
京阪大津線（京津線・石坂線）敷設の歴史（５） 

１ 大津電車軌道の営業開始 

（１）開業と連帯運輸 

 明治４５（１９１２）年５月１日、鉄道院線の馬場・大津（浜大津）間の支線との併用（三線軌

条）が認められた大津電車軌道は、大正元（１９１２）年１０月１１日、工事施行認可を申請、許

可され直ちに浜大津から膳所（現膳所本町）間を着工した。 

大正２（１９１３）年２月２０日には運輸開始願いを提出、同月２６日、運輸開始許可を得て３

月１日に開業させた。 

開業時には６台の電車で１５分毎に運転し、所要時間は１５分であった。 
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（２）浜大津（大津）駅 

開業時の駅は当時の新聞によれば、浜大津（この当時は大津）、紺屋ヶ関（昭和１８（１９４３）

年１１月１０日廃止）、島ノ関、石場、馬場駅構内（国鉄との分岐点の辺り？）、馬場駅前（現京阪

膳所）、錦、膳所（現膳所本町）の８ケ所であった。 

＝哩程表＝ 

膳所～錦 １５鎖９３節 

錦～馬場（馬場駅前）２６鎖６０節、馬場～馬場駅（馬場駅構内） ５鎖０節 

馬場駅～石場３６鎖４０節、石場～島ノ関２６鎖１０節 

島ノ関～紺屋ケ関１０鎖４０節、紺屋ケ関～大津２１鎖２０節 
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浜大津（大津）停留場は、〈当初、院線大津駅の中央部にある貨物上屋を使用して２線を引込む

予定であったが、坂本延長線との関連や京津電軌との連絡上から開業直前に設計変更し、道路側へ

の設置を申請した。 

これに関連した書類が大正２年１月１４日に提出、同年２月１０日に認可されている。 

大電発第一九四号 

       設計一部変更認可申請書 

 嚢二鉄道院ヨリ借用ノ大津線改築ヲ要候二付客年十一月二十五日大電発第一七二号ヲ以テ工

事施行認可申請ニ及ヒ置候処同申請ノ中大津駅二於ケル発着線ハ別紙図面二点線ヲ 以テ記載セ

ル通同駅内貨物上屋ヲ改造シ同屋内ニ引込布設スル計画二有之候ヘトモ今後布設スヘキ弊社第二

期線二関係モ有之将又夕速力ラス京津電気軌道株式会社ノ線路同駅前二延長サルへキニ付将来ノ

連絡ヲ考へ早ク同線工事ノ急施ヲ要スル弊社運輸二鑑ミ候トキハ寧口該上屋改造ヲ見合ハセ其侭

倉庫二充用シ線路ハ朱書実線ノ如ク民有物置ノー隅ヲ切取り予テ同院ヨリ借用シアル用地内二布

設致候方総テノ点二於テ便宜ヲ得ルコトゝ相成候間別紙図面実線ノ通リ線路一部設計変更ノ儀特

別ノ卸詮議ヲ以テ至急卸認可被成下度此段申請候也 

  大正式年壱月拾四日 

         大津市御蔵町 

         大津電車軌道株式会社 

         取締役社長 高谷光雄 印 

  滋賀県知事佐柳藤太殿 
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〈浜大津は駅前広場にターミナルを設け、駅構内手前で国鉄線に合流、馬場駅手前で分れて

馬場駅前へ、その先専用軌道で城下街膳所の街並の裏側を走り膳所へ達するものであった。

『鉄道ピクトリアル』特集京阪鉄道 NO５５３「京阪大津線の８０年」 高山禮蔵 １９９

１ １１３頁〉。 

〈浜大津一石場間は昭和２０年頃までは本当に波打ち際を電車が走っていた。風波の強い時

は波沫が走る電車に打ちかかる情景がみられたが、戦後湖岸の埋め立てが開始され、現在で

は線路から１００メートルぐらい先に湖岸が移っている。『関西の鉄道』№５３ 京阪電車 

駅・路線の変遷 高山禮蔵 ２００７（平成１９）年 関西鉄道研究会 22 頁〉。 

 

【大津電車軌道線路平面図】大正元（１９１２）年９月 滋賀県県政資料《明と９０（１８）》 

 大津、石場、馬場の３ヶ所に側線が設置されている。ただ、この場合、院線から見た側線で

あり、実質的には、大津～紺屋ケ関間の電車専用線と石場の待避線を指している。 
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年 ２７頁 

 

 

 

 

（３）車輛・車庫 

車両は、ボギー車の計画もあったが、名古屋電車製作所製造による４輪単車である。全長２

７尺、最大幅７尺６吋、定員４２人乗、台車（マウンテンギブソン２１EM）は大倉組の納入

である。当初は６両で、塗色は「茄子色」とされている。 

変電所は「滋賀県大津市馬場字東柳川二設置シ大津電車軌道株式会社馬場変電所卜称シ京

都電灯株式会社ヨリ電力ノ供給ヲ受ケ当所二於テ電動発電機ニヨリ直流二変電スルモノトス」

とあり、変電所出力１５０kw であった。 

車庫は「大津市馬場字東柳川弐百壱、弐百弐、弐百参、弐百六、弐百七、弐百八、弐百九番

地内二設置シ間口五十四尺奥行百弐拾尺周囲木造ニシテ屋根ハ亜鉛引鉄板茸トス」とある。 

車庫、変電所の位置は、現在の京阪膳所から石山方向へ約１００m の左手（湖側）、県立大

津高校の南側にあたる。車庫には４線程度の引込線があったようである 
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（４）鉄道院線との連帯運輸 

明治２２（１８８９）年７月１日には馬場（大正２（１９１３）年６月１日大津と改称、現

在の膳所）～長浜間の湖東線が開通し、東海道線新橋～神戸間が全通した。 

これにより、湖上航路連絡運輸の使命が絶たれたこともあって、大津（大正２年６月浜大津

と改称）～馬場間は枝線になり、いったん旅客運輸が廃止された。 

ところが、馬場駅が大津の中心街から離れていて不都合なので、明治３１（１８９８）年８

月１日から乗客扱いが復活していた。 

しかし、大正２（１９１３）年３月１日の大津電車軌道の開通に伴い、大津～馬場間の連帯

運輸（共同使用）が開始されることになり、鉄道院（省線、国鉄）は当該区間の旅客営業・手

荷物運輸営業を同２年２月末限りで再度廃止し、１日数回貨物列車を運行することになった。 

ただし、この区間は本来鉄道鉄道院のものだったため、制度上は京阪が院線（省線、国鉄）

に乗り入れるという形になっていた。そのために院線（国鉄）の貨物列車が運転される時間

（３往復の設定）だけは京阪石坂線は運転を停止して、院線の列車の通過をひたすら待つと

いうものだった。 

大正から昭和初期の地図を見ると、国鉄線の記号で書かれているものもある。『車輌発達史

シリーズ Ⅰ』 京阪電気鉄道 平成３（１９９１）年 関西鉄道研究会 

〈院の貨物列車は定期として、5 時、14 時半、22 時の 3 往復とし、午後 5 時から 6 時の

間に不定期があったようである『鉄道史料』第７９号 大津電車ノート 今井健二 鉄道史

料保存会 １９９５（平成７）年 ２８頁～２９頁〉。 

〈この時間帯は浜大津—膳所間が一閉塞区間となり、腕木信号機が進行を表示し、通票が機

関士に手渡されての運転となる『関西の鉄道』№５３ 京阪電車 駅・路線の変遷 高山禮蔵 

関西鉄道研究会 ２００７（平成１９）年 ２２頁〉。 

※国鉄列車の運転は三往復設定され、その運転中は石坂線の電車運転は停止される。 

江若鉄道では、大正 14 年９月１６日には線路は省線線浜大津貨物駅とつながり、省線と

連帯運輸を開始し、東海道線馬場駅と連絡するようになった。戦後昭和２２（１９４７）年か

ら、江若鉄道では以前からの貨物列車に続き、浜大津までの旅客気動車も国鉄と線路共用し

て東海道本線膳所駅まで１日２往復の乗入運転がおこなわれたが、旅客列車は昭和４０（１

９６５）年１０月１日の改正で廃止、貨物列車は江若鉄道が廃止された昭和４４（１９６９）

年１１月１日まで続いた。 

なお、京阪との三線軌条は昭和５１（１９６７）年に撤去された。 



 
２ 蛍谷（現石山寺）まで開通 

大正２年４月１９日、膳所～別保（現在の瓦が浜駅付近）間が運輸開始願、同年４月３０日、

運輸開始許可、同年５月 1 日が延伸開業した。 

 別保～中庄 ２３鎖３０節 

 中庄～膳所 ２３鎖５０節 

同年６月 1 日、鉄道院では「大津」を「浜大津」へ、「馬場」を「大津」へ、それぞれ駅名

の改称がなされているが、〈大津電車の方は「馬場」を「大津駅前」とはしなかったようであ

る。また、「馬場駅構内」「膳所（仮）」はこの時既に見られない『鉄道史料』第７９号 大津

電車ノート 今井健二 鉄道史料保存会 １９９５（平成７）年 ３１頁〉。 

※この大津駅（元、馬場駅）は、大正１０（１９２１）年８月 1 日の東海道線大津～京都間

線路移設による「大津」新駅設置に伴い、再び「馬場（貨物）」駅となり、昭和９（１９３４）

年９月１５日、旅客扱い再開と共に「膳所」へ改称される。 

 

（１）別保—石山駅間開業 

大正２年１２月１５日、運輸開始願、大正３（１９１４）年１月１２日、運輸開始許可、同

年 1１月２日には院線東海道線をオーバークロスして石山駅前（現・京阪石山）を開通させ

た。 

東海道線のオーバークロスについては〈大正元（１９１２）年９月４日付で西部鉄道監理局

長の承認を得、１０月３０日、知事宛の工事施行認可申請、１２月２５日、先行認可を得てい

る。工事方法書には、径間４５尺７吋、斜径間５８尺６吋、橋台の基礎は杭打「コンクリート」

工事ヲ施工ス、躯体ハ煉瓦積トシ桁ハ下路鋼版桁式ヲ用ユルモノトスとある『鉄道史料』第７

９号 大津電車ノート 今井健二 鉄道史料保存会 １９９５（平成７）年 ３１頁〉。 

   ＝哩程表＝ 

  石山駅前～別保６９鎖８１節３ 

  別保  ～中庄２３鎖３０節 

  中庄  ～膳所２３鎖５０節 

  膳所   ～錦１８鎖８５節 

  錦   ～馬場２６鎖６０節 

  馬場  ～石場４１鎖４０節 

  石場 ～島ノ関２６鎖１０節 

  島ノ関～紺屋ケ関１０鎖４０節 

  紺屋ケ関 浜大津２１鎖２０節 

 
 



 
 

（２）石山駅付近の線形 

〈前項ノ終点ヨリー哩四拾八鎖拾一節三二重ル線路移動ハ現在線ハ東海道線石山駅トノ間隔

甚シキカ為メ連絡上昇降客二不便ヲ来タスベキニヨリ出来得ルダケ之レニ接近セシメ度而シ

テ其前後ハ現在線路トノ取附上自然移動ヲ生ズルモノトス是レ設計変更ヲ要スル所以ニ有之

候。但シ石山駅二接近布設ノ為メニ要スル敷地借用ニッキテハ キニ西部鉄道管理局へ請願

シテ許可ヲ得置キタルモノニ有之候『鉄道史料』第７９号 大津電車ノート 今井健二 鉄

道史料保存会 １９９５（平成７）年 ３１～３２頁〉。石山駅前の線形についてはいろいろ

と考慮され、現在線路の形になったようである。 

 
〇馬場—京都間の新線建設と馬場駅 

馬場・京都間の新線建設は明治４３（１９１０）年に実地測量を開始、線路選定にはいり、

大正３（１９１４）年１２月の新逢坂山トンネル工事起工を皮切りに着手された。大正１０

（１８２１）年８月 1 日、営業を開始した。 

馬場駅は大正２（１９１３）年６月１日に、第二代目の大津駅と改称。しかし、大正１０年

８月１日に東海道線が新線に付け替えられた際に、新たに大津市東浦に三代目大津駅が開業

したため二代目大津駅の機関庫は廃止（大正１０年７月２９日）、貨物駅として再び馬場駅と

改称。 

昭和９（１９３４）年９月１５日、現在名（膳所駅）に改称（旅客の取り扱い再開始）。 

 

（３）石山駅前—唐橋（鳥居川）間の開業 

大正 3 年 1 月 16 日、運輸開始願、同年 1 月 17 日、運輸開始許可、同年 1 月 17 日、

開業 

   ＝哩程表＝ 

唐橋前（鳥居川）～石山駅前 34 鎖 18 節 

石山駅前 ～粟津（別保）61 鎖 71 節 3 

粟津（別保）～中庄 31 鎖 40 節 



 別保は８．１鎖南寄へ移設され、「粟津」停留場と称されるが、現在位置よりも約 160m 北

方の踏切付近にあたる〈『鉄道史料』第７９号 大津電車ノート 今井健二 鉄道史料保存会 

１９９５（平成７）年 ３３頁〉。 

（４）唐橋前（鳥居川）—石山寺（螢谷）間開業 

大正３年２月１３日、運輸開始願、大正３年２月１４日、運輸開始許可、大正３年２月１５

日、開業 

   ＝哩程表＝ 

  唐橋前～石山寺（0 哩 47 鎖地点） ３２鎖３２節 

『鉄路五十年』の年表には、大正３年 2 月 15 日、浜大津～蛍谷全通とあるのはこの段階の

事を指している。 

（５）石山寺（蛍谷）付近開業 

大正 3 年 6 月 3 日、運輸開始願、大正 3 年 6 月 4 日、運輸開始許可 

   ＝哩程表＝ 

  石山寺（0 哩 47 鎖）（仮）～石山寺（0 哩 41 鎖 50 節地点）5 鎖 50 節 

『鉄道院年報』大正 3 年度の場合、開業線路の欄に大正 3 年 6 月 4 日、蛍谷石山とあり、

約 100m の延長が完成するから、大正３年２月１５日開業での石山寺終点は仮設的なもので

はなかろうか。参考文献：『鉄道史料』第７９号 前掲書  

〇浜大津—石山寺（蛍谷）間の開通 

ここに浜大津と石山寺（蛍谷）が結ばれた。所要時間は 20 分とされている。 

〇石山寺駅名の変遷  

 大正 3 年 2 月 15 日、開業（螢谷）、昭和１２年８月２０日、螢谷を石山寺に改称 

昭和２５年１０月１日、石山寺を石山蛍谷に改称 昭和２８年４月１日、石山螢谷を石山寺

に改称 

 

（６）石山駅前—石山寺間は複線で開業 

「石山駅前以南ハ既成大津線二於テ往々乗客二対シ不 不便ヲ来スヲ以テ本区間ハ特二複線

敷トナシ乗客ヲシテ不便ナカラシムヲ期シ変更スル所以ニ有之候」と、この区間は本来は単

線計画であったが、設計変更がなされ、最初から複線で工事されたとあるように、大津電車軌

道の最初の複線区間は石山駅前～石山寺間（大正３年６月４日）であった。 

 

（７）複線化過程 

馬場（京阪膳所）—膳所（膳所本町）間の複線化申請は、大正３年３月、竣工は同４年７月

である。大正１５（１９２６）年の営業報告書に「馬場～石場」「紺屋ケ関～浜大津」の複線

化工事が途中であるとの記載があり、その間の「石場～紺屋ケ関」は複線化が完了していたと

の推測が成り立つ。全体の複線化竣工は昭和２（１９２７）年 1 月１４日である。 

 

（８）石山寺（蛍谷）—石山寺山門前 

終点蛍谷は石山寺とは若干離れていたこともあり、さらに南郷への延長線を含めて計画さ

れ、大正 2（１９１３）年 8 月 4 日免許を取得したが、〈この区間は、工事が困難であるだけ

ではなく、開業以前、既に石山寺、石山村等から敷設反対の声が上がり、同地域の意向を反映

した内容の副申書が滋賀郡長より滋賀県知事に差し出され『鉄道史料』 前掲書 ３１頁〉、

敷設する事かできず（大正 6（１９１７）年 5 月 15 日免許失効）、後年、モーターボート連

絡か行なわれる事になる。 

 

『鉄道史料』前掲書 ３１頁 

 

（９）南郷までの計画 

また、石山寺（蛍谷）—石山寺山門前の延長として同時に（大正 2 年 8 月 4 日）、石山寺

山門前から瀬田川沿いに更に南下し、石山村大字南郷 1230 番地ノ 2 先に至る延長 3 哩 2

０鎖（内、里道 1 哩 11 鎖、新設軌道 2 哩 9 鎖）の軌道特許も取得しているが、こちらの方

も幻の路線となり、失効の憂き目を見ている（大正 6 年 5 月 15 日）。 



 

 

 

 



 

 

 



 

（１０）石山寺門前までの「モーターボート」運転 

終点蛍谷は石山寺とは若干離れていたこともあり、さらに南郷への延長線を含めての計画

を何度も摸索したが、螢谷～石山寺間の西側一帯は琵琶湖畔の名勝地で鬱蒼とした保安林並

びに風致林で、滋賀県当局からも「何分名勝地ナルヲ以テ風致上ノ関係ヨリシテ現在営業線

ノ終点ヨリ以南ハ工事施行ヲ見合ハサシメ電車ニ代フルニ水運ヲ以テスルガ如キモー策」と

示唆された。 

 そこで定款の目的事項に「又娯楽事業と船舶の航行を経営す」との規定があることに基づ

き、石山寺・蛍谷間をモーターボートを運転して連絡することとした。 

大正１４（１９２５）年頃の路線図や時刻表を見ると、蛍谷駅（現石山寺駅）から石山寺の

門前までを「モーターボート」が結んでいたことが明記されている。ここでは瀬田川の対岸へ

渡るのではなく右岸に沿ってわずか６００メートル程度移動するだけの鉄道連絡船だったが、

石山寺までは通しの切符が発売されたらしい。 

当時は瀬田川沿いの道には崖が迫っていたために自動車が走る道路幅には不足だったため

にこの連絡船を運航させたのだが、昭和の初期には道路拡張工事により自動車が通行可能と

なり、このミニ連絡船も姿を消した。 

参考文献：『鉄道軌道経営資料』 鉄道同志会 １９２９（昭和４）年６ ３９頁、『滋賀大学

経済学部付属史料館研究紀要』第 28 巻近江商人系金融機関の地元還元投融資－藤井幸助に

よる琵琶湖鉄道汽船の統合と解体－小川功 1995（平成７）年 １８～１９頁、『関西の鉄

道史』 作間芳郎 成山堂書店 ２００３（平成１５）年、 『線路を楽しむ鉄道学』講談社

現代新書 今尾恵介 講談社 ２００９（平成２１）年  

（１１）藤井善助の社長就任  

大正３年９月１０日には 社長に藤井善助が就任した。藤井は五個荘町出身の近江商人で、

立憲国民党に属する衆議院議員でもあった。 

 

（１２）大津電車の広告 

大正４（１９１５）年の大津電車軌道の広告では「近江八景と琵琶湖南名所御回遊には電車

が御便利 京都から電車の方は大津札ノ辻にて御乗換、汽車にて御越しの方は大津駅又は石

山駅にて御乗換、電車も汽車も連絡割引切符が御徳用（中村紅雨『大津名勝案内』、大正四年）

と殊更に「電車が御便利」と遊覧船との比較宣伝に努め、太湖汽船、湖南汽船とも三巴の競争

を展開した。 

 

（１３）浜大津～三井寺間の開通 

業績不振もあって長らく坂本への延長を渋っていた大津電車軌道であったが、県からの厳

しい非難と、江若鉄道建設の進捗に刺激されたためか、大正８（１９１９）年大津電車軌道は

１００万円に増資したこともあって、ようやく坂本延長の第一期工事として浜大津－三井寺

間の建設に着手し、大正１１（１９２２）年５月７日に併用軌道で開通した。三井寺駅は疏水

左岸に設置された。これで蛍谷（現石山寺）～三井寺間が全通した。蛍谷～三井寺間はそれほ

どきつい勾配はないが、大津市街の家並みに沿う線形であったため、曲線が多いものとなっ

た。 

参考『関西の鉄道史』 平成１５年１月８日 初版発行 著書 作間芳郎 発行者 ㈱成山

堂書店 

※浜大津－三井寺下間が開通するのは予定よりは約２年遅れた大正１１年５月７日で、この

区間の開業は、これまでの文献では５月７日とするものが多かった。運輸省が発行している

民鉄要覧もそうである。しかし、８日付の新聞には、７日に開業の予定であったものが、県の

検査で工事の不備が発見され開業が延期されたという記事が見られ、７日には開業しなかっ



たことが明らかである。この八日の新聞には三井寺～浜大津新線開業の広告も載っており、

延期が急であったことがうかがわれる。『京大京阪』 

大正１３（１９２４）年３月１５日改正のダイヤでは、運転時間帯は５：３０分から２３：

３０分まで、運転間隔は１０分毎、蛍谷、三井寺間の所要時間は２５分であった。京津電軌と

比べると、表定速度は低く、線路が低規格で、使用車輌も開業時は四輪単車であったのが原因

であると考えられる（京津電軌は創業時からボギー車であった）。 

なお、当時の停車駅は蛍谷、唐橋前、石山駅前、粟津（別保）、瓦ケ浜、中ノ庄、膳所、錦、

馬場、石場、島ノ関、紺屋関、大橋掘、浜大津、川口、三井寺であった。 

 

（１４）江若鉄道との関係 

大津電車軌道が三井寺まで路線を延ばしたときには、既に琵琶湖西岸には江若鉄道が敷か

れていた。江若鉄道は琵琶湖西岸の町村を結ぶことを目的に大正９（１９２０）年１月２４日

に設立され、大正１０（１９２１）年３月１５日に三井寺（三井寺下）～叡山間が開業した。

その後も江若鉄道の路線は琵琶湖西岸を順次北へ伸びていった。 

 

（１５）大津電車軌道の新大津駅への延伸計画 

 湖西鉄道（後の江若鉄道）敷設の話がしだいに具体性を帯びはじめたのに刺激されたので

あろうか。大津電車は大正８（１９１９）年に入り資本金を１００万円に増資した。大正八年

十二月二十五日付『大阪朝日新聞京都付録』は下記のような延長線敷設計画を報じている。 

「大津電車拡張されん：大津電車（軌道）株式会社は今回百万円に増資し、第一期拡張として

浜大津から三井寺下疏水岸北国町より長等公園（小関町）下を通って新大津駅前（大正１０

（１９２１）年に完成した東山・新逢坂山トンネルを経由する新ルートに設置された駅、現在

の大津駅）に至る延長４３鎖（約８５６メートル）を引き延ばすこととなり目下認可申請中で

あるが、多分来年の春頃から着工することになる筈。工事期間は５箇月間であるが、初め浜大

津から三井寺下までを、次に三井寺下から新大津駅に到る延線は大津駅の改築後に実行する

ことになって居る・・・・。以上、新修『大津市史』近代 第５巻 大津市 ４２９頁より 

しかし、花街である北国町を始め、京町筋の繁華街での敷設が難行することが理由で、実現

しなかった。参考文献：『車輌発達史シリーズ Ⅰ』 京阪電気鉄道 平成 3 年 関西鉄道研

究会 

 

 

 

 

 

 

 


