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第1章 はじめに 

 

1.1 研究の背景 

1.1.1 古レール造構造物とは 

普段何気なく利用する駅には,100 年以上前のレールが今も残っていることがある.それは車輪

との摩耗などによって線路としての役目を果たせなくなったレール（以下古レールと呼ぶ）が,ホ

ームの柱や上家,跨線橋といったものに再利用されているのだ.古くからある駅のホーム上家や跨

線橋には古レール造の構造物が現在でも多く残っており,普段利用する人の目には留まらぬけれ

ども,日本の近代化を支えてきた鉄道の歴史を静かに感じさせる,貴重な文化遺産といえるもので

ある. 

1872年（明治 5年）の新橋-横浜間の鉄道開通以来,日本の近代化は鉄道の発達に支えられてき

た.その鉄道になくてはならないものの１つは,「鉄道」の二文字を体現するレールである.最初は

全て外国から輸入されたレールが軌道に使われたが,1901年（明治 34年）の官営八幡製鉄所創業

を機に国産レールが生産され [1],1927年（昭和 2年）以降はほとんど国産のレールが使われるよ

うになった [2].昭和までのレールは軌道としての役割を終えた後すぐに廃棄されることはなく,

運用本数の少ない下級線区に移設されたり,鋼材として加工されて工具になったり,駅施設の構造

材に使われたりする.特に駅施設の構造材に利用された古レールは,JR 鹿児島本線鳥栖駅のホーム

上家（写真 1-1）のように,日本各地の古い駅で確認することができ,中には海外から輸入された 19

世紀のレールが発見できることもある（写真 1-2）. 

 

 

写真 1-1 鳥栖駅のホーム上家 

 

 

写真 1-2 鳥栖駅の古レール柱 

（カメル社製,1895年製造） 

 

また,ホーム上家や跨線橋といった古レール造構造物は昭和 40 年頃まで造られていたが,当時

は古レール造構造物を建設する際の規格が存在せず,設計者はその時々に応じて個人の知識経験

に基づいた設計を行った [3] [4].そのおかげで古レール造構造物には一つとして同じものは無く,

駅ごとに違う表情を見せてくれるという魅力がある. 
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古レール造構造物は鉄道の歴史が感じられ,個性豊かなデザインを楽しめる,観光資源的価値の

ある近代遺産であるといえる.例えば JR鹿児島本線門司港駅は九州の鉄道発祥の駅として,その駅

舎は国の重要文化財に指定されている.門司港駅のホーム及び改札口と通路の上家は古レール造

構造物であり,文化財指定はされていないが重要文化財に付属する重要な構造物であり,門司港の

大正レトロを感じる空間づくりに貢献していると言える.九州の名所を回る JR 九州のクルーズト

レイン「ななつ星」がこの駅に立ち寄る際は,ガイドが乗客に対して上家に古レールが使われてい

ることを紹介するそうだ.「ななつ星」のルート選定などを行う JR 九州クルーズトレイン本部の

水島氏は,「門司港駅の古レール造上家は,上家の安全性に問題が生じた場合を考慮したときに,す

ぐに文化財として保存することは難しいかもしれないが,歴史的で素敵な構造物なので,そのまま

の形で保存ができてほしい」と言う. 

 

 

写真 1-3 門司港駅のホーム上家 

 

写真 1-4 門司港駅の古レール 

 

数は少ないが古レール造構造物が登録有形文化財に登録されて保存されている例もある.天竜

浜名湖鉄道では開業当初の駅施設などを登録有形文化財に登録して「日本の原風景をめぐる旅」

として売り出しており,その施設には天竜二俣駅のホーム上家などの古レール造構造物も含まれ

ている.そのことからもわかるように,今後の傾向として古レール造構造物の文化的価値は再評価

され,文化財として保存されていくことが期待される(写真 1-5,写真 1-6). 

そうした古レール造構造物は近年,駅の橋上化や高架化,バリアフリー化の工事などの際に,老朽

化や安全上の理由により撤去され,その全数の把握はできていないが,新しく作られることはない

ため年々減少しつつあるという [5].筆者の住む福岡市を通る,JR 筑肥線にも一つだけ,北九州鉄道

開業当初からある浜崎駅に古レール造上家が存在するが,いよいよ 2019 年から始まる工事によっ

て撤去されることが決定した. 

JR 西日本・東日本では鉄道構造物の耐震診断・耐震補強工事が順次実施されている.その中に

古レール造構造物も含まれており,実務型の古レール造跨線橋の耐震性能評価法が斎藤によって

研究されている.その研究の中で,古レール柱が鋼部材よりも変形性能,曲げ耐力に優れた材料であ

ることが判明している [6].古レール造構造物のなかには阪神淡路大震災レベルの大型地震を乗り

越えて今も使われているものが存在し,耐震性に問題が無い古レール造構造物については現状を

維持する保存・修復を推進することが必要であると考える. 
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写真 1-5 天竜二俣駅の古レール柱 

 

 

写真 1-6 天竜二俣駅ホーム上家遠景 

写真 1-5,写真 1-6は天竜浜名湖鉄道株式会社提供 
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1.1.2 レールのロールマーク・刻印 

レールの腹部にはロールマークと刻印が押されている.そこにはレールの種類,製造年月,製造者

名,製鋼法,製鋼番号,炭素含有量が記されている.さらにレールの端部には等級を表す塗色と一連番

号がスタンプされている.各レールメーカーにはレールの戸籍簿があり,そのレールに関する一切

のデータが完備されているので,何か問題があればこれらの情報を元に調べることができる [7]. 

 

 

図 1-1現在の普通レールのロールマークと刻印（新日鉄住金株式会社レールカタログより転載） 

 

現存する古レール造構造物の古レールの中には,残念ながらペンキが厚く塗られてロールマー

クが隠れてしまっているものもあるが,このロールマークが現在古レールに関する情報を得るひ

とつの重要な手掛かりであり,古レールの研究者や収集家がまず注目するポイントである.JR 鹿児

島本線鳥栖駅のホーム上家のように,外国産レールが構造材に多く使用されている場所では,掲示

板で解説が添えられるなどして保存されていることがある.特に外国から輸入されたレールは歴

史的な価値が認められていることが多く,博物館や鉄道記念館などで展示されていることも多い.

さらには,古レールマニアの人向けに,古レールを短く切って販売している企業もある. 

 

 

 

 

写真 1-7 ロールマークによって貴重なレールであることがわかり,解説がついているところもある 
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1.1.3 レールの歴史 

ここではレールがどのように発達してきたのか,その歴史を簡単に紹介する. 

 

(1) レールの起源 

軌道に関する最初の記録は,紀元前 600 年頃のバビロニアで祝祭道路に重い神像を小さい力で

揺らさずに運ぶために,軌条溝が設けられたというものである.1604年にはイングランドで,ある炭

坑から近くの川までのトロッコ用の軌道に,木製レールが敷かれた.この形態の軌道はイングラン

ドやウェールズの炭坑地帯に普及したが,当初は松などの軟らかい木でできていたため,その耐摩

耗性の向上のために硬い木で頭頂部を上張りするようになった.その後,産業革命の時代に鋳鉄製

や錬鉄製,さらに鋼製のレールが開発された [1]. 

 

(2) レール形状,材質の変遷 

レールの横断面形状の変遷を図 1-2と図 1-3に示す. 

1767 年に木材に鋳鉄製の帯を上張りするレールが誕生したが,老朽化すると鉄帯が剥がれて巻

き上がり,車両や乗客をしばしば傷つけた.1776年にはイギリスで,初めて全体が鋳鉄製のレールが

誕生した.このレールは断面がＬ型でプレートレールと呼ばれ,世界最初の公共馬車交通がロンド

ン-クロイドン間約 17km が開通した際に使用された.フランジの無い車輪はＬ字の長い脚の上面

を,短い垂直に立った脚をガイドにして転動し,フランジ付きの車輪は短い脚の上を現在のレール

と同様に転動した.1789 年にエッジレールという両端の断面形状が現在の平底レールと似ており,

中間部断面は高さが大きく幅が狭いレールが発明された（図 1-4）.このレールは縦剛性が大きく

曲線敷設が容易であり,1825 年にイギリスで蒸気機関車ロコモーション号による,世界最初の公共

運輸営業が行われた際には鋳鉄製エッジレールが使用された.しかし,鋳鉄製レールは長さが 2m

程度と短く,ロシアでの使用経験では寒い時に脆性破壊が起きて成績不良であった. 

錬鉄製レールは 1820年に初めて製造され,5m程度の長さのものが製造可能であった.レール底

部を枕木に犬釘で直接固定できる圧延錬鉄製平底型（Ｔ型）レールは 1831 年に,Ｕ型（橋型）レ

ールは 1835年に,片方が摩耗すれば上下を反転させて使う双頭レールは 1837年に誕生した. 

鋼製レールは 1857 年にイギリスで最初につくられた.1856 年にベッセマー（空気底吹酸性転

炉）製鋼法,1864年にジーメンス・マルタン平炉製鋼法,1877年にトーマス（空気底吹塩基性転炉）

製鋼法が発明され,鋳鉄より靭性が大きく錬鉄より硬い鋼製の寿命の長いレールが製造されるよ

うになった.当時の実績によれば,錬鉄レールの寿命が 4，5か月なのに対し,鋼製レールの寿命は 3

年に及んだという [1]. 
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図 1-2ヨーロッパのレール形状の変遷（ [1]より転載） 

 

 

図 1-3日本のレール形状の変遷（ [1]より転載） 

 

 

図 1-4エッジレールの一種（ [8]より転載） 
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(3) 日本に輸入されたレール 

日本の鉄道は 1872 年（明治 5 年）10 月 14 日に新橋-横浜間に開通した延長 28.97km のもの

が最初である.その際用いられたレールは全て当時世界最大の製鉄国であったイギリスから輸入

された.輸入されたレールは主として,1870年製の錬鉄圧延双頭 60lb/yd(29.8kg/m)レール,長さ 24

インチ(7.315m)であった.その他には,摩耗の著しいところには鋼製レール,六郷橋梁上にはＴ型レ

ール,側線にはＵ型（橋形）レールが用いられたという. 

当時の錬鉄双頭レールと現在の 60kg レールの比較した写真を写真 1-8 に示す.その化学成分

の一例は以下の表 1-1 のようであったが,引張強さが 37kg/mm2 (362.6MPa),伸びが 24%であり,

当時使われたイギリス製蒸気機関車の軸重 9.1トンを支えるには柔らかすぎた. 

また,日本に鉄道が開業してから 6 年後の,1878 年から 1880 年にかけての大津-京都間の工事

は ,井上勝を技師長とする日本人のみの手によって完成されたが ,その際には鋼製双頭

60.51lb/yd(30.5kg/m)レールの 30 インチ(9.144m)の物が使われた.日本における双頭レールの使

用はこれが最後で,以降は全て平底型鋼製レールが使われている [1]. 

太田によると,外国から輸入されたレールの輸入先はイギリスに限らず,様々な国から輸入され

ていた.日本で発見された外国産レールの代表的な製造国名と製造社名を表 1-2にまとめる [9]. 

 

表 1-1日本の鉄道最初期にイギリスから輸入されたレールの化学成分と強度の一例（ [1]を元に筆者

が作成） 

重量％ 引張強さ 

(MPa) 

伸び 

(％) C Si Mn P S 

0.03 0.14 0.15 0.02 0.02 362.6 24 

 

表 1-2日本で発見された外国産レールの国名と代表的製造社（ [9]を元に筆者が作成） 

イギリス バーロウ社,ボルコ・ボーン社,カメル社など 11社 

ドイツ クルップ社,ウニオン社,グーテホフヌングスヒュッテル社など 9社 

ベルギー コッケリル社,ウグレー社,プロビデンス社など 5社 

フランス バンデル社,ミッシュビル社 

アメリカ カーネギー社,イリノイ社,テネシー社など 21社 

カナダ アルゴマ社 

ルクセンブルグ コルメタ社,アルベルト社 

ポーランド クロレフスカ・ターフ社 

中国 漢陽鋼銕製鉄所 

オーストラリア 資料不足のため略 

ロシア 資料不足のため略 
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写真 1-8 我が国における最古のレール（左）と最新のレール（右）（ [1]より転載） 

 

(4) 国産レール 

日本では 1901 年（明治 34 年）に筑豊炭田のある北九州市の官営八幡製鉄所が操業を開始し

た.そこでは最初にベッセマー法によって 30kg レールが製造された.しかし,大正時代になると,国

内の鉄に対する需要が高まり,その需要に十分対応することができなくなったので,足りない分は

アメリカ,ドイツ,フランス,ベルギーなどの海外の製鉄所から輸入したレールを使用することにな

った（表 1-2参照）.八幡製鉄所ではその後,1927年（昭和 2年）にベッセマー法から塩基性平炉

製鋼法への転換が行われ,レール製造能力が逐次増強されたことにより,国内の軌道のほとんどの

レールを国産でまかなえるようになった.1929 年（昭和 4 年）には最初の鉄道省制定軌条仕様書

が交付された.そのときの 50kgレールの炭素含有量は 0.45～0.60%,引張強さ 65kg/mm2以上とい

うヨーロッパ型よりのものだった.当時から 2000 年に至るまでの間の主だったレール鋼の化学組

成を表 1-3に示す [1]. 
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表 1-3日本のレール鋼の化学組成（ [1]から転載） 

 

 

(5) 現在のレール 

現在日本の代表的なレールメーカーといえば,新日鉄住金株式会社と JEF スチール株式会社で

ある.中でも新日鉄住金株式会社のレールは国内シェアの大半を占めるだけでなく,海外にも大量

に輸出されている. 

現在の普通レールの製造工程を図 1-5 に示す.現在の圧延方法はユニバーサル圧延法といい,上

下左右の 4 つのローラーによって圧延する上下対称の造形である.この圧延方法は 1970 年（昭和

45 年）に初めて八幡製鉄所で本格導入され,従来のカリバー圧延法と比較してレール寸法の細や

かな調整が可能になり,使用上重要なレール頭部と脚部の厚み方向に直接圧力を加えられるよう

になったことで優れた材質を得られるようになった.また,圧延工程を通じて均等な圧力を加えら

れるので寸法精度に優れ,有害な表面疵の発生が少なく,圧延ロールの局部的摩耗が軽減し,ロール

原単価が大幅に向上した [10]. 

現在のレールの種類は,一般旅客用の普通レールに加えて,高速鉄道用,重荷重鉄道用のレール,

熱処理レールやポイント部分に使う特殊形状のレールなど,多様である.しかし,ほとんどのレール

に共通して言えることは,炭素含有量が 0.5％以上であり,耐摩耗性や耐衝撃性に優れた高炭素鋼で

あるので,一般構造用圧延材のような軟鋼とは機械的,化学的性質が大きく異なるということであ

る.よって,現在新しく製造されるレールは,軌道という本来用途に関しては非常に優秀であるのに

対して,その本来用途から外れた構造材としての曲げや加熱を伴う加工には不向きである. 
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図 1-5現在の普通レール製造工程（新日鉄住金株式会社のレールカタログより転載） 
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図 1-6従来のカリバー圧延法（上）と現在のユニバーサル圧延法（下） 

（新日鉄住金株式会社レールカタログより転載） 
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1.1.4 古レールの再利用・再生利用 

このように,レールは軌道としての機能を果たすため,耐摩耗性や溶接性などが改良され続けて

きた.それでもレールには実際使用する際には何トンともいう通過荷重がかかり,車輪との接触で

摩耗する.屋外に設置されるレールがほとんどなので,雨ざらしであり,特に海岸沿いやトンネル内

では腐食が進行する.ロングレール化される以前は,継ぎ目板でレールを接続しており,レールの継

ぎ目は車輪からの衝撃に対する弱点になり,ひび割れや剥離といった毀損が生じる.このようにし

てレールは約 30年の寿命をもって,軌道としての役目を終えるのである. 

軌道としての役目を終えたレールは新しいものと交換されるわけだが,取り外されたレールは

発生レールと呼ばれ,すぐに廃棄されるわけではない.昭和前期までの発生レールの第二の人生は

多岐にわたった.軌道整備心得という保線の管理基準にある摩耗限界を超えたレールは,傷や腐食

が無い場合,または軽度で修復が可能な場合は,通過量の少ない下級線区に移設され,再び軌道とし

て活躍していた [11].JR九州によると,現在は摩耗限界を超えたレールは基本的に下級線区に移設

することは無く,一時保管場所に保管され,半年に一度の頻度で買い取り業者に売却している.例外

的に下級線区に移設するレールは,設備投資の関係で,摩耗限界には達していないが交換されるレ

ールのみである. 

レールは圧延鋼材という鋳物であるので,軌道としての再利用ができないものは鍛え直して別

の工具などに再生されることもあった.その場合,レールは頭部,腹部,底部で性質が違うので,その

三つの部分に分けてから鋼材として利用されていたようである [11]. 

また,鉄道創業 50周年の記念品として薄くスライスされたレールが鉄道省の全職員に配られた

こともあったようだ [12].現在でも,古レールはマニア向けに短く切断されて販売されている. 

 

 

図 1-7鉄道創業 50 周年の記念品として配られた,薄くスライスされた双頭レール（ [12]より転載） 
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最後に,この論文の対象である構造材としての再利用である.主にホーム上家,跨線橋,トンネル

の支保工などの鉄骨材として利用された. 

古レールが構造材として再利用されるようになったのは,跨線橋では JR常盤線平駅（現在のい

わき駅）の大正２年頃が [9],駅のホーム上家では JR東海道本線熱田駅の明治 43年が最初である.

この頃は木材や石材,鉄材などは再利用するのが当たり前で,再利用材を使用することに格が落ち

るという感じは持たれていなかったと考えられる.このことは JR 山手線原宿駅の皇室専用のホー

ムの上家に古レールが使われていることからもわかる [5].特に当時の鉄道会社にとっては,新し

く跨線橋や上家を作る際に,外部から構造資材を買うよりも,自社の管理下で発生する上質な鉄骨

材である古レールを,構造資材として再利用することの方がはるかに合理的であったと考えられ

る. 

 

古レール造構造物は大正末から昭和 10 年前後までと,昭和 25 年から昭和 30 年代までの二つ

のピークがある [5]. 

前者は先述のとおり,古レールを再利用することは当然のことという意識があったことが要因

である.その背景にはやはり当時は製鉄技術が未発達で,鉄が貴重な資源であったことも影響して

いると考えられる.この頃の古レール造構造物に関する記録は見つからなかったが,当時は設計に

ついても指示書などが無かったため,前例を見て,見よう見まねで行われていたようである [3].そ

のため,鉄道管理局ごとにいた建築部局の設計者の個性が現れるデザインの形となった [11]. 

後者は戦後復興期であり,戦争によって一般の建設に使うための鉄が不足したことが理由であ

ったと考えられる.単価が安い古レールを構造材に使用することは,工事全体の経済性を考えたと

きに合理的であった（表 1-4）.しかし,構造的な不経済性を問題視する文献も発表されており,島野

や酒井によってより無駄のない古レール造構造物の設計が研究された [3] [13]. 

 

 

表 1-4古レールと他材料の価格比較（ [13]より転載） 

 

構造材としての古レール利用は鉄道施設のみに限った話ではなく,まれにではあるが,一般の道

路橋に古レールが使用されている例もある.例えば埼玉県行田市,鴻巣市にまたがる地域には元荒

川の河川改修事業によって造られた昭和初期の古レール造の道路橋が 17 基残っている.このよう

に構造材としての古レールは一般市場にも流通していたと考えられる [11]. 

 



14 

 

 

写真 1-9 香椎駅の跨線橋 

 

写真 1-10古レールがガセットプレートとリベットで組み立てられている 
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1.1.5 古レール造構造物の設計法 

古レール造構造物の設計は鉄道省・国鉄が行い,実際の施工は鉄工所が行っていた. 

岸本は全国 400 例近い古レール造ホーム上家の現地調査を通して,各鉄道管理局に好みともい

える設計デザインの傾向の差があると指摘している.また,古レール柱のレールの合わせ方を 5 種

類に分類して紹介しており,これらに用いられる古レールの接合技術には,リベット接合,ボルト接

合,溶接接合があるということであった [11]. 

 

島野は国鉄にて古レール造構造物の設計担当をしたことがあり,その時の苦労を次のように述

べている. 

「私が鉄道に入つて数年経つて,初めて古レール構造の建物の設計を担当したことがありまし

た.鉄道では見なれた筈なのに,正直にいつてどういう風に古レールを扱えば一番いいのか判らな

かつたものです.跨線橋,上家等色々見て回りました.柱,梁の扱い方,接合部の取合せそれらが単一

でなく組合せて,又普通鉄骨と併用して使はれている場合等々,然し余りにもその手法の多いのと,

むだとも思えるその架構法に驚いたものです. 

鉄道だけで使はれていた方法なのに,建築の諸先輩同僚からも見捨てられていたのでしょうか,

又余りにも簡単に考えられすぎていたのでしょうか,教えてくれる物の本もなく,ヒントを与えて

頂く人もなく,見よう見まねでやつて来たのが今迄のやりかただつたのでしょう. [3]」 

ここからわかるように,当時は古レール造構造物の規格が存在せず,その時その時で担当者の知

識と経験によって設計が行われていた. 

 

島野は文献 [3]の中で,古レール造上家のタイプを図 1-8 のように分類した.岸本はこの島野の

文献を参考にして作られたとみられる上家が全国に存在すると述べている [11]. 

 

 

図 1-8古レール造ホーム上家の分類（ [3]より転載） 

 

また,島野は仕口については特に設計者の好みに任せられているとし,望ましい仕口の設計案を

提案している（図 1-9,図 1-10）. 

筆者が確認した古レール造上家の中では,JR 鹿児島本線小倉駅のホーム上家が島野の提案した

仕口によく似ている（写真 1-11,写真 1-12）.しかし小倉駅の上家は昭和 32 年造であり,文献 [3]

が発表された昭和 35年よりも前のものである. 



16 

 

 

図 1-9仕口１（ [3]より転載） 
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図 1-10仕口２（ [3]より転載） 

 

 

写真 1-11小倉駅ホーム上家の柱と桁と 

サブビームの仕口 

 

 

写真 1-12小倉駅ホーム上家の棟つなぎの 

仕口 
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1.2 研究の目的 

このようにして鉄道関係施設の多くでは,明治の終わりから昭和 40年頃まで構造材として古レ

ールを再利用するということが行われてきた.現存するものは多くあり,普段利用する駅のホーム

に,実は 100 年も前に外国から輸入されてきたレールが柱として残っている,なんてこともあるの

だ.初期の古レール造構造物については記録が全く見つからず,当時を知るには現物を残すのみと

なっているようだが,古レール造構造物時代の終盤に当たる昭和 20 年頃からは,従来の設計方法を

見直し,より経済的で安全な古レール造構造物を提案する文献がいくつか発表された.これらの文

献によると,戦後に古レールを用いて構造物をつくる際には,古レールの構造材としての不経済性

が問題視される傾向にあり,無駄のない形状の H 型鋼の台頭によって,次第に古レール造構造物は

新たに作られなくなった.しかし現代になって,当時は当然のこととして構造材に利用されていた

古レールが,歴史的価値を持つものとして注目を集めるようになってきた.古レール造構造物を文

化財に登録する例も出てきており,今後古レール造構造物は文化財的観点から保存されていく傾

向にあると期待される. 

 

近代文化遺産の保護の必要性については,文化庁に平成６年に設けられた「近代の文化遺産の保

存・活用に関する調査研究協力者会議」の平成８年の報告書の中で以下のように書かれている. 

 

「近代の文化遺産は,記念物,建造物,美術・歴史資料及び生活文化・技術のいずれの分野をとっ

ても,開発の進展,技術革新や情報化の進展,生活様式の変化等により,消滅や散逸の聞きにさらされ

ているものが多く,他方,未だ必ずしも文化財としての認識や評価が定着していないため,保護措置

が十分には講じられていないという状況にある. 

これらは,一旦失われてしまうと回復ができないものであるので,価値があると認められるもの

については適切に保存し,後世に継承していくことが,現代に生きる我々の責務である. [14]」 

 

また,「近代の文化遺産の保存・活用に関する調査研究協力者会議」の平成７年の報告書では,

現代社会の中で機能し続けているものは,文化財としての価値を維持するとともに,建造物の機能

を確保し,活用しながら保存していくことが重要であり,土木構造物については,意匠,材料,技術な

どのうち,文化財としての価値を認められた主要な部分は損なわないようにすることが必要であ

ると書かれている.さらに,重要文化財の修理等には,設計監理や施工に関する知識と経験を有する

技術者や技能者の確保が今後さらに求められることから,それらを養成するための方策を確立す

る必要があると書かれている [15]. 

 

今後の古レール造構造物の保存に当たっては,当然修理が必要になる場面も出てくると考えら

れるが,文化財的価値を残せるような修理方法を検討するべきである.また,新たに古レールを利用

した構造物を作ることによって,鉄道の町としての観光資源整備を行う自治体も出てくるかもし

れない.こうしたときに建設当時の古レール造構造物の組立の技術,特に古レールの曲げ・接合技術

が残っていることが一番望ましいが,現在はそういった技術を体系的に取りまとめたものが無く,

技術が伝承されているのか不明である. 
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本研究では古レール造構造物の中でも,主に駅のホーム上家に利用される古レールの曲げ・接合

技術を研究対象とする.古レール造構造物は骨組みが基本的にレールのみで組み立てられ,そこに

必要となる組立の技術は,古レールを曲げる曲げ技術,古レール同士を接合するリベットやボルト,

溶接の技術である.筆者は古レール造構造物建設当時の古レールの曲げ・接合技術を知っている人

がまだ存在すると考えて,約３か月にわたり九州を始めとした鉄道関係企業のOBを中心に全国的

に聞き取り調査を行い,当時の技術を知る人から聞き出した情報を論文として保存することを目

的として取り組み始めた.しかし,残念ながら見つけることはできなかった.そこで,聞き取り調査と

同時並行で進めていた文献調査によって,部分的にわかる古レールの曲げ・接合技術を総合して,現

在わかる範囲で古レールの曲げ・接合技術を論文として保存することを目的とすることとした. 
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1.3 既往研究 

古レール関係の研究は数多くなされてきている.特に鉄道建築協会の発行する鉄道建築ニュー

スには,古レール造構造物に関する記事が多く収録されている.その多くは昭和 30年頃の古レール

造構造物の設計法の見直しについてのものと,現存する古レール造構造物の耐震補強などを理由

にした改修工事の工法についてのものである. 

古レール造構造物に使われる古レールの,当時の曲げ・接合技術や,当時どのような場所でどの

ような人が加工を行っていたかなどを,人から聞いて調査したものは,渡辺らが 1996年に埼玉県の

忍川橋梁群の調査の際に当時の加工を担当した湯本鉄工所で行った聞き取り調査 [16]と,岸本が

2000 年に東京都江東区の飯田製作所で行った聞き取り調査 [5]がある.しかし,どちらも加工を担

当した本人から聞いた話ではなく,鉄工所の後継者から聞いた話や鉄工所に残っている器具から

推測されることを述べているに過ぎない. 

つまり,現在の古レール造構造物の古レールの曲げ・加工技術の伝承に注目し,聞き取り調査に

よって体系的にまとめた研究は無い. 
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1.4 研究方法 

1.4.1 研究の構成 

本研究は大きく 3 段階に分かれる.第 1 段階は,古レール造構造物に使われる古レールの曲げ・

接合技術を,当時直接見て知っているか,知っている人から話を直接聞いたことのある人がいると

考え,九州を中心に聞き取り調査を行ったというもの.第 2段階では,聞き取り調査の結果,該当する

人が見つからなかったため,現在は古レールの曲げ・接合技術を伝承している人はいないと判断し,

文献として残っている古レールの曲げ・接合技術のわかる記述を収集してまとめようとした.しか

し,曲げ加工と溶接接合については具体的な情報が断片的に見つかったが,ボルト接合,リベット接

合についてはほとんど無かった.第 3 段階として,現在は行われていないであろうレールの曲率半

径の小さな曲げ加工,リベット接合が継承されていることがわかったので,これを古レール造構造

物の文化財的保存に役立つ技術である可能性を示した. 

本研究の流れを図 1-11に示す. 

 

1.4.2 調査方法 

第 1段階である聞き取り調査は研究に着手した 2018年 9月から 2019年 1月まで行った.具体

的な調査の様子は第 2章にまとめてあるが,結論としては古レール造構造物の建設当時の古レール

の曲げ・接合技術について知っている人を見つけることはできなかった. 

第 2 段階である文献調査は,文献の収集を第一段階と同時に開始し,第一段階で聞き取り調査に

よる古レールの曲げ・接合技術を知っている人が見つからないと判断してからは,それまでに収集

した文献からわかる,当時の古レールの曲げ・接合技術を整理した. 

第 3 段階は本研究の終盤にわかったことで,それまでに継続した聞き取り調査などによって,古

レール造構造物に直接は関係が無いが,古レール造構造物の修復に役立つと考えられるレールの

曲げ加工技術と鋼橋のリベット技術が現在も残っているということがわかった. 
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図 1-11本研究の流れ 
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第2章 古レール造構造物の曲げ・接合技術の伝承についての聞き取り調査 

 

2.1 調査概要 

第１章で述べたように古レール造構造物,特に駅のホーム上家については昭和 30年代まで造ら

れていた.本研究では古レール造構造物に使われている古レールの建設当時の曲げ・接合技術が現

在でも伝承されているのかを調査し,論文としてまとめることを目的としている.その調査方法に

は①当時を知る人から当時の曲げ・接合技術について聞き取り調査を行う,②現在の鉄道関係企業

で古レール造構造物に関する当時の記録を探す,がある.①の当時を知る人とは,昭和 30 年代に現

役の国鉄職員で,建築や保線を担当していた人であり,仮に昭和 30年（1955年）で 20歳だとする

と 2018年現在で 83歳であるから存命の人はいるはずだという考えで,聞き取り調査を行った. 

本章では古レール構造物の古レールの曲げ・接合技術の伝承に関しての聞き取り調査を時系列

で紹介し,そこからわかることを述べる. 

 

2.2 調査内容 

9月 

手始めに一番身近にある鉄道の JR 筑肥線姪浜駅～西唐津駅で古レール造構造物が無いかを探

した.電車の窓から,ホームで古レールの再利用が行われている場所が無いか探したところ,浜崎駅

のホーム上家にだけ確認できた（写真 2-1,写真 2-2）.浜崎駅駅長の N 氏によると,浜崎駅の木造

駅舎は昭和 15 年造で,具体的な年代はわからないが,古レールの上家はそれよりも古いそうだ.こ

の浜崎駅の古レール造上家は 2019年に駅の改修工事によって撤去が決定している.また,N氏は以

前,福岡市に勤めていたことがあり,市電から地下鉄に切り替わるときに古レールを短く切って文

鎮として記念配布・販売されたということを教えてくれた. 

 

 

写真 2-1浜崎駅ホーム上家 

 

写真 2-2古レールが使われている 

 

その後 JR 唐津鉄道事業部に電話で問い合わせたところ,国鉄時代の浜崎駅にかつてあった３

番線のレールを上家に利用したということがわかった. 

 

その後,九州鉄道記念館の副館長である宇都宮氏に話を伺った.宇都宮氏は峰製作所（福岡県古

賀市）で勤務経験があり,踏切や分岐器の製作を担当していた.宇都宮氏によると,建材として利用

するための古レールの曲げ加工は,どうしていたのかよくわからないが,分岐器などを作るために,

レールに熱を加えて横に曲げたことはあるとのことだった.レールは横に曲げるのは簡単で縦に
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曲げるのは難しいとのこと.昭和 30年代当時のリベットでの接合は,下にある火床でリベットを熱

して上にいる人に投げ渡して鉸めるという作業だったという.また,古レール造構造物に関する記

録などは,国鉄から JRに分割民営化する際に捨てられている可能性が高いとのことだった.記録が

残っている可能性のある企業として峰製作所と九州鉄道機器製造株式会社（福岡県北九州市）を

紹介してくれた. 

宇都宮氏によると,古レールを跨線橋に使うのは昭和 40 年代で終わったうえ,現在古レール造

構造物はどんどん失われているという.しかし,九州でも古レール造構造物は多く残っていて,その

中でも JR 鹿児島本線の鳥栖駅の古レールはきれいに縦に曲がっているが,同じく鹿児島本線の門

司駅の古レール（写真 2-3,写真 2-4）は,一部しか残っていないとのことだった. 

 

 

写真 2-3門司駅ホーム上家 

 

写真 2-4古レールが使われている 

 

峰製作所に電話で問い合わせたところ,レールを加工して分岐器などは作っていても,古レール

造構造物を手掛けた実績は無いとの返答を得た. 

 

九州鉄道機器製造株式会社に電話で問い合わせたところ,古レールの加工を行った実績はあっ

たが,トンネル工事の支保工に使う古レールのことだった.ホームの上家や跨線橋などの構造物の

古レールの曲げや接合は,実績があったかはわからないとのことだった. 
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10月 

一部を除く九州の全ての鉄道会社に,古レール造構造物に関わった人・資料などの情報があるか

問い合わせたが,どこにもそのような情報は無かった.古レール造構造物がどこにあるのかなどに

ついても台帳などで管理されているところは無かった.つまり,古レール造構造物がどこにあるの

かを調べるためには,実際に現地を見てまわることで発見する以外には方法が無いということに

なる. 

福岡市交通局は地下鉄であり昭和 56年開業,北九州高速鉄道株式会社はモノレールであり昭和

51年開業なので,国鉄時代の古レール造構造物は存在せず,記録も無いと考えられるので,今回の調

査対象からは除外している. 

 

くま川鉄道の東多良木駅に昭和 38年造の古レール造の上家があり,古レール造構造物時代の終

盤の作品である.くま川鉄道株式会社では,熊本で鉄道に詳しい人ということで,松本晋一氏（松本

歯科医院院長,後に産業考古学会の評議員であることが分かった）を紹介してもらい,11 月に電話

でコンタクトをとったが,古レールの曲げ・接合技術に関する情報は得られず,古レールの上家の加

工についてはわからないが,常識的に考えて JR・国鉄系列の会社が請け負って工事していただろ

うとのことだった.学会誌「産業考古学」に記事があるかもしれないと教えてもらった.しかし,九

大図書館にある 1巻～100巻までを見てみたが,古レールの曲げ・接合技術についてわかるものは

無かった.古レール自体に関する記事や古い鉄がなぜ錆びにくいかを考察した記事は見つかった. 

 

平成筑豊鉄道株式会社では,田崎線崎山駅の取り壊し予定の業務用建物に,古レールが使われて

いるということで,その写真を提供してもらった.建物の鉄骨に古レールが使われており,曲げ加工

はかなり強引な部分があり,接合方法はリベット接合であった.レールのロールマークがわかるも

のからは,1911年の八幡製鉄所のレールが発見された（写真 2-5～写真 2-7）. 
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写真 2-5崎山駅業務用建物外観 

 

写真 2-6強引な曲げ加工と,リベット接合が確認できる 
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写真 2-7ロールマークには 1911年と読み取れる 

 

＊写真 2-5～写真 2-7は平成筑豊鉄道株式会社提供 
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表 2-1 問い合わせ先の鉄道会社一覧 

鉄道会社名 エリア 

九州旅客鉄道株式会社（JR九州） 九州全域 

西日本鉄道株式会社 福岡 

熊本電気鉄道株式会社 熊本 

島原鉄道株式会社 長崎 

肥薩おれんじ鉄道株式会社 熊本・鹿児島 

松浦鉄道株式会社 長崎・佐賀 

くま川鉄道株式会社 熊本 

長崎電気軌道株式会社 長崎 

甘木鉄道株式会社 福岡 

筑豊電気鉄道株式会社 福岡 

平成筑豊鉄道株式会社 福岡 

南阿蘇鉄道株式会社 熊本 

熊本市交通局 熊本 

鹿児島市交通局 鹿児島 

 

「九州古レール見て歩き」（https://blogs.yahoo.co.jp/lesson1835）というサイトに,九州の鉄道

施設にある古レールの紹介が駅ごとに紹介されており,そのサイト主に連絡を取った.しかし,古レ

ール造構造物の古レールの曲げ・接合技術についてはわからなかった. 

 

「古レールの駅 デザイン図鑑（鹿島出版会） [1]」の著者である,多摩美術大学の岸本章教授

に鉄道建築ニュース全巻の目次と,教授が古レール造構造物の調査をした際の研究ノートの一部

を提供してもらった.岸本教授が唯一出会えたという,実際に古レール造の跨線橋の設計を行った

ことのある島野邦男氏は,コンタクトを試みたがすでに亡くなっていた. 
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鉄道建築協会に,協会内に古レール造構造物について詳しい人がいないか聞いたが,いなかった.

協会としては国鉄時代のOBを把握する仕組みが無く,当時の建設会社なども情報はないとのこと

だった. 

 

九州では九鉄工業株式会社が古くから鉄道関係の工事を請け負っていたので,古レール造構造

物に関する記録がある可能性があるが,問い合わせてみると当時は建築・土木の区別が曖昧な時代

で,古レール造構造物に関する記録は無いとのことだった. 

 

雑誌「鉄道ファン」を発行している交友社の鉄道ファン編集部に,国鉄 OBなどで古レール造構

造物に関係する人を紹介してくれないかと問い合わせたところ,雑誌が扱うのは車両のことがメ

インで,古レール造構造物についてわかる人はいないとの返答を得た.実際に「鉄道ファン」のバッ

クナンバーがウェブ上で閲覧できる「鉄道ファン図書館」で,「古レール」をキーワード検索して

もヒットしなかった. 

 

鉄工メーカーである大分プラント工業株式会社（大分県）の取締役である N 氏に,北陸鋼産株

式会社（富山県）の職人である K氏を紹介してもらったが,古レールの曲げ加工についてはわから

なかった.また,造船系の鉄工所は職人の手作業で熱間曲げ加工をしていると教えてくれた. 

 

京都鉄道博物館で働いている国鉄 OB の職員の中に,国鉄時代建築関係の担当だった人がいな

いか探してもらったが,該当する人はいなかった. 

 

国鉄産業株式会社に問い合わせたが,この企業は古レールの販売をしているだけだった.現在の

鉄道会社は直接鉄工所と取引していないので,軌道工事・建設工事の請負会社に問い合わせ,そこか

らレールの加工を請け負っている会社を探すのが良いとアドバイスをもらった.レールメーカー

（新日鉄住金など）から探してもいいかもともアドバイスをもらった. 

また,古レール造構造物に使われるような,昭和初期までに製造されたレールが在庫としてある

のかということに関しては,レールの製造年代によって整理しているわけではないので,正確には

わからないとのことだった. 
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11月 

人吉機関庫には 2016年まで古レール造構造があり,人吉駅のホームには現在でも古レール造の

上家が残っている.特に１番線ホーム上家の古レールは経済産業省の近代産業化遺産に登録され

ている. 

 

 

写真 2-8人吉機関庫 

 

写真 2-9人吉駅ホーム上家 

 

人吉機関庫で国鉄 OB の方が観光ガイドをしている鉄道案内人会に,直接話を聞きに行った.鉄

道案内人会の方に加えて,鉄道愛好家の福井弘氏にも話を聞けた.福井氏は国鉄 OB ではないがい

ろいろな話をしてくれ,後日には手紙まで送ってきてくれた.聞き取りの内容については,書き起こ

したものを付録として掲載する. 
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写真 2-10人吉鉄道案内人会での聞き取り状況 

 

人吉鉄道案内人会での聞き取りの結果,国鉄の大きな駅には直属の鍛冶場があり,そこで犬釘な

どの簡単な加工は行っていたということがわかった.しかし,保線担当だった尾崎氏が言うには,鍛

冶場で古レールの加工をしたという話は聞いたことが無いとのことだった.古レールの活用例と

しては構造材のほかに,簡易桁橋,土留め壁,護輪軌条,跨線橋に使われていたとのことだった. 

また,大畑（おこば）駅には高木氏が寄付した古レールのモニュメントがあるそうで,その加工

は吉田鉄工所が行ったとのことだった.吉田鉄工所は人吉で一番古くから続く鉄工所で,電話で問

い合わせたところ,開業当時は人吉地区に鉄工所は２軒しかなかったが（もう１軒は西鉄工所）,古

レールの曲げ加工をした実績は無いとのことだった. 

国鉄の小倉工場と鹿児島工場が当時の九州の鉄道工場の拠点であったこと,羽犬塚には枕木な

どに油を注入するための国鉄直属の工場があったことや,矢岳トンネルの工事は鹿島建設や間組

が担当したことなどがわかった. 

 

福岡ベンダー株式会社の常務取締役の岩本氏に話を伺ったところ,古レールの曲げ加工につい

ては実績が無かったが,現在のレールの曲げ加工は行っており,30kgレールでは曲率半径 1000mm

までであれば冷間曲げができるとのことであった.現在熱間曲げといえば高周波曲げが主流であ

るが,コイルの中に部材を入れて加熱するので曲率半径には限界があり,冷間曲げと違って修正が

できず施工時間が長いという.福岡ベンダー株式会社では冷間曲げ加工のみを扱っている. 
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汽車倶楽部（福岡県直方市）に問い合わせたが,SL の保存・修理が専門でレールについてわか

る人はいないとのこと.直方市はかつて鉄道と石炭で栄えた町だったが,古くから続く鉄工所は残

っているのは少ないとのことだった. 

 

門司港駅・門司駅・小倉駅・鳥栖駅の古レールを確認に行った.特に門司港駅の古レールは曲げ

加工の痕跡がよく分かり,曲げたときについたとみられるへこみがいくつもあった（写真 2-11,写

真 2-12）.また,門司港駅の通路上家には,１つの柱に 2 種類の曲げ方が見られ,具体的な工事の資

料が見つからないため詳細は不明だが,恐らくはもともとあった柱を補強するために,レールを追

加したもので,補強された時期が昭和 30年頃の溶接が主流になってきた時期であったために,切れ

込みを入れて溶接する曲げ方が採用されたと考えられる. 

その後,九州鉄道記念館の宇都宮氏と電話で話したときに,鳥栖市が鉄道の町として有名で,鳥栖

市誌に鉄道マン（国鉄職員）のオーラルヒストリーが編纂されていると聞いたので,鳥栖市立図書

館に行ってみると,鉄道関係の本だけを集めたコーナーがあるなど,所蔵が充実していた.後日,鳥栖

市誌などは九大図書館にもあることが分かった.鳥栖市誌には鉄道マンの語りがいろいろ書いて

あったが,古レール造構造物については書かれていなかった.古レールの再利用ということ自体,記

述を見つけることはできなかった.鉄道マンは日本鉄道 OB 会鳥栖支部の人とあり,日本鉄道 OB

会の存在を知った. 

鳥栖市誌年表に鳥栖駅の露天ホームの上家を 1953 年（昭和 28 年）設置とあるので,鳥栖駅の

古レール造の上家の一部はこの時期に造られたと考えられる. 

 

新日鉄住金株式会社に電話で問い合わせたところ,新日鉄では新しくレールを生産することし

かしておらず,古レールの曲げ加工・接合に関わることはないことが分かった. 

 

三菱造船の長崎造船所史料館に電話で問い合わせ,造船技術人材育成センターのセンター長で

ある K氏に話を伺った.K氏によると,造船の世界では熱を加えて鉄板などを曲げる職人がいるが,

その技術は昔から変わっていないとのことであった.しかし,昭和 30年代までの受注先などの記録

は残っていなかった.そして,記録が残っていないのでわからないが,造船所では古レールの加工は

していないだろうとのことだった. 
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写真 2-11門司港駅ホーム 

 

写真 2-12 門司港駅のホーム上家の古レール

には加工の際についたとみられるへこみがあ

る 

 

 

写真 2-13門司港駅の待合所横の古レール 

 

 

写真 2-14門司港駅の待合所横の古レール 

 

写真 2-15 門司港駅の通路上家の古レールに

は異なる 2種類の曲げ方が存在する 

 

 

写真 2-16柱脚部分 
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写真 2-17門司駅のホーム上家 

 

 

写真 2-18柱は底合わせリベット接合 

 

写真 2-19小倉駅ホーム上家 

 

 

写真 2-20 よく見ると古レールが溶接されて

いる 

 

写真 2-21鳥栖駅ホーム上家 

 

写真 2-22古レールが複雑に曲げられている 
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JR 九州熊本支社に,人吉駅のホーム上家の図面を提供してもらえないかと問い合わせたところ,

柱の位置や屋根の形がわかる程度の物しかないが,指導教員からの申し込みがあった時に限り,閲

覧目的だけで貸し出すことはできるとの回答を得た.レールがどのように曲げられているか等が

わかるほど詳細なものではないとのことだったので,借用はしなかった. 

 

JR 北海道に,鉄道建築ニュースに古レールに関する論文を投稿した榊氏や太田氏に取り次いで

もらえないか依頼したところ,断られた.また,JR 北海道には古レール造構造物の資料は残ってい

ないとのことだった. 

 

JR 西日本の高越氏に,自身の論文に関連して古レール造構造物の当時の曲げ・接合技術につい

て伺ったが,知らないとのことだった.レールの製造自体は新日鉄住金株式会社,加工は各鉄道会社

関係の請負会社だろうとのことだった.鉄道会社には溶接の専門部署があるが,そこでは代々レー

ルは溶接するなと伝わっており,昔からレールを溶接する際には,実験を通して安全性を確かめて

いたとのことだった. 

 

鉄道総合技術研究所に問い合わせたが,当時の古レールの曲げ・接合技術の情報は得られなかっ

た.しかし,第５回停車場技術講演会記録から「跨線橋（特に古レール）の設計について／西村俊夫」,

昭和 29年建築技術講演会記録から「簡易永久構造の研究」を提供してもらった. 

停車場技術講演会記録は九大図書館にも７回から 11回のものがあるが,古レールの曲げ・接合

技術については記述が無かった. 

 

「古レールを使用した忍川橋梁群に関する考察 [2]」に,古レールを使用した人道橋を作成した

湯本鉄工所（埼玉県深谷市）での作業内容などが記述されていた.ジンクロやハチノスを用いて曲

げていたと書かれているが,湯本鉄工所は現在閉鎖されており,電話で話を聞くことはできなかっ

た. 

 

JR 九州広報部に百年記念誌関係で昔の古レール造構造物の話を聞ける人がいないか問い合わ

せたが,見つからなかった.「九州の鉄道一〇〇年記念誌 鉄輪の轟き [3]」には,門司港駅などの停

車場の歴史が紹介されているが,上家の改築工事などといった細かいことまでは書かれていない. 
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12・1月 

JR 東日本の K 氏と JR 九州の T 氏にメールで情報を求めた.K 氏からは齋藤聡氏の博士論文

「古レール造乗換え跨線橋の耐震性能に関する研究 [4]」を提供してもらった.この研究は古レー

ル造の跨線橋の耐震性能に注目して実験を行ったものであり,古レール柱が耐震性能では普通の

鋼材に劣ることはなく,むしろ優秀であることが述べられていた. 

 

文化庁の文化遺産オンライン（http://bunka.nii.ac.jp/）で,全国の建造物の重要文化財及び登録

有形文化財の中から古レールに関係するものを探し,天竜浜名湖鉄道が多くの登録有形文化財の

駅施設を所有しており,その中に古レール造上家が含まれていることが分かった.天竜浜名湖鉄道

株式会社（静岡県）に,文化財の管理・修復はどのように行っているのか電話で問い合わせたとこ

ろ,台風で被害を受けて修理が必要なところがあるが,登録有形文化財には規制が緩い分,補助金が

下りないので,資金の少ない第三セクターである天竜浜名湖鉄道では修復は厳しく,簡易的に安全

を確保しているにとどまっている状態とのことだった. 

 

小倉工場の記念誌である「歩みつづけて百年 [5]」によると,小倉工場では構造材の加工を行っ

ていたとのことだったが,小倉工場に電話で問い合わせてみると,古レールの加工をしていなかっ

たことは確からしいことがわかった. 

 

JR 九州によると,国鉄時代は組織の規模が大きかったので,鉄道施設の設計から施工までをす

べて国鉄内部で行っていたが,現在は JRの保線区・工務センターが設計を行い,九鉄工業株式会社

や三軌工業株式会社などの保線所が施工を行うというように分業がされているとのことだった.

また,JR 九州では,現在は博多と門司にだけ保線区があり,それ以外は各鉄道事務所の工務センタ

ーが保線業務を行っているとのことだった. 

 

 

日本鉄道 OB 会の全国に 29 箇所ある地方本部のうち 27 箇所（新幹線専門は除いた）に FAX

と電話で連絡を取り,昭和 30 年頃現役の建築・保線関係の人で,古レールの曲げ・接合技術につい

て知っている人を探してもらったが,見つからなかった.日本鉄道 OB 会では,現役時代に設備関係,

運転関係,運営関係のどれをしていたかという程度の情報は把握しているが,たまたま事務局長の

知り合いに該当する人がいないと,それ以上詳しい情報は見つからないだろうとのことだった.個

人情報保護のため調査を断られたところもあった. 
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表 2-2日本鉄道 OB会の問い合わせ先一覧 

名称 所在地 

北海道鉄道 OB会 北海道札幌市 

（東日本鉄道 OB 会）  

青森県地方本部 青森県青森市 

盛岡地方本部 岩手県盛岡市 

秋田地方本部 秋田県秋田市 

仙台地方本部 宮城県仙台市 

新潟地方本部 新潟県新潟市 

高崎地方本部 群馬県高崎市 

水戸地方本部 茨城県水戸市 

千葉地方本部 千葉県千葉市 

東京地方本部 東京都台東区 

八王子地方本部 東京都立川市 

大宮地方本部 埼玉県さいたま市 

長野地方本部 長野県長野市 

（東海鉄道 OB会）  

東海東京地方本部 東京都中央区 

静岡地方本部 静岡県静岡市 

名古屋地方本部 愛知県名古屋市 

東海大阪地方本部 京都府京都市 

（西日本鉄道 OB 会）  

大阪地方本部 大阪府大阪市 

天王寺地方本部 大阪府大阪市 

福知山地方本部 京都府福知山市 

米子地方本部 鳥取県米子市 

岡山地方本部 岡山県岡山市 

広島地方本部 広島県広島市 

四国鉄道 OB会 香川県高松市 

（九州鉄道 OB会）  

門司地方本部 福岡県福岡市 

大分地方本部 大分県大分市 

熊本地方本部 熊本県熊本市 

鹿児島地方本部 鹿児島県鹿児島市 
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2.3 調査結果 

古レール造構造物は昭和 40年頃以降作られていない.九州鉄道記念館副館長の宇都宮氏による

と,国鉄の分割民営化が昭和 62年であり,この際に JRでは大量の資料が破棄されたという.このと

き古レール造構造物に関する記録や資料なども一緒に破棄された可能性が高く,鉄道会社で該当

する資料を見つけるのは難しいと考えられるという.現在の第三セクターの鉄道会社や私鉄も,一

度は鉄道国有化の影響を受けている.その後国鉄の民営化で現在の形になったが,JR と同様に民営

化前の資料が残っている可能性は極めて低く,実際問い合わせてみるとそのような返答ばかりで

資料は見つからなかった. 

昭和 30年当時現役の国鉄職員であった人は,現在若くても 80 歳代であり,現在は退職している

人ばかりであると考えられる.つまり,現在の鉄道会社には古レール造構造物の曲げ・接合技術につ

いて知っている人は存在しないと考えられるが,OBの中には知っている人がいる可能性があり,鉄

道会社に問い合わせる際には OB を紹介してほしいという聞き方をした.しかし,個人情報保護の

観点から紹介するのは難しい,そもそも OBと連絡を取る手段が無いとの理由で断られた. 

日本鉄道 OB 会の各地方本部に電話と FAX で問い合わせたが,古レールの曲げ・接合技術につ

いて知っている人を探し出すことはできなかった.OB 会では所属している OB の名簿はあるのだ

が,各支部の支部長などが個別に OBに古レールについて曲げ・接合技術を知っているか確認をと

る必要があり,所属している人数が数千人規模になるので現実的に不可能であった.この方法では,

たまたま地方本部の事務局長が,古レールについて知っていそうな人と知り合いでないと,該当す

る人を見つけるのは不可能であると考えられる. 

鉄道マニアの中には古レールの収集に情熱を燃やす人たちがいるが,その人たちは古レールの

刻印を読み取って,いかに古いレールが残っているかをコレクションすることが目的である人が

多い.したがって,古レール造構造物の曲げ・接合技術については情報を持っていないと考えられ,

実際に「九州の古レール見て歩き（https://blogs.yahoo.co.jp/lesson1835）」,「レイルエンジニア

リング（http://oomatipalk2.blog91.fc2.com/）」といった,古レール関係のサイトを運営している古

レールマニアの人々に聞いても,情報は得られなかった. 

九鉄工業株式会社や九州鉄道機器製造株式会社,峰製作所といった,昭和初期から鉄道業界で活

躍してきた企業にも,駅施設に使われる古レール造構造物の施工記録などの資料は残っておらず,

昭和 30年代までに現役であった OBの方との連絡を取ることもできなかった. 

以上のことから,限られた期間の中での調査ではあるが,現在の鉄道関係者のなかでは,古レール

造構造物の古レールの曲げ・接合技術は伝承されていないと考えられる. 
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第3章 古レール造構造物の曲げ・接合技術に関する文献調査 

 

3.1 調査概要 

2019年 1 月までの聞き取り調査において,古レール造構造物の建設当時の古レールの曲げ・接

合技術が伝承されていないという結果を受けて,過去の文献を調査することで当時の古レールの

曲げ・接合技術について明らかにすることを試みた. 

鉄道建築ニュースについては目次の中から古レールに関係している論文を購入し,国立国会図

書館で所蔵されているものは,国立国会図書館の遠隔複写サービスで入手した.また,九州大学図書

館に所蔵されている昭和 30,31,32年の巻から,古レールの記載のある文献を収集した.しかし,古レ

ール造構造物の実際の古レールの曲げ・接合技術方法については,断片的な情報しか得られなかっ

た.入手した資料は大きく分けて昭和 30年前後のものと平成になってからのものがあったが,前者

は古レール造構造物に使う溶接技術,設計,古レール自体についての記述があり,後者は古レール造

構造物の耐震補強工法や新しく古レールを活用した建築についての記述があった. 

産業考古学の学会誌は九州大学図書館にある 1~100 巻すべてに目を通したが,古レール造構造

物の古レールの曲げ・接合技術に関する文献は無かった. 

鉄道総合技術研究所からは第５回停車場技術講演会記録から「跨線橋（特に古レール）の設計

について／西村俊夫」,昭和 29 年建築技術講演会記録から「簡易永久構造の研究」を提供してい

ただいた. 

停車場技術講演会記録は九大図書館にも７回から 15回のものがあるが,古レールの曲げ・接合

技術については記述が無かった. 

「日本鉄道工事請負業史」で様々な建設会社が鉄道工事に関わっていることが分かったが,古レ

ール造の上家の施工といった細かい情報は載っていなかった. 

さらに,古レールに関係する既往の研究論文の一覧は付録として掲載する. 

その他参考にした文献は,本章の引用文献を参照してもらいたい. 

本章では古レール構造物に関する文献調査で古レール造構造物の建設当時の古レールの曲げ・

接合技術を中心に明らかになったことを整理する. 

 

3.2 調査内容 

文献調査は聞き取り調査の際に紹介してもらった文献と,九州大学図書館,国立国会図書館で発

見した文献,CiNii Booksで検索して見つけた既往の古レール関係の研究論文を対象にして行った. 
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表 3-1鉄道建築ニュースの収集した記事一覧 

号 年月 タイトル 著者 

20 S26.8 古軌条造構造の熔接強度に就て 市場一市 

62 S30.2 土讃線須崎駅本屋の改築 渡辺卓 

62 S30.2 日豊本線築城駅復旧工事について 大分局施設部工事課 

67 S30.7 講演 溶接について 仲威雄 

68 S30.8 建築区設立 10周年記念座談会  

75 S31.3 千駄ヶ谷駅の改築Ⅰ 島野邦雄 

75 S31.3 簡易野球場の設計について 山田進 

76 S31.4 千駄ヶ谷駅の改築⑵ 島野邦雄 

78 S31.6 ラーメンよりトラスへ 市場一市 

82 S31.10 門鉄における定期検査の実績報告 畠中栄 

82 S31.10 水戸駅本屋改築について 巾下弘三 

84 S31.12 第 1回作品賞審査を終えて 坂本鎭雄 

84 S31.12 座談会  

84 S31.12 作品賞の審査を顧みて 岡崎泰光 

84 S31.12 作品賞に対する提案 太田和夫 

84 S31.12 作品賞審査の経過 田中重雄 

101 S33.5 乗降場上家について 服部武尊,青山一郎 

129 S35.9 古レールを使用した上家の設計について 島野邦雄 

136 S36.4 古レール 大和久重雄 

690 H19.5 古レール建造物の歴史的価値と新たな古レール活用に

ついて 

榊優,太田幸夫, 

藤田栄治 

699 H20.2 古レールを使用したカーテンウォールの製作について 西川宗位 

718 H21.9 古レール造上家屋根折板化の施工方法について（代々木

駅） 

田中孝治 

796 H28.3 レール造上家の耐震補強工法に関する研究 大庭章 

796 H28.3 レール造こ線橋の検査時における着眼点 田井利幸 

820 H30.3 ステンレス鋼用溶接材による古レール部材への溶接接

合について 

佐藤芳樹, 

高越総一郎 

 

  



45 

 

3.3 調査結果 

3.3.1 古レールの化学成分 

古レール造構造物を建設するには古レールを曲げたり溶接したりする必要がある.当時そうし

た加工を可能であった理由の１つが,大正時代以前に製造されたレールの炭素含有量が小さかっ

たことである. 

 

構造用の圧延鋼材は通常炭素含有量が 0.2%程度の軟鋼である.軟鋼は溶接やリベット接合によ

る熱影響部において引張強度や靭性といった機械的性質が劣化しない. 

大和久の文献によると,初期の 30,37kg レールは当時の製鉄技術が発達していなかったことも

あって,炭素含有量が小さい軟鋼であったので,曲げ加工や熱を加える加工をしてもほとんど問題

にならなかったという [1]. 

 

表 3-3 は大正 7 年の毀損したレールを調査した結果であるが,炭素含有量は多くて 0.51%であ

り,多くのレールは炭素含有量が 0.3%代と比較的小さかった.大和久によると,昭和 31 年度の毀損

レールの統計から,レールは摩耗限界を迎えて古レールとなるまでの寿命が 30kg レールで約 35

年,37kg レールで約 25 年であったという.よって大正時代から昭和時代の初期にかけて製造され

たレールが昭和 30年頃は古レールとして構造物に多く再利用されていたと考えられる. 

現在のレールは耐摩耗性や強度の向上のために改良され,炭素含有量が 0.55～0.75%程度と大

きい高炭素鋼であり,硬さ,引張強さ,疲れ強さは大きいが,靭性が小さく切り欠きや熱加工に弱いと

いう性質を持っている.大和久は文献のなかで,昭和 35 年頃に製造されたレールはすでに高炭素鋼

になっており,構造材として利用することに向かなくなっていたので,これらのレールを構造材に

再利用することは経済的にやむを得ないとしても避けることが望ましいと述べている. 
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表 3-2 日本の鉄道最初期にイギリスから輸入されたレールの化学成分と強度の一例（ [2]を元に

筆者が作成） 

 

 

表 3-3大正 7年の毀損レールの化学成分と強度の一例（ [3]を元に筆者が作成） 

 

 

表 3-4現在の普通レールの代表的な規格（新日鉄レールカタログを元に筆者が作成） 

 

 

表 3-2 は日本の鉄道が開業した当時,イギリスから輸入されたレールの化学成分と強度の一例

である.この頃のレールは,炭素含有量が小さい低炭素鋼であった.表 3-3 の大正時代のレールの化

学成分と強度の一例は,大正 10 年発行の雑誌「鐵と鋼」にある毀損した鉄道レールの材料試験と

強度試験の結果から抜粋したものである. 表 3-4 は現在の普通レールの化学成分と強度の一例で

ある.炭素含有量は 0.55%以上であり,高炭素鋼に分類される.引張強さは大きいが伸びは小さく,あ

る程度の靭性が求められる構造材としての利用は不向きである.また,リベット接合や溶接のよう

な加熱を伴う加工にも不向きである. 

 

  

C Si Mn P S

0.03 0.14 0.15 0.02 0.02 362.6 24

重量％ 引張強さ
(MPa)

伸び
(％)

C Si Mn P S

明治40年ウニ
オン社製
（30,37kg平均）

0.37 0.06 0.81 0.083 0.054 636 24.4

大正元年八幡
製鉄所製
（30k,37kg平
均）

0.35 0.08 1.00 0.120 0.038 692 22.1

製鉄所
重量％ 引張強さ

(Mpa)
伸び
(％)

C Si Mn P S

min min

37A
0.55-
0.70

0.15-
0.35

0.60-
0.90

0.045 0.050 690 9

40N

50N

60

種類

重量％ 引張強さ
（MPa）

伸び
（％）

range max

10
0.63-
0.75

0.15-
0.30

0.70-
1.10

0.030 0.025 800
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3.3.2 古レール造構造物の曲げ加工技術 

曲げ加工は古レール造上家の工法としては昭和 25年頃まで常套手段であった. 

以下に古レール造構造物の古レールの曲げ加工についての情報があった文献の内容を要約す

る. 

 

岸本の著書によれば,レールの曲げ加工はマンガンの含有量の増加によってレールが硬くなっ

たこと,レールの重量化によって断面が大きくなったこと,曲げ加工に必要な加工部の加熱の工程

で焼きが入ることでレールの強度が落ちてしまうことなどが理由で,曲げ加工は次第に減ってい

ったという.しかし,発生レールとなってから構造物に使われるまで時間があるケースがあり,直線

材のまま溶接によって組み上げる構造物が増える昭和 30 年代でも古レール造構造物の曲げ加工

自体は残っていたという. 

東京都江東区の鉄工所の中に飯田製作所が古レール造上家の作成した実績があることが分か

ったが,具体的な曲げ加工手順はわからなかったという.しかし,当時の古レールの曲げ加工に使わ

れた鋳物製の穴のあいた定盤が残っており,その定盤の穴に棒を立てて,熱した古レールを押し当

てて曲げていたということが分かったという [4]. 

 

渡辺らが行った忍川橋梁群（埼玉県行田市）に関する研究では,古レール造アーチ橋の古レール

の曲げ技術を,その古レールの加工を担当した湯本鉄工所での聞き取り調査で明らかにしている.

忍川橋梁群は大正 8 年から昭和 12 年にかけて行われた元荒川改修事業によって誕生したもので

ある.その曲げ加工は,原寸図からアーチの曲線をとった R 定規に古レールを当て,焼きを入れなが

らジンクロという器具で少しずつ曲げるというものであったという.曲げ加減は職人の勘に頼り,

熟練した技が必要であったという.当時の必要な道具は全て,必要な時にその都度職人が作ってい

たという.他にくの字型に曲げる器具としてハチノスがあり,鋼材の切断にも使われたという [5]. 

 

酒井の昭和 30 年の文献によると,古レールの曲げ加工は曲率半径が約 2.5m 程度であれば加熱

をせずに曲げることができるが,それよりも曲率半径の小さな曲げ加工になると特殊な工場（具体

的には書かれていないが,おそらく高出力の曲げ機械のある工場）以外では加熱をしないと曲げら

れなかったという.さらに,曲げ加工をする際に必要となるつかみ長さとして,60cm は必要だった

という.ある鉄工所では 5人から 8人の職人が,1日かけてやっと 15～20箇所曲げられたという状

態であったという.その上加工中に古レールがねじれ,毀損することが少なくなかったということ

から,当時の古レールの曲げ加工は原始的でかつ難しい工法であったことがわかる.曲げ加工の費

用は高く,1 ヶ所曲げるのに当時の価格で 1000 円から 1500 円かかったという.このようなことか

ら酒井は古レール造構造物に曲げ加工を用いないことを推奨している [6]. 

 

島野の昭和 35年の文献によると,レールは軌道としての機能を高めるために炭素含有量が多く,

曲げ加工の際に加熱をしてその後急激な冷却をすると焼きが入って非常に脆くなってしまう恐れ

があるという.その上,１つの古レール造上家の建設に曲げ加工で必要な人数は,切断,研磨,溶接な

どの加工に比べて約 35 倍であるということ,曲げ加工の際に古レールのロスが大きいことなどを

理由に,古レール造構造物の建設の際には曲げ加工を極力用いず,直線材のまま溶接によって組み
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立てることを推奨している [7]. 

 

以上のことからわかることをまとめると次のようになる. 

 

古レールの曲げ加工は,昭和 30 年当時の技術水準で曲率半径が 2500mm 以上の曲げについて

は冷間曲げが可能であったが,それ以下の曲率半径では職人の手作業での熱間曲げが基本であっ

た.古レール造上家の多くは曲率半径の小さい曲げが使われているので,基本的にすべて熱間曲げ

が行われていたと考えられる.実際に渡辺らの研究論文に添付されていた昭和 7年の忍川橋梁図面

の一部からは,アーチ部分の曲率半径は約 700mm と読み取ることができ,曲げには加熱が必要で

あったことがわかる.浜崎駅の古レール造上家の曲率半径は約 520mm であったので,熱間曲げで

曲げられたと考えられる.門司港駅の古レール造上家はくの字型に曲げられており,その影響で折

り曲げ部の頭部が膨らみ底部が細くなっているが,これは熱間曲げによって軟らかくなったレー

ルが曲げられる際に頭部が押しつぶされ底部が引っ張られたためと考えられる.また,曲げる際に

ついたとみられるへこみから,曲げる部分に何か硬いものを押し付けて曲げていたのだろうと推

測されるが,具体的にどのような器具で曲げたのかまではわからなかった. 

曲げ加工に使用する器具は,古レール造構造物が造られていた当時は,ジンクロやハチノスとい

った器具を職人が手作りして作業に使用していた. 

 

具体的な曲げ加工に必要な温度や手順についてはわからなかったが,加工には大変な労力が必

要であり,その分加工費が高くついたと考えられる.具体的な金額として酒井が 1 か所当たり 1000

円から 1500円と述べているが,昭和 30年当時の公務員の大卒初任給が 8700円程度であったとい

うから,現在の価値で 20000円から 30000円はかかったということになる. 

古レール造構造物に曲げ部分に使用される古レールは,大正時代までに製造された炭素含有量

が比較的小さい軟らかいレールであったので,現在の炭素含有量が 0.6%程度と大きい高炭素鋼の

レールに比べると格段に曲げ加工が容易であったと考えられる.炭素含有量が小さいので熱間曲

げの際に加熱して急冷した際に,レールに焼入れ作用が生じて脆くなってしまう危険性が低かっ

たと考えられる. 

昭和 30年頃からは新しく古レール造構造物を建設する際に,曲げ加工を避けることが推奨され

ていた.その理由は炭素含有量の低い古レールが減り,古レールの高炭素鋼化,重量化による断面の

大型化によって,曲げ加工にかかる費用が高くなったことと,曲げ加工自体が困難となったこと,そ

して後で述べるように炭素鋼の溶接技術が発達し,直線材の全溶接工法が経済的にも良いとされ

たからだと考えられる. 
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写真 3-1ジンクロ（ [8]より転載） 

 

写真 3-2飯田鉄工所の定盤（ [4]より転載） 

 

写真 3-3忍川橋梁群のアーチ橋ひとつ（ [5]より転載） 
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図 3-1忍川橋梁群のアーチ橋の図面の一部（ [5]より転載） 
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写真 3-4門司港駅の待合室横の上家の曲げ加工 

 

 

写真 3-5門司港駅のホーム上家の曲げ加工 
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写真 3-6浜崎駅のホーム上家の曲げ加工 

 

 

写真 3-7鳥栖駅のホーム上家の曲げ加工 
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3.3.3 古レール造構造物の接合技術 

（1） リベット接合 

リベット接合は曲げ加工同様,炭素鋼の溶接接合技術が発達する昭和 30年頃までは古レール造

構造物の主流な接合方法であった. 

以下に古レール構造物の建設当時のリベット接合技術について情報があった文献の内容を要

約する. 

 

岸本によると,古レール造構造物は当初は橋梁と同じくリベット接合が主流であり,リベットは

熱して溶けた鉄が孔に密着するため確実な接合が可能であったが,その技術には熟練を要し,検査

にも勘が要求されるため,客観的な管理が難しかったという.組立の際はリベットを焼く火床を現

場に持ち込み,職人の高度な勘と技術を必要とする作業が行われたという [9]. 

 

大和久は昭和 36 年の文献で,当時のレールが高炭素鋼であるので,熱を加える加工を施すと焼

入れ効果により組織的に変質して脆弱になり,衝撃力や高い引張力が作用した場合にその部分が

破壊の起点になる可能性が高いことを指摘している [1]. 

 

井上と穂積によると,昭和 30 年代までは鋼構造物の接合はほとんどリベットに限られていた.

リベットは施工が現場合わせ的であるので,多少の孔寸法の間違い,位置のくい違いなどの加工誤

差を吸収でき,技術的に加工精度を高めることができなかった時代には特に有効であったという. 

また,リベット接合に限らず,鉄骨加工全般は,初期はほとんどの作業を手作業で行ったという.リベ

ット接合で用いた道具と天秤当て盤を用いた鉸め作業の様子を写真 3-10～写真 3-13 に示す.道

具も全て職人の手作りであり,現場組立がほとんどであったという.リベット孔をあける際は大正

中期まではポンチとハンマーが主流で,その後はポンチングマシンや昭和に入ってからは電動ボ

ールが普及した.法規の弱い時代であったのと,人力的な方法であったために,孔はリベットの軸径

に比べてかなり大きく,ハンドボールの孔は円筒形であるが,目打ちの場合はポンチも受台の径も

各自の流儀で決めたようで,鋼材の表と裏では孔径の差が著しいのが普通であったという. 

リベットの鉸め作業の手順は,①所要径の所要首下のものをホド（火床）に入れてフイゴで空気

を送りこんで桜色になるまで１つずつ焼く,②焼いたリベットは長いハシでつかみ,鋲差という受

け手に渡す（時には 50m も離れた場所や 20m も高い場所まで正確に投げ渡していた）③鋲差は

ラッパ状の缶でリベットを受け止め,軽く叩いて焼滓を落としてから,ハシで孔に差し込む（リベッ

トを要求するときはハシで缶を叩いて合図としていた）,④既成頭の方を当て盤で押さえる,⑤打ち

手がハンマーとスナップ（半球状の窪みがあり,リベットの頭を成型する）で鉸める,というもので

あったという.ホドでリベットを焼く際は直接赤熱した粉炭またはコークスの中に入れるのが良

く,打撃は非常に熟練を要したという [10]. 
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以上のことからわかるのは,昭和 30 年頃はリベット接合を用いると,約 1000℃の熱がリベット

孔周辺に加わることで,レールに焼きが入って脆くなることが問題視された.しかし,初期の古レー

ル造構造物に多く使われている大正時代以前に製造されたレールは,当時の製鋼技術の問題で炭

素含有量が小さく,その点は問題なかったと考えられる.具体的な古レール造構造物におけるリベ

ット施工の詳細はわからなかったが,当時の他の鋼構造物で用いられた方法と基本的には同じで

あったと考えられる.しかし,レールは通常の形鋼に比べて形状が複雑であるので,厳密な古レール

造構造物のリベット接合技術は不明であるといえる. 
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写真 3-8浜崎駅のホーム上家のリベット接合 

 

 

写真 3-9門司港駅の通路上家のリベット接合 
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写真 3-10ホド（火床）と手押しフイゴ 

 

 

写真 3-11道具類１  
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写真 3-12道具類２ 

 

 

写真 3-13天秤当て盤を用いスナップにより鋲頭を成型している 

 

写真 3-11は前から 1,2番目：カシメハンマ,前から 3番目：鋲焼用ハシ,前から 4番目：鋲差用

ハシ,前から 5番目：成型用スナップ,前から 6番目：スナップ用ハシ,斜めの物：天秤当て盤,最後

列：同当て盤替頭,その左：鋲受用缶,左上：天秤の受けフック 

 

写真 3-12は右：棒当て盤,中央：ヒョットコ型当て盤,左：棒当て盤を台に入れて直立させたも

の 

 

＊写真 3-10～写真 3-13は [10]より転載した 
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（2） ボルト接合 

以下に古レール造構造物のボルト接合についての情報がある文献の要約をする. 

 

岸本によると,ボルト接合はホーム上家では,旧国鉄では双頭レール造以外には少なく,大手私鉄

ではそれに比較して多くみることができる.双頭レール造の構造物では,レールを平行に二本重ね

る場合に,レールの間に隙間ができることでリベット接合に向かないため,ボルト接合が採用され

ると考えられているが,大手私鉄の場合は溶接接合を減らすためにボルト接合が採用された可能

性が高いとのことであった [9]. 

 

井上と穂積によると,鋼構造物の接合でリベットが主流だった昭和 30 年代までは,ボルトの精

度,品質が不揃いであったので,使用するにしてもやむなく使用した程度であったという [10]. 

 

ボルト接合については古レール造構造物での実施例が少なく,資料がほとんど集まらなかった.

しかし,リベットや溶接と違って施工が簡単で接合時に熱を伴わないために採用されたと考えら

れる.仕組み自体は現在のボルト接合と変わらないと考える. 
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写真 3-14人吉駅ホーム上家 

 

 

写真 3-15２本のレールを底合わせでボルト接合している 
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（3） 溶接接合 

古レール造構造物の溶接接合は,炭素鋼への溶接技術が発達した昭和 25年頃から見られる. 

以下に溶接接合についての情報があった文献の要約をする. 

 

岸本によると,昭和 25 年頃から炭素鋼の溶接技術が向上し,レールの接合に溶接が導入され,そ

れまでは不可能であったレール頭部同士の溶接が可能になることで,I 型鋼に似た断面の材料を作

ることが可能になったという.昭和 30 年頃からは古レールを曲げずに直線材のまま溶接で組み上

げる古レール造上家が増えたという [9]. 

 

市場は昭和 26 年の鉄道建築ニュースの中で,当時建設中であった国鉄城東線（現在の JR 大阪

環状線）京橋駅のホーム上家について,その古レール造構造を紹介すると同時に,その工事で用いら

れた電気溶接について,古レールの溶接性を確かめる実験を行っており,レール断面を鋼板に突き

合わせ溶接する場合は,引張力が作用した際に破断する場所が,ほとんど溶接金属上のレールに近

接した部分であることから,レールへの溶接困難性を指摘している.また,二本のレールの頭部を重

ね合わせて溶接する場合は,曲げによるせん断力が作用した際に,溶接金属の中央部分が破断する

ことから,軟鋼の場合の溶接部のせん断強度と同程度とみなしてもよいと書かれており,さらにレ

ール頭部の丸みをグラインダーによって削り落としてから溶接することで,強度を上げることが

できると述べている [11]. 

 

酒井は昭和 30 年の文献で,溶接は理論的に良い方法であるが,その当時は日本で溶接工法が普

及するのにはまだ時間がかかると述べている.その理由としては,古レールの溶接は熟練の職人で

ないと施工が難しく,熟練の職人がいる大都市ならば現場接合が確実に施工できて不安が無いが,

そのような好条件にある駅は少なく,多くは大都市から離れた駅であったので,大都市の工場であ

る程度組み立てた材料を現場に運ぶために大型貨車を必要とし,さらに現場に熟練の溶接職人を

派遣するための派遣旅費がかかったという [6]. 

 

島野は昭和 35 年の文献で,古レール造構造物の溶接には低水素系の溶接棒を用いて,予熱,後熱

に注意して工場加工して部材溶接集成し,柱と梁の仕口などの部材間接合は現場溶接で,リベット

との併用も考えて行うことが望ましいと述べている.特に,ラーメン構造の場合は節点の剛接性は

溶接によるのが最も良いので,接合は全て溶接によって行うのが理想だとしている.しかし,注意点

として溶接接合はその質が職人の技量に大きく左右されるので,現場溶接の際には特に注意をし

て設計施工することが必要とも述べている [7]. 

 

大和久は昭和 36年の文献で,溶接はリベット接合と同様に熱を伴う作業なので高炭素鋼である

レールには不向きであると述べている.さらに,溶接時の焼入れ効果によって生じた変質層には溶

接割れが発生しやすいので,そこを起点として破壊が起こる危険性があるという [1]. 
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平成 20 年の鉄道建築ニュースにおいて,JR 函館本線岩見沢駅の古レールをカーテンウォール

のマリオンに利用したという事例が紹介されている.この際,旭川運転所の移転に伴い発生した古

レールと,岩見沢駅構内自由通路新設の際に支障撤去された古レールのうちから 30kg 古レールが

使用され,その部材の物性や,ガセットプレート及びスタッドボルトとの溶接性を試験したところ,

その古レールには SS400 と同程度の物性,溶接性があると考えることが可能ということが分かっ

たという [12]. 

 

耐震補強工事の際に古レール部材への溶接性を実験により検証した佐藤らの研究では,ステン

レス鋼用の溶接材を使用し,予熱を低減した条件で古レールとの溶接接合を行った場合,溶接方法

を炭酸ガスシールドアーク半自動溶接とすれば溶接部の引張強度を母材同程度で発揮するが,手

溶接の場合は品質の確保が難しく,溶接接合としての採用は不可能であると述べている. 

また,佐藤らは炭素当量が 0.5％程度の古レールに関しては,溶接接合が適用可能であるが,より

炭素当量の高いレールの場合は適用可能とは断言できず,古レールの製造会社及び製造年代を特

定できない場合には,炭素当量を特定できないため,溶接部の引張強度に関する検証が必要である

と述べている [13]. 

 

以上のことから,古レール構造物の古レールの溶接接合については,炭素鋼の溶接技術が発達し

た昭和 25年頃からよく見られ,その当時構造材に用いられていた古レールの化学成分が,炭素含有

量が小さかったこともあって,現在のような高炭素鋼のレールの溶接ほど,溶接性が悪くなかった

と考えられる. 

昭和 30 年当時,古レール造構造物を溶接接合で組み立てる場合,現場に溶接職人を派遣して施

工していた.派遣旅費などに費用がかさんだというが,当時の古レール造構造物に曲げ加工を施す

ことが問題視されていたので,曲げ加工を用いず溶接接合によって組み立てる架構が推奨された. 

現在の溶接技術では,炭素当量 0.5％程度の古レールでもステンレス用溶接材を使えば予熱無の

条件でも炭酸ガスシールドアーク半手動溶接により古レールの溶接が可能であり,このことから

古レール造構造物の古レールの溶接部分の修理の際,現場施工が可能であるということが分かっ

た.しかし,炭素当量が0.5%以上の古レールについては,溶接接合を用いる際はその化学成分を調べ,

実験によって溶接性を確かめる必要がある. 
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写真 3-16京橋駅ホーム上家の古レール 

 

 

写真 3-17古レールとプレートが溶接されている 
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写真 3-18小倉駅ホーム上家の柱と桁の仕口は全て溶接接合 

 

 

写真 3-19小倉駅ホーム上家の柱のレール頭合わせ溶接接合 
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第4章 第三種車止めのレールの曲げ加工とリベット接合 

 

第２章では聞き取り調査によって古レール造構造物の建設当時の古レールの組立技術のうち、

古レールの曲げ加工技術と接合技術について知る人を探したが、見つけることはできなかった。

第３章ではせめて過去の文献の中に当時の技術について詳細がわかる記述を探したが、部分的に

しか見つけることはできなかった。ところが、本研究の終盤になって、それまでの調査で現在で

は不可能だと思われたレールを小さい曲率半径で曲げることが現在も行われているということ、

現在は用いられない接合方法だと思われたリベット接合の技術がまだ継承されていることがわか

り、古レール造構造物の修復に活用できる可能性が確認できた。 

 

以下にその内容をまとめる。 

 

4.1 第三種車止めのレールの曲げ加工 

2018 年 12 月に九州鉄道記念館の宇都宮氏から,第三種車止めは現在も作っているだろうから,

その曲げ技術も参考にしてみてはとアドバイスをもらった.第三種車止めとは,列車や車両が過走

するのを防止するために軌道の終端に設ける車止めの一種であり,その曲げは曲率半径が小さい

ところで 100mmという急な曲げである. 

 

九鉄工業株式会社レール技術センター（佐賀県鳥栖市）では,レールの傷の検査とロングレール

用の溶接を行い,第三種車止めの製造は別のところで行っているとのことだった. 

 

九州鉄道機器製造株式会社（福岡県北九州市）に問い合わせると,分岐器などの製造は行ってい

る.第三種車止めの曲げ加工は過去に行った実績があり,現在は機械の老朽化と職人不足により,外

部に発注しているとのことだった.その会社を紹介してもらうことはできなかったが,曲げ方は火

で炙って油圧ジャッキで曲げるとのことだった.その方法は昔から変わっておらず,現在は新品の

レールを使うこともあるとのことだったが,それ以上詳しいことはわからなかった. 
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写真 4-1門司港駅の第三種車止め 

 

図 4-1車止めの種類（ [1]より転載） 
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図 4-2第三種車止めの形状（ [1]より転載） 
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4.2 リベット接合 

リベット接合について,若戸大橋の 2011 年のケーブル関係補修工事にて,リベット施工が行わ

れていたことがわかり,若戸大橋を管理している北九州市道路公社に聞き取り調査を行った. 

北九州市道路公社によると,改修工事の際にリベット接合を採用した理由は,昭和 37 年に供用

を開始した若戸大橋はリベット接合接手を採用していたことと,現在リベット接合を用いた鋼構

造物は少なく,その技術が失われつつあるので,その歴史的技術の価値を損なわないようにリベッ

ト接合を採用し,その作業工程を動画に記録して公開することで,歴史的な技術を後世に残し,技術

の継承に貢献するためということであった. 

 

また,当時リベット施工を担当した,大阪に本社のある成和工業株式会社に聞き取り調査を行っ

た.成和工業株式会社の代表取締役である淺川雅司氏によると,この作業風景はリベット接合が鋼

構造物の接合として一般的であった昭和 50年頃までは,鋼橋の仮設現場などで普通に見られ,高い

位置でのリベット施工は下にいる親方がホドと呼ばれる火床で焼いたリベットを,上にいる受け

手に投げ渡し,受け手は金属製の漏斗のような形をした受具でリベットを受け取ると,素早く接合

する孔に火箸で差し込み,当て盤という担当がリベットを抑え込むと,反対側から打ち手が一気に

リベットを叩き潰して鉸めていた.この当て盤と打ち手の道具は,昭和後期ではエアハンマーなど

で簡単に鉸めることができるが,昭和初期まではハンマーなどの原始的な道具しかなかったとい

うから,相当な重労働であったという.現在も社内にリベット接合を行うことができる職人がおり,

若手社員への技術継承が行われているとのことであった. 

リベット接合は,現在は道路橋示方書などから削除された施工方法であり,新たに構造物をリベ

ット接合で組み立てようとすると,規格外となるようである.成和工業株式会社はリベット施工を

行うのは若戸大橋のように建設当時の姿を保ちたいという要望に依ることが多いという. 

以下に若戸大橋のケーブル関係補修工事の際のリベット接合の様子を示す. 
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写真 4-2リベットを鋲穴の長さに合わせて切

る 

 

写真 4-3リベットをホドで焼く 

 

写真 4-4鋲ハサミと受取缶でリベットを受け

取る 

 

写真 4-5リベットハンマーで鉸める 

 

写真 4-6鋲ハサミと受取缶でリベットを受け

取る 

 

写真 4-7裏から当て盤で押さえながら鉸める

（左が当て盤） 

 

＊写真 4-2から写真 4-7は北九州市道路公社の HPにある動画より作成した 
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第5章 結論 

 

今回は限られた時間,限られた範囲での調査であり,古レール造構造物の曲げ・加工技術を知っ

ている人がもういないと言いきることはできない.しかし,九州の鉄道会社には古レール造構造物

は残っているがその建設時の記録は残っておらず,九州鉄道機器製造株式会社,峰製作所といった

古くから続く鉄道機器メーカー,九鉄工業株式会社という九州の鉄道工事を牽引してきた企業に

も,古レール造構造物の曲げ・接合技術についてわかる記録は残っていなかった.記録が残っていな

いのであれば,当時の技術を知る人に直接話を聞けばわかると考え,日本鉄道 OB 会という鉄道会

社の OB が多数所属する団体や,人吉の鉄道案内人会に該当する人を探したが見つからなかった.

つまり,古レール造構造物の古レールの曲げ・接合技術の伝承は残念ながらされていないと考えら

れる. 

 

しかし,調査を進める中で,古レール造構造物に多く使われた,大正時代までに製造されたレール

の化学成分が,当時の製鉄技術の問題で軟鋼に近いものであり,構造材として必要な曲げ加工,熱を

伴うリベット接合や溶接接合を行う上で,現在のレールよりも有利であったことが分かった [1] 

[2] [3] [4].逆に,時代と共にレールの炭素含有量が大きくなり,軌道材料としての機能が向上するに

したがって,レールは構造材としては不向きな材料となってしまい,H 鋼などの構造用圧延材の台

頭により,昭和 40年頃からは古レール造構造物は新たに作られなくなった [3]. 

 

古レールの曲げ加工は,古レールが炭素含有量の小さい大正以前に製造されたものに多くみら

れ,きれいなアーチを形成している構造が多く残っている.曲げ加工は人手が多く必要であり,加工

費用も高くついた上に,熱を加えて柔らかくしたレールを職人手作りの様々な道具で曲げるとい

う,かなり原始的な作業であったので,職人の高い技術が求められたと考えられる [4] [5] [6]. 

現存する古レール造構造物を見てみても,半径の小さな曲げではレール底部が割れて,何かを押し

付けた後が残っているなど,かなり強引な曲げ方をしている箇所がある. 

現在レールを小さい曲率半径で曲げる技術は,第三種車止めの製造に残っており,その技術を応

用することで古レール造構造物に使われる古レールの曲げを再現することは可能であると考えら

れる.さらに,古レール造構造物の中には,ホーム全体を覆うようなアーチ構造もあり,そのような曲

率半径の大きな曲げ加工は現在の冷間曲げや高周波曲げといった曲げ技術で再現可能である.福

岡ベンダー株式会社では鉄骨の冷間曲げ加工を行っているが,現在の規格のレールでも 30kg レー

ル程度であれば曲率半径 1000 ㎜までなら曲げられるとのことであった.実際に古レール造構造物

に多く見られる曲げ加工は曲率半径が 1000mm 以下のものが多く,例えば JR 筑肥線の浜崎駅の

ホーム上家の曲げは,筆者が計測したところ曲率半径が約 520mm であり,渡辺らの論文に出てく

る忍川橋梁群のアーチ橋では図面から読み取れる曲率半径が約 700mm である.さらに,昭和 25 年

までは建築基準法が無く,構造物の規格に関しては現在よりもかなり規制が緩かったと考えられ,

実際に JR 鹿児島本線の門司港駅ホーム上家や平成筑豊鉄道田崎線の崎山駅業務用建物など,強引

な曲げ加工が見られる場所がある.そのような強引な古レールの曲げ部分については,修理の際に

どのようにするかは強度的なことも考慮に入れて検討する必要があると考えられる. 
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古レールの接合技術については,昭和時代に鋼構造物の接合方法として主流であったリベット

接合と,古レール造構造物では昭和 25 年頃から見られる溶接接合に力点を置いて調べた.ボルト接

合は当時のボルトの精度が低く,品質が良くなかった [7]こともあってあまり用いられなかったと

考えられる.ボルト接合されている部分の修理については,現在のボルトで行えばよいと筆者は考

える. 

 

リベット接合は昭和 50年頃までは鋼構造物の接合の主流であり,現在はほとんど用いられなく

なった技術である.孔あけ精度が良くなかった当時,現場合わせで調節できるリベットが都合が良

かったこともあり,多くの古レール造構造物で用いられている.構造物に用いるリベット接合の技

術は,現在でも成和工業株式会社に残っており,ベテランの職人から若手の社員への技術継承が行

われている. 

  

溶接接合は昭和 9 年頃から鋼構造物の接合に用いられていたが,古レールのように炭素含有量

の多い鋼材に対しては溶接性が悪く,古レール造構造物で溶接接合が行われるのは炭素鋼への溶

接技術が発達した昭和 25年頃からである.溶接接合は当時は手溶接が普通であったが,当時の職人

の高度な溶接技術に支えられていたと考えられ,現在の古レール造構造物の古レールへの溶接性

を検証した佐藤の研究では半手動溶接の方が精度よく溶接可能であるとの結果であった [8]. 

 

以上のことから,古レール造構造物の古レールの曲げ・接合技術は当時のままの技術は伝承され

ているとは言えないが,現在も当時と同様の古レールの曲げ・接合を再現できることが分かった. 
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第6章 まとめ 

 

古レール自体はマニアがいるほど昔から注目されてはいたが,その古レールを使った古レール

造構造物については文化財的な観点での保存の動きがほとんどない.今回の研究では建設当時の

古レールの構造材としての曲げ・接合技術を知る人を全国的に探したが,見つけることはできなか

った.しかし,現在残っている技術によって修理することで,古レール造構造物の建設当時の姿は再

現できる可能性が確認できた.今後の古レール造構造物の文化財的観点での修復に,これらの技術

が活用できると考えられる. 

 

また,古レール造構造物を保存する際に必ず問題となるであろう,古レール造構造物の耐震性の

問題であるが,このことについて斎藤が博士論文で古レール造跨線橋の耐震性能の研究をしてい

る.その研究で古レールの材料特性などを調べた結果わかったことは,古レール造跨線橋に用いら

れている古レールは強度と靭性において一般の構造用圧延材よりも劣っているとは言えず,耐震

性に問題は無いということである.そして,斎藤はその研究の中で実務型の古レール造跨線橋の耐

震性能評価法と門型ラーメン構造を有する古レール造跨線橋の損傷状態を評価する耐震評価法を

提案しており,これにより耐震性の評価は可能になると言える [1]. 

ただし,古レールといってもその製造年代や製造場所により炭素含有量が異なり,その材料特性

はさまざまであることが考えられるので,大正時代以前に製造された,より炭素含有量の小さい古

レールの方が安全であるということは変わらないと筆者は考える. 

 

古レールの構造をすべて残していくべきだと言うことはないが,せめて鉄道の歴史上重要な駅

にある古レール造構造物や,デザインが美しい古レール造構造物については,文化的な価値を十分

に認め,保存していくことが必要なのではないだろうか.それを活用した地域おこしも可能だし,実

際に古レール造構造物を登録有形文化財に登録して,鉄道会社の売りとして活用している天竜浜

中鉄道のような例も存在する.しかし,古レール造構造物の老朽化が進んでいるのも確かで,今後古

レール造構造物を文化財的な視点で保存していくことを考える際に,今回明らかになった古レー

ルの曲げ・接合が再現可能であるという事実が役立つことを期待したい. 
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