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部長挨拶 

 

部への昇格のご挨拶 

2009年度部長 竹内 幸司（機械システム工学科 3年） 

 

この度は，Urban Tech Railway Journal

をお読み頂きありがとうございます。 

御報告の通り，工学院大学鉄道研究部は

2009 年度よりサークルから部への昇格を

果たしました。学生課や文化会の方々，親

身になって相談に対忚してくださった顧

問の高木先生，発足から昇格準備まで携わ

ってきました先輩方に感謝を申し上げま

す。 

 私が鉄道研究部の前身である鉄道研究

同好会に入会したのは 2 年前の 2007 年 4

月のことになります。当時の鉄道研は発足

から 1 年弱余りでやりたいことは多くて

も，それをどの様に実現させていくかのノ

ウハウが不足しており，模索しながら尐し

ずつ活動を行っていくという状況でした。

サークルという大学からの援助に乏しい

立場において，外部に出ての調査・研究活

動などは会員にとっての負担が大きく，学

内での模型展示活動などに偏ってしまい

ました。私も模型を扱うのが好きであった

ことから支部長になった 2 年生の時に展

示品の充実の為にモジュールレイアウト

の製作を提案し，実際に 1,2 年生の部員と

製作活動を行いました。 

 活動基盤を安定させるためにも部へ昇

格させるという試みは早期に存在し，私よ

り 1 年上の先輩方によって関係する学生

課，文化会との交渉と手続きが実を結び，

2009 年の 1 月に部昇格が正式に文化会役

員に認められて決定しました。会の発足か

ら 3 年足らずのスピード昇格であり，そ

の期待に忚える為のプレッシャーはとて

も大きなものでした。 

 部としての活動は，まだまだ手探りとい

った状況ですが，今後も鉄道研究部が継続

して活動するために尽力していく所存な

ので，ご協力よろしくお願い致します。
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顧問挨拶 

 

「伝統」に抱かれる 

 顧問 高木 亮 

 

鉄道研究同好会が部に昇格してから，ず

いぶんいろいろなことがあった。異なる感

情や意志を持った人間が集団をつくるこ

との難しさの表れと理解するのがふつう

だろう。だが，一連のいきさつは私に改め

て「大学の伝統」の重さを感じさせた。 

我々の大学は，工学系の私立大学として

は日本最古の歴史を持つ，ことになってい

る。だが，普段我々がそのことを意識する

ことはあまりないのではないだろうか。工

学院大学を卒業していない私が，工学院大

学に現に在学する学生たちを見ていると，

ときおり「ああ，このノリが工学院っぽい

んだな」と思ったりすることはある。だが，

そのような「ノリ」や，その他もろもろの

雰囲気は，時代とともに変遷する。そして，

大学の運営自体も，当然ながらその時々の

経済状況，政治状況，そして学究対象とし

ている学問そのもののおかれた状況など

に，大きな影響を受ける。その一方，「グ

ローバル・エンジニアリング」ではないけ

れど，私が教える電気だけでなく，およそ

工学院が自らの学術的活動の対象として

いるあらゆる技術は，その根っこのところ

では普遍的
グ ロ ーバ ル

である。 

だとしたら，大学の「伝統」には，何の

意味があり得るのだろう？ 

私が今回思い知ったことは，教員として

の私が発する言葉は，いまやすべてその背

後に工学院の「伝統」がみっしりと張りつ

いた存在と化している，ということだ。そ

れは，学生たちの前では，私がどんなに努

力しても，決して外すことができない。な

により，それがなければ，私の言葉は学生

たちの心に届かないのである。 

ことは教員に限らない。多かれ尐なかれ，

大学のすべての構成員が，そのような「伝

統に抱かれた」言葉を，学内で（おそらく

はそれと知らずに）交わしている。伝統と

は，我々が選び取ることが不可能なものだ。

そして，学校という存在は，そのような伝

統の力なくして機能し得ないものなのだ

と思う。そのような学校という場の価値の

源泉を一顧だにしない言説が，無責任な経

済人や一般人によって，いや，場合によっ

ては教育に携わる人間自身によってさえ，

どれほどこの国に蔓延していることか！ 

だが，それはここで議論することではない

から，やめておこう。 

我々は，3 年ほど前に何名かの有志によ

って，この工学院という場にスタートした

集団である。もちろん我々も，最初から工

学院の「伝統に抱かれた」存在であった。

しかし，3 年が経過し，部に昇格し，いろ

いろな困難を経ること自身を通じて，我々

も我々自身の伝統を刻みつつある，と思う。

私は，この部に所属する学生たちに，そう

いうことすべてに対する正しい敬意を持

ってほしいと思う。そして，これからも楽

しい活動を！ 
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発起人挨拶 

 

新たな一歩を歩め 

山口 直彦（情報学専攻 修士課程１年・発起人） 

 

 
鉄道研発足当時レイアウト制作風景 

発起人の阿久津（左）、小篭（右） 
 

2006年 6月に小篭、阿久津、そして私の

3 名が鉄道研究同好会を発足させてから、

早くもおよそ 3 年半の月日が経ちました。

周年記念をするにはまだ早いものの、2009

年は同好会から部への昇格を果たした年と

して、鉄道研の歴史に残る節目の年となる

でしょう。 

工学院大学 I 部文化会の同好会規約によ

れば、同好会が部へ昇格するには最短でも

2年間の同好会活動を行う必要があります。

部への昇格が年度始めに決定することを考

慮すれば、鉄道研究同好会は実質的に最短

コースで部への昇格が認められたことにな

ります。これは八王子祭、新宿祭、理科教

室、オープンキャンパス、その他課外活動

などで鉄道研究同好会が 2 年間積み上げて

きた活動が大きく評価されたためと自負し

ています。 

部への昇格は、同好会設立当初から発起

人を含めた初期メンバーの切望でしたが、

これほどまでに早く昇格できたのは、これ

まで鉄道研を支えて下さった多くの人たち

の協力の賜物です。この場を借りて、皆様

に深く、深く感謝申し上げます。 

予想以上のハイペースで増加した部員数、

そして新宿と八王子に人員が分割されてし

まうという工学院大学特有の事情もあり、

部の運営が混乱することもありました。大

変だったことも、楽しかったことも全てを

明日の糧にして、昨日より今日、今日より

明日の鉄道研がよりよい活動ができる団体

となれるように全ての部員が協力して活動

を継続してくれるように、発起人として、

また一部員として切望します。 

―わずかな距離でもいい、我らが鉄道研

よ、今日も忘れずに新たな一歩を歩め。― 
 

 

2007 年河口湖合宿にて、右端が筆者 
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OB 挨拶 

 

部昇格について 

工学院大学鉄道研究部 OB会会長 

鴨井 昌司 

 

 鉄道研究同好会から鉄道研究部への昇格

おめでとうございます。前身の鉄道研究同

好会の発足から 3年が経ちました。まだま

だ、OB会においても運営上の課題も多いで

すが、身近に見聞きする多くの技術や知識

ではなく生きた技術や知識を学生に生かし

てもらいたいと思います。OB会としてもで

きる限り現役会に協力していきます 
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新入生挨拶 

 

長旅もよかれ 

大森 潔志（機械工学科１年） 

 

１. 自己紹介 

 遠路遥々遠くから上京して本学に入学し、

鉄道研に入部した大森です。何故遠路遥々

かと疑問に思う前に自己紹介というからに

はもう尐し紹介をさせていただきたい。私

は鉄道を好きなった原因も時期も分からな

いほど昔である。今は、日帰りでどこまで

遠く行けるかというのを行きたい場所と照

らし合わせ時刻表と悪戦苦闘しながら探し

ている。（計画中）また、行いたいことは多々

あって、山手線一日中乗っていたら何周で

きるか、ホームにずっと居座りたい、線路

の上の歩きたい、SLや新幹線を運転したい、

列車を解体したい、SLや新幹線を作りたい、

北海道新幹線実現、等々資源が無駄になる

ほど行いたいことを書ける気がしてならな

い。そんな私ですが、都心に来て一つ私か

らお尋ねしたいことがある。皆は実家に帰

るのに鈍行で、何時間で帰ることができる

であろうか。私は地元までの鉄路を歩んで

いこうと思う。 

 

２. 長い鉄路 

 早朝中央線八王子 04：59発、西国分寺

05：15着、武蔵野線西国分寺 05：21発、

南浦和 05：51着、京浜東北・根岸線南浦和

05：56発、大宮 06：08着、東北本線大宮

06：12発、宇都宮 07：28 着、同駅 07：37

発、黒磯 08：28着、同駅 08：37発、郡山

09：56着でやっと東北地方に入ったところ

だ。郡山まで乗り換え回数は 5回、乗車時

間は 4時間 24分、乗車距離は 246.6kmとな

っている。既に「あ、私の実家通り過ぎた。」

や「逆方向だ」という人もいるかもしれな

い。しかし、私の鉄路はまだ終わっていな

い。これより更に北に 30時間以上の時間を

有して移動する。この時点で「新幹線や飛

行機を使えば？」と思われるかもしれない。

まったくもってその通りなので鈍行と比べ

てどの位早いのか比較も含め書くので今は

ゆっくりとした鉄路を歩み進めたい。郡山

10：08発、福島 10：54着、同駅 11：00発、

仙台 12：16着と、ここまで来て昼食にちょ

うど良い時間なので仙台駅で駅弁を調べて

みた。海鮮常長弁当、宮城まるごと弁当、

やわらか牛タン弁当女将弁当、伊達幕とあ

る。興味を持てそうなのが女将弁当である

が、写真を見た限りこれは一人で食べるも

のなのか、と疑問を持ってしまった。降り

たことのない駅なので何とも言えないが宮

城まるごと弁当か、やわらか牛タン弁当を

食べてみたい。次は仙台駅 12：45発、小牛

田 13：30着、同駅 13：46 発、一ノ関 14：

32着、同駅 14：37発、盛岡 16：09着、IGR
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いわて銀河鉄道線・青い森鉄道線盛岡 16：

16 発、八戸 18：03着、同駅 18：20発、青

森 19：54着、津軽線青森 20：15発、蟹田

21：03着と文字はあるものの、「貴方はい

ったいどこまで行くの？」と聞かれそう気

がする。既に夜になっていて都心でないの

に列車はあるのかと聞かれると、終電は

20：29函館行で終わっている。当駅止まり

又は通過する列車はあるものの当駅発の列

車は 05：18青森行までないのである。また、

当駅から函館方面に行く普通列車は全て三

厩駅止まりとなる。これから先木古内駅ま

で普通乗車券で特急列車に乗車となる。二

日目…、蟹田駅 07：53発、木古内 08：46

着、同駅 09：22発、函館 10：31着、函館

本線函館 10：44発、森 12：06着、同駅 13：

24 発、長万部 14：41 着、室蘭本線長万部

15：08発、東室蘭 16：47着、同駅 17：04

発、苫小牧 18：06着、千歳線苫小牧 18：

22 発、北広島 19：07 着、同駅 19：09 発、

札幌 19：25着となり、私の実家がある札幌

まで戻ることができた。24時間を超してい

るので乗車時間云々を述べるのは面倒であ

るが、はたして新幹線や飛行機を使えばい

ったいどの位早く札幌まで着くであろうか。 

 八王子 06：01発、西国分寺 06：17着、

同駅 06：22発、南浦和 06：53着、同駅 07：

02 発、大宮 07：13着となりここから「は

やて 1号」を使う。大宮 07：22発、八戸

10：03着、同駅 10：15発「スーパー白鳥 1

号」、函館 13：14着、同駅 13：29発「北斗

11 号」、札幌 16：58着となる。所有時間 10

時間 57分となる。また、上野 19：03発、

札幌 11：15着と言っただけで分かる人もい

るだろう。寝台特急北斗星は上野発だが所

有時間は 16時間 12分となっている。飛行

機はフライト時間 1時間半となっており、

八王子から羽田空港まで約 1時間 40分、新

千歳空港から札幌まで 36 分となっている。

乗り換え時間も含めると約 4時間で札幌に

着いてしまう。そして値段も学割を使って

しまうと飛行機のほうが安いため、飛行機

での移動が主となっている。夜の滑走路も

好きではあるが、車内で出会う人々と話し

合いながら行く旅もまた捨てがたい。金銭

が絡むがお金と時間に余裕があるとき列車

での旅は如何であろうか。 

 

３. 終わりに 

 私は気付いた時から鉄道好きであるが、

文章を書くことは苦手で本誌を書くことは

分かっていたが書き始めるまで不安でいっ

ぱいになっていた。しかし、一旦書き始め

ると書きたいことが沢山あることに気付き、

締め切りまでに間に合うであろうかと疑問

が浮かんでしまった。本誌を書くことが決

まってから締め切りまで僅か１週間足らず

であったが、書き上げられたことに一息付

いています。 

本文にある通り私は北海道出身であり、

関東在住の方々とは違った視点となってい

るかもしれません。特に、都市圏内の鉄道

網は入り組んでおり私はさっぱり分かりま

せん。しかし、一足外に向ければまだ知ら

ぬ地があちら此方に沢山あり、私たちは移

動する手段を持っている。気分転換したい

ときや、都心の喧騒に疲れたとき、休みな

どを取って見知らぬ地に行ってみてはいか

がだろうか。さて、次の連休どこへ行こう

かな？ 
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自己紹介 

辰野 芳真（電気システム工学科１年） 

 

はじめまして。このたび鉄道研究部に入

部しました、辰野 芳真と申します。鉄道

に関しては主に“乗る、見る、撮る”とい

う３つを昔からしていました。読んで字の

如く実際に車両に乗り、また駅や沿線から

眺め、そして写真を撮る。さらに鉄道を撮

ることから転じて写真にも興味を持ってい

ます。撮影には一眼レフカメラを使用して

います。 

私は以前から臨時列車の類を好む傾向が

あるようで、写真を撮るにしてもいわゆる

“ネタ”撮りをたまにしています。普段と

は違う、その時しかない姿があるからでし

ょうか。主に友人からの情報や自分で調べ

たうえで行くのでたまに外れるときもあり

ます。 

また、家にいるときはインターネットを

利用して車両の詳細を調べることも多くあ

ります。博物館などに行く機会がそれほど

多くありませんので、大変助かっています。

車両のスペックから様々な想像ができるの

でおもしろいです。特に地下鉄の車両はな

かなかハイスペックです。（起動加速度等） 

私は実物にしか興味がないので模型等は

ほとんど何も知りません。今後鉄道研究部

での模型関係の活動にはあまり協力できな

いかもしれませんが、なるべく挑戦してや

っていきたいと思います。 

 

こんな私ですが、皆さんよろしくお願い

します。 

 

 

 

中央線開業 120周年記念号(2009.04.11)
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卒業生挨拶 

 

卒業にあたって 

石井 啓太（電気システム工学科 4年） 

 

１. はじめに 

皆さんこんにちは。2006 年 10 月より鉄

道研に参加させていただいている石井啓太

です。初期から参加しているのですが、そ

のことが意外と知られていないみたいです。 

その後、数々の出来事がありましたが、

今年、無事交通電力環境システム研究室に

配属され、卒論に打ち込んでいます 

 

２. 鉄道研に参加して 

私自身、個人での旅行や施設見学などは

おこなってきましたが、集団でこのような

場所へ行ったことはありませんでした。し

かし 2 年前に鉄道研のメンバーとできたば

かりの鉄道博物館見学ができたことは、非

常に良い経験となったうえに、鉄道に関す

る知識の向上などにもつながりました。 

昨年は始めて合宿に参加させていただ

きました。横川駅の近傍にある鉄道文化む

らの見学やめがね橋など今まで見たことの

なかった建造物や施設に行くことができま

した。 

 また活動を通して、今まで自分になかっ

たものを得ることもできました。鉄道研で

の経験を今後社会で生かしていくことがで

きるのかはわかりませんが、鉄道研でして

きたことを他の人に言えるようになったと

思います。 

 

３. 最後に 

 今までお世話になった先輩方、部員の皆

さんに深く感謝しています。また今後鉄道

研が更に発展し、更に踏み込んだ活動がで

きることを願っています。 
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卒業するにあたって 

金子 晃大（電気システム工学科 4年） 

 

今、思い返すと特に強い思いがあって入

部した訳ではありませんでした。１年生の

何時だったか、掲示板に鉄道研究同好会の

ポスターが張られていて会員を募集してい

た。幼い頃から鉄道が好きでしたが別に団

体に入らなくてもいいだろうと思い入会

（当時はまだ同好会）はしませんでした。

尐し時間が経ち、２年生の後期に同期の佐

宗君からお誘い受け、お試し感覚でミーテ

ィングに参加させてもらいました。みんな

で活動するのも楽しそうだと思いそのまま

入会しました。 

入会後はすでに所属していた団体（自然

科学研究部）の活動に参加しつつ、鉄道研

究部の活動にも出来る限り参加をしてきま 

した。楽しいこと、辛いこと、色々あり

ましたが鉄道研究部に参加してよかったと

思っております。 

３年間、私が活動を続けることが出来た

のは先生方、先輩方、後輩達、そして同期

の方々のおかげです。 

また、同好会から部に昇部するときには

文化会にお世話になりました。学生課にも

日頃からお世話になりました。 

今まで３年間､色々とご迷惑をおかけし

ましたが私に付き合って頂きありがとうご

ざいました。 

 

 

 

 



卒業生挨拶 14 

工学院大学を卒業するにあたって 

佐宗 友裕（電気システム工学科４年） 

 

皆さんこんにちは。鉄道研究部の前身、

鉄道研究同好会の会長を務めておりまし

た佐宗です。 

 早いもので、私も今年度いっぱいで卒業

し、新たな人生を送ることになります。長

年の夢であった鉄道関連会社への就職へ

向けて、現在、卒業論文の執筆に励んでお

ります。 

 私が鉄道研究同好会に入会したのは

2006 年の 7 月頃だったかと思います。そ

の頃の鉄道研は卒論の執筆などに追われ

た 4年生が中心となって活動しており、研

究の合間を縫って八王子に出向いて必死

に活動していたのを今でも覚えています。

このときの先輩方の努力がなければ、今の

鉄道研は存在せず、部への昇格もありませ

んでした。この場を借りて厚く御礼申し上

げます。 

 私が鉄道への興味を本格的に持つよう

になったのは小学校の高学年くらいであ

り、京浜東北線の 209 系や京王線の 8000

系の不思議な走行音を聞いたのが始まり

でした。後にこれは VVVF インバータ制御

装置の騒音であることが分りましたが、最

近の車両ではこの音も軽減されつつあり、

私としては、尐し寂しい気がしています。 

そもそも、私が鉄道研に入会することに

なったきっかけは、どこで聞いたのかは分

りませんが、私の友人から鉄道研ができる

という情報をもらい、現在、顧問を引き受

けてくださっている高木先生に問い合わ

せを行い、発起人の方々と連絡を取ってい

ただいたことによるものでした。 

 私は、工学院大学を卒業し、現役のメン

バーからは去ることになりますが、今後は

OB 会に所属し、鉄道研を影から見守って

いくつもりです。部に成り立てということ

もあり、今年度は安定した活動がなかなか

できませんでしたが、これを機に来年以降

は多彩で安定した活動ができることを願

いつつ、私の卒業生としての挨拶とさせて

いただきます。 
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第５回つくばエクスプレスまつり 

及び関東鉄道「第 16 回鉄道の日」 

記念イベントの見学報告 
 

１. はじめに 

竹内 幸司（機械システム工学科３年）

 

今回，11 月 3 日に企画された見学会は，

最初鉄道博物館に行く予定でした。一旦，

見学場所が決定後，同日につくばエクスプ

レス(以下,TX)と関東鉄道(以下，関鉄)の車

両基地公開が行われることが判明し，参加

者から希望者をとった結果，後者を見学す

ることに決定しました。 

この見学会には，顧問の先生と部員併せ

て 7名が参加しました。 

行程は，TX秋葉原駅の改札前に 9時に集

合し,TXの車両基地に直通する 9時 35分発

の臨時列車に乗車し，最初に TXまつりの会

場に向かいました。見学後，関鉄の会場間

シャトルバスに乗り込み，次の会場に向か

いました。関鉄を見学後，水海道駅から守

谷駅に移動し，その場で解散となりました。 

それぞれの会場での見学の様子は，以降

の記事に割愛させて頂きます。 

 

２. 初めてのつくばエクスプレス 

大森 潔志（機械工学科１年） 

 

TX 祭りが開催されるから見学に行くこ

とになり，私は初めて TXに乗車することに

なった。秋葉原の乗り換えはややこしく、

つくづく都心は乗り換えが面倒だと感じて

いた。集合時間も過ぎ改札口を通りホーム

に出ると最初に転倒防止柵があった。感じ

るに，防止柵が必要になるほど人が集まる

のだろうか。この解は解けることがなかっ

たが，地元の市営地下鉄東西線は防止柵が

随時設置されていたことを一時の間懐かし

んでいた。TXの列車についてだが，入線時

に先頭車両を見て，鉄仮面でも付けている

かの様な顔だ，と思ってしまった。また，

最近は京王線，中央線を見慣れているため

か，TXの 6両編成が短いと思うと同時に地

元ではもっと短い編成が常時走っているこ

とを苦笑していた。 

 会場に着き最初に床下見学を行ったが、

個人の意見としては床横見学だと思う。床

下というからには車両の下の潜り込み，普

段ではお目にかかることのできないものを

見せてもらえるかと思っていたら，床下を
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横から見学し電気配線ばかり見せられたと

しか感じられなかった。しかし，私の感想

は機械工学科には合っていたかもしれない。

電気システム工学科の方々は何か他の感想

があっただろう。床下見学を行った後はあ

る程度自由に行動を行っていたが私が関心

を持てそうなものは見当たらなかった。TX

に初乗車に伴う喜びはあったが、祭り自体

は物足りなさを感じざるを負えなかったも

のであった。 

 

３. つくばエクスプレスまつりを見学して 

佐宗 友裕（電気システム工学科４年） 

 

私個人としてはこのような鉄道会社のイ

ベントに参加するのは，この TXまつりが初

めてであった。イベントの内容としては「TX

の車両基地公開+鉄道会社のお祭り」であり，

メインは車両基地の公開ではなく各鉄道会

社の模擬店のような気がした。また，鉄道

会社が主催するお祭りに他の鉄道会社が模

擬店を出店している光景は，私としては異

様に見えた。 

まず，メイン（のはず）の車両基地公開

であるが，床下（床横？）見学，洗車体験，

部品の展示などさまざまな企画が用意され

ていた。我々は，床下見学をしたのだが，

最新技術が盛り込まれた TX の車両の床下

は電子機器のかたまりであった。 

 

 

高圧補助整流装置 

その中でも，列車を自動で運転する ATO装

置はまさにコンピュータであり，LED がチ

カチカしていた。 

 

 

ATO装置 

 

 床下以外では，車両の部品を展示してい

るコーナーがあった。その中でも，ブレー

キシューの新品のものと使用後のものが展

示してあり，新品のものは５センチほどの

厚さがあったが，使用後のものは１センチ

にまで減っていた。最近の車両では停止ま

で電気ブレーキが作動するものが増えてき

たが，信頼性が乏しいため，現在の車両で

もバックアップのために，このような機械

ブレーキが搭載されているのが現状である。

これが鉄道車両から消えることは今後しば



第５回つくばエクスプレスまつり及び 

関東鉄道「第 16回鉄道の日」記念イベントの見学報告 

17 

らくないだろう。 

続いて，各鉄道会社が出店している模擬

店であるが JR東日本を除いたほとんどの

鉄道会社が鉄道グッズなどを販売していた。

各ブースを見ていると東京メトロのブース

に置いてあった新型 ATC対忚の速度計が目

に付いた。顧問の高木先生もこれに目を付

けたため、購入していただいた。値段は

3000円であった。しかし，これはかなりの

重量があり，持ち帰りには苦労した。 

 全体としては特に珍しいものはなく，車

両基地の公開イベントのわりには尐し，物

足りなさを感じた。 

 

４. 関東鉄道 

大森 潔志（機械工学科１年） 

私にとってあまりにも耳にしない鉄道会

社でした。茨城県では交通に大いに役立っ

ているそうで、朝は 4～8分おきに列車が走

っていること驚いています。これは後日調

べたものですが、TX祭りからシャトルバス

で関東鉄道車両基地に向かっている間私は

関東鉄道について無知と言っても過言では

ない程何も知りませんでした。いっても今

でも詳しく知っている訳ではありません。 

車両基地内はほぼ自由に歩けるほど規制

がなく展示車両に掴まれるほどで、TX祭り

と大違いで感激でした。展示されている車

両は馴染みのないものばかりでしたが都市

圏では味わえない古風な車両でした。電気

とは違いディーゼル車両であったことも地

元と似た雰囲気がって喜ばしい限りです。

中には台車が置いてあったり、駆動が間近

で見られたりと良い機会でした。帰路は水

海道という「ここはどこ？」という感情を

持つこともありましたが、次回も似たよう

な機会があれば参加したいと思っています。 

 

５. 関東鉄道の車両基地公開について 

佐宗 友裕（電気システム工学科４年） 

 

TXまつりを見学した後は，無料送迎バス

で関東鉄道の車両基地まで移動し，見学を

した。TXまつりとは違い，規制も緩かった

ため，基地内の線路を悠々と歩くことがで

きた。ここでは床下機器の展示，最新型車

両 5000形の乗車体験などがあった。基地内

を走る 5000形は音が非常に静かであり，新

型車両らしさを見せていた。 

床下機器の展示に関しては車両から取り

外した状態で展示されていたため間近で見

ることができた。TXの車両に比べると機械

的なものが多く，汽動車らしい機器であっ

た。また，その奥には機器が外されて空っ

ぽになった車両が置いてあった。これらの

機器はこの車両から取り外されたものなの

だろう。 
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液体式変速機 

 

関東鉄道は全線非電化であり常総線の

守谷～水海道は複線区間でありそれ以外は

竜ケ崎線も含めて単線となっている。送迎

バスでの移動の際には何度か関東鉄道の踏

切を渡ったが，架線のない複線という組み

合わせはあまり見ることがないため，ある

意味では新鮮に見えた。関東鉄道が電化で

きない理由として沿線にある地磁気観測所

が原因と考えられる。ちなみに，この近く

を走る TX や常磐線は地磁気観測所への影

響のない交流電化となっている。関東鉄道

が電化するとなると交流電化となるため，

コストがかかり，実現できないのだろう。 

 

 

関東鉄道の車両たち 

  

 今後も関東鉄道が電化されることは考え

にくいが，汽動車は排気ガスを出すため，

環境にやさしいとは言えない。蓄電地を搭

載した車両が一刻も早く導入されることを

願っている。 

 

 

６. TX 及び関鉄の車両基地公開を見学して 

金子 晃大（電気システム工学科４年） 

 

私は小学生になるまで関東鉄道常総線

の沿線に滞在していた。また、４,５年ほど

前までは父親の勤め先が守谷だったので関

鉄、TXの存在は知っていたし、関鉄には乗

ったことが何度もある。しかし、このよう

なイベントには参加したことがなかったの

で楽しみにしていた。 

当日、秋葉原に集合して TX 車両基地に

直通する列車の先頭車に乗り込んだ。すで

に運転台の背後だけが混雑しており、駅に

着くたびにその混雑は後ろに伸びていき、

守谷を出発したときには全く身動きが取れ

ない状態だった。 

 車両基地に着いてまず、部品、床下（床

横）の見学をした。部品の展示では新品と

使用済みの部品が並べられており、ブレー

キシューが思っていたよりも磨耗が激しく、

短期間での交換が必要であることに驚いた。 

 床下は電子機器が多く載せられており、

ギアやシャフトが複雑になった機械のイメ
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ージとは全く異なっていた。 

 次に保守車両（トラック？）を見学した。

電気工事などで見られるかごの付いたクレ

ーンが載っている車両が展示してあり、実

際にかごに人を乗せてクレーンを動かして

説明を行っていた。 

 首都圏の鉄道会社が模擬店を出しており

これがメインなのか？と思うほど盛況して

いた。どの鉄道会社も下敷きやノートとい

ったグッズを販売していたが、鉄道部品を

販売している鉄道会社は尐なかった。特に

これといって欲しいものは見あたらず何も

買わなかった。 

 模擬店をのぞいた後はもう見るものはな

かったので無料の臨時バスに乗って関東鉄

道の水海道車両基地に向かった。 

 車両基地に着いて降りると目の前には無

数のレールが並んでいた。本線や入換の線

路を除いて立ち入り禁止がなかったので自

由に構内を歩くことが出来た。車両に触れ

たり、床下に潜り込むことが可能であり、

床下をじっくりみることが出来た。

 

床下のエンジン 

 屋根の検査や洗浄に使うと思われる高台

があり、そこも自由に登ることが出来た。

非電化だから出来ることなのだろう。使わ

れなくなった台車やエンジンが放置されて

いた。 

 

放置されたエンジン 

 

 車庫の中では車両から外された機器が展

示されており、詳しく説明が書かれていた。

全体をみて思ったことは先ほどのＴＸに対

して関鉄はローカルで機械的で昔ながらの

鉄道といった感じがした。 

 展示を一通り見終わったあと、無料の送

迎バスに乗り水海道に向かった。その後、

守谷に行ってそれぞれ帰路に着いた。最初

に述べた通り私にとって原点といえる関東

鉄道、ＴＸの車両基地の見学ができとても

充実した 1日を送ることが出来た。 
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７. 雑談 

大柴 満春（電気・電子工学専攻修士１年） 

 

皆様，こんにちは。私は上(工学院大学鉄

道研究部)の皆様が鉄道の話を書いている

ので，尐し鉄道から離れた話をしたいと思

います。 

と言いつつ，話す内容は「食事」のはな

しなのですが…(笑)。 

それでははじまり，はじまり～！ 

つくばエクスプレス・関東鉄道を見学し

た鉄道研究部の一行，関東鉄道の見学を終

えた時点で時間はおおよそ正午前後。理系

と言っても男子大学生，おなかが空いてく

るのも常である。関東鉄道内のイベントで

は“千姫釜飯”や“フライドポテト”など

が販売されていた。私的に千姫釜飯”とは

なに？というのが，知識の薄い私にとって

は最初の疑問であった。N○K の大河ドラマ

“○姫”なら知っているが…。 

普通なら「ここで食事を。」と言いたいと

ころではあるが，我々鉄道研究部は「駅に

いけば何かあるだろう。」という安易な考え

で駅（水海道駅）に向かったのである。 

無料送迎バスは到着したのは駅の南側で

あった。駅についてまず，我々を待ち受け

ていたので駅のサイズに見合わない比較的

な大きなホテルであった。大変申し訳ない

のだが，ホテルの稼働率が気になるところ

である。周囲を見ても食事をとれそうな場

所がなかったので，駅の北側と南側を繋ぐ

歩道橋？を渡って，駅の北側へ向かった。 

水海道駅の北側にはローソンや観光案内

所というものがあったが，食事をとれる場

所はすぐには見当たらなかった。そこで食

事をとる場所を求めて，駅から商店街？の

ほうへ歩みを進めていった。商店街の中に

は大きな昔の防火用等に使われていた思わ

れる鉄塔が残っていた。鉄塔の上部には鐘

がついており，未だ現役という感じであっ

た(たぶん現役ではないけど…)。商店街を

歩き回ったが，食事をとるのに適当な場所

が見つからず（人数が多かったのも理由の

１つ），気がつけば商店街が終わり，Ｔ字路

となっていた。ここでどちらに行くか悩む

ことになる。選択肢は以下の 2つである。 

① 右－長い道だけで商店をあまり確認

できない。 

② 左－こちらも店舗は確認できないも

のの当日はお祭り中つき，地元の方

が御輿の周りにおり，通りづらい感

じである(実際にはそんなことはな

いと思うが…)。 

そこで普通なら何となく①を選択するも

のであるが，ここで②を選択し，お祭りの

中を突っ切るという選択をとるということ

になる(汗)。「お祭り中にすみません。」と

思いつつ，突っ切る…。 

この時点でそろそろ鉄道研のメンバーの

中には諦めムードが漂ってきました。大抵，

このような場所は車社会であるために駅か

ら離れた郊外に大きなショッピングセンタ

ー等があり，地元の方々はそこで買い物が

てら，外食をとることが考えられる。 

そんなことを考えながら，先ほどとは違

う道を使い，駅の方へ向かった。駅に向か

う途中で食事のとれそうな喫茶店があった
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が，店の方に食事をとれますか？という質

問をしたところ，「ご飯がないの～。」とい

う返答が…。当然といえば，当然の回答で

ある。休日に大勢でお店に押し掛けるとい

うのは迷惑である。 

最終的に水海道駅から関東鉄道に乗り，

守谷駅で昼食をとることになった。 

今回のことで学んだ教訓…。 

● 駅に行ったからと言って，ご飯が食べる

場所があるのは都心だけであること。 

最後に鉄道話を尐し…。 

架線のない関東鉄道は景観が大変きれい

です。是非とも一度は行ってみてはいかが

でしょうか(笑) 

最後に，この記事を見て気分を害された

方は謹んでお詫び申し上げます。 
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佐久間レールパーク見学記 
 

工学院大学鉄道研究部 OB会会長 

鴨井 昌司（2006年卒） 

１. 佐久間レールパーク概要 

佐久間レールパークは平成 3 年に中部天

竜機関区の跡地を利用して開設された鉄道

車両博物館で、昭和初期から高度経済成長

期を中心として活躍した車両が展示されて

いる。また屋内には日本最大のプラレール

や Nゲージのパノラマ展示や JR東海で使用

された各種模型・実物部品・飯田線の歴史

を写真で綴る展示がある。2011年に完成予

定の JR東海博物館（仮称）への移転を控え

11月 1日の閉館を前にして 10月 10日に OB

会有志による見学を行った。 

 

 

中部天竜駅 

２. 往路 

参加者は OB会メンバーである阿部、小野

間、小篭、田淵、鴨井の計 5 名である。居

住地の関係上、東京駅と品川駅から東海道

新幹線で豊橋から飯田線を使い中部天竜駅

構内にある佐久間レールパークを目指した。 

 

使用列車  

東海道新幹線ひかり５０５号 

東京駅発   8：33 

品川駅発   8：40 

豊橋駅着 10：00 

飯田線特急伊那路１号 

豊橋駅発 10：08 

中部天竜駅着 11：19 

 

閉園前のため飯田線の特急は指定席、自由

席ともに満席であり立席で中部天竜へ向か

った。 

 

 

伊那路 1号：豊橋駅 
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３. 展示について 

 

閉園記念表示 

 

当日は、閉園を控え多くのお客様で混雑

していた。特に、家族連れが非常に多かっ

た。 

 

入口脇にある 0系の車軸 

 

さて、佐久間レールパークには以下の車

両が展示されている。 

新幹線 

0 系（21-2023・先頭部分） 

 

客車 

スニ 30形（スニ 30 95）  

オハフ 33形（オハフ 33 115）  

オハ 35形（オハ 35 206）  

マイネ 40形（マイネ 40 7）  

オロネ 10形（オロネ 10 27）  

オヤ 31形（オヤ 31 12） 

 

電気機関車 

ED11形（ED11 2）  

ED62形（ED62 14） 

 

電車  

クモハ 12形（クモハ 12054）  

モハ 52形（モハ 52004）  

クハ 111形（クハ 111-1）  

クヤ 165形（クヤ 165-1） 

  

気動車  

キハ 48000形（キハ 48036）  

キハ 181形（キハ 181-1） 

  

貨車  

ソ 80形（ソ 180）  

チキ 6000形（チキ 6132） 

 

 これらの車両は屋外に展示されていて、

さらに特別公開として閉園までの期間に車

内公開を行っていた。OB会で行った当日は

モハ 52形（モハ 52004）の車内公開をして

おりこれを見学した。 

 

 

展示されている車両群 
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モハ 52形（モハ 52004） 

 

モハ 52形（モハ 52004） 車内 

 

車内にあるボックス席は、身長が 185ｃmあ

る筆者には狭いのだが製造当時の日本人の

体形を反映していて面白い。 

このモハ 52 系、国鉄 52 系電車は戦前に

登場した流線型の電車でもあり、鉄道の高

速化の走りを築いた車両だけありデザイン

に古さを感じさせない。 

 一通り、屋外を見学した後、展示棟を見

学した。 

展示室内はジオラマや、運転シミュレータ

ー、駅名標、飯田線の歴史を展示するコー

ナーがあり鉄道博物館に比べて非常にコン

パクトな感じである。 

 

展示室にあるジオラマ 

 

意外なものとしてはヘッドマークの展示

で花嫁号があった。 

1993年に皇太子殿下と小和田雅子様が御

成婚された時に一般公募の結婚式典が開催

され、飯田線十和田駅までの臨時列車「花

嫁号」も運転されている。その際の掲出マ

ークがあり当時のニュース映像を OB 会メ

ンバーで話をしながら思い出した。 

 

花嫁号掲出マーク 

 

最後に中部天竜駅で入場記念券を購入し

たが、硬券ではなく磁気券の入場券であっ

た。個人的には、印字が消える磁気券での

記念入場券は非常に残念に感じた。 
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案内パンフレットと入場記念券 

 

４. 復路 

復路は以下の電車を利用し帰郷した。 

 

・飯田線普通電車 

中部天竜駅発 15：12 

豊橋駅着 16：54 

 

・東海道新幹線こだま 670号 

豊橋駅 17：32 

東京駅  19：47 

 

５. 最後に 

OB会メンバーの多くは鉄道もしくは鉄道

関連企業で働いている。日々の業務で現在

の技術を扱うことになっても技術の確立過

程を知る機会は非常に尐ない。こうした見

学会を通じ、先人達の苦労とりわけ技術者

の苦労を知るいい機会となる。 

2011 年に開館予定の JR 東海博物館の完成

に期待しつつ簡単な報告だが筆をおきたい。 

 

 

＊おまけ 

 

佐久間レールパーク内にある運転シミュレ

ーターの車籍番号ですが、現実にはない番

号です（笑） 



配線調査「京王御陵線」 27 

廃線調査「京王御陵線」 
 

竹内幸司（機械システム工学科 3年） 

 

１. 京王御陵線とは 

1931 年 6 月に北野～御陵前(後に多摩御

陵)間を開通した京王の 1路線である。多摩

御陵の参拝客輸送を目的に建設された。途

中駅に片倉(現京王片倉)，山田，横山(後に

武蔵横山)が存在した。特に武蔵横山駅は当

時，八王子駅前～高尾を結んでいた武蔵中

央電気鉄道と接続していた。1945年 1月に

戦時の不要不急路線として休止になり，

1964年 11月に廃止された。 

廃止後に北野～山田間は京王高尾線とし

て利用されることになり 1967 年 10 月から

復活して現在まで営業されている。 

 

２. 調査 

京王御陵線の廃線調査は，2009年 2月 13

日に行った。調査の開始起点を山田駅に設

定し，鉄道旅行地図帳 関東 1(新潮社)の廃

線地図と道路地図を頼りに多摩御陵駅跡へ

可能な限り廃線沿いを進む形とした。 

 山田駅は八王子の南に広がる丘陵地の中

に存在し，路線とホームは切り通しを通り，

駅舎はその上にある。ここから線路沿いの

道を高尾側に進むと，切り通しを抜けた線

路は築堤を進み，御陵線の築堤が分岐する。

高尾線はこのまま高尾方面へ切り通しを進

むが，御陵線は丘を登り進路を北西に変え

ている。右に 2 枚，写真を示す。ここから

しばらく，甲州街道(国道 20号)と交差する

地点まで御陵線の跡地は道路となっている。 

 

京王山田駅 

 

築堤の分岐跡(御陵線側) 

 

築堤の分岐跡(高尾線側) 
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廃線跡に造られた道路 

  

甲州街道の交差点の手前で道路は中央線の

線路をくぐるが御陵線は高架で交差してい

た。交差点まで行くと道路は北に進路を変

えているため廃線跡は生垣になっており，

廃線の延長線上にあるガソリンスタンドが

甲州街道を 1辺とする平行四辺形の土地に

建っていることからこの土地は廃線跡であ

り，進路を変えずに路線が伸びていたこと

が伺える。また，この場所は武蔵横山駅の

跡地でもある。 

 

甲州街道の交差点(武蔵横山駅跡) 

  

御陵線はこの先で浅川を渡り進路をカーブ

で緩やかに南西へと変える。このカーブ区

間は現在閑静な住宅街と団地になっている。

この住宅街の中に明確に廃線の痕跡が確認

できる場所が 1箇所存在する。住宅の塀と

してかつての橋脚は 2本残されている。 

 

 

橋脚跡(多摩御陵側) 

 

 

橋脚跡(山田側) 

 

 御陵線はこの区間を高架で抜け，現在は

団地が建つ台地の上に抜けていたと考えら

れる。この団地は 2列に棟が建ち並んでい

る場所が存在し，その並びが緩やかなカー

ブを描いていることから，廃線跡に沿って

いると伺える。 

 進路を変え終えた御陵線はこのまま直線

を進み，多摩御陵への参道との交点にあっ

た多摩御陵駅へと至り終点となる。多摩御

陵駅は参拝駅に相忚しい堂々とした木造駅

舎が建っていたが現存していない。 
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 ちなみに参道を多摩御陵と反対に進むと

中央線の皇室専用駅であった東浅川駅跡が

存在したがこちらも駅舎は現存しない。 

 

３. 最後に 

この調査は，この UTRJ の特集記事とする

ことを想定して，工学院大学のキャンパス

がある新宿，八王子の周辺とその間の廃線

調査を行うことを企画して，その第 1 回調

査として行われたものである。しかし，特

集として十分な調査を実行することが出来

ず，今回は単発記事として寄稿させて頂く

こととなりました。今後も機会があれば，

国分寺～府中を走っていた下川原線や，京

王線の新宿周辺の廃線調査などを行いたい

と考えている。 

ここまでお読み頂き，ありがとうござい

ました。 

 

４. 参考文献 

1)今尾恵介 日本鉄道旅行地図帳 関東２ 

  新潮社,2008 

2)野田正穂 多摩の鉄道百年 

 日本経済評論社,1993 
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東急 5000 系電車 
 

石井 啓太（電気システム工学科 4年） 

 

１. はじめに 

日頃、東急東横線を使っているうえで最

も多く目にするのがこの 5000系である。そ

のため 5000 系に関する記事を書いてみよ

うと思ったので書いてみた。 

 

２. 東急 5000系について 

東急 5000 系電車は 2002 年から製造され

た東急電鉄の車両である。田園都市線向け

の車両が 5000系、東横線向けの車両が 5050

系、目黒線向けの車両が 5080系となってい

るが、これらはまとめて新 5000系と呼ばれ

ている。そのほか、横浜高速鉄道が製造し

た Y500 系電車についても新 5000 系の一つ

ととらえることもできる。 

 

1-1形式別の特徴 

(1)5000系 

田園都市線向けの 5000 系は 8500 系の置

き換えのため 2002年に 1編成が登場。2次

車以降と異なる点が多い。2 次車以降は

2003年から登場。登場時は全て 4 ドア車両

であったが、のちに混雑緩和のために 6 ド

ア車が投入された車両があり、6 ドア車両

は 10両のうち 3両（一部 2両の編成もある）

連結されている。これらの車両は準急で運

用されたときに、座席を途中駅まで使用不

可能にして全部立席にすることで混雑緩和

を狙っている。なお 6 ドア車両を増やす際

に計画変更がなされ、3 編成が東横線向け

に改造されている。全編成のドア上に液晶

ディスプレイが 2 機設置されている。第 1

編成は当初 1 基であったが後に 2 つに増設

されている。また初期の編成は種別表示機

が幕式、行先表示機が 3色 LED であったが、

後に種別表示機と行先表示機が一体化され

種別表示部分がフルカラーLED、行先部分が

白色 LED に変更されたほか、乗降扉の複層

ガラスへの変更や、仕切り板の形状変更、S

バネなど細かな変更がなされている。現在

6ドア車がない編成も含め 19本が田園都市

線・半蔵門線・東武線で、3 本が東横線・

みなとみらい線で使用されている。なお，

東横線向けに貸し出されている車両は一部

の座席が撤去されている。 

 

 

写真 1  6ドア車連結の 5000系 

（5114編成・東武伊勢崎線春日部駅） 



東急 5000系電車 32 

 

写真 2 5000系の液晶ディスプレイ 

（長津田駅停車中に撮影） 

 

(2)5050系 

東横線向けの 5050 系は 8000 系の置き換

えのために 2004年に登場した。東横線向け

の 5050系は 5000系や 5080系よりも車体幅

が広くなっている。行先表示機は当初から

一体になったものが使用され、種別表示部

分がフルカラーLED、行先部分が白色 LED使

用されているほか、座席には S バネが使用

されている。2007年に製造された編成は乗

降扉のガラスが複層のものに変更され、ド

アや貫通扉にも化粧版がつくなどの変化が

あった。また Y500系で導入された車いすス

ペース部分のドア部分の変更も採用されて

いる。 

 

 

 

写真 3 5050 系電車 

（5152編成・渋谷駅） 

 

(3)5080系 

目黒線の 3000 系の予備車を確保する目

的で、2003年に登場した。最初に投入され

た 2 本は行先表示機が種別表示と一体型の

3 色 LED であったり、液晶ディスプレイで

はなく LED 案内表示機が設置されているな

ど 3000 系とあまり変わらない設備になっ

ている。その後 2006年に急行運転開始に伴

う増発、2008年に目黒線の延伸に伴いそれ

ぞれ車両が増備された。2006年の編成は行

先表示機にフルカラーLED を装備したり、

座席に S バネを追加したりするなどの変化

があった。2008年度の編成はドア上に開閉

灯が設置されたほか、一部編成はドアの仕

切り板の形状が変更されるなどの変更が見

られる。 



東急 5000系電車 33 

 

写真 4 5080系電車 

（5189編成・日吉駅） 

 

1-2 車両の特性 

車体などの図面は E231 系を基にしてい

る。電動機はかご型三相誘導電動機であり、

ものの出力は 190kWとなっている。MT比は

いずれも編成ベースで 1:1 になるようにな

っており、田園都市線用が 5M5T、東横線用

が 4M4T、目黒線用が 3M3T となっている。

VVVF インバータ制御であり、素子は IGBT

が採用されている。なお 5000系と 5050系・

Y500系は日立製が、5080系は東芝製が採用

されている。ブレーキは電気指令式電空併

用ブレーキを搭載し電力回生ブレーキも搭

載している。 

車両の長さはおよそ 20m であり先頭車以

外が 20,000mm(ちょうど 20m)、先頭車は中

間車より 100mm長い 20,100mmとなっている。 

起動加速度は 3.3km/h/s で減速度は常用

ブレーキが 3.5km/h/s，非常ブレーキが

4.5km/h/sである。 

車内はロングシートで、座席定員は先頭

車が 48名、中間車が 54名（5000系東横線

貸出車は 48 名または 51 名・車いすスペー

スがある号車は 51名）6ドア車が 30名（座

席収容時は 0名）となっている。 

車内設備は 5080系の 5181編成と 5182編

成が LED 表示器が、それ以外の編成には液

晶ディスプレイが設置されており、案内表

示器付近にドアチャイムが設置されている。

また全車両に相互直通運転先の路線を含め

た自動放送装置が設置されている。また自

動放送装置は急ブレーキをかけると「急停

車します。ご注意ください」という放送が

流れるようになっている。なお東横線・み

なとみらい線内では一部列車の始発駅での

放送を除き、英語放送が省略されている。 

5000系は東京メトロ半蔵門線、東武伊勢

崎線関連の機器を、5080系は東京メトロ南

北線、都営三田線、埼玉高速鉄道線の関連

機器を装備している。5050 系については東

京メトロ副都心線関連機器を設置するため

の準備工事が行われている。 

 

1-3 編成 

2009 年現在、以下の 5 種類の編成が存在

する。 

 

5000系 

1次車 

 

2次車以降 

 

東横線貸出車 

 

5050系 
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5080系 

 

 

1-4 本系列をベースにした車両 

(1)Y500系 

2003年に登場した横浜高速鉄道向けの車

両である。 

 

 

写真 5 Y500系電車 

(Y512編成・元住吉駅) 

基本的な構造などは田園都市線向けの

5000系をベースにドアチャイムの変更や車

いすスペース付近のドアのレールの形状変

更などがなされている。なお Y500系は座席

の模様やラッピングがみなとみらい線をイ

メージしたものになっている。なお行先表

示機は種別が幕式で行き先表示が 3 色 LED

となっている。 

 

Y500 系編成は以下のようになっている。 

 

 (2)東急 6000系電車 

大井町線の急行運転をするにあたり作

られた車両。20m 級車両、1 編成が 6 両で

ある。 

(3)東急 7000系電車 

池上線・多摩川線向けの車両。18m 級車

両で 1 編成 3 両。2 号車にはクロスシート

が設置されている。 

 

３. 今後の予定 

5050系は、2012年に東京メトロ副都心線

との直通運転が行われるため、関連機器の

取り付け工事や、一部編成を 10両編成にす

るなどの改造が行われる予定である。 

また目黒線は編成が 8 両編成になる予定

であり、その際には中間の 2 両が増備され

る見込みである。 

 

４. 最後に 

今後も副都心線との相互直通運転開始

に伴い、広範囲での運用が予想される東急

5000 系列がどのような変貌を遂げるのか

とても楽しみである。 
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いつもの列車もよくよく見りゃぁ、 

マナー違反な奴がいる 
 

山口 直彦（情報学専攻 修士課程１年） 

 

１. マクラ 

かの有名な哲学者ロラン・バルトは大変

な日本びいきで知られ、例えば日本の俳句

文化を次のように評しています。 

 

 「俳句においては、言葉を惜しむと 

いうことが優先的に配慮される。これは 

私たちヨーロッパ人には考えも及ばぬこと

だ。」（ロラン・バルト 「表徴の帝国」） 

 

日本の文化は「様式美」を求めると 

言われます。俳句は音を 5/7/5に制限した

定型詩、この記事のタイトルも、音を

7/7/7/5に制限した「都都逸（どどいつ）」

という定型詩です。 

 

日本人は様式美を追求し、ついには「道」

という概念にたどり着きます。刀や弓の 

戦術が持つ様式美を追求する「剣道」や 

「弓道」、花を美しく飾るための様式美の 

体系「華道」、お茶を点てて季節に忚じた 

もてなしをする「茶道」など、日本に浸透

した「道」は枚挙に暇がありません。 

日々口にする緑茶ですら、「煎茶道」が存在

することからも、その浸透具合が伺えます。 

 

 

鉄道研も今後、様々な活動を行う中で、

楽しさと教養にあふれる「鉄道」の普及に

邁進していく所存でございます。 

お後がよろしいようで。 

 

２. 本当の前書き 

という冗談はさておきまして、日本人の

好む「様式美」にも一長一短があります。 

客をもてなし、歓待する気持ちを精製 

した「道」も、その本来の意味を考えずに

ただ言われた通りの決まりごとを守って 

いるだけでは無意味どころか逆効果、 

「形骸化」です。 

 

ここで問題にしたいのは「マナー」の 

問題です。 

鉄道に限ったことではありませんが、 

マナーに関するあらゆる標語は巷に 

あふれています。 
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例えば京王線では、乗客マナー向上の 

ための取り組みとして、「マナー川柳」と 

いうものを定期的に募集しています。 

お題として指定された乗客マナーに 

沿った川柳を公募し、入選作を車内や 

駅構内にポスターとして展示する企画 

ですが、毎回ウィットに富んだ作品が 

入賞しています。  

 

また、東京メトロでは数年前から 

「家でやろう」とか「海でやろう」と 

いった標語と共に、電車の中でとても通常

ではありえないような事をしている風景

（たとえば「海でやろう」という標語と共

に、シュノーケルに海パン姿の男性が 

クロールの体制のままドアに挟まれている

イラストを描き、駆け込み乗車をしない 

ように呼びかけている）がイラストとして

描かれ、皮肉をこめつつも目を引く 

ポスターとなっています。 

 

このような形で注意喚起されている 

乗客マナーの種類はおおよそ決まって 

います。すぐに思いつく限りでは 

「駆け込み乗車」「携帯電話のマナーモード

or電源 OFF」「席を譲る」「席はつめて座る」

「痴漢・めいわく行為禁止」といった 

ところでしょうか。 

「痴漢・迷惑行為禁止」はそもそも 

痴漢や暴力そのものが法律違反なので 

別格ですが、基本的に「マナー」という 

ものは何よりも「他人を不快にさせない 

ため」に行うものです。 

海外では、「他人を不快にさせない」と 

いうマナーの根幹がしっかり理解されて 

いるので、日本のようにあちこちで標語を

騒ぎ立てる必要はありません。日本はこの

根幹が理解されていないので、あちこちで

標語やら注意喚起の音を流さなくてはなら

なくなるのです。 

また、そうやってマナーの根幹を考える

と、「こういう乗客マナーも必要だなぁ」と

思うこともあれば、逆に「これはそんなに

マナーとして主張すべきことだろうか」と

考えることがあります。 

 

３. 「席に座るマナー」 

「お年寄りや体の不自由な人に席を譲り

ましょう」というのは代表的な乗客マナー

の 1つで、このマナーに疑問の余地はない

 

京王マナー川柳 

（京王電鉄 Webサイトより引用） 

 

 
東京メトロ マナーポスター 

（東京メトロ Webサイトより引用） 
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といっていいでしょう。強いて言えば 

若くても体調が悪くて着席したい人が 

いたり、まだ妊娠したばかりで一見した 

だけでは妊婦とわかりづらい人が着席 

したい場合もあるだろうと指摘できます。

ただし後者に関しては、自分が妊婦である

ことを周囲に伝えるマタニティバッジの普

及で状況が改善しつつあります。 

 

では「席に座るマナー」とはなにか。 

真反対のマナーのようにも見えますが、 

そうではありません。 

通勤ラッシュを経験したことのある方 

ならわかると思いますが、ピーク時の 

通勤ラッシュは「座れない」どころか 

「立っている事がつらい」状態です。 

運が悪ければ上半身と下半身、右手と左手

が違うほうへ引っ張られ、そのまま体が 

ちぎれるのではなかろうかというくらいの

痛みを味わいます。そのような状況に 

あっては、1人でも立っている乗客が 

減れば、ほんのコンマ数％ほどであろうと

も人口密度が下がり、立つのが楽になるの

です。 

もう終点にほど近い駅で誰かが座席を 

立つ。私はそこに座りたいけど遠くてそれ

は無理。せめてそこに誰か座ってくれれば、

この混雑が尐しは楽になる…そういうとき

に限って「誰も座らない」事が多いのです。 

その空いた席の目の前にいる人が座って

くれれば、座った本人も楽ですし、残りの

立っている人も尐しは楽になります。次の

駅で誰か座席を必要とする人が乗ってくる

かもしれないと思うなら、そのときに席を 

立てばいいだけの話です。 

自分も楽で、他人の不快さをちょっと 

だけ軽減する「席に座るマナー」、必要だと

思いませんか？ 

 

４. 「駅をきれいに」 

「駅をきれいに」というと、通常 

思い浮かべるのは「放置ゴミ」の防止だと

思います。地下鉄サリン事件や、９・１１

と呼ばれる無差別テロ事件以降、安全性 

確保のために駅のゴミ箱はずいぶん減って

しまいました。ゴミ箱が消えた当初は 

ホームのあちこちに空き缶やらなんやらが

放置されていたように思いますが、 

最近ではゴミ箱がない状態が当たり前に 

なりつつあり、放置ゴミというのは 

ずいぶん減ったように思います。 

 

ここで問題にしたいのは「痰」です。 

いきなり汚い話で恐縮ですが、駅に限らず

街中でも、道端に痰を吐く人は意外に多く

います。確かに痰というのは出てくると 

なかなか気持ち悪いもので、すぐに吐き 

出したくなるものです。おまけに私は今、

この原稿を風邪をひいた状態で書いて 

いますのでなおさらその気持ちは 

よくわかります。 

しかし、考えるまでもなく「自分に 

とって気持ち悪いもの」が「他人にとって

気持ちいいもの」であるはずがありません。 

 

BABY in ME マタニティバッジ 
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吐かれた痰そのものはもちろんのこと、

痰を吐く人を見かけると、なんと品のない

ことかと思います。痰を吐くという行為は

一種の排泄行為に他なりません。人に 

見せないように気を使うのがマナー 

でしょう。 

 

汚いついでにもう一つ、「酔っ払いの 

乗客」も大変迷惑ですね。もはや何が汚い

のか書きたくもありませんが、週末や 

年末年始の深夜でよく見る光景です。新人

の駅員にとってはこれが最初に乗り越える

べき試練の 1つだとか。 

前後不覚の状態で出歩くなという法律で

も作って欲しいと常々思います。 

 

５. 「携帯電話」 

携帯電話に関する乗客マナーというと 

大きくわけて「優先席付近では電源 OFF」

「車内通話禁止」「マナーモードに設定」の

3 つですが、これについては再考の余地が

たくさんあるのではないかと常々思ってい

ます。 

 

優先席付近で電源を OFFにしなければ 

ならない根拠は、携帯電話が発する電波が

ペースメーカーの誤作動を引き起こす 

可能性があるためとされています。 

携帯電話が普及してすぐにこの問題が提起

され、研究もあまり進まないまま、「とりあ

えず」の処置として現在の車内マナーが決

まりました。しかし、その後の研究成果を

元に、この車内マナーを改正しようという

話は聞いたことがありません。 

 

携帯電話周囲の電波エネルギーの強さは、

携帯電話から距離が離れるに従って、 

かなり急速に低下（具体的には携帯電話を

点状電波源と仮定すると、距離の 3乗に比

例して低下）します。 

先行研究によれば、携帯電話の種類に 

よって多尐の変化はあるものの、 

ペースメーカーの動作に有意に影響を 

与えうる範囲は、携帯電話から半径 10数 

センチの範囲との結果がでています。 

よほど混雑した通勤列車でもない限り、 

心臓付近に設置されたペースメーカーと、

隣の人が持つ携帯電話の距離が 10数 

センチの範囲に入ることは尐ないのでは 

ないかと思います。そう考えると、優先席

付近で電源 OFFを強制するというルール 

設定に意味があるのか、ちょっと疑問が 

残ります。 

勿論、ペースメーカーの誤動作が人の 

生死に直結しうる現象であることは事実 

です。しかし、もしも優先席で携帯電話の

電源を OFFにすることが防護策として有効

だとするならば、むしろ優先席だけでなく

車内全てで電源 OFFを奨励するべきです。

時間帯にもよりますが、優先席が必要で 

あると思われる人が、優先席の座席数以上

に車内にいることもしばしばあります。 

優先席の座席数は常に十分確保されている

とは限らないわけですから、ペースメーカ

ーをつけた人が普通座席に座らざるを 

得ないことも多々あるでしょう。 

今の状態では、普通座席でペースメーカ
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ーの誤動作が発生した場合、「優先席に 

座ってないあなたが悪い」と言われかね 

ない状況になってしまっています。 

あるいは、折衷案として「ラッシュ時 

のみ電源 OFF奨励」というやり方も 

考えられます。混雑率（座席数＋つり輪数

＋手すり数を定員とした乗客数の割合）が

100%にも満たないような状況で、携帯電話

とペースメーカーが 10 数センチの範囲に

近づくことは考えにくいわけですから、 

極端な混雑が見込まれるラッシュ時だけ、

携帯電話の電源 OFFを乗客にお願いするの

も一つの方法だと思います。 

 

車内で携帯電話の電源を入れても良い、

といったことになると、当然残る 2つの 

「車内通話禁止」「マナーモード設定」が 

問題になってきます。 

ここからはまったく主観的な意見になり

ますが、「車内通話禁止」の根拠は「周囲の

お客様に迷惑がかかるから」と鉄道各社は

口を揃えて言っています。しかし、車内 

通話をしている人は何をしているかと 

いうと、普通は携帯電話を通じて人と会話

しているだけです。電車の中で隣同士に 

座った友達・家族と会話をしているのは 

普通に見る光景ですが、それとはいったい

何が違うのでしょう。直接対面して会話 

しているか、電波というメディアを通じて

会話しているかの違いでしかありません。

時々、電話越しに話すときだけ声が大きく

なる癖がある人もいますが、普段から大声

の人もいるわけで、本質的に大きな違いは

ないわけです。むしろ、すぐ近くのマイク

にぼそぼそ喋るだけで会話が成立するの 

ですから、普通の会話より小声で話せる可

能性すらあります。そう考えると、「車内 

通話禁止」のマナーも根拠が怪しくなって

きます。 

 

「マナーモードの設定」はどうでしょう

か。私の場合は原則として 24時間マナー 

モード状態で、「着うた」を楽しむ習慣も 

ありませんからあまり問題にはなりません。

ここは音響学的な側面からちょっと考えて

見ることにします。 

携帯電話の着信音は、特に「着うた」 

でない昔ながらの「ピリピリ」という 

呼び出し音は矩形波や三角波といった 

「電子音」で形成されています。これらの

音は高周波成分を多く含むため、キンキン

した響きとなりやすい音と言えます。 

さらに現代の携帯電話は非常に小型な 

ため、着信音を鳴らすためのスピーカーも

小型にせざるを得ません。そのために 

スピーカーも「高周波成分が良く鳴る」 

特性になりがちです。そのため、純粋な 

電子音でない着うたであっても、やはり 

高周波成分が強調された音になります。 

高周波成分が過剰に含まれた音は耳に 

つきやすいため、着信音に求められている

働きを考えれば「聞こえやすい優秀な」音

ですが、これは「うるさくて耳障りな」音

と紙一重です。電車のように空間が狭く、

硬い壁で囲われた空間の中では「うるさい」

と感じることも多いでしょう。何の前触れ

もなく突然鳴り始めるので、隣の人の携帯

がいきなり鳴ってぎょっとすることも 

しばしばです。その意味では、「マナー 

モード設定」は意味のある車内マナーであ

るように思います。 
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６. 最後に 

「人を不快にさせない」というマナーの

本質を踏まえて車内マナーを考え直そうと

いうことで、「席に座るマナー」「駅を 

きれいに」という 2つのマナーを提言し、

逆に携帯電話について「優先席付近電源

OFF」「車内通話禁止」というマナーに 

ついての疑問を提示しました。 

これ以外にも考え直すべきマナーは 

たくさんあるでしょう。「人を不快に 

させない」というマナーの本質を胸に、 

車内だけでなくあらゆる場面でマナーと 

いうものを考えて欲しいと思います。 

謝辞 

本記事の執筆にあたり、「BABY in ME」

を主宰する村松純子様には、本稿への掲載

をご快諾頂き、マタニティバッジの画像 

及び各種資料をご提供いただきました。 

ありがとうございました。 

参考 URL 

「京王電鉄」 

http://www.keio.co.jp/ 

「東京メトロ」 

http://www.tokyometro.jp/ 

「BABY in ME」 

http://www.baby-in-me.com/ 

ご紹介：「BABY in ME」の取り組み 

「BABY in ME」は村松純子さんが 1999 年に開設した Web ページを通じて提案し

た、マタニティのシンボルマークです。 

妊娠中、特に妊娠初期はなかなか周囲に分かってもらえず、気分が悪くても席に 

座れなかったりして、辛い思いをすることがあります。 

村松純子さんはこの「BABY in ME」シンボルマークをあしらったバッジや 

ステッカーなどのグッズを普及させることで、日常生活の中で、自分が妊婦である 

ことをさりげなく周囲に伝えられるように活動しています。 

現在では、一部自治体や団体でもこの「BABY in ME」マークを配布し、徐々に 

普及が進んでいます。 

 

個人的には、Web ページの Q&Aにあった、以下の記事が印象的でした。 

やはり大事なのは、相手を思う気持ちを持つことですね。 

 

Q 席を譲りたくても譲れない（気を使いたくても使えない）時は？ 

マークに気がついたけど自分も具合が悪く具体的にはなにもしてあげられない場合は、

「頑張ってね！」と心のなかでエールを送ってあげてください。そうやって視線が 

和らぐだけでも、精神的にもデリケートになっている未来のお母さん達は、とても安心

されます。お母さんの嬉しい気持ちは、おなかの赤ちゃんにも伝わるのだそうです。 
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規約 

 

工学院大学鉄道研究部 規約 

第１章 総則 

 第１条 本団体は、「工学院大学鉄道研究部」と称する。 

 第２条 本団体は、本部を新宿キャンパスに置き、支部を八王子キャンパスに置く。 

第２章 目的及び活動 

第３条 本団体は、工学院大学の学生が自主的に鉄道研究に関する諸活動を行うこと

で個人の鉄道に関する知識技能を向上すると共に、鉄道研究の推進啓蒙に寄

与することを目的とする。 

第４条 

  [1] 本団体は前条の目的を達成するために次の活動を行う。 

   (1) 鉄道に関する諸研究、見学会等の活動 

   (2) 成果を発表するための諸活動 

   (3) 他の団体と協力する活動 

   (4) その他、本団体の趣旨に合致する活動 

  [2] 本団体は宗教活動や政治活動は行わない。 

第３章 部員 

 第５条 

  [1] 本団体は部員、名誉会員によって構成される。 

  [2] 工学院大学及び同大学院に在籍する学生は部員になる資格を有する。 

  [3] 部長は前項の資格を持たない者を名誉会員とすることができる。 

 第６条 

  [1] 入部するにあたっては別に定める手続きにより申し込むこととする。 

[2] 部員は、その通学するキャンパスに忚じ、本部もしくは支部のいずれかに 

所属するものとする。 

[3] 部員は本規約を遵守し、本団体の名誉、品位を尊重しなければならない。 

第７条（部費） 

  [1] 部員は総会において定める部費を納入しなければならない。 

  [2] 納入された部費は返還しない。 

  [3] 部長は名誉会員の部費を免除することができる。 

 第８条（退部） 

  [1] 部員及び名誉会員は、別に定める手続きにより任意に退部することができる。 



規約 42 

  [2] 前条第１項の部費納入が2ヶ月にわたり滞った場合は退部とする。 

第９条（除名） 

本規約に違反した部員及び名誉会員は、総会の議決により除名することがで

きる。 

第４章 役員 

 第10条 

  [1] 本団体には原則として次に示す役員を置く。 

   (1) 部長１名 

   (2) 副部長１名 

   (3) 支部長１名 

   (4) 会計（本部・支部）各１名 

   (5) 書記（本部・支部）各１名 

   (6) 部会連絡（本部・支部）各１名 

  [2] 部長は本団体を代表し、業務を統括する。 

副部長は、部長を補佐し、部長に事故ある時はその職務を代行する。 

支部長は八王子に在籍する部員の統括を行う。 

会計は本団体の会計業務を担当する。 

書記は活動・部会等の記録を担当する。 

部会連絡は本部支部部会の議事内容を相互に伝達する。 

  [3] 工学院大学Ⅰ部文化会会則第29条に基づき、部長及び支部長に就任する者の              

   条件を以下のように定める。 

   (1) 部長は、工学院大学に在籍し、原則として新宿に通う３年生とする。 

   (2) 支部長は、工学院大学に在籍し、八王子に通う１年生もしくは２年生と

    する。 

 第11条 役員は部員の中から総会で選任する。役員の任期は１年とし、再任を妨げな            

   い。ただし、第10条3項に規定される条件からはずれる場合はこの限りでない。 

第５章 総会及び部会 

 第12条 本団体の運営に関わる諸事項の決定は、総会もしくは部会において行うこと

   とする。 

 第13条 

  [1] 本団体事業の円滑な推進のために必要な場合は、当該活動の運営責任者を総

   会もしくは部会において定める。 

  [2] 事業運営責任者は重要事項については総会もしくは部会に諮るものとする。 

 第14条 

  [1] 総会は、本部において開催し、全ての部員及び顧問は原則としてこれに参加

   しなければならない。 
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  [2] 部会は、本部および支部のそれぞれにおいて開催し、以下の部員および役員

   は原則としてこれに参加しなければならない。 

   a) 本部での開催の場合、本部に所属する部員および支部の部会連絡役員 

   b) 支部での開催の場合、支部に所属する部員および本部の部会連絡役員 

  [3] 総会または部会にやむを得ず欠席する者は、前もってその旨を届け出なけれ

   ばならない。 

  [4] 部員が総会及び部会を理由なく欠席した場合、部長は当該部員が退部したと

   みなすことができる。 

  [5] 本部に所属する部員は、支部の部会に参加することを妨げられない。支部に

   所属する部員は、本部の部会に参加することは妨げられない。 

 第15条 

  [1] 総会は通常総会と臨時総会の２種とする。 

  [2] 通常総会は毎年度１回必ず開催する。臨時総会は、役員が必要と認めた場合

   または部員総数の３分の１以上の要求により開催する。 

 第16条 

  [1] 総会は部長が招集し、部員の半数以上の出席で成立する。 

  [2] 本部部会は部長が招集し、本部部員の半数以上の出席で成立する。 

  [3] 支部部会は支部長が招集し、支部部員の半数以上の出席で成立する。 

  [4] 第16条第1項から第3項において、委任状の提出がある場合はこれを出席と 

   同等とみなす。 

  [5] 委任状の提出数が定足数の過半数を超えた場合は部会及び総会を不成立 

   とする。 

  ＊上記提案については議論保留 

  ＊万が一上記事項が必要な状況になった場合は緊急に総会を開き決定を行う 

 第17条 

  [1] 総会の議長は出席者の中から選出する。 

  [2] 総会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が 

   決定する。 

 第18条 

  [1] 総会は以下の報告、審議、決定を行う。 

   (1) 活動計画および予算。活動報告および決算。 

   (2) 役員の選任および解任。 

   (3) 規約の変更。部費の額。 

   (4) その他本団体運営上の重要事項。 

  [2] 部会は第18条第1項で定めた以外の事項を報告審議決定する。 
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第６章 雑則 

 第19条 本団体の年度期間は毎年4月1日より翌年3月末日とする。 

 第20条 本規約に定めのない事項は部会で決定することができる。 

附則  [1] 本規約は総会にて成立した時から施行する。 

   [2] 本会設立当初の年度期間は、第20条の規定にかかわらず、2006年6月19日から

   2007年3月31日までとする。 

 

工学院大学鉄道研究部 会計規定 

第１条（本規定の目的） 

 本団体を円滑に運営するため、会計に関する諸規定を以下に定める。 

第２条（用語の定義） 

 本規定における用語を以下のように定める。 

 部費：本団体の活動費として独自に部員から徴収する活動費。 

 自治会費：本団体の活動費として工学院大学I 部自治会から工学院大学Ⅰ部  

      文化会を通じて支給される活動費。 

 後援会費：本団体の活動費として工学院大学後援会から工学院大学新宿学生課を 

      通じて支給される活動費。 

第３条（予算と決算） 

 [1] 各会計年度の予算は、当該年度の当初までに総会における議決により定めるもの

  とする。 

 [2] 会計は、各会計年度の会計報告を総会において行わなければならない。 

第４条（部費の納入） 

 部費は総会で定める金額を前期後期に分けて納めるものとする。 

 （部長によって部費を免除された名誉会員は除く。） 

第５条（物品の購入） 

 [1] 物品の購入に関しては以下の通り、事前に許可を求めてから執行しなければなら

  ない。 

  (1) 1回の購入費用が5,000円未満の場合は、会計の承認をもって執行する。 

  (2) 1回の購入費用が30,000円未満の場合は、会計、及び総会もしくは部会での 

   承認をもって執行する。 

  (3) 1回の購入費用が30,000円以上の場合は、総会の承認をもって執行する。 

 [2] １回の購入費用が1,000円未満であり、かつ特に急を要すると認められる場合は、 

  前項の規定によらず会計への事後報告で執行することができる。 

第６条 （物品購入時の精算） 

 [1] 物品購入時には、購入担当者が立て替えた上で、領収書と引き替えに精算する。 
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 [2] 領収書には宛名[工学院大学Ⅰ部文化会 鉄道研究部]、購入品名、購入店名、購入

  店印が明記されていること。（特に必要な場合は明細を別途加えること） 

 [3] 予算の仮払いは原則として認めない。 

第７条 （余剰の部費の取り扱い） 

 年度末の会計において発生した余剰の部費に関しては、次年度に繰り越すものとする。 

第８条 （別枠集金時の残額の予算繰り入れ） 

 合宿等のために集金した金銭に残額が発生した時は、その金銭を支払った者の承諾を

 得て部費に繰り入れることができる。 

第９条（自治会費及び後援会費の扱い） 

 [1] 自治会費及び後援会費の執行に関しては部費に準ずる。 

 [2] 自治会費は工学院大学Ⅰ部文化会会則に従い、予算申請及び決算報告を行う。 

 [3] 後援会費は工学院大学新宿学生課の指示に従い、予算申請及び決算申請を行う。 

 

工学院大学鉄道研究部 メーリングリスト運営規定 

第１条（目的） 

 部員間の情報伝達を円滑にするため、鉄道研究部メーリングリストを設置する。 

第２条（管理者） 

 メーリングリストの管理者を部員から1 名選出する。 

第３条（メーリングリストへの参加） 

 [1] メーリングリストに参加する者は以下の者とする。 

  (1) 部員、顧問 

  (2) そのほか必要に忚じ、役員が参加を認めた者 

 [2] メーリングリストへの参加手続きは以下のタイミングで管理者が速やかに行うも

  のとする。 

  (1) 前項(1)の者に関しては入部手続きが完了次第 

  (2) 前項(2)の者に関しては承認次第 

第４条（メーリングリストの脱退） 

 第３条１項におけるメーリングリスト参加条件を満たさなくなった時、管理者は 

 速やかにメーリングリストからの脱退手続きを行わなくてはならない。
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沿革 
 

＝＝＝＝＝2006 年＝＝＝＝＝ 

・6月 

 －阿久津・小篭・山口の 3 名が鉄研発起人となり、創立. 一部代表に小篭、二部代表 

  に阿久津が着任 

 －竹本正勝先生が副顧問着任 

  －高木亮先生が顧問着任 

  －16日 第 1回ミーティング（於：高木研) 

 －曽根悟先生が特別顧問着任 

 －20日 会員相互連絡用メーリングリスト稼働開始 

 －23日 第 2回ミーティング（於：高木研) 

 －30日 第 3回ミーティング（於：23Fラウンジ） 

 －以降、夏季休暇を除くほぼ毎週定例ミーティングを開く 

・7月 

 －オープンキャンパス用模型製作プロジェクト開始 

 －24日 第 1部文化会に正式に同好会として登録 

 －29,30日 八王子オープンキャンパスにて展示（於：夢づくり工房） 

・8月 

 －5日 第 1回鉄研旅行開催（行き先：横川・碓氷峠鉄道文化むら 参加者 15 名） 

 －19,20日 大学の先生と楽しむ理科教室にて展示（於：夢づくり工房） 

 －阿久津多忙につき、二部代表に山口着任 

・9月 

 －13日 八王子にて 1,2 年対象の鉄研ゼミを開催（以降 隔週開催） 

・10月 

 －7 日 工学院大学後援会 キャンパス見学会開催（新宿キャンパスにてパンフレット

  配布） 

 －14日 同上（八王子キャンパスにて模型展示、新宿キャンパスにてパンフレット配布） 

 －28,29日 工学院大学第 44 回八王子祭にて模型展示、会誌「Urban Tech Railway  

  Journal」創刊準備号発行 

・11月 

 －3,4日 合宿( 行き先：河口湖 参加者 7 名) 

 －18,19日 工学院大学第 57回新宿祭にて模型などの展示、会誌「Urban Tech Railway 

  Journal」創刊号発行。 
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＝＝＝＝＝2007 年＝＝＝＝＝ 

・2月 

 －7,8,9日 「FC EXPO 2007」（於：東京ビッグサイト東 1 ～３ホール）の 

  SPACE-DEVICE（株）ブース出展にて、レイアウトその他を貸し出し、燃料電池駆動 

  の N ゲージ模型として展示。燃料電池ミニ機関車の走行映像撮影に協力。 

 －19日「第 1回鉄道研究同好会総会」開催。規約、諸規定の決定、役員人事の調整等 

  が行われる。（於：新宿キャンパス アーバンテックホール） 

・4月 

 －3,4,5 日 新入生歓迎イベント（於：八王子キャンパス）に参加。ビラ配布、工房で

  の模型展示、体育館、教室での説明会を実施。 

・6月 

 －30日 電気通信大学鉄道研究会様及び法政大学鉄道研究会様が合同で行った鉄道模 

  型運転会へ会員 3名がご挨拶へ伺う（於：電気通信大学） 

・7月 

 －29,30日 八王子オープンキャンパスにて展示（於：夢づくり工房） 

・8月 

 －19日 コミックマーケット 72（於：東京ビッグサイト）にて、『別冊 Urban Tech Railway 

  Journal Vol.1』を、電気通信大学鉄道研究会様にて委託販売。 

 －25,26日 大学の先生と楽しむ理科教室にて展示（於：夢づくり工房） 

・9月 

 －6日 大鉄道博覧会（於：江戸東京博物館）の見学会を実施 

・10月 

 －27,28 日 工学院大学第 45回八王子祭にて模型展示、会誌「Urban Tech Railway      

  Journal」Vol.2 発行新宿キャンパスオープンキャンパスにて模型展示。 

 －30日 鉄道博物館の見学会を実施 

・11月 

 －3,4 日 第 2回合宿。(行き先：河口湖[富士吉田セミナー校舎]) 

 －22,23,24日 工学院大学第 58回新宿祭にて模型などの展示 
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＝＝＝＝＝2008 年＝＝＝＝＝ 

・2月 

 －27,28,29日 「FC EXPO 2008」（於：東京ビッグサイト西 1～2ホール）の 

  大同メタル(株)ブース出展用に、燃料電池駆動の N ゲージレイアウトを製作、納品。 

・3月 

 －10日 第 1回 鉄道模型運転会 in八王子 N広場 開催 

・4月 

 －4,5 日 新入生歓迎イベント（於：八王子キャンパス）に参加。ビラ配布、工房での

  模型展示、教室での説明会を実施。 

・6月 

 －14日 第 1 回 鉄道模型運転会 in 八王子 N 広場 開催 

・8月 

 －1,2日 八王子オープンキャンパスにて展示（於：夢づくり工房） 

 －8,9,10日 第 3 回合宿。( 行き先：軽井沢[軽井沢学寮]) 

 －23,24日 大学の先生と楽しむ理科教室にて展示（於：夢づくり工房） 

・11月 

 －1,2日 工学院大学第 46回八王子祭にて模型展示、会誌「Urban Tech Railway Journal」 

  Vol.3発行 

 －8日 第 3回 鉄道模型運転会 in八王子 N広場 開催 

 －23,24日 工学院大学第 59回新宿祭にて模型などの展示 

・12月 

 －18日 工学院大学Ⅰ部文化会の役員選挙において部への昇格が決定 

＝＝＝＝＝2009 年＝＝＝＝＝ 

・2月 

 －23日 鉄道博物館の見学会を実施 

・3月 

 －12日 第 4回 鉄道模型運転会 in八王子 N広場 開催 

・4月 

 －1日 2009年度より同好会から部へ昇格、名称を「工学院大学鉄道研究部」へ改称 

 －4,6日 新入生歓迎イベント（於：八王子キャンパス）に参加。ビラ配布、工房で  

   の模型展示、体育館、教室での説明会を実施。 

・6月 

 －7日 キャンパスツアーにて展示（於：夢づくり工房） 

 －13日 工学院大学Ⅰ部文化会総会に参加 
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・8月 

 －1,2日 八王子オープンキャンパスにて展示（於：夢づくり工房） 

 －22,23日 大学の先生と楽しむ理科教室にて展示（於：夢づくり工房） 

・9月 

 －5日 第 1回鉄道研究部臨時総会を実施（於：新宿キャンパス） 

  規約の改定が行われる 

 －26日 第 1回鉄道研究部新宿部会を実施（於：新宿キャンパス） 

・10月 

 －3日 第 2回鉄道研究部臨時総会を実施（於：新宿キャンパス） 

 －17日 第 2回鉄道研究部新宿部会を実施（於：新宿キャンパス） 

・11月 

 －3日 つくばエクスプレス及び関東鉄道の車両基地見学会に参加 

 －7日 第 3回鉄道研究部臨時総会を実施（於：新宿キャンパス） 

  会計規定、メーリングリスト運営規定の改定が行われる。 

 －21,22日 工学院大学第 60回新宿祭にて模型などの展示、 

  機関誌「Urban Tech Railway Journal」Vol.4を発行 
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編集後記 

 
 編集担当の佐宗です。 

 昨年度に引き続き編集を担当することになりましたが、本文にも述べられておりますが、

今年度より鉄道研は同好会から部に昇格し、学内の知名度がさらに高くなりました。しかし、

安定した活動をすることは予想以上に難しく、歴史の浅さを身をもって感じたこともあり、

機関誌の発行も遅れてしまいましたが、このようにして形にできたことを大変嬉しく思いま

す。また、大変短い期限であったにもかかわらず、記事を書いてくださった顧問の高木先生

をはじめ、部員、OB の皆様には心より感謝申し上げます。おかげさまで昨年度以上にボリ

ュームのあるものを作ることができました。 

 今後も私たち鉄道研は更なる進展を目指して多彩な活動を進めてまいりますので、皆様の

ご支援、御協力をお願いいたします。 

 



 



 

次号予告 

 
Urban Tech Railway Journal [Vol.005] 

2010 年発行予定 

 

 

Urban Tech Railway Journal 

(Vol.004) 

 

第１刷 2009/11/21 

 

発行 工学院大学鉄道研究部 

表紙写真 （撮影：佐宗友裕） 

（デザイン＆編集：佐宗友裕） 

 


