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治山治水・水利の古典解説

一一一西師意著 「 治水論」について一一一

甲斐原一朗

川西と常願寺川

明治24年 12月富山市「清明堂」から出版された西師意著「治水論」は，第一篇総

論6主主，第二篇森林 20章，第三篇河身改修20章，第四篤治水質7章および結論から

構成されている。

著者西師意の人物については，不明な点が多く ，栗原東洋氏の考証もつぎの点にと

どまっていろ。西は「北陸政論」の主筆で， 「当時の操組界における卓抜な学識高見

は躍如として，北陸政論の論壇fl:現われた治水論，地方自治論，北海道の将来，政党

療治策，情実政治家根治策，伏木築港論等は有名なもので，何れも 20回ないし 30回

にわたる長論文であった。就中治水論，伏木築港論の如きは重要資料として尊重され

たものであったJ（富山県政史第5巻607頁）という。

北陸政論はもと自由党系の政治家によって創始されたもので，その発端は明治21年

12月， 後藤象二郎が大同団結を主張するため来県してからで，これが動機となって機

関新聞の発行を見た。 「北陸公論」がそれで，第1号は翌22年の4月5日， 23年9

月 14日第433号を最後として廃刊。同18日「北陸政論」にかわった。そのとき社長

は稲垣示から南磯一郎にかわり，同時に主筆も永問一二から吉田正春にうつった。そ

の後吉田は逓信書記官となり，その後をうけて24年4月西師意が主筆となったのであ

る。彼の主筆就任の時期は，丁度常願寺川の大水害の直前，あるいはそのさなかで、あ

った。また御傭技師の蘭人デレーケが， m-願寺川改修を西欧技術方式で計画していた

時期でもあった。

西は来社後間もなく，治水K関する論稿を連載し，その年の12月にまとめあげて公

刊したのが，ここに紹介する治水論である。

また彼は新聞記者として，再三再四デレーケと会談し，デレーケの治水構想をたた

いてもいる。

しかし西の北陸政論主筆時代はきわめて短かった。原因：立明らかでないが， 26年2

月頃，北｜塗政論社内に紛争がおこり，西主筆と小塚編集長との閣で対立，改革，非改

革の両派に分れではげしく争った。非攻革派の西は結局屈伏，社長らとともに辞任し

た。おそらく経営，財政問題であろうが， 26年2月のことだから，西の北陸政論主筆

時代は僅かに 2年足らずに過まなかったわけである。彼の富山生活もそれで終ったで
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あろうが，その後の彼のポストも著作も明らかでなく，従って「治水論」以後の西の

治水論の発展も，いかんながら明らかにしえない。

と乙ろで，西が治水論を書いた直接の動機が富山県下常願寺川の洪水と水害にあっ

たことは間違いない。そこで彼の治水論を正しく理解するため，常願寺川水害の全般

にふれておく必要があるだろう。

常願寺川水害史において最初の契機をなすものは，安政5年（1858年）の大地震，

山くずれを直接的な原因とする水害である。確かにζの時以後，常願寺川の河況は急

激に悪化した。 「安政5年初春上旬第9日，即ち立春より 13日，初めて鳴動起り，不

安を抱きおりしに， 2月22日夜信州に地震あり。さらに 25日夜，子の半刻より地変

おこり，ことに甚しきは飛弾， 美濃方面なりしが，越中も被害」（舟橋村談）という。

乙のとき常願寺川の水源となる立山中，大鳶，小駕の峰崩壊し，この鐙に水をせきと

め，一大人造湖を形成した。この「湖」が3月10日に少し， 4月26日K至って完全

lζ破壊し，一時に流下し，ここに大惨害となったのである。その被害は「刷家屋の流

失2,930戸 （同溺死人800人余り 刊（被害石数33,280石余｜（越中資料3巻）とさ

れている。

』ジ、上の安政5年の水害が画期的な意味をもったのは，たんにその規模によるのでは

なく，下流部における「大規模」な破堤が，このとき初めて開始されたという乙とで

ある。そしてこれから後の水害といえば，ほとんどすべて下流部に集中されているの

である。地震以前の水害，それは多く ，立山山麓から富山平野への遷移点にあたる上

滝町直下で破堤した。馬瀬口がそれで，こ ζに「成政堤」が築かれ，その堅牢を誇っ

ていた。しかし安政の地震を契機IC，横の侵蝕が促進され，それ以後，洪水は馬瀬口

を安全に通過，中下流部で破堤をみる始末となった。

上の安政の洪水後，年年泥砂を流送し，河床を高め，とくに下流は，小規模ながら

ほとんど続けさまに洪水に見舞われた。記録にあるもののみでも，明治8年，同10年

商 14年，同 15年の災害がある。

そして明治24年の大水害をひかえた。乙の年の洪水は 7月中旬と 8月中旬， 9月中

旬の3固にわたっている。乙の水害の原因については，後lζ見るように，西によって

詳細に論ぜられ，彼の治水論の重要な基縫ともなっている。さらに翌25年にも，復！日

中を再度の水害におそわれている。その後，中下流部における堤防の強化と相まって

大規模な溢水は，大正3年までの20余年間，その跡をたった。もちろんその間，小規

模な水害がなかったわけではない。

大正3年の水害は 8月13日の大豪雨によるもので上流立山混京では 400.9ミリに達

した。まず中流部の島村地先朝日前堤防が大欠壊し，つぎにその上流の大中島堤防が

壊われ，最後にさらに上流の安政山が崩壊するという経過をとった。

翌大正4年にも洪水におそわれているが，この点明治 24年に続いて， 翌25年lζ洪
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水がおこったのと類似している。これ以後大規模の水害を見ない。それは記録的な豪

雨の集注のなかったことと，一面ある程度の増水K対して堅牢な堤防がもちこたえた

からともいえる。もっとも危機寸前の事件は数回あった。大正8年7月および11年7

月の豪雨では，大規模の山くずれがあって，上流水源の砂防工事，堰堤が崩壊し，昭

和4.5年にも融雪期に鳶岳山腹に小規模ながら山津波が発生している。また昭和19年

にも上流立山村の山くずれ， 20年における下流三郷村， 24年における同じく下流島村

の水害等小規模の出水被害を経験している。

そして24年に上流部の立山村地先がかなり激しい水害に見舞われている。この年の！

水害は，上流地域における水害の典型的形態をとり，山くずれ，土石流送により，堤

防うて壊はもとよりのこと，道路，橋梁，水利施設，農道，林道等の構造物の破損を大

きくともなった。しかしこの被害は，明治以来，治山治71<1と多額の投資をつづけてき

た常願寺川筋においてではなく，同じく立山村地先に水源をもっ栃津川の関係区域で

あること，そしてとの栃津川は，従来ほとんど顧みられていなかったものであること

に注目しなければならなL九

西の洪水観

西は洪水を区分して「抑も洪水に二種あれーは恒例として毎年定時に起る所の洪

水にして，ーは千百歳の特例として極めて稀小に起る所の洪水也」 （第一篤第五章）

とい弓ように， 「特発的洪水Jと「恒例的洪水」とのこ種としていろ。

前述のように，安政5年の大地震による大駕山の崩壊が，常願寺川の大水害をもたら

した事実に教えられたとしても一一「例えば昔年大鳶山崩壊して常願寺川暴援したる

が如きJ（同篤周章）は「特例として極めて稀小に起る所の洪水也Jと彼はいう一一西一

の上の見解はきわめてすぐれた卓見といわねばならない。そして乙のことは，最近に

おける洪水論からも，一応妥当なものということができる。しかし恒例的と特発的と

の二つの洪水の関連をいかに考えるか，またいかに統一的に理解するかについては，

西も必ずしも明確ではない。

「昔年大鳶山崩壊して常願寺川暴渡したるが如ふ及び一昨年大和吉野郡における水

災の如き，凡そ山岳大に崩れて地上一切の秩序を破却するの洪水は即ち是れ千歳一時

の特発的洪水」といいつつも， 「乙れを要するに洪水の原因，凡そ三あり。ーに日く

軍事雨，二に日く融雪，三に日く山崩，市して山崩最も恐るべく，融雪亦甚だ軽視すべ

からまるなり」（第一篇第五章）という点，西は特発的と恒例的とをむしろ並列的なも

のと解釈しているのではあるまいか。あるいは特発的と恒例的とを単に水害規模の差

としてしか理解していないともいえよう。

そしてこのことから当然，常願寺川における特発的水害である安政5年の大水害の少

常願寺川水害史に占める位置と比重についても，西は特別な意義は認めないのであ
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る。 「三十余年前大鳶山崩れて常願寺川，大水を出したることは，千歳一時の大洪水

たるの相違なし。然れども斯る洪水は後年において再ぴ発生せき事るべきや如何という

に，蓋し山崩に起るの洪水は，寧ろ自今以後において瀕々たるを見るならんと，吾輩

は窃に信ずるなり」 （第一篇第六章）というのが，西の安政5年の水害観である。

安政5年の水害が，大地震→大鳶山の大崩壊という特発的な「原因」によるという

意味で，特発的水害であったという現解は，西の場合，全くなかったといってよかろ

う。この点，彼と同時期に常願寺川改修に従事したデレーケの見解はかなり異ってい

るようだ。デレーケは「今を去る数百年以前，大鳶山の近隣において山岳大いに崩壊

したことあるべしその時山聞の渓流を整案し，以て一つの大なる湖を形づくるに至り

たるならんJという仮説を立て，それが大地震で決潰したものと推定した方が合理的

であるとし，「彼の安政年閲，山崩というのは，むしろ湖水の潰猿したるものならんと

思わる」といっている現在の定説では， 2月25日に大地震があり，その結果，山くずれ

で水がせきとめられ，これが1カ月ほど滞留してから忽然と決潰，岩石もろとも流下

して大惨事を起したものとされている。この点，デレーケの仮定は誤っているといわ

ねばならないが，ともかく彼が安政5年の水害を「文字通り」に特発的とみているこ

とは間違いあるまい。また彼は常願寺川の水源たる立山旧噴火口のみならず，早川，

白岩，上市，黒部等の諸川の水源をも踏査し，思ったよりもひどいと述憶しつつも，

他方「JIIの歴史を調ぶるに，近来に至りでは，余程土砂の洪水方静かなり」 （富山県

政史第2巻 373頁）といい，立山山腹の崩援は弱まっているので，下流部の水路を整

脅すれば防げると考えていたようである。前述の常願寺川の洪水史からみて，西より

もデレーケの見解が正しかったといえるのではあるまいか。

しかしデレーケる特発的と恒例的洪水との関連を明確に統一的には理解していない

ようである。乙の点について，最近小出博氏は「災害の輪廻」という考え万を提唱し

ている。小出氏によれば，地とり， 豪雨による山崩，地震等の特発的な事情は，一時

にきわめて多くの土砂を生産流する。しかしその地域は，有効期間は明確ではないが

かなり長期の免疫性をもち，多くの土砂を生産しないという。そして特発的に生産さ

れた土砂は，そのうち細粒のものは直ちに海中に流出するが，その大部は途中lこ滞留

する，これらの滞留土砂は，以後の降雨によっていわゆる「土石流」となって押出し

下流に堆積する。 これを第2次生産過程というのであって，乙の間移動のみでなく，

細位化することによって，見出け上の容積を増大する。さ らに下流に堆積した土砂も

3次， 4次と高次生産をつづけ，その問多くの洪水と河況の悪化を導くというのであ

る。

はじめに述べた常願寺川の水害史は，小出民の輪廻説によってかなり的確に説明さ

れるのではあるまいか。

第二に，西は水害の日本的特質について，明快に論じている。すなわち「洪水の恐
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るべきは何れの州，何れの国と雄も皆然らぎるなく，治水の困難なるは，必ずしも高

聖十年の焦慮」（第一篤第一章）とは限らないが，日本はことにひどい。それは日本が

米作国であることによるのであって， 「日本の人民もし米を以て常食するの慣習なく

んば，其治水策を定むるの困難なること寧ろ此の如くに甚しからざるべし」（同上）と

いう。

つまり日本人は「水田を以て生命を托するの地」（同上）とし，「日本の農業は河川

の加護を得て漸く其果毅を収むる」（同上）のであって，洪水の摂源Tこる川沿いに生活

の根拠を求めるに至るのである。いわば求めて洪水の渦中に身を進めるものともいっ

てよかろう。しかも日本の米作は，夏の澗渇時期に最も水を必要とするのであって，

そのため「種々様hなる方法を以て可及的多量の河水を陸上に溜蓄せんとするに至J

（同上）るのである。つまり「健るべき所以の水をして特に愛すべき所以の働をなさし

め，遠ぎくべき所以の禍摂を引て親しむべき所以の利源」 （同上）としているのであ

る。このことが，治水策を最も重要な乙ととするのであるが，しかもそれを最も困難

な事業とするのだと西はいうのである。

第三l乙，上の事情は，日本の地形からも，いよいよ促進されると西は主張する。

周知のように，日本はけわしい山款におおわれ，せまい国土は山を除けば谷， Jllか

そうでなければ沼でわずかな平原なるものも辛うじて平原といいうる程度に過ぎな

い。そしてこれらの平原は洪水が土砂を運んで唯積させた結果てeきたものである。「日

本の平原は古来洪水氾濫の余勢に依りて僅かに其平原たるの形状を有するに外なら

ず」（第一篇第二重）乙の意味で，「今仮りに日本の国土を洪水部及ぴ非洪水部の二種

に区分するときは，凡そ日本の平地なるもの悉く洪水書官ならぎるはなかるべし」 （同

上）と西はいう。だから「日本の人民は概して水害の気遣少なからざる洪水部の平地

を開きて以て，都邑村落を建設し，以て田畑を作り，家宅を作り白から洪水の患に安

んずるの人民なり」（向上）と西は主張する。

以上のように，何れの地方も洪水をまぬがれたいのだが，しかしそのなかで、色「既

に洪水時代を経過したるの洪水部と，及び未だ洪水時代を経過せざるの洪水部」 （同

上）とがある。そして「不時の災難として洪水を蒙るの平坦地方は是れ既に洪水時代

を経過したるの洪水地方にして，而して年々歳々必ず洪水を蒙らぎるべからざるの平

坦地方は是れ未だ洪水時代を経過し去らざるの洪水部なりと知るべし」（向上）という

のであるが，これは明確には意識されていないが，小出氏の輪廻説と相通ずる見解と

もいえよう。

そして「越中地方の如き今正に最も慌るべき洪水時代の最中に在るものなり」と西

は結論するが，その理由の一つは，もちろん前述のような平坦地形成の最中であると

いうことである。さらに，第二の理由として，両は融雪をあげて， 「南海岸地方の開

拓は漸く以て北海岸の大障壁を欠壊し，即ち南方の暖風をして容易に北海岸に達せし
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むるの穴隙を生じ，ここに北海岸をして融雪の為め，年年恐るべき洪水を蒙らざるべ

からざるの状態に就かしめた」といっている。すなわち日本の大平洋岸が急速に開拓

され，従って東海道および近畿に接近した東山道12国の山林が減少し，これらが従来

さえぎっていた暖い南風が直接北陸の山山に吹きこみ，それが融雪の害をひどくして

いるというのである。事実常願寺川洪水の幾つかは融雪を原因としているのであるが，

これが西の治水論において森林が重要ーな位置を占める理由なのである。

西の森林観

第三篇森林は，全篇20章に及んでいるが，初めの四章ではまず「森林の効用」が説

かれ，ついでイタリーの森林制度を紹介しつつ，わが国の維新以後の材政批判と西自

身の森林策が展開される。

「若し幸にして飛捕の西部に森林Tこる保存林を保育・するに至らん乎，独り越中地方が

此に依りて水害の幾分を免かるるのみならず岐阜，愛知，三重の三県地方も亦これに

依りて水害の幾分を免がるるに足るべしJ（第二篇第二O章）というのが西の結論であ

る。一体彼は森林になにを期待しているのだろうか。

一口にいって，「山林なるものは常に深水の為に天然的漏斗の作用をなし，常に洪水

をして妄に至ること能lまぎらしむるの力を有せり」（第三章）ということであり， 「山

間無堤防の地に在 1）ては両岸狭斜の山土こそ即ち自ら堤防の用を済すものなれ」 （第

一三章）とL、うことである。

まず西が天然的漏斗というのは， 「水余りあるの時に能く水を貯溜し，水足らざる

の時に水を投出する」（第三章）性質を山林がもっていることに対応するものである。

そしてこのことは，さらに具体的にはつぎのように説明されている。銘ーに，山林は

「樹木生育上の必要に依り殊更に合湿空気を遠近諸万より換入するの作用」（第一章）

をもっているのであって，このため洪水の原因となる豪雨をふくんだ海風を吸引「拘

束」して，その附近に豪雨の降ることを防ぐとい弓のである。西が越中に水害が多い

のは，大平洋岸が開墾されて森林を減少せしめたことに主因があるといい，飛弾の西

部に保存林があれば岐阜，愛知，三重の三県地方も水害を軽減することができるとい

うのも，この意味である。

第二は，樹木の水分需要の季節的な増減による調節作用である。つまり夏の降雨の

多い時季には，樹木の成長も盛んで水を多く吸収し，根幹枝葉に貯留するが，秋雨の

少い時期には，樹木の成長もおとろえて，貯留している水分を徐々に放出するのであ

る。すなわち山林は水を「漏斗的に貯溜する」（第三車）のであって，「無林の地に在

りて一瞬時に流去すべき療水も，有林の地に在りでは徐々として幾日目の後に漸く流

去」（同上）するのである。以上のような森林の性質から，森林が洪水を防衛する効果

をもっと商は考えるのであるが，同時にその例外もあると警告する。森林雲気を吸引
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するに自動的と他動的との二種」（向上）があって，自動的の場合は問題ないが，他動

的に，いわば吹きつけられる場合は危険だと西は考えるのである。たとえば大平洋か

ら吹いてくる南風の暖風が西方の冷風に接触する場合がそれで，そこで生ずる疾風は

富山県下で随分厄介な「毒風」となるというのである。そ してもし「東海東山両道に

ありては山多く青樹を欠き，独り富山県下にのみ森林生茂の甚だ盛なるがごときこと

あらん乎， 。．…凡そ他地方lこ集まるべきの雲気までも， 皆挙げて越中地方に集らんと

するに至る」と警告している。

以上の諸点から，イタリヤおよびフラ ンスでは，充分な森林制度が確立されている

として，西［立乙れを紹介している。ことにイタリャの「治水的保存休」および衛生的

保存林の制度，森林艶督官および森林委員会制度，フ ランスにおける開墾制限措置海

岸林保王子措置および造休補助金制度に， 西（立大きな関心をもったようである。

諸外国の森林制度にも精疎はあろうが， 「土砂粁止，水源福義を必要とするの地域

に対して強制的に森林保護の事を断行するは各国殆んど其援を同ふする所」（第七章）

だが， 乙れに対して世界無比の山口であるわが国の現状はどうか。 「誠に吾輩が不安

心に堪えぎる所なり」（第八主主）と商はいう。かつて徳川時代「五木」あるいは「七

木」と称して，大樹の濫伐濫採を厳禁したのは，洪水を予防し，国土を保全するため，

必要不可欠の制裁であったのだが，維新以後はこの制度は全く ζわれた。かくて「官

吏も平民も一時勝然として虚飾虚栄を求むるに吸 た々 りしその聞に」（第七章）手近な

運搬便利な山は伐採されてしまったと西はいう。もちろん全国を緒禿にしたというわ

けではないが，事実ほ全国を禿にしたと同様である。 「何となれば，民家lと媛近し，

道路lζ接近し， ζれを伐採して幾許の利を占め得ぺきの限りは，大抵是を伐採し尽し

Tこるの姿」（向上）であるからだ。たとえば越中にしても，「今猶欝 蒼々々，多くの老

樹を見るは立山官林と黒部谷の官林とあるのみ」（同上）という実情である。

しかもその宮林にしても，明治21年 12月の調査によれば， 6万 635町の宮有林に

105万 3,941本の林樹があるに過ぎない， すなわち 1町歩に11本半， 1反歩にわずか

1本の林樹があるに過ぎない。この統計の信慾性についてわれわれはこ乙で評価する

ことはできないが，とにかく「 1反の林地に僅kl本の林樹あるもの以て森林と名ず

くるに足るべき乎，斯くも t休樹に乏しき森林が将に如何にして森休たるの用を全うす

べきか。誠に吾輩が不安心に堪えさeる所なり」（第八章）と西はいう。

さらに民林については， その林樹の数を示す統計はないが，その面積について明治

21年12月の調査によれば，約9万町歩で，ほぼ宮休に匹敵している。しかしそのうち草

山が3万8千町三i去に達し，山林は平坦休をあわせて 5万3千町歩に過ぎず，しかも「民

林，生樹を存すること既に宮林の幾十分のーにも及ばざるべきや疑うべからず」 （第

八章）という。しかし面積だけからいえば，官民休あわせて18万町歩で，越中全面積の

百分の39となり，「反別のみを問うときは，吾輩其数において殆んど憾みあるを覚えぎ
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るなりj （同上）といえようが，しかし「退て細かに休樹の数をはかり，即ち森林現

在の実力多くも 4～5千町歩の聞に止れるを知るときは即ち，森林保護の急務たる多

弁を待たずして明かなり」という。また越中地方はとくに河川が多く，全面積に対す

る河川密度の全国平均から推せば「越中の地理は蓋し挙て森林Tこらぎるべからざるの

必要を負えるが如」（同上）くで，森林保護は最も緊要なことだと西は主張する。それ

では森林保護について，西｛立L、かなる方策をもっていたろうか。

酉の 治山策

森林を保護するという乙とは実は容易でなく，地理，地質，天象，数理，組物学，

鉱物学等の学理t乙照らし，さらに山谷，河流の性質をも考慮しなければならず， 「森

林保護の術Tこる蓋し各河川毎にー科の専門術たり，各山谷毎に一科の専門事業Tこるな

り，然りーJI！谷：土必らず一川谷の閤有する森林術あり，甲川谷の森林を保護するに未

だ必ずしも乙川谷に対するの手心を以てすべからず」（第十一章）というのが，西の治

水策の基礎的な考え方である。との立場から西l立各河線毎に「森林保護会」の設立を

提唱する。

各森林保護会は 6～10名の議員で組織され，区域内の森林の実況を調査し，禿山

に対する造林方策を研究する。また森林所有者が造林しない場合には，再植造林の代

行をも行うのである。

さらに各山林保護会を統一監督し，治水的森林策の方針を企画する機関として「森

林監督会」の設立が提唱される。 「抑も森林保護の事たる単l乙森林を保護するの目的

に止まらずして，叉実l乙洪水を防制するの目的に関せり，即ち水理と森林との関係を

して常に能く平衡を保？こしめんとする是れ即ち森林保護の最大目的なり。然るに森林

を保護するの局l乙当るもの唯徒らに狭く限られたる小区域の利害をのみ見るに鋭敏な

るも，却てー県若しくは一国の大計を顧みざるが如きことありとせん乎。 t斤角の森林

保護策も或は治水策との聞に密接の関係を持する能はず，往々首尾不揃なる森休策を

行うて寧ろ冗費と徒労とを慮らざる・…－」（第十一章）こととなるという西の考え方が

その基礎にあるのである。つまり「各森林保護会の森林策をして悉く其源流を」森休

監督会に「汲ましむるの道を閃か」（向上）しめたものであるという。

さらに以上の考え方にたって，明治政府の国有林政策について，西は鋭く批判す

る。すなわち明治 18～9年頃，大小林区署なるものを創設して宮林の監守の方法が

定められたのであるが，それは従来の乱伐に対抗する必要からであったろろが，他方

「治水策のため吾輩の憂慮に堪えさーるもの治水事業と森林事業と全く其関係を断ちた

る事すなわち是れなり」（向上）という。西によれば「小林区署と大林区署とは必寛共

に『山番』を目的とするの宮署たるに過まず，此れをして森林経管の外，さらに治水

上森林に対するの政策をも講究せしめんとするは寧ろ望外の望」であり，従って，た



84 水利科学第1巻第Z号（1957)

とえ官林であっても， 「其事有も治水上の利害l乙影響するを知るときは，則ち先ず森

林監督会の同意を求めて然る後，林区署初めて其事を行うの仕組となすべし」（同上）

と主張する。 「凡そ肥沃の地lと樹木を植ゆるの利益多きことは蓋し磁務の地に林を造

るの困難なると同日の談」でないから，大林区箸の森林政策は， 営利的なものに偏し

治水的考慮はうすくなるというのである。

ところで西の治山策は，具体的にはいかなるものであったろうか。それは要するに

西のいう河岸地一一山谷の河身の両側で，最高水位を距る 3問乃至5間の地域一ーを

徹底的に禁伐状態に維持するという乙とである。すなわち (1）河岸地の草木は決して

伐採菱除することを許さなL、。（2）草木が自生していないときは濯木を植栽する (3）濯

木が困難なときは，夏茂る蘇苔類でもよL、。 (4）植栽を成切させるために簡単な工事

を施す。（5)7～10月の4ヶ月は河岸地l乙木材石材等をおかないこと。（6）河岸地に近い

急斜地には針葉樹を植えない乙と（浅根性であるから）を強く主張している。西が河

岸地の維持について厳格な要求をするのは，「夫れ山間無堤防の地lζ在りては，両岸狭

斜の山土こそすなわち自ら堤防の用を済すものなれ……従って此を保護すること，必

ず堤防を保護するがごとくならざるべからず」（第十三章）という考え方によっている

のである。ことに「神通川，庄川等の沿岸地は暫らくこれを措き，其他諸河川の山中

河岸地は総てこれを天然的堤防とみなし，渥く此l己保護を加うべし」ともいっている。

さらにつづけて「河岸地の保護は河岸地以上における森林の保護と相待て斯K其効

を全ふするものとなる」という論拠から，西は森林作業乙とに保存休lζ対する制限の

強化を主張する。

第ーに，焼畑，開墾の禁止を主張し， 「寧ろ寸を益せんがため，尺を損するものに

して其愚の笑ふぺく其害の恐るべきは素より論を待たず」（第十五章）とL寸 。

第二に，民林宮林を別たず百万ないし二百万町歩毎に山番一人を置き，且つ概言十3

～5万町歩毎に技術者一名を置くべく ，場合によっては，森林組合を作って番人をお

く乙とも考えねばなるまいという。

第三に，各森林について技術者に「作業案」を作らせ，森林監督会の認許または同

意を求むべしと主張する。

また保存林については，西はかなりに広汎なものを考えるようである。彼は「日本

では白槍，唐檎，唐松等が自生した高山地を以て保存林となすべし」という外人の説

（（反対して， 「日本における保存休の区域を劃するに，自櫓帯以上の高山部のみを以

てせんとするは，是れ吾輩の敢て同意する能はざる所なり」（第十四章）という。保存

林の必要は全く河流の性質，山地の形状によるのであって，従って「本種によりて保

存林を設定するの策をとらず，寧ろ先づ川毎に保存すべきの反別を算定し，然る後，

水源地より漸く川流に沿うて両側保存反別に相当するだけの山地を撰ぴ，すなわち此

を以て保存林と定むるの却て正確なるべきを信ずる也」（向上）という。保存林をL、か
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p：取扱うべきか，その詳細は森林監督会の研究にまつべきだが，造林および「林樹輪

伐」の確保が肝要だという。

西の河川対策

洪水の原因を「防制若くは減少」する唯一つの方策は，森林の保護を厳格にするこ

とであるが，それには非常な長年月を要するので，その「急治策」として治水策が必

要だというのが，西の河川改修に対する基本的な考え方である。

ところで，ことに越中地方を中心とした場合の急治策としての治水術としてはなに

があるか。まず「堤防を堅年にし以て河水の横溢を防がんとする」 （第三篇第一章）

は，その一策であることはもちろんだが，西の堤防に対する評価は「堤防の河身にお

ける恰も甲胃の人身におけるが如く，叉恰も軍艦の海軍におけるが如し」（同上）とい

う乙とに端的に示されている。つまり鉄砲の発明が甲胃を無用にし，水害術の発達が

軍艇の設計を変えたように， 「一旦河流の性質を改め，其流勢を緩和するにあらさ守る

よりは，仮令堤防ありと雄も以て防水の用を全うするに足らざるなりJ （向上）とい

つ。

さらにフランスのロアール河を例として， 「河流の性質を究めずして築造せる所の

堤防は敢て水害を防ぐの用をなさず，偶偶以て水害の勢を劇しくするの媒たるに過ぎ

ずJ（同上）と結論する。 ζ こではいわゆる天井川の形成が問題とされるのであって，

「斯の如く増築叉構築，二丈叉三丈，堤防をして山の如く獄のごとくならしむるも洪

水至る毎に水位益益高くして到底其の限度を端侃すべからざるは要するに年年水源地

方から流下するところの砂石が河底に堆積して漸く河身を高くする」（同上）ためだと

指摘する。

問題は，堤防と河川の性質をマッチさせることで， 「一河川の水を治むるは宜しく

ー河川l的の治水策たるべ」く， 「決して一村的一局部的の治水策たるべからず，すな

わち宜しく全川の利害を基礎J（同上）とすることを考えねばならなL、。かくて治河術

の第一歩は， 「！｜｜毎に川の性質を知る」ことで，具体的には「JII毎に洪水量並びに平

水量を測る」必要がある。そのため諸大川の流路には少くとも数十本の水量標を鐙設

して，随時水量を測らねばならないが， 一体富山県の治水家は一体これまで何をして

いたか。 「各河川の要所において未だ水量擦の建設を見ぎるほ誠に奇怪千万のことと

謂はざるべからずJ「磁石なくして遠洋を航行する」（同上）に類するとも痛論する。

以上の理論に基いて，明治政府の河川改修方針を批判する。西は河川改修には，河

川の利益を大にする輿利主義と，河線の損害を少くする除害主義との二つの目的があ

る。明治政府は明治 19年 14大川の低水工事を政府直轄の事業に編入し，さらに21年

から，そのなかの大線に対して改修工事をはじめた。乙れについて酋は， 「姑息の修

堤に依頼せず，寧ろ大いに舟栂の便を関かんとするに至りたるは誠に佳」（向上）い
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が，輿利主義l乙走ったことは，大いに問題だという。

これは大陸の河川と日本の洞川との性質と混合したものといわねばならない。日本

は除害主義第ーの治水策をとるべきなど主張する。ところで除害主義の治水策の具体

案として，西はつぎの三点をあげる，すなわち 刊川床の勾配を改変すること 肘川

揺を改変すること 村川筋の形状を変更すること。

そしてこれらの実施に完全を期するには川の性質を知ることが先決Tごと主張する。

x x x 

以上が西の治水論の大要である。それがL、わゆる官房学的林学の論理と全くパラレ

ルに展開されていることに鴛くとともに，日本の古典的な治水方策にほとんどふれて

いないことは注目すべきだが，その理由については，いまのと乙ろ明かにしえない。

L熊本営林局経営部長）
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