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砂防事業のなりたち

武 居 有 恒

今日では“砂防”という言葉はかなりポピュラーなものになり，また“砂

防事業”とは，土砂害を防ぐために計画されている事業であると素直に理解

されている。

しかしながら，われわれが現在の生活感覚をもとにして，常識的に異論の

余地はないと思い込んでいる土砂害というものにしても，自然現象としては，

侵食輪廻の一過程における必然的な土砂の移動現象にすぎない。そして，そ

れが人間生活にとって禍いとして受け止められるということ自体は，たしか

に非常に古い時代からのことであろうけれども，消極的あるいは積極的にこ

れに対応する人間の営みを通じて，はじめていわゆる災害としての意識が形

作られるわけで，この意味においては，土砂害というものの内容は時代とと

もに変化しているということを考えておくことが必要であろう。

近代文明あるいは技術というものが，自然の法則性を知りこれに適応しさ

らに調和を保ちながら，その力を利用することによって発達して来たのと同

様に，自然現象に原因する禍いを防ぐという営みも，その現象自体を停止さ

せようと意図されたわけではなく，むしろ順応するという形から出発し，人

間の自然に対する働きかけが高度化するに従って，しだいに防ぐとし、う言葉

にふさわしい内容を持つようになって来たといえる。

人閣の土地利用が組放でありまた技術未発達の時代においては，おそらく
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自分たちの生活の場をその生活体験に基づいて，土砂の流出によ る被害を受

けないような場所に選ぶということによってのみ対応したで、あろう。またあ

る場合には，古代国家にみられるように，沖積平野の氾濫による自然肥培を

積極的に利用するという知慧を働かせて対応している。いっぽう，現在のわ

れわれの生活においては，豪雨などによって山地で生産され流出してくる土

砂は，河道という きわめて限られた空間を通過して海まで運ばれるはずのも

のと理解されており，しかもそれが流下する過程において流水の疎通を阻害

することなく，また河道において得られる種々の便益をそこなうことなく運

搬されなければならないという，いわば，きわめて苛酷な要求を基準にして

災害をとらえようとしている。あるいはまた，がけ崩れのように土砂の移動

が小規模で移動距離も比較的小さいものでも，地すべりのように移動の早さ

が小さいものでも，これによって被害を受ける対象が存在する限り災害とし

て受け取られる。そして，その災害を防除 ・軽減しようとする営みも，積極

的に斜面を安定化させたるめの改造加工や，河道の形態を変更し， また土砂

を貯留する空間を造成するような，大規模かつ広範囲の働きかけにまで広げ

られている。

このように，土砂の生産流出という自然現象に対応する仕方は，それぞれ

の時代の生活状態および技術水準ならびにこれらを支える社会経済的な要因

によって，いつの間にかいちじるしい変貌を遂げてきていることは明らかで

あるが，その内容を変化させた要因についてはさらに詳細な分析が必要であ

ろう。

土砂害に対応する営みは，個人的な問題としての目的意識および現実的な

行動の集積がその変化の要因となってはいるが，その限りにおいては雑然と

したしかしながら連続的な変化過程を，動向として把握しうるに過ぎず，ま

たそれ以上の説明は必要としなし、。しかしながら，土砂筈の対応は単なる個

人的な行為の集積ではなくて，集団としての営為すなわち事業として展開さ

れることによって局面が転換し，逆にこれが個人的な判断を規定してゆくと

いう面も無視することはできなし、。むしろ，こうした土砂害への対応を含む

社会的な事業の成立が個人的な意識にインパクトを加え，不連続的な発展過

程を経て現在に至っているとみるべきであろう。

人間の営みを個人的な次元でみるならば，たとえば農耕とは有用植物の選
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択的育成であって，そのために選択された種の安定な生育と競争者となる不

用な種を排除するという行為であろう。 そのためには土地の生産性を保全す

ることが要求され， もし傾斜地において農耕が行なわれるならば，土壌侵食

や養分の流亡を防ぐためには当然これに対応する耕作が行な われるであろ

う。そしてその行為が侵食防止とい う内容を持っているならば，これは明ら

かに土砂害に対応する営みではあるが，個人的な必要性が個人的な営為とし

て解決しう る限り， これは事業としては成立しなし、。あるいはまた，住居を

選定し定住しようとする場合に．安全性を確保するためにその場所を選び整

地し周囲に適当な植樹を行なう という行為が行なわれるとき，そこには当然

土砂害に対する配慮が存在するであろうけれども，住居の建設自体はこれが

個人的な問題として解決される場合は，前の例と同様に事業として考慮され

るには至らないであろ う。

事業は集団と しての営為であって，その行為の選択：土個人的な判断による

のではなくて，社会的な集団の営為として比較判定される。 土砂害に対応す

る営為であっても，個人の選択においてはその比較される対象は，農耕に投

入される労力の効率， 移転地入手の難易，堅固な住居の建設などというよ う

な条件であろうし，また集団の場合であれば，組織の維持 ・拡大 ・行政 ・軍

事 ・福祉・ 祭把などの営みに投入される役務との比較においてその選択が決

定されるであろう。したがって，土砂害を防止する営為が集団の事業として

選択し実行される とすれば，当然その内容はより広汎な外的な力のインパク

トの結果として， 時代の変遷とともにいちじるしい，また不連続的な変貌を

遂げる。 とく に土砂害というものが．その自然現象としての属性において不

可避的なものがあ り，一定の対応形式が作り上げられるならば，これを変革

することは個人的にはほとんど不可能であるという性格が強いという点を考

慮すると， 個人的な営為の集積が徐々に内部的にその内容を変化させてゆく

よりは，外部的なインパク トによって発生した事業が個人的な対応を変化さ

せるという形で進行し，こう した不連続的 ・段階的な変化過程のなかから，

これを一貫して動かして来た連続的なコンテキスト・~読み取ることが必要に

なってくる と思われる。も とより筆者は歴史家でもないしまたこれを裏付

ける資料を独自に集める ということも行ない得ていなし、。ただ，従来から周

知されている資料をアレンジすることによって，砂防事業変遷の跡を追い求
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め，これを現代とくに最近数十年の砂防事業展開の動向に結びつけてみたい

と考えるしだいである。

わが国における砂防行政のもっとも古い記録としては， 806年（大同元年〉

大井山河岸の伐採禁止があげられ，またこれを根拠として古来から治山治水

に関心がはらわれてきたとする者もあり，またいっぽうではこれが異常に古

い時代であり，その後1600年代までこれに類する措置の記録がないためにそ

の意義を無視する者もあるが，この問題についてはもう少し詳細に検討して

みる必要がある。

この時代に先だっ600年代後半には，いわゆる大化の改新によってはじめ

て強力な中央集権国家が形成され，700年代前半にかけて政府による水田開

発が進められ，また伐採制限・禁止，山守部の設置などが行なわれている。

しかし700年代後半には早くも律令体制はしだいに荘園制に移行し， 794年の

平安遷都は大和平野を基盤とする豪族集団国家が実質的には藤原家を中心と

する貴族国家へと変貌し去った結果を示すものとされるであろう。この段階

における禁伐一般を対象として考えるならば，それが森林の土砂害防止ある

いは理水機能を根拠と してと られた措置であると考える ことはかなり無理が

あり，また原始的な信仰の対象としての山岳森林の保全のためだけと考える

こともできなし、。強力な権力な らびに経済力の集中，頻々と行なわれた都市

や仏閣の造営が用材の価値を高め，この段階で森林は無限に木材を供給する

自然物から所有管理の対象という性格を付与され，さらに支配者の財産とし

て位置づけられだしたと解することができる。ところが，大井1-U＊禁伐に関

する限り，森林の砂防的機能の評価に基づいてとられた措置である ことは，

r日本後記』の記述からも否定できな し、。すなわち，「河水暴流，則堰壌論

没，採材遠所，還失濯瓶」とされ，そのため河辺の祈伐を禁止し諸国に同様

のものがあれば同じような措置を行なうとされている。またほぼ同じころ，

山城国 1万人を集め葛野川料の築堤が行なわれており，いわゆる山林行政の

範曙で考えられたのではなく，治水行政の一環としての禁伐であったと判断

する方が妥当と思われる。ところで，治水の一環として山林がその視野にと

らえられるのは，わが国においては明確になるのは1600年代であり，ヨーロ

ッパにおいても1215年のルイ四世の水と森林の関係についての司令，1342年

＊大井山：現在の嵐山。 料葛野川： 現在の桂川。
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のポン禁令， 1608年のベニス政府のポー河上施の伐採放牧の害についての書

簡など文化 ・経済ともさらに発展した時代まで下らなければならない。 研究

が進めば資料的にさらに遡ることができるかも知れないが，とにかく一般的

な感覚としては異常に早い時期にこのような措置が現われていると思われ，

これを説明しうるなんらかの特殊事情を考えてみる必要がある。

わが国の水田農業は古くは沖積地に発達したものではなく，盆地周辺の湧

水 ・小河川を利用する濯慨によって行なわれたものとされている。もちろん

かなり古い時代から湿田を耕作した遺跡も発見されているが，この時代には

上田 ・中田は乾田であり，下回 ・下々田に湿田 ・喋質地が区分されていた。

しかして乾田が水田として利用されるためには，容易に給排水可能な濯概水

路が必要なことは当然の帰結である。大河川下流部の沖積地利用には大規模

な水利事業が必要で，この時代の技術および経済的基盤からすればその実行

はきわめて困難であり， 700年代から盛んに行なわれた水田開発は渓流ない

しは小河川を利用する濯瓶によるものと推察される。このような形態の土地

利用がまず進行した理由は，わが国の地形 ・気象条件によるもので，山地か

ら盛んに流出する土砂の供給によってこのような方法で開発するのに適した

土地が形成されたので、あり，またそのゆえに，これらの土地は本来土砂害を

受ける危険性を内在さぜている。沖積地農業においては土砂害が存在しても，

これは流水の氾濫に付随するものであって，土砂害それ自体よりは氾濫防止

という形で対応されるであろう。またいっぽう，上述のような土砂害は盆地

周辺の水田農業にとって避け得ないものであっても，それが災害として意識

されこれに対応する積極的な営みが行なわれるようになるためには，なおひ

とつの段階を経る必要がある。すなわち，農地利用管理の固定化ならびに長

期的 ・組織的な投資が行なわれることによって，その被害はより重要な意味

を持つようになる。この段階を進めたものが，律令体制を掲げた古代国家の

建設であり，荘園制への移行は土地支配の固定化とともにより集約的な開発，

とくに濯瓶施設の整備を導いたで、あろう。その結果， 濯概水路の維持管理の

障害としての土砂流入に対する社会的な関与が始まる条件が満たされる。も

ちろん当時においても現在の土砂災害に相当するような多量の土砂流出も発

生したで・あろうが，そのような大災害はむしろ不可抗の自然現象として諦め

られ，積極的に対応する術は知らなかったに違いなし、。彼らによって管理し
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うるものと考えられた空間に，その社会経済的な力量によって対処しうるよ

うな土砂害があらわれた時，そこにこれに対応する措置が行なわれたとみる

ことができる。

以上のように考えてくると， 9世紀初頭にあらわれる“河辺禁伐”の制は

わが国における土砂害に対応する営みとして，はっきりした意味を持って来

る。すなわち，わが国の古代国家の経済基盤をなしていた盆地周辺の台地に

おける水田濯翫農業は，その自然条件のために土砂害を受けやすい性格を持

っていた。 しかし，それが災害と して対応されるようになったのは，強力な

集権国家が誕生し農地が管理されまた濯瓶水路が形成されることにより，当

時の技術および経済力によって土砂害に対応することが可能かつ必要になっ

た時期に相当している。かつまた，この制を布かれた大井山・葛野川周辺は

長岡遷都， 平安遷都を目論んだ当時の政治的権勢者が基盤とした先進地域で

あったことを考えると，この河辺禁伐は必要性を持った土砂害防止対策とし

て，社会的な事業として行なわれたものと理解することができる。

さてしからば，このような必然性を持って発生したと理解しうる砂防事業

が，その後1600年代までほとんど記録の上から消滅してしまう のはなぜであ

ろうか。中世における記録は中央権力の推移と関係のないものは散逸し，ま

とめにくいという説明はできるが，1600年代にふたたび突如として現われて

くる治山治水思想あるいは治山事業と結びつけるためには，その間の経過を

なんらかの形で推察することが必要である。

800年代になると荘園体制を基盤とする貴族国家が確立され，生産物の収

納が安定化するとともに，支配者の生産者に対する直接的な関与はしだいに

稀薄になってゆ く。そして実際に農村において生活し， 生産に従事し，また

土砂害などの直接の被害者となる農民が村落共同体的な集団を形成しはじめ

る。また王朝国家においては，国分田 ・班田などに配置された人間の労働力

を直接収取する方式は，名における土地私有権の強化によって事実上地代的

な収取方式へと転換してゆく。その結果，山野水利の維持管理も実質的には

これら農民層の手に移されてゆくもの と考えられる。もちろん，形式的には

1Il野末荊寛吉I王正級所有権に支配され，またその支配権が農村における支配

機構の基礎となっていたものであり，さらにまた直接的な生産者自体がこれ

に関与し得たのではなく，名主層が水利山野用益の排他的特権を保有してい
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たものといわれる。わが国における農業は田畑の肥料として主に山野の肥

灰 ・刈敷 ・厩肥に依存しており，この状態がかなり広い範囲に今世紀初頭ま

で続いている。したがって、 山野の確保と水利維持はも っとも重要な生産手

段であり，これを管理する体制が農民支配に通じ また逆にこれが農村共同

体の結合の紳でもあったと考えることができる。すなわち，最初外部的条件

として与えられた山野水利の管理は，次には農民自身の問題と して農業生産

技術のなかに組み込まれてゆくという経過を辿る。

12世紀に入ると占城米の輸入から三毛作がしだいに普及し，その結果，一

定期間の給水断水のため濯概排水の用水開発が行なわれ，これと同時に地味

の消耗を防ぐための施肥の重要度を増し山野への依存度をも高める。 このよ

うにして一方では生産性の向上による地方経済力の上昇を招き，他方では山

沢水利の維持管理の重要性が増大する。中世における上級権力聞の抗争は，

生産力の増強に自ら関与してその基盤を固めるという方向よりは，安定した

収奪機構によって集められた富をし、かに分ち取るかという実力闘争の様相が

顕著になる。しかしこの間においても権力授受の過程をみる と，まず生産者

からもっとも遊離した貴族階級が生産を直接管理した地方官吏あるいは土豪

の出身である武家にとってかわられ，武家の頭領が権力を。奪いさらにその武

家自体が貴族化するに及んで，地方官 ・土豪の独立性が強まり， ついに室町

中期以降のいわゆる下剤上，戦国の時代へと移ってゆく。

このよ うな趨勢のなかで、は， 山野水利の維持管理は上級権力が直接介入し

て事業的な形で成立する可能性は少なし水利ないし治水技術は山野の維持

管理とともに農業生産技術のなかに不可分の形で組み入れられ，事業として

は歴史の蔭の部分にかくされてしまったと考える ことができる。 とはし巾、な

がら，山野水利の管理は個人あるいは家族単位で遂行し うるものではなくて

なんらかの形で共同体的な組織がこれを担ってきたと考えることが必要であ

ろう。そのひとつの可能性として，村落共同体である惣がその実質的な担い

手であったのではないかと推察される。惣は生産者の活動のための組織と し

て，山野水利施設畦畔の共有管理を行ない，惣内部の争議の調停． 秩序維持

を行なうとともに他の集団に対する防衛に当たり，その組織は半面において

支配組織として利用されると同時に，逆に政治的支配に抵抗する組織と して

存在した。このよう な農村の実質的な組織機構がふたたび上級権力の組織の
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なかに組み入れられることによって，織豊政権から徳川幕藩体制へと移行す

る安定政権が作られてゆく。すなわち，万狩りによって象徴されるこれら自

治体からの武力の暴奪と，用水権水源の領主的所有，山野稼場を入会地とし

て農村に預けるという形で，基本的には封建領主によって収公されると同時

に抵抗組織としての力を失ない，農村の組識機構はそのまま上級権力の支配

機構として機能するようになる。

1600年代の幕藩体制の安定期に入ると，いったん農業生産技術のなかに埋

没していた治山治水が，とれを担って来た組織の浮上とともにふたたび上級

権力とのつながりを持つことによって事業と Lての形が現われて来るものと

考えるならば，多くの推論を積み重ねたとはし、いながら，いちおう 900年代

から1600年代までの空白をつなぐ説明とすることができる。

しかしながら， との時期にあらわれた淀川水系の“山川提”にみられる土

砂留工事と，熊沢蕃山の『集義外書』ほかにみられる治山治水思想、は，土砂

害への対応という共通の内容を持ちながら，その意図するととろはむLろ極

端に異なっている。ここにまた，新たに産まれてきた外的な要因を考えてみ

る必要がある。

山川提は1666年山城大和伊賀の 3国および5畿内に公布され，さらに1684

年には近畿7国の山林作業が禁止され，また土砂留奉行が置かれるに至る。

この形態は明治初年における淀川水源砂防事業にほとんど同じように引き継

がれてゆくことから，いわゆる砂防事業のはじまりとして高〈評価されてい

る。そして，その主な目的が淀川水運の維持にあったことも多くの論者によ

って指摘されている。しかしここで一考を要するのは，徳川幕藩体制は本来

土地支配による農業生産力を経済基盤として成立したもので，一方， 16世紀

以来商品流通の発達によって経済力を高めてきた商人資本の拾頭は，農村・支

配の完成によって成し遂げた秩序機構を不安定化する要素を持っていた。室

町幕府は武家の領土安堵によって上級権力を構成しながら，一方ではその経

済的な支阻基盤として貨幣経済流通機構に積極的に介入して行ったことは，

かえって商人資本の形成を助長し 16世紀には博多 ・堺・京都・奈良には全

国的規模の流通機構を支配する商人資本が形成されていた。しかも，畿内を

中心とする高度の生産技術 ・消費水準と遠国におけるそれとは十分拡大され

ており，たとえば米価は東北においては畿内の数分のーに過ぎなかったとい
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われる。このような状態において，生産性の上昇速度が遅く，自給消費の余

剰を収奪する農業生産を基盤とする武家の経済力は，当然，商人の経済力に

よって凌駕されるべき運命を持っていた。したがって，武家の土地支配体制

は，すでに過去のものになりつつある生産体制を基盤としたものであり，実

質的には次の時代の担い手はこれら商人階級へと移りつつあったといえる。

ここに士農工商の作為的序列によって商業を圧迫し彼らの支配基盤を守らな

ければならなかった必然性がみられる。このように考えると，淀川水運の維

持は，商品経済の中心であった畿内における運輸交通幹線確保の意味を持つ

ものであり，幕藩体制はその首都を江戸に移したとはL、L、ながら，近畿圏の

経営においてはじつは彼らに対抗する勢力となりつつあった商品経済の発達

に手をかさざるを得なかったことになる。幕藩体制自体も もとより商品経済

の利益を放棄していたわけではなく，農村支配を確立するとともに，一方にお

いては城下町経営によって流通機構の支配を試みている。しかしながら，本

来武家の主従関係による縦構造の支配組織の末端において分断された形で，

土地を通じて農民支配を安定化させる という機能を持っている幕藩体制は，

横方向に連絡する流通組織とは本質的に相容れないものであり，根本的であ

る支配形態が優先する限り流通機構に決定的な介入はできない。もしそれを

あえて行なうならば，自らの基盤を掘り崩すという自殺行為になってしま う

という根本的な矛盾から逃れる ことはできなし、。そこで商人は利用しまた利

用されるものとなる。こうした力のバランスが，幕府をして淀川治水に積極

的に介入せしめるという時代が，1600年代にあらわれてきたとみることがで

きる。

支配階級である上級武士が城下町に定着し，その経済基盤である農村の経

営には単に下級官僚を派遣するとし、う不安定な形をとりながらも， 300年に

わたる支配体制を貫徹し得た理由の一半は，農村の生産性停滞と分断支配に

よってそこから起こって来る体制に反抗する力が芽生え得なかったというこ

とによるものであるが，しかもなおかつ，農村共同体がそれ自体の力によ っ

て比較的安定した生活を確保しうる条件は温存し，これを利用するという巧

妙な手段に負うと ころが多い。そして，その農村・共同体を統御する機i憾のひ

とつとして，すでに農業生産技術のなかに組み込まれていた山沢水利の維持

管理があったと考えることができる。したがって，それは指導監督される対
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象ではあっても，積極的に投資あるいは助成される対象とはならず，事業と

して新しい意味を持ち始めるとは考えられなし、。結局， 1600年代の土砂留は

これとはまったく別のところ，すなわち中・下流部の先進地の要請によって

はじめられたものと考えなければならない。

ところが，「山林は国の本なり」と説いた熊沢蕃山の治水思想、はこれとは

かなり異った趣を持っている。蕃山の考え方は，生産を高め経済の発展をは

かるというのではなくて，逆に倹約を勧め農業生産を基盤とする自給自足体

制に近いものを理想としている。彼はむしろ，武士が農村を離れ城下町に定

着することに危倶をいだき，農村与帰り農民に密着した生活を営むことによ

って常にその立脚する基盤を確保することを考えていた。また試行的なもの

であろうけれども，岡山においてこれを実行している。彼の山林に対する評

価は，水源を描養し，土砂の流出を防ぎ，河床が上昇することによる洪水の

害を防止するために必要で、あるという考え方である。その由って来るところ

は岡山という禿山が多く気候的にも早害を受けやすい地方の経営に当たった

としづ条件に関係するところが大きいが，基本的には農業生産の安定化であ

り， 実学を重んじた陽明学者として生産の末端組織までを包括した経営を主

張 したものといえる。蕃山は，一方では岡山の城下町を水害から守るために

旭川に乗越堤を作るとし、う治水工事も行なっているが，基本的には山林の保

全が根本的長期対策であり，河川｜の維持管理は応急的なものであるという考

え方を取っており，河川工事はその河状を把復さえできればどのような対策

でも可能であるというきわめて楽観的な見通しを持っていた。したがって，

当時岡山藩で布かれた掘かくい停止 (1642年〉，襲株の掘取禁止 (1654年〉，

山々 に松の種子播種 (1656年〉などの施策が国土保全の基本対策として位置

づけられていたことはほぼ間違いない。

1600年代後半になると，全国の各藩において禁伐を中心とする山林行政が

行なわれるようになる。その多くが，田山 ・水之目山 ・水元山 ・用水林 ・養

水林などの言葉にもみられるように，濯i証用水を確保するための水源油養を

目的とする森林保全といわれている。淀川水源あるいは岡山地方における禁

伐は，もともと禿山の多い場所であり， 直接観察によっても容易に感知され

る流出土砂が問題とされたものであり，また現在の知識によっても森林の機

能としてもっとも確実有効で、あるとみとめられている表面侵食防止作用が評
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価されたものであるが，水源j函養を謡ったこれらの禁伐は必ずし も素直に受

け取れない面がある。わが国において森林の水源かん養について信仰的な評

価が存在したと思われる節はあるが， これを評価する明確な意見が農業家 ・

林業家にみられず，かえって熊沢蕃山，佐藤信有というような儒家が称揚し

ているの もいささか気にかかる問題である。また現在の実証的な研究の結果

が，水源j函養機能に対して明確な評価を容易に与え得ないということを考え

ると，生活経験あるいは実感によって判断されていた森林の効果に対する当

時の評価の内容が，果たして現在いわれる理水機能そのものであったか否か

は疑問の余地があるO 単純に森林と流出の関係を結びつけるならば，洪水災

害における土砂害と水害，あるいは高水調節と低水保持は森林の機能として

は分離して考えられないような相互に関連し合ったいくつかの要素の異なっ

た面を示すものであり，また禿山や河岸における流砂防止のほか，積雪地帯

における融雪遅延の効果などは素朴に評価されていたにちがし、なし、。しかし

一方では，生産および消費の増大によって用材 ・薪炭材 ・緑肥などの資源の

保全・管理が必要となってきたこと，封建領主の財産として森林蓄積の増大

が意図され，また社会機構の安定化によって農地のみならず山林までが具体

的に管理される地域のなかにとり込まれるようになったことなどの結果とし

て，形式的にはそこに加えられる制約は農業技術との関連において治水のた

めの禁伐とされたとも考えられるO このような禁伐林の持つ意味の二重性は

明治以後の施策においても まったく 同様にみられるところで，制度と しての

禁伐は権力者ないしは社会の危機に対応するための備蓄的な性格が強く，流

域保全を目的主する独自の経営が真剣に考えられるようになったのはごく最

近のことである。極端なし巾、方をするならば，森林資源の保全を支えるため

の蛇足として，森林の効用に対する過大の期待が形成されて来たとさえいえ

るかも知れない。

土砂害への対応を考えるには，やは り現実に行なわれた砂防ないし治水工

事に目を向けることが必要であろう。淀川治水においては， 1686年の河村瑞

賢の献策では水源の土砂留工事を含めて， 4万両の費用が必要とされたが，

幕府はこれに対し 2万両で急務と される下流の修復を行な うに止めた。 土砂

留については，その必要性を認め山林の禁制を定め，また工事を監督する土

砂留奉行および土砂留方与力を置き工事の実施を督令している。その工法は
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瑞賢が図解して示したといわれるが，これらはとくに新規の工法を創めたの

ではなしすべて旧来の仕来りの方法を図にしただけであるとされている。

また制度的には確立されたといっても，現実にはその実行は農民に強制し

ほとんど民費で行なわせたもので，その監督自体さえも しだいに形式的なも

のに惰し， 遊山的な巡回が行なわれたこ とを噺笑するような記述が知られて

いる。 一方，下流河川の堤防修築 ・波深なと。についてはこの時期からその記

事は増加し，淀川はもとより関東 ・伊豆 ・美濃 ・伊勢 ・甲斐などの諸河川で

も水路掘さく ，洲渚の取除け， 堤防の補築などの記録が多くあらわれる。こ

れらの工事もじつは諸藩の手伝い普請であったり，また大壊の修築を官費で、

行な うのはやむを得ないが瑛細な工事は村費で行なわせるとか，経費節約の

ため簡易工法を行なわせるなど，幕府自体が積極的に治水に取り組んだ とは

考えにくし、。むしろ糊塗的に継続され，あるいは他の政策の補間的なものと

して続けられたとい う状態であろう。河川工法においては，江戸初期には河

道を広くとり，堤防を低くし霞堤などを応用する急流河川に適した関東流が

主流を占めるが，中期以降は流路を通直にし堅固な堤防を築く平地河川むき

の紀州流が主導的になってゆく。そして沖積平野湿潤地の開発保全が進めら

れ，これらの事業は土砂害とは比較的無縁なものとなり，主と して流水の疎

通そのものに大きい関心がはらわれる。こう して土砂害への対応は実質的に

はふたたび農民の手に委ねられながら，いちおう文化・ 文政まで、は治水のた

めの公共的な投資が継続するが， 1800年代後半に入ると徳川幕府の威勢も衰

え，事業はも とよ り制度的な抑制すらも しだいに困難になってゆく。

明治政府が誕生するにいたり，ふたたび急速に治水事業が復興されるが，

まず，明治元年 (1866年） 10月には早くも淀川改修を目的とする治河使が設

置される。この年淀川は非常の洪水に見舞われ，木津川合流点付近約 1里に

わたり堤防決潰し大災害を生じている。明治 2年から付近各村の役夫を集め

八幡付近の木津川付替に着工しているが，「この工事の目的はもとより 治水

政策ではあるが，なお第二の目的と して被害人民に対するお救い普請であっ

た」と当時の主任官も識している。明治3年には土砂留のため木津川筋水源

の調査が行なわれ，以後実行の時代に入ってゆく。そして明治 5年に砂防法

五箇条が出され，さらに翌6年に淀川水源砂防法人ヵ条が定められるにし、た

り，ょうやく明治初年における砂防事業の性格が明瞭になる。 しかしその内
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容は1600年代の山川提を再確認したようなもので，まず，第一条に伐採開墾

の取締を定め，ついで傾斜地田園の保全，裸地の植栽を規定したほか，費

用・施工場所・期間・管轄などについて通達したものであるが，その事業に

政府が積極的に乗り出して来た姿勢を示すものと しての意味は大きL、。

明治6年以降オランダ人工師の技術指導を得て，淀川水系改修の一環とし

ての砂防工事がはじめられるが，この時期における砂防の性格をもっとも明

瞭に語るものは，明治8年内務省によって提案された“堤防法案”（不成立〉

であろう。この法案において，治水は水源保護と低水工事を行なう予防の工

と高水工事に相当する防禦の工に分けられる。予防の工において，「雨水を河

床に帰するを遅滞せしめ，下流暴躍の因を減じ，併せて流落洞床堆砂の害を

防ぐ者」として，従来から行なわれてきた土砂留工事すなわち山腹植栽・階

段工・渓間堰堤・溜池などがあげられ，これと併置して， 「河床を良好に維

持し，衝動渋滞河床堆積，諜水面広隆横溢等の害を除き，併せて舟運の便を

計る者」としての河道矯正・河積維持・乱流防止などのいわゆる河道整理流

路工事があげられている。一方，防禦の工は「水の地を侵すを防禦する者」

であって堤防・護岸などがこれに当たる。かつ，予防の工は政府が施行し，

防禦の工は地方庁が施行するものとされている。ここに示されている考え方

は濯概舟運を含み平水の利用に対する投資は国家公共の負担によるものであ

り，また砂防はそのための手段と規定されている。これに対し洪水による災

害は一地方の利害に関するものであって，本来自力によって対処すべきもの

であるとされたものと解釈される。

さきに明治以前の治水事業に対し，濯j焼から舟運の保全へと利水事業によ

って発展して行った過程について述べたが，幕藩体制下においては，利水と

水害防止の区分が判然としていなかったものが，現実を踏まえてこのように

整理された形が表明されたとみることができる。すなわち，幕藩体制下にお

ける治水事業の本来の意図は利水にありながら，災害防止が峻別されず特殊

な場合には災害防止のための事業にも公の費用が投入されたが，その原則は

基本的に自衛であったことが明らかになる。いわゆる水防的な技術が，民間

技術として発達し，水防に関する限り，明治初年の技術が現在においてもな

おそのまま通用するとL、う現状は，その後ここにいういわゆる防禦の工が発

達し水防の必要性がしだいに低下してきたという点はあるとしても，これが
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現実的にし、かに重要な問題であり，多くの工夫が行なわれたものであるかを

示すものと して興味深い。

明治10年以降，河川工事は利根川・ 信濃川・ 木曾川など14河川に拡大され

るが，この過程において舟運維持の比重が高いことはうなづけるが，すでに

明治5年には新橋 ・横浜聞の鉄道は開通しており，将来にわたり内陸交通を

一方的に舟運に依存するという考えだけで河川工事を考え得なくなって来て

いる。もちろん，治水工事を先導した淀川についてはたと え短期間であって

も，畿内の交通幹線の維持という目的はきわめて重大で、あったことも否定で

きないのそして淀川水源砂防が砂防事業全般に与えた影響の大きさを考える

ならば，明治初年の砂防は舟運維持を目的と したとさえし、し、得るかも知れな

いが，ほかの諸河川における利水中での舟運の占める比重は淀川の場合とは

相当の差があり，すべてを単純に舟運のためと割り切ってしまうことはでき

ない。

ここでもうひとつ考えて置かなければならないのは，明治政府によって招

聴されたオランタ．人工師，なかんずくデレーケの技術指導の影響である。明

治5年以降来日 したファン ・ドールンなど6名の技師が各地の河川工事の指

導に当たり多くの事績を残しているが，当時においてもすでに，日本とオラ

ンダの地形特性の相違，政府間の国際的な友好関係の転換などの理由で，来

日当時からかなり批判的な眼でみられていたことはうかがわれるが，そのな

かにあってデレーケは明治43年まで在日し，その事績はもっとも高く評価さ

れている。 デレーケは政府に提出した意見書において，水源の治水工事，と

くに山林保護の緊急性について再三にわたり警告を発している。その内容も

森林が土砂流出を防止しまた水源を福養する機能について説くに止らず，共

有林の荒廃，水源山地の切畑，山間道路の乱造などの問題にも触れ，フラン

ス森林法の例をひいて行政的な対策についての示唆を与えている。また，い

わゆるデレーケ工法と呼ばれる工法を創意し，淀川水源の砂防工事がこの新

工法採用後着々奏効し， 時人を驚かせたといわれるが，デレーケ工法の特色

は内容的には粗采の多用であって，工種自体は低湿地には適切かも知れなし、

が，砂防工事に対しては必ずしも当を得たものとは思われなL、。たとえば市

川義方はその著書『水理真宝』において，デレーケ工法は大部分は有害無効

であるとまで極言している。デレーケ自身もいっているように，御雇外国人



40 

はただ起案者とでもいうような特殊な者であって，実地の工事実施に対しど

れほど適切な助言をなし得たかは疑問で、ある。むしろデレーケの功績は，明

治10年以降の河川工事がしだいに下流の直接的な改良に重点が移されてゆこ

うとするなかで，常に上流山地の管理に対する警告を発し続けた点，そして

それに対し適切な起案を行なった点にあるものと思われる。

明治10年以降，国直轄で砂防工事が施行されたのは，淀川・利板川・信濃

川・木曾川 ・筑後川 ・吉野川・富土川・圧川の 8河川であって，明治14年に

は府県営の事業に対する国庫補助の制度も設けられた。しかしながら，直轄

事業はその主軸となるものは低水工事に関連する土砂留工事であり，また県

営事業は愛知・岡山・広島・奈良などの各県で独自に行なわれてはいるが，

上記の制度は活用されていない。事業費からみると，明治10年からしだいに

増加し，殖産振興策をとられた16, 17年をピークとし 砂防法が成立する30

年まで漸減の傾向を示している。

明治10年代といえば，西南戦争などの内乱によって政府財政は逼迫し，

13, 14年にははげしいインフレにおそわれ，自由民権運動が昂湯L, 14～16 

年の松方デフレ政策，不景気さらに殖産振興策による官営工場の払い下げ，

民間資本育成と近代工事の成立につながる時期である。また農業政策におい

ても，商品作物奨励が失敗し，逆に耕地整理農業技術改良によって米作が安

定し， 20年代の稲作を中心とする農業が地主制とともに定着してくる。政策

的にはし、わば試行模索の時期であるが，現実には政府の財政は歳入の約7割

を地税に頼るとし、う状態で，いっきょに近代化工業化をはかる以前にまず農

業生産を基礎とした安定した支配機構を確立して行った時期と思われる。し

たがって，治水事業の指向するところも，農業保護に向かわざるを得ない趨

勢を持っている。

一方，山林行政においては，明治4年に官林規則が定められ，濫伐を戒め

撫育増殖を勧め，また水源渦養林の取扱を指示している。さらに明治7年に

は地理寮に山林課が置かれ，全国川郡村里の境界，山林原野地沼河海区別の

事務を掌った。すなわち，固有財産総点検の一環としての林政が建てられ

る。この時期には，国家の基本財産として森林資源を確保しその増強を図ろ

うとする目的と，治水を中心とした森林の影響の評価は比較的矛盾なく結合

している。明治10年内務省に山林局が設けられ，ついで14年農商務省、に移管
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されるにおよび，営林は独立し林業は森林生産を目的とするものであるとい

う性格が明確になる。 しかしながら，当時の森林資源増強に対する考え方は

天然資源の濫獲を取り締る ことに重点が置かれ， 14年に作られた山林法律の

原案，30年の森林法においても山林監守，犯罪処罰，保護林取締だけが考え

られ，積極的な撫育に対する措置は明治40年の森林法改正まで待たねばなら

なかったこ とからも うかがわれる。 このよう十こ保全的林業による林政の治水

対策との分離が不分明なまま：.w年代に移行してゆくが，治水行政がしだいに

確立されてゆくに及び両者の事離の間隙を埋めるものと して，新たな行政措

置が要求されるようになる。すなわち，地主制の確立によって政府財政は安

定化するが，その収入源を育成期の工業資本に頼ることはできず，23～28年

においても税収の60～50%v主地租によつてまかなわ

通は17年には東京 ．前橋間が開通し， 27年には官営東海道線が全通し，また

私鉄は広島まで開通するという状態で，河川は交通路と しての意味を 失な

い，河川沿岸農地の保全と水利の開発にその目的はしぼられてくる。そこで

河川の公的な管理体制が確立されることが要請され，また農耕地を水害から

守るための高水工事を，政府公共の事業と して実行されることに対する要求

が高まってくるO 明治23年帝国議会開設以来，明治29年に河川法が成立する

まで，治水建議案は10回提出されるが，既得の利害関係 ・慣行などの調整が

容易につかず，結局， 農村出身議員が過半数を占めた第9帝国議会において

ついに河川法は成立する。 明治29年は大災害の年であったが，この法案成立

は災害前であって，単純に治水の要請によって作られたのではなく，これに

先立つ長い経過とこれを決定づけた力関係の結果といえる。翌30年には，こ

れまた長年の懸案であった森林法が可決され，ここに森林行政もまた体系づ

けられるが，砂防法案は， 3月16日森林法可決の直前突如提案され，わす。か

の審議で3月22日原案通り可決成立しているO 後に河川・ 森林 ・砂防三法は

治水三法と呼ばれるが，前二者はこれに先立つ十数年に及ぶ歴史的経過をふ

まえ当然の帰結と考えられるが，砂防法に関する限りこの結果を導いたと思

われる政治的ないし行政的行動はまったく知られていなし、。 ここで考えう る

ことは，河川法においては行政管理上，上流山地におけるいわゆる予防の工

を包含させることができず，また森林法においても森林資源の保護育成の枠

内で整備された結果，すでにその必要は認められ，抜本対策と さえ考えられ
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ていた上流山地における渓流工事の脱落が，砂防法によって補足されたとい

う感が強L、。砂防法自体が社会経済的な要請を受けて世に現われたというよ

りは，河川法と森林法を媒介するために技術的に事業執行のため成立した，

行政的措置であったとさえいえるかも知れない。

このよう な曲折した過程を経ながらも，とにかく明治30年に砂防法が成立

し，ここにはじめて土砂害防止を侶的とする事業が独立した位置を獲得す

る。もちろん，このような客観情勢を反影し， 砂防法の成立が直ちに砂防事

業の飛躍的な発展に結びつくのではなく，さらに多くの粁余曲折を経て現在

の砂防事業ができあがって来るが，その展開過程についてはあらためて論ず

ることと したし、。ただ，とくにこ こで注目 しておかなければならないことは，

砂防事業がこのような成立経過の結果として，国直轄の大規模事業のみを追

求せず，府県補助事業の発展に意を注色分散的な公共投資とその効果の評

価を駆動力と して拡大されてゆく とし、う特異な性格は，それがじつは土砂害

防止事業の本来の特性に適合したものであり，またそのゆえに独自の事業と

しての今日 を築き上げて来たとい う点にある。

（京都大学教授，農学博士）
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