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1. はじめに 
『甲府郵趣』2023年 1月号に寄稿した「郵便馬車 ①」に書いたように、ヨーロッパ 

諸国では、19世紀初頭には都市部では現在も一部に残る「トラム」の原型となる馬が曳 

く車が鉄製レールの上を走る「鉄道馬車」、そして都市の間を結ぶ「郵便
メール

馬車
コーチ

」が広まっ 

ていた。 
  

広い国土をもつ新興国のアメリカとオーストラリアは、未開の地がほとんどで、郵便馬 

車が登場するにはそこに多くの人々が住み始めることが必要
ニーズ

だった。そのキッカケになっ 

たのは、奇しくも両国とも、19世紀中ごろに金が発見されて都市部の人々が大勢押し寄 

せた、“ゴールド・ラッシュ”だった。 
 

アメリカの馬車会社の中には、遅れてゴールドラッシュが起きたオーストラリアに進出 

 したものがあり、さらにオーストラリアからニュージーランド、そして開国間もない日本 

 に進出した会社もあった。 

“バタフライ効果（小さな出来事が、予想もしていなかったような大きな出来事につな 

がる）”の一例を見る思いだ。 

 

2. アメリカの郵便馬車 
 ■ カリフォルニアのゴールドラッシュ 

   1848年 1月 24日、カリフォルニアのサクラメント川 

の支流アメリカ川沿いのコロマにある「サッタ水車」で 

マーシャルという男が砂金を発見した。（図 1） 

これを記念して「カルホルニア金発見 100周年」切手 

が発行された。（図 2） 

この報せはたちまち広まり、男女と子どもがカリフォ 

ルニアに殺到した。これら初期の採掘者らは 1849年に 

カリフォニアに向かった者が多かったことから「フォー 

ティナイナーズ」と呼ばれた。 

彼らは船、あるいは幌馬車で北アメリカ大陸を横断 

したが、困難な旅の途中で挫折した人も少なくなかっ 

た。 

当初、採掘者達は 選 鉱
パンニング

なべ
皿

のような簡単な技術で 

川床の砂金を探した。（図 3） 

後により洗練された技術が開発され、その技術が 

世界中に広まっていった。 
 

200人ほどの小さな 

開拓地だったサンフラン 

シスコは、1852 年には 

約 36,000人の新興都市 

になり、カリフォルニア 

中に道路、教会、学校 

が建設された。 
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図 1 カリフォルニア金産地 

  
 

図 2金発見 100周年（1948年発行）  図 3 金の採掘風景（1850） 
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1849年には州憲法が起草され、知事や州議会議員が選挙で選ばれ、1850年にアメリ 

カ合衆国 31番目の州になった。 

新しい交通手段が発展し、蒸気船が定期運航され、鉄道が敷かれ、開拓民が定住する 

ようになり、カリフォルニアの次の成長分野となった農業が州内で広く始め 

られた。 
 

しかし、ゴールドラッシュには悪影響もあった。先住 

民たちが住み慣れた土地から追い出され、金の採掘で 

川や湖など環境が汚染された。 
 

1950年にカリフォルニア州 100周年切手が発行された。 

図案には、ゴールドラッシュ時代にパンニング皿を使い 

金を採る採掘者や新しい交通手段の蒸気船、そして新し 

い産業の石油採掘、開拓民と牧畜、果樹栽培が描かれて 

いる。（図 4） 

 

 ■ 東部から西部へのルート 

ゴールドラッシュ時代、アメリカ合衆国の東部からサンフランシスコに行くには、 

次の 3つのルートがあった。 
 

1. 船で南アメリカ大陸南端を回り、太平洋を北上 

2. 船でパナマまで行き、ジャングルをカヌーや徒歩で横断、再び船で太平洋を北上 

3. 幌馬車で陸上を移動 
 

1の航路の総延長は 18,000 海里 (33,000 km) 

もあり、航海は 5～6ヶ月を要した。 

何よりも、定員が 400 人のところに 1,500人が 

押しかけることもあった。運よく乗れたとしても 

船賃は 1,000 ドル（現在の約 140万円＊）と高く 

誰にでも手が届くものではなかった。（図 5） 
 

 ＊当時、重さ 1㌉の金が 16㌦だった。オンスに 

  は、常用（28.3㌘）とトロイ（31.1㌘）が 

  あるが、貴金属の計量には後者が使われるから 

  金 1㌘が 0.51㌦、1,000㌦は、金 510㌘に相当 

した。 
 

2023年 1月現在、金 1㌘が 8,500 円と史上最高値を更新している。これは、1 年前 

に始まったロシアのウクライナ侵攻を契機に起きたエネルギー源から穀物まで物不 

足と円安による異常な高騰である。明治初期の封書 2銭時期には金 1㌘は 67 銭だ 

った。物価上昇を 84円/0.02円＝4,200倍とすると、金 1㌘が 2,800 円だった。 
  

船賃 1,000㌦は、現在の 140万円に相当する。 

 

   2のルートは、万延元年（1860年）の遣米使節が利用したコースで、この時は 1850 

年に開通した鉄道でパナマ地峡を横断している。似たルートとして、メキシコを横断 

するコースもあった。 
 

   3の大陸横断ルートには、北はソルトレークを通るものから、南はメキシコとの米墨 

戦争(1846-1848)で割譲されたばかりのニューメキシコを通るものまでいくつかあった。 

いずれも最低 100日はかかり、寒暑だけでなく先住民の襲撃もある過酷な旅だった。 
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図 4 カリフォルニア州 100周年

（1950年発行） 

 

 

図 5 カリフォルニア航路の広告 
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 ■ エキスプレス・マン 

   1849年 2月 1日、ウイリアム・バン・ブーヒーズが委託郵便局員としてサンフラン 

シスコに着任した。彼は 5つの町に郵便局を設けたが、いずれも砂金採掘地
キ ャ ン プ

から遠い 

ところにあった。そこでキャンプから最寄りの町の郵便局まで郵便物を運ぶ民間集配人 

(レターエキスプレス・マン)が誕生した。 

 アレックス・トッドという若者がストックトンやサクラメントシティのキャンプから 

砂金 1/4㌉か 4㌦（1㌉＝16㌦）で運んだのが最初とされる。トッドは、キャンプに 

出入りする商人たちを集配代理人にしたり、サンフランシスコに入港する船の乗客から 

古新聞を１㌦で買い、これを鉱夫たちに 8㌦（金 1/2㌉）で売りつけるという抜け目な 

さももっていた。 

 多くのエキスプレス・マンの資本は“健脚”だった。ジム・トールは、手紙を入れた 

袋を肩から下げて走った。「今日は一日中雨と風の中、サクラメントからフリーモント 

まで 30㍄（約 50㌔）歩いた」と日記に書き残している。 

  

 ■ 馬車の登場 

 キャンプのある地域はあまりに広く、エキスプレス・ 

マンが歩いて集配するのでは効率が悪かった。 
 

 1849年の秋のはじめ、ジョン・ウイストマンが古い 

フランス製のオムニバスを使いサンフランシスコの金門 

からサンホセ間 50㍄（80 ㌔）を 32 ㌦または砂金 2㌉で 

9 時間で走る馬車便を始めた。（図 6） 
 

 すぐに競争相手が現れ、ウイストマンは 1950 年の 

夏には会社をワーレンホールとジャルド・クランドール 

に売ってしまった。 

 この 2人は、メキシコでの馬車経営経験者で、1851年 

5 月には、サンフランシスコとサンホセ間週 3便の郵便 

逓送の権利を獲得した。これには国から年 6,000 ㌦の 

補償金が出た。 

1951年 7月 2日から料金を半分の 16㌦に値下げし、 

毎朝出発した。さらに、月曜日と火曜日はモンテレー 

まで延長した。 

こうして馬車の路線は広まって行き、同時にその中心はサンフランシスコからサクラ 

メントに移っていった。 

 

 馬車の歴史の中で、世界的に今日までその名を残しているのは「コンコード・コーチ 

（Concord Coach）」をおいて他にない。これと同じ型が 1939 年製作の西部劇『駅馬車 

（Stage Coach）』に登場すると知れば、誰しも納得するはずだ。 
 

 コンコード・コーチは、1813年に創立されたニューハンプシャー州コンコードの 

Abbott
アボット

 Downing
ダウニング

 &
会

 Co
社

.製造の馬車である。 

 最初ボストン―ニューヨーク間の馬車便に使われていた。ボディは白樫製で、車輪に 

は鉄バンドが巻いてある堅牢な作りが売りだった。 

 馬車の上には、御者とショットガンを持ったガードマンが座り、御者の座席の下には 

貴重品を入れる箱がある。 
 

コンコード・コーチが東部から西部に最初に入ったのは、1850年 6月 25日サンフラ 

ンシスコに入港した船で着いたと言われている。 
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図 6 カリフォルニア馬車路線図 



ゴールドラッシュによって発展した数多くあった馬車会社は淘汰され、最終的に 
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.の 2社に集約される。 
 

   1839年に東部ボストンでバークス馬車会社を買い取ってスタートしたアダムス馬車 

会社は、1841 年にはニューヨーク、1942 年にはフィラデルフィアまで路線を伸ばした。 

 西部でゴールドラッシュが始まると、1949年 12月 1日にサンフランシスコにカリフ 

ォルニア・アダムス会社がオープンした。東部の大手馬車会社の西部進出第 1号だった。 

 西部でのアダムス会社の発展は驚くほど速く、ニューヨークからサンフランシスコま 

での船会社・パシフイック・メール会社と業務提携し郵便物も運んだ。 

それだけでなく貨物や砂金をアメリカ国内だけでなくイギリスなど海外にも送る業務 

も手がけ、さらに預金業務にも手を広げていた。単なる馬車会社でなく銀行も兼務して 

いたことにある。 

 1851年 1月 1日便 1隻の船で送られる砂金の量は、アダムス会社分だけで 20万ドル 

（金 12,500㌉に相当し、現在の約 33億円に相当）あった。 

 

ヘンリー・ウエルズとウイリアム・ジョージ・ファーゴの 2人は、1852年 5月に 

ニューヨークではウエルズ・ファーゴ会社を設立した。すぐに西部に手を伸ばし、 

5 月末にはサンフランシスコに事務所を開設すべく代理人が到着した。 

 ウエルズ・ファーゴ会社の西部での事業は急速に発展し、サンフランシスコに 18 万 

㌦（現在の約 30億円）かけてビルを新築した。パナマ経由ニューヨークからサンフラ 

ンシスコまでの運送料は重さ 1ポンド（約 450㌘）当たり 60セントだったのを 40 セン 

トにするなどアダムス会社に競争を仕掛けた。 

 

 ■ 大陸横断郵便馬車 

 東部と西部で馬車路線が整備されていくと、その間を船でなく郵便馬車でつなぐニー 

ズが生まれてきた。 

 1957年 3月 3日、新しい郵便歳出法が議会を通った。1週間おきに東部と西部をつな 

ぐ大陸横断郵便馬車を運行すれば、年間 60万㌦（現在の約 100億円）の補助金を受け 

取れるというものだった。 

   ジョン・バターフィールド会社、ウイリアム・ファーゴ会社などから、9つの案が 

  提出された。（図 7） 

 
図 7 大陸横断馬車路線（『明治の郵便・鉄道馬車』に加筆） 
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 9つの案の中、7件は南回り、2件は北回りだった。時の郵政長官ブラウンは、南部 

テネシー州出身で南部に強い支持基盤（選挙民）を持っていたので、南回りルートが選 

ばれるだろうとの噂が広がった。 

 ブラウン長官は、南回りだが提案にはなかった、セントルイスとメンフィスから出発 

し、テネシーを通り、リトルロック、アーカンザス、プレストン、リオグランデ、エル 

パソ、フォートフィルモア、フォートマユ、サンフランシスコというルートを選定した。 

提案内容と事業経営能力、実績などを考慮して、1957年 9月 16日にバタフィールド 

が契約者に決まった。期間は 6年間だった。 
 

主として開拓者から要望が強かったソルトレークを通る北回りが選ばれなかった理由 

について、1857 年の年報で郵政長官は「北回りのルートは山越えの道で、雪が深く、 

全く問題外」としている。さらに、南回りのアルバカーキのルートも当地の最高・最低 

気温をあげ、「不安定で定期的な運行が確保できず、乗客の安全と快適性が保証できな 

い」としている。 

 決定したエルパソルートは、「冬季の旅行に適しており、一年を通して、快適で安全 

である」としている。 

 これを裏付けるのがマーシー大尉による南回り 2ルートの実地調査で、この結果で 

決定したとある。 
 

1858年 9月 15日、セントルイス郵便局前を大勢の人々とブラスバンドに送られて 

最初の大陸横断郵便馬車がサンフランシスコまで、2795㍄（約 4,500㌔）旅に出発し 

た。 

 10月 9日、25日間の大旅行を終えて馬車はサンフランシスコに到着した。ルートの 

計画時間は 25 日間だったからそれ以内だった。走行距離と所要時間については論争の 

タネになっている。私が入手した大陸横断郵便馬車 100周年記念カバー日付は 10月 

10 日になっている。出発日も 9月 16日になっているから所要 25日間だ。（図 8） 

   カシェには、4頭立てコンコード・コーチとジョン・バターフィールド（1801- 

1869）の肖像が入り、「ニューヨーク州ユーティカ生まれ、太平洋に通じる大陸横断特 

急郵便路線の創業者にして営業者」とある。 
 

 
 

図 8 大陸横断郵便馬車 100周年 FDC①【SAN FRANCISCO OCT.10 1958】 
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 最初のころの料金は、サンフランシスコから東部までが 100㌦（現在の約 55万円） 

で、東部から西部に向かうルートは 200㌦と倍も高かった。このほかに、ステーション 

（駅）で食べる 1食 75㌣から 1ドルの食事代が必要だった。1日あたり 2～4万円だか 

ら、現在のデラックス国内旅行並みだった。 
 

 大陸横断馬車に乗る場合の携行品として、ライフル銃 1丁と 100発の弾、拳銃と 2㍀ 

の弾が加えられているのは、先住民の襲撃に備えるためだった。 

 

■ 中央ルートに変更 

 成功裡にスタートしたバタフィールドの南回り大陸横断馬車はわずか 3年しか続かな 

かった。この理由の 1つは、1860年にサンフランシスコ―ニューヨーク間を 13日で 

届ける騎 馬
ポニー・

郵 便
エキスプレス

がスタートした。このルートは、ソルトレークシティを経由する 

「中央ルート」で、「南回り」より距離的に数百㍄短かかった。 
 

 1860年 3月 13日、下院に 20日以内で運び、経費は 100 万㌦以内の「中央ルート」

を通る「大陸横断郵便法案」が提出された。これを支持する議員は少なくなかったが、

出身地の「北回り」、「南回り」を支持する議員もいてこの時は否決された。 
 

 1860年 6月 6日から、ソルトレークシティからプラサビル（サクラメントの近く） 

間の馬車便がスタートした。バタフィールドの「南回り」はそのままだった。（図 9） 
 

 
 

図 9 大陸横断馬車路線「中央ルート」（『明治の郵便・鉄道馬車』に加筆） 

 

 1861年 2月 26日に「郵便ルート
路 線

法」、3月 2 日には「郵便歳出法」が成立した。これ 

らの法案によって、中央ルートを経由して 20日で届く郵便馬車を週 6回運行すること 

が決定した。 
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 これらの法の施行はバタフィールドにとって大きな打撃だった。南回りを急に中央 

ルートに切り替えることは不可能だった。そこで彼は、次のような対策を打ち出す。 
 

① ソルトレークシティ―プラサビル間のポニー・エキスプレスと郵便馬車を創業 

（図 9 の ― 路線） 

 

② セントジョセフソルトレークシティ間のポニー・エキスプレスと契約 

（図 9 の ― 路線） 

 

 最初の中央ルート経由の大陸横断郵便馬車は、7月 1日にセントジョセフを出発し、 

18 日の夕方にサンフランシスコに到着した。ついに東部と西部は 18日で結ばれた。 

沿線の警備のために軍隊が派遣された。 
 

 図 8の大陸横断郵便馬車 100周年を記念するカバーのカシェにポニー・エキスプレス 

を描くものがある。（図 10） 

 「南回り」ルートでも、馬車の通行が困難な区間はポニー・エキスプレスで運ばれた 

ことがうかがえる。 
 

 
 

図 10 大陸横断郵便馬車 100周年 FDC②【SAN FRANCISCO OCT.10 1958】 

 

 1861年の夏から秋にかけて、郵便馬車は順調に運行された。しかし、冬になると 

深い積雪のためにしばしば欠航するようになった。ロサンゼルス・スター紙は「大陸 

横断郵便馬車は失敗だ」と書いたが、運行は続けられた。 

 

■ ポニー・エキスプレス 

 中央ルート（北回り）の優位性の立証に先鞭をつけた騎手によって郵便物を逓送する 

ポニー・エキスプレスは、ニュースに飢えるカリフォルニアの金鉱探しの男たちの 

「（情報を）もっと早く」という要求
ニーズ

に応える形で誕生した。 

 1861年 4月、南北戦争が始まると戦況や東部に残した家族の安否を一刻も早く知り 

たいという男たちの要求はさらに強まった。 
 

 遡って 1855 年 1月、カリフォルニア選出のグーエイン上院議員は、持論の「距離が 

短い中央ルートを（道路を選ばない）騎手によるポニー・エキスプレスで手紙を運べば、 

早く届けられる」法案を議会に提出したが、南部出身の議員たちによって潰された。 
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 1859年から 60年にかけての冬、グーエイン議員はワシントンでウイリアム・ラッセ 

ルという男と会った。ラッセルは、すでにセントジョセフからソルトレークシティまで 

毎日馬車便を運行するラッセル・メジャー会社をアレキサンダー大 佐
メジャー

とワッデルの 

3 人で共同経営していた。 
 

 「ポニー・エキスプレス会社を設立する」という点で 2人の意見は一致した。すぐに 

ラッセル・メジャー・ワッデル会社が作られた。 

 25㍄間隔にステーション（駅）が作られ、最上の馬そしてどんなに天候が悪くても 

25 ㍀（約 12㌔）のバッグをもって日中でも夜中でも馬を走らせられる若くて頑強な騎 

手が集められた。 

 馬はスピードだけでなくスタミナ
持 久 力

を持っていなければならず、普通の馬が 50㌦だっ 

たのを 150～200㌦で買い集めた。騎手は 20歳以下の若者が集められた。（図 11） 

 

     
 

80周年（1940発行）          100周年（1960年発行） 

 

 
 

国立郵政博物館開館（1993年発行） 
 

図 11 ポニー・エキスプレスを描くアメリカ切手 

  

 こうして準備が整い、中央横断ポニー・エキスプレス郵便開始の予告が東部と西部の 

新聞に掲載された。 

 1860 年 3 月 7 日のサンフランシスコ・ブルティン紙には、次のような広告が載った。 
 

 サンフランシスコからニューヨークまで運ぶ速達便を 4月 3日から開始。手紙は 

所要 13日、電報扱い（電文のように短いもの）は所要 9日。料金は、手紙と電報扱い 

は同額でサンフランシスコ―ソルトレイクシティ間は半㌉（約 14㌘）について 3㌦ 

（現在の約 16,000円）、以遠は 5㌦（現在の約 27,000円）。 

 

 1860年 4月 3日、予告通りに最初のポニー・エキスプレスが東はセントジョセフ、 

西はサクラメントを出発することになっていた。 

 セントジョセフでは、30分遅れで到着した列車からの郵便物（電報 5通、手紙 49通 

新聞、そして祝いの電報）が最初のポニーに渡された。 
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 サクラメントでは 3日の午後出発の予定だったが、サンフランシスコからの船がサク 

ラメントに着いたのは半日遅れの 4 日の午前 2時ごろだった。直ちに最初のポニーが 

出発した。 
 

 サンフランシスコからの便はニューヨークに 17日に着いた。予定より 4日遅れだっ 

た。 

 一方、カリフォルニアを目指した便は、14日の午前 5時 25分に熱狂的な歓迎の中、 

サクラメントに着いた。ここからは船に載せられ、14日午前 11時 30分にサンフラン 

シスコに到着した。こちらは公約の 10日を守ることができた。 

 ポニー・エキスプレス郵便 80周年の FDCがある。消印はカリフォルニア側の差立・ 

到着局のサクラメント局で、出発予定日の 4月 3日になっている。（図 12） 
 

 
 

図 12 ポニー・エキスプレス郵便 80周年 FDC【SACRAMENT APR 3 1940】 

 

■ 郵便馬車の終焉 

 イギリスから独立したアメリカは、広大で起伏に富んだ地形から輸送手段は自然の 

河川や人工の運河を利用した舟運が主だった。1827年 2月 12日、ボルチモアの有力者 

が実業家ジョージ・ブラウンの邸宅に集まり、交通手段についての協議を行った。2年 

前の 1825年にイギリスで世界初の公共鉄道として開業したストックトン・アンド・ 

ダーリントン鉄道にならって、鉄道の敷設が決定された。目的地は西方のアパラチア山

脈を越えた先のオハイオ州とし、オハイオ川沿いのホイーリングまでの 380㍄（約 610 

㌔）を結ぶ計画だった。 

 

   ボルチモア・アンド・オハイオ鉄道会社 

（以下 B&O）設立許可に関するメリーランド 

州法が 2月 28 日に可決された。 

この 125周年を記念して記念切手が発行 

された。切手には鉄道馬車、蒸気機関車 

そして内燃機関車、3世代の鉄道輸送手段 

が描かれている。（図 13） 

数年後、オハイオ川に面したウエスト 

バージニア州パーカーズバーグまで延伸 

した。 
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図 13 B&O設立許可 125周年記念 

（アメリカ 1952年発行） 
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1859 年、東部の鉄道網がミズーリ川を越えてネブラスカ州オマハまで到達していた。 

西部開拓が進む中、この鉄道の西海岸までの延伸を求める声が高まり、ロビー活動が展 

開された。 

1862年、「太平洋鉄道法」が制定され、 

連邦政府の財政支援のもとで大陸横断鉄道 

の建設が推進された。同法の制定はエイブ 

ラハム・リンカーン大統領の業績の一つで 

もある。大陸横断鉄道の建設には、当時 

南北戦争など分離主義の動きが高まる中、 

広大なアメリカ合衆国の連邦としての統合 

を維持するという側面もあった。 
 

   「太平洋鉄道法」によって、国策会社と 

してユニオン・パシフィック鉄道とセント 

ラル・パシフィック鉄道が設立され、 

ユニオン・パシフィック鉄道がオマハから 

西向きへ、セントラル・パシフィック鉄道 

がカリフォルニア州サクラメントから東向 

きへ、大平原と大山脈と幾多の峡谷を乗り越えて、鉄道建設を進めていった。（図 14） 
5 

 リンカーンの死から 4 年後の 1869年 5月 10日、ユタ準州（当時）のPROMONTORY
プロモントリィ

で 

レールを枕木に固定する最後の黄金の犬釘を打ち込む完成式典が行われ、最初の大陸 

横断鉄道が完成した。最初の大陸横断鉄道開通 75周年を記念する FDCがある。 

（図 15） 
 

 
 

図 15 最初の大陸横断鉄道開通 75周年 FDC【SAN FRANCISCO MAY 10 1944】 

 

1872年には日本の岩倉使節団も開通間もない大陸横断鉄道の乗客となっている。その

後、20世紀の始めまでに合計 8ルートの大陸横断鉄道が作られた。 
 

   大陸横断郵便馬車は大陸横断鉄道が完成したことでその役目を終えた。 
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図 14 アメリカ横断鉄道路線図 
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アメリカにおける郵便馬車の終末期は 1890年から 1920年代末とされる。1981年 

から発行されたコイル切手「TRANSPORTATION
交 通 機 関

 ISSUE
シリーズ

」として、終末期「1890年代の 

郵便馬車」を描く 1枚が発行された。 

3枚ストリップと 1枚を貼った「HONORS
顕 彰

 THE YORK
ヨーク

 MAIL
郵 便

 COACH
馬 車

」と題する記念カバ 

  ーが地元マシュウッド高校内にあるヨーク郡切手クラブによって発行された。 

 カシェには「コンコード・コーチ型郵便馬車」が描かれている。消印には郵便馬車の 

絵と標語の「PORTSMOUTH
プ リ マ ス

, N H
ニューハンプシャー州

 ―TO― FALMOUTH
ファルマス

, M E
メイン州

」の路線名が入り、 

二重丸型消印の消印局は「マーシュウッド駅（逓所）」になっている。（図 16） 
 

  
 

ヨーク郵便馬車路線            1980年代郵便馬車コイル切手貼 

図 16「ヨーク郵便馬車」顕彰カバー【MARSDHWOOD STATION SEPT 25 1982】 

 

 20世紀に入るころまでは新設された鉄道駅に接続する駅馬車路線が開設されていっ 

た。こうした路線は最終的にバスに置き換えられ、918年までに、駅馬車はいくつかの 

山岳リゾートや西部の国立公園において、古き良き西部のロマンの一環として観光客向 

けに営業されているのみであった。これは、日本の地方の観光地と同じだ。 
 

   21世紀を迎えても、郵便馬車は郵趣のシンボルとして切手やカシェに描かれ続けて 

いる。「PACIFIC97 切手展」の FDCカバーには郵便馬車の三角切手とカシェが描かれて 

いる。（図 17） 
 

 
 

図 17「PACIFIC97切手展」FDC【NEW YORK.NY MAR 13 1997】 
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3. オーストラリアの郵便
カ

馬車
ブ

 
 ■ オーストラリアのゴールドラッシュ 

   アメリカでの郵便馬車発展の 

契 機
きっかけ

が西部カリフォルニアの 

“ゴールド・ラッシュ”であった 

ように、オーストラリアでもわず 

かに遅れて“ゴールド・ラッシュ”「 

が起きた。 
 

   1851年 5月 15日、シドニー・ 

モーニング・ヘラルド紙は、 

オーストラリア南東部バサースト 

近くでエドワード・ハーグレイブ 

が金を発見した、と報じた。 

  ハーグレイブは 1848年にカリ 

フォルニアで金が発見されると 

英国からアメリカに渡り金を探し 

たが発見できなかった。 

そこでオーストラリアに渡り、 

カリフォルニアの産金地とよく 

似た地形のニューサウスウェールズ州 

の内陸部を探検し、「O P H I R
オフィール

」（旧約聖書に出てくる黄金郷に因んでハーグレイブが 

名付けた）で金を発見した。（図 18） 
 

 このニュースがメルボルンに届くと、1昼夜の内に 200人近くがスコップを抱えて 

金鉱探しに出かけた。大勢で探すと州内の各地に金が豊富にあることがわかり、ゴール 

ドラッシュが始まった。 

隣のビクトリア州の方がより金が豊かなことも明らかになった。 

 

 そして、1852 年 1月になると、1 ケ月だけでニューサウスウエールズ州に 2,967 人、 

ビクトリア州に 7,790人が入った。海外からの金鉱目当ての移住者も殺到し、1952年 

1 年間にメルボルンに到着した移住者は 95,600人と急増した。 

 人が殺到するとホテルだけでは収容できず、慈善団体がサンドブリッジ街道近くに 

テント村を作って収容した。1853年の 1月には約 8,000人がテント村にいた。 
 

 

 一番困ったのは、鉱区に行く交通手段だった。最初は歩くよりほかになかったが、 

1851 年 10月 6日、メルボルンから馬車が出ることになった。2つのホテルが許可を 

とって始めたのだった。 

 

 1852年になると、R.J.フォワードがメルボルンからフォレストクリークまでの馬車 

を運行した。初めは新聞と 1人か 2 人の乗客を乗せる小さな馬車だったが、すぐにべン 

ディゴまでの 4頭立ての大型馬車に変わった。しかし、馬車が古く道が悪いので、馬車 

はすぐに故障して、乗客はしばしば歩かなければならなかった。 
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図 18 オーストラリアの産金地 
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 1981年にオーストラリアから「ゴールドラッシュ
G O L D  R U S H

時代
E R A

」の金を掘る人々の様子を描 

いた 4種の切手が発行された。（図 19） 

 

 
 

金を手にする道中                泥水をこねる 

On route to deposit gold             Puddling 
許可証検査                 砂金の品質 

Licence inspected           Quality of washing stuff 

図 19 「ゴールドラッシュ時代」切手 4種（オーストラリア 1981年発行） 

  

1990年にオーストラリアから「入植地の開発 黄金
G O L D

熱
FEVER

」に取り憑かれた人々の 

様子を描く 5 種連刷切手が発行された。（図 20） 

 

 
 

    仕事を休んで砂金堀りへ        金のパンニング（比重選鉱）          金運搬の護衛 

   OFF TO THE DIGGINGS          PNNNINGFOR GOLD          THE GOLD ESCORT 
採掘人キャンプ             検査官のテント 

THE DIGGINGS          COMMISSIONER’S TENT 

図 20 「入植地の開発 黄金熱」切手 5種連刷（オーストラリア 1990年発行） 
 

■ カブ馬車会社の発展 

   オーストラリアでの初期の馬車はイギリス製で、悪路を走るのには向いていなかった。 

  1853 年 3月にコンコード・コーチがアメリカから輸入した。 

   1853年に 4人のアメリカ人がメルボルンに到着した。 

Freeman
フリーマン

 Cobb
カ ブ

、John
ジョン

 Murray
ムーレイ

 Prck
ペック

、J a m e s
ジェームス

 Swanton
スワントン

 

そしてJhon
ジョン

 B Lambe
ランバー

rだった。 
 

   フリーマン・カブは 1830 年にマサチューセッツ州で 

生まれ、16歳の時服地店に雇われ、ここで 3年働いた後 

有名な馬車会社「アダムス会社」の書記として雇われ、 

カリフォルニアのゴールドラッシュでサンフランシスコ 

に本店ができると、そこに移って働いた。（図 21） 

 彼はメルボルンに来るに際し、私費でコンコード・ 

コーチ 2台を持ってきた。 
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図 21 フリーマン・カブ 



 J・M・ペックの先祖は、1637年にニューイングランドに住んでいた。彼は 1830年に 

レバノンで生まれで、カブと同い年だった。 

アダムス会社とライバル関係にあった「ウエルズ・ファーゴ会社」に勤め、その後 

メルボルンに来た。 
 

 J・スワントンはアイルランドで生まれた。2歳の時、両親はニューヨーク州オマー 

ルに移住した。 

 1、2 の馬車会社で働き、メルボルンにきた。彼は、素晴らしいい御者だったという。 
 

 J・B・ランバーは小柄で、カンサス州からきた。1853年 6月イーグル号でメルボル 

ンに着き、すぐにカブと契約している。 

 

 フリードマン・カブを中心に、カブ会社はスタートした。1854年 1月 30日、メルボ 

ルン・アーガス紙にカブ会社の最初の広告が載った。 
 

アメリカ人による馬車便 

メルボルンンとフォレストクリーク、ペンディゴ間を毎日運行 

日曜日を除き朝 6時にクリタリオン・ホテルから出発。 

フォレストクリークからも同時刻に出発。 

最近輸入のアメリカ製馬車を使用 

最初の馬車は、1月 30日（月曜日）出発 

 

 こうして、84㍄（約 135 ㌔）の区間を走るカブ会社が発足した。カブ会社が成功し 

たカギの 1つは 10㍄ごとに馬を交替したことで、快適な旅を提供できた。 

 カブ会社の馬車を描く切手がオーストラリアで何回か発行されている。（図 22） 
 

     
 

「馬車時代の先駆者」（1955年 7月 6日発行） 
 

 
 

開拓者の生活「輸送」（1972年 11月 15日発行） 
 

図 22カブ会社の「郵便馬車」切手 

 

 1855 年 7 月 6 日にオーストラリアの郵便（ロイヤル・メール）が発足するにあたり、 

郵便物の逓送にカブ会社の路線と馬車が使われた。 

 31/2ペンス切手を貼ったロイヤル・メール 100 周年を記念する FDCと 2シリングの 

高額切手を貼ったタスマニア島からスコットランド宛ての航空実逓便が残されている。 

（図 23） 
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ロイヤル・メール 100周年 FDC【LONSDALE 6 JY 55】 
 

 
 

タスマニアからスコットランド宛航空便【DUNORLAN 22.55】 
 

図 23 「馬車時代の先駆者」切手貼カバー 

 

 1975年に開催されたブリスベン博の記念カバーには「カブ会社の郵便馬車」切手が 

貼られ、カシェにはIPSWICH
ｲ ﾌ ﾟ ｽ ｳ ｲ ｯ ﾁ

-BRISBENE
ブリスベン

間カブ会社郵便馬車が描かれている。（図 24） 
 
 

 
 

図 24 開拓者の生活「輸送」切手貼カバー【BRISBENE EXHIBITION 13 AUG 1975】 
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 カブ会社の経営は順調だったが、カブの健康がすぐれないため、1856年 5月にロバ 

ートソンとワグナーに会社を譲ってアメリカに帰った。そこで結婚し、マサチューセッ 

ツ州議員を務めた。1871 年初めに南アメリカに行って、ポート・エリザベスからダイ 

ヤモンド鉱山まで 428㍄（約 700㌔）の馬車会社を経営し、1978年 5月 24日にポー 

ト・エリザベスで亡くなった。 

 

   創設者のフリードマン・カブはいなくなったが、カブ会社は順調に路線を増やしてい 

った。その中心人物はジェームス・ラザフォードである。彼は、1827年にニューヨー 

クで生まれ、25歳のとき（1852年）カリフォルニアに行ったが、そこでオーストラリ 

アに行くことを思い立った。 

 材木商や馬の売買などでお金を貯め、ワトソン＆ヘビット馬車会社のマネージャーに 

なり、経営手腕を発揮したが、ここを辞めカブ会社のマネージャーになった。 

 1862年 6月、競合するクレン＆ロバート馬車会社を買収し、カブ会社の路線は、 

ビクトリア州、クイーンズランド州、ニュー・サウス・ウェールズ州に広がった。バサ 

ーストには馬車製造会社まで設立した。彼はここを本拠に、1911年に亡くなるまで、 

49 年間もこの町のリーダーであり続けた。 

 

 オーストラリアのカブ会社の組織は、1883年には巨大なものになった。ビクトリア 

州、クイーンズランド州、ニュー・サウス・ウェールズ州での路線の合計は 6,000 ㍄ 

（約 9,600㌔）を超えた。 

 バタフィールドのアメリカ大陸横断馬車が世界最長路を走った馬車であるが、これで 

も 2,325㍄（約 3,700㌔）で、カブ会社の路線の 1/3でしかない。 

 ラザフォードのカブ会社は、世界で最も大きな馬車会社であった。 

 

■ カブ馬車会社の終焉 

 オーストラリアで最初の汽車がメルボルンとメルボルン港のサンドブリッジ間を走っ 

たのは、1854 年だった。鉄道は海岸線沿いに延伸したが、内陸部は馬車が生き残った。 

ビクトリア州では 20世紀初頭の 1902年まで郵便は馬車で運ばれた。クイーンズラン 

ド州とニュー・サウス・ウェールズ州では、1917 年になっても郵便馬車路線は 1,156 

㍄（約 1,900 ㌔）も残っていた。 

 自動車がオーストラリアの郵便局に配備されたのは 1907 年で、この後 20年近く馬車 

と競合することになる。 
 

カブ馬車会社は経営的に苦しくなり、1902年の赤字は 18,000㍀に上った。1911年に 

  偉大な経営者だったラザフォードが亡くなると、カブ会社も一部自動車での郵便輸送を 

  始めた。 
 

   1924年 8月 14日、ユレバ 

からシュスラット間を最後の 

郵便馬車が走った。 

この日を最後 に、オース 

トラリアからカブ会社の郵便 

馬車は姿を消した、 
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図 25 最後の郵便馬車路線 
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4. ニュージーランドの郵便馬車 
 ■ ニュージーランドのゴールドラッシュ 

   第 2章と第 3章で述べたように、アメリカ、続いてオーストラリアでの郵便馬車発展 

の契 機
きっかけ

はゴールドラッシュだった。 

ニュージーランドでの郵便馬車 

発展の契機も同じようにゴールド 

ラッシュだった。 

これが明治初年に日本に馬車が入る 

序章だったと知ると、驚きを通り 

過ぎて何か宿命のようなものを 

感じる。 
 

 1862年、ニュージーランド南島 

南部の町ダニーデンに近いローレ 

ンス付近で多量の金が発見された。 

その後オタゴとウエストランドで 

金鉱脈が発見され、空前のゴールド 

ラッシュが巻き起こった。（図 26） 

ダニーデンを含むオタゴ地方の 

人口はわずか 2年で 5倍に急増した。 
 

 ニュージーランドのゴールドラッシュ 

を描く切手 5 種が 2006年に発行された。（図 27） 
 

 
 

パンニング     クラヌイ採金地 

 

 
 

      ツアペカ採金地      ロックスバーグ     1990年代 

図 27 ニュージーランドのゴールドラッシュを描く切手（2006年発行） 
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図 26 ニュージーランドの産金地 
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 ニュージーランドは火山国で、金が産出するなど地質的にも日本によく似ている。 

先住民のマオリ族は翡翠
ひすい

を愛好することや文 身
いれずみ

を 

していた点など古代の日本人と風俗も似ている。 

さらに言えば、マオリの言葉は、「母音（子音 

＋母音）」で構成され、例えば地名の「OTAGO
オタゴ

」は、 

日本人にはローマ字を読む感覚で発音できる。 

 ニュージーランド建国 100周年記念切手には、 

金を採掘する採掘者とドレッジャー
採 取 船

が描かれて 

いる。（図 28） 

 

ゴールドラッシュ切手 5種と小型シートを貼った初日カバーを入手した。（図 29） 
 

 

 
 

 

切手 5種貼 FDC【6 SEP 2006】 

 

 
 

 

小型シート貼 FDC 

図 29 ニュージーランドのゴールドラッシュ初日カバー 
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図 28 金採掘を描く「建国 100年」切手 

（1940年発行） 



ヘンリー、チャールス・ジェイムスそしてジョージのホイト 3兄弟は、オーストラリ 

アのゴールドラッシュの時にニューヨークからオーストラリアのビクトリア州にきた。 

ヘンリー・ホイトは、フリーマン・カブ会社のロード
現場運行

・マネージャ
管 理 者

だったが、1860 年 

代の初頭、ビクトリア州西部地区に郵便馬車を走らせた。 

 1862 年 2 月に、兄弟でニュージーランドに進出し、アメリカ人の C.C.コールと共に、 

ダニーデンからオタゴの金鉱まで馬車を走らせた。 

 オタゴ 100 周年切手には、ホイト兄弟のものと思われるコンコード・コーチが描かれ 

ている。（図 29） 

 
 

図 29 コンコード・コーチが描かれた「オタゴ 100周年」紀念切手貼カバー【パパロア 1.11.48】 
 

 しかし、金は 3年という短い期間でほとんど採り尽くされ、1868年ごろにはゴール 

ドラッシュは 儚
はかな

い夢に終わってしまう。 

  

5. おわりに 

■ 地の果てまで 

 『明治の郵便・鉄道馬車』に、オーストラリアの「ブロークンヒル」路線を走るカブ 

会社の馬車が描かれている。ブロークンヒルには銀・亜鉛・鉛で有名な鉱山がある。地

図で調べてみて驚いた。ニュー・サウス・ウェールズ州のはずれ、まさに地の果てを 

走っていた。（図 30） 

     
 

ブロークンヒル鉱山 75周年（1948年発行）         ブロークンヒル地図 

図 30 カブ郵便馬車が走ったブロークンヒル鉱山 
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■ 日本への進出 

   オーストラリアのカブ会社の支店が横浜にあったことは確実だが、いつ、だれが開設 

したのか今までのところ完全に解明されていないようだ。 
 

   オーストラリアのクイーンズランドにある王室地理協会のロジャー・フェア氏による 

と、「カブ会社のジェームス・ブラックが日本に支店を設立すると決めた」というが、 

これは不確からしい。 
 

   現在までのところ、ローベル・スミス氏の著書「Old Coaching Days in Otago and 

  Southland」（ニュージーランドのオタゴとサウスランドでの古き馬車時代）に紹介され 

ているホイト兄弟に関する記述である。 
 

   （ニュージーランドでのゴールドラッシュが終焉を迎えた）1868年に、ホイト兄弟 

は会社を売り、アルビオン号に馬車と一緒に乗って、1868 年（明治元年）6月 18日に 

横浜に到着した。 
 

   次稿では、ホイト兄弟をはじめとする幕末から明治初年にかけて日本で馬車事業を 

営んだ人々の足跡を追ってみる予定だ。（図 31） 

 

 
 

図 31 「サザーランド切手」1/4 Boo
分

 ペア【模刻品】 

 

 

 6. 参考文献 

１）直良 信夫著：古代人の生活と環境，校倉書房，1972年 

２）槌田 満文：明治大正風俗語典，角川書店，昭和 54年 

３）森浩一編：日本の古代 １倭人の登場，中央公論社，昭和 60年 

４）篠原 宏著：明治の郵便・鉄道馬車，雄松堂出版,2004年 

５）薮内 吉彦ほか：近代日本郵便史，明石書店，2010年 
 

  

2023年 2月 作成 

 

＊ 中川 清      住所 ：〒400-0075  甲府市山宮町 2755-6 

   技術士           〒140-0001   品川区北品川 3-5-8 

【総合技術監理部門】              ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ御殿山 203 

【精密機械部門】         携帯 ：080-2010-6600 

     メール：nakaga@tb3.so-net.ne.jp 

            H P
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

 ：http://jpskofu.jp 

 

 

 

「甲府郵趣」2023年 4月号 －ⅩⅩ－ 

http://jpskofu.jp/

