
－87－

＜国策＞としてのダム開発と地域の暮らしの相克＊

原　利枝＊＊・金　早雪＊＊＊

１　ダム開発・何が問題なのか

　我が国は大河川から農業用水路に至るまで、張り巡らされた水環境の中に

あり、人は、飲料水や農業用水、あるいは、人の移動や伐採した木材運搬の

手段などとして、河川を利用し、河川の恩恵を受けつつ暮らしてきた。同時

に、河川は洪水によって、流域の人々の生活を破壊する危険な存在でもあ

る。だから、利水（水資源の経済的な活用）とともに、治水（災害予防）が

必要となる。河川に対する初期の政策的な関心は、主として、治水に向けら

れていた。しかし、経済が発展し、都市の拡大が進んでくると、大量の電力

が必要になり、電源としての水力利用が盛んになってくる。経済発展のため

の基礎インフラとなる電源開発の推進は、森林と河川をめぐる状況を劇的に

変えることになった。表１に見るように、20世紀に入ると、重力式コンク

リート型式と呼ばれるダム建設技術が発達し、大型ダムの建設が可能になっ

たために、水力発電用のダム建設が相次いで進められた。ダム建設のラッ

シュは、国内ばかりでなく、日本の植民地となった台湾や朝鮮にも拡大され

ていく。ダム建設は大きな資本投資を伴う大規模事業であるから、経済的な

意味も大きい。ダム建設を進める土木資本も大きな影響力を持つようにな

る。

＊　本稿は、原利枝の修士学位論文「長野県を舞台とするダム開発システムの形成と展開
―１水系１社体制、御料林、脱ダム宣言を中心に―」（信州大学大学院経済・社会政策
科学研究科〔地域社会イニシアティブ・コース〕令和２年度）をもとに、金早雪が加
筆・編集したものである。本研究の核である史料・先行研究の収集・検証や現地ヒアリ
ング調査などは、もっぱら原の研究成果である。

＊＊　岡山県出身、長野県伊那市在住。
＊＊＊　信州大学名誉教授、大阪商業大学教授。
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　ダム建設は、治水や利水によって、人の生活や国の経済に役立つが、同時

に、ダムが建設される地域の暮らしに大きな負担と犠牲を強いる場合が多

い。ダムを建設するとなると、昔から住んでいた場所からの立ち退きを迫ら

れる人たちが発生する。ダム建設は、生活環境と自然環境を破壊し、河川や

森林の利用権や利用の慣行と対立することが多い。したがって、ダム建設地

域とその周辺に住む人たちは建設に反対することになり、建設を推進する勢

力との間に、政治的なあつれき、紛争が発生する。

　こうした場合、国の役割が重要になる。近代国家が形成されると、国は、

国民の生活の安定と向上の責任を引き受けることになった。当然ながら、洪

水などの自然災害を予防すること、飲料水を確保すること、河川や森林を開

発して経済的に活用することなど、治水と利水をうまく運営することが国の

責務となる。国は、ある時期から、河川と森林の利用問題を中心にした総合

的な「国土計画」を持つようになり、＜国策＞として、ダム開発を積極的に

表１　国内ダム竣工数（1900年以降・型式別）

合計 重力式コンクリー
ト型式 ロックフィル型式 その他の型式

1900年以前 331
1900－1909 18 ４ 14
1910－1919 73 11 62
1920－1929 113 29 84
1930－1939 168 59 109
1940－1949 125 51 74
1950－1959 282 149 ５ 128
1960－1969 365 182 22 161
1970－1979 340 150 58 132
1980－1989 287 131 75 81
1990－1999 277 136 74 67
2000－2009 218 128 46 44
2010－ 327 112 19 196

出所：『ダム便覧』（日本ダム協会）より筆者（原利枝）作成。「ダム」は高さ15ｍ以上の堰堤をも
つものと定義される。
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推進するようになった。同じダムといっても、初期の治水・灌漑を目的とし

た土堰堤から、水力発電を主とするもの、さらに、発電・治水・利水を組み

合わせた多目的ダムへと、時代を下るにつれて、巨大化、多角化してきた

が、いずれもそれぞれの時代の技術の粋を集めた、開発のための大きな建造

物であることに変わりはない。それは、地域住民の生活環境と自然環境を大

きく改変するから、当然に、国の全体的な「国土計画」の立場と地域社会の

暮らしの視点が相容れない場合も多く出てくる。そこで、国は、＜国策＞推

進の立場から、ダム建設によって負担や犠牲をこうむる地域住民の説得に当

たることになる。ダム建設をめぐって、国と地域社会が政治的に対立するこ

とになるが、反対運動は、ほとんどの場合、建設を阻止するまでの力を持ち

えなかった。地域の暮らしの視点は、国全体の開発という国策の方向性には

対抗できなかったと言える。電源開発が本格的に始まる第一次大戦前後か

ら、ダム建設は増加の一途をたどり続けてきた。第二次大戦後も、復興期か

ら高度成長期、さらに第一次から第四次にわたる「全国総合開発計画」（1962

～ 1987年）の時代へとダム建設のラッシュが続いた。21世紀に入る頃から、

「脱ダム」が模索され、増加の勢いは衰えたが、それでも、表１に見るよう

に、2000年以降も500基近いダムが建設されており、2020年時点でのダムの

総数は2677基にも達する。

　筆者（原）は、1980年代から、郷里である岡山県苫
とまた

田郡の苫田ダム（吉井

川の上流）の建設に反対する運動を見守り、関わり続けてきた。このダム

は、治水、灌漑、都市用水及び発電を目的とする多目的ダムであり、国土交

通省の直轄事業として計画された。建設構想は1957年に発表されたが、その

時点から、地元の奥津町（現在・鏡野町）は強い建設反対の姿勢を示した。

町は、建設反対を「町是」として、建設阻止条例を制定し、町全体で反対運

動を繰り広げようとした。ダムが竣工したのは2005年だから、建設構想が報

道されてから竣工するまで48年間にわたって、反対運動が続けられたことに

なる。それは、「東の八
や

ッ
ん

場
ば

、西の苫田」と呼ばれたほど、日本国内でのダ

ム建設反対運動の象徴的存在であった。しかし、町の反対運動に対して、国
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と岡山県は、さまざまな権力行使や行政手段によって圧力を加え、その結

果、町の行政は停滞し、反対運動は次第に切り崩され、ついにダムは完成し

た。建設の中心的な推進役の一人であった当時の長野士郎岡山県知事（任期

1972～96年）は、「少数の反対者より、国策を優先」したと語っている（朝

日新聞1996年９月５日）。移転戸数は504戸、移住を選択した2000人以上もの

人々が先祖から住み慣れてきた土地を立ち退いた。48年間、反対を叫び続け

ながら世を去った人もいた。多くの人が「開発」に翻弄され、人生の選択の

機会を失い、生活の基盤を奪われて移転し、あるいは、反対を唱えつつ人生

の終焉を迎えることになった。

　このような体験をせざるをえなかった人は、もちろん苫田ダムだけにとど

まらない。日本全国に散在する2500基以上のダムの建設に際して、無数の

人々が＜国策＞の推進のために犠牲を強いられてきた。＜国策＞とは何か。

それは、「国の政策なのだから、それによって犠牲となる人も我慢してもら

わなければならない」という威圧的なニュアンスをはらんだ言葉である。＜

国策＞を前にして、犠牲を強いられる地域社会の人々の反対は、結局のとこ

ろ、無力に終わってしまうのか。いうまでもなく、治水と利水のために、森

林と河川を管理し、ダムを建設していくことは必要である。国土開発そのも

のを否定することはできない。しかし、＜国策＞と言えば、地域の暮らしは

否応なく犠牲を受け入れねばならないのか。＜国策＞が暴走することはない

のか。国土開発のあり方と河川・森林地域に住む地域の人の暮らしが調和し

ていく可能性はないのか、その可能性があるとすれば、どのような調和があ

りうるのか。それは、長く苫田ダムの建設反対運動に関わり、ダム開発がも

たらす地域の人々の生活の苦渋を見守ってきた筆者が抱き続け、今もなお抱

く疑問である。ようやく20世紀の末から21世紀に入って、国土開発をめぐる

国の姿勢も、大きく変わり始めているように見える。特に、近年、阪神大震

災、東北大震災、度重なる大洪水と立て続けに大きな自然災害を経験して、

自然環境に対する考え方、感じ方にも変化が生じつつあるように思われる。

そこに、国策と地域の暮らしの調和の可能性もほのかに見いだせるかもしれ
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ない。この研究では、長野県木曽地域を中心に、ダム建設をめぐる国策と地

域社会の暮らしの間の相克の歴史をたどることによって、筆者が長く抱き続

けてきた問いに少しでも接近してみたいと思う。

２　＜国策＞としてのダム建設推進の歴史

　近代国家が発足して以降、河川と森林の管理が国の重要な課題となるが、

初期は、治山治水、つまり災害予防が主な関心事であった。しかし、産業発

展と都市化が進み、電源開発が急務となり、一方で、困難な地形においても

大型ダムの建設が技術的に可能になってくると、河川と森林をめぐる問題は

様相を一変する。発電用ダムは、日本経済の発展を左右する基礎インフラと

なったからである。しかし、発電用ダムの建設ラッシュは、新たな問題をも

たらした。電源開発者と従来からの水利権者とのあつれき、治水（災害予

防）と利水（生活と経済のための利用）を両立させる難しさ、河川と森林の

管理をめぐる行政機構内部の対立、国と地域社会とのあつれき……。こうし

た問題に、一定の解決方向を与えたのが、治水と利水の両方に目配りする多

目的ダムの建設であり、それを基礎として、森林、河川行政を統合する「河

川統制事業」（のちの「河川総合事業」）が構想されたことであった。こうし

て、昭和初期から戦時期にかけて、発電を主目的に据えた多目的ダムの建設

を推進する総合的な＜国策＞が形を整えるようになり、国は民間資本に代

わって、ダム建設の正面に立つようになる。重要なことは、この＜国策＞の

原型が第二次世界大戦後にも受け継がれ、復興期から高度成長期にかけての

ダム建設推進につながっていったことである。それは、第１次から第４次ま

での「全国総合開発計画」の時代（1960年代から80年代）へと連綿と続いて

いく。＜国策＞としてのダム建設推進の姿勢に変化の兆しがみられるのは、

ようやく20世紀から21世紀への変わり目の時期であった。表２は、こうした

ダム建設をめぐる＜国策＞の流れを概括的に表現したものである。
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表２　森林と河川の管理をめぐる法制と国土計画の推移

河川と森林の関連法制・国土開
発政策 ダムをめぐる主な出来事

基礎的な法
制整備の時
代

1896 ～ 97　河川法・砂防法・
第１次森林法（治水三
法）

1869　日本初のダム（京都・西
ケ谷池など）完成

1888　日本初の水力発電所（宮
城紡績・三居沢）

1891　日本初の一般営業用発
電・蹴上水力発電所

電源開発の
本格化から
戦時統制の
時代

1907　第２次森林法
1911　電気事業法
1932 ～ 34　時局區救事業
1935　河川統制事業
1940　国土計画設定要綱
1941　木材統制法

1912　黒部ダム（鬼怒川）完成

1925 ～　庄川流木争議
1926　物部長穂提案（大規模貯

水と多目的ダム提案）
1926 ～ 45　日本窒素、朝鮮北

部で電源開発

復興・開発
の時代

1947　林政統一
1950　国土総合開発法
1951　第３次森林法／河川総合

開発事業
1952　電源開発促進法
1957　特定多目的ダム法

1954　全国ダム対策町村連盟結
成／田子倉ダム補償事件

1956　佐久間ダム竣工　黒四ダ
ム着工（63年完成）

全国総合開
発計画（全
総）の時代

1961　水資源開発促進法
1962　全国総合開発計画
1964　新河川法・林業基本法・

国土利用計画法
1966　建設国債発行開始
1969　新全国総合開発計画
1973　水源地域対策特別措置法

（水特法）
1974　電源三法（電源交付金制

度）
1977　第３次全国総合開発計画
1987　第４次全国総合開発計画
1991　森林法改正

1960年代 下筌ダム（大分県・
熊本県）建設反対運動
（蜂の巣城紛争）

1957 ～ 2005　苫田ダム建設反
対運動

1966 ～　川辺川ダム（熊本県）
建設反対運動

1970 ～ 2020　八ッ場ダム（群
馬県）建設反対運動

1982 ～ 2002　吉野川河口第十
堰問題

1990年代 長良川河口堰建設反
対運動

開発見直し
の時代

1997　河川法改正
1998「21世紀の国土のグランド

デザイン」
2001　森林・林業基本法

2001　田中長野県知事「脱ダム
宣言」

出所：筆者（原利枝）作成
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２－１　河川と森林の国家管理

　明治政府は、1896 ～ 97年に、河川法、森林法（第１次）、砂防法を制定

し、河川と森林を国家管理のもとにおく仕組みを整備した。主な目的は、当

時、頻発していた水害の防止にあり、「治水三法」と呼ばれた。人は、長い

間、魚貝類等の食料を獲得したり、農業用水や飲料水を得たり、舟運や木材

輸送に利用する形で、川からの恵みを受けてきた。初期の国の政策は、そう

した人と川との関わり方に大きく介入するものではなかった。したがって、

河川の管理としては、農業用取水量の維持と舟が通行できる水深水量の維持

のために、川の流量を管理する「低水管理」政策が執られていた。

　ただ、森林法については、経済資源としての森林利用（林業経営）が強く

意識されており、民営、官営ともに、森林を国の管理のもとに置いたことが

注意される。この点について、「森林法構想の基本は“森林秩序を確立し官

林の経営態勢を整備するとともに、民林の経営をも直接政府が監督する”と

いうもの」（手束平，1989：42）という指摘がある。この後、森林法は1907

年に改定され（第二次森林法）、民有林の開発を目的とする土地使用権の設

定が規定されるとともに、森林の経済的な開発のために、造林・施業・土

工・保護の四種の森林組合制度が創設されている。

　一方、近代的な意味での河川の経済的な利用が本格化するのは、明治末か

ら第一次世界大戦前後にかけてであり、発電のための水力利用が中心とな

る。発電用ダムの開発を推進していくうえでは、国の森林政策が大きく関係

してくる。河川は森林と深くつながっており、ダム建設の立地としては、ダ

ム提高がより得られる標高の高い山間地が求められる。そうした地域は河川

の水源にあたり、水源のかん養と土砂防止など災害予防のための措置が重要

である。しかし、産業インフラとしてのダム開発が経済的に重視されるとと

もに、国は森林保護政策の優先順位を低下させ、ダム開発を優先させるよう

になった。また、ダムの増加により、河川管理は、洪水被害を防止・軽減す

るための「高水管理」政策に転換するようになる。
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２－２　発電用ダムの増加と伝統的水利権者との利害衝突

　日本における近代ダムの建設は、灌漑用水の確保を主な目的とする1869年

の西ヶ谷ダム（京都市）に始まるが、これはまだ土でできた土堰堤であっ

た。1886年の本河内高部ダム（長崎市）は上水道用水を目的としたが、これ

も土堰堤である。日本初の重力式コンクリートダム（堤高30ｍ超）は、1897

年の布引五本松ダム（神戸市：上下水道用）を嚆矢とする。日本最初の商業

用発電は、1891年に琵琶湖疎水を利用して建設された蹴上水力発電所（京都

府）である。

　産業の発展、都市社会の拡大とともに、電力需要が爆発的に拡大してくる

と、水力発電が注目されるようになった。遠距離高圧電線の技術が進歩した

ことによって、遠隔地の電源から大消費地である都市や工業地帯に送電でき

るようになったことも電源開発の進展に拍車をかけた。1911年に施行された

電気事業法は、電力行政の基礎を据えた法制であるが、民間の水力電源開発

を奨励する意図を持っていた。そこで、大正期に入るとともに、重力式コン

クリートダム方式の開発により大規模なダムの建設が技術的に可能になった

こととあいまって、民間資本による発電用ダムの建設ラッシュとなってい

く。ダムは、治水目的中心から、日本経済の発展にとっての重要な基礎イン

フラの役割を担うことになった。そうしたダム建設は、河川を利用して、材

木を運搬していた業者や農業用水を利用していた農民との利害衝突を発生さ

せることになった。旧河川法は、もっぱら治水を目的とした内容であったた

めに、こうした紛争を解決できる仕組みを持っていなかった。

２－３　総合的な「河水統制事業」の登場と＜国策＞としての定着

　河川の利用をめぐる利害の対立と紛争発生をきっかけとして、治水と水利

をめぐる対立を総合的な視点から解決していこうとする政策構想が登場す

る。その転機となったのは、内務省土木試験所長であった物部長穂が1926年

に発表した「河水統制計画」の提案であった。貯水池ダムによって河川の水

量を調節し、利水と治水を調和させて水系を多目的に利用しようとする画期
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的な構想である。これ以降、多目的ダムを中心とした河川開発の思想が確立

していくことになり、1935年には「河川統制事業」として制度化される。こ

こで示された電源開発の推進を主軸に据えた森林、河川の総合的な管理の政

策発想は、第二次大戦後の「河川総合開発事業」（1951年）に継承され、さ

らには、1960年代以降の「全国総合開発計画」として、拡大発展していっ

た。ダム建設を主軸に据えた国土開発が＜国策＞として定着する基礎が据え

られたと言えよう。　　

　こうした多目的ダムの建設を念頭に置いた総合計画の形成は、政府部内

で、土木建設分野を含む地方行政を所管する内務省の権限を拡大する結果を

生じさせた。それまでの水系管理は、「農業水利」の視点から農商務省（1925

年からは農林省）、「発電水利」の視点から逓信省、「治水計画」の視点から

内務省と、異なる省庁がそれぞれの立場から関わっていた。「河川統制事業」

の発想は、こうした各省庁の錯綜する政策を内務省の主導のもとに統合する

ことを意味した。例えば、この頃、計画された長野県木曽郡の三浦ダム

（1932～45年に建設）は、当初、水力電気事業用の貯水池という単一目的の

ダムで、逓信省電気局の主管であった。しかし、一転して水系の多目的利用

ダムとされるとともに、建設は、内務省が主管することになった。

　また、「河川統制事業」は内務省による水系統制の中央集権化を強め、森

林、河川をめぐる国による地方の統制をいっそう強化する効果をもった。こ

の点に関連して、1932年から３か年計画で実施された「時局區救事業」が、

内務省の地域社会への政治的統制力をさらに強めたことにも注目しておきた

い。この事業は、1929年に始まる世界大恐慌に伴って生じた深刻な経済不況

からの回復政策の一環として行われたもので、疲弊した農山漁村の救済を目

的とした公共土木事業である。中小河川を対象として、治水事業や改良事業

が行われたが、財源としては、国庫補助に加え、地方財源の不足を補う形で

公債が発行された。国庫補助を受け、国の統制の下で、府県が公共土木事業

を執行するという形態は、第二次大戦後の地方振興策の原型となったとみら

れる。ある研究は、次のように指摘している：
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「この事業において内務省は農林省とともに中心的な役割を担った。臨時

的とはいいながら大規模に行われたこの公共土木事業は、今日に到るまで

公共事業執行体制に大きな影響を与えている。公共事業執行において一つ

のエポックであると評してよい……この時代は、今日の公共土木事業を考

えるにも重要な時代である……。」（松浦，1996：18）

２－４　戦時統制から戦後復興、国土開発計画の時代へ

　1930年代、戦時体制が深まると、すべての経済活動は国によって統制され

るようになり、森林、河川に関わる政策も「大東亜共栄圏」の強化を目指し

た軍事的色彩の強いものとなる。1940年に閣議決定された「国土計画設要

綱」は、そうした体制を築くための集大成を表現していた。特に、木材は戦

時下において軍事物資となっていたが、木材統制法（1941年）により、戦時

需要に対応した立木伐採が計画された。森林の保全を無視した非常伐採の計

画であり、森林経営を凋落させる結果をもたらした。電力については、軍部

の圧力により、国家統制が徹底して進められ、最終的には、全国規模で発

電・送電事業を管理する特殊会社日本発送電と地域単位で配電事業を担う９

配電会社が電力事業を運営することになる。

　第二次世界大戦の敗戦により、日本の国家機構は大きく変わった。しか

し、前述したように、国土開発計画と森林、河川の管理については、昭和初

期から戦時統制期に形成された国家主導の仕組みが継承され、戦後復興期か

ら高度成長期へと継続されていった。1947年に、戦後初の国土計画として、

内務省国土局によって「復興国土計画要綱」が作られ、さらに、1950年に

は、アメリカのTVA（テネシー川流域開発公社）のプロジェクトをモデル

とする「国土総合開発計画」が策定された。それに基づいて始まる「河川総

合開発事業」は、治水と灌漑をも考慮した多目的型の「電源開発」に重点を

置いた事業であった。その原型は、戦前の河水統制事業にある。

　戦後復興から高度経済成長へと向かう時期は、国土開発の主役として、ダ

ム建設、特に治水用、水力発電用、飲料水用、農業用水用などの多目的型の
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大型ダムの建設が増加していった時代である。産業の発展は、電力需要を激

増させていたし、また、都市社会の肥大化とともに、住民の水需要は激増し

ていた。さらに、相次ぐ水害のために、治水対策としてのダム建設も必要と

された。経済成長を支える電源開発の推進を中心的な目的にすえながら、多

目的の機能を果たすダムの建設を推進するために、1957年「特定多目的ダム

法」、1961年「水資源開発公団」の設立（2015年より独立行政法人水資源機

構）」、1964年「新河川法」「林業基本法」「国土利用計画法」などの法や機構

が整備された。1966年には、建設国債の発行が開始され、ダム建設を推進す

るための財政措置も整えられた。そして、1962年の第１次全国総合開発計画

を皮切りに、第２次（1969年）、第３次（1977年）、第４次（1987年）と４次

にわたる「全総」による国土計画と列島改造が進行していく。「全総」は、

全国規模で、産業都市と工業地帯を整備する計画であり、全国を網羅する道

路と鉄道のネットワークを充実させることを意図していた。それは、膨大な

土木建設需要を発生させ、いわゆる「土建優先国家」体制が形成されていく

ことになる。森林と河川に関わる政策も、産業都市と工業地帯の発展を支え

るための従属的な位置におかれた。

　高度成長時代の終焉とともに、熱に浮かされたように進んだ開発体制の見

直しが始まったように見える。重厚長大型から開発型・IT型への産業構造

の転換、単純な成長志向から持続的成長への経済政策思想の転換、成長期の

深刻な公害問題から始まった環境への配慮や乱開発による自然破壊への反

省、ダム建設の際の水没住民らによる建設反対運動などの要因が、国の開発

に関する考え方を変えさせていく契機となったのであろう。1998年に発表さ

れた第５次全総に相当する「21世紀の国土のグランドデザイン」は、明らか

に、今までの開発一辺倒の軌道を修正したようだ。また、国民の意識も、阪

神大震災、中越地震、東日本大震災と続いた大規模な自然災害の教訓から、

防災・安全を第一とする方向での国民的な合意形成に向かっているように見

える。とは言え、現在までに、2000基をはるかに超える数多くのダムを建設

させた国策的な国土計画推進の考え方は、本当に変わっていくのだろうか、
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今後も慎重に政策の動向を見守っていく必要があるだろう。

３　木曽川水系御料林内のダム開発をたどる
　　――ダム建設、御料林経営、そして地域住民の関係

３－１　大同電力による木曽川水系の一貫した電源開発

　木曽川水系は、流路延長227㎞、流域面積9,100㎢の大河川である。流量が

豊富で、落差が大きいという地形条件があり、電力需要が高まる明治末期の

頃から、水力発電の適地として注目されてきた。木曽川水系の電源開発を推

進したのは、福沢諭吉の女婿であった実業家・福沢桃介が率いる大同電力で

あった。大同電力は「一水系一社方式」の方針を掲げ、木曽川流域全体にわ

たる独占的な水利権を獲得し、大正期から昭和戦前期に、大規模な電源開発

を実施している。福沢桃介は、一つの水系の開発は一つの会社が担当するこ

とにより、「総合的な水力開発」が可能になるという考え方を持論としてお

り、その発想に立って、木曽川水系の水利権を独占的に獲得し、一貫的な電

源開発を進めた。

　第二次世界大戦以前、大同電力によって、木曽川水系に築造されたダムは

７基である。まず下流の岐阜県側では1924年（大正13年）に、わが国で最初

の堤高50メートルを超える本格的なコンクリートダムとして大井ダムが築造

された。以後、落合ダム（1926年）、笠置ダム（1936年）、今渡ダム（1939

年）、兼山ダム（1943年）の合計５基が建設されている。一方、上流の長野

県側の木曽地域には、1941年（昭和16年）に、常盤ダム（木曽町、木曽川水

系王滝川）、1942年（昭和17年）に、三浦ダム（王滝村、王滝川上流部）が

建設された（表３参照）。なお、戦前期の木曽川水系の開発における発電形

式は、水路式及びダム水路式である。ただし、河川最上流部に位置する三浦

発電所のみがダム式であり、三浦ダムは、渇水期の発電力減退を補うため

に、豊水期の余水を渇水期に備えて貯留する役割を担うという新しい発想に

立って計画された。

　戦後になると、国土復興計画による木曽地域のダム開発は多目的ダムが主
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流となる。戦後、大同電力の木曽川水系の事業は、関西電力に継承された

が、表３に見るように、関西電力は５基の多目的ダムを建設している。これ

らのダムの立地は、すべて戦前に大同電力が開発に着手し、水路式の発電所

を建設していた場所であることに注意しておく必要がある。

３－２　大同電力による木曽川水系の水利権獲得と地域住民の相克　

　大同電力が木曽川水系の全体に及ぶ電源開発の権利を獲得した経緯をた

どってみよう。まず、1906年（明治39年）に、大同電力の前身である名古屋

電燈株式会社が電源開発のための木曽川水系上流地域の河水引用と水路新設

を長野県知事に出願している。大正期に入り、1914年に福沢桃介が名古屋電

燈の社長に就任して以降、水利権をめぐる折衝が本格化した。当時の県知事

が会社に水利権を認めるにあたっては、会社と地元の間で、関係する地域社

会に生ずる損害や負担についての補償問題が話し合われたようである。補償

問題は、当時、「公益問題」と呼ばれた。当時の記録は、「種々の折衝と曲

節」があり、「事業者大同電力株式会社ト本郡各町村トノ間ニ於テ各種ノ問

表３　木曽川水系の長野県側ダム

ダム名（所在地） 着工年－竣工年 建設主体

電 源 系
ダム

三浦ダム（王滝村） 1932－1942 大同電力

常盤ダム（木曽町） 1939－1942 大同電力

王滝川ダム（王滝村） 1942－1948 関西電力

山口ダム（南木曽町） 1955－1957 関西電力

読書ダム（大桑村） 1958－1960 関西電力

木曽ダム（木曽町） 1963－1968 関西電力

伊奈川ダム（大桑村） 1974－1977 関西電力

水資源系
ダム

元牧尾ダム（木曽町・王滝村） 1957－1961 愛知用水公団

味噌川ダム（木祖村） 1973－1994 水資源開発公団

再牧尾ダム（木曽町・王滝村） 1981－2006 水資源機構

出所：筆者（原利枝）作成
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題ヲ惹起シ居リ候」と書いており、詳細は分からないが、地元には大きな反

発があったと推測される。木曽谷の住民が郡民大会を開いて、気勢をあげる

などの動きがあったとも記録されている。しかし、最終的には、町村会が中

心となり、郡全体の「公益問題」（補償問題）として、交渉を郡長・知事へ

一任することになり、その結果、1922年に、大同電力に対して水利権が認可

された。会社、知事、郡、各町村の間での合意内容は、会社側が「風光維持

保存の名儀を以て」、1922年（大正11年）以降、36年間にわたって、毎年３

万円、合計78万円を関係町村に寄付すること、会社側は知事からの指示事項

を守るとともに、地元は会社側の提案を「異議なく」受け入れること、各町

村は会社の事業に対して「相当便宜」を図ること、会社が支払う寄付金の各

町村に対する分配については知事の指示にしたがうこと、などであった。

（以上の引用は、木曽福島町史1982：619－637による）

　このように、『木曽福島町史』が伝える開発会社と地域社会との間の対立

と妥協のあり方は、木曽谷町村の水利権承認についての姿勢が当初から補償

を要求する条件闘争の姿勢に立っていたことを推測させる。地元の町村に代

わって、県と郡が会社側と交渉し、補償金によって決着をつけるやり方は、

現在の電源三法のもとで、国が「電源交付金」の支払いによって地元の了解

を取り付けるというあり方に近い。ここに住民の姿はみえてこない。補償金

の支払いによって、地元の住民は果たして納得したのだろうか。1980年代に

執筆された『木曽福島町史』は、住民自身がどのように考え、どのように行

動したかについては記述していない。この時点では、補償金による決着だけ

が資料的に伝えられ、どのような反対があったのかについての詳細はもはや

たどれなくなっていたようだ。

　ただ、金銭的な補償要求については、木曽谷の各町村はかなりしたたかで

あったようだ。大同電力から支払われる上記の78万円の寄付金のほかに、発

電所や送電線などの新たな建設や計画変更に際して、道路費、学校建築費及

工具費、小学校建設費、木曽川橋梁架設費、養魚費設備費及経常費、木曽川

漁業組合へ寄附金配当などの名目で、寄付を受ける「契約」を結んで受け
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取っている。例えば、大同電力が1923年（大正12年）に福島町と交わした契

約は、「水力電気工事ヲ施行スルニ当り福島町及同町民トノ間ニ生スル諸問

題ヲ相互円満ニ解決スル為」に、会社が「教育経常費」を「会社関係児童数

×（教育経常費予算÷就学児童数）」によって、毎年の寄附金額を決定し支

払うこと、その代わり、「水力工事施行ニ当リ計画変更ノ申請ヲ為シタル場

合其ノ筋ノ諮問ニ対シテハ異議ナキ意見ヲ具シ速ニ答申スル」ことと規定し

ている（木曽福島町史，1982：640）。このように大同電力は、多額の寄付を

行って、地元の不満を抑え込もうと試みた。ただし、各町村への寄付金は、

同社が帝室林野局に支払った寄附額と比べると少額であったと言わざるをえ

ない。ダム建設により流木運搬ができなくなったことの補償として、森林鉄

道建設費の名目で支払われた寄付金額は、1920年（大正９年）から12年間の

合計で150万円に達する。

３－３　木曽御料林の経営と地域住民

　大同電力による電源開発がすすめられた木曽川水系の木曽谷の町村は、広

大な「御料林」が広がる地域である。御料林は、皇室財産として設定された

森林であり、1880年代末（明治20年代）に長野県の木曽官林を初め、中部地

域の森林や北海道の森林が編入された。「皇國興隆の進運を恢弘する」ため

に、「皇室御財産の基礎を確立することが最大の要務である」（帝室林野局五

十年史，1939：１）とされたからである。森林が皇室財産に選ばれたのは、

「田圃を皇室財産にした場合、皇室に敬意を抱いていない人民に小作させ

ることとなり、収穫物の分収で争いが生ずる可能性がある」（が、）「森林

は自然の力で成長するものであり人民の労力を必要としない。生産に関わ

る者も皇室に対する敬愛と義理をわきまえた管理者だけにとどまるので争

いが生ずることもない……森林は河川の源となり土地を潤し五穀豊穣を助

けるから周辺住民に皇室を敬う念が生まれる。森林伐採にかかる仕事によ

る利潤も得られるので皇室への感謝の念が育まれる」（福田，2019：17）

と考えられたからであった。
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　木曽川水系に沿う木曽地域には、江戸時代に尾張藩が保護育成してきた木

曽ヒノキに象徴される広大な美林が存在していた。明治維新とともに、この

森林は国家が所有する官林となり、さらに1889年（明治22年）には「御料

林」に編入され、宮内省御料局（後に帝室林野局）の管理下に入る。

　明治に入って、森林が尾張藩の管理から国有地に転換されると、地域住民

の暮らしには大きな障害が生まれた。国有地への転換によって、「明山」の

慣行（山への立ち入りと伐採の許可）が廃止され、さらに御料地編入によ

り、立木売払についても少量の自家用材、公共用材等の払下げのみで、住民

は生計困難に陥ってしまったからである。そうした事態への補償として、御

料林を管理する帝室林野局は、1905年から、木曽谷16町村に対し毎年１万円

を「下賜」している。下賜金は「御料地の存在する町村の財政を賑恤する

為」という名目で、「地租附加税に相當する金額」が支払われた。御料地は

「地租及び地方税を賦課せられないので」、それに相当する部分が財源と

なった。毎年の下賜金の他にも、帝室林野局は、中学校、高等女学校が木曽

福島町に新設される際に16町村に下賜金、木曽谷消防組出初め式に酒肴料、

御料林流失材による被害者に手当金、木曽川筋元民説枕所使用に手当金な

ど、多様な名目で、地元に支出を行っている。こうした支出について、帝室

林野局は、「御料地に関する下賜金又は下付金は多種多様に亙り少なからざ

る金額に達する」と振り返っている（帝室林野局五十年史，1939：913－

925）。ここに、御料林と木曽谷地域の住民との関係を垣間見ることができよ

う。

３－４　木曽御料林の経営とダム開発の利害衝突と妥協

　木曽御料林の林業経営は、木曽川水系を利用した御料林材の河川流送に

よって成り立っていた。伐採された御料林材は、現場から支流に落とされて

木曽川の本流まで流送され、網場で集積し、ここで筏に組み替え、筏流しで

貯木場へ送られ、販売された。川を利用した運搬方式は「川狩り」と呼ば

れ、支流の流送は「小谷狩り」、本流での流送は「大川狩」と称されていた。
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木曽川を利用した木材の流送は、消費地である大都市へ木材を運送し、積極

的に販売を行う輸送販売方式の経営を行うための重要な手段であった。ま

た、河川による流送は、木曽材の品質向上にも関わりがあった。「優美なる

色沢を保持せしむるには水運に依り木曽川を流下して樹脂を脱出せしむるこ

とが必要」とされている（脇野，1994：２）。

　ダムの建設は、こうした木材流送を不可能にする。ただ、水力発電方式が

「水路式」の場合は、水力発電と木材流送の共存は可能だった。明治末期か

ら水力発電の開発が急速に拡大していたが、御料林を経営する宮内省帝室林

野局は、木材流送（川狩り）の支障をきたさない限りでの水量においての

み、御料地内の水力発電所の設置を認めていた。『帝室林野局五十年史』は、

「日露戦役の後……頓に電気事業の興隆を見るに及び、水力発電の有利且有

益なことが認められ、……我が国動力資源開発の公益的見地から、林業経営

上に支障の無い限り其の願出に応じて居た」と回想している（帝室林野局五

十年史，1939：414－416）。1913年（大正２年）に、電力事業を所管する逓信

省電気局との間に、御料地内の発電所建設の認可について調整する協定が交

わされている。

　しかし、大規模発電のための大型ダムの建設となると、従来からの河川木

材流送の利害は正面から対立する。この対立が大きな社会騒動に発展したの

は、1920年代半ばに起きた「庄川流木事件」であった。富山県の庄川におい

て、水力発電を目的とする小牧ダムの建設をめぐって、慣行的な流木権を有

する木材業者と水力発電事業者との間で起きた事件である。木材業者側は、

庄川を通して木材を送れなくなるとして、ダムの建設中止を求める仮処分申

請を行い、それが認められるという一幕もあった。最終的には、木材運搬用

の施設および魚道をダムに取り付ける設計変更を行うという条件で決着し、

抗争８年の後、小牧ダムは1930年（昭和５年）に竣工した。

　木曽御料林の場合には、ダム建設と木材流送との間の対立は、大きな社会

的事件には至らなかった。御料地経営の側も、産業発展のために重要なカギ

となる電源開発の推進に逆らうことはできず、譲歩の姿勢に転じたからであ
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る。譲歩の条件は、木材流送に代わる運搬手段として、森林鉄道をダム開発

業者の負担で建設させることであった。1917年（大正６年）、帝室林野局は

名古屋電燈（後の大同電力）との間に、水域５か所に総延長92キロの森林鉄

道を敷設し運材上必要な設備を無償で提供すること、設備の設計、監督は帝

室林野局のもとで行うこと、所定期限内に完成できない場合、会社側は金

100万円を支払うこと、などの条件で、発電事業のために木曽川の河水の使

用を認める、という契約を結んだ。結果的には、期限内に工事を完了するこ

とができず、大同電力側は1919年（大正８年）以降、12年間にわたって金

180万円の資金を提供し、帝室林野局側が鉄道その他施設の工事を行うこと

で決着している。なお、森林鉄道の建設に関して、木曽谷住民の間に対立が

生じ、騒動に発展する一幕もあった。森林鉄道の起点が福島町でなく上松町

であったことから、木曽谷の経済の中心が上松町へ移るかもしれないという

危惧から生まれた騒動であった。

　1922年（大正11年）に大同電力によって建設された大井ダム（岐阜県）は

木曽川本流における初めてのダムであった。このダムの建設で木材流送が出

来なくなったために、会社側の負担で陸送化のための森林鉄道が建設され

た。これが陸送用鉄道の建設の最初の事例で、以後、木曽谷の御料林地域に

は、盛んに森林鉄道が敷設され、最盛期には、総延長500㎞に達したとされ

る。皇室財産を守るという立場も、国の経済発展のための基礎インフラであ

る電源開発推進という国益に譲歩せざるをえなかったということであろう。

ただ、御料林内の森林鉄道の建設は、一般の国有林よりも大幅に遅れたとい

う指摘もある。それは、河川流送の補償として森林鉄道建設を負担しなけれ

ばならなかったために、投資が抑制されたという理由によるとされる（矢

部，2017：94）。開発側にとっては、木材流送は煩わしい障害とみなされて

いた。たとえば、1939年の土木学会において、ある内務省の技師は、「流木

流筏というものは洵にうるさい。今日天竜川の発電が仲々出来ないのも此の

解決が仲々面倒なためである」（松浦，1989：226）と述べて、木材流送に対

するいら立ちを表明している。
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３－５　＜聖域＞としての御料林の持つ歴史的意味

　昭和前期に、木曽川上流の支流、大滝川に計画された三浦ダムの建設は、

森林保護を無視して開発一辺倒へと向かう第二次大戦後の時代の序章ともい

える。三浦ダムは、当時、東洋一と称された大規模な本格的ダムであり、渇

水期には発電力が減退する通常の水力発電の欠点を緩和するために、豊水期

の余水を渇水期に備えて貯留するという新しい発想を持っていた。木曽川水

系の一貫的な電源開発を進めてきた大同電力は、1932年（昭和７年）に、ダ

ム建設と工事実施の認可を得て、1935年に着工し、1942年に完成している

（途中、戦時体制のため大同電力は解散、日本発送電によって完成）。

　この大規模ダムの建設に際して、当初、木曽谷の各町村は反対の陳情をし

たが、足並みは揃わなかったと伝えられている。したがって、根強いダム反

対運動は起こらなかった。ダム建設に対する地域社会の基本姿勢は、当初か

ら補償金を要求する条件闘争であったと考えられる。木曽谷の住民は、明治

期から御料林からの御下賜金を受けてきており、慣習的な森林に対する権利

を侵害された見返りを補償金で受け取ることに慣らされ、開発を享受する慣

習がすでにできてしまっていたと言えるのではないだろうか。

　御料林側もダム建設を推進する政治体制に協力する方針に転じたことは明

らかである。にもかかわらず、木曽谷地域に、御料林が皇室の財産という＜

聖域＞として存在した歴史的意味は大きい。御料林の目的は、皇室の予算を

確保することにあったが、通常の経営のように市場状況に即応して行動する

必要に迫られず、長期的な視点に立って、経営されたからである。そのこと

は、乱伐・過伐による森林崩壊を抑止する効果を持った。もともと御料林に

は大河川の上流部にある優良な官林が編入されていたが、そこでは、木材需

要の変動に関わらず、「森林純粋収益最多の伐期齢を採用し、より高い販売

額を確保する経営」が展開された。その経営のあり方は、「国家財政への寄

与を目的とした積極的な伐採量拡大」を行わなければならなかった他の山林

局所管国有林や北海道国有林とは異なっていた（矢部，2017：88）。

　御料林の長期的な経営戦略の思想は、1934年（昭和９年）に策定された
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「御料林百年計画」によく表現されている。そこでは、100年間で理想林を

造成する御料林独自の経営方針が提示されており、それに沿った「作業法や

収穫・造林の実行量、運材設備や管理機関などについて長期的で総合的な生

産計画」が作成された。「これは木材供給源として人工林の役割を明らかに

し、その資源整備を図る計画表でもあった。……森林のもつ公益的機能の維

持増進のため、択伐作業を中心に切り換えられ……主伐、間伐についての定

義が行われ、間伐は『間伐繰返機関に於ケル当該林分ノ総生長量ヲ超ユルコ

トヲ得ズ』と上限が設けられた」（植木，1996：13）と分析されている。

　こうした長期視点に立った森林育成の発想の背景には、風水害による森林

被害の分析があった。帝室林野局は、1932年と1934年の台風による木曽地域

御料林の被害を調査した結果、大面積の皆伐を行った森林に被害が大きいこ

とを確認している。この結果、「北海道は従来の通り択伐を主とし、皆伐は

従来より多少増加することとし、本州に於ては従来皆伐が多かったのを、全

地の三分の一迄は択伐を行う」という方針が採られるようになった（帝室林

野局五十年史，1939：885、898－899）。本州御料林では、杉・檜の輪伐期は

80年～ 90年、松は60年とされている。択伐施業地である木曽御料林・神宮

備林においては、輪伐期は120年である。長期視点で、大径級木を育てる理

想林を目指したことがうかがえる。長期の視点に立って理想林を造成するこ

とは、付加価値の高い優良材を持続的に生産して、安定した収益を得るとい

う、経営的にも合理性を持つ戦略であった。仮に、戦後もこうした経営戦略

を堅持していたなら、木曽の林業経営は無残なまでの衰退を経験しなかった

かもしれない。森林の伐採、とくに皆伐の面積と災害による被害の大きさに

は相関があり、伐採量が50万 ha ／年を超えると土砂災害が顕著に増える」

とされ、「また、山腹崩壊は、伐採の10年後から顕著になり、伐採を止め、

直ちに再植林しても20年間止まらない」（多田，2018：136）とされている。

したがって、御料林の経営戦略は、乱伐による災害発生を防止する効果も

持っていた。以上のようにみると、その動機は、皇室財産を守ることにあっ

たとしても、木曽地域における広大な御料林の存在が森林の荒廃抑止に大き
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く貢献していたことを評価せざるをえない。

　第二次世界大戦後、御料林は廃止された。戦前の森林管理は、宮内省帝室

林野局が所管する御料林、農林省山林局所管の国有林、内務省所管の北海道

国有林の三系統に分かれていたが、戦後、農林省林野局（後に林野庁）の所

管のもとに統合された。同時に、国有林野事業特別会計法が制定され、その

もとで国有林の経営が行われることになった。この措置は、「林政統一」と

呼ばれる。この結果、＜聖域＞としての御料林が持っていた森林の乱開発に

対する抑止力は失われた。「林政統一」は皇室の私的な財産を廃止するとい

う意味では、戦後民主主義改革の一環であったが、実態としては、むしろ抑

制無き多目的ダム建設への途を開いたと言えよう。戦後の林業経営は短伐期

施業であり、20年から40年の輪伐期で経営していくことに力点が置かれてお

り、こうした短期視点での経営は森林を荒廃させ、林業経営それ自体を衰退

させるとともに、国土をますます荒廃させ、災害を引き起こす結果を招い

た。

　戦時下では軍需用木材の調達のために、造林を無視した皆伐増産が行わ

れ、森林は荒廃し、各地で洪水が多発した。戦後の復興期には、「拡大造林

事業」という名称で、伐採跡地や原野を針葉樹の人工林が造成され、その面

積は国土の約28％にも及んだ。しかし、この時点での人工造林はのちに大き

な問題を発生させることになる。復興期から高度成長期へと、森林は経済発

展の犠牲とされていく。開発とは「林を伐採すること」であり、治山・治水

＝国土保全は配慮されなかった。さらに里山の開発による宅地造成の拡大

は、木材需要を増大させると同時に、森林面積を縮小させていった。

３－６　木曽谷に残るダムと森林の記憶

　木曽谷の人々は、御料林の時代から戦後の国有林時代へと、森林の維持管

理に関わりつつ暮らしてきた。また、木曽川水系上流は有数の電源地帯で

あったことから、多くのダム開発を体験してきた。筆者（原）は、木曽谷地

域の森林開発とダム開発と住民の暮らしの関係をたどるために、関連する文
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書資料を収集するとともに、木曽谷の５町村（木曽町、木祖村、大桑村、南

木曽町、王滝村）で、関係者からの聞き取り調査を行った（調査時点は、

2018年11月）。この聞き取りと文書資料から、木曽谷では、ダム開発や森林

経営をめぐって、どのような体験が住民の間に記憶されているかをたどって

おこう。

①　盛んだった森林経営の記憶（木曽町）

　　――大目冨美雄氏（２0１8年１0月１8日聞き取り）１

　木曽町は、木曽福島町、日義村、開田村、三岳村の合併によって、2005年

に成立した。大目氏は、開田村出身で、2018年当時、木曽町町会議員を務め

ていた。「日常的に発電所とダム湖と接しながら、地方再生、地域の振興策

を模索している」と話された。林野庁の管轄のもとに、木曽地域には全体で

10の営林署があり、職員も多く、多くの林業労働者が働き、木材関連の産業

も盛んであった。特に木曽福島町は、地域の中核的な街であり経済的にも賑

わっていた。しかし、林業生産のピークは1960年代までで、その後、急速に

衰退し、これに伴って、木曽地域の人口も減少していった。木曽地域６町村

の人口は、1980年には４万3,355人であったが、2010年には３万1,402人と

なっている。林業衰退ののちの地域振興は重要な課題であり、大目氏はさま

ざまな形での地域活性化の試みに関わってきた。なお林業経営が盛んだった

頃の賑わいの思い出、現在の地域の経済的な停滞と人口減少、さらに地域再

生の必要性の意識は、筆者が行った木曽の他の地域の聞き取りにおいても繰

り返し語られた。

　また、旧三岳村には、第二次世界大戦後、御料林が国有林に移管されるに

際して、「御料林を地域住民に開放せよ」という運動がおきたという話が伝

えられている。御料林の移管問題は、かつて地域の森林が尾張藩の管轄から

１　大目氏は、信州大学大学院（地域社会イニシアティブ・コース）の先輩でもあり、こ
の調査研究について貴重な助言と協力を賜わった。大目氏と聞き取り調査にご協力くだ
さった方々に、心からの謝意を表したい。
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官有林に移されたときの民有地侵害と重なり合って、国の措置に対する地域

の怒りを呼び起こしたようだ。『三岳村史』は、その経緯を以下のように述

べている：

「山村地帯、特に御料林地帯では御料林の国有林への移管をめぐって、従

来天皇の財産ということで文句一ツ言　えなかった山村住民のなかから、

“御料林を地域住民に開放せよ”という運動が起ったのも当然でありま

しょう。もともと木曽御料林は徳川尾張藩有林の国有林への移管のとき極

端な民有地侵害が行われたまま、明治32年から33年に至る間実施された

『国有土地森林原野下戻法』も皇室財産のゆえに、その適用から除外され

たまま終戦をむかえたものであります。したがって戦後の国有林開放運動

が御料林地域住民のなかから巻き起こったのも歴史的因縁にもとづくもの

といえましょう」、（しかしそうした）「陳情にも関わらず、木曽御料林は

昭和22年４月１日国有林に編入され」（た）。（三岳村史下巻，1987：604－

619）

　それに対して村の御料林対策委員会は、貴衆議両院及び農林当局に対し、

下賜金の下附、地元に対する諸用材の払い下げ慣行の継続など３項目の陳情

書を提出したという（同前）。

　地元住民は、御下賜金の利益で新たな植林をしたり、用材の払下げを利用

したりすることで、御料林から生活の便益を受けてきた。戦後の「林政統

一」によって従来の慣行は失われたが、その代償として、電源立地地域とし

て、電源交付金が支給されることになった。木曽地域の住民は、森林財産の

帰属と林業経営のあり方を変更させるような活動までは行いえなかったが、

地域が被った不利益に対して、したたかに補償を求める抵抗を続けてきたと

も言えよう。

②　味噌川ダムの建設問題（木祖村）

　　――Ａ氏（２0１8年１0月１8日聞き取り）

　味噌川ダムは、140メートルのロックフィルダム型式で、洪水調節・不特
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定利水・上水道・工業用水・水力発電を目的とした多目的ダムである。当初

は建設省の主管であったが、途中で水資源機構に移管された。1971年（昭和

46年）に調査開始、1996年（平成８年）に完成。中京圏の水がめの役割を果

たすダムである。

　『木祖村史』（2000：642－648）は、計画発表後、木祖村が強硬な反対意思

を表明したこと、そして建設に至る経緯を以下のように伝えている。すなわ

ち、1974年（昭和49年）に出された村の決議では、「木曽最北端の山間に

……江戸幕府から明治政府により山の大半は奪われ、今また国の施策として

ダム建設が計画され水も奪われようとしている。……過去のダム建設の例を

見るに建設地域住民にもたらす福祉は極めて少なく犠牲のみが多い実状にあ

り、地元民は資源喪失の結果を生じている……地元住民は生存権と財産権の

確保のため建設を絶対反対するものである」と激しいトーンで反対意思を表

明している。

　しかし、1975年（昭和50年）に建設省から水資源公団に主管が変る時点で

は、「今まで絶対反対の意思を表明しておりましたが、今後は基本姿勢を条

件付き賛成とし、条件達成の交渉態勢をとることになりました……保障条件

の実現如何によっては、より強力な反対にもなり変わるものであります」と

態度を変えている。条件闘争に転換したということであろう。これに対する

水資源開発公団の回答は、「……当ダムは水源地域対策特別措置法による特

定ダムに該当しない……水源基金制度も長野県は参加していないため木祖村

への補償・援助は適用されない、公団からの直接補償以外、木祖村への見返

りは制度的に何もない」というものであった。最終的には、木祖村はダム建

設の見返り補償を国側から受けることに成功し、ダム建設に合意した。『木

祖村史』は、「いわば法や制度の落とし穴にある地域補償の糸口をどうつか

むかが味噌川ダム建設の焦点であった」と回想する。（以上の引用は、木祖

村史，2000：642－648による）

　郷土史家のＡ氏は、こうした味噌川ダム建設についてもよく記憶されてい

て、「林政統一で御料林は国有林となり、戦前のような御下賜金制度は無く
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なった」こと、戦後、国有林となり、営林署職員の数が多く、また山で働く

労働者2000人いて町も活気があった」ことなどを回想された。また、「戦後

復興のため、材木重要が拡大し、木曽の山は伐採を繰り返し、盗伐もあり

……。山ははげ山になった」と嘆かれている。

③　阿寺渓谷ダム建設反対運動と伊奈川ダムの建設問題（大桑村）

　　――Ｂ氏（２0１8年月１１日３日聞き取り）

　1991年に、中部電力が阿寺渓谷に揚水発電ダム計画を打ち出し、地元の大

桑村は反対派・賛成派に二分される事態となったという。村議会全体が賛成

に回ったが、Ｂ氏は反対派として運動を主導した一人である。2006年に、計

画は中止となった。大型公共事業への反発や環境に対する意識変化など社会

的情勢の変化の中で、ダムの受益者となる下流の愛知県市民からも反対が起

こった。受益者の立場からの反対は、ダム建設をめぐる国民の対応の変化を

反映しているといえる。Ｂ氏は、「ダムを造って栄えた町は無いでしょう」

と語っている。

　大桑村では、それ以前に、伊奈川ダム（木曽川水系）が建設されている。

高さ43メートルの重力式コンクリートダムで、関西電力の開発による発電用

ダムである。1974年（昭和49年）に着工し、1977年（昭和52年）に完成し

た。このダムの建設に際して、大桑村は次のような要望書を出している：

「本工事は……電力資源開発の為の国家的要請により施行せらるるも、大

桑村、地域住民の多大なる協力と犠牲なくしては達成不可能である。よっ

て、これに対しその意を具体的に示されたい。……関西電力は、大桑村の

協力に対し、誠意を表す手段として相当額の協力謝金を支出されたい」

（大桑村史上巻，1988：764）

　さらに続けて、「今にして思えばこのとき郡下各町村長が一致して水利権

を確保していたなら後になって起業家に水利権を譲る時、よりよい条件によ

る代償を獲得して木曽谷は大いに潤っていたことだろうと考えられ実に惜し

まれることであった」（同前）と回想している。ダム建設に際してこうむる



－112－

＜国策＞としてのダム開発と地域の暮らしの相克

被害に対して、できる限り多くの見返り補償を獲得しようとすることがこの

時点での地域社会の基本姿勢であったとみられる。

④　御料林の払い下げ問題（南木曽町）

　――Ｃ氏（２0１8年１１月３日聞き取り）

　Ｃ氏は教育関係者として町史にも詳しく、主として、御料林の国有地への

移管について語ってくれた。「農地改革で農地が解放されたが、山林開放は

全くなかった。岐阜では御料林の払い下げがあったが、この南木曽の御料林

では、払い下げは全くなかった」と回想される。南木曽町は、1961年に、読

書村、吾妻村、田立村の三村の合併で生まれたが、合併以前の吾妻村には、

御料林課があり、御料林問題に取り組んでいたという。「それだけ価値のあ

る美林であるから」という理由による。しかし、払い下げは行われなかっ

た。Ｃ氏は、また、木曽谷の戦後の近代化について語り、国道と鉄道の整

備、林業の技術革新が大きな役割を果たしたと言う。また、「戦前を払拭す

るために」、公民館運動が展開されたという。また、地域振興のためには、

「今後の木曽川の水利権の更新において、条件闘争をすることが必要」と語

られている。

　『南木曽町誌』は、開発側から得た補償を地元側の「大きな反抗」による

成果であると捉えており、「地元側が獲得した補償は、木曽谷始まって以来、

住民たちが“自分たちのもの”である水の権利を守るために正当に要求した

ものであり、この面でも関西電力が“発電所を造ってやる”式の古い考え方

でおし進めてきたことにたいする大きな反抗であったとされている」と述べ

ている（南木曽町誌，1982：906）。

⑤　ダム建設のもたらす経済効果（王滝村）

　　――Ｄ氏（２0１8年１１月１１日聞き取り）

　王滝村には、木曽川水系上流の王滝川に沿って、三浦ダム、王滝川ダム、

牧尾ダムの３つのダムが存在している。森林に富む村であるが、ほとんどが
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国有林で、集落の周りに村有林と私有林がわずかに存在するのみである。三

浦ダムは、戦時の国策に沿って建設がすすめられたダムで、1942年に完成し

た。下流の発電所とっての渇水期の水量不足を補うために計画された新しい

発想の大規模ダムであった。ダム建設で、王滝村では、98戸597人が水没す

るために移転した。なお、全体の水没戸数は174戸で、隣の三岳村では76戸

が水没している。王滝村は木曽地方のダム建設で、立ち退き住民が最も多く

出た村となっている。

　役場で産業振興に関わるＤ氏にダム建設で住民が被った被害について質問

すると、「ダムで何が悪いの？」と反問された。ダム建設時には、多くの建

設従事者が滞在し、地元の経済もにぎわうというプラス面が大きいからだと

いう。ダム建設の対象となる地域は、過疎で雇用も乏しく、経済も低迷して

いるから、ダム建設のもたらす経済効果への期待も存在する。

　三浦ダムは、第二次大戦中に、村内に建設された大規模ダムであるが、

『村誌王滝』は、建設時の賑わいを除いて、ダムは、特に村に恩恵をもたら

さなかったと述べている。しかし、敗戦後のシャープ勧告により1950年から

固定資産税法が制定され、地元の町村の税源とされることになった。その結

果、「三浦ダム、その導水路、滝越発電所及送電線等が課税の対象となり、

この影響は甚大であって敗戦後の疲弊した村財政はこれによって起死回生の

思いがあり村の諸施設は整い、今日の発展となった」と述べられている（王

滝村誌，1961：1841）。

４　＜暴走＞する国策と反対運動の意義　

　日本の経済的、社会的な発展を通じて、＜国策＞としてのダム建設のため

に、地域の暮らしは犠牲となり、生活を営む権利は侵害されてきた。日本の

発展のためには、権利を侵害される＜少数者＞の犠牲はやむをえないことで

あったのだろうか。＜国策＞は常に正しく、＜暴走＞することはなかったの

だろうか。明治期以来、現在に至るまでの多くのダム建設において、＜国策

＞に対抗して、反対運動を展開した人たちがいた。たいていのダムは、その
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背後に、それぞれの反対運動の歴史を持っている。しかし、ほとんどの場

合、反対運動は、押しつぶされたり、懐柔されたりしてきた。こうした運動

は無意味であったのだろうか。20世紀末になる頃から、ようやくダム建設に

対する見直しが始まった。森林と河川に対する管理の考え方にも変化が生じ

つつある。ひたすらに経済発展だけを目指してきた国土開発のあり方が自然

を荒廃させ、私たちの生活基盤そのものを危うくしているのではないかとい

う認識が生まれ始めている。改めて、ダム建設と反対運動の歴史をたどって

みれば、こうした認識の転換に導いてくれたのは、＜国策＞の＜暴走＞に対

抗して、勇敢に、粘り強く闘ってきた＜少数派＞の人々であったことが痛感

される。

４－１　生活権侵害を＜金銭補償＞によって代替できないことを主張した反対

運動

　ダム建設地となった地域では、移転を迫られる住民を初め、さまざまな形

で生活の不利益を受ける人が発生する。それは、基本的な人権である生活権

の侵害であると言えよう。そこで、地元の人々はダム建設反対運動に立ち上

がることになる。戦前期には、交渉も補償もないままに国の権力や開発業者

によって、強制的に人々を排除する強制執行が行われたようだ。反対運動が

存在した形跡はかなり多いが、十分な記録さえ残されていない。戦前の軍国

主義的な国家においては、＜国益＞＜国策＞の前に、個人は異議を唱えるこ

とができないという建て前があったということであろう。

　第二次大戦後は、新憲法によって、基本的人権の尊重が宣言され、国家と

いえども、個人の生活権を一方的に侵害することを許されないことになっ

た。そこで、国益としてのダム建設によって、生活権を侵害する場合、金銭

による＜補償＞が行われることになる。しかし、先祖からの土地と生活を金

銭の補償では置き換えられないと考え、「絶対反対」を貫こうとする人もい

るだろう。にもかかわらず、＜国益＞の前に、反対を押し通せない場合がほ

とんどだった。ある研究は「……『絶対反対』を唱えて激しく展開された反



－115－

原　利枝・金　早雪

信州大学経法論集　第11号

対運動も、総じて最後は補償金をめぐる条件闘争に収束してしまうことが多

く、水没予定住民の反対は『ダム開発の公共性』の前につぶされるのが大半

だった」（梶原，2014：３）と述べている。初期のころは、金銭補償さえも

十分には行われなかった。補償金額の水準が上がったのも、激しい建設反対

運動が展開され、それをなだめるためにしぶしぶ応じた対応策であったと考

えられる。

　建設反対運動に対する国の姿勢をある程度、変えさせたのは、1960年代の

反対運動、とくに筑後川水系の松原ダム・下筌ダム建設事業で起こった「蜂

の巣城紛争」であったとされる。この運動は、公共事業が住民の基本的な生

活権を一方的に踏みにじってもよいのかを問うものであり、これをきっかけ

に、1973年に水没地域の住民の生活再建と地域振興に配慮する水源地域対策

特別措置法（水特法）が制定された。「補償金」は生活権の侵害を単純な金

銭の支払いによって置き換えようとするものだが、水特法は、金銭補償にと

どまらず、生活の再建と当該地域の経済的な復興にも目配りするという姿勢

を示している。それは、生活権の侵害に対して従来よりも配慮の幅を広げた

と言えようが、同時に、それは公権力による排除とは異なる方法によって反

対運動をなだめていこうとする制度であったと理解することもできる。

　1974年には、水特法に続いて、いわゆる「電源三法」が制定されている。

「電源開発促進税法」「電源開発促進対策特別会計法」「発電用施設周辺地域

整備法」の３つの法律で、電源が立地する地域社会の＜振興＞のために、交

付金を支給することを意図する。ここでは＜補償＞概念の拡大がみられる

が、この制度が「全国総合開発計画」（全総）による国土の全面的な改造計

画のただ中で行われていることが注意される。その意図は、電源地域（原子

力発電も含めて）の地域社会の反対を鎮静化させ、国土開発を支障なく進展

させていこうとする点にあったとみてよいだろう。

　ダム建設をめぐるケースだけでなく、2011年の福島原発事故の被害の深さ

と広がりを見ても、基本的な生活権の侵害は、金銭の支払いと地域社会の振

興助成という＜補償＞によって代替できるのかという根本的な問いはなおも
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残り続ける。

４－２　ダム建設反対運動の組み立て方と共有する思想的な基盤の問題

　筆者（原）は、1980年代以降、岡山県の苫
とまた

田ダム建設反対運動が一時的に

は高揚しながら、最終的には切り崩され、ダム建設に至った過程をつぶさに

見守ってきた。この体験から、なぜ反対運動は切り崩されたのかという問い

を抱き続けており、運動に関わる人たちから聞き取りを重ね、2013年にレ

ポートをまとめて刊行した（原，2013）。以下、このレポートからの引用に

よって、この問題を考えてみたい。

　1982年から苫田ダム反対運動に中心的に関わった矢山有作氏（故人：水源

開発問題全国連絡会・前代表）は、反対運動の組織的なあり方に問題があっ

たことを指摘される。矢山氏は、「その当時、奥津町内の住民の皆さんが中

心になって反対していまして、外との運動のつながりを持たなかった。外部

との関わりがありませんでした」と回想される。1957年に苫田ダムの建設構

想が発表されたとき、下流の佐伯町にも同じくダム建設が計画された。佐伯

町では、住民主体の反対組織が結成され、苫田ダムの反対運動に対して共闘

の申し入れが行われた。しかし、苫田ダム反対の側は、「奥津の反対は町と

してやるので住民同士の反対はしない」として消極的で、共闘は成立しな

かったという。その後、佐伯ダムの計画は撤回され、1981年になって、苫田

ダム単独の建設計画が発表された。それから1987年頃までに、反対同盟は

477戸から100戸足らずに減ってしまったという。矢山氏は、町（自治体）が

主体となった反対運動であったため、「さっさと出ていく人が町の中には必

ずいる。すべての町内の人達と連携は出来なかった」こと、また、「外との

運動のつながりを持たなかった」ことなどの問題点を指摘されている。（2000

年８月時点での筆者による聞き取り；原，2013：98）。

　反対運動がもろくも崩れていく過程は、筆者が行った聞き取りにおける町

民の言葉の中にも、なまなましく表現されている。
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「反対はしとりました。阻止運動もしました。支援の団体が出来て、皆

バラバラになっていったように思います」（1992年時点の発言）

「町全体が町是にした『苫田ダム絶対阻止』ということは無くなったも

同然かもしれません。阻止同盟は段々と弱体化していきました。ボロボ

ロと、隣、近所の人が出ていくといたたまれなくなる。悔しい気持ち、

仕方がない。諦めました……一昨年から一坪運動が始まって、支援団体

に対しては、何を考えて。もっと前に。人がいなくなって来ても掻き回

すだけ。推進の気持ちは無いけど。国に陳情したときは何もしないで。

支援いまさら。弱体化してしまったあとにしても……」（1992年時点の

発言）

「平成七年三月二十一日、その日に話（建設に賛成するという話――引

用者）が出たので同意しました。なんぼ頑張っても、いいことは無かっ

た。長続きはしそうになかったから。もう二、三年頑張ったらよかった

んでしょうけど、先のことは分からんでしょう。段々、年がいって、自

然と不安になりました。戦争中は国に奉仕して、戦後はダム反対に奉仕

しました。」（2000年時点の発言）

� （以上は、原，2013：12－101による）

　苫田ダムの反対運動は、矢山氏が指摘されるように、当初、町が正面に立

ち、「町是」として展開されたが、そのこと自身に運動のもろさがあったと

いうことであろうか。最初の時点では、町は、国と県に対抗して、住民を守

ろうとしたが、守り切る強さを持ちえなかった。ここから、個々の住民が主

体となって作り上げられたものでなければ、反対運動は推進勢力に対抗でき

る政治的な力を持ちえないという教訓が導かれる。そして、住民が主体とな

るうえでは、なぜダム建設を阻止しなければならないのかについて、基礎と

なる思想が住民の間で共有されていることが必要である。国や都道府県とい

う強大な力を背景に、＜国策＞として推進されるダム建設に対抗するうえで

は、反対を唱える住民の側にも確固とした思想的な基盤が不可欠となる。
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　＜国策＞は、国全体としての利益、社会的な多数派としての利益を強調す

る。＜国策＞への反対は、＜少数派＞の部分的で利己的な主張、＜エゴ＞と

して扱われることになる。＜少数派＞にも、十分な反対の根拠があることを

示せない限り、＜国策＞側の主張、あるいは＜社会的な多数派＞の主張に対

抗することはできない。ある特定の開発計画が、果たして正しい選択なの

か、本当に、日本の経済、社会、国土にとって望ましいことなのか、この計

画以外の代替の方策はないのか、などについて根本的に問い直すことが必要

となる。しかし、20世紀の末頃までの反対運動は、そうした思想的基盤を

しっかりと確立できていなかったと言えよう。

４－３　国土開発という名の＜国策＞を＜暴走＞させた政治・経済構造

　1960年代から1970年代の高度経済成長の時代は、４次にわたる「全国総合

開発計画」（全総）の時代であった。国土開発は、経済成長によって推進さ

れると同時に、逆に経済成長を推進する原動力ともなった。この計画では、

産業都市と工業地帯の建設を軸に、治山治水、用水確保、電力確保、交通体

系（道路網と鉄道網）などの社会的資本と産業基盤の整備が掲げられてい

る。重要なことは、この計画がその展開過程において、地方を巻き込んで、

積極的に開発に関わらせていくシステムを作り上げていったことである。

　もともと日本の財政は極端な中央集中型で、地方に委ねられた財源は乏し

く、地方が中央に依存する構造が出来上がっている。国土開発のための公共

土木事業も、国の直轄事業方式ばかりでなく、国からの交付金や補助金等を

受けて地方自治体が実施する事業方式で展開されることになる。多目的ダム

の建設は、地方自治体が主体となる場合でも、起債が認められ、その償還時

には交付税措置でほとんどが国費で負担される。補助金目当ての事業を優先

的に要求する地方自治体も出てくるし、補助金が多くつけられる公共事業を

実施することが地方自治体の首長の政治手腕として評価される風潮も生まれ

てくる。こうして、社会的資本、産業基盤を充実するという旗印の下で、膨

大な規模の公共土木事業が全国各地で展開されるようになった。土木事業に
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よる列島改造は、公共事業の「御三家」と呼ばれた運輸・建設・農水を初め

とする国の各省庁、政権政党の政治家、土木資本、地方行政、地方経済界・

政治界を挙げての連環の中で進展していく。財源としては、公債発行、財政

投融資による地方債引き受けなどが当てられ、湯水のように資金がつぎ込ま

れた。

　筆者（原）が関わった岡山県の苫田ダムの建設もこのような流れの中で強

行された。国の直轄事業であったが、実施に当たって国よりも、むしろ県が

主導性を発揮したことは、この当時の＜国策＞遂行における地方自治体の位

置をよく表現している。苫田ダムの建設を先頭に立って推進したのは、長野

士郎・岡山県知事であった。長野氏は、のちに「……苫田ダムは建設省が計

画した国の直轄事業ですが、偉そうに言うようですが県の取り組みがなかっ

たら何もできていないでしょう。県のおかげですよ。国策といえども地元自

治体が動かなければできません。だから予定地の地元が反対するというだけ

で県が腰を引いたら何もできない」と回顧されている。建設を進めた動機

は、以下である：

「……どうも今のままでは岡山県は水の面から人口とか産業とかに歯止め

がかかるかもしれない……これは岡山の将来を考えた場合容易ならざるこ

とだな……俺の時にやってしまわないといけないのではないか」（長野，

2014：196，200，206）

　ここには、ダム建設がたんに国（中央）の強いけん引によるばかりでな

く、国から財源を地域に多く移入しようとする地方自治体側の積極的な呼応

によって推進されたことが物語られている。それは、国と地方をあげて、日

本全体が経済と社会の成長・拡大を追い求めていく姿であり、誰にも制御で

きない怒涛のような流れであったといえるかもしれない。

　＜国策＞は＜暴走＞した。ここで言う＜暴走＞とは、次のような３つの意

味を含んでいる。第１は、＜国策＞＜国益＞の名のもとに、個人の基本的人

権、あるいは＜少数派＞の生活の権利を強引に押しつぶしていったことであ

る。この過程では、金銭による懐柔ばかりでなく、公権力によるさまざまな
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圧迫手段が使われたことは、多くの水力ダムや原子力発電所の建設事例で証

明されている。第２は、ある開発計画が本当に必要なのか、公共性、合理性

はあるのか、代替案はないのか、などの点について、その都度、十分な検証

が行われたのかどうか、また、それを検証するための民主的な手続きを踏む

制度があったのかどうか、という問題に関わる。高度成長期のダム建設ラッ

シュ時期には、それぞれの計画について、こうした検証はほとんど行われる

ことなく、計画が実施に移されていった。逆に、計画に反対する地域の住民

は、＜多数派＞の利害に逆らう＜少数派＞のエゴとして非難された。第３

は、狂乱的な国土開発と産業基盤を優先した公共投資の歪みの結果として、

無秩序な都市化と都市の肥大、その対極としての地方の衰退と過疎化、生活

基盤整備の立ち遅れ、公害問題、森林や河川の荒廃とその結果としての自然

災害を引き起こしたことであり、公共土木事業を検証なく推進させた政治

的、経済的構造が存在したということである。

　＜暴走＞をめぐる、これらの３つの論点は、同時に＜暴走＞を抑止するた

めの政策の方向性を示している。それは、（１）＜多数派＞の利害も大事だ

が、同時に＜少数派＞の生活権も尊重されるべきであり、公権力は一方的に

＜少数派＞の生活権を侵害してはならないこと、（２）それぞれの国土開発

計画において、本当に必要性があるのかどうか、また、それに代わる代替案

は存在しないのかについて、民主的な手続きにより十分な検証が行われるべ

きこと、（３）検証なく公共土木事業を拡大させた政治的、経済的構造、国

と地域との関係構造を改革すべきこと、の３点である。

　現在の視点から振り返ってみれば、国土開発をめぐる社会的な対立の構図

とは、人口の大半が集積する大都市・産業集中地帯と森林や河川という自然

環境の中で暮らす地域との対立であったと言えよう。大都市や産業地帯は、

自らの発展のために、森林・河川地域に電力や用水を提供する役割を迫っ

た。犠牲は生ずるかもしれないが、金銭で補償してやるという姿勢である。

大都市や産業地帯の側は、圧倒的な政治力、経済力を備えており、森林・河

川地域の側は対抗力を持ちえなかったということになる。
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５　国土開発と地域の暮らしは調和できるのか？

　国土開発と地域の暮らしは調和できるのか？　それは、ようやく1990年代

になって、発することができるようになった問いである。高度経済成長と並

走するかのように、＜国策＞としてのダム建設が＜暴走＞していた時代に

は、その＜暴走＞を阻止することはできなかったし、また、阻止できる政治

的、社会的な力を結集することはできなかった。その大きな理由は、阻止の

ための思想的な基盤が確立し、共有されていなかったことにあると考えられ

る。国土開発とダム建設の流れに変化が生まれるのは、人間の人為的な経済

活動と生活の基盤である自然世界との共生・調和をめぐって、新たな認識の

転換が起き始めたことと深く関連する。認識の転換は、日本だけでなく、世

界的な次元で起きつつある。ダム建設の問題は、推進者とそれによって被害

を受ける人たちという関係を超えて、経済活動と自然環境の共生というより

広いパースペクティブにおいて位置づけられることになった。それは、人口

の集中する大都市・産業地帯と広大な森林・河川地域とそこに暮らす人たち

との共生・調和という問題である。

　こうした認識変化の大きな転機となったのは、愛知県の長良川河口堰の建

設反対運動と徳島県の吉野川河口堰反対運動であったとされている。長良川

河口堰は、中部地方の経済発展に伴う水需要の激増に備えようとして、水資

源開発公団（現・水資源機構）が1995年に建設した可動式堰である。しか

し、水需要は予測したほどには増えず、アユの成育を阻害するなど生態系を

破壊する問題が生じた。建設とその後の運用に対する反対運動は、かつての

水没者や周辺住民の生活侵害問題ではなく、環境問題に焦点を当てていたこ

とが画期的な特徴であった。これに関連して、反対運動の担い手もダムによ

る被害者ばかりでなく、受益者も含む広範な広がりを持つようになってい

る。ある研究は、「1990年代以降のダム反対運動には、①問題の切り口の多

様化、②主体の転換という新しい特徴がみられる」ことを強調している（梶

原，2014：４）。2020年現在、この可動堰運用はなおも続いている。しかし、



－122－

＜国策＞としてのダム開発と地域の暮らしの相克

水需要の予測を大幅に誤った「不要な公共投資の典型」（ある大学教授の表

現）と指摘され、愛知県知事も「日本には大型公共事業を後で検証するシス

テムがない。我々は今後も粘り強く検証していく」（日本経済新聞2015年７

月４日）と発言し、再検証の必要性を強調している。1997年に河川法が改正

され、河川環境の維持・保全という発想が導入されたことは、この反対運動

が提起した環境保護問題への対応であったと考えられている。そこでは、河

川管理の目的として、河川生態系や植生の保護・育成が追加され、従来のコ

ンクリート主体の護岸工事の修正やダムの河川維持放流の義務付けなどが規

定されている。従来の河川管理の考え方に比較すれば、画期的な変化であっ

た。

　一方、吉野川河口堰問題は、水害予防のために、江戸時代に作られた固定

堰を撤去して可動堰を建設しようと意図する計画で、1990年代末に本格化し

た。しかし、この計画に対しては、下流域に広がる干潟に壊滅的な打撃を与

えることなど河川の環境破壊を引き起こすこと、1000億円を超えると見積も

られた巨額の工費が地元に大きな負担を強いること、水害予防のためには、

可動堰以外の代替案も存在しうること、などの理由から、激しい反対運動が

巻き起こった。2000年１月に徳島市で住民投票が行われ、90パーセントを超

える反対意思が表明され、計画は事実上撤回されることになった。

　これらの反対運動が問題とした巨大な人工的建造物による自然と生態系の

破壊への疑問、日本中で行われてきた公共事業の決定過程と資金調達の不透

明感などの問題は、日本社会全体にも広く共有されるようになっていた。

2001年２月に、田中康夫長野県知事（当時）が発表した「脱ダム」宣言は、

そうした世論の変化を背景にしていたと考えられる。

　「脱ダム宣言」は、「河川改修費用がダム建設より多額になろうとも、100

年、200年先の我々の子孫に残す資産としての河川・湖沼の価値を重視した

い。長期的な視点に立てば、日本の背骨に位置し、数多の水源を擁する長野

県に於いては出来得る限り、コンクリートのダムを造るべきではない」と述

べている。そして、進行中だった下諏訪ダムや浅川ダムの計画を初め、すべ
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てのダム建設計画を中止することとした。ここには、人工的な建造物である

ダムによってではなく、森林の水源かん養機能によって、洪水を調節しよう

とする「ダムによらない治水」「コンクリートのダムより緑のダム」の考え

方が提示されている。熊本県の川辺川ダムの建設計画は、この考え方に立っ

て白紙撤回された。

　しかしながら、長良川河口堰、吉野川河口堰、川辺川ダム、下諏訪ダムな

どの反対運動や「脱ダム宣言」に示された考え方が、今後、森林と河川をめ

ぐる基本的な政策として定着していくかどうかについては、なおも大きな問

題が横たわっていると言わざるをえない。実際、熊本県の川辺川ダムの場

合、2020年７月の豪雨による洪水氾濫の大規模な被害のために、知事は見解

を変更して、建設を容認せざるをえなくなっている。田中・長野県知事（当

時）の脱ダム宣言にせよ、その社会的衝撃力は大きかったが、長野県の公共

土木事業をめぐる政治・経済構造を変えるまでには浸透していない。また、

田中氏が提案した「長野モデル」には、森林の機能を配慮した「治山」への

洞察が十分ではないという問題もある。長野県は河川の上流域にあり、水源

となる森林を抱えている。しかし、その森林は戦後の「拡大造林」政策によ

り、人工林に置き換えられてしまっており、しかも、それが伐採時期を迎え

ているのだ。事実、「脱ダム」宣言が出された2001年から数年計画で伐期の

人工林は伐採され始めた。「脱ダム」を現実化するためには、水源地として

の治山の策を立てて、長野県全体で保水力のある山をつくることが最重要課

題となる。

　2016年から、国連の提唱により「持続可能な開発目標」（Sustainable�

Development�Goals）という政策構想が打ち出された。そこには、地球とい

う自然環境と人工的、人為的な人の営みである開発との間の調整を図ってい

こうという考え方があり、経済という人間の営みは、私たちが生活する地球

という自然そのものを破壊してしまうのではないかという深刻な危機感が横

たわっている。日本は、森林と河川の国である。人の営みとしての経済と自

然環境との共存を目指さない限り、私たちが暮らしている生活の基盤そのも
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のを破壊してしまうことになる。

　戦後の経済の営みと自然環境の不調和の問題はすでに表面化しつつある。

一例をあげれば、戦時から戦後の乱開発によって伐採されてしまった森林

は、土壌の脆弱な原野と化し、土を保全する機能は失われ、伐採用に造られ

た林道は、地表流により川となり、土砂流出、地滑り、災害の引き金となる

恐れがある。ダム機能は、堤防の嵩上げ、川底の浚渫によって、洪水調整機

能を充実させていると誇るが、雨量の多い時は治水どころではなくなり、中

流域及び下流域での河川の氾濫を引き起こしてしまう。持続可能

（sustainable）な発展とは、森林の持つ根源的な水源涵養機能を培うことで

はないだろうか。また、用水についても、水源かん養機能が乏しく、森林の

水保全機能が弱ければ、雨量の少ない時は、下流域では断水状態が現れる。

1990年代に、下流域が渇水に見舞われた河川の上流域では、水源のかん養機

能がもともと乏しかったという現実がある。戦後、人工的に造成された森林

の伐採が進んでいる現在、中流域・下流域での河川の氾濫は免れない。河川

流域の伐採計画の見直しを検討しなければ、豪雨で河川の氾濫が起きてしま

う恐れがある。

　経済開発と自然環境の調和をめぐる認識は、世界的な規模で変わりつつあ

る。しかし、思想的な転換だけでは、事態は変わらないと考えられる。実

際、戦後の公共土木事業を推し進めてきた国と地方の関係、政治的、経済的

なシステム、財政的な仕組みはあまり変化していない。ダムの竣工数も「脱

ダム宣言」が行われた2001年前後には、減少の流れを見いだせるが、2010年

以降の竣工数はリバウンドするかのように増加に転じている。世界的な次元

でも、地球環境の危機が叫ばれながら、各国はそれぞれの経済的な利害から

積極的に動き出そうとはしない。現実に事態を変えていくためには、一つ一

つの開発計画に対して、綿密な検証を行い、計画を変更させていくような住

民の政治的な力量が必要になる。
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