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座談会

砂防と治 山 （上〉

弟、，，］..＿： EミMl（全国治水砂防協会，E!iW)

Iニトーl＿）毛五二）賛 〔林業終済研究所〕

〈司会〉 武 Jiた i等忠 （1ド利科学研究所〕

明治維新変革後の治山治水事業の禦明期，およびその時代から現代

まで治山治水事業が行政的に如何様に成長してきたかを回顧して将

来の参考に資するため，この座談会を何倍した弘、第である。

一一水利科学研究所

武藤 お忙しいと ころ，どう もありがとうござい 主した。きょうの座談会は，赤木

先生を中心にいたしまして，背からご親交の坊をい早尾先生から，いろいろお話を引き

出していただくということで企画いたしました。私がまこと に未熟でございますけれ

ども，司会者といたしまして，最初，問題を出して まい りますから，どうかあとは両

先生において，よろしく話を発展させていただきたし、と思います。

I. オランダ技術の導入期

武藤 まず第一番目 といたしまして，明治｜侍代，言いようにより ましては治水事業

の繁明期と巾しますか，旧藩時代にもむろん治水事業というのはあったんでございま

しょうけれども，それが明治時代に移って，このとき，われわれが先輩から聞いたと

ころにより ますと，明治のごく初めにオランダの技術が日本に導入された。こうい う

ように聞いております。その当時の事情と，それから一つ，私が不思議に思いますの

は，どうして日本のような山岳固に平原因のオランダの技術が入ったのか，これらの

ことを含めまして，赤木先生から当時の事情をお話し願えれば幸いでございます。

赤木 そのころ，私はむろん内務省にお りまぜんし，詳しいことは知り ません か

ら，あるいは想像にとどまるかもしれまぜんが，1中野忠雄工学博士が，初代の内務省

技監なんです。 この人はも ともとフランスで勉強した人で， 日本の河川工事も この沖

野きんの設計によるところが非常に多いんですが，そのころはライン川というような

関係から，ライン川はオランダにありますね。それで河川改修はオラ ンダ、というふ う

なことがし、われていた。起りはそこからきているんで、す。そこで明治4年，オランlf
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からはじめて，フ ァンドーノレ，デレーク，ムノレドン，チノレデン，エッセルといった人

を雇ってきて 11本の河川改修に当らせたんですが，そのころ日本でいちばん重要な河

川は，なんといっても淀川なんですO 淀川はご承知のとおりに，洪水としづ関係でな

しに，交通関係からいって，いちばん大事なんだ。 大阪と京都の伏見を通ずるんです

が，これはみな舟だったんです。 舟航の使とし、うな味から河川が大事だ。またそのな

味で，淀川は非常に重視されたんです。したがって淀川！とか，木曽川， 利根川，信濃

川， 常願寺川，筑後川， T今野川などの大きな河川改修を，こう いう 人にやらせる こと

にした。さきほどご質問の，なぜオラ ンダからきたかとい うことは，やはり山という

ことでなしに，河川改修そのものが， ライン川の関係からきたんじゃないかと，私は

思うんです。

話は変りますが，ではその人がきて，どうい う河川改修に着手したかという問題で

す。これはデvーケにしてもそうですが，淀川の河川改修をするに当って，全部，流

域を回って見ナニ。 三重．県からして奈良県， 京都府，犬阪府はむろんです。ところが，

水源が非常に荒廃しているでしょう。こんなに荒廃した7.k源をもっていて河川改修し

たところが，その効果はないんだ，なんといっても上流をまず治めて，土砂が流れな

いようにしなければならないというのが，明治時代の日本における砂防の元祖でしょ

うね。ついでに，どういう人がその衣鉢を受けていたかというと，井上，夏川，これ

はみんなその教えを受けて仕事をやったんです。 いまいうとおりに，淀川以外の川も

やりましたけれども，なんといっても淀川lがいちばん重要な河川だった。そして明治

初年ーからずっとやりまして，その工事は全部直結工事です。全部国費で、すね。中央か

ら費用を出してやった。

武藤 いま，オランダ技術ではあったけれども，その人たちが日本へきて，非常に

水源地形の荒廃復旧に力を寄せた。こういう お話があったんでございますが，当時の

予算の割合は，どんなふ うだったんでしょ うか。

赤木 年々のはわかり ませんが，一つの例をいいますと，明治14年度の淀川！の改修

費は 6万円て、す。その 6万円のうちの 4万円は砂防なんだ。 その当時は砂防とはいい

ませんで，土砂止工事て・－rね。 そして残りの 2万円が， 下流の河川改修に使われたん

て、す。しかしこれに対してデνーケなんかは，こうい う金では少なへこれを倍にし

なさい，もし｛告にできないならば8万円にして， 6万円を砂防にもっていき，あとの

2万円を河川改修にもっていけ，主いう ことを，強硬に政府に進言している。主きする

に，それほど水源を重視して，まず山の崩壊そのものを，土砂が出ないよ うにし よう

とい うのが起りですね。

武藤 それからもう 一つ，オランダ技術についてお伺いしたいと思ったことがある

んですが，淀川というのは非常に水を利用する。水利の面から必要で、あったというお

話でございましたね…・。
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赤木 そのころはjJ(利と申しましでも，舟運の便の水利です。

武藤 江戸時代から明治の初めにかげで，非常に舟運というものが重姿であった。

そこでオラングは非常に舟運のきかんな国で、あったので，オランダに学んだ，こうい

う事情はございませんでしたでしょうか。

赤木 それとは違いましょう 。舟運もむろん考えたんでしょうが，河川改修という

怠味があったんだと思いますがね。

早尾 ラインJIIの水が出ると，下のほうは全部，こんどの名古屋とか，あるいは東

京の下町のようになっちキうんですよ。これはひどいんです。私の滞欧当時その洪水

前後の下流ドイツ地方の写真を見せられま したが，屋根までついちキう 。その水のは

け口がオランダですから，日本の河川はああいう ところに目をつけたんでしょうな。

だからデVーケがきて日本の山に目をつけたというのは，先生の識見でしょう。

赤木 それは感心するんだ。オラ ンターには山がない。 そこの河川技師がきて，水源

を治めん以上は下流を治めることはできんといった。これは天和3年ですが，河村瑞

肝が淀川を治めるのに，まず上流からやらなきゃいかんといって，土砂止工事をやっ

た。それから幕府時代の砂防が起ったんですが，それと同じこ とをデv－ケがいって

いるんです。

武藤 いまお話の土砂止工ですね。これは工種はどう L、うふ うになっておりました

カミ。

赤木 それば非常に簡単なものです。

早尾 山巻工事なんていうものがあったな。

赤木 それは種をまいたり，粘土の中に種を入れて起にぶちまけーたり ，べつに山そ

のものを法切りなんかしないんです。しかし筋工というのは，ときどきやっておりま

すがね。指紋のごときも，多くは苗木でなしに，山に生えている木を掘ってきて植え

ているんです。ただ，オラングのそういう人がきて，いままでの土砂止工事に非常に

改良を加えたことは，谷なら谷に柵止，係止一一一今日の堰堤ですね。それから土止は

ヨロイのよ うに堤を包む鎧工，そういうものをやっている。これはいまでも，淀川流

域に残っています。

武藤 今日の谷止とか床回めに相当するものでしょうか。

赤木 床固めより相当高いんですよ。 5' 6メ｛トルより もっと高い堰堤です。 そ

れが残っている。それから石を使わないいわゆる土堰堤，これがだいぶあるんです。

またこれは諮がちょっと変りますが，たとえていうと，京都府の不動川なんか，土堰

堤をつくり まして内部に相当に水が貯まるんだ。そして樋門を下において潅波用水に

使う 。そこまて‘その当時やっている。 これは一石三鳥で，災害はなくなったしj］（は利

用できる。だから昔の人はいま と同じ考えをもっていると， 最近思っているんだ。

武藤 そこで，そういったオランダの技師の指導による工事が続いているんでござ
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いますが，開くところによりますと，明治20年前後，日本は非常に水害が多くて，そ

れを契機としてオーストリア技術になったというんですが……。

2. 河川重点主義へ

赤木 いや，それは大速いで，デレーケの砂防を重視した治水方式が今日まで続い

ておれば，私は災害はほとんどなかったと思うんだ。おっしキるとおり， 20年ごろに

水害がありまして，その連中は国へ帰ったんだ。そうすると日本の国民は全然頭が違

うからこんな砂防工事があったって役に立ちゃせん，なぜ堤防をやらなかったかとい

うことで，砂防はほとんど無視されて，それで河川重点的にガラッと変っちゃった。

武藤 それが明治20年前後ですか。

赤木 そうで、す。

早尾 ところがデレーケは， 26年までおった。 20年もいたような記事がある。

赤木 おったけれども，そのころからずで、に災害があったんで‘すから，だんだん日

本人の考え方が砂防からはなれた。砂防は今日と工法が違うんです。おもに山腹工事

ばっかりでしょう。だから山腹工事をやっても，どういうような効果が為るといった

ら，すぐその効果は出ないですよ。工法が非常に違うんだから……。

早尾 いまのような堰堤工事でないんですものね。せいぜい土堰堤の低いやつでし

ょう。

赤木 いま残っている堰堤にしても，高さ 5～6メ｛トル，まだあるでしょうな。

淀川流域の鎧グムなんか，ほんとうのハダ山になっておって，だんだんその部分だけ

は土砂がたまるけれども下流はなんにも影響しないんだ。それでいまおっしゃるオー

ストリア工法というのは，全然あとの問題です。

武藤 これの入ったのは，何年ごろですか。

赤木 それはちょっと具合恐いけれども，さかのぼっていいますと，内務省の砂防

事業は，砂防法によって明治30年にできたんです。そのころ池田円男さんが，砂防事

業を担任してやっていた。これは立派な砂防です。

早尾 あの人は明治30年に東大の土木を卒業しているんです。卒業してすくe入って

し、るかどうか・・－－。

赤木 入っている。入って砂防抱任になった。けれども砂防法を見ると，渓流工事

は許していないんだから，とにかく ハヂ山に木を植えるというのが砂防法だった。そ

の頃の砂防はその建前でできているんですよ。たとえていうと，そのころ国 の補 助

は，精算補助ですからね。金が余ったから愛知県瀬戸市のなかのJIIの床固めをやりた

いといったんです。ところが内務省は，それは砂防の精神に反するから使っちゃいけ

ないということで返された。瀬戸川なんでいうのは，今日からいうと狭い川です。あ

んなものは当然，今日は砂防でどんどんやっておりますが，そういう仕事は禁じたん
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ですよ。山腹工事ばかりやった。だからオーストリ アの工法なんか，むろん入ってL、

ない。池田さんがやっておりましたが，オーストリ ア工法というと，ちょっと語弊が

あるんです。私が土木局へ帰ってきて砂防をやったのは大正14年で、す。それまでは現

場に出ておった。

早尾 蒲君なんか入ったのは，大正4年頃でしょう。

赤木 部君’が内務省に入ったのは，私よりあとなんだ。

早尾 1年か2年あとでしょう。まうれもずっと地方にいたんですか。

赤木 出張所にいた。だから池田さんが 1人でやってLたんてJすO そして池田さん

がおやめになって，私が帰って くるまで 1年間という ものは三輪周造君が私の代りを

やっていたね。そして，私が大正14年に外国から帰ってくると同時に，土木間に勤務

を命ぜられた。

3. 赤木砂防行政のはじまり

早尾 それから M赤木砂防行政d が始まったんだな。

赤木 それから方針を変えたんだ。 山腹工事ばかりやっていてはL、かん，デレーケ

ごゐには簡単な堰堤はありますけれども，ご承知のとおりに，ヨーロッパは地質が違

L、ますからね。だいたい石灰岩で，あんなところ木なんか生えやせんから，大部分渓

流工事です。そしてやってし、る主ころをみる と，水源から出口の本流に合するまでを

やっているんだ。徹底して仕事をやっている。これはオーストリアだって，フラ ンス

だって，スイス，イタ リアもそうですよ。そこで日本はいままでのやり方 じゃい か

ん，ハダ山の仕事ばかりやっておったんじゃだめだ，どうしても外国のように，一つ

の渓流ならその水源から本流に合するまでやらなきゃいかんという のが，私の方針だ

った。そしてはじめてやったのが，昭和3年に，兵庫県宝塚に逆瀬川というのが あ

る。こいつを一つ徹底的にやってやろう と思った。上流のほうは，明治30年ごろずっ

と山腹工事をやって治まってし、るんですが，その下流は本流に合するまでがめちゃく

ちゃなんだ。砂がたくさんたまっている。 これを徹底的にやろうと患って，護岸と床

固めをやったんです。そしたら広い川ですから，制限すると空地ができる。 それを兵

庫県が宅地にして，分譲f也で売って非常にもうかった。これが徹底的渓流砂防をやっ

たもとですな。も っとさかのぼっていえば，私は犬正3年に学校を出まして，吉野川

支流の凶江谷川の仕事をやりました。これはイ中野さんの命令によって，井上君の作っ

た設計でやったんですけれども，高き9尺の幅70間ないし100問の水通し籾，その床

回めといいますか，堰災の工事です。そのころは工法がなっていなL、。堰堤の場合だ

って，コンクリ ートなんか使っちゃいかんという ことだったけれども，そうい 3仕事

もやったんです。しかしこれは，渓流工事には違いないけれども，その後発達した渓

流工事とはだし、ぶ違っています。
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早尾 そのころでしょう，あなたがドイツの専門蓄を謄写したというのは。

赤木 そのころだ。

早尾 あのころは，上の人が木省で計画したものを，下のほうがただやるだけなん

で－jな。なにか；広見を出しても，どうにもしょうがない時代ですね。

赤木 ええ，しょうがないんだ。ただ命令に応じてやるだけですからね。しかも全

部，工科の人の設計なんです。

早尾 そのころはまだ，池田さんがはいらん前ですね。

赤木 池田きんは入っておったんですが，あの設計は池田きんがやったんじゃない

んですよ。 淀川は大阪土木出張所でやって，私がおったんですが，私のおったところ

の主任の井上技予がやったんだ。これはデvーケの下でずっとやった人で，昔の土木

出です。ただ経験にもとついて堰堤を 1割の法国勾配でやったんで、すよ。

武藤 そうすると，オランダの技術からオーストリア技術に移るというけれども，

いまのお話では，オース トリア技術というのは，大正14年からということでございま

すね。その間ちょっと，なんにもない時代が…一－。

赤木 だからその聞に， 明治に入って砂防法ができてから，池田君かさみしかった

んだろう ，諸戸きんを内務省の嘱託にしたんです。

4. 諸戸北郎博士と内務省土木局

武藤 そうする と諸戸先生が，そう L、った砂防に関係しはじめられたのは，いつか

らなんでございますか。

早尾 それは諸戸さんの経歴を見ればわかるけれども，池田さんが内務省で，農林

省の，ことに国有林の砂防その他に文句いってきたんですよ。そのときに，存者戸さん

は池田さんの顧問なんです。諸戸さんはまだ農林省に関係しでな くて，内務省だ付な

んです。 それだから，諸戸先生は僕ら教わった先生だけれども，内務省で池田きんを

つついて，さかんに国有林伐採制限についてのr:j1入れを内務省がしてきた。それはち

ょうど口辰戦争後に，林産製造がきかんになって，日本面白酸会社というのができた。

それが非常に犬き くなっちゃって，符川上流の塩原で酪酸製造を徹底的にやる。その

原料は，塩原事業区の国有林をほとんど皆伏して，供給する案になっておった。そう

すると，得川は那珂川に入るんですが，それがたびたび洪水になって水害が起きた。

そこで，国有林を伐採してし、るから，それが因だEL、う わけで，議会に伐採制限の誘

願書がたびたび出？こ。われわれは，そ うじゃないんだとしづ弁解に努めて，議会の答

弁書も書いたけれども，務戸さんがむこうにおって知恵をつけるから，池田さんのほ

うも強いんですよ。そのころこっちは上流の民有・林はたいしたととはないんだから，

国有林が真向う から内務省の攻撃の的になったわけで，非常に許しいl時代であった。

それを僕は，赤木さんに開こうと思ったんだが，諸戸さんがどういう知恵をつけた
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かとい うと，治水と森林伐採との平衡式を作ったんです。一種の方程式ですね。その

数式は僕は忘れちキったが，概念、は，森林の法正状態のときの齢級分配と，現実林の

齢級分配を比較するんてFす。 そして法正状態のときは，したがって治水上の効果もノ

ーマルだEいう考えを入れて，現実林状態と比べて保jj¥能力が多いか少ないかによっ

て，治71<上，害が出るか出ないかという判定をしよ う。そしてこの保水能力の式は，

単に齢級分配が均衡，不均衡といっただけで，たとえば現に幼齢林ばっかりであれ

ば，保水力が思いという極端な場合がらりますね。そのときは方程式に入れますと，

それが少な くなっちゃうんですよ。それから老齢林であれば，治水の保水能が最高と

かなんとかいう常識論があるごと く，その式は多くなる。それを池田さんに授けて，

諸戸さんの計算によればこ うなったから伐採は伐りすぎだといってきた。そのとき，

僕は山林局業務課の技手だ。小林正旭君が担任教師で， 「こんなもの持ってきたんだ

けれども，君，検討しろ」という 。それから塩原のを計算すると， 言者戸さんのように

なるんですよ。ところが，ほかのところでいったいそれが適用できるかどうかと思っ

て， 2' 3ヵ所検討したら，出てこないんです。だからどこかに欠陥があるに違いな

いといって，小林君と相談して，どこに欠陥があるか数学的に再検討しようじゃない

かということになった。それからとにかく ，ここに考え方のまちがいがあるというこ

とを発見したんです。なるほどそれに違いないから，その関係において，どこにでも

適用されないんだ，たまたま塩原の場合はそのとおり出たけれどもほかでは欠陥が出

た，こう しづ結論に達したから，諸戸さんの ところへ僕がいって， 「あなたの式を池

田さんから もらったけれども，こういうことでしょうJ「そのとおりだ」「これは塩

原じゃ同じ結果が出るが，ここでやったときは，こういう結果になった，これはどう

いうわけだ，こう い うところに，あなたの考え違いがあるように思うが .... Jとこう

いったら， 「少し考えるから待っていてくれ」 （笑〕 それから待っていたところ

が，やっぱりまちがし、だということがわかったらしし、。それから池田さんは，なんと

もいわなくなってきた。それが内務省と国有林との治氷上の森林伐採に関する考え方

の最初の衝突です。それで僕は待;.Jli水源地帯へ池回きんを案内したりして，しばしば

話合ったんですよ。 それは諸戸さんが知恵をつけたというところにあった 。その こ

ろ，赤木さんは地方におったんだね。

赤木 それはあとで聞いたんだけれども －－－。

早尾 あなたが卒業して，すく．入ったとすれば－－…。

赤木 迷うんだ。僕は大正3年に卒業して内務省には学校の関係でなしに就職した

んだ。諸戸さんを介しないで・・ー－。そのとき諸戸さんが， 「君ばいいところへ就職し

た，僕もいきたいくらいだ」こういうんだね。だからあのときはまだ，諸戸さんは内

務省に関係ないんだ。 それから私が外国へいったのは，大正12年です。そのときもな

いんだ。とにかく大限内閣のときだということだけは知っている。
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武藤 大限内閣は，大正12年前でございましょう。

早尾 あれは大限内閣が，社寺保管林問題をやったときなんだね。大正 3. 4年ご

ろですよ。

赤木 それじゃ，関係していたかな。

早尾 僕が山林局へ入ったのは，大正3年ですからね。それまでは東京大林区署に

2ヵ年おって，そのころは治水問題も，あまり僕は記憶ないんです。そのう ち等川の

問題が起って諸戸さんが出てきた。そのときに農林省じゃうるさいからして，村田為

治君を内務省兼務の技師にしようとい うので，池田さんと交換の技師が成りたったん

だと思う。そのあとで，田中八百八君と赤木さんの兼務の時代が出てきた。最初は池

田さんと村田君の兼務の時代で， むろん田中君は関係なく先きに諸戸きんを内務省の

ほうで頼んだ。それでああいう砂防の大家を握っちゃったというわけで，農林省へ真

向うから攻撃をかけたというふうに，僕はそのとき思った。

赤木それは私には初耳t！.。

早尾 蒲君もとうに入ったけれども，地方におったんだから，これ等の問題に触れ

ていないんですな。

赤木 どれくらい諸戸さんが内務省で働いていたか，私は外国へいくまでも，とき

どき東京にきたんで‘すが，いっこう会わなかった。

早尾 問中君と赤木君がやったやつは，ずっ主あとでしょう。

武藤 あとです。それは私が知っているんですから……。

早尾 だから最初諸戸さんは，農林省には関係しないで，内務省に関係しておった

んです。

赤木 諸戸さんがやめたのは知っているんだ。それは僕がやめさせたんだ。

武藤 それで諸戸先生が内務省に入られる前に，やはりヨ ーロッパに留学されて，

帰ってこられて砂防の講座を もたれたわけですね。諸戸先生の砂防工学というのは，

オーストリアの砂防で、すか。

赤木 それはそうでしょう 。私は諸戸さんのいちばんはじめの卒業生だ。

武藤 そうすると，赤木先生が大正14年にお帰りになる前から，内務省の工事にオ

ーストリア砂防が入っていたということは・…・・。

赤木思想は入っていない。学校の講義と逆なものだ。

早尾 だから，山を治めなきゃいかんとか，山のほうに内務省が注意を払ったのは

諮戸さんの砂防の思想ですよ。固有・林をぶった伐って皆伐聞を大きくするから，それ

で下流に水害が起るんだ，あれはいかんぞ，という思想をぶちこんだのが，諸戸さん

から池田さんにいった。池田さんが上司の河川課長か局長かに対し，そこへどういう

ふうに持ち込んだか，僕らにはわからん。

赤木 あのころ，砂防は池田さんがオールマイティだから，ほかに考える必要はな



152 水平IJ科学第3巻 第4号 (1960)

いだろう・・一一。

5. 明治43年水害と第一期治水事業

武藤 それじゃ， 昭和時代に入る仰にもう一つ，明治43年の大水害によ って，治水

事業の予算ができたわけでこざい主すね。この経緯とか，そのときの予算の内容なf

を：， ご〈大さっ：主に・・・ー・。

赤木 それば私，書類をもっておりませんけーれども，とにかく 43年に全国的に大水

害があって，桂総理大臣が軽井沢におられて東京に帰って〈るのに 6日間かかった。

これは根本的にやり直そうというので，はじめて治水会議が43年にできたんですO そ

して直結河）1[47本をちゃんとやろうということになった。それが今日の治水会議によ

る河川事業の起ったもとです。

武藤 そのときの治水事業の内容は，河川改修と砂防と ・・・。

赤木 いや，砂防なんか，そのときはあまりうたってないんですよっ砂防はそのと

きも強くいっていませんね。

武藤 そうすると，河川改修と森林治水事業ということですかc

赤木 いや，森林治水もやってお りませんO これはほとんど河川改修責点ですね。

早尾 その委員会が，農林省に対して A種の注文をつけたというのが，こっちの仕

事の始まりなんです。

赤木 そのときの第 A回の治水会議には，農林省のほうからも委員が出？こ。それは

中村弥六さんで，衆議院議員でしたね。そして砂防というものは内務省だけでやって

いるが，いったL、森林は農林省が所管しているんだから，当然， ；農林省でも考えてし

かるべき じゃないかという意見が出され，それもそうだということで，はじめて44年

から，荒廃林地復旧工事という名前で，農林省のほ うでも取り上げてやった，こう記

録には載ってL、ます。

早尾 これはあなたのほうが詳しいんだが，第一回の委員会で農林省が芯見、仕出し

た。それば1,600万円かなにかぐらいの計画をしなきゃいかんというので，砂防を含

めて，要するにあのときの荒廃林の復旧というのは，おも；二公有林の造林なんだ。そ

れから森林組合とか，いろんなことの入った案を出した。それを義務づけられたんで、

しょう。 そいつが44年から，第一期jの荒廃材t地復旧事業としてできた。

武藤 それで第一期が，内務省のほうも農林省のほう t，だいたいBfi和10年ごろま

で続いたわげでございますね。繰延べ，繰延ぺで・…・・。

赤木 まあ，そんなものだね。

6. オーストリア工事一一 山腹工事と渓間工事一一土木局と山林局

武藤 そう いう時期であったんですが，さっきの問題にもど りまして，赤木先生が
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大正14年にお帰りになっf.::.oそれは土木局の今日の河川謀でございますか。

赤木第一技術課。

武藤 そのとき農林省のほうは，田中八百八さんが林務課長になられたのは，昭和

4年でございますから，まだ平技師であったわけですね。そこで，人の問題にも関係

してくるんでごさ、いますが，砂防事業におきましでは普通，山腹工事と渓間工事とい

うふうな分け方を，教科書のうえではいたしますね。きわめて簡単に巾しますと，オ

ーストリア工事というのは，非常に渓閲工事を重要視する…・・。

赤木 そうそう。もっとも重要視するといったって，山腹工事をやろうと思って

も，そう 場所がないんですよ，ゴロゴロした石ばかりで。

武藤 そこで，赤木先生は非常に渓問工事を重要視されて，いわばオ｛ストリアの

正統派だ。これに対して，のちに山林局林務課長になった回中八百八さんは，山腹工

事を重要視された。それでこれはオーストリア工事を歪曲した，こういう非難を，後

世浴びせる人があるんですが，この点，いかがでございますか。

赤木 それはおかしい。とにかく私は，渓流というものは水源から本流に合するま

でを一貫してやらなきゃいかん，いまでもそういう思想なんですよ。いままで内務省

が， 山腹工事ばかりやって， 谷川！の了．事を放棄している。 これは立派な砂防じゃな

い，こういう信念をもっておりましたから，どうしても一貫してやらにゃいかん。そ

のころ，だいたい国の補助が年間30万円内外なんですよ。ところが県のほうは補助率

のいかんを問わず，どんどん補助申請してきますから，補助率が今日は 3分の 2でや

っていますが， 3分の lか4分の 1になっちゃうんですよ。したがってこれをどうし

ょうかと思いまして，私は大正14年，私が砂防事業を主管すると同時に，補助率を変

えたんです，山腹工事は補助率をf尽くして，渓流工事をよくした。そして渓流工事を

さかんにしよう， そうしづ方針でやってきたんです。それで結局， 田中さんもむろ

ん，同じ考えでやっておられたんですね。見方ですけれども，私は山腹工事も大事だ

が，渓流工事を放棄してはいかん，どうしても一貫していなきゃいげないという考え

方をもっていたんです。

早厚 いまの田中君に対するー穫の非難というのは，僕はそういうことは知らなか

っjこんですけれ乙いま判断すれば結局，内務と農林の行政分野の争いなんですよ。

内務省はなにをやらなきゃいかんというと， J,.'iic林省側で造林に関係ある山腹工事を主

張するのがいいんだ。内務省側では渓流工事なんだが，同時に造林も｛半なう山腹工事

をするのは当然のことだし，もとはやっぱりオ｛ストリアの工事で同じことだO そこ

でやむをえず行政協定を閣議決定にもっていくための一つの主張を田中式にやったん

だと，僕t士見るな。閣議決定を見たって，けっして分野ははっきりしないんですよ。

赤木 はっきりしない。

早尾だから，現場にいきゃなおはっきりしない。それは要するに田中君が，自分



154 水利科学第3巻第4号（1960)

の立場を，あるいは行政の分野をはっきりするために， 一種の主張をしたにすぎない

んで，現場においては，どっちも同じことをやらざるをえない。なぜ僕がそう考える

かというと，僕の経験を申しますれば，具体的なことは抜として，それは大正時代池

田さんのおるころ，赤木さんは地方におって，僕が山林局におったときの体験からで

す。それが内務，長林の存政分野の争いとになったと見ているんです。だから僕は若

いときから，内務省の砂防と農林省の砂防は一緒なんだ。名前を行政分野として変え

ているだけだ。だからどっちかへ一緒にしなきゃいかんということを，いっていたん

ですがね。

武藤 そうい う真相は伺えばわかるんですけれども， こういうものは時代がたちま

すと，やはり一つの歴史として見ていきますから，そういう ふうに考えがちなんで

す。というのは時代からいって，日本の治水砂防事業の元祖は諸戸先生だ，それで赤

木先生と田中先生とは，諸戸門下の 2俊英だということになるわけですが，赤木先生

は非常に渓間工事に重きをおき，田中さんは非常に山腹工事に重きをおいたんだ，こ

ういうふうに現に民間の治水事業の歴史を研究している人は発表しておりますね。

早尾 分けなきゃならんからね。どうしたって俊英が対立しているんだから，そこ

になにか，事業のうえに思想の区分がなきゃならん。それでなければ一緒にしていい

んだから……。ー絡にしてならんというところに，なにか見方があるとい うので，そ

の人はそう いう議論を書いたと僕は思うんですがね。

武藤 そういう見方も，あるんでこやざいますが……。

早尾 両省の砂防の見方を一方から見れば，そういうこ とになってもしかたがない

と思う。

7. 諸戸北郎，赤木正雄，田中八百八， 3氏の立場

武藤 諸戸先生は最初，内務省の顧問であった。それが僕らの時代になりますと

一一これは昭和 5年以後ですが，長林省の帰託なんですね。どうして内務省を離れて

農林省に入られたか・・・・・・。

赤木 それは，私が帰って全国の砂防を見るようになったでしょう。故人の窓口は

いいたくありまぜんが，務戸さんは，現場に学生を連れて〈るんだ。そして現場の役

人のいる前で，仕事に対してボログソにいうんだそうです。現場の者はたまったもの

じゃないというんですよ。

早尾 やりそうなことだね。

赤木 若い者の前でボロク ソにいって，仕事ができやせんという ので，私のところ

へあらゆる方面から，非難がきたんです。それで私は河川課長と相談したんですよ。

諸｝ゴさんを内務省の顧問か照託にして，なんの価値があるんだ，現場の人は迷惑千万

だ，解かなきゃいかんというので，パァとやっちゃった。それっきりです。
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武藤 それはいつこ’ろですか。

赤木 あれは昭和の 2年頃。もう一つ，こういうことがあるんですよ。私が14ij二に

帰ってきまして，そのころ内務省は，パラックて、大手町にあったんて、す。私はそこで

はじめて目指戸さんに会った。それまで諸戸さんがあすこに関係していることは知らな

かったんです。そしたら諸戸さんがいきなり， 「赤木君，ょう帰ってきたJ，私は，

「あなたは内務省の第一技術課に関係しているらしいが， それならしょっちゅうきて

くれ」といったんですよ。それに対して， 「だって君，席がないのにどうしてこれる

か」という意見なんですよ。 「それは先生そうおっしゃっても，このとおりバラック

建で狭いんだ，あなたがきてくだされば島さん（課長〕でもわれわれでも相談したい

ことがあるから，きてください」Eいったんですが，おれのいるところがありやせん

という のでこないんです。そういう点もありまして，内務省に関係してもらってもな

んの利するところがない，これは解こうじゃないかというので解いちゃったんですO

早尾 そのころ， あんたと諸戸さんの関係は，多少感情的なことはなかったんで、す

か。

赤木 そこで、はなかった。それからだよ。

早尾 諸戸さんが席がないといったことは， jた林省でいった言葉で知っているんで

すよ。育机をなせ、つくらんか，高等官待遇できているんだから，おれのツクエを当然

つくれといった。だから長林省ではつくったんですO こないにもかかわらず西大路吉

光君と二つつくった。

武藤 業務課ですか。

早尾 公私林認です。旧中君はおそらくは知っているでしょう。とにかくそういう

形式は非常にやかましい人です。たしかにそういうことはいいそうだな。 （笑〕 い

まいうように，赤木さんlまおれに相談せずにヨーロッパへいったとか，内務省へいっ

たんだとかというので，諸戸さんが感情にもっておれば，それはなにかあったかしら

んな。これ（赤木著「砂防事業の難路」〉を読むと，内務省へ赤木さんが入ったこと

を，河合（河合鋪太郎教授〕さんはじめ非常に多として，あすこに林学のポストを一

つつ〈ったんだから，いかなる苦難にあっても，がんばっておわしよ，こういうふうに

いわれたということなんて、す。そのとおりだと僕は思う。諸戸さんは，そんなことは

いわなかったかもしれんけれども……。それと関連して，僕はほかの木で読んだんだ

が，新渡戸さんが一高校長のとき，学生に一席やることがあるんですよ。たまたま日

本の災害の事情を話して，だれか治水のために一生を捧げるような日本人が，この一

高の学生のなかから出ないか，ということをいった。それに赤木さんが大いに感銘し

て，一生を砂防に捧げんとしたということなんで，これはたしかに，内務省の初代の

砂防の神様になるだけの値うちがあると，僕は見たんだけれども，赤木さん，これは

大いに自慢していいですよ。新渡戸さんがはじめてああいうことをいわれたというの
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は，僕は知らなかったんで、す。

赤木 おのときは明治43年でしょう。私は箱根方面にいて困っちゃったんだ0 tかい
て山北まできて，やっと学校へいったら，そういわれたんですよ。

早尾 そうだ。 43年の水害の関係で，ああいう講演をしたんだな。これは法学士で

一時一緒だった人が，なにかの雑誌に書いたんだけれども，赤木さんが出たとは書い

てないんだ。赤木さんの本を読んだら，非常に自分は感銘して校長の演説を開いたと

書いてある。それとこれと一致したから， 赤木さんがそれによって一生を捧げたとい

うことが，僕ははっき りしたんだ。

武藤 そうすると，諸戸先生が内務省をおやめになったのが昭和の初めとすれば，

昭和の初めには，農林省にいらしたんで‘すからすぐ決林省にスられたんですか。

早尾 村田君が営林局長で出ましたろう？

武藤 これは遅いですよ。

早尾 それまでは，村田君が兼務なんですよ。池田円男さんと両方が兼務であっ

た。それが兼務の形をつ〈った最初だと思う。村田君が局長で出て，田中沼が謀長の

イスに就いたでしょう。そのころ赤木さんは地方にいて，そろそろ頭角をゐらわしか

けてきた。そうするとあなたがきてから，池田さんはすぐ引いたんでしょう？

赤木 私がきたときは，やめておった。 三輪君がおったんだから。

早尾 正にかく 2人は両省の技師兼務だと思うんだけれどもな……。それが諸戸さ

んが解けちゃって，結局，赤木さんに時代が移っていって，田中君のところへもきた

というふうに，僕（t見るんで‘すがね。

赤木 とにか〈当時，はっきりいうと両省はけんかばかりするんだ。田中宮と僕と

…－。そして国会では，いや，両省はうまくいっている……。うそなんだ。 （笑） そ

れで両省とも，お互いに兼務をやらしたらいいじゃないかと L、うので，私がむこうに

兼務，田中君はこっちに兼務になったんです。

武藤 私が山林局に入ったのは昭和 7年ですが，内務省技師の赤木先生がときどき

林務課にみえた。ですから，あの方は兼務なんだということは聞いておりましたね。

早尾 とにかく田中君にきくと， 「いや，赤木君とはよく話してるよ，なにも問題

ありキせんJというんだ。と ころが現場へいけば， 僕ばしばしばそうしづ問題に逢着

した。そこで僕の現場の話をいえば，43年の水害のあと，鹿児島県の恰良郡に，宮内

省のR合良山陵という御陵跡というものがある。国有林の志布志事業区だと思います。

そこが水害にあったんです。それを鹿児島県選出の永田良吉という代議士が，帝国議

会で問題にした。 P合良山陵［問題の生れたときは……。

赤木 昭和13年10月15日だ。

早尾 それが最初だ。それから毎年，国会に陳情を出すんです。国有林が伏りすぎ

ているからL、かん， Lliの施業がまずいから荒れるんだ，国有林もこれを保護林に編入
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する必要がある…・－。相手が宮内省関係だから，主主林省は恐縮しちゃって，なんだか

んだ弁解した。その主き僕ば， 7｝く容の跡地を見にいったんでナ。見にいって県;f,f;務課

の人が案内した。 ：蛍林局もきた。内務省関係の砂防をやった人はむろんこなし、。農林

関係だけで現場を案内して見せた。そうすると，これは内務省の堰徒である，これは

農林省の堰堤でゐると，こっちは引き回されて，見るとどっちもこわれているんです

よ。 工事個所が錯綜していて，どこまでが農林省だ，どこまでが内務省だと主張した

って，現場じゃなにも筋が立っていない。 なっていないじゃないかと，僕はし、ったん

で、す。それから帰ってきて， 「ああいう分け方は田中君，だめだ，君がなんといった

って，現場がぐしゃぐしゃだ，両方こわれているから，けんか両成敗だ，地方へいく

と，法林省がやってこわれたところでは，これは7去林省でやったからこわれたんだ，

内務省のところへいくと，これは内務省でやったからこわれたんだ，こ ういう ，お話

にならん」といって僕は復命した。それが今赤木さんのいう現場における錯綜の一つ

の例です。

武藤 私らも当時，現場で、ゃったんでございますが，あの時分，現場におきまして

は，だいたい予算から比べまして，内務省のほうも山林局のほうも，やるべき場所が

非常に多いんでございますね。それに対して予算が少ないものですから，そう現場で

場所をとりっこするということはなかった。むしろ中央の指令によって，尖鋭化した

という函があったように，私は思う んでございますけれどもね。

早尾 中央は 2人なんだから，お互いに兼務的に話し合っているわけで，なにもけ

んかしなくても，いよいよ指令として出るときは，それをいろいろ考えに入れてやっ

たに迷いない。

赤木 私が兼務になったのは，昭和 2年の11月だ。

8. ホフマン工事について

武藤 それより前のE寺代のホフマン工事でございますね，あれはいまでも毎年，東

大の学生が教授に述れられて視察するんで，世間では非常にオ｛ストリア工事の真髄

のどとくいって，あれをもとにしていろいろ批判をする人があるんでございますが

ね。私が見たところでは，あの山腹工事f立法切りのみを行ない，それから下に谷止を

つ〈りまして，ここへ砂をためておけば山腹は自然復旧する，こういう思想だという

ことを，諸戸先生からきいているんで、す。ところが，ホフマン工事が施工されてずい

ぶんになりますが，一つも山腹には木が生えていない。そこで日本の工事というもの

は，オ｛ストリアじキそういうことがあるかどうか知りませんが，やはり山腹工事は

木を値えなければいけないんじゃないか，それが問中さんの考え方で，怒〈いえばオ

ーストリ ア工事の歪曲になりますが，むしろ改良じゃないかという考えをもっている

んです。
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赤木 オーストリアの山腹工事は，当然木を髄えているんです。 とくに木を植える

というのは，外国人は日本の砂防に対しては，非常に関心が多いんじゃないかと思う

んだ。あれは昭和26年でしたか， トノレーマンが大統領のとき， トノレーマン直属の技術

のコミテ ィがありまして，その委員長のロ ー夕、ミノレクというのがきました。そして日

本の治水事業を見ょうというので，わずか 1ヵ月ですが，利根川を見たんで、すね。そ

の間，私もたびたひ’会いました。そして帰るときも，とく に私に会いたいといって，

帝国ホテルてr会ったんで、すが，ふの人が日本にきたいちばん大きな目的は，砂防を見

ることだった。そして日本の砂防を非常に賞揚して帰りました。日本の山腹の値樹は

非常に結構なものだ，ただしロ ーダミルクの説によると， クズとい うものが日本にあ

る，これほどいいものはない，クズを植えたらどうか，というんですよ。いやそんな

ものは，私は徳島県におったときも知っているとおり，そんなもの植えて育つような

山腹なら日本は心配ないんだけれども，そんなものじゃだめなんだ，そうかといって

帰ったんですが，オーストリ アの山腹工事も，全部木を植えていますよ。

（次号につづく〉
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