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おかげさまで 50 年
日本地図センターは 2022 年２月に
1972 年２月の設立から 50 年を迎えます
地図中心
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新刊地形図案内・今月新刊の見どころ！
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日本路面電車地図
本誌に掲載している路面電車地図

路面の鉄道の駅※（安全地帯の名

は、地理院地図（標準地図）を基

称）は、地理院地図上の位置にその

に、全図を縮尺３万分１として作成

長さのまま表示しました。地理院地

したものです。

図では、交差点を挟んで駅がある場合

路面電車の軌道は、２万５千分１
地形図図式の中の鉄道区分で路面の
鉄道として区分されています。

は、どちらか一方を表示したり、その
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【路線図作成にあたって】
基図は、地理院地図（2021年11月
取得）を使用し、駅名については、
各鉄道事業者のWebサイト等を参考
にした。
図２

【凡例】
軌道

駅

分割図の接合先の方向とページ番号
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路線図は、都市機能や街の景観、
郊外の景色などが思い浮かぶような

は、道路上に敷設された鉄道で、単

表現になっています。また、地形の

線又は複線を区別しないとありま

起伏や傾斜なども合わせて読み取る

す。また、道路上に敷設されていな

ことができるように、段彩表現を施

い区間は、普通鉄道の記号で表示さ

しています。段彩の凡例（図２）

れます（図１）。ただし、本図の路

は、路線が通る付近について示して

線は地理院地図で普通鉄道（JR線以

います。ただし、建物等が密集して

外）で示されている区間においても

いるところは色調が異なります。

記号を変えないで表示し、また、他

《編集室》

記号との立体交差部、トンネル内、

※停留場、停留所、停車場、電停などの呼び名

して描いています。

１冊

中間位置に示したりしています。

この記号の図式適用にあたって

建物内などは間断することなく連続
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がある。

図１ 地理院地図（万葉線の一部分）
都道府県道（道路内部が黄色）内部の軌道が路面
の鉄道。対港橋と並行している部分は、普通鉄
道（JR 線以外の単線）の記号で表示されている。

【特集内写真キャプション凡例】
「」内：停留場名称
〔〕内：写真提供者。著者は名字のみ、
写真提供のみの場合はフルネーム、記
載なしは編集室

表紙 路線図：本誌掲載路線図の縮小図（丸数字は、目次に対応）
写真：右上から、
札幌市電
「東屯田通」付近のＭ100 形、富山地方鉄道「安野屋」付近のデ 7000 形、JR 豊橋駅前の豊橋鉄道モ 800 形、京福電気鉄道「妙心寺」付
地図中心
2 2022 January
近のモボ 611形、伊予鉄道「道後温泉」のモハ 50 形、東急世田谷線「世田谷」のデハ 300 形、都電荒川線（
「荒川二丁目」の 9000 形、
「学習院下」付近の 8500 形）
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開業で、Ｃ形の路線だったものが一

で大形の窓を持つ「札幌スタイル」

周つながり環状化を成し遂げた。現

と呼ばれる吊り掛け駆動の旧型車

在の路線長は 8.9km となっている。

210・220・240・250 形 と、1985 ～

持っており、環状線として一体的に

運賃は均一料金で、大人 200 円（子

1988 年に製造されたカルダン駆動・

運用されている。明治末期の札幌軟

供 100 円）である。

VVVF インバータ制御の 8500・8510

札幌市中央区の市街地に４路線を

軌間は 1067mm、電圧は直流 600V

・8520 形、旧型車の機器を流用して

まで路線を広げた馬車軌道を経て、

で全線が複線だ。都心線は道路の両

車体を新製し、1998 ～ 2001 年に改

1918 年に札幌電気軌道として開業、

脇に沿って線路が敷設されるサイド

造された 3300 形、そして 2013 年か

1927 年 に 市 営 化 さ れ る に 至 っ た。

リザベーション方式となっている。

ら導入された札幌市電初の超低床車

2020 年４月１日に上下分離方式へ

降雪地であるため、すべての停留場

A1200 形「ポラリス」、３車体連接の

移行し、現在は札幌市交通事業振興

にはロードヒーティングと上屋が設

A1200 形に対して単車とし、2018 年

公社が運営し、札幌市交通局が所有

けられている。また車両基地は電車

から導入された 1100 形「シリウス」

者となっている。

事業所前に隣接しており、背後には

など、古豪形式から近年のライト

藻岩山がすぐ迫っている。

レール車両まで幅広い顔ぶれとなっ

石の石材輸送線を皮切りに、市街地

最盛期は約 25km の路線長を持ち、
札幌市内の東西南北を結び非電化区

車両は、1958 ～ 1961 年に製造さ

ている。また雪国ならではの形式と

間も存在したことから、珍しい気動

れた、札幌市電独特の美しい流線形

して、竹製のブラシを連ねたブルー

車の「路面ディーゼル車」も運用さ

ムを回転させ、軌道敷の排雪を行う

れていたが、モータリゼーションに

「ササラ電車」雪１・10・20 形が在

よる乗客の減少や、1972 年の札幌冬

籍しており、札幌の冬の風物詩とも

季オリンピック開催にあわせて地下

なっている。

《野月貴弘》

鉄の建設が推進され、1971 年末の地
下鉄南北線の開業に前後して、４度
にわたって市電路線の廃止が行わ
れ、1974 年には札幌市中心部の一条
線（西４丁目～西 15 丁目）
、山鼻西
線（西 15 丁目～中央図書館前）
、山
鼻線（中央図書館前～すすきの）の
みとなった。この３路線は連続した
１つの路線として運用され、2015 年
の都心線（すすきの～西４丁目）の

すすきの交差点を通過する 3300 形

１ km
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3

路面電車の
過去、現在、そして未来

今尾

恵介

日本で最初に電車が走ったのは明

リン郊外に登場したこの「新交通シ

治 23 年（1890）４月、上野公園で開

ステム」に乗ったかどうかはわから

かれた内国勧業博覧会であった。現

ない。

在の東京芸大あたりに敷設された１
町（約 109 ｍ）ほどの仮設線路

に、

〔１〕

シーメンスの車両は地上のレール
から集電する方式で不具合があり、

図２ 幅員が狭い道を走る地方では道路の片側に寄せ
て敷設された。初期の電気軌道の姿をとどめていた
今 は な き 名 鉄 美 濃 町 線。神 光 寺 停 留 場 付 近 に て
1997 年 11 月７日撮影

東京電灯の技師長・藤岡市助がアメ

現代では一般的な架線集電方式の電

リカで買ってきた２両のスプレイグ

車を開発したのが米国エジソン研究

式電車が走った。馬が牽くわけでも

所の技師スプレイグである。ニュー

おり、日本初の営業運転は明治 28

なく、蒸気機関も積んでいない車両

ヨークやボストンでなくヴァージニ

年（1895）の京都電気鉄道になった

が動くのには興味津々で多くの人が

ア州都のリッチモンドに 1888 年に

（京都停車場〜伏見町）。馬車鉄道に

詰めかけたという。

初 登 場 し た 理 由 は、こ の 都 市 が

比べて電気鉄道は「動力費」が３分

その９年前の 1881 年、世界初の

100‰の急勾配がある坂の街だった

の２に抑えられる〔２〕こともあって、

電気動力による営業路線がベルリン

からで、新技術の電車がスイスイと

日本の都市では最初から電気鉄道を

南西部に位置するリヒターフェルデ

登ってアピールした。

選択する事業者が相次いだ。京都の

◆電気鉄道が各地に登場
明治 30 年代

後は明治 31 年の名古屋電気鉄道（後

（現在は市内）の 2.5km の区間にシー
メンスの車両が走った。なぜ街外れ

の名古屋市電）、32 年の大師電気鉄
道（現京急）、33 年の小田原電気鉄

だったかといえば、都心部にはすで

上野公園のデモンストレーション

に馬車鉄道が縦横に路線網を広げて

はリッチモンドの開業からわずか２

道（現箱根登山鉄道）などが続き、

いたからであろう。森鷗外がドイツ

年後であったが、ベルリンと同様に

明治 36 年（1903）には大阪市電、東

に留学したのはその翌年だが、ベル

東京では馬車鉄道がすでに活躍して

京馬車鉄道を電化した東京電車鉄

46

図１

日本で初めて電車の営業運転を行った京都電気鉄道の路線図「京都電鉄案内」明治 44 年（1911）発行
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この図は、都電荒
川線（東京さくらト
ラム）の前身・王子
電気軌道のパンフ
レット「王子電車
王電バス案内図」の

592

路線図です。図中に
発行年の記載はない
のですが、路線の状
況から昭和 13
（1938）
年のものと推定され

10

ます。表 紙に「 散 策
に、つみ草に、舟遊
びに、行楽は王子電
車に乗って」とのコピーがあり、

（昭和 18）年には、戦時法制の都

（昭和 47）年に、王子駅前〜赤羽

荒川（現・隅田川）と荒川放水

制施行によって、東京市が廃止

間が廃止されたことで、三ノ輪

路（現・荒川）沿いを観光スポッ

されて東京都が設置されたため、

橋〜早稲田間の路線が残り、都

トとしてお勧めしています。

東京都電車（都電）になります。

電荒川線として今日も走ってい

戦後・高度成長期を経た 1972

その後、1942（昭和 17）年、戦
時下の電力統制と交通統制のた
め、王子電気軌道は東京市に事
業譲渡し、東京市電に。翌・1943
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【御即位記念地図】1 万分 1 地形図「東京中心部」
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「地図倶楽部」へのご入会をお待ちしています！ 03-3485-5417（事務局）
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〔編集長・小林政能〕

地図中心
2022 −１ 通巻 592 号

地図と 50 年・地図で 50 年

一般財団法人日本地図センター
は、1972（昭和 47）年２月 23 日設
立、2022（令和４）年２月に設立 50
周年を迎えます。内外の各種地図
を広く収集し、地図に関する調査
研究等を行う機関でもある日本地
図センターの地図とともに歩んだ
50 年を、地図でたどります！
バックナンバーのご案内

ます。
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