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水環境と都市
― 千年の都・京都 ―

公益社団法人 日本水環境学会会長 小　野　芳　朗

１.平安京

平安京が造営された 794 年、我々が
教科書で知っている平安京の姿はなかっ
た。あの碁盤の目状の都市は「計画」で
あり、実際は右京（朱雀大路の西側）の
建設はなされなかったところもあり、建
設後すぐに人々は左京（東側）に偏って
棲むようになる。
これは飲料の地下水の分布にあると考

えられる。都市は水に拠らざるを得ない。
良質な飲料地下水は砂礫層である左京か
ら多く湧出した。一方、鴨川のような表
流水は極めて劣悪な水質であった。まず、
平安京にはトイレがなかった。トイレが
できて、人間の排泄物を肥料として近郊
農村に運び出すようになるのは室町時代
からである。これにより衛生状態は改善
されるのであるが、それまでは不衛生か
ら発生する疫病が怨霊の仕業とされ、疫
神信仰や怨霊伝説を培うのである。
鴨川はまた洪水をもたらす暴れ川であ

るとともに、化外の民の空間であり、都
市のごみ捨て場でもあった。地下水は豊
富で推定で琵琶湖相当の地下湖が存在す
るとされ、その湧出水は錦市場（元和年
間開設）の魚市場や、お茶、豆腐などの
京文化を生んだ。
川の水はまた、近郊農村の灌漑用水と

して重要なものであった。農産物は鴨川
水系の水と都市部からの肥料により栽培
された。ブランド物となった京野菜はそ
うした肥沃な都市部を控えていたからこ
そ生まれた産物でもある。水は常に争い
の種である。高野川右岸と左岸の村が江
戸時代を通して水論と呼ばれる争いを繰
り返したことも知られている。さらに京
都は火災の都市でもあった。最も有名な
のは応仁の乱による火災で、この 10 年
の都市戦争で焼け残ったのが現在の今宮
神社の氏子地区、西陣の織物産業のある
「上京」と、祇園祭の山鉾の建つ「下京」
である。そのエリア以外は豊臣秀吉の大

改造以降の都市であるので、この西陣、
山鉾町こそが古京都といえる。

２.京都盆地の灌漑用水

京都の近代化には琵琶湖疏水が必要で
あった。結果的に疏水は水力発電の源と
なった。そして電力は近代工業の動力源
となった。そして疏水開削から 20年後、
今度は京都市の衛生状態改善のために水
道目的と疏水の役割は変わり、現代まで
100 年の歴史をもつ。疏水開削の目的は、
明治 16 年の起工趣意書によれば、製造
器械、運輸、田畑灌漑、精米水車、防火、
井泉、衛生と書かれている。
実は当時の京都盆地は慢性的な水不足

にあえいでいた。地下水は豊富である。
しかし、量的に市街地周囲の田畑を潤す
ほどのものはない。江戸時代に何度も火
災で焼けた市街地や御所の防火に役立つ
水量が地下から得られるわけではない。
この事実に目を向ければ疏水の目的はお
のずから明白である。京都に水量を招く
こと、つまり疏水そのものが目的であり、
その用途はいかようにも考えられたので
ある。

(１)近世までの京の水支配
京都盆地の表流水の幹線は鴨川である。

それは賀茂川と高野川が合流して一大水
脈となり、その他堀川、小川など多数の
支流小河川が北から南へ下る流れである。
盆地地下の地下水が豊富なこと、そして
その水質がかつて良好であったことで、
明治 28 年の奠都千百年紀年祭が終わっ
た後の 11 月、京都日出新聞は京都を称
揚し「山紫水明の地」とよんだ。しかし
井戸水は飲用や、豆腐、生麩、酒などの
食糧生産には適していても火災を鎮火す
るだけの水量が確保できたわけではない。
京都は近世に５回の大火を経験し、その
都度市街地のほとんどを失った。
また、京都御所は明徳３年の南北朝合

体で土御門里内裏を御所と確定した後、

江戸時代には８回の火災に遭い焼失した。
内裏の東端に位置する庭の水は上流の賀
茂川より流下してきたものであり、今出
川御門より近衛邸の池水を経て、禁裏内
の庭に入り、その後仙洞の池水を潤し、
寺町筋に落ちた（図－１）。いわゆる禁
裏御用水であり、近世には御

みかわみず

溝水、御河
水とも呼ばれ、近代には御所用水とも呼
称されている。
上賀茂社（賀

かものわけのいかづち

茂別雷神社の通称）は、
中世から近世にかけては、その社領の田
地へ供給する水の樋門（井手）の開閉に
係る権限を有していた。つまり、賀茂川
水系の水脈は、堀川、小川も含め、上賀
茂一社の支配下にあった。その最下流に
明徳以来、禁裏御所である土御門里内裏
と公家町が位置していたことになる。し
たがって御所の水の分配権も、上流側の
上賀茂社とその在中が持つことになった。
この上賀茂社支配の用水は、上賀茂社の
川奉行が管理していた。川奉行は１人で、
その下に下役人が２人おり、六郷には水
役人が置かれていた。御所の北に位置す
る小山郷の水役人は２人置かれ、御用水
役も兼ね、その任免権は上賀茂社にあっ
た。
当時の御所用水のルートは明治以降も

ほぼ変わらない。図－１に、明治 23 年
琵琶湖疏水建設以降の疏水と御所用水の
ルートを示す。線の太いものが水路であ
る。このうち御所用水は小山村から室町
頭、つまり室町通の北端、洛中へ入る点
から、上御霊社の周囲を経て相国寺境内
を通過し、今出川御門に至っている。
近世までの上賀茂一社による水脈の支

配は、明治４年の上知令を以て終焉する。
上賀茂社領、ならびにその支配していた
水面は官有地となった。小山郷に存在し
た水路は、土地台帳でみる限り、この地
が昭和初期の区画整理によって宅地化し
ていく以前は、「大蔵省」の所有となっ
ている。そして、賀茂川井手よりの水量
は、御所分として一応認められていた。
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その水量は、上賀茂社の支配から宮内省
に移る。この支配権の変更により、御所
への用水水量が安定的に確保できるよう
になったであろうか。

(２)明治４年以降の御所用水
①水の支配の変遷
上賀茂社の支配した水脈、御所用水の

支配権、そして水利権の変遷については、
その中世以来の経緯が明治 12 年の「御
用水録」に上賀茂・小山両村より府知事
宛に陳情書が提出されている。これによ
ると、近世の賀茂川は上賀茂一社の支配
であり、宮中の御花壇奉行、即ち庭園の
管理担当者より水不足の時は上賀茂社へ
照会がいく。上賀茂社では「川掛役人」
に対して、村々に「御下ケ水」を分ける
ように指示し、この川掛役人と村の「水
役」が「井先」で分水に立ち会うことに
なっていた。水役とは、川筋から用水筋
への流入口「井手」を管理する村方の役
で、その用水から御所用水への「井先」
も管理していたが、田地を優先して「自
侭」に引水することは禁じられていた。
水量は、賀茂川左岸の下鴨村へ四分、右
岸の小山村へ四分、御所へは二分と定め
られていた。つまり、御所用水上流では
小山村二対御所一の割合で水量が分けら
れた。明治４年の上知令後は、上賀茂村
の庄屋年寄が水番役に、小山村では近世
以来の水番役の者がそのまま任ぜられた。
その後、村役は行政区の変遷と共に組戸
長・総代と変っていく。
②用水絶水と水番役
しかしながら、御所用水はしばしば欠

乏した。その理由は何であろうか。いく
つかの資料には、京都府から上賀茂村、
小山村あるいは愛宕郡役所宛の照会があ
る。これらの書類には、御所側の主

とのもりょう

殿寮
出張所（現在の宮内庁京都事務所）から
京都府に用水欠乏の理由と、その対応を
求める照会が付されている。
明治 12 年の記録には、水番役はその

役目として、御所の御池水へ十分水を流
すことになっているが、今年の渇水時は
水が来ない。その理由は水路に塵芥が
入って詰り、道に水が溢れ、かつ樋門の
破損している箇所もあるからだ、という。
同じ 12 年の記事は用水を分水して水車
営業する者がおり、流水を堰き止めて自
らの水車水路に引水しているという。
それでは、その用水の管理を委託され

ている水番役の管理義務はどのようなも
のであったのか。水番役は宮内省の雇い

であった。彼等には京都府を通して給金
が支払われており、明治 13 年時点で年
間８円。それを２人雇った。したがって、
当然ながら水番役は宮内省の御所用水を
管理保全する義務がある。
その勤書には、第一に御所用水水量を

欠乏させぬことが勤めであり、欠乏の際
は田地用水を減少させること、とある。

その他用水への塵芥投棄の取締り、また
洪水時には樋門を締切り、水害を未然に
防ぐ管理が定められている。
明治 17 年に至り、勤書は改められて

水番心得書として、苗の植付時に御用水
を田地用水にみだりに分割することを禁
じている。ただし、天災により渇水を生
じた場合には、宮内省へ伺いを出して許

写真－１　相国寺境内を走る御所用水跡

図－１　琵琶湖疏水路線図
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可することもあったという。それにも拘
わらず、村民が許可無く水を田面へ流し
たことを窺わせる照会が御所側から京都
府宛にでている。
以上みてきた事象を小括すると、明治

４年上知令以降、水面の支配は宮内省に
移管された。また上知された土地につい
ては、明治４年から 12 年にかけて、一
部上賀茂村村民へ払い下げられていった。
田面への灌漑用水とその下流にある御所
用水は、御所への水量確保のための取決
めがあり、そのための管理人である水番
役は、宮内省雇である村方の者であった。
ただし、村々における水車や田面への不
法引水、塵芥の用水面への不法投棄事件
がしばしば起こっていた。

３.琵琶湖疏水建設とその意義

(１)琵琶湖疏水の竣工
明治 16 年、琵琶湖疏水の計画は勧業

諮問会（11 月５日）と、上下京連合区
会（11月５～ 17 日）に諮られた。その
計画は、当初農商務省主導で作成された。
疏水のルートは大津三井寺より山科の長
等山をトンネルで抜け、蹴上着水点より
東山山麓を北上し、高野川、賀茂川を伏
せ越して堀川に至るものであった。そし
て、鹿ケ谷山麓から南禅寺高岸町へ向け
て落差を利用しての水車群の設置による
動力源を基としての機械業の振興、賀茂
川右岸に沿って東高瀬川の至るルートで
の伏見への舟運の開鑿が図られた。計画
水量は 300 個（個＝立方尺）であった。
しかし、明治 17 年６月 27 日の内務

省による設計変更で、本線ルートを蹴上
より南禅寺町へ降ろし、岡崎、聖護院を
経て、鴨川に至り、鴨川運河の開鑿によ
り伏見へと至る舟運ルートの新設で、北
上するルートは分流として水量 50 個に
減じられる。鹿ケ谷水車群の計画は、明
治 22 年建設途中で水力発電導入が決
まって以降、実現しない。
いずれにせよ、疏水の目的のひとつに

は「防火」があげられ、分線ルートのゴー
ルは堀川と、いまひとつが御所であった。
疏水の竣工は明治 23 年４月であるが、
同年５月 10 日、北垣國道府知事より主
殿寮出張所所長宇田淵宛、平時６個（167
リットル毎秒）、渇水時 10個（278 リッ
トル毎秒）の水量を献納している。つま
り、工事の効用として、長年水不足に悩
む京都御所へは全量 300 個中、10 個を
献上する措置がなされた。灌漑用水も
村々へ無償で支給されており、疏水工事
による新しい水脈が御所防火と田畑灌漑
の公共工事として位置付けられていたこ
とがわかる。図－２は、その御苑中禁裏
内の水路を示したものである。

(２)御用水欠乏事件
疏水工事は、賀茂川の水量で賄えない

御所の庭園と、防火の用を保障するもの
であった。京都府（市）は、同様に渇水
時の水不足に悩む愛

おたぎ

宕郡の農村部の灌漑
用水補填も含め、疏水分線は完成した。
50 個水量のうち、10 個は御所に献納さ
れ、その余水が市中防火に供せられた。
渇水時 10 個は、京都府が疏水という新
水脈をもって御所に示した契約水量で
あった。しかしながら、明治 24 年新御
所用水完成以来、トラブルが続出した。
その御用水が絶水する事件がおきる。

旧来の御用水に加え、疏水分線は水量が
保障されており、それに基づいてポンプ
などの消防施設が備えられていた。とこ
ろが、近年時々用水が欠乏するため、そ
れへの対応の依頼が主殿寮出張所より京
都府知事宛出された。疏水は水量保障の
ために工事され、御所分として水量は確
保されていたはずである。
明治 25 年の夏、晴天続きのため、乾

燥著しい御所の屋根へかける水も無く、
その用水断絶の理由についての照会が主
殿寮出張所より出る。これに京都市参事
会が回答した。その理由は疏水分線の賀
茂川伏越の樋が漏水していたためとある。
また上流の村方でみだりに田面への分量
を増加しているのではないか、ともいっ

図－２　禁裏御所内の水路図
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ている。
明治 30 年、主殿寮出張所所長より府

知事宛、契約水量６個ないし 10 個の存
在を確認した上で、御所用水不足の原因
についての事件を報告している。
村方が本年は渇水のため、３週間全量

を引用する願が主殿寮出張所宛出され、
それを聞き入れた。しかしながら、期限
を過ぎても引水を止めず、注意したとこ
ろ一度は御所へ水を流したが、また止め
られた。水路を検査すると濫用の形跡が
あるため、京都府に村を取り締まってほ
しいとある。また、賀茂川よりの御用水
は渇水で止まったが、疏水分線の水量が
あるため、御所庭園では減水はないと思
いきや、絶水した。調査したところ、疏
水分線口で堰き止められていたため、雇
の水番役を呼び出した。
疏水により水量は増加し、保障された

ものの、上流村方における不法な水の横
領は近世の上流と御所の関係と変らない
か、あるいは契約が存在するだけにか
えって悪質なものとなっている。召還さ
れた水番役２名は、御用水路上流村々の
用水欠乏を見て、御所側への流水を「緩
ニナシ」たことを認めている。本来は契
約どおりに御所側へ流すべき、またその
ための水番役である者が村方へ与してい
た。水番役が村方の者であるということ
は前記にも触れてきた。「不肖水番人」
の不都合という。彼らの村における地位
はどのようなものであるのか。
明治 16 年渇水の際、府知事宛に御用

水を１日間下賜してくれるように願い出
た代表が、小山村総代であった。明治
13 年に宮内省雇の水番役となったが彼
は小山村の総代（村長）であった。つま
り、宮内省雇の水番役は、単に村方の者
で宮内省に雇われたというだけでなく、
一方で村の総代や戸長を務め、村の渇水
の折には、水量を御用水筋から村方へな
るべく多く引用しようとする村民の代表
でもあった。そして彼らの家系は、近世
にも各村の庄屋を勤めていた家であり、
明治以後も村の代表的地位にあった。疏
水ができて以来、京都府からの契約水量
があるにもかかわらず、しばしば御所が
水不足に陥るのは、渇水や琵琶湖水面の
低下のような物理的、自然的理由による
ものもあるが、その多くは渇水時におけ
る村方の利益誘導に水番役が傾いていた、
と考えることができる。この点、上賀茂
社の領地で、上賀茂社の支配する水利権
を、御所よりも優先的に使用していた頃

の水番に比べると、京都府と御所の間の
水量契約や、宮内省が水番役を雇ってい
るという契約の存在を鑑みれば、疏水以
後の水不足の原因の方がより悪質である。
御所用水の不法な村方への引水は、年

を追って次第に大規模になる感がある。
分水口を堰き止めたり、樋門を調整する
だけではなかった。水車を設けて大量に
水を汲み上げ、御所用水を絶水する者も
現われた。

４.まとめ

こうした動きをみると、土地や「水面」
の支配権は明治の上知令、地租改正を経
て大きく構造変化をしたにも拘らず、生
産現場の「水量」の利用実態は近世と同
じく村方が優位に立つ傾向がみえてくる。
水は誰のものか、の問いに応えるならば、
所有・管理は官有であるが、実態の運用
は最大の使用者である村方（小山村）で
ある、といってよいであろう。それは近
代的な土地 ･水利支配の下での不法な水
の横領事件とみることもできるが、村方
では単に彼らが中世以来与えられている
米を作るための慣行水利権を行使してい
るにすぎない。そのための水利行動であ
るともいえる。その慣行は土地・水の支
配権が変化しても変わりがない。
琵琶湖疏水は、その水利構造を変えて、

御所への安定供給を目指したが、一方で
中世来の農村の有する慣行水利権を認め、
むしろ強化補填するものであった。した
がって、疏水からは灌漑用水には無償で
配給した。村民からみれば、御所も自分
たちと同じユーザーの一者にすぎなかっ
た。契約 10個とはいっても無償であり、
その点では村々への灌漑用水と同等の地
位に御所もあった。そうした水利権の慣
習の中で、渇水時には特に村方に優先さ
れるべきものだという先例が、水番役を
して村方優先の行為に走らせた。つまり、
琵琶湖疏水という近代土木工事とともに
導入されてきた水の所有権という考え方
は、疏水の工事主体と財源、所有（水利
権）が京都府で、契約者の宮内省の存在
があったとしても、中世以来の慣行水利
権が優り、それ故無償であり、渇水時に
は村方が優先された。その点では水利構
造は変わっていない、といえる。
この抜本的解決は、こうした慣行水利

権との共存をやめて、御所への専用の用
水確保を図る他はない。
早くも明治 32 年 11 月、宮内省技師

木子清
きよよし

敬は御所水道の設計を始める。御

所水道は、木子の設計に始まり、田邊が
実地設計をなし（明治 43 年内匠寮御用
掛。主任は内匠寮頭片山東熊）、折から
の琵琶湖第２疏水の開鑿と京都市上水道
工事（いわゆる京都市３大事業）にあわ
せて、御所水道も計画される。結果的に
京都市上水道の配水池蹴上とは別に、大
日山に専用貯水池を置き、明治 45 年４
月１日、御所水道の通水が始まる。

本稿は、小野芳朗 編著『水系都市京
都－水インフラと都市経営』思文閣出版、
2015 年の一部を改訂した。




