
東京東京東京東京メトロメトロメトロメトロ踏破第踏破第踏破第踏破第５５５５章章章章

【【【【踏破記録踏破記録踏破記録踏破記録】】】】
路路路路 線線線線 名名名名 東西線東西線東西線東西線（（（（西船橋西船橋西船橋西船橋→→→→中野中野中野中野））））
営業距離営業距離営業距離営業距離 　　　　３０３０３０３０．．．．８８８８ｋｍｋｍｋｍｋｍ
踏破月日踏破月日踏破月日踏破月日
天天天天　　　　　　　　候候候候 晴晴晴晴れれれれ

所要時間所要時間所要時間所要時間 8:108:108:108:10
総歩数総歩数総歩数総歩数 51,92751,92751,92751,927 歩歩歩歩
時速時速時速時速 3.773.773.773.77 ｋｍｋｍｋｍｋｍ （（（（営業距離営業距離営業距離営業距離ベースベースベースベース））））
一歩一歩一歩一歩 59.359.359.359.3 ｃｍｃｍｃｍｃｍ （（（（営業距離営業距離営業距離営業距離ベースベースベースベース））））

駅　名 駅間距離 累計距離 時間 地図頁 万歩計

地上部 西西西西 船船船船 橋橋橋橋 8:10 123 1874 地上部迂回
1.9

原原原原 木木木木 中中中中 山山山山 1.9 8:44 123 鉄橋わたれず迂回
江戸川 新行徳橋 2.1

妙妙妙妙 典典典典 4.0 9:24 75
1.3

行行行行 徳徳徳徳 5.3 9:40 75
1.5

南南南南 行行行行 徳徳徳徳 6.8 9:59 75
1.2

浦浦浦浦 安安安安 8.0 10:16 84 鉄橋わたれず迂回
旧江戸川 浦安橋 1.9 千葉・東京県境

葛葛葛葛 西西西西 9.9 10:46 83
1.2

西西西西 葛葛葛葛 西西西西 11.1 11:05 83 鉄橋わたれず迂回
荒川 清砂大橋 2.7

南南南南 砂砂砂砂 町町町町 13.8 11:46 82
1.2 永代通り

東東東東 陽陽陽陽 町町町町 15.0 12:04 82 昼食２５分
横十間川 沢海橋 0.9

木木木木 場場場場 15.9 12:44 82
平久川 福島橋 1.1

門門門門 前前前前 仲仲仲仲 町町町町 17.0 12:57 72
隅田川 永代橋

亀島川 霊岸橋 1.8
茅茅茅茅 場場場場 町町町町 18.8 13:19 72

0.5
日日日日 本本本本 橋橋橋橋 19.3 13:26 72

0.8
大大大大 手手手手 町町町町 20.1 13:36 72

1.0
竹竹竹竹 橋橋橋橋 21.1 13:51 71

1.0
九九九九 段段段段 下下下下 22.1 14:08 62

神田川 飯田橋 0.7
飯飯飯飯 田田田田 橋橋橋橋 22.8 14:18 62 コーヒーブレイク２０分

1.2
神神神神 楽楽楽楽 坂坂坂坂 24.0 14:55 62

1.2
早早早早 稲稲稲稲 田田田田 25.2 15:10 62 早稲田通り

1.7
高高高高 田田田田 馬馬馬馬 場場場場 26.9 15:32 61

神田川 小滝橋 1.9
落落落落 合合合合 28.8 15:58 61

2.0
中中中中 野野野野 30.8 16:29 60 53801 地上部迂回

序序序序　　　　平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年のののの締締締締めめめめ山手線踏破山手線踏破山手線踏破山手線踏破へのへのへのへの助走助走助走助走

　１１月１９日、２０日と連続して南北線と日比谷線を合計４１．６ｋｍ歩いた。
　これで自信がついた。山手線も何とかいけそうだと思い出した。
　それならばと、東京メトロで一番長い東西線に挑戦してみようと思い立ち、千代田線、丸の内線、有楽町線を飛
ばしてトライする。
　地図上で見ても、見開き２ページのほぼ端から端、結構な距離である。営業距離３０．８ｋｍという数字よりも
感覚的には長いように思える。

（（（（１１１１））））西船橋西船橋西船橋西船橋からからからから東陽町東陽町東陽町東陽町

　西船橋は、前回の単身赴任の時、一時的に暮したことがある。単身赴任寮が足りなくなり、社宅（アパート）の
階段両脇１０軒を急ごしらえの単身赴任寮（５階建て、階段）にしたのである。しかも１軒に２人である。
　同じ会社とはいえ、全く知らない、生活時間帯も異なる単身赴任者２人が３ＬＤＫに押し込められ実に窮屈なる
生活を強いられたのである。
　営業という仕事柄、接待で遅くなることがしばしば、まず玄関ドアーを気を使いながら静かに開ける。相方はも
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う寝ている。
　抜き足差し足忍び足。トイレを流す水音にも気を使う。お風呂も静かに静かに、息を殺して入るのでリラックス
した雰囲気にならない。
　冬場は冷える。それなのに当時のガス風呂はお湯の出が悪く、なかなか一杯にならない。湯船に入れる水音も気
がかり、やむなく半分ぐらいで風呂に入る。湯船に使っても肩までお湯がこない。やおら洗面器で水面を押さえ、
増した湯量にあわせ片方だけ肩を入れる。しばらくして入れ替える。生活の知恵どころか涙ぐましく空しい努力で
ある。４カ月で開放される。
　一転、中野に新しく出来た単身赴任寮は、４階建て、エレベーター付き、各部屋バス、トイレ、キッチン付き
１Ｋ、天国である。　しかも中野駅から歩いて５分。
　西船橋も中野も単身赴任寮に関する思い出の地である。

　「西船橋」を出てしばらくすると電車はＪＲ総武線から別れる。
詳細な地図がないので方角を頼りに歩く。
　京葉道路のくぐり抜けの道を探すのも手探り状態。
　「西船橋」から「南砂町」の手前まで地下鉄は地上部を走る。
　「原木中山」と「妙典」の間に江戸川が流れている。
　電車は川を真っ直ぐに横切り、専用線路で進む。
　どっこい道は鉄道に沿っていない。しかも人が渡れる鉄橋は
はるかに離れたところを通っている。
　しかし長い鉄橋も歩くことでいろいろな発見や橋の中央部から 西船橋駅西船橋駅西船橋駅西船橋駅

の景色など得がたいものが見られる利点はある。
　「妙典」「行徳」「南行徳」「浦安」と高架沿いの道を歩く。
　今度は旧江戸川を渡る。また迂回である。
　浦安橋の中央部に千葉・東京の県境の手書きのはげかかった標識があった。

新行徳橋新行徳橋新行徳橋新行徳橋からからからから 浦安橋上浦安橋上浦安橋上浦安橋上のののの県境県境県境県境 清砂大橋清砂大橋清砂大橋清砂大橋

「葛西」「西葛西」と歩く。やがて荒川に至るがここは電車の橋と車道と人が渡る道が並行している。
　清砂大橋は、壮大にして華麗な構造の橋である。これを渡るだけでも値打
ちものだ。
　「南砂町」の手前で電車は地下に潜る。道路沿いに地下鉄が地下に入って
いくところが見える。
　デジカメはシャッターを押してから若干の時間差がある。ここだとシャッ
ターを押すが、映像には電車が写っていない間抜けな写真となる。→
　出発してから約４時間歩いた。
　「東陽町」で昼を回る。予定より時間がかかっている。
　東陽３丁目交差点角の蕎麦屋に入る。だいたい東京出張の時「木場」近く
のビジネスホテルに泊まるが、木場駅から歩いて右折し、そのホテルに行く 　　　　　　　　電車電車電車電車のののの地下出入口地下出入口地下出入口地下出入口

のであるが、今日は「東陽町」から来たので全く景色が違い、店に入って初
めて気がつく。何だ、以前も入ったことのある店だと。一人で苦笑する。
　化かされた思いでたぬきそば定食を食べる。天かす入りの暖かい蕎麦である。

（（（（２２２２））））東陽町東陽町東陽町東陽町からからからから九段下九段下九段下九段下

　「東陽町」から永代通りを歩く。「木場」「門前仲町」「茅場町」までは
駅と橋が交互である。
　永代橋の真ん中から写真を撮ったりとここらぐらいまではまだ余裕があっ
た。写真右手にＳ化学の本社が入っているビルが見える。
　「日本橋」から中野まで、まだ１０ｋｍ以上はある。これから山の手線内
に入り高田馬場、それから中野までと頭で想像する。大変な距離だ。
　気を取り直し「大手町」「竹橋」「九段下」と歩き続ける。

永代橋永代橋永代橋永代橋からからからから

（（（（３３３３))))九段下九段下九段下九段下からからからから中野中野中野中野

　「飯田橋」でコーヒーブレーク。まだ８ｋｍある。時速４ｋｍとしても２時間。
　「神楽坂」までの坂道のきついこと神は楽な坂かもしれないが人苦坂だよまったく。
　早稲田通りを西へ西へ。「早稲田」「高田馬場」と歩き山手線外に出る。
　疲労蓄積、「落合」まではとぼとぼ歩きである。
　以前中野の単身赴任寮にいた頃出勤時落合まで歩いてそこから地下鉄で行ったことを思い浮かべる。あの逆だ。
　ゴールがほぼ見えたとはいえ、さすがに足裏が痛く、ふくらはぎも筋肉痛。さらに歩きがのろくなる。
　痛さをこらえながら歩く。まだか、まだか、こんなに長かったのか。漸く中野ブロードウエイに到着する。懐か
しい、以前買物をした店がまだ残っている。立ち寄りたくてもこの痛み、とにかくゴールを目指そう。
　両足を地面につけるたびに痛みが走る。
　「中野」だ、中野駅が見えた。あたりはもう暗くなっている。
　寒い、暗い、痛い。
　やっとの思いで、親指を少し曲げ足裏をかばうようにぎこちない歩きで
ゴールイン。
　誰もほめてはくれない。しかし自分で自分をほめてやった。
　正直いって、きつかった。しかし足は悲鳴をあげてはいるが、頭の中で
は次の歩きを考えている。

　寮の風呂は２４時間ＯＫである。これは助かる。足腰を伸ばしゆっくり
とつかる。極楽である。 　　　　　　　　　　　　中野駅中野駅中野駅中野駅ののののホームホームホームホームのののの蛍光灯蛍光灯蛍光灯蛍光灯

　針を消毒し、足の裏のマメに突き刺し水を出すのも快感。経験からはこの方が治りが早い。
　また一歩山手線一周に近づいた。


