
７ 琵琶湖上における太湖汽船（旧）と湖南汽船 

 

１ 太湖汽船（旧）と湖南汽船の状況 

琵琶湖の水上交通は太湖汽船と湖南汽船の２社によって競われていた。 

（１）太湖汽船（旧）の状況 

太湖汽船（旧）は明治１５（１８８２）年 5 月 1 日に資本金５０万円で設立され、18 隻の船

を所有し、官鉄の湖東線開業（明治２２（１８８９）年７月１日）以前の大津～長浜間の湖上連絡

輸送の他、〈大津—塩津間、長浜—今津間、松原—塩津間『京阪百年のあゆみ』京阪電鉄 ２０１

１（平成２３）年 119 頁〉の 5 航路を中心に、琵琶湖全域において沿岸地域の旅客・貨物輸送

も担っていた歴史も古く琵琶湖上で最も規模の大きい水運業者で、湖上交通の主導権を握ること

になった。 

しかし、太湖汽船（旧）にとって明治 22 年 7 月 1 日に大津～長浜間の湖東線が開通（同時に

米原～深谷間も開通して東海道線新橋～神戸間がこの日に全通）し、鉄道連絡船としての使命を

終えたことは相当な打撃であった。さらにこの上に、北陸線が米原で東海道線と結ばれたので、

北陸方面からの運輸で賑わった湖北の航路も衰退をみた。それは、〈北陸地方からの貨客で盛況で

あった塩津、飯の浦の衰退をも招来し、太湖汽船は西浦航路と沿岸諸港にその中心が移り、貨客

の輸送量も日増しに減少していった『新修大津市史』第５巻近代 １９８２（昭和５７）年 ３４

７頁〉。そのため、明治２４（１８９１）年には資本金を３０万円に減資して営業規模をも縮少し

ている。 

 

 売上高 利益 

明治２０年 

  21 年 
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23 年 
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25 年 

133,883 円 84 

161,106 円 17 

128,782 円 07 

51,490 円 72 

46,350 円 72 

48,277 円 91 

70,763 円 51 

85,686 円 86 

60,473 円 54 

9,638 円 90 

8,019 円 57 

14,937 円 36 

『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（昭和５９）

年 ２３２頁 

グラフに示す明治２３（１８９０）年の収入と利益の極端な減少は、太湖汽船の不振を象徴し

ている。これは鉄道の完成と貨客の減少が汽船会社に少なからず影響を与えたことを実証してい

る。 

 

 

（２）湖南汽船の状況 

一方、湖南汽船は明治５（１８７２）年谷口嘉助らが紺屋関会社を創立、草津山田と大津紺屋関

間に小丸船を就航させたのが始まりで、明治９（１８７６）年７月、谷口は山田の渡船仲間杉江善

右衛門と協同で航安組を結成し、山田と紺屋関間を運航した。航安組は明治１６（１８８３）年紺

屋関汽船と改称、明治１９（１８８６）年１２月２３日、紺屋関汽船は紺屋関－山田航路をもつ山

田汽船と合併して、谷口嘉助を初代社長として谷口家、杉江家等の共同出資による資本金３０万

円の湖南汽船が設立された。参考文献：『新修大津市史』 前掲書 

当時の湖南汽船の所有船は 9 隻、航路は紺屋ケ関を主要基地港として、〈紺屋関一山田間、紺屋

関一中村（穴村）間、石場—矢橋間の 3 航路『京阪百年のあゆみ』前掲書 119 頁〉だったが、

その後浮御堂のある堅田から浜大津・石山・南郷と、その名のとおり主として琵琶湖南部の航路

を経営していた。 

湖南汽船はその規模において太湖汽船（旧）の比ではなく両者の間には大きな隔たりがあった

が、県当局が〈太湖汽船は大津を起点にして主に琵琶湖の中部より北で、湖南汽船は紺屋関を起

点にして堅田より南の湖南水域『滋賀県史』昭和編 第 4 巻 商工編 滋賀県史編纂委員会 １

９８０（昭和 55）年 １２１８頁〉を営業区域と定め、それぞれ各沿岸地区における貨客の輸送

を行っていた。〈これらは定期的渡し船として利用されている間はそれほどの競争関係にはなかっ

たが、次に述べる観光輸送に変質するに伴って、旅客の争奪戦は次第に激しくなった『滋賀県史』

前掲書 １２１８頁〉。 

 

（３）観光航路中心に移行 

明治 22 年の東海道線全通による鉄道連絡船の廃止やその後の陸上交通の発達は、〈太湖汽船の

みならず、琵琶湖の水運全体に少なからぬ影響を与えた。すなわち、第 1 に、多数の貨客が鉄道

に奪いとられたために、その影響をうけない航路での汽船会社間の競争が激化したこと、それに

ともなって企業の合併が一層進展したこと、第２に、従来の貨客輸送とは異質の観光客輸送（遊

覧）をはじめたこと『鉄道ピクトリアル』 №２８１ 京阪電気鉄道と琵琶湖・叡山の開発 今城

光英 １９７３（昭和４８）年 ３６頁〉の２点である。 

遊覧船の就航は、近江八景に代表される石山、坂本、三井寺などの南部にある有名社寺ばかり

ではなく、北部の竹生島などへの団体客輸送の増加が著しかった。 

〈観光客輸送にはやくから着手したのが湖南汽船で『鉄道クトリアル』 前掲書 ３６頁〉、明治

２７（１８９４）年に、〈湖南の探勝を目的に、大津—石山、大津—坂本間の定期航路運輸をもっ

て、湖上遊覧船の営業に乗り出した『大津市史』第５巻 近代 １９８２（昭和５７）年 ３４８

頁〉。 

湖南汽船がとりわけ積極的に観光客誘致にのりだしたのは明治３６（１９０３）年以降で、そ

の年の大阪博覧会（内国勧業博覧会）にあわせて「近江八景めぐり遊覧船」を就航させ博覧会客の



誘致を図り、明治２８（１８９５）年に比較して収入・利益とも倍増『大津市史』前掲書 表２

６」と、大成功を収め、本格的に観光事業に乗り出した。 

続いて明治４０年代に入り〈参詣・遊覧を目的に御幸丸・浪花丸・坂本丸を建造、４４（１９１

１）年春には鉄道院と連携して石山・坂本・南郷（明治３８（１９０５）年南郷洗堰完成）への観

光客を誘致し、大正元年（１９１２）８月の京津電軌の三条－札の辻間の開通では船車連絡切符

を発売して湖南の探勝・参詣客の誘致をするなど、汽船遊覧客の誘致宣伝を展開していった『大

津市史』前掲書３４９頁〉。 

一方の太湖汽船（旧）は、設立当初は、琵琶湖全水域に航路を持つとともに湖上の貨物輸送に主

力を注いでいたが、〈陸上交通の発達にともなって逐次湖岸沿いの旅客輸送に、さらに観光営業に

移行してきたのである『鉄路五十年』京阪電鉄 １９６０（昭和３５）年 １９８頁〉。                                                                                                                

まず、明治４０（１９０７）年に遊覧貸し切り専用船八景丸を建造、貸し切り船の嚆矢をなし

た。同４２（１９０９）年には遊覧専用の鋼鉄船多景島丸・沖ノ島丸を建造、翌４３（１９１０）

年７月には鉄道院と連携して神戸・大阪・京都の各駅から竹生島（東浅井郡びわ町）・彦根への船

車連絡回遊券を発売し遊覧客の誘致に成功し、『大津市史』前掲書 ３４９頁、『太湖汽船の５０

年』前掲書〉大幅な利益の増加に寄与したのである。 

大正２（１９１３）年には〈白石丸を建造、翌３（１９１４）年から竹生島・長命寺（近江八幡

市長命寺町）へ日曜・祭日に限り参詣・遊覧観光定期船の運航を開始した。これが「竹生島めぐ

り」遊覧の始まりである『大津市史』前掲書 ３５０頁、『太湖汽船の５０年』前掲書〉。 

こうして、明治末期以降、湖岸沿いの定期船航路、貨物輸送の役割は変化し、次第に従来の貨客

輸送とは異質の遊覧船等による湖上観光客輸送への切替えが図られていくのである。 

また、大正２年３月の大津電車軌道の大津—膳所間開通、大正３年２月螢谷（石山寺）までの開

通は、湖南地域の主要観光地が同社の軌道によって結ばれていることから、〈湖南汽船との間に一

定の競争関係をつくりだす『鉄道クトリアル』前掲書 ３６頁〉ことになった。 

大正４（１９２５）年時には〈唐崎、坂本、雄琴、膳所、勢多、石山、南郷等湖南各港への定期

航路、遊覧船の貸切等を営業し、水上の湖南汽船と陸上の大津電車とは共に湖南の名勝を探らん

とするの好機関『大津名所案内８頁』、『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－藤井幸助による琵琶湖鉄道汽船の統合と解体－小川功 １

９９５（平成７）年 ７６頁〉として書かれている。 

なお、〈この時期における船の発着は、疎水の取水口、大津港、紺屋ケ開、石場港の４か所であ

った。それぞれの港には、次のように航路が記されている。 

○疎水取水口：紺屋ケ関、唐崎、坂本、雄琴 

○大津港：堅田、和邇、小松、大瀧、竹生島、舟木、深溝、今津、海津、大浦 

    長命寺、沖ノ島、柳川、彦根、長浜、南浜、尾上、片山、塩津 

〇紺屋ケ関：三井寺、木の浜、吉川、志那中、杉江、山田、石場 

〇石場：紺屋ケ関、膳所 

これらの行き先をみると、大津港が長距離、疎水口と紺屋ケ関が中近距離、石場港が近距離の

航路であったことがわかる『立命館文學』第６４５号 近代期における大津の水辺空間の変遷と

観光開発 赤石直美 河角龍典 ２０１６（平成２８）年 ２４８頁〉。 

続いての第一次大戦後（大正７（１９１８）年）の好景気は湖上遊覧時代を出現させることにな

った。 

湖南汽船は大正９（１９２０）年１月、資本金１０万円から２０万円に増資し、その大正９年に

は〈京阪電気鉄道株式会社と提携して船車連帯運輸による「八景めぐり」を開始『大津市史』前掲

書 ３４９頁〉、大正１３（１９２４）年には３隻の鋼鉄船を新造するなど、〈湖南水域での航路を

中心に所有船舶２０隻を配船『滋賀大学経済学部付属史料館研究紀要』前掲書 ７６頁〉し、大正

１４（１９２５）年には〈南郷遊園地を施工するなど、南郷観光にも営業の拡充にのりだした。同

１５（１９２６）年には京阪電鉄の融資も得て遊覧船明治丸・大正丸・平安丸の鋼鉄船を建造し、

同年には南郷遊覧をさらに発展させるため、宇治川ラインの遊覧船就航を計画、モーターボート

夕照号・秋月号の進水をみたのである『大津市史』前掲書 ３４９頁〉。 

また、湖南汽船は基地とした〈大津・紺屋ケ関港の改修を目的として４６８１坪の湖岸の埋立

を行い、公共用地として寄付した残りの社有地３６００余坪で貸家を経営した。大正１２（１９

２３）年８月、周辺の宅地化が進んだ結果、開発業者である汽船会社の名を取って湖南町と命名

された『滋賀大学経済学部付属史料館研究紀要』前掲書 ７６頁〉。 

湖国水上交通の古い歴史に支えられてこの両社はそれぞれ安定した優良経営を保ってきたが、

湖南汽船は大正９年上期まで最高１８％もの高率配当を実施していたほどである。 

 かくして、浜大津は鉄道を加えた３社が旅客を奪い合う場となった。 

一方、太湖汽船（旧）は、湖上全域に航路をもち、遊覧船の建造にも意欲的であった。大正９年

４月には日吉丸（７５．１４総トン）、大正１１（１９２２）年４月２８日には遊覧船みどり丸（４

５８．２２総トン）、大正１２年９月には舞子丸（１６６．４２総トン）、大正１４年６月には５０

０馬力の竹生島丸（２６２．０９総トン）を就航させるなど、順次設備の拡張を行って来た。大正

１５年の段階では鋼鉄船９隻を含む１２隻へと拡充されている。 

なかでも大正１１年４月建造した「観光船みどり丸」は、湖上最優秀を誇り、その処女就航に

は、たまたま日本訪問中の英国のプリンス・オブ・ウエルズ殿下が乗船されたので、社名とともに

みどり丸の名を天下に広めることになった。 

こうして大正１３（１９２４）年当時の資本金１００万円の太湖汽船の〈観光汽船客が増加、収

入５０万余円、利益１４万３０００余円の成績を収め、会社創立以来の成績を収め『大津市史』前

掲書 ３５０頁〉、１割の株主配当をつづけて順調な業績を誇っていた。 

とはいえ、〈収入の６割３分分は定期航海と貨物輸送によるもので、遊覧船収入は３割７分と、

まだ前者の収入が大きかった「滋賀県庁所蔵文書」『大津市史』前掲書 ３５０頁〉。 



 

『大津市史』５近代 前掲書 ３４８頁 

 

２ 湖南汽船が京阪電鉄の傘下に 

（１）傘下に至る経緯 

大正期後半には太湖（旧）・湖南汽船の両社は激しい競争を展開していたが、太湖汽船は創業に

１日の長があるだけでなく、琵琶湖の景勝地をめぐる主要航路に大型船を就航させていたので、

湖南汽船の劣勢は覆うべくもなかった。 

湖南汽船が全湖面に進出して太湖汽船と競争するには、「みどり丸」に対抗できるだけの大型船

や設備の充実が必要であった。 

湖南汽船は大正１４（１９２５）年２月に京阪電鉄が京津電軌を合併してからは京阪電鉄との

協調につとめ、社長の谷口賢次郎は、予て知り合いの京阪電鉄社長の太田光 に対して、「寄らば

大樹の蔭とばかり京阪の傘下に入る意向を強めていた『京都・滋賀の鉄道の歴史』田中真人 宇

田正 西藤二郎 京都新聞社 １９９８（平成１０）年 221 頁〉。「湖南汽船を京阪電鉄に合併し

て呉れぬか」と相談を持ちかけた。 

これは湖南汽船としては〈多年商売敵として仇敵の如き関係にあった太湖汽船にも「一抱吹か

せる」意向であった『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 ７６～７７頁〉」『電鉄生活三〇年』大田光ひろ １９３８（昭和１３）年１３６～１３８

頁）。 

京津電軌を合併し琵琶湖の湖上観光進出を図ろうとする京阪電鉄にとって、琵琶湖の水上遊覧

機関の太湖汽船（旧）と湖南汽船とは、どちらも支配下にいれたいと思う会社であったが、大正１

４（１９２５）年２月、湖上進出を図りたい京阪電鉄は湖南汽船の要望にただちに応じた。 

しかし、直接の合併を嫌った京阪電鉄は、〈湖南汽船が昭和元（1926）年 7 月に資本金を 30

万円から 60 万円に倍額に増資するにあたって、京阪電鉄は総株式の約 80％を取得して『京阪百

年のあゆみ』 前掲書 119 頁〉同社を支配系列化し、〈社長に風間八左衛門を送り込み、自社

の京津線の実質的な延長線として「之と提携して快速力の遊覧船を新造し…一層多数の遊覧客を

誘致せん『株主協会時報／近畿電鉄号』昭和２年７頁『滋賀大学経済学部付属史料館研究紀要』前

掲書７７頁〉とした 

ここに京阪電鉄京津線・湖南汽船という鉄道・観光船運の輸送連絡体制が成立し、〈京阪電鉄と

湖南汽船は近江八景巡りなどで連帯運輸を実施し『京阪百年のあゆみ』前掲書 119 頁」、京阪

神からの琵琶湖観光ルートが確立されることとなった。 

 

（２）両者の対立関係 

京阪鉄道系列下に入った湖南汽船は、〈昭和元年未現在では汽船２３隻、９９８．９４屯と同時

期の太湖汽船の汽船１３、２１６４．０６屯の半分の規模であったが、京阪の資金援助を得て明

治丸（９０．０３総トン）、大正丸（９０．０１総トン〉、平安丸（８４．１３総トン）などの鋼鉄

船を相次いで建造『滋賀大学経済学部付属史料館研究紀要』前掲書 77 頁〉し、昭和３（１９２

８）年２月２６日には太湖汽船（旧）が誇る豪華みどり丸の対抗船として竹生島－長命寺（近江八

幡市）間に当時琵琶湖一の高速を誇った７００馬力の新鋭「京阪丸（３４２．８８総トン）」の就

航をはじめ、新船の建造・新航路の開拓にも力を注ぐとともに京阪電鉄の鉄軌道と緊密に連絡し

た遊覧船の運行により多くの遊覧客を誘致することを図った。 

湖南汽船は京阪電鉄の後ろ盾によって新船の建造・新航路の開拓など積極的な経営を展開、業

績も安定し毎期１割２分前後の株主配当をしていた。 

このように汽船会社・鉄道会社が競うように観光に力を注いだことが、戦前の琵琶湖観光の隆

盛をもたらしたといってもよいだろう。 

しかし、湖南汽船と太湖汽船（旧）との間では〈両社の外交員が駅頭といはず街頭といはず遊覧

客の顔さへ見れば袖を引くやうにして客を引っぱった昭和三年九月十八日『大阪朝日新聞』滋賀

版」ほど激しい競争・値下げ、過剰サービスの泥仕合を繰り広げ、傍系の乗合を含めて極端な対立



関係にあった『滋賀大学経済学部付属史料館研究紀要』 前掲書 ７６頁〉。 

湖南汽船を完全に手中にしてからの京阪電鉄の湖国での事業活動は目を見はるほどであって、

その領域は湖上に限らず、湖畔の開発にも及んだ。 

京阪電鉄が傘下におさめた湖南汽船が乗合自動車の営業に乗り出したのが昭和２（１９２７）

年であった。その後、自社のルート開発や買収によって、比叡山鉄道との連絡切符（昭和２年９

月）、「雄琴－坂本間の航路開設、坂本ケーブル線、坂本港一雄琴線、石山一石山寺—南郷線、宇治

川ライン線、坂本若宮港一坂本三橋線、大津駅一浜大津線などにバスを走らせていた『京阪７０

年のあゆみ』昭和京阪電気鉄道 ５５年 」。 

（昭和５（１９３０）年２月にバス６路線を昭和２年２月設立の京津自動車に譲り渡した）。 

参考文献：『京阪七十年のあゆみ』 １９８０（昭和５５）年  京阪電気鉄道 

 

（３） 太湖汽船（旧）の経営不振 

このような湖上での太湖汽船と湖南汽船の〈二社の競争構造を揺るがすきっかけとなったのは、

大正 12（1923）年 12 月に江若鉄道が大津一堅田間で運輸営業を開始して逐次路線を延長し

『京阪百年のあゆみ』京阪電鉄 ２０１１（平成２３）年 １１９頁〉、江若鉄道と太湖汽船がと

の間での競争が生じるようになってきてからである。 

この競争は観光客輸送の上での競争ではなく、〈従来からの貨客の輸送に関してであった『鉄鉄

道クトリアル』 №２８１ 京阪電気鉄道特集京阪電気鉄道と琵琶湖・叡山の開発 今城光英 １

９７３（昭和４８）年 ３７頁〉。 

江若鉄道は、まず大正１０年３月１５日、三井寺停車場（三井寺下）～叡山間の区間を開業した

のをはじめとして、以後順次北上、大正 14（1925)年 4 月 3 日には浜大津—堅田間の運輸営業

と、しだいに湖西部に路線を伸ばすこととなった。 

それにしたがって、太湖汽船（旧）は旧来久しくひとり占めにしていた湖西の沿岸航路の貨客

を江若鉄道に奪われるという深刻な事態になった。（その後江若鉄道は昭和６（１９３１）年１月

１日には浜大津～近江今津間を開通させた。） 

このように太湖汽船（旧）は、観光客輸送では京阪をうしろだてとして京阪方面の客を独占し

ょうとする湖南汽船との競合、さらに従来からの貨客輸送では江若鉄道の延長による湖西航路の

不振と、それぞれ厳しい競争関係を強いられたため、営業成績が低下しはじめ、経営不振となり、

いよいよその業績は衰えをみせてきた。 

〈大正１５（１９２６）年６月期には売上高２４．８万円、償却費２．３万円、当期利益５．４万

円であったものが、昭和元年１２月期には売上高２２．５万円、償却費２．７万円、当期利益４．

１万円となり、営業成績が悪化傾向を示すなど、将来に不安を感じつつあった。参考文献：『太湖

汽船の五十年』１９３７（昭和１２）年、『航跡 琵琶湖汽船百年史』 琵琶湖汽船 １９８７（昭

和６２年）等による。『滋賀大学経済学部付属史料館研究紀要』 第２８号 前掲書  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


