
  
  灌水権の法社会学的研究(上)

  誌名 水利科学
ISSN 00394858
著者名 吉岡,金市
発行元 水利科学研究所
巻/号 7巻4号
掲載ページ p. 73-85
発行年月 1963年10月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



j差水権の法社会学的研究（上）

高梁川の農業用水の研究一一

吉岡金市

本号および次号 （No.34） と上下 2日にわたって連載する「濃ぷ権ο法社会学的研

究Jは，吉岡金市氏つ「水ヅ〉法社会学一一農業用水権。法社会学的研究一一」の一部

である。この研究（主下記の目次！こみるごとく尾大，＇.（もので（ 400字詰， 288枚）， 1冊

心J著書としての内容を有するものであり， ;;t・誌、乃ごとき隔月雑誌ιこその全部を掲載ε
きぬのは遺憾であるが，きわめてユニークな，有益な研究論文であるので，目次の第

二主主 同一定の水量を確保する権利 (1)(2)(3〕（ 4)(5)(6）のみを掲載するこ と

Jお許しを執筆者から得たc吉岡氏；二感謝する次第である。なお木誌二掲載されるの

：土，分量的（こは全体v)4分／ワ 1位；こすぎえよし、が， これだけvでも独立して，貴重な研究

資料であると確信する町

「水の法社会学」総H次

第一章研究の課題と研究の方法

（一） 用語法一一農業水利権か農業用水権か

（二） 研究史一一農業の技術，経済，法律の関係

（三） 水法なき日本農業，用水慣行と入会権

（凹） 農業用水権の法社会学的研究の方法

第二章潅水権の法社会学的研究

（ー） 農業用水権；こ関する法学説

（二） 一定の水量を確保する権利

( 1 ) 優越的な専用権一一上位 ・古田優先の原則
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( 2) 対等的な共用権 平等使用の原則

( 3 ) 従属的な余水権一ーその生成と発展

( 4) 道徳的な該水権一一公平分配の原則

( 5 ) 用水慣行の合理化一一水の公平な分配

( 6 ) 農業用水権の順位←ーイ也用水権との関係

（三） 一定の水質を確保する権利

( l ) 水温低下防止権一一冷水害補償の根拠

( 2) 水質汚濁防止権一一水質汚濁防止慣行

( 3 ) 流下土砂防止権一一自然の流砂と人為流砂

（四〕 一定の水位を確保する権利

第三章 排水権の法社会学的研究

（ー） 水利権と排水権：ニ関する法学説

（二） 慣行排水権η生成と発展

（三） 農業用水権と排水権の紛争

（四） 発電用水権と排水権との紛争

結語農業用水権の法社会学的法理

（二） 一定の水量を確保する権利

進凝用水の必要な水量を確保する権利に関する法社会学的研究を，私［土前述の方法

論iこしたがって主として高梁川下流の農業用水についてすすめてゆニうと思うので，

まず，その地域の農業用水系統の現況を概観し亡おく必要がある。現在高梁川 F流域

は，旧来。各用水組合の仁：ニ，高梁川用水士地改良区が，高梁川 J)自然流を補充する

ものとして建設された小坂部ダムを中心として組織されてL、る。それを表示すると，

第 1表のごとくであるc これらの用水系間の慣行用水権の強弱：ニ応じて，優越的な用

水専用権，対等的な用水共用権，従属的な余水使用権，道徳口訂正議水権が成立し，そ

の相互間；こゲウェーレ的な用水の競合がありながらも，近代的なものに発展しつつあ

ることを法社会学的；二論証するのが，この項での課題である。

( 1 ) 優主主的な専用権一一上位・古田優先の原貝lj

高梁川が備中平野に移行する位置につくられてL、る湛井十二ヶ郷組合は，下流の上

原井領 ・東内用水組合lニ対して強大な優越的な「用水専用権」をも っている。それが

備中平野の最上位にあり，最も早く築造されたものであるからである。つまり「上位

優先の原則」と「古田優先の原則」をあわせもち，貨かれてL、るからである。昭和15

年 8月14日付原告湛井十二ヶ郷組合から行政裁判所に提出された岡山県知事を被告と

する「井堰許可条件不服ノ訴」の「訴状」 tこよれば， I甚井十二ヶ郷組合湛井堰の「起



用水系統名 ｜ 面

第 1表 高梁川上地改良区農業用水系統
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（出所） 農林省『小坂部川国宵ill斑排水事業続安』昭和28年JJfj 
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源ハ今ヨリ 千六百余年ニ湖 リ，最モ明確ナノレハ領主妹尾太郎兼嘆公ノ治世時ニシテ，

今｛こ至ノレ迄七百八十余年二及ベリ 」（ 2頁j としづ。郷土史家は例えば『吉備郡誌』（昭

和12年）ではもっと古く， I産淑史家（;t例えば『日本濯概水利慣行の史的研究』（昭和25

年）では， 「平安末期」と推定されてし、るが，日木でも最も古い井堰の一つである。
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「原告ハ高梁川上流ニ於テ停滞引水ノ水利権ヲ有シ，其水利権ハ関係町村ノ田商港紙

等ニ必要ナノレ限度ノ水量ヲ保有引水スノレ内容ヲ有スノレモノナリ c 従ッテ其保有量ノ範

囲内：こ於テハ絶対権ヲ有シ，下流用水関係者ニ優越スノレモノナリ」（ 5頁）。

「此権利ハ行政官庁タノレト公共団体タノレト私人タノレヲ問ハメ之ニ対シ絶対的対抗力

ヲ有スノレ既得権ナレパ之ニ侵害致損ノ処分措置ヲ受クノレ場合ノ、名義ノ何タノレヲ問ハズ

不法不当ナリトシテ之ヲ排除スルコトヲ得ノレモノトス」（ 5～6頁）c

「河川法ニ基ク許可処分ハ他人ノ既得権ヲ侵害セサノレ範囲ニ於ケノレ許可処分権ニシ

テ，既得権ヲ無視、ン又ノ、侵害~損スノレ許可処分ノ、越権ノ処分ニシテ違法ヲ免 レザノレモ

ノナリ」（ 7頁入

「河川法ニ於ケル知事ノ許可其ノ他ノ処分ハ水利権不可侵原則ノ下ニ於ケノレ知事ノ

権限ニシテ之ヲ無視超越スノレコトハ許サ レザノレモノナ リ而シテ原告ノ水利権ハ堰ノ築

造並ニ維持其他工法ニ及フモノニシテ物権的対抗力ヲ有シ既得権トシテ侵害ヲ受ケザ

ノレ効力ヲ有スノレモノナレバ知事ト難モ之ニ侵害ヲ及ボス処分ハ為スコトヲ得ザノレモノ

ナリ」（13頁）。

このような用水権ノコ法理をもって，岡山県知事が「昭和十五年七月十三日付岡山県

指令河第三四六四号昭和十五年六月二十日願高梁川筋河川敷地内井堰設置ノ件左記条

件ヲ付シ許可ストノ許可条件中

(-) 第一項ノ （3 ）枠堰ハ敷幅3.64米以内 トス但舟運及河床深掘セノレ箇所ニ在リテ

ハ右制限ニ依ラザノレコトヲ得z

（二） 第二項堰ノ上手ニ荏ヲ張付ケ土砂ヲ癒掛クノレハ渇水時ニ限／レモノトス而シテ

此場合ハ予メ知事ノ承認ヲ受クベ、ン。

（三） 第三項下流用水関係者ヨリ申出アリタノレトキハ協議ノ上相当量ノ放水ヲ為ス

ベシ

右ノ場合ニ於テ知事ノ、必要ナノレ指示ヲ為スコトアノレベシ。

（四） 第四項知事ニ於テ農業水理調整上必要アリト認ムノレトキハ放水其他必要ナノレ

措置ヲ命ズノレコトアノレベシ

（五） 第七項許可ノ条件ニ違背・ン或ノ、知事ニ於テ必要ト認ムノレトキハ工法ノ変更，

公害予防ニ関スノレ施設ヲ命ジ又ハ本許可ヲ取消スコトアノレベシ之カ、為損害ヲ蒙ムノレコ

トアノレモ知事ノ、其ノ責ニ任セズ。

トアノレ部分ヲ取消スベシ」と争ったのであるが，被告第 1回答弁書（写），被告提出

立証及証拠説明書（写），原告証拠説明書及「文政七年甲申四月九日ヨリ下郷村々ヨリ

湛井組江相懸侯一件留」を調べてみると原告に有利で，被告に不利であるc 被告は敗

訴をおそれで，昭和16年5月20日次の協定者の条件で妥協した。その「協定書」 の要

点（ま，

（ー）項の末尾lこ「但シ枠堰維持ノ為必要アノレトキハ予メ出願、ンテ適当ナノレ補強工事
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ヲ為スモノトス」を加え，

（二）項の「予メ知事ノ承認ヲ受クベゾ」を「予メ知事ニ届出スノレコト」に改め，

（三），（四）項を削除し

（五）項をそのまま存続させた2

これでみると実質的には原告の主張が通り 勝訴したわけであるつ（二）（三）（四j項を

訂正削除させた用水権の法理で注目すべきは「岡山県ニ於テハ昭和十五年六月六日付

岡山県令第三十七号ヲ以テ農業水利調整規則ナノレモノヲ定メ知事ニ於テ用水等ノ制限

禁止其他万般ノ措置ヲ命スノレコトヲ規定シアリテ或ハ其観念ヲ以テ本件許可条件ヲ勇

敢ニ定ムノレニ至リ タノレカト推シ得ラレザノレニアラザノレ処基本自＇Jニ知事ニ於テ右 IfJ日キ

広大ナノレ水利調整権ヲ有スノレ法的根拠全然存スノレコトナク 国家総動員法ニ基ク昭和十

五年八月十日施行ノ農業水利臨時調整令ニ依リ知事ノ臨時調整ニ関スノレ一部ノ権能ヲ

生ジタルモノニシテ本件許可条件ノ指令ハ右県令三十七号及臨時調整令ニハ関係ナク

全然河川法ニ依拠スベキモノ 二、／テ其河川法ノ許可等処分ハ既得，k利権不可侵原則ノ

下ニ於テノミ為シ得ベキモノナ レバ前掲各許可条件ハ原告／水利権ヲ技慣スノレ不法処

分タノレモノトス」ということである。

このj甚井寝の許可条件をめぐる争前；主守実は下流高l淀川東南用水泡台管f望者ごある

岡山県知事が，下流の要請を要れて，上流1甚井寝の豊かな水を，下流ニ少しでも多く

流下せしめるための行政的な処置だったゆであるが，それは戦時、）国家総動員法を背

景；こした当時の強力な官僚の力をもってしても，どうすることもできなかったJつであ

る。

このような強力な湛井十二ヶ郷組合の用水権は，どのようにして形成されたもので

あろうか。水利権の研究者は，それを封建領主の支配権力：こより形成されたものゆご

とく に説く場合が多L、から，湛井十二ヶ郷組合の封建社会の所領関係を調べてみなけ

ればならない。文化12年の十二ヶ郷組合保管文書『郷中申合締書帳』によれば， I甚井

堰十二ヶ郷組合（ま，68ヵ村を包括し，それが11ヵ領（二分かれてレたが，各郷各領から

選出された17名の惣代によって自主的に運営されていたのである。

領主名 石 高 村数惣 代 数 （村名）

( 1 ) 蒔田 領浅尾選 6.924石余 12ヵ村中 l （井尻里子，清水／内）

( 2）蒔図式部領 1,705石余 2ヵ村中 1 （西三須）

( 3) 池田領岡山藩 5,849石 8ヵ村中 2 （西郡，溝口または三輪少
柿木）

( 4) 板倉領松山藩 1,230石 1ヵ村中 1 （八回部）

( 5) 倉敷代官所支配地 （天領） 6,835石余 9ヵ村中 2 （窪木，長良，高塚ノ内〉

( 6）木下領足守簿 上124石余 2ヵ村中 1 （福崎，田中ノ内）

( 7 ）板倉領庭 瀬藩 7,906石余 13ヵ村中 2 （山田，五回，延友，西
花尻，平野ノ内）
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( 8 ）戸 JI! 領 f撫）｜｜） 3,029石余 3ヵ村中 1 f撫JI[)

( 9）戸 ）｜｜ 領（妹尾） 1,407石余 3ヵ村中 1 （妹尾）

(10）花 房 領 3,483石余 6ヵ村中 1 （加茂）

(I I) 神 原 吉見 800石 2ヵ村中 1 （津寺）

(12) 倉敷代官所支配地 7,248石余 8ヵヰす中 3 （山地， 惣、広， ー卜庄， 白
尾，上rt.目先Hノ内）

右ノ〉うち最も多くの石高と村と惣代をもっ倉敷代’目’所の威力をも ってしても，どう

にもならなかったことは，さらに多くの文配地をもっ下流の倉敷代官所所在地からも

ちこまれた水論が，一度も勝訴したことがなく ，その都度1甚井堰の俊越的な専用権を

確認するに終ってL、る事実が，これを証明してし、るのである。そのように強大な優越

的な専用権は，近世封建社会成立以前において，生産農民：こょっ亡向主的にうちたて

られてL、たもので， 1甚井卜ニヶ郷地区がみな大化の条足並制が明縫；二残存し－n、る地帯

であり ，作山の古墳，｜｜」手。国分寺，総社市の総社等に，その歴史Jコ古さが示されて

いる地帯であること二よって，その開発の古さも推測されるのである。それは封建領

主の支配権力が決定したものではなくて，それより前（こ生産農民：こよって自主的；こ決

定せられていたものであるc

このことは封建領主のi克を療する地点における井堰合調べてみれば，もっとはっき

りする。湛井坂のすぐ下流の上原井領堰の歴史を調べてみると，「人皇百七代正親田j天

皇永禄元亀ノ頃 木郡河音B郷〔現今の川辺村（今真備田J）〕庄屋塩尻治郎右衛門ナノレ

者時勢ヲ痛嘆シ窃ニ心ヲ産業ニ｛頃ケ専心水利ノ興復ヲ企図シ農業ノ盛支ノ、先ヅ濯減ノ

便否ニアリトシ奮然トシテ久シク荒廃セル上原井領用水路ノ復旧ニカヲ効セシコト＃，＼：

シ砂ナカラサリシナリ。是レ実ニ天正二甲成年ニシテ今ヲ去ノレ三百四卜余年以前ナリ

（由之観之上原井領用水路ハ既ニ正親町天皇御世以前ニ於テ創設セラレタノレコトハ明

ナノレモ而そ果シテ何 レノ 時代ニ関ザクνタノレヤ惜哉旧記／徴スヘキモノナシ）。時ニ当

地方ハ長〔州〕ノ毛利輝元ノ領スノレ所ニ‘ンテ井領水源地ノ、備前中納言浮田家ノ領地に

属ス 水源地上原村名主小原良左衛門藤原定春ナノレモ／古来ヨリノ慣行ト井領地域

内ノ休戚トニ鑑ミ侠気臼ラ起テ専断其衝ニ当リ 一万両断旧来ノ如ク自由ニ用水ノ

取入ヲナスヘキモノト裁断シ且ツ大ニ諸般ノ利益ヲ講シタリ。然ノレニ備前藩ノ、落ノ制

度ニ依り濫リニ己レカ領地ヲ犠牲ニ供、／他領ノ利益ヲ図リシ理由ヲ以テ延宝五年三月

二十日良左衛門ヲ斬罪ニ処、／タリ 。以後備前藩ハ重ネテ如此専断／行為アノレヲ慮、リ名

主並ニ庄屋ヲ置カス他村ヨリ兼務セシメタノレモノナリ 。〔用水〕組合村民ハ大ニ良左衛

門ノ尽痔努力ヲ徳、トシ国司神社ニ合記シ年々ノ祭把ヲ怠ラス且子孫ニ対シ毎年玄米三

石五斗ヲ贈与シ柳カ恩義ニ報スノレ意志ヲ表セリ 小原ノ子孫ハ現今尚存在セリ」（高

梁川東西用水組合， 『組合沿革誌』続編，昭和 4年，271～73頁）とし、うわけで，封建領

主の政策に反対しても，先覚の農民は，生産農民の意志を代表して命をささげて，用

水確保のために闘ってきたのである。
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さて文政 7年の湛井堰をめぐる水論l士「当国松山川（高深川）流湛井用水組御料領

六十八ヶ村に相掛り同川下東西川筋用水組凹卜九ヶ村用水取之義ニ付」倉敷代官所へ

もちこまれたものであるが「双方不口融申談候処」は次のごとくである。

「ー， j甚井用水取堰之義ハ往古ヨリ仕来通年々取編理候義ニ付新規之取計方無之尤

堰内弐間之砂ut水門有之右水門ニ而例水之義者井組差障ニ不相成粍時々見F.l可成丈初lj

水川下江流水取計一可申用水模様ニ寄元水減湛井組相続差陣｛戻ニ至｛戻ノ、右水門〆切湛井

組限用水取計候義有之侯右ニ付川下井組ヨリ故障申立問敷事」

砂口土；j(門から 「可成川下へ流水取I汁」うが「兄水減湛井組相続差陣侯」に至れば〆

切って「湛井組限用水取計」うが，これに対 Lて「JI［下井組より故障巾立問敷事」と

いうのであるから， J甚井組の優越的な専用権を確認させられたわけである。

しかしながら，それには次のような注目すべき「附」がついているのである。

「附，去未年稀成早越ニ而川下井組人牛飲水モ差支及難儀当 御役所江御歎奉申上

候ニ付御代官様ヨリ 1甚井総代御呼出御理解御廃侯ニ付湛井組ニ而モ同様難儀之村々

モ有之候得共御趣志：難黙止奉有人牛飲水松続ノ、議水可然段御請奉申ヒ俣間後年天災ニ

而極渇水人牛飲水ニモ差支｛戻節者御歎申上御役所請趣旨可申候事」。

ここには後：こ述べる用水の順位決定と「譲水権」の萌芽がある。これをさきの行政

訴訟の原告の『証拠説明書」は「俗別之早越ニテ川下人牛馬飲水ニモ難儀ノ節ハ双方

模様見合相互実意ヲ以テ久ノレコト等トアリテ 下流困却ノ場合ハ水利道徳上ノ問題

トシテ可成善処スノレコトニ為スベ、ントノ意味ニシテ権義上ノ問題ニアラザノレコト明ナ

リ」（28～29頁）とLづけれども，これが「道徳上ノ問題」から「権義上ノ問題」に発

展してゆく過程については， 後；こ「議水権」のところで述べる ことにする。

上位・古田優先の原則が重畳する強大な優越的な用水専用権i土，下流の酒津八ヶ郷

用水の「定水」が「番水」に優先していることの中にも認められるところである。そ

の起源は 「宇喜多氏の時代；こ倉敷附近の水田開発が進むと共（こ，其の用水供給のため

に，高梁川筋に堰の設置に好都合な場所をさがし求めたが，容易に得られず，遂；ニ既

存の浜村の用水取入口を利用することとなり，浜村へ引水する水路は，これを“定水

JI［”と称して不断給水する特権を与へ，新に加入した民域に注ぐ水はこれを“番水

JI［”と称、し，要水期：こは時間割配水たる番水制による配水を行う こととなって，ままに

八ヶ郷〔用水〉の組織が完成した」（『高梁）｜｜調査地域水利慣行調査報告書』，岡山県，

昭和28年4月， 3頁）ことになる。 「八ヶ郷の水路に引き入れた水は下流約 600米の

“四寸樋” の所で定水川，番水川の二川に等分に配水せられている。一見公平な分配

であるかに考えられ易いが， 定水， 番水二JIIの港港正面積は著しく差があり， 番水川沿

L、諸村の不利はし、うまでもない」（同頁）のである。

農業用水権における古田優先の原則は，開発が上流から順次下流におよんだ場合

は，上位優先の原則と重畳して， 別のものとしてあらわれてこないが，上流の水田が

あとから開発されるとか，上流で流域変更的な取水がなされようとする場合には，独
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自な権利の主張をはじめてくる。私が今問題；こしてし‘る「港井十二ヶ郷〔組合〕（主，

用水組合としてもその水量の点において豊富を誇る屈指のものであるが，此井郷；こお

いてさへ，宝延元年に最上流の井尻野村が，用水路から新井溝を百Il、て，多少の畑を

水田：二地目変換した為；こ下流の抗議をうけ，新田の大部分を取漬さざるを得なかっ

た」（喜多村，『研究』， 387頁）のは同一井組内における古田優先権の発動であり，対

岸泰村への干渉は，井組外への古田優先権の発動である。井堰の上流で新田開発のた

めに流域変更的な取水がなされようとする時には， L、かに藩の政策的な開田であろう

とも，古田耕作農民は古田の優先権を主張して，その優越的な農業用水権を確保して

まてし、るc 吉井川水系右支川加茂川の近年井堰をめぐる用水紛争のごときは，その典

型的なものである。

私がすでに吉井川水系『勝北港液ダムと津川｜防災ダムの比較研究』（1960年 P月）の

「三，勝北ダム下流の農業用水権」の「（ 2）近平井堰を切流す権利」 のところで明ら

かにしてお，.たように，条里の遺跡がある古い「高野本郷」の耕作農民は，同一津山

漆 .I）所領でありながら，津山吉Eの媛助で安政2年；こ，開発された津山城下町の東北郊

高倉村を中心とする新田開発のための用水を，最上流の近平井堰から取水するについ

て．渇水期には，近平井堰を切流す権利を留保して，取水することを承認した。それ

を明記した古文書が売却されて政治的に消失してL、たにもかかわらず，昭和14年の早

越においては，特高警察立会の下で，否特高筈察の仲裁で，切流しを実現しているの

である。農業用水慣行を貫く「生ける法」は，重要な証明力をもっ古文書が失われて

いても，農民の意識の中に生きつづけており，規範としての拘束力をもってし、るので
Jレ巴，

dラQ。

( 2) 対等的な共用権一一平等使用の原則

俊越的な用水専用権（／）上位優先の原則は，地理的理由；ニ基づいて成立した ものであ

り，古回優先の原則（i，歴史的理由に基づいて成立したものであって，多くのやJ例が

認めているところである（例えば東京控訴院大正 4年2月19日判決，広島控訴院大正

5年12月23日判決，大阪控訴院大正5年 2月？日判決等）対等的な用水共用権は，平

等使用の原則が貫かれてL、るもので，富山県の常願寺川のそれのように藩の政策的な

政治的理由に基づレて成立したものもあるが（新沢嘉芽統，『農業水利編』，151頁），

判例もまたそれを認めているのである （大審院， 明治39年3月23日判決）。対等的な

共用権は上位優先，古田優先の用水専用権への対立物として意識され確立されてゆく

ものである。例えば早越のはげしかった昭和14年8月 7日付「高梁川東西用水組合会

議長」であり 「右組合管理者」である本間精から河川管理者である岡山県知事本間精

殿宛の『水利統制jニ関スノレ意見書』に「高深川水系水利系統ニ於テハ上下〔流〕共ニ

各港概面積ニ応ジ略同一比例ノ取水ヲ為シ用水ヲ全般ニ普及セシメ以テ共存共栄ノ実

ヲ挙グベF御処置アランコトヲ切望」（高梁川東西用水組合，昭和14年巳卯歳『早魁記
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録』， 37頁）するがごときがそれであるc しかしながら， それは上流乃井寝；こよって

容易に承認されはしなかったのであるが，取水口の合口事業一一用水施設の技術的改

革；二よって，順次実現されてゆくよう Eこなった。まず高梁川水系の水’こついて対等的

な共用権を主張した高梁川東西用水組合について調べてゆこう。

現在の高梁川東西用水組合は，明治401手に起工された高梁川下流改修事業と関連し

て，次に示すような酒津用水から下流の11の用水取入口をー一つ．こ合口して左岸。酒津

地点：こ，新たに笠井寝をつくり，大正5年「高梁川東西用水組合Jを結成して，農業

用水慣行の合理化を図ったものであるつ

高梁川東西用水組合系統

合 口前 今 日 後 派 ・岸位置番号取水口創設年次

八ヶ郷i司水八ヶ郷樋 東 ・左 2 沼津天正13年

倉 敷用水倉敷樋 東 ・左 3 酒津元和 4年

備前用水備前樋 東 ・左 4 I酉津元禄13年

東 ・右 8 亀島新旧 :;r-:: 明

南 部用水福田古新旧 東 ・左 ？福田古新田享保12年

用高梁水川組東合凶~ 初旧新旧 東 ・左 10 北畝嘉永元年

酒津正平17年

西部用水片山樋 問 ・左 5 水江切］徳28年

弁才天ーノロ樋西 ・左 II 西浦天保年間

（船穂 ノ ロ 樋 函 右 6 水 i工正i呆2年

西岸用水 船主恵三ノ関樋凶 ・右 7 西浦万i台2年

区域外乙島ーノロ樋西 ・右 12 乙島明治8年

（『高梁川東西用水組合沿革誌』 7～14頁および附図：こより『農業水利秩序.I）研究』

( 1961年）（こはちがったことがかL、てある。）

合口前の「高梁川流域J）耕地法統：二要する用水量と本川渇水量との関係を辰近数ヶ

年；二渉り調査する；こ池井卜二ヶ郷用水（二上流第一位にあるを以て殆んど渇水ノコ虫、えぎ

も，其下流各用水二於ては何れも多少の欠乏を告げ， 卜流’こ至るに従L、渇水，〉度益々

増進し，東派ハ｜にふりては電J）口，福山古新旧ーの口， rciJ新田ーの口，＠派川にあり

ては三の閃，弁才天ーの口，乙島ーリ口UJ如＆，年々歳々早害 ＇）愛あり為めIニ多大ν）

費用と労力を消費し，上下又は対岸mλk関係者J）水論争斗ーを惹起し遂iニ上流十二ヶ郷

用水の分水要求となり」（『沿 ￥~.－＆ Ji20頁）とし づ状態であったが．新しく結成された高

梁川東西用水組合で（土「束派新河川内妙見山附近；こ於て新河川を横断する堰堤を築造

し東岸lこは現在｛崎市j樋前（二配水池を設けて之：こ引水し， 更iニ分IU支Lcーは北流東折し

現在八ヶ郷用水：ニ，他：；：南流して倉敷，備前，南部，西部・））凶用水に分疏せしめ，河

岸：こは堰堤の西端より沿岸；」按し現在一つ口水門に至る迄別心配水j器会設け之：ニiJI水

しーの口，三の関各用水合併の上分疏止 しむるの計［~i]J, 「反岸配水池より分疏せる
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南部用水路は大高，竜＇.＇） 口，橋田古新田，福田新田の諸用水を合併し，西部用水路（；！：

沼津，片山 f中洲村河内村の二用水j鶴新田の三用水を合併する2「函」（『沿革説、』 22

頁）をたて，別：ニ西派愛川地。二「貯水池」を築造して用水量を増加させる計画をたて

て，各用水問の上位 ・古田優先の原則に基づく用水権の対立や優劣を調整することと

して，用水慣行を合理化 L，優越的な用水専用権を対等的たffJ水共同権；ニ変化する努

力がなされた。それば次のような『組合規約；こ関する覚書』，二最もよくあらわれてL、

るρ

大正5年3月31日組合設立当時の『高梁川＊西用水組合規約：ニ関する覚書』

第一条 町水方法：之実施。成績経験に依り取捨力Iii戒して確定すべきものなるも其主

旨；土左記内通りと す

1 新設工事費負担つ歩代：こ拘らず従来の関係と三卜阿設計占v~調賓の資料とに依り

経費負担C.＇）段別を参照し水を巌も経済的二使用し節約して有無相通じ交互過不足の弊

を生ぜ しめざる；二努むべ し。

三，突 とげ水を取入る る~ ii~ある箇所（土将来も之を持続すべしと

三， j勇1.K余水を利用し又（主水車を使用する習慣η箇所も前lnH栄とす。 但余水利用：二

関しては上流に障害を及ぼさざる程度に於て之を行ふぺ Le

四，用水使用上余水を生ずるときは下流の使用；こ使；こし本組合区域外に逸漏せざる

方法；こ注意すべし。

五，河中の流水を以て全般，こ給水し極度：二減水して不足乞認むるときは貯水池＇）水

を以て之を補L、其！ま水を要するときは之を西岸に配水し貯水＂）酒渇するまで河水全部

を東岸．こ配水すべし。但し此場合に於て貯水池樋門ヅ〉開閉（エ貯水池設置費を最も多額

に負担せし村の意志を参酌し配水上可及的便宜を計るものとすc

第二条 堰i是及貯水池ノ〉施設を為し用水節約して有無相通ずる J）配水方法（こよれば

早害の憂ひなかるべしと認むるも非常早越に遭遇したるとき（ま適宜の方法を用ひ尚ほ

不足を及ぼす場合（エ最も配水の困難なりし区域より断水することあるべし。

第三条各分水所の分水監督は統一合同の主旨に則り！日弊を矯正し福利の共同増進

を計り所謂有無相通じ過不足を円満に按排する方針の遂行上必要なる程度に於ても特

に新設水路の各分水樋は創始（二当り善例を作り得るまで本組合管理者iこ於て管理する

ものとす。

第四条 組合関係区域内各分水樋等に用水分岐設備の修繕改造を為す場合は予め組

合管理者の同意を求むべ し（『高梁川東西用水組合沿革誌』，大正12年， 122～23頁）。

「本組合管理者」（；！：岡山県知事であり，本組合の実質的な運営者は岡山県河川課で

本用水改良事業を担当 し技師だった技術者であるから，いわゆる「官僚統制」 的なも

のではあったけれども「従来八ヶ郷，片山両用水は，何れも東西両派の首位に在るを

以て，年々必要の水量を引用して敢て不足を見ず，倉敷， 備前，ーノ 口，三ノ関の各

用水は之に次ぎ，相当の水量を引用し梢不足なきも，竜ノ口，福田古新田，福田新
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回，鶴新田の各用水；こ至りては殆ど毎年本川潤渇の為め，引水不可援なること屡次な

り」CY沿革誌』，132頁）し状態が，いちじるしく改善されたことは事実である。総用水

量を増加さす貯水池は，後述。ように砂鉄業の衰退：三伴う流下土砂量の減少による，

河床Jつ低下と ，貯水池堤防 （および池炭）からの漏水によって技術的にも失敗に帰し

たけれども，取入口り合口と用水路ッコ統合の技術的改良によって，上位，古田の優先

的な専用権が対等的；てこ共用権JこL、ちじるしく転化されたことは事実である。このこと

は，用水不足に悩まされて，水田耕作をしたくてもそれを実現できずに，やむをえず

他の作物を多く栽培していた段下流。福田村（『明治十七年福田新田大海噺遭難記』昭

和 6年をみよ）が，水田稲作化したことのうちに，最も具体的に確認されるところで
... ~ 

dコQ つ

上位 ・古田優先の原則をふりかざして優越的な専用権を主張しつづけ，昭和15, 16 

年り行政訴訟一一一「高梁川東西用水組合会議議長」であり，「右用水組合管理者」であ

る岡山県知事の上位，古田の優越1'.t'Jな専用用水権を対等的な共用用水権：こ転化させよ

うとする 「井桜許可条件不服ノ訴」にも勝利的な 「協定」をした上流湛井十二ヶ郷用

水さえ， j甚井堰合口事業を通じて，いかに対等的な共用権化されつつあるかは，後；こ

述べることにして，次lこ余水利用の余水核を調べてみなければならない。

( 3) 従属的な余水権一ーその生成と発展

従属的な余水利用権（土，優越的な専用用水権：こ対応するもので，対等的な共用権よ

りも弱L、ものである。上位 ・古田優先心優越的な専用権をもっ滋井十二ヶ郷用水や酒

津八ヶ郷用水（主，水量（こ余裕があり， しかもその下流域の水田開発が行なわれると，

その余水は下流／ワ新旧で利用されるにいたる。そのような余水利用権（土地理的，歴

史的， 技術的， 経済的必然性を基礎として成立したものであるc 湛弁十二ヶ郷用水

のごときは，さきの昭和15年乃「訴状」、こよれば「濯夜間地ハ約四千町歩」 lこ対して

「当十二ヶ郷ニハ未タ加入シ居ラサノレモ十二ヶ郷用水余水使用権利者トシテ興除村藤

田村アリ，両村内ノ濯萩区域田地ハ合計二千二百町歩ニ及ヒオレ リ」（ 3頁） という

ほど広大な「余水地区」をもっていた。それ故；ニ，この行政訴訟にも余水権を守るた

めに「加入Jしたのである。

余水利用権は優越的な専用権に従属したものであるが「番水」を買取りまたは譲受

けることによって，従属的な余水権は対等的な共同権に近いものになりうる。八ヶ郷

用水の「番水曜水」が，そのよい例証である。八ヶ郷用水区域中で開墾年次の新しい

早島および帯江等の地区は，用水不足地域であったので，五日市，二日市，早島の村

村は「弁組内犠水」の名目で，上流の番水を特別に融通してもらって，水田稲作をつ

づけてきたのであるが，児島湾興除新田干拓の完成に伴ない，文政5年大内田村大庄

屋，倉敷村大庄屋等の斡旋により井組村々の同意を得て，番水を譲渡する次のような

契約が締結された。
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『ー，帯江，早島従来用水不足の村 に々て難儀有之旨厚く頼；こ付勘弁を以て今般惣方

熟談の上譲水出来取百十方は鳥羽村徳芳村二子村用水根付番水は是迄の通り右村々へ引

取り，根付内本番割の分不残帯江， 早島へ相譲り可申候跡用水相減し候時は下庄村

用水譲合一体平均の積り時々申談し取計，可成帯江早島へ譲水致し取口受侯様可申侯

尤格別の早舷（こて元水滅しj斬く番水元村用水 （足踏）水E容を以て可致取続相成侯節it

譲水中目休可申侯 其節帯江早島より断り問敷儀決而申問敷侯 勿論後年：こ至り自然土

地柄替り談方村々用水差支，実：こ譲水取J十難及節は，無余儀差支始末譲方村々より賞

受村々へ篤と申談の上，永譲水相止可申候儀も可有之候

一， 鳥羽村徳芳村三子村番水井組入用割賦目録通り 内歩当（文政 5）午歳より年々

帯江早島より出銀可致勿論臨時普請等有之其時々街j料村々へ引分け取計剖賦目録外：ニ

相成侯入用有之候共都て八ヶ郷川筋に付諸入用の儀（主議方村々曜請村々立会右歩当を

以て帯江早島より出銀鳥羽村徳芳村二子村へ相波可申候事。

一，銀弐百目

右者下庄村用水掛引取計見込入用として当午歳よ り年々 帯江早島よ り差出 し，鳥羽

村徳芳村へ詰取し， F庄村へ相波可申｛反事」（「八ヶ郷用水史J，附和 2年， 79～80頁）。

ここで注目すべきは「下庄村の儀は湛井用水組にて八ヶ郷苔水組とは用水市且進、こ侯

間右御料領村々より番水譲遣侯とも差文の儀：訂！日御座｛民事」（［Li]7 6頁） であったが「中

途よ り下庄村の辞退；ニ依りて其銀授受を廃止し」，「帯江；主二子と同領なるを以て此契

約の履行を中止し」fニ。ただ早島だけはこ の契約を履行していたが，高梁川下流l乃改

修工事着手の明治46年5月14日「双方の合意に依り」，「該鳴水契約を解除」（同75頁）

．したのである 3 水利慣行史家は「此の新しし、分水関係の成立した根本：こは，文政とい

う年代の，封建割拠の形成の漸次弱まりつつあった時代的傾向と共に，斡旋者として

卓越した文配権の保持者であった倉敷代官所の存在を強調せさ守るを得ない」（喜多村俊

夫， 『日本濯統ノk利慣行の史的研究J，昭和25年，371頁） とLうけれども， 斡旋者（土

「立入」りは大内田村庄屋金右衛門であり「取口愛人」は名字併刀を許された大圧屋係倉

敷村植田武右衛門であり「加談」は大圧屋を勤めたことのある早島村初右衛門（『早島

田J史』，昭和30年， 12頁）であって，倉敷代官所ではないし「封法的割拠の形成の漸次

的弱まり」は，農民の自主的，工力つ強まりである。番水を3ft渡 した村々；土，八ヶ郷下

流のが1:1］えの不良な「沢所」であり， ト二ヶ郷v＇） 下庄＇ ~さ らにそ心ド流η排水不良地だ

ったから，用水：土有り余っていたのである。かくのごとく 恭；j(J）該波しを可能にした

ものは，第ーに用水が主主富であったということであるが，第二にその余水が児島興除

新日干拓用水：こと られるおそれがあったからであるc ともに生産農民力意識一自覚と

要請だったのであるc このことは，文i攻5年6月の「l霧水契約」の後，！日jもなく｜言j年

11月輿除新田『新開場西用水普請所其他明細i仮』に明らかなよ う：ニ，八ヶ郷用水の余

水を興除新田用水に取水することが計［飼されたことによってあきらかであるが，この

計画はやがて廃止された。 「八ヶ郷用水史』は「輿除 f新田）；こおし、て此施設の廃止
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を為したる原因は八ヶ郷ノつ水源豊富ならずして（その上；こ）地理上亦用水の取入れ困

難を極むるを以つてなりと果して如何にか」（109頁）としてし、るが，ゐたらずとも遠

からずというところである。

今日，湛井十二ヶ郷用水の余水利用権利者となってL、る興除新田地域；主，干拓当時

は「湛井十二ヶ郷の末流を受ける束手用水路と八ヶ郷ノう末〔流〕を導く西手用水り二

木であったが」，「西用水i主水路の完成後僅かに十数年を経fこのみの天保ll年には，早

くも水路の地形が平坦でなかったために通水困難に陥り」， 「何時しか廃棄せられ」，

「東用水路のみが現在まで続いて興除新田11住ーの引水路となってL、る」。 その理由の

第一（工「湛井〔堰〕乃取入口が八ヶ郷のそれよりも上流位置にあるために水路の勾配が

大」きく「流勢の強L、事ξ あり」，その；；g二l対日池で余水：こ富む近接上流地域たる沢所

の末流をうけとし、ること」（喜多村，『研究d], 199｝引であるc かくして興除新田は事実

上：二f乱、亡は「泌井十二ヶ郷ノ）用水取入口り共同使用を許され」〔同長）ーとし、るのであ

るが，形式ヒ（よし、わゆる「余水地区」である。ところがこの「余水地域」も，児島湾

淡；J(i槌化事業。進行とともに濯i既水が豊富；ニなってきた。 「児島湾沿岸地区国営濯減

排水事業」は「児島湾をその湾口弁天島附近において〆切り，海水を遮断して湾内

l, l 00町歩を一大淡水湖となし，これをi蓮淑用水源として，沿岸の新旧干妬地 5,140町

歩の早害，塩宮を一掃すると共：こ，消j内水｛立を低｛立に保つことにより沿岸低湿地 783

町歩。排水を可能，或（之容易ならしめる」（昭和35年度「変更実施設計書』 1頁）もの

で，興除村ゴコ従属的な余水権が上流のj甚井十二ヶ郷肩水の優越的な専用権；こ，従属し

なくてもよくなったのである。それについては，後：二小坂部ダムワ問題と総括して解

明することにしよう。 （以下次号〕

（農学博士 経済学博士）
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