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東武野田線について 

 
●研究動機 

僕たちは前から東武野田線に対して、興味を持っていたので、今回研究発表

で調べたことを最後まで見てくれれば幸いです。 

１年*組****    １年*組**** 
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１、車両について 

８０００系 

東武野田線８０００系は、１９

６３年より２０年間にわたり

計７１２両が製造された通勤

型電車である。その異常な車輛

数から、私鉄の１０３系とも言

われている。１０３系と言えば、

首都圏からは完全に淘汰され

てしまい、関西圏でもかなり数

を減らしてしまった。他社の同

時期の車両はそのほとんどが

引退していたり、廃車になっていたりする。確かに、８０００系については、

文句も多い。車体整備が追い付いておらずさびや塗装のあせが目立つし、ク

ーラーの効きも最近の車両と比べるとかなり劣る。とくに、ブレーキ性能向

上のためにブレーキ臭は「東武臭」とよばれるほど特徴あるもので、これを

嫌がる東武ファンはかなりいる。

しかし、当時のはやりであった、

  

超多段(バーニヤ)抵抗制御、空気ブレーキ

のみであるからこその緩やかなブレーキなどを賞賛する人も多い。 
 

２０８０系 

１９８８年に野田線の３００

０系を置き換えるため２００

０系を改造して登場したのが

この東武野田線２０８０系で

ある。比較的新しい中間車(２

５５０・２６５０)を 3つ集め

て 6両として先頭車化改造や

電装解除などが行われた。し

かし電装解除が災いし故障が

頻発、冷房が付いていないこ

とから乗改造後 4年、種車の
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２０００系よりも早く消滅するという形式でした客から不評で、置き換える

予定だった。３０００系と共に１９９２年に引退した。 

 

         

５０７０系 

１９８０年登場の車両。全車

６両固定で、５０５０系４＋

２編成を６両編成化したタイ

プである。７８００系の足回

りを流用し、８０００系に準

じた車体を新製した、リサイ

クル車両である。 

性能は今では珍しくなってし

まった吊り掛け駆動方式であ

り、「ウォ～ン～」と低い音域

からけたたましく鳴り響くモーター音が特徴だった。 

しかし、その豪快な音のわりには速度は速くなく、野田線スピードアップの

一つの障害となってしまい、 

そしてダイヤ改正前日の２００４年１０月１８日をもって野田線から全車

引退となった。 ７８００系の機器を流用した車体更新車で、６両固定編成

で組成されている。 

５０５０系からさらに近代化が図られ、後期車は１００００系と同様な内 

装となっている。また、この５０７０系のドアを８０００系の８１５４Fに

使ったりしている。 
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２、野田線の客車内の違い 

 

①車椅子スペース 

左は、車椅子スペースがない８０００系。 

右は、車椅子スペースがある８０００系。(８２００、８５００、８８００

に設置されている。) 

 

②放送用スピーカー 

左は、塗装されたものだが、右は、ステンレス製である。 

製造時の、マイナーチェンジによるものである。 
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③「お願い」と書いてあるプレートの違い   

左が、オリジナルの手書きのもので、それから、真ん中の丸ゴシックに変更

され、さらに、太ゴシックのものになった。（写真なし） 

スーパー更新車にいたっては、(右の写真)吊革のピクトグラム入りのものに

変わった。 

 

 

 

④ドアの違い 

このちがいはすぐにわかるのだが、ドアの内側が普通鋼の塗装済み（左）か

ステンレス（中）かの違いがある。また、窓枠がＨゴムを改良した金属押さ

えのタイプ（右）と金属押さえのみのものがある。 

 

左,塗装済み      中,ステンレス     右,金属抑えのもの 
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3、スーパー更新車 

【左】８１１１０F のドア・【右】８１１１３Fである。 

 

この車両は、スーパー更新車と呼ばれるものである。 

８０００系の更新車の中で、２００３年に更新された 6両編成 3本の愛称で

ある。自動放送や車内案内装置などの設置で３００００系並みのサービスレ

ベルを確保した。 
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感想 

**** 

今回、この東武野田線をテーマとして調べたのは、僕が中学に上がって、電

車通学を始めたことによって電車に対して興味を持ち始めたからです。 

実際に僕は通学のとき東武野田線を利用してはいないのですが、白のボディ

ーに青のラインがとても格好良かったので研究発表で詳しく調べることに

しました。 

研究が終わったときには、とても充実感があり調べてよかったなと思えまし

た。この研究発表を通してさらに鉄道に興味を持ち、好きになれたらいいな

と思います。 

この研究発表を見て下さり本当にありがとうございました。 

 

**** 

１年前の紫峰祭で、この鉄研に研究発表があると知りました。今回、野田線

の研究をし、発表することが出来てよかったです。 

この研究は、僕にとっていろいろな成果があり、知ることもありました。 

研究が終わったときには、達成感がありました。とてもいい研究だったと思

います。これからも野田線や、他の鉄道についても調べていこうと思います。

最後まで見て下さり本当にありがとうございました。 

来年の紫峰祭もぜひ来て下さい。 

 

 

最後に 

この研究発表を期に、１人でも多くの方が鉄道に興味を持ってくれることを

期待しています。  

ここまでお付き合い本当にありがとうございました。 

 

作成者   ****  **** 
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        ↑常磐線Ｅ５３1 系の写真(金町駅にて撮影) 
 

目次 

１はじめに 

２運行期間 

３車両設備 

４車内設備 

５あとがき 

 

 

中等部 1 年*組 **** 
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１ はじめに 

僕が、今回Ｅ５３1 系を研究しようと思った理由は、通学に常磐線を使用

するなかで、グリーン車を連結をしている車両は車両だけなのでほかの車両

より、に興味を持ったからです。ぜひ常磐線の利用に参考にしていただけれ

ば、幸いです。 

                

2 運行区間（上野―勝田間） 

 

     牛 久  偕 楽 園(臨) 

   

上 野

  

   ↓      ↓     ↓   
日 暮 里

 

 
三 河 島 

 

 
南 千 住 

 

 
北 千 住 

 

 
松 戸

 

 
柏 

 

 
我 孫 子 

 

 
天 王 台 

 

 

 

取 手

 

 

藤 代

 

 

佐 貫

 

 

牛 久
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ひ た ち 野 う し く

 

 

荒 川 沖

 

 

土 浦

 

 

神 立

 

 

高 浜

 

 

石 岡

 

 

 

 

 

 

友 部

岩 間

羽 鳥
普通 

特別快速 

快速 

 

 

内 原

 

 

赤 塚

 

 

偕 楽 園 ( 臨 時 )

 

 

水 戸

 

 

勝 田

 

現在運行されているのは、普通、快速、特別快速。 

主に、普通は上野・土浦・水戸・勝田・高萩行 快速は上野・取手行。 

なお、特別快速は、必ず上野・土浦行。 

勝田行以降の場合、土浦駅で切り離し。 
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３ 車両設備 

○パンタグラフ 

シングルアーム型であり、水戸、高萩方向に設置されている。この設置は

Ｅ501 系と同じ位置で、Ｅ231 系と逆の位置になっている。 

 

 

シングルアームパンタグラフ(ウィキペディアより転載) 

 

○トビラ 

通常は左右対称に設置されているが、1 号車、10 号車、11 号車に設置さ

れているトイレの脇のトビラは、左右非対称になっている。開閉する際の音

は、Ｅ231 系に比べて小さくなっている。 

 

左右非対称のトビラ(柏駅にて撮影) 

 

○車体 

Ｅ231 系と同じ軽量のステンレス車体を用いており、特徴である青の帯を

引いている。 

 

・編成 

10 両編成、15 両編成の場合は、４号車、

５号車にグリーン車を連結している。 

 

 

グリーン車(松戸駅にて撮影) 
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４ 車内設備 

1 号車、2 号車、9 号車、10 号車、13 号車、14 号車、15 号車はセミクロ

スシート、3 号車、6 号車、7 号車、8 号車、９号車、12 号車はロングシー

トである。        

 

 

 

 

 

 

先頭車のセミクロスシート(ウィキペディアより転載) 

 

・つり革 

つり革は三角形で、優先席付近のつり革は、黄色になっている。 

 

 

5 あとがき 

今回Ｅ531 系について研究して思ったことは、電車も、しっかりと考えて

作られているということです。今後も積極的に興味を持ったことを研究して

いきたいです。 
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東京メトロ千代田線について 

(金町駅にて) 

 

 

研究する動機 

僕は小さい頃から千代田線に乗っていて、すごく興味を持っていました。なので、と

ても千代田線について知りたいと思ったので研究していこうと思います。つまらない

かもしれないですが読んでいただけたらうれしいです。 

 

江戸川学園取手中学・高等学校                           

 鉄道研究同好会   ・ 

    中等部 １年 *組 ****    

概要 東京メトロ千代田線は、銀座線・

日比谷線・丸ノ内線の混雑解消の目的にな

っている。また、大手町・霞ヶ関・国会議

事堂前などの官公庁や大企業が多数ある町

に駅があるので重要な路線になっている。 
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1.車両紹介             

6000 系 

                 

この車両は「耐用面数 40 年以上、新

技術の導入、保守の容易化、車両の

軽量化」を設計基本とし、1968 年～

1990 年までに、試作車・量産車あわ

せて 36 編成 353 両が製造された。車

内は、6200 形と 6900 形には、車椅

子スペースがあり、冷房設備は、ク

ーラーと扇風機が付いています。椅

子の色は、茶色、青、赤などいろい       

ろな種類がある。今も活躍中の車両だ。 

（金町駅にて） 

 

06 系 

                 

この車両は、1993 年 3 月のダイヤ

改正で、3月 18 日運行が開始され

た。車両が落成されたのは、1992

年 12 月。今も、1 編成 10 両しか

無いのだ。 

 

 

 

 

（ウィキペディアにて転載） 
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5000 系               

1969 年に千代田線開業に合わせて、

3 両編成 10 本が製造された。そし

て、1970 年は、3 両編成から、5

両編成になった。1971 年には、5

両編成 10 本を 10 両編成 5 本に編

成替えした。しかし、1981 年に、

6000 系の増備により、3 両編成 2

本以外は東西線に転属された。今

は、北綾瀬支線で使用されている。 

（ウィキペディアにて転載） 

 

 

Ｅ233 系 2000 番台（この車両は、東京メトロ千代田線の車両ではなく、ＪＲ常

磐線の新型車両で今年の秋から、千代田線内でも運行する予定なので紹介しておく）      

この車両は、上でも述べたとおり今

年の秋から、運行する予定のもので

ある。この車体は、東京メトロ千代

田線の車両限界のため、このような 

ストレート車体になった。そして、

これも、千代田線内に入るので、

非常貫通扉が1号車と10号車につ

いている。 

 

 

(取手駅にて) 
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2.駅の紹介 

ここからは、北綾瀬駅、綾瀬駅、新御茶ノ水駅を調べることにした。 

 

Ｃ２０北綾瀬駅 

 

 

 

 

（両方とも北綾瀬駅前にて） 

歴史 

・1969 年  綾瀬車庫への出入庫を取扱う信号所として開設された。 

・1978 年  設置される新駅の駅名を北綾瀬駅とすることを決定した。 

・1979 年  ここでようやく北綾瀬駅が開業した。 

・2004 年  営団地下鉄民営化のため、東京メトロに継承。 

・2008 年  ホーム屋根上に太陽光発電システムを導入。      

 

その他 

この駅には、現在、ワンマン運転なので、ホームドアが設置されている。2007 年の 1

日の平均乗降人員は、24，951 人と、とても重要な駅となっている。 

 

自分が思った印象（僕の感想なので、軽く読んでくれれば、嬉しいです。） 

駅の印象は、とてもきれいで明るい駅だと思いました。駅の周辺は、住宅などがあり

ました。綾瀬車両基地が近くにあり、とてもいい駅だなと思いました。 

  

 

 

次は、綾瀬～ 綾瀬～ 
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Ｃ１９綾瀬駅 

（綾瀬駅前と綾瀬駅にて）  

 

歴史 

・1943 年  日本国有鉄道常磐線の駅として開業した。当時の綾瀬駅は、今の駅 

      の場所とは少し違った場所にあった。 

・1968 年  駅の場所を亀有よりに移した。 

・1971 年  営団地下鉄千代田線の駅が開業され、同時に駅の管理権が営団地下鉄に

変わる。 

・1985 年  北綾瀬支線専用の 0番線のホームが完成した。 

・2004 年  営団地下鉄民営化のため、東京メトロに継承。 

 

その他 

この駅は、常磐緩行線、東京メトロ千代田線、小田急線の一部の列車の終点駅あるい

は、途中駅として利用されている。 

 

 

自分が思った印象（僕の感想なので軽く読んでください） 

僕が思ったことは、駅前にお店が多いなと思いました。駅構内はとてもきれいでいい

駅だなと思いました。 

 

次は、新御茶ノ水～  新御茶ノ水～ 
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Ｃ１２新御茶ノ水駅 

（両方とも、新御茶ノ水駅前にて）      

歴史 

・1964 年  都市交通審議会答申第 6号の東京第 8号線は、第 9号線として、確定。  

      そして、仮称だがお茶の水駅となる。 

・1969 年  営団地下鉄千代田線北千住駅～大手町駅の開通により、新御茶ノ水駅と 

      して開業した。 

・2004 年  営団地下鉄民営化のため、東京メトロに継承された。 

その他  

この駅からは、東京メトロ丸の内線・都営新宿線・ＪＲ中央本線・総武本線快速、各

駅停車の 4 路線と乗り換え可能な駅となっている。その他に、駅の周辺には大学や病

院などがあり、とても便利な駅となっている。 

自分が思った印象（僕の感想なので軽く

読んでください。） 

僕がこの駅で印象に残ったのは、地下鉄トンネ

ル内のモザイク壁画です。このモザイク壁画は、

1 月～12 月と 24 節気の壁画でとても美しいの

でみなさんにおすすめです。駅の周辺の雰囲気

はよいので、とても良い駅だと思います。 

終わりに（右の写真は新御茶ノ水駅にて） 

この研究発表をよんでいただき、ありがとうございました。 
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乗り尽くし旅行記 

 

 

中等部１年*組 **** 

 
 この旅行記は夏休みの期間を利用して、房総半島や郡山、いわきなどへ行っ

たことをまとめたものです。いろいろと読みにくい点があると思いますが、予

めご了承ください。 

０日目 

 この日は、旅支度や予定を立てたりしました。そして、ツーデーパスを使っ

て旅行することにしました。また、指定席特急券も購入しました。 
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１日目 

１－１    千葉へ向かえ    ０６：００→０６：１１ 

  津田沼駅には５時５５分に着きました。

ここから６時ちょうど発の快速佐倉行きに乗

りました。これで千葉まで乗ります。ここでの

電車はＥ２１７系でした。 

 

 

 

 

 

 

１－２       銚子への遠征      ０６：３２→０８：２８ 

                                 千葉からは八日市場周りの各駅停車銚

子行きに乗りました。佐倉を過ぎたあたり

で単線になり、田園風景が広がってきまし

た。ここでの電車は１１３系でした。 

 

 

１－３       意味のない行動？   ０９：１７→１１：１６ 

                            銚子から千葉まで成田周りの各駅停車 

                                    千葉行きに乗りました。これで千葉まで行き

ます。今千葉から来たのになぜまた千葉

に戻るのかというと、この旅行が乗りつぶし

の旅行だからです。ここでの電車も１１３系

でした。 
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１－４      南への長い旅       １２：００→１４：４３ 

                             千葉からは内房線安房鴨川行きに乗

りました。普通に中央線などで２時間半

のるよりも長く感じました。ここでの車両

も１１３系でした。 

 

 

 

 

 

１－５      内から外へ        １５：５３→１８：０２ 

           

安房鴨川から千葉まで行きました。こ

こではついに寝てしまいました。ここで

の電車も１１３系、もう飽きてきたような

気もします。 

 

 

 

 

 

 

１－６      帰宅            １８：１１→１８：２２ 

  家の事情により家には８時に帰らなければいけないので、もう家に帰らないといけま

せん。総武快速線に乗って津田沼へ。電車はＥ２１７系でした。 
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２日目 

２－１        東京へ        ０６：０４→０６：４０ 

津田沼には５時４５分に着きました。ここから錦糸町まで乗りました。錦糸町では中央・

総武線各駅停車に乗り換えて秋葉原を目指します。秋葉原からは山手線（京浜東北

線）に乗って上野に行きました。 

 

↑Ｅ２１７系          ↑２０９系           ↑２０９系 

 

２－２        普通列車の長い旅      ０７：０３→０９：０６ 

 

上野から普通勝田行きに乗りました。 

お菓子を食べたり、本を読んだりしていると、 

やがてまわりに田園風景が広がってきます。 

そして臨時駅の偕楽園を通過すると、 

水戸に到着します。列車はＥ５３１系でした。 

 

                                    ↑Ｅ５３１系 

 

２－３        水戸から郡山へ        ０９：２３→１２：３３ 

水戸からは水郡線に乗りました。やはりお盆とあってローカル線も混んでいました。 

僕は座れなかったので席が空くまで待っていました。 

常陸大子を過ぎたあたりから座ることができました。 

まわりには山岳地帯が広がっていました。 

ここでの列車はキハＥ１３０系でディーゼルカーでした。 

                                       

 

 

 

 

 

                       ←Ｅ１３０系 
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２－４        いわきへ           １３：１８→１４：５２ 

郡山で昼食にしました。 

 

どこにでもあるような駅そばを食べました。 

昼食の後、磐越東線（ゆうゆう阿武隈ライン） 

のホームで列車を待ちました。 

列車は、キハ１１０系のディーゼル車でした。 

これでいわきまで行きました。 

 

 

 

                                   ↑キハ１１０系 

 

２－５        早い速い帰宅       １５：０８→１７：３８ 

 ←６５１系 

いわきからは特急スーパーひたち４６号上野行きに乗りました。僕は指定席に乗りました。

やはりお盆とあって混んでいます。湯本、泉、日立などで人が乗ってきて、満席になりま

した。乗った人のほとんどが上野まで乗っていきました。勝田を過ぎると乗っている人の

ほとんどが、睡眠モードになりました。僕も土浦まで寝てしまいました。土浦から先は、ノ

ンストップで上野まで行きます。土浦を発車して１５分ほどで、学校の最寄り駅である取

手を通過しました。その２５分ほどで上野に到着しました。ここでの列車は６５１系でした。 
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２－６          ただの帰路           １７：４３→１８：２６ 

この後山手線（京浜東北線）、総武線で家に帰りました。 

  

～あとがき～ 

今回のたびは乗りつぶしの旅だったのでいろいろな路線を乗りつぶすことができてよかっ

たです。来年もお得な切符を買っていろいろな路線を乗りつぶしたいです。 

 

                                      ～ＥＮＤ～ 
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中等部 １年*組 **** 

 

研究動機 僕はよく埼玉県所沢市の、西武球場に行きます。その

ときに、西武１００００系電車、「ドーム」を利用しているので、この電車

のことを、詳しく知りたかったため。 

電車紹介 車内には LED 式車内案内表示器、清涼飲料水の自動販売

機、テレホンカード式公衆電話、車内自動放送装置の搭載などの設備のほか、

7号車に通常のトイレを、1号車に車椅子での利用を配慮した座席とトイレ

を設置。側扉は「全車」「1・3・5・7号車」「1・7号車」の 3通りの開閉

方法が可能である。また、カーテンは巻き上げタイプ。全車禁煙車である。

全席指定席、定員４０６人。 
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電車の運用 

 

 

ちちぶ（西武池袋線） 池袋～西武秩父間を結ぶ。但し、例外的に土

休日の下り始発列車は所沢から発車する。停車駅は、「池袋」「所沢」「入間

市」「飯能」「横瀬」「西武秩父」。 
 

むさし（西武池袋線） 基本的に池袋～飯能間を結ぶ。また、朝夕間

のみの運転である。延長運転、臨時停車、臨時列車はこの「むさし」がほと

んどである。停車駅は、「池袋」「所沢」「入間市」「飯能」。 
 

小江戸（西武新宿線） 西武新宿～本川越を結ぶ。愛称の「小江戸」は、川

越の比喩的な表現に由来する。停車駅は、「西武新宿」「高田馬場」「所沢」「狭山市」

「本川越」。また、毎年６月頃の、東村山にある北山公園の菖蒲まつりの時期に、

東村山に臨時停車する。  
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ドーム（西武池袋線）  「ドーム」は、池袋～西武球場前を結ぶ、「ス

タジアムエクスプレス」と「ローズエクスプレス」の統一愛称である。 
「スタジアムエクスプレス」は、「日本生命セパ交流戦」期間中の西武ドー

ムでの主催試合日、パシフィックリーグ公式戦試合日となる土曜・休日・ゴ

ールデンウィーク・夏休み期間（7/24～8/31）に運転を行っている。 途中

停車駅は所沢で、試合開始時間に合わせて 3 パターンのダイヤが組まれて

いるが、運転は 1 往復。  
 「ローズエクスプレス」は、西武ドームでの『国際バラとガーデニングシ

ョウ』開催時に 1 日あたり 3 往復運転される。所沢に加え、スタジアムエ

クスプレスの止まらない練馬にも停車する。 

 

スタジアムエクスプレス。  
 

種別、行き先表示機の表示は、「臨時。」  
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「西武電車フェスタ」号（西武池袋線） 毎年 6 月に武蔵丘

車両検修場で行われる「西武電車フェスタ・検修場まつり」開催時に、池袋

～飯能を結ぶ。停車駅は、「池袋」「石神井公園」「ひばりヶ丘」「所沢」「飯

能」。 

 
車内から見る光景（池袋駅） 

「小さな旅」号 1980 年代頃から不定期に運転されている団体専

用臨時列車。ニッポン放送制作、西武鉄道提供の同名のミニ番組に因む。  

  
池袋駅、特急乗り場前に設置された自販機。 

ファンシーな感じにできている。 
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過去には、２００７年３月２８日、天皇・皇后と来日中のスウェーデン国

王・王妃一行の埼玉県川越市内の視察のために、新宿線西武新宿～本川越間

のお召し列車、渡辺美里の西武ライオンズ球場でのコンサート開催時に、

1995 年から運転された臨時列車「MISATO TRAIN」（２００５年終了）、「ち

ちぶ」号と同経路だが、停車駅は入間市が通過になり、芦ヶ久保と横瀬の両

駅停車となっていて、1993 年から休日のみ運転された「おくちちぶ号」（２

００５年３月１２日廃止）などが運転された。 

 

車内  座席   

 

車内に設置された自販機。飲み物は結構種類が豊富。 

 
車内に設置された公衆電話。 

壁にくっついている。 
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まとめ  

 今回、西武１００００系電車を調べ、また実際に乗ってみて、

いろいろなことが分かりました。 
調べることで、西武１００００系電車の構造、歴史などがとても

詳しく分かり、乗ってみることで、つながった２つの座席が回転

すること、窓の下のスペースに物が置けること、トイレの扉が自

動で開くことなど、調べるだけでは分からないことをたくさん知

ることができました。 
今度は、最近登場した西武３００００系電車「スマイルトレイ

ン」について、また実際に乗ってみたりして、知識をつけてみた

いです。 
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京葉線 
 

                                        ウィキペディアより転載 

 

中等部 1 年*組 **** 

目次 

1. 研究動機 

2. 車両の説明 

3. 感想                                  

研究動機 

京葉線は、車両も多く特急の色合いも良く、僕の最寄り駅「三郷駅」を走る武蔵野線の直通でも

あるので気に入った。 

 

写真はすべて Wikipedia からの引用です。 
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車両説明 

２０５系 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この形式は、２０５系０番台変形型である。 

他の路線では、武蔵野線５０００番台・横浜線０番台・南武線０番台・阪和線１０００番台・埼

京線０番台などが走行している。 

京葉線・武蔵野線では、２０５系０番台普通型もある。 

 

赤いラインは京葉線のシンボルと言える。 

写真は、各駅停車海浜幕張行きだが、快速としても使われ、内房線の直通車両としても使わ

れる。 

２０５系５０００番台普通型とは下のような車両。京葉線ではあまり見られないが、武蔵野線

では、こちらの方が多い。                             

 

武蔵野線 205 系 5000 番台通常型と京葉線 205 系０番台通常型 
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２０１系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この形式は、２０１系青２２号である。 

他の路線では、中央線２０１系朱１号・阪和線(大阪環状線)２０１系青２２号で使われてい

る。 

 

しかし、老朽化のため東日本の２０１系は、走行終了となることが確定された。残念ながら２０

１系が京葉線を走れるのも残りわずかとなった。 

京葉線では、４両編成と６両編成をつなぎ合わせて１０両編成で運行している。 

車体全体のブルーの色は海の色を表している。京葉線シンボルの赤を使ってない所がこの車

両の特色といえる。 

この形式は、四季彩などの、臨時列車でも使われ、人気が高かった。 

 四季彩(新塗装)                         

 四季彩(旧塗装)       
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２０９系                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この形式は、２０９系５００番台である。 

他の路線では、京浜東北線２０９系０番台・５００番台・中央総武各駅停車２０９系５００番

台・南武線２０９系０番台・八高南線２０９系３０００番台・３１００番台・常磐緩行線（常磐線

各駅停車）東京メトロ千代田線直通２０９系１０００番台など色々な路線で使われ人気が非

常に高い。 

 

２０５系と同じく京葉線のシンボル赤いラインで塗られている。 

写真は快速東京行きである通り、この形式は主に快速で使われる。 

京葉線では元々２０９系は使われていなかったが、京浜東北線で２０９系を E233 系に置き

換えるため、まだまだ使えるはずの２０９系が余ってしまい、京葉線では２０１系を走行終了

にするため新たな車両を探していた。そのため２０９系が京葉線にデビューすることになった

のである。だが、そのまま京浜東北線のシンボル青いラインでデビューするのは不自然なため

京葉線のシンボル赤いラインに塗り替えられて、デビューした。だから今は、京葉線で一度に

２０１系と２０９系の両方が見られる貴重な時期と言えるだろう。 

 

 

 

 

 

京葉線に移される前の京浜東北線２０９系５０

０番台 
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Ｅ３３１系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この形式は、Ｅ３３１系である。 

京葉線のみを走る車両で他の路線では走行していない、まれに見る車両である。 

 

やはりラインは、２０５系・２０９系同様、京葉線のシンボル赤いラインで塗られている。 

２０９系と同様、２０１系を置き換えるために導入された。 

近の首都圏の電車には珍しく、ひとつの車両にドアが３対である。そのため、車両は短くな

っている。だが、これでは他の形式の車両より全体の長さが短くなってしまうため長さを統一す

るため 14 両編成になっている。 

この電車の一番の見所は、車両と車両の間に車輪があることだ。この特徴は並みの車両には

見られない特殊な造りだ。 

それと、この形式は新しい車両に多い「ドアの周りに展示ブロック」・「つり革の高さが様々」など、

バリアフリー化されている。このバリアフリー化は、他にも E233 系・E531 系などにも見られる

傾向だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

下総の国から 第3号

EDOTORI RAILWAY CLUB 2009－35－

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/4/43/JREast-E331.jpg�


特急編☆☆☆ 
ここからは、特急についてです。 

２５５系 

 

 

 

 

 

 

この形式は、２５５系である。 

他の路線にも直結している。(外房線・内房線・総武本線に直結) 

 

 

 

青のラインは海をイメージし、黄色いドアは菜の花をイメージしている。この色合いも人気のひ

とつで京葉特急のシンボルカラーになっている。 

←グリーン車 

 

 

 

             

←グリーン席 

 

 

  普通席→ 
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E257 系 

 

 

 

 

 

 

この形式は、E257 系 500 番台である。 

２５５系と同様、他の路線にも直結している。(外房線・内房線・総武本線に直結) 

他の路線では、中央本線あずさ・かいじ E257 系 0 番台がある。 

 

１８３系を置き換えるために導入されたこの車両は現在、２５５系と同じように走行している。 

京葉特急のシンボルカラー青と黄を受け継いでいる。 

写真は「わかしお」であるが、「しおさい」としても使われる。      

←グリーン席 

   普通席→ 
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感想 

今回、京葉線を調べて思ったこと、感じたことは、一番は、やはり京葉線はたくさんの形式があ

って、カラフルでビューティフルだと思った。普通列車だけでも２０５系・２０９系・２０１系・

E331 系が現役で活躍している。色も京葉線のシンボルカラー赤で２０５系・２０９系・E331

系が塗られている。この赤というのも綺麗な真っ赤の赤で輝いているのもかっこいいと思う。東

京湾に沈む夕日を思わせる。しかし２０１系はシンボルカラー赤と対照的な青で塗られている。

これは海の色を思わせる。真っ青でない水色に近い青というのも優しさを感じる。だから赤と

青との組み合わせが素晴らしいと感じる。特急も京葉特急のシンボルカラー青と黄で塗られて

いる。この青は２０１系とは対照的に真っ青なのである。これは太平洋を表しているのだろう。

東京湾の優しい水色と太平洋の広大な青色がうまく調合して京葉線が素晴らしく映える。 

そして黄色は県花の菜の花である。鉄道に県花の色を塗るというのも素晴らしい。このため房

総特急は人気が高いのだ。その色合いを次世代の E257 系に受け継いでいるのも面白い。 

二番目に思った事は、京葉線の世代交代は著しいという事だ。普通列車では、唯一青だった

２０１系が２０９系・E331 系にバトンを渡すことになっていて、特急では、今まで房総旅行の

スターだった１８３系が E257 系にバトンを渡すことになっている。２０５系も２０９系勢に押さ

れ危ない状況になっている。僕の 寄り駅を走る武蔵野線は一昨年１０３系から２０５系にバ

トンが渡されただけで以後変異はなくその以前も昭和時代まで変異は無かった。だが京葉線

はこんなにも世代交代が著しいとは驚きだ。 

三番目に思った事は、直通運転も著しいという事だ。内房線には君津まで外房線には上総一

ノ宮まで武蔵野線には西船橋で乗り入れている。さらに東京から新浦安までと南船橋から海

浜幕張までは武蔵野線と並走している。そのため僕などの武蔵野線沿線住民は、幕張メッ

セ・東京ディズニーランド・葛西臨海公園・大都市 東京などの重要地域に行きやすくなった。

京葉線には感謝している面もある。 

 

これからも京葉線の素晴らしさをもっと知り、もっと自信をもって京葉線を奨励できるようにした

い。 

京葉線ありがとう 
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東京メトロ 

 

今や東京のほぼ全域をカバーしている、東京メトロのさまざまな路線。 
その９路線を紹介します。 

 
本文中の出典：東京メトロホームページ http://www.tokyometro.jp/index.html 

       フリー百科辞典ウィキペディア：http://ja.wikipedia.org/wiki 

 
※枚数の関係上、銀座線と丸の内線の車両の写真を紹介します。 

 
2 年*組 **** 
   *組 **** 
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銀座線について 
東京メトロ銀座線は、1927 年に日本で最初に浅草 - 上野間で営業を開始

した地下鉄である。車体及び路線図や乗り換え案内で使用されるラインカラ

ーは「オレンジ」路線記号は G。 
渋谷・浅草間を銀座、上野などを経由して行く。 
開通の３年後には上野・万世橋(‘３１年廃止)間が開通し、その後も着々

とのばしていった。１９３４年には、銀座・新橋間が、開通した。 
全区間（浅草 - 渋谷間）通し運転を基本とし、全線の所要時間は 31 分

25 秒である。 
過去の車両には、１０００形、１１００形、１２００形、１００形、２０

００形、１５００N 形など、過去には、たくさんの車両が活躍している。

現在では、０１形（６両編成３８本２２８両）が在籍している。 

 

 

↑東京メトロ銀座線０１系 
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丸の内線について 
東京メトロ丸の内線は、東京都豊島区の池袋駅から、杉並区の荻窪駅にか

けて、走っている電車である。 
1925 年 3 月 30 日に内務省が告示した東京都市計画高速度交通機関路線

網の 5 路線のうちの第 4 号線新宿 - 四谷見附 - 日比谷 - 築地 - 蠣殼町 - 
御徒町 - 本郷三丁目 - 竹早町（文京区小日向付近） - 大塚間 20.0km に位

置付けられたルートを前身とする路線である。ラインカラーは赤で、路線記

号は、本線が M で、方南町支線が m だ。支線の途中には、車両基地があり、

本線の列車も入出庫のため、走行する。使用車両は、本線が０２系６両編成

で、支線が０２系３両編成だ。 

 

 
↑東京メトロ丸の内線 02 系 
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日比谷線について 
東京メトロ日比谷線は、1961 年に、南千住 - 仲御徒町間 3.7km で開業

した。当時は帝都高速度交通営団が運営していた。 

 
ラインカラーは、銀で、路線記号は、H だ。路線距離は、約２０，３ｋ

ｍで、軌間は、１０６７ｍｍである。最高速度は、約８０ｋｍ毎時、平均速

度は、約３４，３ｋｍ毎時だ。 

東西線について 

東京メトロ東西線は、東京都中野区の中野駅から千葉県船橋市の西船橋駅

を結ぶ路線。鉄道要覧における名称は 5 号線東西線である。路線距離は、

３０，８ｋｍで、平均速度は、快速４９，４ｋｍ毎時、普通４３，７ｋｍ毎

時である。東西線の特徴は、副都心線以外のすべての東京の地下鉄路線との

接続駅を持つことである。また、山手線や中央線とも接続しており、都心部

での接続性に優れている。 

千代田線について 
東京メトロ千代田線は、東京都足立区の綾瀬駅から渋谷区の代々木上原駅

間を結ぶ本線と、綾瀬駅から北綾瀬駅間を結ぶ支線（通称：北綾瀬支線）か

ら構成される路線。東京地下鉄の路線でありながらこの区間は PASMO、東

日本旅客鉄道（JR東日本）のSuica、西日本旅客鉄道（JR西日本）の ICOCA、

東海旅客鉄道（JR 東海）の TOICA、北海道旅客鉄道（JR 北海道）の kitaca
といった首都圏で使用可能な IC カードすべてが使用可能になっている。 

有楽町線について 
東京メトロ有楽町線は、埼玉県和光市の和光市駅から東京都江東区の新木

場駅までを結ぶ路線である。路線距離（営業キロ）28.3km で、最高速度は、

８０ｋｍ毎時である。2008 年 6 月 16 日には、西武線からの列車の進入遅

れに対する対応の不手際・乗務員の機器操作不慣れ・誤ったルートを設定し

たために発生した各駅停車列車の途中駅（東新宿駅）誤通過などが重なり、

終日、当路線と副都心線のダイヤが大幅に乱れたことがある。 
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半蔵門線について 
東京メトロ半蔵門線は、東京都渋谷区の渋谷駅から墨田区の押上駅までを

結ぶ路線。鉄道要覧における名称は 11 号線半蔵門線である。 
路線名の由来は徳川家康の家臣・服部半蔵正成の屋敷の側にあったことから

名が付いた江戸城の門の一つ、「半蔵門」からだ。 

南北線について 
東京メトロ南北線は、1968 年の都市交通審議会答申第 10 号において、

東京 7 号線は、「目黒方面より飯倉片町、永田町、市ケ谷、駒込及び王子の

各方面を経て赤羽方面に至る路線」として示された。 

副都心線について 
東京メトロ副都心線は、埼玉県和光市の和光市駅から東京都渋谷区の渋谷

駅を結ぶ路線。正式名称は 13 号線副都心線である。和光市 - 小竹向原間は

有楽町線の線路・駅・施設を共用し、小竹向原 - 池袋間は並走する形とな

っている。 

感想 
ぼくは、今回の東京メトロの研究発表を通じて、電車について、いろいろな

ことを学ぶことが、できました。また、来年も、がんばりたいです。 
ｂｙ**** 

 
今回の研究発表を通して、東京メトロの車両についてや、歴史についてなど、

今まで知らなかったことをたくさん学ぶことができました。これからも、研

究発表を通して、いろんなことを学べたらいいなと思います。 
ｂｙ****  

Simple is the best！！ 
ｂｙ****＆**** 
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新型 NEX、E259 系特集！ 中等部 2 年*組　****

今回は、今年度に営業運転に入ったばかりの E259 系（成田エクスプレス）と、

E233 系 2000 番台（常磐緩行線）の取材をしてきました！

↑E259 系（田浦～東逗子間）　　↓E233 系 2000 番台（南柏～北小金間）
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　　　　　　　　　　　E259 系（SERIES　E259）
1991 年から NEX の愛称で親しまれてきた 253 系ですが、2009 年秋ごろに、

E259 系電車に置き換えすることが決まりました。新造両数は 132 両(6 両×22
本)で、最高速度は時速 130㎞です。これによって 253 系は従来の運用から外

れることとなり、今後の動きに注目したいところです。

・車内　　　　　　　　　　　　　　　　

普通車、グリーン車すべての座席の肘掛前端にモバイル用コンセントを装備

し、情報提供装置は 17 インチワイドのサイズの液晶モニタが、各車両に設置

されています。情報提供装置には、行先案内、停車駅案内、運行情報、フライ

ト情報、ニュースや天気予報が提供されます。また、主要な情報は 4 ヶ国語で

案内されます。 グリーン車の腰掛は本革張りで、可動式枕やスライド式の大型

背面テーブルが装備され、シートピッチは１１６０ｍｍで、普通車は１０２０ｍｍ

です。５（１１）号車の成田空港方には車いす対応式腰掛を２席設置していま

す。荷物棚にはダイヤルロック式錠が設置され、防犯カメラも搭載されていま

す。このように、近代的ですっきりとした車内となっています。何度見ても、かっ

こいい車内でした。

↓車内の情報提供装置　4 ヶ国語で行先の表示

普通車の座席↓　　　　　　　　　　　　　　　　　トイレ↓
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・編成
東京方から、1 号車、2 号車～6 号車です。6 号車がグリーン車で、12 両編成

だと 6、12 号車がグリーン車です。また、貫通式の扉を採用しているので、6 号

車と 7 号車の間は通り抜けができます。

　　普通車　　普通車　　普通車　　普通車　　普通車　グリーン車

　1（7）号車　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6（12 号車）

大船・新宿方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成田方

車内早わかり表

号車 　 電話 多目的室 　 トイレ 車椅子

対応腰掛

情報

モニタ

1（7）号車 　　 ○ 　　○

2（8）号車 　　○

3（9）号車 　　○

4（10）号車 　　○

5（11）号車 　　 ○ 　　○

6（12）号車 　　○ 　　 ○ 　　 ○ 　　○

↑グリーン車座席　　　　　　　　　　　↑普通車座席

↑連結器　　　　　　　　　　　　　　　　↑電話
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・車体
この列車は、E655 系、E233 系と同様に、事故などに備えパンタグラフや電源

装置など、同一機器を 2 基以上搭載する二重化設計を採用し、（※  1  ）アクティ  

ブサスペンションを先頭車に搭載し、（※  2  ）ショックアブソーバー  を車体間に搭

載することで、乗り心地を向上させています。また、制御方式は（※  3  ）ＶＶＶＦイ  

ンバーター制御で、アルミニウム合金製車体です。

※1…振動装置付きサスペンションのこと。動力を用いて、外部から入力する

振動と、逆位相の力を発生させることによってより効果的に振動を抑制する。

（列車の揺れを抑える。）

※2…位置の移動を抑制させるための装置。ばねによって振動、衝撃を緩衝

するシステムにおいて、ばねのさ特性による周期運動を緩和し収束するため

に使用される。（※1 に同じ）

※3…可変電圧可変周波数制御。交流電力を出力する電力変換装置におい

て、その出力交流電力の実行電圧と周波数を任意に制御する方法。

Variable Voltage Variable Frequency の頭文字をとって、ＶＶＶＦとなる。

家電分野では、インバータ、エアコンなどと使われる。

↓E233 系 0 番台（高円寺駅）　　　　　　　↓E655 系（東十条～王子間）

↓今までと変わらぬＮＥＸのマーク　↓車体と車体の間（ショックアブソーバー）
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 E233 系 2000 番台（SERIES　E233-2000）
常磐線の 207 系、203 系を置き換える車両として登場しました。現在は一編成

で、207 が置き換えられました。製造両数 180 両（10 両×18 本）となっています。

現在は 1 編成のみで、来年度中に残りの 17 編成を製造する予定です。車両

限界の狭い東京メトロ千代田線との乗り入れに対応しているため、従来の

E233 系とは顔つきが違います。性能上の最高速度は時速 120㎞です。

・車内
両側の先頭車には貫通扉が設置されています。床面高さは 1180㎜（207 系）

から 1130㎜と高くなり、バリアフリー化されています。各扉上部には、車内表示

器（17 インチワイド液晶ディスプレイ）を設置し、従来車内放送のみで行ってい

た行先や扉の開く方向、乗り換えなどの案内を表示することで、十分な情報を

提供できるようなバリアフリー化を図っています。ちなみに、中央線仕様 E233
系 0 番台や京浜東北線使用の E233 系 1000 番台は扉上の液晶ディスプレイ

が 2 つありますが、この E233 系 2000 番台は 1 つしかありません。また腰掛は、

座布団の厚みを従来の車両よりも厚くするなどして、座り心地の改善を図って

います。各車両の一方の端部には優先席を設けており、E233 系 0 番台と同じ

く腰掛のシート地、内張り、床敷物、つり手、保護棒の色をすべて一般部を変

えることによって、優先席の位置の顕在化を図っています。また、1 号車（女性

専用車）のすべての荷棚と荷棚前のつり手の長さを優先席と同じく下げていま

す。　　　　　　　　　↓ドア　　　　　　　↓10 号車（女性専用車両）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑貫通扉（左側）
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・編成
松戸方

　1 号車　　　　　　　　2 号車　　　　　　　　3 号車

クハ ‐E232 2000　　モハ ‐E232 2200　　モハ ‐E233 2200

　4 号車　　　　　　　　 　 5 号車　　  　　　　　　　6 号車

サハ ‐E233 2000　　モハ ‐E232 2000　　モハ ‐E233 2000

　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取手方

　7 号車　　　　　　　　8 号車　　　　　　　　9 号車　　　　　　　10 号車

サハ ‐E233 2200　　モハ ‐E232 2400　　モハ ‐E233 2400　クハ ‐E233 2000

・車体
E231 系などと同様、ステンレス構体を採用しています。制御方式には、VVVF
インバータ制御（誘導電動機）が採用されています。集電装置にはシングル

アーム式のパンタグラフが採用され、モハ ‐E233 2000 に 2 基（うち 1 基は予

備）、 ‐E233 2200・2400 に 1 基ずつ搭載されています。また、両側の先頭車の

床下には、（※  1  ）  ATS    装置  などの保安機器を搭載しています。このように、

E259 でも説明したように、電気機器や保安装置などの主要機器については

二重系化が図られています。また、車体側面や先頭車前面の行先表示器は

フルカラー LED 表示となっています。台車の列車が上下に揺れるによる乗り

心地への影響を少なくするため、（※  2  ）軸ばねダンパ  を取り付けています。 

乗客に対する様々な配慮が感じられますね。

※1…自動列車停止装置（Automatic　Train　Stop）のこと。

鉄道での衝突防止や過速度防止の安全装置の日本での分類の 1 つで、電

車や軌道車両が停止信号を越えて進行しようとした場合、または信号機

の指示速度を超過した場合に乗務員に警報を与えたり、列車のブレーキ

を自動的に動作させて停止させる装置です。

※2…ダンパは、ショックアブソーバーに同じです。
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　　　↓E233 系の連結部　　　　　　　　　　　↓シングルアーム式パンタグラフ

　　　　　　　　　　　　↓性能の試験中

・最後に
新型に車両が投入されることは、非常にうれしいことなのですが、今まで普通

に見ていた車両が消えていく、というのはあまりにもはかないと思いました。

まさに、時代の流れを感じます。しかし、車両の老朽化などはどうしても避けら

れず、どんどん新型が投入されていきます。E259 系や E233 系が、今まで頑

張ってくれた 253 系や、203 系、207 系のように活躍してくれるだろうと思いま

す。　　　　　　　　　↓253 系
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北陸特急４８５「雷鳥」 

 

  大阪から京都、敦賀を経由して北陸本線を通り、金沢

へ向かう L特急「雷鳥」。 

使用車両が国鉄時代に使われていた車両４８５系という

ことで、２０１１年春頃に新型車両の６８３系４０００

番台に置き換わることが発表された。 

 そんな雷鳥４８５系を追ってみたいと思う。 

中等部２年*組 **** 
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・使用車両 

 最初に述べたように、雷鳥で使用されている車  

両は、国鉄時代から使われている４８５系で 

平均の車両経年は３０年を超えている。 

 そのため、JR 西日本は２００８年の社長定例 

会見で６８３系４０００番台に置き換えること

を明らかにした。               パノラマグリーン車なし       

 この車両は京都運転総合所に配置されている。 

９両編成で運行し、大阪方を１号車にしている。 

 

５・２３・２９・３７・４１・８・１６・２２・ 

３０・４２号は 1号車にパノラマグリーン車を連 

結しているが、それ以外の雷鳥には連結されてい 

ない。下に表にしてまとめた。         パノラマグリーン車あり 

  

パノラマグリーン車を連結している列車 

号車 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

座席 ＰＧ 指定 指Ｗ 指定 自由 自由 自由 指定 指定 

 

 パノラマグリーン車を連結していない列車 

号車 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

座席 Ｇ 指定 指Ｗ 指定 自由 自由 自由 指定 指定 

  

座席数は、普通車自由席、指定席が２＋２、 

     グリーン車、パノラマグリーン車が１＋２ 

                     になっている。 

 

登場したのは、１９６８年１０月１日のヨオ・サン・トオダイヤ改正。 

その後、１９７９年まで製造された。 

最高時速は１３０キロである。 

交直両用なので、電化区間であれば、車両限界が小さい中央本線以外は走行

可能であり、実際にいろいろな４８５系がさまざまな路線で使用されている。 
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・運行状況 

 特急列車の名前には、○○何号という風に名前がつけられているのはご存

知だと思う。下り列車には奇数番号が１から順に、上り列車には偶数番号が

２から若い順につけられている（しかし、臨時列車の場合は若い番号順とい

うわけではない。）。 
 さて、雷鳥の場合は奇数番号の列車は金沢方面への列車、偶数番号の列車

は大阪方面への列車についている。 
 同じ大阪・金沢間を走る定期運行の特急の代表として、サンダーバードが

あげられる（ただし、定期列車の場合は大阪・富山間を走る）。このサンダ

ーバードと雷鳥は何号という数字は一緒につけていく。 
例）大阪発、金沢方面へ向かう特急列車のダイヤの一部（平日） 
  〜大阪８：０８発雷鳥５号金沢行 
   大阪８：４０発サンダーバード７号富山・和倉温泉行 
   （一部のサンダーバードは金沢でわかれる。）     

 
所要時間の比較 
 雷鳥３３号は大阪・金沢間を２時間４９分で結ぶのに対し、 
 サンダーバード７号は大阪金沢間を２時間３４分で結ぶ。 
 また、雷鳥３３号は大阪・敦賀間を１時間２１分で結ぶのに対し、 
 サンダーバード１９号は大阪・敦賀間を１時間１９分で結ぶ。 

  
料金の比較 
 雷鳥、サンダーバードともに大阪・金沢間の指定席＋運賃は７４４０円か

かる（通常期の場合）。自由席券の値段は指定席券－５１０円でもとめるこ

とができる。 
 しかし、「雷鳥指定席往復切符」というものがある。 
この切符はその名の通り、雷鳥の指定席専用切符である。しかし、＋２００

０円（子供は＋１０００円）でグリーン車用もある。 
料金例（大人用普通車指定席用） 

大阪から 大阪⇔金沢を往復１００００円 
   京都から 京都⇔金沢を往復 ８８００円 
   福井から 福井⇔金沢を往復 ７６００円 
   金沢から 金沢⇔大阪を往復１００００円 
   子供は一律２０００円 
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こんなに便利な切符だが、もちろん利用制限もある。 
１． 雷鳥の普通車指定席しか利用できない。 

雷鳥のグリーン車を利用するにはグリーン車用を買わなければいけ

ない 
２． 発売期間、利用期間が通年ではないこと 

発売期間：H２１年７/１５～H２１年９/２８ 
     利用開始日の２１日前から前日までの発売 
利用期間：H２１年７/１８～H２１年９/３０までの連続する２日間 
     H２１年９/２９出発分までの発売 

３． ２名以上同一行程に限り購入可能 
   ただし、子供のみの利用はできない 

 
ライバル 
最近、鉄道・高速バス・旅客機の間で激しいバトルがおこなわれていること

はご存知だと思う。この大阪・金沢間も例外ではない。 
京都・金沢間を片道４０６０円、往復６６００円で行けるバスや、 
金沢・大阪間を片道４３００円、往復７０００円のバスと格安バスが存在し

ている。しかし、京都・金沢間のバスは４時間３４分、金沢・大阪間のバス

は４時間４０分と所要時間では雷鳥がはるかに上回っている。 

 
雷鳥一覧表  
金沢行き   大阪行き 
雷鳥 5 号   雷鳥 4 号 
雷鳥 9 号   雷鳥 8 号 
雷鳥 13 号  雷鳥 12 号 
雷鳥 17 号  雷鳥 16 号 
雷鳥 23 号  雷鳥 22 号 
雷鳥 29 号  雷鳥 30 号 
雷鳥 33 号  雷鳥 34 号 
雷鳥 37 号  雷鳥 38 号 
雷鳥 41 号  雷鳥 42 号 
雷鳥 47 号  雷鳥 48 号 
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・さまざまな４８５系 

八戸・函館間の特急「白鳥」 
八戸・弘前間の特急「つがる」 
青森・秋田間の特急「かもしか」 
磐越西線郡山・会津若松間の快速「あいづライナー」 
新潟・酒田、秋田、青森間の特急「いなほ」 
金沢・新潟間の特急「いなほ」 
新井・新潟間の快速「くびきの」 
新宿・東武鉄道東武日光間の特急「日光」 
新宿・東武鉄道鬼怒川温泉間の特急「きぬがわ」 
大阪・金沢間の特急「雷鳥」 
別府・宮崎空港間の特急「にちりん」 
佐伯・宮崎空港間の特急「ひゅうが」 
宮崎・鹿児島中央間の特急「きりしま」 

 
４８５系が使われている定期列車を挙げてみた。 
国鉄時代からの車両だが、希少な列車というわけではない。 
臨時列車では 
上野・喜多方間の特急「あいづ」 
新宿・新潟間の快速「ムーンライトえちご」 
新宿・黒磯間の快速「フェアーウェイ」などが挙げられ、 
他にもジョイフルトレインがある・ 

 

 

 「スーパー白鳥」内から撮った 2 枚。 
 左が特急「つがる」で右が特急「かもしか」 
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・最後に 

“北陸特急４８５「雷鳥」”をお読みいただき、ありがとうございます。 

 
今年の夏休み、青春１８きっぷを使って関西へ旅行に行ってきました。 
急行「きたぐに」や特急「はまかぜ」、そして特急「雷鳥」と消えそうな列

車を撮影してきました。 
ここで使われている 3 枚の雷鳥の写真はいずれもそのときに撮影したもの

です。 
また、大坂城、姫路城と観光もじっくりとしました。 

 
「つがる」と「かもしか」の写真は春休みに北海道に行ったとき撮ったもの

です。「スーパー白鳥」の先頭車両の座席を抜けて少し進んだところに展望

が狭い空間ですけどあります。そこから撮影したものですが、ゆれが激しく、

撮影は大変でした。 

 
昨年は“常磐快速線”というテーマで常磐線を調べました。 
常磐線は最も身近な路線なので、来年は遠くのものをやろうと思っていまし

た。そして「雷鳥」の車両置き換えの発表があり、大阪に行こうという話が

出てきたりする中で、今年は雷鳥をやろうと決めました。 

 
今回「雷鳥」を調べたのをきっかけに、これからもいろいろな列車の知識を

身につけようと思います。 
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　　　 　山陽新幹線

　   THE SANYO SHINKANSEN

　　　　～西の旅路へようこそ～　

　　ここからは山陽新幹線に入ります。座席はすべて

　　自由席となっております。お好きなお席で目的地

　

　　までの旅を、ゆっくりお過ごしくださいませ。

　　　　　　　　　　　　　　中等部 3 年*組**番
　　　　　　　　　　　　　　　      ****　　　　　　
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～路線概要～
　この路線は、新大阪-博多間約 600kmを結び、JR 西日本の大動脈と

なっている路線である。

　多くの列車が、JR東海の東海道新幹線(東京-新大阪間)と直通運転を

行っているため、東海道・山陽新幹線として同一路線と思われがちだが、

実際は東京-新大阪間と新大阪-博多間では路線名と会社が異なる。

～歴史～
　1972 年 3 月 15 日に、新大阪-岡山間が開業、1975 年 3 月 10 日に岡山-
博多間が開業した。もともと日本国有鉄道の所有する路線であったが、

分割民営化に伴い JR西日本所有の路線となった。

～列車名～
基本的に東海道新幹線と共通である。

・「のぞみ」

　　東海道・山陽新幹線の中で最も速い列車で、ほとんどの列車が東海

　　道新幹線に直通される。

・「ひかり」

　　「のぞみ」を特急とすると急行にあたるのが「ひかり」である。　

　　停車駅が「のぞみ」より多い。

　　「ひかりレールスター」

　　　「ひかり」の一部の列車はこの列車名で運行されている。「ウエ

　　　ストひかり」の後継的な列車で、山陽新幹線内のみの運転である。

　　

・「こだま」

　　各駅に停車する列車。通過列車の退避が多いため、並走する在来線

　　より所要時間がかかる場合がある。

　　　

～最高速度～
　路線の最高速度は 300km/h。これは 2009 年現在世界最速である。

　東海道新幹線は曲線区間が数多く存在するため、東海道内は　

　270km/h とされている。山陽新幹線はより高速に運転できるよ

　うにカーブを少なくしたため直線区間が多い。そのため、トン

　ネル区間が非常に多く、西明石-姫路間以外はすべての区間にト

　ンネルが存在する。

下総の国から 第3号

EDOTORI RAILWAY CLUB 2009－58－



～車両～
・0 系

1964 年東海道新幹線開業時に国鉄が導入した車両。

1986 年までに 3216 両が造られた。東海道・山陽新

幹線用の 16 両編成や、ウエストひかり用の 12 両編

成などがあった。1985 年には山陽新幹線「こだ

ま」として 6 両編成が登場し、晩年は 4 両編成も登

場。新塗装化などを施行して 40 年以上活躍してい

た 0 系だが、2008 年にその輝かしい歴史の幕を下ろした。運用離

脱間近では、原色に塗装し直し車内チャイムまで昔のものに戻さ

れ、ファンへのサービスも行った。

・100 系

1985 年から増備された 0 系のマイナーチェ

ンジ車。新幹線初の 2 階建て車両を組み込ん

だり、多様なサービスを実施した。現在は、

2 階建て 4 両連結していた JR 西日本のグラ

ンドひかりを短編成化・新塗装化。更に 2 階

建て車両も外して、0 系同様に山陽新幹線の「こだま」として運

用に就かせている。

・300 系

1992 年にデビューした初代「のぞみ」。そ

れまで鋼製だったものを新幹線初のアルミ合

金製とし、大幅な重量低下に成功した。最高

速度 270km/h を実現し、注目を浴びた車両で

もある。早くも主役になった同系だが、この頃から次世代の技術

革新が進み、後から登場する新形式に主役を譲り脇役となった。

現在は廃車も相当数発生している。

・500 系

1996 年にデビューした世界最速の新幹線。

JR 西日本が 1992 年に開発した WIN350(500
系 900 番台)を元に独自で開発した車両。同

系は世界的に有名になり絶大な人気を博した。

しかし空気抵抗を少なくするために設計され

た車体は、従来車に比べて車内が狭いため、定員数も大幅に少な

く、居住性及び運用上で欠点があった。この後この欠点を改善し
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た N700 系が登場し、500 系は最速の座を譲り 8 両化の上、山陽新

幹線内の「こだま」として順次運転を始めている。

・700 系

1997 年に登場した新形式で、0 系・100 系を

置き換えるために製造された。最高速度は

285km/h と 500 系には劣るが、居住性で改善

を図っている。東京-博多間は 16 両編成、西

日本所属の「ひかりレールスター」(左の写

真)は 8 両編成である。この編成は「こだ

ま」にも使用されている。ちなみに、この形式の技術は台湾新幹

線にも受け継がれている。

・N700 系

300 系や 500 系を置き換えるために 2007 年に

登場した最新鋭の形式で、着々と増備が進ん

でいる。300 系や 700 系と同様、JR 東海と西

日本が共同で開発した形式で、世界最速の時

速 300km/h を誇る。また JR 西日本・九州で

共同開発された九州新幹線直通列車「さく

ら」用の N700 系量産先行車も登場した。

　

～今後の動き～
2011 年に九州新幹線 新八代-博多間の全線開業に合わせて、博多

駅で山陽新幹線と九州新幹線の接続を行う予定である。直通列車

の名前は「さくら」。前述したように西日本側ではすでに量産先

行車の N700 系 7000 番台を登場させ、試運転を繰り返している。

また九州新幹線全通後は、車両運用に大幅な変化が生じる。現段

階では「ひかりレールスター」用の 700 系 7000 番台を「こだま」

専用とし、「ひかりレールスター」という列車そのものを廃止す

ることが発表されている。このほかにも、最高速度の遅い 100 系

の動向も注目される。

～おわりに～
この路線を愛してやまない僕にとって、レールスターの廃止は非

常に悲しい出来事だ。しかし時の流れ、技術革新には逆らえない

ものである。せめて消えゆく列車たちを記憶に留めたいものだ。

下総の国から 第3号

EDOTORI RAILWAY CLUB 2009－60－



　　　　　

　　　　　つくばエクスプレスについて

北千住駅に進入するＴＸ 2000 系増備車　撮影　****

中等部 3 年*組　****
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1.つくばエクスプレスとはどんな鉄道か？

つくばエクスプレスとは首都圏新都市鉄道という会社が運営する鉄道路

線のひとつで東京都千代田区にある秋葉原駅と茨城県つくば市にある

つくば駅を結んでいる鉄道です。 高時速は 130 キロメートル（通常は

125 ｋｍ）で 速で秋葉原駅とつくば駅間 58.3 ｋｍを 45 分で結んでいま

す。この鉄道はＡＴＯ自動列車運転装置という方法を採用していて列車

に乗っていいる乗務員は運転士一人だけとなっています。またつくばエ

クスプレスはすべての駅のホームにホーム柵を設置しています。線路も

すべて高架線かトンネル区間で踏切がひとつもない構造になっています。

青井駅のホーム柵

　

2.電化方式

つくばエクスプレスはＪＲをのぞく日本の鉄道の中で唯一交流電化と直流

電化を併用しています。なぜかというと茨城県石岡市にある地磁気観測

所があるためで、直流の電流を流すと磁気が発生し地磁気観測に悪影

響が出るからです。ＪＲ常磐線、水戸線は交流電化や交流でも直流でも

走れる車両が開発されるまで（上野～取手間は 1949 年までに電化・取

手～岩沼間は 1967 年に電化）非電化で運転されてきました。また、関東

鉄道常総線・龍ヶ崎線は鹿島臨海鉄道大洗鹿島線は費用の面からまだ

電化されていません。直流と交流が入れ替わるところには無電化区間

（デットセクション）がありこの区間では電流が流れないため列車は隋性

（マスコンが入っていない状態）で運転します。つくばエクスプレスではこ

の無電化区間は守谷～みらい平間にあります。また交流・直流両方の区

間を走るには交直両用車両が必要ですが交直両用車両は直流車両に

比べてコストが高いためつくばエクスプレスでは秋葉原～守谷用の直流

専用車両（ＴＸ 1000 系）とつくば～秋葉原用の交直両用車両（ＴＸ 2000
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系）を使用してコストを削減しています。

3.車両紹介

つくばエクスプレスでは現在 2 種類の車両を使っています。

ＴＸ 2000 系

ＴＸ 2000 系　増備車　北千住駅　****        　　　　　　　　ＴＸ 2000 系　北千住駅　****

この車両はつくば～秋葉原間用の国内では常磐線Ｅ 501 系に次ぐ二番

目の交直両用車として開業当初から運行されています。製造は日立製作

所が行い現在は増備車も含めて 6 両×20 編成が在籍しています。外見

はＴＸ 1000 系とほとんど同じですが車両の側面のスッテカーの色がス

カーレットとなっていて、交流区間も走るため屋根上の機器がＴＸ 1000 系

よりも多くなっています。車内はつくば～秋葉原間の全区間を走行するた

め、3・4 号車がセミクロスシートになっていてその他の車両はロングシート

となっています。なお 2008 年に増備車として 6 両×4 編成があらたに投入

されました。この増備車の特徴としては左側の写真でもわかる通り塗装が

大きく変更されました、具体的には前面と側面に赤線を追加し側面のＴＸ

マークの上にも赤線が追加されています。また車内の内装も耐火性のよ

り高いものに変更されたり、座席のクッションせいを上げたりしました。

ＴＸ 1000 系

ＴＸ 1000 系は秋葉原～守谷間の直流区間用として川崎重工業車両カン

パニーで 6 両×14 編成が製造されています。この車両はＴＸ 2000 系と外

見はほとんど同じですが車両側面のステッカーが紺青色であることが目

に付く違いです。内装では首都圏への通勤需要が見込まれたために全

車ロングシートとなっています。
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4.路線

つくばエクスプレスは一都三県にまたがっていてとちゅうには 20 個の駅

があります。この路線は踏切がひとつもなく線形もよいため首都圏のＪＲを

除く通勤電車で初めて 130 ｋｍ運転を実現しました。また保安装置なども

含めて設備上は 160 ｋｍ運転が可能になっています。

5.列車種別

つくばエクスプレスには快速・区間快速・普通の 3 種類がありそれぞれ

快速：つくば、守谷、流山おおたかの森、南流山と北千住から先の各駅

区間快速：柏たなか、流山セントラルパーク、六町、青井以外の各駅

普通：全駅

にとまります。
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6.イベント

つくばエクスプレスでは毎年 11 月の 初の土曜日につくばエクスプレス

総合車両基地の一般公開を行ったり企画乗車券としてＴＯＫＹＯ探索

きっぷや筑波山きっぷなどを発売したりしています機会があったら皆さん

もいってみてください。

写真は一部Ｗｉｋｉｐｅｄｉａから引用
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東武鉄道について 

高等部 1 年*組 ****  

 

      ▲ 100 系 109F 特急スペーシア (梅島駅にて)  ▼ 1720 系 DRC (Wikipedia より引用) 
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①調べた動機 

 僕がこのテーマにした動機は、東武鉄道は昔からよく利用していた鉄道であり、現在も通学に使って

いる路線だからです。しかし、今まで JR ばかりに目が行き、詳しく調べたことがなかったので、今回

の機会で是非調べてみようと思ったからです。 

今回は主に僕が日常的に利用する伊勢崎線・日光線を中心に調べました。 

 

②東武鉄道について 

1. 東武鉄道の概要 

 東武鉄道は、東京都・埼玉県・千葉県・栃木県・群馬県の 1 都 4 県に総営業距離 463.3km の鉄道路

線を保有する大手民鉄である。2009 年現在、JR を除く日本の鉄道では近畿日本鉄道 (近鉄) に次いで

2 位、関東地方では最長の営業キロ数を誇っている。また、複々線区間の長さ (北千住 – 北越谷間) も

JR を除く日本の鉄道では関東地方最長の営業キロ数を誇っている。 

 路線は主に「本線」と「東上線」の 2 つに分けられている。 
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「本線」 

 ・伊勢崎線：浅草 – 伊勢崎間・曳舟 – 押上間 114.5km ・・・路線図① 

  ・亀戸線：曳舟 – 亀戸間 3.4 km           ・・・路線図⑩ 

  ・大師線：西新井 – 大師前 1.0 km          ・・・路線図⑨ 

  ・佐野線：館林 – 葛生間 22.1 km          ・・・路線図⑥ 

  ・小泉線：館林 – 西小泉・太田 – 東小泉間 18.4 km  ・・・路線図⑧ 

  ・桐生線：太田 – 赤城間 20.3 km          ・・・路線図⑦ 

 ・日光線：東武動物公園 – 東武日光間 94.5 km     ・・・路線図② 

  ・宇都宮線：新栃木 – 東武宇都宮間 24.3 km     ・・・路線図④ 

  ・鬼怒川線：下今市 – 新藤原間 16.2 km       ・・・路線図⑤ 

 ・野田線：大宮 – 船橋間 62.7 km           ・・・路線図③ 

「東上線」 

 ・東上本線：池袋 – 寄居間 75.0 km          ・・・路線図⑪ 

  ・越生線：坂戸 – 越生間 10.9 km          ・・・路線図⑫ 

  

2. 東武鉄道の歴史 

 東武鉄道は 1897 (明治 33) 年 11 月 1 日に企業が創立され、1899 (明治 35) 年 8 月 27 日に現在の伊

勢崎線になる北千住～久喜間が開業した。 

1920 年 現在の東上線を運営していた東上鉄道と合併。 

1929 年 日光線が全通し、臨時で日光特急の運転を開始。 

1931 年  浅草駅まで延伸。 

1960 年 デラックスロマンスカー (DRC) と呼ばれた 1720 系が日光・鬼怒川特急に就役。 

1962 年 伊勢崎線で営団地下鉄(現：東京メトロ)日比谷線と相互直通運転開始。 

1990 年 100 系が日光・鬼怒川特急に就役。「スペーシア」の愛称が付けられる。 

2003 年 伊勢崎線にて営団地下鉄(現：東京メトロ)半蔵門線と、東急田園都市線と相互直通運転開始。 

2006 年 都心の新宿・池袋・大宮から日光・鬼怒川に直通する特急、「日光」「きぬがわ」「スペー

シアきぬがわ」を新設、100 系スペーシアが JR に乗り入れた。 

2007 年 IC カード「PASMO」導入。JR 東日本の「Suica」と相互利用開始。 

東武鉄道はいくつかの周辺の小規模鉄道会社と合併している。特に東上鉄道との合併は東武鉄道の歴

史上唯一の対等合併であり、社内外の調整が難航した。結果的に東武本社とは別に東京・西池袋に東上

線を管轄する東上業務部が設置され、本線とは列車種別や運行体制が異なっている。 

 

3. 伊勢崎線の車両 

 (1) 優等列車、団体・臨時列車 

・100 系 (日光線・鬼怒川線特急／JR 東日本直通特急)   

一般公募によりスペーシア (SPACIA) の愛称がついている、東武を代表する特急型車両。1990 年

に登場、1991 年にはブルーリボン賞も受賞した。全車両モーター車の 6 両編成が 9 編成あり、その

うち JR に直通できるのは 107F - 109F の 3 編成のみである。座席は 1 - 5 号車は横 2+2 配列のシー

トピッチ 1110mm の回転式リクライニングシートで全座席にフットレストが装備され、JR のグリー

ン車並みの内装である。6 号車は 4 人用個室が 6 室設けられている。この個室は JR 線内ではグリー

ン車扱いとなる。 

モーターはGTOサイリスタによるVVVFインバータを搭載し、加速時には独特の走行音を奏でる。 
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       ▲ 100 系 101F (梅島駅にて)            ▲ 250 系 251F (梅島駅にて) 

・200 系・250 系 (伊勢崎線特急)  

200 系は急行「りょうもう」号で使用されていた 1800 系を置き換える目的で 1991 年から製造さ

れた。また、1999 年に特急に格上げされ、現在は特急「りょうもう」号として走っている。6 両編

成が 9 編成ある。100 系の登場により引退した 1720 系「DRC」の台車・モーターを流用していて、

1720 系の更新車扱いとなっている。 

250 系は、1998 年に新製された30000 系とほぼ同一の制御装置に、ボルスタレス台車を採用する

など 200 系とは走行関連機器が異なるため、250 系として 200 系とは区別されている。 

・300 系・350 系 (日光線・宇都宮線・鬼怒川線特急) 

  もともと 2006 年のダイヤ改正まで急行列車として走っていた 300 系・350 系は 1800 系を改造し

て作られた車両で、300 系が 6 両編成、350 系が 4 両編成となっていて、それぞれ 2 編成、3 編成あ

る。定期運用の他に主に行楽シーズンの日光・鬼怒川温泉への臨時特急・臨時夜行列車「尾瀬夜行」

としての運用が多い。 

また、300・350 系と 100 系・200 系は同じ「特急」だが、車内環境の違いが(座席がリクライニン

グしないなど)があるため、特急料金は急行時代の料金をそのまま据え置きしているので少し安くな

っている。 

     

 ▲ 350 系 351F 特急しもつけ (武里駅にて)    ▲  6050 系 6154F 区間快速 (梅島駅にて) 

・6050 系 (日光線・鬼怒川線快速・区間快速／野岩鉄道・会津鉄道直通列車) 

 快速急行として使われていた 6000 系を種車として更新された車両で(完全新造車もある)、2 両編成

が 29 本在籍していて、直通する野岩鉄道に 2 編成、会津鉄道に 1 編成在籍している。 

 快速・区間快速列車は浅草 – 東武日光・新藤原・会津高原尾瀬口・会津田島間を運行している。

途中の下今市駅まで 3 本を併結して 6 両編成で運行していて、1 編成ごとに行き先が異なることが多

い。例えば、下りでは前 2 両が東武日光行き、真ん中の 2 両が会津田島行き、後 2 両が新藤原行き、

という具合に併結し、下今市駅で前 2 両後ろ 4 両に切り離し、新藤原駅で後 2 両を切り離す。残った
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2 両が会津田島まで運転する。上りはこれの逆の手順を踏み浅草に戻ってくる。そのほか、朝夕の区

間急行列車に使用されている。 

・1800 系 (団体臨時列車・臨時快速) 

 200 系登場前まで急行「りょうもう」として活躍していた車両。200 系登場後は 300 系・350 系に

改造されたり廃車されたりし、現存しているのは 1819 編成の 6 両編成 1 本のみ。主に団体列車や行

楽シーズンの臨時快速列車として使用されている。 

(2) 通勤列車 

・8000 系 

 1963 年から 1983 年の 20 年にわたって 712 両が製造された。これは東武鉄道の中だけでなく、JR

を除いた私鉄の中で最多の車両数を誇る。 

 2・3・4・6・8 両 (8 両は東上線のみ) 編成が存在し、(3 両編成のものは 8000 系を改造した 800

系・850 系でワンマン運転対応) 組み合わせによってローカル線区の 2 両～伊勢崎線ラッシュ時の館

林・南栗橋 - 北千住間、東上線の 10 両まで柔軟な対応が可能である。現在は廃車こそ出ているが多

数が存在し、鬼怒川線を除く全線で使用されている。中でも野田線はすべてがこの 8000 系・6 両編

成で運行している。 

       

▲ 8000 系 8144F (梅島駅にて)          ▲ 10000 系更新車 11601F (梅島駅にて) 

・10000 系・10030 系・10080 系 

 10000 系は 1983 年から 8000 系の後継車として製造された。2・6・8 両 (8 両は東上線のみ) 編成

が存在し、東上線と伊勢崎線太田以南と日光線新栃木以南の普通・区間準急・区間急行で使用されて

いる。また、東上線では 8 両編成の一部に 2 両編成を組み込んだ 10 両編成のものもある。 

 また、就役から 23 年余りが経過したため、修繕工事がおこなわれている。現在は本線の 6 両編成

9 編成のうち 4 編成の修繕が完了している。 

10030 系は 10000 系のマイナーチェンジ車として登場、2・4・6・10 両 (10 両は東上線のみ) 編

成が製造された。車両番号 (例:11631) の下 2 桁が 31～のものと 51～のものは冷房装置などが違う

ため、10050 系と呼ばれることもある。また、11267F には東武初のシングルアーム式パンタグラフ

が搭載され、のちの東武の車両に反映されている。 

本線系統は途中駅での連結・解放が多く、それに対応するため自動解結装置が装備されている。こ

のため 10000 系列は 10000 系列同士の連結や後述の 30000 系との併結運転があり、特に朝夕のラッ

シュ時にはよく見かけられる。 

 10080 系は 10030 系と同時期に登場、東武で初めて GTO サイリスタによる VVVF インバータ制

御を採用した。試験車両的な位置づけであり、4 両編成 1 本のみが在籍する。2005 年からインバー

タの不具合により休車となったが、後述の 50000 系列で採用された IGBT 素子の VVVF インバータ

に交換され、2007 年に復帰、他の 10000 系列や 30000 系列との併結運転も行っている。 
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▲ 10030 系 11658F (武里駅にて)          ▲ 20050 系 21852F (梅島駅にて) 

  ・20000 系・20050 系・20070 系 

 20000系列は 1998年から日比谷線と相互直通 (以下日直) を行っていた非冷房車の 2000系を置き

換える目的で製造された車両で、他系列の 1 両は長さ 20m の 4 扉車なのに対し 20000 系列では日比

谷線の規格にあわせて 1 両は 18m の 3 扉車になっている。 

20050 系編成両端の 2 両は 5 扉車となっている。また、20070 系は 5 扉車がなくなったがシングル

アーム式パンタグラフを、さらに、20050 系と 20070 系には GTO サイリスタによる VVVF インバ

ータを採用している。 

現在、20000 系列は東京メトロ日比谷線中目黒駅まで乗り入れているが、その先の東急東横線には

乗りいれていない。同じように、東横線の車両は東武伊勢崎線には乗りいれていない。 

・30000 系 

10000 系列車の後継車、また地下鉄半蔵門線との直通運転車として 1997 年から製造された。4 両

編成と 6 両編成が存在し、各 15 編成存在する。東武では初めて運転台に T 型ワンハンドル式のマス

コンと IGBT 素子よる VVVF インバータ制御を採用した。車内は初期車と 2000 年以降の増備車とは

違いがある。500050 系の登場により置き換えられ現在、地下鉄半蔵門線・東急田園都市線直通運転 

(以下半直) をしているのは 3 編成のみとなってしまった。 

          

▲ 30000 系 36610F (梅島駅にて)          ▲ 50050 系 50051F (梅島駅にて) 

 ・50000 系・50050 系・50070 系・50090 系 

  鉄道を取り巻く環境の変化に対応するために、従来にも増してバリアフリー、省エネ化などが重視

された設計となっている。本線系統はこのうちの50050系のみで他の3つはすべて東上線系統である。 

  50050 系は 2005 年から製造されている半直用車両。10 両編成で現在は 16 本完成している。その

うちの 12 本は完成前まで直通運転をしていた 30000 系から直通運転に必要な機器 (ATC/S) を受け

継ぎ、残りの 4 本は新製したものを搭載している。モーターは IGBT 素子の VVVF インバータで、

車両の横幅が他の 50000 系列に比べて若干狭くなっている。 

  また、50061F (60 番台) からは 50090 系の仕様を取り入れ、座席の色が 50 番台までの薄い青から
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濃い青になり、開かなかった窓が開くようになった、などの違いがある。 

  基本的に運用は準急・急行のみだが、平日の朝ラッシュ時に上り区間急行 1 本・下り区間準急 1 本

で 50050 系が運用に就いている。 

 

4. 伊勢崎線に乗り入れている他社線車両 (写真はすべて梅島駅で撮影) 

    

東京メトロ 03 系      東京メトロ 8000 系       東京メトロ 08 系 

       

    東急田園都市線 5050 系             東急田園都市線 8500 系 

他に、JR 東日本の 485 系・183 系が乗り入れている。 

 

5. 伊勢崎線の現在の状況 

  現在、伊勢崎・日光線 (浅草 – 久喜・南栗橋) はデータイムに急行 (半直) が 10 分毎、区間準急

が 20 分毎、普通 (日直) が 10 分毎、特急りょうもうが 30 分毎、特急スペーシア、区間快速が 1 時

間毎運転している。 

  急行が 10 両、日直が 8 両の他はすべて 6 両編成で運行している。実際のところ需要は足りている

と思う。急行はなかなかの乗車率だが、区間準急の各駅区間となったらもうガラガラである。3～4

両編成でも十分足りるぐらいに思える。区間快速は特急と同じく北千住 – 春日部間をノンストップ

で走るため、この間の需要が高く結構混雑している。そして特急は、以前より快速の本数が激減した

ため乗車率は少し改善したが、平日のデータイムとなるとガラガラで 1 両に誰も乗っていないなんて

こともある。 

  土休日になると、データイムのダイヤに大きな差異はないが、特急・快速の乗車率がかなり上がる。

日光・鬼怒川という観光地があるためか、スペーシア・快速 (朝のみ) ／区間快速は結構混雑する。 

  朝のラッシュ時は普通列車以外 10 両編成で運行し、準急・急行・区間急行列車が 3～5 分ごとにや

ってくるのだが、すべての列車が混雑する。特に混雑するのは西新井 – 北千住間で、押しつぶされ

そうになるぐらい混む。僕も体験したことがあるが、立っている場所が悪いとひどい状態になる。小

学生以下の子供はラッシュ時には乗らないようにすることをオススメする。 

  夕方は朝とは違い、急行 (10 両) と区間急行 (6 または 8 両) が交互に約 5 分毎に来る。夕方も同
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じように混雑するが、朝よりは帰宅時間帯に幅があるため少し緩和される。ただ、朝のようにすべて

の列車が 10 両編成ではないので、編成両数の短い区間急行列車は混雑する。 

 

6. 今後の動向 

  まずは、50050 系をあと 2 編成増備し、30000 系は 1 本のみ残しすべて地上線用に転換する。 

  また、この 30000 系 1 本はゴールデンウイーク期間に運行される「フラワーエクスプレス」用に残

すものと考えられる。 

  製造からかなり年数が経っている 8000 系 (すべて製造から 12 年以上経過) は、さらに廃車・解体

が進むと思われる。現在も伊勢崎線系統での 8000 系の運用が少なくなっている。8000 系は密着連結

器と自動解結装置がないため、途中駅での連結・解放が多い本線系統では使用しにくいからだと推測

される。 

  また、同様に 6050 系もどの車両も既に製造から 20 年以上が経過している。ただ、6050 系は野岩

鉄道・会津鉄道所属車があるため、すぐに廃車とまではいかないまでも、廃車となるリスクは高いと

思われる。 

 

③さいごに 

  今回、「東武鉄道」という自分にとってとても身近なテーマにしましたが、意外に自分があまりよ

く知らない部分がたくさんあると思いました。今年の夏は天気がなかなか良くならず、撮影に行くこ

とがなかなか出来なかったので苦労しましたが、最終的に提出期限内で完成することが出来たので良

かったです。また、東武の車両は古いものばかりなので、早く乗って写真を撮っておかないといけな

いなと思いました。 

    この研究発表を読んでくださり、ありがとうございました。 

 

参考文献 

 助川和彦：鉄道ダイヤ情報 2006 年 3 月号 交通新聞社 2006 年 3 月 1 日発行 

 助川和彦：鉄道ダイヤ情報 2006 年 4 月号 交通新聞社 2006 年 4 月 1 日発行 

 フリー百科事典 Wikipedia ja.wikipedia.org/wiki/東武鉄道 

--The TRAIN LED-- /東武 50050 系 www5e.biglobe.ne.jp/~e_yama/.../tobu50050.html 

428kdt.at.webry.info/200903/article_4.html 

www.geocities.jp/mo_liner1/tobu/tobu_map.htm  から路線図を引用しました。 
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東京メトロ 副都心線 
 

高等部 1 年  **** 

 

↑東京地下鉄 10000 系列車 渋谷駅にて(本人撮影) 

 

 

 

 

 

・前書き・ 

 

 はじめまして、今年度の新入部員の井上です。今回の研究発表のテーマは、題名に

もあるとおり『東京メトロ 副都心線』です。東京メトロの中でも、いちばん新しく、まだ

開通して 1 年ほどの路線です。この様な研究発表の類をつくるとなると、下手な部分

があるとは思いますが、読む事で少しでも楽しんでいただけると幸いです。 
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・研究動機・ 

 

 夏期休暇の間、東京に行く機会があり、その時に東京メトロの新しい区間が開通し

ていたことを思い出した。当時は、成績の問題上あまり気にすることが出来なかった

が、今ならゆっくり調べることが出来ると考え、テーマを決めた。 

 

 

・路線概要・ 

 

急 通 駅№
◇ ◆ F01 和光市駅

◆ F02 地下鉄成増駅
◆ F03 地下鉄赤塚駅
◆ F04 平和台駅
◆ F05 氷川台駅

◇ ◆ F06 小竹向原駅
F07 千川駅
F08 要町駅

◇ ◆ F09 池袋駅
F10 雑司ヶ谷駅
F11 西早稲田駅
F12 東新宿駅

◇ ◆ F13 新宿三丁目駅
F14 北参道駅
F15 明治神宮前駅

◇ ◆ F16 渋谷駅

平成 20 年(2008 年)の 6 月 14 日に開通した。 

営業区間は、渋谷―小竹向原間で 11.9km  

(小竹向原―和光市間 8.3km は有楽町線と共有) 

 

運行形態は、『急行』『通勤急行』『各駅停車』の 

3 つをとっており、『急行』『通勤急行』は 10 両編成 

『各駅停車』は基本的には 8 両編成である。 

なお、各車両の停車駅は右図の通りになっている。 

 

走行車両は、東京地下鉄株式会社 

(東京メトロ本社)からは 10000 系と 7000 系、 

東武鉄道から 9050 系、50070 系 

西武鉄道から 6000 系が乗り入れされている。 

 

 

・・・ちなみに、一般客として最初に乗車したのは 

森田一義(タモリ)である。 
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↑Wikipedia より転載 

 

 

      ・10000 系について・ 

 

 

10000 系は副都心線の運行本数の増加に対応するためだけではなく、有楽町線の

7000 系を副都心線でも運転可能にするための改造時に予備車を確保するために製

造された。そのため、平成 18 年（2006 年）の時点で営業運行をしている。 

 

車体は、リサイクルしやすくするために、アルミ合金のみで作られており、車内は火

災時の安全のため、今までの車両よりも難燃性や有毒なガスが発生しにくいように材

質や構造が見直されている他に、消火器、非常コックが分かりやすいように設置され

ている。 
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        ・後書き・ 

 

 今回、紫峰祭のため、ということで初めてではあるが、部誌の研究発表に関わること

が出来たことを光栄に思っています。 

今まで、あまり鉄道には詳しくなく、鉄道への関心も他の部員に比べると低い部分が

あったように感じていましたが、研究発表の準備を通じて、鉄道に関する興味、関心

などが深まったような気がします。 

今回は少し調べ足りなかった部分が結構あったと思っているので、来年の研究発表

の時はそのように思うことが無いように努力したいと思っています。 

 

 

 

・参考文献・ 

 

・東京メトロ ホームページ 

（http://www.tokyometro.jp/index.html） 

・東京地下鉄副都心線 － Wikipedia 

（http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%AF%E9%83%BD%E5%BF%83%E7%B7%9A） 

   ・タモリ倶楽部 副都心線編 
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超超電電導導リリニニアアがが  

日日本本をを走走るる  
時時速速５５００００kkmm のの世世界界      

 

 

 

 

 

高等部１年*組 **** 
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はじめに 

  

私がこの文書を書いていたのは厳しい暑さが続く 8 月下旬の頃なのですが、その都

市の夏前辺りでしょうか、リニア新幹線が走るということでルート問題で揉めていま

した。皆さんはなぜルートなんかで揉めるのかなんて考えたことがありますか。著用

時間が 6 分しか変わらないならいいじゃないかなんて考える人もいるのではないので

しょうか。 

だからこれを機会にリニアについて少し知ってもらいたいなと思います。日本にお

いて高速で走るリニアはまだ実用化されていません。あまりイメージがつかないので

はないのでしょうか。それに意外と昔から名前は聞くリニアだが、見たこともないな

んていう人は大半でしょう。実は私もそうです。リニアの現状を知っていただければ、

たまにニュースで聞くリニアの話も、なぜ話題になるのかイメージをつかんでいただ

けると思います。 

私自身はこの場を借りてルート問題に発言する気はありませんが、リニアの仕組み

を知ってもらい、それぞれのルートの利点、問題点を考えてもらい自分の見解を持っ

てもらいたいと思います 

最後に、みなさんはリニアをどのようなものだと考えているかわかりません、はる

か未来の乗り物だと考えていたかもしれません。ですが、リニアもはや現実のものに

なっています。それは、中国ではすでに実用化されているからです。ご存知の方もい

ると思いますが、日本でもリニア自体は実は既に走っています。我々の言うリニアと

は何かを理解し、様々な技術の詰まったこの乗り物だということがご理解いただけた

ら幸いです。 

 

 

                       2009 年 8 月 **** 

 

 

 

目次 

はじめに 1 

第 1 章 リニアとは 2 

第 2 章 超電導リニア 5 

あとがき・出典・参考 8 
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まず、皆さんはリニアというとどのようなものを思い浮かべるでしょうか。おそら

く「地面から浮いて走る電車」を想像するのではないでしょうか。それは当たりでもあり、は

ずれでもあります。世間には地面を走行するリニアもあります。それは実は日本でも走って

います。以下リニアとは何か、リニアの種類を簡潔に説明したいと思います。 

 

1 リニアモーターカーは正式名称じゃない！？ 

 大半の人がリニアと言ったら磁石で浮くものを想像すると思いますが、その考えは

やめて磁石の力を使って動くものとこれからは考えてください。そしてリニアには二

つの種類があります。見てみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リニアモーターカー 

（正式名称ではない）

空中に浮くリニア        

名称：磁気浮上式鉄道 

英名：マグレブ 

例：愛知高速交通（リニモ） 

地面を走るリニア        

名称：鉄輪式リニアモーターカー 

例：都営地下鉄大江戸線 

第１章 リニアとは？          

 
＊都営地下鉄大江戸線 

もはや車輪がついています 

 

＊愛知高速交通東部丘陵線（リニモ） 

空中を浮いているのかよくわかりません

 果たして本当に 2つともリニアなんでしょうかね。それについてはまた後に。 
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2 リニアの主な種類 

 

リニアメトロ 

エアロトレイン 

トランスピッド方式 

ＨＳＳＴ方式  

ＪＲマグレブ方式 超電導

常電導

空気浮上式 

浮上式

支持方式 

鉄輪式

磁気浮上式 

 
実はリニアにもこんなにも種類があります。本当は全部詳しく説明したいのですが、 

尺の都合もあり、今回は超電導、つまりＪＲマグレブ方式についてのみ詳しく説明し

たいと思います。以下その他のものを簡単に説明します。 

 

α超電導と常電導の違い 

超電導→超電導磁石を使っている。強力な磁場を発生することができる。 

常電導→いわゆる電磁石を使っている。超電導磁石より弱い。 

と考えていただければいいだろう。 

 

・ＨＳＳＴ方式 

 先ほどのリニモがそうです。8mm ほどしか浮いていません。浮いているように見えな

いのもそのわけです。ガイドウェイ（線路）とリアクションプレートというものの間

に働く磁力によって動いています。 

・トランスピッド方式 

 ＨＳＳＴ方式と似ています。ただ研究チームが日本ではなくドイツです。これはす

でに実用かされていて上海トランスピッド（表紙）という名で時速 430km 運転を中国

で行っています。 

・エアロトレイン 

 現在研究中の航空機のような鉄道。リニアに匹敵する速さを省エネで実現し今後の

注目が集まっています。 
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・リニアメトロ 

 推進力にリニアの仕組みを利用し、進行方向の誘導等は車輪を利用します。利点と

しては従来の地下鉄より、急勾配、急カーブに対応でき、台車も小さくすることがで

き、様々な面で建設費を削減することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上：エアロトレイン 

もはや航空機のようである 

右上：グリーンライン（横浜） 

右下；スカイトレイン（カナダ） 

  鉄輪式を世界初採用 

 

 

 

 

3 なぜリニアなのか 

 鉄道が高速化する上で問題になるのが車輪とレールの間に発生する摩擦だと考えて

ください。摩擦より大きな力で走れば車輪は滑る、または空回りしてしまう、つまり

レールの上を走るには摩擦力が走る力より大きくなければいけないわけです。 

この摩擦力は正確に言うと粘着力といい、（垂直方向にかかる力、つまり車両の重さ

など）×（摩擦係数）で求めることができます。この粘着力を大きくすれば、鉄道の

高速化は従来の方法でも可能なわけですが、この日本では地盤や天候の都合で難しい

わけです。 

 

そこで、摩擦自体が存在しないリニアが様々な研究の上で抜擢されたわけです。 

浮上することの利点を挙げると 

A 脱線の危険性がなくなる 

B 振動をなくすことができる 

C レールと車輪の接触による騒音が発生しなくなる 

などが主な理由でしょう。つまり、これらを総合して考えると高速化が可能なわけで

す。では、次に本題の超電導リニアの話に入っていきたいと思います。 
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第２章 超伝導リニア         

1 リニア入門 

 どのリニアにも共通する基本事項をここで確認しておこう 

リニアが動くわけ 

 

 吸引 

反発 

 

 

 

 

 

これがどの方式のリニアおいても基本となる共通事項です。これはいわゆる推進の

もっとも初歩的な形態を図で示したものです。リニアを走らせる上で 3 つの大事な項

目があります。 

推進：車両を動かす 

浮上：車両を浮上させる 

案内：車体の進行方向を誘導する 

では、超電導リニアはどのようにこれをこなしているのか見てみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進 

車体 

Ｎ Ｓ Ｎ Ｓ 

Ｎ Ｓ Ｓ Ｎ Ｓ Ｎ Ｓ Ｎ Ｎ Ｓ 

 

Ｓ Ｎ Ｓ Ｎ Ｓ Ｎ Ｓ

Ｎ Ｓ Ｎ Ｓ Ｎ Ｓ Ｎ

Ｎ Ｓ Ｎ Ｓ Ｎ Ｓ Ｎ

Ｓ Ｎ Ｓ Ｎ Ｓ Ｎ ＮＳ

Ｓ

先

頭
超伝道磁石 
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浮上 

 
 

 

Ｓ 

Ｓ 
Ｎ Ｓ

Ｎ 

Ｎ 
 

 

 

 

 

 

 

 

以上が推進と浮上の原理です。図を見ていただければ大体理解できると思います。 

案内について説明する前に知っておいてもらいことがあります。ガイドウェイ側の

コイルには 2 種類あり、一方は推進用のコイル、もう一方は浮上と案内を兼ねたコイ

ルです。推進コイルは外部から電気を流していますが、浮上・案内コイルは電磁誘導

によって誘導電流を流しています。 

 

 
案内 

      左に車両がずれる 

 
電線 

 

 

 

 

 

 

 

 

車両が左にずれたとします。そうすると左側のコイルの誘導電流が大きくなります。

そうすると電線を通り右側のコイルにも電流が流れ、右側に引き戻そうとする力が働

きます。これが案内の仕組みです。ちなみにこの電線はヌルフラックス・ケーブルと

本当は呼ばれます。 
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2 超電導なわけ 

 ここまでで何度か出てきた超電導磁石ですが常電導磁石ではなにがいけないのでし

ょうか。答えは簡単で浮上力にあります。先ほども申したように超電導のほうが強力

な磁場を発生できます。つまり常電導より車体が高く浮くわけです。常電導が１cm ほ

どしか上げられないのに対し、超電導は１０cm もの高さにあげられます。高く上がる

ことで車両とガイドウェイの接触を防ぐことができ、より安全な運転につながります。 

  

3 超電導が強力なわけ 

 超電導現象というある材料を低温まで冷却するとある温度以下で電気抵抗が 0 にな

るという現象です。つまり超電導状態のコイルに電気を流せば電気抵抗によって消費

されることなく、コイルに延々と電気を流すことができます。ちなみに超電導磁石は

ステンレス製の容器の中でコイルを液体ヘリウムと液体窒素によって冷却する仕組み

になっています。 

 

以下超電導リニアがについていろいろ書かせてもらいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車両形式 ＭＬＸ01-2 

最高速度 時速 581km 

     （音の速さ：時速 1225km） 

     （ウサイン・ボルトの 100m の速さ：時速 38km） 

     東京～大阪を１時間程で結ぶ予定です。 

 勘違いされている方もいらっしゃるかもしれませんが、このリニアの発着時は車

輪で走ります。時速 160km ほどになったら飛行機のように車輪をしまって浮上しなが

ら走ります。 

また超電導リニアは車両の断面が新幹線よりもはるかに小さいです。 

ただ一番の問題点として全体的にコストが高いことです。 
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参考 

リニア新幹線問題を考える上で非常に参考になるホームページがありましたので明

記しておきます。 

・「中央新幹線」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』 

・リニア新幹線の南アルプス貫通ルートを予想・検討してみる|日経 BP 社 ケンプ

ラッツ 

・リニア新幹線問題 wiki 

 

あとがき 

 ここまで読んでいただきありがとうございます。時間がない中での発表になりま

したが、それなりの内容になったと思います。 

しっかり基本事項は抑えたつもりです。なんとなく理解いただけたのではないでし

ょうか。もっと詳しく知りたい方は参考著書の一番上の本を読んでみてください。私

がどれだけその本に頼り切っていたかがわかります。とてもわかりやすく、私のより

さらに詳しく書いています。機会があったら目を通してみてください。 

長くなりましたがここまでお付き合いいただき本当にありがとうございました。 

みなさんにいつかリニアの快適な旅が訪れることを願っています。 

                   

 夏休み最終日徹夜明けにて  **** 

参考著書、文献 

『図解 新世代鉄道の技術』川辺謙一 講談社 ブルーバックス 

「リニアモーターカー」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』 

『鉄道のしくみと走らせ方』昭和鉄道高校 かんき出版 

画像引用元 

表紙 

「上海トランスラピッド」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』 

第 1章 

「愛知高速交通東部丘陵線」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』 

「都営地下鉄大江戸線」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』 

「リニアモーターより少ないエネルギーで走行可能なエアロトレイン」

『GIGAZINE』 

「横浜市営地下鉄グリーンライン」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』 

「バンクーバ・スカイトレイン」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』 

第 2章 

「ジェイアール式マグレブ」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』 
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大 洗 鹿 島 線 
高等部 1 年*組 **** 

 
↑新鉾田駅ホームにて 

 

 

 今回僕は我が最寄り駅、水戸を発つ列車、真赤なボディの大洗鹿島線をテーマに調

べた。 

 一度乗ってみたいとは思っていたが、ひょんなことで乗る機会が出来た。嬉しい。 

 この列車は、水戸～鹿島サッカースタジアム間 15 駅、約 53km を結ぶ、鹿島臨海鉄

道の路線である。 

 それではスタート。 
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１ 概要 

 大洗鹿島線(正式名称、鹿島臨海鉄道大洗鹿島線)は、水戸～鹿島サッカースタジア

ム間 15 駅、約 53km を結ぶ鹿島臨海鉄道の鉄道路線。とは言っても、鹿島サッカース

タジアムは、Jリーグの試合開催日以外は通過してしまう、臨時駅。よって一つ先の鹿

島神宮前まで、JR 鹿島線への乗り入れとして運行している。実際には、水戸～鹿島神

宮間を運行する列車なのである。 

 海沿いを走っており、特に水戸～大洗間は太平洋が良く見える。高いところを走っ

ており、駅も高いところにある。最初の東水戸駅を見たとき、｢え？｣と本気で思った。

海が見えるのはそのおかげなのだろう。そう思っていたら今度は山道。トンネルをい

くつも潜り抜け、また高所。忙しい車窓である。そのせいか、踏み切りは水戸を発っ

て間もないところ、たったの二ヶ所である。 

駅は、下の図の太字の 4 駅以外は全て無人駅(駅員が常駐していない駅)。無人駅か

ら乗車した乗客は、車内で整理券を貰い、車内で精算、という感じ。ちなみに Suica、

PASMO の使用は出来ず、今後の導入予定もないという。 

 新鉾田駅上空を走る。曇天なのが残念。 

２ 駅 

水 東 常 大 涸 鹿 徳 新 北 大 鹿 鹿 長 荒 鹿 鹿 

戸→水→澄→洗→沼→島→宿→鉾→浦→洋→島→島→者→野→島→島 

  戸       旭   田 湖   灘 大 ヶ 台 Ｓ 神 

                畔     野 浜   Ｓ 宮 

※ 

※長者ヶ浜…長者ヶ浜潮騒はまなす公園前駅。正式表記 13 文字、読み仮名 22 文字。

長い。 

 長いので地元の人からは、所在地をとって角折駅と呼ばれている。 

 開業時、｢日本一駅名の長い駅｣として、マスコミに大々的に取り上げられたが、南

阿蘇水の生まれる里白水高原駅の登場により、読み仮名では同率一位だが、正式表
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記では一位の座を譲った。 

 その後も正式表記の長い駅が続々登場(ほとんどはカタカナ)。読み仮名は同率二位、

正式表記では五位に落ちた。しかし、読み仮名一位の駅が改名し、現在は読み仮名

同率二位である。 

 あまりに長いので、表記が二段になっている。折

角なので車内で急いでカメラを出し、パチュリ。 

３ 使用車両 

    
 左…6000 形。大洗鹿島線といえば、まずこの車両を想像するだろう。紅白のボディ

が特徴。21 両中 19 両を占める。冷房、トイレ完備のセミクロスシート。クロスシー

トは回転式になっている。 

 右…7000 形。いわゆるハイグレード車。21 両中 2 両の運行。テレビが埋め込まれ、

カラオケや衛星放送受信設備つきである。が、その分車体が重いので、性能は悪い。

写真は wikipedia より。 

 なお、両車両とも、KRT(Kashima Rinkai Tetsudo の頭文字をとった)及び、

OKL(Oarai-Kashima Line の頭文字)のシンボルが入っている。 
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 6000 形の車内。いすは回る。回る。回る。 

４ 主な駅紹介 

 ここでは、先ほど有人駅としてあげた 4 駅を撮影してきた。晴れていればもっとい

い画が撮れていたかもしれないが、我慢。 

 

① 水戸駅 

    
左 水戸駅北口の駅舎。          右 水戸市中央は黄門祭りの真っ最中。 

本線の始発駅。ここからは下り電車として発車している。 

いつも見慣れている風景ではあるが、本線の駅を見てきていると、改めてその大き

さが分かる。 

駅自体はにぎわっているのだが、通りに出るととたんに人が少なくなるのは何でだ

ろう？ 

その通りも、普段は人通りが少ないが、当時は年に一度の｢黄門祭り｣が行われてい

たので、押し合いへし合いすごいことになっている。なので、左の写真にも浴衣姿の

人がちらほら。 

ちなみに 

写真は北口。南口にはヤマダ電機などがあり、こちらも大きいものになっている。 
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② 大洗駅 

    

左 赤レンガ造りののどかな駅舎。    右 中央に見えるのが大洗マリンタワー 

 海の町、大洗。水戸～大洗間は水戸近郊エリアのため、通勤・通学による利用が多

く、水族館、アクアワールド・大洗、大洗マリンタワー、大洗サンビーチなど、茨城

県の観光名所が集結しているため、最も利用者数が多い区間であり、列車数も多い。 

この先は、列車数が一時間に一本ほどと、一気に少なくなる。 

乗客のほとんどを占めているため、大洗鹿島線にとっては重要な拠点となっている。 

 

③ 新鉾田駅 

    

左 駅舎の真上に線路が通っている。   右 駅から少し歩いたところでパチュリ。 

 途中駅にしては利用者数が多いのがこの新鉾田駅。周りは田んぼが多く、だいぶ拓

けていた。 

 鹿島鉄道線(鉾田線)の駅となっていた鉾田駅が、20 分ほど歩いた反対側に位置して

いたが、廃線となり、現在バスターミナルのみが存続している。 

 大洗鹿島線の拠点駅の一つである。 
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④ 鹿島神宮駅 

    

左 この列車の(一応)終着駅。      右 鹿島神宮。一度行ってみたかったよ。 

 ここの前には鹿島サッカースタジアム駅があったが、通過。車窓から、木

に隠れながらも姿を現していた。 
 JR 鹿島線の乗り入れ口となっており、大洗鹿島線はここで終点というこ

とになる。ここから水戸へ行くのは上り列車。 
 かの有名な鹿島神宮は、坂道を登って歩いて 7～8 分。僕もお参りをして

きたら、そのせいで電車を逃し 1 時間待ち。ただ、後悔はしていない。 
 が、僕が見たのは表部分。実は相当広かったようだ。去年の二の舞…orz 

    
左 鹿島神宮の大鳥居。思わず礼をした。  右 自然と体が引き締まっていく本殿。 

 

５ まとめ 

 4 駅の撮影に 5 時間を有するという結果になったが、いろいろ得たものは

あり、なんと言っても楽しかった。この記事で、この路線を乗ってみたいと

いう人が増えれば幸いだ。尤も、都内の方にとって水戸は少々遠いかもしれ

ないが。海が好きな人はぜひ。 
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↑新鉾田駅のホームから町を見下ろす。撮影に何とも便利な場所だ。 

 

Thank You!! 
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 2007 年は、“山手線のオススメ駅紹介” 
  2008 年は、“福知山線脱線事故について” 
   そして、今年は… 

 
 

都電 のの魅魅力力ににつついいてて、、   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作成者 高等部 1 年*組 **** 

 以下の項目に当てはまる方、是非読んでみては…。

○都電に乗車したことのある方 

○都電に興味ある方 

○都電という言葉を知っている方 

おお知知ららせせししまますす!!  ((仮仮))  
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○まず、都電の紹介について… 

都電は、東京都が経営する路面電車で、“東京都電車”

から来ている。20 世紀のはじめに、たくさんの都電が開業

し、それから半世紀にわたって運行され、最盛期は、総延

長 213km と今の西武鉄道の総延長 179km（私鉄４位）

よりあった。しかし、高度経済成長の影響で、自動車の普

及率が一段と上がり、道路と併走している都電の多くは、

運行の困難と経営悪化で沖縄返還がされた 1972 年には、

現在まである唯一の荒川線の 12km のみが総延長になってしまった。他の廃止路線は、都電

バスや地下鉄で代用されていったが、荒川線は、道路と併走している区間が限られていて、か

つ、併送している明治通りは、渋滞が恒常化し、バスに代用するのが難しく、沿線住民や都民

からも存続要望が強かったため、現在もこうして唯一、存続して都民の交通手段、観光の交

通手段などで活躍し、現在（200８年）は、年間５万２千人の利用者がいる。 

 

 

そして、今回は、    のついた以下の 6 駅（三ノ輪橋、荒川遊園地前、荒川車庫前、庚申

塚、東池袋四丁目、早稲田）についての街の紹介、並びに都電について旅行記形式で紹介す

る。ただ、順番はバラバラなのでご注意！ 

 

この研究発表を機に、都電に乗車してもらえたら幸いだ。 

                       （東京都交通局 HP より引用） 
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8 月某日、ボンカレーvs オロナミンＣ 11：50 三ノ輪橋駅付近到着 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一方、右記の写真は、2007 年 5 月までの三ノ輪橋駅だ。 

 今とは違い、鉄の柵で囲っていて、駅名表示も現在のように昭和を 

復刻させたポールではなく、ただ単に、屋根の位置に貼り付けてある 

現代的なものになっていた。現在との差を比べてみると(上記と比較) 

驚くほどの差がある。 

 

 

 

 

を訪れました。その際、ハプニングがありました。さて、 

 

そして、この駅にぴったしの称号である、“関東の駅百選”に 1997 年選ばれている。この“関東

の駅百選”とは、名の通り、関東地方にある特徴のある駅 100 駅を国土交通省の選考委員会が

97 年から 00 年までの 4 年間、選定したものだ。三ノ輪橋駅の選定理由は、“春には見事なバラ

が咲き揃う都内唯一の都電が走る停留場”。確かに、駅前は、たくさんの花壇があり、取材時期は 

真夏だったため、転々とさまざまな花が咲いている様子だった。 

ちなみに、この百選には、ほとんどの鉄道会社の駅が選定されて 

いて、JR は東京駅や原宿駅。観光地である寅さんの柴又駅や海が

見える駅の鎌倉高校前駅、舞浜駅などを中心に有名な駅が選定さ

れている。 

11：50(記憶上)、今回の旅の始点である三ノ輪橋駅に到着。普段の通学では、自動改札機、

エスカレーター、地上約 1 メートル上にあり、横に長いプラットホームを利用するためか、この駅は、

現代の駅という雰囲気を感じなかった。駅前は、上記の写真の 

様子からも察しできるように、レトロな駅だ。一応、ここは東京 

都荒川区南千住の住所だが…。そんな中、ホームの壁には、昭 

和を再現した写真(右記)があり、ますます昭和の雰囲気を感じ、 

最寄駅がこういう駅なら落ち着いた朝を迎えられるとさえ思った。 

さて、ここで突然問題です！！この周辺にある“駄菓子屋ミミ” 

A. 正解は、店が開いていなかった（汗）でした。 

Q. この“駄菓子屋ミミ”では一体、何があったでしょうか？
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 最後に、この商店街といったら…の“とげぬき地蔵”だ。右記の写真 

は、とげぬき地蔵と呼ばれる“高岩寺”の内部だ。残念ながら、地蔵は 

非公開だが、それ以外の内部自体は、無料なので、気軽に入りやす 

い。是非、巣鴨や庚申塚付近に来た時は、参拝して欲しい。ただ、洗 

い観音様に関しては、1 時間待ちを思わせる行列だったので注意！ 

 

 

お昼を過ぎ、ハチミツソフトに K.O. 13：00 庚申塚駅付近到着 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
三ノ輪橋駅で時刻表を見ていると、「この間 5～6 分間隔です」と表記され、時刻が不明なことに

少し、驚きながら庚申塚駅に向かった。35 分と、都電としては、長く感じる時間をかけ、到着した。 

庚申塚駅自体も、三ノ輪橋駅同様、レトロな駅としてリニューア 

ルしている。ただ、こちらは 2008 年 12 月と三ノ輪橋駅よりは 

1 年以上後の歳月がある。それ以前は、右記の写真通りだ。 

そして、都電では唯一、この庚申塚駅にホーム上に店がある。 

その店は、いろいろな TV 番組でも紹介されている“いっぷく亭” 

だ。ここで、問題！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “巣鴨地蔵通り商店街”の看板は、駅を降りるとすぐにわかった。数々のTVで紹介されているこの

商店街は、“おばあちゃんの原宿”という愛称で親しまれている。そのため、年配者が喜ぶ、和菓子

屋、飲食店をはじめ、年配用の洋服屋、衣料品店が多くならんでいる。もちろん、マックやコンビ

ニ、ドラッグストアーをはじめとするものもある。当初のイメージでは、若者はアウェーな雰囲気だと

思っていたが、若者も多少歩いている様子もあり、居心地は思ったよりよかった。今回、昼食として  

                   利用した店もこの商店街だ。以前に一度利用したところであり、値

段とおいしさからちょうどよい定食屋、“ときわ食堂”だ。ここは、新

鮮な魚を中心に使った定食屋で、今回、まぐろのお刺身定食をい

ただいた。途中、相席になったりと定食屋らしい一面があり、ファミ

レスの様子とは違い、新鮮な感じだった。 

Q. ここでは、焼きそばと○○がセットとしてメニューにあります。何でしょう？ 

A. 正解は、おはぎ or ミニみつ豆でとした。ミニは必須です。
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 ラッキー、ピンクの○○が！ 14：30 荒川車庫前駅付近到着

 
 太陽が照らしてきて眠たくなる昼間の時間である 14：30 に三ノ輪橋駅方面に戻り、荒川車庫前

駅に到着した。荒川車庫前駅は、都電では唯一、三ノ輪橋方面のホームが降車用と乗車用が存

在する。それは、駅の目の前にある荒川電車営業所で乗務員が 

交代するためだ。また、駅名の通り、都電荒川車庫があり、入庫 

線・出庫線を利用するためでもある。駅前は、主なものはなく、 

ただ中規模ビルをはじめとしたものが並んでいる。写真にもある 

“都電おもいで広場”もこの駅前にあり、都電荒川車庫と併設した 

つくりとなっている。 

 

 

 渋谷区の都電を中心に活躍した。この写真の旧 7500 形は、引退 

前の数年間、朝ラッシュ時の通学輸送、“学園号”として主に運用 

されていた。 

 そして、右記の写真は、今年の 4 月に運用されたばかりの新型 

8800 形だ。9000 形と同様、7500 形の置き換えとして登場。 

ピンク色の車体と都電の革新的な車両だ。定期運行は、日曜のみ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この“都電おもいで広場”には、広場というほどの広さがあるというのか、ないというのか、微妙

なところだ。実は、もともと“都電博物館”というものを開設させる構想が以前からあったと言われ

ているが、財政上の問題で簡単に開設できる今の、“広場”という形式に変わったようだ。都電のよ

うな歴史的なものは、しっかり博物館を開設して欲しいのが本音だが、客が見込めないのだろう。 

この広場には、昭和 29 年製造の 5500 形(上記の写真)と昭和 37 年製造の旧 7500 形(左記

の写真)の 2 つが展示されている。5500 形は、当時のアメリカの最新の技術を導入した車両で、 

独                 独特の流線型の車体と低騒音・高加速の高性能を持ち、通称“PCC 

カー                カー”と呼ばれていた。過去に、品川駅前～上野駅前で運用されて

いた。               いた。ちなみに、“ＰＣＣカー”とは、アメリカの路面電車の一種だ。 

                    一方、旧 7500 形は、7000 形と 8000 形の長所を組み合わせ

る」というコンセプトの下に  て製造され、都電としては珍しい 2 つ目のライトが特徴があり、 
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 目の前には楽園!?があるのに… 15：00 荒川遊園地前駅付近到着 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “あらかわ遊園”を後にした出口のすぐ横では、大道芸が行われて 

いた。こんな光景を見ていると、下町の遊園地のよさがにじみ出てく 

る。それと同時に、こち亀を思い出していた。(右記は、コミックス) 

ちなみに、あらかわ遊園内の北端に行くと、隅田川の水上バスの 

発着地もあり、両国・お台場に行くのに、是非利用してみては…。 

 

 

 

 園内には、ジェットコースターをはじめとした“のりもの”、“どうぶつ広場”、“釣り堀”、“プール”、

“水遊び広場”といったさまざまなコーナーがある。“あらかわ遊園”のイメージは、休日でもあまり混

んでいなく、小学生とその家族が大半だと思っていたが、実際は、その大半の小学生とその家族が

大勢、来園していた事だ。残念ながら、小学生以外の学生はほとんどいなかったのだが、将来、家

族を持った時に、ここに一度来てみては…。小学生や幼児などにとっては、とてもいい環境だろう。  

一方、15：00過ぎだったため、車内公開時間の関係上、車内に 

                   は立ち入りできなかったが、写真でも…(左記)。これは、昭和 20 

                   年代に製造された 6000形だ。愛称、“一球さん”。前照灯が1ヶ所 

                   であることからそう呼ばれた。ちなみに、改修費は、5000 万円もす 

                   るらしい…。(高いのか普通なのかは不明だが…。) 

 先ほどの荒川車庫前駅から徒歩 5 分ほど都電の線路に沿った道を歩くと、荒川遊園地前駅に到

着した。駅前は、先ほどの荒川車庫前駅とさほど変わらないが、“あらかわ遊園”の方向へ向かう

と、あらかわ遊園同様、昔からありそうな駄菓子屋をはじめとし 

た店がいくつかあり、その通りを少し歩くと“あらかわ遊園”に到 

着した。15：00 だったためか、まだ暑く、隣にあったプールが楽 

園に思えるほどだった。そして、チケット販売のところに行くと、 

自動券売機での購入で、昭和の情緒はここには一切感じられな 

かった。そんな中、入園すると目の前にある…。 

Q. ジェットコースターが運転しなかった理由とは何でしょうか？

 

 

 

 

 
A. 正解は、座席が高温のため、運転休止です。面白いよね。 
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 お茶のペットボトルだらけの謎… 16：30 早稲田駅付近到着

 
 また、35 分間、電車に乗り、終点の早稲田駅へ目指していた。車内は、バス同様、ボタンを押し

て下車する仕組みで、もちろん、バス同様、つり銭箱もある。また、電光掲示板も、バス同様に進行

方向の上部に設置されている。また、バス同様、ワンマン運転 

なため、運転手は、乗客の問いかけも答えながら運転作業をし 

なければならない。そのため、IC カードでの問題が発生した際は、 

営業所と連絡を取りながらの運転で、だいぶ忙しい。また、どの 

運転手も子供にしっかり挨拶を交わしていたところがバスより親 

切な感じがした。一方、窓は、バスとは違い、全く開かない。 

 

 

 大学受験をする前には、是非、キャンパスツアー・文化祭などに出 

かけてみては…。特に、文化祭は、11 月 7 日・8 日なので是非どう 

ぞ。また、キャンパスツアーも定期的にあるので是非、お申し込みを。 

 そして、左記の写真を見ると、8500 形だ。28 年ぶりの新型車両 

として 1990 年に登場した当時は、活性化とイメージアップになり、 

当時としては画期的な登場だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

早稲田駅は、現在の写真(上記)の様子からわかる通り、新目白通りの道路中央に駅を構える。 

そのため、現在では終点駅にふさわしい構えになっているが、新目白通りが拡張されるまでは、三

ノ輪橋駅同様、民家に囲まれた専用軌道上に存在した。また、早稲田駅のホームは、“頭端式ホー

ム”の形式で、常磐線沿線では、柏駅の東武野田線ホームの状態である。 

そんな早稲田駅は、同名の駅が近隣に存在する。もうお分かりだと思うが、東京メトロ東西線の

“早稲田駅”だ。ただこの駅同士は、12～15 分程度の徒歩が必要だ。そのため、以前は東西線の 

                  車内放送で、“都電荒川線はお乗換え”というアナウンスがあった 

                  ようだが、現在は放送されない。 

そして、その互いの駅をはさむ場所に有名な早稲田大学が存在

す                  する。早稲田大学・早稲田キャンパスとして、大隈講堂(左記)をは 

じめとするさまざまな有名な建物があり、さまざまな学部がある。 

下総の国から 第3号

EDOTORI RAILWAY CLUB 2009－100－

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Okuma_lecture_hall_Waseda_University_2007-01.jpg�
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/9/91/Toei-7500_7504_interior.jpg�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Toei8500-8502.jpg�
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/d/d0/Arakawasen_Waseda_eki_1.jpg�


 迷子になりそうだったかも… 17：30 東池袋四丁目駅付近到着 

 
 最後の目的地は、副都心である池袋が近隣の東池袋四丁目駅だ。周囲いったいの様子からする

とあまりにも地味なのがこの駅の特徴。普通、繁華街なら、たいてい駅自体も大きなつくりになって

いて、都電も例外ではないのだが…。さらに、乗り換え路線とし 

て、東京メトロ有楽町線の東池袋駅も近隣する。そうしたこの駅 

は、上下線が都電４３５号線をはさんで互い違いに設置されて 

いる。この東池袋四丁目駅周辺は、上記の写真同様、都電の 

沿線上では一番の繁華街だ。その繁華街のランドマークは、 

“サンシャインシティ”という複合都市施設で、239 メートルの 

 

 

人気の水族館です。ちなみに、この“サンシャインシティ”は、東条英機 

などが処刑された巣鴨拘置所の跡地。そのため、近隣の公園は、心 

霊スポットになっている。 

 そして、右記は 9000 形。2007 年 5 月にデビューした 2 億円の予 

算をかけてできたレトロ車両だ。こちらは、毎週土曜日に定期運行。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高さを誇る“サンシャイン 60”を中心にさまざまな建物によって構成されている。その一角にある室

内テーマパーク“ナムコナンジャタウン”(左下の写真)から問題！！ 

 

 もうお分かりの通り、このテーマパーク“ナムコナンジャタウン”では、餃子をはじめ、アイスクリーム

やデザートの飲食店が集合したフードパークをはじめ、さまざまな室内アトラクションなどを楽しむ事

ができる。また、年間のイベント回数も多く、室内テーマパークとしてはリピーターが多いのが特徴で  

                   もある。半日充実できる施設なので、是非、入園してみては…。 

                    この“サンシャインシティ”には他にも“サンシャイン国際水族館”や 

                   “サンシャイン劇場”、プリンスホテルなどさまざまな施設がある。 

                   中でも、“サンシャイン国際水族館”は、日本初の屋上にある水族館

で、電気ウナギやクリオネなど珍しい魚や動物の展示をするなど、 

Q. ここでは、いくつかの餃子が味わるが、餃子の店は何店舗あるでしょうか？ 

A. 正解は、11 店舗。期間限定、松茸水餃子もあるよ。
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○最後に…、今回の都電の取材にあたって。。。 

 
○一日乗車券 

主に、2 種類の一日乗車券がある。 

１．都電一日乗車券 大人：４００円 小児：２００円 

都電荒川線を１日に何度も乗車できる。今回、私はこちらを使用。 

２．都営まるごときっぷ 大人：７００円 小児：３５０円 

上記より大幅に範囲が広く、都営地下鉄、都バス（多摩地域も）、 

都電荒川線、日暮里・舎人ライナーを１日に何度も利用できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○都電の貸切＆広告 

 都電の貸切と広告は、個人でも出来るほどの安さ！！ 

１．貸切 片道：１３８２０円 

お盆をはじめとする繁忙期以外なら、たいてい OK。現在運用されてる５種 

類の車両から選択できるのもうれしいところ。是非、一度貸しきってみては！ 

２．広告 こちらはさまざまなタイプがある。 

・駅貼りポスター：１週間 B４判、１５００～３０００円 

・中吊り広告：１週間 B３判、２７３００円 

・車体広告：１ヶ月間、１０５０００円 

 

 

 

 

 

 

 

○今回の旅を振り返って… 

                  都電のイメージをいい意味で裏切ってくれた旅となった。 

                 都民の生活には欠かせない路線として…。路面電車が都心で 

                 走行している素晴らしさ…。財政が苦しい東京都でも今後、 

                 永遠に運行して欲しいものだ。今回の旅を通じて、鉄道という 

                 要素をはじめ、さまざまな理解ができた。 

今回の写真引用元・参考HP 

http://sangyo.city.arakawa.tokyo.jp/hanamidokoro/station01.html  

http://yaplog.jp/erisama/archive/1380 

http://c5557.kiteki.jp/html/toden-omoidehiroba.htm 

http://c5557.kiteki.jp/html/toden-omoidehiroba2.htm 

http://www.kotsu.metro.tokyo.jp/toden/index.html 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8 

http://www.toshima.ne.jp/~b2on/td/yuen.htm 

http://www1.tcn-catv.ne.jp/acc/arakawa_yuen/yuuen01.html 

http://www.enjoytokyo.jp/OD003Detail.html?SPOT_ID=l_00001253&SW=0 
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ぶらり江ノ電の旅 

 

The World of ENODEN 

 

 
鎌倉高校前駅～七里ヶ浜駅を走る江ノ電 1000 形 

 

江戸川学園取手中・高等学校鉄道研究同好会 

高等部１年*組 **** 
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研究の動機 

 

 

“江ノ島電鉄線”、略して“江ノ電”は明治 35 年 9 月 1 日に開通した、藤沢～鎌倉間全長

10km、所要時間 34 分、全 15 駅の江ノ島電鉄株式会社が運行する鉄道路線である。 

 

 

～研究の動機～ 

初めて江ノ電に乗ったのは、中 1 の秋。鉄

研の秋の旅行会という名目で行った。その日

は江ノ電ファンクラブと江ノ島電鉄と共催

の「タンコロまつり」があって、100 形 108

号保存車両（愛称が“タンコロ”）を見たこ

とを覚えている。途中、江ノ島にも寄って、

江の島岩屋を見たり、おいしい昼食を食べた

りしたことを覚えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように、江の島とか江ノ電にはいい思

い出が多く、最近も行ってきた。僕自身、湘

南地域が大好きだ。今年の研究発表を何にし

ようかと考えた際、いろいろな選択肢があっ

たが、今年は江ノ電について研究してみるこ

とにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江ノ電は、家と家の間のような狭い区域を

通ったり、湘南海岸を通ったり、また、沿線

には観光名所が多数ある。車両についても特

徴的で、基本的にみどり色とベージュ色のレ

トロチックなデザインとなっている。 

これから、江ノ電を紹介するが、みなさんに

その魅力をわかっていただけたらと思う。 

 

江ノ電の世界へようこそ！！ 

筆者
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江ノ電について 
 

 
強い日差しの中鎌倉高校前駅～七里ヶ浜駅を走る江ノ電 1000 形。 

沿線の住民からも親しまれている。 

日本一お洒落で人気がある鉄道、江ノ島電鉄線, 

○明 治 35(1902)年 9 月 1 日に“江之島電氣鐵道”が藤沢～江ノ島間で開業した。100 年

以上の歴史があるが、その裏には数々の苦難があった。開業当日(1902.9.1)に脱線事故を

起こし、1911 年には横浜電気(後の東京電力)に買収され、1928 年に“江ノ島電気鉄道”と

して再スタートした。この間には数々の駅が開業、廃止されたりした。戦後はモータリゼ

ーションの影響で乗客が落ち込み、廃止の危機まで陥った。 

 

○し かし、数々のテレビドラマや湘南地域が人気になったことなどで江ノ電の危機は救

われた。今現在では、不定期に来る客やリピータ客が比較的多い。 

  

○全 駅でICカード(Suica、PASMO)が使えるようになっており、また、車両も可変電圧可

変周波数制御(Variable Voltage Variable Frequency、略称“VVVF”)が使われているなど、中

小私鉄としては設備投資が多い。 

 

 ○雑 誌等でも頻繁に特集されており、湘南地域のランドマーク的な存在となっているの

が現状である。駅では鉄道ファンでない客も記念撮影をするなど、江ノ電はかなり人気で

あることには間違いない。 
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駅紹介 
江ノ電は合計 15 駅あるが、その中でも一番に注目すべきものをピックアップする。 

2 駅は“関東の駅百選”に選ばれている。 
これらの駅には一度は必ず訪れてみるべきだ。 

 

鎌倉高校前駅(かまくらこうこうまえ)＜神奈川県鎌倉市腰越一丁目 1-25＞ 

   
[左から駅舎、駅からの風景、看板] 

 

1997 年に国土交通省主催「関東の駅百選」に選ばれた。その理由の一つに、海を見渡せ

る景色の良い場所にあるから、と考えられる。また、「関東の駅百選新スタンプラリー」の

駅に選ばれており、第 1 回(2002 年)の「海の見える駅コース」にこの駅が選ばれた。1 面

のみの単式ホームで、無人駅である。駅の目の前には七里ヶ浜が広がっており、晴れた日

には房総半島や伊豆大島、富士山を望むことができ、絶景の駅である。駅周辺はテレビド

ラマ、CM の撮影にとても頻繁に使用される。駅名のとおり、神奈川県立鎌倉高等学校が近

辺にある。駅前には国道 134 号線が通っている。 

 この駅は、テレビドラマや CM などの映像などによって広く知れ渡っており、「湘南」の

特徴的な光景であるため、多くの客がこの駅を訪れる。 

 

極楽寺駅(ごくらくじ)＜神奈川県鎌倉市極楽寺三丁目 7-4＞ 

   
[左から駅舎、看板、“関東の駅百選”認定標札] 

 

1999 年に国土交通省主催「関東の駅百選」に選ばれた。また、「関東の駅百選新スタン

プラリー」の駅に選ばれており、第 2 回(2003 年)の「お寺めぐりコース」にこの駅が選ば

れた。その理由の一つに、駅舎がかなり古い木造形式であるから、と考えられる。駅の周

辺には、鎌倉幕府第二代執権北条義時の三男、北条重時が開山した、真言律宗の寺院であ

る、極楽寺がある。また、空海によって開かれたと伝えられる成就院がある。「アジサイの

寺」として知られ、シーズンになるとかなり混雑する。 

駅の近くには「極楽寺検車区」があり、この駅で列車の分割、併合や車両交換を頻繁に

行うことがある。 
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駅紹介(２) 
次に注目するべきものをピックアップする。 

これらの駅にも訪れてみるべきだ。 

藤沢駅(ふじさわ)＜神奈川県藤沢市南藤沢 21-1＞ 

  

左から、駅の入り口、駅の内部の

様子。 

JR 東日本東海道本線、小田急電鉄江ノ島線を利用できる。多くの公共機関が藤沢駅の周

辺に移転し、駅前に多くの百貨店等の大型店が出店したので、周辺は湘南地域でも有数の

繁華街に成長した。江ノ電の 0km ポストがある。 

江ノ島駅(えのしま)＜神奈川県藤沢市片瀬海岸一丁目 4-7＞ 

   

左から、駅舎、

駅の内部の様

子。 

湘南モノレール(湘南江の島駅)、小田急江ノ島線(片瀬江ノ島駅)を利用できる。周辺には

とても有名な観光スポット、江の島がある。多くの人々がこの駅を利用するため、かなり

混雑する駅である。訪れた方も多いと思うが、筆者が江ノ電の中で一番好きな駅である。 

ちなみに江の島スポットで筆者がおすすめするのが「新江ノ島水族館」と「恋人の丘」、「稚

児ヶ淵（ちごがふち）」「江の島岩屋」である。一度は訪れたい駅である。 
 

峰ヶ原信号場(みねがはら)＜神奈川県鎌倉市七里ガ浜＞ 

 

信号場の様子。 

2 線になっているのが分かる。 

ここは駅ではなく“信号場”であるが、どうしてここを紹介したかというと全列車が一

旦ここで停車するからである。七里ヶ浜と鎌倉高校前駅の間にある。両駅から近いのでぜ

ひ立ち寄ってみたい。七里ヶ浜駅から行くことをおすすめする。 左から、駅舎、

駅 の 内 部 の 様

子、鎌倉駅旧駅

舎の時計台。市

民の要望により

保 存 さ れ て い

る。江ノ電名店

街。 

鎌倉駅(かまくら)＜神奈川県鎌倉市御成町 1-15＞ 

    

JR 東日本横須賀線を利用できる。駅周辺には数多くの寺院や神社があり、とても賑わう

駅である。とても有名な駅なので、筆者から述べることは少ない。訪れた方も多いと思う

が、注目すべき駅の一つだろう。 
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駅紹介(３) 
これらの駅にもそれぞれ個性があり、立ち寄ってみたい駅である。 

(枚数の関係上写真を省略させていただきます。ご了承ください。) 

石上駅(いしがみ)＜神奈川県藤沢市鵠沼橘一丁目 9-3＞ 

 住宅地が広がっている。無人駅。1920 年開業。 

 

柳小路駅(やなぎこうじ)＜神奈川県藤沢市鵠沼藤が谷四丁目 8-11＞ 

 無人駅。1920 年開業。 

 

鵠沼駅(くげぬま)＜神奈川県藤沢市鵠沼松が岡一丁目 1-1＞ 

 住宅地が広がっている。 

 

湘南海岸公園駅(しょうなんかいがんこうえん)＜神奈川県藤沢市片瀬四丁目 9-22＞ 

 住宅地が広がっている。1904 年、西方駅として開業。 

 

腰越駅(こしごえ)＜神奈川県鎌倉市腰越二丁目 14-14＞ 

奈良時代に、聖武天皇に命じられ、この地で祈りを捧げたことで悪病の流行を鎮めた行

基が創建した満福寺が徒歩 3分のところにある。 

 

七里ヶ浜駅(しちりがはま)＜神奈川県鎌倉市七里ガ浜一丁目 9-5＞ 

 近くの海岸ではサーフィンが盛んで（七里ヶ浜はサーフィンのメッカ）、散歩している人

や遊んでいる人、カップルなどを見ることができ、ほのぼのとした雰囲気を味わえる。 

 

稲村ヶ崎駅(いなむらがさき)＜神奈川県鎌倉市稲村ガ崎二丁目 8-1＞ 

 ここの近くの海岸は鎌倉時代から砂鉄の産地として有名で、砂浜が黒い。 

 

長谷駅(はせ)＜神奈川県鎌倉市長谷二丁目 14-10＞ 

 近くに寺院や神社が存在する。鎌倉大仏が有名。 

 

由比ヶ浜駅(ゆいがはま)＜神奈川県鎌倉市由比ガ浜三丁目 10-13＞ 

 無人駅。川端康成、夏目漱石、芥川龍之介や与謝野昌子などの文学者は鎌倉にゆかりが

あるということをご存じだろうか。この駅の近く(徒歩 7 分)には、その文学者たちの直筆

現行や手紙、愛用品などを保存展示している「鎌倉文学館」がある。由比ヶ浜海水浴場が

おすすめ。 

 

和田塚駅(わだづか)＜神奈川県鎌倉市由比ガ浜三丁目 4-1＞ 

 無人駅。名前の通り、駅の近くには「和田塚」が存在する。この「和田塚」は、建保元

年 5 月に、北条義時が専制政治を行う際に、和田合戦で敗れた和田義盛一族の戦死者を弔

ったものである。鎌倉に残る唯一の高塚式古墳。 

 

―江ノ島電鉄線全 15 駅― 
藤沢駅→石上駅→柳小路駅→鵠沼駅→湘南海岸公園駅→江ノ島駅→腰越駅→鎌倉高校前駅→(峰ヶ

原信号場)→七里ヶ浜駅→稲村ヶ崎駅→極楽寺駅→長谷駅→由比ヶ浜駅→和田塚駅→鎌倉駅 
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現役車両紹介 
 

江ノ島電鉄は、車両を開業当時から一貫して基本的にみどり色とベージュ色のレトロチッ

クなデザインになっている。 

 

500 形 

 

2006年に登場した最新形車

両。 

江ノ電に初めて VVVF イン

バーターを採用したことによ

り省エネルギー設計となり、

環境にやさしい。 

20形と比べて丸みのあるデ

ザインで、車内には液晶ディ

スプレイを備え、沿線名所の

映像を放映している。 

2 両存在する。 

 
300 形 

 

昭和 30 年代前半と昭和 43
年に合計6編成12両がデビュ

ー。現在は 2 両のみとなって

いる。 

(“http://www.enoden.co.jp/train/tra_300.htm”より引用) 

 

1000 形 

※撮影はすべて鎌倉高校前駅―七里ヶ浜駅間で行いました。 

昭和 55 年に鉄道友の会の会

員投票により決定する「ブル

ーリボン賞」を受賞した。江

ノ電の中で一番多い。 
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現役車両紹介(２) 
 

2000 形 

 

平成 2 年に登場した。1990
年度グッドデザイン賞品選定

車両である。 

 
10 形 

 

平成9年に開通95周年を記念

して製造されたレトロ風の車

両で、この電車は紺色にベー

ジュ色の配色となっている。

オリエント急行を想像させら

れる。1 編成存在する。 

 
20 形 

※撮影はすべて鎌倉高校前駅―七里ヶ浜駅間で行いました。 

老朽化が進み、冷房装置の搭

載が困難だった 500 形(初代)

の置き換えと、江ノ電開業

100 周年を記念して製造され

た。 
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保存車両 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600 形 651 号車 
 昭和 45 年にデビューし、現在は江ノ島

駅近くにある和菓子屋「扇屋」の店先に

お面だけの状態で鎮座されている。 

 
(“http://www.enoden.co.jp/train/tra_h_601.htm”より引用) 

 

800 形 801 号車 
 昭和 46 年にデビューし、現在は山梨県

南巨摩郡増穂町の山梨交通電車線 (現在

は廃業している。) 沿いの公園で保存され

ている。 

 
(“http://www.enoden.co.jp/train/tra_h_801.htm”より引用) 

 

300 形 302-352 号車 
昭和 4 年に製造された 101、102 号車を

改造してデビューした。現在は山梨県南

部町のオートキャンプ場“ターキーズハ

ウス”でバンガローとして利用されてい

る。 

 

(“http://www
.enoden.co.j
p/train/tra_h
_302.htm” よ

り引用) 

 

106 形 107 号車 
昭和 6 年にデビューし、昭和 55 年の引

退後 57 年に鎌倉市に寄贈され、現在は鎌

倉海浜公園に保存、展示されている。 

 
(“http://www.enoden.co.jp/train/tra_h_107.htm”より引用) 

 

108 形 107 号車 
 昭和 6 年にデビューし、昭和 55 年の引

退まで「タンコロ」として活躍した。現

在は極楽寺検車区に保存されており、毎

年開催されている「タンコロまつり」で

一般公開されている。 

 
(“http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E3%83%8E
%E5%B3%B6%E9%9B%BB%E9%89%84100%E5%BD%A2

%E9%9B%BB%E8%BB%8A”より引用) 

 

600 形 601 号車  
 昭和 45 年にデビューし、現在は東急電

鉄世田谷線、宮の坂駅の横に保存されて

いる 

 

 
(“http://ja.wikip
edia.org/wiki/

%E6%B1%9F%
E3%83%8E%E5
%B3%B6%E9%
9B%BB%E9%89
%84600%E5%B
D%A2%E9%9B
%BB%E8%BB%

8A”より引用) 

 

下総の国から 第3号

EDOTORI RAILWAY CLUB 2009－111－



おわりに 
 

 
家族で楽しめる江ノ電 

 
 取材に行ったのは 2009 年 8 月 15 日であった。それまで天候が思わしくなく、災害も発

生していた。そのような中で、この日は 3 ヶ月ぶりの“晴れ”の休日だった。かなり暑か

ったが、行って良かったと思っている。最初は藤沢駅から乗車し、各駅に降りてみたが、

それぞれいいところがたくさんあって、文字では表せないところがある。サーファーや海

水浴に来た人、博物館に来た人、観光に来た人がいるなど、江ノ電の沿線には魅力あるス

ポットがたくさんある。また、江ノ電の従業員の方の気さくで丁寧な対応などの努力がよ

り江ノ電を人気にさせている要因であろう。 
  
 ～最後に～ 

読者の皆様には、このような長文を読んでいただきありがとうございました。自分は

現在高等部 1 年で、中等部の時から毎年研究発表をやってきましたが、早いものであと

1 回しか研究発表ができなくなりました。このような中、今年は“江ノ電”を選びまし

たが、取材に行って、その良さがもう一度実感できました。来年で自分は鉄研を引退し

ますが、来年は最後の研究発表になるので、より頑張ってやりたいと思います。なので、

来年もぜひ鉄研に来ていただけると幸いです。ありがとうございました！ 
 

参考文献； 
http://www.enoden.co.jp/ “江ノ電グループオフィシャルサイト” 
http://ja.wikipedia.org/wiki/  “フリー百科事典ウィキペディア” 
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電気機関車にズームイン！ 
 

 

 

 

（ＥＦ２１０形 武蔵野線ＥＦ２１０形 武蔵野線吉川駅にて） 

 

高等部２年*組 **** 
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まえがき 

近年、よく見ることのできる電気機関車は限られている。なぜかと言うと、日本の路線において、直

流電流と交流電流の２種類の電力供給方法があるが、２０世紀中頃までの電気機関車は片方の電流にし

か対応していないため行動範囲が限られてしまい、使い勝手が悪かった。直流と交流の境の区間はデッ

ドセクションと呼ばれ、日本の路線各地に点在しているが、この区間を旧型の片一方の電流に対応する

電気機関車は通過できず、貨物列車がデッドセクションを通る際はわざわざ直流対応から交流対応の電

気機関車へ、交流対応から直流対応の電気機関車へ動力車を変える必要があった。これでは効率が良く

なかったため、両方の電流に対応できる電気機関車が開発された。次第にそれが普及するにつれて、元々

あった電気機関車は活躍の場を奪われてしまったのである。最もそれがなければ、今の貨物輸送はここ

まで発展していなかった。しかし現在でも直流・交流の片方のみに対応する電気機関車は使用されてい

るので、完全にお役ご免になったわけではないようである。実際に直流交流両用機はバリエーションが

少なく、同じ型の電気機関車（主に下の写真のようなＥＦ８１形と呼ばれる）が製造されている。   

 

（寝台列車北斗星を牽引するＥＦ８１形 上野駅にて） 

 
 
 
 
 
 

下総の国から 第3号

EDOTORI RAILWAY CLUB 2009－114－



ＥＦ６３について 

 今となっては目にすることはできない電気機関車のなかにＥＦ６３形とよばれるものがある。これは

勾配を運行するのを目的にしたものであり、山間の路線で活躍していた。このＥＦ６３が使われた区間

は信越本線の群馬と長野の間に位置する碓氷峠である。また横川と軽井沢を結ぶこの線路は６３形機が

開発された理由でもある。１２年前の１９９７年まで、上野駅から長野駅を国鉄４８９・１８９系の「特

急あさま」が運行していた。この「特急あさま」単体だけでは碓氷峠を越えられず、ほかの動力車と連

結したうえで運行する必要があった。元々はその役をＥＦ６３形の前身であるＥＦ６２形が請け負って

いたが、改良型である６３形に移行したのである。現在は６２、６３形ともに全線廃線になってしまっ

たので走る姿を見ることはできなくなってしまった。 

 客車と連結して運行すると聞くと牽引するイメージが強いが、坂道を上るときの編成は電動車が下で

ある。あさまと連結するのはＥＦ形の重連（同じ２台が連結した状態）だが、重い電気機関車が引っ張

ると「あさま」自体が線路から車輪を浮かせて走行することがあったからだ。このことは勾配を下ると

きも同じであり、特急のふもと側に連結するのがセオリーとなっていた。他の路線でも電気機関車が客

車を引っ張ることはあるが、後ろから押すというのはめずらしいことである。 

  

 

 

 （写真は Wikipedia に掲載されているものです） 
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ＥＦ６５について 

 前述のＥＦ６３やその改良型のＥＦ６４のような勾配を走行する列車に対し、ＥＦ６５形は平地向け

である。現在でも運行しており、６３形のように廃車にはなっていない。関東をはじめ全国的に普及し

ている。しかしこの型も開発から４０年も経っているので、これより燃費を良くしたＥＦ２１０形に活

躍の場を狭められてしまっている。今の平地の貨物輸送はＥＦ６５形が主流だが、すでにその一部も廃

車になっているので、６３形のように全部の車両が廃車になるかもしれない不安もある。だがこの車両

は重連すると大量の電力を消費するという欠点があり、省エネを考えると本来の力を出せないでいる。 

 またこの型から、ＥＦ形の直流対応機の車体正面に扉がない種類が定着してきた（６５形には正面に

ドアがあるものとないものが混在している）。ＥＦ６６からは正面のデザインが別物のように変わって

くる。 

 

 
 

   

（空のコンテナ積載車を牽引するＥＦ６５形 武蔵野線吉川駅にて） 
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      （塗装の配色を変えたＥＦ６５形 武蔵野線吉川駅にて） 

 

ＥＦ２１０形について 

 ＥＦ６５形の進化版とも言えるＥＦ２１０形。６５形との大きな違いはこの新型が貨物輸送専用であ

るということ。６５形は寝台特急「出雲」と急行「銀河」などを牽引していた。だがあくまでしていた

のであり、現在は両線とも廃線になってしまいＥＦ６５も貨物のみの牽引ということになっている。一

方でＥＦ２１０形は「桃太郎」の愛称でよばれ（車体にもそう書いてある）、全国に普及している。貨

物のみの運行だが、以前より効率よく運べるようになったので、今も生産が続いている。このＥＦ２１

０形は基本的にＥＦ６５のように平地用の電気機関車だが、緩い傾斜なら通過できる利点がある。この

せいか、ＥＦ２１０形に移行しつつあるのかもしれないという話は前述の通りである。 

 このＥＦ２１０形に非常に似ている機関車にＥＨ５００形というものがある。桃太郎と対をなすよう

に「金太郎」の別称を持ち（やはりこちらも車体に別名が書かれている）、九州などでも運行している。

２１０形との大きな差は、２両で１両を編成している事である。しかし車輪の構造や塗装の色（ＥＦ２

１０形が青でＥＨ５００形が赤）、交流区間も走れることもありただ連結しているだけではない。 
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（貨物を輸送中のＥＦ２１０形 武蔵野線吉川駅にて） 

 

ＥＦ８１形について 

 まえがきにも書いたＥＦ８１形の話。直流交流の両方に対応しているため、用途が豊富である。ＪＲ

においては旅客輸送と貨物輸送の両方を担っている。１ページ目の寝台特急「北斗星」や「あけぼの」、

「トワイライトエクスプレス」などを牽引しているのでかなりポピュラーである。 

 塗装のバリエーションが多いのも特徴。「北斗星」や「あけぼの」を牽引するのは赤い体色のものだ

が、ＥＦ６５形の色違いのような薄い青と白いツートンカラーのもの、「トワイライトエクスプレス」

の深緑に細い黄色のラインがあるものなど様々。もっとも「トワイライトエクスプレス」は臨時列車な

ので、緑色のＥＦ８１形は滅多に見られない。加えて言うと、寝台特急「カシオペア」は黄色、オレン

ジ、灰色の三色の構成のＥＦ８１が牽引している。しかしこの列車は予約を取ること自体が難しく、よ

ってその寝台特急に乗ることも難しい。おまけに毎日運行する訳でもないので、なかなか見られないレ

アな塗装である。 

 また大きな変化として、ＥＦ６０番代に見られた車体正面の車間移動用のドアが完全に撤廃された。

先ほど少しふれたように、この型が製造される以前は正面扉があるものやないものと２種類の設計が存

在していた。その点８１形は重連編成をしないものとして設計されているため、ドア装備は必要ない。

技術の進歩とともに姿を消したものの一例とも言えるが、現役で走っている重連で運転しているＥＦ形

は少なく、１両でも事足りるという時代の流れを感じさせる。 
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あとがき 

 今回ＥＦ形電気機関車を調べて、自分が知らないことがまだたくさんあることに驚きました。僕が紫

峰祭に研究の成果を出展できるのは今年が最後になりますが、知っていると思っていたものにも新たな

発見があることや、それに気付くことで知識を増やすことができたという達成感を後輩にも伝えていけ

たらいいなと思います。 

 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。 
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写真展 
部員達の傑作写真をご紹介します。テーマは「自由」です。（学年別クラス番号順） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二の人生  梅小路機関庫館  ＊＊＊＊ 

 

まだまだ現役  金町  ＊＊＊＊ 

 

はまかぜ ＊＊＊＊ 

 

次世代の京成のエース 京成高砂 ＊＊＊＊ 

 

引退前の一仕事  金町  ＊＊＊＊ 

 

207 系 ＊＊＊＊ 
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雷鳥 ＊＊＊＊ 

 

485 系 敦賀～新疋田 ＊＊＊＊ 

 

↑EF81 108  岸辺～千里丘 ＊＊＊＊ 

↑283 系 摂津富田 ＊＊＊＊ 

トワイライトエクスプレス ＊＊＊＊ 

 

きたぐに ＊＊＊＊ 

 

↑EF510 敦賀～新疋田 ＊＊＊＊ 

↑キハ 183 甲南山手 ＊＊＊＊  
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引退間近 物井－佐倉 ＊＊＊＊ 

 

青空の下を 西明石―姫路 ＊＊＊＊ 

夜の函館駅 函館 ＊＊＊＊ 

↑原型 市が尾 ＊＊＊＊ 

↑安全第一 大阪 ＊＊＊＊ 

↑現役のボンネット 赤羽 ＊＊＊＊ 

↑遠軽駅おかむら駅弁「かにめし」 ＊＊＊＊ 
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DD51-1088 遠軽―安国 ＊＊＊＊ 

 

E127 系 100 番台 A7 編成 ＊＊＊＊ 

 

キハ 40 系 ＊＊＊＊ 

485 系 ＊＊＊＊ 

 

キハ 281 系 新札幌 ＊＊＊＊ 

 

E127 系とキハ 52 系 115 ＊＊＊＊ 
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餘部鉄橋とキハ 47 系 ＊＊＊＊ クモハ 123-1 ＊＊＊＊ 

金賞 

 
餘部鉄橋とキハ 181 系特急はまかぜ ＊＊＊＊ 

選評／編集委員会 

 今回のテーマは〔自由〕です。見ていただいてお分かりになったと思いますが、様々なテーマの写真が

集結しました。部員全員が応募したのではありませんが、北は北海道、南は関西地方までさまざまな“色”

を持つ列車がそろいました。部員一人一人が鉄道に込める日々の思いが集結し、今回も写真展を開くこと

ができました。 
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ホームページのご案内 
江戸取鉄研では公式ホームページを積極的に更新しています。 

 

コンテンツの説明 

部活紹介・・・部活の主な概要について説明しています。 

部員紹介・・・部員一人一人のハンドルネームと簡単な紹介文があります。 

活動紹介・・・部活の主な活動について説明しています。 

特集・・・・・鉄道旅行や部誌のバックナンバーなどが紹介されています。 

鉄道紹介・・・鉄研で一番力を入れているページです。さまざまな鉄道の写真や紹介文があります。 

 

2 週間に 1 回は更新しており、1 ヶ月で約 2000 人の方にアクセスしていただきました。 

 

詳しくは江戸取鉄研公式サイトにアクセス！！ 

→http://www.e-t.ed.jp/edotori4646/index.html 



活動のご案内
　本校鉄研では広い領域にわたって活動を行っています。基本的に中等部生が中心で、高等部生は彼らの指導をするとい
う方針をとっています。運動も一生懸命にやらなくては、体力がつかない（鉄道旅行・研究は体力を必要とします。）の
で、運動部への入部も推奨していて、部活と学業の両立を図っています。OBとの交流もとても深いというのが特色で
す。ここではその紹介をします。

鉄道旅行
3月大旅行会
　鉄研では毎年、3～4泊さまざまなところへ行き、鉄道について研究する鉄道旅行を行っています。2006年度は南東北
地方、2007年度は近畿地方、2008年度は北海道へ行きました。基本的に旅行の計画や切符の手配は中等部生が行い、中
等部生が自分でさまざまなところへ行くことができるように、将来に向けて旅行計画の作成など実用的な知識や技術も
身につけられるように高等部生が指導しています。部員交流という一面もあり、OBも参加し、また、部員がとても楽し
みにしている旅行です。
旅行・撮影会
　鉄研では、個人または鉄研として旅行や撮影会を行っています。コンテストに応募したりし、日々上手に写真を撮れる
ように技術を磨いています。写真撮影などの実用的な知識（カメラの知識やマナー、撮影の知識等）や技術を部員同士で
共有したり、下級生などへ指導したりしています。また、車両センターなどへも定期的に見学をしています。

模型
N・HOゲージ
　鉄研ではNゲージやHOゲージを紫峰祭で出展しています。普段の活動でも模型を広げたりして、部員同士で模型に関し
て情報を共有したり、下級生に対して技術を指導したりしています。
ジオラマ制作
　鉄研では鉄道コンベンションや紫峰祭へ向けてジオラマ制作をしています。力を入れて活動を行う方針です。
研究発表
ホームページ制作
　普段の活動をみなさんへお知らせするのは、年に一回の紫峰祭とホームページしかありません。鉄研では、鉄道紹
介、部活紹介などのホームページを積極的に更新しています。部員同士でパソコン、ホームページ制作等の実用的な知識
や技術を共有したり、下級生に対して技術を指導しています。
部誌制作
　本校鉄研の部誌の名前は“下総の国から”といいます。2007年度から部誌を発行しており、現在当号も含め第3号まで発
行されています。今現在は紫峰祭のみでの配布となっていましたが、近いうちに紫峰祭以外の時でも、ホームページに
PDFなどの形で配布をする予定です。大変好評です。

展示
紫峰祭（江戸川学園取手の文化祭）展示
　紫峰祭の時には、模型（ジオラマ）や運転シミュレーター体験、模造紙での研究発表、プロジェクターなどを用いた
クイズ、部誌配布、鉄研オリジナルビデオ配布（再生）など特色あるさまざまな内容のものを展示しています。毎年、か
なり多くの方にご来場いただいており、2007年度は1000人を超え、2008年度には1200人の方にご来場いただきました。
国際鉄道模型コンベンション出展
　紫峰祭以外の時でも、普段の活動を発表したいという思いから、毎年東京ビックサイトで実施される“国際鉄道模型コ
ンベンション”への出展をしたいと考えております。将来的には出展したいと考えており、ただいま準備をしているとこ
ろです。また、2009年度の国際鉄道模型コンベンションを視察してきました。
交流
他校（中学、高校、大学）の鉄道研究サークルとの交流会
　鉄研ではさまざまな学校の文化祭などへ見学をしたいと考えております。まだ実現には至っておりませんが、近いうち
に行う予定です。

その他
発車メロディーや車内音、走行音などの音鉄関連の研究
　鉄研では音響分野を研究している部員集団もいます。今現在、サーバーの容量の関係上、収録したものを公開するまで
には至っておりませんが、紫峰祭などの時に公開しようと考えております。
ビデオ撮影（紫峰祭での展示も含む）
　鉄研にはビデオを撮影したりしている部員集団がいます。毎年紫峰祭などでビデオを編集し、配布したりしています。
鉄道無線
　アマチュア無線技士の資格を取得したりして、鉄道無線を研究している部員がいます。電波法の関係で文化祭などで発
表する際に、その情報の取り扱いが難しいため、今現在、試行錯誤してどのように発表できるか考えています。
その他各個人の鉄道趣味
　その他、各個人の鉄道趣味（切符収集、等多数）について活動しています。将来的にその研究成果も発表できるように
どのような形でできるか考えています。

詳しくは江戸取鉄研のホームページをご覧下さい。
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　江戸取鉄研にご来場いただきありがとうございます。当鉄研の部誌である「下総の国から」は今年で３号目を刊行する
ことができました。ご来場の皆様、部員およびOBの方々のご協力があって、ここまで出来たのだと思います。今年はHO

ゲージが新たに導入されました。また、来年は東京ビックサイトで開催される鉄道国際模型コンベンション、コミック
マーケットに出展予定であり、紫峰祭が終了したら即準備に取りかかる予定ですのでご期待ください。ホームページも積
極的にかなりの頻度で更新しています。そのためか、１ヶ月で２０００人以上の方々にアクセスをしていただきました。

　来年はより一層パワーアップした展示物で皆様をお迎えします。皆様の来年のご来場を心よりお待ちしております。

編集委員会一同

編集後記
２００７年から始まった部誌「下総の国から」。

毎年、好評のお声を頂戴しております。

フリースペース
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