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治水長期計画の歴史 （XIV)

西川 喬

11. 経済計画 （倍増計画以前） の中の治水

国家の成長を総合的に支えるための経済計画の策定は，その集大成ζ もいうべき国

民所得倍増計画にいたるまで，戦後幾固となく繰り返されて主た。

治水事業の長期計画も，施設計画ではあるが，これらの経済計画と無縁であること

は許されず，すでに昭和30年の震初の 5ヵ年計画において，経済自立 6ヵ年計画との

結びつきに基づいて計画したことがうたわれているのであるが，ニニ C経済計画の中

に述べられている治水事業への態度を眺めてみよう。

( 1 ) 経済自立 5ヵ年計画（昭和30年12月23日決定）

戦後の経済計画としては，昭和22年早くも“日本経済再建の基本問題”が外務省を

中心に作られ，これが経済安定本部で進められていた日本の物資の供給力に関する検

討作業とともに“経済復興計画”の考え方の基礎となったが， “経済復興計間”は不

幸；こも陽の目を見ずに終わった。

ついで昭和25年“自立 3ヵ年計画”，昭和29年“岡野構想”，昭和30年“総合経済 6

ヵ年計画”等が案として作られ，あるいは閣議了解になったものもあったが，本格的

な経済計画としてまとまった最初のものは，昭和30年12月23日決定された“経済自立

5ヵ年計画”である。

経済自立 5ヵ年計画は計画策定の目的，意義について，“まえがきr’において次の

ように述べている。

経済の自立を達成し，且つ増大する労働力人口に十分な雇用の機会を与えるという



西川治水長期計画の歴史 αIO 119 

ことは，今日わが国経済に諜せられている大きな課題である。経済の安定を維持しつ

つこの問題を解決するためには，総合的且つ長期にわたる計画を樹立し，個人及び企

業の創意を基調とした経済体制のもとで，必要な限度において規制を行なうことと

し国民全般の協力を得て計画の目標に対し一歩一歩着実に前進してゆかねばならな

し、。

このため，昭和35年度を目標年次として，昭和31年度以降 5ヵ年聞にわたる経済自

立5ヵ年計画を策定した。

しかしながら，日本経済における諸問題のうちこの計画期間中：ニコ完全な解決を期

待できない問題もあるので，これらについてはより長期的な観点lこ立って方策を講ず

るものとする。また，計画の目標数字は必ずしも固定的なものとは考えず，その時々

における経済情勢；こ即応しつつ弾力的な運用に努めるものとする。

目標

安定経済を基調として経済の自立と完全雇用の達成を図る。

計画期間

この計画の期間は，昭和31年度を初年度とし昭和35年度に至る 5ヵ年間とする。

前 提

この計画策定の前提として，次の諸条件を想定する。

l. 国際政局には基本的な変化はない。

2. 世界の生産および貿易は漸次上昇をみるものとする。

3. 貿易制限は次第に緩和するが，通貨の自由交換性の回復は完全な形では期待され

ない。また，世界の輸出競争は激化するものとする。

4. ガット加入の影響でわが国に対する関税の引下げも相当進捗するものとするが，

各国の自国産業保護の政策は依然として相当強いものとする。

5. 賠償交渉は計画期間の前期において何れも解決し， Eつ，東南アジア：ニ対する先

進諸国の援助をも想定し同地域との貿易は活発化するものとする。

6. 中共及びソ連との貿易に関しては漸次政治的制限は緩和され，経済面；こおけるわ

が国との関係も改善されるものとする。

7. 特需収入は計画の最終年次において期待しないものとする。

8. 現行の為替レートの変更はないものとする。

9. 物価については極力引下げ方針がとられるものとする。

内容は，第 1部“計画の内容”と第 2部“計画達成のための必要な施設”とから成

り立ち，第 1部の 3 ＂部門別の計画”の（ 5 ）“公共事業”の（ロ）：こおし、て，

「戦後わが国の災害は年平均 2,500億円という巨額にのぼる現状に鑑み，昭和28年

度策定した治山治水基本対策要綱の主旨に則り，後背地；こ広大な耕地等を有し，災

害時に甚大な被害を予想される重要河川を重点とした改修事業，多目的効用を考慮
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した洪水調節ダムの建設，上流河川，荒廃山地の土砂好止のための砂防事業，荒廃

林野の復旧および荒廃防止並ひに水源林，保安林の整備のための治山造林事業，後

背地に重要な地帯を有する海岸における高潮防止事業，浸蝕対策事業等の海岸保全

事業等の治山治水対策を総合的，計画的lこ推進するとともに，河川の維持，管理を

一層徹底せしめるものとする。J

としている。

また，第 2部“計画達成のために必要な施策”においては，計画を達成するための

基本的施策を述べれば次のとおりであるとして，その（ 4 ）“国土の保全と開発”にお

いて，

「わが国が風水害等；こよ り年々巨額の国貨を喪失している現状；こ鑑み，国土の保全

については特；こ留意するとともに，さらに総合的な見地；こ立って国土の開発を行う

ものとする。これがため，災害復旧事業，治山治水事業，道路並びに港湾の整備等

公共事業を計画的，且つ，重点的；ニ実施を推進するものとする。なお，これらの事

業を行うにあたっては，地域的：こも，時期的にも極力経済効果，雇用効果を考慮し

て行うものとする。」

と述べてL、る。第 2部では，さらに部門別の施策として， 鉱工業，農林水産業，貿

易， 交通通信，公共事業，住宅建設，民生雇用，財政金融の8部門！こわけて述べてい

るが，公共事業部門では，総合計画の樹立，経済効果測定方式の磁立，継続費制度の

活用，事業の効率化，事業の合理化等，公共事業全般に通ずる体質改善の問題点を指

摘 しており，個々の事業については言及してない。

以上のように，本計画における治水事業の取扱いは，抽象的，倫理的なものにとど

まり，具体的なものはほとんどなにもなし、。この経済自立 5ヵ年計画は，いわゆるコ

ノレム方式とL、う手法で作られており，経済全体のフレームを作ろうとする点iこ特色が

あり，この計画では特；こ生産要素として労働力を取りあげてL、る。当時の日本の中進

国的状態がらして，労働力を制約条件；こした計画の樹て方の根本：こも問題がらって，

予測がたちまち崩れてしまって（成長率想定が低すぎた）破綻することになるのであ

るが，このような経済計画そのものとしての問題点だけではなく，初期の段階の経済

計画と して， フレームを示したにとどま り，施策あるいは社会資本充実のための投資

に関して，具体性に欠ける感、が非常．こ強L、。

フレームも，経済的指標について相当詳細なものを示しているが，事業の分野で

は，公共事業：二関して，「公共事業；よ， 国，地方の財政に依存する商が大きいのでそ

の実施にあたっては，一般経済の状況，財政，雇用等の実体；こ即 して行 うこととし

その事業量は昭和29年度に比して35年度で 137%程度まで伸長するものとする。」とし

ているほか，財政金融の項において，一般会計の規模を昭和31～35年度聞で約 56,600

億円とし，その内訳を付表で次のように示しているだけである。



西川治水長期計画の歴史（XI¥) 121 

一般会計の規模および内容

項 目｜？”す I~~3aij':; I里刊すI？~is包
社会厚生文教関係｜ 3,040 I 3 156 I o I 
公 共事 業関係｜ 1 ,529 I 1 501 I I 

地 方財 政関係｜ 1,310 : 1.374 ! s I 
そ の 他 I 4,060 I 3,884 I 5 ! 

調整項目 i -I -I o I 

歳 入 十 規模 ｜ 9 999 I 9 915 I I 
差 引 I - I -I -I 
（注） 公共事業には特別失業対策事業費を合む。

公共事業関係費内訳

（単位億円）

項 目 ｜昭和29年度！昭和30年度｜昭和31～35Iトお／30
予 算予 算年 度（筆者注）

466 2河口 ｜ 6.4 

道路街路 169 ' 260 7.1 

災害復旧等 656 I 529 2,535 4.8 

小計 I 1,284 I 1,255 I 7,355 I 5.9 

食糧増産 i 245 I 246 I 1,695 I 6.9 

計 －！－つ~ I－て50 1 I 9,050 I 6.0 

f注） l. 災’E復旧等には災害予備費を含まなL、。

2. 昭和30年度は当初予算額である。

フレームワークは経済企画庁で行なったもので，この算出根拠は明らかでなし、。し

かも，治水事業は災害復旧等として，年度的：こ変動の多い災害復旧事業と一括されて

おり，いよいよ不明確であるが，それに しても，昭和30年度の 5ヵ年分も見込まれて

おらず，きわめて冷淡；こ取り扱われている。このため，これを受けたと称する治水事

業 5ヵ年計画においては，一般財源外に特別財源750億円（修正計画では650億円）を

計上している状況である。

(2) 新長期経済計画（昭和32年12月17日閣議決定〉

経済自立 5ヵ年計画の破綻iこ対して，昭和32年12月17日閣議決定されたのが“新長

期経済計画”である。新長期経済計画J土，経済自立 5ヵ年計画のコノレム方式：こ対し

て，想定成長率法，すなわちいくつかの成長率を想定して試算を行ない，最終的；こ妥
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当な経済成長を定める方式によるもので，経済自立 5ヵ年計画の年率 5%に対し，

6.5%の経済成長率を最終的；こ想定している。

新長期経済計画は，昭和32年 8月20日わが国経済の安定的発展のための長期経済計

画し、かんとして経済審議会に諮問され， 11月25日答申をみ， 12月17日この答申に基づ

き閣議決定されたものである。計画は第 1部“総説”，第 2部“計画の内容”とから

なり，第 1部第 1章において“計画策定の意義”として次のように述べてL、る。

この計画は 5年後における望ましい日本経済の姿をえがき，それに到達するために

果さねばならぬ政府，企業，国民の努力に目標と手がかりとを提供するものである。

国；こよって計画性の濃淡に差はあるが，将来の経済についての構想や計画をたてて政

策の指針とすることは現代の世界各国における一般的な要請となっている。わが国の

場合はとくに以下：こ述べるようないくつかの事情から，経済計画の作成に重要な意義

が見出される。

その第 1は雇用面からの要請である。今後5年間のわが国人口の増加は年平均 0.8

%で，そのすう勢は過去の日本の実績にく らべてもかなり低く，また国際的にみても

低い水準：こあるが，満15歳以上59歳以下のいわゆる生産年齢人口は年平均 l.9%とい

う高い率で増加する。このような新規労働力の吸収にあわせて，現在農業や中小企業

の中lこ潜在する相当多数の不完全就業者を漸次正常な雇用に吸収するためには，経済

の成長率を極力引き上げ，経済規模の拡大によって雇用機会の増加をはからねばなら

ない。生産年齢人口の増加率は昭和40年以降顕著に低下Fることが予想されるので，

その後においてはかなり急速な雇用状態の改善が期待され，やがては西欧的な完全雇

用に到達することも可能とみられるが，それまでの期間においてとくに経済成長率引

上げのためにあらゆる努力を傾けなければならない。このような努力iこ具体的な手が

かりを与えるためには，将来の日本経済の総合的な構図をえがき，望ましい成長率達

成の上；こ解決を要する問題点を明らかにする必要がある。

第 2には基礎部門の計画的拡充の必要性である。すでに過去においても経験された

ように経済規模の拡大；こともない輸送力やエネルギ一等経済活動の基礎となる部門に

塩路が生じ，経済発展の障害となるおそれがある。これら基礎部門は元来長期の計画

にしたがって設備の拡充を進めてゆくべきものであって，陸路を生じてから短期にそ

れを解決しようとしても間：こ合わない。これらの基礎部門にどの程度の投資と設備拡

充をなすべきかを判断するためにも，将来の経済全般についての構図をえがL、てみる

ことが必要となる。

第 3の要請は景気変動の防止でまbる。経済の動きを自然の流れにまかせておけば，

景気の変動はさけがたく，好況と不況の波によって倒産や失業がくりかえされ，社会

的経済的に大ぎな摩擦と損失を生ずることは過去において幾度か経験されたところで

ある。このような景気変動の幅をできる限り小さくして，経済の着実な発展を可能と

するためには，将来；こ向かつて，経済の望ましい安定的な成長の姿をえがき，経済の
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行きすぎや下りすきfを調整するための手がかりとする必要がある。

以上にあげた問題のほか，国民の食生活の動向について長期的な変化のすう勢を明

らかにしこれに対応する農業生産のあり方について今後の指針を与えることも長期

経済計画の重要な役割の 1つである。また技術革新と生産の拡大に対応する科学技術

者の計画的養成や，大企業と中小企業との閥に存在するひらきを次第二縮めてゆくこ

とや，社会保障の諸施策を充実して貧困と病苦の軽減をはかることなども長期の経済

計画との関連のもとに対策を樹立すべき事項である。

政府は長期経済計画作成の必要性を認め，さきに昭和30年12月「経済自立 5ヵ年計

画」を作成公表したのであるが，この計画の経済成長率の選定が低ぎにすぎ，また不

況から好況に向かう景気上昇も加わって，その後 2年間におけるわが国経済の拡大テ

ンポは計画こ想定された成長率を大幅：こ上まわり，計画；こあげられた目標のかなりの

部分がすでに到達されるにいたった。しかも，経済拡大の行きすぎk立国際収支の不均

衡を招来し，急激な引締め政策を必要ならしめた。このよ うな事情；二基づき，経済の

安定的成長のための新たな指針を必要とするにいたり，今回，新長期経済計画を策定

する こととなったのである。

この計画策定の意義；こみられるとおり ，新長期経済計画においと；立，基礎部門の拡

充生明瞭な謀題として打ち出しており，その点では経済自立 5ヵ年計画より一歩前進

していると考えられる。しかしながら，基礎部門としては輸送およびエ不ノレギ一部門

がとくに強調されており，国土保全に関してはほとんど触れられておらず，かえって

後退しているかの感があるのは，われわれとしては非常に不満とするとニろであり ，

経済成長の確保，生産増強の歪みが保全面にしわ寄せされたといわざるをえない。以

下計画の具体的内容につし、て，この点を論じていこう。

計画の章の構成は，第 1部“総説”は第 1章“計画策定の意義”以下第 2章“計画

の課題＂，第 3主主“計画の性格ぺ第 4章“計画の実現の方策”となって：、るが，公共

投資4こ関連する部分をピックアップすると，第2主主“計画の課題”の 5 ‘恭礎部門の

拡充”において，

「経済発展のための基礎的部門としてとくに輸送及びエネノレギ一部門の充実をはか

る。輸送部門？主戦時中及び戦後の基縫施設の閑却と経済成長lこともなう輸送量の増

大によって生産の険路となっているので，この計画においては基礎的輸送施設の整

備1こつとめ，とくに鉄道幹線の増強と自動車輸送の発展：二対応する道路の近代化に

重点を置く。」

としまたその最後において，

「なお，経済発展の基礎の培養をはかるため，鉱工業地帯の整備，造成について，

国，地方を含めた総合的な施策を実施するものとす。」

と述べており ，道路，鉄道等の輸送施設の整備ならびに鉱工業地帯整備の重点が明瞭
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に表わされてL、る。さらに第 2章の 6において産業構造の高度化をあげており，工業

開発とくに重化学工業の発展を積極的；こ打ち出したことが注目されるが，このことと

対照的。こ国土保全への配慮、が無視された結果となっている。

このことは，さらに第 4章 “計画実現の方策刊の 1 “計画実現の手段と政府”にお

いてますますはっきりとしている。すなわち，経済計画の性格として，政府の直接的

施策；こ限界があるとして，間接的手段二よる民間の役割；こ期待していることは，きわ

めて妥当なのであるが，その最後において，

「政府はまた計高実現こあたって民間で行うことの困難な仕事たとえば道路，鉄

道，港湾等輸送力の増強，産業立地条件及び農業基盤の整備，下水，公園その他生

活環境の改善，低所得者住宅の建設， 教育とくに，科学技術教育の拡充，経済統計

の整備改良等二つL、て，長期的観点に立って必要な対策を進めるものとする。」

と述べているにもかかわらず，国土保全あるいは治水に関して何の例示もあげられて

いないのは，はなはだ片手落ちといわなければなるまし、。 治水事業こそもっとも公共

的事業として直接政府の統制的手段が有効なはずであるが，生活環境胞設にまで触れ

て置きながら，保全施設を無視していることは，工業地帯の整備とその保全ば，全然

無縁のものと考えてし、たのかどうか理解jこ苦しむところである。

第 2部‘計画の内容”の目次は次のとおりである。

第 1章計画の目標

第2章経済成長率

第 3主主 最終年度の経済規模とその構造

1. 経済規模D概要

2‘ 国民総生産

3. 国民総支出の構造

4. 中間年次4こおける基準的成長線

第 4章資本蓄積の推進と財政の役割

1. 総貯蓄と総資本形成

2. 財政の役割

第 5章輸出の伸長と国際収支の改善

1. 貿易規模決定のための前提

2. 輸出伸長の目標

3. 輸出の構造

4. 輸入構造と節減努力

5. 貿易外収支の改善

第る章産業構造の高度化

1. 鉱工業生産の構造

2. 主要工業の姿



3. 産業立地条件の整備

第 7章 エネノレギー供給の確保

l. エネノレギー需要推移の方向

2. エネノレギー供給計画

第 8章中小企業の育成強化

第 ？草食糧構成の変化と農水産業の発展

l. 食糧構成の高度化

2. 生産と需給

3. 生産の安定的発展

第10章輸送力の増強

l. 国内輸送需要の構造変化

2. 海外輪送需要

第11章資源の開発確保と国土の保全

l. 資源の開発と確保

2. 国土の保全

第12章科学技術の振興

第13章雇用の増大と就業構造の近代化

1. 計画の目標

2. 雇用の増大と就業構造の近代化

第14章生活水準の向上と民生の安定

1. 生活水準の向上と消費構造の変化

2. 住宅事情の安定

3. 社会保障制度の拡充

西川・治水長期計画の歴史 （XII) 125 

国土保全’こ関しては第11章二記載されているが，次4こ全文を掲載する。

第11章資源の開発確保と国土の保全

経済成長の歩調を確実iこするためには，基幹産業，輸出産業の原材料や，食糧その

他の生活必需物資について，資源の開発と確保に努めることが必要である。供給の安

定と外貨負担の軽減の観点からは，経済性の許す限り園内資源の開発を促進すべきで

あり，このための科学技術の研究と活用をあわせて推進する。また広く資源保護の見

地から国土保全関係、投資の効果的な実行をはかる。他方国内資源をもってしてはまか

ないえない主要原材料等については，海外資源の開発と確保；こ力を注ぐ必要がある。

なお，資源の開発確保のための投資は，多額にのぼるのみならずその効果が発生す

るまでには長期間を要するものが多いので，投資の方向および規模， 速度；こ誤りのな

いよう十分配慮する必要がある。この意味において将来相当長期にわたる資源需給の

見通しをもつことが望ましし、。
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l. 資源の開発と確保

圏内資源については，さきに述べたとおり，各種エネノレギー源の開発利用を進め

るとともに，未利用資源および新鉱物資源の探査開発を推進することとしまた各

種合成化学工業の発展を促進助長し，国内資源の利用度を高めることが必要であ

る。また，木材：こ対する需要の培加が供給力を上回り，森林の過伐が続けられてき

た従来の傾向から漸次脱却しなければならなし、。このため林業の特質上，より長期

的観点iこ立った計画を樹立し，その計画の一環として，計画期間内；こ林道の整備に

よる未開発林の積極的開発および育成林業への転換を考慮 した拡大造林の措置を諮

じ供給を増大確保するとともに他方木材利用の合理化を一層雄進して，今後の急

激な需要増加’こ対処してゆかなければならなL、。このような政策が有効こ実施され

たとしても，昭和37年度における用材の生産は 1億 5,800万石；ことどまり， 31年度

より 5割も多L、1,400万石の輸入を見込まなければならなL、。

海外資源については，製鉄用原料や石油資源の確保対策の推進が必要であり，ニ

のためタンカーや鉱石専用船の増強をはかるとともに，資源開発のための海外投資

も，長期的観点から相手国の経済開発計画との調整をばかりつつ計画的積極的之推

進する必要があるe

2. 国上の保全

治山治水事業および海岸保全事業等の国土保全事業ば，国土を災害から防ぎ，経

済活動を保持 し，ひいては民生の安定；こも資するものであるから，経済の発展に対

応してその規模の拡大をはかることが必要である。今後の基本的方向としては，災

害復旧事業を早急こ完成せしめるとともに，進んで災害未然防止のための保全事業

につき，治山治水事業。こ関する 5ヵ年計画の残事業の遂行とその他緊急を要する事

業の施行を主目標と し，事業効果を考慮しつつ，治水利水を総合して計画的かつ重

点的：こ事業を施行するものとする。

これを入る と資源開発が中心となっており，前文においても，資源保護の見地から

国土保全関係投資の効果的な実行をはかれと述べているが，資源の意味を相当広範囲

に拡大解釈するならともかく ，この章iこ述べられているような資源の開発にだけ結び

っく国土保全という考え方は偏より過まている。生産活動の安全な場の提供，民生の

安定等国土保全の重要な目擦が無視されていることはうなずけなし、。このため，この

前文と2の記述が全然結びつかないおかしな形となっている。

次fこ，経済自立 5ヵ年計画においては，コノレム方式によって各種のフレームを付表

に取りまとめてあったが，新長期経済計画においては，係数的なフレームは，すべて

部門別の計画の中で包含されており，部門によっては詳細かつ具体的になっているも

のも多いが，国土保全についての係数は全然あがっ’C¥, 、なし、。したがって，経済自立

5ヵ年計画において，一応公共投資枠を想定しその内訳として災害復旧等事業枠を
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出してあったのとくらべると一歩後退である。要するに，新長期経済計画は，経済計

画としては大きく進歩したものといえるかもしれないが，国土保全はますます置いて

きぼりを喰ったの感が深いのである。ただ治山治水事業 5ヵ年計画残事業の遂行とい

う表現で，5ヵ年計画を公式にとりいれてはいるが，これとても計画そのもののオー

ソライズは何もなく，実態のないものが，より上位の計画の中に突然頭を出したよう

な形となっているのである。

もう lつ国土保全とは離れるが，資源開発において，最近とくに重視されている水

資源開発が全然触れられていない。わずかに国土の保全において， 「治水利水を総合

して」の言葉があるだけである。昭和32年の時点においては，水に対する認識がほと

んどなかったことを物語るものとして，きわめて興味深い事実である。

なお，新長期経済計画に関する経済審議会の審議は各部会；こ別れて行なわれ， 国土

保全部門は建設交通部会’こ属したが，その部会報告書は，第 3章を国土保全対策とし

ている。参考のためこの部会報告をのせると次のとおりである。

第 3章国土保全対策

l. 国土保全事業の現況

治山治水事業および海岸保全事業等の国土保全に関する事業は，国土を災害から防

ぎょし，経済活動の発展をはかるための前提条件となるのみならず，人命の保護，民

生の安定tこ関する基礎的な事業である。

戦後における災害は，戦時中における国土保全事業の空白と異常災害の連続；こより

莫大な被害額を招来し，いまだに過年度災害による残事業を有しており，また， 今後

積極的！こ保全を要する事業も巨額に達すると想定される。

2. 国土保全投資の基本的方向

国土保全事業J土，国民経済の基盤をなすものとして，経済の発展に対応してその規

模を拡大し，災害の未然防止と民生の安定をはかるべきである。その基本的方向とし

てはー （以下，計画正文とほとん ど同じ。）

これを読むと，国土保全事業の性格を比較的端的：こよく表現している。したがっ

て，計画正文において，資源開発と同一章で取り扱うこととしたため，国土保全事業

の焦点がぼけたということがし、えるようである。

(3) 日本経済の長期展望

日本経済の長期展望は，新長期経済計画等正規の形で行なわれる 5ヵ年計画；こ対し

て，もう少し長期のおよそ20年程度合カバーするような展望，見通しを明らかにする

必要があるとし、う声が生じたことから，昭和34年 5月，経済審議会の中に長期展望部

会を設けこの作業を推進することとなったものである。

長期展望部会は東畑精一氏を部会長とし，有沢広巳，小汀利得，中山伊知郎，内閲
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俊一の 4氏を委員として，他こ40数名の専門委員が参画して報告を緩めたが，東畑部

会長は序文の中において，「 5ヵ年計画は公式の計画である。しかし20年の展望とな

ってくると，単に現在の傾向の延長だけでは尽しえないものがあり，また政策のヴィ

ジョンによって相当違った見透しも生まれてくるし，更に展望の方法，基点の選択の

いかんが展望の内容，こ大いに影響してくるなどを考慮すると，余りに公式的な見解を

1；本こまとめて提示するのな，まさに甚だ困難であるか或いは不可能であるとも察せ

られる。そこで，公式機関のなかでの仕事であるとはいうものの，もっと自由な立場

で自由，こ論じた方が望ましいということとなった。そう L、う見解の下に，この長期展

望を行なうこととなった。」，また，「この報告書は政府の計画を述べたものではなく，

私たち民間人の報告である。そのためもあって，必ずしも計数的：こ十分のすさもない

といったものではない。その代り，かなり思いきった大胆な意欲的な推理も行なわれ

ていると思う。」と述べて，長期展望の性格を浮彫りさせているが，更，ここれを明確

にしたのは報告のまえがきで，その全文を次に掲載する。

この報告は，日本経済の20年後の姿を展望することによって，わが国経済がかかえ

ている長期的な課題を明らかにし長期経済政策についてその恭本的な方向を探ろう

とする趣旨で警かれたものである。

すでに昭和32年末閣議決定をみた「新長期経済計画」において， 5年以上に亘る超

長期の経済見通しをつくることの必要性が述べられているが，とくに，原料資源の需

給，完全雇用の可能性，産業構造のあり方，近隣諸国との経済協力，あるいは国民の

生活環境などを考えるために（主，この穫の作業を行なってみる意味がある。

この報告書を作成するに当って，昭和34年 4月以降，東畑，中山，有沢，小汀，内

田の 5氏からなる委員会がまず「作業の基本要綱」を審議し，その後 6月末より40数

名の専門委員が委嘱され，それぞれ専門的な立場から問題ごとに報告の取りまとめに

かかり，ここに一応の部門別中間報告をうるに至った。

この報告は， もともと総合的な経済計画として取りまとめられたものでなく，むし

ろ各専門家がそれぞれの独自の立場から自由に日本経済の長期展望をそれぞれの分野

について行なったものである。総論においては，できるだけ各部門報告の意見をとり

入れることにつとめたが，全体との関連と斉合性という観点から必ずしも専門委員の

報告の内容が十分．こ反映されてし、ない部分もあり，また，その際個々の相違点につい

ての指摘は総論全体の構成と時間的な関係から割愛せぜるをえなかった。本報告は，

総論のほか，資本構造，鉱工業，エネノレギー，農林水産，貿易構造，雇用，教育，技

術，国民生活構造および財政金融の部門報告と「経済発展の国際比較」「戦後日本の

経済成長とその要因分析」というこつの参考資料からなっている。

各部門報告は，国民総生産が昭和55年度で上限38兆円，下限31兆円（33年度価格）

とLづ指標のほか，若干の基礎的数字が共通となっているが，細部については必ずし
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もd十数的に斉合性がとれてし、るわけでなし、。報告全体が計数的側面より，長期的課題

の探求に重点がおかれたためである。

今後ニの報告は，現在経済審議会で審議中の「所得倍地計画Jの重要な参考資料と

なるCあろう。

以上C，従米の公式の経済計画iとはやや異なった長期展望の性格ははっ(5りしたニ

とと思うが，民間の報告であり，かっ斉合性は取れてはし、ないというものの， l<iJじ経

済審議会の中のメンハーの検討の成果であって，作業もまた経済企画庁の中のウォー

キンググノレープが行なったニとからして，この報告の取りまとめ段階において，一方

で作業の最盛期に入ってし、た所得倍増計l也I；こ，陰に陽に強い影響を及ぼしたニとは否

定Cきない事実である。

報告書の全文は，参考論文，部門別報告も含めて， B5 判840頁におよぶ~大なもの

だあるので，内容は省略して治水分野につL、てだけみると，国土保全に関してlよ安芸

鮫－I噂士が担当し，資本構造部門の中で“国土保全の将来展望”として取り扱ってし、

る。ちなみに資本構造部門の内容は，公共投資論，交通総論，鉄道，道路，港湾，海

運，航空，国際観光，通信，国土保全，住宅，都市環境施設，教育施設官庁施設お

よび地域問題と産業立地を取りあげにおり ，いわゆる公共投資というか社会資本に関

するもののほとんどを包含している。

国土保全の将来展望においては， まず第 1章 ＂国土保全につL、・cの観点”の中t大

同的な考え方ーを述べてL、る。ニれによると，「国民所得の上昇に従って，当然生活環境

もそれに見合って整備されなければ，所得向上の利益金国民が享受することはできな

いわけで，国土保全事業もこの一部に属するものと考えられるが，現状の治水状態会

考えると，戦後の連続的な大水害を思うと，今日依然として過去と同じ災害の脅威に

さらされていること，大水害のたびごとに抜本的，恒久的な対策の必要性が強調され

治山治水長期計画が樹立されるが，財政上の制約から実施面がおよばなかったニと。

しかし最近ょうやく災害復旧資の漸減傾向が表われ出したことは，戦後の相次ぐ災

害の復旧に追い回わされていた状態から次第に恒久的な対策に移行レCきた過程を示

す 1つの指標と考えられるニとであるとし現在われわれは依然として往時と問様な，

あるいはそれ以上に危険な環境の中におカ通れてL、るとしても，三の事業の効果に対し

て決して悲観的に考える必要はないのモあり，今後ともその軽減をはかるため可能な

限りの知識，技術および経済力を動員して積極的な努力会持続してゆくべきは理の当

然であろう。」と結んでいる。また，20年後の姿を想定した今後の方向として，国富の

増大に伴う被害可能資産の増大に対しての治山治水事業の役割への期待，災害防御が

資産の損失防御にとどまらず，復旧用資源の開放に役立つニと，あるいは人命の損傷，

伺人生活の打撃等計測困難な分野に対する役割からして，事業の意義を強調してし、るc

次に第 2＇.＞誌においては，“ 治山治水事業の推移”として過去の事業の実施状況を追跡
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し，第 3章“国土保全の現況”に.lol、て現在の状況をど，法体系，制度上の問題も含め

て，“治山事業の実施状況ぺ“治水事業の実施状況ぺ“国と地方の費用負担”，“戦後

の風水害ヘ“利水の状況”，“現在の治山治水事業計画”の各節にわけて説明してい

る。二のうちでは，第 3節の“国と地方「の費用負担”が今までには取りあげられなか

った問題をついてL、るが，公共事業規模の問題については今後とも常に国家財政と並

んで地方財政の健全な運営についての配慮、が重要であることは言合またないと結んで

いるとおり，単に国土保全だけの問題ではなく，公共事業全般の問題であるといえ

る。第6節の“現在の治山治水事業計画”においては，治山治水基本対策以降のもの

について述べてL、るが，これらについては，すでに詳細に紹介してし、るので省略する。

第 4 主主は“~＇，￥米の展望”として， ニの主主において長期展望本来の目的とするところ

に触れてL、る。第 3章までの概観によって拾いあげられた問題点について，どのよう

な態度で臨むべきかという観点から，国土保全の将来の姿念展望することとして，

( l ) 将来におけるわれわれの水害対策はどのような姿で考えられるべきであろう

JJ＞。

( 2) その中における治山治水事業はどの位の規模とすべきであろうか。

( 3) 利水面の動向についてどのように対処すべきであろうか。

という 3点をゐげている。そして，

第 1節水害対策の姿

第2節将来20ヵ年聞の治山治水事業の規模

第3節治山治水事業の姿

第4節将来の利水

第 5節総合的な函上保全と利用

の5節にわけて，これらの問題を追跡してし、る。

まず，第 1節の“水害対策の姿”においては，国土保全につL、て気象条件の人為的

調整が可能となるならばともかく， 治山治水事業に凶期的な変革は考えられないが，

生活環境の全般的な整備の水準に歩調会合わせ，ますます重要度を高めてゆき，将来

も決して不安になることはないであろう。ただしかし，完全治水の状態を想定するこ

とは困難Cあって，将来の経済発展に伴って災害を防御することが適当と考えられる

投資水準を検討する必要があるとして，これを次節以下で取りあげることとしてい

る。そして， 水害を根絶することが困難である以上，われわれの水害対策は治山治水

事業だけで終わるものではなく，水害発生の場合，その被害を最少限度に食いとめる

方策として，

①水防活動

②特定区域の居住および一定の土地利用の禁止制似

① 国富の耐水化

③ 警報組織の充実
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合主，1-fており ，「以とのような方策によって我々は水容をうけた場合にも最少限のも

のに止め，ある程度の保障をKf.た生活≪l::'.f受するニとが（主る Cあん う。」と結んぐ

いる。

第 2節が投資規模の想定として，量の表示が入ってきて，具体的な問題としてもっ

とも重要な怠味をもっ部分であるが，長期展塑作業の総括部門の試算では，目標年次

昭和55年度の国民総生産を33年度価格で約38兆 2,500億円と想定した。これは， 31～

33年度の平均 9兆 7,347億円の3.9倍；こ相、与するものである。これに対応する国土保全

部門の投資水準については，方法論的には確立されたものがなかった。当時，治山治

水対策関係閣僚懇談会でかわされていた議論では，建設省の積上げ計画は別とし’亡，

投資論としては原単位論と，国民総生産と治水資産の相関論が主体をなしていたが，

長期展望においてはまた別；こきわめてユニークな方法令提案している。これについて

報告ぼ，「同土保全部門としてもこれに対応する投資水準を考慮することになるが，

現在のところでは方法論的lこも， また基礎資料の整備の面においても十分信頼され得

る手段を確立し一義的に明確な解答を打山すことは殆んど不可能である。そこでこの

領域における将来の研究によって発展して行く可能性のある方法論の検討を主眼と

し資料の不備による制約についてはきわめて大胆な仮定を設けてこれを補い，その

下における投資額を試算してみることとした。従って，試算結果自体は現状において

は積極的な意味を持つものではない。」と述べている。

次にこの新しい考え方の概田併を述べるが，この作業は企画庁総合計画局が行なった

もので，その結果どけが示されてL、るので，基礎資料ts:.り，計算の過程については河

川の例でもはっきりしていないことを初めにお断わりしておく。また，以下に述べる

ような考え方に基づく作業は，当然、水系別Iこ行なわれるべきであるが，そのような資

料は得られないので，全国一本のマクロ計算で行なってし、る。

考え方の基本は，可能被害額と防御投資額の対応関係から，経済的観点から投資規

模を把握しようというもので，まず，一定の洪水確率に見合う氾濫可能面積の領域を

定めることとする。これは，たとえば 100年確率の洪水が全国一律に生じた場合の氾

滋面積の極大値と極小値がどの程度の範囲となるかを定めるもので，過程はわからな

いが相当大JlH.な仮定のもとに第 3図のように定めている。次に，この領域内の可能被

害額について，既往の災害統計，国富統計；こより面積当りの資産被害額を推計すると

ともに，これがお年には全国の資本増加ヰミと同率で増加「るものとし、う仮定のもと

に，洪；Jく確率ごとの年平均可能被害額を出し－cL、る。第 4関ぶこの関係である。

次；こ，洪水防御施設によって，ニの確率<tj:i: l dド引きあげるに要する投資額を推定

するが，これについては，利保川改修総体計阿をそデノレとして用い， これから可能氾

濫面積比率を媒介として全同の平均所要投資額を，図ll～3～ 1のそれぞれ上限，下

限別こ算定したとしている。なお，これは河川部門の投資だけであるから，過去J）そ

れぞれの資産額と国民総生産の直線相関式を媒介とじて，河川に見合う治山，海岸の
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第4図 年平均可能被害額洪水確率年図
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投資額を算定，これら治山，河川，海岸の投資額にさらに補填投資部分を加算して国

土保全部門単位投資額を求めた。その結果は上限に関しては 330.7倍、円，下限に関し

ては 338.4億円であるとしている。

この単位投資額を限界資本係数によって被害額に対応させるものとするが，氾濫可

能面積が上限については過大，下限については過少であること会考慮して，上限につ

いては， 30～33年度の平均値 3.1に近い 3を採用し，下限については，昭和55年度の

試算値 5.2～6.lの大主い方に近い値 6を係用した。この限界資本係数によって前記の

単位投資額から期待されるべき効果額と，第 4凶の可能被害額とを対照させ投資可能

限度を定めると，図の中の Aおよび Bの点で示される値を取ることとなる。すなわ

ち， 国土保全事業の20年後の目標と vu立，上限を取ると約 210年，下限を取ると約

100年の確率洪水に対して防御可能な態勢を取れば適当という結果；こなる。こ礼に必

要な総投資額は上限約6兆円，下限約 3兆円となり，かりにこれを20年間；こ一定仲び

率で投入するものとすれば，上限の伸び半以約11%，下阪の｛中ぴ率は約5.6%で，また

前期10ヵ年聞の総投資額はそれぞれ 1兆7,000億円， 1兆l,000億円となる。

この考え方は，自然現象を対象とする治水事業の本質を捕まえて，防御可能の確率

年数を引きあげるという新しい原単位会取り入れた点に，苦心の跡がみられるのであ

るが，いかんせん，パックデータの不足で，えられた結果は理論と喰い違って空回り
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をしてしまっている感が強L、。たとえば，氾濫可能面積で想定した上 ・下限にして

も，ほとんど根拠はなくあまりにも聞き過まてし、て意味をなさなL、。また，確率年数

を 1 年引~あげるための所要投資傾が，確率年数のいかんにかかわらず一定であると

してし、るニとは，資料の不足による数字の問題はともかくとして，考え方としておか

しい。

さらにs この原単位から，限界資本係数を媒介とし ζ投資可能限度級生定めてい

る。資本係数を治水計画dニ導入したのもこれが初めて・cあるが，資本係数を投資可能

額の算定：ニ使用することは，その本来の意味合逆に用いること・c本末転倒といわなけ

ればならなし、。かりに，このような使い方に徹底すると，投資はすべて資本係数の低

い事業，たとえば製造工業：こ投資すればよいということになってしまうはずであっ

て，治水とか農業施設等；ニ投資 jるのはすべて無駄であるということになりかねな

い。治水に関する資本係数のデータもないままに，総投資の平均値をもって限界とな

し， しかも上限については現在値，下限については将来値を取っているなど，理論的

には全く無意味で，ただ，おおよその数字を合わせるために行なったものと考えざる

をえないc

このようなことから， もしこの考え方が，治水投資額算定の方法論の 1っとして，

ある程度正しい方向を示しているものであるならば，ニニで取りあげられたような全

国マクロのものとしてではなく，水系別の計画iここそ取り入れられるべきであったろ

うが，その後所得倍増計幽ーの作業：二伎われただけで消え去って行った。

なお，治水資産額と国民総生産の相関関係については，国土保全施設整備 5ヵ年計

画（楽〉（？ ～（5）参照〉に用いられたような図上；こプロットしたような簡単なものではな

く，過去の実績を最ノト臼乗法二よって処理した結果とし－c.
治山 y =12.4789 19.108 相関係数 0.996 

河川 y =657.184× 46.372 相関係数 0.995 

海岸 y =144.186×－52.137 ／／ 

Y : G. N. P. 単位 10億円

x 資産額単位100万円

0.987 

の算式を導き出して？ゴ｛），ニれを用いて20ヵ年の投資額を算定すると 3兆 2,400億円

となるとしている。

第 3節に必いては，第 2節－cえられた100～210年の確率年を踏まえて治山治水事業

の将米の姿をヴィジョン的；ニ述べてし、る。第 4節では．府U1Jくの動向；こ触れてし、るが，当

時はまだ水資源：こ対する重要度の認識がやっと絡についた段階εあり，きわめて短か

く抽象的：ニ述べらJvCl、る：ニ過ぎ，kい。最後に第 5節で 総合的な国土保全と利用”

として，「水系全域；こわたって総括的に企画調整し相互の矛盾を取り除いて円滑に高

度の保全と開発を進め亡し、く機能の存伝なくしては一方C建設が行われ，他方で破壊

が行なわれるような，或L、（立河川の最も効率よい利用が行われないような矛盾を避け
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ることが困難であろう。更に，多目的ダム会主軸として治水と利水との聞に望ましい

相互補完的な関係の確立を目指す場合，このような機能は基本的な条件と考えりれる

と述べて，今後の究明と努力を期待して結んでし、るが，同じく一般的，抽象的表現に

とどまっており，要点は，第2節の新しい投資限度額算定の方法論を提示したのが長

期展望の内容であった。

（関＊地方建設局，河川市；j三）
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