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水法の成立過程

井奈良 彦

はじめに

今に始まったことではありませんが，経済の進展期には水需要が急激に増大し，農

業水利権，と くに慣行水利権と都市そのほか用水との調整が問題にされます。埼玉県

はとくに水需要の逼迫している利根川，荒川（C直接関係し， 農業用水合理化対策事業

を実施しております。今後も合理化事業の実施が見込まれ， 都市用水， 農業用水の調

整が続くものと思われます。ややもすると農業水利権（慣行水利権）は過去の遺物視

される傾向があり，当事者であるわれわれ農業用水サイドの者が原点に戻って，その

発生過程から歴史をふまえて理解する必要を感じて，昨年末，本誌佐藤俊朗，増山芳

郎，吉本富男各先生のご指毒事を得てささやかな研究グループを結成しました。グルー

プの活動として第 1年度は会員の常識涌養のため，参考文献によ り埼玉県の事例を中

心にこの 「水法の成立過程Jを研究題目としました。2年目から埼玉県内の個別事例

に入る予定でございますが，どうか諸先輩のご指導よろしくお願いするしだいでござ

います。

慣行水利権は単に農業用水だけでなく， 一定の地域社会の総合的な水需要を充すた

めに発生したものです。ただ当時の生産活動が主として農業であり，水田耕作であっ

たから，慣行水利権といえば， 滋概用水であると考えられるようになったのです。し

かし， だからといって慣行水利権の目的は，農業単一であると断言できません。 ここ

に慣行水利権の合理化に思い出さなければならぬ基本的問題が伏在するように思われ

ます。

今日では，当時の社会構造は大きく変化し，総合目的的な水利用はしだいに単目的

的に分化されてきています（たとえば水道用水，発電用水，工業用水など）。



井奈 水法の成立過程 83 

したがって，従来の総合目的的な水利用も今日では分解され，慣行水利権も昔は総

合目的であったとしても，今日では農業単一目的と解さなければならぬとする考えも

生ずるだろうと思います。

しかし，慣行水利権は，一定の地域社会の総合的な需要をみたすために発生したも

ので，今日でも慣行水利権は一定の地域社会の総合的な需要をみたすという水利用の

本質は変わらないのです。水道用水，工業用水といっても，それは従来の取水方法の

変更（直接汲み上げからパイプラインなどによる取水配水）が生ずるだけであって，

地域社会の水需要をみたすという本質を変えたものでないという考え方も成り立ちま

す。この考え方に立って，慣行水利権には当然，水道用水，工業用水が含まれること

になります。

水は万物の生命の根源であるが，農業水利権は水田耕作の発生とともにするもので

あり，永い歴史の下に発生し，発展して今日に至ったものです。現在の事情だけを考

えて処理することはできないものです。

しかも現在は時h刻々に過去となって行き，未来は時々刻々に現 在となってく

る。過去と現在と未来との関係について深い理解を持っていなければ，現在の事態の

処理について確固たる所信を持って断固たる態度を取ることはできません。もと より

過去のみに重点を置けば現状維持に陥札現状維持で現状に臨むより方法はない。ま

た，現在のみに引きまわされてしまえば，結局，行き当たりばったりの軍I］那主義に陥

ってしまいます。

もし，未来のみを追えば，空想論に陥るだけです。したがって，まず過去を知らな

ければ，現在に通じ未来に処することはできないものです。現在が過去によって規定

され，しかも，その現在の中に来るべき未来が暗示されていることを正しく理解しな

ければならないと思います。具体的にいえば，農業水利権の研究には，上述のことを

正しく把握しなければ解決ができないものと思われます。

もちろん水は万物のものであり，農業が独占すべき性格のものではなく，時々刻々

の動きに応ずることはいうまでもありません。

1.水法の意義

水法は利水，治水を目的とする社会経済生活の秩序化のための法律です。水は人間

生活にとって欠くことのできない資源であるとともに，また生命財産を脅威し，これ

を破壊する害悪の根源となるものですから，水と人間との関係につぎの二つの面があ

ります。

7. 利水 水の有する効用を社会経済生活に役立てる。

イ．治水 水の有する破壊力から社会経済生活を守る。

人間生活の発達とともに，人聞は集落を形成し，やがて農業をはじめ産業が発展す
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るとともに利水が増大し，水に関する社会経済生活の秩序化が必要になって，そのた

めの法秩序が形成されてきま した。

また水害を自然的災害としてあきらめることなく防止することが社会政策上必要と

なって，治水のための措置を人為的に講ぜられるようになると，このためにも法秩序

が形成されて来ます。これらの法秩序が 「水法」といえます。

人間と水との関係は，まず利水からはじまり，集落が固定化し，それぞれの地域が

定まると治水に自が向けられ，水利および洪水防御のため，利害を等しくする集落が

結束して公益にあたるようになるといえます。

2 水i去の運用

利水と治水の二つの目的は相互に関連性があります。

治水目的の達成のためには，水深や川幅を変え，流水の屈曲を取る必要がありま

す。これは河川の平水位を低下させ，取水（利水）に困難をきたし， 利水の目的を達

成しようとすれば，水位を高め，治水に害を与える場合が多い。単一工事で，治水，

利水の問題を同時に解決することは至難の業です。

そこで，近年，多目的計画が実施されるようになり，多目的ごとに水量， あるいは

水位の確保を図札関係地域の産業振興を期待する事業が遂行されるようになりまし

Tこ。

たとえば，近年の利根川，荒川水系のように水資源、が高度に利用されてくるように

なると，単に水法は利水 ・治水それぞれの目的を個別的に達成することだけでなく，

利水相互間，利水 ・治水相互間を適切に調整し，それぞれの効用を最大限に発揮させ

ることが考えられるようになります。

3.水j去の歴史と成立過程

( 1 ) 古代

日本の利水は稲作の起源から始まっているわけですが，歴史的な水田の形成過程は

漁猟生活を主とした集落形成地の徴高地聞の低湿地に始まり，この地帯の相次ぐ河川

氾濫によって水害を受けると山麓部に移動し， 山麓斜面を開発し，今度は干害を受け

やすいので，谷あいの水路を塞ぎ溜井堰を作り用水溝を作るようになりました。河川

付近地の平野部に安定した水団地帯が造成Pされるようになったのは，このあと洪水防

御工事が始められてからのことで，治水と利水の工事が併行して行なわれるようにな

ってからです。

古代における水法は，大化改新以前においても国家的支配を基本としたが，水管理

法というよりも，むしろ罰則としての型であります。

これらの罰則の存在はすでに人工のかんがし、施設が存在していて，共同体による用
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水利用が行なわれていたことを示しています。

水法としての形は，大化改新以後大宝律令の制定を経てからはっきりして来ます

が，利水 ・治水技術はそれ以前にも古墳築造技術と共通点があって，5位紀ころには

大和朝廷の支配下関西地方では大規模な溜池工事が行なわれています。すなわち，崇

神朝の時に河内に3ヵ所の池を作り， 回を潤し，垂仁朝には諸国に詔して池溝を関か

しむること 800処，ために農業は大いに発達し，百姓は富裕になったと記紀が伝えて

います。

( 2) 大化改新と水法

大化改新は公地公民制jとした結果，当時の朝廷は国家支配の強化のためすべての水

は公水であるとの見解から，朝廷直轄の屯倉（みやけ）にはとくに国司による管理を

強化しましたが，結果的には地方の用水事情に精通した郡司，地方豪族に委任せざる

を得ず，律令国家権力も単に国司が監督するのが限界であったようです。

（註）当時制定された水法

養老令（718年）

職員令民部卿職掌（民政一般）

渠池，山川，薮沢の管理を国司，郡司みずから管理し役夫を徴発し得る。

同令堤内外条

堤塘保護のための植樹の規定（検，柳，雑木）

雑令取水瓶田系

用水配分原則

これらの規定は中国を範としたものです。

大化改新における土地制度は公有を原則とし，従来豪族の私有した土地を収めて班

回収授の法を設け，口分回を分って貧富の差をなくそうとしたが，年を経るにつれし

だいに実行困難を生じ，かつ人の本性たる所有欲よりついに完全に行なわれず，ま

た，世運の進展につれて人口がますます増加して，口分回として班給すべき土地に不

足を生じました。この対策として，722年100万町歩の開墾計画を樹て，三世一身法が

施行され，これが永久私財法である墾田永世法（743年）に継承されついに公地公民

は完全に崩壊し，荘園の成立，地方豪族の台頭となりました。

三世一身法は水法の面からも重要な意味があり，「人口が増え，土地が少な くなっ

たので新しく溝渠を作り，開墾した者にはその土地を3代私有を認め，従来の溝渠を

利用した者は1代認めたから，水利の問題は荘固または豪族聞の取りきめとなり，荘

園または豪族の支配地内の水利問題はその長が決定するようになりました。公水主義

は変わっていないが開発の功と して3代までは私水権の期限っき承認をした わけ で

す。その期限はおおむね 100年であるとの説があります。
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永世法になれば，当然永久私水権となるわけです。

古代の水法研究で重要なことは，

1) 古代の水法は唐令lこならったもので地方の実情に合わないものがあった。

2〕 荘園の名称は，貴族が本宅以外に者修的に経営した建物，すなわち荘，あるい

は別荘から由来したもので， この建物に空閑地や団地が付属していた場合に回荘

と呼ばれこの田荘が増加し，建物より田地が主となるに至って荘園と称せられる

ようになった。

3) 寺社領，寺田，神田は租税が免除されたから，農民は租税課役を免れるため田

地を寺社に寄付する者が多く，ついに寺社領となった。

4) 公地公民制の崩壊は，各地に初期荘園を造成し後の豪族所領の用水権の基礎と

なった。

5) 関東地方は，早くから大和朝廷の勢力下にあって大工事に徴発され，または参

画することが多かったが，水田の発展が少なく，また都に遠いなどのことから，

屯倉（ 8ヵ所）以外では地方豪族の勢力が強かった。

埼玉県についていえば，西日本文化が及ぶのにはかなりの時間がかかり，堤塘技術

よりも河川乱流（古利恨川， 古荒川，古入間川）による堆積土砂によって形成された

自然堤防が発達し，この地域のよい集落地となり，河川付近の湿地帯に稲作農業が始

められたといわれます。一方，入間郡に定住した帰化人のもたらした養蚕，稲作の技

術は，児玉，入間，比企，大里の山沿い地区に発達し，当時，大和朝廷からの交通路

が東山道経由であったため，県北には西日本方式が，県東部には関東方式が発達しま

した。条理制については，児玉郡，入間郡，比企郡， 大里郡，北足立郡の低高地沿い

に見られます。

（註） 条理制

大化の改新の際に行なわれた土地の区画法， 1坪の面積ば60間四方で 1町であ

り， 6町四方（35坪）を里といい，東西あるいは南北に36里をつらねたものを条

という。現在各地に遺構がある。

大和から派遣された国司は，地方において絶対に優勢なる地位を有し，都を遠く離

れていることから，多くの者は，任国をもって一個の財源とみなし，公務を廃し，私

利を図ることに汲々として，早くから地方豪族化し，私回の開発も黙認され，領地の

拡大から白領内にすでに番水需IJを行なった実例が出ています。

この時代で重要なことは，荘園領主の私的経営にかかる施設や引水権が土地から離

脱し，独立した一つの私権となり，経営者の意思によって番水株の売買が行なわれる

ようになり，農民は番水株を買収するようになったことです。しかし，農民の力が加

わってくると，水は土地に当然に付着したものとなっていった経過があります。
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( 3 ) 中世（1200年～1500年）

1200年以降，北条氏の支配下にあった武蔵の国で，鎌倉幕府の財源基盤として早く

も正治元年（1199年）水利の便ある荒野の開発令を発し，利根荒川の沖積地帯である

埼玉郡大間庄を中心に進めていきました。仁治2年（1241年）には，多摩川も堰止め

て水利施設を整え，貞永元年（1232年）には入間川，越辺川の合流地点である樽沼堤

も修築しています。戦国期に入ると，後北条氏は河川，用水管理を踊hとして領地支配

を強化した。天正 8年 (1580年）足立君！I箕田郡の荒川堤の修築，同14年には，入間川

堤も修築しています。

こうして後北条氏は，大河川修築により領地を拡大し，用水権の管理支配を執とし

て，領国支配を完成していきました。戦国大名は，大名領が完成するに従い，領地ご

とに法律と見られる定め（分国法）が作られ，これが江戸時代より近世にまで受け継

がれ，慣行水利の基本となっている例があります。しかし水系金部がー領地というこ

とは少なかったので，上下流ぱらぱらの水法が存在したので領地聞の争いが絶えなか

ったといわれています。

当時の大名の勢力は米の生産量による財力に左右されたので，治水 ・利水のいずれ

も関心が深かったので，この｜時代の水法の研究は非常に重要であると思います。

(4) 江戸時代（近世， 16）、）年～17}j年代）

封建制の完成期であった江戸時代は，封建的統制下に（徳川封建制は農民を農地に

固定し私有化を禁じたこと，領主幕府の二元行政があったことに特色がある）社会制

度の組織化，泰平の恒久化を図り，経済的基礎を農村からの収入に頼っていたので，

貨幣経済の進展に伴って，幕府財政の窮乏となり，その経済的基盤を拡大，安定化す

るために逐次新回開発が隆盛となり，必然的に水利関係の開発調整に務める必要が出

てきました。

治水についても，関東では江戸防衛を目的とし，画期的な発展を遂げ，治水法規の

整備も行なわれています。

しかし利水については，意外に成文化されたものが見当たりません。それはつぎの

ような理由によると思われます。

1) 水利関係は本来地域的特殊性に立脚し，各地域の特殊事情に応じて自然発生的

に発展した慣行の累積で幕府といえども一片の法律によって規定するにはあまり

にも複雑であり，かつ農民に多大の動揺を与えるため法令の制定，公布の意義が

失なわれるおそれがあること。

2) この時代は多くの学者によって法律の検討がなされているが，水法に関 して

は，単に原則的事項を提示するに止まり，旧来の方針を守りそれと調和する範囲

内で裁判；こ当たるべき当事者の良識に訴えて自由裁量の余地を多く残していたこ
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とが特色です。

徳川氏は行政の分担を民衆に押しつけ利用することにも長け，たとえば，支配組

織として代官から名主，組頭などの村方三役の縦の組織をi乍り，また，村落内の 5

人組を横の組織として，連帯責任，相互検察，共助をたくみに行なわせるようにし

て労せずして行政力を強化する方策をたてています。

とくに 1643年（寛永20年）土地処分の制限（田畑永代売買禁止）, 1649年（慶安

2年）衣食住の制限（慶安御触書）などの法令を出し，また逐次衣食住，作付，職

業転換の自由の制限を発令しました。

そして1673年（延宝元年）には分地制限令により（田畑の分割制限）をするが，

他方，新聞開発に優遇策を講じたから，いきおい利水関係が複雑となり紛争が多く

なりました。

その解決は不受理を原則「用水論は容易に取り上げず」とし，内済主義（調停，

和解）によって事件を終結せしめる ことを原則としました。

3) 江戸時代の水法

江戸期の水法は，利水についてはつとめて農村相互間の協同体的処理に委せ，直

接幕府が手を出さないのが一般方針でした。しかし，渇水の場合は非常処置として

調停に乗り出す決意は持っていました。しかし，天領とその他の所領ではかなり取

扱いが異なっていたようです。

① 寛永19年（1642年）教令

用水は万民のものであり，用水の引用には一定の慣行基準があり，引用権の

ある村とない村のあることをよく知悉しながら，以後の例とはしないが，用水

不足の場合，余水がある場合不足地へ特別融水すべきである。

② 元禄4年（1691年） 5人組帳前書

ア． 渇水の場合の調停は代官が行なう。用水を割切ることは代官の指図を受け

なければできない。

イ．水路を狭めて作物の作り出しは厳禁する。

③ 享保 9年（1724年）

堰の構造，材料は，上下流の水量に関係し，多年の抗争慣習を基本としてで

きている。堰の改築に当たっては両者の立会いでなければ工事はできない。ま

た一つの井堰に2ヵ所の取水口のある場合も同じである。

まとまったものとして「徳川禁令考役衆」の「論所取扱準則」に，

① 分水秩序の維持（組合脱退の禁止）

一旦用水組合の組織に加入し，何らかの理由で用水の供給を受けない村があ

っても組合の離脱を禁ずる。
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（註） 用水が不用となれば用水費は当然支払わなくなる。しかし，地目の

変更も制限令があったから，実際は感情的な離脱を禁じ用水組合の秩序

を保持した。逆に加入はきわめて困難である。

② 水代米，井料米（用水敷補償料支払い）

ある村へ引く用水路がその村以外の敷地を通り潰地を出す場合，補償料など

の支払い義務がある。

ただし，両者が同一領主の場合には支払い免除の定めがあり，反対に，もし

同一領主であったものが，領主の移封で他領関係になった場合，その時点で支

払わなければならない。

③ 畑から水田への地目変更は，用水の障害となる場合は禁止する。

（註） 1600年当時全国 150万haの水田が185ヨ年で 300万haを越え，とくに

武蔵国では1600年～1700年で2倍になっている。

④ 池水取水の水元村優先（地先水利権）

もともと池水を使っていなかった村でも，新たにその村内にある池水を使う

場合は， 国高に応じた水量を使用できる。

⑤ 用水源の保護

麓の水田地域の用水が減少するおそれのある場合は，たとえ負担金を出し，

伐採権があっても下草のほかは刈取りを禁ずる。

「用水障においては， 山林を伐採する事はこれを差止める」（論所取扱準則）

以上のほか各藩にもそれぞれこれに似た規定，罰則があったことも記録され

ています。

このような規定はさきに述べましたように，原則論のみで代官には大幅な自

由裁量権が与えられてケースパイケースの処置がとられていたようです。

⑥ 水利紛争の処置に関するもの

参考までに当時の水利紛争の処置を調べて見ました。

⑥－1. 社会秩序を守る ことを絶対優先する。必らず訴訟裁許の手続を経て，

平和裡に解決すべきものとする。後鳥羽帝の文治4年3月19日の条に「当国

所領，下人筆を令し，引用水の処，近隣熊野山領住民相支之間，闘争起り，

互に刃傷に及びよって後，これ溺め・一」

『塵芥集』（天文5年伊達家）「用水のほう」として，「みつ（水）いさかい

（吉宗）の事，用水のほう（法）にまか（委）すべし。然るにも，もんどう（問

答）にをよ（及）び人をころ（殺）すにいた（至）つては，是非にをよ（及）

ばず，其成敗有ベき者也」

『慶安三年信州佐久間郡桜井村五人組前書』「 1.用水不自由之時内々にて

水引論いたし，打あい申候はば其者共を急度御過怠被仰付……」
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『明暦3年摂州太田郡吹田村五人組帳』「 1.水論，野山境に付出入仕来候

者即刻申上可く候，私に喧嘩仕開放候」

『備前務の延享4年五人組前書』「用水之儀常々申合先規之通相守掛引致理

不尽成儀不仕評論無之様可相慎，若水論，境論等有之候節ハ内談ニ而難済候

ハハ絵図認メ可訴出事。 F付其場所江，万，脇差， 弓，鑓，長万，榛烏口其外

荷物等持出シ令騒動事仕問敷事」

和歌山藩，寛永十一年十月十三日条h その他

（注） 『穂積陳重五人組法規集』参照。

⑥－2. 百姓の武器持参による水争いはー郷全体を成敗する。

（註） 慶長14年の布令参照。

⑥ 3. 寛保2年（1742年）『公事御定書百箇条』には I用水悪水新田新堤川

除等出入之事」には，

水論訴訟の提起が他領聞なら当事者，御料なら代官，私領なら地頭家来を

呼び出し話合うよう説諭し訴状を取り下げ，その後話合いがつかない場合に

限って訴状を取り上げる。調停和解が原則であることを示しています。

（注） 訴訟受理回避の原則（和解命令）

水論は地方的に区々で異なる慣習の上に発生するから，中央役人の取扱を

困難とし，一律的な法によって，これを裁決することが不可能であるととも

に，裁決の結果の重大性を当局が十分に認識していたので，極力和解主義を

とり，水論訴訟が提起されても裁判所において何等かの判決を下すことを極

力避けていました。それは，

(1) 水論訴訟は紛糾複雑にして妥当なる判決を下すことが困難である。

(2) 被告村の行為が法理を欠き不当であっても，これを徹底的に敗訴せしめ

ると，その村を死地に陥れる場合があるから，政策的見地から権利の有

無，理非の判断のみにては解決できない。 この場合には，以後継続すべき

妥当なる水利関係の創設という行政行為的な作用まで営まなければならな

し、。

(3) 裁判官が苦労して比較的妥当なる水利関係を判示したとするも，その努

力がどれだけの効果があるか疑問である。評定所はすべての水論訴訟の裁

許においては判示に従って再論すべからざることを厳命し，請証文を提出

せしめ，後日違反すれば厳罰に処することと規定している。しかるに，後

日地域の状況に変化が生ずれば，実行は不可能である。問題は農村の死活

問題である。一事不再理の原則を破って，前の判示の変更を余儀なくされ

る。

しかも，斯様なことがまれに発生するならば問題とするに足らぬが，し



井奈 水法の成立過程 91 

ばしば惹起される可能性がある。けだし水論は河床の変化の多い地方に発

生するからである。

⑥－4. 安永 5年（1776年）『用慈水川除等の1±1入取計方法之儀申上候書』に

は水争いで和解出来ないと きは役人を現地に派遣して調査報告を受けて判定

する。

判定には3年， 5年と年季を定めて，洪水干ばつを実測し双方を満足させ

るような判定を下すとあります。これは一方には役人の能力等にも問題があ

ったようですが，きわめで慎重な措置をとっています。

（註） 170）年以降，農村人口の減速と飢餓，洪水，百姓一段の培加に対す

る配慮がからんでいることが大きな原因でしょう。

以上，江戸時代の水法について調べて見ましたが，用水管理に関するものは番水の

統制を主とした「松山領代官執務要鑑」，技術示方書として「地方凡例録」，「庄屋手

鑑」などのほか数多くあるようです。

治水について農地の保護以上に軍事上の目的から都市の守護が強く打ち出され，水

法としてよりは国策としての事業が強行された時代ですが，一方，一部の学者によっ

て，治山，治水の根本的な関連の研究が行なわれていたことは注目してよいと思いま

す。

( 5) 近代の水法（明治年代～昭和3）年代）

明治維新後，産業資本主義の発達から，治水利水は産業の変化に左右されますが，

この時代まで優先されていた利水が一時期後退し，以後治水と相反する立場をとって

その時代の政治に大きく影響されます。

1) 近代の水法の発展期間の区分（金沢良雄氏『水法』より）

第一期明治初期～明治29年

維新後から近代的水法の中心である河川法制定まで

第二期明治29年～明治末期

河川法の制定から近代的利水（とくに発電力）の発展が促進されるまで

第三期大正初期から昭和12年ころまで

近代的利水の発展により利水法が整備される時期まで

第四期昭和12年ころから終戦まで

戦争中の国家統制時代

第五期終戦より昭和3）年代末まで

旧河川法と土地改良法，多目的ダム法，水資源開発関係法

以上の5期に分けて考えてみることにします。

【第一期】
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1) 明治政府の水政策

明治政府の廃藩置県を経て，中央集権的統一国家の形成は河川行政にも現われ統一

管理が行なわれるようになった。埼玉県についていえば，享保12年（1727年）見沼代

用水の開発以後，荒川大図堤設置のほか明治元年（1868年）まで約 14.｝年間幕府直結

工事にみるべきものはなく，非常に各河川が荒廃していました。これは全国的にいえ

る当時の実状で，政府は明治6年オランダ技術者を招へいし，西欧技術の導入を図っ

たわけです。

1) 1. オランダ技術者の影響

オランダ技術者は舟運を主と した低水工法を主と した技術で、すが，その業績は，

ア．利根川，淀川などへの量水標の設置

イ．各河川の測量縦横断図の完成

ウ．オランダ式護岸工，水市j工の設置

エ．水系一貫思想， 治山，治水の一本化の葱見具申と経済観念の導入

オランダ技術者は明治5～6年来日し，明治13年ころに帰国し，代わって留学生と

して海外で学んだ人たちが指導するようになったが，一部の人は明治36年まで滞日し

て，治山，治水の一本化について強く政府に上申したことが記録されています。もち

ろんオランダ式の護岸，水制工など明治10～2.）年の大水害で欠陥を現わし，どちらか

といえば，オランダ技術についての風当たりが強かったといえます。

低水工の一例として，信濃川の改修計画があります。これは中流部に越流堤を設け

大洪水の洪水流を遊水池に氾濫させ， 下流の氾j監を防ぐ方式で，約8,00Jhaの冠水区

域を牧場とする案です。これは実施出来ませんでしたが，オランダ技術者の招へい

で， 日本は河川工事に関する基礎的技術を学びかつオランダ技術に対抗するために日

本の河川技術が大いに向上しました。

（註） オランダ技術者の活動の実績は明治年代の『利根川改修沿革考』に克明に

記録されてある。

1)-2. 明治初期の河川を取り巻く情勢は，ちょうど昭和35～45年ころのように土

地利用の秩序が乱れ，それに加えて豪雨頻発に際会したようなものといわれます。こ

の混乱を防止するため，是非とも治山治水の一体化を実現すべきであると叫ばれまし

たが，現在に至っても，河川法，森林法，砂防法の治水三法に分断されています。

1)-3. 河川法成立までの経過

当時の河川の荒廃は確かにはなはだしし政府がこの対策に乗り出したことは事実

です。

その対策の特徴は，

ア 統一的な法律制度化はなく ，断片的な布告， 令違，ヨ｜｜令等によった

イ．重要河川の治水に重点がおかれた。
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ウ．当時の財政事情と低水主義から重要河川以外は地方の要務と して考えた。

エ．国家権力による支配の方向を強く打ち出した。

つぎにその方策を年代を追ってみます。

（年代〕

元年 治河使の設置

2年 土木司の設置

3年 検査係の設置

4年 近畿地方砂防に関する令違

水源林の滋伐を禁止する規則

治水条目

6年 河港道路修築鋭則（河川法の前身）

15年 民有林の伐木禁止（国土保安に関する場所）

23年 公有水面，河川使用の免許使用と 自由使用についての定め

以上のなかで6年河港道路修築規則が基本法としてもっとも重要な地位を占めてい

ます。その内容は，

〈河川の区別〉

l等河 利害関係が数府県に関する もの

（重要河川は国で行なう方針で工事の費用負担を官費6割，民費4割とする）。

2等河 1府県に関するもの， 費用負担は1等と同じ，ただし更正修繕は地方

官施行（府県営〕。

3等河 1市町村，または郡程度の利害に関する河川更新，修繕事業は地方官

施行，費用は利害を受ける地方民負担。

（註） ただし見沼代用水のように江戸時代に幕府の御普請所（材料費官給，労

役費用水組合負担）であったところは当分の間官費の補助があった。

この当時矢継早の法制定で地方の実情を無視したものがあったようで，た

とえばこの見沼代用水も開設の起因が中下流の1,SOJhaの沼地干拓で幕府財

源確保が目的であったから，既存水田耕作者は官営の管理が当然であると考

えていたので，当時相当のまさつがあったといわれ，官費補助も これを反映

したものと思える。

この規則の特徴は，

① 河川行政を国の事務としている。

② 直轄工事制度を取 り入れた。

③ 国庫補助政策を明らかにした。

④地元民の直接的に必要な三等河川の高水工事は，地元負担のまま放置 され

た。
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「低水工事には多額の国庫補助， 高水工事は地元負担」が当時の政府の方針とみら

れた。

国庫補助金も明治 8年を最高に明治14年で打切りとなった。国庫補助があった場合

でも地方民の負担ほ徳川時代と変わらない（徳川時代には，給付金，給地の制度が

あった）。

この規則によって事業が行なわれたのは，

利根川， 淀川1，信濃川，木曽川，北上川，阿賀野川， 富士川，庄川，阿武隈川，最

上川，筑後川， 吉野川，大井川，天竜川の14河川に及びましたが，中小河川の高水工

事費負担が直接，間接に地元農民に負担させられたので，地元農民，各府県は財政的

に行詰り，利水については，伝統的農業用水以外にみるべきものがなく，わずかに明

治23年の水道条例が定められた；こ過ぎません。

つぎに重要なことは，明治6年の太政官布告第 114号 「地所名称区別」は土地の

官 ・民有の区Jjljを明らかにし，河川敷地を官有地第3種へ編入したことです。土地所

有の近代化 （明治5年田畑永代売買解禁， 私的土地所有権の確立）は，近代租税制度

の確立（明治6年地租改正条例）に当たって対象となる土地を明確にするために行な

われたものです。問題は民有地でない河川！などを官有地にしたわけですが，たいした

技術者もいない当時，まして一般民が一方的な境界設定に不服もいえず，一方的に官

有地の境界が設定されたのが実態で，不合理な面を残したといわれます。

しかし，時の政府が幕府諸藩有地の河川敷地を集約的に手中にするこ とができ，つ

ぎの河川法制定の礎となったものです。

〈河川法の制定へ〉

明治前期における治水行政は低水工事に重点を置きましたが（一時，高水工事に対

する国庫補助も行なわれたが）， 明治13年に廃止されるに至りました。明治14年，18

年， 22年と大洪水が頻発し，洪水対策の切実さが世人の関心の的となり，水害防止を

目的とする高水工事の実施が要望されるに至りました。加えて19年高水工法（築堤）

が木曽川に施行されて，その成果が認められ，さらに鉄道の発達が舟運をしのぐよう

になったことから低水工事の批判が強まり，そこで高水工事を計画的に実施するため

の河川法が明治29年に制定されました。その原因を追求すると，

ア，水害が小作料収入確保を阻害した。

イー水利費負担は地主持ちであった。

河川法制定の趣旨は，

ア高水対策

イ．工事の施行を地方庁に分担させない

ウ．上 ・下流統一的治水対策と森林保護，砂防の必要性

エ．高水工事の費用を地方費の独断にまかせない
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当時の国会での焦点はエにあって，日清戦争前から提出され，戦後にようやく制定

されたものです。

〈河川法の特色〉

1) 国家権力による統制を確立したこと。

1条主務大臣の河川の認定

3条私権の否定

49条主務大臣の河川行政の監督権

2) 治水重点主義で利水面に十分な考慮がない。

16～19条

3) 従来の慣行水利権が原則としてそのまま温存されることとなった。

施行規定 11条

〈旧河川法の利水に対する問題点〉

治水重点主義で目的は大河川の国直轄または補助事業を行なうことであるから，内

容も対象範囲も限られたものとなった。利水については，規定が簡単で行政庁の自由

裁量の余地が広い。

治水重点で利水についての考慮がない。

単に慣行水利権が温存されているに過ぎなし、。

その後，明治31年に29年8月9日災害を基本とし，砂防法と森林法が制定され，河

川法と併せ治水三法と呼ばれます。

旧河川法制定までの農業利水に関係する法

明治13年 区町村会法

水利土功に関し関係町村の聯合集会設置板拠に規定

17年 区町村会法（改正）

水利土功会設置の根拠規定（聯合集会を水利土功会に変更）

18年 地押調査（18～22年）

23年 水利組合条例

市制町村制jの特別法（旧用水管理組織の改組）

普通水利組合の発足

24年 地盤の官有に属する堤塘道路並木敷処分の件

25年 内務省通牒（司ii令462号）

水利組合は市町村に準じて取扱うべき旨通牒

【第二期河川法制定以後（明治29年以後）】

この時代は，日清戦争を経て，わが国の工業が発達し，利水に発電水力の需要が加

わり，利水者間の対立が現われるようになりました。利根川の第一期改修工事は，明

治33年の関東大洪水，発電水力の需要によって促進が図られました。
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〈明治32年耕地整理法制定〉

耕地整理が法律上で取り上げられたのは， 22年地租法の一部を改正し，耕地整理施

行地に対する地価据置年期を許可したのを初めとし，ついで3J年土地区画整理地地価

に関する法律が制定せられたのが耕地整理事業の始まりですが，明治32年に至って耕

地整理法が制定せられました。

何事もヨーロッパ依存の当時であったから，耕地整理法もまた， ドイツ法そのまま

まねて作られたので，かんがし、排水施設の入らない，ただ農地を碁盤自に切るだけの

ものでした。この法制度の背景には，

ア．日清戦争後，徴兵制度によって農家労働力が減少した。工業の発達によって同

じ現象が生じた。

イ 大地主階級が土地面積の確保と集団化をHり，収益の増加を計った。

ウ 18年の地押調査で1土実情に合わないものが多く，小作地主，両者の対立が増加

した。

しかしこの法律の範囲では，水田がある｜浪り水利施設が存在するが，水利施設に関

して法に規定するところがなかったので，水利施設は補助の対象にもならないしまた

登記する方法もなかったわけです。したがって，この碁盤自主義の区画整理はかんが

い排水に関する設備を伴わないので経済効果がなく普及しなかったので，明治38年耕

地整理法を改正して「かんがい排水に関する設備ならびに工事Jを追加しました。

ここで注目しなければならないのは，耕地整理事業の完了後かんがい排水に関する

設備の維持管理は市町村，水利組合に引継ぎ，または耕地整理組合は水利組合に変更

すべきものとし，農商務省の管籍を離れて内務省の管轄に所属するものとして両省間

の権限整備を行なったことです。

〈明治41年水利組合法〉

ふつう水利組合と水害予防組合の両者を規定し，内務省の所管とした。

く発電水力の進展〉

戦争後の経済の進展は，動力源を水力に求め，日露戦争の明治37年代までは近距離

の小規模な発電であったから，さして問題とならなかったが，戦後産業の需要は高電

圧（高低差を大きく取る）化して，その結果，長距離発電（送電）へ移行し，利水者

聞の争いを生じました。

所管が逓信省であったから，国の発展策として電力企業の保護色が強かった。

〈明治42年逓信省所管事項に「発電水力に関する件」〉

〈明治42年 8月 同省訓令〉

100馬力以上の水力河川使用について同省に伺うべきこと。

〈同年同月 内務省次官通牒〉

前記の訓令は，電気事業のみに関係し，内務省の河川法の手続に変更なく，同法ど
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おり手続を行なうこと。

このため，二省に伺を出すこととなったわけです（発電利水は以後へ続きます）。

以上が明治時代の水法ですが，一方，財界人，言論人による治水利水論も登場し，

いずれも長期的土地利用計画，経済効果をベースとした治水利水計画を行なうことを

主張していたのは注目すべきことです。

【第三期大正年代から昭和前期（12年ごろまで）】

利水の進展と各省所管の混乱期

この時代の現象は，現在の都市用水と農業用水の関係と似て，すでに合理化事業と

同じ発想、が現われています。

第一次大戦は，ちょうど，かつてのわが国の神武景気と同じように，日本の経済進

展期をもたらしました。この結果，

1) 発電の飛躍的増加に伴う利水者聞の対立

2) 農村の耕地整理，開拓，農業水利事業の進展

3) 農林省と河川管理者としての内務省との対立

第二期に引続き発電需要に対応する水利法立案の動機は，電力業界によって与えら

れ，その要望は，

1) 発電の水利使用許可を電気事業所管の中央官庁で統一処理をすること。

2) 水力発電を円滑に実施するための諸措置（とくに水利権の調整，保護）を行な

うこと。

以上の要望に対し，下記表のごとく農商務省（後に農林省），内務省，逓信省の三省

が三ツ巴になって水利法案を立案しましたが，いずれも成案となりませんでした。

農 林 省 内 務 省 逓 信 省

大正 8年 ｜農業水利法案
建議案

大正14年 ｜用行排水幹線改良事業施
について

昭和4年 l河川法改正への動き ｜発電水力法案

昭和5年 農業水利法案

昭和10年 i河川法改正案

昭和13年 農業水利法案

〈発電側の主張〉

発電ダムに対する既得水利権の扱いの緩和

〈農林側の主張〉

l発電力法案の省議決定
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既得用水の保護と，魚梯施設，流木路施設の整備，用排水幹線改良助成業務の所管

〈内務省側の主張〉

治水優先と旧慣行水利の整理（大正15年）

用排水幹線改良助成業務の所管

用排水幹線改良事業の所管争いは，「原則として農林省の所管とするも，河川に重

大な影響を及ぼす場合は内務省と合議するものとする」との閣議決定により一応解決

はしたものの，重大な影響の範囲などその解釈の不明確なものが，その後長く両者の

争点となったわけです。

しかし，この時期では河川管理者は大河川中心主義で，中小河川はむしろ用排水幹

線改良事業として農林省側で行なわれるケースが多く，埼玉県の13河川改修もこれに

該当していますが，もう一つの理由として，耕地整理，開拓の進展がこの事業を促し

たことは事実です。

（註） 利根川，荒川の大改修に伴って，その支派川の改修を行なうことによって，

耕地整理の実効を期すベく，埼玉県では当時の岡田忠彦知事の大英断によって，

大正 7年からつぎの13河川の改修に着手した。これは農林省が全国的に奨励した

用排水幹線改良事業の先駆をなすもので，県独自の13河川改修事業はやがて用排

水幹線改良事業に受け継がれていった（埼玉県の耕地整理は大正末期2万Loooha 

に達した）。

改修されたのは，大落古利根川，青毛堀，備前堀，姫宮堀，隼人堀，元荒川，

綾瀬川，福川，新河岸川，芝JI！，忍川，野通川， 庄兵衛掘。

① 発電水カが農業水利に直接与える影響を考えると，

ア．発電ダムの貯水がかんがい水量を減少させる。

イ．不用意な放流が下流水利権者に被害を与える。

ウ．発電放流量による水位変動が農業用水の取水に支障を与える（朝，タのピー

ク発電量と無関係）。

エ．かんがい水温の低下現象。

オ．発電ダムの築造による土砂流出量の減少による河床低下，また，土砂吐操作

によって逆に微細土が沈澱した例もある。

② 農業水利権侵害に対する具体的処理

以上の権利侵害に対して，農業用水側の対応をみるとつぎの3つに大別されます。

（註） いつの時代でもそうですが，発電の受益者には農民も入っていること（単

にあかりとしての電気でなく，産業全体における日本の社会構造）。時代の流

れのもとでの力関係が大きく作用します。

ア 発電側で‘設けたダム，そのほかの施設に管理規程を設けて操作する。

イ．発電側が農業水利権に損害を与えないよう温水溜池，逆調整池などの施設を
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設置する。

ウ．発電側が農業水利権者に金銭で補償する方法。

1) 農業用水側が新たに設置しまたは改変を必要とする施設のための費用

2) 発電水利のため従来より高額となった費用

つぎにこの補償の形式として，

1) 当時者の聞の補償契約ないし協定

2) 行政庁の許可命令の内容によるもの

さて，このように補償や契約を行なっているのになぜ紛争が起こるのか考えてみる

ことにします。

第一に発電事業は公共性に富むものであって，会社の利益が社会の公益に繋がり，

さらに国家の公益にすりかえられるということで，このことは河川法20条で地方行政

庁は公益のために必要あるときは，すでにあたえた河川の特別使用権の特許を取消し

または制限で、きる旨規定していることでもうかがし、知ることができます。

第二に補償についての厳格な法的根拠がないことです。

要するに，行政庁や当事者の自由裁量しかなく，農業用水側が非常に不安定な位置

にあることです。これは後になってできた電源開発促進法で、も，ただ「公正な補償に

努めなければならない」とあるだけです。

このような状態から第三期は現代と変わらない農業水利の危機を招来していたわけ

ですが，農村は少数の大地主の意見が社会に反映されるのみですし，また直接農民に

関係する中小河川改修は地方庁が施行していたので，まだまだこの問題が社会全般に

取り上げられるには至っていなかったといえます。

しかし，埼玉県では，大正末期までに県内 2万1,0J〔1haに及ぶ耕地整理が完了し，

大正年間に始まった県内13の中小河川改修が昭和に入札用排水幹線事業に受継がれ

ていったが，これなども主として農業側の要請から開始された時代です。

【第四期昭和12年ころより終戦まで（戦争下の国家統制）】

この時代は，戦争という至上命令によって産業のために水利調整が行なわれた時代

ですが，実際には農業水利を調整するに至らなかったといわれています。しかし発電

水力を保護する政策が強まったことは事実です。

〈昭和13年電力管理法〉

日本発送電株式会社

1. 電力国家管理の実施上必要な河川法の特例措置

2. 国家総動員法に基く水利権の収用使用と水利調整措置

く昭和13年国家総動員法〉

水利権の収用使用

〈昭和15年農業水利臨時調整令〉
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食糧増産のために皐越に際しての緊急措置

く昭和15年農業水利改良事業補助規則〉

干害防止農業水利改良補助規則

〈昭和16年農地開発法〉

【第五期終戦後より昭和30年代まで】

第二次大戦後の特色は，

1) 国土の荒廃による水害の発生

2) 土地利用の急速な変化と水需要の増大

3) 河川水のみならず，地下水，海などへ関心が高まった

4) 特定多目的ダム法等の制定と進展

5) 治水，利水および利水相互間の利害関係対立の変化

6) 河川法改正の動き

戦後制定された水法

昭和24年 水紡法，土地改良法

II 25年 国土総合開発法，水産資源枯渇防止法

II 23年 温泉法（利用規制）

II 31年 工業用水法

II 32年 水道法，特定多目的ダム法

II 33年 下水道法，公共水域の水質保全に関する法律

II 27年 電源開発促進法

II 27年 河川法改正案（未成立）

II 29年 河川法改正案（未成立）

II 32年 河川法改正

II 32年 河川行政監督令の改正

河川法改正の内容は治山，治水および水資源の利用保全の総合性の確保にありまし

た。

河川法は，明治年代にできたもので，成立の過程からして現代では通用しないこと

は事実です。

第二期以降と異なった形で，水需給の逼迫から，まず特定多目的ダム法が制定され

るとともに，河川法改正の動きはきわめて強くなって来ます。

（埼玉県土地改良調査事務所長）
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