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狭山池 日本最古のダム式ため池 国指定史跡 大阪府大阪狭山市

• 古代土木技術の謎を解明：狭山池改修の歴史

狭山池は飛鳥時代に誕生、1400年近くも大阪平野にかんがい用水を供給してきた日本最古のため池。『古事記』や『日本書紀』に登場
する。この時代、国は「農は国の大本なり」と池溝開発を進めた（全国800か所）。 池：かんがい用ため池、溝：水路

❶ 明治・大正・昭和の改修 ❷ 江戸時代の改修 ❸ 慶長の改修
❹ 鎌倉・室町時代の改修 ❺ 天平時代の改修 ❻ 行基の改修
❼ 狭山池の誕生（616頃） ❽-① 734の地震 ❽-② 1596 伏見の大地震

平成の大改修で数次にわたる改修の痕跡や各時代の最先端技術が見つかった。
大阪府立狭山池博物館は、それらの遺構を保存・展示を目的で2001年に開館した。
1400年間のタイムカプセルを見ることの出来る土木開発史専門の博物館である。

コウヤマキ（高野槇）をくり抜いた樋管
幹の直径：約75ｃｍ、長さ：約60ｍ
伐採：616年（年輪年代測定法より推定）

移築した堤の断面：各時代の痕跡を刻む
堤体保存に10年の歳月、世界初の試み

＊堤体に見えるポツポツと穴のようなものは、堤防を強化するための敷葉工法。
古代東南アジアに広がる盛土工法の伝来を物語る。
＊行基（668-749）：僧侶として布教のかたわら、洪水や水不足で悩む人々のために
池や溝を掘り、橋をかけるなど、多くの人々を動員する力を持ち、日本の国づくりに貢献した。
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満濃池 日本一のかんがい用ため池 香川県まんのう町

1300年以上の歴史を刻む

香川県は雨が少なく、昔から干ばつ対策としてため池が造られてきた（今も1万4000個以上）。満濃池は

古代における土木技術の粋といわれ、貯水量1540万㎥、農業用ため池としては入鹿池（1676㎥）に次ぐ。

空海の偉業

満濃池は大宝年間（700年頃）に築かれたが813年に決壊。讃岐出身の空海（774-835）が修築に当たった。

空海は池の堤防をアーチ状に築き、強大な水圧をがっちりと受けとめるという現代のダムに通ずる工法で、

唐留学時に学んだ土木技術を駆使して池を改修した。

工事が始まると、空海の徳を慕う人々は雲のように集まり、進んで労働奉仕を志願したという。

苦難の改修史

満濃池はその後も度々決壊し、池の中に池内村という集落ができるほどだった。藤堂高虎の家臣・西嶋八兵衛（1596-1680）は、

優れた土木技術を駆使して修元させた（讃岐の恩人）。その後も度々、廃池の危機に直面したが、命がけで改修工事が行われてきた。

普請には大勢の人々が動員され、地元の負担は大きく、「百姓泣かせの池普請」といわれた。

満濃池は、瀬戸内海河口からおよそ16㎞上流、金倉川をせき止めて造られた。
満水時の貯水量は、東京ドームの約12倍。左手が護摩壇、右手は現在の取水塔

ユル抜き
毎年6月上旬に行われる田植前の伝統行事。ため池の

底から水を抜き、下流の水田に水を送る。
香川県では、満濃池のユル抜きに合わせて、県下全て

のため池で一斉にユル抜きが行われる。千年以上にわた
り、受け継がれてきた日本の水文化の象徴でもある。

弘
法
大
師
空
海
像
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今も実働する日本最古の

朝倉揚水車

山田井堰：「水を最も取り入れやすい位置
は最も災害を受けやすい所でもある」とい
う格言を熟知した上で、川岸と直角にせず
斜め堰にしてある。

＊筑後川の水を汲み上げる
かつては桶の両端に縄を付け、2人で川の水を汲み

上げる「打桶」が使われたが、１反歩のかんがいに
6時間を要し、炎天下の重労働は死ぬまで続いた。
足踏み式の水車（踏車）も使われたが、田に水を汲

み上げることは容易ではなかった。
＊水車のはじまり
数々の試行錯誤をくり返しながら、自動回転式の

水車が誕生した。水車は５年ごとにつくり替えられ、
水車製作の技術が受け継がれている。

朝倉の農業は、暴れん坊・筑紫次郎との「水の戦い」歴史だった。筑後川の水を取
り入れて豊かな実りある水田にしたい…。この願いを実現するために、堀川用水と山
田井堰がつくられ、その後、試行錯誤と改良を重ねて水車群が誕生した。堀川用水の
開削からおよそ120年経っていた。

朝倉の水車は三連水車は寛政元年（1789）、二連水車はそれより少し前に設置され
た。三連水車１か所、二連水車２か所、計７基あり、規模・揚水量とも国内最大。
堀川（取水口より九重橋）とともに国の指定史跡。

山田井堰は、堀川用水の水量増加と下流のかんがい用に筑後川全体を総石畳に改修
したもの。工事は庄屋の古賀百工（1718-1798）が延べ62万人を指揮して、1790年に
完成させた。百工は「堀川の恩人」として今も崇敬されている。

『水車物語」より

福岡県朝倉市 国指定史跡

二連水車三連水車
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「はねつるべ」による水汲み（ 3人掛）
干天が続くと早朝から夜遅くまで、必死に
水汲みを続け、農民は疲労困憊したと伝わ
る。1万基を超える井戸ごとに、はね木が
林立する様は、港に浮かぶ帆柱の群れのよ
うだったという。

「はねつるべ」に次いで普及したのが足踏
みポンプ。水が枯渇すると、稲株に「どび
ん」で水を注いだが、収穫に至らず、全て
徒労に終わることが多かった。

豊稔池 日本で唯一の５連マルチプルアーチダム

● 農業水利における近代ダムの先がけ
香川県の西端に位置する大野原は、古来、水利に恵まれず、水との闘いは壮絶をきわめ、度重なる干ば

つに農村は疲弊していた。
大正9（1920）年の干ばつを機に、新池築造の要望が高まり、地元組合長・加地茂治郎（1869-1940）が。

新池築造を成功させた。国や県との折衝に東奔西走、農民を経済的に救済するため、農民による施工組を
組織して工事にあたらせた。
豊稔池は、有能な職人の指導の下、農民が一致団結して築いたダムである。
５つの半円状の断面を持つ堤体のアーチ部を６基のバットレスで支え、余水吐もサイフォン式にするな

どの画期的な工法で、設計・指導は、ダム建設に多くの実績のある佐野藤次郎（1869-1929）。

上から見た5連のアーチ

石材は付近の谷で採取し、セメントや砂は海岸から牛車
運んだ。真冬でも資材を運ぶ牛の背中には汗が光り、綱を
引く人夫の額からも汗が流れていたという。

堰堤の高さ：30ｍ 逆傾斜の
アーチ部にコンクリートを積み
上げるのは最大の難工事だった
という。四角い窓は余水吐。

井戸の地下水を汲み上げて田んぼへ

「昔は牛を大事にして、家族同様に可愛がったものです」

香川県観音寺市大野原町 国登録有形文化財
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白水溜池堰堤 大分県竹田市 国・登録有形文化財

●水源探索から富士緒井路開削まで
大分県南西部は、古来より水利に恵まれず、農民の暮しは困窮を極め、

干ばつ時には、雑草の根をかじって飢えをしのぐほどだった。
この状況を打開したいと考えた地元の大工・後藤鹿太郎（1837-1916）

は、大野川上流・大谷川から下流までかんがい用水を引こうと決意し、
土地の高低差や方位を測定し、数年後に水源地を探し当てた。
その後、幾多の困難を乗り越え、発起して約半世紀、 大正3（1914）

年6月、富士緒井路を完成させた。

●白水ダム建設へ
大谷川から取水する井路には、富士緒井路の他、荻柏原井路、音無井路

があり、水量不足になると水争いが激化した。
これを解消し、農業用水を安定供給するために造られたのが白水ダム

である。設計を担当したのは、大分県農業土木技師の小野安夫（1903～
1993）。水勢を弱め、水圧を分散させるために、左右非対称の堰堤にす
るなどの工夫を凝らした。
建設現場は、真冬には氷点下10度以下にもなり、板張りの床に材木の

枕という満足な寝具や暖房も無い過酷な環境であった。
昭和13（1938）年3月、白水ダム完成。農業経営の近代化に果たした役

割は大きく、現在も大切な水がめとしての役割を果たしている。

武者返しと呼ばれる曲線構造
の右岸堰堤。堰堤の石積みの
すき間には薄い銅板が入れて
ある。

音無円形分水は、三方に水を公平に分配するための施
設。円形分水が出来るまでは、連日、水争いがくり返さ
れていたが、円形分水の完成によって適正な水の分配が
できるようになった。

竹田市周辺には網の目のように井路（水路）が張り
めぐらされている。特に音無円形分水は、歴史が古く、
井路の計画は元禄6（1693）年に遡る。その後、紆余
曲折を経て、昭和9（1934）年に完成した。

●水は農家の魂なり

知恵の結晶ともいわれる音無円形分水

写真提供；江崎幹秀氏
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近代砂防の始まり 明治新政府の国家的大プロジェクト

牛伏砂防と牛伏川階段工

牛伏川階段工（フランス式階段工）
階段を滑り落ちる水音は、鳥のさえずりや
虫の声と重なり合って、音楽のように響く。

信濃川源流・牛伏川の水源域は、脆弱な
地質に加え急峻な地形なため、土砂災害が
多く、大氾濫は200年間に十数回にも上る。

●牛伏砂防
明治18年（1885）新政府は「新潟港口の

埋没は信濃川の水源地・牛伏川の荒廃と土
砂流出が原因」として、日本で最初の砂防
工事を実施した〈日本近代砂防の嚆矢）。
牛伏川上流の東京ドーム約21個分に当た

る広大な谷や沢に、大小合わせて100基以上
の石堰堤、谷止工等の砂防施設を築き、植
栽された樹木は、92万本以上に上る。計画
から完成まで30有余年の歳月を要した。
材料の石は山頂から地獄谷に下ろし、人

が背負って運んだ。砂礫や石塊がひんぱん
に落下し、いったん転落すると行方知らず
になるほど危険な谷間での作業だった。

長野県松本市 国重要文化財

地獄谷の石堰堤（明治36年）

●牛伏川階段工（フランス式階段工）
上流が安定した後、最後に取り組んだのが

階段工。設計は池田圓男（1871～1931）内務
省技師。欧州に留学した経験を持ち、フラン
スのデユランス川・サニエル渓谷の階段水路
を参考に、高低差23ｍの斜面に19段の階段状
の段差を設け、急こう配の落差をやわらげる
等の工夫を凝らした。
その設計をもとに、現場で空石積みを仕上

げ得る日本の施工技術があって完成した。

牛伏砂防概念図

空石積堰堤

地獄谷最大の石堰堤（明治36年撮影）
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埼玉県砂防発祥の地

七重川砂防堰堤群 埼玉県ときがわ町

作業に使用したシャベルやツルハシ。
現場にはフイゴが用意され、補修も
その場で行った（写真：大久根茂氏）

●空石（からいし）積み
セメント等の接着材が無い時

代。不定形で大きな石（1個130
㎏以上）を組み合せて堰堤を築
いた。城の石垣と同じ工法。
石には７つの顔があるといわ

れ、どの面を表に出すかは熟練
の親方が指示した。中心の石に
隣り合う石の数は6個を基準とし
た（ムツマキ）。こうすると1個
が抜けても崩れないという。

●埼玉県初の砂防事業

埼玉県の中央を流れる都幾川の支流、七重川の上流部一帯は、急傾斜地
が多く、大雨のたびに大量の土砂が削られ下流に流出していた。とりわけ、
関東全域を襲った明治43年（1910）の大豪雨は、県西部に甚大な土砂災害
をもたらした。
これを機に、埼玉県は大正5年（1916）、最初の砂防事業に着手した。
大きな石の隙間に小さな石を積んで造られた巨石空石積堰堤は、「百段

の滝」とも呼ばれ、百年以上経った現在も崩れることなく、この地域一帯
を守っている。都幾川の本支川に造られた砂防施設は315か所に上り、七重
川には66か所造られた。

●石積みの技術は、岐阜県の石積み職人から学ぶ
七重川砂防堰堤の古いものはすべて空石積みで、岐阜県安八町や墨俣町

の石積み職人を招いて技術指導を受けた。当時は重機やトラックもなく、
全て人力で行われ、石材は現地調達した。石運びはモッコで、大きな石は4
人から8人で運び、石が近場にない時は、さらに上流で採取し、半割にした
丸太に載せてソリで運び下ろした。
工事は大正5年11月2日に開始され、翌年3月

31日に竣工した。休業非は12月31日～1月3日。
土日も休みなしに続けられた。 作業風景
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関東の治水 利根川東遷

●利根川東遷と江戸川の開削
かつて関東平野は細い川が複雑に乱流し、数本の流路に分かれて東京湾に流入していた。
天正18年（1590）徳川家康は関東に入国すると武蔵国の掌握に着手。
慶長18年（1603）家康は江戸幕府を開くと、舟運の確保、洪水防止、新田開発、東北の防衛

に力を入れた。
利根川を銚子沖で太平洋に流す大規模な河川改修を行い、新たに人工河川を開削、

締め切りや廃川によって利根川の流れを変えた。伊奈忠次を関東郡代に任じ、治水事業にあたらせた。
その後、忠治、忠克と引き継がれ、江戸の基盤が整備された（伊奈流）。
寛永12年（1635）に始まる江戸川の開削は、数年間に及ぶ大工事で、承応3年（1654）

本流を銚子河口から太平洋に流す東遷事業が完成した（利根川東遷）。
利根川東遷により、銚子沖から利根川を遡って関宿をまわって江戸川を通り、

江戸の河岸へ物資を運ぶ舟運ルートが確立し、危険な海上輸送は回避された。
利根川には、白帆を揚げた高瀬船が行き交い、河岸は上り下りの船で賑わった。
利根川の東遷と江戸川の誕生は、物流を大きく変え、百万都市・江戸を支えた。

●新田開発
慶長2年（1597）家康は多摩川下流の新田開発に取りかかった。
六郷用水と二ケ領用水双子の用水といわれ、一帯は城南の米蔵として江戸を支えた。

●道路整備
慶長6年（1601）甲州街道など五街道を整備。

●飲料水・生活用水の確保
慶長11年（1606）家康は幕府を開くと、直ちに飲料水に適した水を探した。
井の頭の池の水を引くよう命じたことが神田上水の始まりとされる。

●参勤交代の制
寛永12（1635）年に制定。この年、伊奈忠次、江戸川開削着工。
参勤交代の大名行列は、往還や脇往還を通り、道なき道が次第に整備された。

●お手伝い普請
宝永4（1704）年、利根川大洪水時、大名に堤防修理を命じたのが始まりとされる。

＊浅間山大噴火（1605）利根川河床上昇、死者2万人
＊富士山大噴火（1707）関東地方に降灰

関東地方の水系と水域（…）

流域面積 平野面積

利根川 16840 ㎢ 9600㎢

荒 川 2940
1465

多摩川
1240
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利根川改修のシンボル

関宿水閘門

●舟運確保のための閘門：帆船は昭和20年（1945）頃まで1日5～6回、

上がってきた。上りがあれば下りもあり、閘門の開閉は人の手で行われた。

●千葉県立関宿城博物館
舟運はなやかなりし頃の河岸の様子や河川

改修・水運の歴史、流域の人びとと川との関
わり等展示・紹介。天守閣は江戸城の富士見
櫓を模して忠実に再現されている。

●関宿（せきやど）
関東平野のほぼ真ん中に位置し、利根川から江戸川を通り江戸市中に物資を運ぶ大動

脈の重要な拠点。幕府は江戸の水運取り締まりのため、関宿藩を置き、関所を設けた。
「船の積荷」を監視・検査する数少ない川関所。白帆を揚げた高瀬船が行きかい、河岸
は大いに賑わったが、水害の多発地帯でもあった。
1783年の浅間山噴火による火山灰の泥流は河床を上昇させ、河川の氾濫が増加した。

江戸川下流域を水害から守るため「棒出し」が築かれたが、利根川の上流域ではかえっ
て洪水被害が激化した。

●関宿水閘門
明治43年の大洪水による利根川改修計画による江戸川改修計画がスタートした。
関宿水閘門は、大量浚渫・掘削に近代的な機械を駆使し、大正7年（1918）から8年余

の歳月をかけ、 31万人を動員して建設され、昭和2年（1926）竣工した。
（棒出しは、関宿水閘門完成後、撤去された）

●水門
洪水の際、利根川から江戸川へ入る水量と水位を調

節するもので、75馬力のディーゼルエンジンを使用し
て、8門のゲートを一度に昇降できる。
堤体と側壁はコンクリート製。高欄や隅石にはきめ

細かい意匠が施され、水門の側壁はやわらかみを帯び
たカーブが美しい。当時の施工技術の緻密さが感じら
れる。

千葉・埼玉・茨城県境
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千葉県流山市・柏市・野田市

●軟弱地盤との闘い
工事は、化土（けど）と呼ばれる豆腐のような軟弱地盤と

の闘いであり、従来の農業用水路との立体交差部分の工事。
掘り起こした面積は30万坪、1日平均3000人、延べ220万人

が働いた。工事はクワやツルハシで掘り、モッコで土を運ぶ
という、もっぱら人力で行われてた。

●利根運河のにぎわいと終焉
利根運河の開通によって航路は約40km短縮され、３日の行

程が１日に短縮された。運河完成からの50年間に航行した船
の数は、筏、和船、発動機船、汽船、合わせて約100万隻。
１日約100隻、年平均2万余隻が航行し、利根運河とその周辺
は大いににぎわった。
やがて鉄道・道路輸送の時代が訪れ、水運は衰退する。昭

和16年（1941）7月の大洪水で水堰橋が破壊されて航行不能に
なったのを機に、運河の役割を終えた。

●利根川と江戸川を結ぶ船の道
江戸末期、関宿付近は利根川の河床の上昇や棒出しなどによって、船の航行が困

難となり、船の渋滞が頻発していた。この打開策が、利根川と江戸川をバイパスで
結ぶ利根運河で、広瀬誠一郎（茨城県会議員）と人見寧（茨城県令＝県知事）が発
起し、「利根運河株式会社」を設立して開削した。
設計と監督は、お雇い外国人でオランダ人技師・ムルデル（1848～1901）が担当。

ムルデルの派遣や用地取得等、民間の事業を国が支援するという画期的な事業でも
あった。
明治23年（1890）5月10日 利根運河完成、6月18日 通水式が行われた。
当時の運河の水面幅 約16ｍ、平均水深1.6ｍ、曳船道の幅 1.8ｍ。

利根運河 日本初の西洋式運河

利根運河公園

ムルデルの碑 11



生活用水の確保、塩害防止、船の航行に今も活躍する

江戸川水閘門
● 江戸川
利根川東遷の一環として開削された人工河川で、関宿以南は「江戸に物資を運ぶ川」とい

う意味で「江戸川」と呼ばれるようになった。明治43年（1910）、関東一円に大被害をもた
らした大洪水を契機に、「利根川改修計画」の一環として、江戸川改修工事が計画された。
● 江戸川水閘門の建設
大正12年（1923）の関東大震災後の帝都復興事業で、江戸川から大量に砂利を採掘したた

め、河床が低下して河口から塩水が遡上、飲料水や農業用水、工業用水に塩分が混入する事
態が発生した。この塩害防止と江戸川の水を生活用水・工業用として確保するため、江戸川
水閘門が築造された。
内務省の直営事業として昭和11年（1936）6月に着手、戦時中は中止された事業も多かった

が、昭和18年（1943）3月に完成した。

水門：コンクリート製。電動開閉による固定ローラー付の引揚扉
が上下するようになっている。要所は花崗岩の切石で補強。装飾
してある。水門5連は、潮の干満に合わせて水門を操作して塩害を
防止するとともに、上流からの水を安定的に調整する役割を果た
し、洪水時の分流調整も行う。

閘門：船の航行のための閘門はパナマ運河方式で、50～100トン級
の船舶を15隻程度収容できる閘室（長さ100ｍ、幅10ｍ）を持ち、
今も現役で、水上バスやつり船、プレジャーボート等に利用され
ている。

東京都江戸川区

閘門のしくみ
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旧岩渕水門
●人工的に開削された放水路
荒川は、秩父の甲武信ヶ岳に源を発し東京湾に注いでいる。その名の通り、

「荒ぶる川」であり、度々洪水が繰り返されてきた。

とりわけ、明治43年（1910）の大水害は、埼玉南部から東京の下町一帯に
甚大な被害をもたらした。
死者369人、浸水流失家屋27万戸、被災者150万人、被害額1億2000万円。

●明治43年（1910）の大水害をきっかけにした国家的な大プロジェクト
この水害は時の政府に衝撃を与え、これを機に、新たに水門を造成して

本流を仕切り、幅500ｍ、延長22ｋｍの人工の川（放水路）を切り開く計画が
立安され、国の直轄事業として進められた。
アメリカやイギリスから購入した蒸気掘削機（エキスカ）や、蒸気浚渫船、

最新式の蒸気機関車などが導入され、建設工事に従事した人々は
延べ310万人に上り、馬も使われた。
岩渕水門は大正13（1924）年に完成。荒川放水路は昭和5（1930）年に完成した。

• ●パナマ運河の経験を生かして活躍した青山士
（あきら）

赤水門の各ゲート幅は9.09ｍ、5番ゲートは通船
門として、船が航行できるようになっている。

工事の総指揮にあたったのは青山士（1878-1963）は、日本人
としてただ1人、中米・パナマ運河の工事に参加、世界最先端の
土木技術を学んできた気鋭の技術者だった。彼は当時の常識をは
るかに超える安全重視の設計のもと、当時、実験段階にあった鉄
筋コンクリート工法を導入。巨大な水門を建設した。
工事完了後、荒川の洪水被害は激減、関東大震災の折、28か所

の堤防が崩れたが、水門はびくともせず、青山の先見性と技術者
としての力量が高く評価された。

●水門としての役割は青水門に
旧岩渕水門は、老朽化と地盤沈下のため、取り壊されそうに

なったが、東京都の歴史的建造物に指定され、保存された。
水門としての役割は、青水門に引き継いでいる。

東京都北区

旧荒川は荒川となり、
青水門より下流は隅田川と
改称された。
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六郷水門
多摩川の浸水被害と内水排除

●六郷用水 徳川家康の命を受けた小泉次大夫が指揮をとり、慶長２
（1597）年から14年をかけた大工事。六郷領（現・大田区の平野部）と対岸
の稲毛領二ケ領（現・川崎市・に水を引くため、標高の高い所から取水する
水路として開削した。網の目のように張り巡らされた六郷用水は、城南の米
蔵として江戸を支えた。
現在、大部分が暗渠化されているが、北村敏氏（大田区立郷土博物館学芸

員）より、「六郷用水流路概念図」が作成され、そのあらましがわかるよう
になった。

●六郷水門（大田区） 昭和６年（1931）竣工
上部 鉄筋コンクリート（重錘などを収納）
下部 金森式鉄筋レンガ：六郷水門で初めて使用

され、当時、話題を呼んだ

東京都大田区

多摩川左岸の異彩なシンボル
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川の文明開化といわれる

レンガ樋門・閘門

●北河原用水元圦（埼玉県行田市）
埼玉県に現存する最大級の樋門。
下流側は１連、上流側は２連のアーチとなっている。
明治36（1903）年4月竣工
使用されたレンガの数：19万3800個

●柳原水閘（千葉県松戸市）
４連アーチ 明治37（1904）年4月竣工

●弐郷半領猿又閘門（東京都葛飾区・埼玉県三郷市）
突っこしの渡しに代わる橋の機能を併せもつ。
明治42（1909）年4月竣工
使用されたレンガの数：16万1753個

レンガ（煉瓦）造りの水門や樋門は、明治20～40年代の約30年間、旧来の木造や石造に代わるものとして数多く造られ、
川の文明開化といわれている。その後、鉄筋コンクリート工法に移行する“橋渡し”の役割を果たした。

埼玉県はレンガ造りの河川構造物が多いことで突出して
いる。明治政府は、官庁街を西洋風の建築物にするため、
実業家の重鎮・渋沢栄一に要請。渋沢は生家近くの上敷免
村（深谷市）に日本煉瓦製造（株）を設立。生産されたレ
ンガは、東京駅や法務省、河川構造物等に使用された。
北河原用水元圦（上流側）の塔には、上敷免製（日本煉

瓦・深谷工場）の刻印がある。

日本の近代化遺産
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