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要 旨

本稿は、これ まで水利研究で十分に考察が加え られてこなかった棚田水利を対象 として、棚田

水利の構成原理 とそれが果たす役割を明らかにす るこ とを目的 とする。そのために、棚田におい

て雰常に級密な水利用 ・管理をおこなっている人 びとの背後にはた らいている論理 と方法 を具体

的に記述す ることに重点をおいている。

本研究の調査対象地である滋賀県大津市仰木地区では、「井堰親(いぜおや)制度」 とい う独 自の水利慣行

が残 っている。 ここでは、「下流」の末端部に位置する水田所有者を 「井堰親」 とよび、水利管

理責任者 としていた。 このような末端水利固有の管理 により、下流まで平等な水の分配を可能に

していた。本稿では、井堰組織の成員間の関係をオヤコ関係 として捉 えなお し、(1)オヤの固定性、

(2)下流の地位の再定置、(3)オヤ コの労働関係 にお ける特徴をそれぞれ示 した。そ して仰木地区で

は、このオヤコ関係を維持す ることが、結果的に領域 としての棚田保全へ とつながっていること

がわかった。

キーワー ド:オ ヤコ論、棚田水利、井堰親制度、滋賀県

1.問 題の所在

1.は じめに

近年、棚田に対する関心が高まっている。これ

.まで棚田は、農業水利の整備 を中心 とした土地改

良事業などによる一連の近代化から大きく取 り残

されてきた。自然条件に大きく規定された水利技

術あるいは作業の効率性の低 さが棚田の特徴 とさ

れ、減反政策 とともにおお くの棚田は放棄されて

きた。

このように 「効率性」 という基準のもとに切り

捨てられ続けてきた棚田が、近年、「多面的機能」

というあらたな基準のもとで脚光を浴びている。

棚田の多面的機能 としては、景観の文化的価値が

強調 されることが多いが、生産機能 ・保水機能 ・

洪水調節機能 ・土壌浸食防止機能の重要性も指摘

されている。 このうち、とくに棚田景観がおお く

の人を魅了するのは、山を切 り開いて等高線に沿

ってつ くりあげられたなだ らかな曲線や、棚 と棚

のあいだに必要以上 と思えるほど丁寧につ くられ

た土手によるもの と思われる。ただし、棚田が注

目されるかどうかにかかわ らず、そこで暮らす人

びとは、 日々その土手をなお し、田を耕 し、水 を

引きいれて米をつ くってきた。平場とは異なる条

件のもとで、棚田の維持のためにさまざまな工夫

がこらされてきたことを忘れてはならない。

これまで棚田は生産力的な観点から例外的に扱

われ、棚田の生産組織や耕作システムについては

十分に検討されてこなかった。とくに 「棚田=天

水田」というイメージが強かったためか、棚田の

水利組織については、ごく最近まで水利研究の対

象にす らされていなかった。このような状況の中

で、棚田の 「多面的機能」への着 目は、棚田維持

の しくみ、とくに棚田水利の特質を明 らかにする

とともに、その水利と、棚田という領域の保全と

のかかわ りについての検討を要請 しているともい

える。本稿 もまたその要請に応えようとするもの

である。

棚田での水田耕作においては、平場以上に灌漑

のもつ重要性が大 きいこと、とくに末端部におけ
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る水利のもつ重要性が大きいことが指摘 されてお

り1)、本稿でも、棚 田における末端水利に着 目し

ている。ただし、棚田水利の特殊性のみを強調す

るのではなく、できるだけこれまでの水利研究の

なかに棚田を位置づけたうえで、検討を進めてい

きたい。

2.先 行研究の整理と本稿の目的

そこで、まず、これまでの水利研究を簡単に整

理しておきたい。先にみ たような効率性から多様

性へという視点の変化は、平場での水利をおもな

対象 としてきた水利研究に広 く見ることができる。

これまでの水利研究では、おもに灌漑稲作農業に

おいて、用水利用を効率的 ・合理的に行い、管理

するための技術や制度のありかたが問題とされて

きた。そのため農業水利では、志村博康が示 した

ように、技術的変化によって水利が地域の風土性

から脱却で きるとい う単線的発展論の系譜で論 じ

られることになった2)。

池上甲一の整理によれば、 これは以下のように

大 きく二つに分けられる3)。第1は 「機能論」的

研究で、農業用水を生産要素である資源として一

元的に把握 し、農業水利を市場経済的に理解 しよ

うとする4)。第2は 「構造論」的研究で、 日本農

業の構造的特質と関連させた農業水利秩序の原理

や特質の解明に焦点が あてられてきた。ただ し、

伝統的な農業水利がなぜ近代化されないのかとい

うアプローチが主流だったため、高度経済成長以

降は水利用主体形成論などを除くと急速に関心が

失われた5)。

このようなアプローチに対 して、多元的発展論

とも呼ぶべ きアプローチがみ られるようになる。

たとえば、玉城哲は、他国の灌漑農業との比較を

行って、日本の灌漑農業に独自の特質を明らかに

しようと比較灌漑農業論を提起 した6)。また池上

は、畑作や施設園芸 も組み込んだ比較農業水利構

造論を提起 しているη。 さらに志村は、これまで

の水利研究が農業用水に特化しているため、地域

用水として再定置しようと試みている8)。

これまでの農業水利研究は、基本的に前者のア

ブローチによって研究が蓄積 されてきたため、棚

田のような条件不利地の傾斜地水田は研究対象に

されなかった。これには、一般的に棚田が天水田

と誤解されていたことも関係 している と思われ る。

戦後になって、竹内常行 らが、20数 か所の棚田に

おける灌漑施設の実態を明らかにし、棚田水利の

基礎的研究がおこなわれた9)。 しか し近年では、

棚田の耕作放棄の増大が問題とされ、棚田景観の

研究が活発になされるのに対 して、竹内らの棚田

水利研究 を深める方向へは展開されておらず、今

後の課題 として残されている。

これらの問題関心にもとついて、本稿は、棚田

の末端水利に着 目して、棚田水利を維持する仕掛

けがどのようなものであるのか、またその仕掛けに

よって棚 田とい う領域はどのように保全されてい

るのかを明らかにすることを目的とする。本稿で

は、これまで単線的発展論的な水利理解から抜け

落ちていた棚田水利を、水利研究の多元的発展論

アプローチへと接合するための基礎的作業として、

現代の棚 田における水利用 ・管理をめぐる人と人

との関係性の実態把握に焦点をあてて考察する。

本稿が対象 とする滋賀県大津市仰木地区は、都

市近郊の中小規模の棚田地域であるが、棚田が比

較的よく維持 されてきた地域とされている。また

写真 家 の今 森光彦 に よって世 界的 に 「里 山

(SATOYAMA)」 として有名になった地域でも

ある。さらに仰木地区では、「井堰親(いぜおや)制度」 とい

う独 自の水利慣行が現在 も続けられている。なお、

調査は、この地域の水利慣行についての文書がほ

とんど残 されていないので、聞き取 りを中心に行

ったものである10)。

II.棚 田 における用水管理の変容

1.調 査対象地の概要

仰木地区は、琵琶湖西岸の標高200m前 後の丘陵

地に位置 している。集落は、いわゆる里山とよば

れる丘陵頂部の平坦部分に東西に細長 くのび、谷

の傾斜面を利用 して階段状の棚田を築いている11)。

仰木では、河川灌漑を主体にしつつ、山から流れ

て くる清水掛か り(沢掛か り)や 溜池の水で補い

ながら、噛山深 くない水の少ない地理的状況に対応

してきた。ただし、丘陵地 という性質上、天水田

もたいへん多 く、上の田か らの 「漏れ水」や「余 り

水」を最後の一滴 まで使い回す利用がみ られる12)。
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仰木は、非常に長い歴史をもつ地域で、平安期

の比叡山延暦寺領仰木庄にさかのぼると考えられ

ている。ただし、現在の仰木地区にあたる4か 村、

上仰木(かみおおぎ)・辻 ヶ下(つじがした)・平尾(ひらお)・下仰木(しもおおぎ)となるのは江戸時

代で、『近江国石高帳』の中に初めてその名がみ

られる。仰木地区4か 村は、その後それぞれ異な

る支配下におかれることになるが、祭祀などをつ

うじて仰木地区としてのまとまりをもちつづけた。

そのため、1874(明 治7)年 に4か 村から仰木村

へ と変更する時 も比較的自然な流れと受けとめら

れ、戦後の市町村合併を繰 り返 して1967(昭 和42)

年に現在の大津市仰木地区となる。

2000年 現在の仰木地区の人口は2,710人、719世

帯、このうち農家数は377戸 あり、9割 以上が兼

業農家で、いわゆる通勤兼業農業が可能な都市近

郊地域となっている13)。仰木地区4集 落の水田耕

地面積は、上仰木103.3ha、 辻ヶ下14.7ha・ 平尾

51.9ha、 下仰木45haと 小規模な棚・田農業を営む

地域である14)。

仰木地区では、天水田を除いたすべての水田で

井堰親制度が行われている。まず、水を確保する
い ぜ

しくみとして井堰を用いている。井堰とは、河川

に石や粘土を材料とする堰を設けて川の水を堰き

止め、それぞれの水路へ取水するしくみのことで

ある。基本的に井堰とは取水口を意味する言葉と

されるが、仰木では支線水路 も含めて井堰とよん

でいる15)。井堰に用いる石や粘土は、田の石や土

の場合 もあるが、近 くの入会山か らとってくるこ

ともある。また入会山や私有林は、水を引きいれ

た り渡 したりする 「樋(ひ)」に使 うための竹をとるた

め、とても重要なものとなる。

仰木地区における井堰親制度のもっとも大きな

特徴は、支線掛か りの水 田の最下流部に位置する

水田の所有者が、水利管理責任者(井 堰親)に なる

という点にある。 この井堰親制度の原則は、仰木

地区のすべての井堰組織 にあてはまる。聞き取 り

調査では、仰木地区全体で34の井堰が確認された16)。

平均すると、一つの井堰の水配分面積は6.3haと

なる。河川下流部は、仰木内で比較的規模の大 き

い井堰組織が多いが、上流部は地形的要因もあり

比較的小規模の井堰組織が多い。

本稿が対象 とする高野(たかや)井堰 と八王寺(はちおうじ)井堰は、上

流部に位置する上仰木の水田を灌漑する井堰であ

る。仰木地区のうち、辻 ヶ下と下仰木は1980年代

図1仰 木 地 区 全 図

出典:大 津市(1973)「2500分 の1大 津市市域図」に、聞き取り調査等により筆者加筆
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から90年代にかけて相次いで圃場整備を行ってい

るため、従来どおりの井堰親制度による水利管理

を行っているのは上仰木と平尾だけになっている。

下仰木と辻ヶ下の井堰組織 についてはすでに筆者

別稿があるので、本稿では、上仰木の高野井堰 と

八王寺井堰を中心にみていきたい。

2.高 野井堰と八王寺井堰における用水利用

仰木の井堰親制度は全部で四つの型にわけるこ

とができる。 もっとも多いのが、(1)最下流の水田

所有者が管理責任者となる場合で、上流には特権

的地位が存在せず、渇水時には井堰内部で時間給

水である 「番水」を行うものである。(2)は、(1)と

基本的に同じだが、渇水時に番水を行わないもの、

(3)は、(1)のように最下流に管理責任者(井 堰親)

をお くが、上流に特権的な地位が存在する場合で、

井堰組織内部で番水を行うもの。(4)は、(3)と基本

的に同じだが、井堰組織間で番水を行うものであ

る。(3)、(4)の特権的地位が存在する井堰組織は、

仰木地区の三つの井堰でみられた。このうち本稿

が対象とするのは、(4)にあたる事例である。

支線水路の一番下流の水田を所有している井堰親

は、河川にある取水口(井 堰)を 上げ下げし、この

井堰から井堰子たちの水田までの水路、そして本

線水路を毎 日みてまわらなければならない。,もし

土堀の水路に穴があいていたら、土だんごをつめ

て水がもれるのを防 ぐとい うような日々のこまか

な見回りと点検が、井堰親のとても重要な仕事に

なっている。これらの仕事とならんで重要な井堰

親の仕事 としては、一年間をつうじて水路を維持

管理するためにかかった費用を計算 し、その費用

をそれぞれの井堰子(いぜこ)から徴収する役割がある。

井堰子は、「井堰立(いぜた)て」 とよばれる春に行われ

る溝浚いや、「井堰刈(いぜか)り」 とよばれる土堀の水路

の草刈 りに参加することが義務づけられている。

井堰立てには、「荒井堰立(あらいぜた)て」と 「井堰立て」の

二つがある。「荒井堰立て」 は、田植え前の4月

頃に行われるもので、冬のあいだに繁茂 した雑草

を刈った り、水路につ もった落葉をはいたり、水

路の崩れたところを補修 したりするたいへん労力

のかかる仕事のことをいう。これに対 して、「井

堰立て」は、荒井堰立て以外に数回行われる水路

のそうじや補修のことをいう。また梅雨から夏場

にかけてこまめに行う草刈 りは 「井堰刈 り」 とよ

ばれている。

本稿が対象 としている高野井堰と八王寺井堰は、

上仰木集落の水田になってお り、天神川から取水

して灌漑 している。図2は 、高野井堰と入王寺井

堰掛か り田の範囲と水路、水利管理責任者の「井

堰親」の位置を示 している。小さい矢印は、それ

ぞれの田へめ水の流れを表 している。この図をみ

てもわかるように、水路の末端部に位置する水田

の所有者が 「井堰親」とよばれる水利管理責任者

となっている。これは土地つ きの権利であるため、

水田が売買されない限 り、特定の家が井堰親の役

割を担いつづける。

図2高 野 井堰 ・八 王 子 井堰 掛 か り

出典:大 津市(1973)「2500分 の1」大津市市域図に、聞き取り調査等により筆者加筆
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(1)高 野井堰の事例

高野井堰がいつ頃形成されたものであるかは明

らかにされていないが、1917(大 正6)年 の 『稲苅

覚帳』に当時の井堰成員数がかかれている。高野

井堰の構成員は24戸、井堰掛か りの灌漑面積は約

4.3haで ある。高野井堰の1戸 あたり平均所有耕

地面積は0.18haと たいへ ん小規模なものである。

仰木地区の平均所有耕地面積がおよそ0.5haで あ

ることから、1戸 あたり平均三つの井堰組織に同

時に所属 していることになる。また、高野井堰の

構成員のうち「番次(ばんつぎ)」という地位をもつ者が11戸

存在する。支線の上流部にあたる番次の灌漑面積

が約2.4haで あ り、総灌漑面積の2分 の1以 上を

占めている。

「番次」というのは、番水制のときに、朝番 と夜

番の間の2時 間だけ水を取水するというように、

水の番 と番を次 ぐ意味か ら名づけられたとされて

いる。番次1戸 あた りの平均所有耕地面積は0.24

haで あるため、たいへん小規模な水田経営であ

るのだが、番次以外の成員 とくらべると1.3倍 ほ

ど耕地面積が大きいことになる。さらに番次は、

水路の補修や溝 さらいや草刈 りなどの煩雑で労力

のかかる管理作業への奉仕義務を免除されている

という権利 をもっている。この管理作業は、用水

権の確保と密接不可分の ものであるだけに、作業

参加義務の免除は大 きな権利であると井堰子たち

は捉えている。

また棚田での水利管理作業は、ただ用水 を引き

いれるために水路 を共同で管理するだけではない。

棚田は、傾斜が きついため畦畔や土手が崩れやす

く、下の田に常に被害をあたえる可能性をもって

いる。そこで、畦畔の管理、おもに土手面の共同管

理が非常に重要なものになる。そ してこれは用水

管理のように水が必要な期間だけ管理すればいい

わけではなく、年間を通じた管理が必要となる。つ

まり棚田水利においては、この畦畔管理を含まな

い用水管理は実態 として意味をなさないといえる。

実際 土手崩れの復旧とそれに ともなう水路の

補修は非常に労力のかかるもので、番次がこの作

業を免除されていることは、とて も大きな権利で

あると下流部の井堰子は認識 して きた。ただし10

～20年 前 ぐらいから、暗渠が崩れた場合は、番次

も補修作業に参加することが義務づけられるよう

になった。また、管理にともなう必要経費や工事

費は、昔から番次も負担 している。

では、下流に対する番次の優位性は一体何に由

来しているのだろうか。番次の成員が記された資

料17)のなかに、上仰木を最初に開いたとされる 「親

村(しんむら)」の構成員の一部がかさなっていることから、

番次は古田優位の原則 によるもの と考えられる。

「親村」というのは、中世の仰木庄 という庄園を

基盤 とする宮座で、「宗徳 ・浄恵 ・浄光 ・真法」

の4株 に分かれている18)。これら4株 の名は、仰

木の開発者の子供の名とされてお り、仰木村4地

、区のうち上仰木と辻 ヶ下にのみみられる19)。

このような開発の歴史に加 えて、聞き取 りにお

いても 「なんでバ ンツギができたんかいう詳しい

ことはわからんけど、下のもんは上から水 を分け

てもらわなあかんし。それにやっぱり上から先に

開けていったんやろうなあ」(T.K.氏 、2000年10

月8日)と 言われている。つまり、下流の井堰成

員は、事実の当否は明らかではないが、基本的に

仰木では上流に位置する田は早 くから開発 された

ものであろうし(古 田優位)、 そうでなくとも下

流 より上流 は有利(上 流優位)な ところとして番

次を捉えている。このように上流かつ古田である

と認識 されているからこそ、番次の権利を受け入

れざるをえないことになる。

資料の制限のある現時点では、番次のうち親村

構成員については、開発の歴史上、古田優位原則

を適用することがで きるけれども、残 りの番次に

ついては、上流 という地理的優位性を利用 したも

のではないかと思われる。また聞 き取 りの中で、

高野井堰の番次を除く成員は、自分たちを 「高野」

の者として 「番次」 と区別 していたことか ら、番

次の下流部に位置する水田の耕作者を正規の高野

井堰成員 と捉えていたと考えられる。

そ して、この下流の正規の高野井堰内部につい

ては、井堰親と井堰子による水利運営が行われて

いる。現在の高野井堰の井堰親は、水路の最末端

の水田に位置するT.K氏 がおこなっている。そ

して番次田内においても、番次のなかで最末端部

の水田の所有者が番次井堰親 となっている。ただ

し、番次井堰親は、副井堰親的位置づけである。
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番次井堰親は、番次の意見を収集 し、高野井堰掛

か り田の下流部に要望を出す時に番次の代表とな

る。 また、番次田の水路の見回りなどを担当して

いる。

高野井堰では、井堰 を八王寺井堰と共有 してい

るため、田植え前の3月 下旬から4月 にかけて

「荒井堰立て」を八王寺井堰 と共同で行う。 これ

は、「井堰刈 り」 とあわせておこなわれる。荒井

堰立ては、取水口から本線 は番次以外の成員でお

こなわれる。ただ し、 この井堰立てがおこなわれ

るのは、主として番次側の水路である。高野井堰

に限 らず上仰木は急傾斜のため、上流の水路は崩

れやす ぐ、上流の維持管理 をこまめにおこなわな

いと下流まで水が流れなくなるため、下流にとっ

ても上流の維持管理がとくに重要だとされている。

荒井堰立て後は、井堰からそれぞれの井堰所有の

支線水路に対 して取水がおこなわれるが、高野井

堰 と八王寺井堰に6対4の 割合で配水 している。

これは、番次 もあわせた高野井堰の総灌漑面積と

八王寺井堰の総灌漑面積の比に対応する。配水は、

「分木(ぶんき)」とよばれる切 りこみをいれた木を用いた

定木分水を行っていた。

(2)八王寺井堰の事例

八王寺井堰の構成員は14戸 からなって おり、井

堰掛かりの灌漑面積は約2.5haと なっている。八

王寺井堰の1戸 あた り平均所有耕地面積 は0.18

haと たいへん小規模なもので、高野井堰 とおな

じぐらいの耕地面積の規模 となる。井堰親は、井

堰掛か り田のなかでも最末端部の水田の所有者で

あるI.F.氏 が担当 している20)。八王寺井堰には、

高野井堰のような番次の存在はみ られないため、

番次井堰親は存在 しない。つまり八王寺井堰は、

仰木地区に広 くみられる井堰親制度と同 じ構造を

とっている。

井堰の管理作業については、高野井堰とおなじ

や り方でなされる。取水堰から分水点までの本線

については、高野井堰 と共同で荒井堰立てをおこ

ない、本線の作業がおわると八王寺井堰の支線で

荒井堰立てや井堰刈 りがなされる。井堰立てや井

堰刈 りは、水路に流れる水の状況などをみて、井

堰親が判断しておこなう。八王寺井堰 も、高野井

堰 と同様に、急傾斜地に位置 しているため、井堰

立てや井堰刈 りを頻繁におこなうことで井堰の維

持管理につとめてきた。

荒井堰立て後の配水についても、高野井堰 と同

様である。 ただし八王寺井堰は、竹でつ くった

「樋」を用いて配水するところがいくつ もあり、田

越 し灌漑において樋を利用する例が多 くみられた。

この樋は、畦に数か所おかれて下の田に水を落と

すこともあるが、田の土手の中央部に長い樋 を埋

めこんで、田の浸透水を下の田にお とす こともみ

られた。これは、少ない水を最後の一滴 まで使い

きると同時に、水は けをよくするための工夫でも

ある。また、一筆ごとの水利用の しくみについてみる

と、すべての田が水路 と接 してお り、その水路か

ら直接水を田んぼに取 り入れている。この田の取

水口と排水口は隣接 してつ くられる。ただし、田

越 し灌漑をおこなう時は、田の両端2か 所と中央

部1か 所から下の田へ水を落としてい く。ちなみ

に仰木の田越 し灌漑は、所有者を越えて田越 し灌

漑がなされることはなかった。つ まり、所有者が

同一の水田の範囲内でのみ田越 し灌漑はおこなわ

れていた21)。

こρ他、水路の補修や工事にともなう費用負担

は、高野井堰と八王寺井堰のあいだで6対4の 割

合で費用負担することにならている。これは耕地

面積比にもとついて決められた配水割合比 と等 し

い。 また、各戸への負担は反別にしたがってなさ

れている。

(3)高野井堰と八王寺井堰における 「落シ水」

普段の水利用は、これまでみてきたような独特

のや り方でなされるが、渇水時になるとさらに地

域固有の水利用 ・管理がみられやすい。これまで

にもいわれているように、 この渇水時の対応にこ

表1高 野・八王寺井堰の 「落番」

注1● は 「落番」を、○は 「空番」を表す。落番は取水でき

るが、空番は取水できない。
注2「 改大正六年壱月 番組稲苅覚帳」、および聞き取り調査

を元に著者作成。
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そ、水利慣行の性格が表面化する。高野井堰では、

番水制のことを 「落シ水(おとしみず)」または 「時間水(じかんみず)」とよ

び、水を利用する番 を 「落番(オ チバ ン、オ トシ

バン)」とよんでいる。

井堰間で 「落シ水」をする高野 ・八王寺井堰で

は、表1の ように、3日 ごとに落番がまわってき

て、5日 ごとに朝水 ・夜水 ともに一巡するしくみ

になっている。さらに、高野井堰においても、八

王寺井堰においても、下流にあたる下がはじめに

取水するようになっている。このように下流か ら

順番に取水するように 「落シ水」すなわち番水制

がつ くられている。そ して、番次は、夕方の5時

か ら7時 の間の2時 間と非常に限定された時間で

のみ取水を許可されている。

水は一度ためてももれる水が大きいので、一概

に入水時間のみで比較することはできないが、2

時間の入水では、「渇水でひび割れた田んぼには、

たいした足 しにならなかった」(2001年10月8日

K.T.氏)と いう。 また番次田の面積から考えて、

2時 間の取水は少なすぎると思われる。つ まり渇

水時は、他の井堰成員に比べて、番次の権利性は

発揮されておらず、むしろ弱められているといえ

よう。また井堰の管理は、高野井堰親の仕事であ

り、番次であっても井堰を勝手にさわることはで

きない。このように、実質的に下流の最末端部の

者が管理責任を担っている。たとえば、入水時間

を越えても下に水を流そうとしない時は、井堰親

を中心に水番をする者が下に水を流させることが

できた。

この番水で重要な点は、水利管理責任者である

井堰親がいる下流から順番に、かつ番次よりも長

い時間取水 しているということである。このよう

に上流には 「番次」という権利をもつ水田が存在

する一方で、渇水時は下流を中心にした水利運営

がなされている。番次の優位性の部分を代替する

ような仕掛 けが、番水制においてなされていたと

考えることができるだろう。

また、平場水利 と比べた場合、棚田水利では、

上流に対する下流の脆弱性 はきわめておおきいと

される。下流は、そのような脆弱性 を抱えている

がゆえに、最末端まで用水を確保し水路を管理す

るために、井堰親 という存在は非常に合理的なも

のであったとも考えられよう。

3.高 野井堰と八王寺井堰における

用水管理の変容

(1)高 野井堰と八王寺井堰との関係の変化

高野井堰 と八王寺井堰は、井堰を共有 して維持

管理 してお り、両者のあいだに用水の配分が決め

られている。 しかし両者のあいだで昔から井堰を

共有 していたわけではなく、昭和初期に、天神川

が大氾濫 した時に、河川に設けられていた井堰が

すべて流されてしまい、河川改修にあわせて井堰

を合口 したという歴史的経緯 をもっている。合口

以降、井堰や水路の管理については、高野井堰と

八王寺井堰の共有部分である井堰か ら分水口まで

を共同で維持管理 している。これは現在でも続い

てお り、番次の作業免除規定 も認められている。

また費用負担については、耕地面積比にもとつい

て決められた配水割合を適用 し、高野井堰 と入王

寺井堰それぞれ6対4の 比で負担している。

井堰は、川を堰 き止めて取水するという性質上、

井堰間の関係性はつねに緊張状態にあるといえる。

そのため、井堰組織間の連絡組織や連合組織が形

成される契機が存在することになる。しかし、谷

に河川が流れる棚田地形では一定の距離を空けて

堰をつ くれば、水のとりあいをしなくても灌漑に

必要な水量を確保することができたという。こう

いった地形的要因と、井堰内部における非常に緻

密な水利用 ・管理によって、仰木地区においては

井堰組織間の連合組織が形成されなかったと思わ

れる。このように井堰組織は戛相互に独立 した存

在として捉 えることができる。ただし高野井堰 と

八王寺井堰は、合口によって井堰を共有 している

ため、仰木地区のなかでもめずらしい井堰共同管

理がみ られた。

現在でも高野 ・八王寺では、水利作業への全戸

出役が義務づけ られ、作業の参加率も高 く、支線

水路の共同管理がかなり維持 されている。棚田水

利を維持するためには労働力がなによりも必要で

あるため、不参料を基本的にとらないことになっ

ている。そのため、作業に参加できない人は、自

分がいつも割 りあて られる水路の溝さらいや草刈

りと自分の田の水路周辺の草刈 りを前 日までにす
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ませてお くか、作業に参加する人たちのために酒

1～2升 かジュースを差し入れることになっている。

(2)水 利用 ・管理の粗放化

高野井堰では、井堰所有の共有ポンプは設置 し

ていないが、個人ポンプの利用がみ られる。仰木

地区では、水利用 ・管理の粗放化がみ られるとこ

ろも多 く、高野井堰の個人ポンプ利用 もそのあら

われである。個人ポンプの利用は、基本的にきび

しく禁 じられているのだが、それにもかかわらず、

井堰の水路か ら直接取水する小型の個人ポンプ を

使うということが、上仰木集落で早 くか らみ られ

た。この個人ポンプの使用は、井堰内部の用水利

用 ・管理の変容を示すのによい事例である。

ただし個人ポンプといっても、いつでも自由に

ポンプで水をくみあげていいわけではな く、一定

のきまりが暗黙のうちに共有されている。基本的

に田植え時期の利用は禁止されているが、それ以

外の時期はよその田でどの程度水が入っているか

様子をみながら行われる。つまり、井堰掛か り田

全体の水利用を阻害しない程度でポンプ使用が許

容されているといえる。そして、このような個々

の井堰子の調整がうまくいかなくなると、井堰親

が個々の井堰子の利害をその場で調整 しながら折

り合いをつけていく。

棚田のように急峻な地形をもち絶対的な水不足

にある地域では、限られた水をわけあう緻密な水

利用 ・管理方法をとらなければ、井堰掛か り田全

体がたちゆかなくなってしまうことは明らかであ

る。そのため、個人ポンプの利用や管理は、個別

的水利用 ・管理の粗放化として捉えられることが

多いが、 じつはこのような傾向が進めば進むほど、

井堰掛か り田全体を見渡 した利用 ・管理のもつ重

要性が顕在化せざるをえなくなる。つまり、井堰

がかり田全体の統括者としての井堰親の役割がい

まなお非常に重要な意義をもつことになる。その

ため井堰親制度は、一番水利条件の悪い土地の所

有者を水利管理責任者(井 堰親)と するというよ

うに、「土地つきの権利」 として固定化すること

で、水利秩序の維持に重要な役割 を果たしている

と考えられる。

最後に管理内容の変化についてみてみると、 コ

ンクリー ト水路が導入された部分では荒井堰立て

などの作業回数がかなり減ったが、全体的に土堀

の水路が多いため井堰刈 りが重要な作業 となる。

夏場の井堰刈 りの回数もすこし減ったが、3、4

日に一度草刈 りを行わなければ、水路が草に覆わ

れてしまう。このように今なお、畦畔の草刈 りと

あわせて、永路の草刈 りはこまめに行わなければ

ならない状況にある。

III.井 堰組織の構成原理 と領域保全

1.井 堰組織の共同性を支える論理

仰木地区の水利慣行である井堰親制度において

は、井堰親と井堰子 という構造をつ くりだし、こ

れによって水利運営がなされていた。そ して、こ

のオヤコ関係をつうじて、下流まで平等に水を分

配する水利秩序がうみだされてきた。棚田という

地形に規定されつつも、井堰組織の共同性をささ

える原理は、このオヤコ関係にみいだされるので

はないかと思われる。そこで、井堰組織のオヤコ

関係を、民俗学におけるオヤコ論を参考にしなが

ら検討してみたい。

まず、労働組織 としての家は、「オヤコ」とい

う言葉を用いて説明することがで きる。柳田國男

によると、オヤコは、「労働組織 における統率者

としてのオヤと労働単位としてのコの関係、とい

う広いもの」であるという22)。つまり、ここでの

オヤコは、家父長制的秩序としての関係ではなく、

親和的な関係 として捉えられるものである。本楕

で取 り上げるオヤコは、柳田のいうオヤコに非常

に近いものである。

そこで、井堰組織におけるオヤコ関係の特徴 を

つぎに考えてみたい。井堰組織のオヤコ関係は、

(1)オヤの 「固定性」、(2)下流の地位の再定置、(3)

オヤコの労働関係のあり方に特徴がある。

第1に 、二つの側面から井堰親を固定化してい

る点に特徴がある。水利 といっても水田を基盤に

して営 まれるため、「井堰親」 という役割を水田

そのものに与えていた。そのため井堰親田の所有

者が井堰親を担うことになる。水 という変動する

ものを利用 ・管理するために、土地という固定的

なものに水利管理責任者の基準を求めることで、

井堰親の地位や役割も固定的なものになっている。

別の側面は、井堰親田の位置である。井堰親田は
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下流の最末端部におかれ、この水利条件の悪い井

堰親田が売買されることはなく、一つの家で継承

されてい くことになる。ここに、井堰親の固定制

がうみだされる基盤が形成される。

第2に 、地理的に水の不利な条件にならざるを

えない下流部を救済するという手段をとらず、こ

の下流に井堰親 という 「権利 ・義務」 と 「責任」

を与えていることである。これによって、「上流」

対 「下流」という構造のなかで下流に独自の地位

をあたえて、棚田水利固有の関係性をつ くりあげ

ていると考えられる。これは、棚田全体を維持し

てい くために、上流 と下流のどちらにとっても合

理的な選択 と考えられる。

第3に 、オヤとコの労働関係についてである。

オヤは柳田も指摘するとお り、労働組織における

統率者としての役割 を担う。例えば、溝 さらいや

草刈 りの準備をし、作業当日の仕事の役割分担を

行うなど全体的な差配が重要な仕事 となる。つま

り、井堰親は、井堰がかり田全体を常に把握 して

おくことが必要 とされる。

ただし、井堰親は柳田のいうような統率者 とし

ての役割のみを担っているのではない。むしろ、

仰木での聞き取 りによると、井堰親は日々の水路

の見回りや維持管理を行っていた。これら普段の

労働-き つい労働 ・仕事 とされる-に 従事す

ることが、井堰子か ら井堰親に対する信頼を築き、

井堰親の地位をつ くりあげていたとも考えられる。

それに対 して井堰子は、井堰親の差配にしたが

って割 りあてられた労働をおこなってきた。 また

普段は、とくに決め られているわけではないが、

自分の田にとなりあっている道(農 道)や水路の草

刈 りなどをしている。さらに井堰親が目の届かな

い細部の問題すなわち自分の田に直接的 ・間接的

に関係 して くる問題を井堰親に伝えることも重要

な役割となる。このように、さまざまなコの利害

関心が存在する状況の中で、オヤによって全体的

な維持管理の方向が決まるとともに、オヤとコの

関係は相互補完的でもある。

2.「 オヤコ」関係と井堰掛かりの境界 ・領域

このような末端水利運営のためにうみだされた

オヤコ関係 と、井堰掛かりの境界や領域はどのよ

うな関係にあるのだろうか。水利におけるオヤコ

関係は、棚田という面的な領域にどのように表れ

るのだろうか。

まず、井堰組織の成員であるものを正規のオヤ

コとすると、正規のオヤコ関係が営む水田の範囲

と、正規の井堰掛かり田の範囲とは一致する。こ

の点では、オヤコ関係 と井堰掛かり田の境界 ・領

域にはズレがみ られない。

しかし、実際の水利用においては、オヤコ関係

に含まれない天水田所有者の田にも、井堰の 「余

り水」や 「漏れ水」が流れこんでお り、この水 を利

用 して灌漑がなされている。時には、樋を用いて

配水 されているため、一見 したところ天水田とは

捉 えられないものもある。このように、オヤコ関

係を超 えた領域で水利用がなされてお り、オヤコ

関係と井堰掛か り田の範囲にはズ レが生 じている。

ただし、天水田の水利用は、比較的水に余裕が

ある平常時のみみられるものであるため、天水田

に水をまわす余裕がなくなる渇水時は、天水田は

井堰の水を利用することができない。つまり、水

の存在量に応じて、オヤコ関係が濃 くなった り薄、

まったりする。それにあわせて、井堰掛か り田の

境界 と領域が広がった り狭 まった りする。

また天水田は、潜在的な 「コ」 として考えてお

くことも必要であると思われる。例えば、上仰木

ではみられなかったが、下流集落の井堰では、水

余 りと労働力の不足などを背景として、天水田を

組み込んだ管理をしたり、天水田に用水権を譲 っ

たりする例 もみられた。つまり、井堰 オヤコと天

水田との関係は、完全に断絶 しているわけではな

く、天水田は常に 「オヤコ」関係に組み込まれる

潜在的な可能性をもっていると思われる。 このよ

うに水利におけるオヤコ関係は、棚田の境界や領

域を生成するとともに、変容 ・再編 もさせるもの

として表れてくることがわかる。

ここまで自然条件の中で もとくに大 きな影響を

与える 「水」に規定される側面に焦点をあてて、

オヤコ関係 と棚田の境界 ・領域 との関係をみてき

た。では、人びとの主体的で能動的な動きに着 目

するならば、これらの関係はどのようなものにな

るのだろうか。
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3.「 ゆれうこく」境界と 「相互転換」する領域

水利は、自然条件の変動に大 きな影響を受けざ

るをえないが、近年では人びとがつ くりだす変化

が大 きくなりつつある。そこで、後者の人々がつ

くりだす耕作放棄の増加による変化に焦点をあて

てみたい。実際、仰木でも近年棚田の耕作放棄地

が増加 しつつある。ただし、耕作放棄率が低い状

態で安定 している点に特徴がある。棚田はこれま

で水田として利用 ・管理されてきてお り、減反政

策が とられるようになると、水田の維持管理が一

番たいへんな水利の悪条件 な地域、すなわち下流

部の田か ら順に水利用の粗放化がなされ、耕作放

棄が進んでいくことになる。

棚田の耕作放棄 とは、基本的に水田の放棄であ

り、耕作放棄は水田の維持管理作業への不参加を

意味する。また水利作業に参加 しないということ

は、水利を維持管理するためにつ くりあげてきた

関係を放棄することであり、これは 「オヤコ」関

係の解消すなわち成員権の喪失へとつながる。つ

まり、棚田を耕作放棄するとは、棚田一枚を維持

管理するために網の目状にはりめぐらされた関係

性 を断ち切る行為なのである。

これを境界と領域という観点か ら捉え直 してみ

よう。そ もそも棚 田という「ノラ」(耕作地)は 、

ヤマ(山 林)を 開墾することによって作 り出され

てきた23)。傾斜地に開かれた水田は、「ヤマのノ

ラ化」 というプロセスを通 じてうみだされる。 し

かし近年では、これまで棚田であったところが耕

作放棄され、そのまま草木が生い茂った り、また

は積極的に植林を進めた りすることで、ヤマ化が

進行することがみられる。これは、ノラであった

ものがヤマに変化するという点で、「ノラのヤマ

化」 と捉えられる。

このようにノラとヤマの領域は、それぞれ相互

転換 しうる領域 として理解される。それゆえ、ノ

ラとヤマの領域はそれほど明確なものとはいえず、

両者の境界はさらに複雑にならざるをえない。 と

いうのは、ノラの周縁部からヤマ化 していくのが

一般的とされるが、仰木では、かならずしもその

ようにはいえないからである。実際、ノラに虫食

い状に耕作放棄地が広がるというこどがみられる。

したがって、境界 というのは、確定できないまま

「ゆれうごく」存在 としてたち現れざるをえな く

なる。

では、境界や領域がゆれうごくなかで、井堰組

織のオヤコ関係はどのような役割を担ってきたの

だろうか。これまでみてきたように、高野井堰と

八王寺井堰では、井堰親制度を支えているオヤコ

関係を通 じて、絶対的な水不足が存在するにもか

かわ らず水分配を絶妙なバ ランスでおこなうこと

を可能にしていた。また、 もっとも放棄されやす

い末端の水田を井堰親田とすることで、水利の統

括者のオヤが勝手に田を放棄するのを食いとめ、

オヤコ関係をつなぎ続ける方向へ と向かわせるこ

とにもなっている。つまり、用水を共同で利用 し

管理するためにつ くりあげ られたオヤコ関係をつ

うじて個々の棚田が維持管理され、結果 として面

的に広がる棚田を保全することへ とつながってい

たのである。

IV.お わ りに

本稿 は、棚 田の末端水利組織 における用水利

用 ・管理の方法と棚田の境界 ・領域の変化を考察

することをつうじて、どのようにして棚田水利が

維持 されてきたのかを明らかにしてきた。また、

なぜ棚田が維持 されてきたかという問題について

は、末端水利を支える人と人との関係性を棚田水

利の構成原理 として提示 した。そして、棚田水利

を支える論理 と方法を具体的に記述することに重

点をおいてきた。その結果、水利用をめ ぐる人と

人との関係すなわち水利慣行 という制度は、一見

同 じように維持されているようにみえるのではあ

るが、実はさまざまな外部条件の変化に適合する

ために、その時々の状況の変化に応じた工美を凝

らしていることがわかった。たとえば、小型ポン

プの導入における井堰親の対応や、耕作放棄とオ

ヤコ関係 との関係をみてきた。

井堰親制度は、制度的には、昔 も今 も一見同じ

ようにみえるため、慣行が変化せずに持続 してい

ると考えられがちである。そ して一般的にこのよ

うな慣行は、これまで不合理な旧慣 とみなされる

ことが多かった。 しかし、水利用をめぐる人と人

との関係性をよりつぶさにみると、井堰親制度や

制度を支える人と人との関係性は、実は内外のさ
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まざまな変化をも含みこんでダイナミックに対応

しうることがわかった。この ようにその時々の状

況の変化に対応することが、結果的に現在の棚田

の境界や領域を全体として保全 してきたと考えら

れる。

本稿では、棚田における末端水利に着 目するこ

とによって、棚田地形に規定されなが ら形成され

る、平場水利とは異なる、 もう一つの水利のあり

方を提示した。棚田という領域は、具体的な利用

を通 じで生成される関係を 「つなぎ続ける」また

は 「つなぎ直す」ことで維持されてきたことも、

その水利の検討をとお してあきらかになった。こ

うして水利研究のなかに、あらためて棚田水利を

位置づけることで、水利の展開の多様性の一端を

示すことができたと考える。

ここにみられる水利とそれによる棚田という領

域の保全の工夫は、水道化 してしまった平場水利

と田という領域との関係を問い直すことにつなが

るだろう。さらに、これ らは、一方では景観を保

,全 しつつ、もう二方では水道化の導入を促進する

ような、近年の中山間地における土地改良事業(圃

場整備事業)や 「環境保全型」農村整備事業のあ

り方を、あらためて考えさせる契機 となりうるの

ではないだろうか。
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