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直江兼続の用水事業

岡博 ・阿部善雄

I 米沢警における開拓の急務

われわれは直江山城守兼続（1560～1619〕に，秀吉のような風雲に乗ずる英才を求

める必要もなく ，また，家康のような透らない巧智を求める必要もない。なぜといっ

て，兼統は天下の政治を指導しでも，30万石の執政であっても，あるいは一市井人に

すぎない地位に立つとしても，自分の見識と教養や力置を，そのY.場に応じて，よど

みなく一代に発療し， 長く社会に貢献すること のできる人物であり ，秀古や家康と，

比肩の規Jjtを異にしているからである‘ここでは，兼統の用水事業のあとをのベて，

その政治的見識のかがやきのいくらかを眺めよう。

たしかに封建時代における用；J＜路の建設は，t企業の生産最：を高め，それを確保する

という目的からいって，領主権力の基礎であるばかりでなく ，土民の労役を徴発する

点において，封建的権力の強力なあらわれといえよう。しかし米沢務にあっては，こ

の事業が，もっとさし追った事情から，おし進められたことに広口しなければならな

L、。

さて慶長 5年 （1600〕の関ガ原の役で，石間三成に味方した会津 120万石の上必景

勝は，翌 6年 8月に米沢30方bにけずられて移された。つまり所領を 4分の 1にへら

され，羽前長井郡と ::t}f~伊達 ・ e犬の阿部にとじこめられたので‘ある。 それでも兼統

（ま，牢人で離散する者のほかは，譜代の家｜孟をそっくり抱えたまま，移士、｝するという

政策をとったので，家臣を3部に移すこと ，とくに米沢城下に，その大部分の者の星

放を建設し，定住させねばならぬ大事業に当関したのでらった。こうしたなかで，兼

統の米沢落における地f立が，とびぬけて高く ， 3 .f¥j;統治の 3奉行の上にあって，藩の

政治をほとんど独裁的に処:E'Rできるほどのものであったことは， 問題の処理には，む

しろさいわいであった。

まず上杉氏の所領高が， 4分の 1にへらされた結果，当然家匝たちの食会｝を，すべ

てそれまでの 3分の lにしたが，総の財政が苦境に立ち， 家臣たちの生／；！；・も窮迫に泣

いこまれたことは，い うまでもなL、っそこで兼統は，生産高30万石の所管［を，開拓Mこ

よって，実質50万石まで上げようと考えたらしい。藩庁にも開歩所という役所をお

き，領内の開墾事業の推進と統絡をはからせている。地方行政の立｛王者である代官に
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も，村方の開拓をはげませるかたわら，任地における代官自身の開拓をすすめ，その

開拓地l土，ほとんど代官の知行高に組み入れる方針を採っていて，慶長から貞享にか

けての代官民l墾は，長井郡だけで、も，2千石をこえたc また知11-t也をもった家臣たち

も，自分の知行する村の開墾に，争って力を尽していた模様であり ，兼統はさらに鼠
たや

極的iこ，領内の諸所に田屋とよばれるやぐらをもった建物を造り，｜羽墾小屋とするい

っぽう ，そのやぐらに役人をのぼらせて，間畑の｜刻墾を監視させたくらいであった士

こうして，この開拓事業をすみやかに進めるために，どうしても潅慨に役立ち，河水

の氾＼%iも防げる多くの堰堤の建設が君、がれた。

ところで慶長 6年に 120万石の家臣たち 6千余j-iのうち，約 5千戸が米沢に移って

きたため，米沢がとてつもない混乱におちいった情裁は，たやすく想像される。どこ

にでも摘立小屋が立並び，共同風呂 ・共同便所という日常生活がくり返され，集団収

容所も多かったかと思われる。すでに慶長 3年以＊，直：江兼統が：：＋と沢の城将として，

長井郡の政治 ・軍事に当っていたが，城は小塁にすぎな く，住民（工荒地にかこまれた

淋しい褒落を形成していたにとどまり，まともに移住部隊とその家族を収容できるも

のではなかった。そうした米沢を，慶長14年までの聞に，屋敷書I］・回J書I］の整理をし

て，新しい城下町として，発足させたのであるから，たしヵ；こ兼統の力量は，すばら

しかった。それならば一体，このような困難な事1・1'1－を克服して，大ぜいの家臣団の居

住と生活の場を確立する上に，彼が巧みに実施した謀本的な方針は，なんであっただ

ろうかc 簡単にいえば，家臣たちが“緋しながら食い，かつ（j；える”ことので主る屋

敷割を行なったことである。

米沢城の東には，家臣団のう ちでも，家門が高く ，上屑の武士回である侍組の屋敷

が配置され，Wlーには御馬廻組，北には与板衆（白；江氏の直臣， 西には五十騎組とい

うような上杉氏の中心兵力を支える家臣団の屋敷が構えられたz しかしなにぶん財政

は苦しく，敷地は限られて くるので，馬廻組でも小身の者は， 1組の長倉に10世帯も

が詰めさせられ，他の軽臣に至っては，たとえ ば片町の長ft，こは20世情 ・30世帯が

訪ゐこめられたというように，移住時代の掘立小屋から解放されても，小身者や下級

の士卒の住居は，貧相なものであった。そしてこれらの城下屋敷の周囲に，いわゆる

原方の屋敷割がなされたのであるc

ご米沢雑事記」には，南の原方の屋敷配置について，こう説明している。

1JJ；－；え下知して，南原より段々東原迄町わり有ぞ先つ南as苦苗代田r.笹野（註ハ日持

久〉 ・石垣町 ・六十在家 （同上） ・111上（同上〉 ・小田町 ・信濃町 ・中!UT・佐藤庄

司国J・窪町 ・岡本町 （向上〕 ・鉄砲町 ・御弓町迄数ケ所の町，いつれも小身の輩を

被指置ご 暮し道の勝手， 又は諸口の押へなり c 南は会津口，山上は板谷口，東は仙

台口ごさてやしきの閉口11'けれは隣へ遠。i議 （衷〕へ；主住程も子力、ら次第に墾さ

候へと被中波。依之，面々の勝手を以て，すことひ屋敷つ L きの外｜成共，見立候て年



阿 ・阿部 ：直江兼統の用水事業 139' 

々田知｜にたかやす。此時耕作をはこふ役は，妻子ともへ申千l。無油断仕方也。

つまり屯問兵そっくりの屋敷割ではあるまいかっとても藩の給付だけでは，家計を

まかなうことができないために，原野を与え，耕作をさせて， 生活の道を立てさせた

わけで，東原の上下花沢 ・山方方面，西原の館山方面，北原の長町方面も，同じよ う

な屋致割がなされ，“達三開き”（兼統の法名 「主主三全智居士」からとる〕と後｜止に称

されに。これは彼のほほえましい深誌を示すものであるが，兼統は開発にあた って

も，きっとごぼうを値えさせることにして， 深く titさせることにしていた。こうして

荒地は，やがて肥沃の地に変わり，掘立小屋の群れは，事足7客に発展していった。もち

ろん，それらの原野をうるおすために，兼統が開いた用水路が，大きなてこの力を発

指していたからである。

このような屯田兵の性絡をおびた屋敷割とともに興味をひくのは，重臣たちの下屋

敷力、果した開拓の役割であろう。この濯では，重臣の下屋敷は，その家士たちが，ま

とまって｛よむ別邸を意味するのではなく，直属の家土たちを，そのような形で扶養で

きないところから，郊外の荒地をもらって，家土たちに開墾させ，それぞれ良？家を営

ませる一つの区間を指した。たとえば，兼統の上屋敷は南堀端町から花岡町jにかけた

一円の地であったが，下屋敷は｛也屋町に占め，家士たちが，そこに良ー耕のための家々

を建てて，開墾に従ったので‘あり，今の町名が示すように，問屋も造られていた。色

部氏の下屋敷であった窪田でも，松川畔で124戸が開拓し，またその他の重臣たち（中

条氏は山口新地，千坂氏は築沢，平林氏は笹子平 ・焼平など〉のそれぞれの下屋敷で

も，｜百jじ姿がみられた。

以上はすこぶる素描にすぎないが， 要するに米沢藩は，すみやかに乗りこえなけれ

ばならぬ難関として， 開拓による農業生産の拡大，それも家庭団自身による開拓の急

務iこ直面していたのて‘ある。

rr 諸堰の建設
おもの〆わ

上杉氏のrm内を流れる川に，松JI［・鬼面川 ・羽黒川 ・白川 .ll!t川などがあるつ松川

l土来上川の上流をなしており，源を山形県の 6高山の一つに数えられる吾妻山 に発

し，北上して，今日の米沢市街の東部を流れ，同じく吾妻山に源をおいて北旅する羽

黒川をあわせている。そしてさ らに， 市街地の四部を流れる鬼面川をあわせながら，

下るに従い，屋代川 ・吉野川 ・犬川 ・白川の諸川を集めて，鋭艇 240kmにおよぶ最上

川となり，日本海にそそいでいる。

直江兼統はこれらの川を利用し，城市経首と領内開拓の生命線として，つぎつぎに

水路を開き，大きな堰堤をきずいていったc そのさい上杉氏の越後時代に，彼がメlj羽

1郊の鯖石川に施した藤井坂の大土木工事の経験が，どんなに役立ったであろうか。彼

は政務の上で，幕府との交渉のために，江戸にも長くrrl＼＇在した ことがあったが， 米沢
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米沢における棋の分布

十

写真 1 7良尾堰

にいるときは，草創の劇務

のなかでも，みずから督励

し，江戸にいる ときも，1夏

心の平林正恒に乎紙で指図

して， 城市建設とこの用水

事業に，会jjをかたむけた

のであったーつまり，たが

いに表哀したこのこつの事

業に対する似の深誌と熱意

は，どうみても，尋常の改

治家のそれをはるかに抜い

たものではあるまいかっ

l、1）主ii~堰

この堰は，rh原::r：室：パ；こ

おL、て， tz：：川から分水して
。ざι

いるーそして東学山地内の

1 I IH!i:を侠切って，李山と7守

志！召 の ~l.j地区をうるおすも

のであるc

• 2 〕 猿尾堰

猿尾腹（土， 府立川にそそ

ぐ取入れ口であるが，沼；三

川1－；兼統が米沢域の外ト奈の

代用iこするために掘ったも

ので，市街地の四をめぐ

り，やがて北をめぐって三

川にそそいでいるでE友E塁走

の名：工，その綾子易：fuの簿

築の方i云が，変形をと辻ろえ，

柴に石をたたんで・l震止めす

る猿尾包の仕方を採用 した

ところから生じたものと考

えて差支えなL、。ここな川

幅会体にわたって泡止めさ

れたようである。またの名
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を追込堰ともいわれるつ特に難工事であったとみえ， 崩壊に崩壊を重ねて現在に至う

たが， n73手025年11月にコンクリ ート水門が築かれ，今にこんこんとして流れている。

兼統はまず工事に先立ち， 安山岩の白然大石 （幅 3m，縦約 1m, I享さ約 1rめをす

え，それに 「龍師火帝」（1字の大きさ約方63cm）の 4字をかご彫りにして，右ーから1

2字ずつにきざみ，その左に弥紛の種子を，その下に 「｛簿燈受髄記之Jの6'.'fニを陰刻

させた。淀川火帝の字句は中国梁の武帝のとき，散！？奇声l奥嗣が帝の命令で 次韻 した

「千字文Jのなかの一旬であり ， 竜師は竜神ともよばれ， 五風十雨をつかさどり， 水

神として紀られるe 火司7はいうまでもなく，火の神を指す。つまり洪水やひでりを心

配することなく，田畑に水

を引き，家々の用水火防に

備えられるように祈ったも

ので，Si1；、I限lの極子（うと字の

意）というのは，この大石

をヲト靭j仏になぞらえること

によ って，そのイム徳の）c現
を期待したところから，そ

う書いたものであろう。 ｛云

r.F受鎚は兼統の依頼で，祈

誌を行ない，碑文を社iいた

僧であるが，いずれの守院

の僧ともわからない。

写真 2 ci!:自市火帝の巨石

またこの大石の後日のいきさつについて， 「会i毛沢地名選」 の説明には，

I判定に直江の大石とし、ふ者あり。竹俣美作（当綱〕是を抜き去らんといふを，六十ー

在家の氏亡｜て甚だ葉ff'儀に思ひ，百口申せども作州、｜聞き入れず。無拠処，在家の者共構

て中様，若此末除lナ崩る与に至つては， 公儀普請に被成下度の御手券下し置かるべ

きの111中しければ，日lj本fi，衆述名の党訟を下しければ，在家の者共Jt:む事を得ず，

u tの大イ~iを抜ければ，下の方に直江Ill放守建之と彫しi泣けるよしc fをより水切れ

掻く！えて，取々悉く lidるLよし。且つ作j十｜のすー券今に在家に用一罫送 りにして所持の

由っ又出；江石とて二基あると云。文政七年八月谷地jbf原の堤破れてーの石碑山で、た

り 。其の銘に 「 rr~~rCT火帝J の字あり n 是は或る憎の加j· ！；＇ してすーてたる石を云。

とあるが，この堤の絞れから山たという碑は，今日堰の川上lOOmくらいのと ころに，

その痕跡がみられ，さらにその上流約lOOm；こ，掘撃して引水した堀型が残っている。

これは現在の河底からみる主， 1.Smほど高く ，河底の低下したことを示すが， ここ

から松川の水を収揚げることは，かな り難士事であったらしく，最初に手がけた郷土

某は，不成功のため切腹したと伝えられ， 一名“切腹程”と称されたということでまと
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る。要するに， 大石その他によって猿尾留をした堰揚げ口，通称切腹堰は，いくたび

も修復をかさねて引水してきたが，安氷 2年（1773〕に竹股美（乍守当綱が大石をi反払

うにおよんで， ますます河底が仮下し， しまいに lOOm下流の現在位置に，堰口を移

す ようになったのである。

この堰から松林のなかをとおって開撃されたが11m帽の濠は， lOOmほど北上して

分析とな り，そこで南原 5ヵ町に五、けられる。 本流は西に流れて， 'llii血をたどつなが

ら道願に至り ，架の木下 ・宮の前をとおって，市平fiから源を発した掘立川と合流し，

笹野 ・諸仏を流れ，市街.tfuに人っているつ

(3〕堀金権

この姻金堰は，はじめは小山田の小山田清水や，続の長治水の落7)<.を水源としたに

すぎない。堀金村はむかし16戸ばかりの小村で，自然に湧出する清水だけで十分でお

ったが，やがて村の戸数がふえてく ると，i径lt1Jf7）＼.に不足するようにな り， しかもι占；Jz

の所在地の人々は，これを堰止めて自家用に供するよ うになって，しばしば丙地玄関

で，はげしく争われるに至ったっこ こに上杉氏が新領主となってから，慶長 9年6月

』こ直江兼統の指導で，あらたに掘金堰がつく られたのである。なおこれには，面白い

写兵 3 堀金堰の取入れ口 由来がまつわっていて，ーェ罰

金村謹孤立白米」はつぎの

ように誇っている。

この年の3月に， k杉

景；勝夫人が難産となった

さい，堀金村に住む実相

坊と L、う修験が祈祷tこつ

とめたと ころ，早速安を

となったので，景勝l土大

へん喜び，褒美を与えよ

うとした合しかし突指二方

は，少しもそのような望

みをもたないからと答え， その代り ，堀金村はわずかな清水に頼るだげで，用水沼

がないため，不自由している故，どうか鬼而Jllから堰痢を渡して欲しいと申出たっ

そこで蘇 ・小山田 ・下吉田のそれぞれの堰を加えて， 新掘をさずいたので，桐原 ・

ー漆 ・堀金の 3村を うるおし2 多〈の田地を開くことができたというのであるつ

この堰の鬼面川の取入れ口は，帯刀堰から lkmほど下流の地点であるが，掘の長さ

；土l2kmにもおよび， きわめて長い堰となっている。

( 4）押i立川

指立川は市街地の西を貫流しているコ慶長14年に，兼統が腹心の重臣である平丹、正
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恒に監督させ，開撃させた川でゐったっそのときにできた土砂は，市街に運んで，地

面の高低凸凹を整理したっ谷地小路としう町が，それである。川の長さは3kmにおよ

び，松川にそそいでいる。外濠の代用であるから，堀楯川と予言くのが本当かも知れな

い。ひとたび外敵襲来というときは， ）［｜の所々を堰止め，水をたたえて防衛するては

ずである。それで、，両岸約

lOmのところは，地面から

l.5mほど，一段低くしてお

いた。この低い部分まで水

をたたえると， 25mくらい

の広い濠がでぎる。この川

筋のうち，両岸が一段と低

くなっていない地点が，数

カ所あるが，これは川を堰

止めるための場所であるつ

いざというとき，川を堰止

める方法は，へいぜい心得

写真 4 米坂線下の堀金堰

ておかねばならないので，川附近の諸士の子弟は，常にこの訓練に，心を用いね（王な

らず，そのもっとも路大に行なわれたのは，毎年七夕の日で，前の晩から川を堰止め

て，その深みで、水泳をし，また部落対抗の石合戦をしたが，この慣習は，ずっと大正

年閉までつづいていた。

慶長14年 6月 4日の江戸にいる直江兼統から，平林E恒に与えた手紙にも， 「ttH立

川水被廻可然事」 とあり ，T米沢事跡考』にも， 「其淑は吾妻山より出て， 域の西部

を続る最要書なり。域外東北に流る斗事一旦ばかり，松川に入るつ夏月蛍多し」と書

かれ，また 『米沢里人談』には，川筋のいくらかの変遷について，

上古李山大湖の下流なり。中古より其甲子吾妻山より出つ（中略〉。此川上古は今の

北寺町通を流れ，木挽町の哀を丑寅に向って松川に落つ。其後は長田丁と北町との間，

今の念仏車のある所を流るつ故に彼の地を土橋といふ。其後又今の芦付に出る。

とm明している。

〔5〕西川堰

この腹は，大頭堰また帯刀堰ともいわれている。鬼面JI!から分水しているが，米沢

時代の伊達政宗の父締宗が隠居した館山城の外濠の跡を， うまく活用して，掘撃した

ものと思われる。鬼函川のことを，白川ともいったので，西川堰の名があり，この堰

を開重量するとき，直江氏の家来，つまり与板衆が帯刀のままで，労力奉仕をしたとこ

ろから，帯刀堰ともし、うのであるつ館山に住む東条 ・中津川の諸士たちが直江氏の家

臣松本高次の指揮を受け，慶長14年から 3年かかって，完成させている。
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[ti川堰から，兼統の命令で，やはり諸土たちがブJをあわせて，木場川を掘ったが，

木場町も，すでに慶長14年の町割に入っているほどで，白川堰とほとんど時を同じく

した工事で、あったらしし、。薪木の欠乏していた米沢のセ氏にしては，大切な川であ

る。冬に鬼面川の上流の村々から流された薪木は，この堰から木場川に流しこまれる

と， 日：尺や築沢・綱本；のま；ぃ衆が，はだかでJllに入って，そのi荒木を，木場町の田に

積み上げた。そして領主の台所や，以下の士氏の家々に淫んだ合燥が用いられていた

が， この300年来の名物“水流し”が， トラックに代られたのは，まだ記憶に新しく，

宍aこ昭和12年のことであったっ

(6〕蛇堤

一名蛇土子といわれるで 自は原石垣内の東哀から，六十在家 （今の芳泉田I〕のかしら

に奈るまで， 4kmほどつづι今日もなお利用されているτ もとは慶長 6年以来，そ

の北富田河原から下河原 （今の;1;iJ出町〕までの戸間に，さ らに 4km連続していたが，

写保ごろぼろんだっ現在残るものは，高さ1.6mで， 幅が 5.5mからの規模であるて米

iノて移封の混乱のただなかで，兼統はもうこの工事をはじめたのであり，白分でもlffii首

し，これに従事した議士たちの労を，ねぎらったと伝えらiLるご

c 7)谷地河原虎防

谷地河原とは，米沢市街の東南にあたる凶原・芳泉町 ・右上豆町東真を［だLる七三，II［の

部分的な名称で，その護岸工事としてきずいたものを谷地河原堤防とよぶのであるσ

当時直江;1lt続は，みずから；；）；）jjj山に主主り，米沢成や松I[lの］］j勢をみはるかして，谷

地河原l土河底が；支く，地盤も傾斜しているので，水勢がi土；アしいため， JiIの氾濫を防

ぐのには，どうしても，この地に堤防をきずかねばならぬと決心し，大規慎な築堤を

行なったといわれているc

この堤防の断面（土角形である。つまり前面にブJを入れると ともに，後方にもっとも

志をそそぎ， i話々と流れる ；J＂.：勢で も，たやすくは破れないよう に，大石で~ずいてみ

り，上底 5m，下氏約 IOrn，斜面 12mの梯J[jを不している士後方を数段に積み，水が元

防をこえて地上に落ちるときは，しだいにその水力を安くして，土擦の流失を防ぐよ

うにと，苦心したあとがみられる合尖に大きな規1去をもった石堤防で，ほほ3kmlこわ

7ニっており， 1巴濫を防いだばかりでな く，谷地河原の流域を変えて， 米パ市街を東に

拡張するのに役立ったと
おいりらずさき

(8）御入水寝

御入水は松川の上流にふる芳泉iULf－.の去のあたりで， i医湯：ずして笹野街道の天神i百

＊ ・大清水 ・新清水 ・ti賢治水な どの湧水を加えてから， 市街地の南の七市r町にみち

びかれ，それよりしたいに各方面に分水されながら以下入Jに引き入れられる。 そして以

内と士民の用水に供されたむ全長lOkmで潅i既用にも40余ガ所で分水しているが，兼

統の見事な城rli経営の一つであろう。御域に入る水なので，御の字をつけーているわけ
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である。 とりわけ大切な水であるため，御作事頭支配の御入水奉行をおいてきびしく

管理させるよ うになった。土民もとくに留意して，朝日時以前は御入水の上流では使

用しなかったと伝えられる。姻立川以東と松川以西では， 350年来，ほとんどの者が

この御入水のおかけeを受けていたので、ある。明治時代までは，？！＜：沢市街の水路は大て

い道路の中央を流れていたもので，両側の家々が公平に使用するためと，出障のさい

の整列の基点にするためのようにいわれてきた。今日では御入水について，『元御入

水水路規員＼］』を定め，市長の任命する水路委員が管理している。

こうしてみてくると，直江兼統がどんなにすくぜれた経世の才をもっていたかが知ら

れる。たしかに彼は一世の器室人で，兵法家としては， 「軍法会Jを著わし，武将と

しては，多くの戦いで用兵の妙をうたわれ，とくに鉄砲の訓練にきびしかった。また

高い教養の人としては，当時一流の好学家 ・蔵書家として知られ， 『文選』の出版や，

落土の子弟の教育なども行なった。いっぽう植林家としては，山上村の白旗松原や，
〈まんばやし

太田の熊野林の造林につとめ，さわだった成績をあげた。それだけに彼の用 水 事業

も， その広い見識と器量の発露だときめても，相違はないが，また封建権力をになう

者として，国を治めるために水を治めたと，歴史的にも解釈されるが，しかしこれほ

どの大事業を支えたものは，果たしてそれだけであっただろうか。

彼は自分で、著わした 『四季五ミー戒書』 において， 1年を月々に追って，農作の仕方や

夫婦の愛情を，実に手をとって教えるように，名文を走らしている。それは，彼自身

の人間愛を映し出したとしか考えられない内容をもったものである。この人間愛，そ

して彼は，自分の家が断絶するこ とを覚悟して，後継者を用意しないで，元和 5年12

月 19日に死んだが，その打算なき淡白さ，おそらくここにみられる彼の人間性こそ

が，ゐれだけの大きな事業を計画し完成させる支えとなったので・はあるまいか。どう

も，そう としか考えられない。米沢郊外の彼の掘った川は，今もいのちあるもののご

とく，流れている。 （岡 博 ：ni立米沢図書館長，阿部善雄 ：東大史料編纂所員〉

〔訂正7

前号 （第 3巻第 4号〕所放論文「村上 ：シベリヤ諸河川の水女」の中下記の誤

を訂正する。

124頁第 3表一一最上欄布端 「年」を「月平均jと訂正c

123頁第12図，125頁第13図，126頁第14同一一縦軸はL、ずれも「月流水比」と

訂正。

127頁第15図一一一検軸は工月からXII月に区分したr 従ってX-XI (Automne〕の

右側の区画はXl月の位置に入れるべきで， XII月分の左端のXII-III(Hiver〕に I 

属するものである。縦軸は「季節的流水比CJ；）」と訂正。 ｜ 
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