
ＪＲ20年の年表 
農学部１回生 逸村 直也 

 

1987（昭和 62）年 

3.31 日本国有鉄道（JNR）最終日 

4.1 北海道旅客鉃道（JR 北海道）、東日本旅客鉃道（JR 東日本）、東海旅客鉃

道（JR 東海）、西日本旅客鉃道（JR 西日本）、四国旅客鉄道（JR 四国）、

九州旅客鉃道（JR 九州）、日本貨物鉃道（JR 貨物）発足 

6.30 [九] 近郊型電車を完全冷房化 

7.1 [東] JR 初の駅全面禁煙を原宿駅と目白駅に導入 

[西] JR 初の弱冷車を新快速に導入 

7.12 [北] 幌内線廃止、翌日よりバス転換 

[西] 信楽線廃止、翌日より第三セクター信楽高原鐡道信楽線 

7.15 [東] 会津線廃止、翌日より第三セクター会津鉄道会津線 

7.24 [西] 岩日線廃止、翌日より第三セクター錦川鉄道錦川清流線 

7.31 [貨] ピギーパック輸送開始 

10.2 [四] 坂出～多度津間新線電化開業 

10.13 [西] 若桜線廃止、翌日より第三セクター若桜鉄道若桜線 

10.16 [海]「こだま」指定席に 2＋2 シート導入 

12.1 [東] 常磐線で 103 系 15 両運転開始 

12.26 [東] 特急「あずさ」に 183 系グレードアップ車を投入 

1988（昭和 63）年 

1.30 [海] 岡多線廃止、翌日より第三セクター愛知環状鉄道 

1.31 [北] 松前線廃止、翌日よりバス転換 

[九] 山野線廃止、翌日よりバス転換 

3.6 [東] 横浜線全線複線化 



3.13 

 

 

 

3.13 

[北] 青函トンネル開通、青函連絡船営業最終日、快速「海峡」夜行急行「は

まなす」運転開始、寝台特急「日本海 1・4 号」を青森発着から函館発着に延

長、急行「かむい」を廃止し急行「そらち」に統合 

[北・東] 寝台特急「北斗星」運転開始 

[東] 上越新幹線「あさひ」240km/h 運転開始、甲府発着の特急「あずさ」を

「かいじ」に改称、急行「奥只見」「かもしか」廃止、急行「とがくし」「南

越後」を廃止し急行「赤倉」に統合 

[海] 東海道新幹線に新富士駅・掛川駅・三河安城駅開業 

[西] 山陽新幹線に新尾道駅・東広島駅開業、0 系「ウエストひかり」運転開

始、特急「かがやき」「きらめき」運転開始、関西本線加茂～木津間電化 

[九]  783 系「ハイパーサルーン」による特急「スーパー有明」運転開始 

[貨]「スーパーライナー」運転開始、コンテナ列車増発 

3.20 [西] 瀬戸大橋線茶屋町～児島間先行開業 

[九] キハ 183 系 1000 代特急「オランダ村特急」運転開始 

3.23 [東] 木原線廃止、翌日より第三セクターいすみ鉄道 

3.24 [西] 能登線廃止、翌日より第三セクターのと鉄道能登線 

3.31 [四] 中村線廃止、翌日より第三セクター土佐くろしお鉄道中村線 

[九] 松浦線廃止、翌日より第三セクター松浦鉄道西九州線、急行「平戸」廃

止 

4.9 [西] 宇高連絡船営業最終日 

4.10 [東] 真岡線廃止、翌日より第三セクター真岡鐡道真岡線 

[西] 寝台特急「瀬戸」宇野発着から高松発着化 

[四] 瀬戸大橋線全線開業、特急「しおかぜ」「南風」岡山発着化、特急「いし

づち」「しまんと」「うずしお」快速「マリンライナー」運転開始、急行「阿

波」廃止、急行「むろと」を「阿波」に改称 

4.24 [北] 歌志内線廃止、翌日よりバス転換 

4.29 [北] Ｃ62 3 号機牽引の「C62 3 ニセコ」運転開始 

5.31 [四] 管内の本線の呼称を廃止 

6.1 [東] 日光線に 107 系投入 



6.25 [東] 山手線から 103 系が撤退し 205 系に統一 

7.1 [東] 阿武隈急行全通により、東北本線との乗り入れ運転開始 

7.4 「アメリカントレイン」日本一周を開始（～翌年 7.5） 

7.15 [北]「カートレイン北海道」運転開始 

7.16 [西] キハ 65 形 600 代特急「エーデル丹後」運転開始 

7.17 [東]「MOTO トレイン」を夏季のみ運転開始（急行「八甲田」に併結） 

[海] 東海道本線に 211 系 5000 代投入 

8.26 [九] 8620 形 58654 号機牽引の「SL あそ BOY」運転開始 

8.31 [九] 上山田線廃止、翌日よりバス転換 

9.19 [北] 青函連絡船臨時運行、同日付で青函航路廃止 

9.22  [東] 横浜線に 205 系投入 

10.17 「オリエント急行 ’88」日本一周を開始（～同年 12.25） 

10.24 [東] 長井線廃止、翌日より第三セクター山形鉄道フラワー長井線 

11.3 [北] 札幌駅部分高架化、夜行快速「ミッドナイト」特別快速「きたみ」定期

列車化、快速「いしかりライナー」運転開始、夜行急行「天北」「ちとせ」「宗

谷」にキハ 400 系投入、函館本線に 721 系、日高本線にキハ 130 形投入 

11.30 [東] 中央緩行線から 101 系撤退 

12.1 [東] 京葉線開業 

12.5 [東] 中央線東中野駅で列車追突事故（2 名死亡、116 名負傷） 

12.23 [東] D51 498 号機、復活初運転で「オリエント急行」を牽引 

1989（平成元）年 

2.18 [海] 特急「ひだ」にキハ 85 系投入 

2.20 [海] 高山線・太多線・武豊線・参宮線にキハ 11 形投入 

2.25 [東] 東海道本線に 2 階建てグリーン車（サロ 212・213 形）投入 

2.26 [東] 横浜線から 103 系が撤退し 205 系に統一 

3.5 [西] 山陰本線嵯峢～馬堀間を新線に切り替え、複線化 

3.11 [東] 651 系特急「スーパーひたち」運転開始、東京近郊各線の快速に「アクテ

ィー」「ラビット」「アーバン」などの愛称が付く、JR 初の発車メロディーを

新宿駅と渋谷駅に導入 



[海] 特急「ひだ」からキハ 80 系が撤退しキハ 85 系に統一、蒲郡～大垣間で

新快速運転開始 

[西] 100 系「グランドひかり」運転開始（山陽新幹線内で 230km/h 運転）、

キハ 65 形 700 代特急「エーデル鳥取」485 系グレードアップ車による特急「ス

ーパー雷鳥」運転開始、急行「みささ」「みまさか」廃止、新快速に 221 系投

入、片町線木津～長尾間電化、岡山～福山間快速に「サンライナー」の愛称

が付く 

[四] 2000 系先行試作車「TSE」営業運転開始 

[九] 特急「かもめ」に 783 系投入、キハ 71 系特急「ゆふいんの森」運転開

始 

[貨] コンテナ列車増発、EF66 形 100 代・ＥＦ81 形 500 代営業運転開始 

3.28 [東] 足尾線廃止、翌日より第三セクターわたらせ渓谷鐡道 

4.1 消費税（3％）を運賃に加算 

4.27 [九] 高千穂線廃止、翌日より第三セクター高千穂鉄道 

4.29 [北] 標津線廃止、翌日よりバス転換 

4.30 [北] 名寄線・天北線廃止、翌日よりバス転換 

5.1 [北] 急行「天北」を廃止し急行「宗谷」に統合、急行「ノサップ」廃止 

6.3 [北] 池北線廃止、翌日より第三セクター北海道ちほく高原鉄道ふるさと銀河

線 

6.22 [貨] ピギーパック専用列車運転開始 

6.30 [四] 高松～松山間・高松～高知間を結ぶ夜行列車廃止 

7.9 [海] 金山総合駅開業、新快速の運転区間を大垣～豊橋間に延長し 311 系を投

入 

7.20 [九] 鹿児島本線に 811 系投入 

7.22 [西] 天王寺駅に阪和線と大阪環状線のわたり線を新設、特急「スーパーくろ

しお」運転開始、大阪環状線・関西線の快速を 221 系に統一 

[四] 急行「いよ」廃止 

8.1 [貨] 福岡機関区開設（香椎機関区を移設） 

9.30 [九] 伊田線・糸田線・田川線廃止、翌日より第三セクター平成筑豊鉄道伊田



線・糸田線・田川線、湯前線廃止、翌日より第三セクターくま川鉄道湯前線 

10.27 [四] 全車両四国カラー化完了 

12.2 [西] 寝台特急「トワイライトエクスプレス」臨時列車として運転開始 

12.22 [九] 宮田線廃止、翌日よりバス転換 

1990（平成 2）年 

2.9 [西] 100 系 V 編成が最高速度 277.2km/h を達成 

2.28 [貨] 大糸線貨物列車廃止 

3.1 [四] 徳島地区（高徳線・徳島線・牟岐線）に 1000 形投入 

[貨] EF67 形 100 代営業運転開始 

3.6 [九] 485 系特急「赤いかもめ」運転開始 

3.9 [東] 奥羽本線標準軌化工事に伴い、赤岩駅のスイッチバック廃止 

3.10 

 

 

 

3.10 

[東] 東北新幹線くりこま高原駅開業、上越新幹線 275km/h 運転開始、仙台地

区（東北本線・仙山線）に 719 系投入、京葉線新木場～東京間開業 

[海] 急行「のりくら」を廃止し特急「ひだ」に格上げ、キハ 58 系快速「みえ」

運転開始 

[西] キハ 65 形 800 代特急「エーデル北近畿」運転開始、寝台特急「あかつ

き」にレガートシート車連結、山陰本線京都～園部間電化 

[九] 783 系特急「ハイパーにちりん」運転開始、特急「スーパー有明」を「ハ

イパー有明」に改称、寝台特急「なは」にレガートシート車連結、寝台特急

「富士」宮崎発着から南宮崎発着化 

3.31 [西] 鍛冶屋線・大社線廃止、翌日よりバス転換、宮津線廃止、翌日より第三

セクター北近畿タンゴ鉄道宮津線 

4.1 [西] 北近畿タンゴ鉄道 KRT001 形特急「タンゴエクスプローラー」運転開始

（舞鶴線・山陰本線を経由し京都に乗り入れ）、博多南線開業、加古川線野村

駅を西脇市駅に改称 

4.5 [北] 札沼線に 50 系 51 形客車を改造したキハ 141 系を投入 

4.28 [東] 251 系特急「スーパービュー踊り子」運転開始 

6.5 [西] 北陸本線金沢駅高架化 

6.23 [東] 東北新幹線で 2 階建て車両（249 形）を連結した 200 系 H 編成が運転開



始 

7.21 [東] 仙石線・石巻線の石巻駅を統合 

7.27 [東] 特急「あさま」に 189 系グレードアップ車を投入 

7.30 [四] 特急「南風」「しまんと」に 2000 系投入 

8.31 [北] 石北本線伊奈牛駅・宗谷本線琴平駅・深名線新富駅廃止 

[東] 奥羽本線標準軌化工事に伴い、板谷駅・峠駅・大沢駅のスイッチバック

廃止 

9.1 [北] 785 系特急「スーパーホワイトアロー」運転開始、札幌駅完全高架化、帯

広発着の特急「おおぞら」を「とかち」に改称、急行「そらち」「狩勝」「ち

とせ」廃止 

[東] 奥羽本線標準軌化工事のため、寝台特急「あけぼの 1・4 号」は羽越本線

経由とし「鳥海」に改称、「あけぼの 2・3 号」は陸羽東線経由に変更 

10.1 [北] 留萠本線桜庭駅廃止 

[西] 和田岬線にキハ 35 系を投入しオハ 64 系客車列車を廃止、これにより一

般営業用旧型客車消滅 

11.21 [四] 予讃線伊予北条～伊予市間電化、7000 系投入、土讃線の 50 系客車列車

廃止、特急「宇和海」「あしずり」運転開始、急行「宇和島」「あしずり」「土

佐」廃止 

12.11 [東] 埼京線から 103 系が撤退し 205 系に統一 

12.20 [東] 上越新幹線ガーラ湯沢駅開業 

1991（平成 3）年 

3.1 [東] 山手線内でイオカード使用開始 

3.16 [北] 急行「利尻」にキハ 400 系投入、キハ 183 系特急「北斗」120km/h 運転

開始、485 系特急「はつかり」青函トンネル内で 140km/h 運転開始 

[東] 特急「あやめ」全列車東京発着化、特急「わかしお」「さざなみ」京葉線

経由に、相模線茅ケ崎～橋本間電化、205 系投入 

[海] 御殿場線に乗り入れる小田急 3000 形 SSE 急行「あさぎり」廃止、371

系・小田急 20000 形 RSE 特急「あさぎり」運転開始 

[西] 寝台特急「あかつき」新大阪発着から京都発着化 



[九] 寝台特急「なは」にデュエット連結、篠栗線にキハ 200 系投入 

[貨] EF81 形 450 代営業運転開始 

3.19 [東] 成田線成田～成田空港開業、253 系特急「成田エクスプレス」運転開始 

4.1 [西] 大阪環状線・阪和線天王寺～鳳間に ATS-P 導入 

4.21 [海] 飯田線中部天竜駅に佐久間レールパーク開設 

5.14 [西] 信楽高原鐵道線内で同鉄道の列車と JR 西日本の臨時列車が正面衝突事

故（42 名死亡、612 名負傷） 

5.31 [西] 寝台特急「みずほ」「出雲 1・4 号」の食堂車営業休止 

6.20 [東] 東北新幹線上野～東京間延伸開業 

7.20 [東] 小海線にキハ 110 系投入 

7.27 [北] 特急「とかち」に 2 階建て車両（キサロハ 182 形）を連結し「スーパー

とかち」に改称 

8.27 [東] 急行「べにばな」廃止、標準軌化工事に伴い奥羽本線米沢～上ノ山間休

止、バス代行 

8.31 [西] 七尾線和倉温泉～輪島間廃止、翌日より第三セクターのと鉄道 

9.1 [西] 七尾線津幡～和倉温泉間電化、415 系 800 代投入 

9.14 [西] 北陸本線米原～長浜間直流化、新快速の長浜直通運転を開始 

10.1 [東] 大船渡線・磐越西線・羽越本線にキハ 110 系投入 

10.22 [北] 根室本線滝里駅廃止 

11.5 [東] 奥羽本線標準軌化完成、福島～山形間に 719 系 5000 代投入 

11.21 [四] 全線 CTC 化完了 

12.1 [東] 武蔵野線に 205 系投入、山手線に 6 扉車（サハ 204 形）を連結し 11 両

化 

1992（平成 4）年 

3.3 [貨] 石油タンクローリーピギー輸送営業開始 

3.10 [九] ハウステンボス駅開業、大村線早岐～ハウステンボス間電化 

3.14 [北] 夜行急行「大雪」廃止、特急「オホーツク 9・10 号」に格上げ 

[海] 300 系「のぞみ」2 往復運転開始、特急「南紀」にキハ 85 系を投入しキ

ハ 80 系は引退 



[西] 京阪神地区最高速度 110km/h 化、急行「はしだて」「ながと」廃止 

[九] 快速「シーサイドライナー」運転開始 

3.25 [九] 485 系特急「ハウステンボス」運転開始、「オランダ村特急」廃止 

3.26 [四] 阿佐海岸鉄道阿佐東線開業、乗り入れ開始 

4.1 [東] 入場券時間制限（2 時間）開始 

[四] 高徳線を最後に管内の 50 系客車普通列車消滅 

4.19 [海] ED18 2 号機復活、「トロッコファミリー」牽引 

4.20 [東] 215 系「湘南ライナー」で運転開始 

5.3 [西] 越美北線にキハ 120 形投入 

5.7 [東] 京浜東北線で 901 系運転開始 

5.11 [東] 鶴見線 101 系運転終了 

7.1 [北] 千歳線新千歳空港駅開業、千歳空港駅は南千歳駅に改称、特急「すずら

ん」快速「エアポート」運転開始、急行「宗谷 1・4 号」を急行「サロベツ」

に改称 

[東] 山形新幹線開業、400 系「つばさ」運転開始、特急「こまくさ」運転開

始、特急「つばさ」急行「月山」廃止、急行「津軽」に 485 系投入 

[貨] EF200-901 号機営業運転開始 

7.15 [九] 787 系特急「つばめ」キハ 185 系特急「あそ」「ゆふ」運転開始、特急「ハ

イパー有明」を「有明」に統合し 783 系に統一、急行「火の山」「由布」廃止、

特急「ゆふいんの森 2・3 号」にキハ 183 系 1000 代を投入 

7.23 [四] 予讃線観音寺～新居浜間・今治～伊予北条間電化、7000 系投入 

8.1 [海] 新幹線東京第一車両所閉鎖 

8.8 [西]「WIN350」が最高速度 350.4km/h を達成 

9.14 [東] 113 系踏切事故で運転士死亡、前面強化工事実施のきっかけに 

9.25 [北] キハ 80 系さよなら列車運転 

12.3 [東] 成田空港第 2 ビル開業に伴い空港第 2 ビル駅開業 

1993（平成 5）年 

3.3 [九] 福岡市営地下鉄博多～福岡空港間延伸開業、筑肥線乗り入れ 

3.10 [貨] DF200‐901 号機営業運転開始 



3.17 [東・九] 「あさかぜ」「さくら」「はやぶさ」「富士」の食堂車営業休止 

3.18 [北] 夜行急行「まりも」廃止、特急「おおぞら 13・14 号」（寝台車組み込み）

に格上げ 

[東] 急行「能登」に 489 系投入、EF62 形の定期運用消滅、急行「妙高」廃

止、八高線・羽越本線にキハ 110 系投入 

[海] 300 系「のぞみ」博多延長、１時間ヘッド化 

[西] 福知山線に 207 系投入 

[四] 予讃線新居浜～今治間電化、特急「いしづち」「しおかぜ」に 8000 系投

入、特急「宇和海」2000 系に統一、管内のキハ 181 系は定期運用から撤退 

[九] 夜行客車急行「かいもん」「日南」を廃止し、それぞれ 787 系特急「ドリ

ームつばめ」「ドリームにちりん」に格上げ、唐津線・筑肥線・久大本線にキ

ハ 125 形投入 

3.30 [貨] 特別保全工事を施工した機関車初出場（ED75-138 号機） 

4.1 [北] 富良野線にキハ 150 形投入 

4.10 [東] 中央快速線に ATS-P 導入、通勤特快運転開始、京浜東北線・南武線に

209 系投入 

4.24 [西] 木次線にキハ 120 形投入 

5.30 宮崎実験線でリニア MLU002N 試験開始 

6.21 [東] 秋田地区（奥羽本線・羽越本線）に 701 系投入 

7.1 [北] 室蘭本線にキハ 150 形 100 代投入 

7.2 [東] 特急「わかしお」「さざなみ」に 255 系を投入し、「ビューわかしお」「ビ

ューさざなみ」に改称 

8.1 [海] 快速「みえ」にキハ 75 形投入 

[西] 関西本線にキハ 120 形投入 

9.6 [東] 磐越西線の ED77 形引退 

10.1 [東] 急行「津軽」に 583 系投入 

[四] 高徳線宇多津～丸亀間複線化 

[九] 日豊本線宮崎駅高架化 

12.1 [東] 特急「ゆうづる」急行「津軽」「八甲田」臨時列車に格下げ、寝台特急「出



羽」特急「あいづ」廃止、「ビバあいづ」運転開始、八戸線客車列車消滅、大

湊線にキハ 100 形 200 代・左沢線にキハ 101 形を投入、東海道線藤沢駅開業 

[西] 山陰本線仙崎支線、美祢線にキハ 120 形投入 

12.21 [東] 952・953 形「STAR21」が最高速度 425km/h を達成 

1994（平成 6）年 

2.22 [北] 根室本線西新得～広内信号場間で特急「おおぞら」が強風により脱線、

防風フェンス設置の契機に 

3.1 [北] キハ 281 系特急「スーパー北斗」運転開始 

[海] 入場券時間制限（2 時間）開始 

[西] 京阪神緩行線に 207 系 1000 代投入 

[九] 特急「かもめ」に 787 系、「有明」に 783 系リニューアル車、「ハウステ

ンボス」に 485 系を投入、鹿児島本線に 813 系投入、キハ 200 系快速「シー

サイドライナー」運転開始 

3.31 [西]「ウエストひかり」シネマカー廃止 

4.1 [西] 阪和線に 223 系投入 

5.2 [貨] 愛知機関区開設 

5.15 [北] 函館本線上砂川支線廃止 

6.1 [西] 紀勢本線・和歌山線に 103 系、三江線にキハ 120 形を投入 

6.15 [西] 関西空港線開業 

6.30 [九] 特急「有明」の豊肥本線水前寺乗り入れ廃止 

7.1 [九] 特急「つばめ」に 787 系投入、特急「有明」783 系リニューアル車に統

一、管内のジョイフルトレイン全廃 

7.15 [東] 東北・上越新幹線で全車 2 階建ての E1 系「Max」運転開始 

8.20 [西] 可部線大町駅開業 

9.4 [西] 関西国際空港開港、281 系特急「はるか」運転開始、関西本線湊町駅を

JR 難波駅に、湖西線叡山駅を比叡山坂本駅に、山陰本線嵯峢駅を嵯峢嵐山駅

に改称 

10.14 第 1 回鉄道の日 

12.3 [東] 寝台特急「みずほ」廃止、寝台特急「あさかぜ 1・4 号」「つるぎ」臨時



 

 

12.3 

列車化、特急「はくつる」客車化、E351 系特急「スーパーあずさ」運転開始、

横浜線に 6 扉車（サハ 204 形 100 代）を連結し 8 両化、総武快速線に E217

系投入、秋田地区（羽越本線・奥羽本線）に 701 系 100 代・盛岡地区（東北

本線）に 701 系 1000 代を投入、男鹿線の 50 系客車列車・東北本線の 12 系

客車列車廃止、常磐線平駅をいわき駅に改称 

[西] 0 系「ウエストひかり」12 両化、第三セクター智頭急行開業、キハ 181

系特急「はくと」智頭急行 HOT7000 系特急「スーパーはくと」運転開始、

381 系リフレッシュ車による「スーパーやくも」運転開始、芸備線の 50 系客

車列車廃止 

1995（平成 7）年 

1.17 [西] 阪神・淡路大震災発生、東海道本線・山陽新幹線不通に 

2.1 [九] 指宿枕崎線でキハ 200 系快速「なのはな」運転開始 

3.6 [貨] コキ 71 形「カーラックシステム」営業運転開始 

3.16 [北] 札沼線太平～篠路間複線化 

[海] 東海道本線尾頭橋駅開業 

3.18 [九] 特急「にちりん」に 883 系を先行投入 

3.24 [東] 仙台地区（東北本線・仙山線）に 701 系 1000 代投入 

4.1 [西] 住吉～灘間復旧により震災で不通となっていた東海道本線全面復旧 

4.8 [西] 新大阪～姫路間の復旧により震災で不通となっていた山陽新幹線全面復

旧 

4.20 [西] 山陰本線綾部～福知山間電化、681 系特急「スーパー雷鳥（サンダーバ

ード）」運転開始、寝台特急「彗星」を都城発着から南宮崎発着に短縮 

[九] 883 系特急「ソニックにちりん」運転開始、特急「にちりん」に 783 系

リニューアル車投入、特急「きりしま」運転開始、管内のクハ 481 形ボンネ

ット車引退 

4.28 [海] 臨時特急「しなの」で 383 系運転開始 

5.8 [東] 新潟地区（信越本線・白新線・羽越本線・越後線）に E127 系投入 

5.29 [東]標準軌化工事のため田沢湖線秋田～大曲間単線化 

7.2 [東] 東京駅 1・2 番線（中央線）重層化 



7.11 [西] 宇野線にクモハ 123 形投入、クモハ 84 形引退 

8.12 [西] 新快速に 223 系 1000 代投入 

9.1 [西] 東海道本線神足駅を長岡京駅に改称 

9.3 [北] 深名線廃止、翌日よりバス転換 

9.24 [東] 185 系 200 代グレードアップ車運転開始 

10.1 [海] 165 系急行「富士川」廃止、373 系特急「ふじかわ」に格上げ 

10.28 [九] 筑肥線 103 系 1500 代リニューアル車運転開始 

11.3 [北] C62 3 号機牽引の「C62 ニセコ」運転終了 

11.10 [海] 新幹線運行管理新システム「COSMOS」使用開始 

11.26 [東] 外房線御宿～勝浦間複線化 

11.30 [東] 磐越西線の 50 系客車列車廃止、米坂線玉川口駅・花立駅廃止 

12.1 [東] 東北新幹線「なすの」運転開始、山形新幹線「つばさ」7 両化、新特急

「なすの」廃止、常磐線に E501 系投入、京浜東北線に 6 扉車（サハ 208 形）

を連結し 10 両化 

12.27 [海] 東海道新幹線三島駅で乗客転落死亡事故 

1996（平成 8）年 

1.10 [北・四・九] 運賃値上げ、本州三社と格差発生 

2.1 [東] 京浜東北線・根岸線から 205 系撤退 

2.23 [貨] 大船渡線貨物列車廃止 

3.2 [海] 東海道本線岐阜駅高架化 

3.13 [貨] 横浜線・相模線貨物列車廃止 

3.16 [東] 八高線八王子～高麗川間電化、 209 系 3000 代投入、高麗川以北にキハ

110 系 200 代投入、埼京線新宿～恵比寿間開業、103 系投入により鶴見線大

川支線のクモハ 12 形引退 

[海] 300 系「のぞみ」続行運転開始、165 系急行「東海」廃止、373 系特急「東

海」「伊那路」運転開始、夜行快速「ムーンライトながら」に 373 系投入 

[西] 山陰本線園部～綾部間・北近畿タンゴ鉄道宮福線・宮津線宮津～天橋立

間電化、183 系特急「きのさき」「はしだて」「たんば」「まいづる」「文殊」

運転開始、KRT8000 形特急「タンゴディスカバリー」運転開始（福知山線を



経由し新大阪に乗り入れ）、特急「あさしお」「エーデル丹後」急行「丹後」「但

馬」廃止、山陰本線二条駅高架化 

[四] キハ 185 系特急「剣山」運転開始 

[九] 特急「つばめ」を 787 系に統一 

[貨] 石油タンクローリーピギー輸送廃止 

3.20 [西] 新幹線各駅で入場券時間制限（2 時間）開始 

3.30 [東] 標準軌化工事のため田沢湖線休止、キハ 110 系特急「秋田リレー」運転

開始、東北本線の 50 系客車列車廃止により管内の客車普通列車消滅 

4.3 [西] 山陽本線新長田駅新駅舎完成、阪神・淡路大震災復旧終了 

4.8 [西] 大阪環状線に 103 系リニューアル車投入 

4.20 [北] 小樽交通記念館開館 

4.21 [東] 特急「はつかり」に 485 系 3000 代投入 

4.26 [四] 予讃線・土讃線に 6000 系投入 

4.27 [東] 185 系特急「はまかいじ」運転開始（横浜線初の特急） 

5.22 [北] 釧路運輸車両所開所 

6.10 [東] 20 系客車最終走行 

7.18 [九] 宮崎空港線田吉～宮崎空港間開業 

7.19 [九] 西鹿児島駅新駅舎完成 

7.26 [海] 955 形「300X」が最高速度 443.0km/h を達成 

7.31 [西] 283 系特急「スーパーくろしお」「オーシャンアロー」運転開始 

9.30 [貨] 飯田線貨物列車廃止、ED62 形引退 

11.10 [東] 五能線「ノスタルジックビュートレイン」引退 

11.24 [四] 讃岐丸最終航海 

11.28 [西] 山陽新幹線全線に早期地震検知警報システム（ユレダス）導入 

11.30 [東] 荷物電車（クモユニ 143 形）による新聞輸送終了 

12.1 [海] 特急「しなの」を 383 系に統一、381 系は定期運用から撤退 

12.2 [海] 山梨実験センター試験開始、MLX01 登場 

12.24 [北] 函館本線に 731 系投入 

1997（平成 9）年 



2.26 [四] 予讃線坂出付近高架化 

3.7 [西] 片町線京橋～片町間廃止 

3.8 [西] JR 東西線開業、片町線田辺駅を京田辺駅に、上田辺駅を JR 三山木駅に

改称、奈良線 JR 藤森駅開業 

3.21 [東] 磐越西線中山宿駅スイッチバック廃止、管内のスイッチバック消滅 

3.22 

 

 

 

 

3.22 

[北] キハ 283 系特急「スーパーおおぞら」運転開始、函館本線にキハ 201 系

投入、札沼線篠路～あいの里教育大間複線化 

[東] 秋田新幹線開業、E3 系「こまち」運転開始、特急「秋田リレー」廃止、

寝台特急「あけぼの」廃止、寝台特急「鳥海」を「あけぼの」に改称、特急

「かもしか」「みのり」運転開始 

[東・西] 第三セクター北越急行ほくほく線開業、特急「はくたか」運転開始 

[西] 500 系「のぞみ」運転開始、0 系 4 両編成登場、急行「さんべ」廃止 

[九] 883 系特急「ソニックにちりん」を「ソニック」に改称、豊肥本線にキハ

200 系投入、日田彦山線一本松駅開業 

3.31 [西] 美祢線大嶺支線廃止 

4.1 消費税 5％を運賃などに加算 

[北] 留萠本線を留萌本線に改称 

[東] 横浜線八王子みなみ野駅開業 

4.13 [西]「やくも」に 381 系リニューアル車投入 

7.5 [西] 梅小路蒸気機関車館がリニューアルオープン（二条駅旧駅舎移築など） 

7.25 [九] 香椎線にキハ 200 系ロングシート仕様車投入 

7.28 [四] 「清流しまんと号」にトロッコ車キクハ 32 形投入 

9.11 [西] 京都駅新駅ビルグランドオープン 

9.17 [東] 新宿駅南口の本社ビル完成 

9.30 [東] 東北新幹線「あおば」上越新幹線「とき」名称廃止、特急「あさま」「白

山」急行「赤倉」廃止、信越本線横川～篠ノ井間廃止、軽井沢～篠ノ井間は

翌日より第三セクターしなの鉄道、EF62 形・EF63 形引退 

10.1 [北] 室蘭駅移転 

[東] 北陸新幹線高崎～長野間（長野新幹線）開業、E2 系「あさま」運転開



始、E653 系「フレッシュひたち」運転開始、新特急「谷川」を「水上」に改

称、長野新幹線・小海線佐久平駅開業、信越本線今井駅・五能線あきた白神

駅開業 

[海] 夜行急行「ちくま」に 383 系を投入 

[四] 土佐くろしお鉄道宿毛線開業、「しまんと」「南風」乗り入れ開始 

10.25 山梨リニア実験線に MLU01 第 2 編成搬入 

11.28 [海] 名古屋を通過する「のぞみ 301 号」廃止 

11.29 [九] 寝台特急「はやぶさ」を西鹿児島発着から熊本発着に、「富士」を南宮崎

発着から大分発着に短縮 

[西] 500 系東京駅乗り入れ運転開始、20 系客車さよなら運転、特急「はくと」

を廃止し「スーパーはくと」に統一、急行「砂丘」廃止、特急「いなば」急

行「つやま」運転開始 

12.5 [貨] EF210-901 号機営業運転開始 

12.12 [海] 山梨リニア実験線で MLX01 が 531km/h の有人世界最高速を記録 

12.20 [東] 東北新幹線で全車 2 階建ての E4 系「MAX」運転開始 

1998（平成 10）年 

2.7 [東] 長野オリンピック開催（～同年 2.22）、臨時列車運転 

3.13 [東] 京浜東北線から 103 系が撤退し 209 系に統一、東北本線の 715 系 1000

代引退 

3.14 [北]「北斗星 1・2 号」全車個室化、「ドラえもん海底列車」運転開始 

[東] 武蔵野線東松戸駅・常磐線ひたち野うしく駅・東北本線紫波中央駅開業 

[海]「ひかり」から 0 系撤退 

[西] 500 系「のぞみ」増発、播但線姫路～寺前間電化、103 系 3500 代投入 

[四] N2000 系登場、急行「よしの川」にキハ 185 系投入、臨時特急「あい」

運転開始、高徳線オレンジタウン駅開業 

3.26 [九] 長崎本線・佐世保線から 715 系引退 

3.30 [貨] 東海道貨物線稲沢～名古屋貨物ターミナル間電化 

3.31 周遊券廃止、翌年度より周遊きっぷに 

4.11 [北] キハ 283 系特急「スーパー北斗」運転開始 



4.25 [西] 木次線トロッコ「奥出雲おろち」運転開始 

5.16 [西] 播但線にキハ 41 形投入 

7.1 [北] 釧網本線の「釧路湿原ノロッコ号」に 50 系 51 形客車改造の新型車両投

入 

7.10 [海・西] 285 系寝台特急「サンライズ瀬戸・出雲」運転開始、寝台特急「瀬戸」

「出雲 2・3 号」廃止、「出雲 1・4 号」を浜田発着から出雲市発着に短縮 

7.11 [四] 高徳線・徳島線高速化 

10.3 [西] 特急「くろしお」に 381 系リニューアル車投入 

10.30 [海] 東海道本線東静岡駅開業 

11.28 [西] 113 系リニューアル車運転開始 

12.5 [北] 留萌本線で C12 66 号機牽引のロケ列車「すずらん」運転（～同年 12.18） 

12.8 [北] 785 系を使用する特急の名称を「スーパーホワイトアロー」に統一、青森

～函館間特急「はつかり」運転開始 

[東] 特急「ひたち」から 485 系引退、秋田新幹線「こまち」6 両化、上越新

幹線「あさひ」に E2 系投入、大糸線に E127 系 100 代投入 

12.29 [東] 中央総武緩行線に 209 系 500 代投入 

1999年（平成 11）年 

1.11 [西] 第三セクター井原鉄道井原線開業、一部列車福塩線に乗り入れ 

1.18 [貨] EH500-901 号機営業運転開始 

1.22 [西] 115 系リニューアル車広島地区で運転開始 

2.26 [西] 京阪神地区に J スルーカード導入 

3.11 [東] 特急「こまくさ」廃止、標準軌化工事のため奥羽本線天童～新庄間休止、

翌日よりバス代行 

3.13 [海] 700 系「のぞみ」運転開始 

[西] 山陽新幹線厚狭駅開業 

[四] 急行「よしの川」廃止により管内の急行消滅、特急「むろと」運転開始 

[九] キハ 72 形「ゆふいんの森」運転開始、同列車から捻出したキハ 183 系

1000 代を用い、特急「シーボルト」運転開始 

3.27 [東] 中央総武緩行線に 209 系 950 代投入 



4.1 [西] 桜島線桜島駅移転 

4.14 [海] 山梨リニア実験線で有人走行実験において 552km/h の世界記録を達成 

4.18 [東] 横川機関区跡地に碓氷峠鉄道文化むら開園 

4.29 [東] C57 180 号機牽引の「SL ばんえつ物語号」運転開始 

5.1 [北] C11 171 号機牽引の「SL すずらん号」運転開始 

5.6 [海] 中央西線に 313 系投入 

5.10 [西] 新快速に 223 系 2000 代投入、130km/h 運転開始 

6.1 [東] 東京近郊区間を東京駅から 100km 圏内に拡大 

6.17 [東] 特急「踊り子」用 185 系リニューアル車運転開始 

7.1 [四] 松山地区（予讃線・内子線）の普通列車にキハ 185 系 3100 代投入 

7.2 [九] 鹿児島本線枝光～八幡間ルート変更、スペースワールド駅開業 

7.15 [東] 165 系定期運用消滅 

[海] 東海道本線・御殿場線・身延線に 313 系投入 

7.16 [東] A 個室寝台のみの寝台特急「カシオペア」運転開始 

8.1 [貨] 長町機関区閉鎖、翌日仙台機関区開設 

8.7 [北]「カートレイン札幌」運転（2 週間のみ） 

9.18 [海] 東海道新幹線内 0 系ラストラン 

10.1 [九] 豊肥本線熊本～肥後大津間電化、815 系投入、特急「有明」乗り入れ開

始 

10.2 [西] 舞鶴線電化、115 系投入、特急「まいづる」運転開始、特急「エーデル

北近畿」「エーデル鳥取」急行「わかさ」廃止 

12.4 [東] 山形新幹線山形～新庄間延伸開業、「つばさ」に E3 系 1000 代投入、普

通列車用に 701 系 5500 代を投入、上越新幹線から E1 系撤退、奥羽本線蟹沢

駅廃止、山形新幹線・奥羽本線さくらんぼ東根駅開業、総武快速線から 113

系が撤退し E217 系に統一、常磐緩行線に 209 系 1000 代投入 

[海] 313 系 8000 代「セントラルライナー」運転開始、313 系増備により管内

の 103 系引退、急行「かすが」にキハ 75 形投入 

[西] 急行「たかやま」を廃止し特急「ひだ」に統合、急行「だいせん」に「エ

ーデル」用キハ 65 形投入、特急「タンゴエクスプローラー」と「タンゴディ



スカバリー」の運行経路を振り替え 

[九] 寝台特急「さくら」「はやぶさ」併結化、「さくら」佐世保編成廃止 

12.20 [海] 名古屋駅に「JR セントラルタワーズ」開業 

2000（平成 12年） 

1.22  [九] 筑肥線下山門～筑前前原間複線化、303 系投入 

2.29 [四] 管内全特急の公衆電話撤去 

3.10 [西] 100 系「グランドひかり」の食堂車営業最終日、新幹線から食堂車消滅 

3.11 [北] キハ 261 系特急「スーパー宗谷」運転開始、キハ 183 系特急「利尻」「サ

ロベツ」運転開始、急行「宗谷」「礼文」「利尻」「サロベツ」廃止、特急「ス

ーパーとかち」キハ 283 系に統一、札沼線八軒～あいの里教育大間高架複線

化、普通列車全面禁煙化 

[東] E751 系特急「スーパーはつかり」運転開始、仙石線仙台～陸前原ノ町間

地下化・仙台～あおば通間延伸開業 

[西] 700 系 7000 代による「ひかりレールスター」運転開始、寝台特急「あか

つき」「彗星」併結化、山陽本線前空駅開業 

[九] 特急「かもめ」に 885 系、特急「みどり」に 783 系リニューアル車投入、

特急「有明」787 系に統一、485 系特急「ひゅうが」運転開始、急行「えびの」

を廃止し急行「くまがわ」に統合、久大本線久留米大学前駅開業 

[貨] EH500 形に「ECO-POWER 金太郎」、DF200 形に「ECO-POWER レッ

ドベア」の愛称が付く 

3.13 [東]中央総武緩行線に E231 系投入 

3.29 [北] 有珠山噴火に伴い函館本線山線迂回運転開始（～同年 6.8） 

3.31 [西] 鷹取工場廃止 

4.1 [東] 東北本線さいたま新都心駅開業 

[四] 予讃線で 113 系リニューアル車運用開始 

9.1 [九] 長崎駅新駅舎完成 

9.23 [西] 山陰本線二条～花園高架複線化、同線円町駅開業 

10.1 [海] 新横浜に停車の「のぞみ」を倍増、「のぞみ」のほぼ全列車を 700 系化 

10.6 [東] 651 系リフレッシュ車運転開始 



10.7 [北] C11 207 号機牽引の「ニセコ」運転開始 

11.21 [九] 鹿児島本線陣原駅開業 

12.2 [東] 在来線グリーン車全面禁煙化 

[貨] 京葉線に貨物列車直通開始 

12.25 [北] 721 系の U シート設置完了 

2001（平成 13）年 

3.1 [西] 桜島線に JR ゆめ咲線の愛称が付く、同線ユニバーサルシティ駅開業 

3.3 [海] 関西本線春田駅開業 

[西] 485 系特急「白鳥」廃止、683 系投入により「スーパー雷鳥」を廃止し「サンダーバ

ード」に統合、奈良線に「みやこ路快速」登場、奈良線 JR 小倉駅開業 

[九] 特急「ソニック」に 885 系投入、特急「きらめき」運転開始、鹿児島本線弥生が丘駅

開業 

3.31 [貨] 男鹿線貨物列車廃止 

[四] 111 系引退 

4.22 [海] 東海道本線愛野駅開業 

5.13 [四] 高松駅新駅舎開業 

6.30 [北] 宗谷本線下中川駅・上雄信内駅・芦川駅・石北本線天幕駅・中越駅・奥

白滝駅廃止 

7.1 [北] キハ 183 系特急「おおぞら」にキハ 283 系を投入し「スーパーおおぞら」

に改称、「おおぞら 9・10 号」は特急「まりも」に改称、781 系の U シート

設置完了 

[西] 和田岬線電化、103 系投入によりキハ 35 系引退 

7.2 [東] 埼京線に JR 初の女性専用車登場 

7.7 [西] 山陰本線米子～益田間高速化工事完了、同区間にキハ 126 形投入、キハ

181 系特急「くにびき」「おき」にキハ 187 形を投入し「スーパーくにびき」

「スーパーおき」に改称 

8.6 [東] 埼京線に山手線から捻出した 6 扉車（サハ 204 形）を連結 

9.1 [東] 高崎線に E231 系投入 

9.29 [東] 東北本線国府多賀城駅開業 



9.30 [海] 高山本線に乗り入れる名鉄 8500 系「北アルプス」廃止 

10.1 [海] 日中の「のぞみ」30 分ヘッド化 

[貨] 関東圏本線上の貨物列車が全て電気機関車牽引に 

10.6 [九] 福北ゆたか線（篠栗線・筑豊本線・鹿児島本線）電化開業、817 系投入、

特急「かいおう」運転開始、50 系客車列車全廃 

11.18 [東] 首都圏に IC カード Suica を導入 

12.1 [東] 新宿湘南ライン誕生、特急「あずさ」に E257 系投入、特急「ウイング

エクスプレス」運転開始、五能線ウェスパ椿山駅・岩城みなと駅開業 

2002（平成 14）年 

1.15 [東] 寝台特急「あけぼの」「ゆうづる」にゴロンとシート車連結 

2.12 [西] 100 系 6 両編成登場 

2.16 [東] 左沢線寒河江駅移転 

3.3 [東] 常磐線快速に E231 系投入 

3.8 [九] 長崎本線本川内駅のスイッチバック廃止 

3.16 [北] 新千歳空港への特急を 785 系「スーパーホワイトアロー」に統一、785

系に U シート設置完了 

3.23 [東] 中央総武緩行線から 201 系撤退 

[西] 紀勢本線から 165 系撤退、急行「能登路」廃止、急行「たいしゃく」「ち

どり」を廃止し急行「みよし」に統合、呉線新広駅開業 

[四] 高松地区（予讃線・土讃線）に快速「サンポート」登場 

[九] 豊肥本線大分大学前駅開業 

[貨] EF67 形走行中の自動解放を終了 

4.13 [東] 青梅線 103 系さよなら運転 

[東] 山手線に E231 系 500 代投入 

4.27 [北] 函館本線流山温泉駅開業 

5.17 [西] 0 系ニューカラー車運転開始 

5.31 [東] 200 系ビュッフェ・カフェテリア営業終了 

6.21 [東] JR 東日本完全民営化 

7.1 [西] 大阪環状線・片町線に女性専用車登場 



[四] 土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線開業 

8.6 [西] 100 系ニューカラー車運転開始 

9.7 [梅] 御殿場線長泉なめり駅開業 

9.10 [西] 梅小路蒸気機関車館展示の B20 10 号機動態化 

10.5 [西] 山陽新幹線ダイヤ改正、100 系「グランドひかり」運転終了 

11.5 [東] 仙石線に 205 系投入 

11.23 [西] 100 系「グランドひかり」さよなら運転（新大阪～博多間） 

11.31 [東] 東北本線盛岡～八戸間廃止、翌日より盛岡～目時間は第三セクターIGR

いわて銀河鉄道、目時～八戸間は第三セクター青い森鉄道 

12.1 [北] 快速「海峡」廃止により国内の定期客車普通列車消滅、特急「白鳥」「ス

ーパー白鳥」運転開始 

[東] 東北新幹線盛岡～八戸間延伸開業、「はやて」運転開始、上越新幹線「あ

さひ」を「とき」に改称、Ｅ751 系特急「つがる」運転開始、東北新幹線沼

宮内駅をいわて沼宮内駅に改称、寝台特急「はくつる」特急「はつかり」「ス

ーパーはつかり」「ビバあいづ」「みのり」廃止、急行「陸中」「よねしろ」「ア

ルプス」廃止によって管内の昼行急行消滅、特急「あずさ」「かいじ」から 183

系が撤退し E257 系に統一、管内の新特急・Ｌ特急の呼称を廃止、東京高速

臨海鉄道りんかい線全通により埼京線との相互乗り入れ開始 

2003（平成 15）年 

2.7 [九] 787 系特急「つばめ」ビュッフェ営業最終日 

3.6 [北] 札幌駅に「JR タワー」オープン 

3.12 [ 貨 ] EH200 形に「 ECO-POWER ブルーサンダー」、 EF510 形に

「ECO-POWER レッドサンダー」の愛称が付く 

3.14 [西] 小野田線本山支線で最後まで残っていた旧型国電クモハ 42 形引退 

3.15 [西] 小浜線全線電化、クモハ 125 形・113 系を投入、特急「しらさぎ」に 683

系 2000 代投入 

[九] キハ 183 系 1000 代特急「シーボルト」廃止、若松線本城駅開業 

4.20 [貨] EH200 形営業運転開始 

6.1 [西] 特急「しらさぎ」から 485 系撤退、683 系 2000 代に統一、特急「びわ



こエクスプレス」運転開始 

6.10 [東] 地下鉄東西線乗り入れ運用に E231 系 800 代を投入、103 系 1000・1200

代・301 系引退 

6.12 [貨] 金沢貨物ターミナル開業 

6.21 [北] 函館駅新駅舎完成 

7.7 [九] 鹿児島本線千早駅開業 

7.19 [北] 781 系「ドラえもん海底列車」運転開始 

8.3 [東] 301 系さよなら運転 

8.9 [九] 門司港駅隣接地に九州鉄道記念館開館 

[海・西] 100 系東京～博多間通し運転終了 

8.23 [西] 山陽本線横川駅を広島電鉄直近地に移転 

9.16 [海] 100 系東海道新幹線内ラストラン 

9.20 [西] 管内のクハ 481 形ボンネット車引退 

9.28 [東] 165 系最終営業運転、直流急行型電車は事実上消滅 

9.30 [四] 管内全ての特急で車内販売廃止 

10.1 [東] 特急「あいづ」廃止 

[海・西] 東海道・山陽新幹線で大規模ダイヤ改正、東海道新幹線品川駅開業、

「のぞみ」増発、料金値下げ、自由席設置 

[海] 夜行急行「ちくま」臨時列車化 

[西] 山陽新幹線・山陽本線小郡駅を新山口駅に改称、特急「加越」を廃止し

「しらさぎ」に統合、山陰本線鳥取～米子間高速化工事完了、特急「いなば」

にキハ 187 形特急を投入し「スーパーいなば」に改称、「スーパーくにびき」

を「スーパーまつかぜ」に改称、鳥取地区（山陰本線・境線・伯備線）にキ

ハ 121 形投入 

[西・四] 快速「マリンライナー」に 5000 系・223 系 5000 代投入、213 系撤

退 

11.1 [西] 京阪神地区に IC カード ICOCA 導入 

11.28 [東] 南武支線からの撤退で 101 系全廃 

11.30 [西] 可部線可部～三段峡間廃止、翌日よりバス転換 



12.1 [貨] 神戸貨物ターミナル開業 

12.21 [東] 京浜東北線南浦和～鶴見間に在来線初の D-ATC 導入 

2004（平成 16）年 

3.6 [北] 夕張線清水沢駅交換設備廃止により管内の腕木式信号機・タブレット全

廃 

3.12 [西] JR 西日本完全民営化 

[九] 鹿児島本線八代～川内間廃止、翌日より第三セクター肥薩おれんじ鉄道 

3.13 [北] 普通列車全面禁煙化、石勝本線楓駅廃止 

[東] 上越新幹線本庄早稲田駅開業、E2 系上越新幹線から撤退、200 系オリジ

ナルカラー車引退、251 系リニューアル完了、特急「ウイングエクスプレス」

廃止、仙石線小鶴新田駅開業 

[西] 山陽本線天神川駅・和歌山線 JR 五位堂駅開業、和歌山線下田駅を香芝

駅に改称 

[九] 西鹿児島駅を鹿児島中央駅に改称、九州新幹線新八代～鹿児島中央間開

業、800 系「つばめ」運転開始、787 系特急「リレーつばめ」運転開始、急行

「くまがわ」廃止により管内の急行消滅、特急「あそ」「ドリームつばめ」廃

止、特急「九州横断特急」「くまがわ」「はやとの風」「ゆふ DX」快速「なの

はな DX」運転開始、寝台特急「なは」を西鹿児島発着から熊本発着に短縮、

日豊本線大分～佐伯間高速化工事完成 

[貨] EF510 形・M250 系「スーパーレールカーゴ」営業運転開始、鹿児島貨

物ターミナル開業 

6.28 [北] DMV（901）札沼線で試験走行開始 

7.18 [西] 豪雨により越美北線不通に（～07.06.30） 

8.1 [東・西] Suica と ICOCA の相互利用が可能に 

10.16 [東] 湘南新宿ライン大増発、E231 系に統一しグリーン車営業開始、グリーン

車 Suica 導入、りんかい線と埼京線の相互乗り入れ拡大、特急「さざなみ」「わ

かしお」にＥ257 系 500 代投入、特急「すいごう」を廃止し特急「あやめ」

に統合、上越線高崎問屋町駅開業 

[西] 急行「だいせん」廃止 



10.20 [海] 台風 23 号災害により高山本線不通に（～07.09.08） 

10.23 [東] 新潟県中越地震により上越新幹線浦佐～長岡間で「とき 325 号」が脱線、

死傷者無し（新幹線営業車初の脱線事故） 

12.16 [東] 南武線に 205 系を投入、103 系撤退 

12.19 [西] 加古川線電化、クモハ 125 形と 103 系 3550 代投入、加古川駅高架化 

2005（平成 17）年 

2.28 [西] オリジナル塗装の 0 系ラストラン 

3.1 [東] 越後線内野西が丘駅開業 

[海]「のぞみ」増発、愛知万博に備え愛知環状鉄道への乗り入れ運転開始 

[西] 寝台特急「あさかぜ」廃止、キハ 181 系特急「いそかぜ」廃止、特急「は

くたか」を 681・683 系に統一、播州赤穂まで直通する新快速を毎時 1 本に

増発、山陽本線ひめじ別所駅開業 

[九] 寝台特急「さくら」「あさかぜ」廃止、「はやぶさ」「富士」併結化 

3.31 [東] イオカード販売終了 

4.4 [東] 女性専用車導入の導入拡大 

4.17 [東] 山手線から 205 系撤退、E231 系 500 代に統一 

4.18 [西] 北陸本線福井駅高架化 

4.25 [西] 福知山線塚口～尼崎間で脱線転覆事故（107 名死亡、562 名負傷） 

6.19 [西] 福知山線に ATS-P 導入 

6.27 [東] 八戸線陸中八木駅に設置の JR 最後の腕木式信号機使用終了 

7.9 [東] 常磐線に E531 系投入、同線内の特急を「スーパーひたち」「フレッシュ

ひたち」に統一 

8.28 [九]「SL あそ BOY」運転終了、58654 号機引退 

9.23 [九] 筑肥線九大学研都市駅開業 

9.30 [東] 川越・八高線から 103 系撤退 

10.1 [海] 愛知万博終了後も愛知環状鉄道への乗り入れ運転を継続 

[西] 尼崎事故をうけ列車所要時間に余裕を持たせるダイヤ改正、九州に直通

する普通列車は全て下関着発化、山陽本線北長瀬駅開業 

[西・九] 寝台特急「彗星」廃止、「なは」を新大阪発着から京都発着とし「あ



かつき」と併結化 

[九] 本州に直通する普通列車は全て下関着発化、九州新幹線を毎時 2 本に増

発 

10.2 [東] 川越線から 103 系撤退 

10.3 [北] 石北本線で U-DMV の走行試験を開始 

11.18 [東] 京葉線から 103 系撤退 

11.25 [西] 尼崎事故をうけ塗装を変更した 207 系が運転開始 

12.1 [西] 京阪神緩行線に 321 系投入 

12.8 [東] 武蔵野線から 103 系撤退 

12.10 [東] E257 系 500 代増備により特急「あやめ」「しおさい」から 183・189 系

撤退、東北新幹線古川～盛岡間に D-ATC を導入し速度向上、長野新幹線「あ

さま」特急「成田エクスプレス」及び房総特急すべてが全面禁煙化 

12.15 [西] 阪和線に 205 系 0 代、大阪環状線に 201 系投入 

12.25 [東] 羽越本線で強風により特急「いなほ」脱線転覆事故（5 名死亡、33 名負

傷） 

2006（平成 18）年 

1.7 [西] 下関駅舎が放火により全焼 

2.28 [西] 富山港線廃止（同年 4.29 より富山ライトレールとして営業開始） 

3.17 [北] 海峡線吉岡海底駅での定期列車の停車終了、函館本線張碓駅・札沼線中

富福駅・宗谷本線智東駅・南下沼駅・石北本線新栄野駅・留萌本線東幌糠駅・

室蘭本線旭浜駅廃止 

[西] スイッチバック式の中在家信号場での定期列車の交換終了（施設休止） 

3.18 [北] 管内の特急全面禁煙化（寝台特急を除く）、夜行特急「利尻」「オホーツ

ク 9・10 号」臨時列車に格下げ、寝台特急「日本海 1・4 号」を函館発着から

青森発着に短縮 

[東] 東海道本線東京口から 113 系、常磐線から 103 系撤退、東武鉄道との相

互乗り入れによる 485 系特急「日光」「きぬがわ」東武 100 系「スペーシアき

ぬがわ」運転開始、RAIL GO サービス廃止 

[海] 急行「かすが」廃止により管内の昼行急行消滅、東京～博多間を結ぶ「の



ぞみ」を終日毎時 2 本体制に増発、RAIL GO サービス廃止 

[西] 寝台特急「出雲」廃止、特急「スーパーやくも」を「やくも」に統合 

[四] 駅ナンバリング導入 

[九] 豊肥本線光の森駅開業 

[貨] 鳥栖貨物ターミナル開業、「スーパーグリーンシャトル」運転開始 

3.26 [西] 姫路駅周辺の在来線を高架化 

3.31 [東] 東京駅丸ノ内駅舎復元工事のため、東京ステーションホテルとステーシ

ョンギャラリー営業休止、大船工場廃止 

4.5 [海] JR 東海完全民営化 

4.8 [東] 常磐線 103 系さよなら運転 

5.1 [九] 指宿枕崎線枕崎駅を移設 

5.14 [東] 交通博物館展示最終日 

5.25 [四] 徳島地区（高徳線・徳島線・牟岐線）に 1500 形投入 

7.8 [東] 宇都宮線・高崎線の全列車にグリーン車連結 

7.18 [西] 豪雨により三江線全線・芸備線備後落合～備後西城間不通に 

7.29 [九] 大分地区（豊肥本線・鹿児島本線・久大本線）にキハ 220 形 200 代投入 

9.18 [東] 東北本線長町駅周辺高架化 

9.24 [西] 北陸本線長浜～敦賀間・湖西線永原～近江塩津間直流化 

10.21 [東] 房総地区（総武本線・成田線など）に 211 系投入 

[西] 新快速の一部敦賀まで延長運転開始 

11.25 [海] 名古屋地区に IC カード TOICA 導入 

11.30 [西] 北陸本線に 521 系投入 

12.20 [西] 関西本線・和歌山線に 201 系投入 

12.26 [東] 中央快速線に E233 系投入 

2007（平成 19）年 

2.1 [東] 水郡線にキハ E130 系投入 

2.20 JR20 周年を記念し青春 18 きっぷを 8000 円（通常 11500 円）で発売開始 

3.17 [西] 和歌山線北宇智駅のスイッチバック廃止 

3.18 [東] 同日開業の仙台空港鉄道仙台空港線と相互乗り入れ運転開始、E721 系



500 代投入、管内発着の新幹線・特急全面禁煙化（寝台特急を除く）、常磐線

E531 系のグリーン車営業開始、山手線に D-ATC 導入、E233 系運用範囲拡

大、常磐・東北本線太子堂駅・仙山線東北福祉大駅・篠ノ井線平田駅開業 

[海] 特急「東海」廃止、特急「ふじかわ」「あさぎり」「伊那路」全面禁煙化、

313 系増備により管内の 113 系・115 系・クモハ 123 形引退、快速「セント

ラルライナー」130km/h 化、東海道本線野田新町駅開業 

[西] 特急「北越」「北近畿」「文殊」「きのさき」「たんば」「はしだて」「まい

づる」「はるか」全面禁煙化、東海道本線さくら夙川駅開業、東海道本線西ノ

宮駅を西宮駅に改称 

4.1 JR20 周年 

[西] 芸備線備後落合～備後西城間復旧 

6.16 [西] 江津～浜原間復旧により三江線全面復旧 

6.30 [西] 一乗谷～美山間復旧により越美北線全面復旧 

7.1 [海・西] N700 系「のぞみ」運転開始 

[西] キハ 58 系急行「みよし」廃止 

[西・四] 快速「マリンライナー」6 両化 

9.8 [海] 角川～猪谷間復旧により高山本線全面復旧 

10.1 [北] 789 系 1000 代・785 系特急「スーパーカムイ」運転開始、特急「スーパ

ーとかち」にキハ 261 系 1000 代投入、特急「すずらん」に 785 系投入、特

急「ライラック」「スーパーホワイトアロー」廃止、781 系引退、夜行特急「ま

りも」臨時列車化、駅ナンバリング導入 

10.14 [東] 埼玉県さいたま市に鉄道博物館開館 
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