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てい競

日本経済の発展 と水

1. 工業は水不足に当面し

ている

安 芸 工業用水とか，上水

道の問題から入りましょう

か。農業のほうは，あまり困

っていないわけでしょう。

団野 そうですね。

（出席者 安 芸 絞ー （科学技術庁科学審議官） ) 

大川鉄雄 （山｜場パルプ会長） ~ 

団 野 信 夫 （郡日新聞社論説委員） ~ 

（司会者 武藤博忠 （水利科学研究所理事長） i 
i 対馬俊治 ( " 常務理事） ~ 

l 佐藤武夫（ " 参与） I 
！ 栗原東洋（ " グ ) l 
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安芸 だし、t:_v、今日では得られるものは，得られているのではないでしょ

うか，しかし実質的にはu、ろいろ困難がありましょう。なかには今日のよう

に渇水してくると，電力制限をしなければならないという問題がある。

大川 いま，だいぶ自家発電を動かされていますが……。

安 芸 自家発電のあるとにろは， v'v、ょうですけれども，そうでないと

ころは，非常に困っていますね。水力開発の方式が，やっぱり 問題だと思う

んです。

大川 パルプ工場等のように蒸気を多量に要するところでは，タービン

の排気を熱として利用しますので相当能率 のよい自家発電をやることがで

き，それで不足分だけを購入電力によるということで，たいへん好都合なの

でございますが，製紙用のフェルトを造っている工場などでは長期の電力制

限を受けた場合に備えて置いてあるデイーゼール発電機をこの渇水で全運転

して随分高くつく電気を使うことにはなりますが，少しでも一般の電力不足

の緩和に御協力するように要請されているような次第です。話がu、ろいろに

なってまことに恐縮ですが，通産省で井戸の規制をやられるといっお話がし
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きりにございましたね。それは特定地域では，むやみに井戸を掘らせとれ、。

たとえば尼崎地区でございますとか，四日市であるとか，川崎方面とか，著

しい水位の低下や地盤沈下のような問題のある地区を指定して，その地区内

では勝手に井戸を掘らせないことにして，新しく井戸を掘る場合には，どれ

だけの距離をおいてどういう深さからどの位までの量の水をとれということ

を規定した法律案を出されるというお話が，夏頃でしたか，ありまして私ど

もにも賛成しろということだったのですが，その前段に，工業用水道を十分

に促進して，安い工業用水を供給していただくということでないと，井戸だ

けおさえられたんでは，どうにもならん。その前提なんだから……それは工

業用水道を促進されるということならば，大いに賛成でありますから，ご賛

成はいたしますが，然し料金が余り高くては困るので是非噸当り4.5円程度

迄の水を供給していただきたし、。ところがどうも，なかなかそうはu、かんら

しくて大分高くなりそうな模様です。

安芸 とにかく日本は，昔からことわざに 「湯水のごとく 」とU寸言葉が

ございますように，水カ句、ちばん安いものだったんじゃないですかね。ど こ

にでもあるし，十分あったというので，それをもとにして，水を使う仕事が

つくられてきた。それでいまでも， 「湯水のごとくに使う」ということから，

一般に，＊は十分あるんだという考え方が，非常に強くゆき渡っているよう

に思うんですけれども，しかし実際はいま，なにか水を使うといったら，ど

つかで壁に当ってしまうんですね。いちばん困っておられるのは，多分工業

用水ではなu、かと思いますが，どこへ工場をつくろうとしても， まず水とい

うことになっちゃう。私ども，どこかに工業地帯をつく って，工場をもって

ゆきたいとしW、ましても，まず， 7.Kはあるのかということ，それから電気が

くるだろうかということで，いちばんさきに水を心配するんです。

大川 どうも紙ノミルプの製造という商売は，これがほんとうの水商売と

でも申しますか非常に多量の水を使う。車Iv、物を生産している割合に動力を

かなり多く使いますが，その動力の大半は原料を淡くといて送ったり，洗っ

たりする水を動かすために消費ぎれるのでございます。こ とに人絹パルプを
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やっておりますところでは，i先；僚が非常に厳格になりまして，昭和のはじめ

に，日本ではじめて人絹用ノミルプを作った樺太の各工場で，使っておりまし

た水の実績からみますと，今日はおそらく 3倍以上の水を使っておるのでは

なし、かと思います。パルプの灰分を極力減少するように努めておりますの

で，その為には極めて良質の水が要求され，場合によっては一部用水の純度

を上げるために特別の考慮をしなくてはならぬようなことになるのではある

まu、かと心配しております。古い頃に山の中に建設されました製紙工場で，

初めは主要機械を水車で運転しておりましたが，だんだんそれがモーターに

置換へられて今ではその水が全部工場用水として使はれているところもいく

つか残っておりますが，そうu、う工場では今日非常に安い単価の水を使って

おります。したがってそういった工場では，噸当り 1円以下，中には 40銭

位というような例もありますが，新しく出来た工場ではなかなか二円ではあ

がらないところが多いのではないでしょうか。莫大な費用をかけて送水管を

布設して長い距離をポンプで送るということになりますと，何しろ水量が多

いので大騒き．に相成ります。少し大きなノミルプ工場ではすぐ 4～50個の水が

要る。毎秒1立方尺ですから 40個と申しますと一昼夜には約 10万噸とい

うことになりましょう。そうu、う大量の水を使ってパルプを洗ったり送った

りしながら，その間，何回かフィルターにかけては繊維と水とを回収して使

っておりますが，然し，そのために多大の動力が要りますし，しかも，その

テールの廃水でいろいろいちめられるんですからなかなか骨が折れます。

2. 湯水のように水は使われている

安芸 いや，さきほど申し上げましたように，とにかく水があるから，

特に水を使う ものが割合伸びてきたんだというふうに，考えているんでござ

u、ますが，近ごろになってまいりますと，そうでもなくなってきまして，なに

か新しくやろうとすれば，必ず，いったい水はあるのかとu、う問題に，ひっ

かかるんです。しかし今日のような問題はレ、ろいろな面に現われてきていま

すね。たとえば電力でもそうなんです。日本は＊が多いから，豊富低廉な電

気ができるんだというわけでした。昔はたしかにそうだったんですが，これ
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もいまのように，だんだん発電する様式が変ってまいりますと，とうしてむ

そうはゆかなくなってまいりまして，水が多いといっても，日本の水という

のはご承知のように，渇水するときと多いときとの差が， 非常に大きいわけ

なんです。それだものですから，水をう まく利用しようと思えば，ダムをつ

くって調整するということになりますが，そうなりますと，自然流をこわす

わけなんですね。そうすると前から，水は豊富低廉で湯水のこ’とく使ってい

たという一つの慣行が，非常に強u、ものですから， 結局自然流をこわして使

う。ですから水の利用率を上げよう ということになってきますと，どうして

もそういう ことになるんですが，そうなりますと，また元へ直さなければ，

いままでの慢行とくい違ってくるという ことになる。ですからダムをつくっ

て，電気をおこすということになりますと，日本じゃ結局，二つのダムをつ

くらなければ，電気はおきないという ことになる。たとえば佐久間は，はじ

めの規模どお り動かそうと思えば，どうしても秋葉を使わなき ゃならない。

あんな値段の高い電気をつくって，いったい，だれがあの電気を使うんだろ

うというふうに思うんですがね。

司会 安芸先生のおっしゃる「湯水のこ・とく」というのは，これは農業

の場合からのひがみみたいだけれども，農業だけが湯水のこ・とくで，工業は

湯水のこかとく 使っていないのかどうかそのへんのところは……。

安芸工業だって，湯水のこーとく使っているんですよ。たとえばコ ールダ

ーホールの原子炉の発電所，あれの写真なんか，みなさんごらんになったと

思うんですが，あのなかでいちばん大きいのは，クーリ ング ・タワーでしょ

う。 出来るだけ少ない水をより有効に利用しようと努力しているわけです。

これが当り前なのですね。

司会 その点，日本の工業は，湯水のごとく使っていますね。さっき

いわれたパルプですが，これはたとえばスウェーデンとか， そういった

外国のパルプ工場と，水の使用 量を比べると，日本の工場はどうなんです

か。

大川 どこのパルプ ・プラントも，だいたい水の都合のUW、ところに，
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つくっており ますから，今後といえとも，それの骨の折れるところじゃ，ほ

とんど成り立たんのじゃなし、かと思われるんですが，外国の工場も，割合に

水の条件のいいところで，みんなやっております。日本で水の不充分なとこ

ろにある製紙工場で大変窮屈な思いをいたしましたのは樺太西海岸の真岡

で，それは私の父が苦心してつくった工場でありますので特に印象の深いも

のの一つですが，大体真岡というところは，日本海暖流の尻尾が丁度あの辺

までのびております関係か，樺太中で最も気候の＼＜＇＼＜、ところで北海道の {f)I＼路

や旭川などよりも暖い位ではありますが，何んにしても樺太のことですから

冬はただ雪がたまるだけでその用水を得るのに大変苦労しまして，結局真岡

から約2哩ばかり南にさがったところにある小さな川をせきとめて， 70尺

程の高さのダムをつくり雪とけの水をためて，それでやってゆこうというこ

とになりました。今日になってみればなんでもないことのようではあります

か，大正4,5年頃の話ですからあの当時としてはなかなかむずかしい大工事

で，よくまあ決心して仕上げたものだと感心するわけです。 それでu、よいよ

真岡工場が運転を開始ましたのは大正7年ですが，その後だんだん生産を増

加して， 1か月約四百万貯の上質紙を木材ノミルプから一貫作業で生産するよ

うになりましたが，用水の方はふやしょうがありませんから，あらゆる手段

をつくして回収をはかり， 10個内外の水でどうやら間に合せておりました

が，これはかなり無理で今日の工場でしたら，その倍ぐらいの水はどうして

も使うことになるんではないでしょうか。それにしても無駄に多くの水を使

っているということはある筈がないと思u、ます。

3. 水不足は日本だけではない

司会 安芸先生外国ではやっぱリ日本みたいに水は困っているんですか。

安 芸 ええ，困っていますよ。これは全般的にいえば日本は水があった

から，結局お金をかけないで使うならそれに越したことはないですからね。

量のほうがあるものですから，費用のかからんほうを，とっていたわけで

す。ところが最近になりますと，日本でも ，工業にしても，農業にしても，

どんどん拡大されてきて，なかなかそういうふう三ゆかなくなってきたとい
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うのが，いまの問題のおきてきている理由だと思うんですが，最近外国でも

とくにアメリカですが，アメリカはこれ承知のように，いわゆるテキサス ・ブ

ームというんで，石油とか， 石油の廃ガスといったものを，工業原料として

使うようになってから，工業が南に移ったわけです。南に移ったら，こんど

7］（が問題になってきた。たとえばアメ リカに「イ ンダストリアル・エンジニ

アリング ・ケミカル」としづ雑誌がありますが，それの多分，去年の正月号

だったと思います。 7］（の浄化ということの特集号を出しているわけです。わ

れわれなら，海水から塩をとるわけですが，むこうはそうじゃなく，海水か

ち工場用水とか，上水道の水をとろうというわけなんです。それで同じ雑誌

の 12月号で，やはり水の特集号を出しておりましてこれはどこまで再使用

ができるかとか，水の温度をどれだけ減らしたら，どれだけの効果があるか

とか，そういう問題の特集をしているぐらいなんです。

それから，話の順序をあるいは変えなくちゃならんかと思いますが，国際

連合の事務局というのがありまして経済局のなかに，天然資源課とu、うのが

あるんです。そこの課長さんと ，ときどきお会いするんですけれども，私が

いま国連の経済局資源課で，なにがし、ちばん問題なのかとききましたら，水

だというんです。世界的にみて，やっぱり水カ旬、ちばん問題になっているよ

うで，どの国がどのくらいの量なら，い〈らぐらいのコストで，どんな質の

7）（を獲得しているのか，それを調べているという話でしたがね。

4. 日本の水不足と外国の水不足

司会 しかし，日本の場合の悶り方とアメリカあたりの困り方と本質的

仁違うところはないですか。たとえば雨量の問題とかもう一つ，いちばん大

きいのは，日本は水田農業というものを，基礎にもっているという点ですね

安芸 それは違いますね。たとえばテキサス・ブームでおきた問題という

のは，ああいうサバク地帯というか，雨の少ないと ころにほかの原料面か

ら，工業がおきてきた。それを活かすための水の問題として，おきてきてい

るわけですね。ですからこの間も，貯水池をつくって，なにがし、ちばん問題

か，われわれは，水が冷えるんで困るんだといったら，むこうでは，いや，
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温度が高くなっ．て困る，（笑）蒸発しちゃって困るんだというんです。

大川 われわれのほうは，洗糠用水ですが，大部分は冷却用水でしょう

ね。

安芸 池をつくっても，お前のほうとは問題は，まったく逆なんだなと

し、って，笑ったんですがね。日本でおきている問題というのはさきでも一寸申

上げたのですが，私はこう考えているのです。産業というものはその場所で

得られる，もっともそのなかには外から持ってこなけれはならないものもあ

りますが，原料をもっとも有利に使えるようにつくられていると思うのです。

そのなかで十分に安く得られるものを基礎として，その上にもっとも都合の

よい生産方式を組立てしたものと思うのですが，それが急速に需要が大きく

なってきたというので，問題がおきてきたんじゃないかと，思うんですがねc

司会 そういうことで，私は思うんですけれども，工業のほうは，水の

使用を合理化すれば，それだけコストが下る。農業の場合には，どうも その

へんのところがあいまいですし，それからその水の使用量を減らせば，減ら

しただけ工業のほうにとられてしまって，あとから開国しようと思うと，な

かなか水をくれない。そうすると農業のほうからは，合理化しようとする機

運というものは，出てきそうもなし、。だからその反対給付かなにか，合理イじ

しただけ，農業のほうにリベートするなら，別でしょうけれども，そうでき

なきゃなかなか……そういう点はどうでしょう。

安芸問題は上水道をつくりたい，工業用水がほしいというのでしょか。

さきほと大川さんのお話の工場街に井戸を堀るということも，井戸なら， 200

メートルぐらいの井戸を自分で堀りましでも， 3円か4円でまかなえるわけ

です。ところが，井戸を堀っちゃいけないということになると，値段は高く

ともなんとか川の水を，ということになるんですね。とにかく工場が増えれ

ばそれだけ川水を使わせてくれということになってきますし，電気のほうで

も，出来るだけ水を使いたいんだということになりますと，どうしても電気

の需要に，水の量を合わせなくちゃならんわけですから，こんなふうにした

いというと，みんな農業に文句がU、ってしまうんですね。あんた方，自然流
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を変えたって，変えたままで使えないか，あるいはもう少し，水を少なく使

う方法があるんじゃないか，それから温度が下るから，温度をとげてくれと

いうのは，なにか下った温度でも，まかなえる方法はないかということで，

桔局新しい需要者から古い占有者に苦情が集ってくると云うわけなんです

が，団野さん，いかがお考えですか。（笑）

団野 まるで査問委員会みたい……（笑）僕は，こういうふうに思ってい

るんです。水田に水が必要なことは，わかりきったことですが，水があるか

ち水田農業が発達したんで・．．

安芸 たしかそうなんですね。水があるからこそ，水田をやったと思う

んですよ。

5. 水のコストと稲作の在り方

団野 工業の伸びた条件と，同じことだと思うんです。農業は，水を合理

的に使っているかどうかということになりますと，あるいは使いすぎている

部分も，相当あるかと思うんですね。ご承知のとおり，農業には昔から水利

慣行というものが，ずっと続いておりまして，古いのは太閤さん以前からの

文書があるぐらいなんです。せんだっても神奈川県で県が調べてみますと，

昔ながらの水利慣行でずっとやっていたところが， 7.kを使いすぎておって，

かえってそのために生産が落ちているというようなことも，わかっているん

ですね。それは徳川時代からいまにかけて，ずいぶん農業の技術も変ってお

りますし，肥料のやり方も変ってきている。そうすると水の使い方について

も，やはり相当検討を要する点、が，あるかと思うんです。しかしその問題に

ついて農民のほうは，水はあればあるだけv'v、んだという考えでおりますか

ら，実際問題として，なかなかそれを規正してゆ〈ということがむつかしい。

しかも，昔からの水利慣行に手を触れるということになりますと，これは非

常な抵抗がございますから，それに対して科学的な分析を行って，どの程度

の水でいちばんしW、のか，またとの程度の水が，いちばん生産力が上るのか

ということを，政府が調べ上げて，農民によく説明し，事実またその政府の

調査した結果と同じ状態が，生産のうえで上ってきたということになります
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と，農民を説得することができるわけですけれども，その調査自身がなかな

かむつかしいことですから，容易に軌道に乗らないというのが，現状じゃな

u、かと思うんですがね。

司会団野さんのところでおやりになった米作日本一，あの農家が，い

Jこし、水をどういうふうに使っているかということを，私はこの間，朝日新

聞社で出しているパンフレットから，調ペてみたんです。そうするとあの日

本ーだという連中は，とにかく水を少し使うということなんですね。

団野そう，そう。

司会水の量を考える基準というのが，イネの生理的に必要な水という

より，地温をどうして高めるかという角度から，たとえば曇天には水を厚く

張るとか，夜は厚く張る。それから朝十時ぐらいになると，水を落して日光

を当てるというふうに，ほとんどおしなべて，そういう使い方をしているわ

けです。あの資料が，試験場の方，県の技術者も参加しているんで，もっと

技術的に水利の問題のところを明らかにしてくれれば，もう少し突っ込んだ

分析ができるんじゃないか，私は概略のところで，やってみたんですけれど

も……。

安芸私はその点，こう考えるんですが，どうでしょうね。やっぱり水

がし、ちばん自由に得られる。自由に水利ができたから，たとえば地力のそう

いう問題も，水で加減していたんですね。そういうことは，ほかの方法がま

だあるわけなんですよ。あるかなし、かとしづ問題なんです。ところが，日本

より水の少ないところで日本より v'v、成績を挙げているところは，いくらも

あることに最近，乾燥地帯に米がずっと入っているわけですね。それでどう

いうふうに入っていっているのか。得られる水，これは水のコストによると

思いますが，これを基礎として水田耕作の方法がっくり上げられていると思

うのです。水だけで考えなし、で，もう少し広い範囲で考えれば，ほかの方法

でできるんじゃないかと考えるんですが……。

司会 インドなんかの場合イギリスのとった水利政策というものを考え

ると，運河というか用水路をさかんにつくって，この水を売るということな
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んでしょう。農民の方では高ければ使わないし，安けりゃ使う，従ってとう

いう値段が適当かとu、う問題が生れてくる。だから，わが国の場合，7j(を使

いすき．て減産とu、うけれとも，基礎に工業と同じように， 7j(を売るとか買う

とか，そういう考え方が入ってくれば別として，それが入ってこないうち

は，農民のなかから自発的に，節水栽培の方式が出てくるとし、う可能性は，

私はないと思う。

安芸 おそらくないでしょう。というのは一つの慣行になっているからな

いわけで，ほかの分野から干渉しなけり ゃならないと思うんですが，そのた

めには，要するに，どうu、う段階にきたら，どういうところに重点を入れた研

究の方法，あるいは生産を上げる場合に，どう U、う点に関心をもたなければ

ならないか，ということを考えなければならないのではないか。そしてその

段階というのはやっぱりコストの問題なんですね。ですから世界的にイナ作

の様子をみておりまして，私なんか気になるのは，たとえばここではこれだ

けのコスト の水をやるから，こうしづ方式を考える，乾燥地帯に入ってきて

いる水は，コストがし、くらかかるから，どういう方式をとるんだ，こういう

方法を，アメリカあたりはとっているように思うんです。この点私はサンフ

ランシスコのデーヴィスの研究所で，そういう話をしたら，「お前たちは水

を費沢に使っているんだ，ほかの用にまで役立たせるのは， どうかと思うね」

とU、う返事だったんですが，そういうふうに考えているわけです。

図野 アメリカの場合は，水を 1フィート， 1エーカ－v、くらで買って，

そして事実それが生産のうえに， すぐあらわれていますから，コスト計算が

成立つと思うんですが，日本のような小農経営で水田が主体になっているよ

うな農業では，一反歩当り u、くらで買ったら，生産がどれだけ上って，とい

うふうな計算は，なかなか成立ちにくいんじゃないかと思うんですがね。

安 芸 いまやっているうえに，それをやるのは，非常にむつかしいんで

すが，新しいところでやる場合には，十分考えられる と思うんですよ。そう

考える方が水はほんとうの公共のものだということに，なるわけではないで

しょうか。そうすれば，これまたアメリカのシステムになりますけれども，
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水を取得する施設というのは，大体公共費でやってやるb そのなかから，自

分たちが分け前をとるわけですから，とった分に対して水代を支払う’んだ一

実質的にはむこうのほうが，日本よりまだv'v、んじゃないですかな，水代を

どうきめるかによるわけですが，アメリカの方が負担分がより少ないのでは

ないかと思うのですが。日本では自分でとる方の施設をつくって，それに補

助金をもらっていますが，水はただ使っているでしょう。アメリカの方が合

理的ではないでしょうか。

団野 しかし，こういうことはあると思うんですよ。 5月から 6月の梅

雨の時期に，ちゃんと雨が降れば，農民は金を出して水を買わなくたって天

がもってきてくれるわけです。ただ，そうu、う時期に雨が少なくて，どうも

田植えができにくいというときには，はじめて価値をもってくるんですね。

だからその年々の天候の条件で，違うと思うんです。

安 萎 農業というのは，だu、たいそういうもので， それですから，その

方法をどうするのかとv'v、ますと， 7.Kを引入れますね。引入れたところに，

堰をつくっておくんですよ。 これは農業の水路ですから，なるべくヘッドの

損失のないような方法で量水堰をつく ってみればすれいくら流れていると

いうことがわかるような方式で，とった分について払うわけです。引かなく

てよければ払わない。どうしても要るときに，いくらとるんだということ

で，とった分だけ払うんだとu、う方式がしw、んですがね。水が合理的に使え

るのではないでしょうか。

団野 それはいし、んですが，僕がちょっと疑問に思うのは，そういうふ

うにやっても，水の配分計画というものは，成り立たないと思うんです。た

とえばその農民が，今年は何個の水が欲しいということを，水利管理者と契

約して， u、くら支払うとし、う約束が，成立たないわけですね。天候の加減

で……。急に要るからくれといって，店先で品物を買うようなわけには，な

かなかゆかないということに，なっているんじゃないかと思うんです。

安芸喜 それは施設をやりまして，施設をただ管理している一一管理する

というのは，建設することなんでして，そこから自然に流れているんですか
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ら，引入れたら引入れた分だけ払う……。

団野いや，それはそうなりますけれども，ただダムをつくって，水が

年間どれだは流れて，農業部門にどれだけとるんだということを，まず約束

してしまいますね，そうすると農業部門に配分される水というものは，枠が

きまってしまう 0・それ以上要るかもしれないし，要らないときは，余分の部

分はほとんど要らないということに，なると思うんです。そうすると固とし

ては，ダム建設費のカルキュレーションをやるときに，すでにそういうこと

は問題になるんですけれども，最初に水の配分計画をしなきゃU、かんです

ね。その計画が農業部門については，成立たないと思うんですよ。そうする

と，今年要らなν、から，といえば，その年の建設費に対する償却はできない

わけです。そういう問題は，どういうふうに調整してゆくのか，買わなかっ

た年は，国が勝手に負担するのかどうか……。

司会 そこは国の費用で負担して， v'v、んじゃないですか。（笑）

安 芸 ぞれは補助金という形式をとっていないんで，国で公共施設とし

てつくる……。

団野 それをいま日本の場合は，そういう年々の計画ができなし、から，

結局一定の建設費に足して，地元が負担して，未来永劫にやってゆこうとい

うかたちを，とっているんだと思うんです。僕は，アメリカのようなやり方

をやれば，それは非常に合理的で，話はわかりやすいんですけれども，どう

もそれをそっくりそのまま，日本にもってくるには，難点があるんじゃない

か，消化できない条件が，あるんじゃなu、かとドう気がするんですがね。

司会だから，欲しいときに十分にくれるなら，工業のほうに譲っても

v'v、けれども，その保証がない限り，農業としては，水利権にしたがって最

大限度要求する。そこのところを解決するのが，まず前提なんで，その点に

ついては，どうも工業のほうが，欲が深いような気もしないじゃないんです

けれども…－－、（笑）

6. 水の配分と合理的利用がおくれている

安芸確かに水の配分計画を立てるには問題がありましよう。しかしそ



てい談 2 日本経済の発展と水 17 

の前に水がどれだけu、るかということが問題なのであり，どうしたらこれが

合理的に解決してゆけるかということだと思うのです。その最大限というも

のの認定が，いままでの慣行にのっていて，さきほど申し上げたように，

当然ほかのほうのもので処理したほうが，有利だというものでも， 7｝（で処理

しようとすることだと思うんですよ。それで私は，研究のあり方から，考え

直してゆかなきゃならないんじゃないか，その点，おたくでおっくりになっ

た政策〔朝日新聞社「今後の食糧政策に対する提案」〕には，非常に賛成な

んですけれども……。

司会 こういうことはできないんですか。各国別，また各地方別に，ほ

かの因子はたくさんございますけれども，たとえば日本なら米 1石作るのに

水がとれだけ要る，中共の場合はどうなんだ，そういった比較をしまじて，

日本の農業用水の使い方は，非常に賛沢だ，あるいは世界なみなんだという

ようなことで出しでも，意味ないでしょうか。

安 芸 それはどこでも，どんな程度でやっているか，どう u、う方法官や

っているのかということまでは，わかるでしょう。地域的にずいぶん違いま

すがね。それからだいたい土木事業でもって，水利施設をつくって，農業生

産に充てるとu、うのは，採算に合わないんですよ。日本がやっているのは，

実をいうと前時代の施設でもってやって，いまの生産が上っているわけです

が，水をそんなふうに使うとしづ施設を，前からやっていて，そのうえにイ

ナ作の作物的な技術が入ったんで，日本の生産の上り方というものが，農民

の負担がそれほど大きくなくてやってきたいちばん大きな要因だと思う。だ

から，サパクみたいに， 7.Kさえもってくればなんとかなる，水がなければな

んともならないというところではまだこのような施設は引合うと思うのです

が，普通の補給施設的なところでは，非常にむつかしu、。東南アジアの連中

と，会うと議論するところなんですよ。

団野 きょうもうちの社で，32年度米作日本ーの審議会をやっていて，

僕もさっきまで出ていたんですが，そのなかにあがってきた人たちのうちに

は，水を非常にうまく使って，しかも少なく使って生産を上げている人もあ
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るんですね。水かかりということが，非常に大きな要素になっているんです

よ。ところが，それじゃそれを全部積み上げてきて，総計どれだけ要るんだ

というふうなことを，計算しようとしましでも，その水かかりのやり方とい

うのは，地方によってずいぶん違いますね。それから谷間にあるような温地

帯ですと，むしろ水を出すということを，心がけるわけですね。日本の国と

いうのは，南から北まで細長〈て，気象的にもいろいろ条件が違いますの

で，なかなか一律に，どうu、う水加減が合理的なのかということを指示する

のは，むつかしいんですよ。

大川 イネ自体，それに適合するように，いろいろな品種があ .:0でしょ

うしね。

安芸私は，水が窮屈になるのは当然だとすれば，それをどんなかたち

で，値段はいくらぐらいで獲得できるのか，いろいろ場所が違うので，そう

いう条件のもとに生産を下げるには，どうu、う技術的な処置があるのかとい

うことを，もう少し幅をひろげて考えなきゃならん段階に，きていると思う

んですがね。

団野 日本は，昔から水が豊富にあったものだから，水田農業というの

は，おそら〈限界地以上に拡大してしまっていると思うんです。狭いところ

にたくさんの人聞が住み，しかも相当部分は農民で，水を瞥沢に使うことに

よって，生活を維持してきたんですね。明治維新後になって，だんだん工業

が伸びてきて，その部分で使う水の量がふくれて，それが割り込んでくる。

一部はダムへためて調整しているけれども，工業部門あるいは一般市民の消

費する水というものが，だんだんふくれ上って，くい込んできとるんです

ね。ですからそのくい込みを認めるとすれば，これまでの水田農業の形態と

いうものを，どういうふうに切換えてゆくのか，あるいは非常に効率の悪い

水固なとやめてしまって，それを畑作なり，別の農業形態に切換えるのか，

そういうことを国全体として考えないと，ただ問題を投げ出して，農民と工

場との聞で水争いをやって，勝手に分けろというようないまのやり方では，

農民はできるだけ抵抗しますからね。抵抗せざるをえないと思うんですよ。
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自分の生活，生産が破壊されないまでも，一つの危険負担を感ずるわけです

から……。

安芸水は変動しますからね。とにかく確保しておかなきゃならないと

いうのは，もっともだと思うんです。

司会 だから，農業のほうで水が少なくてもすむような経営の形態を押

し進めるため，国としてなにか考えたほうが，合理的なような気がするんで

すけれども。工業用水の方面で，地下水のくみ上げによる地盤沈下のため

に 50億か 60億で尼崎に大堤防をつくるくらいのと，丁度同じようなもの

だと思うんですが。

安芸私は工業用水でも，まだ水田と同じような条件をもっていると思

うんです。あるからというので，割合に余裕をもってお使いになっているん

ですが，水に困っている国は，どうしているのかということで，そういうこ

とは， u、くらでも手段があるわけですから，考えなくちゃならないと思うん

です。これはどうでしょうね，団野さん，栗原さんにお伺いしたいんです

が，私はなんといっても日本の農業というのは，人口の半分の農家を抱えて

やっているわけですね。それはu、ま，日本の経済の水準からいっても，大き

な負担だと思うんですよ。とにかく平均して 8反台でしょう。 8反台のとこ

ろからし、くら生産性を上げても，限界があるわけですね。その段階の生産で

もって，日本がし、まからさらに今後の生活水準を上げてゆこうとした場合に

は，人口の半分の農家というのは，かなりの負担になりまして，圏全体のサ

ポートがないと，均衡をとる意味からいっておそらくやってゆけないんじゃ

ないか，すでにそういう動きがおきていまして，われわれ，世界でいちばん

高い米を食っているわけですね。それから価格の支持だけでなく，実質的に

補助をずいぶん出しているわけでしょう。みんな工業の生産性が上ってゆく

うちから支出されているわけで，それが外へはみ出れば，それだけ規模が圧

縮されてゆくとか，あるいはそれをもち込めば，インフレのようなかたちに

ならざるをえないんで，そうなってきますと，私はやっぱり農業生産を，で

きるだけコストのかからない方法で拡大し，安定させる途はなにかという一
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つの立場をもって，そのなかで探ってゆく方法をとらないと，どうにもなら

なくなるのではないかとしづ気がするのです。そういうことを，みんなに知

ってもらうということが，いちばん大事で，農業を研究している人たちが，

そういう面からみてゆけば，日本のこれからの段階では，どう U、う00に中心

をおかなきゃならないか，どんな方向をとって，研究を進めなくちゃならな

いか，どうもそこがモヤモヤしているんじゃなu、かという気がするんですが，

どうでしょう。

岡野原則的には，そのとおりだと思うんですがね。（笑）僕は，まず手

をつけなきゃいけない具体的な問題としては，各水系別に水がどういうふう

に利用されるのかということを，よく調査しまして，そして同じ水系に属す

る農民にしても，一方では，うんと賛沢に水を使い，一方はほとんどカッカ

ツだ，しかも使用する時期については，一方は非常に有利で，一方は不利だ

ということが，たくさんあるわけですね。それをその後の農業技術の発展と

u、うことと結び合わして，どういうような水の使い方が，最も合理的である

か，水の配分のやり方を，各水系別に全部調査して，それに法的規正を加え

るということは，なかなかむつかしいんですけれども，逐次そういう合理化

した方向に直してゆくというようなことは，国がやったらいいんじゃなし、か

と思うんですがね。そうするとそのなかから工業部門なり，あるいは都市の

上水道としてどれだけまだ水がとれるのかということも，出てくるんじゃな

u、かと思うんですがね。

安芸 それだけ，限られた水を効果高〈使おうとすれば，結局効率の高

い使い方という面で，これは農業分野のほうにもそう ν、う閣はあります。さ

らに外の分野でも，私はずいぶん考えなきゃならない面が，あると思うんで

すよ。またピーク発電ということから考えると，かなり無理した水の変型と

いうことも考えられるんで，どうしても，そういうものは今後必要になるか

ら，その必要さということも，検討しなくちゃならんですが，なにかそうい

う面を組み立てていって，それぞれの面が，どんな方向へゆくのかというこ

とを考え出さない限りは，えらいむだばかりするという気が，実はしている
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んです。

団野 ダムは，戦後ずいぶんっくりましたけれども，いまいったような

意味の調査は，ほとんど行われていないんじゃないですか。そしてただ腰だ

めで，工業部門はいくら，農業部門はいくらと分けておって，そこに科学的

な検討が，乏しいんじゃないかという気がするんですけれともね。

安芸そう思いますね。

団野これはどうなんでしょう。工業のほうですけれども，私，せんだ

って尼崎へまいりましたら，あすこはとんどん地盤が沈下して，工場はすで

に海のなかに沈んでしまったとu、う風景も，みられますね。ずいぶんひどい

と思うんですけれども，この地下水の利用について，工業に携っていらっし

ゃる人々が，一定地域の地下水がどれだけあって，どういうふうに利用した

ら，最高度利用できる，しかしどんなに利用しでも，この区域においては，

この程度の工場しか入らないというような総合的な考え方ですね。ただ工場

がむやみやたらに，個人の意志にしたがって，どこにでも入ってゆくとし、う

ことをやめて，工業関係の方々が，一つ，そういうふうな規制をみずからや

っていただしあるいは調査をやっていただくということは，できないもの

でしょうかね。

大川工業方面でも，水が主要なファクターになりますから，相当地下

水の豊富なところであるとか，表流水，あるいは伏流水のとれるところを検討

するんでしょうが，大きな都市，東京，大阪などでも，この頃さかんに大き

なヒソレディングが建ちますが，これがみんな冷暖房装置をつける。はやりも

ののようになって既設の建物も冷房を装備するようなわけで，そのターボ冷

凍機のクーリングウォーターを， 競ってそれぞれ自分の井戸からとるために

だんだん井戸が深くなりそれが相当都市の地盤沈下の原因になって，おいお

い東京，大阪あたりでも，この問題は始末のいかない問題になってくるんじ

ゃなU、かとu、う感じがU、たします。大きな工業では地質的にも調べ，もしや

むをえなければ，地下水の豊富なところを選ぶとか，現在ではだいたい伏流

水の多いところを選定して，やるということなんでしょうが，大都市と近接
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して発達する仕事が，いちばん困難なわけでございますね。

団野 この間名古屋へまいりましたら，市の助役さんが k、っているんで

すけれども，あすこで汚水処理をやって，相当な水が浄化されてとれるわけ

ですね。その水をヱ場のほうで使ってくれるということになりますと，あす

こも地下水を上げているんですけれども，将来非常にv'v、んじゃないか…。

安芸 それは東京じゃ，利用し℃おります。飲み水にまで使えるんです

よ。

大川 東京都の尾久の下水処理場で浄化した水を，千住の板紙工場その

他で利用しておりますが，これは立派な水になりますので，大いに活用すべ

きだと思うんです。ただその値段のきめ方が一寸面倒で…h ・。

司会値段は高いんですか。

大川 買う方から見れば，頭から汚水処理の水だということが先入主に

なっておりますせいか，とかく少し値切りた〈なるらしい，しかし売る方か

らいうと特別に処理した立派な水だということで，大分もめたようですが，

いまトン 2円見当の値段で買っておられます。これは決して高い値段とはu、

えないと思います。

団野 名古屋じゃ，どうもそれが辛いとかいってましたがね。

大川 その土地で事情も違いますし，たやすく良質の水が得られるとこ

ろではそれでは，まだ高いということになるかも知れませんが，とにかく立

派な水になるのですからこれは大いに活用すべきで，千住の場合はその端緒

を聞く意味で都としても初めは3円位といっておられたのを特別の考慮をさ

れて，ようやく 2円ということになったように伺っております。

安芸水がない国では，ずいぶんやっていますよ。

大川 やるべきだと思u、ますね。 利用価値はあると思うんです。

安芸 こんど工業用水法じゃ，そういうことをやることになったんです。

たとえば尼崎なんか，この間一応，調べを終ったんですが，地下水を何層か

にわたって調べまして，この地下水の層ならば，どれだけくみ上げても維持

できるとしづ量を，だいたい推定したんです。そして井戸なら，どこの層ま
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でどれだけとu、う制限をした。そのかわり，新しい分は工業用水道によって

まかなおうとし、うのです。大阪は，工業用水道をつくりましたね。あれは六

円ぐらい・…・・。

大川 とうしても， 6, 7円というところへ，ゆくように思いますね。

安芸新しく施設をつくったら，どうしてもそのくらし、かかるんです。

大川 川崎あたりでは，あの辺の埋立地に出来た工場が個々にいくつも

井戸を堀っておられたのを，まとめて組合をつくり，工業用水道のかたちに

してはやくからやっておられたようですね。それを近頃大いに拡張して古く

から使っているものは 2円位，新しい加入者には4円 50銭ぐらいで供給さ

れているそうですが，これはもう実費だろうと思うんです。

安 芸 それで私は，大阪があれだけ水に困って，ああなっているんです

が昔は淀川の水が十分使えた。あすこにパルプ工場がございますからね。そ

ういうふうに，はじめの条件が水があったんで，どんどん使われてきたけれ

ども，大きくなった場合，そういうふうにしてしか，使えないようなところ

に，依然として工場が残っているのは，とうかなとu、う気がするんですけれ

どもね。（笑）

大川淀川には，元の王子製紙の工場が二つ隣り合つでありますが，然

し，パルプは外から持ってきてそれを紙に漉き直しているので，これらの工

場では概して高級な，単価の高い紙を抄造しておりますから，生産量も比較

！的少し従って用水量も少いというわけで井戸水で間に合う次第ですが。 こ

れが新聞紙などになりますと，なかなか井戸では間に合わず，どうしても水

の豊富な安〈得られるところを物色しなければならぬということになりま

ーす。

安芸工場用水は，それで規制できるんですけれども，さきほど お話の

；ビルディングの冷暖房，それからキャバレーとか，あんなものにどんどん使

っているようですが，そういうものが規制できないのは，おかしいじゃない

；かとu、う……。

団 野 そうですね。それは当然規制すべきですね。
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安芸工業用水法なんですからね。

大川 ことにヒツレディングの場合，各ピルが，その下に井戸を堀るので”

現にさかんに競合が起って困っていますよ。こんど井戸の法規ができれば，

そういうものは，当然規制されることになるのではないでしょうか。

安 芸 あれは，工業用水しかできないんだ。

司会 墓穴を堀るみたいですね。（笑）

団野 合理的な考え方じゃないね。

安芸規制するかわりに，別途，用水を補給してやるということを，条

件につけるわけです。

団野 ここで，少しとっびな質問ですけれども，海水をフィルターに治』

けて，真水に変える研究をやっているとしづ話をききますが，それがちゃん

と大量にできるとUづ可能性はあるんですか。

安芸 あります。

団野 そういうことは，いつごろになったらできるのか，それができれ

ば日本なんか相当大規模に解決されると思うんですが。（笑）

安芸 コストの問題なんですが，いま地域的に申しましたら，可能性の

あるところは，幾らもありましょう。たとえば長崎の北のほうの島‘あすこ

いらは飲料水で， 1トン 20円ぐらい……。

大川 島ですか……なにか，えらく高いところでございますね。

安芸 この間も，水が 20円で売れたら，普通の機械製塩でも塩がタダ司

になる（笑） c. v、う話をしておりましたが，あすこなんか，炭坑地帯の2号

炭以下を使ってやれば， v'v、んじゃなし、かと思いますがね。

図野 蒸溜してとることは，かなり高くつくでしょうけれども，海水を

漉して真水に変えるとUづ考え方は，ないんですか。

安 芸 それはどうですかね。いまのところは，圧力をかけまして蒸発す一

る。何段にもやるわけです。それでだu、たし、長崎の北の付近ならば，塩はタ

ダでできそうだ……。

園 野 素人の考えだけれども，なにか化学反応でできそうに思うんです
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が……。

安 芸 この間，「インダストリアル・エンジニアリング・ケミカル」に，

水の浄化についてのいろいろな方法が，書いてあったんです。それをみて，

われわれが塩をとろうと思って考えていることが，みんな書いてあるな，と

し、って，笑ったんですがね。（笑）

大川電力の需要はますますふえるでしょうし，水力発電は，そう そう

は開発し得ないというので，これからの発電所はどうしても火力によるもの．

が多くなる。火力発電のタービンのコンデンサーを冷却するのに，さかんに

海水を利用するようになってきましたが，いろいろ藻がつくとか，貝がつく

というので，効率が落ちる。それをどういうふうに除去するかということを

研究している者もあります。

司会 ある程度，施設はレ、たむんでしょうね。それを覚悟のうえでやっa

ているわけですか。海水に耐えるような……。

大川海水に耐える材料は船のタービン等でよく研究されておりま すか

ら，その方は心配ないでしょうが，コンデンサーのファースト・コストは高

くなる。それと，海水は川の水などに比べれば幾ら温度も高いでしょうから

コンデンサーも少しは大きくなって，そうし、う損が多少ありますが，しかし

温度といえば井戸なども，余り深くなるとだんだん温度が昇ってきて，冷却

水としての価値が減少するということもあります。

7. 水の管理組織確立が急務

司会制度とか，法律の問題が出ているわけですが，そこいらで，河川

法が水の問題に絡んできましょうし，少し，水法的な菌と現在の水の過不足

の問題，そういう点をお話願いたいんですが……。

安芸一般論から1t'1t、ますと，外の条件がすっかり変っているわけでし

ょう。だから当然，そういうものをもり立てている器も，変らさeるをえない，

原則的にいえば，そうだと思うんですがね。そういういままでの制約が新し

い生産をしてゆくとか，新しいものをつくってゆく場合に，非常に大きな一

つの障害になっているということは，事実ですね。たとえばある一つの発電
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戸庁をつくるという場合に，技術的な処置だけでは，ものをつくるということ

はできなくて，むしろつくるところの機構の問題，制度的な問題，あるいは

近ごろ財政規模というのが，大きさ問題になります。というのは，財政の枠の

なかで財政の援助を受けて，いろいろな技術，生産が行われていますから，

そういうもののふえてくる率が，世界的にみて，ここ 5年間ぐらいに大きな

変化をきたしたということなんですがね。内容が変ってくればこれを制約し

ている枠も変らなければならないのではないでしょうか。

司会 それで段階が変ってくるという場合に，新しくどんどん進む工業

白の面では，新しい段階に対処したようなかたちで，進んでゆくわけですね。

ところが農業だけは，安芸さんに「水経済年報」の 1955年版で書いていた

だいたんですが，保守的なもの，非常におくれた水の利用方法が残ってい

る。それはなるほど，土地改良というところへ，相当な補助金を出してい

る。しかしその補助金の出し方をみると，依然として我田引水という立場

で，ただ従来とおり ，水の深さで3寸なら 3寸，これだけがu、るんだという

考え方で事業計画が立てられる。さきほどお話の出た新しい農業のあり方，

限界地外の水田は落すとか，あるいは限界地内にしても，もっと水を少なく

するとか，そういう方向が出てきていなu、。つまり保守的なものを濃厚に残

しながら一面だけ進んでゆくという感じがするんですがね。

安 芸 それですから，私ども，考えなくちゃならんと思うんですが，た

とえばこの間，水力開発という話をしましたときに，いったu、，われわれは

ポテンシャルをもっているから，包蔵水力いくらというので，もっているか

らといったって，これがそう必ずしも水力にはなりえないんだ，要するに，

一つの水管理組織とでもv'v、ますか，計画といったら U川、かもしれません

が，そういうものの前提がなければ，ポテンシャルがあっても，ポテンシャ

ルは使えないんだ，という考え方ですね。最近，われわれは将来，どれだけ

のエネルギーを供給できるかというとき，いつも課題に出てくるんです。私

が考えなければならないと思うのは，たとえば或る水管理組織という一つの

形態があるわけなのですが，その形態というのはどういうものかということ
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なんで，これはもし日本が，どうしでもこういうかたちの水力なら水力でな

ければ，経済を拡大してゆ〈ことができないということならば，それになら

うように，ほかのものを考えてゆかなければならない。ですから私は，コン

トロール，システムというのは，時代によって違ってくるんじゃないかと思

うんです。その意味からいって，河川法も改めて，もう少し実態のうえか

ら，再検討すべきじゃないかという気が，しているんですけれども……。

団野 その制度もさることながら，水の絶対量が，いったいとの程度ま

であるものか，たとえば木曾Jljから，名古屋の工業地帯に水を引くとしまし

でも，水はあるんですね。しかし水口をつくって工場地帯までもってくると，

相当｜高い水になってしまって，これはなかなか使えないということになりま

すと，水はあっても，やっぱりないようなものだろうと思うんです。そうす

ると日本の工業というものは，いったい，どれだけのコストの水を使った

ら，とういう産業が成立つのか，外国の工業というのは，どれだけのコスト

の水を使って，成立たしているのか，そのへんのことが，僕らにはよくわか

らないんですけれども，それじゃ工業を伸ばすといたしましでもこれまで農

民が安〈使っていた水の部分に割り込んでゆこうとする。それは簡単です

が，農業用水の余り水をとるにしても，あるいは河川の残り水をとるにし、た

しましでも，相当高い金になってきているというのが，現実じゃないですか

ね。事実，淀川の下流あたりで前からつくった施設が，用水の能力はずいぶ

んありながら，値段が高いものだから，だれも使えなu、。そういうこともあ

るんですね。そうなるとその投資は，むだなt員資になってしまうわけです。

その値段となると，いったい，どうなんでしょうか。

大川 工業用水なんか，どうなんでしょうね， 4円， 5円というのは。

アメリカあたりにも相当高くつくものもあって7円位の例もあったかと思L，、

ますが。日本じゃ，水が割合豊富なんだから…・。

安芸 だから私はむしろ，工業用水のほうも値段がこれだけあって，今

後こうなってくる，それをいちばん有効に使うような，たとえば量を減らし

て回収するとか，冷却措置をとって，温度を下げて使つでゆくとか，そうい
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ういろいろな手はあるわけですから，多面的にそういうものを考えてゆくと

も、うことでやらないと……。

大川 コストが上ってゆくと，自然そういうことになってまいりますね。

安 芸 いま出されている問題を，みんなが十分に知らないといけないの

ではないでしょうか……。だから豊富低廉だということになっているわけで

すね。

大川 ですから都市の冷房の問題なんかでも，ああいった便利な，その

代り冷い水の余計に要るターボ冷凍機のようなものを使わないで，何んだか

旧式に戻るような気はしますけれども，アムモニア，コンプレッサーでも使

って圧縮比をあげて，圧縮ガスの温度を高〈もってゆき，少い水で冷却が可

能となるような考慮をするべきではないでしょうか。そうすれば，少し位水

視が高〈ても使えますし，文回収して温度を下げて再開することも容易にな

る筈なんです。

団野 そうすると，技術的にはまだ十分検討する余地があって，国がむ

しろ指導して，そういうふうに導いてゆかなければならなし、。

安 芸 将来，水の需要がどんなふうにかち合ってくるとし、う全体のと こ

ろから，常に方向を指示するなり，なんなりするところがないと，にっちも

さっちもならなくなるという気がするんです。

大川 冷却用水の方は，まだいろいろと考慮の余地もあるかと存じます

が，洗百庭用水はなかなか回収再利用が利かないので困るんですが……。それ

でも仕上げ洗いの水を回収して初めの段階に利用するという按配に，パルプ

工場では， j先糠の段階を何段にもして出来るだけ利用すると同時に，ファイ

ノ〈ーロスを防ぐように努めてはu、るんですが，洗糠用水では，そう何回も回

収して使うというわけにはまいりません。

笥 会大川さん，日本のパルプのコストのなかに占める水の費用と，そ

れから外国あたりとの比較は，どうでしょうか。

大川 だいたい，パルプ，コストの中の水の値段というのは僅かなもの

ですから，現在は殆んど電力費としてまとめて出しておりますが。取り入れ
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から送水する費用，沈j殿j也溜池の費用，などと分解して用水費を計算し，紙

の原価に対する割合を調ぺた記憶はあるんですが，はっきりした数字は…。

安 芸 少ないですね。 2パーセ ントと 3パーセ ントの間ですね。

司会 たしか 1パーセント ぐらいではなかったですか。

安 芸 そうでもないですよ，ものによっては，この間私どものほうでや

ったのは 2パーセント ，多くて 3-4パーセントで，非常に多いですね。

団野 もう少し水が高くなっても，たいしたことはないということにな

勺ますか。

司会農業のほうで米の生産費調査から水利賛を計算してみると，北海

道がU、ちばん高u、。 10パーセ ントぐらいです。

大川 一昼夜に， 10万ト ン以上使うということになりますとね。

司会工業や上水道側にu、わせると，とにかく農業に慣行水利権があっ

て，そいつが邪魔して，われわれのほうにこないんだということを，さかん

に書きたてますがね。

安芸 いままででゆきますとそこにいちばんさきにぶつかることは，事

’実なんですね。ですから農業というものを現在の位置で考えてみますと，農

業自身についても今後のあり方ということは，もう少し研究する余地がある

だろうと思うんですよ。

司会水資源というものは，行政的にU、うと，とこがタッチしているわ

吋なんでしょうか。バラバラになっているんですか。

安 芸 まったくバラバラでございますね。水道だけみても面白いんです。

上水道は厚生省，それから工業用水が週産省で，下水は建設省，そして洪水

関係は建設省がやって，農業用水関係は農林省でしょう。

回三野 それを総括する権限というものは，どこにもないんですね。総理

大臣におくということに，法律はなりましたか。

安 芸 いや，なっていないんじゃないですかな。

沼野 それをするということを提言して，うやむやになったんですね。

安芸 とにかく，いまの河川法というのは国土保全とレウ建前でいって
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いるわけですから……。

団野資源委員会はど うですか，水資源の調査を全国的にやって，いま

のような工場立地の問題，農業との関係，これを少し高い位置から見おろし

たような調査というのは，もっておりますか。

安芸この聞から，たとえば地域的に，ここじゃどの程度に水を使って

いるのか，それはどのぐらいの効率で使っているのかというのを，当ってみ

ようじゃないかというので，少しづつやっております。現実がそうだとすれ

ば，これはとんなふうに管理したらいいかという答えが，なにか出るんじゃ

ないかと思っているんですが，いろいろあ るんですよ。淀川でも木曾川で

も，川を維持するために，これだけの水が要るというのがあるわけですね。

これだけ水が流れなければ，川が維持できないんだとしづ問題が出てくる。

しかし水の量を減らしましでも，ほかに工作物を作って川を維持するなら，

同じような効果があるわけなんです。

大 Jll しかし，木曾川の下流というか名古匡附近の一帯などは，昔は水

が自噴する地帯が非常に広かったそうですが，今では点々とわずかに 2,3カ

所にその名残りをとどめているだけなんですね。地質の方でも，ずいぶんい

ろいろと地下水の状態などについてもよく調べて居られるようですね。

安芸 はあ，少しづつやっております。結局水を使うほうからいえば，

水が年中あってくれれば，いちばん使いやすいわけですが，渇水とそれから

大きな水との差を，できるだけ少なくしてゆく。それから水として得られる

絶対量を増すこと も，やっぱり努力しなくちゃいけないと思うんですがね。

司会水利用をめぐる矛盾を，行政的に指導するというところは，全然

ないわけですか。

安 芸 ないんです。

司会 しかし，妙なことですね。日本の官僚制度は，行き届いていると

いうんだけれども…－

安芸 いちばんはじめ，ある制度をつくったり，法律をつくったときは

私は，それでよかったと思うんですよ。そう Uづ課題が大きかったから，そ
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の課題に合うように，つくられたと思うんですが，こう世の中が移り変って

くると当然変っていいんじゃないかと思うんですがね。

司会農業と工業が喧嘩しているのは，私的な 喧嘩ですから， 1t'1t、んで

すけれども，国の行政機関が互に争い合うとャ、うのは困りますね。内務省時

代は，一本でやっていたでしょう，農業水利にしても。

8. 水の利用効率をどうして高めるか

間野水の問題というのは部分的に，たとえば尼崎その他，深刻になっ

ているところもありますけれども，全体としては，それほど深刻なことはな

いんじゃないですか。ですから，そんなに政治を動かすほどにはならないと

いうことじゃなu、かと思うんですがね。

安芸 よく ，工場をつくるにはどこがU、いかとL寸 相談を受けて，考え

てみるんですが，いちばん立地条件の制約を受けるのは，やっぱり水でござ

いますね。とu、うのは，既存の機構ができ上っているものですから，いまの

かたちのままでは割り込めないということなんです。日本みたいに，平均雨

量が千六百ミリ以上あるところでこれだけ困るのは，ちょっとおかしいよう

に思うんです。ヨーロッパに比べれば， 3倍も降っているんですからね。

司会 そこで，そう L，、うお話でございますけれとも，結局農業用水も，

工業用水も足りないことは足りなu、。しかし足りないというのは，相対的な

ものなのか，絶対的なものなのか，そのへんをお話願えませんでしょうか。

極端に申しますと，日本列島に降る水が，全部利用できれば足りないという

ことはないんでしょうね。

安芸それはそうです。

司会蒸発量が多いんじゃないですか。

安芸 そんなことはないんです。

大川！ ただ，蒸発面積は，ほかの国より多u、かもしれないけれども……。

司会 アメリカは何百ミリに対して，日本は千七百ミリで多いといって

も，実際蒸発はどのくらいか，その蒸発を制限するようなことも考えられ

る。結局なんのかんのいっても，やはり木が多いんじゃないでしょうか。そ
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ういう意味でど・うでしょう。

大川木を・1]!しての蒸発はね。

安 芸 全体の蒸発は多いんですが，それは倍加、たあとだからね。

団野早〈流れてしまうということが，問題なんじゃないですかね。

安芸 日本は，千六百ミリといっても平均しますと， 3分の lくらいは

10日か 15日で流れているんです。日本海側と太平洋側では，大部違いま

すけれども，太平洋岸では，台風による雨が，だいたい3分の lなんです。

団野 それで安芸さん，こうu、う問題はどうなんですか，つまり，日本

列島の保水力というものは，いまの山林のあり方というものが，最も効率が

高いのか，あるいはこれを，どういうふうにっくり変えていったら，多少よ

くなるのか，またどの部分の山林を残してどの部分を伐ればv'v、とか，そう

u、う問題はどうなんですか。

安芸これはむしろ，武藤さんに質問したほうがu、いんですが，近ごろ

とくに戦争以来，木を伐り過ぎたので， 7kが早〈出るようになっちゃって，

結局有効利用率を下げてくるんだといわれておりますね。

司会 しかし，年間降雨量千六百ミリとして，そのうちの六割が蒸発す

る。そうすると七百ミリくらいになるけれども，実際，洪水で海に流れる量

は，微々たるものじゃないですか。どのくらいの量に達するでしょうか。

安芸大きいですよ。日本は。日本の川の流出率と申しますと，平均に

してもだいたい・4'"'--'50パーセントくらい流れているでしょう。そして洪水

期だけとって考えますと， 60パーセントからひどい川になりますと， 80パ

ーセントくらい流れてしまう。これは大陸の川なんかに比べたら，非常に違

いますね。大陸の川の流出率は， 20パーセント台のものでしょうな。結局

なんとかして，保水量を増加する方法を考えなきゃいけないと思うんです。

大川 しかし，こういう地形だと，ダムへためておくとか……。

司会 そういう研究は，諸外国ではだいぶあるんですか。

安芸外国では，aだいぶさかんです。しかしこれが，私どもがみますと

答の幅が広いんでしてね。たとえば林業の人たちからの試験結果と，あるい
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は幾業面の試験結果とは多少くい違っているというところがあるんです。な

かなか，はっきりつかめていないということだと思いますね。

司会 そういう意味で，水資源の量がどのくらいで，どのくらい利用し

て，とのぐらい利用しうるか，そういうこと自体が明らかでないと，不足と

か λミ足でないといってみたところで，なんとも答えられないんですね。

安芸 ほんとうの意味のバランス，シートをつくるべきじゃないかと思

うんですがね。ただ，最近ではたしかに，早く流れてしまうという傾向は，

あるようですね。それで私は，筑後川が 28年の洪水のあと，雨のわりに大

きな洪水が現われているような気がしてならなかったので，いろいろ調べて

みましたところ，結局洪水の出方，引き方が早くなり，より最大流量の大き

な洪水になっているのです。そこで先ず，ちょうどあそこは，戦争中，坑木

用にずいぶん山を伐っておりますから，そういうことも大きく響いたんだろ

うと思ったんです。ところがだんだん調べてみると，必ずしもそうじゃない

点もあり，河川改修で洪水の流れをよくしたということが大きくきいている

ように思えるのでした。むしろ洪水防御の点からいったら，早〈洪水を流す

というのが，建前なんです。洪水の疏通をよくするということは，要するに

降った雨を早く海へ流してしまうということなんですから，水の利用を全体

から上げてゆこうということになると，ちょっと逆になるんですが……。

司会 治山治水技術のうえからいうと，依然として洪水防御，洪水を平

く疏通させる，それが建設省の治水技術の大きな前提になっているんじゃな

いですか。

9. 水の利用と土地利用

安芸昔はそうじゃなかったでしょう。だいたい昔は，適当に水を入れ

てきたんですね。崩れない大きな堤防をつくることが，技術的にむつかしか

ったという点もありますけれども……。しかしいちばん大きな要因は，昔は

そういうふうにときどき水を入れて，土地に肥料を与えるとか，そういう地

力回復という意味を，多分に含んでいたんじゃなし、かと思いますね。これは

中国の川をみますとそうなんです。 4,5年の間，はんらんしないようにつく
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られているのが川で，ことに， ドライ，ファーミングをやっているところ

は，そういうシステムをとっているわけです。一水ー麦という言葉がありま

す。日本でも，昔はそうだったんです。そうなりますと生産が不安定である

とはし、えましょう，そして生活が低いうちは，それでもやってゆけるかもし

れないけれども，やっぱり高くせざるをえなくなってくると，生産がフラグ

チュエートしちゃ具合悪U、。それにうちかつように，技術的にも改善されて

きていままでの地力の回復とは，月ljな方法でやる。それが可能になってくる

と，水を入れてはu、けないということになるのであって，むしろ土地の利用

面からの要求じゃないかと思うんですがね。

司会 私も，最近，朝日新聞で発表されたああいう方向「今後の食糧政

策に対する提案」に考えているわけなんです。私らは，大体米の需給は均衡

をえているとみているんですが，それが反面で，畜産食品とか，くだものな

ど，そういうものの需要が新しくおこってくる。そうすると河川のはんらん

区域というのは，一応水田の限界の外の土地なんです。こう考えて，あすこ

を酪農地帯，果樹地帯にするならば，再びはんらんさせても1r'1r、んじゃない

か，それがu、ままでは，米一点、ばりで，川へ接近してくる。水田であればあ

るほど，はんらんしては困るということだったんですね。さっき安芸先生が

おっしゃったような，新しい農業のあり方という方向が出てくれば，ある点

までの遊水地というものが，こんどは考えられるんじゃないかと思うんで

す。

安芸 結局私は，土地利用の形態が，ああいうことを要求してきたんじ

ゃないかと思うんですが，こんど逆にこれまでいったら，そのために非常に

負担が大きくなるんだといえば， そこでもって，新しい利用方法を考えてみ

るべきじゃないかと思うんです。

司会 現に，筑後川のはんらん地帯で斑菜を作っているんですが，それ

がものすごい収量をあげているわけです。

安芸 イタリアの米は，反収が日本より高u、。世界でいちばん高いんで

す。どうして日本より高いか。あすこは5年三作で， 2年は牧場に使ってい
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る。ですから化学肥料の投下は，日本よりずっと少なし、。それでも非常に収

量が安定して大きいわけです。やっぱり土地利用の考え方を変えてゆけば，

私は必ずしも，いままでのような方法でなくても，できるんじゃないかと思

うんです。

司会 その意味で，臨時調査会を設けて，そういう治水の条件なり，利

水のいろいろな条件が変っているから，治水はし、かにあるべきかということ

を，もう少し検討すべきですね。昭和 23年の治水調査は，ただ改修計画を

金の面でいじくっただけですから，治水の前提については，なんら論議され

なかった。そうしづ意味からいったら，昭和 28年の場合も，そうしづ論議

はされないで， 1兆 8千億というああいう，やり方を変えるということは

とうかな。結局，抵抗があるんでしょうかね。技術というものは，いつも現

実の変化に応じて発展しなければならんわけですが，技術だけ独走している

という感じですね。

安芸私も，技術だけ独走しているような気がするんです。

団野 技術が独走しているというより，やっぱり日本の自然条件という

ものをよく理解して，それに適応するような技術体系というものが，考えら

れないということじゃないでしょうか。たとえば，僕はこういうふうに思う

んですけれども，日本という国は，沖積作用が旺盛な国であって， ）I ［の様子

なり，田畑の様子というものが， 10年， 20年としづ短期をとれば別ですけ

れども，百年，二百年，三百年というふうな，長い期聞を単位にとります

と，相当変化しつつある国なんですねLそうすると，いま川の堤防をどんど

ん高くしましでも，河床が高くなってきて，堤防と河床との追っかけごつこ

というかたちになっている。上流にダムをつくりますと，ダムのなかに石こ

ろがたまって，その河床はかえって上ってくる。そうすると農業の場合は，

水の取入口とのバランスが破れて，また取入口を変えなきゃならんという問

題がおきてくる。そういう変化が，かなり短期間に現在おこっております

し，そういう問題を，国全体としてとういうふうに考えるのか，百年，二百

年後のことは，考えんでもv'v、んだ，そのころには原子力でもできて，なん
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とかなるだろうというようなことで，いまいっているんでしょうが，とうも

そういう日本の国土全体の，長期的にみた生々変化の過程と，現在のいろい

ろな技術の適用のあり方というものが，納得できないように思うんですけれ

ども，どうでしょうかね。

安芸 そう思いますね。

司会国でやらないなら，一つ，朝日新聞社で……。（笑）

10. 外国における水理研究と目本の現状

安芸農業政策は一段落がついたから，あれの背景を，一つやっていただ

くとね……。私はそういう点で，やっぱり関心をもたざるをえないんです

が，いまヨーロ ッパの水理研究所と 1t'1t、ますと，フランスのグルノ ーブルに

ありますネールピック水理研究所と，オランタoのデルフトの水利研究所が，

u、ちばん活発に働いているのですが，私，ときどきゆくんですけれども，そ

れの大きい課題はオランダでやっているのは，ラインの河口なんですよ。

グルノーブルのほうは，セーヌの河口なんです。それの模型をつくりまし

て，何年越しかで念を入れてやっているんです。河川の模型実験というのは

実はセーヌ川の河口からはじまったんで，百年ほど前なんですが，それをま

だやっているのは，とういうわけかとききますと，最近セーヌにしても，ラ

インにしても，河口が浅くなって船が通らなくなっているから，なんかしな

くちゃいけないんだというわけです。どうして近ごろになって，とくにそう

いうものをやらざるをえないのかと 1t'1t、ますと，フランスの連中は，いまち

ょうど氷河期の末期だというんですね。実際そうなんです。アルプスの氷河

というのは，どんどん後退していますし，そうすると氷河で送られてきた砂

礁が現われるようになり，それに対して水の量がふえてきたので，堆積土砂

が流れやすくなってきた。普からの川の均衡状態が崩れて流送土砂が多くな

ってきたのだというのです。それで河口が埋没し，悪くなったんで，やっぱ

りいまでも，いちばん大きい課題になっているんだということなんです。私

はしかし，川の利用とか，あるいはダムをたくさん造っているし，また川を

整備してセーヌにしても水運に盛んに使っています。そういうことのため
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に，下流へ流送される土砂が大きいんじゃないか，というているのですが，

むこうは，そういう原因もあるかもしれないけれども，長期的な点からい勺

て，今は気象の不安定な時期になっているんだ，そのほうが，ヨーロ ッパじ

ゃ強いと思うが……といっているんです。私は，人聞が河道を整備してくる

とか，ダムを造っているということが，とくに効いているんじゃないかと思

し、ますが…

司会 インドに，水理研究所がありますね。

安芸 四つ大きいのがございます。

司会 あすこは，どういうことをやっているんですか。

安芸 インドは，私が見ましたのは，ずいぶん前なんですけれども，い

まの段階では，用水堰をつくった場合の用水の阪入堰の構造の問題とか，そ

れから道路をつくりましでも河畔りではその道路を守らなくちゃならないわ

けです。それで橋を架けるとか，鉄道の保護，さらに橋の周辺がどうなるだ

ろうか，それに対する対策のようなものが主になっています。それからあす

こは，なんと 1r'1r、ましでも潅翫用水の問題が大きいですから，取入堰の問題

その取入壊から，どんなふうにして取入れるか，サイフォンでやっている場

合が多いのですが，そのサイフォンの構造の問題，それからあすこは，流送

土砂が多いんです。用水路を堀りますと，土砂が入ってくる。なるべくドロ

は入らないで，水だけ入るような方式とか，それから用水路のなかへ土砂が

たまりますと，すぐ手をかけなくちゃならないものですから，なるべく手を

かけないですむような方法は，ないだろうか，そんな研究が多いんです。イ

ンドには，プーナ， カルカッタ， Yムリツアーにガンジス運河の取入附近の

四カ所に大きい研究所があります。

司会 さっき，団野さんからお話の出ました，ダムができると下流の河

床が変る。つぎに上流もかなり影響を受ける，ああいうダムによる上流，下

流の変化の研究というのは，あるんですか。

安芸 ダムが埋没するというのは，かなり問題になってまいりまして，

T品、ぶ調べている例があります。とくにアメリカでは，サバタ地帯とか雨の
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少ないところから出てくる川，たとえばコロラドですが，そういうところで

埋没の研究をじております。それからヨーロッパでも，やはりやっておりま

すね。ですから私どもの聞に，国際水文学会というのが，あるんですが，そ

こでも浸蝕の問題，これは必ずしも土壌浸蝕の問題だけでなく，大きな山の

崩壊という問題も合わせまして，一つのテーマに取り上げて，研究しており

ます。

司会 ダムの湖水の部分の埋没というのは，われわれも書いたものなん

か，見るんですけれども，湖水から上のほうに向って，たとえば天龍の阜岡

ダムの場合など，だいたい 12キロから 14キロぐらいまで，河床が上って

いるということを，いっているんです。これはいったい，どういう川の状態

の場合に，あるし、はどういうダムの場合には，どのぐらい上流まで影響を及

ぼしてゆくのか・・・・・・。

安芸 だu、たい日本の川というのは，砂利がだんだん流れてきて，そう

いう形式でたまっているわけです。それから泥土のようにこまかいものをも

っている川ト一大陸の川はそれ、うのが多いんですが，それはダムのところ

まで流れてきて，そこに沈澱してたまる。川のなかを流れてくる土砂という

のは，浮いて流れてくる分と，川底をゴロゴロ転がってくるやっとあります

が，どっちが大きu、かということなんです。だいたい大陸では，ゴロゴロ流

れてくるというよりも，浮いて流れてくるほうが量が多いんです。それだけ

っかまえますと，全体の動いてくる土砂の 7-80ノミーセントぐらいを，つ

かむのが多いんです。ところが日本のは逆で，むしろ大部分はゴロゴロ流れ

てきて，浮いてくるのは存外少ない。ゴ‘ロゴロ流れてくるやつは，池へくれ

ばすぐたまっちゃうでしょう。そこで埋積する。そのあとへたまに大きい洪

水がくれば，なかまでもってきますけれども，小さい水しかこないと，ます

ます高くなる。高くなれば，それをもとにしてさらに上流にも堆積が伸びて

ゆきます。どっちかというと，日本のほうが具合悪いんです。というのは面

積が減ってくるわけですから…・・。貯水池というのは，面積で調節する。こ

とに洪水調整には面積で調節するわけですから，面積が減ってくることは，
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非常に大きな痛手なんです。

司会 さっきの水の過不足の問題ですが，この間，林業試験場のある先

生が，こういうことをいわれたんです。要するに日本は，七割近くが山の地

帯である。さっきから問題の山の保水量がきわめて少なくて，少し大きな雨

占こなれば，コンクリ ー トと同じぐらい流れてしまう。なぜそうかというと，

こ寸地表面しか，保水力がなu、。そこでこの保水力を，もう少し深部まで通

して，山へ降ったものがU、まよりも大きな部分の地下水にまでなればこれは

たいへんしw、ことだ。そこでそういう研究が，最近アメリカで行われている。

どうしてそんな表面だけしか，水を通さなし、かというと，それは細菌類の作

用だ。それをなにか，割合金のかからない方法で破壊して，もっと保水力を

よくするような方法を講じたい…・・。それでこの座談会を創刊号に出させて

いただきますのは，それと同じく，アメリカの論文でそういっているのを抄

訳していただいて出すという ことなんですが，そういうのをおききになった

ことはありませんか。

安芸 私，最近ききませんが……。とにかしそういうふうな検討は，ず

いぶんされておりますね。要するに，土擦の構造の問題なんです。どういう

ふうな土壌の構造が，どうやったら長く続けられるか……。

司会 森林じゃなくて……。

安 芸 森林でなくて，どうすればいちばん保水の条件が v'v、か，木があ

るということじゃなくて，木をつくることでしょう。どんなふうに土壌条件

をつくれば，いちばんしW、のかということで，私の訪ねたところでは，木を

植えたり ，草を植えたり ，いろんな種類のものをやってみまして，との場合

にとのような土壌構造がつくられるかということを調べておりました。それ

と同時に，やっぱりなにが欲しいかということも，大きい要因だというわけ

なんです。たとえば，木が欲しいということから，木ならどこまでできるか

という ことをやっぱりやるぺきじゃないか，木が要るならどんなふうな基礎

でやるぺきじゃないか，これなら限度は，どこまでゆけるじゃないかという

ことが，大切なんだ……。結局，土壌の構造なんですが，私は伐ったとか伐
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らないでなしいかに管理しているかということじゃなし、かと思し、ますね。

日本は七割の山と野原をもっているわけですから，これをいかに管理するか

というのが，非常に大きな要因になってくるんじゃないか，よく，伐ったり

すると崩漉してくるだろうといわれるんですが，必ずしもそうじゃないと，思

し、ます。よく管理されたところなら，畑にしたって草地にしたって同じよう

なものじゃないか，そのためには，いろいろなことをやるわけです。傾斜地4

を耕すとしたら家畜を入れて十分に厩堆肥をやれるようにしないとえらいこ

とになると思います。そういった管理方式さえ考えれば，傾斜地だって，使

u、ょうがあるじゃないか，結局，土壌の構造で目的を達せられるとしたら，

そういう構造を得るには，いったいどうすればv'v、か，そしてわれわれがな

にに使いたいからといえば，その範囲内で，できるだけそういう構造を得る

ような管理方式というものが，あるはずだと思うんですがね。だから必ずし

も，木ばかり植えておけということじゃなし、。木が要るというなら，問題は

別ですが・・・…。

団野 そのへんも，まだまだっきつめられていないですね。

安芸 しかし最近は，そういうような意見が，非常に強いということは，

考えられるんです。だから単に生産を上げるということが，条件を悪くして

いるということじゃない。むしろ生産をよくするということが，条件をよく

することじゃないかと思うんです。

司会 そういうふうなのは，学問でいえばとういう学問になるわけです

か。

安芸近ごろは，学問が非常に分化されてきたと同時に，一つのことを

やろうと思っても，ほかの要因が非常に入ってくるでしょう。たとえば，昔

は木の成長ばかり考えていた。いま必ずしもそうじゃなくて，同じ木の成長

でも，ほかの要素も考えなくちゃならん事態が，おきてきていると思うんで

す。非常に分化されてきたと同時に，よそからの要因が入ってくる。そうい

う問題をどういうふうに扱うかというのが，強〈出てくるんじゃなU、かと思

うんです。
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司会総合開発といったふうなことが，さかんにいわれておるんですが，

総合開発を推進するためには，なにか総合開発の学問といったらおかしいけ

れども，そういうものが……。

安 芸 私は，そういうような体系が，出てきているんじゃないかと思う

んです。たとえばそういうのは，場所によっていろいろ違った要因を持って

いるのであり，地理的な特性という見方で，これを統一的に考えてゆくとい

う考え方が出ております。一つの例ですが，西ベルリンのシャルロッテンプ

ルクの工業大学に，テクノ ・ジオグラフィ ー（技術地理学）という学科があり

ますが，これは本質的にはそれなんですね。

司会 さきほど水資源に関して，官庁聞のセクショナリズムというか，

分れているというお話が出たんですが，これはもとをただせば，日本の大学

がそういうふうに分れているといっても，いいくらいなもので，厚生省が井

戸をやるにしても，衛生工学とu、う伝統が長くある。下水道の場合もそうで

すしあらゆる場合がそうなんですね。結局そこのところは，われわれ行政のョ

セクションの問題を，いろいろ考えはしますけれども，それと同時に学問φ

ほうで，なにか革命といったものがあこらないと，衛生工学主専攻すれば，

厚生省へいって衛生や水道をやるということで，依然として直らないと思う、

んです。

安芸 アメリカのイエール大学には，コンサーベーション・スクールと

いうのがあるんです。これはもともと林学なんですが，コンサーベーション

という考え方で，関連してくるいろいろな分野を包括的にとりこんでおりま

す。そこのシャー教授というのが，担当の教官ですが，こういうコースをと

ると，いちばん困るのは，学生の就職先だといっておりました。（笑）

司会専門がないわけですね。

安芸 そういう専門なわけなのですが，とってくれるようなところが，

u、まのところ，いっこうないんですよ。

司会安芸先生に致しましでも，工学部の方で治水関係を教えるとなる

と，やっぱり従来どおりの体系で進めてu、〈以外にはないというようなこと
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；がありましょうか。もし，そうだとすると，この点を改革されない限り ，な

dこか前進しないという気がするんですが一

安芸 最近，計画機関＝プランニング ・ボー ド＝というのが，どこの固

にもできていますが，それはそういう問題を，一つのアイデアのもとに統轄

するというか，まとめるような機関がなきゃならないというので，必然的に

できたということだと，思うんですがね。

11. 汚毒水には苦情処理機闘を

司会 いろいろ問題が出ましたが，最後に大川先生から，汚毒水処理の

i問題を話していただいて，しめくく りをしたいと思うんです。

大川 どうも廃水問題になりますと，頗るむずかしいんで，さきほどの

都市の下水なんぞは，浄化すると存外にv'v、水が採れるんですが，パルプ廃

披はなかなかそうu、う具合に参りません。製紙工場の廃水は，特殊の色紙で

も抄いていればともかく一般にはそうひとい汚水はなu、。まあ問題はパルプ

工場の廃水で， PHを中性のものにして出すことは容易ですがB.0.Dの問

題があるし，それに濃い褐色の色がつくために，外観上も頗る悪いし，近頃

．は昔のようにート釜煮上るごとに濃い廃液を流すようなことはU、たしません

で，それをi留めておいて処理をしながら，なるべく平均に薄めて流すように

してはおりますが。

安芸 この間，北海道の神居古語のところへゆきましたが，あれはひど

青、ですね。

大川 とにかく ，非常に色が濃くなるんでまことに困るんです。 B.0. 

Dをよくするために曝気すると ますます色が濃くなって，実質上は改善され

ても外観上は反って悪くなってしまう。色素自体が，そう有害であるとは思

われないんですが，何んとかこの色を，そうあまり金をかけないでうまくお

とす名案があるとv'v、んですが，随分研究してはおりますがなかなかうまい

方法が見っかりません。それから，も う一つ，実際上問題のB.O.Dですが

このB.O.Dというのは御承知でありましょうが，水の中で有機物が酸化し

て水中に溶けている酸素を消費する，それが魚などの生存に有害であるとい
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うので，このような有機物が水中にu、くらあるかということを示す数字であ

りますが，木材を蒸解して，リク．ニンその他の有機物を溶解してセルロース

を採り出す仕事をしておるパノレプ工場の廃液は，当然この数字が非常に高〈

なります。そこで，この廃液を空中に噴霧したりして，そうし、う有機物を充

分酸化せしめて，それ以上水中の酸素を喰う心配のないようにしてから排出

するわけですが，例の色素もその際一緒に酸化して色が大変に濃くなるとい

う厄介な問題がついてまわるんです。亜硫酸ノミルプ工場の廃液だからといっ

て酸性で魚がすめないというようなことはない。もともと極〈弱u、車硫酸で

煮てしかも途中で S02を出来る限り回収しますから廃液中に残る酸量は極

めて僅かで，殆んど問題は起らない筈ですが，これは簡単なことですから念

のために中和して出すようにしております。それですから，魚類では実際問

題として，その影響を受けることはないと思うんですが，それでも稚魚、の問

題とか，産卵の問題とかいろいろいわれてはおりますが，一番厄介なのは海

苔とか貝とかu、うものなんでございますよ。あんまり動き廻らないから，も

し影響を受けるとすればこれらが一番強く影響されるでしょうし，また魚よ

りも弱ν、らしν、。とにか〈，われわれもあまり大きなことのいえないのは色

素の問題でして，それがどの程度に有害なのかということはよくわからない

にしても一見して元の水とはまるで違うじゃないかといわれると，これは一

言もないわけなんです。 それで，この色の問題を改善するためには前にも申

しましたように，随分苦労していろいろ研究もしておるのでございますがと

うもなかなかむずかしい。鉄塩を用いて相当の効果をあげる方法もあるよう

ですが，それには大変費用がかかるのでやりきれません。それも色素が確か

に有害だということがはっきりすれば，これは勿論話は別ですけれども，現在

では実害があると思われる B.O.Dの方に重点をおいておりますので色の方

は一向改善されておりません。しかし， B.0.Dをよくするために曝気した

り，或は中和したりする現在の莫大な建設費がかかりますし， その上馬鹿に

ならない経常費も要るわけで，これ以上に色も消せ，元のような水にして返

せといわれたんでは原価に大きく響〈ことになって，とても国際的な競争に
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った刃打ちは出来ないということになります。こうし、う物のv'v、方は如何かと

も考えますが，相当の金をかけて有効な排水処理を行っている大企業の方が

負担力があると見られるためか，かえって余計な金を出させられているとい

う気さえしないでもありません。従来，随分いろいろと漁業方面等から工場

廃水による被害ということで，損害賠償の要求を受けておりますけれども，

いつもその損害の見積りが，徒に過大な数字を掲げてこられるように思われ

る。 j魚業にしても，農作物にしても年によって，相当の差があってしW、も悪

い年もあるんでしょうが，悪い時はみんな排水のせいにされて，しかも，逃

がした魚ではないけれども大変に話が大きくなるんですね。他のあらゆる条

件はすべて，先方に有利な仮定のもとに見込み数字を組み立てて，そうして

見積られた，開然とするような損害の賠償を要求される例が頗る多い。海岸

にある工場でその地元から起る苦情ならばまだしも，到底影響を受けるとは

考えられないような遠方にまで及んで，広い範囲に渉って莫大な損害を要求

されるなどということも屡々あります。しかし詮じつめて見ると，結局実害

のところもはっきりとはわからないで最後には，どうもよくはわからないが

いつまで水掛論をしてもめていても仕方がなし、から，ある程度の見舞金でも

セ出してくれとし、うようなことで結着になるわけで，これまでも随分見舞金を

とられているんです。パルプ工場の廃水で色がついて水が濁ってよく見えな

いから魚が突けないという苦情を錯で突いて魚をとっている人達から持込ま

れである程度の損害を認めざるを得なかったというような妙な例もあるには

ありますが大概は見舞金とか或は漁業振興援助金とかU、うような名目で，金

を出させられているわけです。大体沿岸漁業というものは，幾分宛は年々漁

獲高が減る傾きを免れ難u、んではないかと思うんですが，戦後は，殊に船も

少なくなったりして，もと遠洋漁業に従事していた人々が，余儀なく今は近

海漁業をやっている，というようなこともあって沿岸業者の数がふえたため

に， 1人当の収入は非常に減ってきたというような，関係もあるんではない

でしょうか。そこで，最近ある地区では，ただ無意味に見舞金を出すという

ことでなく，いくつかの会社，工場が寄り合って地元の漁業者に遠洋漁業用
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の船をつくらせて資金の一部を援助する，県も幾分を負担するということで

解決したまことに結構な， v'v、実例なとも出て参りましたまた。製紙工場の

多い静岡県の吉原附近では，数年前から，多数の工場，地元市町村，それに

国でも一部費用を負担して，何億という金をかけて岳南排水路の建設を立案

され，すべての廃水をこれにまとめて海岸まで持ってゆき，最後に適当に処

理をした上で放流するという計画で，既にその大半を完成して部分的には利

用もされ効果をあげておられるというようなところもあります。紙やパルプ

の工場にしても，やたらに繊維や薬品を流したのでは勿論商売になりません

から，いろいろなフィルターを使ったり，セット ・リ ングタンクを使ったり

して出来得る限りの回収を計っておりますが，一面からいえば，それはとり

もなおさず廃水処理ということになるわけで，それを更に一段金をかけてと

こまで排水を良くすることが必要か，また，とこまでが実際問題として可能

の限界かということが，お互に真面白に真剣に検討されなければならなし、，

今後の課題ではないでしょうか。然し，何んにしてもいろいろなファクター

がからみあって，なかなかむずかしい問題ですから，一概に一般的な基準を

つくって規制するというわけには参り兼ねます。どうしでもある程度，ケー

ス・バイ・ケースに，正確公平な判i折をしてゆかなければならないというこ

とになりますから，それには差当りもっと問題の実態を充分に把握する必要

がある，そうu、う効果も考慮して，権威ある公平な立場の審査機関を，はや

〈中央にこしらえて，実害の有無や程度を調査し，審判すると共に一方廃水

処理の方法を指導し，指定するということが必要なのではありますまいか。

安芸私のほうで一度，調停機関とv'v、ますが，そういうのを勧告した

ことがあるんですがね。資源調査会でいちばん最初に取り上げた課題の一つ

なんです。実際お話のとおり実害はわからんですね。というのは，私どもず

いぶん調ぺてみたんですが，たいてい賠償ということで，問題を解決してい

るものですから，ほんとうのところがわからないんですよ。

大川 ぜひ損害査定とv'v、ますが，苦情処理機関，あるいは調停機関と

いうものを，公平な立場で早くつく っていただきたし、。これは商法かなにか
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でも，できるかもしれませんけれども，労働法と同じように，一つの調停機

関がそこにあったほうが， v'v、んじゃなu、かと思いますね。

安芸 私のほうで申し上げたとき，いちばん反対されたのは，鉱山局だ

ったんですがね。

大川 鉱山局は，鉱山法で廃水をあろ程度規定されているわけですね。

安芸 しかし，現実には困っているものですから，やってみたんです

が，相当反対があってそれきりになり，まだやっておりませんが，アメリカ

で十いくつかの州が，河水汚毒防止法というのを，州で出しておりますね。

大川 昨年国連から派遣されて，日本の河川の汚濁問題を調査して行っ

たクラッセンという人は，イリノイ州の汚濁防止委員会の委員長で，極めて

実際的な傾聴すぺき意見を述べておられました。

安芸 実害がよくわからなu、。それで実際問題は，ケース・パイ・ケー

スだと思うから，なにか中央の機関，それから地方の機関で，なんとか調停

するようなものが，欲しいんじゃないか，そ ういうものまでゆかないと，今

日ではもう，工場自身が用水汚毒の問題で困っている場合があるのではない

でしょうか。

大川 工業用水が不足して くるにつれて，今後は，ますます廃水処理の

問題が深刻になり，対漁業，対農業というばかりでなく工業同士の問題にな

ってくるわけなんですね。

安 芸 これはぜひ，考えていただきたU、と思うんです。課題の一つでご

ざu、ますね。

大川 もうその時期に到達していると思うんです。それで以前から，例

の合理化審議会でも，用廃水の問題をとりあげて，しきりに熱心にやってお

られますが，これも通産省としてだけでなく，厚生省，農林省それに建設省

などの各省を加えて，それを総理府辺りでとり まとめていただu、て，審議会

をやるのでなければだめなんではないかという感じが強くなってきておりま

す。通産省がその立場だけで結論を出しでも，これまた具合悪い。また水産

の方面でも，日本で工業が立ってゆかにゃならんとなれば，やたらにむずか
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しいことをいうべきではない。但し貝であるとか，ノリにしても，相当施設

をして，大きな生産をあげているというところは，かなり厳格な基準を決め

ざるをえない場合も，あるかもしれなU、。しかしそうでないところは，もっ

と自由にやってしW、んで，ごく特定の地域だけは，厳重な基準にじなき ゃな

らんというのはごもっともですが，ただ将来段々と指定地域をやたらにひろ

げられるようになってしまっては，因るということなんです。しかし実際出

てくる法令は，「魚類に有害な，あるいは魚貝類，ノリなどが嫌悪するよう

な状態の水」というんだけれども，（笑）どうもそれが……。

安芸 実際，私どもの勧告を採り上げたのは，水産物保護法だけなんで

すがね。水産物保護法というのは，むずかしいですね。きれいな水でも，川

をつけかえたり，いままで真水の入っていないところへ真水を入れて問題に

なったりして……。そういう水の問題のなかで，たしかに考えてゆ・かなけれ

ばならない問題です。それから工場立地の問題からも，考えなきゃならない

し，とにかく工場生産のほうは，コストが十分競争力をも っていなければ，

やってゆけないんですから，そういう点も十分考え合わして……。

司会 漁民側からは，そういう規定を設けて，しっかりやってくれとい

う要望は，ないわけでしょう。かれらは賠償をとっているわけですから。そ

うすると，とられすぎているということなんですか。

安芸 そうでもありませんでしたよ。そのときに被害者側から，そうい

う調停機関のなかに，代表を入れてもらいたいという意向はあったように思

し、ます。

司会 それから汚毒水の問題ですけれども，タムの災害の問題があるし，

外国にあるような河川審判所みたいな規定を，河川法をつ〈るとき， Iうし

て設けなかったんですかね。

安芸 そのころは，ああいう問題はおきなかったんでしょう。

司会 しかし，プロシャの水法にありますからね。ああいう原典がある

んですから……。

安芸 だいたL，、日本の水法のもとは，プロシャの水法ですからね。
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12. 水のバランスシート

司会 次ぎに安芸さんに，さっきお話のあったバランス ・シー トについ

ての考え方を，お話願えるとしw、んですが，単に量的な問題のバランス・シ

ートじゃなくて，いまいろいろお話が出たように，工業における水の使い

方，農業における水の使い方，あるいは汚毒水の問題などを，総合したもの

だろうと思うんです。

安芸 まだそこまでも，実はし、っていないわけです。現実にどんなふう

に使われているか，わからないわけですから……。まず，量的にどんなふう

になっているのかということを，知る必要があるんじゃないかと思うんです

が，たとえばU、ま名古屋地区で，埋立をやって工場をつくってゆこうという

のがございますね。とくに木曾川の総合開発特定地域計画のなかで，工場を

ふやしてゆこうというんです。そのときに，水はこうなる，ここはポンプで

掲げるというように，書いてあるんですが，全体としてあれでは水の収支は

不安定です。私はあのままでは，あのへんに工場をもってはこれないんじゃ

なu、かとU、う気がするんです。現実に使われている量を，はっきりするこ

と，そこがまず，さきじゃありませんか。

司会 ではこのへんで。どうもありがとうございました。
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