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。 「近世の農業水利土木と 『分量集』 （I）～（V）」において次表のよ うな誤りが

ありましたので訂正させていただきます。

回日 ｜行 ｜ 正 誤

(I) 72 13 掛をて（是）ニ上均三間六歩
加え 三十三間

掛て三十三間

74 此 比

75 10 土 上

75 27 d’ a' 

h h 

76 26 此 比

77 17 此 比

78 6 比根霞八問 比根置八百問

83 22 掘 堀

(II) JOO 16 掘埋 堀埋

102 8 掘埋 堀埋

103 2 xn項 xm項
103 33 字「大ず工ら四す拾工Jを右へ4文

106 2 土悪敷，砂勝 土悪敷砂，勝

107 6 《問》，口伝を聞 《閑》口伝を開

(Ill) 127 23 (65寸）’ (65寸）3

130 ::!O 松ノ木なと可然侯 松ノ木な可然候

132 第20図 図が斜に描かれている

(N) 76 16 此 比

80 12 此 比

80 14 此 比

80 25 右ニ置 右二置



近世の農業水利土木と 『分量集』（ll)

一 一揺に関係した普請について一一

辻唯之

XI. 本項は揺の仕様に関する項である。

11ーイ 寛政拾年午十二月 上法村為久池揺更

願ニ依此度布目揺ニ改ノレ

一栂 布目 揺長拾九間内法幅五寸

高四寸

一輪板十九枚長弐間

巾壱尺

厚弐寸五分

一叢底十九枚右同断

松敷木三十八本長三尺

未口弐寸

一中大工四十七人五分

四寸釘四百九十四本

一六寸録十八丁

一積人夫千四百九拾弐人

厚弐寸五分

内千百九拾弐人堀埋

弐百九十八人槌打

弐人 芝切付

〆

11一口 寛政拾年午年十一月 土器巴聖池揺更



此度願ニ付布目揺ト改ノレ

聖池揺更
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栂布目揺長拾弐間半内法巾弐尺弐寸五分

高壱尺六寸

一輪板二十五枚長弐間

巾九寸

厚五寸

厚五分

蓋底打盤百五十枚長三尺弐寸五分

巾壱尺壱寸

厚五寸

同十五枚 右同断

但，合シ目違入目

上戸堅樋長壱間半内法壱尺五寸四方

厚五寸

樋板八枚長壱間半

巾八寸

厚五寸

一同拾六枚長壱間半

巾七寸

厚五寸

ー蓋板四枚長弐尺壱寸

巾壱尺

厚五寸

松敷木三拾七本長六尺

末日四寸

土台木拾弐本長弐間

末日七寸

揺前後之口

横土台木弐本長八尺

末口六寸

懐木五本長三尺壱寸

末日三寸

要栓二五本

中大工百拾弐人五分
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第7図 為久池布目隠

/j(jf悦

＋品jol;(

IU;U；木

十c:•J）~ ~、
二U；イ、

一六寸釘九百本

一 七寸鐙四丁

但，揺前後

之口横土台

木ニ用ル

積人夫

四百弐拾六

人堀埋六

人掛

積人夫

百 七 人 槌

打

〔解〕

積人夫

拾を人芝

切付

〆 五百四十

四人

『分量集』に記載の

揺は，木組の構造か

ら分類して，堀揺，布目揺，打盤揺の 3つがある。本項目ーイの為久池新揺は布目

指，本項11ーロの聖池新揺は打盤揺である。これら 2つの揺を，本文の記述に即し

て，現存する揺や池記録なども参考にしながら，再現したのが，第7図（為久池布目

揺）および第8図（聖池打盤揺〉である。

以下，再現図について若干の補足説明をする。

ll) 為久池布目揺について

（イ） 第7図のように使った 「輪板」の用い方に間違いがないならば，輪板の幅は4

寸で、なければならなし、。したがって，輪板の「巾壱尺」は「rh四寸Jの間違い。

ちなみに，「蓋底十九枚」は図のように使って過不足なし、。

帥「松敷木」に「末口」とあるのは，「松敷木」が角材ではなく ，自然木の丸太だ

からである〔他に「末口」とある場合も同じ〉。

り 「鐙」の使用個所について，聖池の場合と違って，説明がないが，後出の第

x E項も参考にして考えれば，図のように使用するのが最も妥当かと思われる。

仲 「大工」，「釘」と「鍵」および「積人夫」の詳細については，それぞれ第XII 

項，第xm項および本稿（V）を参照。

(2) 聖池打盤揺について
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（イ） 「附布目揺長拾弐間半」の「布目」は「打盤」の間違L、。 というのは，堀揺，

布R揺，打盤揺の3つの揺は，この順に内法が大きい（第xm項参照〉。前段の

為久池新橋を布目揺にあてるなら，その内法が，為久池新橋より大きく，かつ，

図にみるとおり，木組の違う聖池新橋はこれを打盤揺に定めるしかないからであ

る。

（ゆ輪板の「巾九寸」は「「！J八寸」の間進し、。図のように輪板を 2枚重ねた高さが

内法の高さ 1尺6寸に等しくなければならないからである。ちなみに，第8図に

おいて，輪板は左 ・右の上段・下段それぞれに 6枚と 4分の l枚が使用されてい

る。こう使用して，「輪板二十五枚」に過不足ない。。「蓋底打盤百五十枚」は， 「r1J壱尺宅寸」が「r!J壱尺Jの書き違いで， かつ，

本項に限り， 1間＝ 6尺で計算してよいなら，第8図のように使用して過不足な

し、。

的 「同十五枚」の使途不明。立揺の構造不明，したがって，立福製作に用いたと

思われる「樋板八枚」，「同拾六枚」および「蓋板四枚」の使途不明。 また，「樫

木五本」の使途不明。

（注1〕 揺と樋とは同義。解説中では，揺，を用いる。揺は立揺（「堅揺」とも書

く）と底揺からなるが，解説中，単に，揺，というときは，底揺をさ

す。

（注 2) 『分量集』における揺の分類は，木組の仕方以外に，揺木の材質からも

おこなわれている。たとえば，松揺，栂揺など。なお，両方の分類を併用

して，栂布目揺，といった表現もみられる。

XII. ；＜$：項は揺製作のための大工・木俊の見積りに関する項である。

12 揺切組大工木挽積之事

一 松口揺長拾間ニ付

ー木挽弐人

一 大工弐人

右は於郷中小池揺仕更之節，切懸大工手足リ不申時は，其村々ニて大工 ・木挽雇イ

仕イ申節，右之積ヲ以作料・ 扶持米共村方へ相渡申i長。

ーイ［i日揺長拾間ニ付

一木挽ハ六分挽之積

但，挽申板之厚サ凡五分六歩之時は，老人役壱坪挽之積ニ候へとも，挽申場も不

宣，其上，揺木もゆるみ候時は格別手間取可申候。依之六分挽と定法相究申候。

一 大工四拾工

右は揺之大小ニて工数増減有之義ニて侯得共，凡揺之内法高八寸幅壱尺斗之積也。
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警，右之寸法少々増減いたしても，大概右之積を用ひ過分出入無之候。初，栂，桧

等なやシ安キ上木之分は見合加減可致候。

一打盤揺長拾間ニ付

一 大工百弐拾人

右は揺大小ユて工数増減可有候。大槻，

揺内法立壱尺壱寸

横壱尺八寸

右之位ニて揺切組申積ニて御座候。度々，揺仕更申節，右之工数ニて増減無之出来

申ニ付，為見合記置候。

木挽之義ハ右坪挽之積ヲ以見合可申候。工数多仕候ハパ，少々右之坪挽を増し候様

ニも心得可申候。入札等も可然之閑，見合取計可有之候。

〔解〕

Ill 「壱人役壱坪挽」は，木挽 1人の 1日当り仕事量＝厚さ 5～6分 ・平面積 1坪

の板の製材の意味。 したがって，「六分挽」は厚さ 5～6分 ・平面積0.6坪の板の製

材の意味かと思われる。

「壱坪挽」の「六分挽」への仕事量低下の理由として「挽申場も不宜，其上，揺木

もゆるみ」とあるが，「挽申場も不宜」は文意不可解，「揺木もゆるみ」は文意不明で

ある。とくに前者については，木挽の作業が製材のための常設の仕事場あるいは普請

場に設けた作業小屋でおこなわれるものとしてよいなら， 「挽申場Jに「壱坪挽」と

「六分挽」のような顕著な差をもたらす良し悪しが生じるとは思われなし、からである。

(2) 前項の為久池布目揺，聖池打盤揺の 2つの例における大工の人数は，本項例示

の数値を3～4割下回っているが，理由は不明。

XIII. 本項は揺製作に必要な釘 ・縫の見積りに関する項である。

13 揺仕立釘鐙之積

一松口揺長壱問ニ付

ー 釘四本打

右は揺内法凡三寸Ii四寸位之揺之時ハ三寸釘ヲ可用。又，内法凡四寸ぷ五寸位之揺

之時ハ四寸釘を可用。

ー 布目揺長壱間ニ付

一釘拾六本打

右釘之寸法は板之厚次第ニ相熔、之釘ヲ用可仕候。警ハ，

板厚一寸之時ハ三寸釘可用

板厚二寸之時ハ四寸釘可用

板厚三寸之時ハ五寸釘可用



打盤揺長壱間ニ付

仁池三谷神内楠見池亀

越池松尾池大窪池奈良須

池小津守池

右之類池ニてハ七寸釘五拾本ヅツ，平

鑓は池壱ツニ五拾挺。是ハ大口之廻リ
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第9図 堀揺

亦ハ輪木等之取合等ニ見合打申候。立樋之取合ニも気を付打堅可申候。

〔解〕

(1) 松口揺はその規模の小さなことや別称が堀揺であると恩われることなどから推

察して，第9図に示す揺であろうと思われる。もしこの推察が正しいなら，松口揺の

口内の，芳が分，偏が固の字は，この揺が松木を両断し，内部をくりぬき，再び合せ

た構造て、あることから，分けてのちまたあわせる，という意味をもたせたところの，

讃岐地方に独得の，揺に関する造語ではなかろうか。単なる推量ではあるが，参考の

ため書き記しておく。

(2) 前項の為久池布目揺の製作に使われた釘の長さや揺 1間当りの本数は，必ずし

も本項例示の数値どおりではない。理由は不明。

(3) 本文に列記された打盤揺使用の池はすべて讃岐地方現存の溜池である。

XIV. 本項は揺替えのさいの堤切抜きの形状に関する事項である。

14 池揺仕更堤高ニ応ジ切口定法

術ニ日，堤高二間と置，右ノ双勾配ヲ乗テ三間弐分ト成。是ニ切留五尺を加へ三間

弐尺六寸ヲ得ル。切口幅也。

ー堤高三間ぷ二閑壱尺迄

一 双勾配一個八分

一切留一間

堤高五間ぷ三間壱尺迄

一双勾配二個

一切留一間半

堤高八間ぷ五間壱尺迄

一双勾配 二個一分二

一切留二間半

堤高拾弐間Ii八開壱尺迄

双勾配三間五分

一切留 三間半
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第10図

第12図

〔解〕

第11函

イョ定法勾配ヲ堤之高ニ掛て切口ヲ究申候O

:;I二，堤の土悪敷砂，勝ニ相見へ候ハバ，定法

ヲ見合，加減可致候。切留，是ハ池之内へ流

レ入ル水之多少を量て揺居之内除ケ井手を見

合広狭を考可申候。万一，水多掛リ揺居之節

E’ 難義可有之候。揺居竪メ候後，居直し成かた

く候間，気を付取扱可申候。

(1) 老朽化した揺を取除いて新しい揺につけかえる工事を「揺更」とし、ぅ。揺替え

にさいしては，まず，第10図のように，堤本体を切抜かなければならなし、。そのとき

の土木技術上の問題の 1つは，堤をどのような形に切抜くか，であるが，堤切抜きの

形状は，掃の大小を考えて「切留Jの幅を決め，堤の高底を考えて切抜く斜面の傾斜

を決めれば，決まる（第11図参照〉。すなわち，第12図において，

BE =B'E'=B'N+NO+O E’＝NO+ BB' X2cot LこBNB' 

したがって，

切口の幅＝切留めの幅十高さ×双勾配

である。

121 

げ） 本項本文の前半においては，高さ 2聞の堤において，切留め5尺， 双勾配 1.6 

とした場合の切口の隔が，前段の公式から，

切口の幅＝ 5尺＋ 2間×1.6=3問6尺3寸（本文の「三間弐尺六寸」は間

違い〉

と計算されている〔ただし， 1間＝ 6尺5寸〉。

6コ） 本項本文の後半においては，堤の高氏と双勾配の大小の関係および淀の高底と

切留めの長さの関係が例示されている。ちなみに，堤の高さと双勾配の値は比例

関係にある。高い堤ほど切取る斜面が緩やかで、ないと，斜面が崩れやすくなるか

らである。また，堤が高いほど切留めの幅は長くなっているが，これも，通常，

堤の高さと揺の犬小とが比例関係にあるからである。
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付本項本文末尾の切留めに関する記述，忍味不明。

XV. 本項は切抜いた堤の斜面につくる足場に関する項である。

15 堤切技犬走を付候事

大池揺仕更堤切口間数ヲ究ルノ、定法を以］以斗成ヲ安ク御座候。犬走リ一段之高三尺

ぷ三尺四五寸ニ可限候。高キハ不宣。最初，上切口，縄之引様， JJIJて大切ニ御座候

（問）口伝を開，其上取斗可致候。至極難呑込物にて御座候間，上大工ニ縄を引せ

可然候。堤へ切入候ハパ，毎日仕舞ニザJ口問数，積書ニ引合可申候。日重り相違有

候時は，切1:1見苦しく相成可申候。

〔解〕

第13閣は切抜きが完 fした.t:£の的臓｜湖である。斜面に入れである階段状の切llは新

旧の揺や土の持ち運ひ3のために必要な普請，llの足場である。この階段の一段一段もし

くはその平らな部分が本文にいう「犬走りjである。なお， 「犬走り」一段の高さは

3尺から3尺5寸が適当との本火；の記述であるが，これは，もののもち上げ，もち下

げなどの作業に適した高さが人間の腰の向きであることを考慮しての指摘であろう。

ところで，近世期農村部における土木技術の水準からすれば，図のような土木工事

でもその正確な施行は決して容易ではなかったであろう。本文後半はそのような工事

の線引きについて細心の注意を促したものであるc

以下，参考までに，本項を適用して，仮にl肖さが3間 1尺5寸（21尺〉の堤なら切

口の形状はどうなるか，図示してみる（第14凶参照）。

高さ 3間 1尺5寸の堤は，前項「堤高五間ぷ三間壱尺迄」に該当するから，

切留め＝ l間半

切 口＝切留め＋高さ×双勾配ニ 1関学十 3間 1尺 5寸× 2=7間6尺 2寸5分

である。次に，本項にしたがって犬走り一段の高さを 3尺5寸にとれば，

階段の段数＝ 堤高さ 一_21E..__=6 
犬走り一段の高さ 3尺 5寸

となり，また，切口斜面の勾配（傾斜角に対する cotの値〉は 1伺（双勾配の1/2）で

第13図 第14図

家Z
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第15図

16 坪積

あるから，

一堤高さ×勾配＿21尺× 1
犬走りの幅 一一一『ー段数－ 1 6-1 

=4尺2寸

となる。

以上より，高さ 3間1尺5寸の堤の切口

形状は第14図となる。

XVI.本項は堤切抜き部分の体積算定に

関する項である。

討すニ臼，上幅ヲ倍、ン三十八間九分二厘と成，下幅ヲ加へ四十一間四分二j曜と成，上

厚四間ヲ乗、ン百六拾五歩六分八厘ヲ得ノレ。別ニ下傾を倍シて五間と成。是ニ上幅十

九間四歩六厘を加入して二十四間四分六庫と成，下厚三十聞を乗て七百三拾三歩八

分ヲ得ル。二口合，八百九拾九歩四分八鹿と成。是ニ高サ八聞を乗して七千百九拾

五坪八分四厘と成ルを厚幅台之定法六個を以除キ千百九拾九坪三分余と成。則，切

抜之土坪数也。

(1）揺替え工事にさいして堤切抜き部分の堀り下げ・埋め上げに必要な人夫を調達

するためには，あらかじめ切抜く堤の体積がわかっていなければならなし、。その計算

式が，切抜く堤の体積をXとすれば，本項では，

X={(Z ×上幅＋下幅〕×上厚さ~土Jg\+ 2×下幅〉×下星三i主亘主
6 

と示されている（第15図参照〉。上式に，本文例示の数値（単位は間〕，すなわち，上

幅19.46，下幅2.5，上厚さ 4，下厚さ30，高さ 8を代入すれば，

X土71,199. 3 

が求まる。

(2) 本文には上式導出の説明はなL、。以下，上式がXの計算式として正しいかどう

かを検証する。

切取る堤部分 ABCDEFGH，立体 IJKL-HCDG，立体ABNJIM，立体 BCJNそ

れぞれの体積を， X, X1, X2, X，とすれば（第16図参照〕，

X=X1+ZX2+4Xa 

である。 X1, X2, X，は，

X，＝己土立主主 .h . 2 ~ 

x-1.a-b ~ 
2ー玄 -z-- ~ 



x-{(2a+b〕c+Ca十2b)d)e 
6 
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x -1 1 d一c ~ a -b 
a-3•ず十三一・＂ ·2一

であるから，これらの値を上式に

代入して，

X=( c + d〕e • b 
2 

+Ca b)c・e
2 

+Cd -c〕（a-b)e
6 

整理して，

この式は，まさに，前段（1）の計算式に一致している。

（注〉 Xを求めるにあたって，堤中の矯は無視した。また，実際の工事では第

x V項のように斜面に階段状の切口をつけるのであるが，これもないものと

してXを計算した。

XVII. 本項は水利慣行に対する為政者の心得に関する項である。

17 池々揺更揺寸法広狭之事

池々揺更致候節，揺寸法ハ前々之通，相違無之様気を付，新古共相改油断致問敷

候。池近辺之百姓共揺小キをよしと云，又，遠所之者共，揺大成を好申故，警，新

揺大小之願出侯共，水掛遠近之百姓ー紙連判之願書を取，其上，開合，亦は届ケ所

失念仕間敷候。菟角，新規成事ハ指図を請，取斗可致候。一個之了簡を以取扱時ニ

不念有之義（ニ）候。前築・上置等致大池ニ罷成候へパ，揺も相臆ニ広ク可成筋ニ

候。然レ共，右之通，随分詮義を詰可申1展。勿論，砂埋等ニ付，揺床之上ヶ下ケ或

ハ場所替弁松揺ヲ栂揺ニ仕更，堀揺を布目又ハ打盤ニ仕更，男柱ヲ矢倉ニ仕更申儀

は口口口口詮儀取扱可申候。

〔解〕

池水の放出量を決める揺の構造，位置，犬小などについては，通常，水掛りの村落

聞に厳しい取決めがある。揺の構造，位置，大小などをめくって，「池近辺の百姓」と

「遠所の者」との利害が対立するからである。そして，為政者の側もまた年貢の安定

的確保と農村の秩序維持のためにそのような取決めの慣行化につとめたのであった。

本項においては，そのための為政者の心得がことこまかに記述されている。

以下，本文中の用語を解説する。

（イ） 「前築 ・上置等致大池」中の前築とは，堤の「前之腹」護岸のために「前之腹」

に石を敷きつめること，「上置」は池水をふやすため「上均」の上に盛土をして
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第17図 男柱

D止をお上げすること，の怠1外かと

忠われる（「rJIJ之IJllJ，「上均」に

ついては第 I項参照〉。

。）「砂理ニ付揺床之上ケ Fケ旦~ハ

第18図 矢倉

場所替」とは，河川を堰止めてつくった溜池なら河川のl直接運ぶ土砂，導水路の

ある溜池なら導水路の運ぶ土砂が池床に堆積したために水吐けの悪くなった揺を

移動させる処置のことである。

付 「男柱」および「矢倉」の構造については，その一例をそれぞれ第 17凶および

第18凶に示した。「男柱」の機造は簡便で，小さな池の小さな揺に使われる。な

お，第17図では底揺につないだーーー立揺があれば立揺につなぐ一一「男柱Jを図

示した。

XVIII. 本項は揺座に関する項である。

18 大池揺更古揺弁矢倉取崩之~｝＼：

大池揺更之節，古揺堀除申時ハ大工ニ申付候て，占揺取除不申内，愛かしこニ杭ヲ

才I置，揺~狂ひ不申候様ニ印シを立置可申候。勿論，矢倉取崩申時，是又右同前之

取扱ニJ.i｝致候。イュ之心得無ク揺を堀上亦は矢倉ヲ取除，追て新を取立申節，見合無

之相違いたし不調法と成申儀， H与々 有之候間，きくLを付可申候。

〔解〕

「術座」は，揺がすえつけられている場， の；曽；味である。 新しい怖につけかえるさ

いは，「揺座」は，揺の先端が用水路に連結しているという点からだけでなく，慣行

をくずさないという点からも，その位置が狂わないよう配慮しなければならなし、。本

項はその処置に関する項である。
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。掲載図について

本文には随所に，絵図にひきあわせよ， との指摘がある。しかし，筆者手許の『分

量集』には， 2つの項目以外は，絵図の必要な項目に絵図が全然ない。この点につい

て， 『分量集』後書に，

右之通写取申候所，絵図本書ニ無く，此写し之通らい紙斗ニて御座候ニ付，言残

し候事，無本意事ニ候。こいねがわくパ，後人，是を書加へ被下候と思ふ

干時寛政拾午年八月

とある。筆者手許の『分量集』は原本ではなく筆写本であり，そして筆写のときすで

に絵図の大半が紛失していたことになる。

上のような事情のため，本稿に掲載の図はすべて筆者自身が再現しなければならな

かった。断片的な記述だけを手がかりに再現した場合も少なからずあり，それに筆者

が土木工学的知識にうといこともあって，再現図に誤りなしと言切る自信がなし、。識

者の厳しい指摘を期待するしだし、である。

（香川大学商業短期大学部助教授〉
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