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1．はじめに  

 1987（昭和 62）年 4 月に分割民営化されるまで存在した日本国有鉄道が日本の鉄道の 

大部分を占めていたことは読者諸賢の多くの知るところであるが、1872（明治 5）年 10

月の新橋―横浜間の鉄道開業以来、一貫して日本の鉄道が官営中心に発展してきたわけで

はない。1880 年代に「企業勃興」と呼ばれる会社設立ブームが起こった結果、1890 年に

は営業キロ数で私設鉄道が官営を上回り、20 世紀に入ると、私鉄は官鉄の 2 倍以上になっ

た。しかし、1907 年には逆に官鉄が全体の 9割を占めるようになり、以降日本の鉄道は国

有中心となっていった。これは前年に第 1 次西園寺公望内閣が公布した鉄道国有法による

ものである。本稿では、高等学校の日本史の教科書ではわずか数行の記述にとどまるこの

国家事業がいかなる歴史的背景の中で行われたのかについて考察していきたい。 

 

2．20 世紀初頭までの鉄道の歩み 

 1830 年にイギリスのリバプール―マンチェスター間の約 72ｋｍに世界初の本格的鉄道

が開通して以来、鉄道は瞬く間にヨーロッパ・アメリカ諸国に伝播し、1849 年には世界の

鉄道の開業距離は 30,000 ㎞に達した。江戸幕府は開国以前の 1840 年代からすでに、バタ

ヴィア（現在のインドネシアの首都ジャカルタ）にあるオランダ領東インド政庁が提出す

る『別段風説書』によって、鉄道の存在を知ることとなった。1853（嘉永 6）年に浦賀に

来航したペリーは、翌年の再来航の際に、将軍への献上品の一つとして蒸気機関車の模型

を持参し、幕府の役人らに披露した。また、幕府によって派遣された外交使節や長州藩の

留学生らは、実際に欧米諸国で鉄道に乗車し、その高い技術力に圧倒された。これらの経

験に基づいて、幕府は鉄道建設の重要性を認識し、建設計画を構想するようになる。王政

復古により幕府は倒れることになったが、明治維新により成立した新政府の中枢を担った

開明派官僚もまた、江戸幕府期の計画を退けつつ鉄道建設を推進していき、1872（明治 5）

年 10 月 14 日、新橋―横浜間に日本初の鉄道が開通した。西の方に目を向けると、京浜間

に 1 年 7か月遅れて 74年 5 月に大阪―神戸間、さらに 76年 9 月には京都―大阪間の鉄道

が開通した。西南戦争後の 1878 年以降、起業公債の発行が決定されたことにより鉄道建設

は加速した。東西両京間を結ぶ鉄道の敷設は東海道ルートで行われ、1889年に新橋―神戸

間が東海道線として全線開通した。これらはいずれも政府によって行われたものであった。 

 一方で、1880 年代に入ると私設鉄道も設立されるようになった。日本初の私鉄は、日本

鉄道会社である。日本鉄道は、資本金は 2,000 万円、敷設計画線は東京―青森間で、公家



の岩倉具視や旧岡山藩主の池田章政ら華士族層や、池田が頭取を務める第十五国立銀行の

出資によって作られた会社である。1883年に上野―熊谷間、翌年には前橋まで開通すると、

製糸業が盛んな上毛地方と開港場の横浜を結ぶ生糸輸送の利便性は大きく高まった。東北

方面には途中の大宮で分岐するルートが採用され、1891 年に青森まで開通した。日本鉄道

は、官有地の無償提供、私有地買収の代行、開業後の配当保証など政府から手厚い保護を

受け、日本最大の私鉄となった。1886 年から 89年には、「松方財政」と呼ばれるデフレ政

策のもたらした通貨安定を背景に、株式会社の設立ブーム、「企業勃興」が起こったが、そ

の中心となったのが鉄道業である。既存の日本鉄道や阪堺鉄道（1885 年開業）の業績が好

調だったことで商人や地主が鉄道を投資の対象とみなすようになり、1886 年度から 92 年

度にかけて、内閣鉄道局1への私設鉄道の出願は全部で 53件に上った。このうち、25社が

実際に開業し、89 年までには日本鉄道、阪堺鉄道のほか、水戸鉄道、両毛鉄道、山陽鉄道、

伊予鉄道（以上、88 年開業）、甲武鉄道、関西鉄道、大阪鉄道、讃岐鉄道、九州鉄道、北海

道炭礦鉄道（以上、89 年開業）が開業した。1890 年には、開業距離・機関車の数、輸送

人員において私設鉄道が官営鉄道を抜いた。1890年の株式恐慌で鉄道ブームは一時沈静化

したが、92 年 6月の鉄道敷設法（後述）公布以降、再び私鉄の出願が増加したことで、私

鉄の官鉄に対する優位はますます高まり、1905 年度には官鉄の開業距離が 2,464.5 ㎞だっ

たのに対し、私鉄は 5,046.５㎞と官鉄の倍になった。 

  

3．鉄道国有論の高まり 

 1889（明治 22）年には東海道線が全通し、日本鉄道（東京―青森間）、山陽鉄道（神戸

―下関間）、九州鉄道（門司―鹿児島間）などの私設鉄道の建設が進められており、日本列

島を縦貫する鉄道の完成は間近となった。こうしたなかで、鉄道局長官の井上勝はさらな

る鉄道事業の拡張を主張し、1891年 7 月に「鉄道政略に関する議」を著した。その内容は、

新たに約 5700 ㎞の鉄道を敷設するというもので、当面はその一部にあたる八王子―甲府間、

三原―馬関（下関）間などを、3500万円の公債を発行して敷設すべきだと主張した。この

際に井上は、こうした全国的な鉄道網の構築は私設鉄道に委ねるのではなく、官設によっ

て実現すべきだとして、私鉄買収を主張した。ただし、これをもって井上が国有主義に固

執していたと見ることは必ずしも適当ではなく、たとえば、井上は日本鉄道の買収は主張

していない。路線延長に手間取っていた山陽鉄道などのように、全国的な鉄道網の建設を

私鉄に任せると予定通りに進まないことを懸念して、私鉄の買収を主張したのである。他

方、工部大学校（現東京大学工学部）出身の鉄道技術者・佐分利一嗣は、小会社分立の弊

                                                   
1鉄道行政を司る機関は、1870 年の鉄道掛に始まる。当初民部・大蔵省の所管だったが、その後工部省に

移管、翌年に鉄道寮へ、77 年には鉄道局へ名称を変更した。85 年、内閣制度の発足と工部省の廃止によ

り、内閣直属となった。なお、その後内務省、逓信省へと所属が移り（内務省所管期は鉄道庁に一時名称

変更）、1897 年には現業部門が鉄道作業局として分離した。 



害を取り除くために、統合により民鉄を 6、7 社に整理する一方、政府はあくまで「監督者」

に徹するべきだと主張した。また、自由主義経済学者の田口卯吉は、「鉄道民有民営」の立

場から、官営の東海道線の払い下げを唱えた。当時の松方正義内閣は、井上の建議を採用

し、1891 年の第 2回帝国議会で私設鉄道買収法案と鉄道公債法案を提出した。しかし、こ

の 2 法案のうち、前者は本会議で否決され、後者は審議未了で廃案となった。翌年の第 3

議会では、政府は鉄道法案の提出を断念し、複数の議員法案が提出された。それらは最終

的に一本化され、鉄道敷設法として成立した。鉄道敷設法は、中央線、山陽線、北陸線な

ど 9 路線を第一期予定線として、向こう 12 年間に総額 6,000 万円の予算で建設すること

とする一方、私鉄の国有化方針は撤回された。 

前述の通り、鉄道敷設法公布以降、私設鉄道は官営鉄道を上回る勢いで発展していった

が、それは小鉄道会社による分立経営という特徴を帯びていた。1891 年度の私鉄の数は

12 社で、開業距離は総計で 1,875.3 ㎞であった。そのうち日本鉄道、山陽鉄道、九州鉄道、

北海道炭礦鉄道、関西鉄道の五大私鉄の開業距離は 1,643.6 ㎞に達し、私鉄全体の 87.6％

を占めている。五大鉄道以外では、両毛鉄道が 84.0 ㎞に及んでいたものの、そのほかの筑

豊鉄道、讃岐鉄道、阪堺鉄道、伊予鉄道の開業距離はいずれも 30㎞未満と極めて短かった。

その後 1900 年度には、私鉄の開業距離が総計 4,625.5 ㎞となったが、そのうち五大私鉄

の割合は 65.4％に低下した。私鉄の数は全部で 41社になり、開業距離が 30㎞未満の私鉄

は 13 社に達した。このような私設鉄道に加えて、東海道線、北陸線、中央西線などの官鉄

が混在していた。なお、例外もあって一概には言えないが、開業距離の短い鉄道は営業係

数や資本金利益率などの経営指標も良好ではなかった。 

1890 年代半ばの第 2 次鉄道ブームは、日清戦争後の恐慌により終焉し、経営の悪化した

私鉄救済をねらう財界から再び国有論が台頭した。東京商業会議所と京都商業会議所は

1898 年 5 月に、官私鉄の併存、小鉄道会社による分立経営を克服するために外債による国

有化を実現すべきであるとする「私設鉄道を国有となすの建議」を内閣総理大臣などに提

出した。軍部もまた国有論を提唱した。明治初期の兵部省は排外的な立場から鉄道敷設に

反対していたが、1877 年の西南戦争を境に、鉄道の軍事的な役割に着目するようになった。

1888 年、参謀本部は『鉄道論』を刊行し、幹線経路の内陸部への変更、幹線の複線化、広

軌改築を主張した。しかし、その後軍部は一転して国有論を唱えるようになった。参謀本

部の大沢界雄はドイツ留学から帰国後、「鉄道ノ改良ニ関スル意見」を著し、輸送力増強や

速度の向上よりも、全国的な輸送体系の統一の方が重要であるとして、鉄道国有論を熱心

に説き、軍部は従来の広軌改築論を放棄するようになった。また、政界の動きを観察する

と、国有化を支持する旧自由党を取り込むため、第 2 次山県有朋内閣は国有化を容認し、

1899 年の第 14 回帝国議会で鉄道国有法案を提出したが、旧自由党内の意見対立により審

議未了で廃案となった。国有化を財界側から推進したのは雨宮敬次郎らによる「投機師的

色彩の濃い」経済研究会などであり、渋沢栄一など財界の主流派は市場競争を重視して、

国有化に反対していた。東京商業会議所からの請願を受けた桂太郎首相も、「鉄道国有…は



…経済救治と云ふがごとき弥縫策として之を行ふは不可なり」とその本音を看破している。

日清戦争後の軍備拡大を背景とした財政膨張政策が限界に達していたため、不況下での金

融市場に対する圧迫（クラウディングアウト）を懸念する銀行資本も、財政健全主義に反

する国有化政策には反対であった。またこの頃、分立経営の弊害を克服するために、国有

化の流れとは別に、私鉄間の合併や提携が試みられたが、いずれも十分な成果を上げるこ

とはできなかった。1892年以降、日本鉄道と水戸鉄道・両毛鉄道、関西鉄道による浪速鉄

道・大阪鉄道・紀和鉄道・南和鉄道・奈良鉄道、山陽鉄道による播但鉄道・讃岐鉄道、九

州鉄道による筑豊鉄道・伊万里鉄道・豊州鉄道・唐津鉄道など、1890 年、97～98 年の恐

慌によって多くの中小私鉄の経営が困難に陥ったことを契機に、大私鉄による中小私鉄の

合併が盛んに行われた。しかし、日露戦争下における日本鉄道による東武・総武両鉄道の

合併交渉のように、大私鉄と中小私鉄の合併は当事者の利害対立によって破談に終わるこ

ともあったほか、山陽鉄道と九州鉄道の両大私鉄による合併も計画されたが実現には至ら

なかった。また、官私鉄間および私鉄間の連帯輸送も、官設の東海道線と日本鉄道、山陽

鉄道、関西鉄道の間で行われるようになったが、運賃計算の煩雑さ、運賃の通算制や各社

の利害対立によって十分に機能しなかった。こうした私鉄の解決策の失敗は、産業資本に

よる国有化容認の素地を作ることとなった。 

 

4．鉄道国有化の過程 

 2 度にわたる鉄道国有化の動きが低調に終わったのは、わが国の資本主義を指導する大資

本＝財閥・政商が依然として傍観的であったからであった。しかし、大資本が鉄道国有化

を容認し、鉄道網の全国的統一を求める世論の声が高まるようになった外的要因が、1904

（明治 37）年に起こった。日露戦争である。日露戦争において、財閥などの大資本は戦費

調達先として戦争遂行を支え、国家財政・政策を左右するほどまでに成長した。大資本は、

戦争により累増した内外に対する国家債務を処理するためには、輸入を減らし、輸出を増

やすことで貿易収支を黒字に転換させることが重要であると考えた。特に、輸出に関して

は、生糸と綿製品という当時の二大輸出品の中国市場への輸出が促進される必要があり、

そのためには鉄道の統一により運賃＝輸送費を低減し、国内鉄道の輸送力を強化するべき

であるとして、国有化賛成へと方針を転換するようになったのである。 

日露戦争後の 1905（明治 38）年 12 月、第一次桂太郎内閣の下で「鉄道国有法案」「鉄

道国有の趣旨概要」「買取価格に関する調書」「公債償還に関する調書」などの、いわゆる

鉄道国有関連法案が閣議決定された。「鉄道国有の趣旨概要」には、国有統一の効果として、

「運輸の疎通」「運賃の低減」と輸送力増強と運賃低減を挙げる一方、鉄道経営においては、

「総経費の節減」「運輸費の節約」「設備上の節約」「貯蔵品の節約」と「運転上の便利」な

ど経費の節減効果を指摘した。そして、今日における国有統一の意義は、①国有鉄道の収

入は国庫財源に寄与しうる、②国有鉄道を担保に外債を有利な条件で発行することができ



る、③鉄道統一によって産業を振興し、海外発展が可能となる、④私鉄への外国人の株式

投資を防ぎ、軍事輸送の機密を確保できる、ことにあると結論づけた。しかし、その後桂

内閣が日比谷焼打ち事件の責任を取って総辞職したため、同法案は 1906 年 1 月に組閣し

た第一次西園寺公望内閣に引き継がれた。西園寺内閣は、2 月 27日に鉄道国有関連法案を

閣議決定し、3月 3 日に衆議院に提出した。西園寺首相は、わが国は東京―横浜間や京都―

神戸間の鉄道建設に着工した時から一貫して鉄道国有主義に立脚しており、私設鉄道を許

可したのは、政府財政の負担を軽減するための便宜的な措置に過ぎなかったのだと説明し、

現在の官私鉄併存、小鉄道会社による分立経営は、運送費の不廉、運輸の遅滞をもたらし、

日露戦争後の産業発展に支障をきたすとして、鉄道国有化によってその問題の解決を図る

べきだと主張した。なお、西園寺内閣の外相・加藤高明は鉄道国有法案に反対し、「国務大

臣として輔弼の任を完うし難い」として外相を辞任した。加藤は、三菱財閥の創始者・岩

崎弥太郎の娘と結婚していたので、これは三菱系の九州鉄道の利害を代弁しての行為とみ

なされてきた。しかし、加藤が法案に反対したのは、①私設鉄道を国家が強制的に買収す

ることは、人民既得の財産権を侵害する、②私設鉄道買収のための 5 億円規模の公債発行

は公債価格を下落させ、経済・財政に深刻な影響を及ぼす、③国有化後の鉄道は多大な利

益をもたらし国庫の財源に資するとされているが、鉄道経営の実態を見ればとてもそのよ

うにはならない、と考えたからである。 

鉄道国有法案が議会に上程されると、その可否をめぐる論争が活発になった。1906年 3

月 16 日の衆議院で討議が行われ、「人の山を築きたる有様」と形容されるほど多くの人が

傍聴するなか、与党・立憲政友会と野党・進歩党の激しい応酬ののち、賛成 243 票、反対

109 票で可決された。その後、法案の審議は貴族院に移り、2 点の修正が行われた。一つ目

は、買収対象路線の修正である。法案の第 1 条は「一般運送ノ用ニ供スル鉄道ハ総テ国ノ

所有トス但シ一地方ノ交通ヲ目的トスル鉄道ハ此ノ限リニ在ラス」と幹線国有原則を規定

し、西園寺内閣の閣議提出時には対象路線は 17であったが、閣議決定で 32 に拡大し、さ

らに未開業路線も買収可能とした。しかし、貴族院は原案の 17 に再修正した。2 つ目は、

買収期間の変更である。西園寺内閣で閣議提出された時、買収期間は 1906 年と 1907 年の

2 年間であったが、閣議決定では 5年間に延長され、さらに貴族院では 10年間に延長され

た。延長は公債発行の財政・経済に与える影響を小さくしようとする目的で行われたが、

1906 年 7 月、買収遅延は運賃の高騰、産業への損害をもたらすとして、買収期間を 2年間

に戻す閣議決定がなされた。3 月 27日に賛成 205 票、反対 62 票で可決されたのち、ただ

ちに衆議院に回付された。特別委員長の「討議省略、採決」という動議をめぐって大混乱

が生じ、憲政史上初の「乱闘国会」となった。結局採決は強行され、反対派議員は退場な

いし棄権したため、賛成 214 票、反対 0 票で即日可決された。西園寺内閣が鉄道国有法案

を強行採決したのは、内閣の延命のためにはどうしても成立させなければならないと考え

たからである。 

国有化されたのは、北海道炭礦、日本、関西など 17 の鉄道会社で、買収価格は買収の日



の建設費×6 営業年度の平均利益率×20 と定められたため、平均利益率が 5％を超えている

場合は、買収日までの新投資が確実に利益を生むことになったため、一斉に新投資を行っ

て建設費を増加させようとした。買収価格の総額は、当初見込みで 4億 2,151 万 3,000 円

であったが、決定額は見込みより 10.9％増の 4億 6,737 万 1,000円となった。買収は、年

5％の利子がつく鉄道買収公債の交付の形で行われ、鉄道買収公債の発行額は、4 億 5,620

万円となった。買収公債は、日露戦争後に勃興しつつあった重工業や電力業への再投資、

あるいは中国、朝鮮など大陸への進出のための資金源になった。 

17 私鉄の買収にともない、官設鉄道は未開業線を含む 4,834.３㎞の路線、1,118 両の機

関車、3,067 両の客車、20,884 両の貨車、そして 48,409 人の職員を継承し、帝国鉄道な

いし国有鉄道と呼ばれるようになった。鉄道業における国鉄のシェアは 1905 年度末と

1907 年度末とを比較すると、営業距離で 32.0％から 90.9％に増加し、国鉄は陸上交通機

関として独占的地位を獲得した。これに対応して、経営管理機構が大幅に変貌した。鉄道

作業局は 1907 年に帝国鉄道庁に、さらに翌年、内閣に直属する鉄道院に改組されるととも

に、大規模かつ全国的範囲にわたる経営組織を管理するため、全国を 5区に分け、北海道・

東部・中部・西部・九州の各鉄道管理局を設置した。 

それでは、鉄道国有化によってどのような効果が現れたのか。まず、運賃についてであ

る。旅客では、それまで小会社の多くが三等運賃を法定最高の 1 マイル＝2銭の比例運賃に

していたのに対し、大私鉄は比較的低廉で、概して遠距離逓減制を採用しており、また一

等、二等に対する倍率も各鉄道間でまちまちであった。しかし、1907 年 11 月の運賃改正

で異種賃率を全線で統一し、近距離区間は大私鉄と官鉄の運賃に合わせたことで全体的な

運賃の低減が図られたが、特に遠距離での運賃低減は顕著であった。例えば、新橋―静岡

間は国有化前の 1 円 73銭から 1 円 66銭と約 4％の値引きであったのに対し、新橋―奈良

間は 4 円 40 銭から 3 円 40 銭、新橋―広島間は 6 円 52 銭から 4 円 13 銭と、それぞれ約

23％、約 37％の値下げとなった。貨物も、混乱を避けるために当初全国を 4 つの区域に区

分したが、やはり運賃の低減が図られた。また、運輸の疎通や設備については、配車の合

理化や、運転系統の整理によって長距離直通運転が可能になり、これらが、列車回数の増

加などの要因とあいまって輸送力を拡大したといえる。営業経費については、「鉄道国有の

趣旨概要」は。国有統一によって総経費、運輸費、貯蔵物品の代価、車両費の一部を合わ

せて約 182 万円が節約されると推計したが、実際には、主に日露戦争後の物価騰貴や設備

の改善によって、運輸費や保存費・車両修繕費は増加を示している。この結果、営業収入

の増加があったにもかかわらず、国有化以前の非買収鉄道と官設鉄道の合計のそれとはも

ちろんのこと、官設鉄道だけと比較しても営業係数は悪化している（ただし、営業係数は

大正期に入るにつれて回復している）。営業収支の推移以外を見てみると、買収公債の影響

で資本宋学が膨張し、それに対する営業利益比率は営業係数の場合以上に悪化している。

ましてや、買収公債の償還は当初の計画どおりにいくはずがなかった。計画では、営業利

益は当初の 3 年間は毎年 200 万円ずつ増加し、つぎの５カ年は増加の割合は１割ずつ減少



し、さらに次には５年目ごとに２割ずつ減少するとして、当初の 5 年間は営業利益をもっ

て公債利子を支払い、残額を改良費に充て、６年目からは営業利益を改良費、国庫納付、

公債償還に充てるとして、その結果 37年目に買収公債のすべてを償還できるとした。しか

し、1909 年の帝国鉄道会計法の改正によって鉄道会計の一般会計からの独立がある程度実

現されたことで、営業利益が国庫に納付されることはなくなり、また公債償還も計画通り

に進まず、国鉄財政は困難を持ち続けることとなった。 

 

5．おわりに 

 「はじめに」のところでも書いたとおり、鉄道国有化（鉄道国有法の公布）は高等学校

の日本史でも取り上げられるトピックで、2006（平成 18）年度の東大入試・日本史でも出

題されたことがある（もっともわずか 30 字の論述問題にすぎなかったが）。高校時代、日

本史を選択していた筆者は、山川出版社の『詳説日本史』（全国で約 60％のシェアを誇ると

言われている高校日本史の教科書である）の記述の通り、もっぱら軍事輸送の安全性の観

点から鉄道の国有統一を断行したのだと考えていた。しかし、実際には経済的理由に重点

が置かれており、少なくとも軍事的な部分は主たる理由ではなかったことが今回分かった。

鉄道国有化だけに限らず、軍部（主に陸軍）は当初鉄道建設に反対したり、海岸沿いの路

線を内陸部に建設するよう要求したりしているが、鉄道局長官として日本鉄道史の黎明期

より鉄道行政を牽引してきた井上勝はこのような軍部の意見を却下している。日本の鉄道

は軍事的な側面を色濃く残していると考える人は少なくないかもしれないが、そのような

イメージは少なくとも鉄道史の初期には当てはまらないのである（ちなみに、この記事を

執筆するにあたって参照した文献の一つの著者である立教大学の老川慶喜教授は『詳説日

本史』の共著者の一人でもある。老川氏は鉄道国有化について経済的な理由に着目してい

るが、『詳説日本史』をよく読んでみると「軍事的な配慮もあって
．．．．

（傍点筆者）」と書いて

ある。この書き方だと、確かに軍事的な要因が二次的なものであるように理解できるが、

この文言を足したことでかえって「軍事的な配慮」が強調されてしまっているような気も

する）。 

 鉄道国有化について調べていたある日、試しに「鉄道国有化」でインターネットを検索

してみたところ、もし鉄道国有法が公布されていなかったらどうなっていたかということ

を想像してみたというウェブサイトを見つけた。そこに書かれていた内容についてはここ

では紹介しないこととするが、個人的には、新幹線が現在のように全国的に発達していな

かったことと、現代において廃止された、あるいは廃止の危機にあるような不採算路線は

最初から建設されていなかったことは確実に言えるのではないかと思う。また、確実とは

いえないが、日本鉄道や関西鉄道のような大手私鉄（現在における大手私鉄とは異なる）

が中小私鉄を吸収していき、最終的には現在の JR体制のように全国をいくつかの大手私鉄

が割拠するような状態が出来上がっていたのではないかとも思う。いずれにしても、鉄道



の国有統一には多くのメリットとデメリットがあったとはいえ、産業界から全国統一的鉄

道網の構築が要求され、他方日露戦争後の経済・財政があまり思わしくない状態にあった

ことなどを考えれば、鉄道の国有統一―日本鉄道史上空前絶後の「繋ぐ」事業―は必要な

政策だったといえるのではないだろうか。 
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