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Abstract 

 

With the spread of Covid-19 infection, the number of users on New Shinkansen lines had decreased 

significantly, and the business models of JR Group companies have also been damaged. Nevertheless 

the preparation for the New shinkansen lines had been be confused, in Tsuruga City, Fukui Prefecture, 

an online research confirms that tasks are steadily continuing. In addition, many participants from 

all over the country attended the online research meeting planned for that report. It was confirmed 

that online methods are effective even under restrictions. The state has not improved yet, and it is 

necessary to pay close attention to how Covid-19 affects the schedule for the New Shinkansen lines 

those are is under construction or will be constructed. It is necessary to examine the impact of Covid-

19 on local communities, businesses, and tourism from various perspectives along the New 

Shinkansen line. 

 

Keywords ; Covid-19, tourism, New Shinkansen lines, Tsuruga city, Zoom 

 
１．はじめに－本研究の背景と課題設定 

整備新幹線は 2020 年度，東北新幹線（盛岡以

北）と九州新幹線が開業から 10 周年を，北海道新

幹線が新函館北斗開業 5 周年を迎える．暦年では

2020 年 3 月，北陸新幹線・長野－金沢間が 5 周年

を迎えた．さらに，2022 年度には北陸新幹線・敦

賀延伸と長崎新幹線の暫定開業が控える．ここ数

年，増大する外国人観光客によって利用が伸び，

さらに，2020 年に開催予定だった東京オリンピッ

ク・パラリンピックに向けて，さらなる利用拡大

が見込まれていた．このような状況に合わせて，

JR 東日本など各社は新幹線ダイヤを増強，また，
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沿線の自治体も経済的，社会的効果の獲得へ，駅

周辺施設や受け入れ態勢の整備を進めていた． 

しかし，2020 年頭からの新型コロナウイルス感

染症（以下,Covid-19 と表記）拡大は，「人の移動」

に世界的な，著しい制約を加えた．その結果，例え

ば東北新幹線は，春の大型連休の利用が，盛岡－

八戸間で前年より 95.1%落ち込む（JR 東日本・

2020 年 5 月 7 日プレスリリース）など，利用者の

大きな減少に見舞われた． 

4～5 月の国の緊急事態宣言と移動自粛要請を

挟み，緊急事態宣言解除を経て，6 月には利用が回

復し始めた.しかし，7 月以降の感染の再拡大，そ

の渦中での旅行・観光振興策「Go To トラベル」

の実施，一方で，お盆の帰省に対する各県知事の

自粛要請など混乱が続き，本稿を執筆している 8

月末現在，利用の本格的な回復には至っていない． 

世界保健機構（WHO）のテドロス・アダノム事

務局長は 8 月 21 日，記者会見で，Covid-19 が「今

後の 2 年内」に収束することを期待していると述

べた（CNN 日本語版，2020 年 8 月 22 日記事）．

換言すれば，世界的な収束は早くても 2022 年ご

ろ，つまり少なくとも 3 年にわたって Covid-19 の

影響が続くと予想されている． 

新幹線ネットワーク＝図 1＝は速く，大量に人

を運ぶことを使命とし，あるいは存在意義として

きた（櫛引，2020）．しかし，整備新幹線を含め，

そのビジネスモデルは危機に直面している（梅原，

2020）．  

筆者は 2020 年 4 月以降，2023 年春に北陸新幹

線延伸を控えた福井県敦賀市に Zoom で，JR 東日

本などにメールでヒアリングを行うなど，新型コ

ロナウイルスが新幹線ネットワークに及ぼす影響

について検討を進めてきた．その一部は，7 月 4 日

に Zoom 上で筆者が主催した「新幹線オンライン・

フォーラム」で報告した．また，8 月 8 日に開か

れた経済地理学会北東支部のオンライン研究集会

「Post-COVID19 に向けた東北の観光戦略」でも

報告した． 

本稿においては，これらの経緯と成果を元に，

整備新幹線に及んだ Covid-19 の影響を俯瞰する

とともに，建設中の整備新幹線路線への今後の影

響，さらには新幹線ネットワーク全体に及び得る

影響について検討する．併せて，整備新幹線につ

いて，オンラインで調査研究や検討を行う意義と

 
図１ 新幹線ネットワーク 
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課題について検討する． 

 

２．整備新幹線と地域社会・経済の関わり 

２－１．時系列に沿った関連性の整理案 

筆者は，整備新幹線の研究に着手した 2002 年

以降，主に各地のフィールドワークやヒアリング

に基づき，新幹線が地元にもたらすポジティブな

効果，およびネガティブな影響について，調査の

進展に応じて加筆しながら整理案をまとめてきた．

図 2 に，2020 年 8 月段階のバージョンを示した．

Covid-19 による混乱発生前（以下，「ビフォア・コ

ロナ」と表記する）の 終段階と位置付けられる．

なお，前述の新幹線オンライン・フォーラムには，

2019 年 11 月にまとめたこの前のバージョンを使

用した． 

 整備新幹線構想は「早く，大量に，安定して人を

運ぶ」仕組みを起点に，QOL（生活の質）の向上

や持続可能な地域社会づくりの実現を目指してい

たと総括できる（櫛引，2020）．だが，新型コロナ

ウイルスが起こした世界的混乱は，「より早く，よ

り大量に，より安定して」人が移動する仕組みに

大きな打撃を与えた．世界の潮流となってきたグ

ローバリゼーションそのものが試練にさらされて

いる（藤田・浜口，2020）． 

このような状況下，図 2 の整理は暫定的な内容

ではあるが，一定程度，現状と今後の変化に関す

るチェックリストとして機能し得るだろう． 

 

２－２. 新幹線・旅客需要をめぐる模式図案 

 Covid-19 によるダメージの収束まで今後，どこ

にどのような影響が及び続けるのか．それを検討

するには，まず，整備新幹線の旅客需要が，沿線地

域や国内外で，どのような組織・人・機能と関連づ

けられるかを考える必要がある． 

だが，管見の限り，このような関係性を記述し

た前例を見いだせなかった．そこで，筆者の見聞

をもとに，関係性を模式的にまとめてみたのが図

3 である．前述の新幹線オンライン・フォーラムに

向けて急きょ，作成した資料に基づき，色やフォ

ントを多少，調整した． 

 

着 ⼯ 前︓北陸新幹線・敦賀以⻄、⻑崎新幹線・新⿃栖－武雄温泉間 
建設段階︓北陸新幹線・⾦沢－敦賀間、北海道新幹線・新函館北⽃－札幌間、 

⻑崎新幹線・武雄温泉－⻑崎間 
定着段階︓東北新幹線・盛岡－新⻘森間、九州新幹線全線、北陸新幹線・⾼崎－⾦沢間、 

北海道新幹線・新⻘森－新函館北⽃間 
 

図 2 整備新幹線がもらす効果・影響の整理案（2020 年 8 ⽉段階） 
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まず，「新幹線とそのビジネスモデル」を中心に

置いてみると，採算性，運行・保守の技術，さらに

は運行や保守を支える「人財」といった項目が関

連キーワードとして挙げられる． 

 「国内需要」を構成する旅客の主な利用目的と

しては，「ビジネス」，「観光」，そして通勤通学・帰

省などの「暮らし」が挙げられる．そして，今回の

整理では，これらの国内需要に関連する「関係性

の場」として，「『目的地』のインフラ①（観光面）」，

「『目的地』のインフラ②（都市機能）」，「地域社

会」，という３つの「関係性の場」を設定してみた． 

 観光面のインフラは，観光資源や土産・物産，交

通機関，DMO（観光地域づくり法人），情報，飲

食・宿泊機能などの機能・組織・要素から成ると考

え，これらすべてに関わるキーワードとして，「人

財」「マインド」を設定した．大きくみると，ソフ

ト面の機能・要素が多い．これらのうち，どれが欠

けても，一定水準の利益や効果の獲得は困難であ

る． 

 一方の都市機能面のインフラは，駅やその周辺

地域の整備，二次交通機関・網の整備，道路整備，

ビジネス施設等の整備，といった機能・要素から

成ると考えた．どちらかといえばハード面の機能・

要素が多く，また，一般に，観光面に比べると整備

に時間がかかる． 

 地域社会をめぐっては，地域の産業力や企業の

立地，人財・労働力の存在，健康水準や医療体制と

いった生活基盤に関わる要素，文化，娯楽，教育な

ど「生活の質」を左右する要素，さらに値域住民の

価値観や慣習，ライフスタイル，マインドといっ

 
図 3 整備新幹線の旅客需要をめぐる模式図案（筆者作成） 
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た要素が，「人の一時的・定期的な移動ニーズ」を

左右し，新幹線の利用者数にも関わっていると仮

置きした．加えて，人口の全国的，ないしは圏域・

地域内での減少や偏在，高齢化といった現象が重

なり，将来に向けての移動ニーズを左右し得ると

考えた． 

 一方，海外の人々による需要は，整備新幹線の

沿線の場合，圧倒的に観光関連ニーズが多いと考

えられるが，ビジネスや留学，日本在住の親族を

訪ねるための利用も，ある程度は想定される． 

 海外の諸国が日本に観光客を送り出す機能・要

素としては，まず，一定の「旅行者層」の存在が考

えられる．また，航空会社や旅行会社，さらにはそ

の他のエージェントを含む，日本への送客ネット

ワークが必要である．旅行者層や送客機能は，海

外旅行の意向や訪日の機運といった「マインド」

と密接に関わっているはずである．また，日本を

市場とし，あるいは，日本にビジネスパートナー

がある企業の存在も，訪日外国人，ひいては整備

新幹線の利用者に多少とも関わっていると考えら

れる． 

 以上のような「関係性の場」は，非常事態宣言や

都道府県独自の非常事態宣言・帰省自粛要請など

移動を抑止する施策，その一方での，例えば国の

「Go To トラベル」キャンペーンや各道県が独自

に実施している域内の旅行促進策など，国・地方

の施策と密接に関わっている． 

 このほか，大きく見ると整備新幹線と競合し，

利用状況を左右し得る存在として，航空業界や高

速バス業界が想定される．もちろん，個別にみる

と，移動の際に整備新幹線と組み合わせて使われ

る例もある． 

 図 3 は暫定的な整理案に過ぎず，時間や事態の

推移に合わせて，検討と改訂を重ねていくための

スタート台である．事態がまだ進行中のため，本

稿においては，詳細かつ具体的な検討には踏み込

まず，提起にとどめる．ただ，整備新幹線と Covid-

19 の関係性を論じるには，一定程度，複雑な関係

性や時空間の広がりを意識せざるを得ない点は強

調しておきたい． 

 

３．整備新幹線への影響の概観 

３－１. 各路線の利用状況 

2020 年 8 月現在，整備新幹線の各路線について

は，お盆や大型連休を除き，利用状況に関する統

一した公開フォーマットが存在しない．JR 各社の

リアルタイムの公表は，マスメディアを通じて，

かつ，断片的に行われている．この中で，北陸新幹

線については，JR 西日本の社長会見において「対

前年比」のデータが公表されており，利用者数の

推移の試算が可能である．  

 図 4 に，北陸新幹線の利用者推移を示した．在

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 4 北陸新幹線の利⽤者推移 
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来線当時に比べて，開業後に利用者が跳ね上がり，

さらに高止まりしてきた状況が見て取れる．2019

年 9 月には台風 19 号によって長期間の運休と臨

時ダイヤ編成を余儀なくされ，そのダメージから

回復しきれないうちに，Covid-19 の影響を受けた． 

 図 5 には，北海道新幹線の利用者推移を示した．

北海道新幹線については，国土交通省による公式

データが数カ月遅れで公表されている．こちらは

年度ごとの差異が分かりやすいよう，横軸は「年

度」を重ねて表示してある．在来線当時に比べて

利用が増えたものの，2017 年度以降は縮小，それ

でも 2019 年度は前年度並みの水準を確保してい

た．しかし，年度末になって利用が急減している

様子が分かる． 

このほか，東北新幹線（盛岡以北）については，

JR東日本の盛岡支社長が3月23日の記者会見で，

同月の盛岡―八戸間の利用が前年の 48%に落ち込

んだことを明らかにした．１月が前年比 102%だ

ったが，2 月には同 89%と減少を始めていたとい

う（2020 年 3 月 24 日・東奥日報記事）． 

大型連休期間（2020 年 4 月 24 日～5 月 6 日）

とお盆期間（同 8 月 7～17 日）について，整備新

幹線以外も含む新幹線各路線の利用状況をまとめ

たのが表 1 である（出典・JR 各社の 5 月 7 日，8

月 18 日のリリース）．非常事態宣言中の大型連休

は，北陸新幹線・上越妙高－糸魚川間をはじめ，軒

並み，前年の 1 割以下まで利用が落ち込んだ．お

盆期間中も，前年の 4 分の 1 から 5 分の 1 の水準

にとどまっていた様子が分かる． 

 これらの状況は，JR 各社に大きな財政的ダメー

ジを与え，2020 年 4 月～6 月期の決算は軒並み，

四半期ベースで過去 悪を記録した．JR 東日本が

2020 年 7 月 30 日に公表した決算短信によると，

同期の連結決算は， 終損益が 1,553 億円の赤字

と，過去 大の赤字となった．翌 7 月 31 日に JR

西日本が公表した決算短信によると，同じく 終

損益が 767 億円の赤字と過去 大，JR 九州が 8 月

4 日に公表した決算資料によると， 終損益は 51

億円の赤字と，会社発足後では初の四半期での赤

字となった． 

また，JR 北海道は，8 月 19 日に公表された決

算によると，126 億円の赤字となった． 

中でも JR 北海道は 2019 年度の時点で全路線

が赤字となっており，Covid-19 のダメージが苦境

に拍車をかけた格好となった． 

 梅原（2020）によれば，鉄道会社は一般に，列

車の運行の有無にかかわらず必要な経費（固定費）

の割合が大きい．また，JR 東日本の 2020 年度版

 

図 5 北海道新幹線の利⽤者推移 

表１ 2020 年の⼤型連休とお盆期間の 
整備新幹線利⽤状況 

 
（JR 各社の 5 ⽉ 7 ⽇・8 ⽉ 18 ⽇ 

プレスリリースから筆者作成） 
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ファクトシートによると，2020 年 3 月期における

新幹線収入は 5,655 億円で鉄道運輸収入の 31%を

占める．同じく，JR 西日本の 2019 年度版ファク

トシートによれば，2019 年 3 月期における新幹線

収入は 4,570 億円で，鉄道運輸収入の 52%に上る．

一方，JR 九州の 2019 年度版ファクトシートによ

ると，2019 年 3 月期の新幹線収入は 549 億円と，

鉄道運輸収入の 36%を占める 

 整備新幹線を含む新幹線各線は，在来線に比べ

て旅客単価が高く，利用者の低迷は，JR 各社の経

営に大きな影響をもたらすと考えられる． 

 

３－２. ビジネスモデルへの影響 

 前節で述べたように，整備新幹線を運行する JR

各社は，前例のない危機的な経営状況に直面して

いる．中でも，経営基盤の脆弱な JR 北海道は，会

社全体のビジネスモデルがあらためて揺らぎつつ

ある．JR 東日本と JR 西日本は，経営的な体力は

はるかに安定しているものの，Covid-19 によるビ

ジネスや観光，日常生活の変容が，どの程度，どの

範囲まで及ぶか不透明な状態にある． 

進行していく人口減少も手伝って，混乱が今後，

短期間で収束した場合でも，経営状態の回復には，

一定の時間を要する可能性がある．その場合，前

述の通り固定費が大きい性格上，在来線や新幹線

全体にわたる，何らかの，経営方針の大きな転換

が生じる事態も想定される． 

 既に，在来線について減便の方針を表明したの

が JR 九州である．2020 年 8 月 26 日の日経新聞

記事によると，JR 九州社長は同日の記者会見で，

翌年春のダイヤ改正に際し，福岡都市圏のダイヤ

を大幅に減らす方針を示した．理由としては，「新

型コロナが収束しても，鉄道利用は以前の 7～8 割

しか回復しない可能性がある」「事業継続のため，

コロナによる影響が大きい福岡都市圏のダイヤを

減らす」と述べたという．ただし，2018 年春に大

幅減便済みだった地方路線については，さらなる

減便は見送る方針という． 

 このような動きが他社に広がるか，特に整備新

幹線のダイヤがどう変わるか，予断を許さない状

況にあると言える． 

 一方で，建設中，さらには今後，着工が予定され

ている各路線についても，行方が注目される． 

 2020 年 6 月 25 日の福井新聞記事によると，前

日開かれた自民党の北陸新幹線整備プロジェクト

チーム会合において，新型コロナウイルスの感染

が拡大した同年 4～5 月，北陸新幹線・金沢－敦賀

間の工事が 8 カ所で一時中断したことが明らかに

された．しかし，工事は再開され，建設に当たる鉄

道・運輸機構は，2023 年春の開業スケジュールに

変更はないとの見通しを示した．また，引き続き

着工が検討され，2046 年開業を目指す敦賀以西の

区間について，国は，JR 西日本の業績悪化が財源

問題に及ぼす影響を否定したという． 

金沢－敦賀間の区間は，2019 年度に工事がピー

クを過ぎており，開業スケジュールが大きく変更

される可能性は比較的低い．それでも，特に敦賀

以西の区間について，既に開業をめぐる検討や準

備に着手している沿線地域は，さまざまなシナリ

オを想定しておく必要があろう． 

 また，現在，2031 年春の札幌延伸を目標に工事

が進む北海道新幹線は，前述の通り，JR 北海道の

経営の行方そのものに不安材料が多く，何らかの

大きな見直しが生じる可能性を視野に入れておく

必要があろう． 

 このほか，着工を求める動きがあった四国新幹

線や山陰新幹線，さらにはフル規格化を求める動

きがあったミニ新幹線の山形新幹線については，

筆者は執筆時点で情報を得られていないが，今後，

建設促進運動に何らかの影響が及ぶ可能性がある． 

 

３－３. 外国人観光客への影響と見通し 

筆者が 2020 年 7 月末，国内の大手航空会社に

行ったヒアリングによると，国内の旅客需要の減

衰ぶりは，2001 年にアメリカで発生した同時多発

テロ直後の状況に類似しているという．不特定多



青森大学付属総合研究所紀要 Vol.22, No.1, 23-36, September, 2020 

30 
 

数の人々が，現実的なリスクの有無とはほぼ関係

なく，飛行機の利用そのものを忌避する「飛行機

離れ」が生じている状態とのことだった．海外に

おいても，同様の現象が起きている可能性がある． 

日本政策投資銀行は 2020 年 8 月 18 日，日本交

通公社と共同で実施した特別調査の結果を公表し

た（日本政策投資銀行・日本交通公社，2020）．ア

ジア・欧米豪 12 地域の海外旅行経験者 6,266 人を

対象に，6 月に実施した調査によると，2020 年 6

月以降に海外へ出かけると回答した対象者は

20％に満たず，抗ウイルス薬の開発などによる脅

威の消滅後，あるいは渡航希望先の安全宣言後と

いったタイミングで海外への観光旅行の検討を再

開すると答えているという． 

リポートは「訪日外国人旅行者数が従前通りに

戻るには相応の時間を要するであろう」と指摘し

ている．ただ，新型コロナウイルスの流行収束後

の海外旅行については，8 割前後が強い意向を示

し，日本は訪問先として，アジアでトップ，欧米豪

で 2 位の人気だった． 

 

４．オンライン研究の実践と意義 

４－１．オンラインでの現地状況確認 

櫛引（2020）で総括したように，筆者はこれま

で，整備新幹線沿線におけるフィールドワークを

基盤として，調査研究活動を構築してきた．しか

し，Covid-19 によって移動が著しく制約され，青

森県外の調査，特に大宮駅や羽田空港での乗り換

えが前提となる北陸新幹線沿線や九州新幹線沿線

の調査は，2020 年 2 月以降，困難な状態が続いて

いる．つまり，Covid-19 の影響を受けた現地を直

接，確認できていない． 

しかし，それでも実現可能な調査活動を追求し，

いくつかは実現してきた． 

例えば，2018 年から調査を重ねてきた福井県敦

賀市については，Zoom を使って何度かヒアリン

グを行った．その結果，2023 年春の北陸新幹線敦

賀開業に向けた「新幹線敦賀開業まちづくり推進

会議」の発足が，当初予定の 2020 年 3 月から 4 月

へ延びたこと，対面での会合開催が一時期，困難

だったことなどを確認できた．また，これらのア

クシデントにもかかわらず，「新型コロナウイルス

による混乱が開業年ではなく，3 年前だったこと

は不幸中の幸いだった．3 年間という時間を有効

に活用し，準備態勢を立て直す」という方針であ

ることなどを確認できた． 

その後のメールを通じたヒアリングによれば，

同年 4 月 20 日の設立会議は書面決議の形で行い，

事前の聞き取りに基づいて「官民が連携して進め

ていく必要がある」，「それぞれの団体や組織で何

を実践していくかが重要になる」といった意見が

寄せられたという． 

また，8 月 28 日には同推進会議のコアメンバー

である商工会議所，観光協会，敦賀市などが中心

となり，「新幹線開業に向けた官民連携ワークショ

ップ」が開催された．今後の誘客や地域の稼ぐ力，

関係人口増加に向け，来訪者の満足度，期待感，感

動の向上策を検討したという．同市にとって例の

ない試みといい，同市の担当者は，開業に先駆け

て組織の壁が低くなるなどの「新幹線効果」が現

れ始めている可能性を示唆している． 

さらに，10 月 31 日には「『with コロナ』の新幹

線開業を通じたまちづくり」をテーマに，オンラ

イン・オフラインを交えた，まちづくりシンポジ

ウム・パネルディスカッションを開催予定という． 

 他の北陸新幹線沿線については，まだ環境が整

わず，オンラインでのヒアリングや状況の確認は

できていない．北海道新幹線沿線も同様である．

それでも，少なくとも，次に新幹線ターミナルと

なる敦賀市においては，一時期の混乱を克服し，

開業準備が進んでいることを確認できた．現地を

直接，訪問できないまでも，オンラインなど活用

可能な手法により 低限の調査を実施し，やはり

大きな制約下で活動を続ける地域の動きを確認で

きたことは，一定の価値があると考えている． 
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４－２．オンライン・フォーラムの企画と開催 

北陸や九州，北海道などの研究者とは，特に

2020 年 4 月以降，これまでも使用してきたメール

や Facebook に加え，Zoom で意見交換する機会が

増えた． 

そこで，Facebook 上で交流のある全国の人々や

研究協力者に呼び掛け，「新幹線オンライン・フォ

ーラム」を Zoom で開催することにした＝図 6． 

筆者は 2014 年度から，青森学術文化振興財団

の助成を得て，整備新幹線に関する調査を実施す

る一方，報告集会「新幹線フォーラム」を青森市内

で開催してきた．毎年，県外からも含めて 50 ～
70 人程度の参加があり，全国に例をみない，整備

新幹線に関する継続的な報告集会として，また，

研究者や市民の交流の場として定着していた． 

しかし，2020 年度は調査も報告も実施のめどが

立っていないことから，新型コロナウイルスが整

備新幹線に及ぼす影響そのものをテーマに，初の

オンライン研究集会に切り替えて，全国の人々を

対象に開催することとした．ツールとしては，本

務校でオンライン授業に使用し，全国のユーザー

が も多いと想像される Zoom を選択した． 

 オンラインでの研究集会主催は筆者にとっても

初の経験であり，企画や進行に不安もあったため，

対象は面識のある人々とその紹介者，および，こ

れまでの取材協力者に限定して案内を出した． 

 その結果，21 都道府県の 52 人・組（職場単位

での参加も含む）の申し込みがあり，当日は約 40

人・組が集会に参加した．市民，学生，地方公務員，

経済団体職員，JR 職員，交通・観光事業従事者，

新幹線研究者，大学教員など顔触れは多彩だった．

当日の様子は動画に保存し，参加できなかった人

には YouTube で 2 週間にわたり限定公開した． 

 内容は，筆者による論点整理と問題提起，そし

てフリー・ディスカッションとし，時間は 1 時間

半と短めに設定した．具体的には，第 2 章で示し

た，整備新幹線と地域社会・経済の関わりに関す

る整理案，および整備新幹線がもたらす効果・影

響の整理案を提起するとともに，表 2 のような整

理を行った． 

 以上の提起を踏まえ，筆者は「東京一極集中を

ほぐす」営みの必要性を主張した．「ビフォア・コ

ロナ」時代，東京は既に直下型地震などの脅威に

直面しており，そこへ Covid-19 が発生した．「首

都移転」や「テレワーク普及」とは異なる文脈で，

少しずつ，粘り強く，「東京一極集中」が限界を迎

えている現状について認識を共有し，行動を変容

していくための方策をさぐろう，という内容だっ

た． 

 非常に広範かつ多岐にわたる提起であり，フリ

ートークの論点は拡散したが，それでも対話のポ

テンシャルは高かった．継続的な開催を求める声

も多数寄せられ，2020 年内，または年度内の第 2

弾開催を検討している． 

なお，筆者の提起と反応に関する整理は，紙幅

の都合で稿を改めるが，速報的な整理は，飯田信

用金庫が毎月刊行している「飯伊地区産業経済動

向」の 2020 年 6 月号（No.495，同年 7 月 25 日発

行）に掲載されている．  

 

図 6 新幹線オンライン・フォーラムのチラシ 
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４―３．オンライン・フォーラムの意義 

 Covid-19 がもたらした社会的混乱は，筆者の整

備新幹線研究に大きな制約をもたらした半面，新

たな可能性を切り開く契機ともなった． 

 筆者が約 20 年にわたり見聞してきた範囲では，

整備新幹線の検討は 2 つの大きな課題を背負って

いた．整備新幹線の構想を進める 大の主体が道・

県であり，また，その動きを報じる 大の主体が

地元メディアである事情から，「道・県境」を越え

た視点での議論が成り立ちづらかった．つまり，

初から，しかも構造的に，「分断された枠」の中

で，新幹線の存在や意義が論じられていた． 

しかも，道・県境の上に，さらに路線ごとの「意

識の壁」が存在した．例えば，東北新幹線沿線の住

民や関係組織は一般に，北海道新幹線や北陸新幹

線，九州新幹線の沿線について，知識も関心も乏

しい．他の沿線も同様である．つまり，整備新幹線

沿線の住民や組織は，「道・県境」「路線」という，

二重に閉じた世界でしか，整備新幹線を論じ，評

価する場や意識を持たなかった．このため，整備

新幹線という存在全体を見渡した上で，普遍性と

個別性に注目し，より適切な地域政策を形成する

回路がほとんど発動していなかった公算が大きい． 

筆者は，この壁を克服すべく，前述のように青

表 2 「コロナ時代」に向けての論点整理案 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 2 「ウィズ・コロナ」時代に向けての論点整理案
 

（新幹線オンライン・フォーラムの投影資料から筆者作成）
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森市で毎年，新幹線フォーラムを開催し，県外か

らも参加者を集めていた．しかし，人数的には圧

倒的に地元の参加者が多く，整備新幹線の沿線全

体への議論や意識の広がりを確保しきれなかった． 

地理的には，あるいは視野の上では，東京で整

備新幹線に関する報告会や交流の機会を持つこと

も，選択肢としてはあり得た．しかし，整備新幹線

の世界は，首都圏のほとんどの人々にとって関心

の外にあり，全国各地の整備新幹線に対して当事

者意識を持つ人や組織は，国土交通省や鉄道・運

輸機構などの「当事者」を除けば，極めて少ないと

想像される．このため，東京で集会を開催する発

想は，現実的とはいえなかった． 

しかし，オンライン・フォーラムによって，全国

各地の整備新幹線の関係者や関心を持つ人々が，

一堂に会し，調査結果を共有し，意見交換する機

会を創出できた．前述の通り，ほとんどの参加者

は，筆者の知己だったが，参加者同士は，大半は面

識すらなかった．このため，事後アンケートによ

ると，事情が異なる多地域の新幹線関係者が集い，

言葉を交わせる「場」の創出自体に，多くの参加者

が強い関心を抱き，感銘を受けた様子だった． 

2020 年初頭の時点で，Zoom，Microsoft Teams

といったオンライン会議のツール自体はある程度，

普及していた．しかし，それを活用して，整備新幹

線を語る全国ネットワークを組織する発想は，筆

者にはなかった．恐らく，仮に企画しても，多くの

参加者は望めなかったと想像される． 

それだけに，人々が自ら望んだ選択ではないに

せよ，オンライン会議を気軽に開催する習慣が定

着し，「ローカル・トゥ・ローカル」のネットワー

クが生まれたことは，Covid-19 がもたらしたポジ

ティブな効果と結論づけざるを得ない． 

もちろん，オンラインの研究の課題は無数にあ

る．現地へ出向かなければ分からない情報は多い．

研究集会開催もスキルや通信環境，マナーの問題，

参加者同士の交流など数々の課題があり，ノウハ

ウの蓄積やソフト，ハードの充実が欠かせない． 

５．おわりに－総括と展望 

図 2，図 3 で示した効果／影響に，どの程度の

修正が必要か．本稿の執筆時点では見定めがたい

ため，詳述は次の機会に譲る．ただ，2020 年 8 月

時点で記述できるポイントは大きく 4 つあると考

える．①現在の混乱がどの程度の期間，継続する

か，②どの時点で，どれだけ，不可逆的な変化が進

むか，③これまでどれぐらい，不可逆な変化が起

きたか，④これから生じる可能性のある不可逆な

変化を，どうすれば防ぐことができるか，である． 

これらのポイントはいずれも，時間というパラ

メーターに深く関わっており，事前の検証も計測

も困難であろう．基本的には，ほとんどが後付け

的に，かつ，相当に周到な検証作業によってしか，

確認できないポイントだと考えられる． 

それでも，事態が進行中の時点において，これ

らのポイントに留意する必要性を指摘したい．な

ぜなら，現在，起きている事象について，「より冷

静な検討」がまだまだ必要な事象が多いと感じら

れるためである．新聞記事やテレビの街頭インタ

ビューにおいて，「1 日も早く元通りに」という記

述や回答が散見される．しかし，そもそも，「元通

りに」なる性格の現象なのかどうか． 

もちろん，災害時の BCP（事業継続計画）に通

じる「可能な限り早く日常の業務に復帰する」と

いう原則は重要かつ必要である．いたずらに悲観

や混乱を招かないためにも，仮置きのターゲット

として「日常の復活」を掲げることは，戦略として

間違ってはいないだろう． 

とはいえ，例えば，東京オリンピック・パラリン

ピックの 1 年延期が，単なる「延期」にとどまら

ないコストと混乱を生じつつあるように，「次のゴ

ール」を示す作業そのものが，矛盾を内包する可

能性がある． 

テレワークやワーケーションの必要性と有効性

が喧伝される中，事態はまだまだ流動的である．

世界経済の成長を支えてきたとされるグローバリ

ゼーションが揺らぎ，日本のみならず世界経済や
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各国の財政事情が大きな混乱に見舞われる中で，

図 2，図 3 の整理が暗黙のうちに前提としてきた

日本経済，そして世界経済の均衡状態が，既に崩

れている恐れもある．あらゆる可能性を想定しつ

つ，冷静かつ継続的，総合的な検証が欠かせない． 

同時に，これまでの世界観や価値観，ビジネス

モデルが根底から揺らいでいる現状に対し，「これ

までになかった価値や仕組み，視点を生み出すこ

と」の重要性を強調したい． 

 例えば，新幹線の空席を多少とも活用しようと

いう動きが出てきた． 

 JR 東日本は 2020 年 8 月 26 日から 28 日まで，

宮城県の新鮮な魚介類を東北新幹線で運び，東京

駅構内の飲食店で提供する実験を実施した（朝日

新聞，8 月 26 日記事）．Covid-19 の影響で大幅に

増えた空席を活用する試みという． 

 新幹線の物流への利用は，実はこれまでも何度

となく試行されてきた（大坂，2019）．北海道新幹

線の開業に先駆けて，2009 年には函館地域の弁当

を東北新幹線で運び，東京で販売する実証実験が

行われた．2019 年 6 月には，岩手県や新潟県の海

産物を東北・上越新幹線で運ぶ実証実験が行われ

ている．2020 年 8 月には，青森県弘前市の特産ト

ウモロコシを，東京駅構内で開催中の青森県物産

展に新幹線で運ぶ試みもあった（河北新報，2020

年 8 月 22 日記事）． 

 これらに対し，上記の，JR 東日本による宮城－

東京間の魚介類輸送は，Covid-19 対策の一環であ

ることが記事に明示されており，他の取り組みと

は異質と言える． 

 一方，かねてから中期経営計画で「新幹線を活

用した物流事業の検討」を打ち出していた JR 九

州は 2020 年 8 月 26 日，佐川急便との間で，宅配

便荷物を九州新幹線で運ぶ，貨客混載事業の協業

に関する基本合意に至ったことを公表した．  

 東海道新幹線の開業前から，貨物新幹線の構想

はあり，物流への新幹線活用は断続的に話題に上

ってきた．コスト面の検討課題は山積していると

みられるものの（大坂，2019），Covid-19 対応を

1 つの契機として，半世紀以上の懸案である新幹

線の物流への活用が，一気に動き始める可能性も

否定できない． 

 ただ，Covid-19 により，筆者が 20 年来，続け

てきた整備新幹線研究は，いくつもの点でリセッ

トを余儀なくされた．本稿は，未曾有の事態で緊

急に執筆を構想した経緯もあり，整理の至らない

羅列的な内容となったが，筆者の主張を整理する

と以下のようになる． 

 

 ・運行中の整備新幹線各路線は利用の大幅な減

少に直面しており，JR 各社はビジネスモデル

の見直しを余儀なくされる可能性がある 

 ・一連の混乱が，整備新幹線各路線の運行態勢

見直しをもたらす可能性を否定できない．，今

後，開業・着工予定の各路線についても，スケ

ジュールへの影響を注視する必要がある 

 ・このような状況下，Covid-19 が地域や新幹線

運行に及ぼす影響を，観光，ビジネスなどの

面から総合的に検証する必要性がますます重

要になっている 

 ・さらには，整備新幹線が沿線にもたらす効果

や影響についても，定性的かつ包括的に再検

討していく必要性がある 

 ・これらの作業を進める際，思うに任せなくな

ったフィールドワークに代えて，オンライン

のツールを調査研究や結果の共有に使用する

取り組みは有望である．特に，これまでほと

んど存在しなかった「ローカル・トゥ・ローカ

ル」の交流や参集が可能になったことは，新

型コロナウイルスがもたらした，ポジティブ

な現象の一つと位置づけられよう 

 

 本稿は，本来なら 2 本以上に分けるべき論考を，

「コロナ時代」というキーワードで半ば強引に融

合させた．再整理の余地は多々あり，批判は率直

に受け止めたい． 
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 それでも，あえてこのような構成を採った理由

は，各章の内容が分かちがたく関連している事情

もさることながら，これほど大きな混乱に際して

は，多少，未整理でも，より多くの情報や示唆が残

り得る記述方法を採った方が，有益ではないか，

と考えたためである． 

 Covid-19 は，社会全体と調査者双方の世界観や

生活観，そして調査方法と論じ方を根底から揺る

がしている．だが，この混乱がいつ，どこでどう収

束するのか，本稿の執筆時点では予測がつかない． 

 筆者は櫛引（2020）において，特にこれから開

業・着工する地域を念頭に「悩み苦しみながら，

70%程度の精度で絶えず，現状の検証と対策の再

検討を繰り返すこと，いわば『立ち止まらないこ

と』」を，今後の施策とその実現の基本姿勢として

提起した．この記述は 2019 年時点に執筆したも

ので，その後，同書の刊行時点では，Covid-19 が

世界を覆い始めていた． 

それだけに，本稿の執筆時点で，この記述と

2020 年の世界の符合に驚くとともに，このカオス

を乗り切るため，研究や討議，研究内容の公表・共

有においても「新たな作法」が必要ではないかと

感じている． 

 本稿の内容はもちろん，構成や，その背景にあ

る上記の問題意識について，多くのご批判とご意

見をいただければ幸いである． 

 

付記 

 本研究は，青森大学の 2020 年度教育研究プロ

ジェクト採択課題「『ウィズ・コロナ』時代におけ

る新幹線プロジェクトの変容に関する緊急基礎調

査」の成果の一部である．また，科学研究費補助金

事業「『観光の組織化』と地域構造変容のダイナミ

ズムに基づく次世代観光戦略の構築」（山田浩久研

究代表，JSPS 科研費・18H03457）の成果の一部

である．なお，本研究の内容の一部は，2020 年 8

月 8 日に開かれた経済地理学会北東支部オンライ

ン研究集会「Post-COVID19 に向けた東北の観光

戦略」で報告した． 
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要 旨 

 新型コロナウイルスの感染拡大により，整備新幹線の各路線は大きな利用者減少に見舞われ，JR グル

ープ各社がビジネスモデルに影響を被りつつある．これから開業する地域の開業準備は大きな混乱を生

じている．しかし，オンラインの調査によって，福井県敦賀市は大きな制約の下，開業準備を進めている

ことを確認できた．また，この結果を報告するオンラインの研究集会を企画したところ，全国各地から多

くの参加者があり，制約下でもオンラインの研究・報告が有効であると確認できた．事態はまだ改善して

おらず，建設中，またはこれから建設される整備新幹線のスケジュールにどのような影響が及ぶか，注視

していく必要がある．また，Covid-19 が今後，整備新幹線沿線の地域社会やビジネス，観光に及ぼす影

響を多面的に検証していく必要がある． 

 

キーワード：新型コロナウイルス，観光産業，整備新幹線，敦賀市，Zoom 


