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の白いボディが、駅の屋根のすき間から

ントノーズの中央に入ったＥ７系新幹線
の鑑識のように撮影しながらＯ編集やＭ

どを確認しておくのだ。
「 鉄道公安隊 」

1

製版者 訂正回数

神成

私は『電車で行こう！』
（集英社）
、『Ｒ
ＡＩＬ ＷＡＲＳ！』
（創芸社）
シリーズだ
の書いている「鉄道小説家」の端くれな
ほくりく

のだが、デビューは四年前であり物書き
としてはド新人だ。ゆえに北陸の地域の
魅力を伝えるのは諸先輩方にお任せする
として、私は「鉄道小説家とは普段、ど
ような目線で書き、皆さんを北陸への旅
カメラマンとの待ち合わせの席についた

のような取材をしているのか？」という
にお連れ出来ればと思います。
射し込む朝日を受けてキラリと輝く。正
時には新幹線が上野を過ぎていた。

を早足に歩く。新幹線一編成は約三百メ
やき５０３号」は一路北陸金沢を目指し

Ｏ編集が言うのも当然である。
「かが

「乗り遅れたかと思いましたよ」

うえの

面を撮り終えたら 号車へ向けてホーム
ートルもあり歩けば三分近くかかる。す

とうきよう

私は北陸新幹線が開業して間もないあ
る金曜の朝六時半、東京駅の新幹線ホー
ぐに発車メロディが聞こえてくるので、

発だが取材はもうスタートしている。文

しない。軽井沢を通過した際には右の車

と やま

てひた走る。
「かがやき」は停車駅が少

窓から雪と黒い火山灰を被った浅間山が

ながの

グランクラスとグリーン車を飛び越して
おおみや

章を書く時は主人公が感じる雰囲気を感
がやき５０３号」は東京駅を出発した。
見え、私はシャッターを切るがあまり長

ーム最前方に移動して待ち構える。やが
るか分からないからである。その為にＡ

い防音壁であまり景色は見えない。

からだ。たとえ外を走っている時でも高

あさま やま

今回の指定席は最後尾の１号車なので後

くは見られない。すぐにトンネルへ入る

て、
「かがやき５０３号」が発車時刻の
ＥＤや公衆電話の位置、トイレの形状な

約一時間後の８時 分に長野へ到着。

五分前にやってくる。青いラインがフロ

かぶ

早く到着し東京駅構内を一回りしてから
ろへ向かって歩きながら車内を撮影。こ

かるい ざわ

新幹線ホームへと入った。入線してくる
れはいつ何時ここが「殺人」の舞台とな

10

新幹線の正面をとらえるため 番線のホ

じておく必要があるからだ。そこで一足

なく大宮の後は、長野、富山にしか停車

かなざわ

ムにいた。最初に乗る新幹線は７時 分

12

号車から中へ。すぐに扉が閉まり「か

20

しんえつ

ことが出来るからだ。運転席から十メー

理由は先頭車が最も周囲の景色を捉える

とら

く。私は基本的に先頭車に乗っている。

ターを通過する辺りから次第に離れてい

架と並走しているが、長野総合車両セン

長野を出発した列車は最初新幹線の高

こからは旅感が一気に盛り上がる。

駅弁を広げても恥ずかしくない列車でこ

には小さなテーブルがある。１１５系は

ケットが張られたボックスシートで窓下

しなの鉄道カラー。シートはブルーのモ

レーのラインの入った正面はお馴染みの

な じ

５系の三両編成。上下に赤、真ん中にグ

停車しているのは懐かしの国鉄車両１１

方面は青色となっていた。２番ホームに

げると既に駅看板は変更され、妙高高原

加えたのだ。駅構内へ入り２番線で見上

高原までを「北しなの線」として路線に

こうげん

いだしなの鉄道は、新たに長野から妙高

みようこう

沢から篠ノ井までの元信越本線を受け継

しのの い

旅」である。まずは「しなの鉄道」
。軽井

ここからが本題の「北陸新幹線に乗らぬ

46
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やがて、左右に果てしない雪原の中を走

4

4-5R134=147
豊田巧

り出した。これには思わず私も、
「おぉ」

色

のスキー場は青い空をバックに白いゲレ

0531

ンデを輝かせていた。

12198437

トル程の通路に立てばパノラマが見られ
次の列車まで時間もあるので一軒の
が切り替わるスイッチバック駅なのだが、

うには二本木駅がある。ここは進行方向

と声をあげてしまう。そんな雪原の向こ

いいやま

老舗お土産物屋に入る。そこではやさし
運転席を見ていた私は思わず驚いて「マ

さんさい

るのだ。
三才駅では飯山線のキハ１１０系とす
そうな店主ご夫婦が気さくに話しかけて
ジでぇ 」と声をあげてしまった。なん

に ほんぎ

れ違う。キハ１１０系からは下から響く
くれて、妙高のことについて話を聞くこ

まうと、ご主人は笑顔で、
「是非、妙高

が小説家で取材で来たことまで話してし

く、鉄道ファンには一見の価値があるだ

のだ。こんな運転を見られる場所は少な

右手でマスコンを操作して後進しだした

と運転士が乗務員扉から顔を出したまま

み や げ ものや

ディーゼル音が聞こえてくる。こうした
とが出来た。あまりに話が弾み過ぎ、私

を書いてください」と、言ってくださっ
ろう。そして、トリックに使えることは

しにせ

渋い列車を見られるのは「北しなの線」

た。
私はその言葉にはっと胸を打たれる。
言うまでもない。二本木駅を過ぎると雪

とよの

の一つの魅力である。豊野を過ぎるとカ
ーブが多くなり川面がキラめく鳥居川と

なんてやさしい地方なのだろう。名も
は減り始め沿線に住宅が増えてくる。お

とりい がわ

並走し始めた。そして、正面には雪を頂

知らぬ鉄道小説家に話しかけてくれ、や
客さんも増え、上越妙高駅に着く頃には

かわも

く妙高の山々が浮かび雪が線路近くに現

さしい言葉をかけてくださるのだから。

列車は 時３分に雪の壁に左右を挟ま

ぜ ひ

れる。長野から三十分で路線は登山鉄道

そんなこんなで一時間半があっという間

のようになっていた。
れた妙高高原駅に到着した。向かいの３
ガラガラだった車内が人でギッシリとな

外へと出た。改札には懐かしのステンレ

車を見送り年代物の跨線橋を渡って駅の
運転席には運賃箱と運賃表がある。かな

７系電車で二両編成。ワンマンのため、

「妙高はねうまライン」
。車両はＥＴ１２

の二人組が五メートルほど前方で手をあ

前から歩いてきたロシア風の外国人美女

んな町で食事を終えて店を出た時である。

いしいお店を見つけることが出来る。そ

の上に並ぶ古風な直江津の町を歩けばお

で昼食にした。雪よけの「雁木」が歩道

がんぎ

った。直江津には 時 分に到着したの

ス製のラッチが健在である。妙高高原駅
り横に長いロングシートに座って車窓か
さら

ら見ていると、
雪は更に深くなっていく。

なんだ、この

ラノベ展開は
⁉

いとい がわ

江津発は 時 分。一両編成のＥＴ１２

の入ったＥＴ１２２形気動車である。直

たのだ。それが車体の下部に青い波模様

高性能の新造気動車を投入することにし

コストを考慮したえちごトキめき鉄道は、

流でも走れる高価な電車が必要なのだが、

トが存在している。そのため交流でも直

流という電気の流れが切り替わるポイン

されていたが、糸魚川付近には交流と直

ある。この路線は元北陸本線で当然電化

ンは電車だったが、ここからは気動車で

く３番線へと降りる。妙高はねうまライ

今度は「日本海ひすいライン」へ乗るべ

突然のことに戸惑いながら駅へ戻り、

みるが、
納得出来る答えは見つからない。

か？」と不思議に思って原因を追究して

いった指導が自治体からなされているの

無論、我々三人の中にも。三人で「そう

くにいないかと確かめるが誰もいない。

思わず三人で振り返ってイケメンが近

⁉

げて「ハーイ！」と笑顔を見せた。

は割と大きい。それはかつて多くのスキ

ここからは「えちごトキめき鉄道」の

と飛び乗ることとなる。

じようえつ

番線には二両編成の列車が停車している。
に過ぎ、 時 分発の直江津行の列車へ

の列車だ。だが、この駅でいつ「人質交
換」するかもしれないので下車する。列

なおえ つ

すぐに接続する「えちごトキめき鉄道」

⁉

ー客がここを訪れたからだ。そんな妙高

こせんきよう

10

21

20

２形は海側に二列、山側に一列シートが
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次の瞬間モータードライブを全開にし

色

てＭカメラマンが撮影した。たぶん車内

0531

並び通路は少し広め。しばらくすると、
のお客さんは誰一人として、私達が盛り

12198437

トンネルの連続する地帯へと入っていく。
上がっている理由が分からない中、三人

つつ

この地域のトンネルは長いものが多く筒

親不知駅まで走ると、右の車窓にはコ

いし

石駅にいたっては、ホームが全てトンネ
で見つめ合い達成感を分かち合った。

さて、梶屋敷に停車した瞬間に席を立
バルトブルーの日本海とスカイブルーの

おや し ら ず

ル内にあるくらいだ。
った私達は運転席横に顔を並べた。ここ
空が広がった。「海だ！」
と誰もが叫び感嘆

かじや しき

が鉄道ファンとしては、日本海ひすいラ
トキめき鉄道」と
「あいの風とやま鉄道」

「えちご
の声をあげる。
その次の市振駅は

ＥＴ１２２形は気動車でありまったく電

ていない架線が設置されている。無論、

区間で二十メートル程度だが電気が流れ

そこは「デッドセクション」と呼ばれる

ントは、
梶屋敷と次の糸魚川の間にあり、

えなくなる。山側にある古い無人の駅舎

２２形を見送ると、鳥の鳴き声しか聞こ

からはキレイな港が見えていた。ＥＴ１

れでも線路は海に隣接しており、改札口

あって海が見えにくいことなのだが、そ

少し残念なのはホーム海側に防波壁が

の境目となるため下車することにした。

すのが遅れてしまう。知らない人に会っ

あまりのことに焦ってしまい、挨拶を返

「こんにちは～」
と突然声をかけられた。

すると、私達と目の合った子供達から、

あり、
五人くらいの子供達が遊んでいた。

港へ向かう途中には海を望む小学校が

さけ

イン最大の見どころとなる。さっきも書

気は関係ないのだが、そういった場所を
から出てみると、目の前には国道が左右

いちぶり

いたように直流と交流の切り替わりポイ

通過することに心が躍る。
たら挨拶をするのが当たり前。だが、そ

持ちになる。そこでＭカメラマンと線路

は市振漁港の外れで海に向かってベンチ

ろばせながら、港へ向かって歩く。そこ

子供達にもらったやさしさに顔をほこ

あいさつ

「右側に道路が迫ってきたらすぐです」
に広がっていた。国道の向こうに小さな

おど

北陸が地元のＯ編集の助言を受けて、

んなことを私は十数年も忘れていた。

沿いを歩いて港を目指すことにした。

半あったので、自然と「海が見たい」気

商店が一軒あるだけ。待ち時間は一時間

あった 」

Ｍカメラマンがカメラを構える。
「あった
白のゼブラ模様の看板を指差した。

駅を目指す。そんな途中で高岡に停車し

す。
使用車両は５２１系電車の二両編成。

発の電車「５６０Ｍ」に乗り富山を目指

「おっ！ 氷見線のキハ４０！」

た時だった。

たかおか

送り、
「あいの風とやま鉄道」
の 時 分

壁に腰を下ろして海を覗き込むと水は澄

中へ入ると、
「関西へ帰ってきたのか？」

私は車体にペイントが施された氷見線

ひ み

んだエメラルドグリーンで、泳ぐ魚が見

のキハ４０にレンズを向けたのだが、窓

かんさい

えた。私はそんな海の色とさっきの子供

って錯覚に陥る。５２１系電車は京阪神

際で向かい合わせに座っていた二人の女
サインを見せてくれたのだ。

ームの前後に停車するというおもしろい

考慮して、両社の接続列車が２番線のホ

換える。ここではお客さんの乗り換えを

に乗って出発する。二つ先の泊駅で乗り

場所も他にあまりない。あいの風とやま

だが、雪を頂く山々が壁のように続く

「いつものことです」とのことらしい。

葉を失うが、地元のＯ編集にしてみれば

プスの白い山々が広がる。私は思わず言

泊駅を出た瞬間、左の車窓には北アル

られるのだろう？」と目を凝らして見つ

そば屋があって、
「どんなおそばを食べ

更に途中の石動駅のホームには立ち食い

と手を振って二人に笑顔でお礼を伝えた。

向かれるだろう。私はシャッターを切る
いするぎ

都市で人にカメラを向ければそっぽを

運用をしていた。北陸の第三セクター各

鉄道の車両は、山側には緑のライン、海

めていると、店のおばちゃんがにこやか

「こんなこと絶対ありえない……」

社は協力し合いお客さんにとても使い易

側には青いラインを車体に描いてあるが、

に笑って手を振ってくれたのだった。
げんぺい

倶利伽羅駅へ着いたのは日が沈んでし
利伽羅峠の戦いで有名な地で、素朴な木

す ば

風をイメージしているそうだ。富山を走

まった 時 分。ここは源平合戦時の倶
そ ぼく

る列車として、素晴らしいデザインだと
絶景にカメラを向けながら私は思った。

造一階建て駅舎を有する無人駅。駅舎か

15
富山からは 時 分発の「４４６Ｍ」

18

ことが出来るいい駅だ。

らは光の矢となって走る列車を撮影する
く り か ら

に乗って「あいの風とやま鉄道」と「Ｉ

36

Ｒいしかわ鉄道」の境目となる倶利伽羅

17

やす

くしているのだ。泊駅で下車して一本見

それは日本海と北アルプスの山々を吹く

ロスシートがズラリと並ぶタイプ。

けいはんしん

達を重ね合わせた。そして、座りながら

子高生がこちらへ向かって笑顔でピース

ごしたのだった。
とまり

圏でＪＲ西日本が使用している車両とよ

25

く似ており、進行方向に向かって転換ク

16

都市では味わえない気持ちいい時間を過

のぞ

が並べられた風光明媚な場所だった。岸

私はデッドセクションを知らせる赤と

‼

「１６４２Ｄ」
市振を 時 分発の泊行
51
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電鉄富山９時４分発の立山行きの普通

12198437

通列車に乗って富山へ移動する。
そして、

列車に乗って有峰口を目指す。北陸地方

たてやま

ウォーミングアップがてらに「富山ライ

には本当にたくさんのいい私鉄があり、

駅構内に出来ていた。

そんな駅で今日一日あったいくつかの
トレール」で岩瀬浜までを往復する。こ
に取材を始めたら全駅に降りることにな

地方鉄道に乗らずに帰るわけにはいかな

いつもどれに乗るのか迷うのだが、富山

ありみねぐち

驚いた体験を思い出した私は、それが、

の路線だけでも一冊書けるのだが、真剣

東京にいると忘れてしまうようなこと

富山駅前へと戻った私達は富山地方鉄

るかもしれないので観察程度にしておく。

いわせ はま

いからなのだ」と分かった。

「北陸の人達がとても人懐っこくやさし

を私は第三セクター鉄道にゆっくり乗っ

道の乗り場へと向かう。富山駅も新幹線

で５０００系としてレッドアローなどの

両編成の１６０１０形。これは西武鉄道

普通列車にもかかわらず使用車両は二

いだろう。

たことで思い出し、北陸の良さを肌で感

富山地方鉄道の路面電車の新たな電停が

開業に合わせて大きくリニューアルされ、

り込んだのだった。
鉄道小説家の朝は早い。ホテルで朝食
を済ませたら金沢観光もすることなく、
朝６時１分発の
「ＩＲいしかわ鉄道」
の普

せいぶ

ちょっと楽しいな、北陸。

じることが出来たのだ。
私はほっこりした気持ちで、本日最後
となる 時 分発の金沢行普通電車に乗
48
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が現れ雪解け水をたたえた小川と並走を

出てトンネルを抜けると、周囲には残雪

大きく迫ってくるようになる。岩峅寺を

程遅れてきてくれた１４７６０形電車に

では見ることの出来ない駅。うまく五分

マのセットか古い山小屋のようであり他

影を始める。駅舎はまるで朝の連続ドラ

として使われたことがある。
駅名の通り、

12198437

運転席横には運賃箱が装備されたワンマ
くぎ

ン列車というのがとてもユニーク。列車
づ

が電鉄富山駅を発車すると私は車窓に釘
付けになる。富山地方鉄道の駅舎はどれ
しようわ

も古く、珍しい保存列車と相まって、ま
だ。各駅には時代を感じさせる木造駅舎

るで昭和の鉄道博物館のようだったから
があり、思わず全ての駅に下車して写真
三角形の珍しいホームを持つ分岐駅、

を撮りたくなった。
てらだ

寺田を過ぎた頃から北アルプスの山々が、

始める。キィィンとレールを鳴らしなが
飛び乗って岩峅寺へ 時 分に戻る。

いわくらじ

らカーブをゆっくりと走る普通列車は９
ここで嬉しい誤算が発生した。立山方
まるで由緒ある寺院のような木造建築で

ここもとてもいい駅で映画の撮影場所

面からのすれ違い列車が少し遅れている

あった。富山地方鉄道はこういった鉄道

有峰口を早めに撤収し余裕が出来たか

遺産がたくさんある素晴らしい鉄道なの

計画ではここに一時間半程いる予定だ

が山となったりすることもあるので、目

ことが分かったのだ。

ったが急いで踏切を渡って駅舎に入り撮

くじらを立てて「右左」と騒がずに見え

「この間に駅舎を見てしまおう！」

バーもついており、窓際のミニテーブル

三両編成で内装は水戸岡鋭治氏によって

た景色をじっくり観賞した方がいいので

特急列車に使用されていた車両。内装は

も残っていた。こんなすごい車両なのに

リニューアルされている。床は磨きぬか

はと思う。

両編成の真ん中は指定席となっており、

のシートに全て取り換えられていた。三

スの水で作られたサイダーで咽を潤しな

れていた栓抜きで王冠を抜き、北アルプ

水戸岡鋭治氏がテーブル下に残してく

だ。

らといって鉄道小説家は休憩しない。基
れた木材を使用、木製の棚やカウンター

各駅停車に乗った私達は南富山で降りる。

シートが窓に向かって並べられているが、

み と おかえいじ

本は「乗れるだけ乗る」である。そこで

が車内に取り付けられ、柔らかなソファ

南富山の駅舎は古い鉄筋校舎のような無

がら迫りくる北アルプスを眺める。私も

かみだき

当初計画にはなかった路面電車に乗るこ

骨な三階建てのビル。そんなビルの脇に

ボックスシートの自由席でも快適に過ご

全国へ旅行に出かけるが、短時間でこん

電鉄富山から約一時間の 時 分。

気施設が増えてくると目的地は近い。

遠方の山並みが消え、変電所などの電

ることは出来ないと感じたからだ。

品で描写する以外に、その雄大さを捉え

めた。これはここへ来て実物を見るか作

ラに収めようと撮影していたが途中で諦

とが出来るのだ。私はそんな景色をカメ

景色を、快適な列車に乗ったまま見るこ

からであろう。おかげで高山の幻想的な

うるお

は最新型の低床式と昭和中期から走って

すことが出来る。席も左側が取り合いに

なにも山に近づける場所は少ない。これ

１０形と大きく変わらないが、こちらは

のど

いた古い路面電車が待機していた。五分

なる傾向はあるのだが、途中でスイッチ

列車は大人気で出発直前には長い列が出

スエキスプレス」に乗る。やはり、この

戻り、 時４分発宇奈月温泉行「アルプ

う な づき

昼食を終えた私達は再び電鉄富山へと

ルにかかることが出来るようになった。

たことで余裕を持って午後のスケジュー

ってみたくなる。 時 分に富山に戻れ

で、一日乗車券を買って全ての車両に乗

電停ごとにすれ違う車両はどれも個性的

山市内を見ながらゆっくり走って行く。

乗り込んだ。ここから約二十分かけて富

10

33

来ていた。外見は午前中に乗った１６０

「アルプスエキスプレス」は宇奈月温泉

今回の旅で最も豪華な車両となった

12

11

11

そば

に一本出発するので 時 分発の一本に

ふ じ こし

とにする。 時 分発の不二越・上滝線

当時のままで青いシートも白いヘッドカ

うれ

時 分に有峰口駅へ到着。

10

は山脈が富山平野のすぐ側まで来ている

41

バックを行ったり、宇奈月近くでは左側
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神成

えで６番線に停車していた白と赤の二両
想的な雰囲気を作り出していた。北越急

まった空とのコントラストがなんとも幻

雪に閉ざされた町があり、オレンジに染

数 製 版 課
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編成の列車に乗り込んだ。これが北越急
行はトンネル区間が多く車窓からの眺め

4

4-5R134=147
豊田巧

行の誇る「超快速スノーラビット」であ
を楽しむことは難しい。だが、光が後ろ

色

る。そして、最後の私鉄列車だ。北陸新
へ飛び去るトンネルを抜けるたびに変化

0531

とおか まち

しか停車しない、正に「超快速」である

越急行は直江津を出ると途中は十日町に
スノーラビットを登場させ、直江津付近
のお客さんを越後湯沢経由で東京へ送る
ことにしたのだ。
時 分に直江津を出発したスノーラ

ビットは日本海へ落ちる夕日から逃げる

くほく線」の線形は直線であり、そのほ

幹線の開業は直江津から越後湯沢へ向か

していく光景も、今までの６８１系や６

12198437

な ご りお

名残惜しいが「北陸新幹線に乗らぬ旅」
では、そろそろ北陸から撤収しないと今
そこで、宇奈月温泉 時４分発の特急

日中に東京へ戻れなくなる。
しんうおづ

で新魚津へ移動し、隣接する魚津からは
時５分発の「あいの風とやま鉄道」に

乗って泊へ、そのまま二分接続の「えち
ように全速力で走りだす。元々、百六十

北陸の車窓は最後まで私を魅了し続け
とんどを高架橋とトンネルによって作ら

キロで走れるように設計されている「ほ

てくれる。ちょうど、日本海は夕日の時

って走る北越急行にも大きな影響を与え

８３系では見ることの出来なかった前面

えちご ゆ ざわ

ほくえつ

た。今までは時速百六十キロで走行する

展望であり、運転席横に立って私はじっ

53

道小説家は大変だなぁ」と思って頂く内
容を想定していたのだが、実際に行って
みると、そこには新幹線の車窓からは見
ることの出来ない素晴らしい光景があり、
小さな駅に降りないと出会うことの出来
ないやさしい人達と触れ合えた。北陸新
幹線が完成したのだから利用すべきなの
だが、新幹線の停まらない駅にも行くべ
き理由がある。
だから……、
私鉄に乗ってみては？」

「もし、天気がよかったら片道は北陸の
時ちょうど発の「Ｍａｘとき３４２

が必要となりますが……。

られた時には笑顔で返事をする心の準備

お伝えしたいと思った。ただ、声をかけ

号」に乗りながらそんなことを皆さんに

19

きようこく

峡谷鉄道のトロッコと機関車が見え、こ

駅へと到着した。そこには春を待つ黒部

れが廃止となってしまった。そこで、北

18

本当は過酷な取材旅行を紹介して「鉄

後湯沢へ到着する。

破したスノーラビットは、 時 分に越

約一時間の行程で越後の豪雪地帯を走

くりと楽しんだ。

「特急はくたか」が運行していたが、こ

ルを抜けると、その向こうには真っ白な

時速百十キロで飛び込んだ長いトンネ

れていた。

直江津到着は 時 分。十分の乗り換

レンジに染まっていた。

間となり、海が燃えているかのようにオ

って直江津を目指す。

ごトキめき鉄道」の「１６４５Ｄ」に乗

55

こが黒部ダムへの入口であることを実感

くろべ
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させた。
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