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第 23 回 近畿・2016 年晩秋（その４：琵琶湖疎水） 

筆者：林 久治 （記載：2016 年 12 月 12 日） 

（１）前書き 
私（筆者の林）は Random Walks （乱歩）という題名で偏屈老人（林久治）の気

侭な紀行文のサイトを始めている。私の紀行文では、通常の紀行文にはない、斜め
目線からのご紹介を書くことに拘りたいと思います。通常の紀行文に関しては、既
に優れたサイトが沢山ありますので、それらをも引用しつつ、ユニークなご紹介を
記載することに心掛ける所存です。 

本年の 1１月後半、私は大阪・北千里にある息子の自宅に２週間くらい滞在した。

その間、11 月 13 日に、私は大津市の三井寺を参詣した。図１に、三井寺の公式Ｈ

Ｐ（１）のサイト/）にから借用した三井寺周辺地図（２）のサイト/m）を示す。20

回の記事/fでは、現地踏破の体験を基にして「大津市の鉄道史」を書いた。当日、

私は最初に京阪石山坂本線・別所駅（図１の④）まで行き、弘文天皇陵、新羅善神

堂、および法名院を参詣した。21 回の記事/fでは弘文天皇陵、新羅善神堂および新

羅三郎の墓を参詣した紀行文を書いた。前回（前回の記事/f）は、法明院、フェノロ

サの墓、桜井敬徳師の銅像を訪問した紀行文を書いた。今回は、琵琶湖疎水を紹介

する。次回は、三井寺の歴史を紹介する予定である。なお、資料の説明を緑文字で、

林の調査や意見を青文字で記載する。 

 

図１．三井寺周辺地図 

（２）のサイト/mより

借用。） 

①は「浜大津駅」、②

は「上栄町駅」、③は

「皇子山駅」、④は

「別所駅」である。 

①－②－三条京阪駅間

は、「京阪京津線」と

呼ばれている。石山寺

駅－①－④－③－坂本

駅間は、「京阪石山坂

本線」と呼ばれてい

る。「京阪京津線」と

「京阪石山坂本線」

は、「浜大津駅」の同

じホームで乗り換える

ことができる。 

① 

② 

③ 

④ 

琵琶湖疎水 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://www.shiga-miidera.or.jp/
http://www.shiga-miidera.or.jp/guide/map.htm
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-20.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-20.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-21.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-22.pdf
http://www.shiga-miidera.or.jp/guide/map.htm
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図２．琵琶湖疎水の全体図（４）のサイト/lより借用） 
 
（２）琵琶湖疎水とは 
 私（林）は法明院に参詣し、別所駅前で昼食を食ってから、「三井寺駅」から

「琵琶湖疎水」に沿った道を辿って、三井寺に行った（図１を参照）。今回は、琵

琶湖疎水を紹介する。次回には、三井寺と力餅を紹介する。琵琶湖疎水の記事に関

しては、３）のサイト/m、４）のサイト/l、５）のサイト/l、及び６）のサイト/が優

れている。琵琶湖疎水の動画は、８）のサイト/Qが詳しい。３）のサイト/mは琵琶

湖疎水を次のように説明している。 
琵琶湖疏水（びわこそすい）とは、琵琶湖の湖水を、京都市へ通ずるために作られた水

路（疏水）で、明治 23 年（1890）4 月 9 日に完成し、明治 24 年（1891）11 月には貨客を

運ぶことができる蹴上のインクラインが運転を開始しています。開通から十数年は客貨と

も大いに利用されます。旅客は明治 24 年（1891）に大津－蹴上の下りが 1 時間 22 分 30

秒で 4 銭、上りが 2 時間 20 分で 5 銭と並行する鉄道の京都－馬場が運賃上等 50 銭（往復

75 銭）、中等 30 銭（往復 45 銭）、下等 15 銭よりはるかに安く、馬車も 8 銭を 6 銭に値

下げして競争したといわれています。明治 44 年（1911 年）には渡航およそ 13 万人を数え

ましたが、翌年 8 月の京津電気軌道（現京阪京津線）の古川町－札ノ辻開業でおよそ 4 万

7 千人に減少しています。大正 4 年（1915）の京阪本線五条－三条の延長により電車で大

津－京都市内－伏見が直結されると 3 万人台になり、唯一の渡航船会社、京近曳船は廃業

します。 
 琵琶湖疎水の全体図を図２に示す。疎水は先ず琵琶湖より取水して、大津運河を
流れて、三井寺の観音堂付近からトンネル（第１トンネル：2436ｍ）に入る。それ
から、山科盆地を運河やトンネルで通過して、インクラインを通って蹴上に至る。
今まで、私は「琵琶湖疎水は琵琶湖から京都までの水道で、その水を使用して発電
もする」とだけ思っていた。「まさか、貨客を運ぶ船が通る運河でもあった」とは
考えてもいなかった。３）のサイト/mは、「寺の瓦・旅中日記」（著者：志賀直哉、
木下利玄、里見弴、発行：1971 年）で、著者達が 1908 年３月から４月にかけて関
西を旅した時に、和船で琵琶湖疎水を下った時の日記を次のように紹介している。 

「…  和船で疏水をくだる。長いトンネルのなかでも、舶の薄暗いランタン以外には、

蝋燭一本ともしてはくれない。行く手は闇、はいつて來た口が、だんだんその馬蹄型を縮

http://www.nikkeibp.co.jp/style/secondstage/tanoshimu/s-isan_090213.html
http://www.tokyo-kurenaidan.com/satomi-kawara18.htm
http://www.nikkeibp.co.jp/style/secondstage/tanoshimu/s-isan_090213.html
http://s.webry.info/sp/letuce.at.webry.info/201606/article_1.html
http://www.nishida-s.com/main/categ4/35biwako-sosui/
https://www.youtube.com/watch?v=TdDqZe5JlwQ
http://www.tokyo-kurenaidan.com/satomi-kawara18.htm
http://www.tokyo-kurenaidan.com/satomi-kawara18.htm
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めて、見る間に景色が滑え、凝色の雨空も、いつか、自色白光の太陽が常闇の國の巣にで

も現はれたやうな錯覚へ陷入れる。白光は、眞黒な水の面に、銀の蛇となってのたうち、

天井からの點滴を金剛石にし、洞内に籠る水蒸気に散じては、白夜のまぶしさだ。夏の青

空ならば、カプリの琅?洞を見本に見せてくれるだらう。が、金剛洞もまた美しい。まだ

見える、まだ見える、と云ってゐるうちに、針の目どほどになった一點が、遂につぶれて、

地獄めいた闇黒に鎖されで了ふ。と同時、今が今まで威じられてゐた船の速度といふもの

が、全く失はれで、たぷりたぷり、同じところで、左右に括られてゐるやうにしか思はれ

ない。いくら見詰めてゐでも、行く手に針の目どがあかず、進んでゐない、といふ威じが

ますます、確實性を帯びて來る。……何にしても暗く、何にしても永い。…」 

図３に、1940 年頃の琵琶湖疏水蹴上インクライン（左）と南禅寺境内の水路閣
（右）を示す。私はこれまで、南禅寺や蹴上には何度も行ったことがある。南禅寺
の水路閣を見て、ローマの水道橋を彷彿とさせるレトロな水道橋だと思い、中世と
近世の建築物に奇妙な調和を快く感じていた。しかし、この水道橋は船を運行する
には狭すぎる。一方、私は蹴上のレールを見て、「昔ここを、どんな鉄道が走って
いたのか」と不思議に思うだけであった。図２に示すように、琵琶湖疏水は大津か
ら南禅寺裏まで来て二手に分かれ、船はインクラインで運び、水は水路閣で流して
いた。今回、私は３）のサイト/mを読んで、このことを初めて理解できた。 

 

  
図３．京都の琵琶湖疎水 左：1940 年頃の琵琶湖疏水蹴上インクライン、右：南禅
寺境内の水路閣（写真は。ウィキペディアから拝借） 
 
（３）大津市内の琵琶湖疏水 

 次ページの図４に、大津市内の琵琶湖疏水（通称は大津運河）の地図を示す。図
４上の➀美保ケ関→新美保ケ関橋→③揚水機場→⑥大津絵橋→美保ケ関橋→三井寺
駅横の鉄橋→図４下の北国橋→⑦大津閘門→⑧鹿関橋→⑫第一トンネル洞門までが
「大津運河」である。今回、私は大津運河を初めて見物し、その偉大さに感激し、
「これは明治時代の素晴らしい文化財だ」と思った。 
ウィキペディアによれば、京都市は禁門の変で市中の大半が焼け、明治維新と東

京奠都に伴い人口が減少し産業も衰退した。そこで、第３代京都府知事（1881-
1892）の北垣国道（1836-1916）が灌漑、上水道、水運、水車の動力を目的とした琵
琶湖疏水を計画した。そして主任技術者として、工部大学校を卒業したばかりの田
邉朔郎（1861-1944）を任じ（1885 年）設計監督にあたらせた。1890 年（明治 23
年）4 月 9 日に疎水は完成し、明治天皇は昭憲皇太后と共に大津・三保ヶ崎と京
都・夷川での琵琶湖疎水通水式に出席した。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E7%A6%85%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E7%A6%85%E5%AF%BA
http://www.tokyo-kurenaidan.com/satomi-kawara18.htm
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E7%A6%85%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E7%A6%85%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%81%E9%96%80%E3%81%AE%E5%A4%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%B2%BB%E7%B6%AD%E6%96%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%A5%A0%E9%83%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%A5%A0%E9%83%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E5%9E%A3%E5%9B%BD%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%A5%E9%83%A8%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%A0%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E8%BE%BA%E6%9C%94%E9%83%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E8%BE%BA%E6%9C%94%E9%83%8E
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図４．大津市内の琵琶湖疎水 （５）のサイト/lより借用） 

http://s.webry.info/sp/letuce.at.webry.info/201606/article_1.html
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 田邉学士は工部大学校を卒業したばかりの弱冠 24 才で、琵琶湖疎水という一大国

家事業の設計と工事監督を任されたわけであった。現在では、大学卒業直後の学生

さんが、そのような事業を遂行できるであろうか？答は「否」であろう。現在の大

学生にとっては、学ぶべき知識が 130 年前の学生と比べて天文学的に増加している。

勿論、田邉学士は大変優秀ではあったであろうが、明治時代中頃の大学生は専門知

識のみを深く学べる立場にあったのではなかろうか。従って、当時の学士は大変な

称号で、国家的事業を任されたり、大学の教授に招かれたりしていた。 
田邉学士が若くしてこのような大事業を成し遂げたことを考えると、私の祖母の

伯父である林正枝（はやし・まさえ：男性）のことを思い出す。以前、私は７）の

サイト/lで、林正枝のことを次のように書いたことがある。徳島市伊賀町にある我家

の墓所には、「工学士・林正枝君の墓碑」と題する石碑がある。本墓碑によれば、林正枝

の略歴は次の通りである。 

文久３年（1863 年）林重十郎の長男として出生。 

 明治１４年（1881 年）工部大学校（東大工学部の前身）入学。林家は東京に移住。 

 明治２０年（1887 年）工部大学校卒業（専門は農業土木）。東京農林学校教授。 

 明治２３年（1890 年）名古屋にて吐血入院（肺結核）。 

 明治２４年（1891 年）徳島にて５月３０日に死亡。 

 その後、林正枝の妹・キクが養子を貰って、生まれたのが私の祖母である。林家

ではなぜか男子が生まれず、３代養子が続いて、やっと生まれたのが私であった。

80 年ぶりで林家に生まれた私は「久治」という名前を貰った。私の先祖の正枝は、

田邉先生と同時期に工部大学校を卒業し、直ぐに東京農林学校（現在の東大農学

部）の教授になっている。しかし、正枝は当時流行の結核に罹り、志を果たせず早

世した。私は大伯父・正枝の無念を晴らすべく、徳島から東京に出て頑張った次第

である。 
 

  

図５．三井寺駅（左）と疎水の欄干（右）大津運河の沿道は桜の名所となっている

（５）のサイト/を参照）。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%A5%E9%83%A8%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%A0%A1
http://www015.upp.so-net.ne.jp/h-hayashi/M-2.html
http://www015.upp.so-net.ne.jp/h-hayashi/M-2.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%A5%E9%83%A8%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%A0%A1
http://www.nishida-s.com/main/categ4/35biwako-sosui/
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今回、私は三井寺駅から疎水沿いに 10 分ばかり歩いて、三井寺に行った。図５に、

三井寺駅（左）と疎水の欄干（右）を示す。図６には、琵琶湖疎水の説明板と「明

治天皇聖蹟」の石碑を示す。図４下に示すように、石碑は北国橋と大津閘門との間

にある。 
次ページの図７に、大津閘門の入口（琵琶湖側）を示す。次ページの図８に、大

津閘門の出口（三井寺側）を示す。なお、閘門（こうもん）あるいはロック（英語: 
Lock）とは、水位の異なる河川、運河などの間で船を上下させるための装置である。

欧州の運河紀行の TV 番組で、閘門による水位変化の様子がよく放送されている。

９）のサイト/8には、閘門式運河の仕組みが説明されている。 
 ８ページの図９に、琵琶湖疎水の第１トンネル入口（図４下の⑫地点）の写真を

示す。この地点は、三井寺・観音堂の下である。このあたりの大津運河は、桜の名

所となっている（５）のサイト/を参照）。 
次回は、三井寺の歴史と私（林）の現代仏教に対する意見を記載する。 
 

  
図６．琵琶湖疎水の説明 左：説明板、右：明治天皇石碑 

http://https//%EF%BC%99%EF%BC%89%E3%81%AE%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88www.youtube.com/watch?v=FbaY7unsGr8
http://www.nishida-s.com/main/categ4/35biwako-sosui/
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図７．大津閘門の入口（琵琶湖側）（図４下の⑦地点） 

 
図８．大津閘門の出口（三井寺側）（図４下の⑦地点） 
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図９．琵琶湖疎水の第１トンネル入口（図４下の⑫地点） 
 
 
引用したサイト 
１）のサイト：http://www.shiga-miidera.or.jp/ 
２）のサイト：http://www.shiga-miidera.or.jp/guide/map.htm 
３）のサイト：http://www.tokyo-kurenaidan.com/satomi-kawara18.htm 
４）のサイト：http://www.nikkeibp.co.jp/style/secondstage/tanoshimu/s-isan_090213.html 
５）のサイト：http://s.webry.info/sp/letuce.at.webry.info/201606/article_1.html 
６）のサイト：http://www.nishida-s.com/main/categ4/35biwako-sosui/ 
７）のサイト：http://www015.upp.so-net.ne.jp/h-hayashi/M-2.html 
８）のサイト：https://www.youtube.com/watch?v=TdDqZe5JlwQ 
９）のサイト：https://www.youtube.com/watch?v=FbaY7unsGr8 

http://www.shiga-miidera.or.jp/
http://www.shiga-miidera.or.jp/guide/map.htm
http://www.tokyo-kurenaidan.com/satomi-kawara18.htm
http://www.nikkeibp.co.jp/style/secondstage/tanoshimu/s-isan_090213.html
http://s.webry.info/sp/letuce.at.webry.info/201606/article_1.html
http://www.nishida-s.com/main/categ4/35biwako-sosui/
http://www015.upp.so-net.ne.jp/h-hayashi/M-2.html
https://www.youtube.com/watch?v=TdDqZe5JlwQ
https://www.youtube.com/watch?v=FbaY7unsGr8

