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5 (2）の項で述べているように，蕃山は山川の重視とくに「山林は国の本なり」I）と

して，森林の水土保全機能を山地から河口 までの流域単位に理解しており，この機能

に対する理解と 4の項で述べた森林資源の欠乏の認識が，林政に対する考え方の基本

になっていると恩われる。

「古の人山川を治る政ある事に候や」と L、う設問に対して，

集義外書巻22) 

上古には地を諸侯に封といへ共，名山大沢をば封せ’ず。其上は雲雨を起し，材木

を生じ，流川を出し，天下の用を達する神霊あれば， 一人の私すべき所にあら

ず。故に仙を入，材木を出し，家屋をつくること， 国天下の山沢をはか りて，つ

くすべからざる制法をなせり。

これを現在の言葉でし北、かえると，昔流域保全上重要な地域の水源山地を諸侯の領

地としなかったのは，木材資源と水資源、の供給と L、う森林の公益機能があるためで，

伐採するにしても森林資源状態を勘案して，保続を図るとい う「制法をなせ り」とな

る。このよ うな17世紀の蕃山の考えは， 20世紀の林業関係者の考えていること と全く

同じであることが理解される。 17世紀という時代は蕃山のこうした考えとは逆に， 1 

(1）や 2(2）の項で述べている ように， 木材や薪の大消費時代であった。
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第 1図 百間川之図（岩崎孫八原図）

流域保全の立場からの森林の水土保全機能に対する認識は 9世紀にあった。遠藤安

太郎3）によると，大同元年 （806）および弘仁12年 （821）の山城国の大井川（大堰川）

や諸国の暴流ある河川の水辺山林の禁伐令がでている。すなわち， 「産業の務は只々

堰 ・池のみに非ず。浸潤の本水 木相生ず。然れば則水辺の山林は必ず欝茂すべし。

何んとなれば大河の源は其の山欝然たり。小川の流は其の岳童（禿）鷲たり。愛に知る

流の細太は山に随て生ずることを，夫山は雲雨を出し，河は九里を潤す，山童に毛に

尽ればお流酒乾す」と森林の水保全機能を認めている。大同元年の官符に「又山城国

葛野郡大井河は，河水暴流すれば，堰堤i命没するに，材を遠所に採て還て濯畿を失

ふ， :tiに因て国司便を量りて河川を禁制せ り，諸国若し此類あらば公 私を論ぜず収

むる限りに在らずと，然れば大河の岳は専ら禁制あり，小川の山は禁限に在らず，主主
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に因て百姓遠きを俸り近きを貧り川の上の山林を意に任せて伐り採れり ，早年あるに

至て，甑に乏しく，苗焦れ動もすれば損害に遭ふJ（類衆国史）とある。 この時期以

前にはたとえば天武天皇 5年 （676)5月の勅に「南淵山－細川山を禁めて，並に

務事ること暴れ。又畿丙の山岳の，元より遥むる所の限に，妄｝こ焼き岳ること莫

れ」•l （南淵山 細川山はともに奈良県明日香村地内）とあるように， 伐採などによっ

て林況の悪化した地域の伐採あるいは草刈の禁止であったが，上記の類衆国史の史料

ははじめて流域保全の立場で森林の水土保全機能をみている点において，遠藤はこの

官符を治山治水史上重要な法令と位置付けており，大堰川上流の恐らく現在の山国林

業地域の伐採に伴う土砂流出による「堰堤倫没」および川上の伐採による「瓶に乏し

く，苗焦れ」とし、う森林の水土保全機能を明白に指摘している。

蕃山が上古に 「つくすべからざる制法をなせり」と述べているが，この制法は上述

の類衆国史の官符のことなどをいっているものと思われる。内容的にも類衆国史の

「浸潤の本水 ・木相生ず」と集義外書の「材木を生じ，流川を出し」というような共

通点がみられ，これは蕃山が前者をみていたと考えられるとともに，時代を問わずに

物事の本質に迫れば迫るほど共通点が多く なり， 最終的には同じものになることも事

実だと思われるのである。

このように林政を重要視する蕃山にとって， 1 （！）の項で述べている大量の木材消費

がなされていたことは，憂慮すべきこととうつっていたことは確かである。

宇 佐 問 答 上5)

郡国の浅き山は忽ちつきて，吉野熊の木曾路土佐等の深山も日本国中の材木を出

す事なれば，田畑と心得て，材木にの而露命をつなぐもの幾千万と言を知らず。

所三男6）によって木曾をみると，秀吉領時代にはその入口の恵那山北麓の湯船沢山と

裏木曾山 （現在の岐阜県恵那郡の三ヵ村山）が伐採されたが，家康の時代の急激な木

材需要に追われて，開発は木曾の本谷筋 （木曾川本流と支流王滝川沿）に入ってゆく

ことになる。秀吉は伏見城・衆落第 方広寺大仏殿などの作事用材，家康は江戸城

駿府 ー名古屋城を初めとする幕府造営事業の無二の給源として着目したことのほか，

商品価格においても一頭地をぬいた木曾材の市販収入を度外視したものでなかった。

すなわち，蕃山の考えとは反対に江戸幕府が率先して上記の大造営事業を行なって，

大量伐採を していたのである。飛車軍国の例7）をみると，「余国にまさる難儀の国」で

あって，秋は霜雪が早く春は雪消えが遅く，農業は単f乍で雑穀ですら年貢が納められ

ず，木年貢の形で納められていた郡もあり，多くの家臣をかかえた藩の財政のために

は，「出雲守台所木」と後にいわれるようになった林業直営生産によるほかはなかっ

たので，やむをえなかったという見方もできる。前述の蕃山の林業地の「深山も日本

国中の材木を出す事」になり，農業生産に不利な飛島軍国の藩の財政と農民の生活のた

めの「出雲守台所木」とレうことで，森林を「田畑と心得て」伐採されていた。
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淀川中心部や山陽道は前述の「都国の浅き山は忽ちつきて」の状態になったことは

2 (l）の項で述へている。岡山藩では農民の森林・原野が不足 して，農民の生活用薪に

つレては，「明日首をき らるるまでも，今日はぬすま でかなはず」 （集義外書）酎とい

う状態になっていた。 こうした時代に蕃山は正保 2年 （1645）に岡山藩に再出仕し，

明麿 3年 （1657）に致仕するまで，務主池田光政に番頭として仕えることになる。 彼

が強レ危機感とともに並々ならぬ決意をもって林政にのぞんだものと考えられる。以

下蕃山在藩当時の山林法令を山田貞芳9）によってみてゆくことにする。

度安元年 （1648)8月 半田竜之口瓶井山廻りへ可被申渡覚

一 山日 々廻り棺守可申事

一 御用木伐申時は山奉行より切手を取可申事

一 自分朝夕薪落葉より外に一切私用に取遺申問敷事

一 薪仕りに入候人足山奉行札次第改人足入可申事

右山奉行之切手と，山奉行へ諸手より申来る御用木之書物と，年切に引合勘定可

仕事，薪は人足札之拘を，仕置人足奉行之手前より山奉行へ人夫波候i1f付と見

合，年切穿盤可仕候

慶安 5年 （1652)8月達 先代より給人 （采地ある士大夫をいふ）ままに不仕，山

林急度はやし可申候，此外にもはやし候て，可然所は見立次第に可申付事

~安元年の藩の木材や薪の取扱いを厳重にしている こ と，同 5 年の「山林急度はや

し可申候」にみられる造林政策など，岡山藩における森林資源状態を反映している。

承応3年 （1654）に岡山に大洪水・大飢箆が発生した。 7月19日のことで洪水は常

水より 3間余増水し，岡山の成や市街の被害のほか，永荒田畑Il,660石，破堤延長 5

里6町半，当荒も大分あったIOJ。永荒田畑が l万石以上というから，当荒田畑はその

数倍になっているものと想像される。 熊沢先生行状II）には 「備之前中大飢」として，

「今歳私七月，二州之郡六大皐。八月，郡四洪水溢城下。民脅迫者凡九万人」とあっ

て， 藩内で生活困窮者が 9万人もでている。

こうした事態に藩主池田光政は 8月 5日に岡山に帰城している。

池田光政日記山

8月8日 当年之皐洪水，我等一代之大難成，これを恩ふニ，天ノ時ならハ我

等能時分ニ此国ヲ奉預候条，人民ヲ救ニ在，又我悪逆放ならハ，天よりたご（民）

亡ヲ下γ給ハす，御戒と存候へハ有難事成

光政はこの大災害を天の試煉と受けとめており，蕃山も光政と同 じ気持だったので

あろう。次の 8月18日の条は飢人救仙のための郡奉行への説諭であって，偽の申込者

にだまされることがあっても，真の閤窮者を餓死させるこ とがあってはならないとい

っている。

8月18日 まこと の非人ももれ可申候と存候，たま され候てハ米少ノつレヘニ



丸山熊沢蕃山 字野円三郎平田徳太郎と山本徳三郎（ IV) 69 

て候，人ヲ殺事大きなる為ニ悪事ニて候，此一色ニても万事かてん可仕候由，具

ニ申関候事

さらに 9月20日の条には「給所年貢ーツ成」とある。ーツ成とはー害IJのことである。

岡山藩の年貢率の推移13）をみると，この災害前はほぼ38%であったものが，承応3年

(1754）に15%ほどに落込み，翌明暦元年 （1655）には30%ほどになっている。災害

後に給人の免決定権力、取り上げられて，知行物成の一部を藩が取り上げる途が聞かれ

たほどであり ，この災害は藩の財政と農民の生活に大きな打撃を与えてL、る。

こうした大災害後は飢人救仙の食糧の配給が主となって，林政は二の次になると一

応は想像されるが，必ずしもそうでなく， 薪の方も平行 して考えなければならなかっ

た。山田貞芳川によると，

承応3年 2月達 先是備前国非常之水害に穣候処，参府中に付，在江戸年寄より国

元老中へ執達の条件中に，如左

一 御蔵入 （蔵入は租を公廉に納むる農民にて，所謂蔵百姓なり）分の山林，枝

をおろし薪に仕，御領分へ御払可被成，御蔵入の山林に薪無之候はは，給地之

山林先年薪に売候事停止に被仰付候分，役人之勝手次第に被仰付可然，常に山

林伐荒不申様に被仰付置候は，ケ様之御救にも可成と被思召候事

なお， 水害があったのは 7月であるから， 2月という 日付は誤りと思われる。

承応 3年11月達

一 郡々より岡山へ出す薪蔵入給所共運上免除之，並磁入給所，今迄薪出し来山

留申間敷候事，自然給人より百姓致迷惑候様に山留候はは，郡奉行へ其村々よ

り可申断付，国中掘藁堅停止之事 （中略）

一 百姓家作り候時，竹木郡奉行見及に，いつれの山にても遺し可申候，但給所

之山に於ては，給人へ可申断事

1 1月の達しの前段の運上については，池田光政日記15）の 8月18日の条に，「東西／

川ニて薪運上取候儀，国中之いたミニ罷成候儀も候ハん哉，せんさく仕，もくろ f候

へと申付候事」と検討を指示していることと，薪の運上とし、う点で共通点がある。こ

の指示に「東西ノ JI［」とあることから，吉井川・旭川を下る美作からの船のことと恩

われ，11月の達しは備前国内という差異はあっても，この両史料は災害によって薪の

流通が円滑にゆかなくなったことを示してレると恩われる。このほか， 2月の達しに

あるようにまず磁入の山林に手を打ち 次に給地の山林から出させようと している。

大災害時の飢民の救怖には米という食糧の供給が第ーであったろうが，農民や家中の

薪の確保も米に劣らない重要性をもっていたことは当然である。

このほか，災害後の対策として注目されるのは，洪水の被災農民の家作りに対して，

11月の達しに「L、づれの山にても遣し可申候」とあることである。破堤した堤防の延

長が 5里6町半，永荒田畑11,660石と L、う大洪水であるから，流失あるいは破壊の農
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民の家屋が多かったと思われるので，その復旧に対する配慮であろうが，光政と蕃山

の農民に対する考え方がうかがわれる。以上のほか災害 2年後に農民の住宅用材に対

して，

明暦 2年 （1656)8月16）郡奉行へ達

一 留山之外百姓持懸リ 林木之事，家宅仕度者於有之は，相対次第売せ，代金山

主へ取せ可申候，其刻郡奉行木数致吟味可命売買事

とあって，前述の災害年の応急対策的な感じがなくなっている。蕃山は農民の住宅用

材の需要に対しては，

大学或問上冊17)

民屋には木多く入らず，大かた村廻 りの木にでも事足る体なり。其上何かたにも

松山多ければ，町在の修理は事足るべし。

と述べており，需要は量的にも少ないし，農民の生活に欠くへからざるもので，不自

由させるべきではないと考えていたのであろう。

林地保全については，災害前の慶安元年の半田山など岡山周辺の山林の巡視の指示

のほか，承応 3年11月の「国中掘葉株堅停止之事」としづ根株掘取の厳禁措置は，こ

れが土砂流出を増加させることを蕃山が述べてレるこ とから，当然とはL、え重要な指

令である。

蕃山の著述の中で造林についての記述の少ないことは， 4(3）の項で述べているが，

前述の慶安 5年の「山林急はやし可申候」にもみられるように，造林事業に対しては

積極的であった。山田貞芳山によると，「上道郡沢田の松林は，日向産の稚松を移植

し，和気郡関谷の学校山，同郡和意谷の敦土山，御津郡半田山，児島郡常山等の松林

も，他より良種の松を移したものにて，総べて蕃山の意匠に出づると いふ」とある。

慕賢録聞には 「半田山及近郊の諸山」とあり，上述の四つの郡名をみても，比較的里

に近い地域のようである。

蕃山は 5の項で述べたように森林の水土保全機能の正確な理解を中心として，山林

は国の本という考えに立って，森林保全のための伐採の抑制と造林を強く主張すると

ともに実行した。長い期間ではなかったが，名君池田光政の理解と支持の下におい

て，岡山藩の番頭として理想の実現に努力したのであるが，森林状態が好転しなかっ

たことは 3(4）の項で述べている。当時の社会経済状勢がこれを許さなかったとみるべ

きである。

(2）新回開発と溜池

① 新田開発

江戸時代のことを述べた文献に治水墾固という言葉がみられる。これはこの時代に

大規模工事が可能になって，河川の中下流地域が開国されることになり，新田開発と
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堤防などの治水工事が平行して実行されたからである。

菊地利夫20）によって岡山藩の新回開発をみると，「近世前期に山重量へ用水路を築造

し，河川平野に用水路を開重量して行われたが，幾何もなくして開発限界に達して前期

末から干潟干拓に移行している」として，岡山藩の新田政策は近世初期には熊沢蕃山

一派の開発消極論に左右されたが， 蕃山が退落してから津田永忠を中心として青春営開

発が行われたとし、う。永山卯三郎21）によって池田光政時代前後の開発状況をみると，

光政一代 （寛永 9年 (1632）間入国，天和2年 （1682）没）50年間に1,088町， これ

以前の 9年間に532町，以後10年間に2,479町でこれは津田永忠が光政の意を受けて完

成したものである。 蕃山が再出仕（正保2年 （1645）） してから退藩（明暦 3年 (1657))

するまでの期間の開墾段別は149町余にすぎなレ。在藩年数に比べて，光政の時代の

14件中 2件，段別も1,088町中149町と少な くなっている。

蕃山は開発される新田が多ければ古地がつぶれてもよいではないかと L、う設問に対

して， 5万石の沼となった古地の水をね くために， l万石の上回がつぶれる場合，

大学或問上冊22)

上回の水底にある五万石を再興せば，今の間すくなく共，五7物成はあるべし。
カ～ チ

水ぬきにつぶれたる団地一万石の五ツ物成を給はり，再興の地にて替地をつかは

し，屋敷を取，家を作 り，田地の立毛付ま では右の物成賜らば，古地をとられて

却て悦ぶへし。

と述べる とと もに，
、ズトコ”

水所の水をぬきて，洪水の水よけするばかりには，ょくしたらば一万石の古地

は損ずまじ。下に新田を発し水をかけんとする故に，多くの古地を損ずるなり。

新田の多きは国の為よろしからず。おこさざるにしかず。

再興した田地の年貢をつぶれた困地の農民が家を作り収穫できるようになるまで支

給して生活を保証するならば，かえって喜ばれると してこれが仁政だといっている。

同時に開発のやり方にも批判の限をむけている。

後藤陽一23）は蕃山の新田開発消極論につし、て，「Jll下に新田をすれば，川上の古地

あしく成とて，むかしより心あるものはせぬことにして侍り」とする趣旨において，

彼の著述を通じてみられる一賞した持論てーあると している。永山卯三郎刊によ ると，

池田光政の開墾関係の法令の中に明暦 2年 （1656) 12月に「古地ノ障ニ不成新聞所随

分見立可申旨発令」という のがある。 これは蕃山退藩の前年の法令であり，「古地ノ

障」は蕃山の意見によるものであろう。

このよ うに，蕃山が新田開発に消極的であったのは，前述の「古地あしく 成」とい

うのが大きな理由であるが，次の二つの抄出文から理由がこれだけではないと考えら

れる。

殺人の罪は重いが， 「新田畑をおこす者それに次て罪重き事は何ぞや」としみ設問



72 

に対して，

集義和書 （補）251 

これ又不仁の君を富 しめて勢を強くするなれば，J悪逆の根をます也。其上新田畠

は多は古地の害になるもの也。となりの害になるもあり。国には不毛の野山多は

牛馬を養ふにたよ りよく ，薪をとるに足者也。新田文これらの害となるものあ

り。

と述べているほか，新田開発は人を養うことを第ーにしてよいかという設問に対し

て，

集義外書巻 1261 

国に田畑ばかりにて，山林不毛の地なきは，士民ともにたよりあしき物なり。野

は野にてをきたるぞよく候。其上新田をひらきて，古地の回あしく成所あり ，よ

くよくかんがへ有ベき事に候。（中略） 塩浜国土の山林に過て，材木薪不自由な

る時，其浜を減すべきに，塩焼どものかたづけのために新田をおこすべし。塩浜

五百石の人は田地千五百石に入候ともあまり有ベく候。塩浜には人多入こむもの

にて侍り。如l比のやむことなき入かへあらでは，おこすまじきは新固なり。

前の和書の「固には不毛の野山多は牛馬を養ふにたよりよ く，薪をとるに足者也J,

後の外書の「山林不毛の地なきは，土民と もにたよりあしき物なり。野は野にてをき

たるぞよく候」，この両者ともに山林原野の必要性を認めてL、るだけでなく ，その減

少を批判している。 3(4Jの項で述べてレるように，新回開発などによって山林原野が

減少傾向を示している時代である。こうした田畑と山林原野との関係について，明治

時代に三井登次郎27)が数字に信頼性は低レとしながらも， 「田地一反に山三段の割合

なれば肥料に乏しきことなし」と述べて団地に対して一定比率の山林が必要といって

し、る。 蕃山も山林原野の減少傾向をみていたと思われ，上記の一定比率の山林原野が

必要とまで考えたかどうかはわからないが， 山林原野の減少が土民の生活に支障をき

たすと考えたことは確かである。

さらに，「鹿浜国土の山林に過て， 材木薪不自由なる時」に， 多すぎる塩の生産を

抑えて薪の需要を減少させるような場合でないと新田開発をすべきでないといってい

る。しかも塩浜の就業者を開発された新田の耕作農民にというように，資源問題とと

もに人口問題としてみている。 蕃山はこ うした問題の原因は新田開発であり，根本原

因は人口の増加にあると考えたと想像され，次のように移民まで提案している。

大学或問上冊28)

又山近き在所，田畑よりは人多くて，作物のから 薪に不足なる所は，たとへば

家数五十の村ならば， 二十を他へ出し，其田畑を残る三十家に合せ， 其上に免を

五分か一寸さげて山をからで薪の用達するもあるべし。他へはぶくといふ事は，

九州は地広く人少し。
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蕃山は人口 田畑 山林の関係をみており，新回開発とこれにともなう人口増加に

よる薪などの森林資源との不均衡是正のために人口減少が効果的であり，このため移

民が最適と考えたのであろう。 村の人口が 5分の 3になると一戸あたりの平均耕作面

積が 3分の 5倍になるし，それに年貢率を下げると農民の生活も楽になるし，薪の使

用量も減少して上記の不均衡是正にも役立つと考えたのであろう。

このようにみてくると，蕃山が新田開発に慎重だった理由は，「古地あしく成Jと

いうこともあるが，それだけではなく人口と田畑 山林 原野のハランス，すなわち

食糧・森林 草の 3種の資源のバランスを考えた総合的視野に立つての考察と理解の

ためであり， 5(2）の項で述べた自然破駿あるいは環境破壊に対する総合的理解と同様

に，資源的にみた場合にも総合的理解すなわち古島敏雄のいう「相互関連性の理解」

があったためと考えられる。

②溜 池

2 (3）の項で述べているように，瀬戸内海沿岸は少雨地域であり，岡山の海岸地域の

8月の月雨量はわが国では最小であり ，日照時間も長いので小乾燥季といわれてい

る。また旭川・吉井川のような大河川から直接取水してし、る水田はさほど困らなかっ

たと思われるが，中小河川流威の流水だけに頼っていた水田では水不足に悩まされる

ことが多かったのではあるまいか。さらに新田開発の進行とともに，水の供給者側の

山林原野が減少し，需要者側にある閏畑が培加していったので，水需給事情が悪化し

ていったものと思われる。

こうした事情のためと恩われるが，新田開発には批判的で慎重だった蕃山が，溜池

作 りには積極的であった。「皐の備は如何」とし、う設問に対して，

大学或問上冊制

日損所には大かた池所ありといへども，是は猶以仁政ならではなしがたし。西

国にて 日損所に大なる池数多普請したり。仁政にてなしたれば成就す。今は三

十年余になれども，度々の大早に日損せず，洪水にも庭やぶれず。よき池所に

池をなしても， 仕様あしければ，洪水に堤破れて，其下の古地永 荒になるもの

なれば大事也。

と述べているほか，その構造 使用する土の性質 施工法を述べている。これは老境

に入って三十余年以前のことをふりかえっての言葉であり，文中西国とあるは岡山薄

のことである。

岩崎孫八30）は蕃山の溜池作りについて次のように述べている。

豊富池に関しては其詳細は知り難きも 当時開撃せられたる数百の池の中には蕃山

の立案に成しもの多かりしが如く ，児島郡の福林池，赤磐郡の 日古木池，和気郡

の大内池等最も有名なるものとす。児島は山岳重畳の地にして平野極めて少く，

盛暑に方りては常に皐舷に苦み其客を受くる殊に甚しきものあり，時の郡奉行石
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川成ーよく土木の術に長ぜしを以て，山川の地相を視察して児島郡内三百有余の

大小池を作り，濯瓶に便益し民害を除去せしは恰も承応、三年の皐舷以後十年間の

事にして，其前半は蕃山備藩執政中の事に属せ り。

多くの池が作られてレる児島郡は瀬戸内海沿岸にあって雨量が少なく，地形的にも

丘陵地で中小流域が多く， 1留池築設の必要性と効果がとくに大きい地域である。さら

に注目されることは，承応 3年の大早魅が引き金となって大規模な溜池作りがなされ

ていることである。

蕃山は新田開発とちがって溜池作りは大きなプラス函はあってもマイナス面が考え

られないので，積極的に作っていったものであろう。

(3) 河川工事←一一百間川の工事

蕃山の河川工事に対する考え方は，森林の水土保全機能の認識が中心になってお

り，荒廃した水源山地からの流出土砂を放置しての堤防を主とする河川工事を批判的

にみていたのは当然であって，その一部は 5(2）の項でも述べているが，次のようにな

る。

「われらの見及候ても，淀川次第に浅くなり，舟のかよひ不自由に候。かやうに候

はばやがて往来とまり申すべく候」ということで，「何とぞ砂のとりゃう，川のつけ

やうもあるべき事にて御座候や」と L、う設問に対して，

集義外書巻13311

川はり砂どめなどの末なることにて，自由をなさんといふは無功なる事にて候。

まことの食のうへの蝿をおふごとくたるべく候。水上の水，ながれの谷々，山々

の草木を切尽し，土砂のからみたもちなきへに，一雨一雨に河中に土砂ながれ入

て， 川どこ高く，！｜｜ 口むもれ候也。其本をよくせずして，末にての才覚は何とし

てなるべく候や。

として，その原因を，

これ皆山のあれてなせる所なり

とλAてし、る。

河状の悪化によって当時の唯一の大量輸送手段の舟運の便も危うくなっている時期

に，「川ほり砂どめ」などは末のことであって，「食のうへの蝿をおふ」ようなものと

して，原因は 「山のあれてなせる所」であり ，「其本をよくせずして，末にての才覚

は何としてなるべく候や」とレっている。

円｜｜堤の地理を得て，水損やむへき事は何ぞや」と L、う設問に対して， 現在の河川

工事は，

大学或問上問32)

今の地理の勢に叶はず。永久の道は，山林茂り，川深くなるにありといへども，



丸山熊沢蕃山宇野円三郎平田徳太郎と山本徳三郎 ml 75 

大君大道の真志おはしまして，仁政を行ひ給はざれば成就する事かたし。たとひ

仁政にて永久のはかりごとおはしますとも，五十年六十年の間には其しるしを見

るべからず。

とみており，河川工事が非合理的であって，永久の道として山林の繁茂をいってお

り，そのためには仁政が必要であり，仁政を以てしても長期間を要するとしている。

5 (2）の項で述へているよ うに，この永久の道が実現して河床の低下がみられるように

なるのは， 2世紀経過した20世紀になってからのことである。

このような蕃山の自然観に伴う河川工事に対する考えは，山地の荒廃による慢性的

な土砂流出のほかに，洪水時の大量の土砂流出による急激な土佐砂も原因となってレる

であろう。蕃山が岡山藩の番頭をしていた承応3年（1654）に大洪水があったことは

すでに述べている。この時の被害33）の中の破堤延長152,390間すなわち 5里 6町半と

Lヴ数字は異常に大きL、。これは河川の両岸の相当長区間あるいは河川によ っては全

区間にわたって破堤しやすい条件が生じたことを示すもので，その原因としては山地

からの大量の土砂流出があって，その堆砂によ って河床が上昇したことしか考えられ

ない。上流山地に多数の山崩れが発生したときに生じやすいから， 山崩れの発生が考

えられるが，このときの被害に山崩れの記録がみられなレことは発生しなかったので

はなく，記録されなかったものと想像される。たとえば宝永 4年 （1707)9月の被害

をみると，山崩れ121ヵ所，堤防破損10,255聞とあって，承応、3年に比べて破堤被害

がほぼ15分の lであることから，雨量は承応3年の方が大きかったと考えられるのに

対して，宝永 4年に121ヵ所の山崩れがあったことから，承応 3年に山崩れがなかっ

たとは思えないからである。

蕃山は慢性的な河床の上昇と災害時の急激な上昇をみて，水源山地の荒廃を放置し

たときの堤防工事の効果の限界をみたものと考えられ，これが「食の うへの縄をおふJ"

ようなものという言葉となっている。彼はこの大洪水から 3年後の明暦 3年（1657)

に退藩している。

明治以前日本土木史34）によって旭川放水路の工事をみると，起工は寛文10年

(1670）であって，

其内百問川放水路は流頭の乗越堤 （ーノ荒手）箇所にて最初副員七十聞とし，其

後の本川堤防高より六尺低下せしめ 下手の堰堤（二／荒手）は長さ六十一間と

し，旭川の洪水を之に導き，幡多・富山 操陽の各村を経て沖田村に至りて海に

注がしめ，以て旭川の水位は京橋の雁木二つを余せる時，始めて越水せしむる事

となせり。爾後河敷を撃均し及び百聞川堤防の築造に当り，貞享 3年 （1686）に

至りて完成し，又沖新団地先は元禄 6年（1693）の竣功に係り， 1止口に水門を築

造せり。又後楽園の上手にも幅員二十五聞の乗越を設け，其頂部は前後の堤防高

より三尺低下せしめ，之に導きたる洪水は後楽園の東方を繰りて古京町より再び
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旭川に放流せしめ，以て岡山城下の水害を軽減せしめたり。されど此工事は其年

代を審にせず。

第 l図 （岩崎孫八日）にみられる百間川の放水路のほかに，旭川下流左岸に乗越震

を設けて，後楽園の東方を廻って，岡山市街の下流で再び旭川に注ぐよ うにした放水

路も設けられている。ただし，その施工年代は不明である。喜多村俊夫361によると，

現岡山市三野付近の旭川両岸に用水の取入口があって，一帯が広い中小Hになってし、る

のは， 旭川の洪水に備えての遊水地と理解されている。池田光政が蕃山に治水の策を

講じさせたが，その対策として蕃山が計画したのがこの遊水地であり， l)ljの排水河川

敷（排水路）である百関川の工事とも関連しているとしている。岩崎孫八371によると，

旭川分水施設の百問川は蕃山の設計によるもので，津田永宏、の発議により起工され，

第一期は寛文10年 （1670）の中島荒手の築造，貞享 3年 （1686）の途中の中Jllまでの

堤防工事の竣成， I中新田の部分はその 7年後の元禄 6年 （1693）の竣功によって，三

期にわたった全部の土功が完成している。

以上のようにみてくると，旭川の治水計画は①百間川の放水路，②旭川の遊水地，

③後楽園の東を廻って岡山市街の下流で再び旭川に注ぐ小放水路，の三者となり，①

②は蕃山の計画になるものであるが，③の施工年代は不明である。この中で圧倒的

に大きな比重を占めているのは①の百聞川の放水路であって，完工するまでに二十数

年を要しているので，施工途中の段階で沿岸住民が被害を受けることが多かったのは

当然と恩われる。岩崎孫八加はこの点について，「出水ある毎に旭川の水予定手を越へ

て上道郡に溢流し郡中屡水害を蒙る村多く 」，延宝2年 （1674)5月30日に上道郡の

郡奉行が，評定席に次のように具申している。

一昨二十八日大水に中島荒手水越切れ申に付，郡中へ大分水入団地損申所も御座

候得共，水速と引不申候故詳細之義は襲童相分，荒手より原尾島村沢田村前の通川

筋に成申に付往還通路難成候，荒手御普請急に不被仰付候ては団地弥多損し仕往

還の通ひも成兼可申旨申立，老中普請奉行をして実地を検せしむ。

洪水時の流頭の乗越堤からの溢流水は，下流が未完成のために湛水した水が引くま

でに時聞がかかるのは当然である。：急いで工事をしないとさらに被害が大きくなると

Lづ上申である。翌延宝 3年 （1675）には溢水量を少なくするために，乗越堤の高さ

をー尺四五寸上げている。元禄 5年（1692）には沖新田の開墾もあって，翌 6年に三

期目 の工事も完成して，全延長三里半となって児島湾に注くことになる。

岩崎孫八39）はこの工事については，「当初百間川開撃後と量産も其利害につき種々の

議論あり，岡山藩中にも反対意見を蔵して百間川の埋廃を唱導せしものありしが如

く，其間に立ち永遠の利害を観察し大勢の得失を考へ輿論を善導して遂に有終の美果

を収めし津田永宏、の功や実に偉ならずとせず」と津田永忠を評価するとともに，彼が

宝永 2年 （1705）に上阪 服部両氏にあてた手紙において， t中新田などの百間川下流
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の被害や洪水による湛水の減水の時日の延長などのことがあっても，

岡山へ水入り申すには替えられずと申上げ，其節食議の上にて竹田荒手無之候は

ば，四年以前の水 （元禄15年 (1702）水災）小作事より水の手東の御門迄は川手

石垣の上総越しに可成と存候，右之様子を存候面々は，中島の荒手被｛f~付候事御

家中の為に君主けなき儀と其筋へ専ら申した由に御座候

と述べてはいるものの，

1中新田之事に付ては外之儀と違ひ，今に心に懸り居申候，其上品に寄り大分之御

物入にて可有之と存候に付御心得に可成哉と存知如斯御座候

といって被害を受けるf中新田のことも気にかかるとして，永忠は現職の人に依頼して

いる。要するに百聞川の工事は当初審議してきめたことであり， 4年前の洪水時にも

施工しておいてよかったといわれていると述べている。これが66歳の永忠が死亡前々

年に現職の人にあてた手紙である。

このように，百間川の工事は起工してから二十数年かかっており，しかも下流が完

工してから流頭の旭川の乗越堤を作ったものでないことから．途中で種々の問題が発

生している。永忠は当初の着工の責任者として実行に努力してゆくが，時日の経過と

ともに未完成のために百聞川流域で作物に対する被害などで沿岸農民からの申立てが

でるのも当然であり，洪水災害がなければ家中から反対論がでるのも自然、のなりゆき

である。こうした百関川沿岸の被害を気にしながらも，岡山城下が水没することに比

べると，やむをえないと考える永忠の気持ちには複雑なものがあったろう。

蕃山はこの工事について次のよ うに述べている。文中「大川の下に城あり」の城は

岡山城のことである。

大学或問上冊iO)

諸国のJll々 ，仁政を本として普請せば，田地の水損なく，民屋の憂なかるべし。

西国にて，大川の下に域あり。侍屋敷 町家城下にあ り。度々の水破にあへり。

川どこいよいよ高く成たれば，重ねての洪水には人も死すベし。家中・町とも

流ん事を憂ふ。これによ って，予川よけの道ををしふ。予がし、いたる様に全く

はなけれども，大形にはしたりし放．其後数度の大雨にて水H:lたれども，城下

志なし。此跡、を見ば，其道に器用なる人は心付’事もあるべき鰍。世間の水ふせ

ぎの普請は目の付所違たり。

水源山地の荒廃による土砂流出を重視する蕃山は，堤防 ・淡諜工事を「食のうへの

蝿をおふ」ようなものとみていたので，文の末尾に「自の付所違たり」とあるのは，

堤防などでない放水路工法をと ってレる点をいっているものと思われる。しかし，土

砂流出が止まないことと，これを止める水源山地の整備に時日を要することから，永

久の道は速いと考えている蕃山にとって 百間川の工事もこれだけでは永久的な対策

でないとみていたことは明らかであって，
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大学或問上冊rn

永久の道をばかり給ふベくば，しばらく五六十年の間，水損のうれへなかるべき

仕様あり。

とも述べていることから，土砂流出による土佐砂はあっても，放水路工事は堤防・凌諜

工事よりはよいもので， 50～60年はもつものと考えていたと恩われる。 明治以前日本

土木史叫には，「然るに其後に至り ，屡々洪水の為め河底埋没し，到底其優にては水

害を除去する事能はざるにより，文化11年 （1814）に至り更に見積奉行をして改修計

画を樹てしめたり」とあって，その後も旭川本川の土砂流出により堆砂が続いたとみ

られ， 19世紀になって改修が計画されたことになる。計画の内容は百間川放水路の流

頭などの荒手の幅員鉱張，後楽園上手の荒手の頂部の低下などであって，本川の河況

の悪化が うかがわれる。なお，施工年代は不明である。

大学或問は蕃山68歳の貞享 3年（1686）の著作であり，百間川の工事の進行状況と

対比すると，途中の中JI!（第 1図参照）までの堤防工事が完成した年である。蕃山は

その後の大雨でも城下は無事といっており，城下の被害軽減と Lヴ当初の目的は達し

ているものの，未完成の百間川沿岸の農民の被害や生活のことを考えて，一日も早い

完成を望みながら書レたものと思われる。

このように，旭川の治水対策として，百聞川にみられる放水路工法をとったことは

適切であった。竣功するまでに粁余曲折はあったが，立案 した蕃山もそ うであるが，

着工した永忠も岡山藩に出仕中だけでなく，永忠、の手紙にみられるように，退落後に

老境に入っても，藩のこと農民のことを考えていることは，為政者あるいは技術者と

しての識見とともに良心を感じさせられる。熊沢蕃山・津田永忠の二人は岡山藩の治

水工事などに大きな足跡を残した人物として高く評価されている ことは当然のことで

ある。
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4) 日本書紀 日本古典文学大系 68巻岩波書店 45年
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24) 前掲 21) 
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30) 岩崎孫八：熊沢蕃山の治水策と岡山藩の治水施設歴史地理 36巻6号大
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7. 林学者としての蕃山

(I）学識

蕃山 （1619～91）の生きた17世紀は，全国環境は 1の項で， 山陽道の環境と荒廃は

それぞれ 2と3の項で述べているように 環境が悪化 していった時代であった。この

ほか，蕃山が岡山藩に出仕中の承応3年 （1654）に，藩は大洪水 大飢穫に襲われ

た。これまでにも部分的に述べているが，こうした時代に生きた蕃山の学識の形成過

程をみることにする。

第ーは17世紀とし、 う山地や河川の状況の悪化，すなわち現在の言葉でいう 自然、ある

いは環境の破療の進行過程を引き続いてみていたことである。 こうした長期間にわた

る慢性的な環境変化のほかに，承応 3年の岡山藩の大洪水 大飢箆が大きな知識の集

積の場と なったであろう。洪水による急激な環境変化は上述の慢性的な変化と相ま っ

て両者から自然、に対する総合的な対応策を学びとり，洪水時の被害が治水工事に対す

る認識を，また大飢箆が溜池の重要性の認識を深めるのに役立ったものと思われる。

第二は他人の話をよ く聞いていることである。「貴老．先年池堤をなして当然、の飢

箆をすくひ，後の 日損をとどめ， 水損をふせぎ，民，今に至て其功を称すといへり。

何として鍛煉し給ひ しゃ。」と L、う設問に対して，

集義和書巻1511

予，左様のこと見たる功もなく習たる事もなし。若かねて功者ならば，自分の才
Lらざる

覚を発して人の才知をふさくべければ，功をなすこ とあるべからず。不知故によ

くなす者になさしめたり。予は人々のなすことをゆるしたるのみ。後には，人に

とひたづね見習をしへられて少し功もあり し也。世に事を取行人のあやまちを

見に，多 くは問たつねざるよりおこれり。 京の事は京そだちの者にたつね， 山の

事は山賎にたづね，川の流 洪水の勢は河辺の者にたつねて談合し，堤をっき水

よけをすれば後悔すくなし。

これは蕃山の学識の形成過程を示している。はじめはみたことも習ったこともな

く，知っている人にさせたが，後には少しは自分でもやれるよ うになっている。しか

し，これでは当時の人に比べてはるかに高い水準に達したことの説明には不十分であ

る。

集義外書巻 721

夫山谷の深長なるは，大雨の時に水の出来る勢(;t，所に住者ょくしれり。 川流大

水の時の勢も，水辺の老民ならでは委はしらず。或は池の堤，或は川堤をせんと

思ふ時，其所に住なれたる老人，又は才覚ある者を呼て，其情を尽させて聞，又

傍示を立て相談し，物のあるべく事のなるべきやうにする時は， 他の害なく して

堅固な り。
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前述の和書の後段と本抄出文にみられるよ うに， 蕃山が経験者の経験を重視してい

ることは注目する必要がある。

18世紀になってからのことであるが，洪水災害に対する当時の役所や農民の考え方

がうかがわれる史料がある。

地方落穂集追加巻 731

書面御領分武州久下村地内荒川堤外中伏へ家作願之儀，享保十二年未年堤外百姓

家建候儀停止に付，自今新屋敷捺之儀は勿論， 小屋にでも造候儀，持破損修復等

も堅仕間敷旨被仰出有之儀に付，出水之節の障り有無に不拘難相成筋と存候

これは荒川堤外地に畑をもっ農民が遠いので堤外地の高場の平地に家を作りたいと

し、う農民の願いに対して，享保12年 （1727）の禁止令はあるが，「出水之節の障り」

にならなければよいのではないかという伺いに対 しての御附札であって，「出水之節

の障り有無に不拘難相成」といっている。危険を承知の上での農民の堤外地の家作願

いに対して，農民が危険だからという理由ではなしに，「出水之節の障り」にならな

いようにときめた規定があるから認められないとしている。こうしたことから，農民

は洪水の危険に対して自分で自分を守るという意識を強くもっていたものと思われ

る。このためには経験が重要て‘あった。身分制のきびしい時代であるから，定着した

居住者が多かったので，生活の知恵としての経験が受けつがれて集積されていたと思

われる。老人であれば50年確率程度の洪水を経験している人も多いであろうし，洪水

時の状態は 「水辺の老民ならでは委はしらず」と述べていることも，こう した点をみ

ていたのであろう。これが洪水のことだけで、ないことは，「山の事は山賎に」および

「京の事は京そだちの者に」教わるというように一貫していることは，農耕など生活

のあらゆる面に共通していたのであろう。蕃山は農民にこうした経験が集積されてい

たこと，さらにこの集積の価値を知っていたものと思われる。ただし蕃山が人の話

をよく聞いて集めた情報の中には誤ったものもあったと思われるが，これに対する確

かな判断力をもっていたとみられる。

第三は文献である。和漢の書籍を広くみていたことは確かである。林業林学あるい

は治山治水に関する文献は少なかったと思われるが， 6(1）の項で述べているように，

古代の林政を論じていることからも明らかである。

蕃山の学識は上記三者により形成されていったであろうが，その中で最大の影響を

与えているのは，第一の17世紀とL、う環境悪化の時代をよくみていたことにあると思

われる。この悪化の原因が水源山地の森林の荒廃であり， 日本書紀の普からの「農は

園の本なり」と L、う言葉が，森林の荒廃が農業生産の基盤を危うくしていると認識し

て，「山林は国の本なり」ということになったのであろう。裏返しにみると，国土環

境がそれだけ悪化していたことになる。

林学者としての蕃山の最も高く評価すべき点は，水源山地から河口までの森林ー水
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・土砂の挙動についての総合的理解であり，国土環境の悪化を指摘して，その原因を

次のように述べている。

集義外書 巻 J41 

これ皆山沢の地理に通 じ， 神明の理を知人なき放なり。

これが上記の総合的理解を意味していることは明らかであって，河川工事の例をみ

ても，「諸国の川々の地形をみて知るべきなり」（大学或問）＂と あることも，この地

形は現在用いられている地形の意味ではなく，河川全体につレての総合的理解を示し

ているのであろう。

山鹿語類 1 巻 5•1

後世は只だ水平IJをなして新田をあらきはらんことをのみ計るがゆへに，ひたすら

に地をつづめ川ばたを耕して川をせばくし我が領分に別条あらざれば下流にお

いて人の領分に水害あることを計らず，林木をながし大石を出す輩は，これがた

めに川のうまり 水利の失することを忘る。

これは蕃山とほぼ同世代の山鹿素行 （貞享 2年 く1685)64歳で没）の「民の害を除

くJと題する文中の一節であって，新田開発の弊害 ・伐採による土砂流出の被害など

の環境の悪化を指摘しているが，水源山地の整備などの総合的なことまではいってい

ない。 素行がいっているよ うに，自分の藩さえよければよしとしていた時代に，蕃山

の考えていた流域あるいはわが国の全体的な環境保全とLづ発想は，それだけに高く

評価すべきものである。

安岡正篤

L L、人で．あつた」とするとともに，「まこ とに大いなる人格は大いなる自然である。

彼を思ふ毎に私は山高く水長き大自然を想ふ」と述べている。

狩野享二8）は 「蕃山は江戸時代前期に於いて，林業に関して強い関心を示 した学

者，経世家として，其の先駆的意味をも含めて，江戸時代林業史上逸すべからざる存

在であるJと述べているほか，「林政思想家としての蕃山に関しては，史学専門家よ

りは寧ろ， 林業乃至林学専門家からの関心が強く， 一つの注目すべき傾向である」と

述べている。

これは森林の水土保全機能の理解を中心として，流域単位の森林・水・土砂の挙動

を総合的に理解していたためであり，これとは裏腹に今日の言葉でいう 自然あるいは

環境の破壊が進行していたことを対比すると，前述の達人という言葉で表現される先

見性が大き くうつるのである。さらに 5(2）の項て、述べた古島敏雄の 「狭レ農耕の範囲

を越えた諸条件の相互関連性の理解Jとしづ言葉と，蕃山の 「これ皆山沢の地理に通

じ，神明の理を知人なき故なり」とを並べると， 当時の人よりははるかに高い水準で

「神明の理を知人」の践に接近していたとみられる。この意味において， 林業関係者

とくに治山関係者の一人として注目し評価するものである。
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明治16年（1883）の山林共進会9）において，

専ら拓地開墾治水疎通等の事業を起し；其成績今猶現存するもの不砂就中治水の事

は助右衛門（蕃山）与りて力あり

ということで， 558件中一等賞が 1件であるのに，ただ一つの特別一等賞が与えられ

ていることは当然と思われる。

以上のことから，蕃山には自然を愛し人を愛した人の姿が感ぜられるとともに，林

学関係と くに治山関係からみて， 蕃山は達人中の達人であったと断言しでもよいであ

ろう。

(2) 蕃山以後

蕃山が環境保全あるいは治山治水関係に大き足跡を残してし、るので，この方面に大

きな影響を与えたことは当然、と思われる。 4(2）の項で述べているように，谷本教が基

本的には蕃山の考えに賛成していながらも，当時の社会状勢がそれを許さないとして

L、ること，宇野円三郎が蕃山の提案した造林法で成功した事例lが岐阜県内にあること

を紹介しているが，両者とも 18世紀のことである。

徳川宗敬刷は後年太宰春台が 「経済録」の中で， 蕃山と同様に森林の水源かん養機

能を説き，山林の保護を提唱し西川如見も「百姓嚢」の中で蕃山を紹介しているほ

か， 天保14年 （1843）津軽藩の山奉行手惇浅井治左衛門は「集義外書」 と「集義和書」

を座右に置し、て離さなかったといわれており ，これらはL、ずれも彼の林業思想が広く

天下に伝えられた証左であって，「林業界に残された蕃山の影響も亦偉大なりといふ

べきである」と述べている。

このよ うに， 遠方の津軽藩士に集義外書などを手許において離さなかった人がL、た

ほどであるから，地元の岡山にはさらに大きな影響を与えたことは当然である。山野

の荒廃と河床の上昇が進行して，蕃山の時代から 2世紀経過して，明治維新後の治山

治水対策を考える時期に，多 くの人の眼が河川に向いたのは当然、であるが，字野円三

郎が水源山地の整備の重要性を強く主張して，治山 砂防事業も平行して実行される

ようになったのは適切なことであった。これも蕃山の思想、の影響を受けるとともに，

岡山地方の山野の状況をみて，流域を全体としてみていたためと思われる。

昭和初期になって，岡山県庁山本徳三郎技師と農林省林業試験場平田徳太郎技師と

の聞に，岡山地方の森林と流出の関係について，わが国の森林水文学史上最大と恩わ

れる論争がなされることになる。 山本徳三郎には蕃山についての論文もあって， 蕃山

の影響が感ぜられる。

岡山県史II）によると，最近苫田郡富村に岡山市が旭川の水源かん養林として造林事

業を行なっており，「これも旭川水系に生きる人々の共同体意識の結晶であろう」と

述べている。旭川河口にある岡山市の上流地威での造林事業の実行は，蕃山の考えて
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L、る流域全体としてみること， 山地の荒廃の恐ろしさを身をもって体験してきたこと

の両者が伝統として受けつがれてきたためであって，岡山の人と風土によってはぐく

まれた共同体意識とみられ，こうした意識は大切なことと恩われる。

このようにみてくると，岡山地方では森林に関係した面において，蕃山以前は別と

して，以後は蕃山の思想、を中心とした一つの流れが感ぜられる。
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蕃山の治山治水上の業績を考える場合，その流れの中にある大きな存在として，明

治期の宇野円三郎を逸することはできない。柿菊市1lによると，宇野門三郎ははじめ

郷里の岡山県和気郡福田村 （現備前市）の一村吏であり，万延文久 （1860～63）の

ころ，村内の田園が荒廃し，農民の窮迫を憂慮、していた時に， 蕃山の遺著を読んで土

砂拝止の必要を痛感し，村民と相謀り山巻ー砂嚢などを施工して効果を収め， 村民が

安居楽業をするようになった。この体験が以後40年間土砂杵止と水源かん養の事業の

推進を主張させることになった。明治維新時に林政もゆるみ，山林が荒廃していた時

に， 明治13年 （1880）に高梁川に大洪水が発生した。放置するならばこれ以上の惨害

となることをおそれて，明治15年（1882）に時の県令に治水建言を提出した。県も氏

の所説に耳を傾けて深く治水植林に意、を致し，砂防工事の基健が確立されるようにな

った。こうして40年 1日の如く治水摘林のことを忘れずに過し，明治40年 （1907) に

退職する時に，多年の砂防工事に対する功労少なからずとし、う ことで，県から1,000

円を賞賜されたという。微々たる一小吏の身でこ の優遇を受けるのも放なしとしな

L、。さらに砂防工事で救われた地元では砂防之碑を建てて感謝の念を示している。
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明治15年 （1882）に岡山県令あてに提出された治水建言2）の要旨はおよそ次のよう

になっている。県で土木事業として「道路堤防橋梁溝油」などの実行は結構なことと

しながらも，「治水ノ要タノレ土砂子干止／方法」については着手されたかどうかは聞い

ていない。土砂子干止の方法は「洪水破堤ノ禍ヲ防キ河流淡豊富ノ労ヲ省クヘキ根本ナリ」

として，

源頭ヨリ敵ミ無ク放下流出スノレ土砂ヲ運綴γ姑息／凌豊富ニ人力ヲ費スカ如キ末ヲ

是レ務ムノレハ僅諺ニ所謂飯上ノ 崎ヲ逐ヒ霜後ノ禁ヲ払フニ異ナラス

出身地の福田村のことについては，村中で相談して，「山巻砂嚢等ヲ新置γ居ノレコ

ト僅ニ五年ニソテ果シテ著明／功ヲ収メタリ 」として，県内の事情については，

旭川吉井川高梁川及県下諸川流土砂肇塞／実況ヲ視査スノレニ毎歳j愛重量ヲ施スト難

モ~塞／量ハ淡墨／量ニ勝リ唯一点、 ノ効アラサノレノ ミ ナラス

淡諜の労力と経費の負担に耐えられないとして，

治水ノ要ハ土砂子干止ノ法ヲ設クノレヨリ先キナノレハ莫シ

と結んでいる至情あふれる建言である。

ここにある土砂子干止は明治初に用いられた言葉て、あって，後に用いられるようにな

る砂防あるいは治山の意味である。明治初年に岡山県当局が道路堤防などの竪の工事

に追われて，山の方に眼が向かなかったのは当然て‘あるが，円三郎の建言をとりあげ

て，山の方も平行して実行していったことは適切なことであった。現在の一部落規模

の当時の村の村吏であった人の建言か県当局を動かしたことは， 彼の出身地の福田村

の人たちと相談して実行した工事が，実効を挙げたとし、う実績が裏付けとなって，支

持する人の輸が広がっていったものと思われるが，工事の実行にも困難が多かったの

であろ う。明治維新前後の混乱期であるから，事業費の配分あるいは補助があったと

は考えられないとすると，村民が手弁当で協力して実行したことになり，それまでの

彼の苦労が大変だったと想像される。これを裏返しにみると， 村民が彼の説得を受け

し、れるだけの自然、条件，すなわち山地の荒廃の激しさが，彼の説得に味方したとい う

考え方も可能である。工事の技術的な面をみると， 山巻砂嚢としみ工種の詳細は不明

であるが，江戸時代に多くの工事が行われたのは淀川流域であって， 山陽道では岡山

県の荒廃が先行していたので，工事の方も先進県の一つであったと考えられることか

ら，工法についての知識の蓄積もあったものと思われる。

次に彼の著作をみると，明治24年 （1891）に「砂防工大意」討を発表している。前

述の治水建言では土砂子干止の法だったのがここでは砂防工となっている。治水建言が

岡山県令にあてたものであるのに対して，これは治水雑誌の誌上で砂防工の必要性を

天下に訴えたものであって， 具体的な工法にまでは立ち入ってし、ない。この論文も砂

防工に対する彼の熱意を示す つの証明である。

明治37年 （1904）に「治水殖林本源論」引をだしている。その自序をみると，治水
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建言提出時に郷里のー老農に建言の話をしたところ，「貴下の策は恰も音しより，名

高き熊沢了介先生の言の如く妙案奇策，百年の後までにも賞へられまをすべしとて，

賛美止まずして去りたり」とあって，蕃山のことについては折々聞いたことはあるが

し、うことで，「先生の遺著を索めしに，幸ひにも吾祖父の秘蔵せし，集義外書及び大

学或問なるものあり」とあることは，彼は治水建言提出時には，蕃山の著作を読んで

いなかったことになる。このほか，建言中に河川の告を深を末のこととして，「僅諺ニ

所謂飯上ノ蝿ヲ逐ヒ」と述べている ことが注目される。これは蕃山の大学或問的の「諸

国今の川堤の普請は，俗に飯上の縄を追ふとし、ふが如しJが起原になってし、ると考え

られることから，これが僅諺になっていることは，岡山地方では蕃山の思想が相当深

く浸透していたことがうかがわれる。

本源論は集義外書と大学或聞を抄出 して考察が加えられている。山林の荒廃につい

ては，尾張の瀬戸町での見聞として，300戸の竃元の営業によって，「同地の四方山林
貨，，＿色

は焼物用土の為め，地盤悉く掘撃ち，其崩るること降雨あるとき恰も籾殻の流るるが

如し」とあるほか，「薪炭用として近郷各地の山林は悉く伐あら し」とあり，この両

者のために「河川の埋堆実に恐るべしJと述べている。工事については，蕃山の「其

所に住なれたる老人，又は才覚ある者」の話を聞くとあるのに対して，円三郎はこれ

を「衆智を集めて能く其功をなせるもの」と して，先生の心を心として事に当るなら
そし

ば，「議員り少ふして名をなすこと多きや，疑ひあるべからざるなり」と述べているほ

か，復旧工事の効果例を挙げている。このほか，とくに関心をひくのは林政に関する

部分である。集義外書の「明日首をきらるるまでも，今日はぬすまでかなはず」とし

て，「かかる時節に，山林の市j禁おほくば，罪人限なく出来ぬベし］の記述に対して，

彼は旧幕時代には高年貢米が必要な悪回といわれた団地を金銀をそえて譲っていた

が，無力な貧農は団地の地力を減退させて収穫が少なく生活に困ってレたので，こう

した時には政の立てようがなかった。「政は如何様なることにおはすやJとし、う設問

に，蕃山は「予は唯古今の理をいふのみ。時に当るの政は知べからず，たとひ知侍と

も其任なきものはいふべからず」（集義外書）と答えていることを引用して，「当時の

人民に権能なく，これを救ふの道あるとも， 口を開きて進むること叶はず。口を喋む

の世の中なればなり」とみており， 明治 7 8年 （1874・75）ころ地租改正が行われ，

旧幕時代の高年貢の悪田が格外の減租となって真の上回 となり，「貧者の幸福果して

幾許なりしぞや」としている。 国土保安林取締規則 砂防法・森林法・河川法が施行

されることになって，
モ

山林事業の急務たるを悟らば地方幾多の事情ありと も，夫れに拘はることなく，

国家百年の長計たるを思ひて，必ず遂行すべし。

と述べるとともに，

賀陽郡池田村上房郡巨勢村津高郡上建部村等の如きは，今 （抄出者注 明治37年
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<t904）） を量ること十六年の前より砂防工施工に伴ひ，其区域内雇笹伐木を禁止

することとなるに至り，其比 iwnの苦情あるも更にこれを許されず，厳に励行せ

られし結果

植林の効果がでてきたとしている。

このようにみてくると，江戸時代に比べて農民の生活は，経済的にはよくな った

が，薪事情がよくなったとは思われなL、。円三郎は蕃山の「永久の道は山林茂り川深

くなる」（大学或問）6）こと と同じことをいっている。江戸時代と明治初年という二世

紀のへだたりはあっても，自然環境が悪化していたことは共通であり，その対策も現

象の本質をみていたために，同じ結論に達したのであろう。治水建言提出二十余年後

の本源論においては，蕃山の集義外書などから多く引用しているので，ここだけをみ

れば蕃山の受け売りともとられかねないが，彼は明治維新前後に郷里の福田村で苦労

して実行した工事の成功とその効果を体験し，その後の研究によって治水建言を提出

した時期に蕃山の著作を知ったのであるから，建言提出時までは彼自身の研究による

ものである。

以上は17世紀の蕃山と 2世紀後の円三郎の時代の共通点であるが，この両時代の聞

に大きな相違点がある。蕃山が岡山藩の林政の改善に効果を示したであろうが，荒廃

地を減少させることができなかったのは，当時の社会経済条件がこれを許さなかった

と考えられるのに対して，明治以降はこの点が変化したのである。円三郎のいう土砂

杯止の法が実行できるように状勢が変化すると ともに，技術的な進歩もあって，徐々

にではあっても荒廃地が減少して河床の低下がみられるようになったのである。

このよ うに円三郎が明治期の岡山県の治山 ー砂防事業に大きな足跡を残しており，

退職時に県から1,000円を賞賜され，地元でも砂防の碑が建てられるというように，

官民の両方面からその功績が認められていることは理由があったことである。
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