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 ＭＲＪ「初飛行は成功」 

 

国産の小型ジェット旅客機、ＭＲＪを開発してい

る三菱航空機は、１１日の初飛行のあと、名古屋市

内で記者会見を開き、森本浩通社長は「初飛行は

成功だ」と述べたうえで、世界各国の航空会社へ

の売り込みにより力を入れていく考えを示しました。 

この中で森本社長は「機体が青空へ飛び立つ

姿を見送ることができて、かけがえのない喜びだ。

いつ飛ぶのかと心配をおかけしたが、期待に応え

ることができてほっとしている。初飛行は成功だ。し

かも大成功に近い」と述べました。 

そのうえで、森本社長は「現実に空を飛んだとい

うことは大きなインパクトがあり、説得力のあるセー

ルスを行うことができる。今回の初飛行を励みに、

さらなる受注活動に力を入れていきたい」と述べ、

世界各国の航空会社への売り込みにより力を入れ

ていく考えを示しました。 

また、１１日の初飛行でＭＲＪを操縦した安村佳

之機長は「滑走路を走行中、離陸速度に達すると、

飛行機が飛びたいと言っているようにふわっと浮か

んだ」と振り返りました。そして、飛行中の様子につ

いて、「操縦に集中していたため、あまり外の景色

は見ていないが、富士山が見えたときは感動を覚

えた。空港に戻ったときはふるさとに帰るような感

覚で、みんなの前ですばらしい着陸を見せたいと

いう思いだった」と話しました。  

「受注拡大に弾み」 

１１日にＭＲＪの初飛行が行われたことについて、

会社側では、受注拡大の弾みになると期待してい 

ます。 

ＭＲＪは、これまで４０７機の受注を得ています。 

しかし、ことし６月にフランス・パリで開かれた世

界 大級の航空ショーで、会社側は、さらなる受注

の上積みを目指していましたが、その直前に予定

していたＭＲＪの初飛行が延期になったなかで新た

な受注は獲得できませんでした。このため会社側

では、実際に空を飛ぶ姿を内外に示したことが、世

界の航空会社に売り込むうえで大きな武器となると

期待しているのです。 

一方、開発の面では、今回の初飛行が実用化

に１歩近づいたことを意味します。本格的な飛行試

験という次の段階に進むことになったためです。 

この飛行試験は合わせて１５００回、２５００時間

行われることになっています。愛知県の県営名古

屋空港や福岡県の北九州空港で実施したあと、来

年の夏ごろからはアメリカ・ワシントン州に拠点を移

して行われる計画です。この試験で、実際に乗客

を乗せるうえで求められる、高い高度や悪天候とい

ったさまざまな条件の下でも安定して飛行する性

能を確認することになります。 

しかし、この飛行試験を終えればすぐに旅客機

として運航できるわけではありません。「 大の難

関」とされるのが、安全性などの基準を満たしてい

ることを証明する「型式証明」の取得です。取得に

は、国土交通省の厳密な審査を受ける必要があり、

強度や構造などおよそ４００項目にも及ぶ審査をす

べてクリアしなくてはなりません。 

三菱航空機は、再来年の初号機の納入を目指

していますが、これまで設計の変更などで初号機

の納入時期が３度も延期されてきただけに、安全

性に万全を期しながら今後の開発をスケジュール

どおり順調に進めていけるかが問われることになり

ます。 

量産の準備始まる 

三菱航空機が目指しているＭＲＪの初号機の再

来年の納入を見据えて、すでに機体を量産する準 

備が始まっています。 

このうち、県営名古屋空港に隣接する愛知県豊 
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山町の県有地では、機体の 終的な組み立てや

塗装を行う新しい工場の建設が来年春の完成を目

指して進んでいます。また、尾翼は三重県松阪市

にある三菱重工業の工場で組み立てられることが

決まったほか、主翼は神戸市にある三菱重工の造

船所で部品が製造され、愛知県飛島村の三菱重

工の工場に新たに設けられる専用ラインで胴体と

ともに組み立てられることになっています。さらに、

ＭＲＪの部品を納入することになっている東海地方

のメーカーの間では、量産に備えて新たな機械を

導入したり工場を増築したりする動きが出始めてい

ます。 

こうした動きは航空機産業を日本の新たな成長

産業に育てる重要な足がかりになると期待されて

います。日本のメーカーはこれまでボーイングなど

海外メーカーに部品を納める形で航空機産業に

関わってきましたが、ＭＲＪが量産されれば、設計

や部品メーカーの選定を日本で行うことになり、航

空機産業のすそ野の拡大につながるとみられてい

ます。 

ＭＲＪの部品はおよそ１００万点に上るだけに、優

れた技術を持つ中小を含めた日本の企業の活躍

の場が増えるかどうか注目されます。 

１機５７億円余 

ＭＲＪには、座席数が７６席と８８席の２つのタイプ

があって、このうち主力となる８８席の機体の価格

は４７３０万ドル（日本円にして５７億円余り）となっ

ています。 

世界の市場で高いシェアを持つブラジルのエン

ブラエルやカナダのボンバルディアの従来の小型

ジェット旅客機と比べてほぼ同じ水準だということ

ですが、燃費はＭＲＪのほうが２割ほどよいことを売

りにしています。 

小型ジェット機市場は 

三菱航空機がＭＲＪで参入を目指す小型の旅客

機「リージョナルジェット」は、大都市と地方を結ぶ

路線での利用が想定されています。新興国の経済

成長に伴って人の移動が増えていることなどから、

市場は今後拡大していくとみられています。 

業界団体の日本航空機開発協会によりますと、

世界で運航されている座席数が６０席から９９席の

小型の旅客機は、去年は１９８８機でしたが、２０３４

年には３７６１機になると予想されていて、この間に

買い替えの分も含めると３０００機を超える需要が

生まれると見込まれています。 

一方、三菱航空機は、今後２０年で小型の旅客 

機市場では５０００機の需要が生まれると見込んで

いて、燃費のよさなどを武器に、その半分を受注し

たいと考えています。 

しかし、この市場にはブラジルの「エンブラエル」と

カナダの「ボンバルディア」という強力なライバルが

います。 

日本航空機開発協会によりますと、航空会社に

すでに納入されたリージョナルジェットの数はこの２

社で９割以上を占めており、この２社は新たな機種

の開発も進めているということです。ＭＲＪはこれま

でに４０７機の受注を得ていますが、日本とアメリカ

の航空会社を除くとミャンマーからの１０機のみにと

どまっていて、アジアなどの新興国やヨーロッパな

どの航空会社からの受注をどこまで伸ばせるかが、

大きな課題となります 

 

アマチュア衛星大量打ち上げ！ 

2015 年 9 月 18 日 23:00（UTC）、中国山西省の

太原衛星発射センターから、長征６型ロケット（CZ-

6）で、20 機の衛星が相乗りして打ち上げがおこな

われました。そのうち、９機がアマチュアバンドの送

信機を搭載した中国のアマチュア衛星で、高度約

550km、軌道傾斜角約 97.5 度の周回軌道に分離

され、世界の熱心なアマチュア衛星通信愛好者の

間で大いに話題を集めています。 

 このとき打ち上げられた衛星のうち、リニア中継

器を搭載しているのは次の６機で、AMSAT-NA

（北米アマチュア衛星通信協会）の「AMSAT Live 

OSCAR Satellite Status Page」にも、各衛星の受信

レポートが数多く寄せられています。 

http://www.amsat.org/status/ 

 CAMSAT（中国アマチュア衛星通信協会）の発

表によると、打ち上げに成功した各衛星の諸元は

次のとおりです。 

☆CAS-3A（XW-2A） 

〇形状：マイクロサット（400L×400W×400H（mm）、

20kg） 

〇コールサイン：BJ1SB 

・CW ビーコン:145.660MHz（50mW、22wpm） 

・デジタルテレメトリー：145.640MHz 

（100mW、AX.25 19.2k／9.6kbps GMSK） 

〇リニア中継器：100mW、帯域幅 20kHz（逆へテロ

ダイン） 

・アップリンク：435.030-435.050MHz 

・ダウンリンク：145.665-145.685MHz 

☆CAS-3B（XW-2B) 

〇形状：マイクロサテライト（250L×250W×250H

（mm）、9kg） 

〇コールサイン：BJ1SC 

〇CW ビーコン：145.725MHz（50mW、22wpm） 

〇デジタルテレメトリー：145.705MHz 
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（100mW、AX.25 19.2k/9.6 kbps GMSK） 

〇リニア中継器：100mW、帯域幅 20kHz（逆へテロ

ダイン） 

・アップリンク：435.090-435.110MHz 

・ダウンリンク：145.730-145.750MHz 

☆CAS-3C（XW-2C) 

〇形状：マイクロサテライト（250L×250W×250H

（mm）、9kg） 

〇コールサイン：BJ1SD 

〇CW ビーコン：145.790MHz（50mW、22wpm） 

〇デジタルテレメトリー：145.770MHz 

（100mW、AX.25 19.2k/9.6 kbps GMSK） 

〇リニア中継器：100mW、帯域幅 20kHz（逆へテロ

ダイン） 

・アップリンク：435.150-435.170MHz 

・ダウンリンク：145.795-145.815MHz 

☆CAS-3D（XW-2D) 

〇形状：マイクロサテライト（250L×250W×250H

（mm）、9kg） 

〇コールサイン：BJ1SE 

〇CW ビーコン：145.855MHz（50mW、22wpm） 

〇デジタルテレメトリー：145.835MHz 

（100mW、AX.25 19.2k/9.6 kbps GMSK） 

〇リニア中継器：100mW、帯域幅 20kHz（逆へテロ

ダイン） 

・アップリンク：435.210-435.230MHz 

・ダウンリンク：145.860-145.880MHz 

☆CAS-3E（XW-2E) 

〇形状：キューブ サット（ 110L×110W×110H

（mm）、1.5kg） 

〇コールサイン：BJ1SF 

〇CW ビーコン：145.910MHz（50mW、22wpm） 

〇デジタルテレメトリー：145.890MHz 

（100mW、AX.25 19.2k/9.6 kbps GMSK） 

〇リニア中継器：100mW、帯域幅 20kHz（逆へテロ

ダイン） 

・アップリンク：435.270-435.290MHz 

・ダウンリンク：145.915-145.935MHz 

☆CAS-3F（XW-2F) 

〇形状：キューブ サット（ 110L×110W×110H

（mm）、1.5kg） 

〇コールサイン：BJ1SG 

〇CW ビーコン：145.975MHz（50mW、22wpm） 

〇デジタルテレメトリー：145.955MHz 

（100mW、AX.25 19.2k/9.6 kbps GMSK） 

〇リニア中継器：100mW、帯域幅 20kHz（逆へテロ

ダイン） 

・アップリンク：435.330-435.350MHz 

・ダウンリンク：145.980-146.000MHz 

各衛星の愛称の「XW」は「XiWang」の略で、中国 

語では「希望」という意味を持っています。 

 この打ち上げには、これら６機の他に、FM 中継

器（日本の周波数使用区別にバンドプランには不

適合）や APRS デジピータを搭載した「LilacSat-2」

（CAS-3H）や、デジタルテレメトリー送信専用の

DCBB（CAS-2G)、NUDT-Phone-Sat（CAS-3I）も

相乗りしました。 

☆DCBB（CAS-3G） 

・デジタルテレメトリー：145.475MHz、437.950MHz 

9.6kbps GMSK 

☆LilacSat-2 

・アップリンク：144MHz 帯（APRS)、144MHz 帯（FM

中継器） 

【注意】日本の周波数使用区別に適合していない

ので、日本ではアップリンクできません。 

・ ダ ウ ン リ ン ク ： 437.200MHz （ CW ビ ー コ ン ） 、

437.225MHz（FM 中継器） 

☆NUDT-Phone-Sat（CAS-3I） 

・デジタルテレメトリー：437.300MHz 9.6kbps FSK  

 その後、９月 25 日には、中国甘粛省の酒泉衛星

発射センター（ゴビ砂漠南端部）から長征 11 型ロ

ケット（CZ-11）で、３機のキューブサットタイプのア

マチュア衛星 TW-1A、TW-1B、TW-1C が打ち上

げられました。 

☆TW-1A 

・デジタルテレメトリー：435.645MHz 

 （GMSK4800/9600bps、10 秒間隔で送信） 

☆TW-1B 

・デジタルテレメトリー：437.645MHz 

 （GMSK4800/9600bps、20 秒間隔で送信） 

☆TW-1C 

・デジタルテレメトリー：435.645MHz の TW-1C 

 （GMSK4800/9600bps、10 秒間隔で送信） 

 そして 10 月７日には、酒泉衛星発射センターか

ら長征 2D 型ロケット（CZ-2D）で、マイクロサットタイ

プのアマチュア衛星、LQSat が打ち上げられました。 

 LQSat は中国の研究機関の研究者と学生によっ

て開発されたアマチュア衛星です。 

☆LQSat 

・デジタルテレメトリー：437.650MHz（25WPM CW

ま た は 4800bps MSK CSP パ ケ ッ ト ）    

2404MHz（1Mbps QPSK 

■その他の国でも…………■ 

 さてここまでは、中国のアマチュア衛星の大量打

ち上げについて紹介しましたが、この秋は他の

国々のアマチュア衛星も打ち上げになっています。 

●インドネシア 

 「LAPAN-A2」は、インドネシアのアマチュア衛星 
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で、９月 28 日にインド・スリハリコタのサティッシュダ

ワン宇宙センターから、PSLV-C30 ロケットで打ち

上げられたマイクロサットタイプのアマチュア衛星

です。 

 FM 中継器と APRS デジピータを搭載しています。  

☆LAPAN-A2（この衛星は周回軌道の関係で、日

本国内ではアクセスできる地域に限りがあるようで

す） 

・CW ビーコン：437.425MHz 

・アップリンク（FM）： 435.880MHz 

・ダウンリンク：145.880MHz 

・APRS デジピータ：145.825MHz 

●デンマーク 

 「AAUSat-5」と「GomX-3」は、デンマークのキュ

ーブサットタイプのアマチュア衛星で、10 月５日に

実施された油井亀美也宇宙飛行士の小型衛星放

出ミッションで、国際宇宙ステーションの日本実験

棟「きぼう」から放出されました。 

☆AAUSat-5 

・テレメトリー：437.425MHz（9600bps GMSK／CW） 

☆GomX-3 

・ デ ジ タ ル テ レ メ ト リ ー ： 437.250MHz （ 9600bps 

GMSK） 

●アメリカ 

 そして 10 月８日、アメリカ・カリフォルニア州のヴァ

ンデンバーグ空軍基地から、アトラス５型ロケットで

の FOX-1A が打ち上げられました。 

 FOX-1A は NASA（アメリカ航空宇宙局）の科学

教育プログラムの一つとして AMSAT（アマチュ衛

星通信協会）と共同で開発を進めたもので、アマ

チュア無線の FM 中継器を搭載した衛星です。 

 ちなみに、過去に AMSAT が打ち上げた衛星の

中で、同様の FM 中継器機能を持っていた衛星に

は、AO-51（AMSAT-ECHO）などがあります。 

 なお、打ち上げ成功後 FOX-1A には AO-85 の

オスカーナンバーが付与されています。 

☆FOX-1A 

・アップリンク：435.180MHz FM（要アクセストーン

CTCSS 67Hz） 

・ダウンリンク：145.980MHz FM 

 このように今年の秋は、まさに世界のアマチュア

衛星の打ち上げラッシュと言ったところです。 

 興味がある方は、チャンスがあればまずは受信に

挑戦してみませんか？ 

 

国会みやげが、凄いですね 

あまりに奇抜＆ふざけすぎて、もは 

や判断不能な国会みやげの数々がス

ゴいぞ！  

 今夏、日本の象徴的風景であった「国会議事堂

前のデモ」。安倍晋三政権が推し進める安全保障

関連法案に反対する市民集会は徐々に拡大し、8

月 30 日には約 12 万人（主催者発表、警視庁調べ

は 3 万人余り）を集めるまでになった。また、9 月 16

日のデモでは、公務執行妨害容疑で 13 人が逮捕

されるなど、その過熱ぶりも話題を呼んだ。 

 さらに、このデモ旋風を巻き起こした中心的存在

として、「SEALDs（自由と民主主義のための学生

緊急行動）」という学生団体がクローズアップされた

ことも記憶に新しい。 

 しかし、「戦争反対！」「安倍は国民の声を聞

け！」などの怒号が飛び交った国会議事堂のすぐ

近くでは、本気なのか冗談なのか判断不能な、謎

のセンスを誇る「国会みやげ」が販売されていた。

今回は、その一部を紹介しよう。 

 まずは「アベの野菜ミックスチップス」（税込540円）

だ。安倍政権が推進する経済政策「アベノミクス」

をもじったことは明白だが、こちらはさつまいも、れ

んこん、大根、ゴーヤ、かぼちゃ、ニンジン、オクラ

の 7 種の野菜が油で揚げられ、チップス状になっ

ている。 

※詳細画像は以下を参照 

http://biz-journal.jp/2015/11/post_12198.html 

 パッケージには「国会限定」「日本を元気に!!」

「チップス食べて景気回復!!」の文字が並び、安倍

首相や財務大臣の麻生太郎氏、地方創生担当大

臣の石破茂氏（と思われる）などのイラストが描かれ

ている。安倍首相はスーツ姿なのでまだわかるが、

麻生氏や石破氏らは、なぜか T シャツ、短パンの

運動会スタイルというシュールさだ。 

●麻生太郎の「マフィアかりん糖」、小泉進次

郎の「幸せショコラ」 

 続いて、麻生氏を前面に押し出した「タロ・カポネ」

（同 620 円）をご覧いただきたい。麻生氏といえば、

2013 年 2 月にロシアで開かれた G20（20 カ国財務

相・中央銀行総裁会議）に出席した際、黒のロング

コートにハットを斜めにかぶったファッションが「ギャ

ングスタイル」「マフィアみたい」と話題になり、「日

本のアル・カポネ」と実在のギャングに重ね合わせ

る声まで上がった。 

※詳細画像は以下を参照 

http://biz-journal.jp/2015/11/post_12198.html 

 そういった世論に思い切り乗っかった「タロ・カポ

ネ」は、パッケージに麻生氏の愛読書である『ゴル

ゴ 13』（さいとう・たかを／リイド社）をもじって「タロ
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ー13」と書かれている上、ライフルのイラストがデカ

デカと描かれている。 

「マネーと日本の守護神」の文字に加え、安倍首 

相のイラストが「頼りにしています！」とつぶやいて

いることで、辛うじて政治家であることを保っている

かのようなバランスだ。ちなみに、このかりん糖は

「葉巻見立ての太タイプ」と、どこまでもキャラに忠

実につくられたようだが、味は至って普通のかりん

糖であった。 

 また、パッケージ裏面には「Y シャツは香港の『ア

スコット・チャン製』」「靴はスイスの『バリー』」と、な

ぜか麻生氏の全身ファッション解説が入っており、

横面には漫画オタクとして知られる麻生氏らしく「I 

LOVE AKIBA」の文字も入るなど、どこまでも太郎

推しのようである。 

 異彩を放っていたのが、「進ちゃんの幸せショコラ」

（同620円）だ。先日、自民党の農林部会長に就任

した小泉進次郎氏をモチーフにした「ベイクドハー

トショコラサブレ」という一品で、安倍首相と麻生氏

が野菜チップスやかりん糖という、やや渋めなセレ

クトだったのとは対照的に、代官山や横浜あたりで

も売っていそうなスイーツとなっている。さすがは

「自民党のプリンス」といったところだろうか。 

※詳細画像は以下を参照 

http://biz-journal.jp/2015/11/post_12198.html 

 パッケージには無数のハートが描かれており、色

もピンクが基調で、もはやアイドル関連グッズのよう

だ。「タロ・カポネ」とは別の意味で、政治家のそれ

とは思えない。中身のほうは、ハートの造形がやや

雑な気もするが、味は今回紹介した菓子の中で一

番おいしかった。 

●歴代総理のイラストが並ぶ、シュールすぎ

る手ぬぐい 

 後に、「歴代総理手ぬぐい」（同 300 円）という、

すぐに家庭で役立つアイテムを紹介しよう。もはや

説明不要の感もあるが、国会議事堂をバックに、初

代の伊藤博文から現職の安倍晋三まで、ひたすら

初老男性の似顔絵が並んでいる。普段使いにした

ら、気が滅入りそうである。 

※詳細画像は以下を参照 

http://biz-journal.jp/2015/11/post_12198.html 

 この手ぬぐいは、ほかに「タオル」「ガーゼタオル」

と微妙に素材の違うものが売られており、同じく歴

代総理ものではマグカップや湯呑みなどもあった。

女性店員に売れ筋について話を聞くと、こんな答

えが返ってきた。 

「カップやタオルなど、歴代総理ものがよく売れま

す。キャラものだったら、やっぱり（小泉）進ちゃんと 

安倍さんね」 

 この売店は国会議事堂の中ではなく、国立国会

図書館そばにある観光バスの駐車場内にあるため、

誰でも買い物が可能だ。また、あまり知られていな

いが、国会議事堂内は基本的に誰でも無料で見

学することができる。衆議院と参議院で参観可能

日時などに多少の違いはあるが、天皇陛下の御休

所を見学したり、本会議場の傍聴席に座って写真

撮影ができるため、秘かに人気を集めているのだ。 

 今夏、日本を揺るがした安保法案がどのような場

所で成立されたのか、その目で確かめてみるのも

いいかもしれない。そして、その際はおみやげも忘

れずに。 

 

自動運転向け周波数幅拡大へ 

  政府が欧米各国と協調し、自動運転車の基本

技術となる「ミリ波レーダー」について、周波数の帯

域幅を拡大する方向で調整することが、明らかに

なった。周波数幅の拡大は、自動運転技術の精度

向上につながるとされ、欧米各国と同じ対応を行う

ことができれば、自動車メーカーには各国で同じ

技術を使用できるメリットがある。 

 日本の官民は、２０２０年までに自動運転車の実

用化を目指している。総務省は、１１月２日からスイ

ス・ジュネーブで開催される国際電気通信連合（ＩＴ

Ｕ）の世界無線通信会議（ＷＲＣ―１５）で、各国と

周波数幅の拡大を協議する予定だ。 

 自動運転車に搭載するミリ波レーダーは、衝突

防止などに利用される。同省は今年６月、１００～２

００メートル先の障害物を見分ける７６～７７ギガヘ

ルツのミリ波レーダーの周波数幅を欧米に合わせ

る形で拡大。今回は、欧米も未実施の１００メートル

以内の近距離の障害物を認識できる７７～８１ギガ

ヘルツの拡大を行う。  

 

路面電車 

路面電車の風情ある景色を楽しめる

街、日本にいくつあるか知ってる？  

路面電車のある町は、何だか独特の美しさがあ

りますよね。昭和 40 年代に自家用車が普及し、地

下鉄などの登場もあって日本の路面電車は一気

に姿を消していきましたが、逆に今は路面電車の

魅力を再確認した自治体や市民が、自分の町に

復活させようという動きも目立ちます。 

全 17 都市！路面電車の走る日本の町を幾つ言 

える？© TABIZINE 提供 全 17 都市！路面電

車の走る日本の町を幾つ言える？  

そこで今回は国土交通省の情報をもとに、現在

もなお路面電車が走っている日本の都市をまとめ
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ました。観光の際には移動手段として使い、いつも

と違う車窓の変化を楽しんでくださいね。 

北海道・東北の都市 

全 17 都市！路面電車の走る日本の町を幾つ言

える？ 

初は北海道・東北で路面電車が走る都市。残念

ながら東北で路面電車の走っている都市は 1 つも

ないそうです。その代わり、 

・札幌市・・・札幌市交通局 

・函館市・・・函館市交通局と北海道の 2 都市で路

面電車が走っています。札幌の場合は JR 札幌駅

前に路線が延びておらず、すすきのなど町の中心

部を走る路面電車になります。函館は港や函館駅

前や五稜郭などを結ぶ路線ですね。 

北陸の都市 

意外かもしれませんが、富山を中心とした北陸

の都市は、路面電車の路線が充実しています。全

国的に赤字が大半を占める路面電車の中で、広

島などと並び数少ない黒字化を達成している場所

でもあります。富山市は全国で初めて次世代型の

路面電車を導入した自治体でもあるんです。 

・富山市・・・富山地方鉄道、富山ライトレール 

・高岡市（富山県）・・・万葉線 

・福井市・・・福井鉄道 

同じ北陸の石川県金沢市も路面電車を復活させ

たいという意見が根強いようですから、実現すれば

北陸 3 県は全て路面電車の走る自治体になります

ね。 

関東の都市 

東京にも幾つかの路面電車が走っています。 

・荒川区・・・東京都交通局 
・世田谷区・・・東京急行電鉄 

東京にはかつていろいろな路面電車が走って

いたそうですが、今残っている路線は「荒川線」と

「世田谷線」の 2 つになります。湘南でも江ノ島電

鉄の一部が路面電車化していますが、名目上は路

面電車ではなく普通鉄道みたいですね。 

中部の都市 

中部の都市は 1 カ所だけになります。 

・豊橋市（愛知県）・・・豊橋鉄道 

豊橋市は東海道本線沿線、三河湾国定公園の

入り口にある都市です。JR 豊橋駅から終点まで片

道 20 分ほどの短い路線ですが、町中を通過して

行く路面電車ならではの車窓の面白さが楽しめま

す。 

関西の都市 

京都は日本の路面電車発祥の地です。その京都

を含め、以下の都市が路面電車を運行させていま

す。 

・大津市（滋賀県）・・・京阪電気鉄道 

・京都市・・・京福電気鉄道 

・大阪市・・・阪堺電気軌道 

・岡山市・・・岡山電気軌道 

現在の京都の路面電車は、四条大宮や北野白

梅町をスタートし嵐山へ向かう（あるいは嵐山をス

タートする）小規模な沿線になっていますが、かつ

ては市内を路面電車が縦横に走りまわる都市だっ

たとか。 

中国・四国の都市 

次は中国・四国の都市です。真っ先に思い浮か

ぶ広島だけでなく、他にもありますよ。 

・広島市・・・広島電鉄 

・松山市（愛媛県）・・・伊予鉄道 

・高知市・・・とさでん交通 

高知市のとさでん交通は、市内を十字に走る路面

電車で、松山市の伊予鉄道は、市内の松山城をぐ

るりと取り囲むように走っており、その一端は道後

温泉へと通じています。 

松山の路面電車は汽車のような外観をした「坊

ちゃん列車」も運行していますので、時間を合わせ

て乗車してみてください。 

九州の都市 

後は九州の都市です。九州の路面電車と言

えば真っ先に長崎が思い浮かびますが、それ以外

にもあります。 

・長崎市・・・長崎電気軌道 

・熊本市・・・熊本市交通局 

・鹿児島市・・・鹿児島市交通局 

熊本市にはもともと路面電車として開業した熊本

電気鉄道も走っています。現在は普通の電車に定

義されるそうですが、わずかな区間が路面電車とし

て走っています。熊本観光の際にはチェックしてみ

てください。運が良ければくまモン電車も見られる

かもしれませんよ。 

以上、路面電車の走る日本の都市をまとめまし

たが、いかがでしたか？各都市に訪れた際には積

極的に利用して、路面電車のある町並み維持に貢

献したいですね 

 

寒くなってきましたね。もう冬です。 


