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鉄道友の会における
鉄道文化財への取組み
1. 鉄道友の会とその活動

⑦国内外の鉄道関連の同種団体との交流連携

鉄道友の会 ( 会長・須田寬 ) は、広く鉄道

⑧その他鉄道趣味に関する啓発活動

知識を普及し、鉄道趣味を通じて会員相互の

会の内部組織としては、専門的な研究・趣

親睦を深め、鉄道を愛護し、その発展に寄

味活動を行う「研究会」
、地域に根ざした活動

与することを目的として 1953 年 ( 昭和 28

を行う「支部」が全国各地に組織され、幅広

年 )11 月 14 日に設立された国内最大の鉄道

く鉄道趣味全般の活動を行っています。

愛好者団体です。初代会長に島秀雄氏を推戴
して発足した鉄道友の会は今年で 63 年目を
迎え、発足当時は600名程度だった会員数も、

2. 鉄道友の会の顕彰活動
鉄道友の会は、会員の親睦団体として機能

2016(平成28)年現在で個人会員数約3,000

しているだけではなく、その設立目的であ

人、当会の活動主旨に賛同する法人の賛助会

る「鉄道を愛護し、その発展に寄与すること」

員数 72 団体を数えています。

を実現するために、上記の⑤、⑥に該当する
顕彰活動を毎年行っています。

鉄道友の会の主な活動は下記の通りです。
①機関誌「RAIL FAN」や鉄道関係出版物等
の刊行及び頒布 ( 写真１)

(1) ブルーリボン賞・ローレル賞の選定
ブルーリボン賞・ローレル賞は、わが国の

②鉄道または鉄道趣味に関する見学会、撮影
会、講演会、模型運転会等の開催

鉄道車両の進歩発展に寄与することを目的
に、毎年 1 回、前年の 1 月 1 日から 12 月 31

③鉄道に関する研究調査および資料収集

日までの間に日本国内で営業運転を正式に開

④鉄道に関する写真コンクール ､ 発表会等の

始した新造および改造車両から選定している

後援

賞です。選考対象は、鉄道友の会に組織され

⑤優れた鉄道車両に対する「ブルーリボン
賞」、「ローレル賞」の選定

たブルーリボン賞・ローレル賞選考委員会
(2016 年は柚原誠委員長 ) が選定し、会員に

⑥優れた鉄道趣味関連著作物に対する「島秀
雄記念優秀著作賞」の選定

よる投票を経て、選考委員会が審議して最優
秀と認めた車両を選定します。
このうち、ブルーリボン賞は、前年に営業
運転を開始した車両の中から最優秀な車両を
選定する賞として 1959( 昭和 34) 年に制定、

鉄道友の会
専務理事
せき

関

たかひろ

崇博

ローレル賞は 1961 年 ( 昭和 36) 年に制定さ
れ、当初は通勤型車両などの一般車が対象で
したが、その後の車両技術等の進展を受けて
規定を変更し、現在は顕著な技術等、特徴を
もった優秀車両に対して贈呈する賞となって
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います。 2016( 平成 28) 年のブルーリボン

ち交通博物館を経て現在の鉄道博物館 )、１号

賞には阪神電気鉄道 5700 系電車、ローレル

蒸気機関車をはじめとする歴史的な鉄道車両

賞には東日本旅客鉄道 HB-E210 系気動車と

が保存・展示されました。戦後は、1958( 昭

四日市あすなろう鉄道新 260 系電車が選ば

和 33) 年に日本国有鉄道が鉄道記念物制度を

れました。

発足させ、1972( 昭和 47) 年には梅小路蒸気
機関車館を開館させるなど、他の分野に先が
けて近代化遺産の保存・展示に積極的に取り
組んできた実績がありました。鉄道車両につ
いては、さらに鉄道事業者や任意団体、個人
によっても保存の手がさしのべられ、大井川
鐵道に代表されるように鉄道車両の保存と活
用を兼ねながら観光路線としても人気を集め
ているケースもあります。
しかし鉄道業界におけるこうした取り組み
は、それぞれの組織や団体に任されたままで、

写真１

機関誌 RAILFAN (2016 年 12 月号 )

＊表紙は 2016 年のローレル賞に選ばれた四日市あす
なろう鉄道の新 260 系電車

(2) 島秀雄記念優秀著作賞の選定

保存車両の選定や保存方法に対する基本的な
考え方、進め方なども個別に行われていまし
た。また、国の文化財制度とは連携しておら
ず、昨年度までに国の重要文化財に指定され

島秀雄記念優秀著作賞は、毎年１回、鉄道

た鉄道車両は、１号蒸気機関車 ( 鉄道博物館保

分野に関する優れた著作物または著作物に関

存－埼玉県－：1997 年指定 )、123 号蒸気

わる功績を選定し、鉄道および鉄道文化の発

機関車 ( 加悦 SL 広場保存－京都府－：2005

展に寄与することを目的として 2008( 平成

年指定 )、初代１号御料車 ( 鉄道博物館保存－

16) 年に発足した賞です。賞の名称は、初代

埼玉県－：2003 年指定 ) のわずか３件に過

会長の島秀雄氏が会の発展に尽くされた功績

ぎませんでした。

を永久に記念し、後進にとって励みとなる賞

国の文化財指定は、基本的に自治体 ( 市町

とするため、ご遺族の了解をいただいてその

村や都道府県 ) の教育委員会を経由して推薦

お名前を冠することとしました。

され、文化庁の調査や文化審議会の審議を経

ブルーリボン賞・ローレル賞と同様に、選

て文部科学大臣に答申されますが、文化審議

考委員会 (2016 年は曽根悟委員長 ) を組織し

会や教育委員会には技術系の専門家がほとん

て受賞作を選定しており、今年度は、高木宏

ど在籍していないのが実状で、鉄道車両の文

之著『国鉄蒸気機関車史』( ネコ・パブリッ

化財指定が進まない要因のひとつとなってい

シング刊 ) など５件の作品や業績が賞に選ば

ました。このため、鉄道に関する様々な分野

れました。

の専門家が集まり、60 年余の歴史を通じて
鉄道車両の調査・研究や顕彰を継続的に実施

3. 鉄道友の会と鉄道文化財

してきた組織として、鉄道友の会が今回の調

鉄 道 を 文 化 財 と し て 捉 え た 歴 史 は 古 く、

査・推薦作業にあたることとなりました。

1921( 大正 10) 年に鉄道開業 50 周年を記念

鉄道友の会では 2013( 平成 25) 年 12 月に

して鉄道省直営の鉄道博物館が開設され ( の

鉄道友の会会員の有識者によって構成される

25

鉄道車両工業

481 号

2017.1

寄稿

⾲ 㕲㐨ࡢ㕲㐨ᩥ㈈᥎⸀ጤဨ࡛㑅ᐃࡋࡓᩥ㈈ೃ⿵㸦 ᖺ㑅ᐃ㸧

表１
No.

鉄道友の会鉄道文化財推薦委員会で選定した文化財候補 (2014 年選定 )
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鉄道文化財推薦委員会 ( 前田喜代治委員長 ) を
設置し、表１に示す 16 件の候補車両 ( 連絡船
を含む ) を選び、その概要を報告書としてま
とめて文化庁に提出しました。
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範となった件名
⑤優れたデザインや優れた性能・機能を発揮
した件名
⑥現在の鉄道に継承されている技術の源流・
起源となった件名

4. 233 号蒸気機関車が国指定重要文化財と

⑦日本の文化に大きな影響を与えた件名

なるまで

⑧日本の歴史に深く関わった件名

4.1 文化財候補の絞り込み

⑨保存状態が良好で原形や基本的な構造をと

文化財の候補車両の選定にあたっては、先

どめている件名

行事例などを参考として、下記のような指標

⑩著名な技術者や組織が関わった件名

を設定しました。

⑪組織や技術・地方の特色を象徴する件名

①歴史上・学術上の価値が高い件名

⑫製造後 50 年以上を経過している件名 ( 製造

②外観だけでは無く本来の構造や技術的価値

初年、または推薦車両の製造年を基準 )

を残している件名
③再現することが困難で希少価値 ( 他に類似
の保存例が無いなど ) がある件名
④発達の系譜の根幹を形成し造形や設計の規

これらの指標に基づいて、すでに鉄道友の
会によってデータベース化された「保存・廃
車体一覧」に掲載された約 4000 件のデータ
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や支部のネットワークを活用し、保存の価値
がある件名の選定と評価を行ないました。
選定作業にあたっては、原形や改造などに

機関車であったこと
②同様にイギリス人技術者の指導により製造
された車両であったこと

ついてどのように評価すべきかを事前に文化

③完成した鉄道車両の系譜をたどる上でも次

庁側とも意見交換し、下記のような基本的な

の指定車両が国産化の端緒となった車両で

考え方を確認しました。

あることがふさわしいこと

①原形に近いことや保残状態が良好であるこ

といった理由から、交通科学博物館 ( 大阪市 )

とが望ましいが実用品であるので改造や消

で当時保存されていた 230 形 233 号蒸気機

耗部品の交換があっても構わない。

関車を第一候補として絞り込みました。

②改変 ( 改造、修繕など ) や部品交換がある場
合は、どの範囲を、いつ、どこで改変した
かを明確にしておくことが望ましい。
③動態保存か静態保存かは特にこだわらな
い。

4.2 国重要文化財の指定まで
鉄道友の会では、233 号蒸気機関車のより
詳細な沿革、履歴、現状などについて調査す
るとともに、文化財としての視点からの評価

④復元された車両はどの部分がオリジナル
で、どの部分が復元かを明確に区別する。
⑤日本製でなくても構わない ( 輸入機関車な
ど )。

を行うため、233 号蒸気機関車文化財指定
予備調査プロジェクトを 2014( 平成 26) 年
12 月に立ち上げ、233 号蒸気機関車を文化
財としての視点で再調査し、文化審議会の答
申にあたって必要な項目を報告書としてまと

また、文化財の指定が今後も継続すること

め、文化財指定のための基礎資料とすること

を前提として、車種ごとにそれぞれの時代を

としました。調査は、文化庁、西日本旅客鉄

代表する形式を選ぶことによって計画的に鉄

道 ( 株 )、交通科学博物館の協力のもとに、現

道車両を保存し、文化財を通じて鉄道車両技

車の実測調査、目視確認、資料調査などを実

術の系譜をたどることができるように配慮し

施し、2015( 平成 27) 年 10 月に最終報告書

ました。重要文化財では、それを保存・管理

を文化庁に提出しました。

するためにふさわしい保存環境が整っている
かどうか、指定後の保存・展示方法や管理方
法はどのように計画されているのか、といっ
た点も重視されますが、今回の選定にあたっ
ては、そうした保存のための要件をすでに満
たしている博物館などの保存車両から優先的
に推薦することとしました。
文化財推薦委員会では、最初の文化財の候
補件名として「表１」に示す 16 件の鉄道車
両・鉄道船舶を推薦し、選定理由などを報告
書としてまとめて、2014( 平成 26) 年３月に

写真２ 製造時における 230 形蒸気機関車

報告書の要点は以下の通りです。
① 233 号蒸気機関車がイギリス製の A8 形

文化庁に提出しました。その結果、

蒸 気 機 関 車 を ベ ー ス と し て 1903( 明 治

①これまで国重要文化財に指定された２両の

36) 年より大阪の汽車製造会社で製造が開

蒸気機関車がいずれもイギリスからの輸入
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1909( 明治 42) 年までに汽車製造会社で

長や文化庁文化財部長の陪席の下に文化財指

41 両 (230 形とならなかった同型機を含め

定の記念式典が京都鉄道博物館で挙行されま

ると 51 両 ) が製造された国産初の量産型蒸

した。

気機関車である。
②同形機は鉄道作業局、北海道鉄道、北越鉄

5. これからの展望

道、台湾総督府鉄道などに納入され、233

３年間にわたる鉄道文化財推薦のためのプ

号蒸気機関車は国鉄高砂工場で入換用とし

ロジェクトを通じて、ようやく 233 号蒸気

て使用されたのち 1967( 昭和 42) 年に国

機関車を国の重要文化財に指定することがで

鉄鷹取工場で復元された。

きましたが、重要文化財に指定される件数に

③ 230 形蒸気機関車の国産化によって、鉄道

は限りがあり、他の分野に比べて鉄道分野だ

技術の自立が達成され、その転換点となっ

けが優先されているわけではありません。今

た。

年度の指定でも、233 号機関車とともに船舶

④塗色の変更、煙突の交換、運転室の丸窓の

として横浜市で保存されている氷川丸が初め

位置変更、汽笛の交換、砂箱の復元、連結

て指定されましたが、今後は鉄道車両だけで

器の復元といった改造の手が加えられてい

はなく、船舶や航空機、自動車など、日本の

る。

近代化を支え続けた交通機関が文化財の仲間
入りをすることが予測されます。

これらの調査結果に基づき、総合的に判断

今回の文化財指定の意義は、国の文化財指

して国の重要文化財に指定するにふさわしい

定のプロセスに則って、鉄道友の会の組織力

鉄道車両としてこれを評価しました。

やこれまで蓄積してきたノウハウが活かされ

そして 233 号蒸気機関車は、2016( 平成

た点にあります。古い鉄道車両を文化財とし

28) 年３月 11 日に開催された文化審議会で

てどのように評価し、どのように保存・活用し、

の審議を経て国重要文化財として文部科学大

どのように次の世代へ継承するかは、鉄道友

臣に答申することが決定し、同年８月 17 日

の会のみならず、鉄道業界が総力を挙げて取

付で重要文化財に指定されました。折しも、

り組まれなければならない大きな課題でもあ

233 号蒸気機関車は大阪市の交通科学博物館

ります。鉄道が日本の近代化に果たした役割

から新設された京都鉄道博物館に移転・展示

を後世に伝えると同時に、鉄道業界に携わる

され ( 写真３)、国重要文化財の指定は開館に

多くの人々の努力で完成

花を添えるできごととしてマスコミでも大き

した鉄道車両が、国民共

く取り上げられ、同年 10 月 14 日には京都市

有の文化的財産として評
価されることは、鉄道業
界の誇りでもあります。
鉄道友の会では、会員が 60 年余にわたっ
て蓄積してきたノウハウを活かしつつ、文化
財指定のための支援活動を今後も継続したい
と考えていますので、皆様方のご指導、ご支

写真３ 京都鉄道博物館に展示されている
230 形 233 号蒸気機関車

援を賜りますよう、誌上をお借りしてお願い
申し上げます。
鉄道車両工業

481 号

2017.1
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