
８ 琵琶湖鉄道汽船への統合 

１ 琵琶湖鉄道汽船の発足 

太湖汽船（旧）と湖南汽船との激しい湖上の商戦に対して、大津電車軌道は、同社の三井寺～石

山寺間の路線が、湖南汽船の航路と競争する関係から、太湖汽船（旧）との連携を強めつつあっ

た。 

一方、一時は順調な業績を誇っていた太湖汽船も観光客輸送では京阪電鉄を後ろ盾として京阪

方面の観光客をひきつける湖南汽船との競争をつづけることの不利や江若鉄道の順次北への路線

延長のため湖西航路の貨客輸送の業績の不振による営業成績の低下を来し、ついに意を決して大

津電車軌道株式会社に合併を求めた①。 

※①「太湖汽船の五十年」は〈其（大正十二）年十二月西近江路に於ける江若鉄道大津・堅田間が

開通し、続いて翌大正十三年四月一日には和邇まで開通したるため、従来同社定期船の根幹を成

したる西浦航路の乗客貨物は順次鉄道に食せられ…之が今津、三宅へ延長の晩に於て同社定期船

の蒙ることあるべき将来に、恩を致さぎるべからぎる打撃を受くるに到れり。…経済界の不況と

江若鉄道開設の影響ヲ蒙リ、遊覧船定期船とも営業状態漸次頗勢に傾き其将来の杞憂『太湖汽船

の五十年』太湖汽船株式會社 １９３７（昭和１２）１７～１８頁〉が合併を求めた背景としてい

る。 

京阪『鉄路五十年』には〈昭和２年１月２１日大津電車軌道は太湖汽船（旧）、湖南鉄道を合併

して琵琶湖鉄道汽船と改称、その資本金は３５０万円である『鉄路五十年』京阪電鉄 １９９頁〉

と記述しているが、実際の合併手続は先ずは大津電車軌道と太湖汽船との合併、次に湖南鉄道と

のが合併の二段階に分かれて実施された『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 １

９９５（平成７）年 ８０頁〉とするのが正しいであろう。 

まず第一段階では大正１５（１９２６）年１１月１２日の大津電車の臨時株主総会で、太湖汽

船との合併仮契約書の承認、資本増加、定款変更を可決。同日に太湖汽船の臨時株主総会でも北

川社長は〈収入ノ六割三分ハ定期航路卜貨物ノ収入デアリ、三割七分ガ遊覧ニヨル収入デアル『滋

賀県庁所蔵文書』〉等と現状を株主に辞しく説明した上で、こうした現状を打破すべく〈将来太湖

汽船ハ遊覧ヲ以テ立タネバナラヌ『新修大津市史』５ 近代 １９８２（昭和５７）年 ３５０

頁〉との決意を披露し、「県下交通機関ノ現状卜将来ノ趨勢二鑑ミ水陸ノ連絡ヲ計り遊覧的施設ノ

経営ト乗客誘致上ノ利便ヲ増進スベク茲ニ両社ヲ合併シテ其目的二副ハントス大正一五年一一月

十二日、大津電車軌道「臨時株主総会決議録」」、すなわち、〈県下交通機関の現状と将来の趨勢に

鑑み、水陸の連絡を計り、遊覧的施設の経営と乗客誘致上の利便を増進すべく、ここに合併して

その目的に副はんとす『近江鉄道の歩み７０年』連載第９回〉との理由で、「第一号決義案当会社

ヲ大津電車軌道株式会社二合併スルニ付別紙合併仮契約書承認ノ件」—大津電車軌道株式会社に

合併する仮契約書の承認を満場一敦で可決している。 

参考文献：『滋賀大学経済学部付属史料館研究紀要』前掲書  

昭和２（１９２７）年１月２１日にその合併は実施され、両社の合併と同時に社名を「琵琶湖鉄

道汽船株式会社」と改め、本社を太湖汽船の本社所在地である大津市御蔵１５に置いた。ここで

太湖汽船株式会社の社名は、一たん消滅することとなった。 

さらに〈大津電車は昭和２年１月２９日の臨時総会で太湖汽船との合併に伴う資本増加に関す

る事項の報告と、監査役に武田貞之助（太湖汽船監査役、弁護士）、浅見達夫（太湖汽船取締役）、

取締役に北川弥一太湖汽船社長、大橋岩吉太湖汽船専務—湖東鉄道の発起人※②）の選任を行っ

た。また同日、旧太湖汽船側の臨時総会でも大津電車の株主総会の決議について承認した。『滋賀

大学経済学部付属史料館研究紀要』 前掲書 ８０頁〉。 

※②『東近江史・能登川の歴史』第３巻 近代・現代編 東近江史能登川の歴史編纂委員会 ２０

１４（平成２６）年  

合併への第二段階として、昭和２年１月２８日、湖東平野の中心近江八幡～新八日市間を走る

湖南鉄道（現、近江鉄道八日市線、大正２（１９１３）年開業）の臨時株主総会で大津電車軌道へ

の吸収合併の件が諮られ※➂、それを受けて翌１月２９日大津電車軌道は湖南鉄道との合併仮契

約書の承認を可決、昭和２年２月２日湖南鉄道との合併認可を内務、鉄道両大臣に申請した※⓸。 

※➂藤井は日記に〈「湖国交通機関の整理と大合同とは年来の希望」と記し、昭和２年１月２８日

の湖南鉄道の臨時株主総会でも「前途ヲ達観スルニ交通機関トシテ本会社ノ如キ僅カニ五哩余リ

ノ短距離ニテ小資本ノモノハ交通機関ノ使命ヲ果ス上二何日迄モ孤立ノ経営ヲ許サナイ而巳ナラ

ズ会社ガ有利ノ基二立脚シテ経営上ノ安定ヲ得ナイ事ハ最近各方面ノ状勢ヨリ観察シテ明ラカ」

と株主に説明している『滋賀大学経済学部付属史料館研究紀要』 前掲書 ８０頁〉。 

※⓸〈申請書では合併の事由を「県下ノ交通機関ヲ整備シ湖国周遊客ノ連絡ヲ計ルハ現今交通界

ノ状勢二順応スル所以ニシテ此二亦一端ヲ実現シ此企画ヲ助長スルハ テ斯業ノ発展ヲ促進シ一

面合同二依ッテ生ズル利益ノ増進ヲ期セントスルニアリとしている『滋賀大学経済学部付属史料

館研究紀要』 前掲書 ８０頁〉。ここに、「琵琶湖鉄道汽船株式会社」の資本金は３５０万円とな

った（昭和２年２月１日現在）が、形式上は大津電車軌道に太湖汽船（Ⅰ）と湖南鉄道が合併し

た。 

なお、〈合併後の新社名「琵琶湖鉄道汽船」は名前が長すぎるため、同社自身も琵琶湖鉄道汽船

の汽船部を従来通り知名度の高い「太湖汽船」として宣伝し続けた。一方で軌道線の宣伝用略称

として「琵琶湖電鉄」または「ビワコ電鉄」を名乗った『滋賀大学経済学部付属史料館研究紀要』 

前掲書 ８０頁〉。 

そして、昭和２年４月１日付で先の湖南鉄道との合併申請の認可を受けて、同年５月１５日琵

琶湖鉄道汽船は湖南鉄道を合併し、湖南鉄道は同社の地方鉄道部となった。〈琵琶湖鉄道汽船が湖

南鉄道を加えたことについては藤井善助が大津電車軌道と湖南鉄道にかかわっていたことが理由

である。なお、湖南鉄道は八日市一近江八幡間の小鉄道で湖南汽船とは全く関係がない『滋賀大



学経済学部付属史料館研究紀要』前掲書 ８１頁〉。 

この琵琶湖鉄道汽船は〈琵琶湖を中心として汽船に、電車に、汽車に、自動車に、またケーブル

（坂本ケーブルは比叡山延暦寺、大津電軌、京都電燈などが共同出資して大正１３（１９２４）年

１０月に比叡山鉄道として設立され、株式のほとんどは京都電燈が保有し、昭和２年３月開通）

に、凡ゆる交通機関を網羅して、東洋に於ける最も異色ある交通会社『滋賀県における鉄道の発

達と地域社会』滋賀大学経済学部付属史料館 平成９年度企画展 図録〉とまで言われた。 

琵琶湖鉄道汽船の初代社長には湖南鉄道、大津電車軌道両社の社長である藤井善助が就任した。 

〈昭和２年６月開催の琵琶湖鉄道汽船の定時株主総会で藤井は、滋賀県内の交通機関の現況と３

社合併の意義として、浜大津を中心に鉄道・汽船の各社がもはや個々に分立している時代ではな

く、３社が合併することにより事業基盤を強力にできると述べている『京阪百年のあゆみ』京阪

電鉄 ２０１１（平成２３）年 １２０頁〉。 

ここに京阪電鉄という強大な勢力の浸透に対し湖国の中小水陸交通企業は協力して対抗勢力を

つくることになる。こうして湖国の観光体制は、京阪電鉄、湖南汽船と琵琶湖鉄道汽船との二つ

の勢力の間で激しい商戦を繰り広げることになった。 

なお初代社長の藤井は翌昭和３（１９２８）年２月までその席にあったが、以後は取締役会長

となり、社長には多年湖南鉄道の常務取締役の任にあった薮田勘兵衛氏が就任した。 

参考文献：『近江鉄道の歩み７０年』 連載第９回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



年表 

    

大正１５ １９２６ １１月１２日 大津電車の臨時株主総会で太湖汽船との合併仮契約書の承認、資本増加、定款変更を可決。同日に太湖汽船の臨時株主総会でも北川社長は「県下交通機関

ノ現状卜将来ノ趨勢二鑑ミ水陸ノ連絡ヲ計り遊覧的施設ノ経営ト乗客誘致上ノ利便ヲ増進スベク茲ニ両社ヲ合併シテ其目的二副ハントス」として、大津

電車軌道株式会社に合併する仮契約書の承認を満場一敦で可決。 

昭和２ １９２７ １月２１日 大津電車は太湖汽船を合併。本社を太湖汽船の本社所在地である大津市御蔵町１５に移転 

大津電車、太湖汽船の二社が合併し、太湖汽船の解散登記を申請した。大津電車軌道株式会社（現京阪電鉄石山坂本線）と太湖汽船株式会社が合併、琵琶

湖鉄道汽船株式会社に商号変更。 

  １月２８日 湖南鉄道（現、近江鉄道八日市線、大正２（１９１３）年開業）の臨時株主総会で大津電車軌道への吸収合併の件が諮られる。 

 

  １月２９日 大津電車の臨時総会で太湖汽船との合併に伴う資本増加に関する事項の報告と、監査役に武田貞之助（太湖汽船監査役、弁護士）、浅見達夫（太湖汽船取

締役）、取締役に北川弥一太湖汽船社長、大橋岩吉太湖汽船専務—湖東鉄道の発起人）の選任を行った。また同日、旧太湖汽船側の臨時総会でも大津電車

の株主総会の決議について承認。大津電車軌道は湖南鉄道との合併仮契約書の承認を可決。 

  ２月１日 大津電車軌道が琵琶湖鉄道汽船へ正式に社名変更 

  ２月２日 湖南鉄道との合併認可を内務、鉄道両大臣に申請。 

  ２月１０日 琵琶湖鉄道汽船と正式に改称 

   ４月１日付で湖南鉄道との合併申請の認可。 

  ５月１５日 琵琶湖鉄道汽船は湖南鉄道と合併。湖東平野の中心八日市～近江八幡間を走る、湖南鉄道（現、近江鉄道八日市線）をも傘下に収めた 

  ５月２８日 旧湖南鉄道側の臨時総会でも琵琶鉄株主総会での決議について承認 

  ５月３０日 湖南鉄道の解散登記を申請、湖南鉄道の合併による琵琶鉄の資本増加の登記を大津区裁判所に申請、鉄道省、滋賀県等官庁への届け出、一連の手続きを完

了 

   ６月開催の琵琶湖鉄道汽船の定時株主総会で藤井は、滋賀県内の交通機関の現況と三社合併の意義として、浜大津を中心に鉄道・汽船の各社がもはや個々

に分立している時代ではなく、三社が合併することにより事業基盤を強力にできると述べている。 

  ９月１０日 琵琶湖鉄道汽船鉄道部の三井寺下－坂本間が開通 

昭和４ １９２９ ４月１日 旧湖南鉄道が八日市鉄道として分離独立 

  ４月１１日 京阪電鉄が琵琶湖鉄道汽船を合併。汽船部は湖南汽船から改称していた太湖汽船（２代目）に譲渡 

蛍谷、坂本間の軌道は京阪電気鉄道に編入され京阪大津線（現石山坂本線） 

 

 

 

 

 

 

 



２ 江若鉄道との対立 

滋賀県内の湖南、湖北、湖東地区では明治期の早い段階から鉄道の導入がみられたにもかかわ

らず、ひとり湖西地区は大正時代に入っても鉄道文明の利益を享受することなく久しく「汽車な

し郡」と揶揄されていた。 

その湖西地方に鉄道敷設の具体化に向かって大きく動き出したのは大正６（１９１７）年の森

正隆（立憲政友会）が滋賀県知事に就任したことに始まる。 

 翌７（１９１８）年、湖西地方を視察した森知事に地元の県議・石田与太郎らは鉄道敷設の悲願

を訴えた。知事も湖西地方の開発のために鉄道の必要性を感じ、また知事の所属していた立憲政

友会は四大政策の一つとして交通機関の整備をあげていたため、知事は鉄道の早期敷設を確約し、

直系の部下で当時愛知郡長であった佐野真次郎（立憲政友会）を高島郡長に抜擢した。 

地元では、森知事にあおられた形で大正７年９月より鉄道期成同盟会を組織し、鉄道敷設に向

けて運動を開始、その委員長には高島郡の安原仁兵衛（当時県会議長 国民党）が就任した。 

大正７年１０月１２日、森知事はこの計画の実現に向けて、高島郡選出の県会議員安原仁兵衛

（国民党）らに、この鉄道を敷設するためには「株式会社として組織すること」、「湖西地方のみな

らず周辺の地域の強力を得ること」、「そしてすでに大津（現浜大津）～坂本間の免許を取得して

いる大津電車軌道（藤井善助社長 国民党衆議院議員）に免許権利の譲渡を申し入れること」と

いう三つの条件を提示した。 

このうち大津電車軌道との大津（現浜大津）～坂本間の免許権利譲渡問題が最も重要な問題で

あると森知事は指摘した。 

一方、大正７年１０月１３日に開かれた高島郡民大会において、参加者２００人全員が株式に

応募する意志を表明し、「湖西鉄道の実現を期す」との決議が満場一致で採択された。 

続いて１０月１５日には滋賀郡民大会が開かれ、「滋賀郡民は高島郡と共に協力一致して湖西鉄

道の実現を期す」とする決議文が採択されている。 

森知事の命に従い、安原以下、鉄道期成同盟会の幹部は大津電車軌道に対し再三にわたり免許

権利譲渡の交渉が行われたが、話は一向に進展せず、関係者にとっては一大難問であった。 

そこで藤井大津電車軌道社長（国民党）に夜討ち朝駆けというにふさわしい交渉が続けられた

が、森知事（立憲政友会）を後ろ盾とした湖西鉄道側の大津電車との免許譲渡交渉に対して、藤井

らの大津電車側は容易に承諾しなかった。 

もし大津電車軌道の大津（現浜大津）～坂本間の免許権利が譲渡されないと、江若鉄道にとっ

て大津での終着駅が浜大津ではなく坂本になることになるからである。 

こうして湖西鉄道推進側と大津電車軌道の藤井との抜き差しならない感情的な対立にまで発展

した。 

 大正７年１２月２日、「湖西鉄道敷設に関する建議並びに決議」の二案が滋賀県会に上程され、

可決。翌３日「湖西鉄道敷設二関スル」内務大臣宛意見書と鉄道院総裁宛陳情書の提出をそれぞ

れ可決した。それに続き、森知事の同鉄道に対する２分補給の諮問案も満場一致で可決された。 

この県議会の意向を受け、１２月２０日、発起人加藤勇（元鉄道院技師）他別名からの鉄道敷設

免許申請書を内閣総理大臣（当時原敬）に提出した。 

また、同年１２月２３日に湖西鉄道敷設に関する趣意書を発表し、同時に同鉄道を江若鉄道と

命名すると発表した。 

こうして、江若鉄道敷設の機運は大いに高まっていたが、江若鉄道にとっての大きな壁となっ

ている大津電車軌道の浜大津一坂本間の敷設免許権の譲渡問題が未だ解決していないために、江

若鉄道は同区間の免許を得ることは大変厳しい状況に陥いっていたのである。 

しかし、この問題が何ら解決のせぬままに大正８（１９１９）年８月１９日に政友会総裁、内閣

総理大臣原敬より江若鉄道側に大津～小浜間の免許が認可されることになった。 

そこにはいったい何があったのだろうか。 

実は、この江若鉄道敷設認可の背景には滋賀県下政友会勢力強化策の一方策として、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）とされた高島郡の国民党議員であった安

原らの政友会入党が最大の要因であったといわれている。 

その後、大正９（１９２０）年江若鉄道は設立され、翌１０（１９２１）年３月１５日に三井寺

下～叡山間を開業したのを皮切りに大正１２（１９２３）年１２月三井寺下～堅田間営業、大正

１４（１９２５）年４月３日には浜大津—三井寺間開通させた。昭和６（１９３１）年１月１日浜

大津～今津間が開通したが、そこで資金が底をつき、当初予定の小浜までの延長は夢と終った。 

 

３ 坂本への延長 

（１）石山坂本線が全通 

大津電車軌道が明治４０（１９０７）年に敷設免許を得た蛍谷（石山寺）～坂本までの路線のう

ち、未成の三井寺下－坂本間が開通するのは、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」が設立された昭和２（１９２７）年１月より後の同年９月１０日のことであ

った。 

その三井寺～坂本間（坂本線）の延長工事の経過は次の通りである。 

大正１４（１９２５）年２月、大津電車三井寺～坂本間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、軌道敷設工事施行認可を内務、鉄道両大臣に申請、大正１５（１９

２６）年３月１日には大津市中保町に建設事務所を新築した。 

同年３月期に５１筆、１６６２２坪、同年９月期に２６２筆、３８７１０坪の坂本線用地の買

収を完了した。 

〈大正１５年８月３日には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（１９２７）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『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４３—４４頁〉。 

昭和２（１９２７）年５月７日には土木工事が竣工し、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）が、同年８月１３日坂本～松ノ馬場間（０．６キロ）が開通した。 

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」については昭和２年８月頃にようやく

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、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。 

参考文献：『滋賀大学経済学部付属史料館研究紀要』 前掲書 

この三井寺～坂本間の坂本線のルートの選定にあたっては、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」して比叡山寄りの山手線ルートを選択した。そのため

に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。 

この地域は比叡山麓の扇状地を形成しており、このように直線コースをとる結果アップダウン

の連続となり、最高４０‰の急勾配も存在することもある。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。 

 

（２）坂本線の設備 

三井寺～坂本間の「坂本線」は、〈免許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〉、藤井も〈この後には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らず『滋賀大学経済学部付属史料館研究

紀要』前掲書 ３９頁〉、大津電車はいうまでもなく、統合後の琵琶湖鉄道汽船やこれらを支える

金融機関の資力からみても明らかに限度を超えた無謀ともいえる高規格設備、新型車両などの過

大投資に突進していくことになる。 

政治的背景を基にした江若鉄道敷設免許の認可に対して、大津電車軌道、新生琵琶湖汽船の社

長であった藤井善助の政治家として立憲政友会勢力への全面的敗北に加えて、経営者としては県

議会で三井寺～坂本間の「敷設ノ意思及能力ナキ」との無能の賂印を公式に押されたに等しく、

〈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『滋賀大学経済学部付属史料館研

究紀要』前掲書 ３８頁〉を生み、後年に合併した京阪が〈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〉。 

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建設された大軌、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『鉄道ピク

トリアル』NO５５３ 特集京阪鉄道 京阪大津線の８０年 １９９１（平成３） 年 １１５頁〉。 

一方、蒸気鉄道である江若鉄道が比叡山麓の扇状地を等高線に沿って「く」の字形にカーブを

繰り返すルートをとっていたのとは対照的であった。 

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百人乗りの素晴らしい１５メートル級の大型ボギー・高床の木造車

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 ４

５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。 

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『滋賀大学経済学部付属史料館研究紀要』 前掲書 ４５頁〉、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小形単車で運行されていたため、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。 



参考文献：『滋賀大学経済学部付属史料館研究紀要』 前掲書 

 

 


