
江若鉄道敷設の歴史研究（３） 

１ 難航する免許権獲得交渉 

（１）大津電車軌道の免許譲渡問題 

大正７（１９１８）年１２月２日の県議会での湖西鉄道敷設の建議、決議を踏まえ、大正７

年１２月２０日付をもって加藤勇ほか本県１市２郡及び福井県有志８１名の発起人※①が連

名で、「江若鉄道株式会社」と命名した「敷設免許申請書」を就任まもない内閣総理大臣原敬

に提出した。 

〈※①発起人の顔触れは、安原仁兵衛、佐野真次郎、吉村鉄之助、村田虎二郎、西田利七、猪

飼清六、下郷伝平、伊庭貞剛、中川末吉、赤松円瑞、吉田半治郎、上原海老四郎（深溝の人）、

加藤勇、山口嘉七、横井藤四郎らであった『新旭町誌』 新旭町 １９８５（昭和 60）年 624

頁〉。 

次いで、大正７年１２月２３日、〈滋賀県は敷設予定の鉄道を、正式に江若鉄道と命名する

と発表（大正７年１２月２４日付『大阪朝日新聞京都付録』、『新修大津市史』第５巻近代 大

津市 １９８２（昭和５７）年 ４３８～４３９頁〉し、同日江若鉄道敷設趣意書※➁を発表

した 

今回の湖西鉄道構想が、〈大正６（１９１７）年１２月の森正隆知事着任以来、森知事ら県

主導のもとに、浜大津で省線（国鉄線）へ連絡、東海道線に接続し、若狭方面に於いては敦鶴

線（小浜線）に接続する近江・若狭連絡鉄道という全国的な構想を前提とした計画であり、そ

の路線が「江若鉄道と命名されるのは至極当然であった『大津市史』前掲書 439 頁〉。 

※➁《江若鉄道敷設趣意書》 

▶其の一・・・湖西にして交通の利器を備へんか其勢 々として発展し湖亦共に一大楽地と

化し て沿湖一帯皆其潤に浴するを得べし… 

▶其の二・・・古来北海の貨物皆小浜に依りて京阪に致せるや然れとも北陸線の竣成は是等

北海の貨物をして伏木又は敦賀に依らしめ遂に小濱をして今日の状態に至らしめたり若し夫

れ本線にして竣成せんか湖東線経由に比し約四十哩（約６４キロ）の短縮は遂に能く昔時の

旧慣を喚起し敦賀以西若州一圓をして京阪に達するの最捷路たらしむに及ぼし・・・ 

▶其の三・・・賓に本線は裏日本と表日本とを接続する最捷路にて・・・之が及ぼす影響は

‥・廣大なる事 に一部線若くは一地方線と構する能はざる程のものにして将に鉄道綱上有

力なる一幹線たり… 

▶其の四・・・由来東海道線に存りては貨物の滞留に苦むや久し種々の方法未だ全効を奏せ

ざるものゝ如し然れども東するものは大阪より草津関西線に依りて東に出でしめ中央線信越

線に赴くものは大阪より米原岐阜を経て多治見に出でしめ其北陸線越後線に赴くものは大阪

より大津、今津を経て敦賀に出でしめ三道並進の方法に出でんか貨物の遅滞蓋し見んと欲す

るも得べからず若し夫れ東北方面の貨物は四面環海所在港湾に乏しからず全部鉄路に依るの

要なし尚将来足らずとせば関西線の複線と京都、姫路間に更に線を加ふるあるのみ（何ぞ必

ずしも広軌を謂はんや）将来何れの運輸策に出るも本線は本州横断線として軍用上は勿論鉄

道経営上閑却する能はざるの最も必要幹線なり‥・ 

▶‥・将来の発展は遂に本線をして光輝あるものたらしむると共に若州は京阪を向へて裏日

本の重鎮たるを得べく近江は其全體に動脈の貫通を見て所謂本州の咽喉たる名に背かざるの

能力を発輝し其前途隆々たるものあるべし豈独り一名所 蹟の為のみならんや将又琵琶湖の

みの為ならんや  

以上の内容からなっていたが、特に其の四の東海道線輸送改善策は興味深く、今日の北陸

バイパス線としての意義が深い湖西線敷設を考えるとすでに当時から東海道線の輸送能力が

限界に近かったことがうかがわれる。そして特に、当時「建主改従※」を押し進める政友会の

原敬内閣下であることを配慮して「何ぞ必ずしも廣軌を謂はんや」と但し書きしている点が

何とも心憎い気遣いである『追手門学院大学経済学学生論集』 第１３号 滋賀県下に於け

る湖西鉄道敷設への動向について－江若鉄道の結実と県下政友会勢力伸長策－橋本茂 追手

門学院大学経済学会 １９８５（昭和６０）年 ６６～６７頁〉。 

ここに申請された江若鉄道の敷設計画ルートは、〈東海道線大津停車場（今の膳所駅）、同

浜大津停車場（元の江若浜大津駅）を経由して、堅田、今津から福井県遠敷郡三宅村市場に至

る延長約７４．６キロの軽便鉄道『新旭町誌』前掲書 ６２５頁〉である。 

このうち、大津電車軌道は大津停車場から浜大津停車場までは、既に院線と併用で営業し

ており、〈その先の浜大津から坂本までの敷設免許権を受けていたので、新会社江若鉄道の免

許線は坂本以北ということになる。しかし、江若鉄道としては、坂本起点となれば、旅客の利

用も少なく、かつ敷設の意義も失われるので、どうしても浜大津を起点としなければならな

い『新旭町誌』前掲書 ６２５頁〉のであった。 

〈そこで大津電車軌道に懇請して、未開業の免許権の譲渡を願ったが、いつも断られた。つ

いに発起人は大津電車軌道の態度に憤激し『新旭町誌』前掲書６２５頁〉、〈安原仁兵衛、佐野

真次郎が代表となって上京『新旭町誌』前掲書６２５頁〉し、軌道である大津電車軌道の監督

庁の内務省を訪れて、大津電車軌道の持つ浜大津、坂本間の免許を譲り受け、そこに江若鉄

道の新線を敷設することを懇請したのである。 

 この江若鉄道の要請に対し〈内務省土木局の道路課長は、〈鉄道敷設は公益上必要であるが、

たとえ一営利会社と謂えども、既得権を無償で放棄させることはできない。公益の名をかり

て私権を脅かすことは不当である『新旭町誌』前掲書 625 頁〉として、先願権を保護する立

場から江若鉄道側の要請は聞き入れられなかった。 

※事実政府は先願権を保護する立場から容易に江若鉄道の認可には踏み切らなかった。 

内務省としては、江若鉄道の免許申請の路線距離はかなり長く、〈建設費がかさむにしては

多数に及ぶ出資者たちをまとめる責任ある事業遂行出資の責任者が決まっていない※➃こと



で実現を危ぶんでいたこともあるようである『関西の鉄道史』 作間芳郎 成山堂書店 ２

００３（平成１５）年 228 頁〉。 

※➃事業遂行出資の責任者として、大正７（１９１８）年１０月には地元出身の実業家中川

末吉や下郷伝平に依頼したが両者ともに断られている。 

事情が先のようなものであるから、政府が〈地元の請願運動にもかかわらず（免許）認可を

渋るのも一理はあった『大津市史』前掲書 439 頁〉。 

このために〈江若鉄道側は大津電車軌道との免許権の譲渡交渉をあきらめ、むしろ両社は

並行線とはいえ路線の性格は全く別の目的を持ち、競合しないという論法⓹『京都滋賀鉄道

の歴史』 田中真人 宇田正 西藤二郎 京都新聞社 １９９８（平成１０）年 ３９０頁〉

に切り替えて、免許権の獲得を目指した。 

⓹〈仮リニ（大津電車軌道）会社ガ其ノ工事ヲ施行スルトスルモ、会社路線ノ終点ハ、阪本村

日吉神社付近ニシテ、坂本ヲ主要目的トセザルニ対シ、軽便鉄道ハ数町ヲ隔テタル、下阪本

村付近ヲ通過スルノミニシテ、其ノ往復回数ノ如キモ、電車ノ比ニアラザルベク、互イニ甚

ダシキ影響ヲ受クルコトナシ大正８年２月１４日付「土第９６号森知事陳述書」『滋賀大学経

済学部付属史料館研究紀要』前掲書 40 頁〉、『新修大津市史』第 7 巻 390 頁〉。 

すなわち、両者は並行線とはいえ、大津電車軌道は比叡山を目ざし、阪本村日吉神社付近

を路線の終点とした短距離電車であるが、江若鉄道は浜大津から今津・若狭に至る日本海へ

の連絡を目ざしている中距離列車で、列車の本数も大津電車軌道に比べてかなり少なく、利

用の対象者も異にするので、互いに影響することはほとんどないとした。 

こうして大正８（１９１９）年２月以降、鉄道期成同盟委員会や１市２郡有志及森知事ら

は盛んに上京し、先の論法で江若鉄道敷設の免許権を獲得する運動を展開することになった。   

そこでの森知事は大津電車軌道は〈県民の要望や地方の利益開発を阻害『新旭町史』前掲

書 625 頁〉し、〈既得権（免許）にしがみつき、全く路線を敷設する気のない大津電車を倒

産同然の私鉄などと激しい口調で非難『滋賀大学経済学部付属史料館研究紀要』前掲書 35

頁〉し、〈「速二江若鉄道敷設免許相成様御配慮相煩ハシ度…とひたすら江若鉄道免許の認可

を要望した『滋賀大学経済学部付属史料館研究紀要』前掲書 40 頁、『新修大津市史』第 7 巻 

527 頁〉のである。 

しかし、〈県知事の力をもってしても内務省からの免許権認可が得られないことを悟った江

若鉄道期成同盟委員会は、大正８年３月大挙東上し、政党方面に手づるを頼って猛運動を開

始することになった『新旭町史』前掲書 625 頁〉。 

 

 

 

 

２ 一転しての免許交付とその背景 

（１）一転しての免許権交付 

大正７（１９１８）年１２月２０日、湖西鉄道発起人は江若鉄道株式会社と命名した「敷設

免許申請書」を内閣総理大臣原敬に提出したが、政府は、この申請に対して大津電車軌道の

免許既得権や江若鉄道の出資責任者が未決定の問題などを理由に、なかなか免許権の認可に

は応じょうとはしなかった。 

しかし、それから８カ月ほど過ぎた大正８（１９１９）年８月１９日、ついに「右申請二係

ル滋賀県大津市ヨリ福井県遠敷郡三宅村二至ル鉄道ヲ敷設シ、旅客及貨物ノ運輸営業ヲ為ス

コトヲ免許ス」とした念願の敷設免許権が江若鉄道株式会社に降りた。〈免許状の差出人は、

もちろん原敬である『安曇川町史』安曇川町 ９８４（昭和５９）年 ９０４頁〉。 

今まで免許権が認可されなかった理由としての大津電車軌道との免許権譲渡問題や出資責

任者が決まらない問題が何ら解決をみないまま、あたかも政府が手のひらを返すかのように

一転して免許が交付されたのはなぜであろうか。いったい、この半年の期間にどのような事

情が展開されたのであろうか。 

実はこの鉄道敷設免許権の陳情の舞台裏で〈政党間のきわめて政治的な駆け引きが展開さ

れ『安曇川町史』前掲書９０４頁〉、〈とりわけ政権を握っている政党の大きな利権と結び付

いていた『志賀町史』志賀町 ２００２（平成１４）年 ２１２頁〉のであった。 

 

（２）立憲政友会と鉄道路線延長政策 

ここで鉄道敷設免許認可権を持つ当時の政党をめぐる状況を見ておかねばならない。 

大正７（１９１８）年、米騒動で倒れた寺内正毅内閣に代わって原敬内閣が成立した。〈原

敬は立憲政友会の総裁で衆議院議員で、この内閣は陸軍大臣・海軍大臣・外務大臣を除くす

べての閣僚を政友会員で占めた本格的な政党内閣であった『志賀町史』前掲書 213 頁〉。 

〈立憲政友会は明治３３（１９００）年に伊藤博文によって創設された第二次大戦前の二大

政党の一つとなるものである『京都滋賀鉄道の歴史』田中真人 宇田正 西藤二郎 京都新

聞社 １９９８（平成１０）年 391 頁〉。その後立憲政友会の〈党務を掌握した原敬は、鉄

道・港湾・道路・学校などの建設による利益誘導によって『京都滋賀鉄道の歴史』前掲書３９

１頁〉、地方の有力者との結びつきを固め、立憲政友会の地盤強化に努めてきた政治家として

知られ、日本の保守政党の組織基盤の原形を作り出した。 

当時の立憲政友会は党勢支配基盤の拡張のために地方鉄道の敷設には協力的であった。〈そ

の内閣のもとで、湖西に鉄道を敷設しょうというのである『志賀町史』前掲書 213 頁〉。 

※原敬は鉄道院総裁（明治４５年５月）の時に、大津電車軌道に三線軌条採用の許可を与え

た。 

 



（３）「広軌」か「狭軌」かの鉄道政策論争 

〈立憲政友会の利益誘導戦略の手段に鉄道敷設が使われたことを示す典型例に「鉄道広軌化

問題」がある『京都滋賀鉄道の歴史』前掲書 391 頁〉。 

日露戦争前後より、鉄道の重要性はとりわけ軍部の着目するところとなり、朝鮮や中国大

陸の鉄道が標準軌であったこともあって、大量輸送とスピードアップが可能な「広軌改軌問

題」が軍部を中心に主張された※。ここに〈広軌化を推進する「改主建従」か、新線の延長新

設を基本とする「建主改従」かという鉄道政策論争が展開された『京都滋賀鉄道の歴史』前掲

書 391 頁〉。 

※とりわけ明治３９（１９０６）年の鉄道国有法により、主要幹線鉄道が国有化され、統一的

に運営されるようになると、輸送需要の増大に対応する施設の改良を官的に実施することが

可能になり、西園寺内閣の後藤新平、大隈内閣の仙石貢・添田寿一らの鉄道院総裁は広軌化

問題に積極的姿勢を示した。大正５（１９１６）年、寺内内閣のもとで鉄道院総裁に復活した

後藤新平は、横浜線に広軌の実験線を敷設して運行試験をするなど、広軌改築の実現可能性

は急速に浮上した。 

〈鉄道敷設を支配基盤拡張の重要手段としていた立憲政友会は、莫大な財源を必要とする広

軌化よりも、それを新線の敷設に振り向けることを強く主張し『京都滋賀鉄道の歴史』前掲

書 391 頁〉、原敬内閣の成立（大正７年）とともに、〈いわゆる「建主改従」路線が台頭し

た『京都滋賀鉄道の歴史』前掲書 392 頁〉。 

〈新たに鉄道院総裁に就任した床次竹次郎は、大正８（１９１９）年２月の帝国議会で、〈鉄

道の普及は、鉄道の改良に優先するものである『鉄道のはじまり』高田保 文芸社 ２０１

５（平成２７）年３２頁〉と、〈広軌改築を否定する発言『京都滋賀鉄道の歴史』前掲書 392

頁〉を行い、広軌化は凍結されることでほぼ決着がついた。 

〈第一次大戦後の反動恐慌下で、積極財政が不可能になってくるといった財政事情が広軌化

を困難にしていた『京都滋賀鉄道の歴史』前掲書 392 頁〉こともあるが、広軌化凍結の〈主

要因は政友会の政治姿勢にあった『京都滋賀鉄道の歴史』前掲書 392 頁〉といってよいだ

ろう。 

立憲政友会は政権支配という利点を生かし、さまざまな利権を広くばらまいて、支配基盤

を拡張する政策を実施した。なかでも鉄道の敷設は、最大の利益誘導の手段であった。その

政友会の政策の一環としての利益誘導路線による姿勢が、「建主改従」路線を採らせたのであ

った。 

原内閣は選挙法を改正して、小選挙区制を採用し、地方の有力な利益誘導者を候補者に立

て、大正９（１９２０）年の総選挙で圧勝した。そして選挙後の大正１１（１９２２）年には

〈「鉄道敷設法」を改正して、文字どおり全国網の目のように敷設予定線を布告した。後にい

わゆる赤字ローカル線となっていく地方路線はこうした政治利権にともなうものとして急速

に拡張されていった『京都滋賀鉄道の歴史』前掲書 ３９２頁〉。 

（４）滋賀県は国民党の地盤 

江若鉄道敷設推進の中心として鉄道期成同盟会の委員長を務める安原仁兵衛は、高島郡選

出の県会議員で当時は県会議長（第１８代）でもあった。 

彼は当時滋賀県に於いて優勢を占めていた非政友会派を結集してできた立憲国民党の党員

であった。 

そこで湖西鉄道敷設実現の関門としての大津電車との免許譲渡問題に於いて、大津電車軌

道社長で国民党領袖でもある藤井善助とは〈常に板ばさみの状態にあった『滋賀評論』第１

１６号 小谷太洋 滋賀評論社 １９６５（昭和４０）年、『追手門学院大学経済学学生論集』

第１３号  滋賀県下に於ける湖西鉄道敷設への動向について－江若鉄道の結実と県下政友

会勢力伸長策－橋本茂一九八五（昭和６０）年 ６８頁〉。 

もともと〈高島郡は国民党の金城湯地（守りが堅く他から侵害されにくい勢力範囲）とし

た地盤であった『新旭町史』 新旭町 １９８５（昭和６０）年 ６２５頁〉が、安原の属す

る〈国民党自体は、江若鉄道の敷設にあまり協力的ではなかった『安曇川町史』 前掲書 ９

０６頁〉。それに対し、一方の政友会の方は党勢拡張のために、地方鉄道の敷設には協力的で

あった。 

事実、〈原敬の政敵・国民党の犬養毅は大正８年滋賀県入りした際、「政友会の党勢拡張運

動が猛烈で、現に我党も滋賀県で大分悩まされている」と政友会のなりふり構わぬ「鉄道港

湾政略」を攻撃している『滋賀大学経済学部付属史料館研究紀要』第２８号 近江商人系金

融機関の地元還元投融資—藤井善助による琵琶湖鉄道汽船の統合と解体—小川功 滋賀大学

経済学部付属史料館 １９９５（平成７）年 ２９頁〉。 

 
（５）立憲政友会の滋賀県での立場 

立憲政友会は、中央においては積極政策を掲げて着々その実績を挙げているにも関わらず、

滋賀県政に於いては、国民党がすこぶる優勢で、政友会は到底これに及ばない状態であった。 

そのためか、立憲政友会滋賀県支部も以前、分裂で解散していたような状況であったが、

大正２（１９１３）年１１月に復活し、同時に井上敬之助が支部長に就任した。 

井上は明治２５（１８９２）年県会議員に当選、明治３５（１９０２）年には衆議院議員に

当選し、翌年再選された。その後県会議員にもどり、第１７代議長となった。大正４（１９１

５）年衆議院議員にかえりざき、以後３回連続当選をはたし、政友会本部総務や代議士会長

などもつとめ、〈滋賀県には知事がふたりいるといわれるほど県政にも大きな影響を与えてい

た『滋賀県の百年』傳田功 山川出版 １９８４（昭和５９）年〉。 

大正６（１９１７）年末の政友会派森正降知事の県知事の就任、大正７（１９１８）年の原

敬の政党内閣成立によって政友会の滋賀県での党勢拡大の機会を得た井上は、〈もし（江若）



鉄道の敷設に協力してくれるならば、（高島）郡内の県会議員は、ことごとく国民党を脱党し

て政友会に入党するだろうと、政友会の大物に話しかけた『新旭町史』前掲書 ６２５頁〉。 

 井上敬之助（１８６５～１９２７）政治家。甲賀郡石部村（現，石部町）に生まれ，井上敬

祐の養子となった。自由党に入党し，憲政党をへて立憲政友会に所属した。 

明治２５（１８９２）年、県会議員に当選。明治３５（１９０２）年には衆議院議員に当選

し，翌年再選された。その後県会議員にもどり，第１７代議長となった。大正２（１９１３）

年の立憲政友会の分裂にさいし、一時期脱党したが，のち復党派の中心人物となって滋賀県

支部を再建，初代支部長に就任した。また江州日日新聞社を創設して，初代社長にもなった。

大正４（１９１５）年衆議院議員にかえりざき，以後 3 回連続当選をはたし，本部総務や代

議士会長などもつとめた。滋賀県政にあたえる政治的影響力はひじょうに大きく，２人の知

事がいるといわれたこともあった。昭和２（１９２７）年 8 月没。『滋賀県百科大事典』 池

田宏 

 

３ 江若鉄道計画の実現に関わる政界の舞台裏—滋賀県下に於ける政友会勢力伸長策 

江若鉄道は大正８（１９１９）年２月以降、内務省を介しての大津電車軌道との免許権譲

渡交渉は困難を極めるとして諦め、大津電車軌道と江若鉄道の路線は全く別の目的を持って

おり、並行線といえども競合しないという論法で免許獲得を目指し、知事や安原などの関係

幹部は何度も東上するという有様であった。 

しかしながら、政府は、この申請に対しても〈いくつかの理由を楯に『安曇川町史』安曇川

町 １９８４（昭和 59）年 904 頁〉なかなか免許認可には応じょうとはしなかった。 

それから８カ月ほど過ぎた大正８年８月１９日、浜大津—坂本間の大津電車軌道との併行

線を認めた念願の敷設免許が江若鉄道株式会社に付与された。〈免許状の差出人はもちろん原

敬である『安曇川町史』前掲書 904 頁〉。 

いったい、この８カ月間にどのような事情が展開されたのであろうか。〈終始消極的であっ

た時の原内閣が、免許の認可を渋った理由の一つには、例えば大津電車との問題があった。

それが何ら解決をみないままで、一転して免許を交付したのはなぜであろう『安曇川町史』

前掲書 904 頁〉。 

〈あたかも政府が手のひらを返すかのように許可した『安曇川町史』前掲書 905 頁〉事情に

ついては、〈小谷利吉が、『滋賀評論』第１１６号 小谷太洋 滋賀評論社 １９６５（昭和４

０）年に発表した論考『安曇川町史』前掲書 905 頁〉には妥当性があると考えられるので、

それを参考にして以下、述べていきたい。 

免許認可が困難を極めていた時、立憲政友会総務並に立憲政友会滋賀県支部長であり、〈滋

賀県には知事がふたりいるといわれるほど、県政にも大きな影響を与えていた『滋賀県の百

年』傳田功 山川出版社 １９８４（昭和５９）年〉井上敬之助代議士から〈許可を得るも得

ないも安原君の腹一つだ『安曇川町史』前掲書 905 頁〉という暗示があったので、〈さては

高等政策に引っ掛っているかと『安曇川町史』前掲書 905 頁〉と気がついたのである。 

続いて〈ほどなく原首相から招きがあったので、品川の『土蔵相模』という料亭で、安原仁

兵衛、猪飼清六、原敬氏の会談となり、原氏からは「立場が違うと誤解や邪推が起って事が運

びにくい、何事も一緒にやろうではないか『安曇川町史』前掲書 905 頁〉といわれたと、〈滋

賀評論の著者小谷太洋氏は当時の県会議員猪飼清六より直接聞いた話として書いている『追

手門学院大学経済学学生論集』第１３号 滋賀県下に於ける湖西鉄道敷設への動向について

－江若鉄道の結実と県下政友会勢力伸長策－橋本茂 １９８５（昭和６０）年 68 頁〉。 

この時、〈安原仁兵衛は、国民党に所属していたが、政友会の井上敬之助のあとをうけて第

１８代県会議長に就任し、２期連続５年間務めたほどの実力者であった。井上は、安原を何

とかして政友会に入党させたい気持をもっていたのだが、その安原の心を変えるには、原敬

しかいないと考えて、その会談の御膳立てをしたのであった『安曇川町史』前掲書 905～906

頁〉。 

〈原首相と安原県会議長とが会談したのは大正８年の３月以降に行われたと思われるが、そ

の月日については今日なお不詳である『安曇川町史』前掲書 905 頁〉。 

それ以来、安原は苦悩の日を重ねたが、郷土の発展のために遂に高島郡全部の国民党員を

引き連れて政友会に入党したのであった。 

〈安原は、おそらく原敬との会談を契機として、政友会入りを決断したと思われる。このよ

うに、政治家が政党を鞍替えするということは、自分自身の今までの政治信念を否定してし

まうことにもなり、常識的にはあり得ないことである。しかしながら安原は、自らの説をま

げて政友会に入党することにより、高島郡民の非願である江若鉄道実現のため、敢然と行動

したのであり、脱党などは取るに足らない行為であると信じたのであろう『安曇川町史』前

掲書 906 頁〉。 

この一連の事情を立憲政友会滋賀県支部党誌は、安原は高島郡の悲願である〈江若鉄道の

創立に関連し、全郡有志の勧告に従ひ、石田輿太郎、上原海老四郎、井花伊右衛門、岩佐定一

等の諸氏と相連ねて政友会に入会している『立憲政友会滋賀県支部誌』服部岩吉編 １９４

４（昭和１９）年〉と書いている。 

 

安原の政友会入会に至る経緯 

安原の政友会入会の年月日は全く記されていないが、佐野真次郎手記の『江若鉄道創立当

時の回顧』『追手門学院大学経済学学生論集』前掲書 68 頁によればこの件に関し、「安原ら

のあわただしい動きからある程度の推測ができると思われる部分があるので以下引用して見

ていこう。 

大正８年３月２１日午前 大西石田両氏午後安原石田両氏と会談す蓋し鉄道の免許は高等



政策に属し政党の力に倚存するの必要を痛感したるを以てあり 

同月２２日 急遽出県知事に面陳す高島郡に於ける有志の政治的態度決定に付ての件なり

由来高島郡の政治家は全部国民党に属せり同夜崎 兵 氏（高島郡の  にして  会幹事

なり）及田中氏と会見種々懇談す 

同月２３日 高島郡町  会を開き鉄道問題の経過を報告す 

同月２９日 東上、３０日 櫻田本郷町清光館に井上代議士を訪問し種々懇談す 

４月８日 出県午前８時知事訪問 午前１１時安原大西石田同道再度知事訪問 午後２時

平岡屋に井上代議士訪問種々懇談を為す安原大西両氏は同夜東上 

同月１５日大西氏帰県 

同月１７日石田安原両氏帰県す 

この手記では安原らがいつ政友会に入党したかはわからないが、〈おそらく大正８年３月２

１日には国民党である安原ら高島郡有志は政友会への改入党の決意『追手門学院大学経済学

学生論集』前掲書 68 頁〉をすでに固めていたと考えられるのではないだろうか。翌２２日

には、佐野高島郡長はさっそく同郡有志の政友会入党の態度の決定を知事に報告している。

続いて同月３０日、佐野高島郡長は東京にいた政友会領柚の井上代議士を訪問し、そこで安

原ら高島郡有志の政友会入党の態度決定を報告しに行ったのではないだろうか。そして、４

月８日には安原ら同郡有志らは佐野郡長と共に森知事を訪問し、矢継ぎ早に帰県中の井上代

議士を立憲政友会滋賀県支部の本拠である大津市の平岡家『滋賀県の百年』前掲書 頁〉を

訪問し、同夜さっそく東上している。安原ら同郡有志は、この日に〈正式に政友会へ入党する

意志を政友会の実力者らに公表したと推定できるのではないだろうか『追手門学院大学経済

学学生論集』前掲書 69 頁〉。 

そして〈森正隆知事は自らの真の任務を終えたかのように４月１８日再び宮城県知事に転

任となり、かわって同日掘田義次郎が滋賀県知事に任命されている『日本の歴代知事』第二

巻 下 歴代知事編纂会 １９８２（昭和５６）年 １４６～１４７頁〉。 

この後、〈江若鉄道敷設免許権取得に向けて事態は除々に好転してゆく『江若鉄道創立当時

の回顧』前掲書、『追手門学院大学経済学学生論集』前掲書 ６９頁〉。〈大正８年４月２４日

に鉄道院技師が実地視察に来県し、県では土木課長が出願線を案内し、２５日小浜まで視察

した『新旭町誌』新旭町 １９８５（昭和６０）年６２５頁〉。 

さらに〈７月２６日になると井上代議士の斡旋に依り大津市出身在東京の吉村鉄之助がこ

の事業経営の中心になることを承諾して来県している『江若鉄道創立当時の回顧』前掲書、

『追手門学院大学経済学学生論集』前掲書 ６９頁〉。 

 吉村は〈安政５（１８５８）年大津市に代々の寺侍として生まれたが、明治維新で全てを失

い、３４才で吉村商会（電機製作）をつくった『近江人物志』木村至宏ほか 弘文堂書店 １

９７６（昭和５１）年〉。他に日本機械、満洲製粉、満洲製糖、帝国製糖、帝国電燈、大日本

電球、相模紡績、綿毛紡績各株式会社の重役を兼ねる実業家であった『立憲政友会滋賀県支

部 志』前掲書〉。 

 そして同年８月１９日付を以ってついに大津市から福井県遠敷郡三宅村に至る江若鉄道敷

設免許状が内閣総理大臣原敬より江若鉄道株式会社発起人加藤勇外８１名に下附されること

になった。その本文は、次のような内容であつた。 

 右申請二係ル滋賀県大津市ヨリ福井県遠敷郡三宅村二至ル鉄道ヲ敷設シ、旅客及貨物ノ運

輸営業ヲ為スコトヲ免許ス 

とにかく先の安原と原との会談を機に、江若鉄道敷設の推進の中心になっていた安原仁兵

衛が政友会に入党し、安原の影響下にあつた高島郡全部の国民党員挙げて、「江若鉄道敷設高

島郡民の死活問題であるから」と、立憲政友会に集団入党（クラ替え）したのである。 

これを機会に、これまではかばかしい進展をみせていなかった〈江若鉄道敷設免許権の取

扱いがいっきに具体化されたことは間違いない『安曇川町史』前掲書 905 頁〉。原敬の「立

場が違うと誤解や邪推が起って事が運びにくい、何事も一緒にやろうではないか『追手門学

院大学経済学学生論集』前掲書 68 頁〉という言葉の裏には、〈安原の政友会入党が、江若

鉄道敷設の認可の最大条件であることを、意味していたわけである『安曇川町史』前掲書 

905 頁〉。その結果、免許権は異例のスピードでおりたのである。 

大津電車軌道との競合問題等ゆえに当計画が暗礁に乗り入れていた最後の段階で安原らが

政友会入りしたことで、それらの懸案事項が何の解決も見ぬまま許可されなかったはずの江

若鉄道に原敬より江若鉄道の敷設認可が下附されるに至ったことを考えると、この江若鉄道

の実現は原敬政友会内閣のもとで、〈従来国民党を主力としていた滋賀県下での政友会勢力伸

長の一手段『追手門学院大学経済学学生論集』前掲書 70 頁〉として、政友会領袖の井上敬

之助、県知事森正隆らによる露骨な政治的取引に基づく利益誘導策として利用されたと考え

られるのではないだろうか。 

『安曇川町史』によると〈湖西鉄道（江若鉄道）がいよいよ実現の運びとなるまでには、幾

多の曲折があったのであるが、とりわけ２つの画期を認めねばなるまい。その最初の画期は、

大正６（１９１７）１２月、森正隆の滋賀県知事就任であり、第２の画期は、大正８（１９１

９）年末、高島郡選出の県会議長安原仁兵衛が国民党を脱党し、政友会に転身したときであ

る『安曇川町史』前掲書 902 頁〉としている。     

〈大正期の私有鉄道の発展と構造とは、政治形態との密接な結びつきのもとに政治の在り方

からのつよい規定をうけて形成されたといわれるように『近代化』への疎外という危機感に

触発された地方農村住民の鉄道建設や駅設置の世論の高まりが、あたかも大正 7（1918）

年 9 月原敬の政友会内閣成立によるわが国政党政治の確立を契機として鉄道の持つ利権が政

治上の取引き（鉄道網のすぐれて党略的な（選挙地盤）の伸長）を通じてより多くこの時期の

鉄道の発展を規定するに至り、「政友会政権下ではより露骨に私鉄設立免許にくみ込まれ、開



業後の財政補助、最終的な救済買収など政（党）略をからませた取引が横行した」。 

参考文献：『追手門経済論集』３ わが国における「鉄道社会」の歴史的形成：序説—柳田国

男の鉄道観をめぐって一宇田正 追手門経済学会 １９６８（昭和４３）年、『経営史学』6

（1）わが国鉄道事業経営史における政府と企業－『鉄道政略』の展開過程 宇田正 経営史

学会 1971（昭和４６）年、『追手門学院大学経済学学生論集』前掲書 52～53 頁 

かくして、免許権認可１０日後の大正８年８月２８日、創立委員総会が開かれ、発起人は

吉村鉄之助ほか大津商工会議所の役員と湖西地方の有力者 100 名がなり、社名は江若鉄道

株式会社とし、創立事務所を大津商工会議所に置き、本社はのち坂本町４４番屋敷に移った。 

※〈発起人のうち高島町関係では旧大溝町福井弥平・村田猪三郎・福井文治郎、旧水尾村万木

嘉治松・鈴木嘉蔵、旧高島村奥村長太の６名が加わっていた『高島町史』高島町 １９８３

（昭和 58）年 802 頁〉。 

江若鉄道はその「起業目論見書」よると、「一般旅客および貨物の運輸ならびにこれに付帯

する事業を営む軽便鉄道で、起点は東海道線大津停車場構内、終点は福井県遠敷郡三宅村字

市場で、これを軌間３フィート６インチ（約 1 メートル）の蒸気鉄道でつなぐものである『新

修大津市史第５巻近代 大津市 １９８２（昭和 57）年 441 頁〉と記している。なお資本

金は４００万円で、その株式の８万株は関係都市に割り当てられることとなった。 

また「江若鉄道発起趣意書」によると、〈滋賀、福井両県の沿線住民と観光客の輸送を目的

とするほか、高島郡の特産物である織物、石灰、滋賀郡の特産物小松石材、また遠敷郡の薪炭

等の貨物輸送を目的としていたため、日本海方面と京阪地方を結ぶ最短距離輸送として将来

の発展が期待されていた。『高島町史』前掲書 801～802 頁」。 

◎江若鉄道発起趣意書 

近江ノ地、びわ湖ヲ以テ東西ニ割セラレタル東ハ、北陸線ノ一部タル所謂湖東線ニ依リ開

拓セラルルコト日己ニ久シ、カンサイニ至リテハ、所謂八景ノ大部分ヲ有スルニモ係ハラズ

偶文人雅客ノ訪フモアルノ外、独リ  ニ忍ビツツアリ。然ルニ世帯ノ隆興ハびわ湖ヲシテ

閑寂ノ タラシメズ将ニ日本ノ一大楽地トナザスンバ己マザルノ概アリ。近時京阪地方ノ遊

客及諸般ノ・・・ 

また、〈同月３１日には今津町に於いて鉄道認可祝賀会が開催されている佐野『前掲書』、

『追手門学院大学経済学学生論集』前掲書 69 頁〉。 

※「地方鉄道法」：明治４３（１９１０）年８月、「軽便鉄道法」、翌４４（１９１１）年

の「軽便鉄道補助法」の交付により、軽便鉄道の敷設ブームを引き起こすことにつながっ

た。 また、私設鉄道法に準拠した路線も、軽便鉄道法へ変更することが認められたため、

それまでに敷設された多くの路線が変更した。その結果、大正７（１９１８）年には私設鉄

道法に準拠する路線が皆無になってしまった。  

そのため政府では、軽便鉄道法の条項をやや厳しくした上で、私設鉄道法・軽便鉄道法に

代わる新しい監督の法律を制定することにし、大正８（１９１９）年に地方鉄道法（大正 8

年法律第 52 条、全文 44 箇条）として公布、これに伴い前述の 2 法はどちらも廃止され

た。なお、軽便鉄道補助法は、地方鉄道補助法に変更され、継続されることとなった。 

地方鉄道法は大正８（１９１９）年 4 月 9 日に公布、同年 8 月 15 日に施行され、鉄道事

業法の施行により昭和６２（１９８７）4 月 1 日に廃止されるまで、日本の主に私設・民営

鉄道の根拠法として長くその役割を担い続けた。 

 

江若鉄道支線計画の発表 

江若鉄道敷設免許権認可の喜びが独走してか、大正９（１９２０）年１月９日付の朝日新

聞京都附録には江若鉄道発起人によって唐突とも思える江若鉄道支線計画が発表されている。 

それは本線滋賀県滋賀郡下和邇駅より分岐し京都府大原、八瀬、修学院、田中、下鴨大宮、

野口、衣笠、朱雀野を経て一條駅に至る延長１９哩半（約３１．２2 ㎞）、工費４００万円と

いうものであった。参考文献：『新修大津市史』前掲書 441 頁 

〈その実現性はともかく、それだけにやっと陽の目を見た江若鉄道関係者の歓喜の思いが造

り出ているように感じられるではないだろうか。『追手門学院大学経済学学生論集』前掲書 

６９頁〉。 

 

創立総会を開き、役員が決定 

大正９（１９２０）年１月２４日大津市坂本町の大津商工会議所において江若鉄道株式会

社の創立総会で役員が決定され、社長に吉村鉄之助（大正９年の総選挙で滋賀県より出馬し

当選する）、専務に村田虎次郎が選任され※①、湖西の人々が多年望んできた、大津から若狭

小浜へつなぐ江若鉄道は、いよいよ実現の運びとなった。 

※①当初の役員名は下記ごとくである。 

取締役 横浜阿部孝之助、大阪岩田松之助、小浜山口嘉七、京都奥村虎次郎（専務）、若狭

横井藤四郎、大津村田虎次郎、横浜吉村鉄之助（社長）、高島安原仁兵衛、東京加藤勇、滋賀

猪飼清六 監査役 大津谷口賢次郎、京都広瀬満正、彦根青田半太郎、若狭逸見省三、高島福

井弥平、滋賀今出川円俊 相談役 蒲生郡伊庭貞剛、東京中川末吉、京都広瀬満正 

そして、〈同年１月３１日、鉄道期成同盟会は、その任を果たして解散した。翌２月１０日、

高島郡の有志は、慶成館において鉄道認可会社成立祝賀会を挙行して、新会社の誕生を祝福

した。『新旭町誌』新旭町 １９８５（昭和 60）年 626 頁〉。 

 

 

 



江若免許認可後の大津電車軌道 

（１）大津電車軌道社長、国民党衆議院議員藤井善助の屈辱感 

江若鉄道敷設免許権認可に対する立憲政友会の政治的取引に基づく露骨な利益誘導政策は、

国民党の衆議院議員であったった藤井善助の〈政治家として政友会勢力への全面的敗北感に

加えて『滋賀大学経済学部付属史料館研究紀要』第２８号 近江商人系金融機関の地元還元

投融資—藤井善助による琵琶湖鉄道汽船の統合と解体—」小川功 滋賀大学経済学部付属史

料館１９９５（平成７）年 ３７頁〉、大津電車軌道、新生琵琶湖汽船の社長であり、経営者

としての藤井には、県議会での三井寺—坂本間の〈「敷設ノ意思及能力ナキ」との「無能の賂

印を押された『滋賀大学経済学部付属史料館研究紀要』前掲書 ３７頁〉に等しく、また〈「本

県ノ主旨二惇り県民ノ与論ヲ無視シ延テ本県ノ利益ヲ阻害スルノミナラズ国家ノ福祉ヲ支障

セシムルモノト認ム」として、大津電車は滋賀県民の敵ひいては国賊とまで中傷されたも同

じであり『滋賀大学経済学部付属史料館研究紀要』前掲書 ３７頁〉、滋賀県出身者として郷

土愛の強さからこれまでに郷土発展へ多大な貢献してきたことを自負して来た藤井にとって、

すべてこれを〈根本的に否定されたも同然で、人一倍耐え難い屈辱感を受けたに違いない『滋

賀大学経済学部付属史料館研究紀要』前掲書 ３７頁〉。 

〈加えて満場一致の県会決議には藤井と激論を交わした猪飼清六、山本岩三郎、大西平吉ら

の交渉委員はもとより、西田利七、安井喜造、河路重平、岡田定治郎ら藤井と事業経営を共に

してきた仲間と考えてきた県会議員も多数含まれていたから、藤井の無念さは何倍にも増幅

し、「なにくそ」「負けるものか」との思い、持ち前の「負けじ魂」が込み上げてきたものと思

われる『滋賀大学経済学部付属史料館研究紀要』前掲書 ３７頁〉。 

この〈藤井がいやというほど味わされた砂を噛む思いの屈辱感、敵條心がドライビング・

フォースとなって政友会一派や滋賀県が後押しする江若鉄道との鋭い対決路線、江若を排除

した琵琶鉄のなりふり構わぬ不自然な統合の推進、とりわけ後年に吸収した京阪が新型車両

を本線に転用したことに象徴されるほどの高規格（＝高コスト）での坂本線の建設へと駆り

立てたものと見て良かろう『滋賀大学経済学部付属史料館研究紀要』前掲書 ３８頁〉。 

 

（２）坂本への延長：石山坂本線が全通 

江若鉄道敷設が具体化していくにしたがって、大津電車は、大正９（１９２０）年には浜大

津から三井寺下への延長工事の敷設に乗り出した。大正１１（１９２３）年５月７日、浜大津

～三井寺下間を開通させた。「第二十四回報告書」は「普通券、定期券及回数券に於て夫々幾

分の増加を来たしたるは之れ多年宿願の三井寺線開通の賜に外ならす…今後三井寺線の利用

客日に月に増加すると共に益々好成績を挙くることを得へし大津電車軌道『第二十四回報告

書』、大正１１年９月、９頁」と期待している。 

 

その先の三井寺～坂本間の延長工事の経過は次の通りである。 

大正１４（１９２７）年２月大津電車の三井寺～坂本間（坂本線）の延長工事が認可され、

直ちに用地買収に着手した。同年８月２０日坂本線の軌道敷設工事施行認可を内務、鉄道両

大臣に申請、大正１５年３月１日には大津市中保町に建設事務所を新築した。 

大正１５（１９２８）年８月３日、大津電車軌道坂本線の軌道敷設工事施行が認可された。

８月１０日には坂本線の工事着手届を滋賀県知事に提出、土木工事に着手、昭和２（１９２

７）年２月２７日には電気工事にも着手した。同年４月２８日には電気工事が、５月７日に

は土木工事がそれぞれ竣工した。 

昭和２年３月に一足早く開通していた関係会社の比叡山鉄道のケーブルと連絡すべく、同

年５月１５日には三井寺～兵営前（現、別所０．６キロ）間、山上一松ノ馬場間（５．３キロ）

の延長線を部分開業した『滋賀大学経済学部付属史料館研究紀要』前掲書 ４３～４４頁〉。   

この時点では兵営と練兵場の間を通り抜ける兵営前一山上間（０．４キロ）は徒歩連絡で

あった。陸軍兵営前付近の〈坂本線開通上一部行詰ッタ用地『滋賀大学経済学部付属史料館

研究紀要』前掲書 ４４頁〉については、昭和２年８月頃にはようやく陸軍省の許可が得ら

れたため、練兵場付近の敷設工事に着手した。 

結局、残った坂本～松ノ馬場間（０．６キロ）は２年８月１３日に、次いで兵営前一山上間

は２年９月１０日開通し、ここに当初の目的の蛍谷一坂本間１４．１キロが全通した。現在

の石山坂本線である。 

この間、京阪電鉄の湖国進出（京阪の京津電軌の合併（大正１４（１９２５）年２月）、湖

南汽船の系列下（大正１５（１９２６）年９月））に対抗するため、湖国の交通企業の合同を

図った大津電車軌道は、昭和２（１９２７）年１月２１日、江若鉄道開業の北進につれ、ドル

箱であった湖西航路の不振により経営状況の苦しくなった太湖汽船との合併を実施、両社の

合併と同時に、社名を「琵琶湖鉄道汽船株式会社」（改称同年２月１０日）と改めた。 

また、同年５月１５日には湖南鉄道（近江八幡～八日市・現近江鉄道八日市線）が琵琶湖鉄

道汽船と合併し、同社の地方鉄道部となった。 

そして、琵琶湖鉄道汽船の初代社長には、大津電車軌道、湖南鉄道両社の社長である藤井

善助氏が就任した。 

江若鉄道に対し三井寺—坂本間の免許権利譲渡で争った大津電車軌道がその三井寺－坂本

間を開通させるのは、大津電車軌道が太湖汽船（旧）、湖南鉄道と合併し「琵琶湖鉄道汽船」

を設立した昭和２年５月より後の同年９月１０日のことであった。 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

坂本線の設備 

大津電車軌道の三井寺～坂本間の「坂本線」の区間は、蛍谷（現石山寺）～三井寺間のよう

に市街地をぬうルートでなく、湖岸沿いの江若鉄道との競合を避けるために、〈目下計画出願

中ノ比叡登山ケーブルカートノ連絡ヲ考慮『滋賀大学経済学部付属史料館研究紀要』前掲書 

４３頁〉して町並みの西側の扇状地を含んだ山手側線地域を三井寺一兵営前間にＳ字カーブ

が介在する以外はほぼ直線の線形で敷設されている。このように直線コースをとる結果、ア

ップダウンの連続であり最高４０‰の急勾配も存在する。このルート選定は勾配に強い電気

鉄道の強みでこれを克服できることをあらかじめ念頭に入れていたのである。蒸気鉄道であ

るために、江若鉄道が等高線に沿ってカーブを繰り返すルートをとっていたのとは対照的で

あった。 

「坂本線」は先に述べたように〈免許権譲渡問題で県議会を巻き込んで、感情的にも激し

く対立したライバルの江若鉄道新浜大津—叡山（坂本）間と全面的に競合することもあって

か『滋賀大学経済学部付属史料館研究紀要』前掲書 ４６頁〉、これまで概して慎重な経営姿

勢を見せてきた「藤井とは別人かと疑うほど」、〈この後の投下資本の回収がさほどに期待で

きそうもないことを十分に自覚しているにも拘わらず『滋賀大学経済学部付属史料館研究紀

要』前掲書 ３９頁〉、〈明らかに限度を超えた無謀ともいえる『滋賀大学経済学部付属史料

館研究紀要』前掲書 ３９頁〉過大投資に突進していく。 

〈とりわけ、後年に合併した京阪が、１両２万円もするほどの新型車両１２両を〈本線に転

用したことに象徴されるほどの高規格（＝高コスト）での坂本線の敷設へと駆り立てたもの

と見て良かろう『滋賀大学経済学部付属史料館研究紀要』前掲書 ３８頁〉。 

事実この区間は始めから全線複線で、ほぼ直線に敷設された高規格路線であり、鉄製の架

線柱と共に大正期関西各地に計画敷設された大軌、阪急神戸線、神姫（現・山陽電鉄）、新京

阪（現・阪急京都線）などにならって当時としては近代的な高速電気鉄道指向の線路であっ

た。 

駅も高床ホームで、車両もそれにふさわしくロングシートのほかに転換クロスシートも配

したセミロマンスカーと呼ぶべき１００人乗りの素晴らしい１５メートル級の大型ボギー車

で、〈「窓外展望自由」と眺望が利くほか、前後から乗車して中央から降車するなど凡ゆる最

新の様式と設備を有する点で関西電鉄界の花形『滋賀大学経済学部付属史料館研究紀要』前

掲書 ４５頁〉とまで言われ、中小私鉄にしては立派すぎる設備と車両であった。 

※〈藤井の関係鉄道では、坂本線のほかにも湖南鉄道の工藤式蒸気自動客車導入、自動車兼

業、琵琶鉄の桃太郎丸（昭和 年３月１３日進水、５月５日就航）など、中小規模ながら車

両・船舶等に意外なほどの新機軸・独自性を発揮しており、藤井の経営方針ないし周知の美

術品だけでなく個人で天文台まで設置したほどのメカ好きという新奇趣味の一端を垣間見せ

ているようである『滋賀大学経済学部付属史料館研究紀要』前掲書 ４６頁〉。 



運行時間帯も三井寺～坂本間で５：３０から２３：３０まで１０分毎に運転し、三井寺—

坂本間の所要時間も１５分と現在並であった。 

〈※当時江若鉄道は、三井寺下～叡山間に滋賀駅しかなく、所要１６分で１日１２往復のみ

の運転であった。それに対して、琵琶湖鉄道汽船の三井寺～坂本間には、兵営前、漣（のち廃

止）、錦織（現近江神宮前）、南滋賀、滋賀里、穴太、松ノ馬場の各駅が連なり、しかも前述の

ような運転間隔であったので目的は達成したことになる。もっとも、このとき江若鉄道は既

に和邇まで路線を延長させていたので大打撃を受けるまでには至らなかった『京大鉄道研究

会』江若鉄道」。 

昭和３（１９２８）年７月から８月には〈夏季納涼客輸送のため、１００人乗クロスシート

のボギー車２両をわざわざ改造して、定員１００人を５０人に減らして簡単な飲食を提供す

るために室内中央にテーブルを設ける「カフェー電車」を走らせ、そこには芸者も乗せたり

もした『滋賀大学経済学部付属史料館研究紀要』 前掲書 ４５頁〉。このように必要以上に

新型の設備を投資し過剰なサービスを行うことになった。 

一方、螢谷一三井寺間は路面電車のような５０人乗りの小形単車で運行されていたため、

車両は軌道線タイプの木造４輪車であった『京阪電気鉄道』車輌発達史シリーズ Ⅰ 関西

鉄道研究会１９９１（平成３）年 頁〉、車両規格の違いから、蛍谷～三井寺間と三井寺～坂

本間ではホームの高さが違い、蛍谷～三井寺間の旧線区間には自慢の大型車両が使用できず、

螢谷一坂本間の直通運転は不可能であり短距離の同一線内の三井寺で乗換が必要で、乗客は

不便を強いられた。 

このように〈短距離の同一線内での乗換が必要で不便なため、概して低稼働で車庫で遊ん

でおり〈無用の長物昭和４年１月５日『大阪毎日新聞』、滋賀版〉とまで非難された『滋賀大

学経済学部付属史料館研究紀要』 前掲書 ４５頁〉。 

 

琵琶湖鉄道汽船の業績が悪化していった原因 

この「坂本線」の過剰な設備投資が、思わぬ展開を引き起こすことになるのである。 

京阪の湖国進出に対抗するために形成された「琵琶湖鉄道汽船」であったが、全国的資本

の京阪電鉄に対し、琵琶湖鉄道汽船は所詮地域の交通会社の寄り集まりに過ぎず、この対峙

する２つの資本的力量差は歴然、両社の競争の激化にともなって琵琶湖鉄道汽船の業績はい

っそう悪化し、しだいに琵琶湖鉄道汽船に敗北の色が濃くなったのである。 

その原因は、第１に、観光客の獲得競争となると老舗を誇るとはいえ琵琶湖鉄道汽船は湖

国が中心で、観光客の受け入れは国鉄線の連絡のみにたよらざるをえなかったのに対し、京

阪電鉄側の湖南汽船は多数の人口を擁する大都市の大阪・京都から自社の輸送ルートで琵琶

湖沿岸へ観光客を送り込まれたので優位に立てたのは当然であった。 

第２に、琵琶湖鉄道汽船部（旧太湖汽船）は多くの不採算航路をかかえており、合併はした

ものの収益率が高くなかった。 

第３に、琵琶湖鉄道汽船電鉄部（旧大津電車軌道）の延長線（三井寺一坂本間）ではもとよ

り人口密度の低い地域であった為、先に開業した江若鉄道（現・廃止）との平行線のため客足

が伸びないうえに、坂本延長線は政敵江若鉄道を意識した高規格鉄道への過剰な設備投資が

おこなわれた。このほか蛍谷～浜大津間の線路改良にも着手したこともあって、経営が圧迫

され始めた。 

第４に、昭和２（１９２７）年には琵琶湖鉄道汽船がその傘下に入れていた比叡山鉄道（俗

に坂本ケーブルと称されたケーブルカー）、さらに比叡山上西側の京都電燈によるケーブルカ

ーやロープウェイの開通で、京都から比叡山、坂本、大津へ回る回遊観光コースが確立され、

比叡山への避暑客と延暦寺参詣客の足として〈大いに宣伝されたが乗客の伸びは予想に反し

た『鉄道ピクトリアル』NO５５３ 「特集京阪鉄道」 京阪大津線の８０年 高山禮蔵 鉄

道図書刊行会 １９９１（平成３）年 １１６頁〉のも誤算であった※。 

第５には思うように運行できなかった湖南鉄道の足かせがあった。 

第６に、合併後の〈電鉄部と汽船部との反目昭和３年１１月２７日「大阪毎日新聞」滋賀

版、『滋賀大学経済学部付属史料館研究紀要』前掲書 ８７頁〉は激烈であり、〈強力な京阪、

新興の江若鉄道などの共通の外敵の侵入に対しての、既存水陸業者による同床異夢的な弱者

連合の性格しか持たない琵琶鉄の統合時には合併効果が疑問視され、「太湖汽船の致命傷とな

った大津電車」、「双方旧重役間にデリケートなあつれきがあった」、「決して自然な結び付き

ではない…あたかも両社の合併は水と油を混ぜ合ったほど」などと合併の無理・不自然さを

指摘された『滋賀大学経済学部付属史料館研究紀要』前掲書 ８６～８７頁〉。 

とくに、３番目の坂本線の過剰な設備投資問題で資金回収に失敗、経営は火の車状態にま

で悪化、このことが直接の契機となり遂に万策尽きて、経営に行詰まりを見せていた琵琶湖

鉄道汽船の社長藤井善助から湖南汽船の社長風間八左衛門を通じて京阪電鉄との合併の話が

もちあがった。 

※大正１４（１９２５）年の京都電燈による比叡山西側の鋼索線（ケーブルカー）、また「大

正１３（１９２４）年、比叡山と麓の坂本を結ぶケーブルカーの営業を目的に、比叡山登山鉄

道（現、比叡山鉄道）が設立された。トンネル掘削や渓谷を跨ぐ橋梁の架設といった難工事の

末、昭和２年３月、日本最長のケーブルカー（総延長２０２５メートル）として営業運転が開

始され『図説大津の歴史』、琵琶湖鉄道汽船がその傘下に入れていた。 

参考文献：『関西の鉄道』№１７京阪電気鉄道 PART２ 京阪電気鉄道大津線とびわ湖観光

開発 藤井信夫 関西鉄道研究会 １９８７（昭和６２）年 

『車輌発達史シリーズ Ⅰ』 京阪電気鉄道  関西鉄道研究会 １９９１（平成３）年 

『関西の鉄道史』作間芳郎 ㈱成山堂書店 ２００３（平成１５）年 

『京都大学鉄道研究会』京阪電鉄大津線 



 

 

 


