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概要 

 

近年，新幹線の基本計画線の建設に注目が集まっているが，フル規

格による整備は高コストである．そこで，本研究では高速運転しな

がら上下列車が交換できる信号場を組み込んだ単線新幹線システム

に注目した．この単線新幹線システムでは表定速度を約 152km/hと

しながら，複線のフル規格比で軌道延長を約 40％削減でき，建設単

価も約 36%削減できると見込まれるため，フル規格よりも少ない旅

客数でもシステムが成立しやすい．遺伝的アルゴリズムを使って全

国の幹線鉄道網の将来像を探索した結果，単線新幹線は延長 100km

程度の支線的な路線に適することがわかった．また，既存整備手法

（フル，ミニ，スーパー特急）に単線新幹線を新たにメニューとし

て加えることで，全国的な移動の利便性が向上させられるだけでな

く，交流の多様度も増加することがわかった． 
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１．研究の目的 

 近年，各整備新幹線が順次開業し，全国的な交流が拡大しつつある．その一方で，1970 年代に

示された全国的な新幹線網のうち，基本計画線と呼ばれるローカル新幹線の建設の見通しは厳し

い状況にある．2050 年を見越した新しい国土形成計画では「多様な対流」といった方針が示され

ているが，それを具体化する手段の１つである新幹線ネットワークの完成の見通しは立っていな

い．全国的な新幹線網の建設が難しい原因は費用だが，今後建設するローカル新幹線では数分お

きに電車を走らせる必要は無く，東海道新幹線等と同じスペックは必要としていない．ミニ新幹

線やスーパー特急といった暫定整備手法も存在するものの，低性能であり，高速鉄道の整備スキ

ームとしては役立っていない． 

 そこで，本研究では新しい整備手法として「単線新幹線」を提唱し，この手法を導入した場合，

建設可能な路線が増加するのか，どのような路線網を構築可能かについて，遺伝的アルゴリズム

（GA = Genetic Algorithm）による計算システムで模索する．また，特定都市地域間のみ交流が拡

大すると地域間格差を拡大させる可能性があるため，交流の多様性にも着目して分析する．  

(a)単線新幹線システムの条件設定 

 単線新幹線は上下方向列車が１本だけの線路を共用するシステムであり，高速運転しながら上

下列車が交換できる信号場を組み込むことで表定速度を約 152km/h としながら，複線のフル規格

比で軌道延長を約 40%削減できる．本研究では，まず単線システムのこのような基本諸元につい

て整理するとともに，試算の基礎条件（速度，運転本数，建設単価，運賃など）を設定する． 

 特に建設単価については重要な数値であるため，過去における在来線（複線，単線）の建設単

価を詳しく調査検討することで，新幹線を単線で建設した場合の単価を具体的に推計する． 

b)単線システム導入時に形成される幹線鉄道網を GAで探索 

 今後の新幹線整備が構想されている路線ごとに，整備方法（無整備，フル，ミニ，スーパー特

急，単線新幹線）を選択し，最適な路線網を調べる．区間ごとの整備メニューの組合せ最適化問

題となるため，GA を用いる．探索の際の目的関数としては，総移動時間の最小化，総一般化費

用の最小化を用い，それぞれについて交流パターンの多様度を計算する．また，整備メニューか

ら「単線新幹線」を除いた探索も行い，新手法の影響を分析する．GA のシステムは FORTRAN
で記述された並列計算プログラムを 39 台の PC で処理する． 

c)都市・地域間の交流量や交流パターンの多様度の面からの分析 

 整備手法として「単線新幹線」を採用することの有無を比較することにより，全国的な総移動

時間，総移動費用の変化や交流の多様度に与える「単線新幹線」の影響を分析する． 

d)国土計画の観点からの単線新幹線システム導入の意義についての考察 

 「単線新幹線」という整備手法を導入することにより，全国的な交流の多様性にどのような影

響があったかを分析し，「単線新幹線」導入の影響が国土計画の目指す方向と合致するのかにつ

いて考察する． 

 

以上のような計算と分析から，本研究では「単線新幹線」というシステムの可能性を探ることが

本研究の目的である． 

 

 



２．研究の経過 

(a)「単線新幹線」とは 

 まず，本研究で対象とする「単線新幹線」について述べる(*1)． 

(*1)波床正敏:「新幹線における暫定整備計画の課題と改善方策 —単線方式による新幹線システムの可能性

—」,実践政策学第 2巻 2号, pp.151-160, 2016.12.25 

 新幹線の特徴は 200km/h 以上の高速運転と大量輸送（東海道新幹線で片道最大 15 本/時）であ

る。しかし、今後の建設が期待される基本計画線については，在来線特急の運転本数がピーク時

でも 1〜2本/時程度であり，平時は毎時１本程度以下であることが多い．近年開業した整備新幹

線を見ても速達型列車の運転が主体ではなく，各停型の列車が主体である．したがって，ある程

度の高速運転かつ少便が処理できれば十分で，なるべく安価な手法が理想である． 

 そこで，次のような条件を想定した上で新幹線列車の運転曲線を作成し，信号場(*2)の規模の

設計や駅間所要時間の計算を行った．①運転間隔は 30 分，②最高速度は 260km/h，③全列車各停

型，④路線は単線を基本とする，⑤上下列車の交換は駅もしくは信号場(*2)で行う，⑥列車の遅延

は 1 分まで許容，⑦E6 型電車（秋田新幹線用で 320km/h 運転可能）を使用，⑧加減速時は 10‰
の勾配を考慮，⑨デジタル ATC 使用を想定 

(*2)160km/h まで減速するだけで，停車することなく走行したまま列車交換させる信号場であり，信号場構内の

分岐器は高崎駅で使用実績のある 160km/h 制限のものを使用． 

 駅については図１のような基本設計となった． 

 

図 1：駅構内の基本設計 

 

 信号場については図２および図３のような基本設計とした．図２のように信号場への進入前に

260km/h から 160km/h まで減速し，進入時は分岐側に進む．最初の閉塞を列車が進行中に背後の

分岐器を転換し、図３の状態に移る。もしも対向列車が遅れている場合は 1分の余裕を見込んで

おき、この間に進行方向の分岐器が転換した場合は図３の状態に移る。進路が開通しない場合は

ATC の停止パターンに沿って減速し、分岐器の手前 100m の地点で安全に停止させる。 

 

図２：信号場構内の基本設計（停止する場合） 

 



 

図３：信号場構内の基本設計（進行する場合） 

 

 図４のような具体的な区間を想定した上で，所要時間の推計を行った．運転曲線の作成，列車

ダイヤ作成を経て，全区間 284.8km の所要時間が 113 分、表定速度は 151.7km/h となった。これ

は、既存の新幹線における全駅停車型とほとんど変わらない．列車交換のために一部を複線にす

る必要があるが、路線全体としては全線複線である場合に比べて軌道延長を約 40%低減できる。 

 

図４：駅と信号場の位置決め結果（配線略図） 

 

(b)「単線新幹線」の基本的諸元とコスト 

 単線新幹線を含め，新幹線整備手法の特徴をまとめると以下のようになる．  

表１：各整備方式の特徴概要 

名称 フル規格 ミニ新幹線 
スーパー 
特急方式 FGT 単線新幹線 

事例 整備新幹線 山形/秋田 
新幹線 

青函トンネル 
区間 

- - 

構造物 複線の 
高速新線 

在来線転用 複線の 
高規格新線 

在来線そのもの 高速新線 

軌道 標準軌 
軌間のみ 
標準軌化 

狭軌（将来は 
標準軌化） 

在来線そのもの 標準軌 

速度 260km/h以上 130km/h程度 140km/h程度 130km/h程度 260km/h以上 

本数 毎時片道 
15本以上 

毎時片道 
2本程度 

在来線複線 
区間程度 

在来線次第 毎時片道 
2本程度 

費用 50-100 
億円/km 

数億円/km 50-100 
億円/km 

車両費と軌間 
変換設備 

フル規格の 
2/3程度 

信頼性 
ほとんど 
遅れない 

普通列車， 
踏切,鳥獣， 
降雨,降雪 

普通列車， 
貨物列車 

普通列車， 
踏切,鳥獣， 
降雨,降雪 

「ミニ」のよう
な課題はない 

車両 大型車体 
320km/h対応 

小型車体 
320km/h対応 

小型車体 
160km/h程度 

小型車体 
270km/h対応 

車体の大小不問 
高速運転 

直通 新幹線直通 新幹線直通 
在来線直通 
 (乗換必要) 

新幹線直通 新幹線直通 

駅 新規 既存駅活用 新規/既存 既存駅活用 どちらでも 
備考 工費大 工期短い 工費大 工期短い - 

 

 表１には単線新幹線の建設コストも書き込んでいるが，この値が本研究の基礎的前提条件にな

るため，最初に単線新幹線の建設コストの具体的推計を行った(*3)．方法としては，在来線の建設

請負実績資料をもとに単線区間と複線区間とでインフラの種類別に建設単価がどの程度異なる



かを調査した。その上で、在来線における単線区間と複線区間との建設単価の比が新幹線用イン

フラについても同様であるとの仮定の下に、路盤区間、橋梁区間、隧道区間のそれぞれについて

新幹線用単線インフラの建設単価を推計した。さらに、単線新幹線システムによる路線全体の費

用を試算した結果、ミニ新幹線のように駅部は既存駅を活用しながらも駅間部分は単線仕様の高

速新線とした場合、フル規格複線が 75.9 億円/km（2010 年価格）であるのに対し，単線新幹線シ

ステムは 48.3 億円/km となり、フル規格に比べて 36.3%コストを低減できることがわかった（駅

部も新駅とした場合は 52.6 億円/km）。 

 (*3) 波床正敏・向井智和:「単線方式による新幹線システムの建設単価推計 ―ローコスト新幹線システム

の整備費用について―」,実践政策学第 3巻 1号, pp.61-68, 2017.7.31 

 

(c)GA を用いた路線整備状態の組合せの探索 

単線新幹線システムが実際の幹線鉄道網の中でどのように使用するのが適切であるかについて

は，整備しようとする路線の並行路線の存在やその整備水準、結ぶべき都市や交通拠点の配置、

関連する路線の整備状態の変化などによって、単純には判断できない。このため、全国のすべて

の路線の様々な整備水準の組合せについて分析を行う必要がある。そこで、本研究では、単線新

幹線システムを含む主要整備手法が実際の鉄道網の中でどのような箇所に適用されるかについ

て GA を用いて分析した(*4)。 

(*4) 波床正敏:「高速鉄道整備における単線新幹線システムの適合条件に関する研究 ―基本条件の分析と

GAに基づく考察―」,実践政策学第 4巻 1号（投稿中） 

 本研究では、2016 年秋において着工が決まっている路線や区間が完成した状態を基準とし、現

時点での公表されている最も先の都道府県別将来人口推計である 2040 年時点の人口分布とそれ

に基づく旅客流動を前提に，各路線について表２のような建設単価で建設しようとした場合，ど

の路線をどの手法で建設するのが建設費に比して最も総移動時間（総期待所要時間）や総移動費

用（総一般化費用）が最小化できるのか（効果の最大化）を分析する．路線ごとの整備状態の組

合せ問題であるので，GA を用いて最適解の実用的近似状態を探索する。さらに，効果量が負に

ならない最大の建設費（およびそれを実現するネットワーク）についても探索した． 

表 2：各手法の表定速度と単価設定（2010 年価格） 

[単位] 表定速度[km/h] 整備単価[億円/km] 備考 

フル規格 213.3 75.9 260km/h 運転 

ミニ（複線） 87.1 5.1 山形新幹線 

スーパー特急 113.1 45.3 160km/h 運転 

単線新幹線 151.7 48.3 260km/h 運転 

 

(d)交流の多様性の表現 

都道府県間の交流の多様度については、まず GA での探索結果であるネットワークの都道府県

間の所要時間をもとに重力モデルで都道府県間交流量を推計する。次に，全都道府県間交流量（総

和）に対する各道府県組合せの交流量（各 OD）の比率を求め、これを生起確率データ Pkとする．

このデータセットの持つ情報量相当の値 H（単位はビット）を計算することで分布の多様度指標

として定量化できる。 

H = -Σ(Pk) log2(Pk) 
 

 



３．研究の成果 

(a) 単線新幹線の建設コスト（2010年価格） 

文献調査と推計の結果，単線新幹線の建設単価は整備状態別に以下のような値となった (*3) ． 

① 橋梁や隧道などのインフラは全て複線仕様で建設し、軌道の敷設だけで単線システムとした

場合の建設単価は 68.9 億円/km となった。（フル規格比 9.2%減） 

② 橋梁や隧道などを単線仕様とした場合， 52.6 億円/km となった．（フル規格比 31.1%減） 

③ インフラを単線仕様とした上，新駅建設をやめてミニ新幹線のように既存駅を活用した場

合，建設単価は 48.3 億円/km となった．（フル規格比 36.3%減） 

 

(b)主要整備手法の基本的な適用範囲について 

主要整備手法については、整備前後の表定速度や整備費用、利用者数を設定すれば、基本的な適

用範囲を求めることができる。その結果を図示すると図５のようになる(*4)．単線新幹線はフル

規格と似た傾向だが、整備前の速度が 100 km/h 以下の範囲においてフル規格よりも少ない利用者

数でも成立し，多数の列車の運転を要しない路線において有効な整備手法である。 

 

図 1：各システムが成立する旅客数の下限値の目安 

 

(c) GAによる探索結果としての将来新幹線網(*4) 
① 一般化費用の観点で効果が最大化される路線網の整備費用は 2.36 兆円，フル規格での整

備は首都圏の主要拠点間のみ、ミニ新幹線は札幌周辺や大阪−和歌山間などであり，姫路

-鳥取間と山口−新山口間は単線新幹線が選択された。 

② 期待所要時間の観点で効果が最大化される路線網の整備費用は 3.89 兆円、フル規格は札

幌−新千歳空港間、首都圏の拠点間、新鳥栖−佐賀間となった。ミニ新幹線は岡山-高松間

だけであり、米沢−福島間、姫路−鳥取間、山口−新山口間、佐賀−武雄温泉間、新鳥栖−大

分間は単線新幹線が選択された。 



③ 一般化費用の観点で効果量が非負で整備額を最大化する場合の費用は 4.00 兆円であり、

フル規格は首都圏の拠点間と山口−新山口間だけである。ミニ新幹線は札幌周辺、敦賀−

米原間、四国島内であった。姫路−鳥取間と新鳥栖−大分間は単線新幹線が選択された。 

④ 期待所要時間の観点で効果量が非負で整備額を最大化した場合の費用は 14.86 兆円、探

索結果は多数の路線でフル規格となった（札幌付近での整備、秋田・山形新幹線のフル

化、首都圏の拠点間の路線、日本海側の鳥取や松江と山陽新幹線を個別に結ぶ路線、四

国の主要幹線、佐賀や大分と九州新幹線を結ぶ路線）。また、仙台−山形間がミニ新幹線

であり、塩尻−飯田附近、川之江−高知間、関西空港−和歌山間、佐賀−武雄温泉間、宮崎−

鹿児島中央間は単線新幹線が選択された。 

 

(d) 単線新幹線システムが適する区間 

GA の探索結果を分析した結果，単線新幹線が適する区間は次のような特徴がある． 

① フル規格に比べると建設費が安いものの表定速度が劣るため、長距離の建設はフル規格

との所要時間差が顕在化しやすい．このため，100km 程度以下の短区間に向いている。 

② フル規格の複線の新線よりも単線新幹線システムの方が少ない旅客数でも成立しやすい

ため，様々な目的地の旅客が混在する幹線的役割の区間に比べ，単一目的地の旅客だけ

が使う支線的な区間に向いている。 

 

(e) 単線システム導入が全国的交流に与える影響 

 交流の量や交流パターンの多様度を分析した結果，以下の点がわかった． 

① 整備方式として単線新幹線を整備メニューに追加する方が、全国的な移動に要する総所

要時間や総一般化費用をより多く減少させることが可能である． 

② 整備方式として単線新幹線を整備メニューに追加する方が、交流の多様度も増す。 

 

 

４．今後の課題 

 本研究では「単線新幹線」というメニューを既存整備手法に追加することで，全国的な交流の

拡大や多様性の拡大に寄与しうることを示せた．だが，多様性が具体的に国土の構造にどのよう

な影響を与えるかという根源的な問題が解明されていないため，「単線新幹線」導入が国土の構

造にどのような影響を与えるかという分析は十分とは言えない状況にある． 

 現状では多様であることが都市や地域にとってどのような具体的影響があるかについて参考

となるような研究はほとんど実施されておらず，多様さは何らかの間接的重要性があると思われ

ながらも，多様さを意識した都市・地域計画が適切かどうかの確たる裏付けが無い状態である．

今後の研究課題としては，交流の多様さが都市や地域にとってどのような影響があるかについて

研究する必要がある． 

 

  




