
４ 県内他地域の鉄道忌避伝説 

先の近江八幡以外の県内の各地でも当時の町の中心部から駅が離れて立地していることから鉄

道忌避の話が伝わっている。ここでは文献をもとにその事例を取り上げてみよう。 

 

① 能登川の鉄道忌避伝説と駅の位置 

〈明治 22（1889）年東海道鉄道全通時の陸蒸気に不可欠な給水地点として設置を余儀なくされ

た能登川駅は、最初の計画段階では、能登川村（現能登川町能登川）に設置されることになってい

た。しかし能登川村の鉄道忌避にあい、いっぽうでは八条村と八幡村の誘致もあって論議のすえ

駅は八条・八幡両村の境界線上に設けられることになった『滋賀大学教育学部紀要』人文・社会・

教育科学 №３１ 滋賀県愛知川町・能登川町中心市街地における土地利用の変容 高橋誠一・

小林健太郎・宮畑巳生年 １９８１（昭和５６）年 305 頁〉。 

 
『能登川』2 万 5000 分の１ 大正 9 年測量、昭和 28 年資料修正 地理調査所発行 

 

② 草津の鉄道忌避伝説 

明治２１（1888）年、いよいよ湖東線が着工されることになり、〈鉄道局側は駅設置の場所と

して矢倉を第一候補に選んで交渉に取りかかられた処、果然猛烈な反対に遭われました。その理

由は第一に父租伝承の土地を手放すことは出来ないという区民全体の感情、それに汽車という今

までに見たこともない珍らしいものが頻繁に通れば、発着のたびに仕事の手を休めて眺めていて

は野良の仕事も捗らないという古老達の意見が強くてどうしても敷地の買収ができません。そこ

で鉄道側では大変困られて、遂に第一候補の矢倉を諦めて私の先代（二代目南新助）に相談を持

ちかけられました。 

 そこで先代は鉄道側に同情して、日夜奔走して区民等の説得に努力し、漸く現在の位置に草津

駅ができたのであります。私の宅の離れ座敷に「草津駅開設準備事務所」とでもいうようなもの

を設けて、鉄道職員の方が数名、何日間か泊り込んで開設の準備に当られました『草津市史』第３

巻 草津市 １９８６（昭和６１）年 ３０１頁〉。 

 

『草津』20000 分の１ 明治 25 年測量 大日本帝国陸地測量部 

 

③ 水口での鉄道忌避説 

 関西鉄道開業にあたり甲賀地域の中心地で宿場町水口を通過しなかったことは、この地域の人

たちに鉄道が通ると宿場が寂れるとか、土山のお茶の栽培に被害が出るとかの鉄道忌避の伝説を

生むことになり、これらの話は今もなお広く受け継がれている。 

〈この町には旧東海道の水口宿があり、「鉄道は営業妨害」とする宿場や運送業者の反対で、駅が

町の中心部から追いやられたという経緯がある『国鉄全線各駅停車』 ８ 近畿４００駅 小学

館 １９８３（昭和５８）年 ５６頁〉。 

 

 



 

 

 

『水口』20000 分の１ 明治 24 年測量 大日本帝国陸地測量部 

 

 



④ 守山での鉄道忌避伝説 

〈東海道線そのものも八幡より湖岸よりに荒見あたりから、草津駅に連絡される計画であったが、

八幡をはじめ沿道村むらの反対で守山寄りになったと伝えられている『守山市史』中巻 守山市 

１９７４（昭和４９）年 8９５頁〉。 

〈近江八幡、守山、日野、岡崎などそれ（鉄道忌避）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〉。 

 

⑤ 湖東線敷設と鉄道忌避伝説 

〈馬場以東長浜までの湖東線鉄道の敷設は一時棚上げし、大津と長浜との間の貨客輸送をさしあ

たり琵琶湖航運に肩代わりさせることにしたのは、馬場・長浜間の湖東線は、田地の減少などを

理由に沿線町村の反対が強くて着工ができず、当時の鉄道院はやむなく長浜・大津間を琵琶湖の

汽船で結ぶこととしたと、ここでも鉄道忌避伝説の話が出てくる『滋賀県の百年』 伝田功 山

川出版社 1984（昭和５９）年 81 頁〉。 

 

⑥ 長浜での鉄道忌避伝説 

〈湖東線の建設が急がれ、明治２２（1889）年７月、大津・米原・長浜間が完成した。かくして

長浜は東海道線、北陸線の分岐点として、さらに発展の可能性をみたのであるが、煙害に対する

住民の反対もあり、以前と異なり積極的な誘致を求めなかったので、米原に交通都市として性格

をゆずった。そのため米原から直接関ケ原に通ずる鉄道の建設がなされ、米原は東海道、北陸線

の分岐点として交通都市として繁栄している『滋賀県誌』滋賀県高等学校社会科教育研究会地理

部会 地人書房 １９７４（昭和４９）年 １５３頁〉。 

明治２１年、大津－米原－長浜を結ぶ湖東線の工事が進められた。〈政府は当初から長浜を交通

の要衝として進めて来たが、いよいよ湖東線と結ぶための大拡張計画を進めるにあたって「煙で

街がよごれ、火の粉が危い」などという地元民の反対によってやむを得ず米原を拠点とすること

とし、米原－深谷線の工事を進めたのである『伊吹町史』下 伊吹町 １９９５（平成７）年 ８

１頁〉。 

 

⑦ 塩津での鉄道忌避伝説 

〈米原敦賀間の路線ルートについて塩津経由より柳ケ瀬経由の方がより有利であるという意見書

に見るような理由による中央の路線変更のうごきと呼応するかのごとく、地元においても、同じ

く塩津経由から柳ケ瀬経由への路線変更をうながすうごきがあったのである。 

 まず塩津は北陸・上方間の物資の輸送で繁栄してきた土地がらで、鉄道がついたら貨物を奪わ

れるとして、相当に強い反対運動があった。西浅井町塩津浜の古老中村芳三氏の塩津浜逸話集「湖

のくらし」に次のような一節がある。『湖のくらし—塩津浜逸話集』中村芳三者 ９２頁 

 明冶１２年頃、汽車を通そうということになり塩津地区へ測量係として英国人の技師が来た。

（中略）鉄道はその時地獄坂を抜いて寺の裏へ通過させるような設計になっていたらしい。とこ

ろがそれを聞いたムラ人が騒ぎ出した。そんなことしられたら貨物取られ飯の食い上げじゃ、ど

うして生活すると猛然と反対の蜂火を上げた。つまずいた政府は一方東側中之郷を通って刀根へ

の線も考えた。しかしこれは塩津通過より不利であったらしいが塩津の頑強な反対に反比例して

寄附金まで出して歓迎した。これでは話にならぬ。その当時は村長も官僚制で土着の人でないか

ら熱意もなかった・・・。塩津におけるこの鉄道反対の運動を当時の文献で確めることはできない

が、現在でも土地の人々の間では、塩津が反対したために地理的には条件のよくない中之郷経由、

すなわち柳ケ瀬経由になってしまったという話が広く伝えられている。英人測量技師が宿舎とし

ていた浄光寺の現住職ささき全守氏によると、当時塩津においては運送貨物を取られるだけでな

く、鉄道敷設のため土地を取られることに対する地主の反対もあったという『近江地方史研究』

第２０号「明治初期の湖北における鉄道敷設—とくに路線の変更について—江竜義之 １９８５

（昭和６０）年 １１～１２頁〉 

〈明治１３（１８８０）年１月、鉄道局長井上勝は、鉄道と湖上交通との連絡地点を塩津から長浜

に変更すること、越前・近江国境付近のルートを塩津経由から柳ケ瀬経由へ変更することを政府

へ上申し認められる。井上のルート変更案は、①柳ケ瀬経由の方が緩傾斜であること。②塩津経

由よりも、柳ケ瀬経由の方が養蚕地域を通過し、産業的に有利であること。③柳ケ瀬経由とした

場合、水陸交通の結節点は長浜となるが、塩津よりも都市として規模が大きく、商品流通の面で

優れていることを上げている。さらに、江竜喜之氏は舟運で繁栄してきた塩津には、根強い鉄道

忌避運動が存在し、この点も井上の長浜重視のルート変更案に、大きな影響を与えたのではない

かと指摘している『琵琶湖の船が結ぶ絆』—丸木船・丸子船から「うみのこ」まで—鉄道敷設と連

絡船の就航 太田浩司 滋賀県立安土考古博物館・長浜市長浜城歴史博物館 サンライズ出版 

２０１２（平成 2４）年〉。  

  

 

⑧ 高宮での鉄道忌避伝説 

〈鉄道開設に関して、当時はかなり多くの宿場町や城下町が、この新しい交通機関を忌避してい

た。宿場町高宮も鉄道通過の予定であったにもかかわらずこれを、逆に彦根の有志（武節貫治・千

田保・夏川英三）がこれを誘致して彦根通過を可能にし、彦根駅の設置を進めたのである。その

後、交通機関の発達とともに鉄道が地域の発展に大きく寄与したことはいうまでもない『新高宮

町史』新高宮町史編纂委員会 ２００７（平成１９）年 243 頁〉。 

 

 



 
『日本図誌大系』近畿Ⅱ朝倉書店 １９７３（昭和４８）年 

⑨ 石部での鉄道忌避伝説 

地元の有力者が街はずれの自分の所有地近くに誘致した。 

 
『野洲』2 万５000 分の１ 大正 9 年測量 昭和 29 年修正測量 地理調査所 

⑩ 近江鉄道日野の鉄道忌避伝説 

町の人の多くは、『鉄道が通れば火事になる』と、商人たちが故意に駅を市街地から遠ざけた。 

 

『日野西部』2 万５000 分の１ 大正 9 年測量 昭和 29 年修正測量 地理調査所 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 鉄道忌避伝説の検証 

（１）鉄道忌避伝説検証の視点 

明治 20 年前後、鉄道の通過によって宿場町がさびれ既存の町が衰退するとか鉄道沿線の農村

に被害がでるなどの理由から、そこでの住民一丸となって鉄道を忌避したという事実はあったの

だろうか。 

「鉄道忌避伝説」に関する研究の第一人者である青木栄一氏は、各地で伝えられている「鉄道

忌避の事実」について、その実態を分析した研究論文は１９８０年代までは見られなかったこと

から、厳密に再検討する必要があるとしている。 

そこで、「鉄道忌避伝説」の検証の視点として、青木氏は〈（１）鉄道忌避の実在を証明する「基

本史料」が存在するか。（２）鉄道忌避があったとされる時期において、日本全体の鉄道政策や住

民の鉄道敷設の傾向はどのような状態であったか（３）鉄道のルート決定に際しては、原則とし

て「地形」との関連で合理的に選択されているか『鉄道忌避伝説の謎』吉川弘文館 歴史文化ライ

ブラリー２２２ 青木栄一 ２００６（平成１８）年 38 頁〉を挙げている。 

 

（２）鉄道忌避の実在を証明する『第一次基本史料』が存在するか 

〈歴史的な事件の実態を明らかにするためには、基本史料の発掘と分析を通じて行なうのが常道

である『鉄道忌避伝説の謎』 前掲書 ３９頁〉ことから、鉄道忌避の事実に関してもこれらの史

料を発掘し、それらを吟味、分析が鉄道忌避研究の第一歩であり、そのことによって初めて鉄道

忌避の実態を明らかにすることができるのである。 

〈住民の鉄道忌避の実態を明らかにする基本史料としては、鉄道通過反対の請願書、檄文、当時

の新聞、関係者の日記・手記、あるいは鉄道当局者側に残された史料の存在『鉄道忌避伝説の謎』 

前掲書 ３９頁〉などが考えられる。 

ところが全国各地で鉄道忌避があったと言い伝えられている明治２０年前後の時期には、各地

で鉄道の敷設計画や誘致が行われたことに関するたくさんの基本史料が残されている※①のに対

し、一方の鉄道忌避があったことを証明する「基本的な一次史料」は、参宮鉄道の鉄道敷設反対の

一例を除けば※②、現在までに不思議なことにまったく発見されていないのである。 

鉄道敷設の反対が多いとされている仙台、福岡、金沢のような旧城下町などの主要都市におい

ても、実際に反対運動が起きたという記録はなく、記録史料を見る限り、むしろ積極的に導入が

図られたと考えられるのである。 

〈とくに「市町村史誌」の編纂の過程で旧家に蔵されていた文書や、役所の公文書が発見され、地

方的な基本史料の発掘は今やきわめて進んでいる中で、鉄道関係の文書も少なからず発見されて

はいるが、ここでの文書は鉄道や駅を誘致しょうとするものがほとんどで、鉄道反対をはっきり

とうたった文書はみつからないのである『鉄道忌避伝説の謎』前掲書 ３９～４０頁〉。 

東海道の岡崎や甲州街道の府中のように、全国的に有名となっている鉄道忌避の話ですら、そ

の実在を証明する基本史料は発見されていないことから、鉄道忌避はすべて古老の昔話として漠

然と言い伝えられてきた『伝説』ではなかっただろうかという疑問が持たれるのである。 

明治の中期のころに鉄道の反対・忌避の史料として残されているのは、地主が鉄道用地の買収

に反対したり、農業水利（水田の排水が不良になったりする）、洪水時の被害増加の可能性、とく

に橋梁位置に関する不安ど現実的根拠にもとづくものが多くなっており、農民の立場から見れば、

これらに基づく鉄道忌避ないしルート変更の要求は合理的なものであり、その後の時代にも見ら

れたし、今日でも起こりうるものである。したがって、これらの反対や異議の申し立ては、鉄道に

対する無知や偏見による反対とは基本的に異なるものであり、区別して考えなくてはならない。 

とはいうものの、「基本史料」がない、見つからないのは確たる鉄道忌避運動の否定には繋がら

ない。だから史料がないだけで鉄道忌避伝説を否定することはできないのである。 

※①鉄道誘致の項で取り上げる。 

※②「街道に沿う宿場町が鉄道の建設計画に反対し、これが史料によって確認できる事例がただ

ひとつだけ存在する。明治２３（１８９０）年、参宮鉄道が三重県津一山田間について免許申請を

したとき、松阪町と斎宮村が鉄道反対の陳情をしている。鉄道局側はこれをごく一部の住民の反

対にすぎないとして無視し、鉄道会社に免許を与えた（鉄道省、１９２０）。宿場町などによる鉄

道忌避の存在が文献によって証明されるのは現在までのところ、日本全国でこの一例が知られて

いるのみである。『鉄道忌避伝説の謎』前掲書 153～158 頁に詳しい。 



 

『鉄道忌避伝説の謎』前掲書 157 頁 

（３）鉄道忌避があったとされる時期においての日本全体の鉄道政策や鉄道敷設の傾向 

鉄道忌避があったことをはっきりと証明できる「第一次基本史料」が見つからない限り、その

時期に鉄道忌避があったのかどうかを検討する視点として、鉄道忌避があったとされる明治 20

年前後においての日本全体の鉄道政策やそれぞれの地域社会の住民の鉄道敷設に対する関心度や

鉄道との関わりがどのような状態であったのかという〈「状況証拠の場」を作ること『鉄道忌避伝

説の謎』前掲書 40 頁〉が必要である。 

① 各地の地域社会は早い時期から鉄道導入に積極的に努力 

一般に広く知れわたっている鉄道忌避伝説は、明治２０年代に属するものが大部分であるが、

明治２０年代ともなれば、京浜間に鉄道が開業した明治５（１８７２）年からすでに１５年以上

の年月が経過しており、その時にはほとんど実態のわからなかったであろう鉄道についても、各

地域社会の指導者層のみならず、一般庶民にもかなりの情報の伝播、知識の普及が見られたはず

である。 

 

 

さらに、明治 18（1885）年から明治２２（1889）年にかけては、民間の出資による私設鉄

道の計画、敷設、開業が集中して行なわれ、鉄道敷設が全国的に拡大を始める「第一次鉄道ブー

ム」と呼ばれた時期でもあった※。 

これが、〈明治２５（１８９２）年の「鉄道敷設法」公布により熱狂的な「幹線鉄道誘致運動」

の時代が始まり、明治２７（１８９４）年頃から明治３０（１８９７）年頃にかけての「第二次鉄

道熱」に繋がってゆく『鉄道忌避伝説の謎』前掲書 ４１頁〉ことになるのである。 

この〈全国各地に繰り広げられた幹線鉄道敷設誘致運動は、「鉄道敷設法」に記載された予定路

線を各地域社会がいかにしてみずからの地域にとって有利なルートに選定させるかという運動で

あった『鉄道忌避伝説の謎』前掲書 ４１頁〉。 

※松方デフレの一定の成果のあったこの時期には、〈日本の資本主義の本格的発展の基礎が築かれ

る。その中で鉄道は将来性のある有望な産業として、各地で私設鉄道の計画が続出する。すなわ

ち、明治 14（１８８１）の日本鉄道に続いて、明治１８（１８８５）年には阪堺鉄道が開業、明

治２１（１８８８）年には水戸、両毛、山陽、伊予の４鉄道が、翌明治 22（１８８９）年には甲

武、関西、大阪、讃岐、九州、北海道炭 鉄道の６鉄道が私設鉄道として開業した。この間、東西

両京を結ぶ幹線鉄道のルートは中山道経由に決定され、明治１６（１８８３）年より測量と建設

が始まった。途中でこのルートは東海道筋に変更され、明治 22 年には最後まで未完成のまま残

されていた馬場（現在の膳所—米原－長浜間、および深谷－米原間（深谷—長浜間の付け替え）の

開業によって東海道線新橋－神戸間の全通が実現している。そして、全国の鉄道網の延長は１０

００マイルを超えたのであった『鉄道忌避伝説の謎』前掲書 ４１頁〉。 

〈そこにはやはり鉄道を誘致することが地域社会の経済的開発に大きな効果をもたらすであろう

という考えが共通しているのである『鉄道忌避伝説の謎』 前掲書 ４２頁〉。 

全国的に多くの地域社会が熱心な鉄道誘致運動や自ら資金を出してでも鉄道を敷設しょうとし

ているこの時期は、実は鉄道忌避があったとされると時期とも合致するのである。 

明治２０年前後の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運動の〈事実につ

いては、たくさんの基本史料が発見されている『鉄道忌避伝説の謎』吉川弘文館 歴史文化ライ

ブラリー２２２ 青木栄一 ２００６（平成１８）年 ４２頁〉ことからみても、この時期の人々

は積極的に鉄道を受け入れようとしていたのであり、鉄道そのものを排撃したり、無知による憶

測に基づく鉄道忌避運動があったとする可能性は少ないと考えられる。 

にもかかわらず、一方で〈ごく至近の距離にある地域では地域ぐるみの鉄道敷設反対運動『鉄

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

年 ４２頁〉が伝えられていることの不自然さである。 

「その地域」だけが鉄道敷設に反対するという行動は〈日本全体の趨勢ではなく、むしろ全国

的な動きに逆行するものであったと考えるほうが自然なのではないだろうか『鉄道忌避伝説の謎』

前掲書 ４２頁〉。 



近年の鉄道忌避に関する研究では、明治２０年ごろを境に新しいものに対する嫌悪感や無知に

よる鉄道反対運動はほとんど見られなくなったことが明らかにされつつある。地域社会の指導者、

有力者たちはこの時代にはすでに、鉄道の有効性を認識し、鉄道敷設が地域社会の発展の促進に

深くかかわっていることからその導入に積極的に努力してきたという事実があり、〈むしろそのよ

うなことは起きにくい社会的環境にあったと考えられるのである『鉄道忌避伝説の謎』前掲書１

７１頁〉。従来から言われている〈住民の無知のために反対したという考え方は誤った先入観では

ないだろうか『鉄道忌避伝説の謎』前掲書 ４２頁〉との見方が適当と思われる。 

そこで、〈鉄道に反対するのが当たり前」なのではなくて、鉄道に反対するのは何か特別の理由

があると考えねばならない『鉄道忌避伝説の謎』 前掲書 ４３頁〉ことから、〈その「特別な理

由」とは何かを明らかにしなければ、鉄道忌避を信じるわけにはゆかないということになる『鉄

道忌避伝説の謎』 前掲書 ４３頁〉のである。 

② 東海道鉄道敷設での反対運動はあったのか 

従来、主要街道筋での宿場関係業者の失業や農村での稲枯れ等を理由とした鉄道忌避運動が通

説であるとされてきたが、最近の静岡県内の東海道筋に関する研究によって、実際には鉄道敷設

の積極的な反対運動は認められなかったことが明らかにされてきている。 

大庭正八氏は「明治中期の静岡県における東海道鉄道（現東海道線）建設とそれに対する地域

社会の対応」（『地理学評論』６７巻 A１２号（１９９４（平成６）年）の中で、当時の新聞を丹念

に調査した結果、東海道鉄道の敷設時に東海道筋宿場町関係者たちが職場を失うという将来への

不安があったことは事実とした上で、県下各地の宿場町では鉄道敷設ルートは宿場筋ルートを採

り、そこに駅を設置した方が、駅周辺での運輸にかかわる新たな職を生み出すことにより、かえ

って経済的損失の少ないことを強調して路線や停車場の誘致運動が展開していたと述べている。 

〈このように従来まことしやかに伝えられてきた東海道鉄道敷設時の東海道宿場町による鉄道敷

設反対については、現在までのところ明確な文書史料は発見されていないのみならず、〈明治１９

（１８８６）年８月１日付ほかの「静岡大務新聞」などにみられるように、用地買収などをめぐっ

ての一部のトラブル、反対はあったとしても、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。また、路線決定前の同年８月２１日には、

すでに静岡県下遠江国城東郡横須賀町総代大竹藤七郎ほか４名から、線路の誘致とともに用地を

必要なかぎり献納したい旨の請願（「鉄道局事務書類」巻一ノ四八）があり、線路決定後の用地提

供者はかなりのかずにのぼったのである『日本の鉄道 120 年の話』 沢和哉 築地書館 １９９

３（平成５）５３～５７頁〉。 

このように県下の東海道筋の多くの宿場町は積極的に鉄道を誘致したのが実態だったことが明

らかされ、その地域の住民、あるいは行政当局が組織的に鉄道反対を表明した可能性は低いとの

見方が通説となっている。 

 

③ 旧城下町の鉄道忌避伝説の否定 

さらに、全国的に見ても旧城下町などの主要都市において、実際に鉄道敷設の反対運動が起き

たという記録はなく、むしろ積極的に鉄道の導入が図られことの方が多いとされ、一部にあった

反対住民の感情が誇張されて語り伝えられている可能性が高いのではないだろうか。 

 事実、鉄道忌避の話が伝わる仙台、福岡、金沢のような旧城下町の主要都市においても、実際に

反対運動が起きたという記録はなく、〈記録史料を見る限り、むしろ積極的に導入が図られたとさ

れるのである『地図と歴史空間 』 足利健亮先生追悼論文集 近代の都市空間と・鉄道駅につい

て—明治大正期の福岡（博多）の事例を中心として—岡田直 足利健亮先生追悼論文集編纂委員

会編 大明堂, 2000（平成１２）年 478 頁〉。 

〈このように鉄道忌避伝説は本格的な研究の進展とともに、次第に否定されるようになったとい

える『鉄道忌避伝説の謎』 前掲書 ６８頁〉のである。 

 

（３）鉄道のルートを決定する原則は地形である 

① 鉄道と勾配 

鉄道忌避伝説検証の第３の視点は鉄道ルート選定の最大のキーワードは「地形」にあるという

ことである。 

原則として鉄道ルートや駅の位置は、多くの場合、「地形」の関係で決定されるのである。つま

り、現地の地形を見れば、そして地形図を見れば鉄道のルートがなぜそうなったのか、駅がなぜ

そこに立地したのかが容易に発見できるのである。 

その上で、（ア）明治期の鉄道の技術性と経済性（イ）鉄道のルートと勾配（ウ）ルートは急曲

線を避ける。これらのことを踏まえてどのようにして鉄道ルートや駅の位置がきめられていくの

かを調べる必要がある。 

明治期の鉄道技術は、現在とは比べものにならないほど未熟であったことは容易に想像できる。

明治期の鉄道はトンネル掘削や架橋の技術レベルが低く、極力トンネル掘削や架橋を避けるルー

トが採られた。地形による線形への影響は現在よりもはるかに厳しかったのである。 

まず、〈鉄道は大変勾配に弱い交通機関である。鋼鉄のレールの上を鋼鉄の車輪が転がるという

基本的な構造を持つ鉄道は、鋼鉄相互の間に働く摩擦力（鉄道では粘着力と呼ぶ）が小さい。これ

はコンクリート道路の上をゴムタイヤ車輪で走る自動車などと較べると、４分の１以下ではるか

に小さい『鉄道忌避伝説の謎』前掲書 ４８～４９頁〉。 

鉄道の勾配は、‰（パーミル）で表される。パーミル（‰）というのは水平距離１０００メート

ルに対して上下する垂直距離の割合で、２５パーミルは１０００メートルについて２５メートル

上下する割合の勾配をいう。 

 

 



〈日本の鉄道はいくつかの例外があるが原則として幹線鉄道で２５パーミル、ローカル線で３

５パーミルを上限としている『鉄道忌避伝説の謎』前掲書 ４９頁〉。明治から昭和の高度経済成

長期頃までは、〈１５パーミル程度以上の勾配が長く続くような線区は、当時の蒸気機関車の牽く

列車ではかなり苦しい運転で、牽引する客貨車の両数が制約された『鉄道忌避伝説の謎』前掲書 

４３頁〉ために〈急勾配区間にかかる手前の駅で列車を２つに分割して運転するような場合もあ

ったし、補機といって、さらに１～２両の機関車を増結することは決して珍しい事例ではなかっ

た『鉄道忌避伝説の謎』前掲書 ４９頁〉。 

また、峠越え区間では、スイッチバックの停車場が連続して設置されたほか、ループやアプト

を併用して登坂した区間もあった。そのため、急勾配が連続して輸送の隘路となった区間では、

戦前から戦時中に、勾配を緩和した別線が建設されたり、戦後は、複線化や電化に際して線形も

改良されて、スピードアップが図られる傾向にあった。 

また、〈明治期の鉄道では、トンネル掘削の技術が未熟だったので、トンネルの長さをできるだ 

け短くするようなルートが選択された。山地を越える場合に河谷に沿って線路を右転左転させな

がら曲線のルートで遡り、次第に勾配が急になって、許容限度を越えたときに比較的短いトンネ

ルで分水嶺を越えるようなルートが採択された。勾配をできるだけ小さくして峠を越え、トンネ

ルと橋梁の延長と数を少なくし、工事費と工期を最も少なくなるように建設するのがルート選定

の原則であった『鉄道忌避伝説の謎』 前掲書 ４３～４４頁〉。 

 〈鉄道のルートは何よりも、できるだけ緩やかな勾配と緩やかな曲線（曲線の少ない線、曲線半

径の大きな線）であることが望ましい。これが列車の速力や牽引力を高めるため地上の線路側の

最も重要な要因となるからである『鉄道忌避伝説の謎』 前掲書４９頁〉。 

このため、鉄道技術者にとって、一直線の線路は願ってもない理想のル－トであるといってよ

い。地形上の障害や既存の集落があってどうしても一直線には引けない場合にはやむなく曲線区

間ができるのである。 

したがって〈地形図を見れば、どのようなルートを通れば、できるだけ緩やかな勾配で線路を

敷設できるか、なるべくトンネルを掘らずにすむか、長い橋梁を架設しないですむか『鉄道忌避

伝説の謎』 前掲書 ５０頁〉など、鉄道のルート選定の実態が推測できる場合が多い。そこでは

何より〈明治期の土木技術者の立場になって考えることが大切なのである『鉄道忌避伝説の謎』 

前掲書 ５０頁〉。 

〈このような地形と線路との関係は時代が下るとともに変わり、１９３０年代（昭和初期）にな

ると長大なトンネルを掘ることをいとわず『鉄道忌避伝説の謎』 前掲書 ４４頁〉、輸送力の高

い列車運転に当って、〈有利な勾配と曲線のルートを採択するようになる『鉄道忌避伝説の謎』 前

掲書 ４４頁〉。現代の新幹線鉄道ではできるだけ緩やかな曲線が絶対的な必要条件となるから、

長大トンネルの掘削もいとわないのである。 

※明治 10～20 年代、東海道・山陽・北陸・中央・東北・信越等の幹線鉄道網が開通していく過

程で、峠越え区間に多くのトンネルが掘削されるが、当時は最長だった逢坂山トンネ ル（東海道

線）や柳ヶ瀬・山中トンネル（北陸本線の敦賀を挟む両側）でも、全長 1500ｍ未満だった。明

治 30 年代になると、同 36 年に開通した 4656ｍの笹子トンネル（中央本線）はじめ、全長 

2000ｍ以上のトンネルが建設されるが、5000ｍ以上のものは大正時代まで完成していない。

長大トンネルの掘削が、技術的に困難だったことに加えて、ＳＬの煙の人体（乗務員・乗客）への

影響 が許容範囲に留まる長さに限定されていたのであろう。昭和に入ってから開通した線区には、

清水トンネル（昭和６年開通、上越線、全長 9702ｍ）や 丹那トンネル（昭和９年開通、東海道

本線、全長 7840ｍ）の長いトンネルがみられるようになる。『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２

５）年 170 頁 

② 鉄道ルートは地形的、技術的な理由で合理的に説明できる 

地形的な制約が鉄道のルート選定の大きな要因となっているにもかかわらず、〈従来の歴史学、

歴史地理学の研究者はこの点についてまったく無理解であり『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 ２００６（平成１８）年 1４頁〉、〈単に都市と駅の位

置の違いだけで鉄道忌避と断定してきた『鉄道忌避伝説の謎』 前掲書 ４４頁〉傾向がある。鉄

道忌避伝説が長期にわたって信じられたこともこの点に深く関係しているのではないだろうか。 

参考文献：『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 ２００１

（平成１３）年 ３７頁〉。 

各地に残る『鉄道忌避伝説』も実際は、「急勾配を避けるため」「敷設工事上の難易」など、地形

的、技術的な理由で合理的に説明できるものが多く見られるのである。 

〈鉄道が谷に沿って走る場合、それよりも高い位置の河岸段丘や台地上に都市が立地している例

は日本には数多い。群馬県沼田や三重県伊賀上野などでは、鉄道は町よりもずっと下に駅を設け

ている『鉄道忌避伝説の謎』 前掲書４６頁〉。 

※〈上位の河岸段丘上の集落に対しては、たとえその集落が人口や産業の上で重要であったとし

ても、集落のある高さまで鉄道を上げることは不可能なことが多かった『鉄道忌避伝説の謎』 前

掲書４４頁〉が、住民の中にはこうした位置に駅が設けられたことを鉄道忌避の結果であると信

じている人も多い。 



 

鉄道忌避伝説のなかでも全国的によく知られている東海道線の豊橋一名古屋間のルート選定と

岡崎駅の位置決定についても、実際には宿場町等の鉄道忌避運動があったという記録はなく、旧

東海道筋に並行する鉄道ルートでは線路勾配は１６～１７パーミルとなるため、これを避けるた

めに最急勾配１０パーミルの蒲郡、幸田経由の海岸沿いのルートが選択され、また岡崎駅の位置

は矢作川を通過する架橋を１つとしたルートが先に決まっていたために市街地から４キロメート

ル離れた場所に設けられたもので、いずれも地形上の制約と工費の関係によって岡崎の中心市街

から離れた場所に駅が決定されたという見方が最近では強くなっているのである。 

 

『日本図誌大系』中部Ⅰ朝倉書店 １９７４（昭和４９）年 

 

④ 決定ルートの変更は難しい 

〈現代でも充分いいうることであるが、さまざまの技術的、経済的な条件を充分に考慮した上で

いったん決定された鉄道のル－トは、沿線住民の局地的な反対運動くらいでは絶対に変更される

ものではない『鉄道忌避伝説の謎』前掲書 ５０頁〉。 

鉄道のルート計画は、官設鉄道であれ、私設鉄道であれ、技術的、経済的に見て、鉄道会社側が

採りうる最良のものとして選択されたのであって、沿線住民の意向などとはまったく関係ないの

であり、これが原則である。   

そして、いったん決定されれば、〈一本の線で繋がっている鉄道のルートは途中の何方所かで反

対運動にぶつかっても、その他の区間にも影響する『鉄道忌避伝説の謎』前掲書 ５０頁〉ので、

同一ルート上での駅の位置くらいの変更はあっても、ルート全体の大きな変更は起こりにくいの

である。 

〈現代では鉄道側は、地元住民に対してある程度の交渉、説得をかなり長い時間をかけて粘り強

く行なうが、明治期には、鉄道側による地元住民との間の交渉、説得の時間は、現代よりももっと



短かったであろうし、もし鉄道側がどうしても鉄道を敷設したいと考えたならば、町の反対があ

ろうがなかろうが敷設を強行したであろう。鉄道側から見て、技術的に最良のものとして選択さ

れたのであって、沿線住民の意向などとはまったく関係ないのである。明治期の鉄道官僚は今よ

りはるかに高圧的であり、そんなに甘いものではないのである『鉄道忌避伝説の謎』前掲書 50

～５１頁〉。 

〈従来の歴史学、歴史地理学の研究者はこの点についてまったく無理解であり、沿線となる予定

の地域社会の住民が反対すれば、鉄道側は簡単にルートを変更するという幻想をいだいているか

のようである。鉄道忌避伝説が長期にわたって信じられたことは、この点にも深く関係している

と思われる『鉄道忌避伝説の謎』 前掲書 ５１頁〉のである。 

〈鉄道忌避伝説は、基本史料を用いた証明、時代的背景との関連、地形と線路勾配との関連で吟 

味されなければならない。これらの吟味を通してみると、多くの鉄道忌避伝説は実在が疑わしい、 

あるいは証明できない。とくに宿場町の鉄道忌避伝説は現在の段階では証明できるものがほとん 

どない『新地理』２９－４ 鉄道忌避伝説に対する疑問 青木栄一 １９８２（昭和５７）年 10 

頁〉というのが事実である。 

鉄道ルートの設定や駅の位置などを科学的に、合理的に考察することが今後の歴史学や歴史地

理学の研究に強く要求されるのである。 

 

 

鉄道歴史研究会の日程 

大津研究会 

１月２４日（木）大津市生涯学習センター １３：３０～「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６日（水）２月２３日（土）３月７日（木）３月２３日（土） 

 

 

 

 


