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東北高速輸送の新世代 

～山形・秋田新幹線～ 

 

法学部 3 回生 三宅 寛之 

工学部 3 回生 戎井 大介 

 

1. 序論 

 山形・秋田新幹線は、90 年代に入って開通した新しいタイプの「新幹線」である。山形

新幹線は福島～新庄間を、秋田新幹線は盛岡～秋田間をそれぞれ結び、それらを走る新幹

線「つばさ」（山形新幹線）と「こまち」（秋田新幹線）は、さらに東北新幹線に乗り入れ

て東京まで直通する。すなわち、この二つの「新幹線」は、東北新幹線のルートから外れ

る山形、秋田といった東北の主要都市と首都圏との高速輸送を担っているのである。 

これら 2 つの「新幹線」に共通する特徴は、ミニ新幹線という方式を採用していること

である。詳しくは第 5 章に譲るが、概要だけ述べると、ミニ新幹線とは、在来線の軌道等

の設備を改良することで、東北新幹線など既存の新幹線からの乗り入れを可能にする形態

の在来線のことを指す。この方式は、新たにフル規格の新幹線を建設することなく在来線

を活用するという点で画期的なものであるが、在来線とフル規格新幹線との間には線路を

はじめとして設備・車両面に大きな違いがあるため、車両や在来線区間の設備に関して両

システム間の調整が必要となる。 

そこで、本章では、主に山形・秋田新幹線の現在までの経緯並びに、こうした過程で新

製ないし調整・改良を受けた線路・車両等の設備面について紹介していくことにする。 

なお、第 2 章の歴史的経緯、第 3 章の車両については三宅が、第 4 章の設備と第 5 章の

まとめに関して戎井が執筆を担当している。 

 

2. 歴史的沿革 

2.1 建設計画の立案 

山形・秋田新幹線建設の計画が登場したのは、1980 年代中頃にまでさかのぼる。 

当時は、国鉄改革の最中であり、1987（昭和 62）年には国鉄は解体され、JR 等に分社

化された。その一方で、同年 1 月、中曽根内閣により、国鉄の財政事情のため凍結されて
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いた整備新幹線の建設の再開が閣議決定されるという新幹線ネットワークの拡張を目指し

た動きも見られた。ここにいう整備新幹線とは、1970（昭和 45）年に成立した議員立法

「全国新幹線鉄道整備法」に基づき、整備が計画されていた東北（盛岡～青森間）、北海道、

北陸、九州（鹿児島、長崎）の 5 つの新幹線のことを指す。この凍結解除は、新たに誕生

した JR に新幹線網の整備という課題が与えられたことを意味する。 

ところが、これらの整備新幹線のルートから外れる地域も存在した。東北の中で比較的

大きな都市を持ちつつも、東北新幹線の延長ルートから外れている山形・秋田はそうした

地域の代表格であった。 

そこで、1980 年代中盤、国鉄はこれらの地域の県庁所在地と東京とを直結させる独自の

新幹線ネットワークの構築の検討に乗り出した。そして、この構想を引き継いだ JR 東日

本は、新幹線誘致に積極的であった山形県、秋田県といった地元自治体とともに、整備新

幹線とは別個独自の新幹線建設を積極的に推進していく。このときの構想が、山形新幹線、

秋田新幹線の建設計画という形に結実していくのである。 

まず、新在直通新幹線の第１弾である山形新幹線については、JR と山形県の間で「新

在直通計画」が議論・策定され、1988（昭和 63）年に新在直通区間が奥羽本線福島～山

形間に決定した。他方、これとほぼ同時期の 1987（昭和 62）年、秋田県が中心となった

「在来線高速化委員会」が開催され、ここでも山形新幹線と同様ミニ新幹線方式による新

在直通計画が本格的に議論され始めた。もっとも、秋田新幹線の場合は周辺人口や採算性

などの点から、当初 JR 側は若干慎重な姿勢を見せていた。それでも、1991（平成 3）年

には JR 独自の調査プロジェクトが組まれ、同年の鉄道整備基金法整備など国や秋田県側

の支援表明も受けて、JR は正式に田沢湖線・奥羽本線大曲～秋田間の乗り入れ工事計画

を策定した。 

山形新幹線と秋田新幹線は 1980 年代中盤から末期というほぼ同時期にかけて議論がな

されており、どちらも同じミニ新幹線という方式を採用したため、ほぼ同一の基本方針が

採用されている。山形・秋田新幹線に共通する建設および以後の運営に関する基本原則は、

以下のものである。 

1．既存の新幹線（東北新幹線）から在来線に乗り入れを行うミニ新幹線方式を採用す

る。 

2．乗り入れに際して、該当する在来線（山形新幹線は奥羽本線、秋田新幹線は田沢湖

線と奥羽本線大曲～秋田間）の線路の改軌、踏み切りの統廃合等の在来線設備の高速運転

に向けた改良を行う。また、乗り入れ専用の新幹線車両を製造する。 
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3．こうした在来線施設の改良および新車の製造にかかる費用は、JR 東日本のみならず、

山形県・秋田県をはじめとした当該新幹線の開通で利益を受ける地元の自治体も応分の負

担を引き受ける（受益者負担の原則）。 

4．開業後の乗り入れ車両の保有・管理は、JR とは別個の第 3 セクター会社を設立し、

これに委託する。この会社からリースを受けるという形で、JR 東日本が設備の使用・列

車の運行を担当する。 

なお、山形新幹線の場合は山形ジェイアール直行特急保有株式会社、秋田新幹線の場合

は秋田新幹線車両保有株式会社が設立されている。 

 これらの方針のうち、1 については、既存の在来線を活用することで、新線の建設の費

用を省き、また乗客には乗り換え無しでの首都圏への直通サービスを提供するという趣旨

から採用されたものである。他方、3・4 については、おもに JR 東日本の整備や開業後の

運営コスト軽減が目指されているようである。 

 

2.2 建設から開業へ 

 以上のような経緯で策定された建設計画に基づき、山形・秋田新幹線の建設が着工され

ていった。 

 まず着工されたのは、山形新幹線の福島～山形間で、これは 1988（昭和 63）年のこと

であった。この工事により、奥羽本線福島～山形間の路線は狭軌から標準軌に改められ、

踏み切りは大幅に統廃合された。なお、一部区間では貨物輸送を考慮し三線軌化も行なわ

れたが、後に廃止された。また、山形駅など新幹線が停まる駅では、駅舎の改造も行われ

た。 

 工事と並行して直通用の車両の製造も進み、400 系が落成。1990（平成 2）年には開業

に先立って東北新幹線での走行試験が行われた。 

 この工事は、1991（平成 3）年に終了し、その翌年の 1992（平成 4）年 7 月に山形新幹

線福島～山形間が開業した。なお、開業が本年となったのは、同年に開かれた「べにばな

国体」に間に合わせたいという山形県側の要望によるものである。 

 同年、引き続いて秋田新幹線の建設が開始された。工事の内容は、基本的には山形新幹

線と同様だが、他の在来線からの直通を考慮して一部区間では標準軌と狭軌を 1 本ずつ併

設した（大曲～秋田間）。また、新幹線同士の行き違いも考慮し、片方は標準軌、片方は三

線軌とする措置がとられた区間もある（峰吉川～神宮寺間）。さらに、変電設備も必要とさ

れ雫石で変電所の建設工事が実施された。 
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 なお、工事中は、田沢湖線が使用できなくなったため、バス代行輸送がおこなわれた。

また、同線の在来線特急「たざわ」(盛岡～秋田間、一部青森まで延長)の利用者に対して

は、北上線（北上～横手間）経由で北上～秋田間に特急仕様のキハ 110 系を使用した特急

「秋田リレー号」が運転された。 

 さらに、これら地上設備の工事と並行して秋田新幹線直通用車両 E3 系も製造され、先

行試作型が 1995（平成 7）年に完成し、1997（平成 9）年には本格的な量産型が登場して

いる。 

 これら開業に向けた諸々の段取りが整い、秋田新幹線が開業したのは 1997（平成 9）年

3 月のことであった。開業日には、秋田駅構内で各種イベントが催され、「シルフィード」

などのリゾートトレインを公開する「秋田おもしろ電車祭り」などが開かれた。 

 

2.3 開業後の動向 

開業による大きな変化としては、沿線都市から東京への所要時間短縮が挙げられる。例

えば、山形新幹線では、従来山形～東京間が福島での乗り換え込みで 3 時間半以上かかっ

ていたのが、40 分近く短縮され約 3 時間となった。秋田新幹線についても、従来盛岡での

乗換えを入れると 4 時間以上かかっていた秋田～東京間が、3 時間 40 分程度に短縮されて

いる。在来線内の速度向上や直通がもたらした効果と言えよう。 

また、旅客数も増加した。山形新幹線は開業時 1 年目には従来から約 120 万人増の 323

万人を記録し、以降も乗客の増加は続き、開業後 5 年後には 325 万人を超えた。こうした

事態に、当初 14 往復だった「つばさ」は、1994（平成 6）年には 15 往復に増発され、2007

（平成 19）年では臨時を含め 24 往復体制となっている。他方、秋田新幹線も好調なスタ

ートを見せ、開業初年は年間輸送人数 233 万人を記録し、従前の 1.5 倍にまで乗客を増や

した。その後も輸送人数は好調に推移し、開業 4 年後 2001（平成 13）年には盛岡～秋田

間の開業以来の乗客数が 1000 万人を超え、2006（平成 18）年にはそれが 2000 万人を突

破している。これらの輸送量の増加の背景には、所要時間短縮や東京への直通による利便

性の向上が考えられる。 

 乗客の増加や時間短縮に加え、この二つの新幹線の開業は、既存の鉄道輸送体系や他の

交通機関にまでも大きな影響を及ぼした。 

例えば、在来線について見ると、両新幹線とも標準軌化に伴い平行在来線に標準軌用の

普通車が投入されると同時に、高速化に対応するため普通列車の最高速度が 110km/h に

アップした。また、秋田新幹線では田沢湖線の改軌によって、従来同線経由で盛岡～秋田
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間（一部青森まで運行）を結んでいた特急「たざわ」が、秋田～青森間の特急「かもしか」

に変更された。加えて、東京からの観光客を誘致するべく、秋田～青森間に五能線経由の

リゾート快速列車「リゾートしらかみ」が登場している。 

さらに、他の交通機関との関係では、山形新幹線・秋田新幹線の両方について競争する

航空機（山形～羽田便、秋田～羽田便）から利用者のシフトが起きているという点が挙げ

られる。首都圏の中心部と直接アクセスできることや、上記の時間短縮の結果航空機との

到達時間の差が縮小したことなどが理由として考えられよう。 

 

2.4 開業後の更なる延伸 

2.3 節で見てきたように、山形新幹線やそれに続く秋田新幹線は、好調なスタートを見

せていたわけであるが、山形新幹線については早くも開業翌年から地元の自治体から延伸

の要望が出され始めていた。この動きはその後拡大し、山形県も新庄延長を県の重要事業

と認定し、1994（平成 6）年 1 月に県、地方自治体、民間団体などで「山形新幹線新庄延

伸促進委員会」を結成して、JR への働きかけを開始した。こうした状況が出現した理由

は、山形県北部の新庄などの都市が、工場の進出など山形新幹線開業に伴う県南の都市の

発展状況に目をつけ、地域振興や陸羽西線など県北交通網の活性化のためには、首都圏に

直接アクセスできる輸送手段が必要と考えたためであった。 

もっとも、当初 JR 側は、採算性の点から新庄延長には難色を示していた。そこで、山

形県が、自らが出資する「山形観光公社」を介して JR に建設費用の 7 割を 10 年間無利子

で貸し付けるという条件を提示した。また、無料駐車場の設置や魅力ある街づくりなど、

需要創出のための施策を周辺自治体が行うことも確約された。 

こうした地元のバックアップを得た JR は、新庄への延伸を決定。1997（平成 9）年か

ら山形～新庄間の本格的な改軌工事を開始した。同区間は、1999（平成 11）年 12 月、着

工から 2 年半後に開業を果たしている。この延伸開業に当たっては、JR 側は山形新幹線

に E3 系 1000 番台や、普通用の 701 系 5500 番台などの新車を投入、速度面・接客面での

改善を図った。 

さらに、この延伸と同時に、新庄周辺の JR 各線にも改善が施され、陸羽西線、陸羽東

線にはキハ 110 系気動車が投入され、サービスとスピードの向上が図られている。 

こうして、山形新幹線が延伸を果たす一方、秋田新幹線でも秋田以北の能代などの都市

が、秋田新幹線の延伸を JR 側に打診する動きが見られる。もっとも、採算性や奥羽本線

の改軌にあたっての技術的問題など障壁は多く、具体的な計画にまでは発展していないの
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が現状である。 

 

3. 山形・秋田新幹線の車両 

この章では、山形・秋田新幹線の主な車両を紹介する。 

 

3.1 山形新幹線 

 400 系 「つばさ」に使用される日本初の新在直通用車両。シルバーメタリックをふん

だんに使った塗装と、曲線美と流線型から成る優美で近未来的デザインが主な外見的特徴

である。 

車両の設備面に焦点を当てると、車体幅、さらには電圧や架線の高さも異なる起電設備

など、新幹線と在来線の間にあるシステムの差異に対応するため、特殊な設備が施されて

いる。例えば、車体幅は在来線の規格に合わせており、それでは隙間ができてしまう新幹

線区間のホームでは出入り口の自動ステップで対応することにした。また、車体幅が普通

の新幹線よりも狭い関係で、普通車室内のシート（全て回転リクライニングシート）は 2+2

列配置となっている（700 系など通常の新幹線普通車では 2+3 列配置が一般的）。ただし、

シートピッチは 980mm で、通常の新幹線のほぼ同じサイズである。 

次に、列車を安全に運行するための要といえる保安装置については、新幹線区間用の自

動列車運行装置（ATC）、そして、在来線区間では自動列車停止装置（ATS‐P）が用意さ

れ、新在両方の保安設備に対応している。同じく安全運行に関わるブレーキに関しては、

発電ブレーキ併用電気指令式ブレーキが採用された。これは、ブレーキハンドル操作で各

車両のブレーキから空気を抜く従来の方式と異なり、ブレーキハンドルは専ら電気信号を

発するのみで、この電気信号を受けて直接各車両のブレーキシステムを作動させる方式の

ブレーキである。従来の方式に比べて、ブレーキ操作からのタイムラグが少ないという利

点がある。 

また、集電設備に関しても、新幹線の交流 25000V と在来線の 20000V といった 2 種類

の電源、および両区間で異なる架線の高さに対応できるよう、専用のパンタグラフ（PS204

パンタグラフ）が装備されている。 

さらに、直線が多く高速で走ることが要請される新幹線区間と、曲線の多い在来線区間

の線形の違いに応じ、双方で高速運転可能なよう、高速運転時の安定性・曲線区間での高

速運転を両立させるボルスタレス台車が採用された。なお、新幹線区間での最高速度は

240km/h、在来線区間では 130km/h である。 
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ところで、400 系は新幹線区間では既存の新幹線に連結して運転される。開業当初は 200

系「やまびこ」、2001（平成 13）年からは E4 系「Max やまびこ」と連結し、福島駅で切

り離されて単独で在来線に乗り入れるという運用がなされている。そのため、既存の新幹

線と連結可能なよう、先頭の円形のカバーの中に、専用の連結装置が収納されている。 

なお、400 系は開業当初 6 両固定編成だったが、それでは需要に対応できないため、1995

（平成 7）年から 7両編成に増車されている。 

  

図 1「400 系つばさ」         図 2「E3 系 1000 番台つばさ」       

（2006 年 3 月 15 日、芦沢～舟形間、   （2007 年 8 月 17 日、東京駅、戎井撮影） 

中川撮影） 

E3 系 1000 番台 秋田新幹線で使用されている E3 系の山形新幹線仕様。山形新幹線が

新庄延伸を果たした 1999（平成 11）年に登場した。主な外装・内装面における特徴は秋

田新幹線 E3 系の項に譲るが、同車は秋田新幹線のものと若干異なる点がいくつかあるの

でそれらを説明する。 

まず、塗装に関しては、シルバーメタリックを基調に足回りをダークグレーとし、側面

にグリーンのストライプが入ったものが採用された。なお、400 系についてもこの塗装に

順次変更されている。また、パンタグラフについては、秋田新幹線より後ろよりに設置位

置がずらされている。これは、奥羽本線の地上設備への影響に配慮したものである。ちな

みに、このパンタグラフは、400 系と異なり下枠交差式ではなく、シングルアーム式とさ

れた。このほか、編成両数が秋田新幹線より 1 両多い 7 両編成となっていること、普通車

指定席が自由席と比べてシートピッチが広いなどアコモデーションに差異があること、

400 系と共通運用の関係で新幹線内での最高速度が 240km/h に抑えられていることなど

に違いが見られる。 

719 系 5000 番台 本車は、東北本線や仙山線など仙台近郊区間において使用されてい
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る 719 系の標準軌仕様である。前面形状は 211 系、ないし 213 系と酷似しており、大型の

フロントガラスが採用されている。車両側面はステンレス製で、ラッシュ時の混雑を考慮

し片側 3 扉となっている。車体塗装については、前面は白で前面貫通扉は JR 東日本のコ

ーポレートカラーであるグリーンからなり、側面はグリーン、白、赤色の 3 色からなるス

トライプが入る。 

 車内は、クロスシートとロングシートの両方からなるセミクロスシートであり、扉間に

固定クロスシートが集団見合い式で配置されている。  

基本的な装備や構造は他の 719 系と同じだが、標準軌化・高速化された奥羽本線に対応

するため、台車は標準軌仕様のものに変更、保安設備に関しては標準軌仕様の自動列車停

止装置を搭載した。ブレーキは発電ブレーキ併用電磁直通式を採用し、パンタグラフにつ

いては、400 系と同様のものを使用している（一部シングルアーム式に置換したものもあ

る）。なお、最高速度は 110km/h である。 

 701 系 5500 番台 701 系は、仙台地区や盛岡地区の客車普通列車（12 系や 50 系）を

置き換えるために開発された交流電化区間用通勤型車両であり、秋田、仙台、盛岡、青森、

そして山形など東北各地で幅広く使用されている。このうち、奥羽本線の山形新幹線乗り

入れ区間で使用されるものは 5500 番台と呼ばれ、1999（平成 11）年の山形新幹線新庄延

伸に乗じて投入された。 

基本的な設計は仙台で使用されている 1500 番台に準じ、車体はステンレス製、車内は 3

扉ロングシートで出入り口にステップはない。行き先表示機には LED 方式が採用されて

おり、雪の多い冬季の使用を考慮したスノープラウも装備されている。ブレーキには、ブ

レーキ使用時にモーターを回すことで電力が回収できるという特徴を持つ電力回生ブレー

キが採用されている。これは、急勾配が続く奥羽本線福島～山形間では、ブレーキの焼付

きを防ぐための抑速ブレーキ（自動車のエンジンブレーキに該当）としても機能する。 

もっとも、5500 番台は標準軌区間で運用されるため、台車は標準軌仕様のものを採用し

ており、自動列車停止装置（ATS-P）に関しても標準軌用のものが搭載されている。また、

福島～山形間の急勾配区に対応するため砂撒き機が装備されている。 

車体の外観にも尾灯が運転室上部に設置されているなど僅かだが差異が見られる。なお、

同車のカラーリングは、ステンレスの車体にグリーンと紅花をイメージした白とオレンジ

となった（1500 番台は緑・白・赤である）。 
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図 3「719 系 5000 番台」          図 4「701 系 5500 番台」 

（2006 年 3 月 15 日、芦沢～船形間、中川撮影） (2005 年 9 月 9 日、米沢駅、中川撮影） 

 

3.2 秋田新幹線 

 E3 系 田沢湖線乗り入れ用に新造された新在直通用新幹線車両。秋田新幹線用の基本

番台と山形新幹線用の 1000 番台の 2 タイプがある。デザインコンセプトは外装について

は「颯爽」で、車体は空気抵抗の少ない滑らかな流線型を採用している。車体塗色は、秋

田新幹線用が白を基調にグレーとピンクのストライプ、山形新幹線用がシルバーメタリッ

クにグリーンのストライプである。なお、2002（平成 14）年に登場したものから運転席

のワイパーが 2本に増えた。豪雪対策のためである。 

車体面についてみると、400 系同様、在来線乗り入れのため、車体が普通の新幹線車両

より一回り小さくなっており、そのため新幹線区間では出入り口に装備された自動収納式

ステップを使用する。また、パンタグラフも在来線区間の集電設備に対応したものを装備

しており、新幹線で初めてである空気抵抗の少ないシングルアーム式を採用した。ブレー

キシステムに関しては、回生ブレーキ併用電気指令式ブレーキを採用。最高速度に転じれ

ば、在来線内は 400 系と同様 130km/h であるが、新幹線区間では 275km/h と山形新幹線

より若干速くなっている。これは、東京～秋田間の距離が長いため、時間短縮を考慮して

の措置と思われる。 

 車内は、「包容」というデザインコンセプトの下、2 両ごとに壁にアーチを使うなどして

奥行きをもたせ、狭い割にはかなり広々としたつくりになっている。普通車のシート配置

は回転リクライニングシートの左右 2 列ずつの配置で、グリーン車も 2+2 列配置が採られ

ている。なお、2002（平成 14）年度以降の増備車両は、普通車シートに座面スライド機

能が採用された。 
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 E3 系は、秋田新幹線に投入された当初は 5 両編成であった。しかし、その後の輸送人

員の増加に対応するため、1998（平成 10）年から 6 両編成に増車されている。 

 E3 系は新幹線区間では主に E2 系と編成を組む。そのため、400 系同様先頭部分に連結

器を収納している。当初は東京～盛岡間「やまびこ」に併結されていたが、現在では全て

速達タイプの「はやて」のみと編成を組む。なお、E3 系は「こまち」として使用される

のみならず、E2 系に併結される関係で、東北新幹線区間のみで運行される「はやて」、「や

まびこ」、「なすの」にも転用されている。 

 701 系 5000 番台 標準軌となった田沢湖線の普通列車用に投入された 701 系である。

山形地区の 5500 番台同様標準軌用の台車をはき、ブレーキは電力回生ブレーキを使用、

列車自動停止装置も標準軌仕様のものを装備している。最高速度は 110km/h である。 

車内は、他の 701 系と同じく片側 3 扉であるが、シートはセミクロスシートであり、扉

間にボックスタイプのクロスシートが千鳥式に配置されている。編成に関しては 5500 番

台同様 2 両編成が基本である。客用扉にステップがついていないのも、5500 番台と同じ

である。 

 車体は他の 701 系と同じでステンレス製であるが、尾灯が運転席窓の上部につく（5500

番台に同じ）。カラーリングは、紫と赤紫のストライプを巻いている。 

  

図 5「E3 系こまち」            図 6「701 系 5000 番台」 

（2005 年 2 月 2 日、角館駅、中川撮影）  （2007 年 8月 1 日、秋田駅、三宅撮影） 

 

4. 山形・秋田新幹線の設備 

本章では、山形･秋田新幹線の主な設備について説明する。 
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4.1 保安設備 

まず、保安装置について述べる。 

山形・秋田新幹線は新幹線の形をした列車が走っているが、法律上は在来線である。そ

のため、山形・秋田以外の従来の新幹線では、路線上に信号機を設置する必要がない車内

信号式 ATC（自動列車制御装置）が採用されているが、山形・秋田新幹線の在来線区間で

は、在来線で採用されている ATS-P（自動列車停止装置）による色灯式の信号機が使われ

ている。よって、山形・秋田新幹線の車両は新幹線区間と在来線区間では、異なる 2 種類

の保安装置を区間により使い分けている。 

山形・秋田新幹線の区間には、改軌前は踏切が数多く存在していた。しかし、踏切は踏

切事故の危険と常に隣り合わせであり、その危険を減らす目的もあり、改軌にあわせて踏

切の大幅な統合及び廃止が行われた。例えば、山形新幹線では福島～新庄間に 169 箇所あ

った踏切が 109 箇所に、秋田新幹線では盛岡～秋田間に 99 箇所あった踏切が 57 箇所にそ

れぞれ統廃合された。さらに、残った踏切には、遠くから識別でき、規模の大きい踏切設

備が取り付けられ安全性が高められた。また山形・秋田新幹線の走る区間は山間部で積雪

量が非常に多い区間であるため、雪崩対策として新たに雪止め柵や雪覆い等が設置されて

いる。 

 

4.2 線路 

 ところで、新幹線の線路の幅は標準軌の 1435mm、在来線の線路の幅は狭軌の 1067mm

であり、線路の幅が異なっている。従って、在来線から新幹線に乗り入れるために在来線

の線路の幅を新幹線のそれに合わせる必要があり、改軌が行われた。そして、福島駅と盛

岡駅にそれぞれ奥羽本線と田沢湖線から、東北新幹線へと乗り入れるための連絡線がつく

られた。なお、福島駅では、この連絡線が東北新幹線の下りホームにしかつながっておら

ず、上りの東京行きの列車は、下り線を平面交差しなければならない。盛岡駅でも同様で

ある。このことはダイヤ作成上のネックの 1つとなっている。また、列車の乗り心地の改

善のために、列車走行時の振動の少ない線路への改善や、ロングレール化などが行われた。 

秋田新幹線は、田沢湖線の区間では単線であるが、奥羽本線の区間はもともと一部複線

化されていたことや、他の路線からの乗り入れ列車があることを考慮して、狭軌と標準軌

の単線並列となっている。神宮寺駅～峰吉川駅では「こまち」の行き違いのために、標準

軌の方は複線になっているが、その一方が狭軌の線路と共用になっており、秋田新幹線で

は唯一の三線軌条区間となっている。 
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因みに、山形新幹線も以前一部に三線軌条区間があったが、貨物列車の運転が廃止され

たため、三線軌条区間は廃止された。なお、仙山線・左沢線は山形駅に乗り入れるため奥

羽本線の一部区間を走るので、山形～羽前千歳間には、そのための狭軌の別線が存在する。 

 

4.3 駅 

 現在、社会全体の傾向としてバリアフリーが進んでいるが、山形・秋田新幹線の駅でも、

それを目指して、エスカレータやエレベータなどの設置が進んでいる。その特徴的な例と

して新庄駅がある。通常の新幹線の駅では、新幹線は新幹線専用ホームに入るため、在来

線との乗り換えには中間改札を通る必要があるが、新庄駅ではそれがない。さらに、階段

を使わない平面乗り換えや、改札を通ることができるようになっている。これにより、新

幹線と在来線とを段差もなく容易に乗り換えることができる。このような措置もバリアフ

リーの一環と見ることができる。 

また、新幹線の開業に合わせて、新幹線の停車駅を中心に多くの駅の駅舎が改築された。

改築を受けた駅のうち、米沢、かみのやま温泉、山形、天童、新庄、雫石、田沢湖、角館、

大曲、秋田の各駅は、2002（平成 14）年に「東北の駅百選」に選ばれた。 
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表 1「山形新幹線の駅」（数字は駅間の営業距離である） 

 

 

新幹線停車駅 備 考 

（福島）  

│ 40.1km  

米沢（よねざわ） 米坂線乗換駅  新幹線開業の後に駅舎改築 

│ 9.8km  

高畠（たかはた） 新幹線開業の後に駅舎改築 

│ 6.2km  

赤湯（あかゆ） 山形鉄道乗換駅  新幹線開業の後に駅舎改築 

│ 18.9km  

かみのやま温泉 

（かみのやまおんせん） 

新幹線開業の際に上ノ山駅から改称・後に駅舎改築 

上山城をモチーフ 

│ 12.1km  

山形（やまがた） 左沢線・仙山線乗換駅 

│ 13.3km  

天童（てんどう） 新幹線の新庄延伸の際に駅舎改築 

名産品の将棋の駒をモチーフ 

│ 7.7km  

さくらんぼ東根 

（さくらんぼひがしね） 

新幹線の新庄延伸の際に開業 

│ 5.4km  

村山（むらやま） 新幹線の新庄延伸の際に館岡駅から名称変更・改築 

│ 13.4km  

大石田（おおいしだ）  

│ 21.7km  

新庄（しんじょう） 陸羽東線・陸羽西線・奥羽本線乗換駅 

新幹線の新庄延伸の際に駅舎改築 
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表 2「秋田新幹線の駅」（数字は駅間の営業距離である） 

新幹線停車駅 備 考 

（盛岡）  

│ 16.0km  

雫石（しずくいし）  

│ 24.1km  

田沢湖（たざわこ） 新幹線開業の際に駅舎改築 

│ 18.7km  

角館（かくのだて） 新幹線開業の後に駅舎改築  秋田内陸縦貫鉄道乗換駅 

│ 16.8km  

大曲（おおまがり） 新幹線開業の後に駅舎改築  奥羽本線乗換駅 

│ 51.7km  

秋田（あきた） 奥羽本線・羽越本線乗換駅 

 

5. まとめ 

 以上述べてきたように、山形・秋田新幹線はミニ新幹線という特異な方式をとり、既存

の輸送システムに大きな影響を及ぼしてきた。そこで、本章では、山形・秋田新幹線の開

業がもたらした既存の輸送体系への影響、とりわけ、従来から競合関係にあった航空便へ

の影響について、及び、そうした変化を惹起した原因の 1 つである両新幹線共通の特徴「ミ

ニ新幹線方式」について考察し、本稿全体のまとめとする。 

 

5.1 山形・秋田新幹線開業による航空機への影響 

東京～山形間には、山形新幹線の開業前には多くの航空便があり、山形へ行く多くの旅

客が飛行機を利用していた。山形新幹線の開業前の 1987 年と開業後の 2005 年を比較する

と、それまでの乗客に比べて、JR は 57%増加、航空は 84%減少となった。その結果、JR

と航空のシェアの比率は 98：2 となっている。現在、東京～山形間の航空便は 1日 1 往復

に減少しており、この区間では新幹線が航空を圧倒している。 

他方、秋田新幹線の東京～秋田間については、秋田新幹線の開業前の 1995 年のシェア

は、JR と航空はほぼ同じであったが、開業後は JR がおよそ 55%、航空がおよそ 40%と
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なっており、こちらも若干 JR が優位に転じている。 

もっとも、山形新幹線は開業により、大きくシェアを伸ばしたのに対して、秋田新幹線

はそれほどシェアを伸ばしていない。この両新幹線で輸送に占めるシェアに差が付いてい

るのは、両新幹線の所要時間の違い、すなわち、山形新幹線が 3 時間弱で東京から山形に

着くのに対して、秋田新幹線は約 4 時間近くかかるという点に起因するものと思われる。

というのも、一般的に、鉄道で 4 時間近くもの時間を要するようになると、航空機が経路

として選択される比率が上昇すると考えられるからである。 

とはいえ、山形新幹線・秋田新幹線いずれにおいても、航空便とのシェア争いで JR 側

が優位に転じたという事実は否定できない。このような変化が生じた主な理由としては、

在来線の改軌等によるスピードアップ、及び、直通による乗り換え時間の短縮並びに首都

圏への直接的アクセスの確保などが考えられる。そして、こうした時間短縮や、東京への

直通といった効果は、山形・秋田新幹線の双方に共通するミニ新幹線方式によって実現さ

れたと言えるのである。そこで、以下このミニ新幹線方式の特徴、及びそれと上記の効果

との関係について説明する。 

 

5.2 ミニ新幹線の特徴 

このミニ新幹線の重要な特徴としては、以下の 2 点が挙げられる。 

1．フル規格新幹線から在来線への直通 

 2．標準軌化を含めた車両面・運行設備面の改良を経た上での在来線の利用 

 これらの特徴からは次のような利点が生ずる。 

 まず、新在直通方式の採用により、在来線と既存の新幹線の接続駅での乗り換えが無く

なる。これはミニ新幹線の最大の利点であり、新幹線ホームから在来線ホームへ移動する

という、時間的損失や心理的障壁が取り払われ、首都圏への物理的・心理的到達所要時間

の短縮につながるのである。 

 また、在来線内においても標準軌化・踏み切りなどの運行設備の改良にともない、スピ

ードアップが図られる点も注目される。こうした在来線内のスピードアップも、所要時間

の短縮の要因の 1 つと考えられる。 

さらに、在来線設備という点に関連して言えば、ミニ新幹線はフル規格新幹線に対して、

既存の施設を使用することができるため、少ない投資で建設することができるという経済

的なメリットも指摘できる。 

ところで、既存の在来線に関しては、ミニ新幹線とは異なる方法で対処されているもの
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もある。例えば、従来の方式で建設された長野新幹線、東北新幹線の盛岡より北の区間、

九州新幹線などでは、既存の平行在来線が JR から切り離され、第三セクターとして運営

されているのである。これに対して、ミニ新幹線方式では、在来線に新幹線が乗り入れて

くるので、平行在来線の分離・経営問題などは発生しない。これも、ミニ新幹線の利点と

いえよう。 

他方、ミニ新幹線には欠点もある。 

まず、あくまで既存の在来線を使用するため、更なるスピードアップが望めないという

難点がある。現在、ミニ新幹線は最高速度 130km/h で走行しているが、線形の問題や、

多くの踏切が存在するため、今以上の高速運転を行うことが難しい。 

次に、輸送力の点についても、ミニ新幹線の車両は在来線の規格でつくられているので、

1 両あたりの定員が少なくなるという問題がある。例えば、一般の新幹線は、通路を挟ん

で、普通車は横一列に 3 席・2 席となっているが、山形・秋田新幹線は、車体の大きさが

在来線規格であり、2 席・2 席と座席数が減る分、1 両あたりの収容人数が少なくなるので

ある。 

また、在来線を改軌すると他の線区からの乗り入れができなくなるという問題も生じる。

狭軌の列車が乗り入れる場合には、秋田新幹線の大曲～秋田間や山形新幹線の山形～羽前

千歳間のように、別に狭軌の線路を造らなければならない。 

さらに、在来線内に狭軌の線路がない場合は、標準軌化された区間との間で乗り換えが

必要となり、利用者に負担をかけることになるほか、狭軌区間と標準軌区間をまたがる貨

物列車の運行もできなくなってしまうといったデメリットが生じる。 

しかし、これらの欠点は、ミニ新幹線方式が既存の在来線を使用するものであることか

ら生じている点に注意する必要がある。結局のところ、上記のデメリットは、新在直通と

いうミニ新幹線最大の利点のいわば楯の反面なのである。 

 

5.3 ミニ新幹線の有望性 

このように、ミニ新幹線には、メリットとデメリットの双方が存在するのであり、ミニ

新幹線が有益か否かは、個別具体的な状況下における利点と欠点の比較衡量なしに一般的

抽象的に判断することはできない。そして、地域的特性なども加味した具体的な衡量のな

かで、欠点を上回る様々な利点があると判断される場合には、ミニ新幹線は高速鉄道の一

つの選択肢として非常に有望なものと評価されよう。 
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