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「けむりプロ」 というグループがありました

　今から半世紀前、「けむりプロ」というグループがありま
した。これはメンバーが若々しいときの写真ですが、40 年
後にどうなったかは、ここに並んでいる顔を見ていただけれ
ばわかると思います（笑）。
　各人特技がございまして、年齢順に行きますと、エンゼル
マークがついちゃっているんですけど倉持尚弘。乗工社創設
者ということで、よくご存知だと思います。私がその次で、
イラストや図面を描いていました。次は青山東男さん。主幹

でありますけれど、文章に大変長けておりまして、すばらし
いものをいろいろ残しています。アメロコが大好き。それか
ら仲間内で「一郎ちゃん」と呼んでいる井上一郎さん。美し
い形式写真を撮ることで有名です。梅村さんは頸城や沼尻で
有名ですね。それから写真の大変上手な杉さん。内田さんは
今日来ていないのですが、アメリカに留学、その後、ブラジ
ルに行ってナローの蒸機を撮ってきた人です。
　1965 年に「けむりプロ」を結成、それから何年か、キネ
マ旬報社の『蒸気機関車』に記事を出していたことがありま
す。1966 年から 10 年ぐらいの間、ページをいただいて発
表していました。その中で “ 南部軽便鉄道 ” というのを創作
したこともあります。
　1971 年には『鉄道讃歌』（交友社）という本も出しました。
我々は “ ホンチャン ” と呼んでいるんですけれども、そんな
ものを出版することもできました。
　我々「けむりプロ」の活動は、大きく分けると、模型の時
代、日本でいろいろ写真を撮っていた時代、そして海外に進
出して、台湾の時代、インドの時代、ブラジルの時代という
ふうに分けられるのではないかと思います。
　今は「けむりプロ」という仲間では活動していないので昔
話になりますけれども、私個人の目で “ 南部軽便鉄道 ” に至
るまでの活動について説明したいと思います。

 1965 ～ 1975　「南部軽便鉄道」と「鉄道讃歌」に至るまで

下島 啓亨

の頃

タイトル上の写真は、左から倉持尚弘 ( 下 )、青山東男 ( 上 )、内田真一、

梅村正明、井上一郎、下島啓亨、杉行夫。撮影は石川良一氏 (煙管プロ )
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初めに模型少年ありき

　初めは、私自身、模型少年だったんですね。これはスクラッ
プブックの写真なんですが、私の中学・高校時代、1956 年
ごろの記録です。ピッツバーグの 3400、ナローの 10.5mm
で荷台の付いた電車、図面は王子製紙にいた橋本鉄工所のサ
ドルタンクです。こういうものをつくっていました。それか
ら、高校 3年のときに『鉄道模型趣味』（TMS）に小田急 SE
車の製作記事を出しました。
　こんな模型少年だったんですが、だんだん実物がなくなる
ので、好きなものを求めて写真を撮りに行ったわけです。

好ましいものを求めて　―古典機の魅力―

　出発点は国鉄蒸機です。私は新橋に住まいがあったので、
汐留で入換機関車の B6が走っているのをしょっちゅう見て
ました。あるとき浜離宮で花火大会があって、「これはきれ
いだな」と自転車に乗って行って花火と B6をいっしょに撮
影、それを応募したら入選して、交通博物館に所蔵されちゃっ
たんですね。だから、これはもう私の写真じゃないんですけ
れど（笑）。そんな時代がありました。
　汐留から品川に行くと、ここにもいろいろな機関車がいま
した。4-4-0 の機関車もある。6760 です。この機関車は「な
かなか格好良いなあ」と、いたく感動したものです。それか
ら古典機へ目覚めていくわけです。
　高校時代に臼井さんの『国鉄蒸気機関車小史』（鉄道図書
刊行会）をむさぼり読み、また『岩崎・渡辺コレクション』
の写真を眺めながら機関車の形式を覚えました。
　私が大好きなのはピッツバーグ 6500。ほんとは 6000 の
方がボイラーが細くて格好良いんですが、サンドドームの蓋
が気に入って…。実はこれ、「けむりプロ」で使っていた “や
かんマーク ” のオリジンなんですね。また、ロジャースの
7950、ボールドウィン 3000、スケネクタディー 900 とか
950 もいいですね。
　こんなものが大好きになり、私の古典機時代ともいえます。
　どちらかというと車両単体に目を奪われていたわけです
が、C56 も大好きで、倉持さんとよく小海線に写真を撮りに
行きました。この小海線を手始めに、地方にも足を延ばすよ
うになりました。幹線の蒸気機関車も撮っており、山陽本線
や東北本線にも行きました。そして東北に旅をしているうち
に東北がだんだん好きになっていったんです。

木曽森林鉄道

　好ましいものを求めての第二幕は、「軽便鉄道」です。ど
んなところに行ったのかは、次のページに紹介した表をご覧
ください。数えてみたら東北から九州まで 17もの軽便鉄道
を訪ねていました。その一部をご紹介しましょう。
　まず、大変印象に残っているのは木曽森林鉄道です。高校
の鉄道研究会に所属していたんですが、高校 3年の合宿は木
曽となりました。1958 年の 8月のことです。運材車に乗っ
て濁川温泉に行ったんです。
　こういう写真、うらやましくて悔しいでしょうけど、じっ
と我慢してみていただきたい（笑）。私は嬉しくて仕方ない 雄大な風景の中の汽車を撮ろうと小海線には十数回も通った

品川や横浜には 6760 がいた。これが古典機に目覚めるきっかけに

これは『鉄道ファン』123 号のけむりプロ作品「汐留の B6」にも掲載

模型少年時代のスクラップブッ

ク。木で作ったナローの電車の

側板が貼り付けてある。SE 車の

ボディーは紙製だが先頭部分は

バルサ材を削りだしている
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んですけど。
　ボイラーの輝きがすごく良いですね。ほれぼれしちゃいま
す。上松の庫に行くと、こんなのがたくさんいたんですね。
半分くらいは休車でしたけど。
　運材列車も少なくなっていまして、蒸機が牽くのは 1日 1
本ぐらいになっていました。
　これは滝越で雨が降ったとき。唯一の私が撮れた蒸機が牽
く運材列車の写真です。転轍機がじゃまですけど、後ろが土
手で、下がると落っこちちゃうもんですから、広角レンズの
35mmでやっと撮ったんです。
　濁川温泉に行って、管理人の半場さんにもお世話になりま
した。そこへ行くまでの自然と言いますか、こんな素晴らし
い情景に出会いました。木橋や朝靄も美しいですね。

草軽電鉄

　高校 3年のときに、木曽森といっしょに行きました。草軽
は L電が有名ですけど、電車もいました。「けむりプロ」は『鉄

道讃歌』のとき蒸機だけで固めていたので、電車は出る隙が
なかったんです。明日の模型祭には、けっこう電車が出るそ
うなので、私も嬉しく思っています。
　今回、埋没していた写真の中からかなり引きずり出したの
ですが、結構 “ 掘り出し物 ” がありましたね。そのところだ
けを強調してみたいと思います。もっともこれ、いちばんカ
ビのはえている写真なんですけれど（笑）。
　これは有名な上州三原の橋梁で撮ったものですが、軽便で
よいのはミキストだということですね。貨車もまた、ボギー
トラックでかわいらしい。
　この写真は、実は暑くて上野さん、倉持さん、そして私の
3人で線路端で休んでいたところ、キーンキーンという音が
して、あわてて撮ったものです。なんと運転手さんが車内で
カレーライスを食べていたんです（笑）。

花巻電鉄

　花巻も私の大好きな鉄道です。大半が併用軌道で、砂埃の
道路の脇を細い線路がずーっと延びている。まことに狭い道
路の脇で、どっちが主役か分からない、そんなところを通っ
ていました。リヤカーと接触しそう。子どもが壁際に追いや
られています。駅のあたりはちょっと広くなっており、ほっ
としますよね。
　あちこち歩いていると、ときどき模型につくりたくなるよ
うな情景に出会えます。「けむりプロ」の仲間内では、そう
いうのをうまく表現できている写真が良い写真だなんてと
言っていたんです。

小坂鉄道（1960.3 ～ 1962.8）

花巻電鉄（1960.8）

仙北鉄道（1960.8）

仙台鉄道（1960.8）

日本硫黄沼尻鉄道（1960.8）

草軽電鉄（1958.8）

栃尾電鉄（1962.8）

九十九里鉄	道（1959.5）

静岡鉄道駿遠線

　（1961.7 ／ 1962.12）

私が訪ねた軽便鉄道

遠州鉄道奥山線

　（1961.7 ／ 1962.12）

木曽森林鉄道

　（1958.8 ／ 1960.10）

尾小屋鉄道	（1961.8）

三重交通（1962.3）

西大寺鉄道	（1962.3）

下津井電鉄	（1962.4）

井笠鉄道（1961.3）

日鉱佐賀関	（1961.3）

木曽森林鉄道

機関庫のあった上松 ( 右上 ) か

ら、運材列車に乗って下黒沢に

向かう ( 左上 )。そこから濁川

温泉には線路を歩いていった。

(左 )は、雨の滝越で撮ったボー

ルドウィンの運材列車。( 右 )

は濁川線にあった木製の三角ト

ラス橋。背後の山から朝もやが

消えていく瞬間
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草軽電鉄

( 右上 ) がカビのはえてしまったモハ 101 の写真。草

軽電鉄の電車は、単行で新軽井沢から三笠までの区間

列車に使われていた。( 上 ) は上州三原の橋を渡る混

合列車。貨車の積荷は硫黄のようだ。狭い L 電の運転

室でなんと運転士がカレーライスの昼食中 (右下 )

花巻電鉄

貨車を牽くデハ 1( 上 ) は

模型を作りたくなる写真の

例。停車場 ( 左 ) でもホー

ムが無いのは、併用軌道な

らでは。架線の電気は電柱

からとっている。鉛温泉に

向かう軌道線はほとんどが

道路を行く ( 下左・下中 )。

車内では膝が触れ合い、通

路は歩けない (下右 )
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　電車はスリムなスタイルで有名でした。“ 馬づら ” という
言い方はあまり好きではありませんが…。貨車を牽いている
ところも好ましいですね。
　車内がどのくらい狭いかという証拠写真もあります。ちゃ
んと膝のぶつかり合う所にピントが合っているのがすごいと
思うんですけど（笑）、こんなに狭い。電気機関車も居まし
たが、もう使われていませんでした。

栃尾電鉄

　栃尾はひとことで言うと、車両が「ひっちゃかめっちゃか」
で、ものすごくいろんな種類があるところです。通勤電車み
たいにガタガタ走っている軽便でした。
　こんなおもしろい自社工場製の電車もいました。今でいう
と四輪駆動のジープみたいな感じです。ハシゴまで付いてい
て、すごい電車ですね。機関車の代わりに貨車を牽くことも
ありました。
　客車はダブルルーフとシングルルーフがあります。巾が狭
いので、座席がこういうふうになっているんですね。
　貨物も走っていて、電気機関車もいます。有蓋車もボギー
トラックで結構な大きさ。貨車は客車と共に電車に牽かれて
走っていることもありました。

日本硫黄沼尻鉄道

　次は沼尻ですけれど。皆さん大好きで模型にしている方も
多いでしょう。
　ここは梅村さんの専門で、私はあんまり良い写真が撮れて
ません。なぜかというと、当時 8ミリで動画を撮っていたん
です。それであんまり写真が撮れていないんです。
　こうして軽便 17社を全部動画で記録していましたが、そ
のフィルムがどこかへ行ってしまいました。お見せできなく
て残念です。
　ここで印象的なのは、三角線（デルタ線）もそうですけれ
ども、車両たちの色あせたコバルト色とクリーム色の組み合
わせがとっても軽便らしくて良かったですね。

仙北 ・仙台鉄道

　東北では、仙北鉄道や仙台鉄道というのがありました。
　仙台鉄道は、1960 年春に運転をやめていますが、その年
の 8月に仙北鉄道といっしょに行きました。仙台鉄道では、
まだ片付けをやっていたんです。
　事務所に行って話を聞き、「竣工図を見せてください」と
頼んで、ついでに「これ頂けないでしょうか？」とお願いい
たしましたら、くれちゃったんです（笑）。青写真のきれい

栃尾電鉄

大きさも形態も違う客車4両を、デッキつきの電車が牽く姿(上)。

この不ぞろいなところが栃尾の魅力。巾が狭いためロングシート

とクロスシートの混在する客車 ( 右上 )。デッキやハシゴが重厚

な印象を与えるモハ 209( 右 ) は後に茶色からクリームと赤の二

色に塗り替えられた

今もモデラーに人気の高いガソ 101( 川桁構内で ) 仙台鉄道の事務所で貰ってきた客車の竣工図
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な竣工図です。その中に機関車だとか、鹿島軌道から来た客
車だとかあって、それが実はその後、“ 南部軽便鉄道 ” に移
管されたりしております（笑）。

小坂鉄道

　これはちょっと語らなければいけない鉄道です。4回も
行っています。
　1962 年に雨宮の 11号が復活しました。762㎜から 1067
㎜への改軌工事の資材運搬に駆り出され、その作業中に撮っ
たものです。ちょうどこれは橋梁を運んでいるところです。
小坂鉄道は 1067㎜への改軌後、つい最近まで走っていたら
しいですね。
　雨宮の 11号はちょっと格好悪いんです。うすらでかい軽
便車両なので、前がちに撮らないとサマにならないんです。
中国は樺南の C2みたいな感じ。
　大館駅でちょうど夕暮れになりまして、雨宮出発シーンは
とても印象的な光景でした。これは後に “ 南部津川 ” という
駅に変わりました（笑）。
　この鉄道の最大の魅力は、皆さんご存知でしょうけれども、
ミキストの編成と、すごくできのよい、質の高い車両群です。
編成のおもしろさが、この写真で分かりますね。これは、タ
ンカー、無蓋車、ダブルルーフの客車、そしてカブースです
ね。日本的なカブースですけど。
　ハ 7をはじめ、小坂の客車は木目がびしっと出ているとこ
ろが良い。ハ 9はデッキが非対称。ご存じの方がいらっしゃ
るかもしれませんが、昔はこの巾の広い柱から左側が貴賓室
になっていました。客車の色はおおむねチョコレート色でし
たが、ダークグリーンのすごいきれいな貴賓車もいました。
庫にしまってあったので写真は撮れませんでした。
　これは私が大好きなホニ 1という合造車です。屋根の端に
傾斜のあるあたりが、何ともいえない。有蓋車もなかなか好
ましかったですね。
　小坂は駅舎などにしても、非常に模型的で好ましい。細か
いヒノキの棒を張り合わせて作ったらうまくいきそうです。

休車だった蒸機が復活し

た。樋やパイプをつない

で 線 路 際 で 給 水 ( 上 )。

1067mm 軌間用の橋梁を積ん

だナローの貨物列車が小雪

沢付近を進む (右 )

編成のおもしろさが分かる写真。DL の牽く混合列車

上から木造オープンデッキのハ 7、左右非対称なハ 9、ホニ 1

小坂鉄道



静岡鉄道駿遠線

遠州鉄道奥山線

浜松市内では掘割に沿って走る区間があった ( 上 )。電車とディーゼルカーが並

ぶ曳馬野駅(右中)から先の約17kmは非電化区間。ひろびろとした田園を進み(右

上 )、国鉄二俣線 (現・天竜浜名湖鉄道 )を越えて終点の奥山駅 (右下 )に至る

キハＤ４が荷物室の扉を開け放したハニ１を牽く(上)。

この車両を撮りたくて一日中追いかけた
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様々な形態の車両が駿遠線の特

徴 ( 上 )。大井川の木橋はいち

ばんの景勝地 ( 左 )。模型にし

たくなる相良の駅 (下の２枚 )
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九十九里鉄道

　私が行ったときは廃線になる直前でした。バスの車掌さん
のような女性が線路の上を動き回って、ラジエターに水を入
れます。列車に乗ると、運転手が退屈そう。タブレットの下
に風呂敷包みがありますが、お弁当ですね、きっと。モデラー
のなかには室内まで人形を配して作りこむ方もいらっしゃい
ますが、こんな風呂敷包みもお忘れなく（笑）。

静岡鉄道駿遠線

　駿遠線は路線も長く車両がたくさんいましたが、青と黄色
の塗り分けで妙に毒々しい思いがしました。蒸機もいないし
ＤＬも不恰好だし、昔の湘南電車のような面構えのも、軽便
らしくなくて大きな魅力は感じませんでした。しかし、合造
車のハニ１が好ましい。夏の日の開けっ放しの風景です。デッ
キ付きのキハＤ４も良いですね。模型にしたくなります。
　新井清彦さんの『軽便探訪』（機芸出版社）に、ちゃんと
図面まで出ていますね。私が良いと思った車両は、だいたい
出ているので嬉しくなりました。
　これは相良の駅で、新井さんの本にも出ていますけれど、
なかなか良い駅舎でした。ヤードも立派で。特にこの木が良
いですね。これは模型にしたいので紹介したんですけど。道
路から入るほうがおもしろい。ここにミゼットがいますね。
　相良から藤枝のほうに行くと、大井川を渡る。すごいです
ね、木橋が。ティンバートレッスルは好きですけれど。こう
いうのはどうかなあ（笑）。どなたか作った方はいらっしゃ
るのでしょうか。セクションにしても 3つくらい並べないと
雰囲気が出ませんね。富士山も見えています。

遠州鉄道奥山線

　静岡県では浜松の北に向かって電車も走っておりました。
遠州鉄道奥山線です。
　曳馬野から先が、なぜか電化されていませんで、気動車
と交換になります。ここには気動車が 3両いまして、写真
の 1804 はのちに花巻に行きました。田圃の中で出会った
1803 はのちに尾小屋へ行きました。
　こんな客車を牽いて、すがすがしい、ひろびろとしたとこ
ろを走っていました。
　私が大変気に入っている掘り出し物その 1は、終点の奥山
駅です。昔、蒸機が走っていたんですね。その時代の給水塔
がありました。残念ながら、当時はこれに気づかなかったの
で、“南部軽便鉄道 ”に入っていないんです（笑）。南軽に “下
新田 ” という駅がありますが、あれは奥山線の気賀口です。
　夕暮れになりまして、気動車が 1両で走ってきた。室内灯
がほんのり明るくみえる時間帯。これは掘り出し物その2（表
紙写真）です。「ぽんぽこ狸」と名付けました。

頚城鉄道

　頚城もたいして写真がありません。夏休みに軽便をわっと
回ってしまうことにしたときの写真です。これだけ超満員で
走っていたんです。いまではとても考えられない。おもしろ
い車両もありました。

九十九里鉄道では 3 両の単

端式気動車が走っていた。

運転席のハンドル様のもの

は、ハンドブレーキ。女性

の車掌さんは、切符の販売・

回収のほかに、給水や終点

での転向などで忙しい

列車を待つ乗客で混雑する百間町のホーム 頚城にも丸山車両製の単端があったが、もう使われていなかった
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下津井電鉄

　実は私がいちばん最初に出あった軽便は下津井なんです
ね。中学 3 年のときの修学旅行が瀬戸内海で、そのとき初め
て下津井を見たんです。そのとき、電車に荷台が付いていて、
自転車だとか荷物を積み込んでいて、ほーっと思いまして。
好きになりました。この駅舎も良いですね。
　これは鷲羽山と琴海という駅の間で、掘り出し物その３で
す。この電車は前後に荷台が付いていて単行で走っている。
これ見てください。これだけ身を乗り出している。
　貨車も車掌が乗れるようになっていました。ちょっと短い
ですけど。そして連結器はピンリンク。でも電車のほうは自
連なので、ふたつ連結器がついている。小さい無蓋車にボギー
トラックがついているところも好ましかったです。

三重交通松阪線・湯の山線

　ここは電車電車してますね。松阪線です。当時は湯の山線
もナローで、きれいなダークグリーンの凸型電気機関車がい
ました。真四角の電気機関車もありましたけれど。

西大寺鉄道

　西大寺といえば単端も有名ですが、軌間 3 フィートの軽便
というところも珍しかったですね。
　これは、まさに荷台に自転車を積んで走っているところ。
いい感じですね。
　西大寺は牧野俊介さんがすごく写真を撮っておられます。
それをイメージして、西大寺の駅にも行きました。ここは、
その雰囲気だけで郷愁を覚えます。駅舎なんかの出来具合も
とってもきれいでした。
  牧野さんの写真は『自転車に抜かれたコッペルたち―昔々
の軽便のアルバム』（エリエイ出版）をはじめ、今では立派
な本になっています。この本に掲載されている写真と比較す
ると、西大寺にあった機関庫の数字が中途半端に消えていた
り、時代の変化も感じました。興味のある方は、ぜひ牧野さ
んの本をご覧ください。西大寺の駅。車両はもちろん、建物の雰囲気も良かった

琴海 ( きんかい ) ～鷲羽山を行くモハ 54( 上 )。車掌さんが開けたドアか

ら身を乗り出している。下津井には荷台付きの電車がたくさんあり、とき

には自転車や小荷物などを乗せていた (右上 )

モハ 202 は後に付随車に改造され近鉄内部・八王子線で使用された

下津井電鉄

単端の引く二軸客車の荷台に自転車が載っている

１１

終焉の古典機を追って　―九州―

　さて、軽便めぐりを終わりまして、気持ちは専用線の蒸機
に移りました。今度は写真を撮るのに一生懸命でした。
　古典機は九州と北海道に多く残っていました。そして九州
ではなんといっても貝島炭鉱ですね。これはアルコと雨宮の
重連という、嬉しいシーン。
　学生時代、ピッツバーグの 3400 の模型をつくりました。
それが三菱鯰田に生きていたんで撮りに行きました。
　ダベンポートというメーカーがありまして、のちにアルコ
に吸収されますが、これが可哀想に、日田彦山線石原町のセ
メント工場の片隅に捨てられていました。

終焉の古典機を追って　―北海道―

　北海道のほうは生き生きとした炭鉱鉄道で、真谷地の
8100。雄別の 9040。なんといっても、このボールドウィ
ンのボイラーの低い、スレンダーなところが良いですね。い
ちばん好きですね。8100 はちょっとボイラーが太くて、背
が高いんで、ずんぐりしている。7270 はブルックス。
　そして、大夕張では 9237 にめぐりあいました。のちに上
芦別に転属する機関車です。9200 は、ちょっとでかいけれ
ども、いい機関車だなあと思いました。チムニーキャップが
美しい。のちに上芦別で再会することになります。

魅せられるものを表現しよう

　九州や北海道の古典機たちに出会ったあと、気持ちはどう
なったかというと、なんで、限られたものが好きなんだろう
という疑問。その魅せられているものを表現していきたいと
いう気持ちになりました。少し視点を変えて話しますと、いっ
たい自分の価値観の中で、どういうことが芯になっているの
だろう？ということです。
　衝撃的に反応を示した写真というのが、いくつかある。み
なさん、それぞれあると思うんですね。
　私がひとつあげるとすると岩手軽便鉄道のボールドウィン
が鉄橋を渡っている写真。ボケボケの有名な、宮沢賢治の本

三菱鯰田にはピッツバーグ 3400 や A8 が健在だった ( 左上 )。日田彦山線

の石原町にあった東洋セメント小倉工場専用線のダベンポート ( 左下 )。

貝島炭坑ではアルコ＋雨宮の重連が活躍していた (上 )

ブルックス最後の 1両 7271 がいた日本甜菜糖美幌工場

古典客車を牽く真谷地の 5051( 旧国鉄 8118)

テンダーがダブルボギーの雄別 9046。1907 年ボールドウィン製



によくでてくるやつです。これがすごく衝撃的でして、この
鉄道に夢中になりました。
　牧野さんの西大寺鉄道もそうです。コッペルがぞろぞろ居
て、どっきりいたしました。あれが全部煙をもくもく吐いて
いたら、どうなっちゃうんだろうと思いましたが、のちに杉
さんが基隆に行って、これに近い写真を撮ってきたわけです。
絶賛をいたしました。あちらの壁にかかっていますけれど。
軽便イメージの原点のひとつです。
　小熊さんの撮った王子製紙のサドルタンクも好きな写真で
す。この編成なんてすごいかわいらしいです。私が初めて作っ
た真鍮の機関車の模型は、橋本鉄工所のサドルタンクなんで
す。いまだにこれを模型にしたいと思っています。
　それから『メイン・2フーターズ』。倉持さんが気に入っ
てしまって、しばらくこの本は彼が持って行っちゃった（笑）。
　そんな衝撃の写真が原点になっています。

実はアメロコが好き

　実は、ほんとに好きなのはアメロコなんですね。なかなか
触れていないから、あまり語ることはできませんが。
　ナローのアメロコというとリオグランデが有名ですが、そ
こだけじゃなくて、例えばハワイにもナローがたくさんあっ
たんです。ハワイ・コンソリデイテッド・レイルウェイとい
う路線で、客車といいトラック改造のモーターカーといい、
非常に好ましい。
　ブラジルのペルスも良いですね。内田さんと杉さんが撮っ
てきて『SL』（交友社）に出しました。2フィートで 2C の
テンダー機。非常に格好良い機関車と思います。
　キューバの 700mmゲージ。シモン・ボリバール。廃線に
なって機関庫に置いてありましたが、非常に格好良いですね。
　最近では、ブラジルに行って、こんな写真を撮ったりして
います。これは保存鉄道です。

生きている鉄道を捉えたい

　模型のために単体の車両の形態美から出発して、色んな機
関車を見て、結局、鉄道全体へと興味が移るんですね。全体
の姿を魅力的に感じ、とらえてみたいというふうになってき
ました。　
　あまり良い例がないので、木曽森をもう1回出しますけど、
これは下黒沢です。モーターカーが後から覗きながらついて
いくというのが、すごくかわいらしい。みんな生き生きとし
て仕事をしている感じです。
　生きている鉄道をとらえたい。鉄道があり、物語があり、
大自然の中で走っている。そういうのをとらえたい、と思う

１２

ブラジルのミナスジェライス州の保存鉄道 EFOM では、今でもボールドウィン製の蒸機が美しい客車を牽いて走っている

衝撃の写真。基隆の小さなロコたち。杉行夫撮影

ようになりました。
　さっき滝越で雨が降ったと言いましたが、このときは客車
を増結しないと待っていた人が乗り切れないということが
あって、みんなで押していたんです。雨が小止みになったら、
おばさんが子犬を抱いて走ってきて、その子犬がとても可愛
かった。このときの写真は、西裕之さんの『木曽森林鉄道』（ネ
コ・パブリッシング）冒頭に使われています。
　そして、物語としては、いよいよ蒸気機関車がなくなる。
このときの写真では神主さんがお払いをしているのが『鉄道
讃歌』に載っています。こんな写真があったので採用され
ちゃったんですけど、働いていた人たちが機関車の前に勢ぞ
ろいしている。
　ボールドウィンは 6両ぐらい残っていた。それをソレン
センさんというサンフランシスコの牧場主の方が買いとった
んですね。財産がどのくらいあるの知りませんし、どうやっ
て運ぶのかわかりませんが…。とにかく生まれ故郷に帰って
いった。すごくうらやましいと思った。
　そんな思い出があるので、台湾から機関車を買うという話
になったときに、『鉄道讃歌』の印税だけではとても足りな
かったんですけれど、がんばって持ってこようという思いに
つながってくることは事実なんであります。
　大自然の中での鉄道と、人びとと鉄道のおもしろさ。これ
らが融合した鉄道全体をとらえたい。そういう心境になって
いきました。
　ついつい思い出とともに「上松から三浦ダムまでの線路配
置全体を絵に描いてみたい」ということになっちゃうんです。
この絵は 2007 年に行った木曽森林鉄道のイベントでもお披
露目しましたので、ご存知の方がいらっしゃるかもしれませ
ん。ともあれ、こうした絵を描きたいという気持ちというの
はレイアウトをつくるのと全く同じだと思うんですね。これ
全部模型でつくると 87 分の 1で 500 ｍぐらいになっちゃ
うんですけど。

１３

木曽森は王滝本線の延長だけで 50km 近く、いくつもの支線があった

蒸気機関車が廃止されるときに、上松では「感謝祭」が行われた

小さなモーターカーが列車の後を付

いていくシーン ( 左 )。滝越のような

奥地の停車場では様々な物資も列車

が運んでくる ( 上 )。森林鉄道が村の

生活を支えている



上芦別での泊り込み

　大学最後の年、三菱の上芦別に大夕張の 9200 が 2両移動
したという情報が入りました。鉄道全体を捉えたいという思
いがあるときに、そんな情報があって、青山さんと泊まり込
みで行くことになりました。1964 年の正月休みのことで、
私にとっては三度目の上芦別となりました。
　これは上芦別がどういうところかということを説明するた
めの写真です。
　ここに機関庫があります。こちらの国鉄との連結駅の上芦
別から、緩い勾配で降りてきて、このヤードにたどりつきま
す。ここから、カーブを緩く下ってきて、この右で空知川の
鉄橋につながります。鉄橋を渡るとすぐトンネルに入る。ト

ンネルの中で上り勾配になっていたようです。トンネルを抜
けると、辺渓に向かって川沿いを山の中を走っていきます。

給水塔のなかで一晩を過ごす

　この鉄橋を渡っている写真は青山さんです。凍っちゃって
るもんですから、枕木がかまぼこ型になっちゃっている。う
まく足を乗せないと、つるっと滑って間に落っこっちゃうと
いう、真に怖い橋。
　この橋にはちょっとした物語があります。ここを渡った先
の左側に保線小屋があったんですね。そこへ泊まるつもりで、
キスリングに荷物をいっぱい詰めて向かいました。「寒いけ
どキャンプ用コンロがあるからなんとかなるんじゃない」と。

１４

凍結した空知川の鉄橋を渡る 9200

この写真の左奥が国鉄の上芦別駅。列車の後方に見えているのが機関庫。線路は、写真の右手で空知川を渡りトンネルに入る

怖い橋 ( 上 ) の先にある保線小屋

に泊まれず、給水塔 ( 右 ) の中に

泊めてもらった

そしたら天井に穴が開いていて、中は雪だらけでとても泊ま
れなかったという、大変な時の写真です。
　仕方ないから機関庫に戻って、「すいませんけれど、どこ
かで泊めてもらえないでしょうか。朝一番の写真を撮りたい
ので…」と頼んだ。そしたら「給水塔の中に泊まれば」と。
　寒冷地ですから、給水塔の水が凍らないように下でストー
ブを焚いているんですね。もともと石炭屋ですから、石炭は
潤沢にあるわけで、給水塔のなかには石炭が山と積んである。
そして、ときどきストーブにくべて、ちょろちょろ火を燃し
ていて、ほのかに煙が出ていますね。これで水を凍らせない
ようにして給水している。そういう仕掛けになっているんで
すが、ここへ泊めてもらうことになりました。
　暖かく泊まれたんですけれども、全身が石炭で真っ黒けに
なりました。
　翌朝、まだ暗いうちに物音がしました。おじさんが石炭を
くべに来たんですね。給水塔の中は暗いので、私が寝ていた
ことに気付かなかった。そのまま石炭をくべようとすると、
私の足にシャベルが刺さるという状況（笑）。びっくりして
思わず「おはようございます！」と、でかい声で声をかけま
して。そのおじさんも非常にびっくりして（笑）。

お世話になった田中機関区長

　上芦別の泊まり込みでは事件もありました。
　青山さんが奥のほうで撮って、私は帰ってきちゃったんで
すが、青山さんが暗くなっても帰ってこなかった。どうした
んだろう？と、私は懐中電灯持って怖い橋を渡って探しに
行った。そしたら、青山さんは乗り遅れた次の列車で帰って
きたんですね。私は探しに行っちゃって、青山さんは列車で
帰ってきちゃった。
　青山さんは田中さんという区長さんにすごく怒られた。
「下島のだんなが探しに行った。お前どうしていたんだ。す
ぐ探しに行け」って言われて、また怖い橋を渡って探しに行っ

たとか（笑）、いろんな話があるんです。
　そうこうしているうちに、田中さんに同情され「機関庫に
泊まりなさい」と言われ、椅子を用意してもらったり、ご自
宅にお邪魔したりということがありました。
　田中さん、こんな格好で部下を指導しながら、現場にも自
ら立つ。あるとき、勾配を登ってくる姿を見ていたら、「バッ
バッバッバッ」ってリズミカルな音ではなくて、「バッーバ、
バッバッバッ」と息も絶え絶え。すごく苦しそうな音で登っ
てきたのが印象に残っています。バルブタイミングが合って
いないんですね。その日の晩、機関庫に行ったら田中さんが
一生懸命直していたんです。
　田中さんからいろいろお話を聞いて、お人柄に触れること
ができました。そんな人とのふれあいが素晴らしく、上芦別
では興奮して写真を撮りました。
　これは田中さんのお礼状です。交友社から出た『SL』の表
紙に 9201 号が出ているのを見て「嬉しくて涙ぐんだ」とい
う話。「田中さんは機関車をすごく愛していたんだなあ」と
思います。ご自宅のお座敷に、銘板が飾ってある。そんな思
い出もあります。
　上芦別で過ごした３日間はとても素晴らしい時間でした。
この写真を撮った半年後、上芦別は廃線となり、9200 も解
体されてしまいました。
　40 年後に再訪したんですが、なんと、泊まった給水塔が
あるではありませんか（笑）。よく見ると、給水のための穴
が残っていて、すずめの巣になっている。また、機関庫は
ちょうど取り壊していました。機関庫は後に製材会社か何か
が買って使っていたようです。
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上芦別の機関区長だった田中実さん

( 右上 ) と手紙。機関車の前で部下を

指導する姿 (上 )



キネ旬　『蒸気機関車』 での実験的表現

　そのころ、キネマ旬報社から発行されていた『蒸気機関車』
という雑誌に記事を出さないかという話がありました。写真
は毎号出していた時期のトップページです。実験的といった
ら失礼なんですが、いろいろな私たちの思いを伝えようとし
ました。いずれもわりと良くできていると思います。
　「OLD　AMERICANS」「TANK　ENGINE」「なりひらのねる
そん」。これは古典機を賛美しています。「草軽のこと」「野
辺山きよさと甲斐大泉」、これは自然と鉄道との融合を説き
ました。「86抄」とか「夜の機関車」は、美しい姿を愛情を
込めて表現している。国鉄大型蒸機の「C51は美しかったか」
なんてのも出しております。
　ネタに困ったわけじゃないけれど、7・8作目に「南部軽
便鉄道」を出したんです。これが、どういうことで実現した
かという話をします。

台湾の未知なるロコたち

　当時、ちょうど杉さんたち 4人が、素晴らしい鉄道を探し
に台湾に行ったんです。そして阿里山の写真を撮ってきた。
　それに魅せられて、私も 1、2年後に行きました。すでに
社会人になっていました。
　これらはそのときの写真です。これは瑞三鉱業ですが、機
関車の窓に竹で編んだザルのような庇が付いているんです。
これは何なんでしょうかね、シンダがかかるからかも知れな
いですけれど。こういう鉄道があるわけです。
　この “ ザル庇 ”、模型で作るとしたら何でしょうかね。ワ
イヤでつくるか。ぺたっとさせたくない。ロストワックスで、
編んだ表現をしたいですよね（笑）。
　阿里山の近所の製糖線にはサドルタンクの 516 号が走っ
ていました。バナナの葉っぱがたくさんあるので、この写真
は「南部軽便鉄道」には採用されませんでした（笑）。
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『蒸気機関車』２号 (1967.10) から毎回発表した「けむりプロ」の作品。当時の鉄道趣味誌の記事としては非常に斬新なデザイン・構成であった

瑞三鉱業の機関車にはザルの庇が付き、しかも片目が塞がっている 現れたボールドウィン製サドルタンクにびっくり
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　杉さんが製糖線で撮ってきた初めて見る機関車も大発見
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　倉持さんのお名前はすでに『鉄道讃歌』などで存じ上げ
ていましたが、腕の立つモデラーであることを知ったの
は、そのときのことです。この年に発売された『鉄道模型
趣味』1971 年 10 月号には、けむりプロの名前で「木曽の
Baldwin」が発表されました。実はこれが倉持さんの作品だっ
たのです。
　けむりプロの名前にも惹かれましたが、やはりその作品そ
のもの、そして記事の文章が魅力的でした。
　当時、つぼみ堂から木曽の Baldwin が製品化されていまし
たが、失礼ながら魅力のややとぼしい模型。しかし、倉持さ
んの作品はつぼみ堂のパーツを利用しながらも、実にかわい
い魅力的なモデルに仕上げられていました。
　また、B-1 リヤタンク機のヘビーウエイトを回避する手段
だったと伺いましたが、台枠は厚手の真鍮板でがっちり組
まれ、それがとても印象的でした。“ 厚板主義 ” という倉持
さんお気に入りの手法だったそうです。また、スケールで
φ 0.3 になるところは、φ 0.4 でちょっと太めに強調するな
どデフォルメのデザインの妙も伺い、このあたりにも倉持さ
んならではのデザインセンスが見て取れます。
　今、改めてこの記事を読み返してもわくわくしてしまいま
す。
　当日、倉持さんは下島さん宅にこの Baldwin を持参されて
おり、見せていただきました。しかし、箱から取り出すと、『鉄
道模型趣味』で見た Baldwin ではなく、まったく別の車両に

TMS で発表された「木曽の Baldwin」

　けむりプロのメンバーでありながら、残念ながらすでに鬼
籍に入られてしまった倉持尚弘さんのことを、僭越ながら松
本の方からご紹介したいと思います。倉持さんは下島さんと
同期で、下島さんとはけむりプロ結成以前からの古い付き合
いだったと伺っています。
　松本が倉持さんに最初にお目にかかったのは、1971 年秋、
けむりファンの一人として初めて下島さんのお宅に伺ったと
きのことです。そのとき、倉持さんも同席されていました。
ちなみに倉持さんは 30歳、松本は高校 2年でした。

倉持尚弘

『鉄道模型趣味』1971 年 10 月号より

タイトル上は『Narrow Gauge & Shortline Gazette』（MAY/JUNE 1982）の乗工社特集より。こ

の記事の筆者は Jone Olson 氏。右上は高校時代の倉持さん（草軽電鉄にて下島啓亨撮影）

さんのこと 松本 典久

なっていたのです。実は『鉄道模型趣味』の記事中にも伏線
が張ってありましたが、B-2 のフォーニーに改造されていた
のです。
　当時、『The Main Two Footers』の存在を知らなかった松
本はショックでした。「せっかくの木曽 Baldwin に何てこと
をするんだ」と密かに思ったものです。

倉持さんの“HOファインスケール論”

　その後、何度か下島さんのお宅で倉持さんにお目にかかり、
倉持さんからは “HO ファインスケール論 ” を伺い、そして
下島さんからは内田さんらが撮影してきたブラジルのアメロ
コ写真を見せていただきました。これは、けむり流のオルグ
活動だったのかも知れません。
　HO ファインスケール論については、すでに多くのレポー
トが出され、製品も数多く出ているので、その内容について
は省略しますが、そのときに伺った将来の展望の話が印象的
でした。
――今、模型店に行って「C62 をください」というと、16
番の C62 が出てくる。しかし、10 年後に同じことを言うと

「16 番ですか？　HO ですか？」と聞かれる。さらに 15 年
後には「HO ですか？　16 番ですか？」と聞かれ、20 年後
にはだまって HO の C62 が出てくる――というものでした。
　現在、HO をそのまま N に置き換えるとぴったりするよう
な話ですが、当時から倉持さんはこんな志というか、野望を
抱いていたのです。
　また、下島さんが見せてくださったブラジルの写真は、後
に展開する 87.PRECINCT（87 分署）の DACHS への伏線が
ありました。

87.PRECINCT（87 分署）の創立

　それから半年ほど過ぎ、『鉄道模型趣味』1972 年 8 月号に、
さーくる「軽」による「BALDWIN SADDLE」が発表されました。
これは現在、鉄道模型趣味の編集部にいる大久保清さんの作
品で、モデルのプロトタイプは南部軽便鉄道 516 号として

知られる C-1 のサドルタンクです。
　さーくる「軽」とは、橋本真さん、加沢弘さん、大久保さ
ん、長門克巳さんらによるグループで、やはり橋本さんが主
宰されていた軽便鉄道同好会からの派生グループです。倉持
さんとさーくる「軽」との出会いが、87.PRECINCT（87 分署）
となり、さらに乗工社へと進んでいくのです。
　この「BALDWIN SADDLE」の記事中には、けむりプロの
南部軽便鉄道の話が引き合いに出され、さらにけむりプロに
よる「鉄道模型に対するけむり風考察」という一文も併載さ
れていました。これは倉持さんの書かれたものです。
　実はこの記事、翌年の 1973 年 1 月から『鉄道模型趣味』
で連載を始める「the DACHS STORY」の伏線ともなるものだっ
たのです。倉持さん（あるいはけむりプロ）とさーくる「軽」
の出会いを一般に公表するようなものでした。

DACHS プロジェクトがスタート

　この 1972 年という年は、水面下で DACHS に向けたいろ

『鉄道模型趣味』1972 年 8 月号より

DACHS プロジェクトより
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加沢宏さん、
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いろな動きが出ていました。
　この年の成人の日、倉持さんのお宅でモデラー仲間の新年
会が催されました。大半がさーくる「軽」のメンバーでした
が、本日、会場にいらっしゃっているエコーモデルの阿部敏
幸さんもまだアマチュアとして参加されており、また、秀逸
なイラストやモデルの作者として知られる西村慶明さんもい
らっしゃいました。松本も声をかけていただき、つつじヶ丘
に出向きました。
　ここでお披露目されたのが、DACHS プロジェクトです。
　DACHS とは、けむりプロのメンバーがブラジルで見つけ
てきた C-1 サドルタンクのニックネーム。南軽 516 号より
ひとまわり大型で、台枠は一般的な内側ではなく、外側。さ
ほど胴長ではありませんが、足まわりはコンパクトで、まさ
にダックスの愛称がしっくりくる機関車です。
　DACHS プロジェクトとは、この機関車をプロトタイプに
HOナローで製品化。日本のモデラーたちに新しい楽しみ方
を提案しようというものでした。

製品としての DACHS も誕生

　数ヶ月過ぎ、DACHS プロジェクトの骨子となる製品化の
作業が進んで行きました。
　足まわりは動輪部を共通化して 1-C、C-1 の 2通りを用意。

これによってタンク機とテンダー機の両方を作ることができ
ます。また、タンク機はサドルとサイドの 2通り、キャブは
木製と鋼製の 2通りを用意して、さまざまなバリエーション
が楽しめるように考えられていました。
　これに合わせて模型用の図面も引かれ、実際の製作が始ま
りました。当時の図面を見ると、設計はけむりプロ＆さーく
る「軽」、あるいはさーくる「軽」単独、作図はさーくる「軽」
橋本さんとなっています。当時の橋本さんは、ある機械メー
カーに勤めておられ、この手の作業はお手の物だったようで
す。フリーハンドで描かれた図面も多く、それはイラストと
しても楽しめる独特の味わいがありました。
　設計や部品製作と並行してプロトタイプモデルも組まれま
した。写真は大久保さんの手によるものといわれています。
ほぼ製品を彷彿させる姿ですが、まだ外側台枠は真鍮でつく
られています。製品の外側台枠はディテールを表現すること、
そしてショートの危険性を回避するため、プラスチック製と
なっていました。実はこのプラスチックの型代が DACHS で
もっともお金のかかったところだそうです。ちなみに左右は
別型。片方だけで当時の乗用車新車 1台分になったとか伺っ
た覚えもあります。
　出来上がった DACHS は、キット中心の製品として珊瑚模
型店から発売されました。

DACHS プロジェクトに用意された各種の図面から

DACHS のパイロットモデル。ほぼ製品をほうふつさせるスタイ

ルだが、外側台枠は真鍮製。製品はこの部分がプラスチック製

になっていた。これはショートを回避するための工夫だった

２１

TMS に「the DACHS STORY」連載

『 鉄 道 模 型 趣 味 』 の 1973 年 1 月 号 か ら「the DACHS 
STORY」の連載が始まりました。
　このときはけむりプロ＆さーくる「軽」ではなく、新たに
87.PRECINCT（87 分署）のクレジットで行われ、けむりプ
ロ＆さーくる「軽」が発起人＆駐在員になっていると記され
ています。
　この連載は 12 月まで 8 回にわたって、心象鉄道の具象化、
車両の魅力、レイアウトの魅力、そして楽しみ方のアプロー
チなどが展開されました。もちろん、『鉄道模型趣味』では
今までにない記事となり、大きな話題となりました。その一
方で、自分たちで開発した DACHS という製品をアクターと
して使ったこともあってか、『鉄道模型趣味』の読者からは
否定的な意見も多数寄せられたようで、翌年の 3 月号には

「DACHS を考える　答にかえて」という記事も掲載されてい
ます。
　しかし、日本のモデラーに新しい世界を見せたことは事実
で、それが 87.PRECINCT（87 分署）の大きな功績といえる
でしょう。

倉持さんのお気に入りだったＣ56

　1975 年 1 月号の『鉄道模型趣味』には、87.PRECINCT（87
分署）のクレジットで「冬物語」という記事が掲載されてい
ます。
　記事の内容はともかく、ここに倉持さんならではのエピ
ソードが読み取れます。
　それは「名作 “13㎜ C56” にささげるバラード」と記され
た本文記事のリード文で、ここに慶応大学の先輩であった白
取剛さんから、その名作となる 13㎜の C56 を見せてもらい、

「糸のこの使い方からハンダ付けの極意まで伝授」され、「直
系の弟子を自認する」と記されています。
　倉持さんが好きだった機関車のひとつが C56 です。その
模型化を果たし、また HO ファインスケールを志すきっかけ
となったのが、この白取さんの 13㎜ C56 だったと思われま
す。
　2010 年 10 月の軽便祭の後、下島さんから補足のエピソー
ドいくつか伺いましたが、倉持さんはとにかく熱烈な C56
のファンで、「C56 のキャブの前面が他の国鉄蒸気と違って
いて好きなんだ」と言っていたことを今でも覚えているそう
です。高校 3 年のころ、下島さんは倉持さんと小海線や草
軽によく行き、軽便祭で紹介したスナップ写真もこのとき撮
られたものだそうです。また、下島さんのスライドには倉持
さんの描いた C56 のイラストや手紙が紹介されていますが、
そのことを語りたく、選んだものだそうです。
　なお、白取さんとの出会いは、倉持さんが大学 1 年のとき。
大きく影響を受け、あっという間にオールブラスで C56 を
自作されたそうです。下島さんは、そのころやはり下島さん
のスライドで紹介された 3400 を作られていました。

鉄道模型メーカーの乗工社を設立

　この「冬物語」の原稿が書かかれていたころ、倉持さんは
さーくる「軽」の橋本さんと共に乗工社を起こします。日本
の軽便モデラーに多大な影響を与えた鉄道模型メーカーの誕
生です。
　当初は珊瑚模型店が販売を取り扱う形で、広告もそこに併
記されていましたが、1975 年 7 月の『鉄道模型趣味』から
自社広告が掲載されるようになります。
　最初の広告を見ると「エバグリーン・シリーズ」としてコッ

『鉄道模型趣味』の 1973 年 1 月号から「the DACHS STORY」の

連載が始まった。初回はけむりプロの名作「南部軽便鉄道」

をほうふつさせるようなストーリーだった

『鉄道模型趣味』1975 年 1 月号に掲載された「冬

物語」。倉持さんの慶応大学の先輩だった白取

剛さんの名作 C56 への思いがつづられている



ペル、軽便合造車、「ストラクチャー・シリーズ」として給
水槽、単線機関庫、駅舎／待合所、倉庫／詰所が並んでいます。
DACHS から見ると、“ 味噌汁軽便 ” への 180 度転換とも思
えますが、商売としては必要な切り換えだったのでしょう。
　松本も幾度となく乗工社の製品にお世話になっています
が、そこで倉持さんの素晴らしさを改めて実感しました。乗
工社の模型は、再生産されるたびに改良が加えられているの
です。出来上がりの感じはあまり変わりませんが、毎回、格
段に組みやすくなっているのです。
　その差は製品に付属している解説図からも読み取れます。
上の写真は 1977 年版と 1979 年版の木曽カブースの解説図
です。
　木曽のカブースはいくつも買いましたが、車体は真鍮エッ
チング板、台車枠の一部に真鍮ドロップが使われるという構
成です。窓はエッチング抜きで、これはまあ当時でもほかに
例のある工法でした。初期のものは、前後側面と 4 枚の板を
ハンダ付けして箱にする構成でしたが、途中から前後側面が
1 枚の板となり、真鍮板を折り紙のように曲げると箱になる
という構成に切り替わっています。ハンダ付けの際、格段に
組みやすく、一部は接着剤による組み立ても可能になったの
です。
　ちなみにこの “ 真鍮折り紙細工 ” の構造は、乗工社が先駆

と思われますが、今ではカツミやワールド工芸など各社で多
用される手法となりました。
　この構造には驚かされ、たまたま店で出会ったときに賛美
を伝えると、にこにこしながら「いいでしょう？」と。その
後、つつじヶ丘のファミレスでアメリカンコーヒーをごちそ
うになりながら、翌朝まで倉持さんの模型論を伺うことにな
りました。

レイアウトを志向した製品展開

　乗工社では、ストラクチャー・シリーズでもわかるように、
当初から車両のみならず、レイアウトを志向した製品展開を
していました。1978 年 6 月には『軽便鉄道　レイアウトの
製作』を発売、1980 年 12 月にはネコ・パブリッシングの
前身である企画室 NEKO から『ナローゲージ　モデル＆ジ
オラマ』も出しています。この本では当時、乗工社の社員で、
のちに『とれいん』の編集長となる松井大和さんをはじめ、
一頭地を抜く作品がふんだんに紹介され、多くのモデラーの
バイブルになっていると思います。
　ここでお見せした乗工社の広告は、『鉄道模型趣味』の
1980 年 1 月号のものです。当初のザラ紙ページではなく、
広告費も高い（？）コート紙ページに 1/2 サイズで掲載さ
れています。製品も静岡鉄道キハＤ 20、頸城鉄道Ｄ C92、シェ
イギヤード、木曽 Baldwin 各種など幅広い展開になっている
のが読み取れます。
　乗工社はその後、輸出にも力を入れ、世界中の多くのモデ
ラーから支持を得ましたが、残念ながら 2000 年 2 月に倒
産・廃業となってしまいます。しかし、その製品の多くは
Models IMON に引き継がれ、今でも手にすることができる
ようになっています。
　なお、倉持さんは残念ながら 2004 年 9 月に早世され、本
日、この会場に来ていただくことができませんでした。生涯、
鉄道と鉄道模型を愛し続け、半生は乗工社の社主として多く
の軽便モデラーへの支援を送り続けきた倉持さん。「軽便鉄
道模型祭」としての盛り上がりをご覧になられたら、さぞ喜
ばれたことと思います。

1977年版（左）と1979年版（右）の木曽カブースの解説図。わずか2年後の再生産時、

構造が“真鍮折り紙細工”方式に改められ、ぐっと組み易くなった

『鉄道模型趣味』」1980 年 1 月号掲載の乗工社広告

２２

2010 年 10 月 2 日にホテルプリンスガーデン（東京都品川区）で

開催された「第 6回 軽便鉄道模型祭 プレイベント」のトークセッ

ション『軽便讃歌　～けむりプロの世界～』より。当日は大勢の

熱心なファンを迎え、写真やモデルなども多数展示された

2010 軽便鉄道模型祭プレイベント記録

軽便讃歌

――「けむりプロ」とは、今を去ること 30 年以上前の

昭和 40 年代を中心に鉄道情景をモチーフとしたすぐれ

た組写真を、鉄道趣味誌や単行本『鉄道讃歌』に載せて、

立て続けに送り出した青年たちのグループです。

　かれらは実物写真作品の発表にとどまらず、写真や

イラストを巧みに用いた“心象鉄道”の世界をも呈示

してみせ、そのスタンスに触発されたフォロワーを数

多く生み出しました。題材にナローゲージの占める割

合が多かったことも特色で、さらにその活動の系譜

は「the DACHS STORY」でモデラーたちに衝撃を与えた

87.PRECINCT（87 分署）や、2 フィートゲージの創作鉄

道に取り組む羅須地人鉄道協会にも連なっており、のち

の鉄道模型も含めたわが国のナローゲージ趣味の発展に

並々ならぬ影響を与えています――

　　　　　　　　（軽便鉄道模型祭公式ブログより抄録）

　この冊子は、2010 年 10 月 2 日に「第 6 回 軽便鉄道

模型祭 プレイベント」として開催されたトークセッショ

ン『軽便讃歌　～けむりプロの世界～』での４時間半に

わたる企画のうち、冒頭の講演「KEMURI PRO.の頃」（下

島啓亨）と「倉持尚弘さんのこと」（松本典久）の内容

を抄録したものです。「KEMURI PRO.の頃」の掲載写真は、

特記のあるもの以外、下島啓亨撮影です。
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