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ご挨拶　　　　　　   
　本日は江戸取文化祭・紫峰祭にご来場いただき、ありがとうございます。今年で本部誌「下総の国から」も
4号目を発行することができました。本部誌は特に文字フォントや書き方の規制は特にしていないので、部員一

人一人少しずつ違ったまとめ方となっております。少し読みにくい部分もあるかもしれませんが、そのあたり
はご容赦願います。
　さて、部員の知識も毎年レベルアップしているため、内容がマニアックなものもありますが、鉄道をよく

知っている方も、あまり知らない方も楽しく(？) 読んで頂けるようになっております。部員たちが一生懸命に
作ったものなので、読まないでゴミ箱にポイ！なんてことは絶対にしないでくださいね。

今年は国際鉄道模型コンテストにも初参加し、本鉄研としては成長の年となりました。これからの本鉄研の活
動にもご期待下さい。



地下鉄千代田線について 
 

中等部＊年＊組＊番 

＊＊＊＊＊ 
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④ 感想 

     ↑千代田線で使用されている０６系 

① 研究動機 
僕は通学時や、普段の生活において日常的にこの路線

を利用していて、僕にとってとても身近な存在なので

この路線を調べようと思いました。 

今回は、路線の概要と車両を中心に発表していく。 

② 路線の概要 
千代田線は代々木上原から表参道、国会議事堂前、霞ヶ関、大手町、西日暮里、北

千住を通り綾瀬に向かう本線と、綾瀬から北綾瀬に向かう支線の二つがあり、この

うち本線は、ＪＲ東日本の常磐線各駅停車取手（日中は我孫子）・小田急電鉄小田

原線本厚木（ロマンスカーＭＳＥは箱根湯本）・多摩線唐木田まで、相互乗り入れ

を行っている。 
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路線のラインカラーは「グリーン」で、路線記号は「Ｃ」である。 

基本的に、全列車が各駅停車だが、ロマンスカー「ＭＳＥ」は、北千住・大手町・

霞ヶ関・表参道の順に停車する。 

千代田線はもともと、車両規格の関係（銀座・丸ノ内線は６両編成、日比谷線は８

両編成、千代田線は１０両編成）で十分な輸送力が確保できない銀座線・丸ノ内線・

日比谷線の混雑を解消することを目的とした、「バイパス３路線」の１つ（残りは

有楽町線・半蔵門線）として建設されている。 

現在も、北千住・大手町・霞ヶ関・国会議事堂前・表参道といった重要な地域を結

ぶとともに、常磐線方面から上記方面への通勤通学を支えている重要路線としての

役割を果たしている。 

なお、路線名の決定は、初めて営団の社員による募集が行われ、１４４３点、２０

５線名の中から、応募数が最も多かった「千代田線」が選ばれた。 

路線距離※１ ２４・０ｋｍ 駅数 ２０ 

軌間（線路の幅） １，０６７ｍｍ 最高速度※２ ８０ｋｍ/ｈ 

※ １…本線２１・９ｋｍ 支線２・１ｋｍの合計 

※ ２…本線のデータ 支線は６０ｋｍ/ｈ 

③使用車両 
千代田線には、ＪＲや小田急から車両が乗り入れてくるため、非常に多種多様な

車両が運行されている（全部で８種類ある） 

東京メトロ所有車 

６０００系  ６０００系は、１９６９年製造

の１次試作車から１９９０年の増備最終車（６０３

５Ｆ）まで３１年間に渡り、３６編成３５３両が製

造された。 製造から４０年以上経過している車両

があるが、１両も廃車されること無く元気に活躍し、現在も千代田線の主力車両

である。だが、新たに導入される１６０００系によって一部の編成は廃車されて

しまう運命にある。 

０６系  １９９３年の千代田線増発の際に、６

０００系とは違う新しいデザインの車両を投入す

ることとなり、その時に投入された車両が０６系で

ある。この車両は、同時期に有楽町線用に製造され
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た０７系とともに、２１世紀の地下鉄のモデルとされ、［Ｇｅｎｔｌｅ＆Ｍｉｌ

ｄ」をメインテーマに製造され、丸みを帯びた先頭部分が特徴である。ちなみに

２００８年９月から１２月まで、０７系が東西線に転用される前に千代田線を走

った。０６系は１編成しかない。 

５０００系（支線用） 千代田線には、上記

の６０００系が投入される予定だったが、６０００

系の制御方式である「電機子チョッパ制御」の開発

が間に合わなかったために、当時東西線向けに製造

（↑Ｗikipediaより引用） されていた５０００系を千代田線に投入した。のちに、

老朽化で廃車に追い込まれるが、支線の開業と同時期だったために、車両を３両

化し、投入された。 

ＪＲ東日本所有車 

２０３系 当時の国鉄が常磐線各駅停車の我孫

子～取手の開業に合わせた１９８２年から、１０３

系１０００番台に代わる新しい直通用車両として、

１７編成１７０両が製造された。しかし、新たにＥ

２３３系２０００番台が導入されるため、こちらも

廃車される。 

２０９系１０００番台 この車両は、１９

９９年のダイヤ改正で千代田線の増発を行うとき

に、車両が不足するため、ＪＲが投入した。ＪＲ東

日本が投入した車両の中では初の地下鉄乗り入れ

対応車として製造された。Ｅ２３３系２０００番台

が登場しても、こちらは残る予定だ。ちなみにこちらは２編成しかない。 

Ｅ２３３系２０００番台 ＪＲ東日本は、増

備が進められているＥ２３３系を２０３系に変わる

新たな直通用として２００９年より常磐線に投入し

ている。基本性能は、Ｅ２３３系０・１０００番台に

準じ 

↑（綾瀬にて）   ているが、地下鉄直通仕様のためのため顔立ちなどが少
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し異なっている。現在は２編成（執筆時点）しかないが、最終的に１８編成を投

入し、２０３系を置き換える予定である。 

 

 

 

↑Ｅ２３３系０番台のフルカラーＬＥＤ   ↑Ｅ２３３系１０００番台（川口にて） 

｢快速｣はオレンジ地に白色 ｢大月行｣は白色 ｢次は中野｣は黄色（新宿にて） 

 

小田急ロマンスカー「ＭＳＥ」６０００

０系 小田急ロマンスカー「ＭＳＥ」（Ｍｕｌｔｉ Ｓ

ｕｐｅｒ Ｅｘｐｒｅｓｓ） は、２００８年３月１５

日から始まった、地下鉄直通の小田急ロマンスカー用に     

↑（北千住にて）   開発された新型ロマンスカー。流線型の前面に、地下で

も目立つ「フェルメールブルー」にロマンスカー伝統の「バーミリオンオレンジ」の

鮮やかな帯が入る。また、千代田線霞ヶ関～有楽町線桜田門にある連絡線を用いた「ベ

イリゾート号」が年に３０回程度運転されている。（これからの運転日：１０月９・２

３・１１月１３・２７・１２月４・１１・１８・２５・１月１・８・２２・２月１２・

２６日） 

それ以外にも、「メトロはこね２１号 北千住→箱根湯本」             

「メトロはこね２４号 箱根湯本→北千住」などの列車がある。 

（左から）流線型と色が印象的な前面 （箱根湯本にて） 

     車内は岡部憲明氏設計の木目調で落ち着いた雰囲気が漂う。 

     「メトロはこね」の一部には車内販売がある。 

 

下総の国から 第4号

EDOTORI RAILWAY CLUB 2010－4－



④ 感想 
今回、初めての文化祭でなれないところもたくさんあったが、無事に仕上げること

ができてうれしい。そして、今回の失敗を来年に生かしたい。 

そして、僕の研究発表を最後まで読んでいただき、有難うございました。 
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V V V F イ ン バ ー タ 制 御  
                                 研究者 ＊‐＊ ＊＊＊＊＊ 

                                      ＊‐＊ ＊＊＊＊＊ 

 

目次 

研究動機 

1. VVVF インバータ制御とは 

2. パワー半導体 

3. 非同期モードの終端速度計測 

4. 後に 
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研究動機 
 僕たちがこの研究内容を研究した理由は、＊＊大学理工学部で当鉄道研究同好会の

OB である＊＊先輩から電車の床下機器について教わり、特に VVVF インバータ制御

に興味を持ったからである。＊＊君は先にこの研究内容を企画していた＊＊君と共同

研究させてもらえる事になった。 

 

1. VVVF インバータ制御とは 

1. VVVF インバータ制御の特徴 

電車の制御方式には、たくさんあるが今回は VVVF インバータ制御に的を絞っ

て説明していく。VVVF インバータ制御が他の制御方式と違う点は交流電動機を

駆動している点である。 

                  

     電源の種類   電動機の種類               制御方式      

      直流電源   直流電動機               抵抗制御     

                     直並列制御   

                     弱め界磁制御   

                   電気子チョッパ制御   

                    界磁チョッパ制御   

                 自動可変界磁チョッパ制御   

                  高周波分巻チョッパ制御   

                     界磁添加励磁制御   

        交流電動機            VVVF インバータ制御   

      交流電源   直流電動機                タップ制御    

                   サイリスタ連続位相制御    

       交流電動機     サイリスタ連続位相＋VVVF インバータ制御  

               PWM コンバータ＋VVVF インバータ制御  

           

           

上図のように、たくさんの制御方式があるのだが、交流電動機を駆動している

のは VVVF インバータ制御方式だけだ。しかし、なぜ交流電動機を駆動するのか

といえば、やはり交流電動機を駆動することにメリットがあるのである。 
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2. 交流電動機を駆動する 

交流電動機を駆動するメリットは、 

・小型になる 

・頑丈になる 

・高出力になる 

・構造が簡素になる 

・回路内の保守が安全になる 

・保守・点検が簡略化する 

である。 

交流電動機は誘導電動機(※1)と同期電動機(※2)に分けられる。従来は誘導

電動機が採用されてきたが近年は同期電動機を採用する例もある。 

採用例：JR 東日本 E331 系、東京メトロ 02 系、東京メトロ 16000 系     

(※東京メトロ 16000 系はまだ営業運転はしていないが、近い将来東京メトロ

千代田線の主役を担うであろう車両である。) 

 

←JR 東日本 E331 系電車。同期電

動機の採用車両である。その他の

特徴としては、車両と車両との間

に連接台車があるということが挙

げられる。 

(JR 京葉線舞浜駅にて撮影。)   

3. 疑似交流波 

VVVF インバータ制御は直流電源でありながら交流電動機を駆動している

ため、直流をパワー半導体によるスイッチング(電源の ON,OFF)で三相交流を

作り、三相誘導電動機を駆動している。出力したい交流波と搬送波を組み合わ

せ、「搬送波＜交流波」のときはスイッチを ON、「搬送波＞交流波」のときは

OFF することによって疑似的な交流波を作っている。(次のページの図を参照) 
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↑搬送波と交流波の関係（非同期モードの例） 

4.同期モードと非同期モード 

搬送波の周波数が出力したい交流波の周波数の整数倍に設定したものを「同

期モード」そうでないものを「非同期モード」という。同期モードのなかでも、

搬送波の周波数が交流波の 27 倍の「27 パルスモード」、5 倍の「5 パルスモー

ド」などのように分けられる。初めは交流波の周波数が少ないため、パルスモ

ードの数値が高いものからスタートする。速度が上がっていくと、交流波の周

波数も上がり、スイッチング速度の限界に達するため、倍数を落としたモード

に順々に切り替えて行き、 終的には搬送波と交流波の周波数が一致する 1 

パルスモードとなる。また、低速域では搬送波の周波数を交流波に依存せず、

一定に保つ非同期モードで制御する。 
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↑パルスモードの設定例（GTO サイリスタ素子の場合） 

5.冷却方法 

VVVF インバータ制御では半導体のスイッチングの際に熱が発生する。その

ため、素子を冷却しなければならない。冷却する方法として、ヒートパイプ式、

強制風冷式、ドライパネル式の 3 つが挙げられる。 

ヒートパイプ式 

 

←西武 9000 形電車の VVVF インバ

ータ制御装置。ヒートパイプ式は突

き出た部分で純水などの冷媒を走行

風で冷やし、中の素子を冷却する方

法で、一般に多く採用されている。 

(西武池袋線入間市駅にて撮影。) 

強制風冷式 

←京急 1000 形電車の VVVF インバ

ータ制御装置。送風機（ブロア）に

よって風を送り込んで素子を冷却

する方法で、発熱量の多い電気機関

車や新幹線などで採用されている。 

(京急本線三崎口駅にて撮影。)  
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ドライパネル式 

 

←東京メトロ 9000系のVVVFインバ

ータ制御装置。熱伝導性のよいアルミ

パネルを表面につけて素子を冷却す

る方式。冷媒が不要であるため、広く

普及するかと思われたが、冷却効率が

よくないため、あまり普及しなかっ 

た。 

(東急目黒線武蔵小杉駅にて撮影。) 
   

6.高周波の抑制 

VVVF インバータ制御では、スイッチング時に発生する高周波が架線や電動

機に流れないように抑制しなければならない。この役割を果たす回路をフィル

タ回路といい、フィルタリアクトルとフィルタコンデンサで構成されている。 

 

←JR 西日本 223 系 2000 番台電

車のフィルタリアクトル。 

(JR 東海道本線京都駅にて撮

影。) 

 

7.各会社の VVVF インバータ制御装置 

日本で走行している電車の VVVF インバータ制御装置には、日立製、三菱製、

東芝製、東洋製、SIEMENS 製がある。 

日立製 

 

←東武 50000 系の日立製 VVVF

インバータ制御装置。他に、JR

東日本の近郊列車や特急車両、西

武鉄道などに広く採用されてい

る。 

(東武東上線川越駅にて撮影。) 
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三菱製 

←小田急 8000 形の三菱製 VVVF

インバータ制御装置。他に、小田

急の通勤形や JR 東日本の通勤列

車などに採用されている。 

(小田急小田原線向ヶ丘遊園駅に

て撮影。) 

 

東芝製 

←小田急 30000 形の東芝製 VVVF

インバータ制御装置。他に、JR 東

海や、小田急の特急列車、阪急の

神戸線系列などで採用されてい

る。 

(小田急小田原線向ヶ丘遊園駅に

て撮影。) 

 

東洋製 

←京成 3050 形の東洋製の VVVF

インバータ制御装置。他に、京成、

北総と京急の一部などで採用され

ている。 

(北総線新鎌ケ谷駅にて撮影。) 

 

SIEMENS 製 

←京急 1000 形の SIEMENS 製の

VVVF インバータ制御装置。他に、

JR 東日本の E501 系や京急 2100

系で採用されている。 

(京急久里浜線津久井浜駅にて撮

影。) 
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2．パワー半導体 
VVVF インバータ制御におけるスイッチング素子には GTO サイリスタ素子か

IGBT 素子を採用している。少数派としてパワートランジスタ(Ptr)もある。この章

では、GTO、Ptr 、IGBT の順に採用車両も含め説明する。 

1.GTO サイリスタについて 

1980 年代半ばごろより使用が開始された。GTO サイリスタ採用車両の例として

は、京成 3700 形電車や西武 6000 系電車がある。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

↑ 西武 6000 系電車。 

こちらは日立製の GTO を採用。 

(西武池袋線中村橋駅にて撮影) 

 

↑ 京成 3700 形電車。 

東洋電機の GTO を採用。 

(京成押上線四ツ木駅にて撮影) 

 

加速するときのパルスモードが何段階にも分かれている。そのためパルスモード

の切り替わりが独特な変調音を発してしまうため、騒音になりやすい。 

 
 

2.PTr について 

少数派として PTr という半導体もあるが、なぜ少数派なのかと問えば答えは一つ。

耐電圧が低く、さらにスイッチング速度も遅いのでチョッパ制御との併用が必要だ

から性能が悪くなってしまうためである。採用車両としては、JR 西日本 207 系 0

番台電車と JR 東日本 701 系電車がある。 
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3.IGBT について 

IGBT を利用した 初の車両は、1992 年登場の東京メトロ 06，07 系である。

今でも新製車両には IGBT が使用されている。 

 

 
 ↑阪急 9300 系電車。    

 東洋電機の IGBT を採用している。 

これも加速と減速の際、変わった音を出

す。 (阪急京都線高槻市駅にて撮影)  

↑JR 東日本 E231 系 1000 番台電車。 

日立製の IGBT 素子を使用。 

加速と減速の際、変わった音を出す。 

(JR 東海道線 藤沢～大船間にて撮影) 

IGBT の車両はスイッチング速度が向上したために、加速するときの非同期モード

(後述)が GTO よりも長い。さらに、パルスモードの切り替わりも一度のみとなり、こ

れにより騒音問題も多少解決した。 

 

  

←東京メトロ 07 系電車。もとも

と有楽町線で活躍していたが、

副都心線開通により、東西線に

転属。現在も東西線で運用中。

(JR 中央線各駅停車阿佐ヶ谷駅

にて撮影) 
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3．非同期モード終端速度計測 
今回、＊＊＊＊＊様（＊＊大学理工学部電気電子情報通信工学科・同大学鉄道研

究会所属）と共同で非同期モードから同期モードに切り替わる速度を計測し、考察

をした。 

1.実験の動機 

非同期モードは、半導体の性能が上がってきたのでだんだん長くなってきてい

る傾向があるが、実際の速度が公表されていないので計測した。 

2.計測方法 

多くの車両は、先頭が動力車ではないため１人での計測はできないため、２～

３人で行う。 

・１人目…先頭車( 後尾車か連結部でもよい)に乗車し、速度計をビデオカメラで映す。    

・２人目…動力車に乗車し、走行音を録音する。      

・３人目…動力車に乗車し、車両番号や計測区間を記録する。 

←１人目が速度計を録画しているところ。 
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・解析方法 

パソコンで 1 人目が録画した速度計の映像と、2 人目が録音した走行音を、同時再

生し非同期モードと同期モードの変わった速度を目で確認する。その速度を 3 人目が

メモをしていた表に書き入れる。終端速度が出たら、歯車比が車両によって違うので、

電動機回転数を求める。

     

  例…Ｅ531 系(直流区間)  
↑E531 系電車。日立製

の VVVF インバータ制

御を採用している。 

    Ｅ531 系の終端速度は、31 ㎞/h である。 

   まず 初に、秒速何ミリメートルかを出す。 

31km/h＝31000m/h＝8.611…m/s＝8611mm/s 

    次に、車輪の周りの長さは、約 2702mm なので、 

     8611m/s÷2702mm＝3.18Hz  

      になる。 後に、E531 系の歯車比は、16；97 なので、 

   3.18Hz×97÷16＝19.27… つまり、19.3 Hz である。 
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・結果 

   上のようにして計測した、100 種類の車両の速度と電動機回転数グラフにまとめて

みた。 

 
↑登場年と終端速度の関係をまとめたグラフ(直流区間) 

       

↑登場年と電動機回転数の関係をまとめたグラフ(直流区間) 
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GTO サイリスタと IGBT とでは終端速度や電動機回転数に差がみられる。また、

1999 年位までは、終端速度や電動機回転数は上がってきたが、その後終端速度や電

動機回転数は、ほぼ一定である。 

  

・考察 

GTO サイリスタと IGBT の終端速度や電動機回転数の差は、スイッチング速度が

IGBT の方が高いからである。1999 年位から終端速度や電動機回転数が上がってい

ないのは、非同期モードから同期モードへの移行の瞬間には、搬送波信号を非同期

用から同期用に切り替える必要があり、切り替え時に複雑なアルゴリズム演算(※3)

をし、時間を要するため、周波数の高い時点での切り替えはできないからである。

IC メモリの増大に伴い、高い周波数の切り替えわりが可能になってきた。 

 ・直流と交流での違い 

今回、直流区間での計測データのみをグラフにまとめたが、少しではあるが交流

区間での計測も行った(グラフを見やすくするためグラフには載せなかった。)。する

と、交直両用車両では直流区間と交流区間で終端速度に差が表れた。たとえば常磐

線用の交直両用車両である E531 系は以下のようになった。 

 

 

直流区間 
モハ

E531-1020 
我孫子→天王台 31km/h 19.3Hz 

〃 〃 天王台→取手 31km/h 19.3Hz 

交流区間 
モハ

E531-1020 
藤代→佐貫 40km/h 24.9Hz 

〃 〃 佐貫→牛久 40km/h 24.9Hz 

↑E531 系の直流・交流区間における計測結果 

 

以上のように、直流区間よりも交流区間の方が非同期モードの終端速度が高いこ

とが分かった。これは他の交直両用車両（例えば TX2000 系など）でも同じ結果が

得られた。 

理由について断言はできないが、交流区間では交流電流をコンバータで一旦直流

電流に変換してからインバータで制御しているが、この中間直流電流の電圧が直流

区間の 1500V よりも大きいため、非同期モードの終端速度に差が表れるのではない

かと思う。 
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4. 後に 

 ・感想 

① ＊＊＊＊＊ 

今回の研究発表を通じて文書の書き方などたくさんのことを学べました。 

電車に乗る時、新しそうな車両が来たらぜひモーター車に乗ってみてください。

モーター車の目印は屋根の上にあるパンタグラフです。乗ってみて、「あぁ、これ

は GTO サイリスタ素子を採用している車両だな」とか「ここが非同期モードと同

期モードの境目だな」とかと思っていただけたら嬉しいです。少しわかりにくい

文章だったかも知りませんが 後までお読みいただき、ありがとうございました。 

② ＊＊＊＊＊ 

今回の研究発表を書き上げている際に VVVF インバータについてさらに知れた

ことがたくさんありました。この内容はかなりマニアックな点もあるため、よく

理解できない点も多々あったと思います。しかし、この研究発表を読んでいただ

いて、何か得るものがあったら幸いです。そして VVVF インバータ制御など床下

機器に興味を持っていただけたら、さらに幸いです。ここに書いてあることの何

倍も、床下機器の世界は広いです。かなりマイナーで、かつマニアックな床下機

器ですが、その分、調べてみるととても楽しいと思います。 後までお読みいた

だきありがとうございました。 

 
 

なお今回の計測に関しては、＊＊医科大学 1 年の＊＊＊＊＊様と高等部 1 年の

＊＊＊＊＊様にもご協力をいただきました。 

また、＊＊大学の＊＊＊＊＊様には多くの技術指導をしていただきました。 

この場をもって御礼を申し上げます。 
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・参考文献 
  この研究発表をする際、直接参考とした文献はありませんでしたが、僕たちが 

  ここまでの知識を得た文献があるため、その文献を紹介したいと思います。 

   

  ・図解雑学 電車のしくみ 

   監修者：宮本昌幸 発行所：株式会社ナツメ社 

  ・インバータ制御電車概論 

    著者：飯田秀樹、加我敦 発行所：株式会社電気車研究会 

・技術総合誌 OHM 2010 年 7 月号 

    著者：竹生修己 発行所：株式会社オーム社 
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・写真撮影者 

   ・＊-＊ ＊＊＊＊＊ 

   P.1 トップ(東武 50000 系 編成走行写真 東武東上線川越駅撮影) 

    P.5  ヒートパイプ式の冷却装置の例(西武 9000 系 ヒートパイプ式冷却装置 

西武池袋線入間駅撮影) 

    P.6 フィルタリアクトルの例(JR西日本 223系 2000番台 フィルタリアクト

ル JR 西日本東海道本線京都駅撮影) 

        P.6 日立製の VVVF インバータ制御装置の例(東武 50000 系 VVVF インバ

ータ制御装置 東武東上線川越駅撮影) 

    P.8 GTO サイリスタ採用車の例(京成 3700 形 編成走行写真 京成押上線四

ツ木駅撮影) 

    P.8 GTO サイリスタ採用車の例(西武 6000 系 編成走行写真 西武池袋線中

村橋駅撮影) 

    P.9 IGBT 採用車の例(JR 東日本 E231 系 1000 番台 編成走行写真 JR 東日

本大船駅～JR 東日本藤沢駅沿線撮影) 

    P.9 IGBT 採用車の例(阪急 9300 系 編成走行写真 阪急京都線高槻駅撮影) 

    P.9 IGBT を 初に採用した車両(東京メトロ 07 系 停車中 JR 中央・総武緩

行線阿佐ヶ谷駅撮影) 

    P.11 計測によってできた表の例(JR531系 編成走行写真 常磐緩行線北小金

駅撮影) 

    ・＊-＊ ＊＊＊＊＊ 

   P.3 同期電動機採用車の例(E331 系 編成走行写真 舞浜駅撮影) 

    P.7 三菱製の VVVF インバータ制御装置の例(小田急 3000 系 VVVF インバ

ータ制御装置 小田急小田原線向ヶ丘遊園駅撮影) 

    P.7 東芝製の VVVF インバータ制御装置の例(小田急 30000 系 VVVF イン

バータ制御装置 小田急小田原線向ヶ丘遊園駅撮影) 

    P.7 東洋製の VVVF インバータ制御装置の例(京成 3050 系 VVVF インバー

タ制御装置 北総鉄道新鎌ヶ谷駅撮影) 

    P.10 一人目が速度計を撮影しているところ 

   ・＊＊大学理工学部 ＊＊＊＊＊様 

    P.5 強制風冷式冷却装置の例(京急 1000 系 強制風冷式冷却装置 京急本線三
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崎口駅撮影) 

    P.6 ドライパネル式冷却装置の例(東京メトロ 9000 系 ドライパネル式冷却

装置 東急東横線武蔵小杉駅撮影) 

    P.7 SIEMENS 製のインバータ制御装置の例(京急 1000 系 VVVF インバー

タ制御装置 京急久里浜線津久井浜駅撮影) 

 

・注釈の説明 

 ※1 誘導電動機 

    鉄芯の両脇に電流を流し、電磁石を作り回転させてエネルギーを作り出すモ

ーター。家庭の電化製品でも駆動している。 

 ※2 同期電動機 

    永久磁石が回転し、エネルギーを作り出すモーター。電流を流さなくてすむ

ため、誘導電動機に比べ省エネである。 

 ※3 アルゴリズム演算 

    非同期モードから同期モードへ移行する際の搬送波信号の切り替えの定型的

な手法。 

 

 

 

 

 

最後までお読みいただき 

ありがとうございました！ 
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ＵＳＵＩＴＯＵＧＥ 

 
（第三橋梁 めがね橋） 

 

江戸川学園取手中・高等学校 

        ＊年＊組＊番  ＊＊＊＊＊ 

 

研究する動機 
 横川～軽井沢間の 66.7‰という急勾配で頑張ったアプト式機関車と EF63 形機関車

の協調運転に興味を持ったからです。 
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1．歴史 

1890 年 3 月 11 日  鉄道局長官が横川～軽井沢間の建設承認を内閣総理大臣に上申 

1891 年 2 月 4 日  和美線の測量に着手していたが中尾線（碓氷旧線）の方が条件的に 

          有利なため、アプト式とし中尾線採用に変更決定 

1891 年 2 月    軽井沢方から横川～軽井沢間の工事に着手 

1892 年 12 月 22 日 横川～軽井沢間の軌条敷設が完了 

1892 年 12 月 30 日 ドイツから 初のアプト式機関車が横浜に陸上げされる 

1893 年 4 月 1 日  熊ノ平信号所新設 

1900 年 7 月    横川～丸山間が複線化 

1906 年 10 月 1 日  熊ノ平駅を新設 

1910 年 4 月    横川～軽井沢間の電化工事に着手 

1921 年 3 月    横川～軽井沢間の全列車電気運転化を完了 

1922 年 7 月    アプト式蒸気機関車が全廃車 

1958 年 10 月 8 日 熊ノ平変電区を廃止 

1960 年 9 月 30 日 高鉄局が信越線電化に伴う運転設備計画を発表 

1961 年 4 月 5 日  碓氷新線の起工式を挙行 

1961 年 5 月 1 日  ディーゼル急行 志賀 が運行開始 

1961 年 10 月 1 日 特急 白鳥 が直通運転開始 

1962 年 5 月 16 日 EF62 形電気機関車が落成 

1962 年 5 月 25 日 EF63 形電気機関車が落成 

1963 年 7 月 15 日 碓氷新線開通 

1963 年 9 月 30 日 全列車を粘着運転に切替え 

1966 年 2 月 1 日 熊ノ平駅が廃止 

1966 年 10 月 1 日 特急 あさま が運行開始 

1967 年 7 月 1 日 横川～軽井沢間が複線化 

1968 年 10 月 1 日 協調運転開始 

1969 年 10 月 14 日 気動車特急が廃止 

1972 年 3 月 15 日 489 系の特急 白山 が登場 

1988 年 11 月 29 日 ＪＲ東日本が北陸新幹線の軽井沢開業に合わせ、信越本線横川～軽井

沢間廃止を表明 

1993 年 3 月 18 日 EF62 形が定期運用離脱 

1996 年 5 月 1 日 しなの鉄道㈱が発足。1997 年に JR 信越本線軽井沢～篠ノ井間を引き継

ぐ 

1997 年 4 月 14 日 ＪＲ東日本が北陸新幹線と並走する信越本線横川～篠ノ井間の廃止を 
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         申請 

1997 年 6 月 19 日 信越本線横川～篠ノ井間の廃止許可がおりる 

1997 年 9 月 30 日 信越本線横川～篠ノ井間が廃止 

2.アプト式時代と EF63 形機関車 

1.碓氷峠のアプト式について 

1891 年に横川～軽井沢間でアプト式にするこ

とが決定した。なぜ、アプト式にする必要があ

ったかというと、66.7‰という急勾配だったか

らである。横川～軽井沢間開業当時は、3900

型という機関車を使用し、時速 9キロで運転し

ていた。横川～熊ノ平間の丸山付近では、25‰

から 66.7‰に変わるので、脱線・転覆を防ぐ

ために、避線が設置された。            （丸山変電所付近にて） 

 アプト時代の横川～軽井沢間の列車編成表 

1893 年  

 

1902 年  

 

1912 年  

 

1921 年  

 

1925 年 

 

1931 年 

 

1
 
942 年 

ＳＬ 客車又は貨車    

ＳＬ ピフ 客車又は貨車 ＳＬ 客車又は貨車

ＥＬ ピフ 客車又は貨車 ＥＬ 客車又は貨車

ＥＬ ＥＬ ピフ 客車又は貨車 ＥＬ 客車又は貨車 

ＥＬ ＥＬ ピフ 客車又は貨車 ＥＬ ＥＬ 客車又は貨車 

ＥＬ ＥＬ ＥＬ 客車又は貨車 ＥＬ ＥＬ 

ＥＬ ＥＬ ＥＬ 客車又は貨車 ＥＬ 

 

 

 

 

（碓氷峠鉄道文化むらにて） 
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2.EF63 形機関車について 

EF63 形機関車というのは、66.7‰という急勾配を粘着運転で運転できるように作ら

れた電気機関車である。この機関車は 25 輌作られた。他の機関車と違い、粘着運転を

向上させるために、直並列制御に橋絡渡り方式を採用し、バーニア制御により多段制

御を行う。電気ブレーキは、独立電気ブレーキを採用し、滑走してしまった場合に他

の電動機に影響を及ぼさないようにしていた。 

 EF63 形機関車は重連協調運転で有名である。加速は、先頭の機関車の主導によって、

後尾の補機が運転する。ブレーキは、補機によって総括制御されるため、本務機は加

速を微調整する。尚、バッテリーとコンプレッサーが別に装備されているため、架線

から電力が供給できないような異常時にも運転できるようになっている。 

 このように、碓氷

峠だけで活躍した

EF63 形機関車は、急

勾配と協調運転に適

した様々な設備を備

えていた機関車であ

った。 

  

                           

（碓氷峠鉄道文化むらにて） 

 EF63 形機関車時代の列車編成表  

1963 年  

 

     

 

ＥＬ ＥＬ 客車又は貨車 ＥＬ 

ＥＬ ＥＬ 電車又は気動車 

 

現代の碓氷峠 

横川～軽井沢間（碓氷峠区間）が廃止されて、13 年が経ち、当時線路だった一部は、

現在遊歩道として活用されている。また、碓氷峠文化むら駅～峠の湯駅間でトロッコ

列車が運行されている。 

 横川駅の隣に碓氷峠文化むらという施設があり、ここでは、横川～軽井沢間のこと

を学ぶことができる。 
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感想 

僕は、碓氷峠を研究し、66.7‰という急勾配を登っていた機関車達は、すごいなと思

いました。そして、僕は、実際に EF63 形機関車が現役で動いていた時代を知らないの

で、EF63 形が協調運転で動いているのを見てみたいなと思いました。それから、横川

駅で食べた「峠の釜飯」は、とても美味しかったので横川～軽井沢間は廃止されてし

またが、いつまでも残ってほしいなと思いました。分かりにくかったと思いますが

後まで読んで頂きありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（碓氷峠鉄道文化むら にて） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

（碓氷峠鉄道文化むら付近に

て） 

参考文献 

 編集者：名取紀之   

 書籍：碓氷峠 

 発行日：2007 年 12 月 14 日 

発行所 株式会社 ネコ・パブリッシング  

    発行人 笹本健次 

    編集人 名取紀之   

～ＥＮＤ～ 
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京成電鉄 
 
 

 

 

中等部*年*組*番 ***** 

                    **番 ***** 
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１はじめに 

 今回、僕たちは大手私鉄である京成電鉄について研究しました。読みにくい点なども多々あ

ると思いますが、 後まで読んでいただければ幸いです。 

 

２研究動機 

 今年 7 月に開通した「成田スカイアクセス」に開業前から興味があり、これを機会に京成電

鉄を調べてみようと思いました。 

 

３京成電鉄とは？ 

 京成電鉄とは、文字通り、東京(京成上野)と成田(成田空港)を結ぶ大手私鉄の一つである。京

急線、都営浅草線など多くの他社線に乗り入れている。 

 

４列車種別 

 京成では、普通(各駅停車)・急行・快速・快特・通勤特急・特急・スカイライナー・シティラ

イナーに分けられる。スカイライナーは日暮里～成田空港間を 短 36 分で結んでいる。 

 

５車両紹介 

 

3000 形(２代目) 

 現在の京成電鉄の主力車両のうちの一つ。8 両編成と 6 両編

成がある。T 字型ワンハンドルマスコンを採用している。 

車体は軽量ステンレス製である。後述の 3700 系や 3400 系な

どとは前面の貫通扉の位置が異なっている。また、行先表示・

種別表示とも LED 式である。 

 

 

 

3700 形 

 京成電鉄の主力車両。主に、特急・快速運用につくことが

多い。Ｔ字型ワンハンドルマスコンを採用している。 

また、制御装置は VVVF インバータ制御である。車体は軽量

ステンレス車体である。左右非対称の前面形状をしている。 

また、行先表示・種別表示がフルカラーLED 化された編成も

ある。 
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3600 形 

 京急電鉄への乗入れられない。１編成を芝山鉄道に譲渡され

た。VVVF インバータ制御に改造された編成もある。 

車体はオールステンレス車体である。前面の種別・行先表示は

共に回転幕式である。 

(写真：千住大橋～町屋間で撮影) 

 

 

 

3500 形 

 現存する車両の中では、3300

形に次いで２番目に古い車両で

ある。未更新車は廃止が進んでい

る。京成では初めて冷房車を取り

入れた。種別表示は未更新車は差

し込み式、更新車は回転幕式である。車体は共にセミステンレス車体である。未更新車は、 近

では、金町線の運用に入ることが多くなっている。(写真左：未更新、写真右：更新車) 

 

 

3400 形 

 形状は 3700 形ととても似ている。違う部分は、種別・行先

表示が LED ではなく、回転幕式であるという点、車体が鋼鉄製

のため車体である点。この形式は初代 AE 形の床下機器を流用

して、通勤型に改造した車両である。 

 

 

 

3300 形 

廃車が進んでいる。現在はすべて廃車になってしまった 3200 形とよく似ている。普通列車とし

ての活躍が多かったが、 近は特急運用にも入るようになった。また、赤電・青電・ファイアー

オレンジ車両の復活運転は、すべてこの形式からの塗り替えである。 
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AE100 形 

二代目特急スカイライナー。8 両編成である。3700 系と同様

に T 字型ワンハンドルマスコンを採用。制御装置は、VVVF

インバータ制御である。 

両編成である。3700 系と同様

に T 字型ワンハンドルマスコンを採用。制御装置は、VVVF

インバータ制御である。 

高速度は 130km/ h である。５号車には、自販機を置いた

サービスコーナーが設けられている。前面には、非常用貫通

扉が付けられている。現在はスカイライナーから撤退し、京成上野～成田空港間(京成本線経由)

のシティライナーとして活躍している。 

高速度は 130km/ h である。５号車には、自販機を置いた

サービスコーナーが設けられている。前面には、非常用貫通

扉が付けられている。現在はスカイライナーから撤退し、京成上野～成田空港間(京成本線経由)

のシティライナーとして活躍している。 

  

  

AE形(２代目)AE形(２代目) 

この形式は、今年から「成田スカイアクセス」として 

デビューした新形式である。従来の AE100 形に比べ、

高速度を 160km/h とし、スカイアクセス線を経由す

ることで、日暮里～成田空港間を 36 分で結ぶことがで

きるようになった。 

５号車の側面にはロゴマークが描かれている。 

行先表示は LED で表示される。 

 

 

 

                       

        

        

        ロゴマーク              千住大橋～町屋間 

 

 

3050 形 

この形式は、今年の 7 月の「成田スカイアクセス」に伴って

上記の AE 形とともにデビューした形式である。 

3000 形(２代目)をベースに、全 8 両編成 6 本（48 両）が日本

車輌製造で製造された。 

制御装置は VVVF インバータ制御である。 

高速度は、従来の 120km/hから、130km/hに向上している。 

また、都営地下鉄浅草線・京急線・北総線への直通運転にも

対応している。 
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６駅紹介 

① 京成上野駅 東京都台東区上野公園 1-60 

この駅は、1933(昭和８)年に上野公園駅として開業。 

その 20 年後 1953(昭和 28)年に京成上野駅に改称。 

1976(昭和 51)年に自動改札機を設置。これは京成では 2 番

目である。 

乗り換えは、東京メトロ銀座線・都営大江戸線(上野御徒町駅)である。 

停車する種別は、終点のためすべての種別が停車する。 

JR 上野駅とは駅車が別で、駅周辺には上野公園・寛永寺・不忍池などがある。 

JR 線には日暮里駅で乗り換える乗客が多い。 

 

② 日暮里駅 東京都荒川区西日暮里 2 丁目 

この駅は、1905(明治 38)年日本鉄道の駅として開業。 

1931(昭和 6)年京成電気軌道(現・京成電鉄)の駅が開業。 

2009(平成 21)年京成線の下りホームが高架になる。 

乗り換えは、常磐線/山手線/京浜東北線/日暮里・舎人ライナーである。 

この駅も上野駅同様、すべての種別が停車する。 

下りのホームにはスカイライナー専用ホームが設置れている。 

 

③ 京成高砂駅 東京都葛飾区高砂 5 丁目 28-1 

この駅は、1912(大正元)年に曲金(まがりかね)駅として開業。 

 1913(大正 2)年に高砂駅に改称。1931(昭和 6)年に京成高砂駅に改称。 

 京成本線から北総線への分岐駅となる。また、京成金町線への分岐駅でもある。 

 2010 年のダイヤ改正で、京成本線から京成金町線の直運運転が廃止となる。そのため、金町

線はすべてこの駅で折り返し運転となる。北総線に直通しているため、本線では見られない車両

をみることができる。 

 停車する種別は、スカイライナー(成田スカイアクセスは除く)以外の種別はすべて停車する。 

 

④ 成田空港駅 千葉県成田市三里塚御料牧場 1-1 

 この駅は成田空港【第 1 旅客ターミナル】の中にある駅である。 

 ホームは JR 成田線と隣り合っているため、NE`X(成田エクスプレス)と顔を並べる姿もよ

く見ることができる。 

 終着駅のため、すべての種別が停車する。開業前は、別の場所に建設される予定だった

が、政治上の配慮でルートが変更になった。当時の建設予定地は、現在、東成田線の東成

田駅となっている。 
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７他社乗り入れと分岐線の区間 
１押上線 青砥～押上間 

本線から青砥駅から分岐し、押上までの区間が押上線である。押上より先の西馬込・羽田

空港方面は、都営地下鉄浅草線に乗り入れている。 

   

２京成金町線 京成高砂～京成金町間 

   京成高砂駅を起点として、京成高砂～京成金町間の 2.5km を走行している。 

  高砂駅から、柴又駅までは複線、柴又から金町駅までは単線区間となっている。 

  終点の京成金町駅は単線区間の行き止まりで、片面ホームになっている。 

 

  ３京成千葉線 京成津田沼～千葉中央間 

        京成津田沼駅で本線から分岐する。千葉中央駅から先は、京成千原線に乗り入れて 

        いる。千原線内で本千葉駅付近では外房線(内房線)と並走している。 

        

  ４東成田線  京成成田～東成田間 

          京成成田と東成田を結ぶ 7.1km が東成田線である。京成成田～空港第 2 ビル間の 

        駒井野分岐までは、本線と重複している。駒井野分岐を過ぎると、左手に本線の 

トンネルを確認することができる。東成田以降には、芝山鉄道に乗り入れている。 

本線からも、東成田線経由で、芝山鉄道直通の芝山千代田行きが運用されている。 

        

 

８感想 

       今回、京成電鉄を調べてみて、まず思ったことは「運行の範囲が広い」ということです。 

       京成電鉄は本線を含めて、５つ路線を持ち、その他にも、京浜急行電鉄・都営地下鉄浅草線な        

       どの多くの他社線に乗り入れていてとても便利だと思いました。 

          また、「成田スカイアクセス」の開業により、また 1 つ京成が便利になりました。新型スカイ 

          ライナーに使われる AE 形（詳しくは 5 車両紹介を参照）はこれが 2 代目で、初代 AE 形は初 

          代スカイライナーに使われました。今回の新型スカイライナーに用いられる車両が AE 形なの 

で,わざわざ形式を AE100 形から AE に変えたのが京成電鉄側の初代スカイライナーに対する愛

情を感じました。 

 僕は、家の近くに京成電鉄が走っているということもあって、幼稚園の時から京成が大好きで

した。当時は、今は無き 3200 形・現在廃車進行中の 3300 形・今ではめったに見られなくなっ

た 3500 形通常車が見飽きるほど走っていました。しかし今となっては、3300 形や 3500 形の通

常車をみると「珍しい！」というほどになってしまいました。今では京成に乗ると大概は 3000

形がきます。昔は嫌でも 3200 形・3300 形に乗ることになっていました。この車両の量の変化か

ら時の流れを感じます。 
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 さて、7 月 17 日に「成田スカイアクセス」が開業して、真新しい車両が、京成上野駅を出発

して、30 分台で成田空港へ着くという新しいものが生まれたわけですが、しかし、開業と同日

にもう一つの成田空港へ向かう列車「成田エクスプレス」として長年愛され続けてきた 253 系

が引退となりました。成田空港駅の地下ホームで AE100 形と顔を並べている姿が印象的だった

253 系が新型スカイライナーと顔を並べられる機会はわずか 1 日となってしまいました。 

これからは、新型の成田エクスプレス E259 系と顔を並べることになるでしょう。これからも京

成電鉄が、成田エクスプレスをはじめとする JR 成田線とともに、より大きく発展することを期

待しています。 中等部*年*組*番 ***** 

 

今回、京成電鉄について研究してみて思ったことは、「車両の種類が多い」ということです。 

そのため、京成電鉄では、廃車になる種類も多く、また、新型も車両のものも製造されています。 

僕はそのような新旧交代の多さが良いと思います。これを機に京成電鉄を研究していきたいと思

います。 

 後までご覧いただきありがとうございました。来年の研究発表もご期待ください。 

        中等部*年*組*番 ***** 

 

 

８参考文献 

   京成電鉄 Wikipedia    

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E6%88%90%E9%9B%BB%E9%89%84                

京成 3000 形電車（2 代）Wikipedia 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E6%88%903000%E5%BD%A2%E9%9B%BB%E8%BB%8A_%282

%E4%BB%A3%29 

京成 AE 形電車 Wikipedia 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E6%88%90AE%E5%BD%A2%E9%9B%BB%E8%BB%8A_%282%

E4%BB%A3%29 
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 武蔵野線について

　

南流山駅のホームページから引用

中等部　*年*組　*****

中等部　*年*組　*****
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　　　　　　　　～武蔵野線～

１．武蔵野線とは

(JR 武蔵野線開業３０周年のホームページから引用)

上の写真は３０周年記念ステッカーを貼った武蔵野線２０５系です。

　府中本町駅から新座・朝霧・川口・浦和・越谷・松戸などを経由して

南船橋まで運行している JR 武蔵野線は、１９７３年４月に開業して

30 年以上たった今でもお客様に愛され続けています。

　

　現在の武蔵野線は、西船橋から京葉線に直通運転して東京駅まで

乗り入れており、東京ディズニーランドやディズニーシーなどの東京ベ

イエリアへの便利な足として使われています。

　　また「快速むさし野号」などの運転により、府中・国分寺方面から

大宮方面へのバイパスとして、無くてはならない重要な路線となって

います。
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２．武蔵野線基礎データ
工事開始年 昭和４０年度

初開通日 昭和４８年４月１日

駅数 ２６駅(貨物駅は含まない)

旅客営業キロ ７１．８ｋｍ

軌幅 1067mm

使用車両 ２０５系

車両所属電車区 京葉車両センター(千ケヨ）

編成両数 ８両編成

各駅平均利用者数 ４６０００人

通過行政地区数 ３都県１６市

３．路線  ・車両  について  
１０３系（引退）

(◆１０３系推進委員会　　投稿 Gallery のホームページから引用)
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１９７３年に府中本町から新松戸間が、開業した武蔵野線は、当初

は、山手貨物線を補完する外環状貨物線として計画され、後に旅客

線に計画が変更された経緯のある路線です。

　１９７８年には、新松戸から西船橋間が開業し民営化後の１９８８

年に京葉線新木場への直通運転が開始されたました。そして、１９８

９年秋の東京モーターショー開催に合わせて臨時で海浜幕張までの

直通運転が翌年の１９９０年の京葉線東京開業に合わせて武蔵野線

列車の東京直通がそれぞれ、開始されて、現在に至っています。

　

　車両は、開業当時は、中央快速線１０１系を改造した１０１系１００

０番台６６両でスタートし、５５－１０改正で、１０３系が初めて投入

されました。６０－３改正以降は、他線区から１０３系が大量に転入

して１０１系の淘汰が始まりました。

　そして、民営化後の１９９１年には、２０５系が投入され、２００５年

に２０５系化が完了して、今に至ります。

 

　なお、2004 年 3 月からは、武蔵野線用の車両は京葉車両セン

ターに移管されました。

２０５系(京葉車両センター所属)

(２０５系　武蔵野線　東所沢―写真共有サイト「フォト蔵」のホームページから引用)
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武蔵野線に２０５系が投入されたのは１９９１年です。輸送力増強と

して豊田電車区(ハトタ)に６ M ２ T の８両５編成が投入されました。

この編成は、メルヘン顔と呼ばれる編成で、特徴的な前面となってい

ます。

　２００２年総武緩行線に E231 系が投入され捻出された２０５系２

編のうちの８両が武蔵野線に転入、VVVF 化され番台区分が実施さ

れました。２０５系５０００番台の登場です。２０５系５０００番台は実

際は VVVF インバータ化が行なわれた中間電動車をさしています。

現在は、武蔵野線用の車両は全てこれらの 205 系になりました。

なお、京葉線用 209 系 500 番台の一部が武蔵野線に転属され、今

年度中に営業を開始する予定です。

１１５系（豊田車両センター所属）

(Kudocf4r の鉄道写真部屋１１５系のホームページから引用)

ベースは１１１系で、１１３系と兄弟関係です。東北本線・高崎線で運

用を開始しました。

　主に山岳地帯を考慮した出力増強と寒冷地での運用を考慮した耐

寒装備を備えていますが、実際には山陽地域など暖かい場所でも使

用されています。
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　昭和４１年からは、中央本線に投入され、その他山陽本線などにも

投入が開始されました。いわゆる旧型国電と呼ばれる車両の淘汰を

開始したことにつながります。また、４８年製造車からは冷房が装備

されました。

　武蔵野線では、臨時快速「むさしの」号で運転されています。土曜・

休日は「ホリデー快速 むさしの」号として運転されます。

４．感想
*****
今回の研究発表では、自分が普段学校へ行く時に利用している武蔵

野線の車両について調べました。ほぼ毎日目にしている車両なので、

興味を持っていました。自分の中の精一杯の努力がこの研究発表に

詰まっていると思います。来年の研究発表は自分の知らない車両に

ついて調べたいと思います。

*****
今回で研究発表は僕の中で３回目になります。**くんのように普段

この車両を利用しているわけではありませんが、中学２年生の頃から

興味がありました。今回の研究発表は、中等部時代最後の研究発表

なので、心のこもった研究発表になっていると思います。次も今回の

作品に負けないくらいの作品にしたいと思います。

５．参考文献
武蔵野線１０３系

http://.ocn.ne.jp/jnr80s/n_103_musashino.htm

武蔵野線２０５系

http://www13.plala.or.jplftpxhoshino/Rail/musashinosenn2

05keishinnhennseihyou.htm

JR 武蔵野線開業３０周年

http://www.01.246.ne.jp/～rek127/index.musashino30.html

武蔵野線序論

http://www.joy.hi-ho.ne.jp/musashino‘jyoron.html

１１５系近郊型電車

http://www.uraken.net/rail/alltrain/uratetsu115.html
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青春 18 きっぷの楽しみ方 

 

 
 

皆さんは青春 18きっぷという切符を知っていますか？知っていても

使ったことがない人もいるのではないでしょうか？そんな方にこの

切符を堪能していただくために、色々な紹介をしていきます‼ 

 

 
 

         中等部＊年＊組 ＊＊＊＊＊ 
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・破格‼驚きの 2300 円‼ 

青春 18 きっぷは 1 回分 2300 円が 5 回つづりで 11500 円です。ＪＲの主な駅(みどりの窓口)やびゅうプ

ラザなどで購入できます。切符自体は 1 枚なので、複数人で行く場合は同一行動をしなければいけませ

ん。ひとりで 5 回分使うか、複数人で 5 回分使うかは自由です。1 年の間で、春、夏、冬の時期に使用

できます (詳しい日にちはＪＲのホームページなどをご参照ください) 。青春 18 きっぷという名前から

して青春真っ只中の 18 歳しか使えません、なんてことは勿論ありません。子供からお年寄りまで幅広く

使用でき、ＪＲ6 社の路線なら日本中、北海道から鹿児島まで 1 日中乗り放題というとんでもない切符で

す。ただし、特急や新幹線は利用できないという決まりがあります。それでは全然安くないじゃないか、

と思われる方もいるかもしれませんが、普通列車(快速含む)ならどこまでもＯＫということは、東京駅か

ら大阪駅まで東海道本線を経由して行って 2300 円ということになります。実際この切符を使わずにこの

区間を行くと運賃だけで 8510 円かかってしまいます。新幹線を使うと、東京～新大阪まで 13850 円(特

別料金込)かかってしまいます。 

このようにこの切符の利点は、遠くに行けば行くほどお得になることです。また欠点は、新幹線などの

特別車両に乗車できない分、時間がかかってしまう事です。しかし、時間をかけ普通列車でゆったりと

移動するのも鉄道旅行の醍醐味ではないでしょうか？ 

 

・工夫が必要？  

確かに、普通列車だけで行くというのは、それだけで時間を大量に消費してしまいます。勿論、それが

醍醐味の方はそれでいいのですが、安くかつあまり時間をかけずに行きたいという人も中にはいるでし

ょう。逆に、少しくらいは豪華に行きたいという方もいると思います。そういった方におすすめの列車

をご紹介します。 

・※1   快速ムーンライトながら (運転日は時刻表をご参照ください。) 

運行区間…東京⇔大垣  東京 21:10 発→大垣 5:55 着 

            大垣 22:49 発→東京 5:05 着 

・※1、2 快速ムーンライトえちご (運転日は時刻表をご参照ください。) 

運行区間…上野⇔新潟  新宿 23:10 発→新潟 4:51 着 

新潟 23:35 発→新宿 5:10 着 

・※1   快速ムーンライト信州  (時刻、運転日は時刻表をご参照ください。) 

運行区間…新宿⇔白馬 

※1…この列車は、全車指定席なので別に 510 円かかります。また、途中の駅で日付が変わるので、18

きっぷは 2 回分(2 日分)必要になります。 

※2…車両の一部にグリーン席と女性専用車両があります。 
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この二つの列車は、定期列車からは外れてしまいましたが、いまだに存在している夜行快速です。これ

らをプランに組み込み移動時間を夜にすることで日中の所要時間を大幅に短縮できます。上野駅や東京

駅で朝早くから行くよりも、約 3000 円プラスして日中の移動時間を減らすのも工夫の一つです。ただし、

夜行快速なので使用車両は一般の特急車両が使用されるため寝心地が少し悪いかもしれません(汗)。また、

18 きっぷはお得だから使っておいて損はないという考え方をしていけません。上の車両紹介の注意書き

に日にちをまたぐので 18 きっぷは 2 回分必要だと書いてありますが、ムーンライトながらは、小田原で

料金が変わります。東京～小田原の運賃は 1450 円で、東京を旅行の始発駅にした場合は 18 きっぷ 2 回

分より東京～小田原の乗車券と 18 きっぷ 1 回分の方が安くなります。 

これは他のムーンライトえちご、信州にも言えることで、このような落とし穴にはまってしまうケース

も少なくありません。使用する前にちゃんと運賃の計算をしておかないと、得しているつもりが逆に損

をしていることになってしまいます。 

夜行快速のほかにも、新宿(千葉)⇔山梨のホリデー快速ビューやまなしなどがあります。リゾートしらか

みやきらきらみちのくなどのリゾート列車なども、種別は快速扱いなので指定席代料金 510 円を払えば

乗ることができます。さらに、ＳＬみなかみ号やＳＬばんえつ物語号なども、快速なので同じく指定席

料金を払えば乗れてしまうのです‼少しのお金を足すだけで豪華になるだけでなく、乗っているだけで十

分観光できますよ…？切符の魅力をどう引き出すかは、使用する人次第です。 

 

 

↑オール 2 階建て車両のホリデー快速      ↑国鉄型特急車両のムーンライトながら 

 

お金をあまり消費したくないという人には少し痛い出費ですが、ワープという方法があります。18 きっ

ぷは、不意の事故や災害に弱いという面もあります。ときには、コストを考えず特急列車などの有料列

車を使わなければいけない時も…？例えば、○○～○○まで普通列車で行こうとします。しかし東北や

九州などでは、列車の本数も少なくうまく接続するようにあまりされていないので、どうしてもつなぎ

きれない区間があったりします。その区間を、コストに目をつむり特急や急行でつなぐのがワープです。

どうしてもつなぎきれないときは無理をせず、奥の手のワープを使うことをプランの中に入れておくと

ころも重要です。 
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行こうとしている区間に第三セクターがある例 

地方に数ある第三セクターが間にあり、18 きっぷでは通れない場合。 

この場合、在来線にこだわって無理な迂回をすると大きなタイムロスになってしまいます。 

 

 

 東北本線 

 

 青い森鉄道 

 いわて銀河鉄道 

 

 東北本線 

 

東北本線盛岡駅から、いわて銀河鉄道、青い森鉄道を通って東北本線

八戸駅に行くとします。ここを無理に JR で行こうと迂回すると、何

時間もの大幅なタイムロスになってしまいます。そのため、いわて銀

河鉄道と青い森鉄道の分の運賃を払いは目。新幹線を使ったスーパー

ワープを使うのもひとつの手です。少なくともこういう場合を想定し

てプランを練ることが大事です。 

) 

(ちなみに、東北新幹線開業後、八戸～青森は第三セクター青い森鉄道

となってしまいます。同じように、九州新幹線開業にあわせて JR 九

州の路線も一部第三セクターになってしまいます。
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・緊急の場合は？アクシデントを起こさないようにするには？ 

ダイヤの乱れや勘違いで乗る列車を間違えるなどして予定が狂ってしまう場合があります。そんな

時、いかに臨機応変に対応できるかどうかが問われます。こういうときに役に立つのが小型の時刻

表です。後の列車を探し、この後どういう方向で行くかをもう一度考え直すカギになります。電車

の少ない地方では仕方がありませんが、こういったアクシデントを想定して最初から少し時間に余

裕を持って計画するのもアクシデント回避の手段です。こういった計画を出かける前にするのも結

もできます。最

を売っている店で 18 きっぷ 2～3 回分を売っている店も…？ 

です。通勤列車、近郊列車、中

。知っていて得するかも…！？ 

通や快速に充てられる車両 

    185 系→ 

間では普通列車とし 

        E257 系→ 

 

を使用しています。）      183、189 系↑ 

構面白いものです(笑) 

また 18 きっぷは 5 回分なので、5 回も使わないという方はネットオークションなどに行くとすでに

2 回分使われて 3 回分の残ったものが売られていたりと、使う分だけ購入すること

近ではチケットなど

・乗る車両も様々 

移動手段が普通列車、快速列車のみと限られていても、車両は様々

には特急の車両でも普通、快速に充てられる車両もあります。 

そういった車両をいくつか紹介していきましょう

・特急車両なのに普

185 系(東海道地区) 

普通 185 系は特急「踊り子」として運用 

についていますが朝の時間帯などに普通 

列車としても運転されます。勿論普通列 

車なので特急券は必要ありません。普通 

の乗車券のみで利用することができます。 

           

E257 系（房総地区） 

E257 系もまた同様に特急「さざなみ」、 

「わかしお」、「あやめ」、「しおさい」と 

して房総地区で活躍する特急車両です。 

これも房総の一部区

て運転されます。 

      

183、189 系 

これらの車両は東日本の車両の中でも特 

になじみのある車両であると思います。 

赤い特急電車といえば大概の人はこれを 

思い浮かべるのでは？最近は、臨時列車 

などで普通列車や快速によく使用されます。 

ちなみに、先ほど紹介した快速ムーンライ

トもこの車両が使用されています。（一部 

列車は違う車両
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のみで、大都市

持っている方は、通勤車両に乗る場合はでき

そういった時間帯をはずすことをお勧めしま

グリーン

横断す

江塩津～播州赤穂、長浜～網干の新快速、たっ

間、門司港～大牟田の先の南荒尾を結ぶ列車など、ロング

・通勤型の例

E233 系 

これらの通勤型車両はロングシート

近郊に住んでいる人ならだれもが見たことのあるな

じみ深い車両だと思います。 

特に通勤ラッシュの時間帯などにはシートがすべて

埋まっているどころではなく、人がすし詰め状態で

す。（笑）大きな荷物（この場合はキャリーケースな

ど）を

るだけ

す。 

 

・近郊型の例 

E231 系（近郊型） 

写真は東北本線・東海道本線（湘南新宿ライン）に

使用されている車両です。こういった近郊型の車両

は中距離列車（通勤列車よりも長い距離を走る列車） 

なので、大体の車両にはトイレついています。クロ

スシートもあるので、特急のように横を向いて座る

ことができます。ロングシートでは景色がなかなか

見られないので、こういった車両は長旅をする際に

はうれしいですね。また、最近では近郊型列車には

車を連結している車両が多くあります。勿

論、普通列車や快速列車なのでグリーン車にも乗る                     

ことができますが、別途にグリーン券が必要です。 

↓E531 系のグリーン車       このようなロングラン列車はとても便利です。仙台

～福島間を結ぶ「快速シティラビット」や新潟～会

津若松を結ぶ「快速あがの」、新潟～新井を結ぶ「快

速くびきの」、今回紹介した高崎線・東北本線～東海

道本線・横須賀線を結ぶ湘南新宿ラインや熱海～浜

松、浜松～大垣、豊橋～米原をそれぞれ結ぶ普通列

車や快速列車など。はたまた篠ノ井線・中央本線を

結んで走る松本～高尾の直行列車、北陸本線・東海

道本線・山陽本線をつなぎ、一気に関西圏を

る近

た一本で中国地方を走破する岡山～下関

ラン列車は JR 各社で走っています。ちなみに「快速くびきの」は特急型車両です。 
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・もっと 18 切符について知りたい方は 

最近では、18 きっぷ専用のガイドブックなどが販売されています。その他にもひとり旅などのプチ旅行

などにも 18 きっぷを使ったプランがあり、様々な雑誌などに掲載されていたりします。最近ＪＲ東日本

は、お得なきっぷを廃止にしたり、内容、名前を変えて販売しているケースが多く見られます。今は

18 きっぷも、2300 円という破格がゆえに廃止…なんてこともありう

たとは言えませんが、18 きっぷは確かにすばらしい切符です。この研究発表を見てくださった方で興味

を持った、という方がいらっしゃれば是非一度購入して使用してみてください。やはりこういうものは

人から聞くよりも実際に使った方が良いと思います。最後までご覧いただいて有難うございました。 

で

当たり前のように販売されている

るかもしれません。時間があるときは是非一度使ってみては？ 

 

・最後に 

実際自分は 18 きっぷを何度か使用していますが、その使用目的は様々でした。旅行などで運賃を安くす

るため、どこか出かけるときに往復 2300 円以上かかる場合などの時にも使ったりしました。普段の生活

から大きな旅行まで、幅広く使うことのできるのがこの 18 きっぷです。自分は今回、今までの自分が

18 きっぷを使用した経験を生かしてこの研究をしました。これだけではまだまだ魅力をすべて伝えきれ
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                                                             ＪＲ九州
　　　　　　787 系特急電車
　
　　　　　　　　　～日本一豪華な
　　　　　　　　　　　　特急列車の旅～

　　　　　　　　　　　高等部　*年*組*番　******

　　　　　　　　　　　　　　　                 　撮影地:　鹿児島本線 原田
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～名列車復活～

　かつて東海道・山陽線の花形だった名列車「つばめ」が、1992 年

夏、17 年ぶりに九州で復活を果たした。

それは、鉄道ファンにとって驚きと喜びで迎えられた。

その復活した「つばめ」用の車両として華やかにデビューしたのが

787 系である。

～デザイン～

　ドーンデザイン研究所の水戸岡鋭治氏が手掛けたこの車両は、

外装・内装共にメタリック調である。シルバーとブラックの外装は、

高級感と近未来感を与えるものとなった。

ＪＲ九州では、赤一色に塗られた車両や、ステンレス製の特急など

独特で個性的なデザインの車両が多かったが、787 系はそれらを

遥かに上回る画期的なデザインとなった。

～特急「つばめ」～

 それまで博多-熊本・西鹿児島(現在の鹿児島中央)を結んでいた

特急「有明」の中の、西鹿児島発着の列車を「つばめ」に改称する

ことで特急「つばめ」は生まれた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当時はまだ編成数も少なかっ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たため列車の半分は 787 系で

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　運転されたが、残りの半分は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特急「有明」で活躍していた 78

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3 系で運転された。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　787 系

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　783 系
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～車両概要～

 

 

　歴代「つばめ」が、その時代の最高の設備を備えていたように、こ

の 787 系も最高級のインテリアを持つ豪華な車両となった。

ビュフェでの軽食提供や、ヨーロッパの鉄道をイメージさせるような

コンパートメント付きの車両、「つばめレディ」と呼ばれる客室乗務員

による接客など様々なサービスも行い、名列車にふさわしい電車と

なった。

　　　　

         　セミコンパートメント　　　　　　　　　　　　　　　　　ビュフェ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　

                普通車の座席　　　　　　　　　　　　サロンコンパートメント
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～運用  (  九州新幹線部分開業前まで  )  ～  

　特急「つばめ」でデビューした 787 系は、大好評につき着々と増

備が進んだ。鹿児島本線の「つばめ」以外にも、日豊本線の特急

「にちりんシーガイア」、長崎本線の特急「かもめ」など主要路線に

次々投入された。

また夜行特急「ドリームつばめ」「ドリームにちりん」にも投入され、JR

九州内のフラッグシップトレインとして活躍が続いた。

　しかし、後に鹿児島本線の特急「つばめ」「有明」を 787 系に統一

するために、長崎本線は 1996 年、日豊本線からは 2000 年に撤退

した。

～九州新幹線と  787  系～  

　2002 年からは、九州新幹線の部分開業（新八代-鹿児島中央

間）に先立ち、特急「つばめ」に用いられている 787 系のリニューア

ルが施行された。

リニューアルされた点は、

　　・ビュフェが廃止され、普通車の座席車に改造された

　　・車内がアコモ改良された

　　・車体塗装を黒一色にし、ロゴ等がリニューアルされた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　九州新幹線の新八代-鹿児島中央

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　間の部分開業に伴い、787 系は博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　多-新八代を結ぶ、新幹線の接続

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　列車として運行された。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その結果、博多-新八代では区間が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　短いため、ビュフェは廃止された。

　　　普通車化された旧ビュフェ　
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～運用  (  九州新幹線部分開業後  )  ～  

　2004 年 3 月、九州新幹線 新八代-鹿児島中央間が部分開業し

た。九州新幹線の列車名は公募により「つばめ」となった。

　

　特急「つばめ」に使われていた 787 系は、新幹線「つばめ」の接

続列車として、博多-新八代を結ぶ特急「リレーつばめ」として生ま

れ変わった。また、新八代駅の改良工事により、新八代駅では新幹

線「つばめ」と特急「リレーつばめ」が同一ホームで乗り換えられるよ

うになった。

　

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　九州新幹線「つばめ」　　　　　　　　　　　　新八代駅の乗り換え

　尚、新幹線開業のため、博多-西鹿児島を結んでいた夜行特急

「ドリームつばめ」は廃止されてしまった。

　現在、787 系で運転されている列車は

　　・特急「リレーつばめ」(小倉・博多-新八代)

　　・特急「有明」(門司港・小倉・博多-熊本・光の森・肥後大津)

　　・特急「かいおう」(博多-直方)

　　・特急「きらめき」(門司港-博多)

　また、繁忙期には、787 系は、長崎本線の特急「かもめ」や、佐世

保線の特急「みどり」などにも使われている。
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～編成～

 787 系は、デビュー当時は「TSUBAME」ロゴの入った 9 両編成で

運行されていた。しかし、その後は、前述したように様々な列車に

投入されていった。

最終的には「つばめ」「有明」用の車両となったため、「TSUBAME」

ロゴの入った編成と、「ARIAKE」ロゴの入った編成となった。

 9 両編成を 7 両編成化し、中間車 2 両を捻出して新たに編成を

組んだり、一部の中間車を先頭車化改造するなど、様々な編成組

み換えを行い、最終的には 4 両、6 両、7 両編成となった。

　←新八代・熊本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　博多・小倉→

　　　　　　　

クモロ

787

モハ

786

サハ

787

サハ

787

サハ

787

モハ

787

クモハ

786

　　

クモロ

787

モハ

786

サハ

787

サハ

787

モハ

787

クモハ

786
　　　　　　　　　　

クロハ

７８６

モハ

787

モハ

786

クハ

787

　

　　　　　　　　　７両編成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４両編成
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 7 両編成には、”Relay tsubame”(リレーつばめ)のロゴが、４両編成

と６両編成には、“ARIAKE”(有明)のロゴが入っている。

しかし、実際には、「有明」用の４両編成が「リレーつばめ」の７両編

成の増結編成として使われたり、「リレーつばめ」の編成であるにも

かかわらず「有明」として運転されたりするので、乗車の際は誤乗

車に注意しなければならない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　「リレーつばめ」のロゴ　　　　　　　　　　　　　　「有明」のロゴ

　また、「有明」ロゴが入った編成は、“ARIAKE”ロゴの下に、赤い

正方形のマークがついている場合がある。

数年前から誤乗車を防ぐため、”ありあけ”のマークを削除もしくは”

ありあけ”の字が塗りつぶされるという作業が施された。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　前面の赤いマーク　　　　　　　　　　”ありあけ”が塗りつぶされている
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～九州新幹線全線開業後の  787  系～  

　九州新幹線全線(博多-鹿児島中央間)の開業は、2011 年 3 月に

予定されている。特急「リレーつばめ」「有明」は、新幹線「つばめ」

の接続列車として運転されているので、九州新幹線が全通してし

まえば、「リレーつばめ」も「有明」も不要な列車となってしまう。

　JR 九州は、新幹線全通後の方針を報道機関を通じて明らかにし

た点は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  ・特急「リレーつばめ」「有明」は廃止

  ・余剰した 787 系は宮崎-鹿児島中央間の特急「きりしま」に転用

  ・特急「きりしま」で活躍中の 485 系を 787 系に置き換え

以上の３点である。

　現在、100 両以上在籍している 787 系全てが、短距離特急「きり

しま」に転用されるとは考えにくい。同じ路線を走る特急「にちりん」

「ひゅうが」にも転用される可能性が考えられるが、公式発表は特に

ない。「きりしま」だけに転用される場合、787 系に初の廃車が出て

しまう可能性がある。

～おわりに～

　幼い頃に「特急大集合」というビデオを見て、この 787 系を知り、

いつか乗ってみたいと憧れるようになった。

数年前に初めて九州を旅し、この 787 系に乗り、その乗り心地の素

晴らしさにすっかり魅了された。

新幹線開業に伴い、大好きな車両が、活躍の場を狭められてしま

うのは大変残念に思う。残り少ない 787 系運用の時間を大切に、ま

たゆっくりと九州の旅へ出かけてみたい。

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

　※一部の写真は Wikipedia の写真を転載しました。　　　　　　　　　　　　
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　　　　関東鉄道常総線
　　　　　　　　　　について

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　高等部*年*組　******
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路線紹介
　　関東鉄道常総線は、関東鉄道が運行している茨城県の取手駅

から下館駅の 51.1 ｋｍを結ぶ駅数 24 駅、全線非電化の路線です。

 開業したのは 1913 年（大正 2 年）でそれ以来単線非電化でした。

しかし、戦後沿線人口が増加し輸送力を強化する必要があったた

め、複線化工事を行い取手～水海道までが複線化されました。

　3・4 両編成ので運転されていましたが、2005 年につくばエクスプ

レス線が開通し乗客が減少したために、ワンマン化等が行われ、現

在は 1・2 両編成での運行されています。

　また、毎年八月に取手で行われる花火大会の繁忙期には、3～4
両編成の姿を見ることができます。

　なお、現在稲戸井駅～新取手駅間に新駅”ゆめみ野駅”が建設

中です。平成 23 年に開業を予定しています。
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常総線路線図
　　駅　　　　名 　普通列車停車駅 　快速列車停車駅

　　　　取手駅 　　　　　　● 　　　　　　●

　　　西取手駅 　　　　　　● 　　　　　　●

　　　　寺原駅　 　　　　　　● 　　　　　　●

　　　新取手駅 　　　　　　● 　　　　　　●

ゆめみ野（建設中） 　　　　　　━ 　　　　　　━

　　　稲戸井駅 　　　　　　● 　　　　　　●

　　　南守谷駅 　　　　　　●　 　　　　　　●　

　　　　守谷駅　 　　　　　　● 　　　　　　●

　　　新守谷駅 　　　　　　● 　　　　　　┃

　　　　小絹駅 　　　　　　● 　　　　　　┃

　　　水海道駅 　　　　　　● 　　　　　　●

　　北水海道駅 　　　　　　● 　　　　　　┃

　　　　中妻駅 　　　　　　● 　　　　　　┃

　　　　三妻駅 　　　　　　● 　　　　　　┃

　　　南石下駅 　　　　　　● 　　　　　　┃

　　　　石下駅 　　　　　　● 　　　　　　●

　　　　玉村駅 　　　　　　● 　　　　　　┃

　　　　宗道駅 　　　　　　● 　　　　　　┃

　　　　下妻駅 　　　　　　● 　　　　　　●

　　　　大宝駅 　　　　　　● 　　　　　　┃

　　　騰波ノ江駅 　　　　　　● 　　　　　　┃

　　　　黒子駅 　　　　　　● 　　　　　　┃

　　　大田郷駅 　　　　　　● 　　　　　　┃

　　　　下館駅 　　　　　　● 　　　　　　●
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車両紹介
　ここでは現在関東鉄道常総線を走っているディーゼルカーを紹

介します。

＜キハ 5000 系＞

　　平成 21 年に投入された関東

鉄道の最新型ディーゼルカーで

す。

新潟トランシスが製造し現在 1 両

×2 編成が投入されています。最

新型の環境対応型エンジンを搭

載していて、従来に比べ窒素酸

化物の排出量が減少したり燃費

性能がよくなっています。

　また、従来のキハ 2300 系。、キハ 2400 系とも連結する為ブレー

キは電気指令式空気ブレーキを使用しています。　

　新製時よりワンマン運転に対応しています。塗装は今までの標準

的なものではなく青みがかった白に赤と青の帯が巻かれています。

　車内は全体的に明るめになりシートモケットの変更や仕切り棒が

付くなど従来のものと仕様が異なっています。　

＜キハ 2300 系・キハ 2400 系＞

キハ 2300 系は、新潟トランシス

が製造、平成 12 年から 2 両×5
編成が投入された片運転台型の

気動車です。

2004 年から水海道以南でのワン

マン運転が行われる為、1 次車、

2 次車にはワンマン化工事が行
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われました。3 次車は製造当初からワンマン運転に対応しています。

　

　基本的な仕様はキハ 2100 系とあまり変わりませんが、関東鉄道と

しては初となる電気指令式空気ブレーキを搭載しています。　　　

　主には水海道までの複線区間を担当していますが快速列車など

で水海道以北でも運用されています。

　　キハ 2400 系は、キハ 2200 系

をベースにキハ 2300 系で採用さ

れた電気指令式ブレーキ等を採

用した両運転台型の気動車です。

　

　製造は新潟トランシスが行いま

した。水海道以北の単線区間で

使用される為、当初からワンマン

運転に対応しています。現在は 1 両×6 編成が在籍しています。

＜キハ 2100 系・キハ 2200 系＞

キハ 2100 系は 1993 年から 1996
年にかけて 2 両×6 編成が新潟

鐵工所で製造された片運転台

型のディーゼルカーです。

それまでのキハ 350 系等との併

結運転に対応するため自動空

気式ブレーキとなりました。

　1 次車は行先表示機がＬＥＤではなく、幕式となっています。

2004 年からの水海道以南でのワンマン運転に備えて、すべての車

両にワンマン化工事が行われました。
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キハ 2200 系は 1997 年から常

総線に投入された車両です。

基本的な仕様はキハ 2100 系と

同様、自動空気式ブレーキ等を

踏襲しています。合計 4 両が投

入されました。　

　また、キハ 2100 系、2300 系等が両開き 3 ドア車なのに対し、キハ

2200 は中央の扉が両開き、残り 2 つの扉が片開きとなっています。

＜キハ 0 系・キハ 310 系＞

　　キハ 0 系は国鉄キハ 20 系の

足回りを流用し、車体を新潟鉄

工所で新製した片運転台型の気

動車です。２両×4 編成が製造さ

れました。1996 年に冷房化工事

が行われました。

　

　キハ 310 系は国鉄キハ 10 系の足回りを使用し、大栄車輌、新潟

鐵工所で製造された片運転台型の気動車です。

　また、キハ 0 系が 2 両単位で運用されていたのに対し、この車両

は 1 両単位での運用となっています。

　この車両は合計 8 両が製造されましたが、そのうち 2 両は廃車と

なり現在は 2 両×3 編成が在籍しています。
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＜キハ 350 系・キハ 100 系・キハ 300 系＞

　　キハ 350 系・キハ 300 系は

国鉄、ＪＲのキハ 35・36 系、キハ

30 系を譲受し、改造した車両で

す。

　強度上の問題で外吊り式両開

き 3 ドア車という非常に珍しい

姿をしています。

　それまでの旧型気動車を置き換えるために以下のように改造、投

入されました。

キハ 30 系（両運転台）→キハ 300 系（両運転台）：16 両

キハ 35・36 系（片運転台）→キハ 350 系（片運転台）：23 両

主な改造点としては塗装の変更、トイレの撤去、客室内のドアの交

換が行われました。後日、冷房化とエンジンの交換も行われていま

す。

　キハ 300 系は 92 年に起きた取手駅突入事故で 2 両が廃車、そ

の後も新型車両の導入により次々と廃車されました。現在はキハ

100 系に改造された 2 両が残るのみ

となっています。

　キハ 100 系はキハ 300 系にワンマ

ン運転化工事を行ったもので、2 両が

在籍、それぞれ筑波鉄道色、首都圏

色に塗装されディスカバートレインと

して運用されています。

　

一方キハ 350 系は一部が廃車されてしまったものの、現役で運用

されつづけています！新型車両がデビューし、見る機会はぐっと

減ってしましました。見るなら今のうちに！
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さいごに
　最後まで読んでいただきありがとうございました。

関東鉄道常総線についてすこしはわかっていただけたでしょう

か？自分自身調べていくうちに、今まで知らなかったようなこともた

くさんあり、いろいろなことを吸収することができました。

　常総線は、新型車両から国鉄時代に走っていたようなレトロな車

両まで、さまざまな車両を見ることができる路線です。みなさんも、

身近を走る路線として、是非一度乗ってみてください！きっと、良

い経験になると思います！

※写真は一部 Wikipedea から引用したものがあります。
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▲EF510 形電気機関車、この時鉄研は旅行中(島本にて) 

 
 
EF510 形電気機関車と 

ブルートレインの現状について 
 
 

*-*-*  ***** 
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1、まえがき(ブルートレインの現状) 
一年ぶりにこの『下総の国から』

に投稿しました。去年は色々と

クラスの事や他の部活の事があ

りました。今年は張り切って書

いていこうと思います。ところ

で、今回の後半のブルートレイ

ンについてですが、現在残って

いるブルートレインは 5 つしか

生存していません。その5つは、

あけぼの、日本海、北斗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲左：500 番台 501 号機 右：0 番台先行量産機 1 号機 

Wikipedia より写真を引用しました

星、 

                        カシオペア、トワイライトエク

スプレスです。厳密にはブルー 

トレインは、青い車体の寝台列車を使用し、寝台車主体の列車であるので車体の色が 
青色でないカシオペアや、トワイライトエクスプレスは含めないとされていたりする

のですが、あくまで厳密には。僕の記事では取り扱いたいと思います。今では 5 つし

か運行していないブルートレインも昔はたくさん走っていました。40 ものブルートレ

インが走っていたそうです。今では機関車が引っ張らずとも電車があり、新幹線も開

通したので、夜通し列車に揺られずとも 3 時間あれば十分な場所ばかりになってしま

いました。ブルートレインが消えた理由の一つであります。僕はブルートレインが大

好きだったのですが、平成生まれだったのであまり昔のブルートレインが撮れません

でした。悲しい限りです。ブルートレインは機関車を使います。機関車を使うのは実

はあまり効率が良いとは言えません。そこでブルートレインとは言えないが、寝台列

車の電車版が出ました。その名はサンライズエクスプレス。実はこのサンライズは『瀬

戸』、『出雲』とそれぞれブルートレインだった時、老朽化した 24 系 25 形客車から 285

系電車に使用車両を置き換えて電車化したのが『サンライズ瀬戸』、『サンライズ出雲』

です。ちなみに二つはそれぞれ行き先が違います。僕も一回はサンライズに乗ってみ

たいものです。サンライズは四国・中国地方方面へ向かう電車です。しかし残存して

いるブルートレインは電車ではありません。だからこそブルートレインを撮りたいと

いう思いも湧き上がるのですが…。今回挙げるブルートレインは偶然撮れたものもあ

りますが、撮れた時はやはり感動します。あぁこんな列車が撮れる日が来たんだなと。

ブルートレインは珍しいというほどのものではありません。たまに機関車が青い列車

を牽いているのを見たことがありませんか?あれは臨時列車なこともあります。でもそ

れはブルートレインかもしれません。これから紹介するのはそんな今後を担うブルー

トレイン達です。是非読んで下さい。 
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2、JR 貨物 EF510 形電気機関車 

 

 

 

 

 

 

 

▲EF510 形量産機(12 号機)、高岡駅にて 

           Wikipedia より写真を引用しました

 

 

 

 

 

 

 

 

▲鉄研旅行中。写真は EF81 形『日本海』 

 写真は僕が撮りました。(島本駅にて)

楽しく分かりやすく解説していき

たいと思います。EF510 形電気機

関車は、JR 貨物が 2002 年から投

入している交流・直流両用電気機

関車です。この機関車は JR 東日

本も所有しています。 高速度は

120km/h ですが、実際に出せる

高速度は 110km/h です。ちなみに 

                       愛称はレッドサンダーです。車体 

                       の側面に”RED THUNDER”とい

うロゴマークが。0 番台は JR 貨物所属、500 番台は JR 東日本所属です。500 番台に

は、東北本線黒磯駅の交直セクションを通過するための自動列車選別装置が装備され

ています。これは北斗星、カシオペアを牽引する上で重要です。しかし青函 ATC と呼

ばれるATC装置は装備されていないので、青函トンネルは通過できません。ところで、

この EF510 形は日本海縦貫線・常磐線などで 1968 年から使用されてきた交直両用電

気機関車 EF81 形の取替えを目的に開発されました。東海道・山陽本線を主とする直

流電化区間用に、運用コストを適正化した形式として同時期に EF210 形が製作されま

した。同じ形式の設計を基にして交直両用機の開発が進められ、2002 年 2 月に三菱電

気・川崎重工業で先行量産車の 1 号機が完成しました。これが EF510 形です。2003

年から量産を開始して老朽化が進む EF81 形を置換ています。EF81 形は様々な場面で

活躍中ですが、今常磐線や東北本線などで

置換が始まっています。EF81 形を目にす

る機会は少なくなってくるでしょう。名残

惜しいですね…。EF510 形は今後増加し、

目にする機会が増えてくるでしょう。きっ

と常磐線でも目にすると思います。 初の

ページに載っているような写真を見るこ

とでしょう。今後の活躍に期待です。しか

しながら僕は古い列車などが好きな         

                   あまり EF510 形に増えてほしくないとい 

                    うのが僕の意見です。古いものが淘汰され 

                    るのは世の常です。 
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3、北斗星 
ここからはブルートレインについて

です。実は先程述べた通り、北斗星に

も EF510 形が運用に入っています。

左の写真の下は運用前、上は運用後。

ロゴマークは変わりません。北斗星は

JR 北海道、JR 東日本が上野-札幌駅

間を東北本線・いわて銀河鉄道線・青

い森鉄道線・東北本線・津軽海峡線(津

軽線・海峡線・江差線)・函館本線・室

蘭本線・千歳線・函館本線の順に経由

して運行する寝台特急列車です。実は

全ての路線が JR 所有では無い事に気

付いたでしょうか?そう、いわて銀河

鉄道線と青い森鉄道線は JR が第一種

鉄道事業者ではありません。寝台列車

には客室に種類があります。北斗星に

は、ロイヤル・ツインデラックス・デ

ュエット・ソロ・B コンパート・開放

型 B 寝台という寝台車が付いていま

す。前二つは A 寝台という高級な寝台

車、あとは B 寝台という普通の寝台車。

また他にはミニロビー(シャワー室

▲▲何故カシ釜…。僕が撮りました(新白岡にて) 

▲ちょっと下手かな?これも僕が。(西川口にて) 

上：EF510 形 下：EF81 形 いずれも『北斗星』
有) 

や食堂車、電源・荷物車があります。2008 年 3 月 15 日のダイヤ改正にて、北斗星 1･ 

4 号、2･3 号と二つの北斗星があったのを、1･4 号を廃止して 1 往復にしてしまいまし 

た。その為、二つを一つにするにはどうしても長さが長すぎてしまい、JR 北海道所属 

のロイヤル・ツインデラックス・食堂車、JR 東日本所属のロビーカーは運用が終了し 

てしまいました。北斗星の由来は北斗七星・北極星から来ています。実は夜行列車は 

調べてみると天体名が多いです。これは「夜行列車は天体名にちなむ」というかつて 

の慣例や「宇宙的なイメージ」からとされているためです。北斗星には夢空間という 

車両が存在しました。とても豪華で中のつくりは写真でしか見たことがありません(実 

際に北斗星の中に僕は入ったことすらありませんが)。予約が取れない切符で有名でし 

た。夢空間は北斗星のうち、3 両だけ色が違う車両がそうです。食堂車と寝台車とロビ 

ーカーです。北斗星の食堂車はグランシャリオと言い、フランス料理や懐石料理が楽 

しめます。ちなみにこういった料理は全て予約制です。 
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4、カシオペア 
一言で言い表せば、「とても豪華な車両」

です。寝台列車には B 寝台や A 寝台と

いった格が存在します。しかしこのカシ

オペアには A 寝台しか存在しません。こ

れを知ったときは驚きました。全てが高

い料金なのですから。カシオペアは JR

東日本が上野-札幌駅間を東北本線・い

わて銀河鉄道線・青い森鉄道線・東北本

線・津軽海峡線・函館本線・室蘭本線・

千歳線・函館本線の順に経由して運行す

る寝台特急です。カシオペアは 初から

あった訳ではなく、1997 年 7 月 16 日か

ら北斗星の 1 往復に E26 系客車を使用

するために置換した列車です。この E26

系客車は 1 編成しかないため、下りは上

野発火・金・日曜日、上りは札幌発月・

水・土曜日のみ運行されています。しか

し GW や夏季、年末年始は曜日に関わら  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲▲何故北斗星釜･･･。僕が撮影。(新白岡にて)

▲真夏日でした。これも僕です。(西川口にて) 

上：EF510 形 下：EF81 形 双方が『カシオペ

                     ず 2 日に 1 本の運行をしているので、定 

                     期列車ではなく、臨時列車となっていま

す。客車は JR 東日本尾久車両センターに 

所属し 12 両編成で、カシオペアスイート 2 両・カシオペアデラックス 1 両・カシオペ 

アツインが 8 両・ダイニングカー1 両・ラウンジカー1 両となっています。ちなみに札 

幌方面へ向かうカシオペアの 後尾はカシオペアスイートですが、このスイートの切 

符もまた取れないことと言ったら…。何故か。それは札幌方面のカシオペアは 後尾 

がスイート、このスイートの構造はなんとまるで展望台に居るような錯覚を感じる 

180°パノラマで辺りを一望できるという素晴らしい部屋。それが銀世界を駆け抜けて 

いく時、人はどんな光景を見てどんな溜息をつくのでしょうか…。僕が一度は乗って 

みたい客車の一つです。ダイニングカー(食堂車)は食堂が 2 階にあり、ディナー・パブ・ 

朝食の営業を行っています。ディナーは北斗星同様予約が必要ですが、パブ・朝食は 

不要です。ディナーはこれまた北斗星と同じくフランス料理と懐石御膳、どちらかを 

予約するときに選択できます。朝食は御飯・パンどちらかから選べます。ラウンジカ 

ーは乗客がいつでも利用でき、ソファーが用意されているので外の眺望を楽しむこと 

できます。他にもミニロビー・共用シャワーなど至れり尽くせりです。 
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5、トワイライトエクスプレス 
1989 年 7 月 21 日に団体専用

列車として運行開始、当時は

ツアー客のみで寝台券は一般

販売されなかったそうです。

しかし同年 12月に臨時列車に

ダイヤ変更。寝台券の一般販

売を開始しました。東海道本

線(JR 京都線)・湖西線・北陸

本線・信越本線・羽越本線・

奥羽本線(日本海縦貫線)・津軽

海峡線・函館本線・室蘭本線・

千歳線の 12線区を順に経由し、

運行しています。このトワイ

ライトエクスプレスは日本一

の長距離旅客列車で、 長

1508.5km を約 22 時間 45 分

かけて運行するそうです。臨

時列車となっている理由はカ

シオペアに当たらずも遠から

ずな感じです。運行日は出発

日基準、下りは月・水・金・

土曜日、上りは火・木・土・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲▲鉄研旅行中の写真。僕が･･･(ry (島本駅にて) 

▲レストランカー「ダイナープレヤデス」(Wikipedia より)

日本三大寝台特急『北斗星』『カシオペア』『トワイライト

エクスプレス』の中で二番目に豪華だと思います…。 

                         日曜日が原則です。しかし G 

                         W や 6 月中旬~8 月中旬・年末 

                         年始・さっぽろ雪まつりなど 

                         の忙しい時期になると毎日の 

運行となります。従って、平日・土休日の区分が出来ないことから臨時列車扱いとな 

っている訳です。まぁ些細な違いですけどね。3 号車にはレストランカー(食堂車)「ダ 

イナープレヤデス」、4 号車にはサロンカー「サロン・デュ・ノール」という名称が付 

いています。2002 年秋までに全編成の車両リニューアルが完了し、内装は「木のぬく 

もり」をテーマに木目調に変更。7 号車のミニサロン(禁煙)には本革のソファーが設置 

されました。スイート・ロイヤル・ツイン・シングルツイン・B コンパートなどの寝 

台客車が付いており、どの車両もきっと快適でしょう。これを含む上の三つの寝台は 

三大豪華寝台特急と言っても過言ではないはずです。 
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6、あとがき 
いかがでしたか?ブルートレインと言っても

三つしか紹介しませんでしたが、三大豪華列

車の気分を味わえたなら僕としても書いて良

かったと思えます。ブルートレイン業界は前

途多難の道を歩んでいるように思います。僕

は昔から続くこのブルートレインを日本の誇

りとして継続していってほしいと思います。

今はもうダイヤから外れてしまった者達のた

めにも、僕はそれを思いながら撮影をしてい

きたいと思います。EF510 形は入れた意味あ

るの?と聞く方もいるかもしれません。それは

確かな理由があります。北斗星・カシオペア

の運用に入ったからと僕は答えます。今まで

がんばってきてくれた EF81 形に敬意を表し

つつ、EF510 形に期待を込めてこの記事を書

きました。いずれは EF81 形が消えるかもし

れません。それも世の常です。古いものは新

しいものに淘汰されていく、常識です。新幹

線で旅をする、それもまたいいですよね。普

通列車で何処まで行けるか挑戦する、男の浪

漫が詰まったような挑戦です。しかし寝台列

車も捨てたものではないはずです。流れゆく

景色の中、車内から遠くを見つめて物思いに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲▲▲『あけぼの』。実は寝台特急に乗っ

たことのある車両はこれだけだったりす

る。僕撮影。(大宮駅にて) 

▲▲これも今は無き『銀河』。これは寝台

特急ではなく寝台急行である。これを撮

ったすぐ後に消えて驚いた。(八丁畷にて)

▲『あけぼの』の車内。ここは開放式 B

寝台の通路。意外と狭い。しかし寝るス

ペースはソロより広かったりする。これ

も僕が撮影。(『あけぼの』車内にて) 

                  耽る。これもまた素晴らしい。風情があると 

                  言いますか、儚さがあると言いますか…。遠 

                  出をするには新幹線だけでなく、ブルートレ 

                  インも使ってみてはどうでしょうか?今回挙 

                  げていないブルートレインに日本海というの 

                  があります。トワイライトに乗れない人はこ 

                  の青森まで行く日本海を使って旅をしてみて 

                  はいかがでしょうか? 後に、つまらない話 

                  だったかもしれませんが、ブルートレインは 

                  こんな感じなんだということを理解して頂け 

                  たなら幸いです。御鑑賞有難う御座いました。 
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中央線が好きだ。 
My favorite line, Chuo Line 

  

この沿線には、芸術からマンガまで新しい文化を発信し続ける街がある。 

自分の趣味にこだわり、自分のリズムで暮らす街がある。 

どの街にも個性がある。主張がある。 

しかしそれらはバラバラなように見えて、同じ空気が漂っている。 

より自分らしく、より自由に生きようという、都会的な精神で結ばれている。 

あなたはどうですか、中央線が好きですか。今度いっしょに出かけませんか。 

（JR 東日本八王子支社ホームページより引用） 

http://www.jreast.co.jp/hachioji/ensen/index.html 

高等部＊年＊組 ＊＊＊＊＊ 
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１，研究動機 
 2007 年 8 月、僕が中学 2 年生だった時。「山梨県の中央東線」と題して、高尾駅から小淵沢駅まで

全駅を下車して研究発表をしました。それから 3 年、僕は高校 2 年生となり鉄研での研究発表も最後に

なりました。締めくくりは何にしようと考えて、最後なのだから原点に戻って中央線にしよう！と決め

て、高尾・東京間の中央快速線の中央特快停車駅について研究することにしました。 

２，中央線について 

中央線の歴史 

中央線の歴史は御茶ノ水を起点に八王子に至る鉄道を運営していた甲武鉄道までさかのぼります。 

甲武鉄道はもともと馬車鉄道（馬が線路の上を走る車を引く鉄道）として計画されましたが、その後蒸

気鉄道に変更され、1889 年 4 月に新宿・立川間、8 月に立川・八王子間が開業されました。その後 1904

年に御茶ノ水まで延長されました。1906 年に国有化され、中央本線の一部となりました。第二次世界

大戦後、中央線は通勤五方面作戦の対象となりました。 

中央本線と中央線快速、中央・総武線各駅停車 

 中央快速線、中央・総武線各駅停車という呼び方は通称であり、正式には御茶ノ水・千葉間は総武本

線、東京・神田間は東北本線、代々木・新宿間は山手線、それ以外の区間は中央本線に属しています。

ただし旅客向けの便宜上、中央本線、中央快速線、中央・総武線各駅停車などという呼び方をしていま

す。また、中央・総武各駅停車は「中央・総武線」、「中央線・総武線各駅停車」などとも呼ばれます。

なお中央本線は東京・新宿・塩尻・名古屋間を結んでいて、東京・塩尻間は JR 東日本、塩尻・名古屋

間は JR 東海の管轄となっています。 

中央線の運行形態 中央線は利用客が多いため、さまざまな種類の運行形態があります。 

◇快速（Rapid） 

中央線快速は東京、神田、御茶ノ水、四ッ谷、新宿、および中野以西に停車します。ただし、土曜

休日ダイヤでは高円寺、阿佐ヶ谷、西荻窪を通過します。大月、富士急行線河口湖まで運行されてい

る場合もあります。 

◇各駅停車（Local） 

早朝と深夜帯においては、快速電車用の車両が各駅停車の表示を出して東京・高尾間を緩行線経由

（御茶ノ水・三鷹間）で運行します。 

◇中央ライナー・青梅ライナー 

平日のみ中央ライナー（東京<上りは含まない>・新宿・立川・八王子・高尾）が朝に上り 1 本、

夜間に上り 3 本、下り 6 本が運行されています。また、青梅ライナー（東京・新宿・立川・拝島・可

部・青梅）が朝に上り 1 本、夕方に下り 2 本が運行されています。 
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◇中央特快・青梅特快（Chuo Special Rapid・Ome Special Rapid） 

中央特快という特別快速が運行されていて、高尾・西八王子・八王子・豊田・日野・立川・国分寺・

三鷹・中野・新宿・四ツ谷・御茶ノ水・神田・東京に停車します。大月、富士急行線河口湖まで運行

されている場合もあります。青梅特快という特別快速も運行されていて、東京・立川間は特別快速で、

立川から各駅で青梅、武蔵五日市、高麗川まで運行されるものがあります。 

◇通勤快速（Commuter Rapid） 

 平日の夜間下り方向で運行されており、中央特快や青梅特快の停車駅に荻窪と吉祥寺を加えたもの

です。大月、富士急行線河口湖まで運行されている場合もあります。 

◇通勤特快（Commuter Special Rapid） 

 平日の朝の通勤ラッシュ時間帯の上り方面のみ大月・高尾・青梅・東京間で運行されています。主

に多摩地域西部の通勤客を対象としていて、特快との違いは高尾・新宿の停車駅は八王子、立川、国

分寺のみとなっている点です。 

◇普通列車（Local） 

立川以西には中央本線の中距離列車である普通列車も運行されています。立川・大月、甲府、松本

間で運行されています。 

◇特急スーパーあずさ* 

 原則として新宿・松本間を上下それぞれ約 1 時間に 1 本の割合で 1 日 8 往復運行しています。 

◇特急あずさ* 

 原則として新宿・松本間を上下それぞれ約 1 時間に 1 本の割合で以下のように運行しています。 

  新宿駅 - 松本駅間：上り 7 本、下り 9 本   松本駅 → 東京駅間：上り 1 本 

  松本駅 → 千葉駅間：上り 1 本        南小谷駅 → 新宿駅間：上り 1 本 

  千葉駅 → 南小谷駅間：下り 1 本 

◇特急かいじ* 

 原則として新宿（東京）・甲府（竜王）間を上下それぞれ約 1 時間に 1 本の割合で一日 12 往復運

行しています。また、「特急はまかいじ」が松本・横浜間で運行されています。 

* JR 東日本は 2010 年 9 月 24 日にダイヤ改正を発表して、12 月 4 日から普通電車の運行や接続を見直

すなどして、特急電車が速度を上げやすくして、特急電車の甲府・新宿間の所要時間を１～５分短縮する、

と発表しました。同区間のこれまでの最短時間を１分短縮し、１時間２２分で結びます。 

◇中央・総武線各駅停車 

 三鷹・千葉間で運行されています。中央快速線とは独立して運行されていて、三鷹・中野間の各駅

と東中野、大久保、新宿、代々木、千駄ヶ谷、信濃町、四ッ谷、市ヶ谷、飯田橋、水道橋、御茶ノ水、

秋葉原以東は総武線各駅停車と直通運転します。 
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◇東京メトロ東西線直通電車 

 三鷹・中野間は中央・総武各駅停車の駅を各駅に停車し、中野・西船橋間は東京メトロ東西線に直

通運転します。また、三鷹・中野・西船橋・津田沼間を運行する場合もあります。東葉高速鉄道東葉

高速線とも直通運転をしており、その場合は東葉勝田台まで運行されます。 

◇成田エクスプレス 

  大船・戸塚・横浜・武蔵小杉・高尾・八王子・立川・国分寺・三鷹・吉祥寺・新宿・渋谷・品川・

東京・空港第２ビル・成田空港間で運行されています。 

◇その他 

 中央線は沿線にさまざまな観光スポットが存在するため、多くの不定期臨時列車が運行されま

す。以下にその一部列車を紹介します。 

快速むさしの…八王子・大宮間で運行される。 

快速ぶらり高尾散策号…日立・高尾間で運行される 

快速ムーンライト信州…新宿・白馬間出運行される臨時夜行快速列車 

 

 

▲中央線（快速）・青梅線路線図 

（「http://ja.wikipedia.org/wiki/中央線快速」より引用 Myself 様作成、一部筆者加工） 

 

 

▲中央線路線図 

（「http://ja.wikipedia.org/wiki/中央線快速」より引用 RailRider 様作成、一部筆者加工） 
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３，中央線駅探索 中央快速線の中央特快停車駅を筆者の視点から解説します 

高尾（Takao）（東京都八王子市） 中央線・高尾線 

 

▲社寺風の北口駅舎 

チャームポイント：関東の駅百選第１回選定駅（１９９７年） 

まめ知識その１：３・４番線ホーム東京寄りには高尾山にちなむ天狗の石像があります。 

まめ知識その２：高崎駅と共に、最終電車の到着時刻は午前 1 時 37 分です。これは日本で最も遅い時

刻となっています。 

まめ知識その３：2009 年度の１日平均乗車人数は 30,862 人。 

ひとことその１：東京方面・甲府方面ともに当駅折り返しの列車が多く設定されています。 

ひとことその２：成田エクスプレスの停車駅 

西八王子（Nishi-Hachioji）（東京都八王子市） 中央線 

 

▲北口 

まめ知識その１：2009 年度の１日平均乗車人数は 30,958 人 
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八王子（Hachioji）（東京都八王子市） 中央線・横浜線・八高線・相模線・京王線 

 

▲八王子駅北口と駅ビル 

チャームポイント：発車メロディーが「夕焼小焼」。北口は有数の繁華街。 

まめ知識その 1：駅弁が販売されている。特製御弁当・特製お好み弁当・サンドウィッチ・ちらし寿し・

うなぎ弁当・高尾の里・松姫御膳（おすすめ）・牛ずし・特製幕の内夕やけ弁当・陣場の栗めし 

まめ知識その 2：2009 年度の１日平均乗車人数は 80,273 人。JR 東日本で 49 位。 

ひとことその 1：成田エクスプレスの停車駅 

豊田（Toyoda）（東京都日野市） 中央線 

 

▲北口駅舎 

チャームポイント：高尾方面に豊田車両センターがる。 

まめ知識その 1：2009 年度の１日平均乗車人数は 31,320 人。 

まめ知識その 2：発車メロディーが童謡「たきび」である。これは同曲の作詞者である巽聖歌が、駅の

近隣である日野市旭が丘に住んでいたことによるものです。 
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日野（Hino）（東京都日野市） 中央線 

 

▲駅舎 

チャームポイント：新選組副長・土方歳三の出身地として知られます 

まめ知識その 1：2009 年度の１日平均乗車人数は 27,340 人。 

立川（Tachikawa）（東京都立川市） 中央線・青梅線・南武線・多摩モノレール線 

 

▲北口 ルミネ併設の駅ビル 

チャームポイント：駅周辺は全国でも有数の商業地。 

まめ知識その 1：2009 年度の１日平均乗車人数は 158,068 人。東京都 23 区外の駅で 1 位 

まめ知識その 2：駅弁が販売されている。あじ・さば寿司・釜めし弁当・多摩弁（おすすめ）・鳥めし弁

当・深川めし 

ひとことその１：成田エクスプレスの停車駅 
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国分寺（Kokubunji）（東京都国分寺市） 中央線・国分寺線・多摩湖線 

 

▲南口駅ビル国分寺エル 

チャームポイント：なし 

まめ知識その 1：2009 年度の１日平均乗車人数は 106,315 人。 

ひとことその１：成田エクスプレスの停車駅 

三鷹（Mitaka）（東京都三鷹市） 中央線 中央・総武線各駅停車 

 

▲北口駅舎 

チャームポイント：三鷹の森ジブリ美術館の最寄り駅 

まめ知識その 1：2009 年度の１日平均乗車人数は 89,671 人。 

ひとことその１：西側に三鷹車両センターが併設されている。 

ひとことその 2：成田エクスプレスの停車駅 
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中野（Nakano）（東京都中野区） 中央線 中央・総武線各駅停車 東京メトロ東西線 

 

▲南口駅舎 

チャームポイント：中野サンプラザ・中野ブロードウェイ・中野サンモール商店街の最寄り駅 

まめ知識その 1：2009 年度の１日平均乗車人数は 132,742 人。 

概要：駅周辺以外では住宅街となっていて、一戸建てのほかマンションやアパートが見られます。いわ

ゆる木賃ベルト地帯の一角であり、木造の賃貸物件で一人暮らしをしている若年層の住民も見られます。 

新宿（Shinjuku）（東京都新宿区・渋谷区） 

 

中央線 中央・総武線各駅停車 山手線 埼京線 湘南新宿ライン 京王線 小田急線  

東京メトロ丸の内線、副都心線 都営地下鉄新宿線、大江戸線 西武新宿線 

▲南口駅舎 

チャームポイント：駅周辺は日本最大の繁華街・歓楽街 

まめ知識その 1：2009 年度の１日平均乗車人数は 748,522 人。（世界一位） 

まめ知識その２：駅弁が販売されています。鶏めし弁当、深川めし、30 品目バランス弁当、高原野菜

とカツの弁当、五目わっぱめし、とん漬け弁当、本庄早稲田発～ 古代豚弁当、鯵鯖よくばり寿司、こ
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だわりのとんかつ弁当、うまい甲斐、新宿弁當、牛と豚の弁当、幸福べんとう（おすすめ）、季節の吹き

寄せ弁当、うなぎ弁当、北海味メッセ、懐石弁当大人の休日 

ひとことその１：成田エクスプレスの停車駅 

ひとことその２：塾 SEG の最寄り駅 

概要：東京の新都心である新宿に位置するターミナル駅です。JR・私鉄・地下鉄の多くの路線が周辺地

域のベットタウンを結んでいて、多くのビジネス客が利用しています。周辺はビジネス・ショッピング

街など、様々なものが集中していて、東京駅周辺と比べれると華やかな雰囲気を持っています。乗り入

れる路線も東京多摩地域、神奈川北西部、埼玉南部といったベッドタウンを結んでいるため、終日利用

者は絶えません。周辺に新宿高速バスターミナルがあり、全国各地へのバスが運行されています。 

四ッ谷（Yotsuya）（東京都新宿区） 

 

中央線 中央・総武線各駅停車 東京メトロ丸の内線、南北線 

▲赤坂口 

チャームポイント：上智大学の最寄り駅 

まめ知識その 1：2009 年度の１日平均乗車人数は 90,956 人。 
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御茶ノ水（Ochanomizu）（東京都千代田区・文京区） 

中央線 中央・総武線各駅停車 東京メトロ丸の内線 

 

▲聖橋口 

チャームポイント：駿台予備校の最寄り駅 

まめ知識その 1：2009 年度の１日平均乗車人数は 103.011 人。 

概要：線路の北を神田川が流れます。駅周辺は東京大学、東京医科歯科大学、順天堂大学、明治大学、

日本大学、東京電気大学、駿河台大学などの大学があり「日本のカルチエ・ラタン」などとも呼ばれる

学生街として知られています。湯島聖堂、神田明神、ニコライ堂などの歴史ある建物もあります。この

地域は 2010 年 1 月 28 日に放送された NHK 総合「ブラタモリ」にて紹介されました。 

神田（Kanda）（東京都千代田区） 中央線 山手線 京浜東北線 東京メトロ銀座線 

 

▲北口 

チャームポイント：中小のビルが建ち並ぶオフィス街 

まめ知識その 1：2009 年度の１日平均乗車人数は 103,605 人。 

まめ知識その 2：周辺に金券ショップや居酒屋が多いことで知られる。西口には西口商店街があり、昔
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ながらの商店街が現在も残っている。  

東京（Tokyo）（東京都千代田区） 

中央線 東海道線 山手線 京浜東北線 横須賀線 総武快速線 京葉線 東北新幹線 山形新幹線 

秋田新幹線 上越新幹線 長野新幹線 東海道新幹線 東京メトロ丸ノ内線、日比谷線、銀座線、東西

線、千代田線、半蔵門線、有楽町線 都営地下鉄三田線、浅草線 

 

▲丸の内口から見た駅舎（Wikipedia から引用） 

チャームポイント：東京の表玄関とも言うべきターミナル駅。平日の一日あたりの発着列車本数は約

3,000 本であり、日本一となっています。 

まめ知識その 1：2009 年度の１日平均乗車人数は 384,024 人。 

まめ知識その２：駅弁が販売されています。特にポケモン弁当がおすすめです。 

まめ知識その 3：丸の内中央口から皇居が見えます。 

ひとことその１：成田エクスプレスの停車駅 

概要：面積は東京ドーム約 3.6 個分であり関東の駅百選認定駅となっています。宇都宮線、高崎線、常

磐線の各線の列車が当駅に乗り入れるとともに、一部列車が東海道線と直通運転する計画があります。

2008 年から工事が始まっていて、2013 年の完成を予定しています。つくばエクスプレスも秋葉原駅

から当駅に乗り入れる計画があります。在来線の構内は非常に広く、1 階は駅ナカが充実しています。

JR 東日本が主体となって駅周辺の再開発事業が行われていて、一連の再開発地区が「Tokyo Station 

City」と命名されています。駅周辺は日本を代表するビジネス街となっていて、昼間は人通りが多い一

方夜間は少なくなっています。西側の丸の内地区は日本を代表するビジネス街であると同時に丸の内ビ

ルディング、新丸の内ビルディングなどの複合商業施設のオープンが相次いでいて、観光スポットにも

なっています。現存する丸の内本屋の赤レンガ駅舎は、1945 年東京大空襲によりその多くが破損した

後に 1947 年に開業当初の状態より一回り規模を縮小して修復したものです。1988 年に政府は東京駅

周辺築再開発構想をとりまとめ、2003 年には重要文化財に指定されました。2007 年より復元工事が

行われていています。東側の八重洲口は商社などの主要企業が軒を連ねる京橋・日本橋の玄関口である

と同時に、2007 年には大丸東京店の全面リニューアル、2008 年には東京キャラクターストリートの

開業などにより商業スポットとしても注目されるようになりました。また、地下街が発展していて、東

京ラーメンストリートなどもあります。JR バスのハイウェイ乗り場をはじめとして、周辺には複数の

高速バスの発着拠点が存在します。JR 東日本の乗車人数は 5 位であり、新宿、池袋、渋谷、横浜、大

阪に大きく差をつけられていますが、その理由として当駅はビジネス層が大半を占めていることが考え

られています。 
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４，私鉄との関係  

 

▲中央線と競合している路線 

（「http://ja.wikipedia.org/wiki/中央線快速」より引用 RailRider 様作成、一部筆者加工） 

中央線の新宿・高尾間が、路線の南側に併走している京王電鉄の京王線、高尾線、井の頭線と競合関

係になっています。そのため、中央特快や通勤特快といった速達電車の運行や、新宿・八王子間などを

特定運賃として通常の JR 運賃よりも割高に設定すると言った対抗策が講じられています。しかし、通

勤 6 ヶ月定期以外は京王電鉄の方が優位であるというのが現状となっています。通学定期に関しても京

王電鉄の方が優位となっています。所要時間に関しては新宿・高尾間において中央線が約 40 分、京王

線が 37 分となっていて、京王線の方がやや早くなっています。 

５，中央線の総括  

 中央線沿線は、アニメ製作会社や大学、学校、若者といったマニア向け商品の顧客層が多く、サブカ

ルチャー産業の育成に適した土地です。沿線には中学、高校、大学などの教育機関が多数点在しており、

東京有数の学生の街を結んでいると言えます。表紙に書いた通り、芸術からマンガまで新しい文化を発

信し続ける街があるのと同時に、どの街にも個性があると言えます。 

６，感想 

 今回中央線を研究してみると、この路線は個性があって魅力的だと思いました。中央線にはさまざまな

学校があり、沿線にはさまざまな文化が創造されています。すなわち中央線は文化を結んでいるとも言え

ると思います。この路線には明るい未来があると思います。中央線は人々が自由に生きる精神、都会的な

精神で結ばれていると感じました。今回で最後の研究発表となり、この紫峰祭をもって引退することにな

りましたが、鉄研に入部していろいろなことを学べて本当に良かったと思います。鉄道を知るということ

は、いろいろな知識やマナーを学ぶことになります。つまり日常生活の基本が大事なわけです。大学生に

なったら運動系のサークルに入るかもしれませんが、鉄研にも目を向けておきたいと思います。 

 下手な文章で申し訳ありませんでした。最後まで読んでいただきありがとうございました。 

７，参考文献 
 ・東日本旅客鉄道株式会社八王子支社ホームページ http://www.jreast.co.jp/hachioji/top.html 

 ・交通新聞社「東京時刻表 2010 年 9 月号」 ・フリー百科事典ウィキペディア「中央線快速」 
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～はじめに～ 

LRT・・・・・‟ライトレール„と呼ばれるこの乗り物を知っている人は関東圏ではな

かなかいないだろう。 

それもそのはず、まだこの LRT は関東では導入されていないのである。 

私がこの乗り物を初めて知ったのは、中学 1 年の終わりの春休みだった。当時の先

輩方と同級生、顧問と行った 初の鉄道旅行で富山県に寄った際、初めて「富山ライ

トレール」と呼ばれる日本初の LRT に乗車した。それは、超低床車でバリアフリー設

計。ホームと車両の床との差がほとんどなく、普通の路面電車とは違う印象を受けた。 

当時は特に「ふーん、結構すごいんですね。」と受け流していたが、家に帰ってか

ら少し調べてみると、とても効率的で生活に密着した乗り物であることが分かった。 

そこで 4年経過した今回、このLRTという乗り物を知ってもらうために再び着目し、

詳しく調べてみることにした。 

今年春に行われた大阪・北陸地方旅行会の中で、富山ライトレール・富山地方鉄道

富山市内軌道線･広島電鉄に行く時間をもらい、試乗してみた。そこで気付いたことや

自分なりに思ったことをここで書こうと思う。 

第 1 章 路面電車とLRT 

 路面電車。チンチン電車とも呼ばれたが、今はあまり見られなくなってしまった。 

 
▲ 1978 年に京都市電から移籍した 

古い車両だがまだまだ現役である。 

 路面電車は 19 世紀後半、京都府で初めて開通し、日本全国に広がった。昭和初期頃

に 盛期を迎え、1932 年には 65 もの都市で走っていた。たが、20 世紀半ばから始ま

った高度経済成長期に入り、モータリゼーションの波に押された路面電車は渋滞の元

凶とされ、その数を減らしていった。自動車技術

の進歩によりバスが大型化。定員は路面電車とそ

ん色がなくなり、運行コストも路面電車より低く

なった。当時の大臣は、「できるだけ路面電車は

なくしていきたい。しまいには皆無にいたした

い」とまで発言した。一部の大都市では地下鉄も

登場し、バスに替えられた。完全に活躍の場を失

った路面電車は、 盛期の 1932 年には 2010 年

現在約 20 都市にまで減少している。 

 しかし、20 世紀後半には環境負荷の軽減、バリアフリー及び交通渋滞緩和の観点か

ら世界各地で路線の復活および好評を博している事実に触発され、日本でも再評価の

動きが高まった。2006 年に富山ライトレールが開業し、日本各地で路面電車の復活が
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計画されているが、なかなか実現には至っていない。 

① LRTの定義 
LRT は 1972 年ごろにアメリカ連邦交通省都市大量輸送局 (UMTA) によって制定

された単語であり、Light Rail Transit (軽量軌道交通) の略称である。LRT の定義は

「大部分を専用軌道とし部分的に道路上 (併用軌道) を 1 両ないし数両編成の列車が

電気運転によって走行する、誰でも容易に利用できる交通システム」となっていて、

拡大解釈すると「地下鉄とバスの中間くらいの輸送力」を持つ交通機関である。 
また外国では、これに使用する車両を LRV (超低床電車 Light Rail Vehicle の略) と

呼ぶが、日本では車両のことも LRT と呼んでいることがある。 

 日本では、LRT を「次世代型路面電車」と訳されることが多く、どうしても˝路面電

車˝というイメージだが、(実際に日本で LRT と呼ばれるのはすべて路面電車である)

外国ではそうとは言えない。別に、LRT に「低床車」や「路面電車」という意味は含

まれておらず、外国 (特に英語圏) では高床車を使用した路線や、路線の全線ないし一

部が専用軌道という路線も少なくない。 

 ちなみに欧州の非英語圏 (ドイツ・フランスなど) でも英語圏とは概念に差があり、

例えばフランスでは普通の路面電車の英語名称にLRTを使用するケースが多いという。 

 国によって都市交通システムの相違により違った語彙に受け取られているようだ。 

また、21 世紀初頭の LRT の使用法は大きく 2 つに分けられ、 

[1] 英語圏のアメリカ定義による中量軌道交通システム 

 [2] 非英語圏の新型路面電車システムの英語名称 

日本における定義は [2] の意味としては適当であるといえる。 

② LRTの特徴 

LRT は周りの環境も考慮し、ユニバーサルデザインを基本としている。 

ユニバーサルデザインとは、年齢や障害の有無などにかかわらず、 初からできる

だけ多くの人が利用可能であるようにデザインすることをいう。ここでは、その主な

特徴を紹介する。 

● 超低床車両によるスムーズな乗降 

 

 

 

 

 

 

 

     ▲ 広島電鉄 3900 形       ▲ 広島電鉄 5000 形 GREEN MOVER 
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これらの写真は同じ広島電鉄の車両の乗車口を撮影したものである。左は従来型の車

両。ホームと車両の床との間に大きな段差がある。しかし、右の LRV 車にはホームと

の段差がほとんどなく、バリアフリーとなっている。これこそ、LRT 大の利点と言

えよう。 

● 大きな窓による明るい車内 

● 静かで揺れの少ない室内環境 

● 電気方式による高い環境性 

● 幅広い速度性能 ( 高速度 60～80km/h) 

▲広島電鉄 5100 形 Green mover max 

従来型に比べて窓が大きい構造になっている 
● 大勾配 6～7%の登坂力 

● 急曲線でも走行可能 

● バリアフリーに対応したプラットホーム 

● わかりやすい運賃 (ゾーン運賃制等の導入) 

● スムーズな乗降 (IC カードの活用) 

● 交差点信号待ち時間の短縮 (優先信号の導入) 

 

 このように、LRT は地域社会に密着した交通手段であるだけでなく、 先端の技術

を取り入れた次世代型の交通機関である。 

▲富山ライトレール 東岩瀬駅 

バリアフリー構造になっている 

第 2 章 日本一の路面電車ネットワーク 広島電鉄 

広島電鉄は広島県の広島市を中心として、路面電車・バス・不動産などを経営する

会社である。通称「広電」。ここでは、路面電車のことに限って記述する。以下、「広

電」と記述するのは全て路面電車である。 

広電は 1910 年に開業した。現在の姿になったのは 1931 年のことである。軌道線 6

路線 19.0km と、鉄道線 1 路線 16.1km の総延長 35.1km の路線を持つ。輸送人員と

路線延長は路面電車としては日本一である。 

 広電は大きく「市内線」と｢鉄道線｣に分かれている。 

・市内線・・・本線・宮島線・宇品線・皆実 (比治山) 線・江波線・横川線・白島線の

合計 7 つの路線、8 つの運行系統からなる。白島線以外は各路線間で直

通運転を行っている。 

・鉄道線・・・宮島線の広電西広島～広電宮島口間のことを指す。軌道線と広電西広

島でつながっていて、直通運転を行っている。JR 山陽本線と平行する。 

 近年、路面電車が見直される中で LRT 化に積極的に取り組んでいて、電停の拡張や 

バリアフリー化を進めている。新車の投入にも積極的で、連接車を多数投入。新車は

技術面で優れていることが多く、3800 系登場時は当時としては珍しい VVVF インバー

タ制御を採用している。1999 年にはドイツ・シーメンス社製のバリアフリー対応の

下総の国から 第4号

EDOTORI RAILWAY CLUB 2010－87－



LRV 車、5000 形「GREEN MOVER」を投入。

2004 年には日本初の国産の 100％超低床車、

5100 形「Green mover max」を投入した。また、

既存の車両についても乗降口に踏み台を設置す

るなどして対応している。 

 

▲ 広電 5100 形 Green mover max 

 乗車方法は運賃後払い方式で、運賃は市内線が

大人 150 円、小人 80 円の均一制 (白島線のみ乗

車の場合は大人 100 円、子供 50 円) 宮島線が区

間制を導入している。乗り換えは指定電停での乗り換えのみ、乗務員に乗換カードを

受け取ることで無料 (白島線より乗り換えの場合のみ大人 50 円、子供 30 円加算) で

乗り換えることができる。IC カード「PASPY (パスピー) 」が導入されている。 

 ちなみに、平行する JR 山陽本線と広島～宮島口間を比較してみると・・・ 

 
路線名 

所要時間

運賃 

広島電鉄 

約 1 時間 

270 円 

JR 山陽本線 

約 25 分 

400 円 

 

 

 

 運賃は安いが、時間は倍かかる。しかし、広島の中心街や原爆ドームの近くを通り、

車窓はバリエーションに富む。旅行を楽しみたい方はゆっくり路面電車で行くのもい

いかもしれない。 

 第 3 章 日本初のLRT 富山ライトレール 

富山ライトレールは、2006 年 4 月 29 日に開業した、富山駅北～岩瀬浜間 7.6km の

路線。正式名称は「富山ライトレール 富山港線」である。愛称は「ポートラム」。 

 もともと、JR 西日本の富山港線 (同年 2 月 28 日廃止) を第三セクターの富山ライ

トレールに移管し LRT 化したものである。 

車両は新潟トランシス社製の LRV、2 車体連接の TLR0600 形で全 7 編成ある。ラ

インカラーが編成ごとに異なっており、赤・橙・黄・黄緑・緑・青・紫の 7 色がある。 

LRT 化の際、旧富山港線の富山駅～中学校踏

切までの線路を撤去し、富山駅北駅～奥田中学校

前駅間 1.1km に併用軌道 (注 1) を建設した。ま

た、新駅を 4 つ新設。駅間平均距離が約 600m と

短くなった。速度は併用軌道内では 高 30km/h、

その他区間では 高60km/hと意外と高速で運転

する。 
▲ 富山港線廃線跡 
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全線単線であるが、旧富山港線時代は城川原駅

しかなかった交換可能駅を城川原・奥田中学校

前・粟島・大広田の 4 駅に増やした。これにより、

旧富山港線時代は日中1時間に1本だった運転を

4 本に、ラッシュ時には 6 本の高頻度運転が可能

になった。  

▲ 奥田中学校前駅で交換する 

富山ライトレール TLR0600 形 

合計すると旧富山港線時代は 1 日 20 本だった

のが、LRT化後は 66本 (うち 2本は区間運転) と

3 倍になり、利便性が飛躍的に向上した。 

 また、岩瀬浜駅と蓮町駅では開業時に廃止された

路線バスの末端の輸送を確保するために、フィーダ

ーバスを運行している。また、このフィーダーバス

とは段差なしで乗り換えできるようになっている。 

 

▲ 岩瀬浜駅ではフィーダーバスと 

段差なしで乗り換えることができる

 運賃は均一制で大人 200 円、小人 100 円。JR 時

代より区間によっては高くなっているところもあ

るが、IC カード「passca(パスカ)」を使用すると、

2 割引の大人 160 円、小人 80 円で乗ることができ

る。また、先述したフィーダーバスを乗り継ぐと割

引を受けることができる。 

  このような地域と密着した運行は数字にも表れている。営業前は 1 日当たり 3400

人としていた輸送人員だが、旧富山港線運行終了後から行われた代替バス輸送実績は、

平日でも 2000 人に満たなかったことから、経営は厳しくなると予想されていた。しか

し、開業初日に 12750 人の利用があり、また、開業初年度に行っていた運賃半額割引 

(曜日・時間帯限定) が終わった開業 2 年目の 2007 年度でも 1 日平均 4480 人の利用が

あった。現在でも平均 4000 人以上の利用があり、順調に推移している。 

 

▲ 富山地方鉄道富山市内軌道線 

9000 形「セントラム」 

また、北陸新幹線建設にあわせて実施される富山駅周辺の連続立体交差事業により、

北口に展開する富山ライトレールと南口に展開

する富山地方鉄道富山市内軌道線を連結し、直通

運転させる予定である。富山地方鉄道富山市内軌

道線は 近環状線ができ、「セントラム」と愛称

が付けられた LRV が走っている。 

 また、2010 年 3 月 14 日より IC カード

「ecomyca」を導入し、同時に「passca」との相

互利用を開始した。 

(注 1) ＜併用軌道＞ 
道路上に敷設された軌道 (線路) のこと。 
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第 4 章 これからの路面電車 

 これまで、昔からある路面電車の広島電鉄と 新の路面電車である富山ライトレー

ルを紹介した。では、これから路面電車はどうなるのだろうか。自分なりに少し考え

てみたいと思う。 

 しかし、淘汰されてきた路面電車がなぜ急に注目を集めるようになったのか・・・。

それはおそらく環境問題と日本の超高齢社会、そして過疎化が進む地方都市環境など

が大きく関係していると思う。 

 電気で走る鉄道は車や飛行機よりは圧倒的に二酸化炭素排出量も少ない。つまり、

環境に優しい乗り物である。また、技術の進歩により 近は騒音を抑えることができ

るようになったため、社会環境的にも良い。 

 そんな LRT だが、日本各地で建設を求める声が上がっている。 

しかし、なかなか実現に至っていないのは、やはり整備にはそれなりのお金がかかる

ことや、採算性の問題などがあるからだと思われる。 

LRT は建設コストが安く、地下鉄は 1km で約 300 億かかるのに対し、LRT は 1km

約 30～60 億で済む。しかし、何キロも建設するとなるとなかなか手が出ないのが現状

である。 

また、富山ライトレールを作ったことにより、富山市内は道が狭くなり渋滞が増え、

結果的に電車も遅れてしまうという悪循環も生まれてしまった。このようなデメリッ

トにもうまく対処しなければいけないことも今後の普及にかかわると思われる。 

 しかしながら、富山ライトレールは条件面でとても恵まれた環境にあるといえる。 

まず、大きな要素としては富山港線の線路をそのまま流用し、新しく線路を敷く距

離が少なかったために建設費が大幅に削減され、インフラ整備にほとんどお金がかか

らなかったことがあげられる。また、JR 西日本や国が応援してくれたという背景もあ

る。そして、この富山ライトレールの成功は日本初の LRT というシンボル性をうまく

利用し、まちづくりも連動して行った結果であると思う。 

 

 そんな中、既存の路面電車システムで車両に LRV を投入する路線も増えている。 

 先述した広島電鉄を筆頭に、富山ライトレールと同じ富山県の万葉線、鹿児島交通

局、熊本市交通局、伊予鉄道など計 8 つの路線で導入されている。 

 すこしずつであるが、このような動きが進んでいるのはとてもいいことだと思う。 

 

日本で LRT が普及するにはまだまだ問題がたくさんあるようだ。 

もう 1 つどこかで LRT が完成し、その運行が順調に行われるようならば、日本に

LRT が本格的に導入される日も近いかもしれない。 
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～さいごに～ 

 今回、初めてこの LRT というテーマを研究して、単純にとても難しいテーマを選ん

でしまったな、と思った。このテーマはただ路線を紹介するだけでは伝えることはで

きない。あらゆるところからその路線を見ていく必要があった。もちろん、高校生が

研究できることなどたかが知れている。この 8 枚足らずのレポートで LRT の全てを伝

えるのは不可能だ。おそらく、ここで紹介したのは氷山の一角にすぎないだろう。 

ただ、自分としては今まで名前くらいしか知らなかったものを、実際に乗り、調べ、

レポートにまとめることで、少しでも LRT のことを知ることができたのはとてもよか

ったことだと思う。 

しかし、このレポートで紹介することができたのは、広島電鉄と富山ライトレール

の 2 つの路線だけだった。本当はもっと多くの路線を比較するべきだったと思うが、

それをすることができなかったのが少し悔いの残る点だ。また、使わない予定だった

ウィキペディアを使用してしまった点も少し残念に思う。 

 

後に、この研究発表を作成するにあたって協力して頂いた方々に感謝します。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 北アルプスを背に快走する TRL0600 型「ポートラム」0601(赤) 
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新交通システム (LRT) ｜宇都宮市 
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表紙写真 

左上：富山ライトレール「PORTRAM」TLR0600 形 TLR0602 (橙) 

右上：富山地方鉄道富山市内軌道線 「CENTRAM」9000 形 9001 

左下：広島電鉄 5100 形「Green mover max」5105 

右下：広島電鉄 5000 形「GREEN MOVER」5011 

 

Thank you very much 
for reading this report! 
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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） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新設されたｱｸｾｽ特急 四ツ木 ＊＊＊＊＊ 

 

単線をゆく 高柳―六実 ＊＊＊＊＊ 

 

Y151 号 藤沢―大船 ＊＊＊＊＊ 

 

最後の 8000 系原型顔 川越 ＊＊＊＊＊ 

 

ｽｶｲﾗｲﾅｰのすれちがい お花茶屋 ＊＊＊＊＊ 

 

北国 大阪―新大阪 ＊＊＊＊＊ 
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能登廃止後の仕事 新三郷―吉川 ＊＊＊＊＊ 

 

青電復活 柴又―金町 ＊＊＊＊＊

常磐線の新ﾋｰﾛｰ 金町 ＊＊＊＊＊ 

雷鳥と日本海 金沢 ＊＊＊＊＊ 

 

新旧電車の並び 立川 ＊＊＊＊＊ 

まだまだ現役 富山 ＊＊＊＊＊ 

 

京葉線の新ﾋｰﾛｰ 舞浜 ＊＊＊＊＊ 

EF510-500 番台の重連 川口 ＊＊＊＊＊ 
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北斗星 東大宮―蓮田 ＊＊＊＊＊ 

E655 系 東大宮―蓮田 ＊＊＊＊＊ 

413 系 東富山―水橋 ＊＊＊＊＊ 

E233 系 大船―藤沢 ＊＊＊＊＊ 

201 系 蘇我 ＊＊＊＊＊ 

683 系 東富山－水橋 ＊＊＊＊＊ 

ド迫力 三郷 ＊＊＊＊＊

青天の下 東富山―水橋 ＊＊＊＊＊ 
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北斗星 大宮 ＊＊＊＊＊ 

E531 系 佐貫 ＊＊＊＊＊ 

205 系 船橋法典 ＊＊＊＊＊ 

E231 系 西川口 ＊＊＊＊＊ 

113 系 本千葉 ＊＊＊＊＊

583 系 潮見 ＊＊＊＊＊ 

E259 系 物井―佐倉 ＊＊＊＊＊ 

カシオペア 東大宮－蓮田 ＊＊＊＊＊ 
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485 系 小砂川 ＊＊＊＊＊ 

出発を待つ N’EX ＊＊＊＊＊ 

ありがとう 253 系 津田沼 ＊＊＊＊＊ 

貨物列車は行くよ 東富山―水橋 ＊＊＊＊＊ 

ARIAKE 原田 ＊＊＊＊＊

サービス編成？笑 赤羽 ＊＊＊＊＊ 

大空の下を 東富山―水橋 ＊＊＊＊＊ 

115 系 鈴峰女子大前 ＊＊＊＊＊ 
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阪神 1000 系 阪神尼崎 ＊＊＊＊＊ 

五能線 岩舘 ＊＊＊＊＊ 

ﾉｰｽﾚｲﾝﾎﾞｰｴｸｽﾌﾟﾚｽ 富良野 ＊＊＊＊＊

近鉄 9820 系 阪神尼崎 ＊＊＊＊＊ 

そろい踏み 深浦 ＊＊＊＊＊

ﾑｰﾝﾗｲﾄ越後 高崎 ＊＊＊＊＊ 

釧網本線 浜小清水 ＊＊＊＊＊ 

最後の夜行急行 函館 ＊＊＊＊＊ 
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金賞 

 
海辺 安房鴨川―安房天津 ＊＊＊＊＊ 

銀賞 

 
釧路湿原ノロッコ号 塘路 ＊＊＊＊＊ 

選考／編集委員会 
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活動のご案内
詳しくは江戸取鉄研のホームページをご覧下さい。
　本校鉄研では広い領域にわたって活動を行っています。
本校鉄研に関しまして何かご質問等ございましたら、お気軽に本校部員にお申し付けください。
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、2009年度は大阪周辺と北陸地方へ行きました。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鉄道コンベンション、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、現在第4号まで発行されてい
ます。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”への出展をしております。
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（主にリンク校）などへ見学をさせていただき、また交流をしています。

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。

江戸川学園取手中・高等学校鉄道研究同好会公式ホームページ
http://www.e-t.ed.jp/edotori4646
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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。弊同好会の部誌である「下総の国から」は今年で４号目を刊行す
ることができました。２００７年度より発行しております「下総の国から」の名前の由来をここで紹介させて頂きます。
「下総の国」はかつての日本の行政区分でありました「下総国」から由来しております。「下総」というと千葉県北部を
ご想像される方が多いかと思いますが、下総国は千葉県北部、埼玉県東部、東京都東部（隅田川の東岸）、茨城県南西部
にまたがっていました。江戸取がある茨城県取手市は下総国相馬郡に属しており、ここには相馬御厨（そうまみくりや）
という寄進型荘園がありました。

　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　委員長　＊＊＊＊＊

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

撮影者　＊＊＊＊＊　E233系　御茶ノ水～水道橋
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撮影　＊＊＊＊＊　E257系　二俣新町




