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1. 概要 

路線の新規開業である地点とある地点がつながるということは、至極当然のことである。

たとえば先日開業した仙台市営地下鉄東西線や、つくばエクスプレス、また、日暮里舎人ラ

イナーなど、枚挙に暇はない。そもそも本質的に駅と駅を結ぶのが路線であるからだ。また、

ある路線とある路線が新規路線開業により繋がるということ、そしてそれら各線区を直通

する列車が運転されるということも、いたって自然のことである。九州新幹線全線開業によ

り山陽新幹線と既開通部分が繋がり、直通列車が運転されるようになったことが記憶に新

しい。札幌市電の環状線化も、広い意味での直通運転と捉えることができよう。 

しかし、ここでは敢えて、新規路線が開通したことにより系統分割が生じた事例のうち、

下図の例のように路線名の変更を伴わないものを示していきたい。 

 

 

2. 予讃線・内子線の例 

（1） 概要・従来の様子 

 予讃線とは、その名が示す通り、伊予国と讃岐国、つまり現在の香川県にある高松駅から

愛媛県南部の宇和島駅までの、全長 297.4kmを結ぶ路線である。この予讃線は途中に松山

市を経由することもあり、宇高連絡船により本州と航路を持つ高松駅と、愛媛県を結ぶ重要

な路線であった。そのため 1985 年 3 月の時点においては特急「しおかぜ」が 4 往復、急

行「うわじま」が 6往復、急行「いよ」が下り 6 本と上り 4 本運転されていた。このうち、

松山以南においては特急列車 3往復と、急行「うわじま」が 6 往復運転されていた。なお、

当時の名称は予讃本線であったが、便宜上現在の呼称の予讃線と表記する。 



予讃線のうち向井原から伊予大洲の区間においては急峻な山岳地帯を避け、海および肱

川に沿って路線が建設されていたため、距離が長く、また災害などの影響を受けやすい状態

であった。 

一方内子線は、伊予大洲の向井原側の隣駅である五郎駅を起点として内子駅まで 10.3km

の路線であった。盲腸線であり優等列車は運転されておらず、1985年 3 月時点では 1日 7

往復の普通列車が運転されていた。このうち 2 往復が五郎駅で進行方向を変え伊予大洲駅

まで予讃線に乗り入れたほかは五郎駅と内子駅間の線内のみの運転であった。 

 

（2） 1986 年 3 月 短絡路線開業 

1986 年 3 月、向井原駅から内子駅までを結ぶ予讃線の支線、および内子線の新谷駅と予

讃線の伊予大洲駅を結ぶ予讃線の支線が開通した。同時に内子線の五郎駅と新谷駅間を廃

止し、また喜多山駅の五十崎駅方より内子駅までが高架化された。結果として予讃線の向井

原駅から伊予大洲駅までの区間に別ルートが構成されることとなったが、向井原から内子

までと新谷から伊予大洲までが予讃線の支線、内子から新谷までが内子線ということにな

っている。1 

予讃線支線開通に伴い、従来は方向変換が必要だった伊予大洲・宇和島方面から内子線方

面への直通が可能となり、高架化を行い高規格となったため、従来海沿いを走行していた全

ての優等列車がこちらのルートを走行するようになった。 

 

（3） 現在の様子 

現在、この区間には特急「宇和海」が下り 17 本、上りが 16 本運転されているが、その

全てが内子線経由で運転されている。それらの全列車が内子駅に停車しており、短絡路線建

設前と比べると内子駅は大出世したと考えてもよいだろう。ただし、平成 28 年 3 月のダイ

ヤ改正に伴い松山以東への直通が打ち切られ、「宇和海」は全て松山宇和島間の運転となっ

た。 

普通列車に関しては、内子経由と従来線経由のどちらも、系統分割されることなく、多く

の列車が松山駅に直通している。従来線経由、および内子線経由のどちらも松山発宇和島行

き、あるいは宇和島発松山行きが残されているというのは特筆できる。 

従来路線は、海側を走行するという景観上の利点を生かし、「愛ある伊予灘線」という愛

称が与えられ、2014 年 7 月 26 日より臨時観光列車「伊予灘ものがたり」が運転されてい

る。松山伊予大洲間 1 往復と、伊予大洲より先の八幡浜までの 1 往復が運転され、いずれ

も車内で食事の提供を受けることができる。 

 

 

 

                                                   
1 内子線は予讃線にあわせ内子から起点へ向かう新谷方向が下りとなっている。 



（4） 将来の展望 

内子線に関しては、引き続き優等列車が数多く運転されるであろう。高架化された区間以

外の区間では 1線スルー2未対応の新谷駅があり、これを改良すれば所要時間の短縮が可能

になると思われる。従来線区間においては、「伊予灘ものがたり」が好調であり、この列車

を基準とした観光需要の開拓が行われるのではないだろうか。また、2両編成の「伊予灘も

のがたり」に続いて土讃線に平成 29年春より運転される観光列車「四国まんなか千年もの

がたり」は 3 両編成となっているため、「伊予灘ものがたり」に関しても 3両編成への増結

が行われる可能性もある。 

 

JR 四国キハ 32 形（伊予市駅 2010.08.21） 

3. 根室本線・石勝線の事例 

（1） 概要・従来の様子 

根室本線は北海道の滝川駅から根室駅までの全長 443.8kmの路線である。従来は札幌から

帯広や釧路といった道東主要都市への最速ルートであり、また富良野という観光地も沿線

に存在したため、優等列車が多数運転された。1981 年 3 月のダイヤ改正時点においては、

函館本線に直通し札幌方面と釧路方面を結ぶ列車は特急「おおぞら」3 往復と急行「狩勝」

4 往復の計 7 往復で、うち 1 往復は夜行で運転されていた。しかしこのルートは、北海道

中央部に存在する日高山脈を避けるために迂回を余儀なくされており、直線距離に比べる

とおよそ 50km長いルートになっていた。 

いっぽう、室蘭本線の途中駅追分より夕張方面へと向かう夕張線という盲腸線があった。追

分の東方、途中の紅葉山で北方向の清水沢を経由し夕張へ舵をきる路線と、そのまま東へと

進み楓を通り登川までの路線があった。こちらは夕張で採掘される石炭の輸送を主とした

路線であったため優等列車は運転されず、夕張方面は 1 日 10 往復、登川方面は 1 日 6 往

復程度の運転で、全て気動車による運転であった。 

（2） 1981 年 10 月 石勝線開業 

1981 年 10 月 1 日、夕張線の紅葉山駅を新夕張駅に改称したうえで、石勝線の千歳空港

駅3と追分駅間、および新夕張駅と新得駅間が開業した。これと同時に紅葉山登川間は廃止、

                                                   
2 上下線のうち 1 線を上下列車が高速で通過可能な駅。高規格路線に多い。 
3 現在の南千歳駅。新千歳空港駅開業に伴い 1992 年改称 



その他の区間は石勝線に編入された。これによって札幌から釧路方面へと向かう場合は千

歳線と石勝線を経由して根室本線新得駅に出ることとなり、札幌対道東地域ではおよそ 1

時間、千歳空港対道東ではおよそ 2時間所要時間が短縮された。 

石勝線は先述の日高山脈を 5825m の新登川トンネルをはじめとしたいくつもの長大ト

ンネルや高架によって貫く高規格路線で、単線であったが、列車交換のため 11 の信号場が

設置された。そのほか、楓、占冠、石勝高原4の 3 駅が設置されたが、このうち楓駅は夕張

線時代の楓駅の代替として設置されたもので、駅施設の構造上普通列車は新夕張方面への

み運転された。そのため楓駅から釧路方面へ向かう場合は新夕張駅で折り返す必要があっ

た。また、楓行き列車を除くと新夕張―新得間には普通列車が運転されなかったため、この

区間内のみを利用する場合は乗車券のみで優等列車の普通車自由席に乗車できることにな

った。5 

 石勝線開通により、特急「おおぞら」および新設の急行「まりも」が同線を経由すること

となったが、急行「狩勝」については依然として従来の根室本線経由で運転された。ただし、

この急行「狩勝」の札幌と新得間を通過する場合は値段の安い石勝線経由の乗車券で利用す

ることができた。 

 

（3） 現在 

現在、札幌と帯広、釧路方面を結ぶ定期特急列車は全て石勝線を経由して運転されている。

帯広までの「スーパーとかち」5 往復と、釧路までの「スーパーおおぞら」6 往復である。

石勝線内では、追分、新夕張、占冠、トマムの各駅において一定数の停車本数が確保されて

いる。特に「スーパーとかち」に関してはこれらすべての駅に停車する。 

普通列車に関しては、楓駅が 2004 年 3 月に信号場へと格下げされたため新夕張以東の

石勝線を経由する列車は存在しない。石勝線内の普通列車はもっぱら旧夕張線新夕張―夕

張間に関係する列車であり、石勝線内のみ運転される列車のほか、一部千歳線の千歳まで直

通する列車がある。 

根室本線側の列車は、多くの列車が分断されることなく直通運転が行われ、滝川駅から釧

路駅まで、所要時間 8 時間以上の列車も運転されている。 

（4） 将来展望 

現在石勝線と並行して道東自動車道が整備されつつある。平成 28 年 3月 12 日に白糠 IC

と阿寒 IC 間が開通し、残り 1 区間を持って釧路まで繋がることとなる。さらに、石勝線内

での火災事故の影響もあり JR 北海道は安全性を重視した運転に方針転換が行われたため、

「スーパーおおぞら」で使用するキハ 283 系気動車の営業最高速度を 130km/h から

110km/hへと落としたことにより、札幌―釧路間の特急所要時間が 4 時間を超えることと

なった。そのため JR北海道に対しては厳しい状況が続いている。キハ 283系、および普通

                                                   
4 現在のトマム駅。1987 年改称。 
5 青春 18 きっぷなどの企画乗車券にもこの特例は適用される。 



列車用のキハ 40形の老朽化もあり、これ以上の減便、あるいは駅の廃止が行われる可能性

もある、ということを頭に入れておかなくてはならない。 

 

JR 北海道キハ 32 系（札幌駅 2016.03.16） 

 

4. 筑肥線の事例 

（1） 概要・従来の様子 

最後は番外編に近いが、新線開業に伴い、路線自体が分断されてしまった例を紹介する。 

筑肥線は従来、博多駅から東唐津駅を経由し、東唐津でスイッチバックを行い伊万里駅まで

至る全長 85.4kmの路線であった。全区間単線非電化であり、1982年 6 月の時点では急行

「平戸」1 往復が運転されていた他は、定期列車は全て普通列車での運転であった。6路線

の博多寄りは周船寺までの各駅は福岡市内駅に指定されており、日中でも毎時 1 本は列車

が運転されていた。このうち約半分が東唐津止まりで、東唐津以西は 2 時間に 1 本程度の

運転だった。伊万里方面は直通列車が 5 本程度運転されており、長崎や佐世保方面へ直通

したほか、伊万里で分割して有田方面へ向かう列車も運転された。 

 一方、唐津地区を通過する路線にもう一つ、唐津線というものがあった。これは佐賀駅の

2 つ隣の久保田駅を起点とし、途中の山本駅で筑肥線と X 字に接続して唐津を経由して西

唐津へと全長 48.9kmの路線であった。12往復が運転され、線内は全て各駅停車であった。 

 

（2） 1983 年 3 月 福岡市営地下鉄線接続 

1983 年 3 月 22 日、筑肥線の博多―姪浜間が廃止され、代替として福岡市営地下鉄線の

室見―姪浜間、および博多―中洲川端間が延伸開業した。これに伴い姪浜駅で筑肥線と接続、

相互直通運転が開始された。さらに筑肥線の虹ノ松原から東唐津を経由し山本へと至る区

間を廃止、東唐津駅を移設し虹ノ松原から東唐津（新）を経由して唐津へと至る短絡線が建

設され、姪浜から唐津線の西唐津までが直流 1500V により電化された。同時に姪浜と唐津

付近が高架化された。 

姪浜方面から伊万里へ向かう場合、従来は東唐津、山本を経由していたが、これによって

                                                   
6 ただし、通過駅のある普通列車も運転されている。 



東唐津（新）、唐津、山本を経由して伊万里へ向かうルートをとるようになった。唐津山本

間は従来の唐津線との二重戸籍区間となった。 

 1983 年 11 月の時刻表では、筑肥線の姪浜側は一部を除いて大半が福岡市営地下鉄線に

直通している。本数は地下鉄直通前と比べておおむね倍増しており、毎時 2 本の直通列車

が運転されていた。うち半数が筑前前原止まりの列車で、唐津へと足を延ばす列車は毎時 1

本と、直通前とあまり変化のない布陣であった。また、地下鉄に乗り入れる路線の性格上気

動車の運行はなく、全て電車での運転となり、急行「平戸」は博多―東唐津―山本間が廃止

とり、運転区間が唐津―長崎となったため、筑肥線は唐津を基準にして運行系統が完全に分

割されることとなった。 

一方、伊万里側の筑肥線は、始発が唐津となっただけでおおむね変化はなかった。唐津―

山本間では唐津線と筑肥線が利用できるようになったため利便性は倍増した程度である。

民営化後、唐津線との二重戸籍区間が解消し、西側の路線は山本から唐津まで唐津線に乗り

入れる形態となり、名実ともに筑肥線は分断されてしまった。 

 

（3） 現在の様子 

 唐津以東の区間は引き続き福岡市営地下鉄線に直通しており、筑肥線内において快速運

転が行われている列車もある。筑前前原まで複線化されたこともあり、日中は毎時 4 本が

直通され、そのうち半数が筑前前原止まり。残り半数が西唐津まで直通、あるいは筑前前原

で接続して西唐津まで至るという運行形態となっている。 

 いっぽう、唐津以西の区間においては、松浦線が第三セクターに転換され松浦鉄道西九州

線となってしまった。また、近年伊万里駅が松浦鉄道と JR 九州とで分断され、筑肥線と西

九州線との直通は物理的に不可能となってしまった。 

 
JR 九州キハ 125 系（西唐津駅 2011.08.18） 

（4） 将来の展望 

おそらく運行系統は今後も分断されたまま続くと思われる。 

 

5. これからの新線 

 これからの新線建設は、主に都市圏の路線や新幹線の延伸、あるいは新規開業路線として

行われるものが多く、優等列車の走行のための短絡路線の建設は少ないと思われる。ゆえに



大規模に運転系統が変更となる状況は今後起こりにくいのではないだろうか。 
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