
 

Ⅰ．北陸新幹線の概要 

  

平成 26 年度末までに富山県民にとって悲願の北陸新幹線がいよいよ金沢まで開業する。 

 21 世紀の交通体系は、次世代のために地球環境に重点をおいた、より高度な交通システムへ転換、構

築していくことが重要となってくるが、昨今、鉄道の優位性がクローズアップされ、特に、日本の高速

鉄道である新幹線の存在価値は世界的に注目を浴びている。 

 そこで、最初に新幹線そのものについて整理してみることとする。 

  

１．新幹線とは 

 

 新幹線は全国新幹線鉄道整備法では「その主たる区間を列車が 200 キロメートル毎時以上の高速度で

走行できる幹線鉄道」（第 2 条）と定められている。 

 日本国有鉄道(国鉄)時代の昭和 39 年 10 月 1 日に東海道新幹線が開業したのを皮切りに、昭和 42 年

には山陽新幹線の工事が始まる。そして昭和 45 年に全国新幹線鉄道整備法が定められ、先ず昭和 46 年

に東北新幹線(東京～盛岡間)、上越新幹線、続いて昭和 48 年には北海道新幹線、東北新幹線(盛岡～新

青森)、北陸新幹線、九州新幹線鹿児島ルート、同長崎ルート(西九州ルート)の５線の整備計画が決定さ

れた。 

※ミニ新幹線と呼ばれる山形新幹線・秋田新幹線は全国新幹線鉄道整備法に基づく、いわゆる｢整備新

幹線｣ではないため、“新幹線”の名称はついているが、正式には在来線(最高時速が 130ｋｍ/ｈ)である。 
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□現在営業中の新幹線路線 

新幹線 区間 開業年 備考 

東海道新幹線 東京～新大阪 昭和 39 年  

山陽新幹線 新大阪～博多 昭和 47‐昭和 50 年 昭和 47年新大阪～岡山間で部分開業 

東北新幹線 東京～新青森 昭和 57‐平成 22 年 昭和 57年大宮～盛岡間で部分開業 

昭和 60年上野～大宮間開業 

平成 3年東京駅へ乗り入れ 

平成 14年盛岡～八戸間開業 

上越新幹線 大宮～新潟 昭和 57 年  

北陸新幹線 高崎～長野 平成 9 年 高崎～長野で部分開業 

九州新幹線（鹿児島ルート） 博多～鹿児島 平成 16‐平成 23 年 平成 16年新八代～鹿児島間で部分開業

 

□全国で進められている整備新幹線の状況 

新幹線名 整備区間 整備状況（想定幹線･開業時期）等 

北海道新幹線 

新青森～新函館 ・平成 27 年度末までに開業 

新函館～札幌【未着工】 ・条件等が整えば認可・着工 

・新青森～新函館の開業から概ね 20年後に開業 

北陸新幹線 

長野～金沢（白山総合車両基地） ・平成 26 年度末までに開業 

金沢（白山総合車両基地）～敦賀

【未着工】 

・条件等が整えば認可・着工 

・長野～金沢(白山総合車両基地)の開業から概ね 10

年後に開業 

九州新幹線（長崎ルート）

武雄温泉～諫早 ・建設中 

諫早～長崎【未着工】 ・条件等が整えば認可・着工 

・武雄温泉～長崎を一体として、諫早～長崎の着工

から概ね 10年後に開業(フリーゲージトレインで整備)

※注 平成 23 年 12 月末での状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出典：福井県ＨＰより) 
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報道等でよく耳にする「整備新幹線」とは、全国新幹線鉄道整備法に基づき、昭和 48 年に運輸大臣

により決定された整備計画に定められている北海道新幹線、東北新幹線(盛岡～新青森)、北陸新幹線、

九州新幹線鹿児島ルート、同長崎ルート(西九州ルート)の 5 新幹線を指し、東海道新幹線、山陽新幹線、

東北新幹線(東京～盛岡間)、上越新幹線は整備新幹線に該当しない。 

整備新幹線は国の公共事業費や沿線自治体の負担金を財源に、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備

支援機構（以下、「鉄道・運輸機構」）が主体となって建設し、完成後は鉄道・運輸機構が施設を保有し、

営業主体である JR が同機構に貸付料を支払い、借り受けて営業を行う。この貸付料は新たな新幹線建

設の財源に充てられる。 

 

２．新幹線の特性 

 新幹線がもつ様々な特性については以下のようなものがある。 

 

（１）高速性 

北陸新幹線の最高時速は 260ｋｍ/ｈで、現在の約 2倍（北陸本線では特急「はくたか号」が最高時

速 130ｋｍ/ｈで走行）になる。時間的にも心理的にも距離感が大幅に縮まる。 

 

（２）大量輸送能力 

 東海道・山陽新幹線を走る 16 両編成列車の定員は、ほとんどが 1323 人。東北・上越新幹線の 2

階建て車両MAX の定員は 1634人で、他の交通機関の輸送能力を格段に上回る。 

 北陸新幹線が 12両編成と仮定すると約 1000人の輸送が可能。 

 

（３）安全性 

 1964 年の開業以来、乗客の死亡事故は発生していない。自動車などの他の交通機関に比べ極めて

安全な輸送機関である。 

 

（４）定時性 

 新幹線は、天候に左右されにくく、冬期間の降雪時においても安定運行を確保しており、高速道路

における速度規制や航空機における欠航等の問題が少なく定時制の確保においては東北・上越新幹線

で実証済みである。 

  

（５）環境性 

 新幹線は、他の交通機関と比較しても、地球温暖化や大気汚染の原因となる二酸化炭素(CO2)の排

出量は少なく、乗用車の 1/8、航空機の 1/6 となっている。また、窒素酸化物(NOX)についても排出

量が少ないとされている。一方で、単位輸送量あたりのエネルギー消費量についても乗用車の 1/6、

航空機の 1/4 と環境にやさしい省エネ型の交通機関である。 

 

（６）快適性 

 新幹線の車両装備については、高速走行に伴う振動・衝撃に対する緩和技術の採用などにより、車

内は居住性に優れており、人にやさしい乗り物といえる。 
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３．北陸新幹線の概要 

 

北陸新幹線は、東京を起点として長野、上越、富山、金沢、福井等の主要都市を経由し、大阪に至

る延長約 700km の路線である。 

 このうち高崎・長野間は、平成９年 10 月から営業運転されており、後に長野・上越間は平成 10 年

3 月に、上越・富山間は平成 13 年５月に、富山・金沢間は平成 17 年 6 月にそれぞれ着工し、遅くと

も平成 26 年度までに東京～金沢間の開業を目指し建設工事が進められている。 

最終的に首都圏と関西圏を結ぶことでネットワーク機能が高まり、全線開通すれば、群馬県や埼玉

県など北関東圏からも北陸経由で乗り換え無しで関西圏へ向かうことができ、過密ダイヤの東海道新

幹線の負担が軽減される。また、将来、発生確率が高いとされる東海地震および東南海地震といった

大災害が発生した場合において、東海道新幹線の代替補完機能(バイパス機能)を発揮し、東西間の幹

線交通寸断に伴う影響を最小限にとどめる重要な役割を果たすことも期待されている。想定される大

規模災害の危険分散の必要性からも、大阪まで北陸新幹線の全線開通を目指す早期整備は国家的な課

題となっている。 

北陸新幹線の全線開業は東海道新幹線の代替補完機能のみならず、国が定めた「北陸圏広域地方計

画」において「環日本海における交流の中枢拠点」実現の根幹となる極めて重要な国家プロジェクト

でもある。 

□北陸新幹線ルート計画図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※なお、平成 23 年 12 月 26 日の政府・与党確認事項により、金沢(白山総合車両基地)・敦賀間は

条件等が整えば認可・着工されることになった。 

 



 

   ■区間    ／ 東京・新大阪間 

   ■総延長   ／ 約 700ｋｍ（うち、東京・高崎間 105ｋｍは上越新幹線と共用） 

   ■設計最高速度／ 260ｋｍ/ｈ（フル規格新幹線） 

 

※効率的な旅客需要 

 東京から北陸を経て大阪に至る北陸新幹線の沿線地域の人口は東海道新幹線に匹敵する。 

 首都圏と関西圏を起点・終点に持ち、10都府県の主要都市を沿線上につなぐことから全区間において

効率的な旅客需要が見込めることとなる。 

 □東海道新幹線沿線地域の人口 4,838万人 

 □北陸新幹線沿線地域の人口  4,145万人 

 

 

４．北陸新幹線開業後の所要時間 

 

北陸新幹線建設促進同盟会の試算によれば、北陸新幹線が東京～金沢間で開業した場合、東京～富山

間の所要時間は最速で 2 時間 7 分となり、現状より 1 時間 4 分短縮となる。また、富山～金沢間の所要

時間は 15 分となり、現状より 25 分の短縮となる。 

 所要時間の短縮により、目的地での滞在可能時間が増加することでレジャーやビジネスに十分な時間

をかけることができるようになる。 

 なお、JR 東日本が北陸新幹線長野～金沢間延伸開業に向け、長野新幹線を走るＥ2 系をベースにした

新車両の導入を検討中との新聞報道もあり、実現すれば東京～金沢間が更に短縮される可能性がある。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：北陸新幹線対策連絡協議会 ※開業後所要時間は北陸新幹線建設促進同盟会試算による。） 

  

５．北陸新幹線の整備状況 

  

長野～金沢間の進捗状況（平成 24年 1月 1日現在） 

 

用地取得率  99％ 確保済延長／工事延長 

工事着手率 100％ 着工延長／工事延長 

 

区間 
所要時間 

短縮時間 
現行 開業後 

富山～東京 3 時間 11 分 2 時間 07 分 1 時間 04 分

富山～長野 2 時間 39 分    48 分 1 時間 51 分

富山～上越 1 時間 05 分 32 分 33 分

富山～金沢    35 分 15 分 20 分

富山～福井 1 時間 20 分 (福井開業後)    35 分 45 分

富山～敦賀 1 時間 53 分 (敦賀開業後)    49 分 1 時間 04 分

富山～新大阪 3 時間 08 分 (大阪開業後) 1 時間 20 分 1 時間 48 分
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 富山県内の進捗状況（平成 24年 1月 1日） 

  

 富山以東（朝日町～富山市） 富山以西（富山市～小矢部市） 富山県計 

延長 53ｋｍ 37ｋｍ 90ｋｍ

用地取得率  （面積） 約 99％ 約 99％ 約 99％

土木工事着手率（延長） 100％ 100％ 100％

土木工事完成率（延長） 約 94％ 約 81％ 約 88％

軌道工事着手率（延長） 約 82％ 約 47％ 約 67％

電気工事着手率（延長） 約 65％ 約 38％ 約 54％

 

 

６．富山県内 3 駅(富山・新黒部(仮称)・新高岡(仮称))のデザイン 

 

                     （富山駅デザイン） 

                     富山駅のデザインコンセプトは「静謐な雪にたたずむ木 

立の駅」。富山県と富山市が要望した駅舎デザインコン 

セプト“立山あおぎ 心ときめく 光の舞台”を反映し、 

富山らしさを、立山杉の木立のたたずまいと雪のイメー 

ジを中心にデザインされた。 

 

 

（新黒部駅(仮称)デザイン） 

新黒部駅(仮称)のデザインコンセプトは、「豊富な水を湛

える黒部の自然が映り込んだ駅」。黒部市が要望した駅

舎デザインコンセプト“見えない駅、見せる駅”を反映

し、黒部の自然（風や水、雲の流れ、立山の山並み等）

を幾重にも重なる軽やかなウェーブラインで表現して

いる。 

 

 

      （新高岡駅(仮称)デザイン） 

新高岡駅(仮称)のデザインコンセプトは「飛越能の歴史

を継承する駅」。高岡市が要望した駅舎デザインコンセ

プト“飛越能の自然・伝統・技術が融合し、新たな時代

を具現化するデザイン”を反映し、歴史に育まれた瑞龍

寺の回廊や縦格子などをデザインモチーフとし、リズミ

カルな縦のラインを強調したデザインで表現している。 
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 富山駅は、新幹線駅と在来線の 2 つの駅を併設する形となる。現在、新幹線建設事業と、在来線を高

架化する連続立体交差事業計画が進んでいる。高架化によって、道路の新設、拡幅が可能になり、交通

渋滞の解消を図るとともに、これまで鉄道によって分断されていた南北の市街地が一体化される。また、

駅北の富山ライトレールと南の富山地鉄・路面電車との接続、南北を連絡する歩行者用道路の整備など

によって、都市機能の充実が図られる予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈北陸新幹線開通による経済効果〉 

 

 北陸経済連合会が平成 22 年 6 月に発表した「北陸新幹線の敦賀延伸に伴う整備効果」によれば、 

北陸新幹線は西へ延伸するほど経済効果が大きくなるとしている。 

 

例）金沢開業後、2020 年に敦賀まで延伸した場合 

①交流人口（関東・北陸・関西・中京）の変化 （2020 年度） 

  ■時間短縮効果により、地域間交流が拡大 

   ・交流人口：   4,360万人から 4,890万人に拡大（530万人増加） 

 ②経済波及効果 （2020 年度） 

  ■交流活発化による消費増が関連産業に波及し、生産、雇用が増加 

   ・北陸への経済波及効果：  960億円/年間 （金沢開業時：400億円/年間） 

 

消費流出効果分 110億円を差し引いても 850億円の経済効果をもたらすといわれている。 

 

 

 

 

〈富山駅の将来イメージ〉 
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