
あけぼのと岬めぐり

　前回の下関行きから１ヶ月弱での旅である。今回の旅（平成 22年９月 23～26日）は、
たまたまこの時期になっただけのことで、計画自体は一年くらい前から立てていたものだ

から、やっと実現した旅でもあるのだ。

　その柱となるのが、寝台特急の「あけぼの」に乗ることである。またかと思われるかも

しれないけど、夜行列車はもはや風前の灯で、一昨年に「富士」と「はやぶさ」に乗って

以降も今春に「北陸」と「能登」が廃止されて、定期列車では全国で８つの列車しか走っ

ていない。今回はその「あけぼの」に乗ろうと思う。

　なぜ、一年も前から計画を立てていたのかというと、この 12月に東北新幹線が青森ま
で延伸されるからだ。厳密には青森から奥羽本線で一つ目の新青森まで延びるのだが、そ

うなると、「あけぼの」が廃止になる可能性が高くなる。そうならないうちに乗ってしま

おうと思い、騒ぎにならない去年から計画を練っていたのだ。

　結局、諸般の事情で決行がずいぶんと後へずれてしまったが、そういう列車だから、私

のように機会があれば乗っておこうという人も多いに違いない。そうなると寝台券の発売

日に売り切れになるかもしれない。

　今回もまた、目黒君に同行をお願いしている。なぜ一緒に行くことにしたのかは後で記

す。

　日程は９月か 10月の３連休で行こうと思っていたのだが、どちらも用事があり、行け
そうにない。しかし、それでは「あけぼの」の廃止を座して待つのみということになりか

ねず、何かいい案はないかとカレンダーを見ていると、９月の３連休の後に秋分の日から

の飛び石連休がある。間で休みをもらえれば４連休になる。それができるのなら、この日

程で行ってこようと思い立った。それに３連休での旅程となると、いわゆる「０日目」か

らの出発になるのだが、定時で退社して、なおかつ高松空港へ直行せねばならない強行軍

になってしまう。それだけでもきついのに、羽田に着いてからも上野まで１時間弱で移動

しなければならないという綱渡りで、平成 16年春の北海道で敢行した飛行機→「北斗
星」の乗り継ぎと同じパターンになるので、いっそ４連休にしておいて、ゆっくり東京へ

移動したほうが楽だと考えたのだ。

　さて、今回の柱は「あけぼの」に乗ることなのだが、それだけでは面白くない。行った

先で観光もしたい。これもまた、計画を立案した一年前から練っていたのだが、なかなか

しっくりと来る案ができなかった。そこで観光は後回しにして、まずは「あけぼの」の寝

台券だけは確保しておくことにした。乗車日は祝日で、翌日が平日とはいえ、私のように

４連休にして旅行へ出ようという人もいるだろう。だから、一ヶ月前の発売開始日に買お

うと思うのだが、仕事中に私が外へ出られないので、目黒君に頼んで取ってもらうことに

した。

　その「あけぼの」にはＡ寝台個室「シングルデラックス」、Ｂ寝台個室「ソロ」、それ

から普通のＢ寝台の３種類の寝台がある。一昨年の「富士」、「はやぶさ」同様に狙いは

もちろん、Ａ寝台個室である。しかも、このＡ寝台個室は 11室あるのだが、１番の個室
を除き、２番３番、４番５番…といった風に偶数と奇数の個室間にドアがあり、廊下に出

なくても行き来できるようになっている。ちなみに「あけぼの」で寝台を座席にしたとき

に下り列車で進行方向を向くのは奇数番号の個室だから、そういう並びで取れば、どちら

かが必ず進行方向を向くようになるので、そのように取ってもらうことにする。もし、そ
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れで取れなかったら奇数番号番号ばかりにしてもらって、一室しか取れなかった場合は追

加料金を払えば補助ベッドという上段寝台が利用できるので、その奇数番号で取ってもら

う。やけにＡ寝台個室に執心しているが、いろいろと調べてみると、Ｂ寝台個室は一般の

２段寝台を無理矢理個室にしたような造りで、その分当然狭いらしいから、はじめから利

用する気はなかった。Ａ寝台個室が取れなかったら、むしろ普通のＢ寝台でもいいかなと

思わせるくらい評判がよろしくない。ここはひとつ、目黒君には是非ともＡ寝台個室を

取ってほしいところである。

　そして、８月 23日の寝台券発売日当日、目黒君は昼休みを利用して駅まで買いに行っ
てくれた。その結果、一部屋しか取れず、しかも偶数番号であった。一室しか取れなかっ

たので、補助ベッドもあわせて取ってもらう。これで個室で青森まで行くことは可能に

なったが、指定券類の発売は一ヶ月前の 10時からで、まだ 13時の段階で一室しか残って
いないとは、かねてから乗車率の高い「あけぼの」だと感心させられるが、逆によく取れ

たなとも思う。Ｂ寝台個室のほうはまだ空きがあるとのことだったけど、上の理由からＡ

寝台個室一部屋でもありがたいと思った。

　曲がりなりにも念願のＡ寝台個室が取れたはいいけど、到着後の行程が決まらない。一

年前の当初案では、すぐ接続する特急で北海道へ渡る計画もあったが、それでは焦点がぼ

やけてしまうので、青森一本に絞った。そこで、今回は津軽半島と下北半島へ行くことに

したのだが、どちらを先に行くか、また両半島間の移動を船にするかＪＲにするかなど、

いい案がなかなか浮かばない。そもそも行先が本州の末端部分なので、どの交通機関を使

うにしても本数が極端に少なく、計画者泣かせの地域である。

　それでもしばらくすると津軽半島に関しては間もなく案が出来上がった。また、決定が

少し遅れたものの、下北半島についてもバスの本数が少ないので、レンタカーを借りると

いうところまでは決まった。しかし、両半島間の移動をどうするかはぎりぎりまで決めら

れなかった。

　船は津軽半島の蟹田と下北半島の脇野沢を結ぶフェリーがあり、青森と脇野沢を結ぶ高

速艇もある。観光以外、移動手段として船を利用するのは滅多にないことなのだし、特に

蟹田－脇野沢間のフェリーとなると津軽海峡を横切るわけで、こんな旅でもしない限り利

用することはまずない航路である。だから、これを利用したいという気持ちは強かった。

しかし、インターネットで調べてみても、脇野沢にレンタカーがあるかどうかというのが

どうにも確信が持てない。

　たとえば、あるサイトにトヨタレンタカーの脇野沢営業所というのがあるとなっている

のに、当のトヨタレンタカーのサイトで営業所一覧を見ても、そんな営業所はどこにも紹

介されていない。そのはじめに見つけたサイトは古いまま更新されていないようだ。

　脇野沢にレンタカーがなければ、先に下北半島を観光して、脇野沢で乗り捨てて蟹田へ

のフェリーに乗るというようなこともできない。結局、船での移動は諦め、初日に津軽半

島を周って青森で泊まり、翌日ＪＲで大湊まで移動して、そこで車を借りて下北半島を巡

ることにした。それが決まった時点で下北半島の宿も抑えた。抑えたといっても、出発ま

であと一週間という段階になってからのことで、いつものことながら行程決定までが遅す

ぎる。

　ところで、今回目黒君を誘ったのは下北半島のレンタカーがあるからだ。一人でレンタ

カーを借りると、その料金は当然私一人で持たなくてはならない。時間の有効活用とはい

え、ちょっと負担が重い。それに夜は飲む相手がいたほうが楽しい。

　その目黒君は今回の旅に適した首都圏発着の「青森・函館フリーきっぷ」という切符が

あるので、それを使うことにしたのだが、その切符にはＪＲの経営する駅レンタカーが特
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別料金で利用できる特典があるという。時刻表にはそこまでは書かれておらず、全く知ら

なかったのだが、これを活用しない手はない。

　そこで、さっそく目黒君に頼んで車の手配をしてもらった。特別料金の対象は軽自動車

と 1,300ＣＣクラスの乗用車で、男２人が移動するのに軽では窮屈かもしれないけど、
1,300ＣＣなら十分である。ただし、大湊営業所では手持ちの車がなくなったのか、他の
駅レンタカーから借りられるかどうかの確認をしてからということになった。翌日に目黒

君の下に元喫煙車の消臭対策済みという車なら貸してもらえるという返事が来たとのこと

で、それを抑えたと連絡が入った。どの程度消臭がなされているのか分からないけど、こ

れで下北半島の足は確保された。それを受けて、初日の晩の青森の宿も予約した。こうし

てすべての行程が決まったのは出発の３日前であった。

　９月 23日秋分の日。彼岸の中日なので、午前中は墓参りに行く。旅立ちは午後からだ。
しかも、13時 10分発の「マリンライナー 34号」という私にしては何とも中途半端な時間
の出発である。こんな時間帯に出るのは、始めから予定がズタズタになった平成７年の

「九州路の予定は未定」以来である。

　朝７時頃、雷交じりの豪雨で起こされた。慌ててインターネットで天気予報を確認する

あわせてＪＲ各線の運行状況も調べる。今のところ、瀬戸大橋が停まっているという情報

はない。新幹線も遅れはないようである。その豪雨は 30分と続かず、にわか雨だったよ
うだ。でも、今日は全国的に雨の予報だから、どこでどんな降り方をするか分からない。

　天候を気にしながら母と墓参りを無事に済ませて、母を送りに実家へ戻る。ちょっと落

ち着いてテレビを見ていると、大雨の心配がなくなったと思ったら、今度は瀬戸大橋線で

人身事故が発生し、ダイヤが乱れて１時間以上遅れているというニュースが流れた。この

ため、特急や「マリンライナー」に運休が出ているという。これは早めに家を出たほうが

よさそうだ。実家を早々に引き上げて帰宅すると 10分ほどで出発する。折からの雨で高
松駅までは歩いていくことに決めていたのだが、この時点で時計の針は 12時 40分を指し
ており、時刻表どおりであれば１本前にあたる「マリンライナー」が目の前を通過して行

く。早めに駅に行くといいながら、結局は当初案の 13時 10分発が直近の列車になってし
まった。

　ところで、私は旅立ちで夜行列車を使う場合、その列車が到着した先からの行程を初日

としており、夜行列車に乗る日のことを「０日目」と呼んでいる。そんな日程のような日

程でないようなものなので、家を出るのは夜と相場が決まっている。最近では一昨年の

「国鉄と温泉」での急行「きたぐに」乗車がそうである。

　今回は「あけぼの」に乗って、初日の朝から青森を楽しもうと思っているのだが、「あ

けぼの」は上野発である。夕方までに高松を出ないと乗ることができない。夕方の出発な

ら、まだ「０日目」の範疇ぎりぎりといったところだけど、今回は久しぶりに東へ行くの

で、明るいうちに東京へ着いておきたい。そうなると、今の季節では「マリンライナー

34号」までがその対象となる。ただ、午後一番の出発を「０日目」と言うには無理があ
る。大体、昼間に観光もせずに移動をしているのが何とももったいない。今回は３日半の

旅と言ったほうが正しいのかもしれない。

　雨の中、15分ほど歩いて高松駅に着く。混雑している様子はなく、現在開催中の「瀬
戸内国際芸術祭」の案内ブースも手持ち無沙汰のようだ。

　発車 10分ほど前に改札を通って、「マリンライナー」に乗る。ホームの発車案内には
「マリンライナー 34号」と表示されており、これは予定の列車である。列車を間引いて、
定時に復させたのだろう。もうすぐ発車するというのに２人がけのシートは空席が見られ
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る。私は５両編成のちょうど真ん中の３

号車を利用することにした。これより前

の車両には空きがまだたくさんあるかも

しれない。

　発車まで時間があるので、車内の広告

やらホームの看板などを見ながら過ごし

ていたが、少々蒸し暑い。昨日まで暑

かったし、私はさっきまで歩いていたし、

雨で湿気は多いから、蒸し暑いのもやむ

を得ないが、汗が一向に引かないのはお

かしい。車端部を見てみると「弱冷車」

と書かれてある。どうもこのせいらしい。

　と思っていたら、車内のエアコンの

モーター音が聞こえてくる。そこからは涼しい風が吹いてくる。どうも今まで冷房を切っ

ていたようである。その上、ボタン式の自動ドアで完全に締め切っていたから蒸し暑かっ

たのだ。だんだん涼しく感じてきたが、折り返しの約 30分の間、清掃をすることもなく
出入り自由なのにエアコンのモーターを切って節約するあたり、財政事情は厳しいのだろ

う。

　本来なら 13時 05分頃に着くはずの「マリンライナー 29号」が 13時 10分頃に入ってき
て、入れ替わるように定刻の 13時 10分に「マリンライナー 34号」が発車する。
　高松駅を出たときにはまだ雨が降っていたけど、端岡か国分辺りであがったようだ。そ

のためか、周辺の山々や瀬戸内海の島々がきれいに見える。ただ、瀬戸大橋を渡った先の

下津井付近ははっきりと見えないし、遠くの山は霞んでいる。これから新幹線に乗って雨

雲を追いかけるようなものだから、東京まで行っても同じような天候なのかもしれない。

　児島の手前からトンネルを３つ抜けて茶屋町に近づくと、北の空が明るい。雨は降って

もひどいことにはならないようだ。

　盆に通ったときは真っ青な田園風景だった早島も９月末ともなると黄色く色づいている

ということは、前作でイグサだと述べたのは嘘だったことになる。早島といえば、イグサ

という固定観念があるからつい見誤ってしまった。「マリンライナー」はダイヤどおり

走って 14時 02分、岡山に着いた。

　階段を上って、跨線橋で新幹線乗り換え改札へと急ぐ。駅の改装もあらかた終わり、以

前の構造と比べると、乗り換えがスムーズにできるようになった。これなら慣れていなく

ても、迷わずに改札を通ることができる。

　これから乗るのは「のぞみ 32号」もしくは「のぞみ 126号」であるが、はっきり決め
ていないのは 32号の混み具合でどちらに乗るか決めることにしているためだ。希望は山
側の席だ。32号は博多発、126号は広島発なので、後者のほうが座れそうである。しかも、
好みの席が選べられそうだ。ただ、126号は 32号の 10分近くあとに出るのだが、この先
停車駅が同じなのにも関わらず東京に到着する頃には 20分もの差が付いているのだ。今
日の東京の日の入りは 17時 37分だというから、126号に乗っていたのでは明るいうちに
東京に着こうという目的が満たされない。これなら窓際でなくとも、座れさえすれば 32
号でいいかなとも思う。

　14時 13分、「のぞみ 32号」がＮ 700系の 16両編成で入ってきた。中を覗いてみたと
ころ、立ち客はいないようだ。その様子を見て乗り込む。山側、海側ともに空いている席
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はなかったので、山側の席に相席で座ることにする。先客は大きなキャリーバッグを座席

の前に置いているので、海外旅行にでも行くのかもしれない。とすれば、新神戸か新大阪

辺りで降りると思われる。14時 14分発。
　依然、雲は広がっているものの、高くなっており、青空も見られる箇所がある。今日は

移動だけなので、雨が降らない程度の天候ならよしとしよう。

　姫路城を通過する。通路側の席なので、撮影することはできない。そればかりか、現在

天守閣が改装されており、ネットで覆われているのでぼんやりとしか見えない。隣に連

なっている小天守は改装がまだなのか、終わっているのか、白い城壁が鮮やかだ。その姫

路を過ぎると、マンションや住宅だらけとなり、街の様相を呈してきた。

　新神戸である程度の入れ替わりがあり、新大阪では大勢の人が降りていった。車内放送

によると今朝からの雨の影響で、紀勢本線のダイヤが大幅に乱れているという。

　でも、やはりというか、新大阪から乗ってくる人はわずかであった。東京－新大阪間だ

けを走る「のぞみ」は定期で毎時２往復、臨時は３ないし４往復あるから、博多や広島か

ら来る列車にわざわざ乗らなくても、席の確保は容易にできる。だから、それまでほとん

ど埋まっていた山側の２人席、真ん中だけ空いているような海側の３人席ともに各一人ず

つが座っているといった乗車率になった。でも、私の隣の人はまだ降りない。私は、この

人が海外旅行へ行くと勝手に決め付けているけど、神戸空港、関西空港とやり過ごせば、

次は中部空港かなと、あくまで勝手な想像の中で予想を立てている。15時発。
　しばらく行くと、大阪京都の県境である山崎付近を通過する。左手に見える天王山には

サントリーのウイスキー工場があり、その麓を東海道本線、その手前には阪急京都線が並

走している。

　あまり乗ってこなかったのは新大阪だけで、京都では少し降りてたくさん乗ってきた。

時間的に京都観光を終えての帰路と思われるが、もう少し楽しんでもいいように思える。

それにしても、岡山からまだ１時間しか経っていない。「のぞみ」の速さを実感するとき

だ。京都を出てトンネルを抜けると、左手遠方に琵琶湖がチラッと見えた。

　時折り、近江鉄道と交わりながら京都から 15分ほどで彦根城が見えてきて、程なく米
原を通過する。東海道本線と北陸本線が左右に分かれていくその間を「のぞみ」は駆け抜

ける。

　間もなく伊吹山が見えてきた。このところ、この区間を通るのは冬ばかりで、雪を被っ

た伊吹を楽しんできたものだが、今回は雪のない季節である。青々とした緩やかな山容は

見ていて心が落ち着くようだ。新緑の季節だともっと明るい緑色をしているのだろうと思

う反面、そういう季節に旅に出ていないなとも思う。

　伊吹を過ぎ、関ヶ原の原っぱを見、次第に建物が増えてきて大垣に入る。そうして、揖

斐川、長良川、木曽川と渡っていき、清洲城を見ると、庄内川を渡って名古屋に着いた。

　名古屋では大量に降りていく。乗ったのは意外にもわずか 20名ほどであった。ここで
私の隣の人も降りる。ここから新横浜までの１時間半近くをこの状態で過ごすことになる。

　名古屋は岡山－東京間のほぼ中間点に当たり、前半は１枚も写真が撮れなかった。それ

は仕方がないけど、残り半分、目に付いたものは何でも撮ろうと思う。15時 53分発。
　少し行ったところに高架の跡が見られる。何度も東海道新幹線に乗っているのに、これ

は初めて見るものだ。住宅街を縦断しているようにも見えるし、廃線になってから住宅が

建てられたようにも見える。あとで調べると、これは南方貨物線という国鉄が建設しよう

としていた未成線だそうだ。線路を敷くだけというところまで完成していたらしいが、時

代がこの線を必要としなくなり、今では寸断された高架だけが残っている。こういう遺構

を見るのは楽しいものだが、予備知識があればなおのこと興味は深まるだろう。いつもそ
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の予習を怠るから、目の当たりにして歯が

ゆい思いをすることになる。

　
や は ぎ

矢作川、豊川と渡り、豊橋を通過する。

間もなく岩屋観音が見えてくるはずなので、

目を凝らして見てみたけど、今回は分から

なかった。既に通過していたのかもしれな

い。以前見たものが見えないと、しっくり

来ないものである。

　浜名湖を見て、すぐに浜松を通過し、こ

れまたすぐ天竜川を渡って、掛川を通過す

る。天竜浜名湖鉄道の 16時 24分発の新所
原行きらしいディーゼルカーがゆっくりと

動き出していた。

　茶畑を左右に見ながら大井川、安倍川を渡って静岡を過ぎると、辺りはもう薄暗くなっ

てきた。まだ 16時半を回ったくらいであ
る。高松以来、分厚い雲に覆われたまま

なので、日の入りを待たずして暗くなる

かもしれない。東京まで持つかどうか少

し怪しくなってきた。早くもネオンや街

灯が点いているのだ。

　私と富士山の相性が悪いのはこれまで

何度も書いてきたけど、今日も例に漏れ

ず、見られそうにない。帰りは夜の新幹

線だから今回の旅でもその秀峰に接する

ことはできない。富士川を渡ると、本来

ならその先に富士山が見られるのだが、

裾の広がった麓が見えるのみで、やはり

見られなかった。間もなく新富士を通過する。

　新丹那トンネルを抜けて熱海を通過する。右手には太平洋が広がる。広がるといっても

小田原までほとんどトンネルの区間だから、海が見えるのはほんのわずかの時間である。

　新横浜に着く。少し降りていって、１

人乗ってきた。東京まであと 20分くらい
の距離である。それでも乗ってくるのは

乗り換えが煩わしいからだろう。横浜線

で東神奈川まで出て京浜東北線、または

横浜まで乗って東海道本線に乗り換える

パターンになると思うけど、20分ほどの
所要時間なら乗り換えをしている間に着

いてしまいそうである。それなら、東京

－新横浜間の新幹線利用はもったいない

とは言い切れない。ただし、特急券は乗

車券の倍ほどもする。

　鶴見川、多摩川と渡って東京に入った。

もう写真を撮るのは厳しくなってきたので、多摩川を撮ったところで撮影を一旦終了する
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品川で大勢の乗客を降ろして 17時 33分に
東京に着いた。

　新幹線の改札を出て、乗客の流れに

乗って山手線、京浜東北線のホームへ向

かう。先ほど品川付近でそれらの線の列

車の様子を見てみたら、編成の端の車両

にはほとんど乗っておらず、中ほどの車

両でも席が半分埋まっている程度である。

いちばん混んでいそうな時間帯だと思う

のだが、それは平日だけのことなのだろ

うか。

　階段を上ってホームへ出ると、ちょう

ど山手線が入ってきたので、それに乗る。

そして、10分足らずで上野に着いた。東京で新幹線から降りて 15分も経っていない。あ
まりにもスムーズすぎる。

　新幹線の車中から目黒君とはメールで

連絡を取り合っている。上野で集合とい

うことにしており、私が東京に着く頃に

は上野に着いているはずである。

　集合場所は「ジャイアントパンダの

像」ということにしてたのだが、自分で

決めておいて、その場所が実は分かって

いない。上野駅は東京駅以上に分からな

い。人の流れに付いて行くと急に広くな

る。上野駅の地平ホームだ。ここで改札

を出る。この中央改札の頭上には猪熊弦

一郎の有名な壁画があるし、券売機の上

には平山郁夫のこれもまた有名なステン

ドグラスが展示されている。目黒君のことが気にならないでもないが、先にこれを撮影し

ておく。

　外に出たり、中に戻ったりして、改め

て時刻表を開く。「ジャイアントパンダ

の像」は見当違いの場所にある。新幹線

の中でよく調べていなかったのが悪い。

でも、今度はじっくりと見たから、行き

着くことができそうだ。

　正面玄関から外に出ると、テレビでよ

く見かける上野駅の風格ある石造りの駅

舎が雨に濡れている。いつも見ているの

はここからの眺めなのかと、初めて見る

駅舎に感動する。でも、もうすっかり暗

くなっているし、雨も降っているので、

近くからの撮影となり、全景を収めるこ
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とはできなかった。そして、３階まで上がって、待ちくたびれた様子の目黒君と合流する。

「何しよったん？」

「いやぁ、迷子になってしもたわ」

「すぐ来るもんやと思とった」

「上野駅自体はすぐに着いたんで。で、中央改札を出るまではすんなりいけた。でも、そ

こからや」

「はじめから中央改札にしとったらよかったのに、何でジャイアントパンダなんかな思た

わ」

「洒落のつもりでここにしたんやけど、俺もまさかこんなところとは思わんかった」

「あれ見て」

　目黒君が列車の発車案内を指差す。そこには 19時 03分発の「北斗星」が福島県の大雨
の影響で本来なら東北本線経由のところを常磐線経由で運転すると表示されている。夏に

なると福島や郡山の大雨の様子をニュースの映像でよく見るのを思い出した。

　既に 18時を回っている。すんなり会っていれば、もう晩酌を始めていることだろう。
これから乗る「あけぼの」は 21時 15分発なので、20時くらいまで近くの居酒屋で飲むこ
とにしている。でも、いきなり時間のロスが生じてしまった。でも、せっかくここを集合

場所にしたので、ジャイアントパンダに敬意を表して、撮影をしてから居酒屋を探す。

　上野駅構内の居酒屋辺りで済ませようと思って探してみたのだが、どうもなさそうなの

で、私が持っている小さいビニール傘に２人で寄り添うように入って上野駅を出る。

　外に出てみると、思っていた以上に雨が降っている。そんな天気でもたくさんの人が行

き来している。高架に沿う道を秋葉原方面へ歩く。焼き鳥店や立ち飲み屋などが目立つ。

どれもピンと来ないなぁ、と思いながら早くどこか入りたいと思っていると、目黒君が全

国チェーンの有名な居酒屋の名前を挙げて、

「そこにするか？」

　と言う。

「それは勘弁してくれ」

「安いぞ」

「それはそうやけど…」

　目黒君は私がどのような反応をするか分かった上で、そう言っている節がある。私は何

かいい店はないかと探し続ける。

「上野は詳しいんか？」

　と私が尋ねると、

「この辺来るんはいつ以来やろ」

　と言うくらいだから、全く当てにならない。

　この雨ではとことん歩いて店を見つけようという気にもなれず、適当な店があればそこ

にしようと思う。でも、ごく限られた範囲の中の「適当な店」となるから、意中の店を見

つけるのは容易ではない。

　そうして、一軒の小料理屋に入った。割烹着を着た女将さんがカウンターの向こうに

立っているのかと思ったら、ラフな格好をした女性が２人、カウンターと客席に１人ずつ

いて、店を切り盛りしている。姿は見えないけど、奥の厨房に大将がいるようだ。テーブ

ル席に座ると、女性が注文を聞きに来る。その話し方がたどたどしい。どうも中国人のよ

うだ。

　メニューは壁の黒板にあり、テーブルやカウンターには置かれていない。目黒君はデジ

タルカメラを取り出して、そのメニューを撮影している。馬刺し、玉子焼き、ホタルイカ
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の沖漬、子持ししゃも、おでんの盛り合わせを頼む。その間、瓶ビールを３、４本空ける。

　取り立てて美味しいこともなく、まずいこともない。普通の味であった。雰囲気は悪く

はない。でも、店員が中国人というのは、小料理屋には似つかわしくないし、量の割に

少々高めの値段も注文を躊躇させた。駅前の一等地なら致し方がないけど、あまり落ち着

かず、20時頃に店を出る。１時間ちょっとしかいなかったことになる。

　雨の降り方は店に入る前と変わっておらず、早足で駅に戻る。戻ってみたものの、「あ

けぼの」が出るまでまだ１時間以上もある。随分早いけど、もう改札に入る。

　これから「あけぼの」での宴会用のビールとつまみを買おうと思う。ホームの脇にコン

ビニエンスストアがあるので、そこで 500ミリリットルのビールを６本とスナック菓子、
目黒君持参のウイスキーを飲むための水とコップといった宴会に必要なものをいくつか買

い込む。

　いろいろ迷って買ったけど、まだ 20時 15分くらいである。コンビニエンスストアの斜
め向かいに駅弁屋が見える。小料理屋で注文を控えたせいか、お腹は満たされていない。

「駅弁買うか？」

「そうやの」

　目黒君とも意見が一致して、各々好きな駅弁を買う。それから、「あけぼの」の出る

13番線に向かう。その途中にラーメン屋がある。
「食うか？」

　と目黒君が言う。

「これだけ食料用意したけん、もうええわ」

　上野駅 13番線は平成 16年に北海道へ渡ったときに乗った「北斗星」が出たのと同じ
ホームである。上野駅地平ホームの一番西寄りにある。端っこだけにここだけが違う雰囲

気を持っている。かなり早く乗り場へ来たものだと思っていたのだが、私たちよりも早く

来ている人も結構いる。「あけぼの」の乗車もさることながら撮影することがメインのよ

うで、そういう人たちはカメラを持ってスタンバイしている。

「これからその辺撮影してくるわ。荷物頼む」

「ええよ」

　上野駅でこんなにゆっくりするのは初めてである。東京同様、上野も通過するだけの駅

だから、改札を出ることもない。今回改札を通ったのは私自身初めてのことである。自分

でも意外なことだとは思うけど、よく考えてみれば、たしかに上野駅を出入りすることは

これまでなかった。

「あけぼの」が入線してくるのは 21時頃
と思われる。それまでの間、普段接する

ことのできない車両を撮影しておく。

　一番目を引いたは、特急「あかぎ」で

ある。ホームに停まっているのは「あか

ぎ 10号」の折り返しで 21時発の「あか
ぎ９号」になる。車両そのものは 185系
電車で別段珍しくはないのだが、その塗

装が奇抜である。かつての「湘南色」に

身を包んでいるのだ。こういうのを見る

のは初めてなので、車体のデザインと塗

装がミスマッチと思いつつも何枚も写真

9



に撮る。何となく昔の 80系電車を思い起
こさせるが、やっぱり似合っていない。

　しばらくすると、隣のホームに赤と黒

の塗装の 485系電車が入ってきた。臨時特
急「あいづ」であった。上の「あかぎ 10
号」よりも早く到着するはずなのだが、

これも福島県の雨の影響なのだろう。そ

れよりも臨時ながら今なお運転している

というのが嬉しい。所要時間は４時間半

程かかるから、そのくらい走ってくれる

と楽しめそうである。こういうのを見る

と、つい乗りたくなる。

　13 番線に戻ると間もなく、「あけぼ
の」が入ってきた。上野駅の地平ホームは我が高松駅と同じく頭端式と呼ばれる、櫛型に

ホームが並んでいる構造になっている。今はもうないけど、高松駅では客車を引っ張って

きた機関車を他の線にかわすための「機回り線」というのがあった。でも、このホームに

はそれがないから、下り列車がホームに入る場合は推進、つまり後ろ向きでやってくる。

１号車を先頭に８号車、電源車、電気機

関車の順に入って来るのだが、よく定め

られた位置に停車できるものだと感心す

る。発車まで 20分余、ゆっくり写真が撮
れるのは上野か青森しかないので、撮れ

るときに撮っておく。

　ちょうど入ってきたところだったので、

編成のお尻となる１号車を撮り、トレイ

ンマークもあわせて撮る。続いて、特急

券だけで横になれる「ゴロンとシート」

のロゴ、Ｂ寝台個室の「ソロ」、これか

らお世話になるＡ寝台個室の「シングル

デラックス」といった主だった車両を撮

り、行先標も撮っていく。途中「シングルデラックス」の前で待っていた目黒君には撮影

を続ける旨を伝えてさらに前へ行く。

　先頭のＥＦ 64電気機関車の前にはたく
さんの人がいて、「あけぼの」の雄姿を

カメラに収めている。このＥＦ 64は私の
これまで撮った写真の中にはほとんどな

い車両である。多分、２年前に「きたぐ

に」から大糸線、中央本線経由で東京へ

行ったときに塩尻で出会った重連の貨物

列車を撮ったのが唯一ではないだろうか。

　人波をかき分けて「あけぼの」の編成

とヘッドマークを撮ったのだが、ストロ

ボを炊いても明るいのは機関車の前面だ

けで、後ろのほうは光が届かず暗くなる
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ので、自然光で撮るようにした。となると、

ホームの蛍光灯だけでは光量が足りないの

で、不足する光を補うために絞りは解放と

なり、それでも足りなければシャッタース

ピードも遅くして光量を満たそうとする。

でも、シャッタースピードが遅くなると、

今度は手ブレの可能性が高くなる。そうな

らないようにしっかり固定して撮らなけれ

ば、きれいな写真は撮れない。納得がいく

まで枚数も時間も費やしてしまったから、

なかなか撮影を終えることができなかった。

　その原因は三脚なしで撮影をしているこ

とにある。でも、近頃は駅での三脚使用を

禁じているので、昼間と同じように撮影するしかないのだ。でも、デジタルカメラは撮っ

た写真をその場で見ることができるから、ブレているかどうかがすぐ分かる。だから、

ちゃんとピントが合っているものが撮れ

るまで撮影を続けたのだ。これまでの銀

塩カメラではできなかったことで、大変

便利になったものである。青森でも同じ

ような写真を撮るが、上野ではここまで

にして、そろそろ乗ることにしよう。

「シングルデラックス」は７号車である。

しかし、１から 11番まである個室の何番
だったかは覚えていない。目黒君に電話

をかけると２番だということだったので、

さっそく２番に入る。

「乗って来んのかと思た」

「それはないけど、まぁ、ぎりぎりまで

撮ったな」

「ホンマ、ようやるわ」

　乗ったのは発車の３分くらい前である。カメラの

電池や携帯電話の充電をするうちに 21時 15分、いよ
いよ発車する。ゆったりした静かなスタートは客車

ならではだ。またスピードが一向に上がらないのも

客車らしい。山手線や京浜東北線の駅など目を凝ら

さなくても駅名標の文字が読めるくらいだ。ただ、

事前に調べていた通り、偶数番号の個室は座ると進

行方向の逆向きになるという点が残念である。

　寝台特急「あけぼの」は昭和 45年７月に登場した
上野－秋田間を奥羽本線経由で結ぶ臨時特急として

誕生した。臨時ながら食堂車も営業していて、10月
からは青森へ延長されるとともに晴れて定期列車と

なる。そして、昭和 48年に２往復、東北・上越新幹
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線が開業した昭和 57年には３往復となり、成長を遂げていく。その影で、食堂車は昭和
48～49年に廃止されている。
　その後、昭和 63年に青函トンネルが開業した際に、昭和 48年に増発された列車が廃止
される。平成２年に山形新幹線の工事が始まり、１往復は東北・陸羽東・奥羽経由の「あ

けぼの」となり、もう１往復は現在のルートである高崎・上越・羽越・奥羽経由の「鳥

海」と経路及び愛称の変更が行われる。それから秋田新幹線が開業した平成９年に「あけ

ぼの」と「鳥海」が統合されて、旧「鳥海」のルートで「あけぼの」の愛称が存続して現

在に至る。東北新幹線の八戸延伸時に「はくつる」が廃止されてからは首都圏対東北の夜

行列車としては唯一のものとなっている。

　そんな「あけぼの」だが、冒頭でも記

したとおり今年 12月の東北新幹線新青森
開業で廃止されるのではないかという憶

測が飛んでいた。私だって廃止か存続さ

れても秋田短縮かと思いながら今回の旅

を温めていたら、青森の地元紙「東奥日

報」で７月に、「あけぼの」は現行のま

ま当面存続という記事が出たという。昨

今の夜行列車の惨状からすると、存続を

決めたＪＲ東日本はすごいと思う。もっ

とも、全区間東日本管内を走るため、会

社間の利害関係がなかったからこそ決断

できたのだろう。しかし、存続は「当

面」のことであり、運転を継続させられるか否かは我々乗客がどれだけ利用するかにか

かっている。私のような趣味で乗るような人ばかりが主たる客ではこれまで廃止された夜

行列車同様この先は明るくない。

「さぁ、始まりやで」

「ええのぉ」

「久しぶりやな、この感触」

　さっそくデジタルカメラを動画モードにして窓際に置く。夜の車窓風景を撮るためでは

なく、これから流れる車内放送を録りたいのだ。停車駅などの案内はもとよりその前後に

流れる国鉄時代から続く客車用のオルゴールを収めるのが目的だ。ブルートレインの減少

とともに、このオルゴールも絶滅の危機に瀕している。前回の「はやぶさ」でも録ってい

るけど、折に触れて録れるときに録っておきたいというのがある。

　放送が終わると、今度はベッドや調度品などを撮る。一口に個室といっても、列車ごと

に違っているので、見ていて面白い。同じＡ寝台個室に前回乗った「富士」、「はやぶ

さ」よりも広い。個室の各所に省スペース化を図った跡が見られるので、さらに広く感じ

られる。

　洗面台は「富士」、「はやぶさ」の車両だと 30センチほど張り出していて、テーブル
としては便利なのだが、それが窓際に位置していたので、足がつかえてその置き所に困っ

たものである。それが「あけぼの」では壁から張り出しているのは同じだが、収納式なの

で、コンパクトで邪魔にならない。洗面所の横には小さなテレビ画面がある。ここでビデ

オが上映される。そのテレビが収まっているところに引き出し式のテーブルがあるのだが

幅は 30センチほどあるのに対して奥行きは 20センチあるかないかという短さで、物を置
くにはちょっと不安がある。この点はもう少し大きいスペースが取れるような工夫がほし
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い。他にはＢＧＭも流れるようになっていて、ビデオとともに個室の旅を満喫できる演出

がいくつもある。もっとも、ビデオもＢＧＭも利用しなかった。また、記念品としてアメ

ニティグッズの入った「あけぼの」のロゴ入りのポーチがあり、これは私が持って帰った

ただし、これが使えるようなシャワールームやそれに類する設備はなかった。

　こういう設備を前にすると、「ソロ」にしなくてよかったと思う。何より補助ベッドの

使用を申し出れば、２人での利用も可能という点が私たちにとっては嬉しかった。

　平成 17年に目黒君と「さくら」に乗ったとき、「ソロ」と開放式のＢ寝台が１つずつ
取れた。このときに「ソロ」を取ったのが私であったことから、「取った人の権利」と

言って、目黒君は開放式Ｂ寝台にした。今回も「シングルデラックス」と「ソロ」という

組み合わせで取れたようだったけど、はじめから「シングルデラックス」が１室しか取れ

なかった場合は補助ベッド追加と決めていたから、何ら問題はなかった。また個室本来の

寝台と補助ベッドで金額が違っており、これも実際に寝た人がその寝台料金を払うとも決

めていた。このように、今回は２人が応分の負担をすることで、１つの個室をそれぞれが

楽しむことになったのだ。

　10分ほど撮影をして、再度の晩酌をす
る。まずは駅弁から食べることにする。

「瀬戸の魚島　出世寿司」という鰆の押

し寿司と私の「日本海　真あじ寿司」と

いう鯵の握り寿司である。前者は甘いタ

レに漬けた鰆と酢飯をぎゅっと押して

あって、正に凝縮したような味になって

いる。後者は鯵の脂っこさが酢飯と相

まってビールに合う味だ。いずれも４切

れずつで少し物足りないけど、まだつま

みがあるので、ビールを片手に車窓を楽

しむ。

　21時 38分、大宮着。ホームにはあまり
人影は見られない。ここで東北本線と高崎線が分岐する。東北本線は平成 14年の冬に郡
山まで乗っているけど、高崎線、その先の上越線となると、ＪＲ全線完乗を目指していた

学生時代まで遡る。18年前の夏に完乗を達成したのだが、そのときは夜行快速の「ムー
ンライト」（当時）に乗ったり、昼間だと吾妻線に乗る際に渋川まで行ったりしている。

今回、18年ぶりの上越線もまた夜行で通り抜けることになる。いずれ昼間の、それも冬
の上越線に乗りたいと思っている。

　大宮を出ると、ネオンはなくなり、街灯も少なくなってきて、車窓風景はにわかに寂し

いものになる。大宮を境に車窓風景が一変するのは東北本線も同じである。

「まだ寝んけど、どっちで寝る？」

　と、目黒君が聞いてくる。上下どちらの寝台で寝るかということだ。

「早起きするほうが下段やな」

「何時に起きるん？」

「起きられたらの話やけど、酒田で起きるつもりにしとる」

　酒田の到着時刻は５時 04分である。
「起きられるんか？」

「うーん、分からん。でも、６時の羽後本荘で起きたら、日本海を見る時間がそれだけ減

るけんの」
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　羽後本荘の到着は６時 06分で、酒田からちょうど１時間後である。夜更かしをしても、
６時なら起きられそうだけど、羽後本荘から青森までで日本海に沿うのは始めだけで、そ

れも 20キロにも満たない。だから、できることなら酒田から起きていたい。
「俺は酒田も羽後本荘もよう起きんけん、下で寝たらええやん」

　ということで、私が下段で寝ることになった。

　もう駅以外は真っ暗だ。駅やその周辺だけは煌々と電気が灯っている。だから、駅名標

を目を凝らして見てみるのだが、なかなか文字を捉えることができない。でも、それは

「あけぼの」の足が速いからではなく、暗くて読みづらいからである。「あけぼの」自体

はむしろゆっくりと走っていて、何だか急行にでも乗っているように感じる。乗り心地優

先の客車列車ならではだから私としては嬉しいのだが、もう少し速く走ってくれてもいい

のにとも思う。

　１時間ほど走って「あけぼの」は減速を始める。駅を通ったので、駅名標を見ると、倉

賀野と書かれてあった。倉賀野は高崎の一つ手前の駅で、八高線との分岐駅でもある。高

崎停車のためにもう減速なのかと思うし、もともと速く走っているわけでもないから、わ

ざわざ一つ手前の駅から減速しなくてもよさそうなものである。右手に新幹線の高架がぼ

んやりと現れてきて 22時 44分、高崎に着く。ここで何人か乗ってくるようだ。
「高崎かぁ、久しぶりやのぉ」

「長いこと来てないんか？」

　八高線や吾妻線に乗って以来 18年ぶりであることを話す。話を進めていくうちに、そ
の何年か前のことを思い出した。

「一浪時代に高崎の公立大学受けての。行く必要もないのに、高崎まで合格発表を見に

行った。受験は大阪の会場で受けたけど…」

「こっちまで来たん？」

「ほら、１年どこも行けんかったやろ？合格発表見るんは口実で、久しぶりに遠出しよう

と思い立ったわけや」

「ふーん」

「で、大垣夜行（現在の臨時快速「ムーンライトながら」）乗って、東京から常磐線、水

戸線、両毛線通ってここまで来たんや」

「何でそんなルートで」

　と目黒君は大笑いしている。私が時折り見せる奇抜なルートはこの頃既に垣間見えてい

る。

「合格発表の時間までの時間調整やな。何せ朝の５時前に東京に着くやろ？こんな回り道

でもせんと、間延びしてしまう。それに最寄り駅は高崎でなくて信越線の北高崎やけん、

何もなさそうやし」

　今は分からないけど、当時の北高崎駅には時間を持て余したときに暇を潰せるようなも

のはなかったように記憶している。

　22時 48分、また静かに動き出す。これで翌日３時 19分着の村上まで客扱いはしない。
それにしても、３時過ぎに村上に着いて乗り降りする人は本当にいるのだろうか。ちょっ

と興味があるけど、そこまではとても起きていられない。

　高崎を出ると、今までにもまして寂しそうな雰囲気に包まれる。山に分け入るから当然

といえば当然のことである。

「このドアが隣と行き来できる扉やな？」

「そうやの。車掌に申し出たら、開けてくれるんやろ」

　出入口のドアのすぐ脇の壁に閉ざされた扉がある。これが寝台券を取る際に書いた部屋
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と部屋とをつなぐドアである。２人以上のグループ旅行には便利そうだ。私たちなどは１

人１部屋取って部屋同士をつなごうと目論んでいたから、贅沢な客であろう。

　高崎から約１時間、23時 44分頃に列車が停まる。駅名標を見てみると水上とある。も
うこれから動き出すような列車はなく、「あけぼの」とその停車中のホームだけが明るい

23時 48分頃発車する。構内を出る辺りで保線区の人が保線作業をしていた。
　数分で新清水トンネルに入る。いつまで経ってもトンネルから出ないので、入ってしば

らくして、やっと分かったのだ。全長が 13,490メートルもあるから、時速 100キロで走っ
ても約８分かかる。０時 14分頃、越後湯沢を通過する。
　キリのいいところで寝ようと思っているのだが、その踏ん切りが付かずにずるずると過

ごしていたら、とうとう長岡まで起きていた。時間は１時を回っており、１時 07分頃の
到着である。長岡では機関車の付け替えをするために停車するのだ。

「もう長岡か」

「いい加減寝ないかんで」

　ビールもつまみもほとんど空いている状態なのに、つい話に夢中になってしまった。

「客扱いもせんのに、ホームは電気も落としてないの」

「何かもったいない」

　向こうのホームにはこれから付け替えられる交直両用の電気機関車ＥＦ 81が停車して
おり、少しすると新潟方面へ動き出した。

　それから長岡の駅名標や降り口をセメ

ントか何かで塞いだ階段などを撮ってい

ると１時半頃、同じ方向から電車が入っ

てきた。国鉄色の 485系電車だ。同じ方向
からの入線なので、はじめは上野発金沢

行きの臨時急行「能登」が入ってきたの

かと思った。でも、上野発の時刻が２時

間以上違うから、いくらなんでもそれは

ないなと思って行先標を撮影すると「上

野」とある。上りの「能登」であった。

それはそうだろう。

　上越線と信越本線の分岐駅は長岡では

なく、１つ手前の宮内である。だから、

「能登」のように上越、信越両線をまたがり、かつ長岡を通る列車は宮内－長岡間を往復

するようになる。だから、上下とも新潟へ向かうように駅に入り、上下とも折り返し上野

へ向かうように出て行く。

「停車時間がお互い長いな」

「いつまで停まるつもりなんやろ？」

「すぐ出ても早よ着き過ぎるけん、時間調整かの」

　結局、長岡到着から 40分近く経った１時 45分頃になってやっと動き出した。「能登」
のほうはまだ停まったままだ。

「やっと動いたの」

「さぁ、そろそろ寝るか」

「もう２時やで。明日起きれるんかいの」

　目黒君は上段寝台をセットして、梯子を上って床に就いた。私ももう寝ようと思った１

時 54分頃、僚友の「あけぼの」と思われる黒い塊とすれ違う。ほんのり灯りが漏れてい
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たので、貨物列車ではなさそうだ。そんなことより酒田まであと３時間しかない。目覚ま

しをセットして、慌てて布団にもぐった。

　携帯電話の目覚ましで起きる。寝たの

がさっきだったから、目は覚めても起き

られるかどうか心配だったけど、何とか

起きられた。ちょうど酒田に着く手前で、

空は紺から青に変わりつつある。雲も切

れているので、天気は回復したようだ。

　５時 04分、酒田着。「あけぼの」以外
に営業をしている列車はない。側線には

701系と思われる電車がまだ眠りに就いて
いる。

　３年前に「日本海」で青森へ行ったと

きも、ここ酒田から起きて車窓風景を眺

めた。わずか３年での羽越本線だが、見所が多いので楽しみである。

　酒田を出て最初の停車駅
ゆ ざ

遊佐では、写

真はまだストロボを炊かないと撮れない

けど、辺りの建物や風景は普通に見るこ

とができるくらいの明るさにはなってき

た。その遊佐を出て５分もすると、右手

に鳥海山が見えてきた。雲はあるけど、

山の向こう側にあるので、全景を現して

いる。ただ、太陽も山の向こうにあるた

めか、逆光気味の撮影となる。３年前は

２月とはいえ、この辺を通ったのが６時

を過ぎていたので、今日よりはきれいな

姿を見ることができた。

　
ふ く ら

吹浦を出て少し行くと日本海に出る。

並走する国道７号より高いところから見下ろす白波の立つ大海原はなかなか迫力がある。

まだ太陽は顔を出しておらず、ちょっと陰鬱とした雰囲気だ。

　５時 27分頃に
め が

女鹿を通過すると急に岩

場が目立ってきて、いかにも難所らしい
う や む や

有耶無耶の関を越えると、秋田県に入る。

でも、海に沿っているので、県境を走っ

ている感覚がなく、気が付けば山形から

秋田へ入ったといった感じだった。遠く

に飛島が見える。

　秋田に入ってすぐの
こ さ が わ

小砂川付近の日本

海は印象深い。写真に残っているからか

もしれないが、３年前のことでありなが

らはっきりと覚えているのだ。列車から
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見える弧を描いた海岸線は大きな波と松

林とが相まって、まるで絵葉書を見るよ

うだ。

　工場が増えてきて、象潟に到着する。

まだ駅も周辺も静かで、上り列車にも出

会っていない。でも、もう辺りはすっか

り明るくなって、いよいよ一日の営みが

始まろうとしている。右手後方には久し

ぶりに鳥海山が見えてきた。酒田から 40
分も走ったから、山容がかなり変わって

いる。さっきと違って雲で頂上が隠れて

いる。

　その鳥海山の北側に位置する仁賀保高

原に風力発電の風車がたくさん並んでいて、ちょうどその位置から朝日が昇ろうとしてい

る。風車がシルエットになって整然と並んでいる。

　再び左右に工場群が見えてきて仁賀保

に着いた。これらの工場との間に専用線

があったようだけど、今ではその貨車が

停まっていたであろう側線の跡が草で覆

われている。

　仁賀保を出ると、久しぶりに日本海が

見えてきた。この辺りも少し高いところ

からの眺めなので奥行きがあり、遠くま

で見通せて水平線がはっきりと見える。

この時間では並走する国道７号を走る車

もまばらである。

　トンネルを抜けて、また日本海と別れ、

田んぼや畑の中を走る。そのうち右手か

らレールが寄り添ってくる。旧国鉄矢島線の由利高原鉄道である。２キロほど並走して６

時 06分、羽後本荘に着く。由利高原鉄道の一方の終着駅ではあるものの、車両は１両も
停まっていない。時刻表によると２つの編成を使っていて、どちらの編成も矢島駅で夜を

明かしているようである。これはこの鉄

道の本社がもう一方の終点である矢島町

にあるからだろう。その矢島を朝一番に

出る羽後本荘行きの到着は６時半なので

まだ何も停まっていないわけである。

　羽後本荘を出てすぐ子吉川を渡る。何

だかぼやけて見えるなと思ったら、ガス

がかかっているようで、瞬く間に濃く

なっていく。とうとう手前の黄色い穂を

垂れた田んぼ以外はほとんど見えなく

なってしまい、白い中に朝日がぼんやり

と浮かんでいる。その状態が 15分ほど続
いた。鉄道は車と違って、決められた
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レールの上を走るからライトさえ点けていれば、こんな状況でも車や人が飛び込んでこな

い限りは大丈夫だけど、それでも急にガスに包まれたら運転士も焦ることだろう。何事も

なく辺りが晴れてくれてホッとする。

　６時 20分頃に羽後亀田を通過すると、

再三の日本海である。「あけぼの」から

眺められる日本海はこの先秋田の手前ま

でで終わりである。もう日も昇ってすっ

かり明るくなっており、背丈の低い松が

並ぶその向こうには青い空、白い雲、大

きな波が押しては返す日本海が広がって

いる。始めのうちは羽越本線が国道７号

より海側を走っていたので、ほんの３分

程度ではあったが、この雄大な風景を邪

魔されることなく堪能できた。

　羽越本線と国道７号が交わった辺りに

風力発電の風車が１基だけ立っている。

ここには「道の駅　岩城」があり、そこで消費される電気を賄っているという。日本海に

面した立地で風はいくらでも吹いてくれるだろうから、電力不足で悩むことなどなさそう

である。その向こう見えるのは男鹿半島

だろうか。６時 33分頃に通過した桂根付

近まで日本海に沿ったあと、内陸に入る。

日本海が見られなくなったので、昨夜

撮った個室の写真を再度撮っていく。

　６時 39分頃、
あ ら や

新屋を過ぎてすぐ
お も の

雄物川

を渡る。先ほどの子吉川よりも川幅が広

い。河口までの距離はあまり大差はない

のに倍ほども広いのだ。子吉川では写真

が１枚しか撮れなかったけど、雄物川は

あまりに広いので、渡る間に３枚も撮っ

た。羽後牛島を通過し、奥羽本線と合流

して６時 45分秋田に着いた。
　秋田では４分停車する。この先これほ

ど停車する駅はないからここで食料を仕

入れておかないと青森まで飲まず食わず

になってしまう。この後、東能代で３分

の停車があるが、キヨスクは駅舎にしか

ないので、ちょっと厳しい。３年前に五

能線に乗ってそのとき降りているから、

東能代駅がどんな駅かは覚えている。

　そういう事情を知ってか知らずか、朝

食としてはベストの時間帯ということも

あり、ホームの駅弁売りの周りには大勢

の人だかりができている。いつもながら、

よく一人でこれだけの客の相手ができる
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なと感心してしまう。感心してばかりもいられない

ので、さっそく駅弁を買う。いろいろあった中から

「秋田比内地鶏　こだわり鶏めし」という駅弁に惹

かれて目黒君のと２つ買う。珍しく即決で買ったけ

ど、４分停車の上に多くの競争相手を前に目移りし

ている暇などない。

　駅弁ばかりに気を取られて周りを見る余裕があま

りなかったけど、この時間なら東京行きの「こまち

６号」をはじめ、いくつかの列車が発車を待ってい

たはずである。でも、写真に収めたのはホームに下

りたときに撮った駅名標と個室に戻って車窓から見

えた１番線から出る男鹿行き普通列車だけだ。それ

だけ気が急いていたのだろう。

　個室に落ち着いて向かいのホームを見てみる。高

校生を中心にたくさんの人が列車を待っている。よ

く考えてみると、今日は金曜日で平日である。今日

休みを取って昨日から旅に出ているのをすっかり忘

れていた。自分が休みだと、つい世間も休みだと思いがちだ。それは休みを取ることに慣

れていないということでもある。６時 49分発車。
　ここから「あけぼの」は奥羽本線に入

る。先述の通り、３年前は２月という本

来なら厳寒期に青森まで行ったけど、青

森県との県境付近で雪深いところを走っ

たくらいで、秋田まで来ても雪はほとん

ど見られなかった。青森ですら残雪があ

る程度だった。今回は雪が降るにはまだ

早過ぎるし、天候もあのときと似ている

から、酒田を出てから前回と同じような

風景が展開されている。

　間もなく右手に元の秋田機関区が見え

てくる。レールや車庫は残っているけど、

架線は外されており、機関庫もシャッ

ターが下りていて全く使われていない。

この廃墟を過ぎると、すぐ左手に秋田貨

物駅、続いて右手に土崎工場を見ながら

走る。秋田地区で走る列車はこの工場か

ら出入りしており、車両の点検も受けて

いる。土崎を通過すると秋田港へ向かう

貨物線が分かれていく。

　上飯島からはにわかに田んぼや畑が増

えてくる。秋田平野である。次の追分で

男鹿線が分岐していくのだが、進行方向

右側の風景ばかり見ていたので、駅も分
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岐も知らないままに通り過ぎて、気が付

いたときにはその次の大久保を通過する

ところであった。

　先へ進むにつれて一面田んぼになり、

見渡す限り黄金色に染まっている。稲刈

りが行われている田んぼもあるが、それ

はほんのわずかでほとんどがまだ黄色く

色付いている。畦にはススキやコスモス

など秋の草花が並び、単調な田園風景に

彩りを添えている。馬場目川を渡って７

時 15分八郎潟に着く。
　すぐに発車すると、右に森山、左に稲

穂を見ながら走る。稲穂の向こうに川が

見える。実は川ではなく、元の八郎潟である東部承水路である。さらにその向こうには大

潟村が見えている。これが
か ど

鹿渡を出た辺りまで続いているから相当広い。八郎潟がかつて

は日本で２番目に広い湖だったというのも頷ける。

　鯉川で運転停車をする。やって来たの

は快速列車で、鯉川が通過駅なのをいい

ことに特急を待たせて走り去っていく。

もっとも、ここで逆に快速のほうが運転

停車をすれば、せっかくだから停車駅に

しろと言われるのかもしれない。しかし、

人家がまばらで、防雪林などの木々に囲

まれた閑駅だから、停車しても利用客は

見込めないに違いない。朝の通勤通学の

時間帯で、特急といえども道を譲らねば

ならないという事情もあるのだろう。３

分ほど停車して７時 24分頃発車する。
　森岳、北金岡辺りで秋田平野は終わり

を告げ、防雪林に挟まれたところを走ると、また田んぼが広がり、左から五能線が寄り

添ってくる。ターンテーブルやラッセル車を見ながら７時 48分東能代に着いた。
　東能代では３分停車する。隣のホーム

には五能線の普通列車が停まっている。

この列車は五能線の全線を通って、終点

の川部から奥羽本線に入り、少し秋田に

戻って弘前まで行く。150キロ余を４時間
以上かけて走るから、けっこうのんびり

している。乗り甲斐のある列車なので、

乗りたいと思うのだけど、機会がなかな

か訪れない。でも、その一方で五能線を

一日で走破してしまうのは何だかもった

いないとも思うから、乗りたくないとい

うのもある。

　上りホームに特急「いなほ８号」が
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入ってきた。以前も紹介したけど、これ

は下りの７号とともにかつて大阪－青森

間を結んでいた特急「白鳥」の末裔であ

る。前回「日本海」に乗ったときは青森

着が「あけぼの」より２時間ほど遅いこ

ともあって、「いなほ８号」とは秋田駅

で出会ったのだが、今日は東能代ですれ

違っている。

　東能代からも田んぼは続き、左手には

白神山地らしい山々が見える。途中、鶴

形を通過する前後で荒れ果てた寂しいと

ころを通って、再び白神山地が姿を現す。

　次の富根を通過して２キロほど走った

ところから、路線は南東に向きを変える。だから、この区間では太陽は左手から日が射し

てくる。２キロほど先の米代川を渡る手前のカーブで北東に向きを変えるまでこれが続く

その米代川を渡って二ツ井に着く。

　二ツ井を出て藤琴川を渡り、トンネル

を２つ抜けると右手は田んぼ広がるのだ

が、その向こうの土手が気になる。間違

いなく米代川なのだが、分かっていて姿

が見えないのはもどかしい。前山などは

駅の裏手のごく近くを流れているのに、

やはり土手で見えない。

　右手から秋田内陸縦貫鉄道のレールが

寄り添ってきて８時 19分、鷹ノ巣に着く。

第三セクター鉄道で、旧国鉄が
ようかく

鷹角線と

して建設していた鷹ノ巣からの阿仁合線

と田沢湖線の角館からの角館線の両線を

引き継ぎ、間の未完成部分を開通させて全線開業した鉄道だ。そういう線だから、ぜひ

乗ってみたいのだけど、これもまた乗る機会に恵まれないでいる。そのホームには何も停

まっていない。ほんの数分前に出たばかりなのだ。あと３分でも遅く出ていたら「あけぼ

の」に接続できていただけに、これはも

う少し考えてくれればいいのにと思う。

　さて、８時を回ったことだし、そろそ

ろ目黒君を起こすことにしよう。その前

に下段寝台の解体をする。昨夜個室に

入ったときは既に寝台はセットされてい

たので、解体された状態はインターネッ

トなどの写真でしか見たことがない。

さっそく、壁に貼ってあるベッドの解体

方法を見ながら寝台を片付ける。

　特に難しいこともなく、無事解体がで

きた。昼間の姿はソファーである。寝台

は 190センチくらいの長さなので、２人
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で座っても十分な広さが確保されている。ただ、本来は寝台なので、70センチある寝台
幅は背もたれがせり出してくるので、ちょうどいい奥行きになるのだが、座面高が低いの

で、その分膝の位置が高くなり、足の収まりがしっくりとこない。でも、座面も背もたれ

もふかふかしていて気持ちがいい。

　目黒君に声をかけると、意外とすっきりした様子ですぐに目が覚めた。すぐに起き上が

り、ゆっくりと梯子から下りてくる。そして、今度はこの上段寝台を壁側に跳ね上げる。

これはきちんと止め具で固定しておかないと、重たい寝台が頭の上に落ちてきては命に関

わる。寝具を荷物棚に入れ、説明書を読みながら下段以上に気を付けて固定する。これで

残りの１時間半をゆったりくつろぐことができる。

「ドア開けとんな？」

「どっちの車窓もええ風景が見られるけんの」

　すると、振動でドアが閉まる。でも、

完全にはドアは閉まらない。部屋の入り

口に昨夜飲んだビールの空き缶を入れた

袋を置いて、ドアストッパー代わりにし

ているのだ。これまで何度も閉まってき

たから、その度にひしゃげる音がして中

身の空き缶はかなり変形している。

「うるさいの」

「いや、これがええんや。大量の硬いも

んでないとドアを受け止めるには頼りな

い」

　500ミリリットルの空き缶６缶ともなる

と軽いなりにでも十分役割を果たしてい

る。

　米代川は付かず離れず横を流れていたのに、鉄橋で渡ったときだけしかその姿が見られ

ないまま８時 35分に大館に着いた。大館は花輪線との分岐駅で、８時 40分発の盛岡行き
が発車を待っている。鷹ノ巣のことを考えると絶妙の接続だ。８時 37分発。
　秋田で買って２時間近く経つけど、そろそろ駅弁を食べようと思う。蓋を開けると、炊

き込みご飯の上に鶏肉、つくね、牛蒡、人参、椎茸が乗っていて、添え物としてぜんまい

煮がある。具だくさんな駅弁で美味しく頂いたのだけど、贅沢を言うとせっかくの「鶏め

し」なのだから、もう少し鶏肉を多くしてくれてもいいと思う。

　陣場を通過して、長い矢立トンネルを

抜けると青森県に入る。あと１時間ほど

で「あけぼの」の旅も終わりである。

　平川に沿いながら、碇ヶ関や大鰐温泉

といった温泉地に停まっていく。大鰐温

泉では隣接する弘南鉄道大鰐線のステン

レス車両が発車を待っている。いずれの

駅も通勤通学の時間帯が終わった後なの

で、ひっそりしている。朝から温泉とい

う人もあまりいないようだ。

　この辺りから左右にりんごの木が目

立ってくる。収穫が近いから、どの木も
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赤い実をたくさん付けていて、稲の黄色と

りんごの赤が好対照を為している。この季

節に青森を訪れたことはあるけど、津軽地

方は初めてである。だから、このように赤

く染まったりんごの木を見たことがない。

こんなに鮮やかなのかとつい見入ってしま

う。

　でも、それを写真を撮ってみたら、近く

だとブレて赤い影が見えるだけだし、遠く

の木を狙うと何を撮ったのか分からない。

結局、まともに撮れたのは一枚もなかった。

２年前に糸魚川から東京へ向かう途中、中

央本線沿線に実っていた柿や葡萄を撮ろう

としたけど、普通列車でもブレていた。走行中に至近距離を撮影するのは果物でなくても

難しいものである。弘南鉄道の高架が奥羽本線を跨いでいく。

　品種によって収穫時期が違うのだろう

けど、田んぼはこれまでほとんど黄色

だったのが、ここへ来て切り株のほうが

多くなってきた。もうこの辺りは津軽平

野に入っているのだろうか。右手には八

甲田山らしい山が見えてきた。弘南鉄道

の弘南線が近づいてきて９時 18分、弘前

に着いた。

　秋田では駅弁の仕入れで頭がいっぱい

だったから分からないけど、多分その秋

田以来の大量下車だろう。まとまって降

りている。

　隣の２番線には２つ先の川部から五能

線に入る深浦行きが停まっている。車両はキハ 40系の２両編成で国鉄時代の朱色に塗ら

れている。これは紛れもなく３年前の五能線岩館ですれ違った車両である。そのときの模

様は拙作「ついていない旅」で描いているが、何年か経って、同じ旅先で同じ車両に出会

うということはそうそうあるものではない。私も学生時代からあちこち旅に出ているから

こういうことは実際にあったのだろうけ

ど、それに気付かなかっただけかもしれ

ない。ただ、今回の場合はこの地域を走

る車両とは明らかに違う塗装だから、た

またまそれと分かっただけだ。

　久しぶりの弘前駅は前回あまり観察が

できなかったので、じっくりと見たいと

ころだけど、１分停車だからすぐに発車

してしまう。車窓からだけではなく、

ホームに下りるなり、途中下車するなり

しないと、なかなかゆっくりと見ること

はできない。次はもう終点の青森である。
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　弘前を出て市の中心部を離れると左手

に岩木山が見えてきた。天気がいいから

「津軽富士」の姿が頂上から裾野まで全

景を見ることができる。手前にはりんご

畑が広がり、彩りを添えている。大鰐温

泉を出て以来、久しぶりに平川を渡る。

　浅瀬石川を渡って川部を過ぎた辺りか

ら、再び黄色い田んぼだらけの風景にな

る。そして、９時 27分頃浪岡に停まる。
浪岡は停車駅ではないけど、この区間は

単線になっていて、その行き違いのため

の待避である。相手は貨物列車であった

ここまで何本か貨物列車とすれ違ってき

たけど、どれも編成が長い。四国で見かける貨物列車の倍以上はある。遠路北海道から来

ている貨物もあるだろうから、編成もいきおい長くなる。

　いよいよクライマックスだ。９時 50分
頃、新青森を通過する。新幹線とは垂直

に交わっている。真新しいコンクリート

の白い高架が南北に延びている。

「きれいなの」

「もういつでも走れる感じやの」

　と感心ばかりしていて、撮影するを

すっかり忘れていた。

「で、撮ったん？」

　という目黒君の指摘されたときには、

もうだいぶ遠ざかっていた。しかし、今

回はもう新青森駅を訪れないから、後の

祭りである。後悔の念に駆られているう

ちに津軽線、東北本線と合流して、９時 56分青森に着いた。12時間 41分の旅であった。
「あけぼの」は新幹線の新青森開業でも当面存続するということは先述したが、これを当

面ではなく恒久的に運行させるためには、新幹線の最終の出た後に出発して、始発が到着

する前に終着駅に着くようなダイヤ設定にして、新幹線よりも優位性をアピールしておく

必要がある。今回は下りに関してのみに

なるけど、たまたま起きていた長岡で目

の当たりにした 40分に及ぶ停車時間は長
過ぎる。それがなければ、12時間ほどで
到達しているわけで、それなら新幹線に

十分対抗できる。ちなみに新幹線の八戸

開業で廃止された東北本線経由の「はく

つる」は上野－青森間を９時間余で結ん

でいた。距離的に大きな差がない「あけ

ぼの」もそのくらいの時間で走ることは

できるだろうから、むしろ大幅な時間短

縮となる。そうなると、両者の共存共栄
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が可能となるだろう。ぜひそうしてほし

いと思う。また、「あけぼの」は青森直

通でこそ意味がある。秋田辺りで切った

りすれば、かえって不便になる。しかし、

これは私たち利用者がどれだけ「あけぼ

の」に乗るかにかかっている。

　駅毎に降りていって乗客もかなり減っ

ているだろうと思っていたけど、それで

もまだ相当な数の人が乗っていた。その

大半が改札とは逆方向の編成の先頭まで

来て、「あけぼの」の雄姿を撮影してい

る。むろん、私たちもこれに混じって

「あけぼの」を撮る。牽引の機関車は長岡で直流のＥＦ 64から交直両用のＥＦ 81に替
わっている。

　昨夜上野駅で撮ったように編成やヘッドマーク、

行先標などを撮る。レールはさらに延びていて、そ

の先には津軽海峡が見えている。幅の広いホームの

足元には黄色い文字で大きく「連絡船」と書かれて

いる。まだこういう遺構が残っているのかと嬉しく

なる。でも、次に来たときになくなっていては寂し

いので、写真に撮っておく。

　ひと通り撮影したので、跨線橋のほうへ向かう。

その横を「あけぼの」を牽いてきたＥＦ 81が走り抜
けている。上野にはなかった気回り線が青森にはあ

り、それを利用して側線に抜けたのだ。残った「あ

けぼの」の編成はどうなるのかというと、ちょうど

跨線橋の辺りに編成のお尻があり、そこに構内の入

れ替え用に使われるＤＥ 10というディーゼル機関車
が付いている。これで寝床となる青森車両センター

まで引っ張るのだ。せっかくだから、この機関車が

先頭の編成も撮影する。

　この後の予定は 10時 57分に出る津軽線

蟹田行き、続いて
みんまや

三厩行きと乗り継いで、

三厩から竜飛崎まで行くことにしている。

竜飛崎へ行くのは学生時代以来で、およ

そ 20年ぶりとなる。それともう一ヶ所、
青函トンネル記念館を見学する予定であ

る。こちらは初めてでどんなところか楽

しみである。

　蟹田行きの発車まで１時間ほどあるの

で、これまで何度青森を訪れても外観を

見るだけに終わっているメモリアルシッ

プ八甲田丸の中に入ってみたい。計画を
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立てていて、青森で１時間の待ち時間があると分かったとき、今度こそ行けそうだと思っ

たのである。

　しかし、「あけぼの」の撮影で 20分ほ
ど駅にいたから、接続時間はせいぜい 30
分くらいしか残っていない。これでは八

甲田丸の中に入っても、あまり落ち着い

てみることはできないだろう。そういう

わけで、今回も諦めることにした。

　八甲田丸はどこかへ行くときのついで

ではなく、十分な見学時間を取って始め

から行程に組み込まないと見ることがで

きないのだろうか。前回は津軽半島、五

能線がメインだったし、５年前の「ぜい

たく奥の細道」では盛岡から十和田湖へ

直行したから、そもそも青森駅を訪れて

いない。駅の目の前にありながら、そこへ行けないというのは何とももどかしいものだが

駅前にあるからわずかな時間さえあれば立ち寄れると私自身が安易に考えている節がある

それがいつまで経っても見学ができない大きな理由だ。今回も外観のみの撮影となる。

　現在、青森駅前は工事の真っ最中で、バスターミナルを建設しているようである。駅前

の通路も工事用の壁があり、ちょっと狭く薄暗い。今なお連絡船時代の雰囲気を色濃く残

す駅舎はどうなるのだろうか。今のところ手は付けられていないようだが、このまま置い

ていてほしいと思う。

　連絡船の駅というと、私が連想するの

は青函航路と宇高航路、現役の宮島航路

であるが、このうち青函航路は利用した

ことがない。ただ、連絡船時代の駅舎は

どの航路の駅も知っている。宮島航路は

宮島口駅とフェリーの乗り場が離れてい

るので、そうでもないけど、他の航路の

駅はどれもそれと分かる駅で、風格や重

厚さがあった。函館駅や高松駅はすっか

り近代的になり、宇野駅も側線がなくな

り小さな駅舎のみになって、いずれも当

時を偲べるようなものはない。何だか軽

いのだ。しかし、青森駅は今なお建て替

えられずに残っていて、連絡船時代の雰囲気でいっぱいだ。ホームの「連絡船」の文字に

しても、長い跨線橋にしても、港へ続く引込み線にしても、廃止から 20年以上経った今
でも船が発着しているのではないかという錯覚を覚えるほどである。駅舎も駅の設備もそ

のままだからかもしれない。

　コインロッカーに荷物を預ける。今晩の宿は青森駅近くのホテルだから、竜飛へ行くの

にわざわざ荷物を持って行く必要はない。ホテルに荷物を預けられればそれに越したこと

はないけど、チェックインには程遠い時間帯だ。

　身軽になったところで、八甲田丸のほうへ向かう。青森ベイブリッジをくぐる手前に何

やら建設中の建物が２棟見える。ひとつは赤く彩られていて、もうひとつはまだ鉄骨が見
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えている。後で調べたところ、前者がねぶ

た博物館の「ねぶたの家　ワ・ラッセ」、

後者がりんごの加工販売と複合商業施設を

兼ねた「エーファクトリー」だそうだ。新

幹線開業で新青森駅に注目が集まるところ

だけど、ＪＲ東日本や青森県は青森駅も合

わせたこの両駅を車の両輪として、観光客

誘致の核にするのだという。

　さて、あと 30分ほどしかないとはいえ、
これまでと比べると空き時間は多いほうで

ある。前回は背面からと石碑、引込み線し

か撮れなかったけど、今回は側面へ回って

みる。黄色い帯を巻いた大きな船体は後ろ

から見るより迫力がある。ここにタラッ

プがあり、中に入ることができる。現役

時代からあるイルカの入ったロゴや国鉄

の略称「ＪＮＲ」をデザイン化したシン

ボルマークなど当時のままに残されてい

る。タラップのある脇には石川さゆりの

名曲「津軽海峡冬景色」の歌碑があり、

センサーが人の気配を感知すると曲が流

れる仕組みになっている。

「前に立つな」

　と目黒君が言う。曲が終わったかと思

うと、また別の人が通りかかるものだか

ら、再三流れてくる。目黒君はうんざり

した様子で、

「もうやめろ」

　かなりの大音量だから少々離れていても聞こえてくる。

　八甲田丸のすぐ北側にはフェリーターミナルがあり、ここから下北半島の脇野沢などを

経て佐井との間を結ぶ航路がある。今回は冒頭にもあるとおり、船は利用しない。でも、

こういう旅行でもしない限り、陸奥湾を

横切るような航路など乗ることがないだ

ろうから、今後もお世話になることはな

いように思われる。

　八甲田丸の西側の道路を挟んで青森駅

が見えるのだが、その道路沿いに気動車

が３両並んでいる。さらに海寄りには貨

車が２両ほど見えている。ここは公園の

ようなのだが、整備されているとは言い

難く、荒れるに任せている。この気動車

はもともとは休憩所として開放していた

そうなのだけど、今は閉鎖されて使えな

い。それならそれで撤去してしまえばい
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いのにと思う。

　時計を見ると、10時 45分を過ぎている。そろそろ駅に戻らないといけない。目黒君を
促して駅へ向かう。写真を撮りながら戻るので、なかなか駅にたどり着けない。駅に着い

たときにはもう 10時 55分になっていた。これはさすがにまずいと思って慌てる。津軽線
は本数が少なく、これに乗り遅れると次の列車まで２時間待たなくてはならない。しかも

２ヶ所回る予定が１ヶ所に減ってしまう。

　跨線橋を渡っていると、間もなく発車しますというアナウンスが聞こえてきて、ますま

す焦り、次第に早足になる。階段に差し掛かったところで後ろを振り向くと、目黒君はは

るか後方である。ひとまず先に階段を下りて、列車には待ってもらい、私は目黒君が来る

のを待つ。そうして何とか間に合った。びっこを引いていたので、先月下関に行ったとき

に気になっていた足はまだ治っていないようだ。でも、目黒君に聞いても多くを語らない

ので、こちらもそれ以上は聞かない。すぐに発車。

「無理矢理間に合わせたな」

「そうやの」

　昼前の下り列車にしては乗客は多い。あちこち席を移動しながら外を眺められると思っ

ていたから、ちょっと意外である。

　津軽線は青森から陸奥湾に沿って津軽半島の先端の竜飛崎手前の三厩に至る 55.8キロの

路線である。前半の
なかおぐに

中小国までは６年前の北海道行きのときに「北斗星｣や「スーパー白

鳥」で通っている。あのとき、帰りに乗った「スーパー白鳥」が相当混んでいて、幸い私

は事前に買っていた指定席があったから座れたけど、自由席券しか持っていなかった目黒

君は通路に立っていたので、その目黒君のことが気になって、外の景色をあまり見ていな

い。それに青函トンネルを出て 30分程度で青森に着いてしまうので、津軽線の印象が弱

いものになっている。でも、今日は普通列車だし、乗客が多いといっても混んではいない

ので、車窓風景を存分に楽しめると思っていたら、この蟹田行きは 701系の３両編成であ
る。オールロングシートのこの車両は津軽線にふさわしくない。

　先ほど乗ってきた奥羽本線が左に分かれていく。国道７号の下をくぐると、左手には青

森車両センターが見えてきて、新城川を渡るまで続いている。距離にして１キロちょっと

といったところか。そこに「白鳥」や「つがる」に使われている特急電車や「あけぼの」

や「日本海」の寝台列車が並んでいる。他にも各線の普通列車用の車両も停まっている。

これだけ並ぶと壮観で、普段普通列車中心の旅をしている私でも特急にも乗ってみたいと

思う。

　青森を出て新城川までが３キロほどあ

り、そろそろ駅に着くかと思ったら、さ

らに走って最初の駅油川に着いたのは、

７分経った 11時 04分であった。もう周り
は田んぼが広がっている。

　次の津軽宮田辺りから右手遠くに陸奥

湾が見えてきた。まだ少し遠いので、撮

影はもう少し近づいてからにしようと思

う。この位置で撮ってみても、手前の住

宅ばかりが目立って、奥の海は分かりに

くいだろう。

　奥内で上りの貨物列車と交換する。は
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るか北海道から青函トンネルを抜けてやって来たので編成は長く、１両にコンテナを５つ

まで積める貨車はそのほとんどが埋まっている。先に四国の貨物列車はこの半分あるかな

いかくらいの編成だと書いたけど、積まれているコンテナは許容量の半分より少ない。貨

車のみでコンテナなしの場合もあり、この輸送量の違いは何なのだろうと思ってしまう。

　駅毎に少しずつ降りていく。それでも依然として青森発車時の７割くらいの人が乗って

いる。みんながみんな竜飛崎まで行くとは思えないけど、一体どこまで行くのだろう。

　田んぼばかりだった沿線も少しずつ海に近づいている。車窓には背の高いビルなどは全

くないものの、住宅が幾層も連なっているので、その陰に隠れて見通せない。

　郷沢に着く。ここで２分停車する。でも、対向の上り列車は来ず、この列車がひとり２

分待っているだけである。発車を待っている間、私たちの乗っている車両は物音が全くし

ない。

　今乗っている 701系だが、３両編成の
内訳は１両は中間の電動車、１両が運転

席付き電動車、そして私たちが乗ってい

る車両は運転席付きの付随車でモーター

を積んでいない。だから、静かなのであ

る。まるで客車に乗っているようで、話

し声がよく聞こえる。時間が来て発車。

　瀬辺地を出ると、やっと海に沿うよう

に走る。ここからは青森側と函館側の両

方が見られる面白い区間だ。しかし、そ

れも数分で終わり、左へカーブして 11時
35分、終点蟹田に着いた。

　蟹田で降りたほとんどの人が次の列車に乗り換えるためにホームに残ったままである。

その数、30名程度といったところか。逆に蟹田で降りていったのは 10人もいなかったか
もしれない。改札の横にあるカニのイラストをあしらった看板が愛らしい。こんなところ

に特急が停車するのかと思うくらいのどかな駅である。ちょっと降りて散策でもしたくな

る。側線にはこれから乗る三厩行きの普通列車がエンジンを響かせて待機している。

　途中下車したいところだけど、待ち時間は長くないし、私が持っている切符は青森－三

厩の短距離の乗車券だから、ここで改札

を出ると切符を取られてしまう。この後

竜飛崎まで行って、蟹田に戻ってくるの

が 18時半を回っているので、もう真っ暗
になっているだろう。だから、せめて駅

舎でも撮りたいところだが、そのまま

ホームで待つことにする。撮れない駅舎

をホームから眺めながら、次に蟹田を訪

れるのはいつだろうと思いを馳せる。

　11時 42分、青森方面から特急「スー
パー白鳥１号」函館行きが 789系電車の
８両編成で３番線に入ってきた。２番線

に停まっていた私たちが乗ってきた蟹田

行きは、「白鳥」が入ってくるのを待って、青森へ向けて走っていった。
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「白鳥」の車内は７割方埋まっているの

で、まずまずの入りだろう。ホームで

待っていた半分くらいの人が「白鳥」に

乗り込む。何も三厩へ行く人ばかりが乗

り換え客ではない。

　津軽線と津軽海峡線の分岐駅は中小国

である。しかし、津軽海峡線には特急し

か走っておらず、中小国には特急は停ま

らないから、蟹田が事実上の分岐駅と

なっている。６年前に「白鳥」に乗った

ときに蟹田で降りる人がけっこういたこ

とを覚えている。

「スーパー白鳥１号」は１分停車ですぐ

に発車していく。すると、隣の側線でアイドリングを続けていた気動車が青森方面へと動

き出した。これが次に乗る 11時 58分発の
三厩行き普通列車である。ホームに残っ

た客層を見ると、半分くらいの人が竜飛

へ行きそうな装いをしている。一方、目

黒君はリュックを背負い、私にいたって

は手ぶらで、とても観光客には見えない。

　11時 50分頃、三厩行きが３番線に入っ

てきた。キハ 40の２両編成だ。乗ったの
は 15名ほどで、各ボックスに１名ずつと
いったところか。目黒君が進行方向に向

いて座り、私はその向かいに腰を下ろす。

しばらくすると、時間が来て発車する。

　列車はこれまで北上していたのが一転、

西へ向かう。これまた田んぼの広がる中を走り、蟹田川を渡って、中小国に着いた。

　先述の通り、ここが津軽海峡線との分岐駅であるが、ホームは駅舎側の１面のみである

周りは田んぼだらけで人家はあまり見られない。失礼ながら、なぜこんな駅が分岐駅に

なったのだろうと不思議である。勝手な推測だけど、津軽海峡線のルートを決定した際に

そのルート上にたまたま中小国駅があっ

たから分岐駅になったのではないのだろ

うか。そのくらい寂しい駅だ。どうせ津

軽海峡線の列車は何一つ停まらないのだ

から、いっそのこと、蟹田から分岐して

もよかったのではないかとさえ思う。

　その中小国から三厩までの区間は学生

のときに乗って以来の利用で、かれこれ

18年前のことになる。このときに三厩か

らバスに乗って竜飛崎へも行っているか

ら、こちらのほうも 18年ぶりである。
　中小国を出ると、間もなく右手に複線

の津軽海峡線が分かれていく。しばらく
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並走して、あちらは高架になり、右へカーブしていくとトンネルに突っ込んでいく。程な

く
おおだい

大平に着いた。ここもホームは１つである。大きな栗の木が一本、たくさんの
いがぐり

毬栗を付

けて立っている。

　今日は天気がいいせいか、汗ばむと思ったら、この列車は非冷房車であった。そういえ

ば、天井には冷房車ではあまり見かけない扇風機が設置されている。今日みたいな日は車

内はビニールハウスのようだから、扇風機くらい回してくれてもいいのにと思う。冷房の

ない車両など近頃では珍しいけど、北国は夏が短いからこういう冷房を積んでいない車両

は結構多い。

　大平を出て進行方向を北へ変えると、これまでの田園風景から一転して急に山の中に分

け入る。左右が狭まってはいるのだが、さしたる勾配もなく、蟹田川の支流の砂川沢に

沿って走っている。そんなところだから、携帯電話の電波が届かない。トンネルに入った

わけでもないのにアンテナが１本も立たないのは非常に珍しい。

「くそ、位置を把握せん」

「ＧＰＳな？」

「そうや」

　目黒君はデジタルカメラ用のＧＰＳを持って来ており、これがあれば、どこで撮った写

真かが記録されるという優れもので、私もほしいアイテムのひとつだ。そのＧＰＳが肝心

の現在地を読み取らないらしい。もっとも、目黒君が列車の中で写真を撮ることなど滅多

にないから、特に問題はなさそうだ。

　周りは田んぼがなければ、人家もない。ときどき荒地も見られ、中小国にもまして寂し

いところである。そのせいだろう、大平から次の津軽二股までは 11.6キロもあり、14分
もかかっている。家がないのでは、駅を設けても利用者は見込めない。

　津軽線にしては長い品川トンネルを抜けると、少し開けてくる。そして、今別川が見え

てきた頃、右手には津軽海峡線のレールが近付いてきた。その津軽海峡線との間にかつて

快速「海峡」として使用されていた 51系客車がぽつんと佇んでおり、その車両を乗せた

レールが津軽海峡線のほうへと延びている。12時 22分津軽二股着。

　ここには今や駅舎のない津軽二股駅に

代わって、「道の駅　いまべつ」がある。

立派な建物が駅に隣接して建っているか

ら、駅舎を新たに建て直したかのように

見える。

　津軽二股駅の東側にある盛り土は先ほ

ど見かけた津軽海峡線のものだけど、こ

こに津軽今別駅がある。距離にして 50
メートル程度しか離れていないので、同

じ駅として扱ってもいいと思うのだが、

わざわざ違った名前にしているのは津軽

二股はＪＲ東日本、津軽今別はＪＲ北海

道の駅だからである。ただ、津軽今別は

特急が上下４本しか停まらない超閑散駅である上に、津軽二股との相互の接続もあまりよ

くない。この辺りに北海道新幹線の駅を作るというが、現状ですら特急が２往復しか停ま

らないのに、新幹線など停めて利用者はいるのだろうか。

　津軽二股を出ると津軽海峡線はすぐ津軽線をまたいで、そのままトンネルに入っていっ

た。こちらは田んぼと荒地が広がるところをのんびり走る。目黒君はいつの間にか居眠り
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を始めている。

　蟹田を出てから駅毎に何人かずつ降りている。乗っているのは旅行者ばかりでもないよ

うだ。旅行者っぽいのに途中駅で降りる人がいれば、私たちのように用務客っぽいのに旅

行者なのもいるから、外観からは分からないものである。始めの見立てではほとんどの人

が三厩まで行くのものと思っていた。

　左手は山、右手には今別川が流れているのだが、間に田んぼを挟んでいて側を流れてく

れない。撮った写真を見ても、どこに川があるのか分からなくなっている。

　今別の手前から右手前方には少し霞んで山が見えている。北海道である。角度からする

と函館辺りが見えているのだと思うけど、函館山の山容とは違うような気もする。でも、

かなり遠くのほうに見えているから、本州の山でないことは確かだ。

　今別に着く。特にどうということのない普通のローカル駅であるが、さきほど津軽二股

に隣接する津軽今別を見たばかりなので、ちょっと気になる。津軽があるかないかの違い

なのだが、このとおり両駅はごく近くにある。

　既にある駅名を付けたい場合、たいていの場合は後発の駅が先にできた駅と区別するた

めに旧国名を冠する例が多い。東海道本線に熱海があるが、磐越西線には磐梯熱海がある

し、同じく東海道本線の横浜に対して、明日乗る大湊線に陸奥横浜があるといった具合で

ある。これらはいずれも離れたところにあるのだが、今別と津軽今別はどちらも東津軽郡

今別町にあるのだ。今別町の後発の駅だからという理屈は成り立つけど、後者に今別では

ない別の駅名を付けたほうがよかったのではないかと思う。

　しかし、地図を見ても津軽二股、津軽

今別周辺の集落の名前は二股くらいしか

見当たらない。それに津軽二股に「津

軽」が付いているのは、北海道に二股駅

があるからで、他に駅名の付けようがな

かったのだろう。いっそ八戸のように尻

内から変更した際、八戸線にあった八戸

駅が本八戸と駅名を変えたように、こち

らも二股を使った駅名にすれば、すっき

りしたのではないか。もっとも、隣接し

ていながら違う駅であること自体が不思

議な両駅である。

　今別を出て左に大きくカーブすると、

間もなく津軽浜名に着く。ホームの向こうには津軽海峡と函館山が見える。ここからは海

岸線に沿って走る。海に出ると沿線は家が増えてきた。これまでとは大違いだ。この辺り

は少し高いところを走っており、民家の屋根越しに津軽海峡と北海道が見通せる。

　津軽線に沿って貧弱な道路が並走している。これは松前街道の国道 280号である。しか
し、車はほとんど走っておらず、廃棄された道路のようにも見える。今別町の中心を避け

て田んぼを貫くように国道 280号の今別バイパスがあるから、整備もほどほどなのだろう。
その立派な今別バイパスをまたいで 12時 37分、三厩着。ホームから津軽海峡が見える。

　蟹田を出てから列車が行き違いができる駅は１つもなく、三厩だけは島式ホームで２つ

の列車が停まることができる構造になっている。この列車が停まっているのは２番線らし

い。「らしい」というのは、ホームに番線が書かれていないからである。残ったもうひと

つのほうが１番線ということになるのだけど、こちらはレールが赤く錆びていて、使われ
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ている形跡はない。

　それにしても、18 年経ってまたこう
やって訪れたわけだけど、駅舎はもとよ

りその他の設備や駅の雰囲気など全く変

わっていない。まるで時間が止まったよ

うである。

　レールの先には保線用の車両があり、

車庫も見える。何だか路線がさらに延び

ていきそうな感じだが、ここまでである。

津軽線は三厩からさらに津軽半島西部の

小泊を通って五能線の五所川原とを結ぶ

目的で建設された経緯があるから、そう

いう感覚になるのも無理はない。

　しばらく構内で撮影をする。いつまで

いても何も言われそうにないのがいい。

この後乗る竜飛崎行きのバスは駅前から

12時 54分に出るので、少々長居をしても
大丈夫である。降りてから改札を通るの

に５分くらいかかっている。駅を出ても

駅舎や駅前の案内図などを撮る。

　駅の内外には 10数名の人がいる。この
人たちはそのまま竜飛崎へ行くものと思

われる。数人が駅から去っていったが、

中には旅行者らしい人もいて、タクシー

に乗り込んでいた。今日は平日だからこ

のくらいの人数で済んでいるのだろうけ

ど、明日や明後日ともなると、この駅まで来る人はもっと多いに違いない。

　いろいろ撮っているうちに竜飛崎行きのバスがやってきた。バスの前面には「三厩地区

循環バス」と書かれてあるのだが、循環はしていない。このバスが終点竜飛崎灯台までの

間を１日５往復している。

　バスに乗り込んだところでカメラの電

池を換える。電池は２個持っている。昨

夜「あけぼの」の個室に入ったときに、

出発以来使っていた電池を充電し、この

電池に換えて使っていたのだが、深夜の

長岡まで撮っていたし、今朝も５時の酒

田から撮影を始めたから、秋田辺りで再

び充電済みの始めの電池を交換したのに、

昼過ぎにしてもう電池が切れてしまった。

でも、今からなら今日３度目の交換とい

うことはあるまい。

「交換？それにしてもえらい早いな」

「高松を出てからの枚数は 800枚超えと

る」
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「撮りすぎや」

　ドアが開いて 10数名が乗る。みんなが
それぞれに席を取っている。私たちも目

黒君と別々の席に座る。

「進行方向右側の席やで」

「分かった」

　一緒に乗っている人たちはバスがどう

走るかを知っているのかどうか分からな

いけど、進行方向右側の席は労せずに取

ることができた。これで見るにしても撮

るにしても、津軽海峡の様子は誰にも邪

魔されることはない。12時 54分発。
 

駅からまっすぐ延びる道で北へ向かう。

正面には海が見える。数百メートルほど

ですぐ細い道に入って増川川を渡る。商

店などが建ち並んでいるので、昔からの

街道のようだ。そこをしばらく走った後、

いったん国道 280号に出る。おそらくこの
界隈では唯一であろうコンビニエンスス

トアを右に見ながら竜飛方面へと進路を

取る。

　この辺りは旧三厩村の中心らしく外ヶ

浜町の三厩支所、交番、病院などが見ら

れる。そういう場所だからか海沿いだか

らか案外開けていて、漁港もある。ここ

から国道は 280号から 339号に変わる。
　右手に義経海浜公園というのがある。義経とは源義経のことであるが、兄頼朝に追われ

た義経が三頭の馬で北海道へ渡ったとい

う伝説があり、それが三厩の地名の由来

とも言われている。近くには義経寺もあ

る。

　国道沿いには左右にずっと家が並んで

いる。洗濯物が強い潮風になびいていて、

飛んでいかないかと心配になる。数珠繋

ぎの家々は、新しい家も古くからの家も

木造でどれも同じような形をしている。

これが何造りというのか分からないけど、

この地方、天候にはこういう造りが適し

ているのだろう。

　青森側も函館側もはっきり見えている。

前方に見えるのは位置的に函館山だろう。と、書いてはみたものの、角度的にそうなのか

なと思うだけで、その見当が合っているかどうかは疑わしい。

　国道 339号は右は海、左は崖というたいへん狭まったところを走っている。この少し西

側に県道 281号が通っているけど、もっと険しい道なのかもしれない。竜飛へ近づくにつ
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れてさらに狭くなっている。

　そして、30分近く走って竜飛漁港に着

いた。久しぶりに開けたところに出たよ

うな気がする。たくさんの漁船が横付け

され、その先には帯島が見える。バスは

ここから１キロほど折り返して少し狭い

道を登る。登ったところに三叉路があり、

この交わった道も国道 339号である。
　国道 339号は弘前を起点に竜飛崎を経由

して、先ほど通った国道 280号の交点まで
が全路線である。この三叉路から先へ少

し行ったところに竜飛崎があり、私たち

が今折り返した竜飛漁港との間が有名な

階段国道になっている。この区間は階段のみでもちろん車両は通ることができない。

　13時 24分頃、青函トンネル記念館前に
着く。ここで私たちを含めて数人が降り

る。残りは竜飛崎まで行くということに

なる。といっても、竜飛崎のバス停は隣

の停留所で、距離にして 500メートルほ
どである。

　今は９月で、今日は晴れているからま

だいいけど、風が強い。バスから降りた

目の前は日本海が広がっており、夕陽は

さぞかしきれいだろうと思うのだけど、

とても冬に来られるようなところではな

い。事実、11月 10日から 4月 25日まで
閉館となる。しかも、記念館以外何もない殺風景なところでもある。夜は真っ暗なのだろ

う。山を切り開いたところにあるただっ広い駐車場がいっそう侘しい。

　その駐車場の反対側に目的の青函トンネル記念館がある。「道の駅　みんまや」として

記念館と竜飛ウィンドパーク展示館が併設されている。

　記念館へと通ずる階段の手前にはトンネル掘削に使われた機器や青函トンネルに敷かれ

ている新幹線在来線共用のレールが展示さ

れている。それらを見て記念館の中に入る

と、正面に記念館、通路を通って右の東側

の建物が青函トンネル竜飛斜坑線と呼ばれ

るケーブルカーの乗り場である青函トンネ

ル記念館駅がある。記念館の中には「道の

駅」らしくお土産などが売られている。目

黒君は５年前にここを訪れているが、ケー

ブルカーで地下へは行っていない。

「さぁ、どっちから先に見る？」

「腹減った」

「ケーブルの時刻を見てからにしよう」　
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　記念館とケーブルカーの入場券を買いながら受付の人に次のケーブルの時刻を尋ねると

次に出るのは 13時 58分だという。まだ 30分ほどあるので、何か食べられそうである。
　今朝、「あけぼの」の車内で食べた駅弁以来何も食べていないから、私もお腹が空いて

いる。ここへ来る前、目黒君に昼食のことを聞かれていたのだが、多分三厩周辺には何も

なくて、ここまで来ればあるだろうと私見を述べていた。その見立てどおり駅にはなく、

記念館の土産物売り場の隣に食堂があったので、そこで食べることにした。

　ガラス張りの食堂は日本海が一望できる

絶好のロケーションで、陽射しが眩しい。

メニューはいろいろあったけど、早く出て

きて早く食べられそうなものということで

麺類にする。目黒君が海鮮五目ラーメン、

私は磯うにラーメンという何れも塩味の

ラーメンにした。

「この海は日本海？津軽海峡？」

「うーん…竜飛崎から西が日本海で、東が

津軽海峡かの。いや、陸奥湾かも知れん」

「じゃあ、これは日本海になるんかいの」

　日本海と紹介したものの、線が引いてあ

るわけでもないので、実際のところ、どう

なのだろうと思う。

　頼んだラーメンは程なく出てくる。真ん中に大きなホタテが１個あり、その周りにウニ

小ぶりなカキ、わかめが並ぶ。１個とはいえ大きいから、まるでホタテラーメンを注文し

たようだ。塩味だからあっさりしていて、麺はちぢれ麺で腰がある。可もなく不可もない

といった味であった。

　発車５分前に乗り場へ向かう。駐車場

を見た感じでは、それほど人がいるとも

思えなかったのだが、定員 40名のケーブ

ルカー「もぐら」号は満員である。乗る

前にケーブルや駅の様子を撮影していた

ので、立つ羽目になってしまった。時間

が来て、斜坑へ通ずる通風門が開いて発

車。警戒音を鳴らしながらゆっくりと下

りていく。

　ケーブルカーらしく軌道の横には階段

があり、そこに等間隔に蛍光灯が並んで

いるので、真っ暗というわけではないけ

ど、進んでいく先はやはり暗い。この１

両だけで行ったり来たりするので、上下列車が交換できる設備がなく、またその必要性も

ない。ところどころに地下何メートルと書かれた看板があり、今正に下りていることを実

感させてくれる。

　８分ほどで終点体験坑道駅に着いた。ここは海面下 140メートル、出発した青函トンネ
ル記念館駅から 778メートルの地点にある。これから係員の案内で青函トンネルの歴史や

工事で使用された機械類などの展示を見て回る。さすがに地下の深いところだけにひんや

りしている。駅を出てすぐのところの壁にプレートが貼られてあり、北海道の吉岡までの
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距離が 23.1キロあると記されている。こ
れは多分吉岡海底駅までの距離だと思う。

　坑道内は全て団体行動となっていて、

ケーブルカーに乗ると記念館駅に戻るま

で１つの団体として扱われる。だから、

行きのケーブルカーが混んでいたからと

いって、帰りは一本やり過ごすというこ

とはできない。もっとも、この寂しいと

ころで次の便まで待とうとも思わない。

　その体験坑道駅のホームに１人の駅員

が立っていて、この人が案内役も兼ねて

いるのだが、朝から夕方まで１人で地下

の暗いところにいるのだろうか。途中で

交代はしていると思うけど、気が滅入ってしまいそうで楽な仕事ではない。それでも、 30
分おきくらいに見学客がやって来て、その都度案内をするから気も紛れるのかもしれない。

　こうやって地下にもぐって、海底下に

いることを楽しんでいるわけだけど、こ

の坑道はそもそも見学用のものではない。

これはトンネル内で火災が起きたときな

どの非常時の一時避難場所や保線の基地

としての役割の他、トンネルの維持管理

に必要な機器類を置いた場所である。そ

の一部のスペースを使って、見学用とし

て供しているのである。

　狭いトンネルをくぐると、少し広いと

ころに出る。そこにはレールが敷かれて

あり、資材を運搬していた頃の名残りを

とどめている。それが縦横に張り巡らさ

れていて、分岐するところではポイントもあるのだが、今では使われていないので、いず

れも錆びている。そのレールの上を歩いていると途中に水槽があり、魚が泳いでいる。多

分、この辺りで生息する魚なのだろう。

　しばらく行くと、体験坑道に出る。こ

こには様々な機械や工具が展示されてい

る。新幹線も通すことのできる複線のト

ンネルを掘るにはあまりに小さい。日ご

ろ工事現場で見かけるような大きな重機

などはなく、これで少しずつ掘っていっ

たのかと思えば、気の遠くなるような話

である。その上、海底での工事なので、

トンネル内に大量の海水が入ってくる異

常出水と呼ばれるアクシデントもあり、

工事は難航を極めたという。しかし、先

人たちの努力の甲斐あって、25年の歳月
をかけて貫通した。今ではこのトンネル
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のおかげで青函間を快適に旅ができてい

る。ただ、私の場合は青函連絡船に乗っ

たことがないので、比較はできない。

　私たちは最後部から撮影をしながらつ

いて行ったので、係員の説明を聞かない

まま進んでいく。せっかく来たのに、

ちょっともったいないなと思いながらも

撮影を優先する。そうして約 30分の見学
時間が終わって再びケーブルカーに乗る。

　記念館駅に戻ると、もう 15時が来よう
としている。これから記念館の見学をす

る。実物の展示は体験坑道より少ないも

のの、パネルの解説はこちらのほうが多

く、より分かりやすい。20分ほど見て回周って記念館を後にする。
　そろそろ次のバスが来る頃だ。でも、

終点竜飛崎灯台は隣の停留所である。バ

スが来るのを待つより歩いたほうが早そ

うだ。目黒君は前回竜飛に来たとき、竜

飛崎灯台から階段国道を往復した後、こ

の記念館を訪れたそうだから道は覚えて

いる。

「たしかこっちだったと思う」

　と、バスが元来た道を逆に歩き始めた

100メートルほど行くとＴ字路に出て、こ
れを左に折れる。記念館が見えなくなっ

て、殺風景なところが余計殺風景になる

こんな中を歩いている人など一人もいな

い。でも、天気がいいから少々強い風も心地いい。右手には津軽海峡が見える。

　途中、青函トンネル建設で亡くなった人の霊を慰める殉職碑を見ながら正面に見えてき

た竜飛崎灯台をめざして歩く。すぐ近くのホテルには早くも観光バスが停まっている。部

屋に荷物を置いて、夕食までの時間を竜飛崎で過ごしてもらおうということなのだろう。

こういうことは目の前に観光地がないとできない芸当である。

　すると、その横を乗る予定にしていた

バスが通り過ぎ、すぐ先の停留所で停

まった。乗っている人がいたかどうかは

分からなかった。記念館から１キロ足ら

ずの距離なので、バスに乗るまでもない。

それに 200円の均一料金だから乗るのが
もったいない。

　ここに階段国道がある。その入り口に

は逆三角形の国道の標識とともに「階段

国道」の表示も見える。そして、ここに

も「津軽海峡冬景色」の歌碑がある。や

はりボタンがあり、これを押すと曲が流
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れる仕組みになっている。ただし、八甲

田丸のものとは違って、ここでは「ごら

んあれが竜飛岬…」の２番の歌詞のみが

流れるようになっている。ここでも曲が

終わると面白がってすぐに押す人がいて

それを見ていた目黒君は、

「いい加減にせい」

　とご立腹の様子である。目黒君がこの

歌が嫌いというわけではなく、入れ代わ

り立ち代りボタンを押さなくても一度流

れれば十分だろうということである。歌

を聴きながら津軽海峡を眺めていると、

「郵便局はないか」

　と目黒君が言う。ここから手紙でも出すのかと思ったら、記念はがきや切手などを販売

する臨時の郵便局が歌碑のすぐ横にあるのだ。三厩郵便局から出張してきているとのこと

だ。何人かが見ているけど、私たちはそのまま素通りする。　

　その歌碑や郵便局のある展望所から竜

飛崎を眺める。正面には帯島があり、そ

の向こうには北海道がはっきりと見えて

いる。間の津軽海峡には何隻かの船がの

んびりと往来している。

　階段国道のすぐ脇に階段村道がある。

ここを上ると竜飛崎灯台へ行くことがで

きる。10月が来ようというのに、ところ
どころに紫陽花が咲いており、さすがは

北国だと驚かされる。

　階段村道の途中で道が分かれていて、

灯台とは反対側のほうへ行くと「碑の

丘」という別の展望所がある。ここには

津軽にゆかりのある著名人の碑が並んでいるという。その眼下には屏風岩と呼ばれる断崖

もあり、面白そうなので目黒君に、

「どうする？あっちも行ってみるか？」

「あっちはええ」

　と、あまり興味を示さなかったので、

灯台だけ見ることにする。

　階段を上ったところに竜飛崎灯台があ

る。入り口のプレートを見ると「竜飛
・

埼

灯台」となっている。

　ここまであらゆる本や看板、広告を見

てきたけど、そのどれもが「竜飛崎」で

あった。国土地理院の地図も「竜飛崎」

になっている。なぜ灯台だけ「竜飛
・

埼」

になっているのだろう。
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　灯台のすぐ先が展望所となっており、たくさんの人

が津軽海峡の眺めを楽しんでいる。半分以上は胸に

バッジを付けたツアー客で、その人波が入れ代わり立

ち代わりやってくる。そして、彼らを引率するバスガ

イドは一様にこれほどきれいに北海道が見られること

は滅多にありませんと絶賛している。やはりそうかと

思う。函館山はおろか駒ケ岳まで見えるのだ。

　ここで灯台や北海道をひと通り撮ったものの、北海

道に関しては数十メートル下の歌碑のところからの眺

めのほうがよかった。というのは、岬の先端に電波塔

があるのだ。これが竜飛崎からの風景を壊している。

必要なものだから仕方がないとはいえ、別の場所に建

設するとかもう少し考えてくれなかったのだろうか。

　灯台を見終えると、これから階段国道を下りる。下

りてなお時間があれば、ここに戻って始発からバスに

乗るということを目黒君と決めておく。今が 16時５
分前で、バスが竜飛崎灯台を出るのは 16時 47分発と
なっている。これが竜飛崎灯台から津軽線に接続する最終のバスである。戻ってくるのが

無理そうなら下りた先の竜飛漁港から乗ってもいい。

　目の前の津軽海峡を見ながら階段を下

りていく。下り口のところに掲げられて

いる看板によると、距離は 388.2メートル、
段数は 362段だという。特に距離が長い
とも段数が多いとも思わない。勾配を緩

和するためにつづら折りになった緩やか

な階段で、スロープもあり、あまり苦に

ならない。それにしても、約 20年ぶりの
再訪なので、こんな階段だったのかと思

うばかりである。

　つづら折りだから、階段の終点である

竜飛漁港はすぐそこに見えているのにな

かなか着かない。その漁港からやってく

るのはツアー客の年配の方が多く、息を

切らしながら上っている。私たちは下り

ているからそうでもないけど、折り返し

上るとなると、同じようにぜいぜい言っ

ているのかもしれない。

　10分ほどで階段国道の終点に着いた。
ここで国道の標識と階段を撮る。これは

前回訪れたときにも撮影したものだ。当

時の写真はどこかにあるはずだけど、記

憶では正にこの写真である。

　さて、竜飛崎発のバスまでまだ 40分近
くある。今から戻っても十分に間に合う。
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目黒君に、

「どうする？時間はたっぷりあるで。戻る？」

「うーん、なんか面倒くさいの」

「じゃあ、この辺散策するか？」

「まぁ、バスはここも通るし」

　ということで、竜飛漁港界隈を見て回ることにし

た。

　上の展望所から眺めた帯島は目の前にある。島と

いっても陸続きになっているから、竜飛崎の先端は

この帯島にあるということになる。赤いお社が目に

付く。海の神様だろうか。私たちは漁港から眺めた

だけで帯島のほうへは行かなかった。

　逆の方向へ歩き始める。すると間もなく竜飛岬郵

便局がある。ここが本州最北端の郵便局である。入

り口横の壁には竜の像がある。先ほど上の展望所に

出張していたのは三厩郵便局で、この郵便局ではな

い。ここで目黒君がお金を下ろす。

「郵便局の名前って表示されるん？」

「いや、コードだけ」

「表示してくれたらええのに」

　そういえば、銀行も数字だけで支店名な

どは記帳されていない。

　郵便局からすぐ目と鼻の先に太宰治ゆか

りの旧奥谷旅館の竜飛館がある。ここに宿

泊した太宰治や棟方志功についてや奥谷旅

館のことなどが当時の写真とともに紹介さ

れているらしい。入場無料で竜飛の観光案

内所も兼ねている。

　ところが、玄関の前に立ってみると「本

日は終了しました」という無情な看板が掲

げられており、中に入れなかった。玄関に貼ってあったポスターには閉館は 16時半、最
終の入館は 16時と書かれている。もう 10分早ければぎりぎり間に合ったかもしれない。

横の駐車場には車が停まっているが、た

ぶん職員のものだろう。そう思うとなお

さら悔しい。この後、三厩駅に戻るとパ

ンフレットがあったから、それをもらっ

て帰った。

　帯島に戻ってもいいのだが、竜飛館の

向かいにある太宰治文学碑を見る。そこ

には太宰の書いた小説「津軽｣の一文が石

碑に刻まれている。太宰は津軽半島で生

まれており、３年前に五所川原から津軽

鉄道に乗ったときに降りて散策したいと

思いつつも叶わなかった
か な ぎ

金木が出身地で
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ある。

　ところで、竜飛崎は今でこそ観光バス

が頻繁に行き来している最北の地である

けど、この辺りはほんの 80年くらい前ま
では三厩漁港や義経寺辺りまでしかろく

に道が通じていなかった。それを物語る

ものが「十三洞門」と呼ばれる昭和初期

に造られた狭いトンネル群である。それ

までは非常に狭い道しかなく、道のない

ところでは崖に張り付くようにして歩か

なければならない区間があったのを洞門

を掘って竜飛まで行くことができるよう

にしたのだという。それが 13本あったか
らこのような名前がある。それほどまでにこの地は人を寄せ付けない厳しいものがあった

のだろう。

　その 13の洞門のうちの一部が近くにあ

る。行きのバスから気になっていたもの

だ。太宰治の記念碑から見えているし、

まだ時間もあるので行ってみる。

「昔、車が通とったような道とトンネル

を行きで見かけたんがそこに見えよる」

「あ、ホンマや。全然気付かんかった」

　そこには２本のトンネルがあり、どち

らも柵があり、通ることができなくなっ

ているので、外から眺めるしかできない。

１本はすぐ横に建っている家の所有物で

はないのだろうけど、何やらいろいろな

ものがあり、半ば物置状態になっている。

トンネルの径は小さく、車が１台通れるかどうかといったくらいの幅と高さしかない狭さ

だ。それでも、竜飛の人にとってはありがたい道だったのだろう。

　いろいろ見ていると時間が経ち、上の竜飛崎灯台からバスが出ようかという時間である

私たちもそろそろバスを待つことにする。

洞門の遺構から竜飛漁港まで戻る必要は

なく、先ほど立ち寄った竜飛岬郵便局前

にバス停がある。しかし、後にして思え

ば、帯島へは寄っておくべきだった。

　バスは程なくやって来た。漁港まで

行ってから折り返して郵便局で乗せるの

か、郵便局で乗せてから漁港で折り返す

のか、どちらも対応しているのか、それ

は分からないけど、漁港で折り返す前に

乗り込む。乗ってみると、行きで青函ト

ンネル記念館で降りずに灯台まで行った

人の半分がこのバスに乗っている。見る
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順番は逆になったけど、私たちと同じく記念館と竜飛崎の２ヶ所を周ったのだろう。６人

乗っており、海側の席は大体埋まっていたので、帰りは山側に座る。この３人は行きの津

軽線から一緒である。つまり、この３人と私たちが記念館と竜飛崎の２ヶ所を見たという

ことになる。同じ道を戻って 30分ほどで三厩に着く。バスに乗ってからわずか 30分しか
経っていないのに、外はもうひんやりしている。日が暮れて急激に気温が下がっているよ

うだ。

　バスから降りた人はそのままそっくり三厩駅の待合室に入った。10人弱とはいえ、狭
い駅舎なので、ベンチはたちまち塞がった。

　三厩を出る列車は 17時 55分発で、待ち時間が 30分以上もある。でも、近くを散策し

ても楽しめそうなものはない。列車は 17時 10分に到着しているのだけど、改札はまだ始
まっていない。駅の構内や外観は来たときにたくさん撮ったから、改札が始まるまで何も

することがない。

　といいながらも、駅舎内の様子は素通りして何も見ていなかったから、あらためて目に

付いたものをいくつか写真に撮る。あとはパンフレットの類などを手に取ってみたり、壁

に飾られた地元の中高生の描いた絵画を見たりする。

　改札の上にある時刻表を見ると三厩駅から出るのは１日に５本しかない。下りも５本だ

から、上下あわせても５往復である。５往復しか走っていないのは、沿線人口が著しく少

ない地域であることも理由のひとつだが、先述のとおり蟹田－三厩間に行き違いのできる

駅がまったくないのも５往復に留まっている理由なのかもしれない。ただ、この期に及ん

で行き違い設備を設けたからといって本数が増えることはないだろう。

　この時刻表を見ていて気になるのが、

全線を走る三厩発青森行きが１本あり、

下りにも青森発三厩行きが１本あること

だ。ちなみに両者は蟹田で行き違う。上

下１往復だけ青森発着列車があるのは不

思議に思われるかもしれないけど、これ

は青森への入出庫のためだ。同じ車両を

ずっと蟹田－三厩間で走らせるわけには

いかないから一日に一度はこうやって拠

点駅への出入りをさせている。今から乗

る列車は青森から来た車両だから、行き

で乗ってきたのとは違う編成である。

　発車 20分ほど前になり、やっと改札が
始まる。こんな駅だから改札を開放していても問題はなさそうだけど、そういう決まりに

なっているのなら守らねばならない。

　三厩駅の東は津軽海峡、北は比較的開けていて、西や南は山が近い。今時分なら 17時
半も過ぎれば日も暮れている頃だ。目黒君に聞いた昨日の東京の日の入りが 17時半くら
いだから、津軽半島の先端ならもっと早いはずだ。それでも空はまだオレンジに染まって

おり、夕焼けと呼ぶにふさわしい。しかし、よく見るとオレンジだけではない。オレンジ

から青紫、紺と天上に向かって徐々に色が変化している。西に見える山は夕陽を隠して既

に黒い影になっている。郷愁を誘う風景だ。時間が来て、17時 55分発。
　これが津軽線の上り最終列車である。いくら僻遠の地とはいえ、まだ 18時前だという
のに青森方面へ行くのはこれが最後というのが信じがたい。下りの最終はこの列車の折り
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返しでもう１本あるから上りよりましで

はあるけど、どちらにしても早仕舞いだ。

　三厩を出た頃には空はまだ明るみを残

していたけど、「秋の日はつるべ落と

し」よろしくあっという間に暗くなった。

目を凝らして見ると、かろうじて山の端

が見える程度である。もう外を見ること

はできない。

「青森には何時に着くん？」

　と目黒君が聞いてくる。彼と一緒に旅

に行くと、行程表をメールで送信してい

るにも関わらず、よくこういうことを聞

かれる。多分、大まかな流れは把握して

いても、細かい列車の時刻までは頭に入れていないのだろう。

「20時前」
「この時間に出て、そんな時間になるんか？」

「そう、蟹田での接続が悪うて 40分くらい待たされる。40分もあったら、接続次第で青
森に着ける」

　青森－蟹田間の所要時間は 40分ちょっとだったから、すぐに青森行きが接続していれ
ば、19時過ぎには戻れる計算になる。今晩の宿はホテルだから食事の時間を気にするこ
とはないけど、20時に駅に着いて、宿を探して、投宿した後に食事に出掛けるのは骨が

折れる。

　まるで夜行列車に乗っているかのような静かな車内は少し寂しくもある。聞こえてくる

のは気動車のエンジン音くらいのものだ。大平に着いたときには、もう影も見えなくなっ

ていた。

　中小国の手前で信号待ちをする。隣のレールには北海道方面行きの長い編成の貨物列車

が停まっている。その横を２両編成の我が列車がつつましく走って、18時 36分蟹田着。

　次の 19時 12分発の青森行き普通列車まで 36分の待ち合わせである。ホームに下りる
と寒い。ホームに待合室があるから寒さはしのげるけど、駅舎で待っていたい。目黒君は

「青森・函館フリーきっぷ」を持っており、津軽線もフリー乗車区間だからいいけど、私

が持っているのは三厩－青森の乗車券なので、ここで改札を出れば前途無効となる。でも

寒さには勝てないので、改札へ行き、待合室で列車を待たせてもらえないかと頼んだ。す

ると、案ずることなく、列車待ちならいいですよと通してくれた。

　待合室に入ると、警察官が 10人近くいる。
「おいおい、事件でもあったんか？」

　しかし、みんなにこやかである。その警察官に交じって、黄色い法被を着たおばちゃん

も数人いる。交通安全か何かのイベントでもあったのだろうか。目黒君は、

「これからえらい人が来るんかもしれん」

　間もなく函館行きの「スーパー白鳥 21号」が到着するから、それに乗っているのかも
しれない。でも、もしそうだとすると、黄色いおばさんたちがなぜ一緒にいるのかという

ことになる。えらい人が来るなら、警察官だけで出迎えるだろう。はたして「スーパー白

鳥」が到着しても、えらい人は降りて来ず、それでもまだみんな駅から出る気配がないの

で、何をしているのかますます分からなくなった。
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　外に出てみる。風が強い。先ほどまではなかった強い風だ。私はまだ９月だからと厚手

の長袖Ｔシャツと温度調節用の薄いシャツしか着ていない。しかし、そんな格好ではまっ

たく役に立たないくらい寒いのだ。彼岸も過ぎたから、寒さがやってきたのだろうか。９

月の青森をちょっと甘く見ていたかもしれない。

「寒いのぉ」

「こんな服では耐えられん」

「でも、これだけしか持ってない」

　そんな会話がひと段落すると目黒君が、

「腹減った」

　と言う。

「青森で居酒屋行くやん」

「それまでのつなぎで」

「あるやろか？」

　駅前はまっすぐ東へ延びる道がある。暗くてよく分からないが、両端に住宅が並び、そ

こに街灯があるのみで、店舗はなさそうである。とりあえず歩いてみると食堂らしい店が

２軒ほど見える。でも、ピンとこなかったので駅に戻った。

　自販機で暖かい缶コーヒーを買って、それでお腹をごまかしておく。高松で温かい飲み

物が自販機に並ぶのはもう１ヶ月は後のことになるだろう。本来なら違和感を覚えるとこ

ろなのだろうけど、そんなことを考える余地もなく、普通に暖かいほうを選んで飲んだ。

　19時 05分、青森から蟹田行きが到着した。その乗客が降りてから青森行きの改札が始
まる。三厩からの乗客に蟹田からの乗客が加わったから倍くらいの人数になった。跨線橋

を渡って２番線に行ってみると、行きで蟹田まで乗ってきたのと同じ車両であった。偶然

とはいえ、同じ日に同じ車両に２回も出会うのは珍しいことだし、まして２回とも乗ると

なると滅多にない。目黒君にそのことを話したけど、生返事だったので早々に切り上げた

19時 12分発。
　元来た道を走る上に、夜道を行くから外は何も見えない。退屈極まりない時間が過ぎて

いく。ただ、先ほどと同じく電車のモーター音だけが車内に響いている。

　この時間の上り列車だと、もっとガラガラなのかと思っていたけど、予想に反して 20
名ほど乗っている。それでもガラガラのうちに入るとは思うけど、私の予想では私たち以

外に数人程度と踏んでいた。ところが、駅毎に数人ずつ乗ってきて、その数は徐々に増え

ている。

　実はこの列車も普通列車としては上り最終なのだ。この後、特急「白鳥」が２本あるけ

ど、蟹田と青森の間は停まらないから、途中駅の利用者にとっては青森へ行くにはこれし

か乗る列車がないのである。竜飛崎から最終便にばかり乗るという綱渡りが続いているが

それも青森で終わりとなる。

　各駅では１分くらい停まっているのではないかと思うくらいのんびりしている。最短の

15秒停車でも問題はなさそうだが、どんな小さな駅でもきっちりと停まっている。中に
は中沢のように上下列車の交換のない駅なのに２分停車する駅もあり、時間が緩やかに流

れている。

　青森の１つ手前の油川で意外にも 10人前後の入れ替わりがあった。青森からかなり離
れており、郊外のイメージがあるけど、乗降客はけっこう多いという。再び様々な列車群

を見ながら 19時 52分青森着。

　青森から竜飛まで片道 100キロもないような距離を往復するのに９時間もかかる辺りは
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さすが最果ての地ならではだけど、戻ってきた時間が 20時ともなるとちょっと時間がか
かりすぎではないかとも思う。三厩と蟹田での接続がよければ、18時台には戻っている
はずだから、そう思うのかもしれない。

　ホームに下りると、やっぱり寒い。早くホテルに入りたい。長い跨線橋を渡り、改札を

抜け、今はごちゃごちゃしている青森駅前を通って駅前通りに出る。ホテルはこの道を

まっすぐ行ったところにある。

　週末の 20時過ぎだから人通りは多く、賑わっているようだ。５分ほど歩くと、予約し
ているホテルに着いた。今晩はこの時間の投宿なので、旅館は取らなかった。

　チェックインをして部屋に入り、荷物を置くとすぐにホテルを出て街へ繰り出す。

　これから行く店は決めてある。インターネットの口コミで調べていくうちに出てきた

「六兵衛」という居酒屋で、なかなか美味しいらしい。ホテルの前の道を南に下りればあ

るという。

　寒さは蟹田も青森もそう変わらない。だから、早く見つけて入りたい。でも、この店は

よほど人気があるのか 17時の開店で、17時 10分には席が埋まると紹介されているので、
座れるのだろうかという一抹の不安はある。美味しさをアピールするために多少大げさな

表現になっているとは思うけど、その一方で、20時以降には空いているともあるので、
会社帰りのサラリーマンがちょっと来て、軽く飲んですぐ帰る店なのだろう。

　目黒君が携帯電話で地図を表示して歩いている。ホテルから南に行けばあるとはいえ、

携帯電話の地図では細かい部分までは分かりにくい。

「ホンマにこの道で合うとんか？」

「それは間違いない。事前に調べた」

「合うとるわの。なかなかそれらしい店が見えて来ん」

　と話ながら歩いていると、国道７号の古川の交差点に出た。

「これは行き過ぎ」

「そうやの。引っ返そう」

　さっきは道の西側の歩道を歩いてきたので、今度は東側を歩く。すると、２つ目の信号

を東に入ったところに看板が見えた。時間的なものだろうか、ひっそりしていて目立たな

かった。目立たないのは、店舗が地下１階にあり、地上にはこの看板だけしかないためだ

これでは見過ごしてしまいそうだ。

　ともあれ、吸い込まれるように階段を下りていく。すれ違うことができないくらいの狭

い階段だ。店に入ると１組しかおらず、ほっと胸を撫で下ろして座敷に上がる。たしかに

15人か 20人でいっぱいになりそうな広さ
だ。もう 20時半になろうとしていた。落
ち着いていて、雰囲気はなかなかいい。

店内には昭和 30～40年代の歌謡曲が流れ

ている。

　ビールを頼むと、突き出しに巻貝の煮

付けが出てくる。出汁がしっかり染み込

んでいて大変美味しい。お腹が空いてい

ることもあり、あっという間になくなっ

た。

　ビールが空こうとする頃、頼んでおい

たツブ貝の刺身、ハマチ、鮭、エビの刺

身三点盛、ボウタラの煮付けが出てくる。
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ボウダラも出汁がよく染みていて甘辛い。添えてある卵黄をまぶして食べると、味がまろ

やかになって食べやすくなる。刺身は新鮮で、氷が敷いてあるので、いつまでも冷たく食

べられる。店の細やかな心遣いを感じる。

　どれも美味しく一人前の量なので、すぐになくなる。この後、
か や

貝焼きみそ、いかげそ揚

げ、あじのみそたたき、たこ唐揚げを頼む。特に貝焼みそは青森の名物で大きなホタテの

貝殻の上に細かく刻んだホタテ、味噌、溶き玉子を乗せて焼いたもので、味噌と玉子もま

たマッチしている。その中のホタテはプリプリしている。また、あじのみそたたきも鯵の

脂くささを味噌が抑えていて、味がくどくない。私たちは店のメニューの半分以上を頼ん

だようだ。ゆっくり飲んで２時間ほどで店を出る。

　外は依然寒い。22時半になっているから、気温はさらに下がっているのだろう。早く
ホテルに戻りたい。でも、その前にコンビニエンスストアに寄ってビールを買う。また

500ミリリットル缶を６缶買う。つまみは昨夜上野で買ったのが残っているから今晩は買

わない。

　ホテルに戻るともう 23時が近い。シャワーを浴びてさっぱりしたところでさらに杯を
重ねる。ニュースを見ながらああだこうだと話していると時間はあっという間に過ぎてい

く。気が付くとビールはなくなり、時刻は２時が来ようとしている。

　明日、もう日付が変わって今日のことになるのだが、朝は７時 10分発の八戸行きに乗
るので、いつまでも起きているわけにはいかない。それに朝食は駅弁ではなく、市場で食

べることにしているので、遅くとも６時にはホテルを出たいと思う。しかし、これでは昨

夜の二の舞だ。慌ててベッドに入る。

「あけぼのと岬めぐり」の続きを読む
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http://www.dlmarket.jp/product_info.php/products_id/147514

