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1．はじめに              

   

　日本の伝統的な食文化である驛弁は、驛を冠したそのシンボリックな名前からもわかる

ように、鐵道の歷史と切っても切れない關係にある。日本初の鐵道は1872年、東京-橫浜區

間であるが、｢宇都宮說｣(1885年)を1)驛弁の起源とする場合、驛弁がこの世に誕生し、今年

で125年である。北は北海道から南は九州まで、日本全國には約2500~3000種類もの驛弁が

あるといわれている。　

 本来、驛弁の販売は駅における構內營業から始まっている。構內營業には｢旅客ノ便益ヲ

図ル爲驛構內二於テ營厶旅行上必要ナル品物又ハ飮食物ノ販賣業｣等が含まれ2)、驛弁の伝

統的な販売方式である立賣りも、構內營業の一環として行われたものである。驛を媒体と

し、驛の｢內｣で營業していた驛弁は、今や必ずしも驛を媒体とせず、驛の｢外｣への營業に

変わりつつある。列車のスピード化、開けられない窓、驛弁の買うまでの余裕のない短い

  * 建陽大學校　日本言語文化學科

 1) 最初の驛弁がいつどこから始まったのかについては諸說があるが、一つの定說となっているのが｢宇都

宮說｣である。

詳しくは以下を參照されたい。

   金英順(2011) ｢驛弁の変遷と多樣化-鐵道交通との關係を中心に｣�日本近代學硏究�第31輯、pp.191-208

 2) 林順信ㆍ小林しのぶ(2000) �驛弁學講座�集英社新書、pp.21-22
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停車時間、車両の改良や鉄道運送の時間管理など、驛弁を取り卷く環境は、図らずも驛弁

の｢驛離れ｣を推し進める結果となったのである。近年にいたっては、デパート等で開催さ

れる驛弁の實演販賣の方がむしろ注目されているといっても過言ではない。　　

　とはいえ、地元の名産ㆍ特産物を食材にし、その地に受け継がれてきた獨自の調理法で

つくられる鄕土料理、という駅弁のアイデンティティそのものが変化したわけではない。

当然ながら、北海道特有の農畜水産物や食文化が北海道驛弁として凝集されていることは

容易に想像できる。日本の食材の宝庫とされる北の國、北海道ならではの豊かな駅弁調製

が行われてきたことであろう。さらに、北海道が、日本でも早い時期に鉄道が敷設された

地域であることも忘れてはならない。駅弁は、鉄道とともに始まった食文化であり、した

がって、北海道駅弁の歴史もまた他の地域に比べ長いと推測される。

　一方、北海道も他の地域同様、鉄道利用の目的や運行時間など、鉄道の日常的な側面は

もちろん、出張や観光などの非日常的な場面においても交通機関としての役割、位置づけ

に少なからず変化してきている。特に、他の都府県への連結運営が難しい地理的条件か

ら、空路便の優位は想像に難くない。そしてこのことが駅を販売拠点とする駅弁の営業に

少なからず影響を及ぼしていることが推測される。

　本稿では、上述したように、食材、鉄道の歴史、地理的条件など、駅弁の発祥や変化に

富むであろう北海道の特性に着眼し、北海道駅弁の特徴について考察する。北海道の鉄道

と駅弁との関わり、北海道駅弁の調製元の特徴、駅弁の構内営業の変化などに注目する。

このことから、日本全国において旅客とから需要低下と経濟不況が續くなか、鐵道と高級

鄕土料理のコラボレーションとされる驛弁の今後のあり方を考える手がかりを得ることが

できよう。

　なお、駅弁の歴史や地域特色に關する総合的な硏究は、旅行雜誌や文芸誌などの媒体を

通しての、觀光や地域振興の觀点からのアプローチが多い。詳細については、｢驛弁の変遷

と多樣化-鐵道交通との關係を中心に-｣を參照されたい3)。

2．炭鉱鉄道と驛弁の誕生
　

　日本の最北端に位置する北海道は本州に續いて日本で二番目に大きな島である。島の面

 3) 金英順(2011) ｢驛弁の変化と多様化-鉄道交通との関係を中心に-｣�日本近代學硏究�第31輯、pp.191-208
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積は83,457k㎡、日本全土の約23％を占め、ちょうどオーストリア(83,871k㎡)と同じ規模で

ある4)。人口は5,507,456人、日本全人口の4.3％を占めており、日本でもっとも人口密度の

低い地方である5)。

　北海道は日本の食糧基地でもある。2009年度農畜産物の生産高上位5の品目に對する地

域別構成比から北海道の状況をみてみよう。生産額の高い順から、1位の米は5.9％(全国

で2位、以下同様)、2位の肉用牛は11.1％(2位)、3位の乳用牛は47.0％(1位)、4位の豚は5.

8％(5位)、5位の鷄卵は4.5％(6位)を占めている6)。また、水産物においても、養殖の收穫

量は1,512百トンで全國総量の13％を占め、漁獲量は13,133百トンで全國総量の30％に達

している7)。

　駅弁は農ㆍ畜ㆍ水産物の食材を用いて調製されるものであるが、北海道駅弁の特徴は海

産物類が多いことである。後述するが、北海道の駅弁172種のなかで8)、中身を素材で分類

した場合、海の幸類は130種で全体の2/3を占めている。残りが、幕の内類16種、肉類14

種、その他12種で構成されており、畜産類の生産量に比べ、肉類の駅弁が少ないのがわか

る9)。これは、北海道の莫大な漁獲高と豊かな水産資源の特性がそのまま駅弁の素材とし

て活かされているからであろう。

　一方、日本國內から北海道へのアクセスは空路、鐵道、航路などがあるが、2010年にお

ける輸送手段別の統計をみると、航空機85.7％、鐵道6.8％、船7.3％で、航空便が主流と

なっている10)。北海道への新幹線は、1972年に基本計畵が出されたものの、2005年になっ

てようやく新靑森驛と道南の新函館驛の區間が着工され、2015年の開通を待っているとこ

ろである。札幌驛までは2020年を予定しているが、東京-札幌間の1070キロは、最高時速

360kmであれば4時間、時速300kmであれば5時間で結ばれることになる。2010年現在、東京

 4) 統計局｢1-7　都道府縣別面積｣：http://www.stat.go.jp/data/nenkan/zuhyou/y0107000.xls

 5) 2010年10月｢國勢調査｣北海道廳：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tuk/001ppc/10p.htm

 6) 農林水産省 ｢分析指標-主要農産物の産出額と構成比(50位)｣；

    http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001084169

 7) 北海道農政事務所｢平成20年漁業ㆍ養殖業生産統計｣；

    http://www.maff.go.jp/hokkaido/toukei/kikaku/sokuho/other/gyokaku_08.xls

 8) ｢中央會北海道本部｣ホームページに掲載されている調製元の商品を素材別に区分したもので、分類方

法によっては異る結果もありうることを断っておく。

    以上、http://ekiben-hokkaidou.travel.coocan.jp/index.html

 9) 九州の駅弁の場合、肉類35％、海の幸類21％であるが、これは九州地方の産地の特徴によるものであ

る。鹿兒島縣の畜産物は、肉用牛及び豚が１位、鷄卵が３位を占めており、このような特徵は驛弁

にもよく現れ、鹿兒島の驛弁には牛と豚肉を素材としているものが多い。詳しくは、金(2011)｢�驛

弁�ネーミングにみる地域的特徵-九州を中心に｣�日本近代學硏究�第33輯を參照されたい。

10) 北海道廳 ｢平成22年度來道者輸送實績｣；http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kkd/siryou230429B.xls
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-札幌間の旅客輸送の97％が航空便であるが、新幹線が開通した場合そのシェア率は、54

(新幹線)：46(飛行機)と新幹線優位の予想が出されている11)。乘車時間の4時間が鐵道と航

空の分岐点となるようだが、新幹線の札幌までの開通は、駅弁市場にも少なからずの影響

を及ぼすことになる。

　驛弁の歷史が鐵道の歷史とともに始まっていることは周知の通りであるが、北海道にお

ける初の鐵道は、1880年、幌內鐵道の｢手宮―札幌｣區間(約35.9km)である。これは、1872年

に｢東京ー橫浜｣區間、1874年に｢大阪ー神戶｣區間に續き、日本で3番目に早い開通であっ

た。明治政府の北海道の開拓がようやく始まったところで、まだ町も形成されていないと

いう狀況の中で、北海道で鐵道が急設されたのは何故だろうか。それは石炭採掘と深い關

わりをもつ。

　北の交易の中心として榮えていた函館は、1854年、日米和親條約の締結で開港が決ま

り、1859年には國際貿易港として開港される。当時、北海道では石炭採掘が行われていな

かったが、函館港に入港する外國船は燃料として石炭を求めていたのであり、北海道の資

源開發が始まるきっかけとなる。やがて、幌內炭鉱が開發されると、採掘した石炭は小樽

まで輸送せねばらなず、その方法として、鐵道の敷設が急がれたのである。言い換える

と、北海道の豊富な地下資源が鐵道網の整備を促し、農業による集団移住もなされていな

い山奧の地にまで驛が作られ、町の形成へと發達していったのである。日本で3番目の開通

といっても、東京や大阪のように｢人の移動｣を支えるのでなく、｢ものを運ぶ｣ことから始

まった点に北海道鐵道の特徴があるといえよう。

　北海道初の幌內鐵道は、1880年1月8日に鐵道工事をはじめ、同年11月28日に開通した｢手

宮~札幌｣區間である。工事からわずか11ヶ月という速さであったが、2年後の1882年には、

小樽市の手宮驛と、札幌の岩見澤を通り、三笠市の幌內驛を結ぶ區間が開通される。ダイ

ヤは1日1往復、9:00手宮發ー札幌12:00着、折り返し13:00發ー手宮16:00着というもので、

料金は上等1円、並60錢、下等40錢、驛は手宮、開運町、朝里、錢函、輕川、琴似、札幌で

あった12)。

　幌內鐵道は、1882年に札幌―幌內の區間、1889年には岩見澤から分岐した幾春別鉱山ま

で開通した後、同年11月、北海道炭鉱汽船株式會社に拂い下げられた。後述するが、北海

道における構內營業の許可制度はこの時に確立されたものである13)。北海道炭鉱汽船株式

11) 北海道廳；http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/skt/grp/naani17.pdf

12) http://pucchi.net/hokkaido/train/line_horonai.php

13) ｢中央會北海道本部｣；http://ekiben-hokkaidou.travel.coocan.jp/index.html
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會社という社名に｢炭鉱｣が並んでいることからも、北海道鐵道が石炭と深く關わっている

ことがうかがえる。

　ところで、日本初の驛弁については｢宇都宮説｣、すなわち、1885年に宇都宮驛で販賣さ

れた｢ゴマ塩をふりかけた梅干し入り握り飯2個に、澤庵をそえ、これを竹の皮で包んだも

の｣14)が一般的に採用されている。ところで、�北海道驛弁史�によると15)、北海道では

1880年、幌內鐵道の｢手宮―札幌｣區間が開通して間もなく、その中間の錢函驛近くにあっ

た和菓子屋が、自家製のどぶろくで酒饅頭を作り、｢ホームで販賣｣したという。この酒饅

頭は錢函の名物として大いに人氣を呼んだため、｢一時は7、8人も賣子がホームに出動する

という狀況を呈するに至ったので、開拓使から規制され4人の者に限り、賣子としてホーム

に出動することを許可された｣と伝わっている16)。

　饅頭を驛弁として認めることについては議論が必要かもしれないが17)、これを北海道の

驛弁のルーツとした場合、今や定說となっている宇都宮說より5年も早い時期にすでに駅弁

が存在していた、ということになる。しかも、驛弁の伝統的な販賣形態とされる｢ホームで

販賣｣という点に注目すると、立賣も北海道が始發ということになる。この酒饅頭は、戰後

なくなっていたものの、數年前に復活を果たし、現在も錢函驛で賣られている人氣商品で

ある18)。

　ところで、北海道における本格的な驛弁は、1890年4月、札幌驛の構內で高田文藏という

人が｢弁当、すし、まんじゅう｣を販賣したことから始まる19)。その後、札幌驛では1899年、

新規營業人に公募があり、その結果、庇護興三吉という人が採擇され、札幌驛における二代

目の驛弁屋となったが、このルートは、2011年現在、札幌驛の構內營業權をもっている｢(株)

札幌驛立賣商會｣に継がれている。一方、正式な許可を得た上で構內營業を始めたところは、

高見澤驛、1890年11月である20)。以降、鐵道の發展と共に驛弁の營業驛も增え、鐵道で移動

14) 瓜生忠夫(1979) �驛弁物語�家の光協會　p.44

15) 北海道の驛弁はスタート時の正確な資料はなく、語り継がれた伝承によるものである。

    以上、北海道人｢北海道デジタル図鑑-北海道驛弁のいろいろ｣；

    http://www1.hokkaido-jin.jp/zukan/story/04/09.html

16) ｢北海道人｣；http://www.hokkaido-jin.jp/issue/sp/200411/sp_01.html

17) 驛弁は、廣義には｢驛構內で販賣される弁当｣を意味するが、狹義の意味では、社団法人日本鐵道構內

營業中央會(以下｢中央會｣と略す)に加盟している業者が調製し驛構內で販賣しておりなおかつ米飯が

入っている弁当のみを指すこともあるので、酒饅頭は、構內販賣という形式では驛弁、米飯が入っ

ていないことでは驛弁ではないということになる。

    以上、Fresheyeペディア：http://wkp.fresheye.com/wikipedia/%E9%A7%85%E5%BC%81

18) 北海道人；http://www.hokkaido-jin.jp/issue/sp/200411/sp_02.html

19) ｢中央會北海道本部｣；http://ekiben-hokkaidou.travel.coocan.jp/index.html

20) 構內營業を始めたのは荒木三次郞という人物で、値段は弁当15錢、鮨10錢で販賣された。
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する人々にとって、食生活の必需品として次第に發展を遂げていくのである。　

　鐵道の開通によって誕生し、鐵道と共にその歷史を步んできた驛弁であるが、2011年11

月の現在、北海道を走っている鐵道は14路線(幹線5、支線9)、延べ2,499.8kmである。有人

驛115ヶ所、無人驛350ヶ所を合わせ、総驛數は465ヶ所である21)。北海道內相互間の輸送

において鐵道が占める割合は14.2％(JR5.2%、地下鐵8.5％、路面電車0.5%)で22)、うち、

JR5.2％に当たる旅客輸送人員は127,910千人(2009年)である23)。驛弁が驛を媒体とするもの

であれば、基本的にはJR北海道鐵道を利用する5.2%、127,910千人が北海道驛弁の購買對象

者となる。

　

3. 調整元と多様な事業展開　

　日本に驛弁を作る調製元は200社前後と推計されているが、驛弁業者を總括する組織はな

く、業界の全体像がわかるデータは見当たらない。JRグループ會社の構內營業を統括して

いる｢(社)日本鐵道構內營業中央會｣(以下｢中央會｣)によると、2010年現在、｢中央會｣の會員

は計130社、全國驛弁關連會社の約7割が會員となっている24)。｢中央會｣の會員は、６つの

JR旅客鐵道株式會社(北海道ㆍ東日本ㆍ東海ㆍ西日本ㆍ四國ㆍ九州)に所屬し、構內營業を

している會社に限定されるが、構內營業団体の場合にも加盟は强制的ではない。國鐵時代

には構內營業許可があってはじめて驛弁業者になることができたが、1987年の民營化以降

は任意入會に変わった。これは、驛弁は鐵道旅行に付隨する食文化、とする従来の図式が

必ずしも成立しなくなったことを意味する変化として解釈できよう。

　北海道には｢中央會｣の傘下に｢北海道地區本部｣があり、2011年10月現在、營業驛は16ヶ

所、調製元は15社が會員として登錄されている25)。北海道では民間鐵道がないため驛弁の

營業驛もJR驛に限定されることになるが、北海道の驛弁調整元の中には、JRの構內營業驛

     以上,｢中央會北海道本部｣；http://ekiben-hokkaidou.travel.coocan.jp/index.html

21) 各線のキロ數は、函館線 458.4、江差線 79.9、札沼線 76.5、千歲線 59.2、石勝線 148.5、室蘭線 218.

0、日高線 146.5、留萠線 66.8、富良野線 54.8、根室線 443.8、宗谷線 259.4、石北線 234.0、釧網線 

166.2 、海峽線 87.8kmである。

    以上、日本國土交通省；http://www.mlit.go.jp/tetudo/nandemo/13_03a.html　 

22) 北海道運輸局；http://www.mlit.go.jp/k-toukei/search/excel/10/10201000a00011.xls

23) JR北海道旅客鐵道株式會社　;http://www.jrhokkaido.co.jp/corporate/company/com_2.html

24) (社)日本鐵道構內營業中央會；http://www.ekiben.or.jp/main/

25) ｢中央會北海道本部｣；http://ekiben-hokkaidou.travel.coocan.jp/index.html
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を持たず、｢中央會｣の會員でないところもある。このような調製元の數は正確には把握で

きないが、｢(有)かにめし本舖かなや｣はその代表例として挙げられよう26)。1928年に創業

された老舖であるにもかかわらず｢中央會｣の会員ではない。元 ｢々中央會｣の會員でなかっ

たのか、途中で脫退したのか、あるいは構內營業權が獲得できず會員になれなかったのか

は、詳細については把握できない。

　この調整元でつくる｢かにめし｣は、驛弁大會において上位にランクインされるなど、全

國的に有名な驛弁である。しかし、｢中央會｣の會員でないため、驛弁のPR、イメージアッ

プ、販賣促進などを目的としてつくられた｢驛弁マーク｣を賣店のポスターや弁当箱などに

付けて營業することはできない27)。加えて、JRの驛構內營業はできないものの、｢かにめ

し｣だけは、長万部の名物として、JR北海道の札幌-函館區間の特急列車內にて販賣されて

いる28)。JRの構內營業權がなくても需要がある以上、特産物として車內販賣を行うとい

う、駅弁の販売形態が多様化している現状がうかがえる一例である。

　ところで、北海道驛弁の調製元はいつ誕生し、時代の変化にどのように對応してきたの

であろうか。驛弁調製元の15社の中で、ホームページなどが開設され確認できた7社の創業

時期をみると、北海道驛弁の第一の老舖は、｢(株)札幌驛立賣商會｣(1880年)である29)。1890

年、前述の高田文藏によって始められた札幌驛の構內營業は、1899年、｢比護屋｣により構

內營業が引き継がれ、現在の｢札幌驛立賣商會｣へと受け継がれているのである30)。その次

は、｢旭川驛立賣(株)｣(1889年)31)と｢みかど(株)函館營業所｣(1889年)32)、｢(株)いかめし阿部

商店｣(1903年)33)、｢(株)まるい弁当｣(1910年)34)、｢(株)釧祥館｣(1917年)35)、｢(有)稚內驛立賣

26) (有)かにめし本舖かなや；http://www.e-kanaya.com/company.html

27) (社)日本鐵道構內營業中央會；http://www.ekiben.or.jp/main/

 ｢中央會｣に加入し製造ㆍ販賣している驛弁には1998年に制定の｢驛弁マーク｣を付け、公に認

めることによって商品の価値を高めている。この｢驛弁マーク｣は驛弁の賣店や驛弁の包裝

紙、ポスターなどに使われているが、デザインについては、｢１)外枠=弁当容器の｢経木の｣

をイメージ、２)ㆍ枠の中の十字=弁当の仕切で和を象徵、3)赤丸=｢日の丸弁当｣と｢人々と

の交流の暖かさ｣、4)驛弁=｢幕の內弁当｣の名前の由來が歌舞伎にあることから勘亭流(中村

    座の岡崎勘亭が創始者)の字体を使用、5)ローマ字=日本の食文化｢驛弁｣を國際的に認知させる｣こと

を想定し作られたとされている。 

28) (有)かにめし本舖かなや；http://www.e-kanaya.com/company.html

29) (株)札幌驛立賣商會；http://www.ekiben-sapporo.net/siryoukan.htm

30) (株)札幌驛立賣商會；http://www.ekiben-sapporo.net/siryoukan.htm

31) 旭川驛立賣(株)；http://www.ekiben.ne.jp/asahikawa/

32) みかど(株)；http://www.ekiben-mikado.jp/

33) (株)いかめし安部商店；http://www.ikameshi.co.jp/

34) (株)まるい弁当；http://maruibentou.info/marui_kaisyaannai.html

35) (株)釧祥館；http://www.ekiben.ne.jp/kushiro/index.html
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商會｣(1972年)36)の順であるが、100年以上の調製元が5社、90年以上が1社、戰後生まれが1

社という構成で、その歴史をうかがい知ることができる。このように、130年という北海道

の驛弁史から、北海道においても、驛弁が、地域の鄕土料理として、食文化として、地域

に根付き、発展してきたことは明らかである。

　北海道驛弁の代表作は何と言っても｢阿部商店｣(森驛)の｢いかめし｣である。｢阿部商店｣

は1903年に創業された老舖で、そこで調製する｢いかめし｣は、今や北海道を超え全國で

もっとも有名な驛弁の一つである。ところで、この驛弁の名前を全國的に知らせたのは京

王デパート新宿店が每年開催している｢元祖有名驛弁と全國うまいもの大會｣(以下｢驛弁大

會｣と略す)である。｢いかめし｣は、1966年の第1回から2011年の第46回にいたるまで、計43

回にわたって第1位に選ばれている。1971年以降は41回連続優勝の偉業を達成し、驛弁の王

座を守り續けているのである37)。

　この｢いかめし｣は1941年に誕生した名物であるが、｢豊漁であったもののあまり利用価値

のない小型スルメイカを有効利用する方法を考え付いたのがはじまり｣とされている38)。当

時は、戰時下により米は配給制であった。そのため、｢米を節約しつつ、腹持ちよく｣とい

うねらいも大きかったが、時代のニーズに汲み取ったことが大ヒットにつながったのであ

る。現在なお、味付け、製法、サイズなどについては、發賣当時と同じものを堅持してい

るという39)。地元函館の特産物であるいかを十分に活用し、その土地を代表する味覚製法

がふんだんに合わさってできた｢いかめし｣には、駅弁の特徴が実によく表れていよう。

　ところで、北海道驛弁の調製元は、驛弁以外にはどのような事業を展開しているのだろ

うか。確認のできる調製元の7社を對象に事業內容を調べたところ、構內營業に止まらない

販売方法の多様さもさることながら、駅弁の種類、形態も多岐にわたっている40)。その中

で、｢(有)稚內驛立賣商會｣41)、｢旭川驛立賣(株)｣42)、｢(株)釧祥館(株)43)｣、｢阿部商店｣44)に

共通的にみられるのは、デパートやスーパーにおける驛弁の實演販賣というものである。

　特に、｢阿部商店｣の場合は、｢いかめし催事情報｣が月別のカレンダーに揭載され、い

36) (有)稚內驛立賣商會；http://www.ekiben.ne.jp/kushiro/index.html

37) 驛弁資料館；http://eki-ben.web.infoseek.co.jp/

38) 北海道雜學百科ぷちがいど；http://pucchi.net/hokkaido/foods/ikameshi.php

39) ｢中央會北海道本部｣；http://ekiben-hokkaidou.travel.coocan.jp/index.html

40) ホームページを持たない8社については｢北海道地區本部｣に揭載されている驛弁商品以外、管見の限

りでは資料がなく、どのような狀況であるのか確認できない。

41) (有)稚內驛立賣商會；http://www.ekiben.ne.jp/kushiro/index.html

42) 旭川驛立賣(株)；http://www.ekiben.ne.jp/asahikawa/

43) (株)釧祥館；http://www.ekiben.ne.jp/kushiro/index.html

44) (株)いかめし安部商店；http://www.ikameshi.co.jp/
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つ、どこで實演販賣等が開催されるのかわかるようになっている。＜表1＞は｢阿部商店｣が

2011年1月から11月までの11ヶ月間に出展した實演販賣の實績を示したものである。

＜表1＞｢阿部商店｣における驛弁の實演販賣實績(2011年1月~11月)

開催地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 計

北海道ㆍ東北地方 - 3 - 1 1 - - - 1 - 3 9

關東地方 20 9 - 5 14 2 1 8 16 - 4 79

中部地方 3 1 - 1 1 2 - - 1 - 2 11

近畿地方 3 1 - 2 2 - - 1 1 - - 10

中國ㆍ四國ㆍ九州ㆍ沖縄 2 6 - 1 - - - - 1 - 1 11

海外 1 - - - - 3 1 1 5 - 1 12

合計 29 20 - 10 18 7 2 10 25 - 11 132

出所：(株)いかめし安部商店；http://www.ikameshi.co.jp/

　｢阿部商店｣の實演販賣の出店回數は、日本國內120回、海外12回、計132回である。3月、

10月のように一回も実施されない月もあるが、平均にして月に12回は国内外のどこかで｢い

かめし｣の實演が行われ、販賣されているということになる。地域別にみると關東地方が79

回で最も多く、全体に占める割合は59.8％であるが、海外では、アメリカ5回(9月)、台湾4

回(1、6、7、11月)、タイ2回(6、8月)、シンガポール1回(6月)の順である。回數的にはアメ

リカが多く、9月に集中して行われている。それに對し、台湾の場合は、時期をずらしての

開催であり、一定の驛弁の需要者層が形成されつつあるのではと推測される。

　開催期間は1日~2日間もあれは、1週間~2週間の單位で行われることもあり、開催場所は

大多數はデパートであるが、スーパー以外に、東京驛や東京ドームもあり、人の集まると

ころに出向いて出店していることがわかる。開催名は｢北海道物産展｣をはじめ、｢春の北海

道展｣、｢初夏の北海道展｣、｢夏の北海道展｣、｢秋の北海道産物展｣、｢冬の北海道展｣、｢函

館の産物と觀光展｣のように、季節語と北海道の地名を使っているもの、｢全國有名驛弁う

まいもの展｣、｢驛弁大會｣、｢有名驛弁｣のように、｢驛弁｣を出しているものなど樣々であ

る。イベント名に｢地名｣と｢驛弁｣が並んでおり、驛弁が地域の食材、食文化を代表する象

徴的な食べ物であることがよく表れている。

　驛弁の實演販賣は、驛弁を驛の｢內｣から驛の｢外｣へと向かわせた代表的なケースであ
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る。第46回｢驛弁大會｣(2011年1月13日~25日)における｢いかめし｣の實演販賣の實績は、賣

上個數51,525個、賣上額25,762,500円である45)。この大會で、北海道驛弁は｢賣上個數ベス

ト5｣に、１位の｢いかめし｣と4位の｢氏家かきめし｣(根室本線/厚岸驛)の2種が入っている。

　｢阿部商店｣の驛弁は｢いかめし｣の1種であるが、その有名稅はグッズの販賣へとつなが

り、携帶のストラップㆍキーホルダー、ポーチㆍトートバック、Tシャツやライターまで、

實に15種類にも上る46)。｢いかめし｣がブランド化は、驛弁が｢食の産業｣の域を超え、他の

産業とのコラボしながら多角的な広がりを図り得るという可能性を示唆しているといえ

よう。

　｢旭川驛立賣(株)｣47)、｢(有)稚內驛立賣商會｣48)、｢(株)釧祥館(株)｣49)でも、驛弁の實演販

賣の他に、總菜をはじめとする食材等の販賣、一般ㆍ旅行代理店への仕出し弁当の販賣、

キヨスク等の弁当販賣など、食に關する事業を広く展開している。｢(株)札幌驛立賣商會｣

の場合も例外でなく、札幌驛の構內に｢弁菜亭｣という驛弁販賣所9店舖、ホームにそば處2

店舖、生鮮市場3店舖、ミスタードーナツ1店舖等、食と關連する事業を行っている50)。

　さらに、｢(株)まるい弁当｣のように、大學の賣店ㆍ食堂の委託營業、レストラン運營に

かかわる一方、店舖賃貸借のような、食以外の事業をも展開しているところもある。駅弁

の販売が構内に限らないように、駅弁調製元の事業も駅弁だけに止まらない、というのが

現状のようである51)。同じ観点から｢中央會｣の會員の營業驛の減少も注目される。2005年2

月、北海道における｢中央會｣の會員の營業驛は25ヶ所であったが52)、2011年現在は16ヶ所

で、この6年の間に9ヶ所も減少しているのである。このような驛弁業界の現實は、本來で

あれば驛弁の構內營業が專業であったはずの調製元に、驛の｢內｣から驛の｢外｣へ出向か

せ、さらに、事業內容も｢食｣以外の領域にまで展開せざるを得ない、駅弁の地殻変動とも

いうべき状況が進んでいるのである。駅弁の存続、アイデンティティが模索されている状

45) 京王百貨店；http://keio-ekiben.cocolog-nifty.com/

46) (株)いかめし安部商店；http://www.ikameshi.co.jp/

47) 旭川驛立賣(株)；http://www.ekiben.ne.jp/asahikawa/

48) (有)稚內驛立賣商會；http://www.ekiben.ne.jp/kushiro/index.html

49) (株)釧祥館；http://www.ekiben.ne.jp/kushiro/index.html

50) (株)札幌驛立賣商會；http://www.ekiben-sapporo.net/siryoukan.htm

51) 驛弁調製元の中には營業驛の擴大化を図るなどして、生殘りの戰略を講じているところもある。｢旭

川驛立賣(株)｣の場合、1989年に｢(株)釧祥館｣より釧路驛の營業權を獲得した後、2004年には｢サンエ

イ商事｣より稚內驛の營業權を獲得、新たに｢(有)稚內驛立賣商會｣を設立し、旭川驛、釧路驛、稚內

驛の３つの驛へと營業網を擴大しているのである。しかし、｢みかど(株)函館營業所｣のように、1936

年、大阪府に本社を置く｢みかど株式會社｣に吸收合倂され1)、嚴密には北海道の地元の資本でなく

なっているところもある。

52) ｢北海道デジタル図鑑-北海道驛弁のいろいろ｣；http://www1.hokkaido-jin.jp/zukan/story/04/09.html
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況といえよう。

4．營業驛からみる駅弁の非日常性

　2011年11月現在、｢中央會｣の會員として北海道で驛弁業を行っている調製元は15社、管

轄する構內營業の驛は16ヶ所である。2006年4月、ふるさと銀河線と愛称されていた｢北海

道ちほく高原鐵道｣が廢線されたため53)、北海道には私鉄がなく、したがって、構內營業は

全部JR北海道鐵道の沿線にある驛ということになる。

　<図1>は、｢中央會｣の會員の調製元が管轄する營業驛を示したものであるが、道南の函館

驛から道北の稚內驛、道東の厚岸驛まで、ひとまず道内全域にわたる構成となっている。

<図1＞｢北海道地區本部｣調製元の營業驛

出所：｢中央会｣の｢北海道地區本部｣

http://ekiben-hokkaidou.travel.coocan.jp/index.html

　北海道には有人驛115ヶ所、無人驛350ヶ所、合わせて465ヶ所の驛があるなか、驛弁の營

業驛はわずか16ヶ所、有人驛の13％に過ぎない。2005年に25ヶ所であった｢中央會｣の會員

の營業驛が、この6年で9ヶ所も減少したことは先述した通りである54)。北海道の人口の減

少、都市への集中などが、鐵道路線や驛の廢止へとつながり、驛弁業界にも影響している

のである。事実、北海道鐵道は、1987年國鐵分割民營化時には21路線3,176kmを営業してい

53) 北海道運輸局；http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/bunyabetsu/tetsudou/gingasen/index.html

54) ｢北海道デジタル図鑑-北海道驛弁のいろいろ｣； http://www1.hokkaido-jin.jp/zukan/story/04/09.html
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たが、2009年現在では14路線2,499.8kmへと減り、この22年の間に、路線の44%、線路の

22%が減少しているのである55)。

　それでは、北海道の驛弁調製元が構內營業權を持つ驛には、どれぐらいの乘客が利用

し、何種類の驛弁を取り扱っているのだろうか。＜表2＞は｢中央會｣の會員の調製元15社と

その管轄の營業驛、驛弁の商品數等をまとめたものである。

＜表2＞調製元別營業驛の1日乘車人員及び驛弁商品數　

No 調整元名
營業驛

(驛開業年度)

１日乘車人員

(調査年度)

商品數

揭載數 予約販賣

1 (有)稚內驛立賣商會 稚內驛(1923) 112(2008) 10 10

2 (株)モリヤ商店 網走驛(1912) 450(2008) 11(2) -

3 (有)岡村べんとう屋 遠輕驛(1915) 274(2008) 2(1) -

4 旭川驛立賣(株) 旭川驛(1898) 4,450(2009) 27 12

5 (株)高橋商事 深川驛(1898) 1,083(2008) 4(1) 1

6 (株)米倉商店 池田驛(1904) - 3(1) 1

7 (株)釧祥館 釧路驛(1901) 1,626(2009) 21 11

8 (株)氏家待合所 厚岸驛(1917) 240(2007) 6 3

9 (株)札幌驛立賣商會 札幌驛(1880) 87,490(2009) 21(3) 3

10 (株)小樽驛構內立賣商會 小樽驛(1903) 8,530(2009) 12(1) 4

11 (株)まるい弁当
南千歲驛(1980) 1,589(2009) 17(1) 5

苫小牧驛(1892) 3,660(2009) 17(1) 5

12 靜內驛構內賣店立賣 靜內驛(1926) - 13(5) 5

13 (有)洞爺驛構內立賣商會 洞爺驛(1926) - 9(1) -

14 (株)いかめし阿部商店 森驛(1903) - 1 -

15 みかど(株)函館營業所 函館驛(1902) 3,450(2008) 16(1) -

計 190(18) 60

1．營業驛の開設年度及び1日乘車人員に關するデータは｢ウィキペでィア｣によるもので、乘車統計

は乘車客のみで降車客は含まれていない。

2．驛弁の商品數に關するデータは、｢北海道地區本部｣のホームページに2011年11月現在、揭載され

ているものである

3．驛弁の商品揭載數の(　)は驛弁總數のうち、驛弁の形態をとっているおにぎりを除いて、米飯類の

入っていない商品の數である。

55) JR北海道旅客鐵道株式會社 ; http://www.jrhokkaido.co.jp/corporate/company/com_2.html
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4．弁当の形式になっているおにぎり類は驛弁に分類した

5．予約販賣には、土日ㆍ祝日ㆍ季節限定のものが含まれる

　

　營業驛の開設時期をみると、古い順から、札幌驛(1880)から、苫小牧驛(1892)、旭川驛ㆍ

深川驛(1898)、釧路驛(1901)、函館驛(1902)、小樽驛ㆍ森驛(1903)、池田驛(1904)、網走驛

(1912)、遠輕驛(1915)、厚岸驛(1917)、靜內驛(1926)、洞爺驛(1926)が續き、戰後は南千歲驛

(1980)の1ヶ所のみである。全16の驛のうち、10ヶ所は100年の歷史を持っており、驛弁調

製元と同じく、驛も｢老舖｣的なものであることがわかる。

　駅弁販売の展望を描く一つの手掛かりとして、駅弁の本來の販売先である驛構內での販

売量を予測するために、驛の利用客數に注目した。資料の確認ができた12驛についてみる

と、やはり札幌驛(87,490/1日)がもっとも多く、その後を、小樽驛(8,530)、旭川驛(4,450)、

苫小牧驛(3,660)、函館驛(3,450)、釧路驛(1,626)、南千歲驛(1,589)、深川驛(1,083)、網走驛

(450)、遠輕驛(274)、厚岸驛(240)、稚內驛(112)の順に続く。千名以上が8ヶ所、千名未満が

4ヶ所である。驛の利用水準については、驛の所在する市部や郡部の在住者、勤務者の規

模、そして觀光地へのアクセス状況など、様々な利用ニーズが背景にあると考えられる。

　利用者の規模を高める主な要因の一つとして駅所在地の人口規模についてみておこう。

北海道は35市部、72郡部の行政區で構成され、2011年9月現在、道內人口5,501,031名、この

うち、市部の人口は4,443,562名で、都市化率は80%に達している56)。190万都市の札幌市

と、人口4,361人の歌志內市など57)、都市規模の違いによる駅弁販売量の差異はもちろん注

目されよう。ところで、北海道に９つある人口10万以上の市部において、驛弁を取り扱っ

ている驛は6ヶ所のみである。つまり、都市の規模は大きくても、驛弁そのものを取り扱っ

ていない驛が3ヶ所あるのである。

　實際に、驛弁調製元の營業驛を所在地の人口別にみると、人口10万以上の市に6ヶ驛(札

幌驛、小樽驛、苫小牧驛、函館驛、旭川驛、釧路驛)、10万未滿で5万以上の市に1ヶ驛(南

千歲驛)、5万未滿の市に3ヶ驛(深川驛、稚內驛、網走驛)が所在し、殘りの6ヶ驛(遠輕驛、

池田驛、厚岸驛、靜內驛、洞爺驛、森驛)は郡部に所在している。注目すべきところは、人

口5万未滿の行政區の驛であるのに、駅弁を取り扱っているところが9ヶ所もあるといいう

ことである。

56) 北海道廳；http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tuk/901brr/1109.xls

57) 北海道には34ヶ市があるが、この內、人口10万以上は9ヶ市、10万未滿で5万以上は7ヶ市、5万人未滿

は18ヶ市である。
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　ここで、驛の利用客の規模と驛弁數の相関について調べてみた。1日に1千人以上の利用

客のある驛では、深川驛を除くと、驛弁を10種以上を取り扱っており、全体的にも利用客

が多い駅の方で取り扱っている驛弁の種類も多い。ところで、驛弁の種類がもっとも多い

駅は旭川驛で27種に上る。旭川驛は札幌驛と比べ、市の在住人口規模では18％、驛の利用

客數では5%にすぎないが、驛弁數では札幌驛より6種も多いのである。また、驛の利用客

數が1千名以下の稚內驛と網走驛、同レベルと推量される靜內驛と洞爺驛の場合、取り扱っ

ている驛弁數は10種前後で、他の驛の利用客數から考えると多いことがわかる。つまり、

驛の利用客數と驛弁數は必ずしも比例しないということである。

　そこで、北海道における｢觀光入込客數(延べ人數)｣(2010年度)58)をみると、1位の札幌市

が7,389千名であるのに對し、2位の旭川市は4,105千名で、人口面では札幌市の18%にすぎ

ない旭川市が、觀光客數においては札幌市の55%の規模となっていることがわかる。つま

り、札幌驛よりも多く調製されている旭川驛の27種の驛弁は、觀光客をターゲットにして

いる可能性が高い。このことは、旭川驛の場合、12種の驛弁を、土ㆍ日ㆍ祝祭日の予約販

賣という形をとっていることからも推測できる。釧路驛で取り扱っている驛弁の21種のう

ち、11種もの驛弁が予約販賣であることについても、同様の解釈ができる。

　このように、北海道驛弁の特徵のひとつは、驛弁類178種のなかで、60種(33.7%)が予約

販賣という形態をとっていることである。日本の最も北にあり、宗谷本線の唯一の驛弁販

賣の驛でもある稚內驛の場合は、取り扱っている10種の驛弁のすべてが三日以內の予約制

となっているのである。これは、驛弁が民俗学で言う日常的な｢ケ｣の食べ物ではなく、非

日常的な｢ハレ｣の食べ物であることを示唆している。そして、それは鉄道の旅という非日

常の世界において駅弁の歴史が始まったことともつながる。

5．おわりに

　

　東京、大阪に次ぐ3番目に鉄道が敷設された背景に旅客輸送ではなく炭鉱資源の運搬ニー

ズがあったという鉄道史上の特徴、日本有数の農畜産物、海産物の生産量を誇るという食

材の観点からも、北海道の駅弁の歴史は注目される。駅弁の歴史という点でも、メニュー

についての議論の余地はあるものの、駅弁の始まりとされる宇都宮の駅弁より早い時期か

58) 北海道経濟部觀光局；http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kkd/toukeijouhou.htm
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ら営業が始まったことは注目に値する。

　北海道駅弁の調製元の営業活動に注目すると、国内外のデパートなどでの実演販売、駅

弁以外の飲食産業を含む多様な事業展開を試みている状況が注目される。このような状況

は、北海道のみならず全国の駅弁調製元において確認されており、鉄道旅行で訪れて味わ

えるご当地グルメ、あるいは地域の特産物、伝統的な調理法による割高な高級食という、

駅弁の従来の位置づけについての見直しを迫るものとして考えられよう。さらに、北海道

内のJRの営業路線数、距離の減少のうえに、｢中央会｣の会員社数も減少している。このこ

とからも駅構内、車両内で販売するという当初の販売網、販売方法にはすでに限界があ

り、駅弁の存続も危ういかもしれない。

　次に、北海道内のJR駅を手掛かりに駅弁販売の現状をみたところ、駅弁が販売されてい

ない駅が少なくないうえに、駅所在地の人口や駅利用者の規模と駅弁の販売量の比例関係

はほとんど見られなかった。むしろ、観光客の多い地域の駅、予約販売の形式が販売量に

つながっている状況が認められた。

　以上をまとめると、長期にわたる経済不況、駅弁の持つ付加価値の減少、言い換える

と、鉄道利用の日常化、高価格、希少価値の低下等から、駅弁の位置づけの見直しを迫る

現象が様々に広がっている。その一方で、デパートや海外での実演販売などで明らかなよ

うに、非日常的な食文化としては依然高い評価が得られていることも事実である。この状

況をいかに乗り越え、駅弁の伝統を継承しながらも新たな価値を創出することが、いま駅

弁に求められていると考えられる。さらに、今回分析対象とした北海道は、鉄道や駅弁の

歴史が古い上に地域特産物が豊富であるメリットを持つ一方、JRによる道内外での連携が

難しく、航空便の利用が多いというデメリットも明瞭な地域であった。このことが、駅弁

のおかれている現状を鮮明にし、結果的に駅弁の今後を考える手掛かりとして、北海道の

駅弁に関するより深い分析が今後の課題として残る。　　
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<要旨>
　

北海道駅弁に関する一考察

本稿は、北海道の駅弁を通して、駅弁の現状を捉えることに目的をおく。北海道は、日本で3番目に早い時期に鉄道

が敷設された地域であり、結果的に、駅弁の歴史も長い。最初とされる宇都宮の駅弁より長い歴史を持っているとも考

えられる。また、国内の農畜産物や海産物の収穫量において圧倒的に高い割合を占める上に、地理的な距離感から希少

価値も獲得しやすいという地域的メリットを持つ。その一方で、道内外の鉄道の連携利用が制限的であるという交通面

での事情、価格競争力の弱さ、鉄道の利用目的や運営時間における変化、駅や社内という販売網をめぐる変化等、駅弁

全体における販売状況の厳しさも顕著に表れている。特に、JR駅別の駅弁販売量からは、駅弁は観光客の多い地域の駅

の予約販売が相対的に好調であることが分かった。そして、駅弁の調製元の事業運営が、駅や車内での駅弁販売に止ま

ることなく、国内外のデパート等における実演販売や、多様な飲食産業ㆍ販売ルートへと広がりつつあることも観察さ

れた。　

A　Study of Ekiben in Hokkaido

This paper is intended to examine the current status of the station lunch through the station lunch of Hokkaido．Hokkaido 

is the region's third railway line were laid in Japan, hence the long history of Ekiben．Also considered to have a longer history 

than Utsunomiya Ekiben, Japan's first train lunch.

In addition, in the overwhelmingly high percentage yield of domestic agricultural products and seafood, with a regionalbenefit 

that is also easy to acquire rare and far away from that. On the other hand, that the poor coordination of railway 

transportation, the weakness of price competitiveness, and Change the purpose of the railroad, appears significantly in the 

whole problems of Ekiben business.As for the sales volume of each JR station by Ekiben, Ekibenwas found to be relatively 

strong local station pre-order a lot of tourists.

And the train lunch manufacturers, domestic and overseas sales performance in department stores, etc., was also observed 

that the food industry is spreading to a variety of sales channels.


