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近世中期の大和川附替

松 浦茂樹

はじめに

近世中期の宝永元年（1704年），大和盆地の下流・河内平野で大和川が一変した。亀

の瀬狭谷部から出た直後の柏原地点より，新たな河道が約8ヵ月の工期で幕府により

開削された。これまで大和川の洪水とはまったく関係のない地域に附替が行われたの

である。

新しく河道となった地域は，古い時代に開揺が行われ，不足する濯i統用水にはため池

で対処していた生産性の高い安定した地域て、あった。この地域に新しい河道を造り，

大和川の洪水を運び，用水状況に変化を与えて秩序を大きく変えるのであるから，当

然その反発もひじように強かった。しかし幕府により強行された。本レポートでは3

幕府の意図，それに対する地域社会の反応，そして地域社会に与えた影響を考察し，

地域社会と河川の関わりを論じる。なおこの課題に対し河内平野内についてはかなり

明らかにされているへ このため本レポートの論じ方は，附替の目的，それが河内平

野に与えた影響については従来の研究を基にして新たな観点を加えて述べる。それと

ともに従来あまり研究されていない大和盆地との関係を論じる。

1. 河内平野内・旧大和川の概況（第 l図参照）

河内平野の旧大和川下流には，北方から淀川の水3 東方から生駒山地の水，南方か

らは大和川の水が集まってくる。これに対して排水は，旧大和川のみによって大阪城

近くの淀川に一度排出され，その後海に出された。ここは，生駒山地のふもとから淀

川合流口まで，もっとも急な所が 1/3,000の地形勾配にみられるように，まったくの

平坦な地である。地形的に一度氾濫した水は，なかなか流出しない条件をもっている

のである。このため，低湿地帯となって深野池，新開池と呼ばれた大きな池があっ

た。

旧大和川はたびたび決壊し，広い地域に長時間にわたって氾濫，湛水させていた。

旧大和川下流地域は氾濫常習地帯であったのである。江戸時代に入ってからの旧大和

川の堤防決壊は，次の状況であった。
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第 1図 大和川附替以前の大阪平野河川状況図
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元手口 6年 5月柏原地先，寛永10年柏原， 船橋国府地先， 寛永12年柏原， 船橋， 弓

削地先，寛永15年吉田JIJ，慶安 2年久宝寺川，承応元年吉田川，延宝 2年玉櫛川，菱

江川，吉田川，深里子池，新開池，延宝3年玉櫛川I, 菱江川， 吉田川， 深野池， 新開

池，同 4年玉櫛川，菱江川，吉田川，新開池，天和元年玉怖川，菱江川，貞享2年久

宝寺川，玉櫛川，菱江川，恩、智川。

2. 大和川附替運動とその成功

大手口川附替は古代の和気清麿の失敗はさておいて，近世その推進運動が記録に現わ

れるのは17世紀中頃からである。近世中期の運動を畑中友治著「大和川附替工事史」2)

に記載されている古文書を参照にして，その背景から検討しよう。

大和川附替運動は旧大和川下流の低湿地，除今米村の庄屋九兵衛によって行われた

といわれる。その時期は，慶安 2年（1649:IF)，承応元年 （1652年）の水害を受けた後

と推定されている。ここは，自然条件より湛水が長時間にわたって生じ，その水深も

大きい地域で，九兵衛は幕府に対して湛水防禦のため新川開削による治水策を建策し

た。開削の利点として，水害防禦に加え，伯原以北の支川｜および沼 ・池を埋めること

によって新回数万石の耕地が得られることも主張した。新川の法線は，浅香山を迂回

するほぼ現在の大和川筋である。しかし九兵衛の運動も幕府に取りあげられることな

し九兵衛は明暦2年 （1656年）死亡した。九兵衛の遺志を継いだのが， 彼の実子，

太兵衛，甚兵衛，そして芝村の三郎右衛門である。水害常習地帯からの脱出を願う彼

らによる第二期の運動は，延宝2年，3年の大水害の後に積極的に推進された。

一方この低湿地帯の深刻な水害を目のあたりにして幕府も治水策を講じようとし

た。その方法は，低湿地帯で合流している各河川を分離させようとするものである。

『畿内治河記』では具体的に次のように述べている。

「淀川｜の下流常に溢水するは， 主として大和Jiiがその下流に相会して河身を横断

するためなるを以って，この際別に河道を開き，水勢を分散するに如からず，摂

津阿部川を撃って難波浦に歪り以って海に注がしむべしJ

幕府の動き，そして水害を受ける下流低湿地帯の積極的な推進運動の展開をみて，

新川が開問ljされる上流側では強い反対運動が行われた。この上流地帯は，狭山池にみ

られるように古くから溜池が築かれ，安定したi控翫用水の下にあった。また大きな河

川もなく水害の恐れもない，生産性の高い地域であった。新川開削が行われると耕地，

i留池が潰され，用水系統が遮断される。また新堤防によってその前面に広い湛水地域

が生ずる。開削が新川筋から猛反対をうけるのは当然のことであろう。大和川附替を

めぐって厳しい地域対立が生じたのである。
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延宝4年（1676年） 3月，新川筋の船橋村他28村から次のような訴状が出て強い反

対の意志が示された。反対の観点は，耕地，溜池の潰れ，用水系統，陸上交通への支

障，これまでなかった地域への水害の出現の恐れ，加えて工事自体の困難さである。

乍恐言上仕候

河川志紀郡舟橋村．柏原村より西者住吉手水橋迄村々百姓共にて御座候

I. 今度御見分被為成候通に川違被為仰付候へば往古よりの御旧地川床に罷成普

百姓渇命に及び迷惑仕候御事

ト 河内国惣て地形南高く御座候に付往古よりも川共大小共に自然に北へ流来申

候然処に柏原村，舟橋村より西へ狭山東井路迄は室里半許御座候処に地形次第

に高く東井路川床は柏原村，舟橋村地形とは宣丈飴りも高く御座候右狭山東井

路は萱里半之南山より懇水小｝｜｜共数多御座侠得共大雨の時分は井路川官会り困地

一面に水押下り人馬の道も無御座侠年中には必ず二三度御座然処新川にせられ

申候へば中之大分の水損場出来仕候御事

I. 狭山東井路より西井路迄猶以て次第に地形高く御雄候処西井路へは殊怒水彩

しく押下り申候付新川出来仕侠へは四五万石も水損場に可罷成候就中十三個村

は水底に罷成住居も成不申迷惑可仕と奉存候御事

I. jf，破村領内二十町許山之内村杉本領之内十四五町合三十四，五町は新川｜破為

仰付候者二丈飴も街l拠不被成候ては水落申問敷と存候然処に地形はがんせきに

て御座候に付中々街l普請莫大の御失墜にて御座候上掘出の捨場にも本田大分損

し可申と奉存御御事堤御用客之儀も古川は順々に流下り申其上道法遠く御！坐侠

に付水当り弱く候而堤多く痛不申候新川堤は横川にて其上道法近く御座侠に付

水当りつよく堤多く痛み御ょうがい御失墜可参と奉存候御事

I. 新川出来仕候へば古川へは用水ながれ申問敷と奉存侠御事。

I. 新川より北之方村々は狭山池水其外南山よりの悪水もらい御団地養来申侠処

に狭山池東井路より西地形高分は川床二丈も低く罷成候に付水取可申様無御l坐

｜同様に相成可申と奉存候御事

I. 新川御掘被為侠得者柏原村より手水橋迄の内往還六筋御座侠其外にも有之候

道筋数多御座候然者往来の諸人難儀可仕と奉存候御事

I. 丑卯両年洪水にて大和川堤処々破損仕， JIJ下百姓迷惑仕候旨御訴訟申上候由

承候丑卯両年の洪水は古今稀なる大洪水に御座候に付大和川に不限処々堤共彩

敷破損仕候大手口川堤御要害には乍恐川さらへ被害仰付堤外側に口付仕堤高く罷

成侠者以来別条御座有問敷様に奉存候若XJIJ違被為仰付新川堤破損仕候者中々

御田地損毛は不及申上に人命も助がたき村々大分可御座と迷惑に奉存｛戻御事

御事
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右之通少しも偽り不申上候南山よりの悪水之儀は乍恐悪水出申時分御見使被遺

御見分被為成被下候得者無紛｛義に御座候兎角川違御座候ては数郡普百姓迷惑仕候

御慈、悲に如先規被為仰付被下候得者難有可奉存候

延宝 4年辰3月（1976年）

舟橋村，柏原村，北条村，大井村，沼村，太田村，東木之本村，西木之本村，川

辺村，若林村，長原村，辰巳村，瓜破村，西川村，別所村，三宅村，住道村，城

蓮寺村，矢田郡村E 北枯木村，南枯木村，油上村，芝村，庭井村，我孫子村，杉

本村，山之内村，遠里小野村，七道

幕府は，天和3年（1683年）＇河村瑞賢等の土木技術者を含めた調査団を現地に派遣

した。河村瑞賢は水害の原因は淀川合流点附近の河口にあるとして新川開削に反対し

たのであるが，調査団は新川計画法線に杭を打ちこんだ。このため新川筋の村々では

大きな動揺が起こり，即座に幕府に対して新川開削反対の訴状を提出した。この訴状

は先の延宝 4年 3月のものとほぼ同じ内震であるが，新たに舟運に対する影響を挙げ

て次のように述べている。

!. 右の務示筋へ川御違被為侠て新）IIより流込候砂波にて大阪川口へ打寄せ其裡

川口高く砂に罷成諸国の船出入成申問敷と奉存候然者大阪，京，伏見町人之儀

は不及申上に五畿内の惣百姓迄迷惑仕候様に可罷成と乍恐奉存候御事

（天和3年の訴状より）

これまでは沼 ・池 ・河道に，あるいは氾濫して堤内地に堆積していた土砂が新川を

開削したことによって海に出る。そして涼砂となって大阪河口に打ち寄せられ，大阪

河口の舟の出入に支障を生じさす。これが舟運からみた反対の主張であった。舟運へ

の影響は大和川舟運を対象としているのではなく 3 淀川を背景にした大阪の舟還を対

象しているのである。大和川舟運への支障の主張は，新川開削が最終的に決定された

元禄16年 （1703年）に提出された反対訴状にみられ，以下のように述べられている。

!. 大和河内在の大阪より糟，鰯，材木其外諸色大和JIJ，了意川を船にて運送仕

候又大手口河内両国より竹木，筏にて下し俵物諸色は大阪より下り申す船に積下

し申すに付自由に耕作仕候処川違被為仰付候後は船運送曽て成不申両国の迷惑

は不及申上又負lj先船柏原船四百余般之舟持船頭数千人難儀仕其上大和河内両国

へ船にて運送の商売仕来り候大阪天満売人迄迷惑可仕と奉存候御事

（元禄16年＜1703年〉の訴状より）
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この訴状で，大和川附替が大和川舟運と密接に絡んでいることが理解される。大

和・河内への迷惑，舟運関係者の困難を強く主張しているのである。だが天和3年に

主張した大阪河口の土砂堆積による支障はふれられていない。天和3年から元禄16年

にかけて，舟運からの反対の対象がこのように変化したのはひじように興味のあるこ

とである。

天和3年の幕府調査によっても結局は新川開削は見送られ，河村端賢の策に従って

淀川への合流口が手直しされたに過ぎなかった。だが水害を逃れようとする下流水害

常習地帯の根強い運動は，その後も犠牲を出しながら続けられた。やがてこの運動に

大きな理解を示した大阪奉行所代官・万年長十郎の支援によって，元禄16年，新JII開

削は最終的に決定され， 8ヵ月の工期でもって翌宝永元年に遂に竣功したのであ

る3）。

大和川l附替工事は，ただたんに下流・低湿地の水害を防備するだけでなく，その当

時カを増してきた大阪の商人資本の力に負うところが大きいといわれる。湿地帯，沼

等の新田開発は町人請負という形式で開発されたが，この特許料は莫大なものであっ

た。たとえば新開池の払い下げは一万九千七百三十三両で行われた。このため小出博

士は「大和川付替は3 結果的に寝屋川筋の常習的水害を著しく軽減するにしても 3 幕

府の意図とねらいはそこになく，財政の窮亡を救うための町人請負による新田開発

と，呉越同舟で実現に向うというのが正しいだろう。」と述ベベこの工事を大阪商人

と結託した幕府の新田開発ととらえている。この当時の商品経済の進展を背景とした

社会状況より，この評価は妥当と考えられる。古くより開発されて安定した地域の溜

池・水田を潰しでも幕府にとって得られる経済的利益は大きかったのである。

しかしこの工事により，新川筋では危燥したとおり用排水問題，物資輸送問題を中

心にして大きな支障が生じ，長い間苦しめられた。堺港は新Jllから流出した土砂によ

って埋まり，港としての機能に大きな障害を受けた。大和川附替に伴うこの問題は宮

本氏の研究5）に詳しく述べられているのでここでは指摘するだけに留める。

3. 大和川附替工事と大和川舟運

これまで「大和川附替工事史」を参照にして述べたが，ここには大和川舟運との関

わりはわずかしか述べられていない。この工事に対して舟運関係者がどのような反応

をしたかはほとんどふれられていない。しかし工事の結果，河内平野の綿作の肥料で

あった干鰯が値上がりし，農業経営に大きな影響が生じたことが知られているへ大

和，河内の大和川舟運に頼っていた地域から，はたして何の反対もなかったのだろう

か。大和からみれば，新川開削の結果，大阪へ出るために堺に出，海上を通って行か

ねばならない。海上を通ることによって危険性は増す。また舟運距離は伸び，費用が

かさむことが予想される。大和で何の反対もなかったことは考えられない。後の宝暦
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5年 （1755年）に荷物ー駄につき，一匁の値上げをした時，大和の百姓は訴訟を起こ

してまで反対しているのである。次に大和川附替工事を大和川舟運との関連で検討し

よう。

(1) 亀の瀬下流 ・河内の大和川の状況

河内平野における旧大和川は，農民の訴状の中にみられるように「河川｜の水位は回

面より一丈も高く なる」ほどの典型的な天井川であった。このため一度破堤すればそ

の被害はひじように大きい。天井川になった理由を自然条件からみると，石川上流が

花閥岩のマサ地帯であって，土砂流出が大きかったことがあげられる。これと合わせ

て舟運の使のために水量を確保する堰等を設けて低水路を整備した人間の営為が大き

く助長した。堰等は洪水疎通にとって支障となり，ここに土砂が堆積して天井川形態

となったのである。河内 ・大和JIJでは舟運と治水は両立することはなく，矛盾するも

のであった。

天井川の決嬢は，堤内地に大きな害をもたらす。先にみたようにこの地域は排水に

とってひじように条件が悪い。堤内氾濫は深刻なものになっていた。また天井川形態

なので内水排除は，長瀬川，恩知川等の旧大和川各川，そして合流する淀川の水位高

に支配された。このため堤防決壊をもたらすほどの大洪水でなくとも，河川の水位が

高い聞は排水しえず，小降雨による内水被害も大きかった。この地域の農業的開発・

発展および安定化は，天井川形態を解消して流水疎通を良くすることが必要だったの

である。

:2）大和盆地の舟運状況

(a) 近世の大和川舟運の開設

近世の大和川舟運は，関ヶ原の役後に大平日盆地の西部 ・平群郡で 2万石余りの所領

を得，王寺の東北 ・竜田に居城を構えた片桐且元によって開かれた。時に慶長 15年

(1610年）で，亀の瀬峡谷部の岩の切り取り工事を伴う整備が行われた。 この工事を

指導したのは角倉玄之 （了以の子）であって，目的とするところは，大阪表への米の

移出である。角倉玄之の父・了以は，江戸時代初期に富士川、天竜川，京都の高瀬川

等を開削して舟運の使を開いた人物である。この後角倉家は代々淀川水運の支配を行

っていたが，亀の瀬もこの角倉家の指導によって開削されたのである。

しかし近世初期のこの開削によって，下流大阪から上流大和まで支障なく舟が行き

来したのではない。地とり地帯であり，“飽田の滝”といわれた亀の瀬狭谷部の峠付

近は急流をなし，この河道整備によっても上ることができなかった。大阪より上り舟

で運んできた荷は滝の手前で・度下ろされ，仲仕によって滝の上まで人力で運ばれ

た。 そして再び舟に積まれた。 f色の瀬を境にして二つのlえ域に分けられたのである。
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下流の舟は剣先船，上流は魚梁船と呼ばれていた。

(b) 大手口盆地の舟運の状況

魚梁船によって行われていた大和盆地での通船区域は第 2区！に示す（第 2図参照）。

大和盆地の外水河；117＞は天井川形態をなしている。このため水は伏流して堤内へ流

れ出す。また山が浅いため水量はもともと少ない。洪水時以外は表流水となって河道

を流れる水量は至って少ないのである。この流況のため上りは人が曳いて上り，下り

はところどころに堰を設けてここに水をため，堰をはずして流れ出る水とともに下っ

ていった。農業の取水とは相入れないものであった。このため大和盆地で舟還の使が

開かれていたのは非濯概期の10月から翌年の 5月までで，季節によって春川，秋川と

呼ばれていた。魚梁船の大きさは，長さ八問，幅一間くらいである。

大和盆地？？十還によって扱われた荷物は，大阪への移出品としての米，木綿であって，

主に秋川で行われた。大阪からの移入品は，塩，油粕，干鰯等の綿花への肥料であっ

た。綿花は，用水不足に対処するために行われていた田畑輪換により栽培された多肥

作物で，多量の肥料が必要であったへ この物資を扱ったのが大和川舟運である。商

品作物 ・綿花に対する大和川舟運の役割は大きかったのである。大和盆地の綿花地

帯 ・磯城郡の物資を扱った寺川の港 ・今里は中和地帯の中心地 ・田原本の外港として

栄えた。田原本には問屋が立ち並び“大和の大阪”として繁栄した。

(3) 附替工事に対する大手11盆地内の動静

宝永元年 （1704年）の大和川附替工事の結果，大和川舟還は堺より海に出て大阪へ

回ることとなった。それまで河川舟運だけで運行していた状況が大きく変化したので

ある。それまでの秩序が崩れたのであって，当然この前後に少なからぬ動揺が大和金

地に生じていたと考えられる。これについて肥後和男著「近世における大和川舟運

一一特に魚梁船について一一」9）の資料に基づいて検討しよう。

宝永元年前後の大和川舟還に関して大和では大混乱が生じていた。亀の瀬上流の舟

運権は，片桐且元によって開かれて以来，竜田神社の神人 ・安村喜右衛門 （代々喜右

衛門と称した）によって一手独占されていた。この独占権は，片桐家によって与えら

れたもので，安村家はこの権利を冒すものに対しては強い取締りを行った。延宝5年

(1677年），大和国葛下郡の庄家等が大阪商人の舟 6隻で亀の瀬を上ってきたのを，す

くに取り押え，奈良奉行所に訴えて引き返させた。また延宝 7年には京都角倉家の持

舟 l隻がその手代を乗せて上ってきたのを取り押えた。この舟は大和の庄屋 ・百姓6

名が要請したのであるが，彼らは手錠を仰付けられた。しかしこのような強い独占権

も元禄 7年（ 1697年）＇片桐家の当主が嗣子がないまま死去して片桐家が改易された

持から微妙なものになった。肥後博士は「この権利は片桐家によ って附輿されたもの

であるから，かかる改易に際しては緑を失わなければならない家臣固と同ーの事情に
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あったのである」と判断している。

片桐家の領地はこの後幕府領となり，代官がおかれることとなった。安村家が代官

に対して舟運独占権の維持を願い出たところ，運上銀を幕府に差し出せばよいと幕府

側は当初応答した。しかし元禄8年（1695年） 6月に運上銀 100枚を献上するとの条

件で，立野村（亀の瀬上流に位置している）の百姓より舟運権の獲得が願い出されて

から微妙になった。安村家は即座に運上銀を JOO枚にすることを表明し，舟運権の続

行を願い出た。この頃，また京都の町人一名も獲得に加わったようである。

この状況下で元禄8年，それまでの代官が死に，後任として辻弥五右衛門が着任し

た。彼は安村を召し出L，家の由緒を尋ねた。安村は仔細を述べ，運上はすべて競願

者と同額にするから既得権を承認してもらいたいと舟運権の続行を強く願い出た。だ

が元禄JO年 (1697年） 12月に至って舟運権は立野村の百姓に与えられることとなっ

た。この時勘定奉行宛に出した辻代官の伺書でみると，安村家の過去の実績は，その

主張を実証しているものは何もないとしてまったく無視された。

肥後博士はこのことにつき「辻代官が安村の由緒を以て単なる申停のみにて憶成証

文なしと一蹴してしまったのは取同込乱暴に過ぎると思はれるが，所為助成惣百世i：の願

を容れるといふその態度には代官としてのーの方針があった様であるから所詮安村の

願いは容れなかったのである」と論じている。まったくこのとおりであると考察され

る。辻代官は立野村の百姓に与えることを基本方針として対処したのである。つま

り，幕府の意図といわなくとも辻代官の意図は，それまでの大和川舟運の秩序を基本

的に変えることにあった。この意図は大和川附替問題と密接不可分に結びついていた

ものと考えられるのである。大手口川舟運をめぐるこの大きな変化を大和川附替との関

連で次のように考察する。

大手口川附替運動は17世紀中頃から盛んに行われていた。これに対して大和川舟運に

頼っていた大和盆地内からの反対は強かったと考えるのが妥当であろう。反対運搬j

は，大和盆地の舟運を一手に担っていた安村家を中心にして行われていたものと推察

される。この状況下で大和川附替を行うためにはそれまでの秩序をどうでも変える必

要がある。強固な反対運動を抑える必要があったと考えてよい。それが片桐家の改易

という絶好の機会に恵まれた。この時，安村家から舟運権をとることを通じて大和盈

地からの反対運動を抑えることが至上目的であったと判断される。そして強い抵抗に

あいながらも10）それに成功したのが元禄10年12月の決定であったと考察されるのであ

る。大和盆地からの抵抗を抑えること，それは大和川附替のための前提条件であり，

舟運権を安村家から奪うことによって完成したと考えられるのである。代官辻弥五右

衛門の後を継いだのが3 かの万年長十郎である。これをみても大和l川舟運と大和川附

替が密接であったと推測される。

この万年長十郎に対しでも安村家はjiJ－運権回復の請願を行ったが）j年は常に立野村
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の百姓の側に立った。たとえば， 万年から村方の方では銀 270枚を献じるといってい

るのを安村は聞くと，銀300枚を出すと願い出た。ところが万年は，村方の方は320枚

献じる，といっているので安村の願いは認められないと断を下した。村方には安村の

動きを教える一方，安村には村方の動きを全然教えず，一方的に断を下しているので

ある。肥後博士は「とにかく代官の意志が村方へ傾いて居たのであるから何とも致し

かたなかった」と評するのである。安村の当主は遂には自殺した。

元禄ll年5月，幕府は「淀 ・大手口両河普諸につき石川｜筋につき望みあるもの殊に新

田開発に関して願いの者は幕府派遣の役人着次第申達すべき」旨を大阪市中に触れし

めた。堺にも移牒に及んでいる。この示達をもって「堺市史」「大阪府農地改革史」

では，大和川附替工事の実現に一歩踏み出したものと判断している。一方「大和川附

替工事史jでは，これはたんに旧大和川だけの改修のためと附替工事を目的とするこ

とを否定する。だが元禄10年12月には，大手口盆地の舟運権を安村家から完全に奪い去

り，大和盆地からの附替工事反対を抑えることに成功している。これと合わせて考え

れば，元禄Il年の示達は3 一つの強力な反対勢力の封じ込めに成功した幕府が本格的

に附替工事にのり出した第一歩と判断される。そして他の反対勢力，新川｜筋にあたる

河内上流地域を抑えるため，また附替工事の内容の詰めと新田開発の請負者を準備す

るためにさらに 8年ばかりの期日を要したと判断される。この十分な準備の後，わず

か1ヵ月でもって工事を完成させたのである。

14) 大和川附替後の大手口川舟運

大和川附替後，運賃体系に混乱が生じたが，ただちの運賃値上げはなかったらしい。

しかし別のところで矛盾が出て，結局は大和盆地にしわ寄せされた。宝永 5年閏正月

(1708年）に大手口の御領，私領530ヵ村の百姓より，同 2月に大阪の肥料問屋より訴状

が出された。訴状では村方（立野村）の船捌きが種々の点において不都合であるから，

もとどおり安村家へ支配方仰付られたし，と述べている。

安村家支配時の大阪より今里までの荷物 l伺の運賃は次のようなものであった。

I. 五厘大阪舟問屋口銭

I. 九分大阪剣先船亀瀬迄之船賃

I. 弐分亀瀬に而荷物持込中衆弁肝煎賃

I. 弐分亀瀬蔵元荷捌喜右衛門（安村）江請取申候

I. 五度海上銀同断

I. 八分弐厘 亀瀬より今里迄魚梁船賃船に渡す

計 弐匁弐分五厘
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海上銀とは保険制度であって，亀の瀬の難所で破船して荷が失われた時に備えたも

のである。大阪舟問屋口銭5厘というのは，大阪の舟問屋が肥料問屋を回り，荷物の

注文を聞きに回る際の費用である。この費用が附替後2厘となったため，舟問屋は注

文聞きを止めてしまった。このため船主 ・荷主とも困窮し，結局は船賃値上げとなっ

たのである。この値上げについて大和では，「和州一国ニ而壱ヶ年に金子五百両余つ

、毎年百姓の痛に罷成候」と嘆いている。

また亀の瀬での荷物の積換えは荷物 l個につき 2分であったが，附替後 l：分2厘に

減じた。海上銀の 5厘についても宝永 4年10月，大地震によって破船が生じた時弁償

がなされていない。支払われることはなくなったようである。また大阪剣先船は， 53

般ほど魚梁船との連絡用にあったが，廃止されてしまった。しわ寄せの一部は大阪の

剣先船へもいったとと考えられる。

このような運賃体系のしわ寄せは，もちろん立野村の舟運支配のため幕府への多額

な運上銀を捻出するためもあろう。しかし基本的には新川開削により海上を通ならば

ならない運行の不安定さ，それによる費用の増大に起因したものと判断される。享保

9年（1724年）の和州広瀬郡川合町細長によれば「大阪より和州魚梁問題登り船賃壱駄

に付九分大阪川増し壱駄に三分一…」と記されている。大阪の航路が増したため 3分

値上がりしたことを述べたものであって，結局は値上がりしたのである。

附替直後に運賃値上がりはなかった。大手口川附替工事着工のための大和盆地の反対

を抑えるため，行いえなかったためと考えられる。しかししわ寄せは一時他の所に転

嫁されたが，結局は値上がりになったのである。

4. 河村瑞賢と大和川附替

当時の土木技術の第一人者にあげ、られている河村瑞賢は大和川附替に反対した。そ

の理由として次のことがいわれている。瑞賢が考えていたのは安定した舟・運路確保の

みであった。「淀川や大和川の氾濫，河内平野の水害など限中になく，大手口川を堺に

附替えることに批判的で，堺の港が土砂で埋まり，その機能が失われることを恐れ

fこ11》」。

確かに瑞賢が淀川を中心にして行ってきた河川処理をみたならば，舟運整備を中心

に考えていたことは明瞭だろう。しかし大和川の附替に反対したのは，堺の港が土砂

で埋まることを危供したからであろうか。結果的には堺の港は土砂堆積が大きな支障

となった。しかし堺港はその前から漂砂のため浅瀬となっていて，港湾機能を維持す

るのに苦労している。堺の港が衰退したのはかなり以前である。附替直後には川舟を

多数準備し，この物資の中継地点として，その地位を高めようとしている。堺として

は，附替に抵抗していない。

瑞賢が反対したのは淀川舟運との関わりであったと推定される。河内平野の｜円大和
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川の状況をみると，下流に大きな沼をもち，ここに土砂を排出している。また多くの

支川に分かれることから掃流カは小さく， 土砂は河床に堆積し，はなはだしい天井川

となった。大きな洪水の時は堤内氾濫を繰り返し，土砂もまた堤内に堆積していたの

である。この旧状では，淀川河口にまで排出される量は非常に少なかった。しかし一

本の河川にまとめると掃流カが強まる。一本にして海へ直接流下させることは外海へ

の多量の土砂流出をもたらすこととなる。先にみた天和3年の河内平野上流部よりの

附替反対訴状では，外海へ出た土砂は漂砂となって沿岸に拡がり，淀川の河口に流れ

る部分もかなりあると述べている。そして淀川河口の埋没による淀川舟運への悪影響

を指摘している。瑞賢が恐れていたのは， これであったと考察されるのである。瑞賢

の淀川l舟運との関わり，そして大和川で行ったことをみるならば，こう判断するのが

妥当であろう。

5 考 察

旧来の河川秩序の下で水害常習地域となっていた地域から強い治水運動が展開され

た。その運動がどこまで強く影響したかは定かにしえなかったが，結果として幕府に

よって放水路が開削され，常習的な水害に対しての抜本策が行われた。しかしこれに

より，古くより開発され安定し生産力の高い地域であった放水路筋に大きな支障を与

えることとなった。この附替による障害は，また舟運でつながっていた上流 ・大和盆

地でも大きかった。

大和川附替H寺における大和盆地舟還の混乱の考察は，あくまでも状況判断にもとづ

く仮説であって，物証がないのではないかとの感想を持つ読者もいると恩われる。しか

し地域社会に持つ当時の舟還の重みを考慮すると，妥当な評価であると考えている。

資料的には，元禄16年の新川開削地域からの訴状に大和への悪影響が述べられてい

た。これ以前の天和3年の訴状では淀川舟運への悪影響が述べられていたが，この聞

に淀川｜から大和川へとその対象が変化している。大手口川舟運との関わりがかなり問題

となっていたことが十分推測される。なお大手口川舟運の機能強化の動きは，鉄道の発

達する明治20年代まで吉野JI!（奈良県での紀の川の呼称）分水と も絡まって続いてい

る。この状況を概観しよう。

寛政10年 （1798年），角倉玄匡が大和に来て吉野川分水を調査した。角倉玄匡とは角

倉了以の子孫であり，京都代官および淀川水運の支配を代々行っていた角倉家の当主

である。了以の子 ・玄之が慶長の頃，大手口川舟運整備に貢献したことは先に述べた

が，享保あるいは明和の一時期には角倉家が大和川；舟運の大和盆地の喉元，立野村の

代官であったこともある。角倉家と大手口川舟運とはひじように深いつながりがあっ

た。

角倉玄匡の吉野川分水の目的は明確にされていない。だが角倉家の歴史的立場から
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みて水量の不安定な大和川舟運の整備を図ったものと考察される。玄匡が調査した寛

政10年頃は田畑輪換による綿花栽培は最盛期であった。玄匡は，その中心地・中和地

帯の耳成山のふもとに滞在し，近隣の村々に吉野川｜分水を聞いているο 中和地帯は綿

花栽培を通じて大阪と深く結びつき，大和川舟還の重みがひじように大きかったとこ

ろである。この玄匡の舟運整備の意図には江戸時代末期の動きからみて，吉野山地の

木材の，紀州を通らず大阪への直送も含まれている可能性も考えられる。なお玄匡は

この寛政10年の 9月に“行状宜からざる”により職を奪われ，逼塞させられた。

江戸時代末期の安政上 6年（1858～1859年）に，吉野川沿いの下淵村の人々の間

でかなりの具体性をもった吉野川分水計画がたてられた。分水路の法線は車坂峠を掘

り割り曽我川筋に落とすもので，後の十津川・紀の川総合開発計画の分水路法線とト

ンネル案との違いはあれ，ほぼ一致していた。分水路の大きさは，深さ l間，幅 l聞

であった。この目的は，木材輸送であり，吉野の材木を大阪表へ直通することだっ

た。安政のこの計商は，角倉玄匡が現地調査を行ってから60年たっている。目的とし

た木材輸送とは，下流紀州の重い通航料取り立てから自己の利益を守ろうとする吉野

林業地帯の執念とみてよいだろう。もちろん，この計画は，紀州、｜の利害と真っ向うか

ら衝突することであって，結果的には猛反対をうけつぶれた。

幕末になって， J}IJの観点から吉野川分水を行おうとする計画がでてきた。記録上は

っきりしているのは，五条の勤王志士・乾十郎が文久3年（1863年），朝廷に提出した

建白書である。その骨子は，吉野郡下淵村で引水し，車坂をトンネノレで抜き大和盆地

に導水し3 畑， j留池の水田化を行い， 20万石を増産することであった。加えて大和川

舟還の安定化であり，この運搬手段とも合わせて壌夷下の京都の食糧の補給源とする

ことだった。

乾十郎のこの計画は，天諒組による“大和蜂起”失敗による乾十郎の獄死とともに

潰滅した。だが吉野川分水運動は，綿作の不振により深刻化する大和盆地の早魅対策

と合わさって綿々と続いた。幕末から明治初期にかけての辰市祐興の運動であり，明

治初期の井村正作の運動であって，明治20年代の大和と大阪の鉄道開通まで続く。

江戸時代から明治中期にいたる大和川舟運のこのような動きからみて，大和川附替

に大和盆地から反発がなかったと考えるのが不自然である。舟運は地域社会の動脈で

あり，根幹をなすものであった。時の代表的土木技術者・河村瑞賢の大和川附替への

対応の中にもこのことがうかがえる。

河村瑞賢は大阪経済の死命を握っていた淀川舟運への悪影響を恐れた。当時の日本

経済における大阪の地位の大きさ，そしてそこでの淀川のウエイトの大きさをみれ

ば，その評価は別として瑞賢の判断は理解される。瑞賢は舟運で、つながりをもっ流域

全体を念頭に入れて判断したのであり，限られた地点のみに縛られていたのではな

い。ここに地域社会に対して大きな作用を及ぼす土木技術の本質の一つがあるだろ
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う。土木技術とは「ものJを造るのみの技術ではなく，地域社会に及ぼす影響を十分

に認識した上で，地域を改良する技術である。 地域計画が，その本質と考えてよかろ

う。

おわりに

本レポートは1973～1975年にかけて奈良県在住の折メモしていたものを再整理した

ものである。資料収集等で奈良県技師・秋m登氏にお世話になったことを深く感謝い

たします。

【注釈・ 引用文献】

!) 「大和川｜附替とその影響J宵本常一，「水利科学」第 2巻第 2号，昭和33年。

2) 「大和川附替工事史」畑中友治，大和川附替250年記念顕彰事業委員会，

1955年。

畑中氏は河内の人であって，本工事史は河内の資料に基づいて書かれ てい

る。

3) 工事の状況は「大和川附替とその影響」宮本常一，前出，に詳しく述べら

れている 0

4) 「利根川と淀川｜」小出博，中央公論社，昭和50年， p.210。

5) 「大和川附替とその影響」前出。

6) 向上， pp.84～850 

7) 大和盆地の河川は，水源を山地に持たない河川と持つ河川に分れる。前者

が内水河川で，後者が外水戸T川である。

8) 自然条件的に十分な濯濫用水が得られない大和盆地の農民が対処した方法

は，ため池築造等による補給用水の増大と，水を使わない土地利用という質

からの対応である。水を使わない土地利用が田畑輪換による節水栽培である。

確保しうる用水以上には水田に稲を植えず，代わりに畑作物を植えて使用水

量を規制した，畑作物の代表が綿花で，稲と綿が隔年で、つくられた。田原本，

八木，高田を中心とした中和地帯では，江戸時代の最盛期には 30～50%の土

地で綿花栽培が行われていたといわれる。大和盆地にと って綿花栽培は，ひ

じように重要な役割を有していた。

なお綿花栽培は江戸時代末期から衰退し，輸入綿花に押された明治30年代に

はほとんど栽培されなくなった。この後田畑輪換の作物として一世を風廊し

たのが大和西瓜である。

9) 「近世における大和川の舟運一一特に魚梁船について一一」肥後和男，大和

王寺文化論大和史学会，昭和12年。
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10) 安村家は元禄10年7月に江戸に上り，勘定奉行に嘆願している。

II) 「利根川と淀川」前出， p.2080 

（国土庁水資源局）
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