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ファン・ドールンと野蒜築港

松浦茂樹

はじめに

ファン ートールン （C.J. Van Doorn) (1837～1907）は，明治政府により招鴨され

たオランダ人技術者である。 1872（明治 5）年来朝し1880（明治13）年帰国するまで，

オランタ人技術者の総帥として我が国の河川 港湾整備の指導を行った。このファン

ドールンの計画に基っき，野蒜築港工事力・1878（明治11）年 7月，着手された。

野蒜築港は，同年5月着工された九頭竜川河口の三国港（坂井港）の築港工事とと

もに，我が国における近代港湾事業の先駆となるもので，国の直営事業として進めら

れた。その位置は鳴瀬川河口部で，北上運河で北上川と結び，東名運河で松島湾とを

つなぐ。そして近世にかなりの部分が整備されていた貞山堀運河で、阿武隈川まで舟運

で結ぼうという， 東北地方一円を視野にいわた大計画であった（第 1図，第 2図）。

工事主任であったドールンは，途中1880（明治13）年帰国したが，工事は進めら

れ， 1882（明治15）年開港となった。だが1884（明治17）年秩，暴風雨と鳴瀬川の出

水により港口の二本の突堤が破壊されるとともに，突堤聞が土砂で堆積し，港湾の機

能を失った。これを契機として野蒜港は放棄された。

明治前期の国家財政の厳しい時期，約68万円という巨大な資金が投入され1んこの

時期の国家の代表的事業といってみ、にも拘らず，わずか3年で野蒜港は放棄された

のである。

さて野蒜築港あるいはその挫折について，これまで幾多の研究が行われている。 特

に近年の田村勝正博士の研究2）は優れている。既存報告の文献 資料の吟味から進め

られ，新たに発見された資料のもと，その後の仙台湾における築港の動向，また近代

東北開発への影響まで視野に入れて分析を行っている。

博士は野蒜、港の放棄について次のように述べてレる。

「築港失敗の要因として，直接的にはドールンによる設計 調査の不備，低い技術

水準，松方財政下の金融閉塞等があげられている。しかしともかくも－ELは竣工し

て発展の緒につかんとした野蒜内港が，唯一度の突堤流失と，， '5被災を契機に，その

復旧はもとより既成工事の保守すらも行な才》れることなく，そのまま放棄せられた背

後には，より本質的な問題が横たわっていると考えねばならない。」引

そして基本的には，「政府の港湾投資を受警できなかった，東北全体の後進地的構
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第 1図 東北地方概況図
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第2図仙台湾概況図
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住北上川水系は近代改修以前の状況である

造と，それにもとつく経済力・起業力の弱さ j•I としている。また， ドーノレンの技術

的欠陥について次のように述べている。

「野蒜築港失敗の原因の一つが，内港突堤の崩療に端を発したことは異論がないと

しても，その復旧工事の可否を左右したのは外港の問題てーあり，この事こそが命運を

決したともいえるのである。」5)

つまり技術的には，鳴瀬川河口に設置した内港の突堤決壊もさること ながら，大型

汽船の碇泊地である外港の整備の考え方に根本的な原因があるとしている。

原典を主にして分析を進めている博士の考え方に，筆者も基本的に同意する。本レ

ポートは，田村博土の研究を踏まえ，野蒜築港の構想 計画の検討をさらに進めると

ともに，ファンードールンの技術につレて評価するものである。

1. 野蒜築港計画

J-1 大久保利通の東北開発構想と野蒜築港

明治前期の東北開発構想としてよく知られているものに，大久保利通の運輸体系整

備についての 7大プロジェタトがある。これは1878 （明治11）年 3月6日，内務卿大

久保不IJ通が太政大臣三条実美にあて提出した伺書「一般殖産及筆士族授産／儀ニ付伺」
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の中で述べられているヘ

この伺書は，当時の重大な社会問題であった土族の救済と一般殖産の展望を述べた

もので，第一等，第二等，第三等の 3項目にわたる計画を提案した。第一等（第一条

一十三条），第二等（第一条一十三条）については華土族救済のための開墾による農業

開発を提案し，第三等で「一般殖産ノ事ヲ謀ノレカ為ニ資本金参百五拾万円ヲ内務省ニ

憐へ各地方固有物産ノ保護改良ヲ主ト、／推テ運輸ノ便ニ及ホゾ漸次諸業／改進各物ノ

蕃殖上要用ナノレ資本ニ給貸スルモノトスj とし，運輸に関する具体的計画を次のよう

に述べている71。

「運輸の便を開くが如き，漸次各地の形状に従い挙行すべきもの，百端ありとし、え

ども，中に就て最もその較著なるもの七とす。

そのーは宮城県下の野蒜開港，この土工たる北上川より運河を疏削し，港を野蒜に

開設すべし。其費額凡そ三十五万円とす。

その二，新潟港改修，工費概計三十一万円。

その三，越後ー 上野運路（清水越と云ふ）の開削。この工や明治七年中，人民の協

力に出で其工を竣ふと難ども，運輸未だ十分の便を得る能はず，依て之を改修せ

んとす。

その四，大谷川運河の開削，北浦と澗沼との問を開削し運路を那珂港に取る。其工

費二十万円。及び港修築。

その五，阿武隈川の改修．該川は源を白河に発し福島を経，屈曲およそ三十余笠に

して海に達す。しかれどもその海口険悪にして舟舶に便ならず。よって同川を修

j愛し，さ らに運河を疏削し塩竃の内海に達し，以て野蒜の新港に合するを得ば，

福島地方の便利もまた少々にあらざるべし。

その六，阿賀野川改修，新潟県下の阿賀野川を改修して会津の運便を開く。

その七， ~n旗沼より東京への運路，印勝沼より検見川に連接し深Jll ，新Jll に通ず。

工費凡そ二十万円とす。

以上は東北諸国水陸運路の便利を与うる大概を挙ぐるのみ。」

このように東北地方の運輸体系の整備を目的としたものだが，先ず最初に野蒜築港

があげられている，そして 7大プロジェクトのうち道路について述べているのは越後

と上野を結ぶ清水越のみで，あとはすべて舟運体系の整備である。そのうち港湾の整

備としては野蒜港とともに，阿賀野川ともつながってし、る新潟港，潤沼とつながって

いる那珂港をあげるo 河川の改修としては福島地方の便のための阿武隈川，会津の｛更

のための阿賀野川をあげる。さらに新たな運河として野蒜港と北上川との間の新運

河，北浦， j岡沼，那珂港をつなぐ大谷川運河，印猪沼より東京湾へ出る新運河をあげ

る。

大久保のこの構想は，舟運を中心に置いた東北fl本の開発構想であるふとは明らか
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第 1表仙台湾からの移出入額附

（単位：円）

県名 輸 出 輸 入 3十

岩手県 223,225 675,417 898,642 

宮城管内 3, 179,386 2,828, 738 4,008, 124 

秋田県 25, 712 25,712 

山 形県 11,778 509, 159 520,937 

福島県 2,589 498,542 501 131 

合計 3,416,978 4,537,568 7,954,546 

であるが，この 7大プロンェクト以外に大久保は，猪苗代湖から阿武隈川水系に落と

し安積開墾を計る安積疏水計画の目的のーっとして次のように述べている。

「湖水ノ末流ヲ阿武隈Jllニ合シ通船ヲ便二人本県下西白河郡ヨリ宮城県下野蒜港

ニ達、／，北上Jllニ接シ，陸奥ノ中央ニー船路ヲ開ク」BJ

安積疏水を通じて阿武隈川と阿賀野川を結び，太平洋と日本海とをつなく構想をも

っていたと考えられる。

このように大久保の構想は，舟運を中心においた東北日本の開発計画であるが，そ

の中心に野蒜築港が位置づけられている。北は北上川水系，南は阿武隈川水系を背後

圏に置き，安積疏水，阿賀野川を通じて新潟港と結ぶ。また那珂港から大谷川運河に

入り北浦から利根川に出，印旗沼を通って東京湾を結ぶのである。その目的は，「陸

羽ノ物産ヲ興ン東北ノ航路ヲシテ安全ノ良港ヲ得セシメントスノレニ在ノレ」9）。

野蒜港の背後圏の具体的な数字としては，第 1表がある。これは1884（明治17）年

12月，松平宮城県令が山田寅吉内務省技師に送った「野蒜築港意見書」の中で，仙台

湾を通じた移出入額について述べたものである。 1881年から1884年の 3ヵ年を平均し

た 1ヵ年の額を示している。

第 1表により，その背後圏が東北五県にわたっていることが分かる。水系でみてい

ったら北は北上川から南は阿武隈川までで，陸路を通じて山形県，秋田県に通じてい

たのである。

では大久保の 7大プロシェクトと呼ばれるこの構想は，どのような経緯で生まれた

のだろうか。また鳴瀬川河口部での築港はどのように決定されたのだろうか。

1876 （明治的年6月から 7月にかけて大久保利通は，明治天皇の東北巡幸の先駆

として東北地方の視察を行った。これに先立つ1875（明治 8）年 8月の第一回地方長

官会議で，東北六県の県令に産業振興の意見を徴したところ，六県令そろって運輸体

系の整備が最重要と述べた。そして具体的には，これまでの東北地方の物資集散地で
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あった北上川河口での築港を建議したII）。

つまり北上川はJll蒸気が通っているが 河口に港を造ると黒沢尻まで通うことがで

きるだろう。黒沢尻からは道路で横手に行き，また横手から容易に山形に行ける。

なお，当時のこの地の物資輸送体系について，広井勇は「日本築港史」（昭和2年）

の中で次のように述べている 12）。

「東北ノ地未タ鉄道ハ勿論完全ナノレ道路タニナク沿海航運ノ船舶ハ荻／浜若クハ石

浜湾ニ寄航シ夫ヨリ小型汽船若クハ帆走船ニヨリ北上川及ヒ松島湾方面ニ接続シタノレ

モノニシテ其不便甚シク東奥ノ地ニ港湾ヲ修築スノレノ挙ハ東北地方開発上最モ当ヲ得

タノレ策タリシハ争フ可ラサノレ処タリ」

大久保は仙台から松島，石巻と現地を歩いたが，また地元の案内で鳴瀬川河口近く

の山の上から鳴瀬川，外海を観たとい う1九帰京した後，大久保は土木局長石井省一

郎を現地に派遣，さらにファン・ドーノレンを 9月に派遣し現地調査させた。 ドーノレン

は印施沼で利根川と太平洋を結ぶ運河計画を調査した後，松島湾，石巻さらに能代，

酒悶の港へ足を運んだ。翌年 1月再び現地に赴いた後トールンは， 2月に大久保に報

告した。その主旨は，野蒜での築港であるが，他の候補地との比較で次のように述べ

ている 14）。

!) 北上川河口（案）について

「当時地方人ノ嘱望シタノレ北上川／河口ユ深水港ヲ築造スノレノ案ハ同JIJノ吐出

スノレ土砂多量ナノレ／故ヲ以テ之ヲ不可ナリ 」

2) 女川湾，荻ノ浜 （案）について

「女川湾荻／浜ノ如キ良湾アリト量産モ前者ハ狭陸ニ シテ絢 L東ニ偏スノレノ 嫌ヒ

アリ後者ハ陸上／交通困難ナリ」

3) 石浜（案）について

「石浜ノ如キハ良湾ナリト量産モ島唄／間ニアリテ陸地ヲ去ノレコト遠ク寒沢ニ至

テハ石浜ノ欠点ニ加フノレニ水深ヲ不足ナリトシ」

この結果，鳴瀬川河口での野蒜築港が適当だと結論したのだが，野蒜、築港のメリッ

トとして次のように主張した15）。

「野蒜ノ地タノレヤ石巻湾ノ西隅ニ位シ南ハ宮戸島ニヨリ半ハ大海ヨリ庇蔽セラレ西

ハ松島湾ニ通シ三里ニン／テ塩竃ニ到リ東ハ石巻ニ達スノレニ北上川｜ロヲ経由スノレモ五里

ニ過キス又タ背部ニハ鳴瀬川ヲ改修シテ水運ニ利用シ得ヘキ等ハ海港／設置ニ適スノレ

モノト γテ選択セラレタノレ主ナノレ理由ナリトス」

つまり三里で塩竃，五里で北上川河口の石巻に達すると L、う好位置，鳴瀬川河口に

設置することにより鳴瀬川を通じて秋田県にもつながり背後圏を拡大できるという地

理的条件，そして宮戸島によって外海より保護されるという自然条件をあげている。

東北地方の骨格づくりの構想の下に計画された野蒜築港に呼応して，松平県令のも
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第 2表 ムノレデノレによる野蒜港と女川

港との比較凶

県 名 野蒜分 女川分

岩手県 898,642 

宮城県 3,004,062 3,004,062 

秋田県 25,712 

山形県 520,937 

福島県 501,131 

合計 4,026, 131 3,928,416 

二廉総計 7,954,546 

と宮城県では，野蒜港の背後圏の整備とじて河川工事，道路工事が進められた16）。そ

れらは宮城県の 6大工事と呼ばれているが 近世にかなりの整備が行われていた塩釜

から阿武隈河口をつなぐ貞山堀運河の完成，鳴瀬川を改修しその上流中新田から鬼首

峠を通って秋田へL、く道路の整備，迫Jll，江合川の舟運の整備などである。なお 6大

工事以外に宮城－山形聞を結ふ、関山街道の工事が着手されていた。

宮城県下の 6大工事は県債をもって進める計画であったが，県民の中から反対が生

じ，結局は県債の募集は行われなかった。 しかし地方税，国庫補助等で進められ，か

なりの整備が図られた。

なお，その位置が東に偏するとして退けられた女川湾と野蒜港との比較について，

1885 （明治18）年オランダ人技師ムノレテツレ（A.T. L. R. Mulder）は第 2表に基づき

次のように報告している 17）。

「宮城県ノ半部ト福島山形両県／為メニハ野蒜ハ女J/Iニ勝ノレト難トモ宮城県ノ他半

部ト岩手秋田両県ノ為メニハ女Jllノ位置却千野蒜ニ勝ラン」

つまり宮城県の半分と福島－山形両県にとっては野蒜港の方が良いが，宮城県北半

分と岩手 秋田両県にとっては女川港の方が有利というのである。さらにムルデルは

仙台湾の港の将来について次のように述べた19）。

鉄道が福島県までのびてきたら信達二郡を除く福島県の平坦地の荷物は鉄道によ

り，また将来，河川が整備されたら福島県西部の物資は阿賀野川から新潟又は松ケ

苦手に，山形県の物資は最上Jllから酒田港に，秋田県の物資は雄物川を利用するよう

になってしまし、，仙台湾の港は結局は宮城県，岩手県と福島県の一小部分になって

しまうだろう。
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1-2 ドールンの野蒜築港計画

先ずトーノレンが避けた北上川河口，つまり石巻港についてみると，ここは近世には

仙台湾のみならず，北上川水系にある南部藩，一関藩，八戸藩の玄関口であった。こ

れらの藩の米は石巻に集積され，ここから江戸へ廻米された。これらの米，特に仙台

藩の米は江戸で重きを占め，江戸の米相場は仙台米が標準として運営されていた。

しかし北上川河口に位置する石巻港は次のような状況であって，その出入りに大

きな障害をもっていた。

「水深状態がつねに安定を欠いていたため，或る時は船舶の出入社絶して，積卸し

の貨物はこれを鮮によって沖か斗りの本船に運搬せねばならぬ有様であった。又荒天

激浪の際，河口に於いて転覆破損する船も珍らしからず，そこで北上河口は古来，船

舶にとって魔の難所として恐怖されたものである。」20)

このため幕藩時代には救済用の伝馬船の常備など厳重な警戒にあたっていたが，特

に海との出入口に土砂が堆積し，大型の西洋船の入港は無理だった。ムノLデノレは「石

巻ハ其港門浅夕、／テ運送船満潮ノ時ニ非レハ通セス」と述べている21）。

ドールンが欲してし、たのは，大型の西洋船が碇泊できる深水港であった。北上川河

口周辺では，北上川からの土砂の堆積により容易には確保できなかったのである。な

お石巻湾での築港計画は， 1893 （明治26）年のデレーケの調査によって樹立された

が，北上川河口を避け，牡鹿郡石巻・渡波ー尾崎に閤まれた万石浦西方の本網港計画

で海港であり，石巻とは鉄道と運河でつなげる計画であった。港域は約 lkmと2

kmの大規模な 2本の堤防で固まれた漏斗状のものであった（第 3図）。

さてド ルンの野蒜港計画を，広井勇「日本築港史」でみよう。その骨子は次のよ

うだった（第4図）。

一 鳴瀬）｜｜／河口内ニ於ケノレ繋j白地即チ内港／築設

一 内港ヨリ海ニ通スノレ航路即千港口及ヒ運河ノ築造

ー鳴瀬Jllノ切替及ヒ締切

四 野蒜ヨリ北上｝｜｜ニ通スノレ運河（北上運河）ノ開盤

五 松島湾ニ通スノレ運河（東名運河）／開墾

六新市街地ノ築設

七雑工事

内港と外港を設ける。内港は鳴瀬川河口部に設置し海へは水深18尺の線まで出し

た150間と 130聞の 2本の突堤でつなげる。内港の水深は平均干潮面下14尺で，吃水13

尺以内の和船及び近海回航の小型船30般を繋留させる。この内港は延長6,500聞の北

上運河で北上川と，延長1,800聞の東名運河で松島湾とを結ぶ。なお，東名運河は当

初の計画にはなかったが，突堤の工事を進めていくうちに西側に砂州がついてしまっ

た。このため松島湾での連絡に支障が生じると考えられ，追加されたものである。
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鳴瀬川河口部には新川を開削し，旧川の分派口に潜堤を設置し，土砂を含んでいな

い上水のみを内港に流入させる。洪水は，新JJItJ＞ら海に放流させる。

外港には外洋航行してきた大型船を碇泊させ，鮮により内港と連絡させる。宮戸島

の東端に長300聞の防波堤を築造すると， DZ；水16尺ないし24尺の船舶 7般を碇泊させ

ることができる。 150聞の防波堤でも，吃水16尺から20尺の汽船 3綬と，その他いく

ばくかの風帆船などの大型船舶を収容することができる。しかし現状でも，宮戸島の

東北側に吃水18尺以下の船舶を安全に碇泊させることができる。このため，外港の整

備は第二期工事と位置づけた。

本工事は1878（明治11）年 7月に北上運河，明治12年 7月には港口工事が着手され

た。港口の二本の突堤の断面図は第4図に示しであるが，オラ ンダ技術の特徴である

粗染沈床で造られている。粗柔沈床は，粗染を組み立て，それを沈ませていったもの

である。その後明治15年に第一期工事がほぼ概成し， 10月初日には盛大に落成式が内

務卿山田顕義出席の下に行われた。なおこの工事と期を同じ くして北上川では明治13

年から，阿武隈川では明治16年から国によ り舟運のための低水工事が着手された。

2. ファン・ドールンの技術の評価

2 1 野蒜港の放棄

1884 （明治17）年の秋，台風による暴風雨のため港湾の東側突堤の大半が破壊さ

れ，突堤聞は閉塞して船舶の出入りが杜絶，内港機能を失った。 明治15年より約3年

にして港としての命運をたったのであるが，この災害以前に野蒜港はその欠陥を露呈

していた。それは深水港である外港の非整備により，波浪のため大型船の碇泊に著し

し、障害が生じ，大型船が来なくなったのである。広井勇はこのことについて次のよう

に述べている問。

「港内に於ける諸般の整備完成したるにも拘らず，船舶の来往碇泊更になく，会々

沿海航行の大船港外に寄泊するものありたりと難も，海上全く平穏ならざるときは，

荷役を施すこと能はずして，其の鐙他港に去り ，港内は唯，僅に石巻・塩竃聞を往復

する小船の停留所たるに過ぎず，大船は依然、として荻ノ浜，石浜等に碇泊し，貨物は

帆走船に積替へて各地に分送せられつつあ り。」

明治15年には外港潜ヶ浦に大型船が来航したが，明治16,17年はそれが大きく減

じ，大型船は荻ノ浜に向かった23）。つまりドーノレンの港湾計画の根本に欠陥があった

のである。次にこの外港の考え方，土砂問題の認識等を中心にして， ドールンの技術

について考えていこう。

2-2 外港（潜ヶ浦）計画の評価

安定した港湾の整備にとって，波浪からの防禦は根幹的な課題て‘ある。 ドーノレンは
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この認識が甘かったか間違っていたのて‘ある。 ドーノレンはこの基本的課題に対し，ど

うしてこのような結論に達したのだろうか。ムノレデノレによると2<）ドールンは，「波止

堤ニ於ケノレ位置並長ノ如キハ当時三菱会社傭船長「ジトレフセン」 氏トノ協議ニ拠リ

テ定マリタノレ」とL、う。 つま り航海の専門家として三菱会社傭船長の意見を基に定め

たというのである。とすれば， ドーノレンが頼りとした船長の判断が甘かったのであ

り，このような人物に頼ったドーノレンの見識が間違っていたことになる。

では何故， ドーノレンは傭船長を頼ったのであろうか。一地方の自然条件，特に気象

条件を最も良く知っているのは地元の人々であろう。船舶関係者でなくても，地元の

漁師であったら波浪について良く知っていることではないだろうか。 それとも当時，

潜ヶ浦付近では漁業は全く行われていなかったのであろうか。

明治17年の災害後，内務卿山県有朋から対策についてムノレテソレが調査を命じられた

が，彼は次のように報告した25）。

「一大波止堤ヲ野蒜港門前ニ築キ以テーハ四時安全ナノレ碇泊／使ヲ大汽船ニ与へー

ハ物貨運送ノ為メ其碇泊場ト野蒜港内トノ間ニ要スノレ小舟ノ往復ヲンテ常ニ安全ニシ

テ且ツ間断ナカラ シムノレニ在ノレヲ以テセリ」

大型船の碇泊のためと，内港とを結ぶ小船のための大防波堤の設置の必要が主張さ

れた。防波堤は， ドールンの考えでは二期工事とされていたが，一層規模の大きいも

のが絶対に必要と報告されていたのて‘ある。この大防波堤の設置箇所等にはいろいろ

の考え方があるが，ムノレデノレは「諸般ノ理由ニ因り小浜根ヨリ築出スノレノ画策ヲ取リ

長ハ均シク一千間ニシ高ハ平均潮位以上八乃至十尺トナス」の意見であった。これに

必要な工事費は，「概算二百万円モ未タ以実際成功ヲ期ス可ラサノレヘシ」程の巨額の

ものであった。

さてこの認識に到るにあたりムルデノレは，内務卿に坪井海軍中佐，三菱会社船長

T. H. James，共同運輸会社船長JM. Jamesの実施検査を求める建議を行った。航

海の専門家の意見を求めたのであり，坪井海軍中佐はさておいて，二人の外国人お雇

い船長の意見を聞こうとしたのはドーノレンと同様であった。そしてJM. Jamesは，

安全な外港の整備のためには費用がおよそ600万円の 2個の突堤を造るべきだと提言

L Tこ。

この報告にあたりムノレテツレは，防波堤がないため潜ヶ浦が外港としては誠に不十分

であったとし、う既成事実，および意見を求めた外国人船長の認識からド ノレンと異な

った意見をもったとみてよいだろうか。つまり自然条件の調査方法は，ムノレテソレとド

ールンでは同じであると考えてよいであろうか。

このことに対し，ムノレデノレは興味ある行為をしている。日本人技師山田寅吉に対

し，現地調査をしたJM. James等 3人の報告に基づき計画を樹て，費用を概算する

よう求めたのである。それは山田技師が「該地方ェ在リテ百般ノ事情ニ通暁シタノレ」
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人物だったからである。つまり地元状況に詳しい技師の意見を求めたのであり，地元

の認識を求めようとしなかったドールンとの著しい相違がみられる。ただし，ムノレデ

ノレは， 山田の報告を，「野蒜ト女）｜｜ ニ係ノレjilij計画ニ費用ノ概算ヲ加ヘタノレノミノ者ニ

シテ其何レヲ撰取スノレカノ点ニ至リテ一言ノ説ナキハ自分ノ最モ遺憾トスノレ所ナリ」

と，費用を概算しただけて、判断を示していず不十分だったことを述べている26）。

2-3 土砂問題の評価

松平宮城県令が野蒜港計画に反対し，椿湾方面に移転することを主張した時， ドー

ノレンは次のように述べている。

「椿湾方面ハ遠浅ニシテ港口ノ突堤長キヲ要スノレコト 該方面ニハ土砂ノ堆積スノレ

コト多ク其為メ海岸線ノ前進毎歳十尺以上ニ及フヘキコト 野蒜方面ハ漂砂ナク深水

海岸ニ近キノ利アノレコト j27J

野蒜方面は漂砂がなく，この点が椿湾より秀れていると主張したのである。野蒜港

での漂砂について，全く心配をしていないのである。ところが事実は次のようであっ

た。

「築堤工事ノ進捗ハ海底ニ異動ヲ生ν先ツ東堤ノ東側ニ漂砂堆積シ漸次堤端ヲ続リ

港口ニ迫リ初メ東堤ノ終端ニ於ケノレ水深干潮面以下十五尺ナリシ二十七年ニハ五尺ニ

減シ十五尺ノ等深線ハ堤端ノ先キ三十余間ニ前進セリ J28)

ドーノレンは， 一定の深さ（水深18尺）にまで突堤を出したら，そこでは土砂の移動

はなく安定すると判断したのである。しかし現実には東倶ljの突堤に沿って土砂が堆積

し，さらにその土砂が港口に回った。明らかに，波浪が大きく沿岸流が強い海岸での

土砂移動について基本的認識が間違っていたのである。

自然現象に対するドーノレンの認識は当然，母国オランダての学習，また経験に負っ

ていたのだろう。オランダと日本とでの自然、現象が異なっていたといえばそれまでだ

が， ドーノレンは何故， 現地の状況から学んで手直しをしなかったのだろうか。これに

ついては，後で再度考えてL、く。

きて工事は明治11年から始まったが，土砂の移動はその時から予想外の進行を始め

ていた。当初の計画の手直しと して東名運河Iを造ったが，それは先述したように漂砂

の見通しが異なったためで、ある。この状況は，現地の土砂移動についての有力な情報

である。これらをもとに何故， トーノレンは認識を深めていかなかったのだろうか。た

だドーノレンは， 1880年（明治13年） 7月，帰国している。着工以降，現地に赴き，現

地で指導する機会，時聞はなかったのかもしれなレ。

しかし水深確保は，港湾機能にとって生命である。この重要な課題の認識が誠に甘

かったと判断せざるを得ない。さらに漂砂に加えて，鳴瀬川からの土砂の問題があ

る。
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ドールンは新川を掘り，潜堤を設置して鳴瀬川河口部の内港への土砂流入を防ごう

とした。鳴瀬川の流域面積は約410km2で，中流部には自然、遊水地品弁沼がある。こ

の状況から河口に襲ってくる洪水そして土砂は，それ程悪影響は与えないと考えたの

だろう。しかしこの判断も甘かった。 ドールンの帰国後，ムノレテソレにより鳴瀬川の流

出土砂に一つの対策がとられた。新JI¥から分流した直後の北上運河に木造のー閉門が

設けられ，「新鳴瀬川ノ水其一部分路ヲ運河ニ取リテ野蒜港内ニ注入スノレ者アリ為メ

ニ土砂／港内ニ沈澱スル事甚シカリキ」29）状況に対処されたのである。なおこれ以外

にムノレデノレは，新川吐口にその埋設を防くために小突堤を築かせた。 ドールンの計画

がムノレデノレにより手直しされたのである。

ムノレデノレは， しかし漂砂による野蒜内港埋没に対しては楽観的であった。 1885 （明

治18）年調査に基づきムノレテソレは山県内務卿に碇泊地が整備されていない野蒜築港に

代わり，次のような女川築港を提案した30）。

第一 女）｜｜湾ヲ仙台／港門ト定ムノレ事

第二 女川湾ヲ運河ニ依リテ北上川及北上運河ト連絡セシムノレ事

第三 野蒜既成工事殊ニ該港門ト新鳴瀬川トノ突堤ヲ可成的速ニ修繕シ之カ工ヲ遂

ケ而シテ其保存ニ注意スノレ事

その計画は，女川湾に港門を設置し，ここと北上川を結ぶ運河を新たに開削し，北

上川，北上運河とつなげるものであった。そして暴風雨により荒廃した野蒜港を復旧

させようとした。維持に注意したらその機能は大丈夫と判断したのである。野蒜港

』主，

「近海通商ノ小船ニ対シテハ常ニ風難ヲ避ノレノ便ヲ与へ商務ノ進歩スノレト運河内通

船ノ繁多ナノレニ従ヒ愈々増加ス可キ漁舟ニ至リテモ亦其与ノレ所ノ利益鮮少ナラス」 31)

と，近海を連絡する小舟の避難港，また漁舟の便に立っと位置づけていた。

3. まとめ

ドーノレンの技術について，外港計画，漂砂の認識を中心に検討し，根本的に不可解

な点があることを述べた。さらに同じオランダ人技師ムノレテソレも，漂砂についてはド

ールンと基本的に同じ認識であった。彼らオランダ技術の施工の中心となった粗柔沈

床について広井勇は次のように述べ，オランダ技術を厳しく批判している32）。

「遠浅ノ海岸ニシテ波浪激烈ナラサノレ地方ニアリテハ経済的ニシテ有功ナノレモノナ

リト難モ野蒜ノ如キ開倣シ而モ深水海岸ニ近キ地ニ於テ用ヒ得へキモノニ非ス蓋シ組

染沈床ノ類ハ激浪ニ対抗スノレコト能ハサノレノミナラス土砂ノ覆フ所トナラサノレトキハ

海虫ノ侵蝕ヲ免レサレハナリ」

ドーノレンの計画は，また工事中に暗礁が見つかって変更され，港口が約100間，西

方に移されている。このことも合わせて考えれば，彼の技術は厳しく批判されても仕
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方ないだろう。

では彼の技術体系は，自然条件の異なったオランタで展開されたものであったか

ら，このような結果となったと考えてよいだろうか。技術の風土性ということで致し

方なしとしてよいであろうか。

筆者は，土木技術とは現地の自然・風土の理解の上に立って初めて発現できるもの

と考えている。その地方の自然条件，風土性の理解が出発点であり，それをとりこん

で計画を進めていくのが土木技術の原点である。この理解の方法は，土木技術の体系

の中で重要な役割を担っていると考えている。この点から観ると， ドールンの技術体

系に大いなる疑問を皇せざるを得ない。

しかしそこまで決めつけるのは酷かもしれない。 ドールンの持ち時聞は少なく，人

手 調査の自由も限られていたで‘あろう。あるいは長工師ドールンが求められていた

のは国土計画，土木行政のような計画 政策面であり，個別の施工計画ではなかった

かもしれない。だがそれにしても野蒜築港にみる調査－計画での自然条件等の認識に

ついて，疑問を省くことはできなし、。

自然，風土の理解について，あるいはド←ノレンの経歴がじゃましたのであろうか。

ドールンは工業学校，専門学校を卒業し，正規の高等教育を受けた高級技術者であ

る。その教養がそしてそこて、得た技術体系が，泥まみれになって現地の自然・風土を

理解させるのを妨げたのであろうか。

そういえばドールン， リンドウ（I.A. Lindo），ムノレデノレ等高等教育を受けたオラ

ンダ技術者が明治20年代初めまでに次々と帰国していく中で， 一人だけ残り， 1901

（明治34）年まで我が国にいたのはテーレーケリ deRijke）のみで、あった。デレ ケは

正規の高等技術教育を受けていず，現場監督として経験を積んでいった技術者であ

る。野蒜築港で土木局長として指揮にあたった石井省一郎は，「大方技手の上りで，

実地の方をやって，それで技師に昇進した位て、せうね」と彼について述べている33）。

デレーケの認識方法は，彼の技術者への出発点からみて現場から学んでいくことで

あったろう。この経験が我が国に来て大いに役に立ち，また何の先入観にも邪魔され

ず，我が国の自然・風土を素直に理解させ，自然・風土を十分阻暢した技術体系を構

築していった原動力となったのではあるまいか。日本での生活，体験は彼にとってそ

れ程抵抗感がなかったのかもしれない。それが長期にわたり，我が国に滞在させた大

きな理由で、はなかったのだろうか。

さてその後の仙台湾での築港計画であるが，ムノレデノレの調査，それに基つく女川築

港が山県内務卿より上申された。しかし野蒜築港の中止のみが決定され，女川築港に

ついては何ら言及されなかった。東北開発の拠点として弱体の明治政府が巨額の費用

を投じながら，野蒜、港は水泡に帰したのである。その後，女川築港，本網築港，野蒜

港復興，花淵築港等，地元から熱心な運動が進められながら，仙台湾での築港は大正
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年代の塩釜港着工まで、待たねばならなかった。何故このように頓座したのだろうか。

その理由の一つは鉄道との競合であり，鉄道に民間資金が導入されていったためと

考えている。野蒜築港は，起業公債の発行により民間資金を導入して行われた。そし

て一方，東京 ・青森聞の現在の東北本線も，民間企業である日本鉄道会社によって進

められた。この会社は1881 （明治14）年に設立されたが，東京一高崎問の建設も行う

ものであり，こちらから着手された。その後東北本線の工事が行われ， 1885 （明治

18）年に福島，明治20年12月に仙台，明治23年 4月に一ノ関，明治24年に青森まで開

通した。この事業に地元の民間資金が投入され，この完成後は内陸舟還の役割が大き

く低下したのである。仙台湾の港を結節点として内陸部を舟運で結ぼうとする明治初

期の東北開発の構想が，ここに大きく後退していったと考えられるのである。

L、し、かえれば，鉄道との競合に舟運は敗れたのである。港湾 －河川のお雇いオラン

タ人技術者の総帥ドールンの明治13年の帰国は，その背後で鉄道推進派との激しい競

合があり，それに敗れたためと考えている。この帰国の理由についてドールンは，

「英国の勢力が技術方面にも侵入し，和蘭技師は日本に於いて輩固なる地盤を保持し

得ざるなり」と述べた。このことから彼の帰国は，「されば恐らくは英国勢力の圧迫

を快しとせずして，我が国を去りしものとならん」と判断されている34）。

しかし明治10年初め， ドーノレンが指導した河川 港湾面でイギリス技術者はほとん

ど姿を見せていない。当時，イギリス人技師が国土計画で推進していたのは，鉄道建

設である。明治政府が国土政策を展開し，運輸体系を確立する背後で，舟運を推進す

るオランダ人技師と鉄道を推進するイギリス人技師の聞で，激しいつばぜ‘りあいが行

われていたことは想像に難くなL、。そして舟運に理解を示していたのが大久保利通て、

あった。

この良き理解者が1878（明治11）年，暗殺された。 ドーノレンは後楯を失い， f白然と

したのだろう。これを契機として，鉄道を推進するイギリス人技師が発言力を大いに

増していったと考えて間違いあるまい。大久保なきあと，明治政府内で力を著しく伸

ばしていった中の重要な二人は大隈重信，伊藤博文である。そしてこの二人こそが，

明治の初年，政府の中枢にあり，維新の象徴として身体を賭して鉄道建設を進めてい

った人物である35）。この結果，舟運派が急激に力を落とし， トーノレンの立場も著しく

弱まっていったと判断されるのである。

なお政府による鉄道の推進として興味ある事例が， 1884（明治17)年に一部開設し

た高崎線と利根川舟運との関係にある36）。この鉄道は 先述したように民間会社であ

る日本鉄道会社によって造られたのであるが，政府から用地の無償貸付，国税の免

除，出資金に対して年8分の配当を行うための利子補給など手厚い補助が行われてい

た。ところがこの鉄道の下りは利根川舟運の料金が安いため，荷物が集まらなかっ

た。このため熊谷発上野向け鉄道貨物運賃を逆方向の半額に値引きしてまで，集荷に
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カを注いだのである。このような運輸政策も合わせ，河川舟運は鉄道によって駆逐さ

れていったのである。

次に物資輸送体系におけるドールンの考えを具体的にみよう。 ドーノレンは， 日本に

来る前の若い一時期，オランダで鉄道敷設工事に着手している。しかしそれは短期間

であって，すぐに北海運河開削の技師に任じられた。彼は大阪・伏見聞の鉄道につい

て，舟運との比較で1874（明治 7）年に次のように述べている。

「今轍路ノ見積金ヲ 1里（3.927km) 16万円トスノレトキハ，警ヒ其積日本ニ在テハ

至当トスノレモ，之ヲ大阪，伏見ノ間ニ舗ク トキハ，凡ソ 168万円ヲ費スヘシ。而シテ

此高ヲ澱川改修ニ要スノ1,41万7,200円ニ比スレハ改修ハ轍路ヨリモ 4倍廉価ナリ。又

東京横浜ノ間轍路ニ行ハノレノレ税則ヲ運賃ノ比較ニ取リ，今此轍路凡ソ 7呈2町

(27.707 km）ノ道程ニ米ヲ運送スレハ，其賃毎100斤（60kg) 12銭 5厘，毎石31銭 2

厘 5毛，則 1石 1里， 4銭 3厘 3毛ナリ。然：シ之ヲ汽船或ハ曳馬ニテ運送スレハ高々

1石 1里 6厘 6毛ヨリ多カラサノレヘシ。故ニ全河ニ米ヲ運送スレハ，其賃轍路ヨリモ

廉ナノレコト 4.44/0.66=6.6倍ナリ。又轍路税則過半減価スノレニ依テ， 1石 1里 2銭ト

推科、／テモ未タ河運ハ轍路ヨリモ 3倍ノ廉ヲ致ス。若、／澱）｜｜ニ繰転機ヲ運用セハ尚一

層ノ便益ヲ生シ，且ツ複令書計算ニ依レハ 8倍ノ廉ヲ期ス。

以上運賃比較ニ依レノ＼大阪ヨリ京都迄ノ轍路ハ唯速達ヲ要スル旅客及ヒ荷物ヲ運

輸スノレ巳ニシテ其他米，薪炭，油種，野菜，石，石炭等ノ諸商物ハ，必澱河ヲ沿行ス

ヘキコ卜識得へシ。

仮令，澱）｜｜ノ改修許多ノ利アリト難モ，然シ大阪ノ河天保山ノ河口及ヒ東西高瀬川

ヲモ亦改修スノレトキハ，始メテ尚大ナノレ利益ヲ致スヘシ。且ツ京都卜琵琶湖又ハ伏水

ト琵琶湖ノ問ヲ接合スノレ為メ運河善道或ハトランスポールトカベノレ（運送機）ヲ置ク

トキノ＼琵琶湖京都周囲地方ノ諸産物ハ簡便廉価ニテ大阪ニ運輸セラノレヘシ。」〔「日

本水政第78号澱河改修」より， 1874年（明治 7年） 12月20日，ファン・ドールン〕

大阪・伏見間の工事費比較でみると，鉄道では約168万円かかるが，舟運では41万

7,200円と 4分の 1しか要しないこと，運賃でみれば鉄道の方が6.6倍も費用が大であ

ることを主張している。この運賃は， 1872（明治的年に開業した東京・横浜聞で「行

ハルノレ税則ヲ運賃」で計算している。その具体的中味はよく分からないが，鉄道が半

分減価した時でも舟運の方が 3倍安いと述べてし、る。そして大阪から京都の輸迭につ

いて，速さを必要とする旅客と荷物を鉄道が対象とし，米，薪炭等々の普通の商品は

舟運での輸送を主張している。

関西て、の鉄道建設をみると， 1874（明治 7）年3月，神戸・大阪問33kmが開通し

た。また大阪・京都闘が開業したのは1876 （明治 9）年9月であり，さらに逢坂山ト

ンネノレをくり抜き京都・大津間16kmが開通するのは1880（明治13）年である。この

ような鉄道建設の背景がありながら，普通の商品の物資輸送に対して， ドーノレンは舟
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運の利便を強く主張するのである。舟運の優位性を強く信奉していたのである。

最後にドーノレンによる野蒜築港失敗が，我が国に与えた影響について考えよう。内

務省土木局長として野蒜築港を指揮した石井省一郎は， 1927（昭和 2）年の築港座談

会で，野蒜港放棄について資金の課題か設計の問題からか，との質問に対して次のよ

うに述べている37）。

「金が無かったからです。金があれば出来たのです。夫れは大きな突堤を海の波濡

の中に出す以上，多少途中で殴れると云ふこともありませう。併し夫れは動きさへし

なければ宜いので，下の方から石を積上げて行って動かぬやうにして仕舞へば宜いで

せう。夫れが一遍流れたとか波に鼓されたとか云ふと連も可けないと云ふ，さう云

ふ，次第でございました。」

資金の面から復興ができなかったからと，野蒜港失敗についてオランダ技術の責任

にはしていない。

オランダ技術，特に粗染沈床に対して，先述したように広井勇は昭和2年の書物で

波浪の激烈なところでは用いるべきではないと厳しく批判した。ところが1896（明治

29）年から始まった新潟築港工事でも，荒波激しい日本海に突き出した 2本の突堤は

「野蒜築港／突堤ニ則タノレ」構造て＼沈床を布設して築かれた38）。つまり明治中頃に

おいて野蒜築港の失敗は，オランダ技術の破綻とは考えられていないのである。なお

新潟の突堤は， 1904 （明治37) 年の完成直後，大きく決接している。

このようにみると野蒜築港失敗をもって，オランダ技術が築港面で否定されたこと

はなかったと判断される。
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