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【研究ノート】 

北陸新幹線開業が北信越地域にもたらす変化と地域課題 

REGIONAL CHANGES AND ISSUES CAUSED BY DEVELOPMENT OF 
 THE HOKURIKU SHINKANSEN IN HOKUSHINETSU AREA 

 
  櫛引 素夫 

 
青森大学社会学部 

 
The Hokuriku Shinkansen between Nagano and Kanazawa begin operation on March 14, 2015. 

Social interest is mainly directed to Ishikawa and Toyama Prefecture, although changes should 
extend to Hokushinetsu region; including Nagano Prefecture, and the Joetsu Shinkansen wayside of 
Niigata Prefecture. The purpose of this study is to research expected changes and to sort out regional 
issues in five areas of Hokushinetsu region. While the economic effects are expected in Hokuriku area, 
anxiety for the reduction of the presence and convenience has spread in Nagano, Toyama, Takaoka 
and Niigata City. There is a possibility that the Hokuriku Shinkansen operation restructure the 
relationship of some areas of Hokushinetsu region, especially Joetsu City and other cities. 
 
Keyword: the Hokuriku Shinkansen, the Joetsu Shinkansen, Hokushinetsu region, economic effect, 
regional issues 

 

1. はじめに 

 

 整備新幹線の一路線である北陸新幹線は，2015
年 3 月 14 日に長野－金沢間が開業し，北陸地方

と首都圏が高規格鉄道で直結される＝図 1．東京

－金沢の最短所要時間は，上りの 3 時間 47 分，下

りの 3 時間 51 分から，上下とも 2 時間 28 分に短

縮されるとともに，首都圏と北陸地方を結ぶ列車

の本数や座席数も大幅に増えて，日本の高速交通

体系が変革期を迎える＝図 2，図 3． 
 一連の変化は，大きく「上越新幹線と特急『はく

たか』（越後湯沢－金沢など）を軸に構成されてき

た首都圏－新潟県－北陸地方の移動ルートが，上

越新幹線と北陸新幹線の二軸となること」および

「首都圏－北陸地方の乗り換え解消・時間距離短

縮」に整理できる．これらの変化が地元にもたら

す効果や影響については，石川県（2009）などが

予測を公表しているほか，藤沢（2014）などの検

討事例がある．  
 特に新潟県は，北陸新幹線の開業に伴う上越新

幹線の減便や特急「はくたか」廃止が，地元に不利

 
【図１】北陸新幹線・上越新幹線の概略 
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益をもたらす可能性があるとの認識から，予想さ

れる一連の変化を「2014 年問題」と名付け，対策

を検討してきた（上越新幹線活性化同盟会，2008）． 
 ただ，これらは主に，沿線の変化を県単位で，あ

るいは経済活動に限って考察しており，沿線を広

域的な視点から扱った検討事例は，櫛引（2014b）
など少数にとどまる． 
 そこで本研究では，北信越地域のうち長野，富

山，高岡，上越，新潟の 5 市を対象として，地元

でのヒアリングおよび対象者に対する継続的なメ

ールでのヒアリングなどに基づいて，開業直前の

2015 年 2 月時点において地元が予測している主

な社会的，経済的変化と背景を整理する．さらに，

地域政策的な論点を整理，考察する． 

 

2.北信越地域に及ぶ変化の概観 

 

2.1ダイヤや鉄道経営体の変化 

 北陸新幹線は東京と北陸地方を結び，さらに大

阪へつながる，整備新幹線の一路線である． 
 1997 年に開業した長野新幹線（高崎－長野間，

約 171km）はもともと北陸新幹線の一区間だった

が，長野－金沢間約 228km の開業に伴って長野新

幹線の名が消え，長野駅は北陸新幹線の途中駅と

なる． 
 北陸新幹線に並行する在来線の信越本線・長野

－直江津間と北陸本線・直江津－金沢間は，JR か

ら 4 社 5 線の第三セクター会社に分割して移管さ

れ，日本海側を縦断する JR グループの線路がな

くなる＝図 4．JR グループが 2014 年 12 月に公

表した開業ダイヤによると，北陸地方と首都圏を

結ぶ主要ルートを担い，1 日 13 往復走っていた特

急「はくたか」（上越線－北越急行ほくほく線－信

越本線－北陸本線経由），および新潟－金沢間を 1
日 5 往復していた特急「北越」（信越本線－北陸本

線経由）が廃止される．新潟－上越妙高間などに

新設の特急「しらゆき」が 5 往復運行するものの，

「はくたか」「北越」廃止に伴い，新潟市などの下

越地域，長岡市などの中越地域と上越地域～北陸

地方とのアクセスは大幅に低下する． 
 一方で，東京－大宮間のダイヤ逼迫を背景とし，

さらに上越新幹線から北陸新幹線への旅客シフト

を見込んで，上越新幹線は東京－新潟間の速達タ

イプ列車「とき」が 27 往復から 26 往復に，各駅

停車タイプの「たにがわ」は東京－越後湯沢間の

16 往復が 9 往復に減便となる．さらに，「たにが

わ」減便をカバーするため「とき」の停車駅が増え

る。新潟大学教授・田村秀氏の指摘に基づき，筆者

が JR 東日本の時刻表から上り定期列車について

計算したところ，「とき」の平均所用時間は 2 分半

ほど長くなる．ただし，所要時間は一律に長くな

 
【図 2】主要区間の所要時間比較 

 
【図 3】列車運行体系の変化 

 
【図 4】並行在来線を運営する第三セクター会社 
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るわけでなく，13 本が長く，7 本が短くなる。 
 新潟県と関係 18自治体など 104団体が 2005年

に組織した「上越新幹線活性化同盟会」（事務局・

新潟市政策調整課）は，「2014 年問題」と題して，

（１）上越新幹線の本数削減と枝線化（２）特急

「はくたか」が経由する北越急行ほくほく線の利

用者減少（３）新潟県内外を結ぶ羽越・信越本線特

急の見直し・利便性低下（４）上越地域の北陸経済

圏化－に伴う「経済活力の低下や他地域との格差

拡大」を懸念してきた（上越新幹線活性化同盟会，

2008）．結果的に，開業ダイヤ発表の時点で（１）

（２）（３）は現実化することとなった．ただし，

（４）については，後述するように，上越地域と新

潟市内とで現状の認識に差異が見受けられる． 
 

2.2「かがやき」停車問題 

 JR グループは 2014 年 8 月，北陸新幹線の運行

計画について，速達の「かがやき」，各駅停車の「は

くたか」，富山－金沢間のシャトル列車「つるぎ」，

従来の長野新幹線を引き継ぐ「あさま」の 4 タイ

プの列車設定と停車駅を公表した＝図5．この際，

上越新幹線と北陸新幹線が分岐する高崎駅（群馬

県高崎市），新潟・北陸地方の交通の結節点に当た

る上越妙高駅（新潟県上越市），富山駅と金沢駅の

間に位置する新高岡駅（富山県高岡市）などに「か

がやき」を停車させない方針が明らかになり，沿

線で不満が噴出，社会問題化した． 
 特に，新潟県知事は，整備新幹線の建設スキー

ムに従って新潟県が，同県部分の北陸新幹線建設

費の三分の一を負担していることを理由に，「かが

やき」が新潟県内に停車しないことは建設費負担

に応じた便益が保証されないことを意味すると主

張，制度に欠陥があると批判した．さらに，上越地

域の上越，妙高，糸魚川の 3 市議会は抗議の決議

を採択するに至った． 

 また，高岡駅にはこれまで，北陸本線のすべて

の特急が停車していたことから，高岡市など 6 市

53団体が「かがやき」新高岡駅停車実現期成同盟

会を結成，国や JRグループに陳情活動を展開した． 

最終的に，2014 年 12 月 19 日に JR グループが

公表した開業時のダイヤにおいて，3 往復程度の

臨時の「かがやき」が設定され，新高岡駅に 1 往

復が停車するほか，上越妙高駅始発の臨時の「は

くたか」が運行することになって，地元の不満は，

表面上は沈静化した． 

 

3.現地調査の結果 

 
 本研究においては，2014 年 9 月に高岡市，12 月

に長野市，富山市，高岡市，上越市，新潟市で現地

調査を行った．また，一部のヒアリング対象者に

は引き続き，メールや SNS でのヒアリングを行っ

ている． 
 主な調査対象は以下の通りである． 
〇長野市：長野県交通政策課，長野市交通政策課，

長野商工会議所，地元マスメディア記者 
〇富山市：大学コンソーシアム富山，地元マスメ

ディア記者 
〇高岡市：新幹線まちづくり推進高岡市民会議，

地元マスメディア記者 
〇上越市：上越市新幹線・交通政策課，上越商工会

議所，地元マスメディア記者 
〇新潟市：新潟県交通政策課，新潟市政策調整課，

新潟商工会議所，新潟経済社会リサーチセンタ

ー，地元マスメディア記者 
 

3.1長野市の状況 

 長野新幹線は 1997 年 10 月，整備新幹線で初の

開業事例として，1998 年の長野五輪に合わせる形

で開業した．金沢延伸に際し，長野駅は開業 18 年

目でターミナルの座を失う． 
 整備新幹線が開業した他の地域では，開業自体

が地元にとっての一大イベントとなったが，長野

新幹線の場合は，長野五輪開催が主なイベントで

あり，高速道路等の整備も並行して行われた．こ

のため，当時の長野県庁は新幹線開業による経済

的な効果の検証を諦め（櫛引，2007），検証事例も

長野経済研究所（1998）など少数にとどまる． 
 長野商工会議所によると 2008 年，金沢延伸に

備えて経済団体が率先し，新幹線の呼称に「長野」

を残す活動を始めたほか，「中間駅となっても通過

 
【図 5】【図 5】北陸新幹線の列車別停車駅 
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駅とならない」ように，ハード・ソフトの両面で対

策を講じてきた．長野駅は全面改築が進み，北陸

新幹線開業直後の 2015 年 4～5 月に行われる，7
年に 1 度の善光寺「御開帳」などを素材として誘

客を図っている．さらに，開業の話題性を利用し

た関西方面からの誘客を視野に入れている． 
 ただ，上記のように，長野新幹線は五輪を契機

として，他の整備新幹線沿線に比べるとスムーズ

に開業に至っている（佐藤，2015）．整備新幹線は

財源難への対応として，各路線で部分的に，在来

線にも乗り入れ可能なミニ新幹線規格などが採用

された．しかし，これまで開業した整備新幹線は，

度重なる国や与党による検討の結果，すべて既存

の新幹線規格（フル規格）で建設されている． 長
野新幹線は完成時期が早い上，着工後の規格変更

が少なく，国や与党との政治的な交渉も長くは続

かなかった． 
こうした事情からか，東北新幹線・新青森開業

時に途中駅化した八戸駅に比べると，長野市は、

漠然とした不安は共通しているものの，県・市レ

ベルの危機感は八戸市ほどには強くない．八戸市

の場合，列車がもともと 1 時間に 1 往復程度だっ

た上，速達タイプの列車「はやぶさ」が通過する懸

念が早くから強まっており，実際に一部が通過す

るに至った．だが，長野駅はほぼ 1 時間に 2 往復

程度の列車があり，2014 年 8 月段階で北陸新幹線

の全列車の停車が確定していたことも一因と考え

られる． 
 以上のような経緯のためか，長野市内では，長

野新幹線開業が同市一円にもたらした効果や，長

野以北の北陸新幹線の活用法について，まとまっ

た検証や検討が行われているとの情報は得られな

かった． 
長野市民には新潟県上越地域を「信州の海」と

呼ぶ習慣があるなど，長野地域と上越地域は日常

生活レベルでのつながりが存在する．長野市－上

越市の所要時間は，現在，高速道や JR 信越本線で

1 時間半程度だが，北陸新幹線延伸後は最短 19 分

で結ばれる（図 2 参照）ことから，旅行者の動向

など経済面の変化に加えて，後述するように，通

学圏の形成など住民生活に変化が生じる可能性も

ある． 
 

3.2 富山市の状況 

 櫛引（2014b）で報告したように，富山市は 2013

年 12 月の時点で，金沢市内に比べると新幹線開業

への期待感が低い状態にあった．本研究に際して

は，メール等でヒアリングを継続している地元マ

スメディア記者らに面談で調査を行ったほか，大

学コンソーシアム富山が北陸新幹線開業後の影響

と戦略を検討するために開催している「コラボ塾」

において 2014 年 12 月，参加者約 50 人と意見交

換した． 
 2014 年 9 月 19 日付北日本新聞などによると，

富山市の地価はプラス 0.2%と 22 年ぶりに上昇へ

転じ，特に富山駅前の桜町 2 丁目では 6.5%の上昇

となるなど，新幹線開業への経済的な期待感がよ

うやく数字に表れた．金沢市では経済的効果への

期待がより高く，金沢駅西側の同市広岡 1 丁目が

商業地として全国トップのプラス 15.8%となった

のに比較すればインパクトは限定的だが，東北新

幹線・新青森駅開業前に，同駅周辺の地価が上昇

には至らなかったことに比べれば，既に一定の開

業効果が表れていると言える．なお，新青森駅は

住宅地に位置しており，開業前の周辺の地価は横

ばいだった．ただし，青森県内は近年，東北ワース

トクラスの地価下落が続いているため，当時の横

ばいは「上昇に等しい」との見方を 2011 年 3 月

18 日付東奥日報記事は伝えている．  
 コラボ塾参加者によるワークショップで挙がっ

た意見・感想をみると，開業を 3 カ月後に控えた

段階でも，観光・物産面での対策が，金沢市に比べ

て必ずしも十分でないとの指摘が目立った．特に，

これまで富山駅と大阪駅を直結していた特急「サ

ンダーバード」がすべて金沢止まりとなり，新幹

線「つるぎ」などとの乗り換えを余儀なくされる

ことから，自らの生活での利便性低下に加えて，

関西からの誘客への悪影響を懸念する意見が多か

った．首都圏からのビジネス客の宿泊減を危ぶむ

一方，自らの東京出張が日帰り化して東京での飲

食・宿泊の機会が減ったり，労働強化につながっ

たりするとの見方を示す人もいた． 
 このほか，地元マスメディア記者へのヒアリン

グによると，20 代女性などには，同じ北陸新幹線

沿線の軽井沢駅前にあるアウトレットモールへの

ショッピングを期待する人もいた．これまでは自
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家用車で年に 1，2 度程度，出かけるだけだったが，

より頻繁に遠出したいとの意向があるという．北

陸新幹線による北陸から軽井沢駅への誘客は，こ

れまでメディア等でも大きくは話題に上っておら

ず，開業後の動向が注目される． 
 ヒアリングを行った 2014 年 12 月時点で，金沢

駅は駅周辺整備がほぼ完了していたのに対し，富

山駅周辺はまだ工事が続いている上，開業に合わ

せて路線を組み替える路面電車の工事も，駅前を

中心に今後も継続される．駅一帯の景観が落ち着

いていないことが，開業への期待感を下げている

様子が，ワークショップ参加者の指摘にも表れて

いた． 
ただ，参加者の意見やこの 1 年程度のヒアリン

グ結果からみて，期待感が高まらない最大の要因

は，ターミナルとなる金沢市の観光面での存在感

が非常に大きく，話題性や開業準備で先行されて

いる，という不安感である可能性が高い．櫛引

（2014b）でも示したように，富山県一帯には既に

企業進出など「新幹線効果」と呼び得る成果が出

始めている．にもかかわらず，金沢市に比べると

新幹線の恩恵が限定的であり，さらには多くの旅

行者が富山市を素通りして金沢市へ直行してしま

う，という悲観的見方が市内には存在する．換言

すれば「恩恵はあるが，金沢には及ばないであろ

うという予測」が，市民にフラストレーションを

もたらしていると言える． 
総じてみると，このような，金沢を意識した複

雑な感情に加え，大阪方面への利便性の低下が，

期待感が必ずしも高まらない大きな理由となって

いる可能性がある． 
なお，上記の軽井沢を除くと，上越地域や長野

地域など，他の北陸新幹線沿線とのアクセス向上

は，首都圏とのアクセス向上ほどには話題に上っ

ていない．また，新潟方面とのアクセス低下につ

いても，影響は小さいとの見方が大勢だった． 
  
3.3高岡市の状況 

 本研究において高岡市は，新幹線開業がもたら

す広域的な変化の中で，局所的に生じ得る例外的

な影響の事例として取り上げた．2014 年 9 月に新

高岡駅付近を調査したほか，同年 12 月，高岡市役

所などが組織する「新幹線まちづくり推進高岡市

民会議」，および地元の事情に詳しいマスメディア

記者らにヒアリングを行った． 

同市は国宝・

瑞龍寺や藩政期

以来の街並みが

残る富山県第 2
の都市ながら，

歴史的・文化的

には加賀藩や石

川県の影響が強

いという独特の

環境にあり，人

口規模は約 17
万人と金沢市の

約 46 万人，富山

市の約 42 万人

に 比 べ て 小 さ

い．また，新高岡駅は，高岡駅からみて中心市街地

の反対側，約 1.8km 南方に位置し，速達型の「か

がやき」も停車しないなど，開業の効果をどこま

で享受できるかが懸念されている=図 6． 
新幹線開業に備えて在来線の高岡駅舎が改築さ

れ，市内を走る路面電車が乗り入れるなど，接続

環境も改善されている．しかし，中心市街地は閉

店した商店が目立つなど衰退の兆候がある上，1日
42 往復が停車していた特急列車がなくなるため，

地元記者によると，金沢市と富山市の間で，都市

としてのブランドが低下したり，話題性で埋没す

るなどして，市勢が衰えることへの危機感が強い．

北陸新幹線の沿線他地域とのアクセス向上も話題

に上る余地がない状況にある． 
ただ，新高岡駅には，北陸最大級のイオン系シ

ョッピングモールが隣接しているほか，郊外型店

が近隣に立地している．同駅と高岡駅は JR 城端

線で直結し，距離も東北新幹線の新青森駅－青森

駅（約 4km）や八戸駅－本八戸駅（約 5.5km），北

海道新幹線・函館駅－新函館北斗駅（約 18km）に

比べると短い上，中間には瑞龍寺などの観光スポ

ットも存在し，ターミナルとしての環境は必ずし

も恵まれていないわけではない． 
しかし，高岡駅への併設が実現しなかったこと，

新高岡駅に停車する長距離の定期列車が各駅停車

タイプの「はくたか」15 往復に限られることから，

地元には「新幹線開業対策は既に失敗した」との

認識すら存在している．また，「かがやき」通過を

 
【図 6】新高岡駅の位置 
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めぐっては，感情的な強い反発がある一方，駅の

立地からみて当然と受け止める声もあるという． 
新幹線まちづくり推進高岡市民会議は，市内の

観光資源に加え，能登半島への玄関口としての機

能を活用して，新幹線利用者の確保や拠点性の確

立を図り，停車列車の増加を目指す方針という．

首都圏でも，繁華街での大がかりなイベントや PR
活動ではなく，武蔵小山商店街（東急目黒線，東

京・品川区）でレンタル店舗による物産販売を行

うなど，着実なファンづくりを進めている． 
 

3.4 上越市の状況 

上越地域は新潟県の西端，東西日本の境界に位

置するとともに，上越新幹線の開業以前から信越

本線経由で首都圏と直結しており，市内には東京

に本社を置く化学・鉄鋼メーカーの工場が所在し

ている． 
このため，地元住民は東京とのつながりを強く

意識しており，また，新潟県民としての一体感を

有しつつも，日常感覚では，新潟市や長岡市より

も長野市を身近に感じていることを確認できた． 
現在の上越市は，「平成の大合併」で 14 市町村

が合併して誕生しており，人口規模は新潟県で第

3 位の約 20 万人ながら，都市的な集積は他の同規

模都市には及ばない．上越市から人口約 38 万人の

長野市までは，高速道路や信越本線を使って 1 時

間半ほどで，直線距離では長岡市や新潟市よりも

近く，上越市民にとって長野市は，最も身近な「都

会的な雰囲気を楽しめる都市」であるという．な

お，北陸新幹線の開業までは，上越市から富山市

への時間距離は，長野市への時間距離よりも短か

ったが，富山エリアに対しては，それほど強い意

識のつながりがないという． 
既述のように，長野市内にも上越市を「信州の

海」と呼ぶ習慣もあり，新潟市内や県外からは想

像できないほど，両地域の結びつきは深い． 
北陸新幹線開業後は，長野－上越妙高間の所要

時間が 19～23 分に短縮され，互いに大学の通学

圏になることへの期待感も高まっており，上越妙

高駅と市内の大学を結ぶバス路線の改善などが話

題に上っている． 
北陸新幹線開業後も，上越地域と首都圏は，現

行の上越新幹線－「はくたか」利用からの時間短

縮効果が見込めないため，行政や経済界の期待は，

他の整備新幹線沿線で一般的な「首都圏との直結

による観光・産業振興」よりも，「移動の選択肢の

増加」をはじめとする「生活の質の向上」に向いて

いるという． 
「かがやき」通過に対しても，新潟市内に比べ

るとむしろ冷静に受け止めており，観光面へのダ

メージはあると認めつつ，都市や地域のブランド

を毀損するとの意識はほとんどない． 
市町村が合併して誕生した現・上越市は市域が

広く，地域によっては，上越妙高駅から北陸新幹

線を経由するよりも，従来通り直江津駅から信越

本線や北越急行ほくほく線を経由して上越新幹線

に乗り換える方が便利な人も多い＝図 7．このた

め，居住地や目的地に応じた交通手段を選べるよ

うになることが，「選択肢の増加」の意味するとこ

ろという．具体的な対策としては，新幹線を中心

とする各種交通手段を網羅した時刻表の作成など

を進めている． 
ただし，「はくたか」廃止がもたらす利便性低下

については，あまり意識に上っていない． 
市全体としては，市内に知名度の高い観光地が

乏しい半面，周辺には佐渡や妙高高原といった観

光地が多い条件を生かし，周辺地域のハブとなる

上越妙高駅の利用者を確保して拠点性を高め，停

車本数を増やしたり，交通・社会的インフラの充

実を図るなど，新幹線を「人口減少社会に適合す

るための基盤」として強く意識した施策を展開す

る方針という． 
櫛引（2014b）で報告した上越妙高駅前の再開発

区域は，その後も販売が進んでいないが，市など

は駅前の開発そのものが新幹線の建設目的ではな

いとの認識に立ち，駅前に更地が広がる現状も，

 
【図 7】上越市の一帯の概要図 
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新青森駅前や新函館北斗駅とは異なって，大きな

社会問題化には至っていない． 
 

3.5 新潟市の状況 

 新潟県内の自治体や経済団体は，既述のように，

北陸新幹線開業に伴う地域政策的な課題群を

「2014 年問題」と名付けて対応を検討してきた．

しかし，2014 年 12 月時点での新潟県庁に対する

ヒアリングによると，この用語は 2011 年ごろから

使用を控え，上越新幹線の本数を大きく減らさな

いことを前提としつつ，観光などの分野で上越・

北陸両新幹線の活用法を模索する方針に転じてい

た． 
もちろん，危機感自体が薄れた訳ではなく，ヒ

アリング時点では，まもなく発表予定だった開業

ダイヤにおいて，上越新幹線の減便や北陸地方と

のアクセス低下，さらには県土が上越・北陸両新

幹線沿線に分断される事態を危惧していた．ヒア

リング対象者のほとんどが，上越新幹線開業を，

新潟市が日本海側唯一の政令指定都市に成長した

最大の要因と位置づけており，北陸新幹線の開業

によって上越新幹線の存在感が低下することや，

上越新幹線の減便と利便性の低下が，新潟県勢や

新潟市勢の衰退に直結することを警戒していた． 
ただ，上越新幹線が開業以来，地元にもたらし

た効果については，新潟県庁が開業 30 周年に合わ

せて検証を試みたものの，高速道路の整備も並行

していたことなどから，適切な指標の選択が困難

との結論に至ったという． 
上越新幹線がもたらした恩恵を評価する一方で，

新潟市が日本海側唯一の新幹線駅所在都市である

環境に安住してきたとの反省も聞かれた．当初は

北陸新幹線開業に合わせて 2015 年度完成を目指

していた新潟駅の高架化が 6 年程度遅れる見通し

であることへの批判，羽越本線や信越本線の需要

を喚起する高速化などの努力が不足していたとの

認識が存在した． 
2014 年 12 月 19 日に北陸新幹線の開業ダイヤ

が公表され，特急「はくたか」が予想通り廃止され

たものの，上越新幹線「とき」の減便は 1 往復に

とどまった．大半のヒアリング対象者が，影響が

最小限に収まったことを評価したが，「たにがわ」

の大幅減便に加えて，「とき」の所要時間が増加し

たこと，さらにはその事実が県内で認識されてい

ないことが，なし崩し的な利便性低下につながる

と懸念する意見もあった．このほか，東北新幹線

や北陸新幹線に最新型の車両が配置されてきたの

に対し，上越新幹線は古いタイプの車両が配置さ

れ続けていることへの反発も聞かれた． 
北陸新幹線で上越妙高駅始発の「はくたか」臨

時便が設定されたこと，東京－上越妙高間を 2 時

間弱で結ぶ列車が 6 往復設定されたことについて

は，JR による地元への配慮を読み取る一方で，利

用実績が伴わなければ速やかに減便に至るという

危機感も強かった． 
北陸地方や上越地域と新潟地域との鉄道アクセ

ス低下については，「2014 年問題」での提起とは

裏腹に，「沿線住民による日常的な移動は少なく，

また，上越地域と新潟地域の移動は高速バス利用

も多い」との認識から，地元への影響はほとんど

ないか，あっても限定的だとの見方が大半だった．

ただ，北陸地方整備局が新潟市に所在することか

ら，広域的な影響を懸念する声も聞かれた． 
 

4.考察と展望 

 
 以下，本研究で取り上げた地域の調査結果をま

とめながら，考察と展望を加えることにする． 
 

4.1北陸新幹線沿線の将来像 

長野市には，終着駅でなくなることへの不安は

存在するものの，全列車が停車する事情もあって

か，2016 年の北海道新幹線・新函館北斗開業で途

中駅化する青森市に比べると危機感は薄い．長野

市役所，長野県庁とも，総じて，地域政策的な課題

自体を明快に設定するに至っていない印象がある． 
長野市内で，飯山駅など長野以遠の新幹線活用

について必ずしも関心が高くない点は，北海道新

幹線開業への関心が必ずしも高まっていない青森

市の感覚と共通している．ターミナルが途中駅化

した先行事例でも，東北新幹線・八戸駅のように，

観光・経済面でほとんどダメージを被らなかった

ケースがあり（櫛引，2014a），金沢延伸後の変化

が注目される．なお，上越地域との交流にも一定

の期待感はあるが，都市の規模の差を反映してか，

上越市ほどには話題に上らず，「北信越地域の再編」

に対する意識も薄い． 
長野駅の途中駅化がもたらす変化については今

後，検証が必要であり，筆者も何らかの形で着手
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する予定である． 
富山市とその周辺は，既に新幹線効果と呼ぶべ

き経済的な変化が生じているが，開業直前の段階

でも，その事実が市民意識の中で必ずしも共有さ

れていない．開業に伴う経済的，社会的恩恵をど

う測定するのか，さらには，このような状況が，関

西方面とのアクセスの低下や，話題性で金沢地域

に及ばないことと相まって現実的にどのような不

利益につながるのか，現地での詳細な検証が期待

される．富山地域は特に，在来線の維持に関心が

深く（櫛引，2007），並行在来線の経営分離がもた

らす影響に留意する必要もあろう． 
高岡市については，巨視的に見れば，同市は前

章で述べたように，北陸新幹線の開業の恩恵を最

も大きく受ける地域に位置しながら，開業時のダ

イヤ編成や駅の立地によって，地元はむしろネガ

ティブな影響を強く受けると予測している．北陸

本線を軸とする交通体系下では，都市規模や拠点

性で勝る金沢市や富山市にかろうじて比肩し得る

地位にあったものの，地元が懸念する通り，新幹

線開業は市勢の後退を招きかねない．首都圏から

の時間距離の短縮だけでは測れない地域への影響

を，どのように検証するかが，ここでも課題とな

っている． 
なお，富山地域では，主な関心は首都圏からの

誘客における金沢との優劣や，関西地方とのアク

セス低下に向いており，新幹線開業がもたらし得

る北信越地域の再編にはやはり関心が向いていな

い． 
これらの地域に対して，上越市の立ち位置は非

常に特徴的である．首都圏との意識的なつながり

が深い上，往来するルートが上越新幹線から北陸

新幹線へシフトする半面，時間距離の短縮がほと

んど見込めないことから，他の整備新幹線沿線に

もありがちな，極端な首都圏志向が見られない．

一方で，最寄りの県庁所在都市である長野市との

アクセスが劇的に改善することで，通学圏など日

常生活面での変化も予想される．ただし，富山地

域とは，現状でも意識的なつながりや交流は強く

なく，新幹線開業でそれらが強まるとの予想もな

い． 
このような地元の事情は，新潟市などが懸念し

ていた「上越地域の北陸経済圏化」とは似て非な

るものに近い．上越市民は現時点でも，北陸志向

が強いわけではなく，むしろ新潟市を中心とする

新潟県の中で，「新潟県を含む広義の北陸地方と首

都圏を結ぶ結節点」，あるいは「狭義の北陸地方と

長野，首都圏を結ぶライン上に位置する地域」と

して独自の社会的・経済的ポジションを志向し，

実現しているように見受けられる．この点につい

ては今後，筆者自身が何らかの形で検証していく

予定である． 
北陸新幹線開業を契機に，上越市が「北陸新幹

線沿線」という地域イメージに組み込まれ，さら

に長野市と通学圏や通勤圏としてのつながりが生

まれれば，新潟県内での独自色がさらに強まる可

能性が高い．その場合，地元の意識が現状とさほ

ど変わらなくても，県庁所在都市・新潟をはじめ

とする中越・下越地域から，いわば一方的に「北

陸・上越新幹線によって県土が二分した」とみな

される可能性がある． 
ところで，いずれの地域でも，日本海沿岸を縦

断する機能が弱体化することには，それほど関心

が払われていない．しかし，域外から広域的に日

本海側を移動する旅行者にとっては，利便性が大

きく低下することは確実である．その影響が，ど

こにどの程度，どのような形で表れるか，北陸新

幹線開業後の状況を注視していく必要がある． 
 

4.2新潟県の将来像 

新潟県や新潟市は，「2014 年問題」として提起

した課題がほぼ現実化することによって，上越新

幹線を一つの柱とした地域経営の方向性の見直し

を余儀なくされつつある．個別には，上越新幹線

の減便や所要時間の増加，県内の在来線の利便性

低下といった状況が要因となるが，ヒアリング結

果をまとめてみると，個別の要因は，個々人のレ

ベルでは必ずしも重視されていない．地元の懸念

はむしろ，老朽車両の運行への不満が象徴する「新

潟市を中心とした新潟県が寂れる」「北陸新幹線沿

線より格下の地域になる」といった，「情緒的な，

将来に対する漠然とした不安」が根幹を占めてい

る可能性がある． 
ここで注目しておくべきは，「かがやき」が上越

妙高駅を通過することへの新潟県内の反応である．

ヒアリング対象者に関する限り，「かがやき」通過

への反応は，上越市より，むしろ新潟市内の方が

強かった．背景には，北陸新幹線完成に至る過程

で，国と新潟県の交渉がもつれた経緯がある． 
2015年 2月 14日～18日付新潟日報記事による
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と，北陸新幹線は当初，新潟県内を経由しないル

ートが想定されていたが，曲折の末に 1982 年，上

越地域を経由するルートが公表された．しかし，

その後，整備新幹線の建設スキームが定められ，

建設費の地元負担と並行在来線の経営分離が決ま

った．長野－金沢間の着工段階になって，新潟県

は費用対効果の面で難色を示したが，早期着工を

求める沿線他県や国との駆け引きの中で，結局，2
条件の受諾を決断した． 
さらに 2009 年，建設資材の高騰を理由に，国が

新潟県の負担金 1,423 億円を 220 億円増額するよ

う求めたのに対して，新潟県知事は難色を示し，

並行在来線への支援と県内 1 駅への全列車停車を

条件とした．この対応は石川県などとの軋轢も生

んだが，最終的に，2012 年 12 月，国は並行在来

線支援を約束，額は 30 年間にわたり 780 億円と

することが翌 13 年に決まった．しかし，県内 1 駅

への全列車停車は開業時点では実現しなかった． 
整備新幹線をめぐり国などと地元の意向が食い

違う例は珍しくなく（櫛引，2007 など），上越妙

高駅は結果的に，「2014 年問題」の提起とは別の

形で，国と新潟県の駆け引きを象徴する舞台とな

った．既述の通り，上越市内は「かがやき」通過を

冷静に受け止める空気があったが，新潟県や地元

メディアは，上越地域の意向とは別個に，「かがや

き」停車の有無にこだわらざるを得ない経緯があ

ったといえる． 
同時に，このエピソードは，整備新幹線の沿線

における経済効果の位置づけの難しさを端的に示

している．建設費の地元負担と並行在来線の維持

費は，沿線の地域経営に大きな負荷を加える．そ

れに見合う経済効果を新幹線から引き出すには，

観光振興にとどまらず，総合的な雇用・産業の創

出策や定住促進策の展開が不可欠である． 
高齢化と人口減少が進む中，このような施策を

構築するのは容易ではなく，むしろ地域振興を目

的に建設した新幹線が，地域衰退の引き金となり

かねない．このような状況が，本項の冒頭に記し

た，新潟県内の「漠然たる将来への不安」の一因で

あるとも考えられる． 
 

5.おわりに 

本研究では，開業間近の北陸新幹線沿線の状況

を，速報的に，上越新幹線沿線と関連づけて「北信

越」という枠組みで整理してみた．結果をまとめ

ると，次のようになる． 
 

①北陸新幹線開業に伴い，新たに開業する長野

－金沢間だけでなく，長野市や上越新幹線の

沿線，新潟県が大きな影響を被る可能性が高

い 
②その状況には地元で不安が生じているが，地

元総体として起き得る変化の全容を必ずしも

把握し切れていない上，地域や自治体・組織

によって認識にギャップがある 
③上越－長野地域を軸に，北信越地域の社会的・

経済的再編が部分的に生じていく可能性があ

るが，新潟県が「2014 年問題」で想定した「上

越地域の北陸経済圏化」とは様相が異なる 
④上越市を除く各地域は，主に首都圏とのアク

セスの向上や低下に関心が向いており，沿線

相互のアクセス向上や低下にはそれほど関心

が向いていない 

⑤マクロにみると新幹線開業の恩恵が大きいと

みられる北陸地方でも，地元の利便が必ずし

も高まらない地域が存在する 

⑥新幹線のダイヤは開業の効果を大きく左右す

るが，直接的な利便性以外の面でも，地元は

地域のブランドや存在感と関連づけて，住民

感情面などに大きな影響を被る． 
 
 整備新幹線の開業が地域にもたらす変化は，「沿

線」という枠でとらえることが一般的であり，「県」

の単位で論じられることも多い．しかし，現実の

事例に即すると，「効果」の現れ方は「駅」やその

後背地の「地域」が単位となっており，「沿線」「県」

を単位とした地域政策や課題設定とは必ずしも整

合しない．特に，「2014 年問題」などにみられる

ように，「県」が深刻と受け止める問題を，新幹線

駅の所在地域が深刻と受け止めているとは限らな

い例もある． 
 だが，整備新幹線について論じる場合，テーマ

となる地域課題に応じて，それにふさわしい空間

的な枠組みをその都度，設定し直す手順の重要性

は，これまで十分に検討されてきたとは言い難い．

本研究で扱った北信越地域はもともと，東北や九

州に比べて地域区分や地域のアイデンティティが

固定的でなく，北陸地方整備局が新潟市に置かれ

ているように、「北陸」の概念一つとっても地元の
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認識は多様である．そもそも，整備新幹線開業に

際して論じられなければならない地域課題が実の

ところ何なのか，議論が尽くされているとも言え

ない． 
本研究においても，上記の事情に加えて，調査

地域の制約や筆者の能力不足によって，適切な検

討をなしえたとは到底，言い難いが，より適切な

開業対策の実現と，開業がもたらす社会的・経済

的変化の検証の一助とするため，速報的に成果を

公にすることとした． 
交通体系の変化には，新幹線や航空機のみなら

ず，高速道路の利用，中でも高速バスの役割を十

分に検討，検証する必要がある．地元でも，上越市

と長野市や新潟市などの相互移動はマイカーが主

体だとの指摘がある．何より，並行在来線の分割・

経営移譲が，どのような形でどの程度，沿線住民

の生活を圧迫するかを注視する必要がある． 
本研究には，ほくとう総研の平成 26 年度地域活

性化連携支援事業による助成「北陸新幹線の開業

が東北地方の交通に及ぼす広域的変化の基礎調査」

を活用しており，筆者自身は少なくとも 3 年程度，

研究を継続する予定だが，より多くの研究者によ

る総合的な検討と検証が期待される． 
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REGIONAL CHANGES AND ISSUES CAUSED BY DEVELOPMENT OF 
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北陸新幹線の長野－金沢間が 2015 年 3 月 14 日に開業する．社会的関心は主に北陸地方の石川県や富

山県に向いているが，開業がもたらす変化は，長野県と新潟県の上越新幹線沿線を含む北信越地域一円

に及ぶ．本研究では，北信越地域の 5 市を対象に，地元が予測している変化を検証するとともに，地域政

策的な論点を整理した．北陸地方に経済的効果が及ぶと期待が高まる一方，長野市や富山市，高岡市，新

潟市は，存在感や利便性の低下に対する不安が広がっている．新幹線開業は，北信越地域の関係性を再編
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する可能性があり，特に上越市と他都市の関係性の行方が焦点となる． 
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