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古文書にみる淀川流域の大早越と

その周期性

宮井 宏

1. はじめに

平成6年（1994年），淀川流域は稀にみる大皐越に見舞われた。

大きいか，小さし、かは別にすると，淀川流域の皐越は割合頻繁に起こ ってい

る。 昭和59年， 53年， 48年の皐魅などはまだ記憶に新しいところである。

しかし 日照りの強さ，たとえば年間の無降水日数の多さなどを調べてみる

と，平成6年の早魅はやはり抜群の規模で，まこと 「大皐魅」と呼ぶに相応し

いものであった。

大皐魅は，以前は，稲作に悪影響を与えるということから大災害の一つに数

えられていたが，今日の淀川流域では，主に上水道用水や各種産業用水に不足

をきたすということから，いまなお災害のーっとされている。

大皐魅の災害としてのイメージは，水需要の内容と量，供給施設の種類と供

給能力などの要素の組み合わせによってきまってくるので，当然、のことなが

ら，時代とともに，また地域により異なってく るが，いつの時代においても，

またどこの地域であっても，大早魅が社会の発展にと ってマイナスのインパク

トを与えるものであり，災害＊）であることに変りはない。

平成6年のような大早越は，単に災害というにとどまらず，社会的にもさま

ざまな影響をもたらしためす．らしい自然、現象であり，しかも今後のインフラス

トラクチャーのあり方，とりわけ水資源計画論等には多大の影響を与えずには

＊） 以前は，琵琶湖周辺の低地では，皐舷の年はかえって稲が豊作となった。これは，
平常年に湖水により冠水するような低地が，皐舷の年には冠水を免れることによ るも
のであるが，そのような低地でも大皐舷のときにはやはり凶作となった。 瀬田川の凌
君主と洗堰の設置により湖水位の低下が図られるようになってからは， このような状況
はなくなった。



宮井古文書にみる淀川流域の大早舷とその周期性 23 

おかない重要な現象であるので，この際色々な角度から十分な調査を行なって

おくことが大変重要である。

そこで筆者は，水文学的観点から，平成6年の大皐魅の再現性，特にその周

期性について考察を行ない， 二，三の有益な成果を得たのでここにそれを報告

し諸賢の御批判を仰ぐこととする。

2. 早魅の定義

皐越が，水の需要と供給の関係に突発的な不均衡をもたらすことから，人間

社会におよぼす不利益の大きい皐魅が大早魅，不利益の小さい皐越が小早魅と

されているのが通例である。そして，その不利益の態様と程度は，不利益をこ

うむる人間社会の状況によって左右される。このよ うなことから，皐魅の定義

も当然、のことながら，地域により，また時代により，さまざまな定義がなされ

ることになる。

ここでは，皐魅の定義として，気象要因を直接とりあげることにしまた，

古文書で一般的に用いられていると思われる定義にも近くなるように配慮し

て，年間の無降水日数（365日一降水日数（降水量 Imm以上の日数））の大小

をも って早魅の定義とすることにした。

ただし年降水日数の大きい，小さいと，年間の降水量の多い，少ないとは

一般的には一致しないので，少なくともこれからとりあげようとしている大皐

越では，両者の関係がどのようになっているかはあらかじめ調べておかなけれ

ばならない。

図 1(a), (b), (c）は，奈良，京都， 彦根の年降水日数と年降水量との関係を

示したものである。点は，ぱらついてはいるものの，直線的比例関係があるこ

とを示しており，特に大皐魁年で年降水日数の小さいときには年降水量も少な

いことが確かめられた。

淀川流域では， 近年，用水のための貯留施設が昔とは比較にならない程拡充

されてきており，中小の早舷では被害はほとんど生じないが，施設能力を超過

するような大皐越では今なお被害の生じることは避け難い。平成6年の早魅は

丁度このようなケースに該当する大皐越であって，このよ うな大皐魅のみを対

象とするときは，皐魅を年降水日数の大小で定義しても，また年降水量の多少

で定義しても，その意味するところは同じになる。
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図 1 奈良（a）， 京都（b），彦根（c）の年降水日数と年降水量の関係
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3. 日照りの空間的広がり

古文書の皐魁に関する記録は，都が置かれていた関係からか，特に奈良，京

都，滋賀といった地域に関するものが多い。しかしそれでも，一つの皐魅につ

いてこれら 3地域の記録がそろって見つかるとは限らない。このような場合に

は， 一部の地域に関する記録から淀川流域全体の状況を推し測ることが必要に

なってくる。このため淀川流域全体の状況を代表する地点としてどこが適切

か，また上に述べた様な推測がどのような場合に許されるのか，についてあら

かじめ調べておくことにする。

まず， lmm以上の降水のあった日を雨天（降雨日），降水量 1mm未満の

日を日照り（無降雨日）として， 奈良，京都，彦根の観測データの存在する

1897年～1995年の99年間のすべての日を雨天と日照りに分類した。そして，奈

良と京都，奈良と彦根の組み合わせのそれぞれについて，2地点で同時に日照

りとなっている場合の数（日数）を数えてみた。 その結果，図 2が得られた。

図2は，横軸に奈良の無降雨日数をとり，縦軸には京都，彦根の条件付無降

雨日数をと って点をプロットしたものである。黒丸（・）は，奈良が日照りの

とき同時に京都でも日照りとなっていた場合の数（年間での日数）を示し，白

丸（Q）は，奈良が日照りのとき同時に彦根でも日照りとなっていた場合の数

（年間での日数）を示している。そして三角印でプロットした点は， 4月から

9月末までの半年間のデータを用いて，上と同様のことを行なってみた結果を

示す。黒三角（企）が奈良と京都の関係を示し，白三角（ム） が奈良と彦根の

関係を示す。

図 Hこは， 45度の直線も示してある。プロットした点がこの直線の近傍にあ

れば，奈良で日照りならほとんどいつでも京都でも 日照りであることを示して

おり，逆に，点がこの直線から離れていれば，奈良が日照りでも京都では日照

りではない場合が多いととを示している。彦根の場合は，上述の京都を彦根と

読みかえていただきたい。

図2より，年聞を通してみたとき（丸印），奈良で日照りならほとんどいつ

でも京都も日照りとなっており，この 2地点聞にはほぼ日照りの同時生起性が

成り立っている。奈良と彦根の場合は，これより少し劣ってはいるが， 4月か

ら9月末までの半年間 （三角印）でみれば，同時生起性はよく成り立っている

といえる。
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図 2の右端に位置している点は平成 6年と昭和14年の大皐魅時の点である

が，奈良，京都， 彦根の 3地点で同時に日照りが発生している様子がよくわか

る。つまり，このような大皐魅のと きには，奈良，京都， 彦根を包含する空間

的スケールで日照りが同時発生しているのである。

筆者は，今まで，淀川流坂を奈良，京都，彦根の3地点で代表させる ことを

念頭に置いて検討を進めてきた。奈良，京都，彦根を包含する区域はほぼ淀川

流域の主要部分を占めており，また上に述べたとおり，大阜魅は，これら 3地

点、を包含する空間的スケールで‘発生していることが明らかとなった。これらの

ことから，今後は，これら3地点で淀川流域を代表させることに して議論を進

めていくことにする。

大皐魅の周期性

図3(a),(b), (c）は，奈良，京都，彦根の年降水日数を示したものである。

4. 
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図3 奈良（a），京都（b），彦根（c）の年降水日数の変動

これら 3地点の年降水日数の自己相関係数を求めると図 4(a),(b), (c）のよう

になる。いずれの地点の自己相関係数も顕著なピークは有していないが，（a)

の奈良で 2,4, 13年のところに相関係数O2程度のピークがあり，（b）の京都で

は 4,13年，（c）の彦根では 4,15年のと ころに同程度のピークがある。相関係

数の有意性の検定を行なってみると，標本数100の場合，相関係数1.5程度でも

危険率 5%で有意となることから， 3地点とも周期性有りと判定してよいと考

えられる。
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奈良（a），京都（b），彦根（c）の年降水日数の自己相関係数

ところで，相関係数の計算に用いた年降水日数のデータは，奈良，京都が99

年間， 彦根が102年間のデータであるので，これらの期間の中に 1,2個しか含

まれていないような長周期成分の有無についてはこのような検討だけではよく

分からない。従って，いま「大皐魅」を「100年に 1回か 2回程度出現する皐

魅Jと定義することにすると， 上に述べたことから，大皐越の周期性を近代的

な気象観測資料のみから求めることには無理があり，気象観測資料を補完する

更に長い期間の資料を見出すことが必要となってくる。

そこでこのような資料として，古文書，特に天変地異を記録した日記類を利

用することにする。

古文書から大早舷の記録を拾いだすとき，最も困難な問題は，大皐魅か中小

の早舷かを判別することがきわめてむずかしいということである。そのため，

ここではつぎのような方法をとることにした。

先ず，大皐魅の周期について仮説をたて，この仮説を， 気象観測資料と古文
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書の記録を用いて検証するのである。

仮説はつぎのようにして得る。

先に述べた自己相関係数から， 奈良で 2,4, 13年，京都で4,13年，彦根で

4, 15年の周期成分が存在することが明らかとなり，また一方， 100年に l度か

2度の大早魅のときには奈良，京都，彦根の 3地点でも同時に大皐魅となるこ

とを（3）で示した。これら二つの事を合わせ考えると次のような仮説が得られ

る。つまり，大皐魅は，上記3地点で，自己のもつ短周期成分の位相が一致

しなおかつ3地点相互の間でも位相が一致するときに発生すると推察され，

従って，大早魅は4年と14年（13年と 15年の平均値）の公倍数の年に生じるは

ずであり，これらの公倍数に等しい周期の内， 100年に 1度か2度しか現れな

い大皐魅の有すべき周期といえば56年だけということになる。こうして，大皐

舷は56年周期でめぐってくるとし、う仮説が得られた訳で、ある。

つぎに古文書により，この大皐魅56年周期説の検証を試みる。

検証の方法としては， 1994年 （平成6年）の大早越を起点にして56年ずつ過

去に遡っていったとき，その年に丁度大皐魁が出現したとし、う記録が見付かる

かどうかを調べていくことにする。

その結果を以下に示すが，ここで仁コで、囲んだ数字は1捌年を起点にして

機械的に56年毎に刻んだ年号 （し、わば標準時計）で，そのすぐ後に古文書から

見出した大皐越の生起年（標準時計と若干の誤差がある場合もある）とその大

皐魅の状況，記述内容等を示す0 ' ・で囲んだ数字は， 56年より短い周期で出

現した大皐魅の生起年を示し，また＠×2などと記しているのは，前後の大皐

魅の間にあるはずの大早越の記録がまだ見つかっていないことを示している。

巨亘
1994年 （平成6年）

0奈良の年降水日数は72日， 99年間の最少。

o京都93日， 115年間の第 2位。

0彦根116日， 102年間の最少。

o琵琶湖水位は9月15日にマイナス123cmまで低下。

＠ 

~ 
1939年 （昭和14年）
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0奈良の年降水日数は78日， 99年間の第 2位。

o京都81日， l15年間の最少。

0彦根131日， 102年間の第15位。

o琵琶湖水位は12月4日にマイナス103cmまで低下。

＠ 

~ 
1883年 （明治16年）

0大和皐，天理教徒雨乞 （『天理時報』）

07月から9月まで照がちで，添上郡大安寺村は最も甚しく 200石の団地に

て籾5石 （『稲作と気象』）

0琵琶湖水位は4月から10月にかけて66cm低下。これは，明治 7年 （観測

開始）から明治20年の間で最大の低下量。

0京都の年降水日数は96日， 115年間の第 8位。平成 7年と同位。

＠ 
,1354, 

1853年 （嘉永 6年）

0五月上旬より九月中旬迄雨不降大皐魅，田畑々草に至迄皆無同様，殿様よ

り御救米百廿九俵御下け頂戴仕候 （『西小椋村曽根弁随講共有文書』，『近

江愛智郡誌』所収）

0大皐，五月十九日より七月七日迄雨無 く，百年余 り無き大早（『平尾記

録』，『近江愛智郡誌』所収）

0川中に井戸堀，井戸かへ等昼夜之無差別致候得共，長 の々照続ゆへ井戸水

も涌少ク相成（山之坊村 （現橿原市）『吉川利右衛門古記帳』）

⑮（⑮×2＝⑮） 

国
1823年 （文政 6年）

0春来天気続きにて，別て四五月雨無之，五畿内渇水，大和河内別て皐強く

喧し（『三貨図会考』）

0当年ハ誠二稀成大日照ニ而，五月十五日より）｜｜ニ流水無之，六月ニ両度少

降々リ ，其後七月十四日にも少 ツ々 L降り候へ共，一切流水は無之，猶其

後折々雨ふ り候へ共，八月十日迄流無御座候，尤当年之かへ水ハ）｜｜中ニ所

々井戸を堀かへ申候事（前出 『古記帳』）
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⑮ 

巨ill
1770年（明和7年）

0雨降らざること月余，炎皐甚しく（中略）琵琶の水減ずることー丈（『続

史愚抄』）

0先百日之日でりニ而御座候（前出『古記帳』）

0五月上旬より雨降らず，八月中旬に及び，田畑早損多し，湖水一丈余減

す。京都も水枯れ，淀川舟上らす京地米価高値（『高島郡誌』所収災異年

表）

0五月上旬より八月下旬迄，凡百有余日諸国皐魅，京大坂江戸及諸国，池川

井水悉枯渇す（『泰平年表』）

⑮ 

巨ヨ
1717年（享保2年）

0此年大日てり ニて（中略）大不作也（曽我村（現橿原市）『堀内長玄覚書』）

o大早魅，五月三十日に雨ふり，六月朔日大水出，夫より（八月朔日少風雨）

雨降らず，夕立一両度斗，所々明神雨乞（『愛知川町森野繁次郎氏記録』，

『近江愛智郡誌』所収）

⑮ 

~ 
1654年 （承塵3年）

0六月，七月大早，七月九日より十五日迄当所若宮へ雨乞，十五日躍を致す

（前出『森野繁次郎氏記録』）

0六月十七日，頃日，大和早 （『続史愚抄』）

＠ 

匝画
1604年（慶長9年）

0四月七日自朝晴天（中略），五月廿四日自朝晴天，欲移青苗無水，此節如

此皐魅予覚廿年来無之，古今初也（中略），六月十五日自朝晴天，百姓，

各々抽丹誠，仰天伏地，量産乞雨終に雨不雨，却て炎天殺人而巳， 口口水一

滴無之，百姓不堪愁（『鹿苑目録』）

⑮×2 
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国
1494年（明腔 3年）

0七月廿三日， 炎皐甚し （『親長卿記・ 言園卿記』）

＠ 

区百
1436年 （永享8年）

0大日照也，四月廿日よ り百五十日てる也（『塔寺長帳』）

＠×2 

~ 
1321年 （元享元年）

0六月大皐，平地枯稿，旬服百里之間，唯有赤土而無青苗，餓草満野 （『続

本朝通鑑』）

0是夏大早，米価躍貴， 乃詔減膳（『大日本史』）

0夏大早，天皇検非違使別当藤経宜に命じて粟を出して貧民を賑す （『桜雲

記』）

⑮×4 

~ 
1096年 （永長元年）

0六月四日晴 （中略）， 十三日（中略）於神泉院有孔雀御読経事，以僧廿口

祈雨御祈也 （中略）廿日今日孔雀御修法為祈雨御祈也 （『後二条師通記』）

0六月五日 （中略）次参内未時許退出，極熱之間，依炎気難堪也，七日祈雨，

近日民戸頗有炎気早憂云 （々『中右記』）

＠ 

~ 
1044年 （寛徳元年）

0十一月廿四日改元，依炎皐疾疫也 （『皐年代略記』）

＠ 

医司
987年 （永延元年）

0五月廿一日奉幣丹貴三社依祈雨也， 六月一日依炎早放出神泉苑池水（『日

本紀略』）

0五月廿八日，依宣旨，六今寺衆来集当寺，五箇日夜之間祈雨而専無其験，
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以同六月六日重給宣旨，五箇日夜又以祈雨（『正倉院文書東大寺祈雨日記

の部』）

⑮×2 

直E
877年（元慶元年）

0六月是月大早，民廃農業（『日本紀略』，『扶桑略記』）

0元慶二年一月廿七日，去年克皐，京師及畿内諸国飢謹，河内和泉尤甚（『三

代実録』）

0元慶二年五月八日，大和国去年大皐百姓飢僅（『三代実録』）

＠ 

匝E
818年（弘仁 9年）

0四月三日遣使京畿祈雨（中略）廿三日詔日（中略）今革新苗播殖望絶，廿

六日祈雨山陵（『日本紀略』）

819年（弘仁10年）

0弘仁十年七月是月，自夏不雨，諸国被害者衆。頻年不稔，百姓飢謹（『日

本紀略』）

⑮ 

厄記
763年 （天平賓字 7年）

0八月，去歳霧雨，今年允早，五穀不熟，米価踊貴。宜免左右京五畿内，七

道諸国今年田租。近江－備中－備後三国飢。（『続日本紀』）

＠ 

恒司
705年（慶雲 2年）

0六月，奉幣吊子諸神，以祈雨鷲。太政官奏，比日充早，回園；樵巻。八月，

詔日，陰陽失度，炎皐弥旬。 百姓飢荒。免諸国調之半。（中略）是年，諸

国廿飢疫（『続日本紀』）

以上で大早魁56年周期説についての検証を終えるが，このよ うな検証方法で

の最大の問題点は，ここに選択した早舷が果たして大早舷に相違なかったかど

うかという点であるので，この点について，もう少し説明を追加しておきた
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L、。

1994年 （平成 6年）の皐魅と 1939年（昭和14年）の皐魅は，気象観測資料が

充実しているので，大皐魅であったことは証明済と考えてよかろう。1883年

（明治16年）の早魅では，琵琶湖水位の観測データと京都の日雨量観測データ

があり，これらのデータによると，少し規模の小さい皐魅であったと推定され

る。 1770年（明和 7年）の早魅は，ここに示したもの以外にも記録が多数あり，

皐越の程度，広がり等から大皐越と判定してさしっかえないと思われる。した

がって，大皐越の出現に，仮りに周期性が存在するとすれば，その周期は上記

4大皐魅の出現周期に合致していなければならず，このことからもその周期は

56年が妥当であると思われる。

5. おわりに

本文では，大阜魅の出現周期を，主として古文書の記録を手掛りにして検証

することを試みたが，ここで採択した皐魅が確かに大早舷であったことを十分

に証明するには至っていない。今後更に古文書の発見に努め，早越の大小の格

付けを明らかにしていきたし、。

また，古文書による検証を補うものとして，文字以外の記録，例えば樹木の

年輪幅の変動などの分析も行ない，それらから得られた成果をクロスチェック

しつつ，検討を続けていく必要もある。

さて，大皐舷年（降水日数の少ない年）が一定周期でめぐって くるとすれば，

大皐魅年と大早魅年の中間には比較的降水日数の多い年が存在している可能性

が高い。図 I(a), (b), (c）に示したように，かなりばらつきはあるものの，年

降水日数の多い年は年降水量も多い傾向にある。確定的なこ とはいえないが，

年降水量の多い年には大雨による災害が多発するかもしれない。

そういえば， 1939年 （昭和14年）と 1994年 （平成 6年）の大皐越年の中聞に

は，昭和20年代から40年噴にかけて，大型台風の襲来が頻発した一時期のあっ

たことが思い起こされる。京都大学防災研究所の河田恵昭教授が，わが国に上

陸した台風のエネルギーを，1945年の枕崎台風から約40年間にわたって求め，

図5のよ うな結果を得て，台風の上陸数はあまり変わっていないにもかかわら

ず上陸台風のエネルギーは1965年を境にしてその後急激に減少していることか

ら， 1965年以後は大型台風の上陸が激減していると結論づけている。

1965年以後，現在も上陸台風のエネルギーの小さい時期が続いており，今
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図5 戦後の上陸台風のエネノレギーの変遷（3年間の移動平均で表

わす）

後，これがどのような傾向になるかは予断を許さないが，大皐越の周期性と合

わせ考えてみる とき， これからの半世紀は豪雨災害に十分な備えをしなければ

ならない時期であるのかもしれない。

最後に，本調査は， 京都大学防災研究所水資源研究セ ンター池淵周一教授の

御指導のもと修土課程学生庄建治朗君との共同研究の成果の一部であることを

記し，御両人への謝辞にかえさせていただく。
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