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江戸川学園取手中・高等学校 

鉄道研究同好会 
http:www.e-t.ed.jp/edotori4646/index.html



 

部長挨拶 
鉄道研究同好会部長 チップ 

 
 本日は紫峰祭及び鉄道研究同好会へお越しいただきありがとうござ

います。江戸取の鉄研は、活動環境の影響でジオラマ作成などはあま

りやっておりませんが、その反面、鉄道写真撮影やホームページ作成、

旅行などを活発に行っております。また、一人一人が個性を持った部

員ばかりでいつも楽しく活動しています。この度の発表では、部員た

ちが研究した成果や各会員が所持している模型などを展示しています。

今年は去年に比べジオラマも、模型の規模も大きくなりパワーＵＰし

ました。 

どうぞごゆっくりお楽しみ下さい 
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山梨県の中央東線の駅 

 

 

日本三奇橋である猿橋。猿橋駅から徒歩２５分程度。 

 

 

Welcome to Yamanashi！ 
山梨へようこそ！ 

 

 

 

江戸川学園取手中・高等学校鉄道研究同好会 

中等部＊年＊組＊＊＊＊ 

 

１．今回の研究の動機 

 私の父方の祖母は、山梨県に住んでいます。幼い頃から、よく祖母の家

に行きました。そのような中、鉄道に興味を覚え、中央線に魅せられるよ

うになりました。今回は、様々な人が利用する中央本線の中でも山梨県の

中央本線の駅全てを取材してみる事にしました。 

 

２．中央東線の駅（主要駅） 

 

高尾
た か お

駅 

高尾駅は、JR 中央線・京王電鉄高尾線の駅であり、１９０１年に国鉄の

浅川駅として開業しました。当時は、旅客と貨物の営業をしていました。

この駅は中央快速線と中央本線の運行上、分かれ目となっている駅です。 

東京方面からの列車、甲府方面からの列車は大多数がこの駅で折り返さ

れます。 

 

 

 

 
 

歴史ある、高尾駅の北口の駅舎。 

１９２７年に作られました。 

北口の駅前には、商業施設がある程度

あります。 

１日の平均条項人数は、 

約５，８０００人となっています。 

この駅の周辺には数多くの学校があり

ます。 

また、東京方面、甲府方面、京王線が

利用できるという、利便性の高い駅な

のでマンションも多くあります。 

３・４番線ホームの東京方面寄りには、

天狗がある。 

高尾山には、天狗伝説があり、高尾山

の頂上には、高尾山薬王院有喜寺があ

る。 

高尾山までは、京王電鉄高尾線から高

尾山口で下車、高尾登山電鉄ケーブル

カーで頂上まで行くことができる。頂

上までは、頂上駅から約４０分かかる。 

頂上駅の近くには、ビアガーデンがあ

り、客でにぎわう。 



高尾駅名所案内 

高尾山 明治の森高尾国立公園 

    標高５９９ｍ 

    ケーブルカー 勾配３１度 １８分（日本一） 

    ２人乗り観光リフト 全長８７２ｍ 

    京王線のりかえ高尾山口駅下車 

小仏峠 旧甲州街道 

    西５ｋｍ 高尾駅よりバス２０分 

八王子城跡 中世の山城跡 国指定城跡 

      北西４ｋｍ 高尾駅よりバス１５分 

高尾梅郷  西浅川町-裏高尾町の旧甲州街道沿いに 

      ６カ所の梅林 約１万本の紅白梅 

高尾山薬王院 関東三大霊場の一つとして有名 

       ケーブルカー山上駅から８００ｍ 

武蔵陸墓地 大正天皇、貞明皇后、昭和天皇の御陵 

      北東１ｋｍ（近道）徒歩１５分 

高尾みころも霊堂 産業殉職者合祀 南５００ｍ 

多摩森林科学園 森の科学館、サクラ保存林は有名 北８００ｍ 

いちょう並木 高尾駅から追分交差点までの甲州街道沿い 約７７０本 

 

大月駅(おおつき) 

大月駅は、JR 中央線・富士急行大月線の駅であり、１９０２年に開業し

ました。当時は、旅客と貨物の営業をしていました。この駅から富士急行

へ乗り換えができます。また、東京方面から富士急行へ乗り入れる列車が

あります。その為、大月駅近辺は東京に比べ住宅の値段が安いため、東京

方面への通勤者も多いです。ホリデーパスの使えるエリアは中央本線では

この駅までです。当駅は大都市近郊区間の内に入っています。 

 富士急行大月線の終着駅であり、また、この駅までが中央特快の運転を

しているので山梨県内では、利用者数が２番目に多いです。 

 

大月駅名所案内 

富士箱根伊豆国立公園 大月駅から富士急行線のりかえ 

富士山        標高３７７６メートル 

富士五湖       富士吉田河口湖駅からバス 

           新緑、紅葉、キャンプ、スケート、魚釣りで有名 

富士二合目スキー場  河口湖駅からバス５０分 

三ッ峠山 三ッ峠山下車 標高１７８６メートル 

     ハイキングコース、眺望絶桂 

岩殿山城跡大月駅下車標高６３７メートル徒歩１時間 

 

 

 

 
 

甲府駅(こうふ) 

甲府駅は、JR 東日本の中央線・JR 東海の身延線の駅であり、１９０３

年に開業しました。当時は、旅客と貨物の営業をしていました。この駅で

は高尾方面からの列車と小淵沢方面からの列車の大多数がここで折り返

されます。また、身延線の終着駅です。 

 県庁所在地が、この駅がある甲府市にあるのと、特急列車がすべて停車、

身延線始発駅、普通電車の折り返し駅であるため、１日の平均乗車人数は

１４，０００人と山梨県では１位を誇っています。 

 かつて、甲府駅南口には山梨交通電車線の甲府駅が存在した。しかし、

山梨交通電車線の経営は厳しく、廃線となってしまった。今は、その跡地

に山交百貨店がある。 

 停車する主な特急列車：スーパーあずさ（中央線）ふじかわ（身延線） 

            あずさ（中央線） 

かいじ（中央線） 

JR 東日本の大月駅舎。 

木造でできています。 

周りには、旅館などが並んでいます。 

中央特快、ホリデーパスなどここまで

の駅が終着点となっています。 

富士急行の大月駅舎。 

JR 東日本の駅舎のすぐ隣にあります。 

なお、JR 内のホームの３番線からも、

連絡改札口から富士急行のホームへ行

くことも可能です。 

毎年、夏場は富士山に登山する人でに

ぎわいます。「フジサン特急」という特

急列車も人気です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲府駅南口。 

山交百貨店などが駅前にある。 

駅を出ると、すぐにロータリーが広が

っており、たくさんのバスやタクシー

が止まっている。 

山交百貨店以外に、岡島百貨店・エク

ランという駅ビルがある。 

甲府城も駅からすこし離れたところに

ある。 

活発な駅であった。 

甲府駅北口。 

北口の目の前にロータリーがある。 

南口に比べるとあまり、活発な所では

ない。 

上の二つの写真はどちらとも、甲府駅南口。  
左は、駅前にある武田信玄像。武田信玄は、甲斐国（山梨県）の守護であったが、病気

の為、死亡した。  
右は、南口の様子。にぎやかなところであった。  

甲府駅名所案内（甲府駅からの距離を（）内は示しています。） 

甲府城跡 （０．５ｋｍ） 徒歩５分 

県立美術館 （５ｋｍ）  バス２０分 

武田神社  （３ｋｍ）  バス１０分 

護国神社  （３ｋｍ）  バス１０分 

昇仙峡「周遊指定地」 （１０ｋｍ） バス４０分 

湯村温泉郷「周遊指定地」 （５ｋｍ） バス２０分 

善光寺   （５ｋｍ）  バス１５分 

甲府ぶどう郷（２ｋｍ）  バス１０分 

南アルプス・広河原 （４７ｋｍ） バス１３５分 

 

小淵沢駅(こぶちざわ) 

小淵沢駅は、中央線・小海線の駅であり、１９０４年に開業しました。当

時は、旅客と貨物の営業をしていました。この駅では松本方面からの列車

と甲府方面からの列車の大多数がここで折り返されます。また、小海線の

終着駅です。 

 停車する主な特急列車：スーパーあずさ（中央線） 

            あずさ（中央線） 

かいじ（中央線） 

※一部の列車は停車しません。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

小淵沢駅舎。 

質素な造りをしているが、駅構内には、

みどりの窓口やおみやげの販売店、自

動券売機、指定席券売機も存在してい

る。 

駅を出ると、周りはあまり栄えていな

い。 

なお、駅構内に自動改札口は無く、人

が業務を行っている。 



 

 

～駅弁で有名な小淵沢駅～ 

 小淵沢駅は、駅弁で有名です。 

おすすめの駅弁は、「やまのごはん」と 

「元気甲斐」という駅弁です。是非、小淵沢にお寄りになりましたら、お

食べになってみてはいかがでしょうか。 

 

 

 
 

 

今、放送中の NHK の大河ドラマ「風林

火山」。山梨県の観光をより大きくする

ため、風林火山キャンペーンを行って

いる。特急列車の「風林火山」という

列車も期間限定で運行されている。 

小淵沢駅までが、JR 東日本八王

子支社の管轄となっており、小

淵沢以北は JR 東日本長野支社

の管轄となっています。 

また、この駅までが山梨県の駅

となり、これより以北の駅は長

野県の駅となります。  

上の３つ写真は、いずれも小淵沢駅で販売している駅弁。  
左から１つめは、「元気甲斐」の写真。価格：１３００円  
２・３つめは、小海線に「キハ E２００系」という、世界初のハイブリッド車が運行さ
れて、話題になりましたが、その記念駅弁です。  
４つめは「やまのごはん」という駅弁です。一番おいしいです。価格は８００円。  

  

 

 

 

 

 

 

小淵沢駅名所案内 

観音平、大滝湧水、乗馬、神田の大イトザクラ、乗馬の里、北杜市長坂郷

土資料館、スパティオ小淵沢、花パークフィオーレ小淵沢 などが有名 

 

３．中央東線の駅（主要駅以外の小淵沢～甲府間） 

 

A.長坂駅(ながさか) 

  

 

長坂駅は、中央線の駅であり、１９１８年に開業しました。当時は、旅客

と貨物の営業をしていました。今は、駅前に北杜市の支所があり、また塾、

旅館もあるので、少しにぎやかな街です。 

 

上の３つの写真はいずれとも小淵沢駅にて撮影。  
左側の写真は、小淵沢駅付近で活躍している、普通列車の３ショット。  
左から、１１５系長野色、キハ１１１系１００番台、１１５系スカ色となっています。 
右の写真は、小海線では時々ワンマン運転をすることがあるので、ワンマン運転時の電

車の乗り方について記している看板です。  

左は、長坂駅駅舎。右は、長坂駅前。  



B.日野春駅(ひのはる) 

  

 

日野春駅は、中央線の駅であり、１９０４年に開業しました。当時は、旅

客と貨物の営業をしていました。駅を降りると、人家や郵便局が見えます。 

また、近くにはオオムラサキセンターという施設があり、オオムラサキが

生息している。ちなみに、オオムラサキというのは国蝶である。 

C.穴山駅(あなやま) 

   

 

穴山駅は、中央線の駅であり、１９１３年に開業しました。当時は、旅客

と貨物の営業をしていました。この駅は無人駅です。また、駅舎も木造の

質素な造りになっています。 

 

  

左は、日野春駅舎。右は日野春駅の様子。  

左は、穴山駅舎。右は登山者への注意看板。  

左の１番目の写真は、「乗車駅証明書」いうものの

発行機械である。この「乗車駅証明書」とは、切

符を自動もしくは手動で発行できないため、客が

乗った駅を証明するものである。この証明書を車

内もしくは駅で見せると、その駅から着いた駅ま

での料金を精算できる。２番目の写真は、この駅

は無人駅のため、何かあった場合の JR への直通

電話ボックスである。  

D.新府駅(しんぷ) 

   

 

 

新府駅は、中央線の駅で１９４５年に新府信号場として開業しました。駅

を降りると、畑とすこし人家が見えます。この駅は、無人駅で乗車駅証明

書発行機があります。また、この駅からすこし離れたところに新府城とい

う城跡がありますが、何もありませんでした。 

E.韮崎駅(にらさき) 

  

 

 

韮崎駅は、中央線の駅で１９０３年に開業しました。駅を降りると、街が

見渡せます。また、ロータリーの所には、サッカーの少年像がありますが、

その理由は、韮崎はサッカーの街で有名だからです。近くに、山梨県立韮

崎高等学校という学校がありますが、サッカー部が活発で、サッカー選手

の中田英寿選手もこの学校出身です。ある程度大きな駅で、東京近郊区間

の一番端の駅であり、Suica もここまでしか使えません。また、特急スー

パーあずさ、あずさの一部が停車します。 

左は、新府駅の様子。駅舎は存在しない。  
右は新府駅の周辺に広がる新府桃源郷の案内図。  

左は、韮崎駅の様子。  
右はサッカーの少年象。  



F.塩崎駅(しおざき) 

  

 

 

塩崎駅は、中央線の駅で１９５１年に開業しました。駅を降りると、街が

見渡せます。下り線の駅舎は、「ジェイ・ショップ・塩崎」というコンビ

ニエンスストアと一緒になっています。そのため、駅の職員は駅の業務と

コンビニエンスストアの業務の両方を行っています。 

Ｇ．竜王駅(りゅうおう) 

  
 

 

竜王駅は、中央線の駅であり、１９０３年に開業しました。駅を降りると、

人家が広がっていて、ある程度にぎわっています。貨物駅の役割も担って

おり、そのため、貨物列車が停車して作業も行っている。また、近くには

石油会社の大手、新日本石油の甲府油槽所がある。 

 

 

 

 

 

左は、下り線塩崎駅の様子。  
右は上り線の駅舎の様子。上り線から下り線まで行くまで徒歩１分ぐらいだった。  

左は、竜王駅舎。右は竜王駅の駅新設工事の様子。  

４．中央東線の駅（主要駅以外の甲府～高尾間。まお、枚数の関係で紹介

文は省略させていただきます。） 

 

Ａ．甲府駅（こうふ）[ホームにある「かふふ来の鐘」] 

   
Ｂ．酒折駅（さかおり） 

  
Ｃ．石和温泉駅（いさわおんせん） 

  
 

Ｄ．春日居町駅（かすがいちょう） 

  
 

 

 

 



Ｅ．山梨市駅（やまなしし） 

   
Ｆ．東山梨駅（ひがしやまなし） 

  
Ｇ．塩山駅（えんざん） 

 
Ｈ．勝沼ぶどう郷駅（かつぬまぶどうきょう） 

  
 

 

 

 

 

 

Ｉ．甲斐大和駅（かいやまと） 

  
Ｊ．笹子駅（ささご） 

  
Ｋ．初狩駅（はつかり） 

  
Ｍ．猿橋駅（さるはし） 

  
Ｎ．鳥沢駅（とりさわ） 

  



Ｏ．梁川駅（やながわ） 

  
Ｐ．四方津駅（しおつ） 

  
Ｑ．上野原駅（うえのはら） 

  
Ｒ．藤野駅（ふじの） 

 
Ｓ．相模湖駅（さがみこ） 

 

５．終わりに  
 長い文章を読んで

いただき本当にあり

がとうございました。 
山梨県は、もも・ぶど

うの産地でもありま

すが、ほうとう、そし

て山など様々なもの

があり、魅力的なとこ

ろです。  
 皆さんも、ぜひ山梨

にお越しになさいま

したら、一つでも好き

なところを見つけて

いただければ幸いで

す。  
 今回の取材は、一駅

一駅降りて、切符を買

いました。４日に分け

て取材をしましたが

大変でした。  
 ご覧いただきあり

がとうございました。 



江戸川学園取手中学校鉄道研究同好会 
紫峰祭研究発表 

 

 
 
 

 
 

 

＊写真＊ JR 山手線外回り E231 系の上野―御徒町間の走行写真。(御徒町駅にて) 

ここは、撮影スポットとしてかなりの有名区間である。なおかつ、本数が多い山手線では、

撮影が何回もでき、待ち時間もあまりなく、とても便利な区間でもある。ちなみに、この

撮影地の東京よりでは、内回りが撮れるといった一石二鳥な駅である。 

 

担当者 … 2－1 佐々木 敦史 

 



☆JR 山手線 路線図☆ 
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この取材にあたって！ この取材にあたって！ 
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☆この取材を始めたきっかけ！ 

…当初は、別に鉄道の沿線に詳しい人

を対象としたものを作ろうとしてい

たため、“南関東の私鉄の駅 10 選”み

たいな感じだったが、改めて、よく考

えていると、ふと思いついたのが、江

戸取の文化祭、“紫峰祭”では鉄道の

知識はなく、ただ興味があるという人

も来るんだ！という点から、どんな人

でも見ていて楽しめるような物をつ

くることにしたのが、この“山手線の

オススメ駅TOP5”という内容だった。

私鉄は、その沿線に住んでない限り、

たいていの人は、興味もないだろう。

しかし、山手線ならみんな知っている

から読みやすくなるだろう！だから

こそ、鉄道に関連する話とオススメス

ポットを１：１という風にした。また、

写真もたくさん入れることで、さらに

見やすくした。これにより、普通の記

事とはちょっと変わったニュータイ

プの誰でも楽しめる記事を是非読ん

でもらいたい。 

 
 
 

                
 
 
               

            

☆この取材を終えてからのお話。

…取材は、秋葉原駅を中心にどの駅も

わりと長く、取材していた。それは、

当初の予定だった“たくさんの駅のオ

ススメ”のような“浅くたくさん”よ

りももっと奥深くまで浸透するよう

な記事にして、オススメ駅をかなり減

らす、“深く少なく”にした！そうす

ることによって、先ほど書いたとお

り、見る人が鉄道に詳しい人限定⇒み

んなが見られるという枠が広がった。

そして、本題のこの 5 つの駅はどう選

んだかというと、最初に数駅選んどい

て、その駅を取材する形をとった。だ

から、オススメの駅はまだまだある！

今回は、その中でも個人なりに好きな

山手線の西側方面を中心に選択した。

だから、東側は基本的にない。また、

今度は、山手線の西側を取材したいと

思っている。ちなみに、写真のことで

余談だが、僕は、山手線(E231 系)と

京浜東北線(209 系 500 番台)の両方が

写っている写真が好きである。 



JR 山手線 第 1 位 “品川駅” 
・ JR 品川駅開業…1872 年 1 月 20 日！！ 

⇒1872 年といえば、日本初の学校制度を定めた学制が発布した年です！！ 

 

左の写真は、某日の高輪口の夜の

様子。この隣には、京急の改札が

ある。高輪口には、品川プリンス

ホテルなど高級ホテルが並ぶほか

にも、超高層ビルがとてつもなく

ある。港南口の方は、昔は工場・

倉庫が広がっていたが、最近にな

ってオフィスビルが急激に増え

て、JR 東海の東京本社も存在す

る、品川駅は大ターミナル駅だ！

“概要” 

品川駅は、東京都港区 (『トリビアの泉』でも紹介し、84 へぇを獲得！) にあり、 

JR 東日本・JR 東海・京浜急行電鉄の駅である。かつては、貨物列車の発着があったが、 

1994 年に廃止された。 

 

“利用状況”～1 日平乗降客数として(JR 東日本のみ、乗車人員)～ 

総計 約 895,831 人 (各会社の集計期間は異なる。全国 8 位！！) 

JR東日本(2006 年度) 308,681 人 (JR東日本内第 6 位！) 

JR 東海(2003 年度下半期) 約 420,00 人  

京急(2005 年度) 240,469 人 (京急内第 2 位！) 

 

“駅構造” 

◎京急…ウイング号、エアポート快特、快特、特急、急行、普通の全て停車！ 

1 ■京急本線 横浜・京急久里浜・三崎口・羽田空港方面 

2 ■京急本線 ○都営浅草線 日本橋・浅草・押上・京成線・北総線方面

3 ■京急本線 ウイング号…三崎口方面 朝の普通…新馬場・鮫洲方面

                                          

◎JR 東海…のぞみの大半、ひかりのほとんど、こだまは停車！ 

21・22 ■東海道新幹線 東京方面 

23・24 ■東海道新幹線 名古屋・新大阪・博多方面 

 

◎JR 東日本…基本的に、東海道線の特急のスーパービュー踊り子号のみほとんど停車せず。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/2006%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2006%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E9%A7%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E6%80%A5%E4%B9%85%E9%87%8C%E6%B5%9C%E9%A7%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%B4%8E%E5%8F%A3%E9%A7%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%BD%E7%94%B0%E7%A9%BA%E6%B8%AF%E9%A7%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%BD%E5%96%B6%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E9%89%84%E6%B5%85%E8%8D%89%E7%B7%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A9%8B%E9%A7%85_%28%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%29
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%85%E8%8D%89%E9%A7%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%BC%E4%B8%8A%E9%A7%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E6%88%90%E6%9C%AC%E7%B7%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E7%B7%8F%E9%89%84%E9%81%93%E5%8C%97%E7%B7%8F%E7%B7%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E9%A6%AC%E5%A0%B4%E9%A7%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AE%AB%E6%B4%B2%E9%A7%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B%E9%A7%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%A4%A7%E9%98%AA%E9%A7%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%9A%E5%A4%9A%E9%A7%85


1・2 ■山手線 内回り…東京・上野方面 外回り…渋谷・新宿・池袋方面

3・4 ■京浜東北線 北行…赤羽・大宮方面 南行…蒲田・川崎・横浜方面 

5・6 ■東海道線（上り） 東京方面 

7～10 ■臨時ホーム  

11・12 ■東海道線（下り）等 横浜・小田原方面、伊豆急下田・修善寺方面等 

13・14 ■横須賀線等 東京・船橋・千葉方面等 

 

“駅周辺” 

【高輪口】 

駅前には、ウィング高輪EAST・WESTという京急グループのショッピングセンターがあるが、その

他は主に、ホテルパシフィック東京やグランドプリンスホテル高輪、品川プリンスホテルといっ

た高級ホテルが多数並ぶ。また、少し外れると、高級住宅地に入る。 

(ちなみに、地価だけでも 70 万円以上する。柏は約 15 万円 

程度。) さらに、京急バスの高速バス専用のバスターミナル 

として、“品川バスターミナル”がある。 

【港南口】 

以前は、工場や倉庫が多かったが、現在では、オフィスビル 

が立ち並んでいて、超高層ビルを多く見られる。そして、 

JR東海の東京本社もある。また、東京都下水道局港南水再生 

センターといった生活に関わる公共の場も近い。 

 

“ココがオススメ！” 

●その１ 

品川駅には、2005 年 10 月に大型エキナカ『ecute』が誕生した。 

エキナカとは？…駅構内にあるショッピング施設を言う。

これは、JR 東日本の事業であり、今月の 5 日には立川駅でも、 

大宮駅、この品川駅に次いで 3 店目の『ecute』オープンする。 

以前、フジテレビのスーパーニュースでおいしいカレー店が 

あるため、紹介された。切符を買えば、2 時間は入れるため、 

電車に乗らなくても十分に楽しめる。また、このような場所の 

ため、『デパ地下』のようにも思わせる。また、品川駅には、 

『チップトイレ』というものがある。 

 

 
チップトイレ？…使用者が任意の料金を支払うというシステム。

●その 2 

品川駅の周辺では、エキナカの『ecute』以外にも、話題のフードテーマパークがある。それは、

京急が関連している京急の品川駅高架下にあるラーメン店の 7 店舗(2004 年オープン)と 

どんぶり物の 5 店舗(2006 年オープン)である。 

こちらは、駅から徒歩 3 分で営業時間も 11 時から 23 時までと十分にある。しかし、人気なので、

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%A7%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E9%87%8E%E9%A7%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%92%B2%E7%94%B0%E9%A7%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%9D%E5%B4%8E%E9%A7%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E9%A7%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%A7%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%94%B0%E5%8E%9F%E9%A7%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E8%B1%86%E6%80%A5%E4%B8%8B%E7%94%B0%E9%A7%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%AE%E5%96%84%E5%AF%BA%E9%A7%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%88%B9%E6%A9%8B%E9%A7%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E8%91%89%E9%A7%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E6%80%A5%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB%E3%83%91%E3%82%B7%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E6%9D%B1%E4%BA%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%93%81%E5%B7%9D%E3%83%90%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E4%B8%8B%E6%B0%B4%E9%81%93%E5%B1%80
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%89%84%E9%81%93%E9%A7%85


TV で見るような行列はある可能性が高く、何時間待ちにもなる時もあるようだ。 

 

●その 3 

“駅周辺”というコーナーで紹介した際に、品川プリンスホテル 

という 1970 年代からある高級ホテルがある。このホテルには、 

今話題の『ハプナ』というホテルバイキングがある。『ハプナ』は 

最近リニューアルして、さらに評判が良くなったようです。 

なんでも、和・洋・中が揃って 60 種類もあり中でも、ずわい蟹、 

豚しゃぶ、ローストビーフが人気です。この 3 品はリニューアル 

前から変わりません。また、『ハプナ』は予約が 3 ヶ月先まで 

高輪口前のウィング高輪。想像していたより、結構大きい！埋まっている状況である。 

 

さらに、その品川プリンスホテルの中には、2005 年 4 月にオープンした『エプソン品川アクア 

スタジアム』がオープンしました。最初にこの施設ができる時に注目したのは、水族館が品川駅 

近くにできるということだった。しかし、ここは、たしかに水族館がメインであるが、ライブ 

ホールやアトラクションが多少あることだった。 

 

主に、水族館は、イルカ＆アシカプールがあり、ペンギンもいる。そこまでは普通だが都会の 

“長さ 20m の海中トンネル”はめずらしいコーナーだろう。また、ライブホールでは、1980 年代に大ヒットし

たユーミンこと松任谷由実という大物アーティストがプロデュースを担当している。 

 

さらにさらに、アトラクションがこれまた、すごい！！屋内型アトラクションとして、国内最大級で、 

なんと、松本零士作のSF漫画の『銀河鉄道 999』をテーマにした屋内コースターやT.Kこと、1990

年代半ばを社会的ブームまで発展させた小室哲哉の作曲による音楽を流したアトラクションを設

置することで、新しいテーマパークが誕生した！ 

 

 

これが、“ココがオススメ！”のその 1 で

紹介した品川駅構内の『チップトイレ』。

写真には男性トイレのマークがあるが、 

隣に女性トイレのマークがある。中は、 

とてもきれいであり、個室の中に入ると、

“駅のトイレ”とは言えないほどの立派

さだった。でも、これは欧米の公衆トイ

レでは一般的な話らしい。 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E6%9C%AC%E9%9B%B6%E5%A3%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BC%AB%E7%94%BB


JR 山手線 第 2 位 “秋葉原駅” 
・ JR 秋葉原駅開業…1890 年 11 月 1 日 

⇒1890 年といえば、第 1 回衆議院議員総選挙が行われた年でした。 

左の写真は、某日の夕方の電気街口

の様子。こちら側の改札口には、メ

イドが全くいないが、電気街口のも

う一つの改札口には、常に、4・5

人はいる状況。昔から電気街として

サトームセンなど大手もあったが、

最近はヨドバシカメラが出来たこ

ともあり、低迷している。また、秋

葉原にはアニメやマンガなどのシ

ョップが増え、“オタク文化”が年々

増加している模様。  

“概要” 

秋葉原駅は、東京都千代田区にあり、JR東日本・東京メトロ・首都圏新都市鉄道(TX)の駅である。 

当初は、貨物駅“秋葉原貨物取扱所”として開業したが、1925 年 11 月 1 日に旅客営業を開始 

した。貨物営業は 1975 年に終了した。 

 

“利用状況”～1 日平乗降客数として(JR 東日本・TX は乗車人員)～ 

総計 約 541,605 人 (2006 年度、TX の効果で利用者が増えた。) 

JR東日本(2006 年度)  200,025 人 (JR東日本内第 10 位！) 

東京メトロ(2006 年度)  122,183 人  

TX(2006 年度)  43,700 人 (TX 内第 1 位！) 

 

“駅構造” 

◎JR東日本…基本的に、全て停車。ただし、臨時特急『新宿さざなみ』等以外の特急は停車せず。 

1・4 ■山手線 内回り…上野・池袋方面 外回り…東京・品川方面 

2・3 ■京浜東北線 北行…上野・大宮方面 南行…東京・品川・横浜方面 

5・6 ■総武線（各駅停車） 上り…新宿・三鷹方面 下り…錦糸町・船橋・千葉方面 

 

◎東京メトロ…普通のみ運行！ 

1・2 ○日比谷線 上り…中目黒・菊名方面 下り…北千住・北越谷方面 

 

◎TX…快速、区間快速、普通の全て停車！ 

1・2 TXつくばエクスプレス線  南流山・守谷・つくば方面 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC1%E5%9B%9E%E8%A1%86%E8%AD%B0%E9%99%A2%E8%AD%B0%E5%93%A1%E7%B7%8F%E9%81%B8%E6%8C%99
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC1%E5%9B%9E%E8%A1%86%E8%AD%B0%E9%99%A2%E8%AD%B0%E5%93%A1%E7%B7%8F%E9%81%B8%E6%8C%99
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC1%E5%9B%9E%E8%A1%86%E8%AD%B0%E9%99%A2%E8%AD%B0%E5%93%A1%E7%B7%8F%E9%81%B8%E6%8C%99
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%96%E9%83%BD%E5%9C%8F%E6%96%B0%E9%83%BD%E5%B8%82%E9%89%84%E9%81%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/2006%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2006%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%95%E3%81%96%E3%81%AA%E3%81%BF_%28%E5%88%97%E8%BB%8A%29
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E9%87%8E%E9%A7%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E9%A7%85


“駅周辺” 

【電気街口】 

萌え系って？…主にアニメのキャラクターに恋愛的な好意や愛着を持つこと。

駅前は、最初の文でも紹介したように、サトームセンなどの家電量販店が多くあり、また、普通

は手に入らないような細かい電子部品などを販売している小規模店舗が多数存在する。さらに、 

“萌え系”のアニメや“ロボット系”のアニメまでとコアな 

商品まで販売している通称：オタクショップがある。その中 

には、“アニメイト”という全国展開しているショップから、 

さまざまである。また、自動販売機で販売しているおでん缶 

が名物として TV でも紹介されました。 

【中央改札口】 

こちらは、主に 2005 年 9 月にオープンした“ヨドバシカメラ 

マルチメディアAkiba”がある。このヨドバシAkibaは、地上 9 階、地下 6 階建ての 

ヨドバシカメラの中では最大規模である。 

 

“ココがオススメ！” 

●その 1 

先ほどの“駅周辺“でも紹介したおでん缶の販売している 

自動販売機は今回取材した時はあまり見かけなかったが、 

自動販売機自体が 7 列並んでいるのがあり、とても多い。 

また、おでん缶以外に、ラーメン缶が発売しされていた。 

ラーメン缶は、麺が伸びないようにするため、こんにゃく 

を使って工夫している。値段は一般的に 315 円。また、隣 

の写真のようなアニメのキャラクターの絵柄つきである 

缶コーヒーもあるようだ。値段は普通の缶コーヒーと変わらず 120 円なり。 

 

●その 2 

2006 年 5 月 14 日に秋葉原駅の電気街口から徒歩 3 分のところにあった子供から大人まで人気の

あった創業 70 年の“交通博物館”は閉館になり、1 年と少し経った某日に様子を拝見したところ、

正面入口のD57 形蒸気機関車＆0 系新幹線車両が撤去されていた。ちなみに、この“交通博物館”

は大人気マンガ“こち亀”や大人気ドラマ“電車男”等、さまざまなところで取り扱われている。 

ちなみに、この“交通博物館”の閉館理由は建物の老朽化などあるため、今月の 14 日【鉄道の日】

には、埼玉県さいたま市の大宮駅から埼玉新都市交通伊奈線で一駅先の大成駅から徒歩 1 分の場

所に“鉄道博物館”がオープンする予定。そこには、日本最大級のHOゲージの鉄道模型 

ジオラマができ、以前、“交通博物館”にあった運転シミュレーションが改修されて復活する！ 

左の写真は、閉館 1 年後の何

もない交通博物館の正面入り

口の様子。右の写真は、交通

博物館の近くの電子部品があ

る小規模な店。 

 

 

 

 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A8%E3%83%89%E3%83%90%E3%82%B7%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A8%E3%83%89%E3%83%90%E3%82%B7%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A8%E3%83%89%E3%83%90%E3%82%B7Akiba
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A8%E3%83%89%E3%83%90%E3%82%B7Akiba
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%B9%B9%E7%B7%9A0%E7%B3%BB%E9%9B%BB%E8%BB%8A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%B9%B9%E7%B7%9A0%E7%B3%BB%E9%9B%BB%E8%BB%8A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%BC%E7%8E%89%E6%96%B0%E9%83%BD%E5%B8%82%E4%BA%A4%E9%80%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%BC%E7%8E%89%E6%96%B0%E9%83%BD%E5%B8%82%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BC%8A%E5%A5%88%E7%B7%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%81%8B%E6%84%9B


JR 山手線 第 3 位 “御徒町駅” 
・ JR 御徒町駅開業…1925 年 11 月 1 日！！ 

⇒1925 年といえば、ラジオ放送が開始された年です！！ 

 

御徒町駅は、アメ横にある 400

店舗の活気さからとてもにぎや

かなところとなっている。改札

を出たら、屋台らしきものも存

在する。しかし、少し歩けば、

都心の中央に向かっていくた

め、大手デパートの松坂屋辺り

から大きな高層ビルが並び始め

ている。

“概要” 

 

御徒町駅は、東京都台東区にあり、JR 東日本の駅である。 

 

“利用状況”～1 日平均乗車人員として～  

JR東日本(2006 年度)  76,294 人  

 

“駅構造” 

◎JR 東日本…京浜東北線は、日中(10 時半～15 時半ごろ)は快速が通過。 

1・4 ■京浜東北線 北行…上野・大宮方面 南行…東京・品川・横浜方面 

2・3 ■山手線 内回り…上野・池袋方面 外回り…東京・品川方面 

 

“駅周辺” 

北口の改札を出ると、すぐにアメヤ横丁、通称“アメ横”があることがわかる。このアメ横は、

400 メートルもの距離が上野駅に向かって続いている。約 400 店舗の店が入居している。 

毎年、年末になると全国に TV で紹介される。また、上野駅は近いため、上野駅から歩いて 

いけるような上野恩賜公園にも歩いて行ける。   

さらに、学問の神様として知られる菅原道真を祀って 

いて、受験シーズン、合格祈願として参拝する人が多 

数いる湯島天満宮も徒歩 8 分で行ける。また、上記に 

書いたとおり、松坂屋は北口から左に曲がっていけば 

着く。また、近くには、地下鉄の駅がたくさんあり、 

どの駅もこの駅からすぐ近くにある。 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/2006%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2006%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E9%A7%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E9%87%8E%E9%A7%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8F%85%E5%8E%9F%E9%81%93%E7%9C%9F


“ココがオススメ！” 

●その 1 

御徒町駅と言ったら、もちろん上にも書いてあるが、  

『アメ横』と思いつく場合が多いだろう。アメ横って 

どこから由来が来ているの？って、思う人もいるので 

紹介すると、 

①第二次大戦後、旧満州からの引揚者等が米軍の払い 

下げ物資を安く売りたたく店が沢山集まったことから。 

②飴を販売する店が多数出店したことから。 

③米兵が小遣い稼ぎに物資を持ち込んで店を開き、アメリカの製品が大量に出回ったことから。 

以上の 3 つの説があるようだ。 

まあ、それは置いといて、魚介類を中心に衣服、宝石などいろいろなものが売っている商店街と

してたくさんの人が訪れる。また、消費者が店員と値段交渉をできるといった点はお得である。 

また、以前、アメ横で商売しているある店の苦労をフジテレビの『ザ・ノンフィクション』とい

うドキュメンタリー番組で放送していた。 

 

●その 2 

御徒町駅の近くには、“アメ横”以外にもそれと関わる   

ような店がいくつかある。それは、『寿司屋』である。 

“アメ横”は魚介類を多く扱っている店が多く存在するの 

と関わりがあるのかは定かではないが、少し歩いた路地 

には、(『ケンタッキー』がある曲がり角。)『寿司屋』が 

5 店舗程度ある。その周辺も含めると、もっとあるだろう。 

この中には、右の写真にも書いてあるとおり、『かっぱ寿司』 

も入っている。そして、この看板から見るには、普段、CM や広告で見るような『かっぱ寿司』

とは違う気がした。どう見ても、普通の寿司屋にしか見えなかった。実際にこのお店は 

『かっぱ寿司』1 号店である。また、寿司の値段は外に掲載されていて、1 貫単位で～18：30 

までこの都会では 50 円前後程度と安い。人気も結構あり、オススメ！ 

しかし、子供が喜ぶ、回転寿司ではないのでそれだけは注意しておいたほうが良い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左の写真は、御徒町駅の北口の改札を出た、

正面にある飲み物を販売する『ミルクスタン

ド』だが、昭和 40 年代ごろは牛乳ビンが主流

時代だったため、懐かしく感じるかもしれな

い店だ。また、この少し右に行くと、なぜか

わからないが、プリン専門店がある。このよ

うに御徒町駅は気になるものが多い。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%A4%A7%E6%88%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%80%E5%B7%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E6%8F%9A%E8%80%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD%E8%BB%8D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%B4


JR 山手線 第 4 位 “有楽町駅” 
・ JR 有楽町駅開業…1910 年 6 月 25 日！！ 

⇒1910 年といえば、韓国では誰もが知っているはずの韓国併合の年です。 

 

有楽町駅は、ホームにいるだけ

で、ものすごい数の高層ビルが

あるせいか、銀座が近いことが

感じられる。また、銀座方面と

逆の方向には、もと『そごう』

だった現・『ビックカメラ』があ

る。この建物はすごく大きいの

で、一発でわかる建物だ！ 

“概要” 

有楽町駅は、東京都千代田区にあり、JR 東日本・東京メトロの駅である。 

1945 年 1 月の空襲で、駅員 9 名と乗客 87 名の計 96 名が死亡した。 

 

“利用状況”～1 日平乗降客数として(JR 東日本のみ、乗車人員)～ 

JR東日本(2006 年度)  157,890 人 (JR東日本内第 14 位！) 

東京メトロ(2006 年度)  135,646 人 (東京メトロ内第 15 位！) 

 

“駅構造” 

◎JR 東日本…京浜東北線は、日中(10 時半～15 時半ごろ)は快速が通過。 

1・4 ■京浜東北線 北行…東京・大宮方面 南行…・品川・横浜方面 

2・3 ■山手線 内回り…東京・上野方面 外回り…品川・渋谷方面 

 

◎東京メトロ…普通のみ運行！ 

1・2 ○有楽町線 上り…池袋・和光市・飯能方面 下り…新木場方面 

 

“駅周辺” 

有楽町駅には、主に 4 つの出口があり、一つ目の改札口が日比谷口だ。  

かつて、大手デパートの『そごう東京店』があったが、そごうが経営 

破たんしたため、東京店は閉店した。この東京店は、『有楽町で逢いま 

しょう♪』の唄で有名だった。現在は、そこにビックカメラが入居して 

いる。他には、フジテレビが 100％株を持っているニッポン放送がある。 

また、少し歩くと日生劇場や東京宝塚劇場があり、劇場も存在する。 

さらに、日比谷公園や皇居は少し遠いが、JR の駅の中では最寄り駅でも 

http://ja.wikipedia.org/wiki/2006%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2006%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E9%A7%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%94%9F%E5%8A%87%E5%A0%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%AE%9D%E5%A1%9A%E5%8A%87%E5%A0%B4


ある。二つ目の出口には、国際フォーラム口がある。この改札口の名にある“国際フォーラム”

のある場所は、元東京都庁舎の場所だった。(1991 年に現在の西新宿に移動。)また、日本を代表

する劇場として“帝国劇場”がある。この、帝国劇場は、資本主義を日本に取り入れたことで有

名な渋沢栄一などが中心になって出来ました。現在は、若者に大人気であるジャニーズ事務所の

KinKi Kidsの堂本光一が座長を務めるミュージカル『SHOCK』は、チケット取得の倍率が約 14

倍の状況であり、日本一チケット入手が困難な舞台やジャニーズ関連のステージで最もチケット

が入手困難な公演と言われているため、チケットをゲットできた人  

は運がいいだろう。また、年末ジャンボ宝くじの抽せん会場でも 

ある。さらに 3 つ目や 4 つ目の改札口は、京橋口や銀座口。この 

2 つの改札口はデパートが近くにあるという点だ。特に銀座口は 

名のとおり、銀座らしい高級感の溢れるデパートが立ち並んでいる。 

駅前の立ち食いじゃないそば屋。値段は都心なのに安い！

有楽町駅はさまざまな施設がある。 

 

“ココがオススメ！”  

●その 1 

有楽町駅は、銀座に近いため、東京メトロ有楽町線や丸ノ内線・日比谷線に関連のある人は別と

して、たいていの人は、JR 駅を使うと思う。JR 駅で行く場合は、有楽町駅が便利である。実際、

“銀座口”という改札口もあるわけだし…。そこで、今回は、銀座について紹介する。 

銀座は、日本では誰もが知っている高級繁華街だ。さらに、沖縄県では台風がよく通過するので、

『台風銀座』と呼ばれ、原発が多い地域は『原発銀座』と呼ばれているほどだ。ちなみに、東京

都品川区には、“戸越銀座”がある。(東急池上線の駅としてある。) 

ところで、銀座を歩いているとわりと“100 万円・200 万円”の値札が付いているネックレスが

ケースの中に入っているのがある。これは、普通の人には買えないが、その代わりに“見て楽し

む”という方法を使うのもいいかもしれない。しかし、場所によっては近づきがたいが…。この

“見て楽しむ”をすれば、洋服、靴、ネックレスなどでお気に入りが見つかれば、それが 10 万円・

20 万円しても、コツコツ貯金をして、自慢できるだろう！しかし、このようなものは、大人が中

心であり、学生は、その他の“文房具”などが欲しくなるかもしれない。例えば、銀座にある 

“伊東屋”は、銀座に本店を構え、他にも都心には多少あるが、銀座の本店は、本館の地下 1 階

から 9 階まであり、別館も 2 つある。文房具関連のものなら充実しており、事務用品コーナーだ

けで、1 階分を占領するスペースほどある。ペーパーだけの階もある。この充実ぶりには思わず

ビックリ！是非、行ってみては！(有楽町駅から徒歩 7 分程度。) 

 
隣の写真は、有楽町駅から

すぐ近くの『数奇屋橋公

園』。左の写真は、岡本太

郎の作品である。日比谷公

園には及ばないが、それで

も、銀座口のほうにとって

は憩いの場だろう。 

 

 

 

 

 

 
 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%82%BA%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9D%E3%81%8F%E3%81%98


JR 山手線 第 5 位 “巣鴨駅” 
・JR 巣鴨駅開業…1903 年 4 月 1 日！！ 

⇒1903 年といえば、ライト兄弟が人類初の動力飛行に成功した年でした！ 

 

巣鴨駅は、今までの 4 つの駅と比べ

て見れば、高層ビルは少ない場所で

ある。巣鴨駅といったら、昔、沿線

に詳しかった僕は、“西友”という

スーパーマーケットなどのイメー

ジしかなかった。しかし、一昨年あ

たりから、“巣鴨地蔵通り商店街”の

存在を知ってから、巣鴨駅は結構い

いな～♪と思いはじめた。 

“概要” 

巣鴨駅は、東京都豊島区にあり、JR 東日本・東京都交通局の駅である。 

開業当初から貨物の営業もしていたが、1979 年に廃止された。 

 

“利用状況”～1 日平乗降客数として(JR 東日本は、乗車人員)～ 

第 4 位の有楽町駅の様子。巣鴨駅とは全然違う。

JR東日本(2006 年度)  77,197 人  

東京都交通局(2006 年度) 86,858 人  

 

“駅構造” 

◎JR 東日本…普通のみ運行！ 

1・2 ■山手線 内回り…池袋・新宿方面 外回り…上野・東京方面 

 

◎東京都交通局…普通のみ運行！ 

1・2 ○都営三田線 上り…大手町・目黒・武蔵小杉方面 下り…西高島平方面 

 

“駅周辺” 

巣鴨駅の北口には、最初に書いたように“西友”がある。この茨城県や 

千葉県の東葛飾はあまりないが、東京都には結構ある。“西友”は主に、 

スーパーマーケットなので、さまざまなものがあり、近隣に住んでいる 

人にとっては欠かせない存在である。 

南口は、昔、駅前に、これまたスーパーマーケットの“サミット”が 

ある。さらに、今年の夏から駅ビル建設を開始した。どうやら、1969 年 

巣鴨地蔵通り商店街の入り口にある謎(？)のツリー。
 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E5%85%84%E5%BC%9F
http://ja.wikipedia.org/wiki/2006%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2006%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%89%8B%E7%94%BA%E9%A7%85_%28%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%29
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%AE%E9%BB%92%E9%A7%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E8%94%B5%E5%B0%8F%E6%9D%89%E9%A7%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E9%AB%98%E5%B3%B6%E5%B9%B3%E9%A7%85


に完成した駅舎の老朽化により、2009 年を目処に、地上 5 階建ての駅ビルとともに、駅舎も改良

工事されるそうです。その点については、とても気になる点です！そして、注目は、もちろん、

“巣鴨地蔵通り商店街”である。ここは、TV でも紹介されており、おばあちゃんなどの高齢者は

定番の場所である。また、その中には、病気を治すご利益があるとされる高岩寺“とげぬき地蔵”

があり、高齢者を中心に参拝者が絶えない。参拝は無料であり、巣鴨駅から徒歩 5 分である。 

 

“ココがオススメ！” 

●その 1 

巣鴨駅に欠かせないものは、なんと言っても“巣鴨地蔵通り商店街” 

である。ここは、TBS の大人気バラエティ番組の“ぴったんこカン・ 

カン”や大人気芸人ホンジャマイカの一人として石ちゃんと呼ばれる 

“石塚英彦”が出ている日テレ系の土曜日の人気お昼番組のコーナー 

の“石ちゃんの通りの達人”などなど、さまざまな所で紹介される 

ほど話題であり、一般高齢者に取材するマスコミは、ここで取材する 

ことがしばしばあるという。この“巣鴨地蔵通り商店街”は、高齢者 

でも特に女性の高齢者が多く訪れて楽しむため、“おばあちゃんの原 

宿”と呼ばれている。実際に本物の原宿にも取材に行ったが、原宿には、合コン仲間の集団など

やカップルが多数いた。また、駅前には、服や靴の店がたくさんあり、僕は見つけられなかった

が、ビルの中には、地下や 2 階などの目立たないところに若者に人気の“ジャニーズ”のグッズ

が昔からあるが、現在もある。それに比べ、こちらの巣鴨は、高齢者向けの衣服、靴があり、原

宿の“ジャニーズ”の代わりに、和菓子の店がとてつもなく多い。まさに、高齢者にとってはパ

ラダイスな場所である。社会的には、高齢者は年金などの不安があるが、このような場所がある

のなら、高齢者になってもひとまず安心かも(？)そして、その和菓子の店も、いろいろあり、ど

こもおいしそうであったが、その時は食後だったため、食べれはしなかったが、ハチミツ専門店

のハチミツ＋ミルクのソフトクリームはとても甘くて、おいしかった。値段は、そういうものを

売っている店では普通の値段(200 円台 or300 円台)だったが、結構いいかも！また、その店では、

さまざまなハチミツの試食もあり、貴重な経験となった。中には、常連さんもいて、ビンを買っ

ていた人もいた。ここの場所は、高齢者よりはそれ以外の人の方が圧倒的に多かった。また、そ

のもっと先にある、定食屋で魚が中心の店があり、そこでは、新鮮な築地直送の魚が出て、僕は、

“サンマのたたき定食”という珍しいものを食べ、新鮮だからこそ出来たおいしさなのだと、実

感した。また、近くに、都会に大自然がある“六義園”に行くのに徒歩 15 分だが心が和むだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

これが、巣鴨駅を降りた様子だが、駅

前はパッとしない。どちらかと言う

と、“巣鴨地蔵通り商店街”の方が昼

はにぎやかであろう。しかし、2009

年の駅ビルの進出により駅前がもう

少し活気づくだろう！また、改札を出

ると、橋があり、その橋からは下に通

っている山手線が間近で見られる。 



鉄道クイズで勝負だ！ 

 
 
◎以下のクイズは、すべて 4 択じゃ！簡単なものから難関まであるぞ！合格は 7 点じゃ！！ 

★これから出題する 10 問のクイズは山手線の駅に関するものです！レッツ！トライ！ 

Ｑ1 ～簡単だぞ ○復習バージョン○ ～ 
 

 
品川駅には、○○線が通っている。 た．高崎線 ち.小田急線 つ.山陽新幹線. て.東海道線.

 
Ｑ2 ～少し簡単だぞ ○復習バージョン○ ～ 
 

 
秋葉原駅は、特急○○が通過する。 た.ひかり ち. スーパーひたち つ. あずさ て.踊り子

 

Ｑ3 ～簡単だぞ ○復習バージョン○ ～ 
 

 
御徒町駅は、○○線が昼間に通過する。 ぢ.山手線 づ.中央線 で.常磐線 ど.京浜東北線 

 

Ｑ4 ～少し簡単だぞ ○復習バージョン○ ～ 
 

 
有楽町駅の JR 東日本の 1 日平均乗車人員は？ あ.5 万人 い.10 万人 う.15 万人 え.20 万人 

 

Ｑ5 ～簡単だぞ ○復習バージョン○ ～ 
 

 
巣鴨駅は、都営○○線が通っている。 は.三田 ひ.南北 ふ,浅草 へ.銀座 

 

 

ところで、左の写真は秋葉原駅周辺にあ

る自動販売機が大量にある場所じゃ 

このクイズでは、10 問の答えを並べる

と、ある文字○○○○○○○○○○と何

かの話題の文字が出るぞ！さて、それは

何だろう？ヒントは、じゃなあ、今まで

の記事の中にあったかも(?)しれんぞ！ 

 
Ｑ6 ～少し応用だぞ ○普通バージョン○ ～ 
 

 
東京モノレールがあり、小便小僧がある駅は？ か.町駅 き.品川駅 く.浜松町駅 け.東京駅 



Ｑ7 ～応用だぞ ○普通バージョン○ ～ 
 

 
○○駅乗客転落事故はどこ？ ば.目白駅 び.渋谷駅 ぶ.新大久保駅 べ.鶯谷駅 

 
Ｑ8 ～少し応用だぞ ○普通バージョン○ ～ 
 

 
金券ショップ、消費者金融、居酒屋が多いのは？ ち.新橋駅 つ.神田駅 て.上野駅 と.池袋駅

 
Ｑ9 ～少し発展だぞ ○難関バージョン○ ～ 
 

 
下の写真の駅はどこだ？ か.原宿駅 き.目黒駅 く.大崎駅 け.駒込駅 

 

☆ヒントコーナー☆ 

隣の写真は、山手線内の○○駅の臨

時ホームである。そのため、一部の

期間のみ使える。また、こちらの臨

時ホームから降りた場合は、Suica

の対応は、簡易 Suica 改札機を利用

することになる。

 
Ｑ10 ～発展だぞ ○難関バージョン○ ～ 
 

 
 

高田馬場駅は、JR 山手線と東京メトロ東西線、西武新宿線の駅であるが、現在、西武鉄道の特

急で存在しない列車は？ ゐ.小江戸号 ん.おくちちぶ を.むさし ゑ.ドーム 

 

  
 
☆答えは、以下の通りだぞ！ 

…“てつどうはくぶつかん”でした。 

“鉄道博物館”は、今月の 14 日にオープンされますが、皆さんは行きますか？ 



③東京モノレール 
高等部＊年＊組＊＊＊＊ 

 

昭和島駅を通過する空港快速 

① 概要 

 東京モノレールは 1964 年に東京オリンピック開催時の羽田空港利用客の輸送を目的

として、オリンピック開催 1 か月ほど前の 9月 17 日に開業した路線である。正式名称は東

京モノレール羽田線。 

1.近年までの歴史 

会社はもともと大和観光、名古屋鉄道などの出資のよって設立された。しかし開業当

初は運賃が高かったこともあり、利用客が伸び悩んだため名古屋鉄道はすぐに経営から

手を引いてしまった。そこで新たに出資してきたのが日立製作所である。もともとこのモノレ

ールは日立製の車両で運行されていてその車両制作費の回収が思うようにいかなかった

ため、日立運輸などと合併させ日立運輸東京モノレール株式会社として経営が軌道に乗

るまでは日立グループ傘下として活動した。 

 その後はその利便性や定時性が認められて利用客がかなり増え、羽田空港＝モノレー

ルが定着した。そのため再び 1981 年に東京モノレール株式会社（日立運輸子会社）とし

て分離した。 



2.近年から現在までの歴史 

 羽田空港へのアクセス路線として安定していた東京モノレールであったが、1998 年に

状況は一変した。京浜急行が羽田空港まで乗り入れたのである。京急の大きな強みとし

ては直通運転により成田空港まで行けることや、運賃が品川まで安いこと、そして乗り換え

路線が豊富であるということである。 

 このような状況で激戦にさらされることになったモノレールは本数の増発や所要時間の

短縮を迫られることになった。しかし浜松町駅の改修などをする資金も日立製作所の都

合によりなかなか目途がたたず、思うようにいかなかった。そこでかねてから羽田空港へ

の参入を考えていた JR 東日本と協議し日立物流（運輸から名称変更）の株式を 70%譲

渡して経営権も JR 東日本へ渡した。ただ、モノレールの車両製作や設備などの権利をも

つために 30 パーセントほどは日立が持つことになった。 

 JR 東日本子会社となった東京モノレールはいろいろと変化が始まる。まず、浜松町駅に

ＪＲとの連絡改札口を設置し、京浜東北線の快速を浜松町停車にして JR からの利便性

を高めた。そして JR 東日本が発行している Suica を導入しモノレール Suica として発売し

た。さらに土日祝日限定で羽田空港の 2 駅から山手線内全駅へ 500 円で行ける切符や、

ホリデーパスの発売などを始めた。快速電車の運転も開始したが、退避設備がないため

それほどの速達性はなかった。そのため昭和島駅に新たに退避設備を設置し 2007 年 3

月 18 日のダイヤ改正より空港快速と区間快速の 2 種別の運行を開始し、空港快速は昭

和島駅で普通を抜かすようになったため 16 分で羽田空港までいけるようになった。 

 今は唯一単線の浜松町駅の複線化が工事中で、羽田空港国際線ターミナル駅も設置

予定である。 

3.路線情報 

営業距離：17.8km 

駅数：9 駅 

軌道方式：跨座式 

電化方式；直流 750V 

保安装置：ATC 

最高速度：80km/h 



② 所属車両 

1.1000 系 

 

この車両は 1989 年に登場した車両で、現在の主力車両である。これ以前の車両は 3

両編成の車両を 2 編成連結した 6 両編成で運行されていたが、この車両からは 6 両貫

通編成となった。登場時は赤とクリーﾑ色だったがのちに現在の塗装に変更された。特徴

としては抵抗制御であるが電気式ブレーキを採用していて 6 両編成全車両電動車である

ということである。 

車内はすべてクロスシートで、左右に 4 人掛けボックスが設置されていて窓にはカーテ

ンがある。ただし両脇のタイヤ部分は高さが高くなっているため、両脇は 2 人掛けのボック

スシートで真中が 4 人掛けのボックスシートという構造になっている。また、先頭車両は運

転台後ろに展望席があり、全面展望を楽しむことができる。（車内の写真については模造

紙を参照のこと。） 

主力車両であるため広告宣伝などにも利用されていて、今走っている列車では車体を

ポケモンのキャラクターで覆い尽くしたポケモン列車やリバイバル塗装車が活躍している。 

最近ではシートモケットの交換も始まっていて、もともとの赤むらさき色とうすい茶色から

2000 系とおなじ濃い青のシートに変更されている編成があり、順次変更されていくものと

思われる。 

車両データー 

制作会社；日立製作所 



制御方式：抵抗制御 

設計最高速度：80km/h 

営業最高速度 80km/h 

編成：6 両（6M）×16 本 

2.2000 系 

 

 この車両は老朽化していた 800 系などを置き換えるために 1997 年に登場した車両。こ

の車両は従来の車両と大きく異なり、IGBT 素子の VVVF インバーター制御方式を採用し

てはじめての付随車を連結した。塗装は 1000 系とは異なり、赤帯と紫がかった青色で構

成されている。 

 車内も 1000 系と大きく異なりロングシートがメインの車内となっていて、クロスシートは車

端部の片側のみである。1000 系では台車の部分もクロスシートだったが、そこもロングシ

ートに変更されている。そのため先頭の部分もロングシートになり、先頭展望は楽しめなく

なってしまった。ただ、ロングシートにしたことにより乗車定員は増え、車内は広々と感じら

れるようになった。 

ほかにも変更点としてはドアが片開きから両開きに変更されたりしている。（写真は模造紙

を参照） 

車両データー 

制作会社；日立製作所 

制御方式：IGBT 素子 VVVF インバーター 

設計最高速度：90km/h 



営業最高速度 80km/h 

編成：6 両（4M2T）×4 本 

③ 駅設備や切符類など 

1. 発売している切符類 

 

 東京モノレールでは以下の切符を発売している。 

 ・普通乗車券 

 ・回数券 

 ・モノレール Suica 

 ・モノレール＆都区内フリー切符 

 ・モノレール＆山手線内割引切符（500 円） 

 ・ホリデーパス 

 ・連絡乗車券 

JR 東日本の傘下に入ってから Suica やホリデーパスの導入など積極的なお得な切符の

発売を行っている。また、モノレール Suica はオレンジ色をしていて Suica の上にモノレール

と書いてある独自の Suica である。 

2. 駅設備 

ここではおもに羽田空港駅について扱っ

ていく。 

羽田空港第一ビル駅、第二ビル駅とも

券売機は最新式のものが並んでいて改札

口も最新式の自動改札口が導入されてい

る。駅構内はエレベーターも完備されてい



て、エスカレーターも設置されている。ワンマン運転のためホームにはホーム柵が設置さ

れていて安全対策がされている。ホーム上の電光掲示板はフルカラーLED が採用されて

いてとてもみやすい。ただホームの売店設備は自販機しかないが、駅の外は空港なため

それほどの必要性は感じない。 

ちなみに、他の駅では旧型の券売機が存在しエスカレーターがないのが当たり前の状

況で羽田空港とは全く違う雰囲気である。個人的にはほかの駅のほうが昔の面影をとどめ

ているように感じる。 

3、その他 

  

東京モノレールは空港アクセス鉄道ということもあり、広告も面白い。もちろん航空各社

の案内も多いが、飛行機を利用した後のことを見越して写真のように JR 北海道なども広

告を出している。そのため、モノレールに乗ると東京にいながらいろいろなところの広告を

感じることができる。 

④あとがき 

私にとって東京モノレールは身近なものではなかったが、調べてみるといろいろ鉄道と

は違う点を発見することが出来た。また、空港輸送に特化しているところも特徴的なところ

だと思った。これからも羽田空港を利用する際には東京モノレールを利用したいと思う。 

 

 

 
 



④JR20 周年 

ＪＲ時代の鉄道 
            ～江戸取鉄研合同企画～ 

 

 



ＪＲ東日本(東日本旅客鉄道) 

 

JR 東日本は主に東日本地区の在来線と東北・上越新幹線を引き継ぎ 1987年に

開業しました。東京という大都市を抱えながらも東北・甲信越地区のローカ

ル線も抱えたこの会社の車両作りの特色としては 

・ 東京圏の大量輸送に対応する次世代標準車両 

・ 老朽化車両の更新、置き換え 

・ 特急車両の高速化 

などが挙げられます。また新幹線と在来線の直通運転 (山形新幹線、秋田新

幹線)や駅ナカに商店街を登場させるなど独特の手法を使い積極的に需要を

開拓しています。 

 

107 系(信越本線、上越線、両毛線、日光線など) 

この車両は北関東地区で使われていた旧型

車両を置き換えるためにＪＲ発足後初めて

自社製造されました。今では財力もあるＪ

Ｒ東日本ですが発足当初はあまりお金をか

けられなかったため、この車両は旧型車両

(165 系)の足回りをそのまま流用していま

す。 

 

215 系(湘南ライナー・ホリデー快速ビューやまなしなど) 

この車両はライナーや快速列車などに使用

するために投入された車両で、全車両 2 階

建てです。車内はボックスシートになって

いて、網棚があるために少し狭く感じます。

ただ、この車両は 2 扉だったため乗降に時

間がかかり今ではホリデー快速とライナー

のみで運用されています。 



209 系(京浜東北線、南武線、常磐線各駅停車など) 

いわば JR 東日本の代名詞ともいえるくら

い有名な通勤車両です。「製造コストの半

減」「車両重量の半減」「車両寿命の半減」

を掲げ多くの旧型車両を置き換えました。

「走るんです」などと呼ばれ何かと悪者扱

いされていますが、ＪＲ東日本で初の VVVF

インバーター本格採用車両となるな                         

ど残した功績は大きいものと感じられます 

 

E231 系(中央・総武線各駅停車、常磐線快速、湘南新宿ラインなど) 

E231 系は JR 東日本の次世代標準型車両と

して製作されました。総武線・常磐線・山

手線などに配属された結果、現存する鉄道

車両の中でも最も多い車両となっています。

私鉄車両の中にもこの形式を模した車両も

登場するなど日本を代表する形式に成長し

ました。 

E233 系(中央快速線など) 

この車両は中央線の 201 系を淘汰するため

に、E231 系を応用して登場した車両です。

車両故障を防ぐために制御機器を 2 重系統

化して故障に強い車両になっています。ほ

かにも京浜東北線への投入や、常磐緩行線

への投入が決定しています。いずれはこの

車両もＥ231系に次ぐＪＲ東日本の顔とな                     

               るかもしれません。 

 

 

 



E１系・E4 系(Max やまびこ など)   ※写真は E4 系です 

ＭＡＸは増え続ける通勤通学需要に対応す

るために投入されたオール二階建ての新幹

線です。Ｅ４系は 8両編成で最大 16 両編成

で運転でき、１列車あたり最大 1634 名とい

う高い輸送力を誇っていて、ラッシュ時は

「通勤新幹線」として十二分に威力を発揮

しています。 

E2 系(はやて・やまびこ・あさま など) 

1997年に登場した東日本の新幹線の標準車

両で、当初は長野新幹線開業に向け 8 両編

成で製造されました。その後東北新幹線八

戸延長に伴い 10 両編成の 1000 番台が投入

され、今では 2 種類のＥ2 系が活躍してい

ます。はやてとして走るときはＥ3 系こま

ちと併結しています。 

400 系・E3系(つばさ・こまち など)   ※写真はＥ３系です。 

在来線に直通できるように車体の幅を狭く

した新幹線で、「ミニ新幹線」と呼ばれてい

ます。そのため車内のシートは従来の３＋

２列から２＋２列に変更されています。た

だ、グリーン車は従来どおり 2＋2列のため

少し狭く感じます。 

 

 

 

 

 

 

 



651 系(スーパーひたち) 

この車両はＪＲ誕生後発の特急車両で、最

高速度はＪＲ初の 130km/h です。車内はビ

ジネスマンや観光客向けの設備となってい

て、この特急のみ常磐線でグリーン車が連

結されています。運用範囲は上野～仙台と

常磐線全線に及んでいます。最近はフレッ

シュひたちにも運用されています。 

251 系(スーパービュー踊り子 など) 

伊豆半島方面への観光用列車として登場し

た 2 階建て車両 3 両を含むハイデッカー車

両です。発足当初はバブル経済の影響下に

あったために豪華な列車が好まれたためグ

リーン車が 2両もついています。 

 

 

701 系(東北本線・常磐線・奥羽本線 など) 

455 系などを置き換えるために登場した車

両ですが長距離運用をこなすのに関わらず

ロングシートであったり短編成であったり

するため盛岡などでは反対運動もありまし

た。しかし今では東北各県ではどこでも見

られるようになるまで増備されました。 

 

 

 

 

 

 



ＪＲ東海(東海旅客鉄道) 

この会社は中部地区の在来線と東海道新幹線を引き継ぎ発足しました。主に

東海道新幹線により収益を得ているため新幹線には最新の設備が常時提供さ

れています。在来線軽視とよく言われますが決してそんなことは無く名古屋

地区を中心に 311 系、313 系などが投入され続けています。 

 

300 系新幹線(ひかり・こだま など) 

東海道新幹線における速度向上を目的に登

場した車両です。東海道新幹線で初めて270

キロ運転した車両であり、新幹線の車両の

設計方針を従来の接客重視型からビジネス

特化へ移行する指標となった車両です。し

かし現在では引退する車両も出てくるなど

世代交代も進んでいます 

371 系(あさぎり など) 

JR 東海はいかにして JR 東日本のレールを

借りずに東京に乗り入れるかを画策して作

られた車両です。JR の車両でありながら御

殿場線から小田急線に乗り入れ、新宿駅ま

で直通しています。車内は豪華なものとな

っておりバブル期の気配を感じさせられま

す。 

700 系新幹線(のぞみ など) 

次世代の新幹線として 1999 年に登場した

車両です。最高速度は500系とは違って285

キロに抑えられていますが、その分だけ居

住性を向上させました。東海道新幹線にお

ける最大勢力を誇っており、ほとんどのの

ぞみで使用されています。 



ＪＲ西日本(西日本旅客鉄道) 

 ＪＲ西日本は関西圏を含む西日本地区と山陽新幹線を継承し設立された会

社です。「私鉄王国」と言われる関西地区において私鉄に奪われた乗客を取り

戻すため、アーバンネットワークエリアを中心に大改良が行われました。そ

こでは向かい合わせの座席が無い転換クロスシートの採用や新快速電車の

130 キロ運転、接続の良いダイヤなど関東地区にはない独自のサービスが行わ

れています。 

 

681 系(サンダーバード・はくたか など) 

この車両は老朽化した 485 系を置き換える

ために登場した車両で、最高速度は在来線

最速の 160km/h となっている。しかしなが

ら在来線では法律上 130km/h までしかだす

ことができず 160km/h で運転されるのは、

はくたかとして特殊方式で建設されたほく

ほく線を走るときのみである。 

221 系 

この車両はＪＲ西日本の新快速などのスピ

ードアップを図るために投入された車両で、

今のアーバンネットワーク体制の基礎を気

づいた車両ともいえます。最高速度は 120

ｋｍ/h で、車内は転換クロスシートで構成

されておりとても快適な設備となっていま

す。今では奈良線や阪和線などの快速でも     

運用されています。 



223 系 

この車両はまず阪和線の関西空港乗り入れ

に伴い登場した車両で、車端部を除いて全

て転換クロスシートとして空港利用客を考

慮して荷物置き場を設置している。その後

東海道本線にも投入され、こちらは荷物置

き場が無くなり座席の数が阪和船線用より

多い。この 223 系の投入により新快速電車

が 130km/h で運転されるようになり、京都

～大阪を 30分で結ぶようになった。 

285 系(サンライズ瀬戸・サンライズ出雲 など) 

この車両は寝台特急復権のために JR 東海

と西日本が共同開発した寝台特急です。寝

台特急にしては珍しく朝をイメージした列

車となっています。食堂車などのサービス

はありませんが個室が多い、発着時間が早

いなどの理由から指定券の取りにくい列車

のひとつとなっています。 

500 系 

この車両はＪＲ初の 300km/h を達成した車

両で、このとき再び世界最高速度の座に並

びました。ただ、その最高速度を達成する

ため車両は丸くなり先頭も戦闘機のような

形になりました。そのため車内は多少狭く

感じ、サービスは低下したように思えます。

ただ、グリーン車はヘッドレストを装                

               備していて東海道・山陽新幹線の中で一番                

               サービスが高いと思われます。 



 

700 系(ひかりレールスター) 

ウェストひかりとして運転されていた０系

新幹線を置き換えるために製作された車両

です。従来の７００系と比べて２列＆２列

シートやサイレンスカーが採用されるなど

大幅に居住性が向上しています。そのため

か西日本の客にはわざわざこの列車を指名

買いする人もいるそうです。 

ＪＲ四国(四国旅客鉄道) 

JR 四国は四国地区を引き継ぎました。鉄道は非電化区間が多く四国山地を突

っ切って走るなど地形的制約が多いために出力が高いディーゼルカーや振り

子式特急が多く開発されました。また近年では高速バスとの対抗も視野に入

れていたりフリーゲージトレインに積極的な姿勢をとるなど小さいながら革

新的な会社でもあります。 

 

8000 系(しおかぜ・いしづち など) 

予讃線の電化開業時に登場した振り子式特

急です。最高速度は 130 キロとなっており

乗車しているとかなりの速さに驚きます。

また瀬戸大橋を経由し岡山まで足を伸ばす

ものもあり四国旅行の重要な足をになって

います。 



 

ＪＲ九州(九州旅客鉄道) 

ＪＲ九州は九州地方の在来線を全て引き継ぎ設立されました。九州各地を結

ぶ特急に力を入れ、博多から長崎、鹿児島、大分などの各都市を結び最近は

九州新幹線も開業し鹿児島へのアクセスが便利になり、博多までの工事も順

調に進んでいます。 

 

787 系（リレーつばめ、有明など）、817 系ＣＴトレイン 

リレーつばめ号や有明で運用される 787 系はＤＸグリーン車という特別席を

設けているほか、車内もハイグレードな設備で構成されています。 

817 系 

普通列車で使われるＣＴトレインの 817 系は車内の椅子に本皮を採用し高級

感を演出しており、車両に力を入れていることが分かります。 

ＪＲ北海道(北海道旅客鉄道) 

JR 北海道は北海道地区の在来線と津軽海峡線を引き継ぎ設立しました。広大

な台地の中を走るため集客力があまりよくなく開業時から廃線が繰り返され

るなど経営は苦しいものとなっています。しかし快速エアポート号や個性的

な列車により鉄道の復権に向け努力しています。また近年は DMV の開発など

世界からも注目されている会社です。 

 

789 系(スーパー白鳥・スーパーカムイ など) 

新幹線八戸開業と同時に開業した新型特急

です。営業最高速度は 140 キロとされてい

ますが実際はもっと出るらしいなど未知な

る力を持った車両です。この特急の効果に

より北海道へ行く客の一部を鉄道利用にす

ることが出来るなどまだまだ活躍がみられ

そうです。 



ブルートレインの 

目次 

１、まえがき       ５、カシオペアの特徴 

２、北斗星の特徴     ６、カシオペアの現状 

３、北斗星の現状     ７、銀河の特徴 

４、夢空間について    ８、銀河の現状 

 

特徴と現状について 
北斗星・カシオペア・銀河など 



１、まえがき 
 

ようこそブルートレインの世界へ！僕が大好きなこのブル

ートレインは主に寝台列車のことを言います。最近の寝台

列車は短縮されたり廃止されたりと大変ですが、お客様の

ために毎日頑張っています。これから、そんな裏で頑張っ

ている様な寝台列車の特徴、そしてそのブルートレインが

どのような現状に置かれているのかを見て行きたいと思い

ます。初めて見てくださる読者の方にも分かりやすく、楽

しく読めるような原稿にしたいと思います。これから上げ

ていく写真の横に左から、「撮影地（駅名）・列車の種類」

の順に書こうと思います。もしかしたら撮影地の中に読者

の知っている駅があるかもしれません。読者が知っている

中に「あっ！こんな所で撮れるんだね！」と思う撮影地が

あるかもしれません。写真は意外なところで撮れるときが

あります。なお、この原稿に載っている写真はほぼ僕が撮

っている写真です。ほかの鉄研部員の写真を載せる場合、

その人の名前を載せさせて頂きます。他の鉄研部員も協力

してくれていることを感謝いたします。それでは寝台列車

を説明していきたいと思います。 

Are you ready? Yeah!  Let’s go!! 
（準備はいいかい？ もちろん！ さあ行こう！） 



２、北斗星の特徴 
この列車は僕がブルートレイ

ンの中で一番好きな列車です。

この列車の最大の特徴は三つ

あります。一つは青い色をし

ている列車のどこかにファイ

アーエンブレムに出てきそう

な紋章があることです。金色

で縁取られています。二つは

青い列車の線が全て金色だと

いうことです（写真Ⅰ）。この

ことから考えて北斗星は豪華

な寝台列車だということが考

えられます。三つは北斗星 1・

2 号と 3・4 号とで所属してい

る会社が違うことです。1・2

号はＪＲ北海道社所属に対し、

3・4 号はＪＲ東日本社所属で

す。これから表示するのは実

際に使われている北斗星 1・2

号のみです。1・2 号のみしか

表示できませんが勘弁してく

ださい。（泣） 

 

 

 

 

 

 

写真Ⅰ 

撮影地：西川口 

種類：北斗星 1 号（最後尾） 

 

 

 

 

 

 

写真Ⅱ 

撮影地：西川口 

種類：北斗星 1 号（走行写真） 

 

一口メモ：この二つの写真を撮

っているときはとても日差し

が強く撮影日和でした。 



寝台特急「北斗星 1・2 号」（上野―札幌）ＪＲ北海道 

 

 函館 

 

 

 

Ｂコンパート        デュエット 

（2 段Ｂ寝台） 

 

 

 

 

  ソロ     ソロ    食堂車   ツインＤＸ 

         ロビー 

                  上野・札幌

 

 

 

 ロイヤル   ロイヤル Ｂコンパート  電源車 

  ソロ   デュエット （2 段Ｂ寝台） 荷台車 

 

以上の図が北斗星 1・2 号の編成図です。 

 

 

オハネフ 

25 

オハネ 

25560 

オハネ 

25560 

オハネ 

25560 

オハネ 

25500 

スハネ 

25500 

オロネ 

25550 
スシ 

24500 

 

オロハネ 

25550 

オロハネ 

25550 

オハネフ 

25 

カニ 

24500 電 



３、北斗星の現状 
今北斗星は上野―札幌を結んでいます。現在の北斗星は先

程挙げましたように三大寝台特急に数えられているような

人気がある寝台列車です。北斗星 3・4 号は所有社がＪＲの

北海道ではなく、東日本です。そのため内装（列車の中の

構造やイメージ）がちょっと変わる所があります。しかし

ＪＲ北海道社所有の 1・2 号と比べて安いという点がありま

す。1・2 号は 3・4 号と比べて個室が多いというか、3・4

号に比べて 1 人や 2 人の空間が多いということが挙げられ

ます。北斗星などの寝台特急（北海道方面の列車）は今か

なり人気を集めています。北斗星の切符を買おうとすると

なかなか買えないことがよくあります。それはとても、と

っても！人気があるからなんです！僕はこんなことを書い

ておきながら北斗星に乗ったことはありません。しかし北

斗星から感じる雰囲気、そこら辺のグリーン車（湘南新宿

ライン・常磐線・高崎線などについている普通の列車に比

べてちょっとランクがあがったような車両）の中のと比べ

ると、はるかに北斗星のほうが住みよいという感じがしま

す。あるホームページを見るとそれが分かります。そのホ

ームページのアドレスはあとがきで。だいぶ話がずれまし

たが北斗星の現状その 1、爆発的人気を集めている！その 2、

なかなか切符が買えない！その 3、居心地がいい！以上が北

斗星に言える北斗星の現状です。 



４、夢空間の特徴 
でました～！！！日本の中では三大寝台列車よりも切符が

撮りにくい切符がこの夢空間です。なんと、レストランの

中にいるような食堂車、ホテルにいるようなベッド、やは

りホテルにあるようなバスルーム、他の寝台列車がどんな

に良くても夢空間にかなう列車は無いと思います。しかし

夢空間は朝早く、夜遅くにくることがほとんどの為に、走

行写真（走っているところを撮った写真)はなかなか撮れま

せん。走っている所を撮ったことは無いので僕は夢空間の

写真を持っていません。僕が言えることは夢空間がどんな

ブルートレインにも勝てるような列車だということです。

たまに新婚旅行や（小規模な）修学旅行に使われます。夢

空間はもう一つ特徴があります。夢空間は牽引車の後ろ、

又は最後尾についていることが多いのですが、その夢空間

に通常の北斗星（２で紹介した列車）がついていることで

す。夢空間三両のみが牽引されていることはまずありませ

ん。どこからか聞いた情報なのですが、夢空間の車両が田

端駅の近くに単体で置いてあったとか。夢空間は乗った人

しか味わうことが出来ないような部屋の広さ・在来線より

も綺麗な車内を見たり触れたり感じたりすることが出来る

列車なのでしょう。 



５、カシオペアの特徴 
カシオペアの特徴は三つあり

ます。一つは普通のブルート

レインと違って車体が銀色で、

いろいろな色

 

 

 
の線が銀色の車

体に走っている所です（写真

Ⅲ）。写真を見た限り分かりま

せんが…。そして二つは牽引

車が他のブルートレインと違

って様々な色で彩られている

所です。三つは車内の部屋全

てがA寝台という所です。カシ

オペアは豪華な北海道の旅を

満喫できる寝台特急なのです。

東京都から北海道への寝台特

急で、全ての部屋がA寝台なの

はこのカシオペアのみです。

カシオペアの中で最も素晴ら

しい部屋はやはりスイートで

すね。部屋が他と比べて広い、

ベッドそのものが置いてある、

ルームサービスがあります。 

寝台特急「カシオペア」（上野

 

 

 

写真Ⅲ 

撮影地：西川口 

種類：カシオペア 

 

一口メモ：カシオペアは一

編成しかありません。した

がって号数（スーパーあず

さ 55 号のように、列車の

名前の後に付く数字のこ

と）もありません。カシオ

ペアは北海道に入ると北

斗星と同じ牽引車になり

ます。（同じ牽引車だから

といって北斗星と一緒で

はありません） 



―札幌）JR 東日本 

 

 上野 

 

 

 

カシオペアスイート    食堂車   

   カシオペア DX 

 

 

 

         カシオペアツイン 

 

 

 

 

         カシオペアツイン 

※上り「カシオペア」EF81 の後ろにカシオペアスイートの

展望窓が続く 

 

以上がカシオペアの編成図です。カシオペアの中の位（く

らい）で一番下の列車がツイン（ベッドがそれぞれ二つ付

いている列車）です。やはりカシオペアは豪華ですね～！

注意：ツインはソロよりも格が上です。 

スロネフ 

E26 

スロネ 

E26 

カニ 

E26 

スロネ 

E27100 

スロネ 

E27400 

スロネ 

E27300 

スロネ 

E27200 

スロネ 

E270 

スロネ 

E27400 

スロネ 

E27300 

スロネ 

E27200 

カハフ 

E26 電 



６、カシオペアの現状 
今カシオペアはかなり人気で

す。特にカシオペアスイート

は発売し始めるとすぐに切符

が完売してしまうほどです。

やはり北海道方面の寝台列車

は人気ですね。カシオペアは

全ての部屋が A 寝台というだ

けあって、値段も高いです。

高いだけあって、カシオペア

は車両が 1 編成しかない為に

上野と札幌を行ったり来たり。

やはり毎日は運行していませ

ん。それに対して北斗星は何

編成もあるので毎日運行して

います。カシオペアは最近に

作られたというだけあって北

斗星とは性能が違います。カ

シオペアの牽引車はカシオペ

ア専用なはずなのですが、北

斗星を牽引しているところ

（写真Ⅳ）をまれに見ること

が出来ます。 

 

 

 

 

 

 

写真Ⅳ 

撮影地：西川口 

種類：北斗星 4 号 

 

一口メモ：右側の文章内に

も書かれている通り、北斗

星を牽引しているカシオ

ペアの牽引車はたまに見

られます。いつも宇都宮線

利用者は「また青いの（ブ

ルートレイン）が来たよ

～。いつも見るんだよな

～。」と言っていると思い

ますよ。 



７、銀河の特徴 
銀河の特徴は大きく三つあり

ます。一つはヘッドマークが

無いこと。二つは車内のつく

りが全て開放型であること。

三つは牽引車の交換が無いこ

と。この三つです。今まで挙

げてきた北斗星・カシオペア

と違って銀河は格が下がり、

寝台急行となります。先程大

きな特徴の二つにあげた「車

内のつくりが全て開放型であ

ること」ってどういう意味？

と思う方がいるかもしれませ

ん。開放型というのはソロの

ように 1 人用個室ではなく、

大きく四人で一部屋のような

つくりをしている寝台車を開

放型と言います。開放型はカ

ーテンで外と中を締め切るよ

うなつくりのため、外でタバ

コを吸っていると自分の寝床

にも臭いが来るのです。 

 

 

 

 

 

 

写真Ⅴ 

撮影地：八丁畷の踏切 

種類：銀河 

 

一口メモ：読者の皆さんは

「お、撮影地が西川口じゃ

なくなった！」と思うでし

ょう。恥ずかしながら僕は

ほとんど特定の駅にて撮

影しています。他にもいろ

いろ撮影地は知っている

のですが、事情により撮影

できる駅が先程上げた駅

に集中しているのです。

（泣） 



寝台急行「銀河」（東京―大阪）ＪＲ西日本 

 大阪 

 

 

 電源車  二段Ａ寝台 二段Ｂ寝台 

 荷物車 

                       東京

 

 

 

           二段Ｂ寝台 

 

 

 

以上が銀河の編成図です。意外と質素ですよね。二段Ａ寝

台を初めて見たときに、「こんなＡ寝台があるんだね～」と

独り言のようにつぶやいていました。開放型二段Ａ寝台と

言うだけあって二段Ｂ寝台よりは格が上です。でも開放型

なので結局は開放型二段Ｂ寝台がちょっと良くなったとい

う感じだと思います。乗ったことが無いので詳しくは分か

りませんが。そんな銀河は影が薄い列車でもあり、最初と

最後を締めくくる列車でもあります。僕は影が薄いだけの

列車だと思うんですけどね。 

 

カニ 

電 24 

オロネ 

24 

オハネ 

25 

オハネ 

25 

オハネフ

25 

      

 

オハネ 

25 

オハネ 

25 

オハネ 

25 

オハネ 

25 

オハネフ

25 



８、銀河の現状 
列車は良い所もあれば悪い所もあります。良い所をどんど

ん挙げて行きます。まず、東京からこの列車だけで大阪に

行ける所、朝早くについて仕事がすぐ出来る所、運賃が安

くすむ所、それぐらいですかね。悪い所は発車時刻がとて

も遅い所、寝台急行なので寝台特急よりもサービスが悪く

なる所、開放型なので盗難事故がおきる可能性がある所、

こんなところです。こんな銀河でもブルートレイン全盛期

からいままで不滅って言うところはすごいですよね！こん

な地味な列車でもいままでがんばって東京と大阪を結んで

いたと思うと、やはりすごいと思えますよね。でもいつか

は消えてしまうと言われています。僕にとっては悲しいで

す。やはりこのまま消えてしまうのは惜しいです。 



 

⑥東京圏の鉄道管理 中等部＊年＊組＊＊ ＊＊ 
JR 東日本の東京圏の路線は、ほとんど ATOS（ Autonomous  
decentralized  Transport Operation  control  System）「アトス」と
いう運行管理システムで管理されている。 
僕の発表では、この ATOSの基本的な内容の研究をする。 
ATOSとは、東日本旅客鉄道が東京圏の各線で使用している運行管理シス
テムである。1993年～1996年にかけて開発され、今も範囲の拡大が続け
られている。 

 
現在の導入済み線区 
中央線（東京 甲府間） 
山手線（大崎 大崎間 全線） 
京浜東北・根岸線（大宮 大船間 全線） 
総武線（東京 黒砂信号所・各停全線） 
東海道線（東京 熱海間） 
常磐線（上野 羽鳥間） 
高崎線（上野 神保原間） 
宇都宮（東北）線（大宮 那須塩原間） 
山手貨物線（目黒川信号所 大宮間 全線） 
埼京線（大崎 大宮間 全線） 
川越線（大宮 武蔵高萩間） 
南武線（川崎 立川間） 
 以後の導入予定線区 
横須賀線（大船 久里浜間 全線） 
武蔵野線（南船橋 府中本町間） 



・指令中心の運行管理 
 
従来の運行管理は各駅の信号所扱い所を中心としていたが、効率化のため

指令室を中心とする体制にした。この体制は ATOS が支援している。各
駅の進路制御を自動化し、指令室だけで東京圏の各線を動かしている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・案内表示 
駅に行くと必ず目にする、電光掲示板。 
※ATOSの電光掲示板は、１行～６行タイプがある。基本的に、２行タイ
プが一般的に使用されている。１行タイプは、同じ種別の列車しか来ない

駅（南柏や北柏のように各停しか来ない）に設置されている。３・４行は

駅の改札口などに設置され、ホームには使用されていない。 
５・６行といった大型の掲示板は、東京駅や上野、新宿といった、大きな

駅の改札口に設置されていることが多い。 
・身近な常磐線の ATOS 

一般タイプの２行タイプ。 
多くの駅で使用されている。 
（柏駅１番線） 
 
 
 
 

電動連動装置 信号・ポイント 

ATOS 駅情報 旅客案内表示 

ダイヤデーターベース 業務用出発信号 

作業員電話 中央司令室 



特急列車など列車名が表示できる大型タ

イプ。（柏駅３番線） 
 
 
 
 
 
改札口に設置されている４行タイプ。東京や

上野に行くと６行タイプや８行タイプも見られ

る。 
 
 
 
ATOS の一種である出発時期表示機。列

車のダイヤが狂った場合、ここに変更された

出発時刻が表示される。運転士が停車中

に運転席から見えるホームの先端と、車掌

から見えるホームの最後尾に設置されてい

る。 
 
また、ATOS は時々、列車の運行状況や、

マナー、お願い事などが表示される。 
 
 
 
 



・常磐線以外の路線 
常磐線では見られない電光掲示板が、他路線ではある。個人的に、表示内容が

一番多いと思われる、湘南新宿ラインの ATOS を取材に行ってきた。 
 

これは恵比寿駅４番線のもの。写真の「普通」

というのは、湘南新宿ラインの普通列車のこと、

「各駅停車」は埼京線の各駅停車のことを示

しているが、利用者にとってはとてもわかりづら

い表示である。 
 
これは新宿駅３番線のもの。新宿は列車名の

長い列車が多く発着するため、列車名を表示

するスペースが長い。写真は、鬼怒川温泉行

きのきぬがわ号と、空港アクセス特急の成田エ

クスプレス号。 
 
 
階段を上がると、今までとは少し違う、フルカラ

ーの ATOS も見られる。以前と比較すると、フ

ルカラーの方が見やすい。 
 
 
 
また、新宿には成田エクスプレスの乗車口案

内もある。30 分に１本という本数が多い列車

なので、成田エクスプレス専用掲示板もある。 
 
 
 
 



 
また、新宿だけではないが、成田空港行きの列

車のみ、行き先のところに飛行機マークが表示さ

れる。 
例）特急成田エクスプレス、快速エアポート成田 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
また、電光掲示板に乗車口案内が表示されて

いる。写真は「緑色の乗車口」と「オレンジ色の

乗車口 １号車から 15 号車」を意味している。 
 
 
写真は池袋駅。 
路線名・列車名が長い列車と短い列車が同時

に表示されると、こういう表示になる。 
 
 



・ATOSの放送 
ATOSが導入された駅では、同じアナウンサーの声で案内する。 
ATOSの放送は、従来の放送に比べ、案内が丁寧で、わかりやすい放送内
容になっている。 女性声(向山佳比子さん) 男性声(津田英治さん) 
ATOSの案内放送では 
・接近放送 
・両数案内 
・切り離し案内 
・次発案内 
・駅名連呼 
・禁煙放送 
がある。 
 
Ⅰ時期に導入された駅と、Ⅱ時期に導入された駅とⅢ時期に導入された駅

によって、それぞれアクセントが違う。 
Ⅰ時期というのは、総武線各停に導入された時期のこと、Ⅱ時期は東海道

線まで、Ⅲ時期は常磐線以降に導入された駅のことである。またⅢ時期を

除いて接近放送以外は女性声しかない。 
 
・常磐型 ATOS 
常磐型 ATOS というのは常磐線以降に導入された、特殊な放送で、アナ
ウンサーは同じだが、パーツを改めることによって、雰囲気が一気に明る

くなった。最大の特徴は接近放送以外に、駅名連呼、次発放送に男性バー

ジョンが登場したことだ。これにより、案内している番線がわかりやすく

なった。また、常磐型 ATOS内でも細かい改良が見られる。 
例)特別急行を、特急と案内する。⇒途切れる場面が減る。 
 
・スタンドアローン 
ATOS の導入されてない駅で、ATOS タイプの放送をしている駅がある。
これをスタンドアローンと呼んでいる。 



 例）木更津、仙台 
ATOS の放送は放送の種類の一種で、たまに、ATOS の声を ATOS と勘
違いしている人がいるが、これは間違いである。 
 
ATOS放送文の基本 
・接近放送 
従来の放送は、「○番線に、上り電車がまいります。」などの、列車の接近

しか予告しなかったが、ATOSの放送は列車の種別や、両数が詳しく案内
される点では、非常にありがたい。 

 
 
 
 
 
 

常磐型 放送内容はⅡ時期と同じだが、接近メロディーの音色が異なり、

ところどころ録音し直しされている。 
・両数案内 
Ⅰ時期「この/電車(列車)は/〇両/です。」 
Ⅱ時期「この/電車(列車)は/〇両です。」 
常磐型「この電車(列車)は/〇つドア/〇両です。」※１ 
※１ 常磐型は、一部の駅(全列車同じドア数の路線の一部の駅)ではドア
数を案内しない。 
・切り離し案内 

・次発放送 
次発放送とは、次に発車・到着する列車の列車名や時刻が正確に案内され

一時期「まもなく/〇番線に/
（種別・列車名）/〇〇/行が
まいります。/あぶないです
から/黄色い線お内側まで /
お下がりください。」 

ニ時期「まもなく/〇番線に/（種
別・列車名）/〇〇行が/まいりま
す。あぶないですから/黄色い線
まで/お下がりください。」 

一・ニ時期 
  「この/電車(列車)は/途中
/(〇〇)で/〇寄り/〇両/切り離し
となります。」 

常磐型「この電車(列車)の/〇寄り/〇両
は/〇〇/止まりとなります。」※ 
※最初に導入された常磐線は、「〇両

は…」の部分が「〇両/は…」となって
いる。 



る。従来にはなかった放送なので、利用客は、わざわざホームの時刻表の

ところまで行かなくても、自動的に案内されるので好評である。 
Ⅰ・Ⅱ時期 
 「本日も/ご利用下さいまして/ありがとうございます。/今度の/〇番線
の/電車(列車)は…」 
常磐型「本日も/JR東日本をご利用下さいまして/ありがとうございます。
/今度の/〇番線の電車(列車)は…」 
※常磐型は、導入されてから、かなり短い  
 間だが、一・ニ時期と同じ放送文であることがあった。 
 
また、特急列車や急行列車の場合、 
「グリーン車は/４号車/…/自由席は/５号車から９号車/です。/…この列車
は、全車禁煙です。」などのように、車内案内をする列車もある。 
 
駅で、多種類の編成が来るとき、乗車位置を 
 「足元/(列車名・乗車口色)/〇番(〇号車)から/〇番(〇号車で)/お待ち下
さい。」と、案内する。 
グリーン車などの優等車が連結されている場合、 
 「グリーン車は/足元の/〇両/乗車口/〇号車で/お待ち下さい。」と、案内
する。 
 
また駅によっては、 
「ご乗車には/グリーン券が必要です。」と、案内する。 
 
また、成田エクスプレスやスーパービュー踊り子のように、全車指定席の

場合、「ご乗車には/乗車券のほかに/特急指定席券が必要です。」と案内す
る。(常磐型限定) 
駅名連呼とは、駅に到着した際、寝ている乗客や、どこの駅かわからない

乗客のために放送する。あまりにも駅名が長かったり、放送しにくい駅名

の駅は、駅名連呼がない駅もある。 



・駅名連呼 
一時期「〇〇/〇〇/です。/ご乗車/ありがとうご 
    ざいます。」 
ニ時期「〇〇/〇〇/ご乗車/ありがとうございます。」 
常磐型 ニ時期と、放送文は同じ。 
終着駅の場合、 

駅名連呼は、列車がホームに進入してから定められた時間(駅によって異
なる)が経過すると、流れる仕組みになっているようである。(推測) 
 
このように、ATOSの放送は 
導入される時期によって、案内に、パーツを使用すること省き、途切れな

がら案内しなくなっているのがよくわかる。 

一・ニ時期 
 「〇〇/〇〇/終点/〇〇/です。/本日
も/ご利用くださいまして/ありがと
うございました。/お忘れもののない
よう/ご注意ください。」 
※南武線川崎駅のスタンドアロー

ンは「終点/〇〇/です。」の部分がな
かった。 

常磐型は、前のページの※のをア

レンジした形で、「〇〇/〇〇/本日
も/JR 東日本をご利用下さいまし
て/ありがとうございました。/お忘
れものないよう /ご注意くださ
い。」である。 



⑦2007 年 ロマンスカー乗り尽しの旅 

今回、アクティーとポーロ 20 号は小田急ロマンスカー全種類に乗るという事を企画・実行し

た。 

0201 はこね 1 号 新宿(7:00)→町田(7:29) 10000 形（HiSE) 座席：1 号車

7A･B 

梅雨のせいか空は曇っていたが、ロマンスカー乗り尽しの旅は始まろうとしていた。 

今回の旅は小田急のロマンスカー全種類に乗ってしまおうという計画である。 

先ずは小田急の起点、新宿から「はこね1号」に乗って町田まで行く。車両は1987年に登場

した 10000 形 HiSE である。 

初めてのロマンスカーで二人とも緊張していたが、乗ってみるととても心地よかった。 

そして、新宿を発車する時静かな走行音とともに僕たちの一日が始まった。 

HiSE はその名の通り座席の位置が高いハイデッカー仕様となっていて、車窓展望を確保し

たロマンスカーである。やはり見晴らしがとてもいい。普通の電車とはまた異なった車窓が

楽しめた。ただこのハイデッカー構造がバリアフリーの問題などに対応できず、一部の編成

は長野電鉄へ譲渡されるなど、今後の動向が気になる車両である。 

そうこうしているうちに電車は多摩川を渡り神奈川県に入った。多摩丘陵地帯に入って緑が

多くなってきた。そしてあっという間に町田に着いてしまった。町田は新宿から約 30km の距

離で、ロマンスカーであれば 30 分程である。 JR 横浜線も走っていて、駅前は小田急百貨

店やヨドバシカメラなどいろいろな商業施設があり、とても大きな駅であった。 

 



0401M あさぎり 1 号 町田(7:46)→松田(8:27) 20000 形(RSE) 座席：5 号

車 3A･B 

次に乗るロマンスカーは「あさぎり 1 号」である。車両は 1991 年に登場した 20000 形 RSE で

ある。 

「あさぎり」は松田から JR 御殿場線に乗り入れて沼津まで行く。この RSE はあさぎり用に登

場した車両である。 

今までのロマンスカーとは違って普通の20mボギー車で前面の展望席は無いが、HiSEと同

様のハイデッカー構造となっているためこちらも見晴らしが良い。また中間に 2 階建て車両

を 2 両連結している。2 階はどちらもスーパーシート（グリーン席）で、1 階は片方がセミコン

パートメントでもう片方が普通車となっている。 

今回僕たちが乗ったのは普通車である。さすがにスーパーシートは贅沢である・・・。 

電車は相模の田園地帯の中を快走して行く。渋沢を超えると丹沢山地の中に入り、風景が

変わる。このロマンスカーで松田まで行くのだが、松田は JR 御殿場線の駅である。小田急

線の新松田とほぼ同じ位置で、乗り換えも可能である。「あさぎり」は JR 御殿場線に乗り入

れるため、新松田の手前で専用の連絡線を走る。 

松田駅に着いた。驚いたことに、松田駅には自動改札機が無く有人改札であった。また駅

前には何もなかった。 

 



0402M あさぎり 2 号 松田(8:52)→新宿(10:00) 371 系 座席：5 号車 2A･

B 

松田からは上りの「あさぎり」に乗って新宿へ戻る。「あさぎり」は先ほど乗った RSE の他に

JR 東海が保有する 371 系もある。 371 系はロマンスカーではないが、直通運転をしている

ということで、今回乗車することにした。 

両数や座席配置、2 階建てなど基本的には RSE と同じだが、2 階建て車の 1 階はどちらも

普通車でセミコンパートメントは設定されていない。この車両の特徴といえばとにかく窓が大

きいということである。窓の天地寸法は軽く 1m を超えている。下端がなんとアームレスト（肘

掛）よりも下なので、中には恐怖感を感じてしまう人もいるかもしれない。 

この“デカイ窓”に夢中になっていると、あっという間に新宿に戻ってきた。 

 

 

 

 

 

0365 さがみ 65 号 新宿(10:50)→本厚木(11:35) 30000 形(EXE) 座席：4

号車 2A･B 

新宿で一休みした後、再びロマンスカーで西進する。今度乗るのは 1995 年に登場した

30000 形（EXE）である。 

この車両は他のロマンスカーとは違って展望席が無く、またRSEと同じ 20mボギー車である。

ハイデッカー構造でもないので特にこれといった特徴のない“普通の特急形車両”といった

感じである。どちらかといえば大量輸送志向で、通勤利用者の足となっている。車内は広く、

乗り心地はいい。腰掛も重圧感があり、なかなか高級に感じがした。 



だがやはり展望席が無いので、あまりロマンスカーという感じはしなかった。僕たちは本厚

木で降りた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

0121 はこね 21 号 本厚木(12:53)→小田原(13:21) 7000 形(LSE) 11 号車

2A･B 

本厚木駅で昼食をとった後、はこね21号に乗って小田原まで行く。今度乗る車両は7000形

（LSE）で1980年に誕生した車両である。現役のロマンスカーの中では一番古い車両ではあ

るが、車内は本格的なリニューアルが施されている為とてもきれいであった。 LSE は初め

てリクライニングシートを採用したロマンスカーである。また高速化のため、低重心となって

いる。よって目線が低いため、あまり見晴らしは良くないが、迫力はあった。本厚木を出ると

田園地帯が続く。渋沢を越えると風景は一転して山の中を走る感じだが、新松田を過ぎると

また田園地帯になる。そして小田原に到着した。  

 



 

 

 

 

小田原駅での撮影会（新幹線） 

本当ははこね 21 号に乗って箱根湯本まで行くつもりであったが、500 系の東海道新幹線直

通廃止などが気になっていたため、僕たちは小田原駅で新幹線を撮影することにした。高

速の新幹線を撮影するのは初めてだったので、とても大変であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



箱根登山鉄道 2021 小田原(14:32)→箱根湯本(14:47) 8000 形 

小田原駅で 500 系を撮影した後、箱根登山鉄道で箱根湯本まで行った。とは言っても今で

は小田原－箱根湯本間は小田急線の車両しか走っていない･･･。今回乗ったのは 8000 形

である。小田原を発車して東海道本線と別れ、山の中を進んでいき、すぐに箱根湯本に着

いてしまった。 

 

 

 

 

0032 はこね 32 号 箱根湯本(16:18)→新宿(17:50) 50000 形(VSE) 10 号

車 12C･D 

最後はいよいよ大人気の最新税のロマンスカー50000 形（VSE）である。2005 年に登場して

以来、小田急ロマンスカーの主役である。今回僕らが乗車したのはなんと一番前の展望席

である。もちろん、一番人気の高い席である。 

扉が開き、VSE に乗車した。すると、木のにおいがぷんぷんしていた。走り出すと、一番新し

いだけあって揺れない、音が静か、とてもきれいと三拍子そろっている素晴らしい電車であ

った。 

また、この車両にはゆったりトイレというものがあり、トイレなのに見た感じ高級感あふれる

ものとなっていた(笑) 

さて、肝心の展望席であるが、眺めはまさに絶品！迫力のある前面展望が楽しめた。僕た

ちはロマンスカーの展望席は初めてであったのでとても嬉しかった。それで気分が高揚する

と共に、もうすぐ終わってしまうという悲しさを感じていた。そして迫力のある前面展望を堪

能しているとあっという間に東京都に入り、新宿についてしまった･･･。 

こうして、ロマンスカー乗り尽しの旅はあっという間に終わってしまった。とりあえず何事も無



くてよかった。 

いろいろなロマンスカーがあったが、どれもいつかまた乗ってみたいものであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の旅行を終えて 

アクティー 

今回の旅行で僕は、初めてロマンスカーに乗って箱根まで行ったので良い経験になり、また

全てのロマンスカーに乗ったと言う達成感が沸いた 

ポーロ 20 号 

僕は、今回が初めてのロマンスカーでとても緊張した。しかし、この旅行での車両はどれも

素晴らしい車両であったので、乗っていてとても心地よかった。これからももっと鉄道のこと

を知りたいと思っている。 



⑧仙台日帰り遠征 
高等部＊年＊組＊＊ ＊＊ 

 

岩切駅に進入する仙台地区の新鋭 E721系 0 番台 

今回高等部 2 年の広瀬は、E721 系の登場や仙台空港アクセス線の開通など

で大きく変わった仙台地区の様子を取材した。 

 

使用した切符 

青春 18 きっぷ 1 回分(2300 円) 

仙台空港線普通乗車券 

仙台（市内）→北柏間普通乗車券+新幹線特急券 

 



 

① 北柏～南千住～名取 

 415 系(高萩駅留置線) 

5時頃に家を出発。こんな時間なので当然バスなど無いため駅まで歩く。

さすがに朝が早いため、道路も車がたまに通る程度である。 

5 時 10 分ごろに北柏駅に到着。改札を抜けて電車を待つ。こんな時間

にもかかわらず利用客がある程度いるようだった。 

そして 5 時 16 分、電車は定刻通り北柏駅に到着した。車両は 203 系で

ある。我孫子から乗車してきた人はほとんどいないようで、乗っている乗

客は北柏駅から乗車した人が多かった。そして柏駅に定刻通りに到着し、

私も下車した。 

構内放送があり、なんでも前の快速列車が車両故障を起こして普通列車

が先の到着で 5 分程遅れているとのことである。まぁ新型車両に統一され

た今、回復運転などは容易なことであると思うので、今後の予定に影響は

出ないだろうと思った。（実際回復しました） 

 そして定刻より 5 分遅い 5：43 分に E531 系 10 両編成快速勝田行きが

入線してきた。長旅となるので、多少お金はかかるが Suica グリーン券を

購入しグリーン車に乗車。車内はもちろんガラガラである。普通車は結構

混雑しているようで、夏休みらしいと感じた。乗車後はひたすら寝て、目

が覚めたのは赤塚だった。 

 水戸には定刻通りに到着し、隣に止まっていたいわき行に乗車。なんと



E501 系 5 両編成である。E501 系に乗車するのは 3 月 17 日のダイヤ改正

前日以来で、しかも VVVF インバーターを交換した編成に乗車するのは初

めてである。車内はトイレがついた以外何も変わっていなかったが、東芝

製VVVFインバーターに交換されていたため特徴的であったソラシドレミ

ファソ～という音階は聞くことができなかった。 

 列車はゆっくりと動き出し水戸駅を後にした。この列車でまずは高萩ま

で乗車する。そこでは、3 月 18 日のダイヤ改正で全滅した 403・415 系

鋼製車が大量に留置されているらしい。とてつもない数だと聞いていたの

で、どのくらいいるのだろうと考えているうちにあっというまに高萩に到

着（海見るの忘れた…） 

 降りてみると、聞いていたとおり駅を挟んでいる留置線の左右 3 線ずつ

に 11～15 両ずつ 415 系鋼製車が止まっていた。さすがにダイヤ改正から

5 カ月も過ぎたためか車両は色が褪せてきていて、多少錆びているところ

も見受けられる。しかしながら、まだまだ動けそうな状態である。どうし

て大量に留置されているかというと、この車両の廃車場所である郡山車両

センターがいま廃車を受け付けていないからである。もうすぐ廃車作業を

再開するという話もあるのでこの留置も長くは見られないのだろう。 

 大量の留置車両を見た後、入線してきた 415 系 1500 番台に乗車しいわ

きをめざす。この 1500 番台もダイヤ改正からは運用が限定されてしまっ

たため乗車するのは久しぶりである。車内も少々混んでいてその混雑のま

まいわきに到着。 

 いわき駅で隣のホームに到着している 2 両編成の 701 系ワンマン列車

に乗車する。私の乗っていたいわき行から乗り換える人は 10 人もおらず

私もゆったりと席を取ることができた。701 系は仙台圏の列車であるが、

仙台まではまだまだ先で 3 時間弱もかかる。そうこうしているうちに、列

車はいわき駅を軽快に出発した。 

 いわきを出発すると左は山、右は海という状態になりかなりローカルと

感じる。ここから先はトンネルも結構多い。本数も 1,5 時間に一本と常磐

線でも本数が一番少ない区間になる。線路は途中から単線になり普段の常

磐線とは全く様相が変わる。70 分ほど乗車して原ノ町駅に到着。 



 原ノ町駅からは 717 系 6 両編成に乗車する。すでに原ノ町に到着時点

である程度の乗客が待っており、車内は席がちょうど埋まるほどの人数を

乗せて発車。もともとこの 717 系は急行型車両の足回りを利用して、車

両を新造した車両で、車内は 2 扉でありクロスシートの数も多めで結構快

適だ。車窓もすこし開けた感じがし、住宅も増えてきた。うとうとしてい

たらあっというまに名取に到着。 

 

右：水戸から乗車した E501 系 5 両編成。 

左：高萩駅に留置したあった 415 系鋼製車。 

 

左：いわき駅まで乗車した 415 系（右）といわきから乗車した 701 系（左）。 

右：原ノ町から乗車した 717 系 

 

 

 

 

 

 



 

②名取～仙台空港～仙石線～北柏 

 仙台空港鉄道の SAT721 系 

名取駅は仙台空港アクセス線開業にともない、駅舎もリニューアルされ

ていた。なんでも 4 分後ぐらいに仙台シティラビットが来るということな

ので、撮影準備に入る。が・・・雨がかなり強くなってきた。傘はあるが

傘をさしたままの撮影はちょっと厳しい。諦めて濡れながらの撮影体制に

入る（ぉぃ）。そして定刻通りに 719 系仙台シティラビッドがやってきた

ので撮影。まぁまぁきれいに撮影できた（？）。そして 18 分発の仙台空港

行 E721 系 500 番台に乗車。仙台空港を目指す。 

 仙台空港駅までは杜せきのしたにショッピングセンターがある以外は

辺り一面開けている。そして仙台空港駅に到着。仙台空港駅は仙台空港の

ターミナルからバス乗り場などを挟んだところにあり、ターミナルには連

絡通路で結ばれている。駅のホームは開放的で、アーチ状の布の屋根で覆

われている。 

 帰りは仙台空港鉄道の SAT721 系に乗車して仙台へ向かう。この

SAT721 系は E721 系 500 番台とほとんど変わらず、違いはシートモケッ

トの色だけである。 

 仙台駅に到着した後、名物の牛タンを食べに改札を出て駅から徒歩 5 分

のところにあるお店に向かう。何度も行っているお店である。そしていつ

もどおり牛タン定食ととろろ注文していただく。その後はまた仙台駅へ戻

り撮影。仙台駅ではかなり数を減らしている 455 系や 717 系も撮影する

こともできた。 

 そしてこの日は松島流灯流しの関係で仙石線は特別ダイヤが組んであ



り、仙石線へ向かう。いったんあおば通に行ったあと、この日の目的でも

ある普通流灯 7 号に乗車。年に一回しかないこの流灯だが幕もこの日のた

めに特別に用意されている。そして福田町で撮影するために下車した。す

でに 3 人ほどの撮影者がいたが何とか撮影できる場所を確保してお目当

ての流灯を撮影する。そしてお目当ての流灯高城町行きがやってきて撮影

成功。雨が強いのでその次の列車で西塩釜まで移動して、そこから東北本

線塩釜駅まで歩いた。 

 塩釜駅に来たのは 3 年前の家族旅行が初めてで、今回で 2 回目である。

駅前にマンションが出きた以外は何も変わっていなかった。そして 701

系仙台行に乗車し岩切駅を目指す。それにしても仙台地区に来ると私はよ

く 701 系に乗るが今回もその傾向があるようである。まぁそれはいいと

して、列車は岩切に到着した。 

 岩切駅は車両の正面の写真が撮りやすい駅だ。この記事の一番上の写真

も岩切駅で撮影した写真である。撮影準備も整い列車を待っていると、ま

ず EH500 系機関車がやってきた。この EH500 系、関東ではあまり見られ

ないが黒磯以北ではよく見る機関車である。1 編成で ED75 の 2 両分の馬

力をもつ車両で、今でも投入が続いている。そして次の列車を待つと、今

度は E721 系がやってきた。時刻がおかしいので調べてみるとなんと臨時

列車だった。もう一本だけ撮影してから仙台へ戻ろうとおもって列車を待

っていると、701 系がやってきた。正直また 701 かという気分だが、撮

影。結果をみるとピンボケしている・・・。まぁしょうがない（ぉぃ）。

そして仙台へ移動する列車を待ったがやってきたのはまた 701 系・・・。

今日 3 度目だ… 諦めて乗車する。仙台到着前にキハ 110 系南三陸号と

すれ違った。このキハ 110 系は水郡線から転属した車両で、指定席車両

のみ快速はまゆりに使われていたキハ 110 が使用されている。以前来た

ときはまだキハ 28 などが現役で、古びた列車のイメージが強かった。そ

んなことを考えながら仙台に到着。 

 時間的にこれ以上移動するのは厳しいと考え、仙台駅で残りの列車を撮

影することに。一日二往復の阿武隈急行からの直通列車である梁川行の列

車も撮影することができた。ほかにも快速南三陸の回送列車や、スーパー



ひたち上野行も撮影することができた。そしてお土産を購入して、新幹線

ホームへ。 

 新幹線ホームの待合室で待っていると入線案内があり、利府のほうから

E4 系 Max がやってきた。始発列車のため到着すると、すぐにドアが開い

て乗車することができた。すでに疲れがピークに達していて、席に座った

らうとうとしてしまった。弁当を食べながらなんとか白石蔵王まで起きる

ことができたが、そのあとは爆睡してしまった。そして次に気がついたの

は東京駅だった…。 

実は私はもともと上野で下りる予定だったので、上野経由ですべて購入

していた。しょうがないので窓口まで行くと、新幹線で上野に戻ればお金

を払わなくていいという。しかし時間も時間で、次の新幹線も 20 分後ま

でなかったので 200 円を払って改札をだしてもらった。そして山手線、

常磐線と乗り継いで何とか北柏まで到着。そこからバスに乗り、いつもの

バス停で下車して無事帰宅した。正直かなり疲れていたため、すぐに寝て

しまった。 

左：名取で撮影した仙台シティラビッド（ヘッドマークがある）。 

右：仙台空港アクセス線で活躍する E721 系 500 番台。 



  

左：E721 系の投入により数をぐっと減らした 455 系。 

右：455 系を置き換えるために投入された E721 系 0 番台。 

  

左：仙石線流灯号専用の幕 

右：仙台に停車していた 651 系 

  

左：阿武隈急行からの直通列車。 

右：常磐線原ノ町行の E721 系。 



  

左：帰りの新幹線で乗車した E4 系 MAX。 

右：上野から利用した快速成田行。 



⑨高等部写真展 
高等部部員が日頃撮りためた写真の一部を懐かしいものを中心に公

開します。 

今回のテーマは「東海道本線 (東京～神戸)」です。 

発車を待つ(東京)       都心を爆走する旧型(田町) 

短命だった特急東海 (田町)  あの頃はまだみかんだらけ(川崎) 

 

 

 

 

 

 

 

世代交代始まる(川崎～横浜)   大俯瞰地帯を走る(根府川付近) 

 



 静岡ローカルも担当(富 士)  身延線直通列車も(身延線・十島) 

 でか目も健在でした(静 岡)  ３１３系ワールドへ(名古屋) 

 

一区間だけの異端児(信越線長野)  かつての新快速も健在(京都) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最新鋭車両も快走(山崎～高槻) 新快速からもう撤退(摂津富田) 

   

 

 

 

 

 

 

痛ましい事故で…(新大阪) 老朽化の波は避けられず(摂津富田) 

 
  伝統の国鉄色(山崎～高槻)    記憶に留まる名列車でした 

 

 

 

２００２年～２００７年の撮影より 



 

 

 

 

※入部を希望される方は、遠慮なくグリーンハウス２階の部室までお

越し下さい。お待ちしています。 
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