時刻表とともに
2年

一休佐衛門

1.はじめに
スマホの所有率が過半数になった今日、インターネットはどこでも
気軽に使えるようになった。どこかに電車で行く場合、皆さんは何で
時間や行き方を調べるだろうか。「駅探」や「NAVITIME」「ジョルダ
ン」
「乗換案内」など、誰でも簡単に使えるサイトやアプリを使う人が
多いのでは？
誰でも簡単に瞬時に情報が得られるのは非常に助かる。しかし、こ
こで注目していただきたいのは、時刻表だ。時刻表、使いこなせてい
るだろうか。
「馬鹿にすんじゃねぇ！」と思う方もいらっしゃるかもし
れないが、読めない人がかなりいるのが現状。
今回は、
“時刻表ととも（友＆共）に”ということでお付き合い願い
たい。

2.現状
“時刻表”と一言で言っても、実に種類が豊富だ。
「JTB 時刻表」に「JR 時刻表」、関東だったら、
「MYLINE 東京時刻表」や、それぞれ私鉄各社からの時刻表。一世代前の方に、“時刻表”という
と JTB 時刻表を連想させるようだが、今時の方々に聞くと、JR 時刻表を連想させるようだ。事実、
発行部数は 2008 年頃から JR 時刻表が勝っている。という、 近年はインターネットで簡単に時刻が
私や部内では JTB 時刻表を使っているのだが。ちなみに
調べられるため、時刻表の発行部数はピ
JTB 時刻表は現在刊行されている時刻表で、国内最古だ。

ーク時の１５分の１以下の１０万８０

「はじめに」でも話したように誰でも簡単に時間や行き
方を検索できるようになった今日、気になるのは発行部数

００部（１１年）に減少した。
日刊スポーツ 2012 年 3 月 18 日

である。ある記事を見つけた。
2 年前の時点で 15 分の 1。この数字を見て少ないと

時期

発行部数

思った私にさらに追い打ちをかけてきたコメントがあ

2014 年 1 月～3 月

133,998

った。「まだ買っている人がいて驚きです。」そう、時

2013 年 1 月～3 月

138,260

刻表はこれほど、現代の人々から離れているものなの

2012 年 1 月～3 月

145,950

である。

2011 年 1 月～3 月

165,814

2010 年 1 月～3 月

160,350

2009 年 1 月～3 月

179,034

JR 時刻表の最近の発行部数が JMPA 日本雑誌協会
の HP で確認できた。右がその表である。
2009 年から 2014 年で約 15％落ち込んでいる。
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3.読み方
では、早速だが時刻表の読み方を紹介しよう。知っている方は読み飛ばしてもらっても構わない。
以下は西武新宿線の時刻表だ。ぜひ、帰りの電車の時間の参考にしてもらいたい。

④

②

③
①
③

上石神井駅は“着”と“発”がある。長時間停車する列車がある駅はこのように着発が記載され
ている。上石神井駅は各駅列車が急行列車に抜かれるため、長時間停車することがある。そのまま
上井草から井荻、下井草・・・・下落合までは発車時間、高田馬場、西武新宿は到着時間が記載さ
れている。
①を見てほしい。この「レ」は「通過」ということを表している。つまり、この列車は、上石神
井を出たら、上井草、井荻、下井草は通過し、次は鷺ノ宮に停車します、ということだ。
続いて、②を見てほしい。左側の電車は 29 分着 32 分発。単に 3 分止まっているだけかというと、
そうではない。右側を見てほしい。30 分着 31 分発。つまり、上石神井駅で、29 分着の列車を 30
分着の列車が追い越したということがわかる。
続いて③を見てほしい。上石神井駅で、18 分発の列車が、鷺ノ宮駅では 28 分発。しかし、上石
神井駅 21 分発の列車が鷺ノ宮駅では 26 分発。後から出た列車の方が速い。つまり、途中で各駅列
車を追い越したということがわかる。
最後に④を見てほしい。時刻表では、列車がどこから来ているかがわかる。左側の列車は小平よ
り前から来ているのに対して、右側の列車は田無が始発だ。これをうまく利用すれば空いてる列車
を狙えるようになる。
まだまだ読み方はたくさんあるが、これくらい知っておけば誰でも時刻表を読めるのだ。
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3.魅力
基本的な読み方を理解したところで、皆さんに時刻表の魅力をお伝えしたい。時刻表が最も力を
発揮するのは旅だ。
例えば東京駅から大阪駅まで行く場合を「乗換案内」と「JTB 時刻表」で比べてみよう。条件と
しては、①休日 東京 7：00 発

②その日中に大阪に着く

この二つでやってみよう。

まずは乗換案内だ。

非常に速い。十数秒で検索できてしまう。だが、どうだろう。新幹線を使って単に大阪まで行く。
13,620 円で 2 時間 41 分の旅。大阪観光をメインにおいている人はいいだろう。しかし、旅という
ものはやはり、道中も楽しみたいもの。また、学生の立場からすると、お金の節約もしたい。そこ
でアプリ内の条件設定を変えてみよう。新幹線や飛行機、有料特急、バスなど全て OFF にするとど
うなるか。
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出発時間も遅くなり、到着時間も夕方で丁度よく、8,750 円と新幹線より 5,000 円近く安い。さら
に、在来線のため、青春 18 きっぷも使えるため、非常に安い。が、各場所での乗り換え時間が平均
6.5 分。昼ご飯はコンビニで買って乗るしかなさそうだ。旅ってこんなにつらいのか・・・。と落ち
込んでしまうような結果だ。だからといって、昼の時間を作れ！という条件はアプリにはないため、
できない（筆者のアプリ能力不足だったら申し訳ない）。もし、どうしてもアプリで調べたいなら、
何回にも分けて調べて、メモ書きをしながら・・・というように面倒くさくなってしまう。
では、時刻表で調べてみよう。さらに旅っぽく、できるだけお金を使わずに、ゆったりと、昼食
の時間もとる。
東海道本線の時刻表。時間的には 7：01 発だ
ろう。それで小田原まで行って、後続に乗り換え
て・・・と考えているあなたはまだ初心者かもし
れない。人にもよるが、小田原駅で単に 14 分待
たされるのは非常に微妙だ。後続の列車の始発、
品川駅で乗り換えれば熱海まで同じ列車で行く
ことができる。慣れ
ない駅よりは近場の
駅の方が乗り換えも
しやすいだろう。
時刻表の利点とし
ては、周りの列車が
見えること。これを
利用すれば、いかに
楽に、早く目的地に
つけるか簡単に見つ
けることができる。
旅行を続けよう。
熱海に 9：02 着だ。
ここではすぐに乗換、
9：06 発に乗車し、島田まで・・・は行かずに、興津で乗り換えよう。
島田～浜松は約 43 分。できれば座っていきたい。始発から乗り込めば、
座れる確率は高そうだ。このような気遣いはア
プリには不可能だ。
浜松に 11：51 着。出発が早かったので、こ
の辺でお腹がすくだろう。そこで、左を見てい
ただきたい。浜松の左に「弁」というマークが
ある。これは、駅弁があるということを記して
いる。また、時刻表の下側に、その駅のお勧め
の駅弁と値段が記されている（次ページ）
。
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↓時刻表の下の駅弁紹介。お勧めの駅弁と値段が載っている。画質が悪いが、勘弁してほしい。

さて、ここで昼食を済ませてもいいが、筆者はせっかくなの
で、名古屋のみそカツをいただきたい。ということで無理やり
行ってしまおう。ただ、到着時間が 13：41。浜松駅で 8 分乗換
なので、近くのコンビニで非常食を手にいて、旅行続行。浜松
12：03 発、豊橋で新快速に乗り換え、名古屋に 13：41 着。こ
こで、昼食をとる。
多めに見積もって 2 時間滞在。16：00 く
らいに出よう。だが、東京～名古屋間は東
京～大阪間の約 3 分の 2 の距離。東京～名
古屋間の所要時間は約 7 時間。単純にあと 3
～4 時間、数回乗換をして大阪に行く。さす
がに旅でここまで無理をしたくない。とい
うことでここからは楽に行こうと考え、特
急か新幹線に乗ることにした。次、大阪に
行く特急は 17：03 発。少し待つか、新幹線
に乗って、新大阪～大阪間を在来線で移動
するか。どっちでも良いだろう。ただ、筆
者は料金と時間と乗換を考える。どちらに
せよ、青春 18 きっぷは使えない。新幹線を
利用すると 5,830 円で所要時間約 1 時間 3
分、乗り換え 1 回、特急を利用すると 5,510
円で所要時間約 2 時間 15 分、乗り換えなし。
大体の方が新幹線を選ぶのではないだろ
うか。ただ、ここまで疲れて、乗り換えも
したくない！という方は特急でゆっくり行
くのもいいかもしれない。
ということで旅行は終わった。読んでい
る方で、
「じれったい！」と思った方もいら
っしゃるだろう。確かに、時刻表でやると、
アプリやサイトと比べ、数倍～何十倍もの時間がかかる。
だが、周りの列車が見えることで空いている列車を見つけ
たり、通る駅を見て、「ここは○○が有名だから寄ってみ
よう！」と思ったり、旅行の計画をしているだけで楽しく
なるのは私だけだろうか。机上旅行をしている人が多いと
いうことを聞くと、私だけではなさそうだ。
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4.最後に

ここまで、長々と文章を書いてきたわけだが、時刻表の魅力を知っていただけただろうか。私は
決してアプリやサイトがダメと言っているわけではない。時間、料金、ルートが瞬時に検索できる
のは非常に便利で、時刻表ではかなわない。が、アプリやサイトが時刻表にかなわない点があるこ
とも事実である。これを機に、時刻表に少しでも興味を持ってもらえたら幸いだ。
ちなみに、ものにもよるが、時刻表には時間のほかに、紹介した駅弁案内をはじめ、新幹線や特
急などの料金早見表、高速バス・空路の時刻表、特殊な乗車方法、お得なきっぷの紹介、各鉄道会
社の問い合わせ先・・・などなど、旅行者にとっては申し分ない 1 冊だ。また、少し前に話題にな
ったのが「JR 貨物時刻表」だ。貨物好きから子供に貨物を見せたい！と思っているお母さんまで、
幅広い方々が購入している。このように、時刻表には特殊需要があることにも驚かされる。
「毎月発
売されている意味があるのか？」という方も多いので、ここで回答させていただくが、例えば年末
年始の 12 月号・1 月号には、帰省ラッシュなどに対応する臨時列車などが記載されている。
まだまだ、時刻表には秘密が詰まっており、筆者も完璧に時刻表を読みこなしているかというと、
そうではない。今後もさらに読みこなせるように、努力したい。
最後になるが、時刻表が完成するまでには、当たり前だが、たくさんの時間と労力が必要だ。数
年、数十年にわたって集めたデータを収集し、分析、どのように列車を走らせれば、スムーズかつ
満足に乗客を輸送できるか、残念ながら時刻表には載っていないが、秒単位での調整が行われる。
時刻表にどのように記載したら、読み手が読みやすいかを考え、至ったのが今の形である。ほぼ、
数十年間変わっていない。便利になったスマホを片手に時間を調べるのも今日の最善だろう。時刻
表は辞書と同じだと考えている。どちらも分厚い調べるための書物。だが、どちらも今では片手で
薄い端末を操作して瞬時に情報を取り出す。果物の木の実だけを見るか、しっかりと根っこから幹、
枝を伝って実に至るか。ぜひ、時刻表とスマホとともに考えていただきたい。
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