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諸戸 北 郎 の 進 ん だ道

一一水と闘った人たち一一． 
栗原東洋

はしがを

科学技術庁の資源調査会から出ている月刊雑誌の「資源」に，しばら〈，

「水と闘った人たち」として，とくに明治以降の，治水事業に苦心した技術

家の伝記を，書きつづけてみた。明治6年から 34年にわたる間，土木局の

お傭技師だったオランダ人のデレーケをはじめ，明治・大正を通じての，治

水技術の大御所たる古市公威， i中野忠雄らをとり上げたものである。その一

連の系統として，石里五十二や市瀬恭次郎，宮本武之輔らについても，別に

筆を進めたいと思っているが，ここではすこし角度を変えて，治山砂防とい

う面から始めていきたいと思っている。

尤も，ここで，先ずことわっておきたし、のは，伝記と書いたが，たんに，

その人の生涯を追跡するというのではなく，技術者としての生きかたを調ぺ

るため，伝記的要素が加味されるだけで，実は，技術そのものの追及にあ

る。というのは，技術は，一方では感情を無視する非個性的な科学的（法則

性）に依存しながらも，他方ではその人の個人的な生活環境や性格，好みに

支えられて展開していくし，し、かざるをえないからである。

もちろん，私は，技術史がすべてこういう方法によらなければならないと

いうつもりはない。ただ傾倒するというか，個人的に興味を感じている人間

について，彼をそこに進めた内奥にまで立ちいってみたu、，といD，大それ

た野心にそそのかされただけである。

そういうひとりとして，まず，諸戸北郎林学博士をえらんでみた。続い

て，諸戸と関連させて，並木正雄農学博士にふれてみたいと d思っている。
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1. 

諸戸北郎が，東京大学林学科を停年で退いたのは，昭和9年3月のことで

ある。

その停年を目前にひかえた昭和6年の6月，彼は二十年ぶりに，再び渡欧

の途へ立った。自分の砂防技術を，国際的に見なおそうというわけである。

その辺のところは，あとでもう一度見なおすつもりだが，ここで，帰って

からの彼の，得意のさまを，思いうかべてみよう。すなわち

「私は，それ（オーストリアの砂防科学）を学んで帰って，これを我国に

応用し，なお二十年間も研究して，その結果を，今日，もって行ったので

すが，残念なことには，私の教ったワング先生は死んでしまって，いない

又，現在の大学教筏は，私の留学時代の助手や学生であって，実地の経験

の少い人であるから，相談相手にならなu、」（「諸戸博士洋行談の一部」

「砂防」，昭和15年9月）

状態である。それに，

「私が，いま主要なテーマとして研究してゐる，雨量と流量の関係につい

ても，至る処，水工事試験場を訪問して尋ねたが，何れの国でも，この試験は

やってゐない。只，スイスでやっておるから，スイスに行けといふのみ」

といわれるありさまである。そのスイスの，流出率に関する試験について

は留学当時の二十数年前からなじみがあるので，

「その後，良く なった事と思ひ，楽しんでスイスに行ったが，二十年の設

備はこわして，今日，さらに三角形放水路に改装して，土木技師が，流量

系数を定める実験」

を進めていた。しかし，その方法についていうと，

「私が，わが国で，最初にやって居った欠点の多いもので，なお改良する

余地は，沢山ある。又，三角形の断面は，日本では，東京大林区署で，二

十年も，前にやられたことがあり，東京帝大農学部附属演習林でも，十年

前にやったもので，その規模も小さく」

貧弱である，したがって，
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「この試験については，東京帝大農学部附属愛知県演習林に，私の設けた

試験設備が世界ーであることが知れた」

と，鼻を両くしている。この点がほんとうにそれに値するものかとウか［ま別

にして，すくなくとも，彼の技術の特徴はそこにあり ，彼のライフ ・ワーク

でもあったこ とはたしかである。彼を，その道に押し進めたものは何か。 こ

の点を，私は私なりに追及してみようと思う。そして，それを徹しえなかった

ところに人間としての，彼の悩みも濃かったのではあるまu、かということも c

諸戸の最初の洋行は，明治 42(1909）年の 2月，彼が林学科の助教授に

なって間もなく のことである。砂防技術に関する最初の留学生といってもい

U、かもしれない。もっとも，その前に，村田，河合の両博士がU、るにはいる

が。いずれにせよ彼の，その後の生涯は，そこにきまったのである。

当時，林学科の砂防講義は，ほかよりもおくれて，外人教師が担当してい

た。もともと，砂防講座の開設はあたらしu、。治山，砂防に関する科学的吟

味ということは，事業そのものの古さにもかかわらず，あまり問題にされな

かったからであろうか。

とにかく，明治 29(1896）年，治水三法という形で，河川法，森林法と

ならんで砂防法が出され，後二者が 30年には制定され，公布を見た。しか

しその，折角の砂防法も，これを運用する技術者の養成には思い至らなかっ

たらしい。この点，河川， 森林等については，明治初年からすでに早く着手

されていたのとくらべられるかもしれない。というのも，じつはその当時，

砂防といっても議会での論議にもあらわれているように，伐採や開墾の制限

というような，金をかけずにすます程度でお茶をにごしていたのだから，別

に専門技術者の必要もなかったといえる。もっともこれを逆にみると，技術

者に乏しくて，手が出せなかったと考えられないでもない。

しかし実際のところ，わが国の砂防事業は，のちに赤木正雄博士もいった

ように，世界的にみて，そうあたらしくはない。というのは，明治6年に土

木局のお傭技師として来朝したヨハネス ・デレーケは，最初，淀川水系を担

当し治水と同時に治山の必要も認め，明治14・5年には，木津川の右支川和
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京川の奥に，石造の砂防堰堤を三基もっくり ，その効果甚大なりというので

ときの内務卿松方正義はじめ顕官が竣功式に臨んだという例さえある。しか

しその後，デレーケの努力にもかかわらず，積極的な治山や砂防は，あまり

施行されなかった。その理由の一つが，奥山深くはし、って，身を粉にする技

術者を得られなかったからではなかろうかという気がしないでもなし、。最高

学！併を出て， 山住いでもなかろうというのであろうか。

とまれ，砂防法もうまれてくると，これをこなす幹部養成の必要が出てき

た。こうしてようやく，明治 34年の 1月にいたって， ドイツ人のへーフェ

レーが農科大午’の林学教師として招鴨され，林学通論のかたわら森林砂防工

学の講座を担汚した。

こういう講座の開設の契機となり，促進したもの，した人は，何であり誰

なのか，いまのと ころ どうもわからなし、。それらの点で，時期的に平灰が合

うと思うのは当時，山林局の林政課長兼調査課長だった村田重治の外遊であ

る。 33年5月のことで6月の8日にはマルセイユに着き， 9日にパリ，そし

て20日にはドイツのミュンへンをたずねている。そこで明治21年の 12月

から 24年の 2月にu、たる間，林学教師として在留し，わが国にはじめて造

林学を植えつけたマイエルに会っている。砂防教師招聴が，あるいはその用

件の一つだったかもしれない。

L、ずれにせよ，このへーフェレーが，一期間の契約を終えた 36年6月に

は帰国し，ついで今度はオーストリ アから，なか 1年おいて，ようやく 30歳

になったばかりのホーフマンが呼ばれた。 37年5月から 42年 6月にいたる

間である。主として理水，砂防工学の担当であった。この間，一時的にさき

の河合市太郎博士が兼任していた。

ホーフマンは，講義の余暇には，日本全土はもちろん，朝鮮，台湾までも

踏査研究し，種々の論文や著作を発表している。

たとえば「日本の河川及び醗流」，「蓄1.Ki蕎につき」「日本森林の材木」な

どである。

この，ドイツからオーストリアへの転換，これは当然だったかもしれない
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が，これを推進したものに，さきの村田による「オーストリア国森林視察復

命書」があげられよう。

このときの外遊は，村田のほか志賀泰山および白沢保美の三人で，村田が

オーストリア，志賀がドイツ，そして白沢がフランスをそれぞれ，一年にち

かv、日子で研究し，村田は一年ぶりに 34年の5月帰朝，そして 8月には，

さきの復命書が出，これは 35年の 1月，山林局より刊行されている。 A 5 

版にして 204頁という大部なものである。

この復命書では，砂防の進んだ国を対象としているだけに，その方面もま

た重点のーっとなっており，さらに 1884（明治17）年の「山水を，無害に

他に導くための設備に関する法律」も訳出されているほどである。

以上の動きでみると，森林法を制定した余勢で当時の山林局が，というよ

り林野行政がすくなくとも表面上は，林野の治山，砂防に対して，レ、かに熱

心であったかがはっきりわかる。ホーフマンも充分にこれに応えたらしレ、。

契約を更新して， 6年にわたって努めたのもそのあらわれであろう。

2. 

諸戸は，このホープマンに，いたく可愛がられた。というより，なかば同

僚として最も親しい関係にあったという方がu、u、かもしれなU、。かれと山旅

をともにしたこともあるし，渋谷在の官舎に訪ねて，夜長をすごしたことも

ある。堰堤の設計の相談にも乗ったし，工事現場に，ともに訪ねたこともあ

る。

その諸戸がホーフマンのあと を受け，砂防の講座をもつため，ホーフマン

より一足さきに彼の故国たるオーストリアに旅立つことになった。 42年の

‘2月のことで， 3年後の 45年の6月，明治もまさに暮れんとする頃，よう

やく帰国した。

その帰朝報告というわけではないが，大正3年の7月， 「欧羅巴諸国にお

ける野漢留工事調査復命書」が農商務大臣（大浦兼武）に出され，翌4年の

1月，山林局より刊行された。 B5版279頁の大部なものである。さ きにみ

た村田重治の報告を，より進めたといってよかろう。
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これは，彼の留学の翌年に発生した明治 43年9月の大水害，その対策を

検討するため臨時治水調査会が設けられたが，その一環に考えられた森林治

水事業を，技術的に推進するためその本場に在留中の諸戸に，砂防工事の調

査が委嘱されたものらしし、。もっともこれは，留学当初からだったのかもし

れないが，その辺は不明である。いずれにせよ，時宜にかなっていたわけで

ある。

この復命書には，わが国における治山，砂防事業の意義，在りかたが，か

んたんではあるが，その結論（第1編第11章）のなかでのべられているが

それは別にふれることにしたし、。

なお念、のため，この復命書の概要をみると，3編（ほかに附録）にわかれ，

第 1編の「オーストリアにおける野漠留工事」が中心をなし，全体の三分の

二以上（1-201頁）を占め，その地況から沿革，技術，機構，予算，教育方

法なと広範にわたってu、る。

第2編が「フランス，スイス及びドイツにおける野漠留工事」で各国にお

ける工事の沿革，その機構，技術者の養成方法に，かんたんにふれている。

第3編が「オーストリアに於ける木材水運」となっている。

このほか，附録でオーストリ アにおける野漠工事に関する諸法規等が訳出

されている。

以上のような多産な留学ij-1，諸戸は，ウィーンではホフマンのすすめで，

その伯母の家に泊っていたこと もある。 20年後の再遊にその下宿さきをた

ずねて故旧を偲んだり，また別の下宿さき まで，いまは成人した当時の子供

だちを招いた り，招かれたり ，そのあげく 「私を忘れたのか」と，追憶を強

制されたり ，若き日の留学はf皮にとってなつかしいものだったらしu、。後年

の歌人，俳人としての彼は，そのころから片りんをあらわしていたのかもし

れない。

しかし帰国後‘彼のたどった道は， かならずしもホープマンを踏襲したと

；まいえない。彼には，彼独自の方向があった。日本の山を対象にした以上，

当然かもしれない。
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それはそれとして，その 20年ほどののち（昭和6年8月）の再遊も，一

つにはホープマンとの再見にあったらしく，第一次大戦後の領土編入にとも

ない，オーストリアからイタリア政府に雇傭されているホーフマンを，ロー

マの私宅に訪ね， 1週間あまり生活をともにし，別れぎわ，もうこれでおし

まいかと，なつかしがっている。その当時のエピソードの一つを，彼はその

日記に残している。すなわち，ホーフマンの案内でイタリア農務省に，アゴ

スチニ山林局長を訪ねたときのこと，

「局長は，英語も独逸話も，仏語も知らぬ。ホーフマン君が，自分が通弁

するから日本語で言へといふから，日本語でいふと，かれはそれを通弁し

た。これは，通弁して，日本語が解ることを自慢するためである。しかし

かれは私のいふたことを通弁したのでなく，自分の勝手なことを言ったの

である。」 （「砂防」昭和7年6月）

と。

ホーフマンについては，諸戸の後輩で同じく林科出身ながら，内務省土木

局に入り，林務砂防に対し内務砂防を体系づけた赤木正雄もまた，諸戸より

すこしおくれた昭和8年，オーストリ アを訪ね，彼の消息をつたえている。

これらを通しでも，ホーフマンがその後のわが国の治山砂防に対し，いか

になっかしい存在であったかがわかるような気がする。

では一体，ホーフマンの砂防方式とはどんなものであろうか，いわゆるホ

ーフマン工事として世に喧伝されたものの実体はどのようなものであったろ

うか。

3. 

この工事の由来について，諸戸が主催した砂防協会の機関紙「砂防」（第4

号，昭和4年1月号）はつぎのように書いている。この署名はないが，諸戸

自身の執筆に属するらしし、。日く ，

「本工事は，愛知県東春日井郡1頼戸町大字瀬戸字印所地内にあり，設計は

これを東京帝国大学農科大学に嘱託し，明治 37(1904）年，同大学雇教

師填国人ホーフマン氏指導の下に，林学科学生弘世考蔵 CJll添孝蔵）氏，
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卒業論文として設計したるものにして， 38年度の施工に係る」

工事である。そして，この特徴として，

89 

「本工事は，壌国及び仏国に於て行はるる方法にして，或る程度まで土砂

の崩壊を自然に放置するにあり。而して，崩壊土砂は，一定の勾配を保持

せしむるためJ堰堤及び編柵工事を施設す。即ち土堰堤と柳の編柵を設け

以て土砂の流出を防止」

するものだといわれている。

それに，もともとこの箇所には，初め土堰堤があって，その破壊した流石

で修繕したもので，勾配を急にしたのと，水抜きをつけたのが，工法上の特

色とすることができるだろう。

しかしその当時，砂防技術はまだ幼稚で，柳の編椀なともその施工がまず

かったので明治 43年には，鉄線蛇寵に改築された。

もっとも，工法上の欠陥がないでもないらしν、。この点について日く，

「上流向う側の山腹工事は，施行当時は望見し得ざりしものなり。背面の

山腹工事を施行しあるがため，土砂の崩壊おそし。少しく人工を加へると

きは，土砂の崩落も速かなるべし。〔また7，堰堤設置の数，多きに過ぎた

るの嫌なきに非ざるも，従来存在せる土堰堤を修繕したるものにして，止

むを得ざりしなり」

と。

ところで，このホーフマン工事については，その施行な後の 41年の3月

山林技師の村田為治が，これを訪ね，「愛知県砂防工事視察復命書」（山林局

干IJ,41年7月）のなかで，つぎのようにふれている。さきのものと若干，

重復するかもしれないが，かんたんなものであるからこの全文をかかげてお

こう。

(1）この工事は，約5町歩の面積のtjI聞を流るる細漢に，コンクリ ートを

以て畳に上げ，その下部に水管を通して，水透しの用に供したる石堰堤5

個，及び上流土砂流出の盛なる地に於て，留柵を設置したるものにして，

当地方唯一の異観工事なり。



‘90 ？）（利科学第1巻第l号 （1957)

(2）その経費は 2500余円（ 2566円16銭） 1町歩当り 500円余りにして，

従来の工事に比し，やや高費を要せり。

(3）その明細は竣工費の示す処にして，これを設計と対照すれば，材料の

粗悪，及び施工の不完全なるそしりを免かれざるのみならず，修繕の不備

なるがため，留柵の破損個所多き等は，実に遺憾とする所なり。

(4）この工事は， 39年度（さきの資料には 38年度といふ）に施行せるも

のにして，未だ日j支きを以て，これを従来の工事に比し，その効果の如何

を判じ，その優劣を論ずることは，今日に於て， 実に困維とする所なれど

も，流砂好止の効は額著なるものとす。

とあり，そして最後に，工法I二の特徴を論じて日く，

「但し，この工事は，植樹をなすことなく，唯，山地の崩壊を自然に委し

その流砂の止まるを待つものなるが故に，これを，間近における，従来の

植樹的工事に比すれば，一見，寂莫の感なくんばあらず」

と。この点は，さきの「由来」でも書かれている通りである。

従来の植樹的工事とはし、うが，村田為治は愛知県下の砂防視察の，いわば

幸吉論として，

従来の砂防工は主として，土工にのみ注意し植樹上，砂防に対する注意

周到ならざりしが，（今や），土木的の設備と，林業的の植樹とは，面々相

待って，土砂拝止の効を期するに至れる今日にありでは，樹木成長の状態、

を調査し，統計的なる成長量を明にするときは，ーは，工事の成績を示す

；二足り，ーは，林業上，その成長量により，種々有・益なる事項を見出し得

べ〈，将来，砂防植載の方法を考楕するに必要なるを以て，これを精査」

することが必要であるといっている。だから，砂防植載に対し，手入れ，間

伐の必要を主張し，その場合における主林木の概念、も出てくるのである。

このホーフマン工事については，さらに，伊藤武夫もつぎのようにし、って

v、る。さきのものと大体，同じ意見だが，これをはっきり評価しているのが

ぞの特徴といえよう。日く，

「愛知県下に見るやうな荒廃地に，砂防工事を起すに二つの流儀が考へら
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れる，ーは，山腹工事に重きをおくこと，ーは漠留工事に重きをおくこと

である。この両者の工費の点は別として，長所及び欠所を挙げて見たU、」

（「砂防」昭和 7年 7月）

とし，これを説明して

「山腹工事を起せば，土砂の流出が少なくなるから，漠留工事は，これを

簡略になしうる。山腹工事を訂はないとすれば，系統的に，多数の漠留工

事を施し，山腹は浸蝕され，又は崩れるに任せて，自然勾配となるのを待

つのであって，何れも，その荒廃地外に，土砂を流し出さないとすれば，

その点に於ては，結果は等しいわけ」

であるが，実際 L 愛知県下の砂防工事は殆んどすべてが山腹工事で，ただ

一つの例外をなすのがホープマン工事である。その工事の功罪はどうであろ

うか。どうも「この地域では，望ましからざる結果」を生じている。という

のは，

「この地域内の土には，比較的多量の楳を混じて居り，山腹は崩るるに任

され，又崩れた土砂は，流るるに任せてあるのに，流域は狭いために，流

量が少なし従って，土或は砂は流し得るが，礁とくに粗粒の醗は流し得

ないために，流域の大部分に亘って礁が残り，細粒のものほど，下流へ流

し送られ，最も細粒の土は，最下流の堰堤の広い堆積地に抑へ留められる

といふが如しいはゆる砂諜の分類作用が，極端に行はれたもので，土地

生産力の上からは，まこと遺憾」

である，と。 NPち，

「この工事が施されたのは，今から約 30年近くも前のことと思はれる

が，下流出口の堰堤の堆積地は，広いことも広いが，完全に土が堆積した

のは，漸 ＜2, 3年前のことで，この期間内に流域内の殆んどすべての細

かu、土が， ここに集められてしまった」

のである。

「この流域の，土に混ずる礁の量がこれほと多量でなければ，かういふ結

果は来たさなかったものである」
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から，その点で「工種の選択には， あらかじめ，深長の考慮」を払う必要が

あ~と。

いずれにせよ砂防工法として，従来，土工と植樹のどちらを主にしていた

か，いまここであまり追及しまu、。とにかくその土工的方法の典型がホーフ

マン工事であり，その立役者がホーフマンであったことに，まちがレ、はなか

ろう。

しかし，いずれにせよ，このホーフマン工事は，

「当地方砂防地に於ては，実に模範的工事たるを失はざるを以て適当なる

修繕を怠ることなく，これを従来の工事に比し，その優劣を将来に判ぜん

こと，必要且つ有益なることを信ず」

といわれている。

4. 

諸戸が，のち必らずしも，ホープマンあるいは正確には，いわゆる「ホー

フマン工事」に組しなかったとu、ったが，だからといって林業的砂防の主張

者になったわけではなし、。その点では，さきの村田為治の線に沿い，これを

大成したものとみなしでもv'v、だろう。

その場合，他のその技術の背景となったのが，瀬戸地方，あるいは広〈花

向岩石地で，崩壊しやすくまた禿諸の形をとりやすい，そういう地方ではな

かったことが，彼を独自なものにしている，有力な要因である。

一体，彼はその生涯のスタートとして何にどこに喰いついたのであろう

か。偶然というべきなのだろうか，そして誰が， このなかだちをしたのか，

その辺はどうもわからないが，彼は拡大する大東京，その増大する上水，そ

してそのための水源林の経営，この崩壊地の復旧を，その課題に，みずから

えらんだのである。

彼が多摩川上流の東京の水源林に，し、かに執着したかは，その停年退職か

ら3年ほどののち昭和 11年の 1月末に肺炎にかかり， 2月はじめには重態

におちいったが，ようやくもちなおし，， 5月にはいって散歩ができる〈ら

いに恢復し，この年中は 3,4回は山入り する例年の慣行を破って家に落ちつ
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くことにしていたにもかかわらず，元気になるにつれ，そわそわしだし，一

百二十日もすぎた9月 19日には， 1週間の日程で，小雨ふるなかを塩の山

の水源林の砂防工事の視察に出ていることによってもわかるような気がする

そのときの彼の，へぼなー句に，

病みて後からだ験めしの山登り

というのがある。

ついでに，もう一首を書きつけてみると，

大君に捧ぐる水を j争めんと

来る吾らが 落合の里

これは，のちにのべるように，大正5年，水源林の砂防堰堤の施工を監督

するためにきたときの句で，停年退職の秋再びおとずれ，その地で想起し，

感慨を記した報告のなかに書きつけられていたものである。

では，いつごろ諸戸は，この水源林の経営に参画するようになったのであ

ろうか。

このイキサツについて，砂防協会が主催した，多摩川流域森林治水に関す

る座談会（「砂防j昭和 12年3月号）のなかで，諸戸が若干ふれている。

すなわち，まず最初，

「明治45年に，欧州から帰朝して 〔東京都の］嘱託となり ，羽村の丸山，

古里村の大久保の崩壊地の工事を設計して，予算を計上しましたが，工費

が沢山かかるので，着工の域には達しなかった」

のであるが，その後ようやく大正 4年＊になって

「萩原山へ，始めて，填国式の石堰堤を築設したが， 当時の石屋工は，壌

国式の堰堤を造ることを知らぬので，この形状に造らすには，随分，苦心

をしました」

とあり，さらにその苦心の一端として，

「尤も，当時は，全く砂防技術者なく，東京市では，榛木で，高さ 6尺か

ら7尺位の編椀を造ってゐた時代の事だから無理もないが，この壌国式の

堰堤を初めて造るのに，山梨県下の石屋を使ったのですが，流を二分にし
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た事が問題になったのです。それは，こんな急な流面を持った堰堤を造っ

た事がなかったためで，当時に於ては水圧流は， 1割乃至2割のもので，

私の言ふ二分流を，二割流の間違ひでないかと言はれ」

たものであると。

以上のエピソードでもわかるように，諸戸の出発点は，洋行帰りの新進技

術者として，土工的砂防のための，最新の堰堤築設ということであった。そ

のかぎりでは，彼の恩師ホーフマンの方向を発展させたものにほかならない

のである。

しかし，彼の場合，たんに堰堤の設計や施工というだけでなく，それを通

じての東京水源林の経営的基礎の確立ということにあった。すくなくとも，

そういう形への発展があった。大正 7(1918）年，当時の東京府知事井上友

ーの信頼によって成った 66万円 12カ年の砂防計画案の編成，さらに 12年

の震災後，これを改訂した 500万円 10カ年計画には，そういう要素がある。

つまり 66万円なり， 500万円なりの投資，ことばをかえれば治山，砂防

事業の経済効果その経済的意義の吟味が，また，彼の学閉そのものの発展の

契機となったのである。それを容易にしたのは，いうまでもなく伎の対象に

えらんだのが，まさに水道水源林だったからである。

すなわち，直接的には，彼の出発点は，崩壊地の復旧ということにあった

が，終極には，復旧を通じて緑化を促進しなければならない。そして，この

緑化の前提となるのは森林のもつ高度な保水能力である。

これらの点を，いわば理論的にまとめあげたのが，さきにみた大正3年7

月の「ヨーロッパ諸国に於ける野漠留工事調査復命書」であり，そのなかの

結論（第1編第 11竿）である。日〈，

(1）河川は，只植樹のみによりて，決して洪水を防ぐを得るものにあら

ず。何となれば，今，水源地に植樹するも，これを以て，河床に堆積せる

土砂を直ちに除去すること能わざればなり

(2）又，堰堤を築設するのみによりて，洪水を将来永久に防ぐを得るもの

にあらず，何となれば，水源地に造林して，地被を作らざれば，降雨ごと
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に土砂流出するを以て，今日築設したる堰堤は，数年後には，土砂のため

に埋没せられ，さらにこの上に，堰堤を新設せざるべからざるに至るこ

と，明らかなればなり 。

(3）故に，堰堤を築設す若には一時の応急的手段にして，水源、地に植樹し

て地被を作り ，土砂の流出せざるごとくなすは，永遠の計画なり。

(4）即ち河川の修理と，山地の植栽と，両者相待ちて始めて功果を全うす

るをf尋るのみ

といっている。 （19ふ一一9頁）

もっともここでは，たんに森林， 地被の，土砂拝止がu、われるだけで，保

7j(能力への構想は欠いている。おそらく出発当時は， まだその域を脱してい

なかったか，あるいはまだ整理されていなかったのではなかろうか。

それが，さきにみた大正7年の砂防 12カ年計画編成の段階にu、たって，

考え方として成熟をみるようになったような気がする。

しかし，それでは，いったu、，どれほどの保水能力が，森林にあるのだろ

うか。という段にいたって，彼は学者としてジレンマを感ぜざるをえなかっ

7こ。

山は高きが故に貴からず，緑あるが故に貴しとすと。しかし，緑は，たん

に緑そのものによってではなかろ う。

洪水を防ぎ，渇水量を増すことにある。しかしその伝説を，どのようにし

て，立証しようとするのか。

その立証なしに，オーストリアの二分流の堰堤の真似をするのは，石工で

もできることである。 3年の留 学は，たんに石工たるためだったであろう

か。おそまきではあったが，彼はこの点、に気付いた。技術の模倣に先だっ

て，ほんとうに必要なのは合理的な精神であり，ものごとの科学的把握であ

る。日本におけるその特殊的なあらわれの究明である。

彼は大正7年，東京の水道水源林の砂防計画を，小出重治や国分快，吉田

正男など十人ばかりの林学科の学生を手伝いとして編成するなかで，以上の

ことをかすかながら感じはじめてきた。
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しかし，彼がそのための方法を実地に移すことができたのは，大正も終り

になってからである。

彼が自慢にする量水堰堤がそれである。

＊大正4年には，諸戸は内務省土木局の要請で，治山治水上の基本になる河川水

源地況の調査を指導している。その年の夏，伊膝武夫監管のもとに東大林学科の学

生十名（朝倉隆造，イ半寅亮，原耕太， 南部一男，岡本隆：次，関重雄，苫名孝太郎，

前回惟智，牧俊夫，大井与三郎）がおこな った「栃木県鬼怒川の水源地況調査」が

それである。土木局に提出されたこの報告書及び図面は残念ながら大正 12年の関

東大震災で焼失したが，いまその調査事項をみると，つぎの通りである（ 「砂防」，

昭和 12年 5月）。

(1) 林地，開墾地，農地及び原野の区別すること。

(2) 林地は，これを天然林，人工林及び禿地に区別することの

(3) 天然林は，これを純粋原生林及 び伐木利用せる天然林に区別し，且つこれを

針葉樹林，澗葉樹林及び混合林に区別し，その主たる林木を記入するこ と。

(4) 人工林は，これを杉林，扇柏林，松林， くぬぎ林その他の樹種に区別すること

(5) 林木の年令は，これを次の三級に区別すること。

I 幼 15年以下

E 壮 16 50年

][ 老 51年以上

(6) 農地はこれを，団地及び畑地に区別すること。

(7) 原野はこれを，無立木地及び林木散生地に区別すること 3

(8) 地勢は，これを次の 4級に区別すること。

I 平地 5度以下

Il 中庸 6～20度

I[ :':;;•. 21～45度

N 最急 46度以上

(9) 1町歩以下の土地に於ける地況の区別は，これを省略すること，但し森林の

散在するとき，或は，森林内に開墾地等のあるときは，これを備考tこ記入すること

以上の還りである。

なお，彼は，毎度引かせてもらう大正 3年7月の 「里子渓留 工事調査復命書Jのなか

で，「オーストリアにおける野渓留工事の効果」（第1編第10章）にふれながら，我

国に於ても速かに，野渓を調査し， 一定の工事施工案を画策し財政上の都合にて，

一時に多額の出費を為すを得ざれば，この案に従って年々一部分ずつ完全に施行し

て，遂に全部を統一完成せしむる」（197頁）必要のあることを主張している。さき
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の河川水源地況調査は，おそらく彼のこの要望を容れたものではなかろうか。

5. 

9「7

流出量をしらべるための，この量水堰堤は，はじめ愛知県下にある東大農

学部演習林に設けられた。そのほか，いうまでもな〈多摩川の上流，東京の

水道水源林も対象としている。

これは，年間雨量に対して山の具合，端的にu、えば，先ず，有林地と無林

地とでその流出率がどう変るかを検討する目的だった。

森林には保水能力があるという説に対して，いや，かえってそのために減

少する，流出率は低下するとしづ主張も一方つよく出てきた。とくに雨量の

すくない，したがって溜池地帯の所では，裸山に荒廃地復旧で植林された結

果， i留池への流入が減少したというのである。

こういう説の当否をあきらかにするため，大正 13年以来，筋工積苗工な

どの山腹工事を施工した 13・9ヘクタールの荒廃地について，諸戸は流出率

の調査をおこなわしめたのである。すなわち，

「流出量を測る目的で，量水堰堤を設け，自記水位計を備えて，水位を観

測し，流量の計算をすると共に，流域内に数個の自記及び普通問量計を備

へて，大正 15年以来雨量の観測を行ってゐる」

と。その報告は，農博・桜井荘三＊によってなされた（「荒廃地の復旧と流

出量」，「砂防」昭和9年7月）。

この結果だけについていうと，「降間がU、かなる経路によって流出水とな

るか」の分析をすませていないが，一般的にし、えば，

「観測年度が進むために，即ち荒廃して居った土地が，次第に成林して行

くために，流出率が減少してくることは全然認められなu、」

のである。その流出率の大小は，流域の荒廃度にかかわりなしむしろ「雨

量の多寡に密接な関係がある」らしい。この点は溜池の貯i留の場合，潅翫期

(6…8月）だけをとっても同じようにいえるのであると。

＊ 諸戸が，いちばん力をいれた流出率の調査の実際を，その当時から担当したの

は，桜井鮭三で，彼は諸戸の女婿，大正 15年東大の林学科を出，ただちに愛知の
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量水堰t是による流出率の試験に従事し，昭和9年「堰堤による流量の iftlJ定」で農学

博士の学位を授与され，助教授，そして同年，諸戸引退のあと，その講座（林学第

4 ~書座）をひきつぎ 12 年 8 月外遊，健康を害して，その途中で帰朝（13 年 3 月）

14年 1月死去した。亭年39歳であった。

この量水堰堤について諸戸は，よほど自信があるものとみえ，昭和6年の

再度の外遊もその点の検討にあったことは，冒頭でみた通りである。

たとえば，その7月27日の日記によると，「10時より，ウィ ーン高等地産

学校に行き，水工事の教室でフィッシャ ー教授に面会，量水の話をなし，

愛知演習林の量水装置の写真を与へ」（ 「砂防」，昭和7年5月）

云々という。

ブィッシャー教授というのは， 20年前，諸戸が留学した時代の水工事教

室の助教授だったひとである。

つぎに，量水試験ならスイスに行けといわれた。そのスイスで，ワーセン

から 3時間たらずのところにあるスペルグラーペン量水所＊をたずねてい

る。これを説明して，

「幅2米，高さ 2米，長さ 7米ばかりのコンクリート溝へ，三角形の見込

を有する鉄板をつけたものである。 3米ほど後方で水位を測ってゐるが，こ

の日（9月 13日）は 22センチである」（「砂防」，昭和8年1月）

といい，さらにそこから自動車で一時間の，リードバードの量水所に行って

u、るが，ここ も，

「スペルグラーベン量水所と同様の設備であって，この日の水位は 23セ

ンチ目下流量係数実験中であった。その方法は高さ 7米，深さ 1米幅， 1 

米（7立方米）の木箱を作ってこれに水を入れて，時聞を測るので水が一

杯になるに約2分間を要した。又，大水の時は箱の内部に木柵をニカ所入

れ水を静かにしてiJllj流翼で水速を7~1］るといふ。この方法で実測して曲線を

作る。又水の落口に邪魔ある等，要するに我々が愛知県演習林で発見した

欠点を，未だ知らずにやってゐる。実に幼稚のもの」（向上）

と，こきおろしている。
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ホ スイ ス林業試験場による，この量水試験の沿革をみると，これは 1903（明治36

羊），首都ベノレリンから 30キロ東方，エンメンターノレの海抜 1000米の所にある。

Sperbel-graber （流域面積 55.79 ha.）と， Rappen-graber（同じく 69.71ha）の

三試験地で試験をはじめて以来今日におよんでいるのである。

この量水堰堤を材料とする研究は，その後，諸戸の指導のもとにその弟子

たちによって，精力的にひきつがれた。わが国における砂防工学研究の大き

な潮流の一つである。

たとえば，小島完ーによる 「降雨時に於ける流出量に就いて」（「砂防J,

昭和 11年1月号）も，その一つである。

これは， 「昭和 5年以来，愛知県 〔下の東大〕演習林，数成量水堰堤で観

察せる結果に認められるものに就いて，降雨の状態の異なるものを選んで，

その流出量を比較」したものである。

この報告のくわしい検討は別にゆずって，結論的な部分についてみると，

「降雨の始め，又は小雨の場合は，増加流出率は極めて小さく，蒸発量，

樹冠抑止量，津透量の多いことを示し，それ以後に於ては，これらの作用

は極めて小さいことが認められる」

白のであるとし， さらに

「従って，これらの作用は，雨に見積って 20・・・40 ミリ程度で， 100 ミリ

以上の雨でも，或は 30・・・40ミリ程度の雨でも，大なる変化はない。それ

故降雨量として，最も適当なのは 20・..40ミリ程度の雨で，それ以上の雨

でも，将来のために保管せられる量は殆んと同じで，特別の場合のほか，

残りは全部，無用に流れ，又は危険を生ずるに過ぎなし、」

と。

以上のほか，さきにみた桜井荘三のも，その一つだし，彼の後継者になっ

た荻原貞夫もそこから出発したのである。

6. 

以上のように，治山，砂防の効果が山地の復旧と緑化によって，その保水

能力， 7j(／原漏養能力の向上，増進にあるとするなら，もともとこの事業は森
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林所有者の独占ではなしむしろ利水当事者の，端的にし、えば電力業者によ

って，指導さるべきものではないか。

諸戸は，明治 44年以来の第1期森林治水事業の終了を前にし，第2期事

業の期成同盟会発足に当って，この点を次のようにu、っている（「砂防」，

昭和10年9月）。日〈，

「翻って考ふれば，洪水で害を受けるのは誰であるか，又渇水で害を蒙る

のは誰れであるか？ 」

「洪水及び渇水で害を受けるのは山林所有者ではない。従って〔治山〕治

水事業の効果により思沢に浴するものは，山林所有者ではなくて，水利，

水道，水力電気関係者，洪水の脅迫を受ける町村民等である」

「故に，森林治水事業期成同盟会の如きは，農民が主体となり， 7）＼.利，水

道，水力電気関係者，洪水の脅迫を受ける町村民等が発起となり，これを

組織し，大に運動すべきものである」

と。

彼の理論，その年来の研究からして当然の結論というべきであろう。それ

を，量水堰堤の実績によってつよく押しだしているわけである。

しかし実際には，森林治水事業にたU、する一般の関心は低い。国もまた，

出し惜しみしでいるし，さらに東京市の水道水源林にたいする施策でも，ひ

ところの熱意をうしない， 7J¥.i，原林事務所（明治43年創立）は，いちはやく昭

和初年，行政整理のヤリダマにあげられて廃止され，水道局庶務課に属する

林務係が，わずかにこれを担当するしまつである。

ところがこの水道局では，増大する上水をまかなうため， 1億8千万トン

の貯水する小河内ダムの築設を計画中というが，それとて上流に堰堤を設け

なければ「幾年かの後には池が全く埋まってしまふ」（「砂防」昭和12年7

月）ことは，火をみるより明らかなのである。

それにもかかわらず，熱意の不足はどこにあるのだろうか。

当時，わが国では，水と空気といわれるように水のありがたさ，貴重さが

まだ戦後におけるようには身にしみて感じられていなかったからであろう
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か。

問題なのは，全体としてみると，特殊の上水道は別にして，水がすくない

ことにはなしありすぎてこまる，つまり洪水の処理にその重点があったか

らであろうか。

つまり，ことばをかえれば彼の研究は，よくいって一歩を先んじ，わるく

いって現実を無視したということになるのであろうか。

さらに諸戸は，このような，わが国の現実をどのように理解していたであ

ろうか。

いずれにせよ，その辺のところに諸戸の悲劇が，ひとつあったように思

う。 そしてそれは，さきにもふれた，赤木正雄との対立を通じて展開するの

である。 （当研究所参与）
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