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歴史的斜め堰の取水口および幹線水路における景観の特徴 
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Characteristics of Landscape at Both the Intakes and the Main Canals of Historical Oblique Weirs 
 : Case Studies of Oide-yosui and Horikawa-yosui 
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Photographs toward the upper and the lower streams were taken at intervals of 100m from the intakes through the 
ends of main canals of Ooide-yosui and Horikawa-yosui, both of which had their origins before modern times. The 
photographs were traced and analyzed about the elements and the compositions of the scenes. About the photographs 
taken at the intakes, the comparative analyses of the composition of weir bodies, river channels, and clusters of 
summits were made, and it became clear that the weirs’ locations and forms rational for stable water intakes had 
appeared in the scenes as common features. Moreover, about the photographs along the main canals, the analyses of 
the composition of channels, clusters of summits, rice fields, and diversion facilities were made, and it was shown 
clearly as common features that the ways of watering corresponding to topography had appeared in the scenes.  
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1．背景と目的 

国内の稲作景観を長年支えてきたものとして，川に築かれた

堰(1)とそこで取りこまれた水が流れる水路とが挙げられる。既往

研究の知見によれば，それらは先人たちの川とのつきあい方を伝

承する景観要素として注目される。まず，取水口は蛇行外側の山

塊麓部に設けられたという 1)。取水口の固定や水量確保に合理的

な立地との見解が示されている。また，堰は川を直角に横断する

のではなく取水口が下手になるよう斜めに築かれたという 2)。平

常時には流速を弱めずに水を遠くまで行き渡らせ，洪水時にはそ

の勢いをいなす形であったとされる。さらに，扇状地や谷底平野

など，その土地の地形にうまく対応した水路の形態が国内各地の

事例で明らかにされてきた 3)。つまり，近代以前の歴史を有する

堰と水路の姿形は，川との長いつきあいの中で培われてきた先人

の知恵と工夫の成果を示すものであると言える。 
近年，農業水利施設の多面的利用が進み 4)，堰や水路も歴史を

伝える地域資源として見学利用がみられるようになった 5)。しか

し，見学者が目にするものの中には近年の整備事業の産物も混在

し，前述のような川とのつきあい方を見出し難い状況である。老

朽化による撤去や改築の進捗により，このような状況は今後さら

に拡大すると予想される。したがって，現存する歴史的斜め堰と

水路の現況を把握し，先人の知恵を体感し得る景観としての新た

な価値発見に向けて知見を蓄積していくことが求められる。 
歴史的斜め堰と水路の見学では，取水口から幹線水路沿いに

移動するという行程が組まれることがある(2)。川の蛇行や山塊に

対応した取水の様子と，地形に対応した導水の様子を，移動経路

上で目にする景観をとおして体感できる可能性があると考えら

れる。したがって，本研究では歴史的斜め堰の代表事例を対象と

して，取水口および幹線水路における景観の特徴を明らかにする

ことを目的とする。取水口における景観については研究例 6)があ

るものの，地形図分析にもとづく可能性の示唆に留まっている。

本研究は臨地調査をとおしてその可能性を検証するとともに，水

路にまで対象範囲を広げるものである。また，水路については前

掲 3)の既往研究のほか，水利用空間の分布状況の把握 7)，都市化

による水路の消滅と残存の要因の解明 8)の研究例はあるものの，

先人の知恵を体感し得る景観としての特徴を明らかにした例は

ない。これらの既往知見にもとづき本研究の目的を達成すること

で，歴史的斜め堰と水路の新たな景観価値発見に向けた基礎的知

見を得ると考えられる。 
 
2．研究の方法 

(1) 研究対象 

既往研究 6)では，86 例の斜め堰の取水口において先人の知恵
を体感し得る可能性が，河道と山塊との関係にもとづき指摘され

ている。そのうち，伝統的工法による堰体が現在も取水機能を有

し，既往研究によって歴史的価値が認められていること，堰と取

水口の位置および幹線水路の経路が建設当時から変わっていな

いこと，地形条件が異なり比較対照が可能なことを根拠として，

建部井堰と山田堰の2例に絞り込み，それらを起点とする大井手
用水と堀川用水を本研究の対象とした。両用水の概要 9)は表-1と
図-1(3)のとおりである。 
大井手用水は，岡山市北区建部町品田にある建部井堰を起点

とし，山間部を流れる旭川右岸の谷底平野約 200ha を灌漑する
（図-1左）。建部井堰は，近年の学術調査で国内最大の石造堰の
現存例として評価され，2012 年には土木学会選奨土木遺産に認
定されている。また，旧建部町の文化財（史跡）に指定されてい

たが，岡山市合併後は文化財の指定を受けていない。堰および水 
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【表-1】両用水の概要

名称 大井手用水 堀川用水

所在地 岡山県岡山市(旭川水系) 福岡県朝倉市(筑後川水系)

立地 山間部の谷底平野 平野部の沖積平野

管理者 建部郷土地改良区 朝倉郡山田堰土地改良区

灌漑面積 約200ha 約700ha

建設年 1721年以前 1663年（1764年に延伸）

起点 建部井堰 山田堰

取水口 蛇行外側/山塊A2麓部 蛇行外側/山塊B2麓部

堰体
斜め堰(長640m/幅20m)
傾斜式総石張(空石積)

斜め堰(長280m/幅160m)
傾斜式総石張(練石積)

幹線水路
山塊A2～6麓部に沿って流下

川側へ分水
(延長6km/高低差8m)

山塊から離れ低地を流下
山側・川側へ分水
(延長8km/高低差14m)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

路の建設年については直接根拠となる史料がなく諸説あるもの

の，樋口ら（2012年）9)によって 1721年以前と結論づけられて
いる。 
旭川の水はこの堰によって右岸の取水口に導かれ幹線水路へ

流れていく。図中に示す山塊A2の麓部との距離を少しずつ広げ
ながら旭川に沿って進み，取水口より 1.6km 地点で暗渠となっ
て小玉川の下を通過する。再び開渠となり山塊A3の麓部に沿っ
て南進し，2.7km地点で暗渠（長さ100m）となり崖を貫通する。
その後は旭川から離れ，山塊と平地の境を南進し，田地子川の扇

状地性低地を横断する。4.1km地点で田地子川の下を暗渠で通過 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 【図-1】両用水の地図(3)（左：大井手用水，右：堀川用水 幹線水路沿いの番号5,10,15などは視点の位置） 
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した後は再び山塊と平地の境を南進し，5.0km地点で桜川の下を
通過，さらに山塊と平地の境を進み 5.9km 地点で横折川に到達
した所で幹線水路は複数の支線に分かれ旭川の方へ下る(4)。 
堀川用水は，朝倉市山田にある山田堰を起点とし，筑紫平野

の東端，古処山（こしょさん，標高860m）山系と筑後川右岸と
の間にある沖積平野約700haを灌漑する（図-1右）。山田堰も2012
年土木学会選奨土木遺産に認定されている。遠藤（1997 年）9)

によれば，1663 年に堀川用水が開削された当初は木杭土俵であ
ったが，1790 年に現在と同じ形の石造になったとされる。1980
年洪水で被災し空石積が練石積に変更されたことを除き原形を

とどめている。 
筑後川の水はこの堰によって右岸の取水口に導かれ幹線水路

へ流れていく。取水口は筑後川にせり出す山塊B2の岩盤がくり
ぬかれ設えられたものである。切貫水門を通過した後，幹線水路

は筑後川右岸の平地を西進するが，山塊との間の距離は西に行く

ほど大きくなる。取水口より 4.7km 地点で山側へ分水した後も
西進するが，これ以降は1764年に延伸した区間である。最下流
部では複数の支線に分かれるが，桂川に落ちる経路を調査対象の

末端とした(4)。なお，取水口より1.8km付近，1.9km付近，2.2km
付近の3個所にて木製の水車により山側へ揚水がなされている。
これらの水車は堀川用水とともに1990年国の文化財（史跡）に
指定されている。 
両事例とも江戸期に建設され，水路のコンクリート化と補修

時のモルタル使用を除けば当時の姿が現存し，堰と取水口の位置，

堰体の形，幹線水路の経路は，今日まで基本的に変わっていない。

さらに，表-1 の取水口，堰体，幹線水路の項目に示すように，
冒頭で述べた既往知見の3要素，すなわち蛇行外側・山塊麓部と
いう取水口の位置，斜めという堰体の形，地形に対応した幹線水

路の形を伴っている。 
(2) 調査および分析の方法 

両用水の取水口から幹線水路の末端まで踏査して現況を把握

し，見学者の移動を想定した景観の写真撮影(5)を行った。取水口

では水門にできるかぎり近くかつ視界が最大限確保される所を

見学者の視点場と想定し，地面上1.4mの高さで上流に向かい最
遠部の河道の中心と画面の中心が一致するように撮影した。既往

研究 6)の知見にもとづき，写真中の堰体，河道，山塊の構成を分

析し，両堰の取水口における景観の特徴を把握した。 
さらに，取水口を起点に幹線水路の末端まで，水路に沿った

道路を見学者の移動経路と想定し，100m間隔(6)で写真撮影(5)を行

った。水路端から 1m，路面上 1.4mの高さで，下流と上流の双
方向を撮影した。道路が直線の場合はその消失点が画面中心とな

るよう，また曲線の場合はその接線方向が画面中心となるように

して，見学者が移動する際の注視方向を想定し撮影した。大井手

用水では取水口から末端5.9km地点までの59視点，堀川用水で
は8.1km地点までの81視点である（以後，取水口から順に付し
た番号，つまり大井手用水では1～59，堀川用水では1～81で視
点を表記）。なお，大井手用水の取水口から1.3kmまでの区間と，
堀川用水の末端 0.1km 区間には水路に沿う通路がないため，見
学者の迂回路を想定し，近くを並行する道路上で撮影を行った。 

次に，写真中の幹線水路，山塊，田，樋門や水車といった分

水施設の輪郭をトレースし，各要素の有無や構成を分析して両用

水における景観の特徴を把握した。間が透ける柵等の背後にある

場合は，遮蔽部分の輪郭も補完した。大井手用水については，山

塊A2～A6の麓部に沿って流れ，川側の田へ向かって分水する様
子が，景観の特徴として現れているかどうかを分析のポイントと

した。一方，堀川用水については，山塊から離れた低地を流下し

ながら川側と山側の両方の田に分水する様子が，景観の特徴とし

て現れているかどうかを分析のポイントとした。最後に，両用水

の取水口と幹線水路における景観の共通点と相違点について比

較考察を行い，先人の知恵を体感し得る景観資源としての可能性

と課題について考究した。 
 
3．結果 

(1) 取水口において撮影した写真の要素と構成 

両堰の取水口において撮影した写真と，写真中の堰体，河道，

山塊のトレース結果は図-2 のとおりである。また，両堰の撮影
場所を表-2に挙げる。堰体に対する比高には4.0mの差がある一
方，取水門に対する水平距離には差がほとんどない。撮影時，堰

体上に越流がなく，本流は対岸側を流下していた。抽出に際し，

樹木や擁壁など山塊の付着物も一部とみなして山塊の輪郭を特

定した。山塊の番号（A1やB2など）は図-1中の番号に対応す
る。なお，山田堰の写真では画面右に別の山塊が認められる。図

-1 によれば取水口付近の筑後川の蛇行と，当該山塊の接する蛇
行との間に直線部分が存在し，当該山塊と山塊B1との間，約1km 

 
【表-2】取水口における写真のトレース結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【図-2】取水口における写真およびトレース結果 

建部井堰 山田堰

撮影場所
取水門横1.5m
堰体との比高1.0m

取水門横2.0m
堰体との比高5.0m

堰体
画面下半分を占める
河道の方向に沿う
表層が不明瞭

画面右下1/4を占める
河道の方向に沿う
表層が明瞭

河道
画面下半分を占める

画面右奥から左手前に湾曲
両岸の輪郭が不明瞭

画面下半分を占める
画面右奥から左手前に湾曲
両岸の輪郭が明瞭

山塊

山塊A1：画面中央に位置
　　/稜線の形が明瞭
山塊A2：画面左端に位置
　　/稜線の形が不明瞭

山塊B1：画面左半分に位置
/稜線の形が明瞭

山塊B2：画面左端に位置
/稜線の形が不明瞭
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にわたって平地が存在することから，取水口とは直接関係のない

山塊と考え抽出の対象から除外した。 
トレース結果にもとづき，堰体，河道，山塊の各要素の位置

や形状を読み取り，表-2 のようにまとめた。堰体には，河道の
方向に沿う形という斜め堰特有の共通点が認められる。一方，画

面下方を占める割合に相違点が認められる。また，堰体の表層の

写り方にも差がある。建部井堰には植物が定着し表層を覆ってい

るが山田堰には定着しておらず表層の石張が明瞭である。河道に

ついては，画面を占める位置と画面右奥から左手前に湾曲する形

という共通点が認められる。ただし，両岸の輪郭の明瞭さに差が

ある。建部井堰の両岸は樹木や寄洲の遮蔽により輪郭の特定が難

しいのに対して，山田堰の両岸は曲線状の護岸により輪郭の特定

が容易である。山塊については，取水口の位置する山塊A2，B2
が画面左端に寄り，上流側にある山塊A1，B1が画面の中心付近
に位置するという共通点が認められる。さらに，山塊 A1，B1
の稜線の形が明瞭にとらえられる一方，山塊A2，B2の稜線の形
のトレースは不可能で樹冠によって輪郭が特定されることも共

通している。 
(2) 幹線水路沿いで撮影した写真の要素と構成 

1) 写っている要素 

幹線水路沿いの道路において100m間隔で撮影した写真と，写
真中の幹線水路，山塊(7)，田，分水施設のトレース結果を図-3に
例示する。この例のように大井手用水59視点，堀川用水81視点
で撮影した写真をトレースし図-4 のように集計した。両用水の
上下流4方向に視点を分け，4要素の有無や写り方を凡例で区別
している。大井手用水については，図-1 の英数字を山塊の欄に
表示して複数ある山塊を識別(8)するとともに，視点の位置する山

塊を視点欄に併記し位置関係がわかるようにしている。あわせて，

凡例に該当する視点数を集計し凡例欄に表示した。 
幹線水路の写っている視点数の割合は大きく，最小が大井手

用水の下流方向で 68%，最大が堀川用水の上流方向で 95%であ
る。写らないのは水路から離れた道路上の視点のほか，暗渠の部

分しか画面に入らない視点（写真-1a）や，水路との間に高低差
がある視点（写真-1b）である。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【図-3】幹線水路沿いの写真とトレース結果の例 
（左：大井手用水 視点53下流方向，右：堀川用水 視点18 上流方向） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【図-4】幹線水路沿いの景観を構成する要素の有無と内容 
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4 A2 A2 4
5 A2 A2 5
6 A2 A2 6 川 川
7 A2 7 川
8 A2 8 川
9 A3 A2 山 9 川 川
10 A3 A2 山 10 川 川
11 A3 A2 山 11 川 川
12 A3 A2 山 12 川
13 A3 山 A2 山 13 川 川
14 A3 山 山 14 川
15 A3 山 15 両 門 川
16 A3 A2 16 川 門
17 A3 A2 17 川 車 川 門
18 A3 A2 18 車 川 車
19 A3 A3 19 川 車 車
20 A4 A3 20 両 車 車
21 A4 A3 21 両 車 両 車
22 A4 A3 22 川 川 車
23 A4 A3 23 川 川 車
24 A4 A3 24 両
25 A4 A3 25 川
26 A4 A3 26 山 門
27 A4 A3 27 山
28 A4 A3 28 山 山
29 A4 川 A3 29 山
30 A4 川 A4 両 30 山 山
31 川 A4 山 31 山 山
32 川 A4 川 32 両 山
33 川 A4 33 山
34 A5 川 川 34 山
35 A5 両 A4 山 35 山 山
36 A5 川 A4 川 36 川 両
37 A4 川 37 川
38 A4 38 川 川
39 A5 門 39 川 川
40 A5 山 A4 40 川 川
41 A5 41 両 川
42 A5 42 川 川
43 A5 山 門 A4 門 43 両 山
44 A5 A4 山 44 両 両 門
45 A5 A4 45 両 両
46 A5 A5 46 両 両
47 A5 A5 47 両 両 門
48 A5 川 A5 48 両 両 門
49 川 A5 川 49 両 両
50 A6 門 A5 50 両 両
51 A6 A5 両 51 川 門 両
52 A6 門 A5 52 山 川
53 A6 川 門 A5 53
54 A6 川 A5 川 54 山 山
55 A6 川 A5 川 55 山
56 A6 A5 川 56 山 門
57 A6 川 A6 川 57 山 門
58 A6 川 58 山 山
59 門 A6 両 59 山 山
↑番号は取水口からの距離に対応 60 両 山

61 山 川 門
62 門 両
63 川 山
64 両
65 川 門 山 門
66 山 両
67 川 山
68 川
69
70 門 門
71 川
72 川 川
73 川
74 川 川
75 山
76 山 両
77 両
78 山 川
79 山
80 川 川
81 川

A2

A3

A4

A5

A6

 視
点

位

置

す

る
山

塊

大井手用水

視点

堀川用水
下流方向 上流方向 下流方向 上流方向

 
下
流

上
流

下
流

上
流

有 41 45 74 77
無 18 14 7 4

半分超 27 33 0 6
半分以下 8 12 0 20
視界閉鎖 14 8 0 0
無 10 6 81 55

両 両側 1 3 15 15
川 川側 13 10 25 28
山 山側 4 10 19 16

無 41 36 22 22

門 樋門 6 1 8 8
車 水車 0 0 5 6

凡例　　　田

凡例　　　水利施設

大井手
用水

堀川
用水

凡例　　　幹線水路

凡例　　　山塊
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【写真-1】幹線水路沿いで撮影した写真の例 
 

山塊の写っている視点数の割合は，大井手用水の場合，下流

方向が 83%，上流方向が 90%といずれも大きいのに対し，堀川
用水の場合，下流方向が0%，上流方向が32%といずれも小さい。
また，前景による遮蔽の程度や視点との距離によって，山塊の写

り方には差が認められる。図-3左の場合，山塊A6の稜線が前景
に遮蔽されることなく明瞭であり，幹線水路がその麓部に沿って

いる様子を把握することが可能である。図-3右の場合も山塊B2
の稜線が写っており，その山塊の麓部の方から幹線水路が流れて

くる様子を把握することが可能である。しかし，写真-1cでは家
屋と庭木によって山塊A4が部分的に，写真-1dでは事業所の建
物によって山塊B2が完全に遮蔽され，幹線水路と山塊との関係
を把握することが図-3 に比べ難しい。本来写るはずの稜線の半
分が写っているか否かを境に遮蔽の程度を分けたところ，図-4
凡例欄に示した数値の内訳となり，大井手用水では「半分超」が，

堀川用水上流方向では「半分以下」がそれぞれ過半数を占めると

いう逆の結果となった。また，前景による遮蔽に加えて，山塊と

の距離が近すぎて稜線の形がとらえられず，視界を閉鎖する壁の

ように写る場合がある（写真-1e）。ただし，幹線水路や道路の曲
がり具合によっては前方の視界が開け，先にある山塊の稜線の形

がとらえられることもある（写真-1f）。 
田の写っている視点数の割合は，大井手用水の場合，下流方

向が 31%，上流方向が 39%といずれも半数に満たず，川側の田
が写る視点に限定すると 24%，22%とさらに小さくなる。図-3

左では，幹線水路より川側に位置する田が写っており，川側へ幹

線水路の水を分水するための樋門も写っている。しかし，同じよ

うに分水樋門が写っているにもかかわらず，川側の田が沿道の建

物の遮蔽によって写らない場合もある（写真-1g）(9)。一方，堀川

用水では両方向ともに 73%と半数を超える。図-3 右では，画面
右の川側に田が写っているが，川側に分水するための樋門は写っ

ていない。画面左には幹線水路から揚水し山側に分水する水車が

写っているが，山側の田は写っていない。山側の田と水車の両方

が写っているのは視点20上流方向，視点21両方向に限られる。
山側への分水施設は水車を除くと写真-1hの樋門が唯一である。 
2) 要素の組み合わせ 

図-4 をもとに要素の組み合わせで視点を区別し表-2 左のよう
に集計した。大井手用水において，幹線水路，山塊，川側の田，

分水施設の 4要素がそろうのは図-3左の 1視点のみである。分
水施設以外の 3要素がそろう視点も下流方向で 17%，上流方向
で 20%と少ない。ただし，幹線水路と山塊の組み合わせを含む
視点は下流方向で 58%，上流方向で 66%とそれぞれ過半数を占
める。 
一方，堀川用水において，幹線水路，川側の田，山側の田，

分水施設の4要素がそろう視点は下流方向で3，上流方向で4点
あるが，川側へ分水する樋門と山側へ揚水する水車が同時に写る

視点はない。幹線水路と両側の田のみ写る視点は，両方向ともに

19%と少ない。幹線水路とどちらか一方の田の組み合わせを含む
視点は下流方向で70%，上流方向で72%と過半数を占める。 
さらに同じ組み合わせが隣り合う 2 視点間に見られる場合に
連続数を 2とし表-2 右のように集計した。最多は，大井手用水
の下流方向で視点13～23の 11点，上流方向で視点16～23の8
点，堀川用水の下流方向で視点43～50の8点，下流方向で視点
8～14の7点である。平均はいずれも1～2に近い。連続数1す
なわち隣と異なる組み合わせの点が，大井手用水の両方向とも

27%，堀川用水の下流方向で46%，上流方向で57%である。  
大井手用水の場合，山塊の違いが不連続の程度をさらに増す。

例えば下流方向の視点13～23の11点中，視点13～19の7点が
山塊A3なのに対し，視点20～23の4点は山塊A4である。逆に，
異なる視点間で同じ山塊が続く部分もある。視点 9～12 と視点
13～19 における要素の組み合わせは異なるが山塊 A3 が続いて
いる。下流方向では山塊A3～A6，上流方向では山塊A2～A5に
ついて同様である。なお，視点20下流方向のように，視点から
写る山塊と視点の横にある山塊は必ずしも一致しない。また，堀

川用水の場合も山塊B2の有無が不連続の程度をさらに増す。 
 
4．考察 

(1) 取水口における眺望景観の特徴 

取水口における写真をトレースし画面の要素や構成を分析し

た結果，画面右奥から左手前に湾曲する河道の形，河道の方向に

沿う堰体の形，画面左側の山塊の存在が両事例の共通点であった。

つまり，蛇行外側の山塊の麓部に設けられた取水口へ，川の流れ

が斜め堰の上端に沿って導かれる様子が写っている。したがって，

取水口において上流方向を眺望する見学者はその様子を観察す
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ることが可能で，1章で述べた河川取水における先人の知恵，す
なわち地形に対応した取水口の位置と堰の形を体感し得ると考

えられる。ただし，正面に位置し稜線形の明瞭な山塊は，見学者

に注目されやすいと予想されるが，取水口の位置する山塊とは別

物であることを結果が示している。山塊と取水口との位置関係が

正確に見学者へ伝わるためには，何らかの情報提供の手段が講じ

られる必要性がある。 
一方，事例間には堰体の写り方に相違点が認められた。画面

を占める割合の差は，堰体に対する撮影場所の比高の違いや，河

道に対する堰体上端の角度の違いによるものと考えられる。表層

が明瞭か不明瞭かの差は，空石積で植物の定着が容易な建部井堰

に対して，練石積で植物の定着し難い山田堰という構造の違いに

よるものと考えられる。また，事例間には河道の輪郭の写り方に

も相違点が認められた。建部井堰の両岸が土であるのに対して，

山田堰の両岸がコンクリートであるという護岸の材質の違いに

よるものと考えられる(10)。堰体や両岸の輪郭が不明瞭な場合，見

学者による読み取りが可能となるよう，何らかの補助手段が必要

である。なお，建部井堰では定期的に堰体上の草刈が行われてい

る。 
(2) 幹線水路沿いにおける景観の特徴 

両用水の幹線水路沿いに 100m 間隔で撮影した写真をトレー
スし画面の要素や構成を分析した結果，幹線水路の写る視点の割

合が大きいという共通点がわかった。また，両用水の相違点とし

て，大井手用水では幹線水路と山塊の組み合わせ，堀川用水では

幹線水路と田の組み合わせの写る視点がそれぞれ過半数である

こともわかった。したがって，幹線水路沿いを移動する見学者は，

地形条件に対応した導水の様子をよく観察できると考えられる。

しかし，表-2で示した 4要素のそろう視点数はほとんどなく，
大井手用水では山塊の麓部の幹線水路から川側の田への分水の

様子を，堀川用水では低地の中の幹線水路から両側の田への分水

の様子を観察できる視点は限られている。ただし，同じ要素の組

み合わせが視点間で続かない傾向も共通しており，移動する見学

者が複数の視点での観察結果を補完的にとらえることができる

よう何らかの手段を講じることで，見学者の理解を補助すること

ができると考えられる。 
(3) 取水口と幹線水路末端との間を移動する際の景観の特徴 

六郷堀・七郷堀の事例(2)では取水口から幹線水路末端まで水の

流れに沿って見学者の移動行程が組まれるが，本研究では両方向

の写真を撮影した。大井手用水の場合，写る要素や組み合わせに

明確な差異が認められず，取水口と末端との間を上下流どちらに

移動しても景観の特徴に違いはないと考えられる。ただし，取水

口に近い視点では，山塊A2が視界を閉鎖する壁のように写る下
流方向に対し，上流方向では視点8から6にかけて山塊A2の稜
線形が明瞭に写る。山塊A2は取水口における写真でも稜線形の
把握ができない。つまり，取水口ではわかりにくい山塊との位置

関係を，上流に向かって取水口にアプローチしながら観察できる

ことがわかる。 
堀川用水の場合，上流方向では取水口の位置する山塊B2が複
数の視点で写るが，下流方向では全く写らないという違いがある。

末端からの移動を想定すると，取水口まで 5km以上の距離があ
る視点 54から山塊B2が見え始め，取水口に近づくにつれその
稜線形と幹線水路の起点との関係が明確になる可能性を図-4 が
示している。 
したがって，両用水において両方向の移動行程を想定すると，

幹線水路末端から取水口に向かう行程の方が，取水口にアプロー

チする過程で山塊との位置関係を観察しやすく，取水口において

眺望する際に取水と直接関わりを有する山塊を正確に把握でき

る可能性が高いと考えられる。ただし，両用水の取水口付近では

幹線水路の不可視区間があり，見学用の通路の設置など可能性を

より高める方策が考えられる。 
 
5．結論と今後の課題 

以上の考察より以下を結論とする。 
①両用水の取水口において，地形に対応した取水口の位置と

堰の形を体感し得る景観の特徴が認められる。ただし，堰体，河

道，山塊の関係が見学者によって確実に読み取られるようにする

には，情報の提供や維持管理の継続が必要である。 
②両用水の幹線水路沿いにおいて，地形に対応した導水の様

子を体感し得る景観の特徴は認められるが，地形条件の違いに応

じた分水の様子を体感し得るには，複数の視点での観察結果を補

完するための方策が必要である。 
③両用水において，幹線水路末端から取水口に向かう見学行

程の方が，取水口において眺望される山塊と取水との関わりを見

学者が正確に把握できる可能性が高い。そのためには取水口付近

で幹線水路が不可視となる要因を解消する方策も必要である。 
本研究で残された課題としては以下の点が挙げられる。取水

口と幹線水路末端との間の移動を想定した景観体験をとらえる

初動として等間隔に視点を設定したが，要素によっては捕捉が十

分でない可能性がある。要素の分布状況に則した視点設定の検討

が今後の課題である。一方，本研究の成果として得られた先人の

知恵を体感し得る景観の特徴について，経路上を歩行する被験者

の注視点を調査するなど実地での検証が今後の課題である。 
 
謝辞 本研究は科研費（25450509）の助成を受けたものである。 

  
補注 
(1) 堰と用水路を総称して堰と言う地域もあるが，本研究では，
河道内に設けられる横断構造物に限定してこの用語を用いる。 

(2) 見学行程の例として水土里ネットひがし（宮城県仙台市）に
よる愛宕堰を起点とする六郷堀・七郷堀ウォーキングがある。

農林水産省農村振興局整備部設計課，水土里の路（みち）ウ

ォーキング，日本語，http://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/midori/ 
m_walk /course2/012ata/， 2014年9月19日入手 

(3) 図-1は国土地理院発行の数値地図（国土基本情報）内装のシ
ェープファイルデータのうち等高線，水域，道路縁，建築物，

土地利用記号でベースマップを構成し，堰体の輪郭と幹線水

路の経路を強調表示し，記号や文言を追加したものである。

幹線水路沿いの番号（5, 10, 15など）は取水口から順番に付し
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た視点の番号であり，視点の位置を示している。 
(4) 調査対象とする幹線水路の区間，特に末端の特定は国土交通
省の利水現況図にもとづき行った。利水現況図の入手先は以

下のとおりである。国土交通省国土政策局国土情報課，水系

調査成果閲覧システム，日本語，http://nrb-www.mlit.go.jp/kokjo 
/inspect/landclassification/water/risui/suikei/index.html，2014年7 
月7日入手 

(5) 取水口と幹線水路沿いでの撮影を同一条件のもとに行った。
一眼レフカメラ（キャノン社製 EOS20D）を使用し，被写界
深度を大きくするため絞り値を13に固定して撮影した。より
広範囲の要素が 1 画面に写るようレンズの焦点距離を広角域
の 17mmに設定した。広角域での撮影により，写った要素の
形が実像と異なってしまう可能性があり，特に取水口での景

観分析に影響が出る可能性があったため，50mm で撮影した
写真と比較して形の相違を検証し，本研究の分析には影響が

ないことを確認した。2012年8月と2013年8月に大井手用水
において，2012年11月と2013年6月に堀川用水においてそ
れぞれ予備調査を行った上で，両用水の撮影を2014年7月に
行った。 

(6) 山間部の茶園景観に関する研究例では，沿道の景観要素の見
え隠れの平均間隔が117mであった。本研究はその知見を参考
に視点の間隔を 100mに設定した。速度 4km/hの歩行を想定
すると，90秒に1回，進行方向に向かって目にする景観を撮
影したことになる。木村真也，村上修一（2012）「中山間地域
における沿道の茶園景観の特徴に関する研究」『ランドスケー

プ研究』第75巻5号，661-666頁 
(7) 取水および導水に関わる山塊のみ抽出対象とした。大井手用
水は山塊A2～A6，堀川用水は山塊B2のみである。 

(8) 複数の山塊が写っている場合は，凡例が■となる山塊を優先
し表記した。例えば写真-3右（大井手用水 視点20 下流方向）
がこのケースに該当する。 

(9) 写真-4 左では幹線水路の山側にも田が写っているが幹線水
路からの分水施設は現場にて確認されなかった。田の所有者

の証言がないため確証が得られないが，周囲の地形状況，お

よび本用水が建設される以前は右手山地の流下水や溜池に依

っていたという事実（樋口他（2012 年）：前掲 9）による）よ

り，本用水とは別に水源を有すると推測される。 
(10) 堰体上や両岸における植物の定着や寄洲の形成の違いは，
当該区間における河川の流況の差も要因として推測される。 
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