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●表紙説明●

　白とオレンジに配色されたシャープなラインの構造物
－３月２日に全線開業した台湾高速鉄道（「７００Ｔ型」
車両）の先頭車両です。そしてここは、同鉄道の終起点
の左営駅（高雄）。台北駅から約３４５ｋｍを最高時速
３００ｋｍで走って同駅に到着し、台北への折り返し発車
を待っています。
　川崎重工が主契約会社として受注し、国内の他のメー
カーとともに３６０両（３０編成）を製作、納入した「７００Ｔ型」
車両が快走している台湾高速鉄道についての詳細は、「最
前線カメラルポ」をご覧ください。

イラストぎじゅつ入門－◯

水上を颯爽と走る
「ジェットスキー」の
最新モデルの“すごさ”を解剖

66

－純国産ガスタービン－

　３月２日、台湾高速鉄道（いわゆる台湾新幹線）
の未開業部分だった台北－板橋間がつながり、
全線開業となった。
　日本の新幹線が海外で初めて採用された台
湾高速鉄道は、台湾最大の都市、台北と、南部
最大の都市である高雄間（約３４５ｋｍ）を最短
１時間４０分で結ぶ。
　台湾高速鉄道は、川崎重工など日本の７社連
合によって設立された台湾新幹線（株）が、車
両や信号システム、軌道などを事業主の台湾
高速鉄路股　有限公司から受注し、建設した。
このうち車両は、川崎重工が主契約会社として
受注し、（株）日立製作所・日本車輌製造（株）

とともに３６０両（３０編成）を製作、納入した。こ
の車両（「７００Ｔ型」）は、ＪＲ東海とＪＲ西日本
が共同開発し、「のぞみ」に使用している「７００
系新幹線」車両をベースに、事業主の要求を
盛り込んで設計したものである。
　日本の新幹線にとって、初めての海外輸出と
なった台湾高速鉄道－早速、台北－左営（高
雄）間を乗ってみた。その感想は、車内は広く
明るく、揺れが少なくて快適な乗り心地であった。
そして、新設された駅はいずれもモダンで広く、
その駅を中心に、さまざまな地域開発が計画
されていた。

台北駅（台北市）－左営駅（高雄市）間を最短
１時間４０分で結ぶ台湾高速鉄道の乗車ルポ
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台北駅 Taipei
板橋駅 Banciao

桃園駅 Taoyuan

新竹駅 Hsinchu

台中駅 Taichung

嘉義駅 Chiayi

台南駅 Tainan

左営駅 Zuoying
（高雄）

台中駅－嘉義駅間を快走する台湾高速鉄道。白地に配された
オレンジと黒のラインが颯爽と走っていった。
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重厚な外観の台北の表玄関、台北駅。台湾高
鉄や台湾鉄道（在来線）、地下鉄が発着し、地
下には広大な地下街が整備されている。
吹き抜けが印象的な台北駅の１階。
賑わう台湾高鉄の自動券売機。
チケットは窓口でも販売されている。
台湾高鉄のチケット。取材陣の往路は１０号車
だった。
台北駅では台湾鉄道が駅弁を販売している。
台湾高鉄の自動改札口を入る乗客。
台湾高鉄「４０５」に乗り込む乗客。

写真　～　は台北市街の点描。
デパートやオフィスビルなどが建ち並ぶ台北駅前。
地下鉄板南線・木柵線「忠孝復興駅」近くの繁
華街。
１０１階建て（高さ５０８ｍ）で世界一の高さを誇る
台北の新ランドマーク、台北国際金融センター「台
北１０１」。
台北最大のスケールを誇る夜店、士林夜市。

明るい配色の普通車は２＋３座席。

板橋駅から桃園駅に向かう窓外風景。天気は
どんよりとして今にも降りそうだ。

ワゴンの車内販売に乗客から声がかかる。

７号車の車椅子利用者用バリアフリー席。
（写真提供／台湾高速鉄道）

　午前８時４５分、台北駅。
　台湾高速鉄道（以下、台湾高鉄と略）
が全線開業した直後の、ある日。
　在来線の台湾鉄道・台北駅と共同駅
方式を採用している台湾高鉄・台北駅は、
台北駅の地下の台湾高鉄専用エリア
内にある。その自動改札口を入った所

に設けられた待合い椅子は、多くの利
用者で埋まっていた。家族連れや女性
のグループ、ビジネスマン、外国人の旅
行者など、老若男女さまざまな人たちが
乗車を待っている。その間も、利用者が
次 に々自動改札口から入っていく。
　午前９時。駅員の指示で、利用者た
ちはエスカレーターで地下２階のプラット
ホームへ。そこに、１２両編成の「７００Ｔ型」
車両が待っていた。

　午前９時１５分  台北駅を発車。
　台湾高鉄の列車番号「４０５」列車は、
定刻の９時１５分に台北駅を発車した。
われわれ取材陣が座席指定された１０
号車は、ほぼ満席。なお、台湾高鉄は全
席が指定席である。
　しばらくはトンネルを走る。

　９時２５分、板橋駅を発車。
　板橋駅を発車した「４０５」は、すぐに
地上に出る。後で聞くと、台北駅から続
くトンネル区間は１０ｋｍほどだという。
　この日の天気は曇で視界はあまりよく
なく、窓外の市街地が靄に煙って見える。
と思う間もなく、「４０５」は再びトンネルに
入り、すぐに抜けた。

　ふたつ目の駅が桃園駅（桃園県）。
　桃園県には、首都空港として機能し
ている台湾桃園国際空港がある。
　この駅エリアの開発未来図によると、
テーマイベントドームや遊園地、ビジネス
センター、ショッピングセンター、観光ホテ
ルなどを整備して、発展させることが計
画されている。

　車両の１、５、１１号車には自動販売機
が設置されており、飲み物などを買える。
また、台湾の鉄道では初めて、ワゴンによ
る車内販売も行なわれており、ワゴンが
通りかかると乗客が珍しそうにホットコー
ヒーなどを買い求めていた。
　７号車には４席のバリアフリー席があり、
２台の電動車椅子と２台の折りたたみ式
車椅子を停めて置ける。身体障害者は、
車椅子に座ったまま車椅子固定装置を
使って直接、車椅子を固定させるか、座
席に座って安全ベルトで固定し、上下の
揺れや体の不快感を少なくさせることが
できる。

　最初の駅の板橋駅も地下に設けられ
ている。「４０５」は、滑るように板橋駅に
入り、地下２階の南部方面ホームの定
位置にゆっくりと停車した。なお、上りの
北部方面ホームは地下３階に設けられ
ている。

　台湾高鉄の車両構成は１２両編成（ビ
ジネス車１両＝日本の新幹線のグリーン
車に相当：６６座席、普通車１１両：９２３
座席）で、座席総数は９８９席。車両の
座席配置は、ビジネス車が２＋２（１列
４座席）、普通車が２＋３（１列５座席）で、
「７００系」と同じである。
　回転式の座席を、うまく回転できなかっ
たグループの女性客が、取材陣のやり
方をまねる一幕もあった。
　台湾高鉄の軌道は１，４３５ｍｍの国
際標準軌道が採用されており、車両内
部はゆったりとした快適なつくりである。
直接照明で、内部のカラーデザインは明
るく軽快な配色で、リラックスできる居住
空間となっている（ビジネス車は暖色系
の配色で間接照明を採用）。

　「７００Ｔ型」車両は、白い車体の側面
に、台湾高鉄のコーポレートカラーである
オレンジと、黒のラインがあしらってある。
先頭形状は「７００系」の頭部よりやや短
いが、これは台湾高鉄の希望によるデ
ザインで、空気動力学に適合した流線

型頭部となっている。この先頭形状は、
車両がトンネルに進入した時、トンネルの
出口で発生する微気圧波による音がで
きるだけ小さくなるように研究された結果
だという。ちなみに、台湾高鉄の軌道は、
約７３％が高架橋と橋梁の上、約１８％が
トンネルの中、約９％が切り通しや路床に
敷設されている。

待合い椅子を埋めた
老若男女の乗客たち

次の板橋駅の少し先まで
トンネル内を走行

台湾の鉄道で初めて
車内ワゴン販売も登場
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スーリンイェス
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新竹駅。大きな旗とも翼とも見える斬
新なデザインの屋根を雨が打つ。
新竹駅構内。ガラスの多用と高い天井
が明るく広い空間を創出している。
客家の伝統文化をモチーフにした壁面
のレリーフ。
駅の周辺で進む建設工事。夢のある
開発計画が描かれている。
新竹市街の一景。寺院に隣接して市
場が連なり、賑わっていた。

長さが約４２０ｍもある台中駅。織機の杼をイメー
ジしたという屋根がスピード感を演出している。
週末には駅の見学客がたくさん来ると係員はいう。
構内には六角形の自動券売機が設置されている。
台中駅に降りた乗客がエスカレーターで１階の
改札口に向かう。
台湾第３の都市、台中市街の賑わいぶり。車の
多さには驚かされる。

写真　～　は台中市の見どころ点描。
国立台湾美術館。
国立自然科学博物館。敷地内には広大な植物
公園もある。
広さ約１５万ｍ2の中山公園。

ビューポイントでとらえた走る「７００Ｔ型」の全貌。

北部の農村地帯では田植えの最中だった。

ビューポイントで「７００Ｔ型」を待つ人々。

出た！  時速３００ｋｍの表示。車内がざわついた。

　９時４１分、桃園駅を発車。
　郊外に出た「４０５」は徐々にスピード
を上げていく。

　９時５５分、新竹駅を発車。
　「４０５」は田園地帯を走る。田んぼに
は水が張られ、田植機で田植えが行な
われていた。「４０５」は丘を越え、小高い
山の裾を疾走する。

　南下するにつれて空が明るくなり、時折、
陽の差すようなこともあったが、晴天とま
ではいかない。
　「４０５」は台中駅に着いた。

　台中駅の印象は、とにかく大きいことだ。
長さが約４２０ｍあり、構内は広大である。
　その設計コンセプトは、駅の公共事務
専員によると、シャトル（織機の杼）とも、ミ
シンの針ともいう。スピードと人の往来を
イメージしているようだ。人の往来といえば、
台湾の正月（旧正月：今年は２月１８日が
元日）には、１日最大約１万５，０００人の利
用客があったという。また、駅の公共事
務専員は「土・日曜には、多くの人が駅
の見学にくるほどです」と話す。

　台中市は、台北、高雄に次ぐ台湾第３
の都市で、中部最大の商工業都市とし
て発展している。それだけに、台中駅の
設計コンセプトには、南北の各駅を繋ぎ
合わせる中枢的な駅であることを象徴
するクリップの意味合いも含まれているよ
うだ。将来構想も、台湾高鉄・台中駅を
中部の重要な交通の連携の中枢として
いく計画という。
　台中駅エリアの発展構想としては、周
辺にショッピングセンターやインテリジェン
トオフィスビルなどを開発し、“町の中の町”
とのコンセプトで都市中心の集中的な発
展を目指しているという。

　前述したように、台湾高鉄の軌道は
ほとんどが高架橋や橋梁の上、トンネル
の中などに敷設されており、疾走する雄
姿の全容を撮ることがなかなか難しい。
ところが、台中駅から少し離れてはいるが、
絶好のビューポイントがあるというので行っ
てみた。
　そこは、彰化県にある「銀河の鉄道」
と名付けられたオープンカフェ方式のレ
ストランで、小高い丘の中腹にせり出し
たスペースをつくり、目の下を台湾高鉄
が走り抜けるロケーションになっている。
　やがて時間が来て列車が近づくと、
お客がわれ先に手すりに群がり、カメラ
のシャッターが忙しく切られた。
　台湾高鉄の人気の高さを物語る光
景といえよう。

　１０時２３分、台中駅を発車。
　「４０５」は左右に田園風景が広がる
中を、一気にスピードを上げていく。ＬＥＤ

　「７００Ｔ型」車両には、台湾高鉄の希
望により、防火・不燃、防煙素材を用い
た内装材が使われ、また、防火壁を設け
るなど、万一に備えた各種の防火設備
が設置されている。そのほか、低速での
衝突を考慮した衝突吸収要素の採用、
台車異常監視システムの設置、運転士
異常検知システムの設置、異常時のパ
ンタグラフ自動下降システムの設置など、
台湾国内の法令法規などを考慮した設
計調整は約２０点にのぼり、安全対策に
万全を期している。
　さらに、台湾での使用環境に合わせて、
車両の主な部品部材はその強度と抗
疲労性が改めて設計された。加えて、
台湾の環境に応じてエアコンの温度・
湿度調整、デジタル式通信システムなど
の機能が強化された。

　車両にはＬＥＤ（発光ダイオード）電光
板が設置されており、到着駅情報や気
象情報、ニュース、場合によっては緊急
情報などを表示する。この電光板に、桃
園駅を出てから時折、列車の速度が表
示されるようになった。表示される速度
は時速２４０ｋｍ、２５０ｋｍと少しずつ上がっ
ていく。

　新竹駅（新竹県）に着いた時は、雨に
なっていた。
　聞くと、新竹県は風の強い地域だとい
う。新竹駅のデザインはその風に対応し

た設計で、地面の２か所に固定された
大きな旗のような、あるいは風に向かう翼
のような弧面の屋根が印象的だ。この
弧を描くデザインは“客家建築”の要素
を取り入れたものだという。駅構内の壁
面に、客家の伝統文化にモチーフを得
たレリーフが飾られており、楕円形の高
い空間が広 と々して明るい。なお、新竹
駅は台湾高鉄全線の中で、機能的にも
デザイン的にも最も優れた駅のひとつと
されている。
　新竹駅エリアは、近くの新竹サイエンス
パークに加え、清華大学や交通大学、工
業研究院など学術研究機構が協力し、
周辺の工業区と結合してビジネスセンター
やホテル、ショッピングセンターなどが開発
される計画という。駅エリアは、交通と居
住機能を兼ね備えた生活空間と、ハイテ
クの産業環境の発展を目指している。
　新竹駅のプラットホームからも、建設中
のビルの姿が数件見られた。

徐々に上がる
ＬＥＤ電光板のスピード表示

安全対策に万全を期した
設計調整や素材選択

台中駅は南北を繋ぎ合わせる
クリップの役目

ビューポイントで見た
台湾高鉄の人気ぶり

台中駅を出て約１５分後、
時速３００ｋｍを記録
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左営駅。台湾高鉄の駅はど
れもモダンで大きく、ゆったりと
している。
左営駅の屋根には波のイメー
ジが広がる。
左営駅の発券窓口もご覧の
賑わいぶり。

写真　～　は高雄市の見どころ
点描。
澄清湖の魔除けの意味を持
つ九曲橋。
左（龍）から入り、右（虎）から
出ると善人になれるという、蓮
池潭の龍虎塔。
高雄市内を流れる愛河は灯
明祭りで賑わっていた。

台南駅構内。天井の丸い造形は満月をイメージしたものだとい
う。台南の平野を照らす満月に思いが馳せる。
旅の心をなごませる駅舎の噴水。
列車表示板が正確な運行を物語っている。

写真　～　は台南市の見どころ点描。
オランダ人が建てた城砦で、かつてはプロビデンシャ城といわれ
た赤嵌樓。
１８７１年建造の海防用要塞で、“１億年は持つ鉄壁の城砦”
から名付けられた億載金城。
台南の目抜き通り。
オランダ人が築いた安平古堡。
安平古堡の展望台から見た台南・安平市街。

左営から在来線普通電車で終点の高雄まで乗っ
てみた。高雄駅にて。

台南駅。平地の周辺に溶け込むような低層のデザインである。（写真提供／台湾高速鉄道）

今回受注したのと同型のステンレス鋼製地下
鉄電車。完納予定は２０１５年４月。

　１０時４９分、嘉義駅を発車。
　台湾高鉄は、台北－左営間約３４５ｋｍ
を最短１時間４０分で結ぶ。これが、台
湾鉄道（在来線）の西部幹線（縦貫線）
では所要時間が約４時間３０分かかる。
　そんなことを考えていると２００４年１月、
川崎重工・兵庫工場で行なわれた「７００
Ｔ型」車両の披露式で、台湾交通部 
林陵三部長（当時）が、
　「台湾高速鉄道が開通すれば、台湾
西部の回廊の“一日生活圏”が形成され、
台湾の人々および貴国から台湾を訪れ
る人が、商用でも観光でも、高速、便利、
安全、そして快適な輸送サービスを享
受できます」
　と述べた式典挨拶が思い出された。
　「４０５」は台南駅に滑り込んだ。

　台南駅一帯は平地である。そのため、
台南駅の公共事務高級専員によると、
駅の設計コンセプトは“土地と風景の共
生”がテーマだという。駅とプラットホー
ムの屋根が視覚上、水平に連結し、全
体に低層に見えるようになっているのが
周辺の平地と共生しており、新たな“土
地と風景の芸術”を提供しているという
ことのようだ。

　台南は台中に次ぐ台湾第４の都市。
それだけに利用者も多く、平日でも約
４，０００人、旧正月には約２万５，０００人を
記録したという。
　台南駅エリアは、地方産業の基礎と
して科学技術や製造業を段階的に発
展させていく計画のようだ。エリア内で
はまた、ショッピングセンターやホテル、ビ
ジネス展示センターなどの建設がなされ
ていく計画で、駅周辺には台南科学大
学など教育機関の整備構想がある、と
公共事務高級専員は話す。

　１１時１０分、台南駅を発車。
　台南から終点の左営（高雄）までは
１５分で着く。駅は高雄市左営区にある
のでこの名前が付いた。将来は左営－
高雄間を結ぶ地下鉄計画があるという。
　「４０５」は１１時２５分、定刻通りに左
営駅に到着した。２時間１０分の快適な
“新幹線”の旅だった。
　高雄は、台湾第２の観光都市、商工
業都市で、発展の勢いは台北をしのぐ
ほどとともいわれている。その街の台湾
高鉄における玄関口となった左営駅は、
駅全体を波状の屋根が覆っている。高
雄市は海洋都市の異名があることから
波のデザインがコンセプトになった。また、
ガラスが大量に使われており、駅全体を
より明るく、広い構内をより一層広く感じ
させている。
　左営駅エリアは、北高雄にショッピン
グや観光、休憩をひとつにしたスポットが
創られ、人とビジネスチャンスを引き入れ
て北高雄の商業発展を促し、都市の新
商圏を形成する計画があるという。

　左営駅の改札口を出た所で、取材陣
に通訳として同行した川崎重工台北事
務所の張雅茜さん（台北市在住）に、台
湾人としての感想を聞いてみた。
　「３月２日に台湾高速鉄道が全線開
業した時は、うれしかったですね。国民
の一人として、何か誇りのようなものを感
じました。利用するのは今日が初めてで
すが、乗り心地はすばらしかったです。
横揺れが少なく、本当に快適でした。途
中でスピード表示が３００ｋｍと出た時は、
ちょっと興奮してしまいました。これで、国
内の移動が非常に楽になりましたね」

●
　台湾高鉄は今日も多くの乗客を乗せて、
最高時速３００ｋｍで“台湾西部の回廊”
を快走している。

電光板に表示されるスピード表示がみ
るみる内に上がっていき、気になるらしい
乗客が、ちらちらと電光板に目を走らせる。
　台中駅を発車しておよそ１５分後、電
光板に時速３００ｋｍと表示された。最高
営業速度を記録した瞬間だ。車内がざ
わついた。
　時速３００ｋｍのスピードでも、横揺れは
少なく、乗り心地の快適さは変わらない。
　車窓に目を転じると、北部では田植え
の最中だったが、南下するにつれて田
植えの済んだ田んぼの稲の青さが濃くなっ
ていった。
　嘉義駅に着いた。
　嘉義県の県都、嘉義は、熱帯圏の玄
関口で、市街地を離れるとサトウキビ畑
が広がっている。
　嘉義駅周辺は、台湾におけるリゾート
センターとしての発展が期待されている
という。

■川崎重工と台湾の鉄道■

豊富な実績に加え、
このほど、台北市向け地下鉄システムを一括受注
　台北市では都市開発に伴う地下鉄ネットワー
クの整備が計画的に進められており、淡水線
や板南線、中和線など多くの地下鉄路線が運
行している。川崎重工はこれらの地下鉄向け
に１９９１年に１３２両（１次車、納入済み）、２００３
年に３２１両（４次車）の合わせて４５３両の地下
鉄電車を受注し、４次車については２００５年１２
月から納入を開始している。
　さらにこのほど、丸紅（株）およびＣＴＣＩ  
Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（台湾・台北市）と共同で、台北
市政府捷運工程局向け地下鉄システムを一
括受注した。これは、地下鉄電車１３８両をはじ
めとして、信号システム、変・給電システム、通信
システム、自動改札機（ＡＦＣ）を一括供給する
ものである。
　本システムは、台北市内の中正紀念堂駅か
ら象山駅までの７駅区間を結ぶ「信義線」と、
西門駅から中山駅を経由して松山駅までの
８駅区間を結ぶ「松山線」の２本の新規路線
に導入される。当社は、コンソーシアム（共同連

帯受注企業体）のリーダーとして、プロジェクト
全体を統括するとともに、地下鉄電車１３８両の
製造および信号システムの供給を担当する。
　このほかにも当社は丸紅と共同で、台北・桃
園（旧称：中正）国際空港鉄道の建設を進め
ている。

旧正月には
１日に約２万５，０００人が利用

形成された台湾西部の回廊の
“一日生活圏”

１１時２５分、
定刻通りに「左営駅」に到着

「３００キロのスピードに興奮」
と女性通訳

台
南

左
営

タイ  ナン

チャーイー

Kawasaki News 146　2007/46 7




