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V. おわりに

今日，通説として近世に関東流，紀州流なる河川工法があったといわれてい

る。関東流は，近世初期，関東郡代をついだ伊奈家によって行われたもので，

治水面では堤防は小さくて越流・氾濫させる，水利面では湖沼を水源として用

水と排水とは分離させない。一方，紀州流とは近世中期に井澤弥惣兵衛為永に

よって始められたもので，堤防は高くし氾濫させない，用水は遠方から導水し

用水と排水は分離させるとするものである。

たしかに近世において関東流紀州流の用語が識者により，また現場でも
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使用されていた。だが，その内容は堤防・士入樋の形状など技術の細部について

であって，工法全体のことではない。しかし，関東流，紀州流の用語こそ使用

していないが，真壁用秀によって近世中期に新たな工法が始められたことが主

張された。その背景として，河川管理の制度が享保年間に大きな転換をみてい

た。

関東流，紀州流の通説は，近代になって創られていった。まず明治時代，吉

田東伍によって治水面からの通説がほぽ唱えられた。それを受け戦後になって

菊地利夫により，利根川東遷事業とも関連させて治水面の通説が明確に確立さ

れた。また水利面についての通説も菊地によって確立された。

これらの通説が妥当かどうか，伊奈家そして井澤が活躍した埼玉平野でみる

ならば，そのような評価は困難である。

キーワード：伊奈家，井澤弥惣兵衛為永，真壁用秀，吉田東伍，菊地利夫，埼

玉平野開発

I. はじめに

近世には，河川工法として関東流と紀州流があったといわれることがある。

このエ法の技術的相違について，今日，専門家からはほとんど意味がないので

はないかと否定されることが多いが，通説としてひろく流布している。これら

の河川工法は，治水，水利の両面から一般的には次のようにいわれている。

関東流河川工法は，近世初期，代々関東郡代をついだ伊奈家によって行われ

たもので伊奈流ともいう。堤防は毎年生じる程度の出水（洪水）に対処した高

さであり，それ以上の出水は堤防を越流させ氾濫させる。この氾濫に備えるた

め乗越堤（越流堤）や控堤（川から離れたところに造る二線堤），霞堤を造り，

また池（湖）沼を遊水池にする。河道は，出水を滞留させるため蛇行させて水

位の上昇を防ぐ。さらに，上流部で河道を付け替えることを加える主張もあ

る。また水利面では，湖沼を水源とし用水と排水は分離させないとする。

一方，紐州流河川工法は，近世中期の享保年間 (1716~1735)，八代将軍徳

川吉宗によって紀州から召し出された井澤弥惣兵衛為永が始めたエ法で，河道

は直線化して固定し，高い連続堤防によって氾濫させないようにする。水利面

では，遠方の河川より長い用水路でもって導水し，池（湖）沼を干拓する。用
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水と排水は分離させる。

本論では，これらの通説がいかにして形成されていったのかを省み，その妥

当性を評価する。このことについて，筆者は拙著『国土の開発と河川』（鹿島

出版会 1989)で既に論じているが1)，新たな知見も加えて再整理を行う。拙

著での結論は，埼玉平野の開発過程からみて，工法の技術的相違を取り立てて

主張するのは意味がないとのことであった。

II. 近世における関東流，紀州流

1. 関東流，紀州流の用語使用

関東流，紀州流の用語は，近世から使われていた。たとえば佐藤信淵

(1759~1850) 『隈防溝瀧誌』 2) によると，「関東流美濃流紀州流上方流等ノ諸

流」とあって，関東流，美濃流，紀州流，上方流があったとしている。そして

堤防普請について，「其初メ，元浄法師ノ伝法ニテ甲州武田家ニテ用 l::'..来レル

仕方ナリ。今ハ，公儀二於テモ専ラ此ヲ用ビ給フカ故二，関東流トモ称ス」と

述べ，関東流は甲州武田家に用いられたエ法が幕府によって採用されたものと

している。

また紀朴l流については，堤防の築き方について述べたのち，「所謂）レ紀州流

ハ，彼国ニテ古来川普請二用タル法ナルヲ，有徳院様（八代将軍吉宗）御持参

アリシコトト聞キ及ベリ。然レトモ，今ハ唯眼前ノ御入用少シヲモ減少スル」

と述べている。八代将軍吉宗が「御持参アリシコト」とは，吉宗が紀州藩から

宗家を継いだとき紀州からもってきたものとの意だろう。吉宗と一緒に江戸に

上って幕臣となり，その開祖とされる井澤弥惣兵衛については，用水普請人足

の村方負担の定めのなかで，「享保年中二至リ，諸事御改革ノ節二御勘定奉行

評議ノ上，吟味役井坂禰三兵衛ノ掛リニテ左ノ通リニ御定法相ヒ極マリ」と述

べている。吟味役井坂禰三兵衛とは，井澤弥惣兵衛のことだろう。井澤が「定

法」を決めたと述べているのであるがその「定法」とは，普請における村方

の負担を定めたものである。享保年間に河川管理について一大改革があったの

は事実で，これについては後述したい。

さらに堤防の大きさについて，関東流では土堤はのり（法）勾配 1割増し（

1割以上のことか），砂堤は 1割半，石堤は 5分とする（図 l)。紀州流では小
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図 1 堤防断面図

注）のり勾配は， a:bの割合で表わす。1割とは 1: 1, 1割半と

は1,5:1, 5分とは0.5: 1の勾配のことである。

堤の場合は川表 1割，川裏 1割 3分，大堤は川表 1割 2分，川裏 l割 5分とし

ている。紀州流の方が堅固な堤防を想定していると考えられるが，堤防の高さ

については述べていない。これ以上，具体的にはどのような工法かはほとんど

述べていない。

一方，他の近世資料（『治河要録』など）によると，玖樋（樋門）について

流派の区別が行われていたことが指摘されている。関東流は水流に対して樋板

を垂直にした，一方，紀）+I流は板の損傷を減らすため水流に対して水平にした

とのことである。古代から近世までの土木事業をまとめた 『明治以前日本土木

史』（土木学会， 1936)でも，両河川工法の具体的な相違として「水門」，「樋

枠」，「伏越」の構造物で主張されている。だが， 『提防溝瀧誌』では，士入樋に

ついて 「紀州流卜関東流トハ道具ノ遣ヒ方名目等モ小異ナリ」と，その違いを

否定している。

では，実際の工事現場では使用されていたのだろうか。埼玉平野北部にある

「備前渠」 が文政年間 (1818-1829)に修復が行われたが，文政11年 (1828)

の地元名主から普請掛りにあてた関連文書に「以樋伏方之儀は御水盛之節，紀

州流之御目論見にて」見積も ったとあり ，紀州流によって状樋が伏せ込まれた

ことが述べられている3）。 たしかに，玖樋の伏せ込みのエ法として紀州流と呼

ばれるものがあったことが，この文書から想定される。ただし，その特徴はど

こにあるのかはわからない。

このように近世において関東流，紀州流の用語が使用され，堤防・士入樋形

状についての相違が指摘されている。ただし，これらはエ法における部分的な
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ことであり根幹的なことではない。近世史料において，関東流，紀州流の用語

を使用して両工法の本質を述べたものは寡聞にして知らない。だが，用語は使

用していないが，今日の通説の出発点となるような史料があった。佐藤信淵

『提防溝瀧誌』以前に著された『地理細論集』の中にである。次に，これにつ

いて検討していこう。

2. 真壁用秀『地理細論集』にもとづく河川工法

瀧本誠一編『日本経済叢書』第14巻 (1922)の中に『地理細論集』が収録さ

れている。これでみていくが，著作年は宝暦 9年 (1759)で，著者は真壁用秀

である。この著者について瀧本は，「常陸の人，地方巧者の名あれども，其の

伝記詳ならず」と述べている。

1) 『地理細論集』による工法の変化

ここで河川の普請について，次のように記されている。

「普請の仕方を考るに，古来は左のみ大破無レ之事と相見，御損地も只今程は

無レ之事と被レ存候。享保之始宝永頃よりも普請丈夫に成，夫より新田開発に付

水落等も棚も段段丈夫に出来，水行直路掘割等被二仰付ー，次第に水勢強相成。

今に至て不レ得二止事一，譜請丈夫に不二仕立—候ては不レ叶様に相成候。川瀬は

一里四十八曲と申候て，縦申習せし通不レ曲は悪敷也。大水に成候ては，堤の

上迄越申開候故，何方迄水押開候共，水の勝手次第に可二押開ー事古例也。然

所大水共堤限にて，川之内計不レ通候ては不レ叶様に心得，普請もする事と相見

候。

古法は全く左様の事あらず。川除堤は小水の時為雌方候為計にて，大水の節

押開かせ候様に仕立る也。川上より川下迄，右心得にて川除も仕立候故，大水

は堤上を越に付て，縦関東杯は百万石余も押開候様に相成候故，水勢も弱く大

変も無レ之所，近年は堤八九合壱升よりの水には，水勢悉く強候故，稀に押開

候所は大造に地を掘，土砂幣敷押出し，古へ五町歩損候所は，拾町歩も弐拾町

歩も損候様に相成候。

縦宝暦年中子丑両年之様に水損有レ之候節は，内郷迄も所々水開いたし候得

共，切所臆敷損地有レ之候。又右堤押不翡リ，川内計大水通候様に仕候はゞ，川

下にて悉難儀可レ仕儀に候。或は関東にて江戸表，又霞浦附なしと，銚子辺水

難逃がた＜可レ有レ之候。総体堤は所々弱手を附切込候ても，此所より切候得

水利科学 No.367 2019 
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ば，損地少々と思ひ入候所は所々心を附置事に候」

これを現代文で要約すると以下のようになる4)。

「昔は堤防が大破することはなく，水損地も今ほどにはなかった。だが享保

の始め，宝永頃より普請が丈夫に行われるようになって，それ以前と状況を異

とした。この普請によって新田開発が行われ，排水も整備され，水路も真直ぐ

に掘削されて水勢が強くなってきた。今になっては止めることができず，普請

を丈夫にしなくてはならないようになった。川は一里四十八曲というように，

曲がらないのは悪いこととなった。昔は大水のときは堤防を越え， どこまで氾

濫しようとも水の勝手次第であった。ところが近年，大水とも川の中を通さね

ばならないと心得て普請するようになった。

古法は全くそのようではなく，堤防は小水のためだけを考慮して造られ，大

水のとき堤内氾濫するように造られていた。大水のときは堤防を越え，たとえ

ば関東では百万石余にも広く氾濫するので，水の勢いも弱く大きな被害もなか

った。ところが近年は堤防いっぱいの大水は水勢が非常に強くなって，まれに

決壊するときは切れ所に大きな池を掘り，土砂を甚だしく堤内に流出させた。

この土砂の堤内流出によって，昔は五町歩被害を受けていたのが，近年では十

町歩にも二十町歩にも広がった。

たとえば，宝暦年間子丑の両年の洪水氾濫のときには広く湛水したが，決壊

のところには大きな荒廃地が生じた。また堤防が切れなく大水では流下してい

くようにしたので，川下で困難が生じるようになる。江戸表霞ヶ浦に被害が

ないとしても銚子辺りで水害が生じるようになる。堤防は，ここが切れても被

害が少ないと思われるところに，弱い部分を造っておくべきである。」

2) 真壁用秀主張の背景一―—水害と大名手伝普請

真壁用秀は，関東流，紀州流の言葉を使っていないが，宝永，享保の始めか

ら河川工法が変わってきたことを強く主張し，それ以前の工法を「古法」とと

らえている。古法の内容は，通説の関東流のように堤防は小さく大水のときは

堤内に氾濫させていたとのことだった。それが，新たな工法によって大水に対

処するよう水路も直線に掘削され，普請も丈夫に行われるようになり新田開発

も行われた。だが，堤内に氾濫するときは被害が大きくなり，また決壊しなく

ても下流で被害が生じるようになったと述べる。この宝永，享保の始めから新

たに始まったエ法は，通説の紀州流である。真壁は，新工法は昔に比べて被害
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が大となるので批判的である。真壁の結論としては，氾濫しても被害が少ない

所で氾濫させることである。

真壁の主張の背景には宝永年間 (1704~1710)，享保年間 (1716~1735)の

始め，堤防の強化，水路の整備があったことが推測される。ただし，具体的な

事例に基づいての主張ではなく，抽象的にである。どの河川のどこなのか，そ

してどのような河川処理が行われたのかは明らかでない。具体的な水害として

宝暦年中子丑年をあげているが，利根川筋では宝暦 7年 (1757) に大水害があ

ったことが知られている。

宝永年間から新たな工法が始められたとの主張の背景として，宝永元年

(1704)の大水害があったと思われる。このとき江戸市中のみではなく，下総

古河領から本所まで，東は行徳，西は浅草の堤まで一面の海になったといわれ

ている。江戸は，明暦の大火後，万治年間 (1658~1660)隅田川左岸の本所が

整備された。元禄年間 (1688~1704)終りごろには，江戸市中の人口は100万

人になったといわれる。本所そして深川では市街地が広がっただろう。ここが

洪水に襲われたのであり，拡大しだ江戸にとって初めての大水害であったと考

えられる。そして，その復旧事業が大名手伝普請として行われた叫

大名手伝普請は，慶長 9年 (1604) に矢作川で行われたのち 100年後の元禄

16年 (1703)，大和川改修で命じられ，結局は， 5大名の手伝普請として進めら

れた。この改修事業は，旧大和川下流部にひろがっていた池沼干拓を目的と

し，広い新田を得て幕府に大きな利益を与えた。

関東では，宝永元年 (1704)の大水害後，同年，利根）II・ 荒川で 4大名によ

り手伝普請が行われた。翌年にも江戸近辺で行われたが，宝永 5年，相模国酒

匂川・金目川で 5大名による手伝普請が命じられた。その事業は，前年の富士

山噴火により流出した土砂の浚渫であるがその災害規模の深刻なことから，
たかやく

幕府は全国の大名領や天領に対し100石につき金 2両の高役金を課していた。

相模国と駿河国に対する大名手伝普請は宝永 6年 (2大名），翌 7年 (3大名）

にも命じられた。また宝永 7年には伊勢国長島で 2大名に命じられた。

このように，宝永年間， 100年間行われなかった大名手伝普請がひんぱんに

命じられたのであり，このことをもって真壁は新たな時代になったと認識した

のであろう。ただ幕府にあって宝永元年の大名手伝普請を指導したのは，勘定

奉行荻原重秀たちとともに関東郡代伊奈忠順であった。近世初期と同様，伊奈

氏が重要な役割を果たしていたのである。

水利科学 No.367 2019 



8 

ともあれ，真壁はけして関東流，紀州流の言葉を使っていない。だがこの

後とくに明治以降真壁がいうところの「古法」が関東流，新たな工法が紀

州流と理解されていくこととなり，さらに通説となっていった。ただし治水面

のみであり，水利面について真壁は何も語っていない。

3. 享保年間における河川管理の転換

真壁用秀は，宝永，享保の始めより河川工法が変わってきたことを強く主張

したが，たしかに河川管理の制度が享保年間に大きな転換をみた。まず享保 5
くにやく

年 (1720) 国役普請制が導入された。国役普請とは， 20万石以下の小大名，幕

臣領地の河川事業に対し，地先の村方のみではなく広い地域で費用負担するも

のであった。たとえば，利根川・小貝川・荒川・鬼怒川・烏川・江戸川・神流

川では普請費用が3千両を超えると 3千 5百両までは武蔵・下総・常陸・上野

の国々（石高あわせて288万 1千石余）で， 3千 5百両を超えるとこれに安房・

上総（石高あわせて48万 8千 4百石余）を加えて負担しようとするものであっ

た。幕府もその一部を負担した。享保17年に中止となったが，宝暦 7年

(1757)の水害後の翌 8年に復活した。

また享保 9年 (1724)幕府勘定所に「普請役」がおかれた。当初は12人であ

ったが，享保13年には86人となっている。近世初頭には関東郡代として関東の

河川では伊奈氏の活躍が大きかったが，元禄期 (1688~1704) になると，関東

郡代は名目的に勘定奉行の配下となり，河川管理は勘定方に移され，伊奈氏の

専任体制は崩れた。一方享保 7年，井澤弥惣兵衛は召されて勘定となってい

る。同10年勘定吟味役格，同16年勘定吟味役となるが，彼と一緒にかなりの技

術者が紀伊からやってきて普請役となっている6)。井澤は一人で江戸に乗り込

んだのではなく，チームを率いて紀州からやってきたのである。

享保10年「四川奉行」が設置され，江戸川，鬼怒川，小貝川，下利根川の管

理を行った。享保13年には神流川，烏川，渡良瀬川，荒川，元荒川，星川な

ど，対象河川が拡大されたが，四川奉行は享保16年に廃止された。この廃止

後これらの河川は勘定奉行が分担して管理していった。

享附？き年，それまでの法令を統一し，関係する村々の負担以外に領主も負担

する定式普請場と，村々ですべて負担する自普請場とを明確にすることとな

った7)。また定式普請場における村の人足負担も，村高100石につき50人とす

る，村高100石につき51人から 100人までの人足は扶持人足とよび， 1人に対し
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1日あたり玄米七合 5匁を支給する，それを超過すると 1人に対し 1日あたり

玄米 l升 7合分の銀を支払うなど，農民負担の限度が示された。

延享 3年 (1746) は，幕府の河川管理体制が整った年といわれる。この年，

大名手伝普請でも現場に立ち会っていた普請役は，「四川用水方普請役」とな

った。幕府が直轄管理する「定掛り場」（定掛御普請場）が確定されたが，こ

のうち毎年冬季から春季に行われる定例の御普請が定式御普請である。

一方，宝永年間に復活した大名手伝普請であるが，一時中断したのち寛保 2

年 (1742) の大水害復旧事業で大々的に行われた。この後は幕末まで積極的に

活用された。

4. 井澤弥惣兵衛為永の役割

紐州流の祖と後年評価されている井澤弥惣兵衛の活躍をみてみよう。

水利面について紀州流のもっとも大きな特徴は，長距離の用水路を整備し，

池沼の干拓を行い水田とすることである。たしかに，井澤が紐｝+I藩士であった

ころ，紀州の紀の川では藤崎井用水 (23.5km)．小田井用水 (22.4km) など

の長距離の用水路が開削され，紀の川沿いの河岸段丘の畑地が水田に開発され
じかたこうしゃ

た。その技術指導者は．井澤より 20歳前後年上である地方巧者・大畑才蔵であ

る。勘定添奉行であった井澤は．彼を地方手代に登用し事業を進めていった。

まず大畑の活躍からみていこう。

l) 大畑才蔵の活躍
つもりかたみあいちょう

大畑は，『積方見合帳』なる技術書を残している。その内容は測量の方法，

土質にもとづく 1反歩あたりの必要水贔，溜池の必要な大きさ・築造方法であ

り，土の掘削・盛土などの士工作業などの標準作業量を定めた積算手法であ

る8)。たとえば， 1人の人夫が 1日に荷物 1個を 8里運ぶことを標準としてい

る。また，用水路の設計方法，用水堰の築造方法，用水路や溜池などの管理方

法，堤防を守るためその前面の川原に竹木を植えることなどを述べている。さ

らに，一般論のみでなく伊勢国一志郡での具体的計画も述べている。また，普

請にあたりその上地の人に相談し土地条件を知ること，用水路についての要望

は，その地域の事情にくわしい人に検討させその意見を聞いて判断することな

ど，地元から十分意見の聞くことの重要性を指摘している。

しかし，ただ技術面のみではない。水利開発によって新田を得ても，経済的
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に十分成り立つかどうかをしっかり見極めておくことが重要と指摘する。普請
じょうめん

費用と標準収穫量を定め， 5年あるいは 3年の定免9)も配慮しながら，農民が

負担する費用を返却できるかどうか検討することを主張している。

大畑は，たんに設計・施工監督のみを行う技術者ではなく，開発計画を策定

し，その可能性を判断するプランナーであったのである。紀州徳川家の領地で
にゅう

あった越前国丹生領へ出張し，丹生領全体の気候，立地条件，農作業，年貢率

などの調査を行い，新田開発の可能地や普請場所などを報告していることから

もわかる。大畑は享保5年 (1720), 79歳で死去した。

2) 地域開発プランナー•井澤弥惣兵衛

大畑の上司である井澤は，藩の和歌山会所詰めであって，大畑を現地に派遣

して新田開発の可能性を調査させ，その計画を行政的に支援する役割であっ

た。つまり，普請場所や普請方法，費用額などからなる彼からの計画書を承認

するのが井澤の仕事であった。彼みずから現地に行くことはあまりなかった。

しかし，計画書を吟味していくなかで技術者ではなく地域開発プランナーとし

ての知識を身につけていったのだろう。

紀州で井澤が造ったとされるのが，亀池（堤高15m, 和歌山県海南市）であ

る。「亀池築役役名禄」に工事関係者名簿があるが，その最初に「会所役人御

領分 井澤弥惣兵衛殿」とあるからである。つづいて「下役頭御普請方」「下

役中樋伐リ組み方」さらに「奉行組」の名が記されている。実際の現場指導は

部下が行っていたのだろう。またこの築造中に大畑は現場を訪れている。井澤

の役割は，現地での技術指導ではなく，プランナーとして，また行政官として

事業を決定・推進していくことだったろう。

幕府に移ってからの井澤の役割もまた地域開発プランナーであったと考え

ている。先述したように，井澤が江戸に出立するさいには彼一人ではなく，そ

の配下を引き連れていった。彼らは，新たにできた「普請役」となって井澤を

支えたのであろう。

井澤が指導して行った池沼干拓として，下総国の飯沼干拓，武蔵国の見沼干
えづれ

拓，信濃国の紫雲寺潟干拓が著名である。さらに，下総国の江連用水路整備，

手賀沼干拓，印脂沼干拓などが知られている。

一方，治水面については，武蔵・下総両国の江戸川，武蔵国の中川の整備が

知られている。さらに，酒匂川，大井川の改修にかかわったことが知られてい
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る。

井澤が行った河川整備の特徴・評価については， W章で埼玉平野をフィール

ドとして述べていく。

皿 近 代の関東流紀州流

宝暦 9年 (1759)の『地理細論集』において，宝永，享保の始めからの河川

工法の変化が真壁用秀によって主張されたが，その後，近代になってどのよう

に展開されて，今日の関東流，紀朴I流の通説につながっていったのだろうか。

明治の吉田東伍，戦後の菊地利夫の主張にもとづき整理していく。

1. 吉田東伍『利根治水論考』 (1910)による関東流，紀州流

吉田東伍は，明治43年 (1910) の利根川大氾濫を受けて公衆等に対して述べ

たものを『利根治水論考』としてまとめた。ここで，関東流，紀州流につい

て， とくに紀州流について詳しく述べている。

l) 関東流，紀州流

まず関東流については，伊奈備前守忠次から始まる伊奈郡代が行ったエ法と

し，忠次を「後世，土木の技術上にも関東流と申す程に一家を立てた人」と評

している。そして彼らによる利根川東遷，荒川付替，江戸川開削，備前堀，葛

西用水などの整備をあげ，その結果，武蔵国では67万石であったものが120万

石になったとその成果を述べる。ただし，通説となっている乗越堤・控堤・霞

堤を造り，河道は出水を滞留させるため蛇行させて水位の上昇を防ぐなどのエ

法については，まった＜述べていない。それどころか，渡良瀬川と合流する直

前の利根川に対し，新川通りを造って河道を真っ直ぐにしたと述べている。

一方，紀州流については，まず「土木工事の技術が周到堅牢となり大きいも

の厚いものを造ることとなり，昔の信玄を元祖とする甲州流，伊奈氏の関東流

の外に上方流より脱化したる紀州流が，関東甲州の長所を採り集めて大成する

こととなります。井澤が一家を成して紀州流と称し明治式の新しい土木が起こ

るまでの大宗師」と述べる。つまり，紀州流は関東流・甲州流の長所を集めて

井澤が新たに成したものととらえている。

さらに関東流との関連について，「井澤は川普請で申す紀州流の技師の元祖
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で，高水工事に於ける高い大きい堤や，堅牢な用悪水路構造に頗長した人で，

治水歴史の新時代を開いた人だから，或は技術の力を篤く信じて，却りて旧来

の伊奈氏の関東流の水脈を其ま>にして，専，人力で之を制する積りで在った

かもしれぬ」と，紀州流は伊奈氏によって整備された水脈（河道）を引き継

ぎ，さらに強固にするものであったと述べている。

吉田は，この後，一般論的に次のように主張する。

「昔の治水は，堤防も一向高大に造るものでない。堤防は元来平水を防ぐた
そう-し ざこし

め位である。高い水が出た時分に土手の上を総越，座越させて洪水を開かせ

て，原なり田甫なりヘ一面にずっと流れていくやうにするのが，是が古代の方

法であります。其方法が自然，井澤弥惣兵衛の時代から破れてしまった。さう

して堤防を高く大きくしたから，ー革新です」

昔の治水では，堤防は平水を防ぐくらいのもので，大きい水は，堤防上を越

流して原っぱあるいは田へ流れて行った。この方法が井澤の時代から破れてし

まったと述べ，井澤の時代から堤防を高くしたことを主張する。ただし昔の治

水を関東流とは述べていず，「古代の方法」としている。そして次のようにそ

の結果を述べている。

「古流の人は，紀州流の弊害をのみ指摘して，高い堤を非難した。その他，

井澤が中利根の方に沼を開き，八万石の田地を造った。即ち天然の放水池を無
い かしら

くした。それが為に中利根の水の行き所が無いから，江戸の神田上水の井の頭

の池の方へ移って来て，小日向小石川に大洪水が出たといふことを井澤時

代の人が言ふて居ります」

井澤は，たしかに中利根川（現利根川筋で，栗橋と布佐・布川の搾窄部の

間）流域で飯沼等の開発を行った。しかし，中利根流域で遊水池が無くなって

も，井の頭や小石川の出水とは全く関係のない話である。井澤時代の誰が言っ

たのか，根拠は明らかにされていないが，吉田は「是は少々評論を誤って当て

にはなりませぬけれども， とにかく井澤弥惣兵衛以来，益々堤防を高くした，

また水の遊滞する沼を少くしたのです。是はどうも一方から水害を招いたと云

はれても仕方がない」と，井澤の登場以降，堤防が高くなったことを主張する

のである。そして「田地宅地の永久安寧を欲するといふ所から云えば，堤防を

高くするのが必要であるから，井澤のやり方は即ち時代の要求で，強ら悪いこ

とでなかろうと思います」と，井澤を擁護する。

先述したように，真壁用秀が宝永，享保の始めより変わった河川工法，つま
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り井澤によって指導された河川工法を非難した。吉田が述べる「昔の治水」と

は，真壁が『地理細論集』で述べた「古法」とほぽ同じである。紀州流の弊害

のみを指摘するという「古流の人」とは，真壁であったと推定しても間違って

はいないだろう。

2) 利根川整備との関連

吉田は，利根川整備については，「（井澤の）利根筋の方策は格別のものでは

ない。文禄以来，治水は伊奈の家でやってきましたから其方針に大なる変わり

をみせませぬ」と，井澤は利根川整備で何もしなかったと認識している。はた

して井澤が利根川整備に何もしなかったかどうか，紀州流の評価として重要で

あり， N章で改めて取り上げる。

また吉田は，今日の利根川の下流部となっている常陸川下流の水害との関連

を次のように述べる。
たかいれ

「常陸川筋には高入の本田新田が往々堤外地に在る。是れは，寛永前後の，
かわよけ

利根の大水の押込まぬ昔の検地には，浸水の患なかりし田地が，後世川除の高

水工事を起して形勢の変した為である。昔からの堤外地で無い。是の一事を見

ても，中利根，下利根の形勢の変化が分る」

つまり，常陸川筋（栗橋下流の中利根川・下利根川，昔は利根川とは別水系

であった）では，堤外地に年貢をとる高入の本田新田があった。近世初期の寛

永前後にこのための検地が行われたが，このときは利根川の水は襲ってこなか

った。だが，その後の利根川の工事（いわゆる利根川東遷事業）によって，浸

水するようになったと述べるのである。

この文は，常陸川筋の氾濫と利根川東遷との関連を述べたものである。この

文が関東流とどのように結びつくのかよく理解できないところであるが，次節

に述べる菊地利夫によって重視された。

近世の利根川東遷，つまり利根川と常陸川を結ぶ赤堀川開削の出発は近世初

期に伊奈氏によって行われた。伊奈氏による最後の工事としては，承応 3年

(1654)の赤堀川の 3間 (5.5m)水深増加工事が知られている。なお，利根川

東遷事業に対しては井澤は何ら関与していない。

3) まとめ

このように吉田東伍は，紀州流は近世中期に井澤弥惣兵衛によって新たに始
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められ，堤防を高くして氾濫させないようにしたエ法との通説を主張し，時代

の要求にあったものと評価した。一方，関東流として，通説となっている霞堤

などによる氾濫は述べていない。だがそれより以前の昔のエ法は，高い堤防

は造らず堤防を越流させて氾濫させていたと述べた。これは，真壁用秀のいう

「古法」と同じである。治水面についての関東流，紀州流の通説は吉田によっ

てほぼ確立されたと評価してよい。

なお，吉田は，伊奈家の指導によって行われた利根川東遷事業によって利根

川洪水が常陸川筋に流れこみ，ここの水田が水害を受けるようになったと主張

した。この評価は，次にみるように菊地利夫によって引き継がれていき，関東

流の通説の根拠となった。

2. 菊地利夫著『新田開発』（古今書院， 1958)にみる関東流，紀州流

1) 治水（河川処理）面からの関東流，紀州流

菊地利夫は，関東流は甲州流が発達したもので，「利根川水系の形成過程」

に完成されたと認識する。そして，近世初期の河川処理を簡単に紹介した後，

利根川東遷事業によって大洪水を受け持つことになった利根下流（常陸川下

流）の水害防止の観点から，関東流は乗越堤を上流の所々に設置し氾濫させた

ことを述べている。具体的には次のとおりである。

「（利根川東遷によって）新たに大流量を負担することとなった利根下流は，
ちゅう

沿岸防止のために防災的施設を設置しなければならない。それは江原堤・中
じょう

条堤・田中堤のような乗越堤を所々に設けて増水すれば溢流せしめた。乗越

堤から静穏に溢流した濁水を収容するために堤外に幅広く流作地をとった。流

作地から濁水を排除するために河岸堤防は断続的な霞堤であった。またこの溢

流した濁水から本田畑・村落を保護する控堤あるいは囲堤を築堤した。霞堤は

本堤と控堤からの二重堤の構成をなしていた。下流への流水調節は乗越堤のほ

かに沿岸湖沼を遊水池として増水を収容した。印脂沼・霞浦はとくに巨大な遊

水池である。乗越堤．霞堤と流作地・遊水池を持つ河川の河道は「川瀬は一里

四十八曲」を尊び，洪水時に増水は蛇行部に停滞しつつ下流に鉄砲水として急

激に排水されざるをよしとした。」

関東流のいわゆる氾濫方式が，利根川東遷，それによる常陸川下流（下利根

川）治水との関連で主張されているのである。乗越堤と述べられている江原

堤・中条堤は，上利根川の埼玉平野北東部にあり，田中堤は中利根川にある。
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一方，紀州流については，畿内を中心として発達した上方流が源流と述べ，

河道を直線化し固定して高い連続堤防によって氾濫させないとする紀州流の通

説が次のように述べられている。

「関東流の一里四十八曲を廃し，河道を直線的に改修して固定し，沿岸の流

作地帯の高請と遊水地の新田開発にある。この開発政策は，幕府の享保改革に

よる年貢増徴政策の一環であった。河道を直線化するために乗越堤．霞堤など

の二重堤よりも連続せる大延長の築堤が必要となる。この連続堤を維持するた

めに堤体補強と水勢緩和をなす施設が付加される。」

このような考えに対する根拠としては，真壁用秀の『地理細論集』の中の次

の文章を引用する。先ほどみた真壁の主張の一部である。なお真壁とは，「近

世中期に関東・九州・中国の幕府領の代官として歴任し，つとに民政巧者とし

て聞えた」人物と紹介している。

「古来は左のみ大破無之事と相見御損地も只今程は無之事と被存候 享保

之始宝永頃より 譜請丈夫に成夫より新田開発に付水落等も棚も段々丈夫

に出来水行直路掘割等被仰付 次第に水勢強相成今に至不得止事普請丈夫

に不仕立候ては不叶様に相成候」

このように戦後刊行の菊地利夫著『新田開発』によって関東流，紀州流に

ついての通説がはっきりと主張されたのである。真壁用秀『地理細論集』，さ

らに常陸川下流の水害を取りあげていることから，吉田東伍『利根治水論考』

を参考資料としたことは間違いない。そして明確には述べられてこなかった乗

越堤による氾濫，沿岸湖沼による遊水池，河道は曲流がよいなどという関東流

の通説がしつかりと述べられたのである。それは，伊奈氏が指導した利根川東

遷それによる下利根川（常陸川下流）治水との関連からである。利根川東遷

によって上利根の洪水が流入するようになった常陸川の氾濫被害を防ぐため，

とのことからである。はたしてそのようなことが主張できるのか。

近年の研究では，常陸川に水害をもたらすような上利根の洪水が流入するよ

うになったのは，その水害記録から文化 6年 (1809)上利根と中利根とを結ぶ

赤堀川が40間 (73m) に拡大されてからと評価されている 10)。近世初頭に伊奈

氏によって初めて開削されたときは 7間であった。さらに承応 3年 (1654) に

拡幅されたときは， 10間ないし13間とされている。権現堂川からの流入をふく

めてもその洪水量は小さく，菊地の評価は否定されている。
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2) 水利面からの関東流，紀州流

菊地は，一般論として，用水源について関東流と紀州流に大きな違いがある

ことを指摘する。関東流は溜池を水源とするが，紀州流は河川を水源とし用水

路を開削するというもので，今日の通説と同じである。紀朴I流による干拓の対

象とされる池沼は，新たな水源確保により必要がなくなった溜池，新たな治水

方法（紀州流）により不用となった遊水池（地）である。それまで溜池を水源

として孤立的に水田開発したものが，紀州流により，河川を水源として長大な

用水路を開き，低湿地域全体を統一的な灌漑に切り替えたと評価する。

紀州流による池沼干拓について，具体的には 日本海にそそぐ加治川下流部

の紫雲寺潟干拓（新潟県），その排水路が中利根川に流出している飯沼干拓

（茨城県）などを参考事例としながら詳しく述べている。飯沼干拓についてみ

ると，その用水源として鬼怒川から導水し延長56kmからなる吉田用水を開削

したが，飯沼以外にもその上流に位置していた山川沼，八町沼などの中小の沼

地の灌漑用水となったII)。

埼玉平野の見沼代用水路開削についても紀州流で設計したと述べる。それに

よって見沼，笠原沼など溜池として利用されていだ池沼の干拓を行ったと指摘

する。これら池沼が水源となったことについて，見沼溜池が伊奈家によって整

備されたことを指摘する。だが，伊奈家による埼玉平野整備を関東流とは述べ

ていない。それは，次章で述べるように埼玉平野では伊奈家によって長大な用

水路整備が既に行われていたからである。
ちんかい

一方，関東流の代表的な池沼干拓として九十九里浜に排水する椿海干拓をあ

げる。この干拓地は後に干潟八万石とよばれるようになるが，用水源としては

干拓地周辺に多くの小溜池を造る。そこを水源とする用水は，干拓地をぐるっ

と回る「廻し堀」に落としてそこから取水する。この「廻し堀」はまた干拓地

周辺からの排水路ともなる。干拓地の排水は，その中心部に中悪水路を造る。

「廻し堀」と中悪水路は，落し堀につながり，ここを通って海に排出するもの

である。

関東流紀州流の水利面からの通説となっている特徴は，菊地利夫著『新田

開発』によって打ち出されたと評価できる。それが妥当かどうかは，埼玉平野

をフィールドとして次に述べていく。
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刊 埼玉平野の開発からみる関東流，紀州流の評価

1． 水利面での評価

埼玉平野での井澤弥惣兵衛為永の事業として，享保13年 (1728) に完成した

90kmの見沼代用水路の整備による池沼の干拓事業が著名である（図 2)。

この用水路の名が「見沼代」となったのは，それまでの水源であった「見

沼」の代わりとの意味である。広い沼地であった見沼は，重要な灌漑水源とな

っていた。そこを干拓するためには新たな水源が必要で，利根川から長い水路

を整備して導水したのである。さらに，黒沼・笠原沼・鴻沼などの大小の池沼

が開発され，見沼も合わせ約 2千 haの新田が得られた。

見沼代用水路の整備は，米将軍とよばれた八代将軍吉宗の施策と深く関わっ

ていたことは疑いえない。しかし，吉宗の登場のみでこの大規模な開発を語る

ことはできない。井澤の実施計画よりかなり以前の延宝期 (1673-1680) に具

体的計画が地元から練られ，すでに実測も行われていた。これらをふまえ，井

澤がはじめて現地を検分した享保10年 (1725)からでもわずか 3年，また工事

着手してからわずか 1年で竣功をみたのである。見沼代用水路開削は，地元と

一体となって行われた事業であった。

一方，埼玉平野では，井澤の指導で竣功した見沼代用水路の開削以前に既に

長大な用水路はできていた。たとえば支川烏川から取水し埼玉平野北東部を灌

漑する備前渠用水がある。備前渠用水は備前の名が記されているため，近世初

頭に伊奈備前守忠次が造ったとされているが，史料的にみて忠次が行ったのは

烏川からの取水口付近の整備であった12)。用水路は，それ以前に造られてい

た。

この用水の残水，また福川の水を水源とし，中条堤にある北河原堰（日向

堰）から取水し忍領・羽生領の46ヶ村を灌漑する延長約12kmの北河原用水が

ある。北河原堰は『新編武蔵風土記稿』で「正保元年伊奈半十郎命を蒙り，北

河原村の地内にて開きしが，不便なればとて享保年中伊（井）澤弥惣兵衛是に

移した」 13)と述べられていて，伊奈半十郎忠治により開かれたものが，井澤に

よって移されたとされる。さらに，宝暦9年 (1759)の文害の写しとして「文

政三年御普請箇所」があるが，寛永20年 (1643)の洪水で状樋が破壊されたの
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図2 埼玉平野の河川水路概況図
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ち，同年伊奈半十郎によって北河原で新たに玖樋が伏せ込まれたと述べてい

る。近世以前に北河原用水は既に存在していたと考えてよいだろう 14)。この用

水路は用水のみの役割をもっていて，用排兼用ではない。

また利根川から取水し，古利根川，元荒川の河道を利用して広く灌漑した葛

西用水がある。一時期は，江戸本所の飲料水にも利用されていたが，その起源

は近世以前にもち，最終的には，享保 4年 (1719)伊奈半左衛門（忠逹）によ

って利根川上川俣に新たに状樋して，幸手領から葛西領にいたる 10ヶ領からな

る葛西大用水となった。井澤が見沼代用水路を整備したのは享保13年である。

その 9年前に，伊奈家によって今日の東京都に位置している葛西領まで利根川

から導水する葛西用水路が整備されたのである。

葛西用水路には三つの堰があった。その堰の上流部は大きくはないが貯水池
ためい

となり溜井ともいわれた。この堰から取水されるが，用水として使用された水

は排水となりふたたび河道にもどり貯水され，さらにまた用水として使用され

た。反復利用されたのであり，用排水兼用であった。

これに比べ，見沼代用水路は星川河道を利用した区間では用排水兼用となっ

ていたが，そこより下流では用水利用のみであった。この区間では，紀州流の

通説となっている用排水分離が行われたのである。ただし，近世初頭に整備さ

れた北河原用水路も基本的に用水のみの役割であった。先に，菊地利夫は伊奈

家による埼玉平野の整備を関東流とよんでいないことを指摘したが，近世初頭

の埼玉平野の灌漑整備をみたならば，井澤による見沼代用水路整備が特別なも

のとはいえなかったためだろう。

なお，井澤は，反復利用の葛西用水路に対し 3溜井堰の一つである松井溜井

堰の改造を行っている。井澤は，必要なところでは溜井水源の強化を行ってい

るのである。

2. 治水面での評価

l) 中条堤整備の経緯

利根川出水から埼玉平野を守る第一線の堤防は，行田市と旧妻沼町の間にあ

る中条堤である。中条堤は明治の後半から始まった近代改修により第一線の役

割を終えたがそれ以前，堤の上下流の間でその高さ，幅などをめぐり実にき
ろんじょてい

びしい軋礫があった。論所堤であったのである 15)。

この堤防は，鎌倉中期の建長 4年 (1252)の文書に「武蔵国中条保内水越
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郷」とあって，中条堤の一部と考えられる水越の地名があり，このときには一

部かもしれないが中条堤が既にあったことが知られる。この後，近世初期の整

備について天明 2年 (1782)奉行所に出された文書のなかで，伊奈半十郎忠治

の息子半左衛門忠克が古堤（中条堤のなかの北河原堤，上中条堤）を築いたと

述べられている 16)。このとき中条堤の修復のようなことが行われたのだろ

う。

しかし，近世前期において上下流でのきびしい軋礫はほとんどみられない。

それは，上中条堤より西部分が築堤されていず，上流で氾濫した洪水はここか

ら下流に流下していったからである。しかし享保14年 (1729)，この区域に約

790mの四方寺堤が築かれ状況が大きく変化した。この築造によってその上流

部の氾濫水位は一気に高まり，深刻な水害となったのである。これ以降，中条

堤をめぐり，その上下流部で深刻な地域対立が生じたのである。

では，享保年間に四方寺堤は誰により，なぜ造られたのだろうか。以下の興

味深い文章が残されている 17)。

「右御堤（四方寺堤）の儀は利根川除阿部能登守様御定場掛りにて，享保年

中見沼御新田御開発に付同拾四酉年井沢弥惣兵衛様御見立，右御新田御囲労当

村地内へ新堤御築足被仰付」

このように，見沼用水路による水田開発との関係，すなわち新たに開発され

た新田の防衛のため井澤が造ったというのである。見沼代用水路の整備と一体
（ すぬま

となって，それまで利根川氾濫域の埼玉平野にあった黒沼・屈巣沼など多くの

池沼が干拓された。ここの防御を目的にして井澤が新たに造ったのである。つ

まり，中条堤を強固にしてその上流部に大遊水地をつくり，ここに利根川洪水

を貯留してその下流部を防御しようとしたのである。

中条堤は，利根川に沿った堤防ではなく，控堤（二線堤）であり霞堤であ

る。中世に起源をもつものを伊奈氏がそのまま引き継ぎあるいは修復してい

たものを井澤は強化し，完成させたのである。伊奈氏と井澤は連続しているの

である。紀州流は，通説として河道は直線化して固定し高い連続堤防によって

氾濫させないようにするとある。さらに，この整備によって，それまでの池

沼・遊水地を干拓するとある。だが，井澤は，中条堤上流部にある大遊水地を

一層強化し，本格的な遊水地に整備したのである。ちなみに，中条堤の中をと

おり伊奈忠治によって整備されたという北河原用水の堰は，このとき井澤によ

ってその場所を移された。
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2) 近世中期の埼玉平野の河川整備

中条堤の強化，その上流部の本格的な遊水地化をベースにして埼玉平野の開

発が進められた。その一環として，綾瀬川，中川，庄内古川．江戸川でも河道

整備が進められた。綾瀬川では，寛永年間 (1624-1643) に内匠新田から小菅

まで直水路を開削，延宝 8年 (1680)小菅から隅田川落口まで新綾瀬川が掘り

抜かれていた。井澤は，享保12年 (1727)西袋より浮塚に至る綾瀬川の迂回路

をまっすぐに開削した。西袋より花又までの綾瀬川古道は，宝暦 2年 (1752).

新田に開発されている。

中川の整備では，井澤はそれまであった亀有堰を取り払い，用水源を小合溜

池等に振り替え．細流を拡大して亀有・新宿以下を一大排水路とした。享保14

年 (1729)のことである。庄内古川の整備とは，江戸川合流点の下流への変更

である。それまで北葛城郡金杉で江戸川に合流していたのを，庄内古川の排水

改良を目的として， 5km下流の三輪野村加藤まで開削した。享保年間のこと

である。江戸川でも享保13年，金杉から深井新田間で堤防の修築．今上から深

井新田間で河幅80間 (145m)，延長2里 (8km)の捷水路を掘削して整備した。

このように綾瀬川，中川．庄内古川，江戸川だけみれば井澤が行ったの

は．河道は直線化して固定し，高い連続堤防によって氾濫させないことだった

といえる。しかし，その前提に，中条堤上流部を大遊水地化する治水整備があ

ったのである。これらを合わせて考えるならば，紀州流は氾濫させない工法と

はとてもではないけれども主張できない。

V. おわりに

関東流，紀州流の通説の成立過程について，治水面，水利面から明らかにし

た。近世にはたしかに関東流，紀州流なる用語があった。だが，その内容は通

説とは大きな相違があった。それらが通説のように確立したのは，近代になっ

てからである。ただし，治水面に限ればその出発点となる主張が宝暦 9年

(1759)刊行の真壁用秀『地理細論集』で述べられていた。真壁は関東流，紀

州流なる用語を使用していないが，宝永，享保の始めから河川工法が変わった

と主張し，それ以前のエ法（古法）が通説の関東流，それ以降のエ法が通説の

紀州流であった。

通説が確定していくのは，近代になってからである。まず明治43年 (1910)
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刊行の吉田東伍『利根治水論考』によって，関東流は伊奈忠次から始まる伊奈

家が近世初期に行ったエ法，紀州流は井澤弥惣兵衛が元祖であるとした。そし

て紀州流については，治水面においてほぼ通説のことを主張した。だが，関東

流については，通説について「昔の治水」と述べているが，それが関東流とは

明確には述べられていない。

今日の通説を明確に主張したのは，昭和33年 (1958)刊行の菊地利夫『新田

開発』である。関東流の乗越堤・霞堤などによるいわゆる氾濫方式が，利根川

東遷それによる常陸川治水との関連で主張されている。つまり，伊奈家によ

って近世初期に進められた利根川東遷により，利根川洪水が常陸川に流出する

こととなったが，常陸川下流での水害を守るためにその上流部で氾濫させたと

するものである。近世初期における利根川東遷と常陸川下流との関係につい

て，このような理解は，今日，否定されている。菊地の主張の根拠は失ってい

る。

また，水利面からの関東流紀州流の通説も菊地によってはじめて明確に主

張された。

この通説の妥当性を埼玉平野の開発との関連で評価した。埼玉平野では，井

澤の代表的な水利開発である見沼代用水路が整備された。これにともない多く

の池沼が干拓された。しかし，長大用水路を利用する水田整備は，近世初期，

伊奈家によっても既に行われていた。菊地は，このことを十分承知していて伊

奈家による埼玉平野の整備を関東流とはよんでいない。

治水面について，たしかに中川，庄内古川，江戸川などで井澤は，河道は直

線化して固定し高い連続堤防によって整備した。ただし，その前提として埼玉

県北東部にある中条堤を強化し，この上流部を大遊水地化した。これがあって

こそはじめて中川，庄内古川などの整備が行われたのである。中条堤をふくめ

て考慮するならば，紀州流について通説のような評価を行うことはできな

い。

通説の関東流，紀州流の主張は困難と判断せざるをえない。
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注

1) 『国土の開発と河川』第 3章「近世の埼玉平野の開発と利根}II, 荒川」鹿島出版会，

1989。 ただしその元となったのは，「近世中期のいわゆる紀州流河川工法と利根JI!

宝暦治水調査についての考察」『水利科学』第2競き，第lQ-j尻 1985, である。

2) 『にほんのかわ』第14, 15, 16, 19号， 日本河川開発調査会 1978-1980

3) 堀江祐司編『備前堀』 P.399, 備前堀刊行会， 1969

4) 箪者は浅学にして近世文書を十分に読みこなす能力に少なからず疑問があり，不

確かな解釈をする可能性があることを断っておく。なお，編者瀧本が真壁の文を

評して「行文疎拙にして，往々通暁し難き所あるは，編者の甚遺憾とする所なり」

と述べている。箪者のみの責任ではないだろう。

5) 大谷貞夫『江戸幕府治水政策史の研究』 pp.138-172, 雄山閣出版， 1996

6) 地方巧者として活躍していた15名が，幕府に召し抱えられたとの説もある。（『浦

和市史』通史編II, P. 406, 浦和市， 1985)

7) 佐藤信淵『提防溝瀧誌』で述べられている井澤が決めたという「定法」は，この

ことだろう。

8) 『日本農書全集』 65, 開発と保全 2, pp. 59-165, 農村漁村文化協会， 1997

9) 収穫高にかかわらず，あらかじめこの期間では年貢高を固定する。

10) 大熊孝『利根川治水の変遷と水害jpp. 59-61, 東京大学出版会， 1981

11) 飯沼干拓地に対して吉田用水はほとんど機能しなかったといわれる。

12) 『備前堀』 pp.377-387, 前出

13) 『新編武蔵風土記稿』第十一巻， P.61, 雄山閣， 1996

14) 『加須市史』通史編， P.307, 加須市， 1981

15) 中条堤については，松浦茂樹，松尾宏著『水と闘う地域と人々』武蔵文化研究会，

2014, に詳述している。

16) 「乍恐以書付御訴訟申上候」『新編埼玉県史』資料編13, pp. 281-284, 埼玉県，

1983 

17) 「差上申済口証文之事」『新編埼玉県史』資料編13, pp. 284-287, 前出
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