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利根川の治水史について（ I ) 

一一営農および耕地形態の変化・相違と農業水利の研究違一一

佐藤俊朗

まえがき

水は土地とともに農業においては重要な自然条件である。とくに水田農業

を中心として発展してきたわが国の農業では，用水の位置は畑作を中心とす

る西欧諸国に比し，より高く評価されなければならなし、fまずであったが，過

去においては必ずしもそうではなかった。他面，水は流動するところから，

土地とともに重要な生産子段であったにもかかわらず，土地のような形では

問題にならなかった。それはわが国における天然条件，とくにアジア ・モン

スーン地域の一環としての特質に原因することが多かったように思われる。

古くから非常に多量に， しかも長期間にわたって用水を利用する「水田農業」

が，わが国の農業の中心的位置を占めているのもこのためてやあり，そのよう

に多量の用水を利用する稲作農業が行なわれていながら，用水の問題が一般

には土地と分離して，土地と同等な位置で問題の対象とならなかったことも

ここに帰国するものである。

もちろん，実際上は種々な形で問題は提起されてはし、るが，一般的には土

地の従属物としての「水」としづ形で問題をもつことが多く，土地と対等な

形で問題が提起され，そのような形で問題が解決されたことはなかったよう

に思われる。

社会の近代化にともなって3 諸産業の資本家的生産様式の高度化は，水利

用の問題を従来のような形，つまり農業部門内の問題としてのみ放置してお

かな くなり， 資本家的諸産業の側から農業の部門内における水利用が問題に

なって来る。しかし他種産業の近代化は，当然に農業にも影響を与え，その

結果は土地改良（用 ・排水路の改良，耕地整理，暗渠排水，頭首工等），土壌改良
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等の形となってあらわれ，水田二 ・三毛作，直播栽培，陸田および早期 ・早

植栽培，畑地濯淑等の営農変化をなさしめた。

資本家的生産の行なわれる諸産業が，その生産様式を高度化することによ

って，そこで行なわれている用水利用も高度化するものであれば，古くから

多量の用水を必要としていた農業でも，その近代化はより多くの用水を必要

とするものである。水田農業は生産の条件で、ある耕地が広大であり， しかも

その用水期聞が長期間におよぶことから多量の用水を必要とするのである

が，このことが必ずしも用水を必要以上に利用しているということにはなら

ない。農業における水利用は，他種産業にみられるように，使用後の用水を

廃水化することはない。上流地区で多量の用水を取水しても，蒸発 （散）を

除いてはほとんど下流地域の耕地に還元利用されるものであり，還元も一度

ならず二度，三度行なわれるのが常である。そのような意味で，農業におけ

る水利用はむしろ合理的で、あるとさえ考えられる。

また用水施設および用水の管理も水利用には大きな関係をもつものである

が，農産物の価格およびその構成要因である労働を無視して，つまり資本主

義社会の価値法則を無視してまで水管理が行なわれるものでもなレ。

この論文は以上のようなことをふまえて農業部門内における水利用の変化

を，営農形態の変化および耕地条件の相異なる作付形態について考察したも

のである。

わが国では，水田地帯のいかなる地区でも用水が自然の条件のまま利用さ

れているところはない。天水田地帯ではなおのこと，用水条件に恵まれてい

るところでも必ず用水路は人為的に造られている。自然的な河川は地域内の

低地を流動するものであり，そのままでは用水として利用しえなレからであ

る。耕地の諸条件は古くからほとんど改良されていない耕地でも，あるいは

耕地がまったく 自然的なものであっても，用水路および用水条件は必ず施工

され，改善されている。

利根川は大河川であるが，主として徳川時代にその中・下流部（とくに中流

部〉は人工的に河道が造られた河川である。そしてその区間では農業用水源

として重要な位置にある。大規模な用水路が水源をここに求めて広大な耕地

に用水を供給している。したがって，ここでは考察の対象を中利根川および

中利根川から取水するいわゆる中川流域に求めた。
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利根川のこの部分は旧藩時代以来，瀬替の中心部であったのである。旧藩

時代に利根川の瀬替が行なわれた理由はp 治水，軍備，舟運等によるもので

あったが，農地の開発およびこれに付随する農業用水 （これが主目的ではなか

ったにせよ〕の開疏も また理由の一つであった。水は常に地域内の最低部を

流下するものであるが，揚水施設の発達しないこの時代には，耕地面より低

部にある「水」はほとんど利用することのできない水であり，死水に等しし、

ものであった。揚水施設として足踏水車，竜骨車等の施設もないわけではな

かったが，小面積の耕地はともかく，大面積に用水するものとしては労働jお

よび揚水量の関係でほとんど利用できるものではなかった。 このような背景

が頭初からあったかどうかは疑わしし、が，利根川は瀬替が行なわれ，大用 ・

排水路が開さくされ，農業生産の高度化を促進した。そしてこれが旧藩時代

における領主および幕府の財源になったことはいうをまたない。

河川および用・排水路は3 このようにして改修されても広大な耕地の自然

条件を総体的に変えることは不可能に近い。ここに河川および用 ・排水路の

改修と耕地との相互諸関係が生じる。河川の改修および用 ・排水路の開疏・

改修は広大な耕地の自然条件および耕地の要求を全耕地について満たすもの

ではない。

この論文では， lにおいては利根川の瀬替について述べた。そして 2で

は，歴史的な背景によって瀬替の行なわれた利根川（中利根川が中心）から取

水する大用水路の取水および用水条件，そのような用水路によって濯殺され

る耕地の総括的水利用，用水路と排水路との相互関係について考察した。

さらに 3では，この地域で行なわれてし、る最近の営農形態は，従前の形態

に比して「水利用」の点ではどのように変化しているか，を用水路によって

用水を自然取入の形態で供給される耕地と，用・排水路を水源として揚水機

によって用水を取水する耕地とについて記した。

この地域は関東平野中央部の陸田および早期・早植栽培の中心地帯であ

る。陸田はともかく，早期 ・早植栽培は慣行栽培に比して用水量が減少する

とL、う結論がすでに関係研究者および団体によって明らかにされている。早

期・早植栽培は一般にL、われているように，農業部門内で利用する用水量を

はたして減少するか，どうかということは 2および3の中心課題でもあっ

た。
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論題の中「耕地形態の変化，相違」の中には用 ・排水路の形態の変化，相違を当

然含むものである。

1. 利根川中流部の流路変遷 （瀬替）について

( l ）概説

〔現況コ

利根川は関東平野をほぼ西から東に向かつて貫流する大河川である。そし

てこの総延長は 4,402キロメートノレにおよび，その流域は群馬，栃木，埼玉，

東京，茨城，千葉の l＇都 6県にわたり，面積2万3,254平方キロメ ートノレにお

よび総濯波面積は23万町歩，利根本川より直接濯萩用水を取水してし、る個所

は199個を数え， その面積は 6万6,317町歩におよんでいる。全般的な水利

としては，農業のほか3 発電3 工業，上水道3 舟運等の多岐にわたり，関東

地域の社会，経済，文化の中心をなし，人文上占める位置は高い。

水源は新潟，群馬の県境に鋒える丹後山系（行政区は旧群馬県利根郡水上村大

字藤原＝明治22年自治制施行のおりに水上村と名づけ，藤原村を大字とした。現水上

n!J＝昭和30年4月 1日）に源を発し，高峰，山塊林立する渓谷を縫って南下し，

途中で湯糟曽川，赤谷川，薄根川，片品Jll，吾妻川等を合わせ，広瀬川を分

流し，関東平野の西北部に出て群馬県伊勢崎市南西において鳥川を合流し，

東南に流向を転じ群馬，埼玉の県境を形成して茨城県猿島郡新郷村（現在は古

河市）において渡良瀬川を左岸に合わせ，さ らに南東に流れ，千葉県関宿町

にいたって江戸川を分流し，茨城県北相馬郡大野村および取手町においてそ

れぞれ鬼怒川3 小貝川を合流，茨城，千葉両県の県境を流下し，印搭，手賀

両沼，さらに霞ヶ浦，北浦，逆浪浦等の水を集めて，千葉県銚子市において

太平洋に注いでいる。河道は上流部にあっては高峰，急峻なる山聞を渓流す

るため，両岸は崖状をなし，河床勾配も急で渓流の状態をなし，流身の変動

も少ないが，山域を出て平野部に移行するにしたがって，古来その流路は乱

流をほしし、ままにしてレたが時代の変遷はこれを許さず，自然にあるいは人

的工に現在の流路を形成せしめたものである。関東諸県にわたる全流域面積

2万3,254.76平方キロメ ートノレのちう ，山地は41%，平地は59%となってい る。

〔名称、コ

利根の名称は古くは刀禰とも書かれていた。
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万繭河泊のかはj頼も知らずただ渡りなみにあふのす逢へる君かも（万葉集上

野国歌）

江戸名所図会によれば，万禰とは物の冠たるを称揚する詞である。刀禰河

すなわち利根川も関東第一の大河であったために「万桶」と称えたものであ

ろうと言己してレる。

地名辞書によると 3 万捕とは宮人の意味であって，延喜式に多く見え，「毎

朔諸司惣計見参，初位以上，長上番上造簿」「司々の申さく，力禰の数の札進

水と申す」，また「式部省率四位下万繭等，列立門外」などとあるに徴される

が， しかしこの万繍という語が，地名になった関係につレては考察できなレ

と記されてし、る。

アイヌ語では，大きなJI！，あるレは湖のような川を「トネ」というから，

その語源はアイヌ語にあって，これが伝わって漢字にあてはめられたと考察

するのが長も当をえた考えであると思われる。

上州名跡考には「利根は尖りたる峰多ければ，利き峰の義なるべし」とあ

り，水源地に冠した名称で、あるとも5考察される。

〔区分コ

平野部に出た利根JIIも流路が長く複雑であるが，利根川全川を便宜上三つ

に分けて呼称している。埼玉県栗橋町より上流，水源まて、を上利根（川筋が現

在のようになったのち，すなわち承応以後）と古来いわれていたのであるが，鳥

川合流点以下の上利根の河床は平均勾配で 1,635分の 1である。栗橋より下

流，千葉県布佐町（根岸門哉氏によれば木下まで）までを中利根川とし、L、，この

間の平均勾配は 5,450分の l。その下流銚子までを下利根川と呼ひ：この平

均勾配は 3万6,380分の 1である。

ここで主に考究の対象とするのは，中利根川の上流部および上利根川の下

流にまたがる流域についてである。古くから， とくに徳川の江戸入府以来こ

の地域の流路が，利根川の治水上，江戸幕府の政策上，そして江戸幕府の中

期に入るにおよんでは開墾を中心とした利水上から，最も重要な区間であっ

たからである。

古来利根川は鳥川を合流した下流においては定まった流路もなく，荒川，

渡良瀬川等幾多の河JI！と錯索、湾流をきわめ，江戸湾に流入していたものであ

るが，長禄元年（1457)太田道濯が創めて江戸城を築くに当って，埼玉県大里郡
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葛和田地先より，南方北足立郡草加町，新宿町を経て，江戸湾に達する水路

を淡疏してのち，ょうやく下流における利根川の河身が決定されたのであ

る。戦国時代には，利根川は広瀬川から離れ，前橋市の西を過きて沼之上で

鳥川を合流L，川俣から会ノ川を経て，古利根川筋を流れ，松伏領で荒川を

合わせて猿ヶ俣よりは古隅田川筋を流下し，隅田で入間川を合流し，以下浅

草川，あるいは隅田）｜！と呼ばれて江戸湾に流入してし、たのである。

徳川時代に至って，文禄 3年（1594）会ノ川を廃して本流を東に導き，浅間

川を幹線とし，直接古利根川に流下させ，さらに派）｜｜を東方に開疏して，渡良

瀬川の下流である太日 J11 C太井川）に分流させた。元和 7年（1621）には新川通

を聞き，新郷村で渡良瀬川に合流させたので，このときより渡良瀬川の下流

太田Jllは利根川の主流を流下させることになったのである。栗原良輔氏によ

ればさらにこの年，赤堀川筋に細潟ーを疏通し，常陸川に一部を放流し，寛文

2年（1662）にはこれを拡張したといわれる。寛永18年（1641〕権現堂川および

逆川を開疏し，また寛永17年（1640）以降江戸川を聞きくして関宿，金杉聞に

おける圧内古川への流路に替え，中利根川付近の大改修を行なった。しかし

まだ利根川の主流は常陸川，鬼怒川筋には移らなかった。承応 3年（1654）に

赤堀川を閉さくし（栗原氏はこの年赤堀川を増抱 L，水深を増加させたという），そ

れより下流鬼怨川口にいたる聞を淡疏したので，従来の鬼怒川筋の流域に利

根川の主流を通じ現在のような中利根川，下利根川に変遷されることにな

ったのである。また寛永 6年（1629）には鬼怒川は小絹村以下大野村にI,、たる

丘陵部に新川を聞きくして，小貝JIIと分離させ，小貝川も小文聞の高台を聞

き，常陸川は翌年布佐，布川の丘陵を聞きくして流路を南に移したので谷原

領は開拓された。これより下流は古の毛野河流路で，流海，香取海と称、した

大浸水地であった。

以上がこの研究対象地の徳川時代における治水の要項である。

徳川家康が江戸に入府したのは天正18年（1590）であり，同時に伊奈忠次を

関東郡代とし，利根川の治水に着手したのであるが，これ以前には利根川に

対してはほとんど手入は行なっていなかった。徳川氏が利根川の治水につい

て積極的に力を入れた理由は，江戸を水害から守ること，舟運による交通，

運輸等はもちろんのことであるが，利根川をこのように東北に瀬替した一面

の理由に，東北の雄藩伊達に対する防備が重要な意味をもっていたものと思
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われる。また徳川幕府が 300年にわたって幕権にあったことは利根川を中心

とする関東平野に，その生産の基盤をおき，経済的裏づけをここにもったこ

とにも由因するものである。

2. 明治以前における瀬替，治水について

治水は，直接水害と相互関係にある。そして多くの場合，治水が水害に優

先して行なわれることは少ない。必ず、といってよいほど治水が問題になると

きには，水害が先行している。徳川幕府の行なった利根川の治水のような場

合にも，すなわち，瀬替一治水が直接水害のみに目的が限定されているので

はない場合にも，ほぼこのことはし、いうるのである。水害一治水，のくりか

えしの中に，あるいは裏面に，あるときには表面的に政策としての片鱗をの

ぞかせるのである。明治以前に行なわれた利根川の治水を，徳川家康の江戸

入時以前と，徳川時代とにわけて記述することにする。しかし，利根川は

すでに概述したように，徳川以前の治水については本格的なものをみること

が少ないのである。徳川氏の江戸入府以前においても付表一一利根川の水

害，治水年表ーーにみられるように，記録にあるものだけでも水害は多々あ

るのであるが，その治水についてはあまり見るべきものがないのは，東国が

政治の中心からはなれており，あまりかえりみられなかったことによるもの

であろう。鎌倉幕府を経て，徳川氏が江戸に幕府をおいたのは，徳川氏によ

れば諸種の考の中に東国つまり江戸を中心とした関東の平地が生産の基盤と

して，他の地方より秀れていたことに徳川家康自身が着目したからであろ

う。そのような条件があったからこそ，天正18年，家康は江戸入府と同時

に，関東郡代を伊奈忠次に命じ，利根川を中心とする治水の策を考究せしめ

たことが理解されるのである。江戸を水害から防ぐということは，このほか

に論拠がないわけではないが，すべて二次的な意味をもつにすき、なL、。もち

ろん，政敵としての東北伊達藩に対する政策も，その根源は江戸に幕府をお

くことに始まるものであり，その意味でも生産の条件をみのがしにするわけ

にはゆかないのである。

( l) 徳川時代以前に行なわれた利根川の治水

利根川の治水について最も古いといわれている記録は，神護景雲2年（768)

のものである。

「神護景雲2年成申，下総国言す。天平宝字2年（758），本道の民間苦使，
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藤原浄排等具に，毛里子川を掘り防ぐべきの状を注し，官に申して聴許さるる

こと巳むに詑て，其の後己に 7年を経て，常陸の国の移を得るに臼く？今宮

符を被りて，方に川を掘らんと欲す。其水道を尋ぬるに，当に神社を決すベ

し。加之のみならず百姓の宅の損する所少からず，是を以て状を具して官に

申ししかば，官因って命じて掘ることを止めたり 。然るに新年洪水ありて，

損決すること日々に益す。若し早く掘り防がずば，恐らくは渠川崩埋して，

一郡の国分二千余田長く荒廃とならんと。是に於て両国に仰せて，据て下総

国結城郡小堀郷小島村より，常陸国新治郡川曲郷受津村に達す，一千余丈な

り。但両国の郡界は，向旧川を以て定とす。水に従って改むることを得ざ

れ」（称徳記）

これによって古来より利根川（鬼怒川）は水害が多く，利根川沿岸の住民は

水害に恐れおののいていたことを推察することができる。この後の記録はほ

とんどないが3 鎌倉時代のものが残っている。

「建久 5年（1194）甲寅11月 2日（頼朝時代）武蔵国太田の庄の堤修固の事，明

年 3月以前，終功すべきの旨，仰下され・ 0 」（東鑑，利根川治水考）

「貞永元年（1232）壬辰 2月（頼経将軍，泰H寺執権時代）武蔵国柿沼堤大破により

修回せしむべきの由，便宜の地頭に達し，左近道然石原経景等，奉行として

彼国に下向す諸家の領内百姓 1人を漏さず催し具すベし。在家別に俵二つ充

つぺし。 2月より始め，自身其所に行き向ひ，沙汰を致すべきの肖命を含む」

（東鐙，利根川治水考）

「建長 5年（1253）笑丑8月晦目（宗一惇親王将軍，日守政執政時代〉清久弥次郎保

行．鎌田三郎入道西仏，対島左衛門尉仲康，宗兵衛尉泰等を奉行として，下

総国下河辺庄の堤を築き固むるの沙汰あり ー .. J cw鑑，利様川治水考）

以上をもってみると 3 水害←ー堤防の決潰 築堤の関係が明らかであ

る。また北条氏が関東の洪水防御に意を用いたことも知ることができる。

この後，戦国の世となり，中央からの一貫した治水はなかったが，各城主

は多少治水を行なわざるをえなかった。古河城には足利氏がおり，関宿城に

は築田氏が拠城としていたので，水害に対する堤防の補修等は小規模ながら

行なわれていた。太田道濯は長禄元年（1457）に江戸に城を築き，利根川の水

害を傍観してはし、られなかったが，この大河川を積極的に治水することはで

きなかった。
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「栗橋関所房川渡を南流し， 幾許もなく 2派に分れ， 東の方下総国中へ流

るるを赤堀川と呼び，その下流中利根，下利根の名ありて，常陸国銚子浦に

達す。一派は猶国界を南流し，権現堂川村に傍て東南に屈曲する故， この辺

を権現堂）｜｜と呼ぶ。その轡曲の所水勢激し。故に大士是を築て防禦す。長さ 5

00間，高さ l丈 8尺，最堅固に造る。是天正 4年始めて築く所なりと云ふ。

夫より吉羽，木立，惣新田等を経て，下総国関宿に達し，同国庄内領中を斜

に南流する事 6里余，二郷半領丹後村に至りては再び当郡にかかれり，比の

川音は今の庄内古川の筋を流れしに，後年水流を改めしことは，古川の条に

排ず」（新篇武蔵風土記）

ここにおし、て，権現常川の聞きくは天正 4年（1576）であることがうかがわ

れる。

( 2) 徳川幕府による瀬替

徳川幕府による瀬替はp 文禄 3年（1594）に着手せられ，元和 7年（1621）に

小溝幅 7聞をもって太日川筋に流路を聞き，寛永18年（1641）に佐伯渠を掘り ，

権現堂川に流下する水量を常陸川に通し3 寛永，寛文（逆川の関さく）を経て

承応 3年（1654）には利根川の流身がほとんど常陸川一一一鬼怒川筋に移ったの

である。すなわち幕府は，天正18年（1590）家康の江戸入府と同時に利線川の

調査にとりかかり L家康が征夷大将軍に任せられ幕府を開設したのは，慶長 8年一

1603年ーであるから，すでにこの13年以前に家康は伊奈忠次に命じて瀬替を考究して

いたのである），承応 3年には，ほぼその目的を達したのである。つまり， 64

年の年月をかけてようや く利根川の瀬替を形だけ完了したのである。しかも

最初の着手は文禄3年であり，家康の江戸入府後 5年目であり，幕府開設前

であった。

さらに幕府は，瀬替の形態が完了したのらも治水に努め，関東郡代は12代

におよび，その年数は天正18年より寛政4年（1792）までの長きにわたり，享保

以降は勘定所；吟味役，勘定奉行をこれに加え治水および開墾に力を入れた。

(a) 文禄 3年以前の利根川の古道について

概説で述べたように，吾妻川が合流する上流は利根川は峻峰の聞を流下す

るため，流路を変遷する ことは少なかった。その下流にいたっては広瀬川が

利根の本流であって，東南に流れ武蔵国棒沢郡で烏JI／と合流してし、た。その

後広瀬川より離れて西に流路を替え，酒巻，下中条を経て川俣にいた り， こ
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こより東南に流路をとり，新郷村，砂山村，上川崎村，下川崎村，志多見

村，馬内村3 ネL羽村，大桑村を経て大桑村川口（！日川口村）にし、たり，この辺

から川幅を広め，さらに東南に流下していた。北条氏照（八王子城主）の布施

美作守に宛てた文書によれば，

「… 八甫迄船者，商船及州髄之由申，其直に彼船も上候条，別に宅金無之

条，早々可被戻候， 一八甫之儀者，当知行に候，然者無体に他之船可通子細

に無之候，今迄此穿撃為如何不被申候，向後者一改可申付候，誰歎船通共改

而可承候，恐々謹言， 6月3日

布施美作守殿 氏照花押」（史学雑誌，考証利根川流域沿革考）

八甫村は川口村の東，幸手町の西北であり氏照は永禄，天正（1558～91）の

頃この地を領有してレた。この文書によれば，この村は商船の上下するもの

が多く，利根川の主流が流下していたことが明らかである。

この下流は幸手町の西南を流下し，高野村杉戸町の西を過ぎて二郷半領と

南埼玉郡の八条領の聞を過ぎ，南葛飾郡猿ヶ俣村にいたって西南に流路を変

え，亀有から西に流れ，小菅で南流し，隅田で入間川（荒川｜）を合流して隅田

川（浅草川）と名称を変えて東京湾に流入していた。

以上が文禄 3年の瀬替以前の利根川の本流である。

栗原良輔氏は，この利根川の古道をつぎのように述べている。

「0 ・0・其の変流は概ね洪水の都度自然変流したもののみであったが，川俣

から下流は改修によっての変流が多い。其の第ーに記すべきは，川俣から東

流しつつある現在の河道であって，会ノ川口の締切によって，従来より無理

な河道が幹流に代えられてし、る事である。

さて此の川俣から下流の利根川流路につき，史実に明らかな最古道として

は，会ノ川流路から東南流不動向，加須を経て大桑村川口に至り，以下高野

川の名があっ－c，今の古利；恨川筋を流れ，杉戸，粕壁を通り 3 吉川で荒川を

合流し，新宿から西南に向って古隅田川に入り，隅田で入間川を合せてから

浅草川或いは隅田川と称し，遂に江戸海に注いでいたものである。比の河道

が最古のものであると言ふ立証の一つに，沿岸なる志多見にも亦高野にも，

砂丘が存することである。恰も鬼怒川の下妻以下の河道が将門時代に幹線で

あって，其の左岸に砂正が長く連っているのと同様である。」（利根川治水史）

また新篇武蔵風土記の「会！｜｜，元，利根川の支流なり。古，上新郷と上川
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俣の境より利根川を分流し，羽生領の中を東流し，川口村の東にて東西 2派

に分れ，其の東するものは今の島Jllに合し，南するものは今の古利根川是な

り。按に天水集に載し，岩槻渡，古江浦などいへる古蹟と覚しきAfr，此川の

北岸にあれば当時大川なりと知るべし」を引用してレる。そして「会ノ 川は

利根川の支流なり」とあるが厳格に言う本川支川の別ではな く， 2派に別れ

て流れていた一流であると論じ，地勢的にみても，太田道濯の葛和田からの

利根の流路の定めも自然に順応した流路であっ て， 今の見沼代用水路に沿っ

て綾瀬川に入る流路をとったのであろうから，会ノ川以下の河道も同様に利

根川の水はほとんどこの河道を流下したものであろうと考えている （第 1凶

参照）。すなわち利根の古道は地形に順応して流下していたので、ある。

( b) 利根川第一次の変遷（川俣一川口問および新利根川の閉さ くと太白川への

瀬替）

家康江戸入府後の最初の瀬替は，実は家康の指図のもとに行なわれたので

はなかった。前記せるように3 家康は天正18年 （1590）に江戸入府とともに

伊奈忠次を関東郡代に任じ，利根の川筋を調査させていたのであるが，その

第 1 図
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注川俣，川口問の新水路および川口，金杉聞の新利根川の関さくによって，利根川の主流は太田川 CiI戸Jiil
に移った（文様3年〕。
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4年後の文禄 3年（1594）甲午の年，松平下野守忠吉忍城を領有するとき，家

臣小笠原三郎右衛門に命じて川俣村に堤を築いて，利根の流身を東に導いた

のに始まる。すなわち川俣より北埼玉郡佐波村（原道村）に導き，ここからさ

らに東南に疏さくし，琴寄村（東村）と北葛飾郡高瀬村（静村）聞を経て， J11ロ

村にいたらしめ，ここで旧道に会流させp さらにまた八甫村より東に水路を

開さくし，島川村，狐塚村（豊田村）を過ぎ（島川として現存），上宇和田村か

ら総新田を経て，武蔵と下総の国境に沿って南流させ（現在の庄内古川筋），金

杉村と北葛飾郡上内川村（旭村）の聞で太日Jll（太井川＝現江戸川筋）に合流せし

めたのである。この下流は松戸3 国府台，市川等の西を従来の太日川として

流下して東京湾に流入していた。この新聞の河道を新利根川というのである

が，この瀬替によってはじめて利根川の本流は太田川に流路を変え，利根川

の下流の流身が変ったのである。これ以前は，八甫村から，幸手，宇和田，

総新田，杉戸の西を東南流していた利根川は，瀬替後はこれら諸地域の東北

部を東南流するようになったのである。ここで川俣から川口までの利根本流

は流量が少なくなったのである。

太白川は太井川ともいわれ，渡良瀬，思川の下流で，現在の江戸川筋に当

るものである。

第 1図の川俣川口聞の屈曲部および川口 金杉聞がこの年の開さくにか

かわるものである。

新篇武蔵風土記に

「又利根川の分流せし所は，文禄 3年左中将忠吉卿忍城御在城ありし頃家

人小笠原三郎左衛門，主命を奉じて水路をたち，堤を築きしより古Jllとなれ

りー…」

「新郷村に西福寺あり，文禄3年会ノ 川をしめ切りしとき，水勢はげしか

りしに，住僧某3 堤成就の祈稽せしが，功ありしかば報なりとて，当寺に蔵

せり。其文に，

口上，新郷あひの川之堤見廻候に付者屋敷新聞共に被行人に出候間如之者

也の如件

文禄3年 3月21日 小三良左花押 行屋田福寺」

( c) 利根川第二次の変遷（新川通の関さくと，新川通りから太日川上流への流

身の変更）
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注佐波，架橋間の新川通の開さくによって，利根川の主流は新川を経て栗橋で太日JI[（江戸川）の上流に流入
するよ うになった（元和7年〕。

第一次の瀬替によって，忍城主松平忠吉は全く別の河川であった利根川

と，渡良瀬川を渡良瀬川の下流太白川に疏通したため，ここに利根川の流路

は一変して，利生良川の、流身は太田川を経て，東京湾に流下するよう にな った

のであるが，元和 7年（1621）には徳川氏によって別な水路が開さくされて，

渡良瀬川に利根の流水を疏通した。 すなわち，新川通の開さくである。

元和 7年，徳川氏は伊奈忠治に命じて佐波村から栗橋にし、たるまでの距

離， 2里余の聞に幅 7閣の水路を新さくし，利根川の本流を直接に渡良瀬川

に流下合流させた。この水路が幹川となってからの利根川の水は浅間川ト一

高野川一一新利根川を流下する水量は少なく，ほとんどがこの新川通 りを経

て直接に渡良瀬川に集まり，太白川に流下されるようになった。文禄の瀬替

の後27年を経過している。

寛永 2年（1625）にはさらに伊奈忠治によって新さくされ，幅員を 3間増掘

りして10聞とした。これは寛永元年の大洪水のための改修と思われるが，そ

の詳細な記録がないのでこの関係を明らかにすることはできない。

また宝永2年（1705）乙酉（史学雑誌第43号，考証，利根川流域沿革史，河田氏の
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論文中寛永 2年乙酉とあるのは宝永 2年の誤記）に幕府は佐竹源三郎，相良志摩

守，松平隼人守等に命じてさらに川幅を増掘せしめた。その後も頻々として

洪水があり，その都度幅員を増し，明治に入ってはこの川の幅員は 120聞に

もなっていた。

ここで寛永 2年の改修と記したものも，寛永12年と記録したものもあって

明らかではなレが，寛永元年の洪水は非常なものであり，江戸も利根川の堤

防決潰によって入水したものであるから，この大洪水との関係、で寛永2年の

ものが正しいのではないかと，思われる。

下総国旧事考に

「元和 7年自佐波至栗橋，疏新JI/2里余，今村名有新川通」

新篇武蔵風土記に

「上下外野村と飯積との間より，古河川辺3 向川辺の中聞を過て，葛飾郡

栗橋宿と，下総国葛飾郡中田新田の聞に入り二分して赤堀川文権現堂川と呼

べり。此 2ヶ領を過る所は，寛永19年伊奈半十郎新に疏通せし所にて，其後

宝永 2年佐竹源三郎，相良志摩守，松平準人守，命を蒙りて川幅を切広げた

り。此川寛永19年以降は，川瀬南の方にありて，今の向川辺領と羽生領との

界を流れしと云ふ。抑此川は関東第一の大河にして，本郡にかかる所も，

昔は蜘の巣を掛し如く数条に流れしが，変遷しばしばにして今の如くなれり。

されば下に出せるJI／々は，大抵は此川の枝流なり。此川，今郡中にかかるこ

と10里川幅400間深 1丈余，云々」

ここで新川通の開さくを武蔵風土記は寛永19年とし、し、，下総国旧事考およ

び河田氏は史学雑誌で元和 7年であると述べているのであるが，新川通の下

mt，赤堀川の開さくは承応 3年であり，権現堂川の閉さくが寛永18年である

ことから新川通の聞きくは赤堀川の開さく以前でなければ，その閉さくの意

味がなレ。当時の利根川の改修工事は，根本的に治水を中心としたものでは

なく（もし本質的な意味で治水を行なうことを中心とした一一一全河川について一一ーも

のであれば，当然に下流地帯から改修が行なわれなければ意味がなL、。そして順次上

流に向かつて改修が行なわれて治水としての河川改修は怠味をもつも のである），む

しろ治水には反して3 上流から下流に向かつて改修が行なわれたものであ

り，この改修方法からも元和 7年の新川通の聞きくが正しレと思われる。利

根川治水考の中の引用文も寛永12年にはさらに何か増幅の工事が行なわれた
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ことを示しているので，この新川の聞きくは元和 7年説が正しレと考えられ

る。

利根川治水考に「差上申証文之事Jとして

「壱番堀 78年以前元和 7年酉年伊奈備前守様御内 富田吉左衛門様御奉

行所にて横 7聞に御据被成候。

弐番堀 64年以前寛永12年成年伊奈半十郎様御内 田久右衛門様御奉行

所にて 右の横 3間御ひろげ被成候。

参番堀 45年以前承応 3年午年伊奈半左衛門様御内 富田助左衛門様御

奉行所にて 右lO間程の中にて幅 3間御据被成候。

右之通 3ヶ度御普請被遊候段々大川罷成申候。 川妻村渡場にて去冬御改被遊

候通，定水の筋川幅27間深さ 2丈 9尺程にて御座候。」

と引用されている。この日付は元禄11年寅 P月11日とあるから，この項には

相当の大河となっていたものであることが明らかである。第2図の「新JI！」

の部分はこの開さくを示したものである。

( d) 利根川第三次の変遷（権現堂川，佐伯渠，逆川の関さくと新Jll－太日川

の上流一一～の改修）

寛永18年（1641）からの変遷である。

権現堂川lの閉さくは寛永18年であって，伊奈忠治は，栗橋と川妻との中間

より元栗橋，権現堂村の聞を閉さくし，宇和田村で文禄 3年に聞いた新利根

川にいたる水路を開さくした。これを権現堂川というのであって，この開さ

くによって，文禄 3年間さくの新利根川の八甫，宇和田間および第二次の改

修によって水勢を増した渡良瀬川の佐波より下流の東南流，すなわち，利根

川の本川は水量が少なくなり，浅滋するにいたった。ここにおいて渡良瀬川

の流水も多く権現堂川に流れるようになったので，川妻村から下流関宿まで

の本川の流下水量は減少した。そこで小手指村て、この水路を塞ぎ，権現堂川

の水量が多くなったのを分水し，常陸川に流下せしめる意味もあって，川妻

村の東から，小手指村の旧利根本流（さらに古くは渡良瀬JII）の閉塞の所を経て

前林村の沼地に水路を開さくした。この閉さ く部分の水路を佐伯渠というの

である。これも寛永18年の開さくであり川幅は30聞であったが，地勢上権現

堂川の流水を分流する ことはできなかったので，のち自然に廃川となった。

しかしその後弘化年間（1844～47）までは船運があった。明治11年（1878）に権
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注 権現堂JI[（栗橋， 総新日間）の関さくによって利根の主流は再び総新田， 金杉区間の新川に移った。佐伯

渠，逆jIIが関かれたが，主流はこれを経て常陸JI［に流下するようにはならなかった。

現堂川口と赤堀川口とをそれぞれ締め切った（権現堂川口の締切堤を佐伯堤，赤

堀川口の締切堤を喜多堤と呼んでいる）ので通水がな くなったばかりか，以前は

この川のために付近の水田とくに前林新田3 釈迦新旧等が浸水の害を被って

し、たのであるが，この両堤を築いたためにこれ以降は水害がなくなった。

また寛永18年には逆川の閉ざくが行なわれている。河田氏はこの聞の事情

を「小手指村に於て之を塞ぎ，更に細流を川妻村の東に撃ち，北流して西葛

飾郡前林村の沼地に注がしむる堤を佐伯渠と云，故に小手指村より以東は瀦

して沼沢となり，江川村，山王村聞の沼，是なり。然るに18年新撃する所，

下宇和田村より南流太井川に注ぐ者，亦泥沙日に積み，注下に便ならざるを

以て，更に宇和田より東を新撃し，一支は中葛飾郡中島村より南流，総新田

村に至り 3 再び本川に入り， 一支は東流し西葛飾郡江川村と東葛飾郡関宿町

の間に至り，渡良瀬の旧流に合し，又関宿城西の溝聖を開撃L，江戸町より

台町に至り，前林村沼池の下流を引き之に注ぎ，相会流せしむ，即ち逆川な

り」。

これによってみると，逆川開さくの目的は権現堂川の水量増加による権現
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堂川の常陸川への放流にあったようである。佐伯渠は閉さくされてもほとん

どその目的を達することはできなかったことによるためであろう。この結

果，太日川上流の流量が増加したので，利根川の合流点，金杉村より上流を

改修しなければならなくなった。

この第三の瀬替は，利根川の本流を直接第二の瀬替で述べたように，渡良

瀬川に合流せしめたのであるが，渡良瀬川も大河であり，水量も多 く，洪水

時は非常に危険であったため，権現堂川を新さくし，利根川の水量と渡良瀬

川の水量を．権現堂Jll口において分流し，一方は旧渡良瀬川筋を通して太白

川に， 一方は新さくの権現堂川を流下させ，金彰村におし、て太日川に合流せ

しめ，太日川上流の堤防の安全をはかったも のである。 しかし，地形および

流路等の関係で3 権現堂川口において水量を分流して流下させることができ

なく，渡良瀬川，利根川の水流は従来の太白川上流川筋に流下せず，ほとん

どが新聞さくの権現堂川に流入する結果となったのである。権現堂川はその

ような利根川，渡良瀬川のほとんど全水量を流下せしめる計画があっての聞

きくではなかったので，このようになっては権現堂川筋が危険であり，また

幕府の国防上の目的である利根川の東北部への瀬替にも反することになるの

で，佐伯渠を新さくして鬼怒川の支流である常陸川に流路を求め，利根川，

渡良瀬川の合流水路である権現堂川の主流を分水し，その一方を常陸川

鬼怒川に放水する計画をたてたのである。しかるにこの新さく，佐伯渠はこ

の目的を達せず，この水路の開さくは失敗に終った。この開さくと同時に，

あるいは佐伯渠の聞きくにややおくれて，同年中に逆川の開さくが進められ

ていた。すなわち，権現堂川を下宇和田地内にて分流して江川村と関宿町の

中間で旧渡良瀬川に合流させ，この川筋を流下させることにしたのである。

さらにこの水路は常陸川にまで開さくされ，長井沼の下流で常陸川に合流せ

しめた。こ こにいたって佐伯渠開さくの失敗は補なわれ，権現堂川の流身

は二分され，ーは権現堂川｜から新利根川を経て太日Jllに，ーは逆川を経て渡

良瀬川の古道に流れ，金杉でこの両道は合流し流下することになったのであ

る。ここで渡良瀬川の江川村下流の改修が行なわれたのであるが，それは新

利根川（宇和田から金杉まで）の流量に比して，権現堂川よりの多くの流量が逆

川を経て旧渡良瀬川に流下したためて、ある。逆川の掘さくも，利根川の流身

を常陸川に放流させることには成功しなかったのである。したがって流水の
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多くは，ますます太日川に集水され，流下する結果となったのである。

そして，その結果は，太白川の下流は水害にみまわられることが多くな

り，太日川の河道には土砂の堆積が多くなり，庄内地方に惨害をおよぽし
寸p偽

J、－o

( e) 利根川第四次の変遷（古利根，古隅田一一いわゆる利根下流地域一ーの

改修と溜井の形成）

第一次から第三次までの瀬替の結果，すなわち，文禄 3年に松平忠吉が利・

根川の瀬替に着手して以来寛永 18年の逆川開さくによって，古利根川（文禄

3年以前の利根川の旧道，川俣ーJll口一幸子を経て隅田川に注いでいたもの）に流下

する流量は少なくなり，川瀬も浅狭になったので，猿俣村と大瀬村（今の潮止

村一八潮村潮J.t:)の間および新宿村の聞に堰堤を造って古利根川の水を貯j留

し，溜井を造って下流水田の養 第4図利根川下流部の溜井の形成

水とし3 本流は上小合村，下小

合村より東に流路を聞いて金町

と小向村の聞で太日川に合流さ

せた。この堰堤によって古利根

川の水は隅田Jllには流入しなく

なり，堰下から綾瀬川の合流点

までは流水がなくなった。この

後享保14年（1729）に前年の洪水

で利根川の水が古利根川流域沿

岸に氾濫し，水害を被ったので

幕府は井沢弥惣兵衛に命じて川

幅を広げ，堤防を築き，猿ヶ俣

一新宿閣の溜井を廃して，河道

を旧河道に回復改修せしめると

同時に新宿以下は細流葛西川に

沿って新川を聞きくして中川と

名づけた。上小合村，下小合村

から太日JllにL、たる河道の，古

利根川の人口および太日川の合 注 『利根川治水史』より。
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流口を締め切ったので，ここに溜井が形成された。これを小合溜井と呼んで

いる。この聞の事情を武蔵風土記はつぎのように記している。

「東葛西領猿ヶ俣（又）村，新宿町との 2所に， 中古堤を築て断切， 其の中

を溜井とせし故，古利根川の本流，猿ヶ俣より東に折れて，今の小合溜井及

び古川（今或は古利根川とも云）を歴て，江戸川に合流すと云。正保改の国図

に，猿ヶ又村と，埼玉郡大瀬村の間，及新宿と亀有村との間 2所に橋の如き

形あれど，これ橋にあらてら流れを築止めたる堤の上の往還にて，村民シメ

キリ堤と称せるものを誤函きしならん。其の後宝永 9年関東洪水の時3 此の

締切堤を押流して，西葛西領本所辺まで水災を被りしかば，再び堤を築きて

川幅もやや広げられしとか，後水利の不便なるを以て，享保14年，猿ヶ文村

と，二郷半領戸ヶ崎村との間及ひ＼小合村と二郷半領高須村との間 2所に堤

を築き，今の小合溜井を作りて，新宿町と猿ヶ文村との聞なる溜井を廃せら

れしより，再び今の中川に合流する事となれり。文注古，今の古隅田川を歴

て，浅草川に達せし流は，中古，猿ヶ文以下新宿の辺に溜井を作りし時，西

葛西領亀有村と，足立郡長衛門新国との聞に，堤を築て断止めしと云」また

第 5 図

〆主流

~ 
流水，固渇部分

，富井造成のIi

注 権現堂川の関さ〈によって主流が総新田，金杉を経て太日川に流入するようになり，この水量を分流し利根

東還を目的として佐伯渠が開さくされたが，これを流下して常陸川に主流は移らなかったので逆川が開さく

された。ここて9も主流は常陸川には通ぜず，逆川を経て再び太田川が主流となった（寛永18年）。
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「中川は古利尿川の下流にして猿ヶ文以下の唱なり，これ東葛西領の境を南

流せしゅへ，中）｜！と名づけしならん。又昔は葛西川とも唱しとみへて，此川

に辺せし村に，葛西川村と云あり。文葛西川の渡など書せし事見えたり。」

この関係を図示すると第5図のようになる。文禄3年の瀬替で利根川の主

流は，川俣一佐波 川口一宇和国一金杉を経て，すなわち下流は古利根川を

経て太日川に流入するようになったためP 川俣，川口閣の旧利根河道は流水

が少なくなったが，川口よ り下流の河道の流量は相当にあ り，とくに吉川よ

り下流は流下水量が多かった。この当時はまだ元荒川は入間川と分離してい

なかったので，入間川 荒川｜（現在の）主流は元荒川であったからである。こ

の荒川を当時入間川の支流であった和田吉野川の河道に久下村新川地先に新

川を閉さくして付け替えたのは寛永 6年（162めであった。これに よって荒川

は水源がなくなり，元荒川となり，荒川の本流は入間川に変ったので入間川

は荒Jllと名称を変えたのである。

したがって古利根川下流の水量が減少し，小合において流路を変え太白川

に流入し，大瀬，猿ヶ俣，新宿聞に堤堰を造って，下流農耕地の養水を貯溜

せしめたのは寛永 6年以降であり，新宿以下の中川が聞きくされ，小合溜井

が形成されたのが享保14年（1729）であるから，大瀬，猿ヶ俣，新宿聞のj留井

は約 100年の間，下流地域の農業養水溜井として存在したのである。

以上が利根川の古道，古利根川および古隅田川の改良， 変遷である。

( f) 利根川第五次の変遷（庄内古川の改修とその変遷過程）

さきに文徐 3年の利根川の第一次の変選で，川俣村より川口村（現大桑村川

口）に新河道を開疏すると同時に，川口村，八甫村（現舷田村）より東に進み，

島川村（現静村），狐塚村（現豊田村）を過ぎ（現島川筋），ここから南流し，上宇

和田村（現吉田村）より総新田（現桜井村，間宮村）にいたって武蔵国と下総国の

国界をさらに南流し，中葛飾郡の金杉村と，北葛飾郡の上内川村（現旭村）で

江戸川（太町｜｜）に流入する水路を聞き，これを新利根川と称したのである

が，その後元和 7年の新川通の開疏，つづいて寛永 2年の増さく（元和 7年には

7悶の新聞，寛永 2年に 3間掘さく），さらに宝永 2年の増さく，寛永 18年の権

現堂Jll，逆川等の開疏によって，この新利根川の流量は減少し， とくに江戸

川の改築の後はー小滋となってしまった。 このようにして，新利根川の名称

はなくなり，古川，あるいは庄内領を通っていたことから，圧内古川といわ
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れるようになった。すなわち，江戸川の開通（利根川の本流化）以来古川とな

り，旭村内川で江戸川に流入したのであるが，享保年間（1716-35）に金杉村

下内川の沿岸に築堤し北葛飾郡三輪野江村加藤まで水路を延長し，ここで

江戸川に合流せしめた（北葛飾郡平野村の古利根川への排水との関係といわれてい

る）。さらに寛政12年（1800）には，早稲田村丹後まで延長され，天保年間（1830

-43〕にも水路延長が行なわれ，北葛飾郡一本木村（現八木郷村）長戸呂で江戸

川に合流させた。大正 7年12月，庄内古川の改良および中川への付替工事が

行なわれるまでは，このような形で庄内古川は江戸川に流下していたのであ

る。

また，上流島川は文禄の開さくにおし、ては利根川の主流であったが，新川

および権現堂川の聞疏によって一小河川となり権現堂川に注いでいたのであ

るが，庄内古川の改修，付替によって圧内古川の最上流部となり，羽生領等

の悪水を庄内古川を経て中川に流下せしめるに至ったのである。（以下次号）
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