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◂三岐鉄道北勢線 270系 

麻生田-楚原(4年 梅沢健人) 

 

▾小湊鉄道 キハ 200形 

光風台-上総山田(2年 石井大貴) 

鉄道のある風景 

～春・夏編～ 
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▴近鉄山田線 近鉄 50000系しまかぜ 

漕代-斎宮(2年 石井大貴) 

▸小湊鉄道 キハ 200形 

月崎-上総大久保(2年 石井大貴) 
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▴あらかわ遊園いこいの広場 

都電 6000形｢一球さん｣ 

(4年 梅沢健人) 

▾東急田園都市線 東急 5000系 

 すずかけ台駅(4年 梅沢健人) 
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▴西武新宿線 1000系特急小江戸 

 武蔵関-東伏見(4年 梅沢健人) 

▾南武線 E233系 8000番台 

 宿河原-登戸(3年 武田晴誠) 
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▴奥羽本線 急行津軽号 白沢-陣場(3年 宮崎祐気) 

▾宇都宮線(東北本線) EF65 蓮田-東大宮(2年 石井大貴) 
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◂石勝線夕張支線 キハ 40系 

 鹿ノ谷-清水沢(4年 梅沢健人) 

▾只見線 キハ 40系 

 根岸-会津高田(2年 石井大貴) 
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▴多摩都市モノレール 

 程久保-高幡不動(3年 武田晴誠) 

▾京都鉄道博物館 EF81 103 

 (4年 草間泰斗) 
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▴宇都宮線(東北本線) EF65+カヤ 27+EF81 蓮田-東大宮(2年 石井大貴) 

▾磐越西線 SLばんえつ物語号 (4年 草間泰斗) 
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金名線の面影 
人間科学部 2年 廣瀬 義人 

 

１、はじめに 

 北陸鉄道金名線という鉄道路線をご存知だろうか。金名線の「金」とは金沢、「名」とは名古屋

を指すが、実際には現在の北陸鉄道石川線の終着駅である鶴来駅から白山下を結んでいた全長約

18kmの鉄道である。1987年に正式に廃止となってから30年以上が経ち、今では過疎化の進んだ白山

麓の街にかくしゃくと小さな鉄道が走っていたことを知る人は少ないが、かつての沿線には至る所

に鉄道の面影がある。本稿によって金名線について知っていただければ幸いである。 

 

２、小堀定信について 

本路線の歴史を語る上で欠かせないのが小堀定信という人物である。北陸鉄道の社史である『北鉄

の歩み』には彼について「鶴来町の小堀定信は、地元の産業開発には鉄道の建設こそ必要として私

財をなげうって、その実現を試みた」と記されている。彼は

手取川上流域である旧鳥越、吉野谷村の林業振興を目的とし

て鉄道事業を始めた。1925年5月には手取川上流域である鳥越

村広瀬−河原山（のちの白山下駅）の約14kmの敷設を完了

し、同年12月25日に自身を取締役社長として金名鉄道を設立

している。ここでの「金名」という名称は小堀だけでなく、

鶴来・金沢の実業家たちの出資を期待して命名された、いわ

ばスローガンであった。だが金沢と名古屋を結ぶ構想は1926

年には白山下～白鳥（現長良川鉄道美濃白鳥駅付近）間の地

方鉄道延長線敷設免許申請が却下されたこと、小堀自身の資

金難で実現し得なかった。前述の『北鉄の歩み』にはこの件

に関して次のような記述がある。 

「この鉄道工事に小堀家は、ばく大な資金を投入したため破

産同然に追い込まれ白山下から先の工事は着手されず名古屋

と結ぶ夢はならなかった。」 

 

 

３、幻の金名線延伸計画 

  前項でも触れているが金名線は白

山下～白鳥間の地方鉄道延長線敷設免

許申請を提出している。1927年当時の

金名鉄道の営業収入は 38,369 円に対

し営業費46,840円であり損益8,471円

を出す経営状態である。その中で総工

費 820万円を投じて 80km に及ぶ鉄道

建設は無謀と言わざるを得ない。しか

し金名鉄道は鉄道敷設に本腰を入れて
図 2：白山白川郷ホワイトロードより三方岩岳を望む 

図 1：旧白山下駅に設置されている

小堀氏の胸像 
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いたようで平面図・断面図

の作成を行っている。 

中でも特徴的なのが両白

山地の峠越え区間であり、

白山下駅から 33‰の急勾

配を上り続け、標高 1700m

級の妙法山・三方岩岳の下

を貫く全長 2km 以上のト

ンネルの建設により敷設予

定であった。余談だが 33‰

はスイッチバック時代の板

谷峠に匹敵する勾配であ

る。当時の金名鉄道は小型

蒸気機関車が主流だったた

めどれほど実現性に乏しい

計画かお分かりいただける

だろう。現在、金名線が計

画されていた区間は有料自動車道の白山白川郷ホワイトロードが整備されている。この自動車道によ

り三方岩岳をトンネルで貫いているなど金名線敷設計画に近いルートを辿ることができる。峠越え区

間を過ぎると庄川沿いに敷設されている国道 156 号に沿って南下し、越美南線に合流する計画であっ

た。なお 1961 年に完成した御母衣ダムの建設に伴って地形が変わったため、当時の計画を正確に辿

ることはできない。 

 

４、斜陽期の金名線 

 1960年代以降沿線の過疎化、周辺道路の整備により旅客と貨物輸送が減少したことから1970年4

月1日に電車の運行は朝夕のみで昼間はバス輸送に転換した。この間、金名線の乗客増加を目指して

レジャー施設である手取遊園が1955年に作られたが、開業からわずか15年で閉園している。『北鉄

の歩み』には「スケールが小さく、地域的条件も良好といえず、計画当初期待したほどの成果は上

げられなかった」とある。どれほどの集客を期待していたかは定かではないが、開業当初は盛況だ

ったようで急行「手取」を野町～下吉谷間で4往復ほど増発運行するなどある程度の集客は得られて

いたようである。『白山麓を走った鉄道』によると最盛期には「朝八時から九時三十分迄の僅か一

時間三十分の間に、三千名を輸送するという石川線の快記録を作った」とある。しかし娯楽が多様

化（カラーテレビ・自動車の普及）する時代に対応できず、開園当初の集客を減らしてしまった。

また同書によると自動車による来園者が次第に増え、「電車利用者を前提にした遊園地経営に止め

を刺した」ようである。さらに手取遊園閉園から13年後の1983年には大日川橋梁の橋脚付近の岩盤

が洪水により崩壊して運転不能に陥った。この時は直ちに復旧工事が行われ翌1984年3月には復旧し

たものの、これを一つの契機として各橋梁の調査を行った結果、手取川橋梁の橋台を支える岩盤に

多数の亀裂が走り危険な状態であることが判明したため即日運行中止となった。また西脇恵(1986)

によれば「河合−服部間の３カ所が冠水,路盤の決壊で運転休止状態」との記述もある。沿線各所に

安全性の課題を抱える中で復旧することなく白山下～加賀一の宮駅間は1987年4月29日に廃止とな

った。なお加賀一の宮～鶴来駅間の2.1kmも乗客の減少を理由に2009年廃止となったため小堀の計

図 3：北陸鉄道石川線・金名線および金名線敷設計画の略図 

 



11 

 

画した鉄道はすべて廃止となっている。 

４、現在の金名線跡 

 金名線は廃止後その線形を生かし県道302号手取川自動車道線（通称手取キャニオンロード）とし

て自転車専用道に整備されている。そのため廃止から30年以上経つにもかかわらず多くの遺構が残

っている。今回は金名線の痕跡が残る旧加賀一の宮駅、手取川橋梁、旧大日川駅跡、旧釜清水駅

跡、旧白山下駅跡を取り上げる。 

 

① 旧加賀一の宮駅 

全国に 300近くの末社をもつ白山比咩神社の最寄り駅であった。1927年に作られた破風造りの駅舎

は中部の駅 100選にも選ばれていた風格のある駅舎である。鉄道自体は 2009年に廃線となり荒廃

していたが、2019年手取キャニオンロードの休憩地点として駅全体が整備された。 

左：現在の加賀一の宮駅。2020年 2月 14日撮影 

右：2011年ごろの加賀一の宮駅の様子。駅名版が撤去され外装も荒廃していた。 

 

② 手取川橋梁（金名橋） 

金名線廃止の直接の原因となった橋梁。現在は

橋台を新設した上で金沢市内の犀川にかけられ

ていた御影大橋が移設され、金名線に因んで金

名橋と名付けられている。 

右：金名橋遠景。橋台部分の亀裂が金名線廃止

の原因となった 

 

 

③ 旧大日川駅 

かつては陶石の鉱山として金名線を利用した貨物列車が1970年まで運行されていたため、当時使用

されていた木造ホッパーの跡が残っている。最盛期には１０両以上連結した陶石専用貨物が大日川

駅・服部駅より国鉄西金沢駅まで運転されていた。陶石出荷量の増加に伴って索道搬出が限界を迎

えたことで貨物による輸送が終了した。現存するホッパー自体は老朽化が激しく、いつ倒壊しても

おかしくないほどであった。なお金名線休止の原因となった大日川橋梁は当駅を出てすぐの橋梁で
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あったが当時の橋梁付近は周辺道路の整備によって面影を留めていない。 

左：木造ホッパー跡。木造であるため老朽化が進んでいる 

右：大日川駅があったことを示す駅名標を模した案内板が残る 

 

④ 旧釜清水駅 

現役時は島式ホーム1面2線の線路構造で廃止時点では金名線唯一の交換設備を持った駅であった。

また鳥越村の最寄り駅であったことから同地方の輸送基地であった。1960年の大日川ダム建設のセ

メントはすべて金名線を用いて輸送されていた。駅付近の神社の境内を横切るように鉄道が敷かれ

ており現在でもその面影が残っている。また「白山麓を走った鉄道−金名線−」によれば手取川沿

いに北陸鉄道が自然公園を造成したようだが、現在は木々が成長しておりその様子を伺うことはで

きなかった。 

 

⑤ 旧白山下駅 

金名線の終着駅。トラック輸送が盛んになる以前は周辺自治体（旧吉野谷村・旧尾口村・旧白峰

村）から集約された木材の運搬が盛んだったようで駅前に日本通運の事務所があるなど白山麓の中

心地として栄えていた。現在は駅舎が数年前に取り壊されたことで鉄道時代の面影はほとんどない

左：旧釜清水駅ホーム付近。駅の遺構は残っていないが歩道が広くなっている場所がかつての

ホーム跡であったと推測される 

右：境内を横切った線路跡。道路部分がかつて線路だった 
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が、サイクルステーション白山下として改修され自転車利用者の休憩地として利用されている。ま

た内部には現役当時の品が飾られていて往時を垣間見ることができる。周辺には小堀定信氏の胸像

と鉄道駅時代から残る林業用倉庫が建ち、そこだけが鉄道時代の面影を残している。 

左：大きく改修されたため現役当時の面影は残っていない旧白山下駅 

右：現役時代から残る倉庫。現在は農業倉庫として活用されている 

 

５、周辺地域に与えた影響 

 鉄道の開通によって白山麓一

帯の交通が整備されただけでな

く、産業の発達が促された。手

取川上流地域である旧吉野谷

村・白峰村・尾口村では木材だ

けでなく葉タバコの輸送で金沢

とのつながりが強くなった。旧

鳥越村では小松とのつながりが

薄くなり、1949年に鶴来・金沢

とのつながりが強くなったこと

で能美郡から石川郡へ編入して

いる。この経緯から旧鳥越村は

金名線が生活の主要交通であっ

たため手取川橋梁の劣化を原因

とした運行休止に関して1984年

12月に金名線廃止およびバス転

換に対して反対の決議を行って

いる。 

 

５、まとめ 

近年において災害を理由に廃止となった鉄道は高千穂鉄道・岩泉線とあるがそのどちらも自然災

害によるものであった。現在も添田～夜明駅間が運休中でありBRTへの転換が議論されている日田

彦山線も自然災害による運転休止である。一方、金名線は橋台の劣化・路盤の決壊など経年劣化に

よるものだったため継続的な補修が行われていれば運行を続けること可能だったのではないかと思

われる。ただ老朽化した設備での運転継続には問題があることは当然であり、2000年・2001年には

図 4:1980 年ごろの金名線と周辺自治体 
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隣県・福井県の京福電気鉄道で設備の老朽化による事故が起こっている。安全性の観点から見れば

正しい決断だったと言えるのではないだろうか。また北陸鉄道は1960-70年代にかけて8路線が廃止

となっているが、金名線は昼行列車の運転は休止したものの84年まで運転を行なっていた。沿線は

手取渓谷、両白山地だけでなくスキー場などの観光資源もあったため、それらの活かし方を模索し

つつ運転を継続していたと推測される（手取遊園の開設など）。そのため運転休止は北陸鉄道とし

ても苦渋の決断だったのではないかと考えられる。現在かつての金名線は代替バスが6.5往復走って

いるがバス利用者は高齢者がほとんどであり、近い将来バスの減便または廃止となっても不思議で

はない。過疎化の進行は金名線廃止だけが原因ではないだろうが、鉄道廃止によって地域住民の移

動手段が制限されることで過疎化の進行が進んだと思われる。それだけに風光明媚な手取渓谷・両

白山地を走る金名線の観光開発に力を入れていればと思わずにいられない。 

 

７、おわりに 

 個人的に思い入れの深い北陸鉄道石川線の廃駅である加賀一の宮駅が整備されたことを機に今回

の調査を始めたが、金名鉄道時代に測量が行われていたこと、これほどの過疎地に鉄道が走っていた

ことなど驚くことばかりであった。また敷設計画の岐阜県側はその多くが御母衣ダムとなり湖底に沈

んでいるため駅の建設予定地を予測することが困難だったのが残念だった。未成線を旅したのも今回

が初めてだったが鉄道の痕跡は廃止から 30 年近くたった今でもなお残っていることを肌で感じた。

石川県内には数多くの廃線があるため今後も調査を続けていきたい。 

 

８、参考文献 

1)北陸鉄道『北鉄の歩み』北國出版社,1974,355p 

2)西脇恵「中京・北陸地方のローカル私鉄現況 9 北陸鉄道」『鉄道ピクトリアル』電気車研究

会 ,461,3(1986),135-140p 

3)寺田裕一『北陸鉄道金名線』ネコ・パブリッシング,2018,48p 

4)鳥越村『石川県鳥越村村誌別巻 白山麓を走った鉄道−金名線−』鳥越村教育委員会,1990,184p 

（写真はすべて筆者撮影、本文中で用いた図は筆者作成） 
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東北木造駅舎紀行 

3年 清水 要 

 

花で彩られた末続駅（R2-3-13） 

はじめに 

全国的に数を減らしつつある木造駅舎。特に JR 東日本管内ではここ数年で一気に駅

舎の改築が進み、路線によっては風前の灯火といっても過言ではない。だが、東北地方

にはまだまだ魅力的な木造駅舎が

多く残っている。この記事では東北

に残る木造駅舎の中から筆者が個

人的に気に入った駅舎を紹介して

いこう。 

 

常磐線 末続駅 

昭和 22 年開業。無人駅だが、地元

ボランティアによって清掃・管理が

行われているため状態は良い。平成
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29 年には開業 70 周年を記念して、ボランティアによって外壁が再塗装され、美しく

生まれ変わった。ホームには花を植えたプランターが並べられ、寂しくなりがちな無

人駅を明るく彩っている。利用者こそ少ないが、地元の人から愛されているのが伝わ

ってくる駅だ。 

常磐線 竜田駅 

現在の駅舎は昭和 13 年 2 月に建

てられたもので、現在橋上化工事

が進められているため、近い将来

見納めとなる模様。小ぶりながら

も三角形のファザードと軒下にめ

ぐらされた小さな庇がデザインを

引き締めている。震災の影響によ

り、平成 26 年 6 月 1 日から 3 年

4か月間は一時的に終着駅だった。 

米坂線 今泉駅 

山形鉄道フラワー長井線との乗換

駅で、大正 3 年に長井軽便線の駅

として開業。駅舎は補修されては

いるが、随所に古さを留める。紀行

作家の宮脇俊三氏は、終戦の日に

玉音放送をこの駅の駅前広場で聞

いたという。75 年前に宮脇氏が降

り立った駅舎は今も変わらずそこ

にある。 

米坂線 小国駅 

昭和 10 年開業。運行拠点駅らしく

2 階建ての大きな駅舎が残る。簡素

化が進んだローカル線では今時め

ったに見られない重厚な駅舎だ。駅

前広場の突き当りにどっしりと構

えた姿は、駅が町の玄関口だった時

代の名残を感じさせる。待合室では 

ツキノワグマの剥製「おぐたん」が

旅人をお出迎え。 
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東北本線 新田駅 

明治 27 年開業。白鳥の飛来地と

して知られる伊豆沼の最寄り駅。

駅舎は、右半分は入母屋屋根だ

が、左半分は切妻屋根という、左

右非対称の珍しい形状をしてい

る。建築年は不明だが、相当古い

ものだと思われる。平成 31 年 3

月 16 日に無人化されており、今

後が気にかかる。 

山田線 川内駅 

昭和 8 年開業。一日の乗車人員

は 10 人にも満たないが、列車

の交換や折り返しが行われる

ため、平成 30 年 4 月 22 日まで

有人駅だった。駅舎は待合室内

にトイレが増築されているほ

かは原型を留めており、状態は

良いが、本数の少なさゆえに列

車で訪問しにくいのが難点だ。 

 

IGR いわて銀河鉄道  

小鳥谷駅 

明治 24 年開業。旧駅事務室

の一部は農産物直売所とし

て使用されている。昨年夏

に訪れたときには、回廊の

下でおばあさんが涼み、初

老の駅員さんはホームに並

べた鉢植えの水やりに精を

出していた。ふらりと途中

下車してボーっとするには

ちょうどいい駅だ。 
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奥羽本線 飯詰駅 

昭和 17 年に建てられた駅舎は控えめ

なデザインで、はっきり言って目立た

ず地味だ。だがそれゆえに気取らない

良さのようなものが感じられる。まさ

にシンプルイズベスト。縦書きの駅名

表示もまたいい味を出している。注目

されることは少ないけれど、末永く残

ってほしい駅舎である。 

羽越本線 新屋駅 

秋田市の郊外にある駅で、今

年の 2 月 22 日で開業 100 周

年を迎えた。大正 9 年開業時

に建てられた駅舎は、平成 28

年にリニューアルされ、開業

当時の姿に近い木目調の外観

となっている。まるで新築の

ような雰囲気だが、これから

年月を経て徐々に風格が出て

くるのだろう。 

五能線 驫木駅 

海を背にして建つ木

造駅舎は、昭和 27 年

に建てられたもの。映

画や青春 18 きっぷの

ポスターにも登場し

たことから、鉄道ファ

ン以外にも人気があ

る。下灘駅のように観

光地化されることな

く、ゆっくりと海を眺

められる駅のままで

いてほしい。 
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五能線 北金ヶ沢駅 

昭和 6 年開業。五能線ではすっかり少なくなった開業時からの木造駅舎だ。右に増築

されたトイレがちぐはぐな印象だが、板張りのまま残る駅舎は風雪に耐えてきた 90 年

近い歳月を感じさせる。駅の近くには日本一の大きさを誇る大イチョウがあり、それ

を見るためにこの駅を訪れる人もいるようだ。 

おわりに 

以上、路線の偏りがあるものの東北の木造駅舎を紹介してきた。拙い文章なので駅の

魅力を充分に伝えきれていないとは思うが、この記事を読んで気になった駅に実際に

足を運んでいただければ幸いである。また、木造駅舎以外に新しい駅舎にも良いもの

は多いので、また別の機会にでも紹介できればと思う。 

参考文献（いずれも最終閲覧日 2020/3/15） 

さいきの駅舎訪問 

http://ekisya.net/ 

ウェブカッフェ「れとろ駅舎」 

http://www.retro-station.jp/ 

宮脇俊三（2001）「増補版時刻表昭和史」,角川文庫 
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東急から富山地鉄へ 

創造理工学部 1年 篠崎郁司 

 

 二月某日、記録的暖冬で雪のない富山で貸切列車が運行された。その模様を乗車記

として記す。 

1. 概要 

イベントの舞台となったのは富山地方鉄道(以下、地鉄と表記)。車両は

17485+17486号であった。この車両

は 2019年 10 月に地鉄に譲渡され

た、元東急 8590系である。地鉄で

は 17480 形となる。同車両は改造工

事、試運転を経て 2019 年 12月 31

日に営業運転を始めたばかりであ

る。17480 形自体は 2013 年 11 月に

2 編成が営業運転を開始している。

もちろん元東急 8590系であるが、

この 2編成は前面の帯が赤と黄のグ

ラデーションになっているのに対

し、今回譲渡された車両は前面の帯

が赤一色であるから、容易に区別で

きる。 

行程は、電鉄富山-(不二越・上滝

線)-岩峅寺-(立山線)-有峰口-千垣-有

峰口-(立山線)-寺田-(本線)-上市-(本線)-

稲荷町、というものであった。 

 

2. ロングシートに揺られて 

 集合時間の 12:40、電鉄富山駅に着

くとすでに、改札前には大きなカメラ

を抱えた集団の姿が。貸切列車の参加

者であろう。ざっと 2,30 人ほどであ

る。受付を済ませると、乗車記念証

と行程表が渡された。 図1 電鉄富山駅に入線する17485+17486号 

富山地方鉄道路線図 
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 13:18、シャッター音が鳴る中、1 番線に今回貸し切る 17485+17486 号が入線

してきた。(図 1)方向幕は｢臨時 ワンマン｣。貸切列車でもワンマン表示で運行

するようだ。参加者が乗り込んだ 13:35、プーッとブザーが鳴ると、ゆっくり扉

が閉まる。地鉄の車両の扉はすべてブザーがつけられるが、車両や扉ごとに音程

が微妙に違うところが面白い。この車両も例外ではなく、左右でも音が異なって

いる。 

 列車はほどなくして稲荷町に到着。ここ

でしばし撮影タイムである。列車先頭にカ

メラが向けられる。方向幕が回されている

のだ。電鉄富山、宇奈月温泉など普段よく

見る行先から越中荏原、越中舟橋など定期

列車では終点にならない行先もあった。そ

して最後に表示されたのは…なんと渋谷。

(図 2)富山地方鉄道不二越線普通渋谷行、ワ

ンマン列車が誕生した。東急時代のものが残っているようで、これには運転手さ

んも驚かれていた。 

 20分ほど停車したのち、稲荷町を出発。開業したばかりの栄町駅や不二越線の

由来となった不二越駅などを通過し、市内電車との乗換駅、南富山駅に到着し

た。ここで定期列車の待ち合わせを行ったが、そこにやってきたのは数年前一足

早く地鉄に来た 17483+17484 号。並んだ元東急の 2列車を撮影したいところだ

が、停車時間が短いため断念。列車はまもなく発車し、一路岩峅寺へ向かう。 

 冬の富山らしい暗い曇り空のもと、普段

は普通列車しか走らない上滝線をノンスト

ップで爆走する。余談ではあるが、先ほど

の南富山駅を境に、北側を不二越線、南側

を上滝線といい、合わせて不二越・上滝線

と呼ばれる。岩峅寺駅に到着すると、隣に

は 10030 形の電鉄富山行が停車している。

(図 3)これは京阪電鉄から来た車両でホーム

を挟んで西と東の大手私鉄車両が顔合わせ

する形となった。 

 撮影していると雪が降り始めたので、車内に戻り、先頭車両へ向かう。という

のも、岩峅寺駅構内の“連絡線”を記録するためである。上滝線を南下してきた定

期列車はすべて岩峅寺駅で折り返して電鉄富山行となり、立山線へ直通すること

図 2 渋谷行の方向幕が残っていた 

図 3 岩峅寺駅で元京阪の 10030 形

と並ぶ 
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はない。立山方面へ向かいたい場合はこの岩

峅寺駅で立山線の列車に乗り換えなければな

らない。かといって、この 2路線の間は分断

されているわけではなく、“連絡線”が存在す

る。この貸切列車は岩峅寺駅を出発後、立山

線に入るから、この“連絡線”を通ることがで

きるのである。(図 4) 

 列車は立山線に入り、横江、千垣を通過す

ると、このイベントの目玉となる千垣橋梁を

渡る。参加者の多くは有峰口に到着後、有峰

口と千垣の間を往復し、千垣橋梁を渡る列車

の撮影をする。筆者も他の参加者に続いて有

峰口で下車し、千垣橋梁の一つ上流にある道

路橋へ向かう。しばらくすると、警笛が聞こ

え、列車がやって来た。今にも止まりそうな

速度で緑の大きなアーチ橋を渡る列車に、参

加者はシャッターを切っていた。(図 5) 

 撮影を済ませた参加者を乗せると、列車は

立山線を北上しノンストップで寺田へ。寺田からは本線に入り上市へ向かうた

め、立山線ホームから本線ホームへと駅構内を移動する。この動きを少し見てみ

る。列車は立山線ホームを出発すると、立山線と本線の分岐器を通過し、本線を

電鉄富山方面に進む。一両目が駅のすぐ近くにある踏切に差し掛かると停車。進

行方向左手を見ると車が一台踏切待ちをしている。クラクションが鳴る。もっと

もなことだ。踏切待ちをしていてようやく電

車が来たと思ったら目の前で停車するのだか

ら。そんなことは気にも留めず、運転手さん

は反対側の運転台へ向かう。まもなく列車は

動き出し、本線ホームへ向かった。気づけ

ば、踏切待ちの車はいなくなっていた。寺田

駅でしばらく停車し、本線電鉄富山行の

10030 形、立山線岩峅寺行の 14760形を見送

った 16:05、列車は上市駅へ向かう。（図 6） 

上市駅は本線の途中駅であるが、頭端式ホームとなっていて、すべての列車が

スイッチバックを行う。この上市駅では 25 分間停車する。方向幕が回されたり、

図 4 先頭から上滝線と立山線の

連絡線を見る 

図 5 千垣橋梁を渡る貸切列車 

図 6 寺田駅本線ホームに停車中 
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参加者が持参したヘッドマークが掲げられた

りした。隣には 16010 形が停車している。

この車両は元西武鉄道のレッドアローであ

る。編成は 2 両に縮められ、ワンマン化な

どの改造が行われているが、塗装は西武時代

のままとなっている。(図 7) 

 16:35、列車は最終目的地である稲荷町車

庫へ向けて本線を電鉄富山方面へ戻る。途中

定期列車とすれ違い、常願寺川を渡ると、稲

荷町駅に到着。ここで参加者は全員降車し、

隣接する稲荷町車庫へと向かう。荷物を事務

所に置くと、ほどなくして今まで乗ってきた

列車が車庫に入ってきた。その時、ずっと空

を覆っていた雲の隙間から陽が差し始めた。

貸切った列車だけをひたすら撮る者、他の地

鉄車両との並びを撮る者、各々自由に過ごし

ていた。(図 8)最後に参加者全員で車庫の前で集合写真を撮り、イベントは終了

した。(図 9) 

3. 参考文献 

・“富山地方鉄道 17480形が営業運転を開始”.railf.jp. 

https://railf.jp/news/2013/amp/11/03/201500.html(2020.3.7 閲覧) 

･“富山地鉄 14780形第 3 編成が営業運転を開始” .railf.jp. 

https://railf.jp/news/2020/amp/01/05/193000.html(2020.3.7 閲覧) 

(特筆のないものはすべて筆者撮影)  

図 7 上市駅で元西武レッドアロー

と並ぶ 

図 8 稲荷町車庫で並んだ地鉄車両 

図 9 参加者全員での記念撮影(提供:主催者の北村さん) 
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精算の手引き 

教育学部 2 年 平林 知周 

◆はじめに 

 旅行へ行くと、つい目的地以外へ足を伸ばしてしまうこともあるだろう。そのよう

なときに起きる事態が「精算」である。しかし、いくら払えばいいのかわからない！

駅員さんに申し出れば、計算してもらえるが、無人駅ならば…。自分で計算できるよ

うになれば困ることもなくなるということで、今回は JRの乗り越しにフォーカスし

て精算の計算方法・根拠を説明していく。なおこの記事によって不利益を被った場

合、筆者は一切の責任を負わないのでご了承いただきたい。 

 

①普通乗車券の精算 

そもそも乗り越し精算は、区間変更の一種である。旅客営業規則（以下、旅規）に

は次のように定められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乗り越しは、当初降りるはずの駅を超えて他の駅まで行くこと、即ち着駅の変更にあ

たるので旅規第 249 条第 1 項 1 号に該当する。 

次に計算の仕方を見ていこう。計算方法には 2通りある。乗り越した駅から新たに

運賃を収受する着駅計算（打ち切り）、不足分を収受する発駅計算（差額収受）であ

る。旅規第 249 条第 2 項第 1号（イ）では着駅計算、（ロ）は発駅計算について定め

ている。なおこの規定は普通乗車券の取り扱いであり、定期乗車券（定期券）や普通

回数乗車券（回数券）は含まれていない。 

発駅計算を適用するケースは、大都市近郊区間内相互の区間変更及び片道 100 キロ

メートル以内の普通乗車券における区間変更のみであり、それ以外のケースでは着駅

計算になる。 

（区間変更） 

第 249 条 普通乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両券を所

持する旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受

け、当該乗車券類に表示された着駅、営業キロ又は経路について、次の各号に定める変更

（この変更を「区間変更」という。）をすることができる。 

（1）着駅又は営業キロを、当該着駅を超えた駅又は当該営業キロを超えた営業キロへの変更 

（2）着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更 

（3）経路を、当該経路と異なる経路への変更 
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［例 1 高田馬場から新宿までの普通乗車券で原宿まで乗り越す］ 

 

 

 

＊高田馬場～新宿 営業キロ 2.7km＝140 円【原券】 

＊高田馬場～原宿 営業キロ 4.9km＝160 円 

旅規第 249 条第 2 項第 1号ロ（イ）（ロ）に基づき、精算金額は 160－140＝20（円） 

 

［例 2 高田馬場から新宿までの普通乗車券で三島まで乗り越す］ 

＊高田馬場～新宿 営業キロ 2.7km＝140 円【原券】 

＊高田馬場～三島 営業キロ 127.2km＝2310 円 

旅規第 249 条第 2 項第 1号ロ（ロ）に基づき、精算金額は 2310－140＝2170（円） 

（区間変更） 

２ 区間変更の取扱いをする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。 

（1）普通乗車券 

イ 次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券（学生割引普通乗車券を

除く。）であって、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるとき

は、変更区間及び不乗区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の

普通旅客運賃によって計算する。 

（イ）前項第 1号に規定する場合は、変更区間に対する普通旅客運賃を収受する。 

（中略） 

ロ イの場合において、原乗車券（学生割引普通乗車券を除く。）が次のいずれかに該当

するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車区間に対

する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場

合、原乗車券が割引普通乗車券であって、その割引が実際に乗車する区間に対しても適

用のあるものであるときは、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用し

た割引率による割引の普通旅客運賃によって計算する。 

（イ）大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に区間変更の取扱

いをするとき。 

（ロ）片道の乗車区間の営業キロが 100 キロメートル以内の普通乗車券で区間変更の取

扱いをするとき。 

高
田
馬
場

田
馬
場 

新 
 

宿 

原 
 

宿 

三 
 

島 
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［例 3 函館から大宮までの普通乗車券で新宿まで乗り越す］ 

 

 

 

＊函館～大宮 営業キロ 850.1km＝12100 円【原券】 

＊大宮～新宿 営業キロ 27.4km＝480 円 

👉原券は片道 100km以上の普通乗車券かつ大都市近郊区間内相互ではない 

旅規第 249 条第 2 項第 1号イ（イ）に基づき、精算金額は 480（円） 

（参考） 

＊函館～新宿 営業キロ 877.5km（880.4km）＝12430 円 

［例 4 以下の券で恵比寿まで乗り越す場合］ 

 

 

 

 

 

 

 

＊新宿～渋 谷 営業キロ 3.4km＝160 円【原券】 

＊新宿～恵比寿 営業キロ 5.0km＝160 円 

＊渋谷～恵比寿 営業キロ 1.6km＝140 円 

旅規第 249 条第 2 項第 1号ロ（イ）（ロ）に基づき、精算金額は 160－160＝0（円） 

 

②普通回数乗車券と定期乗車券の精算 

 普通回数乗車券は乗車変更（区間変更）を行うことができず、定期乗車券も旅規

第 249 条により区間変更を扱わないことになっている。 

 

 

 

 

そのため乗り越しは別途乗車として取り扱うことになる。別途乗車では着駅計算と同

様に通算しない、打ち切った計算法になる。 

 

 

函 
 

館 

大 
 

宮 

新 
 

宿 

新 

宿 
渋 

谷 

恵
比
寿 

（割引乗車券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限） 

第 243 条 区間・経路等に制限のある種類の割引乗車券又は普通回数乗車券を所持する旅 

客に対しては、乗車変更の取扱いをしない。 



27 

 

 

 

 

 

 

 

［例 4 池袋から新宿までの普通回数乗車券を所持、荻窪まで乗り越す］ 

 

 

 

＊池袋～新宿 営業キロ 4.8km＝160 円【原券・普通回数乗車券】 

＊新宿～荻窪 営業キロ 8.4km＝170 円 

旅規第 247 条に基づき、精算金額は 170 円 

👉定期乗車券でも同様に乗り越し区間の普通旅客運賃を収受する 

 

③特別企画乗車券 

どのように取り扱うかは、企画乗車券ごとに異なるが、基本的には別途乗車として

扱われる。ただし企画乗車券はその性質上、旅規よりも優先される「特約」があり、

商品によっては別途乗車すら認めないものもあるため、利用する前に各種条件をよく

確認することをおすすめする。 

［例 5 豊橋往復きっぷで名古屋から新所原まで乗車］ 

 

 

 

＊特別企画乗車券 営業キロ***km＝1900 円（片道あたり 950 円）【原券】 

＊名古屋～新所原 営業キロ 83.6km＝1520 円 

乗り越しが一切できない企画乗車券のため精算金額は 1520 円 

（参考） 

◇豊橋往復きっぷ 

●きっぷの区間外に乗り越された場合は、乗車駅から降車駅までの所定運賃・料金等

をお支払いいただきます。その際、このきっぷは使用券片あたりの金額を払いもどし

いたします。［1］ 

 

 

（別途乗車） 

第 247 条 旅客が、乗車変更の請求をした場合において、その所持する乗車券が、乗車変 

更の取扱いについて制限のあるものであるとき又は旅客運賃計算の打切り等によって旅 

客の希望するとおりの変更の取扱いができないものであるときは、その取扱いをしない 

区間について、別途乗車として、その区間に対する相当の旅客運賃を収受して取り扱う。 

池 

袋 

新 

宿 

荻 

窪 

名
古
屋 

豊 

橋 

新
所
原 
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注釈・参考文献 

［1］東海旅客鉄道「豊橋往復きっぷ／往復・カルテットきっぷ専用新幹線変更券」

https://railway.jr-central.co.jp/tickets/toyohashi-round/index.html 

2020 年 4 月 10 日閲覧 

小布施由武『JR 旅客制度のQ&A【第 2版】』（2015）、自由国民社、257p. 

 

＊マルス券の画像は筆者撮影 
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客車のおなまえっ！ 

先進理工学部 4年古林真樹(コリン堂) 

 今回は車両称号規定について書こうと思う。鉄道車両の形式は時代によって変化し

ており、同じ車両についても時代時代によって呼び名が異なる。例えば客車だとスハ

33650→オハ 35、電車だと 63100→モハ 10、モハ 90→モハ 101 などが有名であろう。

では、これらの形式名はいつどのように変化していたのか。少し探ってみよう。 

 大きく車両の形式名が変わった年として、 

・明治 44 年 

・大正 3 年(電車のみ) 

・昭和 3 年 

・昭和 16 年 

・昭和 28 年 

・昭和 34 年(電車のみ) 

があげられる。順に見ていこう。 

 

明治 44年以前 

この時代は、正直に言うと資料がないのでよくわからないというのが実情である。

明治 20、30 年代の古写真などを見ると、一等客車に”い”、二等客車に”ろ”、三等客車

に”は”と言った文字が確認されるため、何らかの車種を表す記号などはあったようであ

るが、詳細は不明である。 

また、明治 33 年に客貨車検査及修理心得が制定。車両の用途をあらわす文字は制定

されたが、番号による形式の称号があったかどうかは不明である。 

 

明治 44年 

 明治 40 年に鉄道国有化が行われ、全国の鉄道車両を一括して管理する必要が出てき

た。そこで明治 44 年になると車両の統一を図るために"車両称号規定"が公布。台枠や

台車を統一した鉄道院基本型客車が製造されるようになった。このとき鉄道院所有の

客車全体に統一的な番号のみによる形式称号が制定、用途別に形式番号が振られた。

これを表 1 に示す。ただし、2 軸ボギー客車について、当初は 5000～8999 の範囲で

形式番号を振る予定だったが、車両の増備に従って空き番号がなくなったため、収ま

らなかったものについては形式番号に+10000 される形で形式番号が振られた。この時

15000～と 16500~が客車に、16100~16499 が電車に充てられた。ややこしや。 
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表 1 明治 44 年の客車称号表(旧台枠) 

 

 

さて、ここまででもややこしいのだが、もう少しややこしくなる。改軌論争の登場で

ある。日本における改軌論争とは、開業時から日本の鉄道の軌間(レール幅)は狭軌の

1067mm であったが、これを標準軌の 1435mm に改めるべきではないかという論争で

ある。日本では明治 20 年ごろから改軌論争はあったが、狭軌側が優勢であった。しか

し、鉄道院総裁に仙石貢が就任。彼とその後継者は標準軌化賛成派であったため状況

が一変。調査委員会が多数設置されるなど、広軌化への布石が撃たれ始めた。 

その一環として、大正 5 年から車軸を長軸とした客車が新造されるように。これに

伴い台枠/台車の設計が変更され、新しい台枠/台車を採用した客車は 20000 代を名乗

るようになった。このときの付番を表 2 に示す。この時、電車についても番号が用意

された(23100~23899)。しかし、初期の 50PS 主電動機はこれに従うも、100PS、150PS

出力の電車を万の桁の数字に 3,4,6 を割り当てて区別するようにした結果、最終的には

割当番号 車種

2軸、3軸車 -4999

5000 - 特別車,寝台車,食堂車

5100 - 一/二等車

5200 - 二等,二等緩急車

5700 - 二/三等,二/三等緩急車

6000 - 一等病客,二等病客車

6100 - 電車（二等,二/三等,三等）

6400 - 電車（付随車,荷物合造車）

6500 - 三等車

7400 - 三等緩急車

8000 - 三等郵便,三等郵便緩急車

8200 - 三等郵便荷物車

8300 - 三等荷物車

8500 - 郵便,郵便緩急,郵便荷物車

8800 - 荷物

15000 - 客車（5000~8999であふれた分）

16100 - 電車（5000~8999であふれた分）

16500 - 客車（5000~8999であふれた分）

9000 -
特別,寝台,食堂,その合造,一等食堂

車

9200 - 二等食堂,一等,二等,一/二等車

9300 - 二等,二等緩急車

9400 - 二/三等,二/三等緩急車

9500 - 三等,三等緩急車

9700 - 三等郵便,三等荷物車

9900 - 郵物荷物/荷物車

10000 - 一等寝台,二等寝台,食堂車

3軸ボギー客

車

2軸ボギー客

車
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全く違う称号形態になっている。 

さてこの時、旧来の鉄道院基本型客車の台枠は UF11/41 (2 軸ボギー車が 11、3 軸ボ

ギー車が 41)、台車は TR10/70 (2 軸台車が 10、3 軸台車が 70)と呼ばれるものだった。

これが大正 5 年に台枠は UF12/42 (2 軸ボギー車が 12、3 軸ボギー車が 42)、台車は

TR11/71 (2 軸台車が 11、3 軸台車が 71)と呼ばれるものに切り替わった。しかしサイ

ズ自体は旧来のものを踏襲した車両が大正 7,8 年まで製造され、新しい台枠/台車に見

合った大型の車体を持つ客車の製造が始まったのは大正 9 年からであった。これがの

ちにさらにややこしくなる原因となる。 

さらに、もはやお約束の車両の増備に従って番号が足りなくなる事態も発生。この

時も同様に形式番号に+10000 される形で形式番号が振られた。つまり、30000 代の客

車も存在する。さらにさらに、のちのオハ 31 となる鋼製客車も昭和 2 年に登場。これ

に対しては木製客車に対し鋼製ということを区別するために 40000 代の番号が付けら

れた。 

ちなみに車体には”重量記号”+”用途記号”+”形式番号兼製造番号”が書かれていた。ボ

ギー車でない車両には重量記号はなく、ボギー車の重量記号は”コ、ホ、ナ、オ、ス(の

ちにマが追加)”であり、用途記号は”イ、ロ、ハ、、、”といったものである。また、当初

電車は”重量記号”+”デ”+”形式番号兼製造番号”という標記であったが、大正 3 年に独自

の表記法に移行した。 

表 2 明治 44 年の客車称号表(新台枠) 
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大正 3年 

 大正 3 年は、客車にとって大きな変更はない。しかし電車にとっては変化のある年

であった。 

 まず、従来”重量記号”+”デ”+”形式番号兼製造番号”という標記であったのが”車種記

号”+”用途記号”+”形式番号兼製造番号”という標記に変化した。文字の意味を表 3 に示

す(サのみ大正 6 より追加)。ただし、相変わらず形式称号自体は番号のみで形成されて

いた。 

表 3 電車の標記の文字の意味 

 

 

 

昭和 3年 

 昭和 3 年は電車、客車ともに形式称号が大きく変わった年である。 

 

客車 

 明治44年から客車の増備は続き、明治44年の付番形式では限界が見えてきていた。

そこで客車全体を構造や大きさによって再区分し、一から番号が付けなおされること

文字 意味
デ 電動車
サ 付随車
ク 付随制御車
ロ 二等
ハ 三等
ユ 郵便
ニ 荷物
・・・ ・・・

車種記号

用途記号

割当番号 車種

20000 - 特別車,一等寝台,一/二等寝台車

20500 - 二等寝台,二等寝台緩急車

20800 - 食堂車

20900 - 一等食堂,二等食堂

21000 - 一等,一等緩急車

21100 - 一/二等,一/二等緩急車

21600 - 二等車

22100 - 二等緩急車

22300 - 二/三等,二/三等緩急車,二等病客車

23100 - 電車（二等,三等）

23600 - 電車（付随車,荷物合造車）

23900 - 三等車

25200 - 三等緩急車

26000 - 三等郵便,三等郵便緩急車

26600 - 三等郵便荷物,三等荷物車

27400 - 郵便,郵便緩急車

27500 - 郵便荷物車

27700 - 荷物車

31700-31974 形式21700(二等)のあふれた分

34400-35391 形式24400(三等)のあふれた分

28000 - 特別車

28200 - 一等寝台

28400 - 一/二等寝台,二等寝台,二等寝台緩急車

28600 - 一/二等食堂,食堂

28800 - 一等,一等緩急,一/二等,一/二等緩急車

29000 - 二等,二等緩急,二/三等,二/三等緩急車

29300 - 三等,三等緩急車

29700 - 三等荷物,三等郵便,郵便車

29900 - 郵便荷物,荷物車

2軸ボギー客車

3軸ボギー客車
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になった。まず、客車の構造と寸法によって”雑形”、”中型”、”大型”、”鋼製”に分類。雑

形とは、明治 44 年の基本型以前に製造された客車全般、中型とは明治 44 年制定の鉄

道院基本型客車の寸法にのっとった幅 2590mm の客車、大型とは大正 9 年以降に製造

された幅 2900 の大型の客車、鋼製とは鋼鉄製の客車である。(表 4)また、台車の種類

は線の位の番号で区別するようになった。(表 5)また、鋼製客車は後年の増備により、

40000 代も使用されるようになった(昭和 9 年より)。 

 さてここで大正 5~9 年製の客車を思い出してほしい。この年代の客車はまとめると 

~大正 5 年度:旧台枠/台車の中型客車 

大正 7,8 年度:新台枠/台車の中型客車 

大正 9 年度~:新台枠/台車の大型客車 

である。従って、従来は 20000 代だったものが 10000 代になるなど、とてもややこし

いことが発生している。 

 

表 4 客車構造/寸法による付番 

 

表 5 台車の種類による付番 

 

 

電車 

 電車の付番方式は昭和 16 年で大きく変化した。 

 まず、従来電車は客車と同様の扱いをされ、客車と同様に番号のみの形式称号であ

った (結果的に大きく異なる体系に放ったが)。従来は 6450、33500、63100 などのよ

うに、5 あるいは 4 桁の番号のみで形式が定められていた。しかし、昭和 3 年改正で

は形式がモニ 3、モハ 1、モハ 10 などのように“車種記号”+”用途記号”+”2 桁の数字”で

定められるようになった。また、従来電動車には”デ”の文字が充てられていたが、”モ”

の文字が充てられるようになった。このとき、70(85)kW(≒100PS)級の主電動機を持

つ電動車及びそれと組成される電車には 1 桁台、100kW (≒150PS)級の主電動機を持

つ電動車及びそれと組成される電車には 10~20 番台、鋼製電車(100kW 級主電動機を

持つ)には 30 番台が与えられた。これらを表 6 にまとめた。 

割当番号 車種 備考
-9999 雑形客車 明治44年までに製造された客車全般
10000- 中型客車 大正8年までに製造の鉄道院基本型客車の寸法の客車
20000- 大型客車 大正9年以降製造の幅2900mmの大型客車
30000- 鋼製客車

千位の数字 台車
0-6 2軸
7-9 3軸
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また、実際の標記は“重量記号”+”用途記号”+”2 あるいは 1 桁の数字”+”3 桁の製造番

号”で、番号同士の間にはスペースがなかったため実際には モニ 3001、モハ 1050、

モハ 10155 といった標記がなされた。 

表 6 昭和 3 年電車付番表 

 

 

 

昭和 16年 

 昭和 16 年も昭和 3 年レベルの大改称が行われた。客車は鋼製と木製に大別され、そ

れぞれ別の方式で付番されるようになった。 

 

木製客車 

 木製客車に関しては、昭和 3 年改正と大きく変わることはなかった。付番表は表 7

に示す。 

表 7 昭和 16 年の木製客車付番表 

 

 

主電動機出力 形式 特徴
モハ1
モユニ2
モニ3
モヤ4
サハ6
モハ10
クハ15
クヤ16
サロ17
サロ18
サハ19
サハ25
サハ26
モハ30
サロ35
サハ36

70(85)kW

100kW

木製

木製

鋼製

割当番号 車種
　　　1-6999 2軸&雑形2軸ボギー
7000-9999 3軸&雑形3軸ボギー

10000-16999 中型2軸ボギー客車
17000-19999 中型3軸ボギー客車
20000-26999 大型2軸ボギー客車
27000-29999 大型3軸ボギー客車
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鋼製客車 

 鋼製客車の付番方式は昭和 16 年で大きく変化した。 

従来の客車の形式は、32000、32600、33650 などのように、5 桁の形式番号のみで定

められていた。しかし、昭和 16 年改正では形式がオハ 31、スハ 32、オハ 35 などの

ように“重量記号”+”用途記号”+”2 桁の数字”で定められるようになった。このとき、2

桁の数字の十の位の数字こそ表 8 に示したように構造によるものであったが、一の位

の数字は出た車種順につけられていった。 

 また、実際の標記は“重量記号”+”用途記号”+”2 桁の数字”+”製造番号”で、番号同士の

間にはスペースがなかったため実際には オハ 311、スハ 32863、オロ 4023 といった

標記がなされた。 

表 8 昭和 16 年改正の形式付番表 

 

 

 

昭和 28、34年 

 昭和 28 年改称では現行とほぼ同様になった。昭和 34 年には新性能電車の付番方式

が追加された。これらの内容はほぼ現行と同じであるため省略する。 

 

 

 

 

引用文献 

1. 東京鉄道局. 省線電車史綱要. 1927. 

2. 日本国有鉄道. 日本国有鉄道百年史. 東京 : 交通協力会, 昭和 50. 

3. 鉄道史資料保存会. 鋼製客車形式図集Ⅰ/Ⅱ. 大阪 : 鉄道史資料保存会, S61. 4-

88540-046-5/4-88540-047-3. 

4. —. 大型木製客車図面集. 大阪 : 鉄道史資料保存会, S60. 4-88540-043-0. 

5. —. 木製省電図面集. 大阪 : 鉄道史資料保存会, 1993. 4-88540-084-8. 

6. 新出茂雄、弓削進. 国鉄電車発達史. 出版地不明 : 鉄道図書刊行会, 昭和 52. 

7. 鉄道教育研究会. 最新客貨車関係法規便覧. 出版地不明 : 交友社, S7. 

 

 

十位の数字 台車
0-6 2軸
7-9 3軸



36 

 

参考文献 

1. 東京鉄道局. 省線電車史綱要. 1927. 

2. 日本国有鉄道. 日本国有鉄道百年史. 東京 : 交通協力会, 昭和 50. 

3. 鉄道史資料保存会. 鋼製客車形式図集Ⅰ/Ⅱ. 大阪 : 鉄道史資料保存会, S61. 4-

88540-046-5/4-88540-047-3. 

4. —. 大型木製客車図面集. 大阪 : 鉄道史資料保存会, S60. 4-88540-043-0. 

5. —. 木製省電図面集. 大阪 : 鉄道史資料保存会, 1993. 4-88540-084-8. 

6. 新出茂雄、弓削進. 国鉄電車発達史. 出版地不明 : 鉄道図書刊行会, 昭和 52. 

7. 鉄道教育研究会. 最新客貨車関係法規便覧. 出版地不明 : 交友社, S7 

 



37 

 

はじめに 
 本稿は、コミックマーケット９７にて頒布した

「Switcher Winter-Extra 2019」（早大鉄研会誌）収録

の「鉄道判例百選Ⅰ」の続編である。前回同様、法学

部生の筆者が、これまでの講義や学習の中で触れてき

た判例・裁判例の中から鉄道が関係するものをピック

アップし、鉄道ネタも交えながら解説していく。「百選

Ⅰ」では民法と行政法の判例を取り上げたので、今回

は主に憲法判例を扱うことにする。至らぬ箇所も見受

けられるかとは思うが、ご一読いただければ幸いであ

る。 
 
予備知識：判例とはなにか（百選Ⅰより再掲） 
平成 29 年版の判例六法（有斐閣）のはしがきによ

ると、判例とは「裁判所が具体的事件を裁断するた
めに、法令の意味内容を明らかにしたり、判断基準

を提示したり、法の一般原則を具体化したりしたも
の」であり、「法の実務において常に参照され、わが
国の法体系の重要な一部をな」すもの、とされてい
る。もう少し噛み砕いて説明すると、例えば民法 1
条 3 項に「権利の濫用（らんよう）は、これを許さ
ない。」とあるのだが、どのような「権利」を、どの
程度行使すると「濫用」にあたるのか、という問い
に、判例を踏まえずして答えることはできない。法
律の抽象的な条文が、個別具体的な事件においてど

のように適用されるのか。また、条文同士が対立す
るような場面が生じたとき、どのような基準・理屈

づけをもって、どちらを優先させるのか。こうした
ことは、条文を眺めているだけでは決して理解でき
ず、判例を通して学ぶことになる。法学部生の学習
のかなりのウエイトは、主要な判例を知り、理解す
ることに置かれており、六法全書を丸暗記する、と
いったことは一切ない。 
前置きが長くなってしまったが、次から鉄道判例

を見ていこうと思う。 
 

「囚われの聴衆」事件 
（最高裁昭和６３年１２月２０日第三小法廷判決） 

①事実の概要 

 大阪市営地下鉄では財政状況を改善すべく、列車内

で沿線企業などの商業宣伝放送を始めることにした。

通勤のために地下鉄を利用する X(原告)は、商業宣伝

放送は聴きたくない音の聴取を強制する（「囚われの

聴衆」）ものであり、乗客の人格権の侵害、ならびに旅

客輸送契約に基づく快適輸送義務に反するとして、

Y(被告-大阪市)に対し放送の差止めと損害賠償を請

求。上告審まで争った。 

②判旨 

  上告棄却（原告敗訴）。放送の目的は、財政窮乏下で

の運行の安全確保という正当なものであり、騒音とい

えるほど一般の乗客に不快感を与えているとも認め

られないので、放送を違法なものということはできな

いと判示した。 

③参照条文 

民法７０９条  

「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護

される利益を侵害した者は、これによって生じた損害

を賠償する責任を負う。」（財産以外の損害の賠償） 

大阪市営地下鉄（現：大阪メトロ）の車両 
（撮影：武田晴誠） 

④コメント 

人格権を扱っており、憲法判例に分類できるのだが、

憲法学の視点から見た解説は省かせていただく。 

ところで、具体的にどのような車内放送が問題とな

ったのかは気になるところだろう。大学図書館所蔵の

「判例タイムズ」バックナンバー（441号 127頁以下、

1981 年発行）を漁ったところ、意外と簡単に見つけら

れたので、以下抜粋して引用する。 

・大阪市営地下鉄御堂筋線の例 

「(天王寺駅発車直後）毎度ご乗車有難うございます。この列車は

なんばから梅田、新大阪、千里中央行でございます。次は動物園前、

動物園前。堺筋線天神橋筋六丁目、阪急線北千里・高槻市方面、阪

堺線はお乗り換えでございます。春、緑、さわやか、いきいき、ス

ポーツ、健康、安心、そして住友生命。さて、あなたは何を連想さ

れましたか。まごころこめて50年、いつまでも。」 

「（動物園前駅発車直後）次は大国町、大国町。四つ橋線西梅田・

住之江公園方面は、お乗り換えでございます。お客様にお願いいた

します。お年寄りやからだの不自由な方に座席をおゆずり下さい

ますようご協力をお願いいたします。煙の輪に広がる満足感。日本

でいちばんソフトな味と香りのたばこ、さわやかなただよいカレ

ント。スモーキンクリーン、街を自然を美しく。専売公社の願いで

す。」 

 車内でのコマーシャル放送に慣れている私には、至

って普通の放送のようにしか思えない。しかしながら、

当時(昭和５０年代)このような放送は珍しいものだ

ったからなのか、違和感を覚える乗客は一定数いたよ

うだ。実際、大阪市営地下鉄が先駆けて試験的に放送

し、その是非について乗客５千人にアンケートを実施

したところ、29.3 パーセントが「よい」、39.2 パーセ

ントが「どちらでもよい」であった一方、28.5 パーセ

ントが「悪い」と回答していたようだ(3 パーセントは

「解答なし」)。なかなか興味深い。 

早稲田大学法学部３年 

鷲本康 

わしもと やすし 鉄道判例百選○Ⅱ  
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駅構内無断ビラ配布事件 
（最高裁昭和５９年１２月１８日第三小法廷判決） 

①事実の概要 

 被告人らは、京王帝都電鉄（現在の京王電鉄）井の

頭線吉祥寺駅南口１階階段付近において、駅係員の許

可を得ずにビラ配布や拡声器を用いた演説を行った

上に、駅員や警察官からの退去要求を無視して留まり

続けたため、鉄道営業法違反の罪および不退去罪で起

訴された。第１審、控訴審ともに被告人敗訴。被告人

らは、憲法２１条１項（表現の自由）に反すると主張。

上告審まで争った。 

②判旨 

 被告人らの行為について、鉄道営業法違反および不

退去罪を適用し処罰しても、憲法２１条１項には違反

しない（被告人有罪）。 

③参照条文 

刑法１３０条 

「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守

する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を

受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなか

った者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処

する。」（不退去罪） 

鉄道営業法３５条 

「鉄道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ車内、停車場其ノ他鉄

道地内ニ於テ旅客又ハ公衆ニ対シ寄附ヲ請ヒ、物品ノ

購買ヲ求メ、物品ヲ配付シ其ノ他演説勧誘等ノ所為ヲ

為シタル者ハ科料ニ処ス」 

憲法２１条１項 

「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由

は、これを保障する。」 

④コメント 

 憲法の条文上では「一切の表現の自由」が保障され

ていることになっているものの、実際のところ無制限

に保障されているわけではない。例えば、有害図書や

ヘイトスピーチなど、私達の身の回りに規制の対象は

いろいろと存在する。条文上では漠然としたものにす

ぎない「自由」について、どこまでの享受が許容され

うるのか、その範囲の指定をすることは、裁判の担う

重要な役割のひとつである。 

 また、この判例を取り上げる際に欠かすことができ

ないキーワードとして、「パブリックフォーラム」が挙

げられる。紙幅の都合上詳しくは書けないが、これは

上告審の判事のひとり、伊藤正巳裁判官が補足意見の

中で示したもので、道路・公園・広場といった「一般

公衆が自由に出入りできる場所」は、「表現のための場

として役立つことが少なくな」い（パブリック・フォ

ーラム）ため、「その機能にかんがみ、表現の自由の保

障を可能な限り配慮する必要がある」とする考え方で

ある。（詳しく知りたい方は、憲法の教科書をご覧くだ

さい。必ず記載があると思います。） 

この他、事件現場の「駅出入口階段付近」が、鉄道

営業法３５条の定める「鉄道地」、ならびに刑法１３０

条の定める「人の看守する建造物」に該当し不退去罪

が適用可能と判示されたことも、鉄道ファンとしては

注目に値する（？） 

 

和歌山線格差運賃返還請求訴訟 
（和歌山地裁平成３年２月２７日民事第２部判決） 

①事実の概要 

和歌山県の紀の川に沿って走るローカル線、和歌山

線は、国鉄末期に地方交通線（後述）に設定され、主

要幹線のおよそ１割増しの運賃が徴収されることに

なった。これに対し、原告ら（和歌山線利用客）は、

国有鉄道運賃法の定める全国一律賃率制に反する手

法によって交通権を侵害されたと主張し、国鉄清算事

業団を被告として訴訟を提起した。 

②判旨 

 原告の主張する交通権を、憲法上根拠づけることは

できず、したがって交通権に基づく原告らの請求を認

めることはできない（原告敗訴）。 

③参照条文 

原告の主張する交通権は、移動の自由(憲法 22 条 1

項)、幸福追求権(13 条)、生存権(25 条 1 項)の集合で

あると解される。 

和歌山線を走るローカル列車（撮影：武田晴誠） 

④コメント 

 原告は「交通権」という新しい権利の主張を試みた

ものの、認められなかった。裁判の背景には、財政が

極度に悪化していた国鉄末期、いわゆる「国鉄再建法」

によって、国内の国鉄路線は「幹線」（東海道線や東北

線など）と「地方交通線」に二分され、後者は前者よ

りも割り増された運賃が課されるようになったこと

がある。この区分は民営化後の現在もなお残る。 

 

おわりに 
 本当は、キセル乗車に関する刑法判例にも触れたか

ったのだが、時間と余力を残せなかったため、これら

はまた次回（続くのか…）とさせていただきたい。 

最後まで読んでくださりありがとうございました。 
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編集後記 

この度は「SWITCHER ～SPRING EXTRA～」をお読みいただきありがとうございます。 

「SWITCHER」は早稲田大学鉄道研究会が発行する会誌で、年に一回早稲田祭に合わせ

て「年間号」を、年に 2回開催されるコミックマーケットに当選すれば、そこに合わせて「コミケ

号」を発行、頒布しています。今年のコミックマーケット９８はゴールデンウイークに開催予定

でしたが、新型コロナウイルスの影響で中止となってしまいました。しかし、コミケ号に向けて

部員はすでに記事を書き始めており、これらの記事を何とかして世に出したい、という思いか

ら今回は web公開という形にしました。この SWITCHERを読んで、少しでも私たちの会に興

味を持っていただければ幸いです。そして、このコロナ流行が収束した後に、早稲田祭やコミ

ックマーケットで皆様にお会いできることを SWITCHERの最新号と共にお待ちしております。 

2020年度早稲田大学鉄道研究会 SWITCHER編集長 

創造理工学部 2年 篠崎郁司 
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