
東海道鉄道敷設の歴史 

６ 中山道鉄道から東海道鉄道への変更  

１ 東海道ルートに変更の結論 

明治１８（１８８５）年１０月１５日、中山道鉄道東側の高崎・横川間は開通したが、次に

続く横川—軽井沢間の急峻な碓氷峠では路線選定の測量中であった。ただし、そこでの資材

運搬のための直江津・上田間では工事が進められていた。  

一方、西側では、明治１７（１８８４）年５月に大垣・加納間、翌明治１８（１８８５）年

９月には加納～名古屋間が着工、名古屋、武豊までの延伸工事（明治１８年８月着工）も着々

と進められていた。 

中山道鉄道東側の横川—軽井沢間の路線ルートさえも今なお容易に決定できない状況の中

で、井上勝鉄道局長官は中山道鉄道敷設工事の遅れに焦りを感じていた。 

井上にとってはすでに明治１７年から明治１８年にかけての松本、原口の東海道、中山道

ルートの極秘の再調査で、〈技術的には東海道ルートの優位が確認されていたものの『日本鉄

道業の形成』—１８６９～１８９４年—中村 尚史 日本経済評論社１９９８（平成１０）１

４２頁〉、〈事前の十分な測量を省いた上に、自らの責任問題にもつながりかねない幹線ルー

トの変更『日本歴史』第７５５号 中山道鉄道の採択と東海道鉄道への変更—東西両京連絡

鉄道に関する三つの問題—松永直幸 吉川弘文館 ２０１１年４月号 ７１頁〉をどのよう

な経緯で決意したのであろうか。 

井上鉄道局長官の東西連絡幹線鉄道ルート変更を政府へ提案するには、〈大変な勇気を要し

たと思われる『日本鉄道業の形成』前掲書 １４２頁〉が、ルート変更の政府への提案の直接

の契機として、〈明治１９（１８８６）年３月１４日内閣に上申した「鉄道布設工事拡張之儀

二付伺」にあると思う『日本歴史』第７５５号 前掲書７１頁〉。 

その伺いとは、〈中山道鉄道は着工以来すでに２年余り経たが、なにぶん山間地帯での工事

があるため難渋をきわめている。横川～軽井沢間は建築資材の運搬が困難をきわめており敷

設ルートを正確に調査しなければ資金を無駄に使ってしまうことになる。こうしたなかでわ

が国の今後の鉄道拡張をはかる『井上勝』ミネルヴァ日本評伝選—職務は唯クロカネの動作

に候— 老川慶喜 ミネルヴァ書房 ２０１３年 １３６頁〉ためにも、幹線敷設のみを主

とせず、相当の利益の上がる採算路線として横浜～小田原間、神戸～岡山間、あるいは東京～

八王子間に鉄道を敷設した方が良いとするものであった。 

この伺い書からは、鉄道局への工事の遅れの非難と同時に各地で企図されつつある私鉄起

業設立許可の高まりに対して〈低下しつつあった官営鉄道の威信を取り戻すため『日本鉄道

業の形成』—１８６９～１８９４年—中村尚史１９９８ 日本経済評論社 142 頁〉の〈井

上長官の焦りと、中山道鉄道等の他に敷設工事を拡張しようとする動揺がみてとれる『日本

歴史』第７５５号 前掲書 ７３頁〉。しかしながら、井上の提案した先の採算路線の敷設は

認可されなかった。 

それどころか、明治１９年３月２６日、内閣書記官は鉄道局に当初の方針どおり東西両京

間の幹線鉄道の早期貫通を促した。しかし、同時に、「若シ然ラス土地ノ険難等ニテ当初ノ路

線ヲ布設スル能ワサルコトアレハ、其理由ヲ明ニシテ後速二改線シ、主眼クル東京大阪貫通

ノ目的ヲ達スルヲ可トス」として、〈理由を明らかにすれば東海道鉄道への変更も可とする『日

本歴史』第７５５号 前掲書 ７３頁〉ことを示唆したのである。 

井上鉄道局長官は、この〈示唆に基いて、急遽中山道鉄道と東海道鉄道との比較測量に着手し

た。東海道の調査・測量は、前年１８８５年に密かに二等技師原口要に命じて行わせていた『日本

歴史』第７５５号 前掲書 ７３頁〉ので、今度は中山道鉄道について、〈明治 19 年三等技師南

清を派遣して中山道中部の測量に着手させた『日本国有鉄道百年史』 第１巻 日本国有鉄道 １

９６９（昭和４４）１５５～１５６頁〉。 

南清は工部大学校を卒業後、イギリスに留学（グラスゴー大）し、現地での実務経験を積んで帰

国した、当時における最も優秀な日本人技師の一人であった。 

南は、木村、森島左次郎、田中詢まこと、浅野玄、岡村初之助、武生江太郎、磯長得三ら７人を

引率して、わずか３カ月間で横川～名古屋間の調査を実施した『井上勝』前掲書 １３８頁」。 

 南が中山道ルートを改めて実測した結果、峻険な山々が障害となって、この区間が技術的に難

工事で、工事は長期化しおそらく完成までに７、８年の期間を要し、〈建設費も巨額に上り、さら

に開業後も列車の速度はおそく、したがって運転費も多大となり、鉄道の機能を十分発揮するこ

とができなくなる恐れがあるということが明らかとなった『日本国有鉄道百年史』 第１巻 前

掲書 １５６頁〉。 

〈大津線工事では、南清にまつわる興味深いエピソードがある。当時工部大学校の第一回生であ

った南清は、佐武正章の受持区域内の琵琶湖湖畔の工事に従事していたが、そのとき英国人技師

の建てた曲線標杭は誤りであるとして主任技師に提議した。英国人技師は自らの誤りを認めなか

ったが、実地検分で南の提議の正しさが証明された。井上はこれをみて南の鉄道技術者としての

能力を高く評価し、以後さまざまな局面で南を引き立てたというのである。『井上勝』 前掲書 ７

１頁〉。 

※〈東西連絡幹線のルート・経路変更について、従来山岳地帯における中山道経路での敷設困難

から説明されてきた。ところが、近年社会的な鉄道網拡充要求の高まりの中で、いっこうに進捗

しない両京間鉄道敷設を鉄道局の威信をかけて促進するための措置とする見解が主張されている

『日本鉄道業の形成』前掲書 １４４頁〉。 

井上鉄道局長官は先の松本、原口らによって行なわれた東海道鉄道ルート、中山道鉄道ル

ートの工事などの比較調査結果と、南の中山道鉄道中央部の測量結果を踏まえて、東西連絡

幹線鉄道の東京・名古屋間のルートについては、〈ボイルの調査報告とは逆に、敷設も比較的

容易で費用も安く『日本の鉄道創世記』幕末明治の鉄道発達史中西隆紀 河出書房新社 ２



０１０（平成２２）年 １３１頁〉、営業成績面からも東海道ルートに敷設することの方が有

利との結論を得たので、同区間は一刻も早く東海道ルートの敷設に的をしぼるべきだとの確

信を持った。 

それによると、〈①中山道鉄道は、東京・名古屋間４１４．４キロメートル（２５７．５マ

イル）で、既設の東京・横川間を除き残り工事区間は２８４ロメートル（１７６．５マイル）

となり、その敷設費は約１５００万円で１．６キロメートル（１マイル）当り８万４０００円

を要す。東海道鉄道は東京・名古屋間３８３キロメートル（２３８マイル）で、既設の東京・

横浜間および熱田・名古屋間を除けば残り工事区間は３５０．８キロメートル（２１８マイ

ル）となり、その敷設費は約１０００万円で、１．６キロメートル（１マイル）当り４万５０

００円にすぎない。 

②中山道鉄道は、地形が唆瞼で、隧道４８か所、その延長１７．７キロメートル（１１マイ

ル）余で、東海道鉄道は、その数・延長ともはるかに少ない。ただ、橋梁は中山道鉄道が１２

８０。２メートル（４２００フィート）に対し東海道鉄道は約５倍の６６１４。２メートル

（２万１７００フィート）が必要である。また、中山道鉄道は勾配１０００分の２０以上の急

勾配区間が８６．９キロメートル（５４マイル）で、その中には１０００分の３３．３以上の

急勾配区間がある。これに反し東海道鉄道は１０００分の２０以上の急勾配区間が国府津か

ら沼津までの区間に限られ、あとはほとんど１０００分の１０以下の勾配で建設できるとい

う結論に達した。曲線延長は、中山道鉄道は１２３．９キロメートル（７７マイル）東海道鉄

道は６９．２キロメートル（４３マイル）、土地の高度は中山道鉄道２１０３．１メートル（６

９００フィート）、東海道鉄道は７３１．５メートル（２４００フィート）である。 

③列車の東京—名古屋間の所要運転時間は、中山道鉄道は１９時間余、東海道鉄道は１３時

間余となる。 

④収支については、中山道鉄道は営業収入８８万円、営業費５８万７９５０円で、益金は資本

の１．９５パーセントに相当し、東海道鉄道は営業収入１０８万円、営業費５９万７８７６円

で、益金は資本の４．８２パーセントに達するであろう、というものである『日本国有鉄道百

年史』第 1 巻 前掲書 １５６頁〉。 

また当初期待された中山道鉄道の沿線開発効果も、その殖産興業上のメリットは画に描い

た餅に等しく予想以下であることが判明した。 

 

 

 

 

 

 

当時、鉄道局において両ルートを調査した結果を対比して示せば、表 1・2 のとおりである。 

 中山道 東海道 

延長 

建設費 

地形 

橋桁延長 

 

勾配（千分の 20 以上） 

曲線区間延長 

最高高度 

工期最小 

列車運転時間 

営業収支 

営業収入 

営業費用 

益金（対資本比率） 

414km 

l、500 万円／52,800 円 

峻険 

1,280．2 メートル 4200

フィート 

87km 

124km 

2、103m 

7～8 年 

19 時間余 

 

88 万円 

59 万円 

1・95％ 

 383km 

l、000 万円／28,400 円 

平坦 

6614 ． 2 メ ー ト ル

21700 フィート 

21km 

69km 

732m 

最大 4 年 

13 時間 

 

108 万円 

60 万円 

4・82％ 

 

 これらの調査結果を踏まえて東海道ルートへの変更の結論を出した井上鉄道局長官は〈一

切の事情を開陳して政府首脳の高度な政治的判断を仰いだのである『近代日本と鉄道史の展

開』 鉄道史叢書⑨ 宇田正 日本経済評論社 １９９５（平成７）４０頁〉。 

そこで、井上は、まず明治１９（１８８６）年７月、部下の松本、原口、南らによって行な

われた東海道鉄道ルート、中山道鉄道ルートの東京・名古屋間の比較調査結果を基に作成さ

れた具体的な報告書を携え、当時内務大臣であった元参謀本部長の山県有朋に事前に承認を

取り付けた。 

ここで山県が東海道ルートに変更を承認したのは「何とか東西両京を繋ぐ幹線鉄道を速成

しょうとしたからこそ『日本歴史』第７５５号 前掲書 ７５頁」であり、〈従来の通説のよ

うに山県が海岸離隔策から中山道鉄道に固執したならば『日本歴史』第７５５号 前掲書 ７

５頁〉、こんなに簡単に同意をしたであろうか。 

東海道ルートへの敷設変更について、山県が同意した背後には、この項、軍部は、すでに清

国との戦争（日清戦争）を決意しており、外征軍隊の輸送のために幹線鉄道の早期完成優先の

ため東海道ルートに同意したといわれている。『時刻表タイムトラベル』 所澤秀樹 筑摩書

房 ２０１１（平成２３）年 

 

 



山県公の同意を得た上で、井上長官は、総理大臣の伊藤博文を訪問し、先の具体的な報告書

を説明し、東西両京間鉄道のルート変更の承諾を求めた。この時、〈すでに工部省は廃止され、

鉄道局は内閣直属となっていたので、総理大臣の伊藤博文は井上の直属の上司でもあった『井

上勝』前掲書 １３９頁〉。ここで伊藤はまず山県公の同意を得たかどうかを確認した。 

井上は伊藤の説得に当たり、〈技術面、財政面での理由に加え、明治２３（１８９０）年に

予定されている帝国議会の開設に東西両京間幹線鉄道の完成を間に合わせ、帝国議会の開会

の祝賀の一事業として生かすためには、工期の短縮が可能な東海道ルートに変更する以外に

方法がないといった政治的な理由もちらつかせながら、幹線変更を持ちかけた。議会開設を

前に、少しでも政府の威信を誇示したい伊藤にとって、このような井上の説得は非常に効果

的であった『日本鉄道業の形成』前掲書 １４２頁〉。 

さらに、井上鉄道局長官は〈その資金の裏づけについても細心の注意を払い、公募済みの中

山道公債２０００万円のうち、すでに消費した４２７万円を除いた額でも武豊・直江津・碓氷

の各線と東海道線とを十分建設しうると説明した『日本国有鉄道百年史』 第１巻 前掲書 

１５７頁〉。 

伊藤の了解を得ると、井上は明治１９年７月、幹線変更の上申書を政府・伊藤総理に正式に

提出した。 

上申書によれば、〈中山道鉄道として東西両京間鉄道を敷設したとしても、工期に「今後七

八年ヲ要シ、費額ハ一千五百万円ヲ用ヒテ線路偉力ニ七八十里ヲ得」るのみで、線路は曲折が

多く傾斜も「唆急」なので速力は「遅緩」となり、東京～名古屋間の所要時間は１９時間にも

達する。それに対して東海道線で東京～名古屋間を結べば、距離も中山道線より２０マイル

（３２．２キロメートル）ほど短縮できる。地勢も箱根の険峻、天竜川、富士川、大井川など

の大河をのぞけば「概ネ平坦」で、中山道線よりも工事ははるかに容易である。よって工期は

中山道線の半分も要さず、費額も１０００万円以下で、東西連絡幹線鉄道の全線開通後の所

要時間は２２時間程度になる。井上には若干の躊躇があったが、「先ツ東京卜京阪間トノ連絡

ヲ通スル」ことを優先すれば、得失があまりにも大きいので東海道線に変更すべきであると

主張したのである『日本鉄道史』 幕末・明治編 老川慶喜 中公新書 ２２６９ ２０１４

（平成２６）年 １０７頁〉。 

井上の上申に基づき明治１９年７月１３日の閣議で上申書を可決し、この６日後の同月１

９日閣令第二四号の幹線ルート変更の公布によって、東西両京間の幹線鉄道の東京～名古屋

間約４００キロメートルにも及ぶ幹線鉄道ルートが中山道ルートから東海道ルートへと変更

が行われたのである。まさに、〈日本の鉄道史上、空前にして絶後の出来事であった『日本鉄

道史』幕末・明治編 前掲書 １０７頁」。 

これも〈当時の鉄道局長官井上勝が長州藩出身で、藩閥体制に組み込まれていたからこそ、

たいした波潤もなく変更ができたとも考えられる。〈もし、他の人物が長官であったならば、

その首が飛んだであろうことは十分に想像できる『鉄道の地理学』 鉄道の成り立ちがわかる

事典 青木栄一 WAVE 出版, 2008（平成２０）年 ８２頁〉。 

東西両京連絡幹線鉄道の名古屋以東の東海道ルートへの変更は、明治２３（1890）年の第

一回帝国議会の開催に間に合わせるために、東海道鉄道の全線開通の方針があっただけでな

く、〈日清戦争を決意しつつあった陸軍が、兵器や兵員輸送の便を考え『日本の鉄道創世記』 

幕末明治の鉄道発達史 中西隆紀 河出書房新社 ２０１０（平成２２）年 １３３頁〉たこ

ともあろうし、また、〈自由民権運動などの政治活動に対する治安対策上、いち早く警察や軍

を派遣するためにも、東西連絡幹線鉄道の敷設が急がれたのである『日本の鉄道創世記』前掲

書 １３３頁〉。 

さらに、後進的で未熟なわが国の資本主義経済を育成、発展させるための方向として、山国

に鉄道を通して地方在来産業の活性化や長期的な「殖産興業」構想よりも、輸入原材料に依存

する加工生産と輸出貿易とを組み合わせた近代的機械工業体制への移行せざるを得なかった

ために、東海道ルートの港湾機能と鉄道の連携を強化することが重要であると考えられての 

後発的なわが国資本主義政策の変更があったことも考えられよう。参考文献：『近代日本と鉄

道史の展開』 前掲書、『鷹外の歩み』鷹飼町町史編纂委員会、1999（平成１１）年。 

しかし、東西両京連絡幹線ルートの変更は〈一挙になされたのではなく、その前段として中

山道鉄道が名古屋経由となったことが東海道鉄道への変更を容易にした『日本歴史』第７５

５号 前掲書 ７５頁〉ことにも注目しなけねばならない。 

こうして東西連絡幹線鉄道の名古屋以東は東海道鉄道として着工されることになったのだ

が、井上は伊藤に東海道鉄道の全通を明治２３年１１月２９日の第一回帝国議会開設までに

竣工すると約束した。 

〈歴史に「もしも・・」は禁句であるが、もし東西連絡幹線ルートの東海道鉄道への変更がな

かったとしたらその後どうなっていたであろうか。おそらく鉄道による軍需品や兵員の輸送

線の整備が日清戦争に間に合わなかったであろう。日清戦争は明治２７（1894）年 7 月開

戦しており、大本営が置かれる広島まで山陽鉄道が開通したのはその直前の明治 27 年６月

であった。また仮に中山道鉄道が開通していたとしても、碓氷峠をアプト式で越えるため所

要時間、輸送力ともに東海道鉄道の比ではなかったであろう。こうした意味から、この変更は

日本の進路を左右したといっても過言ではない『日本歴史』第７５５号 前掲書 ７４頁〉。 

東西連絡幹線鉄道の中山道ルートから東海道ルートへの変更は、〈一直線ではなく紆余曲折

を経て行われたのであるが、その裏面のドラマが明らかになって興味深い『日本歴史』第７５

５号 前掲書 ７５頁〉。 

 

 

 



７ 東海道鉄道の敷設工事 

１ 直ちに測量、工事にとりかかる 

東西連絡幹線鉄道の中山道鉄道から東海道鉄道への変更は、明治１９（１８８６）年７月１

３日の閣議で可決され、中山道鉄道公債による資金の転用（中山道鉄道公債募集金額の中か

ら大垣・半田間、高崎・横川間、直江津線の残工事費を除き残金９７７万６６０６円を東海道

鉄道横浜・熱田間の工事に充てることにした。）が認められ、６日後の同月１９日閣令第二四

号の幹線ルート変更の公布がなされ、直ちに測量、工事にとりかかることになった。 

ここで、新たに敷設するのは、①横浜～大府間、②馬場（膳所）～長浜間、③米原～深谷～

関ケ原間の三路線であった。 

井上勝は、ただちに横浜－熱田間の測量を開始、一等技師原口要に横浜—沼津間、三等技師

南清に沼津—熱田間の測量を着手させた。敷設工事は、全線測量の完了を待たず、明治１９年

１１月に測量を終えた横浜—酒匂川間から開始された。〈全線の測量は明治１９年度末にはお

おかた終わった『日本国有鉄道百年史』第 1 巻 日本国有鉄道 １９６９（昭和４４）年 １

５７頁〉。異例の速さといえよう。 

このことからも、明治２３（１８９０）年の第一回帝国議会開会までに何が何でも幹線を開

通させようという伊藤総理の意気込みがうかがえる『関西の鉄道史』作間芳郎 成山堂書店 

２００３（平成１５）年 ４０頁〉。 

これは東海道鉄道によって議員の往復の便を図ろうとしたからである。そのため、鉄道局

は全力を挙げて同区間工事の迅速化をはかることになったのである. 

〈敷設工事は天竜川を境に二分し、天竜川以東は一等技師松本荘一郎が管理し、横浜～沼津

間を原口と一等技師野村龍太郎および三等技師木村林心が担当した。そして、沼津～天竜川

間は南と国沢能長が担当し、大井川および富士川の橋梁工事は雇の小川勝五郎が分担した。

天竜川以西は一等技師飯田俊徳が管理し、三等技師松田周次が天竜川～豊橋間、四等技師長

谷川謹介が豊橋～名古屋間を担当した。長谷川、木村、国沢らは工技生養成所の修了生で、い

わば井上がみずから育てた鉄道技術者であった。また原口や南も工技生養成所の出身ではな

いが、井上が手塩にかけて育ててきた技術者であった。東海道線の敷設は、いわば井上が育て

た技術者集団が総力をあげて取り組んだ事業ともいえる『井上勝』前掲書 １４２、１４３

頁〉。 

〈天龍川以東は一等技師松本荘一郎、天龍川以西は一等技師飯田俊徳が統括監督した『日

本国有鉄道百年史』 第 1 巻 前掲書 １５７頁〉。 

〈この際の資材は海上輸送によって沼津、清水、武豊の三港に主として陸揚げされた「もう一

つの坂の上の雲」 鉄道ルート形成史 高松 良春 日刊工業新聞 ２０１１ ４０頁〉。 

東海道鉄道の開業状況を時系列的に見てみると、次の通りである。 

東西連絡幹線鉄道の西側の区間として、明治２０（１８８７）年１月２１日大垣・加納（現

在の岐阜）間が開業。同年４月２５日長大な木曽川橋梁が完成したために加納～木曽川間が

開業、ここに長浜—大垣—加納—名古屋—武豊間の路線が全通し、「南北両沿海地帯」を連絡

直結する一大鉄道路線が敷設されたのである。この長浜—大垣—名古屋の区間は元来中山道

鉄道の一部として敷設されたものであり、東西連絡幹線としての中山道鉄道の生き残りの部

分といえよう。同時にそれは、資材輸送線としての名古屋・武豊間の分岐点大府を境に〈中山

道鉄道と東海道鉄道とを部分的につなぎ合わせて東西連絡幹線鉄道の一環をも形成する『近

代日本と鉄道史の展開』 鉄道史叢書⑨ 宇田正 日本経済評論社 １９９５（平成 7）年 

３８頁〉ことにもなった。 

 

『鉄道の歴史がわかる事典』浅井建爾  日本実業出版社 ２００４ ２９頁 

 

新たに敷設された東海道鉄道の横浜～大府間のうち、明治２０年７月１１日横浜・国府津

間が開業。翌２１（１８８８）年９月１日浜松・大府間が開業した。さらに、明治２２（１８

８９）年２月１日国府津—御殿場—静岡間が開業した。 

国府津から先の箱根越えは全線をつうじての最大の難工事であったが、箱根越えの路線は

原口要の念入りな測量によって箱根と足柄峠の北側（御殿場経由）を回ることになった。国府

津から松田までは酒匂川に沿った平野部を進むのでそれほどの急勾配はないが、山北～御殿

場間は標高差が３４８メートルもあり、山北～沼津間では２５パーミル（１０００分の２５）

の急勾配が１６キロメートルもつづいた。結局、箱根越えには総延長２．１キロメートルに及

ぶ７カ所の隊道を掘り、２０ヵ所の橋梁を架けることになった。参考文献：『東海道線全通 １

２０周年記念 東海道と鉄道の歩み』梅小路蒸気機関庫。 



難所の箱根越えを含む国府津～静岡間 71 哩 27 鎖（114．8 キロ）が開業したのは、横

浜～国府津間開業の約 1 年半後の明治 22 年 2 月である。さらに静岡以西では石部、磯浜、

牧ノ原などに１０００メートル級の長大トンネルが掘削され、橋梁は、天竜をはじめとして

富士、大井、馬入、安倍川など総延長約７．５キロメートル（２万４９０２フィート）に達し

た。 

 

『日本の鉄道創世記』幕末明治の鉄道発達史 中西隆紀 河出書房新社 ２０１０（平成２

２）年 １３４，１３５頁 

 

２ 東京（新橋）－長浜間の鉄道が開通 

明治２２年（１８８９）２月国府津・静岡間、同年４月１６日静岡－浜松間が開業。起工以

来２年５か月の短期間をもって横浜から名古屋・武豊間の大府駅を分岐点として、横浜・大府

間の東海道ルートによる区間が全通をみた。 

これにより、すでに明治２０（１８８７）年４月に開通していた長浜—大垣—加納—名古屋

—大府—（武豊）間と併せて東京（新橋）から西へ一路長浜までの鉄道は全通した。 

この結果、長浜～馬場間が未開通の間（明治２１年１月着工）、湖上航運を介して、大津経

由で京阪神へ結ばれ、部分的ながら船車連絡の形で東京—神戸間の東西連絡幹線鉄道が実現

することになった。この時、新橋—長浜間の直通列車は１日１往復、下り１５時間、上り１４

時間２５分だった。参考文献：『八日市市史』第４巻 近現代 八日市市 １９８７（昭和６

２）年 

 

 

 

『発掘明治初頭の列車時刻』 交通新聞社新書 ０９９ 曽田英夫 交通新聞社 ２０１６（平

成２８）年 １２２、１２３頁 

３ 東海道全線の開通 

その後、最後に残っていた湖東線区間の馬場（現膳所）・米原間（５７．７キロ）および〈米原

から既設線（長浜・関ケ原間）の深谷付近に至るおよそ７マイル（11．3 キロメートル）の建設

は２１年１月測量に着手『日本国有鉄道百年史』 第 1 巻 前掲書 １５９頁〉し、明治２２

年７月１日完成。この日をもって東海道線新橋・神戸間６０５．７キロメートルが全通した。 

なお、〈この日から関ケ原付近の路線が変更され、敦賀方面への分岐停車場は、それまでの長浜

から開業したばかりの米原へと変わった『鉄道と日本軍』 竹内正浩 筑摩書房 ２０１０（平

成２２）年 ５４頁〉。また、湖東線（大津～長浜間）の開通によって、琵琶湖上で大津～長浜間

の鉄道連絡運輸は明治２２年６月３０日で営業を終了した。 

 

『日本の鉄道創世記』前掲書 １３５頁 

 



東海道線の全通によって明治２（１８６９）年１１月１０日の廟議で取り決められた鉄道

はすべて開通の運びとなった。 

こうして日本の鉄道は全国へと広がる様相を呈し、新たな段階へと進んでいったのである。 

そして東海道線全通の翌２３（１８９１）年１１月２９日、波乱含みのうちにもめでたく第

一回「帝国議会」が天皇が出席して開会され、その開会までに東海道の全通という目標は達成

された。〈この時、帝国議会に召集された沿線の地元議員の足は、ほかの地方議員の多くが船

だったのに対して、真新しい東海道鉄道だったことはいうまでもない『日本の鉄道創世記』幕

末明治の鉄道発達史 中西隆紀 河出書房新社 ２０１０（平成２２）年 １３２頁〉。 

東海道線開通当初、新橋・神戸間の直通旅客列車は１日に１往復のみであったが、所要時間

は下りが２０時間５分、上りが２０時間１０分で、旧幕時代の嘉永年間における大名行列は

江戸から大坂まで１５日を要していたので、時間距離は著しく短縮された。 

また、〈旅客の下等運賃は新橋から名古屋まで２円３５銭、京都まで３円２９銭、大阪まで

３円５６銭、そして神戸までの運賃は３円７６銭であった。東海道鉄道の開通は沿岸海運に

も大きな影響をあたえ、日本郵船は横浜・神戸間の下等旅客運賃を２円５０銭に値下げして

東海道鉄道に対抗した『日本史小百科』—近代—＜鉄道＞老川慶喜 東京堂出版 １９９６

（平成８年）３３頁〉。 

しかし、〈鉄道局は東海道鉄道敷設の速成に全力を傾注するあまりその後の幹線鉄道敷設の

余力をなくし、地方における官設鉄道敷設の請願に応えることができなくなった。これは井

上勝の持論である鉄道官設主義を弱めることとなり、関西鉄道、九州鉄道など私設鉄道の幹

線参入を容認せざるをえなくなったのである『日本歴史』第７５５号 中山道鉄道の採択と

東海道鉄道への変更—東西両京連絡鉄道に関する三つの問題—松永直幸 ２０１１（平成２

３）年４月号 ７４頁〉。 

 
 

 



 

『発掘明治初頭の列車時刻』 交通新聞社新書 ０９９ 曽田英夫 交通新聞社 ２０１６（平

成２８）年 １２８～１３１頁 

 

４ 東海道鉄道と鉄道忌避伝説 

しかし、〈東海道鉄道の敷設では用地買収などをめぐって、今でもみられるように一部のト

ラブル、反対はあったとしても、〈一般にいわれているような無知な反対運動はなかったよう

である。むしろ「明治１９年８月１日付の「静岡大務新聞」などにみられるように、藤枝、島

田、金谷、日坂、掛川、袋井、見付などの沿線においては積極的な鉄道誘致運動が展開された

『日本の鉄道 120 年の話』 沢和哉 築地書館 １９９３（平成５）年 ５６頁〉。 

参考文献：『季刊旅と鉄道』 ８０冬の号 第 34 号 ものがたり東海道本線 沢和哉  鉄

道ジャーナル社 １９８０（昭和 55）年 

岡崎の鉄道忌避伝説 

昭和５１（１９７６）年に発行された『蒲郡市誌 資料編』に、鉄道局技師の松田周次から

宝飯郡役所書記の長島藤六郎に宛てた 1888（明治２１）年 1 月 16 日付けの次のような書

簡が掲載されている。 

拝啓 益々御清祥奉大賀候 

陳者 東海道線路予測の節は豊川の西、小坂井近傍に於て、現今の線路より分岐し国府・御

油・赤坂等を経て藤川・岡崎迄略決定に相成侯え共、如何にも赤坂・藤川間は其地勢狭隆且つ

急勾配を付せざれば容易に線路布設難相成、種々苦心の処、幸い貴下と面談の栄を得て該地

方の状況及地勢等相伺候処、小坂井より西方・蒲郡・深溝を経て岡崎に至り候時は殆んど平坦

急勾配を要せずして工事容易ならんと、玄に於て直ちに予測に着手せしに、貴言に不迷現今

の線路を得たり。これ畢 貴下の賜にして若貴下なかりせば、此の線路を得ること能はざる

やと只管感謝の外なく御座候。 

依而 一筆を呈し御礼申上候次第に御座候。早々一筆。 

これは、東海道沿いのルートが急勾配（16～17‰）なのに対して、海岸沿いのルートは緩

やか（10‰）なことを教えてくれてありがとうという意味の礼状であり、豊橋～岡崎間の東

海道線が急勾配を避けるために海岸寄りのルートを選択したことを明らかにしている。 

同様に、幸田付近から北上して岡崎を目指した鉄道線が岡崎市街から約 4km も離れた地

点に岡崎駅を設けたのは、この位置なら駅を出てすぐ左にカーブして、矢作川と大平川（乙

川）の合流点のやや下流で川を渡れるので、橋梁個数を 1 にとどめられるからと考えること

ができる。 

つまり、鉄道が東海道筋から外れたルートになったのも、岡崎駅を市街から外れた位置に

設けたのも、すべて地形上の理由によるのであって、宿場町が反対した結果ではないのであ

る。 

多くの歴史学者や地理学者は、地形による鉄道ルート選択の関係に無知であったために、

無用な鉄道忌避伝説を生じさせてしまったのが真相といえよう。 

 



 

『鉄道の地理学』 鉄道の成り立ちがわかる事典青木栄一 WAVE 出版, 2008（平成２０） 

年 ８３－８５頁 

 

●ルートや駅は地形との関係で決定 

鉄道ルートや駅の位置は、多くの場合、地形との関係で決定される。つまり、現地の地形を

見れば、なぜそうなったのか、容易にその理由を発見できるのである。鉄道忌避伝説の吟味に

は、①文書資料の存在、②同時代の鉄道建設の傾向、③地形との関係検討を通じて行なわなけ

ればならない。 

明治の日本人は鉄道を文明開化の象徴と考え、その導入には積極的であったというのが真

相だったといえる。 

 

 

８ 中山道鉄道から東海道鉄道へ 

「東海道鉄道」は草津・米原間に加えて米原以遠岐阜までのかなり長い距離を、実は中山道ル

ートによっている。それは、すでにみたとおり、この東西連絡幹線鉄道がはじめは「中山道鉄

道」として計画、着工され、岐阜以遠は一転して南下、名古屋へ向かい、その後いろいろと曲

折を経て、明治１９（１８８６）年７月名古屋から先は東海道ルートへ変更されたことによ

る。 

それでは中山道ルートから東海道ルートに変更された際に名古屋以西の「旧東海道」に東

海道鉄道は計画されなかったのだろうか。 

江戸時代には最重要街道であった東海道の名古屋以西、つまり今日の JR 関西線・草津線

ルートは、明治４（1871）年に提出された東海道筋の調査報告において、「佐屋，桑名ノ難

所及鈴鹿峠ヲ避クル為中山道二迂回シ清州，大垣，米原ヲ経テ草津，大津二由り京都，大阪二

達スルモノ」とされた。つまり、木曽三川の下流域と鈴鹿峠を含む東海道筋の熱田（名古屋の

南）－草津間は鉄道敷設上、技術的な困難を伴う〈特殊ナ地域ヲ占メ、本邦幹線タルノ要素ヲ

欠ク『四日市市史下』 四日市市 １９６１（昭和３６）年版 １３５１頁〉として、東西両

京連絡幹線ルートとして当初から計画されていなかったのである。参考文献『近代交通成立

史の研究』山本弘文 法政大学出版局 １９９４（平成６） 

かっての東海道は、江戸と京都を結ぶ重要幹線であったが、鉄道による東西連絡幹線鉄道

は当初、中山道鉄道として計画されたため、「中山道」ルートに拠る既設線区（（長浜）・深谷・

関ケ原・大垣・岐阜・名古屋）と東京・大府・名古屋間と草津・京都間の「東海道ルート」に

よる路線とを接合して東西連絡幹線鉄道が形成されたのである。 

このように東京—神戸間の東西連絡幹線鉄道は東京～熱田間と草津～京都間の「東海道」

と、岐阜～草津間の「中山道」の「東海道・中山道の混合街道」を走ることになり、その路線

名は、それが東海地方に出たことから（東西連絡幹線鉄道の東海道の距離が過半を占める）

「東海道の街道名」を冠して〈「東海道鉄道」の名のもとに全線を一本化された『八日市市史』

第４巻 近現代 八日市市 １９８７（昭和６２年）２１８頁〉。 

なお、東海道鉄道は全通後、徐々に急勾配と迂回路線の改良工事が行なわれた。明治 27（１

８９４）年には、従来スイッチバッグ方式により運転していた横浜停車場に入る線路が、陸軍

省の要請によって直線に改良された。また、関ケ原、長岡間の勾配を１０００分の１０にする

ために柏原経由の別線が複線で建設され、明治３２（１８９９）年１０月１５日、柏原経由の

新線が開通した。ついで大正 3（１９１４）年には東京駅が完成、東海道本線の起点は東京と

なった。また同 10（１９２１）年には急勾配、迂回線の改良として、京都－大津間の短絡線

工事が行なわれた。さらに昭和 9（１９３４）年には丹那トンネルエ事の完成にともない、幹

線は御殿場越えから熱海経由に変更された。こうして昭和初期となってほぼ今日の東海道本

線の姿は出来あがった。 

ちなみに、現在使用されている『東海道線』が正式に命名されるのは、明治２８（１８９５）

年４月のことである。 

初期の官設鉄道は、便宜的に両京間鉄道や敦賀線のような営業区間名を、路線名称として

用いてきたが、開業路線が増加してくると不便もあり、固有名を持って各線を区別するほう

が合理的になったため、これまで起点・終点の営業区間名で呼ばれていた鉄道線名を、固有の

鉄道線名で呼ぶようにしたわけである。こうして、「新橋・神戸間鉄道」（「東海道鉄道」とも）

は『東海道線』として産声を上げるのである 



９ 東西連絡幹線鉄道（東海道鉄道）の区間が東京—神戸間の理由 

 明治２（1869）年の廟議での鉄道敷設路線区間として、まず、東西両京連絡幹線鉄道（東京—

京都）が決定され、その次に太平洋側と日本海側を結ぶ南北流通体系としての路線（大阪—敦賀

港）、さらに東京—横浜間、神戸—大阪—京都間の貿易港と大都市を結ぶ路線が決定され、順次敷

設が進められた。 

 神戸—大阪間から進められた西側の路線敷設は、京都に延伸し、京都からは南北流通路線、東

西両京連絡幹線の一貫をなすものであった。 

 このように東西両京連絡幹線鉄道といえども、実質の列車の運輸体系は神戸—大阪—京都—東

京の東西連絡幹線鉄道となった。こうした設立主体の敷設事情から東西連絡幹線鉄道は東海道鉄

道と名乗り、その区間は東京—神戸間となった。 

 

 

１０月１１日（木）「関ケ原鉄道フィールドワーク」 

１０月２５日（木）３０３「東西連絡幹線鉄道敷設の歴史⓸」「関ケ原鉄道フィールドワーク

報告会」「近江鉄道見学事前学習」 

１１月１０日（土）『欧亜連絡列車運行（東京（新橋）—敦賀港間）の経緯➊』 

１１月２２日（木）１２月８日（土）１２月２０日（木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

『鉄道ピクトリアル』 №４４０ 東海道線その歴史的役割  中川浩一  １９８４ １２ 

１１，１３，１４頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


