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ため池に関する研究の成果と課題（ I ) 

内田和子

研究分野

1 分布，実態分析

2 水利構造

3 水法，水利権

4 用水史，土地開発史

5. 歴史的研究

6. 改廃

（以下 次号掲載予定）

7 . 水質，水文，動植物，構造・運用

8 災害，防災

9 特定地域研究

10. ため池整備事業，水辺環境，地域資源

11. 文献解題

ため池に関する研究は，地理学の他に，法学，歴史学，農業土木学・農業経

済学・農村計画学・造園学を中心とする農学，土木工学－建築学・都市計画

学・土質工学を中心とする工学等の分野で行われてきた。このうち，地理学分

野を中心に，先行研究を以下の 1.～11.の11分野に分類して，整理することに

する。その際，地理学以外の研究には，可能な限り，それらが包含される学問

分野を示した。

なお，筆者はため池のみを対象とする研究だけでなく，農業水利の一環と し

て河川や地下水を水源とする他の農業水利との関連の中で，ため池を研究して

し、るものも含めて整理した。その理由はため池に関する研究は農業水利研究の

一部として開始されたこと，そしてため池は、河川水利が十分で、はない地域で，

地下水とともに補助的な水源として利用する濯甑施設であるため，他の用水と
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の関連の中で検討されることが重要な意味を持つからである。

1. 分布，実態分析

ため池の分布に関する研究は地理学分野において，最も早い時期に取り組ま

れたテーマの 1つであり，現在でも研究が行われている基本的なテーマである。

竹内（1939a, b, c）は日本におけるため池の分布について初めて特色を明ら

かにした。続いて竹内（1941a・ b, 1949, 1954）は，日本で最もため池が密

集する代表的な地域である香川県や兵庫県加古川左岸台地におけるため池の研

究成果を発表し，一連の研究成果を元に，後年，全国の主要地域毎にため池の

分布と濯甑の特色を記した大著を完成した（竹内 1980）。

地域におけるため池分布の特色を記したものとしては，島原半島に関する隈

部（1969），大阪府堺市に関する水元（1982），佐賀県に関する武市 （1987),

高知県に関する武市（1990），埼玉県比企丘陵地域に関する新井（1997）等が

ある。この他，農学分野において，前川（1955）は香川県の，阿部・篠原（1996)

は東広島市のため池の実態分析を行った。また，各府県によるため池の実態調

査としては，大阪府経済部（1935），大阪府農林部耕地課（1971），香川県農林

部（1960, 1970, 1986）等がある。

全国的なため池の分布や実態について調査，分析したものとしては，農林省、

農地局資源課（1955），農林省農地局資源課（1957a, b），農林水産省構造改

善局地域計画課（1981），日本農業土木総合研究所（1982），白井・成瀬（1983),

農林水産省構造改善局地域計画課（1990），農林水産省構造改善局地域計画課

( 1991）等がある。なお，農林水産省（1972）はため池を含む全国の農業用水

の実態についても調査結果を記している。

これらの研究の結果，日本においては瀬戸内と近畿地域を中心としてため池

が卓越して分布し，都道府県別では兵庫県を最多として，広島県，香川県，岡

山県，山口県，大阪府等に多く，北海道，栃木県，東京都，神奈川県，山梨県，

徳島県，沖縄県等に少ないことが示された。

上記の研究結果を踏まえて，内田（2000, 2001）は第2次大戦後の全国のた

め池の存在形態の変化と特色を分析した。その結果，第2次大戦後，日本のた

め池は急速に減少したが，減少は小規模なため池を中心として起こり，むしろ

大規模なため池は近年においても築造されて，その数を増加させていることを

指摘した。
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2. 水利構造

ため池の水利慣行，水管理等から稲作地域の水利構造を明らかにした研究は

地理学分野はもちろん，農学分野からも多くの研究成果があり，ため池研究の

中心的課題の 1つである。主な研究を時代を追って概観すると，地理学分野で

は戦前の研究として，大阪府交野台地内の小ため池群の水利特性を明らかにし

た山極（1928a・ b），丸亀平野の潅甑を水源別に分類し，満濃池を中心とする

濯甑状況を綿密に研究した位野木（1931），香川県の濯甑状況を明らかにした

竹内（194la, b），満濃池の経営と管理を研究した喜多村（1939）等がある。

竹内氏と喜多村氏は戦後も続々と研究成果を発表した。竹内氏は1949年には

兵庫県加古川台地の濯甑状況， 1954年には加古川台地の濯甑の発達， 1959年に

は堀内氏と共著で大阪平野樫井川｜流域の濯甑状況を明らかにしてし、る。 喜多村

氏は1950年に堀内氏と共著で奈良県の布留川流域と広大寺池， 1952年には香川

県買田池， 1989年には滋賀県真野川上流域での濯甑をめぐる村落社会構造を解

明している。

堀内氏は1954年には皐害地域における水利慣行について， 1955年には奈良盆

地の濯甑構造及び奈良市鹿野園の水利構造について， 1956年には奈良県大正村，

1957年には奈良県馬見丘陵， 1960年には大山氏と共著で奈良県平群谷， 1962年
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には奈良盆地の環濠集落， 1963年には大阪府東条川流域， 1967年には和歌山県

紀ノ川平野のそれぞれの水利構造を明らかにして， 1966年には奈良盆地の水利

構造のまとめを行っている。さらに，堀内氏は奈良盆地の水利集団に関する研

究を発表して（1970, 1977），これらの成果は1978年と 1983年に体系的にまと

められた。

同じく，地理学分野で，千葉（1964）は淡路島における水利慣行と土地開発

の関係を記し，野崎（1974, 1981）は水利集団と水利構造について考察した。

友杉（1980）は兵庫県印南野台地のため池とそれをめぐる地域社会の特質につ

いて記し，五味（1977）は日本全体の潅甑形態と分布について研究した。

一方，行政側においても，農林省農地改良局（1952）と香川県農地部（1953) 

は讃岐平野の湛甑と水利慣行について，農林省京都農地事務局（1954, 1957) 

は兵庫県加東郡と淡路島の水利慣行について，兵庫県農業経済研究所（1954)

は兵庫県加西台地の水利慣行と農業経営について，兵庫県耕地課（1958）は加

古川左岸台地の水利慣行について，岡山県農地事務局（1961）は岡山県内の水

利施設の管理と維持費について，中国農業試験場農業経営部（1980）は吉野川

分水によるため池地帯の水利構造の変化について，農林省東海農政局（1970)

は三重県安濃川流域の水利慣行と水利施設の維持管理について，それぞれ調査

を実施している。

農学分野において，国民経済研究協会（1956）は農業集落における水利問題

を追究し川島（1957）はため池擢甑地域における水利秩序と水利支配構造に

ついて述べ，長田（1959）は水利慣行の実態を調査した。金沢（1954）は，河

川樺甑とため池濯甑の差異を水利技術，水利団体，水利慣行等の面から明らか

にした。鈴木ら（1961）は主として兵庫県と香川県の水利構造を，家永（1964

a・ b ・ c）は兵庫県加古川左岸台地における水利構造を集落の日誌によって分

析し馬場（1965）は水利事業を地主制との関連で考察した。さらに，竹中ら

(1974）は国東半島におけるため池濯瓶と土地利用との関係を分析し，木本

(1976）は三重県津市のため池水利の実態を示し，辻（1982）は香川県のため

池の水利慣行の実態分析を行った。鵜川（1982,1984）は主として奈良盆地の，

永田（1982, 1988）と永田・南（1982）は兵庫県加古川左岸台地の水利構造と

その変容を記した。特に，永田（1982）は河J11，ため池，クリーク地帯におけ

る農業水利秩序の存在構造を分析する中で，加古川左岸台地のため池地帯にお

いて，小農段階における個別的水利用の存在形態を示している。阿部・篠原
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(1996）は広島県東広島市の，阿部・木村（2000）は広島県黒瀬町の水利組合

の特質を述べている。

また，福島（1978）は歴史学から近世における河内と和泉の水利構造につい

て考察し考古学の立場から石野（1978）は奈良盆地，田中（1978）は北部九

州，松本（1978）は香川，清水（1978）は山陰，中井（1978）は兵庫，寺沢（1978)

は関東のため池の概観を示した。

1970年代末からは，これまでのため池卓越地帯での伝統的な水利構造を解明

する研究に対して，新たな視点から，ため池をとらえる研究も現れた。例えば，

農学分野の新沢・華山（1978）は土地区画整理とため池の廃止問題について考

察した。地理学において，白井（1979, 1983, 1987a ・ b, 1988）と白井・吉

本（1989, 1990）は一連の綿密な調査の結果から，兵庫県加古川中・下流台地

を中心とする各地の水利構造を明らかにするだけでなく，ため池や、河川，地下

水等の各種水利聞の調整と地域の対応に着目して地域性を明らかにすることに

成功している。

1980年代に入って，宮本（1982, 1983, 1984, 1994）は奈良盆地における田

畑輪換と皿池の築造との関連を指摘する研究から始まり，ため池謹甑の成立過

程や再編課題にも言及した一連の研究を農業経営学的立場から行った。同じく

農学分野から，玉城（1979, 1983）はダム貯水池が集権的な管理システムの形

成の思想と結びついているのに対し「ため池社会」は完結した，求心的，水

平的組織原理を内包していると指摘している。岡部（1984）は水利施設の管理

組織について研究を行い，農業土木学会古典復刻委員会（1989）は1917年に農

商務省農務局が実施した農業水利慣行調査の復刻を行った。農林省農地局

( 1955）と農業水利研究会（1980）は日本の農業用水の取水，利用の実態と土

地改良事業の進展を記した。長町（1992）は香川県の耕地整理組合事業誌を中

心とした水利’慣行資料の解題を行い，池上（1991）は淡路島における独特の水

利構造を調査し，森下（1995）はため池潅概地帯における水利の統合について

記した。一方，農林省農地局（1958）は全国の30のため池の維持管理に関する

調査を行い，西頭（1989）は河川水依存地域とため池水依存地域の維持管理費

の分析を行っている。

地理学分野では加藤（1983, 1984）や南埜（1990）が加古川両岸の台地にお

ける水利構造の研究を深化さぜ，森滝（1984）は奈良盆地において農業集落カー

ドの分析からため池の存廃について言及している。新見（1993）は児童・生徒
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のため池観の調査を行った。白井（1998）は大規模用水の通水に伴うため池濯

甑地域の水管理システムの変化と土地利用の変化を示した。

海外の研究例として，福田（1974）は世界の濯瓶形態を述べる中てナこめ池に

よる濯甑にふれ，中村（1988a・ b）はスリランカのため池濯甑と水利権につ

いて述べている。李（1978），杉本（1978），石沢（1978）は考古学の立場から，

それぞれ韓国，中国古代，カンボジアのため池築造の歴史を概観している。棲

井（1999）は現代のインドにおいて，ため池を中心とした村落の水利社会構造

を詳細に記し，向後ら（1999）は現代のタイにおけるため池の築造方法を示し

ている。 Brohier (1934）は旧セイロンにおけるかつてのため池による濯甑の

方法を復元して示し， Coward (1980）はアジアの潅甑の発達を明らかにする

中で，ため池濯甑の果たした役割にふれている。

以上の研究から，独特の厳重な水利慣行によって配水を行う，日本のため池

濯甑地域の水利社会構造がおおむね解明されたと思われる。かような水利構造

解明を目的とする研究の中には，大規模用水通水による水利構造の変化やアジ

ア地域における実態分析等の新たな課題に向かうものも見られる。
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3. 水；去，水利権

水法，水利権に関しては主として法学，社会学，農学分野からのアプローチ

がされている。たとえば，安田（1933），竹山（1958），安井（1960），金沢（1978

a・ b, 1982），森（1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992），三本木（1999),

東郷（1999, 2000）等がある。これらの研究の中心課題は水利権と池底権（所

有権）の帰属問題である。この他に，土屋（1966, 1969）は水利権を判例や慣

行に基づく法解釈学的分析ではなく，団体法の立場から分析して構造的に把握

している。

ため池の所有権・水利権の問題は，主として長年の慣行と近代法による判例

に基づいて解決がはかられてきたが，近年のため池による潅概の重要度の低下

からか，それらを研究対象とする事例は少ないように見受けられる。そして，

これらの研究成果から，ため池の水利権は私的物権て、あることが明らかになっ

た。

参考文献

安田正鷹（1933) 『水利権」，松山房

竹山増次郎（1958)：『溜池の研究』，有斐閣

安井正己（1960)：農業水利制度の問題．水利科学研究所『水経済年報1960年版』，水

利科学研究所，所収．
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金沢良雄（1978b) 慣行水利権の合理化（II).水利科学 22 2，水利科学研究所

金沢良雄（1982) 水利権．金沢良雄『水資源制度論』，有斐閣，所収

森 寅（1986) 戦後農業水利権関係主要判例．日本農業土木総合研究所編『現代水

利紛争論』，日本農業土木総合研究所，所収．

森賓 （1987）：利水政策と法法体制確立期 ．水利科学 30 6，水利科学研究所

森 賓（1988): i留池水利権の解体．水利科学 31 6，水利科学研究所．

森賓（1989）・新たなる水利権の生成 親水水利権・克雪水利権 ．社会労働研究

36 1，法政大学社会学部学会．

森寅（1990）：『水の法と社会』，法政大学出版局．

森賓（1992）：農業水利権の概念とその主体．社会労働研究 39 -4，法政大学社会

学部学会．

三本木健治（1999)：『判例水法の形成とその理念』，山海堂．
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東郷佳朗（1999)：農業水利権の現代的構造．法社会学 50，日本法社会学会

東郷佳朗（2000）：慣行水利権の再解釈 「共J的領域の再構築のためにー．早稲田

法学会誌 50，早稲田大学法学会．

土屋生（1966）：『潅瓶水利権論（上）』，中央大学出版会．

土屋生（1969）：「濯獄水利権論（下）JI，中央大学出版会

4. 用水史，土地開発史

土地開発や用水開発及び水利施設（構造物）の歴史の中で，ため池について

言及した研究は歴史学，地理学，農学，工学等の分野で行われている。歴史学

分野では，中世の濯甑史を著した宝月（1943）と古代の濯概史を著した亀田

(1973），用水史とため池のもつ文化的側面及び狭山池の歴史的変遷について著

した末永（1947）の名著があり，森（1981）も考古学の立場から，古代のため

池の築造時期について記している。

農学分野では，古島（1947），日本学士院（1964），旗手（1983），国際濯甑

排水委員会国内委員会（1985）等が濯甑の歴史を述べる中でため池の歴史も記

している。工学・農学分野では土木学会（1936, 1965, 1973），牧（1958），窪

田（1978），湯川I(1981a ・ b），寺田（1991）等が水利施設・構造物の歴史的

発展を記す中でため池の発展にふれ，本間（1998）は水田開発と人口増加との

関連を見る過程で，ため池による土地開発の歴史を記している。

地理学分野では，喜多村（1950）が水利の歴史を記述するとともに近世にお

ける各地の水利慣行を明らかにし稲見（1955, 1956a ・ b）は兵庫県加古川

流域の水利の開発過程を述べている。

この分野の研究は近世までの特定地域の開発過程を記すものが多く，土木史

や歴史学としての業績が多いと言えよう。
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国際濯瓶排水委員会圏内委員会（1985）：『日本の縫瓶の歴史』，国際濯瓶排水委員会

国内委員会．

土木学会編 （1936）：『明治以前日本土木史』，岩波書店．

土木学会編（1965）：『日本土木史 大正元年～昭和15年」，土木学会．

土木学会編（1973）：『日本土木史昭和16年～昭和40年」，土木学会．

牧隆泰（1958）：『日本水利施設進展の研究』，土木雑誌社．

窪田博 （1978）： 土木技術からみた池．森浩一編『日本古代文化の探求池』， 社

会思想、社，所収．

湯川清光（1981a）：古代のフィルダム一日本のフィノレダム1700年のあゆみ（前編）一．

農業土木学会誌 49 -7，農業土木学会．

湯川清光（1981b）：古代のフィルダム一日本のフィノレダム1700年のあゆみ（後編）ー

農業土木学会誌 49-9，農業土木学会．

寺田義久 （1991）・わが国における農業水利施設の史的展開に関する考察．高崎経済

大学論集 33 4，高崎経済大学．

本間俊朗 （1998）：『日本の国造りの仕組みー水田開発と人口増加の関連一』，山海堂．

喜多村俊夫（1950）：『日本濃瓶水利慣行の史的研究（総論篇）』，岩波書店

稲見悦治 （1955）：台地の開発と水利施設形成過程播州印南野の場合 ．地理学評

論28-2，日本地理学会

稲見悦治 （1956a）・近世に於ける台地の開発と集落の成立過程 兵庫地理 4.兵庫

地理学協会．

稲見悦治（1956b）：加古川三角州の非対称的開発とその原因．地理学評論 29ー1,

日本地理学会．

5. 歴史的研究

歴史学の分野では，古代大和のため池について記した末永（1967），畿内の

綿作とため池濯甑との関連を述べた福島（1967），奈良県磐余地域の古墳とた

め池について調査した和田（1973），河内におけるため池の開発を述べた野上

(1978），奈良県田原本町のため池の痕跡を調査した八尾（1987），近世におけ

る知多半島のため池の分布と村落景観について記した青木 （1996）等の研究が

ある。

地理学分野では，近世における讃岐，近江，堺等のため池濯甑について述べ

た喜多村（1939, 1940, 1943, 1973, 1984, 1990），環濠集落に関して記した

村松（1958），谷岡（1961），荘園村落の濯甑にふれた水田（1972），古代の郷
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の水利に言及した戸祭（1975），大和の穴師郷と巻向川筋の濯甑を研究した野

崎（1977），古代の古市大溝について記した原（1979），古代と中世における奈

良盆地の薩甑を研究した金田（1978, 1993），和泉における濯甑施設と湧水の

関係を述べた大越（1980），古代奈良盆地の濯甑を記した藤岡（1981），主とし

て古代の奈良盆地におけるため池の築造を考察した伊藤（1983, 1986, 1993, 

1994），古代景観の復原の中でため池の痕跡をとらえた日下（1991）等がある。

農学分野としては，大阪府の農地改革の歴史を著した大阪府農地部農地課

(1952），大阪府の水利資料について著した野村（1953），近世の利水工事を文

献から研究した辻（1979, 1980a ・ b ・ c ・ d），用水連合の史料分析を行った生

源寺（1983a・ b），農業用水の機能を歴史的に考察した佐藤（1989）等がそれ

ぞれの研究課題を解明する中でため池についてふれている。また， Uryu(1992) 

は兵庫県印南野台地のため池の歴史を概観し，阿部（1996, 1997）は広島県賀

茂郡のため池の築造過程とその特質を述べるとともに，近世における同郡のた

め池の築造や営繕の特色を示した。

この分野の研究は古代の近畿地域における事例が多く，近畿地域が当時の日

本の中心地域として発展する要因のーっとして，ため池の重要性が明らかにさ

れてきたと言える。
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谷岡武雄（1961）：環濠集落 その変化過程に関する一考察ー．奈良女子大学地理学

教室編『奈良盆地』，古今書院，所収．

水田義一（1972）：台地上に位置する庄園村落の歴史地理的考察 庄園絵図を資料と

してー．史林 55 2，史学研究会．
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原秀禎（1979）・古代の古市大溝に関する地理的研究人文地理 31-1，人文地理
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金田章裕（1978）：平安期の大和盆地における条里地割内部の土地利用．史林 61 -3, 

史学研究会．

金田章裕（1993）：大和国における皿池の築造と徴地形．金田章裕『徴地形と中世村

落』，吉川弘文館，所収．

大越勝秋（1980）：和泉地方における重要弁堰と湧水帯．歴史地理学紀要 22，日本

歴史地理学研究会．

藤岡謙二郎（1981)：古代奈良盆地の河川と溜池に関する若干の歴史地理学的研究．

奈良大学紀要 10，奈良大学．

伊藤寿和（1983)：奈良盆地における肝陪地割内の皿池の成立時期について．奈良県

高等学校教科等研究会地理部会研究会紀要 20，奈良県高等学校教科等研究会地

理部会．

伊藤寿和（1986)：大和国斑鳩地域の溜池をめぐってー古代から近世初期を中心にー．

歴史地理学紀要 29，日本歴史地理学研究会．

伊藤寿和 （1993）・奈良盆地における獲瀬用溜池の築造年代と築造主体一天理市と田

原本町一．人文地理的－ 2，人文地理学会．

伊藤寿和（1994）・大和国における古代の農地開発と条里制に関する基礎的研究ー日

本女子大学紀要 43，日本女子大学．

日下雅義（1991)：生産の場を復原する．日下雅義『古代景観の復原』，中央公論社，

所収．

大阪府農地部農地課（1952）；『大阪府農地改革史』，大阪府農地部農地課．

野村豊（1953)：『水利資料の研究』，大阪府農地部耕地課．
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辻唯之（1979）：近世の農業水利土木と「分量集」 (I）ー堤本体に関係した普請に

ついて ．水利科学 23 -5，水利科学研究所．

辻唯之（1980a）：近世の農業水利土木と「分量集」（JI）一揺に関係した普請につ

いて一．水利科学 23 -6，水利科学研究所．

辻唯之 （1980b）：近世の農業水利土木と「分量集」（皿）一普請実施上の心得諸事

についてー．水利科学 24-1，水利科学研究所

辻 唯之（1980c）：近世の農業水利土木と「分量集J(N）ー普請と人夫 ．水利科

学 24-2，水利科学研究所

辻唯之（1980d) 近世の農業水利土木と「分量集」（V）一補遺 ．水利科学 24

-3，水利科学研究所

生源寺真一（1983a）・村高用水連合総代会誌（ I).水利科学 27 2，水利科学研究

所．

生源寺真一 （1983b）：村高用水連合総代会誌（JI）.水利科学 27 3，水利科学研究

所

佐藤俊朗（1989)；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．

水利科学 23 4，水利科学研究所．

Tal叫 iiroUryu (1992) The History ofTameike in Inamino Tableland. Proceedings of 

the 1992 Regional Conference, International Rainwater Catchment Systems Associa-

t10n. 

阿部英樹（1996）：賀茂台地における溜池の築造過程に関する一考察 賀茂郡・国近

森近村を事例として一 広島大学農業水産経済研究 7，広島大学

阿部英樹 （1997）・近世瀬戸内農村における溜池普請仕法の成立過程一広島港領・賀

茂郡黒瀬組を事例としてー．史学研究 218，広島史学会．

6. 改廃

1970年代以降には都市化に伴うため池の改廃が問題となり，地理学分野や農

学分野から研究が行われるようになった。前者に属するものとしては，香川県

におけるため池の転用について調査した福田・井筒（1971），主として兵庫県

のため池の改廃の実態を示した福田（1972, 1973, 1977），堺市のため池の潰

廃と跡地利用を考察した諏訪（1973），奈良盆地のため池の転用について調査

した堀内（1978），大阪府内各地におけるため池の潰廃とその影響を丹念に調

査した川内（1983, 1989a ・ b, 1990, 1992, 1993, 1995），近畿地方のため池

の転用事例を述べた原（1986），中国四園地域のため池の統廃合について記し

た森下（1996）等がある。また，春日市自然と歴史を守る会（1987）は春日市
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内のため池の改廃状況を調査し，農学分野からは大阪府のため池の改廃とその

問題点にふれた荻野（1981）等が，理学分野からは名古屋市のため池の改変を

述べた鈴木（1994）等の研究がある。

これらはため池の改廃に伴う水利構造の変化や都市化との関連を述べたもの

が大部分であるが，保全の手立てについてはほとんど言及していない。
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