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ＪＲ九州特急車両の変遷-鉄道にデザインを- 

法学部１回生 松田 彬 

工学部 1 回生 松本 卓也 

 

1. はじめに 

 国鉄の分割民営化後、JR 各社はそれぞれ独自の道を進んでいる。その中でも JR 九州は

車両のデザインに関して極めて独特な道を歩んでいると言っても過言ではない。デザイナ

ーによる斬新な車両デザインと、居住性とデザイン性が融合した個性的な室内空間はやは

り JR 九州の大きな特徴であろう。 

この背景には JR 九州の置かれた厳しい状況がある。本州の JR 各社と比べ JR 九州は経

営規模が小さく、九州は高速道路が発達していることから常に高速バスとの競争があるな

ど経営基盤が不安定なのである。そのような中、鉄道車両をただの輸送機関としてではな

く旅を充実させるものであると考え、デザインを戦略とした JR 九州の方向性は JR20 年

の歩みの中で特筆すべき項目である。ここでは、JR 九州のデザイン戦略という方向性を

確立させた車両であると考えられ、今なおその斬新なデザインが色あせることの無い 787

系の話題を中心に、JR グループ最初の新製特急型電車である 783 系からの特急車両の変

遷をたどる。 

 

2. 787系以前の車両 

2.1 1988（昭和 63）年 3月･･･783系、キハ 183系 1000番代登場 

783 系特急型交流電車は 1988（昭和 63）年 3 月のダイヤ改正でハイパーサルーンのニ

ックネームで鹿児島本線に導入された。前述のとおり JR グループ最初の新製特急型電車

であり、JR 生まれの特急型電車では唯一の昭和生まれとなっている。ステンレス車体を

採用し初のステンレス特急車となった。1 車両にドアは片側 1 つ、中央に扉を設けた独特

の形態で、半室グリーン車など多様な編成に柔軟に対応できる。また導入当初は最高

120km/h 運転だったが、1990（平成 2）年 3 月から一部区間で最高 130km/h 運転を行っ

ている。デザイン面でも、先頭部はスラントノーズの非貫通低運転台で前方の視界を拡大

し、側窓は従来より広くなり、部屋ごとにシートの色を変え、窓ごとにカーテンの色を変

えていた。 

設計に国鉄末期の新しい技術を多く取り入れているため、この車両は冒頭に述べた JR
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九州の独自性とはまた違い、国鉄時代の面影を残した車両であるが、デザイン面の改善な

ど JR らしい車両であるともいえるだろう。なお 1994（平成 6）年以降、室内と外観の 2

度のリニューアルがなされ、現在オリジナルのまま残っている車両はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1「783 系外観（リニューアル後）」 

（2005 年 3 月 26 日、肥前鹿島駅にて、筆者松田撮影） 

 

783 系と同時期に登場したのがキハ 183 系 1000 番代である。キハ 183 系は国鉄形式で

あり、1000 番代も動力装置のみはそれと同じであるが、外観その他はまったく異なってい

る。季節列車「オランダ村特急」用車両として導入され、外部塗色はオランダの国旗の色

である赤白青を基調としていた。運転台が客室の上にあり前面はパノラミックウインドウ

となっており、展望車のひとつといえる。内装は一般の特急列車と大きく変わらないもの

であったが、外見は欧米風のデザインで今のイメージに近い個性的なものであった。その

後度重なる改造を受け、さまざまに愛称が変化してきたのだが、それについての言及はこ

こでは割愛する（現在では「ゆふ DX」用車両として活躍中）。 
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写真 2「キハ 183 系 1000 番代『ゆふ DX』外観」 

（2007 年 3 月 3 日、豊後中村駅にて、井上撮影） 

 

2.2 1989（平成元）年 3月･･･キハ 71系登場 

783 系登場から 1 年後の 1989（平成元）年 3 月には博多～別府間の特急列車「ゆふい

んの森」用車両であるキハ 71 系が導入される。なお、この車両はキハ 65、キハ 58 を種

車とする改造車であるが、車体はまったくの新製であり、もとの車両の面影もないことか

らここでは JR 九州の特急列車として扱うこととする。 

キハ 71 系は湯布院のイメージアップと旅行需要の開拓を目的としたリゾート列車であ

り、観光客を意識した車両となっている。内装外装ともにヨーロッパ風レトロ調を意識し

たものとなっており、外装はオリーブグリーンに金帯が配され、前面と側面にエンブレム

がついている。また形は円形状で従来の鉄道車両には無かったフォルムであった。客室は

600mm の高床式とし、車体側面を 10 度傾斜させ前面の窓・側窓ともに大型とすることで

客室からの眺望の向上を図っている。室内の床は難燃性木材を使用し、窓の金具類は主に

真鍮を、荷棚には金メッキを施すなど華やかな雰囲気が感じられる内装となっている。こ

の車両は 783 系と比べ独自性がより強く、あくまで私見だが、このキハ 71 系が JR 九州

の特急列車の独自性の源流のひとつであるものと感じる（「源流のひとつ」とあるのは、キ

ハ 58 系改造のアクアエクスプレスをはじめとしたジョイフルトレインなどにも原点を見

出すことができるからである）。 
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デビュー当時は 3 両編成であったが、1990（平成 2）年 4 月に中間車を増備し現在 4 両

となっている。こちらも 3 度のリニューアルを受け、内装は 783 系同様オリジナルを維持

した車両は存在しない。 

 

 

 

2.3 1999（平成 11）年 3月･･･キハ 72系登場※ 

キハ 71 系の 10 年後の 1999（平成 11）年 3 月には、完全新製のキハ 72 系が 4 両編成

で導入された。この車両は営業最高速度がキハ 71 の 95km/h に対して、120km/h とし「新

ゆふいんの森」として導入された。キハ 71 系で特に評判のあった外観の円形状のデザイ

ンと木目調の室内を残し、明るく近代的でカジュアルなものとしている。現在も活躍中で

あり、キハ 71 系との比較が興味深い車両である。 

※なお、この車両は 787 系以降の車両であるが、キハ 71 系との関係が深いため、ここに

紹介した。 

 

3. 787系の概要 

 787 系は水戸岡鋭治氏の率いる JR 外部のドーンデザイン研究所が全面的にデザインを

行った。「いかに早く効率よく運ぶか」ということに鉄道車両は目を向けがちであったが、

「質の高い旅を提供する」ということにも 787 系は力を入れている。高級ホテルの感覚を

取り入れたデザインは、座席はもちろんデッキ、トイレまで手を抜かず行っている。787

系は増備や改造により変化をしている部分が多くあるが、ここでは登場時の様子を基本と

して書くことにする。 

 

写真 3「キハ 71 系外観」         写真 4「キハ 72 系外観」 

（2007 年 9 月 1 日、原田駅にて、逸村撮影）（2007 年 3 月 2 日、豊後森駅にて、井上撮影） 
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3.1 水戸岡鋭治氏と JR九州 

 水戸岡鋭治氏は 1947（昭和 22）年生まれ。ドーンデザイン研究所の代表である。水戸

岡氏が 1988（昭和 63）年に「ホテル海の中道」のアートディレクションを担当した関係

から、海の中道を通る香椎線の車両のリニューアル（キハ 58 系アクアエクスプレス・現

在は廃車）を依頼され、JR 九州との関係が始まった。水戸岡氏にとって鉄道車両をデザ

インするのはこれが初めてだった。その後は鉄道車両に限らず駅やバス、船といった JR

九州に関連するもののデザインを次々と任された。国鉄から引き継いだ 485 系を赤一色に

塗るデザインを提案したのも水戸岡氏である。そのような中デザインしたのが福岡、熊本、

鹿児島といった九州の主要都市を結ぶ新型の特急車両、787 系である。 

 

3.2 外観 

 面を組み合わせた個性的な前面をしている。ボディはパールグレーとゴシックグレーの

2 色で塗り分けており、他の電車とは違った重厚感が漂っている（リニューアルにより現

在はダークグレー1 色）。また、グレーだけで単調にならないように側面にはロゴやそのア

プリケーション、グリーン車などのサインマークをデザインしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 5「787 系外観（2 色時代）」 

（2003 年 8 月 29 日、西鹿児島駅にて、中川撮影） 
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3.3 車内 

 デザインは基本的にメタリック調で、色付きのアルミを随所に用いている。一方で洗面

所のトップに石を、テーブルに木を用いたように自然素材も使用している。照明は間接照

明を多く使用していて暖かみを持たせている。 

 

3.4 ビュッフェ 

 おそらく787系において一番の特徴としてあげることができるのはビュッフェであろう。

1 両の約半分がビュッフェとして営業しており軽食を販売した。ビュッフェ内は天井がた

まご型をした開放的な空間になっている。当時、食堂車は衰退傾向にあり、しかも在来線

の昼間を走る特急に食堂車が付くことはまずなく、これは驚くべきことだった。ビュッフ

ェがある車両の形式は「サハシ 787 形」。食堂車を示す「シ」があることは福岡と鹿児島

を結ぶ看板列車としての威厳というものを感じる。 

しかし、九州新幹線の部分開業により 787 系は走行時間が短くなること（後述）を受け

て、ビュッフェを普通車に改造する工事が 2002（平成 14）年 7 月 15 日から行われた。

形式についていた「シ」もこの時に消された。編成ごとにこの工事は行われ、新幹線開業

の約 1 年前となる 2003（平成 15）年 2 月 7日を最後にビュッフェ付き列車の運行は終了

した。なお、787 系と新幹線との編成定員を比べると、ビュッフェを座席改造したとは言

え、それでも新幹線のほうが若干多い（787 系は 7 両編成で 343 名、新幹線は 6両編成で

392 名。両数の尐ない新幹線のほうが定員が多いのは 1 両あたりの車両長が約 5m 長いこ

とやグリーン車が無いことなどによる）。 

写真 6「787 系外観（現在）」        写真 7「787 系乗降口付近」 

（ともに 2007 年 9月 2 日、博多駅にて、筆者松田撮影） 
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3.5 座席 

 シート用モケットは 15 種類のパターンが、床用のタイルカーペットには 8 種類あり、

車両ごとに違う雰囲気となっている（その後のリニューアルにより現在は数種に統一化さ

れた）。また、旅の多様化を想定して様々なタイプの座席が存在する。 

（普通席） 

一般席の他にセミコンパートメント席がある。一般席は回転式リクライニングシートを

装備。シート間隔が 1000mm と広めにとられており（783 系は 960mm）、ゆったりとし

ている。また、車両中央には荷物を置くスペースがあり、半室ごとに区切られたように見

える様子は 783 系の流れを感じる。なお、ビュッフェから改造された座席は、たまご型の

天井を残している。そのため荷棚を設置することができず、荷物は足元へ置くことになる

配慮からシート間隔は 1200mm と非常に広くとられている。セミコンパートメント席は 2

組の 2 人がけの固定式座席が向かい合わせに配置され、ボックスの背面が壁で区切られて

いる。また、通路側はガラスで仕切られ準個室といった感じがあり、グループでの利用が

考えられている。ビュッフェで購入したものなどの飲食に便利なように大型の折りたたみ

式テーブルがついている。 

 

 

 （グリーン席） 

一般席、個室（サロンコンパートメント）、個室風ボックスシート（トップキャビン）の

3 種類が存在する。一般席は 2 人掛けと 1 人掛けシートが 1200mm 間隔で配置しておりさ

らにゆったりとしている。サロンコンパートメントは完全に仕切られた個室でホテルの一

室を思わせる。1 人掛け座席と 3 人掛けソファがあり、またロッカーもある。照明を調節

することもできる。トップキャビンは先ほどのセミコンパートメント席のグリーン車版と

いった感じで、編成端の一区画 6 席のみの存在であった。数人での利用を前提としたもの

写真 8「787 系普通車一般席車内」    写真 9「787 系普通車元ビュッフェ部分」 

（2007 年 9 月 2 日、筆者松田撮影）     （2003 年 8月 29 日、中川撮影） 



 47 

であるが、あまり有効的に使えなかったのであろう、トップキャビンは後に DX（デラッ

クス）グリーン席へ改造されており、現在は存在しない。 

 （DXグリーン席） 

2005（平成 17）年 10 月 1 日ダイヤ改正からグリーン席よりさらにランクが上となる

DX グリーン席が順次設置された。DX グリーン席という座席区分は 787 系が最初で唯一

のものであり、料金はグリーン席よりも高く設定されている。編成あたり 3 席あり、座席

はほぼ水平に倒すことが出来る。元々は 6 席あった区画なので非常に広々としている。 

 （荷棚） 

なお、セミコンパートメント席を除いた荷棚にはふたの付いたハットラックタイプが使

用されており、すっきりとした印象を与えている。 

 

3.6 その他車内設備 

誰でも使えるマルチスペースがあり、多目的スペースとして具合の悪い人が横になるこ

とに、またベンチがわりとして使用できる。トイレは真空式を採用し、臭いを抑えている。

便所と洗面所は一体化され男女別としている。 

 

3.7 車内サービス 

 自前で女性サービスクルー「つばめレディ」を乗務させ、ホテルのようなきめ細かいサ

ービスを目指している。つばめレディは検札からグリーン車のシートサービス、車内販売

まで行う。ドーンデザイン研究所はこれらの制服やエプロンのデザインも行っている。な

お、現在は「つばめレディ」という名前は用いられていない。 

 

3.8 走行システム 

 主回路システムは 811 系と同じであるサイリスタ位相制御（MM’のユニット方式）・発

電ブレーキ方式を採用しているが、抑速ブレーキを追加しており、また最高速度は

130km/h となっている。台車は 783 系をベースに改良を加えたものである。 

 

3.9 運用 

 1992（平成 4）年 7 月 15 日ダイヤ改正において 52 両を鹿児島本線に投入。博多～西鹿

児島間を結ぶ特急「つばめ」14 往復中 7 往復の運用に使用された（残りは 783 系を使用）。

7 両編成だが多客期には 2 両増結して運転された。なお「つばめ」という列車名は、特急



 48 

「有明」のうち博多～西鹿児島間を結ぶ列車を名称変更する形によりこのダイヤ改正で登

場したものである。ただし「つばめ」の名前自体は過去に区間や車両を様々に変えて存在

し、その歴史は戦前の東京～神戸間を結んでいた列車にまで遡ることができる。 

その後 787 系は増備が行われ、現在では総勢 140 両となっている（4、6、7 両編成が存

在）。なお、787 系「つばめ」は 2004（平成 16）年 3 月 13 日の九州新幹線の新八代～鹿

児島中央（西鹿児島からの改称）間部分開業により「リレーつばめ」として博多～新八代

間に短縮された。新八代で 800 系九州新幹線「つばめ」と接続する形になっている。 

日豊本線や長崎本線での特急で運用された時期もあったが、現在定期的に走る列車は鹿

児島本線の「リレーつばめ」（博多～新八代間）、「有明」（小倉～博多～熊本～肥後大津間）

と福北ゆたか線の「かいおう」（博多～直方間）の全部と鹿児島本線の「きらめき」（門司

港～小倉～博多間）の一部である。 

九州新幹線は現在博多～新八代間が建設中だが、この区間は「リレーつばめ」や「有明」

の運行経路と並行している。数年後に控えている開業時には 787 系の運用に大きな変化が

見られるだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 10「新八代駅で接続する 787 系『リレーつばめ』（左）と 800 系『つばめ』（右）」 

（2005 年 3 月 27 日、新八代駅にて、筆者松田撮影） 

 

4. 787系以後の車両・まとめ 

 787 系によって確立されたデザイン戦略は現在にまで続いている。787 系以後もドーン

デザイン研究所は JR 九州と関係を持ち続け、個性的な特急を登場させていった。日豊本

線の「ソニック」に使われる 883 系では座席にミッキーマウスのような耳を付けて遊び心

を演出し、「（白い）ソニック」や「（白い）かもめ」で使用される 885 系では座席が革張

りになり、高級感が漂っている。また、最近は木を取り入れることが多くなっている。885
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系では床がフローリングとなり、「はやとの風」や 800 系新幹線などでは座席にも使用さ

れている。また、787 系や 883 系のリニューアルにおいても木を使う部分が増えている。

なお、今回は特急車両に限定したが、通勤車両においても個性的車両は数多く存在する。 

 

 

 

 

 

このように JR 九州特急車両を追ってみたが、改めて JR 九州のデザインの独自性が感

じられた。それぞれデザインの違いはあれど、鉄道車両をただの輸送機関としてではなく、

旅を充実させるものであると考え、デザインを戦略とするコンセプトが脈々と受け継がれ

ているのが興味深い点である。次に登場する新型特急車両はどのようなデザインなのだろ

うか。これからも JR 九州から目を離せないものである。 

 

 

   写真 13「885 系外観」         写真 14「885 系普通車車内」 

（2005 年 3 月 28 日、博多駅にて、筆者松田撮影）（2005 年 3 月 26 日、筆者松田撮影） 

 

写真 11「883 系外観（更新前）」     写真 12「883 系普通車車内（更新前）」 

（2005 年 3 月 28 日、行橋駅にて、筆者松田撮影）（2005 年 3 月 26 日、筆者松田撮影） 
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