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農業用水のもつ多面的機能についての

歴史的考察と今後の課題

佐藤俊郎

1. 河川形土地利用地域における利水と治水

河川利用形の土地利用，地域開発は，歴史的には農業によって，従って，農業用水

の展開によってはじめられたところから，地域としては，行政的にも，制度的にも，

またそこで適用された技術や施設も，河川についての利水と治水は，農業を中核にお

し、てすすめられてきたものである。

この意味で，歴史的な河川水利は，農業によって代表されるとみてよい。

本稿は農業用水のもつ多面的な機能についての論議であるから，河川利用について

の歴史的に詳細な検討は，稿を改めて論ずることにするが，この基本理念は極めて重

要である。それは，地域の土地利用上の不可避的課題であって，地域の土地利用が，

都市近郊といわず，純農村地域といわず，量・質両面から非常な変貌をなした現在に

おいて，この基本理念は更に重要性を増していると考えられる。

農業用水は，歴史的に属地的性格に強く作用されて形成され発展してきたことか

ら，河川及びその流域の地域的特性に支えられ，その特徴を充分にとり入れてすすめ

られてきたものである。同一面積の濯殺を行なう場合でも，河川とその流域の自然立

地の相違によって，農業用水は，その形態においても， 1つ 1つの施設の形状におい

ても，維持・管理やその運用等においてもそれぞれ特色あるものとして歴史的に形づ

くられ，発展してきた。これらの手法は，それぞれ異なった河川及び河川流域につい

て，その自然立地を有機的に利用するものとしての行政制度－技術適用であり，そ

れらそのものの開発であった。

農業においては，河川はただ水源としての重要性をもつのみのものではなかった。

特に水田を中心とする河水利用形（河川下流域の沖積地では特に重要）の農業では，

利水の場である濯瓶地域が河川取水地点より下流（位）部にあたり，ここでは，取水地

点同様，常に洪水による被害が重要な問題として一般化され，それに対する処置がな

されてきたのである。農業用水側からの歴史的な河川水利の特徴はこの点にあり，従

って治水もこの基本的な考えの上に立って行なわれたのである。
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河川は，広い地域にわたる水源地域からの水を集め，線となって流下し，海に注ぐ

のであるが，この線の中の 1点において河水は農業用水に取水され，農業用水は再び

広域な農地にこれを配水し，濯概するのである。

河川水利の歴史が農業用水の歴史展開の中核であることから，治水も農業用水及び

濯甑地域を背景において行なわれることになる。そのために，治水も農業用水同様，

河川及びその流域の自然、立地に適応するような形をとってすすめられ，そこでは，利

水（農業用水）と治水とは相互に共通性をもち，殆ど組顧することなく発展してきた

とみてよい。

河川に水源をもち，取水し，導水して潅瀬する農業用水も，河川の治水も，自然、立

地を主とした属地的行政・技術の高度な展開は，近世中期をピークとして頂点に達

し，それ以降においては特徴ある発展はみせていなし、。明治期に入って，社会思想が

変化し，科学主義が学問，技術の中心を占めるようになると，治水・利水は分離さ

れ，それぞれ独り歩きするようになり，徐々にその内容にも有機性を欠くことが多く

なってきた。それでも，明治・大正・昭和初期までは，科学主義にプラスするに従来

からの経験主義が採択され，この間に一定の融和がなされてきたが，科学主義は何れ

も独自の合理性にもとつく計算主義的傾向が強くなり，治水を中心とする河川事業と

農業用水に中心をおく農業水利事業の聞には，行政もからんで両者間の有機性を欠く

ような方向がみられ，とくに昭和30年代後半以降になると，河川法の改正もあり，こ

の傾向が強くあらわれるようになってきた。これは，両者聞における自然と社会に対

しての見解の相違点から生ずるもののようであるが，両者とも自然、を二次的にしか考

えない狭い次限の計算主義による，自己中心的な経済の合理性を中心においての論の

ようにみ受けられる。そして，この現代主義的な方向に対しては，すでに矛盾が累積

し，河川側においても，農業用水側においても新たにして複雑な問題が現象化されつ

つある。これは両者に共通するものとして，自然立地から遊離した自己中心の狭い意

味の計算主義による行政・技術の採択の結果が招来したものであると考えられる。大

河川下流域の洪水被害，洪水量と渇水量の増大，地下水の澗渇と地盤沈下，水質の汚

濁と河川及び用水路のゴミ問題等々がそれであり，治水，利水，流域の土地利用の内

容に問題があることは勿論であるが，ダムや河川の護岸，用水施設の大規模化，コン

クリート化がその 1つの主悶をなしていることは否めなL、。

河川や農業用水は，所詮その自然から遊離して存在することはできないのであるか

ら，これらの業務にかかわる一切について，その流域のもつ自然、的諸条件－特性を充

分にふまえてなされなければならないことが特に重要であると思惟される。農業にお

ける河川水利用の歴史的過程は，このことをよく物語っている。

農業及び農業用水に中心をおいて発展した治水は，河川沿岸住民及び流域に居住す

る住民の生活に主力をおいての事業へと展開してきた。しかし，内面では流域住民の
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生活と，農業用水とは長い年月におよぶ関係によって形成されたこともあることか

ら，相互に剥離することのできない諸々の機能を保持している。従って，この問題に

ついての解明がなされない限り，治水側からは，農業用水と，流域住民対策を分離し

て考えることには無理があることになる。この基礎には，勿論，その流域の自然的立

地と社会的立地が折り重なって存在するのであって，このことへの接近が，今日にお

ける治水を中心とする河川事業と水利事業との重要な課題でなければならないものと

考えられる。

2. 農業用水の技術的展開と農業用水の機能

昭和10年代までは，ほとんどわが国の農業では発展をみなかった畑地獲瓶が，日本

的湛水稲作経営に対する社会的指摘変化もあって，また国の行政的指導もあって徐々

ではあるが昭和20年代以降に行なわれるようになってきた。しかし，わが国域の畑作

物に対する恵まれた気象条件と，畑作物の社会的，経済的評価が水稲に対して劣って

いたことから，畑地濯漉についての急速の展開はみられなかった。

農業用水の面から，畑地濯殺を水田稲作のための農業用水と対比してみると，ここ

には大層な相違がみられる。水稲作を中心とする農業用水には，その展開の歴史も作

用するが，常に用水開削の当初から地域用水としての機能が併存していた。近代的技

術指向にもとづく農業用水側では，この歴史的過程で有機化され展開してきたその機

能を如何に縮小し，主目的である用水側の単一機能にこれを転換するかを 1つの目標

としてすすめてきたものである。しかし，水田に対する農業用水の場合には，如何程

この施策にカを注いでも，この併存する農業用水機能外の機能を「無」にすることは

不可能であった。このことは，湛水稲作農業による農業用水の最大の特徴である。そ

して，これは，農業用水が如何に強く属地性に依存して行なわれ，それに起因してい

るかを示すものである。

畑地濯瓶は，各作目に対する漉水，肥培獲瓶，農薬散布，風蝕防止，凍霜害防止等

が中心であり，属作物的に計画されるものであって，目的以外の機能をもたないこと

を原則とする。たとえ土壌水分が論じられたとしても，それはどこまでも畑作物の生

育のためのものであって，湛水11法の場合とは全くその基礎を異にするものである。

また，畑地濯濃施設は，特にスプリンクラーによる，管による濯瓶方式では，施肥や

薬剤散布，凍結防止等の多目的に利用されることもあるが，これらは最初からそれぞ

れが目的の 1っとして計画されているものであって，方式，数量において明確であ

り，計画された農業的機能て‘あって，湛水稲作農法における農業用水のもつ地域的，

社会的にはたす多目的機能とは全く異なるものである。このように，畑地潅瓶は農業

用水の中では最も計算化された形をと っており，その性格においては水稲に対する濯

瀬の場合とは基本的な相違がある。
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農業用水のもつ内－外の機能をみるために農業用水系の水利の展開について一事例

をみることにする。ここて‘は埼玉東部地域の事例を示すが，多かれ少なかれ歴史的な

農業用水路地域では，地域によって相違はあるが，このような機能を内包しているの

である。

埼玉県の東部平野には，羽生領用水路，葛西用水路，見沼（代）用水路の三大用水路

があり，何れも利根川に水源を得て農業用水の供給を行なっている。これらの三用水

路は，何れも相互に関連し合っているが，用水及び水路の開削はその年次を異にして

L、る。現在は統合された利根大堰によって取水され各用水路に配水されているが，水

田に濯概された用水は，排水路・排水河川を経て再び用水に転換され，数次にわたっ

ての還元利用がなされている。

見沼（代）用水路は，近世中期まで川口から大宮に至る東部地域に存在した見沼 （三

沼）の干拓とこの水下の用水手当に由来して開削された用水路である。もともと見沼

は荒川下流域に開けた水田の用水源であって，八丁堤，締切堤を築堤して漢語証機能を

高めてきたもので，沼沢池を人工的な用水源として造成した潅瓶施設であった。徳川

幕府の享保の改革の背景をうけて，新国造成のために享保13年（1728），沼の干拓と，

従来からの水下水田の用水源及び干拓地に造成した水田の用水の手当として，見沼に

代る用水として開削されたのが，見沼用水 （見渇代用水）である。見沼代用水路の開

削によ って， 見沼は勿論，この地域の自然的・社会的条件には大きな改変がなされ

た。見沼代用水路には，地域の運送のために江戸からの水運として水路を通船的に利

用することも含まれていたから，交通機関としての目的も併せもち，この便益は北西

関東域にもおよび，特に旧見沼地域まではこの舟運が昭和初期まで継続していた。

見沼の干拓と用水の開削によ って， 旧沼周辺の低湿が徐々に改良され，見沼に至る

までの上流域の農業用水，生活用水は安定的に供給されるようになった。見沼代用水

路は， 一部に元荒川の支流である星川を利用したことから，水源の乏しい星川に水源

をもっていた騎西領（新JIJ)用水をはじめとする諸用水と，この流域の農村は大いに

潤うこととなった。見沼代用水路の開削によって，農業上の効果としては，当初予期

していなかったものとして，見沼代用水域の東に地域を接し，しかも見沼代用水路の

関商ljに先がけて，万治 3年（1660）に開削 （見沼代用水路の開削の68年前）されてい

た葛西用水路の加用水の増加がある。葛西用水路は旧利根川の河道を殆どそのままの

形で利用したことから用水路の水位が低く，配水のためには溜井を設けての分水配水

方式をとっており，しかもこの河川には当然なことながら地域からの支川が流入して

いた。これらの支川は，自然立地上から見沼代用水路の上・中流の滋瀬地域から流出

するものであったから，見沼代用水路の開削によって，この地域の落ち水も多くな

り，葛西用水の水源（第2の用水源一一ー加用水）として有効に作用することとなった

のである。このことは地域用水としての還元による有効な利用度を高める結果となっ



第 1図 見沼代用水路，葛西用水路，羽生用水路を中心とした用排水系統図

－ 
0) 

-:zntfu，ま用水路

．．．． は加用水としての集水路

二茅ニは河川

（出所） 拙稿土地改良百年史
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た。なお，葛西用水路には，上流から琵琶溜井，松伏溜井，瓦曽根溜井が設置されて

おり，河水のストックによる調整の役割をも果していた。明治以降においても幾度か

見沼代用水路の施設は改修されたが，昭和17年頃から昭和28年に至る水路の改修は，

旧来の地形なりの用水を改め，コンクリー ト護岸による直線的水路の方式をとったた

め，耕地形状と一致せず用水上のトラフツレが一部にみられ，農民は幹線用水路の厚い

コンクリート壁に穴を開けて取水するものもあった。見沼代用水路は，用水位を維持

するために，特に下流域においては台地（遠因）外周を導水したが，星川への放流分

水（人間・十六間堰）・柴山伏越（元荒川の伏越）・東縁，西縁分水・通船堀等と合せ

て景観的にも優れた農村の風情を維持していた。

三用水路とも，幹線用水路はかつては利根川本JI!から直接取水していたものであ

り，取水施設，分水施設，特徴ある溜井等を含めて，わが国の農業用水路としては規

模の大きな形で，用水のある農村景観を呈示していた。また，村落内を流れる水路で

は，幹線水路と支線用水路とを問わず，防火用水や生活用水として，用水路堤防に階

段を設け，或いは支線用水路の分水地等では水路幅を広げて，共同の洗い場として利

用することなど，単に風呂水を汲むとか，洗濯をするとか，大根や野菜類を洗うとか

の他に，地域のコミュニケーションづくりの場として，大きな役割を果していた。

3. 農業用水の施設形態

(I) 河川水利の一般的形態

河川に水源をもっ農業用水の基本形は，第 1図にもみられるように取水施設一幹線

水路一分水工 水路 （配水）ー水田という形をとっているのが一般である。そして，

排水施設はこれとほぼ逆の形をとって集水され再び河川に還元される。そして更にそ

の河川下流において取水され，この関係がくりかえされる。用水と排水の関係は人間

における動脈と静脈とに類似している。農業用水はこの基本形の中で，自然立地を高

度に利用して，用水路，排水路の組み合せにおいても，また 1つ 1つの施設において

も，地域的性格を機能的に取り入れて発展してきたのである。農業用水及び農業用水

施設の他種水利にみられない特徴は，この中から生れ出たのである。これらの水利施

設は，明治以前から継続利用されているものは，例外ない程に，また時代を遡れば遡

る程，自然との融合度を深くもっていた。それが改修され改築される度ごとに，対自

然形へと変形され，自然との融合度を薄め，人工化を高める方向性をとって展開して

きた。この展開は，農業水利技術の面からみると，自己本位機能の増進であって，

「高度利用化」への技術的対応であったが，それまでの，地域的風土にマッチした水

利施設は，改築，改修を重ねるごとにその規模は拡大され，この反面において，農業

用水が従来もっていた，農業外の諸機能は縮小されているか失われている。また，特

に最近では，多くの水利施設は，利用者である農民によって直接管理することのでき
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ない程の精密な技術的内容をもつものに置換されつつある。農業水利施設の中には，

そのような精度の高い施設が，農業での水利上から或いは関連利水上から形態的に，

また機能的に要求されるものもあろうが，むしろ一般的にはそのようなものは少ない

のである。また，水利施設の新設，改築の現状は余りにも画一的であり，立地的適応

性を失っている。このことが，農業用水に対する農民の認識を粗ならしめ，農業用水

の多目的機能を薄らしめ，農業用水，農業水利施設に対する農業的・社会的損失をも

たらし評価を低めているのではないかと思われる。このことは今後用水問題として

特に重要な課題である。

わが国の農業用水のほとんどは，生活用水として，防火用水として，また憩の場と

して，情操教育－地続的コミュニケーションづくりの場としての機能をもち，多目的

に利用されてきたし，飲料用水としても併用されてきたものも多い。農業側が農業用

水維持のために，河川及び流域の保全に果してきた役割は，特に高く評価されなけれ

ばならないものと思われる。

次に，このための例示として， 2,3の農業水利施設について，地域的な多目的機能

と施設のもつ本来的機能の一面をみることにする。

(2) 「運天」と「回転堰」

この両農業水利施設は，ともに尾張平野に設置されていた農業用水の取水寝であ

り，回転堰は先年撤去され，近代的なものに改修されてしまったが，運天寝は現在で

も五条川の上流部等数ヶ所に現存し，利用されている。この両堰の相違は，両堰とも

回転堰であるが，その回転軸の相違にある。運天堰は，不時の出水時において河川水

位の状態によって自然に転倒し，取水及び河川の維持・管理上の機能を果させしむべ

く創設された堰であり，回転堰は河川両岸の固定ピン 1本の操作によって各堰板の自

動開放ができるように設計されたもので，新木津用水の薬師川合流点の直上流部に設

置されていたものである。

運天堰は品川に，回転堰は高ま轟轟に設置されており，流水の条件をふまえた堰と

して，農業用水側からは不時の出水時の維持管理上，河川及び水路の維持上，出水を

対象としてよく考えられた堰で、あった。運天は河川の出水に対して全く自然的に堰上

げの機能を停止し，堰を開放し，河川の通水をよくするものであって，流木等にも対応

できるのに対し，回転堰は用水路中に垂直に設置された多くの固定軸を基軸として，

堰の開放を行なうものである。用水と出水時の堰の操作及び洪水対策上，優れた機能

をもっ農業用水施設であった。第2図は五条川上流に設置されている運天である。

(3) 石井樋

この堰は，嘉瀬川の川上地さきに設置されていたもので，堰上流部の堤外地（高水
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第2図愛知五条川の l運天」堰

第3図石井樋略図

石井樋略図
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敷）の土地利用，洪水対策，農業用水の内部条件を維持する上で，高い評価のあった

施設である（原形は近世初期につくられ，改築を重ねてその機能を高めてきたもので

ある）。嘉瀬川は水源域が小さく，急流河川であり，洪水時には土石流の多い河川で

あった。しかも用水地域はクリーク地帯であり，農業用水路に土砂の流入すること

は，クリークの機能を減少するばかりでなく，その凌深，排除のための労働は大変な

ものであった。石井樋は，第3図にみられるように取水前に土砂を排除し，更に逆流

取水をなし沈砂排除する機構を備えており，図には示されていないが堰上流部の河川

沿に植えられた竹，木の混植によって高水敷に洪水時の石 木の流入を防ぎ，肥沃な

泥土の流入によって営農上の効果をも狙ったものであり，またミの地積は洪水調整機

能をも兼ねるものであって，低水敷と高水敷との境に植えられた竹－木雑植帯から高

水敷は半瓢箪形に造成され，外堤によって囲続されていた。従って，高水敷は肥沃な

流入土の堆積により優良な根菜畑として利用されていた。

急流の，しかも出水時に流量が急激に変化する河川を水源とし，しかも，用水域が

クリークとし、う特徴ある地域にあって，農業用水の取水構造が秀れていたばかりでな

く，洪水対策，高水敷の土地利用の手段・技術に配慮された井堰として今後も用水施

設として研究に値する施設であった。

(4) 見沼代用水路の通船堀と八間堰・十六間堰

見沼代用水路は，干拓前の見沼溜井の代用用水として，旧見沼の水下用水及び干拓

地の用水を主目的として開かれたが，江戸市中から荒川を横断し，芝川を経て見沼東

・商縁に通ずる通船堀としても計画－利用され，船運の機能は昭和初期まで維持され

ていた。享保年中に完成をみた芝川（荒川に川口で流入）から東・西縁への閉門式船

通し（開門によって水位を堰上げ，下位にある芝Jllから見沼代用水路に船を送る）は，

世界第2位の歴史をもち，技術史的にも価値のある水利施設でもある。

人間堰・十六間堰は，見沼代用水路が旧星川を用水路として利用し，その分水点、に

設置されたものであって，本川（星Jll）筋に十六間堰，取入筋に八間堰が設置された

が，この両堰は，単なる分水門として設置されたのではなく，見沼代用水路の配水地

域への水位の維持，星川流域の洪水対策をもふまえた溜井としての性格も併せもって

設置されたものであった。農業での水利用は，水量の確保のみならず水位の維持が絶

対的要件である。十六間堰の下流は元荒川の支川下星川となるのであるが，十六間

八聞の両堰は，上・下流に対しての用水位の確保と洪水対策として設置されたもので

あり，この上流用水路は溜井的機能を果しており，水位，水量の調節をし集落内に位

置していることもあって，特徴ある水辺景観をつくり，地域民の憩の場としての地域

用水としての機能をも兼備するものであった。
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(5）溜池と農業用水

溜池は，典型としては奈良の溜池にみられるように，単独な血池から，河川lに水源

を求め河川水によって用水の補給をうけるもの，兵庫県淡河山田疎水のように，河川

水の疏導によって溜池を開き，親池子池孫池とし、う溜池組織をもつもの，入鹿池

のように水源池としてダムに匹敵する貯水機能をもっ単独の溜池等，その類型も様々

であるが，本来的には，溜池は河川水を水源とするものと異なり，一定の幅はあって

も，貯溜水を利用するものであって，量的に明確な把握がなされる。配水の組織，管

理についても，河川取水に比して一般に手の込んだ厳しさがあり，規制jも厳正で，組

織もしっかりしているものが多い。河川水利用が用水を公的なものとして考えられて

いるのに対して，溜池では属人性が強く私的なものとして利用されているように恩わ

れる。溜池は河川水に恵まれない地帯（属地的に）に発達しており，溜池の利用とし

て養魚をとり入れているものは比較的古い歴史をもっている。溜池地帯は河川書霊源地

媛と異なった特徴ある農村の景観を呈しており，水利用の面から村落の社会秩序を形

成している地方も多い。最近では，湖面及び周辺を利用した娯楽施設として使用され

ているものもある。

4. 農業用水及び水利施設の維持・管理

農業水利施設の維持－管理は，農業用水の合理的機能維持のために行なわれる手段

である。農業用水に農業用水外の多目的機能が不可分な形で内在しているものとする

ならば，勿論，これをも含めての施設の維持・管理となるのは当然である。

農業用水施設の維持・管理は重層的構造をもっているといわれるが，これは，農業

用水が広範な地域を対象とし，しかも同一用水系内においても，立地的にもまた歴史

的にも異なる要因をもっていることに由来するためて、ある。かつては，用水系末端に

おける水利費の負担がマンゾ一割であったり，部落協議から支出されているものが多

かったが，それは，農業用水の多目的機能を前提としてのものであって，農業用水は

地域社会の共通的存在であったことを表示するものである。

最近では，農業用排水系の維持・管理に地方公共団体からの補助金，分担金が支払

われているものが多いが，これも農業用排水施設の都市的（地方行政的）評価が認め

られた結果の所産である。

5. 水利技術の高度化と経済合理性による農業用水のもつ機能制限

農業水利技術及びその施設の近代化には，農業をとり巻く内・外両面からの対応が

あり，行政はこの両面をふまえて行なわれるものでなければならなし、。しかし行政的

技術の導入においては，高度というか計算技術の適用のために，機能的にも経済的に

も，必ずしも実状を充分把揮しないで事業が進行し，水利施設が造設されることが多
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い。特に最近の水利事業にはこの傾向を強く感ずる。また農業用水には，常に経済性

と社会性が併存しており，機能上からは，農業における内部機能と地域の自然・社会

に多目的に果たす機能とが共存しており，特に後者についての定量的な分析は困難で

ある。このことが，農業用水の総合的な評価を非常に困難にしている。

現代における農業水利に対する農業側からの近代化は，農業倶uの経済合理主義的見

地に立つてのアプローチであり，農業用水の農業的資質の向上を目的として行なわれ

るものであることを否定するつもりはなL、。しかし，水利施設の改良も，配水技術の

改良も，維持管理の合理化もその方向に向かつて行なわれるものであるが，農業用水

の本質を十分認識しないでの度を越した近代化，合理化は，農業用水の多目的機能を

抑止するばかりでなく，間接形をとって，そのマイナスの影響が農業側へと還元され

ることになる。河川行政における河川事業の場合でもこのことは同様である。河水利

用形の農業用水の特徴は，地域によってその内容には相違がみられるが，河川の一点

に集中的な水源を求め，取水し，これを広範にわたる比較的自然立地を生かして造成

された水田に供給配水することであり，配水地域は面積が広いばかりでなく，数多く

の農民が水利用にあたっている場である。また用水の供給地域は，水田のみに限定さ

れているわけではなし村落 （住宅地都市）も工場地も公共用地も混在しており，

その内容は複雑化，多様化しており，その性格は益々高度化しつつある。農業用水に

は，その主目的としての経済性の追求のみではカバーできない，社会性が存在してい

ることを忘れてはならない。古くは，むしろこの経済性と社会性が未分化の形ではあ

ったが，互いに同居し「経済性の中に社会性があり，社会性の中にも経済性を内包J

している部分があったのであるが，最近のすべてについての経済合理主義の世相の進

展によって，農業用水においてもこの古来からの思想は薄らぎ，機能的には従来から

の農業用水としての総合効果が益々重要度を増す中にあって，その方向性は全く逆の

方向へと進展しているのが現状である。

今後の農業用水の進展のあり方については，以上のことについての反省の上に立っ

て，農業用水としての個々の施設形態，維持管理及びそのための組織を中心におきな

がらも，合理的，経済優先的分科論のみにかたよらず，歴史的に積み重ねられ，機能

化してきた「農業用水」そのものをふまえての展開が最も重要な諜題である。

（東京農業大学教授）
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