
９ 琵琶湖鉄道汽船の京阪への合併 

１ 京阪による「湖上制覇」の野望 

〈日本の観光開発を歴史的にみて、従来から盛んであった社寺参詣や温泉への湯治の他

に登山、ハイキング、スキー、水泳のような広い自然地域を舞台とした野外レクリエーシ

ョンを目的とした観光客の動きが活発になるのは１９２０年代、大正末期以降である『鉄

道ピクトリアル』「京阪電気鉄道のあゆみ」№４２７—その路線網の形成と地域開発—青

木栄一 １９８４（昭和５９）年 17 頁〉。 

この動きに大きな関心を示した大都市の電鉄資本は、積極的な観光施設への投資と現

地の交通機関を自社の資本系列下におさめて、独占的な観光地域を形成する努力をする

ことになる。 

このうち〈琵琶湖周辺地域の観光開発を積極的に推進したのは、ほかならぬ京阪電鉄

であり、それは、京阪神地域では最も活発な観光地開発であったといえる『鉄道ピクトリ

アル』№４２７ 前掲書 １７頁〉。 

しかしながら、この琵琶湖は京阪電鉄の既成線からは遠く離れており、琵琶湖開発の

てはじめとしては、〈従来のような他社の船車との連絡輸送体制だけでは、年々増加する

観光客へのサービスの面や収益の面で限界があることは否めなかった『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 ２２０

頁〉ため、〈琵琶湖観光の玄関口大津市を中心とする軌道と航路とを自社の支配下に置く

ことが経営戦略上の『京都滋賀鉄道の歴史』 前掲書 ２２０頁〉〈緊急かつ重要な問題

であった『京阪七十年のあゆみ』京阪電気鉄道 １９８０（昭和５５）年 ４５頁〉。 

そこで、まず、京阪電鉄は大正１４（１９２５）年２月、京都電燈との間に軋轢をひき

おこしながらも京津電気軌道を合併、さらに琵琶湖上の観光船航路を手に入れるために

さしあたって、大正１５（１９２６）年に湖南汽船を傘下に収め、京阪電鉄経由で送り込

まれた観光客を吸収することができた。かくて京阪電鉄による水陸一貰の湖国観光客誘

致体制が整い始めたのである。 

参考文献：『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  

 

 

 

 

２ 琵琶湖鉄道汽船と京阪電鉄の競争 

京阪電鉄という強大な勢力の湖国進出に対し、大津電車軌道と太湖汽船は昭和２（１

９２７）年１月 21 日に合併し、新たに琵琶湖鉄道汽船を設立、５月１５日には湖南鉄

道も琵琶湖鉄道汽船に吸収合併された。 

そのころ、京阪電鉄は〈すでに湖南汽船の実権を握り、湖上進出への足がかりはつかん

だものの、湖上交通では旧太湖汽船を持つ琵琶湖鉄道汽船の方が実力的には上であった。

しかも、湖南地域の主要観光地（石山寺・三井寺等）は琵琶湖鉄道汽船の経営する旧大津

電車軌道によって結ばれており『京阪七十年のあゆみ』４６頁〉、さらに湖上観光輸送の

“島巡り”等も京阪系列の湖南汽船と琵琶湖鉄道汽船との間で競争関係が存在し、琵琶

湖鉄道汽船対京阪電鉄・湖南汽船の競争は日増しに激しさを加えた。 

〈このような両社の競合状態は琵琶湖の観光輸送という大局的見地からすれば、不整合

なものであった。なぜなら、琵琶湖上の航路では湖南汽船より勝る琵琶湖鉄道汽船が、京

都・大阪からの客を獲得できないでいたから『京大京阪』９８頁〉である 

また陸上でも、浜大津で琵琶湖鉄道汽船となった旧大津電車軌道と、京阪電鉄の京津

線がＴ字型に寄っていながら、両者のあいだには何んらの連絡もなかった。このような

状態は、地元の利用客はもとより、大津、琵琶湖を訪れる観光客にも多大の不便を与えた

ことは云うまでもなかった。 

琵琶湖鉄道汽船は大正１1（１９２２）年製「最大最優秀船」みどり丸４４０噸他数隻

の大型遊覧船で「従来の歴史を楯に」、一方の湖南汽船は「最新快速船」昭和３（１９２

８）年製の遊覧船京阪丸３４９噸で「京阪後援の下に」積極的な営業を展開し、観光客の

争奪に明け暮れていた。 

さらなる湖国観光の交通網掌握を目標とする京阪電鉄としては、〈琵琶湖全体の航路を

統制して、団体遊覧客の利便を図る点からも、湖南汽船だけでなく一方の琵琶湖鉄道汽

船も合併しなければ意味がない『大津市史』第５巻 近代 １９８２（昭和５７）年 431

頁〉というのであった。参考文献：『京阪七十年のあゆみ』前掲書 

 

 

 

 

 

 



３ 琵琶湖鉄道汽船が京阪電鉄の軍門に下る  

しかし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

の観光客の受け入れは省線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、三社

合併はしたものの収益率が高くなかった『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 １９７３（昭和４８）年 ３７

頁〉。 

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、先に開業した江若鉄道（現・廃止）との併行線のため客足

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。 

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。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 下巻 大津市歴史博物館 1999（平成１１）年〉、

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。 

さらに比叡山上西側では、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）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４には思うように運行できなかった八日市線の足かせがあった。 

第５に琵琶湖鉄道汽船合併後の〈電鉄部と汽船部との反目『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 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、「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』第２８号 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。 

 

４ 京阪電気鉄道との合併—京阪電鉄の湖上制覇 

昭和３（１９２８）年になると、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り、

京阪電鉄は琵琶湖鉄道汽船と合併交渉をはじめた。 

交渉は予想外に順調に進んで、〈京阪電鉄では昭和３年８月２０日の取締役会で合併を

決議し、同年９月４日、京阪電鉄と琵琶湖鉄道汽船との間で合併仮契約が締結され、翌１

０月２９日、両社が同時に開催した京阪電鉄の定時株主総会と琵琶湖鉄道汽船の臨時株

主総会でこの仮契約は了承され、本契約が締結された『京阪百年のあゆみ』京阪電鉄 ２

０１１（平成２３）年 １２０頁〉。 

さらに同年１１月５日付で両社の合併が申請され、合併実施予定期日は昭和４（１９

２９）年２月１日となったが、さきの定時株主総会での決議後に合併の基礎的な条件の

面で計算上の誤りが見つかり、昭和４（１９２９）年３月２０日と２７日に鉄道大臣・逓

信大臣からそれぞれ認可を受けた後の同年４月１１日、琵琶湖鉄道汽船の京阪電鉄への

合併は実施された。 

※〈翌昭和４年に入って合併期日が到来したのになお片づかない問題があったらしい。

当時の記録にも「右合併ハ旧冬双方惣会二於テ決議アリ此二月一日ヲ以テ琵琶湖ハ解散

シ京阪トナルヘキ筈ナリシモ琵琶湖ニ七十五万円ノ欠陥アリトナシ京阪ハ合併ヲ拒ミ目

下折衝中ナリ、然ル処不日妥協ノ上琵琶鉄重役ハ私財ヲ補填シ合併遂行ノ状況ナリ、依

テ果シテ合併力破約カ未定」（「清水元治郎日誌」昭和四年二月二日条、清水利郎家文書）



と成行きが危ぶまれるありさまであったが、ようやく４月１１日に合併の運びとなった

のである『八日市市史』第４巻 近現代 八日市市 １９８７（昭和６２）年。２８４頁〉 

ここに京阪電気鉄道は、〈かつて同社の湖上進出をかたくなに拒んでいた琵琶湖鉄道汽

船を合併するに至り、大正初期から観光資源を求めて始まった京阪電鉄の湖国進出への

宿願が達成され『京阪七十年のあゆみ』 京阪電気鉄道 １９８０（昭和５５）年 ４６

頁〉、京阪は念願の〈「湖上制覇」を達成『鉄路五十年』京阪電鉄 １９６０（昭和３５）

年 １９７頁〉したのであった。琵琶湖汽船の誕生からわずかに２年後であった。 

 

６ 京阪電鉄との合併の経緯 

（１）鉄道部門（大津電車軌道） 

京阪電鉄は合併にあたって琵琶湖鉄道汽船の所有する鉄道部門のうち、蛍谷～坂本間

約１４．１ｋｍの軌道業務は浜大津において接続している自社京津線に編入して直接経

営し石山坂本線とし、京津線とともに現在の大津線が構成されることとなった。ここに、

京阪から湖岸までの鉄路も完全に手中に収めたのである。 

これにより京阪電鉄は〈京阪三条から自社京津支線・石山坂本支線を介して滋賀県南

部に達し、琵琶湖上航運をも傘下に入れたことで、比叡山・日吉神社・三井寺・近江神宮・

石山寺・竹生島宝厳寺などの有力社寺を「巡拝・周遊」ターゲットとして掌中にするに至

ったのである『鉄道日本文化史考』宇田正 思文閣出版 ２００７（平成１９）年 ２０

２頁〉。  

※昭和４年４月１日に京津線営業所規程を廃止、大津営業所規程を制定、石山一坂本間

の線路を大津線と呼ぶことにした『京阪七十年のあゆみ』 前掲書 ４７頁〉。〈合併内定

のあと、京津線浜大津駅から左右に分かれて東西２線で琵琶湖鉄道汽船経営の線路（旧

大津電車）に結びつけ、京都－石山間と、京都－坂本間の直通運転の計画が立てられた

『大津市史』第５巻 近代 １９８２（昭和５７）年 ４３１頁〉。 

しかし残りの鉄道部門（湖南鉄道）と船舶関係（旧太湖汽船）の業務までをみずから運

営する考えはなかった。 

（２）汽船部門（旧太湖汽船） 

そこで、京阪は合併と同時に琵琶湖鉄道汽船の船舶部門（旧太湖汽船）を切り離し、京

阪電鉄は旧太湖汽船を〈１５０万円で買収したうえで『大津市史』前掲書 ４３１頁〉、

湖南汽船に譲渡されることになった。 

その手続きの過程として、昭和３年１０月８日に京阪は先に買収した旧太湖汽船の船

舶営業権などを湖南汽船に譲渡する仮契約を締結し、湖南汽船の資本金を６０万円から

一気に２００万円に増資したうえで旧太湖汽船を湖南汽船に合併させ、航路関係の一元

化により航運経営の合理化を進めた。そして、翌４年３月３０日付で、〈その社名を湖上

交通の歴史に大きな功績を残した由緒深い太湖汽船と改称した『鉄路五十年』前掲書 １

９９頁〉のである。 

この社名変更をみても、もともとは湖南汽船の航路より旧太湖汽船の航路の方がすべ

てに上回っていたことが察しられよう。ここに経営主体は変ったものの懐かしい太湖汽

船の名が再び蘇ったわけである。 

（３）地方鉄道部門（湖南鉄道） 

また、残りの鉄道部門のうち直接線路のつながりのない近江八幡一新八日市間の蒸気

鉄道８．７キロメートル（湖南鉄道）は、〈京阪電鉄が自ら経営することを放棄した『鉄

道クトリアル』 №２８１ ３７頁〉ため、昭和４（１９２９）年１月３０日に新たに八

日市鉄道を設立、分離独立して引継ぐこととなった。これは、〈かなり距離がへだたって

自社路線や支配下の航路とも直結していない短小の元湖南鉄道線路は、統合のメリット

がないとして切り捨てたのである『八日市市史』 前掲書 ２８２頁〉。 

この湖南鉄道の処分については、〈昭和３年９月４日付けで両社社長の取り交わした

「合併仮契約書」（京阪電鉄株式会社編『鉄路五十年』〕の中に、 

第五条 乙（注、琵琶湖鉄道汽船株式会社）ハ左記鉄道ノ敷設免許権、営業権及之ニ属ス

ル財産其他鉄道ノ免許二属スル一切ノ権利義務並二左記有価証券ヲ合併実行ノ日迄二第

三者二譲渡スルモノトス 

譲渡スヘキ鉄道 

  近江八幡    新八日市間 

      新八日市    沖野ケ原間 

      沖野ケ原    山上村 間 

     譲渡スヘキ有価証券 

       （中略） 

第六条 前条ノ鉄道及有価証券ノ譲渡価格ハ左記二依ル 

一、鉄道ノ譲渡価格ハ譲渡ノ日二於ケル其建設費決算額、貯蔵物品代金、仮出金建設仮

勘定其他当該鉄道二対スル乙ノ帳簿価格ノ合計金額ヨリ第七条ノ借入金額ヲ控除シタル

残額ヲ以テ標準トス 

  二、（中略） 



第七条 第五条ノ近江八幡新八日市間鉄道及付属財産ヲ以テ組織シタル銑道財団ヲ抵当

トスル借入金八万円ノ債務ハ該鉄道ノ譲受人ヲシテ之ヲ承継セシムルモノトス 

と、元湖南鉄道の処分方法が規定された。『八日市市史』前掲書２８３～２８４頁〉。 

その後、八日市鉄道は後に第二次大戦中の統合で近江鉄道と合併し、同社八日市線と

なっている。 

５ 八日市鉄道と名古屋急行との関係 

〈八日市鉄道は京阪電鉄と全く無縁の存在ではなかった。というのは八日市鉄道を分離

後の昭和４（１９２９）年６月２９日付で大津市—名古屋市間鉄道敷設の免許を受けた

京阪系の名古屋急行電鉄は「本免許全線営業開始前二於テ八日市鉄道株式会社ヨリ所属

鉄道並付属物件ノ買収又ハ会社ノ合併ヲ求メラレタルトキハ之ヲ拒ムコトヲ得ス」との

付帯条件が付されて、その旨は新設間もない八日市鉄道側にも鉄道省から通知されてい

たからである。「大津を起点として草津、太郎坊、八日市、永源寺等を経て、伊勢の菰野

付近に出で木曽、長長両川を渡って、名古屋熱田に達する」名古屋急行電鉄の出願は昭和

３（１９２８）年６月であり、八日市鉄道の分離を決めた昭和３年１０月１日の京阪・琵

琶鉄間の覚書より以前であったから、名古屋急行電鉄の実現を確信していた京阪側とし

ては新線と並行ないし接続する八日市鉄道を一応留保しておくという選択もその時点で

も有り得たはずである。また名古屋急行電鉄は「資金の調達が出来ず、折角認可を受けな

がら会社の成立を見るに至らず、工事施行認可期限も昭和８（１９３３）年末まで延期を

申請したのであったが、その時になっても到底実現の見通しがつかぬので、ついに失効」

したため、八日市鉄道と京阪系名古屋急行との統合の機会は訪れなかった『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 ９０頁〉。 

 

６ 京阪電鉄の積極的経営 

 湖上を完全に制覇した京阪電鉄は湖上と湖畔における積極的経営に乗り出した。 

昭和３（１９２８）年には彦根に設立された湖東汽船（資本金２０万円）を太湖汽船の

経営権の下におき、名古屋鉄道管理局と提携して中部からの観光客の動員をはかる一方、

大津を本拠として旅客の争奪戦をくりひろげていた汽船会社は一社に統一され、航路も

「島巡り」「八景巡り」航路が充実された。 

昭和５（１９３０）年１月にはマキノスキー場を開設し、スキー船を就航させたり、翌

年６（１９３１）年７月には近江舞子、真野水泳場を開設し、水泳場への足として水泳船

を就航させるなど京阪電気鉄道本線との連携によって多くの観光客を呼び込むことにな

っていったのである。参考文献：『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 

一方、比叡山方面の開発は主として京都電燈の手で進められてきたが、琵琶湖鉄道汽

船傘下の比叡山鉄道については、京阪電鉄への合併に際して持株を京都電燈に譲ってい

る。当時京阪電鉄は叡山開発への関心を示していなかったからである。京阪が比叡山の

開発に本格的に乗り出すのは戦後になってからである。 

また、太湖汽船の自動車部門は昭和５年２月２８日に京津自動車に譲渡されたが、こ

れをさらに京阪自動車が吸収合併（同年６月）した。この合併により、大津線と競合関係

にあるバス路線は京阪の手中に収められ、「湖上制覇」はその完成度を高めたのである 

昭和９（１９３４）年４月には、京阪電鉄が天満橋（大阪市中央区）～浜大津間直通の

「びわこ号」を運転、島めぐり遊覧船と直結させ観光客の誘致を図り、昭和１０（１９３

５）年からは、びわ湖まつりも始まり、琵琶湖観光は大きく脚光を浴びることになるので

ある。『図説大津の歴史』 

※しかし、戦時色が濃厚となってくると、こうした華やかな観光琵琶湖のイメージは、次

第に影をひそめ、時局に合った活動を余儀なくされる。『図説大津市史』 

参考文献『車輌発達史シリーズ Ⅰ』 前掲書 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



この時期の京阪は新京阪鉄道の建設、京阪本線の線路改良（橋梁の架変など）に莫大な資金

を必要としており、翌昭和５年には大正１２年入手した和歌山市内の京阪和歌山支店の軌道

事業、電力事業を合同電気に譲渡し急場をしのいでいる。この他新規開業の奈良電気鉄道（2

万株）、愛宕山鉄道（8千株）、鞍馬電気鉄道（1万株）、男山鉄道（2・2万株）、阪和電気鉄道

（1万株）の出資、計画段階の東大阪電鉄株の権利金支出、跡地払下を前提とした国鉄城東線

高架化の工事費支出など湯水の如く資金の流出する京阪も苦境のドン底ともいうべき時期で

の合併であった。（鉄道ピクトリアル特集京阪鉄道  NO５５３ １９９１ 京阪大津線の 80

年 高山禮蔵）』 

 合併と同時に琵琶湖鉄道汽船の船舶部門を切り離してこれを湖南汽船に合併させ、昭和４

年３月３０日付で、「その社名を湖上交通の歴史に大きな功績を残した由緒深い太湖汽船と改

称した。 

 『一方、大津電車軌道は昭和２年 1 月２１日に京阪系の湖南汽船のライバルであった太湖

汽船（初代）を合併して琵琶湖鉄道汽船となり、同社の手で琵琶湖一周の夢を託した石山坂本

線を同年９月１０日に全通させた。そして、湖上の競合は昭和４年２月 1 日を期して湖南汽

船と琵琶湖鉄道汽船とが合併の運びとなり、琵琶湖鉄道汽船の所有していた坂本一蛍谷間の

軌道も京阪に編入されて、京津線とともに現在の大津線が構成されることとなった。ただ、実

際の合併は２月 1 日より遅れて４月１１日に実施された。（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）』 

 こうして三条大橋～浜大津間、蛍谷、坂本間の両軌道線はともに京阪の路線となった。京阪

はこの合併によって、京阪線と京津線、京津線と大津線の直通運転をおこなって、琵琶湖への

進出を確固たるものにしようとするのである。（京阪京大）』 

 

八日市市史 

ｐ２８２すなわち、湖上交通はやはりこの際、従来のいきさつを水に流して元太湖汽船航

路を湖南汽船に吸収して新たに太湖汽船として再発足させ、航路関係の一元化により航運経

営を合理化し、元大津電車軌道線路を浜大津において接続している自社線路に編入して、石

山寺・三井寺・日吉神社・比叡山など湖岸有名社寺観光地への鉄道輸送体制を拡充したが、か

なり距離がへだたって自社路線や支配下の航路とも直結していない短小の元湖南鉄道線路は、

統合のメリットがないとして切り捨てたのである。 

これにより、京阪電鉄では湖上の観光航路と大津市を中心とする湖畔交通の両方を確保し

た。このため、八景めぐり、島めぐりといった航路の拡充に加え、近江舞子などの水泳場やキ

ャンプ場あるいは湖西地区でのスキー場開発などに力を入れていくことになった。 

こうしたなかで大いに人気を集めたのが、マキノスキ一場へ出かけるため、昭和 5（1930）

年から運航を開始したスキー船であった。 

 

ｐ２０２ 京阪系電鉄資本による「巡拝・周遊」本位の経営戦略の触手は、その後さらに京

阪三条から自社京津支線・石山坂本支線を介して滋賀県南部に達し琵琶湖上航連をも傘下に

入れたことで、比叡山・三井寺・近江神宮・石山寺・竹生島宝厳寺などの有力社寺を「巡拝・

周遊」ターゲットとして掌中にするに至ったのである。 

『鉄道日本文化史考 宇田正 思文閣出版 ２００７』  

八日市鉄道はのちに大戦中の統合で近江鉄道と合併することになり、西武の湖岸進出の足

がかりとなる。 

比叡山鉄道は、叡山開発をてがけていた同社に護ったもので、当時京阪は、叡山開発への関

心を示してはいなかった。 

京阪電鉄としては晴れて、湖国進出が達成され、以後「島巡り」「八景巡り航路」の航路が

充実され、近江舞子、青柳の水泳場、キャンプ場やスキー場の開発に乗り出すことになった。 

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）」 

こうして大津を本拠として旅客の争奪戦をくりひろげていた汽船会社は一社に統一され、

京阪電気鉄道との連携によって多くの観光客を呼び込むことになる。航路も島めぐりだけで

なく、マキノスキー場ヘスキー船を就航させたり、夏は各水泳場への足として水泳船を就航

させるなど様々な企画を打ち出してゆく。昭和９年には、京阪電気鉄道が天満橋（大阪市中央

区－浜大津間直通の「びわこ号」を運転、島めぐり遊覧船と直結させ観光客の誘致を図ってい

る。昭和１０年からは、びわ湖まつりも始まり、琵琶湖観光は大きく脚光を浴びることにな

る。（図説大津市史）』 

 

・『しかもこの局地的競走は、相互に不利をもたらすにすぎないので、会社は昭和３年にはい

ると、湖南汽船社長風間八左衛門氏の仲介で、同社との合併交渉をはじめた。交渉は順調に運

んで、昭和３年９月４日合併仮契約書に調印を済まし、同年１０月２９日両社が同時に開催

した株主総会は、この契約を承認した。合併実施予定期日は昭和４年２月 1日である。』 

『琵琶湖で湖南汽船と琵琶湖鉄道汽船が競争関係を続けていることは両社にとつては明らか

に不利となってきた。ここで当社は、湖南汽船社長風間八左衛門氏の仲介で琵琶湖鉄道汽船

と合併交渉をはじめた。この交渉は予想外に順調に進み、昭和３年９月４日には合併仮契約



書に調印、１０月２９日開催の同社の株主総会でこれを承認した。合併の期日は４年２月１

日となった。』 

・『昭和 3（１９２８）年になると湖南汽船社長・風間八左衛門の仲介により京阪と琵琶湖鉄

道汽船の合併交渉が進んだ。そして昭和 4（１９２９）年、実質的には京阪が琵琶湖鉄道汽船

を解体する形の合併となった。 

『翌昭和３年になると、湖南汽船株式会社社長風間八左衛門氏の仲介で、琵琶湖鉄道汽船と

京阪電気鉄道との問に、合併交渉がすすめられた。交渉は順調に運び、琵琶湖汽船側は昭和３

年１０月２９日に、大津市馬場の本社で開かれた株主総会で、京阪電気鉄道との合併を承認

した。琵琶湖鉄道汽船社長藪田勘兵衛氏と京阪電気鉄道社長太田光 氏とのあいだで合併仮

契約書を交し、昭和４年２月１日に両社は合併をみたのである。 

しかし、この対峙する二つの陣営の資本的力量はけっして互角ではなく、京阪電鉄側が全

国的な大私鉄資本だけに押し気味で、当時国内経済不況のもと、局地的な企業競争の社会的

マイナスを回避しょうという大義名分で、湖国観光交通体系再編成にあたって主導権をとり、

結果的には琵琶湖鉄道汽船を自社に都合よく「料理」してしまった。 

京阪電鉄と琵琶湖鉄道汽船との両社の間では、昭和３年（１９２８）に入って早くも合併交

渉が進められたが、ｐ２８４同年１０月２９日、両社が同時に開催した株主総会で、さきの合

併仮契約が承認されたが、形式は京阪電鉄と琵琶湖鉄道汽船との「合併」であっても、実質的

には前者による後者の「解体」にほかならず、この合併劇の舞台裏では、翌昭和４年（１９２

９）に入って合併期日が到来したのになお片づかない問題があったらしい。（八日市市史）』 

・『ｐ２１９ ｐ２１９ ここでふたたび太田光 の自伝の一節を引いてみよう。「京阪電鉄

が京津電車を合併した主なる目的は、四時共に風光絶佳の湖国の山水を大阪方面より遊覧す

る乗客を直接誘引することがその眼目でｐ２２０あった。従って折角京津電車を合併しても

琵琶湖の遊覧機関をその掌中に収めぬ限り、所謂龍を描いて晴を点ぜず、仏つくって魂入れ

ずの嘆を免れない」（『電鉄生活三十年』）。 

『京阪側の勝利におわり、系列会社・太湖汽船（Ⅱ）による「湖上制覇」＊３）が達成される。 

 

 

 

 

京阪の湖上制覇—琵琶湖鉄道汽船の合併— 

『琵琶湖鉄道汽船の京阪への合併は、前年の御大典景気もバブルと消えた昭和４年３月に行

なわれた。同社の誕生からわずかに２年後であった。合併に際して、軌道線の螢谷一坂本間約

1１km の軌道は京阪にひきつがれ、汽船部は湖南汽船に継承譲渡された。湖南汽船はこれと同

時に、社名を「由緒深い」太湖汽船（Ⅱ）と改称した。ここに、京阪は念願の「湖上制覇」を

達成し、京阪から湖岸までの鉄路も完全に手中に収めたのである。 

旧琵琶湖鉄道汽船の鉄道線近江八幡一新八日市間の蒸気鉄道 8．７ｋｍ（旧湖南鉄道）は、

京阪が自ら経営することを放棄したため、新たに八日市鉄道として分離独立した。また、琵琶

湖鉄道汽船がその傘下に入れていた比叡山鉄道についても持株を京都電燈に譲っている。 

前者は琵琶湖開発とはあまり関係のない小鉄道であったために京阪は興味を示さないが、

これはやがて近江鉄道に合併し、西武の湖岸進出の足がかりとなる。後者は、叡山開発をてが

けていた同社に護ったもので、当時京阪は、叡山開発への関心を示してはいなかった。』 

は八日市鉄道を設立、引継ぐこととなった。 

・『琵琶湖鉄道汽船の各事業は、京阪合併後、解体されてしまい、大津電車線は京阪電気鉄道

が、琵琶湖汽船は湖南汽船と合併の上、太湖汽船と改称、湖南鉄道線は八日市鉄道として、別

会社に分離、この路線は後に、近江鉄道と合併し、同社八日市線となっている。（京大京阪）』 

・『ｐ１７ 京阪電気鉄道は合併された琵琶湖鉄道汽船のうち、鉄道部門は石山一坂本（旧大

津電車軌道）を直ちに自社の鉄道部門にとり入れ、非電化で直接線路のつながりのない近江

八幡一飛行場間（旧湖南鉄道）は八日市鉄道として分離独立させた。八日市鉄道はのちに大戦

中の統合で近江鉄道と合併することになり、京阪電気鉄道の傘下からはなれた。汽船部門は

系列下の湖南汽船に属せしめて、新たにこれを太湖汽船と改称した。ここに京阪社史『鉄路五

十年』の表現を借りれば，「湖上制覇」が完成し、琵琶湖の湖上交通の独占ができあがったの

である。（京阪電気鉄道のあゆみ―その路線網の形成と地域開発―青木栄一鉄道ピクトリアル 

№４２７ １９８４）」』 

 

・『太湖汽船は１９２９（昭和４）年３月３０日に湖南汽船が改称したもので、その後琵琶湖

汽船、琵琶湖汽船自動車、琵琶湖汽船と名称の変遷はあったものの、現在でも京阪グループに

留まっている。また、太湖汽船の自動車部門は１９３０（昭和５）年２月２８日に京津自動車

に譲渡されたが、これをさらに京阪自動車が吸収合併（同年６月）した。この合併により、大

津線と競合関係にあるバス路線は京阪の手中に収められ、「湖上制覇」はその完成度を高めた

のである。（京大京阪）』 

・『そこで、京阪電鉄は渡りに船とばかりに、琵琶湖鉄道汽船の汽船部だけを切り離して約１

５０万円で買収したうえ、これを湖南汽船に合併させ、昭和４年３月３０日、その社名に改め



て由緒深い太湖汽船の名称を復活させた。他方、石山から坂本までの電車部門は、京阪電鉄の

線路に編入されることとなった。京阪電鉄と琵琶湖鉄道汽船は、昭和３年９月４日合併仮契

約書に調印し、昭和４年４月１１日、合併が実施された。 

 ここに、大正初期から観光資源を求めて始まった京阪電鉄の琵琶湖進出作戦は成功のうち

に終わったのである。（大津市史）』 

・『このような状況で両社がいたずらに競争を続けることは何等得策ではなく、やがて合併交

渉が持たれた。この交渉は予想外に進展して、昭和４年２月１日を期して湖南汽船は琵琶湖

鉄道汽船を合併することになった？。 

 合併によって琵琶湖鉄道汽船が持っていた坂本一蛍谷間の軌道は京阪に編入、石山坂本線

として京津線とともに大津線として包含された。また同社が保有していた鉄道線は新たに八

日市鉄道を設立して、これに譲渡（現在の近江鉄道八日市線を構成）した。 

 湖南汽船は同昭和４年３月３０日付で太湖汽船（２代目）に社名変更をおこなった。 

両社の実際の合併は予定の２月１日より遅れて４月１1 日に実施されている。かくして経

営主体は変ったものの懐かしい太湖汽船の名が再び蘇ったわけである。京阪としては晴れて、

湖国進出・湖上制覇が達成され、以後「島巡り」「八景巡り」等の航路が充実されていくこと

になる。（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）」 

・『ｐ６５そして、両者が合併しその汽船部門が湖南汽船に移され、社名を太湖汽船と改める。

こうして大津を本拠として旅客の争奪戦をくりひろげていた汽船会社は一社に統一され、京

阪電気鉄道との連携によって多くの観光客を呼び込むことになる。航路も島めぐりだけでな

く、マキノスキー場ヘスキー船を就航させたり、夏は各水泳場への足として水泳船を就航さ

せるなど様々な企画を打ち出してゆく。昭和９年には、京阪電気鉄道が天満橋（大阪市中央区

－浜大津間直通の「びわこ号」を運転、島めぐり遊覧船と直結させ観光客の誘致を図ってい

る。昭和１０年からは、びわ湖まつりも始まり、琵琶湖観光は大きく脚光を浴びることにな

る。（図説大津市史）』 

・『この頃、京阪電鉄は湖南汽船を傘下に入れていたが、湖上交通の主流は琵琶湖鉄道汽船で

あり、湖畔の主要観光地は旧大津電車軌道沿線に点在していた。そこで京阪電鉄はまず汽船

部分を切り離して買収の上、湖南汽船と合併させ由緒深い太湖汽船（２代目）名を復活させ

た。軌道部門は遅れて京阪電鉄に編入、石山坂本線とした。（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） 

・『ｐ２２１ １９２８年９月 4 日に合併仮契約の調印を見、翌１０月２９日に両者の株主総

会で契約が承認された。そして翌２９年４月１１日、両社は合併にこぎつけ、ここで湖国観光

輸送が完化され新しい局面に入ることとなった。すなわち、この合併の結果、京阪電鉄は琵琶

湖鉄道汽船を吸収し、後者の所有・経営していた鉄軌道部門のうち観光輸送に寄与する蛍谷・

坂本間の電気軌道事業を自社の直営路線に編入（現在の石山坂本線）、それ以外の軌道事業は

切り捨てて第三者に譲渡し別会社となった。それがのちの八日市鉄道（現在の近江鉄道八日

市線）である。また、船舶部門は自社傘下の湖南汽船に譲渡して湖上航運体制を強化すること

とした。しかも同時に、その年 29 年３月３０日付で湖南汽船の社名を太湖汽船と改め、その

歴史的な社名を復活している。これは、かつてのライバルたる名門企業の末路へのセンチメ

ンタリズムというよりも、その伝統あるブランドに経営上の価値を認めたからであろう。い

ずれにせよ、ここに京阪電鉄の湖国観光輸送経営が本格的に展開されることになったのであ

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）」 

・『昭和３年９月４日合併仮契約書に調印を済まし、同年１０月２９日両社が同時に開催した

株主総会は、この契約を承認した。合併実施予定期日は昭和４年２月 1 日である。 

 ここで、会社としては、琵琶湖鉄道汽船の所有する鉄道部門のうち蛍谷・坂本間の軌道業務

は直接経営するが、自余の鉄道部門と船舶関係の業務までをみずから運営する考えはないの

で、同社合併と同時に船舶部門は湖南汽船に、会社で運営しない鉄道部門は他の第三者へ譲

り渡すこととし、これについても、湖南汽船株式会社とのあいだに契約を結んだ。 

 しかし、合併実施は、監督官庁への認可手続準備が意外にてまどったので、予定の２月 1 日

より遅れ、昭和４年４月１１日となった。 

 これにさきだつ３月３０日、湖南汽船は、湖上交通の歴史に大きな功績を残した由緒深い

旧太湖汽船の名称を復活させることにし、その社名を太湖汽船株式会社と改めた。（鉄路五十

年 

『当社では合併にあたって琵琶湖鉄道汽船の所有する鉄道部門のうち、螢谷一坂本間の軌道

業務は直接担当することになったが、残りの鉄道部門と船舶関係の業務は他に譲ることにし

た。船舶関係は傘下の湖南汽船に、鉄道部門は新会社の八日市鉄道（現在の近江鉄道・八日市

線）に譲渡した。湖南汽船は３月３０日付けで社名を太湖汽船に改称、鉄道部門をはじめとす

る当社への合併は予定の２月１日より遅れ、４月１１日となった。  

琵琶湖鉄道汽船の合併によって、ついに湖国進出への宿願が達成されたのであった。その

後、島めぐり、八景めぐり航路の充実、近江舞子、青柳の水泳場、キャンプ場やスキー場の開

発に乗り出すことになった。また、螢谷一坂本間の軌道を当社の路線に編入したことによっ

て、４月１日に京津線営業所規程を廃止、大津営業所規程を制定、石山一坂本間の線路を大津

線と呼ぶことにした。（京阪七十年のあゆみ 昭和５５年 京阪電気鉄道） 



・『昭和 3（１９２８）年になると湖南汽船社長・風間八左衛門の仲介により京阪と琵琶湖鉄

道汽船の合併交渉が進んだ。そして昭和 4（１９２９）年、実質的には京阪が琵琶湖鉄道汽船

を解体する形の合併となった。合併の際、船舶部門は湖南汽船が引受け新たに「太湖汽船」と

して出発（のちの琵琶湖汽船）。また旧大津電軌線は京阪が経営に当たることになった。これ

が現在の京阪石山坂本線である。 

 しかし旧湖南鉄道線は、京都や大津から距離があること、京阪線とのつながりがないこと

から、吸収するメリットがないとして「第三者に譲渡」という形で切り捨てられている。 

・『翌昭和３年になると、湖南汽船株式会社社長風間八左衛門氏の仲介で、琵琶湖鉄道汽船と

京阪電気鉄道との問に、合併交渉がすすめられた。交渉は順調に運び、琵琶湖汽船側は昭和３

年１０月２９日に、大津市馬場の本社で開かれた株主総会で、京阪電気鉄道との合併を承認

した。琵琶湖鉄道汽船社長藪田勘兵衛氏と京阪電気鉄道社長太田光 氏とのあいだで合併仮

契約書を交し、昭和４年２月１日に両社は合併をみたのである。 

この結果、鉄道部門のうち旧大津電車軌道関係（螢谷～坂本間）は京阪電鉄が直接経営にあ

たるが、旧湖南鉄道関係（近江八幡～八日市）間は、距離的に短いことから、琵琶湖鉄道汽船

より分離新設した八日市鉄道として発足することになった。また船舶部門は、湖南汽船が太

湖汽船の航路を受け継いで存続し、社名を太湖汽船と改称することになった。この太湖汽船

が現在の琵琶湖汽船である。（近江鉄道 70 年の歩み）』 

・『しかし、この対峙する二つの陣営の資本的力量はけっして互角ではなく、京阪電鉄側が全

国的な大私鉄資本だけに押し気味で、当時国内経済不況のもと、局地的な企業競争の社会的

マイナスを回避しょうという大義名分で、湖国観光交通体系再編成にあたって主導権をとり、

結果的には琵琶湖鉄道汽船を自社に都合よく「料理」してしまった。すなわち、湖上交通はや

はりこの際、従来のいきさつを水に流して元太湖汽船航路を湖南汽船に吸収して新たに太湖

汽船として再発足させ、航路関係の一元化により航運経営を合理化し、元大津電車軌道線路

を浜大津において接続している自社線路に編入して、石山寺・三井寺・日吉神社・比叡山など

湖岸有名社寺観光地への鉄道輸送体制を拡充したが、かなり距離がへだたって自社路線や支

配下の航路とも直結していない短小の元湖南鉄道線路は、統合のメリットがないとして切り

捨てたのである。 

京阪電鉄と琵琶湖鉄道汽船との両社の間では、昭和３年（１９２８）に入って早くも合併交

渉が進められたが、ｐ２８４同年１０月２９日、両社が同時に開催した株主総会で、さきの合

併仮契約が承認されたが、形式は京阪電鉄と琵琶湖鉄道汽船との「合併」であっても、実質的

には前者による後者の「解体」にほかならず、この合併劇の舞台裏では、翌昭和４年（１９２

９）に入って合併期日が到来したのになお片づかない問題があったらしい。当時の記録にも

「右合併ハ旧冬双方惣会二於テ決議アリ此二月一日ヲ以テ琵琶湖ハ解散シ京阪トナルヘキ筈

ナリシモ琵琶湖ニ七十五万円ノ欠陥アリトナシ京阪ハ合併ヲ拒ミ目下折衝中ナリ、然ル処不

日妥協ノ上琵琶鉄重役ハ私財ヲ補填シ合併遂行ノ状況ナリ、依テ果シテ合併力破約カ未定」

（「清水元治郎日誌」昭和四年二月二日条、清水利郎家文書）と成行きが危ぶまれるありさま

であったが、ようやく４月１１日に合併の運びとなったのである。（八日市市史）』 

『湖南汽船を系列下に収めた京阪と琵琶湖をめぐる交通観光事業の制覇を競うが、軍配は京

阪側に揚がり、昭和４年４月 1 日電鉄事業は京阪石坂線、汽船事業は湖南汽船に吸収、社名

を旧に復し太湖汽船となる。近江八幡一新八日市間の鉄道は新しく創立された八日市鉄道に

引き渡され、２年余りの薄命で琵琶湖鉄道汽船は消滅する。（関西の鉄道 №５３ ２００７ 

関西鉄道研究会 京阪電車 駅・路線の変遷 高山禮蔵）」 

『そして、湖上の競合は４年２月 1 日を期して湖南汽船と琵琶湖鉄道汽船とが合併の運びと

なり、琵琶湖鉄道汽船の所有していた坂本一蛍谷間の軌道も京阪に編入されて、京津線とと

もに現在の大津線が構成されることとなった。ただ、実際の合併は２月 1 日より遅れて４月

１１日に実施された。（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）』 

『 琵琶湖鉄道汽船と湖南汽船との競争は、琵琶湖鉄道汽船が京阪電鉄に合併し、軌道部門

を京阪電鉄が引継ぎ、鉄道部門は新設の八日市鉄道（現・近江鉄道八日市線）となり、汽船部

内は湖南汽船と合体して社名を（新）太湖汽船とすることで落着した。（鉄道ピクトリアル  

№２８１ 京阪特集 京阪電気鉄道の系譜 中川浩一） 

 

『京阪はさしあたって、湖南汽船を傘下に収め、琵琶湖鉄道汽船との間で競争を展開する。こ

れも結局、京阪側の勝利におわり、系列会社・太湖汽船（Ⅱ）による「湖上制覇」＊３）が達

成される。こうした琵琶湖方面への勢力圏の拡張の過程は、競争から独占形成への過程でも

ある。 

一方、比叡山方面の開発は、主として京都電燈の手で進められ、京阪が本格的に関与するの

は戦後になってからである。3 ＊「鉄路五十年」昭和編 1・第 4章の表題』 

『しかし京阪電鉄と資本力の差は如何ともし難く、琵琶湖鉄道汽船の運命は１年あまり三井

寺／坂本間の開通をもって終わり、昭和３年９月京阪電鉄は琵琶湖鉄道汽船を合併した。こ

の合併により、旧大津電車軌道の路線は京阪電鉄のものとなり、太湖汽船は湖南汽船に吸収

され新たに太湖汽船として京阪電鉄傘下となった。この社名変更をみても、もともとは湖南



汽船の航路より旧太湖汽船の航路の方がすべてに上回っていたことが察しられる。 

・『ｐ２１９ ここでふたたび太田光 の自伝の一節を引いてみよう。「京阪電鉄が京津電車

を合併した主なる目的は、四時共に風光絶佳の湖国の山水を大阪方面より遊覧する乗客を直

接誘引することがその眼目でｐ２２０あった。従って折角京津電車を合併しても琵琶湖の遊

覧機関をその掌中に収めぬ限り、所謂龍を描いて晴を点ぜず、仏つくって魂入れずの嘆を免

れない」（『電鉄生活三十年』）。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）』 

『京阪による観光開発の歴史は古く、開業直後の明治４２（1909）年に開設した香里遊園地を

もってその囁矢とする。これは、現在の遊園地の概念とはかなり異なったもので、菊人形展の

開催をその主な内容としていた。＊1）そのための季節的な制約もあって、本格的な発展をみ

せないまま短期間で閉鎖されてしまった。しかし、香里の試みは、電鉄会社による積極的な観

光資源の創出という点で、阪神電気鉄道の香櫨園遊園地などとならぶ先駆的な意義をもって

いる。＊2）』 

『鉄道ピクトリアル』 №２８１ １９７３ 京阪電気鉄道と琵琶湖・叡山の開発 今城光

英）』 

 

『京阪電気鉄道が琵琶湖の観光開発に並々ならぬ関心を示したのは大正末期であり、京都と

大津を結ぶ京津電気軌道を１９２５（大１４）年に合併したのがその第一歩であった。その翌

年、湖南汽船を系列化して、その施設面でのテコ入れと湖岸の観光地化に努めた。（京阪電気

鉄道のあゆみ―その路線網の形成と地域開発―青木栄一）鉄道ピクトリアル №４２７ １

９８４』 

湖上進出の宿願 

会社が、大正１４年２月、京津電気軌道を合併して京津間の交通路を掌握したねらいは、京

都・大阪ならびに会社の施設を利用する観光客をできるだけ多く琵琶湖畔に誘致することに

あった。 

この合併当時、世人の多くが期待した大阪・大津の直通運転はまだ実施しておらず、湖上交

通や、大津市を中心とする湖畔交通も、乗車券でこそ会社の電車と連絡運輸をしていても他

社の経営であるので、琵琶湖観光客の誘致や、琵琶湖遊覧の収益増加のうえからもなにかも

どかしいものがあった。 

したがって、琵琶湖西岸の大津市を中心とする航路ならびに軌道を会社の支配下に入れる

ことは、京阪将来の発展のためには刻下の緊要事であると考えるに至った。（鉄路五十年 京

阪電気鉄道 昭和３５年（１９６０年）） 

 

 湖南汽船が京阪系列下に入って京阪電鉄経由で送り込まれた観光客を吸収することができ

て潤ったのに反して、太湖汽船の業績はいっそう悪化したのである。（八日市市史）』 

  

 『琵琶湖鉄道汽船の京阪への合併は、前年の御大典景気もバブルと消えた昭和４年３月に

行なわれた。ここに、京阪は念願の「湖上制覇」を達成し、京阪から湖岸までの鉄路も完全に

手中に収めたのである。 

『湖南汽船を系列下に収めた京阪と琵琶湖をめぐる交通観光事業の制覇を競うが、軍配は京

阪側に揚がり、昭和４年４月 1 日電鉄事業は京阪石坂線、汽船事業は湖南汽船に吸収、社名

を旧に復し太湖汽船となる。近江八幡一新八日市間の鉄道は新しく創立された八日市鉄道に

引き渡され、２年余りの薄命で琵琶湖鉄道汽船は消滅する。（関西の鉄道 №５３ ２００７ 

関西鉄道研究会 京阪電車 駅・路線の変遷 高山禮蔵）」 

  

湖上観光が主体となるまでの湖上水運の状況 

『琵琶湖沿岸諸港と大津港を結ぶ湖上水運は、大津百般船仲間の特権的支配のもとで、各港

に所属する丸子船・船の活躍によって発展してきた。明治維新になって株仲間の解散は、衰退

傾向にあった大津百般船仲間の湖上の支配を更に後退させて、自由競争の時代へと転換して

いくことになった。 

 この丸子船に替わってというか、対抗して登場したのが、加賀大聖寺藩の湖上汽船運行計

画であった。大聖寺藩は幕末に京都御所の警備に当たっていたが、兵員輸送には湖上舟運を

利用していた。しかし従来のままでは運航が無計画であったため不便であり、また危険を感

じていた。さらに幕末動乱期を迎えて西廻り海運の大阪港への寄港が危ぶまれ、日本海廻り

で敦賀に寄港してここから、塩津・海津を経由して湖上を大津へ、さらに京都・大阪へ通じる

北陸物資搬送路が経済効率の面でも注目され、再興の機運にあったことなどによるものと考

えられている。 

 かくて大聖寺藩では明治元年、蒸気船の建造のために１万２３８５両１分３朱を出資、大

津市川口町に大聖寺藩用場（大津汽船局）を設置して、建造に着手し翌２年３月３日に５ト

ン・１２馬力の木造外輪船「一番丸」が完成をみた。一番丸は６０石の丸子船を曳き上等客を

汽船に、下等客と荷物を丸子船に積載した。多量の人と荷物を積み、丸子船を曳いて毎時４海

里のスピードで進む速力は当時のこの地域の人々を驚かせた。そしてまたこの「一番丸」はた



いへん好評であったので、大聖寺藩の大津汽船局では第２の汽船建造計画を企画した。この

「二番丸」は明治２年１０月に完成、１４トン・１４馬力で「一番丸」より大形で建造費も一

番丸の８７２０両に対して、二番丸では１万０２８０両を要したという。 

 その後明治３年に出された「各藩ニオイテ商法等取り設ケ相成ラズ」という太政官布告に

よって、大聖寺藩が汽船に関与できなくなると一番丸船長の一庭啓二と百般船仲間の掘江八

右衛門が大聖寺藩所有の一番丸・二番丸で第一琵琶湖汽船会社を設立して汽船運営に当たる

ようになった。 

 一番丸の大津一海津航路への就航によって湖上水運は新しい時代を迎え、やがて各港で蒸

気船が建造されるようになり建造港と大津との間で運航されていく、汽船の増加は貨物・旅

客や争奪戦を生み、速度の出し過ぎや乱暴運転で明治７～８年には海難事故が相次いだ。事

態を重視した滋賀県では明治９年３月２０日には「汽船取締会所」を大津湊町に設け、湖上汽

船の検査から湖上運航の全てを監視・指導することにし、同年９月１６日には「汽船取締規

則」を定めている。 

 明治１１～１４年ころになると次々に大型船が建造されて汽船会社の競争は再び峻烈とな

ってきた。とくに鉄道局が明治 1２年に１１４トンの長浜丸を建造して大津一長浜間に就航

させたことが、汽船会社の競争に拍車をかけることになった。明治１２年といえば同年８月

１８日に東海道線の京都一大谷を仮開業した年であり、大谷一大津（のちの浜大津）間の開通

は明治１３年７月１５日であり、長浜一関ヶ原間の開通が明治１６年５月 1 日であるので、

鉄道局では鉄道敷設に先行して船舶の運航をおこなったことになる。さらに前記の鉄道開通

に伴い鉄道連絡船の問題が起きるや、利権獲得のため激烈な競争が展開された。 

 

（１）太湖汽船の設立の役割―大津一長浜間の鉄道連絡運輸とその役割の終了― 

『滋賀県ではそうした動きを収拾すべく、（明治１２年鉄道局では鉄道敷設に先行して船舶の

運航をおこなったことになる。さらに前記の鉄道開通に伴い鉄道連絡船の問題が起きるや、

利権獲得のため激烈な競争が展開された。）大資本を擁する大阪の藤田組のもとに各船主を集

めて鉄道連絡の新会社の設立を企てた。これが明治１５年５月 1 日に創立された太湖汽船（初

代）で、同社によって大津一長浜間の鉄道連絡運輸が明治１６年５月1日に開始されている。』 

『琵琶湖の水運は、近代に限ってみても、ゆたかな歴史をもっている。たとえば、明治２（１

８６９）年という早期における蒸気動力船の就航＊18）や、１０年前後に展開された多数の汽

船によるはなばなしい競争、＊19）そしてはやくも１４年頃からあらわれはじめる事業者間

の合同などで、それらは小規模ながらその資本主義的な発展をいきいきと示している。合同

の契機をなしたのは、官設鉄道の鉄道連絡船を目的とする太湖汽船会社（Ⅰ）の設立である。

琵琶湖上の鉄道連絡は、大津一長浜間で行なわれた。この官鉄最初の連絡船はそれを民間の

経営にゆだねるというめずらしい施策がとられた。＊20）鉄道局は、充分な輸送能力を保証し

うる業者に認可を与えようと考えて、藤田伝三郎 21）の指導のもとに在来の業者を再編成し

て、太湖汽船（Ⅰ）（資本金５０万円）を設立させたのである。＊22）だが、湖上の鉄道連絡

自体は長くはつづかなかった。明治２２年４月に、湖上区間をのぞいて東海道線が全通して

みると、この区間はあきらかに陸路となってきた。そのため鉄道局は、大津一長浜間の鉄道建

設を急ぎ同年７月これを開通させた。これと同時に、太湖汽船（Ⅰ）は特別補助金を下付され

て、連絡業務を廃止したのである。＊28）鉄道連絡船の廃止は、太湖汽船（Ⅰ）1 社』 

『Ｐ１６ 太湖汽船は、明治１５（1882）年創立の名門であり、長らく琵琶湖の湖上輸送に

従事し、東海道線の全通以前には、鉄道連絡船の役割を果たしている。（鉄道ピクトリアル №

２８１ 京阪特集 京阪電気鉄道の系譜 中川浩一）』 

『ｐ２１９ わが国最大の湖水琵琶湖は、京畿に近接しているという政治的・経済的な立地

条件からして、古代の昔より湖上航運が開かれていたが、とりわけ天下泰平の徳川時代には

全国的物流ルートの一環として極めて重要な役割を果たしてきた。近代に入り、明治政府の

手でいちはやく東西連絡幹線鉄道が東西の両端区間から建設を進めていく途上で、大局的な

工事促進の戦略として滋賀県下の湖東平野区間の工事があと回しにされ、その区間（大津－

長浜間）は暫定的に湖上航運が肩代わりをして、日々水陸連絡輸送に当たっていた。それが、

明治１５（１８８２）年に創立された太湖汽船（旧）であり、やがて明治２２（１８８９）年

７月になって湖東平野区間の鉄道建設が最後に竣工して官設東海道鉄道の全線開業を見ると

同時に御用済みとなったが、その後は民間の汽船会社として、時代の進展につれて経営の重

点を移しっつ琵琶湖上全域にわたりその輸送ラインを張りめぐらせてきた。（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）』 

『ｐ６４明治２２（１８８９）年東海道線が全通すると、大津―長浜間に就航していた鉄道連

絡船はその使命を終え、同時に琵琶湖が長年果してきた船運の機能は大きく後退し、主役の

座を鉄道に明け渡すことになる。（図説大津市史）』 

『太湖汽船は明治１５（１８８２）年に林立していた湖上運輸業者を統合する形で開業、長

浜一大津間において鉄道連絡輸送を行った（鉄道連絡船のはしり）。明治２２（１８８９）年

に東海道線が開業した後も、琵琶湖全域において沿岸地域の輸送を担い、ほぼ独占状態にあ

った。』 

『ｐ６４明治２２年（１８８９）東海道線が全通すると、大津―長浜間に就航していた鉄道連



絡船はその使命を終え、同時に琵琶湖が長年果してきた船運の機能は大きく後退し、主役の

座を鉄道に明け渡すことになる。 

もちろん、湖岸の港をつなぐ生活の足としての役割は果しており、湖岸住民にとって汽船

が最も重要な幹線であったことに変わりはなかった。この頃、堅田以南の南湖航路を湖南汽

船が、堅田以北の北湖航路を太湖汽船が担っており、両社ともに遊覧観光ヘ力を注いでゆく。

（図説大津市史）』 

『将に琵琶湖の船運は汽船創始常時と其趣を全く一変して湖上は遊覧船活歩時代を出現する

に至れり」＊26）と汽船会社の社史は記している。このころになると、太湖・湖南の両社は激

しい競争を展開する。それは、たとえは遊覧船の新造競争という形をとってあらわれた。＊2

７）』 

明治１９（１８８６）年 湖南創立。紺屋ケ関を基地港に竪田、浜大津、石山、南郷と主に湖

南水域での航路が中心であった。 

明治２２（１８８９）年太湖：東海道線が全通すると、大津―長浜間に就航していた鉄道連絡

船はその使命を終える。 

この頃、堅田以南の南湖航路を湖南汽船が、堅田以北の北湖航路を太湖汽船が担っており、両

社ともに遊覧観光ヘ力を注いでゆく。それは、たとえは遊覧船の新造競争という形をとって

あらわれた。 

明治２７年頃 湖南：観光客輸送にはやくから着手 

  ３６年以降湖南：「近江八景めぐり」の遊覧船を就航させている。 

３６年：湖南汽船では、大阪博覧会にあわせて「近江八景めぐり遊覧船」を就航 

４０年に太湖「竹生島めぐり」の遊覧船を就航 

４３年と４４年に太湖：鉄道院と船車連帯 

４４年（４５年）には湖南：京津と船車連帯、坂本・石山・南郷などへ寺社参詣・名勝探訪の

観光客を誘致。はやくも遊覧客の獲得競争に突入 

大正２、３年より太湖：「竹生島めぐり遊覧」を就航させる。 

大正３（１９１４）年２月の大津電車軌道の開通（大津一石山間）は、湖南汽船との間に一 

 

 

 

 

 

 

 


