
１ 鉄道忌避伝説の常識化 

（１） 鉄道忌避とは 

主に明治期２０年代前後のわが国において、とくに幹線鉄道がその沿線地域の中心の町か

ら遠く離れて通過し、そのために駅が町の市街地から遠く離れて立地している場合、必ずと

いってよいほど「鉄道忌避」の話が出てくる。 

ここに言う「鉄道忌避」とは、「江戸時代に栄えていたわれわれの町に鉄道が通過していな

いのは、当時（明治２０年代まで）の古い既存の交通体系の下で生活してきた地域住民たち、

とくに宿場町における旅館や伝馬関係者が、新しい交通機関である鉄道に対する無知、誤解

により、鉄道の通過によって仕事を失い既存の町が衰退するとか、また、鉄道沿線の農村に

被害がでるなどの理由から住民が一丸となって鉄道敷設に対して反対運動を行い路線のルー

トや駅を市街地から遠ざけた（忌避）」と言い伝えられているものである。 

この種の「鉄道忌避」の話は、当該住民の間に根強く信じられているだけでなく、〈北海道

と沖縄を除く日本全国にわたって言い伝えられていることから平均的日本人の常識になって

いる『新地理』５４－１地方史誌と学校教育における鉄道忌避伝説 青木栄一 日本教育学

会２００６年 1 頁、2 頁〉といってもよいくらいである。 

甲州街道の旧宿場町だった府中（東京都）には当初、中央線（甲武鉄道）が通るはずだった

が、町をあげての反対運動が起きたため、中野一立川間の中央線は甲州街道沿いの集落を無

視した現行の直線ルートとなったという話は有名であるし、「鉄道忌避」の話で最も名高い東

海道筋の岡崎（愛知県）では街の中心地からかなり離れて鉄道が通過し、駅が作られたのは

既存の宿場町がさびれるとして町の人々が鉄道通過に反対したからであるという「鉄道忌避」

の話が「郷土史」などには記されている。 

〈大塚史学会(編);『新版・郷土史辞典 』(朝倉書店,1969（昭和４４）年２７０頁の「宿場

町」の項目には、「…(前略)… 明治に入ってしだいにその機能を失い,鉄道の開設にあたって

は、旧来の特権に固執して反対運動をくりひろげ,ことさらに路線を遠ざけてまったく昔日の

面影をとどめないところもある。」と説明し、〈「 宿場町」と「鉄道忌避」が相互に切りはなせ

ないくらいに密着した概念として、研究者の間に定着していることを示している『鉄道忌避

伝説の謎』歴史文化ライブラリー２２２青木栄一吉川弘文館 ２００６（平成１８）年 4

頁〉。 

滋賀県内で「鉄道忌避」の話が今なお住民に根強く残っているのは、近江八幡（東海道線）、

草津（東海道線、関西鉄道（草津線））、水口（関西鉄道）、石部（関西鉄道）、日野（近江鉄道）

などがあり、また近隣では伊賀上野（三重県・関西本線（関西鉄道））、亀山（三重県・関西本

線（関西鉄道））、篠山（兵庫県・福知山線（阪鶴鉄道））丸岡（福井県・北陸本線）などがあ

る。これらの都市には、そうした駅と市街地の位置関係を見ただけで、当時の住民たちが鉄

道敷設に反対したとする「鉄道忌避」の話が伝わっている。 

確かにＪＲとなった現在でも、関西本線の伊賀上野駅、亀山駅、福知山線の篠山口駅など

は市街の中心から大きく外れていて、ほとんどがいまだに駅前は寂しく、その後の発展から

は取り残されてしまっている。参考文献：『文化情報学』 鉄道忌避伝説に対する疑問一補論 

第 8 巻第 2 号 青木栄一 駿河台大学 2001（平成１３）年 

 

『日本図誌大系』中部Ⅰ朝倉書店 １９７４（昭和４９）年 



 

『篠山』5 万分の１ 明治 24 年測量、昭和 48 年編集、昭和 54 年修正 国土地理院 

 

 

 

 

 

『日本図誌大系』近畿Ⅱ 朝倉書店 1973（昭和４８）年 

 

②  鉄道忌避伝説とその事例 

「鉄道忌避」の話は、その数の多いことにもかかわらず、まことに不思議なことに忌避の

事実を示す史料はなく、また、鉄道忌避の実態を分析した研究論文は１９８０年代まではな

かったし、その実態はほとんど明らかにされていない。 

そのことから、「鉄道忌避」の話は、〈昭和５０年代後半から、青木栄一等によって、鉄道忌

避が疑問視され、『鉄道忌避伝説』の用語が使用された研究がなされてきており『高崎経済大

学論集』第 55 巻 第３号 わが国の幹線鉄道の建設と鉄道忌避に関する地理的考察 大島

登志彦 2013（平成２５）年 172 頁〉、現在の研究段階では単なる「昔話」・「伝説」の域

にとどまっていることが次々と実証されているのである。 



昔話の『鉄道忌避伝説』には地域によりそれぞれ特有の忌避事例が伝わっているが、一般

的には次のようなものがあげられる。 

「鉄道を利用することにより、歩行の旅人が減少し宿屋に泊る者がなくなり町は寂れる」

「蒸気機関車の煙や振動が農作物や家畜、さらには汽車の煙毒が人体に害を与える」「汽車の

運行によって地震を起し、稲の花が散って実のりを悪くする」「汽車の煤煙が桑の葉について

蚕が全滅する」「蒸気機関車の火の粉による沿線火災に対する危惧」、「鉄道工事による田畑の

損害、たとえば、工事用の石が畑に入り鍬の先に石が当たるとか、作物を踏み荒らされる」

「多くの人がやって来て風俗が乱れる」「鉄道が開通して便利になると村の若者が町にしばし

ば遊びに行くようになって堕落する」というようなものがある。 

 

『愛知学芸大学地理学報告』第 2 号 鉄道開通に伴う駅前集落発達の地理学的考察—岡崎

の場合—鈴木省吾 １９５３（昭和２８）年 27 頁 

 

③鉄道忌避が『伝説』と呼ばれる理由 

『鉄道忌避伝説』の実証的研究の先駆者青木栄一氏は、「鉄道忌避」の話は、全国的にその

数の多いことにもかかわらず、どの地域でもその実態を明らかに示す信頼できる「一次文書

史料」が不思議なことにほとんど存在しない、発見されないため、近年では単なる地域住民

の間で古老の昔話として漠然と言い伝えられているだけの『伝説』に過ぎないとしている。

参考文献：『鉄道忌避伝説の謎』前掲書  

現代に生きる多くの住民、そして郷土史家や地理学者は、明治期の人々が鉄道についての

知識を持たずに、これを忌避するのが当たり前であると信じていたり、あるいは交通史研究

の第一人者の大島延次郎氏のいうように「当時としては無理からぬことであった※」という

見方は、最近の鉄道史研究の調査からはまったくの見当はずれの見方であると指摘されてき

ているのである。 

※〈近世交通史を専門とする大島延次郎氏は著名な街道や宿場町が鉄道と結び付いていない

例が少なくない理由を次のように説明している。 

〈まず第一には、鉄道を利用することにより、歩行の旅人が減少することが考えられたこと、

第二に汽車の運行によって地震を起し、稲の花が散って実のりを悪くするということ、第三

には汽車の煙毒にあうを、恐れたことなどであって、その点から、これらの土地の人々が、鉄

道の敷設に反対したのであった。今日から考えると、荒唐無稽な作り話のように思われるが、

当時としては無理からぬことであった『日本交通史概論』 大島延次郎 吉川弘文館 １９

６４（昭和３９）年 ３４０～３４１頁〉。 

鉄道忌避が多くあったとされる明治２０年前後といえば、新橋—横浜間に鉄道の開業した

明治５（１８７２）年からすでに１０年以上の年月が経過しており、開通当初には庶民には

ほとんど実態のわからなかったであろう鉄道の知識にもかなりの普及が見られ、多くの地域

社会の指導者、有力者たちは鉄道の有効性を認識し、各地で自ら資金を出してでも鉄道を敷

設しょうとする鉄道敷設計画や熱心な鉄道誘致運動が次々と発生し、その導入に積極的に努

力してきたいわゆる「第一次鉄道ブーム」の時期と合致していることである。 

こうして、各地域社会から鉄道敷設計画や路線の誘致や駅の設置要求がなされているにも

かかわらず、他方では「鉄道忌避」の話が伝えられている不自然さである。 

近年の鉄道史の研究の蓄積の結果、青木氏は、少なくとも、全国に鉄道網が急速に拡大を

始める明治２０年ごろを境に〈巷間伝えられているような、宿場がさびれるとか、沿線の桑

が枯れるといった理由の鉄道反対運動はまったくといってよいほど確認できなかった『鉄道

忌避伝説の謎』前掲書 ２～３頁〉としたうえで、〈明治期の人々が鉄道に対して無知であり、

これを忌避するのが当たり前の状態であるとしたり、大島延次郎がいうように「当時として

は無理からぬことであった」とする見方は、筆者の長年にわたる調査研究の経験からはまっ

たく見当はずれの見方のように思えてならないのである『文化情報学』 第 8 巻第 2 号 鉄

道忌避伝説に対する疑問一補論 青木栄一 駿河台大学文化情報学 2001（平成１３）年 

36 頁〉と結論づけている。 

ここでは、なぜそうした『伝説』が発生したのか、なぜこのような『伝説』が広くそして永

く住民の間で信じられるようになったのかを明らかにすることが大きな課題となるのである。 

そこで、なかば常識化している『鉄道忌避伝説』についての再検討が必要となってくるの

である。 

参考文献：『新地理』第 29 巻第 4 号 鉄道忌避伝説に対する疑問 青木栄一 日本地理教育

学会 １９８２（昭和５７）年 

 

 

 

 

 

 



３ 文献に見られる近江八幡市の鉄道忌避伝説 

滋賀県内で明治期の地域住民の反対によって町の中心部から遠くに鉄道ルートが敷設され

たり、駅が離れて作られたりする、いわゆる鉄道忌避の話が伝わっている地域として東海道

鉄道沿線の「近江八幡」や「草津」、関西鉄道（現草津線）での「水口」「石部」がよく知られ

ている。 

とりわけ湖東地域の中心地で、県下でも有数の町であった「近江八幡」の「鉄道忌避伝説」

はよく知られているところであり、ここでは文献に見られる「近江八幡の鉄道忌避伝説」を

取り上げることにする。 

図の明治期発行の地形図から見て取れるように東海道鉄道が全通した明治２２（１８８９）

年当時の近江八幡の中心部（現在の中心部は駅前に移動している）から駅までは約２キロ離

れ、徒歩では３０分を要し、鉄道を利用する住民にとってはかなり不便を強いられていた。 

 

 

 

 図の昭和３０（１９５５）年測図の地形図を明治２６（１８９３）年測図のものと比較して

見ると、その間半世紀以上が経過するが、町の変化はほとんど見られない。 

近江八幡は豊臣秀次の居城としてまた近江商人発祥の地として歴史のある湖東の中心都市

であるが、明治以降なかなか発展が進まないのは当時の住民たちが鉄道を忌避したことが最

大の原因であると長く地域の人の間で語り伝えられ、そのことは今ではすつかり住民の間に

定着している。  

その上、これまでに発刊された地方史や大学紀要、鉄道雑誌に至るまで多くの書物で近江

八幡に住民による鉄道忌避は間違いなくあったものとして紹介されているのである。 

 

 

 

 

 



「近江八幡」の鉄道忌避について取り上げられているいくつかの文献を紹介しておこう。 

１ 官設鉄道京都・大津間は明治１３（１８８０）年７月１４日開通、同１６（１８８３）

年５月には長浜・関ヶ原間が開通した。しかし湖東線に当たる大津・長浜間は湖上交通を利

用して、汽船連絡によったが、同２２（１８８９）年７月この区間も全通し、完全に本県の中

心地帯を横断する事になった。ここに（近江）八幡駅もこの時より駅が設置された。 

「東海道本線が八幡町より約半里も距てる金田村の地内に敷設され、総ての点に不便を感ず

るは誠に遺憾な次第である。之は本線敷設当時の種々の事情に基くもので、単に鉄道省が、

運輸上枝術上よりのみ決定したものに非ずして、一は当時の地元住民の意見を尊重し、現存

の如く敷設されたものと聴く。即ち当時の世論としては、鉄道は必ず一直線をなすべきもの

と信じ、叉鉄道敷設を為す時は其の地の繁栄を奪ふものと誤解せられ、現状の如く遠く距て

たる地点に敷設されむ事を希望したかに伝へられてゐる。今日より見ればむしろ滑稽にも感

ぜられるが、之がため本町発展上一大支障となってゐる。然し当時の事情としては、やむを

得ざる処置であったらう。此の様な事情は単に本町のみならす全国に其の例多く、同じ東海

道線に沿ふものでは愛知県の岡崎・豊橋の両市など其の顕著なる例である。『滋賀県八幡町史』

昭和１５（１９４０）年 120 頁 

 

２八幡駅の誕生：湖東線は大津より長浜に至る線を称したのであるが、明治２１（１８８８）

年１月１１日実測に着手してから同２２年７月１日に全通した。これをもって新橋・神戸間

の全通を見たのである。従って近江八幡駅もこの時より開駅運輸の事務が行われたのである。

開駅当時の駅名は八幡駅であった。この駅名は八幡町が約２キロメートル距ててあるので町

名により八幡駅と称したのである。場所は金田村大字鷹飼の地先で、この位置に決定された

のは、いろいろの事情があったようで、鉄道省が運輸上技術上のみ決定しのたのではなく、

１つには当時の地元民の意見を尊重し、現在の如く敷設されたのである。すなわち当時の世

論としては鉄道は必ず一直線をなすべきものと信じ、また鉄道敷設をなす時はその繁栄を奪

うものであると誤解せられ、現状の如く敷かれたのである。八幡町史には記されている。 

 

３『東海道鉄道が湖東平野の主邑である八幡町を通らずに敷設され、駅が町から２キロメー

トルも隔たった金田村大字鷹飼（近江八幡市鷹飼町）地先の無住地に定められたのは、駅の

開設により町の繁栄が阻害されるという町民の誤解があったためと伝えられている。滋賀県

蒲生郡八幡町：『滋賀県八幡町史』中巻、１９４０（昭和１５）年１２０頁『歴史地理研究と

都市研究（下）』鉄道駅前集落の成立—近江湖東の八幡と能登川の場合－木村辰男 １９７８

（昭和５３）年 300～30２頁 

 

 

４『八幡が鉄道の開通を忌避したためにその南方を通り、八幡停車場は田圃中に設けられた。

『日本図誌大系』 近畿Ⅱ 朝倉書店 1973（昭和４８）年 １０５頁 

 

５「このうち、八幡停車場は八幡町からおよそ２キロメートル隔てた金田村に設置されたが、

『滋賀県八幡町史』によれば、これは鉄道が町内を通り、停車場が設置されることにより、こ

の地の繁栄が阻害されるという地元民の反対があったためと伝えられている。『日本国有鉄道

百年史』第２巻 日本国有鉄道 １９７０（昭和４５）年 202 頁 

 

６「今となっては、鉄道唱歌がなぜこの八幡駅（現在の近江八幡駅）を無視したのか、よく

わからない。湖東線の開通時に設けられた駅だし、八幡は八幡で近江商人で知られる商業都

市として賑わっていたからである。 

これは、１つには駅が町を遠く離れて、金田村という農村に造られたせいかもしれない。

八幡の街からかれこれ半里、２キロも離れた村なかに造られたのである。 

 よくある話だが、特に鉄道を嫌う傾向は商人の町、それも水運が盛んな町に多いように思う。

代々受け継がれてきた商慣習や物流のしきたりが、それまでとは比較にならない速さで、し

かも大量に人と物を運ぶ陸蒸気によって崩されてしまうことへの警戒心が強く働くからだろ

う『鉄道唱歌の旅東海道線今昔』原口 隆行 ＪＴＢ 2002（平成１４）年 135 頁 

 

７ これらの貴重な歴史景観を温存させた要因として、東海道本線の駅が城下町を離れた地

に設置されたことをあげうる。すなわち、明治２２年に湖東線（東海道本線）が開通したが、

その際に鉄道忌避の運動が高まったことによって、八幡停車場は市街地南端から約１．５キ

ロ離れた田園の中に設けられることになった。『地理』 第２９巻第７号 変わりゆく景観 

近江八幡城下町と新市街 高橋誠一 １９８４（昭和５９）年 67 頁 

 

８ 明治２２年７月１日に東海道本線が開通した。本来は旧八幡町を通す予定であつたが、

当時の住民は鉄道に対する認識も低かったため、鉄道敷設の支持が得難く、やむなく旧金田

村の鷹飼の地に近江八幡駅を設けることとなった。このため八幡は従来の貨客の慣動ルート

からはずされ、運送業者が大打撃を受けて、全部駅前付近に転居してしまった『滋賀県市町

村沿革史』各論 鉄道院「本邦鉄道の社会及経済に及ぼす影響下」 １９５４（昭和３９）年 

97 頁 

 

９ 「しかしこの駅は、市の中心から２キロも離れている。開通当時、町の人々が鉄道をきら

ったからだという。もっとも駅を市街に近づけるとなると、かなり迂回することになったか

もしれない『国鉄全線各駅停車⑤』 東海道３６０駅 小学館 １９８３（昭和５８）年  



１０ 「八幡駅が八幡町の中心から約２キロも離れた金田村に設けられたのは、鉄道が町内を

通っては街の繁栄にさしつかえるという地元の反対のためという。『湖国と文化』第２巻第

４号 近江の鉄道 建設の歩みをたどる 種村直樹 12 頁 

 

１１ 「近江八幡、守山、日野、岡崎などそれがみられ八幡や岡崎は特に発展の障碍にすらな

っている。『滋賀大学学芸学部紀要』人文科学・社会科学・教育科学 第３号 近江に於け

る封建都市の盛衰—都市形態の変化よりみた長浜と大溝—小林博 １９５４（昭和２９）年 

４０頁 

 

１２ 「また近江八幡市街地の鉄道忌避によって発生した八幡駅前集落『滋賀大学教育学部紀

要 人文科学・社会科学・教育科学』第３２号 湖東平野における中心地と商圏—八日市市

と近江八幡市を対象として—高橋誠一・小林健太郎・宮畑巳生年 １９８２（昭和５７）年 

６４頁 

 

１３ 八幡の市街地は、国鉄近江八幡駅から約１．５キロメートル北にある。これはいまの東

海道本線の前身、湖東鉄道建設当時、鉄道を敬遠したためと言われるが、豪壮な近江商人の

邸宅のある八幡もそのため発展を長く阻害されたとみられている。『日本地誌』 三重県 滋

賀県 京都府 二宮書店 ５００頁 

 

平成年代以降に発刊された近江八幡の郷土史の中でも鉄道忌避はあったものとして記述さ

れている。 

１４ 町のはるか南に東海道本線と八幡駅明治２２年開設が認められるが、これは八幡町住

民の反対によって郊外につくられたもので、町の発展に鉄道を利用しょうとした形跡がうか

がえない。『地図で読む百年』 京都・滋賀・奈良・三重 古今書院 ２００６（平成１８）

年  ５３頁 

 

１５ 湖東線は大津より長浜に至る線を称したのであるが、明治２１（1888）年 l 月１１日

実測に着手してから同２２（1889）年７月 l 日に全通した。これをもって新橋・神戸間の

全通を見たのである。その湖東線の工事費は１５６万８０００円である。従って近江八幡駅

もこの時より開駅運輸の事務が行われたのである。開駅当時の駅名は八幡駅であった。この

駅名は八幡町が約２キロメートル距ててあるので町名により八幡駅と称したのである。場所

は金田村大字鷹飼の地先で、この位置に決定されたのは、いろいろの事情があったようで、

鉄道省が運輸上技術上のみ決定しのたのではなく、一つには当時の地元民の意見を尊重し、

現在の如く敷設されたのである。すなわち当時の世論としては鉄道は必ず一直線をなすべき

ものと信じ、また鉄道敷設をなす時はその繁栄を奪うものであると誤解せられ、現状の如く

敷かれたのであると、八幡町史には記されている。 

 また近江八幡駅の要覧には、「衆議は八幡町に傾いたが東方約一里にある常楽寺が互いに競

争したため、現地点の鷹飼に決定し、円満解決して開業するに至った」とある。当時の鷹飼

の人々はどのように感じていたかは記録がないので不明であるが、昔の農村であるので農地

が潰れることで大きな驚きと不安であったであろう。『鷹飼の歩み』近江八幡市鷹飼町自治

会 鷹飼町町史編さん委員会 １９９９（平成１１）年 302 頁 

 

１６ 「この伝統的な八幡の町に陸蒸汽がやってくることになつた。・・・・近江八幡でも「ス

テンショ」の位置を決めなくてはならなくなったのである。町会で検討・審議の結果、「ス

テンショ」の位置は現在の近江八幡駅の地・鷹飼に決められた。「陸蒸汽が煙をはき、火花

をはきだし、また見知らぬ人がたくさんやってくるのを避けて町の外れに決定したのだが、

果たして町のためによかったのかどうか不安だ」とこの町会の出席者は語ったという。『近

江八幡の歴史』 第１巻「街道と街並み」近江八幡市 ２００４（平成１６）年  

 

１７ 最後に、小説家が鉄道忌避を説明する場合の事例として興味ある文章を紹介しょう。 

「郷土資料館の江南さんの説明はこうである。かつて近江八幡の中心は、今の八幡山のあたり

にあった。その辺は、近江商人の邸宅街にあたる。ところが、この近江八幡に鉄道が通るこ

とになったとき、土地の人間は、八幡の中心部に鉄道が走ることを反対した。近江商人の多

くは、東京、大阪、京都などへ出て働いている。ここに残っているのは留守をあずかる老人

や、婦女子ばかり。その町に駅ができ、見知らぬ人間が乗降するのは不用心だというのだ。」

『季刊 旅と鉄道』第３４号 冬の号 （株） 鉄道ジャーナル社 １９８０（昭和５５）

年 91 頁 

このように近江八幡に鉄道忌避があったとする事例はいろいろな書物に取り上げられてい

るのである。 

 

鉄道歴史研究会の日程 

大津研究会 

１月１２日（土）大津市生涯学習センター １３：３０～「鉄道忌避伝説の検証 ⓶」「鉄道

歴史フィールドワーク事前学習」１月２４日（木）「鉄道忌避伝説の検証 ③」「鉄道歴史フ

ィールドワーク事前学習」 

２月７日（木）２月２３日（土） 

３月７日（木）３月２３日（土） 

 


