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4. 水田開発に果した個別配水

(1) 那須疏水の維持管理規約抜粋

明治15年（1882）の飲用水路開削，そして明治19年（1886）の潅瓶用水路の開削工

事が完成し，その維持管理が地元受益者に委ねられると，この広い那須野原に延びて

いる那須疏水を隅々まで統一した管理のもとに置く必要があらわれた。従来から印南

丈作・矢板武の両人が指導していた那須開墾社を中心にして各開墾社はま とまってや

ってきたので，その活動を生かすことはすぐまとまり，規約を設けて組織をしっかり

としたものに創ることとなった。しかし，江戸時代よりの水路が風雨などの災害によ

って廃堀と化しているように，この那須疏水もそうした事になる恐れはなきにしもあ

らず，よって栃木県知事宛に『那須疏水本支流修繕費御補助之儀ニ付歎願』を提出す

るが，この許可と共に申合規約を定めて知事の許可を受けなければならぬという指令

があり，水組総会を開き明治19年12月6日認可となり，同年12月16日政府より那須水

組に水路が引渡され，「那須水組」が設立した。

この那須水組の申合規約による配水方法は，最初， 政府より｛昔り受けた面積の 1/3

を滋紙面積として，その面積に応じて 200個の水量が配水される，とあり，これは前

述したところの分水表（水利科学 117号に既裁）のとおり各開墾社に配水された。以

下に那須水組申合規約を記す。

第l条疏水ノ潅獄ヲ受グル土地ノ拝借入及所有者ヲ那須水組ト称ス。

第2条 疏水ノ分自己ハ管庁ニ於テ定メラレタル疏水分量表ニ依ノレ。

第3条前条ノ水量ニヨリ，支線分水口ノ構造ハ官ノ測定スル所ニ従へ，何等ノ事

故アリト難自己ニ変換スベカラズ。

第4条 本幹ヨリ支線ヲ開削スルニハ，反別ノ多少に係ラズ， ・社（又ハー名），ー

ケ所ニ限ルモノトス，但シ不得上事実アルトキハ此限リニアラズ。

第6条非常ノ減水又ハ水路破損等ニテ，水量減水スルトキハ，反別ノ広狭ニ拠リ

其水量ノ引入ヲ減ズベシ。

第7条 水路本幹ノ修繕及ピ保護取締ニ関スル一切ノ経費ハ，水組一般ニ於テ負担

スベシ，但費金ノ賦課法ハ其潅瓶ヲ受グル反別ノ広狭ニ依ノレベシ。

第8条各支線ノ修繕其他一切ノ経費ハ，其支線エ関スル各社ノ負担トシ，其賦課

法ハ前条ニ同ジ。

この申合規約19条のほかに，水組申合規約附則が10条設けられている。

こうして規約が設けられ，水組が活動を始めてから連年のように水害にあい，那珂

川の河床の変動や取水口が崖崩れで埋まるなどして疏水の水が断水することがしばし

ばあったために，その取入口位置の上流に新たに渠ロを設けようとしたが，工事費を

見積ってみると，何しろ 174聞の新水路開削，うち87間7分は隠道としなければなら
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ないので， 2万2,072円11銭 2厘という金額が必要となった。これを那須水組だけで

負担するにはあまりにも巨額であるので，明治16年那須野原にも東北線が開通し機関

庫もあったことから，那須疏水の水を 2個使用していたが，一時金 120円を払っただ

けであったので，明治36年3月，日本鉄道株式会社社長陸軍中将曽我祐準に対して

『那須疏水渠口変更工事支出願』を出し，加えて栃木県令菅井誠美宛に『那須疏水渠

口変更工事費日本鉄道株式会社へ補給請願ノ儀ニ付御願』を出し，日本鉄道株式会社

に対し斡旋を頼んだ。この時日本鉄道より 2万円が出金されたが，その条件として法

律に準拠する水利組合に改組するということがあり，那須水組もこれを入れ，『那須

疏水普通水利組合設置ノ儀ニ付請願』を明治36年8月栃木県知事菅井誠美宛提出し，

同年9月認可された。以下に那須疏水普通水利組合規抜粋を記す。

第 l条本組合ハ，明治23年法律第46号ニ基キ，飲用水並ニ水田港紙ノ目的ヲ以

テ，用水路ノ凌深及其保護ニ必要ナル事業等ノ為メ設置シ，那須疏水普通水利組

合ト称ス。

第2条本組合事務所ヲ西那須野村役場内ニ置ク。

第3条本組合ノ区域反別配水量ヲ定ムル以下ノ如シ。

但シ明治19年3月本県ニ於テ定メラレタノレ水量表ニ依ノレ。

第4条前条ノ水量ニヨリ，支線分水口ノ構造ハ，創設当時測定スノレ処ニ従ヒ，何

等ノ事故アリト難モ，決シテ之ヲ変換スルコトヲ得ズ。

第5条 本組合ノ管轄スノレ疏水路ハ，本幹，支線，小支分水ノ三種トス。

第6条 支線ヨリ，既定線ノ外，新ニ小支分水ヲ開削セントスノレ時ハ，当組合ノ決

議ヲ経ベシ。

第7条 小支分水，其他総テ水路ハ、下流ニアノレ組合区内ノ水路ニ必ラズ還流セシ

ムベシ。

第8条 本組合ノ水路ハ，組合外へ流用セシムノレヲ得ズ。但シ万不得止事情アルモ

ノハ，組合会ノ決議ヲ経テ定ムルモノトス。

第9条水量使用権ヲ，合併又ハ分割，若シグハ譲与セγ トスルトキハ，其状ヲ具

シ管理者ノ認可ヲ請クベシ。

第38条本組合ノ会計年度ハ，政府ノ会計年度ニ依ノレ。

第39条本組合費ハ，配水量ノ多寡ニ応ジ，組合会ノ決議ヲ経テ土地ニ賦課ス。

第62条各分水ハ，本組合規約ノ範囲内ニ於テ，本組合会ノ決議ヲ経テ，申合規則

ヲ設グルコトヲ得。

以上抜粋であるが， 65条より成る規約である。

この普通水利組合規約と以前の水組申合規約を比べると，維持管理費の賦課方法が

異なっていることがわかる。水組申合規約第 7条には「水路本幹ノ修繕及ピ保護取締

リニ関スノレ一切ノ経費ハ，水組一般ニ於テ負担スベ、ン，但シ費金ノ賦課法ハ其滋瓶ヲ
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第4表反別配水量 表

支線名｜村 名 ｜反別佃）I配水量（働II支線名i村 名 r~｝］~~~1配水量（個）
東那須野村 295.3725 7.74 狩野村

同 565.9804 18.86 同 403.9604 21. 61 

同 102.7526 2.24 同 切0.0000

第 同 156.6218 2.68 第 同 47.4207 1. 06 
3 1 

鍋掛村 分水 西那須野村 293.1027 6.26 
分
水 同 320.6416 大田原町 18.6009 1. 36 

j 金田村 10.18 同 20.6615 0.62 

同 67.6120 （小計） 1,364. 7602 30. 91 

（小計） 1, 492. 7116 41. 70 
西那須野村 400.9003 

高林村 323.0000 26.41 同 471.1128 

東那須野村 130.3108 第 同 427. 2719 

同 89.0412 
4 同 465. 4718 

第 同 158.1513 
分水 同 406.6613 

2 同 24.2827 ) 20. 49 同 198.2607 4.17 
分

同 27.2614 （小計） 2,369.6928 75.39 
水

同 94. 7103 

（合~~721~1同 163.9521 199.89 

湯浮上村 42. 8116 4.99 

（小計） 1,052.5424 51. 89 

受クノレ反別ノ広狭ニ依ノレベシ。」とあるが，普通水利組合規約第39条によると「本組

合費ハ，配水量ノ多寡ニ応ジ，組合会ノ決議ヲ経テ土地ニ賦課ス。」となる。水組の

時は「……其濯瓶ヲ受グル反別ノ広狭ニ依ルベシ。」となっていて，一般的な反別賦

課の方法がとられていたことがわかる。ところが普通水利組合になると「本組合費ハ

配水量ノ多寡ニ応ジ，組合会ノ決議ヲ経テ土地ニ賦課ス。」とあって，土地に賦課す

るという考え方は同じなのであるが，しかしそれは配水量の多寡に応じて賦課の枠が

考慮されるため，土地と配水を受ける権利とが離れてしまわないように行なわれてい

るのであって，配水される水量に賦課基準がおかれていることに変わりはないのであ

る。昭和24年に制定された「土地改良法」に基づいて，昭和27年3月，那須疏水普通

水利組合から那須疏水土地改良区へと組織変更した。以下に那須疏水土地改良区定款

技粋を記す。

第l条（目的） この土地改良区は，明治19年設立の那須水組合の事業をうけつぎ，

那須郡高林村大字西岩崎より引入れる那須疏水管理保護， 改修凌諜，その他農業

経営を合理化し，農業生産力を発展させるため，土地改良事業及びこれに附帯す
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る事業を行い，食糧増産に寄与し疏水の恵福を永久に維持することを目的とす

る。

第2条（名称及び認可番号） この土地改良区は，那須疏水土地改良区という。こ

の土地改良区の認可番号は栃木第17号である。

第3条（地区） この土地改良区の地区は、以下に掲げる地域とする。但し地区と

なるべき土地は，別冊のとおりとする。

栃木県那須郡西那須野町。

岡県同郡狩野村大字三島，南郷屋。

岡県同郡東那須野村大字佐野開墾， 沓掛，鹿野崎。

同県同郡大田原町。

岡県同郡高林村大字青木開墾。

同県同郡湯津上村大字蛭田，蛭畑。

岡県同郡金田村大字羽田，倉骨。

同県同郡黒磯町大字東原，豊原，共墾社，埼玉。

岡県同郡鍋掛村大字鍋掛。

第4条（事業）

1. この土地改良区は，土地改良事業計画，定款及び規約の定めるところによ

り，以下に掲げる土地改良事業を行なう。

一，那珂川の引水に伴う那須郡高林村大字西岩崎地内にある取入施設の維持

管理

二，地区内の用水路及び分水施設の維持管理

2. この土地改良区は，前項各号の事業に附帯し，その事業を害しない範囲内

で当該施設を他の目的に使用させることができる。

第42条（経費分担の基準）

1. 第4条の事業その他必要の経費にあてるための賦課金及び夫役現品は予算

の定めるところにより，規約で定める配水表により配水割によって組合員に賦課

するものとする。但しこの土地改良区の一地区の組合員がその配水を共同して使

用しているものについては賦課金はその地区に賦課するものとする。この場合に

おいてはその地区の組合員はー名の代表者を定めて届出なければならない。

2. 天災その他により地区内の施設に災害を蒙り又は蒙る慎れあるときは組合

員の一部に対し夫役現品を賦課して応急工事を行なうことができる。この場合に

おいては後日金銭に換算して弁償しなければならない。

3. 第4条第2項により施設を他の目的に使用させるときは，総代会において

定める使用料徴収をするものとする。

第43条（賦課徴収の方法） 前条の規定による賦課金，夫役現品，及び使用料の賦
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課徴収の時期及び方法並びに夫役現品の金銭換算の基準は総代会で定める。

第44条（夫役の履行）

1. 夫役を賦課された者は，その便宜に従い，本人白からこれに当り又は代人

を以ってこれを履行することができる。

2. 前項の規定による履行については，金銭をもって代えることができる。

第47条（基準水量） 第4条第1項の規定により，此の土地改良区が管理する那珂

川より引水する基準は 199個 8分9厘とする。

第48条（各分水への水量分量） 用水幹線水路（那須疏水）より，各支線水路に分

配する配水量は以下の通り定める。

名称

第1分水

第2分水

第3分水

第4分水

分水口所在地

黒磯町大字東原

高林村大字青木

狩野村大字三島

狩野村大字三島

配水量

41個7分

51個8分9厘

30個 9分1厘

75個 3分9厘

第49条（各分水への配水量及び分水口構造の変更） 前条に規定する配水量及び分

水口の構造はこれを変更してはならない。但し特別な事情によりこれを変更しよ

うとする時は，総代会において総代総数の 3/4以上（代理出席を含む）が出席

し，その議決権の 3/4以上の同意がなければならない。

以上55条の定款と附則 3条よりなり，この第42条には「…－・賦課金及び夫役現品は

……規約で定める配水表により配水割によって組合員に賦課するものとする。・・…」

と賦課枠の基準がどこにあるか触れており，それが配水量の多寡におかれていること

がわかる。この場合，別に水利権と土地とを密着させる文はないが，この当時には農

地解放によって大部分のものが自作化し，かつ土地改良区においては耕作者のみが組

合員たる資格を持ち得ることから（普通水利組合の場合耕作者および土地所有者が組

合員になり得るので，土地を借りて小作している者も含み，故に彼らは水利権を持た

ず土地のみを借りているわけだから，地主の持つ土地に対して賦課することになるの

である）， その耕作者たる組合員に賦課したわけであって，配水を受ける権利と土地

を分離して考えてしまうと，名義上の所有と実際の使用者との聞に違いができてしま

ったり，土地が無くなっても水利権に対して賦課金が徴収されて困るといった状態が

出現したりして，スムーズな維持管理ができなくなるので，そうした土地と水利権に

関しては，従来の方法を慣行的に使用して水利権は土地についているとし，土地改良

区にどちらかの移動を行ないたい旨届け出て無理がないよう許可を得るものとしてい

る。
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(2) 水不足の出現

各開墾社聞において土地の移転，農場の統廃合などがなされ，開墾地も増え水田の

増加と共に使用水量にも変化をきたし，それにつれて配水量が各々定められていると

いっても小支線への取水は自然分水であったから，その取水口の上・下流の位置によ

って取水量に優劣がみられ，公正な配水方法を望む声が高まってきた。そこで自然分

水から射流分水方式にかえ，この方法の採用と共に第4分水地区内に土地を持つ個人

それぞれに配水される個別配水が那須開墾社内（第4分水路は那須開墾社に使用され

るので，その解散後も第4分水申合組合をつくり那須水組に準拠して団体行動をとっ

た）で見られるようになり，そうした諸条件が各開墾社に水田開発の面で大きな格差

を生じさせてきた。

明治19年に那須疏水幹支線が完成し，各開墾社の取水口はそれぞれ4本の分水路に

設けられ，この各分水路によって濯瓶されることとなった。那珂川から取水する 200

個の水量全てを各開墾社に配水することとし（実際は250個取水されるが， 250個の

うち50個を地下浸透一一水路損失ーーと考え，残り 200個（5.5m'S）を利用水量とす

る。分水表では配水計算の都合で199個8分9鹿となっている）， 明治18年中にその

配水する水量の多寡を定める基準として，それぞれの開墾社が政府より拝借した土地

の総面積の 1/3を港紙面積とみなし，その広狭に応じて配水量を決定した。各開墾社

の取水口は所属する分水路に 1社〔または 1名） 1ヵ所という規則（那須水組申合規

約第4条）で設けられたが，分水口には水門などの施設は造られておらず，自然分水

の形がとられているため，ぞれそれの開墾社では最大限いくらの水量を取水できると

いった状態で取水口が上流に位置するか，下流に位置するかでその取水条件が異なっ

てしまい，自然，対立が生じる恐れがあった。考えてみると，現在では一般に lm'/S

の水量で、400～500haの水田が濯瓶できるとされているが，それでは那須疏水において

はどうだろうか。疏水開削当時，配水量を定める基準として一見単純に拝借総面積の

1/3を潅紙面積としてしまっている。その仮定港紙総面積は 3,210haで，それに対す

る利用水量が200個だから単純計算だと lm'/Sあたり583.6ha濯瓶しなければならな

いこととなる。 これは現在の lm'/Sあたりの一般港紙可能面積と近似していて一見

なかなかうまい計算をしたように思えるが，しかし本当にそれだけの面積を港紙する

ことができるのだろうか。

現在までの水田開発をみると，現在の l,064haの水田面積が過去最高であり，疏水

の分水下流では水不足をきたし，電動機揚水に頼っているのをみると，疏水の水流利

用による水田開発はここが限度ではないかと思われる。これから考えると計算上は何

となくうまく見えても，実際 3,210ha全てを 200個の水量で潅減することは無理であ

ったろう。現在，疏水受益地区のうち品川地区は揚水濯概に移行したため疏水の水利

権を上流地区に移転している。それで実際の疏水港減面積は998haである。故にこれ
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から lm3/Sあたりの港紙面積は 181.4ha, 1個あたりでは 4.99haとなり拝借総面

積 1/3の 3,210haを200個（5.5m'/S）の水量では港紙できない結果となっている。

拝借総面積 1/3をさらに 1/3にした面積 998ha が200個の水量で滋滅された最高だ

というわけである。こうした事を考えると配水が開始されてもその配水量では仮定港

紙面積を全て潤せないことになるから，どの開墾社においても水の不足を訴えるに違

いないのである。しかし，しばらくそんな気配がみられなかった。というのも仮定港

紙面積3,210haが一斉に開国されることなどなかったからである。所有している仮定

面積を開国する場合， 3年よりは5年， 5年よりは7年と長い年月をかけて徐々に開

田を行なった方が水田の熱田化を考慮した場合，最大必要水量が少なくてすむので

ある．つまり定められた配水量内で開田を進めていく時，まだ熱田は無いわけだから

地下浸透水量は大きく同じ水量で熱田とを比較した場合，その分だけ開田が抑制され

てしまう。これに比べて地域をいくつかに分けて数年計画で、開回していく時，短かい

年数より細かに分けて長期計画にする方が履大必要水量も少なくてすみ，その最大量

を配水量と同値にしておけば配水量内で l年のうちに開田できる最大の面積をもっ

て，順次開国していくことができるわけである。実際にこうしたことを計算したので

はなくて経験で知っていて行なっていったのだろう。加えて，開墾社によってその方

針が異なり，わざわざ水田の小作料を畑のそれよりも何倍か高くして，水田経営を小

作人が行ないにくいようにしていたところもあり，とにかく水田開発は極めてゆっく

りと進められていくのである。このため，実際少ない配水量ではあったけれどどうに

か深刻な水不足に悩まされることはなかったのである。

ところが，明治19年に設立された那須水組の申合規約第7条には「・・・・但費金ノ賦

課法ハ其瀧獄ヲ受クノレ反別ノ広狭ニ依ルベシ。」とあるのに， 17年後の明治36年に設

立された那須疏水普通水利組合の規約第39条によると「……本組合費へ配水量ノ多

寡ニ応、ジ組合会ノ決議ヲ経テ土地ニ賦課ス。」 と，賦課金の賦課基準が反別の広狭か

ら配水量の多寡へと変化している。何が原因でこうした変化が現われたのか。おそら

く分水施設が自然分水であり，反別割の賦課がなされ地下浸透の大きいこの地域では

疏水分水下流で水の不足が起こったのだろう。実際第4分水区那須開墾社では明治26

年頃 75.39個（2.03m'/S）の水量で 25町を濯概するのに下流で不足を生じている。

反別割の賦課だと面積が多ければそれに従い賦課金も多く徴収されるが水量の使用量

は規制されなし、。水田に水をかけようとしても地下浸透量が大きいので，配水分量よ

り多く引水してしまう。当時はこの分水が自然、分水であり勝手に手を触れられないこ

とになっているから 自然上流の地区が取水に優利になり下流では水の不足が生じる

ことになって，それぞれに分水量が定められていてもそれが全く有名無実とされ，実

行されなくなる。この問題を克服し定められた分水量を配水する上で適正をはかるた

めに，実態に即した配水や維持管理が望まれ，明治36年の那須疏水普通水利組合設立
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と共にその規約に第39条が設けられたのではないだろうか。この規約の要点は昭和27

年に設置された那須疏水土地改良区にも受け継がれている。

明治25～26年頃から那須開墾社内で，水不足が顕著に見られるようになり，分水の

上・下流闘で契約を取り交し，配水の適正をはかろうとした。以下にこの配水契約抜

粋を記す。

第 l条

第1番字4区

本線水量 48個 4分

東 3個 7

西 23個84

配水契約書

第 2番字4区飲用水路に分派

本線水量 28個94

飲用水量 19個54

第 3番烏森雲照寺脇

本線水量 23個45

東 2個22

西 3個27

第4番二ツ室北

本線水量 14個 8

東 9個37

第 5番二ツ室西

本線水量 4個17

東 3個52

西 6個39

第 3条

明治26年，流水実験をしたが僅か20余町の水田港紙に流末においては不足の訴

えがある。よって仮りに現在の反別25町歩を以って標準とし，計算するときは以

下のよう。

1,000町歩に付 31個37 11町歩強

100町歩に付 3個137 1町 l反歩強

10町歩に付 . 3137 1反 1畝歩強

1町歩に付 .0313 1畝 3歩強

以上の割合を以って，各地所有主は中段の配当水量あるも下段反別の外自由に

使用することを得ず。
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このように25町歩を標準として一定の水量内では一定の反別だけを濯殺させること

として，自由に開国することをさせないようにした。しかしこの契約が成立したのは

明治26年中であり，同年12月中には那須開墾社が成業解散したため中心団体がなくな

り，この契約も完全に履行され得なかったのである。他の開墾社と違って，那須開墾

社はその結社当時から水田開発のために那須疏水開削を計画するなど水田開発を強く

願っていた事から，疏水開削後も熱心に水田開発を推進したのであるが，配水契約第

3条に見られるように「現在の反別25町歩を……」とあり，他の開墾社より開田が進

んでいるといっても明治26年現在で25町歩の関田がされただけであった。那須開墾社

の明治26年の成業解散時の開懇総反別は 500町歩で，そのうちの25町歩が水田となっ

たわけである。ちなみに成業予定面積は 800町歩であった。

このように，那須疏水が開削された当時は現在一般に行なわれているように，反Jjlj

割賦課が実施されていたのだが，利用水量は 200個（5.5m'/S）と限られているうえ，

扇状地を濯概すること，新開田ばかりであることなどから水田開発を進めていくには

反別割賦課の形態をとっている限り，各分水の上 ・下流による取水口位置によって取

水状態に優劣があらわれてしまう。また，那須疏水では各分水に位置するそれぞれの

開墾社に配水量を定めている。これは後に，取水口位置による取水量の過不足をなく

したいとの声がでた時，これを基にして対策が講じられた。配水量が決定された理由

は，前述してきたように，疏水幹線の完成後に支線は受益者が負担して開削すること

になっていたが，結局これも政府の援助で行なわれることとなったわけである。故に

支線の路線決定と必要な水量による水路通水断面の決定および本数が，開墾社の位置

と計画港紙面積によって決められるので，その計画濯概面積を先に仮定して 200個の

水量というものをそれに応じて配分し，各開墾社の必要水量としたのである。それで

各分水路に通水される水量はその水路に所属する開墾社の数によって決められる。こ

のように支線を開削するための目的をも って各開墾社に分水量が与えられたのだが，

反別割賦課がなされたといっても，各開墾社によって定められている分水量というも

のを何故分水路開削当時から正確に配水する処置をとろうとしなかったのだろうか。

最初から処置をしておれば後になって分水路全体の上・下流という水不足にならず，

各開墾社内部の問題という方向に進んだであろう（水利権を持つ地主と耕作する小作

人との聞にである）。

思うに分水量を開墾社ごとに決めたのは，ただ支線を開削するための基準としただ

けで，一般に行なわれていた反別割賦課を採用することは計画の当初から組み込まれ

ていたのであり，那須疏水は水田濯殺を大きな目的として開削したのであるから，疏

水掛りの地域で関田が行なわれるのは自明の事であるとして，所有面積に応じた関田

がなされるよう分水量を与えたものに違いない。

ところが，述べてきたようにしだいに疏水下流地域では水不足があらわれ，なかで
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も第4分水区（那須開墾社）においてそれが顕著にあらわれ，第4分水区では那須開

墾社とその下流にある加治屋開墾場だけしかないので，それらだけで独自に配水方法

を考え出したのである。これが土地を所有する個人にそれぞれ分水量を定めた個別配

水の方法である。

以上，個別配水が採用されるまでの経過を述べてきたが，この方法が最初に用いら

れた那須開墾社とその採用が遅れた他の開墾社について，それぞれにおける水田港紙

の水利用と共に，その採用の時期差からの水田開発の相違について述べていきたい。

(3）各開墾社の水田開発

那須野原を開発しようとする最初の試みは徳川幕落体制lの頃よりなされてきたが，

それらの事業は当初の計画を成就することができずに一部の水田開発のみに終わって

しまった。明治になって印南丈作 ・矢板武の両人が水田開発を目論み，大港務用水路

（那須疏水）が完成されたにもかかわらず，その疏水掛りとなる多くの開墾社や農場

が華族経営であったため，印南 ・矢板の指導する那須開墾社が農民に土地を所有さ

せ，水田を造らせるという方針と異なり，小作人を雇い畑作や植林等にカを入れたの

で，その両者聞の水図面積に差が開き，大戦後農地解放によって小作人が減少してか

ら初めてその両者の聞に開きがなくなったのである。

1) 那須開墾社

明治13年，那須野原官有地3,419町歩の貸下を許可される。

「地所貸渡年限ハ， 20ヶ年ト相定メ，其間借地料ハ免除可致，尤モ成功年限ハ， 15

ヶ年ト相定メ，貸渡後，満2ヶ年目，及5ヶ年目毎，実地検査ヲ遂ケ，予定ノ通リ成

功セザル部分ノ；地ハ帰納可致事。」

那須開墾社申合規約抜粋

第4条本社事業へ西原 3000町歩ノ内，開墾600町歩，植林 1400町歩，牧場

1000町歩ヲ以テ目的トス。

第5条本社3000町歩ノ内， 600町歩ヲ以テ，漸次移住スルモノへ分与シ，功労ア

ルモノへ賞与スルノ：地トス。

明治15年，飲用水路開削。

飲用水路の末端にある那須開墾社では，明治17年その余水を利用して水田 1町2反

歩に水稲作を試みるが，玄米7斗5升という低収穫であった。

明治18年，開墾成功地176町2反6畝29歩の払下げを受ける。

明治19年， 那須疏水幹支線完成。

経営方針を変更し，従来赤字続きの農耕・牧畜等を縮少し，植林事業に重点を置

き，耕地は移住人に小作地として貸付ける方針をとる。水利権 71.22個を分与され，

灘瓶面積を 1,140町歩と仮定する。



66 

明治20年，拝借地全部の払下げを受け， 3,419町歩となる。

明治26年，那須開墾社解散。株主はもちろん移住者も土地を所有する。

解散時までの那須開墾社の成果は，

開墾反別 515町歩

森林反5.Jll 2, 250町歩

移住戸数 315戸

移住人口 1,500余人

株主への分与地 1,449町歩

株主以外への分与地 217町歩

移住人への分与地 600町歩

分与面積 開墾社に対する労役 年限

原野3町5反歩 毎月 5人 15ヵ年

II 2町5反歩 II 3人5分 II 

II l町歩 II 1人5分 II 

II 3反歩 II 5分 II 

以上の成果をもって，那須開墾社は成業式を挙げて解散し，土地と水利権を株主や

移住人に分与したのだが，水利権は株主が握り，移住人には水の使用が許されるだけ

であった。

明治26年中に分水路の上・下流で水不足があらわれ，これをなくそうと配水契約が

結ばれるが，当那須開墾社の解散により実行されるまでには至らなかった。那須開墾

社の解散後明治31年，第4分水路の維持管理を西那須野村の村長に委ね，経費はその

受益者が負担することとした。この時に，水争いが起こらないようにその解決策を設

ける必要有りとのことで， 14条から成る西那須野村配水法というものを定めた。以下

抜粋を記す。

1. 第4分水水量分配ハ，明治18年ニ定メタル水量表ニ依リ，加治屋農場ヲ除キ，

其他ハ当分ノ内，水門ヲ設ケズシテ，反別割ト戸数割トニ区別ス。

2. 反別割戸数割水量ノ分配額ハ，反別へ7.5/10，戸数へ2.5/10トス。

但シ，戸数割ハ毎年1月1日現在ノ戸数ニ拠ノレ。

3. 水量ノ計算法ハ，水田ハ面積ニ依リ，池ハ面積 3倍ヲ以テ調査ス。

4. 水量ニ関スノレ費用ノ負担ハ，以下ノ割合ニ依ノレ。

水田及池 7/10 

畑宅地山林原野 1. 5/10 

戸数 1.5/10 

これによって各個の分水量が定められたのである。しかし，ここでも 1条にあるよ



稲葉： 那須疏水における個別配水の出現と水出潜概CI) 67 

うに水門を設けないとしてあるため，我田引水により下流で水不足に悩むということ

が起こるのは仕方のないことであった。

明治45年， 30条から成る那須疏水第4分水使用組合規約を設け，水田に滋概する水

量を5期に区別し，その所有地反別に応じて漸次水田の開墾をなすというもので，水

利費の徴収は既成水田および予定水田の反別に賦課するというものであった。だが，

液概水量を5期に分けても，反別にその配水量の基準がおかれているし，地下浸透水

量というものは水聞によって異なるものなので，やはり上流に比べ下流は水の掛りが

少なくなるということは免れ得なかった。 そこで，規約はそのままにしておくが， 実

際の水利用においては，別な方法をとることになった。従来の問題点はといえば， 反

別の広狭に配水の基準を置いたために生じたのであるから，これを改めることにした

のである。扇状地であるので，他の地域と比べて地下浸透水量が大きいために，一般

に行なわれているところの賦課を反別割において港紙用水の使用量については，特に

制限を加えないという方法を当地域で用いることは無理だったので、ある。そこで新た

な方法として，所有地の広狭に対する使用権と，明治33年1月1日現在の戸数に特に

配水した使用権とを併せた使用権というものに，第4分水路の水量配水の基準を置い

て各｛固に分水口を設け，定めた水量を配水し，つまりは水図面積には制限が加えられ

ないという方法をと ったのである。

1. 所有地5町歩の水利使用擦を 1口と仮称する。

2. 明治33年1月1日現在1戸ある土地に与える権利は，前項 l口と同ーとする

（所有地5町歩と同一）。之を恩典口数とする。

3. 前1, 2項の口数を合計して，各個人の口数を算定する。

4. 以上によって算定した各個人の口数を合計したものを第4分水の総口数とす

る。

また，単に配水基準を設け権利水量を全て配水することをせずに，毎年春期に評議

会員が既成水田に水不足の起きないように，徐々に配水するという方法をとった。分

水口幅は，第4分水の総口数がわかったから，それを第4分水路幅とし，個人の口数

との比をもって設けた。

このように，個別に配水できる基礎が設けられると（大正4年に分水口幅の尺度表

がつくられる。第4分水総口数821口，水路損失口数90口とする），これに対して水

利費が賦課されることになったわけである。明治36年に設置された那須疏水普通水利

組合申合規約第39条には，すでに「本組合費は，配水量の多寡に応じ……賦課す。」と

成文化されているのだが，この時にはまだ各開墾社に定められた分水量を，公正に配

水できるような分水施設は設けられていなかったのではなかろうか。というのも，那

須疏水掛りの開墾社の中でも，水田開発に熱心だったのが那須開墾社であったから，

配水量の多寡に応じて賦課されるのなら，後述するように，水回国積が増大してもよ
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第8図分水口偏の決定

本織口敏おO

本繍幅 25お

本線口数と分水口敏

との比が本棉晦と分水

幅との比になるから

1 4 
分水口幅＝一一一一－ x 25 0 

250 

ル；；：：；
（注〉 便宜上，本線口数と本線幅を一致。

流速は考慮しない。

かったのである。しか

し，現実には明治 45

年，第4分水区で個別

に定められた分水量を

実際に配水することの

できる分水施設が設置

されてから，配水割賦

課がなされ，それに従

い水図面積も増大した

のである。だから，明

治36年の時点における

第39条というものは，

地下浸透水量の多いこ

の地域には反別割賦課が適さず，それが水不足の原因だということに気づいて成文化

されたのであろうが，本当は有名無実のものだったのである。

分水量に対して賦課され，水田の反別には制限が加えられない，ということになる

とおのずから与えられた水量内で，可能な限りの水田面積拡大に努めることになる。

開田時に床締を十分行ない，代掻きを念入りにする。とにかく，水もちを良くして余

水を生み，その余水で港紙できる面積を開国する。加えて熱固化するにつれて新規開

国時より，必要水量が減じてくるから，その分，余水が生じる。これを開田にまわせ

る。一定の水量が各個人に配水され，その水量内であれば水田面積が自由に広げられ

るのだから，できるだけ無駄のないように使うことになる。つまりその水量で可能な

限り開田を行なうということであるから，水を合理的に使わねばならないということ

である。この那須扇状地は土地が痩せているから収穫は少ない。だからせめて水田の

面積を広げようと努力したのではないだろうか。もちろん，収穫量の維持・増産を行

なうには多大な労力を必要とするが。 1年に 1度という方法で徐々に取水量を増や

し，大正15年には分水量の全てが配水された。この時までに，水田面積は 200町歩に

培加していた。

当時，分水施設は木製であったが，破損が多いので配水の安定を狙うということ

で，分水施設のみ全て同規格のコンクリート構造とすることになった。これはは現在

でも利用されているが，この時も流速は考慮しないで本線口数と分水口数との比をも

ってなされた。

この個別配水がなされたことによって，水田面積は増大したが，他の開墾社ではま

だ移住人は小作をしており，水図面積も第4分水区に比べてかなり少ないものであっ

た。第5表に各分水ごとの水田面積の推移を記す。
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第5表a) 分水路別水田面積の推移

大正2年 ｜ 昭和昨 ｜ 昭和27年 I 昭和33年

5.9 17 29.8 139. sl 
2.1 24.1 28.9 116. 9 

54.5 65.9 63.9 153.6 

108.4 260.0 253. 4 417.5 

170. 91 お7.01 827. Si 

（単位： ha)

昭和41年

160.8 

252.8 

165.9 

417.5 

997.0 

第5表b) 水量 1m'/S当り濯瓶面積
（単位： ha/m'/S)

水〔m3/S量） ｜｜ 大正2年 ｜｜ 昭和27年 ｜｜ 昭和33年 I 昭和41年

5. 091 25.69 138.62 

1. 30 1. 621 22.23 89.92 194.46 

0.86 63.37 74.30 178.60 192.91 

51. 62 120.67 198.81 198.81 

青木周蔵個人による農場で明治14年（1881), 582町歩那須野原官有地を借り受け，

明治19年の那須疏水完成時には第2分水より， 12.21個の水利権を得ている。明治21

年になると他の開墾社からの拝借替や追加拝借によって，その所有面積は 1,576町歩

となり，明治26年にはその全てが払い下げられた。それと同時に那須疏水の水利権も

12.21個から26.41個へと増加した。

青木農場の経営方針は山林事業を中心に行ない，入殖者の数も山林労働・別荘管理

に必要な人数だけに制限した。 60町歩の水田開発も計画していたらしいが，農地解放

時の水田面積はわずか19町余に過ぎなかった。これは青木周蔵が林業を学びヨーロッ

パで酪農を見てきたからか，那須野原の農場で牧畜を営んだように，林業に重点を置

き，次に牧場経営としたために，水田経営は計画の中で大きな位置を占めることがで

きなかったのであろう。また山林経営が成功したことから，移住人も山林事業の手助
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けとなる程度に制限し，その彼らにも水田の小作料を畑のそれより高くしておいて，

関田を抑えるということをした。このようなことから，疏水の水利権は26.41個と那

須野原の農場の中でも多い方なのだが，関田は進まなかった。

3) 毛利農場

毛利元敏が明治18年，那須野原官有地 1,900町歩を借り受け設立した農場で，明治

19年那須疏水第1分水路の水利権 18.86個を得る。

農場の方針としては牧畜を第一に，次が植林で，開墾は小作経営であった。ところ

が牧畜が思うようにいかないため植林と開墾に重点が移った。大正2年には耕地が

157町歩開かれ，内水田面積は5.6町歩であった。同14年には畑255町歩，水田8.2町歩

だった。また，この時の水田小作料は玄米8斗／反というものであった。昭和10年の

水田面積は13町歩で，農地開放時の水田面積は15町歩であった。

農場側で、移住人の生活安定のためと称して，おそらくは小作料の増加を狙ったのだ

と思うが， 40町歩の水田拡張を計画したが，「開田可能部分ハ僅ニ 7町2反ニ過ギズ，

他ハ地層概ネ粗悪ニシテ漏水甚シグ，全然開田ノ見込ナキニ依ノL」とあり，それでも

昭和10年までにやっと 7町歩が開田された。しかし，こんどは農民の方でそれを分与

されることをいやがった。というのは鍬下年季は 3年であったが，玄米8斗／反の小

作料を納めねばならず，昭和10年頃の開拓部落における反当収穫平均は 1.8俵であっ

たから，悪くすれば収穫高のほとんどが小作料として徴収される恐れがあるほど低生

産性だったので‘ある。

以上のようにみてくると，各開墾社の方針にもよるが，小作人として水田経営をす

るより自作をする場合の方が，開田が進められると考えられないだろうか。

(4) 水田開発に果した個別配水

第4分水区である那須開墾社では，明治45年に水田港紙を行なう上で水争いをなく

すために，各個人の口数を求め，それから第4分水路の総口数を算出し，求めた個人

の口数と第4分水路の総口数の比から，分水口の幅を出した。このように個人に一つ

ずつ取水口が与えられたわけで、，長さは一定でないが， lm前後，高さ50c皿内外，幅

15～20c皿のコンクリート壁が第4分水路中に突き出ており，一種の背割分水の形をと

っている。これら分水口の多くが水門・角落等を持たず第4分水路幅の1/2～1/3を占

めるような分水隔を持つ取水口にのみ角落が設けられていたり，背割壁の一部が方形

に切り取られていて取水水位がそれを越えると，その低くなった部分から第4分水路

に水が戻されるようになっている。もちろん，この方形に切り取られた部分には角落

が設けられている。これらの大きな分水は，その幅が lmもあったり， 50c皿もあった

りするが，その他の直接個人の水田へ取水する分水口ではその幅が 1.5 cmしかないも

のもあり，最も多いのはlOc皿以内の分水口である。
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ここで、いう口数とは水利使用権のことである。まず，均等に所有地5町歩に対して

水利使用権l口とする。また明治33年1月1日現在， l戸をなしていた場合にはその

土地を5町歩とみなして 1口とする。これは大きな地主でない場合も水利使用権1口

が与えられるということで，移住人のような小地主を保護するものであった。このよ

うにして各人に与えた口数を第4分水路総口数としたのである。

第4分水路には75.39個（2.lm8/S）の水量が流れており，この全水量を821口とし，

その内の90ロは水路損失水量としたから利用水量は 731個ということになる。つまり

1口は0.1個に相当するから， 731口は73.1個（2.03m3/S）である。 5町歩に対して 1

口と定めたが，この時5町歩を港紙できる水量として 1口をおいたのならば， 90口

(0.23m8/S）では450町に相当し，現在の標準では lm'/Sの水量を損失 (1本の分水

路で）する計算になるから，かなり地下浸透というものに対して重きを置いたようで

ある。

このように，個人に水利使用権が分与されているため，水回の統廃合により水利使

用権の移動が行なわれる。この水利権の合併・分割は，その事情を組合に届け出て許

可を受けることとなっており，土地を離れて水利権だけの売買譲渡ということは認め

られていない。

第l分水区，第2分水区，第3分水区の開墾社では口数を用いず，やはり個別配水

は行なうが，その分水口幅の算定には各分水路の流下水量と各個人の分水量との比を

もって，本線幅から取水口幅を決定した。第4分水区の口数と個数の言葉が違うだけ

で，手順は同じである。この 3つの分水区は，大戦後の農地解放によって土地所有者

になった者がほとんどなので，水利使用権というものはそれまで与えられておらず，

地主の土地を借りると同時に水の使用を許可されていただけだったのである。放に土

地を所有してもまだ明確な水の使用量は決定しておらず，いそいで水利使用権を定め

る必要があった。ある開墾社内で小作をしていた者が農地解放によってその社内の土

地を所有するという場合が普通であったから，おそらくその開墾社に分与されていた

配水量を，新たに配分するということが多かったわけで，その基準はやはり所有反別

の広狭を頼ったに違いない。

以上，那須疏水の全水量200個（5.5m'/S）が各個人に配水され，水田開発が推し

進められてきた。第4分水区では明治 17年の 1.2ha （収穫量玄米7斗5升），明治26

年の 25ha，大正2年の 108.4ha，昭和11年 260ha，昭和33年 417.5haと水図面積が広

げられてきた。これから考えると那須開墾社が成業式を挙げた時点の 25haから， 20

年後の大正2年には 108.4ha，およそ毎年4haの水田が開発された計算になるが，

この期間は移住人が自分の土地を所有したが，水利使用権を持っていなかった時期で

ある。大正2年から23年後の昭和11年には 260haの水田が開かれ，毎年約7haの開

田がされたことになり，この期聞は個別配水がなされ，移住人（小地主）保護のため



72 

に明治33年 1月1日現在， 1戸をなしていたものには 5町歩に相当する水利権が与え

られていた時期である。昭和33年までの22年間に関田されたのは 157.Shaで，毎年や

はり 7haの水田開発がされたことになる。自分の土地を所有することによって土地お

よび労働生産性の高い水田を開こうとしたのであろうが，それでも個人に水利使用権

が与えられた後に行なわれた開凹の方が2倍のスピードをもってなされてきている。

第1分水区，第2分水区，第3分水区をみても昭和27年に那須疏水土地改良区が設

立されて，個別配水が確立されてからの水田面積増大の方が，それ以前より非常に大

きい。昭和27年の水田面積と昭和33年のそれとを比べると，第1分水では約3倍，第

2分水でも同じく 3倍，第3分水では約2.5倍となっている。しかしこの 3つの分水

区では，第4分水区のように個別配水と自作農化が別々に行なわれたのではなく，お

よそ同時になされている。毎年いくらの開田がなされたことになるかというと，昭和

27年から同33年までの6年間で約 llOhaとすると，毎年約18haの水田が開かれたこと

になり，第4分水区のように別々に両者の所有が行なわれるより水田開発が進むこと

になる。

以上から米に価値がある時，自分で土地を所有し自由にできる水が与えられ，その

開図面積に制限が加えられないとしたら，たとえ利用水量が限られているとしても，

その水回面積を広げ，その水田が熟固化して余水が生じると，それを使ってさらに開

田を行なう。与えられた水量を一滴も無駄にせず利用する，ということである。現に

この那須疏水の受益地区内では排水路は設けられていない。田越港紙がなされている

が，ある取水口から取水された水は水田から水田へと港紙されるといっても，一つの

団地内を港紙するだけで，そのほかには排水されない。少しくらいの降雨では水田が

湛水したからといって，水口を止めるようなことはしないで常に開いておく。そうし

ておいても分水量の限界まで水田が広げられているので，不足ぎみなのでちょうどう

まいことになり，しかも地下浸透が大きいから別に排水路は設けなくても良いのだ，

と地元の人は話してくれる。また，このように分水量が定められ，それに対して賦謀

徴収されているから，取水され，小用水路で導水されるその小用水路中の小さな分水

にも，コングリートで固めた射流分水の施設が設けられており，いかに配水に厳しい

かがわかる。与えられた水量を無駄なく利用する。つまり水の合理的な利用だといえ

ないだろうか。那須疏水利用水量 200個を全て割当て，その分水される水量を最後の

一滴まで利用しつくす。割当てられた水量内であればいくらでも水田が開けるという

ことで，その水田反別に対して賦課はされず，一定量の分水量に対してだけ賦課され

るのだから，利用できる水を完全に使うという意味では，水の高度利用ということが

いえるのではないだろうか。
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むすび

那須野原は那珂川，熊川，蛇尾川，害事川のそれぞれの扇状地が集合してできた複合

扇状地であり，かつ三方を火山に囲まれており，表土は火山灰性壌土におおわれ，厚

い砂レキ層が形成されているうえ，酸性土壌が表土を占めているので地下浸透が大き

く土地が痩せているといわれる。

江戸時代に木ノ俣川や蛇尾川に水源を求め水田開発がなされたが，いずれも水もち

の悪いこと，低生産性のため等により成功しなかった。明治初期になってやはり水田

開発を目的として那須疏水が開削されたが，その時反別の広狭に基準を置いて水利費

の賦課がなされたために水不足という問題が起こり，その方法が当地域に不適当であ

ることがわかった。それで次に個別配水を行ない，水量割賦課とし、う方法が用いられ

たのだが，これは各個人に割当配水してしまうというもので，第4分水区では移住人

が土地を持ってから，第1・第2・第3分水区では戦後の農地解放を待ってから実施

され，そのことが水量割賦課をこの地域にうまく合致させ得たのである。

水の高度な利用といっても良いくらい無駄のない水利用をし，水田開発をなしてき

た。しかし，残念なことに 200個という疏水の全水量は，この那須野原全てを潤おす

にはあまりにも少なく， 4本の分水路沿いの水田開発に一滴も残さす．利用しつくされ

てしまい，各分水路間および水路末端地区では疏水の水が利用できないのである。昭

和23年，三島農場で初めて電動揚水機が利用され， 17町4反8畝の水田が閲かれた。

以来揚水機の普及はめざましく，西那須野町の例をとれば，総水図面積 2,300ha中，

電動揚水機による濯紙面積は l,676.5haで，疏水受益地区が 571.7ha（昭和40年現在）

であるから，いかに揚水濯紙面積の多いかがわかる。現在疏水の末端だけでなく，上

流においても配水量が少ない水田では，揚水と併用して使っている所が数多くみられ

る。

那須疏水が開削されたことにより各地から移住人が集まり，土地を所有し与えられ

た水量内で開田を行なってきた。しかし地域の発展に伴い，より多くの生産が望まれ

限られた疏水の流量から地下水へと自が向けられ，揚水によってまた多くの水田が開

かれた。畑に比べ水田の方が労働生産性 ・土地生産性も高い。また疏水賦課金は

33,000円／個（昭和51年）であるから，配水量の少ない所では電動揚水機の維持費が

安ければより有利な開田・併用へと進んでいくのは一般的である。江戸 ・明治・現代

と水田港紙における水利用の変化を追っていくことによって，地減にあった利用，社

会の要求にあった利用という両者が一致して行なわれるべきだということを痛感した

次第である。
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