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0. はじめに 

 

 この文書は、鉄道の路線名を見出し(entry)項目とした目録（カタログ）です。編集の目的は、橋梁工学の資料

整理に使うためです。橋を扱う資料の整理方法は、情報化時代になって、データベース技術を利用するように

なってきました。その準備作業には、検索の効率を上げるため、検索語（キーワード）の辞書を別にまとめてお

く必要があります。これはシソーラス（分類語辞典）と呼ばれ、同じく目録の形式に編集します。用語、ここでは

検索語、の意味などを解説に加えたものは、事典(encyclopedia)と当てます。橋が渡す通路について言えば、

その大きな分類種別は、道路・鉄道・水路などです。この文書は、鉄道路線の位置情報を加えて、一覧の形

（事典形式）に整理しました。 
 

 鉄道路線は、或る地点から別の地点へと結ぶ線状の構成が単位です。複数の路線が網目構造（network）に

構成されていますので、図形情報としての路線地図の作成が、本来、主作業です。地図の付録として編集した

のが文字情報の「路線名一覧」であって、地図は索引の位置づけです。しかし、地図は大きな寸法の用紙の方

が使い易いので、パソコンの狭い画面で閲覧するには別の工夫が必要です。最も詳細な全体地図には、時刻

表に載せてある路線図を使うのがよいでしょう。目録としてまとめた路線名一覧は、路線が通る地域名・地区

名、主線・支線の網目構造などが分かる項目名をまとめました。鉄道は、近代以降、国が主導して管理してき

た経緯がありますので、鉄道と言えば全国を網羅する国有鉄道（国鉄）のことを指すことが普通でした。1987 年

に国鉄が民営化され、複数のＪＲグループ企業に分割され、従来の私鉄と横並びで管理運営に努力を競う時

代に移行しました。この路線名一覧は、企業別の大枠を決め、地域別に路線名を並べてあります。作業用のツ

ールにはＭＳ－ＥＸＣＥＬを利用しましたので、文字並びはパソコンで利用するＳｈｉｆｔ ＪＩＳのコード順になってい

ます。因みに、日本全国で約６５０の路線名があります（駅名事典：中央書院）。 
 

 一般論として、橋の情報を整理する資料を作成するときの目的は幾つも考えられます。橋は公共構造物です

ので、公共企業体は、管理の目的で、橋梁台帳をまとめています。設計・製作・架設どの技術的な視点から、

必要な情報をまとめた橋梁用語事典（山海堂）もあります。橋は地域密着型の構造物ですので、創架・破壊・架

け替え、消滅などの記録は、その地域の歴史として人文地理的な興味の対象でもあります。橋は地域のランド

マークとしても親しまれてきました。絵画、とりわけ浮世絵などの橋の画像情報は、昔から多く知られてきまし

た。近代になって、写真の利用が便利になりました。地域の紹介をし、さらに地域の景観を紹介する旅行案内

には、地理情報が不可欠です。鉄道を利用するとき、時刻表（ＪＴＢ）などと共に、この路線名一覧の情報が役

に立つと思います。 

島田静雄 
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用語索引 
 

 解説文に使われる用語の索引をまとめました。やや専門的な用語、例えば、木構造・網目構造・可算名詞・集

合名詞、などの意味を詳しく調べたいときは、インターネットの検索機能を使うのがよいでしょう。 
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1. 参照項目の解説 
1.1 見出しに使う路線名 
 紛らわしいのですが、例えば、東海道本線は、ＪＲの路線名です。起点と終点とがあり、複数の都府県にまた

がる一筋の主線です。一方、東海道線は、システム名（系）です。例えば、御殿場線は東海道線の支線です。

下の第１．６節に紹介する地交線は、支線と同義であると理解し易いのですが、解説欄では（幹線）と記入され

ていることに注意します。川の場合は、本流と支流の区別があって、その全体はシステム的には木構造を考え

ることができ、これを水系とくくっています。鉄道路線全体は、図形的に複雑な網目構造ですので、重要な骨格

を形成する一筋の路線名に、上で挙げたように、東海道本線と使います。旧国鉄が分割民営化されたとき、鉄

道路線の集合を、幾つかの独立したシステム単位に分ける管理体系が必要になりました。河川の水系のような、

自然地形を元にした水系システムと比べて分かり難いところがあります。更にいえば、東海道本線は、複数のＪ

Ｒ会社が、区間を決めて管理を分担しています。これを広域路線と言います。 
 

1.2 読み（ふりがな） 
 路線名は固有名詞です。漢字並びを使うことが普通ですので、独特の読みもあります。旧国鉄時代の路線名

は、国鉄の歴史が古いこともあって、読みの情報は比較的よく知られています。一般の私鉄は、ローカル線的

な性格があります。路線名のふりがな記入は十分ではありません。 
 

1.3 主線名（システム名） 
 システムとは、戦後に使われるようになった新しい用語であって、英語では加算名詞です。「複数の要素の集

合で、一つの機能を持たせたもの」を指しますので、集合名詞の性格があります。日本語では、組織や系と当

てます。単体としての一つの機能を持たせた電気機械装置は典型的なシステムです。この文書では、路線の

集合が図形的には網目構造であることを説明する用語として使います。人の集合には組合の用語があります。

二つ以上のシステムの集合は、複数形のシステムズと使います。日本語では単数・複数の区別をしませんの

で、実際はシステムズであっても、単数化したシステムと当てる混乱があります。実体としての鉄道は、路線・

車両・駅舎・人的組織などを個別のシステムとし、その集合全体を企業体名で代表し、システムズ単位を構成し

ています。システムズは全体の管理が大きな問題です。旧国鉄は、超巨大な一つのシステムズであったので、

民営化は効率のよいシステムズへの改革であったのでした。私鉄は、効率の良いシステムズに構成する企業

努力をしてきました。なお、ＪＲの新幹線は、在来線とは独立したシステムとして扱います。 
 

1.4 企業体名 

 この文書では、路線名の集合を、ＪＲグループ、大手私鉄、準大手私鉄、中小私鉄、公営鉄道、に分けて並べ

ました。ただし、例えば、東海道本線は、ＪＲ東日本、ＪＲ東海、ＪＲ西日本の３つの管内で、区間を分けて管理し

ています。公営鉄道は、以前は都市の路面電車が主流でしたが、現在は地下鉄に置き換わっています。 
 

1.5 地域名・地区名 
 個別の鉄道路線の所在地域名は、都府県名を使います。ただし、北海道は、振興局名を採用します。一筋の

鉄道路線は、一つの都府県内に起点と終点が在る場合だけでなく、複数の都府県間を結ぶ路線があります。

これを広域路線と言います。その場合は、原則として起点側を書きます。都府県名は、文字数を短く抑えるため、

頭の漢字２字で表します。３文字以上の県名は、神奈川県・和歌山県・鹿児島県ですが、神奈・和歌・鹿児の２

字を使いました。北海道のオホーツク振興局は、片仮名の「オホ」としました。地区名は、関東・東北・近畿など

ですが、説明には利用しません。複数の地区名にまたがる路線は超広域路線であると説明しています。 
 

1.6 備考欄に書く用語 
 ここには、特にＪＲの路線について、幹線、地交線（地方交通線）、ローカル線、廃止線、などが書かれます。

これらの用語は、国有企業（国鉄）を民営化する法的な手続きのときに決められたものですので、一般常識の

用語の意味とは異なった意義を持たせています。旅客数が多い黒字路線を幹線、それ以外を地交線の二分類

に分けて定義されています。最悪の赤字路線は廃止されましたが、参考資料として残してあります。ただし、地

元の存続要望が強い場合は、別事業者（第３セクターなど）に経営を転換した路線があります。私鉄の路線名

の備考欄に（旧ＪＲ線）とあるのがそうです。一方大手私鉄には「…本線」の路線名が幾つかありますが、常識

的な方の幹線の意義で命名されています。ＪＲの東海道本線は備考欄に（幹線）とあって素直な理解ができま

すが、ＪＲ北海道地区では、「…本線」の路線名であっても、地交線扱いになっている路線が幾つかあって、苦

しい経営状態であることが分かります。 



 ４ 

2. 日本の鉄道路線一覧 

 

企業体区分 

Ａ： 新幹線及び広域路線 

Ｂ： 在来線主線名（システム名） 

Ｃ： 地域別ＪＲ路線名 

Ｄ： 大手私鉄（16社）・準大手私鉄（5社） 

Ｅ： 地域別中小私鉄 

Ｆ： 公営鉄道 

 

 

線名  読み 主線名  企業体 都道府県 （備考） 
―――――――――――――――――――――――――――― 

Ａ： 新幹線及び広域路線 
九州新幹線   JR九州 

山形新幹線   JR東日本   

山陽新幹線   JR西日本   

秋田新幹線   JR東日本   

上越新幹線   JR東日本   

瀬戸大橋線   JR西日本、JR四国  

津軽海峡線   JR北海道、JR東日本 

東海道新幹線  JR東日本、JR東海、JR西日本 

東北新幹線   JR東日本  

北海道新幹線  JR北海道   

北陸新幹線   JR東日本   

 

Ｂ： 在来線主線名（システム名） 
久大線   JR九州 福岡  

鹿児島線   JR九州 福岡 

筑豊線   JR九州 福岡 

長崎線   JR九州 長崎 

日豊線   JR九州 福岡 

豊肥線   JR九州 大分 

高徳線   JR四国 香川 

土讃線   JR四国 高知 

徳島線   JR四国 徳島 

予讃線   JR四国 愛媛 

関西線   JR西日本 奈良 

山陰線   JR西日本 京都 

山陽線   JR西日本 兵庫 

北陸線   JR西日本 滋賀 

関西線   JR東海 奈良 

紀勢線   JR東海 三重 

高山線   JR東海 岐阜 

東海道線   JR東海 東京 

羽越線   JR東日本 新潟 

奥羽線   JR東日本 福島 

信越線   JR東日本 群馬 

総武線   JR東日本 東京 

中央線   JR東日本 東京 

東海道線   JR東日本 東京 

東北線   JR東日本 東京 

磐越線   JR東日本 福島 

陸羽線   JR東日本 群馬 

樺太線   JR北海道  

釧網線   JR北海道 釧路 

根室線   JR北海道 根室 

室蘭線   JR北海道 胆振 

室蘭線   JR北海道 胆振 

宗谷線   JR北海道 宗谷 

石北線   JR北海道 上川  

日高線   JR北海道 日高  

函館線   JR北海道 渡島  

名寄線   JR北海道 上川  

留萌線   JR北海道 留萌  

 

Ｃ： 地域別ＪＲ路線名 
塩釜線 しおがま 東北線 JR貨物 宮城 （幹線） 

新湊線 しんみなと 北陸線 ＪＲ貨物 富山 （幹線） 

妻線  つま  日豊線 JR九州 宮崎 （廃止線） 

宮崎空港線   日豊線 JR九州 宮崎 （幹線） 

日南線 にちなん 日豊線 JR九州 宮崎 （地交線） 

山野線 やまの 鹿児島線 JR九州 熊本 （廃止線） 

肥薩線 ひさつ 鹿児島線 JR九州 熊本 （地交線） 

三角線 みすみ 鹿児島線 JR九州 熊本 （地交線） 

佐賀線 さが  長崎線 JR九州 佐賀 （廃止線） 

唐津線 からつ 長崎線 JR九州 佐賀 （地交線） 

筑肥線 ちくひ  長崎線 JR九州 佐賀 （幹線） 

宮之城線 みやのじょう 鹿児島線 JR九州 鹿児 （廃止線） 

大隅線 おおすみ 日豊線 JR九州 鹿児 （廃止線） 

志布志線 しぶし  日豊線 JR九州 鹿児 （廃止線） 

指宿枕崎線 いぶすきまくらざき   

    鹿児島線 JR九州 鹿児 （地交線） 

博多南線   鹿児島線 JR九州 鹿児 （幹線） 

吉都線 きっと  日豊線 JR九州 鹿児 （地交線） 

宮原線 みやのはる 久大線 JR九州 大分 （廃止線） 

豊肥本線 ほうひほん 豊肥線 JR九州 大分 （地交線） 

臼ノ浦線 うすのうら 長崎線 JR九州 長崎 （廃止線） 

世知原線 せちばる 長崎線 JR九州 長崎 （廃止線） 

大村線 おおむら 長崎線 JR九州 長崎 （地交線） 

佐世保線 させぼ 長崎線 JR九州 長崎 （幹線） 

長崎本線 ながさきほん長崎線 JR九州 長崎 （幹線） 

勝田線 かつた 鹿児島線 JR九州 福岡 （廃止線） 

芦屋線 あしや 鹿児島線 JR九州 福岡 （廃止線） 

小倉裏線 こくらうら 鹿児島線 JR九州 福岡 （廃止線） 

大蔵線 おおくら 鹿児島線 JR九州 福岡 （廃止線） 

室木線 むろき 鹿児島線 JR九州 福岡 （廃止線） 

矢部線 やべ  鹿児島線 JR九州 福岡 （廃止線） 

漆生線 うるしお 筑豊線 JR九州 福岡 （廃止線） 

香月線 かつき 筑豊線 JR九州 福岡 （廃止線） 

上山田線 かみやまだ 筑豊線 JR九州 福岡 （廃止線） 

幸袋線 こうぶくろ 筑豊線 JR九州 福岡 （廃止線） 

宮田線 みやだ 筑豊線 JR九州 福岡 （廃止線） 

添田線 そえだ 日豊線 JR九州 福岡 （廃止線） 

鹿児島本線 かごしまほん鹿児島線 JR九州 福岡 （幹線） 

香椎線 かしい 鹿児島線 JR九州 福岡 （地交線） 

久大本線 きゅうだいほん 久大線 JR九州 福岡 （地交線） 

後藤寺線 ごとうじ 筑豊線 JR九州 福岡 （地交線） 

篠栗線 ささぐり 鹿児島線 JR九州 福岡 （幹線） 

筑豊本線 ちくほうほん 筑豊線 JR九州 福岡 （地交線） 

日豊本線 にっぽうほん日豊線 JR九州 福岡 （幹線） 

日田彦山線 ひたひこさん日豊線 JR九州 福岡 （地交線） 

内子線 うちこ  予讃線 JR四国 愛媛 （地交線） 

予讃本線 よさんほん 予讃線 JR四国 愛媛 （幹線） 

本四備讃線 ほんしびさん予讃線 JR四国 岡山 （幹線） 

鳴門線 なると  高徳線 JR四国 香川 （地交線） 

高徳本線 こうとくほん 高徳線 JR四国 香川  

予土線 よど  予讃線 JR四国 高知 （地交線） 

土讃本線 どさんほん 土讃線 JR四国 高知 （幹線） 
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鍛冶屋原線 かじやばら 高徳線 ＪＲ四国 徳島 （廃止線） 

小松島線 こまつしま 徳島線 JR四国 徳島 （廃止線） 

徳島本線 とくしまほん 徳島線 JR四国 徳島 （地交線） 

牟岐線 むぎ  徳島線 JR四国 徳島 （地交線） 

宇野線 うの  山陽線 JR西日本 岡山 （幹線） 

吉備線 きび  山陽線 JR西日本 岡山 （地交線） 

芸備線 げいび 山陽線 JR西日本 岡山 （地交線） 

津山線 つやま 山陽線 JR西日本 岡山 （地交線） 

伯備線 はくび  山陽線 JR西日本 岡山 （幹線） 

片町線 かたまち 関西線 JR西日本 京都 （幹線） 

奈良線 なら  関西線 JR西日本 京都 （幹線） 

舞鶴線 まいづる 山陰線 JR西日本 京都 （地交線） 

ＪＲ京都線 （愛称）   JR西日本 京都  

宇品線 うじな  山陽線 ＪＲ西日本 広島 （廃止線） 

可部線 かべ  山陽線 JR西日本 広島 （地交線） 

呉線  くれ  山陽線 JR西日本 広島 （幹線） 

福塩線 ふくえん 山陽線 JR西日本 広島 （地交線） 

草津線 くさつ  関西線 JR西日本 三重 （幹線） 

紀勢本線 きせいほん 紀勢線 JR西日本 三重 （幹線） 

宇部線 うべ  山陽線 JR西日本 山口 （幹線） 

小野田線 おのだ 山陽線 JR西日本 山口 （地交線） 

岩徳線 がんとく 山陽線 JR西日本 山口 （地交線） 

美祢線 みね    JR西日本 山口 （幹線） 

山口線 やまぐち 山陽線 JR西日本 山口 （地交線） 

湖西線 こせい 東海道線 JR西日本 滋賀 （幹線） 

北陸本線 ほくりくほん 北陸線 JR西日本 滋賀 （幹線） 

琵琶湖線 （愛称）   JR西日本 滋賀  

大糸線 おおいと 中央線 JR西日本 新潟 （地交線） 

七尾線 ななお 北陸線 JR西日本 石川 （地交線） 

大阪環状線  おおさかかんじょう 

    東海道線 JR西日本 大阪 （幹線） 

桜島線 さくらじま 東海道線 JR西日本 大阪 （幹線） 

JR東西線   東海道線 JR西日本 大阪 （幹線） 

おおさか東線  関西線 JR西日本 大阪 （幹線） 

関西空港線   関西線 JR西日本 大阪 （幹線） 

因美線 いんび 山陰線 JR西日本 大阪 （地交線） 

阪和線 はんわ 関西線 JR西日本 大阪 （幹線） 

倉吉線 くらよし 山陰線 ＪＲ西日本 鳥取 （廃止線） 

境線    山陰線 JR西日本 鳥取 （地交線） 

境線 さかい  山陰線 JR西日本 鳥取 （地交線） 

山陰本線  さんいんほん  

    山陰線 JR西日本 鳥取 （幹線） 

大社線 たいしゃ 山陰線 ＪＲ西日本 島根 （廃止線） 

木次線 きすき 山陰線 JR西日本 島根 （地交線） 

三江線 さんこう 山陰線 JR西日本 島根 （地交線） 

桜井線 さくらい 関西線 JR西日本 奈良 （地交線） 

和歌山線 わかやま   JR西日本 奈良 （地交線） 

城端線 じょうはな 北陸線 JR西日本 富山 （地交線） 

氷見線 ひみ  北陸線 JR西日本 富山 （地交線） 

越美北線 えつみほく 北陸線 JR西日本 福井 （地交線） 

小浜線 おばま 北陸線 JR西日本 福井 （地交線） 

鍛冶屋線 かじや 山陽線 ＪＲ西日本 兵庫 （廃止線） 

高砂線 たかさご 山陽線 ＪＲ西日本 兵庫 （廃止線） 

赤穂線 あこう  山陽線 JR西日本 兵庫 （地交線） 

加古川線 かこがわ 山陽線 JR西日本 兵庫 （地交線） 

姫新線 きしん  山陽線 JR西日本 兵庫 （地交線） 

山陽本線 さんようほん山陽線 JR西日本 兵庫 （幹線） 

播但線 ばんたん 山陽線 JR西日本 兵庫 （地交線） 

福知山線 ふくちやま 東海道線 JR西日本 兵庫 （幹線） 

ＪＲ神戸線 （愛称）   JR西日本 兵庫  

ＪＲ宝塚線 （愛称）   JR西日本 兵庫  

きのくに線 （愛称）   JR西日本 和歌  

関西本線 かんさいほん関西線 JR西日本） 奈良 （幹線） 

武豊線 たけとよ 東海道線 JR東海 愛知 （地交線） 

太多線 たいた 中央線 JR東海 岐阜 （地交線） 

高山本線 たかやまほん 高山線 JR東海 岐阜 （地交線） 

参宮線 さんぐう 紀勢線 JR東海 三重 （地交線） 

名松線 めいしょう 紀勢線 JR東海 三重 （地交線） 

身延線 みのぶ 東海道線 JR東海 山梨 （地交線） 

清水港線 しみずこう 東海道線 JR東海 静岡 （廃止線） 

飯田線 いいだ 東海道線 JR東海 長野 （地交線） 

篠山線 ささやま 山陽線 JR東海 兵庫 （廃止線） 

水郡線 すいぐん 東北線 JR東日本 茨城 （地交線） 

水戸線 みと  東北線 JR東日本 茨城 （幹線） 

岩泉線 いわいずみ 東北線 JR東日本 岩手  

大船渡線 おおふなと 東北線 JR東日本 岩手 （地交線） 

釜石線 かまいし 東北線 JR東日本 岩手 （地交線） 

北上線 きたかみ 奥羽線 JR東日本 岩手 （地交線） 

花輪線 はなわ 東北線 JR東日本 岩手 （地交線） 

山田線 やまだ 東北線 JR東日本 岩手 （地交線） 

石巻線 いしのまき 東北線 JR東日本 宮城 （地交線） 

気仙沼線 けせんぬま 東北線 JR東日本 宮城 （地交線） 

仙山線 せんざん 東北線 JR東日本 宮城 （幹線） 

仙石線 せんせき 東北線 JR東日本 宮城 （幹線） 

陸羽東線 りくうとう 陸羽線 JR東日本 宮城 （地交線） 

吾妻線 あがつま 東北線 JR東日本 群馬 （地交線） 

上越線 じょうえつ 東北線 JR東日本 群馬 （幹線） 

信越本線 しんえつ 信越線 JR東日本 群馬 （幹線） 

埼京線     JR東日本 埼玉  

川越線 かわごえ 東北線 JR東日本 埼玉 （幹線） 

高崎線 たかさき 東北線 JR東日本 埼玉 （幹線） 

武蔵野線 むさしの 東海道線 JR東日本 埼玉 （幹線） 

左沢線 あてらざわ 奥羽線 JR東日本 山形 （地交線） 

米坂線 よねさか 奥羽線 JR東日本 山形 （地交線） 

陸羽西線 りくうさい 陸羽線 JR東日本 山形 （地交線） 

小海線 こうみ  中央線 JR東日本 山梨 （地交線） 

男鹿線 おが  東北線 JR東日本 秋田 （地交線） 

五能線 ごのう  奥羽線 JR東日本 秋田 （地交線） 

田沢湖線 たざわこ 東北線 JR東日本 秋田 （地交線） 

赤谷線 あかたに 羽越線 JR東日本 新潟 （廃止線） 

魚沼線 うおぬま 信越線 JR東日本 新潟 （廃止線） 

羽越本線 うえつほん 羽越線 JR東日本 新潟 （幹線） 

白新線   羽越線 JR東日本 新潟 （幹線） 

越後線 えちご 信越線 JR東日本 新潟 （地交線） 

白新線 はくしん 羽越線 JR東日本 新潟 （幹線） 

弥彦線 やひこ 信越線 JR東日本 新潟 （地交線） 

相模線 さがみ 東海道線 JR東日本 神奈 （幹線） 

鶴見線 つるみ 東海道線 JR東日本 神奈 （幹線） 

南武線 なんぶ 東海道線 JR東日本 神奈 （幹線） 

根岸線 ねぎし 東海道線 JR東日本 神奈 （幹線） 

横須賀線 よこすか 東海道線 JR東日本 神奈 （幹線） 

横浜線 よこはま 東海道線 JR東日本 神奈 （幹線） 

津軽線 つがる 奥羽線 JR東日本 青森 （地交線） 

八戸線 はちのへ 東北線 JR東日本 青森 （地交線） 

伊東線 いとう  東海道線 JR東日本 静岡 （幹線） 

御殿場線 ごてんば 東海道線 JR東日本 静岡 （幹線） 

内房線 うちぼう 総武線 JR東日本 千葉 （幹線） 

京葉線   総武線 JR東日本 千葉 （幹線） 

鹿島線 かしま 総武線 JR東日本 千葉 （地交線） 

久留里線 くるり  総武線 JR東日本 千葉 （地交線） 

総武本線 そうぶほん 総武線 JR東日本 千葉 （幹線） 

外房線 そとぼう 総武線 JR東日本 千葉 （幹線） 

東金線 とうがね 総武線 JR東日本 千葉 （地交線） 

成田線 なりた  総武線 JR東日本 千葉 （幹線） 

飯山線 いいやま 信越線 JR東日本 長野 （地交線） 

篠ノ井線 しののい 中央線 JR東日本 長野 （幹線） 

常磐線 じょうばん 東北線 JR東日本 東京 （幹線） 

赤羽線 あかばね 東海道線 JR東日本 東京 （幹線） 

五日市線 いつかいち 中央線 JR東日本 東京 （幹線） 

青梅線 おうめ 中央線 JR東日本 東京 （幹線） 

東北本線 とうほくほん 東北線 JR東日本 東京 （幹線） 

中央本線 ちゅうおうほん 

    中央線 JR東日本 東京 （幹線） 

八高線 はちこう 中央線 JR東日本 東京 （地交線） 

山手線 やまのて 東海道線 JR東日本 東京 （幹線） 

東海道本線 とうかいどうほん  
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    東海道線 JR東日本 東京  

烏山線 からすやま 東北線 JR東日本 栃木 （地交線） 

日光線 にっこう 東北線 JR東日本 栃木 （地交線） 

両毛線 りょうもう 東北線 JR東日本 栃木 （幹線） 

三国線 みくに  北陸線 JR東日本 福井 （廃止線） 

柳ヶ瀬線 やながせ 北陸線 JR東日本 福井 （廃止線） 

白棚線 はくほう 東北線 JR東日本 福島 （廃止線） 

日中線 にっちゅう 磐越線 JR東日本 福島 （廃止線） 

奥羽本線 おううほん 奥羽線 JR東日本 福島 （幹線） 

川俣線 かわまた 東北線 JR東日本 福島 （廃止線） 

只見線 ただみ 磐越線 JR東日本 福島 （地交線） 

磐越西線 ばんえつさい 磐越線 JR東日本 福島 （幹線） 

磐越東線 ばんえつとう 磐越線 JR東日本 福島 （地交線） 

根北線 こんぽく 釧網線 JR北海道 オホ （廃止線） 

相生線 あいおい 石北線 JR北海道 オホ （廃止線） 

興浜南線 こうひんなん 名寄線 JR北海道 オホ （廃止線） 

渚滑線 しょこつ 名寄線 JR北海道 オホ （廃止線） 

名寄本線 なよろほん 名寄線 JR北海道 オホ （廃止線） 

湧網線 ゆうもう 名寄線 JR北海道 オホ （廃止線） 

歌志内線 うたしない 函館線 JR北海道 空知 （廃止線） 

幌内線 ほろない 函館線 JR北海道 空知 （廃止線） 

深名線 しんめい 函館線 JR北海道 空知 （地交線） 

釧路線   根室線 JR北海道 釧路  

釧網本線 せんもうほん 函館線 JR北海道 釧路 （地交線） 

岩内線 いわない 函館線 JR北海道 後志 （廃止線） 

手宮線 てみや 函館線 JR北海道 後志 （廃止線） 

計根別線 けねべつ 釧網線 JR北海道 根室 （廃止線） 

標津線 しべつ 釧網線 JR北海道 根室 （廃止線） 

士幌線 しほろ  根室線 JR北海道 根室 （廃止線） 

白糠線 しらぬか 根室線 JR北海道 根室 （廃止線） 

広尾線 ひろお 根室線 JR北海道 根室 （廃止線） 

根室本線 ねむろほん 根室線 JR北海道 根室 （幹線） 

興浜北線 こうひんほく 宗谷線 JR北海道 宗谷 （廃止線） 

天北線 てんぽく 宗谷線 JR北海道 宗谷 （廃止線） 

美幸線 びこう  宗谷線 JR北海道 宗谷 （廃止線） 

宗谷本線 そうやほん 宗谷線 JR北海道 宗谷 （地交線） 

富良野線 ふらの 根室線 JR北海道 上川 （地交線） 

札沼線 さっしょう 函館線 JR北海道 石狩 （地交線） 

石勝線 せきじょう 函館線 JR北海道 石狩 （幹線） 

千歳線 ちとせ 函館線 JR北海道 石狩 （幹線） 

胆振線 いぶり 室蘭線 JR北海道 胆振 （廃止線） 

万字線 まんじ  室蘭線 JR北海道 胆振 （廃止線） 

室蘭本線 むろらんほん 室蘭線 JR北海道 胆振 （幹線） 

瀬棚線 せたな 函館線 JR北海道 渡島 （廃止線） 

松前線 まつまえ 函館線 JR北海道 渡島 （廃止線） 

函館本線 はこだてほん 函館線 JR北海道 渡島 （幹線） 

富内線 とみうち 日高線 JR北海道 日高 （廃止線） 

日高本線 ひだかほん 日高線 JR北海道 日高 （地交線） 

石北本線 せきほくほん 石北線 JR北海道 網走 （地交線） 

羽幌線 はぼろ 留萌線 JR北海道 留萌 （廃止線） 

留萌本線 るもいほん 留萌線 JR北海道 留萌 （地交線） 

樺太東線   樺太線 JR北海道  （削除） 

川上線   樺太線 JR北海道  （削除） 

樺太西線   樺太線 JR北海道  （削除） 

豊真線 ほうしん 樺太線 JR北海道  （削除） 

 

Ｄ： 大手私鉄（16社）・準大手私鉄（5社） 
東武桐生線    東武鉄道  群馬  

東武小泉線    東武鉄道  群馬  

東武越生線    東武鉄道  埼玉  

東武伊勢崎線   東武鉄道  東京  

東武佐野線    東武鉄道  東京  

東武日光線    東武鉄道  東京  

東武野田線    東武鉄道  東京  

東武東上本線   東武鉄道  東京  

東武大師線    東武鉄道  東京  

東武亀戸線    東武鉄道  東京  

東武鬼怒川線   東武鉄道  栃木  

東武宇都宮線   東武鉄道  栃木  

西武狭山線    西武鉄道  埼玉  

西武秩父線    西武鉄道  埼玉  

西武新宿線    西武鉄道  東京  

西武拝島線    西武鉄道  東京  

西武多摩湖線   西武鉄道  東京  

西武国分寺線   西武鉄道  東京  

西武西武園線   西武鉄道  東京  

西武多摩川線   西武鉄道  東京  

西武豊島線    西武鉄道  東京  

西武有楽町線   西武鉄道  東京  

西武池袋線    西武鉄道  東京  

西武山口線    西武鉄道  東京  

京成千葉線    京成電鉄  千葉  

京成千原線    京成電鉄  千葉  

京成本線    京成電鉄  千葉  

京成成田空港線   京成電鉄  千葉  

京成東成田線   京成電鉄  千葉  

京成押上線    京成電鉄  東京  

京成金町線    京成電鉄  東京  

京王競馬場線   京王電鉄  東京  

京王動物園線   京王電鉄  東京  

京王線    京王電鉄  東京  

京王新線    京王電鉄  東京  

京王相模原線   京王電鉄  東京  

京王高尾線    京王電鉄  東京  

京王井の頭線   京王電鉄  東京  

東急こどもの国線   東京急行電鉄 神奈  

京急大師線    京浜急行電鉄 神奈  

京急久里浜線   京浜急行電鉄 神奈  

京急逗子線    京浜急行電鉄 神奈  

東急世田谷線   東京急行電鉄 東京  

東急目黒線    東京急行電鉄 東京  

東急田園都市線   東京急行電鉄 東京  

東急東横線    東京急行電鉄 東京  

東急大井町線   東京急行電鉄 東京  

東急多摩川線   東京急行電鉄 東京  

東急池上線    東京急行電鉄 東京  

東急世田谷線   東京急行電鉄 東京  

京急本線    京浜急行電鉄 東京  

京急空港線    京浜急行電鉄 東京  

東京メトロ銀座線   東京地下鉄  東京  

東京メトロ丸ノ内線  東京地下鉄  東京  

東京メトロ日比谷線  東京地下鉄  東京  

東京メトロ千代田線  東京地下鉄  東京  

東京メトロ半蔵門線  東京地下鉄  東京  

東京メトロ南北線   東京地下鉄  東京  

東京メトロ東西線   東京地下鉄  東京  

東京メトロ有楽町線  東京地下鉄  東京  

東京メトロ副都心線  東京地下鉄  東京  

小田急江ノ島線   小田急電鉄  神奈  

小田急小田原線   小田急電鉄  東京  

小田急多摩線   小田急電鉄  東京  

相鉄本線    相模鉄道  神奈  

相鉄いずみ野線   相模鉄道  神奈  

相鉄厚木線    相模鉄道  神奈  

名鉄名古屋本線   名古屋鉄道  愛知  

名鉄犬山線    名古屋鉄道  愛知  

名鉄広見線    名古屋鉄道  愛知  

名鉄常滑線    名古屋鉄道  愛知  

名鉄空港線    名古屋鉄道  愛知  

名鉄河和線    名古屋鉄道  愛知  

名鉄築港線    名古屋鉄道  愛知  

名鉄西尾線    名古屋鉄道  愛知  

名鉄三河線    名古屋鉄道  愛知  

名鉄豊田線    名古屋鉄道  愛知  

名鉄蒲郡線    名古屋鉄道  愛知  

名鉄知多新線   名古屋鉄道  愛知  
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名鉄瀬戸線    名古屋鉄道  愛知  

名鉄小牧線    名古屋鉄道  愛知  

名鉄津島線    名古屋鉄道  愛知  

名鉄尾西線    名古屋鉄道  愛知  

名鉄豊川線    名古屋鉄道  愛知  

名鉄各務原線   名古屋鉄道  岐阜  

名鉄竹鼻線    名古屋鉄道  岐阜  

名鉄羽島線    名古屋鉄道  岐阜  

近鉄名古屋線   近畿日本鉄道 愛知  

近鉄京都線    近畿日本鉄道 京都   

近鉄山田線    近畿日本鉄道 三重   

近鉄鳥羽線    近畿日本鉄道 三重   

近鉄志摩線    近畿日本鉄道 三重   

近鉄湯の山線   近畿日本鉄道 三重   

近鉄鈴鹿線    近畿日本鉄道 三重   

近鉄大阪線    近畿日本鉄道 大阪   

近鉄南大阪線   近畿日本鉄道 大阪   

近鉄道明寺線   近畿日本鉄道 大阪   

近鉄長野線    近畿日本鉄道 大阪   

近鉄難波線    近畿日本鉄道 大阪   

近鉄信貴線    近畿日本鉄道 大阪   

近鉄西信貴鋼索線  近畿日本鉄道 大阪   

近鉄奈良線    近畿日本鉄道 奈良   

近鉄けいはんな線   近畿日本鉄道 奈良   

近鉄生駒線    近畿日本鉄道 奈良   

近鉄生駒鋼索線   近畿日本鉄道 奈良   

近鉄橿原線    近畿日本鉄道 奈良   

近鉄天理線    近畿日本鉄道 奈良   

近鉄田原本線   近畿日本鉄道 奈良   

近鉄御所線    近畿日本鉄道 奈良   

近鉄吉野線    近畿日本鉄道 奈良   

南海本線    南海電気鉄道 大阪   

南海高野線    南海電気鉄道 大阪   

南海空港線    南海電気鉄道 大阪   

南海高師浜線   南海電気鉄道 大阪   

南海高多奈川線   南海電気鉄道 大阪   

南海加多線    海電気鉄道  和歌   

南海和歌山港線   南海電気鉄道 和歌   

南海鋼索線    南海電気鉄道 和歌   

京阪本線    京阪電気鉄道 京都   

京阪京津線    京阪電気鉄道 京都   

京阪宇治線    京阪電気鉄道 京都   

京阪鋼索線    京阪電気鉄道 京都   

京阪鴨東線    京阪電気鉄道 京都   

京阪石山坂本線   京阪電気鉄道 滋賀   

京阪交野線    京阪電気鉄道 大阪   

京阪中之島線   京阪電気鉄道 大阪   

阪神神戸高速線   阪神電気鉄道 兵庫  

阪神なんば線   阪神電気鉄道 大阪   

阪神本線    阪神電気鉄道 兵庫   

阪神武庫川線   阪神電気鉄道 兵庫   

阪急嵐山線    阪急電鉄  京都  

阪急京都本線   阪急電鉄  京都  

阪急千里線    阪急電鉄  大阪   

阪急箕面線    阪急電鉄  大阪   

阪急神戸本線   阪急電鉄  兵庫   

阪急神戸高速線   阪急電鉄  兵庫   

阪急宝塚本線   阪急電鉄  兵庫   

阪急今津線    阪急電鉄  兵庫   

阪急伊丹線    阪急電鉄  兵庫   

阪急甲陽線    阪急電鉄  兵庫   

西鉄天神大牟田線  西日本鉄道  福岡   

西鉄太宰府線   西日本鉄道  福岡   

西鉄甘木線    西日本鉄道  福岡   

西鉄貝塚線    西日本鉄道  福岡   

新京成電鉄新京成線  新京成電鉄  千葉   

泉北高速鉄道線   泉北高速鉄道 大阪  

南北線    北大阪急行電鉄 大阪  

神戸高速鉄道南北線  神戸高速鉄道 兵庫  

神戸高速鉄道東西線  神戸高速鉄道 兵庫   

山陽電気鉄道本線  山陽電気鉄道 兵庫  

山陽電気鉄道網干線  山陽電気鉄道 兵庫   

 

Ｅ： 地域別中小私鉄 
城北線    東海交通事業 愛知 

豊橋鉄道渥美線   豊橋鉄道  愛知 

豊橋鉄道東田本線  豊橋鉄道  愛知 

愛知環状鉄道線   愛知環状鉄道 愛知 

東部丘陵線    愛知高速交通 愛知 

南港線    名古屋臨海鉄道 愛知 

半田線    名古屋臨海鉄道 愛知 

碧南線    衣浦臨海鉄道 愛知 

志段味線   名古屋ガイドウェイバス 愛知 

西名古屋港線  名古屋臨海高速鉄道 愛知 

東港線    名古屋臨海鉄道 愛知 

昭和町線    名古屋臨海鉄道 愛知 

汐見町線   名古屋臨海鉄道  愛知 

東築線   名古屋臨海鉄道  愛知 

豊橋鉄道渥美線   豊橋鉄道  愛知  

岡多線 おかた  愛知環状鉄道 愛知 （旧ＪＲ線） 

伊予鉄道花園線   伊予鉄道  愛媛  

伊予鉄道城南線   伊予鉄道  愛媛  

伊予鉄道城北線   伊予鉄道  愛媛  

伊予鉄道大手町線  伊予鉄道  愛媛  

伊予鉄道本町線   伊予鉄道  愛媛  

伊予鉄道高浜線   伊予鉄道  愛媛  

伊予鉄道郡中線   伊予鉄道  愛媛  

伊予鉄道横河原線  伊予鉄道  愛媛  

つくばエクスプレス  首都圏新都市鉄道 茨城  

鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 鹿島臨海鉄道 茨城  

鹿島臨海鉄道鹿島臨港線 鹿島臨海鉄道 茨城  

関東鉄道常総線   関東鉄道  茨城  

関東鉄道竜ヶ崎線   関東鉄道  茨城  

湊線    ひたちなか海浜鉄道 茨城  

真岡線 もうか   真岡鐵道  茨城 （旧ＪＲ線） 

井原線    井原鉄道  岡山  

岡山電気軌道東山本線  岡山電気軌道 岡山  

岡山電気軌道清輝橋線  岡山電気軌道 岡山  

水島臨海鉄道水島本線  水島臨海鉄道 岡山  

水島臨海鉄道港東線  水島臨海鉄道 岡山  

水島臨海鉄道西埠頭線  水島臨海鉄道 岡山  

沖縄都市モノレール線     沖縄  

IGRいわて銀河鉄道     岩手  

久慈線 くじ   三陸鉄道  岩手 （旧ＪＲ線） 

三陸鉄道北リアス線  三陸鉄道  岩手  

三陸鉄道南リアス線  三陸鉄道  岩手  

日頃市線    岩手開発鉄道 岩手  

赤崎線    岩手開発鉄道 岩手  

盛線 さかり 東北線  三陸鉄道  岩手 （旧ＪＲ線） 

宮古線 みやこ  三陸鉄道  岩手 （旧ＪＲ線） 

養老鉄道養老線   養老鉄道  岐阜  

長良川鉄道越美南線 えつみなん 長良川鉄道 岐阜 （旧ＪＲ線） 

樽見鉄道樽見線 たるみ 樽見鉄道  岐阜 （旧ＪＲ線） 

西濃鉄道市橋線   西濃鉄道  岐阜  

明知線  あけち 明知鉄道  岐阜 （旧ＪＲ線） 

高千穂線  たかちほ 高千穂鉄道  宮崎 （旧ＪＲ線） 

仙台埠頭線    仙台臨海鉄道 宮城  

臨海本線    仙台臨海鉄道 宮城  

西南線    仙台臨海鉄道 宮城  

仙台空港線    仙台空港鉄道 宮城  

宮津線  みやづ 北近畿タンゴ鉄道 京都 （旧ＪＲ線） 

嵯峨野観光線   嵯峨野観光鉄道 京都  

京都丹後鉄道宮津線  ＷＩＬＬＥＲ ＴＲＡＩＮＳ 京都  

京都丹後鉄道宮福線  ＷＩＬＬＥＲ ＴＲＡＩＮＳ 京都  

嵐山本線    京福電気鉄道 京都  

北野線    京福電気鉄道 京都  
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鋼索線    京福電気鉄道 京都  

叡山ロープウェイ   京福電気鉄道 京都  

叡山電鉄叡山本線  叡山電鉄  京都  

叡山電鉄鞍馬線   叡山電鉄  京都  

鞍馬山鋼索鉄道   鞍馬寺  京都  

天橋立鋼索鉄道   丹後海陸鉄道 京都  

宮福線    京都丹後鉄道 京都  

臨港線    太平洋石炭輸送 釧路  

肥薩おれんじ鉄道線  肥薩おれんじ鉄道 熊本  

熊本電気鉄道菊池線  熊本電気鉄道 熊本  

熊本電気鉄道藤崎線  熊本電気鉄道 熊本  

高森線 たかもり  南阿蘇鉄道  熊本 （旧ＪＲ線） 

湯前線 ゆのまえ  くま川鉄道  熊本 （旧ＪＲ線） 

上信電鉄上信線   上信電鉄  群馬  

上毛電気鉄道上毛線  上毛電気鉄道 群馬  

広島電鉄本線   広島電鉄  広島  

広島電鉄宮島線   広島電鉄  広島  

広島電鉄宇品線   広島電鉄  広島  

広島電鉄江波線   広島電鉄  広島  

広島電鉄横川線   広島電鉄  広島  

広島電鉄皆実線   広島電鉄  広島  

広島電鉄白島線   広島電鉄  広島  

広島新交通 1号線  広島高速交通 広島  

広島短距離交通瀬野線 スカイレールサービス 広島  

琴平線   高松琴平電気鉄道 香川  

長尾線   高松琴平電気鉄道 香川  

道志度線   高松琴平電気鉄道 香川  

八栗ケーブル   四国ケーブル 香川  

中村線 なかむら  土佐くろしお鉄道 高知 （旧ＪＲ線） 

宿毛線    土佐くろしお鉄道 高知  

土佐くろしお鉄道阿佐線  土佐くろしお鉄道 高知  

         （ごめん・なはり線） 

とさでん交通桟橋線 とさでん交通 高知 旧土佐電気鉄道 

とさでん交通後免線 とさでん交通 高知 旧土佐電気鉄道 

とさでん交通伊野線 とさでん交通 高知 旧土佐電気鉄道 

甘木線 あまぎ  甘木鉄道  佐賀 （旧ＪＲ線） 

埼玉高速鉄道線   埼玉高速鉄道 埼玉  

秩父鉄道秩父本線  秩父鉄道  埼玉  

埼玉新都市交通伊奈線  埼玉新都市交通 埼玉  

内部線   四日市あすなろう鉄道 三重  （旧近鉄） 

八王子線   四日市あすなろう鉄道 三重  （旧近鉄） 

三岐鉄道三岐線   三岐鉄道  三重  

三岐鉄道北勢線   三岐鉄道  三重  

三岐鉄道近鉄連絡線  三岐鉄道  三重  

伊賀線    伊賀鉄道  三重  

         （近鉄から転換） 

伊勢線 いせ   伊勢鉄道  三重 （旧ＪＲ線） 

フラワー長井線 ながい 山形鉄道  山形 （旧ＪＲ線） 

錦川鉄道錦川清流線  錦川鉄道  山口  

岩日線 がんにち  錦川鉄道  山口 （旧ＪＲ線） 

富士急行大月線   富士急行  山梨  

富士急行河口湖線  富士急行  山梨  

近江鉄道本線   近江鉄道  滋賀  

近江鉄道多賀線   近江鉄道  滋賀  

近江鉄道八日市線  近江鉄道  滋賀  

信楽線 しがらき  信楽高原鐵道 滋賀 （旧ＪＲ線） 

秋田内陸線   秋田内陸縦貫鉄道 秋田  

秋田臨海鉄道線南線 秋田臨海鉄道  秋田  

秋田臨海鉄道線北線 秋田臨海鉄道  秋田  

鳥海山ろく線   由利高原鉄道 秋田  

阿仁合線 あにない 秋田内陸縦貫鉄道 秋田 （旧ＪＲ線） 

角館線 かくのだて 秋田内陸縦貫鉄道 秋田 （旧ＪＲ線） 

矢島線 やしま  由利高原鉄道 秋田 （旧ＪＲ線） 

池北線 ちほく   ちほく高原鉄道 十勝 （旧ＪＲ線） 

妙高はねうまライン えちごトキめき鉄道 新潟 （地交線） 

日本海ひすいライン えちごトキめき鉄道 新潟  

北越急行ほくほく線  北越急行  新潟  

江ノ島電鉄線  江ノ島電鉄（江ノ電） 神奈  

湘南モノレール江の島線  湘南モノレール 神奈  

神奈川臨海鉄道本牧線  神奈川臨海鉄道 神奈  

神奈川臨海鉄道水江線  神奈川臨海鉄道 神奈  

神奈川臨海鉄道千鳥線  神奈川臨海鉄道 神奈  

神奈川臨海鉄道浮島線  神奈川臨海鉄道 神奈  

金沢シーサイドライン 横浜シーサイドライン 神奈  

みなとみらい線   横浜高速鉄道 神奈  

箱根登山鉄道鉄道線  箱根登山鉄道 神奈  

大雄山線    伊豆箱根鉄道 神奈  

八戸臨海鉄道線   八戸臨海鉄道 青森 （地交線） 

大鰐線 おおわに  弘南鉄道  青森  

青い森鉄道線   青い森鉄道  青森  

津軽鉄道線    津軽鉄道  青森  

弘南線    弘南鉄道  青森  

大湊線 おおみなと  ＪＲ東日本  青森  

       はまなすベイライン 

黒石線 くろいし  弘南鉄道  青森 （旧ＪＲ線） 

大畑線 おおはた  下北交通  青森 （旧ＪＲ線） 

伊豆箱根鉄道駿豆線  伊豆箱根鉄道 静岡  

伊豆急行線    伊豆急行  静岡  

大井川鐵道大井川本線  大井川鐵道  静岡  

大井川鐵道井川線  大井川鐵道  静岡  

天竜浜名湖線   天竜浜名湖鉄道 静岡  

静岡鉄道静岡清水線  静岡鉄道  静岡  

遠州鉄道鉄道線   遠州鉄道  静岡  

岳南線    岳南電車  静岡  

二俣線  ふたまた 天竜浜名湖鉄道 静岡 （旧ＪＲ線） 

北陸鉄道石川線   北陸鉄道  石川  

北陸鉄道浅野川線  北陸鉄道  石川  

ＩＲ石川鉄道線   ＩＲいしかわ鉄道 石川  

のと鉄道七尾線   のと鉄道  石川  

能登線  のと  のと鉄道  石川 （旧ＪＲ線） 

京葉臨海鉄道臨海本線  京葉臨海鉄道 千葉  

いすみ線    いすみ鉄道  千葉  

小湊鉄道線    小湊鉄道  千葉  

流鉄流山線    流鉄   千葉  

芝山鉄道線    芝山鉄道  千葉  

山万ユーカリが丘線  山万   千葉  

東葉高速鉄道東葉高速線 東葉高速鉄道 千葉  

千葉都市モノレール 1号線 千葉都市モノレール 千葉  

千葉都市モノレール 2号線 千葉都市モノレール 千葉  

銚子電気鉄道線   銚子電気鉄道 千葉  

ディズニーリゾートライン  舞浜リゾートライン 千葉  

北総線    北総鉄道  千葉  

木原線 きはら  いすみ鉄道  千葉 （旧ＪＲ線） 

北大阪急行電鉄南北線  北大阪急行電鉄 大阪  

泉北高速鉄道線   泉北高速鉄道 大阪  

大阪モノレール線   大阪高速鉄道 大阪  

国際文化後援都市モノレール線 大阪高速鉄道 大阪 （彩都線） 

阪堺電気軌道上町線  大阪高速鉄道 大阪  

阪堺電気軌道阪堺線  大阪高速鉄道 大阪  

水間鉄道水間線   水間鉄道  大阪  

別府ラクテンチケーブル線 岡本製作所  大分  

松浦鉄道西九州線  松浦鉄道  長崎  

島原鉄道線    島原鉄道  長崎  

長崎電気軌道本線  長崎電気軌道 長崎  

長崎電気軌道赤迫支線  長崎電気軌道 長崎  

長崎電気軌道桜町支線  長崎電気軌道 長崎  

長崎電気軌道大浦支線  長崎電気軌道 長崎  

長崎電気軌道蛍茶屋支線 長崎電気軌道 長崎  

松浦線 まつうら  松浦鉄道  長崎 （旧ＪＲ線） 

長野電鉄長野線   長野電鉄  長野  

しなの鉄道北しなの線  しなの鉄道  長野  

アルピコ交通上高地線  アルピコ交通 長野  

上田電鉄別所線   上田電鉄  長野  

若桜線 わかさ  若桜鉄道  鳥取 （旧ＪＲ線） 

道南いさりび鉄道線     渡島  

江差線 えさし   道南いさりび鉄道 渡島 （旧ＪＲ線） 
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一畑電車北松江線  一畑電気鉄道 島根  

一畑電車大社線   一畑電気鉄道 島根  

多摩都市モノレール線 多摩都市モノレール 東京  

羽田空港線    東京モノレール 東京  

ゆりかもめ   東京臨海新交通臨海線 東京  

りんかい線   東京臨海高速鉄道 東京  

会津鬼怒川線   野岩鉄道（やがん）栃木  

阿佐東線    阿佐海岸鉄道 徳島  

わたらせ渓谷線   わたらせ渓谷鐵道 栃木  

足尾線 あしお  わたらせ渓谷鐵道 栃木 （旧ＪＲ線） 

奈良生駒高速鉄道     奈良  

富山地方鉄道支線  富山地方鉄道 富山  

富山地方鉄道本線  富山地方鉄道 富山  

富山地方鉄道立山線  富山地方鉄道 富山  

富山地方鉄道上滝線  富山地方鉄道 富山  

富山地方鉄道不二越線  富山地方鉄道 富山  

富山地方鉄道安野屋線  富山地方鉄道 富山  

富山地方鉄道不二越線  富山地方鉄道 富山  

富山地方鉄道富山市内軌道線 富山地方鉄道 富山  

富山都心線（富山地方鉄道） 富山地方鉄道 富山  

あいの風とやま鉄道線 あいの風とやま鉄道 富山  

万葉線高岡軌道線  万葉線  富山  

万葉線新湊港線   万葉線  富山  

富山ライトレール富山港線 富山ライトレール 富山  

（旧ＪＲ線） 

黒部峡谷鉄道本線  黒部峡谷鉄道 富山  

立山ケーブルカー   立山黒部貫光 富山  

黒部ケーブルカー   立山黒部貫光 富山  

立山黒部貫光無軌条電車線 立山黒部貫光 富山  

神岡線 かみおか  神岡鉄道  富山 

（旧ＪＲ線） 

勝山永平寺線   えちぜん鉄道 福井  

三国芦原線    えちぜん鉄道 福井  

福井鉄道福武線   福井鉄道  福井  

帆柱ケーブル線   帆柱ケーブル 福岡  

筑豊電気鉄道線   筑豊電気鉄道 福岡  

田川線 たがわ  平成筑豊鉄道 福岡  

（旧ＪＲ線） 

伊田線 いた   平成筑豊鉄道 福岡  

（旧ＪＲ線） 

糸田線 いとだ  平成筑豊鉄道 福岡  

（旧ＪＲ線） 

北九州高速鉄道小倉線  北九州高速鉄道 福岡  

門司港レトロ観光線  平成筑豊鉄道 福岡  

飯坂線    福島交通  福島  

福島臨海鉄道本線  福島臨海鉄道 福島  

会津線 あいづ  会津鉄道  福島 （旧ＪＲ線） 

丸森線 まるもり  阿武隈急行  福島 （旧ＪＲ線） 

智頭線 ちず   智頭急行  兵庫 

能勢電鉄日生線   能勢電鉄  兵庫  

能勢電鉄妙見線   能勢電鉄  兵庫  

能勢電鉄妙見の森ケーブル 能勢電鉄  兵庫  

北条線 ほうじょう  北条鉄道  兵庫 （旧ＪＲ線） 

神戸電鉄神戸高速線  神戸電鉄  兵庫  

神戸電鉄三田線   神戸電鉄  兵庫  

神戸電鉄粟生線   神戸電鉄  兵庫  

神戸電鉄有馬線   神戸電鉄  兵庫  

神戸電鉄三田線   神戸電鉄  兵庫  

神戸電鉄公園都市線  神戸電鉄  兵庫  

ポートアイランド線   神戸新交通  兵庫  

六甲アイランド線   神戸新交通  兵庫  

麻耶ケーブル線 神戸すまいまちづくり公社 兵庫  

北神急行電鉄北神線  北神急行電鉄 兵庫  

六甲山観光六甲ケーブル線 六甲山観光  兵庫  

智頭急行       兵庫  

三木線 みき 山陽線 三木鉄道  兵庫 （旧ＪＲ線） 

紀州鉄道線    紀州鉄道  和歌  

和歌山電鐵貴志川線  和歌山電鐵  和歌  

 

Ｆ： 公営鉄道 
函館市電本線   函館市交通局 胆振  

函館市電宝来・谷地頭線 函館市交通局 胆振  

函館市電大森線   函館市交通局 胆振  

函館市電湯の川線  函館市交通局 胆振  

札幌市営地下鉄南北線  札幌市交通局 石狩  

札幌市営地下鉄東西線  札幌市交通局 石狩  

札幌市営地下鉄東豊線  札幌市交通局 石狩  

札幌市電 1条線   札幌市交通局 石狩  

札幌市電山鼻線   札幌市交通局 石狩  

札幌市電山鼻西線  札幌市交通局 石狩 

札幌市電都心線   札幌市交通局 石狩 

地下鉄南北線   仙台市交通局 宮城 

地下鉄東西線   仙台市交通局 宮城 

日暮里・舎人ライナー  東京都交通局 東京 

都営地下鉄新宿線  東京都交通局 東京 

都営地下鉄浅草線  東京都交通局 東京 

都営地下鉄三田線  東京交通局  東京 

都営地下鉄大江戸線  東京都交通局 東京 

都電荒川線    東京都交通局 東京 

上野懸垂線    東京都交通局 東京 

横浜市営地下鉄ブルーライン 横浜市交通局 神奈 

横浜市営地下鉄グリーンライ ン 横浜市交通局 神奈 

横浜市営地下鉄１号線  横浜市交通局 神奈 

横浜市営地下鉄３号線  横浜市交通局 神奈 

横浜市営地下鉄４号線  横浜市交通局 神奈 

名古屋市営地下鉄東山線 名古屋市交通局 愛知 

名古屋市営地下鉄名城線 名古屋市交通局 愛知 

名古屋市営地下鉄名港線 名古屋市交通局 愛知 

名古屋市営地下鉄鶴舞線 名古屋市交通局 愛知 

名古屋市営地下鉄桜通線 名古屋市交通局 愛知 

名古屋市営地下鉄上飯田線 名古屋市交通局 愛知 

京都市営地下鉄烏丸線  京都市交通局 京都 

京都市営地下鉄東西線  京都市交通局 京都 

１号線大阪市営地下鉄御堂筋線 大阪市交通局 大阪 

２号線大阪市営地下鉄谷町線 大阪市交通局 大阪 

３号線大阪市営地下鉄四つ橋線 大阪市交通局 大阪 

４号線大阪市営地下鉄中央線 大阪市交通局 大阪 

５号線大阪市営地下鉄堺筋線 大阪市交通局 大阪 

６号線大阪市営地下鉄千日前線 大阪市交通局 大阪 

７号線大阪市営地下鉄長掘鶴見緑地線 大阪市交通局 大阪 

８号線大阪市営地下鉄今里筋線 大阪市交通局 大阪 

南港・港区連絡線   大阪市交通局 大阪 

大阪市営地下鉄長今里筋線 大阪市交通局 大阪 

南港ポートタウン線  大阪市交通局 大阪 

神戸市営地下鉄西神山手線 神戸市交通局 兵庫 

神戸市営地下鉄海岸線  神戸市交通局 兵庫 

福岡市地下鉄空港線  福岡市交通局 福岡 

福岡市地下鉄箱崎線  福岡市交通局 福岡 

福岡市地下鉄七隈線  福岡市交通局 福岡 

福岡市地下鉄空港線  福岡市交通局 福岡 

福岡市地下鉄箱崎線  福岡市交通局 福岡 

福岡市地下鉄七隈線  福岡市交通局 福岡 

熊本市電幹線   熊本市交通局 熊本 

熊本市電上熊本線  熊本市交通局 熊本 

熊本市電水前寺線  熊本市交通局 熊本 

熊本市電健軍線   熊本市交通局 熊本 

熊本市電田崎線   熊本市交通局 熊本 

鹿児島市電第一期線  鹿児島市  鹿児 

鹿児島市電第二期線  鹿児島市  鹿児 

鹿児島市電谷山線  鹿児島市  鹿児 

鹿児島市電唐湊線  鹿児島市  鹿児 

――――――――――――――――――――― 
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3. 記憶遺産としての路面電車 
3.1 解説 
 鉄道は、蒸気機関車で列車を牽引する方式で開発されたのです

が、都市さらにその近郊では、電気を動力に使って自走する電車

を使う民間鉄道が普及するようになりました。東京の路面電車は、

複数の私企業の路線を統合して 1903 年から東京市営の路線とし

て出発しました。昭和３０年頃(1955)が都電の最盛期で４１路線も

ありました。右の図は、筆者の学生時代の都電の通学定期券（昭

和 28 年２月、￥230）です。インフレが進行中でしたので、昭和 37

年には￥390 です。路線名の概略図があるのが良い記念になりま

した。しかし、都電路線は、自動車交通の激増と、1964年（昭和３９

年）の東京オリンピック開催に合わせて、都市高速道路や地下鉄

に代わるようになり、路線そのものが、昭和４０年代から次々と廃

止され、現在では荒川線１路線を残すのみとなりました。「…橋」と

付く停留所名が約 60 ほどありましたが、地下鉄の駅名には僅かし

て継承されていません。そもそも、東京都の都市計画はかなり乱

暴な面があって、中小河川、運河、掘割などの水環境が、廃止され

たり、暗渠化されたり、と傷めつけられてきました。また、都電の停

留所名は、一種の記憶遺産になった寂しさがあります（参考：「懐

かしの都電」石堂秀夫、実業の日本社）。 
 

3.2 東京都電の路線名 

路線名 始点 終点 路線沿いに「橋」がつく停留所名 
東京都電1番 品川駅前 上野駅前 金杉橋、新橋、日本橋、万世橋 

東京都電2番 三田 曙町 芝園橋、神田橋、水道橋 

東京都電3番 品川駅前 飯田橋 飯田橋、赤羽橋 

東京都電4番 五反田駅前 銀座二丁目 古川橋、一ノ橋、赤羽橋、芝園橋、金杉橋、新橋 

東京都電5番 目黒駅前 永代橋 古川橋、一ノ橋、赤羽橋、芝園橋、鍛冶橋、京橋、桜橋、永代橋 

東京都電6番 渋谷駅前 新橋 新橋 

東京都電7番 四谷三丁目 品川駅前 天現寺橋、古川橋 

東京都電8番 中目黒 築地 渋谷橋、天現寺橋、古川橋、一ノ橋、赤羽橋、数寄屋橋 

東京都電9番 渋谷駅前 浜町中ノ橋 浜町中ノ橋 

東京都電10番 渋谷駅前 須田町 ・ 

東京都電11番 新宿駅前 月島通八丁目 勝鬨橋 

東京都電12番 新宿駅前 両国駅前 ・ 

東京都電13番 新宿駅前 水天宮前 飯田橋、水道橋、万世橋、 

東京都電14番 新宿駅前 荻窪駅前 馬橋一丁目 

東京都電15番 高田馬場駅前 茅場町 面影橋、江戸川橋、飯田橋、日本橋 

東京都電16番 大塚駅前 錦糸町駅前 厩橋 

東京都電17番 池袋駅前 数寄屋橋 水道橋、一ツ橋、神田橋、呉服橋、鍛冶橋、数寄屋橋 

東京都電18番 志村坂上 神田橋 板橋本町、板橋区役所、板橋五丁目、板橋駅、水道橋、一つ橋、神田橋 

東京都電19番 王子駅前 通三丁目 霜降橋、万世橋、（昌平橋）、日本橋 

東京都電20番 江戸川橋 須田町 江戸川橋、万世橋、 

東京都電21番 千住四丁目 水天宮前 千住大橋、三輪橋 

東京都電22番 南千住 新橋 泪橋、厩橋、浅草橋、日本橋、京橋、新橋 

東京都電23番 福神橋 月島八丁目 福神橋、本所吾妻橋、駒形橋、厩橋一丁目、高橋町 

東京都電24番 福神橋 須田町 福神橋、十間橋、所吾妻橋、菊屋橋、万世橋 

東京都電25番 西荒川 日比谷公園 江東橋、浅草橋、神田橋 

東京都電26番 東荒川 今井橋 今井橋 

東京都電27番 三ノ輪橋 赤羽 三ノ輪橋 

東京都電28番 錦糸町駅前 都庁前 扇橋二丁目、永代橋、日本橋、呉服橋 

東京都電29番 葛西橋 須田町 葛西橋、江東橋、浅草橋 

東京都電30番 寺島二丁目 須田町 言問橋、菊屋橋、万世橋 

東京都電31番 三ノ輪橋 都庁前 三ノ輪橋、合羽橋、菊屋橋、浅草橋、新常盤橋 

東京都電32番 荒川車庫前 早稲田 面影橋 

東京都電33番 四谷三丁目 浜松町一丁目 ・ 

東京都電34番 渋谷駅前 金杉橋 
並木橋、渋谷橋、天現寺橋、四ノ橋、古川橋、三ノ橋、二ノ橋、一ノ橋、麻布中

ノ橋、赤羽橋、芝園橋、金杉橋 
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東京都電35番 巣鴨車庫前 田村町一丁目 水道橋、一ツ橋、神田橋 

東京都電36番 錦糸町駅前 築地 新大橋、浜松中ノ橋、桜橋 

東京都電37番 三田 駒込千駄木町 芝園橋、神田橋 

東京都電38番 錦糸堀車庫前 日本橋 永代橋、日本橋 

東京都電39番 早稲田 厩橋 江戸川橋、石切橋、厩橋 

東京都電40番 神明町車庫前 銀座七丁目 万世橋、今川橋、日本橋、京橋 

東京都電41番 志村橋 巣鴨車庫前 志村橋、板橋区役所、板橋駅 

玉電玉川線 渋谷駅 双子玉川 大橋 

玉電砧線 砧 双子玉川 ・ 

玉電世田谷線 三軒茶屋 下高井戸 ・ 

 

3.3 都電が渡る河川名 
 川名は、東京の場合は掘割も含めます。都電が渡る川名だけでなく、愛称として、その川沿いの地名として付

けられている停留所名も挙げました。都市高速道路の建設のため、埋められたり、暗渠化されたりして、水環

境の意義を表す地名でなくなった場合が多くなりました。したがって、記憶遺産と呼ぶことにしました。 
 

停留所名 読み 川  名 都電路線番号 
万世橋 まんせいばし 神田川 1、13、19、20、24、30、40 

日本橋 にほんばし 日本橋川 1、15、19、22、28、38、40 

新橋 しんばし  1、4、6、22 

金杉橋 かなすぎばし 金杉川 1、4、34 

水道橋 すいどうばし 江戸城外堀 2、13、17、35、 

神田橋 かんだばし  2、17、18、25、35、37 

芝園橋 しばぞのばし  2、4、5、37 

飯田橋 いいたばし  3、13、15、34 

赤羽橋 あかばねばし  3、4、5、34 

古川橋 ふるかわばし 古川 4、5、34 

一ノ橋 いちのはし 新宿御苑、渋谷川、古川、金杉川 4、5、34 

永代橋 えいたいばし 隅田川 5、28、38 

桜橋 さくらばし  5、36 

京橋 きょうばし  5、22、40 

鍛冶橋 かじばし 江戸城外堀 5、17、 

天現寺橋 てんげんじばし  7、34 

浜町中ノ橋 はまちょうなかのはし  9、 

勝鬨橋 かちどきばし 隅田川 11、 

馬橋一丁目 まばし （地名） 14、 

江戸川橋 えどがわばし  15、20、39 

面影橋 おもかげばし  15、32 

厩橋 うまやばし 隅田川 16、22、39 

厩橋一丁目   16、23 

一ツ橋 ひとつばし  17、18、35 

呉服橋 ごふくばし 江戸城外堀 17、28 

数寄屋橋 すきやばし 江戸城外堀 17、 

板橋本町 いたばし （地名） 18、 

板橋区役所  （地名） 18、 

板橋五丁目  （地名） 18、 

板橋駅  （地名） 18、41 

霜降橋 しもふりばし 谷田川 19、 

千住大橋 せんじゅおおはし 隅田川 21、 

三ノ輪橋 みのわばし  21、27、31 

泪橋 なみだばし 思川 22、 

浅草橋 あさくさばし 神田川 22、25、29、31 

福神橋 ふくじんばし 北十間川 23、24 

本所吾妻橋 ほんじょあづまばし  23、24、30 

駒形橋 こまがたばし  23、 

高橋町 たかはしまち  23、 

十間橋 じゅっけんばし  24、 

菊屋橋 きくやばし  24、30、31 

江東橋 こうとうばし  25、29 

今井橋 いまいばし  26、 

扇橋二丁目 おおぎばし  28、 

葛西橋 かさいばし  29、 

言問橋 ことといばし  30、 
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合羽橋 かっぱばし  31、 

新常盤橋 しんときわばし  31、 

二ノ橋 にのはし  34、 

三ノ橋 さんのはし  34、 

四ノ橋 しのばし  34、 

渋谷橋 しぶやばし  34、 

並木橋 なみきばし  34、 

麻布中ノ橋 あざぶなかのはし  34、 

新大橋 しんおおはし  36、 

浜松中ノ橋 はままつなかのはし  36、 

石切橋 いしきりばし  39、 

今川橋 いまがわばし 神田川 40、 

志村橋 しむらばし  41、 

大橋（玉電） おおはし   

 
3.4 川名の付く名古屋市電停留所名 
 名古屋市の市電は全廃されましたが、「…橋」の停留所名があったことの記憶のためにまとめました。 
 

停留所 読み 
新瑞橋 あらたまばし 

内田橋 うちだばし 

大津橋 おおつばし 

大手橋 おおてばし 

尾頭橋 おとうばし 

金山橋 かなやまばし 

楠橋 くすのきばし 

景雲橋 けいうんばし 

彩紅橋通 さいくばしとおり 

山王橋 さんのうばし 

白鳥橋 しらとりばし 

千種橋東 ちくさばしひがし 

長良橋 ながらばし 

納屋橋東 なやばしひがし 

日置橋 ひおきばし 

東橋 ひがしばし 

開橋 ひらきばし 

古渡橋 ふるわたりばし 

明徳橋 めいとくばし 

柳橋 やなぎばし 

 

 

 

 

 

 

 


