
洛星鉄道研究会展示 

“新幹線” 
～広がる新幹線網～ 

はじめに 

本日は鉄道研究会展示「新幹線」にお越し下

さり、誠にありがとうございます。 

 今年は新しく九州新幹線と東北新幹線が全

線開通したこともあり、皆さんにそのことをも

っと深く知ってもらうために、また、皆さんの

知らない新幹線の仕組みなどを解剖するため

にこのテーマを選びました。この展示で、皆様

の新幹線に対する意識がよりよいものとなる

ことを期待しています。それでは、「2011年 新

幹線展示」を是非お楽しみください。 

 

 

 

 

 



順路 
 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在地 

※ご質問等あれば、お近くの会員

までお気軽にお尋ねください。 
 



目次 

１章     広がる新幹線網      

今、新幹線路線は拡大し続けています。 

新幹線はどこまで広がるのでしょうか？ 
 

２章     新幹線の歴史      

普段何気なく使っている新幹線。 

新幹線のたどってきた歴史とは？ 
 

３章     新幹線の欠点      

完全に見えて実はそうではない。 

日本技術の欠点とは？ 
 

４章   他の交通機関との対比    

新幹線にはライバルがたくさんいます。 

新幹線は優勢、それとも劣勢？ 
 

５章 海外の高速鉄道と日本の新幹線  

新幹線は日本技術の結晶です。 

海外の反応はどのようなものなのでしょう？ 

 

 

 



問題定義 

 現在の日本には、新幹線という文化が当たり

前のように執着していますが、今に至るまでに

新幹線にはどのような過去があり、またどのよ

うな進化を遂げてきたのでしょうか。そしてま

た、これから新幹線という交通機関はどのよう

に存在し進化していくことが必要なのでしょ

うか。これからの５章にわたる説明の中からそ

れらを見出してみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 章 広がる新幹線網 
現在日本には８路線の新幹線が通っていま

す。そのうち 2か所はここ１年間で新しく開業

したものです。 

 

 

 

どちらも、利便性と地域の活性化を狙って建

設されたものです。 

 また、さらなる地域の活性化を狙う様々な整

備新幹線が検討されています。整備新幹線とは、 

現在建設が予定されている新幹線で、具体的に

は東京と大阪を日本海側を通って結ぶ北陸新

幹線や、青森と札幌を結ぶ北海道新幹線などで

す。北海道新幹線については、会誌で詳しく説

明していますので、どうぞご覧ください。 

 

 

 

 
 

東北新幹線：新青森～八戸 

九州新幹線：博多～新八代 



順路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順路：こちらへ 



 

 2027年に、東京と

大阪を長野県や三

重県を通り結ぶ中

央新幹線が、JR東海

によって開業する

予定です。この中央新幹線はリニアモーターカ

ー(以下、リニア)と呼ばれる鉄道方式で建設さ

れることになっているのですが、リニアとは一

体どういうものなのでしょうか？ 
 

 

リニアというのは電磁石の力で浮上しなが

ら高速走行をすることができる次世代型新幹

線のことです。 

 リニアには車両にもガイドレールにもコイ

ルがついていて、これらが発生させる磁力の力

を利用することによって動いているのです。そ

れに加えて、新幹線とは違い線路との摩擦がな

いため、約 550kmの速度を出すことができるの

です。 

 

リニアモーターカー 

《リニアの仕組み》 

Column リニアモーターカー 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 リニアの車両に仕組まれているコイルは超電導コイルと呼

ばれます。これは温度を下げることにより、電気抵抗を極端に

少なくしたコイルなのです。実はリニア車両内では、コイルが

液体ヘリウムで－269 度まで冷やされ、これに電気を流すと強

力な磁界（磁力）が生まれる仕組みになっています。この磁力

によりリニアは浮きながら、走ることができるのです。 

 

《より詳しく…》 



 

 541km/h で走るリニアモーターカーを使った

中央新幹線は、2027 年に東京～名古屋間を 40

分で、2045年に名古屋～大阪間を結ぶ予定です。

本州の大都市がこれほどの速さで結ばれれば、

航空機などにとっても大きな打撃となるでし

ょう。 
 

しかし、時間の短縮という大きな長所の裏に

は、欠点が含まれています。 
 

 

リニアは電磁石の力を利用している乗り物

です。そのため周りに磁場が発生しているとい

うことになります。しかし、車体を浮かすぐら

いの強力な磁場を利用しているとなれば、人体

や機械類への影響も気になる問題です。 

 

 

 

 
 

 

 

《リニアの危険性》 



 

整備新幹線の中

でも長崎新幹線は

ある特別な方法を

利用した新幹線が

発案されています。

それは、フリーゲ

ージトレインと呼

ばれる車両を利用したものです。 

ゲージというのは線路の幅を意味します。す

なわち、フリーゲージトレインとは幅の違う線

路の上を車輪の軸の長さを変えて走ることが

できる列車のことを意味します。 

 

 

 

 

 理由は明確で、「新幹線と在来線(≒新幹線以

外の JR路線)を一本の列車で行き来できるよう

にするため」なのですが、これは、新幹線と在

来線の線路に幅の違いがあるからなのです。 

《この列車が必要な理由とは…》 

フリーゲージトレイン 

Column フリーゲージトレイン(軌間可変電車) 
 

なぜ、この列車は必要なのか？ 



このような問題を解決して、新幹線を在来線

の線路上で走らせるためには、線路を一本増や

したり、線路の幅を新幹線の規格に変えるたり

するなどの工事が必要です。 

 そこで、走行中に車輪の軸を変えられるよう

にしたのが「フリーゲージトレイン」なのです。

現在、長崎新幹線での使用が構想として挙がっ

ていますが、この発想は画期的にも関わらず、

車両製作に多額の資金が必要になるため、実現

は不可能に近いというのが現状です。 

 

◎床の線路の模型をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

試験車 

 新幹線のなかには、線路や

架線などの点検を行う車両

があります。車内には様々な

測量機器を積んでおり、それ

らの機械で線路のゆがみや

架線の状態を調べています。 

 

自動列車制御装置 

 新幹線の軌道には「自動列

車制御装置(ATS)」というも

のがついていて、速度超過し

た車両を自動減速させるな

どの機能を持っています。 

 

中央列車制御室 

新幹線を一括管理するための機関で、列車の

運行状況などをリアルタイムで確認すること

ができます。 

 

Column 新幹線を安全に保つもの 
 

↑試験車(ドクターイエロー) 

↑ATS(写真中の白い物体) 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:923_shinkansen_T5_20080728.jpg


《新幹線拡張による利点と欠点》 

新幹線は現在も拡張を続けているわけですが、その拡

張による利点や欠点は一体どのようなものなのか、分か

りやすいようチャートでまとめましたので、どうぞご覧

ください。 

整備新幹線が開通すると… 

 

新幹線だけで日本の中をより便利に移動で

きるようになる。 

 

・騒音や振動などの公害を恐れて建設に反対す

る自治体などもある。 
 

・整備新幹線は地方自治体との共同出資によっ

て建設されているため、停車駅を決める際自治

体と JRの間で意見の相違が発生したりする。 

 

 
 

 

建設に着手するまでには多くの時間と粘り強

い交渉力が必要！ 

しかし 

今年、九州新幹線が全線開通し「さくら」「み

ずほ」の停車駅を決める際問題になった！ 



2 章 新幹線の歴史 

そもそも、時速

200km/hを超える高

速鉄道を世界で最

初に生み出したの

はこの日本でした。

新幹線が開通した当時(1964年)、日本は鉄道の

速度や快適性の面で世界のトップに立ってい

ました。 

  

 

 

実は、戦争時の物資の輸送増備のためにとい

うものでした。さて、なぜここで戦時中の話が

出てきたのでしょうか。理由は明確で、「新幹

線を作る」という計画そのものがすでに戦争中

に挙げられていたからです。この計画は「弾丸

列車計画」と呼ばれ、この工事はすでに着工さ

れていました。しかし、太平洋戦争の激化のた

めに当初の目的を達成することはできず、工事

日本が新幹線を生み出した理由って？ 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Shinkansen_0-series.jpg


は一旦中断され、再着工は戦後になってしまっ

たのでした。それにもかかわらず結果としては、

最初は戦争物資の輸送が目的だったものが、移

動時間の短縮につながったり、そのほかに、

1964 年の東京オリン

ピックと 1970 年の大

阪万博における日本

の鉄道技術のアピー

ルという革新的なものにつ

ながっていったと言えるで

しょう。当時において新幹線

の開業は鉄道における世界

に刺激を与える技術革新で

あり、新幹線の開業は世界の

高速鉄道建設の先駆けとなったに違いありま

せん。 

年表にもある通り、新幹線が 1964 年に開業

して今に至るまで、これほどの軌跡があったの

です。そして今、私たちはその先代の人々の苦

労があるおかげでこんなにも快適な新幹線と

いうものを使うことができているのです。 

東京オリンピック 

大阪万博 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=13rekkf1k/EXP=1313168176;_ylt=A3JvcomvCUROS1MBYnSU3uV7/*-http:/image-search.yahoo.co.jp/detail?p=%E5%A4%A7%E9%98%AA%E4%B8%87%E5%8D%9A&rkf=1&ib=1&ktot=4&dtot=98


3 章 新幹線の欠点 
 これまでの章を見ると、新幹線は全ての面において完

全であるように見えます。しかし、完全に見える新幹線

にも欠点は多々存在するのです。 

 

 新幹線は 200km/h以上で走るので、騒音が発

生します。その中でも以前から問題視され続け

ているのが、「トンネル・ドン」というもので

す。これは、トンネルに車両が入った時に、ト

ンネル内の圧縮された空気が、反対側からもの

すごい勢いで出て、騒音になるという現象です。

JRはこの問題を解決するために、車両の先頭形

状をとがらせていきました。(図) 
 

 

1970年代半ばに、新幹線の騒音公害を理由に

名古屋市内の新幹線沿線に住む住民が国鉄に

対して損害賠償を求めて裁判を起こしたので

す。最終的には和解が成立しましたが、その後

の新幹線建設では、騒音や振動の問題を考慮す 

ることが課題となってきました。 

《問題 1》 

《問題 2》 



4章 他の交通機関との対比 

さて、現在日本において長距離を移動するこ

とができる主要公共交通といえば、「鉄道(新幹

線)」「航空機」「バス(高速)」「船舶(フェリー)」

の 4つが挙げられるでしょう。これらは高度経

済成長の中、それぞれがさらなる利便性を目指

して進歩してきました。では、鉄道は他交通機

関に比べてどのような利点、欠点が存在するの

でしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



《グラフから分かる鉄道の利点・欠点》 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・環境に優しい 

・一度に輸送できる人の量が多い 
 

・輸送時間では航空機に劣る 

・運賃に関しては、バスや船舶の方

が燃料費の安さ故に低価格 
 

利点 

欠点 

これは、車で最寄りの駅まで行き、そこから鉄道に乗って移動する

という移動手段です。 

 

例えば、京都から東京へ自家用車で移動しようと思うと多くの二酸

化炭素を排出してしまいます。そこで、二酸化炭素排出量の少ない鉄

道と車とを組み合わせて移動しようという取り組みがこの「パークア

ンドライド」なのです。 

 

 利点は何？  

《パークアンドライド(Park and Ride)》 
 

実は、航空機の所要時間に空港へのアクセス時間を含んでいないため、その分

新幹線が遅いように見えているだけ。 

実際、日本では 500km 以下の距離では、航空機より新幹線の方が速いと言われ

ています。 



5 章 海外の高速鉄道と日本の新幹線 
 日本の新幹線の駅は街中にあり身近な存在

です。しかしアメリカなどの外国では、高速鉄

道は余り発達しておらず、徹底的な自動車社会

といえます。また、ヨーロッパには TGV や ICE

などの有名な高速鉄道がありますが、これらが

身近な存在となったのもつい最近のことなの

です。 

 

 ◎地図をご覧ください。世界の高速鉄道に 

ついてまとめております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



地図をご覧になればお分かりのように、現在、

世界にはこれだけの高速鉄道が存在します。し

かし、高速鉄道と言っても各国で方式や車両に

違いが見られます。それでは、日本と世界各国

の高速鉄道にはどのような差があるのでしょ

うか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《違い 2》 

速度 

営業時速において日本より勝っている

国が存在する。 

世界トップレベルではあるものの、まだ

まだ日本よりも営業速度が速い国が存

在する。(まだ世界一ではない) 

なぜ、速度競争が起こるのか？ 

《違い 1》 

電気機関車が客車を

牽引している。 

全車両にモーターが付

いている。 

 

万一モーターが故障しても運転を続けられ、また、通

常に比べてより大きな馬力を出すことができる。 

運行形態 
海外 日本 

グローバル化が進み、高速鉄道の技術を取り入れようとする国がでて

きたため。 

特に速度等の面では採用するか否かを左右する問題になってくるの

です。 

例えば、アメリカではまだまだ高速鉄道の施設が行われておらず、各

国が必死で自国の技術を売り込もうとしています。 

 



国 高速鉄道  

日本 新幹線 300km/h 

(「はやぶさ」は 320km/hになる予定。300ｘの 443.0km/hが

日本最速、浮上式ではリニア 581.0km/hが世界最速。) 

TGV574.8世界最速非浮上式において) 

フランス TGV 320km/h(非浮上式で世界記録の 574.8km/hを持っている。) 

ドイツ ICE 330km/h 

 上の表は各国の新幹線の速度の比較表です。

表だけを見ると一見日本の新幹線は遅いよう

にも見えますが、これは、地形上の違いがある

ためなのです。日本の地形は山がちで、しかも

地盤が緩いので、鉄道、その中でも特に高速走

行するものを発展させるのには実は適してい

ないのです。なので、平坦な地形の広がるヨー

ロッパに比べると、日本の新幹線は遅いように

見えてしまうのです。 

 ですが、新幹線は欧州各国に比べてずば抜け

て遅いというわけではないので、快適性や安全

性の面から見ると世界トップレベルといって

もよいでしょう。特に、日本の新幹線は震災な

どを除いて今まで無事故でいられたという実

績もありますので、海外への大きなアピールポ

イントとなるでしょう。 

 



まとめ 
 5 章にわたって新幹線における歴史や現状を見てきま

したが、一体今の新幹線にはどのような手段を講じる必

要があるのでしょうか。 

・国内の新幹線を拡張する 

やはり、建設の際には自治体との交渉等が納得

いくまで行わなければなりません。そのためには、

自治体もそうですが、新幹線側も腰を低くして対

応する必要があります。また、開通してからの需

要も十分に考慮する必要があるでしょう。 
 

・公害問題 

  国内の新幹線を拡張するのも移動手段の拡大

に大事な事業ですが、何よりも考えなければいけ

ないのが近隣住民の被害です。特に新幹線の騒音

というものは、地下鉄の音にも匹敵する音を発し

ますから、大いに考慮の必要があるでしょう。 
 

・長所、短所の活かし方 

新幹線の利点の中で強調すべきは、やはり「環

境に良い点」と「輸送人員が多い点」です。また、



この二つの点は他の交通機関に比べても大いに優

っているという点でもアピールできるポイントと

なるでしょう。 

しかし、他交通機関に比べて運賃が高かったり、

移動に時間がかかるというのはやはり見過ごせな

い事実ですから、これを解決するためにも運賃を

安くしたり、サービスを良くするなどの改善が必

要でしょう。 
 

・海外への売り込み 

  現在、新幹線技術の他国への販売が激化してい

るのはまぎれもない事実であります。そして日本

もその中にあり、他国との競争に駆られているの

もまた事実です。そのような状況下でも日本の技

術を他国に売り込むためには、日本の新幹線の

「安全性」や「車内の快適さ」などを強調するこ

とが特に重要になってくるでしょう。 
 

4 つほど意見を述べましたが、これらの他にも問

題は多々存在します。その山積した問題をいかに解

決するかはこれからの新幹線に課された課題です。

今後の新幹線の発展に期待したいところです。 


