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渡邊 誠

第３章 北陸線の県内区間全通と三国線

置し、工学博士増田礼作が所長に任じられ、8

〔P28〕敦賀-福井間のトンネル工事

月18日の敦賀-葉原間を皮切りに、森田まで
の全線を23工区に分けて順次着工した。

明治17年 (1884) に柳ヶ瀬トンネルの開通

請負者

請負者の主なものは、佐藤組(佐

で金ケ崎-長浜間が全通したのち、福井まで

藤助九郎)、鹿島組(鹿島岩蔵)、有馬組(森清右衛

延びるのにはさらに12年の歳月を要した。

門)、北越土木会社 (荒井初太郎)、太田六郎、

この間には民間による北陸鉄道の計画が2度

佐藤成教らであった。

に渡って挫折する辛酸をなめている。

このうち一頭地を抜いていたのは佐藤組

鉄道庁による敷設が決

で、越中富山の柳瀬村で佐藤助九郎が文久2

まり明治25年 (1892) 6月、工学博士原口要が

年(1862)に興し、河川土木を業としていた。

陣頭に立って測量を始め、同年12月に終え

明治18年(1885)、東海道線沼津-富士間の工

敦賀-森田間着工

至・武生

た。翌26年4月には敦賀に鉄道庁出張所を設

湯尾
⑬

表-1 敦賀以北のトンネル
№ トンネル名

⑪

新保駅
葉原信号場

葉原
(信)

滋賀県

獺河内
新保

北陸
トン
ネル

葉原

南条郡

敦賀郡

杉津
⑤

③

南今庄

木ノ芽峠

⑥

④

今庄

樫曲
線
現在
深山(信)

福井県

②
①

日野川

⑦

大桐

敦賀
至・小浜

974
64
杉津駅
399
48
82
309
260
223
466
1,195
山中信号場
大桐駅
今庄駅
⑬ 湯尾
1,208.0
368
― 熊坂
2,225.0
678
(注) 1. 長さは『北陸鉄道建設概要』(明治32年、
フイート
金沢鉄道作業局出張所)に掲載の 呎 表示を、1
呎=0.3048mでメートルに換算し、小数点1位を
四捨五入した。このため他の文献と異なること
がある。
2. 河野谷トンネルは、明治時代のうちに開削され
て消滅している。
3. 深山信号所は昭和19年の開設。新保駅は明治41
年に開設された東郷信号所を大正5年に駅へ昇
格。

⑩
⑨
⑧

木ノ芽
川

3,195.5
211.2
1,308.5
158.4
267.4
1,015.1
851.7
730.4
1,530.0
3,919.1

山中(信)
⑫

阿曽

葉原
鮒ヶ谷
曽路地谷
河野谷
第1観音寺山
第2観音寺山
曲谷
芦谷
伊良谷
山中

87
105

駅・信号場
深山信号場

敦賀湾

③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

283.8
343.2

m

川
蒜
鹿

① 樫曲
② 獺河内

呎

至・米原

図-1 新旧の北陸線敦賀-今庄間

事受注を皮切りとして鉄道工事に参入し、北

招いて作業の指導に当たらせた。灯火は種油

陸線起工では父祖伝来の地なればこそ、名を

のカンテラ、通風は唐箕 〈*2〉を回して作業を

はせるようになった。現在の佐藤工業であり、

進めた。しかし工程は遅々として進まず、増

北陸トンネルにも参画している。

田出張所長もこれを憂い、圧縮空気を動力と

鹿島組は、武蔵国入間郡小手指村(現在の埼

とう み

する削岩機を使用した。これは換気の一助に

玉県所沢市)の鹿島岩蔵が天保11年 (1841)、江

もなり、ようやく能率をあげることができた。

戸中橋正木町(現在の東京都中央区京橋)で建築業

山中トンネル

を始めた。明治13年 (1880) の敦賀線(北陸線)

け負った。1195mの長大トンネルで途中に

から鉄道工事に参入するが、トンネルの経験

縦坑を1本掘っている。22.2‰ (45分の1)の勾

はなかったため中ノ郷-柳ヶ瀬間と刀根-疋田

配で、湧水多量のため蒸気ポンプ3台を使用

間の土工事などを請け負っている。現在の鹿

した。

山中トンネルは佐藤組が請

明治28年(1895)3月6日、西口より250m地

島建設。
北陸土木の荒井初太郎も北陸の人で、北陸

点で側壁築造のため岩石を爆破したところ、

線建設を聞きにわかに会社を興した。

約30m分の支保工が崩壊した。幸い地質は堅

線路概況

敦賀-今庄間には、福井県を嶺

く岩塊で全埋没することはなかったが、崩れ

北と嶺南に分ける分水界 〈*1〉 が横たわるた

た支保工は通路をふさぎ、奥にいた抗夫36

め、勾配は最大25‰ (40分の1)、大小12か所、

名が閉じ込められた。直ちに通路開削に着手

合計延長4211mのトンネルが掘られた。

するが、大勢で一斉に作業できる場所ではな

かしまがり

まず木ノ芽川に沿って樫 曲 から葉原に至
あ

ぞ

いことから貫通までに37時間を要し、35名

すい づ

り、阿曽、杉津を経て、木ノ芽峠より3.6km

を救出したが1名のみ圧死した。

ほど北にある山中峠を長大トンネルで抜け、

日清戦争

この工事中、日清戦争が起こっ

か ひる

鹿蒜川に沿って大桐から今庄へ至るルートが

た。日清戦争は職工人夫の召集、賃金の高騰、

ゆの お

選定された。今庄-湯尾間の湯尾峠にも368m

必要な火薬類の入手困難、また軍事輸送優先

のトンネルが掘られた。

のため、工事用資材の輸送も遅延するなど工

葉原トンネル

程に支障をきたすことが多々あり、工事は一

葉原トンネルは付近一帯の

土工、橋梁工事も含めて有馬組森清右衛門が

時中断された。

請け負った。掘削は主として手掘りによった

コレラ、脚気の流行

が地質は予想外に堅く、困難をきわめた。こ

はやり70人内外の病没者が出た。また脚気

とに延長は975.4mと当時としては長い割に

を病む者も多く、こちらもかなりの死者を出

山は高く、斜坑や縦坑を掘って切り羽を増や

した。このときまで佐藤組に直属の診療所は

すこともできないうえ、岩盤も堅く1日15cm

なく、傷病者は地元の医師に診察を受けさせ

程度を掘削するに過ぎないこともあった。そ

たが、この山中トンネルの工事で初めて医師

のため、生野銀山 (兵庫)から熟練抗夫を2人

を招いて診療所を開設したのであった。

このころ、コレラが
かつ け

〈*1〉 木の芽川は敦賀湾に注ぎ、鹿蒜川は日野川さらに九頭竜川に合流して三国へと流れる。
〈*2〉 本来は農事用品で、穀粒を選別する装置。箱形の胴につけた羽根車で風を起こし、風の力でもみがらやごみなど
を吹き飛ばし穀粒を下に残す。羽根車を回すのは手回しや足踏みなど人力によった。

カワウソが福井県にも？

話は横道にそれ
せ

るが敦賀から2つ目のトンネルは「瀬河内」
う そ ごう ち

ではなく“獺河内”である。「獺」の漢字は
．．．．．．．
川の瀬に棲む獣の意、すなわちカワウソのこ
とだが、昔はこのあたりにカワウソが生息し
ていたのであろうか。ちょっと気になった。
『敦賀郡東郷村誌』 (昭和48年)によると、
しず が たけ

天正11年 (1583) 、賤ヶ岳の戦いでの落武者
すぎ は し

いけの こ うち

が柳ヶ瀬から杉箸・ 池 河内を経て、木ノ芽
川にたどり着いたとき、「獺」に魅せられて

写真-1 敦賀郡東郷村樫曲

川を遡り、平地を見つけてこの地に定住する
ようになった。その落武者は姓を鷹隼 (高早)
と称し、今も獺河内地区にある獺谷山浄光寺
の祖先で、元浅井長政の家臣と伝えるという。
一方、『福井の鳥とけものたち』(県自然保護
課 平成10年)では、「本県でも数十年前までは

見たという情報がある」とだけ簡単に済まさ
れている。学問としての自然科学が成立して
以降、福井県にカワウソがいたとする確かな

写真-2 敦賀郡東郷村葉原南部

記録はないということのようだ。
明治28年の水害

明治27年度内に7割ほど

の工事を終え、28年度に入りトンネルとレ
ール敷設を残すのみとなっていた。ところが
明治28年(1895)7月16日から連日の降雨とな
り、特に29日は南条郡から滋賀県北部にか
けて暴風雨が襲い、敦賀の街でも1m近く浸
水して多数の民家が流出、敦賀郡(現・敦賀市
写真-3 敦賀郡東浦村阿曽 葉原トンネル北口

域)全体で死者77人を出した。
か ひる

敦賀-今庄間では木ノ芽川、鹿蒜川、日野
川などが急激に増水し、堤防数ヶ所を決壊さ
せ濁流が氾濫するに至った。ことに阿曽山中
の各渓谷より一時に巨木大石を押し流し、激
流のダムとなった築堤は延長7km余り、橋
梁4ヶ所、建造物3棟、石垣1700坪余りその
他ことごとくみじめな損害を被った。阿曽集
落は全村ほとんど埋没し、工事関係者も含め

写真-4 敦賀郡東浦村阿曽河野谷トンネル北

て98人の死傷者を出した。
特に激しかったところはトンネル内部にま
で土石が流れ込み、煉瓦、石、セメント、支
保工材等の重要材料物品を流失、または冠水
で使用不能になった。
しよう

敦賀 (金ケ崎)-米原間の既営業区間でも 笙
くろ こ

はんらん

の川、黒河川などが氾濫した。滋賀県側の余
呉川上流の堤防決壊では、激流が片勾配の柳
ヶ瀬トンネルを刀根側へ流れ下り、道床を洗

写真-5 柳ヶ瀬間トンネル西口

い流し、石積みの側壁や坑門を崩した。刀根
から道の口までの随所でも、橋脚の流出や築
堤の崩壊が甚だしく、同年12月14日まで運
転休止のやむなきに至った。
資材輸送難

復旧用資材の輸送は、遠く関

う かい

門海峡を迂回する海運に頼るほかなかった。
ところが敦賀港に陸揚げしても、分水嶺より
南条郡側へ急峻な坂を越えての陸路運搬は却
って費用がかさむばかりか、人の背や馬では
運べないものも多い。そこでとられた対策は、

写真-6 刀根トンネル西口

三国港から九頭竜川や足羽川、日野川を遡行
搬入する方法であった。
開業へ

数々の困難を克服し、11月には

葉原と山中の両トンネルを残して試運転が行
われた。敦賀-福井間の運輸営業開始は翌明
治29年(1896)7月15日であった。
記録写真

この被害状況の写真が宮内庁書

陵部に保存されている。田中前支部長が許可
を得て複写しているので数点を紹介してお
く。写真-1から写真-4までが当時工事中だ
った敦賀-今庄間、写真-5から写真-7までは
営業中だった敦賀-柳ヶ瀬間である。
これらの写真からは、近年の福井豪雨や昭
和40年 (1965) の西谷豪雨が思い浮かぶ。越
美北線は復旧に3年あまりを要し、大野郡西
谷村は再起することなく歴史を閉じた。大き
な機械力もない時代に半年足らずで復旧させ
た、明治人の意気込みは驚くに余りある。
以下次号

写真-7 麻生口 (刀根-疋田間)
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