた場合に，検討しなけりゃ

ならない問題を五つ挙げているんですが，そのなかの二つが水の問題なんで

す。その一つは， 将来にわたる水の需要分析を行なうということ，そのため

に機構をつくれということを要求している。もう一つは水の汚染の問題で

す。これは非常に当面しているんで，要するに水が汚染されるために，利用

ができなくなる。これをどう処理するかということですね。この二つを調査

研究せよとし、う決議をしているんです。

高橋 それは， ヨー ロッパの経済の情勢から出てきた問題なんですね。

安芸 そういう ことです。進んでいる国は進んでいる固なりに，最近のよ

うに大きな成長をしていると，それぞれの需要のあいだに，非常に大きな問

題が出てきまして，将来の需要構造を考えなくてはならないというわけです

ね。しかし日本は，割合にその点がはっきりトレースできているんじゃない

かとい う気がしているんです。た とえば私，日本でいちばん問題になってい

るのは，電力の問題だと思うんですけれども 3 第四次水力調査の結果，包蔵

水力3,450万キ ロワットといっ ている。それはいままでの2,400万が一躍 3,400

万にふえちゃったんですけれども 3 それでいて，キロワット ・アワーはほと

んど変わっていなL、。ということは3 いままで日本は水力をベースに置いて

おいて，火力で補給していた。補給とい うこ とは，要するに需要に合わせて

いったということなんですけれども 3 はじめはほとんどミ ニ7 ムな渇水量を
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基準にしていって，火力がはいったときはピークにあてるとしづ形ではいっ

ていたのが，そのうちに，大部分水を捨てちゃうものですから，設備を大き

くしていって，そのかわり，渇水期にまで補給するとし、う形をとっていたん

ですね。ですから日本の火力は年間せいぜい25パーセントぐらいしか動いて

いない。水力は65パーセント動いている。ところが現在，第四次水力調査の

結果をみますと，これから開発しようとするところは，水力の稼動率が年間

30パーセントぐらいになっているんですよ。非常に稼動率が悪し、。ですから

結局，キロワットは非常にふえても，キロワット ・アワーはほとんど変わら

ないとし、うことなんで，要するに，ピーク発電所にしようということでしょ

う。ピーク発電所にしようということは，なにかといえば，需要に合った操

作をしなくちゃならない。そうなってきたら，池をつくって水をためておい

て使うということになる。その場合に池の操作は，産業からの需要に応える

ようにしなくちゃならない。そういうことで，ずっと響いてきてレるわけで

すね。そこに工業化が非常な早さで進んでくると，工業用水の問題が出てき

ます。濯殺の問題でも，安定した生産を要望することになると，やはり水の

需要期には絶対に欠かすことができなくなり，需要がふえるにしたがって，

体制が非常に大きく変わってくるんです。

高 橋 つまり日本でも，需要の分析調査ということがヨーロッパに負けず

劣らず，必要であるとし、う事態だと思いますね。

安芸 日本でいちばんはじめ，川の問題を扱ったのは低湿地の水田で利用

していた。これだって，自然濯液を使っていたと思うんて、すが，安定したこ

とをやろうと思えば，まず堤防をつくって，はんらんをとめて，はんらんを

とめたかわりにイリゲーションをやって排水をやる。用水と排水とがそれに

付随して起きてきたわけです。それがまたなかなかむずかしレと思うんです

がね。 というのはそういうことで進んできて，みんな堤防をつくったもので

すから，はんらんというのはある程度までは防げるわけで一九いまのところ

基準にしているのは， 50年洪水とか l00年洪水一一そんなことはないんです

が，そういうものを対象にした設備が出てきた。それははんらんしても，そ

のぐらいならば吸収できるという1 ようなことです。昔はたとえば伊勢湾あた

りの低湿地をみてもわかるように，過去 400年ぐらいのあいだに干拓してき

た場所では，堤防は低くて，そのかわり家の地盤を上げていくとか，土盛り
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をしたうえに家を建てるとか，倉庫を置いておくとかして，何年に l回ぐら

い，あるいはそうでなくても，生活水準が低ければそれでいいわけです。そ

れがだんだん不可能になってきて，堤防をつくるならば 50年とか100年を対

象にしてし、く。ところが護る土地の経済価値が上がってきて，多くの投資が

されてくれば， 200年とか 300年とか，近ごろはl,000年ということを聞いた

んだけれども，（笑）そういうオーダーのものを考えてくる。日本はいままで

の基盤をもってし、て，そのうえに新しい非常にケースの小さい災害は， しょ

うがないものですから，洪水の頭を貯水で切ろうということになってくるわ

けです。そうなってくると，非常に効率の悪い使い方なんですね。ですから

いろんな面の需要体制が将来どういうふうになるか，もう少し分析してみな

きゃいけないと思うんです。

この点で私がし、つも気になるのは，実は去年フランスで石炭庁の人たちと

話したときに，フランスはし、よいよ石炭はあきらめた，といっちゃ具合悪い

けれども，つまり今日の石炭の消費の動向というのは，結局需要の内容の問

題にふれてくるというのです。要するに燃やす以外に子はないということな

んで，同じメタン系で天然ガスがこんなに使えるようになるならば，石炭化

学なんか，とても太万打ちできないし，ああし、う生産性の低いものは，価格

が上がりっこないですから これをいかにしたら生産費は高くついても吸収

できるかといえば3 燃やして電気にするより子はない。そういうふうに，需

要がだんだんかぎられてくる。そのためには石炭の生産規模もそうしづ条件

に合うように，将来考えてし、かなければならないだろうということで，その

計画の名前は，プラン・ダダプタシオンというんです。

高橋 適応計画というんですかね。無理に訳せば。

安芸 条件が変化してくるにしたがって，常に新しい条件がつくられてく

るんで，それはいままでだって，条件は変わってきているんですよ。ただ条

件の変わる期聞が長かったものだから，静的に扱ってもよかったけれども，

近ごろのように急激に変化する場合には，その新しい条件にアダプ卜すると

いう条件を探しながら，フォローしていく計画をもたなければならない。固

定されたものでなく，常に新しい条件にアダプ卜してし、く。それでプラン・

ダダプタシオンと！》、う名前をつけたんだけれども，これは今日の動きをよく

示しているんじゃなし、かと思うんです。
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高橋 今日のように，急激に変わっていく状態では計画そのものを常にチ

ェックして進めなければいかんわけですね。

安芸 いままでの経験を織りこんで，今年の方向，あるいはディステンシ

ョンはなにを決めたか，分析しながら動向を察して，常にそれに体制を適応

させてし、かなければならなし、。さっき水資源開発公団の話があったんですけ

れども，こういう新しい条件が起きてきてし、るんで，やはり常に動向を分析

しながら，いちばんL、L、条件に適応させるような対策を生み出していくとい

う意味で，ある機構が欲しいと思うんです。それができるならば，非常に好

ましいという気がするんですがね。

高橋 つまり需要を非常によく分析でき， しかも計画そのものも変動して

行く需要動向にフォロ ーさせてし、くような，あるいは計画が進行していく途

中においても，どんな具合に進行しているかが，チェックできるような恰好

ですね。

安芸 そうい う意味の専門家も，養成してし 、かなきゃ L、かんと思うんで

す。

高橋 それもプランナーのうちでしょうか。

井口 プランナーの性格はどういうものがプランナーだというふうに，考

えなければならない ということですね。プラ ンというのは，単に画かれた量

というものではないということを考えなければならなレ。ことに条件が変化

する場合に 。日本は最近，経済の条件が非常に早く変化してし、るんでと

くにそれが思われますね。

安芸 私はそういう点にもう少し関心をもつべきじゃないか，それはああ

いうふうな一つの機関て、みていけば，新しい条件にアダプ卜することが，容

易にできるんじゃないかとし、う感じをもっんです。

高橋 新しし、水資源公団ができても，そのなかにそうし！ 意味でのプラン

がとりこめるようなスタッフをもたなきゃいけませんね3

（於東京大学工学部 ・36年10月3日）
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