
１ 敦賀における国際連絡運輪への布石 

１ 明治政府の鉄道敷設計画と敦賀 

明治２（１８６９）年１１月１０日の廟議決定において着手すべき鉄道敷設路線として「幹線

ハ東西両京ヲ連絡シ技線ハ東京ヨリ横浜ニ至り又琵琶湖辺ヨリ敦賀ニ達シ別ニ一線ハ京都ヨリ

神戸ニ至ル」区間が正式に決定された。 

このうち、「琵琶湖辺ヨリ敦賀ニ達シ」路線の敷設は、京阪神—琵琶湖—敦賀という古来からの

伝統的な南北連絡物資輸送ルートに近代的交通機関である鉄道を導入し、日本海方面の物産品を

太平洋方面に輸送し、太平洋方面の製品を敦賀港に運んで、日本の北と南との物資の交流を盛ん

にし、国内経済の振興を図るという目的があった。 

明治５（１８７２）年、新橋—横浜間の開業を皮切りに、明治７（１８７４）年、神戸—大阪、

明治９（１８７６）年の大阪—京都間と立て続けに鉄道路線の開通を図る鉄道頭（明治１０年鉄

道局長）井上勝は、大阪～京都間鉄道の開業を間近に控えた明治９年２月、工部卿の伊藤博文に

対し、「早くから国が重点化している日本海・太平洋両岸直結＝本州中部南北縦断による輸送ルー

ト『五個荘町史』第２巻 近世・近現代 五個荘町 １９９４（平成６）５６９頁」の京都・琵

琶湖岸から敦賀にいたる路線敷設速成の決断をせまった。 

井上が、京阪神・琵琶湖岸から敦賀にいたる路線の速成を迫るもう一つの理由は、この鉄道が

当時有力視されていた〈中山道ルートによる東西連絡幹線鉄道の一部をも事実上構成『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）２１頁〉し、東西

連絡幹線から最も近い日本海の敦賀港を通じて、北日本地方と東西連絡幹線沿いの各都市を結び、

商品流通上の経済的な重要性を持つと同時に軍事的な価値が高いことがあげられる。 

明治１０（1877）年２月１日、京都・琵琶湖岸から敦賀にいたる路線のうちの京都・大津間

の工事が許可されたが、折しも西南戦争の影響で中止された。しかし、西南戦争での軍事輸送面

で鉄道の果たした役割が大きかったことに加えて、すでに開業している路線が〈近代的輸送機関

としての機能を十分に発揮『日本国有鉄道百年史』第１巻 日本国有鉄道 １９６９（昭和 44）

１２３頁〉していることから、京都—敦賀間鉄道の敷設が進められることになり、まず明治１１

年８月、京都—大津間の工事が正式に着手された。 

 この京都・琵琶湖畔・敦賀間のうちの大津から長浜間の「湖東線」（現ＪＲ琵琶湖線）の区間は

明治１２年８月２７日『船車連絡方式』が正式に採用され、琵琶湖上を日本初の鉄道連絡船で結

ぶことになり、琵琶湖畔湖北東部の水陸ターミナル長浜を起点に北は敦賀へ、東は関ヶ原に向か

って路線が延長されることになった。 

長浜～敦賀間は明治１３（１８８０）年４月、長浜、敦賀の両端からそれぞれ着工され、明治

１５（１８８２）年３月１０日、柳ケ瀬トンネルを残して金ヶ崎（敦賀港）一洞道口間および長

浜一柳ケ瀬間が開通した。 

 
 

２ 開業時の敦賀市街地のルート 

明治１５年３月金ヶ崎（敦賀港）一洞道口間開業時の敦賀市街地のルートは現在の敦賀港駅か

ら市街の外側を迂回し現在の国道 8 号線に沿うようにして平和堂前を通り、気比神社前、旧第二

機関区の方へとつながった 

開通当時（初代）の敦賀駅は気比神社の大鳥居のすぐ前に、同神宮の南西脇、神宮前交差点の

あたりに水田を埋め立てて設けられた。 

※気比神社はその後、1895（明治 28）年に官幣大社に昇格し、気比神宮となった。 

この初代敦賀駅は木造平屋建てのハイカラな駅舎で、屋根は寄棟、四角い煙突が出ていた。正

面入り口の下屋は神社風の趣きを呈し、その上部は明り取りの天窓が付けられていた。窓はガラ

スを嵌めた格子造りの洋風の長窓があった。 

鉄道の起点としての敦賀港は旧陸軍砲合跡に埋立地と突堤を築造し、金ヶ崎駅と称して、機関

車庫、転車台、給炭場、給水塔、ランプ小屋、貨物倉庫が設けられ、また水陸連絡設備として埠

頭を築造している。 

 柳ケ瀬トンネルが竣工して長浜一金ヶ崎間が全通したのは明治１７（１８８４）年４月１６日

のことである。これにより長浜から太湖汽船による大津への水運を介して日本海と京都・大阪方



面が結ばれることとなった。  

一方、長浜一関ケ原間は明治 16 年 5 月 1 日にすでに開通していたが、明治１８（１８８４）

年５月２５日には関ケ原一大垣間が開通して揖斐川からの航路に繋がり四日市と結ばれること

になった。明治 20（1887）年 4 月には敦賀・武豊間の鉄道が全通し、名古屋・長浜間が約 3

時間で結ばれた。さらに明治 22（1889）年 4 月、静岡・浜松間が開通、長浜・新橋間が全通

した。そして、同年 7 月には米原経由の湖東線が開通、ここに新橋・神戸間の東海道線が全通、

同時に米原・長浜間が開通し、敦賀港への分岐点は米原となった。敦賀—米原間は、日本を縦断

する最短路線であると同時に、東海道線に連絡する線であった。 

こうして敦賀は日本海側の地域の中で海陸あいまって〈圧倒的に優位な交通上の要所として

『明大商学論叢』 第９５巻第４号 シベリア経由旅客国際運送の意義と，ジャパン・ツーリス

ト・ビュ－ローの設立一欧亜国際連絡列車の視点から－藤井秀登 明治大学商学研究所 ２００

１３（平成２５）年 ３５頁〉、国内商品流通の上でも、中京・関西と北海道および北日本沿岸と

を結ぶ重要地となったのである。 

参考文献：『湖国と文化』日本の中の近江 近江の近代化と鉄道—江若鉄道を中心に—藤田貞一郎 

五頁」、『いぶき』滋賀大学鉄道研究会機関誌 第６号 滋賀大学鉄道研究会 ２００４（平成１

６）年 、『日本鉄道史（上巻）』鉄道省 １９２１年、『大阪成蹊女子短大研究紀要』 第２１号 

琵琶湖観光史 鹿内健一 １９８４（平成６）年、『鉄道の日本史』 反町昭冶 文献出版 １９

８２（昭和５７）年 、『鉄道ピクトリアル』２９５ 琵琶湖をめぐる鉄道網の発達  青木栄一

１９７４（昭和４９）年、『近代日本の鉄道構想』 日本経済評論社 老川慶喜 ２００８（平成

20）年、『福井県史』通史編５：近現代１ 福井県編 1994（平成６）年 

 

 

 

『ふくいの鉄道１６０年』鉄道友の会福井支部 ２０１５（平成２７）年 ３２頁 

 

 

 

 

 



２ 外国貿易港に指定の敦賀港 

１ 大和田荘七の働き 

日本海屈指の天然の良港敦賀港は、古代から大陸文化の伝来の地で、近世には「北前船」

の寄港地となり、北海道および日本海側の沿岸地方と京阪方面との物資集散の拠点として発

達した。 

明治 23（1890）年、ロシアがシベリア鉄道の敷設を発表し、翌 24（1891）年 5 月に

はウラジオストクで盛大な起工式が行われたことにより、日ロ貿易の重要性を認識した敦賀

の有力者大和田荘七らはこれからの敦賀にとっての繁栄は外国貿易を重視する方向にあると

考えた。※ウラジオストクには「東方を支配せよ」という意味が含まれている。 

大和田は、今後、北陸線が富山方面まで延伸すると、敦賀港を中継していた北海道や北日

本の産物も、しだいに敦賀港から伏木港や七尾港の方に集散されるようになるだろう。そう

なると敦賀港は大きな打撃となるため、敦賀港の活路を外国貿易に見出そうとしたのである。 

そこで敦賀港を外国貿易港としての国の認可獲得に関する政府との交渉は明治 24

（1891）年、大和田荘七が開始したのが始まりで、以来 5 年を経た明治 29（1896）年

１０月に〈「開港外貿易港（海外貿易港）」の指定『敦賀市史』通史編 下巻 敦賀市 １９

８８（昭和 63）年 １７７頁〉を受けることとなった。 

※大和田荘七は安政 4（1857）年 2 月に山本九郎左衛門の末男・亀次郎として敦賀に生ま

れた。頭脳明噺・品行方正といった彼の人となりを見込まれ、明治 11（1878）年 5 月に

船荷問屋である初代大和田荘七の養子に迎えられている。当初は、学者になることを志して

いたが、養家先の家業の発展を願うようになり、明治 20（1887）年 6 月に 2 代目荘七を

襲名した後は回漕業家（大和田回漕部）として成功した。その後、彼は敦賀の発展に邁進し

ていく。明治 25 年 11 月 1 日、大和田銀行設立。 

大和田回漕部とは、大和田荘七が明治 39（1906）年 9 月に大阪商船株式会社の代理店

となって誕生した会社である。同社は翌年から敦賀・ウラジオストク間の定期航路を運航す

る大阪商船株式会社の最新型汽船である鳳山丸などの取り扱いを始めている。また、日露貿

易を重視する大和田荘七は明治３９年 5 月に対外貿易の設備の一環として、対北株式会社を

創設し、インバウンド客用の旅館を建設して自ら社長に就任していた。 

参考文献：『図説 福井県史』福井県編 1998 年 218 貢、『ウラジオストク物語－ロシア

とアジアが交わる街－』原 暉之 三省堂 1998 年 270 頁、『敦賀の歴史』敦賀市役所

１９８９（平成元）年  

 

 

２ 敦賀-福井間開通 

明治 29 （1896）年 7 月 15 日北陸線の敦賀—福井間が開通した。列車は気比神社南

西脇の敦賀駅（初代）から一旦金ヶ崎駅まで運転して、ここで機関車の付け替えがされ、方

向転換して再び敦賀駅を経て福井または、米原へと運転された。この金ヶ崎での折返しで約

30 分以上のロスとなっていた。 

 

『ふくいの鉄道１６０年』鉄道友の会福井支部 ２０１５（平成２７）年 ３２頁 

 

 

明治 30（1897）年 9 月に北陸線が小松まで延びるといずれの列車も金ケ崎には入らず、

敦賀駅でスイッチバックするようにして折り返した。ここで敦賀・金ヶ崎間の旅客列車は取

りやめとなり、金ヶ崎駅は貨物取扱所となった。機関車は金ケ崎駅の転車台で方向転換を図

っておいたようだ。貨物列車は従来どおり敦賀一金ヶ崎間を往復して運転している。 



明治 30 年 9 月、初代の敦賀駅は焼失した。明治 31（1898）年 4 月 1 日路線は金沢

まで延伸された。明治 32 （1899）年 3 月にはさらに富山へと北陸線は延びるが、いずれ

の列車も敦賀駅でのスイッチバック的な運転は続いた。 

外国貿易港に指定の敦賀港 

明治 32 年 7 月１３日に敦賀港は〈近隣の新潟港・伏木港・七尾港とともに外国貿易港に

指定されることになった『敦賀市史』前掲書 １７７頁〉。そこで、翌 33（1900）年、大

和田荘七ら外国貿易関係者は敦賀港における貿易の発展を図るために〈「敦賀外国貿易協会」

と「敦賀外国貿易汽船会社」を設立し、日本商船会社の武陽丸（1000 トン）を借り受け『敦

賀の歴史』 敦賀市 １９８９（平成元年） １６０頁〉、敦賀・牛荘(にゅうちゃん)（中国

遼寧省営口の上流）間の航路を開設し、豆粕と大豆を輸入し、貿易港としての評価を得よう

と努力したが、〈明治３４（１９０１）年までの輸出は皆無に近く、輸入も３２年まではわず

かにすぎなかった。敦賀港が開港場としての実力を示すようになるのは、明治３５（１９０

２）年以降になってからである。 

 

『敦賀市史』通史編下巻敦賀市昭和 63 年 １７９頁 

 

『敦賀市史』通史編 下巻 敦賀市 １９８８（昭和 63）年 １８３頁 

 

 

『敦賀の歴史』前掲書 １６２頁 

 

 

 

 

 

 



３ 敦賀・ウラジオストク航路の開始 

わが国とウラジオストクとの航路は、明治政府になってから長崎港を拠点に整備され、明

治 14（１８８１）年 2 月に、郵便汽船三菱会社によって、長崎・釜山・ウラジオストク航

路が開設されたことに始まる。 

一方、ロシアでは、明治 30（１８９７）年、シベリア鉄道のハバロフスク—ウラジオスト

ク間（ウスリー鉄道）が開通した。さらにロシアはハバロフスクからモスクワまでのシベリ

ア鉄道の開通を進めていたが、バロフスクからシベリア鉄道チタ間に自国領内のみの路線で

つくれば、北方を大迂回することになるうえに、ハバロフスクからチタまでは大河アムール

河やそれの支流ウスリー河とその支流が入り組んでいるために脆弱な地盤が多く難工事が続

いた。 

 

『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 ２３６～２３７頁 

そこで、ロシアはこの地域の鉄道敷設の主力をウラジオストックまで最短で結ばれる清国

領である後の満洲を通って、シベリア鉄道に接続する綏芬河間の「東清鉄道」の本線の敷設

を認めさせ、ウラジオストクに至ることにした。 

日露戦争開始（明治 37（１９０４）年 2 月）3 年前の明治 34（１９０１）年 11 月、ロ

シアの手で東清鉄道を着工し、明治３６（１９０３）年開業の運びとなり、満州里—ハルビ

ンーウラジオストク間の運転が行われた。 

※明治 35（１９０２）年 1 月シベリア鉄道ハバロフスクーウラジオストク間（ウスリー

鉄道）が開通 

ウラジオストクの対岸敦賀は欧亜連絡貨物輸送の拠点港として脚光を浴びることになり、

敦賀—ウラジオストクを結ぶ定期航路開設が必要となった。そこで政府は明治 35（１９０

２）年 2 月、大阪の海運事業者である大家(おおいえ)七平に命じて大家汽船に航路を開かせ

た。 

大家汽船の敦賀・ウラジオストク間に甲乙 2 つの定期航路が設けられ、交通丸と凱旋丸の

2 隻が就航した。甲線は、敦賀—ウラジオストク間を中心に門司を起点として日本海沿岸 10

港、それに釜山・元山を就航。乙線は七尾—ウラジオストク間を中心に小樽を起点として甲

線諸港を逆に周航した。しかし、念願の定期航路が実現したものの、40 日に１回という運

航で、利用者の不満は強く、改善の必要があった。 

明治 36（1903）年より、敦賀は甲線の起点となり、乙線は七尾と交互に起点となること

になった。しかし明治 37 年 2 月、七尾港の貨客がすくないなどの理由から七尾—ウラジオ

ストク間航路は廃止され、ウラジオストク直航は敦賀港１港に限られた。 

 

４ 国際連絡運輸の必要性 

１ 南満州鉄道会社の設立 

東アジアの制覇を目論むロシアはモスクワからハバロフスクまでのシベリア鉄道の開通を進

めるなかで清国に強引に迫り、清国領である満洲を通ってシベリア鉄道に接続する綏芬河間の

「東清鉄道」の本線の敷設を認めさせ、ウラジオストクに至ることにした。 

ロシアが明治３４年着工、明治３６年満州里—ハルビンーウラジオストク間が開業した。 

ロシアの清国領内満州での鉄道敷設はこの東西の一路線（東清鉄道）だけのみならず、東清鉄

道の敷設とほぼ同時期にハルビンから大連、旅順の南に延びる「T 字形」の路線を清国に追認さ

せ、ロシアの手で明治３４（１９０１）年着工、明治３６（１９０３）年１月に完成した。 



 

『日本の鉄道創世記』前掲書 ２３６～２３７頁 

こうして、ロシアは〈極東における戦略的威信をかけて『日本鉄道史』大正・昭和戦前編 中

公新書 老川慶喜 中央公論新社 ２０１６（平成２８）年 １３３頁〉東清鉄道を敷設し、東

西、南北の２方向の終着地点のウラジオストクと不凍港の旅順の２つの重要港を確保した。 

日清戦争によって日本が清国から割譲を受けた遼東半島を、三国干渉によって清国へ還付させ

た露国は、まだ 3 年も経ない明治 31 年（1898）3 月、この地を租借地とし、凍結港のウラジ

オストクから不凍港の旅順と大連を、東洋制覇の拠点とすべく、大要塞と軍港及び商港を築くと

ともに、欧露と結ぶシベリア鉄道東清線を竣工させ、本格的な極東政策を展開しはじめた。した

がって、シベリア鉄道東清線は、露国にとっては非常に重要な使命のある鉄道であったわけであ

る。 

ロシアは満洲へ進出、明治３３（１９００）年の義和団の乱の鎮圧に際し、大軍を満洲に送り

込むとそのまま駐留を続け、事実上満洲を制圧してしまう。その後、さらに鴨緑江を越えて朝鮮

進出をうかがい始めた。 

朝鮮がロシアの植民地になれば、日本が受ける脅威は極限に達する。朝鮮半島はいまや日本に

とってわが国防衛の生命線である。日本は、ロシアとの交渉を重ねたが、結局決裂し、明治３７

（１９０４）年、ついに仁川に停泊中のロシア軍艦と砲火を交え、日露戦争へと突入した。 

日露戦争が終結（明治 38（1905）年）し、日露講和条約（明治 38 年 9 月・ポーツマス条

約）によってロシアはハルビンから南に延びる「T 字形」の路線（東清鉄道満州支線）の約半分

の「旅順から長春までなら譲ってもよい」ということになった。 

ハルビンまでとしなかったのは、ロシア側の最後の抵抗であった。ロシアは、日本海海戦など

も含めて壊滅的な打撃をこうむったものの、まだまだ巻き返しは可能と踏んでいたからである。 

そこで政府は早速、明治 39 年 6 月ロシアから譲り受けた東清鉄道満洲支線の一部の長春・旅

順間に南満州鉄道株式会社※を創設し、翌明治 40（1907）年 4 月この鉄道の経営を政府が行

なうことにした。 

※南満州鉄道株式会社は明治 39（1906）年 6 月の勅令第 142 号に基づいて設立された。資

本金は 4 億 4 千万円、政府の出資は 2 億 2 千万円であった。本社は大連・支社は東京で、明治

40（1907）年4月1日から営業を開始、長春・大連間・奉天・安東間（全長680哩=1094.35392 

キロメートル、軌間は 4 尺 8 寸=1.45454545 メートル）を運行した。標準軌=１．４３５メ

ートル。 

 
『日本の鉄道創世記』前掲書 ２３６～２３７頁 

 



 

ここにわが国は南満州鉄道と東清鉄道を利用してロシアやヨーロッパとの本格的な国際連絡

運輸（日本とロシアやヨーロッパと結ぶ船舶、鉄道を連絡・接続させる交通ネットワークの形成）

に取り組み始めたが、そのためにはまず南満州鉄道と東清鉄道とをスムーズに接続し、南満州鉄

道を主要幹線鉄道にする必要があった。 

参考文献：『日本国有鉄道百年史』第５巻 日本国有鉄道 １９７２（昭和４７）年 

しかし、連絡運輸の糸口は容易に見つからず行き詰まり状況にあった。そこでわが国は、まず、

南満州の鉄道と東清鉄道の接続業務を速やかに行うために、「日露政府は交通及び運輸の増進、便

益を図る」ことを謳った「日露講和条約第 8 条（「日本帝国政府及露西亜帝国政府ハ交通及運輸

ヲ増進シ且之ヲ便易ナラシムルノ目的ヲ以テ満洲二於ケル其ノ接続鉄道業務ヲ規定セムカ為成

ルへク速二別約ヲ締結スへシ」）に依拠して、明治 40（1907）年 6 月、ロシアとの連絡運輸の

協議を開始し、「満洲二於ケル日露鉄道接続業務二関スル仮条約」をロシア政府と締結した。 

そこでは、日露講和条約第 6 条によって〈割譲した線路の境界点，境界点における線路の接続

方法，両接続駅間における旅客・貨物の輸送に関する事項を定め，さらにこの条約の追加条約を

もって「両国諸鉄道間二旅客及貨物ノ直接交通ヲ開始セムカ為成ルへク速二特別協定ヲ遂ケムコ

ト」を約束した『日本国有鉄道百年史』第５巻 日本国有鉄道 １９７２（昭和４７）年 ５５

３頁〉。 

※「日露講和条約」第 6 条：露西亜帝国政府ハ長春（寛城子）旅噸口間ノ鉄道及其一切ノ支線並

同地方二於テ之二付属スルー切ノ権利，特権及同地方二於テ該鉄道二属シ又ハ共和益ノ為二経営

セラルルー切ノ炭坑ノ補償ヲ受クルコトナク且清国政府ノ承諾ヲ以テ日本帝国政府二移転譲渡

スへキコトヲ約ス 

日露戦争後の明治４０年７月、「日露協約」が締結され、日本とロシア両国の関係は緊密化した。

これを好機と見た南満州鉄道は、日露鉄道接続業務の特別協定の取り決めに沿って〈南満洲鉄道

株式会社はロシアと交渉を重ね，明治 40 年 7 月ペテルブルグ（現・サンクトペテルブルグ）に

おいて「南満洲鉄道及東清鉄道停車場間ノ連絡運輸二関スル両会社間ノ約定」を結び、日本側の

希望どおりすぐにも連絡運輸（「日満連絡運輸」）は成立するかに見えたが，ロシアの極東におけ

る鉄道政策の変更により実施には至らなかった『日本国有鉄道百年史』第５巻 前掲書 ５５３

頁〉。 

 

２ 日満連絡運輸が実施に至らなかった理由 

「日満連絡運輸」はロシアの事情で実施に至らなかった。それは、先の約定の実施によって、

ロシアが開発中のウラジオストクの繁栄が妨害されることが懸念されたからである。 

日露戦争後の講和条約を受けて東清鉄道満洲支線の一部の長春・旅順間と不凍港の大連のある

遼東半島を日本へ受け渡したロシアは〈極東政策の経済的・軍事的中心地を大連から地理的条件

の悪いウラジオストクに移していたため『明大商学論叢』第９５巻第４号 シベリア経由旅客国

際運送の意義と，ジャパン・ツーリスト・ビュ－ローの設立一欧亜国際連絡列車の視点から－藤

井秀登 ２００１３（平成２５）年 ３８頁※〉」、この先、日本の南満州鉄道が東清鉄道との連

絡運輸を行い、ヨーロッパと結びつくことになれば、〈せっかく開発中のウラジオストクの極東に

おける位置づけがロシアには曖昧になるからであるからである『明大商学論叢』前掲書 ３８

頁〉。」 

〈このような状況のもとで南満洲鉄道の対東清鉄道への連絡運輸開設の交渉がなされていた

が，もとより日露戦争そのものが決定的な日本の勝利によってではなく、むしろロシアの国内事

情（1905 年の革命）から妥協的に終結したのであってみれば、同国の極東政策が根本において

変わったわけではなかった『日本国有鉄道百年史』第５巻 日本国有鉄道 １９７２（昭和４７）

年５５４頁〉。 

※大連港は不凍港だが、ウラジオストク港は冬期に凍結する弱点を抱えていた。12 月から翌年

3 月の約 100 日間にわたって港は凍結する。 

 

 

 



３ 日満連絡運輸が実現できない場合の日本側にとっての問題点 

一方、南満州鉄道をロシアを経て遠くヨーロッパ諸国と接続（連絡運輸）できなければ、南満

州鉄道は〈アジアの主要幹線ルートからはずれ『日本鉄道史』大正・昭和戦前編 前掲書 １３

４頁〉、〈経済的にも軍事的にもきわめて利用価値の少ない単なる地方鉄道で終わってしまい、延

いてはアジアにおける世界の主要幹軌レートからもはずれてしまう『日本国有鉄道百年史』第５

巻 前掲書 ５５４頁〉と考える日本としては、南満州鉄道を〈「欧亜の公道」「世界運輸交通の

大幹線」『日本鉄道史』大正・昭和戦前編 老川慶喜 ｐ134 中公新書 中央公論新社」〉とし

て広く国際社会に認識させるためにも、なんとしても日満連絡の交渉を成功させる必要があった

（南満州鉄道と東清鉄道、シベリア鉄道、欧露鉄道と連絡したいと考えていた）。 

とはいうものの、満鉄と東清鉄道には分断する部分があったが、〈満鉄と東清鉄道を結ぶ孟家屯

～寛城子間 11・3 ㎞の分断部分の接続工事が明治 40 年 9 月に完成し、本格的な国際連絡運輸

開設へ向けての動きが活発になってきた『紀要』第１号 敦賀をめぐる国際連絡運輸小史 井上

修 敦賀市立歴史民俗資料館 １９８６（昭和６１）年 １７頁〉。 

〈この難局を解決すべく南満洲鉄道株式会社は明治 41（1908）年 5 月，当時の南満洲鉄道総

裁後藤新平をロシアに送り，独自に接触交渉した。その結果，両国の運輸関係者の協議の場とし

て日満連絡運輸会議をペテルブルグで開催することで，東清鉄道，ロシア大蔵大臣らとの間に同

意を得た『日本国有鉄道百年史』第５巻 前掲書 554 頁〉。 

 

 

４ 敦賀・ウラジオストク航路の位置づけ 

日露戦争の開始（明治 37 年 2 月）から終結（明治 38（1905）年 9 月）の間に、敦賀

—ウラジオストク間航路は重要性を増した。敦賀港はウラジオストクからの邦人引揚者、大

陸へ出兵する兵員や物資の輸送にとっての重要な拠点港となった。日露戦争の終結後も、敦

賀港はシベリア鉄道経由で日本へ来遊する多くの人々が出入りする港としての役割を果たす

ようになった。 

明治 39（1906）年 2 月には、ロシアはシベリア鉄道の開通とともに、ウラジオストク

を「東亜への門戸」として開放し、明治 39 年 7 月 1 日、〈ロシアの東亜汽船会社が敦賀～

ウラジオストック間の航路でモンゴメリー号（2937 トン）で週 1 回の定期運航を開始し

た。白くて軽快なその船姿は、敦賀港を圧する観があったと言う『敦賀市史』通史編 下巻 

敦賀市 １９８８（昭和 63）年 １８３頁〉。 

大家汽船の事業に資本参加していた大阪商船株式会社は、この機を逸さないために明治

40（1907）年 4 月に敦賀・ウラジオストク間の運航認可を逓信省から受け、同年 4 月に

竣功した最新型の汽船である鳳山丸（2509 トン）を週一回就航させた。 

明治 40 年 6 月にはロシア義勇艦隊が東亜汽船にかわって経営することになり、大阪商船

とロシア義勇艦隊は自然競争の形となった。 

こうして、敦賀—ウラジオストク間はロシア義勇艦隊が週 2 便、大阪商船株式会社が週 1

便の定期航路を運航されることになり。2000 トン級の直航定期船が貨客の輸送にあたった。

ここに日露貿易は活気をみせ、敦賀—ウラジオストク間航路は旅客の増加とあいまって欧亜

交通の幹線となった。 

大阪商船の敦賀・ウラジオストク航路は、毎週月曜日 17 時 00 分に敦賀港を出発、約 40

時間後にウラジオストク港へ接岸する。復航は金曜日正午にウラジオストクを出港し、日曜

日の早朝 5 時頃に敦賀に到着した。 

 

鉄道歴史研究会の日程 

大津研究会 

１１月２１日（水）県庁大会議室７階 １３：３０～ 「びわ湖の水運史—鉄道と汽船の時代」

太田浩司   １１：３０分大津駅集合 大津びわ湖合同庁舎で昼食 

１１月２２日（木）「研究会」大津市生涯学習センター １３：３０～「欧亜国際連絡列車運行の

経緯②」「敦賀鉄道歴史フィールドワーク事前学習①」使用テキストー敦賀長浜鉄道物語 

※親睦会 石山駅前「豊丸水産」１８：００スタート（１７：３０入店可）予算 4,000 円 

１２月８日（土）「研究会」大津市生涯学習センター １３：３０～「欧亜国際連絡列車運行の経

緯③」「敦賀鉄道歴史フィールドワーク事前学習②」使用テキストー敦賀長浜鉄道物語 

１２月２０日（木）「研究会」大津市生涯学習センター １３：３０～「鉄道忌避伝説①」「敦賀

鉄道歴史フィールドワーク事前学習③」使用テキストー敦賀長浜鉄道物語 

 

１月１２日（土）１月２４日（木）２月７日（木）２月２３日（土）３月７日（木）３月２３日

（土） 

守山研究会 

11 月 15 日（木）１３：３０～ 守山Ｌセンター「湖北鉄道史の概観」関ヶ原廃線跡ビデオ 

12 月 13 日（木）１３：３０～ 守山Ｌセンター「関ケ原鉄道の敷設」「敦賀フィールドワーク

事前学習」 


