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ＪＲ時代の東海道･山陽新幹線 

文学部 2 回生 笹木 高史 

総合人間学部 1回生 永里 淳 

工学部 2 回生 田中 雄基 

 

1987（昭和 62）年 4 月 1 日、国鉄分割、民営化に伴って東海道・山陽新幹線は東海旅

客鉄道株式会社（JR 東海）と西日本旅客鉄道株式会社（JR 西日本）が運行・営業を司る

ことになった。1964（昭和 39）年の開業以来国鉄の、ひいては日本の鉄道の大動脈とし

て機能してきたこの新幹線も、民営化以後の 20 年間で大きな変貌を遂げた。本稿では、

日本の鉄道の看板路線でもある東海道・山陽新幹線の JR 時代の軌跡を、輸送面と営業・

サービス面の両面から描いていく。第 1 章では国鉄末期から「のぞみ」が本格運転を開始

した 1993（平成 5）年頃までを中心に扱う。第 2 章では「のぞみ」の誕生と発展について、

ダイヤ改正を軸として述べる。また、「のぞみ」誕生後の航空機との競争構図についても概

説する。そして第 3 章では主に東海道新幹線品川駅開業後の動向、特に品川駅開業とそれ

に関連する事項を中心に述べることとする。 

 

1. 「ひかり」から「のぞみ」へ 

1.1 新しい「ひかり」と「こだま」～JR東海の新戦略～ 

国鉄が巨額の債務に苦しんでいた 1970年代から 1980年代においても年間 1億 2000万

人以上の人員を運び、大幅な黒字を叩き出していた東海道・山陽新幹線だが、その実態は

決して良好なものではなかった。実は新幹線の年間輸送人員は博多開業の年の 1975（昭和

50）年をピークに減尐に転じており、民営化前年の 1986（昭和 61）年になっても回復で

きずにいた。相次ぐ運賃値上げによる国鉄離れ、施設点検のための半日運休などが影響し

てのことである。車両も開業以来の 0 系の製造を続け、新製した 0 系で老朽化した 0 系を

置き換えるという硬直状態が続き、1985（昭和 60）年にようやく新系列の 100 系の投入

が始まり、また輸送人員減尐を受けて「こだま」が 16 両から 12 両に減車される事態にま

でなっていた。この半ば疲労した現状は在来線エリアが狭く、旅客収入の 85％以上を東海

道新幹線に依存する JR 東海にとっては特に深刻だった。同社は直ちに乗客誘致に取り組

むことになる。既に 1986（昭和 61）年 11 月の白紙ダイヤ改正で最高速度が 210km/h か

ら 220km/h に引上げられ、東京～新大阪間で「ひかり」が 3 時間を切っていた。まだ独
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自の新型車両を実用化できる目途が立っていなかったため、民営化後はイメージ向上を企

図して新形式 100 系の大量増備に踏み切った。また 1988（昭和 63）年には新富士、掛川、

三河安城の三駅が新規に開業する。これらハード面の投資に加え、1987（昭和 62）年よ

り CM による積極的な宣伝を展開する。「シンデレラ・エクスプレス」「クリスマス・エク

スプレス」をはじめとする一連のキャンペーンは大好評となり、新幹線の利用促進のみな

らず同社のイメージアップにも大いに貢献した。これらの積極策に折からの好景気も手伝

って、1989（平成元）年には早くも 1975（昭和 50）年の年間輸送人員を突破し、順調に

乗客を増やしていく。「のぞみ」運転開始前年の 1991（平成 3）年には 1987（昭和 62）

年と比較して 3000 万人以上も年間輸送人員が増えていた。国鉄末期より 30%も乗客が増

えたことになり、以後短期間でこれほどの乗客増を記録したことはない。 

 この時期の施策の目玉は2階建て車両を連結した100系の大量投入をはじめとする車内

設備の充実である。座席の改良により 100 系では普通車でも全ての座席が方向転換可能と

なり、シートピッチも拡大した。窓は 0 系初期車と同様の大窓となって眺望の向上が図ら

れた。客室ドア上部には新幹線で初めて電光掲示板が設置され、次駅案内やニュースが適

宜表示されるようになった。一方需要増に対応して 16 両に戻された 0 系「こだま」編成

においても普通車指定席を一列あたり 4 席とするいわゆる「2＆2 シート」化改造を行う。

またこれを機に「こだま 2＆2 ペアきっぷ」「こだまプラン」「こだまフリーきっぷ」等の

企画乗車券類の発売を開始し、「こだま」についても乗車率上昇を狙った。この施策は現在

でも「ぷらっとこだま」に引き継がれている。 

なお民営化以後東海道・山陽・東北・上越の各新幹線の地上設備は正式には JR の所有

ではなく、新幹線を経営する 3 社間の収益調整と国鉄の債務返済の円滑化のために「新幹

線鉄道保有機構」の所有となっていたが、会社ごとの収益がそのまま各社に還元されない

などの短所から 1991（平成 3）年に解体され、各新幹線の地上設備も全て JR 東海・西日

本・東日本が保有するようになった。 

国鉄時代の体制を引き継いだ「ひかり・こだま体制」が民営化初期の JR 東海だった。

JR 発足時の東海道新幹線のダイヤは一時間あたり最大「ひかり」6 本と「こだま」4 本が

走る「6-4 ダイヤ」であったが、1989（平成元）年 3 月に「ひかり」一本を増発して「7-4

ダイヤ」となり、1992 年には「8-3 ダイヤ」となって飽和状態となっていた。国鉄時代と

は一変したサービスを売りにした体制が限界に達した頃、既に後継車 300 系の試作車が試

運転を重ね、変革の足音が迫っていた。 
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1.2 「のぞみ」登場～高速化の始まり～ 

東海道・山陽新幹線に開業以来の大変革をもたらした「のぞみ」の登場と 270km/h 運

転開始であるが、その布石は既に民営化二年目の 1988 年に「新幹線速度向上計画」が策

定され、最高速度 270km/h 以上の新系列車両の構想が浮上した時にあった。 

 100 系は客室設備の点では 0 系と比較して大いに向上していたが、性能面では 0 系と大

差なく、220km/h しか出すことが出来ない（「グランドひかり」を除く）。一方で東海道区

間では 270km/h、それよりも線形のよい山陽区間では 300km/h まで最高速度引き上げが

可能であることが当時既に研究で明らかになっていた。これが実現すれば東京～大阪間で

は 2 時間 30 分運転が可能になる上に、東京～博多間の短縮効果はさらに大きくなる。ま

た一列車あたりの運転時間が短縮すれば列車本数の増発にもつながり、平均利用率が 80%

を超えていた「ひかり」の救済にもなる。こうして 0 系、100 系とは全く異なる高速車両

の開発が始まった。 

 300 系は 1990 年からの試運転を経て 1992（平成 4）年 3月 14 日から「のぞみ」とし

てデビューする。新幹線では初の VVVF インバータ制御とボルスタレス台車の採用、アル

ミ合金製の車体というフルモデルチェンジ車両の登場であり、700 系、N700 系もこの 300

系の延長線上に開発された。この時点では朝晩 1 往復ずつ計 4 本、東京～新大阪間のみの

運転である。その中で朝の便は上下とも「9 時の会議に間に合う」を宣伝文句としていた。

初めてビジネス需要を念頭においた列車・ダイヤが登場したことになる。停車駅は、名古

屋と京都の2駅であり、同区間における最速到達時分は2時間52分から2時間30分へと、

20 分以上の時分短縮が実現された。なお早朝に東京を出発する「のぞみ 301 号」につい

ては首都圏西部から大阪へ移動するビジネスマンの便宜を図るため新横浜に停車させるこ

ととなった。同駅停車により延びる所要時間を切り詰める為に名古屋と京都を新幹線の定

期営業列車として初めて通過したことが話題となった。大手町や丸の内が東京駅から至近

距離にあるのに対し、本町や淀屋橋は新大阪駅から多尐距離があり、そのため新大阪 8:30

着は譲れない条件であったのだ。なお、当時は深夜に保線工事を行った区間では早朝の列

車は減速運転しなければならなかったことも両駅通過の一因であった。 

 

表 1「同改正で新設された『のぞみ』号」 

列車名 東京発 新大阪着 列車名 新大阪発 東京着 

「のぞみ 301 号」 6：00 8：30 「のぞみ 302 号」 6：12 8：42 

「のぞみ 303 号」 21：18 23：48 「のぞみ 304 号」 21：18 23：48 
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「のぞみ」は翌 1993（平成 5）年 3 月 18 日より規格ダイヤに組み込まれ、東京～博多

間毎時 1 本の運転となった。「1-7-3 ダイヤ」（1 時間当たり最大「のぞみ」1 本、「ひかり」

7 本、「こだま」3 本が運行可能なダイヤという意味である）の登場である。山陽新幹線内

の停車駅は岡山・広島・小倉であるが、新神戸にも停車するものが数本存在した。全区間

通しての所要時間は 5 時間 4 分で、これは 5 時間 40 分以上要していた「ひかり」と比較

して大幅な短縮となった。とはいえ全車指定席である上に「ひかり」「こだま」より高額な

料金、一部の割引切符が適用外である等の制約から旅客の多くは依然「ひかり」に集中し

ていた。以後、品川開業までの 10 年間、東海道区間では毎時 1 本以上の「のぞみ」が走

り、「のぞみ・ひかり体制」が新幹線の屋台骨を支えていく。 

50km/h もの最高速度引き上げを実現した「のぞみ」と 300 系は、当時路線網が充実し

つつあった東京・大阪～岡山・広島・博多間の航空路線への対抗馬としても期待された。

以後の新幹線の営業戦略には、常に航空機との競争が念頭におかれることとなる。 

表 2「同改正における到達時分と短縮時分」 

区間 到達時分 短縮時分 

東京～岡山間 3：15 0：34 

東京～広島間 3：55 0：41 

東京～博多間 5：04 0：48 

新大阪～博多間 2：32 0：28 

 

1.3 山陽の変革～JR西日本の挑戦～ 

新大阪～博多の山陽区間を引き継いだ JR 西日本は、JR 東海以上に厳しい状況でスター

トせざるを得なかった。山陽新幹線は東海道新幹線と比較すると格段に需要が尐なく、輸

送人員は東海道区間の 3 分の 1 程度しかない。日本の人口のおよそ半数が居住し、人の移

動も最も多い三大都市圏を沿線とする東京～新大阪間に対し、山陽区間沿線の大都市は京

阪神を除くと広島市、北九州市、福岡市といずれも人口百数十万人程度に留まっている。

加えて東京・新大阪～岡山・広島・博多で航空機との熾烈な競争にさらされていた。 

 国鉄時代、東京～博多間は東京の新幹線総局の管理下にあったため、ダイヤは東京を中

心に決められていた。山陽区間では主要駅のみ停車の「ひかり」は毎時一本しかなく、多

くの列車は新大阪～岡山・広島、岡山・広島～博多などで各駅停車となってしまい、山陽

区間内での速達需要はほとんど考慮されていなかった。 

 極端に需要の尐ない山陽区間の中小都市の駅での施策が見直され始めたのは 1985（昭和
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60）年からである。「こだま」の一部で 6 両編成の列車が登場し、翌年には山陽区間のほ

ぼ全ての「こだま」が 6 両化された。運転区間も早朝深夜を除いて新大阪～博多間しかな

かったものが岡山、広島発着の列車の運行を開始し、末端区間での増発を実現した。特筆

すべきは小倉～博多間での朝晩の「こだま」増発である。九州の二大都市間での通勤需要

に応えたもので、現在も多数運行されている。 

 JR 西日本も「こだま」に関してはこの施策を継続した。また 1990（平成 2）年には博

多総合車両所への回送線を利用して博多南線の営業を開始している。 

「ひかり」に関しては独自性を打ち出した「グランドひかり」用 100 系を投入する。2 階

建て車両は 4 両に増え、2 階グリーン席はそれまでの 3 倍に増えた上、1 階席は横 4 列の

普通指定席として開放した。これは現在に至るまで東海道区間の速達列車で唯一の 4 列普

通席である。速度面でも山陽区間内で唯一 230km/h 運転を行い、300 系登場まで東海道・

山陽新幹線で一番速い編成だった。「グランドひかり」は乗車時間の長い東京～博多間の「ひ

かり」に優先的に投入される。そしてもう一つの目玉となったのが新大阪～博多間のみ運

転の「ひかり」の運行である。乗客誘致のために 1988（昭和 63）年から 0 系に改良を加

えて普通車の 4列座席化、ビュフェ改装、シネマカー（人気が無く後に廃止）連結などを

行い、外装も 100 系に似せて青帯の下に細く線を入れ、「ウエストひかり」の愛称を与え

てデビューさせた。「ウエストひかり」の登場で東海道直通列車とあわせて大部分の時間帯

で毎時 2 本の速達「ひかり」が新大阪～博多間を走行するようになった。当初 8 両編成で

運転開始したものが増備編成では 12 両になったことからもこれが大当たりだったことが

うかがえる。後の「ひかりレールスター」につながるこの列車は、充実した車内設備で山

陽区間内の速達客を確保するという JR 西日本の基本戦略の第一弾となった。山陽側でも

バブル景気とこのような積極策で順調に需要が増え、1991（平成 3）年には JR 発足当時

より 25%も輸送人員が増えていた。 

 1992（平成 4）年以後は景気低迷により東海道、山陽とも輸送人員は微減に転じるが、

国鉄時代のような大きな落ち込みは無く、堅調に推移していく。ただし不景気故に長距離

需要そのものの底上げが見込めなくなり、競合交通機関との競争が激化していく。 

 

1.4  消えた食堂車 

300 系「のぞみ」の運転開始によって新幹線にもう一つ大きな変化が現れた。博多開業

以来「ひかり」の標準装備となっていた食堂車およびそれに準ずる供食設備の廃止・縮小

である。現在は完全に姿を消した供食設備であるが、十数年で全廃されるに至った経緯に
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ついても考察を加える。 

 食堂車廃止の嚆矢となったのは JR 東海が民営化後に製造した 100 系、いわゆる G 編成

である。この編成は国鉄時代に食堂車だった 2 階部分をグリーン車に転用し、1 階をカフ

ェテリアとしたものであるが、その背景にはまずバブル期のグリーン車需要の逼迫があっ

た。もう一つの理由は食堂車そのものの営業不振である。食堂車は営業準備をしなければ

ならないため東京～新大阪を例にとると約二時間しか営業できない。この間に乗客は平均

2 回転する。全部で 44 席であり、旅客一人当たりの消費が平均 2000 円であったので合計

すると営業収入は 18 万円程度である。これをグリーン席に転用した場合、42 席を設置で

きる。旅客の移動距離の長い「ひかり」の場合、東京～新大阪間で一人当たり約 1 万 8 千

円、東京～名古屋間で約 1万 4 千円の収入があるので乗車率 50%でも食堂車の収入を上回

る。食堂車そのものが営業不振だったことを考慮すれば妥当な施策だったといえる。 

それでも JR 西日本所有の「グランドひかり」は運行距離の長さから全編成食堂車の連

結を続けるが、300 系では東海車、西日本車ともサービスコーナーを設置するのみにとど

まり、代わりに車内販売体制を強化することで補った。なお、これらを識別するために東

海道新幹線の各駅で配布されている携帯時刻表でも「のぞみ」「ひかり」各列車で食堂車、

カフェテリア、サービスコーナーをそれぞれ記号で区別していたが、100 系が東海道区間

から撤退した 2003（平成 15）年頃にこれらの記号も記載されなくなった。 

 こうした変化が一気に進んだ理由は元々の食堂車の営業不振、高速化による乗車時間の

短縮、需要逼迫を受けての座席数増加、駅売店の充実である。100 系 G編成のカフェテリ

アも初めこそ人気だったが一過性のものにすぎなかった。後続の 300 系では 2 階建てをや

めたためにサービスコーナーそのもののスペースが 100 系よりも狭くなる。明白な規模縮

小であり、需要が落ちていったのも必然的といえる。明らかに編成の長い新幹線では車内

の移動距離も長くなる。またバブル期以後日本人の生活スタイルが大きく変化し、移動時

間でも有効活用することが求められ始めた。車内では動き回るよりも体を休めるか、仕事

に費やした方がいいという訳である。食堂車の全廃は民営化後の「高速化・大量輸送」路

線の代償というべきものであったが、「高速化」と「ゆとり」の両立が難しいものである以

上、時代の要請に従った衰退だったといえる。 

  

2. 「のぞみ」の高速化と航空機との競合 

2.1 「のぞみ」増発 

 毎時 1 本設定された「のぞみ」は朝夕のビジネスタイムを中心に好評を博した。そのた
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め輸送力不足を補うことを目的とし臨時「のぞみ」の増発枠を 1996（平成 8）年 3 月 16

日改正で導入し、定期「のぞみ」の 3～4 分後を運転させることとした。同時に輸送効率

化のために米原停車の「ひかり」毎時 1 本を名古屋以西各停に、「こだま」同 1 本を名古

屋止まりにした上で双方を名古屋で接続させる、いわゆる「一段落とし」のダイヤとした。

なおこの「ひかり」は 300 系で運転され、停車駅や待避列車の増加による運転時分の延び

を最小限に抑えている。 

 

図 1「同ダイヤ改正前（左）とダイヤ改正後（右）」 

 

2.2 営業最高速度の引き上げ 

その後最高速度の引き上げが行われることになる。1997（平成 9）年 3 月 22 日改正で

営業最高速度が 300km/h、全車両電動車の 500 系 1 編成が投入された。山陽区間の「の

ぞみ」2 往復が同形式での運転となり、新大阪～博多間の最速到達時分が 2 時間 17 分に短

縮された。 

500 系はその後も順調に増備が続けられ、1997（平成 9）年 11 月 29 日には東京まで乗

り入れることとなった。同時に臨時「のぞみ」の多くを定期列車化することで、殆どの時

間帯で「のぞみ」の続行運転がみられるようになった。また「のぞみ」誕生以来、始発の

下り「のぞみ」が夜間の保守工事後の路盤を固める役割を担っていたため減速運転を行っ

ており、運転時分の延びを吸収するために「名古屋飛ばし」を続けていた。しかし今回の

改正から新型の保線用機械が導入された結果、同列車の新大阪までの到達時分を据え置い

たまま名古屋・京都両駅への停車が実現された。この列車は 500 系で運転されることとな

り、東京～博多間を 4 時間 49 分で走破した。これは同区間における新幹線史上の最速到

達時分記録となっている。なおこの改正で新横浜駅の「のぞみ」停車が拡大された。 
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そして「のぞみ」車両も第 3 世代を迎える。700 系の登場である。同形式は 1999（平成

11）年 3月 13 日改正で投入された。営業最高速度は 500 系には及ばないものの「のぞみ」

高速化の流れを汲む 285km/h であり、東京～博多間を 4 時間 57 分（新横浜停車列車は 5

時間 1 分）で結んだ。 

なお 2000（平成 12）年 3 月 11 日改正より JR 西日本も独自の 700 系を投入させる。700

系 7000 番台、いわゆる「ひかりレールスター」である。指定席座席は「2&2 シート」と

し、また大型の机やコンセントが設置されている「オフィスシート」やコンパートメント

も導入した。これにより老朽化した 0 系「ウエストひかり」が置き換えられ、新大阪～博

多間を 24 分短縮し最速 2 時間 35 分で結んだ。なお多くの列車が姫路や福山、小郡（現新

山口）などに停車するため、これらの「のぞみ」が通過する準主要駅の利便性が大きく向

上した。 

2001（平成 13）年 10 月 1 日、東海道新幹線「のぞみ」の大増発が行われた。「3-6-3 ダ

イヤ」への移行である。これにより同新幹線の「のぞみ」は約 30 分おきの運転となった。

なおうち 2 本は「2-7-3 ダイヤ」で取り入れられた続行運転を継続している。 

またこれにより待避パターンに変化がみられた。それまで速達型「ひかり」は全て新大

阪まで先着していたが、今改正から速達型と静岡停車の「ひかり」1 本ずつがそれぞれ名

古屋と静岡で「のぞみ」を待避するようになった。この結果東京駅における新大阪先着列

車の 4 割を「のぞみ」が占めるようになり、速達列車としての「のぞみ」整備が大きく進

められた。 

表 3「のぞみ誕生以来のダイヤの変遷」 

1992（平成 4）年 3 月 14 日 「のぞみ」誕生 

1993（平成 5）年 3 月 18 日 「1-7-3 ダイヤ」 

1996（平成 8）年 3 月 16 日 「2-7-3 ダイヤ」 

1997（平成 9）年 3 月 22 日 500 系投入 

1997（平成 9）年 11 月 29 日 500 系が東海道新幹線に乗り入れ 

1999（平成 11）年 3 月 13 日 700 系投入 

2000（平成 12）年 3 月 11 日 700 系「レールスター」投入 

2001（平成 13）年 10 月 1 日 「3-6-3 ダイヤ」 

 

2.3 新幹線と航空機の競合 

 現代の陸上旅客輸送における主要な輸送機関は、自動車、鉄道、航空機の 3 つである。
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それぞれの特性から、移動距離 150km 程度までは自動車が、そこから 500～600km 程度

までは鉄道が、そこから先は航空機が輸送シェアの多くを占める。乗車時間でみた場合、

これは新幹線で言うと、東京～大阪、さらにそこから先の岡山・広島間の距離及び乗車時

間とほぼ重なる。故にこの区間では激しい競争が繰り広げられる。また、都心から空港へ

のアクセスがよく、新幹線の本数が東海道区間よりも尐ない新大阪～博多間は、東京～新

大阪間と比べると航空機のシェアが高い。 

 これまでに述べたように、東海道・山陽新幹線は「のぞみ」の運転により速達性を大幅

に向上させてきた。しかしこの戦略によって航空機との競争で優位に立つことができたわ

けではなく、むしろその後も航空機のシェアが増加する傾向にある。 

 確かに「のぞみ」は到達時分短縮に大きく寄与したが、そこには追加料金という利用条

件が付きまとう。また「のぞみ」用の回数券の割引率も低く、そのため企業の中には「の

ぞみ」利用に制限をかけるところもあった。さらに、「のぞみ」待避のために「ひかり」の

運転時分が延び、多くのビジネスマンにとっては逆に不便になった。特に東京都～広島県

間では、従来新幹線が過半数のシェアであったが、1998（平成 10）年に 50％を割る結果

となった。航空各社は 1997（平成 9）年の日本航空をはじめとして国内線のマイレージサ

ービスを始め、また 2000（平成 12）年には航空運賃の自由化が進み、その差は開く一方

である。 

しかし、こうした中で近畿～北九州間では 2000（平成 12）年から新幹線の巻き返しが

始まった。「ひかりレールスター」の登場により、速達性とともに快適性も向上が図られた

ためである。さらにこれらのサービスを乗客は従来の「ひかり」料金と同額で享受できる。

この結果、同区間の輸送人員における新幹線の割合は、1999（平成 11）年から 2 年間で

約 4%増加した。 

新幹線と航空機の競争は単にスピードにとどまらない。車内のグレードや予約手続きの

際の便利さなど、多面的なサービスの向上が求められる。両者の熾烈な競争は、その後も

続くことになる。 
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図 2「各区間における輸送人員比率」（『データで見る JR 西日本 2006』p.75） 

 

 

3. 東海道新幹線品川駅開業とサービス向上 

この節では 2000 年以降の事柄として新幹線品川駅の開業とエクスプレス予約について

採り上げる。 

 

3.1 品川駅の開業 

3.1.1 新幹線品川駅開業までの沿革 

 新幹線品川駅建設の構想は、尐なくとも国鉄末期にはすでに存在していた。その背景に

は 1980 年代後半ごろより、旧国鉄品川駅東口貨物ヤード跡地や旧品川機関区（現:新鶴見
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機関区川崎派出）跡地など、品川駅港南口（東口）周辺の再開発計画が進みつつあったこ

とがある。そして民営化後の 1990 年代になると、建設へと動き出すこととなった。まず

建設に先駆け、1992（平成 4）年 8 月、それまで品川駅に隣接していた東海道新幹線東京

第一車両所が、現在の大井に移転した。 

駅周辺の線路等の所有者である JR 東日本や、再開発計画を進める東京都などとの調整

の必要があったため、実際に建設が開始されたのは 1990 年代後半ごろである。品川駅付

近の新幹線の線路は従来高架だったが、ホーム建設のために地平に下ろし、在来線のホー

ムとこ線橋で繋いだ。この工事には時間を要したため、工事は長期にわたり、開業は建設

開始からおよそ 4 年後の 2003（平成 15）年 10 月 1 日となった。 

 

3.1.2 品川駅開業に伴う変更 

品川駅開業とほぼ同時に東海道新幹線から 100 系車両は引退した。その結果、車両は

270km/h 運転が可能なものに統一された。これに伴って 2003 年 10 月のダイヤ改正で従

来の「3-6-3 ダイヤ」(1 時間当たり「のぞみ」3 本、「ひかり」６本、「こだま」３本のダ

イヤ)が「7-2-3 ダイヤ」に改められ、「ひかり」中心のダイヤから「のぞみ」中心のダイヤ

へと移行した（2005（平成 17）年 3 月 1 日には、さらに「のぞみ」中心の「8-2-3 ダイヤ」

へと変更されている。）。 

また、従来の「のぞみ」は全車指定席だったため、「のぞみ」増便は自由席の座席減尐

をもたらすこととなる。そのため「のぞみ」にも自由席を設け、1～3 号車が自由席になっ

た。この自由席料金は「ひかり」「こだま」と同額に設定された。また「のぞみ」指定席

特急券の値下げが行われ、例をあげるならば、「ひかり」「こだま」との差は東京～新大阪

間で 970 円から 300 円、東京～博多間では 1840 円から 600 円になっている。 

 

3.1.3 品川駅開業によるメリット 

品川駅開業の主なメリットとしては次の 3 点が挙げられる。 

第一に輸送力の増強である。これまでは東京駅と品川駅の間には新幹線東京第一車両所

があり、そこへの回送列車のスジを設ける必要があったため、増発の妨げとなっていた。

そのため品川に新幹線の駅を建設すれば、折り返しができるようになって増発が可能とな

る。この折り返し列車は 1 時間あたり片道最大 4 本増発でき、今後の需要増大への対処が

可能となった。ただ、実際のところ、90 年代に入ると景気低迷や航空機との競争激化によ

り、東海道新幹線の輸送実績は横ばいとなっている。そのため、折り返し列車は現在上下
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線 1 本のみである。 

 第二のメリットは新橋・田町・品川といったビジネス街や渋谷・川崎からの利便性向上

である。従来、これらの地域から新幹線を利用するには山手線を利用して東京駅に行かな

ければならなかった。だが、品川駅でのアクセスが可能となったことで最大 20 分程度時

間を短縮できようになった。さらに、新幹線品川駅はこれらビジネス街と羽田空港の間に

建設されることとなるため、航空機を利用する人々に対して品川駅を PR する効果も期待

できる。 

 第三のメリットは航空機利用客への PR 効果が期待できることである。品川は京浜急行

電鉄を利用して羽田空港へ行く際の乗換駅であり、そこに新幹線が停車することで航空機

利用客の新幹線へのシフトが期待できる。 

その他、ダイヤが乱れた時の遅延回復がしやすくなるといったこともメリットとしてあ

る。 

 

3.2 エクスプレス予約 

3.2.1 エクスプレス予約の概要 

 「エクスプレス予約」とは、東海道･山陽新幹線の予約･割引サービスである。2001（平

成 13）年 9 月 3 日のサービス開始当初、利用できるのは JR 東海エクスプレスカードの会

員のみであり、利用区間も東京～新大阪間のみであった。2005（平成 17）年 12 月 10 日

に新神戸まで、2006（平成 18）年 7 月 22 日には博多まで利用区間が拡大され、同時に

J-WEST カード（エクスプレス）の会員も利用できるようになった。いずれの会員も年会

費 1050 円が必要である。 

 品川駅開業とともに割引率拡大がなされ、「のぞみ」の指定席を自由席以下の料金で利

用できるようになった。ただし、隣接駅間で利用する場合は必ずしもこの限りではない。

自由席利用の場合、割安な特定特急料金が適用されるからである。割引率は利用区間によ

って差があり、全般的に見ると、やはり山陽新幹線を含む区間や名阪間など、他の交通機

関との競争が激しい区間ほど割引率が大きく設定されている。なお、盆正月等の繁忙期で

あっても割引額が上下することはない。 

「エクスプレス予約」は特急券のみの割引切符であり、乗車券は乗車駅等で別途購入す

ることもできる。この点は他の割引きっぷが持たない大きな長所といえる。したがって、

周遊きっぷの利用や、往復・学生割引など各種割引の適用が可能となっている。なお特急

券の予約と同時に乗車券を購入することも可能ではあるが、その場合上記の割引を利用で
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きない。 

予約は携帯電話やパソコンから行うことができ、その際に号車や席番のリクエストも可

能である。リクエストは画面に表示されたシートマップを確認しながら行う。切符を受け

取る前であれば、列車が発車する直前まで何度でも手数料なしで変更が可能である。予定

がずれ込んだときの対処が気軽に行えるので、ビジネス利用者などにとってはこの点も大

きなメリットとなるであろう。 

 注意しなければならないのは、「エクスプレス予約」での特急券には在来線特急との乗

継割引が適用されない、という点である。そのため、「エクスプレス予約」を利用しない

ほうが安くなる場合もある。特に山陽新幹線には四国・九州・山陰方面からの乗換客が多

いが、残念ながら博多までのサービス拡大がなされた現在に至るまでこの点は改善されて

いない。 

 ほかの割引切符と同等もしくはそれ以上の割引率であり、しかも予定変更の際の融通も

利くことから、順調に会員数を増やしており、2003（平成 15）年 9 月に約 17 万人だった

ものが、2004（平成 16）年 3 月には 22 万人、同年 9 月には 26 万人へと増加している。

現在平日では東海道新幹線の乗客の 2 割が「エクスプレス予約」を利用している。 

  

3.2.2 エクスプレス早得 

 3 日前までの予約なら、「エクスプレス早得」というサービスを受けられる。通常よりも

割引率が高いが、その代わり東海道新幹線の「のぞみ」は早朝を除いて利用できない、乗

車券とセットで購入しなければならないため往復割引や周遊きっぷ等は利用できない、と

いった制約がある。 

 

3.2.3 グリーンプログラム 

 「グリーンプログラム」とは、2005（平成 17）年 12 月 10 日より開始されたサービス

である。サービスの概要は、新幹線に乗ることで貯まるポイントをグリーン券と引き換え

ることができる、というものである。与えられるポイントの額は乗車距離によって決まり、

例を挙げるならば東京～新大阪間の片道乗車で 100 ポイントが与えられる。一方グリーン

車の利用に必要なポイントは、「のぞみ」で 1000 ポイント、「ひかり」で 800 ポイント、

「こだま」で 600 ポイントである。 
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3.2.4 エクスプレス予約導入によるメリット 

 エクスプレス予約を導入することによる鉄道会社側のメリットは、大きなものとしては

2 つある。 

まず 1 つは、利用客の囲い込みが可能になる点である。利用者数を増やすためには、ビ

ジネス利用客など頻繁に利用する層の囲い込みが効果的である。航空各社は以前から、マ

イレージサービスによってそれを行い、航空機のシェアを拡大させてきた。新幹線の側も

巻き返しを図るために、スピードアップや増発等によるサービス改善を行ってきたが、や

はりそれだけでなく何らかの囲い込み策をとる必要に迫られていたものと考えられる。 

もう 1 つのメリットは、クレジットカードを発行することによって顧客情報を把握でき

る点である。会員が何を買ったか、あるいはどの路線に乗車したかを把握できるため、ダ

イレクトメール等を送る際に大いに役立つのである。 

 

3.3 その他のトピック 

 山陽新幹線では、「ひかり」運用を離脱した 100 系車両を「こだま」として運用するた

め、4 両および 6 両への短編成化がなされ、同時に車体の塗色変更や 2＆2 シートへの変

更などのリニューアル工事も行われた。それと前後して 0 系の車体塗色も同等のものに変

更されている。 

 2007（平成 19）年 7 月 1 日には新型車両 N700 系が運行開始した。加速性能の向上、

空気ばねによる車体傾斜装置により、東京～新大阪間が最短 2 時間 25 分となった。これ

に加えて山陽新幹線では 300km/h 運転を行っている。2006（平成 18）年 3 月 18 日にデ

ジタル ATC が本格導入されたが、これも速度向上に寄与している。 

 

3.4 まとめ 

 以上のように、品川駅開業やエクスプレス予約など、東海道・山陽新幹線における近年

のサービス改善戦略を紹介してきた。これらを見たところ、特にビジネス客にとっての利

便性向上が著しいように思われる。日本有数の大都市間をつないでいる、ビジネス利用の

多い路線であるからこそ、JR 東海・西日本両社はこのような戦略をとるのであろうか。

いずれにせよ、今後一層のサービス改善にも期待したいところである。 
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4. 写真・図表など 

この章では、参考用としての写真や図表を掲載する。 

 

  

図 3「0 系（新塗装）」        図 4「100 系（新塗装）」 

（2005 年 8 月 20 日、広島駅、中川撮影）（2005 年 8 月 20 日、博多駅、中川撮影） 

 

           

図 5「700 系（前）と 300 系（後）」         図 6「500 系」 

（2007 年 10 月 13 日、新大阪駅、笹木撮影） （2003 年 8月 29 日、博多駅、中川撮影） 
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図 7「ひかりレールスター」         図 8「N700 系」 

（2003 年 8 月 29 日、博多駅、中川撮影）（2007 年 10月 13 日、新大阪駅、笹木撮影） 
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         図 9「東海道・山陽新幹線の輸送人キロ」 
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