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新幹線開通が変える四国の通勤・通学環境
～新幹線先行地域から得られる示唆～

田　村　賢　二

【要旨】
　本稿では、既設新幹線の時間距離短縮機能
が沿線住民の他県への通勤・通学に与えた影
響を検証することで、将来の四国新幹線にお
ける開業後の通勤・通学スタイルの変化の可
能性を探った。
　検証の結果、以下の 3点が確認できた。
①新幹線開通に伴う通勤・通学エリアの拡大
は「対大都市」と「地方都市間」の二つの
ブロックで起きている。
②大都市圏への通勤・通学が約90分300km
以内に集中し、地方都市間のそれが約75分
180km以内に集中している。
③四国 4県では近年における特急列車を利用
した通勤・通学者（75分100km 以内に集
中）の著しい増加が認められる。
　四国に新幹線を導入すれば、四国 4県相互
の交流、ひいては関西経済圏との交流が更に
活発化することを示唆している。
　更に、既設新幹線沿線の関係自治体が地域
活性化と人口の社会減少抑制を目指し積極的
に新幹線を利用していること、地域住民が新
幹線を生活の中に取り込んでライフスタイル
の多様化に活かしていること、この二面にも
注意を払う必要がある。

　なお、掲出した表及びグラフで出典の記載
を省略したものは国勢調査結果（従業地・通
学地に関する集計）に基づいている。また、
四国内の在来線特急列車の利用状況について

JR四国の協力を得て調査した。

1 ． 長野新幹線が県外への通勤・通学スタイ
ルに与えた影響

　長野新幹線は北陸新幹線の一部であるが、
平成 9年の高崎・長野間の開通は長野県の通
勤・通学スタイルに大きな変化を与えている
ため本稿では長野新幹線の呼称を使用する。
なお、北陸新幹線は平成27年に長野・金沢間
が開通した。

⑴　長野県と山梨県の比較
　新幹線開通の有無がどの程度県外への通
勤・通学に影響を与えたか検証するため長
野県と山梨県を比較した。長野県は軽井沢
他の別荘地が多数あり、首都圏とのかかわ
りも古い。山梨県は首都圏との関係で長野
県に似た立地にあり、富士五湖を中心とし
た別荘地も擁しており、首都圏へは長野県
よりはるかに近い。
　比較は、両県の他県への通勤・通学者を
長野新幹線および中央本線の沿線都県向け
とそれ以外の隣接県向けに分類し行った。

①長野県、山梨県常住者のうち他県に通勤・
通学する人数の推移を図 1に示す。
・新幹線開通後の長野県常住者の他県通
学・通勤が急増している。
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②長野県常住者のうち長野新幹線沿線都県と
それ以外の隣接県に通勤・通学する人数を
図 2に示す。

・他県への通勤・通学者は新幹線沿線で急
増しているのが確認できる。
・平成27年の新幹線沿線県への通勤・通学
者数は8，586人、隣接県は5，419人である。
平成 2年はそれぞれ1，493人、3，061人で
あり、平成17年に逆転した。

③山梨県常住者のうち中央本線沿線都県とそ
の他の隣接県に通勤・通学する人数を図 3
に示す。
・山梨県は、全体として成熟した既存鉄道
網により沿線県、隣接県、その他県との
安定した交流を示している。但し、顕著
な変化はない。

⑵　長野新幹線沿線市町の変化
　長野県内の新幹線沿線市町の他県への通
勤・通学者数と新幹線沿線以外の市町の他
県への通勤・通学者数の変化を比較し、新
幹線効果を検証した。

・図 4によれば、平成 2年から平成27年の沿
線市町住民の他県への通勤・通学者数は平
均6．4倍に増加した。その他市町村では2．5
倍、長野県合計では3．3倍に増加した。沿
線市町が中心となって他県通勤・通学者数
を引き上げていると考えられる。

・小諸市、佐久市では近年新幹線通勤に補助
を始めており地域の移住促進事業が注目さ
れる。

・長野県及び同県南部の関係市はさらにリニ
ア中央新幹線に関する発信を始めており、
県の北部と南部が二種類の新幹線による他
地域との交流拡大を目指している。その先

図 1 

図 2 

図 3 

図 4 　沿線市町の他県への通勤・通学者数（人・倍）
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見性と戦略に注目する必要がある。
・一方、新幹線の沿線県でない山梨県は首都
圏に直結し富士五湖を中心に伝統的別荘地
が存在するが、他県への通勤・通学におい
て調査期間中に目立った変化はない。新幹
線の有無が通勤・通学のライフスタイルに
影響した結果と判断される。

2 ． 大都市および地方都市への通勤・通学ス
タイルの変化
　長野新幹線が大都市への通勤・通学スタイ
ルを変化させたことは前章の通りであるが、
既設の東北、上越新幹線の変化を含め検証す
ることで、通勤・通学スタイルの変化と乗車
時間及び乗車距離（営業キロ数）の関係を探
る。

⑴　東京都への通勤・通学者数の変化
　東北・上越・長野各新幹線における、沿
線県の県庁所在地にある新幹線駅から東京
駅までの「乗車時間（分）」及び「新幹線
営業キロ数」と各県の東京都への通勤・通
学者数の変化を平成22年の昭和60年に対す
る伸び率（倍）で検証した。（データの制
約から、青森県と秋田県は平成 2年と平成
22年間の伸び率である。）
①乗車時間の長短と東京都への通勤・通学者
数の関係（図 5）

・乗車時間約90分（ 1時間30分）以内の県
で増加しており、90分以上の県では減少
している。

②新幹線営業キロ数と東京都への通勤・通学
者数の関係（図 6）

・営業キロ約300km 以内の県で増加してお
り、300km以上の県では減少している。

・宮城、新潟、福島、長野の県庁所在地駅か
ら東京駅への乗車時間と営業キロを並べる
と、順に94分 352km、111分 334km、92分 
273km、85分 222km である。必ずしも乗
車時間と営業距離は整った比例関係になく、
設定最高速度やダイヤ編成の影響を受けて
いる。

・上記 4県の伸び率が分かれた最大の要因は、
営業キロに比例して増加する料金にあると
考えられる。

⑵　新幹線定期券の利用状況
　以上の国勢調査結果（従業地・通学地集
計）を基にした新幹線開業に伴う通勤・通
学スタイルの変化を新幹線定期券の利用状
況で確認する。

①新幹線の各路線における定期券の利用状況
（国土交通省資料より）

図 5 　東京都への通勤・通学者伸び率と乗車時間

図 6 　東京都への通勤・通学者伸び率と営業キロ
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・平成27年度の定期券を含む全体の旅客数は
東海道新幹線が162，968千人、東北新幹線
が90，451千人であり東海道新幹線が東北新
幹線の約 2倍となっているにも拘わらず、
図 7によれば定期券利用の旅客数は東北新
幹線が東海道新幹線を上回っている。
・図 8の定期券利用率では、定期券を含む全
体の利用旅客数が影響を与えているが、東
北・上越・九州が20％の周辺に集まり、東
海道・山陽・長野は10％の周辺に集まって
いる。後者の 3 路線は定期券以外の旅客
（出張・旅行等）が前 3路線より多いため
と考えられる。
②東北新幹線における駅別定期券の利用状況
（JR東日本資料より）

・図 9の「新幹線定期券乗車人員」では県庁
所在地の駅を中心に多数の定期券を利用し
た乗車人員が確認できる。

・図10の「新幹線定期券利用率」（定期券利
用乗車人員/総乗車人員）では、県庁所在
地の駅が、その他の駅より低い。これは地
域の中核都市が通勤・通学だけでなく商用
その他の随時来訪者を含めた全体の乗車人
員が多いためである。

・図10で東京近郊の新幹線利用を見てみると、
大宮（在来線快速で東京へ通勤可能）の次
の駅である小山の定期券利用率が53％に上
昇している。以降福島県まで高い定期券利
用率が確認できる。

・図10の仙台・盛岡の近隣駅での新幹線定期
券の利用率が上昇している。これらは仙台、
盛岡などへの通勤・通学利用が中心と考え
られる。また、郡山⇒仙台（40分・125km）、
仙台⇔盛岡（74分・184km）には平日朝の

図 7 　定期券旅客数

図 8 　定期券利用率

（注）路線
東海道（東京̶新大阪）　山陽（新大阪̶博多）　東北（東京
̶新青森）　上越（大宮̶新潟）　長野（高崎̶長野）

図 9 　新幹線定期券乗車人員（平成28年度一日平均）

図10　新幹線定期券利用率（平成28年度）
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通勤時間帯に全席自由・全駅停車の区間専
用列車が設定されている。仙台、盛岡以外
の沿線市にも自動車、電機等の大手工場が
進出しており、これらの最寄り駅への通勤
需要に応えている。
・仙台⇔盛岡間に相互設定された主に通勤・
通学に利用される列車の74分・184km に
注目すると、2．⑴で報告した東京への通
勤・通学限界90分・300km と異なり地方
都市間においては許容できる通勤・通学時
間と距離が縮まる。大都市と地方都市にお
ける住居費用の差、すなわち、転居に伴う
費用と遠距離通勤・通学費用との比較考量
が行われていると考えられる。
・以上のことは資料の掲出は省略するが、上
越新幹線、長野（北陸）新幹線でも同じ特
徴として表れている。例えば大宮に続く上
越新幹線の熊谷、本庄早稲田では定期券の
利用率が45％、56％と大幅に上昇し、新潟、
長野の近隣駅でも定期券利用率は上昇して
いる。

3 ． 四国における通勤・通学の状況と新幹線
⑴　四国の人口推移
　通勤・通学の状況把握の前に、四国の人
口動態について確認をしておく。内容は総
人口、生産年齢人口（15歳以上65歳未満の
人口）、労働力人口（15歳以上の就業者と
失業者の人口）の推移とその特徴である。
図11に示すとおり、少子高齢化及び大都市
への転出に伴い、平成 2年から平成27年の
間に、総人口は92％へ、生産年齢人口は78
％へ減少しているが、労働力人口の減少を
87％に止めることにより、生産に携わる人
口の確保に努めている現状が示されている。
平成 2年の生産年齢人口と労働力人口との
差は655千人であったが、平成27年の同差

は308千人まで縮小している。

　この労働力人口減少の抑制は、図12に示
すとおり65歳以上の就業継続および65歳未
満女性の就業増加（当該範疇に占める女性
比率の増加）によって維持されている。

⑵　四国の鉄道・バス輸送の現状
　定期券を使った四国島内の旅客数の変化
を見ると、図13のとおり鉄道では平成 2年
から平成27年の間に87％まで減少している。
図11の四国 4県の労働力人口の減少幅と同
一水準となっている。この期間に四国の鉄
道路線に大きな変更がなかったためほぼ同
水準の減少となったと思われる。一方、同
期間のバスによる定期券旅客は35％にまで
減少している。バス路線の減少及びそれに
伴う自家用車通勤への移行が考えられる。

図11　四国 4 県の人口推移 国勢調査より

（千人） 総人口 生産年齢
人口①

労働力
人口② ①－②

S60 4，227 2，780 2，115 665
H 2 4，195 2，768 2，113 655
H 7 4，183 2，725 2，178 547
H12 4，154 2，648 2，110 538
H17 4，086 2，545 2，054 490
H22 3，977 2，374 1，935 438
H27 3，846 2，153 1，845 308

H27/H 2 92％ 78％ 87％
H27-H 2 －382 －627 －270

図12　四国 4 県の労働力人口

（千人） 男65歳
未満

男65歳
以上

女65歳
未満

女65歳
以上 合計

H 2 1，119 99 828 67 2，113
H27 858 154 718 114 1，845

H27-H 2 －261 56 －109 47 －268

図13　四国の鉄道・バス定期券利用旅客推移
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⑶　JR四国の「快てーき」（特急用定期券）
　時間距離短縮効果のある快てーきの利用
状況を JR 四国の協力を得て検証した。導
入時から現在（計数は国勢調査に合わせ平
成27年度まで掲載）までの利用状況をまと
めた。図14は年度ごとのキロ別乗車人数を
示す。例えば平成 5年の50kmの数値は区
間40km 超50km 以下の一日平均乗車人数
152人であることを表す。この乗車人数は
各駅間の定期券の発売枚数からの推計（発
売駅と相手駅に枚数が計上されることから
乗車人数の推計値に近いが利用者数はその
1/2となる）である。発足当時は50km の
ところに利用者が集中しており、50km前
後が年を追うごとに増加していくのが見て
取れる。また普及につれ70km から100km
の区間でも利用者の増加が認められる。

　JR 四国では、特急列車を利用した乗車
時間は区間距離が100km で約75分になる。
四国島内で75分程度まで特急定期券を利用
する需要があることは、前出2．⑵で報告し
た東北新幹線の定期利用率の高い仙台－盛
岡間の所要時間が74分（全駅停車）である

ことと無関係ではないと考えられる。但し
区間距離は四国の100km から東北新幹線
では184kmまで伸びる。

【まとめ】
・四国 4県にとって人口減少を所与の条件と
して考えるにしても、高齢者及び女性の参
加による労働力人口の確保は喫緊の課題で
ある。彼らが多様な形で就業し、若年人口
の外部流出を抑え、住民に多様なライフス
タイルを提供するために四国新幹線は必須
のインフラストラクチャーといえる。

・大都市圏に向かう通勤・通学限界が既設新
幹線沿線では90分300km あたりに存在し
た。計画される四国新幹線では新大阪－松
山98分が最長であり、関西経済圏に向かっ
た新たな需要を喚起できる圏内にある。

・四国島内の利用では、東北新幹線定期の利
用状況のうち、盛岡－仙台間の約75分が参
考になる。計画される四国新幹線では徳島
－高松19分が最短、徳島－松山61分が最長
であり、すべて仙台－盛岡間の乗車時間75
分以内である。

・JR 四国の快てーき利用実績が乗車時間75
分以内に集中していることからも、四県庁
所在市間を中心とした人々の交流を活性化
させることが予想される。さらに上記の四
国島内乗車時間と快てーき利用実績の75分
の差を考慮すれば岡山及び岡山以遠につい
ても広域生活圏に含まれる可能性を持って
いるといえる。

 （百十四経済研究所　シニア アナリスト）

図14　快てーきキロ別乗車人数
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