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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』（IV)

一一普請 と 人 夫一一

辻 唯 之

XXXI. 本項は普請日数の計算に関する項である。

31 同日数を積事

堀長三百八十間

上幅 二十二間半

一下幅十九問ー尺三寸

深さ四間半

右之通掘立候時， 人夫毎日弐千人宛かかる也。土のけ場， 何レも二丁半宛有。一日

八里歩にして比普請日数何程にて仕舞。

八十五日一時三分ニリンに仕舞

術，底l幅十九問壱尺三寸と置， 間より下を六五に割。十九間二分トなる。是ニ上儒

廿弐間半を加へ四十一間七分ト成。是ニ深サを掛ケ， 長をかけ，其算ニツにわれハ

三万五千五百五十三坪五分有。是ニ壱坪之荷数二百七十五荷を掛れノ＼九百八十万

四千七百十二荷半と成。是エ行帰之道王町をかくれノ、，四千九百O弐万三千五百六

拾二ケ半ト成。是を壱里法三十六丁にて割ハ，百三拾六万千七百六十五盟六二五と

成。是を八竪にて容レ、， 十七万O二百廿人ト成。是を二千人ニて割ノ＼八十五日二

と成。比二斗，ニ十二を掛れノ、，八十五日一時三分弐リと知ノレ位。

〔解〕

まず，本文に例示の堀をつく ったときに掘りだされる土砂の坪数は，

(19. 2間＋ 22~ 5間）× 4.5問 × 380問＝ 35, 635. 5坪

である。この坪数の荷数は，本文の指摘にしたがって，土砂 l坪＝275荷とすれば，



35,653.5坪x275荷／坪＝9,804,712. 5荷

である。
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次に， 2,000人の人夫が 1日がかりで，片道2丁半ある土捨場を往復できる回数，

したがってまた，運搬できる土砂の荷数は，「8里歩」で計算すれば，

ど主工×2000 = 115 200 
2. 5丁×2 ' ' 

である。

以上より， l日に2,000人の人夫を動員して， その距離2丁半の土捨場へ 35,653.5

坪の土砂を運ぶために必要な日数は，

9,804,712.5荷
与85.2日＝85日2時4分（本文の l時3分2厘は間違い）

115, 200荷／日

である。

（注） 本項本文の指摘によれば，土砂 l坪＝275荷であるが，第E稿 xxv項によ

れば，土砂 l坪は160荷で， l坪が275荷にあたるものは石である。

xxxn. 本項は一定数の人夫でもって埋普請にあたる場合に埋めあげることので

きる堀の深さを計算する項である。

32 埋丁場割

術日，人夫百五弐人六分四度ト置，壱坪之夫掛五人三分ニて割。二十八坪八ト

成。実として別ニ縦十二関ニ横幅四間ヲ掛て四十八歩ヲ得ノレ。是ヲ以実ヲ除キ深サ

六分ヲ得也。又，是ニ壱間之法六尺ヲ掛れノ、三尺六寸と成。

〔解〕

人夫152.64人でもって埋めあげることのできる土坪数は， 1坪の夫掛りが5人3分

であるから3

152.64人

一一一一一ー28.8坪5.3人／坪

である。いま埋めあげようとする堀の底面積は48平坪 （12間×4閉）であるから，埋

めあげることのできる堀の深さを x間とすれば，

28.8坪＝48平坪×x間

が成立する。 したがって，

28.8坪
＝完二需＝0.6間＝3尺6寸（ただし， l聞は 6尺）

B平坪

である。
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XXXIII. 本項は一定距離を往復して荷を運ぶ場合に 1日かけて人夫 1人が運べる

荷数を計算する項である。

33 七里歩運荷之割

一二月中往来十六之所ぷ石ヲ運時2 七里歩之割ヲ以壱人二何程ト問。

答壱人ニ付運荷十五荷七歩（分）

術日，三十六了ニ七里ヲ掛て弐百五十二ケト成。右二置， 往来十六丁ヲ目安ニし

て，右ヲ割。拾五荷七分ト成也。

又，問

一 十一月中往来二十五丁之所ぷ石ヲ運時は壱人ニ付何荷宛と云。

答壱人之運荷ハ荷O六四

術日，七里之丁数二百五十二丁と置， JjiJ二十一月中日定法八分ヲ掛て二百O壱丁六

分と成。右ニ置，往来二十五丁ヲ 目安ニして，右ヲ割ノ＼壱人之運荷ノ、荷O六厘四

毛宛と成。

〔解〕

本項の問題は，往復の距離が16丁（本項前半）と25丁 （本項後半）の 2つの場合の

運び人夫 l人あたりの荷数を求める問題である。計算は次のようである。 ただし， I 

日かけて人夫が荷を運べる距離は 7里，つまり「七里歩」 （第E稿 XXII項参照）であ

る。

(1）往復の距離16丁を l日かけて行き帰りできる回数は， l里は36丁であるから，

7 x 36丁
一一一一一二15.7回
16丁／回

である。往復 l回につき l荷運べるわけだから，運び人夫 l人当りの荷数も，したが

って， 15.7荷である。

(2）往復の距離が25丁の場合は， （1）同様に計算をして，

( 7三（｝.＿！！ ）と~6工＝8. 0641Eil 
25丁／回

となる。上式における（ 7 xO. 8）里歩は， I l月という， 普請にはふむきな時節を考慮

したためである。

XXXIV. 本項イは一定数の人夫でもって埋めることのできる堀の長さを計算する

項，本項口はある大きさの堀を埋めるために必要な人夫数を計算する項である （表題

と内容は相違）。

34ーイ 堀丁場こくち割

一堀長弐百四十間



上 幅 十 八 関

下 幅 十 二 間

深六間
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右の通ニ掘可申所，今日の普請，土壱坪ニ付三人半掛りと定，出人足千七十壱人分

之丁場長何程渡／レ。

長三間弐尺六寸

出人足千七十壱人

術，出人足ヲ三人半を以苦手lレノ、，三百六坪ト見口口。 右ニ別ニ霞，左 （右）之堀幅

上下置合，ニツに割，夫ニふかさを掛れハ，九十坪有。是ヲ目安にして右三百六坪

を割ノ、，三間四分ト成。間ンよ り下之四ニ六五をかケる也。

34一口 普請夫数積之事

右之堀壱坪ニ付三人半かかりにして，

夫数七万五千六百人にて楓立候。

術，先，坪を積。上幅十八問ニ下幅十二間置合，二つに割，夫ニふかさ六聞を懸，

又，長弐百四拾聞をかくれノ、，二万千六百坪と成。是ニ三人半ヲ掛れノ、，七万五千

六百人トしる也。

〔解〕

(1）本項イについて。

人夫I,071人でも って埋めあげることができる土坪数は， l坪の夫掛りが 3.5人であ

るから，

I, 071人
ず正子治＝306坪
3.5人／坪

である。いま埋めよ うとする捕の断面 （台形）の面積は，

辺監事国 _M=90平坪

であるから，埋める堀の長さを x間とすれば，

306坪＝90平坪×x

が成立する。したがって，

306何言
,r ＝一一旦＝3.4問＝3問2尺6寸

山十町

である。

(2）本項ロについて。

いま埋めようとする堀は本項イに例示の堀であるから，この堀を埋めあげるために

必要な土坪数は，
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(18間＋12間）× 6門：×240問＝21,600坪

である。 l坪の夫掛りは本項イ問機 3.5人であるから，右の坪数の堀を埋めるために

必要な人夫数は，

21, 600坪×3.5人／坪＝75,600人

となる。

xxxv. 本項イ 3 ロs ハはいくつかの作業からなる普請の各作業への人夫配分に

関する項である。

35ーイ 芝丁場苦手l

人夫三百八人有。往来八丁有之所ぷ上芝ヲ打運申時は芝打何人芝運何人ニ成Jレと

問。

答日，芝打百八人

比芝三千弐百四十枚

芝運弐百人

比芝三千弐百四十枚

術日，定法壱人之運芝弐拾七荷ニ上芝壱荷之芝数六枚を掛，百六拾弐枚と成。是ヲ

定法壱人役の芝打三百枚ニて割ノ＼五分四厘と成。但，是ハ壱人之運申芝ヲ五分四

厘ニて打っと申事を知ノレ也。右ニ芝運壱人ヲ加へ都合壱人五分四厘ト成ヲ目安にし

て惣人数ヲ割レノ、3 芝運弐百人ト成。又，惣人数之内ニて此弐百人ヲ引，残テ百八

人，是則，芝打之人数ト知へし。

35一口 芝打芝運割込丁場之事

人夫百拾弐人有。二月中往来六丁，中芝ヲ打運時，芝打之夫ヲ割込，打運共壱人

ニ付芝何枚宛ニ成と問。

答壱人役芝百四拾八枚宛

術日，往来六丁之選定法之荷数三拾七荷ニ芝壱荷之九枚ヲ掛，三百三拾三枚と成。

右ニ置，壱人之定法之打芝弐百七拾枚ニて割，一個二分三三三ヲ得yレ。是《にーを

加へ》，人夫百十二人を苦手lレハ五拾人余ヲ得Jレ。是ニ三十七荷ヲ掛けて千八百五拾荷

ヲ得ル。又，壱荷之芝数九枚乗，壱万六千六百五十枚と成yレ。惣人夫百十二を以割

レハ，百四拾八枚余と成。壱人之打運芝枚也。

35ーハ （表頭欠）

人夫八十壱人有。此人数ヲ以，海手之堤ニ組芝ヲ付候。芝取場所往来九町，芝打

場は下芝也。芝打，芝運，芝付，各何程ト問。

答日，芝切四十三人

芝数七千百四十枚



芝運三拾五人二分

芝付二人八分余
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術日，人夫八拾壱人ヲ実 トして，別に往来九了之運定法弐十荷宛也。右ニ壱荷之芝

数拾壱枚ヲ掛て弐百弐拾枚ヲ得／レ。則，壱人役運芝之枚也。是ヲ下芝打之芝数百八

拾枚ニて割ノ、，壱人弐分二二之芝打ヲ得／レ。 別ニ運弐拾荷ニ壱分六厘六毛をかけて

三歩三分二厘 ト成。是ニ又組芝付定法弐厘四四ヲ掛，八厘壱毛ヲ得lレ。三口合二人

三分余と成を以人夫八拾壱人ヲ割ノ、運三拾五人二分ト成。是二芝打壱人二二ヲ掛て

四拾三人ヲ得ノレ。芝打也。又，運三拾五人《二分》ト置て組芝付八厘壱毛ヲ掛て二

人八分余を得也。

〔解〕

いくつかの作業からなる普請の各作業への人夫配分の計算に関する『分量集』の解

法を，あらかじめ，一般的に示せば3 次のとおりである。

連続的につながるA, B, C 3つの作業からなる普請の，そのA, B, Cの各作業

において，労働者 l人の処理可能な生産物Qの量を，それぞれ， X, Y, Z単位であ

ったとする。これは，言い換えれば， A, B, Cの各作業において，生産物Qの l単

位を処理するためには，それぞれ， l/X人， l/Y人， l/Z人の労働者が必要であると

いうことであり，したがって， A, B, Cの各作業がスムーズに連結するためには，

A作業への労働者 l人の配置に対し，B,Cの作業にそれぞれ， X/Y人， X/Z人を

配置すればよいことになる。そこで，労働者総数をNとし， A, B, Cの各作業へ配

置する労働者数を， NA,NB, Neとすれば，

NA＝~・ N
l＋ニ＋三土

y z 

NB=N斗

Nc=NAx.!f 

のように， NA,NB, Neを決めれば，人夫配分に過不足がなく， A,B, Cの各作業

はスムーズに流れる。

さて，本項に例示の普請は，「芝取場」 から切り出した芝を堤の法面へ敷く堤補強の

工事である。 「芝取場J（「芝打場」ともいう）における芝の切り出し，「芝取場」から

普請場への芝の運搬，堤法面への芝敷きの各作業が，本文にいう，「芝打J，「芝運J,

「組芝付」 （「芝付」ともいう）である。第 2表に，芝運び， 芝打ち，組芝付けの各作

業を，それぞれ， A, B, Cにあてはめ，本項イ， ロ， ノ、の内容を掲示した。以下，

第 2表を参照しつつ，本項イ，ロ，ハを一括解説する。
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第 2表 人夫配分

35 イ 35ー ロ 35ーハ

(1) 普請の内容 （言語J)! （室主J)I （言語引
＼組芝付け／

(2) 総人夫数 （N) 1308人 J 112人 I s1人

(3) 運搬の芝の枚数／人 （X) I 162枚 I 333枚 I 220枚

イー l荷の芝の枚数 ｜ 6枚 I 9枚 I 11枚
ロー運搬の荷数／人 I 27荷 （8丁）』37荷 （6丁）I 20荷（ 9了）

〔（）内は普請場と土取場の距離〕｜ ｜ ｜ 

(4) 切り出しの芝の枚数／人 （Y) I 300枚（上芝）I 210枚 （中芝川 180枚（下芝）

〔（ ）内は芝の種類〕 I i I 
何）組芝付けの枚数／人 （Z) j - l一 一 j2,716枚

(6）運び人夫 （N,.)

芝杓ちの人夫 （Ns)

組芝付けの人夫 （Ne)

200人

108人

50人

62人

35.2人

43人

2.8人

(1) X, Y, Zの内容を本文に即して言えば， Xは l日かけて人夫 l人が運べる芝

の枚数， Yは l日あたり人夫 l人が切り出す芝の枚数， Zは l日あたり人夫 l人が組

める芝の枚数である。Xは，人夫 l人が運べる荷数に l荷の枚数をかけたものである

が，人夫 l人が運べる荷数は， 言うまでもなく ，普請場から「芝取場」までの距離の

長短できまる。その定法の数値が，第 2表の（3）ーロである。ちなみに， これらの数値

は，いずれも 3 「7里歩J（第E稿 XXII項参照）以下の， 5 -6皇歩前後で計算され

ている。

(2) X/Zは，運び人夫 l人に対する組芝付けの人夫の数であるが， Xは運び人夫

l人の運搬可能な荷数であるから，この荷数の芝を敷くために必要な組芝付けの人夫

数が直接計算できるな らば，その値はやはり X/Zである。

そこで，本項ノ、の本文中の 「壱分六度六毛」を， l；荷の芝を組んだときのその面積

とと ってよいならば， X=20荷の芝を組んだときのその面積は，

20術×0.166歩／荷＝ 「三歩三分二厘」（ I歩は l平坪）

となる。次に，同じく本文中の「組芝付定法弐厘四四」を組芝付けのための l坪あた

りに必要な人夫の数とと ってよいならば，

X/Z =3.32歩×0.0244人／歩当0.081人

となる。上式よ り，こころみにZを求めれば，
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x _220枚／人
一一一一一一一一一一一一＝，2,716枚0.081人 0.081人

となる。

(3）本項イ，ロ，ノ、における，各作業への人夫配分の計算は，次のようである（本

項イ， ロ， ノ、の普請は， すでに指摘のとおり，いずれも芝運びー芝打一組芝付けの 3

つの作業をもって完結する工事であるが，本項イ， ロは組芝付けの作業を 欠い てい

る）。

本項イについて。

最初に，

N _ 308人
A=T+XlV ττ在百＝200人

を計算し，次に， Naが直接，

Na=N-NA=308人一200人＝ 108人

と計算されている。

本項ロについて。

最初に， NAが， 上と同様に，

112人
A＝一一一一一一一詩50人

l十I.2333 

と計算されている。ところで，本項は，芝打ち，芝運びをふくめて，人夫 l人あたり

の芝の枚数（「壱人役芝」）を求める問題である。そこで，

50人×37荷／人x9枚／荷
「壱人役芝J 11 n I と 148枚／人

となる。

本項ノ、について。

N,., Na, Neは，それぞれ，

N - NA - 81人当35.2人
A-TτXTY+xrz-r+1-:22+在百T

Na=NAxf=35. 2人×l.22"=;43人

Nc=N，.×喜＝35.2人×0.081当2.8人

である。
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XXXVI. 本項は，一定数の人夫が土を運搬して埋普請にあたる場合に埋めること

ができる坪数 （本項イ）・高さ （本項口）を計算する項である。

36ーイ 土丁場割

人夫三拾四人，御普請五月之節，定法之下土を掘，往来百廿十間有之所ヲ持運，

埋上ル時は壱坪に付夫掛何程，埋土坪数幾坪ニ成と問。

答日，壱坪に付三人八分八二

埋土坪七分五厘余

術日， 五月節定法ヲ見ルに，

鍬取八分四八

一 鉄突三分四厘

一 地均二分五四

百六拾荷之見込

一 百八十荷ノ運 一人二分二

右之運ヲ倍メ

迩二人四分四

〆三人八分八二 是壱坪之夫掛也。

}.Jljニ人夫三拾四人ト置，右之夫掛を目安ニして割ノ、，埋土八坪七分五厘余と成。是

ニ壱坪之荷数百八拾荷を懸て千五百七拾五荷 ト成。是ヲ三拾四人にて割ノ、，壱人ニ

付四拾六荷三分余ト成。

36一口 埋丁場苦手l之事

人夫百三拾六人有。定法中土を掘て長八間幅四間之丁場を埋上／レ時は高何程埋上

lレと問。但， 土取場片道九十問也。

術日，土壱坪百六拾荷と定， 棒三本継ニて弐百荷之所へ当ノレ也。運壱人三分六厘 ト

成。実として別ニ片道九拾間を倍して往来百八拾聞と成。是ヲ壱丁之法六十間ヲ以

害！レ、，三町と成を実にかけて運囚人O八トなる。是ニ鍬取八分四八鉄突三分四地均

二分五四以上四口合五人五分二ニを得Jレ。是壱坪之夫掛也。此夫掛を以百三拾六人

を苦手lレへ掘土坪二十四坪六分余 ト成。実として別ニ丁場之縦八間ニ横四問ヲ掛て

三十二坪と成。是ヲ目安ニして実を割ノ、，七分六八七余ヲ得lレ。是ニ壱問之法六尺

を掛て四尺六寸一分二 ト成ノレ。是則， I恩上ル高也。

〔解〕

(1) 「定法」によれば，埋普請 l坪あたりに必要な人夫数は， 本項イ， ロと も3

「鍬取」＋「鉄突」十「地均」＝0.848人＋o.34人＋o.254人＝I.442人

である。なお，「鍬取」は鍬の使用，「鉄突」は土砂の突きかため，「地均」は文字ど

おり， 地ならし，の意味と恩われる。
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(2) 

Lイ）本項イについて。

土 l坪＝180荷を l丁運ぶために必要な人夫数は「定法」により I.22人であるか

ら，本項イに例示の往復の距離2丁では，2.44人必要となる。したがって，運び人

夫をふくめて埋普請 l坪あたりに必要な人夫数は，

I. 442人 （埋め）十2.44人 （運び） =3. 882人

となる。したがって，人夫34人が埋めあげることのできる土坪数は，

一旦ム－"78.75l>IZ 
3.882人／坪ー 円

である。これに続き，本文では，埋めの人夫，運びの人夫をあわせ，人夫 i人あた

りの荷数が，

8. 75坪×180荷／坪ξ46.3荷／人
34人

と計算されている。

（ロ）本項ロについて。

土 l坪＝200荷を l丁運ぶために必要な人夫数は，「定法Jにより I.36人であるか

ら，本項ロに例示の往復の距離3丁では， 4.08人必要となる。したがって，運び人夫

をふくめて埋普請 l坪あたりに必要な人夫数は，

I. 442人＋4.08人＝5.522人

となる。したがって，人夫136人が埋めあげることのできる土坪数は，

136人
rτ百可了計 百与 24.6坪
5.522人／坪

となる。ゆえに，人夫136人が， たて 8問， よこ 4関の32平坪を底面積とする埋丁

場にあたる場合，埋めあげることのできるその高さは，

24 6v手
詰三喜弓0.7687間＝0.7687 x 6尺士ヲ 4尺 6寸 l：分2
32平坪

である。

(3) 上の解説につき，以下の 2点を注記する。

第 l点は，180荷あるいは200荷の土を片道 l丁運ぶために必要な人夫数I.22人 （本

項イ）あるいはI.36人（本項ロ）の数値の算出についてである。この点について，ここ

ろみに，「7里歩J（第E稿 XXII項参照）を規準に算出すれば，次のようになる。す

なわち，「 7塁歩」は， l日かけて人夫 l人が荷を運ぶ距離が7塁， という意味であ

るから，片道が l丁の距離なら，人夫 l人して， 7x36/2=126荷運べることになる。

したがって，180荷運搬に必要な片道 l丁あたりの人夫数は，
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180荷
百 戸d芋ァ＝I.428人
126荷／人

である。また， 200荷運搬に必要な片道 l丁あたりの人夫数は，

つ00古
一~＝ 1 .586人
126荷／人

となる。ちなみに， 本文例示の数値は，上の 2つの数値よ り少し小さい。 「7皇歩」

以上で計算されているためであるが，その理由については本文に明示がない。

第 2点は，「棒継J（第皿稿 XIX項参照）の数の大小と l丁あたりに必要な人夫数

との関係についてである。詳しい説明は省くが，「棒継」 の数すなわち運び人夫の連

繋の回数はふやせばふやすほど，運搬は迅速化するが，人夫 l人あたりの運搬の荷数

は減る。この両者のかねあいから，「棒継」の数に応じて経験的に l了あたりに必要

な運び人夫の数が決まってくる。本項ロ における，「三本継」 ・I.36人／丁という数値

も，こう して決まった数値と思われる。普－請にあたって実際に何本継にするかは，普・

請の急不急，運搬の距離， 普諮の種類3 人夫数などを考慮して決められる。

（香川大学商業短期大学部助教授）
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