新幹線が人口減少社会にもたらすもの
〜四国新幹線の早期実現に向けて〜
西
はじめに

川

良

隆

れ合いを重視する地方回帰の兆しも見られる。

当研究所は、四国アライアンス 1 の一環と

このことは、四国経済連合会の移住に関する

して、昨年 7 月より四国新幹線整備推進期成

調査にも表れている。大都市圏在住者の17％

会と四国 4 地銀系列のシンクタンクとの共同

が 近 い 将 来、 地 方 へ 移 住 の 意 向 を 持 ち、

で、四国新幹線の早期実現に向けて「新幹線

3．
6％が四国を候補地の一つにあげるなど、

を活かした四国の地域づくりビジョン調査」

四国は地方回帰の受け皿としてのポテンシャ

を行っている。昨年11月に、調査委員会への

ルは高い（図表 1 ）
。しかし、地方に関心を

中間報告が終了したことから、当研究所が担

持つ人々の多くは、安心できる生活基盤をも

当する「新幹線と人々の生活・ライフスタイ
ル」に関する調査の一部を紹介したい。本稿

図表 1

大都市圏在住者の地方への移住の意向

図表 2

四国の生活に対する意識

は、共同調査をベースにしてはいるが、あく
まで当研究所の見解を示すものであり、文責
は当研究所にある。
1 ．四国の課題と将来ビジョンの共有
⑴

東京一極集中の流れと地方回帰の兆し
四国では、現在の人口約380万人が、2040

年にはおよそ 1 県分の人口が消失し295万人
まで減少することが予測されており、将来の
生活基盤の維持が懸念される。その一方、若
者の大都市志向等により一極集中する東京都
は、合計特殊出生率が全国最悪となるなど、
わが国全体の人口減少を加速し、更に巨大災
害等のリスクを高めるなど、先進諸国には見
られない負の連鎖が生じている。
このような人口集中の動きとは逆に、経済
一辺倒の豊かさではなく、自然や地域との触
1

2016年11月11日に百十四銀行、阿波銀行、伊予銀行および四国銀行の 4 行が締結した包括提携。 4 行が連

携して四国全域の活性化や創生に取り組むことで、地域およびお客さまの持続的な成長・発展への貢献を目
的とする。
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同時に求めており、四国に対して、仕事・収

ての機能があるとされるが、本稿では、「定

入や生活の利便性に懸念を持ち、各種のサー

住型ライフスタイル」と「交流型ライフスタ

ビスも不十分だと考えている（図表 2 ）。

イル」という 2 つの概念を設け、新幹線の持
つ 2 つの機能とを関連づけて四国の将来ビジ

⑵

新幹線整備が描く四国の将来ビジョン

ョン実現の可能性を探る（図表 3 ）
。

本調査は、人々の生活・ライフスタイルに

「定住型ライフスタイル」は、新幹線が四

着目して、新幹線を活用した四国創生の可能

国および瀬戸内海対岸の都市をネットワーク

性を探るものであるが、四国新幹線の実現に

で結び、人々の行動半径を広げることで、

は長い年月を要する。今後、様々な環境変化

「人々が住み慣れた地域に住み続け、家族・

が予想される中で、「人口減少と人口の大都

コミュニティを重視しながら遠隔地の就労・

市圏への流出」という確実に進行する四国の

就学や各種サービスを享受するライフスタイ

課題に焦点を絞って、新幹線整備が創生する

ル」と位置づける。多世代同居や近住を促す

四国の将来像をビジョンとして描き、その実

ことで、旧来、家庭・コミュニティが有して

現の可能性を探ることとした。着眼点は、

いた共同体としての機能を再構築し、子育て

「新幹線が形成する広域生活圏や交流圏が、

や老人が安心して暮らせる社会を実現し、人

人口減少社会が求めるライフスタイルを醸成
し、持続可能な地域社会を創造する」ことの
可能性である。

口減少に歯止めをかけることを期待する。
「交流型ライフスタイル」は、大都市と地
方との二地域居住、サテライトオフィスや出
向等が生み出す二地域就労、帰省を含む二地

⑶

定住型と交流型のライフスタイル

域交流など、大都市の人々が地方との間を行

新幹線には、国土の骨格を形成する高速鉄

き来する「一人二役」のライフスタイルと位

道網としての機能と、広域圏の生活の足とし

置づける。地方から大都市へ人口流出が深刻

図表 3

新幹線が創りだすライフスタイルと四国の将来ビジョン

国土交通省「国土のグラン
◇四国・瀬戸内快速生活圏の創造
ドデザイン2050」による
・各地域の強みを活かした都市機能等を整備し、新幹線がそれらの機能を高速ネットワーク化。
・就労、教育、娯楽等を広域圏で相互利用し、家族やコミュニティに軸足を置いて豊かさを享受。
・多世代同居・近住が可能となり、家庭・コミュニティを再構築し、若者の定住化を促進。
◇対流型広域圏の創造（スーパー・メガリージョンとの交流）
・新幹線が、人口減少社会に求められる「一人二役のライフスタイル」を支援。
・大都市住民や就業者を、地方との間でシェアすることで地方を活性化し、UIJ ターンにも繋がる。
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化する中、大都市の人口を地方との間でシェ

備を契機に都市機能の維持・充実に努め、新

アする、人口減少社会にマッチしたライフス

幹線を生活の足として都市機能を広域圏で相

タイルと考えられる。

互利用できる環境を構築し、地域に定住した
ままで豊かさを享受できる生活圏の実現に努

2 ．九州新幹線が実現する広域生活圏

めるべきであろう。九州新幹線の生活路線化

⑴

による豊かさの増進は、人口減少社会にこそ

南北九州に広がる広域生活圏
九州への視察調査では、関係者から「九州

新幹線の全線開業により、博多−鹿児島中央

新幹線を活用した地域づくりが有効であるこ
とを示唆している。

駅間が最速 1 時間16分で結ばれ、心理的距離
も縮まり南北の一体化が進んだ」との話があ

⑵

大規模・先進施設の誘致と相互利用

り、「新幹線は、通勤・通学、通院、通塾、

高度医療等の施設を広域圏で相互利用する

同窓会、呑み会、講習会への参加、知人宅訪

ことは、人口減少社会における効率的地域運

問、親の介護等、幅広く利用されており、新

営の一つのあり方であろう。その一例として、

幹線のない生活は考えられない」との声が聞

九州新幹線開業に伴い、新鳥栖駅前（佐賀

かれた。九州新幹線の利用は 7 〜 8 割が九州

県）に建設された九州国際重粒子線がん治療

住民によるものであり、利用目的も、観光・

センターがある（写真 1 ）
。同センターはがん

レジャー、帰省、通勤・通学、買い物など、

治療の先進医療施設であり、産学官の協調プ

生活面の利用が多く、新幹線が生活の利便性

ロジェクトとして設置が検討され、患者の利

を下支えしている実態が窺われる（図表 4 ）
。

便性、医療スタッフの確保、大学病院との連

四国では、「人口減少により利用客も減る

携等を考慮して、新鳥栖駅前が選ばれた。

ため、新幹線の誘致は疑問」との声も聞かれ

2013年 5 月の開業以来、九州新幹線沿線県の

るが、このままでは四国は人口減少により、

患者が76％を占めるなど、九州広域圏で広く

就業先の確保、公共施設の整備、娯楽の提供

利用される高度医療施設となっている（図表

等において、現在の規模や利便性さえ維持で

5 ）。

きなくなる可能性も高い。むしろ、新幹線整

図表 4

九州新幹線の利用者の居住地と利用目的
写真 1

九州国際重粒子線がん治療
センター

資料：百十四経済研究所撮影
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図表 5

九州国際重粒子線がん治療センター
開設以来の地域別患者数

⑷

四国における施設や娯楽の共有
新幹線の整備により、四国 4 県の県庁所在

地が約 1 時間以内で結ばれ、本州とのアクセ
スも向上することで、施設やイベントの広域
圏での共同利用が可能となり、集客数も大き
なものとなる。将来の人口減少を想定すると、
各地が強みを活かした施設やサービスの充実
に努め、それらを共同利用することが四国の
豊かさや地域運営の効率化につながる。
3 ．新幹線が実現する広域通勤・通学圏
⑴
⑶

娯楽・イベント等の充実

新幹線通勤・通学の現状
これまで新幹線は、国土の骨格を形成する

九州新幹線の開業により、主要都市間の時

高速鉄道網として、長距離輸送の側面が重視

間距離が短縮され、福岡等で、エンターテイ

されてきたが、今日では、通勤・通学の足と

ンメント等の集客がしやすくなり、大都市で

図表 7

しか開催されていなかったコンサートや演劇
などが九州でも開催されるようになった。九

新幹線全線の定期券乗車人数
および利用率（ 1 日平均）
新幹線定期券利用者数

州在住者は、福岡ヤフオク ! ドームなどで人
気アーティストのライブなどを日帰りで楽し
めるようになったと言われている。九州にお
けるライブなどの公演数の増加がこれを裏付
けており（図表 6 ）、新幹線が沿線住民の娯
楽面の豊かさを増進していることが窺える。

図表 6

九州のライブ、エンターテインメント
公演数の推移

新幹線定期券利用率
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して、生活圏での利用も注目されている。新

「新幹線エクセルパス」
（新幹線定期券）の料

幹線定期券による乗車人数は、全ての路線で

金表が掲示され、潜在需要を掘り起こす意図

増加傾向にあり、路線別の定期券乗車率（総

が窺える（写真 2 ）
。

乗車人数に占める定期券乗車人数の割合）を

写真 2

鹿児島中央駅のみどりの窓口

見ると、東海道、山陽新幹線で約 1 割、上越、
東北、九州新幹線では 2 割近くを占め、特に
地方圏での定期券の利用率が高い（図表 7 ）
。
⑵

九州新幹線が実現する広域通勤・通学圏
九州新幹線の定期券乗車率は18．6％を占め

る。利用区間では、博多−熊本駅間が最も多
く、鹿児島中央−川内駅間、鹿児島中央−出
水駅間がそれに続き、主要都市やその周辺部
との間で、乗車距離50〜120km（所要時間15

資料：百十四経済研究所撮影

また、鹿児島中央駅から46km 離れた川内

〜35分）での利用が特に多い（図表 8 ）。
今回の調査では、新幹線通勤の背景や利用

駅では、東側（裏側）にも、ホテルのほか、

者の家族構成等の調査はできていないが、

マンションや住宅の開発が進み、パークアン

「新幹線通勤者は、祖父母を含む多世代同居

ドライド駐車場が整備されるなど、鹿児島市

世帯が多く、介護等、家庭の事情を優先する

のベッドタウンとして発展している（写真

ケースも目立つ」との関係者からの情報もあ

3 ）。新幹線が長距離通勤・通学という定住

り、新幹線が家庭やコミュニティ重視のライ

型ライフスタイルを定着させた例の一つと考

フスタイルを可能としていることが窺える。

えられる。

鹿児島中央駅のみどりの窓口後方には、
図表 8

九州新幹線の主要駅の定期券乗車人数（ 1 日平均）

資料：JR 九州等のデータより作成
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写真 3

川内駅東側（裏側）

図表 9

東京への通勤・通学者の伸び率と新幹線の
乗車時間・営業キロ数の関係

図表10

仙台・盛岡周辺の新幹線定期券による
乗車人数等（ 1 日平均）
（2016年度）

資料：百十四経済研究所撮影

鹿児島中央駅から川内駅、出水駅へ向かう
新幹線の車中では、自由席に高校生が散見さ
れ、教科書を広げ、昼食をとる光景が見られ
た。また、久留米駅から博多駅に向かう新幹
線においても、自由席 1 両に 5 、 6 名の高校
生が乗車し、参考書を開きペットボトルで喉
を潤していた。新幹線は、高速に人を運ぶだ
けでなく、「時速200km 超の移動自習室」と
も言える快適な環境を提供しており、交通イ
ンフラの有無が、生産性や学習効率等、地域
社会の効率性の差となる懸念を感じさせる。
⑶

JR 東日本地域が実現する長距離通勤等
東北・上越・長野の各新幹線沿線県から東

京都への通勤・通学者数の25年間の変化（倍
率で表示）と、東京駅と沿線県の県庁所在地
駅との間の乗車時間、営業キロ数との関係を
グラフに示した（図表 9 ）。長期トレンドと
して、新幹線通勤等がどの距離・時間で定
着・拡大傾向にあるのかを把握しようとする
試みである。通勤者等は、乗車時間約90分、
営業キロ数約300km の区間まで増加傾向を
示しており、その範囲が新幹線通勤の定着化
が進む圏域だと推測される。

規模の定期券乗車人数があり、その周辺駅で

地方都市周辺における新幹線通勤等の実態

は300〜600人規模になっている。乗車距離

を把握するため、仙台・盛岡周辺を調査した

184km の仙台・盛岡間には、平日朝の通勤

（図表10）
。仙台、盛岡で 1 日1，500〜4，
000人

時間帯に上下各線に全席自由席の通勤列車を
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運行しており、関係者は「新幹線が通勤・通

図表11

JR 四国の特急定期券による乗車距離と
乗車人数（ 1 日平均）
（2016年度）

図表12

新幹線定期の乗車人数（2016年度）

学の足として定着している」と言い切る。盛
岡までの開業から35年が経過した同路線では、
通勤圏等が乗車距離180km（乗車時間75分）
程度まで拡大していることがわかる。
⑷

四国での新幹線通勤・通学の可能性
JR 四国では、
「家族が一緒に暮らせる定期

券」と銘打って、通常の定期運賃に特急料金
を加算した額で特急列車が利用できる「快て
ーき」が販売されている。2016年度の推計で
は、1日あたりの乗車人数は4，602人にのぼり、
乗車距離40〜100km（乗車時間30〜75分）で
の利用が多い（図表11）。「快てーき」は、一
人暮らしとの比較による費用面の優位性、乗
車の快適性、時間短縮などをアピールして需
要を喚起しており、他の地域の新幹線定期券
の利用状況に引けを取らない（図表12）。
九州や東北地域の新幹線通勤・通学の状況
から推察すると、比較的人口密度や産業集積
度が高い四国での潜在需要は高いと考えられ、
現在、40〜100km（乗車時間30〜75分）を中
心とする「快てーき」利用区間が、新幹線開
通により180km（乗車時間75分）程度まで拡
大し、四国 4 県や瀬戸内海対岸の主要都市間

資料：国土交通省等のデータをもとに推計

で活発に利用されることが期待される。更に、
東京都と周辺県の新幹線通勤等の状況を踏ま
えると、四国と近畿圏（将来のスーパー・メ
ガリージョンの西端大都市圏）との間では、
経済性が許せば、乗車時間90分程度まで通勤
範囲が拡大することも考えられる（図表13）。
将来の人口減少を想定すると、家庭や地域コ
ミュニティを重視した就労先の確保がこれま
で以上に重要となり、新幹線通勤等による定
住型ライフスタイルの推進は仕事と家庭との
両立をはかるための重要施策の一つに数えら
れる。
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図表13

新大阪等と四国県庁所在地の乗車時間

⑸

新幹線通勤・通学への公的補助

図表15

二地域居住の概念と実施規模の推計

新幹線通勤・通学では運賃負担が、長距離
通勤・通学のネックとなっており、新幹線沿
線の地方自治体が定期券購入費用の一定額を
補助するケースも少なくない（図表14）
。新
幹線通勤・通学が家族や地域コミュニティ重
視のライフスタイルの実現を通じて、子育
て・介護や地域の活性化に繋がるのであれば、
定期券購入費用への公的補助対象を広げ、更
に生活圏を拡大することも可能だと考えられ
る。
図表14

地方自治体の通勤・通学費補助
（九州新幹線沿線自治体の状況）

⑵

二地域居住等の四国のポテンシャル
二地域居住実践者の居住地は、首都圏が 5

割を占め、近畿圏がそれに続く。その滞在先
4 ．一人二役時代の交通インフラの必要性

は、自然が豊かで交通のアクセスが良好な地

⑴

域が選ばれる傾向にあり、近畿圏居住者の滞

二地域居住・就労・交流等の意義
交流人口の拡大による地方活性化は、観光

だけに限らない。2008年 7 月に閣議決定され

在先は中部から中四国全域に広がり、四国の
ポテンシャルも高い（図表16）
。

た国土形成計画で打ち出された「二地域居

二地域間の移動手段は、自家用車・バイク

住」がそれにあたる。二地域居住は、居住地

が多いが、子供なしの世帯では、新幹線等の

が大都市か地方かという二者択一ではなく、

公共交通が 4 割を超える（図表17）
。移動の

人口減少社会に適した、その中間の「一人二

所要時間は、 2 〜 3 時間が中心だが、新幹線

役」のライフスタイルと位置づけられる。

利用者では 4 〜 6 時間が 4 割を超え、新幹線

「都会の住民が一定期間、農山漁村に暮らす」

が遠隔地から二地域居住者を誘引しているこ

パターンを原型とするが、帰省や住居を構え

とが窺える（図表17）
。

ない二地域交流をも含む概念であり、2009年
の二地域居住等の実践者は全国で778万人に
のぼる（図表15）。

⑶

家庭を重視した就労スタイルの広がり
転勤や親の介護をきっかけに、夫が単身赴

任となるケースは少なくない。単身赴任者が、
家族との時間を重視して自宅と勤務地を頻繁
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図表16

二地域居住実践者の居住地と滞在先

⑷

二地域就労や移住への展開
東日本大震災発生後のリスク分散への関心

の高まりや、情報通信インフラが整ったこと
で、本社機能の一部を「サテライトオフィ
ス」として地方に移す動きや、本社と地方を
行き来する「ノマドワーカー」的就労形態が
増加している。また、このような二地域を行
き来するライフスタイルが、将来の移住に繋
がるケースも多いと言われ、個人のライフス
タイルの追求が社会的課題解決に向かう好循
図表17

二地域居住の交通手段と移動時間

環を生み出す可能性をも示唆している。サテ
ライトオフィス立地条件は「生活や交通の利
便性」が最重要視されており（総務省の調査
による）、仕事で行き来する人たちは、新幹
線の「モバイルオフィス」的環境を活用して
生産効率を上げていることも多いと言われ、
このような就労スタイルの推進には、高速か
つ快適な交通インフラが不可欠と考えられて
いる。
将来のスーパー・メガリージョン構想を前
提とすると、四国新幹線は、二地域居住・就
労・交流等を通じて近畿圏と四国の交流人口
を増やし、同構想の効果を四国へ波及させる
うえで欠かせない交通インフラと考えられる。

に行き来する事例も多く、二地域居住は数多

5 ．民意の形成と四国の将来ビジョンの共有

くの派生形が考えられる。最も多いのが、

⑴

地域の意見と議論の方向性

「金帰月来」と呼ばれる「金曜日に自宅に帰

当研究所の企業向けアンケート調査では、

って土日を家族と過ごし、月曜日に会社に直

将来、四国新幹線が整備された場合、
「
（少

行する」スタイルである。勤務地が異なる共

し）好影響あり」と考える回答は34％、「ど

働き夫婦については、平日は単身で働き、週

ちらとも言えない」が61％、
「
（少し）悪影響

末だけ同居する「週末夫婦」と呼ばれる生活

あり」が 5 ％を占める（図表18）
。同調査の

パターンも見られる。これらの二地域居住の

自由意見では、「利便性が向上、交流人口が

実態は十分把握できていないが、金曜の夜や

拡大、四国の一体感を醸成」等の肯定的意見

月曜の早朝に都市や周辺地域で新幹線が混雑

も多いが、「地元の負担が増加、人口減少下

するのは、このようなライフスタイルの広が

の非効率な投資、高速道路で充分、四国の地

りが原因との見方が多い。

域格差を助長」等、否定的意見も少なくない。

18
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また、随時行っている個人からの意見聴取で

地域の事例に学べる立場にある。例えば東北

も、同様の傾向が見られる。

新幹線では、開業後、長い年月をかけて新幹

図表18

線通勤・通学が生活の一部になっているが

新幹線整備による県内企業への影響

（写真 4 ）
、そのようなライフスタイルの背後
に、地域活性化のヒントが隠されている筈で
あり、先行地域の調査を深化させて、その成
果を地域で共有することが重要だと考えられ
る。
写真 4

通勤・通学時間帯の盛岡駅

あらゆるものが高速化する時代にありなが
ら、鉄道の高速化を期待する声は必ずしも大
きくはない。このことは、自動車社会の広が
りが一因ではあろうが、新幹線先行地域の状
況を見る限り、快適で時速300km の走行性
能を有する新幹線を、地域の交通インフラと
して活用しない選択肢は考えにくい。整備新
幹線スキームは、地域の実質的負担が15％程
度の公共工事と捉えられていることや、今後、
在来線の現在の性能を維持するためには相当

資料：百十四経済研究所撮影

の負担が続くことを考えると、新幹線を鉄道
インフラの核に据えて、四国全体の交通を考
えることの合理性は高い。

おわりに
現在、新幹線の整備を国に要望しているの
は四国だけではない。奥羽越、東九州、山陰

⑵

地域の将来ビジョンの共有

の各基本計画路線も国に働きかけており、四

今回の調査では、人口問題と新幹線整備を

国での早期実現には、地域の合意形成と説得

関連づけて、四国の将来ビジョンを描き、そ

力のあるビジョンづくりが不可欠だと言われ

の実現性を探る「ビジョン設定型のアプロー

ている。また、四国新幹線の整備が決定して

チ」を試みた。四国新幹線は、仮に整備が決

も、開業時期は、今生まれた赤ん坊が成人す

まっても、実現までに相当の期間を要するた

るより後になる可能性が高い。そのような現

め、将来のイメージを共有する形での議論が

状を踏まえ、地域の人々が新幹線を核とする

有効だと考えたからである。

四国創生に向けて知恵を出し合える環境の早

幸か不幸か、四国は、新幹線を活用した地
域づくりに向けて、数年から数十年先行した

期醸成を期待したい。
（百十四経済研究所

専務理事所長）

今月号には、新幹線整備促進に関する 2 つの調査報告を掲載している。当研究所は、四国アラ
イアンスの共同調査として「生活・ライフスタイル」を担当しているが、その中でも、新幹線
通勤・通学にウエイトを置いて調査したため、その部分を独立した報告書としたものである。
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