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での憧れ 列車
行く

特集

特別な旅
海外ではオリエント急行などで有名なクルーズトレイン。

最近、日本でもこのクルーズトレインに人気が集まっています。列車移動は「目的地へ行く手段にすぎない」

という旅と違い、クルーズトレインでの旅は車内で極めて贅沢な時間を過ごすことができるのです。

そして、アルミニウムもまたこうした列車の快適な空間づくりに貢献しています。2017年に華々しくデビューした

２つのクルーズトレイン「TRAIN SUITE 四季島（JR東日本）」と「TWILIGHT EXPRESS 瑞風（JR西日本）」。

時代の先端をゆくそれぞれの列車の魅力と、それをサポートするアルミニウムについてご紹介しましょう。

S H I K I S H I M A

M I Z U K A Z E



誕生したのです。
　1度見たら忘れられない個性的な車
両のエクステリアは、この列車で乗客が
経験する「景色を愛で、人と語らい、文
化にふれ、ゆったりと寛ぐ」をイメージし
てデザインされました。中でも特徴的
なのは5号車（ラウンジカー）の窓ガラ
スの形状で、一般的な四角形だけでは
なく五角形や三角形を組み合わせ、車
体が樹木の幹と枝を表現するように配
置されています。また、光輝く車体の色
はシャンパンゴールドをベースに特別
調合して作られたオリジナルカラ―で
「四季島ゴールド」と名付けられていま
す。なお車両は毎日、手作業で洗浄して
いるため、通常の機械洗浄でついてし
まうような疵もありません。手間をかけ
たメンテナンスにより、常に美しい姿が
保たれています。

7両がアルミニウムの車体
日本初の動力方式も採用

　「TRAIN SUITE 四季島」は上り（上
野方）を1号車、下り（青森方）を10号
車とした全10両編成。1、10号車は展
望車、5号車はラウンジ、6号車はダイニ
ングとなっており、7号車にデラックス
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スイート室と最上級の四季島スイート
室、その他の車両には1両あたり3室
のスイート室が設けられています。5、
6、7号車は、前後の台車の間が低い床
となっているバスタブ構造のステン
レス鋼構体、その他の車両にはアル
ミ合金製中空押出形材（6 0 0 5 C
（6N01）合金、7204（7N01）合金）お
よび5083合金のダブルスキン構造体
を採用。ダブルスキンとは剛性が高い
二層パネル形状で、板と心材を一体化
することで簡素化しているため、構体
の組み立てやその後の車両製造にか
かる工数を削減できコストダウンと軽
量化に貢献するといった特長がありま
す。なお1、10号車の展望車は窓が大
きく複雑なデザインですが、この部分
はアルミニウムの削り出しで構成され

ています。
　また、動力方式は日本国内で初めて
EDC（Electric-Diesel Combined 
system）方式を採用しました。これは、
電化区間では架線から供給される電
力によって走行する電車モード、非電
化区間では1･10号車に搭載された
大出力のエンジン発電機からの自給
電力によって自力走行するエンジン
モードに使い分けができる動力方式
で、電化、非電化区間を問わずに安定
した走行性能と高い冗長性＊を併せ
持っています。これにより四季島は東
日本のあらゆる線区での走行を可能
にしたのです。

2017年5月から運行がスタートしたJR東日本の「TRAIN SUITE 四季島（トラン
スイートしきしま）」。東日本を代表するこのクルーズトレインは、1回の旅で乗車でき
る客は34名のみ。希望者が多い場合は抽選となりますが、初回はなんと最高76倍
の人気だったのだとか。
鉄道ならではの旅を通して、非日常的な感動体験ができる「TRAIN SUITE 四季島」
の魅力をご紹介します。

車両出入口にある「TRAIN 
SUITE 四季島」のロゴ。“ひと･
もの･こと”を象徴する三本の
ラインが、四季を意味する“４
つの節目”を巡り戻ってくるデ
ザインで、美しい四季と伝統を
感じる旅を表現しています。

憧れの列車で行く特別な旅特集

　「TRAIN SUITE 四季島」は10両編成のうち７両にアルミ製ダブ
ルスキン構体を採用しているほか、客室の壁面にもアルミ合金に
突板を貼り付けた耐燃焼性のある突板パネルを採用するなど、い
たるところにアルミ素材が使われています。アルミニウムは軽量
で剛性と加工性に優れているうえ、溶接の歪が小さいので仕上が
りが美しく、気密性が高い構造であるなどのメリットがあり、快適
な旅に役立っています。
　「TRAIN SUITE 四季島」は、これまでご乗車されたお客さまか
らは素晴らしい旅だったと好評です。また、訪れた地域の皆さま
からは、四季島が来てくれたおかげで活気が戻ったとのうれしい
声も届いております。「TRAIN SUITE 四季島」は物語を紡ぐ列車。
これまでの旅も、すべてストーリーを持たせてメニューを組んで
きました。まだまだ訪れていないところは多数あるので、今後はそ
ういう場所も検討していく考えです。
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物語を紡ぐ快適な旅に、
アルミニウムは役立っています

美しい日本を楽しむ
「TRAIN SUITE 四季島」

鳴子温泉（宮城県）

「TRAIN SUITE 四季島」の旅は、豊か
な自然が四季折々にみせる風景や、自
然と共にある暮らしや文化にふれる
旅。その時期にしか味わうことのでき
ない味覚にも出会えます。

上野を起点に
東北、北海道を巡る

日光東照宮（栃木県）

函館朝市（北海道）

コンセプトは「深遊探訪」
列車ならではの優雅な旅

　「TRAIN SUITE 四季島」は、東日本
大震災の甚大な被害により失われた東
北の活気を取り戻すためにどうしたら
よいかという課題のもと、各地の魅力
の掘り起こしや磨き上げを行いながら
地域の架け橋的存在になることを目指
して企画が始まりました。そして、東日
本各地の豊かで美しい自然と地域に根
差した産業や日々の暮らしに息づく文
化を、列車ならではの“豊かな時間と空
間の移ろい”の中で乗客がさまざまに
楽しめる旅を実現させる夢の列車が

●ダブルスキン構造とは
2枚の板の間に心材があり、板
と心材が一体化している構造。
材料にアルミニウムの大型中
空押出形材を使用することに
より、軽量で剛性にすぐれた鉄
道車両ができる。

ダブルスキン構造の
鉄道車両の断面

きず

ひずみ

＊冗長性 ： 予備の方式を備えているため、機能の安定化が
　　　　 図られていること



各地の伝統工芸や地場産業
を生かしたインテリア
　車内は、「四季島」の名の通りそれぞ
れの空間には春夏秋冬のテーマが設け
られ、展望室は春、ラウンジは夏、ダイ
ニングは秋、客室は冬となっています。
例えば、ラウンジは森林をイメージさせ
るデザインで、樹木のようにも思える曲
面が談笑する人々を優しく包み込むよ
うな空間となっており、ほかにいくつか
樹木をイメージしたディスプレイも配
置されています。

　またインテリアには、東日本各地の
文化や地場産業が取り入れられてい
ます。しかも、そのままの形で採用する
のではなく、それぞれを近代の象徴と
して昇華させ、素材にこだわった内装
材、特徴的な車内設備品、さらに斬新
な窓や室内構造などこれまでにない構
成で和をモダンに表現しています。中
でも客室には和紙や漆の壁材、鋳物の
家具や扉、組子文様の柱など各地の伝
統工芸品が散りばめられいるので、そ
れらを見つけ、あらためて東日本の文
化や工芸の素晴らしさを感じていくの
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も四季島の旅ならでは魅力のひとつと
いえるでしょう。
　初運行以来、人気が衰えることのな
い「TRAIN SUITE 四季島」。高価な値
段設定にもかかわらず、多数の申し込
みにより毎回抽選となっています。国
内のみならず海外からも注目されてい
るこのクルーズトレインは、これからも
東日本の魅力を伝えながらエレガント
に走り続け、多くの人々を感動させて
いくのでしょう。

展望車や中間の客室の一部は、アルミ車両です。展望車は窓が大きいため車体の剛性を保つのが難しいですが、補強を入れるなどの工夫により
従来車両と同じレベルの剛性を保っています。客室の窓はリズム感のある配置となっており、開放感がありながらプライバシーが守られています。

客室車両の廊下に並ぶ四角形の窓
は、額縁をイメージしたもの。流れ
ゆく景色がまるで美術館の絵画の
ように見えるような演出です。

展望車はアルミ製車両。大きな窓で開放感と高揚感が得られる場所です。ソファに
座ってゆっくりと車窓風景を楽しめます。また、乗務員室との仕切りはガラスで構成さ
れ、運転中の様子を眺めることが可能。通常の列車では見ることができないトンネル
内の風景なども見ることもでき、魅力的なポイントとなっています。

（取材・写真協力 ： 東日本旅客鉄道（株））

春をイメージした明るい展望車

流れゆく風景が美しい絵画に

個性あふれる窓の形状に目が引かれる

憧れの列車で行く特別な旅特集

展望車

客室のソファは、夜になるとベッドにセッ
トされます。ソファ後ろの木は杉を採
用。赤と黒の色は漆。和紙のパネルや化
粧パネルなどモダンに仕上げられた部
屋は独特の温もりが感じられます。

各地の伝統工芸などが
散りばめられている

客室にはシャワールームも完備。四季島
スイート、デラックススイートでは木曽ヒ
ノキを使ったお風呂から車窓風景が楽し
めます。1回の走行で水は、編成で合計
約16トン積まれており、アルミ車両は屋
根の上に水タンクを積んでいます。

充実したバスタイムも過ごせる

スイートは居間、洗面・トイレ、シャワールームで構成されています。
安らぎと開放感のある居間にはソファーベッド2台が配置されてお
り、大きな窓からは雄大な景色が楽しめます。インテリアの一部にも
アルミ板が使用されています。

まさに至福の時間が過ごせるスイート

大きな
エンジンに
感動6号車のダイニングカーには、大きな

窓が配置。流れゆく風景を眺めなが
ら、ゆったりと食事を楽しめます。天井
には、有機ELシャンデリアがあるのも
見どころです。

有機ELシャンデリアを要チェック

先頭車両に向かう廊下は
朱色。その先のエンジン
ルームでは、他にはない大
きなエンジンを見ることが
できます。

エンジンを垣間見る
粋な演出

上野 青森

スイート
スイート

（バリアフリー）展望車 ラウンジ ダイニング スイート スイート 展望車
四季島スイート
デラックススイートスイート

１号車 ２号車 ３号車 ４号車 ５号車 ６号車 ７号車 ８号車 ９号車 １０号車

アルミ車両

ホテルのラウンジをイメージした5号車のラウンジカーは乗客の出
入口でもあります。車内に1歩入ると、レプリカの暖炉や樹木のオ
ブジェが。この車両は通常2階建車両に用いられているバスタブ構
造です。床が一段下がっているため天井までが高く、非常に広々と
した空間に感じられます。

車両内と思えないほど広々とした空間

ラウンジ

ダイニング

スイート



美しい日本を再発見する
鉄道の旅
　瑞風の利用客の応募平均倍率は7
倍、なかでも山陽・山陰コース周遊2泊
3日の最高級客室ザ・スイート（1人あ
たりの旅行代金は最大125万円）の倍
率は68倍に達したこともあり、定員を
大幅に超える申し込み状況が続いて
います。
 列車名の瑞風とは「みずみずしい風」
のことで、「吉兆をあらわすめでたい
風」という意味を併せ持っています。
京都や松江、出雲、宮島などの豊かな
歴史・文化や、日本海や大山、瀬戸内
海の自然美など日本の原風景とも呼
べる場所が西日本にはたくさんあり
ます。その美しい西日本を風のように
駆け抜け、吉兆をあらわすめでたい風
が幸せを運んでくるような情景をイ
メージして、瑞風の車両はつくられま
した。

走行性能と快適さを
演出する数々の工夫

　瑞風の車両は、非電化区間がおよそ
3分の2を占める山陰本線などの路線
でも運行できるようにディーゼルエン
ジンを搭載し、加速性能の向上や減速
時の回生ブレーキによる省エネ化（回
生電力をバッテリーに充電し、加速時
にその電力を再利用すること）を目的
に、モーターとバッテリーを使ったハイ
ブリッド方式が採用されています。こ
のハイブリッド方式の動力車4両と付
随車6両の計10両で、瑞風は編成され
ています。
　10両編成のうち5両はロイヤルシン
グルとロイヤルツインと呼ばれ、1両
あたり3室の客室を設けています。ま
たザ・スイートと呼ばれる1両1室の車
両には専用エントランス、プライベート
バルコニー、リビング・ダイニング、寝
室、トイレ、バスタブ付きバスルームが
設置され、世界的にも珍しいぜいたく
な客室空間が広がっています。

　さらに各個室には大きな窓を設置し、
一部の窓は開閉可能で景色や空気を
五感で楽しむことができます。またロ
イヤルツインとロイヤルシングルは、
個室と廊下の間仕切りを大きく開け放
つことも可能で、両側の景色を楽しめ
る室内構造となっています。
　10両編成ながら定員は最大でわず
か34人。瑞風は美しい車窓の眺め、一
流シェフによる料理、洗練された車両、
そして沿線の魅力を再発見する鉄道
の旅を堪能できる工夫が随所に施さ
れています。

アルミニウムで快適な乗り心地、
製造効率化を実現
　このように上質なホテルが走り出す
ような快適な空間を維持するため、瑞
風の車両床下にはディーゼルエンジン、
主発電機、冷却ファン、燃料や給水の
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タンク、ブレーキ制御装置、自動列車
停止装置、空気圧縮機、屋根上には空
調や主変換装置が搭載されています。
特に走行だけでなく、空調・給湯システ
ムや厨房機器といったサービス分野で
の電力や水の供給が必要となり、通常
よりも車両重量が重くなります。そこ
で装置類の小型化を進める一方、走行
安定性を維持するため車両重量の軽
量化が求められました。
　1930年代に一世を風靡した流線
形の車両で上質さを演出するため、
展望車や食堂車、ラウンジカー、最高
級客室ザ・スイートには重厚感のある
鋼製車両を採用したものの、そのほ
かはアルミ車両を採用して車両重量
の最適化を図っています。アルミ車
両はダブルスキン構体という構造で、
側面の厚みを薄くできるため軽量化
だけでなく、室内寸法を極力大きく効
果的に確保できました。アルミニウム

豪華列車の安全テクノロジー
「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」
JR西日本が2017年6月17日から運行している「TWILIGHT EXPRESS 瑞風（トワイライト
エクスプレスみずかぜ）」。豪華ホテルのように洗練された車両で、くつろぎながら移ろい
ゆく時や四季折々に表情を変える車窓を楽しみながら、沿線の歴史・文化や美しい景色に
触れることができ、人気を集めています。
瑞風の上質な鉄道の旅を支えているアルミ車両の安全テクノロジーを紹介します。

憧れの列車で行く特別な旅特集

瑞風の頭文字Mを山並み
に見立て、吹き抜ける風を
トワイライトエクスプレス
の象徴である天使で表現
したロゴマークです。

●押出形材の特長を生かした床下艤装

車両に使われているアルミ押出形材は、断面形状が大型・中空で寸法精度が高い特
長がある。断面がハモニカ形状の押出形材を使用することにより、床下に部品を取
り付けられるようなカー
テンレール構造の形状と
することができ、装置類
の効率的な配置が可能に
なる。

宮島や出雲、松江などの豊かな歴史・文化に触れる
「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」の旅。瀬戸内海や日
本海の絶景ポイントなども必見です。

下関、大阪、京都を起点に山陽、山陰を巡る

東浜（鳥取県）宍道湖（島根県） 尾道水道（広島県）

惣郷川橋梁（山口県）
惣郷川河口の波打ち際をまたぐようにして架けられた鉄筋コンクリートの美しい鉄道橋。格好のシャッター
ポイントとなっている。

装置取り付け部

ぎそう

そうごうがわ
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は6005C（6N01）合金や5083合
金が使われており、走行中の曲げや
ねじりなどの力に対して歪まない特
性（高剛性）を持っているため、側面
の厚みが薄くても快適な乗り心地も

車窓を眺めながら食事を楽しめる食堂車。車内での調理の様子や香
りなど、ライブ感が伝わるオープンキッチンも併設されています。

1両1室のみという最上級個室。リビング、寝室に加え
プライベートバルコニーやバスタブ付きバスルーム
もあり、贅沢な時が流れます。

フォーマルながら心地よい食堂車

憧れの列車で行く特別な旅特集

開放的で大きな車窓からは、大きな空まで望めます。展望デッキでは
車外に出ることができ、沿線の風を感じることもできます。

空まで望むことができる展望車

最上級のおもてなし「ザ・スイート」

広々とした客室では、ドアと可動壁を開ければ通路側
の眺望も楽しむことができます。このほかユニバーサ
ル対応の客室やシングルルームもあります。

開放感あふれる「ロイヤルツイン」

　アルミニウムには一般的に軽くて強い、精度の高い押出加工ができる、耐
久性に優れているという大きな特性があります。だからこそ広範な分野で活
用されており、鉄道車両にも採用しています。 
　鉄道車両の設計では、安全性のさらなる向上を目指しています。その際、
使用する材料には高強度化による剛性の向上とともに、軽量化による重量
の最適化が必要となります。また快適性の面では、振動や騒音をいっそう低
減することが必要です。これらを実現するため、つねに最適な材料を求めて
います。
　アルミニウムには、鉄道車両の材料として可能性を感じています。現在は、
アルミニウムの特性を生かしてダブルスキン構体などに使用されています
が、今後も新たな技術の開発、適用を進め、安全で快適な鉄道運行を支えて
いきたいと思います。
　今後は瑞風で磨いた技術やノウハウを、これからの新製車両などにも応用
していきたいと考えています。
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安全で快適な鉄道のために
期待されるアルミニウムの可能性

確保できます。さらに大型中空アルミ
押出形材を組み合わせ、窓割りのデ
ザイン統一化や車体に取り付ける装
置類の艤装設計と製造の効率化も実
現しています。

車両の安全性を高める
設計技術とアルミニウム
　瑞風は山陽新幹線のように踏切の
ない専用線を走るわけではなく、約

1,500kmに及ぶ在来線を走ります。
鉄道事故はJR発足以降、減少傾向に
ありますが、万一の事故に備えて、被
害を最小限に抑えるオフセット衝突対
策技術がアルミ車両に採用されてい
ます。
　オフセット衝突とは、車体中心から
離れた車端部が対向車両と斜めに衝
突する事故のことを言います。オフ
セット衝突対策として、瑞風ではガイド
板を車端部の外側に配置し、万一衝突
した場合にも車両を外側に誘導するよ
うな工夫がされています。さらに車両
のコーナー部に荷重伝達板を配置し、
端からの衝撃を、荷重伝達板が吸収す
るような構造としています。これらの
対策により、双方の車両の損壊を最小
限に防ぐことができ、安全性の向上を
図れます。
　西日本の風景に美しく溶け込む車
両には、アルミニウムを活用した最新
の安全テクノロジーが駆使され、瑞風
の快適な鉄道旅行を支えています。

脱線などで車両が対向車両とすれ違う時
に、車両の斜めから衝突する「オフセット衝
突」が発生すると、両方の車両の角部分に衝
撃が集中して、大事故を引き起こす可能性
がある。そこでオフセット衝突時に車両の損
壊をできるだけ少なくするような対策がと
られている。
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（断面は三角形）

（取材・写真協力 ： 西日本旅客鉄道（株））

（上から見たところ）


