オンラインセミナー「千里ニュータウンと交通」第 2 回

「万博輸送と北大阪急行」
2021 年 12 月 7 日（火）20:00-21:30
お話：白井達郎さん（万博グッズコレクター）
聞き手：奥居武（千里ニュータウン研究者）
奥居
今日は平日の遅い時間にお集まりいただきましてありがとうございます。吹田市立千里
ニュータウン情報館主催のオンラインセミナー「千里ニュータウンと交通」の第 2 回目「万
博輸送と北大阪急行」のテーマで、講師に万博といえばこの方、いのち輝く白井達郎さんに
お越しいただきました。
白井
こんばんは。私は万博グッズコレクターなんですね。なのに鉄道事情に詳しいと勝手に言
われて呼ばれました。
（笑）鉄道ファンの方がよく何系がどうのと。そういうのはまったく
わからないです。
奥居
僕はある程度。
白井
そうですか。じゃあフォローお願いします。
奥居
白井さんは、1970 年の大阪万博当時は高校生だったんですね。
白井
自宅は池田なんですけど、当時チャリンコでイナイチ（国道 171 号線）を走って、建設中
の万博会場の風景を見に通った思い出があります。うちから万博会場に向かおうと思った
ら南に行くほど丘陵の高低差が高いんです。イナイチは当時は対向の 2 車線しかなかった
んですよ。4 車線の工事をしててクルマなんてほとんど走ってなかった。そこをチャリンコ
で行くとそれほど高低差なくすんなりと行けるんです。できるだけ万博会場が近い所から
南へ入っていって会場を見る。
奥居
会期中は、白井さんは万博でバイトもされていて頻繁に通われたそうです。そんな白井さ
んと一緒に今日は北大阪急行さんから提供された貴重な建設映像を見ていきましょう。
1970 年、万博が終わった頃に制作された記録映像『未来へ走る新しい鉄道』です。
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建設記録「未来へ走る新しい鉄道」
◎企画：北大阪急行 ◎製作：宝塚映画製作所 ◎1970 年 ◎29 分
ナレーション
日本万国博覧会は「人類の進歩と調和」をテーマとして、日本
を含む 77 ヵ国の参加のもとに、世界的規模で開かれています。
北大阪急行は、大阪市内と万国博メインゲートを直結する唯一の
鉄道として、毎日十数万の人々の輸送にあたっています。
昭和 40 年頃の千里丘陵地帯。ここが万国博覧会場に決定した
時、一番重要で困難な問題は、推定 3000 万人の万国博入場者の
輸送をいかにするか、ということでした。それには、会場内に直
接乗り入れる新しい鉄道の建設が必要とされ、政府、大阪府、大
阪市の援助のもとに、阪急電車を主体とする新しい会社が設立さ
れました。すなわち、北大阪急行電鉄株式会社であります。その
計画は、大阪地下鉄御堂筋線が江坂まで延長になり、北大阪急行
はそれに接続して、府道新御堂筋線中央を北上し、千里中央駅に
いたる南北線およそ６キロメートルと、千里中央駅手前から分かれ、中国縦貫高速道路上を
東進して万国博中央口駅にいたる会場線およそ 4 キロメートルを建設するのであります。
昭和 43 年 7 月 16 日、千里中央駅予定地に祭壇をしつらえ、森社長、左藤大阪府知事、
中馬大阪市長をはじめ、役員関係者列席のもとに、起工式が盛大に行われました。いま北大
阪急行電鉄は、建設の第一歩を踏み出しました。この建設は 45 年 3 月に予定されている万
国博開催までに完成させるもので、その間、わずか１年７ヵ月。この短期間のうちに新しい
時代にふさわしい近代鉄道の建設、あわせて都市計画の一環として、大阪北部における未来
都市の開発という大構想を盛り込んだものであります。
工事に着手して 2 ヵ月。江坂付近の第一工区では、すでにＴ字
型橋脚の建設作業に入っています。工区は、江坂～千里中央駅間
の南北線を６工区に、千里中央～万国博中央口間の会場線を東西
2 工区に分け、各工区とも機械力を駆使して作業能率を上げてい
ます。また、線路の基本設計においても、安全性と美観を考えて
全線すべてを立体交差とし、ロングレールの採用、弾性締結、つ
まりレールを枕木に取り付けることの改良なども快適な乗り心
地を計算に入れてのことです。とくに南北線は、新御堂筋線と並行する関係上、道路の構造
物と調和するような構造形式を取り入れています。
これは、名神架道橋工事に着手する 6 ヵ月前に、江坂から北上
して名神高速道路付近を望んだもので、新御堂筋線の道路工事と
あいまって、南北線の敷設される位置関係が見渡せます。全工区
を通じてもっとも困難な工事は、名神高速道路をまたぐ架道橋の
工事です。橋桁は 7 月なかばから工場で製作に着手しており、現
場の着工は 12 月も 20 日を過ぎてからでした。工場から運ばれた
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橋桁の材料は完成した高架橋の上で組み立てられます。年が明け
ると、架道橋本体の組立作業に入りました。トラスは、複線式ワ
ーレントラス形式を採り、道路との交差角度が 47 度で、名神高
速道路のバス停留所付近のため道路幅が広くなっているので、橋
の長さも 66 メートルと長く、重量は 207 トンです。橋梁として
は中型のものですが、交通量のもっとも多い名神高速道路上での
作業には、いろいろな制限と危険がともないます。
架橋の方法は、まず名神高速道路の中央分離帯に橋桁の仮受台
を設置し、さらにバス停留所の道幅を利用して上り下り両方向へ
の車線を変更したあと、従来の上り車線上に仮の橋桁を架設しま
す。そして、北側の高架橋の上で、組み立てたトラスの先端にパ
イロット・トラスを取り付け、仮の橋桁の上をトロ台によって転
がしながら、名神高速道路上り車線の上を引き出していくので
す。
いま、ロープが掛けられ、指揮者の合図のもとに、橋桁はパイロット・トラスとともに徐々
に引き出されました。真下には、名神高速道路。一瞬の油断も許せません。ベットの上のト
ラスは、ゆっくりと、這うように進んでいきます。ロープの軋る音が、緊迫した空気を揺さ
ぶって響きます。順調。すべてが順調に進んでいます。引き出しの速度は、1 分間に 60 セ
ンチ。安全度を十分に考慮した速度です。
3 月には珍しい大雪もようやく溶けた 6 日午前 1 時 20 分、名
神高速道路の交通をおよそ 2 時間停止して最後の作業に取り掛か
りました。すでに、名神高速道路の上り車線上に引き出されてい
る橋桁を下り車線上に引き出し、夜明けまでに工事を完了させよ
うというのです。午前２時過ぎには、下り車線上のおよそ半分に
まで達しました。ともに築こう。天野専務はこの夜も陣頭に立ち
指揮にあたりました。1 分間に 60 センチ。作業は慎重に進む。午
前 4 時。すでに制限時間を少し超過しました。4 時 30 分。先端が南橋脚に届きました。12
月起工以来、困難と闘うこと 70 数日。名神架道橋の架設工事は、ついに終わりました。さ
らに最後の整備を終えて、竣工したのが 4 月 5 日でした。
トンネル工事に先立つこと、2 ヵ月。5 月上旬の第六工区の状況です。この地点は新御堂
筋線と府道中央環状線、および中国縦貫高速道路との交差するインターチェンジ部であり、
南北線から会場線へ分かれる地点でもあります。したがって、万国博終了後における会場線
撤去を考慮しながら、地形をうまく利用して、トンネル構造として計画され、道路工事に先
行して工事が始められました。トンネルの入口は、桃山台駅の北
1.2 キロ。出口は、仮設・千里中央駅の手前で、長さ 1200 メート
ルを開削式工法によって施工します。1 月なかば、すでに鉄筋の
組立に入っていますが、その施工の順序は、まず鋼杭を打ち込み、
内部の土を掘削しながら、これに土留め板を取り付けます。トン
ネルの基礎部分には栗石を均等に並べ、その上にコンクリートを
打ちます。周囲の壁や天井になる部分に鉄筋を組み、コンクリー
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トの型枠を組み込みます。そこへコンクリートを流し込み、外回りには防水モルタルを施し、
このコンクリートを打って、だいたいの作業を終わります。
工事に使用される鉄筋の量は、およそ 1900 トン。コンクリートは 1 万 5 千立方メートル
が予定され、
埋め戻し、土留め杭の引き抜きなどの全作業を完了したのは 7 月 18 日でした。
引き続いて、線路の敷設工事が始まりました。44 年 3 月、万国博は会場の建設を開始し、
会場線万国博中央口駅もようやく整地の準備に入りました。駅は、万国博協会がメインゲー
トの本体を施工し、北大阪急行は線路および駅舎、それに付随する設備を施工します。その
概要は、１階は、幅 16 メートル長さ 160 メートルのアイランド・ホームと、2 本の引上線
が設けられます。２階は、コンコース、改札口、駅舎などで、1 階と 2 階の間には 4 ヵ所の
階段とエスカレーターが設けられ、ここからメインゲートに連絡し、さらにお祭り広場やエ
キスポランドにも通じます。広い構内のコンコースには最新の設備が施され、会場の表玄関
を飾ることになります。
車両の第 1 回搬入は、8 月の初めでした。大阪近郊の車両会社
から桃山台車庫までの運搬は、交通量の少なくなった真夜中に行
われますが、18 メートルの巨体を運ぶことは容易ではありませ
ん。車庫に搬入されると、ただちに台車の取付作業に入ります。
車両は大阪地下鉄の規格に合わせ、しかもユニークなスタイルと
高度な性能は、車両形式の新しいモデルとも言えます。車種は、
2000 型ステンレスカー44 両、7000 型ステンレスカー40 両、8000
型アルミカー16 両で、1 列車は 8 両に連結され、1100 人のお客を乗せることができます。
全車両とも不燃化構造を取り入れ、さらにＡＴＣ・自動列車停止装置、列車誘導無線を採用
するなど近代鉄道にふさわしいものです。
車庫の面積は 2 万 3 千平方メートル。
その敷地内 1 万平方メートルは半地下式の検車庫、
配車庫からなっており、それに定期検車場、信号所などがあり、軌道の延長は 3.8 キロで、
76 両の車両を収容できます。
千里中央駅は、千里中央地区センターの中心的施設となるため、
地上 4 階、地下 2 階の駅ビルとして建設が進められています。本
体は、大阪府企業局が施工し、その地下 2 階に列車が乗り入れ、
地下 1 階はコンコースとなります。
江坂駅は高架駅で、大阪地下鉄と接続するところであり、アイ
ランド・ホームは、幅 7.9 メートル、長さ 160 メートル。地下鉄
と共同で使用されます。開通式を数日後に控えた桃山台駅も完成
に近く、最後の仕上げに入っています。
万国博会場の建設と先を争うように工事を進めてきた万国博中央口駅も、ほとんど完成
しました。メインゲートに通ずるコンコースには、32 の改札口、50 台の乗車券自動発売機、
駅長室、案内所などもすでに整備を終わりました。
本社も、桃山台駅前に落成。山田変電所をはじめ、江坂、桃山台、新千里の各変電所も完
成しました。山田変電所と新千里変電所に送られてきた電力は、4 ヵ所の変電所から、第三
軌条を通じて車両に送られます。なお、山田変電所を除いた各変電所は、最新式の無人変電
所です。
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列車の試運転もすでに開始され、全線を通じてあらゆるテストが綿密に行われています。
総合指令所は他社に先駆けて新しい情報システムを採用し、その整備を終わりました。ＣＴ
Ｃ、ＰＴＣなど、それぞれの装置は、運転中の列車との連絡はもとより、信号機、変電所、
車庫などの情報を自動的にキャッチするとともに、適切な指令を伝送します。また、電子計
算機は列車の運行状態、使用電力量の記録、乗車券自動発売機のデータなどを迅速に集計処
理します。
12 月 18 日、森社長は、左藤大阪府知事とともに建設状況視察
のため、江坂～万国博中央口間を試乗されました。7000 型試運転
列車は午前 9 時 30 分、江坂駅を出発。快適に走る車中では、着々
と建設が進んでいる千里地区の未来像とあわせて、将来の輸送網
の整備と使命の重大さが語られました。年を越えた 1 月には、原
田運輸大臣の視察がありました。大臣が、万国博入場者の最大の
動脈となる北大阪急行に対し、大きな期待と信頼を寄せているこ
とが窺われます。2 月 5 日には、新しく就任した橋本運輸大臣も迎えました。万国博中央口
駅から乗車した大臣は、森社長の説明のもとに、熱心に視察されました。
昭和 45 年 2 月 24 日、北大阪急行電鉄の建設工事はすべて完了
しました。午前 8 時、竣工を告げる修祓式が、森社長、天野専務
をはじめ、関係者列席のもとに厳かに行われました。思えば、43
年 7 月起工以来、1 年 7 ヵ月。全行程およそ 10 キロとはいえ、そ
の歩んだ道は険しいものでした。そして、きょうここに、いまだ
前例のない短期間のうちに、まったく新しい鉄道が創造されまし
た。北大阪急行の持つ若々しいファイトと行動力が、この大きな
夢を実現させたのです。
この日、大阪地下鉄御堂筋線も、新大阪～江坂間の延長工事が完成し、運転を開始しまし
た。こうして、江坂駅で地下鉄と接続する北大阪急行は、万国博会場と大阪市内を直接結ぶ
ことになりました。地下鉄と共同で使用する江坂駅は、相互乗入の接点であり、運輸の営業
もここが起点となり、乗務員の交代も行われます。引き続いて式典が行われる会場、万国博
中央口駅へ列車は到着します。午前 10 時 30 分、晴れの開通式が挙行されます。森社長、
左藤大阪府知事、中馬大阪市長、菅野万国博協会副会長らの手によってテープが切られ、北
大阪急行電鉄は栄えある未来へ前進を開始しました。来賓の方々を乗せた列車は、無限の栄
光と希望を乗せて出発しました。この一瞬、1 年 7 ヵ月の労苦は報われ、またこの瞬間こそ、
永遠の繁栄と感動を刻むひとときでもあります。引き続いて、大
阪市と北大阪急行共催による祝賀会が開かれました。式は、中馬
市長、森社長の慶びの言葉に始まり、関係官庁、左藤知事をはじめ
来賓 2000 人は、ともにこの佳き日を祝福したのでした。
昭和 45 年 3 月 15 日、世紀の祭典、日本万国博覧会は華やかに
開催されました。史上最大の規模を持つ会場には、国境を越え、民
族を超えて世界の人々が集まってきます。入場者は当初の予想を
はるかに超えて 5000 万人にも及ぶと推定され、これは日本の人口のおよそ半分にあたり、
万国博史上最大の入場者となりましょう。とくに、日曜日や祝日には 1 日 60 万人を越える
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ものと予想されます。この大きな人の流れを、もっとも安全・確実に輸送しているのが、北
大阪急行、愛称・万国博急行です。現在、万国博急行の利用者数は、会場入場者のおよそ３
５パーセントにもあたり、全期間中にはおよそ 1800 万人の人々の輸送を担当することにな
ります。期間中は、ラッシュ時 2 分 30 秒間隔の運転で、会場と新大阪の間を 17 分、梅田
23 分、天王寺 40 分で結び、1 日十数万の人々の足となって活躍します。
すべての道は万国博に通ずの言葉どおり、会場は文字どおり民
族の祭典を思わせるような彩りに包まれています。世界を一つに
結ぶ道はここに集まり、道はまた大阪へ通じ、北大阪急行は世紀
の饗宴に大きなパイプの役割をはたしています。
しかし、万国博急行は万国博覧会終了とともに会場線の線路を
撤去し、さらに新しい、そして永遠の使命に向かって前進を開始
するのです。それは北大阪の副都心構想の中心となる千里ニュー
タウンの最も重要な輸送機関として活躍することであります。ニュータウンの中心街とし
て計画された中央地区センターには、すでにホテル、百貨店、専門店が開店しており、まも
なくオフィス・センター、ショッピング・センター、アミューズメント・センターの建設が
予定され、千里中央駅も万国博の終了と同時に業務を開始して、
北大阪の新しい交通網の中心駅となります。2 月 24 日開通以来、
会場行きのお客様とともに、沿線各駅の通勤客の数も日増しに増
加しています。このように近代的副都心をめざす千里ニュータウ
ンの北側には繊維団地が建設され、北東部には大阪大学の各学部
がここに集まって、一大学園が誕生します。また、桃山台駅のほ
ど近くには、太陽と緑に包まれた自然環境の中に服部緑地があり、
多くの人々に親しまれ、愛されています。そして、壮大に開けゆく 100 万人の未来都市。そ
の建設構想に備え、もっとも近代的な鉄道は、きょうも安全に、
確実に、快適な輸送を推し進めています。
わたくしたち、未来へ走る新しい鉄道は、北大阪に出現するメ
ガロポリスの幹線大動脈として、地域社会の政治・経済・教育・
文化の発展向上に寄与し、さらに前進、この重大な使命の達成に、
日夜努力しています。
（終）
奥居
白井さん、いかがでしたか？
白井
貴重な映像ですね。懐かしいところがいっぱいあった。皆さんはたぶん万博以降の北急の
風景のほうが印象強いと思いますが、僕は北急を造っている時に何遍も見に行ってるんで
す。その時は中学 2 年くらい。
江坂付近がまだ田んぼ。道だけが先にできてる。田植えしてる横で道を造ってる。しかも
碁盤状にね。その風景はずっと覚えてて。あと名神から北側を見ると今は緑地公園ですが当
時はなくて竹藪で、この奥に万博の会場があるのかなぁと。クルマだと位置関係がわかるけ
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ど自転車だとわからないんですよね。ピンポイントで見ていって、あとでつながっていくよ
うなイメージでしたね。

未来都市に突っ切って行った北大阪急行
奥居
自己紹介が遅れましたが、私はニュータウン研究家の奥居でございます。今日は万博マニ
アの白井さんと、ニュータウンマニアの奥居がお届けするという趣向です。私は当時、小学
校 4 年生。よく覚えてます。まだ高校生ほど行動力はなかったですが。何もないところに、
道と道に挟まれたステンレスカーが走る近未来的な鉄道がまっすぐに伸びていくというの
が、とても鮮烈でしたね。
白井
未来都市でしたね。この先に未来が見えてるという感じがしました。
奥居
この世のものじゃないような感じがしました。
白井
普通なら町があって鉄道を敷くんですが、何もないのに鉄道だけ敷いちゃってる。あれは
すごい。
奥居
阪急千里線はくねくねと曲がりながら千里丘陵を登っていきますが、北大阪急行はほぼ
まっすぐな感じで突っ切っていく。あれが対照的といいますか。阪急はマルーンで、北大阪
急行は当時まだ珍しかったステンレスカーとアルミカーで、本当に鮮烈なイメージがした
のを覚えています。
この映像を見て驚いたのは、わずか 1 年 7 ヵ月で江坂から万博まで造っているという速
さ、工期の短さ。もちろん準備工事をいろいろしてあったのかもしれませんけれど、当時の
勢いといいますか。短い工期の中に名神をまたぐ鉄橋を架ける工事や千里中央付近では上
新田のトンネルを掘るなど、当時の勢いを本当に感じました。
白井
私の住まいは宝塚線なんです。こちらを見に来ようと思ったら阪急服部駅（現・服部天神
駅）からほぼ真っ直ぐ豊津に向かう道があるんです。当時は東西を結ぶ道はあれぐらい。バ
スも走っていた。そこを自転車で走るんですね。
今は道を 1 本造ろうと思ったら 5 年とかかかりますよね。もっとかかるかな。いつまで
たっても工事してますね。それが万博当時は、行くたびに道が変わってるんですよ。ある日、
豊津のほうに向かうバスに乗ったんです。今まではまっすぐ走ってたのがいきなり新御堂
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で南へ下って江坂に立ち寄ってまた戻って豊津へ向かうように進路変更されたんです。
奥居
江坂に新しい駅が出来たんですね。
白井
こんな所に何がと思ったら、しばらくして黒いビルがぽこぽこと出来て、どんどんビル出
来るんやなと。
奥居
好奇心いっぱいの中学生、高校生の時期だったんですね。
白井
ちょうど三段変速の自転車を買ってもらったんです。フラッシャーが付いてるのはまだ
できてない。もっと前。ようやくチェンジができるのが出来た時で、それを買ってもらった
のがきっかけですね。乗りたくて仕方なくて、何か見るんやけど家の付近を見てもしゃあな
いからとりあえず万博付近を見に行こうと。
奥居
万博会場ではどんなバイトをされていたんですか？
白井
レストランのディナータイムだけのアルバイトです。入門証をもらえるんで朝から行っ
て会場内を見て夕方からバイト。それが 8 月いっぱい。それをやったから万博が好きにな
ったんじゃなくて、もともと万博が好きやから会場内でアルバイトを探したんですけど。
奥居
始まる前から期待で胸がいっぱいで。
白井
宝塚線と千里線の沿線は高校は同じ学区やったんです。ですから万博会場の周りに皆住
んでるんですよ。彼らもやっぱり万博好きで「一緒にアルバイトしようぜ」と探してた。
奥居
たぶん白井さんと僕の世代の間で学区が 2 つに分かれた。第 1 学区、第 2 学区とに。ま
だ白井さんの頃は同じ学区だったんですね。
白井
今の映像とダブってくるんですが、路線図を描いてみます。（ホワイトボードに）ここが
梅田。宝塚線。最初にできたからぐにゃぐにゃ。今はだいぶまっすぐな部分ができてきた。
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ここが池田。京都線。千里線。当時は新千里山（現・南千里）が終点。ニュータウンはこの
あたり。阪急の宝塚線はどんどん人が増えてきたんです。私は大阪市内に住んでいて、何人
か宝塚線に引っ越してる。それほど急激に人が増えてきて、将来を考えて千里線を宝塚線の
補完の線にしようと。
昭和 30 年代は、今の南千里から箕面線の桜井に向かって延ばそうとしていた。ところが
昭和 40 年 9 月に万博が決まって、この線を北千里に延ばした。そこから先も延びる予定だ
った。今の御堂筋線は当時は地下鉄 1 号線と呼んでいた。地下鉄 1 号線 2 号線 3 号線と言
ってたんですが、堺筋線と乗り入れする時に初めて道路の名前を付けたんです。堺筋線、御
堂筋線、四つ橋線。これも万博がきっかけですね。その頃、地下鉄は大阪市営交通でした。
奥居
新幹線が昭和 39 年 10 月 1 日に開通して 1 号線は新大阪まで延びたんですが、それまで
は梅田止まりだったんですよね。
白井
新幹線開通時に新大阪まで延ばした。
奥居
新大阪も何もなかったですね。
白井
新大阪のまわりは、今はホテルなどがありますが、あのへんは全部、民家でした。田んぼ
もいっぱいありました。新横浜ができた時もそんな感じでしたね。大阪市が経営してる電車
ですから、ここは大阪市内。これを江坂まで延ばしましょうと。
奥居
吹田市に入った最初の駅なんですね。
白井
千里ニュータウンは大阪府の事業ですよね。万博に向けて新しい事業におカネが必要だ
ということで、大阪市は会場まで行かんでいいやろと。
奥居
大阪市がやってる鉄道なのに、府下まで行く必要ないだろうと。
白井
先行きもわからないから躊躇してた。そのうちに千里ニュータウンに阪急百貨店ができ
たり、どんどん開発されていく。延ばすことを前提に作ってるんです。万博は丹下健三さん
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が会場設計。こちらも中央口を作っちゃってる。資料を持ってま
す。開通式のシーンでも映っていましたが菅野副会長の「日本万
国博覧会覚書」
。菅野さんはすごいんですよ。国際共同館を提案さ
れて、国を集めなあかんと自らアフリカや各国を周って誘致され
た。迎賓館を作ろうとか。あと万博の統一マーク。
奥居
1970 年だけじゃなくて、ずっと使えるもの。オリンピックでいうと五輪マークみたいな
ものが万博にはなかったんですね。
白井
それをやりましょうと。ものすごいアイデアマンで、もともと日本航空の前の日本エアシ
ステム。その前は東亜国内航空。東側に東亜航空と西側の国内航空が合併した東側の方で、
東急系の方。航空関係に長けている方だったと思うんです。
この方が会場に乗り入れる鉄道は、当然要るものだと。ここからバスで輸送させたり、千
里中央から延ばした所でもそこからバスでは、これはかなり難しい。
奥居
映像の最初のほうに「3000 万人を運ばないといけない」と出てきましたが、最初の入場
予想者数は 3000 万人だった。
白井
こちらの資料は万博が決まってすぐ丹下健三さんが出したも
の。会場設計のことなどが書かれている。設計は単にデザインす
るだけやと思ってたけど、この入口は何万人とか。全体が 3000 万
人で設計してるんですね。
ところが途中でスタンフォード大学が「3700 万人、入るぞ」と。
約 3700 万人で設計されてる。ところが倍、来ちゃった。それは結
果的にそうなったんですけどね。
この本によると、中央口は 37％ぐらいを受け持った。阪急は千里線に万国博西口駅を造
って、西口から入れるように。国鉄は茨木駅からバス。阪急は南茨木駅も造ってそこからも
バス輸送を考えたが駅前があまり広くなかったんで中止に。北口と南口はおもに一般のク
ルマや団体バスが利用できるように想定されていました。しかし中央口は鉄道が要る前提
で造った。阪急は、千里線のほかにもう 1 本造ろうと。しかしこのルートは、距離的に千里
線や宝塚線から歩けるんですよね。それぐらいの距離にもう 1 本造るのは負担だから躊躇
したけど、やっぱり必要だろうと大阪府や関電、銀行が出資して造りましょうと。それが北
大阪急行だったんです。千里中央までは大阪府もやりましょう。でもその先は、万博が終わ
ったらどうなるかわからない。じゃあここは万博協会がおカネを出して造りましょうと。と
いうことで、大阪市内から会場までが 1 つにつながりました。
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奥居
そういった各者の駆け引きもありつつ、
実際の工事が始まると 1 年 7 ヵ月でやり切った。
私からも資料を共有いたします。今の映像を切り出したものですが、ハラハラするシーンも
いっぱい。名神に鉄橋を架けるシーンとか。
白井
命綱を付けずひょいひょいと。昔の写真を見ると、えぇっと思うのがいっぱいありますね。
奥居
高所恐怖症には務まらない。しかも 2 時間しか名神を止めない
で、その上に鉄橋を架けた。千里中央の手前にトンネルを作って
いるシーンですが、開削工法で土被りは少ない。ここは二股に分
かれるところで、奥が梅田方向。右手前に行くと今の千里中央。
左手前に 90 度曲がると万博会場へつながる会場線に続きます。
今の千里中央の本駅がオープンする前のシーンも映っていまし
た。
白井
せんちゅうの本駅を初めて見た時に、斜めの蛍光灯がすごい未来っぽく見えた。
奥居
かっこいいですよね。当時は緑地公園がありませんでしたので、江坂の次は桃山台。江坂
〜桃山台〜千里中央（仮駅）〜万国博中央口となっていました。
白井
万国博中央口はプレハブ工法。工場で作ってきたものを、パカパカと嵌め込む。その実験
台みたいなものだったらしいですね。
奥居
左藤大阪府知事、森社長、原田運輸大臣も出てきました。桃山台駅のホームで開通式をや
っています。江坂駅で大阪市の運転士から北急に引継。
白井
これは今でもちゃんと代わるんですよね。
奥居
万博のホステスさんも式典に参加して、夜はホテルで祝賀会。
大阪市と北大阪急行の旗が並んでいるのが象徴的。両者の協力に
よって出来たことを示している。
万国博中央口駅のシーン。まだ自動改札がなかった。
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白井
いたってシンプルでした。
奥居
自動券売機は並んでいた。
白井
自動券売機は、値段別で並んでいた記憶があります。
奥居
映像では、多能式のボタンがずらりと並んでいるタイプが映っています。
白井
梅田や天王寺で降りる人が多いので、その料金限定の単能機はありました。
奥居
多能式と、単能式と、両方の機械がありましたね。
千里ニュータウンも開発が進んでいく。今の「せんちゅうパル」が途中まで出来ている状
態。当時は「千里サンタウン」と言っていました。
千里中央の地下の本駅は、万博前に先に作っておいて、半年間
使わないで手前の 90 度曲がってトンネルを出た千里阪急ホテル
の前あたりに仮駅を作った。本駅は半年間眠っていましたが、天
井の蛍光灯が 45 度についていてカッコいいです。
白井
斬新ですよね。普通は 1 本の蛍光灯だけど、斜めにデザインするなんて。千里中央って阪
急百貨店にしても斜めに組んで、なんとなく万博に近づけようというムードがあります。
奥居
幾何学的なイメージで。僕は今でも千里阪急を見るとパビリオンに見えます。
白井
見える。どう見てもブルガリア館。（笑）
奥居
これは上新田隧道に入る所の扁額。左藤大阪府知事の文字で、
右から「千里萬国春」
。春が待ち遠しくなるような言葉で、前から
温めておられた言葉のようですが、千と万、里と国が対応してい
る。
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白井
昔の人って字上手いですね。

万博輸送を「完遂」した北急
奥居
当時の利用交通機関別内訳を調べてきました。北大阪急行が 37.9％ということで、やっ
ぱり一番のメインルート。
2400 万人。阪急千里線が 14.3％。茨木からピストンバスが 10.6％。
路線バスが 1.8％。少ないですね。貸切バスは遠くから来られる団体客。
白井
今の中央駐車場が、貸切バス専用やった。中央口って 2 つあるんですよ。北急から来た中
央口が一番広いですけど、バス用の中央口もある。それが今の万博協会ビルの前くらい。そ
のまま橋を渡って合流するデザインでしたね。
奥居
乗用車が 17.2％。すごい渋滞になる。その他が 1.8％…これが私。
白井
近所から歩いてきた人。
奥居
自転車で来た人も。
白井
会期中は自転車では行ってません。
奥居
池田から阪急電車で…伝統の十三回りですか？
白井
そうなんですよ。北急に乗ろうと思ったら梅田まで出ていかなあかん。どうしても阪急の
人は十三駅乗換で、暑くてのろい千里線に乗っていく。クーラーはなかった。
奥居
当時は臨時で淡路に特急を停めた。今は淡路に特急が停まりますが、当時は十三を出ると
大宮まで停まりませんでした。それを万博期間中だけ淡路に停めた。
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白井
資料は持ってませんが、北急にお召し用の車両があった。天皇陛下は実際は乗られていま
せんが。天皇陛下は国内では飛行機に乗られない。それで新大阪から来られるのですが、新
御堂で事故があった時のために、北急に一両だけあったらしいんです。実際には使ってない。
使ったかもしれませんがわからない。
奥居
使っていたら、この映像に入れているでしょう。出てこないということは使ってないんだ
と思います。
（※セミナー後、大阪市が車両を用意したと判明。使用されたことはなかった。）
当時は国鉄も力を入れて、全国からお客を運んでくるのは国鉄であると。国鉄のメイン入
口は茨木。当時はまだ新快速がなかった。快速と各停しかなかった。快速は京都を出ると高
槻、次は新大阪。今の新快速より停車駅が少なかった。それを茨木に停めるようにした。
白井
今の茨木駅前と昔ではすごい差ですね。バスターミナルとか万博のおかげで。
奥居
エキスポロードも造られて、茨木は東の玄関口として機能したんですね。
白井
お宝を持ってきました。朝日新聞 2 月 13 日号。
奥居
上と下で電車が交差してますね。
白井
上が阪急千里線。左に行くと万国博西口仮駅。右に行くと現在は山田駅ですが当時はあり
ません。下を走るのは北大阪急行。ここは中国道。
北急開通時のパンフレットもあります。この写真が面白い。桃山
台から千里中央に向かっていく。そこからトンネルに入って二股
に分かれる所。
奥居
右が上新田。左が新千里南町。
白井
上新田のあたりは森みたいになっています。この電話ボックスは、わかりますか？
奥居
丹頂型と呼ばれていた頭が赤い電話ボックス。その頃の公衆電話は 10 円玉しか入らない。
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白井
市内通話は、10 円でいくらでも話せました。遠距離になると、10 円玉をつぎつぎ入れな
いといけなかった。
これは北急の公式パンフレット。「夢を乗せて走る新しい鉄道、万国博急行」と書いてあ
りますが、私、「万国博急行」と呼んでいる人を全然知らない。
奥居
「エキスポ急行」という呼び方もあったような。
白井
すべてが終わった時のメダル。「万国博輸送完遂記念」と書いてある。
奥居
「完遂」という言葉に思いがこもっていますね。
白井
新聞の切り抜き。万国博中央口駅の駅長さん。当時、阪急に務めておられたんだけど異動
で北急へ。出向でしょうね。万博期間中はパビリオンを 1 個も見てない。可哀想に見ずに終
わっちゃったという記事。今でも当時の関係者とお会いすると、自分のパートは覚えてるけ
ど他のことを聞いてもまずわからない。
奥居
働いていた人は、毎日必死だったんでしょう。
「丹下健三さんの資料は誰に向けたものですか？」というご質問が来ています。
白井
日本経済新聞が出しているので、たぶん新聞に載ったものをまとめたものかなと思いま
す。内容は誰でもわかるようなもの。専門的な会議で使うものじゃなくて、皆に万博ってこ
んなものだよと。No.1 から 5 まである。ロゴについては大高猛先生の解説とか、それぞれ
の担当の方が 1 冊ずつ出してる。
奥居
「万博までの線路跡はどこかにありますか？」というご質問です。
白井
桃山台を出て千里中央へ向かうトンネルに入って、今の千里中央駅に入る直前で右折す
るトンネルが見えます。ぜひ見てください。右側にはっきり見えます。トンネルの中も何メ
ートルか残っているらしくて、研究者が写真を撮られてます。
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奥居
梅田から千里中央行きに乗ったら、進行方向の右側。トンネルに沿って付けている蛍光灯
の列が斜めにカーブを描いているのがわかります。出口は塞がれていますね。
白井
出口は高速道路なので塞がってます。
奥居
千里中央から万国博中央口までの間は、今の中国自動車道の東行車線になってますね。
白井
当時は「中国縦貫」と言ってましたね。トンネルの中からは、はっきり見えます。北急に
乗ったら見るのが基本です。千里中央駅に着くちょっと前ですよ。
奥居
現在の「名神架道橋」がこれです。当時は赤く塗られていまし
たが、今は白っぽいグレー。名神も防音壁が付いて、感じが変わり
ましたが今も立派にお勤めを果たしています。
これが白井さんからご提供いただいた「千里中央仮駅」
。千里中
央から上新田に渡る「北新田橋」の下にありました。
白井
当時の関係者から譲ってもらった写真です。なんと簡素な駅か
と言うくらい、今の千里中央駅とはまったく違う仮設の駅。左側
手前が千里阪急ホテル。正面は上新田の竹藪。
奥居
本日、同じ位置から写真を撮ってきました。51 年前と今日の写
真を比べると、正面はマンション街になり、歩道橋が途中で切り欠
きになって狭くなっている所だけが目印。
白井
狭くなっている所が駅に降りる階段だったんですね。
奥居
なんで途中から狭くなっているのかというと、駅に行く人は手前で皆降りちゃうから。そ
の向こうの上新田に行く人は、その頃は少なかった。
白井
たぶん、今ここを歩いている人の 9 割は知らない（笑）。乗降客はどうだったんですかと
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コメントでいただいていますが、ラッシュ時間の写真を見たことがあります。そこそこホー
ムに人が並んでました。何人というデータはわからないです。
奥居
今より少ないと思いますね。
白井
当然、この辺に住んでいる人は利用されていたと思う。
奥居
まだ北摂の開発も今ほど進み切った状態ではなかった。ただ千里中央仮駅ができたその
日から千里ニュータウンのバスは全部、千里中央が始発になりましたので、そこそこ乗降客
があったが今ほどは混んでいないというところかなと思います。
万国博のお客さんと地元のお客さんが一緒に北大阪急行に乗ってるわけだから大変です
よね。阪急電車もそうだったんですけど。
白井
そうそう、アルバイトが終わって駅に行くと人でいっぱいなんです。電車が来れば乗れる
だけ乗って進んでいく。けっこう見送らないと乗れない。
奥居
「北新田橋の下の駅の柱の跡は今でも確認できます」という情報をいただいています。
白井
残ってるんですか！さっそく見に行きます。
奥居
「北急が万博で建設費を償還したという噂は本当ですか？」というご質問。
白井
日経の新聞記事があります。
「北大阪急行 好スタート」。万博が
終わってこれからは本線（南北線）だけで営業しますという時点
で、いくら儲かったか。8 億円。物価の比例でいくとだいたい 6 倍
ですから 48 億円。それを原資にいろいろやったかもしれません
が、黒字だったということですね。予想以上の入場者数だった。
奥居
3000 万人の予想で造ったら 6400 万人来たわけですから、事故が起こらなかっただけで
も大変なこと。記念メダルの「完遂」という言葉に気持ちがこもっていると思います。
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奥居
「さきほどの映像に吹田市長、豊中市長は出てこないのでしょうか？」という質問です。
…少なくとも吹田市長は映ってます。ちょび髭をはやした山本市長。映像に出てくるのにナ
レーションでまったく触れられないという。
白井
他の方が偉すぎる。
奥居
いやいや線路が走ってる地元市ですから、一言ぐらい言ってもいいだろうと思いますけ
ど。運輸大臣や大阪府知事、大阪市長は言及してるのに吹田・豊中市長はないという。
…次のコメントは「茨木駅の駅長さんも多忙で万博会場に行く事はなかったと聞いたこ
とがあります」とのことです。仕事でやってると、そういうことなんですよね。
…次は「当時の北急は椅子の下に暖房がなくて寒かった」というコメントですが、ステン
レスのモダンな車両なんですけど、徹底的に合理化した簡素な車両でした。今でこそステン
レス車両はあたりまえになってますけど、当時は非常に先進的で珍しいものだった。それを、
ずらっといっぱい揃えて北大阪急行と大阪市交通局で万博輸送に備えたということですね。
阪急電車もステンレスじゃないですけど、3300 系車両をたくさん造って、なおかつ古い
車両を退役させないで万博輸送に備えた。
白井
国鉄も大量に車両を作りましたね。万博が終わってからそれをどうしようかと「ディスカ
バージャパン」が始まった。
奥居
「新御堂筋は名神架道橋の南側で一般道と平面交差していましたか？そこに信号はあり
ましたか？」というご質問です。
白井
ありました。
「魔の交差点」
。すいているとスピードを飛ばすんですが、まさかその先に信
号があるなんて思わないから、そのまま突っ込んで事故が多かった。
奥居
服部から豊津に向かう吹田街道と新御堂がクロスする所だけで平面交差になっていた。
新御堂を走っていくと、全部立体交差なのにそこだけ突然信号が出てきてたんですよ。
白井
なんであんな構造にしたんやろ？今のように立体にしたのは、万博が終わってからなん
ですよね。わざわざ造り直している。
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奥居
すぐ北側で名神の下をくぐらせる連続で平面にしたのかなと思いますが、本当に「魔の交
差点」で、これはまずいと思ったんでしょうね。万博に間に合わせなきゃいけないから造っ
ちゃったんですね。
白井
新聞記事で「魔の交差点に突っ込んで事故を起こした」と。昔の新聞って字が小さい。今
よりたくさん書けるので、当時はけっこう小説的に書くんですね。若者たちが乗っていた車
のカーステレオで「アビーロード」が鳴っていたとか。
奥居
ほんまですか？（笑）
「北急の本社は今は緑地公園駅ビルにあり、桃山台跡地には池田泉州銀行が入っています」
というコメントです。北急の本社は、桃山台から緑地公園に移転されたんですね。当時は今
の「アザール桃山台」がある所に本社ビルがあった。
「万博期間中、阪急千里線に準急が走っていました」というコメントをいただきました。
白井
「エキスポ準急」といって、いくつか駅を飛ばすんですが、千里線って待避線がなくて追
い抜けない。前が詰まっちゃっう。ただ停まらないだけなんで、逆にイライラする。
奥居
千里線の乗客にすれば、
「千里線も準急が走るようになったか」と。でも万博が終わった
ら次の日からない。梅田を出て十三に停まって、次が淡路。2 つ飛ばすのかな。下新庄に停
まらず吹田で停まる。豊津に停まらず関大前に停まる。千里山に停まらず南千里に停まる。
あとは万国博西口、北千里。あれも地元のお客さんと万博のお客さんを分けるための苦肉の
策だったのかなと思います。ただ追い抜きはありません。
白井
すぐ追いつくんですよ。過密ダイヤで 2〜3 分おきにどんどん出ていきますから。
奥居
「千里線クーラー無しってマジですか？」という質問を…これは若い方だと思いますが、
マジです。
白井
マジですね。私は指定の場所があって、中間の車両で、運転席の機械を取っ払った所、そ
こに入るんです。車掌さんが使う縦長の窓を開いて顔を出して、顔を冷やしながら乗ってま
した。
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奥居
ご無事で何より。通勤電車の冷房が一般的になったのは、1980 年代以降ですね。
白井
千里線だけ遅かった気がします。
奥居
「万国博西口駅の写真はあまりありませんね」というコメント。
白井
ネットで探すと、いっぱいあります。建築中の感じで、橋桁を組んだ上にホームが乗っか
っている感じ。そこを降りたら万博なんですよ。太陽工業のテント屋根が付いてて、左に行
くと迷子ワッペンの機械。右には入場券の販売。出たとたんに万博だったですね。
奥居
あの駅は普通の道路に出られないんですね。近くに住んでいて万国博西口駅を使いたか
ったんだけど、どうしても入口が見つからない。
白井
実は万博の一部やったんですね。
奥居
画像検索をしていただくと出てきます。
「万国博西口駅」です。よく「万博西口駅」と書
いていますが。
白井
検索では両方やってみてください。何か出てくると思います。
奥居
北大阪急行の終点も「万国博中央口」
。当時は「万国博」と言ってましたね。
「新幹線利用者のうち万国博中央口駅利用者と国鉄茨木駅利用者の割合はどれくらいで
したか？」というご質問なんですが…これはわからないですね。つまり、東から京都で在来
線に乗り換えて茨木に来た人と、新大阪まで行って北急で来た人のどちらが多かったかと
いうことですね。当時は山陽新幹線はまだありませんでしたので。
白井
それは難しい。でもたぶん新大阪まで来ますよね。
奥居
なかには国鉄茨木駅からバスに乗り換えて万博会場に行ったので、万博は茨木市だと思
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っていたとおっしゃる吹田市職員の方がいた。
「ディスカバージャパン」は万博輸送の副産物といいますか。そのために増強した車両を
遊ばさないために旅行需要を喚起しようと。そこから日本の旅行の姿が変わっていった。
白井
万博会場って団体さんだらけでしたね。個人旅行は高くつくんです。だからどうしても団
体で。自分で手配するのが大変な時代やったんです。
万博まで旅行雑誌はほんまに少なかった。70 年 4 月頃だったかな、
「anan」が創刊。翌
年に「non-no」が創刊。そこに毎号のように京都や鎌倉の特集がグラビアで載るんです。そ
れまではなかった。それを女性たちが持って旅に出る。それが「アンノン族」
。それも相ま
って「ディスカバージャパン」は大成功しました。

2025 年への期待
奥居
2025 年大阪万博まであと 3 年半ですね。北大阪急行は 1 年 7 ヵ月で造ったんだから、2
本くらい鉄道造れそうな感じですが。ワクワクしながら待っていますが。
白井
入場予想が 2800 万人ですね。
それが膨れ上がれば、それなりに成功するんでしょうけど。
ドバイ万博に行った人が YouTube にアップしているんですが説明を見ないと、どこの国の
パビリオンか映像を見ただけではわからない。どこに行っても同じような感じの映像。もう
ちょっと独創性のあるものが欲しいなと思いますね。
奥居
吹田市民といいますか千里市民といいますか、万博を濃厚に見た私たちとしては、2025
年には勝手にサテライト会場をやっちゃえばいいかなと思っているんですけど。
白井
とにかく、おったまげるようなものを見たい。
（参加者）
当時の資料が見られるおすすめの場所は？
白井
EXPO’70 パビリオンですね。もともと鉄鋼館というパビリオンを利用して作られました。
万博公園の自然文化園正面口を入って右手 300m ぐらいにあります。そこの 2 階に当時の
資料が保存されていて見られます。真ん中あたりに会場内を当時あったモノレールで一周
する映像があります。あれを見ると、当時の雰囲気を味わえますよ。
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奥居
本日は、白井達郎さん本当にありがとうございました。
吹田市立千里ニュータウン情報館は、南千里駅からわずか 30 秒。千里ニュータウンプラ
ザという建物の 2 階にあります。ニュータウン建設当時の模型や団地の住棟番号があった
り、貴重な映像も見られます。ニュータウンに特化した資料もいろいろと集めています。バ
スオールの展示もあります。
ぜひともお越しいただいて当時の千里ニュータウンの活気を感じ取っていただければと
思います。係員もおりますので、いろいろご質問していただければわかることはその場でお
答えしますし、わからないことも調べてお答えします。
千里ニュータウンや万博に関する貴重な資料をお持ちの方は、ぜひとも千里ニュータウ
ン情報館にお持ちいただければ大変うれしいです。
https://senri-nt.com/
皆様も長時間のご参加ありがとうございました。大変楽しく過ごせました。
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