
滋賀県内の中山道沿いに東海道線が走っているのはなぜなの？ 

１ 問題の提起—国内交通体系の最重要幹線としての東海道鉄道 

現在の東海道線が、「東海道」という名称とは異にして、県内草津以東、岐阜・熱田に至る

区間は江戸時代の五街道の旧東海道と離れて中山道沿いを走っているのはどうしてなのだろ

うか。 

１ 鉄道敷設区間の廟議（びょうぎ）決定（明治２年） 

明治維新以後、わが国の近代化を進めるためにいち早く鉄道の導入を決めた明治政府は、

明治２（1869）年 11 月の廟議において第一番目に敷設すべき路線として「幹線ハ東西両

京ヲ連絡シ」、そのうえで「技線ハ東京ヨリ横浜ニ至り又琵琶湖辺ヨリ敦賀ニ達シ別ニ一線ハ

京都ヨリ神戸ニ至ル」ものが挙げられた。明治維新以後、首都が東京へ移ったことから、国内

政治の見地からいち早く新首都（東京）と旧首都（京都）を結ぶ東西両京連絡幹線鉄道の敷設

が決定されたのは当然のことであり、そのルートとして古来から現代にいたるまで歴史的に

重要な交通路としての「東海道」ルートを採ることにはなんら疑問がないことと理解されて

いる。 

※江戸時代の街道としての「東海道」は、徳川幕府がその拠点とした事実上の首都の江戸（東

京）と京都を結ぶものとして整備されたが、鉄道の「東海道線」は、「東西連絡幹線鉄道」と

して、東京と神戸を結ぶ路線になっている。これは建設主体と建設時期が関係していると言

っていい『鉄道ピクトリアル』８７２ 東海道本線歴史の興味 東京—名古屋間 今田保 ２

０１３年２月号 １１頁」。ここでは、東西両京連絡幹線鉄道を以下、東西連絡幹線鉄道とし

て表記する。 

 

２ 東西両京連絡交通路としての「東海道」「中山道」 

近世・江戸時代には、〈徳川幕府が全国支配のための交通制度として基幹道路たる５街道（東

海道・中山道・奥州街道・日光街道・甲州街道）『近代日本と鉄道史の展開』 前掲書 １６

頁〉を設定した。その中でも江戸と京都を結ぶ「東海道」、「中山道」はともに重要な街道であ

ったが、とりわけ「東海道」は、最も重要な街道として大きな役割を果たしたことは言うまで

もなく、その格付けからいっても５街道の筆頭格である。 

（１）交通路としての「東海道」の歴史的な変遷 

元来、街道としての〈「東海道」とは古代文化の中心地たる京都から文化が東漸するにつれ

て『近代日本と鉄道史の展開』 鉄道史叢書⑨ 宇田正 日本経済評論社 １９９５（平成

7）年 １６頁〉、それらの国々を海岸沿いに経由して東方各地に至る交通路のこととされる。 

中世鎌倉・室町期の東海道は、「一時的に全路程のうち尾張以西部分は不破関を経由する美

濃ルートに転移した『近代日本と鉄道史の展開』 前掲書 １７頁」ことがある。すなわち、

近江では東山道を通り、美濃赤坂から東海道宮宿（熱田）へ出て以後東海道を進んだ。 

近世・江戸時代の「東海道」は、京都から草津宿、鈴鹿峠越え、伊勢国経由ルートをとり、

熱田から海岸沿いに東進した１２６里余の街道である。 

※江戸時代に将軍の代替わりなどを祝賀するため、日本に朝鮮通信使がやってきた。瀬戸内

海を通り、大坂から川御座船に乗り換え淀川を上り、淀から京へ。京から草津までは東海道

を、草津から中山道を進み、野洲小篠原から彦根鳥居本までは中山道から西にはずれ、琵琶

湖側の道を進んだ。このおよそ４０キロのその道は「朝鮮人街道」と呼ばれている。鳥居本か

ら垂井に至り熱田宮までは美濃路を、あと江戸までは東海道を通った。ごくおおざっぱにい

えば、「朝鮮通信使が江戸まで歩いたコース」は、「中山道と東海道の混合ルート」で、現在の

東海道本線、名神高速道路や東海道新幹線もほぼ同じルートである。 

 
『近代日本鉄道史の展開』前掲書 １６頁 

（３）交通路としての「中山道」の歴史的な意味 

一方、近世・江戸時代の中山道は京都から草津宿を分岐し、近江の国を北進し、その後東に

向きを変え、美濃から山沿いに東進し江戸に向かうので「東山道」とも称された。中山道は、

６７宿、１３９里と距離も長く、さらに木曽路をはじめとする山道や峠道が多いため、人馬

の往来や継立が困難であった。なかでも難所中の難所が碓氷峠で、かつてこの峠を越えるた

めに先人が労した困難は計り知れないものがあった。このようなことからも、東海道の方が

交通量も多く、宿駅も大規模であったので、参勤交代における中山道の利用は、東海道に比

べて約４分の１程度であった。 

 



しかし、将軍家に献上する宇治茶を運ぶためのお茶壺道中や、幕末には、京都から江戸の

徳川家に嫁いだ和宮の嫁入り行列も中山道が利用され、姫街道とも称された。中山道は、古

くは、信濃国木曽を通るため木曾街道、あるいは日本の中間の道というということで中仙道

とも記されたが、江戸幕府は享保元年(１７１０)、中山道として名称を統一することとした。 

 

３ 東西連絡幹線鉄道は東海道ルートの採択が有力 

明治２（１８６９）年の廟議での東西連絡幹線鉄道のルートは東海道ルートを通すのか

中山道ルートを通すのかは確定していなかったが、徳川時代からの５街道のうち、東海道

は随一の通行量を誇り、政治的にも、経済的にも最も重要な交通ルートとして大きな役割

を果たしていることと平坦地が多いことから東海道ルートの路線設定が考えられていた

ようであるし、わが国鉄道導入時に鉄道敷設にかかわったイギリス人技師なども東海道

ルートとして頭に描いていたようである。明治３（１８７０）年４月に大隈重信が、東西

両京連絡幹線鉄道敷設にかかる経費を租税権正・前島密に見積もらせる『鉄道臆測』（１

０年計画で東西両京間鉄道などを敷設する見積書）でも、〈東京から横浜・静岡・名古屋・

京都・大坂を経由し神戸に至る『武蔵大学論集』第５０巻第４号 明治初年の東海道鉄道

建設計画 星野誉夫 ２００３（平成１５）年 １１頁〉路線としている。 

明治３年から測量が開始された〈東京・横浜間、神戸・大阪間鉄道は、東京・神戸間（東

西連絡幹線鉄道）の一部を構成するもので、明治３年の東京・横浜間鉄道工事の開始は、

東海道鉄道敷設工事の開始を意味していた『武蔵大学論集』前掲書 ３頁〉。 

東西連絡幹線鉄道のルートは当初は東海道ルートが有力であった流れから、工部省出仕

佐藤政養、小野友五郎らが明治３年６月に東海道の測量を命じられた。 

参考文献：参考文献：『武蔵大学論集』第５０巻第４号 明治初年の東海道鉄道建設計

画 星野誉夫 ２００３（平成１５）年、『日本鉄道史』 幕末・明治編 老川慶喜 中

公新書 ２２６９ ２０１４（平成２６）年、『日本の鉄道—成立と展開』野田正穂 原

田勝正 青木栄一 老川慶喜 日本経済評論社１９８６（昭和６１）  

 

４ 歴史的に理解されている東海道ルートと東京—神戸間幹線鉄道ルートの地図上での

対比 

明治２２（１８８９）年７月に全通した東京—神戸間（在来線約５９０㎞）の東西連絡

幹線鉄道は「東海道」を線名として掲げ、官設「東海道鉄道」という形で実現した。 

しかしながら、元来、歴史的に理解されている街道としての「東海道」ルートと鉄道と

しての「東海道鉄道」のルートを地図上で対比すれば図のとおり、滋賀県下「草津—名古

屋間においては明らかに、いわゆる「東海道」とはちがったルートを採っている。 

実は、「東海道鉄道」の滋賀県下草津より先は、こともあろうに「東海道」から離れ、

いわゆる中山道沿いに琵琶湖畔を北進、東に向きを変え大垣、岐阜を通って岐阜から以遠

は一転して南下、名古屋へ向かうルートとなり、その後再び「東海道」に整復され東海地

方に出ており、その距離は実に東海道鉄道の総延長の約４分の１弱にあたるのである。 

 

『近代日本鉄道史の展開』前掲書 １６、１７頁 

東西連絡幹線鉄道としての官設東海道鉄道は、線名を「東海道」と掲げながら、滋賀県

下の草津から岐阜、名古屋に至るかなりの区間は「東海道ルート」でなくほぼ「中山道ル

ート」によって敷設されているのはどうしてであろうか。この理由については、実は東西

連絡幹線鉄道はもともと「中山道鉄道」の呼称のもとに、「中山道ルート」によって計画、

着工されたのである。 

それでは、なぜ、東西両京連絡幹線鉄道は廟議決定当時有力であった「東海道ルート」

を採らずに、「中山道ルートー中山道鉄道」として敷設されることになったのであろうか。   

また、もともと「中山道鉄道」として着工されたにもかかわらず、その後一転して名古

屋から以東は一貫して「東海道ルート」に敷設されることになったのであろうか。 

鉄道技術上、鉄道ルートは直線が原則である。しかし、西から東へ延びてきた線路が、

東海道線岐阜駅の先で急激に南へほぼ直角に折れ曲がっていることが象徴するように、

「中山道鉄道」から「東海道鉄道」へのそのドラスティックな変更には鉄道敷設上、何か

大きな歴史的転換があったのではないかと見なければならない。この疑問点を解明する

ためには明治初期のわが国鉄道の敷設をめぐる政治・経済上の歴史的な諸事情の考察を

おこなわねばならないのである。参考文献：『近代日本鉄道史の展開』前掲書 

 

 



 

２ 東西両京間連絡幹線鉄道ルートの調査 

１ 東西連絡幹線鉄道のルート選定の取り組み 

 

 

『地形で謎解き』東海道本線の秘密竹内正浩 中央公論新社 ２０１６ １８頁 

（１）明治３年の東西連絡幹線鉄道の経路選定の取り組み 

 明治２（１８６９）年の鉄道導入の廟議決定後、政府は、新旧両都を中心とした部分的

な鉄道路線の敷設にとりかかる一方、最も肝腎な東西両京を結ぶ幹線鉄道（東西連絡幹線

鉄道）の経路選定に取り組んだ。その最初が明治３（１８７０）年６月工部省出仕佐藤政

養（当時与之助）、同小野友五郎（オランダ人について測量、航海術を学び、万延元年に

は威臨丸の航海掛として活躍した）らによる「東海道ルート」の調査であった。 

調査結果は、〈明治４（１８７１）年１月、「東海道鉄道之儀ニ付華中上侯書付」の報告

書とそこに添付された「東海道筋鉄道巡覧書（両人が調査した経路で敷設ルート案『地形

で謎解き』東海道本線の秘密竹内正浩 中央公論新社 ２０１６ １３頁〉として復命さ

れた。参考文献：『日本国有鉄道百年史』 第２巻 日本国有鉄道 １９７０（昭和４５）、

『日本鉄道史』幕末・明治編 老川慶喜 中公新書 ２２６９ ２０１４（平成２６）年 

（２）「東海道筋鉄道巡覧書」に見られる巡覧の経路 

「東海道筋鉄道巡覧書」によれば、〈２人は路線選定にあたってトンネルの掘削をでき

るだけ避け、山があれば迂回して切割や掘割で対処するという方針のもとに、東京から熱

田（名古屋の南）までは東海道を行き、熱田からは美濃路の西方を進んで中山道につない

で京都に達し、京都からは淀川右岸を通るという経路をたどった『日本鉄道史』 幕末・

明治編 老川慶喜 中公新書 ２２６９ ２０１４年 ８６頁〉。 

ここで、熱田から北上して美濃路に入り中山道経路を採ったことについて、名古屋以西

は「佐屋，桑名ノ難所及鈴鹿峠ヲ避クル為中山道二迂回シ清州、大垣、米原ヲ経テ草津、

大津二由り京都、大阪二達スルモノ」とされた。つまり、木曽三川の下流域と鈴鹿峠を含

む東海道筋の熱田－草津間は鉄道敷設上、技術的な困難を伴う〈特殊ナ地域ヲ占メ、本邦

幹線タルノ要素ヲ欠ク『四日市市史下』四日市市 １９６１（昭和３５）１３５１頁〉と

して、東西両京連絡幹線鉄道のルートとしては当初から計画されていなかったのである。

参考文献：『近代交通成立史の研究』山本弘文編 法政大学出版局１９９４（平成６）年 

 『東海道筋巡覧書』のうち勧修寺より滋賀県内の調査報告の概要は『地形で謎解き「東海

道本線」の秘密』によれば、次の通りである。 

大津馬喰町の上手から石場（現在の滋賀県大津市石場）に到達し、膳所（大津市馬場。

膳所駅付近）を経て、勢田川（瀬田川）を越え、向勢田（大津市瀬田）の北側を通り、月

輪新田（大津市月輪）、野路村（草津市野路）の北側から草津宿に行き着きます。 

ところどころ起伏地と平坦地が混在し、なおかつ水難地も少々ありますが、それはど難

しくはありません。草津宿の北側から守山宿・武佐宿・愛知川宿・高官宿の北側を通り鳥

居本宿（以上、滋賀県内）に達します。 

草津から東海道に入るときは、鈴鹿峠と桑名（三重県桑名市）から佐屋（愛知県愛西市）

まで大難所が多く、それゆえ中山道に入ります。おおよそ平坦、高低少々なれども、スナ



川（草津川）・野洲川・横関川（日野川）・愛知川・高宮川（犬上川）・大堀川（芹川）な

どの大河数条が流れており、水害が多く、石垣を用いなければ築堤の保持はできないでし

ょう。ただしこのあたりは石材がないので、西近江の安曇川あたりから運搬すればよさそ

うです。 

鳥居本宿から北国街道（北陸道）米原宿に達し、番場宿・醒井宿・柏原宿・今須宿・関

ケ原宿を経て垂井宿に到達します。 

この間、中山道は、摺針峠を越えて番場宿に下ります。摺針峠は比高 300 尺（約 90

メートル。実際の標高は 170 メートル）あって、切り通すのも難しい区間です。それゆ

え北国街道の米原宿を迂回して中山道の垂井宿に出ます。山間は広狭高低もあり、登りや

難所も少なくないでしょう。費用はたぶん相当かかります。とはいうものの、今須宿から

小山伝いに山あいを通り、名古屋に出れば、少々費用は減ずるかもしれません。大津から

湖岸を北上するルートについては、通過集落や宿場名を記述する淡々とした描写がつづ

く。注目すべきは、草津から先、鈴鹿峠越えを「大難所」といっていること。鈴鹿越えは

不可能だと結論を下しているに等しい『地形で謎解き「東海道本線」の秘密』竹内 正浩 

中央公論新社 ２０１６（平成２８）年 １２６～１２７頁」。 

（３）中山道ルート選択の復命  

明治３年６月からの工部省出仕佐藤政養、同小野友五郎らによる東海道ルートの調査

結果は、明治４年１月、「東海道鉄道之儀ニ付華中上侯書付」・「東海道筋鉄道巡覧書」と

して連名で提出された。そこでの報告は、東西連絡幹線鉄道のルートは東海道ルートより

も中山道ルートを採ることが望ましいというものであった。 

それによると、東海道ルートには並行して近代化された蒸気船便があり、街道の輸送も

発達した便利な地で、東海道沿いにあらたに鉄道を敷設することは「屋上屋」を架するよ

うなものである。さらに東海道ルートは船便と競合するので、〈仮に鉄道を通しても汽船

のほうが運賃が安いので高価な品物、急ぎの品物以外は鉄道を利用しないであろう『鉄道

忌避伝説の謎』青木栄一 吉川弘文館 ２００６（平成１８）１２３頁〉としている。 

また、東海道には富士川・安倍川・大井川・天竜川といった大きな河川が多く、大工事

を必要とし、鉄道の敷設費用や運営費がきわめて高くつき、償却するのがむずかしいであ

ろうした。 

一方、従来から東海道ルートに比べ山岳地帯としての地形的制約から交通不便の地で

あった中山道ルートに東西連絡幹線鉄道を敷設し、ところどころに支線を敷設すれば、古

くから〈点々と孤立分散して『八日市市史』第４巻 近現代 八日市市 １９８７（昭和

６２）年 ２０７頁〉発達している伝統的な繊維産業を中心とした地場産業の産物の運送

も盛んにできる。また、「狭長なわが国土のほぼ中央部を縦貫する」ことから、〈東西の大

消費地や南北の開港場と直結されて市場的条件が整備され『近代日本と鉄道史の展開』 

鉄道史叢書⑨ 宇田正 日本経済評論社 １９９５（平成７）年 ２０頁」、沿線地域の

経済開発にも大いに役に立つであろうとした。 

しかしながら、この結論はその報告文のなかに中山道の「地勢聢ト見定侯ニハ無御座侯

へトモ東海道ノ御入費ニテ多分出来可申」：「中山道の地形をよく見たわけではないもの

の、東海道に鉄道を敷設するに要する費用で、多分中山道の鉄道敷設もできるであろう」

とあるように、あくまでも東海道の交通諸事情を踏査したことを基本的な考えとして推

測された根拠に乏しい推論の域を出ていないのであった。 

さらにこの報告書の「付帯意見」には、東西連絡幹線鉄道を中山道鉄道として敷設する

としても、その完成には５、６年の歳月がかかるので、〈それに先立って神戸・大阪から

京都を経て大津にいたる鉄道（大津線）、および琵琶湖岸の海津と敦賀を結ぶ鉄道（敦賀

線）を敷設『井上勝』ミネルヴァ日本評伝選—職掌は唯クロカネの道作に候一老川慶喜 

ミネルヴァ書房 ２０１３（平成２５）年 ８６～８７頁〉するほうが容易で、重要であ

るとしていた。 

参考文献：『日本国有鉄道百年史』 第２巻 前掲書、『八日市市史』前掲書、『鉄道忌避

伝説の謎』前掲書、『武蔵大学論集』第 50 巻第 4 号 明治初年の東海道鉄道建設計画 

星野誉夫 ２００３（平成１５）年、『近代日本と鉄道史の展開』前掲書 、『鉄道忌避伝

説の謎』 前掲書、『草津市史』 第３巻 湖東線の建設と地域社会 青木栄一 １９８

６（昭和６１）年、『日本鉄道史』 幕末・明治編 前掲書、『東海道線誕生』—鉄道の父・

井上勝の生涯—中村建治 ２００９年 イカロス出版、『小野友五郎の生涯』中公新書７

８２ 藤井哲博 中央公論社 １９８５（昭和６０）年 

 

２ 小野友五郎らを中山道線路調査に派遣 

東海道も歩いていない、やや一方的な「中山道ルート敷設」の結論では説得できない。

そこで政府は明治４（１８７１）年３月、休む間もなく小野友五郎らに中山道ルートの調

査・測量に着手させた。〈このときは、板橋から京阪に至る中仙道の全線を調査している

『小野友五郎の生涯』中公新書 ７８２ 藤井哲博 中央公論社 １９８５（昭和６０）

年 １５０頁〉が、ルートの選定は〈容易なことではなかった『小野友五郎の生涯』前掲

書 １５０頁〉。 

その後、小野は明治６（１８７３）年３月に板橋から多治見までの中山道ルートを再調

査をしたが、特に碓氷峠、木曽路は険路、激流の難所で再三調査を繰り返している。その

結果、中山道ルートは工事費も莫大で、容易に敷設するべきルートではなく、〈東西両京

間幹線ルートとしては、中山道ルートは適当でないとの結論に到達したのであった『小野

友五郎の生涯』前掲書 １５２頁〉。 

 



３ 建築師長ボイルによる中山道ルートの調査 

政府は、明治７（１８７４）年および明治８（１８７５）年の２回にわたって雇外国人

建築師長イギリス人のリチヤード・ビカース・ボイルに中山道ルートを調査させた。 

ボイルはエドマンド・モレル（Edmund Morel）が明治 4 年１１月５日に死去し、

その後任として明治５（１８７２）年８に来日し建築師長となった。 

第１回調査は、〈明治７年５月神戸から京都を経て中山道に入り、高崎に出て新潟まで

往復し、およそ２か月半を要して８月に東京に達している。第２回目調査は、明治８年９

月、前回とは逆のコースをとり、横浜から高崎を経て中山道を調査し、１１月神戸に帰っ

ている『日本国有鉄道百年史』 第２巻 日本国有鉄道 １９７０（昭和４５）年１０、

１１頁〉。〈ボイルの中仙道踏査の模様は、島崎藤村の『夜明け前』に、一点景としてでて

いる『小野友五郎の生涯』 前掲書 １５１頁〉。 

翌明治９（１８７６）年９月、これら２回にわたる中山道ルートの調査結果を「中山道

調査報告書」としてまとめ、鉄道差配役ウィリアム・ウォルター・カーギル（William Walter 

Cargi11）を経由して政府に報告した。 

この中でボイルは「東海道ハ全国最良ノ地ニシテ海浜ニ接シ水運ノ便アリ、之二反シ中

山道ハ道路嶮悪ニシテ運輸不便ナルヲ以テ之二鉄道ヲ敷設スレハ広大ナル荒地ヲ開拓シ

且ツ両京及南北両海ノ交通ヲ容易ナランムヘシ」すなわち、〈海運の便のある東海道筋に

鉄道を敷設することは二重投資になるといわれても仕方がない『日本鉄道史』 幕末・明

治編 老川 慶喜 中公新書 ２２６９ ２０１４（平成２６）年 ８８頁〉いう趣旨の

報告をし、〈鉄道の敷設が必要なのは、東海道ルートではなく山間地としての地形的事情

から道路が未発達で交通の便の悪い中山道ルートであり、鉄道敷設によって中山道沿線

の産業開発が進めば日本経済にとっても有益である『日本鉄道史』 幕末・明治編 前掲

書 ８８頁〉。こうして中山道ルートの鉄道敷設は国土の開発に寄与するのみならず、〈太

平洋側と日本海側を結びつける利点がある『地形で謎解き』東海道本線の秘密竹内正浩 

中央公論新社 ２０１６ １３頁〉とした。このように〈ボイルは、鉄道敷設による未開

拓地の開発を重視していたといえる『埼玉鉄道物語』—鉄道・地域・経済—老川慶喜 日

本経済評論社 ２０１１年〉。 

 

 

『東海道線誕生』—鉄道の父・井上勝の生涯—中村建治 ２００９年 １３０頁 

そこでボイルは、「①東京～高崎間（約６６マイル、１０６．２キロメートル）、②高崎

～松本間（約８０マイル、１２８．７キロメートル）、③松本～中津川間（約７０マイル、

１２２．６キロメートル）、④中津川～加納（現・岐阜）間（約５５マイル、８８．５キ

ロメートル）の４区に、加納から米原、大津を経て西京にいたる（７０マイル、約１１２．

６キロメートル）の路線を加え、およそ３４５マイル５５５．１キロメートルからなる中

山道経由の東西両京間鉄道と④上田付近から分岐して松代、飯山を経て新潟に至る支線

からなるを敷設すべきであると結論づけた 

※ボイルが報告した中山道幹線計画のごく詳細な敷設ルートは〈東京・新橋—数寄屋橋—

赤羽（以上、現東京都）—大宮（以上、埼玉県）—高崎—横川—碓氷峠（以上、群馬県）

—小諸—田中—大屋—上田—鹿教湯—松本—洗馬—木曽谷（以上、長野県）—中津川—加

納—大垣（以上、岐阜県）『東海道線誕生』—鉄道の父・井上勝の生涯—中村建治 イカ

ロス出版２００９（平成２１）年 １３０頁〉である。参考文献：『日本鉄道史』 幕末・

明治編 前掲書 ：『鉄道と国家』「我田引鉄」の近現代史 講談社現代新書 ２１５２小

牟田哲彦 ２０１２（平成２４）年  



特にボイルは、高崎を両毛地方で産出される重要輸出品の絹糸、生糸の集散都市として

重視し、〈東京から高崎間は、今後工業が発達し、横浜から延長線とすることで直接結ば

れ、生糸など絹の輸出を容易にすることができると提案している。ボイルは、政府の方針

であった殖産興業面での鉄道建設の有用性から中山道ルートを提案したのである『図説 

日本鉄道会社の歴史』 松平乘昌 河出書房新社 ２０１０（平成２２）年 ４１頁〉。 

ただ、ボイルの中山道ルートの調査にさいしては多くの日本人をしたがえ、自分の乗物

には大名駕籠を用意させ、本人は大名気取りで作業に従事した。大名駕籠だから長棒つ

き、かつぐ人数も多勢で、実地測量には長柄の大傘までさし、さながら大名行列さわぎで

あったという。 

ボイルは平野部や多少の勾配は実に克明に記していたが、ややこしいところは表面的

な調査しかやっていない状態であった。ボイルの測量報告に一部ずさんなところがあっ

たことが原因で後の東西連絡幹線鉄道として進められた中山道鉄道の工事の難局をむか

えることになるのである。 

 
『日本鉄道史』幕末・明治編 前掲書 ９０，９１頁 

 

３ 東西連絡幹線鉄道の中山道ルートの決定 

 

１ なかなか踏み切れない東西連絡幹線鉄道のルート 

明治２（１８６９）年の廟議決定来の懸案だった東西連絡幹線鉄道の基本ルートは、明

治４年１月の工部省出仕小野友五郎、佐藤政養の「東海道鉄道之儀ニ付華中上侯書付」・

「東海道筋鉄道巡覧書」と明治９年の雇英国人鉄道高官技術者ボイルの「中山道調査上告

書」に共通の「中山道ルートが望ましい」との報告によって、政府部内では〈中山道ルー

トにより敷設すべき『日本鉄道史』幕末・明治編 前掲書 ９０頁〉との意見が一段と有

力視されるようになった。 

明治初期以来ほぼ一貫してわが国の鉄道行政主管庁の長として国有による全国鉄道網の整

備拡充に邁進し、とりわけ東西連絡幹線鉄道の実現に強い使命感を持つ井上勝鉄道局長官

も、雇英国人技師ボイルの調査に絶対的な信頼をおいており、井上長官自身も〈東海道ル

ートには峻険な箱根の山や、富士川、安倍川、大井川、天竜川などの大河があり、架橋に

よる難工事が予測され、鉄道の敷設は簡単ではない。また東海道ルートの大半は海浜に沿

い、土地も平坦なので「舟揖しゅうしゅう馬車ノ利、共ニ相通セサルナシ」という状況で、

海岸沿いは船便等がすでに発達していて交通至便である。この上さらに鉄道を敷設する

必要はない『日本鉄道史』幕末・明治編 前掲書 ９０～９１頁〉との認識を示していた。 

一方、井上は、中山道ルートについては、〈東海道ルートに比べて工事も容易で『鉄道

と国家』「我田引鉄」の近現代史 小牟田哲彦 講談社現代新書 ２１５２ 2012 年 

５２頁〉、日本列島の内陸部を縦貫しており、東海道ルートのように海運の便がなく、も

しここに鉄道を敷設すれば「沿線左右ノ数国ハ為メニ運搬ノ便ヲ拡ムル僅少ナラス」とみ

ていた。つまり、東西連絡幹線鉄道を中山道ルートに敷設すれば、沿線地域の運搬の便は

大きく拡大するとともに、沿線の地域開発の利益は大きく、〈しかも太平洋側と日本海側

との交通発達にも繋がり国土開発、国家経済上も有益であると主張していた『鉄道と国

家』前掲書 ５２頁〉。 

こうして井上は東西連絡幹線鉄道は「中仙道二向ヒテ之ヲ敷クノ外ナキモノト確信」、中

山道ルートへの敷設以外にないと確信した。 

明治２年の廟議で決定された比較的短距離の大都市・重要港市を結ぶ路線の東京（新

橋）・横浜間（明治５（1872）年）、大阪・神戸間（同７（1874）年）、大阪・京都間

（同９（1876）年）、京都・大津間（明治１３（1880）年）、敦賀・長浜間（明治１５

（188２）年一部開業）の開業を見たが、〈国内の政治・経済の動揺・悪化にわずらわさ

れてしだいにきびしくなる国庫財政の事情から、鉄道敷設への政府の取組みが消極的と

なり、東西両京連絡幹線鉄道のルートの決定にもなかなか踏み切れぬまま数年の年月が

過ぎ『五個荘町史』第２巻 近世・近現代 １９９４（平成６）年 ５６９頁〉、その決

定は明治１６（１８８３）年に至るまでなされなかったのである。参考文献：『八日市市

史』前掲書、『日本国有鉄道百年史』 第２巻 前掲書、『防衛大学校紀要』わが国の鉄道

創設期における鉄道と軍事の関係社会科学分冊第 74 号青山護 防衛大学校 1997（平

成９）年  

 

 

 

 



２ 東西連絡幹線鉄道実現への井上の戦略的な取り組み 

東西連絡幹線鉄道の実現に強い使命感を持つ井上局長は、さきのボイルの「東西連絡幹

線鉄道は中山道ルートが望ましい」との〈上告書のコンセプトを具体化した戦略的取組み

『追手門学院経済・経営研究』 第３号 明治前期の幹線鉄道建設と地域中核都市 宇田 

正—愛知県尾張部名古屋の場合—追手門学院大学 １９９６ １４～１５頁〉を開始す

るのであった。 

その手始めとして、明治４年（１８７１）１月に政府に提出された（「東海道ヨリモ寧

ロ中山道ヲ専要トスル（東海道ルートよりもむしろ中山道ルートに鉄道敷設が望ましい）」

復命書の「付帯意見」にある、５～６年の長い年月を要するであろう中山道ルートによる

東西連絡幹線鉄道の敷設に先立ち、明治２年１１月の路線決定の廟議で決定され、古代か

らの重要なルートで、〈早くから国が重点化している太平洋・日本海両岸の本州中部南北

縦断による輸送ルート（南北流通体系）『五箇荘町史』第２巻 近世・近現代 １９９４

（平成 6）５６９頁〉を実現させることの方が重要でありかつ容易であろう」との提言を

受け入れることにした。 

同時にこの路線は、当時有力視されていた〈中山道ルートによる東西連絡幹線鉄道の一

部をも事実上構成する『近代日本と鉄道史の展開』鉄道史叢書⑨ 宇田正 日本経済評論

社１９９５（平成 7）２１頁〉という意味でも、井上にとってきわめて「戦略的な内容」

であった。 

井上は、東西連絡幹線鉄道計画の西部側の神戸・大阪・京都間の既設路線の東方延長とし

て、西南戦争（明治１０年）などの影響で滞っていた京都・琵琶湖岸から敦賀港にいたる路線

の速成の決断をせまったところ、その一環となる京都—大津間鉄道を起業公債を用いて敷設

することが決まり工事は明治１１年８月、正式に着手された。 

明治１２（1879）年、京都—大津間の開通も近づき、いよいよ敦賀に向けての鉄道敷設が

急がれたが、その先の工事については、西南戦争を契機に国内経済状況がいちだんと悪化す

る厳しい財政状況の中で、できる限り倹約して最も有効な路線敷設を行う必要があった。 

そこで、鉄道当局トップの井上鉄道局長は、東海道筋巡覧書（明治４年）での「付帯意見」

と「ボイルの上告書（明治９年）」の二つの報告書の一貫して主張する大津以東湖北東部の「湖

東線」の区間は〈滋賀県に固有な地理的条件である琵琶湖の水上交通『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） ６０頁〉を利用すべきと

の提言を受け入れ、近代的に整備されていた蒸気船を利用した湖上連絡船で結ぶ「船車連絡

方式」を採用することにした。そして、琵琶湖畔湖北東部には水陸ターミナルを設け、そこを

足掛かりに敦賀に通ずる路線（敦賀線）と当時有力視されていた中山道ルートによる東西連

絡幹線の敷設を〈一足跳びに『追手門学院経済・経営研究』 第３号 明治前期の幹線鉄

道建設と地域中核都市 宇田正—愛知県尾張部名古屋の場合—追手門学院大学 １９９

６ １５頁〉に進めるという極めて戦略的な構想を打ち立てたのである。 

こうして、さしあたり、琵琶湖東岸を走る馬場（現膳所）—長浜間の湖東線区間は湖上輸送

によって連絡することが決定された。「棚上げ」された馬場—長浜間の湖東線区間の開通は大

幅に遅れ、この区間は東海道線の中では最後に開業した区間であった。 

井上は琵琶湖畔湖北東部の水陸ターミナルとして、連絡船接岸の港湾条件が良い長浜に設

定、長浜から東方への路線の延長は、米原経由よりも距離も短く、工事も容易なうえにほぼ

中山道ルートに沿って敷設できる長浜—春照—関ケ原間（関ケ原鉄道）のルートを発見、推

し進め、１年を要して認可を得た。また、長浜は併せて、南北連絡鉄道の敦賀線へのターミナ

ルにもなった。 

 

『長浜市史』第４巻 長浜市 ２０００（平成１２） １０４頁 

長浜以東、井上局長の「肝いり」の長浜—春照—関ケ原間（関ケ原鉄道）の工事が明治１５

（１８８２）年２月に決定、翌１６（１８８３）年５月１日開業、同年１１月関ケ原・大垣間

着工（明治１７年５月２５日開業）、明治１７年５月大垣・加納（岐阜）間着工（明治２０年

１月２１日開業）へと「一寸刻み」敷設の歩みを進めた。しかも、その延長敷設ルートがおお

むね中山道筋に沿っていることから、〈井上としては自らの最大の達成目標たる東西連絡幹線

鉄道の一部ともなる路線を、当時より有力視されていた中山道ルートに沿って、さいわい「足

踏み」せずに敷設できるということになったのである『五個荘町史』５６９頁〉。 

また、この路線の延長先の大垣からは揖斐川航運を介して伊勢湾の良港四日市に結ぶこと

ができ、〈敦賀・長浜間のいわゆる江越間鉄道との一貫輪送の形で、当時の政府が東西連絡鉄

道と並んで重点化していた『追手門学院経済・経営研究』 前掲書 １５頁〉もう一つの南北

両岸連絡輸送ルートの実現という意義をも有した。 

一方、井上鉄道局長は明治１２（１８７９）年９月２６日、工部卿山田顕義に中山道鉄

道東部に当たる部分の東京・高崎間の線路測量の許可を申請し、翌１３（１８８０）年２

月１７日には工事着手を許可されたが、太政官は、これに対する敷設費の措置をとらなか

ったために工事は行なわれないこととなった。これは、〈幹線を東西両側から同時に建設

することが困難であったことを示している『日本国有鉄道百年史』 第１巻 日本国有鉄



道 １９６９（昭和４４）年 １５３頁」。その後明治１４（１８８１）年１２月に「政

府の鉄道建設資金調達を肩代わりして旧大名華族など有産民間資本により設立された私

鉄の日本鉄道会社『追手門学院経済・経営研究』 前掲書 １５頁」により中山道東部沿

いに敷設工事が進められ、明治１５（１８８２）年６月には東京・前橋間の敷設に着手、

翌１６（１８８３）年７月、上野・熊谷間が開通、さらに中山道東方の高崎に向かって工

事の進展がみられた。 

※東京～前橋・青森間に鉄道を建設しようとする計画が起こった。右大臣岩倉具視の指導の

下に、東北各県の県令、第十五国立銀行、三菱、華士族などが出資して、明治１４（１８８１）

年に日本鉄道会社が設立された。日本鉄道の線区の工事は、官設工事と同様の扱いで進めら

れた。このことは、我が国最初の私設鉄道として成立した日本鉄道株式会社の性格を、半官

半民なものとして特徴づけることとなった。日本鉄道の経営状態は大変よく、政府による配

当保証は実質的に必要なかった。日本鉄道の成功は、明治１８（１８８１）年以降の全国的な

私鉄ブーム（第一次私鉄熱）を起こす契機となった。 

 

３ 中山道ルートによる東西連絡幹線鉄道敷設の内定 

明治１０年代半ば以降、東西において中山道ルートに拠って鉄道が延長されていると

いう情勢から、政府内部でも急速に東西連絡幹線鉄道敷設の具体的な方向に向かい、明治

１６（１８８３）年３月、鉄道局長井上勝は,東西連絡幹線鉄道の中山道ルートの敷設を

佐々木工部卿に具申した。井上の具申内容は、先のボイルの「中山道調査報告書」（明治９

（１８７６）年）に基づいたものであり、〈東海道との本格的な比較調査を行わず『日本

鉄道業の形成』—１８６９～１８９４年—中村 尚史 日本経済評論社 １９９８ ９４頁〉

に提起されている。このことが後々になって問題となってくるのである。 

こうした段階を踏まえ、ようやく政府は、「更二進テ高崎ヨリ大垣二至ル鉄道ヲ建築シ

以テ東西両京ヲ連絡スル幹線タラシメン」として、明治１６年８月６日、高崎から大垣に

至る中山道ルートによる東西連絡幹線鉄道の敷設を内定し、〈工部省に地形調査・線路選

定に着手するよう命令、ここに幹線鉄道敷設という一大国家的プロジェクトが始動する

時期を迎えた『追手門学院経済・経営研究』前掲書 １５頁〉。  

敷設が内定した東西連絡幹線鉄道のルートは長浜から伊吹山麓を通って関ヶ原を越え

大垣・岐阜に至り、木曽川を渡り現在の太多線のルートを採り多治見に至り、木曽谷に沿

って進み松本に向かい、碓氷峠を越え、私鉄日本鉄道の高崎をめざすものであった。この

中山道ルートの東部については私鉄日本鉄道の路線への乗り入れを前提としていたので

ある。 

 

『鉄道と国家』「我田引鉄」の近現代史 講談社現代新書 ２１５２小牟田哲彦 ２０

１２（平成２４）年 ３４頁 

私鉄日本鉄道の事業経営の実態は、資金不足に悩む政府への「資金提供会社（原田勝

正）」ということで、「敷設」も「ルート選定」も政府がやっていたことから実質的には官

設鉄道と変らぬ内容をもつものであった。 

明治１６年８月６日、政府部内において東西連絡幹線鉄道を中山道ルートによって敷

設するという基本方針が内定したのは、さきに創立された日本鉄道会社がすでに中山道

沿いに工事が進められ、明治１６年７月には熊谷まで開通し、高崎に迫りつつあるという

情勢の進展が重要な一契機となったからであろう。 

このようなことから、政府の手によって敷設が進められている中山道沿い西部の路線

と私鉄日本鉄道が敷設を進めている中山道沿い東部の路線を高崎で接続させることはご

く自然ななりゆきであった。 

 

９月１３日（木）守山研究会 １３：３０～ 守山Ｌセンター 

  「草津をめぐる鉄道歴史物語」「関ケ原鉄道事前調査報告（松嶌、新山、米倉）」 

「関ケ原鉄道フィールドワーク打ち合わせ」 

９月２０日（木）大津研究会 １３：３０ 大津市生涯学習センター 

 「東西連絡幹線鉄道敷設の歴史②」「関ケ原鉄道事前調査報告（西、細井、竹田、川西）」 

１０月６日（土）大津研究会 １３：３０ 大津市生涯学習センター 

 「東西連絡幹線鉄道敷設の歴史⓷」「関ケ原鉄道フィールドワーク打ち合わせ」 

１０月１１日（木）「関ケ原鉄道フィールドワーク」 

 

 

 


