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   架空鉄道紹介①～ハマメトロ～ ＋α 北海道旅行記③ 

高１Ｊ 佐々木 海都 

 

 

▲ハマメトロの全体路線図 

 

こんにちは。先生にガチで恋をし、その教科だけ毎日本気で勉強したらテストの順位が 200 位上がった佐々木

です（元がどんだけ悪かったんだ、というツッコミは受け付けない。理系だから社会科は苦手なんだよ）。恋

のせいで鉄道への興味も薄れてしまい、いつものような考察記事を書く気になれないので、今回は僕が考えた

架空鉄道「ハマメトロ（正式名称：横浜地下鉄株式会社）」の紹介でもしようと思います。そういえば株式会社ってち

ょうど習ってるとこだなぁ…（←いい加減黙っとけ 

 

※記事中、路線などがあたかも実在するかのような表現が多数でてきますが、架空鉄道なので当然すべて架空

の内容となっております。 

※「西埼」という鉄道会社名が出てきますが、これは僕が考えたもう 1 つの架空鉄道です。こちらは後日に別

記事で紹介予定です。 

※「興味や知識がない人にもわかりやすく」が僕の記事の目標ですので、万一それに反した内容を発見された

場合は直ちにご通報ください。また、この記事の内容に関する質問・意見・苦情等も高１Ｊ佐々木まで遠慮

なくどうぞ。 
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No.１》路線紹介① 湾央線（オレンジ）←モノクロ印刷だと思うので、ここにラインカラーを記載しておきます。 

 

まずは湾央線を紹介します。湾央線は 2013 年に開業したハマメトロで最も新しい路線。 

各停が４本／時（すべて東扇島止まり、浮島行は朝夕のみ）、君津方面に向かう快速が２本／時（１本は君

津止まり、もう１本はＪＲ内房線直通 館山行）設定されている。 

また、鴨川方面から直通する特急「なぎさ」「みさき」も走っている。列車名は別に女子の名前を意識した

とか言ういやらしい意味じゃなくて、昔房総半島を走っていた列車名をそのまま採用しただけだから誤解し

ないように（ホントにそういう理由だったら別の名前にしてる←）。 

 

快速は西埼東信線（詳細は No.８参照）の快速との直通が計画されていて、もし実現すれば長瀞から館山ま

で１本でつながることになるが、編成両数や保安装置の違いなどの問題があり、西埼側も横浜駅での着席機

会が減少することから消極的であるため、実現の見通しは立っていない。 

 

No.２》路線紹介② 浜都心線（イエロー） 

 

続いては、ハマメトロのドル箱路線、浜都心線を紹介します。 

路線名の由来は上大岡、新横浜といった横浜の副都心エリアを結ぶことから。ハマメトロで最も利用者が多

く、日中でも５分間隔で運転されている。 

 

2015 年９月の改正で湾央線への直通運転（１日１往復のみ）が開始された。浜都心線は第三軌条方式（＝線

路脇に設置された別のレールから、車両の台車に取り付けられた集電靴を通じて電気をとる方式。横浜市営地下鉄ブルーラインや東京

メトロ丸ノ内線など、地下鉄路線に多い）、湾央線は架空電車線方式（＝架線からパンタグラフを通じて電気をとる一般的な方

式）と、両者で集電方式に違いがあるが、集電靴・パンタグラフを共に搭載しているという意味のわからな

い車両を新たに導入することで強引に解決している。 
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No.３》路線紹介③ 磯子線（ダークブラウン） 

 

この路線、横浜の住宅街を走っているのにも関わらず、４両編成１２分間隔。減便→利用者減→更に減便…

という、廃線に追い込まれた地方ローカル線の典型的な失敗例のようになっている。 

まあ住宅街なので増発して利便性が上げれば利用者も増えると思うけどね。そこまでのやる気は無いみたい。 

 

No.４》路線紹介④ 金沢線（アップルグリーン） 

 

金沢線は日本の地下鉄で唯一快速急行の運転を行っている路線。快速急行はブルーラインの快速をぶっ潰す

ために 2014 年から新設された。 

黒須田からは西埼相模湖線（僕が考えた別の架空鉄道、都筑区の横浜都筑という駅から相模湖方面に向かう

路線）と直通運転をしていて、相模湖へのピクニックにもたいへん便利な路線となっております。 

新戸塚～金沢文庫間は地上区間。もちろん東京メトロ東西線のパクり。 

 

No.５》路線紹介⑤ 大倉山線（ローズピンク） 

 

大倉山線は町田～鶴見を結ぶ路線。我が中横のある牛久保東も通ります。そんなことより路線名ダサね。 

鶴見からＪＲ鶴見線と直通しているが、ＪＲ車は３両編成のため、必然的に地下鉄線内にも３両の電車が乗

り入れてくる。しかもダイヤの都合で 10 分間隔のまま増発できないので、ＪＲ車が来ると日中でも年末の

旭川行きの快速エアポートの自由席並みの混雑になる。伝わらないか。 
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No.６》路線紹介⑥ 南北線（パープルネイビー）・東西線（レッド） 

 

 

 この２つの路線は、優等列車の運転も直通相手も面白みもなく、まだダイヤもちゃんと決めてなくて書くこ

とがなんにもないので、路線図だけ貼り逃げで。 

  

No.７》路線紹介⑦ 本牧線（ブラック） 

 

 単独の路線図を作ってなかったから見づらいけど許してね。見てほしいのは左上のしょぼい路線です。 

 本牧線は横浜～本牧を結ぶ路線。山手まで蒔田を経由するという無駄に迂回したルートだけど、これは元々

は南北線の支線（清水ヶ丘～本牧）として開業したものを後から横浜まで無理やり延伸したから。 

 この直通路線図を見れば一目でわかるけど、横浜から西埼東信線という別の架空鉄道と直通している。 

 

ハマメトロの紹介はこれで以上となります。次回の架空鉄道紹介は、ところどころに出てきた西埼（正式名

称：西埼玉鉄道株式会社）というもう１つの架空鉄道を紹介します。「次回の架空
、 、

鉄道
、 、

紹介
、 、

」と書いたのは

必ずしも次の記事だとは限らないから。まあこのまま恋の病が治らない限り次回も架空鉄道紹介になるかと。

こっちの方が調べ物をする必要が無くてちょっとは気が楽だからね。 

 

 さて、これだけで終わってしまうとただの病んでる人みたいなので、残りの２ページは楽しい楽しい旅行の

お話に参りましょう。 
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No.８》番外編 北海道旅行記③ 

 

前回の記事が夜行列車に乗ったところで終わっていましたが、時間の都合で札幌到着の記事は省きます。 

 

☆12 月 29 日 

 この日は稚内に向かうため、札幌 17:49 発の特急「スーパー宗谷 

3 号」に乗車。終点の稚内は 22:56 着。5 時間 7 分の長旅の始ま 

りだ。Twitter で自慢したらふぁぼが 2 件。まあそんなもんか。 

乗り込んですぐに、札幌駅で購入した「三大蟹そぼろ弁当」をい 

ただく。やっぱ北海道の蟹はうまいな。 

年末ということもあり車内は大混雑だったけど、旭川で半分に減 

り、名寄や音威子府でさらに半分に減り、最後まで乗り通したの 

は各車両 10 人弱程度。まあどっかの相鉄よりはまともだけどさ、 

北海道好きとしては宗谷線の将来がちょっと不安だな。 

ちなみに稚内駅の駅名標、持ってるんですよ。東急ハンズで税込 

2000 円。これホントに本物なのかな。 

 

22:56、定刻で稚内駅に到着。ねむい。ホテルに直行。おやすみな 

さい。あ、もちろん風呂にはちゃんと入ったよ。（←お湯の出し方 

がわからなくてシャワーと５分くらい格闘してたとか言えない() 

 

☆12 月 30 日 

おはよう。早起きして朝食を済ませ、稚内駅で宗谷岬への宗谷バ 

スの往復チケットを購入。いよいよ日本最北端の地へ！ちなみに 

最北っていっても択捉島のほうじゃないよ。あそこは事実上ロシ 

アだからね。途中、どっかで見覚えのあるバスとすれちがった気 

がする。なんだっけ。ちょっと思い出せない。 

 

そんなことを考えているうちに宗谷岬のバス停に到着。さすがに 

寒い。耳痛い。最北の地を堪能している余裕もなく、とっとと記 

念写真を撮ってすぐに屋内に入り、おみやげと記念切符を購入。 

腹が減ったからそろそろ飯にしよう。 

と、ここで問題が発生。年末だからどの店もやってない。という 

か調べてみたら今日は宗谷岬周辺では飲食店が 1 件も開いてない 

っぽい。 

ちょうど稚内駅行きのバスが来たので慌てて飛び込む。危ない危 

ない、このバスを逃したら心も体も極限まで凍りつくところだった。バスの車内で Twitter に最北端の写真

を載せてみた。ふぁぼ 3 件。そんなもんか。え？フォロワーが少ないだけ？佐村河内「聞こえないな」 

 

▲三大蟹そぼろ弁当 

 

▲最北端の駅の証と特急「スーパー宗谷

3 号」 

 

▲日本最北端の地の証 
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 稚内駅に戻ってラーメンを食い、心も体も温まったところで、続いて北防波堤ドームや稚内港を見学。その

後、今度はノシャップ岬に向かう宗谷バスに乗車。さっきの見覚えのあるバスが来た。そうだ東急バスだ！

どうやらここは中古の東急バスの天下り先になっているらしい。 

 

ノシャップ岬に着いて真っ先に日の入り時刻の書かれた看板が目 

に入る。PM3:59。早いな w おやつ食ってたら日が暮れるのか w 

海まで行くと、かわいいイルカのモニュメントがあったから記念 

撮影。水族館もあるらしいけど、時間の都合で残念ながら行けな 

かった。 

 帰りは「ノシャッソ」と書かれた怪しいバス停からバスに乗車。 

例によって TOQ バスがきた。見慣れたとーきゅーバスを見ると 

なんか落ち着くね。 

 

帰りの電車は特急「スーパー宗谷 4 号」。車内でこの旅 3 回目と 

なる蟹の駅弁を購入。 

ここで問題が発生。アテンダントの人が他の車両に弁当を取りに 

戻ったせいで、お互いにお釣りの受け渡しがあったかわからなく 

なる。しかも「少々お待ちください」と言ったきりなかなか戻っ 

てこない。 

やがてそのことも忘れかけ、長時間座っていて疲れたので気分転 

換にデッキに立ってくつろいでいると、どこかから小銭の音か聞 

こえてきた。車販準備室からだ。もしかしてずっと金の計算をし 

直していたのだろうか。ただの思い込みかもしれないが、一人の 

客のためにここまで時間を掛けているのだと思うと申し訳ない気 

持ちと感謝の気持ちでいっぱいになった。もちろん車内販売アテ 

ンダントとして当然のことだって言ったらそれまでかもしれない 

けどさ、やっぱり一人のためだけに何かを一生懸命になれるって 

凄いよね。だから僕も最近好きな先生のために毎日現社の勉 k（←別に先生のため
、 、

になってはいない 

結局おつりはまだ渡されてなかったみたい。本当に心から感謝しています。 

 

途中でエゾシカとの衝突事故を起こした影響で、終点の札幌には 10 分ほど遅れて到着した。宗谷岬への旅

自体は 1 泊 2 日の短いものだったけど、とても多くの経験ができて本当によい旅だったと思う。 

道南や道央エリアには飽きるほど行ったけどまだ道東エリアに 1 度も行ったことがないから、今度は根室と

かに行ってみたいなぁ。 

 

北海道自体には翌年（＝今年）の 1 月 3 日までいたけど、残りはほとんど祖母の家で過ごしていてあまり鉄

道には関わっていないので省略し、今回の北海道旅行のお話はこれで以上となります。長くなってしまいま

したが、最後までご覧いただきありがとうございました！ 

 

▲東急バス塗装の宗谷バス 

 

▲早すぎる日の入り時刻 

 

▲車内販売で購入した蟹の駅弁 
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高崎遠征記〈１０７系・１１５系・２１１系・ＳＬなど〉 

                               高校１年 萬澤 

 

〈はじめに〉 

どうもこんにちは、萬澤〈横ツトの人〉です 

今回は、１１月某日の高崎遠征についての記事を書きます 

今回の部誌は、鉄道コムに掲載されているブログの記事みたいになります。 

この点に関しては、どうかご愛嬌下さい 

 

〈本題へ〉 

当日撮った写真は全て掲載は出来ません〈ページの都合上です〉 

なので、一部抜粋して紹介します。 

午前の部 

まずは、高崎問屋町へ向かいました。 

 

８：０６ 回６？？？Ｍ ６５１系ＯＭ２０６編成〈元カツＫ１０９編成〉 

 

 一発目はまさかの６５１系でしたｗ 

今年のダイヤ改正で７連＋４連の運用が消滅し、現在は７連の単独運用が続いています。 

４連の今後の動向が気になるところです。 

流石に、廃車にはならないと思うんですがね・・・ 
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８：２６ ６２７Ｍ 普通 水上行 １０７系Ｒ７＋Ｒ３〈４両編成 ブツ４〉 

 まさかの、白幕でしたｗｗ 

白幕というと東武鉄道の６０５０系を思い浮かべますねｗ 

幕が壊れていたのでしょうか？ 

 

９：１２ ４４０Ｍ 普通 両毛線直通 小山行〈２１１系Ａ３１編成５両〉 

 先日、２１１系の３両編成が出場しました。 

そうなると、１１５系の置き換えが予想されます 

なので、高崎の１１５系は早めに撮り溜めた方が良さそうですね 
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９：４６ ４４５Ｍ 両毛線直通 普通 小山行（１１５系タカＴ１０４６編成） 

 置き換えが噂されている１１５系です。 

高崎の１１５系は３連と４連（各々１１本）があります 

３連が出場したということは、先に３連が置き換わるということでしょうか。 

 

９：５７ 回９７２３Ｍ ４８５系ＮＯ．ＤＯ．ＫＡ〈新ニイ所属 ３両〉 

 珍客のＮＯ．ＤＯ．ＫＡが来ましたｗ 

他のジョイフルトレインは６連ですが、何故こいつだけ３連なのでしょうかｗ 

普段は新潟にいるため、首都圏にはあまり上京しません。 
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１０：００ ８７３５レ Ｄ５１ ４９８（１２系 ばんえつ物語７Ｂ） 

人生初のＳＬ撮影でした。（以前パラオエクスプレスには乗車しましたが・・・） 

結果は微妙ですが、初めての撮影でしたので興奮しましたｗ 

また機会があれば撮影したいですね。 

 

１０：１５ ９５５１Ｍ ４８５系リゾートやまどり６両 長野原草津口行 

  大宮からのリゾートやまどりが来ました。 

他にも八王子や新習志野からのやまどりも設定されています。 

土休日、高崎に行けば高確率でこいつに出合えます（高タカ所属ですからｗ） 

午後の部 

昼飯を高崎駅構内で摂った後、再び出陣 
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高崎問屋町へ向かうも、影が酷過ぎたため断念。急遽、井野へ向かいました。 

 

１４：４５ ６３８Ｍ 普通 高崎行（１０７系Ｒ１＋Ｒ？＋Ｒ？編成 ６両） 

  １０７系のブツ６は初めて見ましたｗ 

ブツ６というと他には東武鉄道の６０５０系が有名ですね。 

     

１５：４３ ５３６Ｍ 普通 高崎行  １１５系タカＴ１０３８編成３連 

  エロ光の１１５系。やはりオレンジと夕日はマッチしますね。（武蔵野線もｗ） 
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１６：２４  回８９２１Ｍ ヤマＵ１０編成 ５両（恐らく新前橋までです） 

  帰り際に汚物の宮ヤマの２３１を回収。でも、この編成は比較的綺麗でしたｗ 

付属５両の回送って結構珍しい様な気がします。 

 

その後、何枚か撮りましたが、露出がきつくなったところで撤収しました。 

高崎駅に１７時頃戻り、早めの夕食を摂りました。 

休憩を摂った後、１８時０８分？の上野東京ライン沼津行で帰還。 

下車駅の辻堂駅には２１時頃到着。途中結構爆睡しましたｗ 

結果的に、２２時頃に帰宅しました。 

高崎まで行くのに３時間ほど掛かるので、体を張りきらないとなかなか行けませんね。 

実際始発の高崎行に乗車しても、高崎には８時前に到着です。 

 

さいごに 

２０１５年も本校の部誌を拝読頂き有り難うございます 

また来年もよろしくお願い致します。         １１月１９日 筆者 
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    JR リア充大量輸送ラインの全貌 

JR 京葉線について 

高校 1 年 B 組 木下 優利 

   
  

１） はじめに 

 こんにちは、木下です。今回は JR の中でもリア充という部類の方々を大量に輸送している路線があるとい

うことなのでそれについて取り上げたいと思います。以下の事項を本題をご覧になる前に必ずお読みください。 

 

  《注意》 少々手荒な表現があります。ただ一人で房総（暴走）しているだけなのでご了承下さい。 

 

    《お詫び》  前々回である 7 月号について、筆者のミスにより掲載できなかったことをお詫び 

いたします。更にその前の回の５月号において、図４：東武 50000 系の写真にな 

っていることをお詫びいたします。正しくは東武 50000 系ではなく、東武 50050 

系です。大変申し訳ありませんでした。ごめんよ、ぶちょお～～（違う違う 

 

２） リア充大量輸送ラインへの変貌の歴史・紹介 

 なぜこのようにリア充を大量に輸送する路線になったしまったのかを紹介していきたいと思います。 

京葉線は東京～蘇我間の本線と、途中の市川塩浜～西船橋間の高谷支線、西船橋～南船橋間の二俣支線の３つ

に分かれていて、沿線には葛西臨海公園、夢の国 TDR、ららぽーと船橋、幕張メッセなど人が集まりそうな

娯楽施設満載です。（またリア充が多いのは TDR のせいだと考えるべき？）  

また終点の蘇我駅からは内房線と外房線に直通しています。房総への特急も運転していて本当もう突っ込み

どころ満載です！！（鉄オタとしてなのか、一般客としてなのかは不明） 

 京葉線はもともとスカイライナーで有名な京成電鉄が自社の本線のバイパス路線として、開発しようとして

いました。また TDR を舞浜の地に招致したのも京成です。しかし計画が凍結し、しばらく経ちました。一方

国鉄による新線計画が存在し、先行して貨物線を開業させました。そして京成の計画を国鉄が奪い、京葉貨物

線を旅客化して西へ延伸しました。これが京葉線です。また現在新木場で接続する地下鉄有楽町線との直通運

← 京葉線の路線図 

作るの面倒だったのでウィキ大先生より

コピペしました。（某理研の方ではない） 
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転も計画としては存在していました。さらに将来複々線化を想定して建設されましたが、グズグズしていたの

で首都高の道路拡張の用地として県のお役所にくれてやりました（放棄しました）。 

一応年表にまとめたのでそちらも参照して頂ければ… 

     1975   京葉貨物線開業（蘇我～千葉貨物ターミナル間）。 

     1986      貨物線を旅客化（西船橋～千葉港間）。 

        1987      国鉄民営化。 

     1988      延伸（新木場～南船橋間、高谷支線、千葉港～蘇我間）。 

        1990      全線開業（東京～新木場間）快速マリンドリーム・むさしのドリーム運転開始。 

     1992      特急列車の京葉線経由化。 

        2000      武蔵野線直通海浜幕張までとなる。 

                  貨物が西船橋～蘇我間において乗り入れ開始。 

     2002   開業初の白紙ダイヤ改正実施。快速、南船橋と千葉みなと停車。 

          快速の愛称と、武蔵野線直通列車愛称廃止。 

        2004      通勤快速、新木場停車。 

2007      特急、海浜幕張一部停車。発車メロディー全駅導入完了。 

     2013      武蔵野線東京直通列車、終日各停化。 

 

続いて、京葉線の運行形態について説明していきたいと思います。 

 

① 各駅停車 

東京～蘇我間で運転。京葉線内各駅に停車します。毎時 4 本で 1 本が蘇我まで、3 本が海浜幕張 

まで運転しています。 

② 武蔵野線直通（各駅停車） 

開業当初から JR 武蔵野線と直通運転しています。西船橋から高谷支線経由で東京方面に向かう 

のが毎時 3 本、二俣支線経由で南船橋ないしは海浜幕張方面に向かうのが毎時 3 本で交互に運転 

しています。以前は一部駅通過の快速として運転していました。 

③ 快 速 

東京～蘇我間で運転。蘇我から先内房線・外房線・東金線に直通します。外房線内はほとんどの 

列車が各駅停車で、内房線君津または外房線上総一ノ宮ないしは勝浦・成東（東金線直通）（連結 

するのでこの車両の運用を成勝運用と呼ぶ）まで運転します。年々本数が充実し毎時 3 本（土休 

日は 4 本）、外房線直通は 1 本運転しています。停車駅は、東京・八丁堀・新木場・舞浜・新浦 

安・南船橋・海浜幕張とこの先各駅です。（成勝運用時は外房線快速運転） 

④ 通勤快速 

東京～蘇我間で運転。蘇我から先内房線、外房線、東金線に乗り入れます。平日の通勤ラッシュ 

時間帯のみ運転し下りは君津または勝浦・成東始発、上りは上総湊始発も加わります。停車駅は、 

東京・八丁堀・新木場・蘇我で、外房線内のみ大網～茂原間快速運転、それ以外は各駅停車です。 

リア充の方は東京からのご乗車がおすすめですよ← リア充倍返しだ！！（某バンカーの番組で 

はない） 
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⑤ 特急列車 

JR 最強の空気輸送特急成田エクスプレスの運転開始に伴い、特急が京葉線経由に変更されまし 

た。内房線館山まで運転のさざなみと外房線安房鴨川まで運転のわかしおが運転されますが、利 

用者の減少により減便ないしは区間短縮などされてしまいました。京葉線内の停車駅は、東京・ 

海浜幕張・蘇我です。詳しくは筆者の過去の記事の 房総特急は危ない （３月号）を読んでね♡← 

 

《参照》JR 京葉線に乗り入れる貨物電車など、豆知識的な事 

          

京葉線には直通先の武蔵野線から貨物列車が乗り入れます。この貨物列車は 2000 年のダイヤ改正よ 

り乗り入れを開始し、従来の貨物ルートより最大 8 時間も短縮、千葉方面から日本各地への貨物輸送の 

一層の効率化が図られました。電気機関車は高崎機関区の EH２００形と新鶴見機関区の EF65形、EF210 

形と岡山機関区の EF２１０形が入線します。この他には、ラッシュ時には快速列車の外房線誉田行や 

各駅停車の新習志野行や東京～西船橋間のみと南船橋（新習志野）～西船橋間の区間運転などが定期で 

運転され、いろいろな行先や区間の運転を見ることができます。 

 

３） この路線を支える車両のゆかいな仲間たち 

  京葉線では、いろいろな車両たちが活躍しています。それを紹介していきたいと思います～！ 

①  205 系 

         
  

 

 

1985 年から導入された国鉄最後の通勤車両で山手線の他に横浜線などに導入され、現在は武蔵野線が最後

の取手（砦）となっていて、最新バブル車両殺人魔の E235 系（2020 年のアレのお・も・て・な・しをする 

写真：205 系原型顔（左）とメルヘン顔（右）（JR 武蔵野線 船橋法典駅にて） 

※現在は居ませんが、この車両の京葉線色が京葉線用として活躍していました。 

左の写真は新鶴見機関区の EF210 形です。 

（撮影は JR 武蔵野線 船橋法典駅にて） 

※茶番 船橋法典は中山競馬場の最寄り駅です。ギャンブル

好きのおっちゃん多いです。蛭子さんいるんじゃないかな… 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E6%B0%97%E6%A9%9F%E9%96%A2%E8%BB%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%B4%8E%E6%A9%9F%E9%96%A2%E5%8C%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/JR%E8%B2%A8%E7%89%A9EH200%E5%BD%A2%E9%9B%BB%E6%B0%97%E6%A9%9F%E9%96%A2%E8%BB%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E9%B6%B4%E8%A6%8B%E6%A9%9F%E9%96%A2%E5%8C%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E6%A9%9F%E9%96%A2%E5%8C%BA
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ためとかで山手線に導入するとか）によって、E231 系（ガチャピンと愉快な仲間達、某氏泣泣）が追い出さ

れるという時代になることで 205 系も永眠為される（置き換え開始）のも遠くはないでしょう。当路線用に新

規製造された後期車は、TDR の夢の国をイメージして、メルヘン顔というあだ名が付く前面になり、ライン

カラーが現在のワインレッド（以前はスカイブルーだった）に変更されたのもこの時でした。（現在京葉線の

メルヘン君は、家康公の僕（日光線など）で第二の人生を謳歌中）また武蔵野線用の車両は京葉線の東京～潮

見間の勾配に耐えるためモーターの性能をよくするなど対策がなされています。 

②  209 系 500 番台 

                           
 

 

  

1997 年に中央総武線（各駅停車）に導入されるも、一部の車両は京浜東北線に転属。その後京葉線に転属。

しかし E233 系（後述）によって出向させられ武蔵野線へ配属。しかし一編成のみ運用上の都合により京葉線

に現存しています。皆さん京葉線でこの編成見たら頑張れ！と励ましてやるべきであろう。 

③  E233 系 

         

 

 

 2006 年に導入された現在の JR 東日本の通勤電車の顔であります。中央線を皮切りに京浜東北線や横浜線

などに導入され、201 系・205 系など酷鉄（国鉄）生産車両や JR 初期（バブル崩壊前後）の車両をご愁傷様

や出向に追い込むなど、顔になった反面バブル入行車両殺人鬼にもなりました。京葉線には 2010 年より導入

され、10 両固定編成と成勝運用（前述）の対応車両の分割編成などがあります。この車両はまだまだ安泰で

しょう！詳しいことは、去年の紅央祭号に書いてあるなり！！（某生徒会の方じゃない） 

写真：209 系京葉線（左）と武蔵野線（右）（JR 京葉線 舞浜駅、ウィキ大先生より引用） 

※武蔵野線用は、筆者の多忙により撮影出来ておらず引用させていただきました 

写真：バブル入行車両殺人魔である E233 系中央線（左）と京葉線（右） 

（前者は JR 中央線東京駅、後者は JR 京葉線舞浜駅にて） 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:JR_East_209_Musashino_Line_M73_20150125.jpg
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④  特急列車 

                     

 

 

 前述の理由の通り、1993 年よりビューさざなみ・わかしおで導入された 255 系と 2005 年より導入された

E257 系が活躍しています。2015 年現在、ほぼ全てが E257 系担当であり逆に 255 系は総武線特急であるしお

さいの運用がほとんどで E257 系はあまり運用に入りません。 KYON 2（小泉今日子）の JRの CMが懐かし

い…（お前ほんと何歳だよ ww） 

 

⑤  臨時電車 

           

 

  

田舎者が都会民への劣等感を癒すため、TDR がある舞浜まで東日本各地から臨時電車が度々襲来します。こ

れを舞浜臨と言い、鉄オタたちの間では有名で、583 系や E653 系などが舞浜まで運転することがあり、撮り

鉄の皆さんで大賑わいします。舞浜はリア充のみ・な・さ・ま（←ここ重要！！）と鉄オタ、ディズニーオタ

による（イルマニアとタカツキングいないけど）パーティーピーポー～～👏👏👏（なんか違う） 

 

《報告》相鉄線の近況について（2015年 11月分について） 

  7月号はミスにより、9月号はページ数により掲載できず、今回もページ数により掲載が出来ません。

申し訳ありません。（相鉄線のことなんて興味ねーとか部長氏などに言われそうですが←） 

写真：255 系（左）と E257 系 500 番台（右）（前者は JR 総武線船橋駅にて、後者は JR 京葉線舞浜駅にて）

※E257 系 500 番台は筆者のお気に入りの車両だとかで、今度また乗りに行きたいと思っている 

 

 

 

↙ この写真トリミング加工済みです。 

写真：583 系（左）と E653 系（右）（前者は JR 京葉線舞浜駅にて、後者は JR 京葉線市川塩浜駅にて撮影） 

  ※ 全国でも数少ない車両と常磐線を追われた後羽越本線特急として活躍している車両、普段は乗り入れません。 
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４）将来の計画… 

 将来には、某アニオタの集会（アニオタの皆さんすいませ(ry )で収益を稼ぐりんかい線との直通運転

により JR 埼京線との直通、新宿や渋谷地区から TDR やジャニオタの聖地幕張メッセへのアクセスが向

上するとの話でござんす。（昔りんかい線の車両検査を京葉電車区（現京葉車両センター）委託管轄をし

ていたため、線路はつながっているようで）その他には新習志野～海浜幕張間の某スーパーの移動（ion）

モール付近と、千葉みなと～蘇我間の祭礼徒歩（フェスティバルウォーク）蘇我付近に新駅を設置する

計画があります。 

 

５）最後に 

 今回はリア充とか鉄オタとかディズニー厨とかジャニオタとかもろもろいらっしゃる（リア充は長野

に帰れ）路線について記事にしました。次回は年明けですね。リア充の大移動が聖なる日にあるのでし

ょうけど、非リアの筆者氏にとっては知らんことである… 冬休みの遠征ネタについての記事になると

思いますね。ご覧頂きありがとうございました。終わりと成増（某氏の部誌より引用）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

《参照》出演者（掲載協力者）一覧（一応載せておく） 

        本部誌出演者（登場人物）： 筆者氏 某生徒会の方 部長氏 辻堂氏 ほか 

           掲載協力：      辻堂氏（某同盟の棟梁氏）、ウィキ大先生 ほか 

           参考文献：        準○○氏の過去の部誌（中大スカイブルー2014 年 4 月号より） 

                      ウィキ大先生  筆者の頭の中  某番組の名言と登場人物（引用） 
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東急田園都市線、宮前平駅ホームドア設置から 

いろいろ考えてみた 

鉄道研究同好会 書記 堀部 

 

今回の書く動機 

今回、私は宮前平のホームドアについて書きます。 

私は通学時に宮前平を通るのですが、電車の窓から、いつもホームドアが作られていく姿

を見ています。そして、今では立派にドアを開閉させている姿を見ると、私は、自分の子供

が育っていく父親のような気持ちになるのです。 

閑話休題 

それで私は宮前平のホームドアに興味を持ち、今回の記事のテーマにしようと思いました。 

 

東急田園都市線のホームドア化について 

 東急は、２０１５年の１月９日に田園都市線、東横線、大井町線の全６４駅にホームドア

を設置すると発表しました。設置目標は２０２０年で、全て設置されれば、世田谷線とこど

もの国線以外の、東急全駅のうちの約８割にホームドアが設置されていることになります。 

 まず田園都市線は宮前平から設置を始め、下りホームは２０１５年１０月中に、上りホー

ムは２０１５年１２月中の完了を目処に、設置を進めています。宮前平に設置されているホ

ームドアは、４ドア車と６ドア車の両方に対応できるように、４ドア車用のホームドアを通

常よりもホーム内側に寄せ設置しています。これにより、６ドア車の場合においても、ホー

ムドアと車両の間を利用者が通行できるスペースが確保できるので、６ドア車においても乗

降が可能になるわけです。 

 

 

※出典 東急 HP 
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東急田園都市線の６ドア車について 

 東急 2 代目 5000 系の 6 ドア車は、混雑緩和と乗降時間の短縮を目的に、2005 年 2 月 14

日から乗車率が高い 5 号車と 8 号車に連結（渋谷駅では、階段の近くに停まるため）して

いました。その時には、平日朝ラッシュ時の上り急行に優先的に使用され、始発駅―半蔵門

線半蔵門間は座席を格納していました。 

 しかし、それには問題がありました。渋谷などの特定の駅では、六ドア化自体に効果がな

かったわけではなかったのですが、根本的に上り急行の乗車数が多かったので、結果的に遅

延の原因となりました。特定の列車に大量の利用者が乗車したせいで、遅延が発生しやすい

状況が生じたのです。 

さらに東急田園都市線は、東部伊勢崎線とメトロ半蔵門線と相互直通運転をしているため、

それらの路線にも影響を及ぼしてしまいます。 

 その後、2007 年 4 月 5 日から、平日の上り朝ラッシュ時に限り、速達列車を「急行」か

ら「準急」に変更しました。そして、二子玉川―渋谷間が各駅停車になりました。通過駅を

なくすことで、混雑の状態の差を減らし、水平化さることが狙いだったようです。 

 その狙いがあたったのか、２００９年のダイヤ改正時に「準急」の本数が増えました。 

 現在では、4 号車・5 号車・8 号車が 6 ドア車で、計４５が在籍しています。 

 

 
※素材を東急の HP から持ってきました。 

 

 そして、田園都市線の混雑率が少しずつ低下してきたことや、ホームドア設置の推進など

のため、東急は全６ドア車を４ドア車に置き換えることを決めました。 

 

 

今回の私の感想 

 私の考えとして、東急がホームドアの推進をしている動悸の一つに、オリンピックがある

ように思います。私がそう考える理由は、「東急が２０１５年の１月９日に、田園都市線、

東横線、大井町線の全６４駅にホームドアを設置すると発表した。設置目標は２０２０年で

あり、設置が完了したら、東急の約８割にホームドアが設置されていることになります」と

いう情報です。（公式です） 

 私がこの情報を得たとき、私は思いました。 

「東急は、オリンピックの対策のためにに、ホームドア化を進めているのではないか？」
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と。 

なぜ私がこう思ったかというと、東急はこの計画の完了目標を、２０２０年としているか

らです。あまりにも安直過ぎるかもしれませんが、私は２０２０という数字をみて、真っ先

にオリンピックを連想してしまいました。 

まあ、東急の駅に国立競技場の最寄り駅はありません。ですが、オリンピックにより、こ

れからの外国人観光客が増えていくことも、否定できないのではないでしょうか。 

まあ、ホームドアにより、人身事故が減っていくのは確かでしょうから、私はこの計画を

すばらしいものだと思います。そして、東急にもいつもお世話になっているので、これから

も頑張っていって欲しいと思います。 

今回は、このような駄文をご拝読頂きありがとうございました。 
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成田空港へはどれが一番便利か検証してみた 

エアポート成田 VS アクセス特急・京成本線特急 

                              中３ 北川大暉 

 

こんにちは、北川です。エアポート成田と京成線の特急達(無料で乗れる奴)でどれが一番かを検証して

みたいと思います。 

 

※所要時間編、本数編と運賃編では京成線は山手線と接続する日暮里から、エアポート成田も山手線と

接続する東京からのものを比較しています。また、運賃編ではスイカ・パスモなどの ICカードを使った

料金です。切符とは運賃が異なります。さらにエアポート成田も上りはそう呼ばれませんがここでは上

りも下りもエアポート成田と呼ぶことにします。最後に本線特急に快速特急や快速など、特急以外の種

別は含みません 

 

＊位置関係 

 
 京成線 成田空港 

 

 押上           

 

  横須賀・総武線 

 東京 
  

 品川 

 

京急蒲田      羽田空港 

 京急線 

 横浜 

 

 

山手線   上野 

 

中央線 

     浅草線 

し

し

ｓ 

し

し

ｓ し

し

ｓ 

し

し

ｓ 

し

し

ｓ 

し

し

ｓ 
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＊所要時間編 
まずは所要時間です。アクセス特急は乗る電車にもよりますが、最速 1時間ほどです(最長 1 時間 9

分ほど)。本線特急はどの電車もだいたい 1 時間 20 分ほどです。一方エアポート成田は、こちらも

乗るものによりますが 1時間 30分ほどです（最長 1時間 50分くらい）。ダントツでアクセス特急の

勝ちです。 

 

＊本数編 
アクセス特急ですが日中はすべて羽田空港へ行ってしまい、夜しか上野行きはないので脱落です。

本線特急は日中、20分に 1本で、エアポート成田は 30分～1時間に 1本です。ここでは本線特急の

勝ちです。 

 

＊運賃編 
アクセス特急は北総経由なので少しお高めの 1235円で、本線特急は 1025円です。エアポート成田は 1317

円と一番お高めです。ここも本線特急の勝ちということで。 

 

＊車内サ－ビス編 
アクセス特急の上野始発は 3000・3050 型とごくまれに 3700 型が使用されますが、オールロングシート

です（押上方面から来る京急車の一部はボックスシートつきですが、今回はそちらはいれない）。また、

本線特急もこれらに 3600・3500・3400型が使用されますが(3500型は 3300型引退に伴い短編成化された

ので入ることは少ないと思われる)これらもオールロングシ－トです。一方エアポート成田には席が硬い

もののボックスシートがついており、グリーン車も連結しています。なのでここではエアポート成田の

勝ちです。 

＊ＴＤＲアクセス編 
国内だけ出なく、海外からも人気のある東京ディズニーリゾート。こちらへの利便性はどうでしょう。

アクセス特急は東松戸で、京葉線まで直通運転をしている武蔵野線に乗り換えられます。本線特急も武

蔵野線の西船橋との乗換駅である京成西船で乗り換えられると思いきや、通過なので京成船橋で普通電

車に乗り換えなければならず、あまり便利とはいえません。これと同様にエアポート成田も西船橋は通

過で、船橋で各駅停車に乗り換えなくてはならず不便です。なのでここではアクセス特急の勝ちとしま

す。 
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＊羽田空港アクセス編 
では、羽田空港へはどうでしょうか。エアポート成田は羽田空港行きないので脱落。これに対し、アク

セス特急は日中全ての列車が直通します。また、本線直通の羽田空港始発の電車は通勤特急や快速特急

なので本線特急には含めません。なのでこれもアクセス特急の勝ちです。 

 

＊横浜直通編 
では、私たちの学校がある横浜。ここへはどれが一番か検証してみましょう。まず本線から横浜への直

通便はなくなってしまったので脱落です。アクセス特急も直通便は非常に少ないですが一番早いです。

また、エアポート成田も時間はかかりますが、本数は一番多いです。なのでここではアクセス特急とエ

アポート成田のＷ勝ちということで。 

 

＊結果発表とまとめ 
アクセス特急 3 勝、本線特急 2 勝、エアポート成田２勝でアクセス特急の優勝です。観光地であるスカ

イツリーや浅草へも直通で一本なのでとても便利です。しかしやはりお高い（ぼったくり）なので財政

難に陥っているときなどお金を節約したいときなどは本線特急を使ったり、疲れているときはエアポー

ト成田のＧ車などを利用したりして目的地や時間、財政など場合によって、使い分けるのがいいと思い

ます。最後までお読みいただきありがとうございました。 
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第６回 貨物と貨客と旅客線 

注意事項&お知らせ 

この旅行記は東方 project の二次創作です。キャラ崩壊の可能性してます。 

耐性ない方はこのページを破り捨てるべき。 

夜間撮影のため写真がブレます。気にしたら負け。 

以下の内容は 2014 年 12 月時点の内容です。現行のダイヤとは違う場合があります。 

登場人物紹介 

うp主(=筆者 軽部 樹)：この旅行記の筆者。鉄研の副部長だがその存在価値は微妙。ついに帰省の帰り、東京

→横浜で成田エクスプレスの指定席を取ってしまうダメ×2人間。 

菊池令司(≒筆者、以下菊)：この旅行記のツアコンで妖怪さん。断じてう p主のような変人ではない。某鉄道会社

の路線図製作担当兼子会社の駅弁屋社長。元ネタはう p主のHN(ハンドルネーム)。 

みすぱ～ぷる(ゲスト、以下八)：この旅行記のゲストで妖怪さん。実際にロケではゲストがいたが、キャラはまったく

違う。そもそもゲスト氏は鉄分少ない。本編のようなバリバリの鉄っちゃんなわけがない。元ネタを知りたければ

2015年 7月号を見よう！ 

茶番 

菊：「おかげさまで第 6 回です」 

八：「今回は立川→成田ね、写真見たけど本当にブレブレね」 

菊：「う p 主曰く『2011 年くらいに買ったカメラで、そりゃ 3 年も経てば陳腐化する』だそうです」 

八：「で、買い換えたのかしら？」 

菊：「してないそうです。その上日中でもこのとおり」 

八：「ピンボケしてるじゃない、次は構図ミス……」 

菊：「まぁあの人、撮り鉄じゃないですし」 

八：「記録目的でもこれは酷過ぎよ、でもその次用はギリギリ大丈夫そうね」 

菊：「そんなこんなで第 6 回、始まります」  

東京近郊最長大回り 
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９、貨物と貨客と旅客線その 1 かにチャーハンと生姜スープ 

2014/12/31 PM20:15 at 立川駅 

菊：「立川か……補充券大回り以来か、来たのは」 

八：「あら、※補充券使ったことがあって？」 

菊：「新幹線を道中組み込んで武蔵浦和まで一周、途中下車もできて 2300 円ちょっとでした」 

八：「あら、意外と安いのね」 

菊：「そんなことより、何かいい匂いしません？」 

八：「これは……かにチャーハンね、夕飯食べたのにコレは飯テロだわ」 

菊：「食べたい、けど中央線遅れてるし食べたら確実に千葉で間に合わない」 

八：「悔しいけど、今度行きましょう」 

 

中央本線 1904T 快速 東京行 立川→西国分寺 

T33 サハ E233-33 

PM20:35 at 西国分寺駅 

菊：「さっきの中央線、以外にも下 4 桁すべて 3 でしたね」 

八：「高崎線といい、横浜線といい、奇遇な車両にあたるものね」 

菊：「それにしても今日は冷えますね、味噌汁でも買いますか」 

八：「それなら、生姜スープのほうがいいわよ、そこの自販機にも売ってるわ」 

菊：「確か朝、東神奈川でも売ってたなぁ」 

八：「けっこう体温まるわよ。このスープ」 

菊：「おっ、確かに体が温まりますね」 
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武蔵野線 2041E 各駅停車 東京行 西国分寺→武蔵浦和 

M20 モハ 205-5034 

 

PM21:03 at 武蔵浦和駅 

菊：「体は温まりましたけど……やっぱり寒いですね」 

八：「次は 23分待ちね、埼京線の高架下に早く移動しましょう」 

 

菊：「ここ、成城石井とか丸亀製麺とか駅ナカに入ってるんですね」 

八：「クリスピードーナツに海鮮三崎港……お菓子もあるのね」 

菊：「さて、そろそろ時間ですしホームに移動しますか」 

八：「って、菊池さん？そっちは下りホームよ」 

菊：「あっエスカレーター乗っちゃった……寝ぼけてるかな」 

八：「まったく案内人がどうするのよ……」 

東北本線(埼京線) 2040F 各駅停車 新宿行 武蔵浦和→赤羽 

ハエ 110 クハ E232-7010 
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10、貨物と貨客と旅客線その 2 広く離れた夢の跡地 

PM21:36 at 赤羽駅 

菊：「さて、ここが今年最後の食料調達地点です」 

八：「明朝、成田線で食べることになるんでしょうね」 

菊：「そうですね、少し買い込んでおきましょう」 

東北本線(京浜東北線) 2104C 各駅停車 南浦和行 赤羽→南浦和 

ウラ 137 モハ E232-1037 

菊：「さすが品川、大晦日でも人がいっぱいですね」 

八：「年越しそばまで売り出すって駅ナカ産業は凄いわね……次は横須賀線ね、短距離乗車が続いたから南武

線で座れるといいのだけれど」 

 

PM22:07 at 南浦和駅 

八：「さて、余裕の乗換えね」 

菊：「やっぱりここは時間取るまでもないですね」 

八：「でもやっぱり本数少ないから……」 

菊：「やばっ、混雑やばっ」 

八：「とりあえず、座れそうね……」 

 

武蔵野線 2133E 各駅停車 東京行 南浦和→西船橋 

M63 モハ 205-399 
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菊：「イルミネーション、ですね」 

八：「最近は 1 月までやってるところも多いわね」 

菊：「クリスマスだけとしても撤去も年末できませんしね」 

八：「あら、上下線間が離れてるわね」 

菊：「えーと、次が吉川美南だから、※武蔵野操車場の跡地ですね」 

八：「越谷貨物ターミナルと統合して開業することは無理だったのかしら」 

 

PM22:55 at 南浦和駅 

菊：「だ、大丈夫ですか？」 

八：「東松戸からマジ寝してたわ……寝過ごしたら一巻の終わりね」 

菊：「時間的に一本早く乗れそうですが、どうせ千葉で待つ時間が増えるだけなので待ちましょう」 

八：「うぅ、寒いわ……」 

 

総武本線(緩行) 2206C 各駅停車 千葉行 西船橋→千葉 

A520 サハ E231-520 

菊：「乗れた、と思ったらコイツか」 

八：「Zzz……」 

菊：「あらま、寝ちゃってる」 

菊：「とりあえずこの※A520 でも楽しみますか」 
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茶番 

八：「で、何で途中で終わってるのかしら?」 

菊：「どうも部誌の枚数制限に引っかかったらしく」 

八：「前回に引き続いてどうしようもないわねこのう p 主」 

菊：「ということで、次回は千葉駅から東京まで、1 月ですね」 

八：「今年のう p 主はコミケの都合で大回りしないそうだけど、やりたいという人がいるなら協力はす

るそうよ」 

菊：「それでは」 

菊&八：「「閲覧、ありがとうございました!よいお年を、よい旅を!」」 

用語集 

※補充券 

出札補充券のこと。基本的に切符は券売機や窓口の機械(MARS)で買うものだが、経路が多すぎたり乗

換えが多かったりして機械で発券すると正しく出なかったり出せなかったりするものを手書きで書くた

めに使われる。 

※武蔵野操車場 

1974 年、武蔵野線吉川～三郷間(当時吉川美南と新三郷は未開業)に開業した全自動化操車場。操車場と

は貨物列車の組み換えや機関車の付け替えを行う施設のことで、その後の国鉄の経営悪化による貨物列

車削減の結果 1984 年に機能停止、民営化半年前の 1986 年廃止された。 

※A520 

三鷹車両センター所属、E231 系 500 番台 A520 編成のこと。山手線所属であったが、2014 年 8 月に運

用離脱、改造されて 12 月 1 日に総武線各駅停車で運用再開。当時は営業運転から 1 ヶ月も経っていな

いことからその話題性は大きかった。 

次回予告 

菊：「う p 主、またも原稿をミスる。放置された千葉支社区間に対し、う p 主はまともな部誌を書ける

のか?次回『荒れる千葉の海と空』お楽しみに！」 
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軌間について 
中学３年 D 組 長沼 勝大 

1. はじめに 

みなさん、こんにちは。今回はみなさんもきいたことがあるであろう鉄道の軌間につい

て調べていきたいと思います。 

2. 本題 

 そもそも軌間とは何なのか？軌間とは鉄道の左右のレールの間隔について表してい

るものであり、ゲージとも呼ぶことがあるものです。日本には標準軌、狭軌が採用され

ています。標準軌とは世界標準の幅とされており、スタンダードゲージとも呼ばれ軌間

は 1435mm です。なぜこんなにも中途半端な軌間が標準軌になったかはいろいろ言わ

れており、はっきりとは分かっていませんが、諸説として、当初はさまざまな軌間があ

り次第に使いやすいサイズとして 1435mm(4 フィート 8.5 インチ)に集約されていった

ということです。 

ではどのような場面で標準軌は日本で使われているのでしょうか？その例は新幹線

です。（※ほかの路線にも使われている。）そもそもなぜ JR 在来線の軌間は狭軌の

1067mm かというと当時日本に軌間に関する知識があまりなくイギリスからどの軌間

にするかときかれて窮したという逸話が残っています。当時、南アフリカの鉄道が採用

して成功していた狭軌（1067mm）という軌間をイギリス側が日本に勧めてきたようで

す。今では技術で軌間をカバーしていますが当時には大きなボイラーや大きな動輪を使

えない狭軌鉄道は性能面で標準軌より劣るものと思われていました。なので当時、日本

の技術者たちは日本の鉄道も標準軌にしたいと憧れ国鉄線をすべて標準軌に変える法

案が提出され決定しそうになったこともありますがそのような費用があるなら線路を

延ばしてより多くの国民が鉄道を利用できるようにすべきとの意見が多く国鉄の軌間

は狭軌となってしまったのです。そこから南満州鉄道が標準軌となり、東海道新幹線へ

と続きます。 

話は移りますが、狭軌ときいたらみなさんはどの軌間を思い浮かべますか？日本で主

に使われているので、1067mm（3 フィート 6 インチ）を思い浮かべるでしょうが狭軌

といってもこれを表しているわけではありません。狭軌にはいろいろな種類があり、

597mm,600mm,603mm,610mm,750mm,760mm,762mm,800m,891mm,900m,914m

m,1000mm,1067mm,1372mm 等々 

  このように世界にはいろいろな軌間の種類があるのです。日本でも 1067mm 以外に三

重県の三岐鉄道北勢線、近鉄内部・八王子線、富山県の黒部峡谷鉄道で 762mm という

軌間が採用されています。また、国内にはこれ以外にも都電荒川線、東急世田谷線、函

館視線などは 1372mm を採用しています。 

  ここで疑問に思った方はいませんか？軌間が違う路線同士でどのようにして直通運転
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を行っているのか？？答えは台車をそもそも変えてしまうというのが調べてみると主流

だそうです。が… 最近はフリーゲージトレインというものの開発が進んでおり、この

フリーゲージトレインとは走行する軌間の幅に合わせて線路上を走行可能な試験電車で

あり軌間可変電車とも呼ばれている。軌間可変は鉄道車両が異なる軌間の線路へ直通す

ることができる機構であり、車輪を車軸方向にスライドさせる台車を搭載した 車両を、

軌間の異なる線路を接続できるように設置された軌間変換装置を通過することで軌間変

更ができるものであります。しかし、実用化にあたっては使用電圧の違いによってパン

タグラフが異なるのが未解決問題とされている。現在は新幹線用と在来線用両方を同時

に装着しているがやはり騒音の低減の妨げとなるためどちらも両立するパンタグラフの

開発が 進められている。 

3. あとがき 

今回、この軌間について調べたことにより、今まで標準軌であろうと思っていた路線が

狭軌の特殊な種類であったのですこし、驚いた。 近い将来フリーゲージトレインの開

発が進み在来線と新幹線の直通運転化がおこなわれるかもしれませんね。 最後にもの

すごく日本語が苦手なので読みずら買ったと思います。この場でお詫び申し上げます。 
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         新幹線について 
                     中学２年 林健吾 

       

 

       

                                  東京駅で撮影 

 

１．はじめに 

今回は新幹線について書きました。書こうと思ったきっかけは、去年のスキー教室で新幹

線に乗ったことを、ふと思い出したからです。 

 

２．概要 

当初は日本国有鉄道（国鉄）が、現在では JR グループの東日本旅客鉄道（JR 東日本）、

東海旅客鉄道（JR 東海）、西日本旅客鉄道（JR 西日本）、九州旅客鉄道（JR 九州）が運営

する日本の高速鉄道です。1964 年（昭和 39 年）10 月 1 日に東京駅 - 新大阪駅間に開業

した東海道新幹線に始まり、国鉄時代には山陽・東北・上越の各新幹線が開業しました。

JR 化後も、従来の JR 線（在来線）と新幹線とで直通運転を行うミニ新幹線として山形・

秋田の 2 路線が開業し、高速運転が可能な本来の新幹線規格（フル規格）でも北陸と九州

（鹿児島ルート）の 2 路線が開業に至るなど、新幹線網の拡大は半世紀にわたって続けら

れています。2015 年現在も北海道・北陸・中央・九州（長崎ルート）の各新幹線が建設中

です。 
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従来の鉄道には無かった時速 200 キロメートル超（現在では東北新幹線の E5 系・E6 系車

両で最高時速 320 キロメートル）での高速運転を行うため、新たに線形の良い（急カーブ

や急坂が少なく緩やかな）専用の高速路線を建設します。軌間（レールの間隔）は在来線

の狭軌（1,067mm）より幅の広い標準軌（1,435mm）で、架線の電圧も在来線の交流 2 万

ボルトより高い交流 2 万 5000 ボルトとなっています。高架橋やトンネルなどが多く、踏

切も無い新幹線では、通常の鉄道よりもさらに定時性が高く、年間 12 万本もの列車が運転

される東海道新幹線でも平均遅延時間は 36 秒に留まります（2011 年度）。また、50 年以

上に渡る新幹線の歴史の中で、新幹線の運行に起因して乗客が死亡する事故は一度も発生

していないことがよく知られており、「新幹線の安全神話」と言われます。 

＊ミニ新幹線・・・新幹線規格（フル規格）の線路を新規に建設することなく、既存の在

来 

線を改軌した上で新幹線路線と直通運転（新在直通運転という）できる

ようにした方式で、鉄道高速化の一手段です。また、新在直通運転を行

う路線やそこを走行する車両（列車）もミニ新幹線と呼びます。 

 

３．定義 

全国新幹線鉄道整備法では、新幹線鉄道を「その主たる区間を列車が 200 キロメートル毎

時（以降 km/h と記す）以上の高速度で走行できる幹線鉄道」（第 2 条）と定義しています。

「その主たる区間」のため、局所的に 200km/h 未満の速度でしか走行できない区間が存在

しても新幹線鉄道です。その他、ミニ新幹線と呼ばれている山形新幹線・秋田新幹線があ

ります。これらも一般に新幹線と称されており、また、時刻表にもそのように記載されて

います。ただしこれらには踏切があり、最高速度も 130km/h 程度であることから、全国新

幹線鉄道整備法の上では、新幹線鉄道ではなく、新幹線車両が走行できるよう軌間を改め

た在来線として扱われます。列車の運行を妨げる行為に対しては、一般の鉄道でも鉄道営

業法や刑法などに規定がありますが、それに加えて、新幹線鉄道における列車運行の安全

を妨げる行為の処罰に関する特例法（新幹線特例法）などによって、より厳しい法的措置

が定められています。 

＊全国新幹線鉄道整備法・・・新幹線鉄道による全国的な鉄道網の整備を図ることを目的

と 

した日本の法律である。略称は全幹法（ぜんかんほう）。最終

改正は平成 14 年（2002 年）12 月 18 日。 

 

４．安全性 

1964 年（昭和 39 年）10 月 1 日に最初の新幹線である東海道新幹線が開業して以来、事業

者側の責任事故として確定した事故は、1995 年（平成 7 年）に駆け込み乗車の乗客の手を

ドアに挟んで引きずり死亡させた三島駅乗客転落事故（旅客が死亡）と、2015 年（平成
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27 年）に発生した山陽新幹線部品脱落事故（旅客が負傷）の計 2 件です。自殺行為や線路

内立ち入り等による死亡例は多数発生していますが、鉄道事業者側の責任事故ではなく、

またこれらは新幹線システムそのものの根本的欠陥に起因する事故ではないため、新幹線

の安全性に関しては非常に高いものと捉えられています。 

  

５．車両 

ここでは一部の車両を紹介します。 

・０系 

東海道・山陽新幹線の初代車両です。東海道新幹線開業時から 1986 年まで、38 次のマイ

ナーチェンジを重ねながら延べ 3,216 両が製造されました。このため、製造年度によって

様々な仕様があります。登場時の最高速度は 210 km/h ですが、後に 100 系に合わせ 220 

km/h に引き上げられました。普通車・グリーン車のほか、ビュフェと称する軽食サービス

を行う車両を組み込み、12 両編成で登場しました。その後、1970 年の大阪万博輸送に対

応するため 16 両編成が登場し、1975 年には、山陽新幹線全線開業に合わせ食堂車が組み

込まれました。 

 

・100 系 

1985 年、長期にわたり製造され陳腐化した 0 系の置き換えを目的に、新幹線初のモデルチ

ェンジ車両として登場しました。国鉄および民営化で誕生した JR 東海と JR 西日本によっ

て、1,056 両が製造されました。 営業運転速度はこれまでより 10km/h 速い 220km/h に

とどまったものの、モーターの出力増強・新しいブレーキの採用により、16 両編成のうち

4 両が付随車（モーターを持たない車両）となり製造コストが削減されました。また、大

きな特徴は、新幹線で初めて 2 階建車両をグリーン車や食堂車などに 2 両組み込んだこと

です。 

 

・300 系 

東海道新幹線の高速化を図るため、JR 東海が開発した車両です。1992 年 3 月 14 日に営業

運転開始しました。JR東海のほか JR西日本でも製造され、1998年までにその数を約 1,000

両としました。 最高速度は 270km/h に引き上げられ、この車両とともに「のぞみ」が登

場しました。東京駅 - 新大阪駅間を従来より約 30 分速い 2 時間 30 分で結び、大幅な時間

短縮を達成しました。しかし、後継車両の投入が相次いだことにより 2001 年には「のぞみ」

の定期運用を外れました。その後は「ひかり」「こだま」の運用が主となり、2007 年に N700

系の投入が始まると廃車が進められました。そして、2012 年 3 月に、東海道・山陽新幹線

ともに営業運転を終了し、全編成が引退しました。短編成化された車両はないです。 
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・500 系 

山陽新幹線のさらなる高速化を目的として JR 西日本が開発した車両で、新幹線初の

300km/h 運転を達成しました。1997 年に東京駅 - 博多駅間を直通する「のぞみ」として

運用を開始し、新大阪駅 - 博多駅間の所要時間は 300 系より 15 分早い 2 時間 17 分でし

た。山陽新幹線最速の車両として東京駅 - 博多駅間を結ぶ「のぞみ」を中心に運用されて

きましたが、2007 年より後継の N700 系に徐々にその運用を譲り、2010 年に東海道新幹

線での営業運転と「のぞみ」での運用を終了しました。余剰となった車両は 8 両に減車さ

れ、2008 年から 0 系に代わって山陽新幹線の「こだま」として運用を開始しました。 

 

・800 系 

2004 年 3 月 13 日の九州新幹線部分開業にあわせて製造された車両で、6 両編成です。デ

ザインは水戸岡鋭治さんがしました。内装デザインは 700 系と大きく異なり、「和」を基本

コンセプトとしました。九州新幹線区間内のみを運行する「さくら」「つばめ」で使用され

ています。営業運転では山陽新幹線には乗り入れません。 

＊水戸岡鋭治・・・日本のインダストリアルデザイナー（工業デザイナー）・イラストレー

ター。岡山市吉備津（現・北区）出身。 

 

６．上越新幹線脱線事故 

2004 年（平成 16 年）10 月 23 日の 17 時 56 分頃に新潟県中越地震が発生し、震央に近い

上越新幹線浦佐駅 - 長岡駅間の滝谷トンネル北側坑口付近を走行中だった東京発新潟行

き「とき 325 号」の 7・6 号車を除く計 8 両が脱線しました。地震発生当時、同列車は長

岡駅への停車のため、約 200 km/h に減速して走行中でしたが、早期地震検知警報システ

ム「ユレダス」による非常ブレーキが作動し、脱線地点から約 1.6 km 新潟寄り、長岡駅

の東京寄り約 5 km の地点で停車しました。当該列車は、8 両が脱線したものの、軌道を

大きく逸脱せず、逸脱した車両も上下線の間にある豪雪地帯特有の排雪溝にはまり込んだ

まま滑走したため、横転や転覆、高架橋からの転落を免れました。事故の原因となった新

潟県中越地震は余震が多発した（撤去作業の完了までに震度 5 以上だけで 17 回の余震が発

生している）ため、脱線車両の撤去作業が難航し、11 月 18 日になって事故車両は撤去さ

れ、12 月 28 日に運転が再開されました。脱線車両は損傷がひどく、2005 年 3 月 25 日を

以って全車廃車となりました。この事故によって、廃車予定だったK31編成が廃車されず、

しばらく代走することになり、その後代替として E2 系 J69 編成が製造されました。日本

では、営業中に新幹線が初めて脱線したため、各種メディアにより「安全神話の崩壊」な

どと報道がなされました。一方で、フランスなどの高速鉄道を運営する国のメディアでは

「この高架橋が崩壊しなかったことが新幹線の安全性を裏付けるものだ」として取り扱っ

ています。 
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賢島に行ってきた 
                           中１－C ５番 石井 朝陽 

今回はゆっくり不参加です。前回のが面白かった方はすいません。 

 

今回は実話です！（もちろんさぁ） 

８月某日、１泊２日で賢島に行ってきました。 

その時、朝８：３０頃に家を出て、大和西大寺駅に向かいました。 

賢島まで伊勢志摩ライナーで行きました。その写真がこちら。 

 

近鉄が三重県志摩郡磯部町（現・志摩市磯部町）に開発した複合リゾート施設である志摩スペイン村が 1994年

4月 22日に開業するのに合わせて製造された特急形車両で[1]、1993年から 1995年にかけて 6両編成 6本（36

両）が近畿車輛で製造された。志摩スペイン村への大阪・名古屋方面からのアクセス輸送用として、同年 3 月

15日のダイヤ変更時から営業運転を開始した。 

運行区間は、近鉄名古屋、大阪難波（一部大阪上本町）、京都の各ターミナルから賢島ないし鳥羽までの

区間である。また、京都～近鉄奈良間、大阪難波～近鉄奈良間の運用にも入る。 

 

賢島で、泊まったホテルがこちら 

「宝生苑」 

こちらでは、ボウリングをしたり、近くの屋外プールで遊んだり、 

とても楽しかったです。お勧めします。 

 

帰りにはしまかぜに乗りました。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E9%87%8D%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E9%87%8D%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A3%AF%E9%83%A8%E7%94%BA_(%E4%B8%89%E9%87%8D%E7%9C%8C)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%97%E6%91%A9%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%82%BE%E3%83%BC%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%97%E6%91%A9%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%82%A4%E3%83%B3%E6%9D%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/1994%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1994%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/4%E6%9C%8822%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E6%80%A5%E5%BD%A2%E8%BB%8A%E4%B8%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%91%E9%89%8423000%E7%B3%BB%E9%9B%BB%E8%BB%8A#cite_note-.E3.83.95.E3.82.A1.E3.83.B31994-4_P17-P23-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/1993%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1995%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%91%E7%95%BF%E8%BB%8A%E8%BC%9B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/3%E6%9C%8815%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/3%E6%9C%8815%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%A4%E6%94%B9%E6%AD%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%91%E9%89%84%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B%E9%A7%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E9%9B%A3%E6%B3%A2%E9%A7%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E4%B8%8A%E6%9C%AC%E7%94%BA%E9%A7%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E9%A7%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%A2%E5%B3%B6%E9%A7%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B3%A5%E7%BE%BD%E9%A7%85
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A7dPdEFWfvpVrGwA6x6U3uV7/SIG=127h2v8ai/EXP=1442566102/**http:/i.ytimg.com/vi/F6YsR4U9z6I/maxresdefault.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=132bhn128/EXP=1442645439;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVEh1alNKLWY5aWVJWF9NZXFGR21tbkV2bE5fLUE2RmZ0WGxOLUpEa3pSQTlzNXhtNVpTUHNXLTJFBHADNkxPaTViTzJJT09EbS5PRGh1T0RxeURscnAzbmxKX29pNUUtBHBvcwMyBHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp/**http:/img.4travel.jp/img/dm_hotel_img/19/9651a8a03aa2a77808f9cf5c88d97f97.jpg
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賢島にて撮影 

「しまかぜ」の車両愛称を持つ。名称の由来は、志摩に吹く風の爽やかさと、 

車内で過ごす時間の心地よさから名づけられた。 

1990年代半ば以降、伊勢志摩を訪れる観光客そして特急利用客が減少傾向にある中で 

その活性化と今後の特急車両の有り方を示すことを狙いとして設計・開発が行われた車両 

形式は在来の特急車両からの一新の意味を込めて 50000 系とした。 

2014 年には鉄道友の会より「ブルーリボン賞」を受賞した。 

イスは広々としていてエアクッションが付いている。コンセントも付いている。 

イスの後ろに付いている机はスライドでき、読書灯もある 

さらに、電動レッグレスト（足をおくところ）もある。イスも電動でたおせる。 

 

（白黒で、少し見づらいけど、気にするな！） 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%89%84%E9%81%93%E3%81%AE%E8%BB%8A%E4%B8%A1%E6%84%9B%E7%A7%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%97%E6%91%A9%E5%9C%B0%E6%96%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/2014%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%89%84%E9%81%93%E5%8F%8B%E3%81%AE%E4%BC%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%9C%E3%83%B3%E8%B3%9E_(%E9%89%84%E9%81%93)
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A7dPdDKsdfpVnj4A1xKU3uV7/SIG=133s9a8kl/EXP=1442563884/**http:/img.4travel.jp/img/tcs/t/pict/500/30/88/22/500_30882274.jpg?1381128986
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コントロールパネル 

ひじかけ内蔵型テーブル 

２０１５年５月号にも紹介していますが、今回はマジでこれくらいしかないんです。 

ごめんなさい 

 

次回はなにをやろうかなあ 想像にお任せします 
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