
JR四国 with 瀬戸大橋 

～ともに歩んできた 30年、そして、これからも。～ 

 

 

1, はじめに 

 本校鉄道研究部の今年のテーマは瀬戸大橋開業 30周年です。私は瀬戸大橋と JR

四国(正式名称:四国旅客鉄道株式会社、以下 JR四国)の関わりについて、国鉄時代

まで遡って考察していきたいと思います。最後までお読みいただければ幸いに存じ

ます。 

 

2, JR四国についての概要 

(1)JR四国そのものについて 

JR四国は昭和 62年 4月 1日に国鉄から民営化した四国内を走る鉄道会社で、い

わゆる瀬戸大橋線と言われる本四備讃線、予讃線のほかに鳴門線や牟岐線など計 9

路線、855.2kmから成ります。JR四国は JR7社の中でも収益は少なく、路線の電

化率は 27.5%、複線化率は 5.9%(平成 29年 4月時点)と平成が終わる今でもローカ

ルな面影がかなり残っています。 

 

(2)予讃線、本四備讃線について 

①予讃線 

 予讃線は高松～松山～宇和島駅間を結ぶ鉄道路線で、そのうち瀬戸大橋線と呼ば

れる区間にあたるのは高松～宇多津駅間です。JR四国の中では路線距離が最長で

あり、普通や快速マリンライナーのほか特急列車も数多く走っています。 

(なおこれら諸列車の詳細についてはこちらをご覧ください) 

 

http://takatsukitekken.web.fc2.com/sta18/18-3jnishinihon.pdf


②本四備讃線 

 本四備讃線は茶屋町～宇多津駅間を結ぶ路線で、すべての区間が瀬戸大橋線に当

たります。JR四国にあたる区間は児島～宇多津駅間で、すべての列車が岡山駅に

直通しています。 

 

(3)主要駅 

①高松駅 

 高松駅は JR四国の中で乗降客数トップの主要駅であり、1日の平均利用客数は

12,941人(今後の平均利用客数のデータは全て平成29年度のものである)とJR四国

唯一の 5桁台です。高松市がそもそも香川県庁所在地であるため当然乗降客数も多

いわけで、JR四国本社もこの駅の近くにあります。高松駅自体は予讃線・高徳線

の一駅ですが、瀬戸大橋線を通って岡山へ行く列車や土讃線を通る特急列車も数多

く運行されています。 

 

②坂出駅 

 瀬戸大橋を渡って高松方面へ向かう列車は必ずこの駅を通ります。2面 3線の構

造で、1日の平均利用客数は 5,276人とこれは高知県を代表する高知駅とほとんど

同じです。 

 

③宇多津駅 

 こちらは坂出駅とは対照的に、瀬戸大橋を渡って高知、松山方面へ向かう列車が

必ずこの駅を通ります。高徳線でいえば坂出駅の１つ西側の駅で 2面 4線の構造、

１日の平均利用客数は 2,236人と坂出駅のそれの半分以下となっています。 

 

④多度津駅 

 予讃線に属し土讃線に接続する 2面 4線の駅で、1日の利用客数は 2,095人とな

っています。駅近くには予讃線開業時から JR四国全車両を管轄する多度津工場が

あります。 

 

 

 

 

 

 

 



3, 車両 

(1)特急用車両 

  

左:2000系 右上:8000系 右下:キハ 185系 

キハ 185系のみ日本を走る鉄道車両図鑑(www.uraken.net/rail/alltrain/kiha185.html)より引用 

 

瀬戸大橋開業当時から現在まで瀬戸大橋を通る特急は「南風」、「しおかぜ」、「うず

しお」があります。 

これらのうち「しおかぜ」「南風」は開業当時、キハ 185系が使われていました

が、この車両は機能性よりも経済性に重点を置いた設計であまり特急列車には向い

ていなかったこともあり、急勾配・急曲線の多い四国内で時間を短縮する目的で

1989年に 2000系が導入されました。この 2000系は世界初の振り子式(※1)気動車

であり、1995年にはエンジンの出力を上げ、足回りを整備したN2000系も登場し、

2000系列(以下、2000系・N2000系のことをこう呼ぶ)の車両は平成 30年 4月現

在76両と全系列の中で最も多く製造されている車両です。そして1992年には8000

系の試作車が登場、こちらも振り子式ですがこちらは電車であり、量産されたのち

2004年から 2006年にかけてリニューアルが行われ、現在では 45両在籍していま

す。なお非電化の区間を通る南風には使われません。 

そして「うずしお」に関しては「キハ 185系」、「2000系列」のほかに「2600系」



という、2017年に 4両が導入された車両が運用についています。なおその車両で

採用された空気ばね式の振り子はカーブの多い土讃線などの路線に向いていないこ

とが判明しており 2600系が量産されることはありません。 

 

(2)快速・普通用車両 

左:5000系 右上:7000系 右下:6000系 

 

瀬戸大橋を走る快速マリンライナーは JR西日本の 223系 2両と JR四国の 5000

系 3両の 5両編成で運行されています。四国側の 1両目は 5000形の中でも 5100

形と呼ばれる、2階建てのグリーン席付きの車両となっています。また瀬戸大橋を

渡る JR四国の普通列車は 6000系のみで、四国内では 7000系、7200系、113系

も使用されます。 

 

4, 歴史 

(1)宇高連絡船時代 

①そもそも宇高連絡船とは？ 

宇高連絡船は簡単に言うと、瀬戸大橋開業前に本州と四国を結んでいた船のこと

です。その歴史は、1903年に山陽汽船株式会社が岡山～高松間で船や車の運輸事業



を始めたことが起源であり、その 7年後に、その年に開通した国鉄宇野線に合わせ

て国鉄宇高航路も開設されたのが宇高連絡船の始まりであると言えます。当時は「児

島丸」と「玉藻丸」の 2隻のみで、その後乗客の増加から 1923年には「南海丸」、

「山陽丸」が、また貨車の需要の高まりから 1930年には「第一宇高丸」が就航す

るなど、本四の連絡という意味で大変重要な幹線交通路として活躍してきました。 

1972年には急行便である「ホバークラフト」の運航が開始されました。このホバ

ークラフトとは、水面や泥上のところなどあらゆる環境下で走ることができる乗り

物です。エンジンやモーターの力で空気を吸い込み、下に向けて勢いよく噴出する

ことで、機体を宙に浮かせており、そのために騒音の問題や燃費が悪いことなど欠

点もありますが、比較的速く移動でき本四連絡の運行時間の短縮につながりました。 

 

 

 

←国鉄宇野駅 

ここと宇野港は直接つな

がっていた。 

かいもん４号のホームページ

(www5f.biglobe.ne.jp/~kaimon4/ga

lleryukou.html)より引用 

 

 

 

②紫雲丸事故 

1955年 5月 11日、紫雲丸事故が発生しました。これは、濃霧の中、船に当時最

新の航海機器であったレーダーが搭載されていたにもかかわらず、紫雲丸の乗組員

が海上での衝突事故を防ぐための規定に違反し運行上に過失があったために、紫雲

丸と宇高連絡貨物船の第三宇高丸が衝突し、多数の乗客(修学旅行生も含む)が溺死、

負傷した事故です(実際は紫雲丸事故とは、紫雲丸が就航してから紫雲丸が 9年間に

わたって 5度起こした事故の総称を指し、説明したのはその中でも最も負傷者数の

多かったものを指しています)。これを機に瀬戸大橋を建設しようという機運が高ま

り、実際に建設するまでに至ります。なお、瀬戸大橋の建設に関する詳細はこちら

をご覧ください。 

 

 

 

http://takatsukitekken.web.fc2.com/sta18/18-1souron.pdf
http://takatsukitekken.web.fc2.com/sta18/18-1souron.pdf


③瀬戸大橋開業後 

 瀬戸大橋が開業すれば当然船の利用客数は減ります。宇高連絡船は国鉄が解体し

てから JR四国のものでしたが、必要性が無くなったために橋開業の前日をもって

ホバークラフトと普通の連絡船が、そして 1991年には宇野周辺の住民のために残

された高速艇も廃止となりました。なお、宇高連絡船と並行して運行されていた別

の民間フェリー会社は開業後もしばらくは運行を続けており、瀬戸大橋の通行料の

問題などによって一定数の需要がありましたが、21世紀に入ってからは本数が減少

し、2018年現在運行を続けているのは四国フェリー1社のみです。四国フェリーに

関してはこちらをご覧ください。 

 瀬戸大橋開業によって本四間を車または鉄道で移動できるようになりました。し

かし、完成直後車の方は通行料金の高さから 1日の利用は 3,000台にとどまってい

ました。四国の高速道路とつながったのはそれから 3年後の話です。高速道路部の

利用は今でもさほど多くはなく、開業 30周年を迎えた現在も債務償還は完了して

いません。一方瀬戸大橋区間を通る本四備讃線は、平成元年での 1km当たりの 1

日の平均旅客輸送人員は 25,000人ほど、平成 28年度でも 24,000人ほどと安定し

て集客しており、2001年に鉄道部の債務約 5,000億の返済が完了しました。 

 

5, 瀬戸大橋開業による変化 

(1) 輸送人員 

開業によって利用者数はどう変化したかは下のグラフを参照してください 

 

JR四国のほうについては、も

ともと本四連絡船だったのが電

車となってからは当初は 3倍近

くに利用者が増え、減少傾向に

あるながらも現在でもおよそ

800万人の利用者がいます。 

 

 

※上グラフは一年あたりのデータ 

 

 

 

 

 

http://takatsukitekken.web.fc2.com/sta18/18-7ferry.pdf


 一方こちらは車のほうにつ

いてのデータですが、開業後

から途中あまり伸びなかった

時がありながらも 2009年を

境に増え現在では計800万台

ほどの通行量があります。な

おその 2009年、高速道路料

金休日上限が 1,000円に引き

下げられています。 

両データは国土交通省四国運輸局(wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/content/unyu_30year.pdf)より引用 

 

 また、岡山～高松間の列車本数も昭和 62年 3月時点で往復計 29本だったのが平

成 29年 3月には 79本と 50本も増えました。このように瀬戸大橋開業によって本

四間を移動する人々が大幅に増えたのが分かります。実際、岡山～香川間を通勤・

通学で使う人は開業前に比べて約 3倍以上の増加がありました。これによって別都

道府県から四国へ行きやすくなりましたが、同時に四国の住民が離れていきやすく

なったともいえます。しかし今のところ四国の人口について若干減少傾向にあるも

ののさほど減ってはいません。 

 

 

 

 

←岡山～香川間の通勤

通学利用者の推移 

瀬戸大橋記念館内にある資料

より 

 

 

 

 

(2)競合について 

瀬戸大橋は鉄道道路併用橋ですから当然電車と車で競合が発生するものですが、

先ほど述べたように高速道路部の利用はあまり良いとは言えません。それでも高速

道路の延伸や料金の大幅な値下げもあり鉄道運輸の収入は著しく減りました。また、

四国は都市部が少なく全体的に車社会であり、実際、四国全体の鉄道旅客輸送人員



について、昭和 40年度では 1年で約 2.1億人いたのが平成 28年度では 1年で約

0.9億人と半分以下に減少しています。これについて鉄道側は主に、得となる切符

の発売やそれの宣伝(詳細は後述)によってシェアの維持、拡大を図っています。 

 

6, 利用客、また収支を増やすための取り組み 

 少子高齢化や車社会など様々な要因によりこのままいけば四国全体の鉄道利用客、

ひいては四国の人口は減少していく一方であるのは想像に難くないでしょう。JR

四国では平成初期に線路の高速化を行ったり車両を更新したりすることによって、

列車本数の増加(乗車機会の向上)、列車の速達化、列車内のサービス向上を図って

いますが、それ以外にも様々な取り組みを行っています。ここでは瀬戸大橋に限ら

ず JR四国全体で取り組んでいることも紹介します。 

 

(1)パークアンドライド 

写真は志度駅にある一例 

Google Map(www.google.co.jp/maps)内より引用 

皆様はこの言葉を聞いたことがありますでしょうか？これは四国に限らず車社会

となっている地域で盛んにおこなわれている活動で、「自宅から最寄り駅までは車で、

そして駅にある駐車場に停めてそこから鉄道を利用して目的地まで向かう」といっ

たことを促進する目的で、駅前に駐車場を整備しています。JR四国では平成 10年

より「車 deトレイン」の名で始まり、現在では 47駅で駐車場が設置されています。 

 

(2)観光列車 

四国は多くの観光地があり、それに合わせ JRでも「伊予灘ものがたり」や「しま

んトロッコ」など様々な観光列車を設定しています。瀬戸大橋を渡るもので言えば

「瀬戸大橋アンパンマントロッコ号」「ラ・マル ことひら」があげられます 

。 



① 瀬戸大橋アンパンマントロッコ号 

 

 

この列車は岡山～琴平・高松間を結んでいる

2両編成の列車で、車内はアンパンマンのキ

ャラクターの内装に木のベンチや床窓、アン

パンマンのグッズ販売や楽しい仕掛けがあり、

小さい子供連れの親子に大変好評を博してい

ます。全車グリーン席で運行日は基本土日祝

(冬季は運行せず、また夏休み期間の 8月は毎

日)です。 

 

 

 

②ラ・マル ことひら 

 この列車は岡山～琴平間を結んでいる 2両編成の列車で、車内は木を基調とした

落ち着いた内装に現代アートやカウンター席、サイクルスペース(自転車を置いてお

く場所)を設置しています。姉妹列車にラ・マル せとうちやラ・マル しまなみなど

があり、むしろこちらの列車のほうが本数が多く設定されています。このラ・マル せ

とうちは祝日(土日を除く)に運行されます。 

※以上の列車についてより詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください 

 

(3)様々な企画切符 

 JR四国ではほかの交通機関とも連携してお得な切符を多数発売しています。例

えば「琴平・大歩危祖谷フリーきっぷ」(琴平・大歩危・曽谷地区周辺駅、また四国

交通路線バスが 2日間乗降自由)、「四国西南周遊レール＆バスきっぷ」(松山～南予・

奥四万十エリア～高知の鉄道・バスが利用できる)「ALL SHIKOKU Rail Pass」(訪

日外国人観光客のために四国内ほとんどの交通機関で利用できるきっぷ)など、用途

に応じてきめ細かく設定されています。 

http://takatsukitekken.web.fc2.com/sta18/18-11setouchi.pdf


 

↑英語で説明されたALL SHIKOKURail Pass の概要 

四国ほぼ全域で使えるため多くの利用がある。 

Japan Endless Discovery (us.jnto.go.jp/partners/features_item.php?featuresid=407)より引用 

(4)その他 

 JR四国に限らず他の中小私鉄でも取り組みがなされています。例えば伊予鉄道

ではサイクルトレイン・バス(サイクリストの利便性向上のために土・日・祝に設定)

の運行が、土佐くろしお鉄道では運転免許自主返納者を対象に普通運賃半額のサー

ビスの実施がされており、各社知恵を絞って利用客の増加に向けて熱心に活動して

います。 

 

(5)経費節減 

 上 4つでは会社側が収入を増やすために取り組んでいることを紹介しましたが、

逆に会社側の経費を削減することによって収入を維持している側面もあります。 

 

① 駅の無人化 

 駅に設置する駅員をなくせばその分人件費が浮きます。JR四国では、平成元年

の全駅に対する無人駅の割合が66％だったのを平成29年には80％に増やしました。

またそれによって利便性が著しく低下するのを防ぐために部外委託という形で切符

の販売を行っています。 



② ワンマン列車化 

 国鉄の民営化を機に特に普通列車についてワンマン化が進み、平成 29年度では

全体で約 30％の列車が、普通列車だけで見ると約 47％の列車がワンマン化されて

います。 

 

③ 社員数の減少 

 民営化直前の昭和 62年には計 4,455名の社員がいましたが平成 29年には 2,450

人と約半減されています。一方列車キロは維持しており、一社員の負担(特に運転士、

車掌など)が増えたといえます。 

 

7, 将来の展望について、筆者の考察 

 ここまで JR四国、特に瀬戸大橋を中心に様々なことを述べてきましたが、これ

を踏まえて今後どのようになるかを筆者なりに推測していきたいと思います。 

 先ほども述べましたが、瀬戸大橋の開業によって本四間を簡単に行き来できるよ

うになりました。これによって瀬戸大橋線は観光客や通勤通学客など一定の需要が

当然見込まれますが、JR四国全体で見た場合他の路線は赤字ばかりで、瀬戸大橋

線の収入に頼っている部分が多くあります。テーマである瀬戸大橋線に関してはさ

ほど心配することはなく、それよりも JR四国全体で赤字なのが問題だと言えまし

ょう。そして瀬戸大橋線以外での利用客を増やすには観光客が重要かと思われます。

車社会が進んでいる四国ではある一定数車に頼り切って鉄道をほとんど使わない層

もあるでしょうし、そもそもの人口も多くはありません。私が思うに観光客が、JR

四国が販売している企画切符をもっと進んで利用すればいいのではと思います。正

直あれらの切符が全体に普及しているかといえば微妙でしょう。しかしどうやって

普及すればいいか、これは難しい問題です。興味関心がなければ注目することもな

いでしょう。私は SNSを活用してみるのも一つの案だと思います。SNSを使えば

興味のない人の目にも入りやすくなり、それによって関心を持つ人も現れるのでは

ないでしょうか。 

 

8,終わりに 

 ここまで読んでくれた皆様、ありがとうございました。瀬戸大橋から離れた場所

に住んでいる人は瀬戸大橋をただ一つの移動するための建築物に過ぎないかもしれ

ません。しかし、瀬戸大橋はかつて四国に住む人々の希望であり、開業後から多く

の人々がこの橋を渡っていき、四国の発展に大きく寄与しました。今年で開業 30

周年ですが、その役目は変わりません。これからもその発展に向けて変わらず車や

電車がずっと走り続けることを願って――― 



 最後になりましたが、当部に非常に多くの資料を提供してくださった四国旅客鉄

道株式会社の皆様にこの場を借りて感謝申し上げます。ありがとうございました。 
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本四高速 瀬戸大橋の歴史 
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La Malle de Bois HP jr-furusato.jp/lamalledebois/ 

アンパンマン列車 HP www.jr-eki.com/aptrain/naani/torokko_seto/train.html 

 

 

※1振り子式…カーブを曲がるときに、車体を傾斜させることによって通過速度を

早くする仕組み。台車の都合上、気動車につけるのは難しいと言われていた。 

 

※特記のない写真はすべて筆者撮影 

 

※本原稿内には多度津工場内で撮影した画像が含まれています。これらはいずれも

工場見学時に撮影したものです。多度津工場の皆様にはこの場を借りて感謝申し上

げます。ありがとうございました。 


