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近世治水思想に関する一研究

一一酒匂川文命堤の事例を中心と して一一一

高 瀬 和 昌

1. はじめに

富士山東麓に水源を有し 静岡県御殿場以北の小浜流を合流 した 鮎沢川

は，箱根外輪山北側の富士の裾野を北へ流下する。ついで静岡県駿東郡小山

町で須川と合流Lて神奈川県内へ流入する。

この鮎沢川と丹沢山塊に源を発する河内川が，神奈川県足柄上郡山北町で

合流して酒匂（さかわ） JI Iとなる。

酒匂川ははじめ山間部を東方に流下して足柄上郡山北町，松田町で皆瀬川，

内JII，尺里川，川音川などの支川をあいついで合流し，ついで平野部を南下

して小田原市内で最大の支川である狩川を合流して相模湾へ注ぐ。その総延

長 113km，流域面積 587km2（神奈川県内387km2），神奈川県内で第2の河

川である。

この酒匂川の沿岸のうち， 山北町より下流の平野部は「足柄平野」とも呼

ばれ，中世以降は小田原をはじめとし数多くの集落が発展してきた。

当然のことながら， この地方の農地はその用水の大半を酒匂川水系の流水

に依存しており，流域の農民は今日まで用水の確保と堤防の維持に非常な労

苦を払ってきた。

周知のごとく，水田を主とするわが国の耕地は， k代においては治水技術
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上の制約のために， 溜池や山間の小渓流等を主たる用水源として開発されて

いる。

大河川を流下する多量の流水を堰止めたり，利水の前堤となる耕地の洪水

を防禦する事が，当時の土木技術では不可能であったからである。

したがって，最大の水田適地である大河川下流部沖積平野の開墾などは，

近畿地方など上代文化の先進地を除いて，中世以降まで放置されていた。

中世以後，治水技術の進歩によって， このような技術的障害が緩和される

と，それまで未開発で放置されていた地域にも新田開発が行なわれるように

なった。

しかし 戦国の争乱による諸侯の対立，抗争等の社会的障害に阻まれて，

各地の新田開発も一定の条件下に制約されていた。

前述のように大河川流域中でも，下流部の沖積平野は最大の水田適地であ
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るが，これを開回するためには耕地を水害から守る長大な堤防を必要とす

る。

中小の戦国大名が割拠していた当時は，河川が政治的な勢力圏の境界とも

なり，対岸の築堤を他方の領主が妨げるなど，たとえ技術的には可能であっ

ても，なお新田開発を阻む悪条件が存在していた。

社会的制約の除去が技術的障害よりも，開発の条件としては重要であった

のである。

もちろん戦国大名は戦力増強のためにも，その裏付となる領内の人口増加

と生産力拡大には強L、関心を示しており， 領内振興のため，各大名は廃村復

興や新田開発を奨励している。

中州武田氏や小田原を本拠とした北条氏など有力な戦国諸侯は，いずれも

領内において大規模な治水事業や新田開発を行なっている。

彼らは単に他領へ侵攻するだけではなく，戦闘によ って獲得した新しい領

地を復興させ， l~I 領の経済力を一層充実させる こ とによ って，次の領地拡張

戦の基盤としようと企ていたからである。

足柄平野も北条氏当時から治水工事が進められていたものと思われる。

このころには一般に沖積平野の開発が不可能な地域においても， 洪積台地

の開発は始められていた。

小渓流上流の山麓部に取入口を設ければ， 水害のおそれも少なく，下流へ

用水を導くことは技術的には割合に簡単であった。

これは主として高低差の測定，すなわち水準測量と流路に散在する転石を

破砕する技術があればよいのであり，戦国時代に発達した築城等の軍学や開

発が進んだ鉱山技術がさかんに応用されたものと思われる。

むしろ取入口から下流の耕地までの区聞が同一領主の施政下になければ，

他領主の介入によ って用水路開削がきわめて困難になるとし、う社会的条件の

是正のほうが重要であった。

やがて徳川幕府の成立によ って近世封建体制が確立し， 全国の政治的秩序

が安定すると，各藩は前時代にも増して新III開発を行なうようになった。

幕府は諸大名の勢力削減を目的として御手伝普請などの大土木工事を行な

わせたか参勤交代の制度を定めたが，これらの処置が幕初から各落の財政

窮迫の一因となっていた。
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このため各藩は新しい財源を確保して，経済状態を改善する必要に迫られ

ていたのである。

経済基盤を土地においていた当時としては，各藩はいずれも耕地の拡大を

めざしたが，もとより戦闘による拡大は不可能であり，あいついで大規模な

新田開発に乗り出 している。

耕地の拡張は担税地の拡大であり，領内の生産力の充実という経済目的

と，これを可能にした治水技術の発達，大河川流域全体を領有する有力封建

大名の出現などの政治的安定等の諸条件が背景にあるためで、ある。

こうして近世になると，これまで放置されていた大河川流域にも新田開発

が積極的に進められるようになった。

この地域は戦国以来，不安定な条件のもとで，あるていど開発が進められ

ており，なお一段と開発が進められる可能性を残していた。

すなわち， 「利水は中世を通じて発展し近世に なる と治水によって利水

の一層の発展を期待しうる段階に達していたと考えられる」（小出博 『日本

の河川』） のである。

利根川における治水事業の進展と新田開発の増大などは，その好例といえ

よう 。

このような大河川下流の平野が，広く近世初期まで放置されていたのは，そ

の地域を水害から防ぐに足る施設を施すことが不可能であったためである。

その理由は前述のような社会的条件に原因がある例， 技術的な困難によ る

ものなどいろいろあるが，いずれにして も水害の防除が可能となるならば，

社会的障害がない限り開発が進められるようになったのである。

今日，現存している水利用体系内に一見して不合理（現代からみると）に

思える水利秩序が維持されているのは，当時の水の利用者と社会的な諸条件

との妥協の結果であり，水利秩序はそれが形成された時代の社会的 ・技術的

条件と歴史的発展過程の集積といえよう。

このように新田開発をはじめとする利水卒業と治水事業とは密接な関係を

なしており，足柄平野についても近世初期以降開発が進められているが，そ

の影にはたび重なる水害の歴史と治水事業の進展があったわけで、ある。

こうした環境のなかで形成された水利用の体系が今日まで続き，足柄平野

の水利秩序を形づく っているのである。
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酒匂川の水利用については，すでに神奈川県の依頼で水利調整研究会の新

沢，佐藤，安井，華山，志村，岡村の諸氏が調査を行ない優れた調査報告書

が刊行されているが，本稿ではそのなかで述べられていない治水の歴史と治

水家田中丘隅の治水思想について述べることにする。

酒匂川の治水事業には，江戸時代の経済家として著名な多くの人物が，さ

まざまな機会に関与している。蓑笠之助，辻六郎左衛門，井沢弥惣兵衛など

の地方巧者，治水家，あるいは二宮尊徳、や名奉行大岡越前l守の名まで見受け

られる。

これらの人物のなかでも功績がし、ちじるしいのは，農民出身の田中丘隅で

ある。彼によって酒匂川の治水は一応の完成をみているのであり ，今日まで

存する文命堤を築いた田中丘隅の業績と治水の理論は，前出の人物の中でも

特に優れたものであるが，史料不足も原因して今日まであまり知られていな

L、。

本稿では田中丘隅の治水思想、の一端を，酒匂川の改修事業と対比させつつ

調べてみた。

2. 岩流瀬を中心とする酒匂川の水害と治水の歴史

丹沢山塊西端の渓谷を北東へ流下する酒匂川が足柄平野に出て，直角に方

向を変える地点は一般に 「岩流瀬 （がらせ）」 と呼ばれている。山間部を流

下してきた酒匂川は，岩流瀬から足柄平野へ広がり相模湾、へ注いで、いるので

ある。

地形からも明らかなように，岩流瀬は急流が激突する個所であり，この付

近の堤防維持は足柄平野の農地保全のためきわめて重要であった。

まず，足柄平野の水害の歴史を象徴しているともいえる，岩流瀬を中心と

する酒匂川の水害 と治水の歴史を述べてみる。

岩流瀬付近は平野への展開部に当たっており，下流平野部の農業用水は落

差の関係からこの付近より取水しているが，地形から判明するように岩流瀬

付近は足柄平野の治水上の弱点となっている。

この付近が破堤すれば，たとえ下流部が堅固な堤防で保護されていても，

足柄平野の大半は水害をうける。

これに反し，酒匂川の左岸流域は，松田町よ り下流の大井町およひ．小田原



78 

市に至って初めて平野となる。 これより上流は集落，耕地が台地上にあり，

水害に対しては右岸よりも安全であった。

いわば酒匂川右岸平野の安否は，この岩流瀬付近の治水の成果にかかって

いたわけで、あり， この事情は今日でも変わらない。

このような事情で足柄平野， とくに岩流瀬付近の農民が払った労苦は甚し

いものであった。

後年， 二宮尊徳が作成した 『大口堤沿革史』に収められている 「小田原北

条以来代々御城主並御代官所録岩流瀬万治度より寛政度迄堤切追々修復一件

記録」によって調べれば，万治3年（1660年）より正徳元年（1711年）まで

の50年間の治水と水害の歴史はおおよそ次のとおりである。

(1) 万治 3＇.年8月 （1660年9月）

岩流瀬土手欠壊

(2) 天和2年（1682年）

小田原藩 （稲葉氏）が岩流瀬土手に築堤。旧堤が欠壊した後の復旧工

事である。この長さ 140間（敷18間，高 3間， 馬踏7間）

(3) 元禄8年7月 （1695年8月）

岩流瀬土手欠壊，小田原藩（大久保氏）が復旧

「長百間 （敷十八間，高三間，馬踏七間），川表立穫すみ出し三十問，

表牛龍六聞の出し七個所を施工」

とある。築堤のほか 「出し」（水制）を施工して流水の規制を企てている。

これ以後は工事に際して，築堤のほか必ず出 しを施工するようになって

いる。

(4) 元禄13年6月 （1700年7月）

再び岩流瀬土手欠壊，小田原落で再復旧（規模，構造は（3）と同じ）

前回の工事では松丸太を打込み，その上へ切石を敷いて基礎とし法

先洗掘防止のため径1間もある転石を 2個積み上げて堅聞に築いた堤防

であったが，上流の脆弱個所が欠壊したため堤内から洗掘されたようで

ある。

(5) 宝永2年6月 （1705年8月）

岩流瀬土手欠壊，翌年復旧。この工事では多量の大石を使用 し，石工

はとくに大阪より呼び寄せている。また，これまでのたびたび、の出水で
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乱流し，広くなっていた川幅を50聞も狭めている。

「長百間川表横五間高二聞大石釣持大坂より石屋山兵衛と申者参り築

立申者，裏土（平敷十間，高三間）ーの出三十聞大石表牛寵大口土手元

より八十二問先より長七卜間高九尺敷七間之亀の甲出 し」

とある。

(6) 宝永4年11月23日（1707年12月16日）

富士山が噴火した。

「昼の八ツ頃より富土山焼出，石砂駿州相州武州三ヶ国に砂降り麦作

一切無之候，十二月八日朝迄十六日の間降り申候，砂深さー尺七寸五分

の書上，田，畑，砂埋に罷成青物は無之……」

とある。また著者不詳の地方書『農業狂歌』 によれば，

「宝永年中十一月富土山焼候節，相模国武蔵国砂降田畑へ焼石並砂ふ

り候，相州駿河へ近き場所へは石ふり候」

とある。このような被害を受けて困窮した酒匂川流域の各村は，小田原

藩へ田畑の復旧費（砂はき料）と救助米の支給を求めて救済方を願出

。
た

しかし財政事情の窮迫していた藩は，農民達に対して救済を確約でき

ず，各村は代表を江戸へ送り幕府へ直訴しようとした。

驚いた藩当局は使者を先廻りさせて藤沢，神奈川，品川の各宿で説得

し，辛じて引返させた。

「品川寺へ皆寄せ此度砂はき料の儀は（幕府より）何分御拝借被遊被

下置候間，罷帰候様被仰渡候故，品川より帰り二万俵之米村々へ受取割

符に受取申候」

と 『大口提沿革史』には記録されている。

幕府も宝永5年 1月には，次のように救助策を命じている。

「武州相州駿州、｜三ヶ国之内，去冬砂降村々，千今其位にて差置候 由相

聞候，当春耕作前砂取のけ候様ニ，地頭より可被申付候，大分砂積，村

中百姓之自力にて難儀ほとの村々も先取か L り，砂片付之儀可被申付

候，重て吟味之上御救も可有之候，其内飢不申様ニ可被入念候 委細荻

原近江守可被談候 以上

正月」



80 

小田原領の場合．領内の被害はいちじるしく，藩政の維持が危 くなっ

てきた。

このため宝永 5年 1月18日．すなわち救済策を示達 した2日後には，

足柄上郡の69ヵ村等 197ヵ村5万 6,384石余の相模，駿河の所領は天領

として上地し， 岡高の代替地を美濃，三河，伊豆で受領した。 朱印高の

5割にあたる。

こうして天領となった酒匂川筋を中心とする足柄平野に，幕府によ っ

て再び改修事業が笑施される ことになった。

小田原藩の経済カが貧弱なため，幕府が代わって行な うもので，諸大

名にも手伝を命じている。

工事は堆積した土砂の淡諜と築堤よりなり ，

「正月十八日 より御領所に被仰付，伊奈半左衛門様御支配に罷成 川淡

御普請入札にて金六万三千両にて石屋半四郎土手方は二万二千五百両に

て冬木屋善太郎手代三郎右衛門清兵衛受取申候，御手伝松平伊予守様，

小笠原左近将監様，松平讃岐守様，土井甲斐守様，御普請は三月十六日

より六月十日迄仕舞・…・・」

とある。

しかし降砂の堆積 と累積した流送土石のため河床の上昇はいちじるし

く，わずかの、凌深て、は；役に立たなかった。工事完了後12日で岩流瀬は再

び出水により破堤している。

被害状況は，

「御手伝様方西大井より酒匂迄小川は押切川，中村川， 皆瀬川， 内山

川，山川，下請にて川凌い噌 川は所々より ，二丈，三丈，四丈，五丈も

高く成候故， 同二十二日満水にて岩流瀬大口押切，田畑，家屋敷，押埋

申候」

とある。このため酒匂川流域各村の農民の激昂は甚しく， 老中への訴え

となり，普請役等の処罰が行なわれた。

『大口堤沿革史』は，

「此度は御老中井上河内守様，訴状龍ロにて大勢にて差上申候放，半左

衛門様は御切腹，御手代噌元〆役‘役人衆は御替……」

と述べている。
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第2図 岩流瀬付近地形図

同 町

岩流瀬破堤のため幕府は再び復旧工事を行なったが，収穫皆無となっ

た農民は普請の賃米で、辛じて生活していた。

「御公儀より麦種代馬之飼料被下置此度は御普請之御蔭にて御百姓相

続仕候。此節大井川より人足参り川倉を竹へきにて結立申候， 此御普請

は都て藤にて結申候此節下請仕候者は殊之外負申候」

とある。

前回の経験から川倉の木材結束を竹 へき（竹扮：肉部を取除いた竹

皮）から藤つるにかえている。おそらく流下土石の激突によって川倉が

解体されたためで、あろう。

このため請負人は大損で、あったという。

なお工事について記せば，

「（宝永5年 6月に）満水にて大口岩流瀬押切申候，同六乙丑年十一

月九千九百五拾両にて丹波屋請負大口よりは修復，大口は長七百間川堀

〆切土手元より長百間赤土土手川表長百間，横四間，高サ三間皆龍にて

十文字に積立申候，岩流瀬土手は無御座候」

とあり，工事の規模も護岸等に限られ，大規模な河川改修はもとより耕

地の回復も行なわれていない。また岩流瀬の築堤は断念している。
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(7) 宝永6年（1709年）

その後も各村は堤防の延長を願出ており，

「大口通危御座候に付，御普請御願に，村々江戸表へ罷出，為御見分御

勘定頭中山出雲守様，街l目附河野勘右衛門様川通御見分噌・－…大口文殊

院屋敷より金井嶋孫三郎之家脇まで横百間，土手相引， 吉田山I＇.）迄（ 敷十

二間，高二間半，馬ふみ五間）川表横龍六七間之龍出し，数ケ所土手表

御修復，山北掘割は十一月九日より，同廿六日迄惣仕舞・・・」

と述べている。今回も堤防のほか，水tf,IJとして龍出しを数 カ所で行なっ

ている。

(8) 正徳元年7月27日 （1711年 9月12日）

再び大口土手欠壊，これ以後享保12年まで岩流瀬付近は無提のまま放

置された。

このように連年のごとく水害をうけた足柄平野の農村の生活状態をみ

ると，各村の困窮は甚しい。とくに富土山の噴火による降灰の被害に加

えて，数回の出水による水害があり， 享｛呆期には一段と深刻な状態に陥

っている。

享保期の足柄'17・野の農村の一例を示せば，次のよ うな事例がある。

岩流瀬付近の竹松村の状況を享保6年の 『相模国足柄上郡竹松村鏡

（鑑）書上書』でみると，万治元年検地による 村高は 969石 7斗 9升 7

合（田67町 9反 7畝 1歩，畑 8町 6反 3畝20歩）であったが，これの現

状は， 「但しT1可作毛壱反に付，米五俵より六俵迄．麦壱石より弐石迄取

E~候得共酒匂大川之水上，大口堤拾四年以前子 （宝永 5 年）之六月満水

にて，堤押切，右之田畑居屋敷共に石川原に罷成候」 とあって完全に集

落が滅失している。この村の生活状況は，

「ー， 当村之儀者前々水損，早損無御座候，用水掛りも 自由に御座候

所に．砂降，水損に逢，田畑居屋敷迄砂埋に龍成｛民他村借地に

小屋掛ケ仕，惣百姓及餓死に申候

大豆，小豆，御醤油，麦，代物被下置， 差上申候得共， 砂｜白

水損故，田畑潰れ候間差上不申候

縄，糠，藁其外，諸御役相勤申候得共，砂降 り水損故御赦免に

て出 し不申候」



高額近l!!:rf；水思想に関する一研究 83 

とあり，年貢その他の貢租はま ったく行なわれていない。完全に荒廃に

帰したため免除されているのである。

家数91軒のう ち温士山噴火以来50軒も減少して，わす．か41軒となって

おり，その内訳は小百姓30軒，無回 7軒，水呑 4軒である。 したがって

人口の減少も深刻で. 571人が 188人に減少している。

減少した 389人は出家 3，病死 25，餓死 184，奉公，出稼その他の離

村者 183となっている （誤写があったら しく合計では 395人となる）。

人口の減少に加えて，当然、家畜も減少しており， 宝永年聞に58頭もい

た農耕馬が皆無となっている。

このようなあ りさまでは，村内の生活も極度に窮迫しており， 「ー，

当村御年頁米，砂降，水損故御上納不仕候」 とあるように貢租が免除さ

れているのである。

翌享保7年 9月に竹松村より寺社奉行あてに提出 した 「相模国足柄上

部竹松村一紙目録」によれば．家数は 46軒 （組IiJ.l2，本百姓 32，無出

12）であり，人口は 189人 （出生3，死亡 2、前年比 1人増）である。

離散した村民の数i斉は進んで‘おらず，村内居住の46軒以外は，怒田村

地内に18車f，弘西寺村地内に28軒が借地して辛うじてノI：.活していた （家

数は 1軒増）。

この竹松村をは じめとし 酒匂川流域の村々は天間となり，復興期間

中は責租が免ぜられてはいるが，農民の自力による荒廃農地の回復はお

くれていた。

このため享保 71F司には幕府は次のように命令を発し，すみやかな復興

を促している。

「享保七年八月

御勘定奉行え

大久保加賀守元領分

相州大川通

高弐万百石余 砂積リ候村

先年小田原領相州大川通砂｜均荒地之村々願ニ付，御引替被下候，

右村々少々起返｛艮得共， 過半荒地ニて有之候処連々起返りニ可相成趣

ニ候間， 当年ーより七ヶ年程之内，右村々起返i侯様可被申付候，依之普
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請等申付ニて可有之候間，今迄起返り之所今年より御取毛致収納，普

請等入用差加可申候，七ヶ年迄に起返候ハ，.－ .右村々如元御引替可被

下候，若悉起返り不申候共． 右年賦相過候ハ，.－ .縦荒地多候共御引替

可有之候間，可被存其趣候

八月

右之趣，大久保加賀守え申渡候間．司被申談候

宝永5年に上地した 197ヵ村のうち足柄上郡10ヵ村など47ヵ村は，享

保元年に小田原領へ復帰したが、他の村は回復が進まなかった。

このため幕府の方針として，期限までに復旧が進まなくても小田原領

へ戻すと指令して，年貢の免ぜ、られている村々のすみやかな復興を督促

しているのである。

そして各村復興のため享保6年に小田原藩は酒匂川の普請を命ぜら

れ，入用のため足柄上郡59ヵ村．同下郡12ヵ村が預り村として引き渡さ

れたが，岩流瀬の築堤が失敗したのち，再び上地 （享保11年）されてお

り，一片の命令だけでは，たとえ年貢の免除が行なわれても各村の自力

復興はおぼつかないのが実状で、あったようである。

旧小田原領の村が再び小田原領へ復帰したのは，上地してから36年後

の延享元年（1744年）であった。

以上が享保期までの水害と，その対策の概要であるが，極度に疲弊し

た農村は竹松村の例でもわかる ように，自力によ る復旧は容易には進ま

ない。

かく して田中丘隅による享保11年の大改修と，幕府の資金給付によっ

て強力な復旧策が実施されるのであるが．こ こで当時の治水思想、につい

て少し述べておきたい。

治水技術と密接な関係を有する新田開発についていえば，おおむね享

保期を境に前後2期ぐらいに分けて，その開発政策を検討するのが適当

であろう。

すで・に述べたように，江戸時代前期の新田開発の特色は．開発の奨励

と促進である。

しかし元禄頃から， しだいに新田開発は抑制されるようになっ てき
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た。

開発者が団地の拡大を急くあまり，古村の肥料源たる林場（採草地）

までも開発したりして，村落維持のためには支障となるような事例が顕

著になったためである。

岡山藩の重臣であった熊沢蕃山は著書『大学或問』で新田開発を論じ

て，新田5万石を開発するため，上回 1～2万石が潰されることの不当

を指摘し

「水所の水をぬきて，洪水の水よけするばかりには，ょく したな らば

壱万石の古地は損すまじ下に新田を発し水をかけんとする放に，多く

の古地を損ずるなり，新田の多きは国の為よろ しからず，おこさ にるに

は白しカミじ」

と述べている。前期における代表的な見解といえよう。

同様な理由によ って，畑作地の開発もむしろ抑制されていた。新田，

新畑の造成は，ただちに自然肥料供給源の減少をもたら したからであ

る。

このような反省にたって， 幕領における町人請負による新田開発が禁

止（貞享4年＝1687）され，各藩も地方知行を有する有力藩士の新田開

発を禁止して，中間領主層の実質的な消滅と領主への権力集中策を実施

している。しかしこの政策にも転換期が生じている。中央政権の担当

者であり，全国最大の領地を保有する大領主でもあった幕府は，徳川吉

宗による享保の改革以降，前時代の新田開発の行過を反省しつつも，さ

らに開発を促進するための施策を実施して農政の大転換を企てている。

まず享保7年7月には新田開発奨励の高札が日本橋に立てられ，町人

請負新田の開発禁止令が事実上撤回されている。

このほか積極的な年貢増徴を目的とする法令も次々と発せられている

が，その最大のものが享保11年 8月下達の 「新田検地条目」である。こ

れについては数多くの研究が発表されているが，木村礎氏は著書 『近世

の新田村』のなかで．

「……享保期農政の露骨な年貢場徴策への転換とし、う事態を最も鋭く

示すものなのである。（中略）寛文～元禄ごろの支配的な政策だった本

田重視策から転回して肥料供給源たる林野を潰して大々的に畑作地の開
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発に乗り出 Lたこと。これは年貢増徴涼の一環として畑作年貢の収奪に

乗 り出したこ とが挺子となっているが，それを可能にする農業技術の発

展によって支えられ政策といえるだろう。 ……」

と述べている。

このように新田 ・新畑の開発を積極的に推し進めるためには，農業面

においては従来の自然、肥料中心から一転 して購入肥料の導入を必要と

し治水面においても一層の技術的な進歩を必要とする。

新たに開発が指向される土地には， 当然それまで放置されていた大河

川下流の低r11~地滑が含まれてくる。

このような地域を開発 し，さらには開発された新回を水害から守るた

めには，これに対応する治水技術が必要となることは明らかである。

ここに当時の利水と治水の思想の転換と， これに基づく 土木技術体系

の再編成が急務となってきた要因をみることができる。

3. 当時の治水思想と技術の体系

治水に関する現象の解明と工事に使崩する材料は時代とともに発達 してき

たが，その基本となる原理は国，地域を間わず古来より現在に至るまで一貫

して不変である。

いわゆる堤 （つつむ），疏（わかっ）．波（さらう ）の3原則で，これらを

適究組み合せて洪水流と土砂の流下を調節しているわけである。

治水技術は科学投術のなかでも最古の歴史をもっといわれ， 各地方におい

て上古よりさまざまの経験に基づく土着の技法が発生 していたものと思われ

る。

これら土着の技法に戦国末期以降は， 41:学的土木技術が加わり，戦国大名

の領内充実策によ って利水のための事業がさかんに行なわれるようにな っ

た。このため治水技術は理論的にも，技術的にも一段と進展し， 各地におい

て体系化された治水術が形成されている。

このなかでも武凶信立と，その家臣団が発展させたといわれるlfl外｜流の治

水技術が名高い。

これは甲州地方の荒廃渓流を治めるために工夫されたもので．築堤と これ

を保護する護岸，根回工，激流の流速を緩和する水制工を組み合わせて水害
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を防ぐことに特色があった。

なかでも水制工は透水備造を有する各種の牛類の考案にみるべきものがあ

り，この工告とは武田氏の勢力伸張とともに中部，東海地方へも伝播していっ

Tこo

わが国の上代の水制工は柵工と杭工であったといわれる。 これは河！氏が泥

砂である緩流河川には適するが，関東や中部地方のような砂磯，転石の散在

する急流河川では施工がむずかしい。このため中世に大陸より伝来した蛇龍

を加えて，杭の役目を代用する牛類が考案されたものと思われる。

木曾，揖斐，長良の美j民三川の流域に発注した美濃流の治水術も転石や砂

礁の多い河川に適 した治水技術で、あり，近世においては甲州流の影響を受け

ている。

これら関東， 東海地方に発達した治水技術を集成して，近世前期の治水技

術の中心となったのは伊奈家に代表される関東流である。

これは幕初に関東部代であ った伊那家に集積された技術体系で、あり，江戸

幕府の定法として採用されたため関東流と呼ばれ，一名伊那流とも呼ぶ。

伊芽11家は戦国期から伊那谷を領有し， 天竜川の治水工事等を通じて，早く

から甲升｜流や美濃流の技術も吸収していたらしい。

このようにして伊那家に集積された技術，知識， 経験はやがて体系化され

て各地に適用できる普偏nーを備えるよ うになったため，伊芽11家が幕府技術官

僚の中心的存在となると諸国の地方役人層に採用され．関東流は大技術者群

を擁する流派となり ，近｜止前半の治水技術の某木知識ともなった。

この関東流治水技術の特色が発揮され司その治水思想がとく に顕著である

のは利根川水系の改修工事であろう。

従Ull氏の関東入部後，江戸市中を水害から防ぎ同時に東北地方とくに伊達

藩に対する外濠の役割を負わせるため，東京湾に注いでいた旧利根川を東遷

させて鬼怒川へ合流させた。

この事業では，流量の増大する新川の最下流は低湿地として放棄し ま た

流路には乗越堤や霞堤を設けて増水時には溢水させることに した。

また広く流作地 （遊水池） を堤内に用意し 耕地，集落の保護のため控堤

を築き，さらに印施沼，~ヶ浦等をも 巨大な遊水池として治水体系に組み入

れている。
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このような治水体系では，河道は俗に 「ー里四十八曲」といわれているよ

うに，蛇行部分を多くして流速を速めない工夫をしている。また年々の出水

のたびに流送された腐植土の堆積作用が行なわれ，耕地の生産力維持にも貢

献していた。

菊地利夫氏は関東流の土木技術体系について，「防災的であり，さらに購入

肥料に農業経営が依存せざる村落には村落成立の基本条件でもあった。自給

肥料の農業生産力段階に止ま っている村落に適応した土木技術であり，かか

る技術体系はまさに生産力水準の表現」であったと評価を下している （『新

田開発』110頁）。

このよ うな近世前期の治水技術の中心となった関東流に代わって，近世後

期の主流となった技術は紀州流であった。

関西方面において発達してきた技術としては，当時の農業先進地であった

淀川流域や大阪平野において形成された上方流とでもいわれる技術があ っ

た。

関西における治水技術は上方流を源流としているが．元禄前後の新聞開発

の停滞期においても，近畿地方ではさかんに新田開発が行なわれ，土木技術

の発展にもみるべきものがあった。

この技術の中心地となったのが紀州藩であったため，関西系の技術を紀州

流ともいう。

紀州藩主から 8代将軍職を継いだ徳川吉宗は，享保7年（1722年）に紀州藩

普請奉行井沢弥惣兵衛為永を幕府勘定所へ登用，土木技術の中心へすえた。

彼の登用は， 「元禄期に進歩した上方流の土木技術をも って享保改革の経

済的基礎と しての新田開発を幕府領全体にわたって盛んなら しめる」（菊地，

前掲書）ことにあったわけで、ある。

これ以後，紀州流が幕府治水技術の中心となり， 当時の治水政策に適合す

るよう必然的に技術体系の再編成が行なわれた。その主たる利水と治水の思

想、は，関東流の「一里四十八曲」とも呼ばれる屈曲に富む河道を廃止しこ

れを直線的に，強固に改修して，在来の流作地へも新田開発を行なうにあっ

Tこ。

このためには長大な連続堤を必要とし出水時の水勢を緩和して堤体を維

持するために各種の根回や水制工を必要とする。
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もとより紀州流も単独で、発達した地方技術で、はなく，他地方の技術との交

流もあったわけで（井沢弥惣兵衛も幕府に登用されてからは，旧美濃流の技

術者を配下にもつ美濃郡代を勤め，また甲 ・信両州の治水工事を指導するな

ど各地の工法を見聞する機会もあったと思われる），とくに近世の工事では

水制工は甲州、｜流から採用している点が多いが，その特色とする点は堤体補強

にある。

しかし当時の技術水準では当然のことながら，このよ うな工法による治水

工事の進展は，出水時の流量増加をもたら した。

常陸の人，真壁用秀は著書『地理細論集」において，紀州流の普請法を採

用して以来，破堤その他の水害の続出している事を指摘し

「古来は左のみ大破無之事と相見，御損地も只今程は無之事と被存 候，

享保之始宝永頃よりも普請丈夫に出来，水行直路掘削等被仰付，次第に水

勢強相成，今に至て不得止事，普請丈夫に不仕立候ては不叶様に相成候，

川瀬はー里四十八曲と申候て，縦申習せし通不曲は悪敷也，大水に成候て

は，堤の上迄越押開候故，何方迄水押開候共，水の勝手次第に可押聞事古

例也」

と洪水の越流溢水を通例と した関東流治水思想、の特色と，これに代わった紀

州流の普請の結果を述べている。

しかしこれは紀州流の技術が関東流よりも劣っていた結果ではない。

紀州流を主とする治水工事が関東流にくらべて，一段と強固な堤体を有す

る連続堤を必要とするようになったことは， 当時の政抜が年貢増徴を目的と

して生産力増強→土地利用の高度化を目指し，幕府の治水工事がこのような

目的に適合するような形で施工されたための必然的結果で－あるう。

いわば新国開発と利水体系に関しては，当時の先進地であった近畿地方で

形成された紀州の治水技術が，ょうやく この状態に近づいてきた関東地方に

も適用されるようになったのである。

前時代には流作場に濁流が流入しても 「水害」ではないが， この不安定な

土地が開国されれば，洪水は必ずその前面で防禦しなければならないのであ

り，提体の強化は流作場開田のための必須条件となってくる。

そのため一度破堤すれば，その被害は前時代よりも甚しいものとなってき

たのである。



90 

つまり治水が先行して耕地の保全を確実に行ない，利水がこれに続くので

はなく ，まず不安定な土地への聞出の要求があり，これを保証するために治

水事業が進められているのであって，利水が先行しているのである。

し、し、かえれば耕地は，前時代よりも水害を受ける条件が増してきたわけで、

あり， 生注力増大の要求 （利水）とし、う社会的要素が水害激化の要因ともな

っているのである。

酒匂川流域についても近世初頭以降，流域一円が小田原領となり，沿岸の

沖積平野に開発が進むにつれて噌足柄平野に広く拡散していた洪水を河道内

から硲れることな く流下させる必要が生じてきた。これにつれて水害の激化

が目立つようになってく るのである。

これは当時の治水技術が 「生産力水準の表現」（菊地氏，前掲書）であっ

たことを考えれば当然の結果ともいえよう。

4. 文命堤の築堤と田中丘隅の治水思想

吉宗に登用された井沢弥惣兵衛は幕府土木技術の総帥として印旗沼，手賀

沼，紫雲寺潟など数多くの新出開発と治水事業；を指導し，とくに見沼代用水

の開発者として著名である。

酒匂川の改修工事についても井沢の指導が行なわれたが，地方巧者たる彼

もこれには失敗している。

『新編相撲国風土記稿』は岩流瀬付近の堤防について，

「旧は大口堤とて，尋常の堤なりしが，洪水のため屡崩l要して，里氏 の

憂多かりければ，元禄中井沢弥惣兵衛正房干時御勘定吟味役，水利の事鍛

錬なり しかば永く此水災を防禦せん事を思慮せしかども，遂に果さず」

と述べている。も っとも紀州、｜流 2代の正房の在世は正徳4年（1714年）～明

和2年 （1765年）であって， 元禄｛［＇－ 間勘定吟味役とあるこの記述は誤りであ

る。

これは享保7年に幕府へ召出された初代為永が改修計画に関与し 成功し

なかったことを誤り伝えているものと思われる。

享保7年 8月に勘定所へ出仕した為永は，琵琶湖沿岸，山城，摂津， 河内，

和泉，播磨の新田検地と河川視察を行ない，翌8年6月に江戸へ帰 っ て い

る。
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なお帰路，彼は大井川， 富士川，酒匂川，金目川 （後者引｜｜はし、ずれも神

奈川県内にある）の諸川を視察している。

この間，酒匂川流域では享保 6年に小田原藩が改修を命ぜられ，前記のよ

うに足柄上郡の天領の村も一時， 預村として小田原藩の支配下に入った。

同年小田原藩を中心にして岩流瀬より下流の改修工事が行なわれたが，こ

の工事も降雨出水によって失敗している。

この工事の概要は，『大口堤沿革史』によれば次のようであった。

「享保六辛丑年，大久保加賀守様御支配に罷成，小屋西大井村上に掛り，

大奉行伊藤郷右衛門様，熊本助太夫様，其外小奉行衆，大口土手下猪之宮

より ，延沢迄大口にて石倉土手，延沢より曾比横まで，砂土手表龍，是よ

り大口より吉田嶋より下御修覆，吉田嶋より金井嶋班目（まだらめ）村に

懸り，御手伝藤堂和泉守様被遊候，土手表より元ノ古土手通三十間，五十

間，七十間程，岩鼻， 岸村御林より ，長五聞に五尺廻り之松丸太元をとが

し，三角に鎮はめ，拾五六木立，矢倉にてゆり込み候得ば，大口岩，河原

故少も入不申，大水に流申候，御普請時明不申1民放，川崎田中丘隅様御見

分に被参｛良 御公儀へ積 り被上，小田原は上り ，丘隅様御普請…・・・」

このように再び行なわれた工事も失敗し流域各村の復旧も進んでいな

い。前出の享保年の復旧促進の命令は， こうした状況の下で、下達されたもの

である。

そして流域農村復興のため，再び幕府によって改修工事が行なわれること

になった。

この工事を指導したのが田中丘隅であった。彼が酒匂川の改修に関与する

ようになった事情は， 『新編相撲国風土記稿』 によれば，

「享保中に至り，大岡越前守忠相，更に公命を奉じ心せしかど猶功 なら

ず，然るに武州の川崎宿に，田中丘隅と云者あり， ……才力世に超たりと

聞，忠、相議して堤防経営の事を委ぬ」

とある。

ただし大岡越前守が治水を担当したのは短期間で、あり，彼によって丘隅

が見出されたとするこの経緯には疑問がある。将軍側近の成島道筑の門人で

あった丘隅は，道筑の手を経て『民間省要』を将軍吉宗の上覧に供して幕吏

に登用され，井沢弥惣兵衛の指揮下にあって酒匂川の普請に従事したものと



92 

思われる。

ふたたび 『大口堤沿革史』 の記述を引用すれば，

「享保十一丙午年川崎町田中丘隅様御普請本方にて岩流瀬土手長百二十

間（敷十八間，高サ三間，馬ふみ七間） 川表立枠，弁慶枠段々くひ違いに

出し，川堀，〆切，大口百間より下金井嶋横境上迄，砂土手，JII表立寵枠

出し，……同七月出水にて．下吉田嶋曾比境より土手押切申候，丘隅様宿

向原花蔵院にて，正月廿七日枠之入札取被申候，川村大工落札にて仕立申

候．材木は丸山御林より出申候」

とあり，この工事の完成によ って岩流瀬より下流の堤防は再築されたので・あ

る。

これまでの工事を検討すると．破堤の最大の原因は激流による堤体の洗掘

にあったようである。これを防ぐためには根回を施工して堤体を保護し同

時に水制を設けて水勢を緩和する必要がある。

ただし水制の選択を誤ると，7.K勢緩和の目的を損ない，はなはだしい場合

は逆効果ともなる。

水制は同一工法で水制と根固工の二目的に併用される場合も多く，両者の

区分は必ずしも明らかではないが，一般的にいえば水制は流水の方向を変え

て河身へ流し間接的に堤体を保護するものであり，根固工は堤体の脚部を洗

掘から保護するものである。

橋本規明氏は北陸地方の急流河川工事に従事した体験から，急流河川の特

イ生として，

(1) （流水の）強烈な破壊力

(2) （季節による）流水の枯渇

(3) （土石の流出による）河床の異常低下

(4) ((3）の結果としての）河心のはげしい変動

の 4点を指摘している （『新河川工法』 5頁）。

同氏はこのような特性にかんがみ，急流河川工事においては，堤防よりも

s護岸や水制などに主眼を置くべきであると述べ． 「河川工法の 基幹をなすも

のは根回工にあり」とまで断言している。

この場合の根回は， 当然水制的な機能をも保有する根固工をさしているも

のと思われる。
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酒匂川における岩流瀬のように，急、流が激突する個所へ連続堤を築いた場

合は，堤防前面に強固な根回兼用の水制を設置して水勢を緩和し堤体を保

護する必要があることは明らかである。

水制工はその構造よりみれば，透過水制と不透過水制の 2種に大別され

る。

一般に後者は流水の抵抗が大で，渦流を生ずるので，これの施工は好まし

くないとされている。

しかし牛類に代表される透過水制は，多量の土石を含んだ流水の激突によ

って破壊される場合も多い。

急流河川における水制設置の目的は，前述のような水勢の緩和と，さらに

は堤休前面に土石の沈澱をもたらしこれによって堤体の保護を図ることに

ある。

このような目的に適した水制を施工しなければ，酒匂川のような荒れ川で

は連続した堤体の維持は不可能であった。

この点，田中丘隅以前の工事の失敗は，水制の工種選択にも一因があるよ

うである。

丘隅は自著 『民間省要』上編巻之三 「国々の団地，用水，堰，堤， 川除，

川｜凌，樋，扶，橋等の所々御普請，先年は御入用も軽く，人歩も能く力を掲

し 成就の上数十年持除へて，其用を弁る処に，近年段々御入用彩敷，人歩

も古へより大分費，年数除へず，忽及破損其用を欠く，……」の項で酒匂川

を例にあげ，

「ー，一年富士山の砂の難にか L りし相州酒匂川の人民，御救にして砂

除，砂凌，郷村田地の為御普請ありしに，諸侯大夫に命令下り，其国其領

の人民を費し集め，彩敷金を出して曾て其験なし金は空しく商客の物と

なりて，御慈愛の御心，民中へ不届事こそ口惜しけれ……」

と述べ，それまでの工事についてはっきりと批判している。ついで荒廃河川

の改修事業について言及し 「凡そ所々石川砂川等の川除川波諸普請の，年々

其場所に変有る所に至ては，全く天の時，地の利，人の和一つも欠て大儀成

就する事になし」と述べ， 工事成功の条件を挙げている。

このなかで地の利について，次のように解説している。

「抑地の利と言ば其所文様々 なり，…－一英土地なりに随て，其模様次第，
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第 3図 弁 慶枠

（図説明） 沈枠の4側面に勾配を

(cjして角鍾台状に組み立てたもので

ある。楯枠は沈枠に葦を付したもの

であるc いずれも枠類の中でも堅I・';[

で安定した構造である。

このほか沈枠を角柱状にした立ー枠

もあるが使用例に乏しい。これは主

として 「出しJの先端に用いたとい

われる（酒匂川の普請では弁島幸作と

交互に用いている）。

事を思量するを，地の利によると

言なり， ……其土地に随て口伝色

色あれば，教えに筆を以てし難し，

具又砂地にして水に掘れ易し，水

勢に随て瀬に基き深く掘に，得る
あたり

所々以て杭の中叶い難し，是海川

共に第ーの難所なり ，……しかも

川日々夜々出｜瀬の待る物なれば，

是等をや今も飛鳥川とは言つべ

し，同じく又山等より落来る水有

り，石川の川除を以て難事たりと

す，是等は多く世間は蛇寵石，わ

ら川倉等を以て石にて築留るな

ど，一年々に持こたゆるは稀なり，

其外地の利による諸普請，千変万

化限りなし」

と各河川ごとに個有の河況がある こ

とを述べている。とくに，後段の技

術論において，転石交りの河川の普請が難事である事を述べ，蛇寵，川倉等

の耐久力の少ない点を指摘している。

この反省、に立った丘隅は． 従来用いてきた蛇寵によ って抑える透水構造の

牛類に代えて 詰石をも って沈設する不透水構造の枠類を使用することに決

め，水fj;IJ工に弁慶枠を採用し，以後堤体の保全に効果を上げている。

弁慶枠は第3図のような不透水構造であり，形状や重量からもわかる よう

に転倒， 滑動に対する危険も少なく ，岩流瀬のような急流音I＼に対 しては，き

わめて有効であった。

丘隅がこの点に着目 したことは，もちろん過去の工事の苦い経験から得た

教訓もあろうが，なによりも彼が河川（とくに急流河川）の特性をよく理解

していたからといえよう。

享保6年に実施された小田原藩の工事において， JII倉を強固に施工するた

め松丸太を河床に打ち込もうと して転石に阻げられて果たさず，出水によっ
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て流出していることを考えると，彼と小田原藩奉行との普請に対する経験，

河川の実態に対する認識の相違が明らかとなるのである（『新編相模国風土

記稿』では弁慶枠を丘隅の考案としている。享保以前の普請では，これの使

用例はないようである）。

彼は当時の地方役人たちの墨守性と硬直した治水技術に激しい不満を表明

し，『民間省要』 のなかで，「一度蛇龍にて利を得し人は，石川沼川の差別な

し皆蛇龍を用ひてよしと思ひ，柵杭木にて利を得たる人は，同じく其事の

みを以てあっる事多し， 歴々の人を見るに， 一度杭木を以て海の利を得，猛

き砂川に来て是をよしとするを見る，是柱に躍する也」と述べている。

彼は各地の河川に個有の河況があること，これに則した工法を採用して初

めて治水の効果が上がることを主張し地方役人達の固定した教条的観念、を

非難しているのである。

丘隅（または丘隅右衛門， 冠帯老人と号す）は寛文 2年（1662年）八王子

の農家の生れで絹商人となったが，武州川崎宿の田中源左衛門の養子とな

り，ついで川崎宿の名主回兵庫の養嗣子となった。

家督を継いだ彼は名主と人馬の問屋役を勤めていたが，その聞に地方書

『民間省要』を著述している。

彼は壮年に達した正徳、期に一時江戸へ出て荻生組株，成島道筑の門に学ん

だといわれるが，その思想と方法論は多年の名主としての経験と思索より得

た彼独自のものといえよう。

丘隅の著書にはこのほか 『治水要方』，『冠帯筆記』があるというが現存し

ていないので，今日彼の思想をうかがし、知ることができるのは，わずかに

f民間省要』一書だけであり本稿における丘隅の意見は，いずれもこれより

引用している。

本書はその論ずるところ，為政者の側からの農民支配の方法論ではあるが

（たとえば上編巻之四），租税，治水，利水，伝馬その他民政全般にわたって

詳細に論じている。

江戸中期における経済書としては熊沢蕃山，山鹿素行等の著書があり，彼

らは君側の学者として丘隅よりも著名ではあるが，その説くところは抽象的

であって，丘隅の説く明解かつ具体的な論述には及ばない。この点，『民間

省要』は享保期のみならず，江戸時代の代表的経済書の範暗に入るといえよ
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う。

ふたたび 『新編相模国風土記稿」の記述によれば，

「久しく工夫をこらし一部の書を編みぬ，是は地方ー篇の事を書記 し

たる由（『民間省要』のことか）， 縁を求めて公儀へ差上る所に，奇特成由

御褒美にて，其後相州酒匂を初め，近国の川除普請の御用を被仰付，大小

．御免にて， 十人扶持被下置， 其外手代給なども被下，手代三四人招（召）

抱へ，右の御用相勤しに，名主役をば，枠丘大夫に譲 り－…・」

とあるように，将軍の側近であった師の成島道筑の推挙によって提出 した

『民間省要』が吉宗の意に叶い，享保期に幕吏に登用され，多年の経験より

得た彼独自の治水理論を活用 した河川改修を酒匂川や多摩川など関東の河川

で実施して功があった。

この功により享保14年 9月には多摩，埼玉の 2郡において関東3万石支配

勘定格代官に昇進したが，同年11月に病没している。

酒匂川の治水事業における丘隅の功績は，河川改修を単なる河川工事に止

めず，これを機に民生再興策を実施し，河川改修も農村振興の一部としてい

る点であろう。

この点では彼は単なる技術者に止まらず，民政全般に通じた地方巧者とい

えよう。

丘隅は古来の普請に くらべて，当時の普請が出水量の増大等によ って，よ

り一層堅固に行なう必要に迫られていたことを痛感していた。

しかし彼が手腕を発揮したのは，激流が山間部から平地へ展開するような

普請困難な地域の治水事業であり ，平地の水団地帯を守るため彼が指摘して

いる出水量増大をもたらすような事業に従事しているのである。

この点では幕臣といっても一地方官にすぎない丘隅の限界があったようで

ある，しかし彼は官の無策，新田開発の弊害については率直に批判している。

たとえば多摩川を例にあげ， 近世初期の普請にく らべて，しばしば破堤が

生ずるようになったのは出水量の増大で‘あり，それをもたらした最大原因が

新田開発にあることを，武蔵野の開墾による平常の流水減少と降雨時の出水

増加を指摘して説明している。

このような指摘は前述の熊沢蕃山の著述にもみられるように，近世前半に

おける新田政策の反省、に基づく，大方の識者の見解であった。
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元禄期の農書にも新田開発の原則として， 「基本凹に水余る事五倍ならざ

る地に新田あるべからず，五倍の水あり共新田の水三倍なくんばあるべから

ず……，用水飼野焼草糞草雑樹神砥寺院農丁本田貢賦農業の事々弁全ふ し

て，今の世に残しあるべからずとす，あるに似て一つもかけてはあるべから

ず，是新田を造る法とせり」（若林宗氏著『若林農書』）とあって，古村の農

民に十分な余力があるときのみ開発を企てるように論じている。

丘隅も無秩序な新田開発に批判的な意見を述べているが，地方巧者として

の彼に課せられた役目は，新田が開発された沖積平野を洪水から守るために

その前面へ強固な堤防を築くことであった。

『民間省要』はそのための方法論で、あったからこそ将軍吉宗の意に叶い，丘

隅は幕吏に登用されたのである。

5. 堤防の維持と治水事業観

酒匂川の治水工事完了後の丘隅の施策をみると，まず享保11年の岩流瀬の

築堤完成後， これを文命堤と命名 し，右岸を文命東堤，左岸を文命西堤と唱

え， それぞれ堤上に石碑および堂を建てた。碑文にも「……股無肉，腔無毛」

とあるように周の馬の故事に倣ったのであり，彼の自信と誇 りをあらわして

L、る。

治水事業に宗教的権威を利用することは，上古から しばしば行なわれてい

るが，丘隅も これを巧みに利用している。

まず水下の班目 （まだらめ），千津l嶋，岡野，塙下（まました），竹松，和

田河原の 6ヵ村に 100両を与えて 1割5分の利子で運用させ，この利子と堤

上に植えた果樹の収穫をも って堂宇 （文明社，現在の福沢神社）維持の費用

に充当することにしている。

6ヵ村より田中丘隅に堤出 した享保11年6月7日付の 「大口堤祭礼金割合

御請ー礼」によれば，

「差上申一札之事

ー，今度大口班目村堤，長五百八拾間之間，御願之通り御普請丈夫に被

仰付，難有奉存候，殊ニ永々堤相続候様にと御伺之上，班目村ノ地大口

に，神馬之嗣，並石碑多立．其上年々祭料として御金百両御附被下，難

有奉存候，年々春毎に惣百姓罷出，祭礼に堤へ土石を持運候はム段々
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無限堤大く罷成，破損之様無御座候，（以下略）」

とあって，祭料下付のほか，祭礼時には水防用の土石を堤上へ集積すること

も命じている。ついで享保13年正月には前記6ヵ村をはじめ水下21ヵ村に命

じて堤防維持の責任を申し渡している。

「大川通御川除，被仰渡候題御書付」によれば，

「覚

ー，大口通堤，金井嶋境迄は，水下廿壱ケ村高に応じ割合，堤裏馬踏迄

村限，竹木仕立，間々へ菅之根を植置，立龍通之分は，当分川裏出し，

裏に有之候，ねば土を打附，棚l藤を無透間さ し可申，ねば土不足分は重

てねば土溜り次第， 追々 仕立可申，右之竹木は大きくなり候程，堤之為

に宣候間，榎槻桜等之根深く差込候雑木を植込可申，但右竹木を伐取候

儀並下草刈候儀も堅無用候」

とあり，日常の堤体維持方法と補強策を具体的に命じとくに土堤の補強と

して土羽打ちと竹木の植付を重視し 草木の伐採を禁止している。

ついで，丘隅は洪水時の処置と して，次のように酒匂川右岸の村々を堤防

ごとに組み合せ，連帯して水防と堤体の維持に当たるように命じている。

なお丘隅の普請による堤防は大口より蓮正寺まで連続した堤 ではなく，

r新編相模国風土記稿』の絵図でもわかるように，各組合ごとに独立してい

る震提である。

「ー，大口堤組合 班目， 千津嶋，竹松，壇下，和田河原， 岡野

ー，金井嶋堤組合 金井嶋，中の名，園通寺

一，吉田嶋堤組合 吉田嶋，牛嶋，延沢，

ー， 曾比堤組合 曾比，宮ノ台

一，栢山堤組合 栢山，牛嶋

ー，中曾根堤組合 中曾根，飯田岡

ー，蓮正寺堤組合 蓮正寺，堀之内

右之通組合候間，川通村へ万事申合，出水時分は早速名主，組頭人足召

連，組合之堤へ集り，随分精を入相防可申候，欠 （駆）走り不自由成者，

或は幼少之者など惣て用立不申候人足指出候儀無用に候，尤右之節は田中

休（丘）隅下役人相廻り可致下知候」

とあり，毎年の出水期前の春の祭礼時に水防用の土石を集積させ，さ らには
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堤体の踏み固め効果まで計算していたようである。

洪水時の行動についても，共同作業も行なわせるため各村の組合 せ を 作

札これの参加者について弱者，老人，年少者を除くなど細かい規制を設け

て実効が上がるよう配慮している。

この点について丘隅は次のように述べ，村民総出の工事は自己の村を守る

ためのものであり，たとえ監督者がし、なくても堅固に普請が行なわれる と論

じている。すなわち，

「ー，夫れ石J11のJII除は蛇龍に石を詰め，又はわくをさして石を詰めなど

する事なり，或は村々にて割合蛇龍を造り，村々の人足互に出合て，春

普請する事有……是等は村々の身の垣の事，奉行もなく普請丈夫に出来

たりしに，近年是にも邪神の障り有て，寵竹など一領二領一郡，すべて

入札の請負に成る宜しからず」

と述べて，無能な役人やこれと結んだ商人の請負を 「邪神の障 り」などと表

現して攻撃している。

これらの事業を通じて丘隅が強〈主張していることは，普請に当たっては

監督者へ適材を登用することと， 商人の請負を排して村請で行なわせること

である。まず人材の登用については，

「用水溜井等の事は，処により大に差別あるもの故，村々の是非をとく

と考へ，年々に其得失を弁へずんば，其極に至事不能，しかれば能々其人

を撰定，役人として置なくんば能用を弁事あらじ，年々に此役人替りては

諸事所の味をも不知，……」

と述べ， JIIによ って状況が異なる事情と，これに通じた人物を登用すること

を主張し，普請役人に在村の高持百姓を充てることを推している。その理由

として，

「夫れ百姓の縁重き者は，代々其所に住して退転することなし，……殊

に万をさし扶持取事なければ奪るもならず，人も恐れず，をのずから邪を

なすにカなく，縦少の邪有共，外より其億公事立てゆるす事なし又いま

しむるにあり」

と述べている。また普請については，

「川除，川、凌等の事は，大小軽重様々 なり，大と成るは諸侯大夫の力を

掲して手伝と成，かLる事前にいふ入札を止て，街商の費にたぶらかされ
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ず，其所其悩所の為にするには．村里の智を執用て．其異見を納れて事を

成すべし ……」

と工事成功のもとは目先の功を追わず，永く工事を続行することにあると述

べ，次のように結んでいる。

「とかく一旦の普請のなくて，連々と年を重て成就するの工失をなさ し

め，金の走りか山林の得用，新田の所務をとをして，年々退転なく永く量

り，久しく計るには．いか様成難所たりとも． 終には成就せずといふ事あ

らじ」

また苔二請の方法については，ふたたび酒匂川を例にして次のように述べて

いる。

「酒匂川の砂の難のこと起て，あれ程の度々大分の金高を，其靭創 て其

所へそれ父れに給り，普請の場所をも又割て其村々にてするときは，能く

力を掲して皆々身の上の垣成就せずといふ事あらじ， 縦天の時至らずして

成事なく共，元来是は其地其所御救の為の事なれば．物皆其所へ納 りて，

他へもるる事なく，量御慈愛の御心に叶ひなん，↑昔哉，御手伝を蒙る諸侯

大夫，其国其領の人民をはた り集て跡形もな く，上の御心にも不叶，下万

民の悩みも不救，其悶砂と共に流失て， 空しく街商の手に落散し事，往事

の鏡とやいはん」

と述べて商人の手による請負を緋し，地元の村民の賦役による普請を推奨し

ている。

村請ならば自村を守るための工事であるから，農民は誠実に従事すると述

べ，また官より賃金あるいは賃米が支給されるので．たとえ工事が失敗して

も，これが村民の手中に残り ，農村救済の一助ともなるので，目的の一半は

達せられると論じている。

これは丘隅の生涯を通じての信念であったようで， 『民間省要』のなかで

も各所で強調している。

このよ うに商人による請負を排す事は．江戸時代前期の経済書に多く論ぜ

られており ，幕府の新田政策におL、ても町人請負新田開発を禁ずるなど同趣

旨の政策が実施されている。これはいずれも古村の維持を計り，農民層の分

解を食い止めるための幕府の政策でもあった。

しかし各地における普請の増加は必然的に事業の請負人，職業的人夫の増
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加をもたらしており，彼らを除外しては事業を行ない得ない状態も生じてき

Tこ。

丘隅も このことは認めており，やむを得ず入札に附すときは，なるべ く在

村の者に請負わせるよう主張している。

「千に越万に過るの入札事をー請負にさする事，先宜からぬ事也，其場

所を幾つにも切って入札の数を多くし，敷金も少々宛に減じて，其所の者

の手の届く様にするか，又は団地質の敷金にして，切れ切れに札を入さす

る時は，其所へならでは落ざる事也」

とあり，このためか酒匂川の工事においては粋類の入札を行なった際，在村

の大工に請負わせている。

6. 廃村の復興と自立

酒匂川の改修事業完了後，大口堤組合 6ヵ村を復興させるため， 幕府より

資金を与えている。

この 6ヵ村は前述の竹松村の例にもあるとおり疲弊がし、ちじるしく， 農民

の自力では再興が危ぶ、まれるため強力な復旧策が必要で‘あった。

享保13年9月に6ヵ村より提出された 「相州足柄上郡御田地開発金帰住引

越金御願帳」によれば，竹松村（村高 969石7斗9升7合）の総反別76町5

反7畝 1歩の内訳は，

4町 3反 5畝14歩 ・これまでに再開発した田地

2町 7反 ：年季預け開発

5反7畝：畔立開発

5町 3反 ：：享保12年秋よりこれまでに開発した分

であり，残り64町 1反 4畝17歩が来復興であった。この うち半分の32町 7畝

8歩を同年暮までに開発したいと述べ，御入用金 240両銀2匁7分の支給方

を申し出ている。

そして残り32町7畝9歩は， 享保16年までの 3年間に農民が自力で開発す

ると述べている。

また94軒の住家と寺院2寺の引越金として 138両2分銀12匁の支給を求

め，合計 379両銀14匁7分の支給方を願出ている。

他の 5ヵ村の状況もほぼ同様であり，たとえば千津嶋村（村高 990石 3斗
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4升）は総反別67町6反8畝 2歩のうち39町8反を，岡野村（村高 237石5

斗 5升4合）は総反別16町1反 9歩のうち12町2反 8畝28歩を，それぞれ御

入用金の支給をうけて当年中に開発したいと申し出ている。

これら 6ヵ村の希望する開発金は 896両1分 7匁，引越金は 576両2分に

達しているが，この時は開発は暮（享保13年）までに開発可能の分を含めて

448両，引越金は同じく暮までに引越可能な分を含めて 490両2分の支給を

受けている。

こうして宝永以来荒廃した岩流瀬周辺の各村も漸次復旧し，2年間にわた

って行なわれた酒匂川の改修事業も終了したのである。

文命堤はその後も流出することなく今日まで存続し，足柄平野の治水に役

立っている。

享保以後も酒匂川流域は， しばしば大きな水害をうけているが，足柄平野

を守るためには岩流瀬の堤防維持が前堤となるという治水の本質は，現在ま

でし、ささかも変わらないのである。

7. おわりに

これまで主として酒匂川の治水事業の歴史を述べつつ田中丘隅の治水思想

ιそれに連なる近世治水思想、の系統の概略を述べてきたが，この治水事業

の結果として形成された酒匂川の利水体系についてもふれなければ本稿は完

全なものにはならない。

若干補足するならば，足柄平野の水利秩序に大きな影響を与えている酒匂

川右岸最上流の取入口は岩流瀬に設けられている。

田中丘隅は農業用水の利用状況について‘数十村に及ぶような大規模な利

用体系は不可と断じ，

「凡用水十里の外の行程を引来るは司多く大川の別れか，湖水杯分け取

事にて，水勢船を浮ぶベし，……尤かLる行程の長き内には，所々の願ま

ち与にして好不好有物也，或は半途より水下の分は，水不ν 足故に願書多

しといへど，文中途より水上の分は， 或は水湛へ水腐り成，又は旧地家居

の内も掘割築埋られなと迷惑成所々もあれば， 願を妨る村々も多き物也」

と述べている。彼の説によれば最良の利用形態は l, 2村で取水しているよ

うな小規模な濯概体系である。これについて， 「夫一村二村にして仕来るの
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用水，溜井は，諸事しまりて事をなし易しといへど，行程五里十里を引来る

数万石の入会の場所は事しまらず．不埠のみ多し」と述べている。

また用水の利用者が水上，水下に分れて対立すると 「勝ち，負け」の形が

歴然とするので，このような事態が生 じないよう 3者（水上，中流，水下）

が同一水系を利用するような体系を推奨している。

酒匂川の例では，台地上に耕地のある左岸は上流部で取水し，用水路を延

長させて濯慨している。

右岸の足柄平野では岩流瀬に取入口を設け，文命堤と並行して延長約

2,000 m の水路を流下させ，余水を再び酒匂川へ放流している。また一部を

サイホンで右岸下流部へ送水している。この右岸上流の濯瓶体系を文命用水

と総称している。

文命用水の取水口は，今日では内山発電所放水路から取水している。用水

路は電力会社が農業用水を発電に使用するために新設した共同水路であり，

これの維持修繕の費用も電力会社側が大半を負担している。

しかし発電所建設以前には河流が右岸の岩壁に突きあたる地点（大口橋上

流）に取水口があり，これからトンネルによって幹線水路に導水されてい

た。いわゆる穴堰である。

この取入口は現存し，沈砂池も設けられているが非常用であり，現存では

ほとんど用いられていないが，田中丘隅の行なった事業の 1つといわれてい

る。

堤防を堅固にするため堤体には取水口を設けず， 岩壁に取入口を設けて取

水したものと思われる。

この取入口の下流に数ヵ村の用水を流下させる水路を設けたわけで、ある。

現在の幹線水路は文命堤の堤内を並行して流下しているが，穴堰のほか酒匂

JI Iから取水していた5ヵ所の堰を統合して昭和初年に開削されたものであ

る。

この文命用水が右岸のみならず，左岸も含めて足柄平野の水利秩序に大き

な影響を与えているのである。

しかしこれについては水利調整研究会の詳細な研究があるので，本稿で

はひとまず割愛したい。

酒匂川沿岸の農民出身で小田原藩士，ついで幕吏に登用され，丘隅と同じ
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ような経歴を有する二宮尊徳は 『大口堤沿革史』 を作成したが，丘隅の事業

については何んら言及していない。

治水家は思想家でなければならないと し、う私見からみれば不可解なことで

あるがこれについては他日改めて論評 したい。

本稿では文命堤の工事記録が現存しないので，主として二宮尊徳全集所収

の記録を引用している。 その他の各種文献については文中で出典を明示して

いないものもあるので，次に掲げて著者にお礼申し上げます。
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