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【巻頭言】魅力ある沿線・地域づくり
安藤隆司 Andou Takashi
はじめに
当社は明治 27 年（1894 年）
、愛知馬車鉄道として創業し、その後、わが国 2 番
目の電気軌道を開業しました。以来、郊外への路線拡張と近隣鉄道会社との合併を
繰り返し、戦前にはおよそ現在の路線網となりました。
当社が沿線とする愛知、岐阜のうち、愛知県では人口減少社会が進展する中、今
のところ、かろうじて減少に転じていませんが、国立社会保障・人口問題研究所が
公表した「日本の地域別将来推計人口（2018 年推計）
」によると、愛知県でも 2045
年に 2015 年と比べて 58 万人の人口が減少、岐阜県においては 47 万人の人口が減
少すると推計されています。これだけの人口が減少するとなると、鉄道の輸送人員
への影響は避けられない訳で、とても危機感を抱いています。
このような社会においても地域交通の足として持続的な成長をしていくために
は、地域と連携して魅力ある沿線・地域づくりをすることにより、沿線の定住人口
と交流人口を増やすことが重要であり、当社は様々な施策を実施しています。
ここでは、近年の当社の取組みについて紹介したいと思います。
沿線都市観光キャンペーンの推進
当社の沿線にある犬山市は、国宝犬山城や国
宝茶室如庵などの名所旧跡や古い町並みと
いった観光資源を有しています。
当社は、2007 年春から犬山市とタイアップし
て「犬山キャンペーン」を開始しました。犬山
城下町における人力車や木曽川での遊覧船の
運航を実施するなど、地域が受入体制を整備す
る一方、当社としては、
「犬山城下町きっぷ」
・
「犬山グルメランチプラン」などの企画きっぷ
の発売や宣伝活動を行い、多くのお客さまに足
を運んでいただいています。
キャンペーン開始前の 2006 年には 21 万人
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であった犬山城の入場登閣者数は、犬山キャンペーンを契機として、年々増加して
おり、2017 年には 57 万人と過去最高を記録するなど、キャンペーンの効果は着実
に表れています。
犬山市の他にも、2009 年からは半田市などと、地域固有の山車や蔵といった観
光資源を紹介するキャンペーンを実施しているほか、2011 年からは豊川市、西尾
市、岐阜市、2015 年からは岡崎市、2018 年からは常滑市と協力して各地の見所を
PR するキャンペーンを実施し、沿線地域との連携を拡大しています。
電車沿線ハイキングの開催
こちらは当社駅を起点に沿
線の魅力あふれる観光スポッ
ト、季節の花の名所や地元の
お祭り会場などを歩いて巡る
もので、地域の観光協会や地
元企業などの協力を得て、年
間約 60 回開催しています。
「予約不要・参加費無料」の
気軽さや健康志向の高まりも
あり、2017 年は年間で合計 14
万 5 千人の方にご参加いただ

沿線ハイキングの様子

く人気企画となっています。
地域と連携した拠点駅の整備
一方、拠点となる駅やその周辺の整備では、現在、神宮前駅の開発を計画してい
ます。
神宮前駅は名鉄名古屋駅から電車で最短 6 分、中部国際空港駅から 21 分と利便
性が高く、年間約 700 万人が訪れる熱田神宮の玄関口の駅です。
東街区については、
『おとなの住みたいまち』をコンセプトに、生活拠点となる
駅直結の商業施設と賃貸住宅による複合開発を行います。
また、熱田神宮に面する西街区については『おとなの行きたいまち』をコンセプ
トに引き続き開発の検討を進めています。
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商業施設の開発・リニューアル
駅構内のエキナカ商業施設
としては、2014 年に金山駅の
商業施設を「μPLAT（ミュー
プラット）金山」としてリ
ニューアルオープンしまし
た。
飲食店や生活雑貨店などの
テナントが入居しており、
「身
近だけど、少しワクワク、心
が華やぐ！毎日“ぷらっと”
立寄れる私の場所」をコンセ

μPLAT 金山

プトに、お客さまと地域に愛
される商業施設を目指しています。
賃貸マンションの展開
沿線の住宅開発では、当社は以前から
郊外に戸建住宅向け分譲用地の造成を
数多く手がけてきましたが、2016 年か
ら 、賃貸 マンシ ョンの新 ブラン ド
「meLiV（メリヴ）
」シリーズを展開して
おり、これまで岩倉、栄生、堀田の駅前
に建設しました。「meLiV 」とは、
MEITETSU Living Value の頭文字を
取っており、高品質な住環境を提供する
ことを目的としています。
meLiV 岩倉では、１階に市内の保育園
などへ園児を送り迎えする岩倉市保育
園送迎ステーションと小規模保育事業
所が入居するなど、利便性の高いマン
ションとなっています。
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リノベーションや資産バリューアップ
また、所有不動産のデザイン性の向上や地域との協働による地域資源の活用を
通じて、
まちに新たな魅力や価値を創造する取組みも 2017 年より開始しています。
第一弾として実施した犬山駅西ビルの賃貸マンションでは、ライフスタイル別
の異なる住戸にリノベーショ
ンしたほか、空店舗区画を子育
て世帯向けの住戸へ用途変更
しました。
また、１階にはキッズスペー
スを併設した飲食店を誘致す
るなど、駅直結という同ビルの
セールスポイントを活かし、入
居される方に限らず、周辺にお
住まいの方、駅を利用される方
にとっても魅力的な施設とし

犬山駅西ビルリノベーション

ました。
生活関連事業の展開
生活関連事業の展開による沿
線地域の価値向上も進めていま
す。
2017 年度より新たにリハビ
リ型デイサービス事業に参入し
たほか、学童保育に習い事の要
素を付加したアフタースクール
事業や 0 歳～2 歳までの少人数
のお子さまをお預かりする小
規模保育事業にも参入しまし

リハビリ型デイサービス「名鉄レコードブック」

た。
また、2019 年には温浴事業に参入し、バラエティ豊かな風呂、岩盤浴、リラッ
クスエリア、飲食エリアなどを備えた温浴施設の 1 号店を豊橋市内に開業する予
定です。
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日本一住みやすいまち、訪れたいエリアを目指して
2016 年に愛知県内 5 ヵ所の祭礼がユネスコの無形文化遺産に登録されました。
当社沿線にはこのような価値の高い観光資源が眠っています。
今後も自治体や観光協会と
連携し、まだ多くの方に知ら
れていないような沿線の観光
資源を発掘・情報発信するこ
とで沿線を盛り上げ、拡大す
るインバウンド市場も含め、
更なる誘客に繋げていきま
す。
当社グループは、その使命
として「地域価値の向上に努
め、永く社会に貢献する」を掲

中部国際空港アクセス特急「ミュースカイ」

げています。
これからも地域と連携して、当社沿線を「日本一住みやすいまち、訪れたいエリ
ア」にしたいと考えています。

あんどう た か し

安藤隆司 氏

名古屋鉄道株式会社 代表取締役社長

1955年愛知県生まれ。
1978年早稲田大学を卒業し、名古屋鉄道株
式会社に入社。
同社人事部、文化レジャー事業本部等を経
て2002年から2004年まで名古屋空港ビル
ディング株式会社に出向。
2004年名古屋鉄道株式会社東京支社長、
2008年取締役総務部長、2010年取締役人事
部長、2011年常務取締役、2013年代表取締役
専務、2015年代表取締役社長に就任。
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特集「タクシー」
国際自動車の新たなるチャレンジ

ホスピタリティ・ドライビングｋｍ～お客さまの笑顔を私たちの喜びとして

小林一雄 Kobayashi Kazuo※
１． はじめに
現在、タクシー業界は、海外アプリの参入や国内アプリの乱立、さらに自動運転
の開発・進展など人工知能を活用した AI タクシーをめぐる競争が本格化し、過去
に例を見ないほどめまぐるしいスピードで変化を遂げている。
加えて、深刻な乗務員不足、ライドシェア対策、働き方改革への対応など数多く
の問題、課題を抱えている。
このような状況の中で、国際自動車株式会社は、2013 年に企業理念、経営方針
を新たに策定、
「ホスピタリティ・ドライビングｋｍ ～お客様の笑顔を、私たち
の喜びとして」をモットーに掲げ、東京のタクシー業界のリーディングカンパニー
として、激変する事業環境に対応したタクシーサービスを創造し、タクシー業界全
体の社会的評価向上を図り、心豊かで潤いのある社会づくりに貢献するため、運送
事業からホスピタリティ産業への脱皮を目指している。
東京オリンピックが開催される 2020 年には、創業 100 周年という節目の年を迎
えることになり、ホスピタリティの完成を目指して、全社一丸となって新たなチャ
レンジに取り組んでいる。
２．タクシーの沿革
（１）タクシー業界の歴史
日本初の鉄道路線が開業したのは、明治 5 年の新橋―横浜間であるが、同じ公
共交通機関であるにも関わらず、日本のタクシーの起源を知る人は少ないのでは
ないかと思う。
タクシーは、1912 年（大正元年）8 月 5 日、東京の数寄屋橋近くで創業した「タ
クシー自動車株式会社」が、6 台でタクシー事業を始めたのが最初である。
現在のような流しではなく、料金は、最初の 1 マイル（約 1，600m）が 60 銭、
加算料金は 1/2 マイル増すごとに 10 銭、待ち料金は 5 分ごとに 10 銭、深夜・雨
天・ぬかるみ（泥濘）の際は 1/4 マイルごとに 10 銭増しとなっていた。正確なメー
※

国際自動車株式会社 顧問
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ター器による料金算出という目新しさと、経済上の理由から利用者の人気を博し
たようである。
タクシー業界では、この 8 月 5 日を「タクシーの日」と定め、これを記念し毎年
サービスキャンペーンを実施している。
1924 年（大正 13 年）には、大阪で市内を 1 円均一で走る「円タク」が登場した。
東京で「円タク」が走り始めたのは 1927 年（昭和 2 年）のことである。
戦前、戦中は石油確保のために流し営業が禁止され、代替燃料として木炭などが
使われた。戦中は空襲で多くのタクシーも被害を受け、終戦時には東京都内で焼け
残ったタクシーは 1,500 台だったようである。
戦後は経済復興とともにタクシーも勢いを取り戻し、タクシー業界は成長を続
け、1970 年代のオイルショックの影響はあったものの、80 年代に入ると、バブル
景気のもとでタクシー業界も好況に沸いた。バブルが崩壊した 1990 年代以降、長
期低落傾向に陥ってしまうが、これはタクシーに限らず多くの業界に共通してい
る。
日本のタクシーは、1951 年に施行された道路運送法により同一地域同一運賃の
原則という考え方で基本的に同じ運賃体系となっていて 90 年代半ばまでその体系
は継続していたが、規制緩和により運賃の弾力化が図られるようになり、1997 年
（平成 9 年）にはゾーン運賃制が、2002 年（平成 14 年）には上限運賃制が導入さ
れ、事業者が独自に運賃を設定することが可能となった。
また、車両台数に対する需給調整規制についても、2002 年の小泉政権下におい
て参入条件を大幅に緩和することで新規参入を促し、利用者の利便性向上を図る
という数量規制を廃止する規制緩和が行われた。この規制緩和により新規参入が
容易になりタクシー車両が増加し、大阪や仙台などではタクシー車両が溢れると
ともに、いろいろな運賃体系を導入する会社も増え、運賃競争も激化して運転者の
賃金ダウンや質の低下も招き社会問題として取り上げられた。
その後、2008 年（平成 20 年）に国土交通省の供給抑制政策により台数規制が実
施され、さらに 2014 年（平成 26 年）は、
「改正タクシー特別法」が施行されて東
京や大阪を含む大都市で、増車や新規参入が制限されている。
2017 年（平成 29 年）より東京 23 区・武蔵野市・三鷹市のタクシーは、今まで
タクシーをあまり利用していなかった高齢者や外国人の観光客にも、
「ちょい乗り」
感覚で、タクシーを手軽に乗ってもらえる、初乗り距離を短縮(410 円)した新運賃
をスタートした。これは雨天時や重い荷物を運ぶなどの都内の移動にも最適であ
る。
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近年では、ICT の進展によりサービスの需要と供給をマッチングさせる、いわゆ
るライドシェアなどの海外アプリの参入による競争が起きており、新たな変化へ
の対応も求められている。
また、深刻な運転者不足は、利用者が求めるニーズに応える多様なサービスの創
造が滞りかねない状況にある。
（２）国際自動車の歩み
国際自動車は、1920 年（大正 9 年）3 月、麹町内幸町において国際自動車を商号
としたハイヤー会社を設立した。
創業当初は東京駅
の「鉄道ホテル」
（現在
の東京ステーション
ホテル）に拠点を置
き、ホテルのお客様の
送迎を主たる目的と
して、アメリカのオー
バーランド社の車 11
台で営業を展開して
いる。

開業当初1921年（大正10年）当時（銀座通りにて）

そこから「築地精養軒」
、
「三越」
、さらには内幸町の「万平ホテル」
、
「帝国ホテ
ル」と、営業拠点を拡大し、1926 年（大正 15 年）7 月には、赤坂溜池町に本店を
移転したという記録が残っている。
昭和４年の世界大恐慌、昭和 6 年の満州事変、昭和８年の国際連盟脱退などの
影響で業績不振に陥った時期もあったが、こうした状況を挽回するために、深夜ま
で車の送迎を必要としていた JOAK(現在の NHK)にいち早く着目し、営業に奔走
し契約を取り付け、その後も積極的な営業拡大を図っている。
1936 年（昭和 11 年）の 2.26 事件の生々しい NHK の報道の裏舞台に国際ハイ
ヤーが関わっていたことなども、NHK の OB 会の 50 周年記念誌「旧友会」に投稿
されている。
1945 年（昭和 20 年）3 月、第 3 次企業合同命令に基づき、事業の存続と将来へ
の布陣として 12 社を吸収合併し、保有車両 1,048 台、営業所 15 ケ所を有する規模
となっている。
その後の主な事業展開は、
1945 年（昭和 20 年）
、団体旅客自動車の営業権を譲り受けバス事業に進出する。
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駐留軍とその家族の輸送に活躍したバス

1953 年（昭和 28 年）
、タクシー事業を開始する。

新型クライスラー導入

ハイヤー中野営業所開設

1961 年（昭和 36 年）
、観光バス車体のデザインを一新

1995 年（平成 7 年）
、ハイヤー、タクシー、観光バス事業をグループ化し、藤田
観光自動車株式会社をＭ＆Ａする。
2009 年（平成 21 年）
、タクシー事業、バス事業を分社化する。
2010 年（平成 22 年）
、新卒タクシードライバーの採用を開始する。
2011 年（平成 23 年）
、株式会社ケイエム観光が三越プレミアムクルーザーの運
行を開始する。
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2012 年（平成 24 年）
、JR 品川駅、田町駅とお台場を結ぶ一般乗合バス事業の「お
台場レインボーバス」を運行開始。貸切バス事業者安全性認可認定を取得。新宿伊
勢丹本店タクシー乗り場に「環境にやさしいのりば」を開設する。
2013 年（平成 25 年）
、企業理念と経営方針「ホスピタリティ・ドライビング
ｋｍ ～お客様の笑顔を、私たちの喜びとして」をモットーに掲げる。陣痛搬送の
「マタニティ・マイタクシー（通称：ママタク）
」を運行開始する。
2016 年（平成 28 年）社員を守るため車内でのモラハラ・セクハラ行為等を禁じ
る運送約款に変更する。
2017 年（平成 29 年）
、ユーザーの利便性を最優先した新たな発想のアプリ「フ
ルクル」がスタートする。

お台場レインボーバス

JTB 豪華バス

2018 年（平成 30 年）
、JTB 豪華バス「ロイヤルロード・プレミアム」10 席でゆ
とりの空間を実現した JTB オリジナルのラグジュアリバスの運行を開始する。
国際自動車の歴史には、お客様と社員の為に、どこまでも自動車運輸事業で社会
に貢献するというビジョンを持って営業してきた思いと重みが感じられる。
また、想像を超えるような社会情勢の変化をものともせず、ピンチをチャンスに
変えてきたことが、国際自動車の歴史そのものであり、強みであると言える。
３．国際自動車のチャレンジ
1920 年（大正 9 年）
、まだ自動車が目新しかった時代に、国際自動車はハイヤー
事業としてスタート。創業当時から外国のお客さま(賓客)をもてなしてきたことに
より培われたホスピタリティを伝統として、つねに、新しいことへ挑み続けてまも
なく 100 周年を迎える。
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多くの企業が顧客第一主義を経営方針として掲げ、
CS(顧客満足度)向上の取り組
みを行なっているが、ｋｍの場合「ホスピタリティ・ドライビングｋｍ」というグ
ループのモットー自体が顧客第一主義そのものであり、2012 年（平成 24 年）
、業
界で初めて「お客様相談室」を設置するなど CS 向上を徹底してきた。
さまざまな声や苦情をグループ全体で共有することで、サービスの高度化、均質
化を目指すものであり、設置以来、苦情件数は着実に減少している。
社員が心地よく意欲的に働ける環境づくりにも積極的に取り組んでおり、2013
年（平成 25 年）からは社員の声に応えて、
「つり銭貸し出し機の設置」
、
「車両のガ
ラスコーティング」が導入された。これにより、ドライバーはつり銭用意から解放
され、洗車に関する負担も軽減されている。
さらには、社員の提案を採用する新たな「ｋｍイノベーション」プロジェクトも
開始、第 1 次募集で合計 340 件もの提案が寄せられており、これらを今後、具体
化していく予定である。
ホスピタリティ・ドライビングを実践するには、心身ともに健康な状態でなくて
はいけない。この点に関しては、2013 年（平成 25 年）に健康管理室を設置し、独
自の健康増進計画「ｋｍ健康づくりマスタープラン」を策定、病欠者低減、健康起
因事故ゼロを目標に掲げ積極的に取り組んでいる。
2018 年（平成 30 年）には、経済産業省などが顕彰する「健康経営優良法人(ホ
ワイト 500)」を業界で初めて取得した。
（１）ピンチをチャンスに！
国際自動車は、1920 年（大正 9 年）に設立されハイヤー事業からスタート。タ
クシー事業は戦後の 1953 年（昭和 28 年）から開始され、現在（2018 年 5 月末）
、
3,577 台を保有している。
国際自動車を中核とする「ｋｍグループ」は、タクシー、ハイヤー、バス事業を
始めとして、リース、自動車保険、自動車整備、自動車運行管理サービス、駐車場
事業に至るまでの自動車に関わるサービス事業を展開している。
国際自動車の改革が始まることとなったのには二つのきっかけがあった。
一つ目は、2004 年（平成 16 年）に旅客運送業に経営資源を集中するため、不振
の不動産賃貸事業から撤退したことである。
二つ目は、2009 年（平成 21 年）に従業員の超過勤務が認められ国土交通省から
321 両の取り消しの行政処分を受けたことである。
国際自動車の長い歴史のなかでも最も厳しい時代であったと思われるが、
“ピン
チはチャンス”として、経営層だけでなく現場も含め全社一丸となって「新しい時
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代のｋｍ」を再構築する挑戦に取り組んでいる。その一環がドライバーの新卒採用
等である。
（２）新たなｋｍをめざす “企業理念”
ｋｍグループは、2013 年（平成 25 年）1 月に、
「業界の常識にとらわれず、変化
を先取りした新たな価値を創造し、業界全体の社会的評価向上をめざし、広く社会
に貢献していく」という企業理念、経営方針を新たに策定すると同時に、
「ホスピ
タリティ・ドライビングｋｍ～お客さまの笑顔を、私たちの喜びとして」をモッ
トーに掲げた。
なぜ新たに企業理念・経営方針・ｋｍグループのモットーをつくったのか？
①

経営方針・行動指針としての「基本方針」
（昭和 32 年・1957 年制定）は
存在したが、時代の流れに適応した分かりやすい不変の企業理念が存在し
ていなかったため。

② 企業にとって、企業のあるべき姿・ビジョン・存在意義を明確にし、広く社
会に示していくことが企業としての使命であり、現状の社会情勢から特に
その必要性が増しているため。
③ ｋｍグループが、さらに社会から信頼を得る企業になるため、
「自分の会社
がどのような企業理念を持ち、どのような社会的責任があるか」という価値
観を全社員で共有し、一丸となって前進する必要があるため。
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○人よし

○サービスよし

「 人こそ財(たから)」の考えのもと、感性

各人がホスピタリティ精神を発揮し、創意

豊かな人財を積極的に採用し、安定的な雇

工夫のもと、つねに「お客さまの期待を上

用を保証するとともに、公正な人事制度の

回るサービス」を提供するよう奨励すると

もと教育体制の拡充に努め、自己実現が可

ともに、旅客自動車運送事業を起点とする

能な働きがいのある職場環境を整備するこ

も従来の事業および業務範囲に拘泥するこ

とで、上昇志向に溢れた、明るく、活力あ

となく、

る人間集団を形成する

「プラスαのサービス」にチャレンジする

○車よし

○社会に貢献する

安全、確実、迅速、快適にお客さまを目的

公道を使用し、地域社会と密着した事業を

地にお送りするため、高品質車両の導入と

行っていることを充分に認識し、環境対応

万全の車両整備に努めるとともに、適正な

型の車両・設備器具・用品の導入やエコド

運行計画のもと、積極的な IT 活用による充

ライブの実施など環境保全にも真摯に取り

実したサポート体制を構築し、旅客自動車

組むとともに、防犯・防災、人命救助など

運送事業の使命を的確に遂行する

緊急時の対応にも機動力を活かして積極的
に対応し社会に貢献する
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「ｋｍグループのホスピタリティ」とは
お客さまに喜んでいただけることを私たちの喜びとして、それぞれの感性を活かし「そ
の時」
「その場」
「そのお客さま」に最善と思われることをして差し上げること
私たちの仕事は、お客さまを安全に、正確にお送りすること
お客さまに安心と信頼で満ちた「心地よい空間」を提供すること
お客さまに「ｋｍに乗って良かった」という余韻が残るような、
わざとらしさのない、誠実なサービス・マナーを提供すること
そして、私たちの願いは、お客さまにご満足いただき
「つぎもまた、ｋｍに・・・」と思っていただけること
私たちはいつも、感謝の気持ちでお客さまをお迎えします
そしていつも、
「私たちで何かお役に立てることがあれば・・・」という気持ちでお客さ
まに接しています
ホスピタリティ・ドライビングｋｍ
ありがとうございます、私たちはケイエムです

（３）人材確保の取り組み
① 世界一のホスピタリティ企業を目指す取り組み
2014 年（平成 26 年）に採用、育成の場として自社研修施設「赤坂ホスピタリ
ティカレッジ」を開校し、ｋｍグループのモットーの理解を深め、自己管理能力、
自己啓発力、サービスマナー教育も含めた人材育成を実施している。
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カレッジでは教育専門のコーチが 15 名在席し、定期的に外部講師を招いた研修
も実施して入社時はもちろん配属後も充実した研修を行っている。
② 安心して働ける職場環境の整備
女性が働くための環境づくりとして、女性社員の意見をもとにトイレ、更衣室、
休憩室やパウダールームを整備した。
また、女性ドライバーから一番多かったトイレ問題について、キレイで安心して
利用できる女性のトイレマップ「ｋｍ Ladies Map」を制作し全女性ドライバーに
配布。女性が活き活きと働ける環境をつくるため、女性に特化した「ビジネスメイ
ク研修」や「立ち振る舞い＆ウォーキング研修」も実施してきた。
さらに社員を守るため、車内でのセクハラ、モラハラに該当する行為があった場
合に輸送の中断ができるよう運送約款を変更し、ドライバーの安全確保の対策も
講じた。
③ 新卒ドライバー採用の取り組み （タクシードライバーは「おじさんの終仕
事」ではない。人を助けられる誇りある仕事。
）
今でこそ、日本交通をはじめ大手のタクシー会社も新卒採用を行っているが、そ
の先駆けとなったのは国際自動車である。
2010 年（平成 22 年）から新卒採用を開始し、1 年目は 1 人の入社でしかなかっ
たが、その後は右肩上がりに増加し、4 年目からは新卒女性ドライバーも採用。5
年目からは 100 人を超える新卒者が入社している。

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 合 計
男性

1

4

10

41

107

84

74

124

122

567人

女性

0

0

0

2

9

27

10

19

24

94人

計

1

4

10

43

116

111

84

143

146

685人

業界をけん引してきた新卒採用は 9 年間で 658 人
（このうち女性 91 人）
となり、
節目である 10 年目を迎える 2019 年４月の入社についても昨年同様 150 人を目標
として採用活動を展開しており、現時点で計画を上回る見通しとなっている。
国際自動車では、８年前から女性や新卒者をドライバーとして積極的に採用し
始めたが、当初は新卒者の応募が少なく、特に女性の応募はなかった。当時はタク
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シードライバーに対するイメージが悪く、大学のキャリアセンターや両親にも反
対されるなど抵抗が大きかった。
“タクシーは、急いでいたり荷物が多かったり、病院に行くなど困った人のお役
に立てる仕事でありながら、世の中の評価が低い“という問題を払拭するため、社
長自らが大学に足を運んで丁
寧に現状を説明し、理解を得て
いった。
また、両親が会社を訪れ、話
し合いを行うこともあった。職
場を隅々まで見てもらって、安
心して働ける会社であること
を納得してもらい、入社が決ま
るというようなところから新
卒採用は始まっている。
国際自動車の新卒採用者の

2018年入社式

離職率は 16%程度であり、3 年
以内に 30%以上が離職する現代の就職事情において、一般企業の水準に比較する
とかなり低い離職率を保っている。
④「ウーマンプロジェクト 1000」女性採用の推進
昔はタクシーの利用客は、夜間はほとんどが接待目的の男性の法人客であった
が、バブル崩壊後は個人利用の女性客、子供の送迎及び高齢者サポートが増加する
など様態が変化してきている。
国際自動車のタクシー業務は、お客様に求められていることを感じ取ることが
重要で、女性の特性を活かせる仕事として女性による女性のための女性がもっと
喜ぶタクシーサービスを提供するため、2014 年（平成 26 年）
、
「ｋｍウーマンプロ
ジェクト 1000」を結成し、2020 年には女性社員 1,000 人達成に向けて、新卒と同
時に女性タクシードライバーの採用も本格化させている。
こうした取り組みが評価され、2015 年（平成 27 年）にはリクナビ NEXT の「第
2 回グッド・アクション」女性活躍推進部門賞を受賞。
男性の職場という既成概念を破り、女性が活躍できる場を創出しているところ
が評価され、2016 年（平成 28 年）には、国土交通省の「女性ドライバー応援企業」
の第 1 号事業者として国土交通大臣より認定証を授与されている。
現在、女性社員は 472 名、そのうちドライバーは 212 名となっている。
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⑤ 多様な採用方法の実施
旅客運送業界への関心を集めるため、これまで「ありのまま採用」
、
「仮面就職」
、
「すっぽんぽん採用」などインパクトのある内容で採用を打ち出してきている。
その取り組みはマスコミでも取り上げられ、タクシー業界の新卒採用にも貢献
している。
以下その内容を紹介する。
○ ありのまま採用
2017 年（平成 29 年）度から始まった採用である。
例えば、通常、企業へ見学や面接に行く際、スーツを着て身なりを整えて履歴書
を持ち会社を訪問するのが一般的であるが、他社と違い国際グループではありの
ままの姿で入社するような採用方法を行っている。
国際自動車は一人ひとりの Will（未来への思い）と個性（性格や才能）を重視した採用
を行います。
なぜならば、Will と個性によって働き方は変わるからです。やらされる仕事よりも自ら
の動機でする仕事の方が成果が出るからです。国際自動車は、1 人ひとりの「未来への想
い」や「個性」を尊重します。ありのままの姿で私たちと出会ってくれることを歓迎いた
します。

○ 仮面就職（2015 年・平成 27 年実施）
仮面就職とは 2015 年度から始まった採用で、やりたい事が見つからない、分か
らない、やりたい仕事はあるけど企業とのマッチングが叶わなかった、夢をどうし
ても追いかけたい、などの悩みを抱えた方を応援したいとの思いから始まった採
用方法である。
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あなたが正社員として社会人のスタートを切ることを応援しています。
「とりあえずフ
リーターになるよりは km グループで働いてみよう（通称、仮面就職）
」という方も歓迎
します。やりたいことが見つからない人も、やりたい仕事があっても現時点でマッチング
が叶わなかった人も社会人として働きながら将来のことを考えても良いのです。
「一生、
この会社で働きます」なんて言葉はいりません。

○ すっぽんぽん採用（2017 年・平成 29 年実施）
学生が自らのことを整理し、企業への理解を深
める場として、
「ドラマ体感型会社説明会プログ
ラム」や「キャリアバリューアッププログラム」
、
「1Day インターンシッププログラム」などを用
意しています。その全てに緊張を取り除き、楽し
みながら参加できる工夫の限りを尽くします。
学生には、すっぽんぽんになった気持ちで面談
に臨んで欲しいので、役員との最終面談ですら
緊張感を取っ払いました。希望者は人事担当と
一緒 に銭湯で実際にすっぽんぽんになって面
談することも可能です。

国際自動車は、新卒採用を行うと同時に、キャリアパスの多様化にも取り組んで
いる。
ジョブトレーニング制度を通じて適性を判断し、社内の状況と本人の希望を含
めて、ドライバー以外のキャリアパスを選択することもできる。
４．これまでのタクシーイメージをくつがえす斬新なサービスを次々と実行
（１）ユーザーの利便性を最優先した新
たな発想から生まれたアプリ「フルク
ル」
空車が見あたらないので無線で呼ん
だ時に限って、目の前を空車が通り過ぎ
る。そんな経験をした覚えのある人も多
いのではないかと思う。
「フルクル」なら、①無線でタクシーを呼ぶ ②流しのタクシーをつかまえると
いう、2 つのニーズに同時対応できる。
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フルクルは、ユーザーの利便性を最優先する発想から生まれた「ゆるいマッチン
グ」を実現したアプリである。
利用するにはアプリを起動してスマホを振るだけでいい。すると、周辺を走って
いる空車タクシー車内のカーナビ画面に位置情報として表示される。ドライバー
は、その情報をもとにスマホユーザーがいる場所へ向かう。
一般的にタクシー会社のアプリは、タクシーを確実に予約できる代わりに、無線
で予約したときと同様に運賃とは別の迎車料金が発生する。
それに対して「フルクル」は迎車料金が発生しないところが特徴。違いはそもそ
もの考え方にある。他の配車アプリの利用はそのまま「予約」につながるが、フル
クルの場合は、
「自分はここにいます。空車が来たら利用しますよ。
」というアプリ
を使った意思表示ととらえているため、仮に待っている間に他の空車タクシーが
近くを通ったら、そちらを利用しても問題はない。
タクシーの全走行距離の中で、
「空車」状態での走行が占める割合は高い。流し
が中心の東京のタクシーの宿命ともいえるが、スマホの位置情報と連携すること
でマッチングが可能になれば、
「空車」での走行を減らすことにもつながる。
それはドライバーの負担軽減も実現するはずだ。
① 「フルクル」はスマホを振るだけ、フルクルの使い方
タクシーアプリの「フルクル」は、スマホを振って「タクシーに乗りたい」とい
うサインを出すだけで、周辺の空車の km タクシーが集まってくる、km タクシー
とお客さまをゆるーくつなぐマッチングアプリである。
※サービス提供エリア：東京 23 区、三鷹市、武蔵野市
アプリを使って自分の周辺半径約 500 メートル内にいる空車タクシーが探せ
る！

○タクシーがいることがわかったら、あとはスマホを振るだけ。
あなたのもとに空車タクシーが集まってくる！

- 22 -

ecotran 2018 N0.10

○ゆるーいマッチングなので迎車料金がかかりません。
待っている間に先に来た別のタクシーに乗っても OK！
利用シーン
・なかなかタクシーが来ない路地裏でも。
・流しのタクシーが見つかりにくい、大通
りから外れた裏路地からでも、半径 500
メートルにいる空車のタクシーに
「フルク
ルサイン」を送れます。

・タクシーの少ない夜中でも。
・夜の街中でも、空車が見つけやすくなり
ます。また、アプリ内の点滅する「呼び止
め画面」を使って、近くまで来たタクシー
に自分の場所を知らせることができます。

・雨の日、コールセンターが混雑して繋り
にくい時も。
・コールセンターが混雑する雨の日でも、
「フルクル」
は周辺約 500 メートル以内に
いるタクシーに向けて直接乗車の意思を
伝えることができます。
・周辺にタクシーがいない場合は
・画面右上のアイコンをタップすると km
タクシーアプリで直接タクシーを呼び出
すことが可能です。

※上記ｋｍタクシーアプリは迎車料金がかかります。
※お使いのデバイスに km タクシーアプリをインストールする必要があります

- 23 -

ecotran 2018 N0.10

② フルクルと連携した JR 東日本と円滑移動の実証実験
国際自動車株式会社は、東日本旅客鉄道株式会社（以下「JR 東日本」という）
と協力し、JR 東日本のモビリティ・リンケージ・プラットフォーム「Ringo Pass」
と国際自動車のタクシー配車アプリ「フルクル」を連携する実証実験を 2018 年 11
月頃より予定している。
この連携により、
「Ringo Pass」※(リンゴ・パス)アプリの利用者が、一つのアプ
リでタクシーをはじめとした複数の移動サービスを利用でき、また QR コードを
利用した決済により支払いが簡素化され、さらなる利便性の向上を実現する。
国際自動車との連携による実験は 11 月から東京特別区・武蔵野、三鷹交通圏に
おいてグループタクシー約 3,600 台で、モニター企業の社員を対象に実施する。
運賃は通常のメーター運賃を適用する。
実験参加の際、利用者はスマートフォン（i-phone）にリンゴ・パスをダウンロー
ドし、メールアドレス、クレジットカード情報、Suica・ID 番号を登録し、フルク
ルの機能を使ってタクシーを呼び、乗車。乗車後は車内の QR コードをアプリで読
み取り事前決済を予約。目的地到着後運賃額が確定し、金額確定後、そのまま降車
する。
領収書はメールで届くという手順になっている。
※RingoPass とは
「Ringo Pass」は、現在各サービスが独立して提供している情報の検索・確認やサービスご
とに必要とされる登録・購入・決済などの手続きを一元的に利用できるアプリケーションで
す。
この実証実験では、
「交通サービスを探す」
「Suica を交通サービスの鍵として使用する」
「ク
レジットカードで支払う」の機能を開発し、将来的には JR 東日本アプリやモバイル Suica な
ど、鉄道の情報提供や電子マネーの仕組みと連携し、Door to Door のサービスの提供を目指し
ます。

（２）ｋｍ提携個人タクシー
ｋｍグループでは、毎年数十名のタクシードライバーが個人タクシーの独立開
業を果たしている。また 2010 年（平成 22 年）より開始した新卒採用により現在
約 650 名のタクシードライバーが誕生している背景から、組織として（ＥＳ「従業
員満足度」向上の一環として位置づけられている）
「ｋｍ提携個人タクシー制度」
を新卒採用タクシードライバーのキャリアパスの選択肢として 2015 年（平成 27
年）より導入している。
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現在は管理職や役員になる道、ハイヤードライバーになる道、プロのタクシード
ライバーを極め個人タクシーにな
る道等が用意されているが、個人
事業主になると全てが自身の営業
努力によるところが多く不安が多
いことも現実である。
そこで個人タクシー事業主であ
りながらｋｍと提携することで、
ｋｍブランドの車両機器などのイ
ンフラを利用して、慣れ親しんだ
環境を変えずに安心して長く働け

第１号小川個人

ることが魅力である。
2016 年（平成 28 年）４月に第 1 号が誕生してから 2017 年 9 月には第 2 号が誕
生。
2018 年には、第 3 号、第 4 号が営業開始している。
今後も増加していくことにより存在感を増していくものと思われる。
（３）ＪＰＮ－Ｔａｘｉ(ジャパンタクシー)
UD（ユニバーサルデザイン）車両として、タクシー業界では、高齢者や車椅子
利用者、外国人の利用者など、誰もが快適に乗り降りできる「ＪＰＮ－Ｔａｘｉ」
の導入が進められている。

東京都内では、約 3 万台のタクシーが運行しているが、そのうちの 1 万台を 2020
年までに「ＪＰＮ－Ｔａｘｉ」に切り替えることを目指している。
国際自動車としては、2020 年のオリンピックまでには、すべての車両をＪＰＮ
－Ｔａｘｉに切り替える予定である。
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おわりに
国際自動車は 2020 年に創業 100 周年を迎えることになりますが、新たな 100 年
に向かってスタートし、世界一のホスピタリティを実践し、未来志向のタクシー会
社に生まれ変わり他社に負けない国際自動車を作りあげていくため、これからも
国際自動車のチャレンジは続きます。

（参考文献）
蟹瀬誠一編著「ｋｍはなぜ大卒新卒タクシードライバーにこだわるのか」2017 年ダイヤモ
ンド社発行
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タクシーのインバウンド対応について
久松 宏 Hisamatsu Hiroshi※
はじめに
○東京タクシーセンター設立から現在までの歩み
昭和 40 年当時、大都市におけるタクシー需要の増大に対し、タクシー運転者
の確保難からくる供給不足は、乗車拒否などの違法行為の多発とサービス低下を
招くなど社会的問題となりました。
行政当局や関係者の様々な改善策や努力が試みられましたが、最終的な手段と
して登録制によって運転者を単なる企業内の存在から行政対象とし、また、運転
者の教育指導等、個々の会社まかせであったものを、公正中立の第三者機関がタ
クシー営業適正化の一端を受け持つというもので、昭和 44 年センターが設立さ
れ翌年に施行されたタクシー業務適正化臨時措置法（平成 14 年にタクシー業務
適正化特別措置法）により登録実施機関、適正化事業実施機関、地理試験事務代
行機関として指定を受けました。
平成 20 年 6 月 14 日には、タクシー業務適正化特別措置法の改正実施に伴い、
関東運輸局長の認定講習実施機関として認定を受け、新規講習、命令講習を開始
するとともに、タクシー運転者登録ネットワークシステムの運用を始めました。
また、新たな公益法人制度のもと、センターの実施している事業は、新制度に
おける公益目的事業と位置付けて、平成 23 年 11 月 30 日公益財団法人への移行
認定の申請を行い、平成 24 年 3 月 23 日東京都知事より公益財団法人として認定
を受け、平成 24 年 4 月 1 日をもって公益財団法人東京タクシーセンターに移行
いたしました。なお、詳しい沿革は文末に記載しています。
○タクシーのインバウンド対応への取組み
2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会の開催を控え、急増している訪
日外国人旅客等のインバウンド対応として、タクシーサービスの向上を図るた
め、外国人旅客接遇研修やユニバーサルドライバー研修を実施し、訪日外国人が
ストレスを感じることなく移動できるよう更なるタクシーの利便向上を図ってい
くこととしており、以下にその取り組みを紹介いたします。
※

公益財団法人東京タクシーセンター 常務理事
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１．外国人旅客接遇研修（英語）の実施
訪日外国人向けタクシーサービスの向上のため、特別研修として、英語に限定
した「外国人旅客接遇研修」を実施しております。同研修は、外国人英会話講師
と日本人接遇講師によるロールプレイング演習を取り入れ、外国人の習慣やタク
シー営業に必要な会話等を知っていただく、接遇向上を目的とした内容となって
います。
平成 24 年 9 月から初級・中級・上級クラス別に実施し、これまでに 8 千人を
超える運転者の方々が研修を修了しました。
（現在、東京 23 区、武蔵野市、三鷹
市で営業するタクシー運転者、約 73,000 人の 1 割を超えています）
今後は英語に加え、中国語の「外国人旅客接遇研修」を試行的に実施し、内容
の充実を図って行く予定です。
【内 容】
○初級：
「外国人に接することに慣れる」ことを目標に発音・基本会話の反復練
習
○中級：
「タクシー営業（接遇）に必要な会話」の習得を目標
○上級：
「中級」のおさらい、基本的営業会話の応用、緊急時の対応（パスポー
ト紛失、交通渋滞等）
、ロールプレイング演習

研修風景

ロールプレイング演習
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外国人旅客接遇研修（英語）修了者の累計

２． 外国人旅客接遇英語検定の実施
訪日外国人向けのタクシーサービス向上のため、旅客接遇の一層の向上と外国
人旅客接遇研修の成果を検証することを目的に、平成 29 年 2 月より「外国人旅
客接遇英語検定」を実施しています。
同検定合格者については、外国人旅客に対するタクシー営業の基本会話や乗客
からの質問、緊急時の対応など英語でコミュニケーションができるとともに、高
齢者、障がいのある方を含めた全ての利用者が快適にタクシーを利用できるよ
う、バリアフリー対応に関する知識・実技なども習得している運転者として、
ECD（※ENGLISH CERTIFIED DRIVER）認定章を車体に貼付しています。
これまでに同検定を 12 回実施し、合格者は計 163 人となっていますが、2020
年オリンピック・パラリンピック東京大会までには検定合格者 500 人を目指すこ
ととしています。
外国人旅客接遇英語検定の概要は、以下のとおりです。
○受験資格 ：
「外国人旅客接遇研修 （英語上級）
」及び「ユニバーサルドライ
バー研修」を修了したタクシー運転者（法人・個人）
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○検定方法： 英語による自己紹介及び外国人旅客の乗車を想定したロールプレ
イングにより「乗降車時のルーティンワーク」から「乗客からの質問」
、
「緊急時
の対応」などタクシーサー ビスの接客力を評価
○合格レベル：タクシー運転者としての基本会話のほかに、 日常会話や乗客か
らの質問、トラブルに対して英語による接客接遇ができるレベル （TOEIC650 点
程度）
英語検定合格者数（単位：人）

開催回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

回

回

回

回

回

回

回

回

回

回

回

回

合計

受験者

19

18

16

20

18

18

19

16

16

13

20

19

212

合格者

14

9

12

15

16

14

15

14

9

9

17

17

163

合格者合計には、東京都の 「地域通訳案内士」 登録者 2 人含む （平成 30 年 8 月 22 日実
施）

ECD 認定章

３．
「英語おもてなしコンテスト」の開催
訪日外国人旅客へのタクシーサービス向上を目的にセンターが取り組んでいる
「外国人旅客接遇研修（英語）
」の成果を発表する機会として、中級・上級修了
者を対象にタクシー運転者「英語おもてなしコンテスト」を国土交通省関東運輸
局の後援のもと、昨年 10 月までに計 4 回開催しました。
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また、
「外国人旅客接遇研修（英語）
」初級・中級修了者を対象として参加しや
すいタクシー運転者「英語おもてなしコンテスト」チャレンジコースを本年 3 月
までに計 2 回開催しました。
同コンテストは英会話にプラスして、スマートフォン等の翻訳アプリなどコ
ミュニケーションツールの活用も可能な実演方式で行われました。
両コンテストとも、外国人旅客接遇研修講師をお客様役として、乗車から降車
まで一人約 5 分間のロールプレイングを実演し、出場者の英語でのタクシーの基
本的な接客や外国人旅客に対するホスピタリティについて審査が行われ、最優秀
賞、優秀賞及び特別賞の方をそれぞれ表彰しました。

第 4 回タクシー運転者 「英語おもてなしコンテスト」 （平成 29 年 10 月 20 日開催）

第 2 回タクシー運転者 「英語おもてなしコンテスト」 チャレンジコース（平成 30 年 3 月
14 日開催）
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４． 外国人向けタクシー乗り場標識等の改善
タクシー乗り場及びタクシーの乗車を禁止する地区を示す従前の標識について
は、標識内に漢字などを使用しており、訪日外国人旅行者にとっては理解が困難
な状況となっていたため、外国人を含め全てのタクシー利用者にとって視覚的に
理解しやすいよう、標識をピクトグラム（JIS 規格）への改善を実施し、平成 28
年度から 29 年度の 2 か年でタクシーセンターが管理するタクシー乗り場 303 箇
所全ての交換が完了いたしました。
銀座地区については、タクシー乗り場標識及びタクシー乗車禁止規制標識を関
東運輸局と協働で交換いたしました。
（タクシー乗り場標識 8 箇所 タクシー乗
車禁止規制標識 53 箇所中の 41 箇所）
≪2 面式標識施行例≫

≪旗式標識施行例≫
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≪銀座タクシー乗り場標識≫

≪乗車禁止規制標識≫

５． 銀座タクシー乗車禁止地区における乗り場標識等の改善
（１）デジタルサイネージ機能付タクシー乗り場標識
タクシー利用者への情報提供サービスの手段として、タクシー乗り場の視認性
を高めるとともにタクシー乗り場の付加価値を高めるため、デジタルサイネージ
による乗車禁止地区規制に関する周知や優良タクシー乗り場に関する案内等がで
きる、
「デジタルサイネージ機能付タクシー乗り場標識」を銀座1・4・11号タクシー
乗り場に設置しています。
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（２）タクシー乗り場リーフレット
タクシー乗り場以外で乗車を申し込まれた運転者がタクシー利用者に銀座乗車
禁止地区規制について説明するための「銀座タクシー乗り場リーフレット（日本
語・英語表記）
」を作成。同リーフレットの携行と活用を銀座乗車禁止地区への
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入構条件とし、運転者による利用者への懇切丁寧な情報提供により利用者の利便
向上及び利用者と運転者のトラブル防止に寄与しています。
○日本語リーフレット
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○英語リーフレット
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（３）タクシー乗車禁止地区ガイドボードの設置
訪日外国人旅客を含め、すべてのタクシー利用
者に対するＰＲや案内を充実させるため、
「タク
シー乗車禁止地区ガイドボード」
（タクシー乗車
禁止地区のご案内）を東京メトロの全面的な協力
を得て、東京メトロ銀座駅構内（３箇所）
・新橋
駅構内（２箇所）のコンコースに設置していま
す。
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おわりに
外国の方も迷わず安心してタクシーにご乗車いただけるよう、今後も
様々な取り組みを行っていきます。

（参考）公益財団法人東京タクシーセンターの沿革
昭 和 44年 12月 24日

東京タクシー近代化センター設立
事務所を新宿区四谷一丁目無番地に置く

昭 和 45年 5月 19日

タクシー業務臨時措置法施行される

昭 和 45年 8月 1日

運輸大臣より指定登録機関、適正化事業実施機関、地理試験事務
代行機関として指定を受ける

昭 和 45年 8月 17日

千代田区神田須田町1-23-2において登録事務開始

昭 和 45年 10月 18日

地理試験代行事務開始

昭 和 46年 1月 1日

適正化事業（街頭指導業務など）開始

昭 和 46年 3月 8日

千代田区麹町4-5に運転者研修所を設け、研修業務開始

昭 和 46年 5月 31日

新宿区本塩町7に主たる事務所を移転

昭 和 48年 4月 1日

新宿区信濃町33に移転、同所で全業務を開始

昭 和 61年 1月 20日

江東区南砂7-3-3に建設のセンタービルに移転、同所で全業務を開
始

平 成 14年 2月 1日

タクシー業務適正化特別措置法施行される

平 成 14年 4月 1日

財団法人東京タクシー近代化センターから財団法人東京タクシー
センターとして名称変更する

平 成 19年 10月 1日

タクシー乗り場等適正運営推進制度の導入

平 成 20年 6月 14日

タクシー業務適正化特別措置法の改正実施に伴い、関東運輸局長
の認定講習実施機関として認定される

平 成 20年 11月 28日

登録実施機関として登録を受ける

平 成 21年 10月 1日
平 成 24年 4月 1日
平 成 27年 10月 1日

「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活
性化に関する特別措置法」施行される
東京都知事より公益財団法人としての認定を受け、財団法人東京
タクシーセンターから公益財団法人東京タクシーセンターに名称
変更
改正タクシー業務適正化特別措置法施行される
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タクシーの現状と将来の姿を考える
下村 仁士 Shimomura Hitoshi※
１． はじめに
タクシーを業界としてとらえるとき、現在は閉塞状態に陥っているといって間
違いないであろう。タクシー乗務員の低待遇や交通事故の増加といったネガティ
ブな話題には事欠かない。こうした状況が、タクシー乗務員が職業として選択され
ず、乗務員の確保難をもたらしていることは否めない。事業者の視点では、経営状
況が好転しないなか、タクシー事業を廃業したり、あるいは他事業者に譲渡したり
するといった話も多い。
しかし、人々のタクシーに対する期待の高まりも認めることができる。近年、ラ
イドシェアが話題となっているが、このことは、自ら運転することなく、時間と経
路の随意性に優れた交通手段を人々が待ち望んでいることの証左といえよう。
また、タクシーは公共交通機関として、他の交通機関にはない特質をもつ。
時間と経路が自由であることから、駅や空港などから目的地への、出発地から駅
や空港などへの、ラスト・ワンマイルを担うことができる数少ない公共交通機関と
いえよう。
小輸送量でドア・ツー・ドアの輸送を実現できることから、過疎地や閑散時間帯
の交通にも適する。
さらに、とくに高齢者や体の不自由な方にとっては、生活に不可欠な「最後の拠
りどころ」としての交通手段としての役割を果たす。さらに、最近ではタクシーを
コミュニケーション・メディアとして積極的に評価し、活用する動きも生じてい
る。
本稿では、現在のタクシー業界を取り巻く問題を踏まえつつ、次代を拓くタク
シーの将来像について、若干の考察を試みたい。
２． 長期低迷するタクシー業界
タクシー業界が長期低迷状態にあることは、誰もが認めるところであろう。

※

元尚絅大学文化言語学部 非常勤講師
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タクシーの輸送人員と輸送人キロは、1960 年代の高度経済成長期には著しい伸
びを示したが、1970 年頃をピークにほぼ一貫して減少傾向にある。1980 年と 2012
年を比較すると、タクシーは輸送人員・輸送人キロともにほぼ半減した。なお、平
均乗車距離はさほど変化していないが、輸送人キロの低下幅が相対的に大きいこ
とから、輸送距離が短くなる傾向も見受けられる。
一方で、他の公共交通機関は、鉄道が輸送人員・輸送人キロともに伸ばし、営業
用バスは、輸送人員が 4 割近く減ったものの輸送人キロはほとんど減っていない
（＝乗車距離が伸びた）
。ちなみに、航空は輸送人員が 2 倍近くなり、輸送人キロ
はそれ以上の伸びを示している。
また、5 年ごとの減少幅で見ると、タクシーの利用動向が景気動向に左右されや
すいことが読み取れる。日本経済は、1970 年から 1975 年の間に第一次石油危機、
1990 年から 1995 年の間にバブル経済の崩壊、1995 年から 2000 年の間にアジア通
貨危機と消費税増税に伴う経済の低迷、2005 年から 2010 年の間にリーマンショッ
クをそれぞれ経験した。こうした経済の低迷期に直面すると、タクシーはさらなる
利用者数の減少に直面してしまう。
図１ タクシーの輸送状況（全国）

出典：全国ハイヤー・タクシー連合会資料をもとに著者作成
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輸送状況の低迷は、当然のことながら事業者の経営や乗務員の労働環境にも大
きな影響を与える。
輸送量が低下する状況が長期にわたり続くなかで、事業者はいかに経営を進め
るべきか。一般的な企業であれば、たとえば、高付加価値化（それには販売価格の
上昇を伴うことも多い）による利益幅の拡大を目指したり、あるいは低コスト・低
価格化を徹底的に追求して利益率は低くても販売数量を増加させたりする経営施
策が考えられる。
2000 年の道路運送法改正（2002 年施行）以降、2008 年頃までは、タクシーに対
して規制緩和が積極的に行われた。そこには、一般的な企業が行うような経営施策
を展開できる環境を制度的に担保することを通じた、業界活性化への期待があっ
たことを指摘することができる。
現実には、過疎地や地方中小都市では、何も変わらなかったというのが実情であ
り、タクシーの衰退が続いていった。
一方で、都市部では競争的な参入が展開され、新規参入事業者や既存事業者によ
る車両台数の増加（増車）が見られた。
一部では、活発な運賃競争が展開され、2002 年から 2008 年頃の大阪地域のよう
に、タクシー利用者の増加がもたらされた事実も無視できない。
その一方で、規制緩和の影響で深刻な問題も生じた。大阪地域の事例は、その問
題を如実に示している。
大阪地域では、価格低下と販売数量増加を指向する競争が行われた。その結果、
確かに利用者数は増加した。しかし、営業収入は増加しなかった。
タクシー業界は参入コストが低く、しかも給与が歩合制であることから人件費
を変動費として認識できるがゆえに、事業者には増車のインセンティブが存在す
る。経営者は、増車することで営業収入を増やそうとする。乗務員は、給与が歩合
制であることから、低運賃のもとで収入を確保するために、実車走行距離を増やそ
うとしたり、乗務時間を延ばそうとしたりする。こうしてもたらされたのが、タク
シーサービスの供給過剰である。
もちろん、大阪地域では、タクシーの利用者は増加している。しかしそれは、増
車に見合った利用増ではなかった。供給過剰を止められないなか、事業者の経営は
好転せず、乗務員の負担は過度なものとなり、安全性の低下すらもたらされた。
その結果出現したのが、事業者、乗務員、そして利用者にも泥沼の地獄ともいえ
る状況である。
こうした状況は、大阪地域のような極端さはないにしても、多くの都市部で認め
られた。
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図 2 タクシーの営業収入の推移

出典：全国ハイヤー・タクシー連合会資料をもとに著者作成

このことは、2009 年以降の規制強化への動きに直結した。2009 年には「特定地
域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関
する特別措置法」
（
「タクシー特措法」
）が施行され、供給過剰対策が必要とされる
地域を「特定地域」として指定し、そこでは参入と増車は実質的に不可となった。
この法律は 2013 年に改正され、改正後は「特定地域」と「準特定地域」の二本
立てとなった。改正後の特定地域では参入と増車が禁止され、一定の場合には、タ
クシーの台数を削減する減車を強制的に実施することが可能となった。運賃規制
も、特定地域と準特定地域では、国の定める運賃額の範囲内でのみ設定できる「公
定幅運賃制度」が適用された。
衰退を続ける過疎地や地方中小都市のタクシー。規制緩和と再規制に翻弄され
るなか、利用者の増加につながらない都市部のタクシー。こうした状況は、営業収
入の推移からも読み取ることができる。
すなわち、営業収入は、業界全体では横ばいといえるものの、1 台あたりの営業
収入は下げ止まりからやや上昇感も示されつつある。しかし、都市部のタクシーの
強い参入規制と減車の組み合わせが功を奏しているのか、それとも近年比較的良
好な景気動向の影響が強いのか、判断が難しい。
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一方で、輸送人員の減少には歯止めがかかっていない。タクシー業界は利用者の
漸減が続くなか、規模の縮小でかろうじて維持できている。
３． 乗務員の低待遇
タクシー業界の長期低迷は、乗務員の劣悪ともいえる低待遇に直結している。
否、乗務員の劣悪な待遇に依存した形で、業界を維持していると表現したほうが適
切かもしれない。
もちろん、かつては「失業したらとりあえずタクシー乗務員」といった雰囲気が
あったことも事実である。タクシー乗務員になるには普通二種運転免許を取得す
る必要があるが、一般には比較的取得が容易な資格と理解されているようである。
実際、過去には好景気になると乗務員不足となり、逆に不景気になると乗務員の余
剰感が生じる状況が多々見られた。しかし現在は、タクシー乗務員に対する低待遇
が、タクシー乗務員という職業に携わることへの否定的動機づけにまでつながり、
労務倒産という言葉まで耳にするようになっている。
ここでは、タクシー乗務員と全産業平均との賃金・労働時間の比較で、乗務員の
低待遇を明らかにしたい。
タクシー乗務員は、全産業平均と比較して低賃金である。それでも 1992 年時点
では、月額現金給与ベースで比較すると、1 割程度の差に過ぎなかった。しかし、
1997 年以降、賃金格差が大きくなる傾向を強めた。そして、タクシー乗務員と全
産業平均との賃金格差が拡大する方向性に歯止めがかからない状況に陥った。
ここ 2 年ほどは改善傾向にあるものの、
それでもタクシー乗務員の賃金水準は、
月額現金給与ベースでは全産業平均のおおむね 7 割程度にとどまる。賞与を考慮
に入れると格差はさらに拡大し、タクシー乗務員の賃金水準は、地域よって差はあ
るものの、全産業平均の 6 割強程度に過ぎない。
これは、まさにワーキングプアそのものである。地域によっては、平均的な賃金
水準では標準世帯を維持できない賃金水準であり、生活保護法の最低生活費の水
準をも下回る。タクシー乗務員の賃金水準は、もはや自らの生活を成立させること
ができないまでの危機的状況にある。
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図 3 タクシー乗務員（男）と全産業男性労働者の平均月額現金給与支給額の推
移

出典：全国ハイヤー・タクシー連合会資料をもとに著者作成

図 4 タクシー乗務員（男）と全産業男性労働者の平均月間実労働時間数の推移

出典：全国ハイヤー・タクシー連合会資料をもとに著者作成
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労働時間については、全産業平均との比較では 1 割程度長い傾向が続いてきた
が、現在は改善の方向にある。2017 年の全国平均では、タクシー乗務員の一か月
あたりの労働時間は 189 時間であり、全産業平均とは 7 時間の差にまで縮小され
ている。一部の県では、タクシー乗務員は全産業平均より労働時間が短くなってい
る。
ただし、こうした数値だけを見て、労働環境が好転していると判断するのは、早
計に過ぎる。タクシー乗務員の雇用形態としては、近年では、正社員より労働時間
を短縮した、一般企業でいうパート・アルバイトのような「定時制乗務員」という
制度が普及しつつある。定時制乗務員の比率が高ければ、見かけ上の労働時間が短
く算出される可能性が否定できない。
一方で、三重県（230 時間／月）や山形県（220 時間／月）のように、平均的な
労働時間が極端に長時間である状況が見られる。このような長時間労働が常態化
していることは、安全性確保と労働者保護双方の観点から問題があると認識しな
ければならないであろう。
さらに問題なのは、タクシー業界では、過労死ラインを超える労働時間が法的に
容認されている点である。確かに労働基準法には、1 週 40 時間、1 日 8 時間を超
えて働かせてはならないという原則はある。しかし、労使で協定を結べば時間外労
働は可能である。時間外労働に対しては、厚生労働省が定めた基準（ガイドライン）
があるものの、タクシー乗務員には適用されない。タクシー乗務員に対しては、厚
生労働省が定める「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」が適用される
が、表 1 に示す労働時間の水準は、過労死ラインを明らかに突破する。
注：厚生労働省の定める「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」と、国土交通省
の定める「事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」は、同一の内容であ
る。

表 1 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準（タクシー関係分を抜粋）
日勤務
隔日勤務

拘束時間

休息期間

1 ヶ月 299 時間を超えない

勤務と次の勤務との間に連続

（車庫待ちは 322 時間まで延長可）

して 8 時間以上

・1 ヶ月 262 時間を超えない（1 年のう

勤務と次の勤務との間に連続

ち 6 ヶ月までは 270 時間まで延長可）

して 20 時間以上

・1 勤務（2 暦日）21 時間を超えない
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タクシー事業者では、労働法令違反の発生件数が多いことを考慮すると、労働時
間に関しても、かなり劣悪な状況が存在することを認めなければならない。
こうした低待遇は、タクシー乗務員という職業が忌避される状況にまで至って
いる。
タクシー乗務員の数は、長期にわたり減少傾向にある。しかし、2010 年頃まで
は、長期的なタクシー車両数の減少傾向と軌を一にしたものであった。それが、近
年になって変化している。タクシー車両数の減少幅を上回るペースでタクシー乗
務員が減少しており、タクシー事業者が乗務員を確保できなくなりつつある状況
が示されている。
４． タクシーに対する規制
ここまで、タクシー業界が長期低迷にあり、しかも労働環境が恵まれていないこ
とについて取り上げてきた。近年、タクシーに対する規制緩和への否定的な見解が
多く見られるなか「再規制」あるいは「規制強化」といった状況が見られるが、そ
れではタクシーに対する規制はどのようなものであろうか。
タクシー（ハイヤーを含む）は、道路運送法の「一般乗用旅客自動車運送事業」
としての規制を受ける。一般乗用旅客自動車運送事業は、道路運送法第三条第一項
ハにおいて「一個の契約によりロの国土交通省令で定める乗車定員（注：乗車定員
11 名）未満の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業」と定
義されている。ちなみに、旅客定員が 11 名以上になると、一般貸切旅客自動車運
送事業（貸切バス）となる。
また、タクシーとハイヤーの違いは、タクシー業務適正化特別措置法において、
ハイヤーの場合は運送の引受けが営業所のみに制限されるものと定義されている。
すなわち、
「流し営業」ができるか否かが、タクシーとハイヤーを区別するポイン
トとなる。
道路運送法のタクシーに対する規制は、主に 3 つに分けることができる。参入
退出規制、事業計画規制、運賃規制である。
【参入退出規制】
タクシーに対する参入規制は、2000 年の道路運送法改正（2002 年施行）までは、
事業区域ごとの免許制が適用されてきた。免許制は需給調整規制を前提としてお
り、国が需要とのバランスを取れるように全体的な供給量を調整してきた。これが
許可制に緩和することで、基本的には市場に任せる方向性に転換された。そしてタ
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クシー事業への参入は、必要な一定の要件を満たせば参入できるようになった。当
時は、需給調整規制をはじめとするタクシーに対する規制が、事業者の自由度を極
度に狭め硬直的な経営を余儀なくされるという弊害が問題視されていた。
ところが、タクシーの参入規制緩和は、長くは続かなかった。先述のとおり、都
市部でのタクシー事業への競争的参入や増車は、需要に見合わない供給過剰がも
たらされ、事業者も乗務員も疲弊し、安全性の低下すら至る事態に陥った。
その結果、2009 年に「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運
送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」
（
「タクシー特措法」
）が施行され
ることになった。この法律では、国土交通大臣が、供給過剰対策が必要である地域
を「特定地域」として指定する。特定地域では、減車を実施したり、参入規制を強
化したりすることで、供給過剰を抑えようとする。この時点では、特定地域での参
入規制は、依然として許可制のままであった。ただし、特定地域において参入許可
を得るのは実務的にきわめて困難であり、実質的には参入不可といってよい規制
に大きく変化した。
2013 年には、タクシー特措法が改正された。この法改正では、供給過剰対策が
必要な地域を、従来の「特定地域」の一種類から、
「特定地域」と「準特定地域」
の二本立てとした。改正後の特定地域では参入と増車が禁止され、一定の場合には
減車を強制的に実施することを可能とした。また、一定の条件のもとでは、独占禁
止法の適用除外とされる。この法改正で供給過剰対策の実効性が高まるとともに、
特定地域では需給調整規制の事実上の復活といった状況がもたらされた。
ただし、この規制強化は、制度設計上はあくまで例外的な扱いであることにも留
意する必要がある。
なお、改正タクシー特措法の準特定地域は、改正前の特定地域に相当するが、改
正後の準特定地域では、改正前の特定地域に相当する参入規制が適用されている。
ところで、タクシーの退出規制であるが、現在では事実上退出規制が存在しな
い。2000 年の道路運送法改正までは、タクシー事業の休止・廃止は許可制とされ
ていた。これが規制緩和に伴い、事後届出制とされた。事業者がタクシー事業を休
止・廃止したときは、30 日以内に届ければよい。
【事業計画規制】
タクシーの事業計画規制のうち、とくに問題となるのが増車である。需給調整規
制のもとでは、国が需要とのバランスが取れるように、全体的な供給量を調整す
る。タクシーは増車が技術的に容易であり、しかも事業者にもそのインセンティブ
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が強い。こうしたなかで、2000 年の道路運送法改正までは、事業計画には認可制
の規制が課されてきた。
規制緩和によって、事業計画規制のなかでも増車に関する規制は大幅に緩和さ
れた。需給調整規制が撤廃され、増車に関する事業計画変更は、事前届出制に変更
された。増車は事業者の経営判断に任され、需要と供給のバランスは市場に委ねら
れることになった。
ところが、需給調整規制の撤廃は、需要に見合わない供給過剰とそれに伴う様々
な弊害をもたらした。2009 年のタクシー特措法では、特定地域における参入規制
の事実上の強化が図られたが、これは増車についても同様であった。特定地域にお
ける増車については、従来の事前届出制から許可制に変更された。もっとも、特定
地域で増車の許可を得るのは困難であり、実質的には増車ができなくなった。
2013 年の改正タクシー特措法では、先述のとおり特定地域と準特定地域（＝改
正前の特定地域に相当）と、規制の対象地域を二種類に改めたが、改正後の特定地
域では増車が禁止されている。準特定地域では、改正前の特定地域と同様の増車規
制が適用されている。
【運賃規制】
タクシーの運賃は、総括原価主義にもとづく規制が課せられている。総括原価主
義は、タクシー事業に限らず、交通分野の多くで適用されている運賃規制の考え方
である。すなわち、タクシー事業の原価である営業費・燃料費・車両修繕費・償却
費などに、適正利潤を加えた総額に見合う収入が得られるよう、運賃が設定され
る。なお、現在のタクシー運賃は、総括原価を上限とする上限運賃規制に変化して
いるものの、基本的な考え方は総括原価主義のそれを維持している。
タクシーの運賃規制の特殊性は、総括原価主義に加え、
「同一地域同一運賃」の
原則が長らく適用されてきたことである。総括原価は、一般に事業者によって異な
ると考えられる。一般的な総括原価主義にもとづく運賃規制では、事業者ごとに総
括原価を算出し、その総括原価をもとに運賃を決定する。ところが、タクシーでは、
事業者ごとの総括原価の相違を考慮しない運用が行われてきた。
「同一地域同一運賃」は、1993 年に東京・大阪で、運賃の個別申請が認められ
るようになったことで、原則と異なる運賃への方向性が示された。1997 年には、
「ゾーン運賃（幅運賃）
」制度が導入された。この運賃制度のもとでは、上限運賃
と、それより約 1 割下回る下限運賃を設定する。事業者は、上限運賃と下限運賃の
範囲内で運賃を決定できるというものである。このゾーン運賃制度は、運賃規制の
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考え方を、総括原価主義から、総括原価主義にもとづく上限運賃規制へと変化させ
るものであった。
当時の総括原価主義にもとづく上限運賃規制は運用上の取り扱いであったが、
2000 年の道路運送法改正で法律上も明確化された。すなわち、改正前の「能率的
な経営の下における適正な原価を償い、且つ、適正な利潤を含むものであること」
から、改正後の「能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの
を超えないものであること」に改められた。
改正後の道路運送法のもとで、タクシー運賃に「自動認可運賃」制度が導入され
た。自動認可運賃制度のもとでは、運賃ブロックごとに、上限運賃と、それより約
1 割下回る下限運賃を設定する。事業者が上限運賃と下限運賃の間に収まる運賃を
申請した場合は、審査が省略され自動的に認可されるものである。
一方で事業者は、下限運賃を下回る「下限割れ運賃」を申請することも可能であ
る。下限割れ運賃が申請された場合は、個別に運賃の妥当性が審査される。事業者
は、下限割れ運賃を設定しても事業採算性が確保できることを自ら立証しなけれ
ばならないものの、ある意味で総括原価主義にもとづく運賃規制の本来の姿とも
いえよう。
ところで、タクシー運賃の規制に関して検討するとき、2006 年から 2008 年にか
けての規制緩和に注目する必要がある。この規制緩和は、2004 年 3 月 19 日に閣議
決定された「規制改革・民間開放推進 3 か年計画」を受けたものである。意欲のあ
る事業者の創意工夫による多彩な運賃・料金の設定を通じて、タクシー事業の活性
化や利用者利便の向上につなげるという基本的認識のもと、割引運賃や初乗運賃
の設定の自由度が高まった。
この規制緩和で、次のような運賃設定や割引運賃の導入が可能となった
① 初乗運賃の短縮：初乗り距離を半分程度にまで短縮できるようになった。
たとえば、初乗り距離を 800m に設定し、短距離の利用を促進するなど。
② 遠距離割引：運賃 5,000 円以上で割引が可能となり、割引の制限はなかっ
た。たとえば、5,000 円以上 3 割引などという運賃。遠距離の運送は乗務員
にとっても効率が良いことから、各地で導入された。
③ 営業割引：回数割引、往復割引、定期券、乗り継ぎ割引、特定日割引など、
多様な割引が例示された。減収額が総運賃収入の 1 割以内であれば原価計
算が不要とされ、営業割引の導入が促進された。たとえば、鉄道とタクシー
の乗継割引乗車券など。
④ 大口割引：大口の利用に対し、運賃を 3 割引まで可能とされた。たとえば、
1 か月の利用金額が 10 万円以上の場合は 1 割引にするなど。
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⑤ 主催者旅行割引：旅行会社の主催旅行にもとづく運送に対し、最大 5 割引
まで可能とされた。
しかし、規制緩和による運賃多様化への道は、短期間で終焉を迎えた。2009 年
のタクシー特措法をきっかけに、運賃規制は「再規制」への道へと進むことになっ
た。
規制緩和で一旦可能となった各種の割引運賃のうち、唯一現在まで残っている
のが、③の営業割引運賃である。①の初乗り距離の短縮は、初乗運賃から加算運賃
の 1 回分ないし 2 回分までしか短縮できなくなり、わかりやすい形で初乗り距離
を短縮することは不可能となった。②の遠距離割引を行うためには、原価計算を
行ったうえで認可を受ける必要がある。④の大口割引と⑤の主催者旅行割引は、実
施できなくなった。
さらに、2013 年の改正タクシー特措法では、特定地域と準特定地域における運
賃規制も強化された。特定地域と準特定地域の運賃は、
「自動認可運賃」が「公定
幅運賃」と改められた。自動認可運賃との相違は、自動認可運賃のもとでは、下限
運賃を下回る「下限割れ運賃」は個別に運賃の妥当性の審査を受けることで運賃の
認可を受けることが可能である。ところが、公定幅運賃では下限割れ運賃は認可さ
れないばかりか、違法運賃とされる。もし、事業者が下限を下回る運賃を設定する
ならば、運賃を下限運賃まで引き上げるよう変更命令が出される。もっとも、下限
割れ運賃の是非についての司法判断は、下限運賃を違法運賃として、行政が変更命
令を下すことに対して否定的である。
ここに、現在のタクシー運賃規制は、実質的には 1997 年のゾーン運賃制度の時
代の姿に回帰してしまった。確かに、タクシー運賃の再規制は、改正タクシー特措
法の特定地域と準特定地域に限られる。しかし、改正タクシー特措法の特定地域と
準特定地域は、車両数ベースで全国の約 82％を占めることを鑑みると、タクシー
運賃は他の交通機関とは異なる、かなり強い規制下にある異質な存在といえよう。
５． タクシーのライバルは誰か？
タクシーは、時間と経路の随意性に優れ、小輸送量でドア・ツー・ドアの輸送を
実現できる数少ない交通機関である。そして、こうした交通機関に対するニーズは
強いものがあるはずである。それでは、タクシーのライバルは、いったい誰なのだ
ろうか？
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【自家用車】
自家用車は、自ら自動車を運転しなければならないという特徴がある。そのた
め、体調不良時や飲酒時には運転できないというデメリットが存在する。障がいを
抱える方にとっては、障がいの態様によっては自家用車を選択することそのもの
が不可能であり、すべての人が選択可能な交通手段ではない。その意味では普遍的
な交通手段ではない。事故のリスクも無視できない。運転技量に不安を抱える人に
とっては、運転そのものを忌避することを望むこともある。一方で、
「自ら運転す
る」ことに価値を見いだす人も多く、ドライブを趣味としている人も事欠かないこ
とから、自ら自動車を運転するということは、人によってはメリットという側面も
ある。
また、自家用車は、自ら保有しなければならないことが通常である（企業や組織
などで使用する社用車・業務用車の場合はその企業や組織などが保有する）
。自家
用車を保有することはそれ自体がコストである。近年ではそのコストゆえに、交通
手段として自家用車が選択されなくなる状況も示されつつある。
そして、自家用車の最大の特徴は、時間と経路の随意性にきわめて優れることに
ある。運転者の「移動したい」という欲求さえあれば、道路規制以外の制約条件は
存在しないといってもいいかもしれない。
タクシーと自家用車とでは、時間と経路の随意性に優れる点が共通する。しか
し、自家用車はタクシーのライバルとは必ずしもいえないと考えられる。
たとえば、1975 年から 1990 年の間では、乗用車の台数は 2 倍以上の伸びを示
し、利用者数も 2.7 倍近く増えた。それにもかかわらず、タクシーの利用者数はほ
ぼ横ばいであった。これは、同時期にバスの利用者数が 20％以上の減少を示した
こととは、きわめて対照的である。このことからは、タクシーと自家用車とでは競
合関係にはないか、あっても限定的であることがうかがえる。1990 年以降は、タ
クシーの利用者数の減少に歯止めがかからない一方で、自家用車の利用者数は増
加を続けている（ただし、統計の関係で 2010 年以降は不明）が、タクシーの顧客
層が自家用車に転移しているかといえば、判断が難しい。
【ライドシェア】
近年、ライドシェアが注目を浴びている。ライドシェアの本質は、
「マッチング
サービス」にある。マッチングサービスは、生産者と消費者を結びつけるサービス
である。たとえば、小売業も対象商品と消費者を結びつけるマッチングサービスで
ある。
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タクシーでいえば、無線配車は伝統的なマッチングサービスである。これが、ス
マートフォンの普及や、移動体通信におけるブロードバンドサービスの定着をは
じめとした ICT（Information and Communication Technology：情報通信技術）によっ
て、マッチングサービスが大きな変化を遂げている。
ところで、ライドシェアという場合、一般にはマッチングサービスとは若干異な
るニュアンスをもつ。そのエッセンスが、シェアリングエコノミー（IT を活用し
て人々の間でモノの共有を仲介するビジネス）である。
ライドシェアは、シェアリングエコノミーの一形態である。自家用車の所有者・
運転者と、移動需要をもつ利用者を、モバイルアプリや GPS などを活用したソー
シャルプラットフォームで結びつけ、自動車の利用をマッチングさせシェアする
システムである。移動需要をもつ利用者は、あたかもタクシーを利用するかのごと
く移動することができる。自家用車の所有者・運転者は、空いた時間と自動車を活
用して収入を得ることができる。なお、ライドシェアのなかには、日本のように自
家用車による有償運送行為（いわゆる「白タク行為」
）が原則禁止とされている国
や、英国のロンドンのように流し営業の有無で規制が大幅に異なる地域では、自家
用車以外のマッチングを図る事例も存在する。たとえば、日本では空車のタクシー
とのマッチングでライドシェアが導入されつつあるほか、ロンドンでは流し営業
が禁止されているハイヤーとのマッチングが見られる。
注：タクシーとのマッチングを図るケースは、ライドシェアではなく「オンライン配車サー
ビス」などと呼ばれることが多い。

ライドシェアは、現時点での諸外国の動向からは、利用者・運転者双方にメリッ
トのあるシステムとして認識される傾向が強い。
利用者からは、タクシーと比較して、支払いが簡単、運賃が明瞭・低廉（事前に
運賃がわかる）
、配車依頼が簡単、配車が迅速、接客が良好という評価がされてい
る。日本の場合、タクシーのサービス水準が高く、しかも運賃も事前に確定はしな
いものの明瞭である。従って、ストレートに諸外国の状況があてはまるとはいいに
くい。しかし、大阪地域でのタクシーの低運賃競争の経験からは、低運賃が利用者
増をもたらす可能性が否定できない。もし、ライドシェアが事前運賃確定型の低運
賃を導入すれば、タクシーの需要を大幅に侵食する可能性は高いと考えられる。場
合によっては、米国サンフランシスコ市の事例のように、ライドシェアがバスや鉄
道の需要をすら奪うこともありえよう。
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運転者にとっては、タクシー乗務員より柔軟な働き方が可能ということが、積極
的な評価として示されている。しかし、否定的に評価するならば、ライドシェアは
常態的な非正規労働によって成立していることを意味しているとも考えられる。
日本の文脈でとらえれば、タクシー乗務員が低待遇ゆえに忌避される職業と化し
ている現在、ライドシェアが持続可能な交通システムであるか否かという、根本的
な疑問をもたらす一要因となろう。
【福祉輸送限定タクシー】
福祉輸送限定タクシーは、福祉輸送のみを対象にし、利用対象者を制限したタク
シーの一形態である。また、流し営業が禁止されていることから、その点ではハイ
ヤーに類似している。福祉輸送という視点からは、日本版の STS（Special Transport
Service）といえるかもしれない。
福祉輸送限定タクシーが担う福祉輸送分野は、日本では 2000 年頃まではボラン
ティアによる社会福祉協議会等の活動を中心に支えられてきた。2000 年に介護保
険制度がスタートした後も、ボランティアやヘルパーによる自家用車による送迎
が目立っていた。タクシー業界の動きは当初低調だったが、2000 年頃から介護タ
クシーとして、タクシーが積極的に福祉輸送分野にかかわるようになってきた。
介護タクシーは、タクシー事業者が介護保険制度の訪問介護事業者等の指定を
受け、タクシーによる移送サービスと介護サービスを同時に行うものである。当
時、介護タクシーによる移送サービスは、介護保険制度上は明確な位置づけがなさ
れていなかった。実務上は、訪問介護事業のうち、身体介護（食事や入浴、排泄、
着替えなど、身体に直接触れて行う介護）として取り扱われていた。
2003 年の介護保険法改正で、介護タクシーが介護保険制度上に明確に位置づけ
られた。介護保険制度における送迎需要が高まっていたことから、介護タクシーに
よる移送サービスが通院等乗降介助として取り扱われるようになった。ところが、
これはタクシー業界にとっては厳しいものであった。すなわち、介護タクシーを運
営するうえで、身体介護が適用されれば採算を確保できるが、通院等乗降介護では
単価が低く経営的に成り立たないというのである。そして、介護タクシーのブーム
は短期間に終わり、ヘルパーによる自家用車による送迎が残る形となった。
ところで、ボランティアやヘルパーによる自家用車による送迎は、道路運送法上
はいわゆる「白タク行為」である。しかし、介護保険制度を前提とした送迎のニー
ズは高まる一方であった。こうした事情を背景に発足した制度が、福祉輸送限定タ
クシーである。実際、福祉輸送限定タクシーは許可の取得が簡素化されており、タ
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クシー事業の経験のない訪問介護事業者等でも許可を取得できるように考慮され
ている。
なお、福祉輸送限定タクシーと関連して、訪問介護事業所等がタクシー事業（福
祉輸送限定タクシーも含む）の許可を取得している場合、道路運送法上の自家用自
動車有償運送許可を取得することによって、ヘルパーによる自家用車による送迎
を合法的に行えるようにする制度設計も組み込まれている。
福祉輸送限定タクシーの利用対象者は、以下のように制限されている。
① 身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の交付を受けている方
② 介護保険法に規定する要介護認定を受けている方
③ 介護保険法に規定する要支援認定を受けている方
④ ①～③のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害、その他の障
害などで単独での移動で、単独でタクシーをはじめ公共交通機関を利用す
ることが困難な方
⑤ 消防機関等を介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受け
る方
また、福祉輸送限定タクシーは、車両や乗務員の資格にも規制が加えられてい
る。すなわち、車両は原則として、車いすやストレッチャーのためのリフト、ス
ロープ、寝台等を設けているか、回転シート、リフトアップシート等で乗降を容易
にしている「福祉自動車」であることが求められる。一般的なタクシー車両でも福
祉輸送限定タクシーとすることができるが、この場合は運転者に以下のいずれか
の条件が課される。
① ケア輸送サービス従事者研修の修了者
② 介護福祉士の有資格者
③ 訪問介護員の有資格者
④ 居宅介護従業者の有資格者
なお、福祉自動車の場合は、運転免許以外の条件は努力義務として緩和されてい
る。
福祉輸送限定タクシーにこのような規制が課せられているのは、福祉輸送に特
化したタクシーであることを明確化し、一般のタクシーとの競合を回避する目的
がある。制度設計上は、福祉輸送限定タクシーは、タクシーのライバルとはいいが
たい。
現実には必ずしもそうともいえない。福祉輸送限定タクシーが、タクシーが対応
できる輸送分野にかなり影響を与えているものと考えられる。福祉輸送限定タク
シーの制度が発足して以降、十数年の間に 1 万台近い台数の伸びを示している。
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自家用自動車有償運送許可を取得したヘルパーによる自家用車による送迎を考
慮すると、車両数だけでいえば、タクシーの台数減を補う存在となっていることが
うかがえる。そして、福祉輸送限定タクシーの発足の経緯を考慮すると、ドア・
ツー・ドアで便利かつ安価に移動できる交通手段へのニーズがかなり多く存在す
ることが示唆される。
図 5 福祉輸送限定タクシーの台数の推移

出典：全国ハイヤー・タクシー連合会資料をもとに著者作成

【運転代行】
運転代行は、飲食店などで飲酒した自家用車の運転者に対し、その人に代わって
自動車を目的地まで運転するサービスである。法的には、自動車運転代行業と呼ば
れ、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規制を受ける。都道府県公安
委員会（実務的には都道府県警察）の認定制であり、他のタクシーと競合するサー
ビスとは異なる規制形態である。認定条件を満たせば参入可能であり、かなり緩い
参入規制といえる。また、退出規制は事実上存在しない。運賃規制に相当する価格
規制も存在しない。
運転代行の業務形態は、図 5 のように示すことができる。
自家用車を運転して飲食店に行き、そこで飲酒した結果自動車が運転できなく
なった人（ここでは「利用者」とする）が、運転代行を依頼するという例で説明す
る。
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① 飲食店から代行業者に依頼をする。
② 代行業者の運転者 2 名は、随伴車で営業所から飲食店に向かう。
③ 代行業者の運転者 2 名は、随伴車で自家用車を取りに行く（図だと駐車場）
。
④ 代行業者の運転者は、1 名が自家用車を運転し、もう 1 名が随伴車を運転
して飲食店に自家用車を持ってくる。
⑤ 代行業者の運転者は、1 名が自家用車を運転する。この自家用車に利用者
を同乗させる（利用者を随伴車に乗せると白タク類似行為）
。もう 1 名は随
伴車を運転し、自家用車と伴走する。
⑥ 利用者の自宅等の目的地に到着したら、代行業者の運転者 2 名は営業所ま
で随伴車で戻る。
図 5 自動車運転代行業の一般的な業務形態

出典：警察庁 HP：https://www.npa.go.jp/koutsuu/daikouhou/keitai.html（2018 年 9 月 1 日閲覧）
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運転代行は、飲酒運転根絶の受け皿として期待されるサービスであり、警察も普
及促進の必要性を示している。また、飲酒運転に対する厳罰化後は、運転代行に対
するニーズの高まりもあり、参入が相次いだ時期もあった。利用者サイドからは、
タクシー会社に同様の代行運転サービスを依頼するより安価であり、しかも極端
な短距離でなければ一般のタクシーよりも安価であることから、根強い人気があ
るという。その意味では、タクシーと競合するサービスであるといえよう。
ところが、運転代行もタクシーと同様の問題を抱えている可能性が否定できな
い。ここ数年、事業規模が縮小していると思われるのである。運転代行に関しては、
利用者数や売上規模などの整備されたデータが存在しない。そのため、データから
需要動向を読み取ることはできない。
しかし、供給側の数値から読み取れる事柄もある。表 2 からは、認定業者数がほ
ぼ横ばいであるのに対し、従業員数や随伴用自動車台数が減少していることが示
される。運転代行は、確かに安価である。しかし、安価ということは、運転者の労
働環境は劣悪であるという疑いがぬぐえない。タクシーと同様、運転者の確保が困
難になっており、供給面の制約に直面しているのかもしれない。
表 2 自動車運転代行業の認定業者数等の推移
年次

2012 年

2013 年

2014 年

2015 年

2016 年

区分
認定業者数
自動車運転代行業の従業

8,838

8,848

8,890

8,866

8,916

81,834

81,238

79,971

78,985

75,865

28,874

28,516

28,046

27,832

26,791

員数
随伴用自動車台数
出典：平成 29 年度警察白書

６． タクシーに期待される役割と将来像：結びにかえて
タクシーは、時間と経路の随意性に優れ、しかも小輸送量でドア・ツー・ドアの
輸送を実現できる交通手段である。こうした特性は、他の公共交通機関にはない特
徴的な役割を担う。最終目的地や出発地からの足である「ラスト・ワンマイル」を
守備範囲とできる公共交通機関である。また、過疎地や閑散時間帯の交通に適す
る。そして、とくに高齢者や体の不自由な方にとっては生活に不可欠な「最後の拠
りどころ」としての交通としての役割を果たす。
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こうした役割を担うことができるタクシーの役割を、わたしたちは積極的に評
価することができる。しかも、こうしたサービスが低廉な運賃で提供されることに
対して、人々の期待感は高まる。
しかし、タクシーのサービスを低廉に提供するには問題が山積している。タク
シー事業者の経営は厳しく、タクシー乗務員の待遇は低待遇で職業として忌避さ
れる状況すら存在している。もはや、タクシー業界そのものが維持困難ということ
もできよう。すなわち、利用者・事業者・乗務員の三者がトリレンマに直面してい
る。タクシーがこうしたトリレンマに直面するなか、どのような将来の方向性が考
えられるであろうか。
ここでは、公共交通機関としてのタクシー、営業形態と運賃のあり方、乗務員の
確保、これら三点について簡単に展望したい。
【公共交通機関としてのタクシー】
そもそもタクシーは、公共交通機関と言えるのであろうか。タクシーは、現在で
もぜいたく品として認識される傾向が否定できない。実際、時間と経路の随意性が
高く、かつ小輸送量であることから、運賃水準が他の公共交通機関と比べ相対的に
高くなってしまう。しかし、タクシーの機能は、果たしてぜいたく品として認識さ
れるべきであろうか。
たとえば、福祉輸送限定タクシーのように、福祉輸送分野ではドア・ツー・ドア
の交通が必須である。また、超高齢化社会を迎えるなかで、タクシーは高齢者に
とって最も使いやすい交通機関といえる。鉄道やバスが利用困難な方にとっては、
タクシーは最後の拠りどころとなる「ラスト・リゾート」としての交通機関として
位置づけられるかもしれない。また、近年では、都市部を中心に「若者のマイカー
離れ」が指摘されている。マイカーを使用できない方が、徒歩や自転車といった私
的な交通手段を使用できない（あるいは困難な）状況に直面するとき、タクシーは
私的な交通手段を代替する有力な交通機関として浮上してくる。
そして、タクシーは、
「ラスト・ワンマイル」を実現できる唯一の交通機関であ
る。たとえば、鉄道は公共交通でも太い幹の部分を担い、路線バスはやや細い幹や
枝の部分を担う。しかし、鉄道は面的な交通を担うことはできない。バスも面的な
交通を担うにはいささか輸送力過剰であったり、ダイヤの柔軟性に欠けてしまっ
たりすることは否めない。公共交通で面的な交通を実現するには、タクシーの役割
が欠かせない。
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そこからは、タクシーは決してぜいたく品ではなく、公共交通機関の一員であ
り、しかも交通する権利を保障する装置として積極的に評価されるべきことが示
される。
けれども、タクシーが公共交通機関として機能するには、利用者の視点からは運
賃水準という大きな課題が残される。たとえば、福祉輸送限定タクシーが普及して
いるのは、介護保険を利用することで、利用者の実質的な負担が少なくて済むこと
を指摘することができる。代行運転にしても、タクシーより安価であることが利用
者の支持を集めている。そして、ライドシェアに対する期待感は、現在のタクシー
運賃の水準に対する不満が反映されたものといえるかもしれない。
ククシーを公共交通機関として積極的に評価しようとするとき、運賃の問題か
ら逃れることはできない。
【営業形態と運賃のあり方】
タクシーの営業形態は、路上で利用者がタクシーを拾う形態や、駅や市街地など
のタクシー乗り場での待ち受けちといった「流し営業」が伝統的である、そこに、
無線配車が導入され、タクシーで予約営業ができるようになった。無線配車以外に
も、事業者によっては（あるいは個人タクシーでは）
、主に常連客を対象に、乗務
員が携帯電話で直接予約を受けつけるスタイルも見受けられる。そして現在では、
スマートフォンアプリでタクシーを予約する形態が普及しつつある。すなわち、流
し営業から予約営業へと営業形態が変化している。
流し営業と予約営業の大きな相違点は、利用者がタクシー事業者を選択できる
か否かにある。流し営業では、利用者が路上でタクシーを拾う際に、タクシー事業
者を意識して選択できることは多くない。また、タクシー乗り場から乗車するとき
は、そもそも利用者がタクシーを選択できないルールが適用されていることも少
なくない。タクシーに対する運賃規制は、この流し営業が念頭に置かれている。タ
クシー運賃が、かつては「同一地域同一運賃」であり、現在でも自動認可運賃や公
定幅運賃のように。1 割程度の狭いゾーンのなかで事業者ごとの運賃の差異が狭め
られているのは、流し営業では利用者の選択可能性が乏しいことに起因する。
ところが、予約営業では事態は一変する。利用者はタクシー事業者を（場合に
よっては乗務員すら）選択できる。利用者は、個々のタクシー事業者の運賃水準や
サービスレベルを勘案し、自身にとって好ましいタクシーを選択して利用できる。
しかも、ICT は予約営業と親和的である。スマートフォンアプリを使って路上でタ
クシーを予約するとき、それは流し営業ではなく予約営業である。そのとき、流し
営業と予約営業のボーダーは、もはや限定的になる。
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ICT は、運賃計算の姿も変えていく。現在のタクシーは、タクシーメーターで運
賃を計算し乗車後に運賃が確定する（しかも降車直前まで確定運賃がわからない：
遠賀タクシーの ZOC のような例外もあるが）方法であるが、これがライドシェア
で一般的な乗車前に運賃が確定する方式に変化すると考えられる。
さらにICTは、
空車のタクシーと利用者のマッチングを高度なレベルで可能にする。たとえば、乗
合タクシーを実現するには利用者のマッチングの難しさが課題となるが、ICT は
この課題を解決する。乗合の場合は、従来のタクシーより運賃を安価にする計算
も、ICT を活用すれば容易である。そして、現在の流し営業が念頭に置かれた運賃
規制は、タクシーの姿が変化していくなかで、その妥当性に疑問が生じてくる。
しかし、運賃規制の妥当性への疑問は、運賃規制の緩和を正当化するものではな
い。事業者の経営が困難に直面し、乗務員の待遇を高められない運賃水準は、公共
交通機関としてタクシー事業を持続可能にしていくものとはいえない。少なくと
も、タクシーの輸送原価を運賃収入のみで相償うことを前提とするとき、タクシー
事業が持続可能になる水準で最低運賃の水準を規制する必要性が高いと考えられ
る。
注：無料タクシー「ノモック」の構想のように、輸送原価を運賃収入以外の収入で相償わせ
る方法も考えられる。また、地方部で導入が進みつつある「貨客混載」のような形態もある。
このような場合の最低運賃の水準は、別途考慮する必要がある。

その一方で、ICT の発達を踏まえ、予約営業の個別の運賃の配賦には、自由度を
与えることが必要である。つまり、最低限事業者が獲得できる収入水準に最低運賃
を定める一方で、予約営業の個別具体的な運賃の設定には自由度を与えるという
ものである。事前に運賃が確定する方式であれば、このような運賃の設定も可能で
あろう。ただし、流し営業については、利用者に事業者の選択余地が乏しいため、
「同一地域同一運賃」のような運賃規制が正当化される。
なお、タクシーを公共交通機関として位置づけるとき、最低運賃の水準が、人々
にとっては依然として高水準であると判断される状況もありえる。あるいは、地方
部ではタクシー事業の経営それ自体が困難であり、タクシーが全く存在しない（存
在したとしても利用可能性が限りなく乏しい）状況に陥ることも考えられる。
この場合、地域鉄道や路線バスのように、公的資金を導入することも検討しなけ
ればならない。
【乗務員の確保】
最後に、乗務員の確保について触れたい。
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現在のタクシー乗務員は、低賃金・長時間労働に直面しており、若い世代にとっ
て魅力的な職業とはいえない。実際、法人タクシー乗務員の平均年齢は 59.0 歳で
あり、しかも 65 歳以上の乗務員が 27.4％を占める（いずれも 2015 年）
。乗務員の
高齢化は、交通事故の増加をもたらし、安全性にかかわる深刻な問題となってい
る。また、タクシー事業のイノベーションを阻害する要因となりかねないことも課
題となる。
もっとも、乗務員の高齢化は、超短期的には必ずしもデメリットとはいえない側
面もある。事業者の立場からは、年金受給を前提とした低賃金雇用が可能となる。
運賃規制に直面するなか、輸送原価を低く抑えるには、高齢者の低賃金雇用は即効
性のある経営施策である。乗務員の立場からは、いわば「小遣い稼ぎ」になり、年
金だけで生活するよりは余裕が出てくるという評価も聞く。しかし、こうしたその
場しのぎの施策は、持続可能なものとはいえない。
将来にわたり、公共交通機関としてのタクシーを持続可能するには、優秀な乗務
員の確保が欠かせない。とくに若い世代から、積極的にタクシー乗務員という職業
が選択されるようにするには、少なくとも家庭を維持できるレベルにまで待遇を
改善することが欠かせない。待遇改善のためには一定水準の運賃収入が欠かせな
いが、このとき運賃規制の役割に注目することができる。一般に運賃規制では、事
業者の超過利潤防止の側面が強調される。しかし、タクシーにおける運賃規制は、
乗務員の待遇改善に資する施策としても評価されるべきであろう。
なお、タクシー乗務員になるには普通二種運転免許が必要である。この資格は、
一般には比較的取得が容易と理解されているようであるが、この運転免許取得が
乗務員の確保のうえで問題となっているという意見が、一部の事業者から聞かれ
る。事業者サイドからは、よく訓練された普通一種運転免許所持者と普通二種運転
免許所持者とでは、運転技能には大差ないという意見が聞かれることがある。
安全性の確保を前提に、運転免許のあり方も再考されるべきと思われる。
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【資料】タクシーの概況
ハイヤー・タクシーの車両数・輸送人員
年度
昭和 30
40
45
50
55
60
平成 元
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

計
両
46,625
151,046
217,774
243,348
250,594
252,641
256,792
259,589
260,136
260,146
258,786
256,875
255,984
256,403
258,475
257,780
257,088
256,343
259,033
263,282
267,141
270,703
273,181
273,740
273,529
271,327
265,431
251,466
246,322
243,247
240,853
238,606
236,643
234,486

車両数
法人等
両
46,625
140,684
193,848
196,917
203,484
205,564
209,571
212,449
213,106
213,059
211,843
210,288
209,607
210,250
211,596
211,016
210,357
210,076
212,916
216,951
220,662
224,343
227,252
228,254
228,760
227,058
222,097
209,566
205,683
203,943
202,741
201,644
200,760
199,336

個人
両
－
10,362
23,926
46,431
47,110
47,077
47,221
47,140
47,030
47,087
46,943
46,587
46,377
46,153
46,879
46,764
46,731
46,267
46,117
46,331
46,479
46,360
45,929
45,486
44,769
44,269
43,334
41,900
40,639
39,304
38,112
36,962
35,883
35,150

輸送
人員
百万人
562
2,627
4,289
3,220
3,427
3,257
3,301
3,223
3,177
3,041
2,922
2,822
2,758
2,684
2,615
2,515
2,466
2,433
2,344
2,366
2,353
2,244
2,217
2,209
2,137
2,024
1,948
1,783
1,660
1,640
1,648
1,557
1,466
1,452

国土交通省自動車交通局旅客課調べ

右表は、
平成29年3月31日現在の都道府県別
タクシー事業の現況（ハイヤーを含まず）
複数の地域に跨る事業者は主たる地域に単一化
＊一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会が
公表する「都道府県別事業者数及び車両数」を一
部加工

都道府県
北海道
青 森
岩 手
東
宮 城
福 島
北 秋 田
山 形
計
茨 城
栃 木
群 馬
関
埼 玉
千 葉
東 東 京
神奈川
山 梨
計
新 潟
北
長 野
陸
信 富 山
越 石 川
計
福 井
岐 阜
中 静 岡
部 愛 知
三 重
計
滋 賀
京 都
大 阪
近
兵 庫
畿
奈 良
和歌山
計
鳥 取
島 根
中 岡 山
国 広 島
山 口
計
徳 島
香 川
四
愛 媛
国
高 知
計
福 岡
佐 賀
長 崎
九 熊 本
州 大 分
宮 崎
鹿児島
計
沖
縄
合
計
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合計
法人等
事業者数 車両数 事業者数 車両数
2,093
11,906
333
10,146
215
2,697
114
2,596
221
2,311
139
2,229
821
4,668
187
4,034
220
2,455
158
2,393
152
1,333
87
1,268
158
1,332
81
1,255
1,787
14,796
766
13,775
226
2,771
226
2,771
163
1,865
102
1,804
67
1,578
65
1,576
383
6,054
193
5,864
925
6,627
203
5,905
14,227
44,636
439
30,848
2,610
12,313
186
9,889
81
948
81
948
18,682
76,792
1,495
59,605
477
3,136
121
2,780
212
2,805
118
2,711
136
1,048
52
964
329
2,049
74
1,794
1,154
9,038
365
8,249
168
1,009
53
894
170
2,101
58
1,989
352
5,017
121
4,786
884
9,158
160
8,434
56
1,306
51
1,301
1,630
18,591
443
17,404
69
1,303
29
1,263
2,247
8,535
76
6,364
3,244
18,599
211
15,566
1,382
8,057
220
6,895
74
1,085
61
1,072
131
1,586
65
1,520
7,147
39,165
662
32,680
30
706
30
706
102
1,221
102
1,221
354
3,353
154
3,153
1,358
6,726
245
5,613
208
2,445
123
2,360
2,052
14,451
654
13,053
160
1,126
103
1,069
202
1,564
83
1,445
392
2,369
164
2,141
283
1,300
126
1,143
1,037
6,359
476
5,798
2,365
11,985
289
9,909
96
1,154
45
1,103
608
3,118
139
2,649
539
3,604
165
3,230
230
2,304
81
2,155
113
2,143
45
2,075
446
3,771
138
3,463
4,397
28,079
902
24,584
1,402
4,765
135
3,498
41,381 223,942
6,231 188,792

個人
1,760
101
82
634
62
65
77
1,021
0
61
2
190
722
13,788
2,424
0
17,187
356
94
84
255
789
115
112
231
724
5
1,187
40
2,171
3,033
1,162
13
66
6,485
0
0
200
1,113
85
1,398
57
119
228
157
561
2,076
51
469
374
149
68
308
3,495
1,267
35,150
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論 考

「参画型」鉄道存続活動を興すために
―住民に求められる要素・構造―
山中 真 Yamanaka Makoto※
序 論
本論は、地域住民によるローカル鉄道存続運動について議論する。
とりわけ住民が主体的立場から、存続運動や、これに関わる議論に参画するため
の条件を整理する。及びその組み合わせによる、運動体系全体の構造を考察する。
住民による存続運動の形態は、大きな変革を経てきた。
かつては廃止反対意見の表明・陳情活動と、一時的な乗車運動を主としていた。
つまり単に廃線反対を主張・アピールする領域に留まっていた。それゆえ鉄道を衰
退させている、根本的問題を改めにくかった。
しかし現状のままでの存続のみならず、
“再生”の段階へ踏み込むべく、地域住
民も協働する特徴が付加されてきた。また、そうしたあり方が近年主流になってき
た。
これが行政や鉄道事業者を、路線存続・再生へと方針づける大きな一因となっ
た。加えて、抜本的・包括的な利便性・安全性向上のための設備更新や、住民の意
見を反映した再生計画が策定された。
かくて利用客数の回復、増加を達成する路線の事例が見られるようになった。
すなわち住民による存続運動は、理念表明に留まる状態から、実践段階に踏み込
むあり方へと移行してきた。つまり本議論の焦点を言い換えれば、この近年目立つ
傾向にある運動成立のための、普遍的な条件、例えば備えるべき概念、重要な活動
項目を整理・検討を図ることである。
なお本論では便宜的に、旧来からの陳情・要求を主体とした活動を「陳情型活動」
と称する。また近年主流の、抜本的で実効性ある関与・協同を含む運動のあり方を
「参画型活動」と称し区分を図る。
では、両者の決定的な活動展開上の違いは何か。運営計画の中心的内容に関与す
る点など、個別の活動内容上に、顕著に表れている部分もある。
一方、共通する活動項目は多く、表面的には差異が曖昧な部分もある。というの
も、個別の活動内容としては同じでも、存続運動全体の“構造”の中で見たとき、
参画型運動の一環として、効果を発揮している活動があるからである。
※

栃木県教育委員会事務局
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上記の議論を深めるべく、本論は以下の構成を取る。
第 1 章にて、参画型運動の基本的な形態を、従来からの存続運動と比較して紹
介する。これにより、その全体的な形態、特徴を明らかにする。
続いて第 2 章では、参画型運動の定義に合致していると評される、路線存続に
成功した事例を紹介する。これらより、共通した活動内容を見いだす。このことで、
この運動形態を構成する主な活動の系統を明確にする。つまり、前章で記した全体
的な形態、特徴が、何を以て差異づけられているのかを明らかにする。次いで、わ
が国における複合的な鉄道衰退の原因をとりあげる。
これを受けて参画型運動は上記の原因に対し、抜本的な対処が出来ている点で、
効果的であることを論証する。
ならびに参画型活動を成立させるために、どのような概念・要素を踏まえること
が重要なのか。それらを政策の階層性や、ストーリー・ライン等の先行研究を援用
して明らかにする。おわりに鉄道存続への合意形成が、住民側からの働きかけの要
になる事を示す。その対処策とは鉄道存続・再生の意義を、地域社会の“内側”に
訴える。これにより沿線自治体の住民間で、支援計画や財源等の整備に対する理解
を、形成できる故に重要であることを示す。
第 3 章では以上の議論を踏まえ、旧茨城交通（現ひたちなか海浜鉄道）湊線が存
続、再生を果たせた理由を部分的に議論する。
ここでは市民団体「おらが湊鐵道応援団」を中心に、地域社会での存続運動が展
開された。その住民側のはたらきと、行政との連携が成功した理由を、総括した資
料を引用する。ここより、なぜその連携が成立したのかに関して、複数の問題提起
をする。
加えて当団体発足時における構想の中で、参画型運動を構築する基礎として、有
効に作用した概念である「市民権」を取りあげる。
そしてこの概念を重視するべき理由を、議論する。
第１章 参画型運動の概要
1.参画型運動の特徴・存続運動の変遷
序論にて述べたとおり、陳情型運動と参画型運動における活動展開上の特徴的
差異は、行政や事業者による存続・再生の計画へ中心的・主体的に、住民自らが参
加・関与するか否かにある。
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この活動項目上の差異は、両者の背景にある目標やねらいが、根本的に異なるゆ
えに生じている。
というのは陳情型運動では、一時的な廃線を回避し、存続との回答を引き出すま
での、
“つなぎ”が目的の運動だからである。
「交通権」との提唱に代表されるよう
な権利は本来、国家的ないし公的な、外部からの保障により、確保されることを目
指すとする前提がある。つまり他者によって、鉄道が“守れられるべき”との考え
方が根底にある。
対して参画型運動の場合、そうした “べき論”に終始し、利用低迷への抜本的
対策に取り組まない方法では、最早鉄道の存続は不可能との前提に立つ。従って存
続の先の、利用定着・増加させるまでの構想を見据えている。それを地域全体で連
携し、実施することを試みる。
つまり先に挙げた交通権を、住民自らの努力も含めて、維持することを目指して
いる。そのため地域住民にはたとえば、利便性向上などの提案を図る権利がある。
なぜなら地域住民は税金による負担や清掃活動等を通じた、直接的・間接的な協力
者となっているからである。
こうした活動形態が、
「地域が一体となって支える鉄道」や地域ぐるみ、三位一
体の存続活動と言われる所以である。
ゆえに陳情型活動は、存続を訴える主張が住民から事業者、行政へと一方通行的
である。なぜならかつて公害や環境破壊等に対する、抵抗・告発として展開された
住民運動の概念に、準じていたからである。そのため、解決のために提示する具体
案が、住民側には備わっていない。
しかし鉄道の存廃問題の構造は、外在的原因により一方的に、被害をもたらされ
た社会問題とは根底的に異なる。
後述するとおり住民自身も受動的とはいえ、問題の助長・悪化に、結果として関
わっている性質だからである。後述する複合的な原因の中、採算面で限界の事業者
を責め立てても、効果は無い。
こうした存続運動のあり方の変化は平成 12（2000）年、改正鉄道事業法の施行
が決定的契機となり、具体的に生じてきた。
同法改正に伴い、各地の私鉄・第 3 セクターから廃線表明・届出がなされた。と
いうのも、沿線自治体と廃線への合意がまとまらなくとも、申し出後 1 年の経過
を以て、鉄道事業からの撤退が可能となったからである。
上の撤退規制緩和がとどめとなり事業者は、慢性的な利用低迷と経営悪化の悪
循環に、陥っていた路線を維持する必要がなくなった。この状況に至った理由は後
述する通り、独立採算の原則と地域社会との連携不足による。
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しかしこの中でも、後述する 3 社 5 路線が存続を果たした。
いずれも沿線地域が主導・出資して、第三セクターを設立もしくは他社に経営移
管した事例である。
かつこの 3 事例では経営主体転換後、大規模な設備更新やサービスの向上が図
られ、利用者の回復に成功した。
これらの背景には共通して、例えば路線再生にかかる多額の費用を工面すべく、
反対や無関心を示す地方議会、住民を説得する。あるいは新たな経営体制創設のた
めに、助言・提言を図る等、住民側からの多様な実践的形態の活動があった。
これが鉄道衰退の現状追認から、
「やる気」のある地域には、積極的な支援を図
る方針へと、国家的政策が転換される契機となった。
それを示す代表例が、平成 15（2003）年、国土交通省鉄道局長の行政運営上の
検討を行う「地方鉄道問題に関する検討会」より発表された『地方鉄道復活のため
のシナリオ』である。以降の法整備や国交省の基本的姿勢も、この理念に準拠し、
肉付けするものとなっている。
また陳情型運動では、支援活動も単発的で、長期的に持続した利用者数の維持、
増加に結びつきにくい。
例えば国鉄時代、昭和 43（1968）年、昭和 55（1980）年の二度にわたり、地方
赤字線に対する全国規模での、廃止や第三セクター分離政策が進められた。路線に
よっては住民間での署名や集会、廃線阻止を呼びかけるビラの町内への張りだし、
自治体・自治会などによる乗車運動が展開されていた。
これら国家政策に呼応した反対運動では、
“なぜ”鉄道を存続させるべきかの議
論は充実していた。すなわち今日でも示される客観的・具体的な理由、意義が取り
あげられていた。
例えば代替する道路、バス路線整備にかかる費用の問題や、その輸送容量の不
足、
「定住圏構想が破綻」
（注 1）するとの提言がなされた。及び行動面でも、自発
的な清掃や植栽、また利用促進策として自治体による乗車券買い上げや、それによ
る住民を動員した「乗って残そう運動」
、路線によっては列車内でのイベント開催
が催されていた。
だがそれらの運動はいずれも、その場限りの性質であった。活動する主体同士で
連携し、展開する活動を関連させ構造化・組織化させ、恒久的な「乗る仕組み」を
確立するには至らなかった。
それゆえ転換後の第三セクター鉄道が、持続的に乗車人員を増加、定着させられ
ず、再び経営危機や廃線のやむなきに至った事例もある。

- 66 -

ecotran 2018 N0.10

なぜなら、マイレール意識との言葉に象徴されるとおり、
“意識”的な利用に留
まるあり方だからである。つまり現状として不便な移動手段に、水増し乗車するこ
とにしかなっていない。
何より自己目的化した乗車運動では、その一時しのぎの効果さえ、極めて薄いと
の指摘もある（注 2）
。
これらの点が参画型活動の場合、対照的な性質を見せる。展開される活動は、先
に記したとおり包括的、複合的な、提案や負担を含んだ展開となる。
これがローカル鉄道の衰退をもたらしてきた問題の、全般的な解決に繋がった
のである。
ゆえに行政・事業者と交わされる議論も建設的、相互通行的となる。これを通じ、
日常的な交通手段として利用できるよう改善することで、持続的な乗車数維持、増
加を達成するに至った。
そうした運動形態に転換をなした代表的事例を、以下に示す。京福電鉄による運
行の休止後、路線を復旧・運行再開させたえちぜん鉄道や、加越能鉄道を継承した
万葉線株式会社の発足、また近畿日本鉄道より廃線が表明された北勢線が、三岐鉄
道に経営譲渡されたケースなどが挙げられる。

第 2 章 参画型運動の構成要素・有効性
1．参画型運動成功事例の検証
（1）えちぜん鉄道
かねてより京福電鉄福井鉄道部は、福井県・沿線自治体より赤字補てんを受けて
きた。あわせて同社は自助努力として、平成 4（1992）年に廃止を表明した区間を、
30 分間隔での運行に回復させた。および駅舎建て替え、近代化補助制度適用によ
り車両の一部（2 両）更新等を図って来た。
しかし、部分的な補助や企業努力では、全体として設備老朽化と乗客減少の悪循
環を、食い止められなかった。
また先行きに明るい展望がなく、従業員の士気の低下も著しかった。そして連続
した、設備老朽化や整備不良、信号見落としによる正面衝突事故が平成 12（2000）
年 12 月、平成 13（2001）年 6 月に発生した。
これを以て国交省中部運輸局より「安全確保に関わる事業改善命令」が発令さ
れ、約 2 年 1 ヶ月に渡る運行休止に至った。

- 67 -

ecotran 2018 N0.10

この期間における「ROBA の会」の活躍が、運行再開、新会社設立の基礎を形
作った。同会はまちづくりフォーラムを契機に知り合った、多様な市民により構成
されている。この中には、鉄道存続に関連する分野への専門家や、地方議員も含ま
れていた。このことで多角的に、路線復活のための要素が補われていった。
例えば「費用便益分析」の概念を用い、鉄道事業単体で採算が取れない事にばか
り着目してはならない。社会的便益、すなわち地域全体で享受する経済効果にも着
目すべきであると、議会にパラダイムシフトを図った。そしてこの概念に基づく存
続のための方法として、上下分離方式を提示した。
これは復旧費用が総額 114 億円に上るとの試算から、反対意見が根強かったた
めである。加えてこの委細な分析を県に委託し、当時存続のための方法として提唱
されていたバス専用道化では、その改修にかかる費用が、鉄道復旧よりはるかにか
さむ上、効果面でも鉄道より、速度や輸送量が劣ることを証明した。これにより、
既存インフラによる再生の方針が決定づけられた。
また、鉄道事業を継承する新会社の支援体制における「役割と責任の所在」に関
して、議論は難局をむかえた。
それに対して上下分離方式を基礎とした、出資や権限の範囲を明確化できる、基
本的方針を提示した。
これを骨子として、
「10 年スキーム」と呼ばれる支援方式が決まった。これは県
が 52 億円を出資し、鉄道施設の買取と修繕に当てる。
一方、沿線自治体と地域社会（企業・ROBA の会等の市民団体）が、7：3 の比
率で、新会社設立への資本金を拠出する。これに加え開業後 10 年間の赤字を補て
んできるよう、財源を用意するものであった。
あわせて、事態の進展に沿い展開してきた議論を、一般住民にも伝え、理解を広
げていった。逆に住民側からは利便性向上の提案がしやすいよう、定期的に会合を
開けるようにしたり、えちぜん鉄道として路線が再起した平成 14（2002）年に『公
共交通活性化アイデア集』を提出したりした。
（2）万葉線
万葉線（高岡軌道線/新湊港線）の事例では、一般市民側からは RACDA(ラクダ)
高岡が、主な存続・再生の役目を果たした。
既に同線存続には、経常収益を 1 割越える、経常費用が掛かるとの試算があっ
た。それに対して、地元短大の学長や助教授、建築家を中心とする万葉線懇話会が
「地域の将来」のために「社会資本として赤字が出ても残す」
（注 3）ことを理念
的骨子とした。
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それを踏まえ、将来的な利便向上案や、
「市民の積極的参加」を含む方法論的指
針を定めた『万葉線再生計画案』を作成した。この理念と指針を広め、住民間での
存続の合意を図るため、同団体が「ラクダキャラバン」を開催した。各団員の伝手
で市内全域に説明会・懇親会を巡回開催し、地道に理解を広げてゆくことが中心的
活動であった。
そこでまちづくりや観光、福祉等と存続の意義を関連づけたり、万葉線存続と、
道路や中心市街に地下立体駐車場を、建設するのにかかる費用を比較したりした。
これを通じ、同線の存続・再生の意義が共有され、地域として存続の意志が示され
るようになった。
例えば、商工会議所から補助金負担を懸念して存続反対が意見された際、婦人会
によるポスター掲示、また署名活動等がなされた。
また、新生万葉線株式会社の資本金設立のための地域負担の寄付金は、当初必要
とされた 4900 万円に対し、約 1.5 億円に上った。これにより新型 LRV 導入等の一
部工面ができた。
（3）北勢線
三岐鉄道北勢線の事例では、複数あった沿線地域の組織が要点を分担して、参画
型運動を構成していた。
まず大井川鐵道の白井昭副社長（当時）を訪ね、生活の足としての再生が重要で
あるとの、存続運動の方針を定めた。そして経営撤退を表明した近鉄に変わる事業
者として、三岐鉄道に路線の継承を働きかけた。
それに対して同社は、大規模な設備の改修・改良案を提示した。これは設備老朽
化・サービス低下と、利用敬遠の悪循環を断ち切るためであった。
しかし、それを含めた継承にかかる費用が総額 55 億円に上り、補助制度や沿線
自治体による特例債の制度上、自前財源による十分な支援資金が、確保できない懸
念が生じた。ゆえに、一時存続に向けての議論は難航した。
そこでこの費用を捻出すべく、全沿線地域への理解取り付けが図られた。
「けい
てつ協会」等と協力して、鉄道として存続させた場合でも、赤字額縮小の見込みが
あるとの試算を図った。加えて住民向けに毎月シンポジウムを開催、議会へも説得
を行い、存続合意を下準備した。
その中身は、付近を並行する幹線道路（国道 421 号線）のみでは輸送量が不足す
ること。軌道敷をバス専用道に改修する場合、却って鉄道存続の場合より、地元の
負担が大きくなることの説明であった。さらにアンケート調査にて、依然鉄道輸送
が必要な需要量があることを、客観的に示した。
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こうして地域での存続が合意され、そのための沿線自治体中心の出資（53.2 億
円）の決定がなされた。このことで、当初難色を示していた三重県を納得させられ、
鉄道用地買い取りに要するうち、半分の出資（1.8 億円）が得られた。
三岐鉄道も、安定経営の道筋と支援の確約が付けられた事で、短期間での事業引
き継ぎが可能となった。加えてこのことで、存続に向けての議論が低調になってい
た際追加された、近鉄に 1 年間、運行継続を要請するための 8 億円が不要ともなっ
た。
並行して沿線自治体、住民組織も加わりワークショップを開催した。これを通
じ、
「北勢線活性化基本計画」を作成し、駅の新設、統合や大規模な P&R の設置、
車両冷房化等の利便性向上案の詳細が詰められていった。
これらの事例を振り返ると共通点として、利便性向上と利用増による正の循環
が、存続・再生の核心であることが明瞭である。
そのために住民側より図った参与の具体例を、先の 3 事例よりとりだす。
例えば設備更新等の際や、日常的な利用に関して、その促進や利便性向上のため
に住民側から提案をすること。およびそのために提言ができる機会を、保障する制
度の確立があげられる。
これらが「住民自身の経営参画」
（注 4）にあたる。
この協力体制を取り付けるために、鉄道を有意義な社会資本として、地域全体で
守るとの概念とその意義が、地域社会間で共有されていったことも特筆される。
この理念を基調とした詳細な計画立案もまた、部分的に住民側から「具体策を模
索して提案」
（注 5）されたことが基礎となっている。かくして「赤字」の意義に
対する理解や、その利用定着や増収を通じた、減少への見通しがついた。それによ
り、公的支出を鉄道の存続・再生に振りむけられるようになり、安定した財源確保
が可能となったことが読み取れる。
この支援体系が形作られていった流れは、以下の２段階である。
まず多様な属性の住民から関連する知識が、暗中模索の中で持ち寄られた。この
知識とは、新たな存続体制を形作るための専門的なそれから、地域全体に講演会を
開催し、理解を広げてゆくための人脈共有までに至る。
次に、それらの集積・蓄積を通して、存続・再生のための各項目が列挙・整理さ
れて、徐々に包括的支援の様相が形作られていった。
こうして見返すと共通事項として、大別して２つの系統・側面から、鉄道存続の
ための道筋が付けられていった事が指摘できる。
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一方の側面は、専門的知識による建設的提案・助言による、存続自体への関与で
ある。
もう片方の側面は付帯的な性質で、沿線地域へ存続させる意義の理解を広げる
ことである。これにより具体的関与を地域全体で展開するための、下準備が施され
ていった。
いずれも、慢性的な地方鉄道の衰退をもたらしてきた諸問題に、正面から対応で
きる事項である。これが参画型運動にて住民側から起こす、具体的かつ実践的な提
案・行動の概要である。
2．鉄道の利用者離れ・経営難
鉄道からの慢性的利用者離れは以下に示す、複数の原因によって生じてきた。ゆ
えにこの構造を解決するためには、ハード：施設面・ソフト：利便性の両面から、
活動内容は多岐にわたる。
わが国では戦後、自動車産業をその基幹として育成すべく、政府主導の積極的な
自動車道路の整備が進められてきた。
一方で鉄道は国鉄・私鉄を問わず、独立会計が基本とされてきた。
鉄道事業は、もとから事業単体として採算をとりづらい。線路や駅等の地上設備
まで自前で、維持整備する必要がある装置産業ゆえである。
こうした経緯から鉄道の運営に、不利な状況が形成されていった。
この中でも大手私鉄は、世界有数の人口密度である主要都市と、近郊を結ぶ路線
を敷設。および沿線地域での宅地、観光地開発等の多角的事業を展開した。これに
より企業グループ全体として鉄道への需要を作り出し、経営を安定させていった。
しかし公共企業体である日本国有鉄道には、この運営モデル構築ができなかっ
た。というのも、自立的運営への制約が大きすぎた故である。
日本国有鉄道法により独立採算性を求められながら、国鉄自体は運輸大臣管轄
下に位置づけられている。これにより政府から要請される、大規模な出費を伴う事
業の実施が、強く求められた経営体制が原因である。一方、発足時から財源・収入
面に余裕がほとんどなかった。ゆえにこの要求自体に、自前の財源を越える費用が
掛かった。不足分は自己調達した借金により、補充せざるを得なかった。
その代表例として幹線の線形改良・電化・軌道強化に新幹線建設、首都圏の通勤
輸送量増強対策である、五方面作戦といった大型投資、そして地方交通線の運営
（注 6）が挙げられる。これらを、大半は自力での資金調達にて実施していった。
このために生じた巨額の累積赤字が問題となった。資金面での支援・保障策に関し
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ては、ついに抜本的な対策が講じられなかった。ゆえに国鉄改革と呼ばれる財政健
全化の一環として、赤字の要因である地方交通線の整理が挙がるに至った。
中小地方私鉄の場合、バスやタクシー事業、不動産等の関連事業を傘下に備え、
地域の主要企業として経営されることもあった。だが、こうした地方事業者の多角
化経営は、本業の補てんや相乗効果を起こすどころか、むしろ過剰債務を引き起こ
したとの指摘もある（注 7）
。例えば不動産事業では、駅中心の市街地区の衰退に
よる、地価下落が影を落とした。
鉄道事業自体も地元資本をやりくりしながら、主に 1910～20 年代に建設・敷設
してきたものを基盤としてきた。さらに高校生の通学手段が、道路整備により自転
車・バイクへと移行してゆき、主な需要の一角が減少傾向となった。受益者負担の
原則・間接有償方式による道路特定財源を元に、戦後急速に改良が進んだ道路とは
歴然とした整備状態の差になった。
このような状況により、費用の不足から設備やサービスの維持向上が一層滞り、
設備の老朽化や荒廃が目立つようになった。さらに“経営の合理化”の一環として
の対策により、その意図的な水準低下、縮小が生じだした。
例として、駅の無人化等の要員削減、運行ダイヤの減量などがあげられる。ほか
にも、短期的に収支を合わせるために運賃が値上げされた。これらがさらなる利用
の敬遠を招き、両者の悪循環に歯止めが利かない状態となってしまった。
もっとも、鉄道軌道整備法（S28）による欠損助成制度や、近代化設備整備費助
成制度等の、旧運輸省からの補助はあった。しかし少額ないし部分的な補助に留ま
り、大勢を変えるには至らなかった。
例えば欠損助成制度では、災害復旧の場合原状復元が原則であり、総合的な設備
改良が出来ない。また近代化補助制度も、部分的なインフラの増強や更新のみにし
か適用されてこなかったにもかかわらず、
「欠損補助の拡大防止」や「運営費補助
の終局」
（注 8）と飛翔した目標が据えられていた。
他にも地域行政に、交通に関する専門知識がないことが要因として挙げられる。
ゆえに地域公共交通計画が策定されてこず（注 9）
、マイカーを含む各交通手段と
協調した、輸送体系が構築できていなかった。
モータリゼーションが本格化する以前の 1960 年代まで、鉄道は自家用車より、
路線バスと競合していたとの指摘がある。すなわち不必要な競争により、相互の連
携と経営安定が妨げられていた。
長らく、行政と事業者が定期的に持っている関係は、単年度単位ないし短期的な
補助金支給程度の状態が続いてきた。ゆえに中長期的計画立案と、大規模な投資に
基づく抜本的対策が出来ず、設備サービスの劣化と利用減少の悪循環を助長した。
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加えてゆえに、交通手段を含めた総合的な行政政策が、自治体により立てられて
こなかった。従って学校や病院などが、駅より離れた場所に統合・移転される場合
が生じた。
以上に挙げた通り、制度上・予算上の不公平な切り分けにより、投資・支援財源
は必然的に不足した。ならびに地域の移動手段として、十分な関連・接続のための
計画がなされてこなかった。および活性化への計画策定と、補佐の枠組みもなかっ
た。それゆえ、衰退と廃止に歯止めがきかなかった。これにより、鉄道が投資を通
じて「将来性や「夢」といった社会にとって最も重要な点」に寄与する機会、環境
が失われた。従って公金投入の意義や見返りが小さい事業として、
「コストアップ
の要因としてしか見られない」
（注 10）ことになっていった。
これが陳情に基づく存続運動では、根本的に要求がかなえられない理由である。
要求相手の事業者が経営上限界を迎え、その余力が失われている。
より注目すべき点はこの結果が、地域住民自身にも原因の一端があってもたら
されたことである。もちろんこれは上記してきた政策上の欠陥や、それによる悪循
環に巻き込まれたことによる、消極的・受動的うごきではある。とはいえそれによ
る利用敬遠に加えて、その対策、働きかけをしなかったことを通じ、問題悪化が放
置されてきてしまった。
これでは陳情により存続がひとまず決まっても、問題が構造的・潜在的には収束
させられていない。くわえて本来正当な補助・投資を、無駄と見なす意見も水面下
にある。よってこれを前提にした活性化への対策、計画も打ち出しがたい。
3.住民の関与
ゆえに、決定的な経営体制の破綻による空白的状況の中、住民側が、いわば経営
自体に直面せざるを得なくなった。
言い換えれば、利用促進・定着のための働きかけする機会、場づくりが、住民側
に求められることになった。
そのため「ボトムアップ的な意志決定の力学」
（注 11）により、事業者・行政と
の再生計画の立案、調整といった重要な場面に、直接的に関与する形態を持つ、参
画型運動のあり方が形成されていったのである。
ところで、参画型運動とはいえ全ての活動に、住民団体が網羅的・全般的に関係
していたわけではない。担う部位・分野は一部である。とはいえ、存続・再生の中
心的計画に携わる不可欠な一員として、活躍するに至っていた。なぜなら事業者や
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行政がカバーしきれない、ないし手薄となる存続・再生のための活動の、一部を補
完する形態をとっているからである。
こうした、対策が不十分な活動を選定し補完する方法とは、日常利用しやすい交
通手段としての鉄道復活を、最も根本の目標として据える。そしてこれの達成に繋
がるよう現状や議論の進展に応じて、従来からの個別の活動内容を含めて、選択、
活用するものである。
ゆえに個別的かつ詳細に、直面している問題に対して、説得力や妥当性ある議
論・活動が展開できていた。
例として先にみてきた通り、えちぜん鉄道設立の過程において、責任と役割の分
担の議論解決のために、10 年スキーム策定につながった基本的概念を提示したこ
と。また万葉線における、存廃の判断材料が不十分なままでの廃止を阻止すべく、
市民出資の提案および、その合意取り付けのため実施した、キャラバン巡業の事例
をはじめとする、具体例が挙げられる。
また、こうした存続・再生への議論関与と並行して、その理念・熱意の裏付けと
しての行動を、起こしてゆくことが求められる。
ここでの行動こそ、従来から見られた乗車運動や清掃・植栽運動のことを指す。
なぜなら上述した問題提起や方針作りの基礎として、大きな役割を果たすからで
ある。
例えば多くの一般住民が、存廃問題へ関心を共有することに繋がる。あるいは先
述の通り、事業者側の費用削減のために無人化、省力化が必要以上に進んでしまっ
た場合もある。このため駅の荒廃等を防ぐべく、例えば清掃・植栽活動等の協力は
依然として重要である。それらの活動参加を通じた上で、利用促進や、利便性向上
の提案が生じることにもつながりうる。
また必ずしも、理詰めの説得が直ちに効果を上げうるとは限らない。ひとまずそ
の熱意に「折れて」もらうことも、本格的な議論参加への露払いとして必要である。
それを踏み台として、抜本的な再生計画を実行できるからである。
えちぜん鉄道復活の事例でも、大規模な集会の開催やサポート会の結成が、路線
復活に反対していた、商工会議所や議員を賛成にまわしている。直接には成果を出
していなくとも、議論の盛り上げ、関心の高まりにつながっていたのである。
これが従来から展開されてきた地道な活動も、個別の活動内容の選択肢となり
うる理由である。それ単体では、抜本的な解決に到達しない。故に根本的な段階に
踏み込める、活動形態の構造の土台として、組み込む意義・必要がある。
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まとめると、両者は全体として対照的特徴を持つ。だが従来からの個々の活動を
否定して、参画型活動が成り立った訳ではない。それらを基礎に据えた上で、抜本
的解決に資する方法論が実行できることで、成立する活動なのである。
4.「参画型運動」に必要な要素、方針、構造
先述の通り、鉄道の衰退を招いてきた要素は複合的である。その各要素の解消に
係わる活動が、従来からの活動の併用まで含めて実行出来ていること。これが「参
画型」存続運動の、条件であるとの議論をしてきた。
この構造全体の、各要素への取り組みのことを、
『どうする？鉄道の未来』は、
「地域の鉄道を支え活性化させる仕組みづくり」と呼ぶ。その上で「鉄道継承の枠
組みづくり」と「乗る仕組みづくり」に分類している。このうち前者は、先述した
2 系統の活動の内、合意形成や理解周知に該当する事項である。
その上で、実施するべき具体的項目と、その実行による可能性について、以下の
記述がある。
住民に情報が十分に伝われば問題への理解も深まり、適切な議論が広く行われ
るようになり、そうすると自然と存続のための市民活動も広がり始めます。
（中略）
地域の鉄道を支え活性化させる仕組みづくりとは、みずから「乗って支える」こと
に加え、支援企業の獲得や、企業・住民による寄付、募金、出資、鉄道継承の枠組
みづくり（既存の鉄道事業者、新会社、第三セクター）
、乗る仕組みづくりなどで
す。
（中略）住民が「乗って支える」という住民の役割を認識し、その役割を担う
決意を表明し乗って支えることを行動に移した上で、鉄道の存続と再生のために
積極的な活動や提案を行えば、沿線自治体や都道府県、国の方針を動かせる可能性
はあります。
（p112，太字筆者）
「仕組みづくり」とはいくつかの、先に挙げた活動の方向性や、それに連なる個
別内容から、構成されていると説明している。それらにより、抜本的・持続的な鉄
道利用定着のための対策が、構成されていると記している。この動き・流れが、先
の 3 事例では部分的ないし結果的に、
暗中模索ながら取り組まれ達成できていた。
かくして複合的なはたらき、協調によって鉄道が支えられることになる。このた
め誰か特定の主体に押しつけられた、一方的ないし無理ある負担によって、存続の
体制が破綻する脆弱性はない。
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同書は基本となる「住民の役割」は「乗って支える」
、つまるところ乗車運動で
あるとしている。それを通じての「積極的な活動や提案」が、行政や事業者と協同
して存続・再生を図るための基礎になるとしている。
次いでそのような解決の枠組みを構成する、施策・事業が列挙されている。これ
ら活動の詳細を、先に提示、鉄道衰退の構造として列挙した項目に照らし合わせ、
類型分けすると、
1，鉄道事業者への支援計画策定・投資
：投資・支援財源の不足に対して
2，利用促進・定着のための活動・提案
：活性化への計画立案およびその補佐として
3，沿線自治体の住民・議会等地域での合意形成
：存続/再生への理解の共有、存続活動への参加促進のため
に仕訳出来る。以上が存続・再生の実践段階に、直接的に踏み込むための具体的焦
点である。
先の存続に成功した事例を振り返ると、以上に示した項目に合致する活動が、併
用されていたことが分かる。
他にも、この 3 項目内に当てはまる活動の具体例には、以下の事項が紹介でき
る。これまで公共交通の整備が不十分であった神戸市のニュータウンに、市民主導
のバス路線を開設した事例（注 12）からのものである。
例えば 2，に該当する提言を実現させるための連携として、行政はサポート役と
して住民有志と協働した。このことで、国の諸機関や警察、所内の専門部署と、実
現のための相談・調整に協力取り付けのための強い接点ができた。これによりバス
停新設工事のための諸般の手続き・工事や、他の交通機関・事業者との協調等が、
円滑に取り組めた。
他方住民単体では、バス停が設置される近隣に理解を求めに赴くなど、下準備を
進めていった。これは 3，の領域にもかぶってくる。
かくして便利な設備や、接続等のサービスを整備する基礎が形作られた。つまり
1，の支援計画内における、赤字や投資への不足に対応した資金投入と対をなす、
利用増加、増収策が形作られていった。
以上の事業としての取り組みにより、地域住民間の主導による行政・事業者との
連携が、新たに構築されていった。
以上のとおり、各種取り組みを、事業者・行政・住民の間をまたぎながら補完し
あい、有機的な関連を持たせ実施出来ていることが、参画型運動の全体的特徴であ
る。
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このように複数方面に渡り、対策や計画に一貫性・系統性を持たせ、並行的に展
開していく必要がある。
このための概念が、
『公共政策学の基礎知識』では「公共政策の階層性」
（p9）と
して紹介されている。同書ではこの階層を上位より「
（狭義の）政策」
「施策」
「事
業」の 3 段階に分けて紹介している。この順番で、各段階で展開すべき事項が「目
的手段関係とその連鎖」の関連で繋がっていると紹介している。つまり政策実現の
ために施策が、その施策の実現のためには事業が、必要となる関係にあると説明し
ている。
以上各項目について説明すると、政策はもっとも根本的に達成したい「基本的方
針」にあたる。すなわち本論では、ローカル鉄道の存続・再生そのものである。
次の施策と事業はそれぞれ、その実現のため用意する「具体的方針」と「具体的
手段」である。どちらも樹形図型に、政策や施策に対して展開すべき事項が、複数
並行して、列挙される構造となっている。
施策には、先に述べた構造解消のための 3 項目が該当する。
そしてそれらの方針を実現すべく展開される、実際の活動としての事業が、その
下位に配置される。これは具体的な手段を以てなされる段階である。
簡潔には、1，に対応して募金・寄付金や、上下分離の概念に基づく公的な予算
の確保等の、資金面での対策が当てはまる。これに加え、投資・補てんする割合や
使用途について、分担・区分を取り決めることが該当する。
2，に対応しては、出資側ともなる地域社会より利便性向上の提言が出来るよう、
会合や文書提出などの機会の設置が、重点項目となる。また人員整理の進んだ事業
者に代わる、荒廃防止、イメージアップとしての、住民側による清掃・植栽活動等
も当てはまる。
そして 3，には、地域社会や企業、議会への説明会の開催や、広報活動などが相
当する。それを通じ、存続・再生に向けた方法やその意義・理由に関する告知や、
逆に意見の聞き取り、調整がなされてゆく。
参画型活動として住民側から参与できる事業の内、この合意形成がとりわけ重
要である。なぜなら、存続・再生自体を、実行に移すための根本的前提にあたるか
らである。
先述の通り、住民運動は三者協同での存続・再生政策の一部として展開される。
この一環としてソフト面からは、鉄道事業者へのマーケティングの補佐が、住民側
に求められる。そしてこの実施のためには、ハード面から、鉄道施設の復旧や改
良・増強に、地域社会から直接・間接の両面から多額の出資が前提となる。
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よって、それをあえて支払う目的・意義の理解を得ることが、そのまた前提とし
て必要になるからである。言い換えると、鉄道への補助金投入に対する、地域全体
でのパラダイムシフトが、政策の階層を実現するための条件の、第一段階であるか
らである。
先に実例を見てきたとおり、常に協力の歩調を合わせて、存続運動が展開されて
きたわけではない。自前での重い資金負担や、公共交通としての役目を担いにくい
状況にある鉄道への無関心さ、その可能性への疑いから、議論はしばしば滞りを見
せた。
こうした円滑な話し合いを阻み、鉄道存続・再生への反対意見が生じる要因とし
て、
「ストーリー・ライン」の存在が挙げられる。これは公共政策学における概念
である。特に複雑な、一連の出来事への人々の理解を、単純化（物語化）する、特
定の印象づけられた言葉や言説（語り）のことを指す。
ではローカル鉄道存続にあたって課題となるストーリー・ライン、つまり先入観
をもたせる言葉や言説とは何か。それは陳情型運動の過程で生じてきた、
「採算性」
と「公共性」を、対立概念とする思考の枠組みである。
代表例として国鉄再建法（S55 施行）による特定地方交通線選定を受け、各地で
基調となっている意見は、次のような趣旨であると報道されていた。地元路線の存
続、という各論はかなえてほしいと願う。しかし一方、国鉄、国家財政再建も必要
で、ローカル線廃止との総論はやむを得ない（注 13）
。との相対する、どちらかの
負担が、避けられないとみなす言説である。
もともと鉄道存続に対する住民の意識は、総じて肯定的である場合が多い。しか
し、地域の象徴として残したい、といった素朴な理由だけであると、採算性の論理
に圧倒されてしまう。
赤字であっても、社会的便益を通じて地域に貢献していること。また、しかるべ
き投資により再生を果たせれば、その便益も増大し、収支状況も改善する見込みを
説明する。以上の通り合理性に基づく、いわば存続理由の質的向上を図る。これに
より、採算性と公共性を両立させうる事を説明し、基本的な思考・見方の変化を起
こす必要がある。
かくして、鉄道の存続・再生を図る政策上の目的・理念を、沿線地域全体で共有
することが求められる。この点は、各分野の専門的知識では対処できないゆえ、後
手に回りやすい事項である。
知識、技術面から、市民側に出来ることは制約がかかっている。しかし対照的に
合意形成に関しては、説得のための集会開催や広報活動、およびそのための情報収
集など、その施策の下位にある、事業全般への関与が出来うる。
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ゆえに合意形成が、参画型運動として住民側よりできる基幹的活動にあたるの
である。
第３章 実例における参画型運動の形態確立
1.ひたちなか海浜鉄道湊線の概要・存続までの経緯
湊線は、JR 常磐線と接続する勝田から阿字ヶ浦に至る、全長 14.3km の単線非電
化路線である。全線が茨城県ひたちなか市を通る。同線を運営するひたちなか海浜
鉄道株式会社は、以前の経営主体であった茨城交通と、市の出資による第三セク
ター方式の事業者である。同社の経営は、公募により選出された吉田千秋社長が先
頭となり担っている。
平成 17（2005）年 12 月、茨城交通株式会社より市に、湊線の廃線が申し入れら
れた。湊線の慢性的な利用客数減少と、国土交通省より指示されていた、多大な設
備改修のための、投資が出来ないとの理由からであった。加えて当時、全社的な経
営不振もあり、早急な財務改善のための赤字事業の切り離しが、避けられない状況
であったからである。
これを受けてひたちなか市では、
「官民一体」としての存続運運動が展開された。
行政側では、市長はじめとする一貫した反対のもと、対策協議会の設置や、国や
県と連携した支援財源の確保、および補助計画策定等の、包括的な施策が展開され
た。
一方市民側からは、
『おらが湊鐵道応援団』が立ち上げられ、市民レベルでの運
動が展開されてきた。
このような経緯で廃線の危機を脱し、利用者数を増加させてきたことから、全国
有数の鉄道再生、並びに地域連携の先進事例として注目されている。
2.おらが湊鐵道応援団の概要・特徴
「おらが湊鐵道応援団」は、同線の利用促進、沿線地域活性化に努める後援組織
である。主に同市市民の有志・自治会員により構成されている。
存廃が議論されていた時期である平成 19（2007）年に発足した。
「市民・行政・
事業者が三位一体となった湊線活性化の取り組み」
（注 14）の一角をなした住民団
体である。応援団は結成以来、湊鉄道対策協議会と協同して、
「実働部隊」として
多様な「
「汗を流す」参加」によって、展開利用促進活動を実施してきた。現在も
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自治会活動として組み込まれた駅の清掃・植栽活動や、有志による写真・絵手紙の
展示会、毎月 1 回の『おらが湊鐵道応援団報』発行など、多様な活動を持続的に展
開している。
吉田千秋社長はその活躍ぶりを、
「応援団を通り越して会社の一部のよう」
（注
16）であると評する。
そうした活発な活動展開に加え、年 2 回、継続的な協議会開催により「利用実
態」や「施策の効果を把握、評価する」
（注 15）との、ソフト面からのフォローアッ
プの機会も設けられた。
こうした応援団による利用促進活動や、転換後は海浜鉄道の積極的な利用促進
策も加わり、平成 19 年度より利用者数が増加に転じた。以降、東日本大震災によ
る平成 22（2010）年度を除き、利用者は増加を続けている。平成 29（2017）年に
は 102 万人余への回復を達成した。
3.湊線存続運動成功の要因と問題提起
地域公共交通支援センターによる資料では、湊線存続の成功理由を、こう総括し
ている。
【知見：住民参加・主体性発揮】
・湊鉄道対策協議会、おらが湊鐵道応援団が中心となって、自治体、商工会、沿線
の学校等を巻き込み、地域の多様な関係者が鉄道存続への取り組みを行った。
・市民レベルの存続に向けた取り組みと、市、県の応分の負担により、湊線の維持
が実現した。
（太字筆者）
では、なぜ上記の成功要因を確立させられたのか。
具体的な焦点として、湊鉄道対策協議会とおらが湊鐵道応援団の両者は、なぜ協
調ができ、かつ中心的立場となれたのか。どのような機会、方法で、様々な主体を
巻き込むことに成功したのか。それにより、存続・再生の実現のためにもたらされ
た効果は何であったのか。なぜ各地域の主体が、存続運動に組み込まれたことや、
その過程を通じ、そしてどのような活動展開により「主体性」を「発揮」しえたの
か。
ならびに「市民レベルの存続に向けた取り組み」と「市、県の応分の負担」を、
成功要因としてあげている。
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この 2 点について、前者の積極的な姿勢はなぜ、後者の引き出しに繋がったの
か。単なる運動、活動の盛り上がり以外にも、何らかの有機的関連はなかったのか。
具体的にいうと、活動展開を通じて達成できた成果や知見を以て、存続させるべき
根拠や、利用促進のための手段の提案を、市や県に提示できたからとの理由はない
のか。
以上に提起した事項が、実現されていったかの是非と実態を解明すべく、存続運
動の経緯を振り返る。ここから住民側ならではの「地道な活動」と、行政側の「鉄
道継承の枠組みづくり」が強固な連携となった理由・構造を、検証してゆくことを
構想している。
これらの問題提起・成功の理由に関する現在の仮説、および把握できている事柄
の概要は、以下の通りである。
まず「政策の階層性」の構図通りに、多岐に渡る活動展開を、鉄道の利便性向上
達成に繋がるよう、一貫させ関連づけて計画・実施できたことである。
このための制度設計として、佐藤団長が団発足に際して構想した、5 つの専門委
員会があげられる。
これを通じ、例えば清掃活動のような間接的な支援活動の実行を介して、現場レ
ベルでの利用低迷の原因、課題を、住民自身が提起できるように出来たのではない
か。
言い換えると、住民自身による地道な活動から、現状として利用しにくい理由・
意見を拾い続けられるようにしたこと。そうして事業者・行政との改善の協議に
て、利用改善に繋がる有望な意見として提案できる体制を構築出来たと考えられ
る。
併せて鉄道存続の意義についての広報活動を、沿線地域のみならず、自治体全域
に念入りに行えたこと。これによる関心の広がりにより、先述した多様な活動への
参加が促された。また自治会、NPO はじめとする有志組織等との連携を図り、多
くの人員を要する活動を行いやすくする条件が整えられた。
最終的に、団員数は約 2300 人にぼったと、団長は語る。
これらにより、おらが湊鐵道応援団は「汗を流す」ような、間接的に支援を図る
住民運動を中心に活動してきた。そうでありながら、直接的な経営改善計画の策定
に影響を与える説得材料・根拠を提供できたのではないか。
かくてこれらの条件が満たせた結果、湊線は廃線を回避できたと、著者は考え
る。

- 81 -

ecotran 2018 N0.10

そしてここまでに記してきた理由を組み合わせ、下記に示す通りの条件を整え
られたことが成功要因であると、現在著者は推測する。

1,存続活動の大枠の共有、明確な役割分担
2,官民共同での活動展開
3,活動を通じての改善点、提案のフィードバック

以上 3 条件を満たした運動体系を、いかに構築していったか。その過程を調べ
ることが、今後の研究方針である。
とりわけ重要な焦点は 1，である。なぜなら事業者、行政の活動を補完・補足す
る形態である以上、その基礎として先方と、政策の階層を把握・共有すること。加
えて、そのうちのどの項目を、住民側で担うのかの把握・整理が不可欠だからであ
る。
その基礎となった事項として、応援団発足までの経緯を記す。
佐藤氏は団発足に当たり、突如指名を受けて団長に就任した。市の自治会長を務
めた経験等はあったが、鉄道存続に携わることは無論初めてであった。
このため約 2 ヶ月を掛けて、他地域での成功事例を調査した。その中で団長が
気付いた最も大切な概念は、
「市民権」を持った活動にすることであったという。
市民権とは、成人以降与えられる自治会へ加入する権利や、選挙権等のことと、
団長は定義している。そして市民権を生かせる活動の利点として、団長は以下の 2
点を挙げている。
一つ目は、中高生ではなく大人が主体となる。このことで、毎年度進級・進学す
る毎に団長等の中枢が入れ替わることなく、長期的かつ多様な活動や計画が展開・
構想出来るようになる。
二つ目にこのことで、市から行政補完の委託を受けている自治会とその構成員
が、応援団の主役となる。そうすれば、自治会との連絡、意義の周知が容易となる。
よって行政に対し実行・提案するプロジェクトの背景には、地域として賛成の「総
意」が存在することを保障できる。これにより「市長や議会と対等な立場で」議論
が出来るようになる。
この 2 点から、市民権を確保した運動体系の構築が、重要な理由が分かる。
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要するにこれを通じ、長期的かつ多様な活動の遂行が可能となる。すなわち、存
続活動の大枠としてまとめられる各種活動を、網羅的に実行・関与するための基盤
ができる。あわせて、住民側と行政・事業者側の対等な関係の構築ができる。
そしてこの概念を踏まえ、展開したい各種活動を、市内のどの組織が担ってゆく
のかについて、団長は計画書を作成した。つまり政策の階層を把握するために基礎
な概念を、早期に理解しえて、かつ実行出来ていたのである。

今後の課題
より詳細に、関係者への聞き取り調査や保存されている資料等も用いて、本論に
て判明した要素や構造が、構築・実現されていった過程を検証していきたい。
そこから重要になったと考えられる契機・場面を抜き取り、官民連携に成功した
理由を、体系的に論じたい。
（注釈）
（注 1）毎日新聞 s43-9-5 「オラが足はどこへ “赤字線廃止”に揺れる地元」
下野新聞 s55-11-1 「
“真岡線廃止で陳情” 6 万 8000 人の著名添え」
（注 2）
『コミュニティ交通のつくりかた』P118
（注 3）
『地域の力』大江正章 岩波書店 2008 P165
（注 4）
『ローカル線に明日はあるか』P175
（注 5）
（2005.12）
「えちぜん鉄道のこれから」
（注 6）日本鉄道建設公団（現鉄道建設・運輸施設整備支援機構）による、敷設資金の肩代わ
り、建設代行も部分的には行われていた。
（注 7）
『地域公共交通システムのあり方に係わる調査』P24
（注 8）越智政広（1993.5）
「中小私鉄 近代化の実情と助成」
『鉄道ピクトリアル』575:1013
（注 9） （注 7）にて前掲 P38
（注 10）えちぜん鉄道（株）専務取締役兼管理部長 伊藤尋志
第 8 回「人と環境に優しい交通を目指す全国大会」in 福井 大会プログラム P12
（注 11）
『どうする？鉄道の未来』P137
（注 12）
『コミュニティ交通のつくりかた』第 1 章 住吉台くるくるバス
（注 13）毎日新聞 s55-11-28 『赤字線廃止 “線引き”に地元そわそわ』
（注 14）湊線 100 年史 p277
（注 15）
『湊線はどうして存続できたのか』P18
（注 16）
『だいすき常磐』15 号 2017.8 P04
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地域の交通計画づくりを担う人材育成
入江 聡 Irie Satoshi※
はじめに
2015 年 2 月に閣議決定された交通政策基本計画に目標の一つに「交通を担う人
材を確保し、育てる」が掲げられた。これを受けて、交通政策白書には、地域の交
通計画づくりを担う人材育成のために、計画策定に用いる各種手引きの充実、研
修、セミナーの開催等を推進すると記された。
本稿では、自治体と鉄道・バスを含めた地域公共交通の関わりを始め、自治体の
交通政策の体制と問題点、人材育成の必要性とその取り組み、意欲ある自治体の取
り組みについて整理した。
第1章

自治体と地域公共交通の関わり

１． 国鉄再建法（1980 年）
廃止対象路線の沿線自治体は主体的に鉄道存続の可能性を検討。
1980 年 12 月に国鉄再建法（日本国有鉄道経営再建促進特別措置法）が制定され
ると、赤字路線の廃止問題が発生した。これは、輸送密度 8000 人を採算ラインと
し、それ以下の路線を特定地方交通線とした上で、輸送密度 4000 人未満の路線を
国鉄として維持できない路線として廃止対象としたものである。
廃止対象は三段階に分けられ、一部の例外を除き、
①第一次廃止対象路線が営業距離 30km 以下かつ輸送密度 2000 人未満の路線ま
たは 営業距離 50km 以下かつ輸送密度 500 人未満の路線、
②第二次廃止対象路線が輸送密度 2000 人未満の路線、
③第三次廃止対象路線が輸送密度 4000 人未満の路線とされた。
国鉄が廃止対象とした路線の沿線自治体は、鉄道での存続とバス転換かの選択
を迫られた。これらこそ、地方自治体が本腰を入れて公共交通の必要性について検
討した最初の機会ではなかったか。結果として廃止対象 83 路線のうち 1984 年 4
月の三陸鉄道から 1989 年 10 月のくま川鉄道まで、38 路線が第三セクター鉄道あ
るいは民鉄路線として存続した。 第三セクターによる存続後、時間の経過ととも
に一部の鉄道では利用者減少により経営状況が悪化する鉄道も見られた。出資自
※

一般社団法人交通環境整備ネットワーク 監事
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治体は、経営支援や利用促進策、まちづくりと一体となった鉄道の活用等に必然的
に関わるようになった。
２． 整備新幹線の開業に伴う並行在来線の経営分離(1990 年 12 月)
並行在来線の第三セクター化とともに経営安定化策を検討。
1990 年 12 月の「整備新幹線着工等についての政府・与党申合せ」において、建
設着工する区間の並行在来線は、開業時にＪＲの経営から分離することを工事実
施計画の認可前に確認することとされた。整備新幹線に加えて並行在来線を経営
することはＪＲにとって過重な負担となるため、沿線自治体の同意を得た上で、新
幹線開業時に経営分離できることとなったものである。
更に 2004 年 12 月の「整備新幹線の取扱いについて」政府与党申合せには、経
営分離後の第三セクターについて、沿線自治体はその経営見通しについて十分検
討を行う必要があるとされた。国鉄分割民営化時の第三セクター化は新会社を設
立することに重点が置かれたが、整備新幹線建設に伴う経営分離には、並行在来線
存続の意義と経営安定化策が更に重視されるようになり、自治体の責任は更に大
きくなった。
【並行在来線の第三セクター鉄道】
会社名

区間

営業距離

開業日

しなの鉄道

軽井沢～篠ノ井

65.1km

1997 年 10 月 1 日

長野～妙高高原

37.3km

2015 年 3 月 14 日

IGR いわて銀河鉄道

盛岡～目時

82.0km

2002 年 12 月 1 日

青い森鉄道

目時～八戸

121.9km

2002 年 12 月 1 日
2010 年 12 月 4 日

八戸～青森
肥薩おれんじ鉄道

八代～川内

116.9km

2004 年 3 月 13 日

えちごトキめき鉄道

妙高高原～市振

97.0km

2015 年 3 月 14 日

あいの風とやま鉄道

市振～倶利伽羅

100.1km

2015 年 3 月 14 日

ＩＲいしかわ鉄道

倶利伽羅～金沢

17.8km

2015 年 3 月 14 日

道南いさりび鉄道

木古内～五稜郭

37.8km

2016 年 3 月 26 日

３． コミュニティバス(1995 年)
ムーバスの成功例が注目を集め、コミュニティバスを運行する自治体が急増。
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自治体の交通計画づくりで最も進められたのはコミュニティバスであろう。
2016 年 10 月に国土交通省が行った全国自治体アンケートでは、約 80％の自治体
がコミュニティバスを運行しているという。
コミュニティバスは、交通空白地域・不便地域の解消等を図るため、市町村等が
主体的に計画し運行するものとして、国土交通省“コミュニティバス導入に関する
ガイドライン”で定義されている。
コミュニティバスを最初に名乗ったのは、1995 年 11 月に運行を開始した武蔵野
市のムーバスであるが、それ以前から武蔵村山市の市内循環バス（1980 年 7 月～）
や日野市のミニバス（1986 年 8 月～）が既に走っており、コミュニティバスの原
形となる自治体主導によるバスの運行が始まっていた。
ムーバスがコミュニティバスの成功例として注目を集めたのを受け、全国の自
治体がコミュニティバスの導入を検討し運行を始めた。国土交通省が 2005 年 10
月に行ったアンケート調査では、運行目的として廃止代替 31％、交通空白地帯の
解消 27％、市街地活性化 19％であった。
コミュニティバスの最大の功績は、バス交通の可能性を拡大したこと、自治体が
主体的に交通政策を考えるようになったこと、そして自治体が公共交通に投資す
る一つの機会を作ったことではないかと考えられる。
４． オムニバスタウン(1997 年)
バス交通を活用したオムニバスタウン計画により交通課題の解消を。
オムニバスタウンとは、交通渋滞、大気汚染、自動車事故の増加等の交通課題に
対し、バス交通を活用したまちづくりを行い、暮らしやすい地域の実現を図ること
を目的として、1997 年 5 月に運輸省、建設省、警察庁の三省庁が連携して創設し
た制度である。
1997 年 12 月の浜松市を始め、2009 年 4 月までに盛岡、仙台、新潟、鎌倉、静
岡、岐阜、金沢、奈良、岡山、福山、松江、松山、熊本の 14 都市がオムニバスタ
ウンに指定された。ここで用いられた施策は、ゾーンバスシステム、ハイグレード
バス停、バスロケーションシステム、公共車両優先システム、パーク＆バスライド
の導入などで、今では一般的となったものも多い。
なお、
「オムニバス Omnibus」とは乗合バスの語源で、もともとは「何の御用に
でも役立つ」という意味である。
５． 路線バスの休廃止等に関する改正道路運送法の施行（2002 年 2 月）
路線バスの休廃止に対し、自治体が主体的に対策を検討。
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1996 年 12 月、運輸省はそれまで行ってきた需給調整規制を段階的に廃止するこ
ととし、
2002年2月に路線バスの休廃止等に関する改正道路運送法が施行された。
そのポイントは、路線毎の免許が事業者毎の許可に変更、休止・廃止は許可制から
6 ヶ月前までの事前届出（地域協議会で協議済みの場合 30 日前までに届出）に変
わったことである。
これに合わせて道路運送法施行規則に地域協議会が位置付けられ、バス事業者
から休廃止届けが出された場合、都道府県が地域協議会を開催し、関係市町村等の
意見を聞きながら、地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保について協議・調整す
ることとなった。ここで自治体は、生活交通の維持確保を検討する必要性が新たに
生じた。
６． 公共交通活性化総合プログラム(2002 年)
地方運輸局主体で自治体とともに地域公共交通活性化のための計画作成。
地域交通について専門的知見を有する国土交通省地方運輸局が、自治体、交通事
業者、観光などの関係者とともに、公共交通の維持・活性化やサービス改善に向け
たプロジェクトと役割分担を定めたプログラムを策定するものであった。事例と
して近畿運輸局では、自動車から公共交通への転換促進モデル事業、大規模なター
ミナル駅における乗り継ぎ円滑化、鉄道を中心とした地域の活性化プログラムな
どが行われた。
2002 年度から始まったが、後で述べる地域公共交通活性化再生法の施行により
2009 年度で終了した。
７． 道路運送法による協議組織の新設(2006 年 10 月)
生活交通の確保を検討する地域公共交通会議と運営協議会が制度化。
過疎化や少子高齢化が進展する中で、地域住民の生活交通の確保が大きな課題
となりつつあり、コミュニティバスや乗合タクシー、市町村バス、ＮＰＯによるボ
ランティア有償運送などの新たな運送サービスの普及を促進する必要が生じてき
た。2006 年 10 月に改正道路交通法が施行され、地域住民の交通の確保について協
議する地域公共交通会議と運営協議会が制度化された。
地域公共交通会議は、コミュニティバスや乗合タクシー、市町村運営有償運送等
の必要性及び路線や車両、運賃・料金に関する協議を行うための会議で、コミュニ
ティバスや乗合タクシーについては、会議により合意された事項について、道路運
送法の手続きの弾力化や簡素化の特例措置が設けられた。
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運営協議会は、ＮＰＯ等が行う過疎地有償運送や福祉有償運送についての必要
性や運賃などの協議を行う機関であり、関係者が合意したうえで国土交通大臣の
登録を経て自家用有償旅客運送を認めることとなっている。なお、旅客運送は、本
来バス、タクシー等が担うべきものであり、それらでは輸送サービス確保が困難な
であることも運営協議会にて諮ることとなっている。
ここまでで複数の協議会、会議が出てきたので整理する。

法律

法定協議会

地域協議会

地域公共交通会議

運営協議会

地域公共交通活

道路運送法

道路運送法

道路運送法

性化再生法
主体

自治体

都道府県

自治体

自治体

目的

地域公共交通総

休廃止届が出

コミュニティバス、

過疎地及び福祉

合連携計画、地域

された路線へ

乗合タクシー、市町

自家用有償運送

公共交通網形成

の対応等につ

村運営自家用有償旅

の運営に関する

計画を策定

いて協議

客運送の運行に関す

協議

る協議
※地域公共交通総合連携計画は市町村が主体

８． 地域公共交通活性化再生法 (2007 年 5 月)
自治体が主体的に地域公共交通に関わることを明記。
2007 年 5 月に地域公共交通活性化再生法（地域公共交通の活性化及び再生に関
する法律）が制定、10 月に施行された。自治体が主体的に地域公共交通に関わる
ことを明記した最初の法律となる。このポイントは、主務大臣による地域公共交通
の基本方針の策定、市町村による地域公共交通総合連携計画の作成などであった。
国には、市町村等が行う地域公共交通の活性化及び再生を推進するため情報提
供や人材育成の努力義務が生じた。また、都道府県には、広域的な見地から市町村
に助言や援助を行うとともに、市町村と密接な連携を図りながら、持続可能な地域
公共交通網形成のため地域公共交通の活性化に取り組む努力義務が課せられた。
市町村にも、交通事業者等と協力しながら、同様に地域公共交通の活性化に取り組
む努力義務が課せられた。
９． 地域公共交通総合連携計画(2007 年 10 月)
① 地域公共交通総合連携計画
市町村は主体的に地域公共交通総合連携計画を策定。
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地域公共交通総合連携計画（以下「連携計画」
）とは、自治体を中心とした地域
の関係者で構成する法定協議会が策定する計画で、鉄軌道・バス交通・旅客船事業
の活性化や公共交通利用促進のための取り組みを行うものである。連携計画には
地域公共交通特定事業として、軌道運送高度化事業、道路運送高度化事業、海上運
送高度化事業、乗継円滑化事業、鉄道再生事業、鉄道事業再構築事業（2008 年 10
月追加）を定めることができた。
地域公共交通の活性化・再生の進め方に関する調査(2010 年 3 月、国土交通省)に
よると、連携計画で検討されている交通モードは、コミュニティバス 71.5％、路線
バス 44.2％、デマンド交通 37.8％、鉄道 16.9％、旅客線 7.2％とバス関係、特にコ
ミュニティバスに関するものが多かった。
なお、鉄軌道に関する連携計画は、2011 年 3 月までに 34 件策定された。
三陸鉄道、いわて銀河鉄道、秋田内陸縦貫鉄道、由利高原鉄道、仙台空港鉄道、会津鉄道、
わたらせ渓谷鉄道、関東鉄道常総線、いすみ鉄道、東葉高速鉄道、しなの鉄道、長野電鉄
屋代線、富山ライトレール、万葉線、福井鉄道、明知鉄道、天竜浜名湖鉄道、伊賀鉄道、
和歌山電鉄、北近畿タンゴ鉄道、神戸電鉄粟生線、若狭鉄道、井原鉄道、錦川鉄道、ＪＲ
可部線、ＪＲ三江線、阿佐海岸鉄道、琴平電鉄、土佐くろしお鉄道宿毛線、平成筑豊鉄道、
島原鉄道、松浦鉄道、くまがわ鉄道、肥薩おれんじ鉄道

連携計画に基づいて補助する地域公共交通活性化・再生総合事業が 2010 年度を
もって廃止されたため、連携計画を策定する自治体が急減するとともに、計画期間
が満了しても更新を行うものが殆どないという状況となった。2014 年の地域公共
交通活性化再生法改正により、新たに地域公共交通網形成計画が法律に位置づけ
られると共に連携計画策定の必要性がなくなった。
連携計画は 2014 年 11 月末までに 601 件策定されている。
② 鉄道事業再構築事業 (2008 年 10 月)
地域鉄道維持のために上下分離を行う場合、国が支援する事業。
2000 年 8 月の運輸政策審議会（現交通政策審議会）第 19 号答申「中長期的な
鉄道整備の基本方針及び鉄道整備の円滑化方策について」では、鉄道の整備や維持
のために上下分離方式が掲げられた。
鉄道事業再構築事業とは、上下分離により事業構造の変更を行い、その路線の維
持を図るための事業で、2008 年 10 月に地域公共交通活性化再生法に追加された。
連携計画には、鉄道での維持が困難または困難となる恐れがある路線に鉄道事業
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再構築事業を位置付け、鉄道事業再構築実施計画認定により事業許可等のみなし
取得が図られると共に、総合的パッケージによる支援措置が受けられた。
鉄道事業再構築事業実施計画の認定を受けた鉄道は、現在 9 社にのぼる。
実施計画の認定申請者

認定時期

福井鉄道、福井市、鯖江市、越前市、福井県

2009 年 2 月

若桜鉄道、若桜町、八頭町

2009 年 3 月

三陸鉄道、洋野町、久慈市、野田村、普代村、田野畑村、岩泉町、宮古

2009 年 11 月

市、山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市

2014 年 3 月

信楽高原鐵道、甲賀市、滋賀県

2013 年 3 月

北近畿タンゴ鉄道、WILLER TRAINS、福知山市､舞鶴市､宮津市､京丹

2015 年 3 月

後市､伊根町､与謝野町、豊岡市、京都府、兵庫県
※四日市あすなろう鉄道、四日市市

2015 年 3 月

山形鉄道、長井市、南陽市、白鷹町、川西町

2016 年 11 月

伊賀鉄道、伊賀市

2017 年 3 月

養老鉄道、養老線管理機構、大垣市、海津市、養老町、神戸町、揖斐川

2017 年 12 月

町、池田町、桑名市
※四日市あすなろう鉄道は、旧近畿日本鉄道内部線、八王子線が対象

③ 地域公共交通活性化・再生総合事業（2008 年）
地域公共交通総合連携計画に位置付けられた事業実施を支援。
地域公共交通活性化・再生総合事業は、地域公共交通に関する創意工夫をパッ
ケージで一括支援するもので、地域公共交通活性化再生法による連携計画と合わ
せて創設された。従前の公共交通活性化総合プログラムでは、支援対象が市町村や
交通事業者などであったが、地域公共交通活性化・再生総合事業では、補助対象が
連携計画を策定する法定協議会となった。事業評価の報告が義務付けられ、国土交
通省からのアドバイスをふまえてステップアップしながら、３ヶ年で事業の本格
実施を目指した。
地域公共交通活性化・再生総合事業計画には、実証運行、車両関連施設整備、ス
クールバス、福祉バスの活用、乗継円滑化、新地域旅客運送事業の導入円滑化が事
例としてあげられた。しかし、当時の政権による事業仕分けや行政事業レビューを
受けて 2010 年度で廃止となり、交通施設バリアフリー化設備等整備費補助金など
の別補助の見直しと相まって、2011 年度に創設され地域公共交通確保維持改善事
業に引き継がれた。
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１０．生活交通ネットワーク計画（2011 年）
地域の協議会が策定する補助対象ネットワーク交通等に関する計画。
2010 年度に地域公共交通活性化・再生総合事業が廃止され、2011 年度に地域公
共交通確保維持改善事業が創設されたが、その事業に地域公共交通総合連携計画
が紐付けられず、同事業による支援を受けるためには生活交通ネットワーク計画
が必要となった。生活交通ネットワーク計画とは、地域公共交通の確保・維持のた
めに、自治体や交通事業者等からなる協議会が、地域のニーズにあった最適の交通
手段の提供を図るための取組みについての計画をいう。
2014 年 11 月の地域公共交通活性化再生法改正により、新たに地域公共交通網形
成計画が位置づけられたことから、生活交通ネットワーク計画の必要性は薄れた。
１１．地域公共交通確保維持改善事業（2011 年）
持続可能な地域公共交通ネットワークを実現するための事業。
地域公共交通確保維持改善事業は、生活交通サバイバル戦略という副題が付き、
生活交通の存続が危機に瀕している地域において、持続可能な地域公共交通ネッ
トワークが提供されるよう、地域公共交通の確保・維持・改善を支援するもので、
大きく 3 つの事業で構成されている。
事業名

支援内容

地域公共交通確保維持事業

バス交通や離島航路・航空路といった生活交通の確保維
持を支援。運行欠損補助から事前算定方式に

地域公共交通バリア解消

鉄道駅等のバリアフリー化、公共交通の利用環境改善、

促進等事業

地域鉄道の安全性向上などを支援

地域公共交通調査等事業

地域公共交通網形成計画等の策定、地域公共交通網形成
計画・地域公共交通再編実施計画に基づく利用促進・事
業評価を支援

１２．交通政策基本法
① 交通政策基本法（2013 年 12 月）
自治体が主体的に交通に関わる施策を実施することを義務付け。
交通に関する基本法制は、2002 年頃から国会で検討が行われた。2011 年 3 月に
交通基本法案として閣議決定したが、東日本大震災など様々な情勢変化を受け
いったん廃案となった。その後、大規模災害への対応や国際競争力の強化などを加
えた上で、交通政策基本法として 2013 年 12 月に公布・施行された。
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この法律で、自治体には交通に関する施策を策定し実施することが、初めて義務
付けられた。
第 9 条（地方公共団体の責務）
地方公共団体は、基本理念にのっとり、交通に関し、国との適切な役割分担を踏まえ
て、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び
実施する責務を有する。

② 交通政策基本計画(2015 年 2 月)
交通に関する基本方針や指標を設定。
交通政策基本計画は、交通政策基本法に基づく計画で、交通政策の長期的な方向
性を踏まえつつ、政府が今後講ずべき交通に関する施策について定めるものであ
る。
その基本方針の一つに、使いやすい交通の実現があり、その施策の目標の一番目
に「目標① 自治体中心に、コンパクトシティ化等まちづくり施策と連携し、地域
交通ネットワークを再構築する。
」とある。自治体に期待されるのは、コンパクト
＋ネットワークの形成を行うため、地域公共交通網形成計画と立地適正化計画を
策定することである。交通政策基本計画では、地域公共交通網形成計画の策定件数
を 2013 年度ゼロから 2020 年度までに 100 件とすることを目標としている。
また、鉄道の上下分離を行う鉄道事業再構築事業やデマンド交通に対しても目
標値を定めている。
１３．地域公共交通活性化再生法の改正（2014 年 11 月）
交通政策基本法制定を受けての改正。
自治体が中心となりまちづくりと連携した面的な公共交通ネットワークを再構
築するための地域公共交通網形成計画を策定できるよう地域公共交通活性化再生
法が改正された。
改正の主な内容は、法律の目的に交通政策基本法の基本理念に則り地域公共交
通の活性化及び再生を推進していく旨を追加、自治体による地域公共交通網形成
計画の作成、地域公共交通再編事業実施のための地域公共交通再編実施計画の作
成、再編実施計画に基づく地域公共交通再編事業の実施に関する道路運送法等の
特例である。
１４．地域公共交通網形成計画（2014 年 11 月）
①地域公共交通網形成計画
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自治体は主体的に地域公共交通網形成計画を作成。
交通政策基本法の制定に伴い地域公共交通活性化再生法が 2014 年 5 月に改正さ
れ、持続可能な地域公共交通網形成の取り組みが追加された。地域公共交通網形成
計画は、地域全体の公共交通のあり方や住民・交通事業者・行政の役割を定め、持
続可能な公共交通ネットワークを形成するための計画である。
従前の地域公共交通総合連携計画策定には、市町村のノウハウ不足、コミュニ
ティバス等局所的な計画への偏り、実際の交通圏との乖離、まちづくり・観光等の
地域戦略との希薄な関係等の課題があった。地域公共交通網形成計画はそうした
課題をふまえ、計画主体を都道府県にも拡大、まちづくりや観光戦略などと連携、
面的に地域公共交通ネットワークを再構築することを目指した。2018 年 3 月末時
点で、全国で 410 件の地域公共交通網形成計画が策定されている。
② 立地適正化計画
市町村がコンパクトなまちづくりを促進するための計画。
2014 年 8 月に都市再生特別措置法が改正され、コンパクト＋ネットワークを実
現することにより持続可能な都市・社会を実現するための計画として立地適正化
計画が位置づけられた。

－立地適正化計画作成の手引き（国土交通省 都市局 都市計画課）－

立地適正化計画は、前図のとおり公共交通網沿線に居住を誘導しコンパクトシ
ティ＋ネットワークを実現するもので、地域公共交通網形成計画とは密接な関係
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にある。立地適正化計画の策定に際し、国の集約都市形成支援事業（コンパクトシ
ティ形成支援事業）の支援を受ける場合は、合わせて地域公共交通網形成計画の作
成検討を行うことが 2018 年度から義務化された。
2018 年 3 月末現在で 161 都市が立地適正化計画を策定している。
第２章 自治体の交通政策の体制
１．国土交通省の全国自治体アンケート
アンケートは、全国の自治体を対象に 2013 年 10 月～11 月に行われ、その結果
が「公共交通事業における官民連携のあり方検討に係る基礎調査・検討業務報告書
（2014 年 3 月、国土交通省）
」に載っている。
① 公共交通の担当者数
公共交通の専任担当者が不在の市区町村は 76.8％となっているが、他業務との
兼任担当者を加えると 1.2％に留まり、ほとんどの自治体で、専任又は兼任の公共
交通担当者を置いている。公共交通の専任または兼任担当者数は、１～2 名が多い。
② 協議会の設置状況
次に、協議会の設置状況であるが、道路運送法に基づく地域公共交通会議や運営
協議会設置が 69.7％、地方公共交通活性化再生法に基づく法定協議会の設置が
29.3％、その他任意会議の設置が 33.9％と、協議会を設置していない自治体は
15.1％に留まった。近畿運輸局管内は、任意の協議会を含めると組織率が 99.5％と
高く、未設置の自治体はゼロであった。
③ 公共交通の取り組みを進める上での課題
公共交通の取り組みを進める上での課題で最も大きいのが、
「専門部署がない、
人材が不足している」で、全国平均で 57.5％にものぼる。この回答は地域差は小さ
いが、人口規模で 20 万人以上は 28％程度だが、20 万人未満が 50％以上と大きく
なっている。また、
「どのように取り組んでよいか分からない」が、全国平均では
13.0％だが沖縄運輸局管内が 29.3％と高くなっている。
④ 公共交通の取り組みを進める上での相談相手
相談相手で最も多いのが交通事業者で 69.8％、
他の市区町村の担当者が 57.0％、
都道府県の担当者が 51.9％、地方運輸局又は支局の担当者が 57.9％、有識者・学識
経験者が 24.6％、コンサルタントが 18.0％となっている。
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都道府県担当者は、東北、近畿、中国、四国運輸局管内が 6 割を越えているが、
北海道、北陸信越、沖縄運輸局管内が 4 割以下となっている。
有識者・学識経験者は、中部運輸局管内が 49.1％と飛び抜けて高く、北海道、東
北、四国、九州、沖縄運輸局管内は 2 割以下であり専門家の配置の偏りがあるもの
と思われる。
２．日本都市センターの市区自治体アンケート
アンケートは全国の市と区を対象に 2017 年 7 月に行われ、その結果が「都市自
治体による持続可能なモビリティ政策 －まちづくり・公共交通・ICT－（2018 年
3 月、公益財団法人日本都市センター）
」に載っている。
公共交通政策の担当部署として、市区での公共交通政策は、企画・政策系が 43％
と最も多く、次に都市計画系が 34％と多い。
地域公共交通網形成計画のところで触れたが、公共交通政策は立地適正化計画
などのまちづくりと大きく関連しており、地域公共交通網形成計画は都市計画マ
スタープランを上位計画として、密接に関連しながら策定されるべきである。技術
系職員の配置割合は、都市計画系で 66.7％、建設・土木系 55.6％だが、企画・政策
系は 9.4％と小さい。特にバスやデマンドタクシー運行を行う場合、まちづくり計
画との連携、道路管理者や交通管理者との協議が必要となり、技術系職員の必要性
は高い。
例えば神奈川県内には 19 市あるが、そのうち 16 市が都市計画系、1 市が建築・
土木系、2 市が企画・政策系でおおむね技術系職員が多い都市計画系に収束してい
る。

【都市自治体アンケート結果概要、表Ｑ２担当部署と職員数の関係より作成】
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第３章 自治体による交通政策の問題点
１．交通政策の問題点
2008 年 3 月に国土交通省総合政策局により地域公共交通の人材育成・情報提供
の取組みのあり方が報告された。そこに参考として「自治体（市町村）のはまりや
すい落とし穴（例）
」として、自治体による公共交通政策の問題点と助言が整理さ
れていた。
地域公共交通総合連携計画の策定は 2007 年度に始まったばかりなので、
これらの問題点は主にコミュニティバス等に関するものと思われる。
１． 勘違い
〇コミュニティバスやデマンドタクシーを走らせたら全てが解決する
→何のために走るのか、どのような役割を果たすのかを位置付けるべき
〇自治体が全てを考える
→絵に描いた餅とならぬよう、事業者、地域住民等関係者と協働で取り組む
〇一度走らせたら、もうやめられない
→試験運行と称しても基準が曖昧なため、そのまま本格運行となっている
〇全ての地域に同等なサービスをするのが公平・平等
→公共性と公平性・平等性が混同。地域に応じた適切なサービスを
〇コミュニティバスやデマンドタクシーは赤字運営が当たり前
→運行の目的・位置付け、役割分担、運行継続基準等を明確に
２． 検討不足
〇とにかく早期にコミュニティバスやデマンドタクシーを走らせなければ
→十分なニーズや採算性の検討なしに走らせること自体が目的に
〇地域からの要望・声＝利用してもらえる
→要望と実際の需要が合わず大赤字のケースもある。事前調査をしっかりと
〇住民説明会や委員会等の各種会議はとりあえずやらないといけない
→とりあえず開催されているだけでは、認識等は共有されない
３． ノウハウ不足
〇成功事例(ベストプラクティス・流行等)の見よう見まね
→地形、地域住民、立地状況や、取組みのプロセスなども違う
〇バスや乗合タクシーに乗ったこともないのに、取組みを考えている
→調査により得られた結果と実際の需要が乖離したままの計画になりがち
出所）中国運輸局「地域のニーズに応じた効率的な乗合旅客サービス導入・促進マニュ
アル」
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コミュニティバスに関しては、導入拡大の初期の頃は手引きがなく、ミニバス、
不便地区、公共施設、循環、均一運賃、ニックネームとカラーリングなどが暗黙の
ルールと化し、ムーバスや類似路線の形だけを真似したため、これらの問題が浮か
び上がったと考えられる。
２．地域公共交通総合連携計画策定の問題点
2007 年 5 月の地域公共交通活性化法で新たに位置付けられた地域公共交通総合
連携計画だが、同法の 2011 年度政策レビュー結果（2012 年 3 月)などにおいて、
自治体の人材不足、ノウハウ不足やコミュニティバスでの個別・局所的な対応、地
域の交通ネットワークとの不整合など、多くの問題が指摘された。政策レビューの
他に、地域公共交通に関する最近の動向等（2016 年 6 月）
、交通政策審議会交通体
系分科会地域公共交通部会中間とりまとめ
（2016 年 1 月）
、
同最終とりまとめ
（2016
年 8 月）で指摘された事項を以下に整理する。
１．交通ネットワーク計画づくりに欠ける
〇地域特性や生活環境の変化を踏まえ、利用者のニーズに即し、かつ持続可能な新しい地
域公共交通ネットワークを構築するための方策が十分に伴っていない
〇総合的な交通ネットワークの計画づくりに欠け、廃止路線へのコミュニティバスの導
入など個別・局所的な対応にとどまっているものが多い。
〇多くが民間バスが廃止された路線について、コミュニティバスなどで代替するための
単体の計画にとどまる。
〇市町村間の連携不足により、連携計画が自治体の行政区域で分断され、交通ネットワー
クの実態と合っていない。
２．検討不足
〇数少ない交通ネットワーク全体を対象とした連携計画も一部作成されたが、まちづく
り、観光振興等の地域戦略との一体的な取組みに欠けている。
〇まちづくりや観光振興など地域戦略との一体的な取組みが不十分な点があげられる。
〇ＬＲＴ、地方鉄道以外による地域公共交通網の再編については、実効性を担保する措置
が講じられていない。
３．ノウハウ不足
〇市町村において、公共交通を担当する人材の不足、連携計画の策定方法等に係るノウハ
ウ不足、といった点があげられる。
〇公共交通の必要性に対する認識が乏しい、計画策定のノウハウが無い、地域公共交通の
維持・改善は民間事業者の役割であるとの認識が依然として根強い等の理由で、連携計画
の策定に消極的な市町村も多い。
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前述の連携計画の問題点は、コミュニティバスの問題点と本質的には共通し
ている。コミュニティバス導入の際にノウハウ不足、人材不足だったのが、地域公
共交通総合連携計画策定時でもそれらが解決されていなかったことに問題があっ
た。
第４章 人材育成の必要性とその取り組み
１．人材育成の必要性
地域公共交通活性化再生法に対する 2011 年度政策レビュー結果には、
「依然と
して人材不足が課題となっている。このため、こうした状況をふまえた今後の課題
として、地方自治体に地域公共交通総合連携計画策定に係るノウハウを定着させ
るための方策を検討していくことが必要となっている。
」と結ばれた。
以上のような背景もあり、2013 年 12 月の交通政策基本法第 21 条に人材育成が
謳われ、2015 年 2 月に閣議決定された交通政策白書に目標の一つとして人材育成
が掲げられた。特に自治体については、地方整備局の人的資源も最大限活用しつ
つ、自治体の交通担当部門などの地域の交通計画づくりを担う人材の育成方策を
検討するとされた。
２．交通政策基本法制定以前の国の取り組み
国土交通省は、1990 年代後半以降から自治体がコミュニティバス導入など地域
公共交通に関わり始めたことを受けて、情報提供や手引き等の作成を行った。
① 全国のバス再生事例集（2003 年 3 月・国土交通省自動車局）
全国各地のバス交通の再生に向けた取組みを推進するため、2002 年 12 月に調査
を行い、都市バス等再生事例集として取りまとめた。その中で、コミュニティバス
については、利便性、地域の主体性の関与、事業性、間接効果を評価軸にして、導
入効果が認められるものと導入効果があまり認められないものに分けて、事例紹
介を行った。
② コミュニテイバスの導入ガイド（2004 年 3 月、国土交通省近畿運輸局）
近畿地方でもコミュニティバスの導入が進められていたが、運賃や路線の運行計
画、費用負担など、各自治体が頭を悩ませていた。
近畿運輸局では、管内自治体を対象に行ったアンケート結果を整理するととも
に、運行事例の紹介、導入時のポイントや工夫した点などを手引き書としてまとめ
た。
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③ 地域住民との協働による地域交通のあり方に関する懇談会（国土交通省自動
車交通局、2006 年 1 月）
2005 年 9 月から 12 月にかけてコミュニティバス等地域住民協働型輸送サービ
ス検討小委員会が開催された。コミュニティバスが全国に普及しつつある中、コ
ミュニティバスの形態や導入事例、問題点や課題を整理し、導入する上での検討の
方向性や協議組織の仕組みなどを整理し、地域住民や自治体等関係者が協働して
コミュニティバスを導入するための仕組づくりをまとめた。
④ コミュニティバスの導入に関するガイドライン（2009 年、国土交通省）
2006 年 10 月の道路運送法改正により、コミュニティバス等の導入に際し地域公
共交通会議での協議が制度化された。国土交通省は、地域公共交通会議の設置及び
運営に関するガイドラインのほか、会議の運用に必要な地域公共交通会議設置要
綱（モデル要綱）とコミュニティバスの導入に関するガイドラインを作成した。
同ガイドラインには、コミュニティバスの導入に際し留意すべき事項として、路
線バスとの調整、事業計画と運行計画の検討方法、運行主体の選定方法などが整理
された。
３．地方運輸局に交通の専門部署を設置
2015 年 7 月 1 日、地方運輸局の内部組織を再編し、全国９つの地方運輸局に交
通政策部を設置した。交通政策部では、セミナーやシンポジウムの開催、自治体か
らの相談・情報交換会の開催、ＨＰでの公共交通お役立ち情報の提供、運輸局独自
の各種手引きの作成、アンケートや各種調査などを行っている。
地域公共交通支援センターで紹介されている地方運輸局の取り組みは以下のと
おりである。
運輸局

主な取り組み

東北運輸局

地域公共交通活性化まるごとブック

関東運輸局

がんばる地域応援プロジェクト

北陸信越運輸局

公共交通関連マニュアル等をＨＰでワンストップ化
住民説明会のポイント５０

中部運輸局

みんなの交通応援プロジェクトＥｘ
地域公共交通会議等運営マニュアル
地域公共交通網形成計画で「鉄道」を活かすためのヒント集
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運輸局

主な取り組み

近畿運輸局

地域連携サポートプラン
地域公共交通確保・維持・改善に向けた取組マニュアル

中国運輸局

地域のニーズに応じた効率的な乗合旅客輸送サービス
導入・促進マニュアル

九州運輸局

なるほど！！公共交通の勘どころ（手引き）

４．地方運輸局による自治体や学識経験者等の人材紹介
地方運輸局では、成果を上げた取組みを行っている自治体職員や学識経験者等
の人材をデータベース化し、セミナーやシンポジウムへの派遣、自治体の相談相
手、地域公共交通に関する諸問題に対する協力等に活用している。
例えば関東運輸局では、公共交通に対して熱心に取り組む地域がある一方で、取
組みが進まない地域も多い状況であったことから、地域公共交通マイスター制度
を設け、国土交通大学校のほか各地の研修やセミナー等で活動している。
2011 年に 13 名の初代マイスターを任命し、現在は 17 名である。
以下に、各運輸局の人材データベースを整理した。
運輸局

名称

人数

対象

東北運輸局

地域公共交通東北仕事人

20 人

学識者、 ＮＰＯ、自治体、

関東運輸局

地域公共交通マイスター

17 人

交通事業者、他
ＮＰＯ、自治体、交通事業者
他
北陸信越運輸局

5人

学識者

地域交通マネージャー

25 人

学識者、研究所、他

地域公共交通コーディネー

11 人

学識者、ＮＰＯ、自治体、コ

地域公共交通に関する人材
データベース

中部運輸局

ター
中国運輸局

ンサルタント、他

地域公共交通アドバイザー

20 人

学識者、自治体、研究所、交
通事業者

５．マニュアル等の作成
北陸信越運輸局がＨＰで行っている「地域公共交通の活性化・再生に関するお役
立ち資料集」を参考に整理した。
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①新しく公共交通担当になったものの、何から手をつけて良いか分からない担当
者向け
名称

作成

備考

なるほど！！公共交通の勘どころ

九州運輸局

2016.3

地域公共交通のはじめの一歩

九州運輸局

2016.3

道路運送法等関係法令の基礎知識

北陸信越運輸局

ｾﾐﾅｰ資料

自家用有償旅客運送制度等について

北陸信越運輸局

ｾﾐﾅｰ資料

公共交通導入ガイドブック（道路運送法編）

九州運輸局

2017.3

地域公共交通活性化協議会の効果的な運営方法

北陸信越運輸局

クロスセクター効果「赤字＝廃止でいいの？」

近畿運輸局

2018.3

地域公共交通会議等運営マニュアル

中部運輸局

2016.3

活発で良い議論ができる会議のために

中部運輸局

2016.3

②全国の事例が知りたい担当者向け
名称

作成

備考

地域公共交通活性化事例検索ページ

地域公共交通支援センター

地域公共交通の確保・維持・改善に向

中部運輸局

2015.3

けた利用促進策事例集
地域公共交通優良団体大臣表彰

国土交通省

乗合タクシー事例集

全国ハイヤー・タクシー連合会

新しいタクシーのあり方検討会資料

国土交通省

2017.9

※地域公共交通優良団体国土交通大臣表彰は、全国で展開

③地域公共交通網形成計画・再編実施計画の作成を考えている担当者向け
名称

作成

備考

地域公共交通網形成計画及び地域公共交通再編実施計

国土交通省

2016.3

中部運輸局

2017.3

画作成のための手引き
地域公共交通網形成計画で「鉄道」を活かすためのヒ
ント集
質の高い地域公共交通網形成計画の検討のモデル（案） 北陸信越運輸局
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④バス・タクシーを検討したい
名称

作成

備考

観光振興に寄与する二次交通としての路線バス等のあ

九州運輸局

2017.3

どうしてここにバス停が

中部運輸局

2017

適切なバス停車施設のあり方に関する調査

中部運輸局

2017

公共交通体系におけるタクシーの利活用に関する報告

九州運輸局

2016.3

中部運輸局

2013.3

名称

作成

備考

モビリティマネジメント

国土交通省

2007.3

地域公共交通づくりハンドブック

国土交通省

2009.3

地域のモビリティ確保の知恵袋

国土交通省

2011～

みんなで創る地域公共交通－住民説明会の手引き編－

北陸信越運輸局

2011

地域公共交通の利用促進のためのハンドブック

国土交通省

2013.5

地域公共交通活性化まるごとブック 2015

東北運輸局

2015.3

り方検討の基礎調査

書
デマンド型交通の手引き

⑤地域公共交通づくりを考えたい

６．研修・セミナー等の開催
① 自治体職員向けの研修
国土交通大学校は、小平市の本校と柏研修センターにおいて、専門課程総合交通
体系（地域モビリティ確保）研修を行っている。この研修は、2011 年から始まっ
た。対象は国土交通省、他省庁、自治体職員で交通関連業務に従事する者となる。
講師は国土交通省のほか、大学教授等の研究者、実際に取組みを行っている自治体
や交通事業者などである。研修では、国の関連施策、先進自治体の取組み、計画手
法等に係る講義や班別課題研究を行っている。
2018 年は 10 月に 5 日間のスケジュールで開催が予定（募集定員 25 名）され、
人の円滑な移動の確保に関する企画立案能力の向上、交通関係者との連携調整・施
策推進などマネジメント能力の向上を重点項目としている。
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【2018 年度教科目一覧表（予定）
】
教科目

講師の所属

総合交通体系と地域モビリティ戦略

国土交通省総合政策局

交通政策基本計画と公共交通政策

国土交通省総合政策局

地域を元気にするモビリティのネットワーク化

福島大学教育研究院

パーソントリップ調査に基づく群馬県交通まちづくり戦略

群馬県県土整備部

コミュニティバスの再編と地域内交通の実現に向けた取組み

足利市生活環境部

とさでん交通におけるバス路線再編の取組み

とさでん交通(株)

オンデマンド型公共交通の可能性とシミュレーションによる評

(株)シェア

価
班別討議・発表

国土交通省総合政策局

過去の研修資料は、国土交通省総合政策局総務課（総合交通担当）の総合交通メールマガジ
ンで見ることができる。

② セミナー等の開催
地方運輸局や交通エコロジー・モビリティ財団（エコモ財団）で地域公共交通に
関わる様々なセミナーやシンポジウム等が開催されている。以下に継続して行わ
れている代表的なものを整理した。
なお、一部のセミナーは参加者が自治体職員等に限定されているものもある。開催
場所、開催頻度は過去 3 年程度を参考にした。開催情報や結果は、各主催者のＨＰ
で確認ができる。また、セミナー・シンポジウム等の多くが、パワーポイント等の
資料を主催者のＨＰ上で公開されている。
セミナー・シンポジウム等名称

主催者

開催場所

地域公共交通人材育成研修

北海道運輸局

札幌

地域公共交通シンポジウム

北海道運輸局

管内各地

おでかけ交通博

東北運輸局

東北

がんばる地域応援プロジェクト

関東運輸局

東京

関東運輸局ビジネス講座

関東運輸局

横浜

地域公共交通スタートアップセミナー

北陸信越運輸局

管内各地

地域公共交通活性化セミナー

北陸信越運輸局

管内各地

地域公共交通シンポジウム

中部運輸局

名古屋
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セミナー・シンポジウム等名称

主催者

開催場所

地域公共交通活性化シンポジウム in 関西

近畿運輸局

大阪

交通実践セミナー

中国運輸局

広島

地域公共交通セミナー

四国運輸局

高松

地域公共交通のあり方を考えるシンポジウム

九州運輸局

福岡

地域公共交通活性化セミナー

九州運輸局

福岡

ＥＳＴ普及推進フォーラム

エコモ財団

東京

ＥＳＴ創発セミナー

エコモ財団

全国

地域バス交通活性化セミナー

エコモ財団

全国

７．メールマガジン
交通に関する法令や制度の案内、地域公共交通に関する手引きや自治体等によ
る公共交通の取組み、セミナーやシンポジウムの開催やその結果などを紹介する
メールマガジンの配信が国土交通省と交通エコロジー・モビリティ財団から行わ
れている。
① 総合交通メールマガジン（国土交通省総合政策局総務課総合交通担当）
各地域の取組みや総合交通を巡る動向等について紹介している。2008 年 7 月に
始まり、2018 年 9 月 4 日で第 116 号を発行している。
② 公共交通メールマガジン（国土交通省総合政策局交通計画課）
公共交通政策全般について、定期的にメールマガジンによる情報発信を行うと
ともに、閲覧者からの意見も募集している。2011 年 8 月に始まり、2018 年 9 月 7
日で第 60 号を発行している。
③ ＥＳＴメールマガジン（環境的に持続可能な交通（ＥＳＴ）普及推進委員会事
務局（交通エコロジー・モビリティ財団）
）
環境的に持続可能な交通（ＥＳＴ）普及推進委員会の委員やＥＳＴモデル地域の
担当者の方々による寄稿、交通と環境に関連したニュース・トピック、イベント情
報などを掲載している。2006 年 8 月に始まり、2018 年 8 月 27 日で第 145 号を発
行している。
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第５章 自治体の取り組み
交通政策に関して自治体による様々な主体的取り組みが行われている。その中
で特色ある事例や国への要望等について紹介する。
１． 公共交通に関する条例
条例制定は、公共交通による円滑な移動を可能にする地域社会の実現を目指す
とともに、公共交通を守り活かしていく姿勢を明確にしている。
2007 年 3 月に「金沢市における公共交通の利用の促進に関する条例」が制定され
た後、他自治体でも制定が続いた。現在、下記の 1 県 6 市が条例を制定している
が、交通政策基本法が制定された 2013 年 12 月以降は一段落している。
都市名

条例名称

制定

金沢市

金沢市における公共交通の利用の促進に関する条例

2007 年 3 月

福岡市

公共交通空白地等及び移動制約者に係る生活交通の確保

2010 年 3 月

に関する条例
新潟市

公共交通及び自転車で移動しやすく快適に歩けるまちづ

2012 年 7 月

くり条例
熊本市

熊本市公共交通基本条例

2013 年 3 月

奈良県

奈良県公共交通条例

2013 年 7 月

高松市

高松市公共交通利用促進条例

2013 年 9 月

長岡京市

長岡京市公共交通に関する条例

2013 年 12 月

これらの条例は、公共交通による足の確保を目的としており、利用促進や公共交
通中心のまちづくりへの転換、公共交通が不便な地区への足の確保を施策として
挙げている。また、公共交通基本計画など条例で計画策定を決めている自治体もあ
る。
２． 地域公共交通優良団体国土交通大臣表彰
国土交通省が地域公共交通に関する模範的取り組みをした功績のある団体を表
彰し、優良事例の周知を図ることを目的に 2009 年から始まった。
表彰の基準は、地域の関係者が地域公共交通に関する取組みに参画しているこ
と、地域の実情にあった創意工夫が凝らされていること、事業の自立性・継続性が
見込まれていることで、自治体による協議会や民間の支援団体、ＮＰＯなどを対象
に、毎年 5 団体が表彰を受けている。
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そのうち鉄道関係は、和歌山電鐵貴志川線・地域公共交通活性化再生協議会
（2009 年）
、明知鉄道沿線地域公共交通活性化協議会(2010 年)、若桜谷公共交通活
性化協議会(2013 年)、 弘南鉄道大鰐線存続戦略協議会（2016 年）
、おらが湊鐵道
応援団・湊鉄道対策協議会（ひたちなか海浜鉄道、2017 年）
、えちぜん鉄道活性化
連携協議会（2017 年）が表彰されている。
３． 地方分権へ向けて
① 自家用有償旅客運送の登録・監査等の権限委譲
自家用有償旅客運送制度は 2006 年の道路運送法改正で創設された。
その後、地方分権改革推進委員会の勧告等をふまえ、2015 年 4 月施行の地方分
権第 4 次一括法で、自家用有償旅客運送の登録・監査等の権限が希望する市町村
（移譲を希望しない市町村については希望する都道府県）に委譲できることと
なった。
2017 年 11 月現在で 8 県 11 市区町村に自家用有償旅客運送の権限委譲がなされ
ている。
都道府県

栃木県、埼玉県、新潟県、長野県、岡山県、佐賀県、大分県、鹿児島県

市区町村

美深町、豊富町、池田町（以上北海道）
、五霞町（茨城県）
、江東区（東京
都）
、横浜市、大和市(神奈川県)、富山市、つるぎ町（徳島県）
、山江村、
球磨村（以上熊本県）

② 地域公共交通の特性を踏まえた過度な競争抑制等の検討要望
2018 年 8 月 2 日、指定都市市長会まちづくり・産業・環境部会会長（岡山市長）
から内閣府に、路線バス等の地域公共交通の維持・確保に向けた提言を行った。
これは、岡山県における新規参入バス路線問題を受けたもので、現行制度の課題
をふまえ、公共交通を安定的に確保するために、過度な競争の抑制や財源のあり方
を含めて国に検討するよう求めたものである。
③ 旅客運送の運行形態の違いによる許可取扱いの改善要望
全国知事会・全国市長会・全国町村会は共同で地域公共交通に関する提案を 2018
年度中に内閣府に行うことで調整している。
下記のとおり同じ旅客運送であっても、バスの運行形態により許可の取扱いが
異なるので、国に改善を要望するものである。
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運行形態

路線バス

自家用有償旅客運送

少量貨物運送（350kg 未満）の運輸支局長許可

不要

必要

運行形態

路線バス

デマンドバス

車庫などの施設を市街化調整区域に設ける場

不要

必要

合の開発許可

④ 一般乗合旅客自動車運送事業の許認可等に関する権限委譲の提案
滋賀県、兵庫県、和歌山県、鳥取県、徳島県、京都市、堺市、神戸市で構成され
る関西広域連合が、2015 年 6 月に国が実施する地方分権改革に関する提案募集に
対して行ったものの一つが、一般乗合旅客自動車運送事業の許認可等に関する権
限委譲であった。その内容は、道路運送法の一般乗合旅客自動車運送事業（貸切バ
スを除く）に関する許認可等の業務について、単一府県内の路線の許認可等は希望
する府県へ移譲、複数府県に跨がる路線は広域連合への移譲を求めたものである。
しかし国からの回答は、輸送の安全確保や利用者の利益の保護のためには、全国
一律の基準の下で一元的な指揮命令系統により事務を行うことが不可欠であると
し、許認可等権限は国に存置するという内容であった。
４． 都道府県レベルでの活動事例
全国の事例は多いが、地域公共交通政策や人材育成などを行いながら市町村を
牽引している事例として奈良県と兵庫県の取り組みを紹介する。
奈良県は公共交通条例を制定し、広域交通の責務は県にあること、市町村に助言
や支援をすることを定めている。また、バス事業者が維持困難とした路線を対象に
バスカルテを作成し、負担とニーズのバランスなどをふまえて、バス運行や運行形
態のあり方について検証している。
兵庫県では 2008 年 3 月にコミュニティバス・アセスメント指針を作成し、利用
者数の低迷等の理由により財政負担が増大し 運行継続が困難になっている路線
などに対する具体的なアセスの方法・見直し基準を設け、持続可能なコミュニティ
バス運行の実現に努めている。
両県とも人材育成に力を入れており、市町村職員などを対象に奈良県は地域公
共交通人材育成研修、兵庫県は公共交通勉強会を行っている。
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おわりに
ここまで 1980 年頃からの公共交通を取り巻く政策や人材育成について述べてき
た。その間の動きとして、自治体が主体的に公共交通を政策として考えるように
なったこと、地域公共交通を維持・確保するための交通モードが拡大したこと、自
治体が公共交通への投資を拡大していることがある。
これは、自治体が公共交通政策を進めやすくするため国が制度を設けたことや
支援を行った効果が大きい。
人材育成については、2007 年 10 月の地域公共交通活性化再生法で国に努力義務
化、2013 年 12 月の交通政策基本法で義務化され、地方運輸局での組織充実、手引
き書等の作成や様々な情報発信、人材データベース、研修やセミナーなどが行われ
ている。
一方、地域公共交通の維持や活性化策を実践しながら改善を積み重ねた経験を
持つ方などが、地域公共交通マイスターなどの人材となり、交通政策のノウハウを
セミナー等で広めるようになった。これらにより、交通政策について学ぶ機会が増
加し、地域公共交通政策が自治体に根付いてきた。今では、公共交通に関する条例
の制定や自ら制度改正や権限委譲を国に提案する自治体もある。
今後も、人材育成の更なる発展が期待される。そのために、いくつか提案する。
一つ目が公共交通政策の月間専門誌の発行である。自治体にとって公共交通政
策は情報源が少ない。
例えば法制度や自治体の取り組み事例、事業者の状況などを紹介する月刊誌が
あれば有効と考える。月刊誌の「運輸と経済」があるが、読みこなすには基礎知識
が必要でありレベルが高い。
二つ目が資格や検定制度である。資格としては国家資格の技術士（建設部門（都
市及び地方計画）
）があるが、都市計画全般の専門知識が必要で資格取得のハード
ルが非常に高い。公共交通政策に特化した資格や検定制度などがあれば、自己研鑽
や自分の到達レベルの確認ができる。
三つ目がＳＮＳなどでの自治体職員ネットワーク。ＳＮＳを活用して情報交換
や相談ができれば、ノウハウが伝わりやすい。
以上のように、自治体職員などに学ぶ機会が増え、自己のレベルを確認するとと
もに、目標を同じくする仲間を増やしながら、全体的に地域公共交通政策の底上げ
が図られることを願う。
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仙台空港の民営化と２次交通、着地型観光振興について
濱 勝俊 Hama Katsutoshi※
１．はじめに
（１）仙台空港の民営化
２０１６年７月１日、空港民営化法に基づき仙台空港が民営化された。同法に基
づく第１号案件であり、東京急行電鉄株式会社、前田建設株式会社、豊田通商株式
会社等が出資する仙台国際空港株式会社が空港の運営権を取得し、民営化が行わ
れた。
２０１１年３月１１日東日本大震災が発生し、仙台空港も津波の被害を受け輸
送人員も大幅に減少したが、民営化後ターミナルビルを改修し、みちのく観光案内
所やランニングステーションの設置など民間ならではのサービス向上に取り組む
とともに、ＬＣＣであるピーチ・アビエーションの拠点化、台北便等国際線の大幅
な増便が行われるなど、空港の活性化が推進された。その結果、通年度としては民
営化初年度となる２０１７年度において、航空旅客数が３４３万人と過去最高の
数字を達成するとともに、６７００万円の単年度営業黒字を達成することができ、
順調なスタートを切ることができたといえる。
空港民営化の成果については、資料－１のとおり国土交通省がとりまとめてい
るので、これをご参照いただきたい。
今後は、ピア棟と呼ばれている国内ＬＣＣ等の増便に対応するためのターミナ
ルビルの拡張工事などさらなる空港の機能向上に取り組むとともに、国際線につ
いても上海、台北、ソウルに次ぐ乗り入れ地点の拡大や増便をめざすとともに、利
用者満足度を高める等民営化空港第一号の名に恥じないよう今後ともハードソフ
ト両面での施策に積極的な取り組みをしていくことが必要である。
(２)2 次交通及び着地型観光振興の意義
ところで、空港の活性化を推進していくうえで重要な事項は何であろうか。
空港が活性化されるためには、空港の利用者が航空系旅客だけでなく見学客な
ど非航空系旅客の増加が不可欠であり、空港への乗り入れ航空便を拡大していか
なければならない。
※

株式会社東急総合研究所 顧問
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資料-1

国土交通省ホームページより
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そのためには、航空会社が利用しやすいような着陸料等の料金体系を構築する
こと等も重要である。
また、最近話題になっているファーストトラベルなど空港利用者が空港内での
ＣＩＱ手続き等を円滑に行うことができるような環境整備も重要である。
さらに、ターミナルビルの商業施設が魅力的で誰もがお土産を買いたい、おいし
い地元の料理を食べたいというニーズにこたえることも不可欠である。
空港民営化は、民間活力を活用し、空港の魅力を高めていくための施策であり、
これらの施策については、今後仙台国際空港株式会社が提案書に基づき着実に取
り組んでいくことになるであろう。
しかし、筆者は、特に仙台空港のように地方の中核的空港においては、それだけ
では厳しいといわざるを得ないのではないかと考える。
東京に住んでいて首都圏空港だけをみていると、日々世界各国や日本中の人々
が「東京」という世界有数の大都会に訪れる。空港側としては、これに適切に対応
するため、羽田空港や成田空港の処理能力を高めていくという空港整備が最重点
の課題であり、次に都心への速達性の高いアクセスが重要になるということであ
ろう。
むしろ、首都圏においては、宿泊施設の不足や一時話題となった「爆買い」によ
り銀座、新宿、秋葉原などでインバウンド観光バスの違法駐車問題など受け入れ環
境上の諸課題に円滑に対応しなければならないということの方が緊急の課題と捉
えられるかもしれない。
しかし、特段の観光プロモーションを実施しなくても観光客が訪れる首都圏等
は例外であると言わなければならないであろう。仙台空港をゲートウェイとする
東北地方の場合には空港自体の魅力を高めることと合わせて、利用しやすい 2 次
交通の整備と着地型観光振興の実施、さらにはこれらに関するわかりやすい情報
を積極的に拡散し観光地の魅力をＰＲしなければ、観光客の大幅な増加を期待す
ることは困難である。
実際に、我々が航空機を使い遠路はるばると旅行をすることを考えてみたとき
に、旅行の目的が空港であるということは特殊な場合を除いて考えられないもの
であり、多くの場合桜や紅葉がみたいとか世界遺産を訪れたいとか新鮮な魚や地
酒を楽しみたいなど旅の目的地が決まり、そこにどのようにして安全に快適にか
つリーズナブルな価格で行けるかということがその地を訪問する行動パターンで
あろう。
空港は重要なインフラであるが、あくまでゲートウェイであり、そこに降り立っ
た後目的となる観光地にアクセスし、そこで他では味わえない景色や食事などの
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観光資源を満喫できるからこそ訪問してもらえるのである。いわば、点(空港)から
線(２次交通)へ、線から面(着地型観光)へという全体パッケージができてこそ観光
客が訪れるのであり、またアクセスを含むトータル観光情報にその国の言葉で容
易にアクセスできるからこそ観光客の裾野が広がるのではないだろうか。
その意味で、特に地方の中核となる空港の活性化は空港をゲートウェイとする
地域総合力という視点で考えていくことが重要であり、その意味で目的地への速
達性のある空港直行バス路線の果たす意義は極めて大きいと言えよう。
２．仙台空港発着の空港バス路線の現状と課題
（１）現状
仙台空港のアクセス交通については、平成１９年空港アクセス鉄道が開通し、仙
台駅までのアクセス利便性は格段に高まった。一方で、東北各地の観光地とのダイ
レクトアクセスという観点からは、アクセス鉄道開通を契機に空港バス路線が全
て撤退したため、民営化時点ではスキーバスの季節運行線を除き空港アクセスバ
ス路線はゼロとなっており、現在の空港バス路線は、民営化後順次路線整備が行わ
れた。
空港発着のバス路線の現状は、資料－２のとおりであり、福島・会津若松線、松
島・平泉・花巻線、山形駅線、鶴岡・酒田線、秋保温泉・みちのく公園線の 5 路線
で通年運行が行われている。利用実績については、新規に整備された空港バス路線
で知名度も高くないこともあり、一部路線を除き利用が低迷しているという現状
にある。
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（２）空港アクセスバスの課題と対応
このような厳しい状況になっている原因は、いくつかあげられるが、次のような
点が主たる課題であると考えている。
①まず、バスダイヤと乗車時間という点であるが、鶴岡・酒田線等目的地まで距
離が長いため乗車時間が３時間以上かかる便が多く、それに加え、航空便との接続
ダイヤが悪いため空港で２時間も待たなければならないなどせめてバスのダイヤ
にもう少し工夫が必要であるということがあげられる。例えば、今回説明する実証
実験の対象路線である鶴岡・酒田線については、空港で２時間待ちをした後、3 時
間かけて鶴岡・酒田に到着すると夜の９時を過ぎており、せっかくの旅の初日に着
地での夕食も食べられないというような状況であった。
②また、着地型観光についても、例えば鶴岡の出羽三山神社や平泉の中尊寺金色
堂など東北地方には知名度もあり魅力的な観光資源は点在するが、空港バスを降
りた後着地での３次交通や観光者目線に立った観光ルートの整備などが整ってお
らず、また、これらの観光地を円滑に周遊するための地元の３次交通と連携した企
画切符の導入や観光地を周遊するためのわかりやすい観光・交通情報の提供も十
分ではなく、仮に有名な観光地は知っていたとしてもどうやって行けばいいのか
がわからず訪問へのハードルが高いという点があげられる。
③さらに着地における受け入れ体制についても、ＤＭＯのような関係市町村や
民間事業者が連携した地域の観光推進組織が十分に形成されていないため、バス
会社や市町村単位の観光情報提供などは熱心に行われているものの、着地エリア
全体での受け入れ環境整備や旅行者の心に刺さる観光プロモーションが行われて
いるとは言い難い状況であり、せっかくの地域の魅力を生かし切れていない。
仙台空港の民営化を契機に、上記５路線の空港バス路線が開設されたが、このま
まの利用状況では長期的に路線の維持を図ることが困難になると懸念されること
から、これらの空港バス路線の維持・活性化は喫緊の課題となっている。
特に、これらの路線の中でも鶴岡・酒田線については東北地方の太平洋側に立地
する仙台空港と日本海側の庄内地域を直接結ぶバス路線として交通政策上意義の
高い路線であるが、一日あたりの利用者数が特に少ないことから、緊急に対策を講
じる必要があり、平成２９年度に東北運輸局が「仙台空港からのアクセスバス路線
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の訪日外国人の利便性向上実証事業」という実証実験を実施し、課題と対策を取り
まとめたところである。
本事業については、我々東急グループの一員である東急エージェンシーが事業
実施の受託を受け、筆者もその事務局の一員として参加したものであることから
これについて詳しく説明することとしたい。
また、本事業終了後、地元関係者の主導で利用促進協議会が設置され、実証実験
結果を踏まえた本格的な企画切符の発行、仙台空港発着のダイヤ改正、東北観光復
興交付金を活用したプロモーション等についても積極的にとりくまれているとこ
ろであり、このような地域の主体的な取り組みについても言及することとしたい。
３．仙台空港からのアクセスバス路線の訪日外国人の利便性向上実証事業
(１) 実証実験の概要(資料－３参照)
本実証実験は、仙台空港－鶴岡・酒田線を対象とし、訪日外国人のニーズを踏ま
えたモデルルートを設定し、東北地方の東部に位置する仙台空港と西部に位置す
る庄内地域との東西間移動の利便性の向上を図ることを目的とし、お得な周遊企
画切符を造成し、外国人モニター実証実験を実施するとともに、併せて有効な情報
発信等を検討するというものである。
具体的には、①仙台空港において訪日外国人に対する庄内地域の観光への興味
等に関するアンケート調査を実施し、利便性向上施策として②空港直行バスと庄
内地域における路線バスを組み合わせた周遊企画切符を造成、③庄内地域におけ
る周遊モデルルートの組成、④モデルルートに関するＷＥＢ版案内マップを作成
したうえで、⑤仙台空港への乗り入れ航空便のある台湾、中国、韓国出身の仙台在
住外国人留学生によるモニターツアーを実施しこれらの利便性向上施策の効果の
検証と課題を把握するとともに、⑥モデルルートに沿った旅行の仕方を示す「攻略
法」の作成とこれについてのブロガーによる情報発信等を行い効果検証を行った。
(攻略法のイメージについては、後述の資料－５参照)
なお、本実証実験の実施にあたっては、地域における関係者のコンセンサスを形
成し、事業の本格実施につなげるため、東北運輸局、地元地方公共団体、バス事業
者、仙台国際空港株式会社、地元観光関係団体等をメンバーとする検討協議会を設
置し、地域を上げて検討を進め、事業に取り組んだが、これが実証事業の効果的な
実施と後述するように地元が主体となった事業の本格展開につながった。
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(２)主な施策
①訪日外国人へのアンケート調査
訪日外国人に対するアンケート調査については、平成２９年８月に仙台空港に
おいて出国前の８０名の外国人を対象に実施した。
対象外国人のうち今回の訪日旅行で日本海側への移動者は、ゼロだったが、赤川
花火大会(４８．８％が関心)、鶴岡公園の桜(４２．５％が関心)など庄内の観光資
源への興味が確認された。
また、周遊企画切符については、８０％の対象者が利用意向を示すなど、利用意
向率は極めて高いという結果になり、周遊企画切符の有効性を実証する意義が確
認された。
②利便性向上施策の策定
イ．周遊企画切符
仙台空港－鶴岡・酒田間空港バス往復+庄内エリア路線バスのフリー乗車券を組
み合わせた周遊企画切符を造成。利用期間は、３日間で料金９５００円とした。
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ロ．周遊モデルルート
対象国(中国、韓国、台湾)から仙台空港到着便に合わせて、周遊企画切符を利用
して庄内の主要観光スポットを２泊３日で巡るモデルルートを５案を策定した。
地方の公共交通を使ってどこまで観光周遊ができるのかという心配もあったが、
庄内交通の路線バスネットワークは充実しており、また、庄内地域の観光資源も比
較的バスネットワークのエリア内に存在しているものも多かったので、充実した
モデルルートを策定することができた(台湾の場合のモデルルート例：資料―４)
実験を行った平成２９年度下期の航空便と空港バスとの乗り継ぎダイヤについ
ては、別添のとおりであり、国際航空便や空港バスの本数が限定されている地方の
拠点空港の場合どうしても航空便の到着と空港バスの出発時間の間の時間が長く
なることから(台湾便の場合３時間２５分の間隔が空いており、入国手続き等に要
する時間を勘案しても実質待ち時間が２時間を超えることとなる)、空港における
接続時間対策として仙台空港周辺周遊タクシープランを作成し、この検証も行っ
た。
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ハ．簡易ＷＥＢ版案内マップ
各モデルルートを多言語(中(簡体、繁体)、韓、英、日)で案内する簡易版ＷＥＢ
「Ｗｏｗ Ｓｈｏｎａｉ」を作成し、モニターがスマートフォン等でモデルルート
を見ながら周遊できるＷｅｂ版案内マップを掲載し、その利便性を検証した。
③モニター実証実験の実施と実証結果
１０月下旬の紅葉シーズンにおいて、対象３か国の仙台在住留学生３０名を対
象に、周遊企画切符を利用した２泊３日のモニターツアーを実施した。その際にモ
デルルート５コースを使用した。
ツアー中のアンケートだけでなく、ツアー終了後振り返り面談を実施し、モニ
ターの意見をきめ細かく聴取した。
④情報発信
仙台空港への乗り入れ便数が最も多い台湾については、台湾人ブロガーによる
庄内現地取材を実施し、主な観光スポットの写真や動画を本人のＳＮＳで発信し
た。これとあわせ、実際に満足のいくモデルルートの具体的な周遊の仕方をまとめ
た「庄内攻略法」を作成し、ＳＮＳで発信した。また、これとあわせて、ブロガー
本人が感じた庄内の魅力やおすすめのポイントをインスタグラム等で発信した。
「攻略法」といわれてもイメージがわきにくいと思うので、その抜粋版を添付させ
ていただくこととしたい。ブロガー本人と一緒に実際に旅行をしている臨場感が
醸し出される手法で、訴求効果が高い。(資料－５)
韓国、中国については、有名観光ガイドライターに前述の台湾人向けの「庄内攻
略法」及び観光素材を提供し、モデルルートのＳＮＳによる発信をおこなっても
らった。
また、台湾については、上記ＳＮＳによる攻略法の発信に加えてＧｏｏｇｌｅ
Ｄｉｓｐｌｓｙ Ｎｅｔｗｏｒｋと連携し「庄内攻略法」への誘因バナー広告を出
稿した。
(３)実証結果
①周遊企画切符について
実験で使用した周遊企画切符については、利用期間(３日間)、料金（９５００円）
ともに７０％のモニターが適正と回答しており、この内容で本格的導入の検討を
進めることは現実的であることが実証されたことから、これをベースに本格的な
周遊企画切符の造成を検討していくこととなった。
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資料－５
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しかしながら、一方では仙台空港から往復庄内ではなく、拠点都市である仙台で
の宿泊も加えた方が望ましいという意見も多数あり、仙台市内ー鶴岡酒田線も
組み込んだ企画切符についても今後の課題と認識された。なお、仙台市内線につい
ては他の複数のバス会社と庄内交通との共同運行となっていることから共同運行
会社との事前調整が必要となる点が課題である。
②モデルルートについて
庄内地区２泊３日の全体行程については、７０％のモニターから適正との評価
がえられているが、今回は実証実験ということもあり、行程的に詰め込みすぎでも
う少し魅力的なところに絞ってもっとゆっくり観光を楽しみたいとの声も多数
あった。
仙台空港での待ち時間については、タクシープランは用意し一定の評価は得た
が、そもそも２時間を超えるような待ち時間なら空港バスを利用せず、仙台市内に
移動するというのが各国モニターに共通する意見であり、空港での待ち時間をど
うするかについては、今後の大きな課題の一つと認識された。
モデルルートに含まれている庄内の観光資源については、国宝５重塔で有名な
羽黒山、クラゲの水族館として有名な加茂水族館、地元の日本文化に触れられる相
馬楼、山王倶楽部は、３０人のうち２０人以上が訪問し、平均３．５点(満点が４
点)以上の高評価が得られた。
また、国ごとに観光に対する嗜好がやや異なる(台湾は自然や日本文化を好み、
中国・韓国は話題性の高いスポットや体験型観光を好む傾向がある)との調査結果
が得られたので、実際の商品造成の際にはこの点についても留意が必要と思われ
る。
なお、今回の実証実験が本件周遊企画切符を使った周遊なので、例えば鳥海山の
紅葉などは今回のモデルルートには含まれていない。仙台空港での訪日外国人観
光客のアンケートにおいて、東北旅行で重視したものは何かという問いに対し、
「美しい自然景観を楽しみたい」が最も多く５割の者が回答していたことを勘案
すると、翌年度以降に企画切符で周遊できるエリアを超えた地区へのアクセスを
どうするのかについて検討が必要ということになった。
③簡易ＷＥＢ版案内マップ
モニターの８０％が満足という回答が得られ、企画切符を使い公共交通機関で
周遊するためにはスマートフォン等で容易にアクセスができるようモデルルート
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やどこで何時のバスに乗るか等の二次交通利用に関する情報が一元的に得られる
ようにすることが重要であることが実証された。
なお、モニターからはバス情報や観光施設情報に加え、観光地周辺の食に関する
情報も必要との意見が多数寄せられた。
④情報発信の効果
ブロガーを実際に招聘し、さまざまなメディアツールで情報発信をした台湾に
ついてその効果を述べたい。
「庄内攻略法」については、Ｆａｃｅｂｏｏｋによりきめ細かい解説も含む旅行
記のような形での提供を行うとともに、Youtube で簡易動画版も発信したところ、
視覚に訴えることができる動画版は、いいね比率が詳しい文字のものの４．９％か
ら１１．２％に跳ね上がった。
ＰＲという点で考えると動画版攻略法が効果的であることが確認された。動画
版で訴求し、詳しい情報は文字のものを参照してもらうというような組み合わせ
が必要と思われる。
インスタグラムによる有名観光スポットの情報発信については、写真の美しさ
やインパクトがあり、とても反応がよかった。特に加茂水族館クラゲの水槽につい
ては、いいねの比率が２１．１％と極めて好評であった。
また、併せて実施したＷＥＢ広告については、想定を大きく上回るリーチ数(８
０８８回)を獲得し、攻略法の周知に貢献した。
４．実証実験を受けた地元の対応
(１)仙台空港アクセスバス路線利用促進協議会の設置
平成３０年度には、本実証実験の成果を踏まえたプロモーション強化事業及び
受け入れ環境整備事業の実施状況に関する情報の共有と両事業の効果的な実施に
向けての関係者間の協力、外国人向け庄内観光情報の発信強化及び仙台空港を
ゲートウェイとする庄内地域へのさらなるインバウンド観光促進に向けた検討を
推進するため、本件実証実験の実施のために設けた「検討協議会」を改組し、
「仙
台空港アクセスバス路線利用促進協議会」(以下「利用促進協議会」と称す。)を設
置した。
利用促進協議会は、本件に係るプロモーションや受け入れ環境整備事業を地元
主導で推進するために設置されたものであり、協議会の開催を鶴岡、酒田両市で交
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互に開催することとし、開催市の担当部長である鶴岡市商工観光部長及び酒田市
地域創生部長がそれぞれ交互に協議会の司会を行うこととなった。
事務局は、東京急行電鉄株式会社が担当することとなり、筆者も事務局の一員と
して参加させていただくこととなった。
空港からの２次交通の利用促進や着地型観光を推進するためには、空港や２次
交通会社及び地域が一体となった取り組みが不可欠であるが、現実的には複数の
自治体にまたがる場合このような体制を構築し連携のとれた対応をすすめていく
ことは難しい場合が多いが、本事例の場合、東北運輸局の実証実験の段階で検討会
を組織し地元関係者で連携して事業に取り組んできたという実績ができたため、
円滑に地元主導の推進体制が構築されたと考えられる。
(２)利用促進協議会の開催と実証実験における施策の推進
平成３０年５月１６日、鶴岡市で第１回利用促進協議会が開催され、また７月４
日に酒田市で第２回利用促進協議会が開催され、昨年度の実証実験事業を踏まえ
た地元の取り組みが着実に実現されてきている。
主な、施策の取組状況は次のとおりである。
①周遊企画切符の発売と仙台空港の乗り継ぎ時間短縮のためのダイヤ改正
前年度実証実験の中核となる施策は、庄内交通の周遊企画切符の本格的な発売
であるが、関係者調整等の手続きを経て本年９月２１日に国の認可を受け、本格的
に発売された。周遊企画切符の期間及び運賃については、実証実験と同じものであ
る。
また、実証実験でも指摘された仙台空港における乗り継ぎ時間の短縮のための
ダイヤ改正も実施していただいた。このダイヤ改正については、本年９月１日から
変更され、従来１７時５０分仙台空港発が１６時２０分発に１時間半前倒しされ
た。上海便及び台北便の到着時刻１４：２５なので、接続時間は１時間５５分であ
るが、入国手続き等に時間を要するので、実質的な空港での待ち時間は、１時間程
度に短縮されるとともに、鶴岡のエスモールバスターミナルに１９時１５分に到
着することになるので、外国人観光客にとっては、訪日当日の夕食を目的地である
庄内地域で楽しむことができるようになった。
これらの措置により、訪日外国人の庄内地域への観光の利便性が格段に高まり、
空港バスの利用促進と着地型観光が本格的に推進されることを期待したい。
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②モニターツアーの実施
山形県が主体となって、庄内三十三観音御開帳の認知度向上のためのメディア・
エージェント・有償モニターの招聘等東北観光復興交付金を活用したモニターツ
アーが実施された。引き続き、交付金を使った中国からの空港バスを使ったツアー
も計画されている。
周遊企画切符の発売が９月にずれ込んだため、現時点では企画切符を使ったツ
アーの実施等は今後の展開となるが、今後は企画切符をつかった観光プロモー
ションの実施が期待される。
③情報発信及び受け入れ環境整備
現在詳細検討中であるが、東北観光復興交付金を活用し、鶴岡市が観光ウェブサ
イトの構築事業を実施する予定となっている。
また、関係自治体によりフリーWi--Fi の整備が進められている。
④二次交通空白地域における３次交通の整備
利用促進協議会での議論において、検討協議会で議論された企画切符では周遊
できないエリアにおける３次交通対策について、今年度の交付金を活用し、デマン
ドタクシー等を活用した対策を検討することとなった。
５．むすび
仙台空港の民営化を契機に、空港の２次交通の整備及び着地型観光振興に積極
的に取り組むこととなったが、そのリーディングケースが仙台空港－鶴岡・酒田線
の利用促進事業である。
本件については、東北運輸局の実証実験という形で具体的取組が開始されたと
ころであるが、検討協議会の運営を通じて、必ずしも考え方が共通ではないバス会
社や複数の地元自治体等が検討会の議論を通じて仙台空港をゲートウェイとする
インバウンド観光客の誘致において２次交通の果たす役割、着地における市町村
の行政の枠組みをこえた観光分野における連携の重要性について共通のコンセン
サスが形成されたということがその後の取り組みにつながったと考えており、そ
の意味で東北運輸局に実施していただいた実証実験事業の意義は大変大きいと考
えている。
仙台空港からのバス路線は、鶴岡・酒田線以外にも複数運行されているが、各路
線に鶴岡・酒田の取り組みを横展開していくことも効果的であろう。
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実際、今年度宮城県が東北観光復興交付金を活用して「仙台空港発着２次交通の
利用促進事業」ということで、仙台空港－松島－平泉－花巻線及び仙台空港－秋保
温泉線を対象としたルート造成・販売及びプロモーション並びに２次交通の検討
事業が実施されている。
本事業についても、みちのりＨＤ(松島・平泉・花巻線を運行する岩手県北交通
の親会社)と連携し東急エージェンシーが事業の実施を受注したところである。
ルートの造成、攻略法の策定、ブロガーによる攻略法のＰＲ等鶴岡・酒田線の経
験を生かした対応を行っていくことになる。
地道な活動であるが、今後とも仙台空港の活性化と東北観光振興を推進するた
め、このような動きを展開していくことが重要と考える。
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上下分離経営・オープンアクセスによる寝台夜行列車復活への提案
堀内重人 Horiuchi Shigeto※
Ⅰ．はじめに
かつて一世を風靡した寝台夜行列車は、
「サンライズ瀬戸・出雲」が唯一の定期
寝台夜行列車となったが、多様な個室寝台や低廉な“ゴロンとシート”を備え、新
幹線や航空機の最終便よりも後に現地を経ち、新幹線や航空機の始発よりも先に
目的地に到着するダイヤが、ビジネスマンや観光客から支持され、高い乗車率を
誇っている。また北海道・北陸新幹線開業により廃止されたが、
「北斗星」
「トワイ
ライトエクスプレス」
「カシオペア」などの豪華寝台特急は、根強い人気を誇って
いた。
その影響もあり、超豪華寝台で構成されたクルーズトレイン「ななつ星 in 九州」
や「トランスイート四季島」
、
「トワイライトエクスプレス瑞風」に、受け継がれた。
これらは旅行商品として販売される上、時刻表にダイヤが掲載されない。途中駅
からの乗降も出来ず、みどりの窓口で個人が指定券を購入して乗車出来る列車で
はない。そのため本稿の趣旨とは異なる。
座席の夜行列車もあるが、夜行高速バスと差別化出来る要素は、
「価格」だけと
なり、値下げ合戦による、輸送の安全性や乗務員の労働環境の低下が懸念される。
「寝台」であれば、新幹線や高速バス、航空機では真似が出来ないため、他の輸送
モードに対して、完全に差別化が可能となる。そこで本稿では、主に都市間を結ぶ
寝台夜行列車を中心に扱う。
寝台夜行列車は、地球環境にやさしい交通機関であるだけでなく、IGR いわて銀
河鉄道や青い森鉄道などの並行在来線の維持・活性化に不可欠な存在である。また
建設用地の確保が難しいこともあり、新幹線の駅は郊外に設けられる傾向にある
が、寝台夜行列車は中心市街地の駅に発着するため、中心市街地の空洞化防止に貢
献する。高岡、富山、福井などは、寝台特急「トワイライトエクスプレス」
「日本
海」が存在していた時は、二次交通である路面電車の㈱万葉線、富山ライトレール、
福井鉄道などの活性化にも貢献していた。
寝台夜行列車に対する先行研究は盛んではなく、筆者が『ブルートレイン誕生
50 年』や『寝台列車再生論』で「観光資源」
「地球環境にやさしい交通手段」
「並
※

運輸評論家
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行在来線の存続・活性化へ貢献する」と位置付け、研究している。本稿で創設を提
案している JR 夜行は、JR 貨物と同様に JR の各旅客会社の線路を借りて運行する
ため上下分離経営であり、寝台夜行列車を復活させるために市場に参入するから、
オープンアクセスでもある。上下分離経営やオープンアクセスに関しては、堀雅通
氏[2000]や斎藤峻彦氏[2002]、桜井徹氏[2003]が研究を行っている。
それゆえ２章では、上下分離経営について述べる。JR 夜行が新規に市場へ参入
することから、３章ではオープンアクセスとして捉える。既存の JR 各社や並行在
来線の線路を借りて運行するため、第４章では並行在来線の活性化と線路使用料
について述べる。
Ⅱ．上下分離経営の概要と形態
１.上下分離経営の生まれた背景と定義
鉄道における上下分離経営とは、下部であるインフラを維持・管理する経済主体
と上部である運行・運営を担う経済主体に会計を分離・独立させ、そのような態様
により生産活動が行われることをいう。これにより下部の経済主体と上部の経済
主体の間で内部補助は出来なくなる。
インフラの所有と管理は、主に中央政府・自治体などの「公」が担い、それを民
間会社や公営企業・第三セクターが借り受けるなどして運行・運営を行う営業形態
が採られることが多い。
交通調整政策では公正な競争の確保が目的とされ、イコールフッティングが唱
えられる。鉄道は通路たる鉄道線路を自ら建設し、これを維持・管理しているため、
その費用をほぼ 100%負担している。それに対し自動車や航空、船舶は、主に公費
で整備された道路や空港、港湾を利用しているが、当該費用のごく一部しか負担し
ていないというのである。事実、空港や港湾は、航空機やコンテナ船に就航して欲
しいため、発着料やターミナル使用料を値下げして対応している。鉄道は競争上不
利であり、何らかの補正措置が採られるべきだと主張されてきた。
1960 年代になると、自動車や航空機が発達してモード間の競争が行われるよう
になったが、鉄道には競争を制限した政策が維持されていた。日本国鉄は、1960 年
代の半ば頃までは黒字経営を維持していたが、この時代からイコールフッティン
グ論が出始めていた。やがて自動車や航空機の台頭から国鉄の経営悪化が予想さ
れ、通路費負担をめぐる問題が主な論点であった。
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一方の欧州でも、通路費負担水準の公平化をめぐって展開された。この時代のイ
コールフッティング論は、公正で平等な競争が前提であり、交通調整政策の色合い
が強かった。
やがて各国の国鉄経営は、未曽有の危機に直面したため、巨額の財政援助が行わ
れた。これが各国の国鉄の経営効率改善に向けたインセンティブの欠如を招き、各
国政府の財政事情を圧迫させ、1970 年代の半ば以降に各国で、そのことが認識さ
れるようになった。
航空分野がいち早く規制緩和が実施された。続いて自動車分野でも実施され、そ
して鉄道分野に対しても規制緩和が実施されるようになり、参入規制や価格規制
が撤廃や緩和される方向へ向けて動き出す。
だが鉄道分野で規制緩和を実施する上で問題となったのは、インフラの維持・管
理と不採算路線であった。この二つが鉄道経営を最も圧迫していた。
その結果、
「生まれてきたのが上下分離経営とオープンアクセス、地方交通線の
地域化であった」と堀雅通氏[2000]は述べている。筆者は、鉄道を一律に考えるの
ではなく、競争政策が適用される都市間輸送などの幹線と、市場原理が適用出来な
いローカル線に分けて考える時代になったと解釈する。1980 年代に登場した上下
分離経営には、オープンアクセスの導入とセットで競争政策が導入されるように
なった。
２. 上下分離経営の種類
上下分離経営といっても、いくつかの種類に分けられる。
『現代欧州の交通政策
と鉄道改革』の著者である堀雅通氏[2000]は、上下分離経営を構造面で考えた場合、
①会計上の上下分離、②組織上の上下分離、③制度上の上下分離の３つに分類し、
定義している。
堀氏の分類によれば、欧州で実施されている上下分離経営は、インフラを保有す
る事業者と運行を担う事業者という形で完全な別会社に分離することから、③の
制度上の上下分離となる。制度上の上下分離は、最も徹底した上下分離であるか
ら、当然のことながら完全な別会計となり、インフラを保有する事業者と運営を担
当する事業者間の内部補助は不可能である。筆者は、堀氏のいう「制度上の上下分
離」は、
「オープンアクセス」を提案しているため、
「事業者間の競争を伴う上下分
離」であると考える。
事業者間の競争を伴う上下分離経営は、斎藤峻彦氏[2002]が「コンテスタビリ
ティー」と定義している１）。
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一方の事業者間の競争を伴わない上下分離経営に関しては、斎藤氏[2005]は「交
通調整」として位置付けており２）、事業者間の競争が伴うか否かで上下分離経営に
対する考え方を変えている。このような考え方は、地方のローカル線に適用させる
ことが望ましく、前田善弘氏[2007]は「意識の“上下分離”の必要性――鉄道存続・
活性化運動に携わって」
（交通権学会ニューズレター）の中で、
「意識の上下分離」
を提唱している３）。前田氏の定義も交通調整である。
地方鉄道などで上下分離経営を行う場合は、堀氏・斎藤氏および前田氏の分類を
基に、筆者[2009]も「意欲の上下分離」を提案している４）。こちらも交通調整であ
る。そして筆者は、表１に上下分離の種類と用途を示した。
表１ 上下分離の種類と用途
種類

用途

事業者別の上下分離

都市鉄道

備考
東南アジアの都市鉄道整備では、
BOT方式や不動産開発利益
還元方式も合わせて採用されることが多い

事業者別の上下分離・
幹線旅客輸送・高速鉄道
実質上下一体

貨物列車（欧州）とは、使用する軌道を分離する必要あり

事業者別の上下分離を満たした上で、運行する事業者まで変
える
出典：堀内重人『廃線の危機からよみがえった鉄道』を一部加筆の上で引用
意欲の上下分離

地方鉄道、寝台夜行列車

寝台夜行列車に関しては、筆者は JR の各旅客会社からその部門を切り離し、JR
夜行の創設やウイラー・トレインのように、鉄道を安全かつ安定して供給出来る事
業者の参入を提案している。JR 夜行の創設を提案したのは、後で詳しく説明する
が、今の JR グループの枠組みでは、寝台夜行列車のような複数の会社に跨って運
行する列車は、何処の事業者にもメリットがないため、車両を含めたサービス改善
に取り組まないと考えるからである。
「JR 貨物に担わせたら良い」と考える人もいるが、それには鉄道事業法の大幅
な改正が必要である。かつ貨物と長距離旅客は全く別物であり、鉄道改革が実施さ
れたドイツやオーストラリアなどの諸外国でも、貨物と長距離旅客は別会社にし
ている。その他、ウイラー・トレインや、フランスのヴェオリア・トランスポール
のように列車運行のノウハウを持った事業者の参入を促すという方法もあるが、
この場合は他の JR 旅客会社が、JR 貨物のように回避可能費用で線路を使用させ
てくれるかどうか、疑問が残るところである。
筆者は、JR 夜行という形で市場へ参入することは、意欲の上下分離であると同
時にオープアクセスと考える。
「並行する新幹線との競争」とも考えられるが、寝
台夜行列車と新幹線とは利用者層や利用目的、運行時間帯、設備などが異なるか
ら、単純な競争にはならない。それゆえ交通調整の意味合いが強くなる。
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これとは別に斎藤峻彦氏[2002]は、上下分離政策の４つの諸要因とその具体的な
事例を挙げて説明している５）。表２に、上下分離政策の諸要因と具体的な事例を挙
げた。
表２ 上下分離政策の諸要因と具体的な事例
交通政策の諸要因

実施事例

市場の失敗（需要規模の減少型）
交通調整（イコールフッティン
グ、モーダルシフト）
コンテスタビリティ（競争原理の
導入、民営化、公的補助の削減）

アムトラック、カナダ鉄道旅客輸送会社、JR 貨物、日本の寝台夜行列車
スウェーデンなど北欧型の上下分離、EU 共通鉄道政策（91 年・95 年指
令）、ドイツなどの鉄道上下分離・民営化、日本の寝台夜行列車、JR 貨物
英国国鉄の上下分離・完全民営化、電力・ガスなどのインフラ開放政策、
日本の寝台夜行列車
道路公団の上下分離・民営化論、ロンドン地下鉄の PPP、大都市通勤鉄道
市場の失敗（平均費用の増大型）
の上下分離（公設民営）
出典：斎藤峻彦「上下分離政策の市場的背景と政策的意義」成城大学『経済研究』第 158 号を基に、一部加筆した上
で引用

さらに堀雅通氏は、
『現在欧州の交通政策と鉄道改革』の中で、上下分離を構造
面とは別に政策的な視点から、表３で示すように４つに分類している。
表３ 政策的な視点による上下分離の分類
上下分離の種類

特徴

実施事例

競争政策的上下分離

競争政策が主眼でオープンアクセスを伴う

市場制約的上下分離

客貨いずれか一方のリストラ過程から派生

スウェーデン、ドイツ、英国
アムトラック、カナダ鉄道旅客
輸送会社、JR 貨物

資本費負担軽減・
経営リスク回避的上下分離

公設民営方式が該当

相互乗り入れ、連絡輸送サービスの改善を
便宜的上下分離
目的に導入
出典：堀雅通『現在欧州の交通政策と鉄道改革』税務経理協会を基に作成

空港アクセス鉄道、整備新幹線
相互直通運転、オリエント急
行、ユーロトンネル

斎藤氏・堀氏の分類を基にすると、日本の寝台夜行列車はダイヤ改正の度に減少し
たため、米国のアムトラックと似ているように感じており、筆者は市場の失敗だけ
でなく、JR 夜行は市場制約的上下分離にも分類している。但し国土面積が異なる
ことや、筆者自身が航空機や高速バスから、CO2 の排出が少ない寝台夜行列車へ
のモーダルシフトを模索していることもあり、主に交通調整が妥当だと考える。
ただ「サンライズ瀬戸・出雲」は、新幹線と比較すれば輸送力が小さいため、利
用者数は新幹線とは比較にならないぐらい小さい。ただ利用者からすれば、価格面
で東京～岡山間で新幹線と競争していると考えることもあり、コンテスタビリ
ティーにも分類している。
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Ⅲ.オープンアクセスの概要と JR 夜行の参入
１. EU のオープンアクセス
オープンアクセスは欧州で進んでいる。1991 年７月に採択された EU 理事会指
令 91/440 では、上下分離経営とオープンアクセスが新たな鉄道経営の基本方針と
して提示した。オープンアクセスは、鉄道網を開放することで自由競争を促進し、
モード内競争の促進を目的にしていた。1988 年にスウェーデンが EU 諸国よりも
いち早く導入したが、安全面や運行面でのトラブルなどを避けるため、この時は支
線だけであった。1996 年に幹線の貨物輸送が開放され、2010 年に国際旅客輸送が
開放された６）ことに伴い、同一国内での旅客の乗降（カボタージュ）も認められ
た。それにより国内幹線も開放されたが、それ以前からも特定の区間や線路の運営
については、フランチャイズ制が導入されていた。このようにスウェーデンでは、
段階的・部分的にオープンアクセスが実施された。
ドイツは、最初からオープンアクセスが全面的に実施された。ドイツ国鉄の民営
化や上下分離経営に続く第二弾として、1999 年からは新規参入の事業者であって
もドイツ鉄道（以下 DB）の線路が使用出来るようにした。長距離輸送では DB が
市場をほぼ独占しているが、ベルリンとスウェーデンのマルメを結ぶ夜行列車は、
新規参入の事業者が運行している。
近距離輸送は地域化に伴い、公募入札などで州や自治体が運営委託する方法が
採用された。そこで地方自治体が車両を購入して、ローカル列車を運転するケース
が増えている。ドイツでは、鉄道と航空のモード間競争は盛んに行われているが、
鉄道とバスとのモード間競争は日本のように盛んではない７）。
EU ではないが英国の事例も紹介する。英国では国鉄改革に伴い、当時はインフ
ラを保有する民営のレールトラックと 25 の旅客列車を運行する事業者８）が誕生し、
上下分離経営が実施された。旅客会社はフランチャイズ制を採用し、当該路線や地
域の輸送事業の免許を取得して、契約内容にそった旅客輸送サービスを一定期間
提供する権利を持っている。貨物会社は、オープンアクセスが実施されているが、
旅客会社でオープンアクセスを採用すると、クリームスキミングが行われ、フラン
チャイズ制の利益が削がれ、競争原理が働かないと考えられている。
EU では、オープアクセスの仕組みが整った 2010 年 1 月からは、旅客列車を運
行する鉄道オペレーターとして、安全性など一定の要件を満たす事業者が自由に
参入出来るようになり、国境や業界を問わず鉄道事業に参入しており、あらゆる主
体に魅力的な事業機会になっている。
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表４に EU のオープンアクセスの変遷をまとめた。
表４ EU の鉄道政策の変遷
年度

目的

内容
国からの鉄道事業経営の独立、上下分離経営、

1991 鉄道市場開放の枠組み
鉄道事業者の経営改善処置、オープンアクセス
2001 オープンアクセスの推進

国際貨物輸送の自由化(2003年3月～）
高速鉄道システムの相互運用、在来鉄道システムの相互運用、

2004 オープンアクセスの拡大

欧州鉄道庁の創設、国際貨物輸送のオープンアクセスは2006年に実施、
すべての貨物輸送に関しては、2007年に実施

旅客輸送の市場開放（2010年１月～）、国際列車による旅客の権利保
護強化、列車運転士の認証、鉄道貨物輸送の品質保証など
出典：秋月将太郎・小長井教宏「海外の『鉄道オペレーター』との連携を通じた国内鉄道会社の海外事業展開
シナリオ」『知的資産創造』2010年７月号を基に作成
2007 旅客輸送の市場開放（公布）

２.JR 夜行創設によるオープンアクセスの必要性
１）水平分離の弊害
1987 年４月に経営難に陥っていた国鉄が６つの旅客会社と１つの貨物会社に分
割民営化されたが、旅客に関しては「上下一体」であるため、水平分離された。日
本は欧州とは異なり島国であるため、鉄道の市場開放という目的も無かった。
寝台夜行列車が衰退した要因として、車両の老朽化や寝台料金が割高であり、新
幹線の延伸や航空機の発達、夜行高速バスの台頭もある。だが根本的な要因は「水
平分離の弊害」であり、ドイツ国鉄の分割民営化とは異なり、日本国鉄の分割民営
化は、持ち株会社の傘下に JR 各社が入っている構造ではない。そのため JR グルー
プ全体を束ねる組織が無く、JR 各社間の調整が円滑に行われていない。
国鉄が分割民営化されてからは、大阪～青森間を結んでいた昼行の特急「白鳥」
が、大阪～金沢、金沢～新潟、新潟～秋田、そして秋田～青森という形で４つの列
車に分割される形で廃止された。また需要が見込める東京～大阪間の寝台急行「銀
河」や、上野～金沢間の寝台特急「北陸」が廃止されるなど、会社間を跨がる優等
列車の廃止が目立つ。
近年では、JR 西日本と JR 九州間や JR 東日本と JR 東海を跨いで走る普通列車
が、下関および熱海で打ち切られるなど、境界の駅で分断される傾向が強まってい
る。その中でも、東京～九州間の寝台夜行列車は、４社に跨って走るため、国鉄分
割民営化の弊害が顕著に表れた。
東京対九州間の寝台夜行列車で使用する車両は、主に JR 東日本や JR 九州が所
有していたが、JR 東日本の運賃・料金の取り分は、東京～熱海間しかない。熱海
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から西は別会社になるため、車両のリース料が入る程度であり、JR 東日本にとれ
ば車両を改善させようとするインセンティブは生じない。これは JR 九州にも該当
し、鹿児島・長崎・佐世保・宮崎～下関間しか、運賃・料金の取り分はない。
国鉄時代の寝台夜行列車は、特急料金・寝台料金を合算した価格は新幹線特急料
金よりも高く、かつ年収 1,000 億円以上も売り上げる優良商品でもあり、国鉄は車
両の改善などに力を入れた。国鉄の分割民営化という水平分離の結果、何処の事業
者にも利点が無くなってしまい、潜在需要があるにも関わらず、東京対九州間の寝
台夜行列車は 2009 年３月のダイヤ改正で姿を消した。
福井義高著『鉄道は生き残れるか』によると、
「現実に鉄道輸送では中距離都市
間と都市圏利用がほとんどであり、旅客流動がひとつの会社の範囲でなるべく完
結するのが望ましいことを考えれば、６社体制は落ち着くところに落ち着いた常
識的結論と言える」とある。そして「本州については、首都圏と東北・上越新幹線、
中京圏と東海道新幹線、そして関西圏と山陽新幹線を基盤とする会社に３分割す
れば、それぞれが大き過ぎず、また小さ過ぎず、旅客流動の 95%以上が各社内で
完結します」と続く９）。
このことに加え、筆者はやがて整備新幹線計画が進展し、新幹線が開通すると夜
行需要が減少するため、寝台夜行列車を含めた夜行列車の大半は、役割を終えて必
要なくなると考えられたと感じる。そのため JR 夜行などの長距離旅客列車の運行
を担う鉄道会社が創られなかったと考える。
「サンライズ瀬戸・出雲」だけが、定期運行される唯一の寝台夜行列車になった
が、筆者は寝台夜行列車が役目を終えたとは考えていない。
「北斗星」
「トワイライ
トエクスプレス」の登場は、寝台夜行列車を単なる移動手段から、
「乗車すること
が目的の列車」へと役割を変えたと考える。事実、その後に「カシオペア」が誕生
しただけでなく、寝台夜行列車とは性格が異なるが、
「ななつ星 in 九州」
「トラン
スイート四季島」
「トワイライトエクスプレス瑞風」という豪華クルーズトレイン
が誕生している。
これら３つのクルーズトレインまで行けば、行き過ぎの感じはあるが、
「北斗星」
「トワイライトエクスプレス」
「カシオペア」など、居住性の高い寝台夜行列車は
乗車率が高かったことから、潜在的な需要が高い筈である。
「サンライズ瀬戸・出雲」は、個室寝台が中心で乗り心地が良いこともあり、今
でも高い乗車率を維持している。車両を所有する JR 東海や JR 西日本は、車両の
更新を行ったことから、暫くは安泰ではあるかもしれないが、後継車の導入が計画
されていないため、既存の車両が耐用年数に達した時、存続するか否かが決まるこ
とになる。
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そこで次項では、日本と比較する目的から、ドイツ・オーストラリアの国鉄改革
について紹介したい。
２）ドイツ・オーストラリアの国鉄改革
1994 年に実施されたドイツ国鉄の民営化は、公企業に内在・混在していた公共
性と企業性を構造的に分離（堀氏の定義によれば制度上の上下分離）することで、
分界を明示した。企業性のある領域は、独立採算が可能な領域であるため、規制緩
和やオープナクセスなど市場原理に委ねることにした。運賃も従来の枠認可制か
ら届出制に規制緩和された。ドイツ国鉄にとって企業性の発揮出来た分野は、長距
離旅客輸送、貨物輸送、船舶輸送である。
一方、公共性が重視される領域は、これを最低限に限定した。そして従来の公的
規制や公的助成だけでなく、疑似的市場機構を設けたり、インセンティブ規制を導
入するなど、この領域にも市場メカニズムは導入されている。公共性が重視される
領域は、大都市圏や地域圏の近距離旅客輸送が該当する。
ドイツ国鉄が民営化されると、図１で示すように、地域輸送を担う鉄道会社と長
距離輸送を担う鉄道会社、そして貨物会社に分割されたが、これらの事業者は持ち
株会社の傘下に入っている。

この段階では、ドイツでは DB ホールディング会社という持ち株会社の下に DB
レギオ会社という地域輸送会社、長距離旅客輸送を担当する DB 旅行/観光会社、
貨物輸送を担当する DB カーゴ会社、インフラを保有する DB ネットワーク会社
を配置していた。DB ネットワーク会社がインフラを保有しているため、経営に関
しては上下分離されていた。また長距離輸送を担う鉄道会社は、旅行・観光業務も
行っていたことが興味深い。
2008 年 6 月 1 日付で、実際に鉄道の運行を行なう代表的なグループ会社は、以
下の３社に再編された。
長距離旅客輸送・地域輸送・カートレインを含む旅客列車を運行する DB 旅客会
社、貨物列車の運行を担当する DB カーゴ会社、軌道の保守管理、駅の運営管理を
担当する DB ネットワーク会社である。2008 年の改編により、DB ネットワーク会
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社は、
軌道の保守管理だけでなく、
駅の運営管理も行うようになった。
また DB カー
ゴ会社は、国内の貨物輸送だけでなく国際物流にも進出しており、日本の西濃運輸
などとも提携している。
2008 年７月には、DB ホールディング会社が 100％出資する形で、DB の旅客・
貨物の持ち株会社である DB モビリティー＆ロジスティックスが設立され、旅客
会社と貨物会社間で揉めた際の調整役として機能している。
その後の旅客部門は、DB 長距離旅客、DB 地域旅客輸送、DB Arriva という英国
などのドイツ国外の旅客輸送という形で改編された。長距離旅客と地域旅客では
性格が異なる上、DB 自体がドイツ国内に留まらず、国外でも事業展開する傾向に
あることも要因である。
一方、かつてのオーストラリア国鉄 10）は、1997 年 11 月に民営化されるまでは、
図２※のような組織であった。
オーストラリア国鉄は、1975 年にオーストラ
リア連邦政府鉄道がサウスオーストラリア州の
近郊旅客輸送を除く州営鉄道と、タスマニア州
の州営鉄道を吸収合併して誕生している。オー
ストラリア国鉄は、サウスオーストラリア州や
タスマニア州内の貨物輸送以外に、州際の「イ
ンディアン・パシフック」
「ザ・ガン」
「ザ・オー
バーランド」という長距離旅客列車の運行と、
旅行商品の企画を主な業務としていた。
1992 年に貨物鉄道専門の全国鉄道公社が設
立されると、サウスオーストラリア州やタスマ
ニア州の貨物輸送も全国鉄道公社へ移管が進み、
オーストラリア国鉄の経営は急激に悪化してい
た。
オーストラリア国鉄は多額の負債を抱えてい
たことから、民間活力と競争原理を導入する目
的で、オーストラリア国鉄を民営化することに
なった。
オーストラリア国鉄が民営化される際、タス
マニア州での路線や鉄道車両整備工場も含んだ貨物鉄道事業運営権を、Australian
※

出典：高木茂「オーストラリアの鉄道がわかる本」成山堂書店、1999年3月を基に筆者が作成
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Transport Network に、サウスオーストラリア州の貨物鉄道事業運営権と鉄道車両整
備工場を Genesee&Wyoming Inc に、州際の長距離旅客輸送運営権は Great Southern
Railway に、それぞれ売却される形で民営化が図られた。
オーストラリアでは、連邦政府は州際鉄道、各州政府は州内鉄道というように、
管理・管轄分野が異なる。そのため運賃規制も含めた鉄道事業運営は、州際鉄道と
州内鉄道では全く異なっている。州際鉄道に関しては、1998 年２月に完全に上下
分離経営が実現したことでオープアクセスが実現した。その結果、新規貨物会社の
参入があったことから、鉄道対トラック以外に鉄道会社間の競争が生じるように
なり、メルボルン～パース間の貨物運賃が約 25%も下がった。
州内鉄道に関しても、1995 年の競争原則協定を契機に、各州ごとに上下分離経
営や民営化も含めた鉄道改革が進められるようになる。
州際鉄道のインフラは、オーストラリア鉄道線路事業公社が保有していたため、
州際の長距離旅客列車や貨物列車に対しては、上下分離経営が実施されている。
オーストラリア国鉄の民営化も、ドイツ国鉄の民営化と同様に、オープンアクセ
スが実施されるだけでなく、長距離旅客輸送を担う会社と貨物輸送を担う会社は、
完全に分かれている。オーストラリアもドイツも、長距離旅客・貨物ともに機関車
が牽引することが一般的だが、旅客と貨物では性格が全く異なる。営業方法や運行
速度およびユーザーが希望する時間帯が異なることが、会社を分ける要因だと考
える。
オーストラリア国鉄の民営化とドイツ国鉄の民営化の根本的な違いは、オース
トラリアでは持ち株会社が誕生していないことである。これはオーストラリア国
鉄が存在したといっても、列車運行はサウスオーストラリア州とタスマニア州の
貨物輸送と州際の長距離旅客輸送だけだったことが該当するだろう

11）

。各州の旅

客輸送は、州営鉄道が担当していた。オーストラリアの場合、国土が広いために長
距離旅客の主流は、航空機であった。それゆえ州際の長距離旅客列車の数は、
ニューサウスウエールズ州の州営鉄道が運行している列車を加えても、数えるぐ
らいしかなかったため、各州の州営鉄道との軋轢も少なかった。州際の貨物輸送に
関しては、全国鉄道公社が存在したことも影響している。また州内の旅客輸送も、
オーストラリアには東京のような巨大都市はなく、人口密度も低いため、日本の各
都市圏のように運行頻度も高くなく、貨物輸送との調整も楽である。
オーストラリアの場合も、ドイツと同様に長距離旅客列車を運行する事業者は、
観光事業も合わせて実施している点に特徴がある。
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３）国鉄分割民営化の手直し
1988 年 3 月 13 日に青函トンネルが開通し、上野～札幌間に従来にない豪華寝台
特急「北斗星」がデビューしたところ、１人用の豪華 A 個室寝台“ロイヤル”
（写
真１）やフレンチのフルコースを提供する食堂車が話題となり、寝台券の取得が困
難な人気列車となった。バブル期であったこともあり、翌年には JR 西日本は「北
斗星」を上回る設備を持った「トワイライトエクスプレス」をデビューさせた。こ
の列車では、
“ロイヤル”を上回る“スイート”
（写真２）という豪華な A 個室寝
台が目玉となった。そして同年に JR 東日本は、
「トワイライトエクスプレス」の
“スイート”を更に上回る“エクセレントスイート”と展望食堂車を含む“夢空間”
という超豪華車両を３両、試験的に新製した。

写真 1

写真 2

「北斗星」
「トワイライトエクスプレス」は、バブル崩壊後も豪華設備から売れ
て行く人気列車であった。そこで JR 東日本は、1999 年に全て２人用の A 個室寝
台からなる寝台特急「カシオペア」をデビューさせた。航空機よりも割高であって
も、列車の旅を楽しむという需要を創出したと言える。これらの列車は、寝台券の
入手が困難な人気列車であった。
だが「北斗星」
「トワイライトエクスプレス」は改造車であり、それの種車は製
造されてから 40 年程度経過しており、車両の老朽化が進んでいた。その影響もあ
り、
「北斗星」
「トワイライトエクスプレス」は、2015 年 3 月の北陸新幹線の金沢
開業によるダイヤ改正で廃止された。この改正は、北陸本線の直江津～金沢間が、
県境で３つの第三セクター鉄道に分割させるなどの問題もあった。これらの両寝
台夜行列車は、需要は高くても、新幹線の開業や「並行在来線」として第三セク
ター鉄道への移行など、JR 側の都合で廃止されたと言える。
「カシオペア」は、2016 年 3 月の北海道新幹線の開業に伴うダイヤ改正で廃止
されたが、車齢が 15 年強と耐用年数に達していなかった。幸い、青函トンネル内

- 138 -

ecotran 2018 N0.10

は貨物列車も走行するため、最高速度は 140km/h に抑えられたことから、北海道
新幹線が開業した後も「カシオペアクルーズ」として、
「トランスイート四季島」
がデビューするまでは、ツアー列車として存続していた。
2017 年 5 月 1 日にデビューした「ト
ランスイート四季島」
（写真３）は、３
泊４日のコースは青函トンネルを通
り、登別まで乗り入れている。
「トラン
スイート四季島」は、非電化区間の走
行だけでなく、青函トンネルを含めた
津軽海峡線が、
交流 25KV に昇圧され、
保安装置がデジタル ATC に変わった
写真3

ため、これらにも対応している。

欧州では、高速鉄道を中心に国境を越えたオープンアクセスが進んでおり、魅力
的な事業領域となっている。寝台夜行列車のサービス改善と活性化のためには、
オープンアクセスが不可欠となる。それには JR 貨物と同様に JR 夜行を創設し、
そこが車両の管理と運行を実施するようにさせるか、京都丹後鉄道を創設して、北
近畿たんご鉄道の運行を継続したウイラー・トレインやヴェオリア・トランスポー
ル 12）のように、鉄道を安全かつ安定して運行出来る事業者が担う方法が考えられ
る。
「JR 夜行を創設すれば、国鉄分割民営化の弊害である水平分離の弊害をより顕
在化させる」という指摘もあるが、それに対しては仮称 JR ホールディングスとい
う持ち株会社を設け、６つの地域輸送を行う旅客会社と JR 貨物、そして JR 夜行
を傘下に配置し、この持ち株会社が全体を調整するようにすれば、水平分離の弊害
は緩和できると考える。
仮称 JR ホールディングスは、
各 JR 鉄道事業者間の調整を実施する機関である。
国土交通省などの役員の天下り組織とさせないためにも、メンバーは JR の OB や
学識経験者、大手民鉄の出身者などで構成するようにしたい。
寝台夜行列車を含めた夜行列車の活性化のために市場に参入するのであるから、
JR 夜行の創設はオープンアクセスであると同時に、上下分離経営でもある。
Ⅳ. 並行在来線の活性化と線路使用料の決め方
１.寝台夜行列車復活の必要性
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寝台夜行列車を復活・活性化させる重要な要因として、観光産業の発展、並行在
来線や亜幹線（ローカル線）の活性化、地球温暖化防止、中心市街地の活性化が挙
げられる。その他として、バス運転手の不足もある。
観光産業の発展および並行在来線や亜幹線（ローカル線）の存続・活性化に関し
ては、2013 年 12 月から施行された
「交通政策基本法」
の第三条で定められている。
「交通政策基本法」は理念法であるため、他の法律よりも上位に扱われる。
筆者は『ブルートレイン誕生 50 年』
『寝台列車再生論』では、
「寝台夜行列車＝
観光資源」と位置付けている。
「北斗星」
「トワイライトエクスプレス」
「カシオペ
ア」のような豪華寝台夜行列車は、外国人観光客を誘致する上で重要な観光資源で
ある。
並行在来線の確保であるが、JR 化後に開業した新幹線は、赤字必至の並行在来
線を JR から切り離しても良くなったため、沿線住民は運賃値上げ、輸送の分断な
どに直面している。
赤字必至であるため、JR 時代よりも運賃の値上げが実施され、
その中でも通学定期の値上げは顕著であった。そして県境で会社が変わり、運賃の
細切れが加わる。北陸新幹線の金沢延伸開業時には、県境を境に３つの第三セク
ター鉄道が誕生した。
稼ぎ頭であった昼間の優等列車が廃止された並行在来線には、主にローカル輸
送と貨物列車しか残らない。そうなると、並行在来線を通る寝台夜行列車の運賃・
料金収入は、会社経営を安定化させる上で重要であった。IGR いわて銀河鉄道にヒ
アリングしたところ、
「北斗星」
「カシオペア」の運賃・料金収入は、年間で４億円
以上であった。青い森鉄道にヒアリングしたが、これらに関しては「未公開」との
ことだが、IGR いわて銀河鉄道と同等の収入があると考えられる。
それゆえ寝台特急「北斗星」
「カシオペア」の存続を求め、青森県知事・岩手県
知事・北海道知事の３名は、JR 東日本・JR 北海道、国土交通省に陳情に伺った。
北海道知事が陳情に伺ったのは、北海道新幹線の新函館北斗開業により、赤字必至
の道南いさりび鉄道という第三セクター鉄道が誕生し、
「北斗星」
「カシオペア」が
廃止されると、年間で３億円の減収になることが理由であるが、それ以外に登別温
泉や洞爺湖への観光客数の減少も懸念している。
幸いなことに、JR 東日本は 2017 年 5 月 1 日からは、
「トランスイート四季島」
の運行が開始した。
「トランスイート四季島」の１泊２日コースでは、しなの鉄道
とえちごトキめき鉄道を通過する。３泊４日のコースは、IGR いわて銀河鉄道・青
い森鉄道、そして道南いさりび鉄道を通過して、登別へ向かう。それゆえ「トラン
スイート四季島」は、並行在来線の存続・活性化には貢献しており、しなの鉄道・
えちごトキめき鉄道に対し、ヒアリングしたところ、
「自社に入る金額に関しては、
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JR 東日本との二者協定があるため、
教えることは出来ないが、
悪い数字ではない。
普通運賃と特急料金、そして寝台料金も入る」とのことであった。
えちごトキめき鉄道は、
「
『トランスイート四季島』よりも、定員の多い寝台特急
『トワイライトエクスプレス』
『日本海』
『北陸』
、急行『きたぐに』
『能登』が通過
してくれる方が、定員が多いこともあり、利益率が良い。もし JR が、これらの夜
行列車を復活させる考えがあるならば、積極的に協力したい」とのことであった。
IGR いわて銀河鉄道・青い森鉄道も、
「北斗星」
「カシオペア」が通過してくれる
方が、自社に入る収入が多いという旨を語られた。
このように寝台夜行列車は、並行在来線の存続・活性化に貢献している。地球温
暖化防止に関しては、
「交通政策基本法」の第四条で定められている。
そうなると今後は、自動車や航空機と比較して、乗客１人当たりの CO2 の排出
が少ない寝台夜行列車は、地球環境にやさしい公共交通として、見直されなければ
ならないと言える。
２.線路使用料の決め方
上下分離経営やオープンアクセスを実施するとなれば、線路使用料が重要にな
る。線路使用料の決め方に関しては、一方が高めの料金水準を設定しようとすれ
ば、他方は低めの料金水準を要求するため、理論的・実務的にベストな方法がある
訳ではない。どの方法にも一長一短はあるが、従来の運賃・料金の決定理論が、そ
のまま適用可能ではある。増分費用や回避可能費用をベースに設定している事例
もあれば、二部料金制を採用している事例もある。線路使用料は、鉄道線路サービ
スという中間財・サービスの価格であるため、最終財の価格である運賃・料金にも
大きな影響を与える。また不当な差別を排除した線路使用料制度でなければなら
ない。JR 夜行の経営が成り立つことは当然であり、他の JR 旅客会社が損をするよ
うな決め方は良くない。
JR 貨物の線路使用料は、主に回避可能費用を基に算定されているが、その際の
線路使用料の内訳は、軌道使用料と電気関係施設使用料から成り立っている。線路
使用料は、貨物列車の通過トン数比や速度比を乗じた数値に、インセンティブ１％
と物価上昇率が加わる。軌道使用料とは言っても、トンネルや橋梁など、JR 貨物
の運行とは無関係に発生する費用は、JR 旅客会社が負担している。
ただウイラー・トレインなどが参入を希望した場合、JR 貨物などに課している
回避可能費用に基づいた線路使用料を、他の JR 旅客会社が認めず、割高な線路使
用料を要求する可能性が高い。
表５に線路使用料の決め方とその特徴を示した。
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表５ 線路使用料を決める方法とその特徴
方法
限界費用
増分費用と回
避可能費用

特徴（利点・短所）
社会的効用が最大、当該企業の赤字必至
限界費用に比べると関数ｙ＝ｆ(x)の傾きが緩やか

短所
資源配分上、二部料金よりも劣
る
負担の公平性に問題がある、資
ラムゼー価
本費の大きい鉄道には適用しづ
格
らい
総括原価主義により、二部料金
制に移行しても水道事業では、
企業は収支均衡条件が満たさ
金収入は減らすことは出来な
二部料金
れ、安定的なサービスの供給
い。料金負担が減るユーザーが
が実現
あれば、増えるユーザーもあ
り、ユーザー間の利害得失が生
じる。
既存の鉄道線路の有効活用が
道路混雑に課金する場合、自動
ピークロード
図れる。当該費用を需要者間
車および道路ユーザーから合意
価格
で公平に負担することも可能
形成が困難
最終財の価格設定時に公正報酬
率規制などの平均価格設定が有
効率的費用条件を持つ企業の
効でないと、独占的レントを設
み新規参入するため、最終財
効率的中間財
定する可能性がある。
の生産で費用が最小化され、
価格
有効であっても、アバーチ・ジ
コンテスタビリティー理論と
ョンソン効果や X 非効率などを
両立する。
伴う放漫経営に陥る可能性があ
る
出典：堀雅通『現代欧州の交通政策と鉄道改革』税務経理協会、2000 年を基に作成
平均費用

利点
企業の収支均衡条件は満たさ
れる
企業の収支均衡という制約条
件下での社会的余剰を最大化
する

実用例
二部料金の従課料金の
部分
アムトラック、カナダ
鉄道旅客輸送会社、JR
貨物の通行料
運賃・公共料金など
電気料金（企業向けと
家庭向け）
クラブ財（デマンド型
公共交通）
ユーロトンネルの使用
料
電気・ガス・水道など
に有効

機会費用を線路使用料
にプラスしている。機
会費用は、タクシー運
賃で適用

ドイツ国鉄の改革により誕生した長距離旅客輸送を担う事業者や、オーストラ
リア国鉄を民営化する際、長距離部門を購入した Great Southern Railway も観光部
門を所有している。これは長距離列車の運行だけでは経営的に苦しいための処置
と考えられる。
日本で JR 夜行を創設した場合、ビジネスマン向けの「サンライズ瀬戸・出雲」
を利用した出張商品や、海外からの訪日旅行商品などは、JR 夜行が販売すること
が考えられる。
３.JR 夜行の線路使用料を決めるには
かつてオリエント急行を運営していたワゴン・リー社は、通過する欧州各国の鉄
道に対し、牽引キロ数、車軸キロ数に基づいて算定される列車牽引料という形で、
線路使用料を払っていた。列車牽引料は、均一の従量料金であったため、列車が運
行されなければ支払う必要はなかった。
表２、表３で示したように、筆者は寝台夜行列車を分類した場合、
「市場の失敗」
と「交通調整」
、
「市場制約的上下分離」に該当すると考える。その際、旅行センター
などの旅行部門が全面的に JR 夜行に移管されるのであれば、JR 夜行が他の JR 旅
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客会社に支払う線路使用料は、平均費用をベースに決めても良いと考えるが、他の
JR 旅客会社にとっても重要な収入源である旅行業を全面的に手放すことに同意が
得られるとは思えない。
そうなると線路使用料は、アムトラックや JR 貨物に適用されている増分費用と
回避可能費用をベースに決めることが望ましい。この場合、
「北斗星」
「トワイライ
トエクスプレス」
「カシオペア」などの豪華寝台列車は、新幹線開業などに伴い廃
止されたが、廃止される前も根強い人気があったし、新幹線の利用者層と寝台夜行
列車の利用者層では、利用目的からして大きく異なる。それゆえ筆者は、新幹線と
寝台夜行列車は、共存出来ると考えている。また「サンライズ瀬戸・出雲」は、根
強い人気があることに加え、夜行高速バスが堅調なことから、潜在的な夜行旅客需
要は多いと言える。
JR 貨物に関しては、産業構造が軽薄短小型へ変化したことから、鉄道輸送に適
した貨物が少ないことに加え、人口減少や多頻度小ロットの物流が主流となり、鉄
道貨物輸送が大幅に伸びる要素は少ない。
それゆえ JR 夜行の方が JR 貨物よりも将来性があると考えており、他の JR 旅客
会社も夜行列車が走行すれば、夜間に駅員を配置するなどの経費を要することも
あり、インセンティブは JR 貨物に課している数値よりも、もう少し高めの数値を
設定すれば良い。
但しアムトラックは、バーリントン・ノーザン・サンタフェ鉄道やユニオンパシ
フィック鉄道などの貨物会社の線路を借りて運行する上、米国では日本のように
通勤に鉄道が占める割合は高くない。
貨物と旅客では到着希望の時間帯が異なり、朝 6:00 台になると日本では通勤輸
送が始まる。地方都市であればダイヤにゆとりがあるため、寝台夜行列車を入線さ
せることも出来るが、東京・大阪などの大都市圏では、通勤輸送に比重を置かざる
を得ず、7:00～9:00 までの入線は、非常に困難である。この場合、効率的中間財価
格形成ルールも併用する必要がある。他の旅客会社は、寝台夜行列車が入線するこ
とで、それだけ収入の機会が失うため、それを線路使用料に加算するという考え方
である。
但し効率的中間財価格形成ルールも用いるとなると、線路を保有する他の JR 旅
客会社と JR 夜行との公正な競争を確保するため、内部補助のない線路使用料を設
定する必要がある。
それを回避するためにも、上限下限設定方式も加味して、お互いに利益が出るよ
うに上限と下限の間で調整すれば良いだろう。
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その点でドイツでは、持ち株会社である DB の旅客・貨物の持ち株会社である
DB モビリティー＆ロジスティックスが、各事業者間の調整を行っている。
このような制度は、参考になるのではなかろうか。
おわりに
寝台夜行列車を復活させる必要性は、観光客の誘致による観光産業の活性化、並
行在来線の存続・活性化、中心市街地の空洞化防止、航空機や高速バスから CO2
の排出が少ない寝台夜行列車へのモーダルシフトが目的である。
さらに「豊富な選択肢の提供」と「バス運転手の不足」も挙げられる。これは交
通政策基本法の第五条でも定められている。
街づくりに関しては、交通政策基本法の第六条で定められており、寝台夜行列車
の復活を通して中心市街地の活性化が摸索されることを願いたい。
国鉄の分割民営化という水平分離では、
何処のJR 旅客会社にも利点がないため、
存続・活性化させるには、従来の枠組みでは困難である。そこで JR 夜行の設立や、
ウイラー・トレインのように安全かつ安定して運行出来るノウハウを持った事業
者の参入が不可欠となる。さらに水平分離の弊害を少しでも緩和させるため、ドイ
ツ国鉄の分割民営化時に実施されたように、持ち株会社を設けて、その傘下に JR
各旅客会社と JR 貨物、そして JR 夜行が創設されれば、JR 夜行も配置するように
したい。線路使用料に関しては、どの方法にも一長一短はあるが、JR 貨物の増分
費用と回避可能費用を基にする。
だが潜在的な夜行旅客需要が見込めるため、JR 貨物よりも将来性があることも
加味して、インセンティブは JR 貨物よりも高めに設定すれば良いだろう。また朝
夕のラッシュ時に大都市圏で運行する時は、効率的中間財価格形成ルールも活用
すれば良い。そして JR 夜行、他の JR 旅客会社ともに利益が出るように上限下限
設定方式も加味し、上限と下限の間で調整するようにしたい。
それには DB モビリティー＆ロジスティックスのような持ち株会社を設け、JR
夜行も含めた JR 各社の調整を実施しなければならない。
さらに「ななつ星 in 九州」などのクルーズトレインの人気が高いことから、ノ
ウハウをフィードバックさせ、大阪～鹿児島間、東京～鹿児島間、東京～札幌間、
大阪～札幌間で寝台夜行列車が復活することで、並行在来線である各第三セク
ター鉄道の活性化にも繋がる。また「トランスイート四季島」や「トワイライトエ
クスプレス瑞風」は、動力分散方式が採用されており、加減速性能が機関車牽引の
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客車列車よりも優れている上、上野駅などは客車列車の運転に適さない構造であ
ることから、今後の寝台夜行列車を復活させる際の参考になる。
さらに先頭の展望ラウンジには、冷暖房などの電気を賄うディーゼル発電機が
搭載されているが、ラウンジ内の静寂性は担保されていた。特に「トランスイート
四季島」に関しては、全くと言っても過言ではないぐらい静寂であり、
「北斗星」
を復活させる際、
“スイート”
“ロイヤル”などの上級 A 個室寝台を設けても良い
水準が維持されていた。
こう考えると寝台夜行列車は、潜在的な需要が期待出来るため、決して過去の公
共交通ではない。それゆえ「観光立国」
「地方創生」を目指すのであれば、
「上下分
離経営」
「オープンアクセス」で、寝台夜行列車を復活させたい。
【注】
1）
「上下分離政策の市場的背景と政策的意義」成城大学『経済研究』第 158 号、PP45-72 を参
照されたい。
2）同上
3）
「意識の“上下分離”の必要性‐鉄道存続・活性化運動に携わって」
『ニューズレター』2007
年交通権学会
4）
「意欲の上下分離による地方鉄道の活性化」
『交通権』NO26、PP73～88 を参照されたい。
5）
「上下分離政策の市場的背景と政策的意義」成城大学『経済研究』第 158 号、PP56～66 を
参照されたい。
6）西欧の主要国間の高速鉄道会社が、既にフランス国鉄、ベルギー国鉄、ドイツ鉄道などに
より、共同で所有・運行されている。この状況で国際旅客輸送が市場開放されても、新たな
参入が生じて競争が起こるとは容易には想像しにくい。
7）ドイツでは、原則として鉄道の路線のある所ではバスの営業が認められない。日本ではバ
ス事業者は高速道路料金を支払わなければならないが、ドイツでは高速道路は無料である。
それではイコールフッティングな競争が出来なくなるため、ドイツではバスが規制される。
結果的に旅客を鉄道に誘導している。
8）現在では、旅客列車を運行する事業者の数は減少傾向にある。
9）福井義高『鉄道は生き残れるか』中央経済社、2012 年８月の P56 を参照されたい。
10）ヨーロッパ内で、最大の旅客輸送のプロバイダであり、バスや電車は年間で 15 億以上の
乗客を輸送している。クロアチア、チェコ、デンマーク、ハンガリー、イタリア、マルタ、
オランダ、ポーランド、ポルトガル、セルビア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェー
デン、英国など、15 の欧州諸国で重要な存在となっており、約 55,900 人の従業員を抱えてい
る。
オーストラリアでは、連邦発足以来、鉄道に関しては基本的に州政府が所管している。その
ため連邦政府の権限は非常に限られており、全国的かつ統一的な政策決定は行われづらい。
そんな中、1972 年に労働党のウィットラム政権が誕生し、
「全豪規模での統一的な鉄道輸送
の実現」
「鉄道行政の権限を州から連邦への委譲」を打ち出した。
だがこれに応じたのは同じ労働党政権であり、鉄道事業の負債に苦しんでいた南オーストラ
リア州（近郊旅客輸送を除く貨物輸送と郊外旅客輸送）と貨物輸送しか行っていなかったタ
スマニア州だけだった。全豪規模とはならなかったが、ウィットラム政権は 1975 年にオース
トラリア国鉄を設立することで、連邦政府が鉄道事業に主体的に係わるようになる。後にオー
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ストラリア国鉄は、サウスオーストラリア州の郊外旅客輸送から身を引く。
11）シドニー～首都のキャンベラ以外にビクトリア州のメルボルン、クイーンズランド州の
ブリスベーンなどを結ぶ長距離輸送は、
「Country Link」という名称でニューサウスウエール
ズ州の州営鉄道が運行している。そのためオーストラリア国鉄が運行していた州際の長距離
旅客列車は、
「インディアン・パシフィック」
「ザ・ガン」
「ザ・オーバーランド」となる。
12）Veolia Transpot は、ヨーロッパ内で最大の旅客輸送のプロバイダであり、バスや電車は年
間で 15 億以上の乗客を輸送している。クロアチア、チェコ、デンマーク、ハンガリー、イタ
リア、オランダ、ポーランド、セルビア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、英国など、
15 の欧州諸国で重要な存在となっており、約 55,900 人の従業員を抱えている。欧州以外に
も、オーストラリアやソウル地下鉄９号線、香港の二階建てトラムなどの運行を手掛けてい
る。
（参考文献）
堀雅通『現代欧州の交通政策と鉄道改革』税務経理協会、2000 年４月
川尻亜紀「オーストラリアにおける鉄道の現状と課題」
（前編）
『運輸と経済』第 60 巻９号、
2000 年、同（後編）
『運輸と経済』第 60 巻 10 号、2000 年
斎藤峻彦「上下分離政策の市場的背景と政策的意義」 成城大学『経済研究』第 158 号、PP4572、2002 年
桜井徹「ドイツの鉄道改革と上下分離」
『運輸と経済』第 63 巻３号、PP17～26、2003 年
堀雅通「スウェーデンとイギリスの上下分離による鉄道改革の比較」
『運輸と経済』第 63 巻
３号、PP27～33、2003 年
堀雅通「鉄道の上下分離と線路使用料」
『高崎経済大学論集』第 47 巻第１号、PP45～57、2004 年
堀雅通「公企業改革としてのドイツの鉄道改革」
『観光学研究』第７号、東洋大学国際地域学
部国際観光学科、2008 年３月
堀内重人「
『意欲の上下分離』による地方鉄道の活性化」
『交通権』NO26、PP73～88、2009 年
3月
堀内重人『ブルートレイン誕生 50 年-20 系客車の誕生から、今後の夜行列車へ』㈱クラッセ、
2012 年１月
福井義高『鉄道は生き残れるか』中央経済社、2012 年８月
堀内重人『寝台列車再生論』戎光祥出版、2015 年７月
堀内重人『観光列車が旅を変えた』交通新聞社、2016 年 12 月
堀内重人『地方鉄道再生のカギを握る、並行在来線の現状と活性化策』都市問題、Vol。109
柳川隆・吉野一郎・播磨谷浩三・岡村薫「旅客鉄道の生産性と幹線旅客鉄道におけるモード
間競争」http://www.jftc.go.jp/cprc/reports/index.files/cr-0209.pdf
国土交通省「主要国運輸事情調査‐ドイツ(2008 年度版)‐」
http://www.mlit.go.jp/common/000112732.pdf
ドイツ鉄道 HP http://www.deutschebahn.com/en/start.html
DB Mobillity Networks Logistics HP
http://www1.deutschebahn.com/file/3280424/data/2012_duf_en.pdf
堀内重人「四季島・瑞風のノウハウは夜行列車に使える」東洋経済オンライン
https://toyokeizai.net/articles/-/229333
（資料）
前田善弘「意識の“上下分離”の必要性――鉄道存続・活性化運動に携わって」
（交通権学会
ニューズレター）
、2007 年
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ローカル鉄道奮闘記
既成概念との闘いの 9 年間

鳥塚 亮 Torizuka Akira※
はじめに
私は公募の社長として 2009 年 6 月にいすみ鉄道の代表取締役社長に就任し、
2018 年 6 月に退任するまで、丸 9 年間「いすみ鉄道を廃止にしない」という使命
のもと、その方法としていすみ鉄道というローカル線のブランド化を行い、それと
同時に地域のブランド化を行ってまいりました。
今、日本全国の田舎が活性化に取り組む中で実際に結果が出ている所は少ない
と感じていますが、そんな中で、いすみ鉄道沿線地域はここ数年で急速に全国区に
なり、たくさんの人々が観光に訪れるようになりました。
これはいすみ鉄道効果であると各方面から大きな評価をいただいておりますが、
正直申し上げまして、いすみ鉄道は基本的には赤字会社です。
どんなに努力しても会社単体では黒字になることはとても難しいことでしたが、
ただ、その赤字を地域が受け入れることができるかどうかという観点から申し上
げれば、私が就任した 9 年前の時点では「赤字だから廃止にしろ。
」という世論が
過半数を占めていましたが、今では「赤字だけど必要だ。廃止にしてはならない。
」
という意見がほとんどになりましたので、私は公募社長としての自分の使命であ
る「いすみ鉄道を廃止にしない。
」という目的は達成したと判断し、取締役の任期
満了をもちましてこの 6 月に退任させていただいた次第であります。
今回、私の 9 年間の取り組みにつきまして執筆のチャンスをいただきましたの
で、在任中に経験した様々な問題点と、それをどうして乗り越えてきたのかという
点につきまして記述させていただきたいと思います。
１．ダメになる会社、衰退してきた地域の根幹にあるもの
まず最初にダメ出しをさせていただきます。
一般にダメになる会社の問題点というのはいろいろあります。
「ダメな経営陣」
や「ダメな幹部」が方向性を示すことができなかったり、
「意欲のわかない職員」

※

前いすみ鉄道代表取締役社長, NPO 法人おいしいローカル線をつくる会代表理事
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たちが目的もなく時間つぶし的な非効率的仕事をしているなどがよく言われてい
ます。
ローカル鉄道というのは一言でいうと「何十年も業績が上がらないダメな会社」
です。そして、そのダメな会社にはダメになる理由が存在するのです。
その理由というのは何かと申し上げますと、一般論として上記に挙げたダメな
経営陣であったり、ダメな職員であったり、つまり「人」の問題です。
田舎の町が廃れていく、つまりダメになっていくにはやはりそれなりの理由
がって、人口減少とか一次産業の衰退だとか、いろいろ言われてはおりますが、一
番の原因というのは人であり、つまり、長年その町に住んできた人たちが、その町
を今の姿にしてしまったわけですから、今そこに住んでいる人たちには、いまさら
その町をどうすることもできないのです。
それが「若者、よそ者、ばか者」といわれるゆえんであり、長年その町を牛耳っ
てきたおじいさんたちには、どうすることもできないのですが、ローカル鉄道とい
うのも全く同じで、人口減少だとか車社会だとか言われてはおりますが、本質はそ
ういうことではなく、その会社を構成する経営者だったり取締役会だったり、ある
いは従業員であったり、またはそれらすべてが複合的に作用して、ローカル鉄道会
社をダメにしてきているのであり、
「少子化で高校生の数が減っている。
」とか「並
行してバスが走っている。
」などというのは言い訳に過ぎないのです。
◇
都会の会社にお勤めの皆様にはお分かりいただけると思いますが、世の中は常
に変化しています。去年までの主力商品が今年はパッタリと売れなくなるなんて
ことは日常茶飯事です。そんな時に「世の中が変わったから。
」などと言って売れ
なくなった理由をお客様に転嫁しているような会社は一つもありません。
どんな会社も時代に合わせて提供する商品を変えて、お客様に選択していただ
けるように最大の努力をしているのが当たり前の姿です。百年も続く老舗企業と
いうのは、商品はもちろんですが、時代に合わせて業種や業態を変えて生き延びて
います。
ところがローカル鉄道やそれが走る田舎の町というのは、考え方や方法に旧態
依然とした体質が残っていて、それを取り除いて、あるいは発想を変えて前に進ん
でいくという姿勢がありません。これでは世の中から取り残されてしまって生き
残っていくことはできないのです。
よく、田舎のおじいさんたちが「昔はよかったんだぞ。
」というのはまさしくそ
れで、
「では、今、どうしていくのか。
」というアイデアがない。
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地方創成が全国的に叫ばれる中、表面的な掛け声ばかりが先行し、本質的なとこ
ろでは何も変わっらない、あるいは変わりたくないというのが全国共通の現状で
すが、ローカル鉄道も全く同じで、会社や地域が衰退してきた根幹にあるものにメ
スを入れることなくして存続や再生などはあり得ないと私は考えています。
２．第 3 セクター鉄道の抱える問題点
「人」の話を続けます。
第 3 セクター鉄道という会社は株式会社を名乗ってはいるものの、一般的な株
式会社とは程遠い姿をしています。
例えば、社長は歴代県知事だったり地元の市長さんだったりして、会社には姿を
見せない「充て職」です。公的使命を持つ会社では多くがこのようにトップが充て
職で、実際に采配を振るっているのは副社長であったり専務であったり、呼び方は
様々ですが、充て職社長が君臨する公的機関を退職した人を定期的に派遣してい
るのが実情です。
いすみ鉄道も千葉県の県庁職員の退職者を 2～3 年の任期で副社長や部長職とし
て派遣する体制が会社設立以来 30 年にわたって続いています。こういう体質の会
社では基本的にトップで采配を振るう行政の退職者は 2～3 年の任期であり、その
人にとっては人生最後のお仕事でありますから、そういう人たちは心境としてで
きるだけ穏便に自分の任期中を過ごすことだけを考えるのが世の常です。
いすみ鉄道の場合も、歴代のトップが 2～3 年の任期でありますから誰一人とし
て長期的戦略でものを考える人がいない状態が 20 年以上続いてきたわけですから、
例えば社員教育や研修などということも直接的には当該年度の経費の対象になる
だけで、その効果が出るのは数年先ですから誰も具体的に社員研修などを行って
きていませんでした。
乗務員の養成などはそのよい例で、会社発足から 20 数年間でプロパー職員の養
成はわずか 2 人しか行っておらず、あとはすべて JR からの派遣で賄ってきていま
した。
主役の乗務員ですらそういう状況ですから、内勤社員の採用や研修などは皆無
で、１年契約の嘱託職員が正社員になることなく 15 年以上も嘱託として継続雇用
されていたり、1 人の職員が 10 年以上経理を担当するなど、まともな株式会社で
あればとても考えられないような実態が、そういう退職者雇用の幹部職員の管理
下で誰一人疑問に思うことなく、または疑問に思ったとしても口に出すことなく
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放置されていて、そのうちその幹部の任期が終了し別の人間が県から派遣されて
きてさらに放置されていくということの繰り返し状態でした。
事実、私の在任期間中でも 3 名の部長職が県の退職者の中から選定されて次々
と送り込まれてきましたが、使い物になったのは最初の方だけで、あとの 2 名は
全く鉄道の素人で、管理職経験のない人間もいましたから即戦力としては使い物
にならない人間でした。
つまり社長といえども幹部の人事権がないわけです。もっとも、その県庁の方
も、いすみ鉄道の場合は千葉県交通計画課が担当なのですが、交通計画課の課長さ
んが 9 年間に 7 人も変わるようですから実にお寒い状況で、その度に新任者が数
字だけ見て「ちゃんとやってるか？」とご指導が入るという体質は、結局最後まで
変わることはありませんでした。
◇
株式会社の意思決定機関は取締役会ですが、第 3 セクター鉄道の場合は取締役
会も硬直化しているところが多いのではないでしょうか。
いすみ鉄道の場合は千葉県総合企画部長、銀行の専務さん、沿線各自治体の市長
町長さんたちが取締役ですが、8 人の取締役のうち 7 人が社外取締役です。
そういう状況は株式会社としては異常な状態で、つまり社長が必要に応じて会
社内で取締役会を招集できる状態にありませんから、会社の方針や物事を決める
ことができない体質なのです。
もっとも、充て職の皆様方ですから、代理を出させるなど具体的な方法を選択し
ていただければそれでもよいと思いますが、いすみ鉄道の場合はそういうことも
行わず、結局最後の最後まで「すべては取締役会の議決を経て」という方針が徹底
されましたから、旧態依然とした自分たちのやり方を改めることなく、公募の社長
にすべての責任を押し付けるタイプの「経営」が行われてきたことになり、社長の
私としては実に苦慮したところであります。
こういう田舎特有の独特な人的体質がご都合主義で放置されていて、社長とい
えどもなかなかメスを入れることができないなか、味方になって背中を後押しし
てくれたのはマスコミの方々であり、利用者の方々でしたので、とてもありがたい
援護射撃をいただきましたことを感謝いたしております。
３．鉄道会社としての問題点
さらに「人」の問題を続けます。
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第 3 セクターという会社組織の問題点は上に述べたようなものですが、鉄道会
社という組織にもいろいろな問題点があります。
本会報の読者の皆様方は鉄道業界に長く貢献されてきている方々が多いと感じ
ておりますが、一つの業界に長く身を置くということは、それだけである種特殊な
ことであり、いわゆる世間からかけ離れた考え方が当然のように常識となってい
るところもあると思いますし、それにお気づきでないということが多々あると思
います。
これは一般社会と鉄道会社の思考のかい離であり違和感なのですが、私が在職
中に感じていたその違和感をお話しさせていただきます。
◇
まず、鉄道会社というのは基本的に優秀な人間の集まりです。採用試験はもちろ
んですが、入社後も各種資格試験などを通過することが求められる職場ですから、
ある程度の頭脳の持ち主でなければ勤まらない仕事です。
では、その優秀な人間とはいったいどういう種類の優秀さなのでしょうか。学校
の授業時間で考えると私たちが育った昭和の時代は、先生の言うことをよく聞い
て勉強ができる子が優秀とされてきました。
その勉強というのは国語、算数、理科、社会であり、あるいは英語といった学問
であり、そういう子供たちが社会で重宝がられるという仕組みがありました。
鉄道会社の職員に求められる優秀さというのも、教官の言うことをしっかり聞
いて、試験に合格することが求められるわけで、その試験というのは決められたこ
とを決められた手順で決められた通りにきちんと実施することが合格することに
なります。
つまり、鉄道会社というのは決められたことを、決められた通りに、きちんと実
施することに長けた人たちの集団であって、職員にはそういう意味の優秀さが求
められるのです。
◇
いつだったかある鉄道会社の教育担当と話をしていた時に、こんなことを言わ
れました。
「大学卒の人間は教育が難しい。赤信号でも止まらないんだ。
『なぜ止まらない
のか』と聞くと、
『いや、もうじき青になります。
』と答える。そうじゃないんだ。
『赤信号は止まれなんだ。
』ということがわからない。
」
その教育担当の方はそう言っていました。実際の線路を走っているといろいろ
な状況があるでしょう。例えば先行列車が前につかえている。でも、その先行列車
は次の駅で側線に退避するから、間もなく信号は開通するだろう。そういうことを
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見越して「もうじき青になります。
」と思うかもしれないが、もっとシンプルに「赤
信号は止まれ」ということを覚えなければならないのが鉄道会社の職員に求めら
れることなのです。
つまり、余計なことは考えてはいけない。これが鉄道会社の教育方針で、そうい
う教育を受けて、長年「決められたことを、決められた通りに、きちんと行う」と
いう仕事をしてきているのが鉄道会社の特徴であり、職員にはそういう特殊な思
考回路があるのです。
そういう人たちは、その同じ分野で定年まで仕事をして行く分には全く問題あ
りません。基本動作を励行して安全運転に努めていただければそれで十分なので
ありますが、ことローカル鉄道に関して言えば、安全に正確に、決められたことを
決められた通りにきちんと実施してきて、その結果として会社がなくなっている
のが現状なのです。
つまり、そのやり方で長年やってきて仕事がなくなっているのですから、やはり
そのやり方は変えなければならないのです。
「いや、それはできません。
」
「どうして？」
「○○という規程があります。
」
私が改革を開始した当初、社長と社員の間でこういう会話は日常茶飯事でした。
その社員というのは鉄道生え抜きで、この道一筋のベテランです。
よくそんなに出てくるなあと思うほどできない理由を次から次に並べて「いつ
もと違うことはできない。
」と言い張るのです。
そういう時、私は常にこう言いました。
「できない理由を並べるな。
『できない』って言うだけなら中学生でも言えるだ
ろう。どうしたらできるようになるか、それを考えるのがプロの仕事だろう。
」と。
とにかく部長や課長といった長が付くタイトルの人たちでさえ、
「いや、それは
できません。
」
「それは無理です。
」とすぐに口を尖らせるのが鉄道会社の特徴で
しょうね。
でも、そんなことを言っていたら何も始まらないのです。安全な輸送に徹してい
れば自分たち責任が果たせるなどというのは幻想であり、安全な輸送は当然のも
のとして、そのうえでプラスアルファとしてどういったサービスを提供するかが
お客様に選択していただける重要なポイントなのです。
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でも、学校を出てから初めて入った会社が鉄道会社で、長年鉄道一筋でやってき
た人たちは、急に「では、どうするか？」と問われても、社会人になってから自分
でものを考える訓練がされていませんから知っている答え以外の答えを選択する
ことができません。
別の言い方をすると、自分で物事を考えて自分の判断で実行するということが
全くできない人たちの集まりが鉄道会社なのです。
緊急事態の取り扱いなどは実にきびきびと的確に行います。でも、それはすべて
あらかじめ答えが用意してあって、その答えにできるだけ早く正確にたどり着く
ように日々訓練されているからきちんとできるのです。
長年鉄道現場一筋でやってきて、管理職になっていきなり社長から「さて、どう
するか自分で考えろ。
」と言われたところで、どうして良いのかわからないのです。
だから社長が次に何を言い出すか不安になる。そういう不安を取り除いて、のび
のびと働いていただくためにリラックスさせるという小学生の先生のようなこと
も実は社長の大切な仕事だったんです。
◇
学校時代の話に戻りますが、今の時代は多様性の時代です。
優秀なのは学問ができるばかりではありません。運動が人より長けていたり、絵
がかけたり、歌が上手だったり、今はいろいろな部分で活躍することができる時代
であり、優秀さというのもいろいろあるわけです。
鉄道会社の社内だけで通用するような常識はもはや世間の非常識という時代で
す。鉄道会社には思考の面で陥りやすい罠があり、鉄道会社の人材は少なくともそ
の部分に気が付く必要があると私は考えます。
４．周囲が応援してくれるありがたさ
組織がダメ、働いている人も問題あり、そして赤字。こういう会社でもありがた
いことにローカル鉄道会社に周囲の人たちは温かい声援を送っていただけるもの
です。一番大きな力となったのはこういう周囲からの応援でした。
まず最初は地元と皆様方の応援です。いすみ鉄道のような国鉄の特定地方交通
線を引き継いだ第 3 セクター鉄道というのは、今から 30 数年前に国鉄が JR にな
るときに「赤字だから引き継げないよ。
」と言われた路線です。
国鉄ということはつまり国です。国が 1980 年代初頭に全国 80 数路線の沿線地
域に向かって「お前たちのところには鉄道なんかいらないんだ。バスで十分だ。
」
と宣言した時代がありました。
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今、いすみ鉄道のように旧国鉄の赤字ローカル線はがんばって走っているのは、
地元の人たちが国の意に反して「冗談じゃない。国がやらないんだったら俺たちが
自分たちでやるんだ。
」と言って線路を残したところなんです。
これが第 3 セクター鉄道のスタートでした。だから、沿線住民の方々の熱意が
すごい。
いすみ鉄道の場合は駅構内の掃除や線路の草刈り、菜の花の植栽など、地域の人
たちがすべて行ってくれています。そういう汗を地域住民の皆様方がかいてくれ
ているわけですが、汗ばかりではありません。
「国の意に反した」のですから、実
は創業以来毎年の赤字も自分たちの財政で補てんしてきてくれているのです。
今は上下分離という形になりましたが、つまり汗ばかりでなく血も流してくれ
ているのが地域なんですね。
私がいすみ鉄道の社長に就任するずっと以前から地域の皆様方はこのようにい
すみ鉄道を守る活動をしてきてくれていますが、社長に就任した夏には「いすみ鉄
道応援団」を結成してくれて、さらにその活動の幅を広げていただきました。
◇
また、マスコミの皆様方も応援していただきました。
とにかくたくさん取材にいらしていただいて、とにかくたくさん記事や番組、レ
ポートにしていただける。
これはなぜかといえば、ローカル線やその沿線地域には都会の人たちが憧れる
非日常感満載のコンテンツがたくさんあるからです。
田舎の人たちが、自分たちは当たり前だと思っている何気ないことでも、都会人
の目から見たら素晴らしいものであり、あこがれの対象となりうるということが、
たくさんのマスコミの皆様方に取材にいらしていただけるということとなり、田
舎というところは上手に売り込むことができれば立派に一つの商売ができる、
「こ
れがブランド化だ」
、と私は考えるようになりました。
５．制度の壁に直面する
ローカル鉄道は速度の遅い列車が田園風景の中をのんびりと走る印象がありま
す。
ところが、鉄道でありますから法律のもとで管理されているわけで、その法律と
いうのが東京の地下鉄も、15 両編成の郊外電車が時速 100 キロで走るのも、ロー
カル線の列車がのんびりと走るのも同じ法律のもとで運営が行われています。
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ということは安全対策など、ローカル線には不要と思われるような高度な設備
も同じように求められるのです。
ここに、近年ローカル線が経営的に立ちいかなくなる一つの原因があると私は
考えています。そして、その国の法律を司るのが国交省ということになります。い
すみ鉄道で私が新しいことをやろうとすると、そのほとんどすべてで障害となる
のがこの国交省でした。
例えば、皆様ご記憶かと思いますが、いすみ鉄道の自社養成乗務員訓練生という
制度です。訓練費用 700 万円を自己負担して一般社会人から広く乗務員を募集し
ようという、おそらく日本の国始まって以来の新しい取り組みでしたが、これに
「待った」がかかりました。
私が就任してすぐ、2009 年秋のことでしたが、当時直面していたのは乗務員不
足であって、現役の乗務員が皆 50 代後半から 60 代前半で、このままで行ったら
数年後には列車の運行ができなくなるという状況でした。
ところが、明日をも知れぬ運命のローカル線が、若い職員を採用することなどで
きませんから、大きな壁にぶつかっていたのです。
そこで、私が考えたのが広く運転士候補者を一般から募集することでした。私は
昭和 35 年生まれですが、ちょうど学校を卒業する時に国鉄改革があって何年も国
鉄が新規採用の門戸を閉ざしていた時代がありました。
私も当時国鉄に入りたいと考えていましたが入れなかった人間です。同じよう
な人たちがもしかしたら世間にはたくさんいるのではないか。そう思って、広くそ
のような人たちを募集してみようかと考えたのです。
ところが、この提案に運輸局はよい顔をしませんでした。
「そんなことをして安
全性が保たれるのか」などなど、こちらから見れば難癖と思われるような「できな
い理由」を並べたてて OK してくれなかったのです。
約 3 か月間、会社と運輸局との間で、ああでもない、こうでもないというやり取
りが続きました。そして、その結果として、
「運輸局では判断できないので、本省
へ送ります。
」というのが結論でした。
ところが、面白いことに本省は翌週すぐに OK をくれたのです。
「なぜ、やらせ
ないのか。
」と。
この時、私は気づきました。運輸局というのは現行制度や法律をきちんと守らせ
て監督するところなのですが、本省というのは制度をつくるところなのです。
つまり、相談するところが間違っていたのです。鉄道会社の相談窓口は通常は運
輸局ですが、何か新しいことをやろうとした場合、運輸局では判断できないのです
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ね。だから、いちいち運輸局の担当窓口に相談していたのではいつまでたってもら
ちが明かない。つまり時間の無駄なのです。
ところが、その運輸局の担当窓口をスキップして直接本省と交渉する鉄道会社
は一つもありません。そういう監督システムになっていないからです。
ところが私が鉄道業界とは全く門外漢の公募社長ですから、そんなことすら知
りません。何も臆することなく監督官庁の窓口の担当者に向かって「どうしてでき
ないのですか？」などということを聞くわけです。
おそらく担当の方々は相当困惑されたと思いますが、これも公募社長だからで
きる突破口だったのだと考えております。
◇
このようにして、いすみ鉄道の自社養成乗務員訓練生はスタートしたわけです
が、考えてみれば日本の国で資格を取得して職業に就くという制度は、たいていの
場合、まず最初に自分のお金と能力と時間を使って資格を取るわけです。
弁護士も医者も会計士も、そういう仕組みで職業に就きます。交通機関でもタク
シー、バス、船舶、航空機とほとんどすべての資格を自分で取得することができま
すし、その資格を取得したうえで職業に就くということが一般的です。
ところが鉄道だけはそれができないのです。鉄道の運転士になるためには、まず
鉄道会社の職員にならなければならない。これは免許取得の条件として存在して
いるわけで、つまり、鉄道だけが特殊な世界なのです。
だから私は世間一般の資格制度と同じように鉄道の乗務員も自分で資格を取れ
るようにしたという、ただそれだけのことなのですが、そういうことすら硬直化し
た鉄道業界では廃案として扱われるのです。
こういう考え方をそのままにしておいては、ローカル線の再生などは掛け声だ
けで、実際には絵に描いた餅ということなのですが、2009 年の時点で日本人の世
論は全く成熟していなかったのです。
◇
今でも「不思議だなあ。
」と思うのは、運輸局の試験官は電車の運転をしたこと
がない人たちです。そういう人たちが安全性がどうだとか論じるわけです。そして
合格不合格を決めるという制度は実に不合理な試験制度です。
私は自分で航空機の操縦訓練を受けた経験がありますが、航空機は 16 歳で免許
取得ができます。試験官はすべて航空機の操縦資格を持っている人たちです。国交
省という同じ官庁でありながら鉄道と航空ではこんなに違うのです。
大手なら自社で訓練設備があるでしょうが、中小鉄道ではそんな設備はありま
せんから直接局の試験を受けなければなりません。
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自動車の免許で言えば、教習所へ通うことなく直接試験場へ行って一発受験を
するのと同じ制度です。そして、その試験場の試験官が車の運転の経験をしたこと
がない人ばかりなのですから、これは制度としておかしいと私は考えていますが、
実際にはこの制度を改める動きは全くありません。
「自分たちのやることに文句を
つけるな。
」というのが御上の考え方であると言われても反論できない状況が放置
されているのも、地域鉄道の現状なのです。
６．地域の価値を理解する人たちが集まってくるしくみ
このようにローカル鉄道というのは、会社組織がダメ、地域の考え方もダメ、働
いている人たちも新しいことをやろうとしない、監督官庁も実際問題として自分
たちの制度を改定しようとしないという八方ふさがりの状況で、私は公募社長と
して「こんな状況を放置しておいて俺に何をやれというのか。
」と憤慨しておりま
したが、そんな中でもいすみ鉄道で働きたいという人たちが少しずつ集まってき
てくれました。
自分で訓練費用を払って運転士になりたいという人もそうですが、観光列車の
アテンダントさんや売店のスタッフなども、皆さんローカル鉄道で働くことで地
域貢献したいという人たちが集まってきてくれたのです。
そしてそういう人たちは今までの人とは違って高い志を持っていますし、ロー
カル鉄道に大きな可能性と夢を抱いている人たちです。一つの物事を一方ではな
くいろいろな角度から見ることができる人たちですから、ダメな地域もダメな会
社も、彼らにとっては希望と可能性の宝庫です。そして、そういう人たちがいすみ
鉄道をどんどん変えていってくれたのです。
◇
例えば、運転士さんたちが自分たちで会合を持って観光客向けの車内アナウン
スを考える。そして景色の良いところでそのアナウンスを流しながら徐行運転を
するのです。するとお客様は大喜びしてくれます。それが乗務員のモチベーション
につながる。こういう上昇スパイラルができ始めました。
私は自分で列車を運転することはありませんが、社長として彼らが自分たちで
考えて実行できるようにとダイヤを寝かせました。ダイヤ改正をして区間所要時
分を伸ばしたのです。こうすることによって、多少徐行運転をしてもダイヤ乱れに
はなりませんから彼らは思う通りのローカル線サービスを展開できる。こういう
ことの繰り返しがいすみ鉄道が人気の路線になっていった秘訣だと私は考えてい
ます。
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７．新しいことをやる勇気を持ちましょう
日本のローカル鉄道は昭和 40 年代から衰退の一途をたどっています。その理由
はモータリゼーションであり少子高齢化であり、基幹産業の衰退であり、それらが
複合的に絡み合ってローカル鉄道はダメになっていきました。
鉄道だけではなくて日本の田舎全体が無残な姿になっているのです。
ところが、そういう田舎の現状とは裏腹に、ローカル鉄道は都会の人たちに大人
気の時代になりました。ローカル鉄道があれば地域が浮上することができる。これ
が私がブランド化を提唱する所以ですが、だったら使い方を変えてみるべきでは
ないか。
その一つが「観光鉄道化」であります。そして、お金がないローカル鉄道が戦略
としてやるべきこととして、お金をかけずに都会人に魅力をアピールすることが
できれば観光客がわざわざ乗りに来てくれると考えました。
私の基本ポリシーは、
「今までと違うことをやる。
」ということです。なぜなら、
昭和 40 年代からずっとずっとそのやり方でやってきてローカル線はダメになって
いるのですから、今までのやり方を踏襲したらさらにダメになるのです。
◇
例えば、鉄道の歴史はスピードアップの歴史です。1 分でも 1 秒でも早く目的地
へ到着するということを長年追求してきました。
でも、新幹線ならまだし
もローカル線はそれでダメ
になってきたのです。だか
ら前述のように敢えてダイ
ヤを寝かして所要時間を長
くしてみました。ゆっくり
走るようにしたのです。そ
うしたらお客様は大喜びで
す。
また、鉄道の歴史は近代
化の歴史です。車両も設備も新しくすることで安全で快適な輸送ができるといわ
れてきました。
でも蒸気機関車の時代から始まって、ローカル線は近代化してダメになってい
るのです。都会のお客様はローカル線にそういう新しいものを求めていない。だか
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ら私はあえて古いものをということで昭和の国鉄形ディーゼルカーを導入しまし
た。
そうしたら大人気になりました。この 2 つのことでも「できない理由」を並べる
人たちがたくさんいましたのでいろいろ障害がありましたが、たったこれだけの
ことでローカル鉄道というのはいくらでも再生できるのです。
◇
食堂車もそうですね。国鉄時代からどんどん姿を消してきましたが、私は敢えて
列車の中でお料理やお酒を召し上がっていただこうと 2013 年にレストラン列車の
運転を開始しましたが、今では全国的にグルメ列車が大ブームになりました。
こういうことはやってみなければわかりませんが、勇気を出してやってみれば
お客様はついてきてくれるのです。
鉄道業界の皆様方は新しいことを実行するのを嫌う人たちが多いと思いますが、
そういう考え方で昭和の時代からローカル鉄道はダメになってきているのですか
ら、その考えでは解決しないのです。
どんどん新しいことにチャレンジしていく。そういう考え方がこの国に行き渡
るようになれば、私は日本の未来は田舎から明るくなると確信しています。
おわりに
鉄道業界というのは新しいことがなかなかできないという話をしてまいりまし
たが、今の時代は「地方創生」の名のもとにローカル線が大きく変わろうとしてい
ます。
全国各地で今までになかったことをどんどんやっていく気配がみられるのはと
ても歓迎すべきことだと思います。
でも、一つだけ心配なことがあります。それは「方法論」ができているのかどう
かということです。地方創生だとか日本版 DMO だとかで行政が予算をつけてく
れた。だから観光列車を走らせる。こういうところはたくさんあると思います。
つまり、とりあえず箱モノをつくるところまではたどり着けるのですが、では、
そこからどうやって観光商品の企画をして、どうやって告知して、どうやって集客
するのかという方法をご存じないところは、箱モノをつくっただけでは宝の持ち
腐れになるのです。
どこにお客様がいるのかもわかっていない人たちは当てずっぽうに観光商品を
出しても、そんなに簡単にお客様がいらしてくれるわけではありません。
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最初のうちは人気が出て満席になったとしても、初期需要が一巡すればもうガ
ラガラです。
そうなると、
「自分たちもやってみたが、どうもうまくいかない。
」ということで、
せっかく点いた火が勢いを失ったり、あるいは消えてしまったりという状況が今
後考えられます。
観光産業といわれるように観光というのは産業です。産業であるからには専門
知識などのスキルが必要です。特別なスキルの無いまま見よう見まねで徒手空拳
のようにあてもないのに振りかざすことは産業とは程遠いものがありますが、も
しかしたら今、各地の観光列車はそのような状況に陥っていないかというのが私
が抱いている不安です。
◇
私たちはいすみ鉄道でそれこそ徒手空拳で、つまり大きな設備投資をすること
なく観光列車を完成させました。
今、各地の観光列車が様々な壁にぶつかっているだろうことを考えると、このま
ま火が消えてしまうことだけは何とか避けなければなりません。
そこで、私はいすみ鉄道社長を退任した今、NPO 法人「おいしいローカル線を
つくる会」を立ち上げ、各地のローカル鉄道の観光列車の商品企画や集客のお手伝
いをできないかと考えております。
ローカル鉄道に限らず、各地域で観光に関してお困りのことなどございました
ら、ぜひご相談いただけましたら喜んでお手伝いをさせていただこうと考えてお
りますので、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

NPO 法人おいしいローカル線をつくる会
ホームページ：http://localsen.com/
鳥塚明の連絡先メール：a.torizuka@localsen.com
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鉄道短歌解説
「連載 歌人の最寄駅」 注釈考

塩島 翔 Shiojima Kakeru※
はじめに
短歌総合誌『短歌』は1954年に角川書店から創刊された毎月25日発売の月刊
誌で、現在の編集長は石川一郎である。
2018年1月号から「連載 歌人の最寄駅」が開始された。この連載は、一人の
歌人が駅を決めて、2枚程度の写真を選び、自作の短歌一首とコラムを執筆し
ている。各号の誌幅は A5版1頁。本稿では、2018年1月号から8月号まで（第1回
から第8回まで）の歌人の略歴や歌意を紹介していく。
第1回 金沢（三井ゆき）1
郵太郎に声かけ猫にも声をかけけふは長野へ出かけるわたし
【作者】2
1939年11月30日、石川県輪島市生まれ。1959年「短歌人」に入会。1989年か
ら「短歌人」編集委員。現代歌人協会会員。夫は歌人の高瀬一誌。主な歌集『鷺
芝』
（1987年7月、短歌新聞社）
、
『曙橋まで』
（1992年10年、砂子屋書房、泉鏡花
記念金沢市民文学賞受賞）
、
『能登往還』
（1996年3月、短歌新聞社、第5回ながら
み現代短歌賞受賞）
、
『天蓋天涯』
（2007年10月、角川書店、日本歌人クラブ賞）
がある。
【駅概要】3
JR 西日本北陸本線、北陸新幹線・IR いしかわ鉄道・北陸鉄道浅野川線の駅。
1898年4月1日開業。所在地は金沢市木ノ新保街1-1。高架駅で、在来線は島式
ホーム3面7線、新幹線は島式ホーム2面4線。兼六園南隈の金城霊沢に由来。2001
年、JR 金沢駅・北鉄金沢駅ともに第3回中部の駅百選に選定された。2011年に
は、アメリカ・Travel + Leisure（ウェブ版）の「世界で最も美しい駅」の一
つに選定された4。
2018年現在、北陸新幹線の始発駅で東京行き「かがやき」
「はくたか」が運行
※

二松学舎大学文学部非常勤講師、
「歩道短歌会」会員、上毛電鉄友の会
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されるほか、富山行きの「つるぎ」も運行されている。在来線特急は、大阪方
面へ特急「サンダーバード」
、名古屋方面へ特急「しらさぎ」が運行されている。
また、IR いしかわ鉄道を
経由して、七尾線経由で加
賀温泉へ結ぶ特急「能登か
がり火」が運転されるな
ど、多方面に優等列車が発
着する。
IR いしかわ鉄道は、
2015年の北陸新幹線開業
にともなって、北陸本線金
沢・倶利伽羅間を経営分離
して誕生した第三セク
ターの鉄道である。IR い

金沢駅開業110周年記念で設置された動輪 筆者撮影

しかわ鉄道は JR と改札は
共通となっている。
また、北陸鉄道浅野川線は、兼六園口（東口）駅前広場の地下にある。
【語注】
〇郵太郎―金沢湊口に設置されているポストの上にある加賀人形。台座がポス
トになっており、大理石ふうになっている。
〇長野―北陸新幹線開業以前は、昼行特急「白山」などの直通列車はあるもの
の、長野へは行きづらい地であった。1997年の北陸新幹線（東京・長野間）部
分開業によって、長野への直通便は臨時列車を除いて運転されることはなく
なった。2015年の金沢延伸によって、ふたたび長野へ直通列車でいけるように
なった。
【歌意】
湊口の郵太郎の人形に声をかけて、猫にも声をかけて、今日は長野へ出かけ
る私。
第2回 鬼無（水落博）5
荒ただしく跨線橋を越え朝あさを出勤したりき無人駅「鬼無」
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【作者】
1934年7月15日、広島県庄原市（旧西城町）生まれ。国家公務員の仕事をしな
がら、寺山修司らと「荒野」に拠り、作歌をはじめる。作者は定年後に官舎を
離れ、鬼無へ引っ越してきた。主な歌集に『少年の瞳』
（1955年3月、荒野短歌
会）
、
『出発以後』
（1977年5月、不識書院、現代歌人集会賞受賞）がある。1959
年に半田良平賞、1981年に高松市文化奨励賞受賞。
【駅概要】
JR 四国予讃線の駅。駅ナンバーY02。1897年2月21日。所在地は香川県高松市
鬼無町佐藤。簡易委託駅で2面２線の相対ホーム。鬼無は鬼を征伐する意。近く
に鬼ヶ島・勝賀山などの鬼征伐に由来がある地名や「桃太郎神社」があり、桃
太郎伝説発祥の地である。また、ハドソン社（現コナミデジタルエンタテイン
メント）から寄贈された桃太郎電鉄像の石像が、2番線ホームに設置されてい
る。
【語注】
〇跨線橋―2番線が高松方面となっているため、朝の通勤利用者の多くは、2番
線を利用する。高松駅は鬼無駅から2駅先である。
〇朝あさ―毎朝。
〇出勤したりき―出勤していた。
「たり」は完了の助動詞「たり」連用形。
「き」
は過去の助動詞「き」終止形。
〇無人駅―駅員が配置されていない駅。ここでは、鬼無駅を指す。しかし、実
際は簡易委託駅であり、駅舎内にある中華料理店でも切符を購入することがで
きる。
【歌意】
慌ただしく跨線橋を越えて毎朝出勤していた。無人駅「鬼無」
。
第3回 飯田（久保田幸枝）6
飯田線電車の窓外ゆつくりと薄紅梅の遠ざかりつつ
【作者】
1937年8月24日樺太生れ。
「ぱにあ」同人。日本歌人クラブ長野県幹事、長野
県歌人連盟幹事。主な歌集に『風巻く丘』
（1979年7月、山光書房）
、
『食曼荼羅
うぬぬ』
（2013年7月、角川書店）
、
『自閉の美学』
（2015年3月、短歌研究社）な
ど。
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【駅概要】
JR 東海飯田線。1923年8月3日開業。所在地は長野県飯田市上飯田5356。飯田
は米の豊富にとれる地の意。直営駅で単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、
計2面3線のホームを持つ地上駅である。豊橋行き特急「伊那路」や長野方面の
快速「みすず」などの発着駅になっている。JR 飯田線94駅中、15駅が飯田市内
にあるが、多くの駅は無人または委託駅。リニア開通後は乗換駅として機能す
る予定である。
【語注】
〇薄紅梅―薄紅色の紅梅。
〇遠ざかりつつ―「つつ」は反復・継続をあらわす助詞。
【歌意】
飯田線の電車の窓を眺めると、ゆっくりと薄紅色の梅が、次々と遠ざかって
ゆく
第4回 陸奥湊（三川博）7
寒風に味さだまれる干し鰈陸奥湊の店にあがなふ
【作者】8
1949年1月6日青森県生まれ。弘前大学医学部卒。精神科開業医。
「潮音」所属。
主な歌集に『エントラッセン』
（2016年2月、東奥日報社）
。日本歌人クラブ青森
県代表幹事・東北ブロック長。、青森県歌人懇話会常任理事、現代歌人協会会
員。1993年に第1回青森県短歌賞受賞。2004年に八戸市文化奨励賞受賞。2014年
に青森県歌人功労賞受賞。
【駅概要】
JR 東日本八戸線。1926年7月11日開業。所在地は青森県八戸市大字湊町字久
保44。業務委託駅で1面2線を持つ橋上駅。駅前の八戸市営魚菜小売市場がある。
日曜休業。また、駅北口駅舎前には「イサバのカッチャ」の石像がある。
【語注】
〇寒風―「さみかぜ」と読む。
○さだまれる―定まっていく。
「る」は存続の助動詞「り」連体形。
〇干し鰈―カレイの干物。
〇あがなふ―買い求める。
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【歌意】
寒風によって味が定まっていく干しガレイを陸奥湊駅前の商店に買い求め
に行く。
第5回 筑前深江（青木昭子）9
行くも帰るも心しだいの最寄駅今宵ぼおつとうるむ春灯
【作者】
1936年10月10日山口県生まれ。
「ポトナム」
「颷」所属。歌集に『さくらむす
び』
（2004年8月、砂小屋書房）
『申し申し』
（2008年8月、砂小屋書房）
、
『秋袷』
（2013年11月、本阿弥書店）がある。
【駅概要】
JR 九州筑肥線の駅。1924年4月1日開業。
所在地は福岡県糸島市二丈深江10542。深江は深く湾入した港の意。福岡市地下鉄空港線の福岡市地下鉄車両の乗
り入れ列車の終着駅。2018年3月25日まで木造駅舎が使用されていた。『短歌』
2018年5月号には、木造駅舎の壁の駅名標の写真が掲載されている。また、
「駅
から徒歩十分の所に、豊臣秀吉が朝鮮出兵の際、本営の名護屋に赴く途中、茶
会を開いた松原が今に残っている。
」と『短歌』2018年5月号10に記されている。
【語注】
○最寄駅―最も近いところにある駅。詠者青木昭子の自宅は糸島町二丈深江に
ある。
〇ぼおつと―「ぼうっと」と同じ。かすんだように物がぼんやりみえる。
〇うるむ―輪郭がぼやける。
〇春灯―春のともしび。
【歌意】
行くのも帰るのも気分次第の最寄り駅よ。今宵はぼっとぼやけて見える春灯
が。
第6回 那古船形（加茂信昭）11
跨線橋に上がれば見ゆる春の海ひくき家並の先にきらめく

- 165 -

ecotran 2018 N0.10

【作者】
1951年8月10日千葉県生まれ。
「青垣」編集発行人12。歌集に『椎の若葉』
（2016
年11月、現代短歌社）などがある。
【駅概要】
JR 東日本内房線の駅。1918年8月10日開業。所在地は千葉県館山市船形。那
古と船形はもともと別々の村であった。那古はなごやかの意。館山湾は鏡ヶ浦
と呼ばれるほど静かな海である。船形は、岬の形が船に似ていることに由来す
る。業務委託駅。島式ホーム1面2線を有する地上駅。木造駅舎とホームとの間
は跨線橋で連絡している。
【語注】
○跨線橋―線路をまたぐように架けた橋。渡線橋ともいう。
○ひくき家―屋根が低い家。
○きらめく―きらきら光り輝く。
【歌意】
電車を降りて跨線橋に上がれば海が見える。春の海は、屋根の低い家が並ん
でいる先に、光が反射してきらくら光輝いている。
第7回 丹比（荻原伸）13
夏草を指にまわして立つホームあなたが残した時間をおもう
【作者】
1970年11月3日鳥取県
生まれ。
「塔」所属。2009
年8月22日・23日に実施
された「塔55周年記念大
会」
の実行委員長14。
『塔』
2010年4月から2012年4
月まで連載された「アラ
ラギ歌人共同研究」
の執
筆者の一人で、
佐藤佐太
郎を担当した。15
【駅概要】

丹比駅 筆者撮影

若桜鉄道の駅。1930年
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12月1日開業。所在地は鳥取県八頭郡八頭町南323-3。開業時の丹比村にちなむ。
国鉄若桜線として開業後、1987年4月の国鉄民営化により、JR 西日本の所属と
なる。若桜線は日本国有鉄道経営再建促進特別措置法（国鉄再建法）の施行に
伴い第一次廃止対象路線の指定を受け、1987年10月から第三セクターの若桜鉄
道若桜線となる。丹比は中世の丹比民本拠丹比郷の故郷。単式1面1線の地上駅。
駅舎内の美容室で切符の購入ができる簡易委託駅。2008年7月に登録有形文化
財の指定を受ける16。
【語注】
○まわして―回転させて。
○あなた―『短歌』2018年7月号17によれば、
「駅舎とホームは1905年に建てら
れ、今も当時のまま利用されている。塚本も佐美雄もこのホームに降り立って
一司に会ったわけだ。そんなことを思いながら無人駅のこのホームに時々立っ
ている。
」と記してある。このことから、
「あなた」は前川佐美雄と塚本邦雄を
指すと考える。
【歌意】
夏草を指に回転させて立っている、このホームに。あなたが残したこの駅の
時間に思いをはせている。
【補説】
歌人杉原一司（1926年8月27日生～1950年5月21日没）の生家が丹比駅の近く
にある。杉原は、前衛短歌方法論の先駆となった歌人であり、写実主義や浪漫
主義を否定した評論を発表し、風刺とエスプリに満ちた文明批評の武器として
の短歌を樹立しよう18とした。
杉原は前川佐美雄に師事し、時折奈良の前川の所まで来て、歌の指導を受け
ることがあった19。前川は、杉原の勧めで1945年4月から弟子の杉原の生家に疎
開し20、1946年1月まで滞在している。前川が疎開中に詠んだ歌は歌集『鳥取抄』
に収められている21。
また、塚本邦雄は1949年に松江へ転勤になると、同年7月に丹比の杉原の自
宅を訪ねるようになる22。以後、たびたび塚本は杉原のもとを訪れている23。同
年8月、塚本・杉原は同人誌『メトード』を創刊させる。
『メトード』はフラン
ス語の「Methode（方法）
」を意味する。誌名は杉原が命名した。タブロイド版
の一枚もので発行された。翌年1950年に杉原が病に臥したため、
『メトード』は
1950年2月通算7号で廃刊となる24。塚本邦雄は1950年8月発行の歌集『水葬物語』
（メトード社）の冒頭に、
「亡き友 杉原一司に獻ず」25と記している。
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第8回 長崎（馬場昭徳）26
行きどころなくて砂利へと突っ込みぬ１番ホームのレール二本は
【作者】27
1948年7月17日長崎県生まれ。
「心の花」所属。歌集『河口まで』
（1999年3月、
雁書館）
、
『マイルストーン』
（2009年11月、角川書店）
、
『風の手力』
（2014年3月、
なんぷう堂）
。
【駅概要】
JR 長崎本線の駅。1930年12月1日開業。長崎市尾上町1-89。頭端式3面5線の
地上駅。直営駅。長崎は自然地名で長い岬という意。もともと市役所から県庁
までの台地は、海中へ突き出た岬であった。現在の駅舎は2000年に建設され、
複合ビル「アミュプラザ長崎」
、
「JR 九州ホテル長崎」を併設する。長崎市内の
踏切による慢性的な渋滞などを目的とした「長崎本線連続立体交差事業」およ
び九州新幹線長崎ルート開業にともなう再開発によって、2020年度中に高架駅
となる予定である。
【語注】
〇砂利―頭端式ホームにある車止めの盛り土のこと。
〇突っ込みぬ―突っ込んでしまった。
「ぬ」は完了の助動詞「ぬ」終止形。
【歌意】
行くところがなくて砂利の盛土へと突っ込んでしまった。1番線ホームの二
本のレールは。
[脚注]
1
『短歌』2018年1月号 2017年12月25日発行 角川文化振興財団発行 252頁
2
それぞれの歌人の経歴等の個人情報および歌集の書誌情報は、次の資料を参照した。
十月会編集『戦後歌人名鑑・増補改訂版』
（1993年7月2日発行、短歌新聞社）
、篠弘ら監
修『現代短歌大事典』
（2000年6月10日発行、三省堂）
、日外アソシエーツ編『詩歌人名
事典』新訂第2版（2002年7月25日発行、日外アソシエーツ）
、カドカワムック715『短歌
年鑑』平成30年版（2017年12月7日発行、角川文化振興財団）
、国立国会図書館 NDL
ONLINE（http://www.ndl.go.jp/index.html）
。その他の資料を用いた場合は、別途注記
を施す。
3
駅の所在地および開業日のデータは、特に注がない限り、星野真太郎『全国駅名事典』
（平成28年12月20日発行 創元社）に基づく。
4
『北国新聞』 金沢駅選出 世界で最も美しい駅 米の旅行雑誌の１４選
http://web.archive.org/web/20120107173628/http://www.hokkoku.co.jp/subpage/E2
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0111227001.htm （2018年3月19日閲覧）
5
『短歌』2018年2月号 2018年1月25日発行 角川文化振興財団発行 238頁
6
『短歌』2018年3月号 2018年2月24日発行 角川文化振興財団発行 236頁
7
『短歌』2018年4月号 2018年3月24日発行 角川文化振興財団発行 236頁
8
三沢市寺山修司記念館 HP 第1回寺山修司アートカレッジ 市民大学講座「病跡学か
ら見た寺山短歌」http://www.terayamaworld.com/museumnews/2017/01/ （閲覧日2018
年8月10日）
9
『短歌』2018年5月号 2018年4月25日発行 角川文化振興財団発行 266頁
10
注10と同じ。
11
『短歌』2018年6月号 2018年5月25日発行 角川文化振興財団発行 224頁
12
『 房 日 新 聞 』「 よ み が え る 古 泉 千 樫 全 歌 集 生 涯 の 歌 を 集 め 出 版 」
http://www.bonichi.com/News/item.htm?iid=12223（閲覧日2018年8月10日）
13
『短歌』2018年7月号 2018年6月25日発行 角川文化振興財団発行 248頁
14
永田和宏ら監修『塔事典』2014年7月20日発行 塔短歌会 160頁
15
永田和宏ら監修『塔事典』2014年7月20日発行 塔短歌会 6頁
16
文化庁「国指定文化財等データベース」
https://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/maindetails.asp（閲覧日2018年8月18日）
17
注14と同じ。
18
齋藤愼爾・塚本青史編集『塚本邦雄の宇宙―詩魂玲瓏』 2005年8月25日発行 思潮
社 135頁
19
三枝昂之『前川佐美雄』1993年11月21日発行 五柳書院 239頁
20
伊藤一彦『前川佐美雄〈鑑賞・現代短歌1〉
』1993年7月15日発行 本阿弥書店 244頁
21
伊藤一彦『前川佐美雄〈鑑賞・現代短歌1〉
』1993年7月15日発行 本阿弥書店 142頁
22
塚本邦雄『塚本邦雄全集 別巻 短歌作品索引・年譜・他』 2001年6月25日発行 ゆ
まに書房 456頁
23
塚本青史『わが父塚本邦雄』2014年12月25日発行 白水社 60頁
24
塚本邦雄『塚本邦雄全集 別巻 短歌作品索引・年譜・他』 2001年6月25日発行 ゆ
まに書房 526頁
25
塚本邦雄『塚本邦雄全集 第1巻 短歌Ⅰ』 1998年12月24日発行 ゆまに書房 25
頁
26
『短歌』2018年8月号 平成30年7月25日発行 角川文化振興財団発行 252頁
27
心の花 HP「心の花の歌人 １」
http://kokoronohana.sakura.ne.jp/kajin_1.html#%94n（閲覧日2018年8月10日）
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【参考】

一般社団法人交通整備ネットワーク会報投稿・執筆規程
（目的）
第 1 条 一般社団法人交通環境整備ネットワーク（以下「当法人」という。
）の会報は、交通環境整
備に関する研究発表の場を提供し、会員相互で情報を共有すると共に、対外的に広く情報発信して
いくことを目的とする。
（投稿資格）
第 2 条 投稿は、当法人の会員に限る。ただし、編集委員会の決定により、会員以外の著者に投稿
を依頼することができる。
（原稿の内容）
第 3 条 原稿は、地域の鉄道、バス等に係る調査研究のほか、広く交通環境全般についての調査研
究並びに整備推進に資するものとする。
（使用言語と分量）
第 4 条 使用言語は日本語とし、原稿の分量は、400 字詰原稿用紙に換算して 50 枚以内とし、図表
等はこの分量に含む。
（提出の方法）
第 5 条 原稿は、当法人事務局（office@ecotran.or.jp）へ電子ファイルで提出する。
電子ファイルのデータ形式は、次のとおりとする。
本文：text ファイル ( .txt) または microsoft office word ファイル (doc、docx) または Open office ファ
イル (.odt)
表：microsoft office excel ファイル(xls､xlsx)
図・写真：画像データ（JPEG,BMP,TIFF 形式等）すべて可
（原稿の採否）
第 6 条 投稿された原稿の採否は、編集委員会が決定する。
査読の結果、加筆、削除または修正を求めることがある。
また、編集委員会の責任において多少の字句の訂正をすることがある。
（著作権）
第 7 条 原稿の著作権は執筆者本人に属する。ただし、投稿にあたり執筆者は当法人に対し、当該
原稿の出版並びに電子化及びホームページ上に公開・一般利用者の閲覧・ダウンロードについて著
作権上の許諾を与えるものとする。
（編集委員会）
第 8 条 編集委員会は、理事等で構成する。
附則 この規程は、平成 24 年 10 月 1 日から施行する。
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海外の鉄道
ピレネー紀行 2017

平田一彦 Hirata Kazuhiko※
2017 年暮、南フランス、ピレネー山脈の北側を訪問した。プロヴァンスやコー
トダジュールに比べると情報量が僅少で、公共交通での移動は結構大変だが、途
中、トゥールーズやボルドーに立ち寄り、フランス都市交通の現況についても、
その一端に触れることができたので、あわせて紹介したい。
◎バルセロナからミディピレネーへ
・バルセロナ
2013 年に、フランス・スペイン国境の高速新線（LGV）が開通し、パリ～バル
セロナ間で高速列車の運転が
開始された。SNCF（フランス
国鉄）と RENFE（スペイン国
鉄）の共同運行で、車両は
TGV3 代目の Duplex を使用。
今回はまずこれに乗車するこ
ととした（右写真）
。
ピレネー北側に向かうのに
一旦バルセロナに入るのは、
中国・カザフスタン国境を鉄道で越えて以来の懸案事項であるユーラシア横断
（ホーチミン⇔リスボン）が、フランス・スペイン間で欠落していたため、これ
を繋いで横断を完結するためである。パリ・リヨン駅 10 時 07 分発 TGV9713 列
車は、約 1,100 ㎞の道のりを走り抜け、定刻 16 時 34 分、バルセロナ・サンツ駅
に到着した。
バルセロナの都市交通（軌道系）は、地下鉄と近郊電車が中心であるが、町の
東西にトラム各 3 系統が運行されている。観光地から外れているため、旅行者の
目にとまることは少ないが、結構日常的な利用者で賑わっているとの印象を受け
た。

※

株式会社東武カードビジネス 監査役
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なおカタルーニャ独立運
動の帰趨が注目されている
が、カタルーニャの旗は多
数見られるものの、特に具
体的な動きは目につかず、
テロ対策とあわせた厳重警
備が目立った。

Diagonel 通りを走る西側系統

・ピレネーを越えて
ピレネー山脈越えは
RENFE 運行のバルセロナ
近郊線（Rodalies de
Barcelona）と SNCF 運行
のミディピレネー地域圏
輸送（TER）を乗り継いで
行う計画であったが、近
郊線で La Tour de Carol に
到着したところ接続列車
が見当たらず、駅前から

降雪のピレネー山脈風景

バス代行（理由不明、降
雪の影響かも？）となった。
結局、サミットのトンネルをバスで抜け、Ax les Thermes で SNCF の TER 列車
に乗り継ぎ、やっと当日の目的地フォアに到着した。
・フォア（Foix）
フォアはミディ・ピレネー地域圏の中心で、1500 年の歴史を持つ城塞都市であ
る。
849 年にサン＝ヴォルジアン修道院が創建されて以降発展し、一時カタリ派の
拠点となったことでも知られている。
フォア城(写真)のほか、壁画の残る洞窟などがあるが、近隣のアンドラやペル
ピニャンと比較すると、観光地としての知名度は低く、旅行者は少ない。
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◎トゥールーズ（Toulouse）
トゥールーズは市域人口 86 万人に達するオクシタニー地域の中心都市で、
ローマ帝国時代の 1 世紀
末に現旧市街（写真）が
形成された歴史を持つ
が、近年ではエアバス本
社のある航空産業都市・
ハイテク都市として知ら
れる。
トゥールーズでは、市
域周辺 86 コミューンで設
置したトゥールーズ都市
公共交通組合（Tisséo）が都市交通を運営しているが、その中核をなすのは、
1993 年に開業した Véhicule Automatique Léger（VAL）と呼ばれるミニメトロであ
る。
VAL はフランス・マトラ社が開発した案内軌条式新交通システムで、無人運
転、急曲線・急勾配を利用した弾力的な路線設定が可能という特徴を持ち、フラ
ンス地方中核都市の次世代交通を担うことが期待されていた。1984 年に北部の
リール市で先行事業とも言える VAL が開業し、これをモデルに多くの都市が導
入を計画したが、景気後退にともなう地方財政逼迫のなかで計画が見直され、次
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第に LRT を選択する都市が増加。結局、VAL の導入はリール、トゥールーズ、
レンヌの 3 都市に留まった。そのトゥールーズでも、3 本目の軌道系システムは
LRT を選択するに至っている。

上図はトゥールーズの軌道系システムである。東西と南北に伸びる比較的太め
の路線が VAL（メトロ）のＡ線、Ｂ線であり、中心市街地（旧市街地）付近の
Jean Jaures で交差する。B 線を見ても分かるとおり、普通のメトロにはないライ
ン取りをしているほか、両線とも中心市街地付近では急勾配で地下に潜ってお
り、地上の景観に与える影響はない。
一方 LRT はＢ線 Palais de Justice から北西に伸びる比較的細めの２系統で 2010
年の開業。沿線には空港やエアバス本社がある。車両は 32ｍ級の 59 席で現在 28
編成が投入されているが、中心市街地に直通しないため、利用はいまひとつであ
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る。
（VAL28.2km の年間輸送人員 1 億 1300 万人に対し、LRT16.8km の年間輸送人員は 1700
万人に留まる：出典イル・ド・フランス交通政策局資料）

トゥールーズを走るＶＡＬとＬＲＴ

◎フランスバスク地方へ
バスクはピレネー山脈南北のビスケー湾側に位置する地域の総称である。独立
運動の激しさと、ビルバオという中核都市の存在から、スペイン側が注目を集め
ることが多いが、フランスバスク地域も、バスク語・バスク統一旗などで一体感
を醸成している、
ところで、冬季のピレネーでは、冬ダイヤに移行した 12 月は運休列車が多
く、夏の時刻表で組み立てた移動がままならない。トゥールーズからルルドへの
移動に当たっても、トゥールーズ都市圏を外れると、代行バスでの輸送となる。
バスから見える線路上では、重機が入って工事をしている箇所も見受けられたの
で、冬場に集中的な保守作業を行っているのかもしれない。
・ルルド（Lourdes）
ルルドは聖母マリアの出現や病気治癒の奇跡の泉（バチカン認定の奇跡 68
ケース）で知られ、年間 600 万人
の巡礼者を迎えるカトリック最大
の巡礼地である。宿泊施設の数で
はパリに次ぐと言われるが、冬場
は閑散としている。それでも聖母
マリアが出現したというマサビエ
ル洞窟（写真右）の上には、壮大
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な聖堂があり、周囲では奇跡を求める信者により、至る所蝋燭の火が絶えない
（写真下）
。

・ルルドからバイヨンヌへ
ルルド～バイヨンヌ間も、結局、冬ダイヤ運休の対象から外れている TGV を
乗り継いで移動することとなった。下の写真は途中 Dax におけるルルド系統とイ
ルン系統（INOUI）の連結風景。

INOUI（イヌイ）とは、大西洋線延長開業を契機に導入された TGV の新ブラ
ンド名であり、座席が一新されたほか、WiFi も標準装備となった。ただし、重厚
感が失われ、軽くなった感じは否めない。
・バイヨンヌ（Baiyonne：バスク語で Baiona）
バイヨンヌは人口 5 万人に満たない小都市であるが、周辺のアングレットや保
養地ビアリッツを含めた都市圏全体では 18 万人の人口を有し、フランスバスク
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の中核を形成している。バスク博物館では、フランスバスクの歴史とともに、こ
の地からパリや遠くアメリカに出稼ぎに行ったバスク人の記録を見ることができ
る。

サントマリー大聖堂を望む旧市街

バスク地域の歴史・文化を伝えるバスク博物館

◎ボルドー（Bordeaux）
ワインの産地として有名なボルドーはアキテーヌ地方の中核都市で都市圏人口
は 72 万人である。ボルドーの都市交通はボルドー都市圏 28 コミューンで構成す
る Transports Bordeaux Métropole(TBM)により運営され、運行は 2009 年以降、
Keolis Group の子会社である Keolis Bordeaux に委託されている。
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その中核は LRT３路線 58 ㎞であり、上図のとおり、近郊 6 方向から中心市街
地（旧市街地）に直通し、一日平均 20 万 5 千人、年間およそ 7500 万人を運んで
いる。
車両は約 100 編成が在籍し、その多くが 44ｍ級 75 座席の大型ユニットであ
る。
また、同じく Keolis Bordeaux により 65 系統、約 400 両の路線バスが運行されて
いる。
ボルドーも他の中核都市と同様、VAL による自動運転のメトロ建設計画があっ
たが、検討の結果、建設費が高額であることから、ボルドーに適合していないと
判断され、LRT に変更された経緯を持つ。
ただし、そこで問題となったのが、1000ha 以上が世界遺産に登録されている旧
市街の景観への影響である。このため、旧市街周辺において地表集電システム
（Le systèm d'Alimentation par le Sol、APS）が採用された。
この APS システムは、アルストム社が開発したもので、同社リーフレットによ
れば、下図のようなシステム構成となっている。
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すなわち、地表に８ｍ
の伝導区間と３ｍの絶縁
区間を交互に配し、車両
が差しかかるとアンテナ
によって伝導区間に給電
が行われ、コレクタ
シューを通して電力が供
給されるというものであ
る。
（これにより、常時通
電による感電の危険性を
回避することができる。
）

架線レスですっきりした旧市街

このシステム、当初は初期故障が続き、先行きが懸念されたが、現在は安定し
た稼働状況を維持している。しかし、問題はそのコストであり、通常の架線集電
に比べておよそ 3 倍と言われる。このためボルドーにおいても、採用は旧市街周
辺に留まり、周辺部では架線集電への切替えが行われる。
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従来通り架線集電の郊外部（後方の建物はワイン博物館）

・トゥールーズの VAL とボルドーの LRT を比較して
一旅行者の立場からこの両都市の交通を比較すると、まず駅頭に降り立った
際、かなり離れた VAL 地下駅ホームまで行かねばならないトゥールーズより
も、目の前に LRT が発着し 1 日乗車券の自販機もあるボルドーのほうが使いやす
い。
輸送力的にも VAL が短編成（12.5ｍ×2 両）で、常に混んでいる印象なのに対
し、LRT は全長 44ｍで 75 座席もあるので、余裕を持って乗ることができる。
市内を周遊する場合も、LRT は周辺の景観を見ながら、短区間でも気軽に利用
できる。また乗換も平面なので、地下や高架構造の VAL より利用しやすい。
他の路面交通に制約を受けない VAL は早いけれども、アクセス・イグレスに
要する時間を考えると、長距離でない限りそれほどの差はない。
年間 1 億人以上が日常的に利用するトゥールーズの VAL を否定するものでは
ないが、ボルドーが、財政的制約から VAL を LRT に変更したのは、結果的に正
解だったように思える。
ボルドーにおける地表集電については、ボルドー旧市街にマッチした優れたシ
ステムと感じたが、これが世界の都市に普及するかどうかは疑問である。特に日
本のように、乗り物の収支採算にこだわり、かつ周辺が鉄筋スプロールの街並み
において、トラム側だけが景観に配慮して高コストの給電方式を導入しても意味
はなく、センターポールと軌道緑化だけで十分な景観配慮と言えるのではないだ
ろうか。
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◎ＬＧＶ南ヨーロッパ大西洋線
旅の最後に昨年７月に開通したばかりのＬＧＶ南ヨーロッパ大西洋線に乗車し
た。

ボルドー12 時 04 分発のＴＧＶ8580 列車は、定刻 14 時 07 分にパリ・モンパル
ナスに到着（写真上）した。東京～大阪間にほぼ匹敵する距離をノンストップ 2
時間 3 分で走破したことになる。同区間には格安 TGV：OUIGO（写真下）も設
定されており、当日の最安価格は 19€であった（日本でのＷＥＢ予約は 1 等車 90
€）
。
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今回の旅では、安定した走りが印象的なＴＧＶであったが、大西洋線開業式に
出席したマクロン大統領は、ＴＧＶの今後の拡張には懐疑的であり、将来の見通
しは不透明である。
フランスは TGV を筆頭に、交通技術で世界のトップグループを走る。都市交
通分野では、ここに紹介した VAL や地表集電のほかにも、光学式ガイドウェイ
方式など、見どころが多い。
さらに制度面でも、3 都市にまで減少したトラムを、30 都市にまで拡大するに
至った地域交通政策が注目を集めて久しい。
これらについては多くの研究や検証がなされているので、興味をお持ちの方は
それらを参照いただければ幸いである。

ピレネー紀行のルート（太線）
（参考）
・Le tramway en France (Rail Passion 2017.9)
・世界の路面電車ビジュアル図鑑：杉田紀雄(北海道新聞社 2013,11)
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ボゴタの BRT とメデジンの都市交通施設整備
日野祐滋 Hino Yuji※
１．はじめに

コロンビア国は、南米大陸の北端に位置し、中米のパナマに隣接してい
る。
面積約114万平方
キロメートル（日本
の約3倍）、
人口4,779
万人を有する。
コロンビア国の首
都であるボゴタ市は、
面積 1,587 平方キロ
メートル、人口 825 万
人で、
標高 2,640ｍに立
地しており、世界最大
の BRT システム
（基幹
バスシステム）を導入
していることで有名
である。
トランスミレニオ
と呼ばれるこのシス
図１ コロンビア国
テムは、2000 年から運
行を行っている。地下鉄や都市鉄道によらず、バスシステムのみで大都市の都市交
通対策を行っている珍しい事例である。
この導入の理由は、建設費が地下鉄や高架鉄道などに比べて低廉であったこと
に加え、それまで、道路空間が、一部の自家用乗用車に独占されてきたものを、全
市民のための公共交通空間としてとりもどすとともに、自家用車利用規制、自転車
道整備、歩道新設・再生、公園整備、保育園・学校の増設などを行い、社会福祉と
公平な社会を構築することであった。
※

一般法人日本モノレール協会 専務理事
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一般的に、ボゴタほどの大都市の都市交通手段としては、地下鉄や高架鉄道など
の軌道系都市交通システムの導入が不可欠で、BRT システムでは十分な対応が困
難であると考えられているが、ボゴタ市のような大都市でどのように BRT が運用
されているかを明らかにすることにより、都市交通問題と資金不足問題を抱えて
いる世界の発展途上国の大都市の都市交通対策としての適用可能性や、我が国に
おける BRT システム導入の可能性検討のための参考とする。
また、メデジン市は、ボゴタに次ぐコロンビア国第 2 の大都市で、コロンビア国
で唯一、都市鉄道を有しているほか、様々な交通手段を都市交通手段として導入し
ている都市であり、そのユニークな取組は世界の注目を集めている。メデジン市の
まちづくりと都市交通施設整備の取り組みについて紹介する。
２．ボゴタ市の都市交通対策
ボゴタ市は、公共交通システム（SITP）により、市域全域にバス公共交通サー
ビスを提供している。このシステムでは市域全体を、中心区域部と 13 のゾーン
に分け、ゾーン間とゾーン内の交通対策を講じている。

図２ 公共交通サービスゾーン

このバス公共交通サービスは、次の 4 種類のバスで運行されている。
①トランスミレニオ・幹線バス：専用の通路を快速で運行されるシステム。
②トランスミレニオ・フィーダーバス：トランスミレニオの郊外の拠点駅から、
ゾーン内の各地へ連絡するフィーダー交通を担っている。
③アーバンバス：都市内で、主として幹線バスが運行される幹線道路の一般道路部
分を通り運行されるバスシステムで、トランスミレニオ駅と都市内各地へのアク
セスを確保している。
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④補完ルートバス：幹線バス、アーバンバスを補完して、都市内各地へのアクセス
を確保している。
⑤特別バス：郊外の交通不便地域へのバス公共交通サービスを提供している。
２－１．トランスミレニオ
（１）トランスミレニオの特長
トランスミレニオは、都市全体のトランクサービス（幹線）区間と幹線区間の郊
外主要駅からゾーン内各地へのアクセスとなるフィーダーサービス区間により構
成されており、フィーダーサービス利用料金はトランクサービスの料金に含まれ
ている。
トランスミレニオのトランクサービス区間は、図３に示されるように、A、B、
C、D、E、F、G、H、J、L、K の 11 の専用通路区間と M（一般道路区間）で構成
されている。

図３トランスミレニオ路線図
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トランスミレニオの駅
は、多車線道路の中央帯部
分に設けられており、専用
のバスが、それに連接した
4 車線（上下計）
の専用レー
ン（一部区間２車線）を通
行する。その外側に一般自
動車の通行するレーンが
整備（片側 2 車線）されて
写真１ 中心市街道路の中央4車線がバス専用車線

いる。
道路の全体幅員は、道路

中央帯の駅舎、トランスミレニオと一般道路車線を合わせた 8 レーンで、その外
側に歩道（自転車道）
」が設けられている。
トランスミレニオにおいては、次に示すように、駅や専用車線などのハードな対
策にあわせ、バスの料金収受や運行形態の工夫などにより、大勢の利用者を高速で
輸送することが可能である。トレンスミレニオは、ピーク時で、1 方向 1 時間当た
り 48,000 人と、都市鉄道並みの輸送力があると言われている。
①バス利用料金は、駅舎への入り口で専用のプリペイドカードで支払っており、バ
スの乗降口付近での乗車料金収受が行われないため、バスへの乗降が円滑に行わ
れる。
②連結バスの利用と長大な駅プラットホーム
トランスミレニオ（幹線）では、連接バスと二重連節バスが運行されている。連
接バスの車体は赤色が基調で、平均収容人員 160 名、二重連接バスは平均収容人
数 250 人（長さ約 27m）である。こうした連節バスの導入が、輸送力の強化につな
がっている。
これに対応し、駅内のプラットホームは、連接バス、二重連接バスが停車できる
十分な長さが確保されている。また、こうしたプラットホームを複数連続して設け
ることにより、バスの路線ごとに停車箇所を分散している。
③バスへの幅広い乗降用ドアの設置
バスとプラットホームからの乗降を円滑に行うため、バスに幅広いドアが設置
されている。
④快速運行バスの停車駅を分散して、特定の駅へのバス停車の集中を避けている。
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バスは、各駅停車のものと特定の駅にのみ停車する快速運転バスからなる。快速
運転の停車駅は分散しており、終点ターミナル駅を除き、特定の駅に集中停車する
ことはない。このことにより、駅部でのバス渋滞を回避するとともに、駅利用者の
分散を図ることが可能である。

図４ トランスミレニオの連節バス

⑤駅部での停車バスの円滑な追い越し可能
専用車線が片側 2 車線あるため、先行のバスが駅部で停車していても、その駅
に停車する必要のない後続のバスは、駅での停車中のバスを円滑に追い越してい
くことが可能である。
（２）トランスミレニオの運行形態と駅舎の事例
都心の A 専用区間（三千年紀駅⇒76 番街駅）を例に、トランスミレニオの運行
形態の特長と駅舎形状について、SITP のホームページから取得したデータ、グー
グルアース、その他写真等をもとに整理した。
トランスミレニオのバスにつけられている路線番号には、①数字 1 桁のものと
②アルファベット＋数字 2 桁のものがあり、①のバスは、各駅に停車する。②のバ
スは特定の駅にしか停車しない快速運行バスである。アルファベットは、そのバス
の向かう区間を示しており、2 桁の数字でルートを区別している。
また、数字が同じで、頭についているアルファベットの異なる路線は、ルートは
同じであるが方向が逆な路線である。
快速運転のバスには、終日（朝から夜まで）運行されるものと、時間限定運行（平
日朝夕のみ、平日朝のみ、平日夕方のみ、休日のみなど）がある。最も通行量が多
いと思われるボゴタの中心市街地部の幹線ルート A 区間
（三千年紀駅⇒76 番街駅）
を通っているバスの番号と停車駅、終日運転か時間限定運行かを調べると表１の
とおりである。
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表１ 幹線ルート A 区間（三千年紀駅⇒76 番街駅）の路線バス
バス路線

３

駅

５

６

８

K10

B13

B14

各駅停車

C15

C17

快速運転

B18

C19

D20

D21

B23

D24

終日（朝～夜まで）

76 番街駅

―

―

〇

〇

―

×

×

〇

〇

×

×

×

〇

×

×

72 番街駅

―

―

〇

〇

―

×

×

×

〇

×

〇

×

〇

×

×

フラワー駅

―

―

〇

〇

―

〇

×

×

〇

×

×

×

〇

×

×

63 番街

―

―

〇

〇

―

〇

×

×

×

〇

〇

×

〇

×

×

57 番街

―

―

〇

〇

―

×

×

×

〇

〇

×

×

〇

〇

〇

マーリー駅

―

―

〇

〇

―

×

〇

〇

〇

×

〇

×

〇

×

×

45 番街駅

―

―

〇

〇

―

×

〇

〇

×

〇

〇

〇

×

〇

×

39 番街駅

―

―

〇

〇

―

〇

×

○

×

×

×

×

〇

×

〇

プロファミラ駅

―

―

〇

〇

―

×

〇

×

×

〇

〇

〇

×

×

×

26 番街駅

―

―

〇

〇

―

×

〇

×

×

×

〇

〇

×

〇

〇

22 番街駅

〇

〇

―

〇

〇

〇

×

〇

×

×

×

×

×

―

―

19 番街駅

〇

〇

―

〇

×

×

×

〇

×

×

〇

〇

×

―

―

ジメネス駅

〇

―

―

〇

〇

×

×

×

〇

×

×

〇

×

―

―

三千年紀駅

〇

―

―

〇

〇

〇

―

〇

×

〇

―

×

×

―

―

B27

C29

D50

B52

H73

B74

B75

【凡例】
〇：停車駅
×：通過（非停車）駅
－：ルート外（非経由駅）
【注意】
幹線 A 区間を北に向かうバスについて整
理した。南に向かうバスは、同じ駅舎の反対
側に停車する。路線番号は、
◎３、５、６、８
◎終日運転の快速バスは、終点区間のアル
ファベットに北行バスと同じ 2 桁の数字
◎時間限定の快速運転バスは、上記と異な
る。

駅／バス系統

G52

快速運転（平日朝夕、平日朝、平日夕方、休日のみ等）
76 番街駅

〇

×

〇

〇

〇

×

〇

〇

72 番街駅

〇

〇

〇

×

〇

×

〇

〇

フラワー駅

×

×

×

×

〇

×

×

×

63 番街

×

〇

×

×

―

×

×

〇

57 番街

×

×

〇

×

―

×

〇

×

マーリー駅

〇

×

×

×

―

×

×

〇

45 番街駅

×

×

〇

×

―

〇

×

×

39 番街駅

×

×

×

〇

―

〇

〇

×

プロファミラ駅

×

〇

〇

×

―

〇

×

×

26 番街駅

×

〇

〇

×

―

〇

×

×

22 番街駅

×

×

×

×

―

×

×

×

19 番街駅

×

×

×

×

―

〇

〇

×

ジメネス駅

〇

―

×

×

―

×

×

〇

三千年紀駅

×

―

―

―

―

×

―

―

トランスミレニオ・幹線バスの駅舎は、道路中央帯部に設置されており、両側に
2 車線ずつトランスミレニオの専用車線がある。
駅舎には、方面別に数か所のプラットホームが設けられており、駅部の長さは全
体で 200m ほどにもなっている。
幹線 A 区間の 76 番街駅のプラットフォームの模式図を図３に示す。また、実際
の駅舎の形状を路面上（写真２）と上空（写真３）から示す。
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写真２ 76 番駅舎への出入口

図５ 76 番街駅のプラットホーム

長大な駅舎 約200m

写真３ 76 番街駅の上空からの写真
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（３）トランスミレニオ・フィーダーサービス
トランスミレニオ
の幹線区間の郊外の
拠点駅からゾーン内
の各地へのアクセス
を提供しており、一
般道路を走行する。
車体の色は緑色が基

図６ フィーダーサービスのバス

調であり、旅客収容
人数は９０人程度
で、ほとんどのバスに３つのドアがついている。
このバスは、一般道路を走行し、路肩からの乗降になるため、ドアは右側に装備
されている。なお、幹線サービスのトランスミレニオは、道路中央の駅舎に接する
ため、バスの左側にドアがついており、ドアも床も駅のホームと同じに高くなって
いる。
２－２ その他のバスサービス
（１）アーバン・バス
都市内の幹線道路周辺の移動に利用されるバスで、一般道路通り、複数のゾーン
を連絡して運行される。車体の基調は青色である、料金の支払いは、車両の内部に
備えたカード読み取り機で行う。
（２）補完ルートバス
ひとつのゾーン内で運行されるバスで、
域内の移動に利用される。
（３）特別ルートバス
このバスはバスサービスの十分でない
都市周辺で運行されている。車両タイプと
してはミニバスである。
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写真４ 都心部 道路中央帯の BRT 駅舎

写真 5 BRT 駅舎内の状況

写真６ BRT 路線の交差する交差点

写真７ BRT 専用路と一般道路部のバス

写真８ BRT バス内部の状況

写真９ 広い BRT 地下駅（国立博物館前駅）
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３．トランスミレニオの課題
トランスミレニオは、短期間の工期と地下鉄建設費の場合の 10 分の 1 といわれ
る低価格で整備されたが、その効果は抜群で、それまでの都市交通環境が飛躍的に
改善され、同様な問題を抱える世界の都市でも BRT システムが非常に効果的なも
のであることが実証された。
しかしながら、課題も抱えている。トランスミレニオは、当初 1 日当たり 160 万
人の輸送量を想定して建設されたが、その後、ボゴタ市の発展が進み現在では、駅
部、バス内の混雑が激しくなっており、240 万人の輸送力が必要となっている。
一方、トランスミレニオの導入で交通混雑が解消された一般道路部でも、最近は
混雑が激化しており、自動車からの排気ガスも都市環境の悪化の原因となってい
る。こうしたことから、ボゴタ市では、BRT のみでの対応は困難であるため BRT
を補完するシステムとして、高架式の都市鉄道の建設計画を進めている。
この都市鉄道計画は、ボゴタ市北部と南西部を結ぶ、全長 24kｍ、15 駅、23 編成
（1,800 人／6 両編成）
、事業費建設費約 44 億ドル、利用者数 100 万人／日で、既
に 2017 年 9 月にコロンビア政府の承認を受けており、建設に当たるボゴタ・メト
ロ公社は、2018 年 8 月に、入札に向けた手続きを開始した。
４．メデジン市の形成
メデジン市は、ボゴタ市に次ぐコロンビア第二の大都市で、面積 380 平方キロ
メートル、人口 250 万人（2017 年）で、標高 1,538m に立地している。メデジンの
人口は、20 世紀初頭には 6 万人程度であったが、1963 年には 74 万人、1981 年に
は 134 万人、2017 年には 250 万人まで達した。
20 世紀前半のメデジンの発展には、コーヒーの輸出産業が貢献したが、その後、
メデジンにはコロンビアを代表する産業が発展した。1960 年代に農村運動に端を
発するコロンビア国内の内戦が始まり、2016 年に、最大の左翼系ゲリラ組織と政
府の間で和平合意がなされるまで、コロンビア全国で混乱が続いた。メデジンの郊
外部の山腹の斜面に張り付くように形成されたスラムの大部分は、内戦によって
居住地を追われ都市部に流入した人々によって形成されたもので、低所得問題や
都市環境悪化の原因にもなっている。
メデジン市では、1990 年代以降、
「社会福祉と市民の融和」をテーマとした政策
により、社会環境の改善と経済成長が進んでおり、1995 年には、コロンビアでは
唯一の大規模な鉄道システムであるメトロ都市鉄道が整備され運転を開始した。
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また、都市鉄道以外にもケーブルカー路線、トラム路線、山腹の斜面に形成され
たスラム街の交通手段としてのエスカレーターなど他に例を見ない都市交通施設
の整備も進められており、こうした交通機関の整備が、社会の統合に貢献してい
る。
５．メデジン市の都市交通施設整備
メデジン市には、メトロ（都市鉄道）と称する本格的な都市鉄道 2 路線、トラン
ビアと呼ばれているフランス製のゴムタイヤ式路面電車、BRT（基幹バスシステ
ム）
、メトロカブレ（都市交通用のケーブルカー）
、スラム地区の山腹の斜面に建設
された電動エスカレーターなど、様々な交通システムが導入されている。

図８ メデジンの都市交通システム

（１）メトロ都市鉄道
メデジン市の都市交通システムとして最大のものは、メトロと呼ばれる都市鉄
道で、1995 年 11 月に開業した。このメトロは、都心部は鉄筋コンクリート高架構
造でそれ以外は地平に建設されている。現在、コロンビアでは唯一の近代的都市鉄
道である。標準軌幅の線路に大形の車両を運行している。
メトロは、ライン A、25.8 ㎞（21 駅）
、ライン B、5.6 ㎞（7 駅）の 2 路線からな
る。乗車には、専用の IC カードを利用する。この IC カードは、メトロ都市鉄道、
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メトロカブレ（ロープウェイ）
、トランビア（ゴムタイヤ式路面電車）
、BRT（基幹
バスシステム）のいずれにも利用できるとのことである。

写真 10 メトロの車内風景

写真 11．新型・旧型のメトロ車両

（２）メトロカブレ（ロープウェイ）
メトロ都市鉄道の完成
（1995 年）
により、
南北の交通は飛躍的に改善されたが、東西
の山腹に広がる住宅地域からのアクセス
に課題が残った。この課題に対応して導入
されたのがメトロカブレ（ロープウェイ）
であり、最初の路線が 2004 年に開業した。
メトロカブレは、世界で最初にロープ
写真12 メトロカブレ H 線起点駅

ウェイを公共交通手段として導入したも
のである。メトロカブレは、低所得者層
の居住している山腹の斜面に建設した。
メトロカブレが完成し、これまで、2 時
間から 2 時間半もかけて仕事場に通って
いたところが、30 分～40 分で通えるよう
になった。メトロカブレの建設に合わせ、
地区内に学校、公園、スポーツ施設、ミ
ニサッカー施設などを整備した。メトロ
カブレは現在、5 路線、11.9 ㎞で運行され

写真13 メトロカブレ H 線車内から撮影

ている。
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（３）BRT（基幹バスシステム）
BRT（基幹バスシステム）は 2 路線ある。そのうち路線 1 は、延長 12.5 ㎞で 2011
年開業。路線 2 は、延長 13.5 ㎞で 2013 年開業。BRT システムの導入に伴い、ディー
ゼルエンジン使用の旧型バスの多くが廃止された。BRT に用いられているバスは、
天然ガスを燃料としており、大気汚染の削減にも貢献している。

写真 14 BRT 車内

写真 15 BRT ターミナル駅

（４）トランビア（ゴムタイヤ式路面電車）
トランビアは延長 4.3 ㎞（9 駅）で、旧中心市街地を通っており、フランスのト
ランスロール（ゴムタイヤで走行し路面の 1 本の案内軌条に誘導されて運行）を
採用した（2015 年開業）
。古い街並みに調和し、狭い街並みに整備でき、最大 12％
の斜面、さらに輸送力も 28 万人/
日が可能ということで、このシス
テムを採用した。
工事費の 30％は、
地元の市民が
役務提供した。また、運転手の一
部も地元負担となっており、たま
たま見かけたトランビアの運転
手は地元の女子大生ということ
であった。駅に入場する際に、交
通カードを自動改札機にかざし
て入場する。

写真16 急勾配、小曲線区間を通るトランビア
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写真 17 トランビア車内

（５）電動エスカレーター（2011 年完成）
メデジンの西部市街地の斜面に 6 本のエレベーター（延長 385m で 28 階のビル
の高さに相当する高さを結ぶ）を建設し、2011 年に完成した。
この地区（Comuna 13）は、貧困層の居住地で、以前はゲリラが活動する危険地
域で、誰も近寄らなかった。地区内には狭い階段しかなく、移動も簡単ではなかっ
た。この地区の改善のための必要な交通施設は何かについて住民のアンケート調
査、住民の話し合い、地区内の建築家の協力によってエスカレーターの導入が決
まった。エスカレーター整備に合わせて、広場の整備、有志による壁画などに取り
組んだ。
この結果、地区住民の生活環境がよくなり、国内外からも大勢の観光客が訪れる
ようになり、12,000 人の地区住民が恩恵を受けている。

写真 18 電動エスカレーター
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６．おわりに
ボゴタ市の BRT は、同システムとしては世界最大のものであり、道路中央に 4
車線の専用レーンを設け、停車駅の異なる複数の急行バスを導入することにより、
駅に停車中の先行のバスが出発するまで着駅できないということもなく、また、そ
の駅を通過するバスは、駅に他のバスが停車していても外のレーンを通常速度で
追越し運行できる。
また、乗車料金支払いは、専用のカードにより行われており、トランスミレニオ
の幹線部分では、駅に入場する際に支払う。一般道路部分から乗車する場合は、バ
ス内で専用カードで行われ、現金での支払いはできない。バス内で、カードへの
チャージもできない。このことが、バスからの円滑な乗降に役立っている。ボゴタ
のバスシステムは、こうした工夫により、大量の輸送能力を維持できていることが
分かった。
日本国内で BRT の導入を行う場合は、単に、連結したバスを導入するだけでな
く、施設や料金徴収システムなどを合わせて計画しないと、逆に交通混雑を増幅す
る結果となるのではないかと危惧する。
また、道路空間に専用の用地を確保することが困難な場合、人口規模が拡大しす
ぎた場合、BRT システムの輸送能力に限界があることも考慮すべきである。
メデジン市では、
「公共交通政策を市民の融和と統合、社会福祉政策」として、
様々な交通システムを導入している状況に接することができた。特に、新しい交通
システムを導入するにあたり、その地域に、学校、公園、スポーツ施設など住民の
福利厚生施設を同時に建設することにより、その導入効果を高めていた。
わが国においても、少子高齢化や地方振興の重要性が高まっている現在、公共交
通政策を福祉政策の一環として取り組んでいるメデジン市の政策に共感するとこ
ろが多い。

参考・出典

http://www.sitp.gov.co/Publicaciones/el_sistema/informacion_general
2017 TRANSMILENIO SA
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ボゴタ旧市街の中心部に位置する黄金博物館の中心に展示されている黄金の像
「Women, symbol and fertility」
（撮影：日野祐滋）
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連載：鉄道法律相談
第 4 種踏切道の改良
小島好己 Kojima Yoshiki※
１ 2018（平成 30）年 9 月 27 日に、国土交通省運輸安全委員会によりある踏切道
事故に関する調査報告書が提出された。2018（平成 30）年 1 月 16 日に発生した JR
関西本線の井田川－加佐登間にある坊主山踏切道（三重県鈴鹿市）での区間快速列
車と原動機付自転車（以下「原付」と略す）の衝突事故に関するものである（原付
の運転者が死亡）
。
この報告書では、原付の運転者が死亡していることから事故発生原因について
は不明としつつも、踏切道周辺の地形上見通しが制約されていること（報告書で
は、カーブミラーを通して列車の接近を認識できるのは列車が踏切道を通過する 7
秒前、列車の接近を直視した場合には 2.5 秒前とのこと）
、列車の接近が確認でき
てから列車が到達するまでの時間的余裕が確保しにくい状況にあることなどが事
故につながった可能性があるものとし、通過する自動車や人員が極めて少ないこ
と（報告書によれば、いずれも一日当たりの平均通過量は 0）
、坊主山踏切道が第
4 種踏切道（警報機・遮断機なし）であることなどから、同踏切道の廃止を検討す
るのが望ましいと結論付けた。廃止が困難な場合には保安設備の設置が望ましい
とした。
これに対し、報道によると、鈴鹿市（踏切道で交差する道路を管理）が地域住民
の意見を聞いたところ「道路をまたいで畑を所有する人もおり、踏切は必要」との
声があったとして、
「住民が利用している以上、市としては廃止を求めることはで
きない。JR に安全対策を講じてもらうしかない」という意向のようである（2018
年 9 月 29 日読売新聞（インターネットニュース）
）
。
調査報告書では、事故の翌日に踏切警標を覆っていた竹が伐採されたり、同じ年
の 5 月に踏切道付近に除草剤が散布されるなどした、とある。踏切道の存在を分
かりやすくし、見通しをよくするという目的のためであろう。市が求める安全対策
が具体的にどういうものかは不明であるが、この程度の対応ではなく、報告書が廃
止しない場合に望ましいとする警報機・遮断機の設置という直接的な対応を求め
ていると思われる。

※

東京神谷町綜合法律事務所 弁護士
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２ 国土交通省の統計では、1960（昭和 35）年度には全国で 5,482 件の踏切事故が
発生していたが、2016（平成 28）年度でもなお 223 件の踏切事故が発生し、死傷
者数は 190 人（うち死者は 97 人）に上っている。踏切道の安全確保のための改良
は鉄道施設の改良のなかでも重要度が高いのはいうまでもない。
そして、警報機も遮断機もない第 4 種踏切道は、国土交通省の資料によれば、
2017（平成 29）年度現在、全国の全踏切道 29,800 か所中ほぼ 1 割の 2,795 か所に
上る。地方の中小私鉄だけでなく、大手民鉄やＪＲにもその時点で第 4 種踏切道
は残存しており、全国に存在している。警報機もなく遮断機もない第 4 種踏切道
の安全確保は踏切道を横断する歩行者や自動車等運転者の知覚と判断によるとこ
ろが大きいことから、その危険性はかねてより指摘されてきている。そのため、現
在では第 4 種踏切道を新設することはもはや許されていない
（鉄道営業法第 1 条、
鉄道に関する技術上の基準を定める省令第 39 条、第 40 条、第 62 条）
。
３ このような踏切道の改良促進や交通事故の防止、交通の円滑化を図るため、
1961（昭和 36）年度に踏切道改良促進法（以下「法」という）が施行され、現在
にいたるまで同法に基づく踏切道の改良が進められている。法では、踏切道改良促
進法施行規則（以下「規則」という）第 2 条各号により定められた「踏切道指定基
準」
（一日当たりの踏切道自動車交通遮断量、踏切道歩行者等交通遮断量、1 時間
の踏切道遮断時間量、歩道の幅員等の道路構造、通学路としての利用の有無や近隣
に老人福祉施設等があるかないか、過去の事故歴の有無などをもとに定めたもの・
後記参照）のいずれかを満たした踏切道について改良すべき踏切道と指定し、立体
交差化、踏切道の構造の改良、保安設備の改良を促進している。
４ 法により指定された踏切道については、鉄道事業者と道路管理者とが地方踏
切道改良計画（もしくは国踏切道改良計画）を作成することができ、鉄道事業者と
道路管理者が双方費用を負担しあって踏切道を改良し、必要に応じて国等の補助
や貸付を受けることができることとなっている（踏切道改良促進法第 3 条、第 4
条、第 5 条、第 9 条、第 10 条、第 11 条）
。保安設備の整備による指定踏切道の改
良は鉄道事業者の費用負担とされているが（踏切道改良促進法第 9 条 2 項）
、それ
でも鉄道事業者は国による補助を受けることはできる（法第 10 条）
。
しかし、この坊主山踏切道のように、交通量が限りなく 0 で地元の限定された
人の利用しかなく、踏切道の幅員 1.4 メートル程度の第 4 種踏切道は、施行規則 2
条に定める条件を必ずしも満たすものではない。施行規則第 2 条第 10 号では、1
号から 9 号の具体的な基準から零れ落ちる踏切道でも改良すべき踏切道と指定で
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きる余地を残し、
「前条各号に掲げるもののほか、踏切道における交通量、事故の
発生状況、踏切道の構造、地域の実情その他の事情を考慮して、踏切道の改良によ
る事故の防止又は交通の円滑化の必要性が特に高いとみとめられるもの」も改良
すべき踏切道と指定できるようにはなってはいる。それでも、坊主山踏切道はそれ
まで事故の歴史がないことや、ごく限られた地元住民の畑利用のためという利用
状況に照らしても、
「改良による事故の防止又は交通の円滑化の必要性が『特に』
高いと認められる」という条件に該当するといえるか確実ではない。
となると、鉄道事業者が単独の負担で設置することを求められるということに
なる可能性がある（なお、仮に施行規則 2 条 10 号に該当するとしても、ＪＲ東海
の財務状況では保安設備の整備について補助を受けられないと思われる（法第 10
条、法施行令第 2 条）
）
。
５ 坊主山踏切道を通過する関西本線は JR 東海が経営する路線である。JR 東海
の体力からすれば、そうすべきかどうかはともかく、体力的に保安設備の整備は単
独でも可能であろう。しかし、体力のない地方中小私鉄に同じような踏切道での事
故が生じたときに、保安設備を単独で整備せよというのが困難な場合も考えられ
る。
第 4 種踏切道は、高価な保安設備を整備するには割に合わないものの、それで
も限定的とはいえ需要がある踏切道を存続させるため、安全とコストのバランス
をとった妥協の産物と言える。自動車が発達しておらず、列車の速度が比較的遅
かったり、列車本数も多くなかったりした時代や路線においては、安全を後退させ
ても存在させる合理性や一定の理解はあったであろう。
しかしながら、交通環境が変わり、踏切道を含め世間の安全に対する意識が変化
したことにより、第 4 種踏切道だけでなく踏切道自体に対する見方が変わってき
ている。法の対象から漏れる踏切道の存在価値は否定されつつあり、なかでも第 4
種踏切道のうち保安設備を整備する予定のない踏切道は廃止せよ、とくに事故が
発生したものは早急に、ということなのであろう。
換言すれば、今回の鈴鹿市のように、価値を否定される第 4 種踏切道について
「地元住民の利用があるから鉄道事業者は保安対策をせよ」といい、地元が廃止に
反対するというのならば、それはもはや鉄道事業者のみが対応するべきものでは
ないように思われる。廃止が望ましいという踏切道を鉄道事業者が維持し続けて
いれば、社会の安全に対する意識がさらに変化し、規範意識の内容に変化が生じた
とき、踏切事故について鉄道事業者の責任を問われることにもなりかねない。鉄道
事業者にとってもリスクを抱えることにもなりうる。
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行政としても、法が適用されない踏切道、適用されたとしても鉄道事業者にとっ
て保安設備の整備のための投資をするのに躊躇をするような踏切道、特に第 4 種
踏切道の在り方について主体的な判断と対応が望まれるところである。

（参照・踏切道改良促進法施行規則第 2 条）
第二条 踏切道改良促進法（以下「法」という。
）第三条第一項の規定により改良すべきもの
として指定を行う踏切道は、次のいずれかに該当する踏切道とする。
一 一日当たりの踏切自動車交通遮断量が五万以上のもの
二 一日当たりの踏切自動車交通遮断量と一日当たりの踏切歩行者等交通遮断量の和が五万
以上で、かつ、一日当たりの踏切歩行者等交通遮断量が二万以上のもの
三 一時間の踏切遮断時間が四十分以上のもの
四 踏切道における歩道（道路の一般通行の用に供することを目的とする部分のうち、車道
（道路構造令（昭和四十五年政令第三百二十号）第二条第四号に規定する車道をいう。以下
同じ。
）以外の部分をいう。以下同じ。
）の幅員が踏切道に接続する道路の歩道の幅員未満の
もので次のいずれにも該当するもの
イ 踏切道に接続する道路の車道の幅員が五・五メートル以上のもの
ロ 踏切道における歩道の幅員と踏切道に接続する道路の歩道の幅員との差が一メートル以
上のもの
ハ 踏切道における自動車の一日当たりの交通量が千以上（踏切道が通学路である場合には、
五百以上）のもの
ニ 踏切道における歩行者及び自転車の一日当たりの交通量が百以上（踏切道が通学路であ
る場合には、四十以上）のもの
五 踏切道における歩道の幅員が踏切道に接続する道路の歩道の幅員未満のもので次のいず
れにも該当するもの
イ 踏切道の幅員が五・五メートル未満のもの
ロ 踏切道の幅員と踏切道に接続する道路の幅員との差が二メートル以上のもの
ハ 前号ハ及びニに該当するもの
六 踏切道を通過する列車の速度が百二十キロメートル毎時以上のものであって次のいずれ
かに該当するもの
イ 踏切遮断機が設置されていないもの
ロ 踏切支障報知装置が設置されていないもの（自動車が通行できるものであって、道路交
通法（昭和三十五年法律第百五号）第四条第一項の規定により自動車の通行が禁止されてい
るもの（禁止される予定のものを含む。
）以外のものに限る。
）
七 直近五年間において二回以上の事故が発生したもの
八 通学路であるものであって幼児、児童、生徒又は学生の通行の安全を特に確保する必要
があるもの
九 付近に老人福祉施設、障害者支援施設その他これらに類する施設があるものであって高
齢者又は障害者の通行の安全を特に確保する必要があるもの
十 前各号に掲げるもののほか、踏切道における交通量、事故の発生状況、踏切道の構造、
地域の実情その他の事情を考慮して、踏切道の改良による事故の防止又は交通の円滑化の必
要性が特に高いと認められるもの
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講演録
地域鉄道フォーラム 2018「鉄道と音楽」
はじめに

国土交通省鉄道局後援・一般社団法人交通環境整備ネットワーク主催の地
域鉄道フォーラム2018「鉄道と音楽」を平成30年6月9日（土）東武博物館
ホールで開催しました。
このフォーラムは、地域鉄道の現状と課題について広く市民に理解をいた
だくことを目的として2009年より毎年開催しており、今回は10回目となるも
の。
はじめに、ご来賓の国土交通省鉄道局鉄道事業課長の石原大氏から挨拶を
頂戴し、その後、ミュージシャンで株式会社音楽館代表取締役社長の向谷実
氏より「鉄道と音楽」と題しての基調講演が行われました。
音楽家としての音へのこだわり、そして「とことんこだわる」
、
「人の役に
立つことをする」
、
「約束」という3つのキーワードから今日に至るまでをエピ
ソードを交えて講演をいただきました。
その後、向後功作常務理事がコーディネーターとなって向谷実氏、シン
ガーソングライターのオオゼキタク氏、鉄道アーティストの小倉沙耶氏によ
る「鉄道と音楽の未来」と題してトークセッションが繰り広げられ、その可
能性について多角的に論じていただきました。最後に向谷実氏、オオゼキタ
ク氏、小倉沙耶氏による楽しいセッション演奏が繰り広げられ、エンディン
グでは「線路は続くよどこまでも」を会場がひとつとなって歌い、たいへん
な盛り上がりとなりました。
プログラム
１．来賓あいさつ 国土交通省鉄道局鉄道事業課長 石原 大氏
２．基調講演 「鉄道と音楽」 ミュージシャン／音楽館代表 向谷 実氏
３．トークセッション「鉄道と音楽の未来」
ミュージシャン
向谷 実氏
シンガーソングライター
オオゼキタク氏
鉄道アーティスト
小倉沙耶氏
コーディネーター／常務理事
向後功作
４．セッション演奏
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１．来賓あいさつ 国土交通省鉄道局鉄道事業課長 石原 大氏
只今ご紹介いただきました国土交通省鉄道局鉄道事業課長の石原です。
鉄道事業課長の仕事は、ひと言で申し上げますと
「ローカル線担当課長」でして、ひなびた地域を走って
いる鉄道をどうやって元気にしていくか、生活交通と
してどう再生するかといったようなことを担当してい
ます。
本日は、一般社団法人交通環境整備ネットワークの
主催で地域鉄道フォーラムが開かれましたことを大変
嬉しく思います。
また、本日お集まりの皆さまには日頃より鉄道行政
に対するご理解ご支援を賜り、この場を借りて厚く御礼を申し上げます。
このフォーラムの挨拶を依頼されました時、テーマが「鉄道と音楽」とお聞
きし、最初はその意味がよく分からず、鉄道と音楽の関係とは何であろうかと
考えました。そして、交通機関には鉄道のほか、バスやタクシー、飛行機、船
とかありますが、その中でも鉄道が一番音楽と馴染みがあって、様々な音楽に
も取り上げられているということに思い至ったわけです。さらに、それはどう
してであろうかと考えてみますと、もちろん、鉄道そのものが我々にとって非
常に身近な存在であるということもありますが、ひとりひとりにとって「学生
時代の列車通学の思い出」だったり、
「旅先で乗った鉄道の思い出」のようなも
のがあり、こうした鉄道に対する「思い」や、
「思い出」が詩になり、そこに曲
がついて音楽になりというように取り上げられてきたのだと思います。
身近な存在であり、我々ひとりひとりの中にもいろいろな思い出がある鉄道
ですが、特に地方の鉄道は、その運営が大変に厳しくなっているというのも事
実でありまして、ローカル線担当課長として、国の方としても地域の皆さまと
一緒にこの鉄道を残していこうと様々な支援を行ってきているところです。
今日は鉄道と音楽というテーマであり、音楽の力で、そのような地域の鉄道
をどう元気づけられるかというようなことについても考えてみたいと思いま
す。
皆さまにとっても、鉄道に対するいろいろな想いを新たにできる機会になれ
ば願っており、私も皆さまと共に楽しく音楽との時間を過ごしたいと思います。
簡単ではありますけれども私の挨拶とさせていただきます。有難うございま
した。
（拍手）
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プロフィール（敬称略）
石原 大 Ishihara Dai
1992年運輸省（現国土交通省）入省。
海上交通局、運輸政策局、自動車交通局、鉄道局、道路局、外務省在オースト
ラリア大使館、航空局、観光庁等を経て、大臣官房人事課企画官、観光庁観光
産業課長、航空局航空戦略課長、国土交通大臣秘書官を歴任。
2017年8月より鉄道局鉄道事業課長。
２．基調講演「鉄道と音楽」 ミュージシャン・音楽館代表 向谷実氏
皆さん、こんにちは。
「鉄道と音楽」というタイトルになると、私しか他に
いませんよね。(笑)
私はカシオペアでのバンド活動が長く、鉄道好きの
音楽家と思われていましたはずですが、最近はピアノ
なんかを弾きますと「お上手ですね」と言われてしまい
まして、これはまずいなと(笑)。
鉄道と音楽とはそのバランスがいかに難しいかとい
うことを、今日は皆さんにお話したいと思いパワーポ
イントを用意しました。
公演時間は30分と言われており、時間が押しそうになりましたら、ブザーを
ならしていただきたい。そのブザーですが、昔は「ベル」でしたね。それは人
間が不快になる程の音量で「ジリジリジリ」というもので、実際に鐘が叩かれ
ておりました。
あの「ジリジリジリ」は、お客さんからしてみると、
「乗れ」
、
「早く乗れ」と
聞こえ、高度経済成長期の日本においてはそれでもどんどんと乗りました。
しかし昨今は鉄道会社の収益構造も変化してきており、近年上場した JR 九
州の売り上げは不動産や流通等のセグメントが大きくなってきており、一方、
鉄道における在来線の収益はどうかというと、それは皆さんご存知のことだと
思います。
赤字の部分はいらないと捨てられるかというと、これは公共交通であってな
かなか出来ません。時には廃止されてしまうこともありますが。
そのように時代も変わり、
「ジリジリジリ」が「音楽」に変わったら、乗客の
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皆さんは快適に鉄道を利用していただけるだろうという要素は当然出てきた
と思います。
鉄道におけるその音楽は、1990年代頃から始まり、それも全くルールや見通
しの無いままに始まったがために、「なぜこの音楽がこの駅で？」という疑問
を抱かせるものもあって、一番重要な根本のことが語られずに現在に至ってい
ます。
悪口を言うつもりはございませんが、山手線恵比寿駅で内回りと外回りが同
時に入って来て、同時に「第三の男」のメロディが鳴らされた時の音楽家とし
ての辛さはいかばかりか(笑)。
右ホームなのか左ホームなのか分からないような曲の作り方とか、私自身も
いろいろ経験し反省すべきでもあるのですが、鉄道と音楽という関係は本来ど
うあるべきかについては、実は今語りはじめられたばかりと思います。
お集まりの皆さんは鉄道が好きな方、鉄道に興味がある方、そしてなんと
言っても鉄道の利用者であるわけで、これから行われるトークセッションもお
聞き頂いて鉄道に関する音楽をどう感じておられるのかを知ることは私に
とってもとても興味がありますし、今日の一日の中で皆様とこのテーマを深め
ていけることを念頭に、私の基調講演を始めます。音楽で言えば「即興的」
、鉄
道では一番言ってはいけないけれど「脱線」しながら(笑)
3つのキーワード
今日は「鉄道と音楽」といいながらも「鉄道における音とは」
、というところ
まで話しを広げたく、その為に、3つのキーワードによって話を進めて参りた
いと思います。
先ず私自身のことですが、音楽と鉄道と、好きなことを仕事にしていますが、
これが混乱すると先程の話「お上手ですね」とか言われたりしますので気をつ
けなくてはいけません。
好きなことを仕事にする上で大切なことは、3つあり、ひとつは「とことんこ
だわる」こと。鉄道と音楽にこだわっていれば必ず利益も出ます。
もうひとつは、
「人の役に立つことをする」ということで、常に「役に立つこ
とは何か」という視点を忘れてはいけないと思います。
そして最後に「約束」を守ることであり、これは「仕事の納期を守る」とか、
そのようなことも含めて多くの方との約束を守ることで、それも目標となりま
す。
この3つは私が好きなことを仕事にする上での基本としています。
ミュージシャンとして
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人間とはこうも進化するもので、20代当時の私の体重は58キロ、今85キロで
すね（笑）
。
その当時に何にこだわっていたかと言いますと、ギターに憧れたキーボー
ダーのように、つまり鍵盤を座って弾くだけではなくて立って肩からぶら下げ
て人前に出て演奏してやろう、とやっておりました。この時に何を学んだかと
言うと、ギタリストと同じようにステップを踏む、左足が先か、右足が先かと
か、演奏ビジュアルにとことんこだわって最後はぐるっと回って回転までした
のです。
ただ、ひとつだけ残念なことがありました。当時からギターやベースはワイ
ヤレスでしたが、このキーボードの場合はケーブルがついていて、回った瞬間
にケーブルにからまってコケてしまった（笑）
。
1977年にカシオペアに参加して2012年に脱退しておりますけど、その間40枚
以上 CD を出しています。ただ私自身は全部持っておらず、どこに何の曲があ
るかは、いろいろなファンの方に聞かないと分からない状況です。
今もミューシャンとして活動しており、実は今年もコンサートツアーを行い
ます。
日本に外国の人がいっぱい遊びに来て、我々も海外に行く時代ですが、コン
サートツアー「East meets West 2018 」は、日本のミュージシャンとアメリ
カのミュージシャンを同じ人数にして演奏するもので、福岡、大阪、そして東
京で開催します。
東横線の発車メロディ
東横線の渋谷駅の発車メロディはどのようにして制作したのかをご説明し
ます。
皆さんの多くは東横線を利用したことがあると思いますが、以前の渋谷駅は
地上ホームの終端駅でした。あれはあれでなかなか良く、電車は代官山から渋
谷駅に水平に入ってきておしまい。そして折り返して横浜方面へと走っていま
した。
それが代官山からグァーっと下だってきて渋谷駅で東京メトロ副都心線と
繋がれました。
代官山から来た東横線は、そのまま東京メトロとなりますので、こちらの発
車メロディは違う方の音楽ですが、私が担当した発車メロディは渋谷駅から代
官山に向かう方向のものです。
さて、ここでの音楽は何を意味しているのでしょうか。実は車両の側にたっ
て、つまり「この先もの凄い登り勾配が続きますよ、電車の君たちは元気にか

- 207 -

ecotran 2018 N0.10

けあがって欲しい」という気持ち込め、これから乗るお客さんも「そうか、こ
んな風に上っていくのか」と感じていただけるように作りました。
東急電鉄にエビデンスでデモテープを出した際に、「発車メロディはどのよ
うに作りますか」
と聞かれて今の話をしましたら一発で OK をいただきました。
つまり音楽家には究極のエビデンスが求められるのです。
例えば東京メトロの東西線の西船橋から落合までの発車メロディを全部作
りました。メトロは「上り」
、
「下り」と言わず「A 線」
、
「B 線」と言います。ご
存じ方もいらっしゃるかと思いますが、西船橋から落合までの間のメロディは、
各駅をつなげると一曲になっています。また落合から西船橋までの間も一曲に
なっています。
その一曲をどのように作ったかというと、エリアごとに音楽の風潮を変えて
いるのです。
地上区間で高架を高速に走っているところ、どちらかというと通勤者がたく
さん使う所はやや都会的な要素を入れ、そして門前仲町とか木場の地下部分で、
いわゆる江戸情緒のあるところは、江戸の邦楽的な要素を入れ、大手町あたり
ではソリッドの形になって、学生街の早稲田から、神楽坂等は少し風情を出す
というような流れを作って、そこのエリアや駅に特化した形で作曲をしました。
発車メロディの長さは7秒が基本です。場所によっては5秒、某鉄道会社で
作ったものでは4．5秒というものがありました。この短い4．5秒で何が作れる
のと思われますが、これ結構作れるのです。コツがあり、それは次回の鉄道と
音楽をお話する時にでも詳しく説明したいと思います(笑)。
発車メロディを作る上で利用者の皆様と事業者の皆様との共通のベクトル
の中に音楽を押し込むというかなり高度な技術が音楽家サイドには要求され
ると思っています。
先程も述べましたが、どのような経緯で発車メロディが決まっていたか分か
らない時代では同じメロディでいろいろな駅に展開がされていたのも事実で
す。
これから私がお話しするのは、音楽がこのように入り、このように人に役立
ち、そして約束に繋がるところにまで話しの展開を進めて行きたいと思います。
トレインシミュレータの開発まで
まず私の会社である株式会社音楽館は、「音楽館」と称しているのになぜ鉄
道の仕事をしているのでしょうかと聞かれます。
本当は音楽の会社として1985年に創立しました。今年で32年になり、最初は
録音機材の貸し出しを行っていました。
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今のレコーディングはハードディスクに行いますが、昔はテープ式で行って
いました。当時プロオーディオの世界の録音機材は SONY の3348という機械で3
千500万円程の価格でした。売り手も強気でこのテレコが欲しいと思っても話
をちゃんと聞いてもらうだけでも2ヶ月程前から担当の人にアポイントメント
をとらなくてはいけないというような強気の商売がされていました。私もこれ
を購入する時はそれは大変で、買ってレコーディングスタジオに据え置きまし
た。
そしてこの機械を一時間あたり3000円で貸し出し、いわゆる従量制での貸し
出しを行ったのです。そうしましたら1ヶ月で400時間以上使っていただきまし
て・・・たいへん高い機材でしたが貴重なものなのでビジネス的にも成り立っ
た訳です。
しかし、今日このジャンルでの SONY の市場占有率は0％です。業務用のレ
コーダーに至っては3348の後継はハードディスクレコーディングの Pro Tools
という海外の技術に取って代わられました。
あの当時の SONY は世界中の録音技術を席巻していて、もちろん私も恩恵を
被りましたが、結局ガラパゴスだったのですね。
そのことは日本の鉄道を考えると少し耳の痛いところもあるのではと思い
ますが、SONY のルールが世界のルールであると思われていたのに今のプロオー
ディオでの市場占有率はゼロに近い。
私の会社もそれでスタートしてビジネスを展開していたのですが、変化とと
もに当然売れなくなり使えなくなって、そしてトレインシミュレータに行く訳
ですが、そこへの接続の前にワンクッションありました。
1982年にデジタルデータを入れることができる CD
というものが世に出てきてびっくりしました。
「これ
だ」と思って、1993年に自分のバンドであるカシオペ
アの CD-ROM を作りました。後にこれがヒントとなっ
てトレインシミュレータに行きますが、なぜヒントに
なったかというと、この CD-ROM が「タッチ・ザ・ミュー
ジック、音楽を触ろう」というマルチメディアな言い
方ですけどもリリースし、今のご時世には絶対アウト
になるという本当に問題のあるソフトでして、全問正
解するとレオタードの女性が出てくるのです(笑)。もう恥ずかしくてしかたな
いですが、それが税抜き1万2千800円で発売いたしました。どうしてこんなに
高くなったかというと、これに貼られている JASRAC シールの結果です。
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それで著作権代を入れると1万2千800円となったわけです。この当時カシオ
ペアも25枚のアルバム出しており、その音楽のアーカイブをお聴かせしたいと
思ったら、自分の演奏した自分の曲に著作権料を払わないといけません。これ
がリーガルの世界、合法の世界で、今も変わっておりません。
決して JASRC が悪いのではありません。もともと著作権の管理の仕組みをど
うしていくのか大きなネゴシエーションが無いまま、どんどんハードだのソフ
トだのが進化していって後付けで対応しようとするからこのような問題が起
きてしまいます。
今日本で売られているゲームソフトのゲーム音楽家は、著作権代がゲームソ
フトでは貰えません。それは全部買取りでやっているからです。大きなゲーム
会社の中にはサウンド製作部門があって、作曲家を社員として雇って曲を作ら
せゲームに入れています。私はあまり正しい姿とは思えませんが。
１万2千800円のレオタードのお姉さんが出てくるソフトなんて欲しくない
ですね。でもこの CD-ROM を作ったことでいろいろ学び、その結果とことんこ
だわって作ったものが1995年発売の「トレインシミュレーション中央線」です。
「持っている人おりますか？」
（会場の何人か手が挙がる）
。ありがとうござ
います。これはなかなかすごいソフトで鉄道を運転する一般ユーザー向けシ
ミュレータで世界初となりました。
でも問題もありました。今でこそプロパティライセンスといって、鉄道会社
で何かをやったら、売り上げの何％を許諾するという制度ができていますが、
当時はありませんでした。
トレインシミュレータのソフトを出すので許可をくださいと JR 東日本本社
に行きましたが、いやウチではないので子会社の○○に行って下さい、〇〇行
くとウチでは決められないので本社に行ってくださいと許可をいただくまで
約2年間かかりました。運転ソフトを作るには運転台にカメラ入れて撮影しな
くてはなりません。我々一般人は運転台に入れてもらえるわけがないので、ど
うしたかというと、当時 JR 東日本企画が展望ビデオソフトを出しており、そ
の撮影チームのビデオカメラの映像を貰って作ったのです。
ですから東海道線のシミュレータの映像は、カーブで三脚を支え忘れて、数
秒カクっと倒れたままの映像で販売したのです(笑)。
第一作目トレインシミュレータの発売はどうであったか、聞いて下さい。
1995年8月19日、お盆を挟んだ夏休みの日が発売初日で、ほとんどやる気のな
い発売日ですね。街には人がいません。秋葉原もガラガラです。家電量販店を
回って「これ買って下さい」
、
「これ売って下さい」と言うと「え、電車の運転
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なんて、面白い訳はないだろう」という反応でした。全国の量販店で出た数が
350枚、それもマッキントッシュ版です。当時マッキントッシュ（Mac）自体が
多分１万台くらいしか発売されていない中で、既に市場調査が間違っておりま
すけど（笑）
、そこから私のビクトリーロードが始まるのです。
そのソフトの走行区間もたいへん微妙な区間で、中野から豊田間となってい
ました。当時の業務用のビデオカメラは30分しかとれず、201系中央線特急電
車の上の運転台で新宿から少し出たとこから撮影に入り、しかし八王子までは
テープがもたず切れてしまった結果です。
これだけではありません。知っている人もいると思いますが、東海道線は鴨
宮から戸塚間です。東北本線は、これはもう今でも絶句しますが、土呂から間々
田間（笑）
。そのようなものが最初の頃に出したトレインシミュレータでした。
今だったら有りえないでしょう。これで売り出す方も、お買いいただく皆さ
んも異常ですよね（笑）
。
そうこうしていたらアップルジャパンから電話をいただきました。「もしも
し音楽館ですか、やたらと Mac が売れているのですよ」と。Mac とトレインシ
ミュレータとを一緒に買うお客さんが何千人も出てきたのです。当時の営業本
部長が、その後有名となった原田泳幸さんでした。この原田さんがアップルの
社長になったときに、マイクロソフトの会長は古川享さんでした。この古川さ
んはウルトラ鉄道ファンですから Mac で出たものが Windows で出ないのは悔し
いわけです。
そこで Windows95が出る時に、全部開発費を持ってもらって、この土呂から
間々田までのシミュレータを出しました。このソフトの攻略法の解説書までが
出ましたが何と出版元はソフトバンクです。ですから孫さんを支えたのはわた
しなのです(笑)。当初のソフトバンクは PC ソフト流通の会社でした。売れに
売れていたトレインシミュレータをいろんな量販店に運んでいた人たちが今
は孫さんの右腕であり、あるいは孫さん自身です。今度お会いした時には「あ
なたの会社の基本はウチがつくった」とちゃんと言わないといけないですね
（笑）
。
その後小田急とか京急とかを出すと売れるだろうな、と考えていたところ、
いきなり相模鉄道から「ウチのトレインシミュレータは作れますか」と電話が
ありました。相鉄線は横浜から海老名までと走っている地域が微妙ですよね
（笑）
。市場を考えると東海道線、中央線、東武線とかでしたら全国的にも知ら
れていますが。
その理由は、もう話しても良いと思うのですが、相模鉄道の会長さんが、家
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でお孫さんがトレインシミュレータで遊んでいるのを見て「ウチのはないのか」
とのひと言が発端でした。
この話をいただいた時までは鉄道会社さんの保有する映像をもらうなど恐
る恐るとやっていた状況でし
たので、ひょっとするとその状
態を変えられるのではないか
とも思い、無理を承知で「相模
鉄道さんのものはうちの製作
の順番としては、時期的にかな
り難しいですけど、もし、撮影
用の列車を仕立てていただい
て、カメラで展望を撮れたら
ちょっと前向きに検討します」
と申し上げました。すると「それでしたら乗務員の手当てと電気代だけですか
ら大丈夫ですよ」と快諾をいただきました。
ダイヤの間をぬって走るっていうことは出来なかったので、5時台の始発の
次の電車で出庫して往復の撮影を行いました。途中で出庫前の警笛の音を録る
のを忘れてしまったのに気づき、「警笛の音を録りたいのですが」と運転士さ
んに頼みましたら、
「分かりました、ではここで鳴らしましょう」と、まだ沿線
の住民の多くが眠っているかもしれない時間でしたが「プアー」と警笛を鳴ら
していただきました。あの時もし、びっくりされた方がいたらごめんなさい
（笑）
。
トレインシミュレータシリーズはシリーズ化されているものがほとんどで
す。
ただ、メディアの容量の制約で CD-ROM ではどうしても距離が短くなりまし
た。次の大きな変化は山手線のもので、プレステーション2で出しました。そし
てプレステーション3となって私が思いついた企画は、今から考えると皆さん
に迷惑かけたと思うのですが、中央線と京阪とシカゴのブラウンラインで列車
の撮影の時に同時に上空にヘリコプターを飛ばして撮影いたしました。ソフト
で視点の切り替えをして、運転している模様を空からも見ることができるとい
うそれは画期的な企画だったのですが、ほとんど評価されないまま、製作費だ
けがかかってダメになってしまいました（笑）
。
音にこだわる
東武博物館に入っている10030、50050、8000の3つのシミュレータは私の会
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社が作らせて頂いていますが、早くスカイツリーの入った映像に入れ替えるべ
きだと思いますので、ぜひご検討いただきたいと思います。
鉄道博物館では蒸気機関車 D51のシミュレータを作りました。これは投炭し
て燃やした蒸気溜めの上においてある過熱蒸気管の水がどの程度の温度に
なっているか、それをシリンダーに送り込んで、というところを全部シミュ
レートしている世界で唯一のシミュレータです。たいへん細かに作り過ぎて、
このようなものはこの先、2台目、3台目と生まれることがないのではないか、
どうもだれも注文してくれそうもありません。
また、集合型のシミュレータは、20数台同時に行うことができます。
皆さまも新幹線がインドで導入が決まったというニュースをご存知かと思
いますが、現在日本の新幹線をいろいろな国に売り込んでおり、その新幹線用
のシミュレータも作っております。
ミラノで行われた UITP（国際公共交通連合）の公共交通展示会でも私どもの
シミュレータを展示しました。普通ヨーロッパの人は、日本の鉄道の出し物に
関してはあまり関心を示しませんが、なんと各国の鉄道の総裁クラスが沢山集
まっていただき、やはりシミュレータから出てくる「音」がリアルだと、人が
集まってくるのです。
サンフランシスコで新幹線のプレゼンをした時に何故か私は政府主催の
パーティの席順2番という札をもらって座りましたら首相とご一緒することと
なりました。
安倍首相は私を良く覚えていただいており、「向谷さんの作ったシミュレー
タはかなりインパクトあるね」とお褒めを頂戴しました。
東急の「電車とバス博物館」の8090系シミュレータを作る時はもう既に同じ
モーターが東急に存在しておりませんでした。そのため、このモーター音を取
るために秩父鉄道まで出かけました。実際の筺体は非 ATC 車だったので、それ
を改造してキャブシグナル化しています。この鉄道のモーター音を作るのに何
日かかったでしょうか。
トレインシミュレータの歴史はゲームソフトで始まり、それが今業務用に発
展して、博物館や鉄道会社に入っております。今一番新しいのが JR 東日本の
乗務員教育用のシミュレータで、運転士さん、車掌さんが個別に訓練できるだ
けじゃなくて、連携しての訓練もできます。この訓練装置は、全営業運転区間
をシミュレートでき、例えば山手線だったら、池袋と大崎でそれぞれ違ったシ
ミュレータなります。東海道線も常磐線も総武緩行線も総武快速線も武蔵野線
も水郡線、長いですね、この間はもうすぐつながる常磐線の富岡まで撮影に
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行って、もうすぐちょっとで浪江につながるところまで今作り込んでいます。
この間幕張で開催された鉄道技術展で面白い現象が有りました。いろいろな
異常時を発生させて電車が止まったら、どうやって安全を確認して、電車が再
び走りだすかという訓練の模様を来場の方に全部お見せしました。これは良
かったと思います。日頃よく電車が止まって、10分、20分と動かないことがあ
ります。
「何で動かないのだ」と乗客は文句言いますね。安全確認を行っている
という理由があるのですが乗客はそれを知っていません。
それを指令、車掌、運転士、場合によっては駅員も含めてシミュレータを使っ
て訓練をするところをお見せすることで安全確認の大切さを理解していただ
けたのです。
私たちが作っているシミュレータは線区の例外なく全路線を作ることとし、
現在7,000キロとなっており、この先、新幹線も入り、これも速達用と、各駅停
車がありますからそれらを全部作っていくこととしています。
そのためにはそのデータを蓄積するサーバーの整備が必要であり、皆さんご
存知の容量を示すギガバイト、テラバイト、今私たちが取り組んでいるのはペ
タでの整備で、1ペタ、2ペタとそのコストは爆発的に大きいのですが、それを
整備することで何万キロにわたる区間でも安定して訓練が出来るようになる
訳です。
好きなことの仕事をし、とことんこだわる、社員もとことんこだわります。
その結果、昨日も乗務員さんたちと打ち合わせした時に、
「よくご存じですね、
もともとは鉄道会社に居られたのでしょう」と聞かれました。「はい、そうで
す」とお答えしたかったのですが（笑）、そのくらいこだわりを持って勉強を
し、そして人の役に立つということをする、それが私の挑戦です。
軽量バー式ホームドア
現在山手線などに導入されているホームドアは確かに立派ですが、重量も思
いしコストも高い。だから全ての鉄道会社が山手線のような収益構造であれば、
数百億円かけても、そういったものが作れますが、そのようなことが出来ると
ころは正直いってそれほどは無いと思います。
それに対し、私共は軽量バー式ホームドアを提案して、JR 九州の筑紫線の九
大学研都市駅に入れるとこうなるであろうというプレゼンテーションを、シ
ミュレータを使って作成しました。国土交通省の主催する新しいホームドアに
関する委員会に私はメーカーとして9回程出席して、ようやくまとまりました。
このホームドアはバーだけですので、風に対する影響も少ないですし、開閉
の音楽も作っています。宇都宮工場で展示したときには視覚障害団体の人たち

- 214 -

ecotran 2018 N0.10

が見に来てくれました。このホームドアは日本で多分唯一だと思うのですが、
このホームドアでの伝い歩きを奨励しています。バーに触って下さい、視覚障
害者の方がたとえ寄りかかっても良い構造にしています。それを国土交通大臣
にも来て見ていただき実現しました。この軽量バー式ホームドアについては、
国土交通省のホームページ※に載っています。
基本的に、伝い歩きをしている人やそのホームドアに近い人が居た場合に、
これかからドアが動きますよというガイドは「音楽」によって行い、それは音
楽の成せる技だと思います。
私の中では一秒フライングで早めに音楽を出し、音楽の種類も変えています。
私がホームドアを一生かかっても本当に良いものを作り上げたいと痛切に
思ったのは、ある出会いがあったからです。
ある視覚障害団体の人が、
「駅に行くのが怖い」とおっしゃるのです。それは
ホームで転落することが怖いからではなく、
「人に迷惑をかけるのが怖いから」
とおっしゃいました。
「えッ、どういうことでしょう」とお聞きしましたら、白
杖を持って歩いている視覚障害者の人は、一部のホームドアでは検知アラート
が鳴ってしまうのだそうです。三次元センサーとか、物が当たったことによる
センサーが働いてホーム内にものすごい音の警告音が鳴る。そうすると、自分
が駅に行ったことで皆に迷惑をかけ、電車を止めてしまうからと聞いた時、私
はものすごくやるせなくなってそんな日本でいいのかと思いました。
彼らに駅に行くのが怖いと思わせるのは絶対間違っていると思います。
それで今回ホームドア開発で取り組んだのはその約束を守るために、伝い歩
きをしても、白杖による影響も一切このホームドアでは支障は生じませんとい
うことでした。
鉄道をより良くするために
この間、初めて盲導犬を連れた人たちと一緒に飛行機に乗って九州に行って
きました。一緒に行くにあたっては JAL や ANA の窓口に話を何段階かする必要
があります。それは、他のお客様に迷惑をかけないで乗っていただくというの
が基本スタンスで、もちろん盲導犬は全然問題ないよう教育を受けている訳で
すが、やはり公共交通の中での扱いは慎重になります。JAL の方は当日いろい
ろ対応をしていただき非常に良い形で行くことができましたが、毎回こうでき
るのか考えさせられました。
国交省の方にも検討していただきたいことですが、視覚障害者が持つパスモ
※

http://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_fr7_000011.html
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を福岡市交通局の地下鉄で使ってみました。そうしましたら使えないのです。
パスモで相互利用ができる事業者同士でも、こと障害者の持っているパスモは
障害者割引の設定の仕組みが違うから使えないというのです。初めて九州に旅
行して、ではパスモで乗ろうとしたら、ピーと鳴ってゲートが締まるというこ
とが起きているのです。
このような問題も皆さんにも知っていただき、私たちが、皆幸せに、そして
楽しく、そして本当に便利に利用できるそのような鉄道にしたいものです。
九州では九大学研都市駅で盲導犬と白杖の人たちが人込みの中に居ても設
置カメラがちゃんと確認できるかどうかの実験をしました。そのため、前の日
にツイッターで協力者が欲しいとつぶやいたのです。翌日の朝は寒い日でした
が、なんと隣の街の人や駅周辺の人たち多数にお集まりをいただき、協力を頂
戴することができました。
後程のトークセッションではもっと鉄道と音楽の話をさせていただきます
が、私自身の音楽家としての人生、それから鉄道が好きで鉄道での事業を行っ
ていることのご紹介をさせていただきましたが、今後も「とことんこだわる」
、
「人の役に立つことをする」
、そして「約束」をする、という3つの基本的考え
方で、皆様と一緒に鉄道をより良くするために活動をして参りたいと思います
ので、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。有難うございました。
（拍
手）

プロフィール（敬称略）
向谷 実 Mukaiya Minoru
ミュージシャン／株式会社音楽館代表取締役社長
フュージョンバンド「カシオペア」のキーボーディストとしてデビュー。
大の鉄道ファンでもあり多くの鉄道会社の発車メロディ、車内チャイムを提供
する。
また開発製作に携わる運転シミュレータは、東武博物館、鉄道博物館はもとよ
り多くの鉄道会社の乗務員養成の現場で採用されている。 レギュラーを務め
る NHK-FM の音楽遊覧飛行「ミュージックエクスプレス」で鉄道と音楽の関わ
りを楽しく解説。
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３．トークセッション「鉄道と音楽の未来」
プロフィール 以下敬称略
オオゼキタク Ohozeki Taku
シンガーソングライター
2004年『群青グラフィティ』でデビュー。ドラマ主題歌や横浜市立横浜サイエ
ンスフロンティア高校校歌の作詞作曲、中井精也の DVD 付きアルバム等への楽
曲提供を行う。
国鉄民営化30周年記念トリビュート・アルバム「JNR to JR」では、フォトタイ
ター矢野直美の作詞に曲をつけた「人あかりの路」を収録。JR と私鉄の全線完
乗を達成しており、鉄道旅のエッセイ、コラムを新聞・雑誌等で発表するなど
活動の幅を広げている。
小倉沙耶 Kokura Saya
鉄道アーティスト
2002年より「鉄道アーティスト」として活動を開始。鉄道イベントの企画・司
会や講演、執筆を行うとともにメディアスエフエムでは「小倉沙耶の鉄道物語」
のパーソナリティを務める。学生時代には吹奏楽部に所属してテナーサックス
を担当。2006年には「花降る駅で」歌手としてもデビュー。
「アケチで見つけた
スローライフ」等の CD の製作に携わる。モットーは、
「鉄道に関わる全ての方
が、笑顔でいられるためのお手伝い」
。
向後功作 Kougo Kousaku
一般社団法人交通環境整備ネットワーク常務理事
銚子電気鉄道次長、銚子市観光プロデューサー等を経て、2014年に株式会社観
光交通プロデュースを起業。
総務省地域力創造アドバイザー、関東運輸局地域公共交通マイスターの任命を
受けている。学生時代より吹奏楽に親しみ、現在銚子市に拠点を置く英国式金
管バンド「ソニアブラス」でバリトンホーンを担当。
【 Session 1】 音楽と鉄道へのかかわり
向後功作（コディネーター） －銚子電鉄で運転士や車掌を経験ー
本日は「鉄道と音楽の未来」と題しましてトークを展開して参りたいと思い
ます。
向谷さまの基調講演では、鉄道と音楽との関係、また向谷様がなさっている
お仕事をとても分かりやすくご紹介いただきました。
ここからはさらに鉄道と音楽に踏み込んでお話しを進めていきたいと思っ
ております。先ずは、最初に自己紹介も兼ねまして鉄道と音楽、どちらが先で
も良いのですが、個人的に鉄道や音楽にどのように関わってこれまできたかに
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ついてお話しをいただこうと思いますが、先ずは私の方から自己紹介も兼ねま
してお話をさせていただきます。
ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、私は8
年前まで銚子電鉄に勤めておりました。運転士や車掌も
含めて鉄道の経験をして参りました。音楽については、
中学生のころから吹奏楽をやっており、中学の時には吹
奏楽の全国大会に2年連続出場させていただいた経験も
あります。現在も地元のバンドに参加しており、また私
の娘たちも吹奏楽をやっていたことから親子の間に断
絶がなくお陰様で今でも仲良くやっております。これも
音楽があったからではないかと思っております。
本日の音響担当をしています2名はハーモニーという会社の山崎さんと伊藤
さんで、共に銚子出身、吹奏楽経験者です。山﨑さんは凄い方なので、井上陽
水、久保田利伸、福山雅治そういった歌手のレコーディングを長く担当されて
おり、つい先日もアンパンマンの映画のオーケストラバージョンのレコーディ
ングを担当されております。この方々と共に音楽での街づくりをしていこうと、
新しくなった銚子駅に山崎さんが高校生の時に使った四十数年前のピアノを
置かせてもらいました。いわゆる「ストリートピアノ」で、これはロンドンか
ら始まったのですが世界中でも話題になっており、NHK-BS でも「駅ピアノ」と
か「空港ピアノ」というタイトルの放送がされています。
先程の向谷さんのお話にもありましたが JR とからむ事業をまとめるのは大
変なことです。しかし今回のピアノ設置は幸い銚子駅長さんの特別な英断をい
ただいて何と2日でご了解をいただくことができました。先月はこの駅ピアノ
にアルトサックスが加わってのコンサートを行い、来月はファイナルファンタ
ジーの楽曲を作曲されている谷岡久美さんを迎えてピアノコンサートを行い
ますので、ぜひお越し下さい。
そのようなことができているのも私が銚子電鉄に勤めていたからこそ、その
ご縁があって出来たのかなと思っております。
ちなみに、鉄道のガッタンゴットン、ガッタンゴットンというのは、三拍子
だったのだと最近気が付きました。では、順に何故音楽を始めたのか、そして
どうして鉄道が好きなのかお話しをいただきたいと思います。
向谷 実 －平和とは自由に音楽を聴けるときー
先ほどと重複しないようにしないといけませんね、何で音楽やりだしたのか
については、学徒動員でシベリア抑留から帰ってきた父親、もう亡くなってお
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りますが、その父親が明治大学の学生の時にとても音楽をやりたかった。しか
し戦争中でそれが許されなかった。それで自分の子供が出来たら、ぜひピアノ
を弾かせてやりたいと思ったようで、そのことから半ば強制的に始めさせられ
ました。なぜだったかというとこれは後で知ったことなのですが、聞いて
ちょっとほっこりとさせられました。父にとっての平
和というのは自由に音楽を聴けるときにあった。父の
そういった強力な願いと、それと僕の音楽的な方向性
も一致して、まだ戦後は終わって間もないといわれて
いた昭和30年代の当時四歳半からピアノを弾き始め
て今に至っています。
鉄道に関しては、住んでいた街が二子玉川でした。
当時は玉電という路面電車の支線で、砧線という更に
マイナーな路線と大井町線の地上駅である二子玉川、
そして二子橋という鉄道道路併用橋があって、そこだけ単線で二子新地から溝
の口を折り返して来る。そのような所に住んでいて鉄道ファンにならない人は
おりません。
当時たいした娯楽もなく、テレビもまだ見られるか見られない時分、男の子
にとって目の前にある一番カッコ良いものは何かと言うと鉄道なのです。です
から中学や小学校の同窓会に出ると、私がこういう活動をしていることに関し
て、
「鉄道マニアかよ」と言われるより、
「そうだよね、そのとおりだね」
、と言
われます。余談ですけどね、世の中で鉄道ブームと言われていますが、これは
決して鉄道ファンが品行方正だと皆に認められたわけではなくて、鉄道ファン
のかなりの隠れていた我々の年代が権力を持ち出して（笑）、これは大事なと
ころですが、例えば番組プロデューサーが、そういうことを言っても時合とし
て許される。例えば、
「最近鉄道はなんか面白くない？」とか言った時に昔でし
たら「えっ、何ででしょう」とか言われてしまいましたが、そのようなことが
なくなったところをうまく利用して、大手マスコミの偉くなられた、だいたい
50代後半から60代の人達が、今まで隠してきた鉄道好きの本性を現してきたと
いうのが背景には多分にある（笑）
。それは私の状態をみても分かります。当時
のタモリ倶楽部への度々の出演や BS の鉄道特番等あらゆるものに出ていまし
た。この番組が本当に見てもらえるのかと思われるものにも出ましたが、多分
制作するプロデューサーの強い個人的趣味があったのではないかと思います。
鉄道が好きな人たちの中には、ちょっと語弊があるのですが、
「撮り鉄」とか
「乗り鉄」とかでカテゴライズするとお金になる・・という一部出版会社のた
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くらみに乗せられた一部のファンという存在もありました。そのような人たち
もこれは本当に面白いと覚醒した結果、非常に大きな鉄道のファンという形が
できてきた。
私はそのような環境の中での音楽制作を行っており、いろんな意味でのチャ
レンジが出来るわけです。
トレインシミュレータで育った鉄道マンもかなりいてその方たちは私の名
前を知っていただいているし、他の鉄道会社で鳴っている発車メロディを聞い
て声をかけていただくこともあって、どのようなケースでもありがたく思って
やらせていただいています。
鉄道と音楽の関係では、音楽をいくら良いものを作ってもその再生装置がボ
ロボロだとどうしようもありません。鉄道会社さんとの一番のせめぎ合いにな
りますが、「この音楽を鳴らすためには再生装置を改善してください」という
ところまでお話をさせていただいています。一例は、京阪電車の発車メロディ
を全部入れ替えた時に、再生装置も一斉に入れ替えています。
九州新幹線の時には、悩みました。はっきりいって音は800系の方が断然良
いのです。ちょうど荷物を入れるところにスピーカーがありバスレフ効果も
あって低音も良く出ます。ところが N700は真ん中にスピーカーがあって、低域
が出ません。その時は音源をつくって納入する業者の八幡電気さんと何度か
通って、熊本に留置されている700系と800系に、同じ音源を何回も何回も流し
て最大公約数に良く鳴るような音楽を書きました。新しい車両の方が音響装置
は優れているかというとか必ずしもそうではありません。今後やるべきことは、
鉄道と音楽を作っていく過程で感じたことを直接メーカーや鉄道会社に「こう
やった方が絶対よく聞こえる、多分このスピーカー1,500円ぐらいしかかけて
いませんね、ぜひ3,000円まで上げて欲しい。
」と言える立場になりたいと思い
ます。そうすることによって、これから多くの外国人の方が来る2020年の東京
オリンピックもひかえ、インバウンドと言われていますが、日本の鉄道の車両
に乗ってみたらとても良い音が聞こえてきたと感じてもらえる仕事を皆さん
の応援もいただきながら極めていきたいと思います。
（拍手）
オオゼキタク －言葉を紡いで旅する楽しさを伝える－
みなさん、はじめまして、オオゼキタクと申します。
向谷さんのあとは非常にしゃべりづらいですけど（笑）
。
音楽人の一員として、ここに並ばせていただけることをとても嬉しく思って
います。簡単ですが、自己紹介をさせて頂きます。
生まれ育ったのが横浜の根岸線の通る洋光台で、団地が沢山連なっている町
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です。
電車に乗るときは青い103系でそれがいつもの電車と感じていましたが、年
に何回かはそれとは全く違う列車に乗ることができました。それは盆と正月で
す。私の親は茨城県の筑波に田舎があり、そこに帰省するときは、根岸線・京
浜東北線で東京まで行って、当時東京と上野は繋がっていないから、そこの間
を山手線で乗り継いで、上野からはあずき色の常磐線に乗って土浦まで行きま
す。土浦からは筑波鉄道に乗り換えコトコトと気
動車で揺られて筑波駅で下車、タクシーで家まで
行くという行程でした。
それがとても楽しみで、楽しみでしかたがな
く、小学校2年生か3年生でしたが筑波鉄道が廃線
になるという話しを聞いて、その前に旅をさせて
くれと親にせがみ、弟を連れて二人で帰省したこ
とがありました。その時の旅の風景、それがいま
でも強く焼き付いていて、あの風景、あの良さを
何とか表現出来ないものかと思ってずっと生き
てきました。
私は1974年生まれの43歳になりますが、音楽自体をはじめるのは非常に遅く
大学に入ってからですが、青春時代にはバンドブームがありました。BOØWY が
流行って、UNICORN とかいう時代で、僕もバンドやりた～いと、
「バンドやろう
ぜ」と誘っても誰も乗ってくれない。ようようやることになっても、だんだん
洋楽の世界、当時流行っていたハードロック・ヘヴィメタルをやりたいとかに
なってしまい、僕が歌いたい郷愁とか暖かい音楽はその中では出来ないことが
判って、それでは自分ひとりでギターを始めれば良いのだとギターを手に取っ
たのが大学1年生の19歳の時です。その頃に初めてギターを触り、そして自分
のオリジナル曲が出来始めたのが大学3年生の20歳、21歳ぐらいでしょうか。
ライブハウスにも出るようになって、お客さんに自分の歌が届く喜びを知りま
した。
大学を卒業してからは普通に会社員として就職をして、そのまま音楽もやり
続けましたがライブハウスに出てもなかなかお客さんを集められない。どうし
てお客さん集めればいいのかと試行錯誤した結果、路上ライブを始めて道端で
ずっと歌いながらですね25、26歳ぐらいまでは会社勤めをしながら音楽活動を
行ってきました。
その後もずうっと道端で CD を売っていて、ようやくデビューに漕ぎつけた
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のが2004年、30歳のときで、ビクターから新曲を出すことができました。
インディーズ時代の音楽活動というのは、本当にお金の節約、節約できりつ
めてやっていますから、お金が無い状態で当然旅行へは行けません。横浜と東
京と行ったり来たりしながら音楽活動していました。
メジャーレコードでの音楽活動となってプロモーションに行きましょうと、
九州だと福岡へ、北海道だと札幌へと行くことになって、いろいろな列車に乗
る機会を得ました。すると自分が小さなときに見ていた図鑑に出ていた懐かし
い車両がそのような地域には走っているのですね。
「あー、これは良い」と旅に
目覚めたのはこのメジャーデビューからです。音楽活動をやっていく中で、全
国の列車に乗った路線を色塗していましたら結構塗れてきたのです。すると自
分自身でも旅に出るようになりました。
そうやっていく中で、先人たちの音楽の楽しみや表現を知っていくことにな
ります。それこそ向谷さんや鉄道写真家の中井精也さんの世界感に影響されて、
私も音楽を使って鉄道好きの皆さんにも楽しんでもらえる方法がないかと、言
葉を紡いで、「鉄道や旅することは楽しいね」というメッセージを皆さんに伝
えたいと作詞、作曲をするようになり、今日に至っています。
（拍手）
小倉沙耶 －寝台列車さくらが停まる駅－
私は鉄道アーティストという肩書で活動を行っています。この「アーティス
ト」という肩書は結構自由なことができてなんにも縛られない。ライターだっ
たらもちろんライティングをしなくてはなりませ
んし、結構カテゴライズされがちなネーミングの肩
書は世の中にたくさんあるのですが、アーティス
トっていう肩書での活動でしたら、自分がアウト
プットしたものは全て芸術活動としていろいろな
ことができます。2002年からこの肩書を使うように
なって、歌も歌っています。最初に CD として発表
したものは愛知環状鉄道のイメージソングで「花降
る駅で」という曲でした。その後は明知鉄道のイ
メージソングで「アケチでみつけたスローライフ」
という曲を歌っております。
音楽は鉄道のちょっと分かりにくいものを紹介するのに大変適していると
思っております。
以前に新潟の新津鉄道資料館で、「新津の街を鉄道の街新津としてどのよう
に表現していくか」について講演をさせていただく機会がありました。当時ご
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当地体操ブームというのがあって、各地で方言を入れたラジオ体操が生まれて
いました。私の地元は愛知県の豊橋というところですが、豊橋の方言で、
「のん
ほい」という、
「ねぇ」や「なぁ」というやさしい掛け声にあたる言葉がありま
すが、体操で「イチニ、イチニ」というのを、その「のんほい、のんほい」
、と
表現して体操の中に組み込むようなご当地体操が各地で流行っておりました
ので、講演では新津鉄道体操を作ったらいかがでしょうかと提案をいたしまし
た。体操の形、両手を上げて大きな車輪のポーズを作り、両手を三角にしてパ
ンタグラフを表現するという体操に、曲と歌詞を作って講演では音楽にのせて
発表いたしました。
鉄道好きな方には意外とブラスバンド部出身の方が多いのではないでしょ
うか。
「会場の皆さん、ブラバンをやっていた方はお手を上げてみてください。」
（何人か挙手）
ほら結構いらっしゃいますね。そのような話を向後さんとしていて、では一
緒に「レイルファンブラスバンド」を立ち上げてみようとなり、ひたちなか海
浜鉄道で演奏会をさせていただきました。
前後してしまいましたが、私は生まれながらの鉄道ファンを自認しておりま
す。何故かと言いますと、生まれ育った豊橋市がある愛知県にはトヨタやデン
ソーなど大変大きな車関係のメーカーがあって、私の親の世代が全国各地から、
集団就職してやってきました。大きな体育館に卒業したての若い子が集められ
て、
「はい、あなたは今日からこの部署」と言われてほうぼうに散っていくとの
ことだったようです。
その父と母は岡崎に勤めていて職場結婚したのですが、長崎生まれの母は長
崎に帰省するときはいつも寝台列車のさくらで帰っておりましたので、「住む
なら寝台列車のさくらが停まるから豊橋に住みたい」という理由で豊橋に住む
ようになりました（笑）。確かに豊橋を出たら名古屋まで停まらないので豊橋
は便利です。私も長崎に帰るときにはいつも寝台列車のさくら号に一緒に乗っ
ておりました。そのような訳で根っからの鉄道ファンでこれまで過ごしていて、
音楽の活動もさせていただきながら現在に至っております。
（拍手）
【 Session 2】鉄道と音楽の結びつきを考える
向後功作
音楽を始められたきっかけ、鉄道ファンになった理由もいろいろありますが、
結構お父様、お母様の影響も強いのではとお三方のお話しを伺って感じました。
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鉄道は明治に入ってからの日本の近代化を進めていくひとつの象徴であっ
たわけで、その鉄道をさらに知っていただこうと鉄道唱歌であるとか、また鉄
道で旅する中で各地のことを知ることができる歌がつくられてきたと思いま
す。
オオゼキタクさんの歌では、旅の想い出ですとか、地方のことを紹介する歌
も多いと感じています。
また向谷さんの基調講演にありました、登り勾配に近づく、登っていく車両
にエールを込めて作る音楽もあります。皆さんも鉄道に関係する音楽や歌も沢
山ご存知と思いますが、それは日本に限らず、アメリカやヨーロッパにおいて
もあり、また時代をさかのぼっての時代背景もあったと考えられますが、鉄道
と音楽にはどのような結びつき、関係性があるとお考えでしょうか。
向谷 実 －発車メロディと著作権－
アメリカだと「Take the A train」みたいに、鉄道に乗って私をつれてって、
とか「センチメンタル・ジャーニー」
、あるいは「フニクリ・フニクラ」のよう
な登山鉄道の歌とか、海外でも沢山あります。
実は私は JR 九州の D&S（デザイン&ストーリー）列車の音楽に携わっていま
すが、そこでは古き良き、そして面白いということでビックバンドジャズの
「Take the A train」を収録して、観光列車の「特急 A 列車で行こう」でその
音楽を使いました。
レコーディングをしてその音を作っていました
ら、そのアナログの LP 盤も作りたくなりました。今
アナログレコードはちょっと人気が出てきて売れて
きたようですが。ところがもう日本でレコードプレ
スをするところがなかなか見つからず、やっと東洋
化成という会社をみつけて作ってもらいました。鉄
道で音楽をやろうと思ったら、面白いコンテンツが
生まれて、じゃあレコード盤も作ろうとなった訳で
すが、1,000枚プレスして会社に950枚残っていると
いう、結局売れなかった。うちの会社の8月末の決算でこの不良在庫をどうし
ようか悩んでいるところです（笑）
。
そのようなものまで作りたくなるくらい、鉄道と音楽は私個人でも、それか
ら社会のニーズでも存在すると思います。
ちょっと硬い話になりますが、発車メロディには今地雷が潜んでおりまして、
それは著作権の問題です。私は対応していますが、他ではその処理が結構ずさ
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んです。
通常、人様の曲を不特定多数のところでかけると著作権代が発生します。
JASRAC に登録された楽曲はその曲をかけるときにはそれ相当な契約をしない
とダメであり、そうでないと例えば某駅に突然 JASRAC の方が来られて、
「この
曲の著作権代払っていただいてないのですけれど」と、駅員の方が言われても、
聞かれた方はびっくりするでしょう。
私はその問題をどう回避しているかというと、鉄道側でしっかり音楽をかけ
ても問題無いようにするために、自分の著作権のうち「演奏権」と「公衆送信
権」を自主管理することによって対応を行っています。
駅でかけるのは演奏権であり、自主管理でゼロ円です。駅でかける発車メロ
ディの「タラララ」にも題名「Departing from New Shibuya Terminal」を付
けていて、
それを CD にした場合は複製権で著作料が入る仕組みとしています。
このあいだ CNN 系の Great Big Story という番組で駅の音楽についての取
材を受けた時に、ニューヨークのプロデューサーから「向谷さん、この楽曲は
ネットで流して大丈夫ですか」と聞かれました。私は即座に公衆送信権を自分
で管理しているから大丈夫ですよと答えましたが、このような話しをするアー
ティストは日本では多分私だけと思います。つまり音楽をかけることはそれな
りの著作権や権利が発生し、その権利意識を作る側も、かける側も話し合って
決めていく必要があります。駅における音楽はなんでも好きにかけて良いとい
うわけではありませんが、絶対にかけてはダメっていうのもおかしいといった
ことが次のステップでの課題となるのかなと思います。
そのようなことに注意を払いながら、より良い音楽を作れるようにやってい
るところです。
オオゼキタク －歌作りの原点は郷愁－
私は「言葉を紡ぐ」というところで、歌を作って歌っているわけなのですが、
その歌詞というのは曲からだけでは想起出来ないことがあります。鉄道の曲は
時代によっても変わってきていて、当初は蒸気機関車の歌が多かったですね。
そこから旅立つ長距離列車の歌であったり、だんだんと新しい新型のものに、
と時代とともに風景も変わっていくのですけど、私が今すごく興味を持ち、い
いな、というグッとくるポイントは、やはり「郷愁」でしょうか。
「懐かしい」
、
「古いけれども愛らしい」といった少しビンテージを愛するよ
うな気持が私は好きです。
でも、もともと自分の暮らしの中には SL はなかった時代でしたので、SL に
対しては共感するのはなかなかむずかしく、逆に新しい乗りもの、娯楽的要素
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のある乗り物という受け止め方をします。
自分の中で、郷愁に近い乗り物は先ほどお話しした筑波鉄道のような気動車
になります。ツートンカラーの気動車を見るともうたまりません。
鉄道もスペックが上がっていって速達性が増し便利になっていくのは良い
こととは思いますが、歌の歌詞としては、不便なところだったり、気持ちの上
で届けたいのだけど届かないという「もどかしさ」のようなものがあって、そ
の欠落を埋めるように歌が出来上がっていくのかなと感じます。
そういう旅情はやはり地方の方に行くとたくさん残っていて、それを追いか
けて曲を作っています。それには在来線の長距離列車の存在が大きかったと感
じています。
最近、新幹線の曲を書きました。新幹線50周年と
いうことで、新幹線の曲を作ってみましょうとの
話しがあった時に、どのような言葉で書けば良い
のか、残念ながら浮かばなく、結局「20番の D」と
いう座席のことを歌にしました。
新しいもの、すごく便利なものというところへ
の興味よりもビンテージで、不便だけれども長い
時間が育てていくみたいなところのある在来線の
長距離列車の時代が自分の中で今でも大きい位置
を占めていると思います。
なので、これから自分が作っていく音楽がどのように変化していくのだろう
と、僕自身も未知数ですし、また、便利になっていくその世の中で次の世代の
皆さんも言葉をどんどん紡いで鉄道と音楽のテーマで盛り上げていってくれ
るのではないかとそれも期待しています。
向後功作
言葉を紡ぐとき、郷愁があって不便さの中で、もどかしさを埋めるために曲
が出来てくるというお話しをいただきました。お話を聞いて思いましたが、私
どもでは鉄道写真に詩を添えて一緒に発表する鉄道写真コンテストを昨年か
ら始めており、鉄道写真に詩が重なることで表現力がより高まるとても良いコ
ンテストになりました。まさに鉄道写真に言葉が紡がれた結果だと思いました。
小倉沙耶 －人は五感で感じると記憶に残る－
向谷さんから「特急 A 列車で行こう」の話がありました。私もその特急に何
回も乗っておりますが、乗った瞬間から音楽が流れていて、非常に印象深く記
憶に残ります。私の友人で、だいぶ歳の離れた84歳か85歳程の方はたいへん旅
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行好きで、孫と一緒に九州一周してくると言うお話を伺いました。その後お会
いした時、
「九州旅行はいかがでしたか」とお聞きしたら、
「いろいろな電車に
乗ってすごく楽しかった。」と言われました。どの列車に乗ったのか聞きます
と名前はさっぱり覚えておりません。
「赤い列車」とか「白くて煙が出ている列
車」
・・・
「指宿の玉手箱」ですねと受け答えしてい
ましたら、中で音楽が鳴っている列車があると言い
ます。どのような音楽か問うと「A 列車で行こう」
の曲を口ずさんでくれました。列車の名前を忘れ、
路線名も忘れておりましたが景色と音楽と味覚は
覚えているのです。やはり人は五感で感じたのは強
く記憶に残るのです。
「A 列車で行こう」の中で、アイスクリームを食
べたこと、音楽の「A 列車で行こう」という曲も車
内で何度となく聞いているうちに口ずさめるまで
になったのはすごいことです。
寝台列車の客車チャイムとか、私は気動車が好きなので、気動車特急のチャ
イム音とか、そういったものは子供の頃にも聞いていて、今でもその音を聞く
と一瞬背筋が伸びてしまう程の反応をしてしまいます。
昔の発車チャイムも必要なものだから生まれてきたと思いますが、今は音楽、
音を楽しむって書きますけど、駅や車内で流れる音楽はそれ自体が付加価値と
なっており、今後またどのような音楽を聞くことができるか楽しみです。
かつて向谷さんから駅の発車チャイムを全部繋げると、一つの曲になるとお
聞きしてそのようなこともできるのかと感動しました。
そのような面白い試みも今後どんどん増えていくのかなと思うと更に楽し
みとなります。
【 Session3】今後の鉄道と音楽の発展可能性
向後功作
音楽を使って、さらにもっと鉄道を皆様の生活の中で活かしていくためには、
鉄道が好きな方だけに限らず日常の中で鉄道を利用されている方に、更に鉄道
を愛していただき、より多く使っていただくためにはどうしたらいいかあるい
はその発展可能性を、向谷様から順にご意見を伺っていきたいと思います。
向谷 実 －To be continued 感を大切に音楽でサポート－
やはり、こういうイベントに出ると鉄分が沸き上がりますね。今日出掛けに、
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懇親会にも出ることを決めることができました。それは今朝みどりの窓口に
行って寝台特急サンライズのシングルツインの予約ができたからです。
話はそれますけど、鉄道に乗りたくなる衝動というのは音にもありますが、
昔は駅弁とかもあって、鉄道に乗るいろいろな楽しみ方がありました。今回の
私が乗りたくなった旅の目的は、ウチのかみさんと雨で流れるかもしれない明
日の広島対楽天の試合を見に行く、それだけなのですね(笑)。
そのため、今夜中に移動しようと思って、そういう伏線を引いていたのです

が、なんと朝にみどりの窓口でサンライズがとれましたので急遽方針を変え、
サンライズで７時27分着の高松まで乗って、近くでうどんを食べて７時48分の
マリンライナーで、途中さくらを利用しますけどそして在来線で尾道に9時42
分くらい着く。しばらく尾道の街を散策して、尾道ラーメンを食べそれからま
た1時半スタートの試合に間に合うよう広島へ移動して、雨が降らなければ最
後まで見て、ジャージャー麺を食べて帰ってくると（笑）
。
かみさんからは、さっき貰ったメッセージに、今回の旅は「麺尽くしツアー」
と書いてあります。
今度の旅、JR 四国の方もいらっしゃるので恐縮なのですが、高松には20分居
られません(笑)。でも小島と高松の間は十分に車窓を楽しんで来ようと思って
います。
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音楽で何をこだわっているかというと、鉄道に乗る方はこれから何かをする
ために乗るわけで、私の発車メロディの音楽のほとんど終止をさせておりませ
ん。
「チャー、チャー、ジャン」と終わると、
「ああ、俺もう終わりだな」って
思ってしまうではありませんか。そこで To be continued な感じで終わるよう
にして、これがさっき小倉さんに仰っていただいた曲が繋がっていくというこ
とになるのです。曲を終止してないから繋がっていくのです。これから列車に
乗って、どこか旅する人に、音楽が終わってしまったらそれこそ失礼に当たり
ます。
高速列車での乗り降りに関してですが、日本の新幹線が定時性を維持してい
るのは保安装置や車両の性能だけではなく、私たちの「マナー」にあります。
高速化される車両はドア部分がどんどんと小さくなります。そうしなければ空
気抵抗の関係で320キロという高速度を出せなくなります。そこでは、
「お客様
が降りてから乗って下さい」というこのルールを日本の利用者、日本人は皆
守っているわけです。この日本人が守っているルールを音楽でどのようにサ
ポートしているでしょうか。
停車時間の短い高速列車の場合は、変拍子を使います。九州新幹線の発車メ
ロディでは、8分の5拍子で、
「タンスタッタンタン、タンスタッタンタン、タン
スタッタンタン」と3回続けた後に、8分の6拍子で「タースタスタスタッタタ」
と、つまりお客さんに乗降を促しているのです。乗降促進音となっています。
「ジー、バッカ、ジー」とやられたら「冗談じゃない」となるところを「ナン
トカ、ノンナキャ、イッケナイカモシレナイ、ハッヤクノロウ」という気持ち
にさせる（笑) 、これが音楽の技で、私はそう作っています。
発車メロディの曲を指定されることもあります。例えば東京メトロの東西線
九段下駅は「大きな玉ねぎの下で」でした。これは場所を変えても曲想が似て
しまいます。そこで何をしたかと言うと、視覚障害者の人たちにも評価をいた
だきましたが、楽曲のキーを長2度ずらしています。A 線と B 線でキーが違う、
つまり音程が違う、同じ楽曲でもキーが変わると雰囲気が変わりますから。
乗っていただくための情報サインとして機能して、似た曲を聞いても、あっ、
これ A 線だな、B 線だなと分かるようにしています。
CNN や AFP の取材を受けたときにも答えていますが、日本の場合には、発車
メロディがなっている間は絶対扉は締まりません。その後に自動放送で「間も
なく扉しまります」と流れます。乗務員は発車メロディが鳴っている間は絶対
扉を閉めてはいけないのです。発車メロディが鳴り終わって、自動放送が鳴っ
てから閉めていますので、発車メロディの音楽が流れている間はセーフティな
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のです。こういったセーフティの概念のもと、私は曲を終止させないように
作っています。
私は百十数駅の発車メロディを作ってきましたが、私以外にも沢山の造り手
がいて、以前はメーカーさんが作っている音源っていうのも結構ありましたが、
私以外の方はどのような尺度で作られているかは存じません。こと私に関して
は、先程申し上げたところをきっちりと考えてこだわって作っています。
今度九段下の駅に行く機会がありましたらぜひ発車メロディをお聞きいた
だきたいと思います。どのように音楽を鳴らしているのかという作者の側の意
見はこれまであまり出ておりませんでしたので、そこをぜひ聞いていただきた
いと思います。
高校野球の時に甲子園駅で流す接近メロディでは、その時のイメージソング
に変えています。これは私の音楽趣味と違って「え、これって」という曲もや
ります(笑)。このように相手から指定されるもので作るのは難しい。東急では
毎年冬になるとディズニーの曲をいっぱいやらされます。ダースベーダーは、
4.5秒しかありませんで、
「ダーンダーンダーンダダ」とそれだけじゃ解らない
でしょうに(笑)。それもテンポも速められないし悩みながら悶々としながらも、
曲の To be continued 感と発車メロディの役目を果たせるようにやっておりま
す。
オオゼキタク －車内での演奏は聴き手も演奏者も楽しい－
今度7月の中旬に銚電スリーナインという列車の中で演劇の音楽を担当する
ことになりました。
音楽を担当と言っても、向谷さんのようにばっちりとお洒落にきめた音楽で
はなく、ギター一本持って参加する音楽担当でして、これで音楽担当と言わせ
ていただくのはおこがましさがありますけれども。
列車の車内で楽しむ音楽のパターンはどのようのものがあるかを見て回っ
たことがあります。
「リゾートしらかみ」のご当地の津軽三味線とか、飯山線を
走る「おいこっと」という列車がありますが、その車内での演奏とか、
「伊豆ク
レイル」であるとか、あとは、
「越乃 Shu＊Kura」の車内で車窓を眺めながらお
酒を飲み JAZZ 演奏をずっと聴きながら楽しみました。
列車の中で音楽を奏でて一緒に楽しむのは、演奏家としても純粋に楽しいと
いう感覚があります。私は「歌うイベント」を、都電荒川線を貸し切ってやり
ました。三ノ輪橋から早稲田まで30分、また折り返して30分、ステージでいう
と30分ステージを2回ということで、音楽を車内で奏でるというのはなかなか
楽しいものです。
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最近、アルバムを出しました。今回の銚電スリーナインという演劇列車の車
内ではアコギ一本で歌を歌いますが、過去にも岐阜県の樽見鉄道、香川県の琴
電、茨城県のひたちなか海浜鉄道でそれぞれスリーナインを行い、そこでの劇
中歌を集めてアルバムを作りました。
少しずつ作っていく楽曲がだんだん形になり、自分のアイデンティティーに
なっていくのは嬉しいと思っています。ゆくゆくは向谷さんのように駅メロで
自分の歌が流れたらどんなに嬉しいことかと思いますので、それを目標に頑
張っていきたいと思います。
小倉沙耶 －プロセスを見せる－
レールブラスバンドのような活動は今後の発展性が期待できるのではない
でしょうか。ローカルな鉄道であればあるほど、単体ではなかなかニュースで
取り上げてもらうことが難しかったりしますので、例えばレールブラスバンド
に地元の高校も加わってといったプラスアルファな取組が出来れば結構発展
が楽しみな分野となるのではないでしょうか。
ひたちなか海浜鉄道では吉田社長に指揮を振ってもらって、それに合わせて
吹くというなかなかのフォトジェニックな仕上がりとなり、そのようなことも
面白いと思います。
地域を盛り上げる活動として、今までは、結果を出してそれを見せることが
メインでしたが、最近はそこに至るプロセスを公開していくことが重要なこと
であり、それが地域や鉄道のファンを増やしていくことになると判ってきまし
た。例えば動画で、現在進行形のプロセスを公開するとか、今はこれまでにな
りましたという途中の状況を公開します。水間鉄道さんでは確か「心のプラ
カードの貝塚市＆水間鉄道 Ver」を YouTube で公開されています。
また、その公開するまでの練習風景を見せる等のプロセスを見せることに
よって、地域のあるいは鉄道ファンを増やしていく取り組みもはじめられてい
ます。
地方の方や鉄道会社の方もお見えになられているかと思いますので、皆様は
アウトプットされたものを出すことよりも、それに至るまでのプロセスを出す
ことにもぜひお取り組みをいただければと思います。
向後功作
有難うございました。
これまで3つのテーマでみなさんにお話しをしていただきました。一旦ここ
で、総括をさせていただきます。
鉄道と音楽の関係の中では音楽として皆さんに馴染まれているだけではな
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くて、向谷さんからはホームドアーもそうでしたが、発車メロディにはそれぞ
れ意味があって作られ、お客様の乗降を安全に促すことですとか、曲の流れて
いる間はセーフティであることなど、音楽の持つ役目についてのお話がありま
した。
オオゼキタクさんからは、旅情を表現する、言葉を紡ぐという話がありまし
た。また郷愁を大切にして曲作りをすることや、ローカルであるがゆえに、不
便あるいはもどかしさがその根底にあることもご披露いただきました。多分オ
オゼキさんは新幹線の車窓から見た歌を書くのは難しいのかもしれませんね。
小倉さんからは、音楽を含めアウトプットを示すだけでなくそこに至るプロ
セスを公開すべきではないかとの提案がありました。
鉄道と音楽には様々なストーリーがあり、出来上がるまでの音楽家の意図も
知った上でまたその音楽や音を聞き直してみたい、また今後どのような方向に
向かっていくのか注視していきたいと感じました。
本日は音楽の専門家をお招きしてのトークをさせていただきました。やはり
これだけの音楽家が揃いましたので、ぜひ気持ちの溢れた音楽の演奏をお願い
したいと思います。
これで私の進行役は終わらせていただきまして、この先は小倉沙耶さんにバ
トンタッチをしてステージの方を進めさせていただきます。
（拍手）
４．セッション演奏
小倉沙耶さんの司会で、オープニングはオオゼキタクさんの「旅するように
時は巡る」
、続いて向谷実さんのキーボードが加わっての「ほのかたび」
、そし
て小倉沙耶さんのボーカルと会場の皆さんも一緒になって「線路は続くよどこ
までも」の大合唱で締めくくりました。
（以下、敬称略）
小倉沙耶（MC）
まずは、オオゼキタクさんの曲をお聞きいただきたいと思います。曲は「旅
するように時は巡る」です。
オオゼキタク
ローカル鉄道の中で行う演劇公演の劇中歌というで、琴電とひたちなか海浜
鉄道での公演の際のエンディングテーマでお届けした曲を歌いたいと思いま
す。
どちらの演劇も想像の世界で現実には起こりえないことが起こったりする
ことができるのですね。
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亡くなってもう会えない人に会
えていることで話が進んでいった
りと現実と非現実の間を行ったり
来たりできるのが演劇の楽しみの
ひとつでもあります。
そのような会いたい人への思い
を歌にしました。
－ギター演奏と歌－
（拍手）
小倉沙耶
ありがとうございました。続きましては向谷さ
んにもお入りいただきまして、オオゼキタクさん
とお二人のセッションを楽しんでいただきたいと
思います。
向谷 実
オオゼキタク君はジャンルを極めているので
す。
「せつな POP」というのでしたっけ（笑）
。何度
かイベントで一緒にやらせていただいています。
今度演奏する曲も中井精也さんと一緒にコラボし
たものでしたね。
せっかくですから20年ぶりに立って楽器を弾こ
うかと思います。
本当は僕のヒット曲で「綱島ブルース」というのがあったのですが、ちょっ
と路線が違いますので（笑）
。
オオゼキタク
中井精也さんという鉄道写真家の方に鉄道の世界は楽しいよといろいろ紹
介をしてもらって、始まっていったということがあります。中井精也さんの写
真展の名前で「ほのかたび」というのがあります。それはあるカメラの「ほの
か」というモードを使った写真展でした。その写真展のために作った歌で、イ
メージとしては線路際でカメラを構えている人はどのような気持ちでその
ファインダーを覗いているのか、を歌にしたものです。
お聞きください、
「ほのかたび」
。
－キーボード・ギター演奏と歌－
（拍手）

- 233 -

ecotran 2018 N0.10

小倉沙耶
ありがとうございました。向谷
さんの立っての演奏、最後に
ヒューンとクルッと回られて、格
好良かったです。
オオゼキタク
今日会場に来られた方はこれ
を見ることができてたいへんお
得です。
向谷 実
－綱島ブルースのさわり披露－
（拍手・笑）
オオゼキタク
小倉さん歌ってください。
（拍手）
小倉沙耶
せっかくですので私も入らせていただいて、皆
様にも一緒に歌っていただきながら、最後に「線
路は続くよ、どこまでも」
。
－会場内手拍子と合唱－
（大拍手）
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鉄道写真詩作品
鉄道写真詩コンテスト 2018 の開催結果と作品
1.作品募集 2018 年 7 月 1 日～2018 年 9 月 30 日
2.応募総数 200 作品
3.年代別内訳
7 歳から 76 歳までの幅広い年代から応募が寄せられました。
年代別の内訳は以下のとおりです。
年代

～10

代
25

数

20 代

30 代

10

24

40 代
39

50 代

60 代

48

70 代
～

41

合計

13

200

4.応募者の住まい
北海道から沖縄県に至る 30 都
道府県にお住まいの方から応募を
いただきました。
5．作品の審査委員
国土交通省鉄道局長
米屋こうじ（鉄道写真家）
水無田気流（詩人・社会学者）
一般社団法人交通環境整備ネットワーク代表理事
6.表彰作品の発表
2018 年 10 月 31 日にホームページ及び国土交通省内の国土交通記者会及び交通
運輸記者会で発表を行いました。
表 彰
名 前
国土交通省 オカ モト ユキ
岡本
由紀
鉄道局長賞
ヒラ ノ

フミタカ

米屋こうじ賞 平野史孝
カ マクラ ノドカ

水無田気流賞 鎌倉 和
ササキ

題 名

ヒデアキ

サトウ

ジュン

佐藤

純

ヤマザキ イ サオ

山﨑
タジマ

入 選

功
ユミ

田島佑美
ユタニ

フミエ

油谷文恵
コバヤシ イ クコ

小林郁子
カ ミジ

マリ

上地茉莉
ツ ジモト カ ズオ

辻本一夫

年齢

JR伯備線 美袋・備中広瀬間

43

何者だ

兵庫県

山陽新幹線 六甲トンネル新神戸側

63

熱い日

静岡県

JR飯田線 水窪

12

ノブ コ

志波英明

撮影箇所

東京都

エコトラン賞 佐々木信子 ゲン担ぎの踏切
シバ

住 所

隠せない思い

青森県

五所川原駅先 五能線・津軽鉄道線踏切

69

透明の彩管

大阪府

南海高野線 美加の台・三日市町間

18

子どものことば

兵庫県

阪神線 梅田・芦屋間

38

メール

茨城県

JR小海線 小淵沢・甲斐小泉間

65

Next Station is...

神奈川県 Puffing Billy Steam Railway（オーストラリア）

22

どしゃ降り

福島県

43

都会の森

神奈川県 JR御殿場線 上大井・相模金子間

73

青い旅

徳島県

江ノ島電鉄 鎌倉高校前

22

JR釜石線 平倉・足ヶ瀬間

54

蜩（ひぐらし）の鳴くころ 東京都
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会津鉄道 あまや・芦ノ牧温泉間
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本コンテストの趣旨である「鉄道写真
と詩のコラボレーション」は、詩が写真
の説明にならないことが大切です。写真
と詩の接点がわずかであっても、表現と
して成立していれば良い作品になる可
能性があります。
鉄道の「旅情」をモチーフとした作品
が多く見受けられるなかで、私の目にと
まったのは、トンネルを飛び出す新幹線
を捉えた平野史孝さんの「何者だ」でし
た。モノトーンの力強い写真が、硬派な
印象の詩と融合することで独特な世界
が創作されており、異彩を放っていまし
た。
鉄道写真詩コンテストも第二回目を
迎え、さらに質の高い作品が数多く寄せ
られました。審査を終えて、写真と詩の
相乗効果は“あり”だと確信しました。

今年で二回目になる本コンテストで
すが、今回は不思議と、秀作は言葉と作
品の「切り取り方」が近似しているもの
が目立ちました。私が賞に選んだ鎌倉さ
んの「熱い日」は、プールからの電車に
投げかけられた視線と、一瞬の感慨が描
かれています。終連で視線は水中に入る
のですが、そこは写真からはみ出した風
景ですね。走る写真と時間のずれ、視線
の移動が小気味よく切り取られた作品
となっていました。昨年私が賞に推した
志波さんの詩は、体言止めで潔く切り取
られた言葉が効果的で、これも通過した
電車の風情が読後爽やかに沸き上がっ
てくる作品です。
改めて思ったのは、短くても冗長な詩
もあれば、長くても思い切りよく切り取
られた詩もある、ということです。詩も
写真も、世界を大胆に切り取る勇気が必
要ですね。

国土交通省鉄道局長賞、米屋こうじ賞、水無田気流賞、エコトラン賞の各作品
は表紙に掲載しています。
以下は入選 8 作品です。
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入 選
幻
で
あ
ろ
う
か
、
陽
炎
を
劃
し
た
あ
ま
り
風

車
窓
の
光
線
は
な
が
れ
て
い
っ
た

眼
下
、
蒼
き
道
床
が
か
す
か
に
揺
れ
る

午
前
の
雨
は
山
脈
の
彼
方

足
元
の
笹
は
透
き
通
っ
て
輝
い
た

枝
枝
が
日
色
を
宿
す

今
だ
音
な
き
昼
下
が
り

雲
は
梯
子
を
ゆ
る
り
と
よ
こ
し
た

遠
き
山
が
光
を
取
り
戻
す

「
透
明
の
彩
管
」
志
波
英
明
（
大
阪
府
）

南海高野線
美加の台・三日市町間

入 選
語
ら
ず
に
伝
え
て
く
れ
る

混
じ
り
け
の
な
い
「
好
き
」
と
い
う
こ
と
ば
を

ぼ
く
ら
大
人
に
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
る
。

存
在
し
て
る
こ
と
を

聞
こ
え
な
い
こ
と
ば
が

ぼ
く
ら
に
伝
え
て
く
れ
る

こ
と
ば
以
上
の
こ
と
ば
を

こ
と
ば
に
な
ら
な
い
、

そ
の
姿
は

「
子
ど
も
の
こ
と
ば
」
佐
藤
純
（
兵
庫
県
）
）

阪神線 梅田・芦屋間

入 選
じ
っ
と
列
車
の
灯
り
を
追
う
。

JR 小海線 小淵沢・甲斐小泉間
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フ
ァ
イ
ン
ダ
ー
か
ら
目
を
離
し

こ
の
列
車
に
貴
女
は
乗
っ
て
い
る
！

終
点
に
着
く
」

「
今
、
小
淵
沢
行
き
に
乗
っ
て
る
。
も
う
す
ぐ

「
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
が
届
く

「
メ
ー
ル
」
山
﨑
功
（
茨
城
県
）
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入 選
”

小
さ
な
石
が
心
を
突
く

大
き
な
夢
を
想
う

黒
い
顔
が
ぴ
ょ
ん
と
飛
び
出
し
、

何
か
の
中
間
地
点
で

僕
の
旅
は
、
ど
ん
な
風
を
纏
う

君
の
旅
は
、
ど
こ
に
行
く

列
車
は
よ
そ
行
き
、

し
ゅ
ー
っ
と
風
切
る

樹
々
の
針
が
静
か
な
風
を
誘
う

深
い
長
い
夜
に

「

田
島
佑
美

Next Station is...

Next station is....”

新
し
い
朝
が
、
始
ま
っ
た
。

（
神 」
奈
川
県
）

Puffing Billy Steam Railway（オーストラリア）

入 選

僕
の
心
は
ど
し
ゃ
降
り
だ

こ僕手一
ののを目
青心振だ
空もるけ
と 僕で
一 がも
緒 君君
だ にの
っ 見姿
た えが
の た見
に なえ
らた
な
ら

僕空
のは
心こ
はん
どな
しに
ゃ青
降い
りの
だに

会津鉄道 あまや・芦ノ牧温泉間

あゴ窓こも
っト辺こう
とゴにま二
いト君で度
うとのやと
間大姿っ会
にきはてえ
列な見来な
車音えたい
はをなけ君
走たくれに
りててど手
去な
を
っが
振
たら
ろ
う
と

「
ど
し
ゃ
降
り
」
油
谷
文
恵
（
福
島
県
）

入 選
空電小遠
を線さく
飛をなの
んか電森
でき車の
く分が中
るけ か
か ら
き
分
け

JR 御殿場線 上大井・相模金子間
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都絡
会み
の合
小う
さ電
な線
森は
に、
つ線
づ路
くを
誘
導
し

おそ小
ものさ
ち向く
やこ渡
のうる
自の自
動向転
車こ車
一う
つに
み
え
る

そ不
れ思
は議
遊に
歩交
道差
す
る

点さ
とえ
なぎ
りる
、何
思十
い本
思の
い踏
に切
渡の
る上
人を
々

微は
かる
にか
みに
えつ
るづ
隣く
のレ
駅ー
ル
の
先
は

「
都
会
の
森
」
小
林
郁
子
（
神
奈
川
県
）
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入 選
け入誰
れるも
ど陽気
青はに
い様留
世々め
界にて
は角な
、度い
まを、
だ変静
続えか
いてな
て、日
い床常
たを。
。照
ら
す
。

窓朝時
越の折
し光電
にを車
青キの
いラ中
世キに
界ラ
は浴
更び
新な
さが
れら
て
い
く
。

青空
いと
世海
界が
だ繋
っが
たっ
。て
い
る
よ
う
な
、

青ぼ聞旅
いんき先
世や慣で
界りれ
が顔な
広をい
が上電
っげ車
てての
いみ音
たるに
。と揺
、ら
れ
な
が
ら

「
青
い
旅
」
上
地
茉
莉
（
徳
島
県
）

江ノ島電鉄 鎌倉高校前

入 選
さ
て
明
日
は
何
を
し
て
過
ご
そ
う
か
？

JR 釜石線 平倉・足ヶ瀬間

国土交通省鉄道局後援

い
つ
も
の
列
車
が
や
っ
て
来
る

そ
し
て
茶
の
間
が
賑
や
か
な
声
に
包
ま
れ
る
こ
ろ
、

が
ら
野
山
を
か
け
ま
わ
っ
た
一
日
が
終
わ
る

灼
熱
の
太
陽
は
山
あ
い
に
沈
み
、
汗
だ
く
に
な
り
な

蜩
の
鳴
く
こ
ろ
、

お
風
呂
場
の
煙
突
か
ら
は
煙
が
立
ち
上
る

蜩
の
鳴
く
こ
ろ
、

台
所
で
は
ま
な
板
の
音
が
ト
ン
ト
ン
と
響
く

蜩
の
鳴
く
こ
ろ
、
辻
本
一
夫
（
東
京
都
）

「
蜩
（
ひ
ぐ
ら
し
）
の
鳴
く
こ
ろ
」

一般社団法人交通環境整備ネットワーク主催

ー 写真と詩で伝える鉄道の魅力 ー

鉄道写真詩コンテスト2018

協賛：クラブツーリズム・日本旅行・旅の手帖・交通新聞社・関東交通印刷
協力：鉄道博物館・東武博物館・日本現代詩歌文学館・東北福祉大学 鉄道交流ステーション

鉄道×文学の新しい表現に挑戦！ あなたの撮った鉄道写真にあなたの詩を添えて
作品は2018年7月1日から9月30日の間、HP（http://ecotran.or.jp)の応募フォームより受付を行いました。
多数のご応募をいただき、ありがとうございました。
応募規定の概要
①写真の撮影及び詩作は同一人であって、未発表のものに限ります。
②写真は、鉄道を題材としたものであって単写真に限ります（組写真は不可）
。
銀塩写真、デジタル写真、カラー、モノクロの別は問いません。
画像ファイルは、JPEG 形式とし、ファイルサイズは5MB 以内（大きい画像は5MB 以内に圧縮）とします。
画像ファイルとは、デジタルカメラやスマートフォンで撮影した画像データ及びフイルムカメラで撮影しスキャナで
作成した画像データのファイルを指します。
③詩は、自由詩、散文詩のいずれも可。一行詩から、20行未満の詩であって、文字数は400字以内とします。
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