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えちぜん鉄道に今年も「七夕アート電車」走る！
えちぜん鉄道では、毎年恒例の福井工大デザイン学科との
コラボにより、6109号車に装飾を施した「七夕アート電車」を
6月30日から7月8日まで運転しました。

えちぜん鉄道
三国港駅
平成29年7月2日
森家 和治

【特 別寄稿 】ロー カル線 再生と 福井トラムトレインへの期待 [1] ---- 大 竹 滋
事務 局から のお知 らせ ----------------------------------------------------------最近 の福井 鉄道の 話題 ----------------------------------------------------------- 岸本雅行
目 『ふ くいの 鉄道160年 』こぼ れ話 [8] ----------------------------------------- 渡 邊 誠
『酒 井雅光 アルバ ム』の 紹介 --------------------------------------------------- 渡 邊 誠
特急 三昧の 旅 [1] ------------------------------------------------------------------- 山本浩康
酒井 雅光ア ルバム から [1] ―クモ ヤ791形 試作直接式交流電車― --- 渡 邊 誠
次 7月見学会 (京都鉄道博 物館 )報告 ----------------------------------------------- 和田一彦
酒井 雅光ア ルバム から [2] ―マヌ 34 形暖房車― -------------------------- 渡 邊 誠
福井 県内の 鉄道関 連ニュ ース(6・ 7月) --------------------------------------事務 局だよ り・終 着駅 -----------------------------------------------------------
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最近の 福井鉄 道の 話題

岸本 雅行

昨年3月の福井鉄道福武線・えちぜん鉄道三国芦原線の相互乗り入れ開始から1年以上が経
過しましたが、直通区間を移動した乗客数は順調に増加しているようです。また、福井鉄道福
武線だけの統計でも、2016年度の乗客数が前年比2.1%増加し200万人を超えました。(えちぜん
鉄道も過去最高の乗客数で、355万人を超えました。)福井鉄道の200万人突破は2017年度の目標だった

ので、1年前倒しで達成できたことになります。地方鉄道の多くが乗客数の減少に悩む中、福
井県内の両鉄道がここ数年増加を続けているということは驚異的な出来事かと
思います。福井鉄道・えちぜん鉄道の乗客数がさらに増加し、全国の地方鉄道
再生のモデルケースとなることを願っています。さて、今回は福井鉄道を中心
に、最近の話題をいくつかお届けします。(写真はすべて平成29年8月19日撮影)

〔１〕「フクラム」にハート形つり革出現
次世代型低床車両「フクラム」の第4編成(昨
年末にデビューしたサクラ色の編成)の中間車両に、

を目当てに乗車する客も増えるかも知れませ
ん。現在のところ、あまり大きな話題にはな

ピンク色でハート形のつり革が登場しまし
た。(写真-1・2)ハート形のつり革は、福井鉄

っていないようですが、つり革下の座席のシ
ートの色を変えるなどインパクトのある演出

道全車両のうち、この1個だけです。「この
電車に乗り合わせ、このつり革を握れば幸せ

をすることにより、さらに注目を集めてほし
いものです。

うわさ

↑

になれる。」なんて 噂 が広がれば、これ

写真-2 ハート形のつり革

写真-１ 中間車の右側（東側）にある

〔2〕市役所前電停の移設・改良工事の進捗状況
市役所前電停の移設・改良工事が7月30日

ホームの連絡はできませんでした。)現在、下りの

より本格的に始まりました。今までの電停は、
横断歩道を挟んで北側に下りホーム(田原町方

乗降は南側の仮ホーム、上りの乗降は以前か
らのホーム（地下道連絡口は閉鎖)で行い、

面)、南側に上りホーム(越前武生方面、以前は地
下道を通ってホームへ上がる構造)がありました

北側(田原町方面)の東西側で新しい対面式ホー
ムを建設中です。 (写真-3・4)12月頃には完成

が、南側の上りホームを北側に移設して横断
歩道を渡ることにより両ホーム間がつながる

する予定で、屋根付で手すり・スロープのあ
るバリアフリー電停となり、駅前線との乗り

ことになります。(以前は、地下道を通ってしか両

換えも大変便利になるようです。
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写真-4 左(上り) 右(下り・仮ホーム)

写真-3 建設中の新ホーム(田原町方面)

〔3〕200形・610形のその後
「フクラム」の導入に伴い引退した200形

入れに対する返事はいただいておりません。)また、

(203号)と610形は、現在、北府駅車庫の野外

に置かれています。 (写真-5・6)200形保存に
関しては、昨年7月、鉄道友の会福井支部・

610形に関しては、近々解体される予定と聞
いています。1999(平成11)年に登場 (元名古屋
市交通局1200形)して以来17年という短い期間

北府駅を愛する会で集めた3,193人分の署名
と要請文を奈良俊幸越前市長・村田治夫福井

でしたが、ロングシートの2両編成というこ
とで乗車定員も多く、ラッシュ時を中心に活

鉄道社長に手渡し、保存に前向きのお言葉を
頂きました。現在新築工事中の越前市役所新

躍しました。ただ、お別れ運転会ができなか
ったことが悔やまれます。

庁舎が完成(平成31年度後半)後に、越前市は北
府駅周辺を公園として整備し、そこへ200形
を設置する計画のようです。今後2年以上雨
ざらしでは車体の劣化も著しいので、鉄道友
さび

の会福井支部・北府駅を愛する会で錆止めな
どの作業を無償で協力したいと申し入れをし
福井鉄道 200形

ています。作業が実施される場合は、会員の
皆様のご協力をお願いします。(8月現在、申し

写真-6 解体を待つ610形

写真-5 一番後ろの２両が200形
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『 ふ く い の 鉄 道 160年 』 こ ぼ れ 話 [８]
渡邊 誠
〔１〕5回目の鉄道唱歌四題から (続き)

考えられる。鉄道唱歌が作られた明治33年

② 芦原温泉いろは旅館
初代支部長辻川
利雄氏は『わだち』4号で、

に、いろは旅館はあったのだ。
さて、金津との関係だが、北陸線が福井か
ら小松まで延びたのは明治30年 (1897)、三
国線の開業は明治44年 (1911)で、鉄道唱歌

「どうしても解釈に苦しむのは第1小節の
頭に付けられた『いろは』である。当時既
に芦原温泉は開発されているが、芦原の名
なが
は残念乍ら見えない。金津泊まりの急ぎ旅
ででもあったのだろうか。」

が作られた頃は人力車が金津-芦原間を結ん
でいた。所要約35分、20銭だったとか。

と、[いろはの金津]＝[芦原温泉いろは旅館]
の説を臭わせているが、断定はしていない。

『「鉄道唱歌」の謎“汽笛一声”に沸いた
人々の情熱』(中村建治 平成25年 交通新聞社)に

福井支部の大恩人に若輩者が非礼をも省み
ず、これについて検証してみた。

よると、大和田建樹は明治32年までに福井、
石川を確かに訪れている。富山には行ってい

「いろは旅館」とは、芦原温泉に昭和の末

ない。詳細な行程まで詳らかではないが、金
津で下りて芦原温泉いろは旅館に泊まった可

期まであった老舗旅館の一つで、戦後の旅館
主寺尾登喜雄氏は、福井震災当時の旧芦原町

能性はあるのである。
当時は、というか三国線のあった時代を除

から町村合併を挟んで昭和38年(1963)まで、

いて今でもそうだが、芦原温泉の最寄駅が金
津であったのであり、[いろはの金津]＝[芦

15年間芦原町長を務めた。
昭和60年 (1985) 前後に廃業となり、跡地
には北隣の「つるや」が増築・拡張された。

原温泉いろは旅館]の仮説も一応は成り立つ
と言える。

芦原温泉の歴史はそれほど
古い時代までさかのぼりはし
かん がい
ない。灌漑用の井戸を掘った
ら温泉が噴き出したのは明治
16年 (1883)のこと。翌17年に
は「温泉開湯式」が挙行され、
明治19年には温泉街が形成さ
れ始めている。
昭和6年 ( 1931) の 開湯50周
年を記念してその翌年に発行
された『芦原温泉誌』所収の
、、、、、、、、、、
田中々温泉発見時代の市街図
に、
「いろは」の記載がある(図
-1)。この図が明治何年かは書
かれていないが、明治30年創
業の「つるや」がないところ
から、明治20年代のいつかと

図-1 明治時代中期の芦原温泉
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昭和7年発行『芦原温泉誌』より

〔2〕6回目の雷鳥初列車と『わだち』創
刊号から

て電車乗場へ行きました。また、右側の架
線を支えている電柱で低い方は京福永平寺

雷鳥初列車の写真を撮った場所が、福井駅
か金津駅かの話で進展があった。

線の物かもしれません？（電柱の足元が分
かりにくいので不明だが、列車が止まって
いるホームの反対側の列車の為の架線の電
柱ではないと思います。跨線橋の下でサポ

(169号 7ページ右段中ほどから ～

創刊号表紙写真は福井駅か金津駅か ～
『わだち』創刊号の表紙は雷鳥初列車で彩ら

ートしてからでは近すぎる為。)
金津中学に昭和33年に入学してから京

れている。大先輩・酒井雅光氏の撮影によるもの
で、2002M金津(現・芦原温泉)駅とされている。

福永平寺線で「伊井～金津」間を通学に利
用していました。
高橋重夫

一方、同じ写真が平成23年(2011)に支部で制
作した絵はがきにも採用されたのだが、こちらは

雷鳥登場時の金津駅をリアルタイムでご存
、、、
知の方であり、支部制作の絵はがきに弘法の
、

福井駅下り富山行となっている。

筆があったと結論づけて間違いなかろう。
昨年の秋に当支部へ入会された高橋重夫様
参考文献

から、11月14日にメールをいただいた。

『福井県芦原温泉誌』島崎圭一 昭和7年 芦原温
泉誌刊行会
『ゼンリンの住宅地図 芦原町 ['82]』昭和57年
『ゼンリンの住宅地図 坂井郡 ['90]2』平成元年
『
「鉄道唱歌」の謎“汽笛一声”に沸いた人々の
情熱』中村建治 平成25年 交通新聞社

写真-5は国鉄金津駅だと思います。写
真の列車は「上り」であり、跨線橋は向か
って左側の国鉄から京福永平寺線へゆく為
のものであり、2段か3段の階段を上がっ

『酒井雅光アルバム』の紹介

渡邊 誠

支部の資産の一つに『酒井雅光アルバム』
がある。時代は昭和30年代から50年代。ざ

アルバムには氏が自ら撮影されたもののほ
か、やはり創成期からのメンバー牧田次郎氏、

っと数えただけでもおよそ16,500枚に上る。
酒井雅光氏は、福井に支部を作

中谷正氏らの手によるものも含まれる。現役
会員の若かりしお

ろうとの動きが出始めた昭和37年
(1962)頃からの有力会員の一人で、

姿も拝見できる。
昭和58年(1983)、

県内の国鉄、京福、福鉄各線はも
とより、関東から中京、関西方面

志半ばにして旅立
たれたが、遺品が

まで愛用のカメラでパチリパチリ
撮ってこられた。氏の祖父が丸岡

ご遺族から支部に
寄贈され、田中第3

鉄道の建議者の一人で、やはり血
は争えなかったようだ。氏が経営

代支部長宅で保管
されてきた。

約16,500枚に及ぶ酒井雅光アルバム

する石油店頭の屋上にパンタグラ
フがどっかとすわり、ポールの先端が丸岡城

紙面の“隙間”
を利用して今後その一部を紹介していことと

を指して立っていたという。(『わだち』6号お

したい。初回はまず9ページに、試作直接式
交流電車クモヤ791が敦賀に来ていた写真を。

よび20号より)
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特急三昧の旅

[１]

山本 浩康

鉄道を趣味とする人には、写真を撮るのが
専門であったり、鉄道模型が専門であったり

興味のある方は乗車の際探してみてはいかが
だろうか。客席に入ると幅が広く深緑色の3

といろんな方々がいる。私は鉄道にあてもな
く乗ることが趣味である。近年では豪華な鉄

列シートになっている。座席やテーブルなど
は高級な家具といってもいいだろう。とても

道車両の登場で、鉄道に乗ること自体が旅の
目的地であると言われるようになってきた。

落ち着く空間である。車両の機器構成は6200
系とほとんど変わらないみたいであるが、走

ようやく私のような乗り鉄趣味が理解される
時代になったのだろうか。今回は、何かと注

行時の快適性、静粛性は特筆すべきものがあ
る。列車は大阪線から吉野線へと入ると、美

目を集める近畿日本鉄道の特急型車両にでき
るだけ多く乗る1泊2日特急三昧の旅に出か

しい緑の中を快走し吉野駅に到着した。
吉野駅から次に乗る列車は、
「 さくらライナ

けることにした。
旅の始まりは大阪阿部野橋駅である。まず

ー」だ。以前の「さくらライナー」は外観が
もえぎ色のグラデーションが入った塗装であ

最初の特急は、昨年9月に運行を開始した観
光特急「青の交響曲(あおのシンフォニー)」だ。
この車両は、軌間が1067mmの南大阪線には

ったが、さくら色を基調としたカラーリング
へとリニューアルされた。車両はデラックス
カーが1両導入され、一般車両も上質感ある

観光輸送に特化した車両がないため、通勤型
として使用してきた6200系電車を改造し

車内へと変更されている。以前の「さくらラ
イナー」と比べると、とても華やかになった

て16200系特急車として格上げした車両で
ある。

印象である。

「さくらライナー」と6200系電車 吉野駅

吉野線内は特急列車であってものんびりと

吉野駅停車中の特急「青の交響曲」

今回の乗車にあたり正直なところ特急なの
に中古車両の改造はどうなのだろうと思って

走る。ゆっくりと風景を眺めながら走るのが
実にいい。吉野神宮駅を過ぎた辺りからは吉

いた。吉野行き特急が発着する6番ホームで
入線を待っていると、
「青の交響曲」専用の列

野川の美しい流れと並行する。この風景は沿
線で鉄道写真を撮るのにもいいだろう。本来

車接近メロディーが鳴り3両編成の車両が入
線してきた。車体の色は濃紺色に金のライン
が入った重厚感あるデザインだ。乗降口はデ

ならば、このまま阿部野橋駅まで乗車するの
だが、今回はできるだけ多くの特急列車に乗
かしはら
車するのが目的であるため、橿原神宮前駅で

ッキというより高級なホテルのロビーのよう
である。エントランスの細部をよく見てみる

途中下車をした。
橿原神宮前駅は、私の好きな駅の一つでも

と、桜をモチーフとした装飾が施されている。

ある。軌間が狭軌である南大阪線・吉野線と
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標準軌である橿原線を接続しているのだが、
吉野から京都方面へは軌間が違うため直通す
る列車がない。利用者にしてみれば乗り換え
が不便に思われるのだろうが、私のような鉄
道好きから見る駅の構造はとても面白く感じ
る。
橿原神宮前駅から次に乗る列車は、私の大
好きな車両ビスタEXである。この車両も大
幅なリニューアルがされており、とても快適
な車両となっている。終点の京都まで乗車す
るのだが、座席はもちろん2階席である。こ

時間ほどで京都駅に到着した。この後も近鉄

の日は夕方からの乗車となったが、ビスタカ
ーの2階席から眺める大和地方の風景は夕日

特急に乗るのだが、辺りは薄暗くなっていた
ので京都市内に宿泊することにした。

橿原神宮前駅停車中のビスタEX

に染まり、とても美しい風景だった。列車は1

酒井雅光アルバムから [1]

以下次号

―クモヤ791形 試作直接式交流電車―

交流電化システムが確立する過程で、単相交流整
流子電動機を用いる直接式交流電車の可能性を探る
ため、昭和33年度(1958)に1両のみ試作された。2扉
セミクロスシートの1M車で、九州地区での営業運
転を想定していた。当初はモヤ94000を名乗ったが、
昭和34年6月の称号改正でクモヤ791-1とされた。
昭和34年3月末に川崎車輌で落成後、九州より一
足先に交流電化の実績を作っている敦賀第二機関区
に配備され、敦賀-長浜間で試験が行われた。同年6
月にはPRのため九州に送られ、当時まだ架線が張
られていなかった門司港駅と博多駅で公開展示され
昭和34年4月13日ごろ 敦賀-新疋田間 牧田次郎
た。同年12月、敦賀第二区所属のまま南福岡電車区 ざつしよの くま
に貸し渡され、試験運転が電化工事の完了した久留米-雑 餉 隈 (現・南福岡)間を皮切りに始められた。
翌36年9月には松任工場に戻され、東海道新幹線用ATC装置を搭載して長浜-虎姫間で試験が行われ
た。同年11月、正式に南福岡電車区へ転籍となり、以後は構内の入替え作業やけん引車として使用さ
れた。結果として営業運転に就いたことはない。
直接式交流電車は、主変圧器の低圧側タップ切り替えにより、主電動機に加わる電圧を調整して速
度制御するものである。水銀整流器やシリコン整流器で直流電動機を駆動する間接式と比べ、誘導障
害が少なく、部品点数が少ない分だけ安価とも言える。このため交直両用電車は開通時から直流電化
されていた関門トンネル区間のみに限定運用し、交流区間は交流専用車での運用が考えられた。
しかし、交流整流子電動機は、①極数とブラシ数が多くブラシ交換の費用がかさむ。②変圧器起電
力による整流火花が多く整流子面の荒損が激しい。③整流火花のため起動電流が制限され起動加速度
が劣る・・・などの短所がある。主電動機は電機メーカー6社で1台ずつ競作し、載せ替えて比較試用
したが、これらを乗り越えられず本命とはならなかった。半導体技術の急速な進歩もあって間接式の
401・421系交直両用電車が以後のプロトタイプとされた。新幹線は交流専用車ながらも間接式とされ、
昭和37年(1962)の1000形試作車から平成の400系「つばさ」まで(300系を除く)直流電動機で走っている。
昭和47年(1972)12月、サイリスタ電動機(同期電動機の電機子と界磁を個別制御)を装荷して日豊本線杵築-柳
ヶ浦間で試験が行われた。今日のVVVF方式への橋渡し役を務め、昭和55年(1980)に廃車された。(渡邊)
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７ 月 見 学 会 (京都 鉄 道 博 物 館 ) 報 告
和田 一 彦
7月の見学会は、7月17日(月)に京都鉄道博
物館に行ってきました。

た。1時間後再度集合、混みあっている館内
のレストランを避け、一旦外に出て近くのレ

京都鉄道博物館は、平成28年(2016)4月29
日にオープンした施設でJR東日本の鉄道博

ストランでランチタイムとし意見交換など有
意義な話合いの場となりました。食事後再入

物館(さいたま市大宮区)やJR東海のリニア鉄道
館(名古屋市港区)などとともに日本を代表する

場し、各自自由解散といたしました。
今回、鉄道ジオラマの15分の運転を見学

JR西日本管理の鉄道
博物館です。

しましたが、広い
スペースの中に作

当日、山陰線丹波
口 駅 11:00に 集 合 、

られたジオラマは
一瞬Nゲージ かと

福井支部会員10名参

錯覚しました。実
際 は HOゲ ー ジ で
新幹線のフル編成

加いたしました。
京都駅の混雑を避
け、丹波口駅から徒
歩にて博物館へ移
動、入場の待ち時間

やもう今は走って
いない列車や大手
クハ86形1号車の前で

もなくスムーズに入
場でき、入場口すぐのプロムナードでは鉄道
友の会阪神支部、支部長の山口様が我々をお
迎えいただき、あいさつ・説明と博物館の資
料などを頂きました。入場後は約1時間自由
解散として各自で館内を自由見学としまし

酒井雅光アルバムから [2]

の私鉄車両も数多
くも走りすばらし

いものでした。また、屋外の扇型車庫には20
両の蒸気機関車が保存されており、かつての
旧梅小路蒸気機関区のスケールの大きさを改
めて実感いたしました。

―マヌ34形暖房車―

791形電車の試験に当たって、列車荷重の代わり
にマヌ34形暖房車2両が供された。客車の暖房は機
関車から供給される蒸気によっていたが、電化が進
むと暖房のためだけの蒸気を作る車両が必要になっ
た。昭和24(1949)～25年に2120形蒸機のボイラやト
キ900形無蓋車の台枠などを利用して、浜松・郡山
両工場で合計29両造られたのがマヌ34形である。暖
房車の中では最も大型で、長距離旅客列車を中心に
使用された。車長は13.8mに過ぎないが空車重量が
昭和34年 敦賀第二機関区 牧田次郎
32.2tもあり、試験車用死重として最適でもあった。
EF56・57・58形電機には重油燃焼の蒸気発生装置が搭載されたが、ED70には見送られた。このた
め北陸線にもマヌ34を必要としたものと思われる。のちのEF70やED74は主変圧器の3次巻線から交流
1500Vを客車に供給する電気暖房方式とされた。ED70も昭和30年代のうちに、松任工場で主変圧器に
4次巻線を新設して電気暖房方式へ改造された。マヌ34は昭和47年(1972)までに全機廃車された。(渡邊)
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事 務 局 だ よ り
◎ 福井県立歴史博物館企画展記念で模型運転会 9月2日(土)・3日(日) 9時～17時
県立歴史博物館では、9月2日(土)～10月1日(日)の期間中「田中完一氏寄贈鉄道コレクション
展『ダイヤグラムと時刻表』」という企画展が開催されます。田中前支部長のご遺族から博物
館に寄贈された貴重な鉄道資料を展示するもので、企画展開催のオープンを記念し模型運転会
を開催します。都合のつく時間だけでも結構ですので、ご参加ください。
なお、前日の9月1日(金)17時から2時間程度、搬入・組立を行いますので、ご協力いただけ
る方は、博物館北側の職員通用口(入館受付が必要)からお入りください。

◎ 講演会
9月23日(土) 13時～15時
『アオッサ』7階706号室
えちぜん鉄道見学会 9月23日(土) 15時30分～16時30分 えちぜん鉄道福井口車庫
【講 師】 田中義人氏 (元名古屋鉄道社員)
【演 題】 「福井鉄道、えちぜん鉄道の車両改造思い出話」
～福井鉄道600形・えちぜん鉄道6001形 改造工事を担当した名鉄住商(元)社員の記録～
【参加費】 無料 (講演会場から福井口車庫までの交通費等は自己負担です。)
【連絡先】 事務局 野尻
携帯：090-2124-4136
メール：msnojiri@estate.ocn.ne.jp
田中氏は、名鉄住商出向時代にえちぜん鉄道・福井鉄道の車両導入に携われました。今回の
車庫見学会申込締切は9月15日としますが、30名の定員に達し次第、締め切ります。参加希望
者は、事務局までお早目に申込みをしてください。なお、見学会だけの参加はできません。
事
聴講無 前申込無用
料
※

京福時代は福井→勝山が51分
えち鉄の現在は54分※
経営体も車両も一新したのに
３分も遅くなった
その元凶は6001形車両にあり
史上まれな特異車両6001形
6001形製作裏話に乞うご期待！

※ １駅通過ダイヤは53分 ※ 車庫見学は要申込

HPで本誌99号「新型車がスピードアップの足かせに？」を読んで“予習”をしておこう。

発行 鉄道友の会福井支部
事務局 〒９１６―００２１
鯖江市三六町２の２の
野尻 繁生
編集 〒９１６―００１３
鯖江市鳥羽２丁目１の
森家 和治

終着駅

先日、ＪＲで金沢へ行ったの
です が、福井から金 沢の車窓か
らは、北陸新 幹線の工事がかな
り進んできたように見えました 。
用 地の確保ができ たところから
高架や盛土の 工事が行われて い
ます 。大聖寺～加賀温泉駅周辺 、
小 松駅周辺あた りが特に顕著で
した。県内 では、森田地区 の高
架橋 、新九頭竜川橋 梁、新北陸
トンネルなどの 大規模構造物を
はじめ、 わが地元の鯖江 市内で
もト ンネルの掘削が 始まりまし
た。敦賀では 、山側の旧敦賀 第
一機関区 跡地や留置線 の線路が
は がされています 。まだ遠い絵
空事のよう に思っていたの です
が、粛 々と工事が進ん でいて、
現実味を帯びて きました。福井
から関西、 中京方面へ行く には
少し 不便になりそう ですが、在
来線特急も残し て欲しいもので
す。
（ 森家）
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