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ᴮǽɂȫɔȾ
ǽూ̱ʫʒʷɂǾూ̱᥆Ԗɥ˹॑Ⱦᴶᡅ፷®ëí Ɂ٥˩ᦪ፤ɥᤆ؆ȪȹȗɑȬǿ
ȰɁșȴᴴᡅ፷Ⱥͅᦪᤍ͢ᇋȻᄾ̠ᄽᣮᤆᢆɥᚐȶȹȝɝǾᮐ᥆ٚɁ̬ᣮʗʍʒ
ʹ˂ɹɁ˹ಎɥઆșᦪᤍ͢ᇋȺȬǿ
ǽˢஓ˥̷ɁȝറȾȧҟႊȗȲȳȢуц̬ᣮൡᩜȻȪȹǾᢡᣞɁާпɁᆬί
ȾͷɛɝɕТаȪȹӌɥาȣȻȻɕȾǾȝറɁཟȾȶȲɿ˂ʝʃɁЭȾ
ஓȁӓɔȹȗɑȬǿɑȲǾȝറɁஓࢠɥɿʧ˂ʒȬɞᩜᣵ̜ഈɕሥᄑȾࠕᩒȪ
ȹȗɑȬǿ
ǽȨɜȾɂǾ٥ڒᇋ͢Ȼ߈Ƚɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɥَɞȻȻɕȾǾ٥္ၥہίп
ɋɁጸɒɗɽʽʡʳɮɬʽʃጽ؆ȾӓɔǾᇋ͢ȞɜɕᯚȢΙȨɟɞ͙ഈɺʵ˂
ʡɥᄻȪȹȗɑȬǿ
ǽటሟȺɂǾ̾ࢳ࣊Ɂጸɒɥ˹॑Ⱦȧጳ̿ȪɑȬǿ

ᴯǽూ̱ʫʒʷɥɝࢊȢ̜ഈၥہ
ǽూ̱ʫʒʷɂǾࢲࢳᴱఌɁᄉᠴȞɜᴯఙᴳࢳȾɢȲȶȹ˹ఙጽ؆႕Ⱦژȸ
Ȣጽ؆ɥᚐȗǾറȁȽ͙ഈ۰ᬆɁጸɒɥɔȹȠɑȪȲǿ̜ࢷژഈȺȕɞᦪᤍ̜
ഈȾȷȗȹɂǾࢲࢳᴳఌȾһ᥆॑፷ɥᩒഈȪǾȨɜȽɞʗʍʒʹ˂ɹɁЭɥ
َɞȻȻɕȾǾާпɁᆬίɗȝറཟȾȶȲɿ˂ʝʃɁ૬ΖȾӓɔɑȪȲǿᩜ
ᣵ̜ഈȾȝȗȹɕǾᦪᤍ̜ഈȻɁʁʔʂ˂ӛɥीɜɟɞίႇɁӛ๊ႊɥ
ɔǾᅔȾൌɥછ۾ȪȹȠɑȪȲǿɑȲǾᴯఙɁ႕ఙᩖɥᣮȫȹɽʃʒҭນˁ
ႆႇॴ๊ױӦȾӓɔǾϽөɁҭນȻᒲࢄటɁЭȾɛɞ៣өژᄷɁϧпԇɥَ
ɝɑȪȲǿȨɜȾǾಊࣻ˨کɁȲɔɁໄ϶ȾȷȗȹɕǾпᇋˢ˽ȻȽȶȹᅔȽ
ጸɒɥɔɞȽȼǾȦɟɜ႕ȾૡȥȲ๊ӦȾȷȗȹɥમȥȹȠɑȪȲǿ
ǽᦪᤍ̜ഈɂ఼߬ȾɢȲȶȹާްȪȲɷʭʍʁʯʟʷ˂ɥӁҋȬɞ̜ഈȻȪȹͱᏚ
͇ȤȹȗɑȬȟǾߵފᯚᳮԇɁࠕȾͧșᣮӱˁᣮޙᐐɁᩋఙᄑນߵኄȾɛɝǾ۾
ࢥȽᩋɂఖɒȾȢȗมȻȽȶȹȗɑȬǿȦɁɛșȽมɥՙȤǾᩜᣵ̜ഈɥछ
ᇋɁᩋɁɲʽʂʽȻȪȹͱᏚ͇ȤȹյሗஃኍɥȪȹȗɑȬȟǾ఼߬Ɂ̜ഈᬻ
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ڒˁൌɁછ۾Ⱦ॒ᛵȽȲȽጽ؆ໃɁᆬίǾȨɜȾɂпᇋȾȝȤɞ੫ᚓˁ੫ᑤ
Ɂ፟ધˁͤ੪ኄǾߦख़ȬɌȠᝥᭉȟఝȳୣ۹ȢȕɞมȺȬǿ
ǽɑȲǾछᇋɁጽ؆ɂǾᄽᣋȺɂూஓట۾དɁफᬭɥՙȤǾஇᤆᢡՖоɗ
ࢿ֖ՖоኄɁນߵȽȼȾɛɝǾນՖນᄬɁขአȻȽɝɑȪȲǿȨɜȾǾ̾ऻȾȷȗ
ȹɕǾӌΖፈɁҤጙɗǾඔࡻȾȝȤɞϽөԲൡኄɁ۶ɁমԇɗᩋఙԇȬɞ
яᯚϿտǾȨɜȾɂӌ୳ᦂɁᯚᮻኄȾɛɝǾΗུȻȪȹаᚐȠɂ˪ᣥȺȬǿȰ
ɁȲɔǾछᇋɂǾધፖᄑȾ͙ഈΙϏɥᯚɔɞȲɔɁጸɒɥᅔȾɔɞ॒ᛵȟȕ
ɝɑȬǿ

ᴰǽ˹ఙጽ؆႕Ȼ̾ࢳ࣊Ɂጸɒ
ǽछᇋɂࢲࢳᴰఌȾࢲࢳ࣊ᵻࢲࢳ࣊ɥ႕ఙᩖȻȪȲ˹ఙጽ؆႕
ȈÆÏÒ×ÁÒÄ ÔÏËÙÏ ÍÅÔÒÏ ÐÌÁÎ ȉ
ᴥ͏˩Ȉး˹ఙጽ؆႕ȉȻȗșǿ
ᴦ
ɥኍްȪɑȪȲǿȲəɒȽȠȈާпȉɁᣜՒɆȝറཟȾȶȲɁᯚȗȈɿ˂
ʝʃȉɁ૬ΖɥҰ૬ȻȪȽȟɜǾȦɟɑȺɔȹȠȲյሗጸɒɥᅔȾӏᣱˁҰ
ȨȮɞఙᩖȻͱᏚ͇ȤǾ
Ȉ̜ഈژᄷɁऐԇȉՒɆȈᩋȾտȤȲȲȽભȉɥɷ˂
ʹ˂ʓȾǾધፖᄑȽ͙ഈΙϏɁտ˨ȾӓɔȹȠɑȪȲǿ
ǽး˹ఙጽ؆႕Ɂఊጶࢳ࣊ȻȽɞࢲࢳ࣊ȾȝȗȹɕǾ
ɺʵ˂ʡျॡȺȕɞ
Ȉూ
̱ɥᠨɜȮɞӌȉɁးȾտȤȹǾȝറeੵeᇋ׆eᇋ͢ȞɜαᭅȨɟǾᤣ
ȨɟǾୈધȨɟɞ͙ഈɺʵ˂ʡɥᄻȪǾ̜ഈᤆ؆ɥᚐȗɑȬǿ

ǽ
ǽඒȾǾᦪᤍ̜ഈɁާпǾɿ˂ʝʃǾȰȪȹᩜᣵ̜ഈȾᩜȬɞ̾ࢳ࣊Ɂ˿Ƚጸɒ
ȾȷȗȹᝢȪɑȬǿ
ḻǽᦪᤍ̜ഈȾȝȤɞާпȾᩜȬɞጸɒȻȪȹɁᒲུདߦኍ
ǽ۾ൌདՒɆ෩ኄᒲུདߦኍȾȷȗȹɂǾறࢳᄉႆȪȲూஓట۾དɥᡍ
ɑțǾḧȝറɁާпɁᆬίǾḨᇋ׆ɁާпɁᆬίǾḩᮐ᥆ూ̱Ɂ᥆ࢍൡᑤɁᆬίǾ
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ɁᴰཟɥᆬȾȲȪȹȗȠɑȬǿ
ǽȦɟɑȺǾࢲᴴࢳɁ᩸ᇘˁᡅ۾དɥ
ᡍɑțǾʒʽʗʵ˹౸ᛃऐኄɁᐔᛃऐߦኍ
ɥஃȪɑȪȲǿȦɁȦȻȾɛɝǾూஓట۾
དɁ᪨ȾᦪᤍஃᜫɁૺϾɂȧȢᢌॊȺȪ
ȲǿȪȞȪȽȟɜǾఊ۾࣊ᴴȾᓋɢɟȲ
͈ի٥ԖȾȝȗȹǾᛃऐȪȹȗȽȞȶȲᯚౝ
൞౸ɁˢȾૺϾȟᄉႆȪǾᤆᢆѓᩒȾफᬭ
ȟҋȲȦȻɥᡍɑțǾछᇋȾȝȗȹɕఙɁ
ᤆᢆѓᩒɥᆬίȬɞȲɔȾǾि఼ߦኍ˪ᛵȻ
ȪȹȗȲᯚౝ൞౸ጙ¬టȾȷȗȹᛃऐɥ
ɔɑȬǿ

ᐔᛃऐࡾ̜ɮʫ˂ʂ

ǽʒʽʗʵюՒɆ٥˩ᦪᮟഫюɋɁ෩ɁঃɟȟȕɞکնȾɂǾɑȭȝറȾ٥˨
ȾᤧᫍȪȹȗȲȳȢȦȻȟቼˢȺȕɞȻᐎțȹȝɝǾຉ̒ȟႆȫȽȗɛșඩᆬȽষ
ڨɥȝͤțȪȽȟɜǾާпȾǾᣉᣱȾ٥˨ɑȺᤧᫍ߳ȪɑȬǿ
ǽᮟҋоՠȾȷȗȹɂǾ̙Ȩɟɞ෩Ⱦख़ȫȹऐԇɶʳʃɥᜫᏚȬɞȽȼǾے
ɥᯚȢȪȹ෩ɥ᩻ȣࡾ̜ɥȞȾȹᚐȗɑȬǿٰՠȻ֣ɃɟɞʒʽʗʵɁо
ՠȾɂ᩻෩ɼ˂ʒɥᜫᏚȪȹǾ෩Ɂоɥ᩻ඨȪɑȬǿး٣ǾᇘႎࡺɁٰՠȺȕɞ
˽ʘю፷˹ߋۢ႔Ǿॅᔪʘ෩ȾᜫᏚȪȹȗɑȬȟǾԛ͍ႎ፷ԈԛͳኄᴱȞɋ
ɁᜫᏚȾտȤǾ੫ᚓᄑȽ೫ɥɔɑȬǿ૰ՠȾɂǾ෩ɥ᩻ඨȬɞൡಽɥᜫᏚ
ȪȹȝɝǾ෩ᴯᵪɁ෩٢ɑȺᐔțɜɟɑȬȟǾȦɟɥ෩ᴳᵪȾߦख़ȺȠɞɕɁ
ȾȪȹȗɑȬǿȽȝǾూԖˁۈႎԖɁʆʷʫ˂ʒʵ٥࢛ȻȗɢɟɞͲ٥Ⱦ
٣ȬɞᮟȾȷȗȹɂǾÔÐᴥూ̱ຽࢲ٫ᬂ෩ͱᴦ®ᵪɑȺɁᯚ༄Ⱦߦख़ȺȠɞɛ
șȾߦኍɥផȫȹȗɑȬǿూஓట۾དȾȝȤɞแฯᚱɁมኄȾᨺɒǾऀȠፖ
ȠᚐɁӦտኄɥาȪȷȷߦख़ȪɑȬǿ
ǽɑȲǾ۾ൌȽ٥ኄȟᄉႆȪȲ᪨ȾɂǾȝറȟ॒ᛵȻȬɞҚᤆᢆมɗᮐ
᥆ٚɁདȾᩜȬɞষڨኄɥඩᆬȞȷᣉᣱȾȝͤțȬɞȦȻȟᛵȺȕɞȻᐎțȹ
ȝɝǾఠՠ͇ᣋȾᜫᏚȪȹȗɞʑɭʃʡʶɮȾᮐ᥆ٚȾȝȤɞᤆᢆมɁɎȞ
ÎÈË Ɂࢠད፯ॲᣞɥȪǾпͶᄑȽདষڨɥ૬ΖȪɑȬǿӏțȹǾ
ȝറȟ٥˩ᮟഫюɗʒʽʗʵюȾȝȗȹɕ۶ȻɁᣵፅɗষڨɁоਖ਼ȟժᑤȻȽ
ɞɛșᣮαၥہɁ϶ɥɔɑȬǿ
ǽఙɁᤆᢆѓᩒˁٌ࢜ޤᫍᐐߦኍȾȷȗȹ
ɂǾɑȭᤆᢆɁѓᩒȾȷȗȹᦪᤍ̜ഈᐐᩖȺ
ߩႊɁᣵፅႊᣮαᜫ϶ɥᜫȤǾ̠ȗȾᣵፅɥ
ȻɝǾఙȞȷຉ̒ɁȽȗɛșᣵଆȾӓɔɑ
Ȭǿٌ࢜ޤᫍᐐߦኍȾȷȗȹɂǾஒȾறࢳ
ఌȾࢠႊ᭬୳෩ՒɆɬʵʩᛏɁʠʳʽɻʍ
ʒɥͅᇋȻɁцպΈႊᮟɥȢȬɌȹɁᮟȾ
пͶȺ˥̷ґᥓ϶ȪȹȝɝǾዊʒɮʶɗ
ୗॲႊֿȾȷȗȹɕᥓ϶ɥ೫ȪɑȬǿ

ҋоՠ෩ߦኍɮʫ˂ʂ
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ǽȦɟɜɁߦኍɗյሗᜡᎃɁஃȾɛɝǾȝറȾɂާ॑Ȫȹ٥˩ᦪɥȧҟႊȗȲ
ȳȤɞɛșǾ˥пɥఙȪȹɑȗɝɑȬǿ
Ḽǽᦪᤍ̜ഈȾȝȤɞɿ˂ʝʃɁᄑտ˨ȾտȤȲጸɒ
ǽᢡᣞױɁஃ
ǽഒ႔፷ˁһ᥆॑፷ȾȷȠɑȪȹɂǾߴቩտՁᵻԛࡺᮟᩖɁᣵፅ፷ᜫᏚˁͶ̬
ࢃԇȾɛɝᤂ࣫ᄉႆɁ᎔ߴǾᢡᣞ᪩ȾȝȤɞʊɮʮɁఙेوኄᢡᣞɁާްԇ
ɥَɝɑȬǿ
ǽɑȲǾഒ႔፷ȺɂៈๅᮟȾȷȗȹǾᣌȪ፷϶ɗᮟ֚ᣃѓᩒᄉኄȾɛɞຉ᫆
֪ɁȲɔɁఠՠᜫኄ۾ᓦɥᚐȗɑȬǿ
ǽһ᥆॑፷ɂࢲࢳ࣊Ⱦూॲూ፷ˁ๒ᯚᣱɒȽȻɒɜȗ፷ȻɁᄾ̠ᄽᣮᤆᢆ
ɥᩒܿȪǾʗʍʒʹ˂ɹɥછ۾ȗȲȪɑȬǿȦɟȾɛɝǾ๒ᬂȞɜ߂ɗᚨ
ኄɑȺǾɑȲూණూ˨፷ɗᛴණᚨ፷Ȟɜ๒ᬂɋɁȧҟႊȟࢠȾΠҟȾȽɞ
ȻᐎțȹȗɑȬǿ
ǽూᛴ፷ɂȦɟɑȺറȁȽጸɒɥɔȹȠȲɕɁɁǾΗུȻȪȹຉ᫆ȪȲᡅ፷Ȼ
ȽȶȹȗɑȬǿȰɁȲɔǾɛɝటᄑȽߦኍȻȪȹǾԧᆂ႔ᮟǾᔚک႔ᮟǾᩌҰ͓
႔ᮟɁᓦɥȪɑȬǿ

ԧᆂ႔ᮟᓦɮʫ˂ʂ

Ȍԧᆂ႔ᮟᓦ႕Ɂകᛵȍ
ǽᮟഫюȾȷȗȹǾ۾ൌҭȾɛɝ፷ᡅՒɆʥ˂ʪɥۄ
ᜫȬɞȦȻȺǾպˢտȾɓҚȟʥ˂ʪɁ˵ϫȾ̬̠
ȾᄉᅔȬɞȦȻȟժᑤȻȽɝɑȬǿȰɁፀǾԚґȽϦ
ᩖɥᆬίȬɞȦȻȺǾᤂ࣫ߦኍՒɆຉ֪᫆ɥَɝɑȬǿ

ǽʥ˂ʪʓɬ
ǽछᇋȺɂǾʥ˂ʪȞɜ፷ᡅюɋɁᢆᕶ̜ɗǾʥ˂ʪȾȝȤɞҚȻɁ᜔̜
ɥ᩻ඨȬɞȲɔǾᦪᤍͅᇋȾаᮠȤȹǾࢲᴰࢳɁԧԈ፷ᩒഈ͏᪃Ǿ˽ʘю፷Ǿһ
᥆॑፷Ƚȼʥ˂ʪʓɬɥᜫᏚȪȹȠɑȪȲǿ̾ऻɕᄾ̠ᄽᣮͅᇋȻԦឰɁ˨ǾȬɌ
ȹɁᡅ፷ɋɁᜫᏚɥȪɑȬǿ̾ࢳ࣊ɂǾး٣ஃࡾ˹Ɂഒ႔፷ɋɁᜫᏚɥɔ
ɞȻȻɕȾǾᦿ࣋፷ɋɁᜫᏚȾտȤȲյሗᝩ౼ɥஃȪɑȬǿ
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都市開発と駅整備の
整合性に関する研究⑴
―都心駅周辺の急速な都市開発の進展
による鉄道駅の激しい混雑の実態―
◆
（一財）運輸政策研究機構

森田
１．はじめに

運輸政策研究所研究員

泰智

より列車の停車時分が増加し、これが後続の
列車に伝播することで列車遅延が拡大する。

鉄道の混雑は、車両内の混雑、線路上の列

このような都市開発に伴う交通混雑につい

車の混雑、駅構内の混雑、踏切の混雑と４つ

て、八田ら1）が、東京都心部の容積率規制緩

の混雑があり、これまで、主に車両内の混雑

和による企業集積・生産性向上の便益と、そ

を中心に、運輸政策審議会（現 交通政策審

れに伴って発生する道路交通量増大費用の計

議会）等で、課題解決に向けた対応策の検討

測、寺崎2）は、鉄道車両内の混雑費用との比

がなされ、実際に、新線建設、複々線化、高

較、宮下3）は、東京都区部の都市構造の変化

密度運転化、長編成化等による輸送力増強策

を分析し、今後、規制緩和による再開発計画

が講じられ、車両内の混雑は緩和傾向にある。

とインフラ容量とのアンバランス是正に向け

一方、従来から、駅構内の混雑は見られる
ものの、車両内の混雑に比べ、研究・調査事
例は少なく、ターミナル駅における乗換旅客
の混雑が議論の中心であった。しかし近年で
は、都心駅周辺の急速な都市開発の進展（図
１）により、駅構内の激しい混雑が問題になっ
てきた。
都心の都市開発は、都市の活性化に資する
とともに、大きな便益が発生する。一方で、
都市開発は経済性の高い地区の駅周辺に集中
するため、局所的な交通需要の増加により、
駅構内の混雑が激化し、想定容量を上回る旅
客のホーム上での滞留等が発生する。また、
駅構内の混雑に留まらず、乗降時間の増加に

※都心11区：千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、
台東区、江東区、品川区、目黒区、渋谷区、
豊島区
出典）参考文献４）
図１ 総床面積及び超高層建築物の全用途の床面積の推移
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た検討が必要と指摘するなど数多くの研究が

駅構内で混雑が発生するボトルネック箇所

見られるが、駅構内の混雑については、設計

は、図２のように、様々な箇所で発生してお

のために、シミュレーションモデルによる駅

り、例えば、コンコースの昇降施設（階段、

構内の混雑を研究している事例は見られるも

エスカレーター）前の滞留が、ホームの混雑

のの、都市開発に伴う駅構内の混雑の解消に

に波及する、また、改札外の昇降施設前の滞

着目した研究は、これまで殆どなされていな

留が、改札内の混雑に波及するなど、混雑が

い。しかし、このような問題を認識し、課題

連鎖する現象も見られる。本研究では、その

4）
、5）

解決に向けた調査

が開始された。

中でも、最もネックとなる場合が多く、また、

そこで本研究では、上記の「都心の都市開

旅客の安全性の観点から最も注視すべき箇所

発に伴う駅構内の混雑の解消」に向けて、課

として、ホームの昇降施設前での滞留等に着

題解決に向けた検討を行う。具体的には、①

目し、実態調査を行っている。

都市開発に伴う激しい混雑が見られる都心駅

⑴ ホームの昇降施設における降車旅客の流動

を対象に、駅構内の混雑の実態把握を行い、

ある都市開発に伴う混雑が激しい都心駅

これを踏まえた駅施設の許容捌け交通量のあ

（２面４線）
（図３）を対象に、ホームの昇降

り方を検討する。②次に、都心駅で激しい混

施設における降車旅客の流動の実態調査を

雑が発生する原因が、日本における建築物の

行った。

容積率規制・交通アセスメントにあると考え、

１）階段の降車旅客の流動

それらの改善方策を提案する。なお本稿では、
紙面の都合により、①に絞って説明する。

最混雑時における階段の降車旅客の流動を
見てみると、混雑が激しい時間帯では、旅客
は人との間隔を詰めて降車し、旅客流動が

２．駅構内の混雑の実態把握

ピークに達するが、歩行速度の遅い旅客の存
在、脇から無理に入り込む旅客の存在により、

本章では、都市開発に伴う激しい混雑が見

時間が経つにつれて、詰まりにより、歩行速

られる都心駅を対象に、駅でどのような現象が

度の低下が見られ（図４中のⅰ）、歩行者に

起きているのかについて実態調査を行い、
また、

よる渋滞が発生し、捌ける旅客流動が一定に

これを踏まえた駅施設の許容捌け交通量のあ

なる（図４中のⅱ）
。その後、旅客流動が少

り方について、検討した結果を説明する。

なくなり、渋滞が解消されていくが、次の列

1⇟✢

2⇟✢
3⇟✢
⸘᷹▎ᚲ

䊖䊷䊛䈱
㓏Ბ䊶ES೨䈪䈱ṛ⇐

䋺㓏Ბ䊶ES೨䈪䈱ṛ⇐
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䈮䉁䉏䉎ㅢ〝䈱ṛ⇐
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図２

駅構内で混雑が発生するボトルネック箇所
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図３
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車が開扉する時、ホーム上のい集（滞留）が

階段で降車する旅客流動のみを別の日に計測

解消していない場合、前の列車の残留旅客に

した結果、交通量の大小に関わらず、渋滞発

より、歩行速度が低下し、い集が解消してい

生時の単位時間当たり旅客流動は変わらず、

る場合と比べ、処理能力が大きく低下してい

渋滞発生時間の長さが変化することが分かる

ることが分かる（図４中のⅲ）
。また、乗車

（図５）
。
これらの現象をポンチ絵で示すと、同一の

用階段で降車する旅客の存在を除き、降車用

運行間隔・旅客流動の列車が続いた場合、次
の列車が開扉する時、い集が解消していない

ᣏቴᵹേ㧔ੱಽ㧕
180

場合、前の列車の残留旅客分と階段の処理能
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力の低下により、捌け残し（捌けきれない旅

10～８：20を頂点とする山となり、時間帯で
旅客流動に大きな差が見られる。そのため、

㐿ᚺ

最混雑時より少ない旅客流動の時間帯で捌け
残しが発生すると、図６より捌け残しがさら
に拡大し、これにより、ホーム上の旅客の滞
留が雪だるま式に拡大し、次の列車の開扉時
に、前の列車の降車客でホーム上に人が溢れ
ている現象につながる（図７）
。
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階段における降車旅客の流動（その１）
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また、別の日の計測結果（図８）を見てみ

捌けるかといった「ピーク時の平均的な交

ると、１本目の列車の捌け残しが多いことで、

通量」に着目しているが、細かく１列車の

後続の２～４番目の列車が開扉する時、前の

旅客流動を見てみると、階段の処理能力低

列車の降車客でホーム上に人が溢れている状

下や旅客流動の捌け残しが拡大し、これが

況（図７中の下図）が続き、影響が伝播する

続くと、ホーム上の旅客の安全性、列車遅

現象が実際に発生している。このような状況

延の問題が生じる可能性がある。

は、降車時の事故やホームからの転落等の危

②

また、交通施設の設計容量の考え方とし

険性が高まるとともに、乗降時間の増加によ

て、道路では、経済性も考慮し、30番目時

り、列車の停車時分が増加し、これが後続の

間交通量で施設容量を決めている（１年間

列車に伝播することで、列車遅延が拡大する

で29時間は渋滞の発生を許容する）が、鉄
道は、駅施設がパンクすると、旅客のホー

（図９）。
なお、実務において、捌け残しの発生が懸

ムからの転落等の危険性が高まり、人の命

念される場合、次の列車をホームに入線させ

に関わるため、施設容量の意味合いが異な

ない運行管理が行われる場合もあるが、これ

る。そのため、次の列車に捌け残しを残さ

は、列車間隔が詰まることでダイヤが乱れ、

ない観点で、「最混雑時に、次の列車の開

列車遅延に問題が転化されるため、望ましい

扉前に旅客を捌けるかという視点（最混雑

対応策ではないと考える。

時に、許容捌け交通量以内に抑える）
」こ
とが重要と考える（図10）
。

以上を踏まえ、階段の許容できる捌け交通
量を「許容捌け交通量」と定義し、このあり
方として、以下を考える。
①

従来の駅施設設計の視点は、ピーク30分
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図８ 前の列車の捌け残しが後続列車に悪影響を及ぼした例

出典）仮屋﨑圭司：都市鉄道の列車遅延の拡大メカニ
ズムに関する研究、第28回運輸政策研究所研究
報告会、2010年
図９ 駅構内の混雑が列車遅延に波及
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で、算出が可能と考える。
また、エスカレーターでは、右側は捌けて
いるが、左側は歩いてエスカレーターを昇り
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エスカレーターにおける降車旅客の流動
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たくない旅客による待ち行列が発生し、エス

ホームまで降車客で渋滞し、コンコースの混

カレーターの効率的な利用がされていない箇

雑により、階段の旅客がコンコースに出られ

所が見られる。さらに、上記状況で、次の列

なく、旅客が詰まっている現象が発生してい

車の旅客が加わり、捌け残しが拡大する箇所

る。このような状況は、階段上方の旅客が転

も見られ、エスカレーターにおけるボトル

落する危険性があり、非常に危険である。な

ネックの１つであると言える（図13）
。

お、コンコースの昇降施設における許容捌け

⑵

交通量についても、降車からコンコースの昇
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について、
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図12 エスカレーター( ホーム ) の許容捌け交通量のあ
り方のイメージ

回復しない状況で、各列車でダイヤより駅停
車時間が増加し、列車遅延が雪だるま式に増
加していると思われる。
この原因は、ホーム縁端と階段に挟まれる
通路において、激しい混雑により旅客の詰ま
りが発生し、図15中のⅱのように、通路部で
旅客の歩行速度が停止、また、階段付近の扉
で降車客が残っているため、閉扉できない状
況が見られた。このような状況が続くことで、
駅停車時間が大幅に増加したと考える。
以上より、駅構内の混雑が列車遅延に波及

図13

するケースは、図７中の下図に加え、ホーム
縁端と昇降施設に挟まれる通路の混雑によっ
て発生するケースも見られる。
⑶

コンコースの昇降施設における降車旅客
の流動
一方、駅構内の混雑は、ホームの昇降施設

前だけでなく、コンコースでも発生している。
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SUBWAY ◎論説

論説.indd 15

㚞ゞᤨ㑆
㚞ゞᤨ㑆㧔㩊㩨㨼㩞㧕
ㆃᑧᤨ㑆㧔⊒ゞ㧕

15

2012/05/25 11:02:05

論説
ㅢㆊੱᢙ㧔ੱ/5⑽㧕
16
⌕ γ
14

ᣏቴᵹേ

⊒ゞ

12
10
8

ε

6
4

㐿ᚺ

δ䈱⁁ᴫ䈏⛯䈒
㚞ゞᤨ㑆
䈏ᄢ䈮
Ⴧട

䈖䈖䉁䈪䈮

δ

2
0
8:37:00

8:37:30

8:38:00

γ

8:38:30

8:39:00

8:39:30

δ

߹ࠅߦࠃࠅޔ
ᱠⴕㅦᐲ߇ᱛ

図15

ᛥ䈋䉎

㓏Ბઃㄭ䈱ᚺ䈱㒠ゞቴ߇ᱷߞߡ߅ࠅޔ
㐽ᚺߢ߈ߥ
ε

ᤨೞ
㒠ゞ߆ࠄࠦࡦࠦࠬߩ
㓏Ბ߹ߢߩ㆐ᤨ㑆
̪ਸ਼ゞ↪㓏Ბࠍㅢㆊߔࠆᣏቴᵹേࠍ㒰ߊ

߹ࠅ߇⸃ᶖߒޔ
ౣ߮ᱠ߈ᆎࠆ

ホーム縁端と階段に挟まれる通路の混雑

図17

階段（コンコース）における許容捌け交通量の
あり方のイメージ

降施設までの到達時間を考え、ホームの昇降
施設と同様な考え方が当てはまると考える
（図17）
。

くらいの建築物の容積増に耐えられるのか」
といったように、予め、駅施設の許容捌け交

以上より、都心駅周辺の急速な都市開発の

通量を認識し、これを超えないように、都市

進展により、鉄道駅で激しい混雑が見られ、

側と鉄道側が協議し、対策を講じる仕組みが

これにより、旅客の利便性低下や列車遅延が

必要であると考える。

発生するとともに、降車時の事故や転落等の
危険性が高まっていると言える。そのため、
これらの改善に向けた早急な対策が必要であ
ると考える。具体的には、「駅施設が、どれ

３．おわりに
本研究では、
「都心の都市開発に伴う鉄道
駅の混雑の解消」に向けて、駅構内の混雑の

ᣏቴᵹേ㧔ੱ/10⑽㧕
30

実態把握を行い、これを踏まえた駅施設の許

25

容捌け交通量のあり方を検討している。
なお、

20

次号では、都心駅で激しい混雑が発生する原

15

因が、日本における建築物の容積率規制・交

10

通アセスメントにあると考え、それらの改善

5

方策の提案について、説明する予定である。
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今後は、駅構内の混雑の実態把握を基に、
駅施設の許容捌け交通量のあり方について、
分析を深度化するとともに、建築物の床面積
と駅の許容捌け交通量との関係の分析、都市

ਅ2㓏ࠦࡦࠦࠬ

側と鉄道側の連携による対策施設
（駅改良等）
の整備手法の検討を行う。

ਅ3㓏ࡎࡓ
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コンコースにおける階段の降車旅客の流動

画室長から御指導を頂いた成果である。ここ
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᥆ࢍ̬ᣮൡᑤɁЭɥَɞ˨ȺᛵȺȕɞȦ

ᢀᤍ̜ഈᐐȾߦȪȹᛃӒȬɞȦȻȾɛɝǾȰ

ȻȞɜǾᦪᤍஃᜫɁ࣮ᜫኄȾΡɞϽҦՒɆϋ

Ɂ϶ɥሥᄑȾୈȪȹȗɞǿ

оᦂɁୈҟފɁˢɥᛃፈȪȹȠȲȻȦɠ

ǽࢲࢳ̙࣊አȾȝȗȹɂǾ፱նᄑˁˢͶ

ȺȕɞȟǾஓటᦪᤍ࣮ᜫуيȞɜሉᚐȪȲ

ᄑȽʚʴɬʟʴ˂ԇɁɥ౸ȻȬɞʚʴɬ

ᚐศ̷ᦪᤍ࣮ᜫˁᤆᢡஃᜫ϶ୈൡഫ

ʟʴ˂ศɁᠲɗպศȾژȸȢȲȽژట

ȾߦȪȹɕऀȠፖȠǾᛃፈɥᚐșȦȻȻȪȹ

ᦉɥᡍɑțǾᦪᢀᤍ̜ഈᐐȟᚐșࢃɁᜓǾ

ȗɞǿࢲࢳ̙࣊አȾȝȗȹɂǾ®Ия

ᢆᕶ᩻ඨᜫ϶Ɂ϶Ǿ߳ႊʠʷʍɹɁ϶Ǿ

ᴥߦҰࢳ࣊¥ᴦɥ˨Ȫȹȗɞǿ

᪩ᐐߦख़ټΠɁᜫᏚኄᦪᢀᤍᮟȾȝȤɞ
᚜ᴮǽࢲࢳ࣊ǽ᥆ࢍᦪᤍᩜΡᛃӒᦂˢᜄ

ᴥԨͱᴷᄍ˥яᴦ
Ԗґ

ࢳ̙࣊አᭊ
¨Áᴦ

ࢳ̙࣊አᭊ
ᴥÂᴦ

ςလ
ᴥÁ¯Âᴦ

᥆ࢍᦪᤍҟΠۄ̜ഈ៵ᛃӒ

¬



®

¬

¬

®

ࢷ፷ᦪᤍኄ๊ॴԇ̜ഈ៵ᛃӒᴥ៦࿎ᦪᤍɁஇ፷ԇᴦ





®

ᦪᤍᮟ፱ն̜ױഈ៵ᛃӒ





®





®





®

¬Ɂюୣ

¬Ɂюୣ

ᴪ

᥆ࢍᦪᤍ϶̜ഈ៵ᛃӒ
٥˩ᯚᣱᦪᤍ

ᦪᤍஃᜫ፱նާпߦኍ̜ഈ៵ᛃӒ
ǽᦪᤍஃᜫᐍనԇߦኍ
ᦪᤍஃᜫާпߦኍ̜ഈ៵ᛃӒᦂ
ǽᦪᤍஃᜫɁᐔߦኍ
٥ڒуц̬ᣮᆬί፟ધ̜ױഈᛃӒᦂ

Ɔ˨ᜤᛃӒᦂɁɎȞǾᦪᤍ϶ኄژᇀᝩ౼݃ᜣ៵ᄍ˥яɥ˨Ȫȹȗɞǿ
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ᴵᴫᦪᤍ϶ኄژᇀᝩ౼݃ᜣ៵
ǽᣋࢳɁᇋ͢ষӯɁ۰ԇኄȾɛɝǾᦪᤍɥ
ɝࢊȢၥہɕ۰ԇȪǾ۹റԇȬɞᦪᤍɁᝥᭉ
ኄȾߦख़Ȭɞ॒ᛵȟȕɞȲɔǾኍᄑᜊཟȞ
ɜ᥆ࢍᦪᤍኄȾᩜȬɞᝩ౼ɥஃȬɞȦȻȻ
Ȫȹȗɞǿࢲࢳ̙࣊አȾȝȗȹɂǾ®
ИяᴥߦҰࢳ࣊ᴢᴦɥ˨Ȫȹȗɞǿ

ƍǽࢲࢳ࣊៣ੵᙤ႕Ɂകᛵ
ᚐศ̷ȾߦȬɞ៣ੵᙤ႕
ǽᚐศ̷ᦪᤍ࣮ᜫˁᤆᢡஃᜫ϶ୈ
ൡഫȟᚐșᦪᤍ϶ኄȾᛵȬɞᦂɁˢȾ
ȷȗȹǾ៣ᙤᦂɥ๊ႊȪȹȝɝǾࢲ
ࢳ࣊៣ᙤᦂϋоᦂȾȷȗȹɂǾ
ИяᴥߦҰࢳ࣊ᴢᴦɥ˨Ȫȹȗɞǿ

ÓÕÂ×ÁÙ ǳᜓᝢƋ
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ᜓᝢƌ
ࢲࢳ࣊у؆٥˩ᦪ̜ഈᩜΡஃኍኄȾȷȗȹ
Ұ፱өᅁᒲผ៣ࠈу؆͙ഈጽ؆
፱ө̜өޮǽᆀႎǽਜί
ᴮǽɂȫɔȾ

ᴯǽࢲࢳ࣊٥៣႕ɁകᛵȾ
ȷȗȹ

ǽ٥˩ᦪ̜ഈɂǾࢁᭊɁ࣮ᜫੵȻᩋఙɁ࣮

ǽ٥يͶпͶɁදоදҋ፱ᭊɁᣅᭊȺȕ

ᜫఙᩖɥᛵȬɞȲɔǾట៵២આȟ۾ȠȢو

ɞ٥៣႕ȾȷȗȹǾࢲࢳ࣊Ⱦȝȗ

ՖȾᩋఙᩖɥᛵȬɞȦȻȞɜǾᩖ͙ഈȾȝ

ȹɂǾᚱདيͶȟూஓట۾དȞɜɁेகˁ

Ȥɞ̜ഈஃȟٌᫍȽکնȟ۹ȢǾ٥у؆

ेᒾ̜ഈȾᅔȾɝጸɔɞɛșȾȬɞȻȻ

͙ഈɗ٥у؆͙ഈȾໄȭɞቼ˧ʅɹʉ˂ȟ

ɕȾǾᚱདيͶ͏۶Ɂ٥يͶɁ៣ᤆ؆Ⱦ

۾ȠȽमҾɥઆȶȹȗɑȬǿ

फᬭɥՒɏȬȦȻȟȽȗɛșǾኍްȾछȲȶ

ǽȦɁȲɔǾّɗ٥уцيͶȾȝȗȹɂǾ

ȹɂǾᣮࢠՖୈґȻూஓట۾དґɥԖґȪ

٥у؆͙ഈɗ٥у؆͙ഈȾໄȭɞቼ˧ʅ

ȹျȨɟȹȗɑȬǿ

ɹʉ˂Ɂ٥˩ᦪ϶ȾߦȪȹǾّ࣌ᛃӒᦂɗ

ǽᣮࢠՖୈґȾȷȗȹɂǾɔȹՋȪȗ٥

٥уцيͶɁˢᓐ͢ȞɜɁᛃӒᦂǾҋ

៣ɁးՒɆး˩ɁጽຑষӯኄɥᡍɑțǾ

ᦂȾɛɞ៣ୈᏚȟផȫɜɟȹȗɞȻȦ

දҋᬂȾȝȗȹɂǾጽ៵пᓐȾȷȗȹॎࣄȪ

ɠȺȬǿ

ȲኮນնျԇȾӓɔɞˢǾᇋ͢ί᪩ᩜΡ៵

ǽȪȞȪȽȟɜǾ۹ȢɁу؆٥˩ᦪ̜ഈȾȝ

ɁۄӏɥᤛҒȾՕȪȲ˨ɥᚐșȻȻɕ

ȗȹɂǾ࣮ᜫ៵ɁᯚᮻȾͧșట៵២આɁۄ

ȾǾ٥ڒጽຑɁژᄷऐԇኄɁȲɔǾ٥ڒȟ

۾ȾӏțǾߵފˁᯚᳮԇɁࠕኄȾɛɞஇ

ஃȬɞ፯ॲ̜ഈȾߦख़ȬɞȲɔȾ॒ᛵȽጽ៵

ᤆᢡՖᄬɁͩɆভɒȽȼȞɜ۹ᭊɁጮሥඑૺ

ɥ˨ȬɞɎȞǾදоᬂȾȝȗȹɂǾ
Ȉ៣

ᦂǾ˪ᓦϽөɥᩋఙȾɢȲȶȹȪȹȝɝǾ

ᤆ؆Ⴉȉ
ᴥࢲࢳᴳఌஓᩝឰขްᴦȾ

ˢ࠙Ɂጽ؆ژᄷɁऐԇȟɔɜɟȹȗɑȬǿ

ژȸȠްɔɞȈ˹ఙ៣ʟʶ˂ʪᴥࢲࢳ

ǽటሟɂǾّɁ̙አȻպറǾ٥у؆͙ഈɁ

࣊ᵻࢲࢳ࣊ᴦ
ȉ
ᴥࢲࢳᴵఌஓᩝឰข

ጽ؆ՒɆ٥уцيͶɁ៣ᤆ؆Ⱦ۾ȠȢᩜ

ްᴦȾภȶȹǾ̬͇يͶܿɔ٥ɁާްᄑȽ

ΡȬɞࢲࢳ࣊Ɂ٥៣႕ՒɆ٥Ͻ

៣ᤆ؆Ⱦ॒ᛵȻȽɞ٥Ɂˢᓐ៣ໃ፱ᭊȾ

႕ɥ˹॑ȾǾу؆٥˩ᦪ̜ഈȾΡɞஃኍኄ

ȷȗȹǾࢲࢳ࣊٥៣႕ȻᄑȾ

ȾȷȗȹॅᝢȪɑȬǿ

պ෩ໄȻȽɞɛșᆬίȬɞȦȻɥژటȻȪ

ǽȽȝǾࢲࢳ࣊٥Ͻ႕ɂறࢳఌȾ

ȹǾऀȠፖȠႆȭɞȦȻȻȽȶȲࢥ۾Ƚ៣ໃ

ኍްȪȲɕɁȺȕɝǾࢲࢳ࣊٥៣

˪ᠴȾȷȗȹǾ٥៣Ɂᤆ؆˨ୈ᪩ȟႆȫ

႕ɂటࢳᴮఌஓȾّ͢Ⱦ૬ҋȨɟȲȻȦɠ

ȽȗɛșᤛҒȽᛃ塡ᏚɥផȫɞȦȻȻȪȹ

ȺȬǿ

ȗɑȬǿ
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ǽɑȲǾూஓట۾དґȾȷȗȹɂǾూஓట

ǽȦɁșȴǾу؆٥˩ᦪ̜ഈɥֆɓ̬ᣮ̜ഈ

۾དɁेகˁेᒾ̜ഈՒɆూஓట۾དɁ

ȾȷȗȹɂǾ¬ИяᴥҰࢳ࣊ǭᴴИяǾ

ଡ଼ᜡɥᡍɑțпّᄑȾ፯ॲȾஃȬɞ᩻དˁ

ǭ®ᴢᴦɥ˨ȪȹȝɝǾ̬ᣮ̜ഈȾȝȤ

ນད̜ഈȾȷȗȹǾᣮࢠՖୈȻɂȰɟȱɟҝ

ɞᛵᭊɥᆬίȪȹȗɑȬǿ

ౕȺျȪǾᛵɁ̜ഈ៵ՒɆ៣ໃɥᆬίȬ

ǽ̬ᣮ̜ഈɁ˿ȽюᜭȻȪȹǾу؆٥˩ᦪ̜

ɞȦȻȻȪȹȗɑȬǿ

ഈɁ፷࣮ᜫɗ࣫ͩǾ۾ൌᓦኄȾΡɞᯚ

ǽ͏˩ȾȝȗȹɂᣮࢠՖୈґȾȷȗȹॅᝢ

ᣱᦪᤍ࣮ᜫ៵ȟИяǾᯚᣱᦪᤍҋȟ

ȪɑȬǿ

ИяǾ٥˩ᦪጽ؆ϧпԇߦኍȟИяǾ࿑

ǽࢲࢳ࣊Ɂ٥៣႕ɂǾҰᣖɁኍް

ϽЫᦂРᦂȟИяɥᣅɦȺȝɝǾ

ᦉɁɕȻǾදоදҋ፱ᭊȟЮ¬Ия

ȦɟɜɁᬱᄻȺ̬ᣮ̜ഈпͶɁᴶҾ͏˨ɥԬ
ɔȹȗɑȬǿ
ᴥ୳ᴮՎྃᴦ

ᴥҰࢳ࣊ǭ¬ИяǾǭ®ᴢᴦȻȽɝǾද
оɁșȴǾˢᓐ៣ໃ፱ᭊɂ٥̬͇ሎɥ

ǽȰɁ̜ͅഈȻȪȹɂǾ˩෩ᤍ̜ഈᴮЮ¬

Ияۄᭊᴥ፱ᭊ®ЮяᴦȬɞȽȼ®Юя

ИяᴥҰࢳ࣊ǭ®ᴢᴦǾგ̜ഈ¬И

ᴥҰࢳ࣊ᴨ¬ИяǾᴨ®ᴢᴦɥᆬίȪ

яᴥҰࢳ࣊ᴨ®ᴢᴦ
Ǿ
˨෩ᤍ̜ഈИяᴥҰ
ࢳ࣊ǭ®ᴢᴦኄɥ˨ȪȹȗɑȬǿ

ȹȗɑȬǿ
ǽදҋɁșȴǾኍᄑጽ៵ȽȼȾЭȹɞˢᓐ
දҋɂЮ¬ИяᴥҰࢳ࣊ǭ¬ИяǾ

ᴰǽࢲࢳ࣊٥Ͻ႕ɁകᛵȾȷ
ȗȹ

ǭ®ᴢᴦȻȽȶȹȗɑȬǿ
ǽɑȲǾ٥у؆͙ഈɁጽ؆ژᄷɁऐԇǾ˨ˁ
˩෩ᤍǾ̬ᣮǾგኄͳႆ๊Ⱦ߈Ⱦᩜᣵ

ǽ٥Ͻ႕ɂǾ٥៣ศቼᴲసɁᴰቼᴳ

ȪȲᇋ͢ట϶ɁǾуგȾȝȤɞ

ᬱɁްȾژȸȠպᴥᜬժᴦɥȬɞ٥Ͻ

ԗჵɁ૬ΖͶҤɁ϶ɥɂȫɔȻȬɞᇋ͢ጽ

Ɂ̙ްᭊɁ፱ᭊȰɁ͎ͅȺްɔɞ̜ᬱȾᩜ

ຑষӯɁ۰ԇȾߦख़ȪȲȲȽ̜ഈɁࠕᩒኄ

Ȭɞం᭒ȻȪȹͽǾу᚜ȨɟɞɕɁȺȬǿ

ɥَɞȲɔǾጽ៵២આԖґኄȾژȸȠǾˢᓐ

ǽࢲࢳ࣊Ɂ٥Ͻ႕ɂǾɔȹՋȪȗ

͢Ȟɜу؆͙ഈ͢ȾߦȪᛵɁᎱҋȪɥ

٥៣ɁมɁ˩ȺǾ٥˿ڒ൏ᬆɥ

ᚐșȦȻȻȪǾу؆͙ഈᎱҋᦂȻȪȹ፱ᭊ

ȪǾ٥ڒȾ॒ᛵȽɿ˂ʝʃɥᆬȾ૬ΖȺȠ

ᴯЮ¬ИяᴥҰࢳ࣊ǭИяǾǭ®ᴢᴦ

ɞɛș٥៣ໃɁ˪ᠴȾߦѿȬɞȲɔɁᏚ

ɥᆬίȪȹȗɑȬǿ

ɥផȫǾɑȲǾ٥уцيͶȟ٥ڒɁ๊ॴԇ

⾗ޣᢱ㧝ޤᐔᚑᐕᐲᣇ⽷⸘↹㧔༡ડᬺ➅㊄ߩ߁ߜㅢᬺಽ㧕
ᴥԨͱᴷИяǾᴢᴦ

Ԗǽǽǽґ
ᴮǽᯚᣱᦪᤍ࣮ᜫ៵

ࢲࢳ࣊

ࢲࢳ࣊

Ұࢳ࣊ۄນᭊ





®







®

ᴰǽᯚᣱᦪᤍҋ







®

ᴱǽ٥˩ᦪጽ؆ϧпԇߦኍ







®

ᴲǽ࿑ϽЫᦂРᦂ





ǭ

ǭ®

ᴳǽ࿑ϽҟފᛃӒ





ǭ

ǭ®

ᴴǽȰɁ̬ͅᣮᩜΡ





ǭ

ǭ®

¬

¬

ǭ

ǭ®

ᴯǽ٥˩ᦪኄ᩻དˁާпߦኍ

նǽǽǽǽ
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ۄນလ







ᜓᝢƌ
Ȍ୳ᴯȍࢲࢳ࣊٥Ͻ႕ᴥ̬ᣮ̜ഈϽᴦ
ᴥԨͱᴷИяǾᴢᴦ
ࢲࢳ࣊

ࢲࢳ࣊

¬

Ұࢳ࣊ۄນᭊ

¬

ۄນလ
ǭ

ǭ®

Ȍ୳ᴰȍࢲࢳ࣊٥Ͻ႕ᦂԖґᴥ̬ᣮ̜ഈϽᴦ
ᴥԨͱᴷИяᴦ
уᄑᦂ
ն
¬

៣ǽǽ
ᙤǽǽ


¬

ᩖኄᦂ
٥уцيͶ
ᦂᙤൡഫ



ɋɁɝጸɒɥᅔȾȺȠɞɛșǾᛵ
Ɂ٥ϽᦂɁᆬίɥَɞȦȻȻȬɞȻȻɕ

ࢍǽǽک
уǽǽӭ





¬

ᦿᚐኄ
ऀǽՙ




ᴱǽуϽ៵២આߦኍ

ȾǾూஓట۾དȾᩜȬɞ̜ഈɥя໙Ⱦ
ȺȠɞɛșᛵᭊȾȷȗȹȰɁпᭊɥуᄑ

ǽᯚᦂҟɁ٥ϽɁуϽ៵២આɥᢌນȬɞȲ

ᦂȺᆬίɥَɞȦȻȻȪȹǾᣮࢠՖୈߦख़ґǾ

ɔǾࢲࢳ࣊ɑȺɁᴰࢳᩖȺǾ®Юяሌ

ూஓట۾དȾᩜᣵȬɞ̜ഈґɁȰɟȱɟȾ

࣊Ɂࢳҟᴲᴢ͏˨Ɂуᄑᦂᴥகᦂᤆႊ

ȷȗȹኍްȪȹȗɑȬǿɑȲǾࢲࢳ࣊Ȟ

ᦂǾகዊႆ֤ί᪙ᦂՒɆகу؆͙ഈᦂ

ɜᩖᦂϽȾΡɞ٥ϽࠍҋҤ࣊ɥ߳оȬ

ᙤу࣌ᦂᴦɁᛃРᦂеᎱ˨РɥᚐșȦ

ɞȦȻȻȪȹȗɑȬǿ

ȻȻȪȹȝɝǾ॒ᛵȾख़ȫϋ૰ϽɥᄉᚐȺȠ

ǽ٥у؆͙ഈȾߦȬɞ٥ϽᏚȾȷȗȹ

ɞȦȻȻȪȹȗɑȬǿ

ɂǾ˨ˁ˩෩ᤍǾ̬ᣮǾგኄͳႆ๊Ⱦ߈

ǽȽȝǾகу؆͙ഈᦂᙤу࣌ᦂɁᎱ˨Р

ȾᩜᣵȪȲᇋ͢ట϶ɥᅔȾȬɞ

Ɂ៣ໃȻȪȹǾ٥Ͻ႕Ⱦу؆͙ഈϋ૰Ͻ

ȦȻȻȪǾ̜ഈɁஃมኄɥᡍɑțᛵᭊ

Ияɥ˨ȪȹȗɑȬǿ

ɥᆬίȪȹȗɞȻȦɠȺȬǿ
ǽࢲࢳ࣊Ɂ٥Ͻ႕Ɂ፱ᭊᴥᣮࢠՖୈ
ߦख़ґᴦɂЮ¬ИяᴥҰࢳ࣊ǽǭ¬

ᴲǽȝɢɝȾ

ИяǾǭ® ᴢᴦȻȽȶȹȝɝǾȦɁșȴу
؆͙ഈϽնᭊɂᴯЮ¬ИяᴥҰࢳ࣊

ǽ፱өᅁȾȝȗȹɂǾу؆٥˩ᦪ̜ഈᐐɁጽ
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レポートⅠ

沖縄県の鉄軌道
【ゆいレール】について
沖縄県土木建築部都市計画･モノレール課
と

主幹

け

し

つとむ

渡慶次 力

１．はじめに
平成24年１月26日、国土交通省から沖縄都
市モノレール株式会社に特許状が交付されま
した。これは、沖縄都市モノレールの終着駅
（首里駅）から沖縄自動車道（西原入口）ま
での延長整備事業にかかる特許で、平成16年
の富山ライトレールの特許以来、８年ぶりと
いうことで、軌道事業関係者の関心を集めた
図－１

と聞いています。
今回、本誌をお借りしまして、沖縄県の軌

鈴の音を鳴らしながら走っておりました。さ

道交通の歴史や沖縄都市モノレールの延長整

らに糸満馬車軌道やキビ輸送のための軌道

備事業について、紹介させていただきたいと

（トロッコ）が本島中南部に総延長100km 以

思います。～それでは、出発進行！～

上敷設されていました。しかし、これらの軌
道交通は廃止されたり、沖縄戦により破壊さ
れてしまいました。
（図－１、表－１）

２．沖縄県の軌道交通の歴史
第２次大戦以前には沖縄県にも複数の軌道

３．ゆいレールの誕生

系交通が存在していました。大正３年（1914
年）から、軽便鉄道（沖縄県営鉄道）が敷設

第２次大戦後の沖縄県は、市街地の多くが

され、那覇～嘉手納、那覇～与那原、那覇～

米軍に接収され、鉄道･軌道システムによる

糸満を結び、県民の日常的な交通手段として

公共交通がなく、バス、タクシー、自家用車

利用され、さとうきびを運ぶ手段としても重

等の自動車交通に依存していました。その結

要な役割を担っていました。また、那覇市内

果、那覇市や浦添市を中心とする都市部にお

ではちんちん電車（沖縄電気軌道）が通堂（那

いては、慢性的な交通渋滞が発生していると

覇ふ頭近く）から首里の間をチンチンという

ともに、これに起因する都市機能の低下や排

か

で

な

よ な ばる

とんどう
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レポートⅠ
表－１

15分

気ガスや騒音による生活環境の悪化が大きな

その他の時間帯

問題となっていました。

（７：00～８：00、
９：00～22：00）

このような問題に対処するため、昭和56年

7.5分～12分

の沖縄県総合交通体系基本計画において「モ
ノレールの計画は那覇空港～西原入口間にわ

所要時間：片道約27分

たり整備を図る」と位置づけられました。し

車両編成：１編成２両、定員164人

かしながら、汀良から西原入口間において、

表定速度：約28km/h

土地区画整理事業が進展しなかったことか

最高速度：約65km/h

ら、当面の事業計画として、那覇空港から汀
良間までの13.1キロメートルについて整備す

ゆいレールの乗客数は、平成15年度の開業

ることとなりました。平成７年９月に軌道法

より堅調に増加していましたが、平成20年度

に基づく特許申請を行い、平成８年３月の特

より減少傾向がみられ、平成21～23年度は平

許取得を経て、建設に着手し、平成15年８月

成19年度の水準までには回復していません。

に開業しました。概要は、下記のとおりです。

このような落ち込みの原因は、平成20年９月
のリーマンショックによる世界的な不況や平
成21年春頃からの新型インフルエンザの流

【概要】
名

称：沖縄都市モノレール

行、平成23年３月の東日本大震災などがあげ

愛

称：ゆいレール

られます。

区

間：那覇市字鏡水～那覇市首里汀良町
（建設キロ

13.1km

営業キロ

12.9km）
構

駅

しかしながら、平成23年度は東日本大震災
の影響で年度当初は落ち込んでいたものの、
徐々に回復し、
７月の
「さいおんスクエア」
（牧

造：跨座型（塩害の恐れのある地域性

志・安里市街地再開発事業）のオープン、10

を考慮し、コンクリートを主体と

月の世界ウチナーンチュ大会等により乗客数

した跨座型に決定）

は、前年度を上回っています。
（図－２）

数：15駅（平均駅間距離0.92km）

運転間隔：ピーク時
（８：00～９：00）５分
早朝深夜
（５：45～７：00、
22：00～23：30）

平成24年２月20日には開業以来の乗客数
が、１億1,111万1,111人に達しました。沖縄
都市モノレール㈱は、１が９個ならんだ乗客
になりたい人を事前に公募し、同日、県庁前
駅で抽選会を行ったところ、11月11日生まれ
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㪟㪈㪏ᐕᐲ
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沖縄都市モノレール平均乗客数の推移（１日平均乗客数）

で、2011年11月11日に結婚した「１」という
数字に縁がある女性が選ばれ、「みんなビッ
クリ！」と話題になりました。（写真－１）
また、隣駅までの運賃を100円とする「お
となりきっぷ」の導入、普通回数乗車券の有
効期間の撤廃、１日フリー乗車券については、
最終電車までを１日としていましたが、使用
を開始した時間から24時間後を１日として換
算するなどの利用促進策に取り組んでいま
写真－１

す。

と連結することで、中北部地域を含めた定時
性の公共交通ネットワークを形成し、現在も

４．ゆいレールの延長整備について

深刻な状況にある那覇都市圏の交通渋滞緩和
を図ることとしました。第４駅（仮称：浦西

前項で述べたように、現在の終着駅である

駅）周辺においては、沖縄自動車道との結節

首里駅はもともと中間駅として計画･整備さ

機能を確保するためスマートインターチェン

れたことから、他の交通機関との結節駅とし

ジや1,000台規模のパーク＆モノライド駐車

ては不十分であり公共交通ネットワークの観

場、交通広場を計画しています。

点からも改善が求められ、平成14年７月内閣

また、新たに整備する４つの駅を中心とす

府策定の「沖縄振興計画」などの上位計画に

るまちづくりが進められることで、沿線地域

おいて延長整備が位置づけられています。

の活性化が期待され、新たな観光回遊ルート

このため、ゆいレールを首里駅から西原入
口まで延長整備し、沖縄自動車道（高速バス）

が地域の発展に寄与し、沖縄観光の魅力を向
上させます。
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図－３

沖縄都市モノレール延長区間路線図

れるものであり、事業実施の確実性が高

さらに、人にやさしく、地球環境にもやさ

いこと。

しい交通手段が構築され、地球温暖化の抑制
にも寄与します。

③

沖縄自動車道との結節点に平面的な広
がりがあり、充実した結節点の整備可能

延長ルートの選定にあたっては、学識経験

性や周辺の開発可能性が高いこと。

者や行政担当者等からなる沖縄都市モノレー
ル延長検討委員会を平成18～19年度に７回開

以上を踏まえ、関係機関との協議を経て平

催して、延長の必要性や延長ルートについて

成21年10月に沖縄県知事が浦添ルート案で事

総合的な検討を行い、浦添ルートを支持する

業化に取り組むことを決定しました。（図－

意見が多かったアンケート調査も考慮され、

３）

最終的には次の３つの理由から浦添ルート案
が推奨されました。

需要予測については、沿線需要、パーク＆
ライド需要及び観光需要を合計し予測値を求

沿線における土地区画整理事業の実施

めており、平成32年で、１日当たり50,166人、

等による今後のまちの発展が期待でき、

平成42年で47,927人としています。
（図－４）

①

多くの需要が見込めること。
②

モノレールの導入空間である道路の多
くが、整備済み又は今後の整備が見込ま

①

沿線需要：平成18年度に実施したパー
ソントリップ調査データを基に、発生集
中交通量、分布交通量、機関分担交通量、
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沖縄都市モノレール延長に係る需要予測

配分交通量を予測する４段階推計法によ

す。

り、利用客を予測しました。
②

㪟㪊㪌

パーク & ライド需要：沖縄自動車道

平成24年度は、インフラ部及びインフラ外
部の実施設計を行い、平成25年度にはインフ

と結節する第４駅に、1,000台規模のパー

ラ部、平成26年度にはインフラ外部を着工し、

ク & ライド駐車場を整備することによ

平成30年度の試運転を経て、平成31年度の開

り、自動車からモノレールに乗換する需

業を目指しています。

要について、アンケート調査を実施し、

延長整備概要は次のとおり。

利用客を予測しました。
③

観光需要：パーソントリップ調査で捉

【概要】

えられない観光客等の空港関連利用客に

建設区間：首里駅～（仮称）浦西駅

ついては、内閣府沖縄総合事務局で予測

路線延長：約4.1km

された那覇空港の将来航空旅客数を基

駅

に、モノレール利用客を予測しました。

開業予定：平成31年度

数：４駅

延長整備にかかる軌道法の軌道運輸事業の
特許については、平成23年８月30日付け沖縄
都市モノレール㈱から国土交通大臣あて特許

５．将来の公共交通について

申請され、12月の運輸審議会を経て、平成24
年１月26日付け特許されました。また、都市

沖縄県は、平成21年３月に策定した都市交

計画決定の手続きも並行して行われ、平成24

通マスタープランにおいて、モノレール延長

年１月27日付け都市計画決定の告示を行い、

計画や既往基幹バス計画を踏まえ、新たな公

現在は、測量や実施設計に着手したところで

共交通システム、バス交通、交通結節点と連
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図－５

将来公共ネットワークの計画

携した TDM 施策からなる将来公共交通ネッ

に向けた取組みを推進するとしています。ま

トワーク計画を立案し、将来の公共交通利用

た、内閣府においても、沖縄における鉄軌道

率を4.4% から10% まで増加させること、将

をはじめとする新たな公共交通システム導入

来の自動車利用率を約69% から約62% へと

可能性検討に向けた基礎調査を実施するな

約１割削減することを目標としています。
（図

ど、県民が望む将来像の実現が期待されると

－５）

ころです。

沖縄県民が望む将来（概ね平成42年・2030
年）の沖縄のあるべき姿を描いた「沖縄21世
紀ビジョン」では、中南部都市圏を縦貫し、

６．むすびに

北部圏域に至る軌道系を含む新たな公共交通
システムの導入が必要であるとし、その導入

ゆいレールは、平成15年の開業以来、沖縄

30
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ＲＥＰＯＲＴⅠ
県唯一の軌道系公共交通機関として、県民及
び観光客のみなさまに親しまれ、ご利用いた
だいています。これから、本格的に首里駅か
ら浦西駅（仮称）までの延長整備事業がはじ
まります。
今後とも、全国のみなさまのご利用、ご支
援を、どうぞよろしくお願いいたします。
・・・県民の期待と夢を乗せて、ゆいレー
ルは、今日も走っています。・・・
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ɁᬂȺԚґȺȕɝɑȮɦȺȪȲǿȨɜȾǾȦ
Ɂᩖ࢛ɂᅔ࢚Ȫȹȝ࢜ɝȾȽɝȲȗȻȗș
ȝȨɑʕ˂ʄȟᯚȢǾ࢚࣋ȟᆬίȪȸɜȗ
มȺȪȲǿ
ǽటඩȺɂǾ߂ᄉɁȈʥ˂ʪɰɱɮհȉ
ɥᴱటۄᄉȬɞȻȻɕȾǾᄾൌ۾ϦȺ
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 ᧄ 

ޤ↰↸ޣ
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 ዊ 

ޤ↰↸ޣ
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 ዊ 

 ޣ  ޤ ↰ ↸ ޣᣂ ⊖ ޤ ↰ ↸ ޣ ޤ
 ⒌ 



ޤ↰↸ޣ



 ᧄ 

 ໊ 

 ዊ 
ޤ↰↸ޣ
 ᧄ 

 ޣ  ޤ ↰ ↸ ޣᣂ ⊖ ޤ ↰ ↸ ޣ ޤ

 ⮮ 
ޣᄢ㊁ޤ
 ⮮ 
ޣᄢ㊁ޤ
 ⮮ 
ޣᄢ㊁ޤ
 ⮮ 
ޣᄢ㊁ޤ
 ⮮ 
ޣᄢ㊁ޤ

ḡ̖▫ᩮḡᧄ ዊ̖ዊ↰ේ ⒌̖⒌㊁
ᧄ̖ᧄෘᧁ ᳯ̖ ἑᳯࡁፉ ⮮̖⮮ᴛ
໊໊̖ᧁ↰
ޤ  ޣφᦨೋߦゞߔࠆ㚞
ᣂ⊖̖ᣂ⊖วࡩਐޔᄢ㊁̖⋧ᮨᄢ㊁
 ̖ዊ↰ේ✢  ̖ᳯࡁፉ✢  ̖ᄙ✢
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ᵏᵂᵍᵌᵏᵑΤ
ǽȨɜȾǾԛ͍ႎ፷ȞɜᄽᣮȪȹȗɞȈʫʒ

ǽˢǾగɕగᩖ࢛ȾȈțɁȪɑհȉ

ʷʥ˂ʪɰɱɮհȉ
пҚ
ᴥᴰటᴦ
ɥᄍնˀ

ɥᗵดᵻ߂ᩖȾǾȈȨȟɒհȉɥᄾൌ۾

˲ȾϦᴥటඩҰɂհɁɒϦᴦȨȮɞ

ᵻ߂ᩖȾյᴮటᜫȪɑȪȲǿ
ȦɟȾɛɝǾ

ȻȻɕȾǾᴳ˵ɁᤆᢆȺȕȶȲհɥ

గȾɂȫɔȹᗵดǾ֪۾Ǿᄾൌ۾Ǿᄍ

˵ȾۄӏȪǾ᥆॑Ȟɜ̷Ɂᄍնˀ

նˀ˲Ȟɜ࿑ॲʷʨʽʃɵ˂ȟ̋ȺȠɞɛ

˲ɲʴɬɋɁ࢜ޤɥफ़ᤛȽɕɁȾȪɑȪȲǿ

șȾȽɞȻȻɕȾǾᴶґᬰɑȺȾ߂Ǿ

ǽȽȝǾȦɁᄍնˀ˲ϦȾȝȗȹɂߴႎ

۾ਖ਼႔ȾҢᅔȬɞ࿑ॲʷʨʽʃɵ˂Ɂ૬Ζ࣋

Ձ፷ʥ˂ʪᴥᴮႭ፷ˁᴯႭ፷ᴦɋᄉᅔȬɞȻ

࢚ୣɥȦɟɑȺɛɝጙ¬࢚ۄɗȪǾగ

ऻፖɁˢᓐҚɁᛵᩖȟۄӏȪȹȪɑș

ȾǾफ़ᤛȾᣮӱȺȠɞᤣᑆɥۄɗȪɑȪȲǿ

ȦȻȞɜǾि఼ȼȝɝߴႎՁ፷ॲᚐȟߴႎՁ

ࢲஓగ˨ɝۄᄉҚ

፷ʥ˂ʪȾϦȪȹȗɞᩖȾǾ
Ȉʫʒʷʥ˂ʪ
ɰɱɮհȉɥ۹፷ʥ˂ʪᴥᴰႭ፷ʥ˂ʪᴦȾ
оȨȮǾ
ȰɁफᬭɥఊߴ᪅ȾੱțɞȦȻȻȪǾ
ȰɁፀɂȫɔȹ۹፷ʥ˂ʪȞɜߴႎՁ፷
ᬂɋᄉȬɞҚɁᜫްȻȽɝɑȪȲǿ
ࢲஓʫʒʷʥ˂ʪɰɱɮҩ᚜

71 ภ

41 ภ

43 ภ

ർ ජ  ⊒

18:33

ᄢ ᚻ ↸ ⊒

18:48

20:33

21:33

19:33

21:10

22:10

new

new

ω

ω

⊒

21:21

22:20

ᧄ ෘ ᧁ ⌕

21:33

22:35

ᣂ⊖วࡩਐ⊒
໊ ᧁ ↰ ⌕
↸

↰

19:47

㔰ࡩ㑐ޔෳߦ߽ゞ
㧔 71 ภ ߪ ߐ ࠄ ߦ ᚑ ၔ ቇ  ೨ޔዊ ↰ ᕆ ᳗ ጊ ޔዊ
↰ᕆᄙࡦ࠲ߦ߽ゞ㧕

ߐ߇ߺ

߃ߩߒ߹

62 ภ

66 ภ

⮮ᴛ

⊒

6:14

ᄢ

⊒

6:27

⋧ᮨᄢ㊁

⊒

6:10

6:35

ᣂ⊖วࡩਐ ⊒

6:22

ω

⌕

6:41

7:12

ᣂኋ

ǽȦɟɜʊɮʮ˨ɁஃኍȾӏțǾᴯఌȾɂ࿑
ॲҦ̙ጙʁʃʐʪȈʷʨʽʃɵ˂ᴽɹʳʠȉ
ᴥଆ࢛ᝈȽȼȞɜʊɮʶɹʒȾ࿑ॲҦɥ̙
ጙǾ᠔оǾ۰ɗሳ࢚ྃ͢ȟȺȠɞʁʃʐʪᴦ
ɥʃʨ˂ʒʟɳʽߦख़ȾൡᑤછЭȬɞȽȼǾ
ᣮӱᩖ࢛Ɂ࿑ॲʷʨʽʃɵ˂ɥɢȞɝɗȬ
ȢǾҟႊȪɗȬȢǾȰȪȹफ़ᤛȽɕɁɋȻ
ԇȨȮɑȪȲǿ
®ǽȕȨȡɝհɁᄽȪ
ǽ
ȈȕȨȡɝհȉɂǾࢳɁछᇋ˵Ⱦɛ

ࠅዊ↰ේ✢ࡎࡓ

ɞّᦪᴥछᴦॅک፷ॅکɑȺɁ̋ɝо
ɟɥܑൡȾᩒܿȨɟǾࢲᴰࢳȞɜɂ߂ᵻ
ÊÒ ూॅک፷ฝแᩖɁᄾ̠ᄽᣮᤆᢆɥᩒ

φ໊ᧁ↰

ܿȪɑȪȲǿటඩ͏ҰɁΈႊ˵ɂछᇋ

ᄙ✢ࡎࡓ

ढᴥÒÓÅᴦȻ ÊÒ ూጕȺǾ˵˵
ȟᴮஓᴯऱेȭȷᴱऱेȪȹȗɑȪȲǿߋۢ
φዊ↰ේ

ਅࠅዊ↰ේ✢ࡎࡓ

ࠞɗካಏɁᓴʘາˁ͈ᆀՁɲʴɬɁရᩜՠȺ
ȕɝǾ̷Ɂɬɰʒʶʍʒʬ˂ʵȟȕɞॅ

ᕆⴕ⌕⊒ਛߦ․ᕆ߇ㅴ
ᕆⴕ

ฦ

㩜㩎㩥㩘㨺㩛㨽㨴㨼

ᄍնˀ˲ᮟഫюႩَ

کɑȺɂˢްɁᛵȟȕȶȲɕɁɁǾॅک
ɥہȾᢡᣞࢃȟȕɝɑȪȲǿ
ǽటඩȺɂ ÊÒ ూȻԦឰȪǾᢡᣞᛵɥ

ÓÕÂ×ÁÙ ǳʶʧ˂ʒƌ
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ʶʧ˂ʒΤ
ᨺɒȹᤆᢆԖᩖɥ߂ᵻॅکᩖȾǾࢲஓɁ
ᤆᢆటୣɥᴱऱेȞɜᴰऱेȾǾᄽᣮढৰɥ
छᇋढᴥÍÓÅᴦȾɛɞ࿁̋ɝоɟɋȻ
۰ȪɑȪȲǿɑȲǾछᇋ፷юɁϦᮟɕȦ
ɟɑȺɁ႔ႎǾటՀజȞɜᄍնˀ˲Ǿᄾൌ
۾ǾటՀజǾሄȾ۰ȪɑȪȲǿȦɟɂ
ஓ˹ᩖ࢛ȾᤆᢆȪȹȗɞ࿑ॲɁژటʛʉ˂
ʽȟǾ˩ɝ߂ᄉුґᄉǾґᄉȟ႔ႎ
ϦᴥˢటՀజϦᴦȺካಏ຺టɋտȞș
ȈɂȦɀհȉǾුґᄉȟᄍնˀ˲Ǿᄾൌ

ʷʨʽʃɵ˂ˁÈéÓÅ ఊጶᤆᢆҋᄉࣻɁറފ

۾ǾటՀజǾሄϦȺߴႎՁȾտȞșȈȨ
ȟɒհȉɁᤆᢆȺȪȲȟǾȈȕȨȡɝհȉɂ

ᴰᴫްॴɥᯚɔɞ

ґᄉɁȨȟɒհɁᚐᡅȾоȶȹȝɝǾ႔ႎ
ϦȺȕɞȻߴႎॲ፷юȾȝȗȹʛʉ˂ʽȟ
ȭɟȹǾᤆᢆᩖ᪣ȟɃɜɃɜȻȽɝɢȞɝȾ

ǽᦪᤍ͢ᇋɁఊ۾Ɂɿ˂ʝʃɂȈʊɮʮȼȝ

ȢȢȽȶȹȗȲȦȻǾˢȺɂᄍնˀ˲ɗ

ɝɁᤆᢆȉȻɁᝓឧɁɕȻǾछᇋȺɂґࠢب

ᄾൌ۾ȞɜॅکᬂɋȲȽᛵɥɝ

ɁᓦɗαհൡɁۄᜫȽȼɁʙ˂ʓᬂǾʳʍ

ᠭȦȬȦȻɥᄻᄑȾϦᮟɥᄽȬȦȻȻȪ

ʁʯȾȝȤɞటᇋ׆Ɂᮟख़ɗʳʍʁʯ

ɑȪȲǿ

ᩖ࢛ȾȝȤɞްᤆᢆᄻൈɁᜫްȾɛɞጸᎥ

ǽȦɁɛșȾറȁȽஃኍɥஃȪǾካಏɋɁ

ɥȕȥȲɝጸɒȽȼɁʇʟʒᬂǾȰɟȱɟ

ɬɹʅʃտ˨ɗफ़ᤛȽᣮӱၥہɁ૬ΖȽȼ

ȞɜްॴᆬίȾտȤȲߦख़ɥᚐȶȹȗɑ

റȁȽႆ๊ʁ˂ʽȺɛɝҟႊȪɗȬȨɥᯚɔ

ȬǿȦɟɜȾӏțǾʊɮʮᬂȾȝȗȹɕȝ

ȲʊɮʮȻȽɝɑȪȲǿ

ȨɑȧɂɕȴɠɦյᐳکɁɗᤆᚐ

®ǽʷʨʽʃɵ˂˵Ɂऀᣝ

Ǿᄻᝩ౼Ɂʑ˂ʉɥɕȻȾґɥᚐȗǾ

ǽటඩɥɕȶȹȦɟɑȺȧঢ়᭔ȗȲȳȗȲ

ʊɮʮඩɁʉɮʩʽɺȾնɢȮױȪȹȠ

ʷʨʽʃɵ˂˵ढᴥÈéÓÅᴦ
Ǿढ

ɑȪȲǿ

ᴥÒÓÅᴦȟऀᣝȪɑȪȲǿऀᣝȾ᪨ȪȹɂǾ

ǽటඩҰɁᝥᭉɂǾ۵ۻᩖʳʍʁʯᩖ࢛

ʊɮʮඩҰஓɁʳʃʒʳʽɗᴰఌஓǾ

˩ɝտɁ৻ॴᄑȽᤂ࣫ɁױȺȬǿȰɁᴱ

ஓȾᐍջژ٥ȺᚐɢɟȲȝҝɟɮʣʽ

۾ՁىȻȪȹǾḧʳʍʁʯҰɁ˨ɝտȞɜ

ʒȽȼȺ۹ȢɁȝȨɑȞɜຣȞȗȝᕹɥ

Ɂᤂ࣫ǾḨᣩ˹ᮟᪿ˹ຉ᫆Ⱦɛɞᤂ࣫Ǿḩ̋

ȗȲȳȢȽȼǾȝȨɑɗʟɫʽɁᄒറǾภ

ɝоɟᡅ፷Ɂᤂɟɗ̋ፕҩɁ˪ᠴȾɛɞᤂ

፷٥ڒȾঢ়Ȩɟȹȗɞސ٣ȳȻȫɞȦȻȟ

࣫ǾḪ፷ᡅюȴоɝɗ࿎યɒȽȼɁ۶ᄑᛵ

ȺȠɑȪȲǿ࿑ॲʷʨʽʃɵ˂ɂᇹȲȴߴႎ

ىȾɛɞᤂ࣫ȟȕȥɜɟɑȬǿటඩȺɂ۶

ॲᦪȾȻȶȹǾͤፋǾᝐɝȺȕɝǾȦɟ

ᄑᛵ͏ى۶ɁᝥᭉɥᜓขȬɞɌȢറȁȽஃኍ

ɑȺኳȠȕȥȹȠȲ࿑ॲʷʨʽʃɵ˂ɋɁ

ɥஃȪɑȪȲǿ

ȗɥऀȠፕȡǾȦɟȞɜɕറȁȽʕ˂ʄȾߦ

®ǽ˨ɝտȞɜɁᤂ࣫ߦኍ

ख़ȬɞȦȻȺȝȨɑɗภ፷٥ڒȞɜঢ়Ȩɟ

ǽᤂ࣫ɁʫɵʕʄʪȻȪȹɂǾȊറȁȽᛵى

ɞސ٣ȺȕɝፖȤɜɟɞɛșȾӓӌȪȹȗȠ

Ȟɜஓ˹ᩖ࢛˩ɝտɁҚȟᤂ࣫ȋ
ƣ
Ȋᄽ

ɑȬǿ

ᣮȬɞካಏᄊࠞ፷ߴႎՁᵻካಏ຺టᩖȟԨ፷
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ᵏᵂᵍᵌᵏᵑΤ
ᤆᢆȺȕɞȲɔǾ˨˩፷Ɂ̬૰Ⱥ˨ɝտɁ

ىȽȼȾɛɝᄽᣮҚȟᤂ࣫ȪȲ᪨ǾȰɁᤂ

Қȟᤂ࣫ȋƣȊȰɁɑɑ˨ɝտȾᤂɟȟ

ɟɥՖȺȠɞɛșȾᬰɁ͍ȁజ˨ՁȺ

ᣵᨎȪጶཟɁ߂͇ᣋɑȺᤂ࣫ȋƣȊ߂Ⱥ

Ɂ̋ፕȡᴥϦᴦᩖɥȦɟɑȺᇽᵻᇽ

ɝᣌȪᩖȟᅽȢǾ۵ۻᩖʳʍʁʯᩖ࢛

ȳȶȲɕɁɥᴮґᵻᴯґᇽɑȺۄӏȨȮɑ

˩ɝҚȟܿᄉᮟȞɜᤂ࣫ȋƣȊ۵ۻᩖʳʍ

ȪȲǿ

ʁʯпͶɁᤂ࣫ȋȻȽȶȹȗɑȪȲǿ

ǽɑȲǾȦɟɑȺஓ˹Ɂʛʉ˂ʽʊɮʮȞɜ

ǽటඩȺɂȦɟɑȺஓ˹ᩖ࢛Ⱦᚐȶȹȗ

۵ۻᩖʳʍʁʯᩖ࢛ɋɁሉᚐɁफᬭȺǾᄊ

Ȳైႎᵻካಏ຺టᩖɁյᮟϦɁᄽᣮᤆᢆ

ੑᵻᄍնˀ˲͇ᣋɁҚᬲࣃȟȐյϦơॲ

ɥɝɗɔǾైႎᵻߴႎՁᩖǾߴႎՁᵻካ

ᚐơॲᚐơյϦᴥյϦȻյϦɁᤆᢆᩖ᪣ґ

ಏ຺టᩖȾґᫌȪǾ˩ɝտȾᤂ࣫ȟᄉႆȪ

ᵻґᴦ
ȑȻȽȶȹȝɝǾऻɁյϦɂᴯటɁ

ȲȻȪȹɕǾߴႎՁᮟȺɁɝᣌȪȺȰɟɥ

ॲᚐȞɜ̋ɝ૰țɥՙȤɞȦȻǾҰɁյϦȻ

ՖȪǾ˨ɝտɥްȺᄉȺȠɞɛșȾ

ᩖ᪣ȟᩒȗȹȪɑȶȹȗɞȦȻȞɜǾᪿ˹ຉ

ȪɑȪȲǿȽȝǾካಏɁရᩜՠߴႎՁȞɜካ

᫆Ⱦɛɝᤂ࣫ȟ۾ۄȪȹȗɑȪȲǿɑȲǾ

ಏ຺టᬂɋȝҋȞȤɁȝറȞɜȈᄉႭ

߂ᄉᵻɑȺɁյϦɂ˵ୣȟᅽȗ

፷ȟ˪ፋˢȺȼɁ˵ȟካಏᬂȾᚐȢɁȞ

ᴳ˵ȺᤆᢆȬɞҚȟᴱటȕɝǾȦȴɜɕᪿ

ɢȞɝȸɜȗȉȻɁȧȟȕȶȲȦȻȞɜǾ

˹ຉ᫆ɁՁىȻȽȶȹȗɑȪȲǿ

ȦɁஃኍɁᩒܿȾȕɢȮȹካಏ຺టᬂɋտ

ǽటඩȺɂҚᬲࣃȟȐյϦơॲᚐơյϦ

ȞșҚɁᄉᅔႭ፷ɁፋˢȻካಏᄊࠞ፷ɵ

ơॲᚐơյϦᴥյϦɁᤆᢆᩖ᪣ᴳґᵻᴶґᴦ
ȑ

ʳ˂˵ɋɁፋˢȾɛɝǾɢȞɝɗȬȨɕᯚ

ȻȽɞɛș۰ɥᚐșȻȻɕȾǾᴳ˵Ɂ

ɔɑȪȲǿ

յϦɕᴮటɑȺນɜȪຉ᫆Ɂґୠԇɥَɝɑ
ȪȲǿ
ǽȦɟɜɁஃኍȾɛɞױӛȟ᚜ɟɂȫ
ɔǾ۵ۻᩖʳʍʁʯᩖ࢛Ɂᤂ࣫ȟນߵȪȹ
ȝɝǾްॴɁտ˨ɥَɞȦȻȟȺȠɑȪȲǿ

ᴱᴫࢳȻȗșࢳ
ǽూஓట۾དȾɛɝᚱདȨɟȲᄒറȾ॑Ȟ
ካಏᄊࠞɁʁʽʦʵɵʳ˂ȺȕɞᠣᓨȾɵʳ˂
ʴʽɺȪȲढ

ɜȝᓋȗ႑Ȫ˨ȥɑȬȻȻɕȾǾᴮஓɕ
ȗेᒾɥȝᇏɝ႑Ȫ˨ȥɑȬǿ
ǽࢳᴰఌஓȾᄉႆȪȲూஓట۾དछ

ǽȨɜȾǾᵻɑȺफ़ᣱॲᚐǾॲᚐǾ

ஓɂп፷ȺᤆᢆɥɝඨɔȩɞɥीɑȮɦȺ
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車両・施設紹介

京阪電気鉄道13000系

京阪電気鉄道株式会社

村 上

車両部

技術課

裕 紀

１．はじめに

２．概要

京阪電気鉄道株式会社では、宇治線（中書

今回導入する13000系は、特に環境への配

島駅－宇治駅7.6km）を中心に運用する新型

慮やバリアフリーへの対応、安全性の向上に

車両13000系（４両編成×５本、合計20両）

主眼を置いて車両開発を行った。

を2012（平成24）年４月14日より順次導入し
ている。

環境面では、本車両と代替される従来車両
（2600系）との比較で約35％の電力量を削減

この車両は、2008（平成20）年の中之島線
（天満橋駅－中之島駅3.0km）開業に合わせ
て 導 入 し た3000系 と、2002（ 平 成14） 年、

するほか、低騒音タイプの機器の採用などに
より走行騒音を低減し、
沿線環境に配慮した。
また、車いすスペースや液晶式車内案内表

2006（平成18）年に交野線（枚方市駅－私市

示器などを設置するほか、荷棚の高さを低く

駅 6.9km）を中心に運用するために導入し

するとともに、乗降口の扉端部と足元などに

た10000系をベースに開発した通勤用一般車

オレンジ色のラインを設けるなど、バリアフ

両である。

リー対応を充実させた。
安全面では、オフセット衝突対策も含めて
車体強度を向上させたほか、事故や急ブレー
キ時の車内での事故防止策を施した。また、
より一層の安全性向上に向けて2016（平成
28）年度までに全面更新を予定している多情
報連続制御式 ATS への対応も可能としてい
る。
車 両 性 能 は、 加 速 度2.8km/h/s、 減 速 度
4.0km/h/s（常用）
、
4.3km/h/s（非常）とし、
定員は530名（４両編成）となっている。
写真１

車両外観

編成は、京都・出町柳・宇治方から13000
形（奇数編成：Mc1・偶数編成：Mc3）＋
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安全性の向上策として、
妻構体の構造には、

13500形（T0）＋13650形（T1）＋13050形（偶
数編成：Mc2・奇数編成：Mc4）となって

衝突時に車両が受ける衝撃を逃がすため妻隅

いる。基本は４両編成だが、Mc3と Mc4を

柱を面取り形状に変更し、また、オフセット

併合可能な仕様とすることにより、８両編成

衝突対策として台枠上面での接合から台枠下

でも運用可能な構成とした。

端まで延長したほか、妻外板を板張構成から
大型形材構成に変更することにより車体強度

３．デザイン

も向上した。
先頭構体の構造には、台枠上面での接合か

2008（平成20）年の3000系新造時より、京

ら台枠下端まで延長する一体化構成を採用し

阪沿線のブランドイメージである「文化・風

たほか、骨組みの板厚増加、コーナー部の外

情」の香りに「現代的感覚」を融合させた「風

板補強の追加および窓下端内帯の形状変更に

流の今様」をデザインの基本コンセプトとし

より、前面衝突対策の強化ならびに車体強度

ている。「風流の今様」を具現化する造形モ

の向上を図った。

チーフとしての「スラッシュ・ムーン」と呼

屋根構体は，3000系を踏襲してダブルスキ

ぶ円弧形状を継承しつつ、今回新しく
「ウェッ

ン構造としたが、軒桁に関しては3000系より

ジシェイプ」と呼ぶエッジをコーナーに効か

側面高さを低くするともに形状を変更した。

せることで、通勤車らしい機敏で軽快な印象

⑵

客室

を表現した。また、先頭上部にブラックを配

客室内は、
外観との調和を考慮した
「スラッ

し、円弧状の標識灯からルーフまでの連続性

シュ・ムーン」をモチーフとする円弧のデザ

をもたせ、グラスエリアをより広く見せるこ

インを腰掛表地の柄に採り入れ、メインカ

とで、ダイナミックなフェイスイメージを演

ラーに萌黄、サブカラーに墨を用い、アクセ

出した。

ントカラーには橙を配した。

車体の外板塗色は、上部に緑色（レストグ

腰掛配置は、バケットタイプのロングシー

リーン）を、中央部に黄緑色（フレッシュグ

トを採用した。なお、一人当たりの着席幅は

リーン）の帯を、下部に白色（アーバンホワ

10000系より20mm 広げた470mm を確保し、

イト）を配した。京阪電車の伝統色である緑

ゆったりと座っていただけるサイズとした。

を踏襲しながらも白色を織り交ぜることで新

また、お客さまの立ち座りの補助や立位時の

鮮な感覚をプラスした、当社通勤用一般車両

姿勢保持のため、腰掛中間部にスタンション

のカラーデザインとしている。

ポール（縦手すり）を設置した。
各乗降口扉間の腰掛は、足元の空間を広げ

４．車体
⑴

構体
アルミウム合金製の大型中空押出形材によ

るために当社で初めて片持ち式を採用した。
なお、車端部分は情報関係などの機器や消火
器を収納するために従来と同じく脚台式とし
ている。

るセミダブルスキン構造とし、車内の静粛性

安全性の向上策として、万が一の事故や急

を確保した。また、一部にＦＳＷ溶接（摩擦

ブレーキ時に、衝突からお客さまの身体を保

攪拌溶接）により外板溶接を自動化すること

護するために大型仕切板を採用した。なお、

で品質および精度の向上を図った。

袖仕切板の大型化は、座席端部に座っている

40
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お客さまと、座席端部横に立っているお客さ

力による自閉力を持つ自閉水平式引戸装置を

まの干渉を防ぐ効果もある。

採用した。また、指詰め防止対策として、客
室側には柱被せおよび指保護ゴムを設置し
た。
⑷

側窓
側窓は車端部をバランサ式下降窓、中央お

よび車いすスペース部を固定窓とした。カー
テンは10000系と同様にグレー色のガラスク
ロス素材とした。
窓・扉のガラスは紫外線による影響の低減
効果がある熱線吸収強化ガラスを用いた。扉
のガラスに関しては断熱性に優れた複層構造
写真２

車内

とした。
⑸

⑶

乗務員室
編成間で併合可能な仕様とし、併合時には

引戸
側引戸はアルミ骨組みに心材を詰めたハニ

乗務員室の一部が通路となるため、運転室側

カム構造とし、軽量化を図った。車内側には

には間仕切折り戸を、車掌室側には間仕切扉

墨色の化粧版を採用した。指詰め対策として、

と間仕切窓を設置した。

窓ガラスは車内側を平滑化し、側引戸車内側

客室との仕切戸は自閉水平式引戸装置を採

の戸尻には注意喚起のステッカを貼り付け

用し、乗務員室後部の仕切引戸部分のカーテ

た。

ンは電動化した。

妻引戸は当社で初めてゼンマイの巻き取り

⑹

バリアフリー
バリアフリー対策として、各車両に車いす

のスペースを設け、このスペースには非常通
報装置やパネルヒータを設置した。また、荷
棚の設置高さは従来より20mm 低い床面上
1,750mm とし、優先座席部はさらに30mm
低い1,720mm とした。優先座席部のつり手
は、 一 般 座 席 部 よ り85mm 低 い 床 面 上
1,540mm とした。さらに乗降口扉には、耳
の不自由なお客さまに赤色 LED の点滅で扉
開閉を知らせる扉開閉予告灯や、目の不自由
なお客さまに扉位置を案内する誘導鈴を設置
したほか、
視覚弱者のお客さまに乗降口位置・
床面段差を知らせるため、当社で初めてオレ
ンジ色のフィルムを乗降口床面とクツズリ外
部側面に貼り付けた。
写真３

側引戸（内側）
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写真４

車いすスペースと優先座席

⑵

５．主要機器
⑴

写真６

付随台車（モノリンク式）

主電動機
主電動機はこれまでの VVVF 制御車両と

台車・駆動装置
電 動 車 に は 川 崎 重 工 製 の 軸 は り 式 KW-

77D 形ダイレクトマウント式空気ばね台車

同じ200kW の三相かご形誘導電動機を採用
し、MT 比は2M2T とした。
⑶

主制御器

を、また付随車には住友金属製のモノリンク

主制御器は VVVF インバータ・IGBT2レ

式 FS577形ダイレクトマウント式空気ばね台

ベル方式で、制御単位は１インバータ２主電

車をそれぞれ採用し、良好な乗り心地を実現

動機制御×２群とした。運転台に設けた開放

した。なお、一部の付随台車にはレール塗油

スイッチで１インバータ単位での主電動機開

装置を設けた。

放を可能とした。

駆動装置は東洋電機製の TD 継手式平行カ
ルダン軸駆動方式を採用した。

⑷

主幹制御器
運転台のマスコンハンドルは7200系以降の

車両と同じく、操作性の良い横形デスクタイ
プの２レバー方式のものを採用し、力行部は
１～５ノッチ、ブレーキ部は１～７段・抜取
位置・非常位置とした。また、運転士の異常
時に備えた非常停止装置を設けた。

写真５

電動台車（軸はり式）

写真７

運転台

42
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⑸

補助電源装置
１編成当たり１両に静止型インバータ（出

力 容 量：160kVA

出 力 三 相 交 流：200V

６．その他の機器
⑴

冷暖房設備

60Hz）を搭載し、3000系と同じく、１台の

快適性の向上を目指し、フルオート運転を

装置内に２基のインバータを搭載した「待機

行う。ユニットクーラは冷房能力が24.42kW

２重系システム」を採用した。
⑹

ブレーキ装置
全電気指令式回生優先補足ブレーキ方式を

（21,000kcal/h）のものを、１両当たり２台
搭載した。車両ごとに自動制御されるため、
年間を通じて快適な空調を実現できる。

採用し、各車のブレーキ制御装置内にはブ

室内ヒータは従来と同じく、腰掛の下に

レーキ受量器を内蔵している。なお、保安ブ

シ ー ズ ヒ ー タ（400W、800W） を 設 置 し、

レーキ装置としては、直通予備ブレーキ装置

車いすスペース部には壁面にパネルヒータ

を備えている。
⑺

電動空気圧縮機
１編成当たり２両にレシプロタイプの電動

空気圧縮機（容量1000L/min）を搭載した。

（100W）を設けた。また、運転台には温風
暖 房 器（800W） を 取 り 付 け、 い ず れ も
AC200V 仕様としている。
⑵

自動放送装置

なお、補助電源装置に待機２重系システムを

列車モニタ装置で設定された列車番号およ

採用し、信頼性の向上により電動空気圧縮機

び走行距離、日時などに応じた車内放送を自

はすべて交流駆動方式とした。

動的に行う自動放送装置を搭載した。

⑻

⑶

パンタグラフ

転落防止放送装置

パンタグラフは廃棄物削減を目的に、廃車

先述のとおり編成併合可能な仕様としてい

より発生した下枠交差形パンタグラフを再利

るが、併合時に先頭車同士の連結部からホー

用した。ただし、架線との摩擦摺動により発

ム上のお客さまが誤って線路内に転落しない

生する走行騒音の低減のため、CFRP 製のパ

よう注意を促すため、停車中に警告音を鳴動

ンホーンを新たに搭載した。

させる転落防止放送装置を Mc3車の先頭部

⑼

に搭載した。

戸閉装置
戸閉装置は3000系、10000系と同様に単気

⑷

筒ベルト駆動式を採用した。

通話装置

⑽

灯装置
車内照明は10000系２次車と同じくグロー

ブレス灯具とし、管球は飛散防止タイプを用

各車両の車いすスペース部およびその反対
の妻部に非常通報器を設置した。
これにより、
非常時には乗務員室に設置している連絡受報
器と通話ができる。

いた。

乗務員間通話装置は、上述の連絡受報器の

先頭車前面の前照灯は丸型シールドビーム

ほか、運転台横に設置したハンズフリーの運

球を車体中央部に２灯配置した。また、標識

転士マイクでも通話が可能である。この運転

灯は3000系と同じく LED を円弧状に配列し

士マイクはスイッチの切換によって列車無線

た。

としても使用できる。
⑸

行先表示器
正面および側面の表示器には、3000系と同

じく、フルカラーLED を採用することでメ
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ンテナンス性の向上を図っている。3000系に

音波センサによってホームの有無を検知する

比べ高輝度であるが、消費電力は低減するタ

もので、先頭車と最後尾車の双方でホームを

イプを採用した。

検知すると、戸閉保安が解除され開扉が可能
となる。
⑻

自動列車停止装置（ATS 装置）
当 社 の ATS シ ス テ ム は、2016（ 平 成28）

年度までに点制御単変周式から多情報連続制
御式への全面更新を予定している。
このため、
13000系には現行の点制御単変周式の機能も
備える多情報連続制御式 ATS 装置を搭載し
た。なお、従来車両にも現在、設置工事を鋭
意進めているところである。
写真８

⑹

側面行先表示器

車内案内表示装置

７．おわりに
当社は２年前の2010（平成22）年に開業

15インチの液晶ディスプレイを搭載した車

100周年を迎えたが、次の100年もお客さまに

内案内表示装置を採用し、全ての乗降用扉上

選んでいただける「選ばれる京阪」となるた

部に１台ずつ装備した。この装置は、列車モ

め、現在「京阪ブランド」の確立をめざして

ニタ装置で設定された列車番号および走行距

いる。この13000系車両が多くのお客さまに

離をもとに停車駅・乗換案内・駅設備案内を

支持され、京阪ブランドのイメージ向上の一

表示する。

助となることを願うところである。皆さまに
おかれては、13000系をご利用いただき、ご
感想・ご意見を賜れば幸いである。
最後に13000系の製作にあたり、多大なる
ご協力をいただいた関係各位に対し、誌上を
借りて改めて深く感謝を申し上げる次第であ
る。

写真９

⑺

車内案内表示装置

ホーム検知装置
ホームの無い場所での誤開扉を防止するた

め、3000系と同じくホーム検知装置を搭載し
た。これは、編成両端の車両側面に設けた超
44
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˰ႜȕȴȦȴᜪᜤ

ቼوǽࢳɉɝɁʣʒʔʪ᎒
ɷʷᴥȰɁᴲᴦ
ᇻࠞᓺः

ɹɮʕʱʽȞɜʟɫʽʳʽ
ᴥး٥ᝩ౼ቼᴳஓᴦᴥَᴪᴯᴦ

ȗȽɁȞǾภȗȾȕɞފɁజɁɂߵ
Ȫ୵ɔȾႆțȹȗɞǿɁ෩ɂѯȲȢȽȢǾ
ɕșืȗȺȗɞʣʒʔʪ႒ॴɕȗɞǿᴥќᅊ

ǽࢳᴵఌஓᴥཌᴦǾɁȴ௲ǿᴲȾ

ᴪǾќᅊᴪᴦ

ᠭȠȹɹɮʕʱʽɁȾᚐȢȻǾగȢȞ

ǽᴵȾߴټʚʃȺҋᄉǿऱेᴯ፷Ɂّᤍ

ɜୠඬɗͶǾʂʱɸʽɺɥȬɞʣʒʔʪ̷

ᴮհ፷ɂǾࢳҰȻɌȹ᪢ґɛȢȽȶȹȝ

ȲȴȟȗɞǿᴲґᬰǾ܀ȟɞǿʥʐ

ɝǾᣩ˹Ɂ႔ȺɂαհൡɕȞȤȲǿʙʘɮ

ʵȾɝǾʣʒʔʪɁ࿈ᐼșȼɦᴥʟɳ˂

ᵻʥ˂ʋʩʽᩖɥፀɉʚʃɂǾѯȷȠɁʴ

ʦ˂ᴦɥ᭥Ɍɞǿ᭥ऻɁʃɮɵȻɽ˂ʜ˂ȟ

ɹʳɮʕʽɺ  ʁ˂ʒȺǾᴮลᴯஓȺᠨȶȹ

șɑȗǿѓɆ๒ᣃɥୠඬȬɞǿ܀б፷ɁȮ

ȗɞȰșȳǿߴټʚʃɂǾภȗɁᤍᡅɥ
ԧ˩ȪȹəȢǿȽȳɜȞȽൈᯚí Ȣɜȗ
ɁࠞɁ୵ᬂɥᠨɝǾᅓ˩Ⱦᄌȗᆂ๒Ȼȗ
ȟțɞǿటछȾᏩȪȗ᭛ȳǿ˹ʣʒʔ

َᴪᴯǽʣʒʔʪɁԧԈፋˢᦪᤍᴥԧᴦ
ǽǽǽǽҋъᴷ
Ȋᦪᤍʂʭ˂ʔʵȋ
ᴥࢳᴱఌհᴦ

ќᅊᴪǽɹɮʕʱʽɁȾɂǾߵȪ୵ɔȾȽȶȲ
ފɁజɁȟȕɞǿࡿϫȟǿ
ᴥԧɥɞǿ
ࢳᴵఌஓᴦ



ࠦࡅ࠲ࠗࡓ⑺ጊKPFF



ќᅊᴪǽɹɮʕʱʽɁɁฏȺɂǾهȷਖ਼፤Ɂ
ɛșȽศȺᰇɥȻȶȹȗȲǿᴥూɥɞǿ
ࢳᴵఌஓᴦ

ќᅊᴪǽʕʭʋʭʽᵻʒɮʥɬᩖɥᠨɞʷ˂ɵʵҚ
ǿᴥʒɮʥɬᮟȺʙʘɮɥɞǿࢳ
ᴵఌஓᴦ

ʪ͏ԧȺɂǾʘʽʳ˂ᴥҰհɁาɥՎྃᴦ
ɥȞɉȶȹۿሃ್Ⱥ࿎ɥᤆɉʣʒʔʪॴܤɥ
۹ȢȞȤɞɛșȾȽɞǿȦɁʘʽʳ˂Ɂȕ
ȧɅɕɂǾმȢȽȗɛșȾࢥࢿɁࢎȾȽȶȹ
ȗɞǿ
ǽّᤍᴮհ፷ɁȦɁȕȲɝɂʒʳʍɹȟ۹
ȢǾʟɭ˂ʒɁّ᪨ɽʽʐʔɥሥɦȺȗɞ
ɁɕȞȤɞǿʇʽࡺɥຝɞǿюɁʣʒʔ
ʪ̷ȲȴɂటछȾɛȢɝǾߴټʚʃɁ˹ȟ
ȞȾȽɞȦȻɂȽȗǿۦᝩȟᴳȷᴥфۦᴦ
ȕɞʣʒʔʪɂੱ૯ȟȕɝǾᅽȢҒȶȹ
ɞɛșȾᐨȦțɞǿ

ќᅊᴪǽќᅊᴪɁɿʦǿ
ŽÔÏÁ ÓÏ žɂȈᴳհȉ
ǿ
ᴥࢳᴵఌஓᴦ

ǽᴶґǾɂɞȞᛴϫɥᠨȶȹȗȲԧԈፋ

ȾౝȞɞʊ˂ʳʽ൞ᴥпᩋíᴦɥɞȲ

ˢᦪᤍȻնํȪǾᡍҒɥຝɞǿᴶґǾԈ

ɔȾϦȬɞǿȦɁ൞ɥࢳҰȾᝩ౼ȪȲȻ

ᚐȠɁ៦࿎ҚɥɞǿᴶґǾʒɮʥɬ

ȠںȺ᧥ȟɅȼȞȶȲȟǾ̾ȺɂȪȗ

ȾоȶȹȢɞǿȦȦȺɕࠞɁ˨Ⱦʋʭʪ  ʉ

ʹ˂ʶʽ  ʒʳʃ൞ȾౝȤఉțɜɟȹȗɞǿ

ʹ˂ᴥҰհɁาɥՎྃᴦɥɞǿɶʇʴʽ

ّᤍᴮհ፷ɁᤍᡅᑨȾɂǾȕȭɑɗ᭛Ɂዊ

 ʃʉʽʓȺፈบȪǾᴶґǾʒɮʥɬᮟ

ɶʇʴʽۨࣆȟȕɞǿ
ᴥќᅊᴪᴦ

ȾҢᅔǿഫюȾоɞȻǾʕʭʋʭʽᵻʒɮʥ

ǽȨɜȾّᤍᴮհ፷ɥԧ˩ȪȹəȢȻǾȭȶ

ɬᩖɥᠨɞʷ˂ɵʵஇҚȟϦȪȹȗ

Ȼ෩ႎȟፖȢǿऱेᴯ፷Ɂّᤍᴮհ፷Ɂᑨ

ɞǿʥ˂ʪȺɂ៦ȺᤆɃɟȹȠȲజካȾ

Ⱦɂɴ˂ʒʚɮȻᒲᢆႊɁϫᤍȟȕɝǾȦ

оȶȲɴ˂ʒʚɮɥɝҋȪǾ፷ᡅюȺɂί

ɁϫᤍґȺሙɁʬʩɥࢱȪȹȗɞɁɥԧ

፷ᐳ׆ȟґࠢبȾᄌȗ୳ڴɥڴȶȹȗȲǿ
ᴥќ

ȺɛȢȞȤɞǿᬰǾࠞɁ୵ᬂȾ۾ȠȽ

ᅊᴪǾќᅊᴪᴦ

ᆀȟҋȪȹȗȹᕶᆀ᩻឴ࡾȟᜫȤɜɟȹȗ

ǽґȾҋᄉǿґǾԧԈፋˢᦪᤍ

ɞԖᩖɥᠨɞǿȰȦɥȤɞȻǾȟțɞ

ÓÕÂ×ÁÙ ǳ ÃÏÆÆÅÅ ÔÉÍÅ

ࠦࡅ࠲ࠗࡓ⑺ጊKPFF





ќᅊᴪǽԧԈፋˢᦪᤍɁʊ˂ʳʽ൞ᴥծᴦȻّᤍհ
፷ᴥࡿᴦǿʊ˂ʳʽ൞ɂǾஓటɁᦂȻ੫ᚓ
ȺౝȤఉțɜɟȲǿ
ᴥʙʘɮɥɞǿ
ࢳᴵఌஓᴦ

ќᅊᴪǽʟʳʽʃɁ٥͍Ⱦ࣮ᜫȨɟȲȻ९ɢ
ɟɞʕʭʋʭʽᮟǿᴥԧూɥɞǿࢳᴵ
ఌஓᴦ

ཱུȠȰɃɥ᭥Ɍɞǿ
ᴥќᅊᴪᴦ
ǽґǾʕʭʋʭʽᴥ˥̷ᴦȾоɝǾ
ʕʭʋʭʽࡺȾౝȞɞʇʽʦʽ൞ɥຝɞǿࡺ
Ⱦɂ۹ୣɁᓗȟᆝลȪȹȗɞǿɑȭʕʭ
ʋʭʽᮟɥᜪɟɞǿȟᣋȗȮȗȞǾ༄ɁӾ
ȗȟȬɞǿҒቺۨɝکȺɂɬɴʀɮݎɁᔌȗ
ʣʒʔʪॴܤȟǾͤȽɁȞ̋Ⱦȝᔪɥӳ
ɔȹȗȲǿᮟഫюȾоɞȻǾȦȦɕ፷ᩖᓇᚽ
ȟȨɟȹȗɞǿ
ʥ˂ʪȾɂաȗፈ෩ڳȟȕɝǾ
ќᅊᴪǽԧԈፋˢᦪᤍɁʷ˂ɵʵᮟᴥʀ˂ᮟᴦȺ
ȞȤȲ᭬୳෩ɁۨࣆȻ׆ࣆॴܤǿֿ࿎ɂ
ུȻ˶Ɍɜɟȹȗɞǿ
ᴥࢳᴵఌஓᴦ

ȰɁᑨȾᴮҚґɁȟႡᏚȨɟȹȗɞǿ
இȻ៦࿎ɥȶȹȗɞȟǾҚɁҋоɝɂ
ȽȗǿᚐȠඨɑɝࣻɁʕʭʋʭʽᮟȾɂʵ˂
ʡ፷ȟȕɝǾҚɁտᢆ૰ȾΈɢɟȹȗɞ

ȷȸɜɝɁࠞᤍɥᠨɞǿɲʫʳʵʓ  ɺ

ȰșȳǿȦɁȕȻᯚᣱᦪᤍɁᮟ̙ް٥Ȼ˵

ʴ˂ʽᴥᰚ፲ᓨᴦɁȟȻȹɕᏩȪȢǾо

ژ٥Ɂψᛃ٥ɥɞǿʞʽɹᓨɁᓹɥȷȤȲ

Ⱦɂୣ۹ȢɁᓗȟᆝลȪȹȗɞǿّᤍᴮհ

ᖫȟȠɟȗȳǿ
ᴥќᅊᴪǾќᅊᴪᴦ

፷ȟࢲٵ٥ȾҋɞȻǾ̷ɎȼɁᪿيȟᤍᡅ

ǽȮȶȞȢȽɁȺʣʒʔʪࠌɁ๒ʴʈ˂

ᑨȺሙɁᑱሠͽഈɥȪȹȗɞɁɥȞȤɞǿ

ʒȾȽȶȹȗɞʕʭʋʭʽɁȾᚐȢǿԧ

ȰɁᑨɥټ۾ʒʳʍɹȟᯚᣱȺȻɃȬǿ

ԈȾ࣫ɆɞภȗȾࢿȗʋʭʽʟ˂ᣮɝȟ

ǽґǾʕʽʥɬɁ႔Ⱦоɞǿʕʽʥɬ

ᠨɝǾ᠃ɢȗɁȕɞȻȦɠȺϦȬɞȻǾ

ᮟɥȾᚐȢȟǾоᡅɕȢǾ႔ɁҾȾߴ

ᜁțɁȕɞʥʐʵȟȬȣᣋȢȾȕɞǿࢳҰ

ȨȽᮟȳǿഫюȾɂ៦ȟȻɑȶȹȗɞȳȤ

ȾลɑȶȲʙɮɮɲʽᴥྜྷᴦʥʐʵȺȕɞǿ

ȳǿʕʽʥɬᮟɥҋᄉȪǾ᤻۶ȾҋɞȻᰇɁ

టछȾȞȪȗǿᄌȗᆂ๒ȾȝɝɞȻǾᩋȗ

᭴ȟ۹ȗǿɂǾّᤍᴮհ፷ᑨɁ᭥ڛȺ

፷ȟፖȠǾ۹ȢɁʣʒʔʪ̷ȟȢȷɠȗ



ࠦࡅ࠲ࠗࡓ⑺ጊKPFF



ќᅊᴪǽʕʭʋʭʽᮟɁҒቺۨɝکǿಘю᚜ᇉɗࢿ
֖ɂȬɌȹʣʒʔʪȺȕɞǿ
ᴥࢳᴵఌ
ஓᴦ

ќᅊᴪǽᄌȗᆂ๒ȟፖȢʕʭʋʭʽɁǿȦȦɕ
๒ʴʈ˂ʒȺȕɞǿᴥԧɥɞǿࢳᴵ
ఌஓᴦ

Ⱥȗɞǿᴥќᅊᴪᴦ

ȲʥʐʵȺɂǾȼȦɕᘚ࢝ɂȽȞȶȲǿ

ǽѓɆҋᄉǿภȗɁȪȗᤍᡅɥᠨɞȻǾ
࿁ϫᴯ፷ȕɝǾ˹܄Ⱦɽʽɹʴ˂ʒᛏɁͲ
ȗґᫌےȟᜫȤɜɟȹȗɞǿɾʵʟکɕȺȠ
ȹȗɞǿґǾɵʪʳʽɥᣮᤈǿᤍᡅ୳

ʟɫʽʳʽȞɜʥ˂ʋʩʽ
ᴥး٥ᝩ౼ቼᴴஓᴦ

ᦂȟȕɞǿᴮґǾᤍᡅɁూϫȾʋʭʪ

ǽᴵఌஓᴥ෩ᴦ
ǾɁȴᫎǿᴰԡᬰǾۻ

 ʉʹ˂ȟᴯȷȕɞǿ

Ȥɥ֖ȥɞʕʹʒʴɁɁۦȺᄻᜁɔɞǿ

ǽґǾʉʍʡʋʭʪᮟȾҢᅔǿ˹ّᛏ

టछȾ۾ȠȽۦȳǿ
ѓɆߒȹᴲᤈȡȾᠭࣂǿ

ʑɭ˂ʆʵൡᩜʓɮʬɮȾ࿒ऀȨɟȲ៦࿎

ʥʐʵɁ˨ɥʣʒʔʪሳᢁɁʂɱʍʒᩰൡ

ҚȟԧȾտȞȶȹҋᄉȬɞǿȦɁᮟȞɜᯚ

ȟ᭣ɉǿ
ᴳᤈȡȾᴯ᪡ɁʶʃʒʳʽȾᚐȠǾ

Ձᤧ٥ɁʊʳʒɑȺǾȞȷȹᦪᤍȟȕȶȲ

̾గɂʟɳ˂ɶ˂ᴥᲇᐼșȼɦᴦɥ᭥Ɍɞǿ

Ȱșȳǿ̾ஓɁᝩ౼ɂȦɟȺጶ̘ǿ

̾ஓɂᝩ౼ɁఊጶஓȺǾʥ˂ʋʩʽȾҢᅔȪ

ǽ̾ۻɁʥʐʵɥિȪȾʕʽʋʯ˂Ɂ

ȲȕȻǾۻᚐΠȺஓటȾ࢜ɞ̙ްȺȕɞǿ
ᴥќ

ɑȺᚐȶȲȟǾʴʈ˂ʒ  ʥʐʵɃȞɝȺਖ਼

ᅊᴪᴦ

ᬰȽɁȟȽȢǾʟɫʽʳʽᴥ˥̷ᴦɁ႔Ⱦ

ǽᴵґǾߴټʚʃȺҋᄉǿࠞȻ෩ႎǾᏩ

ȶȹȠȹǾʒʽʕʭʍʒᣮɝȾȕɞʟ˂ɸ

Ȫȗ፷ɥȽȟɜᠨɞǿࠞȾɂ۾ȠȽࠨ

 ʥʐʵȾลɑɞȦȻȾȬɞǿ۵᭥ɂǾᣋ

گȟҋȹȗɞǿّᤍᴮհ፷Ⱥ႔ɗరȾоɞਖ਼

Ɂʣʒʔʪ᭥ڛȾᚐȠǾʨɺʷɁɛșȽᰇȻ

ҰȾɂǾߵȪՀɒɁȕɞᄌ፷ȟᤍᡅ˨Ɂ

ᕗȟоȶȲʃ˂ʡɥ᭥ɌɞǿȽȞȽȞșɑ

տȾᴲటऀȗȹȕɝǾȰɁ˨ɥᯚᣱȺᠨɞȻ

ȗǿ࢜ɝȾࠎիȺʉʞɴɵȻʚʔʔȟоȶȲ

ɶʉɶʉȬɞɁȺǾ
ߴټʚʃɂᣱ࣊ɥᕶȻȬǿ

ႂ֞ɥ៳ȗǾʝʕ˂ʵᚨȾоɟȹɕɜȗʥʐ

ภᤍɁۨࣆȺϦȪǾ᭬୳෩ɥ᠔оǿ

ʵȾધȴ࢜ɞǿۻɂ۾ᫎȟ᪃ɝǾȪȢȽɞǿ

ǽᴶґǾّᤍᴮհ፷ภȗɁᮟ̙ް٥ɥ

ሻɥᩒȤȹȗȲɜᘚȟоȶȹȠȲɁȺǾᘚ

ɞǿᄌȗᆂ٥ȾɂɿʦʐʽȟႆțǾᣋȢȾ

ɝ፷ᮓɥȷȤɞǿࢳҰȾ఼ȲȻȠɂʣʍʓ

ۃ٥ȟȕɞǿȦɁȕȲɝɂʓʳɾʽ  ʟʵ˂

ɥᘚ࢝ȺᛷșʥʐʵɕȕȶȲȟǾ̾وลɑȶ

ʎᴥʣʒʔʪȺʉʽʷʽᴦᴥาᴦɁႇ٥

ÓÕÂ×ÁÙ ǳ ÃÏÆÆÅÅ ÔÉÍÅ

ࠦࡅ࠲ࠗࡓ⑺ጊKPFF





ќᅊᴪǽʟɫʽʳʽɁʟ˂ɸ  ʥʐʵȺɁగ᭥ǿʣ
ʒʔʪșȼɦᴥʟɳ˂ᴦȟௐᣮȺȕɞȟǾ
ʟ ʳ ʽ ʃ  ʛ ʽ ɕ Ꮹ ֞ Ȫ ȗ Ɂ Ⱥ ᭥ Ɍ Ȳǿ
ᴥࢳᴵఌஓᴦ

ќᅊᴪǽʟɫʽʐɭɲʍʒɁɵ˂ʉɮࡺȾɂ۹ȢɁ
ᓗȟΡႡȨɟȹȗɞǿᴥᛴɥɞǿࢳᴵ
ఌஓᴦ

ȺȕɞǿɿʦʐʽᇼȽɁȺᆂ٥ȟڗȾᤛȪ
ȹȗɞɁȺȕɠșǿҋᄉȪȹภᤍ᭛ɥȹ
ȗɞȻǾ˹ࢳ͏˨Ɂॴܤɂʘʽʳ˂Ǿᔌȗܤ
ॴɂࢡފɥȞɉȶȹȗɞǿʞʽɹᓨɁᖫɁᓹ
ȟȠɟȗȺȕɞǿᤍᡅɁৰɂȗȗǿ
ǽґǾʟɫʽʐɭɲʍʒᴥ˥̷ᴦ
Ɂ႔Ⱦоɞǿɵ˂ʉɮࡺȾౝȞɞʓɯʍɹʉ
ɮʽ൞ȞɜᮟɁͱᏚɥᝩ౼ǿȦȦȺɕ۹Ȣ
ɁᓗȟΡႡȨɟȹȗɞǿࢳҰȾɂʟɫʽ
ʐɭɲʍʒ͇ᣋȺȝೝɁढɥȪȲᓌɗںႎɥ
ȞȤȲɁȳȟǾ̾وɂᄻȾȪȽȗǿȦɁȕ

ќᅊᴪǽʟɫʽʐɭɲʍʒࢍюɁ᭥ڛȺ᭥ɌȲᰚ
ཱུȠȰɃǿᴥࢳᴵఌஓᴦ

ȻᭀብࣻɁʟɫʽʐɭɲʍʒᮟɥᜪɟɞǿး

ȼᫎȟ᪃ɞǿґǾѓɆґɎȼ۾ᫎȟ

٣ɁᮟɥᛴȾᴰ ëí ሉӦȪȹǾȪȗᮟɥͽ

᪃ɞǿภᤍȾɂɾʪɁజɁʡʳʽʐ˂ʁʱʽ

ɞ႕ȟȕɞȰșȳǿᴥќᅊᴪᴦ

ȟፖȢǿʥ˂ʋʩʽȟᣋȢȽȶȹȢɞȻǾʒ

ǽɂʟɫʽʐɭɲʍʒࢍюɁ᭥ڛȺሳ॑ᕗ

ʳʍɹɗʚʃǾ̋ႊȟ۹ȢȽɞǿ
ᴥќᅊᴪ

ȻཱུȠȰɃɥ᭥ɌɞǿѓɆҋᄉǿภᤍȾɂʓ

ᴦ

ʳɾʽ  ʟʵ˂ʎɁ႟ȟፖȠǾȰɟɥۨɞࣆ

ǽᴲґǾʣʒʔʪ̚Ɂඳᐐᪿնۃ٥

ȟȕɞǿȦɁȕȲɝȺɂّᤍᴮհ፷Ɂ˹܄ґ

ȟȕȶȲɁȺǾϦȪȹɕɜșǿ۽ȪȗୣɁ

࢛ᫌґȾᦂ್ࠖȟȶȹȗɞǿᤍᡅ୳ᦂ

պȫढɥȪȲۃᆀȟҬඩȪȢ˶ɉǿȦɁ͇

ɥᣮᤈǿඒቼȾʚʃȟ۹ȢȽɞǿґǾ

ᣋɁّᤍᴮհ፷ȾɂͲȗ˹܄ґᫌےȟᜫȤɜ

ȗȟٹɟᣅɔȹȠȲȞȻ९șȻǾᴲґɎ

ɟȹȗɞǿґǾʝɲʽʥɬᴥ˥̷ᴦ

ȝɆȲȳ

ᴥาᴦɿʦʐʽᇼɁ࿎ǿȢɀȢɀȻͩɆɞᔝȻȰɁаȾȷȗȲᠣȗɥ᳷ɁᄻȾȹȹǾʓʳɾʽ ½ ʟʵ˂ʎȻ
֣Ƀɟɞǿ
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ᴥԈɥ
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ȾоɞǿȦȦɂࡾഈي٥ȟȕɞ۾᥆ࢍȺǾɽ
ʽʐʔɥሥɦȳ۹ୣɁʒʳʍɹȟᤍᡅɥᚐȠ
̬șǿ۾ȠȽࡺɥຝɞȻǾธࡺຨɁړᭀȾɂ
ɽʽʐʔȟࠞሥɒȨɟȹȗɞǿᴥќᅊᴪᴦ
ǽǾʥ˂ʋʩʽᴥ˥̷ᴦȾоɞȻǾ
ɽʽʐʔ  ʒʳʍɹɁիୣȟȨɜȾۄțǾภ
ᤍȾɽʽʐʔژ٥ȟȗȢȷɕȕɞǿጽຑᄉࠕ
ɥȬɞʥ˂ʋʩʽɁৰɥᄻɁȕȲɝȾȬ
ɞǿʒʳʍɹɗʚʃˁ̋ႊɕ۹ȗǿ
ґǾɿɮɾʽࡺɥຝɞǿȦɁɿɮɾʽࡺɁూ
ϫȾɂᮟȟ႕Ȩɟȹȗɞǿ
ǽґǾԧԈ᎒ɷʷɁஇɥጶțǾ

ќᅊᴪǽɿɮɾʽᮟɁशնɂǾᚽȾɛɝ͏ҰȻ
ɌȹɞȢȽȶȲǿܝȾʷʍʐʴɬȟȕ
ɞǿᴥూɥɞǿࢳᴵఌஓᴦ

ఊጶᄻᄑ٥ɁɿɮɾʽᮟȾҢᅔǿᮟҰࢿکɁ
ৰίސɁᖘൡᩜɂᴰࢳҰȾ఼ȲȻպ
ȫȳȟǾᮟᓃɂࢳȾᚽȨɟǾюɕ
ȪȢȽȶȹȗɞǿɲʃɵʶ˂ʉ˂ȟᜫᏚȨɟǾ
ᴮ᪡ȾɂʷʍʐʴɬȟȕɞǿᮟഫюɂȦȦɕ
፷ᩖᓇᚽȨɟǾȟᴮҚґႡᏚȨɟȹȗ
ɞǿᄉᅔᩖ࢛ȺȽȗɁȞǾஇҚɂȞ
ȤȭǾ๊ȟȽȗǿ
ᴥќᅊᴪǾќᅊᴪǾ
ќᅊᴪǾќᅊᴪᴦ
ǽʥ˂ʋʩʽࢍюɂᣝӱʳʍʁʯɁȲɔǾ
ɴ˂ʒʚɮɁ۾ใ෩Ⱥȕɞǿᫎȟ᪃ȶȹȢɞǿ
պᚐɁஓట̷ȟลɑɞʥʐʵȾˢ፳ȾᚐȠǾ
ۻᚐΠȾ̋ɞҰȾʁʭʹ˂ɥΈɢȮȹɕɜ

ќᅊᴪǽɿɮɾʽᮟɁʥ˂ʪɋɁоՠǿஇҚɁҋ
ᄉҰȾȦȦȺఠȟᚐȽɢɟɞǿտȦșϫȾ
ȟțɞǿ
ᴥԧᛴɥɞǿࢳᴵఌஓᴦ
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ќᅊᴪǽɿɮɾʽᮟɁʥ˂ʪȾȕȶȲҚҋᄉಘюǿ
ʣʒʔʪɁ֞ɂ˨ȞɜȈᴰႭ፷ǾÓÅ
ҚǾґᄉȉ
ǿ
ᴥԧɥɞǿࢳᴵ
ఌஓᴦ

ќᅊᴪǽʥ˂ʋʩʽࢍю˹॑ȺȞȤȲᣝӱɁ
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șǿᣋȢɁ᭥ڛȺᲇᐼ୳ျɁ۵᭥ɥȬɑȮȲ

ʴʈ˂ʒᩒᄉȟɔɜɟȹȗȲǿ

ȕȻǾஓటɋɁّ࢜ΠȾ̋ɞȲɔȾʉɹʁ˂

ǽɑȳɑȳᄉࠕᣩ˨ȾȕɞʣʒʔʪȺȕɞ

Ⱥʉʽʇʽʕʭʍʒّ᪨ሳຨȾտȞȶȲǿ
ᴥќ

ȟǾࢳҰȻᢎȬɞȻ᪣˰Ɂȟȕɞǿȳ

ᅊᴪᴦ

ȟǾԈȾȕɞᆀཎࠨࠞɁ࿑Ɂ᭛Ǿȗ
ȾᬂȪȲᄌȗᆂ๒ǾࢳȾᴯوՖሮȺȠɞ፲

ʣʒʔʪ᎒ɥጶțȹɁ

Ɂ෩ႎǾᣁͽഈɁറފȽȼɂछɁɑɑȺǾ
॑ɥ֪ɑȮȹȢɟȲǿȰɟȾȪȹɕࢳҰȾ

ǽʙʘɮȞɜʥ˂ʋʩʽɑȺߴټʚʃȻᦪᤍ

ɂʣʒʔʪԧȺɛȢȞȤȲɬɴʀɮݎɁ

Ⱥʣʒʔʪ᎒ɥȪȹɒȹǾࢳҰȻɁ˿

ᔌȗॴܤȟɎȻɦȼȗȽȢȽȶȲɁɂǾ˰Ɂ

ȳȶȲ۰ԇɥȕȥȹɒɞȻǾḧዊᓇᚽȺӐ

˹ɁํɟȽɁȳɠșȞǿ

মȽৰȳȶȲّᤍᴮհ፷ȟᤏțɞɛșȾ

ᴥࢳᴰఌஓᜤᴦ

ɛȢȽȶȲǾḨஓటᛏɗᬤّᛏɁ˹աᴥ
ͶɁ͢ᇋջȽȼɁ୫ޏɂȰɁɑɑᴦɂɎȻɦ
ȼȞȤȭǾټ۾ʒʳʍɹɗᢎᄑȪȗ
ȟ ۹ Ȟ ȶ ȲǾ ḩ ԧ Ԉ ፋ ˢ ᦪ ᤍᴥ ᢀ ᩖ
ííǾԨ፷ˁԇǿ࣫ᩋëíᴦɂǾ
ౝȤఉțȟጶɢȶȹȗȽȗˢɁ൞ಫɥȗ
ȹǾᢀᤍɁ϶มɂɛȢǾஇҚɁఊᯚ
ᣱ࣊ɂëí¯èǾ៦࿎Қɂëí¯è Ⱥᠨᚐ
ȪȹȗȲǾḪˢԖᩖȺТኄஇҚȾ̋
ȪȲȟǾпѯȾȽȶȹȝɝǾ࢚࣋Ⱦɂ
ʝʑɴႊɁЅʬʕʉ˂ȟᜫᏚȨɟȹȗ
ȲǾḫ٥᥆ࢍȺɕȰȦȰȦɁᜫ϶Ɂʥʐʵ
ɗʶʃʒʳʽȟȕɝǾ᭛бݩȽ፷Ⱥɂ
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沿線散策
福岡市地下鉄の沿線を、
一日乗車券でおトクに散策！
福岡市交通局

経営企画課

● ● ● ● ●

はじめに

１日乗車券について

福岡市地下鉄は現在、空港線（姪浜～福岡

現在、
福岡市地下鉄では、
１日600円（大人）

空港、13.1km）、箱崎線（中洲川端～貝塚、

で福岡市地下鉄全線が乗り放題となる、観光

4.7km） 七 隈 線（ 橋 本 ～ 天 神 南、12.0km）

やビジネス、ショッピングに便利な１日乗車

の３路線計29.8km で営業しており、１日に

券を販売しております。（土・日・祝日は「エ

約36万人のお客さまを輸送する公共交通機関

コちかきっぷ」として、１日500円（大人）

として、市民生活、都市活動に不可欠な都市

で販売）

基盤施設となっております。

また、改札日に限り、１日乗車券を提示す
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沿線散策
ることによって、料金割引などのおトクな特
典を受けることができる、地下鉄沿線の施設
があります。

１日乗車券でおトクに散策！
福岡市地下鉄の沿線には、多くのおすすめ

特典施設は、映画・ボーリングなどのア

スポットがありますが、今回はその中でも、

ミューズメント施設から、飲食店、博物館や

１日乗車券の特典施設を、一部ピックアップ

美術館等と、多岐に渡っています。

してご紹介いたします。
○福岡タワー（西新駅から徒歩約15分）
特典：タワー展望料金
大人800円→640円
福岡タワーは、平成元年に、福岡市制100
周年を記念し開催された「アジア太平洋博覧
会（よかトピア）のモニュメントとして建設
されました。全長は海浜タワーとしては日本
一の234メートルで、
8000枚ものハーフミラー
で覆われています。
地上123メートルにある展望室から見る景
色は格別で、福岡市街を360度のパノラマで
一望できます。
また、夜間のタワーイルミネーションは、
通常の照明に加え、天の川（７・８月）
、ク
リスマス（11・12月）
、バレンタイン（２・
３月）と、季節によって様々な彩りを見せま
す。

１日乗車券チラシ

１日乗車券（券面）

福岡タワー

エコちかきっぷ（券面）
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○「博多町家」ふるさと館（祗園駅から徒歩
約５分）
特典：入館料

一般200円→150円

明治・大正時代を中心に、当時の博多の町
の暮らしや文化を紹介する施設です。町や祭
りの様子を模型や映像で立体的に再現した体
験コーナーや、博多織・博多人形などの伝統
工芸の実演、迫力ある山笠の動画や博多弁講
座などが楽しめます。

天の川イルミネーション

○福岡市美術館（六本松駅から徒歩約５分）
特典：観覧料
一般200円→150円（常設展のみ）

「博多町家」ふるさと館

福岡市都心の公園として、市民の憩いの場
となっている大濠公園内にある、落ち着いた
外観の美術館です。ミロ、ダリ、シャガール、
青木繁等の作品や、東洋の古美術・茶道具・
仏教美術などを広く収蔵しています。
古美術、

○筥崎宮（箱崎宮前駅から約１分）
特典：筥崎宮神苑「花庭園」
入場料

500円→450円

※入場料は季節によって異なります。また、７月

近現代美術の常設展、多くの企画展示や講座、

～12月は適用外です。

公演が行われており、緑豊かな自然環境の中

宇佐八幡宮、岩清水八幡宮とともに三大八

で、落ち着いたアート鑑賞が楽しめます。

幡宮の一つと言われ、本殿と拝殿は国の重要
文化財に指定されています。境内にある花庭
園は、牡丹やあじさい、ユリなど四季折々の
花と、京都から取り寄せた松や苔、石などを
組み合わせた枯山水を楽しむことができる本
格的な回遊式日本庭園となっており、訪れる
人の目を楽しませてくれます。

福岡市美術館

SUBWAY ◎沿線散策
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松風園
筥崎宮

○キャナルシティ博多（中洲川端駅から徒歩
約10分）
特典：施設の飲食店で使えるミールクーポ
ン1,100円分を1,000円で販売
広大な敷地を南北に走る運河が象徴的な
キャナルシティ博多のコンセプトは「都市の
劇場」
。建物内には、劇場・映画館・アミュー
ズメントテーマパーク・ホテル・ショッピン
グ施設などが整っており、
まさに一つの“街”
筥崎宮神苑「花庭園」

です。
昨年９月にはイーストビルがオープン。九

○松風園（薬院大通駅から徒歩約11分）
特典：抹茶セット300円→200円、

州初上陸のテナントなども出店しており、さ
らにパワーアップしています。

夏季限定冷抹茶セット500円→400円
紅葉の大木が植えられた茶室を中心に、手
入れの行き届いた日本庭園が広がる松風園で
は、庭園を眺めながら抹茶を味わうことがで
き（有料）、都会の喧騒を忘れ、心落ち着く
ひとときを満喫できます。
エレベーターが設置され、駐車場からホー
ルまでスムーズに移動できるほか、車椅子で
利用できる立ち水屋もあり、バリアフリーに
対応した施設となっています。

キャナルシティ博多
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おわりに
ご紹介しました、６ヵ所のおすすめスポッ
トはいかがだったでしょうか？
福岡市交通局では、駅周辺地図を搭載した、
駅周辺の目的地までの道案内や散策マップと
して便利な、
「駅周辺 MAP」を全35駅毎に
作成し、駅構内にてご用意しております。
１日乗車券をご利用いただき、都市と自然
が調和する都市・福岡の沿線散策をおトクに
お楽しみください。

地下鉄駅周辺 MAP／版
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̱သᦪ᷷ɁᴱᇋɂǾնպȺǾᴲఌஓᴥ٠ᴦ
ᴳఌஓᴥ٠ᴦᴶఌஓᴥ٠ᴦఌஓᴥ٠ᴦ
Ɂ ն  ᴱ  وȾ ɢ Ȳ ɝȈ ቼ وᇹ ᦪ ʴ ʶ ˂
ɰɳ˂ɹǽᵻᮟɥɓȬɉǿᒲུˁ୫ԇɥɔȣ
ɞǿᵻȉɥᩒϸȬɞǿ
ǶȈቼوᇹᦪʴʶ˂ɰɳ˂ɹǽᵻᮟɥɓȬ
ɉǿᒲུˁ୫ԇɥɔȣɞǿᵻȉȺɂǾ˨ᜤ
ᴱᇋɁᮟᩖɥʴʶ˂ढࣻᴥూॲᵻߴႎॲᵻ
ᛴණᵻ̱သᵻూॲᴦ
ȺᴱوஃȨɟɑȬǿ
ȗȭɟɕǾյᇋภ፷Ɂ෩ᣃǾᤅඬᤍɁୠኍ
ɗуٛǾᇘᇋȽȼɁխᡀȾȴ߆ɞȦȻȟ
ȺȠɞɽ˂ʃȾȽȶȹȗɞǿ
Ƕ̜Ұ႑ȪᣅɒǾՎӏ៵ɂ˪ᛵȺȬǿ
ǽǽ̜ҰɁ႑ȪᣅɒɗՎӏ៵ɂ˪ᛵȺȬǿᩒ
ϸஓछஓԟҰґȞɜԟҰґɑ
ȺɁᩖȾʃʉ˂ʒᮟȾᪿɑȶȹȗȲȳȠɑ
Ȭǿ
ʃʉ˂ʒᮟȺ႑ȪᣅɦȳऻǾ
ಘюȾिȶ
ȹǾȧᒲґɁʤ˂ʃȺɾ˂ʵᮟɑȺɰɳ˂
ɷʽɺɥഒȪɦȺȗȲȳȠɑȬǿ
ǶՎӏوୣȾɛȶȹȈՎӏ᠈ȉȈީඬ᠈ȉȟ
᠙֔ȨɟɑȬǿ
ǽǽյوȻɕǾԟऻᴰґɑȺȾɾ˂ʵȨ
ɟȲȾǾɕɟȽȢȈՎӏ᠈ȉȟǾпᴱو
ՎӏȨɟȲȾɂǾ
Ȉީඬ᠈ȉȟ᠙֔Ȩɟ
ɑȬǿ
ǶᝊȪȢɂǾȝȨɑʅʽʉ˂ᴥᛴණᦪᤍ᷷Ǿ
ూॲᦪ᷷Ǿ̱သᦪ᷷ᴦՐɂ؆ഈ
ᴥߴႎॲᦪ᷷ᴦɑȺȝץȗնɢȮȢȳȨȗǿ



ળຬߛࠃࠅKPFF



̱᥆ࢍу؆̬ᣮ֚ࢳᜤॡʟɱʃʉȉ
ɁᩒϸȾȷȗȹ
̱᥆ࢍ̬ᣮࠈ

ȈᩜᛴȕȰඬயȉ
ᴪԧˁ᩸ॲˁ᩸ᇘȺࡼɞ̱᥆ˁ۾᩸ˁ
ᇘੑˁګǽɑȴඬȠʳʴ˂ᴪ

ǽ̱᥆ࢍɁу؆̬ᣮɂǾผࢳᴳఌஓɁ

ǽ᩸ᇘᦪᤍ᷷Ǿ᩸ॲᦪ᷷Ǿԧᦪ

ࢍᩒഈ͏఼Ǿ̾ࢳȺ֚ࢳɥᣊțɑȬǿ

ᤍ᷷ɁᴰᇋɂǾцպ̜ഈȈ
ȊᩜᛴȕȰඬ

ȦɟɥᜤॡȪǾࢍɁᄒറȻцȾǾу؆̬ᣮ

யȋȉᴪԧˁ᩸ॲˁ᩸ᇘȺࡼɞ̱᥆ˁ۾᩸ˁ

ɁȦɟɑȺɥળɝᣌɝǾఝ఼ȾտȤȲˢඬɥ

ᇘੑˁګǽɑȴඬȠʳʴ˂ᴪȉɥᴱఌஓȞ

ᡍɒҋȪȹȗȢȲɔǾуц̬ᣮȾɈɟȕȗǾ

ɜᴳఌஓɑȺஃȪȹȗɑȬǿ

ഒȪɦȺȗȲȳȤɞᜤॡʟɱʃʉȟ˩ᜤɁஓ

ǽȈᩜᛴȕȰඬȉɂǾᰀӌȕɞյภ፷Ɂᚔɥ

ሌȺᩒϸȪɑȬǿ

ጳ̿ȪǾ۹ȢɁᄒറȾඬȗȹȗȲȳȢȈɑȴ

ᴮᴫᩒϸஓ

ඬȠȉɮʣʽʒȺǾඬȠɂǾḧɽ˂ʃʨʍ

ǽࢲࢳᴳఌஓᴥஓ௷ஓᴦ

ʡɥоਖ਼Ȫȹρ̷ȺഒȪɓǾḨɶɮʓʎɬ˂

ǽԟҰȞɜԟऻᴱɑȺ

Ⱦ႑ȪᣅɒǾᜓᝢɥᐨȠȽȟɜഒȪɓǾɁᴯ

ǽƆо୳ིکǾᫎۿขᚐᴥᔳ˹ۿඨᴦ

ᣮɝȺȬǿ

ᴯᴫᩒϸک

ǽˢறࢳᇻȾқɔȹஃȪȹ͏఼ᴱ࣊ᄻȻȽ

ǽಭߴᡅуٛᴥ̱᥆ࢍ˩̱Ԗᜊߥ႔ᴦ

ɞ̾وɂǾȦɟɑȺ࿑Ⱦ̷ɁᯚȞȶȲɽ˂

ǽˤసоՠࢿکǾ፲Ɂᮁ֚ᣃ

ʃȾɽ˂ʃɥᣜӏȪȹȗɑȬǿ

ᴰᴫ˿Ƚɮʣʽʒ

ǽɑȲǾȈɑȴඬȠȉȾӏțȹǾᪿɔȲʃʉ

ǽˁࢍʚʃ˵ࠕᇉ

ʽʡɁୣȾख़ȫȹᤣȺጨ୦Ƚ᠈ֿȟछȲɞ

ǽˁʋʽʋʽ̋Ͷ᮷

ʃʉʽʡʳʴ˂ɕഒȪɓȦȻȟȺȠɑȬǿ

ǽˁࢍʚʃˁ٥˩ᦪֿࣔɴ˂ɹʁʱʽ

ǽᴰᇋȺɂǾȦɁɮʣʽʒɥᣮȫȹǾ۹ȢɁ

ǽˁ
Ȉ̱᥆ࢍу؆̬ᣮ֚ࢳᜤॡʧʃʉ˂ʑ

ȝറȾᩜᛴɁៈȞȽධխǾ᭛ΫɥѓᄉȪ

ʀɮʽӭᪿȉՙ᠈ᐐ᚜पࣻ
ǽˁ ቼᴯوȈɷʽɺˁɴʠˁʛʟɳ˂ʨ˂ȉ
ขӫᴥʳɮʠᴦ
ǽˁ ٥˩ᦪɴʴʂʔʵʃɮ˂ʎቼᴰओᝁ᭥
͢ᴥψᛃֿףɁ̷ੵᇝᴦ

ȹȗȲȳȢȦȻȾɛɝǾภ፷ɁᰀӌɥᄉαȪ
ȹȗȠȲȗȻᐎțȹȗɑȬǿ
ƆȝץȗնɢȮɂǾ
ǽᩜᛴȕȰඬʳʴ˂̜өࠈǽƉɑȺ
ǽ

ᴥࢲஓᴷᵻᴷᴦ

ǽˁ у؆̬ᣮ֚ࢳᜤॡ̋ҦǾᜤॡҒਖ਼Ǿ
ᜤॡɺʍʄɁ៧ۨ
ǽˁյሗ ÐÒ ʠ˂ʃɁҋࣆᴥ֚ࢳጳ̿ɽ˂
ʔ˂Ǿࢍ ÐÒ ɽ˂ʔ˂ኄᴦ

ÓÕÂ×ÁÙ ǳ͢׆ȳɛɝ
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ూ̱ʃɵɮʎʴ˂ʉɰʽ Ɂఊ߆ɝᮟ
ԡᖽᩌ፷ઃ˨ᮟȾɿ˂ʝʃʨʗ˂ʂʭ˂
ɥᥓᏚǿ
ǽࢲࢳᴱఌஓᴥ٠ᴦȞɜ٠ஓˁᇗஓȾ
ᥓᏚȪǾȝറɥȧಘюȪɑȬ
ూ̱٥˩ᦪಊࣻ͢ᇋ
ǽూ̱ʫʒʷᴥటᇋᴷూ̱᥆իూԖ ᇋᩋᴷ
 ܝᏲбᴦȺɂǾࢲࢳᴱఌஓᴥ٠ᴦȞ
ɜȲȾూ̱ʃɵɮʎʴ˂

Ɂఊ߆ɝᮟȺ

ɕȕɞԡᖽᩌ፷ઃ˨ᮟȾɿ˂ʝʃʨʗ˂
ʂʭ˂ɥ٠ஓˁᇗஓȾᥓᏚȪȹȗɑȬǿ
ǽԡᖽᩌ፷ઃ˨ᮟɂǾూ̱ʃɵɮʎʴ˂ʉɰ
ʽ

ɋɁɬɹʅʃȾ۾۰ΠҟȽఊ߆ɝᮟɁ

ɅȻȷȺȬǿȰɁȲɔǾూ̱ʃɵɮʎʴ˂ʉ
ɰʽ

ɋɁᜊбȺȝᠰȪȾȽɞȝറɁۄ

ӏȟ̙Ȩɟɞ٠ஓˁᇗஓȾǾᮟഫюɥሉӦ
ȪȽȟɜȝറɥȧಘюȬɞɿ˂ʝʃʨʗ˂
ʂʭ˂ɥᥓᏚȬɞȦȻȾɛɝǾқɔȹ఼ᮟȨ
ɟɞȝറɗ٥˩ᦪȾ˪ৼɟȽȝറȺɕΠ
ҟȾూ̱ʫʒʷɥҟႊȗȲȳȤɞɛșȾȪɑ
ȪȲǿ
ǽూ̱ʫʒʷȺɂǾ̾ऻɕȬɌȹɁȝറȟ
ާ॑ȪȹȧҟႊȗȲȳȤɞɛșȾററȁȽ
ɝጸɒɥɔȹȗȢȦȻȻȪȹȗɑȬǿ
Ȍɿ˂ʝʃʨʗ˂ʂʭ˂Ȼɂȍ
ǽȝറኄȾާ॑Ȫȹూ̱
ʫʒʷɥȧҟႊȗȲȳȤɞ
ɛ șǾ ࢲ ࢳ ᴱ ఌ Ɂ ూ ̱
ʫʒʷᄉᠴȞɜᩒܿȪȲ
ɿ ˂ ʝ ʃ Ⱥ Ȭǿ ஓ ˹ᴥ
ґ ᵻґ ᴦ ȾǾ յ ᮟ
Ⱥఊɕຉ᫆ȬɞఠՠǾȠȶ
ɊșɝɃɁᣋᣃɥ˹॑Ⱦᮟ
ഫюɥሉӦȪȽȟɜǾ
ȈéÐáäȉ
ɥ๊ႊȪȹǾȝറɥȧಘ
юȪȹȝɝǾࢲࢳᴱఌး
٣ǾᮟȾࠕᩒȪȹȗɑȬǿ
ƆȈéÐáäȉɂÁÐÐìå ÉîãɁᄊ
᧸ףൈȺȬǿ
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˰ႜɁ٥˩ᦪ
źɬʵʨʒɮᴥÁìíáôùᴦ
ź
Ǵɵʀʟʃʉʽцّ֪ᴥÒåðõâìéã ïæ Ëáúáëèóôáîᴦ
ǭ

ǭ

ǽ̷ՠᴷ¬˥̷ᴥࢳᴦ ᬂሥᴷ˥ᵨ˟ ˿ᛵᴷɵʀʟᴥуႊɂʷʁɬᴦ
ǭ

ǭ

ǭ

ᣮ៦ᴷʐʽɼ

འఉʶ˂ʒᴷᴮʐʽɼᴺ®я

ˢ̷छȲɝ ÇÎÉ ᴺʓʵᴥࢳᴦ

ǴɬʵʨʒɮࢍᴥÁìíáôùᴦ
ǽպّԧూǾࠞࠞۿᑩɁᲰȾȕɞպّఊ۾Ɂ᭛бᏩȽ᥆ࢍȺ̷ՠ˥̷ᴥࢳᴦ
ǿࢳ
ȞɜࢳɑȺɂպّɁᮐ᥆ȺȕȶȲǿᚔɁධխɂǾࢳɽʀʍɹȟࠞࠞۿᑩɁᲰȾᛵڸɥኳ
ȠǾɵʀʟ̷ɥሉͳȨȮȲȦȻȞɜܿɑɞǿɬʵʨʒɮɁ٥ջɁᠭȦɝɂᆬȺɂȽȗȟǾ
ࢳȞɜࢳɑȺɂǾʷʁɬȺɬʵʨˁɬʉȻ֣ɃɟȹȝɝǾɵʀʟȺɬʵʨɂʴʽɾǾɬ
ʉɂྸȺȕɞȦȻȞɜǾȗȭɟȾȪȹɕ࿑ႇֿȺȕɞʴʽɾȞɜᠭȦȶȲ٥ջȺȕɞǿ
Ǵ٥˩ᦪɁ؆ഈ˿Ͷ
Áìíáôù Íåôòï
õì¬Ðáîæéìïö¬ ǽ
Áìíáôù
Òåðõâìéã ïæ Ëáúáëæóôáî
ÔÅÌᴷ«ᴥᴦǽÆÁØᴷ«ᴥᴦ 
ÅíáéìᴷðòåóóÀíåôòïáìíáôù®ëú
ÕÒÌᴷèôôðº¯¯÷÷÷®áìíáôùíåôòï®ëú
Ǵ٥˩ᦪɁകᛵ
ǽࢳఌᴮஓǾɬʵʨʒɮ٥˩ᦪᴮհ፷Ɂ Áìáôáõ ᵻ Òáùéíâåë Âáôùò ᩖǾ®ëíǾᴴᮟȟ
ᩒഈȪȲǿɵʀʟʃʉʽȺқɁ٥˩ᦪȺȕɝǾ˹܄ɬʂɬȺɂɰʄʣɷʃʉʽɁʉʁʯɻʽʒȾ
ඒȗȺᴯႭᄻɁ٥˩ᦪȺȕɞǿ
ǽ٥˩ᦪɁ࣮ᜫɂகʇᣵ˹ࣈ܄Ɂّ̙አǾ੫ᚓୈǾ੫ᚓᐐ์ᤗȾɛɝࢳȾᩒܿȨɟǾ
ࢳɑȺɂʬʃɹʹࢍɕ࣮ᜫȾԦӌȪȹ࣮ᜫȟɔɜɟȹȠȲȟǾʇᣵࡓऻەɂᦂ˪ᠴɁȲ
ɔ٥˩ᦪɁ࣮ᜫɂ˹ȮȩɞɥीȽȞȶȲǿȪȞȪǾࡾ̜ɂ˹ȨɟȲȟஒᅔࡾԖᩖɁίпɁӓ
ӌɂፕፖȨɟȲȲɔ៵ႊȟᯚᭊȺ۾ȠȽϋᦂȟරȶȹȪɑȶȲǿࢳఌஓǾɵʀʟʃʉʽ
цّ֪ࣈȾɛɝɬʵʨʒɮࢍᩒᄉɁʨʃʉ˂ʡʳʽȟ੪ᝓȨɟǾ٥˩ᦪᴰᡅ፷Ǿëí Ɂ࣮ᜫ
ȟᄱɝᣅɑɟȲǿࢳǾʖʵʃʵʉʽʔʀʵ۾ፋᬻȟŽɬʵʨʒɮࢍᩒᄉʡʷʂɱɹʒž
ȾնȪǾఊТа̜ഈȾ٥˩ᦪ࣮ᜫɥૡȥǾԚґȽᦂᝩᤎɥȪȹǾɬʵʨʒɮ٥˩ᦪɁ࣮ᜫȟ

ÓÕÂ×ÁÙ ǳ˰ႜɁ٥˩ᦪ
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˰ႜɁ٥˩ᦪ

టಐᄑȾܿɑȶȲǿᮟɂʬʃɹʹ٥˩ᦪᮟȾ᭒ͬȪȲɁɛșȽ័ᕜȽᣲɝȺȕɞǿ˵ɂᬤ
ّᛏȺǾɵʀʟʃʉʽّɁᓨȺȕɞʠʵ˂ɥژᝩȻȪǾሳᝩȟީ϶ȨɟǾюȾɂ᩻ɵʫʳ
ȟᜫᏚȨɟȹȗɞǿʒʽʗʵɂ٥ȾऐȗȻɢɟɞɴ˂ʃʒʴɬʒʽʗʵࡾศᴥÎÁÔÍᴦ
ɥႊȪǾᐔഫᣲȻȪȹȗɞǿɑȲǾʶ˂ʵɂɽʽɹʴ˂ʒᤍࣂᄽፀࣻɥȻȶȹȝɝǾజ
ɂΈႊȪȹȗȽȗǿǽ
ǽቼᴯఙࡾ̜ɕࢳᴰఌȾܿɑȶȹȝɝǾɬʵʨʒɮࢍ˹॑Ȟɜᛴ᤻۶Ɂ Ëáìëáíáî ɑ
ȺɁ®ëíǾᴲᮟȟ࣫ͩࡾ̜˹ȺȕɞǿȦɁͅȾհ፷ɕ႕Ȩɟȹȗɞǿ
ᴧ ÎÁÔÍᴥÎå÷ Áõóôòéáî Ôõîîåìéîç ÍåôèïäᴦᴷȦɁࡾศɂ˿ȾࠞࠬȾȝȤɞʒʽʗʵࡾศɁɅȻȷȺǾ
ҭȪȲґɥጨȢȠ͇Ȥɽʽɹʴ˂ʒȺِɔǾʷʍɹʦʵʒᴥࠨᄷȻɽʽɹʴ˂ʒȻɥِްȬɞ࿑ය
ȽʦʵʒᴦɥࠨᄷܝȢȾɑȺੜȴᣅɓȦȻȾɛɝǾ٥ࠞᒲͶɁίધӌɥҟႊȪȹʒʽʗʵɥίધȬɞࡾศ
Ⱥȕɞǿ

Ǵʑ˂ʉ
ᮟୣᴷᴴᮟ

ǭ

ᡅ፷ୣᴷᴮ

ǭ

ǭ

ǭ

ǽ؆ഈɷʷᴷ®ëí

ᤆᚐᩖᴷᴳᴷᴪᴷ

ᤆҤ࣊ᴷ٫ˢҤ

ǭ

ᢡᣞ̷׆ᴷ̷ᴬஓǽǽǽǽǽ
ǽǽ
ࣻᴷÖ ÁÃ

ǭ

ǭ

ǭ

ǽᢀᩖᴷíí

ᪿࣻᴷቼ˧ᢀస

ǭ

ǭ

Âòáëå Óùóôåíᴷɬʽʋʷʍɹˁʠʶ˂ɷʁʃʐʪᴦ
ǾÃÂÔÃ

ᤆᢆίާᴷÁÂÓᴥÁîôéìïãë

ఊߴᤆᢆᩖ᪣ᴷᴶґ

˵ୣᴷ

˵ᴥᴱ˵ǾᴴҚᴦ
ǴҟႊɁਖ਼ऀȠ
ǭ

ǭ

ǽ

̋ศᴷሻՠȺʒ˂ɹʽՐɂɵ˂ʓɥ᠔оȪǾఠൡȾੵоՐɂʉʍʋȪȹоکȬɞ ᤆ
ǭ

ǭ

ᴷʐʽɼ ̋Ҧᴷʃʨ˂ʒɵ˂ʓᴥ᜔ɵ˂ʓᴦ
Ǿʒ˂ɹʽᴥ᳁ᓨᴦ Πᜫ϶ᴷɲʶʣ˂
ǭ

ʉǾɲʃɵʶ˂ʉᴥծϫȾȷᴦ ȰɁͅᴷឬߔޮȟឬ϶Ǿࡼوɥ᭄ȾஃȪǾᮟǾюާп
ɁᆬίȾӓɔȹȗɞǿ
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Òáéùíâåë âáôôùòᴥʳɮʽʣɹˁʚʐɭᴦᮟȾϦ˹ɁȻʥ˂ʪɁม

ÓÕÂ×ÁÙ ǳ˰ႜɁ٥˩ᦪ
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˰ႜɁ٥˩ᦪ

Úèéâåë Úèïìùᴥʂʣʍɹˁʂʱʵᴦᮟ

Úèéâåë Úèïìùᴥʂʣʍɹˁʂʱʵᮟᴦɽʽɽ˂ʃ

ÁõåúïöáᴥɬɰɲʈʟӅکᴦᮟǽ

Áìíáìùᴥɬʵʨʴɭᴦᮟ

Âáéëïîõòᴥʚɮɽʖ˂ʵᴦᮟǽ

ʒ˂ɹʽȻʃʨ˂ʒɵ˂ʓᴥ᜔ɵ˂ʓᴦ
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٥˩ᦪ፷ˁི፷
ɚ౷ئഘૂ༭ɚ



յᇋɁষڨȞɜᪿ

ԧԈ፷ժӦࣻʥ˂ʪ౻ɁᜫᏚȾȷȗȹ

̱˨ᮟɑȲɂઃ˨ᮟɑȺɁ̱፷Ɂ࿁ᤍ

ఠࢧ٥˩ᦪˁԧԈ፷

ȠȶɊȻǾూ̱ʫʒʷˁ᥆؆٥˩ᦪɁп፷ȟ
ஓ̋ɝᭉȻȽɞ̋ҦɥʅʍʒȾȪȲɕɁ

ǽఠࢧࢍ̬ᣮࠈȺɂǾ٥˩ᦪԧԈ፷ȺɂǾʥ˂

ȺȬǿȦɟȾɛɝǾႎሳຨҢᅔछஓȞɜʃ

ʪȞɜɁᢆᕶɗҚȻɁ᜔̜ɥ᩻ඨȬɞ

ʪ˂ʄȾూ̱ᜊбɥȪȹȗȲȳȢȦȻȟժᑤ

ȲɔǾժӦࣻʥ˂ʪ౻ɁᜫᏚȟȬȬɔɜɟȹ

ȾȽɝǾ᥆॑ᬂɋտȞɢɟɞᜪஓ۶̷ّɁ

ȗɑȬǿ

ȝȨɑɗǾ
ಐާᓎሳ͢ᇋᴥÌÃÃᴦɥҟႊȪȹǾ

ǽࢲࢳᴳఌȞɜࢲࢳᴰఌȾȞȤȹǾᲽ

ஓటпّȞɜႎሳຨɋȝᠰȪȾȽɞȝȨ

ႆᮟɛɝᅊᮤюᮟȾտȞȶȹǾյᮟȾժӦࣻ

ɑɁҟΠॴȟտ˨ȪɑȬǿ

ʥ˂ʪ౻ɥᜫᏚȪǾࡾ̜ȟጶ̘ȪȲᮟȞɜᬲ

ǽ
ȈÔÏËÙÏɰɲʵɵʪʅʍʒˁ᥆॑ɬɹʅʃ

ඒΈႊȟᩒܿȨɟɑȬǿ

ᴣ٥˩ᦪцᣮʛʃȉ
ɁᄉۨകᛵȾȷȠɑȪȹɂǾ

ǽȽȝǾ
ᲽႆᮟȺɂǾ
ࢲࢳᴳఌȾժӦࣻʥ˂

ඒɁȻȝɝȺȬ

ʪ౻ɥᜫᏚȪǾާпȾΈႊȬɞȲɔɁᜡᎃኄ

ᴮᴫջለ

ɥᚐȶȲऻǾᴴఌȞɜΈႊɥᩒܿȨɟɞ̙ް

ǽÔÏËÙÏɰɲʵɵʪʅʍʒˁ᥆॑ɬɹʅʃᴣ

ȺȬǿ

٥˩ᦪцᣮʛʃ
ᴯᴫю߁
ǽ̱ᦪႎሳຨᮟˁሳຨቼʝʵᮟȞɜ̱

ȈÔÏËÙÏ ɰɲʵɵʪʅʍʒˁ᥆॑ɬɹʅʃ

˨ᮟɑȲɂઃ˨ᮟɁ࿁ᤍ̋ҦȻూ̱ʫ

ᴣ٥˩ᦪцᣮʛʃȉɥᄉۨᴞ

ʒʷˁ᥆؆٥˩ᦪɁцᣮˢஓ̋Ҧȟʅʍʒ

̱ᦪˁూ̱ʫʒʷˁూ̱᥆̬ᣮࠈ

ȾȽȶȲ͙႕̋Ҧ
ᴰᴫᄉۨᩒܿஓ

ǽࢲࢳᴱఌஓᴥఌᴦɛɝᄉۨᩒܿȨɟɑ

ǽࢲࢳᴱఌஓᴥఌᴦȞɜ

ȪȲǿ

ᴱᴫᄉۨኙ

ǽ̱ᦪᴥటᇋᴷూ̱᥆ۈႎԖǾᇋᩋᴷ˧
ǽႆᴦȻూ̱ʫʒʷᴥటᇋᴷూ̱᥆իూԖǾ
ᇋᩋᴷܝǽᏲбᴦȻూ̱᥆̬ᣮࠈȺɂǾࢲ
ࢳᴱఌஓᴥఌᴦȞɜǾႎሳຨᮟȝɛɆሳຨ

ᴥᴦ̱፷ႎሳຨᮟՒɆሳຨቼᴯʝʵᮟɁյ
̋Ҧᄉۨሻՠ
ᴥᴦቼḧஇʉ˂ʩʔʵǾᴮ᪡ԧɰɮʽɺՒɆ
Ԉɰɮʽɺ̋Ҧ៧ۨɵɰʽʉ˂

ቼʝʵᮟɁ̋ҦᄉۨሻՠǾႎሳຨʉ˂ʩ

ᴲᴫӛఙᩖ

ʔʵʝʵюɁ̋Ҧ៧ۨɵɰʽʉ˂ȺǾႎ

ǽᄉۨछஓ᪅ɝӛ

ሳຨȞɜ᥆॑ȾᜪɟɞȝȨɑɥߦ៎ȾȪȲ

ᴳᴫȝറɁץȗնɢȮа

͙႕̋ҦȈÔÏËÙÏɰɲʵɵʪʅʍʒˁ᥆॑

ǽ̱˨ಘюǽ

ɬɹʅʃᴣ٥˩ᦪцᣮʛʃȉȟᄉۨȨɟɑȪ

ǽ
ᴥࢳ˹ི͡ǽᴷᵻᴷᴦ

Ȳǿ
ǽȦɟɂǾႎሳຨᮟˁሳຨቼᴯʝʵᮟȞɜ
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٥˩ᦪ፷ˁི፷

ȌȝץȗնɢȮаȍ
ూ̱᥆̬ᣮࠈǽ؆ഈᝥᴷ

ȗȲȳȤɑȬǿ
Ɔފʨʗ˂ൡᑤɁᄾ̠ҟႊɿ˂ʝʃᩒܿɂǾ
ࢲࢳயɥ̙ްȪȹȗɑȬǿ
ˁᴮɁÉÃɵ˂ʓȺջաࠎࢍ̬ᣮࠈˁջաࠎ
ᦪᤍಊࣻ͢ᇋˁջաࠎᒱᯚᣱᦪᤍಊࣻ͢ᇋˁ

Ȧȼɕʚʃяǽ٥˩ᦪя
๒ࢍ̬ᣮࠈ

ៈ൞ᦪᤍಊࣻ͢ᇋȻÊÒూȻɁᣵፅްఙҦ
ɥȝ៳ȗɔȗȲȳȤɑȬǿ

ǽࢍ؆ʚʃˁ٥˩ᦪɁߴзᤆȟǾඒɁఙᩖ˹Ǿ

˿Ƚᚐ̜Ɂ̙ްɂ˩ɁȈ៣يศ̷๒ᜊбɽ

юȾ ÌÅÄ ྃɥ߳оȪȲ˵
ȟᠨɝɑȬᴞ
ᵻ៵ӌɗ ÃÏҋᦀɁҭນ
Ⱦ߆˫ȪȹɑȗɝɑȬᵻ

ʽʣʽʁʱʽˁʝʯ˂ʷ˂ȉɁʥ˂ʪʤ˂ʂ

ᛴණᦪᤍಊࣻ͢ᇋ

ҾऀȾȽɝɑȬǿ๒ɁȲȽᰀӌɥȧ
ɗȝՓᤎȻˢ፳Ⱦࢍ؆ʚʃˁ٥˩ᦪȾ̋ȶȹ
ȪȾҋȞȤȹɒɑȮɦȞǿࢍюȺᚐɢɟɞ

ȺᝩɌɞȦȻȟȺȠɑȬǿ
ஃఙᩖ

ǽᛴණᦪᤍಊࣻ͢ᇋᴥటᇋᴷڙဝᅇดࢍǾ

ˁ۳͡ɒ

ᇋᩋᴷᄌࠞᴦȺɂǾ
юȾᅁɲʗʵɸ˂

ǽࢲࢳᴴఌஓ
ᴥ٠ᴦ
ᵻࢲࢳᴵఌஓ
ᴥஓᴦ

ՒɆၥہȾᥓਁȪȲÌÅÄྃ˵ɥᚨ፷Ⱦ

ˁѧ͡ɒ

ᝁ᮷߳оȨɟɑȬǿ

ǽࢲࢳఌஓ
ᴥ෩ᴦᵻࢲࢳᴮఌᴳஓ
ᴥஓᴦ

ǽȦɟɂि఼ɁᘬбཌྷȞɜኮӛɁᯚȗ

ˁய͡ɒ

ÌÅÄྃɥ߳оȬɞȦȻȾɛɝǾ៵ǽӌ

ǽࢲࢳᴰఌஓ
ᴥཌᴦ
ᵻࢲࢳᴱఌᴱஓ
ᴥజᴦ

ՒɆÃÏҋᦀɁᴢȞɜᴢሌ࣊Ɂҭນɥَ

Ɔஃఙᩖɂ̙ްȺȕɝǾ۰ȻȽɞکնȟ

ɞɕɁȺȬǿ

ȕɝɑȬǿ

ɑȲǾնɢȮȹᩋߧ֤ԇȾɛɞࣔ࿎Ɂҭນ
ȟَɜɟǾၥہɋɁ២ᔸͲນɕժᑤȻȽɝɑ
Ȭǿ

ʨʔɵᴥíáîáãáᴦȻ ÔÏÉÃÁ Ɂ̋Ҧ
ൡᑤɁᄾ̠ҟႊɿ˂ʝʃɥࢲࢳᴱ
ఌஓᴥ٠ᴦȾᩒܿȨɟɑȪȲ
ջաࠎࢍ̬ᣮࠈˁջաࠎᦪᤍ᷷Ǿ

ǽᛴණᦪᤍಊࣻ͢ᇋᇋȺɂǾ̾ऻɕȝȨɑ
Ɂȧɗᅁɲʗʵɸ˂ɁӛȽȼɥ೫ᜳȪǾ
ᒲུၥہɗ٥္ၥہȾᥓਁȪȷȷǾͅɁ˵
ɋɁ߳оɥ೫ȬɞȦȻȻȪȹȗɑȬǿ
ᜤ

ǽջաࠎࢍ̬ᣮࠈˁջաࠎᦪᤍಊࣻ͢ᇋኄɁ
Ȉʨʔɵᴥíáîáãáᴦ
ȉ
Ǿ
ూஇᦪᤍಊࣻ͢ᇋᴥ͏
˩ǾÊÒూᴦɁȈÔÏÉÃÁȉȾɛɞ̋Ҧൡᑤ

ᴮᴫஃఙ
ǽࢳᴱఌஓᴥᦂᴦɛɝǾᬲඒ߳оȪɑȬǿ
ᴥछᬂɁᩖᴦ

Ɂᄾ̠ҟႊɿ˂ʝʃɥࢲࢳᴱఌஓᴥ٠ᴦ

ᴯᴫஃ˵

ȾᩒܿȨɟɑȪȲǿ

ǽᚨ፷ጕ˵ᴥᴵ˵ᴦ

ȌȲȾܿɔɞᄾ̠ҟႊɿ˂ʝʃɁകᛵȍ

ᴰᴫஃю߁

ˁ
Ȉʨʔɵᴥíáîáãáᴦ
ȉ
Ǿ
ȈÔÏÉÃÁȉɁȗȭɟ

ǽᴵ˵Ɂșȴᴰ˵ȾÌÅÄྃɥ߳оȪɑ

ȞᴮɥȝધȴȗȲȳȤɟɃǾ˵ɁÉÃɿ˂

Ȭǿ

ʝʃɲʴɬюɁᦪᤍˁʚʃɥᄾ̠Ⱦȧҟႊ

ǽÌÅÄྃଃᢐհᴷհˁհᴥᴱ
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ఌஓ߳о̙ްᴦ
ǽհᴥᴱఌ˩߳о̙ްᴦ
Ɔᘬбཌྷɥ߳оȪȹȗɞ˵ȾȷȗȹɂǾኮߦኍ

ࢍ؆٥˩ᦪɁʒʽʗʵюɁˢԖᩖȺ
ଆ࢛ᝈɿ˂ʝʃȟȧҟႊȗȲȳȤɞ
ɛșȾȽɝɑȬ
۾᩸ࢍ̬ᣮࠈ

ɁȲɔǾऀȠፖȠˢɁᘬбཌྷɥȠɝǾᩖऀ
ȠȪȹΈႊȪɑȬǿ
Ɔ ÌÅÄྃ߳о˵ɂᝁ᮷ᤆႊɁȲɔǾྃɥᩖऀ
ȠȮȭȾпȹཟཌྷȨȮȹΈႊȪɑȬǿ
Ɔհɂ×ᄾछɁͅǾ×ᄾछɁÌÅÄྃɥ

ǽ۾᩸ࢍ؆٥˩ᦪȺɂǾࢲࢳᴱఌஓᴥ෩ᴦ
ȞɜǾ٥˩ᦪ˹܄፷Ɂట႔ᮟȞɜګኅట႔ᮟ
ᩖɁʒʽʗʵюȺଆ࢛ᝈɿ˂ʝʃȟȧҟႊ

ຉնΈႊȬɞȦȻȾɛɝȽɞ៵ӌɁҭນɥ

ȗȲȳȤɞɛșȾȽɝɑȪȲǿ

೫ᜳȪɑȬǿ

ǽ۾᩸ࢍ̬ᣮࠈȺɂǾ٥˩ᦪஃᜫюɁሳᩖɥ

ǽ
ᴥးɁ˵ɂпȹ×ɁᘬбཌྷɥΈႊȪȹȗɑ

ᩒȬɞȦȻȾɛɝǾᣮα̜ഈᐐȾɛɞଆ࢛
ᝈᜫ϶ɁᜫᏚɥȨɟȹȠɑȪȲǿ̾وǾ

Ȭᴦ

ȲȾଆ࢛ᝈᜫ϶ȟᜫᏚȨɟȲȦȻȺǾᮟ
ഫюȳȤȺȽȢǾʒʽʗʵюȺɕଆ࢛ᝈȾ

ᵻɑȬɑȬၥہȾɗȨȪȗᦪᤍɋᴞᵻ
пᮟȾ ÌÅÄ ྃɁ߳оɥขް

ɛɞɮʽʉ˂ʗʍʒፖՒɆÅʫ˂ʵɁᣞՙα

᩸ᇘᦪᤍಊࣻ͢ᇋ

ǽ̾ऻȨɜȾ۹ȢɁᮟᩖȺଆ࢛ᝈɿ˂ʝʃ

ȟժᑤȾȽɝɑȪȲǿ
ȟ૬ΖȺȠɞɛșǾᣮα̜ഈᐐȾᜫ϶ɁᜫᏚ

ǽ᩸ᇘᦪᤍಊࣻ͢ᇋᴥటᇋᴷ۾᩸ࢍᇩࡀԖǾ

ɥȪǾȝȨɑȾΠҟȾȧҟႊȗȲȳȤ

ᇋᩋᴷᗵՁࡄᠭᴦȺɂǾȦɁ࣊ǾпᮟȾÌÅÄ

ɞɛșӓɔɑȬǿ

ྃɥ߳оȬɞȦȻɥขްȪɑȪȲǿ

ᴮǽᜫᏚᮟ

ǽȦɟɑȺ᩸ᇘᦪȺɂǾÌÅÄྃɥ᩸ᇘȽ

ǽǽ٥˩ᦪ˹܄፷ǽట႔ᮟᵻګኅట႔ᮟᩖ

ɦɃ፷ɁᮟኄȾȝȗȹԌྃɗᛃӒྃ

ᴯǽȧҟႊȗȲȳȤɞᣮα̜ഈᐐ
ᴥᜫᏚ̜ഈᐐᴦ

ȻȪȹႊȬɞȻȻɕȾǾಭႎᮟኄȾᝁ᮷ᄑ

ǽǽˁಊࣻ͢ᇋɲʖˁʐɭˁʐɭˁʓɽʬᴥట

ȾᜫᏚȪȹαᭅॴɗॴᑤɁ೫ᜳɥɔȹȠɑ
ȪȲǿȰɁፀǾÌÅÄྃɂ॒ᛵȽྃ࣊ɥᆬ
ίȺȠɞȽȼि఼ɁྃȻպറɁαᭅॴȟȕ
ɞȦȻǾՒɆि఼ɁྃȻᢎȪȹጙᵻᴢ
ɁᅁɲʗӛȟȕɞȦȻȟᆬᝓȺȠȲȲɔǾ

ᇋ٣٥ᴷూ̱᥆ԛ͍ႎԖᴦ
ǽǽˁËÄÄÉಊࣻ͢ᇋᴥటᇋ٣٥ᴷూ̱᥆ԛ
͍ႎԖᴦ
ǽǽˁʇʟʒʚʽɹʬʚɮʵಊࣻ͢ᇋᴥటᇋ
٣٥ᴷూ̱᥆ຨԖᴦ

̾ࢳ࣊͏᪃ɁྃȾնɢȮȹᬲඒпᮟᴥ

ƆюȺɂǾȦɟɑȺȼȝɝଆ࢛ᝈȺɁᣮ

࣌ኄɁᦪᤍᩜᣵஃᜫɥֆɓǿ
ᴦȾ߳оȬɞȦȻ

ᝈɂȧᤕਁȗȲȳȠǾТа࢚͇࣋ᣋᴥګኅ

ȻȨɟȲɕɁȺȬǿ

፷Ⱥɂۿᇘ൞ኅфˣᄻ߆ɝɁ˵ᵘᴵհᵚ
ᴦ

ǽ᩸ᇘᦪȺɂǾ̾ऻɕၥہȾɗȨȪȗᦪᤍ

ȺɂໃɥȝҒɝȗȲȳȠɑȬɛșȝ᭐ȗ

ɥᄻȪȹǾሥᄑȾɝጸɦȺȗȢȦȻȻ

ȗȲȪɑȬǿ

ȪȹȗɑȬǿ

Ɔ̾ऻɕɿ˂ʝʃɲʴɬɥᬲඒછ۾ȬɞȦȻ
ȻȨɟȹȝɝǾॅڛኅ፷ȺɂǾ̾۳ɑȺȾ
ˢɁʒʽʗʵюȺɿ˂ʝʃɁ૬Ζɥ̙ްǾ
˹܄፷ȾȝȗȹɕǾ̾ᇻȾɂฯ࣋ᮟȞɜ
ែ႔هˣᄻᮟɑȺછ۾ȨɟɑȬǿ
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٥˩ᦪˤ፷࣫ͩᴥۿᇘԧᵻԩ۹ᴦȾ
ȷȗȹǾᦪᤍ̜ഈᜬժɥ႑ȪɑȪȲ
ᇩࠥࢍ̬ᣮࠈ
ǽᇩࠥࢍɂǾ٥˩ᦪˤ፷࣫ͩɁఙᅔࡾȾ
տȤǾᦪᤍ̜ഈɁጽ؆Ⱦ॒ᛵȽਖ਼ፖȠȻȪȹǾ
ᇩࠥࢍᯚᣱᦪᤍᴰհ፷ᴥۿᇘԧᮟᵻԩ۹ᮟᴦɁǾ
ቼ ˢ ሗ ᦪ ᤍ ̜ ഈ ᜬ ժ ႑  ɥ ᚐ ȗ ɑ Ȫ Ȳǿ
ᴮǽ႑ஓ
ǽǽࢲࢳᴱఌᴶஓᴥఌᴦ
ǽᴷ
ᴯǽک
ǽǽᇩࠥնպࢾᓃ ᮁ ᪡˹͢ឰ
ǽǽ
ᴥ ᇩ ࠥ ࢍ ԩ ۹ Ԗ ԩ ۹ ᮟ ూ ᴯᴮ ᴮᴮᴦ
ᴰǽҋ࢚ᐐ
ǽǽ
ᴥ̎ࡻᤆᢡࠈᴦ
ǽǽǽّ٠̬ᣮᅁ̎ࡻᤆᢡࠈᩋ ဝజǽᓦᅺ
ǽǽ
ᴥᇩࠥࢍᴦ
ǽǽǽᇩࠥࢍ̬ᣮ̜ഈከျᐐ ٪ႎǽਜผ
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人事だより
国土交通省
○平成24年５月14日
大臣官房付

山上

範芳

（鉄道局国際課長）
鉄道局国際課長

日笠

弥三郎

（総合政策局国際政策課国際戦略室長）
鉄道局都市鉄道政策課駅機能
高度化推進室長

総

高桒

圭一

（大臣官房付）

務

省

○平成24年４月16日
自治財政局公営企業課長

木幡

浩

（地方公共団体金融機構経営企画部長）
※平成24年４月１日付の国土交通省及び総務省の人事異動については、
地下鉄短信（第13号）
、
（同
14号）をご覧ください。
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業 務 報 告
●平成24年度地下鉄技術協議会第66回
総会

●平成24年度第55回理事会の開催
日

時：平成24年５月31日
（木）
15時～

日

時：平成24年４月19日（木）～20日（金）

場

所：弘済会館

場

所：名古屋市

議

題：１．平成23年年度事業報告

内

容：平成24年度協議会の各部会の運営

２．平成23年年度決算報告
３．役員（理事）の選任（案）に

について他

ついて
報告事項：１．常勤役員の退職金支給基準の

●決算監査

廃止について

日

時：平成24年５月９日（水）

場

所：日本地下鉄協会会議室

内

容：平成23年度事業報告及び収入支出
決算監査

●国土交通省に対する地下鉄事業者等
予算要望事項提示の機会の場

●第33回通常総会の開催
日

時：平成24年５月31日
（木）
16時～

場

所：弘済会館

議

題：１．平成23年年度事業報告
２．平成23年年度決算報告
３．平成24年度事業計画（案）

日

時：平成24年５月24日（木）13時00分

４．平成24年度収入支出予算
（案）

場

所：日本地下鉄協会会議室

５．平成24年度の会費の額及び納

議

題：１．平成23年度予算編成に係る予
算要望事項の説明等
２．国土交通省との意見交換
３．その他

付方法（案）
６．役員（理事）の選任（案）に
ついて
７．一般社団法人への移行につい
て

●第50回運営評議会の開催
日

時：平成24年５月24日（木）15時30分

場

所：日本地下鉄協会会議室

議

題：１．平成23年年度事業報告
２．平成23年年度決算報告
３．役員（理事）の選任（案）に
ついて

報告事項：１．常勤役員の退職金支給基準の
廃止について
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表４

表１

