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森林水源j函養機能論は舶来だったのか? (II) 

田中隆文
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N. 森林水源j面養機能論のアピール

1. r舶来ニアラズjとワグネル氏の明治十年内国勧業博覧会報告書

1) 内国勧業博覧会とその褒賞の実態

明治初期の日本は万国博覧会に積極的に参加するとともに，国内においても

内国勧業博覧会や共進会などの企画を積極的に開催した。松波 (1919) によれ

ば1873年(明治 6年)一1900年(明治33年)の28年間に， 14の国際博覧会に参

加している。通算 5回開催された内国勧業博覧会は国内産業の振興を目的とす

るだけでなく将来の万国博覧会の国内開催を意識した試行でもあった。第三囲

内国勧業博覧会では外国人の入場を促すため729通の招待状が発送され(園，

2005) ，第五回では参加した外国18ヶ国からの出品が展示された参考館が設置

(伊藤， 2008) されるなど，国際的な水準の展示が求められた。そのため，後

述するように，第一囲内国勧業博覧会は盛況に満足することなく厳しい総括が

なされている。

しかし，このような明治政府の旗振りにもかかわらず自発的に出品しようと

する国民はまだ少なく，任命された世話掛が熱心に出品を勧誘し，さらに出品

者に代わって出品物の解説書や出品書類を代筆しなければならなかった(園，

2005)。優れた出品に与えられる褒賞は，第一回では14，455点の総出品数に対

して30%の4，321点に授与された。第二回は百分率が急落し85，366点の総出品

数に対して4，032点 (5%)，第三回は167，066点の総出品数に対して褒賞を受

けたのは 16，119点 (10%)であり，第四回は 169，098点の総出品数に対して

17，729点 (10%)，第五回は276，719点の総出品数に対して褒賞を受けたのは

36，487点 (13%)であった(園， 2005，吉田， 1986)。褒賞に関してはその宣

伝効果を期待して利害が生じ審査に対する不満が訴訟に至った例が伝えられて

いるが(園， 2005)，後述するように受賞が後世に全く伝えられていない冷め

た事例もあった。

森林関係の出品については，松波 (1919)は，一般の(国際)博覧会ではた

いてい林業関係の出品があったと伝えている。特定分野に特化した博覧会も多

く開催されているが1884年開催のサンクトペテルブルグ園芸博覧会・植物評議

会の経費が I万円，同年のエデインパラ万国森林博覧会の経費が2万円，同年
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のニューオリンズ万国工業兼綿百年紀博覧会の経費が 1万5，500円，翌年のロ

ンドン万国発明品博覧会の経費が2万7，500円であったことをみると(伊藤，

2008) .森林関係の出品は軽視されていなかったと思われる。内国勧業博覧会

では森林関係の出品は毎回あったが，その扱いは開催回により以下のように異

なる o 第一回 (1877年，明治10年)と第二回(1881年，明治14年)では全分野

を6つの出品部類に分け，そのうちの第 5区「農業」に森林関係は含まれてい

る。第三田 (1890年，明治23年)と第四回 (1895年，明治28年)では 7つの出

品部類に分かれ，そのうちの第 3部「農業・山林及園芸J(第三回).第 3部

「農業・森林及園芸J(第四回)に森林関係は含まれている。第五回(1903年，

明治36年)では全分野を10の出品部類に分け，そのうちの第 I部が「農業及園

芸J.第2部が単独で「林業」となり，展示館も林業館として独立した(吉田，

1986)。第五回で「林業」が独立した部門となり展示館も独立した理由として

吉田(1986)は「今回は林業の進歩がみられること」を挙げているが，具体的

にどのような進歩があったのかは明確で、はない。松波(1919) によれば森林関

係の出品数は，第三回の1，762点，第四回の1，645点に対し，第五回では著しく

増加し11，400余点に達したという。鉱工業の勧業政策が進められた明治時代で

はあったが，内外の博覧会における林業や森林関係の出品はそれなりの存在感

を有していたといえるであろう。

2) ドクトル・ワグネル氏の報告書

明治日本の勧業政策は多くのお雇外国人に助けられていたが，国際博覧会へ

の参加や内国勧業博覧会の開催についても例外ではない。お雇外国人ワグネル

は， ドイツ生まれゲッチンゲン大学出身で明治 5年ウィーン万国博の御用掛と

して日本からの出品に尽力，明治 9年フイラデルフイア博に尽力し出品解説を

作り，また審査に参加したほか，第一囲内国勧業博覧会の指導を行った(塚

谷. 1964a) 0 Iドクトル・ワグ、ネlレ氏の明治十年内国勧業博覧会報告書J(明治

前期産業発達史資料第 8集. 1964年)は，第一回内国勧業博覧会の盛況に満足

することなく厳しい総括を示している。同報告書は第一囲内国勧業博覧会のう

ち第二区製造品(化学，窯術，七宝，家什器具，織物，械糸，絹吊，衣服宝

玉，紙，木・藍・革工，等).第三区美術(彫像，絵画，図案，依木鍍金).第

五区農業(樹木，果実，農産，家畜，水産，農具，農業上の土工及管理法，肥

料)からなっており(塚谷. 1964a). ワグネルが大変広い専門分野をカバーし

て報告を記したことがわかる。ワグネル自身は化学や窯業が専門であり，森林
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や国土保全の専門家ではないが，その広く深い見識は高く評価されている。

第五区の「農業」の第一類は「樹木培養樹林産物jという出品部類に対して

ワグネルは 9段落からなる報告を記しており，それぞれの内容を簡単に紹介す

ると以下のようになる。

第 I段落:山林の保護は理財上緊要である。山林荒廃は日本の将来の工業に障

る。

第2段落:山林は気候に影響する。欧州のデータでは増雨効果が認められる。

第3段落-深山の森林を活用するための運材用の水渠が必要であり，欧州各国

や米国では整備されている。

第4段落:日本は有用樹種を保護する方法を知らないのか? 欧州各国では有

用樹種の保護に注意を払っている。

第5段落:木材の腐敗焚焼を防ぐ処理を改良して，東京の家屋の防火用に使用

できるようにすべきである。

第6段落.粧飾木材を生産し輸出すべきである。

第7段落:日本の木炭は粗拙であるので，外国に学んでA改良を進めるべきであ

る。

第8段落:日本帝国に山林保護の方法はあるのかないのか? もしあるのなら

如イ可なる位i質なるものか?

第9段落:山を緒にし林を禿にすることの大害を覚知すべきである。

森林水源j函養機能に関連する箇所は，第 1.2.8.9の4段落で，官頭部と

結論部を占めており，ワグネルが森林水源j函養機能をかなり重視していること

がわかる。残りの第 3-7段落では日本の伝統技術の有無にかかわらず強い表

現での主張がなされており，その中には枕木用の技術を用いて木造住宅の防火

処理を提案している部分など必しも的を得ていないように思われる部分もない

わけではないが， 日本の優れた伝統技術や文化がある一方，明治の初期には粗

悪なものも多かったであろうことや，外国への輸出振興を含めた勧業政策であ

る内国博覧会へのアドバイスであることを踏まえ，傾聴すべき指摘であろう。

第2段落では欧州の観測データが示され，山林と山林から300m離れたところ

の降雨量を比較し3.5(常緑樹林)-7 % (針葉樹林)森林のほうが多いとい

う結果であった。
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第8段落の「日本帝国に山林保護の方法はあるのかないのか? もしあるの

なら如何なる性質なるものか?Jというワグネルの講評は，一見，日本の後進

性を指摘しているようであり，挑発的な表現のようでもあるが，同氏の指摘は

世界の後進性を嘆き，むしろ日本からの発信を期待したものなのではなかった

か? 本小論の第E章で述べたように，当時の日本の森林水源酒養機能に関す

る国民的な認識や政策への採用などは世界の先進的なレベルにあり，その状況

をワグネルは熟知していた。第一囲内国勧業博覧会の前年に開催されたフィラ

デルフイア万国博覧会に日本政府委員12人の一人として参加したワグネルは

「米国博覧会日本出品解説」を編纂しその大部分はワグネル自身の筆とされて

いるが(土屋. 1944). 日本の樹林の展示について以下のように記している

(ワグネJレ. 1879)。

「米国博覧会日本出品解説j第六大区 農業

樹木培養術及ヒ樹林第六百零小区ヨリ第六百零六区ニ至ル樹林

日本ニ於テ山林少シトセズ某州ノ如キハ樹林甚タ繁茂シテ恒ニ其幽欝ナルヲ

見ルベシ抑木材ノ用タル往年ヨリ最モ欠クベカラザル所タレトモ其需要ニ規例

アリEツ大工業ヲ興シテ一時二研伐スルコトナキヲ以テ摘山禿林ノ憂ヲ免レ今

日尚ホ其富厚ヲ称スルニ堪ヘタリ而シテ親近新ニ工業ヲ起シ朝夕事ニ汲々タル

ヲ以テ樹木ノ用モ亦臨テ日ニ増サザルヲ得ズ故ニ政府並ニ属意シテ山林防護ノ

法ヲ案シ永ク其固有ノ富材ヲ維持セント為シタリ

樹林ノ培養ハ殊ニ木炭ヲ製スルノ地ニ於テ専ラ規例ヲ施行セリ其法タルニア

リーハ先ツ養樹園ヲ設ケテ苗木ヲ作リ後チ之ヲ山林二分栽スーハ養樹園ヲ開ク

ノ地ナキヲ以テ直ニ樹種(タネ)ヲ山林ニ播下ス而シテ十五年ヲ経テ之ヲ伐取

シ後チ田園卜ナシ芋塊ヲ種工三年ニシテ復タ樹種ヲ下ス

(下線及び太字は筆者による)

(大意:日本で山林は少なくはない。ある地方では樹林が大変繁茂している，

昔から用材の需要はあったが規則があったことと皆伐しなかったことではげ山

化を免れているところも多い。近年工業化が進み木材需要も増しているが，政

府および役人は山林防護の法を作成し，長く森林を維持しようとしている。)
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園 (2005) は， 1881年(明治14年)の第二囲内国博のワグネル報告において

日本産業の現状分析，将来の指針の提言に力点が置かれ，日本農業を外国の資

本や技術などを導入して発展させるべきであるという記述が報告書の随所でみ

られることを指摘しその背景には経費削減のためお雇外国人を漸次解任して

邦人技術者にかえるという 1879年の工部省や大隈重信大蔵卿らの方針に対する

反論の意が込められていたと解説している。しかし第一回の報告書はお雇外国

人削減方針以前の時代に執筆されているため，そのような意見の偏向はなかっ

たと思われる。

では，ワグネルによる明治十年内国勧業博覧会報告書の第 8段落「日本帝国

に山林保護の方法はあるのかないのか? もしあるのなら如何なる性質なるも

のか?原文:日本帝国ニ山林保護ノ方法アルヤ否ヤ若シ之アルモ其法ハ如何

ナル性質ナルヤ)Jを読んだ当時の日本人の森林関係者はどういう印象を得た

のであろうか? 侮蔑か? 挑発か? あるいは激励と受け取ったのか? 当

時の個々の人聞がどのような受け止め方をしたのかは謎だが，報告書に触発さ

れて行動をおこそうとすれば何ができたであろうか。報告書という文書への反

論をワグネル本人に対して口頭で行っても報告書の読者には伝わらない。反論

するとすれば，出版や雑誌への投稿という手段が考えられるが，署名記事で明

治政府の勧業政策の中心にいるワグネルを名指しで非難することはそれほど簡

単ではなかったことかもしれない。

他の方法としては，次回あるいは次々回の内国勧業博覧会でワグネルを捻ら

せるような内容の展示を出品するという手段もあろう。その場合，単に日本の

伝統的な山林保護の方法を示すだけでは不十分であり，国際博覧会のレベルで

の洗練された展示内容および展示方法でなければ， 日本から世界への発信には

値しない。この場合は国際博覧会の展示のレベルを熟知した助言や指導があれ

ば強みとなろう。

2. 第三囲内国勧業博覧会における「水源泊養土砂汗止方案jの展示とその後

1) I水源j函養土砂汗止方案」の展示

1877年(明治10年)の第一回内国勧業博覧会に続く博覧会としては，第二囲

内国勧業博覧会が僅か4年後の1881年(明治14年)に，第三回は第一回から 13

年後の1890年(明治23年)に開催されている。松波(1919) によればこの聞に

8つの国際博覧会が開催されているが，そのうち 1884年の英国エデインパラの
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万国森林博覧会は森林 (Forestry)にテーマを絞った万国博覧会であった。こ

の万国森林博覧会では，既に本小論のE章3節と同 4節で触れたように日本は

高い評価を得ている。 1890年に開催された第三囲内国勧業博覧会では「水源掴

養，土沙十干止，風潮除ケ魚附ケ林等ニ係ル方案」という出品部類が「第三部

農業山林及園芸」の「第九類 森林ノ方案及図書標本」の中の「其二jとして

設定された。松波(1919) はこの第三部第九類其二の出品部類を「水源酒養土

砂拝止方案Jと略称しているので 本小論でもそれにならう (1土沙」を「土

砂」と表記している部分もそのままならった)。第一回と第二回そして第五回

の内国勧業博覧会には「水源酒養」という文言のついた出品部類はない。第四

国には第三部第三十一類其ーに「有害鳥類虫類ノ駆除及森林保護，植伐，水源

j函養，土沙拝止，風潮除ケ，魚附ケ林等ニ係ル方案，図式，雛形，成績」とい

う大変長い名称の出品部類が設定されており. 1水源j画養」という文言は一応

入っているが重要性は薄らいだ感は否めない。実際 「第四囲内国勧業博覧会

出品部類目録」に掲載されている第三部第三十一類の出品物リストの中に「水

源j函養jを名乗る出品はなかった。すなわち第三回では必要性が認められ新設

されたが，第四回では必要性は相対的に下がり，第五回では必要性を認められ

なかったと推測される。

第三回における「水源酒養土砂粁止方案」の出品部類に出品され三等有功賞

という褒賞を受けた山梨県中巨摩郡共立勧業試験所より出品の方案の内容を詳

しく検討してみたい。まず. 1第三囲内国勧業博覧会審査報告J(第三囲内国勧

業博覧会事務局. 1891)の当該展示に関する部分を引用する。

[水源j函養土砂押止方案」

山梨県甲斐国中巨摩郡共立勧業試験所出品ニ有功三等賞ヲ授与サレシ水源泊養

土砂汗止ノ方案ハ其着手年尚浅シト雄モ既ニ各所ニ植樹シ協同其目的ヲ達セン

コトヲ勉ムルハ其設計ノ宜チ徹スヘク又其方案ニ添付シテ出陳セシ本地産ノ用

材標本壱百拾四種ハ森林ノ繁殖木材ノ供用ヲ講スルノ参考品ニ充タルモノニシ

テ注意周到ナルヲ観ルニ足レリ其解説書ヲ左ニ抄記ス

試験所ハ本所ヲ巨摩郡役所ニ設ケ支所ハ各村役場内ニ設ク明治十四年ノ創設

ニシテ初メ数ヶ所ノ苗園ヲ設置シ十七年ニ及ビ山林ヲ借受ケ植樹ニ着手シ又民

林所有者ニ苗木ヲ施与シテ繁殖ヲ図ラシム十八年官有地数ヶ所ノ貸与ヲ許可セ

ラレ連年栽植ニ従事シ総テ曇ニ指定セル個所ハ殆ンド植樹ヲ終ヘ目今立木ノ目
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通壱尺長サ弐間余ニ達セシモノ数十町歩ノ多キニ及ビ、随テ冗山ニ欝蒼ノ状ヲ呈

シテ水源温養土砂拝止ノ効ヲ奏セントシ又本所ノ補助ヲ得テ民有林ノ実効ヲ奏

セシ個所亦砂カラザルナリ。

(要旨:I水源j函養土砂子干止の方法」

山梨県甲斐国中巨摩郡共立勧業試験所から出品され有功三等賞を授与された

水源j函養土砂拝止の方法は着手から年浅いが既に各地で実施され，すぐれた計

画であり，また一緒に出品された用材標本114種はこの方法により森林が繁殖

し木材が生産できることを説明するものである。この方法の解説書の要点を以

下に記す。

山梨県の中巨摩郡共立勧業試験所は本所を巨摩郡役所に支所は各村役場内に

設置し明治14年に創設された。初め数ヶ所の苗園を設置し明治17年に山林を借

受け植樹に着手し，また民有林の所有者に苗木を提供して繁殖を図り，明治18

年固有地数ヶ所の貸与を許可され連年栽植を実施し総て以前に指定された個所

はほとんど植樹を完了し，現在，立木の直径lOcm長さ 4m程に達したものが

数十ヘクタールに及んで，かつてのはげ山が欝蒼とした状態となり水源函養土

砂子干止の効果が発揮されつつある。また試験所の本所の補助を得て民有林でも

効果が出ているところが少なくない。)

褒賞理由が記された「第三囲内国勧業博覧会第三部褒賞薦告文Jの当該箇所

は以下の記載となっている。

三等有功賞 部長田中芳男，審査官高島得三，藤田克三，北原大発智

水源渦養土砂汗止方案 山梨県中巨摩郡共立勧業試験所

曾テ(かつて)設計スル所アリテ各所ニ植樹ス其成功未著シカラズト睡実行ノ

蹟観ルニ足レリ其有功嘉賞ス可シ

(要旨:設計に従い各所に植樹したが 未だ顕著な成功とはなっていないが

その実績は評価する価値あり。有功賞を授与。)

審査員のうち部長の田中芳男は. I第三部 農業山林及園芸」の全ての褒賞

受賞出品物について名前が挙げられており，森林関係の展示の実質的な審査の
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表 9 第三囲内国勧業博覧会における第三部(農業・森林及園芸)の褒賞

名誉賞:生糸(三重県伊藤小左衛門)，製茶(静岡県丸尾文六)。

一等進歩賞:繭・蚕種(埼玉県競進社)，蚕種・繭(群馬県養蚕改良高山社)。

一等有功賞ー翠菓(北海道水原寅蔵)，藍玉(北海道興産社)，牛(北海道田村顕允)，牛

(北海道堀基)，など60点あり。

内訳 牛3点，馬 6点，茶4点，繭・蚕種9点，煙草5点など。

一等有功賞の内，高島得三が審査官として関わったものは， 2点で，木材十五品・祥二

聯(奈良県土倉庄三郎)，木材三十三品(三重県土井幹夫)。

一等協賛賞・蚕糸業(山梨県八回達也，出品物は蚕種・繭)。

二等進歩賞 8点，内，高島得三が審査官として関わったものはない。

二等有功賞:465点，内，高島得三が審査官として関わったものは 7点。

二等協賛賞・ l点，内，高島得三が審査官として関わったものはない。

三等進歩賞:6点，内，高島得三が審査官として関わったものはない。

三等有功賞:1，782点，内，高島得三が審査官として関わったものは31点。

三等協賛賞 3点，内，高島得三が審査官として関わったものはない。

代表者は高島得三(北海)であった。表 9に第三国内国勧業博覧会における

第三部(農業・森林及園芸)の褒賞の状況を示す。名誉賞，一等~三等の進歩

賞および協賛賞には高島が審査に関わった森林関係の受賞はない。有効賞につ

いても高島が関わる森林関係の受賞は少ない。その全てを表-10に示す。一等

と二等については褒賞理由も示したが， I多額を算出JI販路ますます拡がる」

「事業の拡張」というような事業としての成功を意味する文言(表一10の下線

部)あるいは「父祖の偉業を継ぎ」という文言(同)のいずれかが使用されて

いる例がほとんどである。家長制度的な価値観や同族世襲による経営の実態，

および勧業という博覧会の目的を反映した褒賞理由であろう。

褒賞の理由に関しでもうひとつ注目すべき点があり，それは褒賞理由が博覧

会における展示物の優劣ではなく展示品を生産した事業そのものが褒賞の対象

となっていることである。森林関係以外の他の出品物の場合，例えば「日本

酒JI生糸JI卵Jなどは出品物そのものの特徴が褒賞の理由となっているのと

は対照的である。表一10に示す褒賞理由は， I多額を算出jとか「父祖の偉業

を継ぎJとかという展示物だけをみていてはわからないはずの情報に基づいて

いる点に注目したい。この理由として考えられることは，森林関係の優れた技

術や成果は切り取って博覧会の会場に持ってこられる性質のものではないとい

う認識があったのか，あるいは未完成の技術などをその潜在的なポテンシャル

の高さで評価して応援しようという意図があったのかはわからないが，展示物
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表-10(1) 第三囲内国勧業博覧会における森林関係の褒賞

(第三部の内，高島得三が審査官として関わったもの)の一覧

一等有功賞(2点)

5頁木材十五品・梓(いかだ)二聯 (奈良県土倉庄三郎)

常ニカヲ林業ニ尽シ植伐宜キヲ得テ年々多額ノ良材ヲ算出シ且意ヲ運材法ニ注ギ益世ノ

需要ヲ充サンコトヲ勉ム真ニ林業者ノ模範タリ

5頁木材三十三品 (三重県土井幹夫)

多年心力ヲ林産ノ増殖ニ尽シテ年々巨額ノ木材ヲ算出シ殊ニ学理ヲ応用シテ林業ノ改良

ヲ図リ益父祖ノ偉業ヲ拡張センコトヲ勉ム山林家ノ領袖タルニ負カズ

二等有功賞(7点)

32頁薪三品，炭一品(茨城県中島淳)

樹林ノ繁殖ヲ務メ薪材ノ伐採木炭ノ製造其宜シキヲ得テ販路益広マル

34頁用材標本(栃木県関根友三郎)

積年意ヲ山林ノ繁殖保護ニ注ギ植伐其宜キヲ得ルヲ以テ材質ノ良好ヲ致セリ善ク父ノ

偉業ヲ継ギ又善ク他ヲ誘導スルヲ観ル

35頁杉樽材四品 (奈良県井上億作朗)

巨多ノ良材ヲ出シ殊ニ製造共宜キヲ得ルニ由リ需要者ニ満足ヲ与へ販路益広マル加之平

素他ヲ誘導シテ力ヲ林業ニ尽ス

35頁木材六品・符模造二聯 (奈良県伊藤清内)

従来力ヲ山林ノ植伐ニ尽シ年々各種ノ良材ヲ算出シ且意ヲ運材法ニ用ヒ以テ益販路ヲ広

ム

38頁機板 (静岡県林産商会天城山出張所)

蒸気力ニ籍リ多額ヲ製出シテ価格ヲ低廉ナラシメ専ラ印度地方ニ輸出スベキ茶植用材ニ

供ス設計宜キヲ得タリ

42頁苗木二種 (宮城県東北造樹会社)

山林ヲ繁殖シテ国益ヲ興サンコトヲ企図シ二十余年ノ久キ専ラ養苗植樹ニ寵勉シテ漸ク

事業ノ拡張ヲ致ス

50頁山林繁殖方法 (広島県八回謹二郎)

大ニ山林ノ繁殖ヲ計リ切ニ木材ノ伐採ヲ飾ス注意至レリ真ニ善ク父祖ノ業ヲ継承スルモ

ノニシテ同業者ノ隠鑑ト写矯スニ足レリ

そのものの特徴だけで評価することに戸惑いがあったことが窺われる。

博覧会や博物館での科学的な展示は近世ヨーロッパの博物学の高まりを端緒

とするが，展示とはフーコー(1966，渡辺・佐々木訳， 1974) によれば，従来

の自然を対象とした記述が「それと他のものとの類似関係，それがもっとされ

る美質，それが登場する伝説や物語，それがあらわされる紋章，それを材料と

してつくられる薬剤，それから得られる食品，それについて古代人が語ってい

ること，それに関して旅行者の話したこと，そうしたすべてを記すこと」と
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表 10 (2) 第三囲内国勧業博覧会における森林関係の褒賞

(第三部の内，高島得三が審査官として関わったもの)の一覧

(推薦理由を省略)

三等有功賞 (31)点)

70頁黄楊材

70頁竹材鑑品

7I頁木材鑑衝立蔽入

(東京府栗本一郎)

(東京府小野職悠)

(東京府東京材木問屋組合・東京材木仲買小

売組合)

71頁木材五品 (東京府山田喜助)

71頁洋式下見板 (東京府松村両平)

83頁木炭池田炭 (大阪府福井寓右衛門)

83頁木炭池田炭 (大阪府大原奥賓)

93頁苗木十一種牡丹十種 (兵庫県大日本産樹会社)

93頁 木 炭 白 炭 (兵庫県原田吉郎右衛門)

114頁苗木三種 (千葉県山崎増蔵)

119頁木炭機硬炭 (栃木県大平善一郎)

122頁木材六品 (奈良県川上村)

125頁木 炭 備 長 (三重県上野栄蔵)

125頁茶植材二品杉板縦板 (三重県大平参次)

129頁木材五品 (愛知県服部小十郎)

130頁苗木二種杉松 (愛知県永井茂十郎)

130頁野火取締規則私有地樹木植附規則共有山植樹並保護規則

130頁 木材三十六品

137頁水i原油養土砂拝止方案

160頁杉材

166頁杉板

168頁木材十一品

169頁杉板

172頁木炭黒焼折炭

172頁燐枝軸辛夷白楊芋木兜櫨樹材製

177頁木炭構堅炭

178頁木炭馬目椅炭

181頁木炭堅炭

187頁 木 炭 お こしずみ

197頁木材六品

200頁黄楊材

(愛知県山吉田村)

(愛知県山口栄三郎)

(山梨県 中巨摩郡共立勧業試験所)

(福井県中村嘉太郎)

(鳥取県大呂甚平)

(島根県周吉郡布施村)

(島根県若槻佐一郎)

(岡山県黒田伴三郎)

(岡山県福原喜作)

(山口県隅喜作)

(和歌山県寒川貞助)

(徳島県 日根亀三郎)

(高知県原新吉)

(宮崎県谷仲)

(鹿児島県中村綱明)
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「物について観察しうるもの」とが「切れ目のない織物」となっていた状態か

ら，その物の存在だけを開放することであった。「槌れ合う織物」を断ち切っ

て対象物そのものを展示するという表現方法は，着目する要因のみを取り出し

て計量し計算し説明するという近代科学の手法とともに.r槌れ合う織物」を

切り捨て軽んじてきたのであった。この近代科学の手法は，自然からの収奪物

を材料とした生産物や近代工場の生産品については有効で、あっても，森林とい

うフィールドそのものを対象とした場合には「解きがたく纏れ合う織物」を切

り捨てることは容易ではない。なぜならフーコーがいうように「自然それ自体

が……(中略)・・…切れ目のない織物をなしている」からである。森林を対象

とした科学や技術がその「切れ目のない織物」をすべて背負い込んで格闘して

いかざるをえないとすれば，博覧会での森林関係の展示というものは， もとも

とひどく収まりの悪いものなのかもしれない。

さて内国勧業博覧会に出品されたのは，各産業の生産物や標本ばかりでな

く，方法や規則などの「方案Jも対象であった。「第三囲内国勧業博覧会審査

報告J(第三囲内国勧業博覧会事務局 1891) には次の一文がある。

第九類「森林ノ方案及標本J

旧時ハ各地方ノ森林皆大小各藩ニ於テ適宜ノ方法ヲ設ケ雑ユルニ抑圧ノ制ヲ以

テシ之ガ繁殖保護ヲ施シ其方法中ニハ往々取ルベキモノ有リト雄維新ノ際ニ及

ビ遂ニ藩治ト共ニ廃絶ニ帰シタリ其後世人漸ク意ヲ山林ニ注グト雄年尚浅ク林

業ノ発達未夕、充分ナラザルヲ以テ方案ノ観ルベク成績ノ徴スベキモノ甚夕、少ク

即チ第九類人民出品五十五点ノ内其ノ方案類ニ係レルモノハ僅ニ十余点ニ過ギ

ズ其他概子標本類ニ属セリ

(要旨・昔は各地方の森林は各藩で適切な繁殖保護の方法が実施されその中に

は優れたものもあったが，明治維新の際の藩の支配の終了とともに途絶えてし

まっていた。その後，やっと人々は山林に関心を示すようになったが，まだ林

業の発達は不十分で、あるので，方案には見るべき優れたものは大変少ない。第

九類「森林の方案及標本」の出品部類では一般からの出品目点中，方案は僅か

に十点余りに過ぎず，他は標本による展示である。)

「方案」の出品は他にどんなものがあったのか? 森林以外の例も含め「第
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表-11 第三囲内国勧業博覧会の「第三部農業・森林及園芸Jにおける

「方案」の文言が出品名に入った例や図面などの出品例と褒賞理由

50頁山林繁殖方法

大ニ山林ノ繁殖ヲ計リ切ニ木材ノ伐採ヲ飾ス注意至レリ真ニ善ク父祖ノ業ヲ継承スルモ
ノニシテ同業者ノ腿鑑ト篤スニ足レリ

110頁貯繭方案
夙ニ製糸業ノ必要ナルコトヲ知リ各地ヲ政渉シ其方法ヲ研究シテ世人ノ模範トナルニ至
リ夙ニ貯繭法ノ不完全ナルヲ憂ヒテ遂ニ一種ノ方法ヲ案出ス未ダ世ニ用ヒラレズト難其
装置ノ簡易適切ナル将来必ズ当業者ニ益スルヲ信ズ

129頁養鶏方案
夙ニ養鶏ニ従事シ屡次失敗ニ権ルモ為ニ挫鉄セズ幾多ノ経験ヲ積ミテ遂ニ今日ノ盛大ヲ
致セリ

130頁野火取締規則私有地樹木植附規則共有山植樹並保護規則

設計スル所ノ順序完全ニシテ注意周到ナリ実施以来年尚浅ク成績未著シカラズト難モ能
ク一村ノ基本財産ヲ増殖スルノ端緒ヲ開ク

137頁水源j函養土砂粁止方案

曾テ設計スル所アリテ各所ニ植樹ス其成功未著シカラズト難実行ノ蹟観ルニ足レリ
161頁耕地区画改正図

161頁耕地区画改正図

狭隆ナル耕地ノ区画ヲ改正シテ地積ヲ増加シ且排水産i段，耕転等諸般ノ農事上ニ著シ
キ便益ヲ起セリ

201頁一束頁百五事業

夙ニ地方米質改良ニカヲ尽シ衆ニ勧メテ白玉種ヲ栽培セシメ目今輸出スル所ノ量数万石
ノ多キニ至ル

202頁田区改正
村民田区改正ノ事ヲ計ルニ方リ勧奨薫督其宜キヲ得以テ此有益ノ事業ヲ成サシム

202頁 田区改正新旧比較図
夙ニ田区改正ノ事ヲ企画シ各地主ノ間ニ周旋シテ遂ニ好成績ヲ呈スルニ至ル

231頁農事方案試作人心得書
創業以来日尚浅シト難既ニ好成績ヲ呈スルハ蓋シ其組織ノ宜キヲ得ルニ由ル

261頁農業有志同盟会事蹟及将来設計書

組織計画共ニ宜キヲ得タリ

261頁試植場巡視法施設方法及撰種図
設計宜キニ適スルヲ証ス将来益此方法ヲ実施シテ怠ラザレバ其利益将ニ測ルベカラザラ
ントス

300頁田園図式
夙ニ感奮スル所アリテ明治十一年中祖先以来ノ居宅ヲ離レ寂多タル原野ニ移住シ不屈不
境ノ精神ヲ以テ遂ニーノ農場ヲ起スニ至ル

336頁植樹方案
協同一致シテ林木ノ栽植ニ従事シ設計殊ニ宜キニ適ス

341頁畦畔改良図
地主及小作人協同一致シテ明治廿年中土地区画改正ノ工ヲ起シ幾多ノ障碍ヲ排シテ遂ニ
克ク其功ヲ奏ス

341頁畦畔改良図

道路及畦畔ノ屈曲シテ耕転運搬等ニ不便ナルヲ慨キ明治五年以降之カ改正ニ着手シ遂ニ
奏功ヲ得テ隣近地方其学ニ倣フモノアルニ至ル

419頁輸出米取締方法書

維新以后米穀ノ粗悪ニ流ルルヲ憂ヒ明治十八年一月以来本法ヲ実施シテ当業者ノ注意ヲ
喚起シ郡内産出米ノ品位ヲシテ漸次精良ナラシムJレニ至レリ
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419頁農業方案

常ニ意ヲ農事ノ改良ニ注ギ事績ノ見ルベキモノ少ナカラズ而シテ其記載スル所ハ尽ク多

年ノ実験説ニ係ルヲ以テ農家ニ枠益スル鮮少ナラズ

500頁農業試験成績表

設計其宜キヲ得テ此ノ成蹟ヲ来ス

三囲内国勧業博覧会第三部褒賞薦告文」から褒賞を受けた「方案」の出品を拾

い表-llにまとめた。森林関係は.r山林繁殖方法j.r野火取締規則 私有地

樹木植附規則 共有山植樹並保護規則jr水源酒養土砂粁止方案j.r植樹方案」

などの植林方法に関するものである。農業関係では.r耕地区画改正図j.r田
区改正j. r畦畔改良図Jなどの水田整備や「米質改良事業j.r農事方案j. r農
業方案」などの生産方法の改良に関するものである。そのほか「貯繭」や「養

鶏j. r輸出米取締方法書」などもある。褒賞理由をみると既に実績があがって

いるものが多いが，今後の期待を重視したと思われる褒賞は.r水源i函養土砂

粁止方案」の他に「野火取締規則 私有地樹木植附規則 共有山植樹並保護規

則j.r農業有志向盟会事蹟及将来設計書j. r試植場巡視法施設方法及撰種図」

があった。

第三囲内国勧業博覧会の「森林の方案及標本」の部門を総括して，下記のよ

うな評価が下されているが博覧会の展示については冒頭の一文で触れられて

いるだけで，ひたすら国土の荒廃を憂慮した内容となっており，末尾では，

「ホ直樹を進め水源がj函養され土砂が停止すれば下流の村落もその利益を受ける」

ことを説いている。高島得三ら担当の審査委員は「水源j函養土砂拝止方案」の

出品部類を名指しはしていないもののこの出品部類の意義を強調していること

が窺われる。

「第三囲内国勧業博覧会審査報告摘要 第九類(森林ノ方案及標本)J

山林保護繁殖ニ関スル方按規則類及標本図表類ノ出品中間取ルベキモノナキニ

アラズ以テ林業ノ漸ク発達セルー班ヲ徴スルニ足ル而シテ近来各地ニ於テハ山

林繁殖ヲ図リ組合規約等ヲ設ケルモノアリ卜瞳流材ノ業務未備ハラザルハ甚遺

憾トス仰我邦民林中最有名ナルモノハ大和国芳野川及遠江田天龍JIIノ通過セル

処トシ其他有名ナルモノハ概子川筋ニ沿ヒ運搬スルノ便アリテ従来流材ノ慣法

アル場所ニ限ルカ如シ而シテ随テ伐採スレパ随テ捕植スルモノ亦此等ノ山林ニ

アラザルハナシ若夫レ欝蒼タル森林モ水運ノ便ヲ得ザレパ幾百年ヲ経ルモ斧斤
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入ラズシテ空ク朽腐ニ属セシムルニ至ル然ルニ水運ノ便アルモ其水源ニ森林ヲ

見ザルモノアリ是水源ニ於ル村民山林ノ利益ヲ知ラザルニアラズシテ其植樹ヲ

勉メザルハ何ゾヤ蓋水利ニ依リ木材ヲ出シテ利ヲ得ヘキノ目的ナケレパナリ而

シテ水利アルモ流材ヲ為シ得ザルモノハ抑亦何ノ故ソヤ是山間村落ト其水ヲ濯

瀧スル地方ノ村落卜相和セザルニ由レリ従来流材ノ慣習ナキ山中ニ良材アリテ

之ヲ伐採シ川流ニ依リ之ヲ流下セントスルニ当リ其末流ニ沿エル各村ノ之ヲ拒

メルカ為事業ヲ中止セル例ハ少カラス8斯ノ如クナルヲ以テ山間ノ村落ハ利益ノ

興スベキノ途ナク遂ニ之ヲ焼畑トナシ僅ニ稗蕎麦等ノ類ヲ作リテ食用ニ充テ或

ハ石灰ヲ焼キテ細利ヲ営ムニ過キスシテ地味ハ益痩セ山面裸禿シテ土砂ヲ流出

シ其末流ニ沿エル村落ニ在ラパ年々早損若クハ水害二擢ルコ卜少カラズ以上論

ズル如クンハ水源及末流ノ村落共ニ其利ヲ失フモノト云フベシ若此弊習ヲー洗

シテ末流ノ村落ハ流材ヲ拒マズ水源ノ村落ハ流材ニ由テ生ズル損害ヲ償フノ途

ヲ開カパ是カ為メ深山ノ森林ハ価値ヲ増シ山間ノ村落ハ其利ニ頼ルコトヲ得ル

ヲ以テ自ラ植樹ヲ務ムルニ至リ随テ水源ヲ酒養シ土砂ヲ停止シ宋流ノ村落モ其

利益ヲ被ルニ至ルハ信ジテ疑ヲ容レザルナリ

(下線及び太字は筆者による)

2) I水源j函養土砂拝止方案」のその後

第三囲内国勧業博覧会の「水源酒養，土沙粁止，風潮除ケ魚附ケ林等ニ係jレ

方案」という出品部類に出品し褒賞を授与された山梨県中巨摩郡共立勧業試験

所の「水源j函養土砂子干止方案」の実態とその後の扱いについて検討を進める。

この「水源j函養土砂子F止方案」について触れた資料は大変少なく，内国勧業博

覧会関係以外の文書で筆者が唯一入手できたのは1928年に発行された『中巨摩

郡志』の記載であり，以下に引用する。

『中巨摩郡志.1 (1928) 

r (前略)往昔欝蒼たりし森林も逐次濫伐を極め，到る処山骨露出の景状を呈し

些しく草すれば忽ちにして水源枯渇し，震すれば一朝にして洪水を来し，山岳

崩壊して砂礁は流出し，川床を嵩め堤清し若しくは埋没して逸流氾濫田園民屋

を害すること此年郡有志者大に之を憂ヘ明治十四年中資金一高円を醸集して私

立の勧業試験所なるものを設け，一面普通農事の改良を図り一面大に森林増殖

の計画を立て専ら杉，檎，落葉松の樹苗を養成して郡内希望者に分与し尚進ん
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で部分林設定の模範を示せり。J

1881年(明治14年)に山梨県中巨摩郡の有志が資金 1万円を集めて私立の勧

業試験所を設置したとあるが，推進者や資金の提供者の具体的な氏名は記され

ていない。 2つの事業のひとつは(森林ではなく)普通の農業関係の改良とあ

るから，森林のみを対象とした勧業試験所ではなく，農業と林業のどちらの比

重が大きかったのかはわからない。事業のもうひとつが大規模な植林計画で，

スギ，ヒノキ，カラマツの樹苗を養成して，山梨県中巨摩郡内の希望者に分け

与えるとともに，部分林設定の模範となるような植林も実施したらしい。

『中巨摩郡志』の記載は続く。

「是れ実に本県下に於ける部分林設定の曙矢にして一般植林の思想を喚起する

もの砂なからず，爾来事業を継続すること十ヵ年其の閏希望者に分与したる樹

苗ニ百三十六高本部分林を設定し，植樹せしもの九十六町二反ニ畝二十九歩に

達せり。J

この事業は山梨県における部分林設定の始まりであり，一般の人々に植林を

啓発する効果もあった。事業開始から 10年間で236万本の樹苗を希望者に分与

し部分林設定で植樹した面積は約96haに及んだという。

『中巨摩郡志』の記載は続く。

「然し，之が経営をなさしめんとし其の財産全部即ち九十六町余歩の部分林並

びに苗園地面積四段七畝十五歩と金五千四百三円九銭とを挙げて郡に寄附せ

り。郡は其の寄附を容れ益々事業を拡張経営せんとし常設林業委員を置き専ら

事業の経営を掌理せしめ，同時に植林規程(附録第一号)を設定して作業の方

針を確定せり。而して従前施行し来りたる樹苗分与のことたる植林思想の極め

て幼稚なる時代に方りでは奨励の便法たりしも，最早其の必要を認めざるより

数年前己に之を廃し，郡の自費としては確実なる営業人よりニ年或いは三年生

の樹苗を購入し，植樹地附近に於て床地を選択開墾し之に移植し，地質気候に

慣熟せしめ，然る後植栽することとなし又漸次苗園を拡張し，樹苗購入を要せ

ず年々植栽需要に供給せんとの方法にて之が実行に勉めつつあり。」
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1891年(明治24年)事業は全財産 (96haの部分林および百圃と現金5，400余

円)とともに中巨摩郡に寄附されることとなり，郡は常設林業委員を置き植林

規程を制定し事業は継続された。私立の勧業試験所の事業でスタートしたが郡

の公的な事業となったのである。その後樹苗の希望者への分与については使命

を終えたとして廃止したとある。

『中巨摩郡志』の記載は続く。

「又杉檎落葉松を混植せしは水源渦養，土砂汗止等に最も適するは檎其の他の

陰樹類なりと躍も該樹種は概して幼時成長遅緩なるを以て杉落葉松の如き成長

は速なる陽樹を混植し漸次之を間伐せば急速に目的を達すると同時収利汗も又

一層ならんと思惟したるに依る。J

水源j画養，土砂拝止等に最適なのはヒノキなどの陰樹類であるが幼齢時の成

長が遅緩なので，スギやカラマツなどの成長の速い陽樹を混植し成長させ，後

にスギやカラマツを間伐すれば， 目的も早く達せられ，同時に利益もあがるこ

とが，スギ，ヒノキ，カラマツを混植した理由であると記されている。『中巨

摩郡志Jには次の一節に続いて. 15ヶ所の造林地の所在地，地種(御料地，郡

有地，社寺有地，共有地).設定年度，設定面積，設定方法(分収の官民比率

などを記載).樹種，樹種毎の植栽本数，植栽面積を記した表が掲載されてい

る。

「管理上より云ふときは箇処数を少なくし，一個の面積を可及的大にするを利

ありとすれども，郡内一般に植林の思想を喚起せしめ，且造林の模範を示すを

目的とするが故に造林地は各村落に散在し本表の如き配置となりたり。J

管理上は植林の箇所数を少なくし大面積とするほうが有利で、あるが，郡内一

般に植林思想を喚起するため，また造林の模範を示すことが目的であるため，

造林地は各村落に散在させることとなった。

掲載された表中の15ヶ所の設定年は，明治10年代が8ヶ所. 20年代が4ケ

所. 30年代が3ヶ所であり，このうちの最後の明治38年度 (1905年度)の植林

は日露戦役紀念林(ママ)としての約90haの植林で明治43年に完成予定とし
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て着手されている。『中巨摩郡志』には続いて「郡有林設定方法j，r造林及び

其の成績j，r保護管理の方法jr郡有林規程」が掲載されている。そして最後

に，以下の重要な記載がある。

「以上本郡有林も大正12年郡制廃止に当り，無条件県に帰属せられんとすると

漸く郡農会に於て立木並に分収権等の譲与を受け今は全く同会の財産となると

共に将来の経営上に付慎重調査の結果，榊村平林村分は郡農会直営とし最も広

き面積と地質豊なる宮本村大字御嶺字霞ケ窪及赤彦に属する山林は各村農会ヘ

経営を依託する方針を定む，即ち其の目的は部分林とし将来郡農会の基本金造

成を期すること亦一面には町本農会の基本財産も此の山林収入を以て造成せし

め，之が完成の暁は山林総価格百三十九高九千二十五円の巨額に遣すべき成案

なりとす」

本郡有林も大正12年 (1923年)の郡制廃止で無条件に県の所有となってしま

うところであったが，中巨摩郡の郡農会が立木と分収権等の譲与を受け，全く

同会の財産としたとある。その目的は将来の郡農会(郡制廃止後は町農会か)

の基本金とすることであり，また町本農会の基本財産もこの山林収入で増や

し山林総価格1，399，025円の巨額に達すると推定している。山梨県全体の財

産となるべきものを中巨摩郡が独占してしまったのだとすれば，山梨県下の他

地区の人々は納得していたのであろうか。

さて，以上のように第三囲内国勧業博覧会に出品された「水源酒養土砂汗止

方案Jに対応すると思われる事業について， 1928年発行の『中巨摩郡志』には

詳しく記載されているが 山梨県の森林に関する他の資料には該当する記載は

ほとんどない。また1922年(大正11年)に山梨県により発行された『山梨県林

政誌(全Hに該当する記載はみられない。 1909年(明治42年)に知事から内

務大臣宛に山林技師の雇用費用を申請した申請理由に次の一節があるが，文中

の「進捗意の如くならず(思うようには進捗していない)jという事業と中巨

摩郡の「水源酒養土砂粁止方案」の事業との関連についてもわからない。

熊谷知事から内務大臣宛の申請書の一節 『山梨県林政誌(全)，1p.184-186 

(略)……県の経営に係る苗圃約五十ヶ所を置き殖林経営者に樹苗の無代下付

をなし又一方に於ては殖林補助費を殖林経営者に交付する等専ら殖林奨励に尽
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し候次第に有之候ヘ共殖林の事たる其成績を永年の後に期せさるへかさるの事

業たるを以て指導奨励尽ささるに非されとも進捗意の如くならず……(以下

略)

1902年山梨県北巨摩郡農会において林学士塩津健による林業講話が開催さ

れ，その筆記が出版されているが，中巨摩郡の「水源酒養土砂子干止方案」の事

業については記載されていない。

小林彦太郎編(1906)の『山梨県案内』は地元新聞社の出版物であるが，中

巨摩郡の「水源掴養土砂粁止方案」の事業についての記載はない。次に示す 3

ヶ所の記述においても中巨摩郡の事業が郡有林あるいは農会の所有林であって

県有林ではなかったためか，全く無視されている。

. r明治三十五年森林整治の方針を一定し……爾来専ら山林の経営施設中にあ

り。J
. r県有模範林明治三十三年以降継続事業として……経営し，J 

. r林業奨励 県苗園の経営，県苗園は去る明治三十六年の創始にして……」

1935年の山林第635号に掲載された「森林治水事業の功績一一山梨県中巨

摩郡清川村に於ける事例一一」には森林治水事業の開始が大正元年とされ，そ

れ以前の事業については触れられていなしミ。同号に掲載された「森林治水事業

促進座談会Jにおいて山梨県林業家大津伊三郎の発言が掲載されているが，中

巨摩郡の「水源j函養土砂拝止方案」に関連する動きについては何も言及されて

いない。

現代の文献であるが，まず2003年発行の「山梨県恩賜県有財産御下賜90周年

記念誌jでは明治時代の県下の林政について10ページ以上を割いて詳しく記述

しているが，当該の中巨摩郡の「水源酒養土砂拝止方案」に関連する動きには

言及していない。山梨県の地租改正と殖産興業を詳しく研究した田嶋 (2003)

にも記載はない。また明治期の山梨県の森林を扱った大橋(1991) も中巨摩郡

の「水源酒養土砂子干止方案」に関連する動きについて記載していない。

3) r水源j函養土砂粁止方案」の特徴

第三囲内国勧業博覧会に出品された「水源酒養土砂子干止方案」に対応する事
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表-12 第三回内国勧業博覧会に「水源j函養土砂粁止方案」が出品された前後の動き

資料:中巨摩郡聯合教育会編纂 (1928)中巨摩郡志

. 1877 明治10年第一囲内国勧業博覧会開催 ワグネル氏による博覧会報告書提出。

1879年 お雇外国人をi斬次解任して邦人技術者に替えるという工部省や大隈重信大

蔵卿らの方針

1881年(明治14年) 第二囲内国勧業博覧会

. 1881 明治14年中巨摩郡有志，私立の勧業試験所を設立。

. 1883 明治16年「樹木ヲ伐ツテ水源ヲ澗ラスノ説ハ舶来ニアラズ」大日本山林会誌に掲

載。

・1884 明治17年英国エデインバラ万国森林博覧会。

1885-1888年高島得三ナンシー留学。

. 1890 明治23年第三囲内国勧業博覧会に「水源j函養土砂拝止方案」が出品され褒賞を受

ける 0

・1891 明治24年私立の勧業試験所の部分林 (96町余歩)など全財産を中巨摩郡に寄附0

・1891ー 1895 明治24-28年中巨摩郡，部分法により宮本村の御料地内の150町歩に杉・

檎・落葉松を混植。

1897 森林法制定。

1900 スイスで量水観測研究開始。

. 1903 明治36年第五囲内国勧業博覧会・単独で「林業Jという部類で，展示館も「林業

館」として独立0

・1903-1905 明治3か-38年中巨摩郡部分法により源村内の御料地内の36町歩に杉・

槍・落葉松を混植。

. 1905 明治38年中巨摩郡，専務の林業技術員を設置。

. 1905ー 1910 明治38-43年中巨摩郡，日露戦役紀念林として，部分法により榊村字高尾

山の御料地内に89町歩に杉・檎-落葉松を混植。

. 1923 大正12年中巨摩郡の郡制廃止に当たり郡農会に譲与。

. 1928 昭和 3年部分法による明治18年以来の植林(計340余町歩)の成績良好，村民の保

護行き届き未だ損害なし。

業が前節で詳述した『中巨摩郡志.1 (1928)記載の事業であるとして関連する

動きを時系列的に表-12にまとめた。事業の特徴を整理すると以下の点を挙げ

られる。

a) 大資本を投じ同時に複数で試験。

b) 第三囲内国勧業博覧会に出品&褒賞の直後に中巨摩郡に寄附。

c) 良好な成果をあげているにもかかわらず，継承されていない。他地区へ

の波及もみられない。

d) 地元での表彰などなし。偉人伝もない。
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e) 後世の史誌等に記載されず。

f) スギ，ヒノキ，カラマツを混植することに特徴あり。

g) 造林法あるいは緑化法であって，森林のもつ水源酒養土砂粁止機能をさ

らに高める方法ではない。

まず. a)について検討したい。有志が集めた資金 1万円という金額である

が. 1881年(明治14年)時点での貨幣価値の参考としてお雇外国人の給与を挙

げてみると. 1879年に着任した土木工学のT.アレキサンダーの月俸が350円，

1882年に着任した造船学の C.D.ウエストの月俸が350円，同年着任の橋梁学

のJ.A.L.ワデルの月俸が370円(土木学会外人功績調査委員会. 1941)である

から，お雇外国人の年俸 2~3 人分という金額に相当する。勧業や科学振興の

目的に対して政府が出資しうる金額としてみても少ない金額ではない。しかし

中巨摩郡の有志が得た資金 l万円の出資者などの情報はみつからない。出資者

への配当あるいは返戻などは1891年(明治24年)の郡有林化の折にも，あるい

は1923年(大正12年)の郡農会の財産化の折にも記録されていない。資金 1万

円が無償で提供されたのなら顕彰などがありそうであるがその記録もない。

また当初の事業内容であるが 数ヶ所の苗園を設置し官有地数ヶ所で植林

と，いきなり数ヶ所で着手している。新しく事業を始める際，成否も確約でき

ない段階では Iヶ所の試行から開始するほうが確実ではないだろうか? 手法

に欠陥や見通しの甘さがあれば すべてが失敗に帰す可能性もありその場合の

ダメージは大きい。それにもかかわらず一事例ずつ着実に成功させていくとい

う手堅さがみられないのは，成功する自信があったからなのか，あるいは成否

は関係なかったからなのかのいずれかであろう。前者の場合は，在来技術で新

規な挑戦で、はなかったのかあるいはその能力をもっ指導者がいたのかなどの可

能性があるが，第三囲内国勧業博覧会に出品され褒賞を授与されたことからこ

れらの可能性は低いと思われる。後者の場合，すなわち，成否が関係ない場合

としては，例えば成功例も失敗例も含めた様々なデータが欲しいという目的で

事業が実施された場合が考えられる。明治期においてこのような失敗例を含め

た科学的目的の成果を発表でき，学術論文発表よりも政官財各界へのアピール

効果も高い場としては，博覧会での展示という場がもっともふさわしいことは

偶然で、あろうか。

そして b)の第三囲内国勧業博覧会に出品され，褒賞を授与され，その直後
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(前提) 森林であれば，水源酒養機能が発揮される。
(期待) はげ山を植林すれば，水源j函養機能が発揮される。

(三段論法) はげ山を植林すれば森林が復活する。森林であれば，水源酒養機能
が発揮される。

図 3 I水源酒養土砂拝止方案」の中身が，植林事業であるというしくみ

である翌年に中巨摩郡に全財産とともに事業自体を寄附していることから，内

国勧業博覧会への出品で、当初の使命を果たしたとはいえないだろうか。 a)の

考察と合わせて考えると 事業の目的が内国勧業博覧会での展示であった可能

性は強くなってくる。

C). d). e)からは，この事業が地元の有志からボトムアップで生起してき

たのであれば，地元に何らかの痕跡(足跡)が残っていそうであるが，整合し

ない。前節で詳しく引用した『中巨摩郡志.1 (1928)でさえ第三囲内国勧業博

覧会出品のことも褒賞受賞のことも記していない。内国勧業博覧会には著名林

業家も多く参加しているので，優れた方法ならば様々な交流や追随する動きが

ある可能性があるが，筆者はそれらの記録を発見できていない。むしろトップ

ダウン的にこの事業が開始されたと推定したほうが，状況的には整合しやすい

が，仕掛け人の候補者となりうるような人物についての情報はない。

さて「水源j画養土砂拝止方案」の内容については. f)で指摘するようにス

ギ，ヒノキ，カラマツを混植することに特徴がある。田上山や西三河などのは

げ山緑化の場合は，まず階段工などの山腹工をして土砂の動きを止め，次に草

本やヤシャブシなどの肥料木の植栽をして地力を増した後，針葉樹の植栽を実

施する場合が多いことから，この山梨県中巨摩郡の事業ははげ山の緑化ではな

く草地あるいは伐採地への植栽である可能性が大きい。

さらに. I水源函養土砂粁止方案」という内国勧業博覧会での展示名ではあ

るが，事業そのものは g)造林法あるいは緑化法の実施であって，森林のもつ

水源j函養土砂粁止機能をさらに高める方法ではない。森林が水源酒養土砂子F止

機能をもつことは自明のこととしこの前提に基づいて，森林を復活させられ

さえすれば水源j函養土砂拝止を実現できるという考え方である(図 3)。事

業にはなくても展示の際には森林の水源酒養機能を高めるための提案が付加さ

れていた可能性は否定できないが 審査報告や褒賞理由にはそれを窺わせるよ

うな記録はない。以上の特徴を 天竜地方の植林の業績で著名な金原明善の事
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関連事業
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地元での評価
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表-13 中巨摩郡の事業と天竜地方の金原明善の事業の比較

中巨摩郡の事業

主に御料地の部分林

(はげ山ではない)

1885-1910 

15 

約342ha

カラマツ 44万5415本

ヒノキ 24万5470本

スギ 3万2104本

サハラ 2万3860本

その他 l万7174本

第三囲内国勧業博覧会 三等有功賞

有志(氏名・人数ともに不明)
数ヶ所から着手

有志，後に郡役所，後に農会

出資元は不明

確認できず

確認できず

記憶されず

天竜地方の金原明善の事業

官林・御料地への献植

(はげ山ではない)

1886-ー1898

3 

約760ha 

スギ 248万5674本

ヒノキ 43万4575本

宮内庁より金杯一組と金5万円

金原明善

lヶ所から着手

個人. 1904年より財団法人

金原明善

河川工事，木材流通経路の改革，疎

水計画

美濃をはじめ，影響大

語り継がれている

業(鈴木・田中. 2007) と対比させて表-13にまとめた。

3. その後の森林水源漏養機能論の展開

1890年の第三囲内国勧業博覧会に出品された「水源酒養土砂粁止方案」に着

目し，対応する事業と考えられる山梨県中巨摩郡で実施された事業について考

察を進めたが，本節ではこれらに特化せず，より広く水源j函養機能論に関する

明治期の動きについて検討したい。主に書籍や雑誌記事を対象に年代を追って

検討を進める。

第三囲内国勧業博覧会の 7年前の1883年(明治16年)に発刊された広島山林

学研究会報告第一号の「緒言」では「此道ヲ講究シ実際ニ施行シ他年我芸備州

両州ノ山林到ル処欝蒼トシテ水源ニ乏シカラス河川舟祷ノ便ヲ得(以下，略)J

と記され，はげ山の多い広島の地で山林学を究め，植林を実施し，いつの日に

か山林は欝蒼とし水源豊かになり舟運も可能になり・…ーと，森林水源j函養機能

を観念的に表現して森林復興の夢が描かれている。同誌の同号には「山林ニ樹
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木アレハ何等ノ訳ヲ以テ水源ヲj函養スルヤ」という記事も掲載されており森林

土壌の水分貯留と森林による増雨効果の二つの作用で説明がされている。森林

土壌の水分貯留については森林の炭素・窒素のガス交換と蒸散を用いてそのメ

カニズムが説明され，森林による増雨効果についてはイギリス人ゼームスプロ

オンの熱収支的なメカニズムの説明が引用され，メカニズムを重視しようとい

う気迫は伝わってくるものの，いずれもデータや数式に基づかない観念的表現

の範囲に留まっている。

第三囲内国勧業博覧会の 2年前の1888年(明治21年)発刊された高橋啄也の

「森林杷憂」では，海外における水丈素過程の多くの観測データが紹介されて

いる。森林による増雨作用(フランスのナンシー森林学校長マチユーによる観

測データおよびフーラーによる観測データ).林内雨量(バイエルンにおける

観測，フーラーによる観測データ).気温(バイエルンにおける観測データ)• 

湿度(フェーラーによる観測データ).貯留(カルスルーエ府の高等築工官ゲ

ルウイツヒによる観測データ).蒸発散(バイエルンにおける観測データ)な

ど，いずれもヨーロッパにおける森林水文素過程(プロセス研究)の観測デー

タである。

第三囲内国勧業博覧会の翌年の1891年(明治24年)に「治水新策」を著した

尾高惇忠を高橋(1971)は民間治水論の一人としているが，尾高は1867年のパ

リ万国博覧会で活躍した渋沢栄ーの従兄弟であり幼少期には渋沢に学間の手ほ

どきをしたことが伝えられている(渋沢. 1995)。尾高は官営富岡製糸工場の

初代工場長という経歴も有しており，西欧の事情にも明治政府の勧業策につい

ても見識があったと思われる。尾高の治水新策では森林水源酒養機能は議論さ

れておらず，唯一，以下の観念的表現の伝聞が記されているだけである。

f先輩の説に近世森林を濫伐し冗山多く雨水を含蓄するの聞なき為め大小の諸

川暴漉多くE山を崩し崖を破り土沙石離を流下し川底漸次埋り流域浅狭し呑み

容るる水量減じ年々漉温し洪水となるはこれに由る又其流去の土沙海に入り川

口狭くなり沿辺には寄洲生じ海中には暗沙出来て舟行を妨げ‘漁業に障る等不利

多し云々と聞りJ

1893年に大日本山林会報告誌に掲載された長倉純一郎の論説「水源掴養林ニ

関スル林業ノ方法」では，最初のページで「水源ノ乾酒及ヒ洪水ノ氾濫タル其
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原因蓋シ主トシテ森林ノ荒廃ヨリ来ル結果ナルヘシ」と観念的表現による森林

水源酒養論が記され，以下16ページにわたって造林法や森林管理の方法が詳細

に記されている。ここで紹介されている方法は，図-3に示した「森林が水源

j函養土砂拝止機能をもつことは自明のこととしこの前提に基づいて，森林を

復活させられさえすれば水源酒養土砂拝止を実現できる」というパターンの論

理である。

1894年に埼玉県内務部から発行された八戸道雄の講述を収めた『林業講和要

領』では急傾斜地の開墾が洪水の原因となることを観念的に表現する一方，森

林の増雨効果については両神の山中は浦和の平地よりも雨が多いという経験的

伝聞を伝えた後， r欧人ノ試験ハ尚ホ詳ニ之ヲ証セリ」として標高 1-100m，

10か-200m，30か-400m，60か-700m，70か-800m，90令一1，000mの有林地と

無林地の雨量を具体的数値で示した表を掲げている。なお「欧人Jの具体名は

挙げられていないが，この標高区分は植村 (1917) に引用されたウエーベルに

よる蒸発率の表の標高区分とほぼ一致している。八戸 (1894)には，水源j函養

に適した樹種なども挙げられているが，観念的表現の範囲に留まっている。

1897年(明治30年)森林法が制定され，水源j函養林などの保護林が定められ

た。 1900年にはスイスのエメンタール試験地で量水試験が開始される。後に東

京大学愛知演習林の 4つの量水試験地を設定した諸戸北郎 (1939)は，エメン

タール試験地の量水観測(流域の降雨と河川流量を観測して植生の影響を調べ

る研究方法)について次のように記している。

「是はニつの場所を選びまして，一方は森林がある処で，一方は森林の少ない

所で，此のニ箇所に付て流量を計ったのであります。それで場所が遣ひますか

ら，地質地形が遣ふ。唯森林の差遣だけではないのであります。私は此の試験

地ヘ昭和六年に行って見ましたが，此の試験の方法では良いと思ひませぬ。J

諸戸の指摘するとおり，同試験地は後年，樋生の違いと土壌の違いのどちら

がより流出に効いているのかを判断できず苦しむこととなる (McCulloch& 

Robinson， 1993)。なお量水試験に伴うこの問題を解決したとされ後年世界中

で採用される対照流域法という量水試験手法があるが その問題点については

本小論の第V章で検討する。

1902年に山梨県北巨摩郡農会から発行された『明治参拾五年九月林学士塩津
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健君林業講和筆記』では， ドイツおよびフランスの森林回復事例が説明され，

さらにフランスにおける「荒蕪地のとき熱病に擢っていた住民が，造林後は健

康にJという，データに基づかない経験談が紹介されている。また森林の機能

について， r土砂粁止，飛砂防止，水害防備，風害防備，潮害防備，頚雪(た

いせつ)防止，墜石防止，水源j函養，魚附，衛生，風致其の他気候調和等公共

に関する公益Jが観念的に挙げられている。

1914年(大正 3年)の林業試験場報告第十二号に掲載された「有林地ト無林

地トニ於ケル水源酒養比較試験J(木村・山田 1914) は林業試験場から出さ

れた最初の水文関係の報告書である。その緒言には次のように記されている。

「水源渦養，並ニ治水問題ハ当面ノ案件トナリ世人往時ヲ懐ヒ皆森林ノ水源渦

養能ヲ嘆賞シ治山ノ要ヲ説クト睡未ダ其能力ノ由テ来ル根源ノ理ヲ詳ニセス只

是一意水厄ノ回避ヲ希フノ余リ急ニ水源渦養ヲ目的トスル保安林ヲ濫設シタル

形跡ナキニ非ス斯ノ如キハ実ニ国家百年ノ大計ヲ誤ルモノニシテj

遠藤 (2002) による現代語訳を引用すると「世間の人々は森林の水源福養機

能を高く評価し治山の必要性を主張しているが，その機能の根源の理は明ら

かにならないままになっている。水厄の回避を過度に期待して水源酒養保安林

を乱設してきた形跡があるが，このままでは国家百年の大計を誤ることになる

官立の林業試験場の最初の水文関係の報告書の緒言に，水源j函養機能の根拠

を学術的に証明できていないが水源i函養保安林は乱設されてきたという警鐘が

発せられている重要性は看過すべきではないであろう。また報告書の最後の節

「森林ノ水源j函養能力」では以下のように記されている。

r..・H ・森林地ト言ヒ草生地卜称シ将又裸地ト称スルモ結局地上ニ生スル植物ノ

差異並ニ之ニ附帯起生スル土地ノ内容的及立体的性質ノ変化ニ過キス従テ森林

地ニ於ケル降水量対流水量関係ヲ確メ其水源渦養能力ノ意義ヲ決定批判セント

欲セパ先ツ森林ニ付キ其土地植物ノ両因子カ如何ナル状態ニ存在スルヤ及植物

ノ差異ニ伴フ土地ノ変化ハ如何ナルモノナリヤヲ明ニスルヲ要ス。J

流出には植物と土地というこつの因子が作用し 土地の因子の中には植物の
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影響を受けるものもある。森林の水源j函養機能を明らかにしようとすればこれ

らがどういう状態にあるかを明らかにしなくてはいけないという指摘は，降雨

と流量のデータだけで水源j函養機能を論じる難しさを伝えている。

1917年に農商務省山林局から山林公報臨時増刊第二号として発刊された植村

恒三郎の『森林ト治水』は多くの研究結果を網羅しているだけでなく，ヨーロ

ツパの研究例を日本のデータと対比しながら論を進めており，明治期の森林水

文研究の集大成というべきものであろう。構成は第一編が「森林ト国土保安ト

ノ関係Jでありその第一章「独断的時代解説」では欧州における森林政策や森

林水文学研究の歴史が概観されており，第二章「科学的解説」で、は森林水文素

過程(プロセス研究)の観測データが，詳細に紹介されている。第二編ではヨ

ーロッパの「各国保安林及治水制度」が詳細に記述されている。第一編第二章

「科学的解説」の内容をみてみると，まず「第一節 森林ト気温及地温トノ関

係」ではローライ林学全書1913年版のプロシア・バイエルン・ウェルテンベル

ク・スイス・フランスの 5ヶ国29ヶ所のデータに日本国内 6ヶ所のデータを加

えた結果を示している。「第二節 森林ト空気中ノ湿度トノ関係jではエーベ

ルマイヤー，シューベルト，ウエーベル，ハンブルクによる実験結果を示し

さらにローライ林学全書1913年版のプロシア・スイスの19ケ所のデータと日本

国内 3ヶ所のデータを示している。「第三節 森林ト雨水トノ関係」ではハム

ベルクによる 188か一18但年の15年間の観測結果を示し，森林の影響は甚だ微弱

であるとしている。そして植村は，

「古来専ラ森林ト気象卜ノ関係ヲ論シタルノ傾向アリ然レトモ森林卜気象卜ノ

関係ハ既ニ説術セル如ク其解決尚五里霧中ニ在リテ寧口森林効果ノ微弱ナルヲ

唱フルj

と術懐し，森林の気象への影響は微弱で、あるという認識を吐露している。「第

四節森林ト水トノ関係」の「第一款森林カ降水量ヲ増加シ且之ヲ蓄積スル

作用」ではエーベルマイヤー，ウエーベル，ハムベルクらによる森林内外の地

面蒸発の比較データに， 日本の林業試験場や森林測候所のデータを加えて説明

している。第四節の「第二款森林カ雨水ヲ阻止，消費スル作用」では，ホッ

ベ，エーベルマイヤー，ビューラー，ナイらによる林冠による降雨の遮断率の

データに， 日本の林業試験場や森林測候所を加えて説明している。第四節「第
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三款森林ノ水分j函養及消費作用ノ相殺的効果」ではエーベルマイヤー，ウオ

ルニイ，ナイ，ラマン，さらにロシアのブリスニン シュワルツエルデ，アレ

キサンダー，イスマルスキーらによる森林地中に実在する水分の測定データを

紹介している。第四節「第四款 森林カ地下水並涌泉ニ及ホス影響」では植村

は

「此問題ハ今日尚観未解決ノ問題ニシテ今後尚幾多ノ研究実験ヲ要スJ，

「謹カニ論断スルコト能ハズJ

と慎重な態度を示した後，平地における森林の水源j函養を否定したロシアのヲ

トツキーの実験や，地下水が側方から補充されない場合は森林は地下水を低下

させること認めたエーベルマイヤーとフランス土木局との1901-1903年の森林

地及び林外地における地下水の変化の観測結果を紹介している。さらに「松林

は水源酒養上有効で，潤葉樹林は利害相中し，唐槍林は水源酒養上有害」とす

るナイの研究結果や. I山岳林においては地勢の傾斜，方位，土壌または基岩

の厚さ，降雨の四季分配，集水域の大小などが水の流出に関係する」というエ

ーベルマイヤーとハルトマンの指摘. I流出は地質土壌の性質，土壌の深さ・

傾斜角に支配され，地被物の作用を認識することは難しい」とするパーデン国

気象台及理水中央局の実験結果などを紹介している。このように森林の水源j函

養機能に否定的な水文素過程の研究成果を挙げている一方で. I林相良好なる

喬木のある地方では皐魅でフk不足を生じることは無く，林相不良の地方では皐

魅の被害大きい」とするインツエの山間用水供給実態調査に基づいた研究や，

「欝蒼とした山腹からの流出は乾燥期においても豊富で、あるが無立木地では流

出量は少ないjとするローテンバッハの研究など，観念的な森林の水源j函養機

能と整合する指摘も紹介している。さらに，林業試験場(笠間，太田，足尾)

の林種別の降水量と流水量の観測値を四季毎に示した表を掲げ. I森林地ハ四

季ヲ通シテ無立木ヨリ多大ノ流出量ヲ与フJ(森林地は四季を通じて無立木地

より多大の流出量を与える)とコメントしている。第四節「第五款森林ト洪

水トノ関係jでは「其能力ノ限度ハ……(中略)……一般ニ差程著シキモノニ

アラザルヲ以テ激甚ナル洪水ニ在リテハ殆ント効果ヲ発揮スルコト能ハサルヘ

シJ(森林が洪水を防ぐ能力はそれほど著しいものではないので，激甚な洪水

に対しては森林の効果はほとんどない)と否定的な見解を観念的表現で述べ，
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ヨーロッパの多くの研究結果を引用している。「第五節 森林ノ土砂拝止作用」

では，森林の機能ではなく存在そのものが土砂好止作用をもっと説明している

が，その効果は，隣地聞の問題にとどまり，他の作用(気候との関係や水源j函

養)のようには広い範囲に利益を及ぼさないと記している。以上のように植村

(1917)は，多くの素過程の観測結果が森林水源j函養機能を必ずしも肯定して

いない点に戸惑いを表明しつつ，日本の林業試験場3試験地の降水量と流水量

の観測結果(木村・山田， 1914)が森林水源j函養機能を肯定していることを受

け入れている内容となっている。

1923年林業試験場報告第二十三号に掲載された玉手三棄寿 (1923)の報告は

林業試験場から出された二番目の最初の水文関係の報告書である。その冒頭部

に以下の記述があるが，最初の報告の木村・山田 (1914)よりもさらに踏み込

んで，水源j函養機能の学術的な解明の難しさを訴える内容となっている。

……森林ノ水源泊養作用ニ関スル問題ニツイテハ，従来実証セラレタル事実無

キニアラザルモ，元来水源j函養ナル事実ハ複雑多岐ナル関係ヲ有シ，水源地ヨ

リ流出スル水量ハ，降水ソノ他ノ気候ノ外，地質地形等ニ関スルコト多ク，シ

カモ以上ノ諸国子ノ影響ハ，ハルカニ森林ノ影響ヨリモ大ナルヲ以テ，コレラ

ノ諸国子ノ作用ヲ除去シ，単純ニ森林トノ関係ノミヲ求メントスルコ卜ハ頗ル

困難ナルコトニ属シ，試験ノ方法モマタ最モ細密ナル卜トモニ相当永年月ヲ要

スベク短期間ノ簡単ナル試験ニヨリテコレヲ解決シ得ベキニアラザルナリ。

一方，本多静六ら (1935年，昭和10年)は「森林治水事業促進座談会」を開

催し大日本山林誌に掲載しているが，座談会とはいっても出席者が一人ずつ体

験や考えを発表するだけで，質疑応答や討論はない。そこでは内外の様々な観

測値などが学術的に検討されるわけで、はなく，観念的表現で体験やその伝聞な

どが披露され，森林治水事業を求める政治的なイベントとしての色彩が濃い。

以上，明治期の森林水源j函養機能論の展開を主に出版物での記述内容から検

討してきたが，観念的表現による認識や伝聞が発信される一方，森林水文の素

過程(プロセス研究)のヨーロッパにおける観測データが，後には日本での観

測結果も加えて伝えられていた。しかしこれらの観測データから森林水源酒養

機能をなかなか説明できず，植村 (1917)や玉手 (1923) らは戸惑いを隠して

はいない。降雨から流出に至るプロセスを，降雨，林内雨，林内微気象，蒸
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発，土壌水分，地下水位……という素過程毎に観測していく手法は，さまざま

な要因が作用する複雑な現象を分解し着目する要因だけを取り出して計量し計

算し説明するという近代科学の正攻法であった。それらをメカニズムに基づい

て組み立てれば森林水源函養機能が説明できるはずであった。 1897年には森林

法が制定され森林水源j函養機能がオーソライズされるという状況のなか. 1900 

年にスイスで量水試験が開始され 日本も量水試験の開始を急ぐこととなる。

4. 伝統的水源i函養機能論はアピールされたのか?

1890年の第三回内国勧業博覧会では「水源酒養，土沙拝止，風潮除ケ魚附ケ

林等ニ係ル方案jという出品部類があったが. 1895年の第四囲内国勧業博覧会

では「有害鳥類虫類ノ駆除及森林保護，植伐，水源j函養，土沙粁止，風潮除

ケ，魚附ケ林等ニ係ル方案，図式，雛形，成績」という長い名称となったため

「水源j函養」という文言の存在感は低下し実際「水源酒養jを名乗る出品もな

く. 1903年の第五回では「水源酒養土砂粁止方案」という出品部類は設定され

なかった。松波(1919)によれば1907年に東京勧業博覧会. 1914年に東京大正

博覧会が開催されており林業関係の出品部類が設定されているが，いずれも

「水源j函養土砂拝止方案」あるいはこれに相当するような出品部類はない。し

かし造林や植林についての出品が該当する出品部類はそれぞれ設定されていた

ので，前述の山梨県中巨摩郡の事業のような出品が排除されていたというわけ

ではないが，第三囲内国勧業博覧会との重要な違いは主催者側がそのような出

品部類の必要性を感じなくなったという点であろう。

そしてこの聞に1897年森林法が制定されている。「日本帝国に山林保護の方

法はあるのかないのか? もしあるのなら如何なる性質なるものか?原文:

日本帝国ニ山林保護ノ方法アルヤ否ヤ若シ之アルモ其法ハ如何ナル性質ナル

ヤ)Jという明治十年内国勧業博覧会報告書のワグネルによる問いかけに対し

て.r日本には森林法があり，水源i函養土砂粁止など方策が制度化されている」

という事実はまさに完全回答を得たことになる。制度として法令として「水源

酒養土砂子干止」の方法を導入できたので，博覧会という場でその方策をアピー

ルする必要はもはやなくなったという認識が明治政府や博覧会主催者にあった

のではないだ、ろうか?

しかし方法があるかという聞いに対して制度化できた法令化できたという回

答は， もちろん科学的な説明方法を得たということとは異なるし，その機能を
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高める方法を得たということとも異なる。森林の水源j函養機能の議論につい

て，政策的・制度的なゴールと科学的・技術的なゴーlレを別種のものだと捉え

れば， 1897年の森林法は前者のゴールの達成であり，後者のゴールは前節で検

討したように未達成のまま残されたのである。この二つにもうひとつ，日本の

伝統的な水源j函養機能の思想・文化の存在も加え，本小論では水源j函養機能を

めぐる議論を次の 3種に分けて整理してみたい。括弧内にはそれぞれのゴール

を記した。

-思想、・文化としての水源酒養機能論 (ゴール:思想、・文化としての確立)

・政策・制度としての水源調養機能論 (ゴール:政策・制度としての確立)

・科学・技術としての水源酒養機能論 (ゴール:科学・技術としての確立)

近世の日本は，思想・文化としての水源j函養機能論を有していた。伝統的な

思想として人々に定着しており，思想・文化として確立していたと考えられ

る。そして1897年の森林法により政策・制度としての確立も達成されたのであ

る。

筆者は第三囲内国勧業博覧会に山梨県中巨摩郡から出品された「水源酒養土

砂拝止方案」の事業そのものは造林法あるいは緑化法の実施であって森林のも

つ水源酒養土砂拝止機能をさらに高める方法ではないことを指摘したが，森林

のもつ水源i函養土砂拝止機能をさらに高める方法があろうがなかろうが，科

学・技術としての水源j函養機能論が未完成で、あっても，思想・文化としての水

源酒養機能論も政策・制度としての水源j函養機能論も少しも揺るがないのであ

ろう。

では伝統的水源酒養機能論はアピールされたのかの検討を 3種に分けて進め

たい。江戸時代の日本は山林の開発が進む一方で留山などのきめ細かな制度が

厳密に運用されており，政策・制度としての水源酒養機能論はゴールレベルに

達していたといえるであろう。明治維新とともにこれらの制度は立ち消え，山

林は混乱し荒廃が進むことになった。しかし制度は消えてもそれは思想・文化

としての水源掴養機能論と化して記憶や風習には残った。それは，本論で度々

用いてきた「伝統的水源j函養機能論Jという漠然とした用語の中身であったと

整理できる。しかし「伝統的水源j函養機能論」をアピールすることは思想、・文

化としての水源掴養機能論のアピールであり 政策・制度としての水源酒養機
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能論のアピールや科学・技術としての水源j函養機能論のアピールとはならな

い。国威高揚をめざす日本政府としては後者二つのアピールが必要で、あったの

である。博覧会という場は後者二つのアピールの場としてふさわしいものであ

った。

ここでもう一度，第三囲内国勧業博覧会に出品された「水源酒養土砂好止方

案」の山梨県中巨摩郡の事業を検証したい。前述したように筆者は，植林事業

をいきなり数ヶ所で着手していることについて成功例も失敗例も含めた様々な

データが欲しいという学術的な目的があったのではないかと推論したが，そう

だとすれば科学・技術としての水源j函養機能論のアビールをめざしていたこと

になる。では政策・制度としての水源i函養機能論についてアピールできたのか

といえば，有志による私立の勧業試験所の事業・出品であり，政策・制度とし

てのアピールとはなりえないという大きな欠陥を抱えていたことになる。勧業

博覧会への出品の直後，全財産・全事業とも郡役場に移管され，郡は常設林業

委員を置き植林規程を設定して，制度化を進めたのは，遅すぎた符合する動き

だ、ったのであろうか? 当該事業の出資者は不明であるが，出資者の期待に応

ええたのだろうか?

さて1897年の森林法により水源j函養土砂拝止などの保護林が規定され，政

策・制度としての水源溜養機能論のアピールが達せられたとすれば，残るは科

学・技術としての水源酒養機能論のアピールであるが，前節で概観したように

個別の水文素過程の研究結果は多く紹介されているが，それらを積み上げて総

合的に水源調養機能を説明することは容易で、はなかった。本多静六ら(1935)の

「森林治水事業促進座談会Jが科学・技術としての水源j函養機能論をアピール

せず，政策・制度としての水源j函養機能論のアピーlレに徹していることは，これ

らが同じ土俵上では扱いえないという本多静六の達観と評価すべきであろう。

第V章では，科学・技術としての水源j函養機能論の科学的な解明とそのアピ

ールについて，対照流域法の研究で前提とされる 3つの楽観的な仮定などの問

題点を踏まえながら，考察を進める。

(以下次号掲載)
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