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0. 直通運転の定義 

今回の五月祭のテーマは「繋がる・分かれる」だが、そのうちの「繋がる」から思い浮

かぶものの 1 つは「直通運転」だろう。私はその直通運転について取り上げる。ところで、

一口に直通運転と言っても総武快速線・横須賀線の直通運転と東急田園都市線・地下鉄半

蔵門線の直通運転では大きく異なる点がある。なんだろうか。 

正解は鉄道会社を跨いでいるかどうかだ1。前者は JR 線同士の直通なのに対して後者は

東急と東京メトロという別の会社同士の直通運転だ。ここで改めて考えたいのが、直通運

転とは何か、という定義の問題である。もし後者の「会社を跨ぐ」を直通運転として良い

なら定義は簡単だ。しかし、前者も含むとすると定義はとても難しい上に直通運転の数は

数え切れなくなってしまう。例えば、私達が「山手線」というと普通は東京を 1周する路

線を思い浮かべるが、書類上の厳密な路線名で言えば「山手線」は品川～新宿～田端間の

みで、残りの田端～東京～品川間は東北線・東海道線に「乗り入れて」いるのだ。これを

直通運転だと考える人は少ないだろうが、本質的には湘南新宿ラインや上野東京ラインな

どと山手線には違いがなく、これらのうちどれが直通運転でどれが直通運転でないかの判

断はとても難しいし、それをまじめに考えるだけで本が書けそうなくらい複雑である。し

かも、それは多分誰も興味が無いテーマである（私もあまり興味が無い）。 

そこで、この記事の中では「直通運転=会社をまたいだ乗り入れ」と定義し、直通運転

へのスポットの当て方も「路線同士の繋がり」よりは「会社同士の繋がり」や「広域のネ

ットワーク」に重点を当てていきたいと思う。初っ端から蛇足のような話になってしまっ

て恐縮だが、次の章からは実際の事例なども通して奥深い直通運転の世界をご紹介してい

きたいと思う。 

 

1. 直通運転とは 

1.0. 乗換の不便を解消する直通運転 

日本の鉄道は数多くの会社によって運営されており、その数は 207 社に上る。この各社

を乗り継ぐ度に乗り換えが必要ならば、乗客にとっては大きな手間だし、そのためにその

路線を利用しようとする人は少なくなってしまう。また、乗換は乗客にとっても大きな心

                                                
1 もちろん他にも違いはいろいろあるが、話の流れとしてこれが正解だということにさせてほしい。 



理的・物理的負担となり、社会全体で見ても損失だといえる。そうした乗換の解消のため

に考えられたのが直通運転である。 

地下鉄が郊外私鉄・JRなどと直通することで郊外の人が簡単に都心に出ることが出来る。

JR・国鉄から第 3 セクター鉄道化された路線も JR線上にある大きな駅まで JR 線に直通を

行なうことで沿線の人たちの負担を減らすことが出来る。このように、直通運転は乗換の

不便を解消して社会に利益をもたらしているのだ。 

1.1. 相互直通と片乗り入れ 

次に、直通運転の形態を考えたい。直通運転は、その形態によって相互直通と片乗り入

れに分けることが出来る。相互直通とは、A 社の車両が A社の路線から B社の路線に乗り

入れ、逆に B 社の車両も A 社の路線に乗り入れるような形態の直通運転のことだ。例えば

都営三田線と東急目黒線の直通運転では、東急の車両が都営三田線に、東京都交通局の車

両が東急目黒線にそれぞれ乗り入れて走行する。日本で行われている地下鉄と私鉄・JRの

直通運転は次に挙げる京都市営地下鉄東西線と京阪京津線の直通運転を除いて全て相互直

通運転である。 

これに対し、A社の車両は A社の路線から B 社の路線に乗り入れるが、B社の車両は A

社の路線に乗り入れてこないような形態の直通運転のことを片乗り入れという。例えば、

京都市営地下鉄東西線には途中の御陵という駅で京阪京津線という路線から列車が乗り入

れてくるが、これは京阪の車両が京都市営地下鉄の線路に乗り入れるのみであり、京都市

交通局の車両は京阪の線路に入ることがない。片乗り入れは、B社の路線の駅から分岐する

A 社の路線があったとき、A 社の列車を B 社の路線の主要駅まで数駅乗り入れさせるよう

な場合によく用いられる。そのため、JR線に第 3セクター鉄道の車両が乗り入れるパター

ンなどでよくみられる。 

1.2. 直通運転と似て非なる第 2種鉄道事業者 

次に、直通運転のようでいて実は直通運転でないものを紹介する。それは、JR貨物に代

表される「第 2 種鉄道事業者」という存在である。ご存知の通り JR貨物は自前の線路をほ

とんど持っておらず、東海道線や東北線などの JR旅客各社の線路を使用して貨物列車を運

行している。これは一見すると JR 貨物が JR旅客各社に直通運転しているかのようだ。し

かし、これは第 2 種鉄道事業という直通運転とは別の形態の運転なのである。 

鉄道事業は「鉄道事業法」2という法律で定められており、ここでは鉄道事業者を第 1種

から第 3 種までの 3 つに分類している。法律から引用すると、第 2 種鉄道事業は「他人の

需要に応じ、自らが敷設する鉄道線路（他人が敷設した鉄道線路であつて譲渡を受けたも

のを含む。）以外の鉄道線路を使用して鉄道による旅客又は貨物の運送を行う事業」、第 1

種鉄道事業は「他人の需要に応じ、鉄道による旅客又は貨物の運送を行う事業であつて、

                                                
2 国鉄分割民営化の際に、それまで国鉄を管轄していた「日本国有鉄道法」と私鉄を管轄していた「地

方鉄道法」を統合したもの。 



第二種鉄道事業以外のもの」、第 3種鉄道事業は「鉄道線路を第一種鉄道事業を経営する者

に譲渡する目的をもつて敷設する事業及び鉄道線路を敷設して当該鉄道線路を第二種鉄道

事業を経営する者に専ら使用させる事業」と定義されている。要するに、施設（線路など）

を保有して列車の運行や営業も自前で行なうのが第 1 種事業、施設は他の会社のものを借

りるが列車の運行や営業は自前で行なうのが第 2種事業、施設は保有するか建設するが他

社にそれを売ったり貸し付けたりするのみで自前では運行も営業もしないのが第 3 種事業

ということである。JR貨物が行なっているのは、まさにこの第 2種鉄道事業なのである3。

では、第 2種事業と直通運転、とりわけ片乗り入れを分けるものは何なのだろうか。 

簡単にいえば、2社の間でのお金のやり取りの問題である。A社が B社のア駅からイ駅

まで片乗り入れする場合、ア駅～イ駅間の運賃収入を得るのは第 1 種（場合によっては第 2

種）鉄道事業者たる B社である。このとき B 社は A 社の車両を使用して運賃収入を得たこ

とになるので、A社に対して車両使用料を支払う。これに対し、A社が B社の保有するア

駅～イ駅の第 2種鉄道事業者である場合、ア駅～イ駅間の運賃収入は第 2種鉄道事業者た

る A社が得る。このとき A 社は B 社の施設（場合によっては電気も）を使用して運賃収入

を得たことになるため、B 社に対して線路使用料を支払う。つまり、線路を保有している会

社が運賃を得て車両を保有している会社に使用料を払うのが片乗り入れ、車両を保有して

いる会社が運賃を得て線路を保有している会社に使用料を払うのが第2種鉄道事業である。 

第 2 種鉄道事業者としては JR 貨物があまりにも巨大だが、他にも京成電鉄成田空港線4

や神戸高速鉄道5など直通運転との見分けがつきにくい例が存在する。 

 

2. 直通運転を目的・背景から分類 

2.0. 直通運転の目的や背景は様々 

一口に直通運転と言っても、その背景や規模は様々である。都市部で大手私鉄と地下鉄

が直通しているものや、そもそも直通運転を前提に地下鉄と一体整備されたニュータウン

路線、国鉄分割民営化の名残で残る JR 会社間の直通運転、地方部で行なわれる JRと 3 セ

クの直通運転など性格は路線ごとに大きく違う。そこで、この章では全国で行われている

直通運転を直通運転の目的・背景という視点で分類する。 

2.1. 既存の私鉄・JRが地下鉄に直通 

直通運転と聞いて多くの人が思い浮かべるのは、大都市部・とりわけ東京でよく見られ

る地下鉄への JR・私鉄の直通であろう。後述する通り、その最初の例は営団地下鉄日比谷

線と東急東横線の直通運転であり、以後東京・名古屋・大阪の 3大都市圏を中心に大きく

                                                
3 ここでは、施設を保有しているのは第 1 種鉄道事業者たる JR 旅客各社である。 
4 全線に渡り北総鉄道などの第 1 種・第 3 種鉄道事業者の施設を使用する第 2 種鉄道事業である。 

5 自身は第 3 種鉄道事業者で、阪神・阪急・山陽・神鉄の 4 社が第 2 種鉄道事業者として運行を行う。 



発展してきた。東京では、どこにも直通していない地下鉄は銀座線・丸ノ内線・大江戸線

しか無く、逆に大手私鉄の都心乗り入れ路線で地下鉄に直通していないのは西武新宿線・

京王井の頭線・東急池上線くらいである。 

私鉄・JRと地下鉄の直通運転をさらに分類すると、地下鉄と私鉄・JR 線が一体化して

運転されているタイプ（お互いの列車のほとんどが直通列車か会社境界駅での折り返し列

車）と地下鉄と私鉄・JR線が基本的には独立しており一部列車が直通しているタイプ（ど

ちらかの路線の途中にもう片方の路線が接続していて、一部の直通列車以外は直通運転と

は関係ない系統で運転される）に分けられるだろう。 

2.1b. 地下鉄に直通するために作られた路線 

また、2.1. の亜種としてはじめから地下鉄に直通する前提で造られる鉄道路線というも

のが存在する。地下鉄の延長路線として都市計画の段階では一体的に扱われていたが市

境・県境を跨いでしまうために地下鉄事業者が建設できなかった路線などである。大阪万

博の客員輸送のために建設されたが政治的な問題で阪急系列の別会社として設立された北

大阪急行電鉄や、地下鉄の一部として整備が決定されたものの埼玉県内に入ってしまうこ

とや輸送需要が少ないことから埼玉県の第 3セクター鉄道とされた埼玉高速鉄道などが例

としてあげられる。 

2.2a. 私鉄同士が直通（都市部） 

地下鉄と私鉄の直通には都心部への列車乗り入れと都心部を通り抜ける面的なネットワ

ークの構成という 2つの目的があるが、いずれも地下鉄を介さずに私鉄同士が直通運転す

ることでも実現できる。この例として挙げられるのが大阪難波駅を介した阪神なんば線と

近鉄難波線の直通運転である。3大都市圏において都心を介した地下鉄同士の直通を実現し

ているのはこの 2 社の例が唯一だが、地方都市で言えば福井鉄道福武線とえちぜん鉄道三

国芦原線の直通運転、富山地方鉄道市内線と富山ライトレールの直通運転（予定）なども

この例として挙げられるだろう。 

 

阪神なんば線・本線に乗り入れる近鉄の車両。大手私鉄同士の直通運転の例である。 

（阪神尼崎駅 2010.05.03） 



2.2b. 私鉄同士、私鉄と JRが直通（郊外部） 

郊外の私鉄が、都心へ乗り入れる私鉄や JR 路線と乗り入れるという形態の直通運転も

ある。この形態は、北総鉄道と京成電鉄のように主に郊外側の路線の沿線住民の通勤通学

輸送のために両社が乗り入れるようなタイプと、秩父鉄道と西武鉄道のように都心から郊

外側の私鉄沿線へ観光輸送を行なうために両社が乗り入れるようなタイプとにさらに分け

ることができるだろう。 

2.3. JR 同士の直通運転 

あまり直通運転として認識されることは少ないが、JRの会社境界をまたぐ列車も立派な

直通運転である。最も直通列車の本数が多いのは東海道・山陽新幹線（JR東海と JR 西日

本の相互直通）で、他に山陽・九州新幹線（JR 西日本と JR 九州の相互直通）、北陸新幹線

（JR東日本と JR 西日本の相互直通）、東北・北海道新幹線（JR 東日本と JR 北海道の相互

直通）が会社をまたいだ新幹線同士の直通運転に該当する。 

 

北陸新幹線 E7 系。北陸新幹線も JR 同士の相互直通（金沢駅 2015.09.16） 

 

在来線の直通列車は、東海道線の東京～沼津間の列車（JR東日本から JR東海への片乗

り入れ）や飯田線から中央線に直通する列車（JR東海から JR東日本への片乗り入れ）の

ようなローカル輸送の普通列車と、特急「しらさぎ」（JR 西日本から JR東海への片乗り入

れ）や寝台特急「サンライズ出雲・瀬戸」（JR東海と JR西日本の相互直通・2 社から JR

東日本・JR 四国への片乗り入れ）のような特急列車に分類できる。一般的に特急列車のほ

うが直通区間の距離が長い。また、かつては会社境界をまたいだ普通列車も東海道線や津

軽線・海峡線などで多く設定されていたが、現在では会社境界駅での運転系統の分断が進

んでおり、高頻度に運転される JR 同士の直通普通列車は、宇部線・本四備讃線・予讃線の

快速「マリンライナー」や普通（JR 西日本と JR四国の相互直通）がほとんど唯一の例と

言える。 



 

JR 四国 5000 系と JR 西日本 223 系。マリンライナーは JR 四国と JR 西日本を直通する。 

（高松駅 2009.09.22） 

 

2.4. 経営分離された 3セクの直通運転 

現在相互直通の中でも数を増やしているのが経営分離された第 3セクター鉄道の直通運

転である。第 3セクター鉄道経営分離の詳しい経緯は省くが、国鉄・JR から経営分離され

た第 3セクター鉄道は、国鉄末期から JR初期にかけて経営健全化のために経営分離された

路線と JR発足後に整備新幹線の建設にともなって経営分離された並行在来線とに分けられ

る。 

特定地方交通線出身の第 3 セクター鉄道は多くの場合幹線から伸びる枝線6であるため

線内で運行が完結していることが多い。しかし、並行在来線はいずれも主要幹線の一部を

なす路線であったことや運転系統を無視して県境の駅に会社境界を設けた例が多かったこ

となどが原因で、すべての会社が接続する JR線または他の並行在来線との直通運転を実施

している。特に、IRいしかわ鉄道は 1 時間に上下各 2～6本（臨時列車を除き 1日計 128

本）運転される列車の全てが JR七尾線またはあいの風とやま鉄道との直通列車であり、直

通列車の本数は郡を抜いている。 

                                                
6 ただし、現在は廃止された北海道ちほく高原鉄道のように両端で JR 線と接続している例もある。 



のと鉄道 NT200 形。のと鉄道七尾線は特定地方交通線ではないが経営分離された。 

（七尾駅 2015.09.16） 

2.4b. 国鉄として開業するはずだった 3セクとの直通運転 

2.4. に似ているが、国鉄として開業するはずだったが開業時から第 3セクター鉄道とし

て営業を行っている路線があり、これらも接続する JR 線との直通運転を実施している事が

多い。 

1964 年以降、国鉄の新線建設は日本鉄道建設公団が国鉄に代わって行なっていたが、

その建設路線のうち需要予測が小さかった路線は国鉄末期の国鉄債権の時勢の中建設が凍

結された。しかし、これらの中には沿線自治体の要望・出資によって第 3セクター鉄道と

して開業した路線が多くあり、中には高速路線として建設されて特急路線網に組み込まれ

た路線もあった。これらの第 3セクター鉄道の多くは接続する JR線との直通運転を行なっ

ており、特に土佐くろしお鉄道と智頭急行では特急列車の直通運行を行っている。 

北越急行 681 系と JR 西日本 681 系による「はくたか」は JR 西日本・JR 東日本・北越急行を直通する。 

首都圏～北陸ルートの一部として栄えたほくほく線は国鉄北越北線として開業するはずだった。 

（直江津 2012.03.31） 
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