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歴史の証人 滋賀県の近代化遺産
幕末から明治時代にかけ、日本は西洋の技術を取り入れ、大きく近代化を果たしました。その時に造り上げら
れたシステムには、今も私たちの生活を支えているものがあります。滋賀県でも琵琶湖疎水をはじめとして多く
の近代化遺産が見られます。本号では滋賀県の近代化遺産の歴史をたどり、先人の英知と努力をご紹介します。
えんてい

日本最初期の石積み堰堤～オランダ堰堤～

（ 大津市上田上桐生町 ）

淀川は古くから重要な運路でしたが、土砂の堆積が激しく、
明治開国後には西洋の大型船が入ることが出来ませんでした。政
府がオランダから招いた技術者ヨハネス・デ・レーケは、港を造
るよりもまずは治水が重要であると指摘し、淀川水源となる山の
調査を行いました。淀川水源の一つである大津市田上山は古くか
らの伐採により荒廃し、土砂が琵琶湖や瀬田川に流入して周辺住
民の生活に大きな影響を及ぼしていました。デ・レーケによる調
査の成果に基づいて、各所に砂防施設である堰堤が造られまし
た。草津川上流にあるオランダ堰堤はその一つで、日本最初期の
石積み堰堤と言われています。
オランダ堰堤は明治 22 年（1889 年）に竣工し、放水路面がゆ
るやかにアーチを描いており、割石を階段状に積み上げた構造に
なっています。この構造により、堰堤の両端部分や水叩き部分が
削られにくくなっています。デ・レーケにちなんでオランダ堰堤
と呼ばれるようになりました。当時は地形にあわせて小規模な砂

オランダ堰堤

防施設を設置することが多かったため、自然になじんだ景観となりました。このオランダ堰堤も山の緑に囲まれ
ており、近くにキャンプ場がつくられています。人々に親しまれながら、約 130 年を経た現在も、砂を貯める
機能を果たしています。
◎『水の土木遺産』若林高子共著 北原なつ子共著 鹿島出版会 2017 年 Y-5172-ﾜ
◎ 村上康蔵「
「オランダ堰堤」とその周辺」
（
『実学史研究 7』思文閣出版 1991 年 2-4021-7)
◎『図説近代日本土木史』土木学会土木史研究委員会編 鹿島出版会 2018 年 Y-5102-ﾄ

つ ち く ら こう ざん

豪雪と闘った鉱山集落～土倉鉱山～

( 長浜市木之本町金居原 )

近代化において重要な産業の一つであった鉱業には、多くの人や資金が集まりました。鉱山には当時の先駆
的な欧米の技術が導入され、人々はそれらを自分たちの力で動かして改良しました。その蓄積が日本の工業の発
展に繋がっていったのです。鉱山が開発されると、そこで働く人々が生活する鉱山集落が形成されます。長浜市
木之本町にもかつて鉱山集落がありました。明治 43 年（1910 年）から銅の採掘が始まった土倉鉱山です。
昭和に入り、土倉―木之本間の鉱石輸送索道建設や採鉱の機械化など設備の近代化が進められましたが、土倉
鉱山で非常に怖れられたのは、
「アワ」と呼ばれる新雪の表層雪崩でした。豪雪地帯のこの地は「アワ」に何度
も襲われ、昭和 15 年（1940 年）の大事故は朝日新聞東京版（1 月 29 日）にも掲載されました。その後雪の
災害から逃れるために、坑外の施設を集落ごと谷の方へ 2ｋｍ移動させまし
た。新しい集落では 2 階建てコンクリート住宅が建てられ、大衆浴場や商
店なども整備されました。
毎週無料で上映された東映系の映画は近隣住民も
楽しんだそうです。昭和 30 年代に入ってからも設備を拡充し発展を見せた
土倉鉱山でしたが、資源の枯渇や外国の安価な銅の流入等によって昭和 40
年に閉山し、その歴史に幕を閉じました。選鉱場跡が残っていますが、現在
は立ち入り禁止となっており、市道からのみ見学が可能です。

鉱石を選別する選鉱場跡 立ち入りは禁止

◎『滋賀県史 昭和編 第 4 巻』滋賀県史編さん委員会編さん 滋賀県 1980 年 S-2700-4
◎ 白川雅一「わがふるさとあゝ土倉鉱山（木之本町）
」
（
「湖国と文化」第 15 巻第 2 号通巻第 56 号 1991 年）
◎『土倉鉱山概況』日窒鉱業株式会社土倉鉱業所編集 日窒鉱業株式会社 1958 年 5-5672-58

日本最初の山岳トンネル～旧逢坂山トンネル～

（ 大津市逢坂 1 丁目 ）

明治 5 年（1872 年）に新橋－横浜間を結ぶ日本初の鉄道が開業しました。これ
を皮切りに次々と鉄道が敷設されましたが、当初は日本に鉄道技術がなかったため、
すべて外国人技術者の指導の下で行われました。
「鉄道の父」とよばれた工部省鉄道
局長井上勝は早くから日本の鉄道技術自立の必要性を訴え、日本人鉄道技術者を育成
し、初の山岳トンネルを日本人の手で完成させました。それが旧逢坂山トンネルです。
明治 10 年（1877 年）には京都－神戸間が開業しましたが、大津に延長するには
山岳地帯に鉄道を通さねばならず、大がかりなトンネル工事が必要でした。この工事
を総括していた井上は、日本独自の体制で工事を行うことを決め、井上が設けた鉄道
旧逢坂山トンネル東口

工技生養成所の第一期修了者たちを工事責任者としました。もろい岩盤を掘るため、
生野銀山の鉱夫が呼ばれ、ノミとツルハシによる手掘り掘削を主体としました。トン

ネル工事に日本の鉱山技術も生かされたのです。西洋の新しい技術と日本の伝統的な技術をあわせて、困難の
末、明治 12 年（1879 年）にトンネルは貫通し、翌年 7 月には開業しました。旧逢坂山トンネルの完成は日本
の鉄道の技術的自立を象徴するものだったのです。複線化された後も東海道線下りとして使用されていました
が、大正 10 年（1921 年）の線路変更によって廃線となり、トンネルの役目を終えました。現在は鉄道記念物
に指定され、鉄道史に残る偉業を後世に伝えています。
◎『京都滋賀鉄道の歴史』田中真人[ほか]著 京都新聞社 1998 年 S-6800-98
◎『井上勝』老川慶喜著 ミネルヴァ書房 2013 年 G-2891-ｲ
◎『明治鉄道物語』原田勝正著 筑摩書房 1983 年 2-6862-ﾊ

近代化遺産をもっと知りたい方へ
◎『図説日本の近代化遺産』北河大次郎編著 河出書房新社 2007年 G-5231－ｷ
◎『滋賀県の近代化遺産』
滋賀県教育委員会事務局文化財保護課編 滋賀県教育委員会 2000年 SB-5100-00
◎『探検!発見!関西の近代化遺産』
明治安田生命保険相互会社大阪総務部関西を考える会 2013年 SB-5108-13
◎『ぐるっと探検★産業遺産』前畑温子著 神戸新聞総合出版センター(発売) 2017年 G-6021-ﾏ
◎『日本の産業遺産 300選 1～3』産業考古学会［ほか］編
同文館出版 1993-1994年 3-6021-1～3
◎『日本の近代化遺産』伊東孝 著 岩波書店 2000年 3-5109-ｲ

湖 国 の 本 棚
『琵琶湖はいつできた』
里口保文著 サンライズ出版
2018 年 7 月刊（1,500 円＋税）
私たちの生活に、さまざまな恵みを与えてくれる琵琶湖。琵琶湖はい
つ、どうやってできたのでしょうか？ 琵琶湖が琵琶湖になる前、その
場所には何があったのでしょうか。
長い時間をかけてつくられた地層。そこに残された手がかりを頼りに、
水環境のつながりの歴史、琵琶湖の生い立ちを探ります。

今月のｂｏｏｋ ★ まーく

守山市立図書館 新館オープン！
守山市立図書館が 11 月 1 日にリニューアルオープンし
ました。当日は開館を待ちわびた市民でにぎわいました。
守山市立図書館は県内の公立図書館としては戦後最初に開
館した図書館です。老朽化等により、およそ１年半の建て
替え工事を行いました。設計は新国立競技場などのデザイ
ンを手がけた隈研吾氏が担当し、県産の木材を多く使った
開放的な図書館です。本と人が出会い、人と人がつながる
知の広場をめざしています。
11 月 1 日 当日の館内の様子

今後、ますます市民に親しまれる図書館になりそうです。
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書名

著者

今日の一冊 永芳稔による近江ミッション記念文

永芳稔著

庫調査報告書

池田健夫[ほか]編

中江藤樹の心学と会津・喜多方

吉田公平著

出版者

出版年

請求記号

ヴォーリズ学園

2018.8

SB-0241- 18

研文出版

2018.8

S-1212- 18

ゆまに書房

2018.9

S-2000- 18

八幡堀を守る会

2018.7

S-2141- 18

小山國三著
滋賀

瀬畑源監修

「八幡堀を守る会」30 年のあゆみ 遺産を受け継 暮らシフト研究所
ぎ未来へつなぐ

編集

戦国大名と分国法

清水克行著

岩波書店

2018.7

S-2440- 18

近江証人 湖国ゆかりの「人」を紹介する書籍

近江証人編集部編

office3838

2018.7

SB-2800- 18

信長公記 戦国覇者の一級史料

和田裕弘著

中央公論新社

2018.8

S-2800- 18

明智光秀残虐と謀略 一級史料で読み解く

橋場日月[著]

祥伝社

2018.9

S-2811- 18

井伊直弼史記 若き日の実像

井伊達夫著

井伊美術館

2018.7

5-2851- 18

幕末彦根藩の側役大久保小膳

大久保治男著

サンライズ出版

2018.8

S-2851- 18

これでいいのか滋賀県 地味～な滋賀の意外な発

岡島慎二編

マイクロマガジン社

2018.9

S-2900- 18

展!?

鈴木士郎編

近江商人の哲学 「たねや」に学ぶ商いの基本

山本昌仁著

講談社

2018.8

S-3341- 18

びわ湖のほとりで 35 年続くすごい授業 滋賀大

山田奨治著

ミネルヴァ書房

2018.9

S-3711- 18

附属中学校が実践してきた主体的・対話的で深い

滋賀大学教育学部

学び

附属中学校著

木地師慕情 永源寺おぐら谷

丁野永正著

サンライズ出版

2018.8

S-3847- 18

ウィリアム・メレル・ヴォーリズの建築 ミッシ

山形政昭著

創元社

2018.8

S-5200- 18

石垣の名城完全ガイド

千田嘉博編著

講談社

2018.8

S-5240- 18

彦根製糸場 近代化の先駆け

彦根城博物館編集

彦根城博物館

2018.9

S-6351- 18

北陸本線 1960～90 年代の思い出アルバム

牧野和人著

アルファベータブッ

2018.9

S-6860- 18

文藝春秋

2018.7

S-7811- 18

ギャンビット

2018.9

S-7830- 18

幻冬舎メディアコン

2018.7

S-9551- 18

サンライズ出版(印刷) 2018.8

S-9600- 18

ョン建築の精華

クス
Date of DATE 伊達公子の日

伊達公子著
金子達仁著

そろそろ本当の忍者の話をしよう 国際忍者学会

佐藤強志著

推薦図書

山田雄司監修

佐和山軍記

舘明著

サルティング
琵琶湖三十六景

藤松高著

ホームページの新刊図書案内にて郷土資料の新着図書のリストをご覧いただけます。

