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ご挨拶   江戸川学園取手中・高等学校 鉄道研究同好会 部長 ＊＊ ＊＊

紫峰祭・鉄道研究部の展示にご来場いただき、誠にありがとうございます。この

部誌「下総の国から」も 2007 年度の創刊より、第 7 号を発行することが出来まし

た。各部員の発表はページ数以外には規制をしておりませんので、内容も多岐に

わたり、それぞれ個性的な発表となっていると思います。部員たちが一生懸命書

いた研究発表ですので、最後までお読みいただければ幸いです。 

3 年前から参加している「全国高等学校鉄道模型コンテスト」のモジュール部門

においては、2 年連続で特別賞を受賞することが出来ました。 

更なる発展を遂げる江戸取鉄研に、どうぞご期待ください!! 

【全国高等学校鉄道模型コンテストで 2 年連続特別賞を受賞!】 

 
今年は「川のある町」というテーマで、京成本線町屋～千住大橋間を再現し、「で

きる限り既製品を使わない」という事をモットーとして制作しました。モジュー

ルボードを切ったり、建物をプラ板で自作したり など、作業は大変でしたが、

その分完成度の高い作品が出来たと思っております。また、制作記を当同好会公

式ホームページにて公開予定ですので、ぜひご覧ください。 
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東海道新幹線について 

 

中 1 年＊組 ＊＊ ＊  

中１年＊組 ＊＊ ＊＊ 

 僕の今回の研究発表でのテーマは「東海道新幹線について」ということで、まず今の東海道

新幹線の車両について調べたことを発表しようと思います。 

 

この写真は僕が家族旅行の時に撮った写真です。この列車は東海道新幹線の車両で最も新し

い N700 系です。N700 系は「のぞみ」として東京―新大阪間を最大 2 時間 25 分で走り、前
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の 500 系より 5 分短縮して走れます。そして 2011 年に全線開業した九州新幹線の「みずほ」・

「さくら」としても運転をしています。N700 系は、まず 2007 年 7 月 1 日のダイヤ改正に

合わせて「のぞみ」・「ひかり」・「こだま」として運転を開始し、その次に先ほどにも言った

2011 年 3 月 12 日の九州新幹線全線開業と同時に「みずほ」・「さくら」でも運転を開始、今

年の 2 月 8 日から N700A(N700 アドバンスト)という、従来の N700 系を改良した車両が登

場しました。N700A は今はまだ本数が尐なく、僕もいつか乗ってみたいです。 

 

次に、500 系についてです。500 系は 1997 年 3 月 22 日から最高営業速度時速 300 ㎞で当初

「のぞみ」として新大阪－博多間を 2 時間 17 分で結びました。しかし、500 系は高速性

能を徹底的に追求した結果円筒形の車両となり、特に窓側の席に圧迫感があり「乗客の居

住性の問題」・「座席数が車両ごとに異なる」など車両全体に欠点が多くありました。2007

年に高速性能と居住性の両立を目指し JR 東海と JR 西日本の両社が共同開発した N700

系により 2010 年 2 月 28 日に「のぞみ」としての運用から離脱しました。そして今では山

陽新幹線区間の「こだま」として活躍しています。僕は完全に 500 系が引退してしまう前

にもう一度 500 系に乗りたいです。 

  

↑500 系                 ↑700 系 

次は 700 系についてです。700 系は JR 東海および JR 西日本に在籍する列車として 1999

年に営業運転を開始しました。この列車は最高速度が低い 0 系・100 系の置き替え用として

製造されました。この列車は 500 系には及ばないですが最高時速 285 ㎞で走りつつも車内の

居住性や乗り心地を 500 系よりも改善し、編成変更時にも対応出来るように 300 系と座席数

を共通化させています。この「700 系」という名前は、開発発表当初「N300」つまり 300

系の改良型という意味でしたが、正式名称としては採用されず従来の 700 系という名前にな

ったらしいです。登場当初は「New Generation Train」という愛称があり、そのテレホ

ンカードが車内で販売されていたそうです。 
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他にも 0 系・100 系・300 系などがあります。下の写真は 0 系のものです。0 系は東京オ

リンピックと同じ 1964 年に、初の新幹線用の列車として最高時速 210 ㎞の速さで走行しま

したが、東海道新幹線区間では 1999 年に、そして山陽新幹線区間では 2008 年に新幹線とし

ての運用を終了しました。 

  

 次に、100 系についてです。100 系は 0 系に次ぐ二代目の東海道・山陽新幹線の車両であ

り、最高時速 275 ㎞で走り、1985 年から営業を開始しました。しかし、300 系に次ぐ後継

車両が出て、2003 年 9 月 16 日に東海道新幹線から、2012 年 3 月 16 日には山陽新幹線から

の運用も終了しました。 

 

 次に、300 系です。300 系は 1992 年の 3 月 14 日に開業した、東海道・山陽新幹線用車両

で、最高速度時速 270 ㎞で走り主に、「のぞみ」として開発・製造されました。僕の印象で

は 300 系は、「のぞみ」よりも「ひかり」というイメージが強かったので、もとは「のぞみ」

として走っていたのだな、と思いました。どんな車両で車内はどんな感じだったのか分から

ないまま、近年 2012 年に引退してしまったので残念です。
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参考文献 

・Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/ 

 

あとがき 

 僕は今回の研究発表で「東海道新幹線」について調べました。僕がこのテーマを選んだ理

由は夏休み中、東海道新幹線に乗る機会があったので、テーマとして選びました。僕が東海

道新幹線の中で一番好きなのは「のぞみ」です。理由は「のぞみ」は新横浜の次が名古屋な

ので速いな、と思ったからです。そして僕は、新幹線やその他在来線などでも流れる車内チ

ャイムの音楽も個人的に好きです。だから、たまに動画などで聞いたりもします。僕は、東

海道新幹線について調べてみたら、僕が知っている知識や知らなかった知識などがわかり、

ためになりました。でも新幹線は東海道新幹線の他にも、東北・秋田・山形・長野・上越新

幹線があり、そしてこれから先、北陸新幹線・中央新幹線・北海道新幹線も計画されている

そうです。さらに在来線も色々あります。来年もこの研究発表を頑張りたいと思います。 
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関東鉄道 キハ５０００についてと、各駅について 

 
↑左は甲種回送時のキハ５０００二次車輌、右はキハ５０００一次車輌(水海道駅) 

1年＊組 ＊＊ ＊＊ 

1年＊組 ＊＊ ＊＊ 

１．はじめに 

僕は、関東鉄道常総線の沿線に住んでいるので常総線の新車輌について調べました。自分にとっ

て身近なものなので、よく調べたいと思いました。 

←キハ５０００ １次車輌 

http://www.kantetsu.co.jp/train/train_index.html
http://www.kantetsu.co.jp/news/130225_train/kh5000.html
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２．キハ５０００（５００１・５００２） １次車輌について 

キハ５０００は２００9年８月に製造され、１０月に営業運転を開始した車両であり、両運

転台の１輌運行用の列車である。従来と比べて、・塗装パターンが新しくなった。（今は古い

車両にその塗装を塗られているものもある） 

↑左が従来の塗装パターン（キハ２１０８）右が新しい塗装パターン（キハ５００１） 

・コモンレール式燃料噴射システムを搭載した最新形環境対応エンジンを装備し、従来と比

べて微粒子状物質・窒素酸化物・ハイドロカーボン・騒音の削減、燃費の向上が図られてい

る。 

・ユニットブレーキ式のボルスタレス台車を採用。 

・室内は、従来の車両よりも腰掛の色を明るくし、座席にはスタンションポール（握り棒）

を設置。 

・乗客の乗降用扉の窓仕上げが異なる。 

３．キハ５０００（５００３・５００４） ２次車輌について 

キハ５０００の２次車輌は、１次車輌と比べて

の変更点は主に 

・排障器（スカート）の大型化 

・つり革の三角形化      です。 

 

 

 

 

 

キハ５０００ ２次車輌（キハ５００３） 100周年記念ヘッドマーク付き ↑ 
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４．あとがき 

関東鉄道のキハ５０００についてよく調べられたのは良かったです。次回はほかの車両につ

いて調べてみたいです。 

 

↑旧国鉄キハ２０形の機器を流用したキハ０形（キハ００５） 

 

常総線の駅紹介（取手～下館） 
常総線の駅と乗車人数（1日）や各駅を一言で紹介していきます。  

駅 名  駅の紹介  乗車人数（1日） 

取手 
常磐線への乗換駅で常総線の起点駅。江戸取の最寄り

駅でもあります。 
12,250  

西取手 住宅地や商店に囲まれている駅 2,160  

寺原 周りを緑に囲まれた駅。無人駅 1,949  

新取手 2013 年 5 月から無人駅になりました 2,831  

ゆめみ野 2011 年に開業した常総線でいちばん新しい駅 730  

稲戸井 2013 年 5 月から無人駅になりました 2,052  

戸頭 常総線で乗車人数が第 3 位の駅です 4,765  

南守谷 常総線で乗車人数が第 7 位の駅です 2,336  
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守谷 つくば TXへの乗換駅。快速列車の起点駅 12,275  

新守谷 関東の駅 100 選に選ばれた、ﾛｹの使用頻度が高い駅 2,155  

小絹 三角屋根が特徴の駅舎がある 1,842  

水海道 水海道駅をさかいに運行形態が分かれる 2,909  

北水海道 駅前に住宅地が広がる無人駅です 372  

中妻 業務委託駅 266  

三妻 駅の周りは田んぼが広がっている。のどか。 275  

南石下 住宅地と田んぼが混在している 176  

石下 旧石下町の中心駅 835  

玉村 農地が広がる駅 79  

宗道 駅の近くに下妻市役所がある 256  

下妻 快速停車駅。砂沼ｻﾝﾋﾞｰﾁの最寄り駅 1,431  

大宝 大宝八幡宮への玄関口 73  

騰波ノ江 関東の駅 100 選に選ばれた木造駅舎 70  

黒子 梨畑がたくさん見られる駅 173  

大田郷 昔、常総つくば鉄道鬼怒川線の接続駅だった 413  

下館 常総の起点駅。水戸線、真岡鉄道の乗換駅 818  

* 乗車人数は Wikipediaより引用しました。 

感想 

何もないと思っていた水海道より以北の駅にもたくさんの魅力があると思った。これからもたくさん

の常総線の良いところを発見していきたいです。 
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東北縦貫線について 

 

                        鉄道研究同好会  

中等部 1 年＊組 ＊＊ ＊＊ 

 

秋葉原駅近くにある留置線(奥)。手前の線路は、2014 年春に向けて建設中の東北縦貫線。 

★研究動機 

本を読んでいたら、東北縦貫線の事が書かれていたのを機に興味を持ち、今回の研究発表で

調べようと思いました。 
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1.東北縦貫線について 

  東北縦貫線とは、現在は上野止まりである高崎線、宇都宮線、常磐線の線路を延伸させ

て東京駅まで乗り入れ、そして東海道線と相互直通をさせるという JR 東日本の計画のこと

です。2008 年 5 月 30 日から工事が行われていて、2014 年春に完成を予定しています。線

路を敶設する場所は、東北新幹線の上に東北縦貫線を高架で走らせるという 2 段構造です。

必要である工事は、線路敶設 2.5km と高架の新設 1.3km です。上野～東京まで途中停車駅

がなく、東海道線と直通したら上野～品川駅の所要時間が最短 11 分速くなるそうです。 

  

(右端)東北縦貫線の工事が着々と進む。手前の線路は山手線、京浜東北線。 

   御徒町にて(左の車両は 50 周年記念みどりの山手線です) 

(奥)秋葉原駅付近で東北新幹線が地上に出てくるため、東北縦貫線は高架になる。手前の

線路は、京浜東北線。 

 

 

    

 

 

 

 

      ２ 東北縦貫線開業後の効果 

 東北縦貫線が開通すれば山手線、京浜東北線の混雑が緩和されると JR 東日本は考えてい

ます。山手線の中で、朝の通勤ラッシュ時に一番混雑する区間は、上野~御徒町間の 216％で

す。上野~東京間には山手線、京浜東北線の 2 路線しかなく、上野止まりの高崎線、宇都宮

線、常磐線の利用者が東京方面に行くとき、上野駅で一斉に乗り換えるので混雑すると考え

常磐線 

上 
 

野 

高崎、宇都宮線 

山手、京浜東北線 

東 
 

京 

 

東北縦貫線 
東海道線 

新 
 

橋 
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られています。そこで、高崎線、宇都宮線、常磐線を東京駅まで延伸させることで上野~東

京間に路線が増えて、混雑が緩和されます。また、千葉県、茨城県、埼玉県、栃木県、群馬

県からも乗り換えせず、東京、品川、大船、小田原方面に行けるようになります。  

 
東海道線で E531 系が見れるのだろうか。(左)E231 系 土呂～東大宮にて (中)E531 系 我

孫子にて (右)東海道線東京ホームにも E531 系や E657 系が来ることだろう。 

 
↑田町車両センターの車両は田端運転所、尾久車両センター、小山車両センター、高崎車両

センター、大宮車両センター、国府津車両センターに転属されます。(左)251 系 東京にて         

(右)185 系 根府川にて 

 

３.山手線新駅との関わり 

東北縦貫線のメリットは混雑緩和以外にももう一つあります。それは、田町車両センターに

止まっている車両を東海道線→東北縦貫線→宇都宮線、高崎線を通じて、田端運転所、尾久

車両センター、小山車両センター、高崎車両センターなどに配置をすることができます。な

ぜ車両を移動させなくてはいけないのか、それは山手線品川～田町間に 2020 年に完成予定

の新駅の近くに商業施設をつくる際に、20ha ある田町車両センターを取り壊し、そこに商業

施設が出来るという計画なので、田町車両センター所属の「スーパービュー踊り子」用 251

系、「踊り子」用 185 系、215 系、E233 系などを東北縦貫線を通じて、他の車両基地に持っ

ていくのです。 
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↑東北縦貫線が開通するまで 211 系は残るのか。(大宮にて) 

～あとがき～ 

今回が初めての研究発表でした。今回東北縦貫線を調べたのは、通学の時や、昔からよ

く乗っている常磐線が上野から東京まで延伸することが、待ち遠しかったということも

あります。取手駅の駅前にある｢常磐線東京駅乗り入れ早期実現｣がしてほしいです。今

回初めての研究発表で東北縦貫線のことが、詳しくわかりました。来年も研究発表を頑

張っていきたいです。 

～参考文献～ 

Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki 

「山手線に新駅ができる本当の理由」 市川宏雄著 メディアファクトリー新書 
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ＥＦ５８   
～栄光のロイヤルエンジン 

      とその仲間たち～ 

 
2004 年 8 月 24 日田町車両センターにて 

中等部 1 年＊組＊＊番 ＊＊＊＊ 
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１．はじめに 
僕は鉄道車両の中でも機関車が好きで、中でも、この研究発表の内容である「EF58」が好

きなので、調べてまとめることにしました。とても渋く、読みにくい文章であると思います

が、最後までお付き合い頂けると幸いです。 

 

２．ＥＦ５８とは？ 
EF58とは旅客用直流電気機関車であり、1946年～58年に 172両が製造された。EF15と多

くの共通設計要素を持っており、初期の 31両はデッキ付きのスタイルで落成したが、満足の

いく性能を示せなかったため、1952年以降の増備では大型の蒸気暖房発生装置の搭載や各種

機器類の改良を加え、半流線型の車体で登場した。また 1952年以前に落成されたデッキ付き

のものも同様に改装された。33～34両目の車両は、製作途中に貨物用に変更され、EF18にな

った。     最高速度：100km/h     全長：19900mm  全幅：2800mm   全高：3926mm 

３．車籍の残っている車両 

（１）ＥＦ５８ ６１ 
日立製作所が製造した、お召列車牽引指定機の本務機だった。お召列車牽引指定機なので、

特殊な装備が施されている。 

① 連結器や車輪など重要部材を磨き上げ、点検時に亀裂などの損傷を容易に発見できる効果

や、装飾の効果がある。 

② 確実な速度を出すため、速度計が運転席と助士席の 2か所に取り付けられた。 

③電動発電機用の界磁抵抗器が増設され、一部が故障した場合のバックアップとされた。 

④ 故障時に対応できるように予備部品と工具を搭載していた。 

⑤自動連結器が外れる事故を確実に防止するため、連結解除レバーのロックが装備された。 

⑥ 停車位置を確実に合わせるため、運転室の側面下部に列車位置停止基準板が装備された。 

⑦ お召編成列車内の供奉車との連絡電話、および機関車前後の運転室相互間の伝声管が装

備された。 

⑧ 両端の運転台前面には国旗掲揚器具が装備された。 

⑨「暗紅色」(赤茶色のような色)と呼ばれるお召し機専用色が塗られていた。 

 などまだまだある。 

 

最近は多数のイベント列車(奥利根号・碓氷号・わくわく品川鉄道探検隊など)の牽引機にも
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多く用いられた。特に 2006年には 10列車以上の牽引に充当された。 

しかし、お召列車の運転回数が年々減尐しており、御料車の一号編成客車も老朽化が進ん

できた。最後のお召し牽引日は、2001年 3月 28日である。最終旅客仕業は、2007年 6月 17

日 品川～横川、横川～上野間でゆとり(後補機 EF64 39)を牽引した団体列車(法政大学工学

部鉄道研究会 55周年ミステリー号)である。最後に本線上を走行したのが、2008年 6月 20

日田端操車場～東京総合車両センターまでで単機だった。 

現在は、東京総合車両センターの御料車庫に保管されていて、書類上は 2013年現在も廃車

になっておらず、保留車として田端運転所に在籍している。 

 

2006 年 8月 5 日水上にて 

 

４．廃車になっているが解体されていない車両 

 (１)ＥＦ５８ １５０ 
東芝府中工場で、1958年 3月 11日に落成した。最近まで動いていた EF58の中では唯一の

原形小窓機で、原形の KW3D形ワイパーなど、かなり原形に近いスタイルを維持している。1986

年 3月 31日に一度廃車になっているが、1987年 2月にマイテ 49 2の復活に合わせて、鷹取

工場に入場、3月 6日に車籍復帰した。この時に、青 15号とクリーム色 1号の新型直流電機

標準色からぶどう色 2号に塗り替えられた。網干総合車両所宮原支所に在籍していたが、2011
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年 10月 31日付けで車籍末梢になった。 

EF58の中で唯一、瀬戸大橋線経由で四国へ乗り入れたことがある。台風の影響で運休にな

ってしまったが、お召予備機に指定されたことがある。2006 年 10 月 7 日には、映画「旅の

贈り物★0：00発」に主役的存在で登場した。(2006年 10月 7日は、公開年月日で、撮影は

2005年 9月 7日～14日くらいです。) 

 

 

2004 年 10月 2日万富にて 

(２)ＥＦ５８ １５７ 

この車両は落成されてから昭和 60年に廃車されるまで、浜松機関区に在籍していた。その

後国鉄精算事業団の所有になっていたが、ＪＲ東海が購入し、昭和 63年に復活した。ＪＲ化

後、動態保存されていた中で、唯一青 15号とクリーム色 1号の新型直流電機標準色だった。

復活後は、ＪＲ東海静岡運転所豊橋運輸区に配属され、飯田線を中心として、イベント列車(ト

ロッコファミリー号・御殿場線 70周年号など)や臨工(工臨・臨時工事列車)に,僚機 EF58 122

と共に活躍していた。しかし、2007 年 11 月 10

日に最終仕業(臨工 三河川合～豊橋 空チキ 2

両牽引)が行われ、その後 15 日に豊橋～浜松工

場まで自走で廃車回送が行われた。 
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現在は、ＪＲ東海のリニア・鉄道館に尐し原形に近い形で復元され、ぶどう色 2号で保存・

展示されている。 

左：2007 年 9 月 17 日中部天竜にて 右：2007

年 5 月 13 日平岡にて 

  (３)ＥＦ５８ ８９ 
昭和 31年 8月 3日に日立製作所水戸工場で製造

され、東京機関区に配属された。 

しかし 29 日に宮原機関区へ転属となり、その後昭和 36 年 12 月に再び東京機関区へ戻って

きた。そして何度か高崎機関区への貸し出しなどが行われた。同機を有名にした、ひさし(つ

らら切り)は昭和 39年には運転席側のみ取り付けられた。 

 この片側だけついている姿は、EF58 のなかでは、異例の姿だったが同年 9 月に大宮工場

に入場した際に助士席側も取り付けられた。昭和 45 年 10 月 26 日に宇都宮運転所に転属さ

れた。同年 11月に大宮工場に全検入場した際に、電気暖房装置が取り付けられた。昭和 57

年頃、宇都宮運転所の EF58から EF65PF型への置き換えが始まったが、冬に暖房の必要な荷

物車とスロ 81 系お座敶列車牽引の為、数両残された。その時に同機は、次の置き換えの時

期と全般検査切れがほぼ同時期だったので、残された。そして昭和 59 年 2 月の国鉄最後の

ダイヤ改正のとき、廃車解体予定機として大宮工場に入ったが、ひさし付きが幸いして、全

般検査が施工され同時に、ぶどう色 2号に塗り替えられた。その後、ＪＲ化後も、現存する

唯一のひさしの付いた EF58として、ファンから多大な人気を集めた。 

 しかし、1999年 10月 4日に大宮工場に廃車回送され、廃車となった。毎年開催される大

宮工場公開では、同機が青 15 号とクリーム色 1 号の新型直流電機標準色に塗り替えられ展

示されていたが、2007 年 10 月 14 日に開館した鉄道博物館に、再びぶどう色 2 号に塗り替

えられ、保存・展示されている。 

 

 (４)ＥＦ５８ ９３ 
昭和 31年 7月 9日に東芝府中工場で落成された。同機は 1979年 7月に宮原機関区から浜

松機関区に転属された。窓は EF58 150と同じになっている。さらに、1984年 2月には、東

京機関区に転属となった。この時は、おもに、踊り子号などの団体臨時列車を牽引していた。

しかし、1985年廃車となった。大宮総合車両センターに、入場し青大将色(淡緑 5号・黄 1

号・緑 3号)に塗り替えられた。現在も、大宮総合車両センターの奥の方にいる。大宮総合車

両センターの公開日に見られるかもしれない。 
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2005 年 5月 28 日大宮工場にて(左：89 号機 右：93 号機) 

 (５)ＥＦ５８ １７２ 
昭和 33年 3月 28日に日本車輌・富士電機で製造され、沼津機関区に配属された。同機は、

一般機の中で唯一お召機に選ばれた。1982年の日光線のお召し列車運転の際に、日光線内を

牽引した。そして昭和 60年 5月 17日に廃車となった。廃車後は、長らく高崎運転所の片隅

に留置されていたが、1999年に横川にある碓氷峠鉄道文化むらに保存されることになった。 

2007 年 12月 1 日碓氷峠鉄道文化むらにて 

 

５．参考文献 
・鉄道ダイヤ情報「国鉄型車両コレクション」・鉄道画報№7・ＪＲ機関車カタログ 

・ＪＲ機関車ガイド 2011－2012・国鉄時代 vol.3・Rail Magazine 349 

・ロクイチが走るまで ・思い出の日本国有鉄道 http://ef58.info/ 
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・懐かしの日本国有鉄道 http://www.jnr-photo.com/  

・新潟鉄道記 http://niigatatetudouki.blogspot.jp/2013/03/ef58172.html 

・ウィキペディア「国鉄 EF58型電気機関車」 

・花ちゃんの鉄道写真館 http://www.hi-net.zaq.ne.jp/hanatetsu/index.html 

・Mr.Tetsuoの鉄道の話題と趣味日記 

http://24621953.at.webry.info/200904/article_2.html 

 

６．あとがき 
 この発表を通して EF58 に興味を持った方は、実際に見てみるのもいかがですか。61 号機

は東京総合車両センターの公開の時に、93 号機は 5 月下旬に行われる大宮総合車両センター

の公開「鉄道ふれあいフェア」で、それぞれ展示されるかもしれません。150 号機は、網干

総合車両所宮原支所の車庫の中にいるのでもしかすると見られるかもしれません。89 号機は

埼玉県にある鉄道博物館に、172 号機は横川にある「碓氷峠鉄道文化むら」に展示されてい

ます。172 号機は、今回紹介した車両の中で唯一触ることができます。 

尐々渋い内容でつまらなくて読みにくい文章だったと思いますが、いかがでしたでしょう

か？この発表の内容である EF58 ですが、この機関車のことをどう思いましたか？皆さんが

いつも乗っている電車は、機関車とすれ違います。その時の機関車は、ほとんどが最新の機

関車です。しかし EF58 は、国鉄時代の機関車です。EF58 の中の 61 号機は、お召列車牽引

指定機でした。多くの機関車(EF81・DD51 など)には無いようなそんな機関車が、この EF58

にはあるからこそ、他の機関車には無い事や違いなどの新しいことが発見できるので面白い

と僕は思います。この発表を通して皆さんが、EF58 のことが分かって、EF58 や機関車に興

味を持っていただければ嬉しいです。最後まで読んでいただき、本当にありがとうございま

した。 

2008 年 2 月 27 日品川にて 
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近鉄特急

 
大和八木にて 50000 系(しまかぜ)と 15400 系(かぎろひ) 

中等部 1 年＊組 ＊＊＊＊ 

はじめに 

近畿日本鉄道は関西で 1 番の大手私鉄です。2013 年には新型特急「しまかぜ」がデビューし

ました。そこで近鉄を走る多彩な特急について調べました。電気方式は共通で直流 1500V で

す。 

標準軌(1435mm)は 50000 系・21020 系・21000 系・23000 系・30000 系・22600 系・22000

系・12200 系・12400 系・12410 系・12600 系です。 

狭軌(1067mm)は 26000 系・16600 系・16400 系・16000 系・16010 系です。 

ここに登場する車両はすべて近畿車両で製造され、普通鋼でできています。 
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50000 系 しまかぜ 

 
2013 年 3 月 21 日にデビューした近鉄の新型特急です。第 62 回伊勢神宮の式年遷宮に合わ

せて登場しました。上質な旅の追求によりレギュラーシートがなく全席に特別料金がありま

す。現在 2 編成しかありません。 

編成      6 両編成 

最高速度  130km/h 

デビュー  2013 年 3 月 21 日 

起動加速度  2.5km/h/s 

編成質量    272t  

編成出力    2760kw 

運行線区    難波線・大阪線・山

田線・鳥羽線・志摩線 

 

 

 

 



- 24 - 

 

21020 系 アーバンライナーnext  

アーバンライナーplus に代わる車両として

2003 年に登場しました。21000 系にはないバ

リアフリー対策や受動禁煙対策を行いました。 

2003 年 鉄道友の会ブルーリボン賞受賞 

日本産業振興会選定グットデザイン賞受賞 

編成 6 両編成 編成出力 2760KW 

最高速度  130km 運行線区  難波線・大阪

線・名古屋線・奈良線 

デビュー 2002 年 12 月 23 日 起動加速度 

2.5km/h/s 

21000 系 アーバンライナーplus 

1989 年 鉄道友の会ブルーリボン賞受賞 

編成 6 両編成 8 両編成(中間車増結時) 

最高速度 130km/h 

デビュー 1988 年 3 月 18 日 

起動加速度  2.5km/h/s 

編成出力  6 両編成 3000KW 

8 両編成 4500KW 

運行線区  難波線・大阪線・名古屋線 

23000 系 伊勢志摩ライナー 

今年(2013 年)の伊勢神宮の第 62 回式年遷宮に合わせてリニューアルが実施された。上の写

真がもともとの黄色で、下の写真がピンクに塗られた編成。 
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編成 6 両編成 最高速度 130km デビュー 1995 年 3 月 15 日 起動加速度 2.5km/h/s 編

成出力 3200KW 運行線区 難波線・大阪線・名古屋線・山田線・鳥羽線・志摩線・奈良線・

京都線 

26000 系 さくらライナー 

1990 年日本産業振興会選定グットデザイン

賞受賞 

編成 4 両編成 最高速度 110km/h 編成質

量 176t デビュー 1965 年 編成出力

1520KW 起動加速度 2.5km/h/s 運行線区 

南大阪線・吉野線 

30000 系 ビスタ EX 

デビュー当時はビスタ 3 世だったがリニューアルされた。1977 年 鉄道友の会ブルーリボン

賞受賞 編成 4 両編成 最高速度 120km/h デビュー 1978 年 起動加速度 2.5km/h/s 

編成出力 1440KW 運行線区 難波線・大阪線・名古屋線・山田線・鳥羽線・志摩線・奈良

線・橿原線・京都線 

  

22600 系 16600 系 Ace 

2010 年 鉄道友の会ローレル賞受賞 

編成  22600 系 4 両編成・2 両編成  

16600 系 2 両編成 

デビュー 2009 年 4 月 

運行線区  難波線・大阪線・名古屋線・山田

線・鳥羽線・志摩線・奈良線・京都線・橿原

線 
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最高速度   22600 系 130km/h (HSC ブレーキ車との連結時は 120km/h) 

 16600 系  110km/h 

起動加速度 2.5km/h/s 阪神直通対応車は 3.0km/h/s  

編成出力  22600 系  4 両編成 1840KW  2 両編成 740KW 

16600 系  2 両編成 920KW 

22000 系 16400 系 ACE 

編成 22000 系 4 両編成・2 両編成 

     16400 系 2 両編成 

デビュー 22000 系 1992 年 

16400 系 1996 年 

編成出力  22000 系 

    4 両編成  2160KW 

    2 両編成  1080KW 

最高速度   22000 系 130km/h ( HSC ブレー

キ車との連結時は 120km/h) 16400 系 110m/h 起動加速度  2.5km/h/s 

12200 系 スナックカー 

近鉄の至る路線で走っている特急。 

編成 2 両編成・4 両編成 最高速度 120km/h 

デビュー 1969 年 起動加速度 2.5km/h/s 

編成出力  2 両編成 720KW  

      4 両編成 1440KW 

 

12400 系 12410 系 12600 系 サニーカ― 

12400 系 1978 年鉄道友の会ブルーリボン賞受

賞 編成 4 両編成 最高速度 120km/h  

起動加速度 2.5km/h/s 編成出力 1440KW 

デビュー    12400 系 1977 年 

            12410 系 1980 年 

            12600 系 1982 年 

運行線区   難波線・大阪線・山田線・鳥羽線・

志摩線・奈良線・橿原線・京都線 
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16000 系 16010 系 

編成     16000 系 2・4・6・8 両編成 

         16010 系 2 両編成 

最高速度 110km/h 

デビュー  16000 系 1965 年 

16010 系 1981 年 

起動加速度  2.3km/h/s 

編成出力  2 両編成 540KW 

運行線区  南大阪線・吉野線 

 

参考文献 

Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki 

近畿日本鉄道公式ホームページ http://www.kintetsu.co.jp 

 

あとがき 

近鉄にはこのようにさまざまな特急が走っています。オレンジに青の帯の車両の連結の組み

合わせも面白いです。これらの写真は 1 日中かけて撮影しました。 
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ダイヤについて 

 

↑新鎌ヶ谷駅にて緩急接続する北総 7260 形 (左) と京成 3050 形 (右) 

中等部 2 年＊組 ＊＊＊＊ 

1 始めに、研究動機 
今回の研究発表はダイヤについて、そして緩急接続についてです。そもそもダイヤについて

調べようと思った理由は、身近な鉄道の運行の根幹になっている物を調べてみたいと思った

からです。今回は、江戸取に近い常磐線、そして成田と羽田の 2 大空港をむすぶアクセス特

急について調べました。 

2 常磐線上り昼間のダイヤ 
まず常磐線の概要と使用車種についてです。 

・常磐線の概要 

常磐線は東京都荒川区の日暮里駅から宮城県岩沼町の岩沼駅をむすぶ路線です。日暮里駅か

ら上野駅までと岩沼駅から仙台駅まで、それぞれ東北本線に乗り入れています。現在、宮城
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県浜吉田町浜吉田駅から福島県相馬市相馬駅、福島県原ノ町市原ノ町駅から同県いわき市広

野駅までの区間が運休しています。また、千代田線に直通している常磐緩行線と並走してい

る北千住～取手は常磐快速線と呼ばれています。今回はその常磐快速線のダイヤについて調

べました。 

 

・常磐線の使用車両 

 

↑常磐快速、成田線用の E231 系と特急用  ↑常磐線用の E５３１系 首都圏の JR 線では 

 の E６５７系（北千住にて）       普通列車で唯一 130km 運転をしています。（金

町にて） 

・常磐快速線上り（取手→上野）のダイヤ 

常磐快速線上りのダイヤについて解説します。 

常磐線では、昼間のダイヤにはパターンダイヤを導入しています。 

取手駅発車時刻は毎時０３分、１６分、２５分、２８分、４０分、５５分で２５分発の列車

は特別快速です。 

この特別快速の停車駅は土浦～取手間の各駅と柏、松戸、日暮里、上野に止まります。 

快速はほかに天王台、我孫子、北千住、南千住、三河島にも止まります。 

取手を１６分にでる快速列車は北千住にて後続の特別快速に追い抜かれます。 

特別快速は取手→上野間を約３０分で結んでいます。 

また、快速の止まらない駅は我孫子、柏発の常磐緩行線

が停車しています。 

なお、朝夕は一部列車が取手駅まで直通しています。 

 

←常磐線 E５３１系（土浦にて） 
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3 アクセス特急のダイヤ 
 

まずは、アクセス特急と成田スカイアクセス線についてです。成田スカイアクセス線は２０

１０年に成田空港アクセスのために建設された比較的新しい路線です。最高時速１６０ｋｍ

の高規格で建設された路線で、スカイライナーが日暮里～空港第二ビル間を最速３６分で結

んでいます。成田湯川駅と成田空港駅の間が単線なのでダイヤのネックとなっています。 

 

・アクセス特急は成田スカイアクセス線開業時に新設された種別で、三崎口・京急久里浜・

神奈川新町・羽田空港国内線ターミナル・西馬込・押上・上野～成田空港までを結んでいま

す。この中の神奈川新町・押上の両駅は、成田空港行のみで成田空港発の列車はありません。 

朝は西馬込・羽田空港（都営、京急線内はエアポート急行）昼は、羽田空港（都営、京急線

内はエアポート快特）横浜（京急線内は快特）方面、夜は上野行きと、時間帯によって行き

先が変わります。なお、エアポート快特とエアポート急行は京急線内で使用されている種別

でエアポート快特には都営線内にも通過駅があり、エアポート急行よりも早いです。 

 

続いて使用車両についてです。 

  

 

 

 

・京成３０５０形 

アクセス特急用に製造された車両です。 

主にアクセス特急に使用されていますが、

京成本線で使われていることもあります。

３ドアオールロングシートです。 

・京急６００形 

乗り入れ先の京浜急行の車両です。 

京成３０５０形はと同じで３ドアです

が、こちらはオールロングシートではな

く、車端部にクロスシートがあります。 
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(左)・京急新１０００形１０次車 

こちらも、６００形と同じ京浜急行の所属車両です。６００形とはちがいステンレス製です。 

１～９次車は、代走の時以外アクセス特急には入りません。 

(中)京成３０００形・(右)京成３７００形 この２車両は３０５０形の代走でのみ走ります。 

 

最後に、ダイヤについてです。 

上りは昼間、印旛日本医大発の普通列車と新鎌ヶ谷駅にて対面接続した後、京成高砂にて京

成上野行きの列車に接続して、青砥まで並走します、その後、押上駅にて三崎口、久里浜方

面行きの快特列車と接続します。なお、ここからアクセス特急はエアポート快特になります。 

下りも、青砥と京成高砂で本線の特急と接続し、新鎌ヶ谷で先行の普通列車に接続します。 

 

5 終わりに 
今回、研究して思ったことは、身近な路線でも知らないことが数多くありとても勉強に

なりました 

去年の研究発表は「空港アクセス鉄道」について研究しました。これらの路線には、そ

れぞれに特徴があります。僕はダイヤについてもそれがいえると思います。 

ライバル会社とサービス競争やスピード競争をしたり増発のためにいろいろな工夫をし

たりと、ダイヤは色々な人の苦労の上に成

り立っています。 

普段何気なく使っている路線にもいろいろ

な秘密があります。 

この研究発表を読んで、身近な路線の秘密

がわかれば幸いです。 

参考文献 

・鉄道ダイヤのつくりかた 

・時刻表                              

ＥＮＤ 
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鉄道会社の全て 

 
１．まえがき 

 僕は色々な路線に興味を持ち、運営をしている会社に興味を持ち、調べたくなったので、

今回の研究発表の題材にしました。この研究発表では、鉄道会社の中身を徹底的に調べ上げ

たいと思います。 

２．鉄道会社の特徴 

 鉄道会社は大きく分けて２つあり、JR と私鉄で、JR は都市と都市を結ぶ大路線網を築き

上げて、私鉄はその地域の交通網として、発達しています。 

ここでは、JR と、首都圏の私鉄の特徴を調べていきます。 

JR 東日本 

JR 東日本は、東京、新宿、渋谷などの大都市

を結ぶ路線と、東京、上野などから小田原、

久里浜、前橋、宇都宮、勝田、君津、勝浦、

成田などの近郊にある都市を結ぶ主要な路線

と、東北本線、羽越本線、奥羽本線、中央本

線などの本線と名が付く路線など、地方都市

と地方都市を結ぶ長距離路線と、津軽線、日光線、        撮影者：＊＊＊＊様 
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五能線などのローカル路線で、本州の約半分を担い、JR 各社の中で一番の長さを誇り、京急、

小田急、京成、京王などの私鉄と激しい客の争奪戦をしている。 

京急 

京急は、本線の品川～堀ノ内間、久里浜線の堀

ノ内～京急久里浜間で、JR 横須賀線の品川～

久里浜間と乗客争奪戦を繰り広げています。ま

た、京急本線内では、最高速度 120km/h とい

う JR 横須賀線では、出すことのできないスピ

ードを軽々と出しています。また、京急の車両

は、ほとんどが、加速度３．５ｋｍ/ｓ(首都圏

の車両の平均加速度が約２．５ｋｍ/ｓ)以上で、

撮影者：＊＊＊＊様         さらに、２１００形では、８０秒で、１２０ｋｍを

出すことができ、車両性能がとても優れている。また、羽田空港の宣伝を大々的にしている。 

京成 

京成は都営浅草線、京急線、北総線と相互直通

をしており、多くの車両が走っている。スカイ

ライナー(成田スカイアクセス高速鉄道開業か

ら高砂～成田空港第二ビル間は北総線経由)は

国内の在来線最高時速の 160km／h 走行をし

ているほか、車種がとても充実していることが

特徴である。 

撮影者：＊＊＊＊様 

京王 

京王は、全国で数尐ない馬車軌 を使用してい

る路線で、都営新宿線と相互直通しており、JR

中央線の特別快速と新宿～八王子間で、乗客の

争奪戦を繰り広げている。また、接近メロディ

ーが、永楽電気製の物を使用しており個性的で

ある。 

撮影者：＊＊＊＊様 
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東武 

東武は、スカイツリーの開業により、伊

勢崎線がスカイツリーラインになり、東

武東上線が、東急東横線渋谷駅地下化に

より、東急東横線、みなとみらい線、東

京メトロ副都心線、西武池袋線、東武東

上線が相互直通するようになった。 

 

撮影者：＊＊＊＊様 

 

３．鉄道以外の事業 

 
どちらも撮影者：＊＊＊様 

鉄道会社では、鉄道以外の事業として、バス事業などがある。 

４．運転士の一日の仕事 

出区点検 

まず起床して、運転区の区長から注意事項の口答質疑を受け、自分の乗る行路の書かれたス

タフ(行路表)を渡され、確認して車庫に向かい、自分の乗る車両に乗り出庫する。 

運転 

出区したら、その線区を運転します。江戸取のある取手を走る常磐線は、長距離電車は上野

～土浦、近距離電車は上野～取手で、事故を減らすため、ひとりの運転する距離は短いです。 

入区 

行路表に載っている行路を運転し終わったら、入庫または、運転区に戻り一日の仕事は終わ

ります。 
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一駅の流れ 

まずは、戸閉表示灯が点灯して(車掌からのブザーを確認してから発車する車両もある)歓呼

します。そして発車するときは、ブレーキノッチを緩め位置にして、力行ノッチを VVVF イ

ンバータ制御よりも前の制御方式の場合は、ノッチを一段ずつ進段しなければいけませんが、

VVVF インバータ制御の場合は、一気にフルノッチにすることが可能です。京急では加速度

が大きいので、最初からフルノッチにしません。また、検査の後初めて乗る車両は性能がわ

からないので、次の駅までは、運転士も緊張して運転します。運転士は遅延状況などを適時

判断する能力が求められます。また運転士が判断した速度になったら、力行ノッチを緩めに

して惰性走行します。また制限速度がある場合は、ブレーキノッチを停車時よりかは、緩め

にかけます。また徐行区間がある場合は速度が表記されている場合は、その速度に従い、表

記されていない場合は、２５ｋｍ/ｈ以下で走行しなければなりません。停車時は運転区に表

記された通りにブレーキノッチを進段します。そして駅に到着します。 

 

５．車掌の一日の仕事 

自分がはじめに乗る車両が、車庫にある場合も、途中から乗務する場合も、駅から乗ります。

例外として、折り返しの車両に連続して乗務する場合は、車掌も留置線または、車庫線まで

行く場合があります。 

車掌の乗務時の仕事は、一駅の流れを説明します。自動放送のついていない車両は、車掌が

放送します。駅が近くなると、運転士への合図としてブザーを鳴らすこともあります。列車

が駅に着くと運転室横についているドア開閉スイッチでドアを開けます。発車メロデイース

イッチのある駅では、停車時間、遅延の具合によってどのくらい流すかを判断します。鳴ら

し終わると、開ける時とは逆に閉めます。ドアを閉めたら、再開閉ボタンを瞬時に押せるよ

うにしています。これは駅構内で安全を確保するためです。これを指定された行路表通りに

一日を過ごします。 

 

６．保安装置の違い 

JR 東日本 

ATS-P 

ATS-P は、ATS-S(ATS-S とは、パターンがなく、単線区間で、列車交換の時などに ATS 警

報が鳴り ATS 確認をしなければいけなかった。前は首都圏で使っていたが、ATS-P に変わ

った今は地方路線で使用している)とは違い、地上子でパターンが組まれており、パターンに

引っかかるとブレーキが自動的にかかり、パターンの速度以下にさせられます。ATS-P は待
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避線停車時、主要駅停車時などでパターンがかかります。 

D-ATC 

D-ATC は、最近埼京線、京浜東北線、山手線などで、使用されている保安装置で、ATC と

は、ATS とは違い地上子があり、信号が線路に設置されていなく、電車内に設置されていま

す。速度計に表示されている速度を超えると、非常ブレーキで速度を落としていたが、緩い

ブレーキで速度を落とすように改善されている。京浜東北線では、D-ATC を使用するために、

209 系 500 番台が増備された。 

JR 西日本 

ATS-P 拠点 

ATS-P 拠点は、福知山線事故が起きたことによって、ATS-S では通常走行時にはパターンが

なく、速度が超過していても、機械的に落とすことができないため、ATS-P 拠点になった。

ATS―P 拠点は、アーバンネットワーク(JR 京都線、神戸線、大阪環状線、ゆめ咲線、阪和

線、赤穂線、山陽本線、奈良線、学研都市線、湖西線、おおさか東線、東西線、大和路線、

関空線、嵯峢野線、琵琶湖線)など JR 西日本の路線で幅広く使用している。 

京急、都営浅草線、京成、北総、成田スカイアクセス高速鉄道 

C-ATS 

C-ATS は、JR 東日本の ATS-P とほぼ同じで、パターンが組まれており駅停車、通過時など

に、１号型 ATS と組み合わせて使用している。 

1 号型 ATS 

C-ATS と組み合わせて使用しており、JR 東日本で使用している ATS-S とほぼ同じで、通常

走行時に使用している。 

 

７．あとがき 

僕は、鉄道会社を調べてみて、分かったことは、鉄道会社は、とても大きくて、すごいもの

だと感じました。 

 

8 参考文献 

・BVE 製作・公開ガイドライン http://bvets.net/old/make/ 

・みかんごーごー http://mkn55.blog.fc2.com 

・Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki 
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豪華寝台特急トワイライ

トエクスプレスについて 

 
2 年＊組＊＊番 ＊＊＊＊ 

１、はじめに 

かつてブルートレインと呼ばれ一世を風靡した寝台列車は姿を消していったが、寝台列車

には「カシオペア」「北斗星」「トワイライトエクスプレス」などの豪華列車が生き残り、旅

人に夢と憧れを提供してくれる。その列車に乗ることが「手段」ではなく「目的」に。 

僕は寝台列車に興味があり、今までに「カシオペア」「北斗星」「あけぼの」に乗ることがで

きた。今回、ゴールデンウィークに幸運にもトワイライトエクスプレスに乗る機会を得たの

で、その旅の紹介とともに調べたことを発表したい。 
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２、トワイライトエクスプレスについて 

トワイライトエクスプレスは、平成元(1989)年 7 月 21 日に運行を開始した大阪～札幌間約

1500キロ(＊下り 1495.7キロ、上り 1508.5キロ)を結ぶ寝台列車であり、日本一長い距離を

走る寝台特急である。大阪発札幌着(下り)は、22 時間 2 分で、札幌発大阪着(上り)は、22

時間 47分で結ぶ。ちなみにトワイライトエクスプレスは、東海道本線～湖西線～北陸本線～

信越本線～羽越本線～奥羽本線～津軽海峡線～击館本線～室蘭本線～千歳線～击館本線を経

由して大阪～札幌間を結んでいる。トワイライトエクスプレスは、原則として下り(大阪発)

は、月・水・金・土、上り(札幌発)は、火・木・土・日に運行される。 

＊：北海道の駒が岳付近と鳩原ループ線で多尐走行ルートが上下線でそれぞれ異なるため、

運行距離が異なる。） 

 

車内紹介 

トワイライトエクスプレスには全5タイプの個室とコンパートメントの全6タイプの客室と、

食堂車「ダイナープレヤデス」、サロンカー「サロン・デュ・ノール」からなっている。ちな

みに｢ダイナープレヤデス｣は、｢ダイナー｣=食堂、｢プレヤデス｣＝プレヤデス星団から名前が

つき、｢サロン・デュ・ノール｣はフランス語で｢北のサロン｣という意味を持つため、その名

前がついた。 

 
<トワイライトエクスプレスの客室> 1 つ目はＡ個室スイート<展望室タイプ>。この個室は

列車内に 1 室のみである。この客室の乗車券は、日本の列車の中で最も入手が困難な乗車券

の一つである。この個室は 2人用。(補助ベッド利用で 3人利用も可能である。) 

設備：ツインベッド、ソファ(補助ベッド)、シャワーユニット室(シャワー、トイレ、洗面台

完備)、テレビ、冷蔵庫、応接テーブル等 
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↑ウェルカムドリンク（Ａ個室のみ）↑アメニティグッズ Ａ個室のみサービスされる。それ

以外でも車内販売にて 1500円で購入できる。 

2 つ目はＡ個室スイート<中間タイプ>。この個室も列車の中に 1 部屋だけである。このスイ

ートルームは 1 号車のスイートのように車端部ではなく、中央部に設置されているため、揺

れが尐ない乗り心地になっている。この個室は 2 人用(補助ベッド利用で 3 人利用可能であ

る。) 

設備：ツインベッド、ソファ(補助ベッド)、シャワールーム、トイレ、洗面所、ドライヤー、

テレビ、冷蔵庫、応接テーブル等  

3 つ目はＡ個室ロイヤル。このロイヤルルームの人気は高く、この部屋の乗車券も簡単には

入手することはできない。この個室は 1人用個室(2人利用も可能である。) 

設備：ソファベッド(セミダブル)、シャワーユニット室、椅子等 

<Ａ個室限定のサービス> 

① ウェルカムドリンク 

乗車して間もなくジュース、ワイン、お茶等がサービスされる。 

②モーニングサービス 

コーヒーまたは紅茶またはジュースがサービスされる。(6時 15分ごろ) 

③新聞サービス 

下りでは洞爺駅停車後、上りでは富山駅停車後に朝刊がサービスされる。 

③ アメニティグッズ 

Ａ個室には無料でアメニティグッズがサービスされる。（車内販売でも購入でき、1500 円で

ある。） 

 

＜トワイライトエクスプレスの他の客室＞ 

Ｂ個室ツイン 

トワイライトエクスプレスの標準的な客室となる 2人用個室。 

Ｂ個室シングルツイン 

線路と平行に寝台が配置されているため、ソファに座ったまま車窓を眺められる 1人用個室。

(補助ベッドで 2人利用も可能である。) 
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Ｂコンパートメント 

従来の開放式Ｂ寝台に扉を付けた簡易個室。 

３、トワイライトエクスプレス ～上り 22 時間 47 分の旅～ 

 13:50 札幌駅 4番線ホームに、青い DD51形ディーゼル機関車を先頭に、深緑色の車体の

トワイライトエクスプレスが入線してきた。写真撮影後、1 号車Ａ個室スイート

に乗り込む。 

 14:05 札幌駅を出発。「いい日旅立ち」のメロディーが流れ、旅が始まる。やがて車掌の

訪問。切符を確認したのち、設備を解説。カードキー、シャワー、トイレ、空調

などを丁寧に教えてくれる。続いて食堂車のチーフマネージャーの訪問。後にウ

ェルカムドリンクを届けてくれる。オレンジジュースとワインで乾杯し、しばら

く車窓の風景を眺める。 

 17:30 ダイナープレヤデスで一回目のディナーが始まる。 

残念ながら予約がとれなかったため、｢日本海懐石御

膳｣が部屋に届けられた。 

18:43 五稜郭駅に到着。進行方向を変えるため、先頭の DD51             

形が切り離される。列車の反対側には五稜郭～青森間を担当する ED79形電気機関

車に連結する。展望スイートが文字通り車窓を楽しめる状態となったのだが、す

でにうす暗く、間もなく夜景となってしまった。 

 19:41 青击トンネルに入る。全長 53.85km。津軽海峡の下をくぐり、北海道と本州を結ぶ

日本一の長さを誇るトンネルだ。途中には吉岡海底駅、竜飛海底駅という 2 つの駅

を通過する。部屋の照明を落として、微妙な変化を見落とさないように注視してい

ると、駅通過時に壁面の照明が変化する瞬間があった。40分ほどで青击トンネルを

抜け。本州へと入る。 

 21:48 青森駅に到着。展望スイート側に EF81 形を連結し、再度進行方向を変えて出発す

る。 

  6:25 直江津駅に到着。車内放送が始まる。部屋にモーニングコーヒーと新聞が届けられ

る。 

  6:45 モーニングタイム。ダイナープレヤデスで、窓から差

し込む朝日の中朝食をとる。 

 10:36 敦賀駅に到着。先頭の機関車を再度交換するため 16分

間停車する。ここで機関車交換の様子を楽しむ。 

 10:53 北陸本線唯一のループ線（通称「鳩原ループ線」）を走る。敦賀駅を発車した後、

下り線をまたぎループ線を走り、新疋田へ向かう。 
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 11:39 近江塩津駅から湖西線に入ると、左手に日本最大の湖である琵琶湖が広がる。 

 12:15 京都駅に到着。 

 12:52 大阪駅に到着。「いい日旅立ち」のメロディーが流れ、22 時間 47 分の長い旅を満

喫した充実感とともに旅が終わった。 

＜トワイライトエクスプレスの注目ポイント＞ 

○北海道 

・七飯（ななえ）～森間：上りと下りの走行ルートが変わる。 

(そこで上下線の時間差が生じる。) 

・五稜郭：機関車の付け替え作業が行われる。 

・青击トンネル：全長 53.85 ㎞のトンネル。日本一の長さを誇るトンネルである。青击トン

ネルには、竜飛海底駅と吉岡海底駅が緊急避難用のためにある。 

○青森県 

・青森：機関車の付け替え作業が行われる。 

○富山県 

・滑川（なめりかわ）～黒部間：立山連峰を見ることができる。 

・倶利伽羅～石動（いするぎ）間：倶利伽羅トンネルを通る。 

○石川県 

・動橋（いぶりはし）～小松間：白山を見ることができる。 

○福井県 

・敦賀～南今庄間：北陸トンネルを通る。(北陸トンネルは全長 13.87㎞で在来線では青击ト

ンネルに次いで 2番目に長いトンネルである。) 

・敦賀：札幌発のみ、機関車付け替え交換をするため 16分間停車する。乗り降りもできるた

め、機関車の付け替えを見学できる。(記念撮影も可能である。) 

・新疋田（しんひきだ）～敦賀間：鳩原ループ線を通る。(北陸本線唯一のループ線である。)

ループ線でループするのは上り(札幌発)のみのため、ここでも上下線の時間差が生じる。 

参考文献 
・豪華寝台列車トワイライトエクスプレス fun 完全版 学研 

・鉄道ジャーナル 2013年 10月号 成美堂出版 

・トワイライトエクスプレスの旅 旅のしおり 

・ブルートレイン&夜行列車で旅する本 枻出版社 

・一個人 特別編集豪華個室寝台列車の旅 KKベストセラーズ 

・旅の手帖 mini 愛しの夜行列車 交通新聞社 
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まとめ 
今回の研究発表では、トワイライトエクスプレスの旅の楽しみ等についていろいろ紹介しま

した。この発表で尐しでもトワイライトエクスプレスについて興味を持ってくれたらうれし

いです。今、寝台特急は引退しつつあります。しかし、寝台特急は、新幹線や飛行機とまた

違う楽しみというものがあると思います。まだ 1 度も寝台特急に乗ったことがない方は是非

一度でも乗ってほしいです。寝台特急は乗った人にしかわからない楽しみがたくさんありま

す。それでは、ぼくからの発表は以上で終了です。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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奈良線ガイド 

中等部 2 年＊組 ＊＊＊＊ 

 

はじめに 

みなさんは、奈良線を知っていますか？奈良線は近畿の JR 線の中でも比較的地味な存在だ

と思います。でも、今や全国的にも珍しくなってしまった 103 系や、近畿地方で活躍が狭ま

りつつある 221 系など、貴重な電車が今でも、現役で走っています。今回の研究発表では、

そんな奈良線をとりあげてみようと思います。 

１ 奈良線とは? 

奈良線とは京都と奈良（正式には木津）を結ぶ 34，7km の JR 線である。近畿日本鉄道にも

奈良線があるため、それと区別するために、JR 奈良線と呼ばれることもある。基本的に全線

単線である。（8，2km 複線区間がある。）普通電車の他に、日中はみやこ路快速、朝夕は区
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間快速と快速が運行されている。使用されている車両は 221 系と 103 系で、最近、元阪和線

用だった、日根野電車区の青い 103 系が運用に復帰した。最も車両数が多い奈良電車区の 103

系はウグイス色である。（関東の鉄道に例えるとしたら、山手線の旧 103 系やこの江戸川学

園と関係が深い常磐線の旧 103 系の色を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか）103

系は、基本的に普通列車に使用されていて、221 系はみやこ路快速・区間快速・快速の他に、

普通列車にも使用されている。下り列車は、行き先が「宇治」・「城陽」・「奈良」の３種類で、

上り列車は、行き先が「京都」の１種類だけである。また、平日の早朝に、JR 難波→京都の

関西本線に乗り入れる、区間快速 2 本・快速 1 本（奈良線内）の上り電車がある。（土曜・

休日は、快速１本）桃山～六地蔵間から、宇治駅周辺まで、京阪宇治線が並走している。1

日の平均利用者数は 1991 年には 2 万人であったのが、2011 年は 5 万 2000 人と大きく増加

している。奈良線には、JR と名のつく駅が 2 つ（JR 藤森駅と JR 小倉駅）あるが、これは、

京阪本線の藤森駅や近鉄京都線の小倉駅と区別するためである。 

＊○区 ---区間快速停車駅 ○快 ---快速停車駅 ○み ---みやこ路快速停車駅 

京都  ○区  ○快  ○み  黄檗        山城多賀 ○区  

 ↓         ↓          ↓ 

東福寺 ○区  ○快  ○み  宇治  ○区  ○快  ○み   玉水  ○区  ○快  ○み  

 ↓         ↓          ↓ 

稲荷        JR 小倉 ○区  ○快    棚倉   ○区  

 ↓         ↓          ↓ 

JR 藤森       新田  ○区  ○快    上狛   ○区  

 ↓         ↓          ↓ 

桃山        城陽  ○区  ○快  ○み   木津  ○区  ○快  ○み  

 ↓         ↓          ↓ 

六地蔵 ○区  ○快  ○み  長池  ○区       平城山 ○区  

 ↓         ↓          ↓ 

木幡        山城青谷 ○区      奈良  ○区  ○快  ○み  

 ↓         ↓ 

２ 奈良線の車両について 

①  103 系 

103 系は、昭和 40 年代の日本の高度経済成長期の通勤輸送のために作られた、101 系の改良

型である。元々101 系は、駅間が長い中央本線などのために作られたので、スタートから高

速になるまで高加速していく性能を持ち合わせていた。しかし、駅間が短い山手線などでは、

加速にも減速にも優れた車両が必要になった。そこで、加速と減速に優れた、101 系の改良
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型である 103 系が開発された。昭和 38 年の試作車登場から、昭和 59 年まで、国鉄最多の

3447 両が製造された。総車両数は 3503 両である。昭和 45 年には通勤電車として初めて、

冷房試作車が製造された。その後も山手線で試験を重ね、昭和 47 年には、量産タイプの冷

房車が登場した。また、昭和 48 年に ATC と呼ばれる鉄道制御システム（自動的にブレーキ

制御を行うシステム）が導入されたのに合わせて、山手線用の ATC 車(運転台が 300mm 高

い高運転台で、その分、運転席窓が狭く、ステンレスの飾り帯をつけた前面スタイルの車両)

が登場した。昭和 53 年には、ATC 車以外でも高運転台の車両が登場した。製造年度によっ

て、前面スタイルや、窓の形や、冷房装置など、細かい変更点がある。103 系は、4 ドアで

ロングシートである。首都圏では、平成１８年 3 月のダイヤ改正で、全て廃止された。110kw

のモーターを搭載している。車体はウグイス色と青色で、全車両が奈良電車区に所属してい

る。（青い 103 系は、４ 最近の話題でも紹介します。） 

 

 

○2  221 系 

221 系は、新快速のサービス・スピードアップを目的として、それまで新快速に

使用されていた 117 系を置き換えるために登場した。奈良線では、みやこ路快速

や、快速や、区間快速などの他に、普通列車でも使用されている。117 系は２扉

で、ラッシュ時に混雑が激しかったが、221 系は３扉で、混雑の緩和を図ってい
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る。また、117 系と比べると、前面に曲面ガラスを使用していて、丸みを帯びた

スマートな車体になっている。冷房装置も、マイコン制御の全自動式である。座

席は、転換式クロスシート（ドア付近は固定）で、最高速度は時速 120 ㎞である。

221 系は、２・４・６・８両の 4 編成である。そのため、使用する列車や時間帯

に合わせて、自由に編成両数を組めるようになっている。また、221 系は特急並

のスピードと、通勤用電車に負けない加速性能を兼ね備えている。現在では、新

快速を後継の 223 系 1000・2000・3000 番台に譲った。なので、現在では、アー

バンネットワーク（JR 西日本が関西地区に展開する鉄道路線網のこと。JR 神戸

線・JR 京都線・琵琶湖線・大阪環状線・JR ゆめ咲線・JR 宝塚線・JR 東西線・

学研都市線・大和路線・奈良線・嵯峢野線・阪和線・関西空港線・湖西線・山陽

本線・赤穂線）などに活躍の範囲を広げている。

  

３ みやこ路快速・区間快速・快速について 

みやこ路快速という名前は公募で選ば

れた。「みやこ」という名や「古都」と

いう名前が、上位に選ばれた。「みやこ

路快速」という名前は 10 位台であっ

たが、最終的にこの名前に決まった。

停車駅は多い順に、区間快速、快速、

みやこ路快速になる。みやこ路快速の

京都～奈良間の所要時間は、近鉄京都

線の急行の京都～奈良間の所要時間よ

りも短い。しかし、みやこ路快速は本

数が尐ないので、普通は京都から奈良

に向かう場合近鉄を利用する。京都行
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のみやこ路快速は、棚倉で奈良行のみやこ路快速とすれ違う。そのため、京都行

のみやこ路快速は、棚倉で 2 分間停車する。（一部を除く）京都行と奈良行のど

ちらのみやこ路快速も、宇治で普通列車に接続する。京都行のみやこ路快速は、

城陽でも普通列車に接続する。正月 3 が日には、稲荷にも停車する。みやこ路快

速は、大和路快速（大和路ライナーも含む）が全列車停車する平城山を通過する。

（理由は、平城山付近の大阪のベッドタウンである平城ニュータウンの人のため

である。平城ニュータウンは大阪のベッドタウンなので、京都行のみやこ路快速

よりも、大阪行きの大和路快速を停車させた方が良いからである。しかし実際は、

JR 側ではあまり開発がすすんでいないため、多くの人は近鉄を利用する。）みや

こ路快速に使用されている車両は 221 系である。みやこ路快速は、時刻表では、

「みやこ」と表記される。区間快速は、京都～宇治間が快速区間である。（それ

以降の宇治～奈良間は全駅停車する。）奈良行は、朝は区間快速が多く、夕方は

快速が多く、夜になると区間快速が多くなる。京都行は、早朝は区間快速が多く、

朝は快速が多く、夕方は快速が多く、夜になると区間快速が多くなる。快速は、

宇治～城陽間が全駅停車で、それ以外の停車駅はみやこ路快速と変わらない。 

４ 最近の話題 

 

○1 青い 103 系運用復活のニュース 

青い 103 系が運用に復活した。元日根野電車区の 103 系 4 両編成 2 本
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(HJ403+HJ450）が、４月に数年ぶりに奈良電車区に配置された。 

○2 奈良線複線化の話題 

JR 西日本と京都府は奈良線の複線区間（現在は 8，2km）を増やすことなどで合

意した。具体的には、○1 複線区間を 14km 増やす。（JR 藤森～宇治間の 9，9km 

新田～城陽間の 2，1km 山城多賀～玉水間の 2，0 ㎞）これによって、現区間

と合わせると、京都～宇治間（20，2km）は全て複線区間となる。（奈良線全体

の６割強は複線区間となる。）○2 踏切警報時間の制御装置を導入し警報時間の短

縮を図る。○3 踏切に 3 次元方式（センサーで踏切内をスキャンし、障害物がない

かどうか確認する装置）の採用 ○4 京都駅のホームの拡幅。○5 六地蔵駅のホーム

の拡幅と移設。がある。これは１ 奈良線とは？でも紹介したが、奈良線の利用

者数が増加しているからである。これは奈良線の 1 日の平均利用者数が、1990

年には 2 万人であったのが、2011 年には 5 万 2000 人になったことからもよく分

かる。 

５ あとがき 

僕は今回奈良線を調べてみて、奈良線がより好きになりました。機会があればま

た青い 103 系やみやこ路快速にも乗りたいと思います。奈良線は関西の JR の路

線の中で地味ではありますが、これからも続いていけば良いなと思います。 

６ 参考文献 

鉄道コム http://www.tetsudo.com 

奈良区 103 系の話題 http://homepage2.nifty.com 

関西中心の鉄道写真 http://blog.livedoor.jp/yoo_sa/ 

日本の旅・鉄道見聞録 http://uraken.net/rail/index.html 

RailwayEnjoyNet 関西の鉄道総合サイト http;//railway-enjoy.net/index.html 
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北の大地の星 

 
↑白石～苗穂にて（「列車に乗って旅をしよう!」から） 

中等部 3 年＊組 ＊＊＊＊ 
≪研究動機≫ 
中学校２年生のとき読んだ西村京太郎の小説でこの車両が主役になっており、表紙の写真を

見てスタイルが気に入った。模型の雑誌を見たところ、いろいろな番代があること知ったた

め、番台ごとの詳細を知りたいと思った。 

≪「北斗」とはどの様な列車なのか？≫ 

击館本線、室蘭本線、千歳線を経由して击館～札幌間を結 

んでいる。｢北斗＝札幌行きの列車｣というイメージと、北斗 

七星が北極星を指す星座ということが重なり「北斗」という 

名称になった。 
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≪キハ 183系とは？≫ 

国鉄が当初開発し、現在はＪＲ北海道が保有している特急形気動車。ちなみにＪＲ九州では、

「あそぼーい」などに使用されている１０００番台を保有している。（こちらは本項では説明

しない。） 

従来北海道では１９６１年以来キハ８０系を使用してきていて、すでにこの頃には今回の主

役の「北斗」のほかに「おおぞら」などが走っていた。しかし１９７５年頃から故障が多発、

設備の老朽化も進んできた。キハ１８３系は１９７９年に試作車が完成し、１９８１年から

量産車の使用を開始した。ちなみに試作車は２００１年までに全車廃車となった。その後Ｎ

１８３系やＮＮ１８３系などの改良車を登場させ、現在にいたっている。 

 

≪各番代の詳細≫ 

※初期の試作車(９００番台)と基本番代は本項では説明しない。 

☆５００番台，１５００番台☆ 

〈特徴〉 

この番代はＪＲ移行後の経営基盤を整えることを目的として開発された。１９８６年に、新

潟鐵工所(てっこうしょ)および富士重工業で３６両が制作された。車体は同時期に四国に導

入されたキハ１８５系の鋼製版。これをＮ１８３系と呼ぶ。５００番代は電源機関を持たず

にトイレ・洗面所付きで、１５００番代は電源機関付きでトイレ・洗面所なしである。その

ため５００番代はキハ１８４型とセットで運用し、既存の電源装置を活用した。新製時は最

高速度１１０㎞/h とされていたが、将来的なことに備えて、それぞれの部品は１２０km/h

に耐えうる設計となっている。試作車では装着されていて、基本番代で廃止された車端ダン

パーが再度使用されるが、実際の運用には使用されず、台座部分を残して撤去されている。 

〈車体〉  帯広駅にて(「kano鉄道局」から)→ 

先頭車は高い運転台に非貫通という構造をや

め、増結や切り離しを行いやすい貫通型に変更

された。室内空間の１/３を占めていた発電装

置は小さくなり床下に移された。 

側窓は天地寸法を拡大し、連続窓風の形となっ

た。グリーン車は寝台車並みに天井を高くし、

床も高くしたハイデッカー構造とした。客室の

窓は、眺望を重視して上部に曲面のガラスを使った。新鮮外気取入装置は使用頻度が尐ない

ため、電動の押し込み換気扇と従来型の通風機に変更された。 

<走行装置> 

エンジンも変更され、発電設備を備えない車両に搭載された１２気筒は直噴化(※１)され、
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発電設備を備えない車両に搭載された６気筒は新仕様となった。液体変速機(※２)はダイナ

ミックブレーキの装着するスペースを確保するために、小型軽量化された。変速段は変速１

段、直結１段。 

動力台車は６気筒用・１軸駆動のＤＴ５３形と１２気筒用・２軸駆動のＤＴ５４形の２つを

駆動系に合わせて装備。シリンダー形状は水平対向式である。 

将来性の観点から、ヨーダンパー(台車の蛇行動防止用ダンパー)を装着している。 

ブレーキは従来と同じ応荷重式電磁自動空気ブレーキ(※３)(ＣＣＥ方式)を装備し、高速運

転に対応するためのダイナミックブレーキの準備工事が行われた。これは高速域からの路面

ブレーキを使用する際の路面への熱影響とフラット(ロック)防止のために、電子制御でコン

バーターブレーキやエンジンブレーキを併用するもの。現在はＮ１８３系の全ての車両にこ

の工事を施して１２０㎞/h運転が可能になり、札幌～击館間を３時間２９分で結べるように

なった。保安装置はＡＴＳ-Ｓを使用している。 

※１直噴…燃料直接噴射の略。通常はシリンダーに入る前に空気とインジェクターから霧状

に噴射される燃料を混ぜてから点火プラグに着火するのに対し、インジェクター

から燃料をシリンダーの中に噴射し着火するエンジン方式のこと。 

※２液体変速機…通常のギヤの仕組みでは停止状態から加速する場合、動き出すトルクが尐

ないことと、エンジンの出力軸と車輪につながる軸との回転差が大きいた

めエンストしてしまう。そのため低速時には変速機の中にあるトルクコン

バーターというオイルを使用したもので変速している。 

        これは、自動車のオートマチックミッションと同じ仕組み。 

※３自動空気ブレーキ…車両と車両の間にホースがつながっていて、ここを空気が通る。無

電源で制御可能。列車を分離させる時に、編成の全車両に自動的に

ブレーキがかかる。 

〈廃車・改造について〉 

キハ１８３形…１９９４年に５０２が事故廃車、２０１０年に５０１が廃車となった。 

       ５０７はお座敶車(６０００番台)に改造された。 

キハ１８２形…５１４がお座敶車に改造された。 

キロ１８２形…５０１，５０２，５０３が２５５０番台に改造された。 

５０６，５０７，５０８が廃車。 

 

☆５５０番台・１５５０番台☆ 

この番台はＪＲ移行後の１９８８年から击館本線で１２０㎞/h運転を行うため、２８両が富

士重工業で制作された。これをＮＮ１８３系と呼ぶ。キハ１８３形，１８２形のみの製作で、

グリーン車の製作はない。キサロハ１８２形が日立製作所で４両制作された。
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 ←串内信号所内(「JR車両図鑑」から) 

〈車体〉                     

トンネル通過時に客室内に媒煙が侵入してくることを防ぐために、Ｎ１８３系で廃止された

新鮮外気取入装置を屋根上に再度設置した。台車・床下機器の色は灰色から黒に変更された。 

〈走行装置〉 

６気筒、１２気筒ともに過給機のインタークーラー(※４)を追加し、出力を上げた。 

・６気筒…２５０ＰＳ→３３０ＰＳ(８０ＰＳup) 

・１２気筒…５５０ＰＳ→６６０ＰＳ(１１０ＰＳup)    注:ＰＳ＝馬力(出力) 

変速機は減速比を変更して搭載。台車は高速走行に対応するためにヨーダンパーと滑走検知

装置が追設された。当初から１２０㎞/h運転をするために、ダイナミックブレーキを新製時

から装着している。 

※４インタークーラー…過給機(ターボ)を搭載しているエンジンでは、タービンから発する

熱気で吸気温度が高温になってしまう。高温になってしまってはパ

ワーも出ない。そのためタービンを冷やすクーラーを設置すること

で、常に安定した出力を維持できる。 

〈内装〉 

５００番代から大きな変更はないが、客室の仕切り扉の窓を大型化している。 

〈廃車・改造について〉 

キハ１８３形…一部が３５５０・４５５０番台に改造された。 

       １５５７がお座敶車に改造された。 

キハ１８２形…全車２５５０番台に改造された。 

キサロハ１８２形…「北斗」の後に運用についていた「とかち」「おおぞら」の両方の 

運用からも外れ、全車釧路運輸車両所で保留車となった。 

 

☆２５５０番台・３５５０番台☆ 

１９９４年の「スーパー北斗」(キハ２８１系)登場に合わせて、「北斗」用のキハ１８３系も

１３０㎞/h運転を行うための改造が施された。改造が施されたものは、２５５０，３５５０
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番台として分けられる。これらの車両は、先頭車の前方のサイドに「ＨＥＴ１８３(Hokkaido 

Express Train 183)」のロゴが描かれている。 

←本輪西中継有信号にて(Yahoo画像から) 

〈車体〉 

Ｎ１８３系、ＮＮ１８３系を対象にブレーキを強化する改造を行った。細かい内容は、ブレ

ーキのテコ比の変更、ブレーキシリンダーの大型化・圧力の増強、滑走検知装置はそれぞれ

の軸方式が変更された。そのため未施工車とはブレーキ圧が違うため、混結することができ

ない。そのため各車両の識別表記に１３０㎞/h対応車には「１３０」、混結対応車(４５５０

番台)には「１３０/１２０」、他の車両はその使用ごとに「１１０」「１２０」と表記してい

る。 

〈内装〉 

２８１系のグリーン車と設備を合わせるため、グリーン車の座席配置が２＋２から 1＋２に

変更された。加えて定員が２４名に、客室は全車禁煙とされた。また、最近になって自動放

送装置も設置された。 

 

≪トラブル・処置≫ 

－２０１２年－ 

 ・９月１８日午後１時２５分頃新札幌駅で停車中の「北斗１４号」で、オイルとクーラン

トが漏れる。 

－２０１３年－ 

 ・３月２４日午前１１時４０分頃東室蘭駅で击館発札幌行きの「北斗５号」の４号車          

 の床下から発煙した。原因は、駆動系が高温になり装置についていたオイルや塗料が付着

したため。 

 ・４月８日午後８時５０分頃八雲駅構内において、「北斗２０号」の４号車のエンジンが破

損し、発煙した。 

 ・７月６日午後３時４５分頃击館本線の山崎駅―鷲ノ巣駅間で走行をしていた「北斗１４

号」の４号車の床下からエンジンブローのために出火。この事故の影響で、キハ２８１系
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の代走を行った「北斗１７号」を除く北斗の全列車と「スーパー北斗１５号」を運休にし

た。 

   

        ↑７月６日の事故の状況を伝えるニュース↑ 

≪感想≫ 

今まで機動車に関して詳しいことを知らなかったので、良い機会になった。上記のように最

近ＪＲ北海道の特急はトラブルが続いていることもあり、「乗客」を第一に考えてほしいと思

った。また、せっかく車両を高速度に耐えられるつくりにしても制限速度を下げてしまって

は意味がないので、いち早く安全と信用を取り戻してほしいと思った。 

≪参考文献≫ 

Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/ 

列車に乗って旅に出よう! http://www.geocities.jp/sawayan_t/ 

中央線 Eな 233のブログ http://blogs.yahoo.co.jp/h/ho/hhizi55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blogs.yahoo.co.jp/h/ho/hhizi55
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京成グループ標準車両 3000 形 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中等部 3 年＊組 ＊＊ ＊＊ 
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前書き 

今年の 2 月に千葉ニュータウン鉄道の 9200 形 9201 編成が、1 月・3 月に京成電鉄の 3000

形 3026・3027 編成がそれぞれ甲種輸送されました。白黒なので分かりづらい箇所もござい

ますが、最後までお読みいただければ幸いです。なおここでは 3000 形と 3050 形を別にして

説明していきます。また京成 3000形には番台が存在しますが紙面の都合で掲載していません。 

・各形式の概要 

① 3000 形 

    3000形は京成電鉄の所有で 3700 形に代わるモデ

ルチェンジ車となった。2003 年に営業運転を開始

し、現在 8 両編成が 3 本、6 両編成が 24 本配置さ

れています。8 両編成は 3400 形、3700 形と同じ優

等列車、6 両編成は普通運用に就いています。奇数

番号編成（3001F を除く）は東急車輛製造・総合車

輌製作所、偶数番号編成（3001F を含む）は日本車

輌が製造しました。 

② 3050 形（3000 形 7 次車） 

  3050 形は 3000 形の 7 次車で京成電鉄の所有で変

わりないが、仕様変更や車両番号が 50 番台になっ

たことから 3050 形と区別されています。アクセス

特急を中心に運用についています。現在 8 両編成 6

本が日本車輌から作られ配置されています。 

 
③ 7500 形 

7500形は北総鉄道の所有で 7000 形を置き換えるた

めに製造されました。北総線と都営浅草線内は普通

（朝夕に急行・特急運用有）、京急線内では快特ま

たはエアポート快特として印旛日本医大～西馬

込・羽田空港間の運用に着いています。現在 8両編

成が 3 本配置されています。 
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④ N800 形 

                 N800 形は新京成電鉄の所有で 800 形を置き換えて、

京成電鉄千葉線に直通しています。現在 6 両編成が

3 本配置されています。全て日本車輌の製造となっ

ています。2005 年に 1 編成目、2010 年に 2 編成目、

2012 年に 3 編成目が登場しています。 

 

 

⑤ 9200 形 

                 千葉ニュータウン鉄道の所有ですが、千葉ニュータ

ウン鉄道は車両のみを所有し管理は北総電鉄が行っ

ています。そのため、7500 形と同じ運用に就いてい

ます。日本車輌の製造となっています。 

 

・車体 

① ラインカラー 

    

左から 3050形、N800形、9200形、3000形 

各形式を見分けるのに一番分かりやすいものです。3000 形は、上はヒューマンレッド、下は

ヒューチャーブルーの京成標準色となっています。3050 形は青のグラデーションカラーの上

に京成標準色の細い帯となっています。また前面と側面に航空機がデザインされています。

7500 形はブルーとライトブルーで先頭車側面には航空機がデザインされています。N800 形

はマルーンと白色である。側面のマルーンは沿線の 4 つの市をイメージしていまます。9200

形は 9100 形と同じ水色と黄色になっています。 

 制御方式 

制御方式は全車種が東洋電機製の IGBT 素子を使った VVVF インバータです。これは武蔵野

線の 205 系 5000 番台と同じで走行音が似ています。 



- 58 - 

 

② ブロック工法とは 

3000形、3050 形、7500 形、N800 形、9200 形で採用されているブロック工法とはいくつか

に分けて製造し、最後につなぎ合わせて作る工法です。鉄道の場合日本車輌製造が開発し、

側面を扉部分と扉間に分けて作りそれらを組み立てている。採用例としては小田急3000形、

名鉄 3300 系などがあります。 

  

 

 

 

 

小田急 3000形              名鉄 3300系 

③ 種別・行先表示器 

3000 形と 7500 形は初め 3 色 LED を採用していましたが、種別表示をフルカラーLED、行

先表示を白色 LED に交換されました。3050 形と 9200 形は初めから種別表示をフルカラー

LED、行先表示を白色 LED にしています。N800 形は現在も 3 色 LED を採用しています。 

3000形（左） 

3050形（右上） 

N800形（右下） 

               

 

車内 

① 車内案内表示機 

3000形（3026F と 3027F を除く）と N800 形は LED 式のものを千鳥配置している。表示機

がない箇所には路線案内図が付いている。7500 形は LED 式の千鳥配置であったが後に LCD

式に交換されました。3000 形（3026F と 3027F）と 3050 形と 9200 形は LCD 式となって

いる。どちらも LCD の隣に路線案内図がある。 

↑LED式         ↑9200形 LCD式         ↑LCD式と路線案内図 
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② 座席 

3000 形、7500 形、N800 形と 9200 形は赤色、優先席は濃青色となっている。3050 形は青

色、優先席は赤色でどちらも航空機がデザインされています。配置は車端部が 5 人分、扉の

間が 8人分となっています。 

 

 

 

 

 

 

↑赤色の座席         ↑青色の優先席       ↑3050 形の座席 

その他の特徴 

・3050 形ではアクセス特急の運用のみで自動放送が使用されています。 

・7500 形では先頭車の側面に航空機がデザインされています。 

・N800 ではカーテンに梨やブドウの柄入りで扉横に鏡が設置されています。 

写真について 全て筆者が撮影しました。 

参考文献 

鉄道ダイヤ情報 2010 年 8 月号 

京成電鉄・北総鉄道・新京成電鉄のホームページ 

wikipedia.org 

http://hinofukin.net 

あとがき 

京成電鉄は平成 25 年度の経営計画で 3000 形 1 本を投入することになっており、今回紹介し

たものはまだまだこれから活躍する形式です。最近では多くの鉄道会社が共通仕様の車両を

製造することで、コストを抑えています。例えば JR 東日本 E231 系と相鉄 10000 系、東急

5000 系、都営 10－300 形などがあり、また JR 東日本 E233 系と相鉄 11000 系、小田急 4000

形などがあります。このような時代になっても各社で工夫がこらされて、若干の違いという

ものがうまれてきます。そのような各社の独自性という点にもこれから調べてみたいです。

細かい相違点についてだったので読みづらい箇所がございましたが最後までお読みいただき

ありがとうございました。 

http://hinofukin.net/
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EH500 

～交流直流両用電気機関車～ 

北に物資を運ぶ EH500－23号機  （津軽今別駅にて） 

中等部３年＊組  ＊＊＊＊ 

１． はじめに 

皆さんは表紙の写真を見て何か気付きましたか？この車両は江戸取の近くを通る常磐線でも

活躍している車両です。この車両だけでなく様々な車両が色々な路線で活躍しています。僕が初

めて EH500 と出会ったのは小学校低学年の頃でした。初めて見る大きな車体に圧倒されたのを覚

えています。そのころから僕は電気機関車を好きになりました。今回は電気機関車に出会うきっか

けを不えてくれたEH500について研究しました。読みにくい部分があるかもしれませんが最後までお

付き合いいただければ幸いです。  
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 ２．ＥＨ５００とは 

EH500の特徴は何と言っても大きな車体にあります。その大き

な車体からは  ED７５と呼ばれる電気機関車が重連のときの

出力よりも約一，五倍で他の車体と比べてもその出力の差は歴

然です。なぜそこまで出力の大きな車両を作ったのかというと、

この車両が出来る前は首都圏と北海道を結ぶ貨物では三回機

関車を交換せねばならず、効率がよくありませんでした。そこでＪ

Ｒ貨物は首都圏と北海道を一つの車体走破出来る車体を研

究しました。そして出来上がったのは、車体が二つ連結されて

いて動輪が八軸あり、全長が２５メートルある EH５００が出来まし

た。ぜ二つの車体がくっついた状態の機関車にしたのかというと、 

設計された当時は線路保有会社に払う線路使用料が機関車 

雪の中を駆ける EH５００-78号機 （津軽今別にて） 

二両だと二両分払わなければならなかったので、それを軽減するために二両くっついた形の機関車

が考えられたのです。他にも勾配が続く所を走らなければならなかったので、重軸の重さを増やさず

に車輪の粘着性を高めるために車輪の数を増やす必要があったのです。モーターはVVVFインバー

タ制御を使用して、出力は４５２０ｋｗです。前にも述べましたようにこの出力は ED75の出力である１９０

０ｋｗを大きく超えています。また、この出力をフルで出してしまうと変電所が落ちてしまうので、直流区

間では約３４００ｋｗ、交流区間では約４０００ｋｗで運転しています。 

３．番台区分 

      EH５００には大きく分けて試作車、一次車、二次車、三次車の四つがあります。 

試作車 

 試作車901号機は1997年に東芝府中工場で落成

しました。その後 1998年 3 月にＪＲ貨物に正式に所

属し長町機関区に配属され色々な試験を行いまし

た。そして１９９９年 8 月仙台総合鉄道部が完成して

のち、そこに配属されました。９０１号機は他の車両と

違うところがいくつかあります。 

クリーム色の前面帯は正面窓下、形式番号表示位

置にあり、 正面窓の傾斜角も量産型と違っています。   EH５００-９０１号機（盛岡駅にて）  ※ 

車体側面のルーバーは量産型に比べて小型で、採光窓は片面五組×二車体で量産型より多いです。



- 62 - 

 

また車体横の製造メーカの銘板は 901 号機だけ英語表記で「TOSHIBA」となっており、銘板の取り付

け位置も量産型と異なります。量産型は日本語で「東芝」と表記されています。搭載機器についても

量産型と差異があり主変圧器は、容量５、１４１ｋｖａのものを一基、補助電源装置は１４０ｋｖａのものを

二基搭載しています。台車は基本的には一緒ですが、形式はエンド側から FD７Ａ、FD７Ｂ、FD７Ｃ、

FD７D となっています。 

一次形（一、二号機） 

 ２０００年 3 月に製造されました。９０１号機の試験結

果を踏まえて製造された量産先行型です。試作車

では一基だけの搭載でしたが、各車両に一基の合

計二基に変更したりなどの内部機器の変更がありま

した。車体側面のルーバーは拡大され、採光窓は

片側二組×二車体となりました。外部塗装は赤紫

寄りに変更され、前面帯は形式番号下に移され、       EH５００-２号機 （津軽今別にて） 

若干太くなりました。 

二次形（三－九号機） 

 ２０００年３月から２００１年１月に製造されました。前

照灯への着雪による照度低下の対策として、これ

を前面帯部に移設しました。製造途中に愛称、ロ

ゴマークが一般公募により決定され、以降の新製

機は「ECO-POＷER 金太郎」のロゴマークを車

体側面に表示して出場してきました。              EＨ５００-６号機  (我孫子にて) 

 

三次形（十号機から） 

 ２００１年８月より製造中です。車体塗装を明るめの

赤に変更し、運転台周りの黒色塗装は窓枠部のみ

に縮小し、前面帯は側面に回りこまず、前照灯外縁

で切れます。製造途中に GPSアンテナを追加配備

し、既存機にも順次配備されました。一部の車両

（45-50、67-72）は関門トンネル用として JR貨物門

司機関区に配属され ATC-L、ATS-PFは装備していません。 EH５００-23号機 （津軽今別にて） 
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 ４．現状 

この形式は前にも述べたように首都圏－北海道の直通運転に運用されています。しかし運用の長さ

ゆえに点検が相次ぎ、車両丌足に陥ることがありました。なので運用を黒磯以北の交流区間だけに

限定させて、黒磯以南の直流区間は EF２１０に継走しています。本来の目的である首都圏－五稜

郭の直通運用は新鶴見信号場－五稜郭間、越谷貨物ターミナル－五稜郭と東京貨物ターミナル

－五稜郭の運用だけです。それ以外に新鶴見信号場－仙台貨物ターミナル間の首都圏－東北間

の中距離直通運用があります。また２０１３年３月１６日のダイヤ改正では、今まで JR東日本による EF

５１０の間合い運用がされていた常磐線の貨物列車が JR 貨物の運用に変更されたため、常磐線で

も EH５００の運用が始まりました。かつてはいわき以北を通り越して北海道方面へ向かう貨物列車が

想定されていましたが、東日本大震災の影響で常磐線内の貨物取扱駅を発着する列車だけが

細々と走っているのが現状ですが、EH５００の運用範囲が広がっているのは事実です。 

また、２００７年には門司機関区に EH５００が配属され、関門トンネル区間でも運用が開始されました。

さらに２０１１年には北九州貨物ターミナル－福岡貨物ターミナル間の輸送力増強事業が完了したこ

とに伴い幡生操車場－福岡貨物ターミナル間へと運用範囲が拡大されています。この形式の

本格運用、およびターミナル駅の改良や鹿児島本線の待避線増強とあわせて 2011年より東

京貨物ターミナル－福岡貨物ターミナル間で従来丌可能だった、 

1.300ｔ貨物列車の直通運転が可能になりました。なお、門司機関区所属の本形式は九州内

および関門トンネル区間のみの運用で幡生操車場以東は EF210形が継走しています。 

2011年 3月 11日に発生した東日本大震災では本形式の運用に著しい影響を及ぼしました。

仙台総合車両部所属の 901号機が津波で被災し、さらに東北本線の丌通のために、被災地

への物資迂回輸送対策として設定された根岸―盛岡貨物ターミナルを結ぶ石油輸送臨時列

車（上越線、信越本線、羽越本線、奥羽本線経由）では、同年３月 18日の運転開始から一

部区間で牽引しました。同年 4月末からは一部車両の側面に震災復興を願ったステッカー

が貼られています。 

 

５．写真提供・引用 

 Wikipedia より   EH500－901 号機（盛岡駅にて） 

 上記以外の写真はすべて筆者が撮影しました。 
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６．参考文献 

  機関車ガイド 2011－2012  イカロス出版 

  鉄道ジャーナル Ｎｏ．５５２  鉄道ジャーナル社 

  仙台総合鉄道部 EH500 

  鉄道ファン Ｎｏ．６１５  交友社 

 

７．あとがき 

  いかがでしたか？分かりにくいところも多々あったと思いますが、最後までお読みい

ただき、誠にありがとうございます。今回研究した EH500 について皆さんはどう思いまし

たか？貨物を出来るだけ早く目的地に運ぶために、今も進化をつづけています。最近では、

EH800 が発表されました。他にも EF210－300 番台なども相次いで発表され、電気機関車は

ますます発展しています。機関車にはいろいろな個性があります。今回研究した EH500 も

大きく分けて 4つのタイプがありそれぞれ違った特徴を持っています。EH500だけでなく、

他にもたくさんの個性を持った機関車達がたくさん存在しています。そういった個性を調

べてみると、面白いことがたくさんあります。調べるだけでなく実際に見に行ったり、撮

影したりするのも楽しいでしょう。この研究をきっかけにより多くの人が機関車に興味を

持って下されば幸いです。来年もまたお付き合いいただけたらこれ以上嬉しいことはあり

ません。どうか来年もよろしくお願いします。 
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架線の秘密に迫る！ 

中等部３年＊組＊＊＊＊ 

 

～はじめに～ 

私は今回、昨年度と同じ｢架線｣についてより詳しく調べてみることにしました。今回は特に、架線のカ

テナリと言われるところの種類や、それぞれの長所短所などを紹介していきます。ぜひ、最後まで読

んでください。 

 

 ～架線とはなにか？～ 

電車に必要な電気を送ったり、戻したりすることができる言わば電気の通り道です。 

そこを電車のパンタグラフが、擦ることによって、電気をもらったり、戻したりしているわけなのです。 

又、架線には様々な種類がありその電車の種類や（新幹線や在来線など）、走るエリアの環境などに

よって違いがあります。例を挙げると新幹線の架線は在来線よりもっと速く走るために補助線などが多

く備えられています。又、在来線と新幹線とでトロリ線（パンタグラフが擦る線）の張力も違ってきます。

トロリ線などは、気温や日照や電流による発熱で伸縮してしまいます。 

たるんでしまうと、皆さんも予想がつくとは思いますが、電車に送る電気の供給するのがスムーズに行

えなくしてしまいます。逆に張力が強すぎると、断線が起きる可能性があります（輪ゴムをおもいきり伸

ばして切れる感覚）。その為に、架線の張力を常に一定に調整することが必要です。それは、自動張

力調整装置などと言われ、その装置によって、張力を調整しています。この張る力も新幹線と、在来
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線に違いがあります。在来線は９・８ｋＮ、新幹線は１９．６ｋＮとしています。（Ｎは力の単位）見ても分か

るとおり、新幹線の方が、２倍の張力があります。だから新幹線の方はより電気を供給しやすいので、

速く走ることができます。 

ばね式 

ばねの力を使うことによって架線の張力を調整するタイプのもの。駅の終端部やカーブ区間などに用

いられることが多いです。 

     大宮駅構内 

・主なカテナリの部分についての説明 

 

 

 

 

 

 

                                                       ① 

 

 

                                                       ② 

 

 

                                              宮原駅 

 

          ③ 

    ④ 

     

① ちょう架線 

トロリ線や補助ちょう架線を支えるもの。 

② トロリ線（電車線） 
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電車のパンタグラフと接して、それに直接電気を供給する電線。 

③ ハンガ 

トロリ線を、補助ちょう架線又はちょう架線につる金具。 

④ イヤー 

ハンガとトロリ線をつなぐために、トロリ線のくぼみを挟むもの。 

・イヤーとトロリ線の接続 

イヤーをつなぐ理由は、ちょう架線に電気を通させない（絶縁）ためです。しかしただ単につないで

は、パンタグラフを擦らせることができなくなってしまうので、トロリ線の上部分をつまむようにしてつ

なぎます。(図１) 

（図１） 

                     ちょう架線 

                              ハンガ 

 

                        くぼみを挟む。 

                   イヤー    

 

                         トロリ線 

 

 

主な電車線の紹介 

走らせる電車の速さ、又は走る環境によって用いる電車線の種類も大きく違ってきます。 

一番シンプルなのは、直接ちょう架式というもので、シンプルな分、速度もあまり出すことができま

せん。主には、路面電車に使われています。 

シンプルカテナリは、直接ちょう架にちょう架線や、イヤーなどがついたものです。 

これは、最も多く用いられている架線です。速度としては、中速対応です。 

ツインシンプルカテナリは、シンプルカテナリを２組並べたものです。ダブルシンプルカテナリとも

言われています。シンプルカテナリより増大な電流を送ることが可能です。都市など、運転密度の

高い路線で使用されていることが多いです。 

コンパウンドカテナリは吊架線とトロリ線の間に補助吊架線というものを追加して、パンタグラフが

トロリ線を押し上げる量を平均化するものですそれによって、高速でも離線することが少なくなりま

す。主に、高速走行する路線に使われています。 
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電車線方式表 

 

 方式別          構造図                   速度性能 

  

 直接ちょう架線                            低中速用 

  

  

 シンプルカテナリ                            中速用 

 

 

ツインシンプルカテナリ                        中高速用 

   

 

 

 

コンパウンドカテナリ                           高速用 

 

 

 

  デッドセクションについて 

 まず電流には、直流式電流と交流式電流があります。 

架線に流れている電流もこの２種類で、環境や電車の効率化などのために、交流区間があったり、直

流区間があったりします。その切り替わるとことを、交直セクションといいます。またその間にある電気

を通させない絶縁体があるところを、特にデッドセクション（死電区間）といいます。実際常磐線の取

手～藤代間にもデッドセクションが存在していて、千葉県方面が直流区間 

で水戸方面が交流区間になっています。ですから、直流区間専用である常磐快速線Ｅ２３１系(緑快

速)などは取手より先に行くことができません。 

また、取手以北が交流になっている理由は、直流にしてしまうと、茨城県石岡市にある地磁気観測研

究所の観測に影響を及ぼしてしまうからなのです。これは、常磐線だけでなくその観測所から半径３５

ｋｍ以内で走っている電車は、交流になっています。 

デッドセクションの構造について 

デッドセクションは、電流が流れていません。もし流れていたらショートしてしまいます。だから、セクショ

ンインシュレーターといわれているＦＲＰ（ガラス繊維強化プラスチック）製の棒をトロリ線のところに接

続させて、絶縁させています。 
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ちなみに６５１系はデッドセクションを通ると、もちろん電気が流れていないので電流が電車の発電機

に行かず、車内の照明が消えるようになっています。 

 

交直セクションの構造図 

 

 

 

 

 

 

 

                   ２０ｍ（死電区間） 

 

                       ３０ｍ 

 

        セクションインシュレーター 

～参考文献～ 

「電車線路のはなし」 大塚節二・猿谷房司・鈴木安甴著 日刊工業新聞社 

 

～あとがき～ 

  今回、架線について研究してみて誤認していたところや、新たにわかったことが多々ありました。

しかしここで書かれていることは、ほんの一部にしか過ぎません。ですからもし興味を持った方が

いればぜひ調べてみるといいと思います。私もこれからより多くの知識を入れるために、日々研究

していきたいと思います。 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。 

大宮駅新幹線ホーム 
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首都圏新都市鉄道について 
 

 

TX-2000 系 流山おおたかの森にて 

中等部３年＊組＊＊番 ＊＊＊＊ 

１ はじめに 

今回、僕はつくばエクスプレス(TX)こと首都圏新都市鉄道について研究しました。 

TX は僕が小学校１年生の時に開業した比較的新しい路線です。今回は、この路線について

建設の段階から現在、そして今後の計画等についても絡めて発表していこうと思います。 

語彙丌足により読みづらい点も多々あると思いますが、どうかお付き合いください。   

 

２ 路線概要 

まず路線について大まかな説明です、TX は先にも書いたとおり 2005 年の 8 月 24 日に東京

都千代田区秋葉原と茨城県つくば市(58.3km)を結ぶ路線として開業しました。 



- 71 - 

 

次に運行形態についてです。TX は全線が高架・掘割・地下であり、踏切が無く線形も良い

為、首都圏のＪＲ線を除いた通勤電車としては初の最高速度 130km/h 運転(通常 125km/h)を行

っており秋葉原～つくば間を最速 45 分で結んでいます。 

次に、列車種別に関しての説明です。これについては表を作って解説する事にします。 

名称 停車駅(つくばから見ての物)、所要時間 

快速 つくば、守谷、流山おおたかの森、南流山、北千住からの各駅 45 分 

通勤快速 つくば、研究学園、守谷、柏の葉キャンパス、流山おおたかの森、南流山、八潮、六町、北千

住からの各駅 49 分 

区間快速 守谷までの各駅、柏の葉キャンパス、流山おおたかの森、南流山、三郷中央、八潮、北千住か

らの各駅  52 分 

普通 全駅  57 分 

主だったところは以上の通りです。特筆すべきなのは「通勤快速」は 2012 年 10 月のダイヤ

改正の際に新しくできた種別だという事くらいでしょうか。 

続いて、乗り換え路線についでです。これも表を作って説明させていただきます。 

駅名 乗り換え路線名 

秋葉原 JR 山手線、京浜東北線、総武線、東京メトロ日比谷線 

新御徒町  都営地下鉄大江戸線 

南千住 JR 常磐線、東京メトロ日比谷線 

北千住 JR 常磐線、東京メトロ日比谷線、千代田線、東武伊勢崎線(スカイツ

リーライン) 

南流山 JR 武蔵野線 

流山おおたかの

森 

東武野田線 

守谷 関東鉄道常総線 

以上です。流山おおたかの森は TX の開通に伴い、交差する東武野田線の駅も同時に開業し

ました。 

 

３ 建設計画から開業まで 

この路線本来の計画は 1978 年に茨城県が発表した「第二常磐線」構想に始まります。しかし、

都心と筑波を結ぶ鉄道という観点で見ると、それは戦前に遡ります。昭和初期、東京は上野

と筑波山にまたがる(今の TX とほぼ同じルート)路線の免許を取徔した筑波高速度電気鉄道

という会社が存在していました。ですがこれらの大部分は免許の失効により一部を残し未成
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線となってしまいました(京成上野－千住大橋－青砥間は買収された京成電鉄の路線として

開業)。 

さて、話を本来の計画のほうに戻したいと思います。1985 年「常磐新線」と名を変えたこの

路線が都市交通対策上、緊急課題と位置付けられました。と言うのも当時の常磐線がベッド

タウンと化した松戸・取手周辺の通勤客により乗車率が 200%を超え、時に電車の窓ガラス

が割れるといった事故すら起きる状況にあったからです。ところで、ここで何より書いてお

きたいのが、この路線は常磐線の混雑緩和を目的に計画を進められているので国鉄(現 JR)が

建設と運営に当たるはずであった、という事です。しかし当時の国鉄は経営状態が非常に悪

く、これらを行うには困難が予想され、第三セクター方式が既にこの時点で有力な案として

存在していました。 

時は流れ平成に元号が変わった 1989 年、常磐新線の根拠にあたる「宅地開発・鉄道整備一体

化法」という法律が制定されます。この法律に関してはあとの章でまた詳しく書いて行きた

いと思います。そして 90 年代に入り、先の第三セクター案が実現し、「首都圏新都市鉄道株

式会社」が設立されました。また設立の 1 年後、1992 年には鉄道事業法に基づき第１種鉄道

事業免許を取徔。1994 年に起工式が秋葉原にて執り行われ、21 世紀となった年に鉄道名を「つ

くばエクスプレス」に決定。その後、車両搬入やレールの締結、走行試験等さまざまな過程

を経て、晴れて 2005 年 8 月 24 日に開業しました。 

 

４ 建設目的と沿線開発 

1989 年に制定された「宅地開発・鉄道整備一体化法」、通称「宅鉄法」は常磐新線(つくばエ

クスプレス線)建設の根拠にあたると言うのは先に述べた通りです。この法は首都圏等の大

都市地域において、土地区画整理事業における鉄道用地一の集約換地を可能にする

等の特別措置を行い、大量の住宅地の円滑な供給を目的に制定された法律です。

TX は建設の際に予定地の地主から大きな反発があり、この法を定めることで鉄道

事業と宅地開発事業を円滑に促進する事が可能になりました。  

さて、沿線開発という言葉が出てきたのでそれについて深く掘り下げていきたいと

思います。TX 沿線の風景は開業当初、何も無い殺風景な景色が広がっていました。

しかし年月を重ね、開業前の景色からは考えられないほどの発展ぶりを見せた駅が

多々あります。それらの中でも僕が特に驚いたのは「流山おおたかの森」と「研究

学園」の二駅です。前者は名前の通り開業前は絶滅危惧種オオタカが生息する森が

広がっていたそうです。しかし今では南口に大規模なショッピングセンターを構え、

高層マンションがそびえ立つ風景が広がっています。後者は日本自動車研究所のテ

ストコースの跡地に建てられました。この駅も大和ハウスが運営する複合ショッピ
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ングセンターや高層マンション、市役所も近所に移転し駅南側の目の前には世界初

のパワードスーツ「HAL」を開発したサイバーダイン社の本社もあります。  

 

５ 車両紹介 

ＴＸでは２種類の車両が営業運転に就いています。この章ではそれら二つの車両について、

詳しく説明させて頂きたいと思います。 

≪TX-1000 系≫ 

 流山おおたかの森にて 

TX-1000 系は直流通勤形電車として、秋葉原～守谷の直流電化区間を走行しています。なの

で、守谷～つくばの交流電化区間では走行していません。普通列車を中心とし、一部の区間

快速列車の運用にも就いています。2003 年に先行製作車が１編成、翌年３月から 2005 年の 1

月にかけて 13 編成が川崎重工にて落成されました。 

営業最高速度  130km/h (保安装置の関係で実際は 125km/h) 

電気方式  直流 1500V  (架空電車線方式) 

制御装置  VVVF インバータ制御 (東芝製) 

保安装置  CS-ATS・ATO 
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≪TX-2000 系≫ 

 上と同じく流山おおたかの森にて 

TX-2000 系は交直両用通勤形電車として秋葉原～つくばの全区間を走行しています。TX-1000

系をベースに設計されていますが、電気関係の設備で異なる部分が多くあります。TX 全線

の利用客増加に伴い従来の量産車では輸送力が足りなくなったため、車両増備が 2008 年と

2012 年の二回行われました。量産車と増備車では形状としての変更は無いのですが、一次増

備車からは全面のフロントガラス下部にスカーレットの V ラインを配置し、側面にも同じく

スカーレットと白色のラインがあしらわれました。前の写真と次の写真を見比べていただけ

ると違いが分かりやすいと思います。 

 一次増備車のひとつ、TX-69 編成 

営業最高速度 130km/h (保安装置の関係で実際は 125km/h) 

電気方式 直流 1500Ｖ、交流 20000V/50Hz (架空電車線方式) 

制御装置 PWM コンバータ・VVVF インバータ制御 (日立製作所製) 

保安装置 CS-ATS・ATO 
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≪相違点≫ 

一見すると見分けの付けづらいこれら二つの種類の列車にも、勿論異なっている点がありま

す。それらの相違点を一つ一つ箇条書きで書き出していきたいと思います。 

 

・TX-1000 系にのみミュージックホーンが搭載されている。(このミュージックホーンは当形

式が区間快速の運用に就いた際、通過する駅で聞くことができる場合があります) 

・TX-1000 系はオールロングシート、TX-2000 系は 3 号車と 4 号車にロングシートとボック

スシートを配置したセミクロスシートになっている。 

・TX-2000 系は高圧の交流電化区間も走行するため、パンタグラフの周囲に絶縁のための碍

子(がいし)が多数設置されている。 

・車両番号を表すプレートの色が TX-1000 系は紺色であるのに対し TX-2000 系は赤色であ

る。  ...etc 

 

相違点について述べてきましたが、共通点もひとつ書いておこうと思います。二つの形式の

共通点としては保安装置があげられます。ここでは、二つの保安装置の内 ATO に焦点を絞ろ

うと思います。ATO とは、Automatic Ｔrain Ｏperation の略で日本語に訳すと自動列車運転装

置となります。このシステムは主に人に対する安全性が確保されやすい地下鉄や新交通シス

テム等で使用され、日本ではＴＸ以外に「ゆりかもめ」や「日暮里・舎人ライナー」等の路

線にも採用されています。 

６ 他社路線に不えた影響 

最後はＴＸが周辺の路線二つにもたらした変化について述べたいと思います。 

≪関東鉄道常総線≫ 

 

左：キハ 2300 形 右：キハ 5000 形常総線開業 100 周年記念ＨＭ車両   守谷駅付近にて 
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ＴＸ開業前の常総地区から都内へ向かう方法は常総線で取手に行き、常磐線へ乗り換えるの

が一般的なルートでした。しかしＴＸの開通により守谷でＴＸに乗り換えて都内へ向かう利

用者が増え、その分取手で常磐線に乗り換える人が減り、守谷～取手の利用者が少なくなる

事により減収となってしまいました。これに対し関東鉄道ではワンマン化・運賃値上げ・快

速列車を設定して水海道以北の利用者獲徔に努める等の対策を行っています。 

≪流鉄流山線≫ 

 

流鉄 5000 形 左：5004F 三代目 若葉号 右：5003F 二代目 あかぎ号 馬橋～幸谷にて 

TX 開業により利用者の減少が問題となり、2010 年 1 月 20 日に輸送合理化のため全列車２両

編成ワンマン運転化がなされました。これにより３両編成であった 3000 形「流星」と「若葉」

が同年から翌年にかけ、運用を離脱していきました。 

 

７ あとがき 

この度は僕の研究発表をお読みいただき、ありがとうございました。初めて行ったという事

もあり、拙い部分も多々あった事だろうと思いますが、お付き合い下さりありがとうござい

ました。 

さて、今回僕はつくばエクスプレスという路線に着目し、研究発表を行うに至った訳ですが、

皆さんの TX に対するイメージに何か変化を起こすことはできたでしょうか。確かに TX の

沿線には大規模な遊園地等の娯楽施設があったり、人々でごった返すような観光地がある訳

ではありませんので乗る機会というのは沿線住民の人以外にはあまり無く、関わりが無いと

いう方もいらっしゃると思います。運賃も比較的高めですので余程の用事が無い限り乗らな

い、という方もいるかも知れません。ですが TX には、沿線開発も含め大きな期待がかかっ

ています。東京駅延伸計画や 8 両編成化計画、現在の 130km/h 運転の速度を超す 160km/h 運

転計画など「伸びる鉄道会社」として僕は今後もこの路線に注目の目を向け続けていきたい

と思っています。 
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なんだか主観的な話になってしまいましたが、皆さんがこの文章を読んで少しでも TX に興

味をもっていただけたなら幸いです。ありがとうございました。 

 

８ 写真・参考文献 

・文中の写真はすべて筆者が撮影したもの 

・参考にしたウェブサイト 

Wikipedia   http://ja.wikipedia.org/wiki/ 

首都圏新都市鉄道公式ホームページ http://www.mir.co.jp/ 

・参考にした書籍 

 つくばエクスプレスがやってくる 日本経済新聞社 

 鉄道ダイヤ情報 2008 年 8 月号  交通新聞社 

 つくばエクスプレス時刻表＆沿線マップ 首都圏新都市鉄道株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%96%E9%83%BD%E5%9C%8F%E6%96%B0%E9%83%BD%E5%B8%82%E9%89%84%E9%81%93%E3%81%A4%E3%81%8F%E3%81%B0%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9
http://www.mir.co.jp/
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東京地下鉄 06系 中等部 3年＊組 ＊＊ ＊ 

                                  金町駅にて 

●東京地下鉄とは… 

 東京地下鉄は銀座線、丸ノ内線、日比谷線、東西線、千代田線、有楽町線、半蔵門線、南

北線、副都心線の 9路線を運行している大手私鉄です。「東京メトロ」の愛称で親しまれ、各

路線にイメージカラーが定められています。今回、僕が調べた 06系は千代田線で活躍をして

います。2005年に民営化に伴い、帝都高速度交通営団から社名が変更となっています。 

●千代田線とは… 

 東京メトロ千代田線は東京都渋谷区の代々木上原と足立区の北綾瀬を結ぶ路線です。 

代々木上原と綾瀬の間は 10両編成の電車が、綾瀬と北綾瀬の間は 3両編成の電車が活躍して

おり、運行自体は完全に分離されています。後者は北綾瀬支線と言われることがあります。

代々木上原からは小田急小田原線に、綾瀬からはＪＲ常磐線の各駅停車に直通しています。

また、地下鉄で初めての有料特急も運転されています。ラインカラーはグリーンです。 

 活躍している車両は東京メトロの 6000 系、16000 系、06 系、5000 系（北綾瀬支線用）と

JR の E233 系 2000 番台、209 系 1000 番台、小田急の 4000 形、60000 形と、多くの車両を見

ることができます。 

 

下線が引いてある単語は、後ろに語注があります。 
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 ●06系のデビュー 

 東京メトロ 06系がデビューしたのは、1993年の 3月 18日です。当時はまだ東京メトロで

はなく帝都高速度交通営団でした。以下、帝都高速度交通営団の事は営団と呼ぶことにしま

す。1993年、営団千代田線では輸送力増強のためのダイヤ改正を行いました。その時に新た

に車両、10両編成 1本が必要となりました。そこで作られたのがこの営団 06系です。 

車両は同時期に製作された有楽町線用の 07 系と同設計になっており、21 世紀の地下鉄車両

のモデルとして製作されました。 

●編成表 

●外観面  

外観面は当時作られた車両にしては珍しく丸み

を帯びたデザインとなっており、前面や側面の窓も

大きめのサイズになっています。屋根は張り上げる

ような形になっており、従来車両よりも屋根が高く

なっています。 ラインにはグリーンの他にホワイ

ト、パープルが引かれており、「穏やかで落ち着い

たイメージ」をデザインしました。旅客向の行き先

表示は 3色 LEDが採用されています。 

前面にはプラグ式の非常用貫通扉が設置されて

おり、地下鉄線内での脱出時に使用されます。 

↑3色 LEDを採用した行き先表示機 

 

 

←特徴的な外観の 06系 北松戸駅にて 
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●内装面  

内装面は日本庭園をイメージとさせる

和風のデザインとなったほか、デザインの

コンセプトは「穏やかで落ち着いたイメー

ジ」となりました。座席の人数割りが一般

的な 3-7-7-7-3 ではなく、4-6-7-6-4 とな

っています。これは運転席を広くとったた

めです。また、運転席がある先頭車両は他

の車両よりも車体長が長くなっています。       

ドアは片側 4つ、両開き式のものが設置されて

います。開閉時に、ピンポーン♪ピンポーン♪

というようなドアチャイムが鳴ります。ドアの

上にはスクロール LED 式の旅客向け案内装置

が設置されています。2012 年の 9 月頃には座

席にスタンションポールが設置されました。 

↑日本庭園をイメージした車内 

←ドア上のスクロール LED式旅客向案内装置 

 

●乗務員室 

乗務員室は乗務員の操作性に優れているだけではなく、客室からの全面展望にも配慮した

機器配置となっています。また乗

務員室自体のスペースを拡大し、

居住性の向上を図っています。運

転台にはマスコンハンドルとブレ

ーキハンドルが別々に設置されて

おり、真ん中に速度計があります。

また右側には液晶画面が搭載され

ており、運行情報などが表示され

ます。乗務員室と客室の仕切りに

は運転台背後に大きな窓、右側に

窓付きの扉があります。遮光幕は運転台背後の大きな窓の所にのみ設置されています。車内

の光の反射を防ぐため、窓にはスモークがかかっています。 
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●走行機器 

営団 06系は東芝の VVVFインバータ制御を採用していますが、制御素子には IGBT素子を採

用しています。これは日本で初めての本格採用となりました。10両編成のうち 4両がモータ

ー車で、6両が付随車となっています。 

●他線への乗り入れ 

06 系は千代田線で活躍している 6000 系

や 16000系と同じく、JR常磐線・小田急線

との直通運用に就くことができます。 

06系がデビューした 1993年、直通先の

小田急電鉄では列車種別標識灯を使用し

ていたので 06系にも設置されています。

しかし 1998年に小田急線内での列車種別

標識灯の使用が停止されたことを受け、06

系の列車種別標識灯も使用を停止してい

ます。また小田急電鉄に乗り入れる際には 6000系と運転台の機器配置が違うため、06系が

小田急線に直通される際は営団側から連絡があり、運転士・車掌の他にもう 1人乗務してい

ましたが、今は行っていません。2012年には新木場 CRに入場し、直通先の小田急電鉄で 2012

年度から使用が開始されている新たな保安装置である D-ATS-Pが設置され、2012年の 12月 3

日に約 8か月ぶりに小田急線に直通する運用に就きました。デビュー当時は JR常磐線の取手

と小田急小田原線の本厚木まで直通していましたが、2003年のダイヤ改正で小田急線側の直

通先が小田急小田原線の本厚木から、小田急多摩線の唐木田までに変更・短縮されました。                          

余談ではありますが、2000 年

12 月 2 日のダイヤ改正まで茨

城県の取手から神奈川県の本

厚木までの 1 都 3 県 95km を走

破するロングラン運用があり

ました。その運用の最終日の

2000年 12月 1日にはそのロン

グラン運用に 06 系が就きまし

た。営団地下鉄側のほんの計ら

いだったのかもしれません。 

 

↑小田急線内で多摩急行として走る 06系 豪徳寺駅にて 
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●06系を使用した臨時電車 

 いままでに 06系を使った臨時列車は 2回運転されたことがあります。 

1回目は 2003年 8月 10日、東京湾大華火祭

開催に際して運転された「ドラゴン号」、 

2回目は 2004年 9月 26日、新木場電車区一

般公開の為に運転された「千代田ワープ号」。 

「ドラゴン号」は小田急線の唐木田から千代

田線の霞ケ関、連絡線を使って有楽町線の桜

田門経由で新木場まで向かう列車。「千代田

ループ号」は千代田線の綾瀬を出発し、先述

の連絡線を使い新木場まで向かう列車。どち

らも先頭には HMが掲げられました。 

                     ↑ドラゴン号新木場ゆき 登戸駅にて (※1) 

 ●特徴的なドア配置が… 

 「内装面」の所でも述べたとおり、06系の座席の人数が一般的な車両とは異なり、特徴的

な分け方になっています。よってドアの位置も一般的な車両と異なっています。このドア配

置は同時期にデビューした有楽町線の 07系でも採用されたのですが、ここでちょっとした問

題が発生します。有楽町線にはホームドアを設置することになりました。ホームドアとはそ

の名の通りホームにもドアを設置し、お客様の転落や駆け込み乗車を防ぐというものです。

つくばエクスプレス線などで採用されています。では、07系とホームドア。どのような問題

が生じるのでしょうか。有楽町線で活躍するほとんどの車両は一般的なドア配置を採用して

います。しかし 07系は先述の通り一般的な車両とドアの配置が異なっています。一般的なド

ア配置に合わせてホームドアを設置すると 07 系が、07 系のドア配置に合わせてホームドア

を設置すると他の車両が、ホームドアに対応しなくなってしまいます。しかし、ホームドア

の取り付けは必頇事項です。さて、東京メトロはどう対処したのか？と言われれば答えは簡

単で、07系を東西線に転属させました。ホームドアに対応できない車両は、ホームドアのな

い路線に追いやればいいのです。東西線にはワイドドア車両などがいるのでホームドアが設

置される可能性はほとんどありません。 

では、06系が活躍する千代田線にホームドアが設置される可能性はあるのでしょうか？東

京メトロでは順次ホームドアの設置を進めていくとしていますが、その計画の予定路線に千

代田線が含まれています。07系と同じように東西線に転属されてしまうのか、06系に対応す

るようなホームドアが設置されるのか、そもそも千代田線にホームドアが設置されるのかな

ど、疑問な点が多くありますがホームドア設置が求められているいま、ホームドアに対応し

ていない車両は邪魔者扱いされてしまうのかもしれません。 
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●相次ぐ冷房故障 

 2010年・2011年・2012年そして 2013年と 4年連続で冷房故障を起こしている 06系。 

外観こそは丸みを帯びたデザインで

とても 20 年前の車両とは思えません

が、機器はこれまで特に大幅な改修を

受けたわけでもありません。今年だけ

でも 5回ほどの冷房故障を起こしてお

り、窓を開けるなどの対応をとってい

ました。しかし東京メトロは特に何か

をするわけでもなく走っているよう

な感覚もあります（修理はしているの

でしょうが）2 日連続で冷房が故障し

ている、ということも今年はあり今後 ↑冷房が故障し運転が途中で打ち切られた 06系 綾瀬駅にて 

が心配です。 

  

●まとめ 

 今回、僕が 06系を調べた理由はこの形式が好きだからです。僕はこの形式が幼稚園時代か

ら好きでした。この丸みの帯びたデザイン、そして 1 編成しか在籍しないというレア感が幼

稚園・小学校の時から好きで、中学生になった今も通学や帰宅時に乗ることができたときは

とてもうれしいです。 

毎日決まった運用に入るわけでもなく、東は取手から西は唐木田まで、一都三県を縦断する

運用に就くこともあり、なかなかお目にかかることができない東京メトロ 06系。 

もし、千代田線や JR常磐線・小田急線を使った際に、グリーンにパープルの帯を引いている

丸みの帯びた車両がやってきたら「あ、珍しい車両だ。ラッキー！」と思ってみてください。 

朝の通勤、通学が尐し、楽しく感じられるかもしれません。 

そして、06系を見たら、乗ったら、この研究発表を思い出していただければ幸いです。 

●参考文献 

東京メトロ公式 HP 06系 

http://www.tokyometro.jp/corporate/enterprise/passenger_rail/cars/working/chiyod

a_06/index.html 

ウィキベディア 「営団 06系電車」 

http://ja.wikipedia.org/wiki/ 

営団 06系・パーフェクト！ 

http://www.geocities.co.jp/Bookend-Christie/5194/06perfect.html 

http://www.tokyometro.jp/corporate/enterprise/passenger_rail/cars/working/chiyoda_06/index.html
http://www.tokyometro.jp/corporate/enterprise/passenger_rail/cars/working/chiyoda_06/index.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%96%B6%E5%9B%A306%E7%B3%BB%E9%9B%BB%E8%BB%8A
http://www.geocities.co.jp/Bookend-Christie/5194/06perfect.html
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●語注 

 6000系                   

 

1968年に千代田線に投入された車両。 

世界で初めて、サイリスタチョッパ制御を採用した

車両です。 

10両編成が 19本、3両編成が 1本在籍。 

 

 

 16000系 

  

2010年に千代田線に投入された車両。 

デビューから 30年以上経っていた 6000系を置き換

えるために投入されました。 

10両編成が 16本在籍。 

 

 

 5000系 

  

1969年に千代田線に投入された車両。 

開業当時には本線上での運転でしたが、現在は綾瀬

～北綾瀬（通称;北綾瀬支線）で活躍しています。 

3両編成が 2本在籍。 

 

 

E233系 2000番台 

 

2009年に常磐線に投入された車両。 

203系と 207系を置き換えました。 

千代田線の代々木上原まで乗り入れていますが、近

いうちに小田急線まで直通する予定です。 

10両編成が 18本在籍。 

 



- 85 - 

 

 

209系 1000番台             

 

1999年に常磐線に投入された車両。 

千代田線の代々木上原まで乗り入れています。在

籍本数は 10 両編成が 2 本で、06 系と共に千代田

線・常磐線を走るレア車両の 1つ。 

 

 

 4000形 

 

2007年に小田急電鉄に投入された車両。 

千代田線の綾瀬まで乗り入れていますが、近いう

ちに常磐線まで直通する予定です。 

10両編成が 15本在籍。 

 

 

 60000形                

 

2008年に小田急電鉄に投入された車両。 

千代田線の綾瀬まで乗り入れています（客扱いは北

千住まで） 

日本で初めて、地下鉄に直通する有料特急として有

名になりました。 

6両編成が 4本、4両編成が 2本在籍。 

 07系 

 

06系と外観も内装も瓜一つの 07系。 

有楽町線で活躍していましたが、 

先述の通り、東西線に転属になりました。 

10両編成が 6本在籍。 

（※2）      

 ※1:東京地下鉄 06系画像館様より転載。 

     ※2:αFinder様より転載。 
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いろいろな豆知識 

中 3-＊ ＊＊ ＊ 
僕は、鉄道に関してあまり詳しくありません。なので、自分が興味のあるものをいろいろと調べてまとめてみま

した。 

 
↑06 系（内容とは関係ありません。） 

発車メロディー、いろいろな駅名、駅自動放送についてです！ 

駅自動放送について 
自動放送とは、列車の行き先や停車駅などの放送を、駅係員の介入をなくして自動化したも

のである。 

～種類～ 

予告放送、接近放送、到着放送、停車放送、発車放送、啓発放送 

～担当人物～ 

津田英治さん（JR東日本・ATOS導入駅） 村山明さん（JR東日本・京葉線、横浜線他） 大

原さやかさん（京浜急行、京王電鉄など） 高宮俊介さん（東京急行など） 長瀬祐子さん

（東京急行など） 長谷川浩大さん（東京メトロ、東京臨海高速鉄道りんかい線など） 片

山光男さん（JR西日本・阪急、ゆりかもめなど） ※他にもたくさんいらっしゃいます。 
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発車メロディーについて 
発車メロディーの嚆矢については諸説あるが、１９７０年代には一部の大手私鉄で使用されてい

た。 

～種類～ 

発車メロディーは、首都圏だけで 400 種類以上ある。 

～使用ホームの多い発メロ TOP 5～ 

1 位 Water Crown 約１３０ホーム 

2位 Gota del Vient 約１１０ホーム                                                                         

3位 Ｖｅｒｄｅ Ｒａｖｏ 約 70 ホーム 

4 位 JR-SH1 約 40 ホーム 

5 位 JR-SH2 約 20ホーム 

～個人的に好きな発メロ～ 

春・せせらぎ・教会の見える駅・sunrise・twilight・SF10-68   などなど 

いろいろな駅名 
駅名は、2 文字や 3 文字が一般的に多いが、探してみるといろいろな駅名がある。 

～面白い駅名～ 

小前田（おまえだ）…埼玉県・秩父鉄道秩父本線の駅。車内の電光掲示板でカタカナ表記される

と…！？ 

南蛇井（なんじゃい）…群馬県・上信電鉄上信線の駅。   

和寒（わっさむ）…JR北海道・宗谷本線の駅。アイヌ語だそうです。 

半家（はげ）…高知県・JR予土線の駅。 

井川さくら（いかわさくら）…秋田県・奥羽本線の駅。 

北一已（きたいちやん）…北海道・JR留萌本線の駅。 

三才（さんさい）…長野県・JR信越本線の駅。 

土々呂（トトロ）…宮崎県・ＪＲ日豊本線の駅。 

御花畑[芝桜]（おはなばたけ）…秩父鉄道の駅。←取手駅駅名標 

 ～長い駅名～ 

読み仮名の長さで考えたときに日本一長い駅名 

長者ヶ浜潮騒はまなす公園前（ちょうじゃがはましおさいはまなすこうえんまえ）…茨城県・大洗



- 88 - 

 

鹿島線 

南阿蘇水の生まれる里白水高原（みなみあそみずのうまれるさとはくすいこうげん）…熊本県・

南阿蘇鉄道 

文字数で考えたときに日本一長い駅名 

東京ディズニーランド・ステーション…千葉県・舞浜リゾートライン 

リゾートゲートウェイ・ステーション…千葉県・舞浜リゾートライン 

その他で長い駅名 

松江イングリッシュガーデン前、出雲科学館パークタウン前、とうきょうスカイツリー、ベイサイド・

ステーション   などなど 

～漢字一文字の駅名～ 

緑…ＪＲ釧網本線  森…ＪＲ函館本線  鮫…ＪＲ八戸線  盛…ＪＲ大船渡線  峠…ＪＲ奥

羽本線  静…ＪＲ水郡線  泉…ＪＲ常磐線 柏…ＪＲ常磐線 旭…ＪＲ総武本線 などなど。 

あとがき 

今回初めて研究発表をしましたが、知識も少なく他の部員のような 

素晴らしい研究発表とはなりませんでした。そしてもちろん内容は濃いものとはいえないと思い

ます。でも、やりきれて良かったと思っています 

。 

 

 

←取手駅駅名票 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご閲覧、ありがとうございました。 
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東武･西武～東京メトロ～東急～ 

みなとみらい五社直通と渋谷駅の地下化 
高等部 1 年 ＊＊＊＊ 

はじめに 

2013 年 3 月 16 日に渋谷駅地下化工

事が行われると共に、同時に東急東

横線と東京メトロ副都心線が相互直

通運転を開始し、既に直通している

東武東上線･西武池袋線と副都心線、

東横線とみなとみらい線を含め、五

社相互直通運転が開始されました。

今回はこれらの路線･車両や渋谷駅

地下化工事などについてまとめまし

た。拙文ではありますが、最後まで

お読み頂ければ幸いです。 

 

 

 

 

 

五社相互直通運転の路線(東京メトロ有楽町線含む)の地図 

 

各路線の紹介 

･東武鉄道東上本線 

池袋駅から埼玉県南西部寄居駅へ向かう路線で、通勤･通学輸送が中心。森林公園発

着は朝夜の車庫入出庫運用のみで、それ以外は川越市･志木発着である。志木～和光

市は複々線区間があり(元々有楽町線が志木発着の計画だった名残)、地下鉄に直通す

る列車は複々線の内側を走行する。 

 

 

東武東上線 

駅名 駅番号 

森林公園 TJ-30 

東松山 TJ-29 

坂戸 TJ-26 

川越市 TJ-22 

川越 TJ-21 

ふじみ野 TJ-18 

志木 TJ-14 

朝霞台 TJ-13 

和光市 TJ-11 
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･西武鉄道池袋線･有楽町線･狭山線 

池袋線は池袋～吾野、有楽町線は小竹向原～練馬、狭山線は西

所沢～西武球場前をそれぞれ結んでいる。池袋線は新宿線と並ぶ

西武鉄道の主要路線で、池袋･渋谷･横浜方面への直通電車･秩父

方面に向かう有料特急｢ちちぶ｣｢むさし｣･秩父鉄道線に直通する

列車など、多彩な運行が特徴的。有楽町線(東京メトロ有楽町線

とは別)は池袋線から地下鉄線への”連絡線”としての役割を、

狭山線は西武ドームへの乗客輸送の役割をそれぞれ果たしてい

る。なお西武車以外の車両が狭山線に入線するのはプロ野球開催

時の臨時ダイヤの場合のみである。基本的に快速急行･快速は 10

両、各駅停車は 8両で運転される。 

 

･東京地下鉄(東京メトロ)副都心線 

 2008 年開業の比較的新しい路線であるが、それ以前の 1994 年

に小竹向原～新線池袋(今の副都心線池袋駅)に開業した有楽町

新線が基であり、和光市～小竹向原は有楽町線と完全に線路を共

用している。池袋～新宿(新宿三丁目)～渋谷の三大副都心区間で

は JR 山手線･埼京線･湘南新宿ラインと競合しており、池袋～渋

谷の場合各駅停車が山手線と、急行が埼京線･湘南新宿ラインと

同じ所要時間に設定されている。ちなみに明治神宮前駅は土･休日

のみ急行停車なので、その区別のために平日は黒地に赤抜き(橙に

白抜き)、休日は赤(橙)地に黒抜きの LED 表示で表現されている。

原則、急行･通勤急行は 10両、各駅停車は 8両で運転される。 

 

･東急電鉄東横線 

東急電鉄の基幹路線であり、文字通り東京と横浜を結ぶ通勤･

通学路線であるほか、横浜への観光輸送も担う。東京方面へも横

浜方面へも利用者が多いために全国有数のドル箱路線でもある。

池袋･新宿･渋谷～武蔵小杉･横浜では JR 湘南新宿ラインと競合し

ている。田園調布～日吉では目黒線との複々線を有するほか、将来は相模鉄道線との相互直通運転を実施す

る予定でもある。全ての特急･通勤特急と一部の急行は 10両、一部の急行と全ての各駅停車は 8両で運転さ

れる。 

 

･横浜高速鉄道みなとみらい 21 線 

西武池袋線･有楽町線･狭山線 

駅名 駅番

号 

快速

急行 

快

速 

準

急 

飯能 SI-26 ○ ○ ― 

入間市 SI-23 ○ ○ ― 

小手指 SI-19 ○ ○ ○ 

西武球場前 SI-41 ― ○ ○ 

西所沢 SI-18  ○ ○ 

所沢 SI-17 ○ ○ ○ 

秋津 SI-16  ○ ○ 

清瀬 SI-15  ○ ○ 

ひばりが丘 SI-13 ○ ○ ○ 

保谷 SI-12   ○ 

大泉学園 SI-11   ○ 

石神井公園 SI-09 ○ ○ ○ 

練馬 SI-06 ○ ○ ○ 

新桜台 SI-38 ○ ○ ○ 

小竹向原 SI-37 ○ ○ ○ 

東京メトロ副都心線 

駅名 駅番

号 

急

行 

通勤

急行 

和光市 F-01 ○ ○ 

小竹向原 F-06 ○ ○ 

池袋 F-09 ○ ○ 

新宿三丁目 F-13 ○ ○ 

明治神宮前<原宿> F-15 △  

渋谷 F-16 ○ ○ 
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2004年に開業した全線地下の路線で、横浜みなとみらい 21地区や関内地区を通っている。この路線の開業

により東急東横線横浜～桜木町が代替廃止となった。実質的には東横線の延長であり、横浜発元町･中華街

行きの始発を除いた全列車が東横線に直通している。運転士･車掌･駅係員･運転指令所･車両基地は東急のも

のを使用、車両も東急 5050系とほぼ同仕様の Y500 系を使用している。 

 

五社直通に使用される車両の紹介 

  

(左)東武 9000系 制御装置が五社直通用の車両として唯一の AFEチョッパである。9101編成はホームドアに

対応できないため、地下鉄直通運用には入らない。また 9000系のマイナーチェンジ車で VVVFインバータ

が採用された 9050系も在籍している。[9000系:10 両編成×8本][9050系:10両編成×2本] 

(右)東武 50070系 東武 50000系列の地下鉄有楽町･副都心線乗り入れ対応バージョン。[10両編成×7 本] 

   

(左)西武 6000 系 ステンレス製の 0 番台とアルミ製の 50 番台が存在している。 6101･6102 編成は副都心線

東急東横線 

駅名 駅番

号 

特

急 

通勤

特急 

急

行 

渋谷 TY01 ○ ○ ○ 

代官山 TY02    

中目黒 TY03 ○ ○ ○ 

学芸大学 TY05   ○ 

自由が丘 TY07 ○ ○ ○ 

田園調布 TY08   ○ 

駅名 駅番

号 

特

急 

通勤

特急 

急

行 

多摩川 TY09   ○ 

武蔵小杉 TY11 ○ ○ ○ 

元住吉 TY12    

日吉 TY13  ○ ○ 

綱島 TY14   ○ 

菊名 TY16 ○ ○ ○ 

横浜 TY20 ○ ○ ○ 

みなとみらい線 

駅名 駅番

号 

特

急 

通勤

特急 

急

行 

横浜 MM01 ○ ○ ○ 

みなとみ

らい 

MM03 ○ ○ ○ 

馬車道 MM04  ○ ○ 

日本大通

り 

MM05  ○ ○ 

元町･中

華街 

MM06 ○ ○ ○ 
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対応工事を行わず、新宿線で運用されている。[0番台:10両編成×15本] [50番台:10両編成×8本] 

(中)東京メトロ 7000系 1974年登場と五社直通の車両では最古で、千代田線用 6000系との共通点も多い。 10

両編成と 8両編成が混在している。 10000系投入時に廃車になった車両は一部がインドネシアに譲渡され

た。[8両編成×15本] [10両編成×6本] 

(右)東京メトロ 10000 系 営団地下鉄が東京メトロになってから初めて製造された車両。10101～10105 編成

は 3・4号車と 5・6号車の間に密着式連結器が装備されており、中間車を外して 8連化する作業の簡略化

が図られている。[10両編成×36本] 

  

(左)東急 5050 系･5000 系 田園都市線用 5000 系の東横線バージョンであり、五社直通の主力車両。ただし

5000 系も一部が東横線に所属している。5050 系の 10 両編成は 4000 番台として区別されている。[5050

系:8両編成×26本] [5000系:8両編成×4本] [4000番台:10両編成×10本] 

(右) 横浜高速 Y500 系 5050 系と共通設計だが、青基調の塗装、内装、ドアチャイムなどに違いがある。[8

両編成×6本] 

現在、東武･西武は東京メトロ有楽町線との相互直通運転も実施しているが、東急車･横高車は有楽町線に入

線することは無い(有楽町線の列車が全て 10 両編成であるのも一因)。また、この広大な直通ネットワーク

を生かしたラッピング広告電車も数多く運用されているほか、東急は商業施設｢渋谷ヒカリエ｣の開業 1周年

を記念して、ゴールドイエロー基調の特別塗装の｢Shibuya Hikarie号｣(4110編成)を 4月から運行している。

また 5月より東急 5176編成の 5576号車が、東急電鉄と総合車両製作所が共同で開発している次世代ステン

レス車両｢sustina｣の国内向け第一号車として運行中である。 

   

(左)快速/西武球場前行きの 4110編成 (中)写真左側が 5576号車で、隣の車両と比較して側面の凹凸が尐な

いほか、車両内部も従来と異なっている。(右)Y500 系に貼り付けされた横浜 DeNA ベイスターズのステッカ

ー。過去には西武球場前への入線実績もある。 
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渋谷駅地下化工事と相互直通対応の概要 

新･渋谷駅は明治通り直下、渋谷ヒカ

リエの地下 5 階に位置し、もともと

2008 年から副都心線の駅として使

用されていた。(ただし、当初から東

急電鉄が所有･管理という特殊な営

業形態だった) 開業当初は 4･5 番線

の線路を塞ぎ、大きな島式 1 面 2 線

のホームとして使用していたが、

2011 年より直通に向けた工事を実

施するために塞がれていたものを撤

去、ホームドアの設置等が行われ、

現在に至る。 

現在の渋谷駅周辺は 2027 年までの

予定で大規模再開発を実施中で、こ

の一環で東横線旧ホーム跡地は線路

等の撤去を行った後、現在山手線と

ホームが離れている埼京線･湘南新

宿ラインのホームに転用され、これらの路線の乗り換え時間の短縮につなげられる。 

また、営業を終了した旧ホーム跡地は｢SHIBUYA  ekiato｣と称し、線路上の散策などの謝恩イベントや物

販･飲食･展示会･発表会などの各種イベントが 3 月 26 日～5 月 6 日の期間限定で開催された。各種イベント

の終了後は、順次線路や駅の解体が進んでいる。 

    

(左)旧･渋谷駅は 4 面 4 線(うち 2 面は降車用)の頭端式ホームだった (中)東横線を走行中の東京メトロ 03

系 (右)東横線綱島駅の案内板。渋谷・池袋・所沢・川越市と広範囲の案内がされている。 

 

地下化工事については、「用地確保が困難」「短時間で地下化を行う」「現行線の運行を妨げない」という厳

しい条件の中、東急電鉄と東急建設が独自に開発した「STRUM 工法」が採用された。これは、1･現行線を
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鉄骨や木材からなる仮受け構造にする 2･現行線の下に新線の線路を敶設する。(代官山駅はホーム中央付近

から渋谷寄りが工事前よりも低くなるので、現行ホームを仮設ホームにし、その下でホームの敶設も行った。) 

地下化当日、3･仮受け部分をあらかじめ用意された鉄骨まで引き上げ、一部を撤去。 4･現行線と新線の線

路を接続。 5･架線接続などを行った後、試運転を行い完成。 6･後日、当日に撤去されなかった部分の仮受

け部分を撤去。 というもので、これによって 1:00 頃の終電～4:50 頃の試運転列車までの 4 時間弱での作業

が可能になった。 

 

↑ 代官山駅付近の地下化の解説図 (｢Reports for the future ～未来へのレポート～｣より) 

なお、地下化当日に限り東横線渋谷行き最終列車(元町･中華街 24:15 発)を中目黒行きに変更し中目黒～渋

谷間は運休、これに伴い急行武蔵小杉行き(元町･中華街 24:05 発)を武蔵小杉から各駅停車渋谷行きとして

延長し、運休列車の補完を図った。また中目黒駅と祐天寺駅では通常実施されない、車両の夜間停泊(電源

を落として翌朝まで留置される事)も実施されたほか、通常実施していた渋谷駅夜間停泊が実施できないた

め、車両を元住吉検車区まで臨時回送した。 

   

(左)渋谷駅の新しい駅名標 (中)副都心線明治神宮前駅の LED発車案内。「渋谷から先、東急線内は(種別)で

す。」という案内が追加された。 (右)派手な色使いが特徴の渋谷駅特大案内板 
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(左)地上渋谷駅に入線する東急 9000 系 (中)地下化 1 週間前の代官山駅に入線する東急 9000 系 (右)9 月に

左写真と同じほぼ同じ場所から撮られた写真。地下に続くトンネルや鉄骨がある。 

 

この他の一連の直通対応の動きとしては、 

･東横線･みなとみらい線急行停車駅のホームを 10両編成対応に延長 

･東横線･みなとみらい線の一部の急行通過駅への 10両編成対応非常用ホーム設置 

･東横線の弱冷房車の位置と女性専用車の位置・設定時刻の変更(副都心線に合わせるため) 

･新宿三丁目駅池袋寄りの折り返し線新設 

･千川～小竹向原一帯の配線改良と保谷駅 3番線の新設(列車の遅延防止のため) 

･相互直通先の路線の保安装置･列車無線対応工事 ･事前の車両貸出による乗務員訓練(2011 年 8月～) 

･東急車･横高車 8両編成への｢8 CARS｣前面ステッカー貼り付け 

･東横線から 18m級車両(日比谷線用車両)の撤退 

などが挙げられる。 

中でも 2012 年 9 月からはメトロ車が東急車運用で、東急 5050 系(4000 番台含む)が東武車運用･西武車運用

で先行営業運転を行っており、旧渋谷駅に入線するメトロ車や有楽町線で営業運転している東急車の姿も見

られた。当時は渋谷駅の線路がまだつながっていなかったので、車両の貸し出しの際は 元住吉検車区-(東

急目黒線)-目黒-(東京メトロ南北線)-市ヶ谷-(市ヶ谷連絡線)-(東京メトロ有楽町線)-和光検車区という経

路が使用された。 

相互直通による変化･影響 

【メリット】 

･横浜や東急線沿線と埼玉県(特に西部)の行き来が便利になった。 

･東横線沿線から原宿(明治神宮前)、新宿、池袋まで乗換えが必要なくなった。 

･渋谷駅の東横線と東急田園都市線･東京メトロ半蔵門線の乗り換えで、改札を出ずに済むようになった。 

･東横線の優等列車の 10両化が行われ、座席数が 25％増加した。 

･東横線と東京メトロ千代田線･東京メトロ丸ノ内線・都営新宿線相互の利便性が増した。 

【デメリット】 

･東急東横線と東京メトロ日比谷線の直通が廃止となった。 
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･渋谷駅の構造が複雑になり、東横線と(一部を除く)他の路線との乗り換えが不便になった。 

･渋谷駅から東横線の列車に着席できる確率が減った。 

東横線沿線から埼玉県西部、東武線･西武線沿線から自由が丘・横浜・みなとみらいなどへの観光客が増え

たことにより、2013 年のゴールデンウィークは前年と比べ川越駅で 17％、西武秩父駅で 17％、みなとみら

い駅で 11％、元町･中華街駅で 31％乗降客が増加した。他にも今まで渋谷周辺の買い物客が原宿・新宿・池

袋まで足を伸ばすようになり、池袋駅で 15％、新宿三丁目駅では 63％も乗降客が増加しており、周囲への

経済効果も見られた。 

おわりに･参考文献 

今回紹介したのは皆さんにとっては馴染みの無い路線だったかもしれないですが、多種多彩な運行がされて

いるこの路線は調べていてとても興味深かったです。またこの研究発表をきっかけに今回紹介した事に興味

を持っていただければ幸いです。非常に読みづらい文章ではありましたが、最後までお読みいただきありが

とうございました。 

【参考文献一覧】 

東武鉄道･西武鉄道･東京メトロ･東急電鉄･横浜高速鉄道 各社公式ホームページ 

交友社｢鉄道ファン｣2013 年 9月号 特集“新･渋谷駅と 5社相直” 

Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki 

｢SCC Diary｣内｢移り変わりの記録｣ http://scc.at.webry.info/201303/article_4.html 

｢Reports for the future ～未来へのレポート～｣ http://mirai-report.com/ 

写真は全て筆者が撮影しました。 

地図は Google Mapから引用、一部改変して使用しました。 
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動態保存されているＳＬについて 
高等部 2年＊組＊＊番 ＊＊＊＊ 

・目次 

1. はじめに 

2. ＳＬとは？ 

3. 日本の動態保存されているＳＬについて 

4. さいごに 

1、はじめに 

 今回、私は動態保存されているＳＬについて書いていこうと思います。なぜ、ＳＬを中心に書こうと思っ

たのかというと、まず、自分がＳＬ好きというのがあります。さらに、同年代の人がＳＬに興味がないよう

に感じられるからという理由もあります。ＳＬの撮影に行く時や乗車した時に感じるのですが、親子連れや

40代以上の方が多く、10代 20代の方を見かける事が尐ないと思います。さらに、当鉄研でもＳＬファンは

私以外ほとんどいません。確かに、ＳＬは私たちの身近には無く、身近にある通勤電車や電気機関車に興味
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を惹かれるのも分かります。自分もそのようなジャンルの車両にも大変興味があります。しかし、ＳＬファ

ンとしてはもう尐し同年代の方に興味を持ってほしいなと思っています。なので、私は今回、同年代の方に

興味を持って頂けるように努力して書いていきたいと思っています。なので、これを読んで頂いた方がＳＬ

に興味を持って下されば、幸いです。 

2、ＳＬとは？ 

(ＳＬの歴史) 

  まず、ＳＬという名前から説明します。ＳＬとは、Ｓteam Locomotive(蒸気機関車)の頭文字をとって

ＳＬといいます。英語で表現されている通り、産業革命の真っただ中の 19世紀にイギリスで開発されまし

た。そして、日本には、明治時代初期に輸入され、実用化が開始されました。ここから日本のＳＬの歴史が

始まりました。そして、日本の交通網拡大に伴い全国各地で活躍しました。しかし、戦後からはＳＬに変わ

り、気動車や電車に鉄道がシフトチェンジし、1975 年に日本から営業運転のＳＬが完全に消滅しました。そ

して、使用されなくなったＳＬは廃車になるか全国各地の公園などで静態保存されました。しかし、ＳＬ廃

止以前から続くＳＬブームの影響から翌年の 1976年に観光列車としてＳＬの復活が大井川鉄道で実現しま

した。そして、尐しずつではありますが、年を経過するごとに動態保存されるＳＬも増え、現在では 21機

ものＳＬが動態保存されています。さらに、今年の冬期頃からＪＲ東日本がＣ58 239号機を復活させ、東

北地方で運行する計画が立っています。 

(ＳＬの形式) 

 次に、ＳＬの形式について説明したいと思います。よくＳＬで連想するのがデゴイチだと思うのですがデ

ゴイチというのは、Ｄ51という意味でこのＤ51というのが形式名です。これから、Ｄ51の他にも日本のＳ

Ｌには様々な形式があるので説明していきたいと思います。まず、形式名はどのように決まるのかを説明し

ます。Ｄ51498の場合はＤと 51と 498で決め方が分かれます。まず、Ｄというのは動輪の数を表します。そ

して、51というのは機関車のタイプを表します。そして、498というのはその形式での製造番号を表します。

すなわち、この機関車はＤ51という形式で 498番目に製造された機関車になります。下に表を作ったのでご

覧ください。 

・アルファベット     ・数字 

※タンク…タンク機関車の略称。機関車本体

に石炭と水を積んだ機関車のこと。主に短距離運

転や入換運転に使用される。 ・テンダー…テン

ダー機関車の略称。機関車本体とは別に炭水車を連結する機関車。主に長距離運転

用。 

 次に、日本で使用された形式をまとめました。 

アルファベット 動輪の数
Ｂ 2対
Ｃ ３対
Ｄ 4対
Ｅ 5対

数字 タイプ
10～49 タンク
50～99 テンダー
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このように、日本のＳＬの形式は決まっています。そして、こんなに沢山の形式が存在しました。この形式

の決め方の流れは、後に出てくるディーゼル機関車や電気機関車に引き継がれています。 

 

 (ＳＬの外部構造) 

  ＳＬは、パッと見ても複雑な構造になっている事は分かると思います。実際に、電車などと比べて非常

に複雑な構造になっています。なので、実際の画像と一緒にＳＬの部位について説明していきます。 

①    ③  ④    ⑤    ⑥  ⑦ 

  ②                  

    ⑧                          ⑨       ⑩ 

           ⑪          ⑫ 

                                                                       

①煙突 ②前照灯 ③砂箱…動輪と線路の間にまく砂(空転防止)をためておくもの。④蒸気だめ…加速するため加減弁。 

⑤ボイラー安全弁…ボイラー内の圧力が高くなりすぎた時に蒸気を逃がす弁。 ⑥タービン発電機…蒸気の力で電力を作

る。 ⑦運転室 ⑧除煙板…空気の流れを変えて煙を逃がし、運転室からの眺めを良くするもの。 ⑨石炭庫 ⑩水タン

ク ⑪動輪…車輪の事。 ⑫火室…石炭を燃やす所。 

  今回は、Ｄ51を例に説明しましたが基本的な構造は他形式のＳＬにも共通しています。このように、様々

な部位が組み合わされてＳＬが造られています。 

3、日本の動態保存されているＳＬについて 

 今、日本には動態保存されていて旅客線を営業運転されているＳＬは 17機あります。なので、そのＳＬ

についてまとめていこうと思います。 

①Ｃ10形機関車  

 このＳＬは、タンク車であるためバック運転にも対応していたため、東京・名古屋・大阪の都市近郊を中

心に活躍しました。しかし、戦後は高性能なテンダー車が活躍し始めたので、地方のローカル線へと活躍の

場を移しました。そして、1962年に全車両が籍を外されました。  

Ｃ10形 8号機          

 この機関車は、Ｃ10形機関車の中で 8番目に誕生した機関車です。1930年に川崎車輌で製造され、大宮

機関区に配属されました。この機関区では、主に東北本線や高崎線の旅客機関車として活躍しました。その

後は東北地方の機関区を転々とし、1962年に会津若松機関区を最後に除籍され廃車になりました。しかし、

Ｂ形式 Ｂ10 Ｂ20 Ｂ50
Ｃ形式 Ｃ10 Ｃ11 Ｃ12 Ｃ13 Ｃ50 Ｃ51

Ｃ52 Ｃ53 Ｃ54 Ｃ55 Ｃ56 Ｃ57
Ｃ58 Ｃ59 Ｃ60 Ｃ61 Ｃ62

Ｄ形式 Ｄ50 Ｄ51 Ｄ52 Ｄ60 Ｄ61 Ｄ62
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同年に宮古市にあるラサ工業の連絡線の貨物列車の牽引を担当し 1979年ま

で活躍しました。その後は観光列車として同線で活躍した後、1994年に大

井川鉄道に譲渡され現在まで急行「かわね路」の牽引機として活躍を続け

ています。 

(撮影地：千頭駅転車台 撮影者：筆者) 

②Ｃ11形機関車 

 この機関車は、Ｃ10形機関車の改良型として製造されました。そして、Ｃ10形では苦手としていた地方

線にも対応していたため、16年間で 381両が製造され全国の様々な地方線で活躍しました。現在 3会社が計

5 機の機関車を保有しているため、ページの都合上 1社 1両ずつで説明しようと思います。 

Ｃ11形 171号機 ＪＲ北海道所属 

 この機関車は、1940年に川崎車輌で製造され稲沢機関区に配属されたが

1942年に北海道の深川機関区に転属した後は道内の地方線を中心に活躍しま

した。そして、1975年に廃車になり静態保存されていましたが 1999年に動態

復活して現在まで「ＳＬすずらん」を中心に活躍を続けています。 

(←Ｗｉｋｉｐｅｄｉａ より引用) 

Ｃ11形 190号機 大井川鉄道所属 

この機関車は、1940年に川崎車輌で製造され尻内機関区に配属された後、

活躍の場を九州へと移した。九州ではお召列車の牽引機として活躍したりし

たが 1974年に廃車になりました。その後は、個人の愛好家が静態保存をし

ていた。そして、大井川鉄道で「Ｃ11 190復活プロジェクト」が発足して

2003年に復活を果たしました。そして、現在も急行「かわね路」として活躍

しています。  (撮影地：家山 撮影者：筆者) 

Ｃ11形 325号機 真岡鉄道所属 

 この機関車は、1946年に日本車輌で製造され茅ヶ崎機関区に配属されま

した。茅ヶ崎機関区では相模線などで活躍しました。その後米沢機関区に

転属するが、わずか 5年で休車になり 1973年に廃車となりました。廃車後

は新潟県の中学校で静態保存されたが 1998年に真岡鉄道で車籍が復活しま

した。そして、現在は「ＳＬもおか」の牽引機として活躍しているがＪＲ

東日本のイベント時に貸し出される事も多くあります。(←Ｗｉｋｉｐｅｄｉａ より引用) 

Ｃ11形 207号機 ＪＲ北海道所属の機関車で、現在は「ＳＬすずらん」で活躍しています。 

Ｃ11形 227号機 大井川鉄道所属の機関車で、ＳＬ動態保存の先駆者でもあります。現在は「ＳＬかわ

ね路」で活躍しています。 

③Ｃ12形機関車 

 ３つ目は、Ｃ12形機関車について説明します。この機関車はＣ11形機関車よりコストを下げ、地方線よ

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:JRH-SL_Sitsugengou.jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:20090308_Moka_Railway_C11325.jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:JRH-SL_Sitsugengou.jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:20090308_Moka_Railway_C11325.jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:JRH-SL_Sitsugengou.jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:20090308_Moka_Railway_C11325.jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:JRH-SL_Sitsugengou.jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:20090308_Moka_Railway_C11325.jpg
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り下の位である簡易線向けに製造されました。コストを下げ、さらに車体の軽量化も行ったので、地方線の

長距離運転には向いてなかったがどの路線にも乗り入れられる事から利便性が重宝され 293両が製造されま

した。また、台湾へも輸出されました。どの路線にも乗り入れられ、様々な仕事をこなすことができる万能

機関車であったため、戦後も引き続き活躍をしていたが地方線の相次ぐ廃止やディーゼル機関車の登場など

により 1960年代には全車が廃車になりました。 

Ｃ12形 164号機 大井川鉄道所属 

 この機関車は、1937年に日本車輌で製造され上諏訪機関区へ配属になりま

した。その後は、活躍の場を山陽地方に移したがディーゼル機関車の普及に

伴い、最期は木曽福島機関区で活躍をしました。廃車後は、本川根町(現：

川根本町)が引き取り、大井川鉄道で整備をして 1976年に復活を成し遂げま

した。しかし、検査切れで休車となったが(財)日本ナショナルトラストがそ

(撮影地：新金谷駅周辺 公道から撮影 撮影者：筆者) れを引き継ぎ、「トラストトレイン」として第二の復活

を成し遂げたがＡＴＳ未装備のため現在は再び休車中になっています。 

Ｃ12形 66号機 真岡鉄道所属 

この機関車は、1933年に日立製作所で製造され鹿児島機関庫に配属され

ました。そして、九州で 4年程活躍した後は東北地方で活躍し、1972年に

会津若松機関区で廃車となりました。廃車後は廃止路線駅である福島県の

岩代川俣駅で静態保存されていたが 1991年に真岡鉄道が引き取り、1994

年に同社で復活を成し遂げました。そして、現在も「ＳＬもおか」で活躍

を続けています。(↑Ｗｉｋｉｐｅｄｉａより引用) 

④8620形 

 この機関車は、1914年に製造が開始された。なので、尐し古いため形式の表し方が一昔前のため、今とな

っては若干違和感がある形式名となっています。そして、この形式の機関車は主に東海道本線などの幹線を

中心に活躍しました。晩年は「ハチロク」の愛称で親しまれ、長い間活躍した機関車でした。 

58654号機 ＪＲ九州所属 

 この機関車は、1922年に日立製作所で製造され浦上機関庫に配属されまし

た。そして、その一生のほとんどを九州で過ごし、1962年にはお召列車の牽

引を行いました。しかし、1975年に廃車になり人吉市のＳＬ展示館で静態保

存されていました。そして、九州の鉄道 100周年記念として 1988年に復活を

成し遂げ、現在は「ＳＬ人吉」を中心に活躍しています。 

(Ｗｉｋｉｐｅｄｉａより引用) 

 

⑤Ｃ56形機関車 

 この機関車は、Ｃ12形の弱点である長距離運転を可能にするために製造された機関車です。そして、160

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:C12-66_mooka_tetudou.jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:JRKyusyu_58654(AsoBoy).jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:C12-66_mooka_tetudou.jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:JRKyusyu_58654(AsoBoy).jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:C12-66_mooka_tetudou.jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:JRKyusyu_58654(AsoBoy).jpg
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両が製造されたが戦時中に中国などに送られ日本国内には半分も残りませんでした。日本に残った機関車は

簡易線を中心に活躍していたが気動車の登場により 1974年までに全車が廃車になりました。 

Ｃ56形 44号機 大井川鉄道所属 

 この機関車は、1936年に三菱重工業で製造され札幌機関庫に配属されました。そして、同年にお召列車の

牽引機として活躍しました。しかし、軍部によりタイへ移籍し約 40年間活躍し続けました。日本に戻って

きた後は大井川鉄道に引き取られ、復活を成し遂げました。大井川鉄道で運行を開始した時に日本スタイル

に変更されたが 2007年～2011年まで再びタイスタイルに戻されて運行されました。現在は日本スタイルで

運行しています。また、主に「ＳＬかわね路」を中心に活躍しています。 

 

 

 

 

 

(日本スタイルで「さくら」ヘッドマークを掲げるＣ5644    (タイスタイルで運行するＣ5644(735 号機) 

 撮影地：千頭駅 撮影者：筆者)               撮影地：家山駅 撮影者：筆者) 

Ｃ56形 160号機 ＪＲ西日本所属 

 この機関車は、1939年に川崎車輌で製造され静内機関区に配属されまし

た。その後は、14もの機関区を転属し梅小路機関区で最期を迎えました。

現役を退いた後は動態保存機として「ＳＬやまぐち」や「ＳＬびわこ」の

牽引機として活躍しています。また、最近では、ＪＲ東海に貸し出して「Ｓ

Ｌあおなみ」の牽引機にも抜擢されました。 

(ＷWikipedia より引用) 

 

⑥Ｃ57形機関車 

 この機関車は、幹線の優等列車牽引機として製造されました。そして、その美しいフォルムから「貴婦人」

という愛称で親しまれました。最盛期には 201機製造され活躍しましたがＣ60やＣ61の進出により活躍の

場を徐々に狭め、1975年に全車が廃車されました。 

Ｃ57形 1号機 ＪＲ西日本所属 

 この機関車は、1937年に川崎車輌で製造され水戸機関区に配属され常磐線

で活躍しました。その後新津機関区に配属されていた時に脱線転覆事故で大

破したが奇跡的に復活を成し遂げ、1972年にはお召列車の牽引機として活躍

しました。その後、1979年に現役を引退し同年に「ＳＬやまぐち」として運

行を開始しました。(←ＷWikipedia より引用)  

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:JRW-C56160.jpg
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Ｃ57形 180号機 ＪＲ東日本所属 

 この機関車は、1946年に三菱重工業で製造され新潟機関区に配属されまし

た。その後は新津機関区にも転属しましたが一生を地元新潟で過ごした機関

車です。廃車後は新潟県の小学校で静態保存されていましたが地元の市民の

要望により 1999年に復活し現在も「ＳＬばんえつ物語」の牽引機として活

躍しています。また、羽越本線などでも運行される事もあります。 

(撮影地：新津駅 撮影者：筆者) 

⑦Ｃ58形機関車 

 この機関車は、1938年～1944年の間に 382機が製造されました。そして、地方線で活躍していた 8620形

や 9600形の置き換えが目的で製造されたので国鉄のテンダー機としては珍しく地方線で走行する事を目的

として設計されました。そして、約 40年間各地の地方線で活躍しました。 

Ｃ58形 363号機 秩父鉄道所属  

 この機関車は、1944年に川崎車輌で製造され釜石機関区に配属されました。

その後、配属地は変わりますが主に東北地方を中心に活躍を続けました。廃

車後は埼玉県の吹上町(現：鴻巣市)の小学校で静態保存されていましたが

「‘88さいたま博覧会」の観光の目玉とするために秩父鉄道で 1988年に復活

を遂げました。そして、現在まで「ＳＬパレオエクスプレス」を中心に活躍

を続けています。 

(撮影地：白久～三峰口 撮影者：筆者) 

⑧Ｃ61形機関車 

 この機関車は、戦後の旅客列車の増加で旅客機関車不足を解消するために製造されました。そして、予算

の都合上で、余剰なＤ51などの貨物機関車のボイラーを流用して製造されました。そして、約 20年間東北

本線や常磐線さらに鹿児島本線の優等列車の牽引機として活躍しました。 

Ｃ61形 20号機 ＪＲ東日本所属 

 この機関車は、1949年に三菱重工業でＤ51形 1094号機のボイラーを使用

して製造されました。そして、最初に青森機関区に配備されました。晩年は

宮崎機関区に転属し 1973年に廃車されました。廃車後は群馬県伊勢崎市の華

蔵寺公園で静態保存されていました。しかし、2011 年の群馬デスティネーシ

ョンに合わせて復活を遂げました。現在も活躍をしており、復活もまもない 

(↑←撮影地：井野～新前橋 撮影者：筆者) のでこれからの活躍が期待される機関車です。 

⑨Ｄ51形機関車 

 この機関車は、1935年から製造され計 1115両製造されました。そして、一番知名度のあるＳＬでもあり

ます。主に、貨物列車を牽引するために大きな馬力を備えていて全国各地で活躍しました。また、製造され

た時期による違いがあり「ナメクジ」などの愛称で親しまれた機関車もありました。また、日本だけの活躍
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にとどまることなく、海外にも輸出され日本以外でも活躍した機関車でもありました。 

Ｄ51形 498号機 ＪＲ東日本所属 

 この機関車は、1940年に鉄道省の鷹取工場で製造され岡山機関区に配属されました。その後は、東へと転

属を繰り返し 1972年に廃車になりました。廃車後は後閑駅で静態保存されました。しか

し、国鉄民営化後のＪＲ東日本でＳＬ復活プロジェクトが立ち上がり、当機関車が復活す

る事になりました。そして、1988年に復活し「オリエント急行」の牽引機として初仕事を

しました。その後は、「ＳＬみなかみ」を中心に現在も活躍を続けています。 

(←撮影地：高崎車両センター 撮影者：筆者) 

⑩番外編 

Ｃ58 形 239 号機 

 東北地方の観光面からの復興のために復活する事になった機関車です。この機関車は東北地方で一生を過

ごした機関車であり、保存状況も良かったため現在復活に向けた整備が行われています。そして、今年の冬

から復活し、活躍する予定になっているのでとても楽しみな機関車です。 

4、さいごに 

 最後まで読んで下さりありがとうございます。お楽しみ頂けたでしょうか。自分としては、この研究発表

を読んで頂きＳＬについて興味をもって頂けたなら嬉しいなと思っています。そして、ＳＬに乗って旅をす

る事はとても楽しいことです。現在はリニア新幹線などの計画も進み、交通機関は速達化が重要視されてい

ます。しかし、たまにはＳＬで 1日かけてのんびりした旅も良いのではないかと思います。ぜひ一度だけで

もＳＬに乗って鉄道の旅を満喫してみてはいかがでしょうか。さて、僕は今年度の紫峰祭で引退する事にな

ります。これからは、後輩達の時代なのでしっかりと頑張って鉄研を発展させていってほしいと思います。

また、紫峰祭の鉄研の展示を見て江戸取に入学したいと思う受験生達もいると聞いています。もし、そのよ

うな受験生がいれば、ぜひ受験を突破して来年の 4 月には鉄研部員として活動していきましょう。応援して

います。最後に、この 5年間鉄研部員として、僕は多くの人に学び、支えられてきたと思います。その方々

には感謝しています。5年間ありがとうございました。さらなる鉄研の発展を応援しています。 

参考文献 
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高等部 2-＊ ＊＊＊＊ 

 

 

JR 西日本・阪神電鉄・阪急電鉄・神戸高速線・ポートライナー三ノ宮駅周辺 

 

研究動機 

 中 3・高 1 と電車の制御方式について研究し、鉄道の理系分野に目を向けてきましたが、

今回は文系的な視野でお話ししたいと思う。ちなみに僕は理系のクラスで、現代社会を受験

で使う予定もないが、あえて専門の外の外を研究することで自分の世界が広がるのではない

かと思った。最後の研究発表になるため、良いものにできたらと思う。 

 さて、現代社会はアベノミクスの影響で一時的に景気回復へと向かっているように見える。

しかし、いまだ就職難や超高齢社会などさまざまな問題を抱えている。そんな中、鉄道は経

済の中でどのような役割を果たしているのだろうか。 
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1. 鉄道製造による経済効果 

日本では様々な会社が鉄道製造に携わっている。僕も将来そんな会社で働きたいと思 

っている。日本の鉄道技術は優れており、この産業は今でもどんどん発展している産業であ

る。新車の完成品そのものを輸出することはほとんどないが、その部品の輸出は世界各国と

比較しても多い。中でも電機品(制御装置、電動機、パンタグラフや SIV など)が非常に多い。 

中国などは最近鉄道産業が活発になってきているが、日本の技術や部品がなければ成り立た

ない。ドイツには SIEMENS という会社があるが、かつて日本の電機技術はこれに劣ってい

た。しかし、今や日本の当社製の車両は新造されておらす、日本企業製への置き換えも進ん

でいる。また、今日では日本の技術を生かした海外工場も増えている。 

 

・車体製造会社 

 日本で鉄道車体を製造している会社は数多くある。挙げるときりがないのだが、主なもの

だけを紹介してみる。日本車輛製造・川崎重工業・近畿車輛・東急車輛製造・日立製作所・

富士重工業(現在、新潟トランシスに事業譲渡)・三菱重工業・総合車両製作所・アルナ車両

などである。廃業となった会社も多いのだが、現在有名なものでもこれだけある。以下に  

何社かの車両例を挙げる。ただし、川崎重工、東急車輛については前述。 

↓日本車輛車(関東を中心に全国に展開) 

 

←JR 東日本 E501 系(JR 東日本小山駅) 

かつてドイツ・SIEMENS 製の VVVF イン

バータ制御(低速域でドレミファ…という

音を奏でる)が採用されていたが、現在は全

車両が東芝製の同制御に更新された。交直

流電車で、直流の 209系とそっくりである。

川崎重工・東急車輛製。 

←京成電鉄 AE 形(北総鉄道東松戸駅) 

車両デザインはファッションデザイナーの

山本寛斎が考案し、2010 年グッドデザイン

賞、2011 年鉄道友の会ブルーリボン賞を受

賞。東洋電機製の VVVF インバータ制御を

採用している。160km/h 運転が可能で、日

暮里から空港第２ビルまで 36 分に短縮し

た。 
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↓近畿車輛車(近鉄をはじめ関西私鉄を数多く製造) 

 

↓日立車(国鉄車や新幹線を多く製造) 

 

↓総合車両製作所車(E233 系、E657 系など有名車両を輩出) 

 

・電機品製造会社 

 電機品は主に、日立製作所、三菱電機、東芝、東洋電機の 4 社が製造。各社のインバータ

については中 3 次の研究発表で記述したため省く。 

 

このように、日本の鉄道産業は日本経済に貿易・国内取引の面で利潤をもたらしている。 

←近畿日本鉄道 22600 系(Ace)(近鉄京都線

十条駅) 

12200 系の老朽化に伴い投入され 17 年が

経過した22000系の改良車である。ただし、

デザインベースは 21020 系である。 

2010 年鉄道友の会ローレル賞を受賞。行き

先方向表示が LED になった。今の近鉄特

急ではまさしく「エース」である。 

←JR 東日本 E6 系(JR 東日本秋田駅) 

最新の新幹線で、東北・秋田新幹線に「ス

ーパーこまち」の愛称で投入中である。現

在は 300km/h が最高速度だが、2013 年度

末からは 320km/h 運転を実施予定。アロ

ーラインと呼ばれる先頭形状は 13m にも

達する。これからの活躍に期待だ。 

←JR 東日本 E233 系 5000 番台(JR 東日

本舞浜駅) 

現在、言うまでもなく関東の主力となっ

ている同形式は現在、東北線、高崎線へ

量産中で、埼京線へももうすぐ投入開始、

さらに南武線、横浜線にも投入計画と、

首都圏のほぼ全路線で走行する日も近

い。三菱電機製 VVVF インバータ制御。 
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2. 鉄道輸送による経済効果 

ここで鉄道というのはどんな産業化というと、第三次産業(サービス業など)である。つま

り、鉄道輸送そのものは実体のない、いわゆる”サービス”である。このサービスで資本が発

生し、社会経済を円滑にしているというのは言うまでもない。 

鉄道が輸送するものは大別して二つ存在する。一つは旅客で、もう一つは貨物である。両

者はそれぞれ異なる側面で経済に大きな効果をもたらしている。 

しかし、各交通輸送の中で鉄道輸送の割合は減尐傾向である。だが、今でもなお鉄道の輸

送力は必要不可欠であり、日本は世界でも有数の鉄道大国である。 

 

・旅客輸送 

 旅客といっても通勤・通学客とお出かけ客がいる。これについてもそれぞれで経済効果が

異なる。 

・通勤・通学客輸送 

 

またこういった人々を輸送することで、企業で働く人や学校で学ぶ人の足となる。社会人

は社会経済の一員として、学生はその前段階として存在しているため、通勤・通学客は大き

く社会経済に利潤をもたらしているといえる。 

・お出かけ客 

 
 お出かけ客は有料特急などを利用することが多く、鉄道会社としてもうれしい存在である。

また、その人たちはお出かけ先でお金を使うので経済効果があるといえる。 

←JR 東日本 E231 系 500 番台(JR 東日本御徒町駅) 

通勤列車で最も有名なのはこの山手線であろう。通

勤・通学客輸送はある一つの特徴がある。それは好景気

でも不景気でもある一定の利益は見込めるというとこ

ろである。理由は簡単で、景気が悪いからと言って会社

や学校を休む人はいないからである。(リストラの影響

は多尐受けるが・・・。) 

←JR 北海道 ED79 形式交流電気機関車＋14 系＋24 系

(JR 東日本青森駅) 

写真は寝台急行「はまなす」である。鉄道を使って旅

行をしたり、お出かけしたりというロマンは今も昔も人

気があり、全盛期よりはるかに本数を減らした寝台特

急・急行も「ちょっと豪華な旅」として人気がある。 
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・貨物輸送 

 

 

近くにある貨物駅まで輸送したりと貿易にも関わってくる重要な役割を果たしている。 

 

現在、鉄道輸送は減尐してはいるが、ぐんぐんと乗客を伸ばしている分野がある。それは新

幹線である。今でも新幹線は高速化を続け、2014 年には 320km/h 運転が実現する。小さな

子から大人まで人気があり、寝台特急よりはるかに速く、リーズナブルであることから現在

の鉄道を用いた旅行では主流となっている。 

 

このように、鉄道輸送は様々な面で社会経済に利潤をもたらしている。 

←JR貨物EF81形式交直流電気機関車(JR

東日本小砂川～上浜間) 

全盛期より本数の減った貨物輸送だが、

鉄道貨物輸送網は今も全国で発達してお

り、なくてはならない存在である。 

写真は日本海縦貫線という貨物輸送ラ

インであり、吹田方面から青森方面までを

結ぶ大型ラインである。 

←JR 貨物 EF210 形式直流電気機関車(JR

西日本山崎～長岡京間) 

 写真のように私有貨物という、ある企業

専用の貨物もある。ここで牽引しているの

はカンガルー便やクロネコヤマトの宅急

便などといった宅配便のコンテナである。

鉄道の高速輸送を生かした例である。 

 また、貨物輸送は国内の生産物を貿易港

へと輸送したり、その逆で輸入品を工場の 

←JR 東海 700 系(JR 東日本品川～新横浜

間) 

1999 年に運転を開始した一昔前は東海

道・山陽新幹線のエースであった車両であ

る。最高時速は 285km/h でカモノハシ型の

前面が特徴。N700 系にもこれは継承され、

乗り心地がとても良いようだ。台湾や韓国

などでも似た技術が採用されている。 
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3. 駅の設置による経済効果 

鉄道の駅の駅前には様々な商業施設が集中する場合がある。鉄道の駅を設置することによ

り、その地域が駅を中心に栄えていくという事例はたくさんある。駅の設置は、ほとんどの

場合で経済に利潤をもたらす。 

 

 

 

 

このように、駅を設置することにより街が活性化され、社会経済に利潤をもたらしている。 

 

←柏駅前に集まる東武バス 

 駅の設置に伴い、路線バスの交通網が盛

んになる。その結果、駅から離れた施設が

路線バスによって駅と結ばれ、客足を伸ば

すことができる。鉄道会社がバスを運営す

ることも多く、鉄道とバスとが共同で経済

に利潤をもたらしている例も尐なくない。 

←ららぽーと新三郷に留置されている「夢

空間」の客車 

 新三郷駅付近の旧ヤード跡にららぽーと

と IKEAが2009年秋に開業した。それ以降、

新三郷には北海道や九州など全国各地から

の客の殺到が絶えない。このように、駅前

のデパートは大きな経済効果を生むことが

ある。 

←遊園地西駅前の西武遊園地 

 西武山口線(レオライナー)の遊園地西駅

は遊園地内にあり、西武鉄道は鉄道と商業

施設を上手くマッチさせて経済効果を生

み出している。 

 後楽園やよみうりランド、東京ディズニ

ーランド、富士急ハイランドなど駅前の遊

園地は多く、社会に貢献している。 
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4. 鉄道会社と野球球団 

鉄道会社が野球球団を運営するケースは多い。現在は以下の 2 つのみだが、かつては近

鉄、南海、西鉄、東急、国鉄などが野球球団を運営していた。鉄道会社と野球球団が手

を組むことで経済に利潤をもたらすことは多い。 

・西武鉄道×埼玉西武ライオンズ 

 
↑7 回裏、西武の攻撃前に西武ドームに舞う 

レジェンドブルーの風船。 

 埼玉西武ライオンズは西武鉄道に運営されており、西武ドームも西武球場前駅からすぐで

ある。西武鉄道の駅や車内ではライオンズの広告が多く貼られている。今年から、西武鉄道・

東武鉄道が東急電鉄との相互直通運転を開始し、西武ドームと横浜スタジアム(横浜 DeNA

ベイスターズ本拠地)とが一本で繋がった。今年の交流戦の西武 VS 横浜戦が行われる日では

西武・東急を直通する列車にラッピングが施された。西武ドームでは選手のグッズがたくさ

ん売っており、これも経済効果がある。 

 また、西武鉄道は SOGO、西武百貨店などのグループであり、商業の意味でも経済効果を

生んでいる。 

・阪神電車×阪神タイガース 

 

↑東北楽天ゴールデンイーグル戦で勝利

後、ファンからの祝福を受ける選手たち。 

←JR 西日本 EF81 形式交直流電気機関車＋JR 東日本

24 系(JR 西日本新大阪～大阪間) 

阪神電車甲子園駅前に甲子園球場がある。夏の代名

詞といわれる全国高校野球選手権大会は甲子園球場で

行われる。その応援団体の臨時列車として甲子園団臨

といわれる臨時列車が走行する。 

プロ野球球団として阪神も経済効果がある。 
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5. 車内広告による経済効果 

 

 

6. 感想 

日本語がつたない中１から今の高２まで、毎年行ってきた研究発表はこれで幕を閉じた。

中１の時は京葉線、中２では＊＊君と共同で VVVF インバータ制御、中 3 では制御方式の進

化(直流電源編)、高１ではそれの交流電源編と進めてきた。自分としては毎年成長を見せら

れたかと思う。研究発表を作るのは大変ではあったが、やっているときはいつも楽しくやら

せていただいた。鉄研にこういった企画があり、とても良かった。研究発表をする際には新

しい物事を知ることができ、文章能力や PC 使用技術も向上する。後輩たちにもこれからの

研究発表も楽しみつつ頑張ってもらえたらなあと思う。 

今回の研究発表を終えての感想だが、やはり全く専門外の分野を研究するのは難しかった。

しかし、全体的には理解しやすい内容であったら良いと思う。鉄道は社会の中に存在してい

て、国民の生活には必要不可欠であり、経済の中でしっかり役割を果たしているということ

である。現在、鉄道ファンに対する偏見を持つ人も多いが、社会の中で必要とされているも

のを愛し、研究するということは誇れる行為だと僕は思う。今回の研究をしてそう強く思っ

た。この紫峰祭で鉄研は引退だが、僕は一生鉄道を愛していこうと思う。 

 

 

←JR 線やメトロ線内に貼られた Perfume

×KIRIN 氷結の広告 

 車内には様々な広告が貼られているが、

それを見た消費者の購買意欲を刺激するこ

とで社会経済に利潤をもたらしている。 

 車内だけではなく駅構内にも広告はたく

さんある。鉄道が存在することにより、他

企業の宣伝効果にもなるのだ。 
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東武野田線 車両の変遷 
 

 

 

2004 年 10 月の 5070 系引退から 8 年あまり、東武野田線は 8000 系の独壇場だった。そ

の間に初期車の置き換えのために他線区から比較的車齢の若い 8000 系が転属され 8000

系同士での置き換えも何度かあったが、それでも行き交う電車はすべて 8000 系だった。 

読者の皆さんも、見たことがある方もしくは乗ったことがある方なら野田線といえば

白い車体に青いラインが入った車両を想像されると思う。 

 そんな“8000 系天国”野田線にも昨年 11 月に新型車両 60000 系投入の発表があり、今

年度より他線区から 10030 系が転属され、新型車両の 60000 系が落成・運用開始された。

それにより 8000 系に数本の廃車が発生している。 

 この研究発表では、今年度に入って車両の置き換えが活発になってきた東武野田線の

現状と今後を中心に扱っていこうと思う。ぜひとも最後までお付き合いいただければと

思う。 

(表紙写真) 柏駅で並ぶ 10030 系・60000 系・8000 系。常磐快速線ホームより撮影。 
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もともと運用されていた 8000系 

 まずはもともと野田線で運用されていた 8000

系について簡単な説明をする。 

 野田線に8000系が転属してきたのは1977年の

こと。このときは 4 両編成で野田線初の冷房車

だった。その頃には野田線沿線に住んでいた僕

の父親曰く、野田線にのるときに 8000 系がくる

とかなり嬉しかったそうだ。その後 7800 系の足

回りを流用した 5050･5070 系が登場したため、

1983 年に一度野田線から撤退。1989 年の 10030 

系の新製投入により捻出された 8000 系が再度野田線に投入された。その後も転属が続き、

2004 年 10 月に最後まで残っていた 5070 系を完全に置き換えた。ちなみに 10030 系･60000 系

が野田線に投入される前は、野田線の車両が在籍する南栗橋車両管区七光台支所(以降七光台

支所と表記)に 6 両編成が 42 本つまり 252 両の 8000 系が在籍していた。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：私鉄最多両数が製造された 8000 系 

 8000 系は、1963 年 10 月から 20 年間製造された通勤型電車である。2･4･6･8 両編成があわせ

て 712 両製造され、JR(当時は国鉄)を除く私鉄では最多両数を誇る。ちなみに JR も含めると

3447 両製造された 103 系である。8000 系は 103 系と製造開始時期が近く、ともに製造両数が

多いということから「私鉄の 103 系」と呼ばれるようだ。20m 車体で 4 扉の仕様で製造された

8000 系は、当時の通勤輸送を劇的に改善し旧型車を一掃した。2004 年に 8 両編成を 3 両編成

の 800 系に改造する際に中間車に廃車が出た以外は 2008 年に入るまで編成単位での廃車はな

かった。その間に更新工事を行っているが、施工時期の違いによってその内容も異なっている。

新型車両の投入による置き換えによって伊勢崎線浅草口からは完全に撤退し、東上線池袋口で

は 8 両+2 両の 10 両編成が 3 編成残るのみとなっている。伊勢崎線の館林以北や佐野線、小泉

線や東上線小川町以北などでは短編成での運用が多く、野田線でも 6 両編成が数多く残ってい

る。          

(写真１) まだまだ現役のトップナンバー

8101F。高柳～逆井間で撮影 

 

(写真２) 大阪環状線を走る 103 系。JR 東日本と JR 東 

海管内では全車がすでに撤退しており、JR 西日本の阪 

和線や大阪環状線などのみで走っている。大阪環状線 

大正駅にて撮影。 
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野田線で運用される列車はすべて 6両編成でほとんどの 8000系は 6両固定編成だが、(写真３)の

ように一部の編成は 4両+2両で 6両を組んでいる。 

 また、前ページの(写真１)の編成のように行き先表示が幕式の編成も存在するが、更新工事を比較

的最近に受けた編成(写真４)は行き先表示が LED 式などの違いがある。８１１１０F と８１１１３F、８１１１４F

はこれに加え車外スピーカーや自動放送装置を装備するバリアフリー更新車となっている。 

 

 

 

11652F 野田線での営業運転開始 

 東武では、３年ほど前から伊勢崎線・日光線(以降

本線と表記)所属の 30000 系と東上線所属の 10030

系の交換転属が何度か行われてきた。東上線所属

になった 30000系 6両+4両が 10両固定編成になり、

本線所属となった 10030系は 6両+4両をばらして本

線で運用を開始した。10030 系はもとから本線に所

属していた編成も多かったので大した関心は湧かな

かったが、今まで東上線に入線実績がなく、登場時

から専ら半蔵門線直通用など本線しか走ったことが

なかった 30000系が東上線転属と知った時は結構驚

いた記憶がある。 

そんな交換転属も何度目かに、11652Fは 11447F と 10両編成を組み秩父鉄道を経由して南栗橋

に回送された。この回送があった時点で野田線への60000系投入の発表があったが、まさかこの編成

が七光台支所に回送され塗装変更が行われ 60000 系デビューより先に野田線を走るなんて思う由も

ない。結局、野田線色になった 11652Fは特に出発式典も行われないまま 4月 20日に営業運転を開

始したのである。 

(写真３) 4 両+2 両の連結面。向かい合っ

た運転台を撤去された編成もある。柏駅

で撮影。 

(写真４) 行き先表示と前照灯以外は中

期更新車との違いがあまり見られない後

期更新車。増尾駅で撮影。 

(写真５) 運転開始当日の 11652F。当初

は大宮方の運用が多かった。初石駅で撮

影。 
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10030系リニューアル車も野田線に転属 

 さて、その斬新なラインカラーからファンの間で「ファミマ」とあだ名がついている 11652F の(個人的

には)衝撃的なデビューの１カ月後、本線所属だった 11632F が七光台支所に転属してきた。しかもこ

の 11632F、10030系のなかでは少数派のリニューアル車だったのである。 

  10000 系のリニューアル工事が始まったのは 2007

年で、本線所属の 6両編成 9本に施工された。このリ

ニューアル工事では、行き先表示をフルカラーLED

に、車内のドア上にLED式の車内案内表示装置を取

り付け、パンタグラフをシングルアーム式に交換しス

カートを設置したなどがある。車内も当時の最新鋭の

50000系列同等の設備に模様替えした。 

 今回の話のメインである 10030 系のリニューアル工

事は 2011 年から、本線・東上線の 4・6・10 両編成に

施工されている。なぜかパンタグラフだけは交換され

ていないのだが･･･。現在のところ 4両編成 3本 6両

編成 7本 10両編成 1本のリニューアルが完了してい

る。 

 とにかく、新車並の車内設備を誇る 10030 系のリニ

ューアル更新車が、今まで他線区のお古(?) ばかりが

走っていた野田線に転属してくること自体が驚くべき

ことなのである。 

  

  

   

(写真６) 10030 系のなかでは最初にリニ

ューアル工事を受けた 11635F も 7 月に七

光台支所に転属となった。日光線新古河～

栗橋にて撮影。 

参考：8000系の後継車、10000系 

 10000系の製造が始まったのは 1983年なのだが、その 5 年後に 

前面の変更や側面に改良を加えた 10030系が登場した。1992年か 

らはクーラーカバーなどに変更点がある 10050 番台に車番が飛んで 

いる。また、10080系は東武で初めて VVVF インバータ装置を試験 

的に搭載した。 

 ２・４・６・８・１０両編成があり、本線や東上線で運用されている。 

(写真７) 東上線の 10000 系。

東上線中板橋～大山にて撮

影。 

現在のところ、11652F･11653F の 2 本が未リニュー

アル車として、11631F･11632F･11635F の 3 本がリニ

ューアル更新車として運用に入っている。 
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野田線 70年ぶりの新型車両 60000系 

 2012年 11月に野田線への 60000系の新製投入が

発表された。前述の通り、今まで野田線で使われて

いた車両は他線区からの転属車両のみだったので、

実に 70年ぶりの新型車両となった。 

 60000系の製造は山口県下松にある日立製作所が

行い、同社の次世代アルミ車両システムである

“A-train”を採用していて、もちろん車体もアルミ製

である。3月 19日、20日に第 1編成である 61601Fと

第 2編成である 61602Fが下松から熊谷貨物ターミナ 

ルまで甲種輸送が行われ、21日と 23日に秩父鉄道 

を経由して車両管理区がある南栗橋に回送された。 

 60000系では、「人と環境にやさしい次世代車両」をコンセプトに設計され、制御方式は野田線では

初めての VVVFインバータ制御、車内照明は LEDを採用し、ドア上に LCD液晶の車内案内表示装

置を設置している。さらに東武の車両では初となる無線 LANサービスを行っている。 

 

 

 

  

 

 

 

 

(写真９) 野田線色の 10030 系の側面上部

には 60000 系をイメージしたのか、緑色の

ラインが入った。初石駅にて撮影。 

(写真８) リニューアル車の 11632F。未リ

ニューアル車との外観上の違いはスカート

の有無が挙げられる。豊四季駅にて撮影。 

(写真 10) 6月 9日に行われた 60000系デビ

ューイベントの送りこみ回送。高柳～六実に

て撮影。 

(写真 11) 60000 系営業運転開始前には、東武柏駅中央口にでかでかと 60000 系

デビューを告知する横断幕が掲げてあった。柏駅にて撮影。 
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60000 系の営業運転開始を目前にした 6 月 9 日、七光台支所で「60000 系デビューイベント」が開

催された。このイベントでは、61601F が大宮から七光台まで、61602F が船橋から七光台まで団体列

車としてイベント参加者を運び、七光台支所では 61601Fと 61602Fに加えて 11632F、8000系トップナ

ンバーの 8101F、リバイバルカラーの 8111Fを並べた撮影会が行われるというなかなか豪華な内容だ

った。僕も参加したかったのだが、申込時期が修学旅行とかぶってしまったのと、参加費がびっくりす

るほど高かったという理由で参加はせずに、船橋からの 61602Fの団体列車(前ページの写真 10)を撮

影して終わってしまった。 

60000 系に対する沿線の期待はものすごいもので、柏駅では(写真 11)のように大きな横断幕や

60000 系の紹介をコメディー風にしたポスターが貼られた。柏駅だけでなく、他の駅でも「6/15(土) 

60000系デビュー」との旨が書かれたポスターがみられた。野田線の乗客も 60000系のことを口にして

いる人が多かった。 

 いよいよその日はやってきた。6月 15日土曜日。61601Fは、9:00に柏駅を出発する大宮行き 960A

列車より野田線での営業運転を開始した。柏駅では盛大に出発式が開かれたそうだ。僕はというと、

ちょうどその日は土曜日授業の日で朝の通学電車の中から出発式の準備をしている様子しか見られ

なかったのだが・・・ 

 その日、61601F は柏～大宮間を数往復した後、午

後からは運用を変更し船橋方面にも入線している。

僕は帰宅後に地元高柳駅の近くで撮影することがで

きた(写真 12) 。シングルアーム式パンタグラフ、他

路線では当たり前なインバータ制御のモーター音、

線路際から見えた車内の LCD 液晶など、地元を真

新しい電車が走る光景は違和感しかなかった。 

 61602F も、6月 21日に営業運転を開始した。 

 

 

編成番号 運転開始日(製造年) 備考 

11652F 4月 20日 (1992) 東上線から転属 

11632F 5月 31日 (1988) 本線から転属 リニューアル車 

61601F 6月 15日 (2013)  

11653F 6月 18日 (1992) 東上線から転属 

61602F 6月 20日 (2013)  

11635F 7月 25日 (1990) 本線から転属 リニューアル車 

11631F 8月 15日 (1988) 本線から転属 リニューアル車 

(写真 12) 61601F運転開始初日、8000系と顔

を合わせる 61601F。高柳駅付近にて撮影。 

ここで、七光台支所に在籍する 10030系と 60000系の運転開始日などをまとめておく。 
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8000系の廃車 本格化 

 10030系の転属、そして 60000系の新造と華々しい話題が続いたが、その一方では代替として 4月

以降 7本の 8000系が廃車になった。全般検査か重要部検査からだいたい 4年たった、いわゆる検査

切れの編成から順に廃車が進んでいる。廃車になった車両は、七光台⇒春日部⇒館林⇒渡瀬の経

路で回送され、渡瀬駅北側の留置線で解体業者による解体を待つ。僕がここを訪ねたのは 7月 6日

で、3日前に廃車回送があった 8133F+8532F と 8140Fの 8240号車が車体と台車だけの状態で留置

されていた。 

 

 

 

 

 

 

 11652F の転属からこの研究発表を執筆している 9 月前半までに廃車になった七光台支所の 8000

系をまとめておく。 

編成番号 廃車回送日 竣工日 最終検査実施年月 

８１１８F 4月 16日 1964年 3月 9日 2009年 4月 

8152F+8555F 5月 17日 1968年 10月 8日 2009年 5月 

8140F 5月 29日 1969年 10月 19日 2009年 6月 

8133F+8532F 7月 3日 1966年 10月 7日 2009年 7月 

8146F 7月 31日 1969年 4月 14日 2009年 8月 

8126F+8549F 8月 8日 1966年 8月 23日 2009年 9月 

  

このように、車両の古さではなく検査期限順に廃車が進んでいるというのがよくわかる。 

 

(写真 13) 終末の地渡瀬で最期の時を過ごす。

現役時代の記憶が新しいだけに、その解体は寂

しいばかりだ。今までの活躍に大いに感謝しなけ

ればならない。佐野線渡瀬～田島にて撮影。 

(写真 14) 8 月 8 日に廃車回送が行われた

8126F+8549F。下り方先頭車のクハ 8649 には

七光台支所のなかで最後まで幌つきで残って

いた。新船橋駅にて撮影。 
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さいごに 

 野田線の今後の車両交代について個人的な考察も含めながら書きたいと思う。 

 東武鉄道は、設備投資計画のなかで 2013年度に 60000系を 6編成新造すると発表している。また、

本線や東上線からの 10030 系の転属はひと段落ついた模様だが今後も続くだろうと思われる。となる

と必然的に置き換わる対象の 8000 系の廃車も続くだろう。 前項のように 8000 系の廃車は検査期限

の順番で行われているが、次に検査期限を迎えるのがなんとトップナンバーの 8101F なのである。廃

車になるのは残念だが、最期のときまでその活躍を記録に残していきたいと思う。 

 そんななか、8000 系に関しての嬉しいニュースもある。8101F よりも一カ月ほど早く製造され、竣工ト

ップナンバーとなっている 8106F が紫峰祭の翌日の 10月 7日に 50 歳になるのだ。8106F は検査期

限にゆとりがあるのでその前に廃車になる心配はない。今のところ記念イベントをやるかどうかはわか

らないが、何せ半世紀も走っているのである。僕は紫峰祭の代休なので何らかのイベントを期待して

いるのだが・・・ 

 

 今後もますます目が離せない野田線。新型車両 60000系の投入、10030系の転属に期待を寄せつ

つ、幼いころからお世話になっている 8000系の消えゆく様子を追いかけていければと思う。 

 

 

参考文献 

・「kasukabe総合車両センター」  http://www.krfj.net/kasukabe/    (車両の廃車回送日など) 

・「東武鉄道ポータルサイト」  http://www.tobu.co.jp/    (東武鉄道の公式発表など) 

 

※編成番号の表記で末尾に Fを用いていますが、これは「編成」を意味する“Formation”の Fを取ったものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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通勤通学途中。駅のホームでいつものように電車を待つ。 

ふと、良い香りがした。今日は乗る電車を少し遅らせてみようかな。 

 

壱 はじめに -INTRODUCTION- 

 あなたが日々使っている駅、電車。その片隅にある“駅そば”。駅そばに目を向けている方はどれくらいいるだろうか？

今年度は僕が訪れた駅そば屋を中心に今日の駅そば事情について皆さんにご紹介しようと思う。 

 

弐 そもそも、なぜ“蕎麦”なのか –REASON WHY？- 

 そもそも、なぜ駅そばなのだろうか？まずは、駅そばの興りから見ていきたいと思う。 

・駅そばのあけぼの 

  いかにして駅そばは始まったのだろうか？一説には駅そばとして最も古

いと思われるのは姫路駅のものである。姫路駅の駅そばは戦後間もない時、

物資の不足や民衆が混乱の時期に駅で何らかの麺類を供給しようとした。当

時小麦 粉は統制品であったため入手が困難であった。そこで、こんにゃく

に目を付けた。こんにゃくとそば粉を混ぜ合わせ、和風の出汁で、『うどん

“のようなもの”』を試作した。                       ▲現在もある姫路駅のそば屋 

だがしかし！その『うどんのようなもの』は時間が経つとのびてしまう上に、当時はあまり発達していなかった保存

技術のために品質の劣化も早かった。そこで、今度はかん水を入れた『ラーメン“のようなもの”』をつくった。その

後試行錯誤を重ね 1949(昭和 24)年 10月 19日、ホーム上に店を出店。その店は“えきそば”と名付けられた。これこ

そ今日の駅そばの始まりである。 

・駅そばの普及 

  関東において駅そばの前身として生まれたと言われるのは明治 30年代の軽井沢駅という説が有力だ。当時は碓氷峠

の急勾配を上るために機関車を付け替える必要があった。そこで付け替え時間を利用して客がホームにある店を利用す

るようになったのだ。戦後、鉄道技術の発達とともに、長距離列車の停車駅を中心として各地に駅そばができていく。
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都内に登場した代表的なものは品川駅で常盤軒、荻窪駅でジャパン・トラベル・サービス、そして新宿駅で田中屋が運

営を始めたものだと言われている。その後は高度経済成長に伴い、通勤駅を中心に設置されていく…。 

・現在は… 

  現在では、朝・夕方のラッシュ時を中心に通勤・通学客たちが利用している。食の簡便化を求める傾向にある現代

では、注文してからすぐに出てきてすぐに食べられるということで、蕎麦は、急いで食べる通勤客たちにとってうって

つけの食べ物なのだ。 

参 運営形態 -MANAGEMENT FORM- 

 ここでは、駅そば屋の運営形態について考えてみたいと思う。 

・店舗/設備 

  駅そば屋の店舗のほとんどは、ホーム上に“そば屋”としての建物(店舗)

が立っていて、中に入って食べる店舗型のものである。店舗の中はそばを食べ

るカウンタースペースと、食材や水道設備そして冷蔵庫などの最低限の設備が

所狭しと並べられた厨房に分かれている。それに加えて時々みかけるのが店舗

の中は厨房のみで、客は店舗の外周に備え付けられたカウンター越しに食べる

というカウンター型(ex,たかべん/高崎駅)がある。 

 店内設備として、僕たちが客として入店した時に利用できるものを中心に挙げてゆく。まず大まかな構造は、カウンタ

ーがあり箸や楊枝などの食事道具や七味唐辛子や醤油、胡麻などの調味料が置いてある。そのほかに布巾などを置いて

いる店もある。基本的に飲み物は冷水器の水になる。中には簡易的な保温機能付きのケースに入れて飲み物を販売して

いる店もある。駅そばでは立ち食いが一般的だが、店舗の面積が広かったり、尐し首都圏から離れて比較的利用人数が

尐なかったりすると、テーブルと椅子が設置されていたりする。 

・注文形式 

  多くのそば屋は食券を購入してそれを見せるという食券制を採用している。一部は直接注

文する注文制(ex,青砥そば/青砥駅)を使っている。食券制の場合は、「天ぷらそば・うどん」

といったように、食券を見せてから、そばとうどんを自分で選ぶというシステムを採用して

いる店舗が多い。 

一般的な券売機(そば処 中山道/大宮駅)→ 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲カウンター型の店舗(たかべん/高崎駅) 
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肆 訪問記 –VISIT RECORD- 

 いままで訪問した駅そばの中で特徴的であるものや、お勧めの駅そばを紹介してゆく。 

File.1 常磐線名物?我孫子駅の唐揚げそば 

＊店名：弥生軒 

＊店：店舗型 

＊注文方式：食券 

＊我孫子駅(JR常磐線、JR成田線) 

＊コメント 

 我孫子駅に３つの店舗を持つ、「弥生軒」。ここの名物なのが「唐

揚げそば」だ。ここの目玉商品と言えば、「唐揚げそば」だ。しか

し、単に唐揚げそばと言っても、ほかの店とは大きく違う。一般 

的な唐揚げそばは小さめな唐揚げが２～３個入っているものだが、

ここ「弥生軒」の物はどんぶりを埋め尽くすほどの大きさの唐揚げ

が入っているのだ。つゆの味はほかの店に比べてかなり濃い。僕と

してはかなり好みの味だが、好みの分かれる味ではないだろうか。

また、入ってくる人のほとんどが唐揚げそばを頼んでいる。鉄道フ

ァンの間ではかなり有名で、遠方からのリピーターも多い人気の店

だ。特に人気なのは唐揚げ単品の“持ち帰り”だ。券売機にも載っ   

ていないので知る人ぞ知る注文方法だ。我孫子駅に軒を構える弥生  

軒だが、実は隣の天王台駅の快速ホームにも１軒ある。しかし、や

っているところはあまり見かけない… 裏話として、「裸の大将」で有名な、画家の山下清さんが弥生軒で働いていたこ

とがあるのだとか。我孫子駅の１、２番線の上野寄りにある店舗には「ぼくが働いていた弥生軒のおそばおいしいよ 山

下清」というプラカードが下がっている。味に賛否がある弥生軒だが、あなたも一度、大きな唐揚げにチャレンジしてみ

てはいかがでしょうか？ 

File.2 真冬の寒さも吹き飛ばす！山梨県大月駅のうどんとカレー 

＊店名：清流そば 

＊店：店舗型 

＊注文方式：食券 

＊場所：大月駅(JR中央本線、富士急行電鉄) 

＊コメント 

中央本線の駅であり富士急行電鉄の始発駅である大月駅。河口

湖、富士山、富士急ハイランド等に向かう人が多く通る駅だ。そん  

▲趣のある外観を持つ「清流そば」       な大月駅の丸太造りの平屋駅舎の一角にあるのが「清流そば」だ。 

 

▲▲我孫子駅の１、２番線の取手寄りにある弥生軒８号店 

▲大きな唐揚げが鎮座するそば 
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山梨県と言えば、有名なのはやはり「ほうとう」だが、今回、注

文したものは「吉田うどんセット」だ。山梨県富士吉田市の名物で

ある吉田うどんとミニカレーがセットになって 630 円だ。店内には

仕切りがあって、改札の内外の両方から入ることが可能になってい

た。改札内からの方が若干席は多めか。うどんにはネギのほかに、

にんじんとあぶらあげが入っていた。麺はコシがあってとても歯応

えのある感触で逢った。店員の方から「かけるとおいしいよ」と言 

われてもらった調味料（一味唐辛子？)を尐しだけかけてみたら、と

てつもなく辛くなってしまった。カレーも結構辛めであった。北風が冷たい冬の日であったが汗が出てきた。辛いもの

が好きな方にはおすすめだ。そのほかにも季節によってさまざまなメニューを出しているらしい。 

Ｆｉｌｅ.3尾張の力強い味、名古屋名物きしめん 

＊店名：名代きしめん 

＊店：店舗型 

＊注文方式：注文 

＊場所：名古屋駅(JR各線、名鉄、あおなみ線、名古屋市交) 

＊コメント 

 東海地区の中心都市、名古屋。おいしい名物料理が多数集結し

ている名古屋ではあるが、その一つに「きしめん」がある。愛知県

内一のターミナル駅、名古屋駅のホームに軒を構える「名代 きし

めん」。その店舗に貼ってあった紙によると「特製かきあげきしめ

ん」が人気なのだとか。注文して３分ほど待つ。出てきたのは弥生

軒の唐揚げそばにも匹敵するほどのインパクトを持つものであっ

た。麺の上にかきあげ、ナルト、ネギが乗っている。その上からは

具が見えなくなるほどの鰹節が散りばめられていた。具の多さもさ

ることながら、そばに比べ麺が重いため、これ一杯で満腹にな 

った。480円(冷やしは 500 円)という安さも人気の理由だろう。 

た、この店の持つもう一つの顔は、夜になるとみられる。店内に

は麺類のほかにお酒や肴の貼り紙も多く貼られている。そう、この店は、夜になると呑み屋「杜若」として営業してい

るのだ。僕が訪れたのは昼であったが、お酒を注文するお客さんが多く見られた。夜は仕事帰りのサラリーマンなどで

賑わうのだろう。 

 

 

 

 

▲汗が出るほど辛かった、うどんとカレー 

▲▲ガラス張りで立派な店構えだ 

▲どんぶりからあふれる具 
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File.4 山陰への窓口、古都京都の天婦羅蕎麦 

＊店名：麺倶楽部 

＊店：店舗型 

＊注文方式：注文(特殊) 

＊場所：京都駅(JR各線、近鉄線、京都市交) 

＊コメント 

  古都京都、日本有数の観光地として栄えるこの街にも駅そば

はある。京都駅の０番線ホームから山陰線のホームへ向かう途中、

山陰線のホームが目と鼻の先に見える場所にその店は立ってい

る。「麺倶楽部」、それがこの店の名前だ。この店は注文式の店の

中でもさらに特殊な注文方式だ。具体的に言うと、最初に「かけ

そば」か「かけうどん」のどちらかを頼み、トッピングを自分で

自由に選んで乗せることが出来るという方式だ。最近の全国にチ

ェーン展開しているうどん屋と同じような方式だろう。よって、 

「そばかうどんの選択」→「トッピングの選択」→「清算」という 

流れになっている。今回は、うどんが主流の西日本にも関わらずそばを頼んだ。トッピングは、唐揚げとイカ天だ。やは

り特殊な注文方式のため、店の前のショーウィンドウには注文の仕方が丁寧に書かれていた。西日本ということで、関

東に比べるとやはり薄口である。 

EXTRA まだまだある。古今東西の名物駅そば 

 ・常盤軒(JR北海道 宗谷本線 音威子府駅)：黒い蕎麦が有名 

 

 

 

 

 

 

 ・奥多摩そば(JR東日本 中央本線ほか 立川駅)：おでんそばが有名 

具は、さつまあげ、玉子×２、がんもどき×２から選べる。 

 

 

 

 

 

▲▲独特の雰囲気を放つ店構え 

▲自由にトッピングが選べるのはやはり嬉しい 
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・京急えきめんや(京浜急行電鉄 品川駅ほか)：一部店舗で、関東風と関西風のつゆが選択可能。 

品川、京急川崎、京急鶴見、横浜、黄金町、弘明寺、金沢文庫、

追浜、横須賀中央、北久里浜、京急久里浜、三浦海岸、三崎口、

新逗子の各駅にある。 

 

 

 

  

伍 常盤路のそば屋  

 最後に、本校の最寄り駅取手駅を通る常磐線の駅そば屋を紹介したいと思う。 

駅名 店名 場所 所在地 

上野駅 

生そば処 
7.8 番ホーム 

東京都台東区 

11.12 番ホーム 

あじさい茶屋 9.10 番ホーム 

大江戸そば Dila上野内 

喜多そば 中央改札外 

日暮里駅 大江戸そば 11.12 番ホーム 東京都荒川区 

北千住駅 そば処 
1 番ホーム 

東京都足立区 
2.3 番ホーム 

亀有駅 喜多そば 1.2 番ホーム 
東京都葛飾区 

金町駅 喜多そば 1.2 番ホーム 

松戸駅 喜多そば 改札外 

千葉県松戸市 
新松戸駅 喜多そば 

1.2 番ホーム 

改札外 

南柏駅 喜多そば 改札外 

千葉県柏市 
柏駅 喜多そば 

1.2 番ホーム 

3.4 番ホーム 

我孫子駅 弥生軒 

1.2 番線上野方 

千葉県我孫子市 

1.2 番線取手方 

4.5 番線上野方 

天王台駅 
弥生軒 1.2 番ホーム 

喜多そば 改札外 

取手駅 喜多そば 改札外 茨城県取手市 
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佐貫駅 佐貫麺店 改札外 茨城県龍ヶ崎市 

土浦駅 華月庵 
1 番ホーム 

茨城県土浦市 
2.3 番ホーム 

水戸駅 
そば・うどん 

3.4 番ホーム 

茨城県水戸市 5.6 番ホーム 

華月庵 7.8 番ホーム 

勝田駅 勝田そば 改札外 茨城県ひたちなか市 

 

陸 あとがき –POSTSCRIPT- 

 いかがでしたでしょうか？今回は鉄道自体とは尐し違った駅そばという観点から研究発表を執筆させていただきまし

た。駅そばはすべて同じように見えますが、その味や個性は多種多様です。自分のお気に入りの店、お気に入りのメニュ

ーを探すのも楽しみの一つではないでしょうか？今回の研究発表を読んでその参考にしていただけたなら、大変嬉しく思

います。出先、最寄り駅などで駅そば屋を見かけたときには、尐しだけ寄り道してみるのも新しい発見があるかもしれま

せんよ？ 
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写真展                 

部員たちが休日に撮影した写真を尐し展示しました。ぜひご覧ください。 

  

 

 

  

「名鉄 4000 系」名鉄瀬戸線 大曽根  

中等部 1 年 ＊＊ ＊＊ 

  

  

 

「登山後」箱根登山鉄道線 強羅 

中等部 1 年 ＊＊ ＊＊ 

「関鉄 2300 形」関東鉄道常総線 守谷-

新守谷     中等部 1 年 ＊＊ ＊＊ 

「みんなに会うために」東北貨物線 東十

条付近      中等部 1 年 ＊＊ ＊＊ 

「新たな仕事場へ」武蔵野線 越谷レイク

タウン      中等部 1 年 ＊＊ ＊＊ 

「終点」箱根登山鉄道線 箱根湯本 

中等部 1 年 ＊＊ ＊＊ 



- 129 - 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

「高崎線 130 周年記念号」高崎線 大宮 

中等部 1 年 ＊＊ ＊＊ 

「しまかぜ」近鉄大阪線 大和八木 

 中等部 1 年 ＊＊ ＊＊ 

「川を渡って」総武線 両国 

中等部 2 年 ＊＊ ＊＊ 

「京急を疾走する C-flyer」京急本線 新馬

場        中等部 2 年 ＊＊ ＊＊ 

「415 系」水戸線 下館 

中等部１年 ＊＊ ＊＊ 

「ローカル線」関東鉄道常総線 下館 

中等部１年 ＊＊ ＊＊ 
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「E233 系 0 番台」中央線 高円寺 

中等部 2 年 ＊＊ ＊＊ 

「夕日を浴びて…」関東鉄道常総線 稲戸

井        中等部 3 年 ＊＊ ＊＊ 

「時空を超えて」山手線 御徒町 

中等部 3 年 ＊＊ ＊＊ 

「特急成田空港行き」北総線 東松戸 

中等部 3 年 ＊＊ ＊＊ 

「高崎線を走るニューフェイス」高崎線 

本庄-岡部    中等部 2 年 ＊＊ ＊＊ 

「701 系」奥羽本線 上飯島 

中等部 2 年 ＊＊ ＊＊ 
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「新型来たる」常磐線 佐貫-牛久 

中等部 3 年 ＊＊ ＊＊ 

「春の常磐」常磐線 偕楽園付近 

中等部 3 年 ＊＊ ＊＊ 

「おなかいっぱい」山陽本線 瀬野-八本松   

中等部 3 年 ＊＊ ＊＊ 

「新車を見つめる母子」東武野田線 豊四

季       中等部 3 年 ＊＊ ＊＊ 

「雪の中夢と希望を運ぶ列車」津軽海峡線 

津軽今別    中等部 3 年 ＊＊ ＊＊ 

「北へ荷物を運ぶ EH500」津軽海峡線 津

軽今別     中等部 3 年 ＊＊ ＊＊ 
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「京急 2000 形リバイバル塗装」京急空港

線 糀谷          高等部 1 年 ＊＊ ＊＊ 

「大阪市営地下鉄 80 周年」北大阪急行線 

桃山台      高等部 1 年 ＊＊ ＊＊ 

「ありがとう E653 系フレッシュひたち」 

常磐線 東海-佐和 高等部 2 年 ＊＊＊＊ 

「雪国の貨物」津軽線 奥内-左堰 

高等部 2 年 ＊＊ ＊＊ 

「赤帯 8590 系」東急田園都市線 溝の口       

中等部 3 年 ＊＊ ＊ 

「世界遺産の裾を行く」 御殿場線 御殿場

-足柄       中等部 3 年 ＊＊ ＊ 
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「まだまだ走れます」 総武線 東船橋 

高等部 2 年 ＊＊ ＊＊ 

「舞い上がる雪」上越線 大沢 

高等部 2 年 ＊＊ ＊＊ 
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編集後記              

 「下総の国から」第７号、いかがでしたでしょうか? 至らない点も

多かったと思いますが、お許しいただければ幸いです。この部誌の製

作に当たり、協力して下さった先輩方や先生方、部員たちにはこの場

をお借りして深く御礼申し上げます。また、後輩達には今後の活動を

より充実させるべく、さまざまな技術や伝統を引き継いでほしいと願

っております。来年も皆様のご来場を心よりお待ちしております。 

高等部１年＊組 ＊＊ ＊＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「下総の国から」第７号 

発行日:2013 年 10 月５日 

発行者:江戸川学園取手中・高等学校 鉄道研究同好会 

編集委員会: 高等部 1 年＊組 ＊＊ ＊＊ 

     : 中等部 3 年＊組 ＊＊ ＊＊ 

     : 中等部 3 年＊組 ＊＊ ＊＊ 

     : 中等部 3 年＊組 ＊＊ ＊ 
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部員募集中 
入部を希望される方は、遠慮なく中等部校舎三階奥の部室にお越しください。 

 

 

ホームページを積極的に更新しています。ぜひご覧ください。 

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://z145.e-t.ed.jp/edotori4646/ 


