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第 20 回 近畿・2016 年晩秋（その１：大津市の鉄道史） 

筆者：林 久治 （記載：2016 年 11 月 29 日） 

（１）前書き 
私（筆者の林）は Random Walks （乱歩）という題名で偏屈老人（林久治）の気

侭な紀行文のサイトを始めている。私の紀行文では、通常の紀行文にはない、斜め
目線からのご紹介を書くことに拘りたいと思います。通常の紀行文に関しては、既
に優れたサイトが沢山ありますので、それらをも引用しつつ、ユニークなご紹介を
記載することに心掛ける所存です。 

 本年の 1１月後半、私は大阪・北千里にある息子の自宅に２週間くらい滞在した。

その間、11 月 13 日に、私は大津市の三井寺を参詣した。先ず、大津市の電車を紹

介しよう。図１に、三井寺の公式ＨＰ（１）のサイト/）にから借用した三井寺周辺

地図（２）のサイト/m）を示す。 
 

 
 
（２）大津駅の位置 
図１に示すように、JR 大津駅は大津市内の中心から離れた辺鄙な場所に建設され

た。大津市市街の中心は、浜大津駅付近である。ただし、本年 10 月１日に、駅ナカ

商業施設「ビエラ大津」が開業し、大津駅も多少は賑やかになってきている。もし

図１．三井寺周辺地図 

（２）のサイト/mより

借用。） 

①は「浜大津駅」、②

は「上栄町駅」、③は

「皇子山駅」である。 

①－②間と、①－三井

寺駅間は、路面電車で

運行されている。①－

②－三条京阪間は、

「京阪京津線」と呼ば

れている。なお、「京

阪京津線」と「京阪石

山坂本線」は、「浜大

津駅」の同じホームで

乗り換えることができ

る。「京阪石山坂本

線」の起点は、「石山

寺駅」で、「浜大津

駅」を経由して、「坂

本駅」までの 14.1ｋｍ

が複線の二両連結の電 

車で運行されている。 

① 

② 

③ 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://www.shiga-miidera.or.jp/
http://www.shiga-miidera.or.jp/guide/map.htm
http://www.shiga-miidera.or.jp/guide/map.htm
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あなたが三井寺に参詣する目的で JR 大津駅に初めて降り立ったとすれば、あなたは

三井寺に行くのに苦労するでしょう。そこで私はあなたに、駅の観光案内所に行く

ことを薦めます。 
観光案内所で、あなたは次の３ルートを紹介されるでしょう。①徒歩、②バス、

③タクシー。①徒歩の場合は、約 30 分で行けます。運動に丁度良い距離です。しか

し、道が分かり難いのが困ります。もしあなたがスマホを持っていれば、スマホの

ナビ機能を使えば容易に行けるでしょう。もしあなたが私のようにスマホを持って

いないなら、案内所で市街地図を貰って、道順を詳しく聞く必要があります。 

②バスの場合は、約 15 分で行けるそうです。しかし、バス停は三井寺の門前には

なく、バス停から約 10 分歩く必要があります。また、バスの本数が少ないので、あ

なたの運が悪ければ、次のバスまで１時間近く待つ場合もあります。大津市でバス

が不便な理由を、後述します。③タクシー場合は、三井寺の門前まで簡単に行ける

でしょう。しかし悪質な運転手に遭遇すれば、あなたの無知につけ入って、大回り

をして法外な運賃を請求するかも知れません。 

電車を利用して三井寺に参詣する場合は、京阪石山坂本線を利用して「三井寺

駅」から行くルートが一番賢明でしょう。この場合も、次の３ルートがある。①京

阪京津線で浜大津駅に行き、そこで京阪石山坂本線に乗り換える。この場合、三条

京阪駅で京阪京津線に乗り換えるのが多少不便である。②JR 京都駅から JR 湖西線

に乗り、大津京駅で降りる。そこに隣接する皇子山駅で京阪石山坂本線に乗り換え

る。③東から東海道本線で来る人は、大津駅の２つ手前の石山駅で降りる。そこに

は京阪石山坂本線のホームもあるので、簡単に乗換が出来る。 

なお、図２に示すように、京阪石山坂本線は路面電車並みに頻繁に運行されてい

るので便利である。このように、JR 大津駅は不便な場所にある。それには深い歴史

的理由がある。次節では、その理由を紹介する。 

 
図２．浜大津駅から坂本方向への時刻表 
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（３）大津駅と浜大津駅の変遷 
 ウィキペディアを参考にして、大津駅と浜大津駅の変遷の歴史を表１に簡潔にま

とめた。 

年・月・日 現在の「浜大津駅」 現在の「大津駅」 

1880.7.15 官設鉄道の大津駅として開業、

大津－長浜間を汽船で連絡 

官設鉄道が大谷－馬場－大津間を開

業（京都－大谷間は稲荷を経由） 

1889.7.1 東海道本線が開通し、馬場－大

津間は支線の大津線となる 

東海道本線が馬場駅まで延伸し全線

が開通（馬場駅は現在の膳所駅） 

1913.3.1 大津電車軌道の大津駅が開業  

1913.6.1 大津駅を浜大津駅に改称 馬場駅を大津駅に改称 

1921.8.1 （東山トンネルが完成し、東海

道本線が現在のルートになる） 

大津駅を馬場駅に戻し、現在の場所

に大津駅を新設・開業 

1925.4.3 江若鉄道の浜大津駅が開業  

1925.5.5 京阪京津線が浜大津駅まで延伸  

1927.1.21 合併により大津電車軌道の駅が

琵琶湖鉄道汽船の駅となる 

 

1929.4.11 合併により琵琶湖鉄道汽船の駅

が京阪・石山坂本線の駅となる 

 

1969.11.1 江若鉄道と国鉄浜大津駅が廃止  

1981.10.3 現在の浜大津駅が完成  

1997.10.12 京都地下鉄東西線に乗入を開始  

表１．大津駅と浜大津駅の変遷の歴史 

 
 以下に、表１の説明をやや詳しく記載する。 
① 1880（明治 13）年７月 15 日：逢坂山トンネルの開通 

この当時、明治政府は東京－神戸間を結ぶ東海道本線を建設中であった。この日

に「逢坂山トンネル」が開通し、京都－大津間が開業した。逢坂山トンネル－大津

停車場間の地図を次ページの図３に示す。鉄道は、「馬場停車場」で折り返し（所

謂、スイッチ・バック）、「大津停車場」で終点となっていた。「大津停車場」か

ら「長浜駅」までは琵琶湖を横断して船で連絡していた。この鉄道連絡船は、１日

に３回の運行で、３時間を要した。なお、次ページの図４に示すように、現在の

「東山トンネル」の場所は地質が悪くトンネルを建設出来ず、京都－逢坂山トンネ

ル間は「伏見稲荷」と「醍醐寺」の付近を迂回する線路が建設された。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A2%E5%9D%82%E5%B1%B1%E3%83%88%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB


 4 

 

図３．大津の地形図。地図中の二重線が鉄道路線である。①逢坂トンネル、②馬場

停車場（現在の JR 膳所駅）、③石場停車場（現在の京阪石場駅）、④大津停車場

（現在の京阪浜大津駅）。（1889 年測量：３）のサイト/より借用） 

 

図４．東海道本線の旧線（京都－大津間）。①いなり駅（現在の JR 稲荷駅）、②

やましな駅（現在の山科駅は⑤の場所に移転）、③おほつ駅（現在の JR 膳所駅）、

④はまおほつ駅（現在の京阪浜大津駅）、⑥現在の東山トンネルの場所（開通は、

1921.8.1）。（1920 年滋賀縣全圖の一部：３）のサイト/より借用） 

① ② 

③ 

④ 

② 

④ 

① 

③ 
⑤ 

⑥ 

東海道本線の旧線 

京津電気軌道 

http://tois.nichibun.ac.jp/chizu/
http://tois.nichibun.ac.jp/chizu/
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② 1889 年７月１日：東海道本線が馬場駅まで延伸し全線が開通 

関ケ原駅から馬場駅までの路線が開通し、東海道本線の新橋－神戸間が全線開通
した（図４を参照）。馬場駅 - 大津駅間の旅客営業が廃止され貨物支線（大津線）
となる。その後、馬場駅が大津駅と改称され、旧・大津駅が浜大津駅と改称された。 
③ 1913 年３月１日：大津電車軌道の大津駅が開業 

 図５に示すように、この頃の大津市内では電車路線が相次いで開業した。大津電

車軌道が大津（現・浜大津）－ 馬場（現・膳所駅）間を開業（1913.3.1）。この区

間は国鉄貨物線（大津線）と共用。大津駅が浜大津駅と改称された（1913.6.1）。

浜大津－石山（現・石山寺）が開業（1914.6.4）。また、京津電気軌道（三条大橋

－札ノ辻）が開業した（1912.8.15：京都市街全図）。 

 
図５．大津市の電車が相次いで開業。①浜大津駅、②馬場駅→大津駅（現在の JR

膳所駅）、③石山駅（現在の京阪石山寺駅）、④札ノ辻駅。（1921 年滋賀縣管内全

圖の一部：３）のサイト/より借用） 

 
④ 1925 年４月３日：江若鉄道の浜大津駅が開業 

次ページの図６上に示すように、江若鉄道が三井寺－叡山間で開業した
（1921.3.15）。また、大津電車軌道が浜大津－三井寺間を延伸した（1921.5.7）。
図６下に示すように、江若鉄道が三井寺－浜大津間を延伸した（1925.4.3）。京津
電気軌道が京阪電気鉄道と合併し、京阪・京津線となる（1925.2.1）。京津線の札
ノ辻 - 浜大津間が延伸開業し、浜大津駅を新設（1925.5.5）。 

① 

② 

③ 

④ 

京津電気軌道 

大津電車軌道 

http://tois.nichibun.ac.jp/chizu/santoshi_6.html
http://tois.nichibun.ac.jp/chizu/
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図６．江若鉄道の開業。上：三井寺－叡山間（1922 年地形図・京都東北部の一部：

３）のサイト/より借用）、下、三井寺－新浜大津間（1928 年大津近郷圖の一部：

３）のサイト/より借用）。 

江若鉄道 

江若鉄道 

国鉄・東海道本線 

大津電車軌道 

京津電気軌道 

京阪・京津線 

琵琶湖鉄道汽船 

http://tois.nichibun.ac.jp/chizu/
http://tois.nichibun.ac.jp/chizu/
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⑤ 1927 年１月 21 日：合併により大津電車軌道の駅が琵琶湖鉄道汽船の駅となる 

大津電車軌道が太湖汽船と合併、琵琶湖鉄道汽船となる（1927.1.21）。図６下に
示すように、琵琶湖鉄道汽船が三井寺－坂本間を延伸した（1927.9.10）。図７上に
示すように、合併により琵琶湖鉄道汽船の駅（坂本－浜大津－石山）が京阪・石山
坂本線の駅となる（1929.4.11）。なお、江若鉄道と国鉄・大津線は浜大津駅で繋が
り、列車の相互乗り入れが行われていた（1925 年から）。また、石山坂本線の浜大
津－膳所間は国鉄の軌道を共用していた。 

京都の三条では図７下に示すように、先ず、京津電気軌道の三条大橋駅が開業し
た（1912.8.15）。京阪電気鉄道では、三条駅が開業した（1915.10.27）。京津電気
軌道の三条大橋駅が京阪・三条駅の横に移転してきた（1923.2.20）。京津電気軌道
が京阪電気鉄道と合併し、同社の京津線となる（1925.2.1）。 

 

 
図７．1931 年の地形図。上：浜大津駅の付近、下：京阪・三条駅の付近。（1931

年地形図・京都東北部の一部：３）のサイト/より借用） 

京阪・京津線 

京阪・石山坂本線 
江若鉄道 

京阪・京津線 

蹴上駅 

http://tois.nichibun.ac.jp/chizu/
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⑥1969 年 11 月１日：江若鉄道の廃止 
 江若鉄道線・浜大津駅 - 近江今津駅間が廃止（1969.11.1）。湖西線・山科駅 - 

近江塩津駅間 (74.1 km) が開業（1974.7.20）。京津線の三条駅を京津三条駅に改

称（1987.4.1）。京阪本線三条駅を地下化し、京津線と分断（1987.5.24）。京阪鴨

東線（三条 - 出町柳間）開業。京阪本線と京阪鴨東線との相互直通運転開始。事実

上途中駅となる（1989.10.5）。京津線京津三条 - 御陵間廃止により京津三条駅を

廃止（1997.10.12）。 

 

（４）大津市の鉄道 
 前節で、大津市の鉄道史の概要を紹介した。この紹介文はやや煩雑だったので、

各線毎の歴史を以下に簡潔にまとめる。なお、私（筆者の林）の意見を青文字で記

載する。 
（4-1）東海道本線（大津市の部分） 
 逢坂山トンネルの完成により（1880.7.15）、京都－大津間が開業した。図３に示

すように、鉄道は大津市街の裏山に敷設され、「馬場停車場」で折り返し（所謂、スイッ

チ・バック）、湖岸を通って「大津停車場」で終点となっていた。鉄道が大津市の中心に

直接乗り入れなかった理由としては、民家の立退き問題や、汽車が民家の近所を通ること

への住民の反対などが考えられる。明治時代の鉄道の駅は、一般的に市街地の端に建設さ

れた。（例えば、東京の新橋駅、大阪の梅田駅、明治京都の七条駅など）四国でも、徳島

以外の県庁所在地の国鉄駅は、市街の端に建設された。徳島駅が市街の中心に建設された

理由は、市街の中心を流れる寺島川を埋め立てて線路を敷設できたからである。徳島市内

に路面電車がないのは、市街の中心に国鉄駅があることも、理由の一つであろう。 

 東海道本線が関ケ原駅から馬場駅まで延伸し（1889.7.1）、新橋－神戸間が全線

開通した。馬場－大津間は大津線となった。図４に示すように、馬場駅は大津駅と

改称され（1913.6.1）、旧・大津駅は浜大津駅となった。東山トンネルの開通によ

り（1921.8.1）、大谷－稲荷間の迂回線（図４を参照）は廃止された。また、現在

の場所（図６を参照）に大津駅が新設され、旧・大津駅は馬場駅に戻った。馬場駅

は膳所（ぜぜ）駅に改称された（1934.9.15）。 

（4-2）京阪京津線 

図４と図５が示すように、京津電気軌道が京都・三条大橋－大津・札ノ辻間を開

業した（1912.8.15）。図７下に示すように、京津電気軌道の三条大橋駅が京阪・三

条駅の横に移転してきた（1923.2.20）。京津電気軌道が京阪電気鉄道と合併し、京

阪・京津線となる（1925.2.1）。図６下に示すように、京津線の札ノ辻 - 浜大津間

が延伸開業し、浜大津駅を新設（1925.5.5）。京津線の三条駅を京津三条駅に改称

（1987.4.1）。京阪本線三条駅を地下化し、京津線と分断（1987.5.24）。京津線が

御陵駅より京都地下鉄・東西線に乗り入れ（1997.10.12）、御陵－京津三条間を廃

止し現在の運行方式となった。 

私が学生時代の 1960 年代には、京都三条付近は図７下の地図と同様なレトロな風景で

あった。京阪三条駅から浜大津行きの電車は、一両編成の路面電車で、「蹴上駅」の先ま

では国道１号線（旧・東海道）の路面を走行していた。蹴上駅から先の電車は、国道上や

国道脇をジグザグに走行していたが、大津市街に入ると図６下にあるように国道上を走行

していた。現在の京津線は、大津市街に入ると矢張り路面走行である。４両編成の地下鉄

http://tois.nichibun.ac.jp/chizu/santoshi_25.html
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が路面を走行する風景は、ヨーロッパではよく見かけるが、日本では他では見られない珍

しい風景である。その写真を図８に掲載する。 

 

図８．浜大津駅前の路面を走行する京阪京津線の電車 

 

（4-3）京阪石山坂本線 
 図５が示すように、大津電車軌道が大津（現・浜大津）－ 馬場（現・膳所）間を
開業（1913.3.1）。この区間は国鉄貨物線（大津線）と共用。大津駅が浜大津駅と
改称された（1913.6.1）。浜大津－石山（現・石山寺）が開業（1914.6.4）。図６
上が示すように、浜大津から三井寺まで延伸（1921.5.7）。大津電車軌道が太湖汽
船と合併（1927.1.21）、琵琶湖鉄道汽船となる。図６下に示すように、琵琶湖鉄道
汽船が三井寺－坂本間を延伸（1927.9.10）。図７上に示すように、琵琶湖鉄道汽船
の電車路線（坂本－浜大津－石山）が京阪・石山坂本線となる（1929.4.11）。 
 図２に示すように、当線（電化の複線）は運行本数が多い。また、当線の浜大津－三井

寺間は路面軌道を通行しているが、それ以外の区間は専用軌道なので渋滞の心配がない。

従って、当線は地元大津市民にとっては大変便利な生活の足になっているほか、沿線には

豊富な観光資源を有することから、観光客の移動手段としても利用されている。私は初め

て三井寺に参詣して、大津市内にはバスが少ないことに気付いた。大津市のこのような交

通政策は、省エネや大気汚染防止の観点から大変好ましい。それに反して、私の故郷・徳

島市では電車がないので、徳島市民の交通手段はバスと自家用車に頼っている。そのため、

徳島市内の交通渋滞はひどく、空気も悪い。しかし、大津市の当線でも運用は赤字である

そうである。私は「このような良質な交通手段が廃止に追い込まれることがないように」

祈念している。 
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（4-4）江若鉄道 
 江若鉄道とは、その名の通り「近江」と「若狭」とを結ぶ目的で設立された鉄道

会社である。図６上に示すように、江若鉄道は 1921 年に滋賀県の三井寺下 - 叡山

間の 6km で開業。1925 年には、三井寺－浜大津間を延伸した。1931 年には、浜大津 

- 近江今津間 51km を開通させた。これにより琵琶湖西岸の約 2/3 におよぶ縦貫鉄道

路線（非電化の単線）が開通したが、以北の建設は資金不足と人口希薄地帯である

ため断念した。 

 1961 年 7 月より江若鉄道は京阪の傘下となった。京阪の支援と合理化、副業部門

の強化など経営努力で経営を維持していたが、国鉄湖西線建設が決定したため、同

社の鉄道事業が圧迫されるとして、1969 年に鉄道事業を廃止し、その鉄道用地を湖

西線建設に当たる日本鉄道建設公団に売却した。1974 年に、湖西線（東海道本線・

山科駅－北陸本線・近江塩津駅間） の 74.1 km（電化の複線）が開業し、「近江」

と「若狭」とを琵琶湖西岸で結ぶ「江若鉄道の目的」が達成された。1975 年には、

大阪駅－北陸・東北間の特急と急行「立山」が湖西線経由となる。 
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３）のサイト：http://tois.nichibun.ac.jp/chizu/ 
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