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おわりに

はじめに

今日，加国三郎J)とも称せられる吉野川は，流域面穣3，750km2と流域面穣で

みると日本で17番目に大きい河川で，下流部に徳島平野が拡がっている。しか

し近代に入って本格的な開発の手が入った北海道河川は別にして，近世末ま

で築堤を中心とした治水事業が これほどまで、行われなかった河川は珍しいだ

ろう。吉野山では，明治に入って本格的な治水事業が展開され，途中で事業の

中止など好余曲折を経ながら，昭和 2年 (1927)に一応の完成をみた。

本論文は，吉野)11の明治期の治水事業について 修築卒業を中心に論じてい

くものである。修築事業とは，明治29年 (1896)の河川法成立以前に行われて

いた事業である。閣が担当していたのは低水工事で，河道における河身改修

(低水路整儒)と山地での砂防工事を中心とするが， 7年に淀川で始まり， 8年

に利根川， 9年度に信濃川で始まった(表1)。その目的は，舟運路整俄のみで

はなく，河身改修(低水路整備)によって洪水の疎通をよくする治水対策でも

あると認識されていた2)。その後， 19年度からこれらの河川で築堤工事も始ま
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表 1 図直轄による「修築卒業J河川の事業

状況

河川名 2昔日 卒業工期

j定川 修築焚 明治第 7)羽 ~21年度

{I多築工{多綴n明治22~31年度

利根川 {I年築工 明治負l'i8)羽~32年度

イ言J袋)11 {I多築工 明治 9~38年度

河口修築資 明治的~36年度

木関)11 修築工 明治1O~大正元年度

修築工速成'1J 明治36~38年度

北上川 修築工 明治13~34年度

修築工修絡~!i: 明治34~35ij三度

1;可宝~!lFÍ' )11 修築工 明治15~37ij三度

筑後川 修築工 明治15~31年度

Il'j!:J=.} 1 1 修築工 明治15~36年度

吉野)11 修築工 明治15~37年度

大井川 修築工 明治15~35年度

2芸士川 修築工 明治16~27年度

修築工修繕i¥' IVJ 治28~31:!ド皮

追加修築工 明治29~30年度

庄川i 修築工 明治16~32年度

i河武|渋川 修築工 明治16~35ij三度

天泡)11 修築工 明治17~27年度

修築工修繕~\' 明治28~32年度

追加す基築工 明治29~31年度

資料 『土木局第三十回統計F年報j内務省土木局，

1937 

(阿賀野)11の明治15年度，i設上川i筑後}II.吉野

口1.大井川の16年度さらに天竜川の17年度は予算

外支出である。)

ったが，その工事は主に府県によって進められた。

吉野}IIの修築計画を最初に検討したのは，街l雇いオランダ、人技術者デ・レイ

ケである O それは明治17::g三(1884) のことで. r吉野}II検査復命書Jが提出さ

れた。本論文では，この計画について詳細に検討していくが，デ・レイケのこ

の計翻は実行されなかったと考えている O では18年から工事に着手して実行計

画は誰によって策定されたのか，推論していく。

水手Ij科学 No.319 2011 
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図 1 吉野)11下流音1;概況図(出典小出樽 5日本のJiIJ東京大学出版会， 1970 

に付加・修正)

1， 概況

1. 1 j也形・地質

吉野)11の山地面積は3，280km2で、あって，会流域面積の87%を占める。山地

面積の極めて大きいのが，吉野)11の大きな特徴である。その源は高知県土佐郡

瓶ヶ森山(高さ 1，897m)ぜに発するが，加盟山地に沿って東流し高知・徳島

県境付近で北に方向を変えて四国山地を横断する。その後，大支川銅山)11を合

流した後，池田から中央構造線に沿って東流する。

河口から約40km地点lこ岩津があるが，吉野111はここから徳島平野に出る O

この後，広い河原を東流するが，明治改修以前は第十堰地点です野JII本JII(旧

吉野1IJ)と別寄JII(ベっくがわ)に分かれていた(図1)。古H，IJ')11本川(1日三吉

野JII)は，高房地点で今切111を分派した後，紀淡海峡に流出する。一方，別宮

川は右支111鮎喰川を合流した産後，徳島城下を流れる新Imllを分流し紀淡海峡

に流下する。

地費についてみると，池田から北側の持讃山地は中央構造線北の内帯に位置

する中生代の和泉層群よりなる(閤針。ここには破砕帯が発達し土砂際の

水利科学 No.319 2011 
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供給が著しい。このため問讃山地から流出する日開谷川，伊沢谷JII，曽江谷JII

などの中小河川は，勾配のきつい扇状地を発達させ，吉野JIIを南に追いやる起

因となっている O

一方，池田から上流部，また池田から下流の南側は外帯に属し，三波)11帯・

秩父帯よりなる。ここから流出する支川では，鮎喰川を除いて蔚;1犬地をほとん

ど発達させない。鮎喰川もその扇状地は1，000分の lと，扇状地としては極め

て殺く，扇状地的な地形とみるべきと指摘されているお。

1.2 近世までの治水

社会史的に吉野山で注自すべきことは，先述したように，近代に入るまで本

川に沿って本格的な堤防がほとんと会築かれなかったことである O その基本的理

由は，水源地域が年降水量3，OOOmmを越える多雨地域であり，またその山地

面積が多かったため徳島平野を襲う洪水の規模が板めて大きく，近世までの技

術でもってしては対処できなかったことによろう。また吉野JlIからの安定した

瀧概潟水の確保は，その広い河原，そして激しい土砂の移動から取水は国難で、

あった。

徳島平野の人々の対処方法は，土地利用であった。つまり氾准原に藍を植

え，台風の襲来の前の 7月中旬頃までに収穫したのである。砂地の水吐けのよ

い自然堤防上を中心に，藍作は徳島平野で広く営まれた。徳島藩は，寛永12年

( 1635)から援の奨励策を打ち出している O 一方，稲作は， i{訂版用水が確保で、

きる山沿いの地域，あるいは鮎喰JIIの氾濫原，海岸の干拓地などで行われた。

藍作は，多量の肥料が必要とともに連作を嫌った。洪水が氾濫するならば，

その堆穣泥砂に豊富な栄養分が含まれ また病害微生物を流して鹿作にとって

有利であった。例年生じる 1=I'1/J、洪水は 藍作にとって有り難いものだ、った。

人々は，自然堤防の小高いところに住居を構え，集落の鴎涯を小堤防で閲ん

だり，また有力者は地上げした住居を石垣で臨み「域構えの家」を築造して吉

野)11の氾濫に備えた。しかし大洪水の時は，大きな被害を受けていた。

この被害に対し，徳島藩は徳島城下町が襲われる鮎喰川右岸にはそれなりの

堤防を築いたが，吉野}けには行わなかった。基本的には，巨大なエネルギーに

対処できる技術がなかったからであり 涼喜右衛門など築堤に失敗して非業の

死を通えた話が残されている九

だが，吉野JII洪水の直撃を避けるよう水制ね・越流堰の設置が行われてい

水平IJ科学 No.:319 2011 
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図3 大正年代の第十Jjl上流地形図(大lE6if減額1/50，000 r JIJ I剖に加室長)

(出典:ri中堅f

関4 八ちr村ま震対i頭部の状況 (f村々沼}I11箆留之図jに

加祭) (1むよjf.!-: rirl'野忠雄と明治改修j前出，作

成・岩長立法夫)

た。元来，吉野JIIi可道であったと考えてよい江川と神宮入江の流入口に，強屈

な水制ねと共に知恵高堰，八ヶ村堰が設置された(図的 O なお堰とは，越流

堤のことである O 両堰とも，天保11年 (1840)の吉野JII絵図には明僚に捕かれ

ている(国 4)0

治水，そして水田の用水確保に対ーする地域からの期待は高く，天保元年

( 1830)頃から明治初期にかけて，地域の指導的立場にあった人々から「芳川

水科論J(庄野太郎， 1865) など，いくつかの治水・利水論が著されている5)。

水和i科 ~'-r: No.31百 20!! 
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2， 明治初頭の築堤工事

明治維新となって新政府が樹立されたが，吉野)11では早々に築堤工事が行わ

れた。明治元年(1868) には高畠，東覚円，高)11原，加茂野，市楽，桜問，天

神の八ヶ村が連合して神宮入江)11の最上流部に900開(1， 600m)にわたる八ケ

村壌が築かれたという品)。この堰は，天保11年には既に築かれていたので，こ

の壌の強化，さらにそれに連続して堤防が整備されたのだろう O

明治5年には，第十堰下流の吉野川本JII(明治改修によって本fげではなくな

った。以後. 1日吉野川とn乎ぶ)左岸で いわゆる「萱刈堤防」が築かれた。大

麻118津慈から市場を経て牛屋に至る築堤で.1万 4千円の費用はすべて地元負

担で、行われた。しかし軟弱地盤であり，また基礎工事も行われなかったため，

洪水のたびに補修を重ねたというわ。

明治 6年頃. fl寺の県令により吉野町西条(河口から23km付近)から下流の

第十壌付近にかけて，両岸に小規模な堤防が築かれた。その下流は，同岸とも

弱小な堤i坊が連続して自然にできていたという 8)。自然堤防上に小さな掻寄せ

堤が築かれていたのだろう o8年には 右岸の川島町城JJJ(岩ノ鼻)から石井

町議畑中須にかけ，約15kmの連続堤が定成した。これにより八ヶ村壊はこの

堤防の中に埋められた。この築堤により対岸の高瀬・高磯との関の川11I日が180

間 (330m) となり，石井町住民が県を相手に訴訟を起こした。

このように，吉野川では明治初頭に矢継早に築堤工事が仔われている。事rr政

機樹立，それによる世直しを民衆に認知させるために進められたと思われる

が，他の地域に比べてかなり熱心だ、った。

他の河川をみると，淀川水系で明治元年，淀川!との合流部付近を中心にした

木津川で，京都府とi定藩との共同事業として政府によって工事が行われたO 利

根川水系では，議ヶ iflì と太平洋を結ぶ居切掘ì~1j工事が. 2 ij三から水戸藩によっ

て始められ，翌年から政府の手に移った。また 4年には，架橋と関宿の澗の赤

堀川で，費用の約2/3(土地元負担であったが政府により拡11I日工事が行われた。

さらに信濃)11洪水を日本海に落とす大iiiT津分水工事が，地元によるかなりの費

用負担でもって政府により 3年に着工された。

このように，当時としてはかなり大規模な工事が政府によって進められてい

たが，吉野mでは，規模は加として察・地元により築堤工事が実に熱心に行わ

水戸i干f'? No.:1l9 2011 
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れたと判断される O

会翻河JIIの修築事業

吉野JIIでL低水工事として予算がついたのは明治15年 (1882)度で¥工事に着

したのは18年である。さらに19年度以降， ll年間にわたる継続事業となり，

政府は国費73万600円でf正水工事忠徳島県は県費22万5，000円で築堤工事を担

当した。吉野川iの修築事業をみる前に，その事業を一層，理解するため，先ず

全国河川の修築事業からみていこう。

国産絡による低水工事は，先述したように明治 7年，淀川で始まる。さらに

19年度から前年の大水害を背景とし新たな河川事業が展開されることとなっ

た。それは，国直轄による低水工事のみならず，府県による築謹工事も積極的

に推進しようとして木曽川 和根)11. 信濃JII 筑後川さらに吉野)11などで始ま

ったのである9)。

木曽川修築事業

木曽川では，明治16~三(1883) に全施工区域の測量を終了し，翌17年10月か

ら木曽川下流修築計画の立案に着手し19年に策定した。そして翌20年に着工し

た。当初計闘ではお年までの16ヶ年継続工事であり，その費用は431万9，750円

だ、った。このうち国費が342万6，542門，三重・愛知・岐阜県が89万3，208丹を

負担し河身改修(低水路整備)・重要な締切堤・背割堤・河口導水堤・関門

そして砂防は出直轄で，築堤は 3県で工事を行うものだ、った。

改修計画は，デ・レイケの指導の下に行われた。デ・レイケは明治II年に現

地課査を行い「木曽川下流の概要書」を提出していたが， 17年11丹21日から28

日にかけて，さらに同年12丹19Bから29日にかけて現地調査を行った。 17年に

は完成した澱量留を手にして現地調査をしたと思われ，改修計画図を自ら作成

した。その改修は f其目的トスル所ハ高水ノ|徐害 低水ノ改良，即チ堤内惑水

ノ改善及ピ揖舟ノ便ヲ増進スルニアリテ 前二項ヲ最モ重要セリJと述べ10)

洪水訪禦，堤内の排水改良を大きな臼的としていた。

築堤計菌iのためには計間対象流量を定めなくてはならないが，明治18年洪水

流量を基礎として定めた。そして水理式(パサンの流速公式)で計算して河l隔

を定めていった。この計画により木曽川・長良JII.揖斐川の三JII分離が行われ

たが，大規模な構造物としては木曽川と長良川を結ぶ船頭平悶門がある O だが

水利科学 NO.319 2011 
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この間門は当初計画にはなく. 29年の追加予算で措置されたものである O な

お，江戸時代に築かれたl幅41.8m 高さ1.2mの石積みの越流堤で¥長良川と

揖斐川とをつなぐ大樽J11洗堰は撤去され，築堤でもって両}11は完全に分離され

たO

三川分離を伴う木曽川下流改修計額は このようにデ・レイケの指導によっ

て作成されたことは間違いないであろう。だが彼に協力する技術者がいた。清

水済(明治12年東京大学卒).佐伯敦崇 (13年工部大学校卒)である。

彼らは，明治19年4月，デ・レイケの仕事のやり方に関して上申を行ってい

るO それによると，デ・レイケは18年の一時帰国の際，計画策定が遅れないよ

う彼らに指示しそれに基づいて彼らが作業を行った。デ・レイケの再来日直

後，図面等を見せたが，デ・レイケの考えに変更があり，彼らは再び検討を行

った。その後，デ・レイケは現地に来て指導を行ったが，彼の意見が再び、変わ

ったというのである O

再測量が必要となったというのだから，かなりの修正であったと思われる

が，この意見修正に対して清水・佐伯は，デ・レイケが自らの知識の進歩と

さらに地方の状況を知ったため一層の完全を目指したものだろうと推察してい

る。しかし彼らは，デ・レイケの意見が再び、変わって計間策定がこれ以上遅延

すると重大な支障が生じるとしてデ・レイケの現地在勤を強く希望した。

工事は，明治20年から始まったが，その時の担当土木監督署は第四区で，巡

視長は田辺義三郎であった。彼は在命中， しばしば現地に出張していた。

科根川i修築事業

利根川では，明治16年 (1883)4月から 18年四月にかけて，埼玉県Ip番羅郡安

沼から下流茨城県鹿島郡大田村ゐに至る40塁 (160km)間， また派川江戸川では

流頭部関宿から河口までの15里 (60km)間の測最が完了した。また18年 7月

2 Bの洪水位(妻沼から下流).同年 8月から 9月にわたって低水{立が測量さ

れて縦横断面が作成された。これらの図面に基づきオランダ人技術者ムルデル

により，技師補・近藤仙太郎の協力の下. 19年 1月12日から 4月23日にかけて

作成されたのが「利根川(白妥渇至海)改修計爾書Jである。この後，積算が

小林定業・ 111J11純孝らによって 5月13日までに行われた。その工事費総額は

407万7，215円で¥20年度から38年度までの19年継続事業として着工された。

その目的は(甲)通船に{更す. (乙)破堤iift溢の危険を除く. (丙)下流低地
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の一部を開墾に適せしむ，ことであった。工事内容は，河身改良による低水路

整備が中心で部分的に築堤を計画していた。大型構造物としては，渡良瀬)11，

小貝)11の合流点に，それぞれ越流堤である導流堤を計闘していた。渡良瀬川の

合流部については， I分離をなす法は堤防を長ふし 而して索牢且傾斜して低

水面に達する一強堰を設くるにありJと述べられている ll)。

この利根川改修事業が他の河川の事業と異なるのは 庖費のみでもって直轄

として行われたことであった。部分的に築堤も計閉されたが，関係県から

の負担はなかった。

信濃JII修築事業

計画は，フランス留学から帰国し明治13年 (1880)に内務省勤務となった古

市公威によって行われた。その目的は，洪水の寄を防ぐことと舟運の利便性を

高めることであった。吉市は， 16年から 17年にかけて度々現地を調査しまた

17年12月には新潟県在住となって計画を策定していった。計聞は，新潟県会か

ら要望のあった大河津分水を再開するのではなく，河身改修とともに築堤を行

うもので， 18年8月河身改修は国産轄，築堤工事は新潟県で施工することが決

定された。その工事費は，全額出費で行うi可身改修が211万3，443円(うち33万

1，603円は 9年度から19年度に支出)，全額県費で行う築堤が162万396丹であっ

た。河身改修は，新潟・長問註防を対象に18年度に13ヶ年継続事業として着工

し一方，新潟・長関潤の左右岸堤防48，600余問(約88km)は， 19年12月に

起工式が背われた O その工期は20年度から31年霞までであった。

計蘭対象i定量は，明治15年10月出水を参考に，大出水で、大きな被答を出した

元年出水を毎秒17万立方尺 (4，730m3/ s) と評価しこの流量をもとに実施さ

れた。その築堤工事費の中に，水調機管費金27，291円が含まれていた 12)。なお

築堤起工式が行われた19年12月には，古市は既に帝国大学工科大学長となって

現地にはいず¥当初，工事を指導したのは第三区〔新潟〕土木監督箸々長であ

った沖野忠雄であった。

筑後JII修築事業

明治20年(1887)設から，低水工事と j町民訪禦工事からなる修築事業が着工

された。 低水工事iJiは64万2，000円で，全額国費で国直轄により行われた。氾

濫防禦高水防禦工事は55万1，000円で¥福岡県・佐賀県の両県負担で，また両
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によって行われたものと推定される O その内容についてよく分からないとこ

ろがあるが，明治18年出水後であり 計間対象流量は明治18年出水に基づいて

決められたと考えられる。改修計画は，河口から EI田市隈J!汀に至る約白星

(88km)聞を対象に， 8ヶ年の継続事業として19年に策定されている。

それ以前明治15年度m から測量が行われ， 17年度から砂防工事，水制・護岸

工事が実施された。この工事の監督は17年 4月から石黒五トニによって行われ

たが，彼は19年 7月，第六区土木監督箸巡視長となって久留米に在勤した。改

修吉，-函の作成に石黒が深く関わっていたことは間違いない。彼により， 19if 4 

月に「筑後川改修並びに出水防禦工事計画意見要略jが作成された。

それによると，低水工事は河身改修(低水諮整備)と砂崩工事よりなるが，

福岡・{佐左賀河l県築によつて行われた氾i濫監防防A禦工事lはま以下の内容であつたlω3討i的)

①)川lリ|敷内の荒龍を開拡すること。

②jll敷内中洲に生殖する樹木は勿論，堤防内地の大木は残らず伐採し，之を

除去すること。

③地位の悪しき場所にして，流水に妨害を与える障害物を開拡あるいは除去

すること O

④問地制覇み，あるいは河岸接近したる堤防Jを開拡すること。

⑤本川の両岸より入る所の小枝流および、用悪水吐に水門を設け，逆流の患を

f>Jjぎ，而してi5ft溢の難を除去すること O

⑥本川i崩rUlの甚しき箇所には，吐水路(放水路)を設け，本川の出水量を分

水して，速く下流に放流すること。

このように堤防も築ぐが，大きく蛇行している宮間のj可道ショートカットが

国られ， 6つの放水路が計画された。また水P[j築造が計画され， 4万5，000円が

計上された。

だが石黒による計画策定前に，デ.レイケによる現地澗査が行われていた O

政月府守は明j治台1同6年に彼と山iI崎IJ九崎し碕奇奇桂(I日5年東京大学理学部卒) を現地にj派R遺したとい

う14九i

髭にかけて水i市制H凶IJ，護岸可床掘削，砂防工事などが5万9，000円(うち砂防費

9，000円)で、行われた O この工事を監督したのが石黒であるが，計闘はデ・レ

イケ・ LLiIIJ奇桂の現地調査に基づいて行われたと考えて間違いないだろう。

さらにデ・レイケは f!fJi台17今4月28日から清水済を同行して現地調査を行

った。 r吉野川検査報告書.i15)には f本年(明治17年)四月，我カ九州、|旅行ヲ発
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スルノ際，兼テ四回二到リ吉野JIIヲモ検査スヘシトノ命ヲ受ケタリ」と記述さ

れている O 吉野川の前に筑後川の現地調査を行い，吉野JlIに赴く前に大阪で筑

後JII検査を諜命している O その復命書は不明で、あるが，石黒はこのデ・レイケ

調査をベースにして計画を策定していったと想定される。

ここで石黒の経歴をみると，明治11年，東京大学理学部を第一期生として卒

した後，神奈川県に勤務し横浜水道改良事業に従事した。この後， 12年から

15年にかけてイギリスに実施研究のため留学し，複数の民間会社で技術習得に

努め英臨土木技師の資格を得た。そして16年 2月に帰国し悶年 4月内務省衛

生局勤務，また土木局は兼任となったのである。 17年 1月からは兼世として東

京大学理学部講師となり衛生工学を講義したが，内務省では同年 3月からは土

木局王手妊(衛生局は兼務)となった。さらに問年 4月からは，福間・大分・佐

賀・熊本4県の土木局車轄工事の監督を担当することとなり，同年 7月福岡県

在勤となったので、ある O この後， 19年6月には海築技師も兼務となった後，問

年7月第六区土木監督署巡視長となった。

石黒の経歴からみて，河川!での実務は明治17年4丹からで¥筑後JII改修計磁

をすべて取りしきったとは到底考えられない。 17年4月から行ったデ・レイケ

の現地調査と考え方を基とし，筑後JII修築事業計阪は作成されたと考えるのが

だろう。筑後川そして次に述べる吉野JlIの計画でも，デ・レイケの基本方

針に共通することは，水門設置が考えられていたことである。

3， デ・レイケによる『吉野JII検査復命書J

3.1 デ・レイケによる菅野JII現地誤査と復命警

吉野)11で低水工事として予算がついたのは明治15年(1882)度で，政府によ

り淵量・設計が行われ，工事にえ苦手したのは18年である。さらに19年度以降，

築堤工事も行うこととなり 11年間にわたる継続事業となった。計蘭・設計さら

に工事費算出までの積算は， 19年度までに終了していたことが分かる。この計

薗・設計そして積算は誰の手によって行われたのだろうか。

その計酒者としてデ・レイケの名が挙がっている O 被は，明治17年6丹12日

に徳島に到着し，翌 6月13日から 7月4日までの22日間にわたり現地調査を行

い，関年 9月238土木局長に『吉野JII検査復命書.1 (以下検査復命舎と呼ぶ)
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を提出した。もちろん彼は一人で調査を行ったのではなく， 15年度から測量を

行っていた内務省土木局の宮内氏，徳島県から土木課長・宮本靖之，御用掛・

笠井愛次郎が随行した。

さらにデ・レイケは検査復命書の中で， I吉野)11検査中清水氏技師補ハ終始

我ヲ補助セラレタリ」と述べている。清水氏とは，明治12年 7月東京大学理学

部土木工学科を卒業し， 1可年 9月内務省に入省した清水済だろう O 清水は， 17 

年 7月に技師補となり 19年 7月に技師となった。彼が吉野)11現地調査に同行

し，また検査復命書の作成に協力したことは間違いない。

デ・レイケの現地調査当時に完成していた実測図面は，岩津村に達するまで

の吉野川主流を描き，これに f流尾川、!幌及諸JII々 臼j(河口部の州及び諸JIIの

河口部あるいは合流部のことか)を加えた 3万分の lのものだった 16)。加え

て，河口から山城町川口に至るよ流27m.( 108km)の 3万分の lの略国であっ

た。また，第十村(石井町第十)から下流全般を示す l万分の lの図面が作成

されようとしていた。

さて検査復命書には， I吉野JIIノ総説Jとして「方向及長サノ事J. I流域ノ

事J. I水源山獄ノ事J. I左側支)11ノ事J. I右1&IJ支川ノ事J， I沿)11ノ平地及川床

ノ事j，I岩津ヨリア流水面傾斜勾配ノ事J. lifH麟l及河口ノ事J. I潮汐ノ事J，

IFtJu段用水ノ事J. I山地ノ景況J， I切焔ノ事J. I第十村堰:1:*ノ事J. IJII岸堤防

ノコトJ， I通船ノ使J. I海陸通船ノ使j，r諸派川口ノコトJが記述されてい

る。

さらにこれに続いて， I JII線改良修事ノ事項」が述べられている。これは改

修計画についての構想d ・基本的考え方といってよいもので，以下の 7項告が述

IJ /./ 

-0 chcu;ぱ~ 24o.oo{) 

::ð~φ砂r:/..t.ヂ争dι...."..，戸叫〆みιψρ炉乍~'乍，乍J
必んゐ'ιゐ与 Lみ弘去ι~/~ぷ仇恥.ιぷムゐ宰e，.払釦L卸ノ♂2μJr

J 

~I.d-.~ヲ“一昨・
ヨデレエケ.

図 5 吉野)11検査報告書附図(国土交通主主徳島河川住li議事務所提供)に

みるデ・レイケのサイン(1884:9三 9月23日に描かれたことが分か

るO またオラン夕、認で IIngenieurJ(技師)が記されている，

nngenieurJは誇るべき称号であることが分かる)
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べられている o

f水源諸山ノ改良j，r治川工事j，r第十村堰漆存廃ノ問題解説J. r第十村堰

壊工ニ易フヘキ洲及隣地i墓j銃水引用法J. r徳島港・別宮JlIJ，r津田iiiJ口J. r小
松濠」

検査領命番には， 10倒の附認書類・国面類が付けられていたが， r附録第一

吉野本流左側ノ諸渓谷逐一ノ弁明書J. r岩津村ヨリ下流吉野JII略国j以外，不

明である。分かつている吉野市時国は， r之レハ佐野山ヨリ鳴門ノ外ニ至ル迄

ノi可波海岸ヲ附ス。マタ此留ニハ他日ノ改良計画ヲモ示セ 1)jと，検査復命書

には述べられている O 改修計画も記述されている24万分の lのこの略図には

1884年9月23日付けと共に， 日本語で「ヨデレエケjと，デ・レイケ自らが書

いたと推定されるサインがある(図 5)0

3.2 デ・レイケの改修計画構想、(I)一一山地対策

デ・レイケの改修計画の構想、をみると，先ず荒廃した水源山地から大量に流

出してくる石磯・土砂が河川に患難を与えているとして，この対策を主張す

る。しかし石際土砂の流出防止工事¥荒廃した山地での草木の繁茂は土砂流

出に効果は大きいと認識しながらも，短期間で目的を達成するには工費が莫大

なので¥これを推進することを主張しない。これに代わり「悲千ノ人ヲ撰ヒ，

之ニ命スルニ山林監視ノ任ヲ以テシ吉野JII流域中ニ配置スルコトjと， UJ林監

視者の配置を主張した。

この監視者は，その土地に詳しい住民から選び，賄賂を手にしないよう十分

な俸給を与えて職務を全うさせる，そうすれば，例えば毎年2，000丹を必要と

してもその効来は大きく，その10倍の費用を砂紡工事のみに支出するより勝れ

ている， と主張した。しかし砂防工事を行わなければならないことは勿論で，

それを否定するのではなく，監視者を置かなかったら砂崩工事の効来は少ない

ことを指摘した。そしてデ・レイケは，吉野川改修に年々 5万円を支出するこ

ととなったら，監視者の俸給2，000円と左岸の山地，右岸の鮎喰JIIの土砂流出

防止工事を 3万丹で行い，残りを本川改良，及びisIJ量事務等の諸費に当てるこ

とを主張した。

山地からの土砂流出対策を重視するデ・レイケの考え方がよく出ているが，

この時までにデ・レイケが関わっていたのは主に淀川・木曽川である O 河川で

は，禿げ山となって荒廃して土砂を流出させる山地は花踊岩のマサ地帯であっ

水利科学 NO.319 2011 
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た。しかし吉野J11流域には，花謁岩のマサ地帯はない。デ・レイケは「吉野JII

流域ニ森羅農鬼スル高山ノ中，絶ヘテ花陪石ヲ見サルハ殊ニ奇:トスル所ナ 1)J 

と述べている。この言に，花岡岩のマサ地帯が広く拡がる淀川・木曽川以外の

河川では，デ・レイケは調査の経験がほとんどないとの印象を強くもつ。

一方，吉野JIIでも禿げ山が拡がる地質を抱えていた。先述したように，池田

から下流部の吉野JIIは，ほほ中央構造線上を流れているが，その北側IJ (左岸)

の徳島県と香JII!泉の県境に東西にのびる阿讃山地(讃蚊山続)の吉野JII流域は

和泉層群からなる。この地質には風化砂岩地帯があり，禿げ山となってここか

ら著しい土砂流出があった。

一方，右岸にある鮎喰川は三波川帯・秩父子苦より成るが，地質からいって激

しい破砕活動を受けていない限り特に荒れる地質ではない。鮎喰)1Jは，流域面

積274.4km2と支JlIの中でも 4番目に大きい河川で，徳島平野に流出して砂燦

堆積し扇状地的地形を形成していた。この状況をみてデ・レイケは， I明カニ

上地ノ山中ニ必ス著大ノ欠崩所無キヲ保セザルコトヲ示セ 1)Jと指摘してい

るO しかし鮎喰川上流部に大崩港地は見あたらない。

さらに砂劫工事を行う河川の例としては 別宮JIIと分流した後のi日吉野川に

合流する板東谷をあげ， I第一着ニ土砂ヲナfll:シ，此後決シテ其流出ナカラシ

メンコトヲ要スjと主張する。さらに彼は， UJ地で、行われている切畑(焼焔農

業)について， 111地を崩壊させ多量の土砂を流出させるものとしてその禁止を

強く主張した。しかし切畑により禿山となって山地が荒廃するのは，花両岩の

マサ地;市和泉層群の風化砂岩地指など特別な地費地帯であることが知られて

いる 17)。吉野川流域に広く拡がっている三波川帯，秩父古生層には当てはまら

ない。鮎11食川も含め，デ・レイケの認識は十分ではない。

3.3 デ・レイケの改修計画構怒(1I)一一第十穫の処理

j可i草計闘についてみよう O その最も重要な課題は，旧吉野JII(吉野川本)1 J) 

と別宮JIIの分派点に位置し田定壊である第十堰の取扱いである。先に，年に 5

万円の予算があれば3万2，ooof工]を土砂流出対策に使用するとデ・レイケは主

張したが，続いて「第ト堰採及ヒ認島港ノ 11針台ハ特別ノ工事ナレパ， 530途ノ資

金ヲ以テ之ヲ行ハンヲ要ス」と述べている。第十壌についてのデ・レイケの主

張は，その撤去であった。

この第十t震が築かれたのは近世で 築造年として寛文年間(l661~73)，宝
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図6 明治21年実inij図に記載された第十堰左岸側の状況図

(出典 r;rjl野忠雄と明治改修j前出，作成・岩箆|を夫)

2年(1752) のこつの説がある 18)。一方，別宮JlIは，寛文12年(1672) ない

し元禄14年(1701) に徳島藩により徳島城下に通じる舟運路の確保と濯j既(用

水の凝保と趨水遡上の防止)を目的に開削されたといわれている O 当初，その

幅は 8関 (14.5m)程度であったが，洪水のたびに流れ込み拡幅していった。

この結果， I日吉野)IJ本川の流入量が減少し!日吉野)11の濯i鼠塩水遡上の防

止，舟運維持のため第十壊が設寵されたという O

この堰によって水位を上げ!日吉野)IJに流入量を増大させたのであるが，その

長さは宝暦 2年には400mであった。この後，継ぎ足されて次第に長くなり，

明治 3年(1870) には1，045mであった。さらに11年には，従来の壌の上流お

岸側に上壌が築造された(随 6)。

第十堰撤去の理由

この第十堰を改修計画においてデ・レイケは撤去しようとしたが，その理由

は次の 5つである。

①堰の増築・維持のため毎年，莫大な労力と費用を要している。

②壌は洪水疎通の障害物になり，水害を生じさせている O

③i医下流の別宮)IJでは，高低差の大きい壌を越えてくる水流の落差が大きい

ため，河岸が破壊されている。
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④旧吉野JIIを利用するのに比べて別宮川を利用する方が，吉野川上流と河口

音[¥にある徳島とを連絡する舟運にとって有利となる。

⑤徳島と撫J琵(1;恵島の北方にある港)の舟運路の維持が容易となる。この舟

道路には!日吉野川末流から土砂が流入しているが それが減少ないし絶無

となるからである。

一方，第十堰撤去の不利についても指摘している。それは次の三つの点から

である O

①撤去により旧吉野JII末流に水が流れなくなり韮j段に支障が生じる O

②洪水時もほとんど全量が別宮川に流下し，土砂もここを流れる O

③第十堰近傍，さらにはるか上流まで河床が下がり，舟運に不便を生じさせ

る。

デ・レイケは，これらの不利な点について技術的に対応可龍としてi匿の撤去

を主張したが，堰の現状を知るため現地調査を行い，概ね次のような認識を持

った。

渇水時， しばしば土のうを棲んで水位を上げ. 1日吉野JIIに流下させている。

この時の堰の上下流での水位差は 1 ほほ6尺(1.8m) となっている。この土

のうがないと，低水時でもi震を越えて間宮JIIに流下するが，その時の水位差は

3尺 l寸である。一方，高水時にはほとんど別宮川を流下し!日吉野JIIに流下

する割合は50分の lのようだ。

年々費やす維持費は l万円を下らない。その半分は県が負担し残りの半分

は利益を得ている!日吉野JII沿いの63ヶ村の地主連合が負担している。この維持

費の中には，洪水後に旧吉野J11で必ず行われる海道波諜費も含まれる。明治11

年(1878)から 16年にかけての 6年間の波探費の年平均は1，833円である。波

探する土砂は，吉野川上流からの流入，さらに大坂谷・板東谷などの左岸の和

泉層群から!日吉野川に流出する小河JIIからもたらされる。

臨みに，連合会長である近藤某氏は「吉野JlI旧来ノ状ヲ維持スルコト，長IJチ

第十村ノ辺ヨリ流水ヲ左出セシムコト逐年益々線~jft トナレリ。早魅ノ時，殊ニ

之ニ苦シムj と述べている。年々，旧吉野JIIへの流入量は減札制宮川へ増大

していると主張しているが，その原因として次のことが挙げられる。

①堰があるため壊上下流の水位差が大きい。

②海までの流路の長さに相違があり可道の勾配に差がある O

③堰の位置による。
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④上流から流下してくる土砂のうち，堆積しやすい重いものは!日吉野)11に流

入しここで堆積する。

⑤旧吉野川へ流入する支)11から大量の土砂が流下し， 1日吉野JIIに堆積する。

⑥堰がある第十村より上流にひどい堤防が築かれている O 明治 8年 (1875)

以来， JII島町から第十村間の両岸で堤防が築かれたが，所々)11 IIIIii狭く築造

されている O 特に〈七盟襟杭〉あたりは，わずか180間 (330m) しかな

い。このため洪水位が上昇するが これにより別宮川への流入量が増大し

ている。

さてデ・レイケが第十壊撤去の理由として最初に述べたのが，毎年の維持に

莫大な労力と費用がかかることであった。その維持費は毎年 1万円を要すとい

うO 明治30年頃の初任給で現在の価格でみると l円がほぼ今の 2万円にあた

る。これで換算すると， 1万円は今日の 2億円となり，ちょっと信じられない

くらい驚くべき巨額となる。さらに17年は， 14年から始まった松方デフレの時

代で，実質的にさらに在額となる O 毎年のこの巨額の維持費，そして!日吉野JII

への流入量が減り別宮川への洪水流出量がいよいよ増大しているとの認識を得

たならば，第十堰撤去，また別宮JIIへ流入量を増大させる方針は必然と思われ

るO

ところで，維持費に毎年 I万円を要すとのことをデ・レイケはどうして知っ

たのだろうか。時行している徳島県の 2人の]隊員 さらに63ヶ村地主連合会長

から得たと考えられる O 筆者には，この当時，第十堰の;維:荘使持は大変だつたこと

は間違いないでで、あろう

その費用の土半ド額はf徳窓烏県が負担している O 実態以上の維持費をデ・レイケに吹

きこみ，第十壊撤去の計画へ向けさせたのは穂島県の強い意向が背後にあった

と考えている。

撤去の技術的可能性

デ・レイケは，第十i霞を撤去させるのに不利な点を三つあげているが，技術

的に対応可能と判断している。最も国難な課題は， 1日吉野川沿いに濯i証用水を

確保できるかどうかであろう O デ・レイケの対応は 第十堰より上流に水門を

設霞しそこから取水する用水路を整備して導水しようとするものだ、った。さ

らに， 1日吉野JII河口部で何本かに分かれている派JIIに壌を設置し潮水の浸入
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を訪ぐことであった。

第十堰上流への水門の設置について， r渠口ノ位置ヲ揮フノ距離ハ十分逮捕

ノ地ニシテj:霊域撤去ノ為ニ水位ニ影響ナキヲ度トス O 本川縦断罰ノ補助ニ籍

リ，他日確然其位置ヲ選定スベシ」と，今後の検討課題と述べた。だが， r井
ノ内堤防中 (A)字ヲ記スル所ノ湾入側ハ渠口ノ位置トシテ最適当，恐クハ他

ニ又タ之ニ{変ルヘキ一地ナカルヘシトス」として，提出した付図「岩津村ヨリ

下流吉野JIIノ略図Jにその場所を記入した(図 7)。

このデ・レイケ案は，果たして可能であっただろっか。第十壌を取り払うこ

とによってその水位は下がるため，取水口はかなり上流にもっていく必要があ

る。デ・レイケの言うとおり，河川縦断面を作成して決定するものであるか

ら，その位置の妥当性はここでは判断できないが，吉野J11のような大河川で水

門設置が当時の技術でA可能だ、ったかどうか少し考えてみよう O

この水門は，洪水時には濡鎖し平常時には開放しておくべきものである O 当

時，オランダ人技術者が計聞して築造されたものとして，北上JIIとつながる運

河に石井関門(木製，明治13年完成)，猪苗代i坊の出口の日橋J11(下流は阿賀

)11，阿賀野)11)に十六橋水門(角落とし， 15年完成)があった。どちらもファ

ン・ドールンの指導によって築かれたものである。一方，当時， {I多築事業が計

画されていた利根川・木曽川・信濃JI/でみると，先述したようにこのような大

限7 デ・レイケによる濯i取水路計画路線(出典:r吉野Jllt余査報告設附図「岩

津村ヨリ下流吉野JIIノi格闘Jl(国土交通劣徳島河川国遂事務所提供)) 
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規模な施設は計画されていなかった。デ・レイケが行った筑後川では，水門が

計画されたが，実i努に築造されたかどうか疑開である。このことから，築造は

不可能とは断定できないが なかなか難しい施設であることは間違いない。

なおデ・レイケは.r将来吉野川監督ノ任ニ当ラルヘキ田辺技師(我ハ己ニ

{云間セシ故)ノ手中ニ之ヲ致サルヘシト托シ置ケリ」と，吉野JIIの具体的計画

については日本人技術者自辺に任せたのである。田辺とは田辺義三郊のことで

ある。

3.4 デ・レイケと汚川務変

先述したように，デ・レイケは明治17年(1884) に筑後JII・吉野JIIの現地調

査を行い，改修計画の構想、ないし基本的考えを報告書として提出した。これら

の調査は，デ・レイケの日本での仕事の中でどのように位置付けられるだろう

か。

デ・レイケは明治 6年 9月，淀川河口部での大阪港整備を直接的な目的とし

て来日した。このため，当初は大阪港整備関連の仕事が中心で「大阪未流目論

見J(7年). r阪港目論見J(8年)r天満橋以下改修計磁J(9年)などの報告

を作成していった。明治10年代になると，長崎i巷，宇品港，福岡港，千葉県

登戸港などの全国各地の港湾調査・計画を行うとともに，山地からの土砂流出

問題，つまり砂防に深く関わるようになった。

明治 6年には「柴工水勿J.7年には「砂防止工法図解jを報告していたが，

10年から 16年にかけて f澱川改修柴工水勿概略J(10年). r木曽川流域蚊卒以

西山林の件J(12年). r淀木曽再河流域樹木保護の件J(13年). r山林保護の

件J(13年)r木曽川流域砂防工事J(14年)と，工法および現地調査を報告し

ている。その中で，河川全体の調査報告書としては.11年の「木曽揖斐長良及

庄内JII流域概況jが知られている。

このように，明治17年の筑後)11.吉野JIIの調査までは築港と砂防が中心で¥

「木曽揖斐長良及庄内)11流域概況J以外，河川改修計閣の作成はほとんと守行っ

ていなかったのである。

「木曽揖斐長良及庄内)11流域概況Jは，明治11年 2月四日から 3月6日にか

けて現地調査を行い，水答の原田を検討し河川改修の基本的考えを提案し

改修に必要な溺量について指示を与えたものである。性格的には f吉野JII検査

復命番jと向様なものといってよい。 水害の原因として流出土砂による河道埋
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没を根幹的な課題ととらえ，山林保護および砂防工による山地からの土砂拝止

を重要視した。また20年からの修築事業では木曽川・長良}II.揖斐川の三川分

離が行われたが，この報告書では三111分離ではなく木曽川と長良川・捧斐JIIの

分維が提案されている。

木曽川下流部の測量が完了したのは明治16年で，翌17年10月から清水済，佐

伯敦崇の協力の下，デ・レイケは改修計額に着手し19年に完成させた。これが

日本でのデ・レイケの初めての本格的な河川計画作成であった。

こうしてみると，吉野川の調査及びその基本方針の作成は，河川計画策定に

それほど十分な経験をもって行われたのではないことが分かる O この後，デ・

レイケは横浜築港・東京築港・大阪築港にも関わりながら「大阪築港並洪水通

路改修計簡J(明治20年). r淀}II大和JII検査報告J(23年). r多摩川検査報告」

(24年). r常願寺川改修計簡J(24年)を作成していった。

4， 吉野川11多築事業の実施と挫折

吉野)1111多築事業における国費の使用状況を予算額 決算額でみたのが，表

2.表 3である。測量計悶，設計を終え着工したのは，明治17年度であるが，

23年度になると事業費は急激に少なくなっている。 22年7月に工事は中止とな

ったのである O

4.1 実施計画の策定

ところで，吉野川修築事業として行われた改修計画の具体的内容であるが，

よく分かつていない。デ・レイケが構想した第十堰の撤去は，含まれていなか

ったと考えている。築堤は，第十から西覚円にかけて両岸で、行われたが，ここ

は第ト堰より上流である(函 8)。第十堰を撤去するならば，それが終了して

から着工すべき区間である。つまり第十堰を撤去すると，堤防高を決めるため

の計画高水位は当然下がる。その高水位に合わせて堤防は築くものである。

デ・レイケの検査復命舎には.r別宮}IIヲ先トスベシ，其故他ナシ。第十村

堰域撤去ノ後ニ至リテハ，諸工ノ造営更ニ甚タ銀難トナルヘキノ理アルヲ以テ

ナ1)J と，第十堰撤去の前に下流の~Ij宮川の整備を行うことが述べられている

のみである。一方，河川工事の手liI真から言って堰の撤去がその上流の築堤より

当然先に行うべきものである。すなわち第十堰の上流で築堤が実施された修築
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表 2 吉野)11修築率業の泊費予算額 表 3 古llij'JII修築卒業の国費

年度 国費予算額(円)

明治15 1，000 (予算外支出額)

16 9，000 

17 25，000 

18 18， 750 

19 32，259 

20 39，084 

21 62， 702 

22 61，800 

23 995 

24 400 

25 400 

26 400 

27 400 

28 400 

252，590 

出典 内務省土木馬?土木局第三十

関統計年報 1938年

決算額

年度 修築資 (砂防費)

明治15 1，000 

16 9，000 

17，930 (2，070) 

18 17，061 (2，682) 

19 26，827 (4，704) 

20 39，029 

21 60，828 

22 59，869 

23 2， 770 

24 357 

25 384 

26 367 

27 397 

28 381 

言! 236，200 (9，456) 

注)砂防授は修築費の内数である。

出~l~ :内務省土木局『土木局筋

三十回統計年報J1938年

事業計聞は，デ・レイケの構想と大きく異なったものと判断している O このこ

とについて後年であるが，明治28年4月3日付の諒島日々新閣は，デ・レイケ

と巡視長・田辺義三郎の意見とでは異なるところがあったと伝えている 19)。修

築事業実施計画は第十堰撤去を伴うものでなかった。

では，明治17年のデ・レイケの現地調査後，吉野JII修築計閣は，誰によって

具体的な計画・設計はされたのだろうか。田辺義王郎と日下部弁二郎が考えら

れる。

田辺義三郎と段下部弁ニ部

田辺義三郎は，明治 6年 (1873) に私費でドイツに留学し 14年ハノーヴア

府工芸大学を卒業した後帰国し，間年12月内務省に採用された。 17年には技師
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図 8 明治29王手当時の築堤状況(大日本帝国陵地測長部明治29年iPJJ図

1I50，000 r JII烏Jから作成)

となっていたが健康が勝れず，辞職を申し出たが許されず¥温暖な大阪への転

勤となった。その後，健康を閉復し同年には吉野川i改修監督のため槙島に出張

した。そして19年7月，土木監督署ーが全閣を 6区に分けて設置されると，徳、島

にある第五区土木監督署の巡視長となった。この後. 20年4月には大阪の第四

毘土木監督署巡視長となり，第五i玄は兼任となった。さらに21年12月に第四匹

巡視長兼任で，東京の第一塁土木監督署巡視長となった。だが翌22年9月22

1 大阪府にて30才の若さで死亡した。この時，第五区は，第六区巡視長の石

黒五十二の兼任であった。また，ニ区 三度の巡視長はi中野忠雄であった。

旧辺とデ・レイケとの関係は深く，明治17年にはデ・レイケとともに琵琶湖

琉水工事許可申請書二の審査を行っている O また淀川上流の草津JII.瀬閏)11流域

にデ・レイケの指導で築かれたオランダ堰堤も，その設計は田辺によって行わ

れたといわれる則。

田辺が徳島の巡視長でありながら，第四区巡視長として主に大阪に在った

時，その代理となっていたのが日下部弁こ郎である O 彼は，明治13if.に東京大

学理学部土木科を卒業した後，内務省、土木局に入り間年宮城県在勤(北上)lJtE!

当)となった。その後. 17年内務省技師補となり岩手県在勤(北上)IJ低水工事
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担当)となったが. 18年9月吉野川修築のために徳島県在勤となった。さらに

19年5月には内務技師となり 吉野)11土木局出張所勤務さらに第五区土木監督

とともに巡視となり吉野)11築修工事に従事した。

このように， 日下部が徳島在勤となったのは18年9月である。 19年度から始

まった築堤を伴う修築事業は，田辺の指導の下， 日下部が行ったと考えるのが

最も妥当と想定される O

4.2 工壌の実施と按折

工事状況について f内務省年報・報告書jでみていこう。「明治十八年功程

報告jは次のように述べている21)。

「吉野JIIハ，本年一月始テj可身改修及砂紡工事ヲ施セ 1)。改修工事ノ内，柿

原村(諮島県阿波郡)地先ハ二月ニ至リ竣功ス。爾来，海水基線ニ沿テ流過シ

iHI積i新次減殺シ，舟筏ヲ通スjレニ至レ 1)。砂防工ハ，支流曽江谷川、沿岸及其水

i原ニ於テ施七 1)。曽江谷)11ニ沿フ諸山ハ尽ク被l竣ニシテ，殊ニ近年猿ニ伐木セ

シカ為メ，最岸崩壊土砂ヲ流シ，下流ニ至テハ水流潜伏シテJII床常ニ乾溜シ，

大雨毎ニ土砂ヲ将テ本川ニ注キ，年二月二填塞スルノ勢ナ 1)。本工施設以来臼

尚浅クシテ，未タ其結果ヲ見jレヘカラスト混在モ，将来成功ニ及ハ、其利益鮮少

ナラサルヘシ。j

このように，明治18年 (1885)1月から低水工事に若手し，柿原村地先の低

水路工事が竣功し舟運が{更になったこと，砂防工事が曽江谷)11で行われたこと

が分かる O デ・レイケは，砂訪工事の対象河JIIの例として旧吉野)JIに合流する

板東谷をあげていたが，実施されたのは中流部左支)JIの曽江谷川であった。勢

江谷)11についてデ・レイケは. r検査報告書付録一Jに，慶応元年(1865)に

大崩壊があり土砂が降雨のたびに崩れ落ちてくること またその改善方法を示

した， と記述している。続いて「明治十九年功程報告Jは，次のように述べて

いる2針。

「吉野川ハ，流長凡五十余皇ニシテ流域四国ニ跨リ，運送貨物ヲ阿波間徳島

二転湊スル要流ナリ。然レトモ水浅ク流急、ナルヲ以テ，動モスレハ船脚ヲ躍ス

ルノ患ナキニアラス O 故ニ流身ヲ集メテ水深ヲ保タシメ，又屈曲ノ地ニハ水制

工ヲ施シ以テ通船ニ便ナラシムルノ計爾ニシテ，其改修区域ハ徳島県阿波郡西

林村ヨリ河口迄凡ソ十一盟関トス O 其工費金八拾万九千六百三拾威円余ノ内，

十五年度ヨリ十九年度迄支消スjレ金額ハ七万九千円ナ 1)0 此残金ト徳島県地方

水利科学 No.319 20日
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税若干ヲ合セ，共ニ年々支出シテ来ル二十九年度ヲ以テ竣工ノ期限トス。」

このように，修築事業による改修区域は，阿波郡西林村¥つまり岩津から河

口までの11里 (44km) 潤であり 明治29年度までの工期で工事は鋭意進めら

れていた。一方 f明治二十二年功程報告jは次のように述べているお)。

f徳島県下吉野)1，改修事業ハ明治十八年一月ヨリ着手シ，爾後継続施工セシ

カ，二十一年七月ノ洪水ニ堤防破壊シ，人民ノ苦情モアリシ為メ一時之ヲ中止

セリ O 然ルニ，地方負担ニ属スル高瀬村井下流佐藤塚村等ニ於ケル堤妨ハ適当

ノ改築ヲ要シ，其堤防保護ノ為メ曾テ施設シタル制水工ノ破壊シタルモノニ修

理ヲ加へント欲シ，技師ヲシテ実施セシメントスルニ当タリ，人民ニ於テ之ヲ

悦ハサルノミナラス，欝キノ被害ハ制水工ニ原間スルモノトシ，尚ホ既ニ施設

セシ制水工ノ撤去ヲモ切望スルノ状況アリ O 元来 該水害ハ堤防ノ不完全ニ原

因シ，制水工ノ罪ニ非ヲスト難モ，今之ヲ修繕シ堤防ニ保護ヲ与ヘントス jレ

モ，却テ紛転ヲ来スノ処ナキニ非ス。察ロ此際，前顕工費金ヲ挙ケテ之ヲ県庁

ニ下付シ，県庁ニ於テ堤妨改築ニ伴フヘキ相当ノ護岸工ヲ施設セシメ，市シテ

河中ニ散在スル破壊ノ市iJ水工ハ水流ヲ防クヘキニヨリ之ヲ撤去シ，護岸工ノ材

料ニ充テシメハ，民心ニ満足ヲ与へ宮ニ於テモ其修繕ヲ要セス。一挙両全ナル

ヲ以テ，二十二年度吉野川改修費ヨリ金五万武千八百円ヲ護岸工費補助トシテ

昨年西月之ヲ下付セリ。J
明治19年度以降，低水工事及び築堤工事は進められ，後に「第十ヨリ上流西

覚円ニ至ルー里半ノ間ハ，嘗テ改修ヲ施jレ所ニテ巾三百六十間ニ河岸トモ規制

正シキ堤防アリ jと述べられたように24) 第十から酋覚丹の堤妨が築かれたと

考えられる。あるいは工事中であったかもしれなかった。ここは， 8年に180間

幅で築堤されて，デ・レイケがわずか180間しかないと心配していた註陪であ

るO ここで引堤が行われ， 360問 (650m) に拡げられたのである O だが，この

西覚円の堤防が21年 7月の洪水で決壊し多数の犠牲者を出した。

それ以前，低水工事によって築かれた水市lJ (沈床工)が航行に支i僚があると

世間に広まっていたと言われるお)0 さらに決壊 1ヶ月後の 8月30日，再び洪水

に襲われ，商覚円の堤防が300間決壊した。西覚丹村民はこれに激昂し水制

工が破壊の原菌としてその撤去を強く要求し 21年10月22日徳島県会は修築事

業廃止の建議を行ったのである。

内務省は，明治21年11月，西村土木局長，田辺土木巡視長，オランダ技師ム

ルデルを現地に派遣しその善後策を検討した。この結巣，護岸工事補助として

水干すj科学 No.319 20日
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5万2，800丹が徳島県に下fせされ，そして修築事業は中止となったのである。

中止に伴い第五区土木監督署は広島に移され 巡視長代理であった日下部弁二

郎は詰責，酒井徳島県知事は罰俸処分を受けた。

5， 吉野JII高水(洪水防櫛)

5.1 汚)11法の成立と f吉野川高水紡禦工率計画意見番J2G)

修築事業の中止後，吉野川では明治安5年(1892)の大水害をはじめ例年のよ

うに水害を受け， 26年10月には徳島県会は吉野JII治水について国庫支弁を建議

した。それに先立ち， 23年に第 I闘が開会された帝国議会では，政府直結によ

る治水事業の要望が熱心に行われていたo 26年には11河JIIの治水についての緊

急施工が建議されたが， 11河)11の中に合野川も含まれていた。

帝閣議会での積極的な運動の結果，明治29年に河川法の成立となり，高水工

事に対する政府直轄の制度が整えられ，早速，淀川・筑後JIIで寵轄による高水

工事が開始された。吉野JIIは明治34年4月，河川法に基づく施行河川に会出で

9番目に認定され，翌35年第五[R土木監督署は f吉野)11高水防禦工事計画意見

書」を作成した。この意見書に基づき計画が行われ，総事業費800万円で着工

したのは40年度である。作成は，署長ig1野忠雄の指導により宮JlI清によって行

われた。宮JIIは， 29年に帝関大学工科大学を卒業した後，内務省に勤務し淀川

改良工事に従事していた。

5.2 ~吉野JII姦水計画の特徴

「吉野JII潟水訪禦工事計酒意見書」で治水計聞の特徴をみていこう。

第十壊の存続

最も重要なことは，第十壌をそのまま残したことである。第十壌は，明治24

年(1891) に井組(水利組合)の協議で「天然に任せる」との決議がなされ

た。この結果，水利組合はその管理を放棄し県が管理するようになったと推測

される O この状況下で，第十堰はそのまま残すとして，次のように計画された。

「別宮JIIノ分水口ニ存ル第十堰ハ現形ノ佳之ヲ存置ス。抑々，本i笹ハ数百年

来存続スルヲjよj、テ，堰ノ上下流ニ於テ)11底ニ著シキ高低ノ差ヲ来セ 1)。今之ヲ

水利科学 NO.319 2011 
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除却センカ，上流川底落ヲ避クル為メ更ニi医堤ヲ築設スル外，又策ナカルベ

シ。是レヨド堰ノ据置ヲ必要トスル処以ナリ。J
このように，第十壌を撤去するならば，上流の河床が下がるのを防ぐため堰

堤を新たに築設せねばならない，だから!日堰をそのまま残すと主張する。つま

り数百年来，存続している堰の安定性を認めたのである。その背後に，維持管

理費はそれほどかからないとの判断があったことは間違いない。

計画では， ~Ij宮 }II筋が放水路として整備された。その川 l揺を上流端で400間

(730m) ，河口で800間 (1，460m) と広げ，計画高水流量毎秒50万立方尺

(13， 900m3/ s)のうち毎秒40万立方尺 (ll，120m3/ s) を受け持つこととなっ

た。そして残りの10万立方尺 (2，780m3/ s) をj日吉野川が負担することとなっ

た。

なぜ，このような負担となったのか，それはi日吉野}IIの疎通能力からの判断

であった。旧吉野jけでは，想定される河道断面での最大流量が，毎秒10万立方

尺と評価されたのである。そしてその流入口，つまり分水口には洗壌と50間

(91Om)の水通(航路)からなる制水工を設置する計画であった(図的。

なぜ毎秒50万立方尺すべてを別宮川筋に流下させないのか。これについて沖

野は，明治40年 l月31日の帝国議会衆議院予算委員会第二分科会で， I日吉野川

に舟運を行う必要があり，この舟運を杜絶することはできない，そうであった

ら川 111)jiの許す限り，洪水を疎通させることが工費からみて経済的と答えてい

る27)。

計画対象流量の決定

ところで計図対象流量毎秒50万立方尺 (13，900m3
/ s) は，明治35年当時，

工事を行っていた河川と比べて極めて大きい。利根川は毎秒13万5千立方尺

(3， 750m3/ s)，淀川lは毎秒20万立方尺 (5，560m3/ s)，木曽川iは毎秒26万4千立

方尺 (7，350m3/ s)，信濃川は毎秒20万立方尺 (5，560m:'/ s)であった。この吉

野111での毎秒50万立方尺は，実測した洪水の分析から求めている。対象となっ

た洪水は，明治30年9月の大出水で、あったが，この時，流量観測は行われなか

った。流量観測を行った最大洪水量は33年8月で，毎秒34万2千立方尺であっ

た。一方， 30年9月洪水で、は水位が実測されていて，観測されていた洪水をふ

まえての水理計算の結果，毎秒50万立方尺が算出されたのである。

さらに，補劫的にこの洪水量が雨量からみても妥当と評価された。

水利科学 No，319 2011 
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河道計調

関 9 明治34年実測図に抜かれる IB

吉野川流頭部水制工 (te典-

ri中野忠雄と明治改修j議出，
作成・岩屋iを夫)

改修計画をみると，第十壌から平地部出口の岩津に到る問は，既存の堤防を

ベースに河道法線が定められ，既存の堤防のかさ上げが計閉された。しかし堤

防がなかったところは， I上下堤防ノ接続セサル部ハ之ヲ築補シ得可キ処ナキ

ニアラサルモ，之レハ一二地方ノ施設ニ委スルコトトセリ」として， どうする

のかは帯、島県に任せた。霞堤となっている箇所を締めるかどうかは国が決める

のではなく，徳島県の判断に委ねたのである。この背景として，地域住民の反

発で修築事業は明治22年に中止となったが，その後遺症が残っていたと考えら

れる。

第十壊と岩津のほほ中間地域に，善入寺島 (32~37km 付近)があった。そ

の島の北方には養入寺JIIが流れ，荷方には本)11が流れていて，蘭積約500haで

約500戸の人家があった(図10)。ここでは，全面積買収による遊水地(河川

敷)化が計画された。それは遊水地築造による下流部の安全のためであった

が，掘削による河道整備より費用が安かったことも大きな理由であった。河道

を掘削したら，その捨土の処理が課題となる。また将来，流入土砂により河道

の樫没が懸念されるが，ここを遊水地にした方が河道の埋没が軽減されると

オt干'1]科学 No.319 2011 
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価されたからであった。

5.3 事業の着工と言十嵐変更

改修工事は，明治40年(1907)度から 15ヶ年計画で卒業費800万円，うち国

庫支出592万5，000円，地方負担207万5，000円で開始された。

善入寺鳥他の沼地買収

議入寺島全部買収について 明治42年 5月中野忠雄が徳島県知事とともに

現地入りしてその計画を発表した。当然のことながら住民から強い反発があ

り，地域は騒然となって混乱が生じた。だが結局は買収に応じ，約500戸，約

3ラ 000人に対する買収事務が終了したのは大正2年(1913)である。

これほどの規模の買収が比較的スムーズに行われた背景として，ここでの生

産の中心であった張作の衰退が考えられる。藍栽培は，明治13年(1880) にド

イツで化学的合成に， 20年には工業化に成功し， 30年には量産化が開始され

た。やがて B本にこれが輸入され，全国でみて36年に藍栽培の最大規模となっ

た以降，急激に廃れていった。

さらに， 1I日所有者には永久に無断で、占用させるjとの約束が立ち退き交渉

の最中に現地でなされ，買収後も無料で耕作を続けることが認められたお)。当

時の河川法では堤外民地は認められていなかったが，住民との折衝の中でこの

ような方式が産み出されていった。事業者側によるこの対応も大きかったので

ある。無料占尽はその後，問題となり，大正14年(1925)から格安な使用料が

課されることとなった。

なお別宮川筋でも買収する耕地は大であったが，土地の買収価格は米作地よ

り援畑が高価で、あった。藍畑価裕は l反歩あたり 200円，藍畑でない上級の畑

は150円であった。これらを合わせ，本事業での自・畑・宅地等の土地買収費

は全部で約257万円であったが，この額はJIl出)1Iの付替工事などが加わり最終

的に1，187万円となった総事業費の約20%にあたる O

計酪変更一一第十樋門と運河の設置

その工事途中の大正 5年(1916)，大きな変更が行われた。計画対象流量毎

秒50万立方尺のうち毎秒10万立方尺を流下させようとした!日吉野川を堤防で締

切り，別宮川筋に堤防嵩上と凌諜を加えて全量を流すことにしたのである。そ

水利科学災0.319 2011 
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の代わり分派口から上流約600間(1， 090m)地点に取水口を新たに造り，そこ

から延長960間(1， 750m)の運河を掘り. I日吉野JI/に連絡させた。それは次の

三つの理由からである。

①旧吉野川に毎秒10万立方尺流下させるためには，堤防の新設，嵩上，腹付

の工事をしなくてはならないが，この費用が少なくない。だが，予算額の

中にこの工事費は含まれていない。

②洪水の一部を一定の量に分派することは. 7](理計算上は容易だが，実際に

行うのは困難で大きな危険が伴う O

③!日吉野川では，洪水ごとに土砂が堆積し小規模な波諜が幾度か行われた

が，分派口に石堤による制水工を築造した後も，その程度が軽減しないど

ころか却って増加する恐れがある。

もっともな理由である。特に重要な点は，計画通り!日吉野川と目立宮川筋(放

水路)に分派するかどうか予測できないことである。この後，工事費比較も行

われ，第十樋内，第十運河が築迭された(国ll)。郎官JIIは，吉野川放水路と

なった。

なぜ当初からこのような言十函が行われなかったのか，沖野忠雄は舟運を行う

必要があるからと述べている。大正 51]三の新計画では，舟運は運河・樋門を通

じて行うこととなったが，舟運の役割は減じたのだろうか。鉄道整備をみる

と，吉野川右岸の徳島・鴨島問に鉄道が開通したのは明治32年(1899)で，翌

年には船戸(JII閏)まで，大正 3年には池田まで延長されたo r吉野JII高水妨

禦工事計随意見書」が築定された明治35年当時とよヒベ，舟還の役割が大きく減

ったことは卜分，考え'られる。

あるいは，当初の計画が策定された当時，樋門築造技術が確立されていなか

ったのだろうか。だが明治29年度に開始された淀川改良工事では‘!日淀川と分

流する毛馬に関門と洗壊，村lllJ奇川の締切りのため樋門などが言十画された。ただ

し明治35年当時は，着工されていなかった。一方，別宮川から分派し徳島市内

を流れる新町JIIの流頭部には，当初から「王子素ハ流水並ニ舟揖ノ通航ニ差支ナ

カラシメ，高水ノ諜ハ一時之閉鎖スルJ樋門が計画された。規模は別にして，

その機能は第十樋門と会く同じである。ただ運河(人工水路)を開削すること

はなかった。

これらのことから，明治35年当時，技術的に不可能で、あったのではない。た

だその技術が実施を経て確立されていたのではない。

*平IJ科学: No.319 2011 
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!日吉野JII

吉野JII

一
一
一
口

図11 変更後の第十堰付近改修計悶(明治34

年実施図を基に作成)

明治改修において，操作可能なゲートを設置することなく洪水を自然の分派

に任せていた河川としては利根川がある O 利根川は，以前から江戸JIIをコント

ロールすることなく分派している O 明治改修では，江戸川流頭部に河道を横切

る可動堰を計画したのだが，その費用が余りにも高かったため堰の設置をあき

らめた。吉野川旧川に分流させょっとする当初の計酒が，樋門設置に比べて工

事費用が安いと判断したことが十分，想定される。

このように，吉野川では江戸時代の大規模な越流堰・第十壌を河川工作物と

してそのまま利用していくという他の河川で、は行われなかった計画で，近代改

修を進めていったのである O その竣功は昭和 2年(1927)であった。

おわりに

吉野JIIでは，昭和57年(1982) に改訂された改修計画により，岩津地点での

基本高水流量は24，OOOm:'j s，このうち上流で6，OOOm3j s調節し， 18， OOOm3j s 

水平IJ科'[: Nu.319 2011 
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写真 1 現在の第十堰 (2010年 5月撮影)

が河道で流す計間高水流量となった。これらの流量は，年超過確率で150年に

l自生じる洪水として机上計算で求められたもので，基本高水流量は明治40年

度から始まった改修事業の計画対象流量に比べ1.73倍となっている O そして第

十壌は洪水疎通に支障が生じるとして撤去と位置付けられ，新たな可動壌が計

蘭された。しかしこの控史的構造物の撤去に対して強い反対運動が生じ，

2000年にはその築造の是非を問う住民投票が行われ，圧倒的多数の反対で堰撤

去は中止となった(写真1)0

その後，この堰の土木史的評価が岩屋隆夫によって行われた29)。先の図 6に

みるような国内で唯一現存すると考えられる 1I食い違い堰」であること，また

「喰い違い堰」の上流にある「水制ねJは「石積み水市UJであり，閣内河川で

はこれほどの規模のものはないことなどが指摘された。

この第十堰は，本論でみてきたように，明治時代の計磁でも暁治17年にデ・

レイケにより撤去が主張されたが， 40年から始まった改修計画では残すなど複

雑な経緯をたととっている O

ともあれ，近代改修の結果これほどの規模の越流堰は今日，残されていな

い。自然との共生がキーワードとなっている現在，長い年月を通じて造られて

きた構造物として歴史の重みを十分，噛みしめることは重要である O

注

1) 近世の書物 r;f'口語11菜iあるいは持IJ根JlI~君志j などは，吉野JII を「加国次郎J.筑
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後川を「筑紫三郎jと呼んでいる。近ii!ーまでは， r四悶次郎J，r筑紫三郎」であった

が，近代になって変わっていったと考えられる。

2) 詳細については，松浦茂樹編者間1野忠雄と明治改修Jpp.34-35，土木学会，

2010，を参照のこと O

3) 小出1専問本の河川研究Jpp. 357-358，財団法人東京大学出版会， 1972 

4) 問国三郎物語Jpp.61-68，建設省徳島工事事務所， 1997 

5) 吉野}II百年史Jpp.28か-293. 建設省徳潟工事事務所. 1993 

6) 吉野}II百年史JP.318，前出

7) 河上

8) 古里子}II百年史Jpp.318-319，前出

9) 言語.二日11でも明治20年に着工となったが，その計爾は沖聖子忠雄によって作成された。

10) rデ・レーケの業績JP. 136. 建設省木曽川下流工事事務所， 1987 

ll) 利根川百年史 P.426，建設省関東地方建設局， 1987，なお越流堤である導流堤

は築造されなかった。

12) r信濃川百年史 P.490，社団法人北陸建設弘済会， 1979 

13) r筑後川五十年史JP.216，建設省筑後JII工事事務所， 1976 

14) r筑後JII五十年史JP.254，前出，ただし『筑後}111i十年史jは長崎桂と述べてい

るが，山崎桂の間違いだろう O

15) rデ・レーケ 吉野川検交復命書j吉野JII資料研究会編，建設省徳島工事事務所，

1996 

16) r吉野JII検査復命誌'Jの本文 P.6には， 3子分の lの総額とあるが， P.3に検査後命

惑につけた図面は 3万分の lとあるので.3万分の lだろう。

17) 小 出 博 5日本の河川研究jpp. 358-359. 前出，小出主115日本の間二上上i
pp.2か-23. 財団法人東京大ej!:，'l:l版会. 1973 

18) 岩屋隆夫「吉野J11改修Jr対1野忠雄と明治改修JP.334. 前出

19) r吉野サ11百年史jP.342. 前出

20) 村上燦j絞「草津川!と田辺義三郊についてJ. r草津守打史第六巻，巻報 6 pp.5-8. 

草津市， 1991 

21)内務省年報・報告書 第十二巻 P.463. 株式会社三一番房， 1984 

22) r内務省年報・報告書 第十三巻 pp.152-153. 株式会社三一設第. 1984 

23) 内務省年報・報告省: 第十三巻Jpp.59下 598. 前出

24) r吉野J11百年史jP.338，前出

25) r吉野川百年史 P.324，前出

26) r吉野}II百年史jpp.334-341. 前出

27) r管閣議会衆議院議事速記録39JP. 133. 待出法人東京大学出版会， 1988 

28) r吉野JII百年史 P.431，前出
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