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                   路面電車とトロリーバスの街路面電車とトロリーバスの街路面電車とトロリーバスの街路面電車とトロリーバスの街    ブダペストブダペストブダペストブダペスト     

平成平成平成平成 22222222 年年年年(2010)11(2010)11(2010)11(2010)11 月月月月 21212121 日（日日（日日（日日（日））））    

                                                                                                                        ｢地球に謙虚に運動｣代表｢地球に謙虚に運動｣代表｢地球に謙虚に運動｣代表｢地球に謙虚に運動｣代表            仲津仲津仲津仲津    英治英治英治英治    

    

    未だ、未だ、未だ、未だ、日本では日本では日本では日本では残暑厳しき残暑厳しき残暑厳しき残暑厳しき 9999 月月月月 22222222 日から同じく日から同じく日から同じく日から同じく 29292929 日まで、日まで、日まで、日まで、65656565 歳の退職記念と長年苦労歳の退職記念と長年苦労歳の退職記念と長年苦労歳の退職記念と長年苦労を掛けた妻への感謝を掛けた妻への感謝を掛けた妻への感謝を掛けた妻への感謝

の意も込めて、中欧の意も込めて、中欧の意も込めて、中欧の意も込めて、中欧 3333 カ国ハンガリー、オーストリア、チェコの旅に出かけて参りました。ブダペスト、ウイーカ国ハンガリー、オーストリア、チェコの旅に出かけて参りました。ブダペスト、ウイーカ国ハンガリー、オーストリア、チェコの旅に出かけて参りました。ブダペスト、ウイーカ国ハンガリー、オーストリア、チェコの旅に出かけて参りました。ブダペスト、ウイー

ン、プラハのン、プラハのン、プラハのン、プラハの 3333 首都を中心とした観光地を巡る既成メニューの旅行ですが、私はエネ首都を中心とした観光地を巡る既成メニューの旅行ですが、私はエネ首都を中心とした観光地を巡る既成メニューの旅行ですが、私はエネ首都を中心とした観光地を巡る既成メニューの旅行ですが、私はエネルギー問題、交通問題の観ルギー問題、交通問題の観ルギー問題、交通問題の観ルギー問題、交通問題の観

点から「将来の都市モデルは欧州にあり」との認識を持っており、それを確かめたい旅でもありました。点から「将来の都市モデルは欧州にあり」との認識を持っており、それを確かめたい旅でもありました。点から「将来の都市モデルは欧州にあり」との認識を持っており、それを確かめたい旅でもありました。点から「将来の都市モデルは欧州にあり」との認識を持っており、それを確かめたい旅でもありました。大いに大いに大いに大いに

収穫を得ることが出来ました。今回は収穫を得ることが出来ました。今回は収穫を得ることが出来ました。今回は収穫を得ることが出来ました。今回は 3333 都市の交通状況に焦点を絞って報告させて頂きます。都市の交通状況に焦点を絞って報告させて頂きます。都市の交通状況に焦点を絞って報告させて頂きます。都市の交通状況に焦点を絞って報告させて頂きます。僅か僅か僅か僅か 2222 泊の滞在で泊の滞在で泊の滞在で泊の滞在で

すから表面的な観察でしかできていますから表面的な観察でしかできていますから表面的な観察でしかできていますから表面的な観察でしかできていませんので、誤解している点があれば、ご容赦下さい。せんので、誤解している点があれば、ご容赦下さい。せんので、誤解している点があれば、ご容赦下さい。せんので、誤解している点があれば、ご容赦下さい。    

    

１．１．１．１．ハンガリーの首都ハンガリーの首都ハンガリーの首都ハンガリーの首都    ブダペストブダペストブダペストブダペスト    

    今回の旅行前にブダペストは今回の旅行前にブダペストは今回の旅行前にブダペストは今回の旅行前にブダペストは、、、、ドナウ河ドナウ河ドナウ河ドナウ河を挟む二つの街、を挟む二つの街、を挟む二つの街、を挟む二つの街、王朝の街王朝の街王朝の街王朝の街ブダブダブダブダ（ドナウの西側）（ドナウの西側）（ドナウの西側）（ドナウの西側）とととと商業の街商業の街商業の街商業の街ペストペストペストペスト（ド（ド（ド（ド

ナウナウナウナウの東側）の東側）の東側）の東側）が一緒になった都市であることを知人の葉書から知りましたが一緒になった都市であることを知人の葉書から知りましたが一緒になった都市であることを知人の葉書から知りましたが一緒になった都市であることを知人の葉書から知りました。。。。ドナウドナウドナウドナウ河河河河はドイツの黒い森を発し、はドイツの黒い森を発し、はドイツの黒い森を発し、はドイツの黒い森を発し、

黒海に注ぐ西から東に流れる欧州の大河ですが、ブダペスト周辺では大きく曲がり北から南へ流れています。同黒海に注ぐ西から東に流れる欧州の大河ですが、ブダペスト周辺では大きく曲がり北から南へ流れています。同黒海に注ぐ西から東に流れる欧州の大河ですが、ブダペスト周辺では大きく曲がり北から南へ流れています。同黒海に注ぐ西から東に流れる欧州の大河ですが、ブダペスト周辺では大きく曲がり北から南へ流れています。同

市の市の市の市の人口は人口は人口は人口は WikipediaWikipediaWikipediaWikipedia によれば、市域でによれば、市域でによれば、市域でによれば、市域で 170170170170 万、都市圏で万、都市圏で万、都市圏で万、都市圏で 246246246246 万とのこと、名古屋位の規模でしょうか。万とのこと、名古屋位の規模でしょうか。万とのこと、名古屋位の規模でしょうか。万とのこと、名古屋位の規模でしょうか。    

    ハンガリーはハンガリーはハンガリーはハンガリーは 1989198919891989 年のビロード革命以降、資本主義への道を歩み始め、初めてまた垣間見た印象ですが、社年のビロード革命以降、資本主義への道を歩み始め、初めてまた垣間見た印象ですが、社年のビロード革命以降、資本主義への道を歩み始め、初めてまた垣間見た印象ですが、社年のビロード革命以降、資本主義への道を歩み始め、初めてまた垣間見た印象ですが、社

会主義時代の自由のない、物資の乏しい社会から会主義時代の自由のない、物資の乏しい社会から会主義時代の自由のない、物資の乏しい社会から会主義時代の自由のない、物資の乏しい社会から 21212121 年経って、年経って、年経って、年経って、豊かな明るい社会になったなと感じました。街豊かな明るい社会になったなと感じました。街豊かな明るい社会になったなと感じました。街豊かな明るい社会になったなと感じました。街

には商品が溢れており、またガイド、出発前に紹介を受けた現地の若者からには商品が溢れており、またガイド、出発前に紹介を受けた現地の若者からには商品が溢れており、またガイド、出発前に紹介を受けた現地の若者からには商品が溢れており、またガイド、出発前に紹介を受けた現地の若者からも裏付ける話を伺ったからです。も裏付ける話を伺ったからです。も裏付ける話を伺ったからです。も裏付ける話を伺ったからです。    

    ブダペストは、中世と近世の街並みを都心部に残し、ドナウの宝石とも呼ばれる美しい街でした。そして路面ブダペストは、中世と近世の街並みを都心部に残し、ドナウの宝石とも呼ばれる美しい街でした。そして路面ブダペストは、中世と近世の街並みを都心部に残し、ドナウの宝石とも呼ばれる美しい街でした。そして路面ブダペストは、中世と近世の街並みを都心部に残し、ドナウの宝石とも呼ばれる美しい街でした。そして路面

電車とトロリーバスが行交い、都心部には歩行者地域が設けられ、多くの市民、観光客で賑わっていました。シ電車とトロリーバスが行交い、都心部には歩行者地域が設けられ、多くの市民、観光客で賑わっていました。シ電車とトロリーバスが行交い、都心部には歩行者地域が設けられ、多くの市民、観光客で賑わっていました。シ電車とトロリーバスが行交い、都心部には歩行者地域が設けられ、多くの市民、観光客で賑わっていました。シ

ャッターの下りた商店は見掛けなかったように思います。ャッターの下りた商店は見掛けなかったように思います。ャッターの下りた商店は見掛けなかったように思います。ャッターの下りた商店は見掛けなかったように思います。    

    

２２２２....    路面電車路面電車路面電車路面電車    

    都心部から郊外にかけて縦横無尽に路線網が広がっていました。都心部から郊外にかけて縦横無尽に路線網が広がっていました。都心部から郊外にかけて縦横無尽に路線網が広がっていました。都心部から郊外にかけて縦横無尽に路線網が広がっていました。左下の写真左下の写真左下の写真左下の写真１１１１はドナウはドナウはドナウはドナウ河河河河に架かる橋に架かる橋に架かる橋に架かる橋

        

    写真１写真１写真１写真１....ドナウ河を渡るブダペストの路面電車（ドナウ河を渡るブダペストの路面電車（ドナウ河を渡るブダペストの路面電車（ドナウ河を渡るブダペストの路面電車（6666

連編成、連編成、連編成、連編成、6666 両というより連接台車（両というより連接台車（両というより連接台車（両というより連接台車（2222 車輌に跨る台車輌に跨る台車輌に跨る台車輌に跨る台

車）で繋がって車）で繋がって車）で繋がって車）で繋がっているのでこの呼び名にしましたいるのでこの呼び名にしましたいるのでこの呼び名にしましたいるのでこの呼び名にしました））））    

写真写真写真写真 2.2.2.2.ブダペストの都心部の地下駅と路面電車ブダペストの都心部の地下駅と路面電車ブダペストの都心部の地下駅と路面電車ブダペストの都心部の地下駅と路面電車    

（道路との平面交差を避けるため地下化し（道路との平面交差を避けるため地下化し（道路との平面交差を避けるため地下化し（道路との平面交差を避けるため地下化しているているているている））））    

のののの上を渡る上を渡る上を渡る上を渡る 6666 連編成の路面電車です。連編成の路面電車です。連編成の路面電車です。連編成の路面電車です。幼少の頃から幼少の頃から幼少の頃から幼少の頃から、、、、1111 両編成の大阪市電両編成の大阪市電両編成の大阪市電両編成の大阪市電、京都市電、神戸市電等、京都市電、神戸市電等、京都市電、神戸市電等、京都市電、神戸市電等（市電＝（市電＝（市電＝（市電＝市営市営市営市営
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電車あるいは電車あるいは電車あるいは電車あるいは市街電車の略市街電車の略市街電車の略市街電車の略））））しか見たことのない私には驚しか見たことのない私には驚しか見たことのない私には驚しか見たことのない私には驚くくくくべきべきべきべき長さの路面電車です。なお、最近長さの路面電車です。なお、最近長さの路面電車です。なお、最近長さの路面電車です。なお、最近路面電車のこ路面電車のこ路面電車のこ路面電車のこ

とを英語のトラムを使う傾向が強いですが、私は敢えて、昔懐かしい路面電車あるいは市電ととを英語のトラムを使う傾向が強いですが、私は敢えて、昔懐かしい路面電車あるいは市電ととを英語のトラムを使う傾向が強いですが、私は敢えて、昔懐かしい路面電車あるいは市電ととを英語のトラムを使う傾向が強いですが、私は敢えて、昔懐かしい路面電車あるいは市電といいいいう言葉を使わせう言葉を使わせう言葉を使わせう言葉を使わせ

て頂きます。て頂きます。て頂きます。て頂きます。また都心部では写真また都心部では写真また都心部では写真また都心部では写真 2222 のように道路と立体交差化し、地下化した停留所も見掛けのように道路と立体交差化し、地下化した停留所も見掛けのように道路と立体交差化し、地下化した停留所も見掛けのように道路と立体交差化し、地下化した停留所も見掛けました。ました。ました。ました。ブダペスブダペスブダペスブダペス

トの路面電車はトの路面電車はトの路面電車はトの路面電車は 1818181887878787 年年年年にににに創始され創始され創始され創始され、、、、世界最古だそうで、因みに日本最古は世界最古だそうで、因みに日本最古は世界最古だそうで、因みに日本最古は世界最古だそうで、因みに日本最古は明治明治明治明治 33333333 年（年（年（年（1895189518951895）に営業開始した）に営業開始した）に営業開始した）に営業開始した

京都市電ですが、京都市電ですが、京都市電ですが、京都市電ですが、昭和昭和昭和昭和 53535353 年（年（年（年（1978197819781978））））廃止されてしまいました。廃止されてしまいました。廃止されてしまいました。廃止されてしまいました。    

    

３．３．３．３．トロリーバストロリーバストロリーバストロリーバス    

    かつて大阪市等にも多数走っていたトロリーバスかつて大阪市等にも多数走っていたトロリーバスかつて大阪市等にも多数走っていたトロリーバスかつて大阪市等にも多数走っていたトロリーバス＝無軌条電車＝無軌条電車＝無軌条電車＝無軌条電車は、今やは、今やは、今やは、今や日本では日本では日本では日本では関西電力の黒四ダム近く関西電力の黒四ダム近く関西電力の黒四ダム近く関西電力の黒四ダム近くの立の立の立の立

山黒部アルペンルート山黒部アルペンルート山黒部アルペンルート山黒部アルペンルートで観光用にしか走っていません。で観光用にしか走っていません。で観光用にしか走っていません。で観光用にしか走っていません。トロリーバスはバスでトロリーバスはバスでトロリーバスはバスでトロリーバスはバスでははははあるが、道路に張った架線からあるが、道路に張った架線からあるが、道路に張った架線からあるが、道路に張った架線から

電気を取っ電気を取っ電気を取っ電気を取って走る電気バスです。排気ガスを出さないメリットがあり、路面電車は、て走る電気バスです。排気ガスを出さないメリットがあり、路面電車は、て走る電気バスです。排気ガスを出さないメリットがあり、路面電車は、て走る電気バスです。排気ガスを出さないメリットがあり、路面電車は、レールの敷設レールの敷設レールの敷設レールの敷設と保守と保守と保守と保守には工には工には工には工

事費事費事費事費が掛るので、電車程が掛るので、電車程が掛るので、電車程が掛るので、電車程の輸送力がの輸送力がの輸送力がの輸送力が要らない都市交通に要らない都市交通に要らない都市交通に要らない都市交通に

適した交通機関です。適した交通機関です。適した交通機関です。適した交通機関です。    

ブダペストブダペストブダペストブダペストののののペスト側ペスト側ペスト側ペスト側都心部では都心部では都心部では都心部では 2222～～～～3333 割の道路にトロ割の道路にトロ割の道路にトロ割の道路にトロ

リーバスが走っている感じでリーバスが走っている感じでリーバスが走っている感じでリーバスが走っている感じでした。した。した。した。よく出会いましたが、よく出会いましたが、よく出会いましたが、よく出会いましたが、

全て観光バスからの全て観光バスからの全て観光バスからの全て観光バスからの撮影撮影撮影撮影で上手く撮れていませんので、で上手く撮れていませんので、で上手く撮れていませんので、で上手く撮れていませんので、

BKVBKVBKVBKV＝ブダペスト交通会社のホームページより借用し＝ブダペスト交通会社のホームページより借用し＝ブダペスト交通会社のホームページより借用し＝ブダペスト交通会社のホームページより借用し

ました（写真ました（写真ました（写真ました（写真 3333））））    

    何故、多くのトロリーバス路線が維持されているのか何故、多くのトロリーバス路線が維持されているのか何故、多くのトロリーバス路線が維持されているのか何故、多くのトロリーバス路線が維持されているのか

はははは、確認は出来ませんでした。、確認は出来ませんでした。、確認は出来ませんでした。、確認は出来ませんでした。    

写真写真写真写真 3333．ブダペストのトロリーバス．ブダペストのトロリーバス．ブダペストのトロリーバス．ブダペストのトロリーバス    WikipediaWikipediaWikipediaWikipedia    

BKVBKVBKVBKV＝ブダペスト交通会社より＝ブダペスト交通会社より＝ブダペスト交通会社より＝ブダペスト交通会社より    

しかし、エネルギー問題、大気汚染、交通渋滞などを考えればしかし、エネルギー問題、大気汚染、交通渋滞などを考えればしかし、エネルギー問題、大気汚染、交通渋滞などを考えればしかし、エネルギー問題、大気汚染、交通渋滞などを考えれば、中小規模の都市ではトロリーバスの復活も考、中小規模の都市ではトロリーバスの復活も考、中小規模の都市ではトロリーバスの復活も考、中小規模の都市ではトロリーバスの復活も考

慮されて良いと私は思います。慮されて良いと私は思います。慮されて良いと私は思います。慮されて良いと私は思います。    

    

４．４．４．４．バスバスバスバス    

    ブダペストのブダ側では、普通のバスがたくさん運行されてブダペストのブダ側では、普通のバスがたくさん運行されてブダペストのブダ側では、普通のバスがたくさん運行されてブダペストのブダ側では、普通のバスがたくさん運行されており、おり、おり、おり、また連節バスも多く見掛けました。日本でまた連節バスも多く見掛けました。日本でまた連節バスも多く見掛けました。日本でまた連節バスも多く見掛けました。日本で

はははは茨城県茨城県茨城県茨城県つくばのつくばのつくばのつくばの科学万博（昭和科学万博（昭和科学万博（昭和科学万博（昭和 60606060 年＝年＝年＝年＝1985198519851985））））の際、の際、の際、の際、国国国国

鉄鉄鉄鉄常磐線常磐線常磐線常磐線万博中央駅と万博万博中央駅と万博万博中央駅と万博万博中央駅と万博中央口の中央口の中央口の中央口の間の間の間の間の大量輸送機関と大量輸送機関と大量輸送機関と大量輸送機関と

して導入されましたが、その後は本格普及には至っていまして導入されましたが、その後は本格普及には至っていまして導入されましたが、その後は本格普及には至っていまして導入されましたが、その後は本格普及には至っていま

せん。都市交通問題などを考慮すれば、再度真剣に検討させん。都市交通問題などを考慮すれば、再度真剣に検討させん。都市交通問題などを考慮すれば、再度真剣に検討させん。都市交通問題などを考慮すれば、再度真剣に検討さ

れてよい対象かと思います。れてよい対象かと思います。れてよい対象かと思います。れてよい対象かと思います。    

    連節バスの写真も上手く撮れておらず、連節バスの写真も上手く撮れておらず、連節バスの写真も上手く撮れておらず、連節バスの写真も上手く撮れておらず、Wikipedia Wikipedia Wikipedia Wikipedia 

BKVBKVBKVBKV より借用しました。より借用しました。より借用しました。より借用しました。    

    ままままた、ペスト側でも市周辺部と郊外は普通のバスネットた、ペスト側でも市周辺部と郊外は普通のバスネットた、ペスト側でも市周辺部と郊外は普通のバスネットた、ペスト側でも市周辺部と郊外は普通のバスネット

ワークが形成されています。ワークが形成されています。ワークが形成されています。ワークが形成されています。    

写真写真写真写真 4444 ブダペストの連節バスブダペストの連節バスブダペストの連節バスブダペストの連節バス WikipediaWikipediaWikipediaWikipedia    

BKVBKVBKVBKV＝ブダペスト交通会社より＝ブダペスト交通会社より＝ブダペスト交通会社より＝ブダペスト交通会社より    
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５．５．５．５．郊外電車郊外電車郊外電車郊外電車    

    ブダペストからブダペストからブダペストからブダペストから観光バスで、観光バスで、観光バスで、観光バスで、40 分程のセンテンドレ分程のセンテンドレ分程のセンテンドレ分程のセンテンドレとととと

いう古都に出かけましたおり、ドナウ河にほぼいう古都に出かけましたおり、ドナウ河にほぼいう古都に出かけましたおり、ドナウ河にほぼいう古都に出かけましたおり、ドナウ河にほぼ沿って走沿って走沿って走沿って走

る緑色の郊外電車を見掛けました。この電車もる緑色の郊外電車を見掛けました。この電車もる緑色の郊外電車を見掛けました。この電車もる緑色の郊外電車を見掛けました。この電車もセンテンセンテンセンテンセンテン

ドレドレドレドレに向かう路線を走っているのですが、地下鉄駅の売に向かう路線を走っているのですが、地下鉄駅の売に向かう路線を走っているのですが、地下鉄駅の売に向かう路線を走っているのですが、地下鉄駅の売

店で購入した公共交通機関ネットワーク地図によると、店で購入した公共交通機関ネットワーク地図によると、店で購入した公共交通機関ネットワーク地図によると、店で購入した公共交通機関ネットワーク地図によると、

緑色で表示され緑色で表示され緑色で表示され緑色で表示され HEV と呼ばれると呼ばれると呼ばれると呼ばれる線が都心から郊外に向線が都心から郊外に向線が都心から郊外に向線が都心から郊外に向

かってかってかってかって 5 路線路線路線路線ががががありました。ありました。ありました。ありました。帰国後帰国後帰国後帰国後、インターネットで、インターネットで、インターネットで、インターネットで

検索すると検索すると検索すると検索すると設備はハンガリー国鉄のもののようですが、設備はハンガリー国鉄のもののようですが、設備はハンガリー国鉄のもののようですが、設備はハンガリー国鉄のもののようですが、

BKV が運営しているが運営しているが運営しているが運営していることが判りました。ことが判りました。ことが判りました。ことが判りました。 

    こうした情報は、こうした情報は、こうした情報は、こうした情報は、ドイツならドイツならドイツならドイツなら交通機関のインフォーメ交通機関のインフォーメ交通機関のインフォーメ交通機関のインフォーメ

ーション・センターで入手可能なのですが、ブダペストーション・センターで入手可能なのですが、ブダペストーション・センターで入手可能なのですが、ブダペストーション・センターで入手可能なのですが、ブダペスト

ではそういうセンターは有りませんでした。ではそういうセンターは有りませんでした。ではそういうセンターは有りませんでした。ではそういうセンターは有りませんでした。 

 

写真写真写真写真 5．．．．HEV センテンドレ行きセンテンドレ行きセンテンドレ行きセンテンドレ行き郊外電車郊外電車郊外電車郊外電車（ブダペストより（ブダペストより（ブダペストより（ブダペストより 40 分程度）分程度）分程度）分程度） 

    

６．６．６．６．地下鉄地下鉄地下鉄地下鉄    

    3333 路線あり、いずれも路線あり、いずれも路線あり、いずれも路線あり、いずれも BKVBKVBKVBKV が運営しています。ロンドンに次いで世界でが運営しています。ロンドンに次いで世界でが運営しています。ロンドンに次いで世界でが運営しています。ロンドンに次いで世界で 2222 番目に古い地下鉄です。番目に古い地下鉄です。番目に古い地下鉄です。番目に古い地下鉄です。当時のハ当時のハ当時のハ当時のハ

ンガリーという国の国力、ブダペストの豊かさを示す一例でしょう。ンガリーという国の国力、ブダペストの豊かさを示す一例でしょう。ンガリーという国の国力、ブダペストの豊かさを示す一例でしょう。ンガリーという国の国力、ブダペストの豊かさを示す一例でしょう。    

その内その内その内その内 MMMM１１１１号線は号線は号線は号線はミレニアム地下鉄ミレニアム地下鉄ミレニアム地下鉄ミレニアム地下鉄と呼ばれ、と呼ばれ、と呼ばれ、と呼ばれ、黄色黄色黄色黄色でででで路線路線路線路線表示され表示され表示され表示され、、、、車体も同様の色をして車体も同様の色をして車体も同様の色をして車体も同様の色をしており、おり、おり、おり、2002200220022002 年に年に年に年に

世界遺産に追加登録され世界遺産に追加登録され世界遺産に追加登録され世界遺産に追加登録されています。ています。ています。ています。アアアアンドラーシ通りの真下を走るヨーロッパ大陸で最も歴史のある地下鉄ンドラーシ通りの真下を走るヨーロッパ大陸で最も歴史のある地下鉄ンドラーシ通りの真下を走るヨーロッパ大陸で最も歴史のある地下鉄ンドラーシ通りの真下を走るヨーロッパ大陸で最も歴史のある地下鉄の一の一の一の一

つつつつだそうです。だそうです。だそうです。だそうです。    

        

写真写真写真写真 6.6.6.6.ブダペスト地下鉄ブダペスト地下鉄ブダペスト地下鉄ブダペスト地下鉄 M1M1M1M1 号線のホーム号線のホーム号線のホーム号線のホームの例の例の例の例    写真写真写真写真 7.7.7.7.ブダペスト地下鉄ブダペスト地下鉄ブダペスト地下鉄ブダペスト地下鉄 M1M1M1M1 号線電車号線電車号線電車号線電車    

写真写真写真写真 6666 と写真と写真と写真と写真 7777 は、大津で知り合ったハンガリー出身の女性は、大津で知り合ったハンガリー出身の女性は、大津で知り合ったハンガリー出身の女性は、大津で知り合ったハンガリー出身の女性のののの藤田アニコーさんから頂いたものです。藤田アニコーさんから頂いたものです。藤田アニコーさんから頂いたものです。藤田アニコーさんから頂いたものです。    

    

この他この他この他この他ににににＭＭＭＭ2222 号号号号東西線（赤）東西線（赤）東西線（赤）東西線（赤）ととととＭＭＭＭ3333 号号号号南北線（青）南北線（青）南北線（青）南北線（青）があがあがあがあります。ります。ります。ります。    

    私はその内私はその内私はその内私はその内、、、、宿泊ホテルが路線上にあった宿泊ホテルが路線上にあった宿泊ホテルが路線上にあった宿泊ホテルが路線上にあったＭＭＭＭ3333 号線号線号線号線を見学してみました。を見学してみました。を見学してみました。を見学してみました。ハタール通りハタール通りハタール通りハタール通り駅駅駅駅と言い（と言い（と言い（と言い（ホタホタホタホターーーールルルルにににに

も聞こえました）も聞こえました）も聞こえました）も聞こえました）、、、、2222 面面面面 3333 線の大きな駅でした。乗降客も結構多いようで運転時間も線の大きな駅でした。乗降客も結構多いようで運転時間も線の大きな駅でした。乗降客も結構多いようで運転時間も線の大きな駅でした。乗降客も結構多いようで運転時間も 4444 時時時時 58585858 分から分から分から分から 23232323 時時時時 48484848 分分分分

までまでまでまで、、、、そして昼間は数分間隔で運転しており、なかなかのサービスです。ところが電車が古く錆が浮いているのそして昼間は数分間隔で運転しており、なかなかのサービスです。ところが電車が古く錆が浮いているのそして昼間は数分間隔で運転しており、なかなかのサービスです。ところが電車が古く錆が浮いているのそして昼間は数分間隔で運転しており、なかなかのサービスです。ところが電車が古く錆が浮いているの

です。です。です。です。いくら歴史を誇る地下鉄とはいくら歴史を誇る地下鉄とはいくら歴史を誇る地下鉄とはいくら歴史を誇る地下鉄とは    
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    写真写真写真写真 6666．ブダペスト．ブダペスト．ブダペスト．ブダペスト MMMM３号線３号線３号線３号線    留置電車留置電車留置電車留置電車    写真写真写真写真 7.7.7.7.同同同同 M3M3M3M3 号線号線号線号線    Hatar Ut=Hatar Ut=Hatar Ut=Hatar Ut=ホタル通り駅にてホタル通り駅にてホタル通り駅にてホタル通り駅にて    

    

申せ、明らかに保守が不足しており、また古い鋼鉄製の車両を使っていることが申せ、明らかに保守が不足しており、また古い鋼鉄製の車両を使っていることが申せ、明らかに保守が不足しており、また古い鋼鉄製の車両を使っていることが申せ、明らかに保守が不足しており、また古い鋼鉄製の車両を使っていることが判ります。世界遺産になった判ります。世界遺産になった判ります。世界遺産になった判ります。世界遺産になった

M1M1M1M1 号線は、もっと綺麗なのでしょうが、残念ながら時間が無く、見ることができませんでした。号線は、もっと綺麗なのでしょうが、残念ながら時間が無く、見ることができませんでした。号線は、もっと綺麗なのでしょうが、残念ながら時間が無く、見ることができませんでした。号線は、もっと綺麗なのでしょうが、残念ながら時間が無く、見ることができませんでした。    

    

７．７．７．７．旅客サービス面旅客サービス面旅客サービス面旅客サービス面    

    自動券売機はあるよ自動券売機はあるよ自動券売機はあるよ自動券売機はあるようなのですが、私は見掛けませんでした。みな窓口で買っており、行列も見掛けました。うなのですが、私は見掛けませんでした。みな窓口で買っており、行列も見掛けました。うなのですが、私は見掛けませんでした。みな窓口で買っており、行列も見掛けました。うなのですが、私は見掛けませんでした。みな窓口で買っており、行列も見掛けました。

初乗り運賃は、初乗り運賃は、初乗り運賃は、初乗り運賃は、320320320320 フォリントフォリントフォリントフォリント（（（（1111 フォリント＝フォリント＝フォリント＝フォリント＝0000.45.45.45.45 円として円として円として円として 140140140140 円程度）で地下鉄、路面電車、バスは均一運円程度）で地下鉄、路面電車、バスは均一運円程度）で地下鉄、路面電車、バスは均一運円程度）で地下鉄、路面電車、バスは均一運

賃です。賃です。賃です。賃です。ドイツ、オーストリアに見られるような国鉄を含めた共通運賃制度は無いようでした。ドイツ、オーストリアに見られるような国鉄を含めた共通運賃制度は無いようでした。ドイツ、オーストリアに見られるような国鉄を含めた共通運賃制度は無いようでした。ドイツ、オーストリアに見られるような国鉄を含めた共通運賃制度は無いようでした。    

    

８．８．８．８．ブダペスト市の交通企業ブダペスト市の交通企業ブダペスト市の交通企業ブダペスト市の交通企業    

WikipediaWikipediaWikipediaWikipedia に幸い英語説明（に幸い英語説明（に幸い英語説明（に幸い英語説明（http://en.wikipedia.org/wiki/BKVhttp://en.wikipedia.org/wiki/BKVhttp://en.wikipedia.org/wiki/BKVhttp://en.wikipedia.org/wiki/BKV）があり、それによりますと、）があり、それによりますと、）があり、それによりますと、）があり、それによりますと、上記路面電車と上記路面電車と上記路面電車と上記路面電車と

トロリーバスなどを運営している会社は、トロリーバスなどを運営している会社は、トロリーバスなどを運営している会社は、トロリーバスなどを運営している会社は、BKV=BKV=BKV=BKV=Budapesti Közlekedési VállalatBudapesti Közlekedési VállalatBudapesti Közlekedési VállalatBudapesti Közlekedési Vállalat; ; ; ; Mass Transport Company of Mass Transport Company of Mass Transport Company of Mass Transport Company of 

BudapestBudapestBudapestBudapest＝＝＝＝ブダペスト交通ブダペスト交通ブダペスト交通ブダペスト交通会社会社会社会社))))という会社です。同社を入れてという会社です。同社を入れてという会社です。同社を入れてという会社です。同社を入れて 6666 社の交通企業がブダペストの都市交通の主役社の交通企業がブダペストの都市交通の主役社の交通企業がブダペストの都市交通の主役社の交通企業がブダペストの都市交通の主役

を担っているようです。を担っているようです。を担っているようです。を担っているようです。    

    ハンガリー政府観光局のホームページによれば、ハンガリー政府観光局のホームページによれば、ハンガリー政府観光局のホームページによれば、ハンガリー政府観光局のホームページによれば、ブダペスト市内には地下鉄ブダペスト市内には地下鉄ブダペスト市内には地下鉄ブダペスト市内には地下鉄 3333 路線、バス路線、バス路線、バス路線、バス 180180180180 系統、トロリ系統、トロリ系統、トロリ系統、トロリ

ーバスーバスーバスーバス 14141414 系統、路面電車系統、路面電車系統、路面電車系統、路面電車 24242424 系統がネットワークを系統がネットワークを系統がネットワークを系統がネットワークを構成し構成し構成し構成し、市民の足となってい、市民の足となってい、市民の足となってい、市民の足となっているとのこと。他にるとのこと。他にるとのこと。他にるとのこと。他に登山電車、登山電車、登山電車、登山電車、

チェアーリフト、ケーブルカー、郊外電車、汽船、子供鉄道チェアーリフト、ケーブルカー、郊外電車、汽船、子供鉄道チェアーリフト、ケーブルカー、郊外電車、汽船、子供鉄道チェアーリフト、ケーブルカー、郊外電車、汽船、子供鉄道などもあると記されています。などもあると記されています。などもあると記されています。などもあると記されています。    

ブダペスト鉄道路線図ブダペスト鉄道路線図ブダペスト鉄道路線図ブダペスト鉄道路線図    

http://railscape.travelhttp://railscape.travelhttp://railscape.travelhttp://railscape.travel----way.net/hungary/image/bkvmap.pdfway.net/hungary/image/bkvmap.pdfway.net/hungary/image/bkvmap.pdfway.net/hungary/image/bkvmap.pdf    

ハンガリー政府観光局（日本語）ハンガリー政府観光局（日本語）ハンガリー政府観光局（日本語）ハンガリー政府観光局（日本語）    

http://www.hungarytabi.jp/g08sight.htmhttp://www.hungarytabi.jp/g08sight.htmhttp://www.hungarytabi.jp/g08sight.htmhttp://www.hungarytabi.jp/g08sight.htm    

    

    そして、そして、そして、そして、BKVBKVBKVBKV（ブダペスト交通会社）（ブダペスト交通会社）（ブダペスト交通会社）（ブダペスト交通会社）にはにはにはには年間年間年間年間 14141414 億人億人億人億人の利用客があり、ブダペストではの利用客があり、ブダペストではの利用客があり、ブダペストではの利用客があり、ブダペストでは 54%54%54%54%の人が公共交通の人が公共交通の人が公共交通の人が公共交通

機関を利用し、機関を利用し、機関を利用し、機関を利用し、46464646％の人がマイカ％の人がマイカ％の人がマイカ％の人がマイカー使用とのことです。大変公共交通機関の利用割合の高い街で、都市としてはー使用とのことです。大変公共交通機関の利用割合の高い街で、都市としてはー使用とのことです。大変公共交通機関の利用割合の高い街で、都市としてはー使用とのことです。大変公共交通機関の利用割合の高い街で、都市としては

健康であると言えましょう。健康であると言えましょう。健康であると言えましょう。健康であると言えましょう。利用者数の多い割合から申し上げますと、バス利用者数の多い割合から申し上げますと、バス利用者数の多い割合から申し上げますと、バス利用者数の多い割合から申し上げますと、バス 41%41%41%41%、路面電車が、路面電車が、路面電車が、路面電車が 26%26%26%26%、地下鉄が、地下鉄が、地下鉄が、地下鉄が

22%22%22%22%そして郊外電車がそして郊外電車がそして郊外電車がそして郊外電車が 5%5%5%5%の順だそうです。因みにの順だそうです。因みにの順だそうです。因みにの順だそうです。因みに JRJRJRJR 西日本の京阪神のアーバンネットワークの利用人員も年西日本の京阪神のアーバンネットワークの利用人員も年西日本の京阪神のアーバンネットワークの利用人員も年西日本の京阪神のアーバンネットワークの利用人員も年

間ほぼ間ほぼ間ほぼ間ほぼ 15151515 億人億人億人億人位位位位ででででありありありあり、、、、BKVBKVBKVBKV は相当の規模の公共交通は相当の規模の公共交通は相当の規模の公共交通は相当の規模の公共交通機関かと思います。機関かと思います。機関かと思います。機関かと思います。    
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９９９９．．．．    歩行者地域と賑わい歩行者地域と賑わい歩行者地域と賑わい歩行者地域と賑わい    

    ブダペストのブダペストのブダペストのブダペストのブダ側には中世の街並みが残り、ブダ側には中世の街並みが残り、ブダ側には中世の街並みが残り、ブダ側には中世の街並みが残り、ペスト側のペスト側のペスト側のペスト側の旧旧旧旧市街地には市街地には市街地には市街地には主に主に主に主に近世に建てられた古典的な落ち着近世に建てられた古典的な落ち着近世に建てられた古典的な落ち着近世に建てられた古典的な落ち着

きのある建物が多く、しかもほとんどがきのある建物が多く、しかもほとんどがきのある建物が多く、しかもほとんどがきのある建物が多く、しかもほとんどが 5555 階建位の高さで、美しい街並みを形成しています。階建位の高さで、美しい街並みを形成しています。階建位の高さで、美しい街並みを形成しています。階建位の高さで、美しい街並みを形成しています。5555 階を超える階を超える階を超える階を超える高い高い高い高い

建物と言えば、尖塔のある建物と言えば、尖塔のある建物と言えば、尖塔のある建物と言えば、尖塔のある教会教会教会教会、市庁舎、国家議事堂と言った公共的建築物です。、市庁舎、国家議事堂と言った公共的建築物です。、市庁舎、国家議事堂と言った公共的建築物です。、市庁舎、国家議事堂と言った公共的建築物です。緑も多く緑も多く緑も多く緑も多く綺麗な市街風景を眺綺麗な市街風景を眺綺麗な市街風景を眺綺麗な市街風景を眺

めまして、めまして、めまして、めまして、ドナウの宝石とドナウの宝石とドナウの宝石とドナウの宝石とはむべなるかなと思いました。はむべなるかなと思いました。はむべなるかなと思いました。はむべなるかなと思いました。    

    そしてそしてそしてそしてブダ側とペスト両方のブダ側とペスト両方のブダ側とペスト両方のブダ側とペスト両方の旧市街地の中心部では歩行者地域が設けられており、旧市街地の中心部では歩行者地域が設けられており、旧市街地の中心部では歩行者地域が設けられており、旧市街地の中心部では歩行者地域が設けられており、全て石畳で舗装されていま全て石畳で舗装されていま全て石畳で舗装されていま全て石畳で舗装されていま

す。それす。それす。それす。それも並みの規模ではありません。も並みの規模ではありません。も並みの規模ではありません。も並みの規模ではありません。ペスト側にはペスト側にはペスト側にはペスト側には南北の中心街は実に南北の中心街は実に南北の中心街は実に南北の中心街は実に 2222 ㌔に渡って歩行者専用道路になって㌔に渡って歩行者専用道路になって㌔に渡って歩行者専用道路になって㌔に渡って歩行者専用道路になって

おり、東西にもおり、東西にもおり、東西にもおり、東西にも 1.51.51.51.5 ㌔程度の歩行者専用道路が整備㌔程度の歩行者専用道路が整備㌔程度の歩行者専用道路が整備㌔程度の歩行者専用道路が整備されていました。ペスト側の街路は不規則ながらも碁されていました。ペスト側の街路は不規則ながらも碁されていました。ペスト側の街路は不規則ながらも碁されていました。ペスト側の街路は不規則ながらも碁盤の目盤の目盤の目盤の目

のような構成になっており、他にものような構成になっており、他にものような構成になっており、他にものような構成になっており、他にも十十十十数数数数本の街路が歩行者専用になっています。欧州の都市は防衛上の理由で本の街路が歩行者専用になっています。欧州の都市は防衛上の理由で本の街路が歩行者専用になっています。欧州の都市は防衛上の理由で本の街路が歩行者専用になっています。欧州の都市は防衛上の理由で城城城城

壁都市から発達しており、ドイツ等でよく見掛けた歩行者地域は、概ね昔の城壁内に設けられています。しかし壁都市から発達しており、ドイツ等でよく見掛けた歩行者地域は、概ね昔の城壁内に設けられています。しかし壁都市から発達しており、ドイツ等でよく見掛けた歩行者地域は、概ね昔の城壁内に設けられています。しかし壁都市から発達しており、ドイツ等でよく見掛けた歩行者地域は、概ね昔の城壁内に設けられています。しかし

ブダペストの場合は、相互に交差する道路が歩行者専用に設定されており、日本の都市のように城壁を持たず、ブダペストの場合は、相互に交差する道路が歩行者専用に設定されており、日本の都市のように城壁を持たず、ブダペストの場合は、相互に交差する道路が歩行者専用に設定されており、日本の都市のように城壁を持たず、ブダペストの場合は、相互に交差する道路が歩行者専用に設定されており、日本の都市のように城壁を持たず、

碁盤の目のような市街地でも十分、歩行者地域を設けられるなと思いました。碁盤の目のような市街地でも十分、歩行者地域を設けられるなと思いました。碁盤の目のような市街地でも十分、歩行者地域を設けられるなと思いました。碁盤の目のような市街地でも十分、歩行者地域を設けられるなと思いました。    

    そして歩行者地域は、市民、観光客で大いに賑わっており、日本の中小都市に多く見られるシャッタそして歩行者地域は、市民、観光客で大いに賑わっており、日本の中小都市に多く見られるシャッタそして歩行者地域は、市民、観光客で大いに賑わっており、日本の中小都市に多く見られるシャッタそして歩行者地域は、市民、観光客で大いに賑わっており、日本の中小都市に多く見られるシャッター街は皆ー街は皆ー街は皆ー街は皆

無であったように思います無であったように思います無であったように思います無であったように思います。。。。    

        

写真写真写真写真 9999．ブダペストの歩行者街路．ブダペストの歩行者街路．ブダペストの歩行者街路．ブダペストの歩行者街路 1111    写真写真写真写真 10101010....ブダペストの歩行者街路ブダペストの歩行者街路ブダペストの歩行者街路ブダペストの歩行者街路 2222    

    

    この街の中心部の賑わいこの街の中心部の賑わいこの街の中心部の賑わいこの街の中心部の賑わいの差は、都市政策と交通政策の差は、都市政策と交通政策の差は、都市政策と交通政策の差は、都市政策と交通政策のののの違いによる結果違いによる結果違いによる結果違いによる結果だと、私は思います。だと、私は思います。だと、私は思います。だと、私は思います。路面電車など都路面電車など都路面電車など都路面電車など都

市市市市交通機関を整備交通機関を整備交通機関を整備交通機関を整備・維持・維持・維持・維持し、マイカーの乗り入れを制限し、そして郊外型大型店舗を規制すれば、ブダペストのし、マイカーの乗り入れを制限し、そして郊外型大型店舗を規制すれば、ブダペストのし、マイカーの乗り入れを制限し、そして郊外型大型店舗を規制すれば、ブダペストのし、マイカーの乗り入れを制限し、そして郊外型大型店舗を規制すれば、ブダペストの

ような都心の賑わいを取り戻せるのです。それは自動車を持てないような都心の賑わいを取り戻せるのです。それは自動車を持てないような都心の賑わいを取り戻せるのです。それは自動車を持てないような都心の賑わいを取り戻せるのです。それは自動車を持てない人、また車を人、また車を人、また車を人、また車を運転出来なくなる高齢者が都心運転出来なくなる高齢者が都心運転出来なくなる高齢者が都心運転出来なくなる高齢者が都心

に住める政策でもあるのです。に住める政策でもあるのです。に住める政策でもあるのです。に住める政策でもあるのです。もちろん商店街自身もちろん商店街自身もちろん商店街自身もちろん商店街自身の自助努力も必要です。自助、互助、公助が足並みそろっての自助努力も必要です。自助、互助、公助が足並みそろっての自助努力も必要です。自助、互助、公助が足並みそろっての自助努力も必要です。自助、互助、公助が足並みそろって

街が活性化するのでしょう。街が活性化するのでしょう。街が活性化するのでしょう。街が活性化するのでしょう。    

    ブダペブダペブダペブダペストから隣のストから隣のストから隣のストから隣のオオオオーストリアーストリアーストリアーストリアの首都ウィーンに観光バスで向かいましたが、自動車の首都ウィーンに観光バスで向かいましたが、自動車の首都ウィーンに観光バスで向かいましたが、自動車の首都ウィーンに観光バスで向かいましたが、自動車でしか行けない大型のでしか行けない大型のでしか行けない大型のでしか行けない大型の

ショッピングショッピングショッピングショッピングセンターセンターセンターセンターは見掛けなかったように思います。は見掛けなかったように思います。は見掛けなかったように思います。は見掛けなかったように思います。    

    

    最後に石油価格です。途中のガソリンスタンドで最後に石油価格です。途中のガソリンスタンドで最後に石油価格です。途中のガソリンスタンドで最後に石油価格です。途中のガソリンスタンドで 1111 リッター当たりリッター当たりリッター当たりリッター当たり 95959595（オクタン価のことでしょう）が、（オクタン価のことでしょう）が、（オクタン価のことでしょう）が、（オクタン価のことでしょう）が、357.9357.9357.9357.9

フォリント（フォリント（フォリント（フォリント（約約約約 161161161161 円円円円））））、、、、D(D(D(D(デイーゼルデイーゼルデイーゼルデイーゼル))))がががが 342.9342.9342.9342.9 フォリント（約フォリント（約フォリント（約フォリント（約 154154154154 円）そして円）そして円）そして円）そして LPGLPGLPGLPG（プロパンガス）が（プロパンガス）が（プロパンガス）が（プロパンガス）が 208208208208

フォリント（約フォリント（約フォリント（約フォリント（約 93.693.693.693.6 円）円）円）円）との看板を見掛けました。との看板を見掛けました。との看板を見掛けました。との看板を見掛けました。急激な円高で急激な円高で急激な円高で急激な円高で円換算では円換算では円換算では円換算では割安になったようですが、他の物割安になったようですが、他の物割安になったようですが、他の物割安になったようですが、他の物

価と比べてかなり高い石油価格だな、と思い価と比べてかなり高い石油価格だな、と思い価と比べてかなり高い石油価格だな、と思い価と比べてかなり高い石油価格だな、と思いました。ました。ました。ました。    

                                                                                                            ブダペストブダペストブダペストブダペスト        以上以上以上以上    

    次回はウィーンです。お楽しみに。次回はウィーンです。お楽しみに。次回はウィーンです。お楽しみに。次回はウィーンです。お楽しみに。                                                                                           


