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【巻頭言】四国の鉄道と鉄道特性
泉 雅文 Izumi Masafumi
鉄道特性とは
最近、四国への新幹線導入やローカル線の維持・廃止に関連して「鉄道特性」
という言葉を意識する機会が増えた。
定義が厳密に決まっているわけではないが、個人的には、大量、高速、定時の 3
項目を挙げるようにしている。
他にも、省エネ、安全などの
項目が入った例も目にする。
ただし、どの項目でも、そん
なに突出したレベルの中味では
なく、大量と言っても、16 両編
成の新幹線でも 1400 人程度で、
船にはかなわない。
高速と言っても、最高 300 ㎞/h
程度で、とても飛行機にはかな
わない。
定時と言っても、単線では 5

予土線を走る鉄道ホビートレイン

分くらいの遅れはざらだし、日
本以外の国では数時間の遅れが普通という国も多いと聞く。
国鉄民営化の憲法である「日本国有鉄道改革法」第一条には、
「…我が国の基幹
的輸送機関として果たすべき機能を効率的に発揮させる…」ために、国鉄を民営
化すると定めており、
「鉄道特性」に磨きをかけることが国鉄改革の目的だ、とも
理解できる。
輸送密度（1 日・1 ㎞あたり平均輸送人員）について
最近北海道で大問題となっている、ローカル線廃止は、
「大量」という鉄道特性
に関係する問題である。
四国でも他人事ではないが、JR 北海道が、今回、バス転換基準とした輸送密度
200 人未満となると、区間の取り方にもよるが、四国では予土線の高知県部分くら
いである。
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一方、500 人程度の線区でも、朝の通学時間帯には、300 人の利用がある区間も
あり、バスではなかなか代替しづらい。
四国の場合、超閑散線区もな
い代わりに、札幌都市圏のよう
に輸送密度 4 万人以上という線
区もない。
四国で最も輸送密度が高い本
四備讃線でも2 万人程度である。
北海道にくらべて、廃止も存続
も難しい中途半端な線区だけと
言う悩みになる。
四国の鉄道の輸送密度は、概

1日の乗車人員が約1万2千人の高松駅

ね 4 千人～5 千人のレベルであ
る。
営業範囲の小さい、琴電や伊予鉄は、このレベルでもぎりぎり採算がとれるが、
当社のように営業キロ 800 ㎞ほどになると、設備効率性が下がって、営業赤字に
ならざるを得ない。
JR 東海の 8 万人を筆頭に数万人規模の輸送密度の鉄道会社が雁首を揃える日本
では、輸送密度 4 千人は、鉄道特性落第＝即ち社会的必要性がない、とも思える。
しかし、目を世界に転じてみれば、輸送密度 4 千人はスペイン国鉄のレベルで
あり、北欧は 2 千人程度、鉄道大国と言われるドイツ、フランスでも 6 千人～7 千
人レベルである。
世界的に見れば、4 千人は十分社会的価値があると言える。
もちろん、会社のみでの採算性は厳しいが、公共交通を維持する社会的な適当
な仕組みがあれば、十分存在できるのだと思う。
高速性について
昨年 3 月に、函館まで新幹線が延伸し、日本が 4 つの島を中心に構成されてい
るとすれば、四国だけが全くの新幹線空白地域となった。
昭和 48 年に整備計画線に格上げになっていたら、四国にも新幹線が乗り入れて
いただろう、と思うこの頃である。
しかも、瀬戸大橋ルート（岡山県倉敷市児島～香川県宇多津町）では、駅部等
の新幹線用地の確保、鷲羽山トンネルの一部開削、橋梁部における幹在 4 線仕様
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等、一部では準備工事済みである。
岡山～広島間は新幹線で 40
分、片や対岸の松山までは在
来の予讃線で 2 時間半。
新幹線の威力に驚くが、予
讃線の場合は、ルートが今治
を迂回するため距離も 40 キ
ロほど長いうえに、電化はし
ているものの単線。
さらに「今は山中、今は浜
…」であり、半径 400 ㍍以下

瀬戸大橋橋梁部の準備工事の状況
（新幹線スペース）

の曲線も多く、表定速度は 90
㎞/h 未満となる。仮に山形新

幹線のようなミニ新幹線を導入したとしても、短絡トンネルの建設など抜本的な
線形改良をしない限り、速達性は向上しない。
ドアツードア性能で自動車に大きく劣る鉄道では、自動車の 2~3 倍の最高速度
がなければ速達性があるとは言えない。
高速道路のない時代は在来
鉄道でも「速い」と言えたが、
高速道路時代の都市間鉄道は
新幹線でなければ経営的にも
社会的にも意味がない。
だからこそ、
「新幹線」が世
界中で建設されているのであ
る。
四国では、高速道路がある
から新幹線は不要だと言う声
も聞くが、100 ㎞/h の自動車、

本四備讃線を約30分に1本運行している
快速マリンライナー

300km/h の新幹線、800km/h の飛行機と、様々な交通手段を上手く使い分けること
が、地域の発展、ひいては東京一極集中の是正に繋がるものと確信する。
「乗って残そう」について
人口減少社会の中、四国への新幹線導入などと言ういつ実現するか分からない

- 5 -

ecotran 2017 N0.9

ものに力を入れるのではなく、北海道のようなローカル線廃止を防ぐためには、
「乗って残そう」運動が必要だという意見も聞こえる。
末端ローカル線だけが存続することはあり得ないだろうから、30 年~50 年先も
県庁都市間に在来鉄道線が走っていることが暗黙の大前提だろう。
が、速達性能に劣後した四国の都市間在来鉄道の将来性は、かなり暗いと思う。
また、
「乗って残そう」は全くの情緒論である。そもそも交通機関は「便利」だ
から使うのである。
便利さとは、待たずに乗れる、
速い等だけでなく、例えば上高
地のような環境保護上の自動車
乗り入れ禁止、祭りで飲みたい
から車では行かない、大都市の
通勤通学のように、車では渋滞
するし駐車場がない等々、様々
な「便利」さがある。
しかし、路線を残すためにわざ

岡山～松山間を約2時間40分で結ぶ特急しおかぜ

わざ乗ろうと言う、精神論的運動が長続きするはずがない。
鉄道特性に磨きをかけて、
「乗りたくなるようにして残そう」が本当なのである。
泉 雅文 氏

四国旅客鉄道株式会社 取締役会長
1976年 日本国有鉄道に入社
1985年～1986年 運輸省大臣官房国有鉄道
部業務課に出向
1987年 国鉄分割民営化により四国旅客鉄
道株式会社が発足し、同社人事課長に就任
その後財務部、旅行業事業部の課長を経て
1995年～1997年西日本旅客鉄道株式会社財
務部次長に出向
1997年 四国旅客鉄道株式会社総合企画本
部経営企画室長、2002年同社取締役財務部
長、2004年常務取締役鉄道事業本部副本部
長兼営業部長、2008年代表取締役専務総務
部長、2010年代表取締役社長を経て2016年
より取締役会長に就任。
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平成 23・24 年の国際興業株式会社「飯能営業所」の存廃問題の
経緯について
後藤崇輔 Goto Shusuke※1
白瀬雄一 Shirase Yuichi※2
はじめに
平成 29 年現在、過疎の進展により既に路線バスが消滅しつつある地域もありま
すが、いまだ多くの地域で路線バスは不可欠です。
しかし大都市圏以外では、主に利用者減のため、路線バスのサービス向上どこ
ろか維持自体が課題
である地域を多数見
受けます。今後、自動
走行等の新技術が過
疎地含め移動の問題
を抜本的に解決する
ことも期待されます
が、実現時期も含め未
知数な状態です。
本稿では、国際興業
株式会社が平成 23 年
から 24 年にかけて経

【写真1 飯能営業所「飯11系統」運行中の路線バス】

験した飯能営業所（表
1・図 1）の存廃問題の事例を紹介します。
埼玉県西部に位置する飯能営業所は、飯能市の旧名栗村（平成 17 年飯能市と合
併。合併時人口 2,620 人、人口密度 44.7 人/㎢）のエリアを中心に過疎化が進む地
域を抱え一時存続が困難となりました。
しかし利用者や沿線住民、そして飯能市・日高市はじめ関係自治体のご支援を
得て、本日まで運営を維持できております。
もとより地域交通に全国共通解はなく、本事例も他地域のご参考に直接はなり
難いと思われます。

※

1 国際興業株式会社 専務取締役
2 国際興業株式会社 経営企画部

※
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しかし、机上の理想や学術的新規性を追求したものでなくとも飯能営業所の全
路線網維持という成果が実際に現地に残った経緯を、出来る限り脚色なく実録的
に紹介致します。同様の問題を抱える現場にて現実的責任をお持ちの皆様に少し
でもお役にたてば幸いです。
なお、実録的な紹介に努めるものの、筆者の主観も混じってしまうものと存じ
ます。そのような個所以外も含め本稿全ての文責は筆者のみに属し、本稿で多数
登場する飯能市はもとより筆者の属する国際興業株式会社に何ら責はないことを
お断り致します。
【表１】

国際興業株式会社飯能営業所概要
※うち1台は貸切車
車両数
30台
乗務員数
39名
系統数
43系統
運行便数
210回
（平成29年4月1日時点）

【図 1 平成 29 年度当初の国際興業株式会社飯能営業所路線図】
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1. 存廃問題以前の飯能営業所の状況と存廃問題の発生経緯
弊社の飯能営業所は、本件存廃問題が生じる以前も、恒常的に毎年数千万円の
赤字を計上しておりました。飯能営業所の赤字は、大きく 2 つの理由によるもの
です。
① 沿線地域における人口減少、高齢化による利用回数減少（図 2）
、観光客等
のマイカー利用増加、スクールバス入札制による貸切バス収入減等による「収入
の減少」
② 労働法令を遵守した上で所要運転士を確保するための人件費増等による
「費用の増加」
。なお、平成 29 年現在、運転士不足が注目されていますが、弊社
ではそれ以前から運転士確保が近々課題になるとの認識にたち対策に着手してお
りました。しかし、コストがかかるものも多くありました。
【図 2 飯能市名栗地区の人口・高齢化率】

これらは、全国的によく聞かれる話でありもちろん飯能営業所に限った事情で
はありませんが、それが故に一事業者ではコントロールできない構造的なものと
も言えます。
しかし、弊社では、及ぶ限りの自助努力として次のような施策を重ねて参りま
した。
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① 飯能営業所単体での施策
・沿線の行楽シーズンやイベント開催時の増便（写真 2）
・名栗方面深夜バスの運行（図 3）
・飯能営業所から約 20km 遠隔に位置する名栗分車庫の IT を活用した無人化（写
真 3・4）
・弊社池袋営業所
との営業所長の
兼任 等
② 弊社の路線
バス部門全体と
しての救済策
・他営業所の中古
バス転用による
減価償却費削減
（飯能営業所で
数千万円/年の効
果）
・弊社路線バス全
車（平成 23 年度

【写真2 お散歩マーケット開催時の「間野黒指バス停」の様子】

当時約 860 両）の
車内等での名栗地区の観光ポスター掲示（図 4） 等

【写真 4 名栗分車庫内の IT 点呼の様子】

【写真 3 「名栗分車庫」の全景】

しかし、前述の構造的な問題もあって収入増加策には限界がありました。他方、
路線バス事業は、安全運行と法令遵守を前提とすれば費用削減策にも自ずと限界
があります。
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加えて、飯能営業所では、弊社長年の運営経験から次のような地域特性を踏ま
えた施策を実施して参りましたが、これらも収益改善上の障壁となりました。
① 雨天・通勤時間帯や行楽シーズンでも満員通過のないよう大型バスでの運行
② 沿線ニーズを踏まえ、全路線にて奥地（最奥地の「湯の沢バス停」は飯能駅
から約 27km）から飯能駅等に乗り換え無しで直行する路線・ダイヤの維持（図 3）
③ 「名栗分車庫」の維持。
同分車庫は、名栗方面から鉄

【図 4

弊社路線バス車内の名栗地区のポスター】

道乗り換えで都心方面への通
勤通学に間に合うような朝夕
のバス便確保のために不可欠
（図 3）
④ 地域の小学生通学の実態
を踏まえた登下校用ダイヤの
維持
⑤ 路線の長さによる運賃水
準の実態（表 2）を踏まえ、
消費税 5％改定時の平成 9 年以降 20 年間の運賃値上げの抑制
⑥ 山間で狭路・カーブの多い地域特性を意識した後方カメラなどの安全投資

- 11 -

ecotran 2017 N0.9

【表２】

飯能営業所奥地への大人片道運賃表（平成29年度当初） ※現金運賃を表示
間野黒指
中沢
名栗車庫
名郷
湯の沢
飯能駅
440円
520円
680円
810円
810円

このような状況下、民間企業として採算度外視の経営を継続することは許され
ない一方、当時国土交通省において報告されていた「バス産業勉強会報告書」
（平
成 21 年 4 月）等において赤字路線維持における地方自治体の支援の必要性が強調
されていました。
そこで、弊社も関係自治体に対して前述の飯能営業所を取り巻く事情やデータ
を説明の上、一段のご支援をお願いしました。
なお、お願いしたご支援のうち補助については、企業・営業所全体への補助で
はなく、あくまで赤字路線の赤字額又は通学用特別便の運行費に対するものに限
りました。
その結果、特に飯能市からは補助も年々増額して頂くなど、埼玉県・飯能市・
日高市から平成 23 年度時点で総計約 1,700 万円/年にのぼる補助をはじめ各種支援
を賜りました。しかしながら、前述の構造的な問題に対する抜本的解決までには
至らず、飯能営業所単体の赤字額を解消できない状況は継続致しました。
このような状況下、平成 23 年 3 月 11 日に東日本大震災が発生し、弊社は東北
地方の子会社を中
心にグループ全体
として大打撃を受
け（写真 5）
、東京周
辺においても軽油
の枯渇や鉄道網の
混乱等による利用
者減から弊社路線
バス部門は平成 23
年 3 月から 4 月にか
けて大幅な収入減
となりました。
そして、平成 23

【写真 5 東日本大震災による津波被災地域を走る国際興業の夜
行高速バス（岩手県釜石市鵜住居付近）
】

年 6 月から 7 月にかけてそれらの影響額の全体像が判明してくるや否や速やかに、
弊社グループの経営全般を取り巻く被害の甚大さに鑑み、
「弊社は飯能営業所につ
いてはその単体赤字をこれ以上累積させられない窮状であり、飯能営業所の全路
線につき撤退方向で検討すること」を関係自治体に報告させて頂いた次第です。
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なお、その際、法令上は 1 年前の行政機関への届出で撤退は可能ですが、関係
自治体における準備期間等も踏まえ、その法定期間に 9 ヶ月を加え、撤退は平成
25 年 3 月末と致しました。
2. 撤退前提で為された当初の協議
前述の報告後、早速、関係自治体との協議が開始されました。特に飯能営業所
沿線エリアの大部分を占める飯能市との協議が中心となりましたが、同市とは時
期的に二段構えでの協議となりました。
まず、飯能市からは、市として本件について検討する時間を十分に確保したい
とのご意向から、法令上は問題ないとしても平成 25 年 3 月末の撤退は時間的猶予
がなさすぎるとのご意見が示されました。そのため、撤退期間を暫時猶予するた
めの協議が第一段として為されました。
そして、最重要である撤退時の事業継承等の対応策全般の協議は、第二段とし
て為されました。
このうち第一段の協議については、飯能市において速やかなご決断が為され、
同市より約 2,000 万円/年の補助を暫定的に新設頂く等の追加的支援方針が示され
ました（市議会議決は平成 24 年 3 月 16 日）
。弊社としては、なお飯能営業所の赤
字は解消されないものの相当額が救済されることから、当初報告した撤退時期を 1
年間繰り下げ、平成 26 年 3 月末までの運行継続を平成 24 年 1 月 19 日付で飯能市
に報告致しました。
続いて、撤退時の対応策については、飯能市・日高市からまず後継事業者の検
討を要請されました。その際、
「後継事業者において可能な限り飯能営業所の全路
線に近い路線網を承継すること」や「自立経営できること」等の条件が付されま
した。
なお、飯能営業所エリアは全国の過疎化が進む地域で見られるような路線バス
事業者一社独占の地域ではなく、大手・準大手の路線バス事業者が近傍に 3 社あ
りました。よって、その点を考えれば事業承継は全く不可能ではありませんでし
た。
そこで、弊社では平成 24 年 2 月頃、当該 3 社に事業承継を打診しましたが、各
社からは前述の条件での承継は極めて困難という回答が順次得られ、その旨を両
市に報告致しました。
当該 3 社が困難とした理由は様々でしたが、最も大きいのは「飯能営業所の全
路線に近い路線網を承継すること」であったものと推察します。飯能営業所は東
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京近辺の路線バス事業者の営業所としては小さい規模ですが、それでも平成 24 年
当時 36 台の車両、44 人の運転士を抱えています。
車両は弊社でも売却や無償譲渡の選択肢を検討しておりましたが、運転士につ
いては当然ながら本人の意思が尊重・優先されます。よって仮に飯能営業所が承
継される場合でも、弊社は斡旋などの協力は出来ても最終的には運転士確保は後
継事業者にて実施して頂く必要がありました。既に運転士不足の兆しが見えてい
た当時において、飯能営業所の全路線に近い路線網を承継できる規模の運転士を
新たに揃えることは、大手路線バス事業者にとっても極めて厳しかったものと思
われます。
他方、このように事業者からして一見厳しい条件でも、関係自治体からすれば、
一部の路線のみが承継され存続し残りの路線が廃止されるような事態は、地域住
民間の公平の点から容認し難かったものと推察されます。
また、飯能営業所は全体で赤字といえども一部黒字路線もありました。黒字路
線のみが承継され、赤字路線のみを自治体負担で運行する場合、当該黒字路線に
よる貴重な内部補助の可能性も喪失します。もとより弊社が申し上げられる立場
ではありませんが、以上から当該条件は関係自治体にとっては決して非合理でな
いものと見受けられました。
このように各事業者の回答が芳しくないことが判明するに至り、弊社としては、
飯能営業所の存廃で何よりも影響を受ける利用者や沿線住民の皆様に対しても事
情が許す限り早期に状況をお知らせすることが肝要と考えました。
そこで、法的義務は無かったものの、平成 24 年 4 月 9 日に「弊社 飯能営業所
の運営につきま
して」と題して、

【図5 平成24年4月9日に撤退方針について報告したバス車内掲示物】

「飯能営業所を
全面閉鎖し、飯能
営業所の運行す
る全路線から撤
退する方向で検
討中」であること
を、バス車内で掲
示するとともに
ホームページ等
でもお知らせ致
しました
（図 5）
。
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3. 存続への方針転換
前述のとおり飯能営業所の路線の一部承継や分割承継は不適当ながら、各事業
者の回答に加え自治体独自の検討の結果においても、飯能営業所の全路線に近い
路線網を承継できる後継事業者が近傍には存在しないことが明らかになりました。
この結果、この頃を境に、むしろ弊社飯能営業所のまま存続させることが合理
的であると関係者で認識され始めました。
このことは元々当然の理の様でもありますが、前述の各種協議や検討の過程を
経て、改めて客観的かつ強く関係者間で共有されたことは重要でした。
そして、飯能市より平成 24 年 4 月 12 日、既に繰り下げていた撤退時期（平成
26 年 3 月末）以降も弊社
にて飯能営業所の存続を
検討するよう要望を頂き
ました。
その頃までに弊社では
社外に事業承継の打診を
することと並行し、既に
社内的にも従業員説明な
どの撤退準備を進めてお
りました。
しかし、市の要望を受
け、もし方針転換して存
続させるならば必要とな

【写真 6 飯能営業所への存続要望の様子】

る要件とは何か、ゼロベースで急ぎ検討しました。そして、
「既に頂いている路線
以外も含めた主な赤字路線への全面的な赤字補助」等の要件を飯能市に提示致し
ました。
その後、当該要件を中心に、飯能市と弊社とで存続方針に転じて協議を行いま
した。方針転換当初、弊社としては、仮に飯能市に前述の要件を全て満たして頂
いても、そもそもの飯能営業所の抱える前述の構造的問題は残り続けることから、
なお同営業所の存続は容易ではないという認識でした。
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しかし、利用者や沿線住民の皆様からの熱心な存続要望（写真 6）や、飯能市か
らの約 3,000 万円/年の補助追加を中心とした関係自治体からの格段のご支援のご
意向を頂戴したこと
を踏まえ、一定の要件
下ながら平成 26 年 4

【図 6 平成 24 年 9 月 12 日に運行継続について報告した
バス車内掲示物】

月以降も飯能営業所
を存続させる方針を
正式に固めました。
そこで、飯能市と
「飯能市に弊社提示
の要件をすべて実現
して頂く一方、弊社は
平成 26 年 4 月以降も
基本的には現状と同
程度で飯能営業所の
路線バス等の運行を
継続する」旨で合意し、

【図 7 国際興業飯能営業所の問題について報告する

平成 24 年 8 月 24 日に飯

飯能市広報】

能市と弊社とで協定書を
締結しました。
また、飯能市との合意
内容を受け、埼玉県・日
高市等との調整も完了さ
せ、
平成24 年9 月12 日、
一度は前述のとおり撤退
方針をお知らせした利用
者や沿線住民の皆様にも、
改めてバス車内掲示等で
存続方向への転換を報告
させて頂きました（図 6）
。
同時に飯能市でも、広
報においてその旨を市民
に報告されるとともに、
「地域が守り、地域が育
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てる」を合言葉に今後の路線バスの積極的な利用を市民にお願いしてくださいま
した（図 7）
。
このようにして、平成 23 年から 24 年にかけて 1 年半近く続いた弊社飯能営業
所の存廃問題は、
「存続」という形で一定の決着を迎えました。
4. 存続決定後の取り組みと現状
こうして、特に飯能市の新たな補助等のご支援を得て、弊社の飯能営業所は存
続することとなりました。しかし、弊社としては、それに甘んずることが出来な
いどころか、前述の危機意識から飯能営業所の厳しい経営状況は続くと予想致し
ました。
そこで、実施済施策に加え更なる追加策の検討を重ねました。また、飯能市や
日高市でもバス利用促進のための施策に一層取り組んで頂きました。これらの施
策は、性質上各々単独で実施したものもありましたが、可能な限り関係自治体と
弊社とで協働して取り組みました。
平成 24 年以降、関係自治体や弊社によって新たに実施された施策を例示します
と、以下のとおりです。
① 「飯能市地域公共交通会議」を開催、飯能市全体のバス問題を討議
② 「名栗地区活性化検討会」を開催、バスツアーなど名栗地区の利用促進策の
実施
③ 飯能市による「公共
交通ニュース」による啓
蒙
④ 飯能市内を対象とし
たバス利用促進のための
「スタンプラリー」の実
施
⑤ 飯能市内の雛飾り展
とコラボレーションした
「バス周遊券」の販売
⑥ 飯能市を舞台にした
「アニメとの連携」(写真

【写真7 アニメと連携して実施したラッピングバス】

7）
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⑦ 弊社路線バスの「旧塗
装車の復活」と飯能営業所
への投入（写真 8）
⑧ 日高市等で実施された
バスを利用した「婚活イベ
ント」
⑨ 日高市で実施された
「路線バスにまつわる川柳」
の募集
⑩ 飯能市による「高額バ

【写真 8 国際興業の旧塗装車】

ス定期券利用者への補助」
⑪ 飯能営業所による小学生等を対象にした「バス乗り方教室」の開催
⑫ 近距離のお客様の利用促進のための「100 円運賃」の実施
これら大小の施策には継続できなかったものや効果測定が難しいものもありま
すが、利用者や沿線住民も巻き込んで訴求する施策には有形無形の効果があった
ものと思われます。
ただ、これら各種施策の中でも最も本質的かつ重要なのは飯能市の新たな補助
となります。当該補助の
裏付けともなる前述の平
成 24 年 8 月 24 日付協定
書は平成 26 年 4 月から 3
年の有効期間でありまし
たが、平成 28 年 10 月 27
日にほぼ変更なく更新さ
れました。
この飯能市の貴重な補
助を支援策の骨格に据え
させて頂きつつ、弊社の
飯能営業所は平成 24 年
から現在まで 5 年以上、

【写真 9 飯能営業所の新社屋（平成 29 年 9 月）
】

路線網をほぼ完全に維持して運営を継続できております。
また、平成 29 年 7 月には、営業所存続の目途がついている現状を踏まえ、老朽
化の進んでいた飯能営業所の建物の更新も行うことが出来ました（写真 9）
。
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しかし、前述のように、今後は飯能営業所の経営を苦しめる構造的原因の深刻
化とともに、地域交通に関する新技術や新サービスの到来も覚悟する必要があり、
引き続き同営業所の存続について楽観は許されません。
弊社としては、利用者・沿線住民・関係自治体の格別のご支援という基盤の上
に日々の安全運行と一層の経営施策を積み重ね、飯能営業所の存続への努力を継
続して参りたいと考えております。
さいごに
冒頭のとおり、特に脚色を加えることなく事実関係を記載するよう努めました
が、本事例については様々な評価があり得ると思われます。
特に、補助頼みという評価もあると思われますが、筆者としては、飯能営業所
沿線エリアの現状と飯能営業所の全路線網の維持、そして安全運行と法令遵守を
所与とすれば、関係自治体からの補助は前提にせざるを得ないと考えます。
いずれにしましても、結果的に飯能営業所の全路線網維持という現実的成果が、
利用者・沿線住民・関係自治体に残されました。筆者としては、そのような成果
に結びついたポイントは「自治体における現実的な検証と財政支援のご判断」
、
「事
業者における情報提供」
、
「自治体・事業者の間の相互の連携」の三点と考えます。
振り返りますと、この一見当然のように思われる三点が、当時実際に確り為さ
れたことが大変重要であったと思われます。
そして、この三点の当事者として、飯能営業所全従業員等の弊社社員もさるこ
とながら、飯能市・日高市はじめ関係自治体の首長・議員の皆様やご担当職員の
方々、そして何よりも利用者や沿線住民の皆様には、改めて感謝と今後の変わら
ぬご理解・ご支援をお願い申し上げる次第です（平成 29 年 9 月末日）
。
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【写真 10 飯能営業所の最奥地バス停「湯の沢バス停」停車中の路線バス】
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バス停標識表示ガイドライン Ver1（私案）
～見やすく分かりやすいバス停をめざして～
入江 聡 Irie Satoshi※
１． はじめに

「バス停標識表示ガイドライン」は、バス停留所はバスを利用する上で重要な情
報を提供する場所であるという原点をふまえ、実際に表示改善を行っている両備バスを参
考に、利用者にとって必要な情報が揃い、見やすく、分かりやすい、かつバス事業者にも
作りやすいバス停表示のあり方について整理したものである。
バス停留所には、バス停標識のみのものと、上屋等に付随したものに分けられる。ver.1
では、バス停標識のみのシングルタイプで、停留所名などを表示する時刻表等表示板（Ａ
４大）と上部丸板（φ350mm）を対象に整理する。

上部丸板（φ350mm）

時刻表等表示板（Ａ４大）

※

一般社団法人交通環境整備ネットワーク 監事
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２．バス停標識の表示内容
（１）法令の義務
バス停留所に掲載する情報は、旅客自動車運送事業運輸規則第 5 条（掲示事
項）第 2 項で義務付けられている。
【旅客自動車運送事業運輸規則第5条第2項】
・事業者名
・停留所の名称
・運行系統
・運行系統ごとの発車時刻（運行回数の頻繁な運行系統にあっては、始発及び終
発の時刻並びに運行間隔時間をもつて代えることができる。）
・停留所に２つ以上の乗降箇所がある場合または、２つ以上の停留所が近接して
いる場合、利用者の利便のために必要がある場合、他の乗降箇所又は停留所に係
る運行系統及びその場所
・業務の範囲を限定する条件が付されている事業にあっては、その業務の範囲

（２）掲載が望ましい情報
国土交通省北海道運輸局が 2014 年 3 月にまとめた「利用者・バス事業者双方に
とって利便性が高いバス停留所のあり方についての調査業務」から、バス停に掲
載することが望ましい情報を整理した。
○ バス停に掲載することが望ましい情報
・バスの経由地
・主要目的地までの乗車時間
・運賃情報
・バスの遅れ情報（バスロケーションシステム）
・ノンステップバスの運行時刻（高齢者が多い場所）
・バスの乗車方法（観光地等バスに乗りなれてない利用者が多い場所）
・路線図
・運賃と乗車時間の目安
・バス事業者への連絡先
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３．時刻表等案内板
（１）時刻表等案内板
以上の整理と文末の参考事例をもとに、サンプル時刻表等案内板を作成した。
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（２）枠の設定
サンプル時刻表は「Microsoft Excel2010」を使用している。
以下に示す枠の寸法は参考値であり、バスの系統数や運行本数などを考慮し
て変えることができる。
① 式設定
時刻表等案内板は、ページレイアウトのサイズはＡ４大（横 210mm×縦 297mm）、
余白は「狭い」の設定とした。
②行の高さ
項

目

高 さ

項

目

停留所名～行先

42ﾋﾟｸｾﾙ

時刻～お知らせ

曜日（日本語）

30

欄～お問合せ

曜日（英語）

24

高 さ
35ﾋﾟｸｾﾙ
×25段

③列の幅
項

目

時刻表

高 さ

項

41ﾋﾟｸｾﾙ

バス停

×13列
余白

目

12ﾋﾟｸｾﾙ

高 さ
99＋18ﾋﾟｸｾﾙ

運賃

38

所要時間

38

※バス停の 18 ピクセルは路線図縦線の幅のこと。

（３）セルの設定
①文字の書体と大きさ
書体は「ＭＳ Ｐゴシック」を使用する。
文字の大きさは、時刻で使用する「24 ポイント」を標準とし、それ以外は以
下のとおりとした。英語は日本語の 0.8 倍を基本とする。
以下に示す枠の寸法は参考値であり、表示する情報量などを考慮して変える
ことができる。
「」書きは、そのまま時刻表に記載する文字。
「」なしには、実際の文字ま
たは数字が入る。
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項

目

場所

ｻｲｽﾞ

項

場所

目

ｻｲｽﾞ

「停留所名」

Ａ１

16

行先の略字

停留所名（日本語）

Ｅ１

20太

行先の説明

Ａ23

12

「発車予定時刻表」

Ｊ１

16

お知らせ欄

12

経由地名（日本語）

Ａ２

16

Ａ24～
Ａ29

行先名（日本語）

Ｅ２

24太

問い合わせ先

Ａ30

12

「行き」

Ｋ２

16

「バス停」

Ｏ３

11

「運賃」

Ｑ３

10
10

行先経由地名（英語）

Ｃ３

16太

12

系統番号※

Ｌ２

任意

「所要時間」

Ｒ３

平日（日本語）

Ｄ４

16

バス停名

11

平日（英語）

Ｄ５

12

（路線図内）

Ｏ６～
Ｏ30

土・日・祝（日本語）

Ｉ４

24

「円」

Ｑ６

10
10

土・日・祝（英語）

Ｉ５

12

「分」

Ｒ６

時刻（6～22時）

A6～

24

運賃額

Ｑ10～

10

運行時刻表

B6～

24

所要時間

Ｒ10～

10

※「太」は太字
※ 系統番号はＬ２～Ｍ３の範囲を結合した

② 色
・時刻（6～22）
：黄色系
・平日：灰色系（一段おき）
・土曜・日曜・祝日：桃色系（一段おき）
・土曜ダイヤがある場合：青色系（一段おき）
・路線図の縦線：黄色系
・系統色：系統色がある場合
○サンプル色は、改善事例にした両備バス HP で確認できます。
「両備バス HP」－「路線バス」－「路線バス時刻表－路線バス時刻表検索はこ
ちら（停留所別時刻表）
」－「１．五十音検索－『お』
」－「沖元」
http://tt.ryobi-bus.jp/pdf/20170824/%E6%B2%96%E5%85%83_20170824.pdf
（４）表示事項
必須事項、推奨事項、任意事項と英語表記の有無に分けている。
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表示事項

留 意 事 項

英語

【必須情報】
1

停留所名

2

行先

3

経由

行先が全便同じの場合などは省略可

4

系統番号

系統が色別表示→背景色を合わせる

5

運行曜日

「土曜・休日」表示も可

○

土曜ダイヤがある場合は土曜も表示
6

時刻欄

運行時間帯の範囲を標準に記載

7

運行時刻表

一段おきに背景着色
左詰でなく時間帯を揃えて表示

8

行先略字

例）市：市役所

9

問い合わせ先

会社名と営業所名、電話番号

10

ダイヤの時点

改正日または時点

11

路線図

区界停留所、主要バス停は□内に表示
その他のバス停は○の左に表示
必要に応じ施設アイコンを使用

12

運賃

大人運賃を記載

13

隣接停留所

複数の乗降箇所がある場合など

14

近接停留所

必要に応じ記載

15

限定

業務の範囲が限定されている場合

【推奨事項】
16

所要時間

定時運行が困難な場合は表示しない

17

特別日の

盆・正月・彼岸などの表示

運行説明

特別日前にその都度告知することも可

QRコード

バス位置情報や会社HPへの案内等

【任意情報】

（お知らせ欄）

19

遅れる旨の表示

定時運行が可能な路線は不要

20

乗り方の案内

乗車方法、支払方法など

21

乗り方の注意

両替に関する説明など

22

ICカードの案内

18

（５）施設アイコン（ピクトグラム）
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ピクトグラムは、
「標準案内用図記号ガイドライン（※1）
」を用いる。ここ
では、病院、銀行、空港、駅、港、公園、博物館、歴史的建造物などが使える。
京都市による「京都市観光案内標識アップグレード指針（※2）
」の「3.情報
計画」では、寺院、神社、水族館、動物園のピクトグラムを作成しており参考
となる。
なお、以上のガイドライン等にない場合でも、分かりやすいピクトグラムを
作成して使うことができる。
※1：一般案内用図記号検討委員会（事務局：交通エコロジー・モビリティ財団）
2001 年 3 月
http://www.ecomo.or.jp/barrierfree/pictogram/data/guideline_2001.pdf
※2：京都市観光案内標識アップグレード指針「3.情報計画」
（京都市）2013 年 12
月 5 日改訂
http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/cmsfiles/contents/0000108/108335/14-24(201
6.10.27).pdf

（６）お知らせ欄の記載例
お知らせ欄には、時刻表の補足説明、運賃の説明、乗車方法の説明や注意事
項などを記す。
【記載例（以下は例示であり、書き方は自由とする）
】
・渋滞等により遅延する場合がありますので、予めご了承下さい。
・道路、気象状況により予定通り運行できない場合があります。
・12 月 31 日～1 月 3 日は土曜・日曜・休日ダイヤで運行します。
・小児運賃は大人運賃の半額です。
（10 円未満切上げ）
・運賃は 200 円（小児 100 円）です。乗車時にお支払い下さい。
・ご乗車の際、入口の整理券をお取り下さい。ＩＣカードの方は読み取り機に
タッチをして下さい。
・バスは前扉からご乗車下さい。
・バス車内の運賃箱ではお釣りは出ません。あらかじめ小銭をご用意頂くか停
車中に両替をお願いします。
・バス車内の両替機は千円札・硬貨のみ対応です。
（千円札以外の紙幣は両替
ができませんので予めご了承ください）
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４．上部丸板
（１）上部丸板
上部丸板（直径 350mm）は、利用者
がバス停に到着する際に最初に見え
るサイン情報で、バス事業者名、バス
停などの必須情報は初めての利用者
にも必要な情報である。また、社章ま
たはロゴマークは多くのバス停に表
示されている。
右の上部丸板はサンプルとして作
成したもので、文字の割り付け、大き
さ等については任意とする。
（２）表示事項
必須事項、推奨事項、任意事項と英語表記の有無に分けている。表記は、時刻
表等案内板に合わせる。
表示事項

留 意 事 項

英語

【必須情報】
1

会社名

2

停留所名

3

行先

4

系統番号

○
○
系統が色別表示→背景色を合わせる

【推奨情報】
5

経由

行先が全便同じの場合などは省略可

○

【任意情報】
6

社章・ﾛｺﾞﾏｰｸ

５．英語表記
英語表記については、東京都の「公共交通機関の多言語対応（バス停表記の
指針）
」に準じて、表意表記、表音表記、外来語表記、略語表記を行う。
ローマ字については、ヘボン式を基本として表記する。ヘボン式は、
「観光
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立国実現に向けた多言語対応の改善・強化のためのガイドライン」
（平成 26 年
3 月国土交通省観光庁）の P15～P16 を参照。
http://www.mlit.go.jp/common/001029742.pdf
（１）停留所名の英語表記
①英語表記の表し方
英語の車内放送 ある？ない？
ある

ない

(c)英語表記

外来語由来の単語含むか
含まない
含む

(d)空港等
の例外

(a)発音どおりの

(b)外国語部分のみ

ローマ字表記

英語表記

(a)発音どおりのローマ字表記
バス停名の英語表記は、原則として車内放送の発音どおりにローマ字（ヘボ
ン式）で表記する。
例）車内放送：「次は三鷹警察署前」
○ Mitaka Keisatsusyo Mae
× Mitaka Police Station

車内放送に英語放送がなくても、外国人旅行者の利用状況を勘案して、必要
に応じて（ ）を用いて正式な英語表記を付記することができる。
例1）新宿警察署
Shinjuku Keisatsusyo(Shinjuku Police Station)
例2）お台場海浜公園駅
Odaiba Kaihin Koen Sta.(Odaiba Marine Park Sta.)
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(b)外国語部分のみ英語表記
外来語由来の単語を含むバス停名は、外来語の部分を英語とする。

例）味の素スタジアム南（スタジアムが外来語）
○ Ajinomoto Stadium-Minami
× Ajinomoto Sutajiamu-Minami

(c)英語表記
英語の車内放送がある場合は、英語表記とする。
例）車内放送：「次は三鷹警察署前 Next stop is Mitaka
Police Station．」
○ Mitaka Police Station
× Mitaka Keisatsusyo Mae

(d)空港等の例外
空港等におけるバス停名は、発音どおりのローマ字表記はせず、英語を使用す
る。
例）羽田空港第一ターミナル
○ Haneda Airport Terminal １
× Haneda Kuko Daiichi Taminaru
②「－（ハイフン）
」の使用
「東、西、南、北、上、中、下、新」など、接頭語・接尾語がつくものや複数
の名詞で構成されるものは、「－（ハイフン）」を入れてもよい。
例1）西新宿→Nishi-Shinjuku
例2）上石神井→Kami-Shakujii
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③丁目が着く場合
丁目が着く場合は、町名と丁目の間に「－」を入れる。また、丁目の数字を（ ）
で補付記することができる。
例）雷門一丁目
○ Kaminarimon-itchome（Kaminarimon １）
× Kaminarimon-１chome

④略語のルール
スペース・視認性の観点から略語を用いることが適当と考えられる場合は、略
語を用いることができる。
日本語

対訳語

対訳語（略語）

駅

Station

Sta.

通り

Avenue/Street

Ave./St.

小学校

Elementary School

Elem.Sch.

中学校

Junior High School

J.H.Sch.

大学

University/College

Univ./Coll.

山

Mountain

Mt.

川

River

Riv.

橋

Bridge

Brdg.

ビル

Building

Bldg.

例）お台場海浜公園駅
Odaiba Kaihin Koen Station→Odaiba Kaihin Koen Sta.

（２）経由・行先、曜日の表示
経由→Via
行先→For または To
平日→Weekdays
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土曜→Saturdays
日曜・祝日→Sundays/Holidays
土曜・日曜・祝日→Saturdays/Sundays/Holidays
土曜・休日→Saturdays/Holidays

６．おわりに
親切丁寧であるということは、いついかなる時でも必要なことである。公共交
通機関は、市民生活に深い関連があるばかりでなく、むしろその生活の中に融け
込んでいると言ってもよい。バス停表示は、親切ということが要求され、親切と
いう心懸けがなければ意味を失う。利用者のこころになっての表示でなければ、
目の前にあっても利用者は納得できないのである。
誰にも分かりやすく親切で、無言の案内者として役立ち、誰の心にも快感を与
えるものであって欲しい。
………
これは、鉄道ジャーナル社発行の「されど鉄道文字 駅名標から広がる世界（中
西あきこ著）」で引用された鉄道掲示規程（1946.4.1）の解説である”「鉄道掲
示の栞」のはしがき”を参考に現代風かつバス停用にアレンジして作成したもの
である。
………
当ガイドラインを作ろうとしたきっかけは、両備バスが行った改善事例を長電
バスが手本にしたことにあり、他の事業者でも同様のバス停表示を簡単に作れる
ようにしたいとうことである。今までの時刻表は、路線図、運賃、所要時間など
の基本情報が乏しかった。国は ICT の活用に力を入れているが、利用者に必要な
基本的なアナログ情報の提供も大事であると思う。
当ガイドラインには「ver.1（私案）」を付けてい
る。これが完成形ではなくスタート地点であること、
今後改善を加えて完成形を目指したい。
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【参考】分かりやすい時刻表表示を目指している改善事例
以下の時刻表等表示は、両備バス（岡山県）の活力ある若手社員が利用者に
とって分かりやすいバス停表示のあり方を研究・工夫して作成したもので、実
際にバス停や会社ＨＰで使用されている。事例は、事例１と事例２がＴ氏、事
例３と事例４がＭ氏が作成したもので、バス停表示の作り方が違うが、それぞ
れが研究・工夫して作成したものである。
（両人とも、当法人会員）
（事例１）

（事例２）

（事例１）は、両備バス沖元西大寺線の沖元バス停で、時刻表の右脇に直線型
路線図と運賃を表示している。路線図は可能な範囲で主要なバス停等を表示して
いる。市中心部での路面電車（岡山電気軌道）への乗り継ぎ箇所と IC カード（ハ
レカカード）で乗り継いだ場合の運賃も表示している。
（事例２）は、事例１と同じ路線の桜橋バス停で、路面電車への乗り継ぎ手前
のバス停。同じ路線でも、路線図を同じにする必要はない。分かりやすさを優先
している。
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（事例３）

（事例４）

（事例３）は、両備バス・イオンモール倉敷・水江循環線のあけぼの橋バス停
で、系統が分かれ運行本数が多く時刻表が横長になるため、路線図を下段に表示
し、合わせて運賃も表示している。循環型の路線の場合は路線図を下段に持って
きた方が整理しやすい。経由地や曜日に英語表記を加えている。また、時刻の位
置をタテに揃えている。
（事例４）は、両備バス倉敷吉岡線の連島バス停で、路線図を下段に表示し、
合わせて運賃も表示している。バスロケーションシステムや問い合わせ用に、会
社の QR コードを入れて調べやすさに配慮している。この時刻表のコンセプトは、
①お客様が時刻表と運賃表それぞれに目を通す必要がない（1 枚の紙だけを見れば
いい）、②社員が変わっても、いやでもメンテナンスをする（時刻表と運賃表を
別々にしていると、メンテが大変）としており大変参考になる。
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「地域交通を考える」は、会員の皆様の執筆により作成しております。

一般社団法人交通整備ネットワーク会報投稿・執筆規程
（目的）
第 1 条 一般社団法人交通環境整備ネットワーク（以下「当法人」という。
）の会報は、交通環境
整備に関する研究発表の場を提供し、会員相互で情報を共有すると共に、対外的に広く情報発信し
ていくことを目的とする。
（投稿資格）
第 2 条 投稿は、当法人の会員に限る。ただし、編集委員会の決定により、会員以外の著者に投稿
を依頼することができる。
（原稿の内容）
第 3 条 原稿は、地域の鉄道、バス等に係る調査研究のほか、広く交通環境全般についての調査研
究並びに整備推進に資するものとする。
（使用言語と分量）
第 4 条 使用言語は日本語とし、原稿の分量は、400 字詰原稿用紙に換算して 50 枚以内とし、図表
等はこの分量に含む。
（提出の方法）
第 5 条 原稿は、当法人事務局（office@ecotran.or.jp）へ電子ファイルで提出する。
電子ファイルのデータ形式は、次のとおりとする。
本文：text ファイル ( .txt) または microsoft office word ファイル (doc、docx) または Open office ファ
イル (.odt)
表：microsoft office excel ファイル(xls､xlsx)
図・写真：画像データ（JPEG,BMP,TIFF 形式等）すべて可
（原稿の採否）
第 6 条 投稿された原稿の採否は、編集委員会が決定する。
査読の結果、加筆、削除または修正を求めることがある。
また、編集委員会の責任において多少の字句の訂正をすることがある。
（著作権）
第 7 条 原稿の著作権は執筆者本人に属する。ただし、投稿にあたり執筆者は当法人に対し、当該
原稿の出版並びに電子化及びホームページ上に公開・一般利用者の閲覧・ダウンロードについて著
作権上の許諾を与えるものとする。
（編集委員会）
第 8 条 編集委員会は、理事等で構成する。
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私鉄・第三セクターにおけるビール列車の運行形態について
塩島 翔 Shiojima Kakeru※
1.はじめに
いすみ鉄道の「レストラン キハ」1または、JR 東日本の「TOHOKU EMOTION」
など、日本各地には、飲食を提供する臨時列車が運行されている。これらの列車

2

は、毎週末運転といった形で、半ば定期的な運用を行っている。
JR などの資本力のある鉄道会社は、これらの臨時列車を運転するための専用車
を用意している。対して、いすみ鉄道などの第三セクターなどの資本力のない鉄
道会社では、専用車を用意していない。
また、一年を通してではないが、ある一定の期間に限って、飲食を提供する鉄
道会社もみることができる。
本稿では、夏期に運転されるビール列車の事例を確認し、そのうえで、飲食を
提供する企画列車の営業戦略についてみてゆきたい。
2.ビール電車の営業スタイル事例
（ア）由利高原鉄道3
由利高原鉄道は、公募により選出された春田敬郎氏が社長を務める秋田県南部
の由利本荘市を走る第三セクターである。
由利高原鉄道では、
「納涼ビール列車」と題し、羽後本荘・矢島間の全線 1 往復
2 時間で、折詰料理と生ビール、ソフトドリンクを飲み放題にしたツアーを実施し
ている。平成 29 年度は 7 月 15 日（土）と 8 月 5 日（土）料金は 3900 円で 36 人
定員である。なお、最低催行人数は 25 名である。
折詰は沿線の仕出し料理屋に発注しているため、飲食店としての許可をもたず、
旅行業の範囲内で行っていると思われる。折詰めの発注と直前のキャンセルを防
ぐ目的があるためか、ビール列車申し込み確定後、3 日以内に有人窓口か銀行振込
を行わなければならない決まりになっている。

※

上毛電鉄友の会運営委員（広報担当）
、二松学舎大学・日本体育大学・秀明英光高等学校非常勤
講師
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また、沿線からの参加を促すため、ビール列車参加のための接続列車には、無
料で乗車することができる配慮が行われている。
（イ）ひたちなか海浜鉄道4
ひたちなか海浜鉄道は、茨城県ひたちなか市を走る第三セクターで、由利高原
鉄道同様に、公募によって選出された吉田千秋氏が社長を務める鉄道会社である。
ひたちなか海浜鉄道では、
「ビア列車」と称して運行している。ひたちなか海浜
鉄道の「ビア列車」は、個人での申し込みができない点が特徴である。つまり、
団体ツアーとして利用を見込んでいるためである。
料金は１車両貸し切り（25 名まで）税込 54,000 円である。また、26 名以上で
申込、１名追加ごとに 2,160 円追加する料金システムになっている。ビール、冷酒、
アルコールフリー、ソフトドリンク（オレンジジュース・ウーロン茶）飲み放題
となっており、その他ドリンク類やつまみ等の持ち込み可能としている。なお、
別途料金にてオードブルや乾き物の追加注文も可能となっている。
ビールの銘柄は、
「キリン一番搾り」に限定をし、追加料金 4,320 円を払えば、
本格プレミアムビール「キリンブラウンマイスター」に変更することができる。
勝田から阿字ヶ浦まで、または那珂湊駅から阿字ヶ浦、勝田経由の全線１往復
利用の 2 プランを組んでいる。なお、沿線利用者への参加のための無料措置は、
ホームページなどの案内を見る限り行っていないようである。
（ウ）豊橋鉄道5
豊橋鉄道は愛知県豊橋市と田原市を走る私鉄であり、名古屋鉄道の子会社であ
る。豊橋鉄道は、鉄道線である新豊橋・三河田間を走る渥美線と軌道線である豊
橋市内を走る東田本線（市内線）がある。
豊橋鉄道では、軌道線にて路面電車を使用した「納涼ビール電車」を運行して
いる。
平成 29 年度は、6 月から 9 月の期間で運行をしている。先に挙げた 2 社と異な
る点は、個人利用・貸切利用の双方を受け付けている点である。個人料金は、大
人 1 名 3,300 円、未成年 2,000 円、３歳以下のみ 500 円となっている。3 歳以下の
料金は、飲食の提供はなく座席料としている。このような細かい価格設定を行う
ことで、家族利用を見込んでいると考えられる。なお、申し込み人数が 16 名以下
の場合は、催行中止となる。団体料金は、28 人までが 88,000 円である。なお、最
大 30 名まで乗車が可能であり、大人 1 人追加の場合は、2,300 円となる。未成年
者は個人料金が適用される。
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所要時間は 1 時間 20 分で、豊橋駅前から運動公園前までの往復となる。車内に
はトイレがないため、運動公園前にてトイレ休憩を行う。キリン１番搾り生ビー
ルが飲み放題だけでなく、数量限定の飲料やおつまみ弁当の提供だけでなく、通
信カラオケの使用ができる。また、オプションとして事前注文によるピザの販売
の受付も行っている。
乗車記念のプレゼントとして、とよはし市電を愛する会の伊奈彦定氏が描いた
「納涼うちわ」と「25 周年記念オリジナルコースター」が全員に配布される。ま
た、抽選でキリンビールや豊電グッツが当たる。
特筆すべき点は、系列の豊鉄ターミナルホテルに、ビール電車に乗った日に限
り、室料の 2 割引きの金額で宿泊できる点である。これは、豊橋鉄道沿線外から
の利用を見込んでいる。特に地方部では日常、自家用車で通勤通学をしている。
そのため、宴会等で飲酒をした後に運転代行を利用して帰宅するケースが多くみ
られる。その一方、運転代行で帰ると費用が高くなる場合は、宴会会場の近隣の
ホテルなどに宿泊することもあるため、需要を見通して設定したのであろう。
豊橋駅前電停 18 時出発と 20 時出発の 1 日 2 本の運転を運転している。また、
土日・祝日には、豊橋駅前電停 11 時 57 分発の便も設けおり、昼間からビールを
飲むことも可能にしている。このように、他社のビール電車が 1 日 1 本の運転で
あることに対して、豊橋電鉄では、昼・夜間に最大 3 便運行している点が特徴で
ある。このように運行本数を増やすことで、ビール電車用にセッティングされた
車両の回転率を高め、収益性を高めていると考えることができる。
（エ）京急電鉄6
京急電鉄（京浜急行電鉄）は、泉岳寺から横浜を経て、三崎口・逗子などに至
る上場企業である。また、京急百貨店・京急ストアなどのグループ企業を形成し
ている。
先にあげた 2 社と異なる点は、京急電鉄のビール電車はツアーだけでなく、京
急ストアのキャンペーンとして、招待をしている点である。
キャンペーン期間中に、グループ会社の京急ストアにてキリンビール商品（対
象：全商品）を 600 円（税込）以上購入し、応募はがきにレシートを添付し、29
年 3 月 20 日（月）から 4 月 16 日（日）の間に応募した人から 20 組 40 名を招待
した。
また、一般応募は、120 名。ただし、1 組 4 名までとした。また、20 歳以上の年
齢制限を設けている。申し込みは、インターネットのみで受け付けた。応募期間
は平成 29 年 5 月 8 日（月）10 時から 5 月 26 日（金）23 時 59 分までであった。
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料金は 5,000 円で、クレジットカード（VISA・Master・JCB）支払いが条件となっ
ている。
運転日は平成 29 年 6 月 10 日で、昼便と夜便の 2 本が運転される。昼便は、京
急川崎駅を 12 時 29 分に発車する。一方、夜便は京急川崎駅を 18 時 09 分に発車
する。運転区間は、昼便・夜便双方とも、京急川崎駅～小島新田駅を 2 往復する
行程を組んでいる。なお、1 往復到着後に、京急川崎駅にてトイレ休憩を設けてい
る。
キリンビール「一番搾り 横浜づくり」が飲み放題となっているほかに、京急ス
トア特製 京急沿線の特産品等を使用した「一番搾り 横浜づくり」に合うお弁当
だけでなく、三崎「くろば亭」オリジナルまぐろを使用したおつまみが提供され
る。
車内では、キリンビール横浜工場長と醸造長によるトークショーとクイズ大会
やマジックショーといったイベントが催される。
3.展望と課題
以上のように、個人利用だけのケース、団体利用だけのケース、個人・団体利
用双方を募集するケース、関連企業とのタイアップ企画をたてるケースといった、
さまざまな運行形態で行われるビール電車のスタイルの事例を取り上げてきた。
事例をとりあげた会社以外でも、ビール電車を運行している会社は多数ある。
まず、ビール電車を運行する際には、料理の提供と採算の問題を考えなればな
らない。鉄道会社は、飲食店としての営業許可を持っているケースは少ないため、
料理を外注しなければならない。そのため、料理の供給に協力してくれる事業者
を見つけなければならない。
料理の供給に協力してくれる事業者をみつけたら、鉄道会社と協力業者の間で
料理の搬入方法などの取りきめなければならない。乗客に食料を供給するまでの
間に、冷蔵庫などに入れなかったり、車内の空調の温度設定が適切でなかったり
した場合、料理が腐敗して食中毒を起こす可能性があるからだ。特に非冷房車を
使用したビール電車を運行する際には、お弁当などの保管に気をつけなければな
らない。
飲食の供給に協力を得る業者は、本来自分の店舗ならび加工場で調理し、駅ま
で配達をすることになる。したがって、まとまった数の注文がなければ、手間が
かかるのみで、利益が出ない可能性がある。ケータリング専門の部署がある場合
ならば、少数の注文でも対応できるかもしれない。しかし、地元の個人経営の飲
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食店などといった店舗営業と一緒に、ケータリングを行っている場合は、配達の
手間がかかるだけで採算が取れない可能性がある。
一方、鉄道会社側から見た場合、まとまった数の利用を見込めないと、収益が
見込めない。ビール列車の運行のために、臨時列車を運行したり、定期列車に専
用車両を増結したりする必要が生じる。また、専用車がない場合は、普段通勤通
学旅客輸送用に使用している車両に、机やビールサーバーなどの設備を設置しな
ければならない。したがって、まとまった参加者がいなければ、手間がかかるだ
けでなく、運行経費が掛かってしまい利益も出すことができない。
そのため、ひたちなか海浜鉄道は団体利用のみの受付をしている。また、企画
列車として運転している由利高原鉄道では、最小催行人数を高めに設定している。
このように、突然のキャンセルによる損失を防ぐために、事前の支払いやキャン
セル料の設定を設けている。以上のように、営業上の損失リスクを減らす工夫を
している。
現在、ホームページや SNS などのインターネットサービスを利用した広告活動
を行うことができるようになり、投資費用が少なくてすむ。
ただし、インターネットの広告は、相手が興味をもって、サイトを見ているこ
とが前提になる。そのため、新規の利用を見込むことが難しいことも、課題とな
るだろう。
新規の利用者を呼び込むためには、マスコミに取り上げてもったりする必要が
ある。ただし、中小私鉄がテレビコマーシャルを放送することは、企業規模や営
業実績から難しい。したがって、新聞やテレビの取材を受ける方法で、マスコミ
に取り上げてもらうことが、経費がかからずにすむため、告知をすることができ
る。
以上のように、数社のビール列車の運行事例をみながら、実施にあたる課題点
などを整理してきた。ビール列車をはじめ、料理を供給する企画列車は、飲食を
提供する協力事業者が必要となる。
継続的に運行を行っていくためには、新規の利用者を獲得するだけでなく、リ
ピーターになってもらうことも必要である。そのためには、季節ごとのイベント
列車と運行するだけでなく、提供する料理のメニューを変えるなどをして、利用
者に飽きられない工夫も必要となる。
しかし、ビール列車は夏季限定で運転するなど、ビアガーデンとしての役割を
持たせる。つまり、季節の風物詩としての役割をもたせる必要はないだろう。
ビール電車だけでなく、駅のホームを利用したビアガーデン型の営業も行われる
ようになった。例えば、京阪電車中之島駅にて開催された「中之島駅ホーム酒場」
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をあげることができる。入場料 1000 円を払い利用することができる。会場にはサ

7

ントリーやアサヒビールの販売があるだけでなく、日本酒や島之内フジマル醸造
所のワイン等を販売している。食べ物もいなり寿司専門店「伏見稲荷 千本いなり」
などの人気店が出店している。
また、5000 系車両を留置し、囲炉裏席と納涼床席をイメージした座席を車内に
新たに設け、
「京料理 たん熊 北店」の仕出し弁当が付いた予約席として、4,000
円で販売した。なお、囲炉裏席と納涼床席は 4 名以上の申し込みで受け付けてい
る。
ただし、このようなプラットホームでのビアガーデンイベントは、普段定期列
車が発着しない臨時ホームを持っていないと、実施することができない。また、
プラットホームに出店を設置できるほどの広さのスペースがなければならない。
したがって、地方私鉄や第三セクターの場合は、広い敷地を持っていない可能
性があるため、このようなホームを使ったイベントを実施できないだろう。しか
し、自治体と協力し、駅前のロータリーを利用する形で、ビアガーデンのような
イベントを実施することも可能だろう。ただし、ロータリーなどの公開空地を使
用するため、京阪のように入場料を取る形でのイベントの実施は不可能だろう。
地方都市は自家用車の利用が多く、公共交通を使わずに生活をしている人が少な
い。
つまり、駅に人々が集まる機会は少ないのである。このようなイベントを活用
することで、駅前に人々を集める機会となる。そして、郊外のパークアンドライ
ド併設の駅から鉄道を利用してくれる見込みも生まれる。
以上のように、ビール電車やホームを使ったビアガーデンの運営形態について
みてきた。このようなイベントは、普段鉄道を利用する人だけでなく、普段鉄道
を利用しない人にも利用を促す機会になる。また、地元の飲食店によるケータリ
ングや特産品などを販売することによって、地域経済を潤す効果がある。
ビール電車でのノウハウをもとに、時期に応じてワインや日本酒などといった
ビール列車の派生となる企画列車を運転しているところもあり、まとまった定期
外収入を得る商機として、とらえている鉄道事業者もある。
さまざまな募集形態をとっているが、ビール電車などの食事提供型の企画列車
は、特別な専用車を用意する必要もなく、車内に机を設置し、弁当などのケータ
リングを用意すれば、運行することが可能であると言える。
宣伝の仕方や利用者に満足してもらえる食事の提供などの課題もあるが、ビー
ル電車をはじめとする飲食提供型の企画列車が、鉄道ビジネスの形として定着し
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てきており、地域の実情や会社の営業規模に応じた運営スタイルを確立させなが
ら、今後も運行されていくと予想される。
[脚注]
1
いすみ鉄道「レストラン キハ」ホームページ
http://www.isumirail.co.jp/restaurant-kiha
2

JR 東日本 「TOHOKU EMOTION」ホームページ
http://www.jreast.co.jp/tohokuemotion/index.html
3

由利高原鉄道「納涼ビール列車2017」ホームページ
http://www.obako5.com/info/%E7%B4%8D%E6%B6%BC%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%AB%E5%8
8%97%E8%BB%8A2017/
チラシ PDF
http://www.obako5.com/wp-content/uploads/2017/05/03015885d73995b15403de3bb97b
3233.pdf
4

ひたちなか海浜鉄道ＨＰ 「
「湊線ビア列車２０１７」の運行について」
http://www.hitachinaka-rail.co.jp/blog/2017/07/25/5141.html
5

豊橋鉄道ホームページ「納涼ビール電車2017」
https://www.toyotetsu.com/news/000119.html
6

京浜急行ホームページ「即時完売の人気イベント列車が再び登場 「KIRIN×KEIKYU
横浜づくりビール電車」6月10日2本運行決定！車内では「一番搾り横浜づくり」が飲み
放題！」http://www.keikyu.co.jp/company/news/2016/20170317HP_16228YM.html
大坂直樹「大盛況の｢京急ビール電車｣で起きた緊急事態 キリンとのコラボ､人気高ま
り運行本数増加」 『東洋経済 ONLINE』平成29年6月19日
http://toyokeizai.net/articles/-/176611
7

京阪ホールディングス株式会社、京阪電気鉄道株式会社プレス 京阪電車「中之島駅
ホーム酒場２０１７初夏」を開催します
https://www.keihan.co.jp/corporate/release/upload/2017-05-24_nakanoshimaeki-h
ome-sakaba.pdf
小佐野景寿「駅のホームと車内を｢酒場｣にした京阪の思惑 中之島線の知名度向上と利
用増につながる？」東洋経済 ONLINE 平成28年6月23日
http://toyokeizai.net/articles/-/123991
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いすみ鉄道 撮影：遠藤真矢
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三江線全駅訪問自転車ツーリング
～乗って、巡って、撮って、のんびり旅～

高橋敏昭 Takahashi Toshiaki※
廃止間近の三江線を自転車で楽しむ
折りたたんだり、分解した自転車を輪行袋と呼ばれる大きな袋に入れて、鉄道
で移動することを「輪行」といいます。ここ数年は、列車に乗ると「輪行」して
いる人を割りとよく見かけるようになりました。
自転車を列車に積み込むことで、駅からの行動範囲がかなり広がり、鉄道旅行
でありながら、かなりの機動力を発揮します。
「鉄道に乗って」
「鉄道を撮って」
「沿
線を巡って」と特に地方線、ローカル線を楽しむにはもってこいの道具かと思い
ます。私も「輪行」愛好者の一人で、けっこうな頻度で、自転車を鉄道趣味に活
かしています。
今回は、2017 年の GW にＪＲ西日本・三江線 108.1ｋｍにある 34 駅（江津・三
次は除く）全てを自転車で巡った記録です。
下り勾配を利用するために三次駅をスタート地点に
三江線は三次から江の川に沿って走る約 100km の路線で、このため多少の凸凹
があっても基本的に三次から江津にかけて下り勾配。自転車を利用して、全駅を
巡るのであれば、この地形を利用しない手はなく、三次スタート、江津ゴールが
ベストとなります。
理想的な行程としては、三次
で前泊、初日に三江線の半分を
走破して沿線で宿泊、続いて２
日目で残り半分走破といったと
ころです。
しかし、GW という繁忙期に
加えて天気予報も加味して、ギ

江津発始発列車423D

リギリの予約となったことから、

そのような行程を組めるはずもありません。結局、4/30 に仙台→大阪→出雲と空
※

みちのく鉄道応援団幹事

- 45 -

ecotran 2017 N0.9

路を利用し、そこから山陰線で江津に向かい駅前で前泊。そして、翌 5/1 の三江線
の始発列車（423D 江津 5：53 発三次 9：21 着）に乗り、スタート地点の三次駅ま
で向かうことになりました。
5/1、423D に乗るために早朝の江津駅に来ると、案の定、きっぷ売り場は閉まっ
ています。記念に残すために、前日に「江津→三次 三江線経由」の乗車券を購
入していたのは正解。ホームには趣味人ばかりの乗客 20 人が並んでいて、キハ 120
形の 2 両編成が入線してドアが開くやいなやものすごい勢いで、
ボックス席を取っ
ていました。こちらは、席にこだわるつもりは最初からありませんので、ガラガ
ラのロングシートに座りました。やはり、輪行袋（自転車）を車内のどこに置く
かが問題で、今回はドア横のスペースに固定。早朝にも関わらず、自転車は自分
を含めて２台が積み込まれていました。
江津から三次へ始発列車を使ってロケハンしながらの３時間
この列車に乗り、これから自転車で走ることになる道や駅などをチェックしな
がら三次へ。
線路と道と江の川は、ほぼ平行してありますが、駅間で道が途切れていれば、
戻る必要がありますし、川に橋がなく、駅に行けない可能性もあり、全ての駅を
訪れることを考えると川のどちら側を走るのかは重要です。列車の窓から道の状
況と橋、そして駅の場所などを地図とあわせて確認して乗り進めていきました。
併せて、この線には、全国でも数少ない鉄道の陸閘が複数あり、間近で見たいと
思っていましたので、道路からアプローチできそうな場所を探しました。
もちろん、以前に「乗り鉄活動」として三江線全線を乗っていますが、その時
よりも真剣に沿線を見ての３時間半となりました。さらに、石見川本駅と浜原駅
で列車交換があるので、本数の少ない三江線で行き違いを体験できる貴重な列車
の一つでした。
三江線は、昭和初期から北と南から徐々に線路を伸ばして、一路線になってい
ます。一番古い江津―浜原は、カーブが多く、あまりスピードを出さない感じ。
対して、最後に完成した浜原ー口羽では、踏切はなく軌道がハイグレードに作ら
れています。トンネルと鉄橋でカーブも緩くなっているので、今までとまったく
違う走りを見せてくれましたが、全体的には合理的鉄道施設ばかりとなります。
そして昭和 30 年代に作られた口羽―三次間は、再び川に沿って走り、集落ことに
駅があり小まめに停車しますが、小さな停留所スタイルばかりのものとなってい
ました。
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ひとつの線区ではありますが、長きにわたり建設されたことから、時代により
駅舎や線路など雰囲気がまったく異なります。この線の魅力は川の風景ですが、
車窓に加えて、この差異もあるのではと思います。
初日は三次駅から粕淵駅までの約 75ｋｍ
本日のツーリングは、三次に戻る夕方の列車の時間に合わせて、走れるところ
まで行くというアバウトな行程。
三次駅前で自転車を組み立て 9：45 に駅を後にしました。市街地を出る前に、
まずは今夜の泊まる駅前の宿に、
使わない荷物を降ろしてから、
最初の駅、尾関山駅へと向かい
ます。途中、国道 375 号線の馬
洗川を渡る「巴橋」付近で、三
江線の鉄橋が見えましたので、
三次 10：02 発 429D 石見川本行
きの写真を撮ります。
「撮り鉄活動」には、やはり

尾関山・三次間にある鉄橋で

一眼レフなので、重いのですが、
こちらも持参済。先ほど江津から乗ってきた 2 両編成のキハ 120 が軽やかに鉄橋
を走っていく姿を撮影できました。
三江線のダイヤ上に自分の行程を合わせてみると、以降、走行列車に出会うこ
とはないので、駅めぐりに専念することになります。
駅舎が残る「尾関山駅」に寄っ
て、祝橋で江の川を渡り、ここ
からいよいよ三江線と江の川に
沿ってのツーリングとなります。
ただし、このまま道なりにいっ
てしまうと、この先「所木駅」
まで橋がなく、途中の駅に行く
ことができませんので、線路側
の市道を走って「粟屋駅」
「長谷
駅」
「船佐駅」
「所木駅」
「信木駅」

尾関山口駅

「式敷駅」を訪れます。駅舎と
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いえるものは、式敷駅と行き違い設備が撤去された船佐駅ぐらいで、そのほかの
駅はホームにある屋根付きベンチまたは良くて待合室を兼ねた小屋でした。
式敷駅の先は、橋で対岸に渡り「香淀駅」へ。この駅まで広島県で、次の「作
木口駅」は島根県となりますが、川が県境なので駅の対岸は、広島県という状態
がしばらく続きます。その次の「江平駅」を経由して「口羽駅」まで線路と同じ、
島根県側を走る予定でしたが、途中、工事のため通行止め。再び、橋を渡り、広
島県側を通って「口羽駅」に向かうことにしました。三次から口羽にかけては、
大きなトンネルもなく川を丁寧にトレースするように線路が敷かれていて、小さ
な集落ことに駅があるので駅間も短く、順調に駅めぐりをこなした感じもします
が、それほど距離は進んでいません。
江の川が県境となるため両県をいったり来たり
広島側の道である国道 375 号線から橋を渡り、島根県側にある「口羽駅」へ。
時刻表では駅名の字が大きくなっていて、列車交換のほか、折り返し列車もあり
ますが無人駅となっています。待合室の建物のほか、駅前には立派なトイレも整
備されていました。これまでの駅と違い、周囲に民家もありますが、列車本数も
少ないので閑散としています。駅近くの道端には当時の思いを伝える「三江線全
線開通記念碑」もありました。時計を見ると 13：00、自動販売機で飲み物も買え
るので、口羽駅で昼飯兼休憩としました。
この駅から浜原間は、昭和 50 年
代に完成した区間で、長大トンネ
ルと鉄橋でカーブを避けたルート
となっていますので、島根県→広
島県→島根県と県境超えを２回。
そして、一時的に広島県に入った
ところにも、１駅だけ「伊賀和志
駅」があります。
口羽駅

ツーリングルートも鉄道と同様
に橋を渡って再び、広島側へ入り

ました。地図を見ないで走っていると次々に県が変わり、どうなっているのかと
思ってしまいます。
広島県の飛び地駅となっている「伊賀和志駅」に寄ってから、三江線の名物駅
「宇都井駅」へ向かいますが、途中、江の川を渡る大きなトラス橋が見えてきて、
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ローカル線とは思えない立派な設備でした。この鉄橋を過ぎると鉄道も道も本格
的に島根県へ入ることとなります。
それにしても、走っているのは旧国道 375 号線。旧とはいっても、片側 1 車両
線の立派な道ですが、車はめったに来ません。この付近はバイパストンネルが
ショートカットしてそちらがメインルートですが、新道の方もほとんど車が走っ
ていません。もちろん自転車にとっては安全で、快適なのでこれでよいのですが、
そもそも人があまり住んでいないということなのでしょう。三江線の利用者も少
ないのですが、国道の利用も少ないようです。
ユニークな「宇都井駅」は観光地化
国道から少し入った集落を進むと、谷にかかったコンクリート橋に併設された
「宇都井駅」が見えてきました。無機質なコンクリートの階段兼駅入口に付近に
は、車やバイクが何台か止まっています。既に観光地化していて、長い階段を登っ
てホームにいってみると見学者がたくさんいました。列車の窓から見てもユニー
クさを感じる駅ですが、やはり実際に階段を上って、ホームの高さも実感した方
が面白いところではないかと思いました。地元でもイベントなどをやっているよ
うで、田んぼの中に突如出現する巨大土木構造物は、遠目に見てもフォトジェニッ
クかもしれません。
続いて、行き違い施設のある
ものの、交換する列車はない「石
見都賀駅」
、案内板がなければ通
り過ぎてしまいそうな「岩見松
原駅」
、江の川の展望台のような
「潮駅」と進みます。そして三
江線で唯一、江の川から大きく
離れるのが潮―沢谷―浜原間。
宇都井駅

線路はトンネルで江の川の支
流・沢谷川の方へと抜けてしまいます。

道路の方もこの先、適坂トンネルがあるので、自転車の私は、川に沿って旧道
を通って大きく迂回することになりました。旧道は浜原ダム湖畔を走るので景色
こそよいものの、使う人はあまりいないようで、かなり荒れた道となっていまし
た。
沢谷川と江の川の合流点から遡るように県道 166 号を走って「沢谷駅」へ。駅
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の前を走る県道 166 号線は、この先、国道 57 号線を経由して三次方面へのショー
トカットルートで、線路に沿う国道 375 号線よりも車が多く走っています。交通
量が多くても駅とは関係なく、ホームと待合室だけの停留所スタイルのシンプル
な駅でした。そして、来た道を途中まで戻り、いよいよ三江線の拠点駅ともいえ
る「浜原駅」へ向かいます。
高規格で建設された口羽―浜原の間にある駅は、とてもシンプルだけに魅力的
なものはほとんどないのですが、合理的な線路と造りを優先したが故に生まれた
「宇都井駅」が、この区間唯一の魅力と見どころとなっていました。
鉄道の拠点であるだけの浜原駅
「浜原駅」には 15：45 に到着。国鉄の標準的な駅舎に大きな庇を付けたスタイ
ルで、三次を出てようやく「駅らしい駅」に出会えたという感じです。夜間に車
両の駐泊もあるので、委託駅かと思ったら無人駅で、きっぷなどの販売はありま
せん。構内には浜原駅折り返しの 430Ｄとなるキハ 120 形１両がエンジンを止めて
留置中ですが、出発まで１時間以上あるので、乗客の姿もなくひっそりと静まっ
ています。
口羽同様に時刻表では大きな
文字になっていて、列車の交換
や折り返しもあるので、駅前を
含めてもう少しにぎわいがある
かと思って、この駅をツーリン
グ行程の区切りの目安と考えて
いただけに肩透かしを食らいま
した。これでは帰路の列車で飲

浜原駅

むビールすら調達ができません。

スマホで検索してみると次の「粕淵駅」の方が町の中心に近く、コンビニもある
ことが判明。本日は、次の「粕淵駅」で終了することとしました。ここから粕淵
駅までの距離は２km、自転車ですから所要 10 分で 16：05 に着きました。
「粕淵駅」は、美郷町商工会と一緒になっていて、駅部分は小さいものの建物
だけを見れば沿線で最大のものでした。しかも、きっぷの発売が委託されていて、
入場券と粕淵→三次の乗車券を購入。ただし、発売は平日の 8：30~16：15 だけな
ので、あと少し到着が遅れれば、きっぷは買えなかったので、貴重な土産となり、
ラッキーでした。さらに駅前の坂を登ってゆくと美郷町の中心地で役場や病院、
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商店、コンビニもあり、ここで三次までの車中で飲む酒やつまみなどを購入でき
ましたので、浜原駅は、単に鉄道運転上の拠点駅でしかないことが分かりました。
買い物が終わって駅に戻り、自転車を輪行袋に詰める作業を開始します。折り
畳み自転車であるので、タイヤをはずすことなくフレームを折るだけなので丁寧
にやっても 15 分程度。列車の時間までには余裕があるので、とてもベストな到着
時刻でした。
少し日が傾いた 17：00 に定刻に三次行 429D が到着。車両は今朝乗ったのと同
じ２両編成で、私が遊んでいる間に江津から戻ってきました。乗車すると先頭車
両には輪行袋が４台積まれていて、既に置き場所はありません。貫通扉を通って
２両目に入りましたが、ここにも輪行袋が１台、三次以外は２両目のドアが開き
ませんので一番後ろのドア脇に固定することとしました。ＧＷ期間ではあります
が、本日は平日なので鉄道＋自転車の利用者が意外に多いことにオドロキです。
しかし、座席の方は混んではおらず、日も長く景色もまだ見えるので、川側のロ
ングシートに座り、ビールを片手に、本日のルートをおさらいしながら三次まで
車中を楽しみました。
三江線始発列車 422D で粕渕駅へ
２日目となる５月 2 日、今日も早起きをして三次 5：38 発の 422D（キハ 120 形
１両）にて粕淵駅まで向かいます。昨日同様に早朝にもかかわらず乗客は 15 人ほ
ど、大部分は「乗り鉄」の方で
すが、輪行袋を抱えた方もいて、
話をしたところ「木作口駅」で
降りて、山間部をぐるりと回っ
て三次に向かうとのことでした。
乗車している 422D は、口羽駅
で 28 分停車して、421D と交換
するダイヤとなっています。途
中、口羽で停車するとみなさん

口羽駅での列車交換

ホームに降りて撮影大会状態。
私もカメラを持ってホームに降

りましたが、交換相手としてやってきたのは、昨日２回乗った２両編成でした。
そして、列車は浜原駅でも 423D（２両編成）と交換しますので、昨日同様に朝の
列車は得なことが多いようです。
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粕渕駅から江津駅へ、２日目のツーリングのスタート
粕淵駅は 7：47 に到着。駅前広場で自転車を組み立てて、ゴールの江津へ向け
てスタートします。
本日の距離は、
鉄道距離にすると残り 48.1km。
さらに道で遠回りしても 50~60km
の間ですから、大した距離ではありませんので、よほどのことがない限り完走は
確実。さらに天気も良く、風も弱いので、気持ちにも余裕が出てきました。
本日走る粕淵駅から江津駅に
かけては、戦前に建設されたこ
ともあって、川をトレースする
ようにきつめのカーブで線路が
敷かれています。唯一道が途切
れている川平駅―川戸駅間を除
いて、道と線路が完全に平行し
ているので、線路が道しるべ。
ルートは間違えませんが、停

粕渕駅

留所スタイルの駅は目立たない

ので、見逃さないように駅の存在の雰囲気を感じ取りながら走りました。
農道のような小さな道の脇にあった停留所スタイルの「明塚駅」
、交換設備跡と
駅舎が残る「石見梁瀬駅」
、階段でホームに上がる停留所スタイルの「乙原」
、駅
名も作りもシンプルな「竹駅」と駅を訪れてゆきます。
竹駅の先には、川のガケ淵に
道があって、警告表示板により
対向車待ちをしなければならな
い狭隘区間も残っていて、自転
車も対向車待ちをしました。
そして民家の入り口かと思え
る「木路原駅」に寄り、沿線最
大の街にある「石見川本駅」に
到着しました。ここは有人駅な
岩見梁瀬駅

ので、記念にきっぷを買おうと
思ったものの、朝 7 時から 12 時

までは駅係員が不在とのことで断念。駅の写真だけを撮って出発しました。
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石見川本駅から線路と川に沿って走りはじめると、トンネルの出口付近に陸閘
を見つけ、近くまで行けるので見学してみました。
川本付近からは、川幅も広くなり、過去には何度も水害があったことから川の
両サイドには大きな堤防が作られています。鉄道の建設の方が古いため、後から
作った堤防が高くなったことで陸閘を設けていますが、線路を敷きなおさない限
りは、堤防の外にあるところは被害に会うことになり、根本的な防災対策ができ
ないのも三江線廃止の遠因なのかもしれません。
建設時期が古い区間の方に木造駅舎が多く残る
石見川本駅の隣「因原駅」
は、行き違い設備の跡があり、
行き違い駅が連続するのは三
江線のイレギュラーパターン。
駅舎の事務室部分が運送会社
の事務所に使われていること
から建物がきれいで、朽ちた
感じがしません。今後の動向
が気になりますが、廃止に
なっても生き残る駅舎のひと

因原駅

つかもしれません。
因原駅から鹿賀駅に向か
うと途中、江の川の支流・
濁川の堤防と線路が横切る
ところに立派な陸閘があり
ました。ちょうど堤防を歩
いて行ける場所にあったの
で、見に行ってみましたが、
かなりの高さのある頑丈な
水門でした。それだけ頑丈
な水門の先にある鉄橋は、

田津駅

水害が発生すれば流される
可能性が大ということでもあると思います。
いよいよ三江線全駅巡りも終盤へ。停留所スタイルながらやけに待合室が長い
「鹿賀駅」
、N ゲージのストラクチャーのような駅舎の「石見川越駅」
、お城のよ

- 53 -

ecotran 2017 N0.9

うな石垣の上にある「田津駅」
、タクシー乗り場まであって有人駅かと間違えた「川
戸駅」と古い木造駅舎や個性的な停留所駅が続きました。
川戸駅と川平駅の間は、三江線最長駅間の 6.9km ですが、線路に沿う道はあり
ませんので、江の川を挟んで線路の対岸となる国道 261 号を走ります。この国道
は広島方面から来る道で、加えて江津も近くなっていることもあり、今までに比
べると交通量は増えましたが、それでも多いほうではありません。
川平駅方面には、サイクリングコースの案内表示がありましたので、行き過ぎ
ることなく、橋を渡って「川平駅」に着きました。この駅にも国鉄からの木造駅
舎が残っていて、JR のマークや広告などもなく、ペンキも塗られていないので映
画のロケにでも使えそうな建物でした。古い駅舎も多くなり、巡っていても断然
楽しくなってきましたが、残る駅はあと２つです。
江の川の川幅も広がり江津へラストスパート
川平の駅名の通り、この付近から江の川も川幅もぐっと広くなり、海が近くなっ
てきたこともあって、湖のようになって川が平になってきました。
次の「千金駅」は、通りから奥まったところにありましたが、見逃すことなく
到達。停留所のシンプルスタイルですが、付近の住民の方の手入れでつつじが咲
く駅になっていましたが、
「一攫千金」とも語呂がいいので、金運で売り出しても
よかったかもしれません。
もう江津はすぐそこで、川の先に工場の煙突が見えてきました。岸ベタの道を
走り、いよいよラストの「江津本町駅」に到着しました。
時計を見ると、まもなく江津発浜原行 425Ｄがやってくる時間。川と列車を一緒
に撮れるところをあたふたと
探しましたが、結局、江津本
町駅が無難でここで撮ること
にしました。
本町という割に周りに民家
などが見えず、川べりにある
駅ですが、江津本町甍街道と
いわれる歴史的保存地区の近
くにあります。三江線の列車
もその地区の上を鉄橋で走っ

江津本町甍街道

ていて、車窓からも見えるの
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ですが、ちょうどこのあたりで車窓に江の川が「どーん」と広がることから、乗
客はそちらに気を取られて、まったく気づかないポイントかもしれません。もち
ろん、駅の写真を撮った後は、歴史的保存地区を経由しました。
保存地区でも写真を撮って、高速道路のような国道 9 号江津バイパスの下をく
ぐり、国道 9 号線にぶつかったところで左折して 13：05 に「江津駅」到着。２日
掛けて、三江線の全駅を巡り、沿線の様子も見て三江線をたっぷり味わいました。
本日は、これから広島へ移動することになります。429Ｄ江津 15：15 発の三次
行で広島まで行く方法もありますが、さすがに時間のかかりすぎる三江線は「お
なか一杯」という感じです。結局、江津→浜田→（高速バス）→広島のルートを
使い、429Ｄが三次に着く時間より早く、広島に着きましたので、鉄道が使えない
中国地方の JR のきびしい現実を垣間見ることになりました。
三江線沿線は恰好のサイクリングルート
基本的に三次から江津へと緩やかな下り坂、景色の良い川、舗装された道、自
動車交通の少なさ、そして沿線を走る自転車（輪行）が積める公共交通である三
江線。この条件により、三江
線と並行するルートは、健脚
から初心者までが楽しめる魅
力的なサイクリングルートと
なっています。
このようなことから三江線
活性化協議会では、自転車と
鉄道を組み合わせた利用を促
進させるために「三江線サイ
クリングマップ」を発行して

三江線輪行旅のゴールは江津駅

いて、三次から江津までの
ルートや必要情報を網羅しています。さらにマップだけにとどまらず、迷いそう
な道路の上には「三江線サイクリングルート→」とペイントされるなど整備も行
われていました。
地元のサイクリストにいわせると、三江線の列車本数の少なさも、いずれ日中
は自転車で遊んでいるので、夕方に三次行き 2 本、江津行き 1 本があるので、利
用価値は充分あるのだとか。
他のローカル線に比べると輪行利用者率が高く、沿線や駅でサイクリストとも
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すれ違ったので、三江線沿線全体では、かなりの自転車が走っているのかもしれ
ません。
このような背景もあって輪行利用者も増えているようですが、三江線廃止の流
れを変えるまでには至りませんでした。残念ながら 2018 年春には全線廃止が決定
していて、これから廃止後の施設がどのようになるのか気になるところです。
私としては 108ｋｍの自転車道として再活用もひとつのアイディアではないか
と思っていますが、さて今後はいかに？
三次側、江津側ともに、江の川を沿いの線路跡の上を、景色を堪能し、列車に
思いを馳せながら走れるだろうし、新線区間もトンネルや巨大なトラス橋、そし
て宇都井駅などは、インパクトがあるのでサイクリングの名所になる気がします。
鉄道が廃止されても駅や線路跡を１本のルートとして残し、地域の活性化の役
に立てられれば、鉄道好き、自転車好きにとっても「せめてもの救いになるかも」
と妄想など思いめぐらせながら、三江線の沿線を 2 日間走りました。
廃止後、どのように変化するのか、また沿線を訪れてみたいところです。
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輪行のススメ
「輪行」ときくと何だかハードルが高そうですが、基本的に折り畳んだ
り、フレームから車輪が簡単外せる自転車であれば OK。ロードバイクが
軽量で理想的ですが、
通勤で使っているマウンテンバイクやクロスバイク、
そして今回三江線使ったタイヤの小さなミニベロといった車種で充分に活
用が出来ます。普及率が高いママチャリや重量が重い電動自転車は、長く
走ることも持ち運ぶことも難しいため、残念ながら対象外。自転車を輪行
袋に収納すれば、電車や飛行機に積み込んで、どこにでも旅に出ることが
可能となります。輪行袋への収納やツーリングのテクニックは、本や雑誌、
ネットでも検索できるので、参考してみてください。最初は手間取っても
2，3 回もやるとコツをつかんでしまいます。

以下は、ほんの一部ですが、輪行＋鉄道スタイルの例をご紹介しま
しょう。
●盲腸線の終点連絡型
盲腸線の終点同士の駅を自転車で結んで一挙に２線区乗車。荒砥(山形鉄道)と左沢
（左沢線）
、烏山（烏山線）と茂木（真岡鉄道）
、津軽中里(津軽鉄道)と三厩(津軽線)、
奈半利（土佐黒潮鉄道）と甲浦（安佐海岸鉄道）など。
●列車代行自転車型
災害などの不通区間や本数激減の区間を自転車で繋いでしまいます。北海道は、自
転車でつなぐことで、大幅なスケジュール変更も可能。気仙沼―柳津（気仙沼線）
、
会津川口―只見（只見線）
、新夕張―追分（石勝線）
、蘭越―長万部(函館本線)など。
●線路並走型
線路と並行する道路を走れば、駅を巡ったり、撮り鉄活動なども可能。好きなとこ
ろまで自分ペースで走って、後は駅から帰路へ。羽越本線、五能線、三江線は車も少
なく景色も良いのでオススメ。
●ローカル線連絡型
自転車を使うと意外なローカル線同士の駅がつながったりします。会津田島（会津
鉄道）－会津川口（只見線）
、宇都宮線各駅～水郡線各駅～常磐線各駅。田沢湖（秋
田新幹線）―八幡平(花輪線)など。
●大胆山越え連絡型
少し自信がついたら山岳越えも面白い。赤湯（山形新幹線）―会津若松（磐越西線）
、
水沢（東北本線）―湯沢（奥羽本線）
、水沢江刺（東北新幹線）―大船渡（三陸鉄道）
、
矢島（由利高原鉄道）－湯沢（奥羽本線）など。

★
★
★
自転車は、車に比べるとずっと小回りが利くことに加えて、慣れてくれ
ば、100ｋｍ以上の距離を漕ぐことも簡単です。そして、速度も遅いので、
視覚に入ってくる情報も多く、鉄道に対する再発見はもとより、沿線の状
況や地形などを知ることができることと思います。鉄道・地域交通研究や
趣味活動にも自転車を活用してみてはいかがでしょうか？
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青梅市の観光と交通
早川伸二 Hayakawa Shinji※
はじめに
青梅市は、東京都の北西部にある人口約 13 万７千人（平成 27 年国勢調査）
、面
積は 103.31 ㎢のまちである。面積は、都下では島しょ部を除くと市区町村で第４
位の広さを誇っている。
メインの公共交通機関は、市の東西を走る JR 青梅線（立川～奥多摩駅）であり、
市内には河辺駅から御嶽駅まで 10 の駅が存在する。JR 青梅線は、朝晩に立川～奥
多摩間の直通列車が数本あるが、ほとんどの列車は、立川、もしくは東京～青梅
間、青梅～奥多摩間の運行となっている。1 時間に 1～2 本であるが、東京～青梅
間の青梅特快が存在し、新宿～青梅間は１時間弱の所要時間である。土・日・祝
日には都心部から奥多摩駅まで直通のホリデー快速も上下各 3 本運行されている。
さらに、鉄道を補完する形で、市内には都営バス、西東京バス、および西武バス
の 3 社のバスが走っているほか、御岳山にはケーブルカーがある。
道路交通に関しては、都心部と直接つながっている青梅街道・新青梅街道（主
要地方道都道 4 号線・5 号線など）のほか、圏央道（首都圏中央連絡自動車道）の
青梅インターチェンジが存在する。圏央道は、当初は関越自動車道のみとの接続
であったが、近年、中央自動車道、東北自動車道、東名高速道路、および常磐自
動車道などと接続されたことから、利便性が大きく向上している。
一方、観光面では、市の中心部の旧青梅町（以下、
「青梅宿」とよぶ）より上流
（西側）の大部分は、秩父多摩甲斐国立公園に含まれ、御岳山や日本名水百選に
選定されている御岳渓谷などがある。
そして、梅の名所として知られていた吉野梅郷は、2009（平成 21）年に初めて
発見されたプラムポックスウィルス（梅輪紋ウィルス）によりほぼ全伐されたが、
2016（平成 28）年 10 月から一部地域において梅の再植栽が可能となり、現在、再
生に取り組んでいる。
一方、青梅宿より東側には、つつじで有名な塩船観音寺、多摩七ツ湯としてふ
るくから知られる岩蔵温泉などがある。
本稿では、青梅市の観光と交通についての概略を紹介したい。
※

一般社団法人青梅市観光協会事務局次長
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１．青梅の歴史
（１）室町時代から江戸時代まで
毎年、１月 12 日に青梅宿では「だるま市」というイベントが開催されている。
この由来によれば、正確な起源は不明であるが、室町時代の 1441 年頃、もしくは
安土桃山時代の 1596 年頃に始まった「青梅の市」をもとにしているとされる。
青梅宿は東側に広がる扇状地の扇頂の集落であり、このような場所は山の物と
街の物を交換する市が開かれる場所であることから、ふるくから交易の町として
栄えていたようである。また、青梅一帯（以下、
「青梅地区」とよび、現在の青梅
市の市域を想定する）は、室町期から「杣保（そまのほ）
」と呼ばれ、豊かな木材
の生産地として知られていた。
特に青梅地区に発展をもたらしたのは、徳川家康の江戸入府以来、成木地区が
江戸城に築城に必要な石灰の供給源であったため、幕府に重要視されたことがあ
る。その石灰を運ぶ道が青梅街道（当初は「成木街道」と呼ばれていたとされる）
として整備されている。
その後、青梅街道は、江戸から甲斐国（山梨県）に通じる甲州街道を補完する
「甲州裏街道」としての機能を有しするようになり、宿場町として発展した。ま
た青梅地区一帯はふるくから織物が盛んであったが、絹と綿の交織の着物である
「青梅縞（青梅嶋）
」が江戸の庶民を中心に大流行するなど、青梅宿は、織物のま
ちとしても知られていた。

江戸東京たてもの園（小金井市）の万徳旅館
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現在、青梅宿には宿場町としての「宿屋」の建築物はほとんどないが、旧青梅
街道の線形に宿場町の面影を感じることができる。宿屋としての建築物は、小金
井市の江戸東京たてもの園に「万徳旅館」が移築されているものを見ることがで
きる（江戸後期～明治初期に建築と推定されている）
。
また、江戸時代には、武蔵御嶽神社への参詣が盛んであったといわれ、その当
時、現在でいうところのガイドブックである『御嶽(みたけ)菅笠(すげがさ)』が発
行されている（現在も復刻版が武蔵御嶽神社で購入可能である）
。
（２）明治時代から現在まで
1872（明治 5）年に新橋～横浜間に開通した鉄道が開通した 22 年後、1889（明
治 22）年に甲武鉄道が新宿～立川・八王子間に開通した 5 年後にあたる 1894（明
治 27）年に立川～青梅間に軌間 762mm の青梅鉄道が開通した。主たる目的は、セ
メントの原料となる日向和田地区の石灰石を運搬することであり、奇しくも青梅
街道と同じで、鉄道も貨物中心で始まり、後に旅客中心に変貌していくこととなっ
た。
1 年後の 1895（明治 28）年には、日向和田まで延伸されたが、1967mm で開通
していた甲武鉄道立川駅での貨物の積み替えがネックとなり、1908（明治 41）年
に改軌を完了した（その２年前の 1906 年に甲武鉄道は国有化されている）
。

JR 青梅駅（左）と二俣尾駅付近に残る雷電山採掘場専用側線のレール（右）

その後、青梅鉄道は 1920（大正 9）年に二俣尾まで延伸、1923（大正 12）年に
電化、1929（昭和 4）年に青梅電気鉄道に社名変更、同年御嶽駅まで延伸された。
第一次世界大戦を機とした好景気とその後の不況を受けて、青梅鉄道は 1918（大
正 7）年頃から当時流行りだした日帰り行楽客の積極的な誘致への取り組みを開始
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する。
昭和初期からは戦時中は、国民の鍛錬のために推奨されたハイキング客の誘客
にも取り組んでいたが、1944（昭和 19）年に国有化された。
戦後の 1949（昭和 24）年には、都営バスの運行が始まり、1951（昭和 26）年に
は、青梅町、霞村、調布村が合併し、西多摩郡で最初の市となる「青梅市」が誕
生した。さらに 1955（昭和 30）年に、青梅市、吉野村、小曾木村、三田村、成木
村が合併し、現在の青梅市となった。
1962（昭和 37 年）には鉄道開業 90 周年を記念して「青梅鉄道公園」が開園、
1967（昭和 42）年には市民マラソンの「青梅マラソン」が開催されるなど、青梅
市の名を有名にする出来事が生まれた一方、東京のベッドタウン化による都市化
の進展やモータリゼーションなどにより、町並みや景観などが大きく変貌し、青
梅線の貨物列車も 1998（平成 10）年をもって廃止された。
2009（平成 21）年には、市内の梅の木にプラムポックスウィルス（梅輪紋ウィ
ルス）の感染が確認され、吉野梅郷に約 2 万 5 千本あったといわれる梅の木のほ
とんどが伐採され、梅の季節には 30 万人来ていたといわれていた観光客が大幅に
減少し、観光的に大きな打撃を受けている。
２．青梅の観光の特徴
「青梅って何があるの？」
、時折、観光協会に問い合わせがある。
実は、この質問に応えるのがかなり難しいのである。正直、規模や知名度など
観光に値するかどうかを別にすれば、海、湖、鍾乳洞、動物園および水族館など
を除いてほとんどのものが存在するのであるが、逆に言えば、
「これぞ青梅」とい
うものもないのが実情である。
草津町＝温泉、松本市＝城、長野市＝善光寺などのシンボリックなものは存在
しない。
かつては、2 月～3 月と時期が限定されるものの「梅林（吉野梅郷）
」という強
力なコンテンツが存在したが、梅の里再生にはまだ当面時間を要すると思われる。
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青梅市梅の公園 2014 年 3 月（左）と再植栽が始まったばかりの 2017 年 3 月

青梅の観光の特徴は、気軽に「自然体験ができること」というのは衆目の一致
するところであろう。御岳山、高水三山、そして青梅丘陵などでのハイキング、
御岳渓谷での川遊び、遊歩道散策などが代表的な楽しみ方である。近年では、若
者を中心に御岳渓谷でのラフティングやボルダリングも人気がある。

ゴムボートで川を下るラフティング

岩を登るボルダリング

そして、都内新宿以西に在住であれば、交通のアクセスが比較的良いという特
徴がある。青梅特快を使えば、新宿から青梅まで約 60 分、御嶽駅まで約 90 分で
ある。
土日祝日であれば、青梅駅で乗り換えずに御嶽駅まで行けるホリデー快速「奥
多摩号」が上下 3 本ずつ運行されている。
自家用車でも中央道、圏央道で日の出インター、または青梅インターチェンジ
で出入りすれば、渋滞などに巻き込まれなければ、ほぼ鉄道と同じくらいの所要
時間で来ることができる。
近年は、圏央道が東名自動車道、東北自動車道および常磐自動車道と接続され
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たため、神奈川県、静岡県、茨城県などの自動車のナンバーを見ることが多くなっ
ている。
そして、観光地として良いか悪いかは別として、高尾山や箱根のように、常時
混雑していないということがある。初詣、ゴールデンウィーク、秋（11 月）の紅
葉シーズンの土日祝を除けば、それほど混雑をすることはない。
総括すると、青梅は、朝ゆっくり家を出て、お昼ごろに青梅駅、もしくは御嶽
駅に到着し、お昼を食べて、散策など自然を楽しみ、帰宅することが可能であり、
少し贅沢な休日を過ごすにはもってこいの場所であるといえる。
３．青梅市の各地区の観光
面積が広い青梅市には、青梅市観光協会以外にも 6 つの地区に観光協会が存在
している。
御岳山観光協会、御岳観光協会、吉野梅郷観光協会、塩船観音観光協会、岩蔵
温泉観光協会、および NPO 法人観光協会ぶらり青梅宿の 6 つである。
各地区および鉄道公園について、簡潔に紹介したい。
（１）御岳山
おそらく、青梅市の中で一番知名度の高い観光地である。東京のパワースポッ
トとして知られるほか、日本文化が体験できるため、外国人（特に欧米系）の人
気が高い。929m の山頂には武蔵御嶽神社、赤糸威大鎧（あかいとおどしのおおよ
ろい）を含む国宝２点のほか、多数の重要文化財が見られる宝物殿、周辺には、
長尾平、ロックガーデン、奥の院、鍋割山の周回コースがある。また、日の出山、
大岳山への登山口でもある。8 月はレンゲショウマの花の群生地としてにぎわう。
ケーブルカー（御岳登山鉄道）で気軽に登れる点も魅力である。
アクセスは、JR 青梅線御嶽駅から西東京バスのケーブル下行きに乗車し、終点
下車（約 10 分）
、御岳登山鉄道滝本駅へ徒歩約 5 分。
御岳登山鉄道は京王グループで、滝本駅～御岳山駅の営業キロは 1.1km、所要時
間は約 6 分である（標高差 423.6m、平均斜度 22 度、最高斜度 25 度）
。基本の運行
ダイヤは１時間に 2～3 本であるが、多客期には臨時便が増発される。車両は、
「武
蔵号」と「御嶽号」である。
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日本の固有種のレンゲショウマの花

ケーブルカー御嶽号（滝本駅）

ケーブルカーを使っての日帰りでも十分楽しめるが、宿坊に宿泊をすれば、ム
ササビの観察や、天気が良ければ、星空や都心部の夜景などが楽しめるうえ、早
朝の静かな中での神社の参拝など、さらに充実した旅を楽しむことができる。
御岳山は、四季の変化が楽しめるだけでなく、様々な登山コースが存在するた
め、何回行っても飽きない場所である。
（２）御岳渓谷
「日本の名水百選」に選ばれた景勝地である。軍畑(いくさばた)駅（下流側）～
奥多摩フィッシングセンター付近（JR 御嶽駅より約１km 上流）まで、多摩川沿い
に約４km の遊歩道が整備されている。川原に降りられる場所も多数存在する。沢
井駅（楓橋）付近～御嶽駅（御岳小橋）付近の約 1.5km は比較的観光客が多いが、
そのほかの場所は、静かな散策が楽しめるコースである。
軍畑側から歩くと途中の楓橋付近に酒蔵見学ができる小澤酒造（銘酒「澤乃井」
製造元）
、対岸にわが国で有数のコレクションを誇る櫛かんざし美術館、寒山寺が
あり、さらに上流に歩くと御岳小橋付近に、日本画の巨匠、川合玉堂の作品を展
示する玉堂美術館がある。
さらに上流へ歩き遊歩道終点付近に、萩原守衛、高村光太郎、ロダンなど著名
な作家の作品を展示する御岳美術館、河川を利用した管理釣り場の奥多摩フィッ
シングセンターなど観光スポットが多数存在する。
御岳渓谷とは少し離れるが、軍畑駅より少し青梅駅寄りには、わが国では数の
少ないトレッスル橋（旧餘部鉄橋と同じ構造）の奥沢橋りょう（軍畑鉄橋）があ
り、見どころのひとつとなっている。
また、秋の紅葉シーズンには、玉堂美術館前の大銀杏のライトアップも実施さ

- 65 -

ecotran 2017 N0.9

れる。

多摩川沿いを歩ける御岳渓谷遊歩道

奥沢橋りょう（軍畑鉄橋）

（３）吉野梅郷
先述したとおり、吉野梅郷は我が国屈指の梅の名所であったが、プラムポック
スウィルスの蔓延により、2014（平成 26）年 5 月に梅の公園に残っていた梅の木
の約 1,200 本が全伐された。
その後、2016 年（平成 28）年 10 月に消毒の強化など徹底した管理を行うこと
を条件に、国から梅の再植栽が認められ、梅の里再生への第一歩を踏み出したと
ころである。
2017（平成 29）年 3 月 11 日 JR 東日本八王子支社より「鉄道沿線からの森づく
り」事業の一環として、梅樹 100 本の提供を受け、青梅市梅の公園で植栽イベン
トが行われた。2017 年４月１日現在、約 600 本の植栽が行われ、最終的は約 1,200
本を植栽する予定である。
しかし、2～3 年ものの若い木（小さい木）が多く、従前のようになるのは、ま
だ相当の年月がかかりそうである。
一方で、青梅市観光協会が事務局を兼ねている「梅の里づくり実行委員会」で
は、10 年以上の成木をオープンガーデンに植栽しており、早期の梅の里再生を目
指している。
この地区には、
「宮本武蔵」
、
「三国志」
、および「新平家物語」などで知られる
吉川英治記念館があるほか、魚腹トラスと呼ばれる珍しい構造をもつ戦前の道路
橋で 2009（平成 21）
年に土木学会選奨土木遺産に認定された奥多摩橋などがある。
オープンガーデンとあわせて、JR 二俣尾駅～奥多摩橋～吉川英治記念館～オー
プンガーデン～青梅市梅の公園～日向和田駅への観光ルートの再生を目指してい
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る。
かつての梅の里をイメージされると、見るに堪えない現状であるが、これから
の成長を楽しみに現状を温かく見守っていただけると幸いである。

「甲府駅」で育てられた梅の木

奥多摩橋の魚腹トラス構造

（４）塩船観音寺
大悲山塩船観音寺は真言宗醍醐派の別格本山の格式を有する「花と歴史の寺」
である。
大化年間(645～650 年)に若狭国の八百(やお)比丘尼(びくに)が観音像を当地に安
置したのが開山と伝えられている。山門、阿弥陀堂、本堂の 3 棟が室町時代の建
築物とされ、国の重要文化財に指定されている。
そのほか、仏像や他の建築物には、都や市の文化財に指定されているものが多
数ある。
また、4 月中旬～5 月上旬にかけての「つつじ」が有名であり、関東各地から来
客がある。特に 5 月 3 日は火渡り荒行があり、来客も希望すれば火渡りの体験が
可能である。
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毎年 5 月 3 日実施の火渡り荒行

勝沼城跡からの眺望

つつじや文化財が注目され、あまり知られていないが、塩船観音寺は「ボケ防
止祈願」にご利益のあるお寺でもあり、
「長寿ぼけ封じ成す守り」という茄子型の
お守りも販売されている。さらに天気の良い日に観音像のところまで登れば、天
候に恵まれれば富士山も見られる。
塩船観音寺へのアクセスは、JR 河辺(かべ)駅から都営バスまたは西東京バスで
約 10 分乗車後「塩船観音入口」で下車、徒歩で約 10 分。ただし、同じ停留所名
ながら、都営バスと西東京バスのバス停は結構離れているので、帰りに違うバス
会社に乗車する場合は、要注意である。また JR 河辺駅から徒歩で約 35 分、JR 東
青梅駅から約 30 分である。
周辺の観光スポットとしては霞丘陵ハイキングコースがあり、6 月のアジサイと
9 月の彼岸花が楽しめる。霞丘陵ハイキングコースをさらに進めば、岩蔵温泉まで
歩くことができる（標準タイムで約 2 時間）
。
また、徒歩 15 分程度のところに、谷戸の保存を目的につくられた吹上しょうぶ
公園があり、6 月には花しょうぶが楽しめる。都指定史跡の勝沼城跡は堀と土塁し
か残っていないが、南東面の眺望は良く、東青梅駅に歩いていく帰りに立ち寄っ
てみるのもよいと思われる。
（５）岩蔵温泉
岩蔵温泉（
「岩蔵鉱泉」とも呼ばれる）は、日本武尊が入湯したとの伝説が残る
温泉地である。日本武尊が鎧を納めたといわれる大岩が近くに存在し、岩蔵の地
名の起源とされている。その真偽はともかく、岩蔵温泉は、1600 年代半ばには多
摩の七ツ湯と知られた歴史のある温泉である。七ツ湯のうち、現在残っているの
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は 3 か所である。
余談ながら、もう 1 つは檜原村の蛇の湯であり、さらにもう 1 つの奥多摩町の
鶴の湯は小河内ダム建設で湖底に沈んだ源泉をポンプで引き揚げ復活させた温泉
である。
また、青梅市内にあったとされる長渕鉱泉は枯れてしまった上、湯本緑地付近
といわれるが、正確な源泉の位置は不明となってしまっている。
あきる野市にあったとされる 2 つの温泉も位置が不明であるのに対して、日の
出町にあった鹿の湯は、源泉地の跡が特定されている（町指定旧跡）
。
岩蔵温泉の泉質はアルカリ性単純泉で、きわめて滑らかで美容によく、湯上り
後も非常に温まる気持ちの良い温泉がウリである。現在、3 軒の旅館が営業を行っ
ている。日帰り温泉は、食事とセットであれば可能（要予約）であるが、入浴の
みの場合は、各旅館に問合せが必要である。
交通アクセスは、東青梅駅北口から都営バスの成木循環、もしくは西武バスの
飯能駅南口行きに乗車、岩蔵温泉下車。なお、都営バスの成木循環でトンネル回
りに乗車した場合、
「上畑」
、
「下畑」というバス停を通るが、ここは埼玉県飯能市
であり、都営バスが他県に乗り入れている、現在、唯一の区間である。
西武バス、もしくは都営バスの成木循環で小曾木回りに乗車した場合、岩蔵温
泉のひとつ手前のバス停「東京炭鉱」を通る。1935（昭和 10）年～1960（昭和 35）
年頃、亜炭や泥炭などを産出していたとされるが、採掘の跡地は残っておらず、
バス停の名前のみが東京にも炭鉱があったことの歴史を伝えている。

「上畑」バス停（埼玉県）

「下畑」バス停（同）
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（６）青梅宿
先述したとおり、青梅街道の宿場町および交易の市として特に江戸時代より発
展したまちである。都心部などへのベッドタウンとしてマンションなども立ち並
び、江戸期の面影はほとんどないが、昭和初期のいわゆる「看板建築」と呼ばれ
る建築物など、明治～昭和の建築物が点在して残っている。
また、戊辰戦争や第二次世界大戦などの直接的な被害もなかったことから、寺
社もよく残されている。
青梅の地名の起源となった「将門誓いの梅」がある金剛寺、住吉神社、しだれ
桜で有名な梅岩寺(ばいがんじ)、青梅七福神の延命寺、宗建寺、清宝院、猫地蔵の
常保寺などがある。主な観光スポットしては、昭和レトロ商品博物館、赤塚不二
夫会館、および昭和幻燈館のいわゆる三館めぐり、青梅市立美術館、青梅郷土博
物館、2016（平成 28）年に国の登録有形文化財に認定された青梅織物協同組合、
並びに昭和初期の代議士の自宅を公開している津雲邸などがある。
なお、津雲邸は 1931（昭和 6）年～1934（昭和 9）年にかけて、京都から宮大工
を招いて建築されたものであり、親交のあった東条英機氏も来たことがあるとの
ことである。ただし、公開日は限定されており、問い合せなど事前の確認が必要
である。

梅岩寺のしだれ桜

旧津雲邸内部

青梅宿へのアクセスは、JR 青梅線青梅駅下車が一般的であるが、都営バス最長
路線梅 70 系統で花小金井駅北口（2015 年３月末で柳沢駅までの乗り入れを廃止）
から青梅駅まで来ることも可能である。
余談ながら、青梅市の夏の風物詩「青梅市納涼花火大会」は、1949（昭和 24）
年に都営バス路線が開通したのを記念して始められたものであり、来年（2018 年）
で第 70 回となる関東でも歴史のある花火大会である。
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（７）青梅鉄道公園
鉄道開業 90 周年を記念して、1962（昭和 37）年に開園された。さいたま市の鉄
道博物館、京都鉄道博物館など、大規模な鉄道博物館が整備される中、鉄道を展
示している施設としての相対的な地位の低下は否めないが、鉄道記念物に指定さ
れている鉄道開業時に輸入された 10 両のうちの１両である 110 形機関車や準鉄道
記念物に指定されている初期の電気機関車である ED16 など貴重な車両が展示さ
れている歴史のある鉄道関係の施設である。
実車の展示は 11 両であり、うち蒸気機関車が 8 両を占めている。そのほか、先
述したED16、
青梅線でも使用実績のあるクモハ40、
新幹線0系の先頭車両がある。

鉄道記念物の 110 形蒸気機関車

準鉄道記念物の ED16

青梅行のヘッドマークを付けたクモハ 40

蒸気機関車の代名詞ともいえる D51

記念館の 1 階では各種鉄道模型の展示や鉄道模型が走るジオラマなどがあり、2
階には青梅線の歴史コーナーが常設されている。
3 階（屋上）は展望室となっており、気象条件に恵まれると新宿の高層ビル群が
見渡せる。ミニ SL など子供向けの施設が充実しており、入園料は小学生以上 100
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円と格安であることから、家族連れが多い。
アクセスは JR 青梅駅より徒歩約 15 分。
４．その他の青梅観光（テーマごとの観光）
ここまで青梅の代表的な観光地区の紹介をしたが、それ以外の主要な観光資源
について紹介する。
（１）ハイキング・低山登山
青梅市には初級～中級レベルのハイキング・低山登山コースが充実しており、
中高年を中心に人気が高い。代表的なコースは、青梅丘陵（永山）ハイキングコー
ス（鉄道公園～矢倉台～軍畑駅）
、高水三山ハイキングコース、御岳山～日の出山
～日向和田ルート、御岳山～大岳山の登山ルートなどである。各コースの標準タ
イムは３～５時間ほどであり、日帰りで十分に楽しむことができる。

大岳山からの富士山

矢倉台付近からのスカイツリー（青梅丘陵）

（２）寺社めぐり
青梅七福神めぐりの人気が高い。それ以外にも、塩船観音寺や青梅宿で紹介し
たお寺のほか、桃の花の安楽寺、ハクモクレンの即清寺、桜と菜の花の海禅寺、
つつじの薬王寺なども人気がある。戦国時代の領主である三田氏の庇護を受けた
乗願寺や天寧寺も立派な建築物が残っている。寺社めぐりが好きな方には、青梅
の寺社は十分に楽しむことができると思われる。
（３）果物・キノコ狩り
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青梅地区には、ブルーベリーなどの摘み取りができる農園が数軒あるほか、成
木の内沼きのこ園では、きのこ狩りができる。原木で育てたシイタケは肉厚で、
スーパーなどで売っているシイタケとは別物であるように感じる。採ったシイタ
ケをその場で焼いて食べれば、誰にも味の違いがわかり、スーパーで売っている
シイタケは食べないがここのシイタケは喜んで食べる子供がいるといった話も聞
いている。
また、JA 西東京かすみ直売センターや JA 西東京グリーンセンターでは、青梅
産の農産物が購入でき、かわなべのタマゴ（養鶏卵）などの人気が高い。
（４）温泉
岩蔵温泉以外にも、青梅で日帰り温泉を楽しめる場所が 3 か所存在する。ひと
つは日帰り専用の温泉施設「河辺温泉 梅の湯」である。駅から至近の距離なの
で、大変便利で、ハイカーなどによく使われている。そのほか、青梅駅に比較的
近い「かんぽの宿 青梅」や石神駅付近の「東京・青梅石神温泉清流の宿 おく
たま路」でも、日帰り温泉入浴が可能である。
（５）藍染体験・タオル購入（織物遺産）
テキスタイル（織物）に興味がある方は、青梅織物協同組合（織協）のミニ資
料室でその昔、一世を風靡した「青梅夜具地」などを見学、併設されている歴史
あるオシャレな建築物の「繭蔵(まゆぐら)」でランチ、食後は「壺(こ)草(そう)苑(え
ん)」で本物の藍染体験、そして「ホットマン」でシェニール織りを見学、最後に
お土産として「１秒タオル」をホットマンで購入という「織めぐり」が楽しめる。

藍染体験（壺草苑）

鋸屋根の旧織物工場（織協）

壺草苑（村田染工）とホットマンはもともと織物工場で、時代の変化に対応し、
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ひとつは染色業へ、もうひとつはタオル生産業へと業態転換したが、青梅の旧織
物工業で繊維産業に関わっている数少ない 2 社である。
また別のお土産としては、生産が中止され、もう新たに手に入れられない貴重
な青梅夜具地で作られたポーチやトートバッグなどのオシャレな小物が、青梅宿
の「ぎゃらりーカフェはこ哉」で販売されている。
５．青梅線と青梅の観光
青梅の観光における主要な交通手段は、自家用車と青梅線である。
青梅市の観光に限定されたデータは存在しないため、正確なところは不明であ
るが、2006（平成 18）年の旧西多摩郡 8 市町村のデータでは、自家用車がトップ
で約 59%、鉄道が第 2 位で約 22%、第 3 位が路線バスで約 5%となっている。
また、自家用車利用者でも、例えば高水三山に登る際に、軍畑駅近辺に駐車し
て、高水三山に登り、御嶽駅付近に下山して、軍畑駅まで電車に乗るなどの利用
が実際にあることから、青梅の観光における JR 青梅線の役割は決して小さくない
といえる。また、増加している訪日外客を取り込むには青梅線が必要不可欠であ
る。
青梅線は、青梅駅を境に立川側と奥多摩側で別路線といえるほど、異なる性格
を有している。
JR 青梅線は、青梅駅の手前の東青梅駅まで複線化されており、10 両編成の列車
が街なかを走る郊外の通勤電車である。
一方、奥多摩側は単線で、4 両編成の列車が多摩川の渓谷沿いの山間を走るロー
カル線の様相を呈している。
これは、列車ダイヤにも違いがみられ、2017（平成 29）年 8 月 25 日の青梅駅発
の時刻表をみると、立川側が 1 日あたり平日 106 本、土・休日 100 本（ホリデー
快速 3 本を含む）であるのに対し、奥多摩側（御嶽駅止まりを含む）は 1 日あた
り平日 32 本、土・休日 41 本（ホリデー快速 3 本を含む）である。奥多摩側は、
休日の方が多く列車が運行される観光路線であるといえる。
一方、青梅線を観光路線としていっそう発展させたいならば、沿線自治体およ
び JR 東日本のよりいっそうの努力が求められるといえる。
沿線自治体は、例えば、短期的には、多摩川の車窓風景を損なっている樹木等
の伐採、長期的には林業として使われていない杉・ヒノキの針葉樹林から混交林、
広葉樹林へ転換させ、新緑・紅葉が車窓からも楽しめるようにしたり、一部通行
止めとなっている御岳渓谷の遊歩道の再整備を進めるなど、沿線の観光地の魅力
を向上させる必要があると考えられる。
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また、JR 東日本には、青梅駅から奥多摩駅間はクロスシートの通勤型の車両で
はなく、転換型クロスシート、もしくはクロスシートの車両を導入するなど、観
光地を走る列車としての魅力を高めるハード面での改善とともに、かつて発行さ
れていた青梅線の拝島～奥多摩間、五日市線全線の乗り降り自由であった「奥多
摩・秋川自由乗車券」のように、割安で気軽に途中下車が可能な企画乗車券の発
行などソフト面の改善も期待したい（注）
。
おわりに
以上、簡潔・雑多ではあるが、青梅の観光について紹介をさせて頂いた。
「都会を休んで 青梅で深呼吸」というキャッチ・フレーズは、以前青梅の観
光パンフレットで使われていたものであり、現在作成している 2017（平成 29）年
12 月発行予定のパンフレットで復活させる予定の文言である。青梅の特徴を端的
にあらわしているといえ、筆者は個人的に、このキャッチ・フレーズが気に入っ
ている。
日光などのような超有名観光地ではなく、青梅には取り立てて見るべき場所と
いうのもないため、関東圏在住の方が「何か都会の喧騒に疲れた」
、
「休日に少し
体を動かしたいけど、どこかないかな」
、
「休みだから寝坊したけれど、このまま
午後も家でいるのはもったいない」
、もしくは「お金はあまりかけられないけれど、
少し贅沢な休日を過ごしたい」くらいの軽い感じで青梅に来てもらえば良いと筆
者は考えている。そして、お気に入りの場所を見つけてもらい、リピートしてい
ただけたら幸いである。
なお、本稿は筆者の個人的意見・感想であり、筆者の所属する組織の見解では
ないことをお断りしておく。
（注）実際、2009（平成 21）年までは、川側（奥多摩駅行きで進行方向左側）のみク
ロスシートの「四季彩」号が運行されていた。また、2001（平成 13）年まで販売され
ていた「奥多摩・秋川自由乗車券」が販売中止となった後、同じような使い方ができる
西武鉄道の「奥多摩ハイキングフリーきっぷ」が発売されていた。
しかしながら、2012（平成 24）年に販売中止となった。当時は、利用者からすれば、
御嶽駅まで往復すると元がとれ、奥多摩まで往復すると単純に割引となった。企業に
とって割引が減収になるため損であるという考えであるならば、
例えば、
拝島より先
（奥
多摩側）までの乗車券は、特例で途中下車を可能とするなど、気軽に青梅線各駅で乗り
降り可能な乗車券の創設、もしくは制度を期待したい。
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「青」の文字を飛ぶ鳥に図案化し、梅のもようを配して、市の飛躍発展を象徴

市の木は「杉」
市の花は「梅」
市の鳥は「うぐいす」
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台湾鉄道事情
唐崎好彦 Karasaki Yoshihiko※
はじめに
2017 年春、友人と台湾を旅し、台湾高鐵、台鐵、台北地下鉄（MRT）などの鉄
道に乗車してきました。
日本より進歩的な面や見習うべき点も多々あり、最新の台湾鉄道事情を報告し
ます。
しょううん

1.台北市内の交通の要

台北 捷 運（MRT）

台北市内には地下鉄（台北捷運・MRT）が 5 路線整備されており、市内の縦横
を結んでいます。
（右図：台北地
下鉄路線図、台北捷運有限公司
HP より転載）
特に淡水信義線は、沿線に台
鐵・台湾高鐵の発着する台北駅、
台北のシンボル的な建物である
中正記念堂、かつて世界一の高
さを誇った台北 101 ビル、そし
て故宮博物院があり、台北市内
を巡るには便利な路線です。
この MRT を利用するには、一
回ごとに料金を支払ってコイン
のようなトークンを受取り入場
するか、1 日あるいは 24 時間単
位で利用できるフリー切符、も
しくは MRT だけでなく台鐵や
バスも使えるイージーカードによる利用ができます。
初乗り運賃は 20NT$（約 80 円）で、日本の運賃に比べて安く、MRT に限らず
台鐵や高鐵においても割安感があり、乗り鉄ファンにとってはありがたいことで
す。
※

鉄道・運輸機構健康保険組合常務理事
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MRT は標準軌で車体の幅が広い
ことに気づきます。また、車両と
ホームの間の隙間が非常に狭く、
車イスでも介助や踏み板を敷くこ
となく乗車でき、実際に車いすの
利用者は一人で自由に乗り降りし
ています。
各車両には日本と同様に博愛席

イージーカード

（優先席）が設けられていますが、

若者や健常者が座る光景に出会うことはなく、たとえ立っている乗客があっても
その席は必要な人のために空けられていました。
台北駅から二つ目の中正記念堂駅は、1 面 2 線の広いホームを有し、天井も高く
て壮大です。記念堂に隣接して広場や劇場などがあり、様々な催しが開催される
とあって、集中する乗降客にも対応出来る駅となっています。
市内中心部は地下を走りますが、しばらくすると地上に出て高架鉄道になりま
す。故宮博物院の最寄り駅である士林駅も高架駅となっており、ホームの屋根は
博物院を模した中国風の屋根が特徴です。
故宮博物院へはバスかタクシーを利用して 15 分程の距離にあり、私はイージー
カードが使えるバスを利用することにしました。
バス利用には一抹の不安もあ
りましたが、大勢の外国人観光
客と共に難なく博物院に着くこ
とができました。
淡水線はもともと台鐵の路線
として1901 年に開業しましたが、
輸送力増強のため1988 年に一旦
廃止し、1997 年に MRT として
復活開業しました。そのため、

淡水信義線・士林駅付近

淡水駅近くには台鐵時代に活躍

した SL や台鐵時代の写真が展示されています。
淡水は、海辺の町、グルメと風光明媚な町として人気があり、商店街は多くの
人で賑わっていました。
2. 台湾高鐵と桃園捷運機場線（MRT 空港線）
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台北から台湾高鐵に乗り、2 駅目の桃園（タオユアン）まで乗車しました。
地下１階の自動券売機で自由
席券を購入。値段は 160NT＄（約
600 円）で、所要時間 25 分、東
京・大宮若しくは新横浜間程度
の距離が、料金は半額以下です。
自動改札機に切符を差し込む
となぜか遮断されてしまいまし
た。どうしたのかと思っている
と駅員が来て反対側の改札口を
指差しています。私が入場しよ

高鐵台北駅

うとした改札口は指定席客専用
のようでした。
地下 2 階のホームに降りて 3 両ある自由席車の整列位置に行くと、どのドアも
すでに 30 人以上の乗客が並
んでいました。発車時刻の 5
分前になっても列車は到着し
ません。遅れているのかと
思ったのですが、台北は新幹
線の始発駅ではないことを思
い出しました。2016 年に約
9km 北の南港（ナンガン）駅
まで延伸されたことにより、

高鐵乗車券

台北駅が始発駅でなくなった
ためでした。

座れるかどうか不安でしたが、定刻の 2 分前に、お馴染みのスタイルの新幹線
が到着すると、並んでいた乗客とともに我々も席を確保することが出来、ほぼ満
席で定刻に発車しました。
板橋（バンチャオ）を過ぎると地上に出て高架を 200ｋｍ/ｈ以上のスピードで
走ります。
車内の内装やシートの具合も日本の新幹線と変わらず、外国の新幹線に乗車し
ている実感が沸きません。
下車した桃園駅に隣接して 2017 年 3 月に開業した MRT 空港線の高鐵桃園駅が
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あります。
この空港線は、桃園国際空港への利便性を高めるために計画され、2005 年に実
施した国際入札により日本連合が受注し、2006 年から工事に着手しました。途中
トラブルもあって当初の開業予定から 4 年以上遅れた 2017 年 3 月に開業した新し
い鉄道です。
空港線には台北・空港第 2 ターミナル間 36ｋｍを 40 分弱で走る直達（快速）
と、
全線 51ｋｍを走る各駅停車の 2 種類の電車が運行されています。
4 両編成の各駅停車の車
内はロングシートになって
おり、一方、快速電車はク
ロスシートに荷物棚が設置
されています。
各駅停車は沿線住民の利
用を、快速は空港利用者の
利用を意識した内装として
いるようです。
高鐵桃園から乗った各駅
停車は、途中で快速電車に

MRT 空港線桃園駅付近

追い抜かれましたが、1 時
間程で台北駅に到着しました。

台北駅付近は地下ですが、そのほかは高架若しくは山岳トンネルで、地下鉄
（MRT）というよりは空港アクセス鉄道の性格が色濃い鉄道線と感じました。
3．平渓線
十分（シーフェン）と言え
ば天燈（ランタン）上げが有
名で、度々旅番組でも紹介さ
れるお馴染みの観光地です。
台鐵台北駅の自動販売機で
十分まで切符を買おうとしま
したが表示がなく、窓口で買
うと切符が 2 枚あって、1 枚

平渓線 DC、瑞芳駅

は台北から乗換駅の瑞芳（ル
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イファン）までのもの、もう 1 枚が瑞芳から十分までのもで、列車ごとに切符が
発売され、乗り継ぎでの「通し切符」がないということがわかります。
台北から台鐵縦貫線の普通列車で瑞芳までは約 1 時間、同駅で平渓線の列車に
乗り換えて 30 分ほどで十分に到着しました。
十分駅の手前では、線路の両側に商店が軒を連ねており、観光客は線路上で天
燈を上げたり、記念撮影をしたりしていて、日本では大問題となりそうな光景で
すが、ここでは観光客の楽しみとなっています。
天燈の 4 面に自分の願い
事を書き込み、天燈内の点
火物に火を点けて空気を温
め、十分に熱気が貯まると
掛け声に合わせて観光客は
手を放し、天燈が空に向
かって上昇していくのを見
つめています。夜であれば
さらに幻想的になるでしょ
う。
そして列車が近づくと係

十分市街を走る平渓線 DC

員によって線路の両側に退避するよう笛が一斉に吹き鳴らされ、観光客は線路の
外に出ます。そして、平渓線のディーゼルカーは観光客の脇をすり抜けるように
通過していきました。
十分には旧炭鉱の博物館があり、石炭輸送に使われていた一つ目のバッテリー
カーとトロッコが動態保存されていると聞いて、地図を片手に博物館を目指しま
した。途中警察官に道を聞
きながら坂道を登ること約
20分ほどで到着しましたが、
あたりには観光客も関係者
も見当たりません。もしや
閉館では、と入場券売場の
前で躊躇していると、編み
笠を被った大分年配と思わ
れる婦人が現れ、入場料
200NT＄を払って無事入館
することができました。

バッテリーカーとトロッコ
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博物館というよりは炭鉱基地そのものという雰囲気で、事務所や作業小屋、車
庫にはレールが何本も敷かれ、トロッコが停車していました。
案内の中年男性が現れ、互いに片言英語でやりとりしながら場内を巡りました。
30 分ほどの説明と案内で当時の様子を窺い知ることが出来ました。
最後にバッテリーカーに乗ることになり、運転席には先程入場券売場でのご婦
人が運転士に早変わり。速足程度のスピードで 10 分程進み、折り返し地点に着き
ました。
ここに運ばれた石炭はベルトコンベアーに積み替えられ、さらに麓の選炭場で
選別されて、平渓線の貨物列車で輸送がされたとのことでした。
トロッコには、青函トンネルの建設現場で乗車して以来の乗車となり、貴重な
体験をすることができました。
4.ノスタルジー溢れる列車旅
十分での見学を終え、再び
瑞芳に戻った後、花蓮（ファー
リエン）行きの快速「復興号
（フーシンハオ）
」に乗車し、
宜蘭（イーラン）へ向かいま
した。
オレンジ色の電気機関車に
10 両以上連なった列車の復興
号が入線してきました。列車
は下半分が淡いブルー、上半

快速列車 復興号

分が薄い水色のツートンカ
ラーです。
どの車両も製造から 30 年以上経過しているようで、
どこかノスタルジー
を感じさせます。
車内は木目調の内装とクリーム色の鉄の扉で、日本の国鉄時代を思わせます。
列車の等級で言えば準急若しくは快速列車ですが、簡易リクライニングシート
になっており、飲み物を置くホルダーや、車端には給湯器も備え付けられていま
した。
列車は発車するとゆっくりスピードを上げ、客車列車ならではの静かな佇まい
を満喫できます。ところが減速が始まると車両間の連結器同士の衝撃が車内に伝
わり、思わずびっくりしますが、
「これぞ列車旅」を久しぶりに実感できました。
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1 時間 10 分程で目的地の宜蘭
駅に到着、宜蘭は宜蘭県の中心
地で、全列車が停車する大きな
駅です。駅舎を眺めると風格は
あるのですが、なんとキリンの
オブジェが駅舎のバルコニー上
にあるではありませんか。駅舎
の外壁も木が生い茂ったジャン
グルに見立てた塗装が施されて
います。どのような趣旨でこの

宜蘭駅

ようなユニークな駅舎にしたか
は定かではありませんが、楽し
い駅舎です。
駅近くには駅弁を売るお弁当
屋さんがあり、そこでは食事も
できるので、肉料理のお弁当を
食べることにしました。スープ
は無料のうえ、肉汁かけごはん
までサービスしていただきまし
た。

駅弁3種

宜蘭から台北へは普悠瑪（プ

ユマ）の自強号に乗りたかったのですが生憎の満席で、急行列車の「莒光号（ジュー
グアンハオ）
」に乗車しました。自強号であれば 1 時間強で到着しますが、莒光号
では 2 時間弱の乗車となりました。
莒光号の車両は下半分がオレンジ色、上半分がクリーム色に塗り分けられ、シー
トはフルリクライニングで快適です。
内装は木目調でやはり国鉄時代の優等列車を連想させるものでした。
おわりに
今回は滞在 4 日間、実質 2 日間の慌ただしい旅でしたが、地下鉄や在来列車、
新しい空港アクセス鉄道や新幹線とバラエティに富んだ乗車が叶いました。
印象に残ったことのひとつは、
「博愛席（優先席）
」の徹底ぶりです。
車内がどのように混んでいても老人や障がい者でない限り決して座ることはあ
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りません。
特段罰則はないのでしょうが、一般の人で博愛席に座る人は見かけません。
日本では空いていれば若者でも座り、老人等が乗車してきても知らないふりを
して座ったままの光景がまま見受けられます。
もし、台湾から日本に来られた旅行者がこの光景に遭遇したら何と感じるので
しょうか日本人としては恥ずかしく、気になります。
二つ目は、車いすの乗客が鉄道を自由に乗り降りしていることです。
特に地下鉄では車体の幅が広く、車内の居住性もよく、ホームと車両との隙間
も日本より狭くなっているため、駅員による介助やステップ板を敷くこともなく
車椅子が自由に乗り降りしていました。
車いすの友人同士で自由に乗り降りする光景も見られ、バリアフリー対策に先
進的に取り組まれているという印象を持ちました。

出典：交通部台湾鉄路管理局
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エストニア・ラトヴィアの交通事情
平田一彦 Hirata Kazuhiko※
午後フィンランド・ヘルシンキ空港に到着し、その日のうちに海を渡ってエス
トニアの首都タリンに入る行程には、若干の不安があったが、空港連絡鉄道・ふ
頭行きトラム・高速フェリーいずれも順調で、2017 年 5 月某日、まだ陽ざしの強
い午後 8 時にタリンに入港することができた。
エストニアは九州よりやや
大きい面積に 140 万人が居住
する小国で、中世以降、ドイ
ツ騎士団・スウェーデン王
国・ロシア帝国などが次々と
この地を支配してきた。
第一次大戦後に独立が認め
られたものの、独ソ不可侵条
約の後、ソビエト連邦に組み
入れられ、1991 年にようやく

タリン港から街を望む

独立を回復した若い国である。

電子立国を国是としており、国民は決済、納税、健保、選挙などを一枚の ID カー
ドで済ますことができるほか、スマートカードを登録すれば、公共交通機関が無
料で使えるという。
タリン
タリンは人口 40 万人、中世ドイツ騎士団により建設されたハンザ同盟都市の一
つであり、旧市街には中世以降の建造物が多く残っている。
もともとエストニア人が居住していた地域であるが、13 世紀にドイツ人が入植
して以来、ロシアとの交易に活況を呈し、今日の基盤が築かれたもので、現在で
もモスクワやサンクトペテルブルグと結ぶ国際列車が発着する。
しかしながら今日では、観光や物流の中心は、タリン港に頻繁に発着するフェ
リーに移行しているとの印象を受けた。
※

株式会社東武カードビジネス 監査役
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旧市街の中心ラエコヤ広場

新旧トラムが並ぶタリン・Tondi 駅前

タリン市内交通
タリンには 4 系統（うち 1 系統は工事運休中であった）のトラム、4 系統のトロ
リーバスがあるが、70 系統を超えるバスも活発で、連接車、後輪 2 軸の長胴車も
混じって頻繁に運行されている。非居住者は、ウヒスカルトというプリペイドカー
ドを主要停留所付近のキオスク（R Kiosk）にて 2€で購入、これに金額をチャージ
して乗車する。
車載の読取機にタッチすると 1 回あたり 1 時間券分 1.1€の運賃が差し引かれ、
差引き額が 3€（1 日乗車券分）に達した時点で、あとは 24 時間乗り放題になると
いうシステムである。
旅行者のブログに、現金での乗車はできない旨の記述があり、いささか心配で
あったが、実際には運転室が閉まっていても、ドアをノックすると、小窓からレ
シートのような乗車券を発行してくれた。ただし、運賃はプリペイドに比べてか
なり割高の 2€となる。

ウヒスカルトと車載読取機（中段の矢印は複数人で利用するときに使うもの）
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なお、エストニア鉄道の近
郊線はタリン駅から 3 方向に
運行され、都市圏交通の一部
を担っているが、タリン近郊
を外れると一日数本のレベル
となる。
車両はスイス・シュタド
ラー社の一部低床式新型車が
主体で、ソ連時代の旧型車が

エストニア鉄道タリン駅の近郊電車

多く残るトラムよりも近代化
が進んでいるけれど、ウヒスカルトとの共通化はなされていない。
タリンからタルトゥへ
エストニア第二の都市タルトゥに向かう。
中央に動力車を配した 5 両
編成の電気式ディーゼル車で、
やはりシュタドラ―社製。先
頭と最後尾に設けられた 1 等
車に乗っていると、まるで電
車に乗っているのと遜色ない
静かでスムーズな走りである。
沿線の風景は、エストニア
自体が最高標高 300 メートル

タルトゥに到着した急行第14列車

という平坦な地形のため、山
あり谷ありといった変化は望
めないが、のどかな田園、森
林地帯が続き、北海道の平原
を走っているような錯覚にと
らわれる。タルトゥまでの所
要時間は、急行で約 2 時間ほ
どであった。
タルトゥはエストニア第二

タルトゥ大学本館

の都市（とはいえ人口は 10 万
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人強）で、その歴史はタリン以上に複雑であるが、1632 年にスウェーデン国王に
より大学が設置され、それが今日のタルトゥ大学の基盤となり、多くの研究者を
輩出してきたことでその名を馳せている。
市街は 18 世紀の大火で大半が焼失したが、その後建てられた 3 階建てに統一さ
れた街並みが美しい。
タルトゥ市内交通
タルトゥには市内に軌道系交通機関
はなく、バスがその任を担っている。
運賃システムはタリンと異なり、1 回
(0.83€)と 1 時間(0.96€)に差があり、バス
カードにチャージしてある場合、1 回目
の乗車時点で 0.83€が差引かれ、1 時間
以内に再度乗車した時点で 0.13€が差引
タルトゥ バスカード

かれるという芸の細かさである。
差引き額が 2.11€（1 日乗車券分）に

達した時点で、あとは 24 時間乗り放題になるのはタリンと同じで、運転士から購
入する場合は 1 乗車 1.50€となる。
電子立国エストニア
先に記したようにエストニアは電子立
国を国是としており、デビットカードを主
体としたカード決済比率が取引の 93％に
及ぶという。
ショッピングセンターやスーパーはも
とより、キオスクの数€の買い物もカード
決済が常識で、スーパー前の臨時売店でも
ハンディ端末が活躍、列車内改札では多く
がチケットレスサービスを利用しており、
乗車券を持たずに乗っていた人も、車掌の
ハンディ端末で決済していた。

スーパーでのイチゴの店頭販売
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タルトゥからヴァルガを経由してリガへ
小雪の舞う異常気象のなか、タルトゥか
ら列車を乗り継いでラトヴィアの首都リ
ガに向かう。
そもそもバルト 3 国の鉄道は、ソ連邦時
代にはソ連鉄道バルト総局の管轄下に
あったものが、それぞれの国に分割された
鉄道である。
独立前に各首都間を結んでいた、寝台車
や食堂車を連結した急行列車（バルチッ

車内での乗車券発行

ク・エクスプレス）は、独立後もしばらく
の間運行されていたが、各国の非効率事業見直しを受けて 20 世紀中に廃止され、
旅客輸送はここヴァルガのみの連絡となって現在に至っている。しかも運転本数
がエストニア側から 3 往復、ラトヴィア側から 2 往復と少なく、接続は考慮され
ていないため実質 1 パターン、しかもここヴァルガで 3 時間以上の待ちとなる。
当然利用者は少なく、観光客はまずいない。
（タリン⇔リガは大手バス会社の
LUX EXPRESS だけでも 10 往復以上が 4 時間半程度で結んでおり、実質 9 時間以
上を要する鉄道の利用は期待できない。
）

11:26 にヴァルガに到着したエストニア鉄道

14:38 にヴァルガを出発するラトヴィア鉄道

リガ
リガはラトヴィアの首都、人口 70 万人で、バルト 3 国のなかでは最も大きな都
市である。ドイツ騎士団が作ったハンザ都市の中心として、広くロシア・ウクラ
イナまでも後背地に含めて発展、ロシア帝国支配時期にも、モスクワ・サンクト
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ペテルブルグに次ぐ第三位の都市として、西側への窓口の役割を果たしたという。

聖ペテロ教会からリガ旧市街、ダウカヴァ川を望む

ラトヴィアもエストニア同様、1991 年にソ連邦より独立した新しい国であるが、
人口 200 万人のうちロシア人が 3 割近くを占め、特にリガでは 4 割を超えてラト
ヴィア人と拮抗しており、
（そのほかにベラルーシ・ウクライナ人など）微妙な政
治問題を引き起こすことも多いようである。反面、ラトヴィア語・ロシア語・英
語の喋れるマルチ性が、企業誘致の面で有利とのことらしく、外国企業の看板も
目立つ。
リガ市内交通
リガの市内交通は 10 系統
のトラム、19 系統のトロリー
バス、50 系統を超す市内バス
に加え、20 系統ほどのミニバ
スが活躍している。
トラムはソ連時代の丸い形
ポール式トラム

のものに加え、その後投入さ

れた角形のものが多いが、近年では低床式 LRV も投入され、北東方向へ向かう２
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系統に集中投入されている模
様である。
リガ市内交通のチケットに
もＥタロンズというプリペイ
ドカードがあるが、IC カード
ではなく、デポジットが不要
な代わりに時間券や 1 日券と
いった機能はない。あらかじ

新型の低床式 LRV（第 11 系統終点）

め回数を申告してキオスク

（ラトヴィアでは Narvesen：ノルウェーと同じ表記）で購入、回数券として使う
ものであるが、割引率はさほど大きくない。
（1 回 1,15€、10 回 10,9€）乗車後に運
転士から購入する場合は２€と割高であるが、新型 LRV の車内にはＥタロンズの
自販機があり、カード決済も可能な模様である。

Ｅタロンズと車載読取機・Ｅタロンズ自販機

ラトヴィア鉄道近郊線でユールマラへ
ラトヴィア鉄道のリガ近郊線はリガ駅から 5 方向に運転されているが、うち 2
方向はリガ都市圏の 5 ゾーン内で完結、残り 3 方向がゾーンを越えて長距離系統
となる。
都市圏内は 30 分～60 分程度の運転間隔であるが、それを越えると 1 日数本のレ
ベルにまで落ちるのはエストニアと同じ。車両は、ソ連時代を彷彿とさせる電車
や電気式ディーゼル車がほとんどで、懐かしい釣架モーターの音を響かせながら
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走っている。
ラトヴィア鉄道の
近代化が、エストニア
に比べて遅れている
背景には、リガ鉄道工
場の存在があるよう
に思える。すなわち、
ソ連時代に屈指の鉄
道工場を持ち、ソ連邦
全域の電車を生産し

ユールマラ・マヨリ付近の近郊電車

ていたラトヴィアに

とって、安易な西側車両の導入は、リガ工場の
雇用問題や技術力低下による鉄道車両産業の
崩壊を招きかねない。
そのため、自国生産の車両の維持・更新を続
けているのではないかということである。バル
ト海沿岸の保養地ユールマラを走る電車は、座
席が更新された車両と硬いベンチ式車両の混
成であった。
リガからパルヌ経由でタリンに戻る

チケットレス乗車を促すポスター

リガからバルト海に沿って北上し、やはりハンザ都市の一つであるエストニ
ア・パルヌで下車。列車でタリンに戻ることとした。
ただし、パルヌの鉄
道駅は中心部のバス
ターミナルから 15 分
のバス停で降りさら
に徒歩連絡という不
便な位置にある上、列
車は 7:23 と 18:16 の 2
本しかないので通常
の旅行者には利用は

行き止まりの構内単線で駅舎もないパルヌ駅

難しい。
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地元需要の一部にささ
やかに対応といった印象
である。乗車券は車内で
求めたが、年齢を問われ
パスポートを提示したと
ころ、20％OFF のものを
カード決済で発券してく
れた。
北海道に似た沿線風景

＊

＊
＊

バルト三国は、すでに NATO、EU の構成国であり、通貨はユーロであるほか、
シェンゲン条約により国境のパスポートコントロールも省略されている。
鉄道だけの旅行は難しいが、バスや市内交通を適度に組み合わせた個人旅行は
十分可能である。
電子立国に偽りなく、ほぼ全ての支払がカードで可能であり、IC チップ搭載の
カードであれば PIN コード（暗証番号）を入力するだけなので、署名も不要であっ
た。
なお、エストニア居住者に発行される ID カードで電車・バスが利用可能という
点については、１€の手数料で無料の公共交通カードを発行してもらったという現
地居住者のブログに基づき、別カードが発行・登録されるものと推察したが、そ
のまま定期券になるという記述も多く確認を要する。
またエストニア鉄道線については、車内改札の様子から、ウヒスカルト同様、ID
カードでの利用は不可と推察されるが、これも定かではない。確実な情報をお持
ちの方がおられたら、ご教示願えれば幸いである。

- 93 -

ecotran 2017 N0.9

（参考）

出典：外務省 HP
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/wakaru/topics/vol80/index.html
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シベリア横断「ロシア号」の旅
入江一也 Irie Kazuya※
シベリア鉄道は、鉄道ファンならずとも“世界最長の鉄道”として知られてい
る。現在のように格安航空券が一般的でない時代には、ヨーロッパを目指すバッ
クパッカーらの利用も多かったし、飛行機以前は欧亜連絡運輸の最速ルートだっ
た。鉄道好き・旅好きの大きな憧れでもあるこのシベリア鉄道を、本やテレビな
どで眺め、あるいは乗車体験の話を聞き、思いを募らせていたが、ようやく機会
を得たのであらまし紹介させていただく。
◇

◇

◇

シベリア鉄道の計画は 1850 年代からあり、1870 年代に一部の地域鉄道が開業し
ているが、1891 年ロシア皇帝アレクサンドル 3 世によりシベリア横断鉄道（チェ
リャビンスク－ウラジオストク間）建設の勅諭が発せられた。この頃すでにロシ
アの鉄道は総延長 3 万㎞を超えている。シベリア鉄道は 1904 年に全通したが、バ
イカル湖が障害となり、夏はフェリー、冬は凍結した湖上に線路を敷いて連絡し
ていた。当初はチタから満洲里、ハルビン、ウスリースクを経由する東清鉄道（1896
年の露清密約によりロシアが敷設権を得た）が使われたが、1916 年にハバロフス
クを経由する現在のルートが完成した。
100 周年となる 2016 年、筆者はシベリア鉄道を訪れた。はじめは、ちょうど 100
周年にあたる 10 月 5 日前後を考えていたものの都合がつかず、11 月 3 日発で手配
することとなった。一般的に“シベリア鉄道”として認識されている、世界最長
距離を走る列車「ロシア号」のモスクワ発ウラジオストク行きである。これに乗
るだけで 6 泊 7 日を要する。
予約手配の方法は何通りかあるが、ロシア鉄道のウェブサイト
（http://pass.rzd.ru/main-pass/public/en）から直接申し込んだ。45 日前から予約可能
である。英語対応のページでも一部表記がロシア語のみだったりするものの、ウェ
ブ翻訳を使えば問題ない程度である。発駅／着駅と乗車日から検索し、出てきた
列車から等級（1～3）を選択すると号車および購入可能なチケット種別が表示さ
れる。種別のうち、1 等に付いている身障者用車室はアイコンから理解できるが、
女性専用車室は表示が判りにくい（М＝男性、Ж＝女性）
。料金は、等級により異
なるのは当然だが、2 等では上段より下段が高く設定されていたり、3 等では車両
※

株式会社 JTB パブリッシング
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壁側の寝台（線路に平行の向き）が安かったりする場合がある。また、空席状況
により変動するダイナミックプライスが採用されている。筆者の乗車時は 2 等（上
段）で 34820.6RUB（当時のレートで 5 万 8000 円弱）だった。格安航空券のある
ことを考えると安くはないが、6 泊 7 日の寝泊まり込みと見ればそう悪くもない。
支払はクレジットカード決済で、e チケットの PDF が送られてくる。また、オン
ライン旅行予約ウェブサイトでも同様の予約ができ、ロシア鉄道のサイトより使
い勝手がいいものもあるが、手数料分が加算されるので注意を要する。
ロシア旅行の難関として、ビザの必要なことが挙げられる。しかも、旅行会社
で移動の交通、宿泊等を予約手配したバウチャーがないとビザの申請もできない
のだが、オンラインでバウチャーだけを発行できる旅行会社があるのを利用した。
その“名ばかりバウチャー”
（今回利用したサイトでは 699RUB）があれば、自由
旅行に近い旅が実現可能となる。あとはロシア連邦大使館のウェブサイトから電
子査証申請書により入力し、必要書類と写真と旅券を持参すればよい。申請と受
領で 2 度出向くことになるが、受領日までの間が 10 営業日より長ければ手数料は
かからない。
【0 日目】2016 年 11 月 2 日（水）
「ロシア号」乗車の前日にロシア入りする。未訪だったスイスで鉄道に乗ると
いうのを日程の前に付けており、チューリヒからベルリンを経てモスクワ・ドモ
ジェドヴォ空港に現地時間 19 時 25 分到着した。空港連絡列車（Аэроэкс
пресс）からメトロへ乗り継いでコムソモーリスカヤ駅へ 1 時間余りで来た
が、そこから遠くない宿まで行くのに手間取り、チェックインしてシャワーを浴
びる頃には日付が変わろうとしていた。バッテリーが底を突きそうだった iPhone
を充電しようとしたら、何が悪かったのか、ケーブルがショートしてしまった。
宿に Wi-Fi はあるのにお預け、それどころかメールやインターネットも使えない状
態だ。
【1 日目】2016 年 11 月 3 日（木）
モスクワ行きの飛行機で出たサンドイッチの残りを食べ、何はともあれ iPhone
の充電ケーブル探しと宿を出る。朝 8 時近くなっても空はまだ暗い。気温は０℃
ほど、小雪が舞っている。前夜に通り抜けてきたカザン駅（Казанский в
окзал）のコンコースへ来ると、予想した通り携帯電話ショップがあり、す
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んなり手に入れることができた。あとからその半額近くで売っている店も見つけ
てしまったが。
カザン駅はカザン（タタールスタン共和国）をはじめとするヴォルガ川流域の
都市、中央アジア方面へのターミナルだ。コムソモーリスカヤ広場をはさんだ北
側にはレニングラード駅（Ленинградский вокзал）
、ヤロス
ラヴリ駅（Ярославский вокзал）もある。モスクワにある 9 つ
のターミナル駅のうち 3 つが集まっていることになる。東京で最も乗降客数の多
い（世界一でもある）新宿駅は JR、京王、小田急と集中しているが、モスクワの
この場所は、駅の規模からすれば新宿と上野と東京が並んで立っているような印
象だ。

カザン駅
レーニン廟などを手掛けたシューセフの設
計。カザンにあるスユンビケ塔がモチーフと
なっている

ヤロスラヴリ駅
ロシアモダンの建築家シェーフテリの作。奥
に地下鉄コムソモーリスカヤ駅をはさんでレ
ニングラード駅が立つ

シベリア鉄道はこのうちのヤロスラヴリ駅が起点となっている。1862 年開業だ
が、現駅舎は 1904 年竣工、ロシアの古い城塞（クレムリ）を模している。
駅舎内に入り、きっぷの窓口へ行く。e チケットは持っているがあまりに味気な
いので、記念に紙のチケットが欲しい旨を申し出ると、女性駅員が発券機へ赴き、
出てきたのを渡してくれた。機械もチケットも飛行機のと似通っている。
ホームへ行くには駅舎から出る。櫛型に並ぶホームは一部屋根がかかっている
が、端の 2 本は雨ざらし。上野駅の低いホームがむき出しで屋外にあるとイメー
ジすればいいだろうか。通りからホームへも直接行ける（近郊電車などはホーム
手前に改札がある）
。
「ロシア号」は、昔の上野駅でいえば 20 番線のような位置に
ある、１A 番線の発着となっている。入線までにもまだ 3 時間以上あるので、傍
にあるクロークへ大きな荷物を預け、3 つの駅と周りを眺め歩き、買い出しをした。
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駅のなかにはキオスク、フードコート、土産物店などがあり、ひと通りの用は足
りる。ただし売店価格ではあるから、車内持ち込みの飲食物を少しでも安く上げ
たいならば外で買うのが良い。カザン駅の南側にはスーパー「ペレクリョースト
ク」
（Перекрёсток、交差点の意味）があった。また、カザン駅のショッ
ピングモールには、百均に相当する 47 ルーブルショップが入っていた。1 週間乗
車するとはいえ、あらゆる物を買っておかねばならないわけでもなく、当座の飲
み食い分だけ用意してヤロスラヴリ駅に戻る。モスクワのターミナルで一番乗降
客数が多いそうだが、2 階の広いホールまで、大きな荷物の人たちがベンチを埋め
ていた。飲み物の自動販売機のそばに有料充電スタンドを見つけたので iPhone を
繋ぎ、
「ロシア号」の入線時間を待つ。ホールの奥にはグランドピアノが置かれて
いて、60 代くらいのピアニストがクラシックから映画音楽、ポップスなど弾いて
いる。

ヤロスラヴリ駅 2 階の待合ホール

ヤロスラヴリ駅 1A ホームに入線した「ロシア
号」
。乗客は大半がロシア人のようである

12 時 40 分頃、1A のホームに「ロシア号」が入換用ディーゼル機関車ЧМЭ3
に牽かれて入線する。そして先頭には、直流電気機関車ЧС7 型（シュコダ社製。
ЧСはチェコ・スロヴァキアの頭文字）が付けられた。筆者が乗るのは 9 号車だ
が、機関車を撮りに行ったついでと、乗車前に編成を確かめる。機関車以外の車
両は 10 両。1 両目は業務用だが中身は不明。次に郵便車（ロシア郵便と書かれて
いる）
、荷物車。その後ろが旅客用だが、号車は 5 から始まっている。ちなみにシ
ベリア鉄道 100 周年記念のラッピングがされていた。食堂車をはさみ、6、7、9、
12、13 と続く。12、13 号車は 3 等寝台車である。
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シベリア鉄道 100 周年のラッピング車両

9 号車のドアに立つ車掌にチケットを示し、車内へ入る。見たところ 50 前後だ
ろうか、きりりとして小学校の学年主任のようなイメージの女性である。8 番目の
コンパートメントで 29～32 番の席が割り当てられている。奇数が下段、偶数が上
段である。予約時、どちらにするかかなり迷ったが、上のほうが自由に使えると
思い 32 番にした。
下段ベッドの下にスーツケースを入れ、
残りをベッドに上げた。
24 系などと同じく、通路上の部分にも置き場所がある。ベッドは思ったほど大き
くないが、巨漢のロシア人はどうするのだろうか。幅だけでなく長さのほうも窮
屈になるはずだ。カーテンは無く、転落防止用に長い取っ手のようなものが付い
ているのだが、ベッドの内側へ倒れるようになっている。上り下りするときにつ
い掴まりそうになるのに気を付けなくてはならない。はしごは通路側の壁に付い
ているごく簡易なもので、両足分掛けられる幅がないから厄介だ。

2等車室。窓側のテーブル下にコンセントがある
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13 時 20 分、
「ロシア号」は定刻に出発した。車室は 29 番にオタクぽい外見の青
年、30 番に 20 代の女性がいる。しばらくして車掌が検札に来る。チケットを持っ
ていかれたのでどうなるかと心配したが、あとでちゃんと返された。
約 3 時間走り、最初の停車駅ウラジーミル（Владимир）に着いた。モ
スクワから 200 ㎞余りである。20 分ほど停まるが、ここから交流電化となり、機
関車を付け替えるためである。空いていた 31 番に中年女性が乗ってきた。かなり
の大荷物で、ベッドの下は一杯になった。出し入れをしやすくするため、下段の
ベッドも跳ね上げられるようになっている。

乗車すると配られる手前の箱にはプラスチックの
食器、水のペットボトル、ナプキンが入っている

1 両ごとに備えられているサモワール。お茶
やカップ麺に重宝する

次は 1 時間 20 分でヴャズニキ（Вязники）
。ここも停車時間はあるが、
ホームが短いのか、後部の車両しか乗り降りできないようで外へ出られない。そ
んなところへ、車室に弁当箱とパンが運ばれてきた。紙箱を開けるとカーシャ（粥
のこと。ロシアでは蕎麦の実を炊いたのが多い）が入っていたので温かいうちに
食べておく。付合せは茹で野菜と鶏肉、いずれもあっさりした味だった。あとで
食堂車を訪れるつもりだったので酒は抜きにして、粉末のお茶をいれて飲んだ。
各車両の端にサモワールがあって湯は自由に使える。コップとスプーンは車掌に
言えば貸してもらえる。車掌室も端近くにある。例の“学年主任”女史のほかに
もう1 人、
幼稚園の園長みたいな風貌の女性がいた。
2 人で1 車両を担当しており、
上下関係など違いがあるのか判らないが、廊下や床に掃除機をかけたり、窓を拭
いたり、トイレや屑箱をきれいにしたり、こまめにきちんとしている。お蔭で車
内環境は良好だった。
20 時過ぎ、到着したのは「モスクワ」駅。戻ってしまったわけではなく、モス
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クワへ向かう列車が出るということでそのような名前になっている。ソ連時代は
外国人の入れない閉鎖都市で、当地出身の文豪にちなみゴーリキーと呼ばれてい
たニジニ・ノヴゴロド（Нижний Новгород）というロシア第 4 の都
市である。閉鎖都市だった頃、
「ロシア号」はどうしていたのかといえば、2001 年
6 月まで、モスクワ－キーロフ間は現在より北側を経由するルートが主だった（モ
スクワのターミナルの名前になっているヤロスラヴリもその途中にある）
。現ルー
トの実乗距離は約30㎞短くなっている。
30番の女性が下りて、
ヤンキーぽい兄ちゃ
んが入ってきた。
初日に停車する駅はもうないので、食堂車へ行ってみた。車両間はボタン式の
自動ドアがある。連結部は幌で覆われているが隙間のために実に寒い。停車時間
のある駅まで我慢できずにここでタバコをふかす人もいるのだが。

食堂車のビジネスランチ（このあとエスカ
ロップが出た）

食堂車は一般客車と同じ造りの座席

食堂車は一般的な客車を流用しているようで、テーブルクロスやカーテンはか
かっているが、席が同じなので高級感はない。メニューは英語も併記で助かるが、
酒はビールのみでワインやウォッカが書かれておらずがっかりする。酒のつまみ
にふさわしいものがあまり見当たらないので、ビールだけ飲む。ロシア製の 500ml
缶で 200RUB、これはスーパーで買う 3 倍近い値段だ。食堂車は 9 時から 23 時の
営業だが、ほかに男性 2 人組がいるばかりで盛り上がっていないので、1 本で引き
上げる。ちなみにその後、食堂車は食事でも利用したが、セットメニューが 1000
円程度となるので、駅売店などで買って済ませることが多かった。外に出なくて
も、ピロシキやアイスクリームなどは売りに回ってくるし、そもそもロシア人乗
客は食べ物持参が多いようだ。
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【2 日目】2016 年 11 月 4 日（金）
最初の停車はキーロフ（Киров）
。15 分停まるが 2 時過ぎなので外には出な
い。偶々目が覚めたので窓から少しだけ駅舎を眺めた。気温はマイナス 4℃と表示
されている。
6 時半前、バレズィノ（Балезино）に到着する。まだまだ暗いが 25 分
停車なので外へ出ると、機関車の付替えがあった。ЭП2К型、ロシア製の直流電
気機関車である。標準時がモスクワ時間（MSK=UTC+3）からサマラ時間
（SAMT=UTC+4）へと変わる。ロシアには現在、時間帯が 11（UTC+2～12）ある
が、鉄道の時刻はすべてモスクワ時間で表示されている。そのため、ロシア鉄道
のウェブサイトにあった「ロシア号」のダイヤを、モスクワ時間、現地時間、日
本標準時の併記で一覧にして手元に持っていた。
バレズィノから 4 時間半ほど、ペルミ（Пермь）に着くと、29 番の青年と
30 番の兄ちゃんが下車し、老夫婦が乗ってきた。時間帯はまた変わり、エカテリ
ンブルク時間（YEKT=UTC+5）となる。ここで、ウラジオストクから 6 日走って
きた「ロシア号」1 列車と行き違う。モスクワに向かうのが上りのように思うが、
列車番号はそうなっていて、こちらが乗っているのは 2 列車である。
ペルミを出て 4 時間半ほどで、シベリア鉄道のひとつのヤマ場が訪れる。ヨー
ロッパとアジアの境を示すオベリスクである。境目にあるのはウラル山脈だが、
標高は 1000m 程度だからヤマ場という感じは薄い。モスクワから 1737km ほど、
キロポストでは 1777km から 1778km の間ということになっているが、どんなタイ
ミングで見えてくるのかが判らない。Google マップも援用し、ヴェルシーナ（В
ершина）という簡易
駅のそばと目星は付いたが、
コンクリートの小さなホー
ムを過ぎたと思ったらもう
そのオベリスクだった。窓
際で待機していたものの、
連写してどうにか撮れた。
16 時 26 分、ぎりぎり日没
前なのも幸いした。あとで
調べると、Вершина
は頂上の意味である。

アジア/ヨーロッパ境界のオベリスク
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程なくして、エカテリンブルク（Екатеринбург）
。ウラル地方の中
心地である。30 分ほど停車だが、駅の外まで出ると戻るのが面倒なので、ホーム
の売店でチキングリルとビールを買う。シベリア鉄道の車内では、食堂車を除い
て大っぴらに飲んではいけないようなのだが、車室にいるので半ば知らぬふりを
して飲んでいた。周りに飲む人を見ないのには意外の感がある。
この日は 21 時半過ぎにチュメニ（Тюмень）で停まっておしまい。
【3 日目】2016 年 11 月 5 日（土）
6 時過ぎ、オムスク（Омск）着。オムスク時間（OMST=UTC+6）となる。
外の気温はマイナス 10℃と表示されていた。売店で、値札がきちんと付いていた
のでビールを買うと、店のおばちゃんに「ちゃんと隠して持ってきなさいよ」と
いう感じで囁かれたので仰せに従う。
10 時前、バラビンスク（Барабинск）
。乗車距離が 3000km に達する。
人口は数万だが、機関車区があり鉄道としては重要地のようである。停車時間が
30 分あり、駅舎を通らずとも外に出られたので、モスクワを発ってから初めて駅
前へ出てみた。ちょうどスーパーがあったので覗いてみると、ワゴンセールに安
いウォッカを見つけたので買っておく。

車掌は客扱だけでなく下回りの点検などもし
ていた

ホームで待ち構える物売り。どの駅にもいると
いうわけではない
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バラビンスクから 4 時間
半ほど空いて、ノヴォシビ
ルスク（Новосиби
рск）に着いた。時間帯
はクラスノヤルスク時間
（KRAT=UTC+7）に変わっ
ている。ノヴォシビルスク
はシベリア最大の都市であ
る。20 分ほど停車の間にま
た多くの人が入れ替わった。

燃料用石炭の積込み（ノヴォシビルスク）

日が落ちてから、ユルガ（Юрга）
、タイガ（Тайга）とわずか 2 分停車
の駅が続いた次は、マリインスク（Мариинск）でまた 30 分近く停車する。
ここも鉄道の町で、シベリア鉄道はここから再び交流電化に変わるため、機関車
の付替えがある。先頭にはЭП1 型が立った。
【4 日目】2016 年 11 月 6 日（日）
モスクワから 4000km を越し、クラスノヤルスク（Красноярск）に着
いたのは 3 時前だが、22 分停車とあるので起きて出た。シベリア 3 番目の都市で、
1997 年には橋本龍太郎首相とエリツィン大統領の首脳会談でクラスノヤルスク合
意が交わされた。構内に保存されている蒸気機関車 CO（セルゴ・オルジョニキッ
ゼ）型を撮る。
10 時 39 分、タイシェト
（Тайшет）に到着。
第 2 シベリア鉄道と呼ばれ
るバイカル・アムール鉄道
（バム鉄道）の分岐点では
あるが、
「ロシア号」は上り
も下りも 2 分しか停まらな
い。時間帯はイルクーツク
時間（IRKT=UTC+8）に移
る。
その後の 12 時 30 分頃、

シベリア鉄道は貨物の大動脈（ズィマ）

「ロシア号」全行程の乗車時間にして半分を過ぎる。また、少し遅れて距離のほ
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うでも半分を越した。
夕暮れ迫る 17 時頃にズィマ（Зима）着。ロシア語で冬という意味である。
約 30 分停まり、型式は同じだが違う機関車に付け替えられた。
そして 21 時頃、イルクーツク（Иркутск）に着く。
「シベリアのパリ」と
呼ばれる街はアンガラ川の対岸にあり、かろうじて夜景として見ることはできた。
しかし、イルクーツクを出て 1 時間余りで南端を通るバイカル湖は、いくら目を
凝らしても暗すぎて判らなかった。
【5 日目】2016 年 11 月 7 日（月）
バイカル湖から離れ、4 時前にウラン・ウデ（Улан-Удэ）へ着く。ブリ
ヤート共和国の首都で、駅名表示の上にも「ブリヤート共和国の」と小さく書か
れている。北京とモスクワを結ぶ列車が通る、モンゴル縦貫鉄道の分岐点だ。駅
前の道路をはさんだ向かいの公園に静態保存の蒸気機関車と電気機関車が置かれ
ているので撮りに行った。戻って発車してから、上段ベッド向かいの、やや強面
だが気のいい 60 年配のおっちゃんが廊下へ出てきて、
「外歩いてきたのか？ 写
真撮ったのか？」と尋ねてくる。煙草を吸いに出る機会を逸したのが、さも口惜
しそうに地団駄を踏んでいた。次からは時間を問わず、停車時間があるなら起こ
してやることにする。
ウラン・ウデのあとにまたしばらく寝て、8 時過ぎに起きたが、外が明るくなっ
てから間もないので、早いのか遅いのか判らなくなる。下段の 2 人は横になって
いるしブラインドも下ろしたままなので、仕方なく上段で手元にあるものを食べ
る。時間帯はヤクーツク時間（YAKT=UTC+9）になっている。モスクワから 5 日
経って日本と同じ時間まで戻ったことになる。ただ、シベリアの中央部で外気温
はマイナス 20℃近い。
乗車距離 6000km を越え、15 時前にチタ（Чита）へ到着する。ザバイカリ
エ地方の中心都市で駅も大きい。駅前に大きな聖堂があるのを撮りに出たら、脇
を歩いて過ぎた男が札束を落とし、すぐ後ろから来た別の男がこちらを呼び止め
ようとする。あまりに見えすいた落とし方だったので、自分で拾わず前の男を指
さして、あとは何か言ってくるのを無視したが、危うく因縁を付けられるところ
だった。今回のロシア滞在で困ったことはこれくらいである（未遂ではあるが）
。
見物はそこそこにホームへ引き返すと、わが「ロシア号」は、線路保守用と思わ
れる車両が最後尾に増結された。
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渺茫とした原野。風景も街もそれなりに変化す
るので意外と飽きなかった

ホーム上にいるのは汲取り車。
左は移動式聖堂の
車両（チタ）

次のカルィムスカヤ（Карымская）で、チタではありつけなかったビー
ルを手に入れる。覗いた売店で偶々前の客が買っていたので同じようにしたのだ
が、仕舞うための黒いビニール袋は手にしていたけれど、店のおばちゃんは大き
なペットボトルのラベルをナイフで剥いでくれた。去り際「シェシェ」と言われ
たが、アジア系は中国人が最も多いのだろうか。こちらは日本人だと拙いロシア
語で主張しておく。
カルィムスカヤを出てしばらくして、分かれた線路がシベリア鉄道の本線を跨
いで氷結したインゴダ川を渡る。満洲里、チチハルへと至る、かつての東清鉄道
のルートだ。シベリア鉄道は、中国の黒竜江省を遠巻きにするようにハバロフス
クへと向かっていく。
22 時過ぎ、チェルヌイシェフスク・ザバイカリスキー（ЧернышевскЗабайкальский）で 30 分の停車。その割に小さな町だが、鉄道では
要所らしく、機関車が付け替わった。カフェや売店も開いていた。
ソヴィエト十月革命から 99 年に当たる日。車中では特に何ということもなく過
ぎた。
【6 日目】2016 年 11 月 8 日（火）
早朝というには早い時間に、モゴチャ（Могоча）
、アマザル（Амаза
р）の両駅に停車。外に出ても何もないほどの規模だが、まばらに星を見ること
ができた。気温はマイナス 25℃と、これまでの間で一番下がっている。
8 時前、エロフェイ・パヴロヴィチ（Ерофей Павлович）で約 20
分停車。駅前に団地が並ぶが人口は 5000 程度らしい。ハバロフスクにも名を残す
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ハバロフの名前（名と父称）が地名の由来となっている。乗車距離は 7000km を越
えた。
そのあと駅間が長くなり、
1 つ置いてマグダガチ（М
агдагачи）に 15 時
前到着、15 分停車。次の長
時間停車は 20 時 40 分着の
ベロゴルスク（Белог
орск）
。売店で食べ物を
買ったあと、駅前へ出ると
「カフェ」と書かれている
が角打ちのような店があり、
覗いたところ、だいぶ聞こ
し召した常連の男が 1 人ス

極東地域ではレーニン像が健在（ベロゴルスク）

ツールに座っている。
「おい！ 友だち！」と声をかけられ、ウォッカと持参のタッ
パーに詰めた料理を勧めてくるので、少しばかり杯のやり取りをする。しかし「汽
車が…」と言ってもちっとも聞かない。振り切るようにしてビール 1 缶だけ買い、
つまみを調達しようと思っていたのは諦めホームへ戻った。
【7 日目】2016 年 11 月 9 日（水）
車内で寝て、朝を迎えるのも最後となった。ユダヤ自治州に入り、ウラジオス
トク時間（VLAT=UTC+10）へと変わる。東京の先を越してしまった。
凍りかかったアムール川の長い鉄橋を渡り、8 時にハバロフスク（Хабаро
вск）着。ウラジーミルから乗った大荷物の中年女性が下りていった。立派な
建物の駅正面にはハバロフの像が立つ。写真を撮ったりするうち、適当な売店へ
行く時間がなくなり、次のヴャゼムスカヤ（Вяземская）で食料調達と
する。幸い、ホームに物売りがたくさん来ていた。ハバロフスクから先、シベリ
ア鉄道はウラジオストクへ向けて南下するが、中国との国境が近くなり、短いと
ころでは線路から国境まで 10 ㎞ほどしかない。
15 時前、ルジノ（Ружино）に着く。レソザヴォーツク（Лесозав
одск）という都市の入り口にあたる。大相撲の阿夢露（アムール）の出身地
である。ここで上段ベッド向かいのおっちゃんが下車した。乗り通す人はそう多
くないと予想していたものの、最後の最後に車室で一人きりになってしまった。
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ウスリー川と合流したアムール川を渡りハバロ
フスクへ

ハバロフスク駅

シーツを返し、蒲団を畳み、荷物をまとめて
いると、
“園長先生”が車室へ入ってきた。車
内販売の営業である。飛行機と同じようにカタ
ログが置かれていてグッズもあれこれ載って
いる。スーツケースに余裕もなく、友人のため
にトラベルキットを買っただけだったが、土産
物ばかりでなくミネラルウォーターなどを勧
めてくる。言葉はあまり通じないのに食い下が
られてやや閉口するが、やがて買う気のないこ
とを理解して下がっていった。室内の照明を暗
くして、外に目を凝らす。
9000km を過ぎ、10 分以上停まる最後の駅で
あるウスリースク（Уссурийск）を出
ると、いよいよシベリア鉄道の旅も終点が近い。 ハバロフスク駅前のハバロフ像
海沿いへ出て、大きな街が姿を現してくるのを感じながら、建物の間をうねるよ
うに走り、ウラジオストク（Владивосток）の駅へ「ロシア号」はす
べり込む。ホームには蒸気機関車と、シベリア鉄道の全長「9288」が記された装
飾付きのキロポストとが灯りに照らされている。20 時 30 分、定時の到着だった。
◇

◇

◇

近くのホテルで 1 週間ぶりのシャワーを使った翌朝、またウラジオストク駅へ
出向いてみた。
駅舎や周囲を見るうち、11 時が近づいた。
「ロシア号」のいるホームへ下りると、
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車掌たちがこちらに気づいた。
「また乗っていくんじゃないのか？」という身振り
で笑いかけられたが、当然ながら発車を見送った。彼らは往復乗務の 14 日間が 1
勤務のようである。
再び全区間通しで乗るかと問われたら何とも言えないが、車窓からバイカル湖
を望める時間帯は押さえておきたいと思う。

ウラジオストク駅と「ロシア号」
ニコライ 2 世の凱旋門
1891 年、シベリア鉄道起工式に出席したニコラ
イ（当時皇太子）を迎えるため建てられた。彼は
この直前に訪れた日本で大津事件に遭っている

坂の町ウラジオストクにはケーブルカー（フニ
クリョール）がある

ウラジオストクに唯一残る 6 番のトラム
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出典：http://transsiberian.info/map.htm
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大正から昭和・終戦に至る旅客鉄道運賃・料金の変遷
原

潔 Hara Kiyoshi※

はじめに
前号の「明治期における旅客鉄道・料金の変遷」に続いて大正元年（1912 年）
から昭和 20 年
（1945 年）
8 月終戦までの鉄道旅客運賃制度の変遷について述べる。
この間は、第一次世界大戦（1914 年）
、満州事変（1931 年）
、日華事変（＝支那
事変 1937 年）
、第二次世界大戦（1939 年）
、大東亜戦争（＝太平洋戦争（1941 年）
と多くの戦争が起こり、戦火にさらされた。また、関東大震災（1923 年）や多く
の自然災害にも見舞われた。このことは運賃制度に大きな影響を及ぼすことと
なった。
一方で、台湾、中国、朝鮮、ソビエト、欧州に至る広大な連絡運輸が発展した
時期でもあった。
文中、特段断り書きがないものは国鉄（鉄道院、鉄道省、運輸通信省、運輸省
所管）の旅客運賃制度について記述している。
1.普通運賃制度
メートル法の実施 －営業哩（マイル）から営業キロに－
新橋・神戸間が全通した明治 22 年（1889 年）7 月 1 日より賃率制が採用され、
運賃額は、乗車する区間の営業哩に賃率を乗じて算定が行われてきた。
昭和 5 年（1930 年）4 月 1 日にメートル法が施行されて、以後は「営業キロ」
と呼ばれる。
この営業キロは、運賃の算出基礎となる要となるものであり、基本的には二地
点間の実測距離に基づき定められている。
しかし、以下に述べるように営業上の調整や、運賃算出の簡便化のために実際
のキロ程を変えて計算する等の措置も講じられてきた。
特定都区市内制度はじまる
昭和 14 年（1939 年）10 月には特定都区市内制度が発足した。これは当時の六
※

一般社団法人交通環境整備ネットワーク 代表理事
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大都市であり、発着旅客需要の多い東京市・横浜市・名古屋市・京都市・大阪市
及び神戸市について、そ
の市域の中心駅を定め、
当該市内から 201 キロ以
上の駅を旅行する際には、
その中心駅からの営業キ
ロによって運賃を算出す
る制度であった。これにより運賃算定の簡便化が図られた。
昭和 19 年（1944 年）4 月には、この制度適用都市を東京都と大阪市の 2 都市と
した。
昭和 20 年（1945 年）4 月には更に簡便化を図るため、制度の適用距離を 101 キ
ロ以上に短縮した。
同時に山手線発着制度も作られ、
山手線内各駅との発着が 51 キロ以上の区間は、
中心駅である東京駅からの営業キロによって算出することとした。
特定運賃（電車特定運賃）
電車区間における特定運賃は、
市内電車の低廉な運賃に対抗して明治 37 年
（1904
年）8 月新宿・御茶ノ水間で設けられた制度で、大正 7 年（1918 年）7 月には東京・
桜木町間、品川・新宿・上野間等の電車区間にも拡大した。
大正 13 年（1924 年）12 月に山手線の新橋・東京間が開通した際には、3 等賃率
が 1 哩 2 銭 5 厘であるところを 1 哩 1 銭にして最低額を 4 銭、最高額を 10 銭と定
めた。
大正 14 年（1925 年）11 月には神田・上野間の高架線が完成して環状運転が実
施されるとともに運賃を 5 銭単位の区間制に改めた。これは輸送量が増加傾向に
あり、運賃計算の簡便化を図ったことによる。
またこの特定運賃を 25 倍した無記名式回数乗車券を発売した。
昭和 8 年（1933 年）3 月に大阪の城東線の大阪・天王寺間及び片町線片町・京
橋間で電車による運転が始まるのに際し、東京と同様の特定運賃制度が導入され
た。
以後東京、大阪の電車区間が拡大する度に特定運賃の適用区間も拡大されて
いった。
昭和 17 年（1942 年）4 月には、乗車区間ごとに個々の特定運賃額を表で定める
（表定制）これまでの方式を改めて、特定運賃の適用区間では実際の営業キロよ
りも短縮された営業キロを用いて算出する方式に制度の変更が行われた。
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経路特定制度はじまる
同一の発着区間に 2 経路があって、両経路の距離に大差がなく、両経路共に直
通列車が運転されている場合は、短い経路の運賃で両経路のどちらでも利用でき
る「経路特定制度」を大正 9 年（1920 年）10 月に定め、大正 10 年（1921 年）1
月から実施がされた。
以下の経路は、東北本線経由
の運賃額とした。
福島駅以南の駅と青森及び北
海道の駅相互間で、奥羽本線経
由の経路（図参照）
池袋駅以西の駅と岩沼駅以北
の駅相互間で、池袋・日暮里間及び常磐線経由の経路
日暮里・鶯谷・上野駅と岩沼駅以北の駅相互間で、常磐線経由の経路
なお、この乗車券の利用者には、当該経由区間の途中下車と他の列車への乗り
換えを禁じた。
昭和 7 年（1932 年）には函館本線経路と室蘭本線経路、城西線・関西本線経路
と東海道本線・草津線経路、鹿児島本線経路と肥薩線経路等においても、この制
度が導入された。
終戦時におけるこの制度の適用区間と適用経路は、以下のとおりとなっていた。
○印が、運賃の算出経路
区

間

経

路

長万部・岩見沢

○室蘭本線／函館本線

福島・青森

○東北本線／奥羽本線

日暮里（田端・赤羽）
・岩沼

○東北本線／常磐線

谷山・八代

○肥薩線-日豊本線-鹿児島本線／鹿児島本線

鹿児島（古江）
・八代

○肥薩線-日豊本線／鹿児島本線

※

軍川 ・森

○大沼駅経由／東森駅経由

三原・海田市

○山陽本線／呉線

岩国・櫛ケ浜

○岩徳線／山陽本線

※

現大沼
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肥前山口・諫早

○長崎本線／佐世保線-大村線

岩切・品井沼

○利府駅経由／陸前山王駅経由

赤羽・日暮里

○王子駅経由／尾久駅経由

※

西鹿児島 ・八代

○肥薩線-日豊本線／鹿児島本線

運賃プール制による経路の自由選択
昭和 15 年（1940 年）3 月に国鉄と関西急行・参宮急行電鉄・大阪電気軌道・奈
良電気鉄道・大阪鉄道（共に現近鉄線）等との間で紀元 2600 年祭用の神宮巡拝乗
車券を制定し、名古屋・草津・京都・大阪圏内において旅客の自由選択乗車を認
め、関係鉄道との間での運賃のプール制を実施した。
また、16 年（1941 年）8 月に高松・琴平間において国鉄と香川県下各鉄道・軌
道間において旅客運賃のプール制を実施し、経路の自由選択を認めた。
当時のプールされた運賃の具体的な精算方法は明らかではないが、一旦国鉄側で
運賃を収受、プールした後に運転頻度や利用実態等を勘案して配分する運賃額を
算定、私鉄各社線と精算が行われたのであろう。
遠距離逓減制度
乗車距離が増えるに従って、その賃率を低いものとする遠距離低減制度は明治
25 年（1892 年）に山陽鉄道会社で導入されて以来国鉄線においても導入がされて
定着していた。
大正 9 年（1920 年）2 月には制度を拡大し、距離帯区分をそれまでの 5 段階制※
から 7 段階制に変更した。これにより 3 等運賃は 1 哩につき、50 哩まで 2 銭 5 厘、
100 哩まで 2 銭 1 厘、200 哩まで 1 銭 7 厘、300 哩まで 1 銭 4 厘、400 哩まで 1 銭 2
厘、500 哩まで 1 銭 1 厘、501 哩以上 1 銭となった。
同年 7 月の「鉄道時報」の中で、旅客課長種田虎雄はこの距離逓減制について、
「運賃の負担力からすれば遠距離旅行者は近距離者に比し負担力に富む。未開時
代には交通を刺激し、交通知識普及のため、特に遠距離低減を行い交通欲を刺激
する要があったが、今日はその必要がない」と否定的見解を示している。
昭和 5 年（1930 年）4 月のメートル法の実施に伴い、遠距離低減の距離帯区分
は次のとおりの 7 段階となった。
1 キロにつき 80 キロまで 1 銭 5 厘 6 毛、160 キロまで 1 銭 3 厘 1 毛、320 キロま
※

現鹿児島中央
50哩まで、100哩まで、200哩まで、300哩までと300哩以上の5段階

※
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で 1 銭 6 毛、480 キロまで 8 厘 7 毛、640 キロまで 7 厘 5 毛、800 キロまで 6 厘 9
毛及び 801 キロ以上 6 厘 3 毛。
また、このとき急行料金のキロ区分も「400 キロまで」
、
「800 キロまで」及び「801
キロ以上」と距離帯区分が導入された。
昭和 17 年（1942 年）4 月には、抜本的な制度見直しが行われ、距離帯区分を「150
キロまで」と「151 キロ以上」の 2 段階制となった。これにより 3 等運賃は、1 キ
ロにつき、
「150 キロまで」が 2 銭、
「151 キロ以上」が 1 銭となった。
対抗的運賃が設定され競争がおきる
昭和 5 年（1930 年）6 月の阪和電鉄線天王寺・東和歌山間が全通した。同鉄道
は、関西随一のスピードを誇り、大阪・和歌山間にノンストップ特急や紀勢西線
への直通運転を行って、並行する南海鉄
道との間で競争が発生した。
南海鉄道は、難波・和歌山市間を 60
分で結ぶ特急列車を投入するとともに、
それまでは 1 円であった運賃を 96 銭に
値下げして対抗した。
両鉄道はその後も運賃割引やスピー
ド競争を繰り広げた結果、安全面や経済
面からも問題視されるに至り、昭和 15
年に鉄道省が両社の合併を働きかけ、同

出典：昭和15年10月「時間表」

年 12 月 1 日南海が阪和電鉄を吸収合併した。以後同線は、南海鉄道山手線と名称
を変えて一体運営が行われた。
しかし同線は、戦時陸運非常体制の一環として軍事上必要な路線として位置づ
けられ、昭和 19 年（1944 年）5 月に国に強制買収されて国鉄阪和線となった。
小児の運賃
明治 33 年（1900 年）10 月に「鉄道運輸規程」が制定された際には、外国の例
に習い、同規程第 13 条で「四年未満ノ小児ハ無賃、満四年以上十二年未満ノ小児
ハ半賃金ヲ以テ運送スへシ」と規定されたが、一般的には小学校入学前の 6 歳未
満が無賃の対象と考えられており、
4歳未満と4歳以上の判断は事実上困難であり、
鉄道現場では小学校入学前までを無賃として取り扱いが行われていた。
昭和 12 年（1937 年）4 月にこの鉄道運輸規程を改正し、
「旅客ノ同伴スル 6 年
未満ノ小児ハ旅客一人ニ付少クトモ一人迄無賃ヲ以テ運送スベシ」と無賃の対象
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の小児の人数を明らかにするとともに、対象年齢を実態と合わせて、学齢前の「6
歳未満」とした（実施は同年 6 月）
。
この規程ができたことによって多くの鉄道線は旅客一人につき 6 歳未満 2 名ま
でを無賃として取り扱うこととなっ
た。
昭和 2 年（1927 年）12 月に我が国
最初となる地下鉄が、小児運賃は設け
ず、大人の均一制運賃で上野・浅草間
を開業した。
大人の均一運賃としたのは、改札機
に運賃額を直接投入し、投入されると
改札のバーを動かすことができるこ

「ターンシステム」

とから乗客はそれを押して回し、入場

出典：地下鉄運輸50年史

するという自動改札機の原点ともい
うべき「ターンシステム」を我が国ではじめて導入したことによる。
このため、地下鉄開業に先立ち、昭和 2 年（1927 年）9 月に鉄道運輸規程が改
正されて、特別の事由ある場合監督庁の認可を得て小児の半賃金の運送及び手荷
物運送をしないことができる旨の例外規定が設けられた。
国際連絡運輸の進展
我が国の国際連絡運輸は、明治 43 年（1910 年）4 月に東清鉄道との間で開始さ
れ、明治 44 年（1911 年）3 月には欧州までとその範囲を拡大していった。
大正 2 年（1913 年）には日本と欧州間をインド洋及びシベリア経由とする「東
半球周遊券」と英国を発地とし
て、太平洋を渡りカナダから米
国大陸を鉄道で横断、バンクー
バーより太平洋を出て日本及び
シベリアを経由して英国に帰る
「世界周遊券」の発売に日本も
参加した。
しかし、大正 3 年（1914 年）
第一次世界大戦の勃発によって
この周遊券の発売は中止に至っ
た。

出典：日本国有鉄道百年史
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大正 6 年（1917 年）7 月に日本と中国の連絡協定駅間で通用期間が 110 日間、
運賃 2 割引の往復乗車券が発売された。
昭和 2 年（1927 年）からは、ソビエト、エストニア、ラトビアの間で連絡運輸
を開始、以後ポーランド、ドイツ、イタリア、オーストリア、スウェーデン、オ
ランダ、英国との間で連絡運輸を行うこととなった。
当時この連絡運輸を利用する通し切符が購入でき、東京からモスクワまでが 11
日半、ベルリンまでが 20 日半程かかった模様。
昭和 14 年（1939 年）当時、大別して「日満連絡運輸」
、
「欧亜連絡運輸」と「日
支連絡運輸」が行われていたが、第二次世界大戦がはじまって欧亜連絡運輸は終
了することとなる。また、日満連絡運輸や日支連絡運輸も終戦により終焉を迎え
る。
乗車券の途中下車制度と有効期間
従前の途中下車については、50 哩以上乗車する場合に駅を限定して途中下車が
認められていたが、大正 5 年（1916 年）5 月に片道 25 哩以上 300 哩未満は 2 回、
300 哩以上 700 哩未満は 3 回、700 哩以上 1200 哩未満は 4 回、1200 哩以上は 5 回
と乗車距離毎に下車回数が定められた。
なお、特定運賃、割引運賃で発売される乗車券での途中下車は認められなかっ
た。
大正 10 年（1921 年）1 月には 20 哩以上となっていた距離の制限を無くし、下
車回数を 50 哩未満 1 回、50 哩以上 300 哩未満を 2 回と定めた（300 哩以上は従前
と同じ下車回数）
。
大正 14 年（1925 年）11 月山手線環状運転に伴って同環状区間の途中下車が禁
じられた。
しかし、途中下車を必要としない旅客がが大部分であるという実態から、昭和 7
年（1932 年）8 月に旅客規則を改正し、特定運賃区間や回数乗車券等での使用の
場合を除いて途中下車を認め、回数の制限も撤廃された。
有効期間については、大正 9 年（1920 年）12 月までは 50 哩未満 1 日、50 哩以
上 100 哩未満 2 日、100 哩以上 100 哩増すごとに 1 日を加算し、往復乗車券は、50
哩未満 3 日、50 哩以上は片道乗車券の 2 倍の日数であった。
大正 10 年（1921 年）1 月に改正し、100 哩まで 2 日、101 哩以上 100 哩増すご
とに 1 日を加算する制度に改められ、往復乗車券はその 2 倍の日数となった。
昭和 5 年（1930 年）4 月のメートル法の実施に伴って、100 キロメートルまで 2
日、101 キロメートル以上 100 キロ増すごとに 1 日を加算、往復乗車券は片道乗車
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券の 2 倍の日数となった。
昭和 7 年（1932 年）6 月には 200 キロまでを 2 日、以後 200 キロを超えるごと
に 1 日を加えることに変更が行われた。
2.定期旅客運賃制度
大正元年（1912 年）当時、普通定期券は 1 ヶ月、3 ヶ月、6 ヶ月、12 ヶ月の 4
種類が発売されていた。
また 12 ヶ月以上の継続利用者には更に 1 割を減ずる制度も設けられていたが、
大正 10（1921 年）年 8 月に廃止された。
定期券運賃額は、普通運賃とは別個に距離毎に表で定めていたが（表定制）
、大
正 7 年（1918 年）8 月に改正し、3 等普通定期乗車券は、1 ヶ月定期が、30 日間を
1 日 1 往復するものとして、
普通旅客運賃を 60 倍した額から 4 割 2 分～6 割引き、
3 ヶ月定期が 1 ヶ月の 2.4 倍、6 ヶ月定期が 1 ヶ月の 3.8 倍、12 ヶ月定期が 1 ヶ月
の 6 倍の額、2 等普通定期乗車券は、各月とも 3 等運賃の 2 倍の額と定められた。
職工定期は、1 ヶ月のみで、3 等普通定期券 12 ヶ月の 12 分の 1 の額（3 等普通
定期券 1 ヶ月の半額に相当）となった。
当時は定期券の使用開始日を旅客が自由に決めることができる制度となってお
らず、月の 1 日か 16 日が起算日となっていた。
大正 10 年（1921 年）1 月には、1 等の定期乗車券制度が設けられた。
大正 11 年（1922 年）3 月には職工定期に 3 ヶ月が設けられ、1 ヶ月運賃の 3 倍
の額と定められた。
また、折畳式定期乗車券とカード式定期乗車券の二種類の定期券様式をカード
式定期券に一本化した。

折畳式定期乗車券

カード式定期乗車券
出典：日本国有鉄道百年史
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定期旅客の占める割合は増加する傾向にあり、大正 10 年度（1921 年度）31％で
あったものが、昭和 11 年度（1936 年度）には 56％となっている。
昭和 12 年（1937 年）
に、普通定期乗車券の
12 ヶ月定期券が廃止さ
れ、1・3・6 ヶ月の 3 種
類となった。
なお、職工定期券は、
1・3 ヶ月の 2 種類で、発
売は、
「職工、徒弟及び人
夫」を対象としており、
学生定期券よりも安く、購入時には「当該工場長又は支配人発行の通勤証明書」
の提出が求められていた。
昭和10年9月現在における9.8キロ～10.5キロ区間定期運賃額比較（単位：円・銭）
1ヶ月

3ヶ月

6ヶ月
15.85

12ヶ月

普通定期券（3等）

4.15

10.00

30.10

職工定期券（3等のみ）

2.10

6.30

－

－

学生定期券（3等のみ）

3.10

7.50

11.90

18.75

昭和 17 年（1942 年）4 月に職工定期券は、
「工員定期券」に名称を改め、6 ヶ月
定期券を追加した。
昭和 19 年 1 月現在における 10 キロ区間定期運賃額比較（単位：円・銭）
1ヶ月

3ヶ月

6ヶ月

普通定期券（3等）

4.90

11.80

21.20

工員定期券（3等のみ）

2.55

6.85

12.35

学生定期券（3等のみ）

3.60

8.50

14.40

昭和 20 年
（1945 年）
7 月にはあらかじめ登録制にして定期券の発売が行われた。
3.回数旅客運賃制度
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従前の回数券においては利用区間が限定されていたが、大正 2 年 10 月に全駅相
互間において発売が開始された。
大正 9 年（1920 年）には回数券の記名人のほか、その同行者 4 名までが使用で
きることとなった。
大正 10 年（1921 年）1 月に 1 等用の回数券が発売された。
大正 14 年（1925 年）11 月には特定運賃区間においても、運賃を 25 倍した割引
のない無記名式の回数券が発売された。
昭和 5 年（1930 年）4 月に券片数をそれまでの 25 券片から 16 券片とし、割引
はそれまでの 2 割引～3 割引を 1 割引～2 割引と縮小が行われた。
昭和 7 年 8 月にそれまで割引がなかった特定運賃区間内の回数券についても 1
割引とした。
昭和 7 年（1932 年）当時の回数券は、
「普通記名回数乗車券」
、
「普通無記名回数
乗車券」及び「学生回数乗車券」の 3 種類でありその有効期限は、3 ヶ月としてい
た。
しかし、これらの回数券の売行きは悪く、過去に最も回数券が利用された大正 8
年度（1918 年度）の回数券乗車人員 16,921 千人、回数券収入 2,448 千円に比べ、
昭和 11 年度（1936 年度）の回数券乗車人員は 6,336 千人、回数券収入 1,578 千円
と激減していた。
これは回数券の割引率が低く、定期券と比べ割高感があって敬遠された結果で
あった。
そのため、昭和 12 年（1937 年）6 月に回数券の根本的な制度見直しを行った。
すなわち、割引率を 2 割 5 分から 3 割に高めるとともに、新たに「特殊記名回数
券」を設けてその割引率は最高 4 割とした。
この特殊回数券は、定期利用者の家族の利用を対象とするとともに、農山漁村
救済の施策の一環としてその交通費を低減させるためとして農夫、漁夫を利用対
象とし、普通回数券は、460 キロ、特殊記名回数券は 10 キロの区間に限って発売
がされた。
しかし、戦時下の不要不急の旅客を抑制する措置とともに、昭和 17 年（1942 年）
にはその割引率は 5 分引きに縮小された。
昭和 19 年（1944 年）時の普通回数券は、1 冊 20 券片で通用期間は 6 ヶ月、割
引率 5 分であった。
回数券切売り、金券ショップのはじまり？
国鉄における最初の回数券発売がはじまった明治 33 年（1900 年）当時、ブロー
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カーが現れてこの無記名式 50 券片 2 割引の回数券を買い求め、それを分割して
個々の旅客に売りつける商売が発生したという。そのため、明治 36 年（1903 年）
に記名式に改め、本人以外の使用ができないようにしたということがあったが、
昭和に入っても同様のことが生じたようで、南海鉄道発達史（昭和 13 年南海鉄道
刊）には、
「これより先（昭和 5 年当時）
、一般不況の反動として電鉄会社が発売する回数
券を一時に相当部数取りまとめて購入し、これを切り離して停留所、あるいは駅
前にて普通切符より若干安価にて切り売りすることによってその差額を利得する
ことを考案するものあり、日を追って切り売り業者続出し、当社においても乗降
客多き難波・住吉公園あるいは恵美須町等においてこれらの者が駅前に蝟集して
乗客を途上に擁し盛んに此の種立売りを始めたるため、遂には各駅所における普
通切符の発売数に影響を受けるに至ったので、これが牽制のため、昭和 4 年（1929
年）11 月 14 日より回数券に表紙と切り離して使用の節には無効の取扱する旨を明
示したる付箋を添付して発売し、更に 5 年 6 月 1 日よりは回数券の表紙にこの旨
を印刷したが、切売りは益々盛んになり 6 年 10 月頃より愈々立売り者の増加を見
たので、遂にこれを根絶せしむるため、7 年（1932 年）8 月 1 日を期し区間制内回
数券に無記名式と記名式の 2 種を設け記名式のものは旧運賃額同様なるも無記名
式のものは 4 分乃至 1 割 7 分の率として切売者の利潤を乏しくする方法をとり、
現在ようやくその跡を絶つに至ったのである。
」
との記述がされている。
回数乗車券規程（大正 4 年 2 月当時）
第一条

回数乗車券は各駅間各等之を発行するものにして 1 冊 25 回乗用とし其通用
期間は発行の日より 90 日間とす

第二条

回数乗車券は左記賃金表に依り約 2 割乃至 3 割を低減して発売す但区間に
よりては本条割引率の範囲内に於て其賃金を増減することあるべし（左記賃
金表略）

第三条

回数乗車券は特に小児用として発行せざるものとす但し小児 2 名以上同時
に之を使用せんとするときは 2 名若しくは 2 名未満毎に一葉の割を以て乗
車せしむるものとす

第四条

回数乗車券の使用は記名当人及其家族僕婢に限るものとす
前項制限以外のもの之を使用したる場合に於しては該券の未使用部分の未
使用部分を無効とし之を取上げ賃金の払戻をなさざるものとす鉄道営業法
第 42 条に依り処分せられたる時亦同じ
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第五条

回数乗車券は乗車の際切離して持参するとき若くは下車の際改鋏なきもの
は無効とす

第六条

回数乗車券に依り乗車するものは 50 哩以上乗車の場合と雖途中下車の上再
び乗継ぎの権利なきものとす
回数乗車券を以て乗車中半途にして其旅行を中止するも全区間を乗車した
るものと見做す

第七条

回数乗車券は如何なる原因に依り之を使用せざるも総て賃金の払戻を為さ
ざるものとす
回数乗車券の通用期間内賃金に異動を生ずるも之に対し追徴又は払戻をな
さざるものとす

第八条

回数乗車券は之を紛失するも再発行若くは賃金の払戻を為さず又通用期限
を経過すれば其未使用部分は総て無効にして発売停車場に還付すべきもの
とす

第九条

回数乗車券を以て該面の等級より優等車に転乗したるときは其区間に於け
る本券等級の普通運賃と優等車普通賃金との差額を徴収すべし
乗換をなすときは必ず乗換乗車券を受取るべし若し之を受取らざるときは
現乗車等級に対する普通運賃を徴収すべし

第十条

列車回数の増減及発着時刻の変更等により回数乗車券使用者に及ぼす結果
に就して鉄道院は其責に任ぜず

第十一条 回数乗車券の購求を望むものは本規程の各条項承諾の上駅長に請求するも
のとす
＊適宜漢数字をアラビア数字に変えている

4.貸切運賃制度
大正 7 年（1918 年）6 月にそれまでの別仕立旅客列車賃金内規を廃して列車貸
切規程を制定し、7 月に施行した。これまで急行列車券が必要な特別貸切とそれ以
外の普通貸切の 2 つの区分により運賃を徴収していたがこれを廃し、使用車室の
定員分の運賃を徴する制度に改められた。
また、利用区間がたとえ 25 哩以内であっても 25 哩分の運賃を最低運賃として
徴収することとした。このほか車両回送に要する費用や、6 時間以上の留置があっ
た場合にはその料金を加える仕組みとなった。
昭和 7 年（1932 年）8 月に貸切運賃を 2 割引できることとした。
貸切の方法には、大別して「車室貸切」
、
「客車貸切」と「列車貸切」があった
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が、昭和 14 年（1939 年）当時の 3 等列車の輸送力は乏しく、3 等での貸切申込み
は拒絶する方針をとっており、主として 1 等及び 2 等列車での貸切が行われてい
た。
「車室貸切」は、客車内の区画された一室を貸切るもので、常磐線、東北本線
に連結する 2 等寝台車がその対象であった。3 人分の定員の車室を 1 人で利用する
場合は、1 人分の運賃の 6 割増としていた。
「客車貸切」は、客車 1 両を専用に貸切るもので、運賃は客車定員の 8 割分が
最低運賃額となっていた。8 割を超えて乗車する場合は、実乗車人員に対する普通
運賃を徴収し、基本的に割引は行わなかった。
「列車貸切」は、一個列車全部を専用に貸切るもので、運賃額は個々に行うこ
とになっており、ここでも割引はしないことが基本であった。
しかし、団体割引を受ける 350 人以上の大口団体に対しては団体臨時列車を仕
立てる等の優遇措置が講じられており、この列車貸切との関係は不明瞭となって
いた。そのため、列車貸切は、団体割引の取扱いが無い 1 等列車のみがその対象
となっていた。
5.運賃割引制度
運賃の割引は、大別して「国家的・社会政策的目的」のもの、
「旅客誘致・営業
政策目的」のものの 2 種類があり、それぞれその時代を背景に様々な割引とその
制度の改変が行われてきた。
しかし、戦争が続く中で旅客輸送の抑制が余儀なくされて、昭和 19 年 3 月には、
「決戦非常措置要綱ニ基キ戦力増強並ニ防空疎開ニ必要ナル輸送ヲ強化スル為国
民戦意ヲ昂揚シ旅行ノ自粛徹底ヲ期スルト共ニ旅客輸送（通勤及通学ヲ除ク）ノ
徹底的制限ヲ実施セントス」との方針が閣議決定※された。
終戦間際における運賃割引は、戦争にかかるものに限られた。
（1）団体割引
大正 2 年（1913 年）3 月、団体人数 100 人につき 1 人を世話人として無賃扱い
とする規定が加えられた。また職工団体に対しては、高率の割引を行うこととし
た。
大正 7 年（1918 年）3 月になって普通団体に対する割引を停止したが、大正 9
※

「旅客ノ輸送制限ニ関スル件」昭和20年3月14日閣議決定
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年（1920 年）10 月に割引を再開した。
大正 13 年（1924 年）当時は、
「特別団体割引」と「普通団体割引」の 2 種類の
割引が行われていた。
「特別団体割引」は、国家的に必要な教育の普及、産業の振興等の観点による
「国家的・社会政策的目的」の割引であり、
「普通団体割引」は「旅客誘致・営業
政策目的」による割引であった。
団体の構成要件は、特別団体にあっては、
「官公、私立学校学生又は生徒並びに
教職員及び鉄道省において特に認めたる生徒の付添人よりなる団体にして、教職
員が引率するもの」
、
「工場法の適用ある工場の労働者又は出稼漁夫の団体にして、
相当代表者が引率するもの」及び「特に認めたる労働者又は之に準すべき者の団
体にして、相当代表者の引率するもの」で、50 人以上 1 団となって 3 等客車で旅
行するものであり、普通団体は特別団体以外であって、責任ある主宰者の下に一
団をつくって 50 人以上一団となって 3 等客車で旅行するものとなっていた。
大正 13 年（1924 年）当時の団体割引率
団 体 別
特別団体割引
普通団体割引

期 間

50 人以上

200 人以上

500 人以上

第1期

25％

30％

40％

第2期

40％

50％

60％

第1期

10％

15％

20％

第2期

20％

25％

30％

第 1 期は、1 月 1 日～1 月 10 日、3 月 1 日～3 月末日、5 月 1 日～5 月末日、7 月 1 日～
12 月末日
第 2 期は、1 月 11 日～2 月末日、6 月 1 日～6 月末日
なお、4 月 1 日から 4 月末日の間は繁忙期のため割引が行われていない
大正 14 年（1925 年）5 月に、指定列車の乗車旅客に対して団体割引率に準じた割引
を行うこととした。
昭和 5 年（1930 年）4 月に団体割引規定を改正して最低人員を従前の 50 人から 30
人に変更するとともに、新たに 2 等団体に対しても割引を開始した。
昭和 7 年（1932 年）8 月に 3 等団体の割引率を拡大するとともに、2 等団体について
も割引率を拡大した。
昭和 8 年（1933 年）8 月には団体の対象を広げ、外人観光団に対する団体特別割引を
開始した。学生 10 人以上 2 割引、20 人以上 4 割引、50 人以上 4 割 5 分引き、学生以外
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20 人以上 3 割引、50 人以上 3 割 5 分引きとした。
昭和 12 年（1937 年）8 月には国民精神作興の見地に立ち、小学生団体の伊勢神宮参
拝の参加生徒の 2 割を無賃扱いとした。
昭和 14 年 10 月に団体割引率の引き下げが行われた。
昭和 15 年（1940 年）3 月 20 日から 4 月 30 日までの間、団体割引を中止した。
昭和 17 年（1942 年）4 月からは、30 人以上の集団旅行はあらかじめ承認を得るもの
とし、そのうちで割引を適用するものを団体割引とした。
昭和 17 年（1942 年）10 月には「戦時陸運ノ非常体制確立ニ関スル件」が閣議決定さ
れた。これは、船舶の確保のために石炭、銑鋼等の重要物資を船舶輸送から陸上輸送に
転換させるもので、国鉄を根幹とした全陸上運輸機関の総合力を最高に発揮することが
求められた。
以後は、貨物重点主義の輸送体系がとられて、旅客輸送には、そのしわよせが及ぶこ
ととなる。
旅客輸送の限られた輸送力の中で、
「満州国開拓義勇軍」
、
「農事報国推進隊」
、
「靖国
社社合祀者の遺族遺児」
、
「就業産業戦士」等の国家的、軍事的な輸送団体を対象に計画
輸送が行われた。更には入営、入団兵、除隊兵や学生・工員等も団体化して、その計画
輸送に組み込みがされていった。
団体割引規程（大正 4 年 2 月当時）
第一条

発着区間及び等級を同うする団体旅客に対しては本規程に依り乗車賃金の
割引を為すものとす。但し営業上支障ある時は此の限りに在らず

第二条

25 人以上一団と為り 20 哩以上の区間を旅行する場合は左表に依る
（左表略）

第三条

同一官、公、私立学校の学生、職員及附添人を要する生徒の附添人に依り組
織せるもの 25 人以上一団と為り 10 哩以上の区間を旅行する場合は左表に
依る（左表略）

第四条

同一工場の職工及其世話人に依り組織せるもの 50 人以上一団と為り 10 哩
以上の区間を旅行する場合は左表に依る（左表略）但し世話人の数は職工
50 人に付 3 人超過することを得ず

第五条

前各条の割引は各表所定の人員又は哩程に達せざる場合と雖之に該当する
賃金を支払う者に対しては同一の取扱を為す

第六条

割引賃金は一人毎に算出し厘位を銭位切り上ぐ
4 年以上 12 年未満の小児及学生団体として取扱う尋常小学校生徒は前項大
人割引賃金の半額とし厘位を銭位切り上ぐ

第七条

100 人以上の団体に対しては人員 100 人に付世話人 1 人の割合を以て汽車
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に限り無賃の取扱を為す
第八条

団体は予め当院の承諾を受けたる場合の外途中駅に下車して再び他の列車
に乗続くことを得ず

第九条

団体割引の約束を為すときは予め団体代表者に対し予定賃金 1 割以内の金
額を担保として提供せしむることをあるべし
前項に依り提供したる担保金は違約したる場合に於て違約金として当院其
全額を取得するものとす

＊適宜漢数字をアラビア数字に変えている
（2）軍事関係輸送等の割引
昭和 5 年（1930 年）6 月に国民の兵役義務によって軍務に服している兵及び下士官の
旅行費の負担を軽減するため、3 等運賃を 5 割引とする措置が講じられた。その使用で
きる枚数は、現役の兵卒、下士官が年 5 枚と限定された。
また、公務により旅行する陸海軍軍人軍属に対する鉄道運賃割引方並びに公務旅客取
扱手続を制定し、これまでの官用旅客半賃金輸送手続を廃止した。
昭和 7 年（1932 年）1 月には海軍軍人軍属鉄道乗車手続きの海軍省令が施行された。
昭和 9 年（1934 年）2 月に靖国神社臨時大祭のため旅行する陸海軍軍人軍属その他の
遺族に無賃乗車証交付の制度が定められた。
同年 4 月には充員・臨時又は国民兵召集令による応召者に対し、旅客運賃、急行料金
の割引と運賃後払いの制度が開始された。
同年 11 月には、陸海軍へ入営する者に対して 5 割引の措置が講じられた。この年は、
函館市の大火や台風の被害等各地であり、入営者の負担を軽減するためのもので、当初
１年間の措置としていたが、昭和
20 年まで毎年更新して継続がされ
た。
昭和 12 年（1937 年）7 月に日華
事変のために派遣する日本赤十字
社救護員に対して運賃 5 割引を開
始した。また、8 月からは日華事
変による中華在留邦人避難者に対
し、3 等旅客運賃の 5 割引を実施
するとともに日華事変で死没した

「ポスター」出典：日本国有鉄道百年史

軍人軍属の遺骨の出迎え、受領、
護送、慰霊祭参列等のために旅行する遺族に対して旅客運賃の割引が行われた。
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同年 10 月には陸海軍入営兵の旅行に対し旅客運賃の割引が講じられた。
このように傷痍軍人や出征軍人、その遺族に対して、旅行負担軽減のための各種割引
措置が講じられてきていたが、昭和 14 年（1939 年）時は、遺骨出迎え又は慰霊祭参列
遺族に対して 2・3 等運賃を 5 割引、中国からの引揚げまたは中国へ復帰する際の 3 等
旅客運賃の 5 割引、日本赤十字社派遣の救護班員の運賃を 5 割引、傷痍軍人の帰還の出
迎え又は看護、見舞いのため旅行する家族に対する 2・3 等運賃を 5 割引、靖国神社に
初めて合祀せられた遺族の参拝に対し 2 名まで無賃扱いとしていた。
なお、昭和 13 年（1938 年）4 月には戦時に際し「国の全力を最も有効に発揮せしむ
る様人的及物的資源を統制運用する」ための国家総動員法が制定された。
昭和 17 年（1942 年）3 月には大東亜戦争（日華事変を含む）戦没者遺族児で、国民
学校初等科第5学年又は第6学年在学中の児童の靖国神社参拝のため旅行する場合に旅
客運賃を低減することとした。
（3）傷痍軍人に対する割引
昭和 2 年（1927 年）3 月、
「傷痍軍人国有鉄道無賃乗車規定」を制定し、傷痍記章授
与証書所持者に対し、傷病の軽重により年間 4 回以内若しくは 12 回以内無賃乗車証を
交付することとした。
昭和 9 年（1934 年）4 月に恩給法所定傷病賜金受領の陸海軍人に対して、3 等運賃 5
割引の措置が講じられた。
昭和 13 年（1938 年）12 月には傷痍軍人国有鉄道無賃乗車規程を制定し、傷痍軍人の
優遇乗車取扱を開始した。
（4）産業奨励のための割引
大正 5 年（1916 年）6 月に労働者雇用促進のため、雇用者の会社まで出向くときの普
通運賃を 5 割～6 割 5 分割引とした。
大正 12 年（1923 年）10 月に就職者割引が開始された。これは職業紹介所の紹介する
者に対して旅客運賃を 5 割引とするもので、政府の失業者救済対策の一翼を担うものと
して実施された。
大正 13 年（1924 年）1 月にはこの就職者割引を船員職業紹介法に基づく就職者にも
適用がされた。
昭和 4 年（1929 年）4 月に製紙女工、出稼ぎ労働者等季節的に移動する者で 3 ヶ月以
上雇用される者に対して普通運賃を 5 割引とする措置が講じられた。
就職者割引については、職業紹介事務局又は職業紹介所において運賃割引証が交付さ
れて、それにより運賃を割引く仕組みであったが、この割引証を乱用して帰省するとき
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にも使用するといった事例が多発し、当時の鉄道会社の団体である鉄道同志会は、その
適正化を陳情し、昭和 11 年（1936 年）11 月に発行者側に対して就職割引証の不正発行
防止のための責任規程が盛り込まれた。
（5）移住者割引
明治 31 年（1898 年）に北海道移住者に対して北海道所在の鉄道を無賃とすることで
はじまった移住者割引について、大正 7 年（1918 年）6 月に「移住民特別輸送取扱手続」
として明文化された。
大正 10 年（1921 年）1 月に割引率を 5 割で統一し、翌 11 年（1922 年）2 月に割引す
る移住地の対象を拡大した。従来適用された移住地は、北海道、樺太、朝鮮、関東州及
び海外に限定されていたが、政府の開墾奨励策に対応して内地の開墾地に移住する者も
その対象とし、5 割引が適用された。
（6）学生割引
教育の奨励策として学生割引が実施されてきており、中等学校以上の学校で、夏・冬
期の休暇中 50 哩以上旅行する者に 3 等運賃を 2 割引としていたが、大正 10 年（1921
年）1 月に割引を行う期間や距離の制限を廃止し、官公立、認可を受けて設立した私立
学校の教員、生徒監等に対して 2・3 等旅客運賃を 2 割引、学生生徒に対して 3 等旅客
運賃を 2 割引とする制度に変えた。
大正 14 年（1925 年）11 月には距離についての制限を設け、30 哩以上を利用する場
合に割引の対象とすることとした。
昭和 7 年（1932 年）8 月に割引する学生の対象を「修業年限 1 年以上でかつ 1 ヶ月
700 時間以上のもので鉄道省の指定した学校」とした。
昭和 10 年（1935 年）5 月には青年学校令による青年学校生徒をその学校対象に加え
た。
（7）企画乗車券
大正 3 年（1914 年）に日本赤十字、愛国婦人会、全国農事大会等の催しに際して割
引往復乗車券が発売された。
大正 4 年
（1915 年）12 月 1 日から翌年 3 月 10 日までの間、大正天皇即位大礼に伴い、
大嘗宮、大紫宸殿、二条離宮内饗宴所拝観者に対し、全線各駅から京都行 3 等 2 割引の
往復乗車券の発売が行われた。
大正 10 年（1921 年）1 月に「廻遊乗車券」が新設された。
大正 14 年（1925 年）5 月に旅客の閑散期に名勝、神社仏閣等への臨時列車を仕立て
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て、旅客誘致のための運賃割引が行われた。
昭和 5 年（1930 年）12 月に南海鉄道は和歌山方面の旅館と提携した料理券付き「宴
遊券」を発売、翌年にはぶどう狩りや栗拾いの入園券付き切符を発売した。
昭和 6 年（1931 年）9 月に「東亜遊覧券」を新設し、ジャパンツーリストビューロー
で発売した。
昭和 7 年（1932 年）9 月から 11 月まで「家族遊覧券」
（3 円、5 円、8 円の３種）を発売した。
昭和 9 年（1934 年）5 月に東京・名古屋・大阪・神戸
の市内駅において「北海道巡り乗車券」を、東京市内駅
で「九州巡り乗車券」を、東京、大阪市内駅では「家族
乗車券」をそれぞれ発売した。
昭和 15 年（1940 年）1 月から 12 月末まで、伊勢神宮・
橿原神宮参拝回遊旅客に対して「紀元 2600 年祝典用特
殊乗車券」を発売した。また同年 3 月には国鉄と関西急
行電鉄・参宮急行電鉄・大阪電気軌道・奈良電気鉄道・
大阪鉄道等との間で「紀元 2600 年祭用の神宮巡拝乗車
券」を発売した。この乗車券は、名古屋・草津・京都・
大阪圏内で関係する鉄道路線を自由に選択して乗車で
きるものであった。

出典：日本国有鉄道百年史

しかし、昭和 17 年（1942 年）10 月に戦時の非常体制
によって遊覧券は廃止された。
（8）その他の割引等
大正 7 年（1918 年）12 月に博覧会・招魂祭・各種大会の際の運賃割引規程が制定さ
れ、官公庁又は官立学校の主催、官公庁の補助金を受けるもの、農会・商業会議所及び
公益法人主催の博覧会等の出品人・役員、農会又は法人大会で 300 人以上乗車する大会
の参列者に対し、普通運賃を 2 割引、軍隊又は道府県において挙行する招魂祭は普通運
賃を 5 割引、官公庁等が主催、開催する学校及び教育についての大会、感化救済、地方
改良や青年修養の講習会や大会で 300 人以上乗車する場合は 5 割引とした。
大正 12 年（1923 年）10 月に少年法により保護処分を受ける者に対して、3 等運賃を
5 割引とした。
昭和 5 年（1930 年）6 月に公務により旅行する警察官吏及び囚徒に対しての割引につ
いて、
「鉄道運賃割引方並びに公務旅客取扱手続」を制定し、それまでの官用旅客半賃
金輸送手続を廃止した。
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大正 12 年（1923 年）9 月 1 日発生した関東大震災では、3 日から 30 日までの間、避
難者の避難地まで無賃乗車の取扱を行った。また、震災救護の為往復する者に対し、9
月 12 日までの間無賃乗車が認められた。
避難地より更に旅行する罹災者には、行政庁の証明により 10 月 10 日まで無賃乗車が
認められた。
大正 14 年（1925 年）5 月 23 日の山陰本線城崎地
方を襲った北但馬地震では、地震当日の避難者には
無賃輸送、翌日以降の避難者は、目的駅到着後に運
賃支払いを認める措置が講じられた。また、救護班
に対し、6 月上旬までの間無賃での輸送が行われた。
昭和 2 年（1927 年）3 月 7 日の北丹後地震では、
震災避難民、救護班に対する無賃輸送を 3 月末日～4
月上旬まで実施した。
昭和 5 年（1930 年）11 月 26 日に駿豆地方に北伊
豆地震が発生し、救護員等の無賃乗車が認められた。
昭和 20 年（1945 年）2 月、空襲による罹災者に対
し、避難先に至る乗車券を無償交付した。同年 4 月

関東大震災時の乗車船証
出典：国鉄乗車券類大事典

に、
「罹災者の避難移転に対する特殊取扱方」が制定
された。
6.通行税
通行税は、日露戦争時の財政上必要とされ、明治 38 年（1903 年）1 月に非常特別税
法として創設された。その後明治 43 年（1910 年）に非常特別税法から分離して独立し
た通行税となった。
この税金は、大衆課税の性
質を有するとしての非難も
あって、大正 14 年（1925 年）
4 月に通行税法廃止法律が制
定され、大正 15 年（1926 年）
4 月 1 日にその徴収が廃止さ
れた。
しかし、日華事変の進行と
ともに莫大な軍事費が必要
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となり、財源の一部とするため昭和 13 年（1938 年）3 月に支那事変特別税法を制定し
て再び通行税を賦課することとした。鉄道旅客の多い 3 等の 50 キロ未満の旅客に対し
ては非課税とし、1 等、2 等客と長距離旅客から負担を求める税体系として同年 4 月 1
日より、徴収が開始された。
この交通税は、支那事変が終了した翌年の 12 月末日をもって廃止することが予定さ
れていた。
しかし、戦争は長引き、この後も増税が繰り返された。
昭和 15 年（1940 年）3 月にはこの通行税を独立した法律として制定をするとともに、
3 等の免税区間は 40 キロと短くし、80 キロまでが 2 銭、800 キロ超が 50 銭と増税が行
われた。
その後昭和 17 年（1942 年）には 3 等及び 3 等定期券について 40 キロまでを免税、3
等は 80 キロまで 5 銭、501 キロ超 1 円とした。
昭和 19 年（1944 年）には免税区間を 20 キロ以下とさらに縮小し、地帯制から距離
比例制に改め、1 キロあたり 2 厘 5 毛を乗じて算出する制度となった。
昭和 20 年（1945 年）には 1 キロ 5 厘となっている。
なお、2 等、1 等は 3 等に対して、昭和 15 年（1939 年）までは、3 倍、6 倍、昭和 17
年（1942 年）と昭和 19 年（1944 年）の改正では、5 倍、10 倍、20 年（1945 年）の改
正では、4 倍、8 倍であった。
急行料金については、昭和 15 年（1939 年）改正から各等級 10％の均一課税が行われ
ることとなった。
昭和 17 年（1942 年）に階級定率制が取り入れられ、1 等 30％、2 等 20％、3 等 10％
と定められた。また、寝台料金についても課税対象に加えられた。
昭和 19 年（1944 年）には 1 等 60％、2 等 40％、3 等 20％と倍増がされ、昭和 20 年
（1945 年）改正時も同率とした。
7.料金制度
（1）寝台等料金
大正 14 年（1925 年）時の寝台は、1 等寝台と 2 等寝台があった。1 等寝台並型の上
段が 5 円、下段が 7 円であった。2 等寝台には、並型と大型があり、並型の上段が 3 円、
下段が 4 円 50 銭、大型は下段のみで 6 円 50 銭であった。
大正 15 年（1926 年）8 月に 3 等客車内の軽便枕賃貸営業の許可を取消し、営業がな
くなった。その後、昭和 4 年（1929 年）9 月から鉄道の直営により 3 等客車内の賃貸枕
を復活した。この賃貸枕の終了時期は不明。
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昭和 9 年（1934 年）10 月に 1・2 等寝台に寝衣を備付けすることとし、10 銭で貸し
出した。
寝台券の需要は高く、
「寝台券争奪戦」が繰り広げられるといった状況があって、昭
和 14 年（1239 年）10 月から寝台車を併結する列車を限定した。
昭和 16 年（1941 年）7 月には 3 等寝台の扱いを停止した。
昭和 17 年（1942 年）1 月に浮動購買力を吸収し、戦時財源に充てるため、普通急行
料金、特別急行料金とともに寝台料金も値上げが行われた。
また、停止していた 3 等寝台を制度上からも削除し、正式に廃止がされた。
昭和 18 年（1943 年）4 月に列車寝台の 2 等特別室が廃止された。
戦時非常体制となって、昭和 20 年（1945 年）1 月のダイヤ改正においてはどの線区
の列車にも寝台車の連結がなくなった。
大正15年10月時寝台料金

大正17年11月時寝台料金
単位：円.銭

3等
2等
2等特別室
1等

上段
1.00
3.00
4.00
5.00

中段
1.30
-

下段
1.50
4.50
6.00
7.00

単位：円.銭（通行税含む）

上段
6.00
8.40
10.40

2等
2等特別室
1等

下段
9.60
12.00
14.30

（2）急行料金、特急料金
大正元年（1912 年）時、普通急行列車は、東海道線に上下 5 本、東北線で上下 2 本、
北海道で上下 1 本が運転されており、料金は距離に関係なく等級別に均一制料金となっ
ていた。
特別急行列車は、新橋・下関間に 1 等及び 2 等客車を連結して上下 1 本が運転されて
おり、400 哩を界として 1 等と 2 等の料金が定められていた。

大正元年時急行料金

大正元年時特別急行料金

単位：円.銭

3等
2等
1等

均一
0.50
1.00
1.50

単位：円.銭

2等
1等

400哩未満 400哩以上
2.00
3.00
3.00
5.00

大正 9 年（1920 年）2 月に特別急行料金の距離帯区分を拡大するとともに従来均一制
であった普通急行料金についても特別急行料金と同じ距離帯区分での料金とした。距離
帯区分は、
「250 哩まで」
、
「500 哩まで」及び「501 哩以上」の 3 地帯制がとられた。
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大正14年4月時普通急行料金

大正14年4月時特別急行料金
単位：円.銭

250哩まで

3等
2等
1等

500哩まで

0.65
1.30
2.00

1.00
2.00
3.00

単位：円.銭

500哩超

250哩まで

2.15
2.50
3.75

3等
2等
1等

500哩まで

1.30
2.50
4.00

500哩超

2.00
4.00
6.00

2.50
5.00
7.50

昭和 5 年（1930 年）4 月 1 日のメートル法の実施に伴い営業キロを哩からメートル制
に変更。急行料金のキロ区分も「400 キロまで」
、
「800 キロまで」及び「801 キロ以上」
と区分された。
昭和 17 年（1942 年）4 月にそれまでの 3 地帯制を廃し、400 キロを境とする 2 地帯
制とした。

昭和17年11月時普通急行料金

昭和17年11月時特別急行料金

単位：円.銭（通行税含む）

400キロまで

3等
2等
1等

1.65
3.60
5.85

単位：円.銭（通行税含む）

400キロ以上

2.20
4.80
7.80

400キロまで

3等
2等
1等

昭和 18 年（1943 年）7 月には急行料金の距離帯
区分をなくし、１本化、均一制料金とするととも

2.50
5.40
8.80

3.30
7.20
11.70

昭和18年7月急行料金
単位：円.銭

に、特別急行、普通急行の区分をなくして、第 1
種急行料金、第 2 種急行料金とした。特別急行は
全廃されたのであった。
戦争の激化により昭和 20 年（1945 年）3 月、東
京・下関間上下 1 本を除いて他の急行列車は全廃された。
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3等
2等
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均一
2.15
6.00
10.00

ecotran 2017 N0.9

参考文献
「日本国有鉄道百年史」日本国有鉄道
「増補改訂鉄道略年表」昭和 37 年 10 月日本国有鉄道
「南海鉄道発達史」昭和 13 年南海鉄道刊（非売品）
「南海電気鉄道百年史」昭和 60 年南海電気鉄道編集
「日本国有鉄道旅客運賃料金制度の概要とその変遷」昭和 62 年 3 月日本国有鉄道
「旅客運送制度の研究」昭和 25 年 1 月鉄道日本新社
「公認汽車汽船旅行案内」第 245 号大正 4 年 2 月庚寅新誌社
「鉄道航路旅行案内」大正元年 10 月駸々堂
「汽車汽船旅行案内」大正元年 9 月号 8 月庚寅新誌社
「汽車時間表」大正 14 年 4 月日本旅行文化協会
「鉄道航路旅行案内」大正元年年 10 月駿々堂
「時刻表」昭和 17 年 10 月東亜旅行社
「時刻表の歴史」昭和 47 年 4 月中央社
「サヨナラ国鉄－鉄道の社会史」昭和 62 年 5 月毎日新聞社
国吉省三著「鉄道運賃論」大正 13 年 12 月文雅堂
中川正左著「鉄道論」大正 8 年 10 月鉄道講習会
飯塚信二著「日本の鉄道」株式会社鶴書房昭和 19 年 1 月
磯崎叡著「鉄道運賃」昭和 33 年鉄道研究社
津田弘孝著「鉄道営業」昭和 29 年 2 月鉄道研究社
高橋秀雄著「戦時鉄道運賃論」昭和 15 年国際交通文化協会
藤野秀起著「旅客運送制度の研究」昭和 25 年鉄道日本社発行
原田笹一郎編「鉄道年表」昭和 14 年鉄道教育会
社団法人帝国鉄道協会「創立 30 周年記念帝国鉄道年鑑（昭和 3 年版）
」昭和 3 年
木村睦男著「旅客運賃の決定」昭和 27 年 3 月物価庁内運賃研究会
堀木鎌三著「総力戦と輸送」昭和 19 年 2 月交通研究所
近藤喜代太郎・池田和政著「国鉄乗車券類大事典」平成 16 年 1 月

- 134 -

ecotran 2017 N0.9

連載：鉄道法律相談
鉄道の音と商標
小島好己 Kojima Yoshiki※
１ 2016（平成 28）年 2 月に名古屋鉄道が「音」について商標登録の出願を行っ
た。パノラマカーの代表的な車両として活躍した 7000 系などが警笛音として発し
ていたいわゆる「ミュージックフォーン」である。
現行の商標法第 2 条第 1 項では、商標を、
「
『人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立
体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるものであって』
、
『①業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用を
するもの』
、あるいは『②業として役務を提供し、又は証明する者がその役務につ
いて使用をするもの』
」
と定める。
自社の商品や役務（サービス）を他と区別するためのマークが商標ということ
であるが、
「音」も商標法によって保護の対象とされている。
特許庁のホームページでは商標について次のように説明されている。
「私たちは、商品を購入したりサービスを利用したりするとき、企業のマーク
や商品・サービスのネーミングである「商標」を一つの目印として選んでいます。
そして、事業者が営業努力によって商品やサービスに対する消費者の信用を積み
重ねることにより、商標に「信頼がおける」
「安心して買える」といったブランド
イメージがついていきます。商標は、
「もの言わぬセールスマン」と表現されるこ
ともあり、商品やサービスの顔として重要な役割を担っています。
このような、商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を財産とし
て守るのが「商標権」という知的財産権です。
」
しかし、少し前まで商標として認められるものの範囲は狭かった。
2014（平成 26）年に商標法が改正されるまでは、商標法にいう商標は、
「
『文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合またはこれらと
色彩の結合』で上記①もしくは②にあたるもの」
※

東京神谷町綜合法律事務所 弁護士
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とされ、文字や図形や記号しか商標としての登録はできなかった（たとえば、
「は
やぶさ」の商標の検索をかけると、JR 東日本が、文字としての「はやぶさ」だけ
でなく、九州ブルートレインで名をはせた寝台特急「はやぶさ」号のヘッドマー
クも商標登録されている）
。
「音」は商標上の保護を受けることはできなかったのである。
２ 商標は自社の商品や役務の「自他識別機能」を有するものであるから、時代
によってその機能を有する媒体は変わってくる。自社の商品や役務の媒体が看板
や紙広告など二次元で動きのないものが主流の時代であれば、動かない文字や絵
が大きな役割を持つ。
しかし、パソコンやスマートフォンといった IT 機器、デジタル機器が広く普及
した今では、固定されたテレビからの映像や看板といったものを通じてだけでな
く、老若男女、場所、時間、状況を問わずに商品や役務に関する様々な情報を瞬
時に受け取ることが可能になっているし、企業の商品戦略や役務戦略の展開も多
様化している。
そのような現状では、映像や音、動きを伴うものなどを通じて自社商品や役務
を PR し他社との差別化、区別化を図る必要がある。しかも諸外国では、すでに音
といった新しい商標が保護の対象とっているところもある。
その結果、2014（平成 26）年に商標法の改正がなされ、2015（平成 27）年 4 月
から新たな形での商標登録が認められるようになった。
特許庁のホームページでは以下のとおりまとめられている。
文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標
動き商標

（例えば、テレビやコンピューター画面等に映し出される
変化する文字や図形など）

ホログラム
商標

文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化す
る商標
（見る角度によって変化して見える文字や図形など）
単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標（これまで

色彩のみか

の図形等と色彩が結合したものではない商標）

らなる商標

（例えば、商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩
など）
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音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識さ
音商標

れる商標
（例えば、CM などに使われるサウンドロゴやパソコンの
起動音など）

位置商標

文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標
（特許庁ホームページから抜粋）

３ この新しい制度を使って、名古屋鉄道が「ミュージックフォーン」の音の商
標登録を出願したのである（その後まだ審査がされているようである）
。
ミュージックフォーンといえば名鉄のみならず小田急 SE 車の系譜を持つ特急
車両にも搭載され、JR 東日本の E655 系「なごみ」にも搭載されている。
「音鉄」という鉄道趣味の分野があるほどであるから、鉄道と音は古来より深
いつながりを持つ。
ミュージックフォーンなどは音鉄の対象としても有名なものであろう。ユー
チューブなど動画投稿サイトの発達で、全国各地の鉄道に関する音を納めた動画
が数多くアップされ、多くの人の耳に届いている。
鉄道会社にしてみれば自社の車両や施設が発するサウンドは、自社の PR 材料に
もなり、また自他識別機能を持つ手段として有力なものであろう。
鉄道を取り巻く音は、このミュージックフォーンだけでなく、
「ドレミファイン
バータ」に代表されるモーター音、気動車のエンジン音など多岐にわたる。
古くはタブレット閉塞の機械が発する「チンチン」
「ボンボン」という音もあっ
たし、踏切でも電鈴式の警報機の音など個人的にはとても好きな音もある。
貨物列車が停車、発車するときに連なって発せられる連結器のぶつかり音など
にも心惹かれるし、魅力的な鉄道の音を挙げればきりがない。
もちろん、全ての音が商標の対象になるわけではない。
ミュージックフォーンについては音符が出願の際に提供されており、何らかの
形でその音の特定がされ、かつ、自他識別機能を有するものでなければならない。
ミュージックフォーンのような鉄道の音が商標として認められるかはこれからで
ある。
しかし、実際には商標として登録する必要性が仮になかったとしても、
「この音
はわが鉄道の登録商標です」という PR は話題性もあろう。しかもそれほど手間や
コストもかからずに作れる商標である。
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名鉄のミュージックフォーンが商標として登録されることを願うとともに、鉄
道の音が商標として価値を持ち、鉄道の価値を高めることに役立つことを願いた
い。

冊子「名鉄」表紙から 昭和 47 年 2 月名古屋鉄道発行
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地域鉄道フォーラム 2017「写真と詩で伝える鉄道の魅力」講演録
はじめに
国土交通省鉄道局後援・一般社団法人交通環境整備ネットワーク主催の地域鉄
道フォーラム 2017「写真と詩で伝える鉄道の魅力」を平成 29 年 6 月 10 日（土）
東武博物館ホールで開催しました。
はじめに、ご来賓の国土交通省鉄道局鉄道事業課長・大野達氏から挨拶を頂戴
しました。
その後、鉄道写真家米屋こうじ氏より「写真で伝える鉄道の魅力」と題しての
基調講演、次いで東武鉄道株式会社 SL 事業推進プロジェクト課長・守都正候氏よ
り「SL 復活運転、日光・鬼怒川に新たな魅力を」と題しての特別講演、米屋こう
じ氏がコーディネーターとなって鉄道フォトライター・矢野直美氏、鉄道アーティ
スト・小倉沙耶氏、詩人・社会学者の水無田気流氏によるトークセッションが繰
り広げられました。
プログラム
１．来賓あいさつ 国土交通省鉄道局鉄道事業課長 大野 達氏
２．基調講演 「写真で伝える鉄道の魅力」 鉄道写真家 米屋こうじ氏
３．特別講演 「SL 復活運転、日光・鬼怒川に新たな魅力を」
東武鉄道株式会社 SL 事業推進プロジェクト課長 守都正候氏
４．トークセッション「地域の鉄道、写真と詩による表現の可能性」

１．来賓あいさつ 国土交通省鉄道局鉄道事業課長 大野 達氏
ご紹介いただきました国土交通省鉄道局鉄道事業課長
の大野と申します。
地域鉄道フォーラム 2017 の開催にあたりまして、一言ご
挨拶を申し上げます。
まずは、一般社団法人交通環境整備ネットワークの皆
様そして本日お越しの皆様におきましては、日頃より鉄
道行政の施策に対してご理解、ご協力を賜りましてあり
がとうございます。
私は、本フォーラムの名前にも入っております「地域
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鉄道」
、その地域鉄道の支援に係る仕事を行っております。ご承知のとおり地域鉄
道は、各地域における通勤・通学のための足として、住民の生活、経済活動を支
える公共交通機関としての重要な役割を果たしているものと認識しております。
しかし、その一方で沿線人口の減少ですとか、マイカーを中心としたライフスタ
イルの進展等によって利用者が減少しており、多くの鉄道事業者は厳しい経営状
況にあります。
そのような中で、訪日外国人旅行者の沿線観光地への誘客ですとか、列車に乗
ること自体を目的とした観光列車やイベント列車の運行等、様々な創意工夫を凝
らして地域外からの旅行者を増やす取り組みをされてきています。
国土交通省鉄道局におきましても昨年度から新たに観光庁と連携して地域鉄道
の駅や車両における案内表示の多言語化や Wi-Fi 環境の整備、
全国利用が可能な IC
カードの導入等、地域鉄道等における訪日外国人の受け入れ環境の整備に対する
支援を開始しました。
本日のフォーラムは、写真と詩で伝える鉄道の魅力ということで、鉄道写真家
の米屋様、東武鉄道の守都様による講演のほか矢野様、小倉様、水無田様とそれ
ぞれの分野でご活躍の皆様のトークセッションが行われるということです。先程
申し上げたとおり、地域外からの利用者を呼び込むために、如何に地域鉄道の魅
力を発信するかということは、地域鉄道の維持・活性化の観点からも非常に重要
であると考えておりますので、本日は有識者の皆様方から様々な表現の可能性に
ついてのご見識をお伺いして、ご来場の皆様と一緒に地域鉄道の魅力を伝える方
法について一緒に考えさせていただきたいと思います。
また、今後の地域鉄道に関する施策の推進にあたりましても様々なご示唆をい
ただけるものと期待をしております。
本日のフォーラムが、ご出席の皆様にとりまして有意義なものとなりますよう、
そして本日のテーマが「写真」ということもあって「撮り鉄」の方もお越しになっ
ていると思いますので、その皆様には鉄道の安全運行にご理解とご協力を賜りま
すとともに、また、撮影場所への移動に当たっては出来る限り鉄道等公共交通機
関を使っていただきますようお願いをいたしまして、ご挨拶といたします。
（拍手）
プロフィール（敬称略）
大野 達
1992 年運輸省（現国土交通省）入省。
鉄道局、航空局、港湾局、海上保安庁、在ロシア日本大使館、観光庁国際観光課
長等を経て 2015 年より鉄道局鉄道事業課長。
鉄道関係ではこれまで鉄道局貨物鉄道政策室長、鉄道局総務課企画官等を歴任。

- 140 -

ecotran 2017 N0.9

２．基調講演 「写真で伝える鉄道の魅力」 鉄道写真家 米屋こうじ氏
本日は写真で伝える鉄道の魅力ということで、お話を
させていただきます。
カメラを持って線路の横にいると「え、もしかして撮
り鉄？」とたまに言われることがありますけれど、その
「撮り鉄」という呼ばれ方も一般的になるぐらい鉄道写
真の人気というのは最近高まっていると思います。愛好
者の人口が国内約 30 万人いると言われており、小さい市
の全人口に相当する規模はあるということです。
最近では立派な一眼レフのカメラを下げた女性の姿も
見かけます。昔は「鉄ちゃん」と呼ばれてどちらかというとあまり明るい趣味で
はなかったような気もしますが、鉄道写真に関する撮り方の本も、ここ 3、4 年出
たものでも数多くあります。メーカーのフォトクラブ会報誌にも鉄道特集がされ
るようになりました。
このように鉄道写真というのは今日注目されている分野となっているというこ
とだと思います。
鉄道の歴史・写真の歴史
実は鉄道と写真は、誕生の過程において歴史的にとても近い所にありました。
鉄道については 1804 年にリチャード・トレビシックが蒸気機関車を発明、1814
年にジョージ・スチーブンソンが実用可能な蒸気機関車を開発、そして 1825 年に
英国のストックトン&ダーリントン鉄道が開業しています。
一方、写真はストックトン&ダーリントン鉄道が開業した頃、1827 年にニセ
フォール・ニエプスという人が写真を発明します。これは化学薬品に光をあてる
とその部分が固まり、オイルで流すと固まる部分以外が溶け、凹凸の像ができる
というものでありました。
1839 年にはルイ・ジャッリ・マンデ・ダゲールがダゲレオタイプを発明しまし
た。これは銀盤の上に薬品を塗ってそれを感光させたもので、フィルム写真のこ
とを銀影写真と言いますが、その「銀」を使った写真の最初の人です。ニセフォー
ル・ニエプスとルイ・ジャッリ・マンデ・ダゲールは、写真の生みの親とも言わ
れています。
その後 1844 年になりますとフォックス・タルボットがカロタイプというものを
発明します。これは最初にできるのがネガ画像のもので、それを転写することに
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よって、普通に見えるポジ画像とする
という、
「ネガフィルム」を発明しま
した。
このようなことで、鉄道と写真は
19 世紀の産業革命の時に生まれたと
いうことで、鉄道写真が撮られるのも
その頃からでした。
写真 1 は、1851 年に撮影されたも
のです。ですからフォックス・タル
ボットがカロタイプを発明した頃に

写真 1

写されたものですが、この時代のフィルムの感度はものすごく低く、もしこの機
関車が走っていたら撮れなかったもので、おそらく機関車を停車させて撮影した
のではないかと思います。
我が国における鉄道写真
20 世紀に入ると鉄道が世界に広
がっていって、写真も多くの国に伝搬
していきましたが、日本にも幕末に
なって、鉄道と写真の両方が到来しま
した。
そして明治維新、日本の近代化とと
もに鉄道写真が登場します。明治 5
年に新橋・横浜に鉄道が本格開業しま

写真 2

すが、その時に最初に撮られた鉄道写
真と言われているのは諸説あります
が、その一枚が写真 2 で、明治 5 年に
撮影されたと言われています。
撮影者は内田九一で、この人は明治
天皇の肖像写真を最初に撮った人で
東都随一の写真師と言われた人で
あったようです。
このほか 15 代将軍の徳川慶喜は鉄
道と写真がお好きだったらしく、日本
の最初の撮り鉄ではないかと、
そのよ
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うに書かれている本もあります。
明治 30 年代になると日本の鉄道も各地に広がり、またカメラの精度も向上して
いって、鉄道写真も多く撮られるようになっていきました。
その中で、写真師の小川一真はその門下生を引き連れて、黎明期の日本各地の
鉄道を撮り歩いています。プロデュース元でありました、資本家の岩崎輝弥と渡
邊四郎の二人により「岩崎・渡邊コレクション」という日本を代表する鉄道写真
のコレクションとなっています。その数は、ガラス乾板 3,350 枚で、埼玉の鉄道博
物館で保存されています。
写真 3 もその一枚で、当時の鉄道の姿をリアルに写しており、とても貴重な資
料になっています。
当時の列車の様子が全体的によく分かり、蒸気の出方もよく、良いところを捉
えていると思います（写真 4）
。
2002 年 11 月から翌年 1 月まで東京都写真美術館で「永遠の蒸気機関車、くろが
ねの勇者たち」という写真展が開
催されました。
『鉄道だけがテーマ
の写真展が東京都写真美術館で開
催された』と当時話題になりまし
た。それだけ鉄道写真が認められ
るようになった瞬間でもあったの
ではないかと思います。
昭和になりますと西尾克三郎が
とても緻密な機関車の形式写真を
写しています。
写真 4

この当時の鉄道写真は、車両を
きっちりと写しとる、どちらかと
言うと記録的要素が大きかったよ
うです。例えば「ナンバープレー
トが見えていないといけない、運
転席側の側面が見えていないとい
けない、機関車のロッドが下に降
りていないといけない」というよ
うな、決まりではありませんが、
それがよしとされていました（写

写真 5

真 5）
。
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つまり鉄道を知る人のみが写真を評価するような、やや閉鎖的な、ともすれば
鉄道写真が趣味性から脱却するのを難しくしていたというのも感じたりします。
その後、
「カメラと機関車」という雑誌を創刊した吉川速男とか、形式にとらわ
れないアート志向の写真を撮った方もおられましたが、その中で写真表現の写真
を戦後撮り始めたのが広田尚敬です。
数ある写真の中で昭和 50 年に発刊された写真集が「SL 夢幻」でした。
最も表現に突出したような作品集です。各章の扉には詩人の加藤郁乎の散文が
書かれています。
「ふり向きながら未来に向かう
これほどの確信にも震えがある」
写真 6 は、素粒子と言いますか、
ザラザラでぶれているし、
ボケている
し、すごいですね。
先程の緻密な形式写真とは真逆で、
機関車の躍動感のみを伝えようとし
ている迫力ある表現となっています。
「絶景は動いていた」や、
「あれは
地平線の花火、まぼろしの C63 か」
の文章とともに、ちょっと前衛的な写

写真 6

真が続きます。
写真 7 は、フォーカスをわざと外し
て、そうすると画面の中で溶けたよう
な、夢のような写真になっています。
次に真島満秀、私の師匠でもありま
したが、同氏が鉄道写真界に乗り出し
たのは昭和53年10月のダイヤ改正で
特急列車にイラストのヘッドマーク

写真 7

が付くようになってからです。
写真に詩情を盛り込む独特のセンスがあり、商業的なチャンスにも恵まれ、時
刻表の表紙や鉄道会社のキャンペーンポスター、青春 18 きっぷのポスターを撮影
してきました。
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残念ながら 2009 年に他界されてしまいました。ご存命なら今どのような写真を
撮られていたのかと思うと、残念でなりません（写真 8，9）
。

写真 8

ほかにも荒川好夫、諸河久、南正時、大木
茂など鉄道写真を撮られた方の影響力は大
きく、我々も非常に影響を受けています。
そのような先輩方の影響を受けて育った、

写真 9

「一日一鉄」や「ゆる鉄」を世に表し、鉄道写真の裾野を大きく広げた中井精也、
「夜感鉄道」等を捉えている山崎友也、元祖鉄子として、女子鉄道ファンの理解
を広げた矢野直美、幅広いジャンルで発信する小倉沙耶、私も含めまして多くの
鉄道写真家・作家が今日活動を行っています。
鉄道写真と鉄道の新たな結びつき
最近は、鉄道写真と鉄道の新しい結びつきがあるのを感じていて、少しご紹介
します。
山形鉄道の木造駅舎で写真展を行う例ですが、西大塚駅は大正 2 年に竣功して
既に百年を超えています。
羽前成田駅
も大正 11 年で歴史ある駅ですが、こ
こをお借りして年1回から2回の写真
展を行っています。西大塚駅構内では
私の写真展（写真 10）を、羽前成田
駅では広田尚敬氏のご子息の広田泉
さんの写真展を昨年 9 月に合同で開
催しました。
駅をもっと注目して欲しいという
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ことで写真展をはじめて、
2015年の8月には登録有形文化財に登録されましたが、
このような写真展を行ったこともその一助になれたかと思っております。
ひたちなか海浜鉄道には「おらが湊鐵道応援団」がありますが、そこには応援
団写真部がありまして船越知弘さんという方が部長で、毎朝のように「朝練」と
称して自分の通勤前に写真を撮って SNS やブログにあげています。
その他鉄道会社で使うポスターや記念きっぷ作成などにも無償で写真を提供して
います。
この「写真で行ってみたいな」と思わせる宣伝効果、社内で広報係を 1 名採用
した場合の人件費とか、写真代等々を考えれば、年間一千万円ぐらいは貢献して
いるのではないかと思います。他にも災害で休止中の只見線を応援する写真集団
の「写好景嶺（しゃすけね）
」は、只見線の魅力を積極的にアピールして只見線の
復興を呼びかけています。
広田泉さんは東日本大震災の後に写真集を出してそれを支援金にあてたりして
いました。鉄道写真が地域鉄道と結びつきを持ってきているというのが新しい流
れではないかと思いまして紹介させていただきました。
写真撮影の実践編
どうやったら良い写真が撮れるのか、実践編です。
－光の向き、ピントの位置－
紅葉のきれいな、わたらせ渓谷鐵道です。普通、記念写真のようなものは太陽
を背にして撮りますが、ここでは逆に太陽に向けて撮っています。そうすると逆
光になって葉がきれいに透けて撮れます。光のマジックがおわかり頂けると思い
ます（写真 11，12）
。

写真 11 葉にピント

写真 12 列車にピント

－構図を工夫する－
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写真 13 は山梨県小海線の写真ですが、
空をかなり意識して大きく写しています。
どうせならより伝えるために、写真 14 のくらい空を広く、ダイナミックな構図
を組んでみたらいかがかという提案です

写真 13

写真 14

－情景を撮る－
列車の来る前、夕日が沈んできて良い感じになってきました。
望遠レンズを一番長くして写したものが写真 15 ですが、ちょっと空間が余計だ
と思いテレコンバーターを噛ませ、
より望遠を長くして撮影したものが写真 16 で、
画面が整理されてより感動が伝わりやすくなります。
この写真に写っている犬を散歩させているおじさんの表情が良く、きっとここ
に列車が来たら傑作が撮れるのではと思って待っていたのですが、実際に列車が
来たときには、音に犬が大暴れして飼い主は動転してしまいました。
それを写す私も動転して、列車の位置も中途半端になるという失敗をしてしま
いました（笑）
。

写真 15

写真 16
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－車窓風景を撮る－
皆さん列車を外から撮るだけでなく、車窓風景を撮るのも良いと思います。
写真 17 は、窓枠を額縁のようにして撮る、こんな方法もあります。
写真 18 は、車両からちょっとだけ窓から顔を出して、シャッタースピードを遅
くし、風景が流れるようにして撮ったものです。

写真 17

写真 18

写真 19 はスコットランドで撮りまし
た。
普通流し撮りというと、走っている列
車をカメラで追いかけながら流します。
これは乗っている列車から風景の羊
を狙って流し撮りをしています。そうす
ることで、羊は止まって周りの風景が流

写真19

れるわけです。
－クローズアップで撮る－

写真20

写真 21
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今のカメラは結構寄ることのできるも
のが多く、被写体に思い切り寄って撮ると
いう方法です（写真 20，21、22）
。
クローズアップしたナンバープレート
は年季が入った時代を感じさせます。これ
は博物館の車両なので寄ることができま
したが、くれぐれも現役の機関車に寄らな
いようにしてください（笑）
。

写真22

－人との出会いを撮る－
これはなかなか難しいですが、2011 年に山形鉄道で写真展を開催した時に近所
の子供が遊びに来てくれました。
可愛い姿を親御さんに許可を得て撮りました。その後何度か写真展をやってい
るのですが、次の年には成長していて、それから 2 年後に行った時はすっかり大
きくなっていました（写真 23，24，25）
。
人の写真を撮るのは、
「その時その瞬間」もありますが、自分が何度も通うこと
で信頼を得、相手に認めてもらう関係に持っていって撮るという例です。

写真23

写真 24

写真25

私はアジアのいろいろな国に行って写真を撮っておりますが、これは瞬間の出
会いで、その時、その時で撮っています（写真 26～30）
。
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写真 26
写真28

写真 27

写真29

写真 30
まとめ
－主題をハッキリと撮る・より主題を明確に撮
るためにテクニックは必要－
写真を撮るテクニックについては、本がいく
つか出版されていますので、ぜひ参考にしてい
ただければと思います。
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「最後の力走」の写真をご覧いただきたい
と思います。
写真31 は、
北斗星の最終下り列車ですが、
去りゆくイメージで撮りました。
テールランプがレールに反射したところ
を撮りたかったのです。
もう一つは、583 系が今年 4 月にラストラ
ンを迎えましたが、どうしてもこの場所で撮
りたかったのです（写真 32）
。
撮りました写真を私なりにこんな風（写真
33）にして遊びました（笑）
。なぜかという
と、昭和 43 年 10 月ダイヤ改正号の表紙（写
真 34）がこの場所だったからです。
この場所は撮影場所としては太陽もあ
たっていないし、後追いで撮っているし、で

写真32

もどうしても昭和 43 年 10 月ダイヤ改正号の
表紙と同じイメージでこの場所の最終列車を撮りたかったのです。

写真 33

写真 34
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そのような「想い」を持ちながら鉄道写真を撮っております。
皆様もいろいろな想いを写真の 1 枚に込めて撮影していただけたら、と思いま
す。
なお、くれぐれも列車の運行妨害にならないよう、また譲り合って楽しく撮影
するようにしましょう。
（拍手）

プロフィール（敬称略）
米屋こうじ
鉄道写真家。生活感ある鉄道風景のなかに人と鉄道の結びつきを求めて、日本と
世界の鉄道を撮影している。著書に最新刊「ひとたび てつたび」
（ころから）
、
「鉄
道一族三代記」
（交通新聞社）
、写真集「I LOVE TRAIN—アジア・レイル・ライフ」
（ころから）ほか。
公益社団法人 日本写真家協会（JPS）会員。

（参考：出典）
写真 2・4・5・6：
『永遠の蒸気機関車 くろがねの勇者たち』東京都写真美術館よ
り
写真 3：
『新橋ー横浜間開業前の新橋停車場』
（提供：港区立郷土資料館）
写真 7・8：広田尚敬写真集『SL 夢幻』
（読売新聞社）より
写真 9・10：
『鉄道写真家 真島満秀の世界』
（JTB パブリッシング）より
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３．特別講演 「SL 復活運転、日光・鬼怒川に新たな魅力を」
東武鉄道株式会社 SL 事業推進プロジェクト課長 守都正候氏
「SL 復活運転、日光・鬼怒川に新たな魅力を」と題
しまして、今日のテーマであります写真の話にも触れ
ながら東武鉄道の取り組みをお話させていただきます。
まず、SL 復活運転を進めるきっかけからお話をさせ
ていただきます。丁度 5 年前になりますが、墨田区に
東京スカイツリーをオープンし、その次の戦略として
どのようなことを進めていくべきかを考えていく中で、
沿線地域を見渡しますと東日本大震災、その後に起き
ました豪雨災害もあって、観光地である日光・鬼怒川
地区はピークに比べて来るお客様が半減し、宿泊のお
客様も減少、東武鉄道の旅客人員も減少しておりました。そこで、鉄道会社なら
ではの取り組みを行って地域を元気にしたいと考えました。
大手民鉄では最後まで SL を運転していたという実績があり、ここ東武博物館も
そのような産業文化遺産を維持保存・活用する機能を有していることから、東武
鉄道ならではの「東武鉄道でしかできない事業」ということで SL 復活運転を決定
するに至りました。
SL 復活の 3 つの目的
東武鉄道は今年で創業 120 週年を迎える訳ですが、鉄道会社としていろいろな
技能を鍛錬し、積み重ねもしてき
ましたが、それを未来に託してい
かなくてはならない、それが鉄道
会社としての使命でもあります。
ですからSL復活運転の目的のひと
つに、
「鉄道産業文化遺産の保存と
活用」を掲げています。
目的の二つ目は、人口減少や社
会構造の変化等により地方創生に
向けた動きが進む中で「日光・鬼怒川エリアの観光活力創出による地域活性化」
を目指します。
三つ目は「東北復興支援の一助」で、SL 運転区間の下今市・鬼怒川温泉の先は、
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野岩鉄道、会津鉄道に通じており、福島県会津若松まで線路が伸びていますので、
そちらにも元気をお届けしたいと考えております。
SL「大樹」のネーミング
ネーミングにあたっては、SL 列車が温泉街を走る観光列車となるもので、温泉
にちなんだ名前とか、お子様や女性の方にも喜んで頂けるような優しい名前も考
えましたが、当社根津社長の意向を反映した「大
樹」と決定いたしました。
この「大樹」は、日光東照宮から連想する将軍
様の尊称になるもので、かつての将軍様のように
この SL 列車が地域を力強く牽引して欲しいとの
想いを込めています。
また、この名前からは東武鉄道のシンボルでも
あります世界一の東京スカイツリーも連想させる
もので、力強い名前であると考えています。

ヘッドマーク

ヘッドマークにつきましては、C11 形らしく 3 つの動輪を表現し、大樹の文字を
重ねました。この文字は、日光観光大使の涼風花様に書いていただいています。
また、3 つの動輪は、
「今回のプロジェクトの 3 つの目的を表している」ことと、
「日光・鬼怒川温泉・今市の 3 つのエリアが互いに連動し、地域の回遊性が向上
してほしい」という想いや「東京スカイツリーの足元が三本柱である」といった
意味も込めてこのデザインに決めたものです。
徳川将軍の家紋「三つ葉葵」もイメージさせるもので、地域の方にも親しんで
いただけると考えています。
鉄道産業文化遺産の保存と活用
東武鉄道に SL が走っていましたのは五十数年前、もう半世紀前のことですので、
当時の車両も、そこでの技術も失われていました。
そこで、全国の鉄道会社の方にお話をさせていただきご協力を仰ぎました。こ
の協力があってこのプロジェクトが成立しています。
機関車については、
JR 北海道で活躍をしていた C11207 号機をお借りしました。
客車、ディーゼル機関車、車掌車につきましても全国の鉄道会社にご協力をいた
だいて実現に至ったものです。
SL を走らせるためには、
検修員や専門の機関士の養成が必要になってきますが、
これにつきましても、現在 SL を走らせている鉄道会社にお願いをして、必要な人
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数の養成を行うことができました。SL を運転するための技術だけではなく、機関
士としての心構えや、観光列車としてのおもてなしの心であったり、子供にとっ
て機関士はスーパーヒーローですので、その夢を壊さない立ち振舞いも一緒に教
育していただき、現在開業に向けての準備を整えています。
養成をいただいた地域鉄道からは「鉄道が生き残るためにはどうすれば良いか」
ということも学ばせていただきましたので、東武鉄道としてもそのノウハウを
しっかり受け止めて今後の経営に取り組んで行きたいと考えています。
本年 5 月 2 日には車両が全て整い、
下今市機関区に揃うことができましたので、
機関区の開設式と併せて新たな制服の発表もさせていただきました。
日光・鬼怒川エリアの観光活力創出による地域活性化
日光・鬼怒川エリアは、東照宮をはじめとする「世界遺産」や「明治・大正文
化」が残る歴史のあるエリアです。今回ここに「昭和」を代表させる SL を走らせ
ることによりさらに歴史の深みを持ち、東京スカイツリーや、この 4 月から運転
開始しました特急リバティといった「新しいものと古いものの融合」
、
「未来性の
あるのもから歴史性のあるものへのタイムトリップ」といったことを楽しんでい
ただき、感動につなげていきたいと考えています。
下今市という駅は、これまで世界遺産のある東武日光駅、そして温泉のある鬼
怒川温泉駅への乗換駅といったイメージの強い駅でした。
また、このエリアは、地域の回遊性がむずかしい、季節波動が大きいといった
課題もありました。
SL 運転をきっかけにその課題を少しでも解消していきたいと、下今市の駅を拠
点として東武日光、鬼怒川温泉の 3 つのエリアを楽しめる回遊性を生み出す、ま
た滞在型・通年型の一年間を通じて楽しんでいただける地域戦略を考えていきま
す。
エリア全体の回遊や、あるいは地域ごとの中での回遊が生み出せることに貢献
いたしたいと考えています。
下今市駅付近は、水がおいしい、お蕎麦がおいしいこともありますが、実は二
宮尊徳の終焉の地であり、報徳二宮神社にはお墓があります。同じく二宮尊徳ゆ
かりの SL の走っている真岡鉄道の真岡や、二宮尊徳誕生の地でかつて SL の走っ
ていた小田原とかと一緒に SL を絡めて地域どうしでの取り組みができれば良い
と考えています。今年の 11 月には今市で全国報徳サミットが開催されるようなの
で、一緒に盛り上げて行きたいと思います。
SL 運転は、下今市・鬼怒川間を片道 35 分で一日三往復運転する予定となって
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おりますが、他社の SL の運転に比べると距離も時間も短く、鉄道ファンの方から
は「もう少し長く走れないのか」とか「別の地域も走ってもらえないか」等いろ
いろなご要望をいただいていますが、今回の目的の「地域の回遊性」を生み出す
ためにも、35 分間 SL に乗っていただいて、その前後の時間ではそれぞれの地域
の観光施設、お土産屋さんをめぐっていただき、食事や宿泊につなげていただけ
れば一番良いと思っています。
SL をいろいろなシーン、いろいろな季節に楽しんでいただき、回遊をしていた
だける施策に取り組んで行きたいと考えています。
下今市駅では、
「昭和レトロ」にこだわり、駅舎を改修して、昔ながらのレトロ
感のある駅舎としました。SL の転車台も構内に整備しましたし、レンガ調の SL
機関庫も整備をいたしております。また SL の展示館も整備中です。
下今市駅では、SL と特急リバティがホーム上で並ぶといったシーンも日常的に
見ることができますし、
「SL のまち、SL の駅」という雰囲気を醸し出す駅に生ま
れ変わっております。
地域との取り組み
地域との取り組みについては、３つの柱で地域の観光活性化を目指していきま
す。
そのひとつは「ＳＬ車窓・沿線環境演出」です。沿線は自然豊かな地域ですの
で『車窓からの四季折々の自然を感じていただきたい』と、地元の方々にご協力
をいただいて、草花の植栽や撮影スポットの整備をさせていただいています。
二つ目は「地域連携」で、駅やホーム、駅前でのおもてなし・お迎えというも
のを、鉄道線上だけでな
く沿線全体に広がりが出
るような形で地域ととも
に取り組んでいこうとお
話をしております。
三つ目は「地域回遊」
ということで、こちらは
バスの路線等いろいろな
交通網の整備も含めて、
ハード、ソフト両面から
地域回遊を生み出してい
きたいと思っています。
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『地域連携『』のキャッ
チコピー、
「いっしょに、
ロコモーション」をつく
りました。SL の Steam
Locomotive から「ロコ
モーション」とし、これ
をきっかけに
「いっしょ」
になって新しいことを始
めましょう、地域を盛り
上げていくのは、地域の
一人一人が主役です、と
お話させていただいています。
その取り組み例を紹介させていただきます。
下今市機関区開設式の時には、地元の中学校の吹奏楽部の方々に銀河鉄道 999
等、いろいろな曲を演奏していただきました。
機関区の壁面には地元の子供たちのアート作品を飾らせていただいております
し、地元の工業高校の方には太陽光で動く開業のカウントダウンボードをつくっ
て盛り上げをいただいております。
また、
『SL「大樹」にみんなで手を振ろう』というポスターをつくりました。地
元の小学生にもポスターを作っていただいて、地域一帯で取り組んでおります。
スタッフジャンパー、ピンバッチや事務局の車にも大樹のロゴを付けて、皆さ
んがプロジェクトの当事者として盛り上げていこうとしています。
一方、地元から少し心配の声も聞かれます。この沿線には 20 程の沿線自治会が
あり、住民説明会を開いてお話をさせていただいていますが、例えば「煙は大丈
夫なのか」とか、
「鉄道ファン等が押し寄せ住宅地への侵入が不安」とかが寄せら
れています。
東武鉄道としては、なるべく煙を出さないような運転方法を考えていくことや、
撮り鉄の方にはマナー違反が起こらないよう、駐車場が整備された広い撮影敷地
をご案内して行きたいと思います。
写真撮影について
8 月 10 日の開業に先立ち 5 月 14 日からは試験運転を始めており、既に多くの鉄
道ファンの方が沿線にお越しいただき写真を撮っていただいております。
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周辺で路上駐車は迷惑
となりますので、それは
止めていただきたいと注
意をさせていただいてお
りますのと、写真を撮る
際には地元の方に許可を
取ってくださいともお話
をさせていただいていま
す。
地元の方も声をかけて
もらえば心よく了解して
いただける方が多くい
らっしゃいます。地元の方と対話をしながら撮っていただければ、また新しい繋
がりも生まれてくると思いますし、気持ちよく写真が撮れると思います。
東武鉄道としておすすめの写真スポットをご紹介します。
その一つが「大谷川グリーンパーク」
、それから新高徳の近くの「高徳中岩河川
公園」も橋梁を走る写真が撮れます。こちらは近くに駐車場もあります。ホーム
ページ等でもこの場所をご案内しており、これは地元の PR にもなると考えていま
す。
また、下今市駅構内の転車台、鬼怒川温泉駅前広場の転車台での SL 転換も撮影
ポイントとなります。下今市駅構内に入場するには入場料が必要となりますが、
鬼怒川温泉駅の転車台はどなたでも自由に見学ができるエリアです。
ふれあいを深めていく
地域とどう連携していくかにつきましては他社の事例も勉強させていただきま
した。
そしてまずは「手を振ろう」ということを皆様に浸透させていきたいと思って
います。手を振り合うことで心のつながりが生まれ、そして次はどういったこと
をして喜んでいただけるか考えていくことにつながっていくと考えています。
当然、機関士、機関助士、乗務員も手を振り返してふれあいを生んで行きたい
と思います。日光・鬼怒川ならではのどういったおもてなしを考えていますかと
聞かれますが、それについては、この事業は長く続けていくものなので、まずは
手を振る運動から始めて、そこからまたどのようなおもてなしをしていくか、考
えていければ良いと考えております。
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地元が主体的となっておもてなしやふれあいが生まれ、それが地域での誇りと
なり、心の満足につながっていくのではないかと思います。
それに対して SL 利用者は感動し、日光・鬼怒川のファンやリピーターが増えて
いく、そのようなことを目指して行きたいと思います。
8 月 10 日に開業以降、その実現をして参ります。
皆様にも浅草から特急スペーシア、特急リバティに乗っていただき、下今市か
ら SL にご乗車いただいて、日光・鬼怒川でご宿泊をいただき、一緒に地域を盛り
上げていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。
（拍手）

プロフィール（敬称略）
守都正候
東武鉄道株式会社 SL 事業推進プロジェクト課長
1995 年東武鉄道に入社、その後経営企画部、新タワー会社設立準備室を経て東武
タワースカイツリー株式会社へ出向し、東京スカイツリーの計画から工事、運営
までを一貫して担当する。
2013 年鉄道事業本部計画管理部に異動し、SL「大樹」の復活運転に向けての陣頭
指揮にあたる。
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４．トークセッション「地域の鉄道、写真と詩による表現の可能性」
プロフィール 以下、敬称略。
矢野直美
鉄道フォトライター
旅先での出会いや感動を写真と文章で読者に伝えるとともに新聞やテレビ
等でも鉄道旅の魅力を発信中。今日の「鉄子」ブームの先駆者で、著書に「鉄
子の旅写真日記」
（CCC メディアハウス）
、
「鉄子の全国鉄道ものがたり」
（北
海道新聞社）
、
「ダイヤに輝く鉄おとめ」
（JTB パブリッシング）
、
「おんなひと
りの鉄道旅」
（小学館文庫）
、
「北海道幸せ鉄道旅 15 路線」
（講談社＋α文庫）
ほか。
小倉沙耶
鉄道アーティスト
2002 年より「鉄道アーティスト」として活動を開始。テレビ・ラジオ出演や
執筆活動のほか、鉄道イベントの司会や企画、講演なども行なっている。
モットーは「鉄道に関わる全ての方が、笑顔でいられるためのお手伝い」
。
2009 年より明知鉄道観光大使。都市交通政策技術者・鉄道コンテナアドバイ
ザーとしても活動。
水無田気流
詩人・社会学者、國學院大學経済学部教授
詩人として 2006 年に詩集「音速平和」で中原中也賞、詩集「Ｚ境」で晩翠
賞。社会学者として文化社会学、家族社会学、ジェンダー論のほか、家族、
恋愛、地域社会について様々なメディアを通じて発言を行っている。著書に
「無頼化した女たち」 (亜紀書房)、
「シングルマザーの貧困」(光文社新書)、
「
「居場所」のない男、
「時間」がない女」
（日本経済新聞出版社）ほか。
米屋こうじ（コーディネーター）
「地域の鉄道、写真と詩による表現の可能性」ということで、早速トークに入
りたいと思います。
まずは矢野直美さんから写真と文章でどう表現をするのかをお話いただきたい
と思います。
矢野直美
私はカメラを持って鉄道で旅をしてそれを雑誌、新聞等様々なものに発表をさ
せていただいております。
列車で通学する写真集「汽車通学」ですとか、駅弁を紹介する「矢野直美の駅
弁旅」
、今回のテーマにぴったりの「鉄子の鉄道写真日記」とか、あとは鉄道業界
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で働く女性たちのルポをまとめた「ダイヤに輝く鉄お
とめ」等、鉄道に関する 20 冊程の著書があります。
現在、紙媒体で残っているものもあれば電子書籍に
なっているものもあります。お手にとっていただける
と嬉しく思います。
－フォトライターという肩書－
「元祖鉄子」とも言われておりますが、
「フォトライ
ター」という肩書で、私が初めて鉄道旅の本を出させていただいたのは 2001 年の
ことです。
鉄道業界には女性のファンがいないと言われていた時期で、私は鉄道旅をしな
がら鉄道の写真を撮って文章を書きはじめました。当時インタビューの時に悩ん
だのが「肩書」です。
写真家、作家、詩人等いろいろな肩書があり、写真家として文章を書かれてい
る方はおりましたが、では私のようにカメラを持って取材をして原稿を書く肩書
は何と称すればよいのか悩みました。
「取材人」
、
「撮り書き屋」
・・・固いですよね。そうこう悩んでいましたら、と
あるテレビ番組で「シンガー・ソングライター」のインタビューが行われていて、
歌を歌う「シンガー」と曲を作る「ソングライティング」を合わして「シンガー・
ソングライター」であれば、私は「フォトグラファー・ライター」となりましょ
う。でも長くて口も回りませんし、ではということで、写真の「フォト」と「ラ
イター」を組み合わせて「フォト・ライター」としました。
当初はフォトとライターの間に中黒（・）を入れておりましたが、私はうっか
り者で、校正の時に中黒を落としてしまったりで、中黒はあったり、なかったり
しています。
米屋こうじ
すると「元祖フォトライター」でもありますか？
矢野直美
私は自分の作った造語と思っておりましたが、もし 2001 年以前にフォトライ
ターという言葉があったらお教えいただきたいと思います。その言葉についてお
話できたら、楽しいですよね。
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－写真と文章の関係－
写真を撮って文章を書くというのは微妙な関係にありまして、写真のついでに
文章ということはあり得ないのです。
「写真も」
「文章も」ということでは
なく、
「写真」アンド「文章」であり、
イコール「無限」なのです。
最近は鉄道以外でも「手作業」
、例
えば陶芸をされている方や、楽器を作
成している方をお尋ねし、
撮影とその
取材を行わせていただいております
が、お話をお聞きしているとその方が
どこに想いを乗せているのかが判るので、それを撮らせていただきます。そうす
ることをできるのが、写真と文章を一緒に行う大きな魅力かと思っています。
またその際には「写真脳」と「取材脳」が完璧に分かれています。
「撮りたいな」
という時と「聞きたいな」という時はきっぱり分かれているのです。
－被写体への愛－
「写真脳」の時に何を思っているか
というと、
「ハート」で、被写体への
気持ちや愛です。
写真を撮る仕事をしていて「これで
良い」という答えがありません。人そ
れぞれ意見も違いますし、
要求される
ことも違います。答えが無いものなの
で、一番は自分の「好きなもの」を撮
る、その時、その場所にいたその人に
しか撮れない、というのが写真です。
皆さんは、よく『ここに行ったよ』というような「証拠写真」を撮られること
があると思います。でも風景の証拠写真はホームページや絵葉書など、良いタイ
ミングと状況で撮られた綺麗なものがあります。ですから証拠写真ではなく、ハー
ト、気持ちや愛を込めてシャッターを切っていただけると楽しいものになると思
います。
レンズメーカーのタムロンさんの写真コンテストが今年 10 年目になりますが、
米屋さんが紹介されていた鉄道写真の神様と言われる広田尚敬さんと共にずっと
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審査員を務めています。今年は審査員特別賞が倍増となっていますので、皆様の
ご応募をお待ちします（笑）
。
私が鉄道写真を撮り始めた時の写真 A のタイトルは「また乗ろうね」とそのま
まです。
写真 B は、JR 九州肥薩線真幸駅で、皆さんが手を振ってくださいました。旅人
は手を振っていただくと嬉しく、それを撮りました。

写真 A

写真 B

写真 C は、昨年日本写真協会の企画展にお出ししたもので、北海道新幹線開業
の日に、列車の中から見た仙台の街灯りを写した、これも鉄道写真です。
写真 D は、
「釧網本線を世界遺産に登録したい」と釧網本線世界遺産登録推進会
議を有志たちと立ち上げまして、その思いを込めた「いつも一緒だよ」という横
断幕をかかげたホームの様子を車内から撮っています。
2001 年に鉄道の写真展をはじめた頃の展覧会サブタイトルは「列車を探せ」だ
と皆さんに言われました。写真に列車があまり写っていませんので（笑）
。

写真 C

写真 D
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－字面と方言を大切に－
鉄道のエッセイを書くときに気をつけているのは「字面」です。鉄道の文章と
いうのは地名、駅名が入ってきて、どうしても漢字が多くなってきます。漢字ば
かりだと見づらいし可愛くもないと思い、そこで、漢字を開きます。
「言う」
、
「聞
く」などを「ききます」
、
「いう」
、
「きく」というように、ひらがなにしています。
出来上がったときのレイアウトも考え、字面を見るようにしています。
また、地元の言葉、
「方言」は文化であると思っています。北海道でしたら、
「よ
く来たっしょー」とか言いますが、それを聞くと旅を感じることができますので、
取材をさせていただく時には相手の言葉尻をよく聞くようにしています。
方言は難しくなかなか活字にうまく再現できないのですが、私はこだわってお
ります。
（拍手）
米屋こうじ
手書きのパワーポイントでお話をいただき、これはいいですね、伝わってくる
ものがありました。
では、ブログとかツイッターを使って様々な鉄道の情景を発信している鉄道
アーティストの小倉さんから、ネットアップを想定した写真の撮り方や処理の仕
方、あるいは文章の添え方やネットでの注意点などについてお話をいただきたい
と思います。
小倉沙耶
写真と詩がテーマだというこ
とで、お話をさせていただきま
す。
この写真はどこからともなく
お囃子が聞こえてきたので、何
だろうと思いましたら、篠笛を
持った子供たちが通りかかって、
たいへん幻想的な雰囲気の写真
が撮れましたので、本日のテー
マに合いそうとタイトルに使ってみました。
肩書のお話が出ましたので、私も肩書のお話をさせてください。
－鉄道アーティストという肩書－
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「鉄道アーティストとは何ですか」
、
「歌っているの
ですか」
、
「何か作っているのですか」
、等々いろいろ問
われますが、
「アーティスト」というのは何でもできる
可能性を持った肩書ではないかと思っております。写
真も撮りますし、文章も書きますし、MC など話をし
たりしますし、イベントの企画もしますし、本の割付
けなどもして、自分が何屋さんかわからなくなること
もありますが、
「鉄道に関する何でも屋さん」だと自負
しています。
「小倉さんだからやってくれるのでは」と思ってお声をかけていただければ、
「はい、よろこんで何でもやります」とお応えできるよう、私はこの肩書をつけ
ています。
SNS では、Twitter をメインで利用していて、今日も「＃地域鉄道フォーラム」
でつぶやいています。このようなイベントでは壇上の人は話すことができますが、
聴衆は発言できず聞くだけ、まさかいきなり野次を飛ばす訳にも参りません。
そのような時、Twitter をやられている方は、＃地域鉄道フォーラムでご意見を
いただければ私から後ほどお返しもいたしますし、皆さんがどのようなことを考
えていらっしゃるのかもわかりますので、ぜひご投稿いただけたらと思います。
－SNS での写真の注意点－
SNS への写真は、速報性があるものとか、先程のお話になりました証拠写真に
近いものもあるかと思いますが、トラブルの元にもなりかねませんので、自分の
撮られた写真をよく見て、これは本当に表に出して良いものなのかをお考えいた
だきたいと思います。出してはい
けないものを出す方もいて、それ
は自分しか知らないことを他の人
に伝えたい気持ちからでしょうが、
一旦出す前によく見てみることが
大切です。
また、形式的な写真よりも、例
えば旅情感を盛り込んだものの方
が、見た方はそこへ行ってみたく
なるはずです。手軽な SNS にアッ

周囲をソフトフィオーカス

プする写真だからこそ、そのよう
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なことに気遣って欲しいと思います。
「撮って出し」の場合は自分の居場所をその都度教えることにもなり、予期せ
ぬことも起こったりする可能性もあります。そこに写り込む人に対しても配慮し
てアップする必要があります。
雑誌や新聞では写真にモザイクをかけたりはあまりしませんが、個人が個人と
してネットにアップする場合は、他人への配慮としてモザイクをかけたり、黒い
目線を入れる方もいますが、それはその方にちょっと愛情が足りないのではと感
じます。
フォーカス機能を使うことや、写したあとでも画像処理ソフトを使ってちょっ
とぼやかしてあげるということをして、その人の存在を消すようなことでなくそ
の人を活かしたような写真にできたらよいと思います。
－朗読「夜汽車」－
「川柳投稿まるせん」というサ
イトで、鉄道川柳コンテストが開
催され、そこの審査員を務めまし
た。その時の最優秀賞が「コンテ
ナの 行先遥か 想い馳せ」という
一句でした。私がこの句をみた時
に直ぐ私の撮ったコンテナ列車を
思い出しました。確かに列車の行
き先は貨物時刻表があれば判りま
すが、その貨物がどのようなもの
を積んで最終的にどこまで行くの
かは判りません。この句は、コン
テナはどこまで行くのか遠くに思
いを馳せる素敵な句となっていま
す。
矢野さんも参加されている、国
鉄民営化 30 周年記念アルバムの
「JNR to JR」という CD が発売
されています。
鉄道が大好きな様々な人が集結
して全 14 曲収録されており、私もこの 8 曲目のリレーポエム「夜汽車」で詩を朗
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読しています。矢野さんは 14 曲目で、オオゼキタクさんの「人あかりの路」の作
詞を行っております。この CD のダイジェストが YouTube でご覧いただけますの
で、よろしければお買い求めいただければと思います。
朗読では、子供の頃から親しんできた開放 B 寝台の思い出をこの詩に込めまし
た。私は 1980 年生まれのぎりぎり国鉄のことを覚えている最後の世代で、子供の
頃 B 寝台に乗った記憶と、開放 B 寝台が無くなるということで「急行はまなす」
に最後の記念乗車をした時の思いをこめて、そのポエムをここで読ませていただ
きます。
カーテンにくるまるのが好きな子供でした
カーテンの中は特別な世界、そんな気がしていました
カーテンのある列車に乗ると窓との間に頭をすっぽりと入れて
自分だけの空間のできあがり
夜はなかなか風景が見えません
だけど特別な世界に入れば
夜に溶け込んだ景色が少しずつ浮かびあがってきます
大きく目をあけて昼間以上に感覚を研ぎすませて
流れる景色をひろいあつめて
ジョイント音や汽笛がより鮮明に聞こえたのは
気の所為、じゃないよね、きっと
一生懸命目に焼き付けたあの光景は、今も心のなかにしっかりと残っています。
鉄道写真と文章で、その街の列車に乗りたくなる人が増えるように祈っていま
す。
（拍手）
米屋こうじ
素敵な朗読で、目を閉じて聞き入ってしまいました。ありがとうございました。
では、ここからは、鉄道写真に言葉を添え、詩をつくることの実例をご解説い
ただきたいと思います。詩人で社会学者でもある水無田（みなした）さん、よろ
しくお願いします。
水無田気流
「水無田気流」はどう読むのですかとよく聞かれるのですが、これは筆名で、
本名は田中理恵子と言います。詩を書いている時に、これだけ情報化された時代
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なので、私の作品に興味を持っていただいた方が直ぐに私にたどり着いてくれる
ようにするのには、本名が良いのか、それとも筆名が
良いのかと考え、本名「田中理恵子」でエゴサーチを
かけてみました。すると当時、早稲田で仏教美術を研
究している田中理恵子先生、京都で微生物を研究して
いる田中理恵子先生がでてきて、また「冷蔵庫当たり
ました。おめでとうございます、田中理恵子さん」
、
「交
通事故でお亡くなりになった田中理恵子さん」が出て
きました(笑)。これでは駄目だということで、このよう
な筆名にしました。
私は中原中也賞をいただいていますが、中也の詩に「蝉」という詩があります。
「それは中国のとある田舎の水無河原といふ」というフレーズがあって、最後の
方には「蝉が鳴いてゐる、蝉が鳴いてゐる蝉が鳴いてゐるほかなんにもない!」が
リフレインされているきれいな詩ですが、
「水無田」は、それと本名の田中の「田」
を付けました。
「気流」の方は、松尾芭蕉の蕉風俳諧に「不易流行」という言葉があります。
あらゆるものが変転、流転していくことが本質であるという大きな言葉です。こ
れを入れようと思いましたが、
「不易」だとお坊さんみたいですし、
「流行」だと
この間お亡くなりになった萩原流行さんのようであり、言葉の中を取って「気流」
といたしました。
－詩人という肩書－
先程肩書の話しが出ていましたが、
「詩人」というのは何かはずかしいですね、
アマチュアとプロの間にあまり差がなく、誰でも詩を書けば詩人になり、でもな
かなか売れるものでもありません。今日は 私の第一詩集「音速平和」と第二詩集
「Z 境」を持ってきておりますが、第一詩集「音速平和」の青い表紙は F86 戦闘
機のブルーインパルスの曲技飛行の写真です。
予算がない中、航空自衛隊から写真をお借りしたかったのですが、どうしたも
のかと締切りまで悩み、思いあぐねて当時防衛庁の広報部に電話をかけて、
「詩人
ですが写真を貸してください」と言いました。
「詩人」を名乗った最初で、必要に迫られないとなかなか「詩人」とは名乗れな
いところがあります。
そのような訳で、詩集をめくると「写真提供:防衛庁航空幕僚総監広報室」と書
いてあります。詩を書くことをなりわいとするということは、結構説明がむずか
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しいところがありますが、私が書いているのはいわゆる「現代詩」で、
「現代美術」
とか「現代音楽」のような、ちょっと難解な印象があって、敬遠されがちなとこ
ろもありますよね。
－ポエムチックの流行－
「ポエム」の話が出ましたが「ポエムチック」なものは今すごく流行っていま
す。写真詩というので、ネット上には写真と共に例えば、
「伝わる、伝えたい人に
伝わらなくても伝えるべき人に伝わればきっとそれでいい」とか、
「決めた、今日
はなーんにもしない日」だとか、このような感じのものはネット上に溢れていま
す。
どうも叙情性とか詩情とかポエジーを消費したいという人々の欲求はあって、
それが多分 90 年代以降特に難解と言われることが多くなってしまった現代詩とは
真逆のところにあるのではないか。でも逆説的に、そうだからこそ現代詩も、
「ポッ
プである」ということをもう少し考えたほうが良いのではないかと考えます。
実際世の中には「詩っぽい」ものが溢れています。すごく売れている松岡修造、
「まいにち修造!」 とか、
「登って来いよ!君は太陽だから」
、それから相田みつお
の詩「人生はかけ算だどんなにチャンスがあっても君が『ゼロ』なら意味がない」
等は有名です。
「ポエム」の話が出ましたが、
「ポエムチック」なものは今すごく
流行っています。
－困った「マンポエ」－
現代詩人として、また社会学者として、あまりにも叙情性を表現しようとした
結果生まれたおかしな事例の代表は、マンション広告のコピー文章ですね。私は
これを、
「マンションポエム」
、略して「マンポエ」と呼んでいます。言葉の叙情
性、ポエジーがバーゲンセールになってしまっているような表現ですが、叙情性
を表現しようとして実は叙情性とはほど遠い言葉になってしまっています。
たとえば「マンションのチラシには、
「名作を日常とする」
「深まる静謐を味わ
う、私領域」
、
「ここが、私の世界の中心地」
「まるでフィクションのようなこの地
を、私たちは『プラネット』
」と呼ぶことにした。
」とか、
「FROM 神楽坂東京を
掌る すべての時は、ここからはじまる」
、
「私庭、高輪。ようこそ、 高輪の頂へ」
、
「上質を知り尽くすアーティストが創る、真の邸宅」
、
「ニューヨーカーがニュー
ヨークを 愛するように東京を愛してるって照れずに言えたら東京は変わりはじ
める。きっと。
」とか・・これで良いのだろうかと思います。
値段が高く、質もそれほど差がないものは、あまり効能を謳えません。なので、
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結局売ろうとしすぎて言葉の叙情性、ポエジーがバーゲンセールになってしまっ
て、このような状態になってしまったもので、これは詩人としては何としてでも
避けたい。
－「ヨミ鉄」宣言－
鉄道の詩を考えた時に、特にローカル鉄道の旅を考えると、そこに生じる叙情
性とか詩情は、実は「マンポエ」とは真逆のところにあるのではないかと考えま
す。なぜか。それはマンポエが売る「ための」言葉であるのに対し、ローカル鉄
道の旅はそれらの対極にあるからです。
詩とか川柳、短歌でもそうですが、鉄道に言葉をつけるムーブメントをこれか
らは「ヨミ鉄」と呼びましょう。詠ずるの「詠」だと定型詩を彷彿とさせますし、
何より短歌や俳句はファンが多く、公民館やカルチャーセンターでの短歌、俳句
サークルは多いのですが、現代詩のそれはありません。それで「ヨミ鉄」とカタ
カナにするのは、現代詩や短歌、俳句などのジャンルを飛び越境して、
「詩情」を
うたいましょうとの想いを込めました。
ヨミ鉄としては、ローカル鉄道の旅が私たちに与えてくれる「効率的な生活か
らの離脱」の経験が一番大き
いのではないか。なぜなら、
効率的に回るのなら車の方が
便利ですし、短時間で都市の
間を移動するには新幹線で行
くのが良いのでしょう。この
ような見地からは、たとえば
寝台車に乗ろうというような
旅は、効率性の観点からは選
ばれません。
「スピードよりタイムリッ
チ」は、社会学者のジュリエット・ショアが、時間を大切に消費することの重要
性を論じた『プレニテュード』という本からヒントをもらいました。ショアは当
時ハーバード大学の教授でしたが、今はボストンに移っています。彼女は、人生
の質を豊かにすることには GDP の上昇以上に重要なものがあり、それは「時間と
良好な人間関係」だと言っているのですね。
「スピードよりタイムリッチ」を大切
にするということは、人間の生活満足度を押し上げる大きな効果があります。
それからローカル鉄道には「土地の記憶めぐり」という側面があります。ロー
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カル鉄道は、特に昔の産業の立地点をつないでいます。そこには歌碑、いろいろ
なところに与謝野晶子と高浜虚子が居りますよね(笑)。これって昔の産業の動態だ
とか、繁栄といったものを繋いでいるもので、
「今」を結ぶだけでなく、歴史的に
深めていくという側面があります。
そういったものが「時間と情動を楽しむ」ということに繋がり、さらには旅情
イコール詩情、ポエジーへという方向性に結びつくのではないか、これが醍醐味
となるものではないかと思います。
1950~60 年代に鉄道詩人の会というのがあちらこちらにありました。国鉄詩人
の会もありましたし、 私鉄詩人の会もありました。鉄道職員の方たちがサークル
をつくって、戦後間もない頃に作っていた詩々の中で、四国の四鉄詩人会の詩集
の編集同人をしていた安藤雅郎さんという方の「にじ」というひらがなの詩があ
ります。
この詩をいろいろな写真素材と組み合わせてみると全く違う偶発性が表われま
す。
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写真が変わるだけでぜんぜん違った感じになり、また言葉は写真のイメージを
も変えるのです。
魅力を伝える強い表現ということを考えると、言葉だけでも印象に残らない、
写真や絵だけだとイメージだけになってしまう。イメージを言葉として定着させ
て、人々の感情に記憶させるには写真や絵に言葉を持ってくるのが効果的ではな
いでしょうか。
鉄道もそうですが、旅情を醸すためには言葉の力が大きいのですが、ただしそ
れが行き過ぎると先程の「マンポエ」になってしまいます。
もっと短い詩ですと種田山頭火の自由律俳句に炎天にレールまっすぐ」という、
なんとも切ない一行詩があります。 ところが、写真が変わることで叙情的な感じ
のものや、子供が写っていると長閑な感じのものになります。このように写真と
詩が生み出す偶発的で新しい詩情に挑戦してみてはいかがでしょうか。
－写真に添える一言－
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お配りした「写真に添
える一言」には、皆さん
にたくさん書いていただ
き、誠にありがとうござ
いました。
米屋さんの撮られたこ
の写真なのですが、言葉
が違うと見える風景も変
わってきます。それがす
ごくおもしろいと思いま
した。
「明日はどんな出会いがあるだろう」とか
「昼下がりの散歩、いつものコース」
、のどかでいいですね。
「今朝はだいぶ冷えるなあ、駅までもうすぐだぞ」には、長い影や雲から様子
から冬の朝だと思いました、と書かれていて、なかなか科学的な分析がなされた
詩です。
「何でもないのんびりした日常、それがいいんだよ」
「天高く彼岸花咲く無人駅、伸びたる影を犬に踏まれり」
・・短歌になっていて
しかも季語が入ってすごいです。
「ゴン太よ、あれが新しい我が家だ」
「ほれ、孫が来るからはやく」
「ご主人、列車に乗り遅れるであります」
・・このようにフレーズごとに見えて
くる風景が異なってきます。ある意味言葉をつけるというのは勇気がいりますが、
つけてみると新しい楽しさが生まれると思いますので、本日はここで「ヨミ鉄宣
言」をさせていただきたいと思います。(拍手)
米屋こうじ
言葉によって写真の見え方も変わりますし、また写真が言葉を生み出すことも
ありますので、その相乗効果といいますか、お互いに共鳴しあってひとつの世界
ができるのかなと思いました。
写真に言葉を添えることでいろいろ表現の可能性が高まってくると思います。
ここからは、写真と詩による表現の可能性ということについて、矢野さんにお話
をいただきたいと思います。
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矢野直美
－続いてゆく、人あかりの路－
先程は、フォトライターとしての取材する時の文章や写真の撮り方のお話をさ
せていただきましたが、私自身写真だけを撮ることもありますし、文章だけを書
くこともあります。
また、写真にエッセイのような、詩のようなことばを添えることもあります。
列車通学をする高校生たちを撮ら
せてもらった「汽車通学」という
写真集では、春夏秋冬で詩のよう
な言葉を添えました。私は写真を
撮らせてもらう学生たちの言葉に
耳を傾けていました。そこでの言
葉をこの本には散りばめています。
「うちらのジャージ、目立つか
ら 試合とかで、あの黄色見たら、
元気出る」は、部活動の試合の前の会話だったと思います。
言葉は研磨して推考していくのもあると思いますが、ダイレクトな一言の気持ち
の持つ魅力というのも強い力を持つと思いました。
私の行う写真展では、キャプションや写真への説明をいつも付けません。
ただその代わり、詩のような言葉を書き添えています。
いってらっしゃい。
その言葉を胸に、空を見上げ
おかえり。
その声を思い、風に吹かれる
空がこんなに美しく感じるのは
見送られるから
季節がこんなに愛おしいのは
待っていてくれるから
君に、伝えたい情景
君に、見せたい写真
また増える
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心が浮き立つ春は
この緑に触れていたいよ
意味もなく走り出したい夏
太陽に焼かれ、草の匂いに包まれる
秋はちょっと胸苦しくて
色に魅せられ、実りが嬉しいんだ
どこまでも静まる冬
凍る空気、降る雪に、耳を澄ます
理屈じゃないんだ
愛するように、眠るように、食べるように
この路線を思う
理屈じゃないんだ
当たり前に、この場所で生きてゆく
列車にゆられ、見知らぬ町をゆく
空の高さ、空気のにおい、夕焼けの色
すべてが、いつも違う
ぐうぜん降りたホームで
初めての町で
すれ違う人、出逢う人
なつかしい場所で
今このときに
思う人、会う人
出合う人が、その町が
幸せであるように
い
つか、いつも、きっと
幸せであるように
そう願いながら
続いてゆく、人あかりの路
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この中の一つ「列車にゆられ、見知らぬ町を行く」がシンガー・ソングライター
のオオゼキタクさんの目に止まり、
「曲をつけて良いですか」と言われ、私は「ぜ
ひに」とお願いして「人あかりの路」という題で曲が出来上がりました。せっか
くできあがりましたので、皆さんにも聞いていただきたく、私とのトークライブ
を行って歌っていただきました。
この詩は、写真を撮り始めた頃からいつも心に思っていることで、
「出会う人が、
その街が幸せであるように、いつか、いつも、きっと幸せであるように、そう願
いながら続いてゆく、人あかりの路」には、
「出会う人が幸せであるように、幸せ
のことばかりではなくつらいこともあるでしょうから、いつかきっと幸せである
ように」と願って、そして鉄道は、人の暮らしを支え、照らしてくれます。荷物
も運び、里帰りもできる、旅もあります。鉄路にあかりを灯すのも人の思いです。
そのような気持ちを書いたもので「JNR to JR～国鉄民営化 30 周年記念トリビュー
ト・アルバム」の 14 番目、ラストの曲に入れていただいています。
写真と詩、そして音楽と、一緒になって鉄道に関わっていくことに多くの可能
性があるとしみじみ感じました。
（拍手）
米屋こうじ
ありがとうございました。では、小倉さんは詩についてどのようにお考えでしょ
うか。

小倉沙耶
－愛情をこめた写真に一言は華やぐ－
Instagram などもありますが、SNS を活用していて、写真だけだと「ちょっと気
になる」
、文章だけだと「ちょっと気になる」程度の反応となりますが、写真と文
章の二つが重なった時は「これは行かなければ」と心を奮い立てる気持ちになり
ます。
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それは二つの持つ力が合
わさったからこそではない
でしょうか。
私も気に入った作品など
にツイートさせていただい
ていていますが、最近知っ
てお気に入りをさせていた
だいている方で、山形や秋
田の風景を撮っている方が
おります。矢野さんのお話
にもありましたように、その方の写真からは愛を感じ、本当に好きで撮っている
のだと撮影者の愛がこちらに伝わって、見る人の情感をそそります。
私は古レールが好きで、その古レールの写真を載せた時には「レール愛を感じ
ます」と言ってくれた方がいました。SNS にスマホで写す写真だからこそ写真へ
の愛の有無が見えやすいと思います。
昔のフィルムカメラで撮れば、それこそ一コマいくらとお金がかかりました。
デジカメの普及やスマホで簡単に写せることから、その一枚にかける情熱や愛情
が減りつつあるのも確かかと思います。
だからこそ愛情こめた写真に、さらに一言添えることで、ぱっと華やぐことに
なるのではないでしょうか。
私は明知鉄道の観光大使をしておりますが、その明知鉄道にもっとお客さんが
来ていただけたらとの思いで、写真と詩を融合させることにより、いろいろな方
を取り込んでいけたらと思います。
皆様も人を感動させてそこに行ってみたくなるような写真、詩を既にお持ちか
もしれませんが、ぜひ、これからも素敵な写真と詩作をしていただければと思い
ます。
（拍手）
米屋こうじ
ありがとうございました。水無田さんは詩人というお立場で、鉄道写真と詩に
どう向き合えばよいとお考えでしょうか。
水無田気流
－言葉には引き算を－
鉄道は近代化の象徴といえ、近代化の中で生まれた口語自由詩の題材と取り上
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げられてきた歴史があり、実は元から相性が良いのです。
萩原朔太郎は、帰郷」という詩で「汽車は烈風の中を突き行けり」と歌い、そ
の情景が浮かびますが、それが今は移動するのも効率性が問われるようになって
きてしまって、旅情もいつの間にかなくなってきてしまっています。
再び旅情を醸し出すには、写真や詩は非常に有効だと思います。
ビジュアル表現の写真は愛情たっぷりで撮ってもベタベタしませんが、一方、
言語芸術表現では、あまりに主観的な言葉が余りすぎる言葉だと先程の「マンポ
エ」の世界になってしまいます。
言葉の表現では全部を言い切ること無く、引き算をかんがえるべきです。CM の
前のドラマのように、この後どうなってしまうのかと思わせたほうが続きを見た
くなります。ですから全部を言い切ってしまわないことです。
私は朝日新聞の書評委員を努めていて書評を書くときも全部を書ききってしま
わないように気をつけていました。書評を読んで本体を読んだ気になってしまわ
れると本が売れません。旅の言葉も同じで、読んだら列車に乗った気になってし
まわれたらまずいですね。
「行ってみたいな」と思わせるためには、チラリズム（笑）
・・ではありません
が「ここに来たらもっと良いものが見えるよ」という程度にして、引き算にする
と良いと思います。
そこが言語芸術表現と視覚芸術表現の差異から来ている特性かと思いました。
（拍手）
米屋こうじ
ありがとうございました。写真にしても文章にしても愛情がないと伝わらない、
その反面そのさじ加減といいますか、濃い辛口の味にしたら台無しになってしま
うように、さじ加減が大事であると皆さんのお話を伺って感じました。
宣伝になりますが（笑）私もこの度「ひとたびてつたび」という新書を出しま
して、文章と詩で綴っています。
矢野直美
米屋さんの写真展の時、米屋さんの詩を朗読させていただいたことがあります
が、すごく素敵です。写真の上手な方は文章も上手な気がします。写真家で星野
道夫さんも良い文章をお書きになられますし、戦場カメラマンの一ノ瀬泰造さん
のルポはとても上手です。あと写真ではありませんが、坂本直行さんという北海
道銘菓六花亭の絵を描かれている画家の方は、
「画文集」という言い方をされてい
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ますが、文字を見ただけで絵が浮かんできます。
写真と文章、絵と文章の組み合わせで、いろいろなイメージの旅ができるので
はないかと思います。一番言いたかったのは「米屋さんの写真と文章大好き！」
ということです。
米屋こうじ
お褒めいただきありがとうございます。でも何も出ません（笑）
。
本日は「地域の鉄道写真と詩による表現の可能性」ということでトークを行っ
てきました。
実は、私と水無田気流さんも審査員を努めます「鉄道写真詩コンテスト」が 7
月より開催される予定です。
皆さんのご応募をお待ちするとともに、審査員として作品を拝見するのを楽し
みにしています。
詳しくはホームページをご覧ください。
本日は長時間に亘り、大変ありがとうございました。
（拍手）
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