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【巻頭言】グレタ トゥーンベリさんと地域交通

青木真美 Aoki Mami
国連気候行動サミットでのスウェーデンのグレタ トゥーンベリさんの演説が
話題となっている。2019 年 9 月 23 日にニューヨークで開かれた国連気候行動サ
ミットで演説し、激しい怒りの口調で、会議で表明された各国の対応が不十分で、
将来世代に禍根を残すことを主張した。
そもそも国連気候行動サミットとは、温暖化についての政策的枠組みである「パ
リ協定」
（世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、
1.5℃
に抑える努力をすること、できるかぎり早く世界の温室効果ガス排出量をピーク
アウトし、21 世紀後半には、温室効果ガス排出量と森林などによる吸収量のバラ
ンスをとることを長期的目標としている）について、各国に行動計画の明示を求め
たもので、グテーレス国連事務総長が「今後 10 年間で温室効果ガス排出量を 45%
削減し、2050 年までに正味ゼロ・エミッションを達成するために、2020 年までに
自国が決定する貢献（NDCs nationally determined contributions ）を強化するための
具体的、現実的計画」を同サミットで表明することを呼びかけたものである。
現実には依然として世界全体での温室効果ガスの排出は増加を続けているし、
アメリカのパリ協定からの離脱（実際には同協定の規定により正式離脱は 2020 年
11 月以降）表明によるハレーションなどの影響があるが、最終的には 77 カ国が
2050 年に温暖化ガスの排出を実質ゼロにすることを表明した。しかし日本は具体
的なコミットメントを表明せず、小泉進次郎環境相にも発言の機会はなかった。
このサミットにおいては、欧州の積極的な姿勢が目立っていた。多くの国が積極
的に「緑の気候基金」への財源拠出を表明し、国内政策での具体的な取組みに言及
している。その背景には 2019 年の夏がヨーロッパでも記録的な猛暑となったこと
が上げられるだろう。7 月に南から暖気が入り、フランス、ドイツ、オランダ、ベ
ルギーで 40 度を超え各国の国内最高気温記録を更新、イギリスでも 38.7 度となっ
た。これだけなら日本も同様な気温の状況であり、しのげないことはないのではな
いかと思われるが、ヨーロッパの事情は大いに異なるのである。これまでは最高気
温でも 28 度程度で湿度も低く、夏場において家庭や交通機関などでの冷房は必要
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がなく、ほとんどの場に冷房装置がないことである。冷房が設置されている住居は
5％未満と推計されており、暑さをしのぐことができないのである。過去 500 年の
うち最高気温が高かった夏の記録は、ここ 15 年に集中しており、2003 年の熱波で
はフランスだけでも 1 万 5000 人以上が亡くなっている。
家屋の構造からみても、景観や気象上の問題から屋外に洗濯物を干さない習慣
のヨーロッパでは、ベランダがない集合住宅が多く冷房の室外機の設置が難しい。
また万一設置するとしても、室外機からの騒音や熱気の排出について近隣からの
クレームが出ると想定される。
つまり、ヨーロッパの人たちは、この夏の日本のような気温の中を「冷房なしで」
過ごさなくてはならなかったのである。それが日本と比較して、格段に高い温暖化
への意識につながっている。日本では、台風や大雨、強風、竜巻などの異常気象が
温暖化によるものとされ、被害を受けた人だけがその脅威を実感し、被害を受けな
かった人々にとっては切実なものとしては受け止められていないのではないか。
温暖化対策としては、地域交通についても、具体的な規制が行われている。例え
ばフランスでは、日中の最低気温が 31 度、夜間の最低気温が 21 度を下回らない
場合に「熱波」
（日本の真夏日などの定義に類似）と定義され、事前に警報なども
だされ、パリなどの大都市圏での排出ガスレベルの規制（汚染レベルの高い車両の
乗り入れ禁止やディーゼル車両の通行禁止）が導入されている。
国連がサミットにおいて優先課題として上げたアクション・ポートフォリオで
は、省エネの推進、化石燃料から再生可能エネルギーへの移行、全産業を通じた排
出量の削減や吸収源の拡大などと並んで、公共交通と都市インフラのキャパシ
ティや弾力性を強化し温室効果ガスの減少をめざすとされている。また、自動車を
利用できない都市部貧困層の移動可能性の保証についても、配慮するべき項目と
して挙げられている。
こうした状況はさまざまな都市の交通政策にも反映され、都心部への自動車流
入の抑制や禁止（ミュンヘンなどが検討）
、公共交通の利便性の向上とドアツード
アのサービスの一貫性（ヘルシンキの Whim サービスなど）
、わかりやすい運賃シ
ステム（ウィーンの全線年間定期 365 ユーロなど）の具体的な形を取るようになっ
てきている。
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われわれはグレタさんの怒りの演説の背景に、かつてない暑い夏を冷房なしで
暮さなくてはならなかったヨーロッパの人々の温暖化に対する切実な実感がある
ことに思いを馳せなくてはならないし、日本における温暖化対策の停滞を深く反
省すべきではないだろうか。

あおき ま み

青木真美 氏

同志社大学商学部 教授

財団法人運輸調査局（現一般財団法人交通
経済研究所）研究員、同研究部長を経て2003
年より同志社大学商学部教授。
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人鉄道総合研究所理事及び一般財団法人運
輸総合技術研究所評議員を務める。土木学
会・日本交通学会・鉄道史学会会員。
欧州やドイツにおける都市交通の行財政制
度研究の第一人者で、本年『ドイツにおける
運輸連合制度の意義と成果』
（日本経済評論
社、2019年8月）を著す。
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特集 鉄道と観光

『外国人観光旅客を対象とした地方部における鉄道利用促進に向
けたガイドライン』の策定について
観光庁外客受入担当参事官室
はじめに
近年、訪日外国人旅行者数は増加の一途をたどっており、平成 30 年には 3,119
万人に達しました。その旅行スタイルもリピーター化の進展とともに、
「団体旅行」
から「個人旅行」へ、
「モノ消費」から「コト消費」へのシフトが進んでおり、地
方部への旅行ニーズも年々高まっています。他方、地方鉄道に目を向けると、沿線
の少子高齢化等により輸送人員は減少、経営環境は年々厳しさを増しており、外国
人も含めた観光客の誘致が喫緊の課題となっています。
そのような背景から、観光庁では昨年度「外国人観光旅客を対象とした地方部に
おける鉄道利用促進に向けた検討会」を計 4 回開催し、
「外国人観光旅客を対象と
した地方部における鉄道利用促進に向けたガイドライン」を策定致しました。
地方鉄道は、地域の足、あるいは地域に外国人観光客を輸送する二次交通である
ばかりでなく、地域の観光資源、地域の魅力を高める財産でもあります。地方鉄道
事業者と沿線自治体などの地域関係者が共に支え合いながら、地方鉄道を観光資
源として磨き上げ、外国人観光客をはじめとした旅行客が魅力を感じる商品・サー
ビスを提供する仕組みを作り上げていくことが重要です。これにより、地方鉄道と
沿線地域の間には、共存共栄・互恵の関係が構築され、地域にとって大きな潜在的
可能性が生まれることになります。
このガイドラインを、地域が一体となって取り組む外国人観光客誘客促進策の
「道しるべ」としてご活用いただけるよう、本稿ではガイドラインでとりまとめた
内容を抜粋し、そのポイントをご紹介します。
＜関連情報・お問合せ先＞
観光庁ホームページ
「外国人観光旅客を対象とした地方部における鉄道利用促進に向けたガイドライ
ン」の公表
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news08_000268.html
お問い合わせ先：観光庁外客受入担当参事官室 TEL03-5253-8972

Ⅰ 地方鉄道に対する外国人観光客のニーズ
第Ⅰ章では、既存調査、並びにガイドライン策定に先立ち実施した国内外での調
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査及び有識者検討会を通じて明らかになった外国人観光客のニーズの現状と国籍
による違いについてまとめています。
1．外国人観光客によるニーズの現状
（1）全体動向
外国人観光客は、年々団体旅行から個人旅行（FIT）へと移行してきており、現
在では、4 分の 3 以上が FIT となっています。
（図 1）しかしながら、団体旅行の
需要も、依然として 4 分の 1 程度存在します。また、外国人観光客のリピーター
化も進んでおり、2017 年には 1,761 万人を突破しています。
（図 2）さらに、訪日
回数が増えるにつれて地方を訪れるようになり、
「リピーターほど地方を訪れる割
合が高くなる傾向」が顕著に現れています。
（図 3）
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図 1 旅行手配方法の推移（観光・レジャー目的）
（出典：観光庁「平成 29 年度 訪日外国
人消費動向調査」
）

図 2 訪日リピータ―数の推移
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図 3 訪日回数別都道府県訪問率
（資料）観光庁「訪日外国人消費動向調査」より観光庁作成
注１：訪問率は、対象の国・地域別の旅行者が各都道府県を訪れた割合。訪問地には出入国空海
港の所在地が含まれる。

（2）地方鉄道に対するニーズ
1）アジア諸国
台湾、香港などのアジア諸国からの外国人観光客は、
「日本らしさ」や「日本の
原風景」などを感じる「乗車体験」
、
「その場所ならでは／その場所限定のもの」
（食
や旧所名跡、文化財など）などを求める傾向があります。
アジア諸国の場合、日本から比較的近く、短時間で来訪可能であり、日本の地方
部についても、欧米豪より多くの事前知識を有していることが多いといえます。
しかし、近距離であることの裏返しとして、日本での滞在期間が短い傾向にあ
り、直行便の飛来地で、なおかつアクセスに恵まれた場所でないと、誘客は容易で
はない傾向があります。したがって、まずは、現在、近隣の空港に直行便が就航し
ている国・地域がメインターゲットとなり、その人々をどう誘客していくか（ニー
ズに応えていくか）が、取組の第一歩となるでしょう。

（出典）天竜浜名湖鉄道
上「日本の原風景」
、右「その場所限定のもの」のイメージ
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2）欧米豪
欧米豪の場合、日本からの距離が遠いため、必然的にアジア諸国よりも長期の滞
在となる傾向があります。
「ジャパン・レール・パス」の利用率も高く、日本国内
を周遊する旅行形態が好まれています。しかしながら、日本の地方部や地方鉄道に
ついての認知度は高くないと思われ、その結果、欧米豪からの外国人観光客は、魅
力的な日本の地方部や地方鉄道に辿り着かないまま帰国していると想定されます。
したがって、欧米豪からの外国人観光客に対しては、地域と合わせて自社（地方鉄
道）の認知度を高めていくことが、取組の第一歩となるでしょう。
オンライン上での外国人観光客ニーズ把握のための情報源（例）
・SNS
・口コミサイト（TripAdvisor 等）
・オンライン旅行会社（OTA）
［Expedia, Booking.com, Voyagin, Viator 等］
・著名ブロガー/ブログサイト（台湾の PIXNET 等）
Ⅱ 地方鉄道事業者の類型化と類型に基づくマーケティング施策
第Ⅱ章では、外国人観光客誘客に向けたマーケティング施策立案にあたり、2 つ
の視点から地方鉄道事業者を類型化しています。さらに各類型におけるマーケ
ティング施策の優先取組事項や具体的施策について事例紹介を行いながら説明し
ています。
1．地方鉄道事業者の類型化
（1）視点 1：自社線の訪日外国人客乗車数（
「集客状況」
）
「どの国・地域から何人来訪・乗車しているか」を把握することはマーケティング
の基本です。まずは訪日外国人客乗車数のデータを取得することから始めて下さ
い。いきなり詳細な調査は難しいので、外国人客を識別するのが困難な場合には、
団体乗車数や企画乗車券（周遊パス等）の発売数など、できるところから着手する
ことが重要です。継続的な実態調査の結果、訪日外国人客乗車数の傾向や特徴が浮
き彫りになってきます。
（2）視点 2：地域外からのアクセス・沿線の観光資源（
「外部環境」
）
地域外からのアクセス性や沿線の観光資源は、路線を取り巻く外部環境を表し
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ています。地方鉄道事業者自身が外部環境を変化させることは難しいため、与えら
れた外部環境の中で、いかにターゲット客に響く商品を作ったりプロモーション
を行うかということが重要になります。
（3）類型の提示
上述の「自社線の訪日外国人客乗車数」及び「地域外からのアクセス、沿線の観
光資源」の 2 軸で分類される地方鉄道事業者について、誘客に向けての「商品開
発・販売」
、
「プロモーション」
、
「受入環境整備」の各取組との関係性を考慮し、各
類型を図 4 のように呼ぶことにします。

図 4 各類型とその特徴

「地域外からのアクセスや沿線の観光資源」に恵まれ、既に「訪日外国人客乗車
数」も多いという①のポジションに位置することが理想的ですが、前述の通り、
「地
域外からのアクセスや沿線の観光資源」という外部環境は、地方鉄道事業者だけで
は改善・解決が難しいものです。
そこで、まずは、地方鉄道事業者の努力次第で改善していける「外国人客乗車数」
の増加（図 4 で上向きの矢印で示されている変化）が当面の取組目標となります。

- 11 -

ecotran 2019 N0.11

2．類型に基づくマーケティング施策の基本的考え方
（1）類型化の視点から見た優先的取組事項
「自社線の訪日外国人客乗車数」の観点からは、既に外国人観光客による乗車数
が多い場合には、口コミ等により旅行者間での認知度が高まっていると推察され
ますので、今後は個人旅行客を中心に誘客することで、さらに乗車数を伸ばせるで
しょう。
一方、外国人観光客による乗車数が少ない場合には、まだ外国人観光客間での認
知度が低いと考えられますので、まずは団体客をメインターゲットとして誘客す
ることで、効率よく乗車数を伸ばすことが可能になるでしょう。
また、
「地域外からのアクセス、沿線の観光資源」の観点では、沿線に外国人観
光客から人気の高い集客の核となる観光地が存在したり、当該地域・鉄道への地域
外からのアクセスが良好な場合は、受入環境整備とプロモーションを推進し、団体
客・個人客の両方を取り込んでいくことが誘客の基本方針となります。
一方、
「地域外からのアクセス、沿線の観光資源」に恵まれていない場合は、観
光の目的地となるような地域の魅力向上や、誘客の目玉となる観光商品の造成（鉄
道も核となる観光体験の一つ）が重要となります。
（2）各類型におけるマーケティング施策方針
① 受入環境整備重視型
この類型に該当する事業者は、外部環境に恵まれ、訪日外国人客乗車数が既に多
いという特徴があります。したがって、優先的取組事項としては、効率的でストレ
スフリーな輸送を提供するために、受入環境向上に取組み、更なる利用者増加に繋
げることです。
具体的には、多言語対応、キャッシュレス環境整備、洋式トイレ整備、海外から
のインターネット予約、Wi-Fi 整備等の取組が挙げられます。
富士急行では、首都圏からの列車でのアクセス性の良さと、富士山が車内・沿線
から望める点にニーズを見出し、首都圏に滞在する個人旅行客の誘致に向け、受入
環境整備を推進しました。特に、日本を旅する外国人観光客にとって障壁となる言
語の不安に対して、多言語対応を進めるとともに人を介したサービスにより、きめ
細かなニーズにも対応できる体制を構築しています。
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②－a 鉄道のプロモーション重視型
この類型に該当する事業者は、外部環境には恵まれているにも関わらず、十分に
需要を取り込みきれていないことが課題です。したがって、優先的取組事項として
は、鉄道の存在感を高めるプロモーションを重点的に行うことが挙げられます。

京都丹後鉄道では、外部環境は①の富士急行と似ていますが、観光地域づくり法
人とも連携のうえ、丹後の美しい観光資源「海の京都」をテーマにした観光列車を
開発し、インフルエンサー等を活用した情報発信により、鉄道を軸に沿線観光地も
共通テーマ「海の京都」のもとで訴求しています。
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②－b 観光地としてのプロモーション重視型
この類型に該当する事業者は、路線について外国人客の知名度が一定程度向上
しているので、優先的取組事項としては、団体客に加えて、個人旅行客もターゲッ
トにしていくことが望まれます。また、鉄道路線の知名度と相乗して、面的な誘客
を行うために、地域や観光地域づくり法人と協力して、鉄道も含めた観光地全体の
プロモーションを重点的に行うことが必要です。

五能線では、アクセス性には恵まれないものの、世界遺産「白神山地」地域や海
岸沿いを列車で周遊（二次交通も含む）しながら、列車内では津軽三味線等の伝統
文化の実演を体験できるなど、沿線地域の観光資源も含めて、地域への来訪が観光
体験となるように商品開発し、多様化する個人旅行客に誘客戦略を向け、プロモー
ションを展開しました。
③ 商品開発重視型
この類型の優先的取組事項は、重点的な商品開発です。具体的には、自治体や観
光地域づくり法人等と連携し、統一したテーマのもと、鉄道と体験型観光を組み合
わせた商品を開発することや、旅行博への出展や海外旅行会社へのセールス等、団
体ツアー商品の販路に対してプロモーションを展開することが挙げられます。
また、
「尖ったテーマ」
（スポーツや産業遺産・文化遺産等）を中心に地域・商品
開発し、いわゆる「ファン」
・
「マニア」と呼ばれる感度の高い個人旅行客に積極的
にアピールしていくことも考えられます。
津軽鉄道では、沿線の観光資源に恵まれず、
「ストーブ列車」が観光体験の一つ
になることで、地域への集客に寄与しています。旧型客車が感じさせるノスタル
ジーや、
（冬季の運行であるため）車窓に見える雪は、特にアジア人にニーズがあ
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ることを見出しました。なかでも、アクセス性にも恵まれないため、団体客に誘客
戦略を向け、青森県等の自治体と連携し、海外旅行会社へのセールス等を展開して
きました。

本節の参考事例では、外国人観光旅客の利用促進に成功した事例を紹介してい
ます。各事例に共通しているのは、取組を検討・実施する際に、以下のポイントを
押さえていることです。
●観光資源としての鉄道の潜在的な魅力（＝ニーズ）を把握
●ニーズが顕在化する市場（魅力が伝わる市場）をターゲット化
●ターゲット市場における団体客の誘客か個人客の誘客を決定
●団体客・個人客にあわせたマーケティング施策
●必要に応じて、団体客から個人客へのターゲットの振替
3．外国人観光客による鉄道利用促進に向けた具体的施策
本節では、外国人観光客の誘客及び鉄道利用促進に向けて、
「商品開発・販売」
、
「プロモーション」
、
「受入環境整備」の各分野についての具体的な施策例について
説明しています。各分野に共通して重要なことは、自治体や観光地域づくり法人・
観光協会といった地域関係者と密接に連携したうえで役割分担し、鉄道事業者は
鉄道の観光利用促進に資する施策を中心に実施することであり、外部資源の積極
的な活用が成功の鍵を握ります。なお、
「売り込むべき『地域のイメージ』
」を予め
策定しておくことで、地域関係者（自治体や観光地域づくり法人・観光協会や沿線
住民）との連携や役割分担をスムーズに推進できます。
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（1）商品開発・販売
「Ⅰ 地方鉄道に対する外国人観光客のニーズ」に応える「商品」としては、主
に「観光列車・団体列車」
、
「地域の食・物販」
、
「企画乗車券類」
、
「地域との交流」
が挙げられます。
また、他に似たような商品がないかについても、よく調査・検討する必要があり
ます。そこで、商品開発にあたっては、他社の商品や海外事例などを参考にしなが
ら、
「この地域」
「この鉄道」ならではのものを作り上げることが大切です。それに
より、他の類似商品との差別化を図ることができ、お客様に商品を積極的に選んで
もらえる可能性が高まります。
さらに、家族や友人に自慢したくなるような体験であることも、お客様に選ばれ
るための重要なポイントです。外国人も含め、一般に、観光客は、周囲の人に自分
の「オンリーワン」な旅行体験を自慢したいものです。そうした「自慢したくなる
ようなオンリーワンな体験」をアピールできる要素が商品に盛り込まれているか、
よく検討して下さい。
1）観光列車・団体列車の運行
観光列車を貸切り、大勢で賑やかに過ごすことは、それ自体が貴重な「観光体験」
になり、特にアジアの旅行客からのニーズが高い傾向があります。さらに、車両の
内外装に「地域のイメージ」を取り入れることで、
「地域のイメージ」を視覚的に
訴求できます。また、地域の伝統や文化等に根差した車内サービスを提供すること
で、独自性の高い商品となります。
しかし、観光列車は運転日が限られていることも多く、国際線の就航便数が増え
ている地域などでは、せっかくこうした観光列車を楽しみに来日しても乗車でき
ないケースもあります。また、既に国内で人気が高い観光列車では、外国人観光客
が予約できず、いつまでも乗車機会が得られない場合もあります。こうした状況を
解消するためには、可能な範囲で運転本数を増やしたり、外国人観光客向けの予約
枠を設けるといった取組を検討することが望まれます。特に、国内需要に季節性が
あったり、国内需要の先細りが懸念される場合は、乗車人員を維持・拡大するため
にも、外国人観光客向けの枠を設定すること等は、検討に値する選択肢です。
さらに、近隣にクルーズ船の寄港地がある地域では、近年増加しているクルーズ
船での来訪客の誘客も検討されると良いでしょう。鉄道の定時性は、クルーズ船客
にとって、観光を楽しむ上で好都合です。そのためには、寄港地から鉄道駅までの
二次交通との連携も求められます。
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2）地域の食・物販
日本において体験したいことのなかに、
「日本食を食べたい」と答える外国人観
光客は多くいます。また、
「その場所でしか買えないお土産」に対するニーズは、
アジア人によくみられます。このようなニーズに応えるために、
「地域の食」につ
いては、地域の食材・伝統料理を用いた「お弁当（駅弁）
」を販売したり、
「レスト
ラン列車」等を運行することが挙げられます。
「物販」については、
「駅窓口」や「車
内販売」等で提供することができます。

- 17 -

ecotran 2019 N0.11

3）企画乗車券類
ジャパン・レール・パスをはじめ、鉄道事業者各社とも企画乗車券類を販売して
おり、外国人専用の周遊きっぷを設定する地方鉄道事業者もあります。日本では鉄
道網が発達しており、鉄道で到達可能な地域は多いですが、諸外国に比べ鉄道事業
者数が多く、事業者ごとに切符を買う手間が利便性を損ねています。
外国人専用周遊パスは不慣れな土地での切符購入に係る一連のわずらわしさ・
困難を軽減できるという利点もあり、
「自分たちで計画を立て、自由に旅行したい」
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というニーズに応えることができます。
なお、周遊きっぷを使った鉄道利用を促進するためには、乗車前・乗車後の交通
手段を確保することが不可欠であり、二次交通の整備（周遊きっぷへの組込みやダ
イヤ調整等も含む）も重要です。
4）地域との交流
欧米豪系のニーズとして、
「地域の人と交流したい」といったものがあります。
地方鉄道事業者が「地域との交流」を商品化する方法としては、地域住民による
「手振り」
、駅での「お出迎え・お見送り」
、車掌・アテンダントによる「観光案内」
等が挙げられます。特に、
「お出迎え・お見送り」については、
「おもてなしの心」
を表し、外国人が抱く「日本のイメージ」に沿っていることから、アジアからの旅
行客が求める「日本らしさ」にも応えることができます。

（出典：東日本旅客鉄道）
図 観光列車「リゾートしらかみ」への手振り
（東日本旅客鉄道五能線）
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図 お見送りサービス
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（2）プロモーション
プロモーションを行う際、一方的に商品の素晴らしさをアピールしても、お客様
には商品の良さや購入の必然性が伝わりません。鉄道好きな人々に対して、鉄道旅
行の良さを訴求するのは難しいことではありません。それに対して、鉄道乗車のメ
リットや理由がよくわからない、鉄道に馴染まない国や地域の外国人観光客に対
しては、
「なぜ鉄道に乗る必要があるのか」という商品購入（鉄道乗車）の必然性
を、わかりやすく打ち出す必要があります。例えば、
「この鉄道に乗らなければ見
られない素晴らしい景色がある」ということは、バスやレンタカーではなく鉄道を
選択する十分なメリットや理由になり得ます。
また、地域の関係者と定期的に戦略会議を開催し、マーケティング戦略（ター
ゲット国とプロモーション方法の検討を含む）を協議・共有することが、プロモー
ション実施に不可欠です。その際、商品名や商品紹介文等について翻訳が適切であ
るか、観光地域づくり法人等の協力を得てネイティブチェックも行うことが重要
です。地方鉄道事業者がこうした翻訳の妥当性等についても自社のみで確認を行
うのは難しいと思われますので、積極的に外部の支援を仰ぐ方が良いでしょう。
1）B to B プロモーション
①商談会等への出展・セールス
団体客の誘致に向けては、まず海外旅行会社等を対象とした商談会や旅行博等
への参加が挙げられます。
地方鉄道事業者の中には、JNTO や自治体の海外出張所と連携・共同出展し、地
域の魅力とともに地方鉄道をプロモーションする事業者があります。また、自社で
海外拠点を開設し出展する事業者もいます（例：一畑電車…台北、富士急行…上海、
台北、バンコク）
。
自社拠点の利点として、現地旅行会社等との継続的な接点を築き、セールス拠点
として活用できることが挙げられます。
表 外国人観光客の多い国・地域の主要旅行会社（例）
中国

・Beijing Good View Holiday International Service Ltd

香港

・EGL ツアーズ

台湾

・雄獅旅行社
・可楽旅遊
・東南旅行社

- 20 -

ecotran 2019 N0.11

なお、団体客の誘客でプロモーションを実施している海外旅行会社等と連携し、
個人旅行者向け商品の魅力や観光情報を伝えるために、旅行会社の顧客を集め、B
to C セミナーを開催している事例もあります。
②海外の鉄道事業者との提携
鉄道を利用した旅行が盛んな国・地域の鉄道事業者と「友好・姉妹鉄道協定」
、
「観光連携協定」等を締結し、相互の鉄道利用促進、地域の観光振興と経済活性化
のために、共同プロモーションを実施する地方鉄道事業者が増えています。
提携内容は、駅・列車内等への広告等の掲示、車両への特別マーキング・塗色、
使用済み乗車券の相互交換、イベントの開催等が挙げられます。
2）B to C プロモーション
①SNS の活用
地方鉄道事業者とユーザーが直接コミュニケーションを取れるのが、SNS の利点
です。
地方鉄道事業者の情報を発信したユーザーの投稿を「リツイート」
、
「シェア」し
たり、
「いいね！」を押したりすることで、ユーザーが情報を発信するインセンティ
ブを高めます。
「リツイート」や「シェア」
、
「いいね！」を押すのに外国語力はほとんど必要と
せず、翻訳サイトを使えばおおよその意味はつかめます。関心を持っているユー
ザーに積極的にコミュニケーションを取ることが大切です。
また、SNS や口コミサイトにおいて、ユーザーの積極的な投稿を促す仕組みとし
て、
「ハッシュタグ（＃）
」が挙げられます。
ハッシュタグは、投稿のキーワードとなるものであり、検索性を高める働きがあ
ります。SNS ユーザーは、
「鉄道名」や「愛称」
、
「列車名」などのハッシュタグを
手掛かりに、地方鉄道事業者の情報に容易にたどり着くことができます。
実際に地域を訪問した旅行者からの「評判」や「口コミ」等は、信頼できる情報
源の一つとなっており、顧客の情報発信は新たな来訪者を獲得することにつなが
ります。
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図 出発前に得た旅行情報で役に立ったもの
（国籍・地域別）
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上記「拡散」の延長線上には、ブロガーやインフルエンサー等の発信力のある
人々を招き、戦略的に情報発信する方法があります。鉄道本来の良さ・持ち味を訴
求し、鉄道利用の醍醐味として、車窓を楽しみ、同行者と談笑しながら、目的地に
到着できることや、車内や駅において、地域の人との交流が楽しめることをアピー
ルしてもらうことで、情報感度の高い個人旅行客を誘客できます。また、そうした
発信力のある個人旅行客が他の個人旅行客に影響を与え、訪問を誘発する効果も
期待されます。
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②運行情報等のオープンデータ化
個人旅行客の場合、地方鉄道は、幹線から地域へのアクセスという二次交通とし
ての役割も担っています。その場合、外国人観光客は、スマートフォンアプリ等
（Google マップなど）にて経路検索を行い、公共交通機関を乗り継いで、地方へ
到達することが考えられます。したがって、経路検索を含め、インターネット等を
利用して地方鉄道を利用しやすい環境を構築することで、本来の事業である「輸
送」そのものをプロモーションすることにもつながります。
現時点では、経路検索に必要なデータ（地方鉄道の運行情報データ）は、国内経
路検索サービス提供事業者（ジョルダン社）から Google 社に提供されています。
今後、公共交通分野における運行情報データのオープンデータ化を推進する方向
性が国土交通省より示されています。
これにより、経路検索以外にも、情報提供の充実、移動サービスへの利活用が可
能となり、一層の利便性向上が期待されます。なお、運行情報データは、共通デー
タ形式 GTFS に準拠することが求められます。
表 GTFS （General Transit Feed Specification）の概要
公共交通機関の時刻表とその地理的情報に使用される共通形式を定義したもの
で、当初は Google 社向けのフォーマットとして作成されていました。現在はオー
プン化され、誰もが使用できるものとなっています。零細事業者の利用も視野に、
表計算ソフトでの閲覧が容易な CSV 形式を採用し、仕様がオープン化されてい
ることから、北米・欧州を中心に海外で幅広く利用されています。また、GTFS で
作成したデータを一定のルールに基づき提供することで、Google マップで当該交
通機関の情報が案内される仕組みもあります。
（出典：
『
「標準的なバス情報フォーマット」解説（初版）
』
（国土交通省総合政策局公共交通政策部）
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（3）受入環境整備
受入環境整備は、地方鉄道を利用されるお客様に対し、ストレスフリーな移動を提供
するために実施するものです。限られた予算のなかでは、
「緊急性」
（安全・安心に関わ
る事項）
、
「便益を受ける人数」
（利便性が向上する人の多寡）
、
「費用」等を勘案しなが
ら、優先順位付けを行い、段階的に取組んでいくことが必要です。受入環境整備で重点
的に実施すべき取組事項は以下の通りです。
● 多言語対応…地方鉄道を円滑に利用するために必要となる情報を外国語等で提
供すること。事故・災害等発生時に運行情報等を迅速に提供すること。
● 公衆無線 LAN 整備…旅客施設及び車両等において、インターネットを利用した情
報の閲覧を可能とする環境を整備すること。
● 洋式トイレ整備…便所に設置する便器（小便器を除く。
）は、原則として座便式
のものとすること。
● キャッシュレス環境整備…クレジットカードによる支払を可能とすること。また、
交通系ＩＣカードを利用できる環境を整備すること。外国人が訪問先で最も歓迎
されていると感じるのは、
「本国の決済手段が使える」ことであり、オンライン
チケット、チケットレス、デジタル・ペイメント等を含め海外で主流の決済手段
に対応することが期待されています。
● 荷物置き場の設置…大型荷物が複数収納できる荷物置き場を乗客の利便性を考
慮した箇所に設置すること。
● インターネットによる予約環境の整備…指定席券、企画乗車券等をウェブサイト
等により予約可能な環境を整備すること。海外ではインターネット予約が主流で
あり、日本でも導入されることが期待されています。
なお、受入環境整備については、
「観光立国実現に向けた多言語対応の改善・強化の
ためのガイドライン」
（平成 26 年 3 月 観光庁）
、
「公共交通機関における外国人観光旅
客利便増進措置ガイドライン」
（平成 30 年 10 月 観光庁）など、既存のガイドライン
等が参考になります。

（参考）
● 多言語ガイドライン http://www.mlit.go.jp/kankocho/news03_000102.html
● 利便増進措置 http://www.mlit.go.jp/kankocho/news08_000257.html
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Ⅲ 具体的施策の推進に向けた関係者の役割と取組事項
第Ⅲ章では地方鉄道事業者と主な関係主体の役割と取組事項について整理・提示して
います。
１．地方鉄道事業者等
地方鉄道事業者は、誘客の中核・推進役となるとともに、地域関係者や観光資源を繋
ぐ役割を担っています。
しかし、
予算的、
人員的に多くの制約があるのは明らかであり、
多くの地方鉄道事業者にとって、単独で取組を牽引していくことは大変な困難を伴うも
のといえます。したがって、自社で完結（自己完結）せずに、自治体や観光地域づくり
法人といった地域関係者を積極的に巻き込むことが原則になると考えられます。そして、
地域関係者と連携しながら、魅力的な売り物（商品）を作り、多方面へのプロモーショ
ンを実施することになります。
取組推進にあたっては、できることから着手し、段階的に範囲や規模を拡大すること
を心掛けましょう。
「あれもやらなくてはいけない、これもやらなくてはいけない」と
いう思考で身動きが取れなくなるのではなく、協力・連携関係を加速度的に広げていく
ためには、まずは第一歩を踏み出すことが何よりも大切です。

２．地域関係者
地域関係者は、地方鉄道事業者と協力・連携し、鉄道を軸とした地域のブランディン
グやプロモーション、セールスに従事することが期待されています。とりわけ、沿線自
治体や観光地域づくり法人は、地域における観光産業の牽引役として、地方部の観光振
興に取組むことが期待されます。
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（1）観光地域づくり法人
観光地域づくり法人の目的は地域が観光をビジネスとして運営していける仕組みづ
くりや、そのための基礎的な環境整備に取組むことを通じた地域経済の成長となります。
そのため、観光地域づくり法人には、地域の観光資源の磨き上げや二次交通を含む交通
アクセスの整備、受入環境の整備等の着地整備に精力的に取組むことが期待されていま
す。

（2）沿線自治体
沿線自治体は、地方鉄道事業者と二人三脚で外国人観光客の誘客に取組むだけではな
く、地方鉄道事業者が自力では実現が難しい、受入環境整備（観光案内所の充実、外国
語のできる職員の配置・増員、トイレの改修・増設等）にも取組んでいくことが期待さ
れます。地方鉄道事業者や観光地域づくり法人、地域の観光業関係者などに対して、後
方支援を行っていくことが中心になると考えられます。

（3）沿線の支援者（住民、学生・生徒、NPO など）
地方鉄道の沿線には、地元の大学生や高校生、沿線在住の外国人、国際交流や観光振
興の NPO、鉄道愛好者など、外国人観光客の誘客に向けて、地方鉄道事業者の強力な支
援者／応援団となり得る貴重な人材が眠っている可能性があります。
「地域のファン／
応援団」を積極的に活用することで、諦めていた取組が実現する可能性もあります。埋
もれている沿線人材はいないか、改めて見直してみましょう。
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3．その他

観光産業に携わる旅行会社や宿泊業者などは、地方鉄道事業者と連携し、商品開発や
販路開拓等を行うことが期待されます。日常の業務を通じて得られた外国人観光客の旅
行トレンドや、ターゲット国のニーズ動向等について、適宜鉄道事業者や地域関係者に
情報を共有し、地域としてのターゲット設定や商品開発・販売等の方向性が適切である
か等についてサポートしていくことが望まれます。

Ⅳ 国による支援策の方向性

第Ⅳ章では、商品開発、プロモーション、受入環境整備に関わる国の支援について紹
介しています。なお、事業によっては 2019 年度の募集が終了しているものがあります。
関連情報を確認のうえ、必要に応じてお問い合わせ下さい。

（1）地域の関係者と連携したコンテンツ造成に対する支援
観光庁は、平成 31 年度予算「広域周遊観光促進のための観光地域支援事業」により、
観光地域づくり法人や自治体が中心となり、地方鉄道を含む地域の観光資源と二次交通
等を組み合わせて滞在型コンテンツの充実を図る取組等に対する支援策を設けること
としています。
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また、観光庁としては、同様に、
「訪日グローバルキャンペーンに対応したコンテン
ツ造成事業」により、地方運輸局が観光地域づくり法人、地域と連携して、地方鉄道を
含む地域の観光資源を活かした訪日グローバルキャンペーンに活用できる新たな滞在
型コンテンツを創出するための事前調査、コンテンツの企画・立案、モデルツアー等の
取組を実施することとしています。
＜関連情報・お問合せ先＞
観光庁ホームページ「観光地域づくりに対する支援メニュー集」
http://www.mlit.go.jp/kankocho/page04_000053.html
観光庁観光地域振興部 観光地域づくり法人支援室 TEL：03-5253-8328
（2）サイクルトレインを含む観光列車の導入・運行に対する支援
観光庁においては、平成 31 年度予算「公共交通利用環境革新等」事業において、訪
日外国人旅行客の来訪が特に多い、又はその見込みがある観光地として観光庁が指定し
た市町村に至るまでの路線において、外国人旅行客のニーズが特に高い多言語対応、無
料 Wi-Fi サービス、トイレの洋式化、 キャッシュレス決済対応等の取組を行った場合
に、サイクルトレインを含む訪日外国人旅行客向けの観光列車の導入・改造等に要する
経費を支援することとしています。
加えて、地方鉄道事業者間で車両の貸借が容易に行えるように、国土交通省において
は、他の鉄道事業者が保有する列車を自社の線路で運行する場合の事業スキームについ
て、2019・2020 年度に予定している北海道における取組を通じて、その効果・課題を検
証することにしています。
＜関連情報・お問合せ先＞
観光庁ホームページ「訪日外国人を含む旅行者の受入環境の整備に関する事業」
http://www.mlit.go.jp/kankocho/page08_000077.html
観光庁外客受入参事官室 TEL 03-5253-8971
（3）観光型 MaaS のあり方の検討や実証
国土交通省においては、
「都市と地方の新たなモビリティサービス懇談会」を開催し、
MaaS などの新たなモビリティサービスの活用により、都市・地方が抱える交通サービ
スの諸課題を解決することを目指し、我が国における望ましい MaaS のあり方等の課題
抽出・今後の取組の方向性などを検討しているほか、平成 31 年度「新モビリティサー
ビス推進事業」において、地方鉄道を含めた交通事業者、飲食施設、宿泊施設、観光施
設等と連携し、外国人旅行客の周遊性を高める観光地型 MaaS の実証事業を実施するこ
とにしています。
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＜関連情報・お問合せ先＞
国土交通省ホームページ「公共交通政策」
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/index.html
国土交通省総合政策局モビリティーサービス推進課 TEL：03-5253-8980

２．プロモーション

（１）JNTO サイトでの情報発信強化
地方鉄道事業者は 100 社以上あり、各社は個別に自社ウェブサイトにおいて、観光列
車情報を掲載していますが、情報が各社に分散されているだけでなく、多言語化等も含
めて、掲載されている情報の量や質に大きなばらつきがあるのが現状です。そのため、
外国人観光客がある観光列車に乗車したいと思っても、その列車がどの区間を走ってい
るのか等を知ることが難しく、ニーズに応えられていない可能性が高いといえます。こ

- 31 -

ecotran 2019 N0.11

の点については、JNTO が地方鉄道の魅力発信に関するウェブページなど海外向け発信
に有効なツールを有しているので、地方鉄道事業者や地域の関係者と協力し、これらを
活用して効果的に海外発信のサポートを実施します。

（2）インバウンド誘客に向けた JNTO との連携
インバウンド誘客に向けては、地域全体でターゲットとなる市場を決めてマーケティ
ング施策を打つことが必要と考えられます。
一方で、地方鉄道事業者は、必ずしもマーケティングに精通しているわけではありま
せん。そこで、地方鉄道の会合や関連セミナー開催の機会を捉えて、JNTO から外客誘致
の現状や取組について説明を受ける機会を設け、その後の戦略の企画立案に活かせるノ
ウハウを提供していきます。こうした会合等にご参加いただくことで、地方鉄道事業者
の横の連携を強化し、事業者間でのマーケティングのベストプラクティスを共有するこ
とも可能になります。特に、同じ国から定期直行便が就航している地域は、誘客戦略に
共通性があると考えられることから、相互に協力して対策を検討することも効果的であ
るといえます。
＜関連情報・お問合せ先＞
JNTO ホームページ「自治体・企業等へのインバウンド事業サポート」
https://www.jnto.go.jp/jpn/services/consign_services.html
※お問合せ先はサポート内容ごとに上記ホームページに記載

3．受入環境整備

観光庁においては、これまでも受入環境整備に関する支援を実施してきましたが、今
後は国際観光旅客税による税収も活用し、平成 31 年度予算「公共交通利用環境革新等」
事業において、訪日外国人旅行者の来訪が特に多い、又はその見込みがある市町村とし
て観光庁が指定したものに係る観光地へのアクセスにおいて、車両や旅客施設の多言語
表記や多言語案内用タブレット端末等の導入、無料 Wi-Fi の整備、トイレの洋式化及び
機能向上、全国共通 IC カード、QR コード決済等の導入等に対して集中的に支援を実施
することにしています。
＜関連情報・お問合せ先＞
観光庁ホームページ「訪日外国人を含む旅行者の受入環境の整備に関する事業」
http://www.mlit.go.jp/kankocho/page08_000077.html
観光庁外客受入参事官室 TEL 03-5253-8971
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おわりに

地方鉄道は、地域の有力な観光資源であり「地域の宝」であるとともに、地域の名を
知らし高める「地域の広告塔」でもあります。しかし、地域にとって大切な存在であり
ながら、地方鉄道事業者は利用者減少と高い維持管理コストに苦しんでおり、厳しい経
営状態に陥っている事業者も少なくありません。そのような事業環境のもと、地方鉄道
にとって、外国人観光客は、極めて魅力的な市場です。
ガイドラインでは、マーケティングの視点から、この新たな市場を適切に開拓し、地
方鉄道にとって新たな収益源とするための方策について整理・提示しました。外国人観
光客による地方鉄道の利用増加は、単に地方鉄道の収益改善に貢献するのみならず、外
国人観光客が日本の地方部を訪れ、日本の新たな魅力を発見する有力な機会の一つにな
ると思われます。また、地方鉄道及び沿線地域の双方にとって、両者の関係を改めて見
つめ直し、それぞれの重要性と役割について考え直す絶好の機会であると考えられます。
地方鉄道と地方鉄道を応援する人々が一体となって、外国人観光客の誘客に取組み、
その結果、地域の活性化・一体化がもたらされるよう期待しております。
また、観光庁としてもこうした取り組みへの支援を今後も継続してまいります。
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参考
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沿線観光地（受け入れ側）の立場から見た鉄道事業者
～青梅市の事例を中心として～
早川伸二 Hayakawa Shinji※
1．はじめに
2014 年 4 月に青梅市梅の公園の梅の木約 1,200 本がすべて伐採された。その年
の 3 月は「再植栽されるまでの当面最期の」梅を見ようという観梅客で大変にぎ
わっていた。最寄り駅の JR 日向和田駅には、列車が到着するたびに多くの乗客が
下車してきた。それを見ていると、鉄道は多くの観光客を運んでくれる沿線観光地
にとってありがたいものであると改めて感じた。
一方、鉄道事業者側から見れば、利用者の増加は収入の増加につながるので、観
光地はありがたいもののはずである。実際、筆者も松本電気鉄道株式会社（現アル
ピコ交通）在籍時は、
「上高地」様々であると感じていた。もちろん、筆者だけで
なく多くの社員が同様に感じていたと思う。このように、お互いにとって win-win
の関係をつくりやすい状況にあるのが沿線観光地と鉄道事業者の関係といえよう。
もちろん、現在は自動車交通が発達し、道路網も格段に整備され、従前に比べ鉄
道の輸送分担率が低下している中で、鉄道などなくても問題はないという考えも
存在するであろうし、場所によってはそうかもしれない。しかしながら、少なくと
も筆者の在籍する青梅市の場合、首都圏の一角にあり、鉄道輸送の定時性・高速
性・大量輸送性は観光客に高いサービスを提供しうる重要な移動手段であるとい
える。さらに、バスよりもわかりやすくて利用しやすい鉄道は、最近増加している
訪日外客を青梅に取り込むための重要な移動手段である。
本稿では、受け入れ側の立場からみた鉄道サービスの特性を検討し、実際の鉄道
事業者との関わりを紹介したうえで、より良い鉄道サービスへの要望を述べたい。
なお、本稿における筆者の意見は個人的見解であり、所属する組織の総意ではない
ことを予めお断りしておく。
2．観光分野における鉄道サービスの特性
（1）鉄道サービスの強み
※

一般社団法人青梅市観光協会事務局次長
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①駐車場が不要＝スペースの有効活用
「当観光地には付近に駐車場がございません。公共交通機関でお越しください」
、
もしくは「当観光地の駐車場の台数には限りがあります。できるだけ公共交通機関
をご利用ください」というのは観光地のアクセス紹介で見受けられるよくある
キャッチ・フレーズである。東京ディズニーリゾート（TDR）のように造成地で十
分な土地が確保できる場所はともかく、日本の観光地の多くは、自家用車を十分に
止められるスペースがある観光地は多くない。
観光地の多くは、需要の波動性（ピーク時とオフピーク時の差）が大きく、ピー
ク時に対応できるように整備すると投資が過大となるため、通年を通してある程
度の需要が見込める人気の高い観光地でない限り、地方自治体が積極的に大規模
な駐車場の整備を行うことはめったにない。
その点、鉄道やバスといった公共交通機関には駐車場のような広大なスペース
を必要としない。そのため、受け入れ側にとっては、駐車場の整備といった大きな
コストをかけることなく、また、土地のスペースを有効活用しながら、公共交通機
関の存在により観光客の足を確保できるというメリットがある。
②定時性の確保
行楽シーズンの休日は、道路は大渋滞をすることが多い。自家用車を利用した場
合、目的地には着いたものの、時間が押し迫り、ゆっくり見学をする余裕がなく
なってしまうことも珍しいことではない。もっとも、公共交通機関であっても、バ
スは渋滞に巻き込まれてしまうが、鉄道であれば、そのような心配はほとんどな
い。
また、鉄道が道路に並行して存在する場合、一部区間を鉄道利用とすることで、
自家用車の利用者にとっても駐車場待ちや道路渋滞を回避できる有効な交通手段
となる場合がある。例えば、芝桜で有名な埼玉県秩父市の羊山公園に車で向かう場
合、シーズン中は早朝に出発して渋滞を回避するか渋滞に巻き込まれる覚悟をし
ての旅行となる。しかし、渋滞する国道 299 号線には西武鉄道秩父線が並行して
おり、目的地手前（例えば「正丸駅」には 20 台程度の有料駐車スペースがある）
で車を停め、西武線を利用し、横瀬駅もしくは西武秩父駅で下車すれば、渋滞に巻
き込まれることなく、スムーズな移動が可能となる。
一般に、観光地での滞在時間が増加すれば消費が増える傾向にあることから、定
時性を確保でき、観光客に時間に余裕をもってもらえる鉄道利用は受け入れ側に
とってありがたいものである。実際に、河津桜の時期の伊豆急や鎌倉の由比ガ浜
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（江ノ島電鉄）など、駅近くに大規模な駐車場が存在するなど、条件の良い所では
パークアンドライド（P&R）が推奨されている。

西武鉄道正丸駅と羊山公園

③楽しみの拡大＝多様なルートの確保
登山やハイキングなどの場合、自家用車利用の場合、駐車場と目的地の単純な往
復行程（
「ピストン」と呼ばれる）となってしまうことが多いが、公共交通機関を
組み合わせることで周回コースが可能となり、登山やハイキングコースの魅力が
増すことが可能となるケースもある。
例えば、奥多摩町には川乗山（
「川苔山」と書かれる場合もある）という登山客
に人気の山がある。最寄りの駐車場は、JR 青梅線鳩ノ巣駅付近にある奥多摩町営
鳩ノ巣駐車場であり、そこからの川乗山ピストンも可能であるが、多くの登山客は
鳩ノ巣駅で JR 青梅線に乗り、奥多摩駅で西東京バスに乗り換え川乗橋下車、百尋
の滝を見て、川乗山山頂を目指し、鳩ノ巣駅に下山するというピストンより魅力的
なコースを選択しているようである。

奥多摩町鳩ノ巣駐車場と百尋の滝
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また、青梅市内では軍畑駅付近の駐車場に車を停めて高水山、岩茸石山、惣岳山
の高水三山と呼ばれるコースを御嶽駅まで歩き、御嶽駅～軍畑駅間で青梅線を利
用するケースもある。
このように自動車利用者であっても、公共交通の利用と組み合わせることで、観
光地の楽しみ方が広がる（観光地の魅力が向上する）ため、受け入れ側にとって公
共交通の存在はありがたいものである。
（2）鉄道サービスの弱み
① 観光地までのアクセス
駅を降りて、10～20 分程度で目的の観光地にたどり着ける場合には問題はあま
りないが、観光地の立地条件が駅の近くといった都合の良い所ばかりではない。地
方に行けば、観光地へ行くバスがあれば良い方で、バス路線自体が存在しない場
合、もしくは途中までしかバスがない場合がある（いわゆる「二次交通」の問題）
。
例えば、茨城県桜川市真壁は国の重要伝統的建造物群保存地区（重伝建地区）に
指定されている古い街並みを残すところであるが、筑波鉄道筑波線が 1987 年 3 月
限りで廃線となり、さらに 2011 年 3 月限りで市内のバスが全廃され、ひなまつり
期間の臨時バスを除くと路線バスが走らない街となっていた。2016 年 10 月からバ
スが復活され、観光客も年間を通じて真壁地区へ行くことが可能となったが、約 5
年半は交通空白地帯となっていたのであった。

真壁（桜川市）のまちなみと自転車道になった旧筑波鉄道真壁駅

また、同様に国の重伝建地区に指定されている山梨県甲州市の上条集落のパン
フレット（甲州市教育委員会発行）にはバスでのアクセスの記載がなく、最寄りの
バス停も記載されておらず、自動車利用が前提となっている。ちなみに、同じ県内
の山村集落である早川町の赤沢集落のパンフレット（早川町教育委員会発行）に
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は、バスの所要時間や概念図が記載されており、群馬県六合村の赤岩集落も地図に
バス停が記載されている（赤岩重伝建保存地区活性化委員会ガイド部会発行「赤岩
散策マップ」
）
。
また、東京都奥多摩町にある日原鍾乳洞では、土・日・祝日は約 1.3km 手前の東
日原でバスが折り返し運転となる。一般には、尾瀬、上高地や富士山のマイカー規
制ように公共交通機関というのは優先されるケースが多いが、道路事情等を勘案
した結果と思われるが、自家用車が優先され、公共交通の利用が不便となるケース
もある。

中日原バス停付近（東日原～鍾乳洞間）の狭い道と鍾乳洞バス停時刻表（
「土休日」の
時刻は「ご注意下さい。土曜・休日は全て東日原発になります。
」と書かれている）

② 運行頻度＝待ち時間
地方の鉄道では、運行本数が１時間に１本程度、もしくは２時間に１本程度、ま
たはそれ以下となる場合も存在する。何らかの事情により当該列車に乗り遅れる
と旅程が大幅に狂うケースがある。また、近年は体験型観光や街歩きなどが主流と
なり、あまり流行らなくなってきたが、運行頻度の低さはできるだけ多くの観光地
を巡る周遊型観光には不向きである。
③ コスト
自家用車を保有している人にとって、移動にかかる直接的な費用はガソリン代、
有料道路代、そして駐車場代くらいである。どのような行き方をするのかにより費
用が異なるため一概には言えないが、一般的に移動にかかる直接的な費用は 1 人
であれば鉄道利用が安いが、2 人以上で移動する場合は自家用車を利用した方が安
くなるケースが多い。
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鉄道の移動にかかる総費用は、旅行参加人数×運賃（場合によっては料金を含
む）となるが、自家用車は乗車定員までは費用がほとんど変わらないため、家族や
少人数グループの移動では費用的に自家用車が有利となるケースが多い。
以上、一般論としての観光における鉄道サービスの強みと弱みについて列記し
た。青梅の観光地については、
『地域交通を考える 第 9 号』で紹介しているので、
本稿では割愛するが、青梅に限って言えば、ゴールデンウィークや秋の三連休な
ど、年に何日あるかというぐらいほとんど道路が渋滞しないため、渋滞回避のため
の P&R 的な使い方はあまり行われないようである。
また、青梅の主要な観光地は、御岳山を除けば、鉄道駅からほぼ徒歩 20 分以内
で行くことができる。また、青梅線のうち青梅～御嶽駅間は平日の日中のみ 45 分
間隔となるが、減便実施の発表時にはクレームや不満を聞くことが多かったが、実
際に実施された後は特にクレームや不満が聞かれないようである。
つまり、青梅の観光地は、鉄道でも自家用車でも来やすい環境にあるといえるた
め、一般のお客様は、各自の状況や目的などによって鉄道利用、もしくは自動車利
用を使い分けているようである。
3．観光協会と鉄道事業者の協力
先述したように、鉄道事業者と沿線自治体・観光協会は win-win の関係を築きや
すいので、鉄道事業者がコストを盾にとりサービスの大幅な切り下げをしてきた
り、受け入れ側が鉄道事業者に対してきわめて非協力的な態度を示さない限り、基
本的には上手くいくものと思われる。
一般社団法人青梅市観光協会（以下、
「当協会」と呼ぶ）では、JR 東日本八王子
支社販売促進課の課長が当協会の理事となっている。そのため、理事会等で定期的
な情報交換が行われるほか、お互いに協力関係がとりやすくなっているといえる。
また、歴代青梅駅長および河辺駅長とも良好な関係が続いており、お互いに信頼関
係が構築されている。例えば、従前は青梅マラソンの時、JR 河辺駅では精算機が
少ないため、Suica のチャージ額が不足していた場合、精算のために当日は長い行
列ができていた。当時の JR 河辺駅長から相談を受け、筆者が兼務する青梅マラソ
ン実行委員会で問題提起した結果、ランナーに対して Suica への事前チャージのお
願いが周知され、その後の混乱はほぼなくなったと聞いている。
また、2019 年 9 月 1 日は、当協会が行ったハイキングイベントと JR 青梅駅地下
室（昭和初期まで商店が入っていたといわれる）特別公開が重なっていた。当協会
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のハイキング参加者の多くが地下室を見たいという要望があり、青梅駅長に相談
したところ、駅長の英断により 15：00 で終了であった見学会を当協会イベントの
参加者に限り、15：30 に特別公開をしていただけることになり、参加者には大好
評であった。このような細かい出来事は数多くあるが、当協会と鉄道事業者との協
力関係について、主なものを紹介する。
（1）駅からハイキング実施の協力
JR 東日本の各駅で実施するイベントとして
「駅からハイキング
（以下、
「駅ハイ」
と呼ぶ）
」がある。JR 各駅長が JR の本社へ申し込み、承認されると実施されるイ
ベントである。その際のコースづくりのアドバイスや特典が得られる店舗への根
回し（いきなり駅長が訪問して各店舗が驚かないよう事前の説明と協力のお願い）
などを当協会が行っている。なお、コースづくりについては、駅長から要望される
場合と当協会が要望する場合がある。2014 年 7 月から 2019 年 6 月末までの 20 期
（1 年が 4 期に分けられている）のうち 12 回実施している。他の駅で、どのくら
い駅ハイを行っているのか回数を数えたことがないので詳細はわからないが、少
なくとも青梅・五日市線沿線では、ダントツに多い実施回数であると思われる。
また実施にあたり、スタートのチェックポイントが必要となるが、それを当協会
が管理している青梅観光案内所、青梅市御岳交流センター、東京都御岳インフォ
メーションセンターなどで引き受けている。
（2）JR のイベントと観光キャラバン
2018 年 9 月中より JR 青梅線青梅～奥多摩駅間に「東京アドベンチャーライン」
という愛称がつけられている。その出発式に会長が出席したほか、2019 年 3 月の
御嶽駅リニューアルイベントでも会長および事務局長が出席したほか、地元の団
体の出演への協力を行っている。

アドベンチャーラインのヘッドマークを付けた列車と御嶽駅リニューアルイベントで
の演奏
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また、当協会では JR 東日本八王子支社の協力を得て、2013 年より毎年 12 月末
に JR 立川駅と国分寺駅で「初詣は青梅へ」の観光キャラバンを行っている。当初
は、観光パンフレットとノベルティ（使い捨てカイロ）のセットの配布であり、立
川駅のみで行っていたが、JR 東日本八王子支社からの要望を受け、国分寺駅でも
実施するとともに、ノベリティのみの配布に切り替えた。以前は配布に時間がか
かっていたが、両駅ともに瞬く間に終わってしまうなど、非常に好評を得ている。
（3）JR による森づくりと梅の寄贈
2014 年 4 月に青梅市梅の公園の梅の木約 1,200 本がすべて伐採されたことは冒
頭に述べたが、その伐採に前後して、JR 東日本八王子支社は、青梅市で梅の再植
栽が行われる時のために、管内の遊休地を活用して梅の植栽を行った。

2014 年の植樹の記念看板と 2016 年に植樹された甲府駅で育てられた梅の木

また、梅の公園の梅の木が伐採された 2014 年 11 月には、JR 東日本より、
「鉄道
沿線からの森づくり」の一環として、ジンチョウゲやボケなど多数の木々の提供を
受けた。梅の公園への再植栽が認められた 2016 年 11 月には、先述した JR 東日本
八王子支社管内で育てられた梅の木の数本が寄贈され、再植栽が開始された。ま
た、翌年 3 月には同社の管内で育てられた 100 本の梅樹が寄贈され、梅の木の植
栽イベントが行われた。
市の公園であるため、青梅市の公園緑地課が中心となっての作業であったが、当
協会も会長をはじめ、職員が植樹に参加する形での協力を行った。
4．鉄道事業者（JR）への要望

- 42 -

ecotran 2019 N0.11

最期に、
『地域交通を考える 第 9 号』で述べたことの繰り返しになるが、沿線
側からの鉄道事業社（JR）への要望を述べたい。
（1）クロスシート車両の導入
現在、青梅～奥多摩駅間（東京アドベンチャーライン）では中央線と同じ車両が
使われている。したがって、通勤電車と同じロングシートの車両である。車両の運
行効率（青梅～奥多摩間 4 両、立川～青梅間は 6 両増結して 10 両編成が多い）を
考えると同じ車両を使った方が効率が良いことは理解できるが、旅客の立場から
みると、風光明媚な路線で外が良く見えない通勤型車両に乗るのは残念と思う人
が多いと考えられる。
近年、京王ライナーや西武鉄道の拝島ライナーのように、通勤電車で運行すると
きはロングシートで使用し、有料座席指定列車として運行するときには転換クロ
スシートとなる車両が誕生している。
地方民鉄の 1～2 両編成のワンマンカーの場合、車内の安全上（クロスシートは
死角が多くできる）ロングシートでもやむを得ないと思われるが、4 両編成で車掌
も乗務する東京アドベンチャーラインの区間では、朝夕の通勤通学（多客）時間帯
を除けば、旅客の乗降時間などに特に問題はないと考えられることから、できれ
ば、東京アドベンチャーラインの区間では、通勤・通学時間帯以外はクロスシート
で使用、立川～青梅間ではロングシートで使用できる車両の導入を JR でも検討し
ていただきたいと考えている。
（2）割引きっぷの導入（復活）
近年、周遊券の廃止に代表されるように、JR は割引きっぷを多く廃止している
ようである。青梅線にも、2001 年までは、青梅線の拝島～奥多摩間、五日市線全
線の乗り降り自由であった「奥多摩・秋川自由乗車券」が存在していた。西武鉄道
にも、奥多摩ハイキングフリーきっぷという青梅線の拝島～奥多摩間、五日市線全
線の乗り降り自由の割引きっぷがあったが、残念ながら 2012 年に廃止されてし
まった。
割引きっぷは減収になるという考えが鉄道事業者側に強いように感じるが、減
収になるか増収になるかは、経済学でいうところの価格弾力性に依存するといえ
る。つまり、1％割引して、需要が 1％未満しか増えなければ減収となるが、1％よ
り多く増えれば増収となるということである。
もちろん観光に対する需要は、天候など他の要因に需要が大きく左右されるた
め、価格弾力性を計算することは実際には困難であり、割引きっぷの設定は鉄道事
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業者の経営的な判断に委ねるほかない。しかし、沿線の観光地側からすれば、割引
きっぷ新設もしくは復活により、新規旅行者の誘発やリピート客増加による入込
客の増加を期待したい。
また、フリーきっぷの概念にとらわれない京浜急行の「みさきまぐろきっぷ」な
どのようなお得な乗車券も誕生してきており、是非、JR でも旅行者が青梅線沿線
に来たくなる魅力的な割引きっぷを販売してもらいたい。
（3）スピードアップ（快速の新設）
青梅線には、中央線から乗り入れる「青梅特快」が運行されているが、青梅線内
は各駅停車である。土・休日には「ホリデー快速おくたま号」が３往復設定されて
いるが、立川～青梅間の所要時間は、普通列車とほとんど変わらない。
表－１ 青梅線と他の路線の表定速度
路線名
青梅線
中央線
南武線

立川～青梅

距離
（km）
18.5

時間
（分）
30

立川～青梅

18.5

新宿～立川

27.2

新宿～立川
川崎～立川
川崎～立川

区 間

12

表定速度
（km/h）
37

30

4

37

ホリデー快速

23

4

71

中央特快

27.2

35

14

47

快速

35.5

32

11

67

快速

35.5

55

26

39

普通

駅数

備 考
普通

１．
『マイライン東京時刻表 ２０１８年 3 月』のデータの平日下りの日中ダイヤをもとに計算（た
だし、ホリデー快速は２０１９年のダイヤで計算）
。
２．駅数には起点側の駅を含まない。
３．ホリデー快速の所要時間には、拝島駅での「ホリデー快速あきがわ号」の分割作業時間が含ま
れる。

表－１で青梅線と中央線・南武線との比較を示したが、特快や快速が走る 2 路
線と比べて、青梅線の表定速度が低く、距離のわりに所要時間が多くかかっている
ことがわかる。立川～青梅間は平野部であり、線形の面からは素人目にはスピード
アップを図れるように思われるが、駅間が短いこと、途中に追い越し施設（待避線）
のある駅がないこと、東青梅～青梅駅間が単線区間（ボトルネック）であることな
どが青梅線内での快速運転ができないことに影響していると思われる。
青梅線内で快速運転を実現する場合、追い越し施設の建設など莫大な設備投資が
必要であり、現況および将来の見通しを考えると実現は難しいとは思われるが、立
川～青梅間の所要時間が約 20 分（表定速度約 56ｋｍ／ｈ）であれば、観光、ビジ
ネスともに飛躍的に便利になると筆者は考えている。
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５．おわりに
以上、個人的な経験・見解をもとに鉄道事業者と受け入れ側（自治体・観光協会
など）の関係と鉄道事業者への要望を述べた。鉄道事業者と受け入れ側は、基本的
に win-win の関係が成り立ちやすく、うまくいきやすいことを述べた。しかし、そ
のほとんどはコストがあまりかからないソフト面での協力体制である。
仮に筆者の要望を鉄道事業者が聞き入れてくれれば、沿線の観光地は賑わうの
であろうか。一時的には多少の効果はあると思われるが、長期的には厳しいと言わ
ざるをえないというのが筆者の考えである。なぜなら、本稿では触れなかったが、
入込客数を増加させ、地域を活性化させるためには、魅力的な観光地があってのこ
とであり、それには受け入れ側が先ずハード面の整備をしっかりしなければなら
ないと筆者は考えているからである。
市の財政が厳しく、国や都道府県の観光協会などに対する補助制度がソフト面
に偏っている関係もあり、また鉄道事業者も民営化により利益の追求が求められ
ることは理解できるが、現在の観光施策がイベントなど短期的かつ費用のあまり
かからないソフト面での対応に依存しすぎているように思われる。これでは、仮に
イベントの日は人が集まっても、圧倒的に多いそれ以外の日には効果がない。ま
た、似たり寄ったりのイベントばかりで新鮮味がないものも多く、人が集まってい
るようでも関係者と地域の人がほとんどいう事例も散見される。さらにイベント
の多くは補助金依存であるため、補助金がなくなれば終了というケースも多い。
観光施策は、このような小出しの補助金でその場をしのぐのではなく、それらの
補助金をまとめて観光地の再整備を行った方が長い目で見れば非常に効果的であ
ると筆者は考えている。まちづくりは 20 年かかるとしばしばいわれるが、観光地
も 10～20 年のスパンでハード面の再整備を進めることが重要であると筆者は考え
ている。そして、沿線観光地の人気が高まれば鉄道事業者もその対応に力を入れる
可能性が高いと考えられ、そのような沿線観光地と鉄道事業者の力強い協力関係
ができれば理想的であると考えている。
繰り返しになるが、以上は筆者の個人的見解であり、所属する組織および関係団
体の見解ではないことをお断りしておく。
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一般社団法人交通環境整備ネットワーク 10 年史

一般社団法人交通環境整備ネットワークは、2009 年 4 月に創設し、本年で 10
周年を迎えることができました。
これもひとえに会員の皆様と国土交通省をはじめとする関係各位のご支援、ご
協力のおかげであり、心より感謝を申し上げます。
当初は手探りではじめました私共の事業ですが、これまでのあゆみを 10 年史
としてまとめました。
10 年史は、ホームページ（https://ecotran.or.jp/）と連携しており、随所に連携す
るホームページの QR コードを掲載しています。
この 10 年史は書籍版及び電子版でご覧いただけます。

電子版はこちら
https://ecotran.or.jp/10th/
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九州における観光列車の取り組みと課題
下村仁士 Shimomura Hitoshi※
1．はじめに
近年、観光列車が人気を博している。ことに九州では、JR 九州を中心にユニー
クなコンセプトをもつ観光列車が多数走るとともに、こうした観光列車のトレン
ドは、いまや全国的な流行となっていると言っても過言ではないであろう。
ところで、観光列車といえば、利用者の目線でいえば、列車の中から絶景を楽し
んだり、地域が誇る料理や銘酒をいただいたり、あるいは名産品をおみやげにした
りと、鉄道の旅をゆたかにする存在といえよう。
一方で、鉄道事業者の立場からは、まちづくり・地域おこしと連携しつつ、積極
的に地域とかかわり、そして観光列車を活用した地域鉄道の再生と活性化に取り
組む事業者も見られつつある。そこからは、新しい時代の地域鉄道のあり方が示唆
されている。
本稿では、観光列車について概観するとともに、九州における観光列車への取り
組みや、その課題について取り上げる。
2．観光列車とは
観光列車の定義は、実はあまり明確ではない。
たとえば、JTB 総合研究所の Web サイトにある「観光用語集」で観光列車の説
明を読むと、次のように記載されている。かなり長くなってしまうが、全文を引用
したい。
～引用ここから～
『観光列車とは、内外装を凝らし、味覚を楽しみながら旅行が出来るなど、乗る
こと自体を目的にした列車のこと。北斗星やカシオペア、トワイライトエキスプレ
スなどの豪華寝台特急が話題を集めたことがあったが、観光地への移動手段は、利
便性や所要時間の速さ、運賃の安さなどから、列車から自家用車や航空機、高速バ
スに代わっていった。一方で JR 九州は、内外装を凝らし特徴的な名称を付けた列
※

元尚絅大学文化言語学部非常勤講師
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車を当初から運行していた。その JR 九州が、2013（平成 25）年に高級志向をとら
えた画期的な列車『クルーズトレイン「ななつ星 in 九州」
』を投入した。観光列車
が注目されるようになったのはこの時から。単なる移動手段ではなく、乗ること自
体が一つの目的となった列車の登場は、鉄道史上画期的なこと。これ以降、JR な
どの鉄道会社は、地域テーマに合わせ内外装を美しく仕上げたラッピング列車や、
蒸気機関車やトロッコ列車のレトロ列車など、意匠を凝らした観光列車を競って
運行し始めている。
優雅な内外装の豪華列車で極上スイーツを堪能できる JR 九州の「或る列車」
、
地域の食材を使ったフルコースに舌鼓を打ちながら、ゆったりと旅を楽しめる肥
薩おれんじ鉄道の「おれんじ食堂」
、新潟の名酒で喉を潤しながらひと時を過ごせ
る JR 東日本の「越乃 Shu＊Kura」などが人気を集めている。
』
～引用ここまで～
（https://www.tourism.jp/tourism-database/glossary/tourist-train/ ：2019 年 10 月 1 日閲覧）

ところが、この説明にはいささか問題がある。交通需要が派生需要であること
を、あまりに等閑視しすぎている。もちろん、観光列車は、乗ること自体がひとつ
の目的となりえる。しかし、観光列車に乗るのは、乗ること「だけが」目的なので
あろうか。否、もちろん乗ることも目的であるが、乗ってどこかに行く（あるいは
どこかに行かなければ見ることのできない車窓を楽しむ）というのも大きな目的
にあるのではないだろうか。
また、この説明には、観光列車の歴史的背景やその多様性をあまりに無視しすぎ
ているという問題も抱えている。観光列車には、観光旅行に適した列車として、観
光をサポートする存在という側面も存在する。そのことを積極的に評価するなら
ば、観光列車の説明はまた異なってくる。観光をサポートすることを目的とする列
車も、観光列車として認識すべきではないかという問題点が生じてくる。
ここで難問が出てくる。観光列車はあまりに多様であるがゆえに、観光をサポー
トする列車を、すべて観光列車として定義することには、かなり無理がある。たと
えば、鉄道事業者によっては、自ら「観光列車」と称する列車が、実際は観光列車
として機能する側面と、時間帯によってはむしろ通勤列車として機能する列車す
ら存在する。鉄道事業者が「観光列車」と称する列車を「観光列車」と定義してし
まうのは、危険ですらある。
こうした論点を踏まえつつ、本稿では観光列車について、JTB 総合研究所の説明
も参考にしつつ、以下のような特徴を持つ列車と定義したい。
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①その列車に乗ること自体が目的となりうること、またそうなるように列車そ
のものが企画されていること。
②その列車が、観光をサポートすることを主な目的としていること。
③その列車の設備・サービスが、観光以外の利用と差別化されていること。
3．九州の観光列車：歴史と現状
九州の観光列車の歴史は、その萌芽をかなり古い時代から見ることができる。
鉄道国有化法以前の 1906 年、九州鉄道は米国ブリル社に 5 両編成の豪華客車編
成を発注した。いわゆる「或る列車」である。その当時、九州鉄道は外国人観光客
向けの観光列車の運行を企画していたという。1908 年に納入されたが、この時点
ではすでに九州鉄道は国有化されてしまい、結局は当初の目的を達成することは
できなかった。とはいえ、100 年以上前に観光列車が構想されていたことは、注目
に値する。
第二次世界大戦後、日本は 1960 年代に入ると高度経済成長期に入る。この頃に
なると、観光という余暇のすごし方が、比較的手に届きやすい存在になった。1961
年から 1968 年の間、東京～長崎・大分間に九州観光団体専用列車が運転された。
これは、東海道本線沿線から専用列車に乗って九州へ出かけて観光する、団体ツ
アー向けの列車である。ダイヤは、東海道本線区間を昼行運転し、山陽本線区間で
夜行運転するものであった。車両は 10 系寝台車であり、当時の急行列車レベルで
ある。豪華とは言えないし、
「その列車に乗ること自体が目的となる」存在であっ
たともいえない。しかし、九州観光をサポートする列車であったことは間違いな
い。
1980 年代に入ると、国鉄～JR は「ジョイフルトレイン」と呼ばれる、明らかに
「乗ること自体が目的となる」列車を積極的に導入するようになった。それは、九
州でも例外ではなかった。
ジョイフルトレインは、主に団体専用列車に使用されたが、九州ではいくつかの
特徴的な点が見られた。多くで気動車を使用し、しかも 2 両編成などの短編成が
多かった。小規模の団体でも対応でき、線路がつながっていればどこにでも行くこ
とができる、しかも線路容量が乏しいローカル線にも定期列車に併結して乗り入
れるなど、運用の柔軟性を強みにしていた。
1980 年代から 1990 年代前半にかけて、国鉄～JR 九州が導入したジョイフルト
レインの一覧を下表に掲げる。
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編成
運行開始年月 運行終了年月
1980年
（海編成）
1995年 12系客車6両編成
お座敷列車・海編成/山編成
1983年
（山編成）
1994年6月 キハ58系気動車2両編成×3本
1983年
らくだ号

専用機関車あり

1992年に2両編成化

1989年に「ジョイフルトレイン大分」へ改称

らくだ号の1本を改造したもの

備考
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1999年3月 キハ183系1000番台４両編成

1994年6月 キハ58系気動車2両編成

1992年7月

1993年8月

しらぬい

主に同名の臨時普通列車として使用。8620形蒸気機関車がけん引
1992年までは香椎線の定期列車として使用、それ以降は肥薩線の急行「く
まがわ」で使用
1998年に2両編成化
水戸岡鋭治氏デザインの鉄道車両デザインデビュー作
1992年の熊本運転所転属後は「ジョイフルトレイン熊本」に改称

ハイデッカー構造、1930年代ヨーロッパ風

主に同名の定期特急列車として使用（運休日あり）
1990年に4両編成化
主に定期特急列車「ゆふいんの森」として使用（運休日あり）
「オランダ村特急」から再改造したもの
前面展望室、電車との動力協調運転可能
運行中止後は「シーボルト」に再改造され、定期列車として使用（2003年3
月まで）
「ゆ〜とぴあ」と「ジョイフルトレイン大分」から1両ずつ再改造したもの
和室、お座敷

ゆふいんの森（Ⅱ世）

キハ71系3両編成

1994年6月 キハ58・キハ65形気動車2両編成 和洋折衷のサロン風

1989年3月

ゆふいんの森

現存

1994年3月 キハ58・キハ65形気動車2両編成 サロン室、リクライニングシート

1988年8月

1988年11月

1988年7月

アクアエクスプレス

ふれあいGO

ディスコ風、パノラマシート

2000年3月 キハ58系気動車3両編成

1988年3月

SLあそBOY

ジョイフルトレイン長崎

アメリカ西部開拓時代の客車風

2005年11月 50系客車3両編成

1988年3月

サルーンエクスプレス

主に同名の定期特急列車として使用（運休日あり）
1989年に4両編成化
前面展望室、電車との動力協調運転可能 1992年に「ゆふいんの森Ⅱ世」に改造
1992年3月 キハ183系1000番台3両編成
その後「シーボルト」「ゆふDX」と改造を経て、現在は「あそぼーい！」
として定期列車として使用
1994年3月 キハ58・キハ65形気動車2両編成 山小屋風、簡易ハイデッカー構造

キハ58系気動車2両編成

1988年3月

1987年4月

パノラマライナーサザンクロス

1993年

和室（1両は半室和室、半室座席）
リクライニングシート
1994年 キハ58・キハ65形気動車４両編成
レーザーディスクカラオケ装備
3列リクライニングシート
1994年3月 12系客車6両編成
ハイデッカーの展望室

1両がロビーカータイプ、1両がお座敷

掘ごたつ式

回転クロスシート

お座敷

車両の特徴

オランダ村特急

1986年

1987年3月

吉四六

サウンドエクスプレスひのくに

キハ58系気動車2両編成

1987年3月

ゆ〜とぴあ

1993年

1994年6月 キハ58系気動車2両編成

1987年3月

BUNBUN

列車名
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表 1：1994 年までに国鉄～JR 九州が導入したジョイフルトレイン
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ところで、国鉄～JR 九州のジョイフルトレインは、民営化後、大きな変化を示
した。
ひとつは、団体専用列車ではなく、誰でも乗車できる定期列車や臨時列車として
使用することを前提としたジョイフルトレインの登場である。
「オランダ村特急」
「アクアエクスプレス」
「ゆふいんの森」
「SL あそ BOY」がそれであり、現在の JR
九州が「D&S 列車」と称する観光列車の嚆矢となった。あわせて、現在の全国各
地の観光列車ブームにも大きな影響を与えている。

ゆふいんの森（1989 年に導入の編成） 著者撮影

こうした列車は、当時のジョイフルトレインが主な対象としていた大口団体よ
りも、個人客・小規模グループ客を重視する。そして、そこではマーケティングの
対象、販売チャネル、プロモーションが、これまでのジョイフルトレインと大幅に
相違してくる。
いまひとつは、既存の特急列車のグレードアップ・スピードアップである。JR 九
州は、高速道路との競合が厳しいなか、特急列車の改善に腐心してきた。1988 年
には 783 系特急電車「ハイパーサルーン」
、1992 年には 787 系特急電車を導入し、
定期運行の特急列車の設備がジョイフルトレインと遜色ないものとなった。その
結果、設備面でのジョイフルトレインの優位性が乏しくなった。
また、特急列車のスピードアップは、最高速度の低いジョイフルトレインの運行
を難しくした。
その結果、JR 九州は 1994 年 6 月に、ジョイフルトレインを大幅に縮小する経営
判断を下した。
また、1980 年代にはトロッコ列車が登場した。
1986 年 7 月には、同年に国鉄高森線を継承した南阿蘇鉄道が、トロッコ列車「ゆ
うすげ号」の運転を開始。このトロッコ列車は、現在に至るまで運行を続けている。
同年に国鉄（鹿児島鉄道管理局）もトロッコ列車の運行を開始、
「アドベンチャー
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号」として運行された。1997 年には、島原鉄道もトロッコ列車の運行を開始した。
この頃のトロッコ列車は、貨車を流用した車両であり、小型の機関車や気動車がけ
ん引する形態であった。
ちなみに、鹿児島鉄道管理局の「アドベンチャー号」は JR 九州に継承され、そ
の後 2003 年に由布院～南由布院間の観光トロッコ列車「TORO-Q」にリニューア
ルされた。この観光トロッコ列車は、由布院駅周辺のパークアンドライドとも関連
したユニークな運行形態であったものの、2009 年に運行を終了している。島原鉄
道のトロッコ列車は、2008 年 3 月に運行終了し、平成筑豊鉄道に譲渡された。
21 世紀に入り、列車に乗ること自体が目的となるように企画された観光列車を、
JR 九州は多数運行するようになった。JR 九州では、こうした列車を D&S 列車
（D&S : Design and Story）とブランディングしているが、そこには、特別な「デザ
イン（Design）
」と運行する地域にもとづく「ストーリー（Story）
」という意味を持
たせ、単なる観光列車ではなく「デザインと物語のある列車」であることを訴求し
ている。また、まちづくり・地域おこしと連携していることも見逃せない。
こうした D&S 列車は、2019 年 10 月現在、11 列車が運行されている。
表 2： JR 九州の D&S 列車（2019 年 10 月現在）
列車名
ゆふいんの森

運転開始年月
備考
1989年3月 1989年導入の編成と1999年導入の編成の2編成あり

いさぶろう・しんぺい

1996年3月

九州横断特急

2004年3月

専用車両は2004年3月に導入

はやとの風

2004年3月

SL人吉

2009年4月

SLあそBOYを改修して導入

海幸山幸

2009年10月

高千穂鉄道で使用されていたトロッコ型気動車を改
修して導入

指宿のたまて箱

2011年3月

あそぼーい!

2011年6月

A列車で行こう

2011年10月

JRKYUSHU SWEET TRAIN「或る列車」

2015年8月

かわせみ やませみ

2017年3月

オランダ村特急～ゆふいんの森～シーボルト～ゆふ
DXに使用されていた車両を改修して導入

旅行商品としてのみ販売

D&S 列車のなかでも、2011 年に導入された「あそぼーい！」と「A 列車で行こ
う」は、それぞれが独特のコンセプトを持つ。
「あそぼーい！」は、明確に子ども
向け列車であることを訴求している。子ども向けのサイズにされた座席や車内の
遊具施設は、子どもが主役であることを物語る。車内の供食メニューも、子ども向
けになっている。一方で「A 列車で行こう」は、大人向けの列車である。ジャズ
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バーの雰囲気を醸し出し、車内には向谷実氏演奏の音楽が流れ、乗客はハイボール
（有料）を愉しむことができる。

あそぼーい！

著者撮影

A 列車で行こう

著者撮影

JR 九州が観光列車の積極的な展開を示すなか、第三セクター鉄道や私鉄でも観
光列車への取り組みを示す事業者が現れだした。当初はトロッコ列車が目立つ存
在であった。
南阿蘇鉄道では 1986 年以降トロッコ列車を運行しているが、高千穂鉄道でも
2003 年にトロッコ列車「トロッコ神楽号」の運行を開始した。高千穂鉄道のトロッ
コ列車は、貨車を流用した車両ではなく、トロッコ型の気動車を使用している。
「ト
ロッコ神楽号」は、高千穂の新たな観光名所になるとともに、高千穂鉄道の総利用
者数の低下に歯止めをかける、地域と鉄道事業者双方の経営に貢献する存在と
なった。しかし、高千穂鉄道は、2005 年 9 月の台風 14 号で甚大な被害を受け、
2008 年 12 月には全線廃止。トロッコ列車の車両は JR 九州に承継され、現在の「海
幸山幸」となった。
平成筑豊鉄道は、北九州市との協働で、2009 年 4 月から門司港レトロ地区で、
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門司港レトロ観光線を運営している。なお、この路線は、鉄道そのものが観光目的
に特化しており、特定目的鉄道として鉄道事業許可を取得している。門司港レトロ
線で運転する列車は「潮風号」の愛称がつけられているが、すべてトロッコ列車で
ある。
トロッコ列車以外では、くま川鉄道のように、全車両を観光列車仕様とする事業
者もある。くま川鉄道では 2014 年 3 月に観光列車「田園シンフォニー」
（現在の
列車名は「田園シンフォニー はぴねす♡トレイン」
）の運行を開始したが、くま川
鉄道の所属車両は、どの車両も観光列車の運用に充当できるようにしている。ただ
し、観光列車向けの設備が通学ラッシュ輸送の障害となってしまい、テーブル席を
すべて撤去することを余儀なくされてしまった。
最近の九州の観光列車のトレンドは、レストラン列車である。
先駆け的な存在となったのが、肥薩おれんじ鉄道の「おれんじ食堂」である。
「お
れんじ食堂」は、2013 年 3 月に運行を開始した。車内では、沿線地域の特産物を
使用した「おれんじ鉄道プロデュース」の料理や飲み物を味わうことができる。
興味深いのは、地域活性化と合理的な鉄道経営という、双方の視点を反映してい
ることである。おれんじ食堂の食事は、車内調理ではなく沿線の提携レストランか
らのケータリングである。これは、車内調理とした場合、地域のつながりが食材調
達に限定されてしまうことから、地域活性化につながりにくいという考え方がひ
とつにある。他方では、車内調理とした場合は、車両が特殊仕様となってしまいコ
ストの高騰を招いてしまうという、鉄道経営の現実的な問題もある。
メニューの観点からはレストラン列車とはいえないが、2015 年 8 月に JR 九州
が運行を開始した JRKYUSHU SWEET TRAIN「或る列車」も、レストラン列車と
共通する側面がある。こちらは、九州の食材をふんだんにつかった本格的なスイー
ツと軽食をいただくことができる。
2019 年 3 月には、福岡県内で二つのレストラン列車が誕生した。
ひとつは、平成筑豊鉄道の「ことこと列車」である。ことこと列車では、西中洲
のフレンチレストラン「La Maison de la Nature Goh」のオーナーシェフ福山剛氏監
修による、本格的なフランス料理のランチを提供する。食事の内容は、ハイエンド
に属するといえよう。地域とのつながりという視点でいえば、食材調達はもちろ
ん、監修に福岡県が誇る才能を生かしていることに注目することができる。
いまひとつは、西日本鉄道の「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」である。こちら
は、列車そのものがカジュアルなピザレストランである。電車 1 両分を全部キッ
チンにあて、本格的な車内調理にこだわる。ランチとディナーでは、車内に搭載し
たピザ窯で生地から焼き上げた、アツアツのピザを楽しむことができるという、レ
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ストラン列車としてはかなり珍しい部類に属する。地域活性化についていえば、イ
ンテリアや食材、食器、クルーの制服に至るまで地域資源にこだわる姿勢は、鉄道
事業者の地域とのかかわりあいのあり方にも通じてくる。

THE RAIL KITCHEN CHIKUGO （右は搭乗口）著者撮影

そして、九州の観光列車のなかでも、きわめて大きな存在感を示すのが、JR 九
州の「ななつ星 in 九州」である。2013 年 10 月に、九州内を周遊するクルーズトレ
インとして運行を開始したが、ハイエンドな価格設定であるにもかかわらず、現在
に至るまで高い人気を誇っている。あるゆる面で最高級な列車であるとともに、九
州七県のゆたかな資源を反映した列車でもある。
4．観光列車に対する評価と課題
観光列車を地域鉄道経営の一要素として認識するとき、どのような評価ができ、
また課題が示されるのであろうか。
大きな論点となるのは、地域とのかかわりあいである。この地域とのかかわりあ
いは、鉄道事業者と利用者との関係にとどまらない。住民はもちろん、地域の歴
史・文化・社会・経済にも広がり、いまや人々の感情にまで影響していく。観光列
車は、こうした地域とのかかわりあいに、積極的に貢献する。
観光列車は、
「その列車に乗ること自体が目的となりうる」列車である。そこは、
日常とは異なる、非日常の世界である。
一般に鉄道に対する旅客需要は、派生需要であるとされる。すなわち、鉄道に対
する需要は、通勤や通学、あるいは用務などといったなにがしかの目的があり、そ
こから派生する需要である。鉄道が地域の足であるということは、とくに日常的な
派生需要を充足してきたことにほかならない。
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ところが、観光列車に対する需要は、本源的需要である。観光列車の利用者は、
日常とは異なるシーンにおいて、その列車が走る地域の魅力に接することを通じ
て、喜びや高揚感といった感情を受け止めるシーンに出会うことを期待する。
地域の魅力は、そこにかかわるヒト、モノ、コトに宿る。観光列車が、
「観光をサ
ポートする列車」でもあることを鑑みるとき、鉄道事業者は、観光列車の利用者が
地域の魅力に接することを支援することが必須となる。このとき鉄道事業者は、地
域のあらゆる魅力にかかわることが求められる。
また、鉄道事業者が地域のあらゆる魅力に接していくことは、不採算であっても
社会的に必要な鉄道の維持・経営スキームにも影響する。このことは、とくに JR
九州の経営に顕著に表れている。
JR 九州は、全営業キロ中約 4 割が維持困難な区間としている（注：JR 九州は輸
送密度 4000 人／キロ以下の区間を維持困難としている）
。そして、JR 九州の観光
列車は、こうした維持困難な区間を走る列車が多い。
ところで、観光列車は、こうした不採算路線の経営に対して、企業としての積極
性を与える。JR 九州は、不採算路線の経営に対して 3 つの異なるアプローチを適
用しているが、鉄道の活性化にあたっては観光列車が大きな役割を果たす。これを
図示すると、図 1 のように表すことができる。
図 1：不採算路線経営へのアプローチ
観光地あり
観光路線化

観光路線化
・
都市近郊輸送への転換

沿線人口小

沿線人口大
消極的経営

都市近郊輸送への転換
観光地なし

主要都市近郊では、沿線人口が大であることから、日常的な需要が期待できる。
そこでは、積極的な輸送改善を行い、旧国鉄時代のローカル輸送然とした輸送形
態から、大都市高速鉄道的な輸送形態へと転換を図った。香椎線の西戸崎～香椎間
のように観光地も存在する場合は、観光列車を導入して観光路線化も指向する。
1988年7月に運行を開始したアクアエクスプレスは、
こうした施策の一環である。
一方で、沿線人口が小であるものの、観光地を沿線に擁している場合は、積極的
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な観光路線化に取り組む。これは、国鉄改革に欠けていた鉄道経営の視点であるこ
とに注目することができる。国鉄改革では、鉄道の特性を発揮できる分野として、
都市間旅客輸送や、都市圏旅客輸送が挙げられているものの、観光鉄道については
触れられていない。少なくとも、不採算路線を観光路線化して収益性を改善すると
いう視点はなかったといえよう。
モデルケースとなったのは、久大本線である。久大本線の沿線には、日田温泉や
天ケ瀬温泉などの温泉地をいくつも擁するが、そのなかでも JR 九州は湯布院に着
目した。湯布院は、歓楽街化した温泉地やバブル経済期の「リゾート化」とは一線
を画したまちづくりに取り組み、1980 年代後半にはこのコンセプトが支持を受け、
一種のブームとなった。こうしたトレンドを受け、1989 年に運行を開始した観光
列車が「ゆふいんの森」である。
現在では、久大本線の観光路線化が深度化している。クルーズトレイン「ななつ
星 in 九州」も久大本線を経由し、当該路線はハイエンド層にまで訴求できるよう
になった。
このモデルは、現在では JR 九州の他線区でも展開されている。とくに、肥薩線
では、輸送密度の観点でいえば特定地方交通線レベルでしかない維持困難路線で
あるにもかかわらず、積極的な経営が実現している。観光列車を活用した鉄道の観
光鉄道化は、鉄道の活性化をもたらす、好ましい側面を積極的に評価することがで
きる。
また、豊肥本線では、2012 年 7 月の九州北部豪雨で甚大な被害を受けたが、そ
れにもかかわらず、復旧に積極的な姿勢が示された。こうした事実からは、観光列
車が地域鉄道の積極的経営のインセンティブとなりうることが示される。そして、
観光列車が収益部門として成長することができれば、不採算であっても社会的に
必要な鉄道の持続的な経営にも寄与する。この点からも、観光列車は好ましい存在
である。
とはいえ、観光列車を活用した鉄道の活性化や、不採算であっても社会的に必要
な鉄道の維持には限界がある。実際、JR 九州は、沿線人口が小であり、沿線に観
光地もない区間では、消極的な経営が取られているのが現実である。このような沿
線環境では、観光列車を走らせることが困難であり、久大本線にはじまる不採算路
線の経営モデルを採用することができないからである。
日田彦山線の添田～夜明間は、現在この問題に直面している。この区間は、沿線
人口に乏しく、有力な観光地も乏しい。それゆえ、この区間には観光列車が存在せ
ず、JR 九州の経営姿勢は消極的なものとなっている。そこからは、地域社会との
関係悪化や、沿線地域における不快な感情の惹起という、難しい問題をもたらす。
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また、政策論とも関連した課題としては、観光列車に対して公的部門が関与する
ことの是非も指摘される。地域活性化の視点からは、観光列車が地域経済に貢献す
るのであれば、そこに支援を投入することは望ましい。一方で、とくにハイエンド
層を対象としたクルーズトレインが走行する路線のインフラに対して公的部門が
支援するような場面では、制度設計次第では、貧しい者から豊かな者へと所得を移
転させる「逆所得移転」が生じかねないという懸念が残る。
5．おわりに
本稿では、九州における観光列車の現状を通じて、鉄道事業者と地域社会との間
に、新たな形のかかわりあいが生まれていることを指摘することができた。
また、観光列車が不採算路線の経営に積極性を与える一方で、観光列車の存在が
難しい環境では、鉄道の維持が困難化しつつあることも指摘することができた。
多くの地域鉄道が経営困難に直面するなか、観光列車に対しては、経営を好転さ
せる役割に期待が集まる。しかし、観光列車の成功の可否は、沿線の環境と対象と
する客層に大きく左右される。
観光列車の存立が困難な状況では、観光列車の貢献する場面は小さいことも理
解されなければならない。

鉄道写真詩コンテスト 2018 応募作品：島村直幸撮影
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鉄道と観光～嵯峨野観光鉄道の取り組み～
井上敬章 Inoue Hiroaki※
1.はじめに
当社は日本国内では数少ない観光に特化した鉄道事業者の一つであり、しかも
京都の嵯峨嵐山という日本有数の観光地で事業展開している極めてユニークな存
在である。本稿では、当社沿線の歴史と文化、そして通勤・通学等定期ユーザを持
たない当社が、ご乗車されるお客様に喜んで頂くために、一期一会の気持ちで取組
んできたことについてご紹介するとともに、今後取り組んでいきたいことについ
ても触れていきたい。

2.当社の歴史と概要
1899（明治 32）年 8 月 15 日に、当時の「京都鉄道」が嵯峨（現・嵯峨嵐山）駅
～園部駅間を開通させてから、今年でちょうど 120 年を迎えた。ここでは、当社沿
線の歴史と、現在の当社の概要について述べる。
[沿革]
・1899（明治 32）年 8 月 15 日
・1907（明治 40）年 8 月 1 日
・1989（平成元）年 3 月 4 日
・1990（平成 2）年 11 月 14 日
・1991（平成 3）年 4 月 27 日
・2010（平成 22）年 10 月 14 日
・2011（平成 23）年 9 月 20 日

京都鉄道㈱嵯峨～園部間が開業
鉄道国有法により京都鉄道㈱が買収される
複線電化により、旧山陰本線の嵯峨～馬堀間が廃
止
嵯峨野観光鉄道㈱発足
営業開始
日本鉄道賞表彰選考委員会地域観光振興賞受賞
京都創造者大賞 受賞

（1）京都鉄道の成立から嵯峨野観光鉄道の開業まで
①京都鉄道から山陰線へ
1889（明治 22）年に舞鶴が軍港に指定されると、対外貿易への期待もあって、
すでに官設で開業していた京都駅と、舞鶴をむすぶ鉄道の建設が社会的に急務と

※

嵯峨野観光鉄道株式会社 代表取締役社長
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なった。1893（明治 26）年、衆議院議員や貴族院議員を務めた亀岡出身の有力者、
田中源太郎氏らが中心となって私設鉄道である京都鉄道の設立を発起し、京都駅
から綾部及び舞鶴を経由して宮津に至る路線の建設を計画した。そして２年後の
1895（明治 28）年、京都鉄道の設立と京都～舞鶴間の鉄道敷設が認可され、1896
（明治 29）年に工事が開始された。
しかし、保津峡の急峻で複雑な地形での線路敷設は困難を極めた。景勝地として
名高い嵐峡付近での工事であり、景観への配慮のために様々な制約が課せられた
ほか、保津川にかかる橋梁は、急流に橋台を設置することを避け峡間を跨ぐ方式を
取ったため、径間 280 フィート（85.34m）という長尺をアメリカから輸入し架設し
たが、これは当時の標準 1 スパン 200 フィート（61m）をはるかに越えたもので
あった。
1899（明治 32）年 8 月 15 日に嵯峨～園部間が
開通したものの、これら難工事により想定以上
の時間と経費を要したため、京都鉄道としては
園部以降の工事を断念し、鉄道国有法により
1907（明治 40）年８月１日をもって京都鉄道は
政府に買収され、京都鉄道は山陰線の一部とし
て組み込まれた。
1922（大正 11）年 4 月 3 日、山陰線保津川鉄
橋で脱線転覆事故が発生し、鉄橋の上で客車か
ら一人の人物が身を投げ出されて転落し死亡さ
れた。その人物こそ、田中源太郎その人であっ
た。
②廃線、そしてトロッコ列車へ
1989（平成元）年 3 月 4 日、複線電化による輸送力の増強をめざし、山陰線の嵯
峨～馬堀間は新線に切り替えられた。これにより旧山陰線の嵯峨～馬堀間は 90 年
に及ぶ歴史を終えて廃線となり、朽ち果てるものと思われた。
しかし、沿線はスピードの出せない渓谷沿いの線ながら、雄大な保津川の流れに
沿って走り、自然の景観に恵まれたこの区間に愛着を感じていた人達も多く、廃線
を惜しむ声も上がっていた。廃線となった旧山陰線を、京都の新しい観光資源とし
て活用できないかとの打診を受けた JR 西日本では、地元の要望なども取材した結
果「廃線区間を再整備して観光鉄道として再利用する」ことを決定し、必要な整備
と準備をスタートさせた。鉄道としての復活は、他の事業形態とは異なり厳しい認
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可が必要となり、JR 西日本社内でも先行きを不安視する声があったが「とりあえ
ず 3 年。それで駄目なら撤退。」の条件で社内の同意を得て、わずか 3 名で「嵯
峨野観光鉄道開設準備室」が発足した。
1990（平成 2）年 11 月 14 日、正式に「嵯峨野観光鉄道株式会社」が発足。社長
の長谷川一彦ほかスタッフは 8 名、資本金は２億円、一年の乗客数予想は 16～23
万人であった。一方、廃線から放置されたままの沿線は、路肩も崩れ、レールは錆
びつき、まくら木も腐食、草が生い茂った荒れ地状態で、根本的な整備が必要であ
り、2 億円の資本金は設備投資でそのすべてが費やされてしまう状態だった。その
ような状況の中、社長はじめ従業員は、
「安全は自分たちが守る」という「鉄道屋」
の信念と自負心のもとで一丸となり、昼夜を問わず、崩れた路肩を修復し、まくら
木を交換し、雑草を抜き、レールを研磨し、駅舎を修復するなど、工事にまい進し
た。また、しっかりと安全を確保した上で魅力的な観光鉄道とするために、列車の
沿線に皆で桜や紅葉の苗を植えてまわった。資金的には苦しかったが、車窓から見
える山に広告を掲示する代わりに
資金提供を、という申し出に対して
「お客様は保津峡の自然を見に来
られるのに、広告があるのは不自
然」とお断りする等、お客様により
美しい景観を提供して喜んでいた
だきたい、との思いを貫いていっ
た。
そのような努力の結果、ついに
1991（平成 3）年 4 月 27 日 9 時 16
分、一番列車がトロッコ嵯峨駅を発
車した。初年度のご利用は、当初の
予想をはるかに上回る 69 万人とな
り、以降も多くのお客様に愛されな
がら、「お客様に死傷を及ぼす運転
関係事故ゼロ」「重大労災（死亡及
び後遺症が残る労災）ゼロ」で今日
まで走り続けている。
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（2）当社の概要
①営業区間等
当社は京都市右京区 JR 嵯峨嵐山駅（同駅構内に設置されたトロッコ嵯峨駅）か
ら京都府亀岡市篠地区 JR 馬堀駅付近（トロッコ亀岡駅）までを結ぶ 7.3km（JR 線
乗り入れ区間も含めると 8.2km）の第二種鉄道事業会社である。当社の専用線区間
は単線非電化であり、行き違い設備はなく、一編成の列車のみで運行している。
②駅及び沿線
当社沿線には 4 駅（トロッコ嵯峨、トロッコ嵐山、トロッコ保津峡、トロッコ亀
岡）あり、トロッコ保津峡駅を除く 3 駅が有人駅である。
沿線は、京都鉄道の時代から「天下の絶勝は保津の谿間」として、その風景には
定評があったが、さらに当社開業後、従業員や地元の方々、その他多くの皆様のご
協力により、沿線に多数の桜・紅葉が植樹されたほか、線路沿いに投光器 805 台を
設置し、秋は紅葉のライトアップもなされ、現在は京都でも有数のお花見・紅葉狩
りスポットとして認知されている。
＜当社沿線＞

＜沿線の植樹＞

＜沿線の桜＞
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＜沿線の紅葉＞

③運行期間及び運賃
（ｱ） 運行期間・時間
JR 西日本の山陰線と並行している
中、当社の鉄道事業は観光鉄道事業に特
化している。運行時間は、朝 9 時 2 分の
始発から夕刻 17 時すぎまでの運行が基
本であるが、多くのお客様のご乗車が見
込まれる繁忙期には臨時列車を運行し
ている。また、お客様の需要が少ない冬
期（１～２月）はメンテナンス期間として運休するほか、繁忙期などを除き水曜日
は定期運休日としている。
列車名

嵯峨

嵐山

保津峡

亀岡

嵯峨野 1 号

09:02 発

09:05 発

09:13 発

09:25 着

嵯峨野 3 号

10:02 発

10:05 発

10:13 発

10:25 着

嵯峨野 5 号

11:02 発

11:05 発

11:13 発

11:25 着

嵯峨野 7 号

12:02 発

12:05 発

12:13 発

12:25 着

嵯峨野 9 号

13:02 発

13:05 発

13:13 発

13:25 着

嵯峨野 11 号

14:02 発

14:05 発

14:13 発

14:25 着

嵯峨野 13 号

15:02 発

15:05 発

15:13 発

15:25 着

嵯峨野 15 号

16:02 発

16:05 発

16:13 発

16:25 着

嵯峨野 81 号

17:10 発

17:13 発

17:23 発

17:35 着

亀岡

保津峡

嵐山

嵯峨

嵯峨野 2 号

09:30 発

09:41 発

09:53 発

09:56 着

嵯峨野 4 号

10:30 発

10:41 発

10:53 発

10:56 着

嵯峨野 6 号

11:30 発

11:41 発

11:53 発

11:56 着

嵯峨野 8 号

12:30 発

12:41 発

12:53 発

12:56 着

嵯峨野 10 号

13:30 発

13:41 発

13:53 発

13:56 着

嵯峨野 12 号

14:30 発

14:41 発

14:53 発

14:56 着

嵯峨野 14 号

15:30 発

15:41 発

15:53 発

15:56 着

嵯峨野 16 号

16:30 発

16:44 発

17:01 発

17:04 着

嵯峨野 82 号

17:40 発

17:53 発

18:07 発

18:10 着

列車名
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（ｲ） 運賃
普通運賃及び団体運賃のみで定期運賃、回数券などは設定していない。どの区間
を乗車されても同一運賃である均一運賃（大人 630 円）であり、全席座席指定と
しているため運賃も座席指定の普通運賃としているほか、一車両あたりの人数を
限定した立席券を販売している。
〇運賃 全席指定 均一運賃 大人 630 円、小人 320 円
〇団体運賃 大人 560 円、小人 280 円
④車両
「嵯峨野トロッコ列車」は、貨車（トキ 25000 型無蓋車）を改造した客車５両
を、ディーゼル機関車（DE10 型）１両が牽引する、１編成（１車両平均定員約 60
名、列車の座席定員は 304 名）の列車である。
お客様に「非日常」を体験していただくため、通常車内に装備されている座席の
クッションや冷暖房等はあえて装備しておらず、木製座席と電球（型 LED）が醸
し出すレトロ感が特徴である。また、客車のうち１両は窓ガラスのない「ザ・リッ
チ号」として、いっそうの開放感を味わうことができると、とりわけ好評を得てい
る。
「ザ・リッチ号」以外の客車には暖房の代わりに石炭ストーブを設置可能で、冬
場の２週間～１ヶ月程度、石炭ストーブを設置した「ストーブ列車」として運行し
ている。（ストーブ設置車両は１つ）
＜列車外観＞
「平安ロマンをかもしだすアールデコ調の文様」「平安ロマンを思わせ、保津峡
の景観にマッチングした塗色」をコンセプトに、緋色・山吹色・黒の３色によるカ
ラーリングを施してある。

＜ザ・リッチ号＞

＜ストーブ列車＞
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⑤施設
（ｱ） 土木設備（主なもの）
前述のとおり、沿線には明治期以降の橋りょうやトンネルが多数あり、順次補修
等を行っている。
橋りょう
橋りょう名

橋台面間長

記事

保津川橋りょう

84m03cm

昭和 2 年 5 月 スルートラス製

他 31 橋りょう

52m から 1m

明治 31 年から昭和 39 年

トンネル名

延長

記事

朝日トンネル

499.06m

材質レンガ 線形 直線

清滝トンネル

495.52m

材質レンガ R360

他 6 トンネル

248m から 54m

材質レンガ又はコンクリート

トンネル

（ｲ） 軌道関係
レール 50N レール
マクラギ 木マクラギのほか、トンネル区間について PC マクラギを一部敷設
（3）営業の概況
①年度ごとのご利用人員と国・地域別構成
近年、訪日外国人のお客様が急速に増加しており、2013 年度以降は毎年 100 万
人を超えるお客様にご利用いただいている。
現在は、お客様の半数以上が訪日外国人であり、その半数が中国本土で、さらに台
湾・香港と続いている。政府の「観光立国」政策もあり、今後もより多くの訪日外
国人のお客様にご乗車いただくため、各種対応を進めている。
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②月別ご利用人員
当社の「繁忙期」は、4 月（桜）・11 月（紅葉）である。なお、過去は 6・7・
9 月が「閑散期」であったが、昨今の訪日外国人増等により、「通常期」程度まで
ご利用が増加している。ただし、全体的にご利用は天候に左右されるため、天候不
順な月は前年割れとなることが多い。2018 年度を例にとると、地震・台風・酷暑
等の影響により、6・7 月で対前年比ご利用減となったほか、関西国際空港の連絡
橋が支障した 9 月は、
訪日外国人のお客様の減少により大幅なご利用減となった。
また、当社は 1・2 月を運休期間とし、車両・軌道の整備を実施している。その
ため、1・2 月の運輸収入は「ゼロ」である。

3．保津川について
（1）保津川の概要
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「保津川」は、淀川水系の三大支川の一つである桂川の、亀岡流域の保津地区か
ら保津峡の区間、およそ 12km の呼称である。流や深淵が多く、ダイナミックで四
季折々の豊かな表情を見せる景勝の地となっており、流域は「京都府立保津峡自然
公園」に指定されている。保津峡の地層は丹波層群で古生代の二畳紀（2 億 5000
万年前）から中生代のジュラ紀（1 億 5000 万年～2 億年前）に赤道付近の海底で
できた地層である。これは、礫や砂ではなく、プランクトン（放散虫）の化石が堆
積して層になったものが、海洋プレート運動に伴って移動し、地上に隆起したもの
であり、岩壁からは縞模様になった地層を観察することができる。
＜京都府立保津峡自然公園＞

＜保津川の地層＞

（京都府 HP から）

（2）（輸送経路としての）保津川の歴史
保津川は、古くから畿内（特に京都）と山陰道をつなぐ輸送路としての役割を果
たしていた。2 つの地の利「上流で良質の木材資源が獲得できる」
「下流で長岡京・
平安京に近接している」により、長岡京・平安京遷都の際には、必要な大量の木材
が筏で輸送されたと伝わっている。13 世紀には、木材筏の輸送を担う「御問」が
成立し、筏流しを専門とする筏師も現れた。室町時代末期には、豊臣秀吉が筏師を
保護し、諸役を免除する朱印状を与え、その後も長い期間にわたり、保津川が木材
輸送の主役を担い続けた。
なお、保津川の急流では木材以外の米穀等の輸送は長らく困難であり、それらの
輸送は専ら人馬によっていた。保津川での舟運を可能とするため、1597（慶長 2）
年に最初の開削工事が行なわれ、1606（慶長 11）年には角倉了以が私財を投じて
世木（現在の京都府南丹市日吉町天若）から嵯峨までを開削するとともに、瀬戸内
水軍の旗頭・来住一族を呼び寄せ、操船術を流域の集落に伝授した。これによって、
丹波の農作物などの物資の大量輸送が可能となった。この舟運は、1899（明治 32）
年の京都鉄道の開通により徐々に衰退したが、明治末期には遊船観光事業として
保津川下りが成立しており、多くの乗船客で賑わいを見せていた。
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大正時代からは、保津峡を迂回し老ノ坂峠を経由して京都～亀岡を結ぶトラッ
ク輸送が出現している。1934 （昭和 9）年には、当時の国道 18 号（現在の国道９
号）の輸送量増大により 2 代目老ノ坂隧道が開通したことで、京都～亀岡間の陸
上輸送は、鉄道と自動車が競う時代となった。
その後、1948（昭和 23）年頃には筏流し・荷船の姿が消え、保津川下りは専ら
観光用の船下りとして成立することになる。経営形態に幾度かの変遷を経て、1970
（昭和 45）年に「保津川遊船企業組合」が発足し、今日の「保津川下り」が確立
した。現在では亀岡市の主要な観光資源として、多くの観光客を集めている。
一方、戦後の経済発展に伴い、京都～亀岡間の鉄道・自動車は、それぞれ輸送力
増強の必要が生じていた。鉄道は 1989（平成元）年に京都から園部までが複線電
化されたが、自動車道では鉄道に先んじて
1966（昭和 41）年に 3 代目老ノ坂隧道が開

＜保津川の筏流し＞

通したほか、1988 年（昭和 63 年）2 月 17
日に亀岡 IC - 沓掛 IC 間が国道 9 号 老ノ
坂亀岡道路（現在の京都縦貫自動車道の一
部）として開通していた。現在、京都～亀
岡間を走行する鉄道は専ら旅客鉄道とし
ての営業であり、同区間の貨物輸送は、専
らトラックに依っている。また、鉄道の複
線電化により廃線となった旧線区間を利
用し、当社がトロッコ列車を運行している

（京都府 HP から）

が、その経緯は前述のとおりである。
＜角倉了以＞

＜保津川下り（明治時代）＞

（保津川遊船 HP から）
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4．沿線の観光について
当社は、保津峡沿いの四季折々の風景をお楽しみ頂く観光列車として運行して
いる。周辺、特に嵯峨嵐山エリアは国内有数の観光地であり、当社もその中の重要
な観光素材の一つである。当社沿線の主な観光スポット・祭事イベントとして以下
があり、当社も様々なかたちで連携を行っている。
（1）亀岡エリア
亀岡地域では、「保津川下り」「湯の花温泉」「嵯峨野トロッコ列車」が「亀岡
三大観光」と呼ばれており、事業者間で連携して観光振興に努めている。今年度は、
2020（令和２）年 1 月の NHK 大河ドラマ「麒麟がくる」放送開始や、京都スタジ
アム（収容人数約 2 万 1600 人の球技場）の開業を控え、さらに連携を深めていく
予定である。
①「保津川下り」
奈良時代から行われていた筏流しが、角倉了以に
よる保津川開削により舟運へと姿を変えたのち、
1899（明治 32）年の京都鉄道開通により、遊船とし
て観光客を乗せた川下りとしてはじまる。現在は年
間 30 万人が乗船する、日本最古の川下りである。
当社トロッコ嵯峨駅にて「保津川下り乗船券」「乗
船場までのバス・タクシー・遊覧馬車チケット」等
を販売している。これにより、ワンストップで「ト
ロッコ列車→保津川下り」を楽しむことができ、お
客様から、
「行きはトロッコ、帰りは船」の周遊コー
スとして認知を頂いている。

（保津川遊船 HP から）

②「湯の花温泉」
亀岡市中心部から西へ 7km ほど離れた山あいの温泉郷。「京の奥座敷」として
親しまれており、戦国武将が刀傷を癒したとも伝わっている。当社トロッコ嵯峨駅
にて、ランチバイキングのチケットを販売しているほか、トロッコ亀岡駅駐車場に
各旅館の送迎バスが乗り入れている。
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③各種祭事・イベント（一例）
・5 月
・8 月
・10 月

亀岡光秀まつり（明智光秀を偲び実施される、市民のおまつり）
亀岡平和祭保津川市民花火大会
亀岡祭（丹波の祇園祭とも呼ばれる。開拓神話に基づき開催される丹波亀
山城下町の祭礼）

＜湯の花温泉＞

＜亀岡光秀まつり＞

＜市民花火大会＞

（亀岡市観光協会 HP から）

（京都府観光連盟 HP から）

（亀岡市観光協会 HP から）

（2）嵯峨嵐山エリア
嵯峨嵐山地域では、地域にお住いの皆様を中心とした「嵐山保勝会」、地元商店
街を中心とした「嵯峨嵐山おもてなしビジョン推進協議会」、そして天龍寺・大覚
寺等をはじめとした「寺社仏閣」等と連携し、観光振興に努めている。
①「渡月橋」
承和年間（834 年 - 848 年）に僧、道昌
が架橋したのが始まりとされ、現在の位
置には後年に角倉了以が架けたとされ
る。亀山上皇が、橋の上空を移動してい
く月を眺めて「くまなき月の渡るに似る」
と感想を述べたことから渡月橋と名付け
られた。現在の橋は 1934（昭和 9）年に
完成したもので、橋脚と橋桁は鉄筋コン
（京都市 HP から）
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クリート製だが、欄干部分は景勝地である嵐山の風景にとけ込むよう木造となっ
ている。
②「嵐山鵜飼」
平安時代にはすでに保津川で鵜飼を行っていたことが文献から確認できる。そ
の後、一時途絶えるが、現在は復活。かがり火の中、古式漁法で行われる鵜飼は、
嵐山の夏の風物詩として楽しまれている。
③「寺社仏閣」
世界文化遺産の天龍寺のほか、旧嵯峨御所として名高い大覚寺、源氏物語に登場
する野宮神社、平家物語に登場する祇王寺・滝口寺など、嵯峨嵐山エリアには多数
の寺社仏閣が所在している。毎年 10 月下旬～11 月下旬、当社トロッコ嵯峨駅で、
大覚寺からお預かりした「嵯峨菊」を展示している。
＜嵐山鵜飼＞

＜嵯峨菊＞

（嵐山通船 HP から）

（大覚寺 HP から）

④ 各種祭事・イベント（一例）
・3 月 清凉寺お松明式（京の三大火祭の一つ。松明の火勢の強弱でその年の農作
物の豊凶を占う）
・5 月 三船祭（平安貴族の舟遊びを再現した車折神社の例祭）
・5 月 嵯峨祭（愛宕、野宮両神社の祭礼）
・10月 斎宮行列
（かつて斎王が潔斎を行ったとされる野宮にちなんで行われる、
おまつり）
・12 月 嵐山花灯路（嵯峨、嵐山周辺地区の夜の散策を楽しむ「灯り」をテーマ
とする観光イベント）
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5．当社の取組み
お客様にとって「嵯峨野トロッコ列車」とは、ご乗車すること自体が旅の目的と
なり、旅の楽しみとなる列車である。お客様とお話すると「何度も京都には来てい
たのですが、繁忙期のトロッコのきっぷはなかなか取れず、やっと乗ることができ
ました。これから楽しみです。」「一生に一度は京都に行ってみたくて、それなら
ぜひトロッコに乗りたいと思っていました。乗れてうれしいです。」「20 年前、
両親に連れられて乗りにきました。今日は子供と来ています。なつかしいですね。」
といった大変ありがたいお声を頂くことも少なくない。
こういったお客様の声に応えるためにも、当社は観光鉄道事業者として、安全第
一を積み重ね、お客様から安心・信頼していただける観光鉄道であり続けるととも
に、一人ひとりのお客様に「楽しかった」「また来たい」と思って頂ける取り組み
を継続し、持続的な発展を図っていく必要がある。
そのために、安全面では「自然災害の影響でお客様がお楽しみできない状況を極
力減らすための、『沿線の整備』」「当社の責任による運休で、お客様の期待を裏
切らないための、
『車両・施設の整備』」に取り組むとともに、サービス面では「お
客様第一主義を徹底し『おもてなしの精神』にもとづく各種取り組み」を進めてい
る。
（1）安全の取組みについて
当社は、安全第一を積み重ね、お客様から安心・信頼していただける観光鉄道を
築き上げるために、また、JR 西日本唯一の鉄道子会社として、重大事故を絶対に
起こさないとの決意のもと、開業以来「お客様に死傷を及ぼす運転関係事故ゼロ」
「重大労災（死亡及び後遺症が残る労災）ゼロ」を積み重ねてきた。今後も、安全
確保を最優先課題として、ハード・ソフト両面からの対策に万全を期して取り組ん
でいく。
①安全管理体制
当社では、2006 年 10 月 1 日に制定した「安全管理規程」において「輸送の安全
を確保するための基本的な方針」、「輸送の安全の確保に関する事業の実施及び管
理の方法」等を定め、安全管理体制を明確にするとともに、様々な具体的取組みを
積み重ね、事故防止に取り組んでいる。
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②ハードウェアの取組み（2018 年度の主な取組み）
（ｱ） 車両関係（機関車・客車の全般検査）
（ｲ） 沿線土木整備（斜面防災対策、保津川橋りょう塗装修繕等）
（ｳ） 保線関係（トンネル内 1/3PC まくらぎ化の推進、軌道検査等）
（ｴ） 電気設備整備（トロッコ保津峡駅落石警報装置検知エリア拡大と特殊信号
発光機の大型化、風速監視・警報装置の導入等）
＜斜面防災対策＞

＜1/3PC まくらぎ化＞
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③ソフトウェアの取組み（2018 年度の主な取組み）
（ｱ） 異常時を想定した大規模訓練の実施（地元警察・消防・JR 亀岡駅等と連携）
（ｲ） 乗務員訓練（現車講習、机上講習、作業前 KYT の実践等）
（ｳ） 応急手当の知識・技術の習得
（ｴ） 不審者への対応訓練
（ｵ） リスクアセスメント委員会でのリスク評価・低減策の検討
（ｶ） JR 西日本からの工務関係技術支援
（ｷ） 工務関係従事者（協力会社）への安全指導
＜異常時を想定した大規模訓練＞

＜乗務員訓練（現車講習）＞

＜応急手当の知識・技能の習得＞

＜不審者対応訓練＞

＜リスクアセスメント委員会＞

＜JR 西日本からの技術支援＞
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＜工務関係従事者（協力会社）への安全指導＞

（2）サービス面の取り組みについて
当社は、前述のとおり、訪日外国人のお客様が過半数を占めており、多言語対応
への対応は極めて重要である。また、個人旅行のニーズの高まりに対応するととも
に、旅先における一期一会の心の触れ合いや共に交わす笑顔の温かさこそが、お客
様の「楽しかった」「また来たい」というお気持ちを創出すると考え、一人ひとり
のお客様への『おもてなしの精神』を発揮すべく各種取り組みを行っている。
①「旅マエ」視点での整備
旅程の検討時に「行ってみたい」と思っていただけるよう、取り組んでいる。
（ｱ）ホームページ（日本語＋４言語）・パンフレット（日本語＋５言語）の整備
（ｲ） JR 西日本のシステムを活用した、インターネット予約環境（日本版・海外
版）の整備
（ｳ） SNS（Twitter、Facebook、Instagram）、ドローン等を活用した、個人向け情
報発信環境の整備
＜ホームページの言語選択表示＞

＜外国語パンフレット＞
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＜インターネット予約ページ：国内向け＞

＜インターネット予約ページ：海外向け＞

②「旅ナカ」視点での整備
お客様に「来てよかった」「また来たい」と思っていただけるよう、取り組んで
いる。
（ア） ご乗車中のサービス向上
〇当社従業員による、初列車発車前の写真撮影サービス・発車前の列車へのお見送
り
従業員がお客様のカメラやスマートフォ
ンをお借りして、お客様に旅の一枚を積極的

＜発車前の列車へのお見送り

に写真に収めている。自撮り棒やセルフタイ
マーでの撮影とはまた違った絵作りができ、
お客様から好評を頂いている。
また、列車発車時は、ご乗車のお客様に向
けて、ホームから手をふってお見送りしてい
る。特に、初列車発車時は、当日勤務するほ
ぼ全ての従業員がホームに集まり、ありった
けの笑顔でお客様に手をふり、お見送りして
＜「酒呑童子」＞

いる。
〇俳優による「酒呑童子」パフォーマンス
「酒呑童子」は、当社近隣の「大枝（老の
坂）」に住んでいたと伝わる鬼の頭領である
（諸説あり）。その伝承にならい、鬼の面を
着用した俳優が演じる「酒呑童子」が突如
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ホームから出没し、人懐こく思わず「クスッ」としてしまう様々なパフォーマンス
でお客様を楽しませている。
＜社外スタッフによる写真撮影＞

〇社外スタッフによる、
走行中の車内での写真
撮影サービス（有料）
走行中の車内で、
社外スタッフによる写真撮
影サービスを行っている。旅の思い出となるよ
うトロッコ列車のイラストが描かれた台紙に
写真を張り付け、駅到着前にお渡ししている。
（ｲ） 沿線の植樹・駅周辺の植栽整備
沿線に植樹した桜・紅葉は、繁茂しすぎる
と景観の妨げとなるため、定期的に剪定を実
施している。また、野生動物による食害を防
ぐため、若木は食害防止ネットで保護してい
る。その他、藤・山吹・あじさい等の植栽を
整備するなど、常にお客様に最高の状態の風
景をお楽しみ頂けるよう努めている。
（ｳ） ビューポイントでの減速運転サービス
ゆったりとした時間の中、車窓からの風景を存分に楽しんでいただくため、平均
時速 25km/h という低速での列車運転を行っており、景色の良い地点ではさらに減
速して運転している。減速運転時には、多くのお客様が車窓から広がる景色を記録
に留めようと熱心に撮影されている。
（ｴ） オリジナルグッズの企画・販売
季節やイベントに合わせた商品展開を行
うことで「飽きのこない」売場を実現すると
ともに、継続的にオリジナル商品を発売し
「ここでしか買えない」ラインナップを拡大
している。
オリジナルグッズのレア感を高めるため、
グッズは当社直営店舗か特定の外部イベン
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トでの販売に限定し、通信販売は行っていない。
（ｵ） 車内・構内での案内表示・放送の多言語化
お客様への情報提供は、「日・英・中」で行うことを基本とし
て整備している。また、中国語ネイティブの従業員 3 名（中国
2、台湾 1）によるお客さまの対応も行っている。
（ｶ） 各種インフラの整備
当社の全有人駅で、「フリーWi-Fi 整備率 100％」「洋式トイレ化 100%」「多目的
トイレ設置済」である。また、トロッコ嵯峨駅に外貨両替機を設置しているほか、
当社直営売店では、現金・クレジットカード・交通系 IC カードでの決済を可能と
している。現在、QR コード決済を検討中である。
（3）営業の取組みについて
①ターゲットを絞った、誘客の取組み
当社にとって最も強力な営業ツールは、実際にご乗車になり喜んで頂いたお客
様による口コミやＳＮＳでの発信であるが、まだ当社をご存じない方々や、過去ご
乗車になったお客様に再度ご利用頂けるよう、当社としても以下の通り取り組ん
でいる。
（ｱ） 訪日外国人の誘客
近年は、中国本土・台湾・香港の訪日外国人への宣伝等に注力してきた。特に、
旅行者の意思決定ポイントにアピールできるような取組み（訪日決定者へ送付す
る雑誌への広告掲載、関空特急「はるか」への車内広告、位置情報を利用した広告
のプッシュ通知等）に注力している。
（ｲ） 国内旅行者の誘客
近年は、シニア層・修学旅行生の取込
みに注力している。具体的には、シニア
層向けの出版物（雑誌、新聞など）への
広告掲載、クレジットカード会社の特定
セグメントの顧客を対象としたダイレ
クト E メール送付、修学旅行取扱いの多
い旅行会社支店への販促訪問などであ
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る。また、最近は新たな試みとして、キャラクターを活用した PR や集客活動も実
施している。
＜駅メモ！「嵯峨野もみじ」＞

②春・秋以外の魅力をお伝えする取組み
当社沿線は、春の桜・秋の紅葉ス
ポットとしては一定の認知を頂いて

＜ポスター＞

いるが、それ以外の時期の情報や魅力
を発信し、年間を通じてお客様にご満
足いただけるよう、取り組んでいる。
（ｱ） 新／深緑期間の魅力の発信
5 月から夏にかけ、「青紅葉」をア
ピールするため、宣伝（ポスターの掲
出・特設ホームページの開設）や、涼
を感じる取り組み（地元業者の製造による竹風鈴の設置等）を行った。
＜特設ホームページ＞

＜竹風鈴＞

（ｲ） 冬季休業中における集客の取組み
当社は、先述のとおり 1・2 月が運休期間である。この期間を活かして、一昨年
から当社の線路をお客様に歩いていただく「トロッコ線路ウォーク」ツアーを旅行
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会社と連携して企画・実施している。お客様から「普段は立入ることができない現
役の線路を歩くことができ、貴重な体験だった」というお声を頂くなど、好評で
あった。
＜線路ウォーク＞

＜参加人数＞

③お客様の声を活かす取組み
お客様のニーズやご期待を把握し、当社の安全やサービスに着実に反映させて
いくための活動の一環として、月に 1 回（緊急時には随時）、お客様の声を（個人
を特定しない形で）役員・部課長クラスでお客様の声の内容を共有・検討する場を
設け、社員にも周知している。
（お客様の声による改善の一例）
＜インターネット予約時に運休期間を表示＞

＜JR 馬堀駅からトロッコ亀岡駅までの案内の充実＞

6．今後の課題
（1）地域に根差した観光事業者として、地域の観光価値向上に取組むこと
沿線は、雄大で繊細な、山々、竹林、川、岩、木々などに囲まれ、歴史情緒あふ
れる寺社仏閣や街並みなどと相まって、車窓から見えるその風景美には誰もが心
奪われる。今後は、それら目に見える一つひとつの風景に宿る歴史や先人の思いを
意味付け、物語としてお客様にお伝えしていきたいと考えている。例えば、眼前に
広がる保津川が、遠い昔からいかに人々の生活に恩恵をもたらしてきたのか、美し
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い一本一本の桜の木を先人がどのような思いで育ててきたのか、お客様にそれら
のストーリーに思いをはせる機会をご提供することで、目の前に広がるシンプル
な美的感動に、歴史への感慨や先人への敬愛を付加し、より深みのある観光体験を
提供できるものと考えている。地域に根差した観光事業者として、そのように当社
が「見る観光」から「学ぶ観光」への探求を進めることで、沿線素材の魅力を「コ
ンテンツ」として磨き、当社ひいては沿線地域の価値をより高めていきたい。結果、
リピーターのお客様には当地の魅力を再発見して頂き、初めて来られるお客様に
は当地をより深く知って頂くことに繋げ、何度でも当社エリアを訪れ、
「濃い体験」
をして頂けることに繋げていきたいと考えている。
（2）安全レベルを向上させつつ世代継承していくための仕組みを確立すること
安全性向上の基盤となる技術技能の継承に向けては、現在、主に JR の OB・JR
出向者によりプロパー社員の教育を行っているが、中長期的には、JR の OB・出向
者に教育を受けた第一世代のプロパー社員らが、次世代のプロパー社員に対して
教育を行えるような具体的な体制づくりに取り組む必要がある。当社が持続的な
発展を目指すにあたり最も大切なことは人材育成であり、基本的な業務知識や経
験はもちろんのこと、異常時対応を含めた危機管理能力、そして鉄道従事員として
のマインドも確実に継承されるよう、不断の努力を続けていく。
（3）お客様のニーズに合致した乗車券販売体制へ向けて取り組むこと
景観維持し、歴史を語り継ぐ一方で、今まで以上に多様化・深度化するお客様の
ニーズには迅速に対応していくことが肝要と考えている。例えば現在、当社トロッ
コ列車の乗車券は JR 西日本のみどりの窓口、インターネット、及び主な旅行会社
で発売しているが、リッチ号は窓がなく雨天時は雨ざらしになるため、当社窓口で
当日券のみ発売し、悪天候時は発売を中止している。しかし、雨天であってもリッ
チ号へのご乗車を希望されるお客様が一定数いらっしゃることから、そのような
ニーズに応えるべく、リッチ号についても前売り乗車券を発売できるよう検討し
ているところである。
（4）様々な国や地域からのご利用を目指すこと
海外からのお客様については、現在、中国本土・台湾・香港からのお客様が多数
を占めているため、政治情勢や急激な環境変化への耐性を高めていくため、
ASEAN 諸国・欧米などからも含め様々な国・地域からバランスよくお越しいただ
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けるよう、それぞれの国・地域のお客様の特性を踏まえつつ、幅広く営業活動に取
り組んでいきたいと考えている。
7．結び
当社は、1200 年以上の歴史と文化が集積する保津峡・嵯峨嵐山エリアに囲まれ、
その鉄路は 1899 年に開業した京都鉄道㈱以降、多くの先人の犠牲と困難を乗り越
えて 120 年の歴史を有し、そして当社設立以降 30 年に亘る先輩の努力に支えられ
て、今がある。
1989 年、旧山陰線（嵯峨～馬堀間）が鉄道輸送という使命を終了させた以降、
先人の意志によりトロッコ列車という京都の新しい観光資源として生まれ変わり、
これまでご利用頂いたお客様、沿線の皆様の温かい応援、近代日本を支えてきた鉄
道輸送の伝統、そして山紫水明に恵まれた風土により、今日まで事業を継続するこ
とができている。
本年の「京都鉄道嵯峨駅～園部駅間開通 120 周年」に続き、これから当社は「当
社設立 30 周年（2020〔令和２〕年 11 月 14 日）」「嵯峨野トロッコ列車運行開始
30 周年（2021〔令和３〕年 4 月 27 日）」という節目を迎えるが、これからも、関
わってこられた全ての方々に感謝し、一人でも多くのお客様に「楽しかった」「ま
た来たい」と思われるような「おもてなし」を提供すべく、「チーム・トロッコ」
一丸となって新たなチャレンジに取り組んでいきたいと考えている。

参考資料：
・京都府
https://www.pref.kyoto.jp
・京都市
https://www.city.kyoto.lg.jp/
・京都府観光連盟
https://www.kyoto-kankou.or.jp
・京都市観光協会
https://www.kyokanko.or.jp/
・亀岡市観光協会
http://www.kameoka.info/
・大覚寺
https://www.daikakuji.or.jp/
・保津川遊船
https://www.hozugawakudari.jp/
・嵐山通船
http://arashiyama-yakatabune.com/
・嵯峨野観光鉄道
https://www.sagano-kanko.co.jp/
・嵯峨野観光鉄道 20年史（発行：嵯峨野観光鉄道）
・保津峡紀行（発行：嵯峨野観光鉄道）
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地域がつくる「観光鉄道」～津軽鉄道～
澁谷房子 Shibutani Fusako※
はじめに
津軽鉄道は、来年（2020 年）11 月全線開業 90 周年の節目の年を迎える。
津軽半島における昭和初期の交通手段と言えば、夏は馬車、冬は馬そりに頼るも
ので、日常の足はまさに徒歩による移動が主流だった。
そのため、鉄道が地方産業の開発と振興のため大いに貢献するとわかっていた
地元の資産家が率先して出資し、昭和 3 年「津軽鉄道株式会社」が設立された。
昭和 5 年（1930 年）7 月に津軽五所川原から金木までの 12.8 ㎞が部分開業し、
同年 11 月には津軽中里までの全線 20.7 ㎞が開通して現在に至っている。
「90 周年の節目の年」と一言で片付けられないこれまでの苦難の歴史に思いを
馳せ、またそれを乗り越えて築きあげてきた歴史の重みを感じざるを得ない。
「津軽鉄道が走り続けているのは奇跡」とまで語られる今、
「観光需要」に対す
るこれまでの取り組みと当社の観光鉄道化及び今後の展望、更にはその影響につ
いて論じたい。
開業当時から始まった困難
全線開業に歓喜したものの、それは苦難の始まりであった。
建設工事費の予想外の超過による資金不足、加えて営業収入が見込額を大きく
下回り、借入金が雪だるま式に増えていった。
社会情勢も凶作、不況にあった。役職員一丸となってこの状況克服のため、経費
節減や旅客サービスの向上、更には地場産業の振興助成、沿線の観光開発まで手が
けて乗客誘致に全力を傾けたにも拘わらず一向に改善されないまま経営不振が続
いた。
当初より沿線で観光開発
敷設する沿線に観光客を誘致したいとして、開業前から金木町の広大なため池
※

津軽鉄道株式会社 社長付顧問
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を中心とした公園化を計画、地元と共に自然の松林を活かしそれに調和するよう
に桜を植樹し、春は桜、夏は湖沼周辺の森林浴、秋は紅葉と四季を通じて行楽客が
訪れることができるよう芦野公園を造成した。
そしてその最寄り駅として昭和 5 年
に芦野公園駅を開設した。昭和 33 年には近隣地域を含めて芦野池沼群県立自然公
園に区域指定がされている。
この公園では毎年 5 月に観
桜会が催され、
たくさんの出店
が連ねて花見客で賑わうほか、
芦野公園駅の桜のトンネルを
走る列車の風景が人気となり
県内外からの多くの団体客が
訪れる。
また、
近年は訪日外国人旅行
者も多く見受けられ、
花見客と
観光客で賑わい、
その盛況は今
日まで続いている。
バス事業の買収統合と譲渡
鉄道の経営が改善されない中、当時鉄道と競合するバス事業は個人経営が多く、
鉄道の利益を守るためバス事業者を買収することになった。
昭和 9 年金木自動車合資会社の譲受けを始めとしてバス路線を拡充させ、数年
の内に西北津軽地域の交通網を完全に手中に収め、経営は活況を呈していった。
しかし、38 路線・所有バス 60 台に成長したこのバス事業は、昭和 30 年に弘南
バス株式会社に譲渡されることになる。
貨物営業の廃止
国鉄再建方策として貨物輸送の改革が実施されることになり、昭和 59 年 2 月 1
日のダイヤ改正時から国鉄五所川原駅の貨物取り扱いが廃止となった。
必然的に津軽鉄道も貨車営業を廃止せざるを得なくなり、これにより全収入の 1
割強を占める貨物収入約 3,600 万円（昭和 58 年実績）が失われ、貴重な収入源を
失い経営に大きな打撃となった。これ以降、郵便・荷物・雑収入はあるものの旅客
収入が主な収入源となった。
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特色ある鉄道づくり
バス事業の譲渡により鉄道事業専業となり、また貨物営業の廃止により旅客鉄
道のみの事業者となったので、旅客収入だけで経営を賄っていくことになるが、定
期旅客及び定期外旅客が年々減少する中、鉄道を維持存続させていくためにどの
ようにして乗客を増やしていくか、それが一番の課題となった。

昭和49年度257万人
平成30年度26万人
ピークの約10％までに減少

まず、域外からの観光客誘致を行うこととし、その方策として、
「特色ある鉄道
づくり」に取り組んだ。手始めとして、全社挙げて「花いっぱい運動」を展開、駅
ごとに造成した花壇に花木を植栽した。この運動は現在も続き、沿線の有志が積極
的に加わり無人駅の
草取りや花壇の手入
れなど駅の美化活動
に取り組んでいる。
沿線の有志により
無人駅は清掃され、駅
待合室には座布団を
寄贈していただく等
により古い駅舎なが
らも大変使い勝手が
良くなった。
また、職員のアイデ
アを取り入れた「イベント列車」の運転が始まった。
「風鈴列車」や「鈴虫列車」は、季節の風物列車として 30 年を超えて今なお運
行されている。季節ごとに運行されるイベント列車を季語として俳句募集を行っ
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たところ多数の応募があり、優秀句は車内に掲示、また風鈴の短冊として披露され
た。
更に駅舎を活用して「沿線農業高校の農産物・加工品の販売」
（五所川原農林高
校）
、沿線支援者が主催する「ミニ博物館開設」
（飯詰を元気にする会）
「読み聞か
せ・朗読会」
「漬物まつり」
（津鉄応援直売会）
「バール・オン・レール」
（津軽鉄道
サポーターズクラブ）等々が開催され、沿線住民は勿論のこと全国から訪れる鉄道
ファンとの交流の場となっている。
また列車を活用して、夏恒例の「ビール列車」や「うたごえ列車」は根強い人気
があり、冬のストーブ列車を夏まつり期間中に走らせる「真夏のストーブ列車」の
運行は、暑さ体験の我慢列車かと言われながらも観光客に大人気のイベント列車
となっている。但し、近年の厳しい暑さの中では、冷房の効いた「走れメロス号」
を連結させるなど熱中症対策も必要になっている。
「ストーブ列車」が知名度を高める
津軽鉄道といえば、青森県の冬の観光資源となっている「ストーブ列車」が代名
詞となっているが、戦時中物資不足により一時休止したものの開業当時から現在
まで走り続けている。
車両は代変わり（現在のものは 4 代目）しているが、客車内に 2 個備え付けら
れた石炭ストーブのある車内の光景は変わらずで、ストーブの上で焼かれたする
めとストーブ酒を飲みながら過ごす一時は、津軽鉄道ならではで、窓の外に広がる
一面の冬景色と車内の温もりは多くの観光客を引き付けている。

今でこそ観光資源として県内外をはじめ外国からの観光客が訪れるようになっ
ているが、高齢者の思い出の中では、ストーブ列車は朝夕の通勤・通学列車であっ
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た。それが観光列車として全国に広まるきっかけとなった一つが、
「地吹雪体験ツ
アー」とのタイアップによるものである。
昭和 63 年に始まった「地吹雪体験ツアー」は、地域おこしのため結成された「ラ
ブリー金木（代表角田周）
」によるもので、冬の厄介者である地吹雪を逆手に取っ
て、地吹雪の中モンペ・角巻・カンジキ姿で冬遊びの体験とストーブ列車乗車を組
み合わせ観光資源とした発想は、旅行業者に大いに注目され首都圏から多くの団
体客を招くことになった。
沿線の観光施設
沿線の有名人と言えば「作家太宰治」であり、
「歌手吉幾三」である。津軽五所
川原駅周辺には観光施設があり、徒歩 5 分ほどで太宰治に因んだ「思ひ出の蔵」
、
「吉幾三コレクションミュージアム」そして五所川原の夏祭り「立佞武多」を展示
する「立佞武多の館」を観光することができる。
太宰治の生家がある金木には、太宰治記念館「斜陽館」とともに太宰に縁のある
施設が点在し、太宰を訪ねてくる根強いファンが多い。また金木は、
「津軽三味線」
発祥の地であり、三味線の生演奏を毎日聴くことができる「津軽三味線会館」では
毎年津軽三味線の全国大会が開催される。また、旧五所川原の金山地区には金山大
溜池の良質の粘土を使って釉薬を使わず焼締めた焼き物をつくる窯元「津軽金山
焼」があり、訪れる観光客も多い。
これら津軽鉄道沿線の観光施設は、相互に協力を惜しまず連携しながら観光客
の誘客に努めている。
新車「津軽 21 型」愛称『走れメロス号』
」の導入
太宰治の作品に因み「走れメロス号」と名付け
られた新車の気動車 5 両は、平成 8 年度と 12 年
度にそれぞれ国、県並びに沿線市町村の助成によ
り導入された。
真新しい車両が線路に乗ったとき、高齢の女性
は「新幹線だか？」と驚いたほど輝いていた。黄
金色の稲穂を想像するオレンジ色の車体は、田園
地帯であるこの地域の景色に映える。
「この景色
に動く被写体があるから写真を取りに来るんで
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す。
」とカメラを構える鉄道ファンは話す。
「走れメロス号」は今風に言うならば「インスタ映え」がするのである。
「奥津軽トレインアテンダント」の誕生
平成 21 年誕生した「奥津軽トレインアテンダント」は、県が国の「ふるさと雇
用再生特別交付金制度」を活用し当社に業務委託したもので、現在は「NPO 法人
津軽半島観光アテンダント」と組織を変えて活動を続けている。津軽鉄道に乗務し
沿線の観光案内やイベント列車の企画、高齢者の乗降補助を行うほか、地域を活性
化させるための活動に取り組んでいる。
津軽弁を交えての個性豊かな車内アナウンスは、団体客を笑いの渦に巻き込み
人気となっていて、そのアナウンス目当てに何度も訪れるファンも多い。

「津鉄応援直売会」
平成 18 年沿線の農家の主婦たちが立ち上げた「津鉄応援直売会」は、駅や車内
で農産物や加工品、また手作
りの布製品などの販売をし
て、その合間には地元民謡を
披露するなど乗客をもてなし
している。
若いころから慣れ親しんだ
津軽鉄道が苦境に陥っている
ことを知った主婦たちが、自
分たちにできることで支援し
たいと「津鉄愛」に燃えての活
動は現在も続いている。
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沿線高校生との取り組み
乗客の半分ほどは通学生の利用であり、沿線にある五所川原農林高校とは特に
縁が深く、生徒たちは津軽五所川原駅売店での販売実習をはじめ、ストーブ列車内
では共同開発した「みそドーナツ」の販売を通じて、日頃学校で学んでいる農業の
ことや校歌を披露するなど観光客との交流に努めている。
五所川原第一高校においては、訪日外国人のため「ストーブ列車」と「春・夏・
秋のイベントと駅弁」を紹介する英語版パンフレットを作成してくれた。生徒たち
は団体列車に乗り組み英語で説明しながらそのパンフレットを観光客に手渡しし
て大変喜ばれた。
五所川原商業高校の生徒は、沿線の観光地を調べ津軽鉄道の乗車を絡めた観光
コースを作って、自らがガイド役となってモニターツアーを実施し好評を得た。

五所川原高等学校の創立 110 周年記念を迎えるのにあたり、当社は日頃の感謝
を込めて特別列車「記念号」を運行した。この出発式には、40 名を超える吹奏楽
部員が駆け付け校歌等を演奏して式を盛り上げた。
五所川原市内に高校が集中していることもあり津軽五所川原駅で下車する生徒
が多く、通学時間にはおおよそ 200 名ほどの学生が利用している。しかし、家族の
車での送迎もあり、加えて少子化によりこの先利用客の減少は避けられず、学生の
利便に合わせ「片道定期券」を発行するなどして対処しているが功を奏するまでに
至っていない。
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オリジナル「駅弁」の販売
旅の楽しみの一つは、その土地のおいしいものに出会うこと。
地元のお弁当屋さんに依頼し季節に応じて 4 種類のオリジナル駅弁を販売して
いる。春は、華やかな 2 段弁当の「さくら弁当」
、夏は、作家太宰治の好物を詰め
込んだ「だざい弁当」
、秋は、新米をたっぷりと「いなほ弁当」冬は、里芋に胡麻
をまぶして石炭に見立て「ストーブ弁当」である。事前の注文が必要だという不便
さは有るものの最近は団体客にも大好評である。

また併せてぜひ食べていただきたいのは、りん
ごのジャムを挟んだ「ストーブどら焼き」と沿線
の高校生と共同開発した「みそドーナツ」で、ど
ちらも当社本社1階の地域交流施設で営業するコ
ミュニティカフェ「でる・そ～れ」が販売する。
「石炭クッキー」に並ぶ人気のスイーツとなって
いる。
イメージキャラクター「つてっちー」による PR
津軽鉄道のイメージキャラクター「つてっ
ちー」は、その愛らしさから高校生をはじめ子ど
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もたちに大人気である。トートバックやぬいぐるみなどのキャラクター商品も好
評である。
地域のイベントにも引っ張りだこで、地域活性化の一役を担っているほか、海外
観光客の歓迎セレモニーにも出向き、その愛らしい姿にカメラを向ける観光客も
多い。
動く博物館・大人の遊園地
ストーブ列車の客車は昭和 20 年代のものであり、現役で運行されているのは大
変貴重であると聞く、また駅構内の信号設備は腕木式信号機を使用するなど古い
設備を今でも大切に活かしている。
小学館の黒笹元編集長が津軽鉄道を応援する写真集を制作するため来社された
とき、津鉄は「動く博物館」であり「大人の遊園地」であると称された。
令和元年（2019 年）6 月産業考古学会第 43 回総会において、津軽五所川原駅と
津軽中里駅にある転車台が、推薦産業遺産に認定がされた。津軽鉄道サポーターズ
クラブにおいては、この長く使われていない「津軽中里にある転車台を復活させ地
域活性化の一助とする」というプロジェクトを立ち上げ、クラウドファンディング
により資金集めをしたところ、目標額 80 万円に対し 163 名から 141 万円が寄せら
れてみごと復活をさせることができた。
夏まつり時期に日本旅行㈱との合同企画で「夜行列車」を運行させたが、チケッ
ト売り出しから 2 時間ほどで完売したと聞いた。
「北への旅路追憶はるか旧型客車
夜行『津軽』の旅」の募集タイトルにあるように、夜通し運行された懐かしい客車
に乗車するため首都圏を中心に遠くは京都から全 62 名が参加した。
津軽鉄道 90 周年に当たり、古い車両及び鉄道施設の価値を、今一度考えてみる
機会といたしたい。
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鉄道ファンと共に
鉄道ファンが集う催し物である貨車やラッセル車などの走行イベントや特別編
成の列車撮影会などは貸切仕立てにより対応を行っている。冬には機関車と客車
の編成で「雪夜汽車」を運行するといった貸切り運行は年間 4～5 回ほど実施して
おり、大切な収入源となっている。
津鉄が好きで、
津鉄沿線の人に会いたくて年間 50 回に及び訪れている人もいる。
彼らはイベントを手伝い、地元の人との交流を楽しんでいる。そして帰るときに
は「行ってきます！」と挨拶し、送り出す側は「いってらっしゃ～い」と声をかけ
る。それが自然に行われていることに不自然さを感じさせない。
インバウンド対応
冬のストーブ列車の時期には、台湾･韓国・タイ･香港からの団体の観光客が多く
見られるようになってきた。またネットから情報を得て来たという台湾からの若
いカップルも多い。
当社では、旅行業･営業の専属社員がいないこともあって積極的な誘客活動は出
来ていないが、マスコミが各々の異なる分野で、当社の取組を取り上げていただき
大変有り難く思っている。最近は韓国・CNN・NHK ワールドなどからの取材を受
けることも多くなった。
訪日外国人団体乗客数
（平成 28 年度～平成 30 年度）
旅行会社：ハナツアージャパン・コーラツアー・東南旅行社・EGL ツアーズほか

28 年度

月／年度

29 年度

30 年度

合計

件数

人数

件数

人数

件数

人数

件数

人数

12 月分

6

133

17

369

26

714

49

1,216

1 月分

10

217

25

448

37

971

72

1,636

2 月分

28

878

28

800

29

796

85

2,474

3 月分

6

100

17

518

12

214

35

832

計

50

1,328

87

2,135

104

2,695

241

6,158
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国別訪日外国人団体乗客数
（平成 28 年度～平成 30 年度）
28 年度

月／年度

29 年度

30 年度

合計

件数

人数

件数

人数

件数

人数

件数

人数

台湾

23

536

34

1,097

60

1,741

117

3,374

韓国

17

314

41

752

27

477

85

1,543

3

90

7

164

10

254

香港
三沢米軍

4

124

3

79

6

226

13

429

ハワイ

1

76

1

58

1

26

3

160

2

20

2

20

8

345

2

21

アジア
タイ

4

270

2

26

中国

1

8

1

13

50

1,328

87

2,135

マレーシア
計

2

49

1

12

1

12

104

2,695

241

6,158

県、沿線自治体のインバウンド対応事業に津軽鉄道を加えていただき、海外旅行
業者との商談会では津軽鉄道の PR をしていただくなどにより当社の発信力不足
を補っていただいている。
また、東北・函館に路線を持つ鉄道会社 13 社が共同で訪日客誘致のため「東北・
函館ローカル鉄道共同パス」を発売している。今のところ販売先は台湾が主である
が、利用客が増え長く滞在することによる経済波及効果に期待をしているところ
である。冬の時期以外にも海外からの乗客は伸びを示しているが、まだまだその伸
び代はありそうで、多く知られていない沿線の桜や秋の紅葉を PR していきたいと
思っている。
列車内で楽しみ、その滞在時間を延ばすことのできる「ビール列車」や「うたご
え列車」などを貸切で対応が可能なことも誘客ポイントとしていきたい。
地域行政からの支援
行政からの支援策は、五所川原市と中泊町、津軽鉄道の 3 者で組織する「津軽鉄
道活性化協議会」で検討が行われ、そこでの議論を踏まえて経営安定と乗客を増や
すための様々な施策に取り組んできている。
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五所川原市では平成 26 年（2014 年）から「ふるさと納税」の寄附金の使い道
コースに「津軽鉄道コ－ス」が設けられた。寄せられた寄付金は津軽鉄道の活性
化・安全輸送設備整備・経営強化事業に活用している。その寄附額は、29 年度（2017
年）1,929 万円、30 年度（2018 年）3,591 万円と年々増加し、当社では駅舎の改修・
車両の検査費用等に活用させていただいている。同様に中泊町においても平成 27
年度から「津軽鉄道応援コース」を設けていただいており、全国から寄せられるご
厚志に大変有難く心から感謝をしている。
平成 29 年（2017 年）には、五所川原市サイクリング振興事業によりクロス・
ロードバイク計 22 台とレンタサイクルステ－ションを設置し、当社が貸出業務を
受託して、主として訪日外国人へサイクリングによる新たな観光を提案している。
平成 30 年（2018 年）には、五所川原市と中泊町の若手職員 30 名により「津鉄
ア・モ－レ」が結成され、レンタサイクル等を利用して津鉄沿線を旅する写真を
SNS 等で情報発信するほか、パンフレットでもサイクリングの楽しみ方を PR し
ている。
観光鉄道として
平成 29 年（2017 年）9 月には、開業以来の累積乗客数が 1 億人を超え、この 1
億人目のお客様と一緒に祝うことができた。これを通過点としてさらに乗客数を
伸ばしていきたい。
通学生や病院通いの高齢者など交通弱者と言われる人々の需要も減ってきてい
る。しかし、その人たちが置き去りにされることがないように鉄道会社としての役
割を果たしていきたいと考えてる。
これからも鉄道を維持存続させるためには、域内の需要が減った分を域外から
の観光客を増やすことで充足させることが必要であり、今後も観光鉄道としての
価値を更に高めていくことが重要と認識をしている。
もう一度訪れたくなる観光地とは、その地で巡り会った人々との繋がりが強く
影響するのではないかと考えるが、幸いに当地では津軽鉄道を軸として沿線の
様々な人々が関わり、旅行者と交わって新たな観光資源を作り上げる土壌ができ
ている。津鉄応援直売会の合い言葉は、
「津鉄を元気に・地域を元気に・自分を元
気に」
。
「津鉄に来るお客様をもてなして津鉄のために活動しているつもりが、いつ
しか自分が元気になって、楽しいきゃ！」と口にする。
皆様の「また会いに来ました！」
、その一言が聞きたくて、津軽は今日も皆さま
をお待ちしています。
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論 考

案内の改善で公共交通の利便性を高める
横山光政 Yokoyama Mitsumasa※
はじめに
20 年ほど前、兵庫県のある町で、バス待ちの 1 時間、近くにお城があるという
ので行ってみることにした。道路わきの案内板を見ると道沿いに徒歩 15 分程度
だった。しかし、20 分歩
いても手がかりなし。
戻って道の反対側の案内
板を見ると、なんとまっ
たく同じものが立ってい
た。
このとき【図 1】のよ
うなイメージであり、一
方が逆を案内する構図と
なっていた。案内板がバ

【図1】たどり着けなかった原因・・・案内板にあり

リアとなり、目的が達成できなかった。
この出来事をきっかけに、計画通りに旅行できなかったときの原因探しを始め
るようになった。すると気遣いの足りない案内が多いことに気づく。
インバウンド客が想定外に増える中、日本人でも旅先で迷うことが多い。うま
く乗り継げず 1 日が台無しになることもある。
東京オリンピック・パラリンピックを控え、身近な案内を見直し、気持ちの良
い移動をしていただくことも、おもてなしの一つではないだろうか。
バリアには、旅行計画中、移動中、到着後の各段階が考えられるが、このうち
後者 2 項目を中心に自分が「間違えた」
「わからず聞いた」
「不安になった」など
旅先での事例を旅行者の立場で考察し、対策を考えてみたい。
１ 表示による案内
① 現在地・構図
現在地の表示と案内板の描画の構図は、土地勘のない場所で初めて見た時に、
※

株式会社小田原機器
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悩ましいものが多くある。
◇例 1：おごと温泉の案内板
滋賀県の琵琶湖の下のほうに位置するおごと温泉は、
「駅を降り京都・山科方
面に線路沿いの坂道を戻る方向に 1 キロ」と事前に頭に叩き込んだ。
駅前の旅館の案内板を見ると、どうやらイメージと逆みたい。琵琶湖も反対側
に位置するので、案内板と逆の方向に歩いていくと無事たどり着いた。
翌日、宿の方が車で駅まで送ってくれたので、案内板を見てもらうと、
「そう
いえば逆ですね。気づかなかった。
」と驚いていた。隣に設置された住居表示の
地図は正しい位置関係を示していた。

【図３】 案内板の立地関係

【図２】 案内板は琵琶湖が逆

☞☞ 常連客・地元の人は見ないので気づかない、問題視されない
◇例 2：堅田駅の案内板
おごと温泉駅の隣にある堅田駅の
案内板でも、
【図 4】のように名所案
内は逆。住居表示は正しい位置関係
であった。
ところが中央にある案内板は実際
の立地と逆になるものの、北を上に
した見慣れた琵琶湖の全体図の中で
当地が琵琶湖の下のほうに位置する
ことがわかる。
【図4】 堅田駅前の案内板
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【図 5】は見慣れた北海道の地形を例にモデル化をしてみた。
北を向いて地面に立つと、Ａの案内板のように北が上、現在地の表示も実際通
りとなる。
もし時計回りに 90 度横を向
くと、Ｂ1、Ｂ2 の 2 種類が考
えられる。
Ｂ1 は現在地の表示は横に
なってしまうが見慣れた北海道
の地形。
Ｂ2 は現在地の表示は実際通
りだが、北海道の地形が見慣れ
ない向きになってしまう。
どれも間違いではないが、船
に乗ったときに一つのヒントを
得た。
【図 6】は、阪九フェ
【図5】 方角と設置場所の変化

リーいずみ船内の現在地表示で

あるが、見慣れた地形に、進行とともに船のイラストが移動するので、今どこに
いるかがわかりやすい。
もし進路により見慣れた地形が様々な角度に変化するとしたら、逆に理解しに
くくなるだろう。

【図６】 船内の現在地表示の例

このように、全体図のような「広範囲の中のどの位置」を表す目的であれば、
北を上にした構図が妥当と考えられる。
目的地までの経路や距離を知りたい場合は現在自分が立っている通りの現在地
の表示がある詳細地図が必要になってくる。
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【図 7】は、黒崎駅前の案内板の事例である。左側には北を上にした全体図、
右側には現在自分が立っている位置を優先した詳細図がセットになっている。全
国各地にもこの組み合わせの案内板が増えている。
右側の詳細図は立地上北が真下となるが、この裏面から見る形で案内板を設置
すれば北を上にすることができる。しかし、この案内板の設置位置は駅から出て
きた人が今見ている風景と同じで頭の中のイメージと一致してわかりやすい。
詳細図では、実際に移動するために必要な目的地と現在の自分の立ち位置、道
路の角度や距離が重要になる。

【図 7】 黒崎駅前の案内板 （左が全体図、右が詳細図）

☞☞ 全体図は北を上にした構図とし、現在地の向きも表示する
☞☞ 詳細図の現在地は案内板「━」と立ち位置「▲」を底辺と平行に明示する
② 設置位置・角度
前項で案内板の構図と現在地を考察したが、設置する角度について考えたい。
◇青森県の八甲田山（＝大岳）登山口の案内板の例
酸ヶ湯からの登り口には【図 8】のように 2 つの案内板が設置されている。
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【図 8】 八甲田山登山道の案内と、立地モデル

にもかかわらず、最初は登山道がどこなのか全然わからなかった。時には案内
板を見た登山客から「こっちから登るんですよね」と聞かれる。原因は…
・
「八甲田山登山口」とかかれた大きな立標があるが、道を指示していない
・上記のほか「八甲田神社登山口」の立標があり別の選択肢が登場して不安
・2 つの案内板の構図が同一で、現在地にも角度がついていてわかりにくい
と推察される。
参考まで、立地モデル図の中には設置個所 B の理想的構図を記載している。
A 、B の案内板どちらも現在地の表示「━」
「▲」が斜めのため、いざ目的の
道を探すとき、頭の中でうまくイメージが変換できない。また、山岳路の場合、
登山者はコンパスで確認することができるので、方角は実態を表してほしい。
したがって、
1）主要道路、線路などと平行・直角に設置位置を決める
2）現在地の表示「━」
「▲」が底辺と平行になるように構図を決める
3）実態に合わせて北の方角を表示する
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4）名称や用語は統一を図る
以上の手順で設計すれば実効性のある案内板になるだろう。
☞☞ 入札の場合は現地調査の要件を入れ、下書きのチェックも行う
次に、詳細図を設置する角度はどうすればよいだろうか。

【図9】 設置する角度

【図 9】は、駅のロータリーにいろいろな方向での設置を想定してみた。
駅や道路に平行・直角であればこれから向かう道路も判断しやすい。なかでも
右下の案内板は駅を出て目にする風景と同じ方向にあるためイメージしやすい。
斜めの設置は案内板を離れてから道路に出たときに頭の中でうまくイメージが変
換できない。
☞☞ 詳細図は道路や線路に直角・平行に設置し、ナナメ、カーブの途中への設置
は避ける

③ あいまいな表示・誤り（実際と相違）
◇例 1：君津駅のバス路線図の例
千葉県君津市のバス「人見・大田和・神門線」に乗るため君津駅に降り立っ
た。駅前には【図 10】の路線図があり、目的の路線を探すと、拡大図のように
「のりば北口・南口」とあり、この路線だけ路線とバス停が表示されていない。
また、ここの場所は北口なのかも表示がない。
反対口側のロータリーに行くと、目的の路線のポールがあったのでバス路線を
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確認すると、市役所を出て君津駅北口を通り、住宅地を一周して再び君津駅北口
を通り市役所に戻るように表示されていて実際に乗ってみても南口は通らなかっ
た。
よく会話の中で「○○駅からバスに乗るんだよ」などと簡単に言うが、駅周辺
には○○駅・○○駅前・○○駅通り・○○駅入口・○○駅××口……など多数の
名称があり、そうは簡単に乗ることができない。

【図10】 駅前のバス路線案内図

そのため、
【図 10】のような全体路線図にも現在地を明示していれば、自分が
いる場所が正しいのかすぐわかる。
バス路線、バス停は頻繁に変更があるため、総合案内板も修正しやすい様式に
して、実態を反映していただきたい。
☞☞ 総合路線図は実際の出口と方向を合わせ、現在地を表示する
☞☞ 路線は正確に案内する。そのために変更情報の入手、設置箇所を把握した網
羅的な修正、施工責任者、変更しやすい方法を考える

◇例 2：茂原駅バス案内板の例
千葉県大多喜町に行くため茂原駅に降り立つとここの案内板には前項③で問題
提起した「現在地」が表示されていた。しかし、案内板の系統図で大多喜行きの
バス路線を確認すると方向が逆であった。1 枚の案内板にある路線案内図と乗り
場案内の「南口」
「東口」も逆になっていた。

- 101 -

ecotran 2019 N0.11

【図11】 わかりやすい現在地の表示

印刷物など既製の原稿を組み替えるのは大変とは思うが、乗り場の方向は合わ
せていただきたい。

【図12】 路線案内図 と 乗り場案内の駅出口方向の違い

☞☞ 案内の食い違いがないかデザイン段階で確認する
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★表示の工夫★
JR 北海道の南千歳駅では、空港からの乗り換えとなる１番線に多国語案内があ
り、地図上に路線と現在地、主要駅、特急名が表示されている。
現在地を基準に目的地がイメージしやすく見る人に安心感を与える。

【図 13】 わかりやすく安心

④ 一部のみ表示
◇例 1：新橋駅乗り換え通路の例
JR 新橋駅から成田空港に行くとき、京浜急行─浅草線─京成線と成田と羽田両
空港を結んでいる都営浅草線を利用することとした。
（
【図 14】の下から上方向に
地下道を移動）しかし、JR に近い地下道では「羽田空港」の案内のほかなく不安
に思いながらも進むと都営浅草線新橋駅の看板があり、ここからは異なるデザイ
ンによる案内表示となって、ようやく「成田空港」の表示があり安堵する。

【図14】 「成田空港」が案内されていない →
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☞☞ 建替えや管理者の違いで網羅性、統一性が損なわれていないか、改築時に新
旧足並みが揃っているか、協議の場を設け、実施時にチェックする

◇例 2：名古屋市地下鉄乗り場の例
はじめて「桜通線」に乗るとき、JR 側コンコースから「↑地下鉄」の表示に
従って誘導され、すぐに着くことができると思ったが「東山線」の入口しかな
く、さんざん歩き回ることになる。しかし東山線の入口に入ってみると【図 15】
のように、桜通線の表示があり、実は共通の地下通路であった。
なぜか？、写真を撮ってみてわかったことだが、入口に「東山線」と書いて
あったのは「出口番号」の表示で、住宅に例えるなら表札のようなものではない
のか。
確かに間違えとは言えないが、東山線としか表示されていないことにより桜通
線にたどり着けないとしたら、利用者にとってはバリアとなる。

【図15】 入口には東山線の名称しかないが・・・
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☞☞ 連絡通路の起点から終点で案内に欠落がないかチェックする
◇例 3：熊谷駅バス乗り場の例
埼玉県熊谷駅から路線バス「太田シャトル 500」で太田市まで行くとき、バス
乗り場が見つからなかった。
駅正面口に降りると、南口まで網羅されたわかりやすい案内板があった。しか
し「太田シャトル」の名称はなかった。次に南口ロータリーで探すと、
【図 16】
のように送迎バスの乗降場にそのバス停はあった。
路線の新設など変化があると、案内板の変更を含め影響が生じるが、関係者間
で協議を行い、利用者視点での案内を維持するよう努力をいただきたい。

【図16】 探すと送迎バス乗降場の一角にあった

☞☞ 協議会など協議する場を設け、なにか変化がある場合は事前に影響を評価
し、表示や案内など対応方法を検討する

⑤ 非連続
◇名古屋駅の近鉄乗り換え案内の例
「名古屋駅で近鉄の乗換口を通りすぎた」との声を聞き、実は自分も通り過ぎ
たことがあった。なお、現在では改善がされている。
【図 17】に改善前と、現在の表示を並べてみた。改善前は、黄色で統一された
デザインの「名鉄線・近鉄線」の案内が続き、安心して歩いていると、いきなり
近鉄線の文字がなくなり迷うというもの。
近鉄線入口の柱に「近鉄線 ↘ 」の表示があったが、統一デザインの黄色で
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はなく白地に黒文字のため気づかなかった。
現在は分岐の前に大きく近鉄線への矢印を出し、入口の柱にも同じデザインの
表示を出しいるので迷わない。

【図17】 近鉄乗り換え箇所の新旧案

⑥ 説明不足
◇神奈川県大井松田 IC 付近歩道の例
高速道路入口付近の歩道を歩いていると、
【図 18】のように立入禁止の表示と
なる。

【図18】 歩道に立入禁止の表示が・・・

「この先高速道路出入り口につき横断ができないため立入禁止です」とあり、
引き返した。
よく見ると、
「現在地」の箇所に人形と、矢印で迂回経路が書いてあった。
案内板は見た瞬間に正確に判断させなければ意味がない。
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この例は人形、矢印が目立たないばかりか、矢印の箇所に「立入禁止区間」と
大きく書かれているため通行可能、不可能の区別がわからない。
また、
「う回路」とも書かれていない。
利用者は立入禁止区間が知りたいのではなく、
ではどうするのか代替手段が知りたい。
それを優先したアピールが必要である。

【図19】 案内板の拡大図

☞☞ 見て悩む表示は誤った判断の元。見てすぐ正確な判断ができる表示に
☞☞ 何をさせたいかを優先してアピールし、誤判断防止の補足説明を
⑥ 距離感
◇名鉄バスセンターに行けなかった例（距離感が原因）
以前名古屋駅コンコースを出たところに「名鉄バスセンター ⇒」の表示があ
り、いくら歩いても手掛かりがないため、引き返して人に聞くと「もっとずっと
先」とのこと。そしてかなり歩いてたどり着いた。
その後、
【図 20】のようなわかりやすい案内地図があることに気づいたが、急
いでいるときはシンプルな案内表示に目がいくのかもしれない。
【図 20】の左側の案内地図は現在地からのスケール付きで表示が行われてお
り、名鉄バスセンターまでは駅の出口から約 450 メートルであることがわかる。
☞☞ 目的地までの距離が長く不安を感じる場合は距離の表示や、途中にも案内を
追加する
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★よい例★

【図 20】 名古屋駅周辺の案内地図

★よい例★
相鉄線横浜駅の乗換口へ
の案内板は、具体的な距離
を表示している。
複雑な経路ながら、道な
りに迷わずたどり着けた。
【図 21】距離が書かれた案内板
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⑦ 誤解・錯覚
◇例 1：二俣川駅バスターミナルの例（遠近のトリック）
ある日、相鉄線二俣川
駅に隣接するバスターミ
ナルに行く途中、案内板
の指示を誤解し、手前の
通路を曲がってしまった
（
【図 22】
）
。
その時の状況は、
【図
23】①のように、遠方か
ら案内板の「←北口バス
ターミナル」の文字と矢
印を見て、これがエレ
ベータの乗り口を指して

【図22】 バスターミナルと案内板の設置位置

いたとは思わず、手前の
通路を道なりに曲がってしまった。

① この位置で
「←北口バスターミナル」を認識

【図 23】 誤解した時の状況

② 道なりに手前の通路を曲がっ
てしまった

戻って②のアングルで案内板を見ると、確かにエレベータの入口を指してい
た。
もし手前の通路に対する「○○方面」の案内があればこのような間違いは生じ
なかった。
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☞☞ 案内板の指示が誤解を生じさせないか様々なアングルから確認する
☞☞ 意図的に区別するための追加案内の必要性を検討する
◇例 2：横浜駅地下街の例（思い込み誘発）
羽田空港に行くため横浜駅から地下通路を経て、YCAT（横浜シティエアターミ
ナル）バス乗り場に向かった。まず【図 24】①のバスターミナルと YCAT を直進
に誘導する案内板を見、次の②の案内板を見て同じ直進と判断したが、ここで
誤っていた。
①
「↑直進」と認識

②
「↑直進」と誤解

【図24】 地下通路の案内板

①ではバスの絵と飛行機の絵が並んで直進方向であった。
②も同じと判断したが┃（縦の線）が入っている。実はこれは右方向に行く案
内たっだ（
【図 25】
）
。
【図 25】 ②の全体像

【図 26】 並び変えてみた

【図 26】は、YCAT の部分を右に配置し、┃の右隣のスペースを多くとって並び
替えを試みた。この方が誤解を招かないであろう。

☞☞ 似ているものは間違えやすいので、違いを意図してアピールする
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★親切な例★

大阪メトロ西中島南方駅↑
ＪＲ池袋駅 →

【図 27】 間違えても早く気づかせる案内

⑨ デジタルサイネージの落とし穴
最近「デジタルサイネージ」と呼ばれる液晶画面やタッチパネルの案内板
が増えている。
問題となるのは、実際の路線の駅の並びと画面の並びが逆だったり、バス
ターミナルの実際の乗り場の配置と画面上の平面図が逆だったりする。
これは、デジタルサイネージの表示画面が机上で一律設計され、現場でど
の方向に設置されるかが考慮されていないことから生じたものと考えられ
る。

☞☞ 現場の設置方向を確認して画面設計し、再度現場で合致を確認する

２ 音声案内
① 聞こえ方が同じで間違えた例
愛知県岡崎市の JR バス「伊賀町」で降りたい時に、
「次はいがちょうで
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す。
」との音声案内を聞き、下車したところ、そのバス停は「井田町（いだ
ちょう）
」であった。幸い目的地の「伊賀町」は近くだったので徒歩で向かっ
た。
☞☞ 放送案内は、発音、誤解の恐れ、補足の必要がないか、初めての来訪者
の立場でチェックする

② 不安になった案内の例
札幌駅から千歳駅に行くため苫小牧行き列車に乗った際に「この列車は苫
小牧行きです。千歳空港方
面には参りませんのでご注
意ください。
」と放送が
入った。
札幌駅からは小樽方面、
旭川方面、千歳方面の 3 方
面があると認識していたた
め、一瞬小樽とか旭川に行
くのかと不安を感じた。
誤りではないが、
「千歳
【図28】 方面のイメージ

空港に行く方は途中の南千
歳駅で千歳空港行きに乗換

えるか、後から発車する千歳空港行きをご利用ください」と案内すれば、南
千歳も通るし、千歳空港に行く人もこのまま乗っていて良いことが判る。

☞☞ 不安にさせない案内と、
「行きません」など否定の案内の後にはその解
決手段を説明すると安心

③ 聞こえない
◇例 1：トンネル・鉄橋通過
駅を発車後、または到着前に次の駅名や乗換えなどの案内が入る。
しかし放送中にトンネルや鉄橋にさしかかると、せっかくのアナウンスが
何も聞こえない。係員への質問も増える。
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◇例２：話し方、音量
静かに走行している電車内でも、ノイズにしか聞こえない案内放送も多
い。声の大きさ、話す速さ、ベテランの癖（初心に帰ってほしい）などは、
放送している本人にはわからない。職員同士のチェックなどで、車内にどう
聞こえているのかを確認することが必要。

☞☞ スピーカからの出力のばらつきをなくした上で、聞こえない走行区間を
避けて案内する。聞き逃しやすい恐れのある場合は繰り返し案内する
☞☞ 職員同士、話し手・聞き手になってチェックし合う

★音声関係のよい事例★
（京阪電鉄）
京阪電鉄で四条（しじょう）までの行き方をたずねたとき「よんじょうで
すよね、ななじゃないですよね」と確認された。
近くに七条（しちじょう）があり、言う方も聞く方も間違いが生じやすい
からとのこと。正式名称にとらわれず、間違い防止を優先する対応であっ
た。
（JR バス関東）
山岳路線にさしかかった時、
「これよりバスは山を登っていきます。エンジ
ン音で放送案内が聞きづらいので、私がマイクにてご案内します」と言っ
て、停留所とその近隣ホテル名をはっきりと丁寧に案内を行っていた。
（箱根登山バス）
終点まで運賃が同じ区間に入ると「この先運賃は変わりません」と放送が
入り、事前に両替や必要な運賃を準備でき、降りるとき慌てる不安も無く
なって以後安心して乗車できた。
３ その他
① 異なる名称
同じ場所でも複数の名称がついている箇所は無数にあるが、実際に困る場
合とそうでない場合がある。
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【図 29】右側の例は、東京競馬場の正門前の駅が「府中競馬正門前駅」と
名称が異なる例。正式名称と通称の認知度が高いことと、理解してここまで
電車を利用していることから、移動のバリアとはなっていない。
一方、左側の京都駅の例は、バス乗り場の名称は「京都駅烏丸口（からす
まぐち）バス乗り場」なので、電車から乗り継ぐ場合は駅構内で「烏丸口」
の出口を探す。しかしどこにもない。ここで移動が止まってしまう。

【図29】 異なる名称の２例

☞☞ 名称を合わせる、または異なる名称を紐づける（烏丸口（中央口）
）
☞☞ 名称が変わってしばらくは旧名称を併記する（旧○○）

② 読めない副作用
地名や駅名などが読めないと、
「聞けない」のと、せっかく案内されても手
持ちの資料や自分が自覚している読み方と一致せず、
「わからない」が生じ、
【図 30】のようなバリアとなる。韓国の時刻表には駅名にローマ字が付記さ
れていて、ハングルが読めなくても「読む」
「聞く」ができた。日本の場合は
ひらがながあるのに、付記されていない案内が多い。
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【図30】 読めないときのバリアの一例

☞☞ いろいろな案内シーンに「ふりがな」を忘れずに

③ 該当日の明示
現地についてから回遊先を検討するとき、
「休日運休」や「学休日運休」な
どの表示を目にすることがある。
「いったい今日は大丈夫？」とならないよう
に駅やバス停、交通結節点で明確にしておく必要がある。
現地での選択時だけでなく、事前の計画段階で利用交通機関を決定する必
要もあり、その時運行が不明なものは利用されないこととなる。
事前にしっかりした情報発信が求められる。最近では時刻表とともにカレ
ンダー形式で運行日を明確にしている例も見受けられる。

☞☞ 年末年始、5 月・8 月の連休中の平日と休日の区別、学休日の明示

④ トラブル防止
【図 31】ではエスカレーターの降り口に案内板を設置している。
設置にあたっては、人の流動状況とその安全性の確保の視点から十分な検
討を行う必要がある。
このほか、案内を見る人が自転車や車との接触の恐れはないか、物を拾っ
て立ち上がろうとしたときに案内板に頭をぶつけることはないか、背の低い
子供の頭があたることはないか、後ろに下がって見ようとしたら段差に落ち
ることはないかなど、多角的な視線で見てみる必要がある。
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【図31】 降り口にある案内板

☞☞ すべての人の安全を考慮した案内掲示を

まとめ
事例の中でも、
「誤りではないが…」
「よく見ると理解できる」のような案
内がいくつか見受けられた。
しかし、見た人の 100 人が 100 人とも同じように理解ができ、間違えない
案内こそが快適な移動につながるものと考える。
「案内が充実していると係員への質問も減る」との声もある。
人手の確保が困難となっている昨今、案内の改善によっての業務負担の軽
減にも資することとなる。
人々に感謝される良い案内ができることを強く願う。
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規制緩和と格安航空会社の展望
スターフライヤーの事例を通して、わが国の格安航空会社を考える
堀内重人 Horiuchi Shigeto※
はじめに
本稿は、2000 年 2 月の「航空法」改正による規制緩和後の格安航空会社（LCC）
の市場参入を、スターフライヤーの事例を通して現在の課題を考え、将来を展望す
ることを目的とする。
2012 年は、ピーチエアー以外にジェットスター・ジャパンやエアアジア・ジャ
パンが新規参入して来たため、
「LCC 元年」とも言われる。LCC と言っても、各人
によって解釈が異なる。
そこで筆者は、LCC の定義として以下の 5 点を定めたい。
①1998 年の羽田空港の新 C 滑走路の完成後に参入してきた航空会社で、日本航空
（JAL）や全日空（ANA）よりも割安な運賃である
②単一機材で、エコノミークラスだけのモノクラスのサービスを行う
③特定の路線を高頻度で運航する
④インターネットを中心とした販売
⑤ハブ＆スポークのようなネットワークを形成せず、主に直行便中心の運航
②に関しては、北海道国際航空（Air Do）は B767-300 と B737-800 という 2 種類
の機材を所有しているが、エコノミークラスだけのモノクラスのサービスであり、
かつ JAL や ANA よりも割安な運賃のため、LCC として扱うことにする。
スカイマークも、一時期は B767 や A330 を運航していたり、上級クラスを設置
するなど、スカイマーク自身が「弊社は LCC ではない」と公言していた時期もあ
るが、経営破綻後は B737 のモノクラスの運航となったことから、LCC として取り
扱う。
LCC を研究する場合、公租公課などの面から研究を進める方法と、各航空会社
の経営戦略の面から研究を進める方法がある。本稿では、空港・税金などの公租公
課は現状のまま据え置いて考え、主に LCC の経営戦略・経営環境という面から研
究を進めることにした。
※

運輸評論家
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1 章では、LCC が参入する契機となった規制緩和後の国内航空業界の変化につ
いて述べたい。そして 2 章では、独自の高付加価値サービスが乗客の支持を得て
いるスターフライヤーの経営戦略を紹介する。
ところで LCC や新規参入の航空会社経営を軌道に乗せることは容易ではなく、
スカイマークや Air Do は民事再生法の適用を受け、スカイネットアジア航空は産
業再生法の適用を受けたこともあり、3 章では LCC や新規参入の航空会社の明暗
を分けた要因について述べる。そして 2012 年 3 月 1 日から就航したピーチエアー
も含めた LCC の今後を展望したい。
１.規制緩和後の国内航空業界の変化
（1）航空法の改正
1）格安航空会社の誕生
航空業界は規制の強い産業であったが、1980 年代の半ばになると「45・47 体制」
への批判が強まり、1986 年に JAL、ANA、東亜国内航空（TDA:国際線進出後は
JAS）の棲み分けが解消される形で規制緩和が始まった。1990 年代半ばに実施され
た運賃規制の撤廃は、競争促進という面で効果があった。更なる競争の促進には、
新規参入を促すことが不可欠となった。需給調整規制が足かせであったため、1996
年に当時の運輸省は、航空法の改正による需給調整規制を撤廃する方針を発表し
た。
そして 1998 年３月に羽田空港の新Ｃ滑走路の供給に伴い、
発着枠が増加した。
その際に増加分の内の６枠分は、政策的に新規参入の事業者に配分されることに
なった。
そこで同年 9 月に、スカイマークエアーラインズ（現：スカイマーク）が羽田～
福岡線に、同年 12 月に Air Do が、羽田～千歳線に参入している。航空法が抜本的
に改正される以前の 1997 年には、新規参入の企業にとれば、機材の整備業務は初
期投資の負担が大きいため、これを他の事業者へ委託することを認め、競争促進を
図る航空法の一部改正を実施している。
2000 年 2 月には、1952 年に制定された航空法の内容を抜本的に改正した「改正
航空法」が施行された。
「改正航空法」の要点は以下の３点に集約される。
①運賃設定の自由化
②需給調整規制の撤廃
③整備などの委託業務の「許可制」化
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2000 年の航空法の抜本的な改正が実施された後は、スカイネットアジア航空、
スターフライヤーが新規参入を行っている。また１度も運航を行わずに経営破綻
したレキオス航空も、2002 年に運航を開始するための許可を申請していた。
航空法が抜本的に改正されたと言っても、日本国内に航空会社を作る際の外資の
比率は 1/3 以内とする外資規制やカボタージュ規制は温存された。欧州では、1993
年に「パッケージⅢ」の発効により、外資規制が撤廃されている。
2）日本航空と日本エアーシステムの経営統合
規制緩和後の大きな出来事の１つに、JAL と日本エアーシステム（JAS）の経営
統合がある。1986 年に JAL、ANA、TDA の棲み分けが解消され、ANA や JAS も
国際線に進出するようになった。
JAL は、
日本の翼として 1960～70 年代の日本の高度経済成長を牽引してきたが、
1990 年代に入ると国際線では、ANA や JAS という日本の航空会社だけでなく、低
価格で高サービスが売り物の東南アジアの航空会社の台頭などもあり、国際競争
が激化することになった。そこへ 2001 年のアメリカの航空テロの影響もあり、国
際線の経営不振は続いていた。
一方の JAS は、地方ローカル線の慢性的な赤字の累積により、経営不振の窮地
にあった。そこで共同持ち株会社を設立して両社を統合して、国内航空輸送の効率
化とネットワークの充実、国際競争力の強化を目指すことになり、2001 年 11 月に
基本合意した。
JALとJAS の経営統合は、
2004 年4 月１日に持ち株会社となる形で実施された。
下の JAL は日本航空インターナショナル、JAS は日本航空ジャパンとなった。
そして 2006 年 10 月１日に、傘下の持ち株会社である日本航空ジャパンが日本航
空インターナショナルに吸収合併させる形で統合が完了した。これにより JAL は、
JAS が持っていた羽田空港の発着枠を入手するため、ネットワークの充実・ドル箱
路線の増便だけでなく、重複した設備投資を削減する効率化にも期待が持たれた。
3）日本航空の経営破綻
JAL と JAS は、全く企業文化の異なる企業であった。路線に関しては、JAL は
国際線と国内幹線が中心の路線網であるのに対し、JAS は赤字の多いローカル線
が中心で後は僅かな国際線であった。また機材に関しては、JAL は B747-400 や
MD-11 などのボーイング系の大型機材が中心であるのに対し、JAS は A300-600R
以外は MD－90 などの狭胴機が中心であった。特に JAL には、エアーバス社製の
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機材が皆無であったことに加え、機材の種類が大幅に増えたため、整備費や乗務員
の訓練コストなどが増加することになった。
そんな中、2008 年秋口以降に発生したリーマンブラザーズ証券の破綻による金
融危機の影響で、世界経済は未曾有の不況に突入した。特に国際線のビジネス需要
と国際貨物需要の急減に伴い、JAL は大幅な減収となった。そこで 2009 年（平成
21 年）6 月には、㈱日本政策投資銀行と民間金融機関から総額 1,000 億円の融資を
受けることになった。そして 2009 年 8 月の総選挙では、自民党が大敗を喫して民
主党の鳩山内閣が発足すると、JAL を再建するため国土交通省直属の「JAL 再生
タスクフォース」が同年 9 月 25 日に発足した（注 1）
。
タスクフォースは、4 週間掛けて売却予定の機材の評価損や企業年金の積み立て
不足などを再評価した結果、JAL の実質債務超過額が 7,569 億円に達すると試算し
た。またディスカウンテッド・キャッシュフロー法（注 2）を用いて企業価値を算
定したが、この場合であっても 2,447～2,793 億円の実質債務超過であることが判
明した。そこで金融機関に 2,500 億円規模の債権放棄を求める素案を策定したが、
金融機関は「とても受け入れられる内容でない」と猛反発したため、タスクフォー
スと金融機関との折り合いは最後まで付かなかった。またタスクフォースは、JAL
に対する公的資金注入などの必要性に踏み込んだ結果、当時の藤井裕久財務相は、
「良識ある有権者、国民が理解できる形でなければ駄目」との発言を行い、政府内
部の怒りも買った。金融機関や政府は、優遇されている JAL の企業年金の削減を
実施するなど、JAL 自身に一層の経営努力を要請したため、再建の主導を半官半民
の企業再生支援機構に委ねる形で、同年の 10 月 29 日に解散となった。
そして遂に JAL と日本航空インターナショナル、㈱ジャルキャピタルの関連 2
社は、2010 年（平成 22 年）1 月 19 日に、債務超過を理由に会社更正法の適用を
申請し、同日の午後 5 時 30 分に東京地裁の手続き開始決定を受けた。負債総額 3
社合わせて約 2.3 兆円と巨額であり、これは金融機関を除けば、企業としては戦後
最大の経営破綻となった。
1 章では、航空法改正による規制緩和と JAL 破綻までの国内航空の変化を見て
きた。2 章では、ユニークな経営で注目されるスターフライヤーの事例を紹介した
い。
2.スターフライヤーの経営戦略
（1）スターフライヤーのサービス
1）運航ダイヤ
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スターフライヤーは、2002 年 12 月 17 日に北九州市を拠点として設立した LCC
であるが、就航開始は北九州空港が現在の海上空港として開港した 2006 年 3 月 16
日である。北九州空港は海上空港であるため 24 時間の発着が可能であり、かつ地
元が熱心に支援したことから拠点とした。サウスウエスト航空からは、
「エコノ
ミークラスだけのモノクラスでかつ単一機材で運航」という点を採り入れている
が、サービスなどでは完全に他社と差別化が図られている。
現在は A-320 を 12 機リースして、北九州、羽田、関西、福岡、名古屋（中部）
、
山口宇部、那覇の国内７都市と台北に就航している。
スターフライヤーの最大の特徴は、機体だけに限らず、受け付けカウンターや自
動チェックイン機・運航機材のみならず、オリジナルグッズも、カンパニーカラー
の黒に塗られていることである。予約・発券などの CRM システムは、Air Do と同
様に業務提携している ANA の able-D を使用している。大半の係員が操作する端
末や、SCM（自動チェックイン機）
・ATV（航空券自動販売機）は、過去に ANA で
用いられていた機種を流用している（注 3）
。また北九州空港が 24 時間空港である
点を活かし、北九州発 5:30 の早朝便や北九州空港 24:35 着という深夜便を設定す
ることで、他社との差別化を図っている。これらの便の利用者に対しては、福岡市
内～北九州空港間で片道 1,000 円のタクシー送迎を実施して、アクセス手段の向上
を行っている。
タクシーによる送迎を受けるには、天神の定められた場所に、定められた時刻ま
でに到着しなければならない。車両はワゴン車を使用しており、3 人/台程度の利
用はあるという。タクシー事業者である第一交通は、スターフライヤーの株主でも
あることから、乗客・第一交通・スターフライヤー共にメリットがある。タクシー
料金は 1,000 円であっても、搭乗してもらえるとそれだけで増収・増益になるとい
う。早朝・深夜便利用時にホテルに泊まる必要がなくなったため、乗客には好評で
ある。また北九州空港から下関市内に関しては、スターフライヤーの全便を対象
に、自宅まで 1,000 円でタクシー送迎を行っている。これは山口宇部空港を意識し
ており、1,000 円タクシーによる送迎を行うことで、少しでも自社便を利用しても
らう戦略である。
2）機内サービスの特徴
機内サービスは非常に個性的である。一般的に A320 の座席定員は 170 席程度で
あるが、スターフライヤーでは 144 席まで減らして運航しているため、シートピッ
チが 91～94cm とゆとりがある。これはマーケット調査を実施した際、
「狭い」と
いうことに不満があったためである。またシートは、全席黒の本革張りとなってお
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り、可動式ヘッドレストやフットレストを備える。さらにパソコン用の電源コンセ
ントと各座席の背面に液晶テレビが備わっている。
スターフライヤーでは、他社のように機内誌は制作しておらず、また新聞・雑誌
の機内貸し出しも行っていない。機内誌を作成すれば、広告を集めなければなら
ず、収支均衡を図ることが難しいことと、背面に液晶テレビが設けられていること
が挙げられる（注 4）
。
ヘッドホンは大手他社のように座席ポケットに入っておらず、搭乗時に客室乗
務員が直接手渡している。また液晶テレビを設けていても、故障はほとんどないと
いう。コンテンツを仕入れるコストは年間で 6,000 万円程度である。
ANA は、経費削減の一環もあって水とお茶以外のドリンクは有料としていた時
期もあったが（注 5）
、スターフライヤーでは無料でドリンクをサービスしている
が、ドリンクの占めるコストは年間で１億円程度である。年間の営業コストが約
170 億円であるから、仮にドリンクと液晶テレビのサービスを中止しても、コスト
削減効果は１％程度しかなく、北九州～羽田間の運賃にして 300 円も下がるか否
かである。
運賃を下げたいのであれば、シートピッチを詰めるのが効果的であるが、それで
は他の航空会社と同じになってしまうため、広いシートピッチにドリンクサービ
スと液晶テレビによる番組提供を行うなど、高付加価値サービスを実施している。
表 1 にスターフライヤーと ANA のサービスの比較を行った。
表 1 スターフライヤーと既存事業者のサービス比較

エンターテイ
メント
座席の材質
機内誌

スターフライヤー
91～94cm
コーヒー、お茶、オレンジ
ジュース、コーラ、パンプキン
スープ、活性水素水など無料提
供
液晶テレビ完備（ヘッドホンは
直接手渡し）
本革張り
機内誌はないが、情報誌は搭載

運航時間

早朝・深夜便あり

シートピッチ
ドリンクサー
ビス

ANA
79～81cm
コーヒーとオレンジジュース、
水とお茶以外は有料が多い
オーディオのみ（ヘッドホンは、
座席ポケットに準備）
モケット張り
機内誌あり。その他雑誌を用意
している事業者もある
早朝・深夜便は設定していない

出典：スターフライヤーの HP および ANA・JAL・スカイマークの HP を基に作成

（2）経営状況と今後の課題
1）スターフライヤーの経営状況
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スターフライヤーの羽田～北九州線は 2007 年 6 月から、羽田～関西線は 2008
年 11 月から ANA とコードシェアー運航を実施している。2002 年 6 月に Air Do が
会社更生法の適用を受けて経営破綻し、その２年後の 2004 年 6 月にスカイネット
アジア航空が産業再生機構から支援を受ける形で経営破綻したため、スターフラ
イヤーも単独で生き残ることは難しいと判断して、ANA と提携することにした。
スターフライヤーの収支状況を表 2、事業別の売上高を表 3 に示した。
表 2 スターフライヤーの収支状況の推移
項
目
＼
年
営業収入
営業利益
経常利益
当期純利益
売上高営業利益率

（単位は百万円）

度

2014
34,734
247
901
431
0.7

2015
34,451
2,032
2,650
2,558
5.9

2016
34,886
3,058
2,985
1,931
8.8

2017
38,095
2,870
2,733
1,978
7.5

2018
39,937
1,264
1,250
513
3.2

燃料費を含めたユニットコスト
燃料費を含めないユニットコ
スト
純資産額
実績前 ド バ イ 原 油 価 格
提条件 （円）
円ドル為替レート

11.4
8.2

11.0
8.4

11.0
8.8

11.5
9.1

11.8
9.2

2,110
89.14

4,240
47

6,287
46

8,116
55

8,537
69

108.4

121

108

111

111

出典：スターフライヤー決算短信・決算補足説明資料 https://www.starflyer.jp/starflyer/ir/financial-result
s.html を基に作成

表 3 事業別の売上高の推移
科
目
旅客事業収入

（単位は百万円）

＼
年 度
定期旅客運送収入
不定期旅客運送収入

2017
37,576

2018
39,556

215

37

貨物運送収入

237

180

付帯事業収入

76

163

出典：スターフライヤー2019 年３月期有価証券報告書 https://ssl4.eir-parts.net/doc/9206/yuho_pdf/S100
G6TL/00.pdf を基に作成

表から言えることは、2014 年度からは売上高は右肩上がりに伸びている反面、
2016 年度を境に営業利益、経常利益、当期純利益が右片下がりである（注 6）
。表
3 から言えることは、スターフライヤーは、定期旅客運送収入が多く、貨物やグッ
ズ販売などの付帯事業収入の比率が低いことが挙げられる。スターフライヤーの
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場合、貨物輸送はベリーの部分を用いて行っているため、主にお客さんの手荷物な
どが、中心にならざるを得ない部分がある。
LCC が成功するには、高い搭乗率が不可欠である。表 4 には、旅客数と搭乗率
の推移を示した。表 4 から言えることは、2011 年～2015 年に掛けては、搭乗率が
65%程度の状態であったが、2017 年と 2018 年は、国内便の搭乗率が 75%を超える
ようになった。スターフライヤーは、2018 年 10 月から国際線の運航を開始した
が、未だ知名度が低いこともあり、国際線の搭乗率が 60%程度と、少し低迷して
いる。
一般的に LCC は、運航コストの 1.5 倍程度の運賃設定を行っているため、座席
の 2/3 が埋まれば収支が均衡すると言われる傾向にある。スターフライヤーは、か
つて搭乗率が１割台の羽田発朝５時台の早朝便や、北九州 23:15 発の深夜便を廃止
するなどを行い、70%以上の搭乗率を維持させた。搭乗率が 70%以上ということ
は、座席の 2/3 以上が埋まっているため、利益が出ていることになる。
表 4 旅客数・搭乗率などの推移
旅客数
座席利用率
定時出発率
運航回数
就航率（%）
(人）
（%）
（%）
1,440,868
949,511
65.9
13,583
99.0
93.9

提供座席数
2011年度
2012年度
2013年度
2014年度
2015年度
2016年度
2017年度
2018年度
国内線
国際線

1,658,934
2,421,415
2,094,692
1,941,347
1,935,838
2,065,677

1,095,150
1,585,128
1,414,582
1,319,206
1,421,617
1,554,204

66.0
65.5
67.9
68.0
73.7
75.5

14,920
20,543
21,604
21,339
21,229
22,319

98.6
98.5
98.8
98.4
99.0
99.3

94.3
91.0
90.9
93.5
92.2
89.9

2,097,705
93,000

1,596,516
55,862

76.1
60.2

22,548
620

98.6
100.0

93.9
87.9

2）機材・設備面
将来的には、北九州空港から上海・杭州・ソウルなど近距離国際線や国内主要都
市も視野へ入れていると、自社の HP の「コンセプト」という項目で触れているこ
とから、北九州空港をハブに路線を拡大する構想を表している。
スターフライヤーでは、2020 年の目標として、以下のことを掲げている。
①国際線事業の早期黒字化と、内際を地問わず、更なるネットワークの拡大を目指
します
②北九州～那覇線の定着と通年化や増便を検討します
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③国内定期の既存の 5 路線の更なる収益向上を図りつつ、チャーター・臨時増便
を積極的に実施します
国際線の運航に関しては、2008 年度からの 5 年間の中期経営計画では、韓国・
中国・台湾・香港・マカオなど東アジアへの近距離ビジネス路線の展開も盛り込ま
れていたことから、2009 年秋には香港の旅行会社の要請で、香港～北九州間で
チャーター便を運航している。また 2012 年 7 月からは、北九州～釜山間の国際線
の運航を開始したが、その後は北九州～釜山間の国際線は、運航を取り止めてい
る。現在は、名古屋～台北間と北九州～台北間の定期国際線を運航している。
パイロットやキャビンアテンダントと整備要員の育成と訓練は、以前は国内の
他社や香港のキャセイ航空などからシミュレータなどの機材を借りて実施してい
たが、事業規模が拡大することが予想されるため、2012 年 8 月に北九州空港内に
訓練センターを設置した。これによりシミュレータやモックラップなどが導入さ
れ、より質の高い訓練が可能になった。また 2013 年には、機材数が 10 機を超え
たため、格納庫の竣工や整備士の増強が行われる。さらに羽田空港や福岡空港につ
いても、同様のことが実施された。
航空事業への新規参入や事業の継続に関しては、機体整備がひとつのネックに
なることは事実であり、日本はアメリカのように航空機整備会社は育っていな
かったため、他社に委託をせざるを得ない面は否めなかった。スターフライヤーは
自社整備の必要性を痛感したため、徐々に自前で行う体制を整備中である。
スターフライヤーの現状は、ANA と業務提携することで、国内線では高い搭乗率
などを維持している。これは Air Do やレキオス航空、スカイネットアジア航空、
スカイマークの破綻など、LCC（新規参入の航空会社）が単独で生き残ることの難
しさを示している。
スターフライヤーでは、自社の強みとして以下の三点を認識している。
①知覚価値
②ソフトサービス
③ゆとりある座席空間
そして今後の課題として、以下の四点を認識している。
①会員サービスの向上
②他社サービスとの競争
③カスタマーエクスペリエンスの進化
④北九州＝那覇線の通年化
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スターフライヤーでは、経営戦略の基盤はビジネス層であるが、それだけでは成
長が行き詰まるため、プレジャー層の取り組みが、更なる成長のカギだと認識して
おり、それには各ターゲットに適合した、アプローチ方法の更なる進化が必要だと
考えている。
3 章では、破綻した要因と今後の LCC に展望について述べたい。
3．LCC の明暗を分けた要因と今後の展望
（1）LCC の抱える課題
1）Air Do、レキオス航空、スカイネットアジア航空の破綻
LCC は、サウスウエスト航空の①格安運賃、②エコノミークラスだけのモノク
ラス、③単一機材による高頻度運航という点を参考に、格安運賃を設定して市場へ
参入しようとする。
2012 年 3 月１日から関西～福岡・札幌線を就航したピーチエアーは、サウスウ
エスト航空の考え方にアイルランドのライアンエアーの基本運賃プラス付加料金
という考え方を加えて市場に参入してきた。だが LCC の経営を軌道に乗せること
は至難の業である。
沖縄を起点に運航する予定だったレキオス航空は、運航が始まる前に経営破綻
した。
Air Do は、最初は比較的好調な滑り出しであったが、JAL、ANA などの大手の
FSA（Full Service Airline）は値下げして対抗してきたため、2002 年 6 月に民事再生
法の適用を申請した。
スカイネットアジア航空は、スカイマークエアラインズ（現：スカイマーク）
、
Air Do に続く新規参入航空会社の１つであり、2002 年 8 月に羽田～宮崎線に新規
参入した。カラフルな機体デザインや日本最大級のゆったりした座席配置、宮崎産
の機内ドリンクを売り物にして、他社との差別化を図った。羽田～宮崎線は、予備
機が無い中で他社よりも多い 6 便/日と比較的高頻度であったが、機材に不具合が
出ると欠航が多発した。このような不安定な供給状態では、利用客は増えなかっ
た。経営が改善されることはなく、2004 年 6 月に産業再生機構の経営支援を受け
ることになった。
スカイネットアジア航空の経営破綻に関して中条潮[2012]は、
「同社が創業時の
負債を回収して成長軌道に乗るまでの間、これを乗り切るための赤字を負担して
くれる投資家がいなかったことが原因である」とした上で、
「スカイマークと Air

- 126 -

ecotran 2019 N0.11

Do の失敗を見てきた日本の投資家は、LCC の世界的な隆盛は見えていなかったか
ら、
「新規航空会社は失敗する」という認識しかなかった」と述べている（注 7）
。
つまり日本には、LCC に出資する投資家がいないのである。それゆえ Air Do や
スカイネットアジア航空は、ANA の支援を受けて経営再建がなされた。比較的順
調であると言われるスターフライヤーも、Air Do やスカイネットアジア航空と同
様に ANA と共同運航や業務提携している。3 社は ANA と提携することで高い搭
乗率の維持に貢献しているが、結果的には羽田空港の発着枠は ANA に割り当てら
れるため、2012 年頃のスカイマークは異議を唱えていた。
2012 年 3 月 1 日から運航を開始したピーチエアーは、親会社である ANA との
関係を中立にするため、社員を転籍させている。今後は、ピーチエアー独自の経営
戦略を打ち出し、かつピーチエアーのブランドが確立出来るかが課題である。そし
て同年７月からのジェットスター・ジャパン、同年８月からのエアーアジア・ジャ
パンについては、外資を 1/3 以下に抑えることで日本の航空会社としての資本要件
を満たそうとしている。その上で、有力な外国の LCC に参加させることでその経
営ノウハウを活用し、これにより国内も飛べる効率の良い LCC を目指す考えであ
る。
丹治隆[2012]は、
「外国の安いリソースを柔軟に活用できないという状況もコス
ト高になる要因の１つ」と指摘し、
「エアーアジアは外国合弁会社の機材・乗員な
どのリソースを何の制約もなく一元的に活用可能となっている」と述べており（注
8）
、
筆者は外資規制も日本で LCC が誕生しづらい要因になっていると考えている。
中条潮[2012]も、
「外資規制やカボタージュ規制は撤廃するべきである」と主張
している。理由として、消費者利益の向上と日本の既存の航空会社が LCC を活用
する上でも必要な措置であり、また日本の航空会社の再建に選択枝を増やす上で
も有用な策だからである」としている（注 9）
。さらに「国内線での外国人雇用の
問題は残るし、また、日本資本の力が子会社におよばないのでは、子会社を設立す
る意味はどの程度あるのか、経営的には疑問である」と、外資規制が存在するため
に制度的にも中途半端であると考えている（注 10）
。
2）安全性に問題があったスカイマークの経営破綻
LCC は資金面で余裕がない上、運航管理に関する人材も大手の FSA と比較すれ
ば脆弱である。2012 年 3 月１日から運航を開始したピーチエアーは、機材の運航
効率を高めるため、到着から出発まで 25 分としたく、乗客を搭乗させた状態で給
油を行うという。ピーチエアーが駐機時間を 25 分が可能な理由として、預け入れ
荷物に対して手数料を徴収するため、手荷物の積み込み作業が短縮出来ることも
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ある。また駐機時間を 25 分とするため、キャビンアテンダントが機内持ち込み手
荷物をラックへ入れることを手伝っている。このようにして機材の稼働率を高め
る努力を行っている。
だが乗客を搭乗させた状態で給油を行う行為に対し、安全性を疑問視する意見
もある。安全性に関しては、スカイマークの起こしたトラブルは無視できない。か
つてスカイマークは、表 5 に示すような安全性に関わる不祥事が続発していた。
表 5 スカイマークの起こした不祥事の一覧
日時
2006 年 3 月

不祥事
抜本的な修理が必要な機体を、
期限を
9 カ月過ぎても放置

2007 年 4 月 13 日

航空機に整備漏れがあり、
それを把握
していたにも関わらず運航
ギャレーのカートの扉の鍵の閉め忘
れにより、
ドリンク提供用のカートが
ギャレーから客室通路に飛び出し、
乗
客の１人が足を骨折、1 人が肩に軽傷
を負う事故が発生
気象レーダーが故障していたにも関
わらず、羽田～新千歳間の 4 便を、そ
の状態のまま就航させていたことが
判明
乗務員不足により、運休が続出する

2007 年 11 月 3 日

2008 年 3 月

2008 年 6～8 月

2010 年 3 月 9 日

2010 年 3 月 15 日
～4 月 2 日まで
2011年11月15日
2012 年 4 月 28 日

同年 2 月 5 日の SKY017 便で、機長が
健康状態に問題があった客室乗務員
に対し、
「非常時の脱出の際に支障が
でる」と判断して、安全上の問題で交
代を求めたことに対し、
西久保社長が
機長判断に介入した。
機長を交代させ
て体調不良の客室乗務員をそのまま
乗務させていたことが判明した
副操縦士や機長が飛行中に記念撮影
をしていたり、
飛行高度の設定ミスな
どの問題が発覚
成田空港で進入禁止の誘導路に誤っ
て進入し、
空港の電源ケーブルを切断
茨城空港の 2 本ある並行滑走路で、
管
制官が指示した側と反対側の滑走路
に着陸

出典：
『航空統計要覧』などを基に作成
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国土交通省の対応および処分
職員 7 人による同社専従の特別監
査チームを発足させ、抜き打ち検
査を実施
スカイマークを厳重注意

整備体制の不十分さが指摘される
（羽田空港における部品の在庫切
れ）
運休情報の提供を徹底するよう求
めるとともに、パイロットを早急
に確保するよう指示。羽田空港内
の同社事務所を抜き打ち検査
西久保社長と井手隆司会長の経営
トップが国土交通省に呼び出さ
れ、「安全運航を脅かしかねない
行為」として文書による厳重注意
を受ける

航空法に基づく経営部門も含む特
別安全監査を実施
国土交通省は、スカイマークに対
して厳重注意を行う
国土交通省は、問題のある行為と
してスカイマークに調査を指示。
スカイマークは、この機を操縦し
ていた機長と副操縦士を乗務から
外す
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スカイマークがほぼ毎年、起こすトラブルの中には、初歩的なミスだけでなく、
モラルの欠如によるトラブルも目立つ。特に 2006 年と 2010 年は、国土交通省か
ら業務改善勧告を受けている。また 2008 年は、パイロット不足による大量欠航ま
で起こすなど、信頼性に関しては不安が残る LCC である。
スカイマークも国際定期便事業に参入するため、2010 年 11 月にエアバスインダ
ストリー社と A380 の導入を契約した。東京～ニューヨーク、ロンドン、フランク
フルト線への就航を、ビジネスクラスを中心としたコンフィギュレーションを予
定していた。
だがスカイマークは、エアバスインダストリー社の機材の運航実績もなければ、
四発機の運航実績もない上、不祥事が多発していたため、筆者は A380 を安全かつ
安定して運航させる能力があるのか疑問視していた。またスカイマークは、
「弊社
は LCC ではない」と言っていたが、JAL・ANA のような FSA でもない。長距離
路線を A380 という超大型機で運航することは、LCC のビジネスモデルから完全
に逸脱しているだけでなく、当時の JAL や ANA でも実施しておらず、無謀とも
思えた。
エアアジアＸは、ビジネスクラスを設けるなどを行いながら長距離路線を展開
しているが、燃料効率が良く、１席当たりのコストが抑えやすい A330 を使用して
いる。かつてビバ・マカオ（注１1）が 2010 年 3 月 28 日に運航停止に追い込まれ
た事例があることから、スカイマークの将来性に関しては不安視していたが、不幸
なことに筆者の予想が的中して、スカイマークは経営破綻してしまった。
（2）LCC の今後
1）発着枠および LCC 専用ターミナル
日本の国内航空輸送量の 2/3 は、羽田空港の発着であるが、発着枠は慢性的に不
足する傾向にある。ANA は、Air Do、スターフライヤー、スカイマーク、スカイ
ネットアジア航空とコードシェアー運航を行いながら発着枠を確保している。日
本は米国とは異なり、混雑の少ない第二空港になりうる空港が非常に少ない。強い
て言えば、札幌の丘珠空港、神戸空港、北九州空港、茨城空港、広島西空港、県営
名古屋空港となるかもしれない。スターフライヤーは、北九州空港を拠点としてい
る。海上空港であるため、騒音だけでなく発着枠の制約も少ないため、今後は近距
離国際線の展開も行いやすい。県営名古屋空港（旧名古屋空港）は、現在でも JAL
の子会社でコミューター航路専門のジェイエアーやフジドリームエアーラインが
発着している
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第二空港に関して秋本俊二[2012]は、
「考え方を変えると、日本の国際線の拠点
である成田空港も第二空港になりうる」という旨の提言を行っている（注１2）
。事
実、スカイマークは、2011 年 10 月から成田～新千歳線、成田～旭川線を開設した。
スカイマークは、これらの便を「成田シャトル便」と名付けており、その後は那覇、
福岡、神戸へと路線を拡大している。
スカイマークは、成田空港を首都圏第二空港と位置付けており、羽田空港と並ぶ
国内線の拠点として活用している。
また 2012 年 7 月から運航を開始したジェットスター・ジャパンや、2012 年 8 月
から運航を開始したエアアジア・ジャパンは、羽田ではなく成田空港に発着してい
る。
成田空港には、LCC 専用のターミナルが整備されており、近年では羽田が FSA
の国際線、成田が LCC というイメージが形成されつつあるように感じる。
これらはジェットスター航空やエアアジアの子会社であることから、成田に就
航することで、日本国内の旅客を拾い集める戦略である。またジェットスター・
ジャパンは、JAL とカンタス航空などが出資を行っており、エアアジア・ジャパン
は ANA とエアアジアが出資しているため、JAL や ANA が将来的な成田の発着枠
拡大を見据え、出資する LCC により事前に枠を押えようとしていると考えること
も出来る。
一方、杉浦一樹[2012]は、成田空港に関しては否定的な見解を示している（注１
3）
。ジェットスター・ジャパンやエアアジア・ジャパンは、予備機が少ないため遅
延が重なると成田空港の門限である 23:00 に間に合わなくなり、欠航が生じるとい
う致命的な欠点があるだけでなく、関西国際空港で実施している深夜早朝割引や、
新規乗り入れの航空会社に対する最大で 3 年間の使用料が無料になる特典がない。
さらに LCC は、LCC ターミナルを使用しているが、成田空港には 4,000m の A 滑
走路と 2,500m の B 滑走路があり、一般的に A 滑走路は離陸用、B 滑走路は着陸
用として使用している。
ところが朝夕のラッシュアワーには、B 滑走路から離陸させたり、反対に A 滑
走路に着陸させたりしている。もし離陸も着陸も LCC ターミナルから遠い A 滑走
路となると、最大で 30 分も空港内の移動に要することになるという。
更に LCC ターミナルは、ターミナル 2 からも遠く、ターミナル 2 駅から 660m
も離れているため、アクセスにも難があると言える。
杉浦一樹が指摘するように、成田空港にはそのような欠点があるため、ジェット
スター・ジャパンは 2012 年 10 月末に関西国際空港へ 1～2 機の機体と整備士や乗
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務員、空港スタッフなどを約 80 名常駐させ、第二の拠点空港とした。そしてエア
アジア・ジャパンは、24 時間運用が可能な中部空港を新たな拠点にした。
第二空港に関して中条潮氏[2012]は、茨城空港の有効性を示しており、
「首都圏
二次空港と見なせば、活用の余地は大いに広まるし、またその視点でマーケッティ
ングを考えるべきである」
というように、首都圏の第二空港と考えている（注 14）
。
茨城空港を第二空港と考える理由として、羽田や成田を結ぶ便は設定されてい
ないが、首都圏からのバス路線が設定されている上、東京からの距離は 80km 強で
あることが考えられる。フランクフルトのハーン空港は市内から 120km も離れて
いるため、それと比較すれば距離的に近いと言える。
ところでシンガポールやマレーシアなどの東南アジアの国々では、LCC 専用
ターミナルの建設が進んでいることから、成田空港や関西国際空港にも LCC 専用
ターミナルが建設された。東南アジアの国々も、日本と同様に第二空港になりうる
空港はほとんど存在しないため、LCC 専用ターミナルを建設して、空港での移動
や搭乗手続きに要する時間の短縮を図ることにしている。この場合、ボーディング
ブリッジを使用しないこともあり、空港施設使用料はメインターミナルの半額程
度に設定されており、第二空港に代わる施設として機能している。
そこで2012 年10 月28 日から使用を開始した関西国際空港の LCC ターミナルは、
費用を下げるための工夫がなされている。先ず建設費であるが、約 3 万㎡で建設
費が 37 億円と既存のターミナルが約 30 万㎡で 1,000 億円以上と比較すれば格安
である。そしてボーディングブリッジを使わず、約 60m 先の航空機まで乗客に歩
いてもらう。さらに航空機は、トーイングトラクターを使わずに向きを変え、滑走
路まで移動させることで、トータルの空港施設使用料を下げている。
2）整備新幹線
日本は米国と異なり、第二空港も充分でなければ、ビジネスジェット用の空港も
ないに等しい。
サウスウエスト航空は、B737 という単一機種でエコノミークラスだけのモノク
ラス運航を行い、都心部に近い混雑していない第二空港に発着する形で、機材の空
港滞在時間の短縮を図り、稼働率を上げた。また大手のようなハブ＆スポーク型の
運航や発券システムを採用せず、二点間の直行輸送を行い、チケットレス化などで
低運賃を実現した。そのため従来は、都市間連絡のバスや自家用車を利用していた
人が、サウスウエスト航空を利用するようになった。
だが日本の場合、航空機には新幹線という強力なライバルが存在する。2010 年
12 月４日に東北新幹線が新青森まで、2011 年 3 月 12 日には九州新幹線が全通し
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て、山陽新幹線と相互直通運転を行うようになった。これにより日本の背骨に相当
する部分には、新幹線が整備された。その結果、大阪～鹿児島間は最速列車で 3 時
間 45 分で結ばれ、大阪～熊本間は 2 時間 59 分というように、3 時間を切ることに
なった。大阪～鹿児島間の旅客の約 9 割は航空機を利用していたが、新幹線の開
業後は航空機と新幹線の比率は、2012 年 3 月 26 日の東京新聞によると 6：4 になっ
ている。
2014 年には、北陸新幹線が金沢まで開業したことから、東京～金沢間の所要時
間が 2 時間半を切るようになった。そうなると新幹線と航空機のシェアーは、逆
転して新幹線が優位となった。その翌年には北海道新幹線として新青森～新函館
間が開業したが、青函トンネル内は貨物列車も通すことから、現在でも最高速度が
160km/h に抑えていたことや、新函館北斗駅が函館駅からシャトル列車で、20 分
程度も要するなど影響して、航空機が優位であった。
だが今後は、東北新幹線の盛岡～新青森間の最高速度の向上や、青函トンネル内
の最高運転速度を 200km/h へ向上させる計画もあるため、航空がシェアーを落と
す可能性もある。
新幹線の最高速度は、東北新幹線の宇都宮～盛岡間では 320km/h に向上するな
ど、新幹線と航空機の利用者が拮抗する距離は、従来は 700km と言われたが、現
在は 800km に拡大している。また北海道新幹線の札幌開業する 2030 年には、最高
速度を 360km/h まで引き上げる計画もある。現在、東京～北海道間の旅客の 90%
以上は航空機を利用しているが、東京～函館間の所要時間が４時間を切るように
なると、新幹線へのシフトが進むことが予想される。そして 2030 年には、東京～
札幌間の新幹線の所要時間は、４時間程度になると予想されている。そうなると、
東京～札幌間では、新幹線と航空機が、拮抗する可能性も考えられる。
JR 東海は 2025 年を目途に東京（品川）～名古屋間、2037 年には名古屋～大阪
間にリニア新幹線を開業させたいとしている。リニア新幹線は 500km/h で運転す
るため、東京～名古屋間の所要時間が 40 分、東京～大阪間が 67 分になるという。
そうなると東京～大阪間の大ドル箱路線は、大部分が鉄道へシフトすることが予
想される。
3）国際線進出
整備新幹線の開業だけでなく、少子高齢化による人口減少も止まらないため、国
内の航空旅客需要が増えることは考えられない。その上、今後は「道州制」による
地方分権も進展するであろうことから、地方から航空機を利用した東京への陳情
も減少することが予想される。
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そうなれば LCC は、飛行時間が 1～4 時間程度の近距離国際線に活路を見出す
しかないだろう。飛行時間がそれ以上の中長距離国際線となれば、LCC が得意と
する高頻度運航が実施しづらくなる。既にスターフライヤーはそうなることを見
通しており、2012 年 7 月から北九州～釜山間の近距離国際線の運航を開始した。
その後、北九州～釜山間は運航が取り止めになっていたが、2018 年 10 月から
は、中部～台北間や北九州～台北間の路線を開設した。
Air Do も、
「北海道国際航空」というように、北海道からの近距離国際線の運航
を考えている。また 2012 年 3 月 1 日に関西～福岡線、関西～札幌線で運航を開始
したピーチエアーも、関西～ソウル線、関西～香港線、関西～台北線などの近距離
国際線を運航している。
日本の LCC 全般について言えることだが、短距離などの国際線に進出したとし
ても、JAL・ANA などの既存の FSA は、アライアンスに加盟している。それゆえ
日本国内や国際線の自社便だけでなく、国外ではアライアンスに加盟している航
空会社の便に自社便名を付けた販売が可能であるなど、規模の経済を活かした事
業展開が可能である。また燃料の共同調達およびコンピューターシステムの共通
化などを行うことで、運航コストの削減が可能である。そのため市場シェアーの 7
割は、FSA が占めている。
一方、韓国などの LCC も日本へ乗り入れているが、LCC のビジネスモデルは、
儲かる路線の多頻度運航である。そうなると外国の LCC は、日本の LCC 以上に
儲からないと思うと直ぐに撤退する可能性が高い。またジェットスター・ジャパン
などは、成田空港の門限に間に合わず欠航が決まると、代替便を用意した上で、ホ
テル代、食事代などを用意するなど、海外の LCC にはない FSA 並みの対応を見せ
る。
外国の LCC は、信頼性という面では日本の LCC よりは劣ることになり、その
点では日本の LCC の方が競争上は優位であるが、他の FSA と完全に差別化した
サービスを提供しなければ、思うような顧客開拓が出来るかどうか疑問である。
おわりに
わが国では、航空旅客事業に関しては「45・47」体制により、厳しい規制が敷か
れていたが、1980 年代の半ば以降になると、段階的に規制緩和が進められるよう
になった。1998 年 3 月に羽田空港新 C 滑走路の完成に伴い、新規参入の航空会社
にも発着枠を提供することになり、スカイマークエアーラインズ（現：スカイマー
ク）と Air Do が参入してきた。さらに 2000 年の航空法の改正による抜本的な規制
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緩和の実施により、スターフライヤーやスカイネットアジア航空が、市場に参入す
ることになった。
だが新規参入の LCC は、有力な投資家がいないため経営基盤が脆弱であり、Air
Do とスカイマークが民事再生法の適用を受けたり、スカイネットアジア航空が産
業再生機構から支援を受けることになった。またレキオス航空は、甘い需要予測も
影響して、一度も運航することなく破綻している。
さらに新規参入の LCC は、運航管理面でも問題があり、特にスカイマークは国
土交通省から厳重注意を受けたり、会社への立ち入り調査が実施されるなど、運航
トラブルが多く発生していた。これらは資金的な問題もあるが、運航管理に明るい
人材の不足も影響している。そして無理をして A380 を購入して運航しようとした
ことなどが影響して、2015 年１月に民事再生法の適用を申請して、事実上の経営
破綻をした。
スターフライヤーは発券・予約だけでなく、共同運航を行うなど ANA と提携し
ているため、比較的安定した経営を維持している。また他社と完全に差別化された
経営戦略や高品質な機内サービスが乗客から支持を得ており、収入の額が最大と
なるように予約をコントロールするイールドマネジメントが上手であると考えて
良い。但し独り立ちした状態とは程遠い。
日本は、欧米とは異なり第 2 空港になりうる空港が限定されることに加え、航
空機の整備や発券のみを行う事業者もほとんど存在しない。サウスウエスト航空
のモデルを適用して低価格競争を実施しても、日本には新幹線という強力な競争
相手が存在する。
ANA が出資したピーチエアーが関西～福岡線、札幌（新千歳）線、関西～長崎
線に就航しているが、オフピーク時の運賃だけを見ると格安であるが、電話や空港
予約、座席の指定および 10kg を超える手荷物などは追加料金が必要であるなど、
ライアンエアーの「基本運賃」プラス「付加料金」という経営手法を採り入れてい
る。そのため各種サービスを受けると、FSA との運賃格差は少なくなる。関西国
際空港はアクセスに難があるため、ターゲットとするのはレジャーや帰省客とな
らざるを得ない。ピーチエアーには小児運賃が設定されていないため、思うように
帰省客が利用するか不透明である。むしろ最安値の関西～福岡間が 3,000 円台とい
うことから、高速バスを利用していた人がシフトすると考える。
新幹線の延伸開業や今後は地方分権が進展することもあり、国内で航空需要が
増える見込みが少ないため、日本の LCC は短距離国際線に進出せざるを得なくな
るが、単純に安いだけでは受け入れられないだろう。既存の FSA は、アライアン
スによる規模の経済を活用した戦略が採用できる。
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それには有力な投資家を見つけて経営を安定させた上で、スターフライヤーの
ように高付加価値サービス（機内サービスやグランドサービス）を売り物にする
か、ピーチエアーのように基本運賃プラス付加料金的なサービスを導入して、エコ
ノミークラスのモノクラスであるが様々なニーズの利用者へ対応するなど、他社
との差別化や収入を最大となるようなイールドマネジメントが不可欠となる。
（注 1）タスクフォースは、当時の前原誠司国土交通相が任命した専門家チームであり、旧産業再
生機構の委員長を務めた高木新二郎（現：野村證券顧問）氏、同専務（現：経営共創基盤取締役）
の冨山和彦氏ら５人のメンバーがいた。
（注 2）連結事業計画におけるフリーキャッシュフロー（金利控除前）を割り引いたキャッシュフ
ローのことである。
（注 3）予約・発券などのシステムの構築には莫大な費用を要するため、スターフライヤーなどの
新規参入の LCC は、ANA の中古を購入せざるを得ない。
（注 4）座席の背面には、個人型液晶 TV が設けられており、ニュースや各種番組、飛行位置を知
ることができるエアーショーを行っている。飛行位置を表示する地図では、中規模の都市名も日本
語と英語の両方で表記できるほどきめ細かいサービスを行っている。
（注 5）2012 年 7 月 1 日からは、コーヒーとオレンジジュースも無料でサービスされるようになっ
た。
（注 6）2014 年度以降、原油価格の大幅な高騰などはないため、筆者はスターフライヤーに対し、
売上高は増えても、営業利益や経常利益、税引き後の純利益が減る理由を問い合わせたが、有効な
回答は得られなかった。
（注 7）
『航空幻想』中央経済社の P71 を参照されたい。
（注 8）
「航空事業における税制の現状と課題-LCC 成長へ公租公課見直しは必須、まず航空機燃料
税の廃止が急務-」
『運輸と経済』2012 年 5 月号の P50 を参照されたい。
（注 9）
『航空幻想』中央経済社、P79 を参照されたい。
（注 10）
『航空幻想』中央経済社の PP75～79 を参照されたい。
（注 11）ビバ・マカオは 2005 年にマカオ国際空港を拠点に設立された航空会社であるが、LCC モ
デルに反して座席数 245 の B767 を用いて、ビジネスクラスを設けるなど、
「安かろう、良かろう」
の航空会社を目指した。その結果、安い運賃と良好なサービスで人気は急上昇したが、ビジネスク
ラスを設けたことで、エコノミークラスの座席が大幅に減少してしまった。また B767 という中型
機を導入したことで、自社の HP だけでは充分な売り上げを確保出来ず、旅行代理店などにミッショ
ンを払ってでも、販売せざるを得なくなっていた。そんな時期、燃料価格の高騰の影響をもろに受
け、燃料費の支払いが滞ったことで運航停止となった。
（注 12）
『航空大革命』角川 ONE21 の PP56～77 を参照されたい。
（注 13）
「
“門限”に間に合わず欠航相次ぐ 成田空港のリスクが浮き彫りに」
『エコノミスト』2012
年９月 25 日を参照されたい。
（注 14）
『航空幻想』中央経済社の P210 を参照されたい。
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立地適正化計画における誘導区域設定時の公共交通との関連性
入江 聡 Irie Satoshi※
はじめに
立地適正化計画は、都市のコンパクト＋ネットワーク化により持続可能な都市・
社会を実現する計画として、2014 年の都市再生特別措置法改正により位置づけら
れた。本稿では、立地適正化計画策定における居住誘導区域や都市機能誘導区域を
定める場合の公共交通との関連性として、各都市で定めた駅やバス停からの範囲、
運行本数などのサービスレベルについて調べている。
調査対象都市として、コンパクトシティ形成支援チーム（事務局国土交通省）が
2017 年 5 月（10 都市）
、2018 年 6 月（11 都市）
、2019 年 6 月(5 都市）に発表した、
立地適正化計画を策定しコンパクトなまちづくりを行っているモデル的な都市 26
都市のうち、重点テーマに「地域公共交通」が含まれる 8 都市を対象にした。8 都
市は、熊本市、高松市、岐阜市、金沢市、藤枝市、柏市、見附市、弘前市である。
なお、2019 年 7 月 31 日現在で立地適正化計画が作成・公表されているのは 272 都
市である。

第 1 章 立地適正化計画
1．立地適正化計画とは
都市計画法では、一体の都市として計画的に整備・開発・保全の必要がある区域
を”都市計画区域”として定めている。都市計画区域内には、無秩序にまちが広が
らないように、すでに市街地になっている区域や概ね 10 年以内に計画的に市街化
を図る”市街化区域”と市街化を抑制する”市街化調整区域”を定め、市街地が段
階的に拡大することを前提としていた。
一方、国立社会保障・人口問題研究所による将来人口推計により、全国的に人口
減少と高齢化が進むことが明らかになった。特に地方都市では、住宅や店舗等の郊
外立地の進展により、市街地の拡散や低密度化が進み、公共交通や公共施設、医
療・福祉施設など生活を支えるサービスの提供が将来的に困難になる恐れがでて
きた。
※

一般社団法人交通環境整備ネットワーク 監事
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－立地適正化計画イメージ図（岐阜市ＨＰ立地適正化計画）―

こうした状況を踏まえ、日常生活に必要な公共公益施設や商業施設などが住居
の身近に存在し、公共交通により容易にアクセスできる多極ネットワーク型コン
パクトシティが提唱された。そのため、将来的な公共交通ネットワーク、公共公益
施設や商業施設の配置のほか災害危険区域などの条件をふまえて、立地適正化計
画では市街化区域内に”居住誘導区域”
、
”都市機能誘導区域”を定めることとした。
なお、立地適正化計画の検討範囲は都市計画区域となる。また、市街化区域と市
街化調整区域を定めていない“非線引き都市計画区域”もあるが、この場合でも立
地適正化計画の策定は可能である。
都市計画制度は、用途地域や都市施設の決定、開発行為の規制など静的な計画で
あるが、立地適正化計画は誘導ということで、土地利用を能動的に変えていく役割
を持ち合わせている。
2.地域公共交通との連携
(1)地域公共交通との関係
立地適正化計画は利便性の高い公共交通沿線に居住を誘導することが大きな柱
の一つであり、公共交通との関連性は非常に大きい。これは、居住地から、都市の
中心拠点にある医療・福祉施設などの公共公益施設や商業施設へ容易なアクセス
が必要なためで、策定に当たっては、居住誘導区域と都市機能誘導区域の設定と共
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に持続可能な地域公共交通ネットワークの形成が重要となる。
立地適正化計画と地域公共交通網形成計画は、互いに連携・整合するものであ
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ている。
(2)コンパクトシティ＋ネットワーク
今までの都市の状況は、
「市街地の拡散・人口減少による公共交通の利用者減少
→公共交通事業者の経営悪化→公共交通サービス水準の低下→更なる公共交通の
利用者減少」と、負のスパイラルが続いていた。これからの都市の姿は、利便性の
高い公共交通ネットワークで結ばれたコンパクトシティが求められる。

－地域公共交通施策との連携（立地適正化計画作成の手引き（国土交通省）
）－

公共交通沿線に居住を誘導するには、日常生活に必要な公共公益施設や商業施
設等の計画的配置、公共交通の充実、人口密度の維持方策が必要であるとともに、
次のような方策が必要である。
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【立地適正化計画の取り組み】
①拠点エリアへの医療・福祉等の都市機能の誘導
②公共交通沿線への居住の誘導
③歩行空間や自転車利用環境の整備
【地域公共交通網形成計画の取り組み】
④拠点間を結ぶ交通サービスの充実
⑤乗り換え拠点の整備
⑥拠点エリアにおける公共交通ネットワークの形成
⑦フィーダー路線（支線）やデマンド交通の導入

3．立地適正化計画で定めるもの
(1)立地適正化計画の内容
立地適正化計画では、①“基本的方針”のほか、②居住を誘導しながら人口密度
を維持するエリアとなる“居住誘導区域”
、③生活サービスを誘導する“都市機能
誘導区域”とそこに立地すべき“誘導施設”
、④誘導施設立地のために必要な事業
を定める必要がある。
(2)居住誘導区域の設定方法
居住誘導区域の設定が望ましい区域として、①中心拠点、地域・生活拠点に公共
交通や自転車・徒歩で容易にアクセスできる区域、②駅やバス停の徒歩圏にある区
域、③適切な人口密度が確保される区域、④災害に対する安全性等が確保される区
域としている。
(3)都市機能誘導区域の設定方法
都市機能誘導区域は、各拠点地区の中心となる駅やバス停、公共施設から徒歩、
自転車で容易に移動することが可能で、公共公益施設の配置や土地利用状況とし
て一体性を有する区域としている。
第 2 章 具体的な事例
具体的な事例として、8 都市（熊本市、高松市、岐阜市、金沢市、藤枝市、柏市、
見附市、弘前市）の立地適正化計画における居住誘導区域・都市機能誘導区域の設
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定状況を公共交通との関連する項目に絞って調べた。
1.熊本市立地適正化計画（2016 年 4 月）
(1)居住誘導区域
居住誘導区域は公共交通軸沿線とし、鉄道と軌道の駅から半径 500m 圏、運行本
数 75 本以上あるバス路線から半径 300m 圏としている。

―熊本市立地適正化計画 居住誘導区域のイメージ―

(2)都市機能誘導区域
都市機能誘導区域は、①都市計画マスタープランに位置付けられた中心市街
地、②15 箇所の地域拠点を基本として設定された。そのうち地域拠点は、主要な
鉄軌道駅やバス停から概ね 800m 圏として設定された。
(3)徒歩圏の考え方
路線バスの徒歩圏の考え方として、公共交通基本条例制定（2013 年 3 月）にあ
たって実施した公共交通利用者アンケート調査から、公共交通利用者が利用しや
すいと感じるバス停までの距離をもとに概ね 300m 圏を居住促進エリアとして設定
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した。地域公共交通網形成計画（2016 年 3 月）でも公共交通にアクセスしやすい
区域として、鉄軌道駅から半径 500m、バス停から半径 300m としている。
鉄道に関しては、市政アンケート（2015 年 7 月調査）結果を踏まえるとともに、
路線バスと比較して定時性や輸送力に優れることから、バス停よりも広域な勢力
圏として、概ね 500m 圏と設定した。軌道に関しても、市政アンケート結果のほか
路線バスと比較しても運行頻度が比較的高く、中心市街地や地域拠点など重要な
市街地内を運行していることから、鉄道と同様に概ね 500ｍ圏と設定した。
(4)利便性の高い路線
居住誘導区域の設定でバス路線の条件を運行本数 75 本とした。その考え方とし
て、市政アンケートにおいて、急いでいる時は 10 分間隔以内で 8 割が許容し、急
いでいないときは 15 分間隔以内で 8 割が許容とされた。この結果から、運行時間
を 6 時～22 時と仮定し、ピーク時（7～8 時、17～18 時）が毎時 6 本、オフピーク
時を毎時 4 本として 1 日の運行本数を 75 本とした。
(5)公共交通に関する数値目標
数値目標のうち、公共交通に関する目標値として、公共交通機関の年間利用者数
5,543.6 万人(2015)→5,493.3 万人（2023)としている。なお、目標値が減少してい
るが、これは地域公共交通網形成計画に位置付けられたもので、
“公共交通利用者
数の減少の低減”という意味合いである。
2.高松市立地適正化計画（2018 年 3 月策定、2019 年 3 月改定）
(1)居住誘導区域
居住誘導区域は、公共交通利便性と人口密度の条件を掛け合わせたものとして
いる。公共交通利便性は、①鉄道駅から 800m 圏内、②国道・主要地方道（県道）
・
4 車線以上の公道の沿道 300m 圏内、③運行本数 15 本以上のバス路線沿線 300m 圏
内としている。
①～③とも人口密度の条件も必要で、①②が人口密度 30 人/ha 以上、または 20
人/ha 以上かつ過去 10 年で人口密度増加率 50%以上となっており、③が人口密度
30 人/ha 以上となっている。
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―高松市立地適正化計画 居住誘導区域のイメージ―

(2)都市機能誘導区域
都市機能誘導区域は、①広域都市機能誘導区域、②一般都市機能誘導区域、③学
術都市機能誘導区域に分類している。そのうち広域都市機能誘導区域は、都心地域
として拠点の中心から 2km の範囲、一般都市機能誘導区域は駅などの拠点の中心
から生活交流拠点で 600m、地域交流拠点で 800m の範囲としている。
(3)徒歩圏の考え方
高松市総合都市交通計画（2019 年 3 月改定）で郊外部における公共交通空白地
域の定義をしており、鉄道駅勢圏 800m バス停勢圏 300m の範囲外としている。
(4)利便性の高い路線
居住誘導区域の公共交通条件の一つに運行本数 15 本以上が使われている。
(5)公共交通に関する数値目標
数値目標のうち、公共交通に関する目標値として、交通結節拠点におけるバス路
線の結節数（都心部除く）3 路線(2016)→18 路線(2028)、公共交通機関利用率
14.7%(2016)→17.3%(2028)としている。
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3.岐阜市立地適正化計画（2017 年 3 月）
(1)居住誘導区域
居住誘導区域は、①まちなか居住促進区域、②居住促進区域に分類した。また、
居住誘導区域外を③一
般居住区域、④郊外居
住区域（以上市街化区
域内）
、⑤集落区域（＝
市街化調整区域）とし
て定めた。
そのうち居住促進区
域は鉄道駅から半径
1km 以内、岐阜駅を中心
とした 8 本の幹線バス
路線から 500m の範囲と
している。なお、居住誘
導区域外でも公共交通
との関連は位置付けて

―岐阜市地域公共交通網形成計画
集約型都市構造形成イメージ―

おり、一般居住区域では比較的利便性の高い支線バス路線から 500m の範囲として
いる。
(2)都市機能誘導区域
都市機能誘導区域を、①都心拠点区域、②地域生活拠点区域、③都市機能拠点区
域・産業拠点区域として定めている。それぞれ、都市計画マスタープランで位置付
けた区域を採用している。
(3)徒歩圏の考え方
地域公共交通網形成計画(2015 年 3 月策定、2019 年 7 月改定）に公共交通をカ
バーする区域が位置付けられており、鉄道の駅勢圏は 1km、路線バスは通勤通学
需要に対応していることや運行サービス頻度が高いことなどから 500m、コミュニ
ティバスは主に地域内の通院・買い物など日常生活を支える移動手段となってい
ることから 300ｍとしている。
(4)利便性の高い路線
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利便性の高い路線バスのサービスレベルが地域公共交通網形成計画に位置付け
られており、バスネットワークを構成する幹線バスは運行本数 100 本以上として
おり路線再編に合わせた BRT 化も視野に入れている。
(5)公共交通の数値目標
数値目標のうち公共交通に関するものとして、路線バス・コミュニティバスの年
間利用者数 1,700 万人(2013)→1,900 万人(2020)、鉄道駅の年間乗車人員数 2,190
万人（2012）→2,260 万人(2020)としている。
4.金沢市集約都市形成計画（2017 年 3 月）
(1)居住誘導区域
居住誘導区域は、①まちなか区域、
②公共交通重要路線沿線区域及びふ
らっとバス沿線区域、
③歴史文化居住
区域に分類している。なお、公共交通
重要路線は第 2 次金沢交通戦略(2016
年 3 月）で位置付けた路線である。
そのうち公共交通重要路線沿線区
域及びふらっとバス沿線区域は JR
駅・IR いしかわ鉄道駅から 500m、北
陸鉄道駅から 300m、バス路線から
300m の範囲内としている。
なお、
居住誘導区域に含まれない市
街化区域のうち、
災害リスクの高い区
域を除いた区域を“一般居住区域”と
定めている。

―金沢市集約都市形成計画
区域設定のイメージ―

(2)都市機能誘導区域
都市機能誘導区域は、①都心拠点、②地域拠点、③特定機能地区に分類している。
このうち地域拠点が主要な交通結節点及びその徒歩圏として、森本駅、東金沢駅、
西金沢駅から 500m 圏内としている。
(3)徒歩圏の考え方
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徒歩圏は一般成人が抵抗なく高齢者も移動が可能な距離である 300m を基本とし
ている。金沢市では徒歩圏に関する指標の事例研究があり、中学校区別平均で 215
ｍ～514ｍ、要介護者で 358m、健康高齢者で 481m となっている。また、土木学会
のバスサービスハンドブックを出典とした数字を載せており、徒歩圏に関する指
標（抵抗を感じない距離）では、90%の人が抵抗感なく歩ける距離（約 3.5 分）が
一般的な人 300m、高齢者等 100m となっている。
但し、JR 駅・IR いしかわ鉄道駅は徒歩圏を 500m としている。これは、定時性・
運行本数等のサービス水準が高く重要な交通結節点として機能していることを考
慮している。
(4)利便性の高い路線
利便性の高い路線バスのサービスレベルが第 2 次金沢交通戦略に位置付けられ
ている。公共交通重要路線における目標運行本数は、利用者の多い方向で朝ラッ
シュ時(7～9 時）5～10 分に 1 便、日中～夕方（9～17 時）10～20 分に 1 便、早朝・
深夜 20～30 分に 1 便としているが、ここには具体的な本数の明示はない。なお、
公共交通重要路線は第 2 次金沢交通戦略において、一定の利用が見込まれ、高水
準の公共交通サービスを確保し、より一層の利用促進を図る路線で運行頻度の向
上・定時性の確保に取り組む路線としている。
(5)公共交通に関する数値目標
数値目標のうち交通に関する目標として、公共交通重要路線に位置付けられた
バス停の１日当たり公共交通利用者数
（乗車数）
70,755 人(2014)→84,000 人(2032)
としている。
5.藤枝市立地適正化計画（2018 年 3 月）
(1)居住誘導区域
居住誘導区域は、①生活利便性が確保される区域、②生活サービス機能の持続的
確保が可能な区域、③災害に対する安全性や土地利用状況など居住に適している
と判断される区域に分けられる。生活利便性が確保される区域として、公共交通に
比較的容易にアクセスすることが出来る範囲としてバス停から半径 500m としてい
る。
(2)都市機能誘導区域
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都市機能誘導区域の設定方針として、①市内のどの地域からも利用しやすいよ
う公共交通の利便性が高い範囲、②都市機能誘導区域を形成していくため既存の
公共施設やまちづくりを進める計画との整合、③都市機能施設の立地が望ましく
ない地域の除外を挙げている。そのうち、①公共交通の利便性が高い範囲として鉄
道駅から 800m、バス停から 300m の範囲としている。
(3)徒歩圏の考え方
公共交通の利便性が高い範囲として、鉄道駅から 800m の範囲、バス停から 300m
の範囲としている。
(4)利便性の高い路線
基幹的公共交通路線は鉄道と運行本数 30 本以上の運行頻度のあるバス路線とし
ている。運行本数 30 本以上とは、概ねピーク時片道 3 本以上相当としている。
(5)公共交通に関する数値目標
目標値のうち公共交通に関するものとして、路線バスと乗合タクシーの年間利
用者数 1,407,000 人(2015)→1,407,000 人(2030)としている。
6.柏市立地適正化計画（2017 年 3 月）
(1)居住誘導区域
居住誘導区域は、①鉄道駅の利用圏内、②基幹的なバス交通が通る路線（運行本
数 60 本以上）のほか、③一体的市街地整備の実施箇所、④公園・緑地の利用圏内、
⑤将来人口密度が 40 人/ha 以上保たれる地域から、非居住系用途や災害リスクの
高い地域を除いた区域を基本としている。
そのうち①鉄道駅の利用圏は柏駅・柏の葉キャンパス駅は半径 1km、その他の駅
は半径 800m、②基幹的なバス交通が通る路線から 300m の範囲としている。
(2)都市機能誘導区域
都市機能誘導区域は、①都市拠点、②ふれあい交流拠点、③生活拠点、④暮らし
の小拠点に分類される。①都市拠点は柏駅、柏の葉キャンパス駅周辺、③生活拠点
は柏たなか駅、豊四季駅、北柏駅、南柏駅、新柏駅、増尾駅、逆井駅、高柳駅周辺
となる。④くらしの小拠点は近隣センター付近のバス停を中心とした半径 300m の
範囲内の拠点としている。
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(3)徒歩圏の考え方
駅の徒歩圏として、柏駅は 1km 超、その他の駅はバラツキはあるものの概ね徒
歩 10 分圏域(800m)での利用が見られる。バス停の徒歩圏として半径 300m として
いる。
(4)利便性の高い路線
運行本数が多く利便性の高いバス路線として運行本数（平日）60 本以上でオフ
ピーク時でも毎時 3～4 本運行する路線としている。
(5)公共交通に関する数値目標
数値目標のうち公共交通に関するものとして、基幹的公共交通路線の徒歩圏人
口カバー率の目標を 66.2％(2017)→69.8%(2028)としている。基幹的公共交通路線
とは、鉄道路線と運行本数 60 本以上のバス路線としている。
7.見附市立地適正化計画（2019 年 3 月）
(1)居住誘導区域
居住誘導区域は、鉄道駅から 500m の範囲、路線バス・コミュニティバスの沿線
300m の範囲とするほか、都市機能誘導区域の外縁 300m の範囲としている。
(2)都市機能誘導区域
都市機能誘導区域は、見附駅周辺地区、公共施設が集積する見附地区、旧今町の
商店街が集積した地区としている。
(3)公共交通に関する数値目標
目標値のうち公共交通に関するものとして、コミュニティバス年間利用者数
12.3 万人(2015）→20 万人（2020）としている。
(4)その他の特徴
見附市は、公共交通を活用した健康都市を目指しており、その紹介をする。
見附市の将来都市像は「スマートウエルネスみつけ」で、人々が健康で生きがい
を持ち安心安全で豊かな生活を送れる状態を「健幸（けんこう）＝ウエルネス」と
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呼び、この理念のもとに「歩く」ことを基本とした「住んでいるだけで健やかに幸
せに暮らせるまち」
の実現に向けた取り
組みを進めるとして
いる。
こうしたことか
ら、見附市では過度
の車依存から脱却し
て、歩いて暮らせる
健幸コンパクトシ
ティの形成を目指し
ている。この実現の
ためにも、居住機能
や福祉・医療・商業等
の都市機能の立地、
公共交通の充実に関

－見附市 健幸都市の将来像イメージ－

する包括的なマス
タープランとなる立地適正化計画の役割は大きい。
8.弘前市立地適正化計画（2017 年 3 月）
(1)居住誘導区域
居住誘導区域は、①ＪＲ駅から概ね 800m 以内、②弘南鉄道駅から概ね 300m 以
内、③中心地区と地域拠点又は学園地区を結ぶ主要なバス路線のバス停から概ね
300m 以内、④都市機能誘導区域の境から概ね 300m の範囲としている。主要なバス
路線は、地域公共交通網形成計画（2016 年 5 月）に位置付けた、中心軸幹線、中
心地区線に位置付けがある路線（運行本数 48 本以上）としている。
(2)都市機能誘導区域
都市機能誘導区域は、①多様な都市機能が集積している中心地区、②生活を支え
る都市機能が備わる複数の地域拠点、③高等教育機関等が立地した学園地区を対
象としており、弘南鉄道の駅周辺を地域拠点としている地区もあるが、必ずしも駅
周辺とはしていない。

- 149 -

ecotran 2019 N0.11

(3)徒歩圏の考え方
地域公共交通網形成計画での徒歩圏は、ＪＲ駅が半径 1km の範囲、弘南鉄道駅
が半径 500m の範囲、バス停が半径 300m の範囲となっており、居住誘導区域設定
条件はこれより縮小している。
(4)利便性の高い路線
利便性の高い路線バスのサービスレベルが地域公共交通網形成計画に位置付け
られている。路線ごとの運行区域や生活時間帯に応じた運行頻度、運行時間帯の目
安を設け、①中心部区域では、運行時間帯 6～21 時、ピーク時間 15 分間隔、オフ
ピーク時間 30 分間隔、②市街化区域の郊外では、運行時間帯 5 時 30 分～21 時、
ピーク時間 15 分間隔、オフピーク時間 40 分間隔、③田園・市町村間連絡では、運
行時間帯 7～19 時、ピーク時間 60～90 分間隔、オフピーク時間 90～120 分間隔と
している。)
居住誘導区域で定義している主要なバス路線は、運行本数 48 本以上（30 分に 1
往復以上）の運行を想定としているが、これは中心部区域の運行間隔（頻度）が該
当すると考えられる。
(5)公共交通に関する数値目標
公共交通や徒歩・自転車を主な交通手段とする人の割合目標を、36.7%(2010)→
42.2%（2035)としている。また、公共交通利用に対する満足度 31.7%を管理指標と
して、今後の動向確認に用いるとしている。
第 3 章 まとめ
1.まとめ
(1) 誘導区域設定時の鉄道・バスの徒歩圏
鉄道・バスの利用圏域を調べた結果、鉄道で 300m・500m・800m・1,000m、バス
路線で 300m・500m となっており、鉄道はＪＲ駅と地方民鉄駅とで大きくバラツキ
がある。これは各都市の考え方であるが、地域公共交通網形成計画で定めたものを
引用しているもの、立地適正化計画独自で定めているものに分けられる。また、数
値の根拠として、自治体独自の調査、アンケート結果の活用や土木学会バスサービ
スハンドブックから引用しているもののほか、根拠が明確でないものもある。
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【各都市の徒歩圏の範囲と地域公共交通網形成計画との整合】
都市名
熊本市
高松市
岐阜市
金沢市
JR
500m
800m
1000m
500m
私鉄
500m
800m
1000m
300m
幹線バス
300m
300m
500m
300m
支線バス
300m
300m
300m
網計画
〇
〇
〇
×
都市名
藤枝市
柏市
見附市
弘前市
JR
1000m
500m
800m
私鉄
800m
300m
幹線バス
500m
300m
300m
300m
支線バス
300m
網計画
×
×
×
△
〇：立地適正化計画と地域公共交通網形成計画が整合
△：地域公共交通網形成計画にも徒歩圏があるが、立地適正化計画とは
違う考え方
×：地域公共交通網形成計画には徒歩圏はない。

今回の調査には入っていないが、長崎市のように坂道の多い都市では、平均勾配
10％以上であればバス停徒歩圏 150ｍという例もあり、地形の状況を考慮している
都市もある。
(2)利便性の高い路線
居住誘導区域設定の条件として利便性の高いバス路線を本数で表している都市
があるが、各都市のバラツキが大きい。
高松市
運行本数

15 本

弘前市
48 本

柏市
60 本

熊本市
75 本

本数の算出方法として、高松市の 15 本の根拠は地域公共交通網形成計画にも立
地適正化計画にも未記載だが、概ね 1 時間当たり 1 本程度の運行と想定できる。
柏市の 60 本も根拠が未記載だが、概ね 1 時間当たり 4 本程度の運行と想定でき
る。弘前市の 48 本も根拠が未記載だが、概ね 1 時間当たり 3 本程度の運行と想定
できる。金沢市は第 2 次金沢交通戦略に時間毎の目標運行本数は明示しているが 1
日当たりの本数には至っていない。熊本市は市政アンケート結果をもとに運行間
隔に対する市民の許容範囲から運行本数を算定している。
運行本数の検討例として、熊本市立地適正化計画の資料を以下に記載する。ここ
から、運行本数 75 本以上のバス路線を定義している。
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―熊本市立地適正化計画 運行本数算出―

(3)目標値
目標値のうち公共交通に関するものとして、公共交通全体では利用者数や利用
率、鉄道やバス単体では利用者数、その他でバス路線結節数や公共交通の利用満足
度が挙げられている。これは、各都市の地域公共交通網形成計画や立地適正化計画
が目指す方向性の違いによるものと思われる。
目標年次の考え方として、都市計画マスタープランなどの上位計画に合わせた
ものと概ね 20 年後としたものに分かれる。概ね 20 年後は、都市計画運用指針に
「立地適正化計画はおおむね 20 年後の都市の姿を展望することが考えられる」か
らきている。
今回調査した 8 都市では、立地適正化計画自体の計画年次が都市計画マスター
プランと整合を取ったものは 2025～2030 年まで、概ね 20 年後とするものは 2035
～2040 年までとなっている。
目標値の実現可能性として見附市を事例として進捗状況を確認する。見附市で
は、コミュニティバスの利用者 2015 年 12.3 万人を 2020 年にはその 1.6 倍の 20
万人を目標値としている。これは、地域公共交通網形成計画の目標値とも整合して
おり、その 2018 年中間目標値は 19.0 万人としている。2018 年度の利用実績値が
182,155 人となっており、計画にかなり近い数字に増加している。
(4)まとめ
立地適正化計画は、公共交通沿線に居住を誘導することが大きな柱の一つであ
る。今回調べた 8 都市は、鉄道駅やバス停からの距離をふまえて居住誘導区域を
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設定している。また、一部ではあるが公共交通のサービスレベルを明らかにするこ
とで、利便性の高い公共交通の確保に努めようとしている。今回調べた都市は地域
公共交通が重点テーマなので、鉄道・バスの徒歩圏から居住誘導区域を設定してい
る。しかし、その他の都市の一部ではあるが、市街化区域のほとんどを居住誘導区
域にするなど、公共交通を必ずしも重要視していない事例も見受けられる。
コンパクトシティ＋ネットワークの図にあるとおり、各誘導区域と公共交通を
セットで考えることが、立地適正化計画のテーマである。そのため、鉄道駅とバス
停の徒歩圏が重要となる。徒歩圏の考え方として、この調査では、鉄道駅、バス停
とも距離にバラツキがあった。2019 年 7 月の国土交通省の都市計画基本問題小委
員会の中間とりまとめ「安全で豊かな生活を支えるコンパクトなまちづくりの更
なる推進を目指して」の参考資料では、公共交通の利便性が高い区域の具体的な事
例（33 都市）として、①鉄道駅から 800m～1,000m 圏内 、②主要バス路線のバス
停から 300m～500m 圏内とまとめており、これくらいの数値が妥当と考えられる。
目標値では見附市を例に挙げたが、目標値の実現に向けて立地適正化計画と地
域公共交通網形成計画の整合・連携を取りながら、進行管理をしっかり行うことが
求められる。
全ての立地適正化計画に、計画の実効性を高めるためのＰＤＣＡサイクル（Plan
（計画）－Do（実 行）－Check（評価）－Action（改善）
）があり、関連計画も含
めて適切に進行管理をしながら概ね 5 年程度を目途に必要に応じて見直しを行い、
都市の立地適正化を創り上げていくことが重要である。
2.終わりに
本稿を書くにあたり、最初は地域公共交通網形成計画と立地適正化計画の関係
を調べようと思った。駅勢圏・バス停圏やサービス水準が地域公共交通網形成計画
で示され、それに基づき立地適正化計画の居住誘導区域が決まると思っていた。最
初に調べた熊本市はそのとおりであった。しかし、調べるにつれて必ずしもそうで
はないことが分かった。鉄道・バスの徒歩圏の設定が地域公共交通網形成計画の必
須事項ではなかった。結局、駅勢圏・バス停圏やサービス水準は立地適正化計画に
位置付けている方が多いと感じたので、テーマを表題のとおりとした。
富山市の森市長の話を幾度か聞いて考えたことは、持続可能な都市経営を可能
とするためには財源確保が大きな課題となる。市町村税のうち、土地の価格に連動
する固定資産税と都市計画税が、税収全体の約 45％（全市町村合計値）を占める。
安定的な自主財源を確保するために、立地適正化計画ができることは、都市機能の
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集約を含めた都市再生や住宅地の一定の人口密度の確保であり、これにより地価
を保ち、固定資産税等の税収を安定的に一定程度確保することが重要である。

―地方税の税収内訳（令和元年度予算・地方財政計画額）―

立地適正化計画によりコンパクトシティ＋ネットワークを実現するためには、
誘導施設の配置のほか公共交通施策といかに連携・整合、そして計画通り進めてい
くかである。またおおむね 20 年後を展望するという長期的な時間軸を持つ計画で
あり、都市計画区域の整備・開発・保全の方針や都市計画マスタープランとともに、
長期的な視野をもって進めていくことが重要である。
今回のテーマ外だが、居住誘導区域外及び都市機能誘導区域外の建築・開発行為
の抑制も非常に重要である。

【参考文献】
1.国土交通省 HP http://www.mlit.go.jp/
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づくりの更なる推進を目指して」https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/toshi01_sg_000232.html
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輪行紀行

自転車で東北を一周してみたら約 3000km 走ることに
高橋敏昭 Takahashi Toshiaki※
公共交通＋自転車のみで東北地方を一周
自転車で東北一周などと聞くと学生さんが長期休みを利用して、毎日毎日自転
車を漕いでチャレンジするような壮大な旅をイメージする方もいるかもしれませ
んが、そんなことはありません。私は 50 代の会社勤めのサラリーマンで、休日や
祝日を利用して少しずつ進め実に 7 年をかけて、一周を達成しました。自転車旅
行のスタイルは「輪行」といわれるもので、自転車を折りたたんで、専用の袋にい
れて、鉄道、バス、船などの公共交通機関に持ち込むものです。輪行すると、鉄道
などで自転車のスタート地点に向かい、走り終れば、また袋にいれて帰宅の途に付
くことが可能となります。
ふとしたきっかけで一周へエスカレート
東北一周の起点は、羽越本線の村上駅（新潟県村上市）で、出発したのは震災後
の平成 23 年 7 月。このときから、東北一周を目論んだ訳ではなく、新しい自転車
を手に入れたので、どうせなら景勝地笹川流れを走って鶴岡あたりから帰ってこ
ようと出発したのでした。このツーリングで
は、日本海の景勝地はもちろんのこと、鼠ヶ関
の集落には、新潟県と山形県の堺目となる石碑
を発見したりして、自転車ならではの旅を満
喫。輪行は遠征が簡単なこともあって、
「この先
はどうなっているのだろう」と気持ちが高ま
り、ならば、少しずつ走る区間を進めて、東北
地方の海に沿って外周してみようとエスカ
レートしてしまいました。実施にあたっては、
下記のような自分なりに緩いルール（縛り）を

写真①村上駅を出発して、景勝地
「笹川流れ」を通って山形県へ向
かって、出発！

決めました。
・なるべく海岸線に近いルートとする（横断はなるべく県境）
※

株式会社ユアテック
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・交通量の多い国道（特に 1 桁や 2 桁国道）を避ける
・現地までのアクセスは、公共交通機関とする
・可能であればツーリング終了後に風呂（温泉）に入る
・危険な道は回避する
そして、全区間を一貫して使った自転車は、ダホン（本社アメリカ）社製のダッ
シュ X20。ダイヤモンドフレームに 20 インチの小さなタイヤのミニベロロードと
いう車種で、見た目とは違いフレームが二つ折りになる、れっきとした折りたたみ
自転車です。カーボン製のドロップハンドル、変速機はフロント 2 段、リア 10 段
の合計 20 段を装備、タイヤも 1.15 という細めのタイヤ、そして標準重量は 8.9kg。
折りたたみというコンパクト性、そして本格派ロードバイクには及ばないものの、
それに近いパフォーマンスなど、たいへん優れた性能を持つ車種とは思っていま
す。ただ、その魅力が広がらないのか、あまり売れなかったようで、道中ですれ
違ったのは皆無でした。
公共交通と自転車で走る区間を組み合わせてプランするのも楽しみのうち
基本ルートは、A 地点→B 地点へ、次は B 地点→C 地点と繋ぎながら進めてい
きます。外周なのでルート作りは簡単にも思えるのですが、土日一泊ならともかく
日帰りの場合は、どこの駅まで何の列車で行って、帰路は、どこで風呂に入って、
どの駅から何の列車で帰ってくるのか、パンクなどのトラブルで遅れた場合はど
うするか、自分の体力と走破力、その他リスクも含めて考えなければなりません。
加えて、週間予報で天気と風向き、強さをチェックするので、条件が揃わず、1 区
間を進めるのに足踏みすることも。もちろん、料金を少しでも安くすることも忘れ
ません。実際に走る前から、国土地理院の地形図が見られる「ウォッちず」サイト
と時刻表、そして天気予報を睨めっこしながらの作業となります。
例えば、村上駅から日本海沿いに羽前水沢駅まで走った場合、次の区間は同じ駅
から繋ぎたいところです。しかし、仙台から陸羽東〜西線経由で羽越本線の羽前水
沢駅までJR を利用すると連絡が悪くて、
ツーリングの効率がとても悪くなります。
このときは、陸羽西線・狩川駅で下車して、庄内平野を走って鶴岡を通過し、三瀬
駅付近から海岸線にでて、前回の区間を繋いで北上しました。また、三陸エリアで
は、沿岸部の土曜走行を避けるため、土曜日に内陸から沿岸部へ、日曜日に次の予
定区間を進めることもあり、
「糊代」走行区間がたくさん出てしまいます。ただこ
れも無駄ではなく、これはこれで楽しい区間です。
また意外かもしれませんが、航路も使いました。青森県の下北半島は、青森－脇
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ノ沢－佐井のシィライン、脇ノ沢－蟹田のむつ湾フェリー、そして、大間－函館の
津軽海峡フェリーを経由した方が陸路より便利なケースもあり、大間から函館を
経由して仙台に戻ることもありました。このほか、山田線が災害運休となっていた
ことから盛岡－宮古の都市間バスやJR の本数が少ないことから一ノ関－気仙沼の
路線バス、そして大船渡・気仙沼線付近では BRT にも輪行。自転車ツーリングに
加えて、いろいろな乗り物に乗るも醍醐味もありました。
アップダウンが少なく比較的走りやすい東北の日本海側
村上を起点に日本海側を北上すると、竜飛岬の手前まで大きな峠はなく、多少の
登り下りはもちろんありますが、基本的には砂浜と岩場の海岸線が交互に現れ、景
色も良く走りやすい道が続きます。高速鉄道こそありませんが、鯵ヶ沢までは一部
で少し離れることはあっても、羽越本線と五能線が沿っているので、トラブルが起
きても強い味方（簡単に帰路へ）となってくれます。
一方、東北日本海側の大幹線国道である７号線（新潟・青森）は、大型車を含め
て交通量が多いため、なるべく走らないようにしましたが、新潟－山形県境、山形
－秋田県境 由利本荘－秋田は、迂回できる道がないためにシブシブ走ることに。
特にブツ切りに開通の日本海沿岸東北道（日沿道）の未開通区間では、国道７号を
大型トラックが走ることになります。こうなると常に脇を大型車が抜いていき、風
圧と騒音を我慢。そこにトンネルが来れば、追突防止に複数のテールランプを光ら
せての走行となりました。そんな区間でも、旧道が残っているケースがあり、そち
らに逃げ込むと、通り一つを隔てて車が一台も通らない静かな昔からの街並みが
残っていたりして、しばしホッと一息をする
時間となりました。
走りやすい地形が続くので、進みが早いの
も日本海側の特徴で、しかも夏場は晴天が多
く、やませでグズつく東北太平洋側とは違い
気持ちよく走れます。ただし、10 月も後半に
もなると日本海からの湿った西風が吹く日
が増えて、雨も多くなります。走行ルート図
を見ると男鹿半島がキレイに海岸線をト
レースできていないのは、何度か計画するた
びに雨となり、ついに半島周回は断念して

写真②津軽中里駅を終点にして、
津軽鉄道で帰路に。硬券のＪＲ連
絡切符が出てきました。
（平成25年6月2日）

ショートカットすることになりました。結局、男鹿半島については、東北一周後、
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夏の天気の良いときに一周しました。
青森県入りし、鯵ヶ沢からは津軽半島の西側を通るため、いよいよ鉄道駅から大
きく離れることになります。また津軽半島西部は人口密度が著しく低くなるので、
人家がなく、もちろん店や自動販売機もないところを長時間走ることもあり、今ま
でとは違い水分補給などしっかり準備しなければなりません。そんな津軽半島に
も、津軽鉄道や津軽線があるので、有効に活用して、走行区間を分割しながら進み
ました。延々と日本海側を走ってきて、最初の大きな峠となるのが、龍飛崎の手前
の国道 339 号、通称「竜泊ライン」
。そこを越えて、龍飛崎に至り、日本海側が完
了しました。
海岸線が 796km もある青森県は 1 年かかりで走破して太平洋側へ
龍飛崎から津軽海峡、陸奥湾を見ながら青森市へ。対岸には下北半島、夏泊半島
が見えて、いずれそこを走ることになります。調べてみると青森県の海岸線は
796km。走るルートはこれと同じではありませんが、同一県内で走る距離は、これ
までの県に比べると格段に長くなります。また起点・終点ともにアプローチに時間
がかかることから、青森県は日本海の秋田県境から太平洋側の岩手県境まで都合 1
年を要しました。ただ、それだけの時間をかけて走っただけに印象は深く、特に下
北半島は、マサカリの歯の部分にあたる脇野沢から大間にかけての道は激しい
アップダウンで体力的に厳しく感じましたが、それと引き換えに仏ヶ浦などの海
岸線や海の美しさは格別なものがありまし
た。さらに大間から尻屋崎を経て、六ヶ所〜
三沢にかけては、原生林や湿地帯がほとんど
でアップダウンが少なく走りやすいものの、
民家がまったくない道を 2〜3 時間走ること
もあり、ある意味「本州離れした風景」が楽
しめる日本の秘境です。不思議なもので、こ
ういうところに限ってパンクしますが、自己
修理にて無事にクリアしました。
八戸から南は、三陸海岸の始まりで、国道

写真③下北半島の仏が浦。ここに
来るためには激しいアップダウ
ンの果て。でも景色はたいへんす
ばらしい。
（平成26年7月6日）

45 号線で仙台までというイメージがありま
すが、今まで同様になるべく避けるようにルート作りを心掛けました。この国道は
リアス式海岸の各半島のつけ根を串刺しにしていることが多く、距離は長くなり
ますが、半島を走れば迂回することが可能。それでも逃げ道がない場合は、国道を
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走ることになりましたが、平日・土曜は復興工事の大型車が多く、しかも埃っぽい
こともあるので、工事が休みになる日曜日に走るように行程を工夫しました。
三陸海岸というと「北山崎」や「鵜の巣断崖」など海岸に沿って道も作れないよ
うな断崖が海に突き出ている感じがしますが、八戸線が比較的海に近いところに
線路があるように、久慈あたりまでは、海に近い道で景色を楽しみながら走ること
ができます。本格的に断崖絶壁がはじまるのは、ドラマ「あまちゃん」のロケ地・
小袖浜を過ぎたところから海に沿う道は少なくなります。海岸沿いの集落から、
100m〜200m の激坂を登って、ピークを越え一気に下って、次の海岸の集落へ向か
うのが基本的な走り。南下するためには、それを何度も繰り返し、さらに、国道を
避けるために突き出た半島を迂回するので距離も伸びます。この修行走行のよう
な区間に、同行した友人は、結構な厳しさに、途中からは誘いにも乗らなくなり、
いつものように単独で走ることになってしまいました。
一方、久慈市を過ぎると東日本大震災の傷跡がハッキリと分かるようになりま
す。特に宮古市から南では、海岸線にある集落は壊滅状態で、当時は復興工事も途
上であったことから建物の基礎だけが残る平場だらけ。少し大きな街になると嵩
上げや区画整理で地図がまったく役に立たない状態のところもあります。ここに
街並みがあったのだろうと思いながら走り抜けることもしばしばでした。そんな
気仙沼では、港近くの市街地で昔からの銭湯が復活していて、列車に乗る前に一風
呂浴びにいき、店主と話しをしたら区画整理で間もなく廃業だそうで、また利用し
たいと思っただけにとても残念でした。久慈市以降は、東日本大震災の被災地を
延々と巡ることとなります。
海に突き出た「重茂半島」
「広田半島」
「唐桑半島」など名前がついているところ
のほか、名前が無い半島も多く、地図で調べて
舗装道路で抜けることができるのなら、そちら
を通ることにしました。忙しない国道 45 号か
ら半島部に入るとどこもすれ違う車両はほと
んどなく、杉林の中を走り抜けると、
時には猿、
カモシカに出くわすことも。そして、海岸線ま
で降りて行かず、比較的標高があるところに道
を作って周回したところでは、海が近いものの
山岳道路のようでした。
当時は宮古・釜石間の鉄道が不通であったた
めに、この区間は一気に走りましたが、早期復

写真④「ちょうど、列車が来る時
間！」三陸鉄道（綾里―恋し浜）
で自転車と一緒に1枚。鉄道のあ
る風景は、やはり良いものです。
（平成28年11月23日）

旧した三陸鉄道沿線ともなれば別。拠点となる駅もあり、さらに定時性や快適性か
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ら、フレキシブルにルート造りが可能となり、鉄道のありがたみと便利さを実感し
ました。しかし、大船渡から BRT 区間で、名前こそ横文字ですが車両は一般的な
路線バスと同じ。常に空いているので、輪行しても文句を言われることはありませ
んでした。しかし、鉄道車両に比べると小さい車体の上に、座席も狭くて大きな荷
物を持っての利用には不向き。しかも利用者の便を図って、あっちこっちに遠回り
もするので、所要時間がかかり、以前の鉄道移動を知っているとイライラします。
自転車利用者からすると鉄道復活は無理でも車内に余裕がある連接バスなどを導
入してくれるとよいなと思います。
牡鹿半島を境に南側は平野部に、しかし原発のため大迂回
岩手県から宮城県に入り、唐桑半島を周遊。そして、オプションとして気仙沼湾
に浮かぶ気仙沼大島までフェリーで渡ります。島内の標高 235m の亀山展望台の山
登りを含めて約 3 時間で 1 周できました。宮城交通の島内完結の路線バスが走っ
ていたりする面白い島でしたが、2019 年に本土と島を結ぶ橋が完成して、現在で
は陸続きとなり、環境が激変。車が殆ど走らなかったのも今は昔となったようで
す。気仙沼からは鉄道復旧を諦めた「気仙沼線」の残骸をところどころに見ながら
南下して、女川でようやく鉄道アクセスが可能となります。この駅は、銭湯付き駅
舎で周囲にはコンビニや食堂、店舗も先行してできているので、ツーリングの拠点
として今後も活用できそうです。
女川からは太平洋に大きく突き出た牡鹿半島へ。日本海側の男鹿半島は付け根
をショートカットしましたが、牡鹿半島はパスせず周回しました。付け根をパスす
ればわずか 1 時間ですが、この半島を境にいろいろな変化があるとのこと。地元
の人の話では、半島の北側は親潮（寒流）がぶつかり、南側は黒潮（暖流）が入っ
てきて水温も違うとか。また、半島で三陸海岸が終わり、その南側からは仙台平野
で、仙台湾に沿っていわき方面へと砂浜地帯となります。実際に牡鹿半島を走る
と、アップダウンが激しい上に、殆どの集落が流されていて、商店や自販機もなく、
水の調達もままならない状態。それでも 1 日で 120km、獲得高度（総上り下りトー
タル）2000m と厳しいながらも半島周回をクリアし石巻に到達できました。この
半島には鉄道こそありませんが、先端の鮎川から離島となる網地島・田代島を経由
して石巻までの航路があり、幸いギブアップせず、船にお世話にならずに済みまし
た。
石巻からは一変、仙台平野・仙台湾に沿って体力的にはまったく問題ない平坦
ルートが始まります。ただ、東北一の人口を抱える仙台市を通り抜け、しかも海岸
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線は復興工事真っ只中で大型車だらけ。なんとか脇道を見つけて走ってみると、通
行止めで戻ることも何度がです。他の地区に比べて復興工事が進んでいることも
ありますが、埃っぽくしかも路側帯もない県道を車に煽られながら走ることもし
ばしば。阿武隈川を渡り、亘理町に入ってようやく自転車がのびのびと走れる環境
となりました。しかしながら、復興途中で県道は震災後の簡易舗装、しかも宮城・
福島県境は土地が津波により流失して不通で、あぜ道をつないで福島入りです。た
だ、この頃になると常磐線が、亘理、浜吉田、原ノ町、浪江と次々と再開。行き帰
りや通常ツーリングで何度も使いましたが、鉄道を利用する人が多く、しかも乗客
の会話から常磐線再開をとても喜んでいることが乗るたびに伝わってきて、大船
渡線や気仙沼線との差を感じてしまいました。
順調に原ノ町まで来ましたが、この先、浪江
―富岡間は福島第一原発事故のため、自転車で
いわき方面へ抜けることは、不可。バス代行で
繋いでしまっても良いのですが、それでは面白
くありません。原ノ町から阿武隈高地を越え
て、その昔鉄道の終点だった川俣へ。そこから
磐越東線の船引を経て四ツ倉へと、再び阿武隈
高地を越えて大きく迂回することにしました。
わずか浪江-富岡間の約 20km の不通区間ため
に、大きな迂回なので、本来なら「恨み節」で

写真⑤原発事故地帯を避けるた
め、福島県中通り地域から浜通
り地域の四ツ倉へ。途中、夏井
川渓谷と磐越東線と並行しなが
ら山を下ります。
（平成29年12月24日）

すが、磐越東線に沿って走ることができた、と
いうプラス思考にしました。四ツ倉で再び太平洋に出て、東北最南端となる勿来ま
で海岸線に沿って一気に走り抜けました。
東北海岸線だけでは満足せず、東北横断ルートでつなぎ一周へ
平成 29 年 12 月 30 日東北南端の勿来に到着して、これで新潟県村上市から東北
地方の外周ツーリングが完了しました。到着といっても、やはり起点と終点が繋
がっていないので、中途半端な感じがします。そこで、勿来から村上まで茨城、栃
木、新潟各県と福島県境になるべく沿って村上市を目指すことにしました。といっ
ても本州横断で、阿武隈高地と奥羽山脈、そして越後山脈、飯豊山地を越えるので、
今までのような平坦な道は期待できません。その上、平行する鉄道はほとんどない
ため、トラブルに備えて工具などしっかり装備して臨みました。勿来からの東北横
断ルートの最初は、国道 289 号経由で阿武隈高地越えです。原発迂回で一度越え
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た「阿武隈高地」を逆方向に登りますが、太平洋側からの傾斜の方がキツくなりま
す。沿道に住んでいる人は少ないものの、山が深い訳ではなく、里山の連続という
感じでした。
ひと山越えて、
東館駅付近から水郡線に沿っ
て磐城棚倉へ。そして白河へと抜けましたが、
この区間は、
もっと田舎道なのかと思ったら交
通量がとても多く、ヒト、モノの動きがありま
す。なので、その昔、白棚線が走っていただけ
のことはあると勝手に納得。
その線路跡となる
JR バスの専用道路もところどころで見えるの
で、バス停にも寄ってみました。BRT とは言っ
ていませんが、
乗降場はキレイになっているの
で、それに近いものかもしれません。こんな発
見と立ち寄りが可能なのも自転車の良さです。

写真⑥磐城棚倉から白河への途
中で見かけた旧白棚線の跡地を
利用した JR バス専用道路のバ
ス停。東北地方なのに JR 関東が
運行していました。
（平成30年5月12日）

白河からは奥羽山脈を越えて会津地方へ向
かいます。最短となる国道 289 号の甲子トンネル経由は、長大トンネルの上、内部
が一部で狭隘化していて、交通量が多く選択外。白河からは県境から離れても羽鳥
湖を経由して国道 117 号で南会津・会津田島へ抜けるのが自転車に優しい道です。
奥会津エリアでツーリングの足となるのが会津鉄道と只見線です。只見線は只見
―会津川口間が代行バスとなっていて、殆どがマイクロバスで、当てにはできませ
ん。ここを考慮しながら、会津鉄道各駅と只見
線各駅を組み合わせるとたくさんルート作り
が可能。しかもどこも交通量が少なく、沿線に
は入母屋造の集落が次々に現れ、川に沿うこと
から、山村の景色のよい中を走れるので、積雪
期間を除けば季節を選ばすいつでも走りたい
素晴らしいエリアです。そういう場所なので、
会津田島からは、遠まわりコースで県境寄りの
国道 352 号経由を選択して只見へ。そして運休
中の只見線の工事を見ながら会津川口を経由
し、さらに国道 400 号で、西会津へとショート

写真⑦羽鳥湖と国道118号で、奥
羽山脈を越えて、会津鉄道湯野
上温泉駅に到着。この日は、会
津田島駅まで走って終了。
（平成30年6月9日）

カットです。西会津からは、越後山地となりま
すが、阿賀野川・磐越西線に沿って新潟県入りして三川へ向かいました。
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ラスト区間は三川から村上
新潟県の三川に着いたのは、2018 年秋の 9 月。この先、日本海側は天候不順が
続く季節になりました。さらに、積雪すれば東北一周達成は「来年までお預け・・・」
と諦めかけていたところ、10 月 21 日（土曜）の天気予報は晴れ、比較的気温も上
がる見込みで、ラスト区間を走るべく磐越西線で三川駅にむかいました。ここから
一般的と思われる国道 49 号はもちろん避けて、県道を使って「飯豊山地」の端を
越えて新発田方面へ。途中、新発田藩・会津藩境という看板もあり、明治以前の三
川は会津藩だったようで、まさに東北一周のラストにふさわしいルートでした。途
中、赤谷からは旧赤谷線の跡地が自転車道として活用されていて、新発田市街地の
手前まで、車窓を思い浮かべながら走ってみました。市街地をショートカットし
て、さらに中山間地域を走る国道 290 号で山寄りに関川村へ。ここで、磐越西線と
ともに東北・新潟連絡ルートを担う米坂線と交差しますが、時間もあり急ぐ必要は
ありません。最寄りの越後関川駅、その近くの米沢街道に残る豪農の屋敷、そして
道の駅に寄ってから村上ゴールへとラストスパートとなります。
関川からは県道と国道 290 号ですが、村上市と関川村の間の丘陵地には桃川峠
（標高 110m）があって、最後の峠となります。峠といってもちょっとした坂で、
問題ありません。峠を越えれば越後平野の北端の村上市です。ロードサイドがたく
さんある国道 7 号を超えて、古い街並みがところどころに残る市街地に入りいよ
いよ、7 年前にスタートした村上
駅に到着し、東北一周を達成しま
した。誰かが「おめでとう！」と
書いたプレートなどを持って出
迎えるということもないので、駅
をバックに記念写真、そして駅の
売店でビールを買ってひとりで
祝杯をしました。駅舎は、出発し
たときとほとんど変わらず、変
わったといえば、新潟と村上を結
ぶ電車が新しい E129 になったぐ
らいです。達成といっても 7 年間
連日走って、ようやく着いたとい

写真⑧平成23年8月に村上駅を出発。コツコツと
繋いで、グルっと東北地方を周り、平成30年10月
21日に戻ってきました。体重は10kg ほど落ちま
した。

うものではありませんので、辛いというものはまったくなく、
「ほんと楽しかった」
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という感じです、それとこれまで、
「東北一周ツーリングを進める」という「しば
りのテーマ」がなくなってしまうのが少々寂しいといったところでしょうか。
ゆっくり、時間をかけて走ることで、東北の面白さが見えてくる
私は、仙台生まれ、仙台育ちで根っからの東北人ですが、どちらかというと海外
志向で、これまで 50 カ国ほど訪れ、いろいろな地域を見たり、体験したりしてき
ました。海外もそれはそれで刺激的で好奇心を満たしてくれるのですが、自転車の
時速 20 キロで走り回ってみたら、海、山、川、田んぼや畑とたいへん景色がよく、
そして人々の暮らしが垣間見られる街並みも多く残り、実はとても刺激的で、決し
て、海外にも負けない知的好奇心を満たしてくれる、面白い地域であると改めて実
感しました。東北地方と新潟県は、東西 200km、南北は 500km ぐらい。他国では
このくらいの広さであればそれほど大きな違いはないように思います。日本海側
と太平洋側では、天候、地形、地質、食、文化、人の気質、細かくいえば言葉も違
い、多様性に富むといっていいのかもしれません。体が露出している乗り物である
自転車であるが故、それをよく感でることができたと思います。
とかく口ベタなイメージの東北人ですが、自転車で回っていると油断するのか、
いろいろな人が話しかけてきて、地元の方との触れ合いなど話題には事欠きませ
ん。時には TV 番組のロケと間違われて「カメラはどこにあるのか？」と聞かれた
ことや、地域の穴場情報やオススメなどはこちらが聞かなくても教えてくれるこ
とも。毎回、こんな感じのため、殆どの区間で単独走行でしたが、孤独感はなく、
むしろ車で走っていれば見落としてしまい、列車であれば気づかないモノや風景
などを見つけては、充実感を味わっていました。そして、最大のエピソードは、横
断ルートの走破中に勤め先の転勤により仙台市から新潟市に引っ越すことになっ
たこと。奧会津などはアプローチしにくいエリアだったのが、アクセスが一気に楽
になってしまいました。一周にあたり新潟県を起点にしたのも何か不思議な縁か
もしれません。
各走行区間の起点・終点は主に鉄道駅としたので、そこまで使ったのは、
「地列
車」ともえるローカル列車（線）
。最近は、全国で列車本数の削減や斜陽化が進ん
でいますが、東北地方に関しては、まだネットワークされていて、ギリギリ本数も
確保されています。青森県や三陸の一部を除けば海岸線には線路があり、たとえ内
陸部でも自転車で 50km も走ればどこかの駅にはたどり着くことが可能です。そう
いった意味でも「鉄道ネットワーク」
、そして公共交通がなかったらこのような壮
大な遊びもかなり難しかったでしょうし、改めて有り難いものと思いました。
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そして、今年新生三陸鉄道が開業して、三陸エリアが便利になっています。新潟
から遠いのですが、三陸鉄道に輪行して、三陸海岸のあの激坂をまた走ってみよう
かなと思う最近です。
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平成30年

平成29年

平成28年

平成27年

平成26年

平成25年

平成24年

年
平成23年

No
1
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
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

日付
2011/8/28
2012/8/5
2012/9/2
2012/10/21
2012/10/22
2013/5/4
2013/6/1
2013/6/2
2013/6/22
2013/6/23
2013/7/14
2013/7/15
2014/4/26
2014/4/27
2014/7/5
2014/7/6
2014/8/2
2014/8/3
2015/6/21
2015/8/8
2015/8/9
2016/5/29
2016/10/28
2016/11/13
2016/11/23
2016/12/25
2017/4/18
2017/5/7
2017/5/28
2017/6/17
2017/7/2
2017/7/18
2017/11/26
2017/12/23
2017/12/24
2017/12/30
2017/3/31
2017/5/12
2017/6/9
2017/9/2
2017/9/22
2017/9/24
2017/10/21

起点
村上駅
狩川駅
酒田駅
羽後本荘駅
秋田駅
男鹿駅
能代駅
深浦駅
新青森
小泊漁港
三厩駅
小湊駅
野辺地駅
下北駅
脇ノ沢港
福浦港
佐井港
大畑BT
下北駅
八戸駅
久慈駅
田野畑駅
宮古駅
釜石駅
三陸駅
下船渡駅
奇跡の一本松駅
気仙沼
矢越駅
鹿又駅
女川駅
石巻駅
荒井駅
原ノ町駅
船引駅
四ツ倉駅
勿来駅
小野新町駅
白河駅
会津田島駅
只見駅
野沢駅
三川駅

所在地
新潟県村上市
山形県庄内町
山形県酒田市
秋田県本庄市
秋田県秋田市
秋田県男鹿市
秋田県能代市
青森県深浦町
青森県青森市
青森県中泊町
青森県外ヶ浜町
青森県平内町
青森県野辺地町
青森県むつ市
青森県脇ノ沢村
青森県佐井村
青森県佐井村
青森県むつ市
青森県むつ市
青森県八戸市
青森県久慈市
岩手県田野畑村
岩手県宮古市
岩手県釜石市
岩手県三陸町
岩手県大船渡市
岩手県陸前高田市
宮城県気仙沼市
岩手県室根町
宮城県石巻市
宮城県女川町
宮城県石巻市
宮城県仙台市
福島県南相馬市
福島県田村市
福島県いわき市
福島県いわき市
福島県小野町
福島県白河駅
福島県南会津町
福島県只見町
福島県西会津町
新潟県阿賀町

東北一周自転車の旅・区間リスト
終点
所在地
羽前水沢駅
山形県鶴岡市
酒田駅
山形県酒田市
羽後本荘駅
秋田県本荘市
秋田駅
秋田県秋田市
八郎潟駅
秋田県八郎潟町
能代駅
秋田県能代市
深浦駅
青森県深浦町
津軽中里駅
青森県中泊町
小泊漁港
青森県中泊町
蟹田駅
青森県外ヶ浜町
小湊駅
青森県平内町
陸奥横浜駅
青森県横浜町
下北駅
青森県むつ市
脇ノ沢港
青森県脇ノ沢村
福浦港
青森県佐井村
大間港
青森県大間町
大畑BT
青森県むつ市
下北駅
青森県むつ市
八戸駅
青森県八戸市
久慈駅
青森県久慈市
田野畑駅
岩手県田野畑村
宮古駅
岩手県宮古市
釜石駅
岩手県釜石市
三陸駅
岩手県三陸町
下船渡駅
岩手県大船渡市
奇跡の一本松駅 岩手県陸前高田市
気仙沼駅
宮城県気仙沼市
本吉駅
宮城県本吉町
石巻駅
宮城県石巻市
石巻駅
宮城県石巻市
石巻駅
宮城県石巻市
荒井駅
宮城県仙台市
原ノ町駅
福島県南相馬市
船引駅
福島県田村市
四ツ倉駅
福島県いわき市
勿来駅
福島県いわき市
磐城棚倉駅
福島県棚倉町
新白河駅
福島県白河市
会津田島駅
福島県南会津町
只見駅
福島県只見町
野沢駅
福島県西会津町
三川駅
新潟県阿賀町
村上駅
新潟県村上市
合計
距離km
73.8
69.6
68.3
43.3
65.5
65.4
71.9
96.7
76.8
72.1
116.5
46.3
98.9
55.5
44.8
42.2
48.1
96.9
123.4
76.9
56.2
61.7
81.1
50.8
38.9
39.2
51.2
47.1
108.9
96.2
101.9
69.4
87.7
72.8
70.4
72.1
76.3
76.9
79.4
105.1
80.6
63.3
107.8
3147.9

経由地・備考
笹川流れ・由良海岸
庄内平野・由良海岸
鳥海山麓・日本海岸
国道7号(う回路見つからず）
日本海岸・男鹿駅
男鹿半島ショートカット
五能線沿線・日本海岸
津軽半島西部・十三湖
半島横断・十三湖
国道339号竜泊ライン
津軽半島東部・青森駅・夏泊半島
野辺地駅・下北半島付け根
陸奥湾・恐山
むつ湾フェリー（脇ノ沢→蟹田）
シイライン（青森→脇ノ沢）・海峡ライン
海峡ライン・津軽海峡フェリー（大間→函館）
津軽海峡
尻屋崎
尻屋崎・六ヶ所村
三陸海岸
三陸海岸
三陸海岸
重茂半島
南リアス線沿線外回り
三陸海岸
広田半島
唐桑半島
気仙沼大島
本吉・志津川・国道398号
国道398号・雄勝半島・女川
牡鹿半島一周
松島経由
仙台市東部沿岸地域
阿武隈高地・原発迂回
阿武隈高地・原発迂回
塩屋崎
東北横断スタート・東館駅
国道349号・磐城棚倉駅
奥羽山脈越え・羽鳥湖
会津高原駅・国道352号
只見川・国道252号、国道400号
阿賀川、県道338号、361号、国道459号
一周ラスト区間・県道14号、国道290号
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海外の鉄道

ベネルクス 2019
平田一彦 Hirata Kazuhiko※
ベルギーは乗換経験しかないため、このたび、ブリュッセル中央駅至近のホテル
に連泊し、各地に日帰り旅行を行うこととした。
★一日目：ルクセンブルク日帰りの旅
・ルクセンブルク
ルクセンブルクは神奈川県くらいの面積に 50 数万人が居住する小国で、
唯一
「大
公国」を名乗る。フランス・ドイツ・オランダ・ベルギーに囲まれているため、ま
た北のジブラルタルとも称される地形的に堅固な城塞都市であるため、複雑な歴
史を有するが、今日では金融センターとしてロンドンに次ぐ地位を確保しており、
1 人あたり GDP はこの 20 年間、世界一をキープしている。ブリュッセルからはイ
ンターシティ列車（以下 IC）で 3 時間強。
ルクセンブルクには軌道系都市交通がなかったが、2017 年 12 月及び 2018 年７
月に LRT が部分開業し、現在、中央駅や空港への延伸工事が進められている。都
心部では架線レスの APS（地表集電）方式を採用（写真の線路間に見える黒い部
分が通電区間？）
、インテリアも背もたれがブルーに光って、近未来的な印象であ
る。

ルクセンブルク政府は 2018 年 12 月に、2019 年夏をめどに公共交通機関を無料
※

株式会社東武カードビジネス 監査役
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化すると発表した。これが実施されたのかどうかも注目点の一つであったが、バス
に乗車の際、運転士から乗車券を求めようとしたところ「Free Today」とのこと。
この Today が「きょうは」なのか「今
日では」なのか判断がつきかねたので、
後日調べたところ、どうも無料化に向
けた期間限定の実証実験を行っていた
らしい。
（本実施は 2020 年とか）
ルクセンブルグでは、このほかにも
街歩きを計画していたが、あいにく雨
脚が激しくなってきたため、早めに引
き上げ、シャルルロアに立ち寄ること
とした。
・シャルルロア
シャルルロアはブリュッセルの南東約 50km、人口約 20 万人の都市で、その名は
17 世紀にスペイン領であった時代の国王シャルル 2 世に由来する。炭田地帯の中
心として重化学工業が栄えたが、重厚長大産業衰退に直面し、街の再生をかけて、
1970 年以降ライトレールの建設に着手、東西からの系統が都心環状部に乗り入れ
る現在の形となった。なお乗入部の三角線は東側が地下構造、西側が高架構造とい
う面白い構造となっていることを今回初めて知った。
★二日目：オランダ日帰りの旅
・アムステルダム
ブリュッセルから IC で 3 時間弱（ユーロスターやタリスを利用すれば 2 時間
強）のアムステルダムは、日曜日ということもあってか、観光客で大混雑しており、
有名どころにはどこも行列ができていた。
観光客に人気のトラム第 2 系統も混雑していたが、30 分ほど郊外の
Heemstedestraat 付近までには閑散となり、緑豊かで静かな佇まいの中を走る。メト
ロもこのあたりは地上を走っている。
アムステルダムは都市圏人口 230 万人。軌道系都市交通はメトロ５系統 65km、
トラム 15 系統 154km で、GVB（市営交通会社）がバスやフェリーも含めて運営し
ている。運賃は 1 時間 3.2€、1 日 8€である。また OV チップカールトという IC カー
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ドを 7.5€で購入し、チャージして使うことも可能。
（他都市や鉄道線でも利用可。
ただし鉄道線利用の場合は 20€以上の残高が必要。
）

ダム広場（王宮と新教会）

ムント広場付近の運河橋

トラム第 2 系統

メトロ

中央駅前のトラム乗り場

デン・ハーグの騎士の館

・デン・ハーグ
デン・ハーグはオランダ第三の都市で、人口約 50 万人、アムステルダムから IC
で 1 時間弱である。日本では、国際司法裁判所の所在地として有名だが、16 世紀
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以降ビネンホフ（騎士の館；前頁写真）に議会が置かれ、毎年 9 月に国王隣席のも
とに開会されるという。まさにオランダ政治の中枢と言えよう。

軌道系都市交通は HTM（市内公共交通機関）が 12 系統 127Km のトラムとバス
を運営しており、2 時間４€、1 日 8€。トラムのうち 4 系統は都心部で地下に潜っ
たり高架線に登ったりするいわゆるプリメトロ（メトロの前段として、メトロイン
フラ部をトラムのようなライトレールが走る形式）であり、ビルを貫いて中央駅上
空に乗り入れたりしているが、アムステルダムに比べると、運転間隔が長い系統も
あり、都市規模の違いを感じる。
・ロッテルダム
RET（ロッテルダム電気軌道）のメトロＥ系統がデン・ハーグ中央駅に乗り入れ
ているので、それに乗ってロッテルダムに向かう。ロッテルダムはオランダ第二の
都市で、人口 64 万人。ライン川を後背地に持つ国際貿易港として、20 世紀中は世
界一の取扱量を誇った港がある。そのためか、街並みも、ほかの都市に比べると、
近代的な装いの建物が多いように見受けられる。
ロッテルダムの軌道系都市交通は 5 系統 73Km のメトロと 73Km のトラムから
なり、バス、フェリーも含めて RET の経営。運賃はデン・ハーグと同額の 2 時間
4€、一日 8€で、デン・ハーグを含めた南ホランド州共通カード一日 14.5€という制
度もある。
今回オランダを移動して感じたのは、賃収受方法の変化である。ここに記した各
駅には、いずれも自動改札機が設置されており、各種パス類も含め、バーコードを
かざすか、IC カードを改札機にタッチして通過する方式となっていた。また市内
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交通においても、IC カードはもちろん、時間券であっても乗降２回のタッチが必
要で、乗客もほとんどがそのように対応していた。
オランダの IC カードは、OV チップカード（OV－chipkaart）と呼ばれ、記名式、
無記名式、使い捨ての 3 種類がある。記名式・無記名式カードの作成には€7.5 のデ
ポジットが必要で、日本の交通系 IC カードと同様チャージして使うが、記名式は
オートチャージも可能。乗車時に改札機にタッチすることによって、€4（使い捨て
カードの 2 時間相当分）が差引かれ、降車時にタッチすることにより清算される
仕組みである。降車時にタッチしないと、次に乗車する際に警告が示され、これを
繰り返すと一時的に使用不能となる模様。またタッチしないで乗車していた場合
は、検札により罰金を課される可能性がある。
制度的には、2 時間 4 ユーロはかなり高めの設定であり、IC カード（アムステ
ルダムの場合、基本運賃€ 0.96、1km 増すごとに€ 0.162 加算）に誘導しようとい
う意図があるように見受けられる。ヨーロッパ諸国は従前、ゾーン制＋信用乗車＋
車内検札が標準であったが、今後、IT 技術を用いた厳密な運賃収受を行なう所と、
ルクセンブルクのように無料化してしまう所に分かれてゆく可能性があり、注意
を要する。
★三日目：ロンドン・パリ日帰りの旅
この日は高速列車 3 本を乗り継ぐだけという「乗り鉄」の面目躍如たる日であ
る。ところが、ブリュッセル南駅に余裕を見て 20 分前に行ったところ、30 分前に
チェックイン終了とのこと。結局、計画より 1 本あとに乗車することになった。
（注記の確認を怠ったミスであり、
「乗り鉄」の面目失墜）

ブリュッセル南駅→ロンドン・セントパンクラス駅のユーロスター373 形（初代）
…荷物チェック、通関、パスポートコントロールは乗車前に行われる。
そのため 30 分前までにチェックインし、
待合室で待機する仕組みとなっている。
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荷物チェックは空港と同じであるが、預託の制度がないので、荷物の多い乗客は
けっこう大変。またホームへの案内は出発直前のため、先頭まで写真を撮りにゆく
のも、これまた大変であった。

ロンドン・セントパンクラス駅は、ユーロスター乗入れに際して外観以外大改
造・近代化が図られた。駅内外を見学するうち、次のチェックイン時間となり、鉄
道敷地から外に出たかどうかは微妙。

ロンドン・セントパンクラス駅→パリ北駅のユーロスター374 形（2 代目）…や
はり荷物チェック、通関、パスポートコントロールは乗車前に行われる。1 等車（食
事つき）に乗車してパリに向かう。
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パリ北駅に到着。ユーロスター、タリス、TGV 東線などの高速列車が発着する
駅に進化を遂げていた。やはり駅内外を見学するうち、タリスの発車時刻が迫った
ため、鉄道敷地から出たかどうかは微妙。

パリ北駅→ブリュッセル南駅のタリス…これをもってリール付近の高速線にす
べて乗ったことになるが、購入した Le Train 特別号のリール付近図を見てもどの
線を通ったかはよくわからなかった。
なお、このユーロトンネル通過により、ユーラシア大陸の地表交通機関ネット
ワーク最西端は、ポルトガル西郊のカスカイス（西経 9°25‘）から、アイルラン
ドのモハ―の断崖（西経 9°26’
）に移行した。
（鉄道ネットワーク最西端は引き続
きカスカイス）
★四日目：ベルギー北部の旅
・オステンド
北海に面したオステンドは人口７万人の小都市。かつてはベルギーからイギリ
スへの窓口であったが、今日では別荘やコンドミニアムが林立する保養地となっ
ている。

ヨットハーバー

聖ピーター＆ポール教会

- 173 -

北海油田向けオイルリグ

ecotran 2019 N0.11

オステンドを中心としたベルギー北海沿岸には、約 55Km にわたり沿岸軌道（De
Kusttram）が走る。15 分間隔で運行され、年金生活らしき老夫婦や地元学生などに
結構利用されている。

海が間近に見えるのはオステンドの西数キロで、そのほかは砂丘の内側を走る。
（地
図と右写真は借り物）

・ヘント（Gent：英ゲント）
ヘントは東フランドルの中心都市で、ブリュッセル、アントワープに次ぐ人口約
25 万人の都市。織物業によって発展し、中世にはアルプス以北ではパリに次ぐ都
市であった時代もあるとのこと。
ヘントは軌道系都市交通として 3 統 32Km のトラムネットワークを有する。
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駅前に発着するトラム

聖ニコラス教会

・アントワープ
アントワープは人口約 50 万人のベルギー第二の都市であり、商業・金融・貿易
の中心をなしている、
中央駅は 19 世紀に建てられた重要文化財で、当時の頭端式ホームの真下にオラ
ンダ方面へ抜ける 2 面 4 線の地下ホームを持つ。トラム網は 14 系統 57Km に及
び、一部は地下線に入るプリメトロである。

中央駅地上部分のアーチ

フルン広場とノートルダム大聖堂

プリメトロと、聖堂裏の細街路を走るトラム（チャドルを巻いた女性がかなりの比率
を占めていた）

- 175 -

ecotran 2019 N0.11

以上巡ったオステンド、ヘント、アントワープのベルギー北部（フラマン語圏）
の都市交通は、デ・レイン（De-Lijｎ：フランドル公共交通会社）という組織で統
一的に運営されており、運賃も 60 分 3€、1 日 7€の共通となっている。
★五日目：ようやくブリュッセル市内
滞在五日目（最終日）を迎え、それまでホテルからの景色と中央駅構内しか見て
いなかったブリュッセル市内を回ることとした。
まず中央駅東側のロワイヤル地域にある王立美術館（6 つの美術館から成る）に
出向き、本旅行唯一の文化的行動としてマグリット美術館を見学した。他は時間の
都合上割愛。

マグリット美術館入口と絵画 2 枚

午後から乗り歩きを再開。ブリュッセルの人口は約 120 万人で、軌道系都市交
通は、4 系統 40Km のメトロと 19 系統 139Km のトラムからなるが、トラムのうち
35Km はやはり将来メトロ化を前提としたプリメトロとなっている。
これらはバスも含めてブリュッセル首都圏交通会社（フランス語:Société des
transports intercommunaux de Bruxelles・略称:STIB、オランダ語:Maatschappij voor het
Intercommunaal Vervoer te Brussel・略称:MIVB）により運営されており、60 分 2.1€、
24h7.5€の運賃となっている。
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メトロ 1 号線 Roodebeek とトラム 9 系統の終点 Arbre Ballon（北西部のニュータウン入
口）

ブリュッセルはプリメトロの本場とも言える。写真左は南駅地下の様子で、メト
ロ仕様で作られたホームが、トラム乗り入れに対応して一部低床化されているの
がわかる。写真右は南駅隣の Lemonnier 付近。支柱もない地下空間に軌道が４本並
び、各系統のライトレール車両が集結・転線し、分かれてゆくダイナミックな様子
がホームからも観察できる。
（ただし付近の治安状況は不明。
）
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旅の最後にブリュッセルの中心を散策。ショッピングアーケード・ギャルリーサ
ンチュベールを抜けて、グランプラスに出る。ここでほぼ夕刻となり、5 日間利用
した中央駅から空港に向かった。
今回の旅行は荷物を持った移動は避け、余裕を持って要所要所だけに立ち寄る
計画であったが、結局、行きたいところが数多く生じ、毎日朝から晩まで乗り歩く
ことになった。訪問都市は９か所（ロンドン・パリは除く）
、乗車本数は鉄道 20 本、
メトロ 6 本、トラム・プリメトロ 27 本、バス 3 本、計 56 本である。ただし、都市
ごとの分析は甚だ不十分であり、
特にオランダの OV チップカールトについては、
今後その機能について調べてみたいと考えている。
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連載：鉄道法律相談
業務上過失致死傷罪
小島好己 Kojima Yoshiki※
１ 2019（令和）元年 9 月 19 日に、東日本大震災に起因して起きた福島第一原発
爆発事故に対する東京電力の旧経営陣に対する刑事裁判の判決があった。事故の
発生を予見できたのに対策を怠ったとして業務上過失致死傷罪（刑法第 211 条）に
問われたものであるが、裁判所はこれを否定して無罪の判決を言い渡した。
この事件は、検察官が起訴をしなかったことを受けて検察審査会が強制起訴の
議決をし、弁護士の中から選任された検察官役の弁護士によって起訴と刑事裁判
が進められたものである。
２ 似たような事案が鉄道事故に関しても数年前にあった。2005（平成 17）年 4
月 25 日に発生した福知山線事故の刑事裁判である。この事故についても JR 西日
本の歴代社長 3 名が業務上過失致死傷の罪に問われた。福島第一原発事故の事案
と同様に検察官が起訴をしないとしたことに対して検察審査会が強制起訴の議決
をし、検察官役に選任された弁護士が起訴をしている。
３ 運転士を含む 107 名が死亡し 500 名を超える負傷者を出した福知山線事故の
結果が重大であったことは周知のとおりである。死傷者数の数が多数に上るだけ
でなく、いわゆる日勤教育など当時の乗務員を巡る会社内の事情などもあり、JR
西日本に対しては厳しい批判が繰り返されていた。
しかし、歴代社長に対する判決は一審で無罪となり、高裁でも最高裁でも無罪判
決が維持されることとなった。
４ 業務上過失致死傷罪は、注意すれば結果の発生を予見することができ、結果の
発生を回避する方法をとることができたのに、その注意義務を怠って結果を発生
させたことを問う罪である。そのため業務上過失致死傷罪が成立するためには、人
の死亡や傷害の結果発生に対する予見可能性が必要とされている。
しかし、
「予見可能性」といっても、その言葉だけでは抽象的である。そのため、
その「予見可能性」の内容については、学説上も「具体的な予見可能性が必要」と

※

翠光法律事務所 弁護士
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する見解や、
「課される注意義務の内容によっては低い注意義務で足りる」とする
見解など様々である。
５ 本件の福知山線事故の刑事裁判では、検察官役の弁護士は、
「JR 西日本の歴代
社長である被告人らにおいて、ATS 整備の主管部門を統括する鉄道本部長に対し、
ATS を本件曲線に整備するよう指示すべき業務上の注意義務があったのに、これ
を怠った」とし、
「被告人らにおいて、運転士が適切な制動措置をとらないまま本
件曲線に進入することにより、本件曲線において列車の脱線転覆事故が発生する
危険性を予見できた」ということを理由に業務上過失致死傷罪が成立するものと
主張をした。
しかし最高裁は以下のように判示してその主張を排斥した（2017（平成 29）年
6 月 12 日判決・最高裁判所刑事判例集 71 巻 5 号 315 頁）
。すなわち、
「本件事故以前の法令上、ATS に速度照査機能を備えることも、曲線に ATS を整
備することも義務付けられておらず、大半の鉄道事業者は曲線に ATS を整備して
いなかった上、後に新省令等で示された転覆危険率を用いて脱線転覆の危険性を
判別し、ATS の整備箇所を選別する方法は、本件事故以前において、JR 西日本は
もとより、国内の他の鉄道事業者でも採用されていなかった。また、JR 西日本の
職掌上、曲線への ATS 整備は、線路の安全対策に関する事項を所管する鉄道本部
長の判断に委ねられており、被告人ら代表取締役においてかかる判断の前提とな
る個別の曲線の危険性に関する情報に接する機会は乏しかった。JR 西日本の組織
内において、本件曲線における脱線転覆事故発生の危険性が他の曲線におけるそ
れよりも高いと認識されていた事情もうかがわれない。したがって、被告人らが、
管内に 2000 か所以上も存在する同種曲線の中から、特に本件曲線を脱線転覆事故
発生の危険性が高い曲線として認識できたとは認められない。
なお、指定弁護士は、本件曲線において列車の脱線転覆事故が発生する危険性の
認識に関し、
『運転士がひとたび大幅な速度超過をすれば脱線転覆事故が発生する』
という程度の認識があれば足りる旨主張するが、前記のとおり、本件事故以前の法
令上、ATS に速度照査機能を備えることも、曲線に ATS を整備することも義務付
けられておらず、大半の鉄道事業者は曲線に ATS を整備していなかったこと等の
本件事実関係の下では、上記の程度の認識をもって、本件公訴事実に係る注意義務
の発生根拠とすることはできない。
以上によれば、JR 西日本の歴代社長である被告人らにおいて、鉄道本部長に対
し ATS を本件曲線に整備するよう指示すべき業務上の注意義務があったというこ
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とはできない。したがって、被告人らに無罪を言い渡した第 1 審判決を是認した
原判断は相当である。
」
最高裁は、①法令上 ATS に速度照査機能を備えることも曲線に ATS を整備する
ことも義務付けられていなかった②大半の鉄道事業者も曲線に ATS を設置してい
なかった③職制上歴代経営陣が事故の危険性に関する情報に接する機会が乏しく、
組織内においても事故のあった曲線における事故発生の危険が他の曲線部分より
も高いと認識されていた事情がうかがえない、として、経営陣の予見可能性を否定
し、歴代の経営陣を無罪にしたのである。
６ 組織のトップが負う責任は刑事上の法的責任だけではない。道義的・社会的責
任、民事上の法的責任も考えられる。
道義的・社会的責任は、社会一般の常識や倫理観に照らして非難されるべきかど
うかが基準となってその有無が決められる。根拠となる常識や倫理観というもの
は人によって尺度が異なり、責任の範囲はあいまいであって、ときに非難が過度に
なる可能性はあるが、一般的には社会の理解が得られやすい責任ではある。また、
あいまいであるがゆえに柔軟で結果に対応した責任の取り方をしやすいともいえ
る。
民事上の責任は、人に与えた損害について金銭的な賠償をすることが求められ
る法的責任である。金銭的な損害が具体的に填補されるという点で損害の回復に
直接的に資する責任である。しかし、精神的な損害といった無形なものも金銭に換
算することになるので、被害を受けた者にとって必ずしも十分な損害の回復がな
されたといえない場合もある。
そして刑事上の責任は、国家による刑罰を通じて、行為者の生命、身体、財産に
対してペナルティを加える法的責任である。結果に対して刑事責任を負う者は「犯
罪者」という扱いとなり、いわば「悪い人」という認定が公式になされる。
「犯罪
者」
「悪い人」と認定するために、社会を揺るがす重大な事件や事故を会社が起こ
すと、被害者や社会の処罰感情が会社トップの刑事責任を追及する方向に動くこ
とがある。
７ しかし、業務上過失致死傷罪は、殺人罪のように故意に罪を犯したものではな
く、注意不足による過失犯である。したがって、具体的な個別の結果に対して被告
となった個人に刑罰を負わせるだけの注意義務違反が認められなければならない。
罪に問われた個人の認識や予見可能性などの主観が基準になるのであって、組
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織としてあるべき姿はどうだったか、というものとは必ずしも一致しない。
大きな組織のトップになれば、確かに社会的・経済的に高い地位や名誉が得られ
る。そのため、その組織が不祥事を起こし、しかも人命が失われたとなれば、その
トップへの非難が大きくなるのも無理からぬことではある。それは理解できると
ころでもあるが、大きな組織のトップが会社の業務全てを細部にわたって熟知し
ているわけではなく、むしろそれは不可能である。
ただ、この点に関しては、逆に組織が小さければ小さいほどトップと現場が近く
なって現場の情報がトップに届きやすくなるので、小さい組織ほど情報が届いて
いたにもかかわらず敢えて対応を怠った、として刑事責任を問われやすくなると
いう問題がある。確かに、大きな組織のトップのほうが責任が限定され、より小さ
い組織のトップのほうが責任が重くなる可能性があるというのは、一見不合理な
ようにも感じられる。
それでも、組織として負うべき責任と個人が負うべき責任との混同があっては
ならない。
８ 組織や個人には、それぞれの事案に応じた適切な責任と事後の対応方法があ
る。重大事故のトップが社会的・道義的責任にさらされ、それにより一定の責任や
教訓を得ての対応を迫られるのは当然のことではあるが、適切でない責任に問わ
れることになると経営に対して必要以上に委縮効果を生じることがある。特に、人
や物に対する危険を内包しつつ高速で列車を運転させる鉄道では、安全確保を優
先しても事故などで危険が具体化しやすい。それが個人としての刑事責任に容易
に結びつくようなことがあると、必要以上に抑制的な経営につながりやすくなる。
重大事故が起きるとどうしてもトップに対する処罰感情が大きくなる。事故の
当事者であればなおさらであろう。しかし、事故の当事者でない者は特に、責任の
取り方には様々な方法があることを理解するべきである。そのうえで、被害者に対
する十分な損害賠償のほか、さらなる技術向上や対策、将来に向けての安全確保の
ために、組織が適切な責任を果たすための冷静な議論がなされるのが望ましい。
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地域鉄道フォーラム 2019「鉄道と映画」講演録
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 2019「鉄道と映画」を 2019 年（令和元年）6 月 8 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 11 回目。
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、元 財団法人運輸政策研究機構会長の羽生次郎氏より「鉄道と映画」
と題して講演をいただきました。
鉄道が映画の中で重要な役割を果たし、鉄道が良く撮れている印象的な映画作
品を多数ご紹介いただきました。
続いて映画監督で脚本家の 錦織良成氏より「出雲発の鉄道映画に込めたメッ
セージ」と題して、
『RAILWAYS－49 歳で電車の運転士になった男の物語－』の作
品作りの経緯や映画へのこだわり、一畑電車や地方の鉄道をとりまく状況につい
て講演をいただきました。
その後、社会学者で詩人の水無田気流氏がコーディネーターとなって羽生次郎
氏、錦織良成氏、社会学者で社会哲学者の田中人氏 4 名によるトークセッション
が行われました。
「映画の魅力」
、
「鉄道の魅力」そして「鉄道と映画のこれから」について、幅広
い見地から論じていただきました。
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Ⅰ「鉄道と映画」 元 財団法人運輸政策研究機構会長 羽生次郎氏
基調講演Ⅱ「出雲発の鉄道映画に込めたメッセージ」
映画監督・脚本家 錦織良成氏
3．トークセッション「鉄道と映画のこれから」
コーディネーター／社会学者・詩人・國學院大学教授 水無田気流氏
羽生次郎 氏
錦織良成 氏
社会学者・社会哲学者・愛知学泉大学講師 田中 人 氏
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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
本日は地域鉄道フォーラム 2019 の開催、まことにおめでとうございます。
昨年の地域鉄道フォーラムは「鉄道と音楽」という
テーマで開催され、その時もお招きをいただいて楽しい
時間を過ごすことができました。今年は「鉄道と映画」
ということで、また大変楽しみに参りました。
私は普段は北海道から九州まで地域の鉄道について、
特にローカル鉄道を中心として地域の皆さまと一緒にど
のように維持・活性化していくかという仕事をしていま
す。そうした仕事をしていますと、我々日本人の鉄道に
対する思いというものは、どうも他の交通機関のバスや
タクシー、飛行機とは違うのではと感じることがよくあります。単なる移動手段で
はなく、何かそれ以上の「存在感」あるいは「役割」というようなものが内在して
いると感じるのです。
ご多分にももれず、地域の鉄道経営状況は非常に厳しく、
「赤字が嵩んで、もう
鉄道としては維持できない。バスに転換する」というような話が昔も今もありま
す。当然これには皆さん反対です。そこで、地域に赴き、
「普段鉄道をどれくらい
乗られていますか」
、
「どのような時に乗られていますか」とお聞きしますと、
「鉄
道には乗りません」
、
「二時間や三時間に１本では乗るわけないでしょう」と。
その一方で、
「鉄道は廃止できないのです、この地域は鉄道とともに発展し、生
まれた時から鉄道はあって、鉄道の無い風景はありえない」
、
「線路を走るあの音が
いいのです」
、
「地図から鉄道の路線が無くなるというのは考えられない」
、そのよ
うなお話を伺います。私としてもその気持ちはよく分かりますし、仕事を離れれば
むしろそちらの席に移りたいところです。
この鉄道への気持ち、思いは何なのでしょうか。これはもう理屈ではなく、日本
人の中に組み込まれた DNA と申しますか、それぐらいのものがあるような気がい
たします。
今日のテーマは「映画と鉄道」ということですが、これが「映画と飛行機」とか
「映画とタクシー」とか「映画とウーバー」では、本日のような催しは成り立たな
いのではないかと思います。
今日は、映画という切り口から鉄道の持つ魅力とか可能性、さらには日本人の鉄
道に対する特別な思い入れは何であろうか、そのようなことに気付かせてくれる
ヒントがみつかるのではと期待しています。
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私も会場の皆さまと一緒に、この土曜の午後を楽しみたいと思っております。
（拍手）
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Ⅰ「鉄道と映画」 羽生次郎 氏
今日は「鉄道と映画」ということでお話しさせていただきますが、私は映画ファ
ンであっても、鉄道ファンではないので、映画ファンの観点から「面白い映画」を
ご紹介したいと思います。
面白い映画とは
面白い映画というのは私から見て面白い映画であっ
て、かつ鉄道がその映画の中で重要な役割を果たして、
また鉄道が良く撮れている印象的な映画です。
1973 年公開された『スティング』という映画がありま
した。ご記憶の方があるかと思いますが、ポール・ニュー
マンとロバート・レッドフォードが出る詐欺師を描いた
映画です。これは大変よく出来ていてアカデミー賞も
取っています。この映画の中で鉄道は大変重要な役割を
果たしており、詐欺師が悪いギャングの親分を引っかけ
るのにシカゴからニューヨークへ行く鉄道を使います。では、このような映画が
「面白い映画」かというと残念ながらこれは入りません。何故かというと鉄道が印
象的ではないからです。
では具体的に「面白い映画」はどのようなものかと言うと、例えば原題が High
Noon、
『真昼の決闘』
（1952 年）という映画をご存知の方は多いと思います。グレー
ス・ケリーとゲーリー・クーパーが出ており、街の保安官役のゲーリー・クーパー
に悪人が復讐に来る、悪人の子分 3 人が街はずれの駅に集結している。さてどう
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するか、保安官は町民に応援を頼むが、誰も助けてくれない。結局は保安官一人が
立ち向かうという映画です。
悪人の親分が鉄道駅へ 12 時に来る予定で、それを子分待っている。最初は、子
分達は手持無沙汰に待っている。少し時間がたつと鉄道がやってくる方向を見て、
やがて 12 時に近くなると遠くの方から鉄道の白い煙が見え、子分たちは色めきた
つ・・・というところに鉄道が使われていますが、この決闘の時間が迫ってくる、
親分が近くにやって来るという状況を実に効果的、印象的にその緊迫感を盛り上
げるのに鉄道が使われています。このような鉄道が印象的な映画をご紹介したい
と思います。
時系列に紹介をしても良いのですが、私は分類好きですから、三つの分類に分け
てご紹介します。
はじめに「鉄道が主人公あるいは鉄道に従事している人が主人公」の映画をご紹
介します。
その次は、
「鉄道駅が映画の舞台」あるいは「列車が映画の舞台」の映画をご紹
介し、さらにもし時間があれば「鉄道が映画の主題に大きな貢献をしている」ある
いは「鉄道が主題を印象付けている」映画をご紹介したいと思います。
鉄道が主人公あるいは鉄道に従事している人が主人公の映画
まずは「鉄道が主人公あるいは鉄道に従事している人が主人公」の映画をご紹介
します。
最初にご紹介したいのは
『鉄路の白薔薇』という映画
です。1923 年にアベル・ガン
スというフランスの監督が
撮ったオリジナルは 7 時間半
の長尺物で、最近アメリカで
4 時間半のリストア版が出た
ようですが、残念ながら今日
本では DVD あるいは VHS の
ビデオフィルムも出ておりま

鉄路の白薔薇 1923年 フランス

せん。
この映画は、多分トーキーの時代の映画を通じても一、二位を争うくらい鉄道の
走行シーンに迫力があります。
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鉄道の事故で孤児となったイルマという女の子をシジフという鉄道の機関士が
育てます。長じてイルマは非常な美人となり、そうするとこの子を拾ってきた義理
の父となるシジフがこの子に恋をしてしまう。また兄妹として育ったエリーとい
うお兄さんもイルマに恋をします。さらにその鉄道の幹部が、これがちょっと悪い
男なんですが結婚を申し込むといった複雑な三角関係、四角関係の映画なんです
が、この映画の中での鉄道は非常に迫力あるように撮られています。
最初に列車事故を起こすシーン、それからその義理の親のシジフがもう絶望的
になって鉄道を暴走させるシーン、さらにこのシジフの目が悪くなってもう鉄道
機関士が出来なくなった時、また鉄道を暴走させようとするシーン、いずれの鉄道
シーンもものすごい迫力があります。
黒澤明が映画を撮るようになったのはこの映画を見て感激したことからと言わ
れている程の映画であり、後ほどその冒頭の鉄道シーンを上映したいと思います
が、多分サイレントの映画では、あるいはトーキーの映画を通じても最高クラスに
属する鉄道の映画だと思います。
次にトーキー作品ですが、1938 年のフランス映画で『獣人』
、獣の人という映画
があります。これはエミール・ゾラの原作を画家のオーギュスト・ルノワールの息
子であるジャン・ルノワール監督が映画化しました。このジャン・ルノワールは、
今まで 100 年間の映画監督の中でも多分五本の指に入るくらいの名監督で、その
名監督が一番脂の乗った時期、
『ゲームの規則』
（1939 年）であるとか、あるいは
『大いなる幻影』
（1937 年）とか、そういう素晴らしい名作を撮った同時期の映画
で、この鉄道シーンも圧倒的な迫力があり、トーキー作品の中では随一であると思
います。
これもフランス映画でたいへん込み入ったストーリーなのですが、主演のジャ
ン・ギャバンが鉄道の機関士となっています。この機関士は非常に真面目で立派な
男なのですが、一つだけ持病があって、突然意識を無くして狂暴になってしまう。
この病気があることで、それをひた隠しにし、結婚も出来ずに一生懸命鉄道に精を
出しているのをジャン・ギャバンが演じています。そして彼が住む駅の近くに助役
夫妻がいて、この奥さんが非常に綺麗ですが、実は鉄道会社の幹部と不倫をしてい
ます。これをめぐるフランス映画らしい四角関係、三角関係があって、結局は登場
人物のほとんどが死んでしまうような悲劇が描かれており、この中でジャン・ギャ
バンの鉄道機関士として蒸気機関車を運転するシーンが素晴らしい。多分、先にご
紹介した『鉄路の白薔薇』がサイレント映画で最も優れていれば、トーキー映画で
はこの『獣人』が一番優れた映画だと思います。
ジャン・ギャバン自身が三ヵ月間鉄道の労働組合へ行き、そこの鉄道機関士と寝
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食を共にして運転をマスターしたというだけあって、その鉄道シーンの迫力とい
うのは大したものです。
この作品は入手可能ですから、
もし機会があれば是非DVD
で、安価版も出ておりますから購入してご覧になることをお勧めいたします。
三番目にご紹介するのは『鉄道員』という映画で、これは二つありますが、ひと
つはピエトロ・ジェルミというイタリアの監督が撮った『鉄道員』
（1956 年）
、も
う一つは最近亡くなった降旗康男監督が撮った『鉄道員（ぽっぽや）
』
（1999 年）
です。
イタリア版の『鉄道員』の方が、はるかに出来が良く、ご覧になるならばこちら
をお勧めいたします。
ピエトロ・ジェルミは非常に有名な映画監督ですが、同時に非常に上手い俳優で
もあり、
『刑事』
（1959 年）や『わらの男』
（1957 年）で、中年から初老の男性を演
じさせたらもう本当に素晴らしい俳優です。そのピエトロ・ジェルミが初老からさ
らに老人にかかる電気機関車の機関士を演じています。この機関士は非常に頑固
者で、家庭では自分の子供たちと孤立する、また職場でも組合とぶつかってしま
う。それがためにどんどんと孤立していくという中で、ある日機関車を運転してい
る時に自殺者を轢いてしまいます。そこからさらに運命は暗転し、彼は本当に独り
ぼっちになってしまう。ところが鉄道の仲間の暖かさと家族に支えられて、クリス
マスの日にまたその関係が復活することになりますが、しかし彼はそのクリスマ
スの日に死んでしまう。
日本の『鉄道員（ぽっぽや）
』とも似ていなくも無いのですが、イタリア版の『鉄
道員』はかなりリアリスティックです。一方、日本の『鉄道員（ぽっぽや）
』はちょっ
とお伽噺的で、幽霊が出てきますからフアリーストーリーなところがありますし、
更に言うと鉄道のシーンで日本の誇る蒸気機関車 D51 やその他の車両が北海道の
大自然の中を、特に雪の中を走るところは綺麗ですが、それが映画の中でどのよう
な意味があるのか分からず、いまひとつうなずけないところがありました。
高倉健を好きな方がおられたら怒られるかもしれませんので少し遠慮しながら
申し上げますけど、私も高倉健は、特に昭和三十年代、四十年代、東映のヤクザ映
画に出てた頃はなかなか好きでした。演技をするというわけではなく、普通の顔を
していて、サッと変わって暴力的になるところは、非常にヤクザの気味の悪さをよ
く出しており、良いと思いましたし、内田吐夢監督の『人生劇場 飛車角と吉良常
』
（1968 年）では宮川の役を演じていましたが、大したものと思っていました。昭
和五十年代になると、どういうものか警官、刑事の役を演じるようになりました。
降旗康男監督の『駅 STATION』
（1981 年）であるとか『ブラック・レイン』
（1989
年）
、こういうところで警官を演じるようになりました。ヤクザも警官も似ていま
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すから、それはそれなりに悪くなかったんですけども（笑）
。
その後はカタギの役を演じるようになり、例えば居酒屋の店主を演ずる、演技を
始めるのですが、どうもうなずけない。以前の高倉健の方がいいな、と感じました。
例えば内田吐夢の監督で『飢餓海峡』
（1964 年）という日本で五本の指に入るくら
いの立派な映画があり、私の大好きな三國連太郎と左幸子と伴淳が出ていて、演技
が上手い。この中で高倉健は若い刑事役をやってましたが、どうも首をかしげざる
を得ない。そういうこともあって、イタリア版『鉄道員』と日本の『鉄道員（ぽっ
ぽや）
』の主演同士の演技を比べるとやはりこれはイタリアに分があるのでないか
と思います。もしお時間があれば、二つを見比べてみるとよろしいかと思います。
近年に鉄道を扱った映画は無いのかというと、あります。ご覧になられた方は少
ないと思いますが『ナビゲーターある鉄道員の物語』
（2001 年）というイギリスの
ケン・ローチ監督が撮った映画で、イギリス国鉄の民営化の失敗を、その失敗をマ
クロでなくミクロの観点から描きました。イギリスの国鉄は上下分離を行い、上を
運行する会社と下を管理する会社を完全に分けました。それは良いのですが、保線
を行う下部も民営化をしてしまって会社が行うことになりました。そうすると当
然合理化のしわ寄せは保線作業に来る。保線に従事している労働者の連帯も無く
なるし、安全意識も薄れる。その結果、事故が起こるというところを撮った映画で
す。このケン・ローチ監督は、リベラルよりも更に左翼の反権威主義、反グローバ
リゼイション、反市場主義の真面目な監督ですから、非常に迫力がある撮り方をし
ています。一番良いことは、センチメンタルではない。突き放した非情なとこがあ
る撮り方をしています。これもまた日本映画と比べるとお好きな方には怒られる
かもしれませんが、山田洋二監督もよく映画に鉄道を使います。しかしその作品の
中の鉄道を見るとあまりにもステレオタイプ化していると感じます。ローカル線
は、地方がこれから東京に比べて少しどんどん貧しくなっていく、その象徴でさび
しいものとして描かれているところがあります。一方、ケン・ローチはそのような
センチメンタリズムからは脱したところにあります。サッチャー首相が行った合
理化政策には当然反対の立場で、それによってイギリスが持っていた牧歌的な秩
序が破壊されるわけです。その破壊を嘆く映画は、
『フル・モンティー』
（1997 年）
とか『ブラス！』
（1996 年）とか他にも沢山あるんですけど、それらの映画の場合
は、破壊はされたけれどもまた新しいものが生れてくる、という描き方をしていま
すが、それに対してケン・ローチの作品は違い、新しいものは何も出てこない、生
れないという、非常に原則的で左翼的な立場から描いています。左でない方でも面
白いと思いますが、左の方は是非ご覧ください。
もう一つ忘れてならないのは、ここに居られる錦織監督が撮った『RAILWAYS49
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歳で電車の運転士になった物語』
（2010 年）です。この映画は世界にも稀な映画だ
と思います。お世辞ではありません、何故かというと、今までご紹介した映画のよ
うに特急列車を運転したり、蒸気機関車を運転したり、あるいは保線であったり、
地下鉄であったり、その他数々ありますけども「コミュニティに密接に溶け込んだ
鉄道」というものが描かれているのは多分世界でも私の見る限りこの映画だけで
す。そのような意味でも非常に珍しいだけでなくよく出来た映画だと思います。
また、主人公の中井貴一が脱サラの一畑電車の運転士なのですが、彼の年老いた
お母さんが亡くなります。その死のあと中井貴一が電車を運転し、山に向かって
真っ直ぐな線路のカットが入って、次のカットで今度は空から光がスーッと落ち
てくるというシーンがあったと思います。これは多分一畑電車を通じて天国へい
く、天に召されたということを象徴しているような非常に美しいシーンで、映像的
にもたいへん優れた作品だと思います。
他にも鉄道を扱った珍しい映画では車掌と無賃乗車の人間との戦いを描いた
『北国の帝王』
（1973 年）というハリウッド映画がありますが、時間の関係で省略
させていただきます。
鉄道駅が映画の舞台
次に駅を扱った映画で素晴らしい映画を三つご紹介したいと思います。
古い映画ですが『逢引き』
（1945 年）という映画があります。1962 年に『アラビ
アのロレンス』を撮ったデヴィッド・リーン監督がまだ若い頃に撮った映画で、原
作と脚本をノエル・カワードという有名なイギリス人の小説家が担当しています。
本来は演劇に使う予定でした。
ミルフォード・ジャンクションという架空の駅の中の待合室でたまたま出会っ
た普通の男女が恋愛に落ち、それから紆余曲折を経て女性は人妻であって別れな
ければならなくなってしまうというストーリーですが、映画の出だしは別れると
ころから始まります。そこから回想シーンに入っていって、また元のシーンに戻る
という、非常に面白く当時としては凝った演出でした。大変気に入っている映画で
すが、ひとつ分からないところは、その女性の方は恋する男性と別れるという喪失
感があって、もうその駅で次に来る急行列車に飛び込んでしまおうかとまで思っ
ている、そういう独白をしているのです。ところが家に帰ると、夫はクロスワード
パズルとかに夢中になっていて、子供はお母さんが帰ってきたと喜んでいる。する
と、あれだけ死んでしまおうかと思っていた女性が、もうその瞬間に家庭の中に
ふっと溶け込んでしまうのです。女性っていうのはすごいもんだなぁと、そういう
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感じを持ちました（笑）
。そこがちょっと引っかかる点ですが、非常に素晴らしい
映画です。
それから 1953 年にヴィットリオ・デ・シーカ監督、イタリアンネオリアリズム
の巨匠が撮った『終着駅』という映画があります。これも素晴らしい映画で、似た
ような筋ですが、アメリカ人の富豪の女性が一人でローマに旅に来て、そこでロー
マの若者と恋に落ちます。やはり国に戻らなければならないと、ローマのテルミナ
駅で落ち合ってからその駅で別れるまでの 72 分間の映画で、それをリアルタイム
で追っていて、カメラは一切テルミナ駅から出ません。いえ、最初に回想シーンが
ありますから、最初の 5 分くらいの出会いの回想シーンを除いて一切テルミナ駅
から出ません。そこでの 72 分間が凝縮されていて画面に緊張感があって情緒があ
ります。主演はジェニファー・ジョーンズ、男性はモンゴメリー・クリフトです。
ジェニファー・ジョーンズは非常に綺麗で、臈長けています。その頃、1953 年に
ハリウッドではウィリアム・ワイラーの監督がご存知の『ローマの休日』を撮って
います。オードリー・ヘップバーンのデビューで、私も彼女が好きですから、なか
なか良い映画だと思います。でもシンデレラ映画で、ママゴトみたいなところのあ
る映画であり、一方この『終着駅』のほうは大人の恋愛、ママゴトと大人の恋愛と
なるとどうしても後者に軍配が上がってしまうと思います。ただし悲恋ものです
から見ていて楽しくなる映画ではありません。
新しいところでは『セントラルステーション』という 1998 年の映画があり、ベ
ルリン国際映画祭で金熊賞、つまりグランプリを取ったブラジルの映画です。これ
もご覧になった方は少ないと思いますが、リオデジャネイロの駅にカメラを置い
て、駅の雑踏から始まる映画です。主人公は大変上手いそして嫌らしい女性であ
り、駅で代書屋をやっていて、代書をしては切手代をもらいます。ポストに入れて
あげると言ってあずかり、実はポストには入れず、家へ持ち帰ってその代書した内
容を、酒を飲みながら友達と見て悪口を言ったあげく破いて捨てる、というひどい
女性ですが、ある時、代書をしてあげた女性が自分の目の前で車に轢かれて子ども
だけが残ってしまう。この子どももまた決して可愛いい子どもではないのですが、
結局その子どもを連れて、その子の父親探しの旅に出るという映画です。
最初の 30 分が素晴らしいです。開発途上国の駅というのはこういうものか、駅
での雑踏とか犯罪とかすべてが現されています。機会があれば是非ご覧になると
良いと思います。
以上が、私の選ぶ「鉄道駅が映画の舞台」で一番良い映画の三つです。
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映画と鉄道の相性は良い
申し上げたいことは、映画と鉄道というのはかなり相性が良い。先ほど石原さん
も言いましたが、なかなかバスではこうはいかない。航空でもいかない。唯一、港
で人が出入りする旅客船は、港に入ってきて、ブーっと汽笛を鳴らして出ていくの
は情緒があって、港と船というのは良い映画のテーマとなっていましたが、それも
過去のこと。今は、鉄道はそういう意味で映画作家と相性の良い関係にあると思い
ます。
「鉄道が映画の主題に大きな貢献をしている」あるいは「鉄道が主題を印象付け
ている」映画等、他にもご紹介したい良い映画がいろいろありますが、何よりも見
てもらうのが一番良いので、この辺りにして私の話は終わらせていただきます。ご
清聴どうもありがとうございました。
（拍手）
－『鉄路の白薔薇』冒頭 10 分上映－

プロフィール（敬称略）
羽生次郎 Hanyu Jiro
1969 年運輸省入省、運輸政策局長、国土交通審議官等を歴任し、航空協定、海洋汚染の
防止、環境に優しい自動車等の課題について諸外国との交渉や国際的な連携を主導。そ
の後、2002 年財団法人運輸政策研究機構国際問題研究所長、2007 年から 2011 年まで財
団法人運輸政策研究機構会長、2007 年より 2016 年まで財団法人笹川平和財団の会長を
務める。
趣味は映画。鉄道と映画の関係を『映画の中の鉄道』
（JRTR、2000）
、
『鉄道と映画』
（み
んてつ 2003～2012）等の著書の中で解き明かす。
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3 .基調講演Ⅱ「出雲発の鉄道映画に込めたメッセージ」錦織良成 氏
本日は鉄道フォーラム 2019 の開催おめでとうございます。
私は大宮の鉄道博物館には行ったことがありますが、こ
ちらの東武博物館は初めて伺いました。今東京の世田谷に
住んでおり、ここへは電車一本で来ることができます。素
晴らしいところで、今度は子どもが上京してきたら連れて
こようと思います。
今日は「鉄道と映画」がテーマですが、鉄道に関する映
画は『RAILWAYS 49 歳で電車の運転士になった物語』の
ほか撮っておりません。が、一畑電車の映画を何故撮った
のかということと、
映画監督としてこれまで 12 本ほど撮っ
ておりますが、そのほとんどをフィルムで撮っており、映画の現状と鉄道業界を関
連させてお話しをさせていただこうと思います。
映画のタイトルについて
『RAILWAYS 49 歳で電車の運転士になった男の物語』というタイトルは私が
決めたものではありません。宣伝会議でタイトルを見て内容が分かるようにしよ
うということになり、このタイトルに決定しました。
『ALWAYS 三丁目の夕日』
と同じ制作会社でしたので、映画ファンの中には「これは『ALWAYS』のバッタも
のでは」とネットで噂が流れました。
（笑）
確かに『ALWAYS』に少し文字を加えただけで、タイトルデザインも似ていまし
た。
もちろん同じ会社ですから当然ですね。
お陰様で封切り後はブルーレイや DVD
になり、そしてまた CS の放送などをへて多くの皆様にご覧いただくことができま
した。この後『RAILWAYS』という名前の映画が同じ会社から 2 本作られていま
すが、描かれる鉄道会社は全部違い、監督も主演も全部違うという珍しいシリーズ
化が行われています。そのような形になったのは、手前味噌になりますがこの一畑
電車の『RAILWAYS』が出世魚だったからかもしれません。
それこそ最初は自分たちだけで自主映画でもいいから作りたいというところか
らスタートしました。私のふるさとの出雲は、松江市という 15 万人都市、出雲市
という 15 万人都市、その間に私の生まれた旧平田市があり、そこに一畑電車の本
社がありました。大正時代には一畑軽便鉄道といっており、出雲から広島まで山越
えをする計画も持っていました。
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大井川鉄道では一畑電車で走っていた同じ電車が走っていますし、このように
鉄道は広く地域と非常に密接に関係しています。
実は私も電車はたいへん好きなのですが、凄く詳しい訳ではありません。それで
この映画を撮る際には、まず一畑電気鉄道百年史を紐解き勉強いたしました。
企画が世に出て
だいぶ前からオリジナルの脚本を温めており、実際に企画を行ったのは 2006 年
です。その企画をたまたま某大手新聞社の方が目をつけていただき、その人が「鉄
ちゃん」で、さらに大阪のデスクも「鉄ちゃん」だったと思います。
それで WBC のイチローがヒット打って勝った記事が載った次の日、夕刊紙の
一面の同じ場所に「錦織監督の次の映画は一畑電車」と載ってしまいました。まだ
お金も一円も集まっていない状況で載ってしまったのです。ご丁寧に僕のカラー
顔写真まで、カラーでよかったです、悪いことした時は白黒だそうです（笑）
。一
畑電車が写真も真ん中に載り、それに背中を押される形で映画製作実現へと進め
ていくことになりました。
当時は、
「もう補助金では支えていけない」
、
「そろそろ廃止しようと思っている」
という声が聞こえていました。
多分 7 割 8 割ぐらいの方々がそのような感触を持っ
ていたでしょう。
そこで私も調べてみると、JR や大手を除いた全国の民営鉄道の 7 割が赤字でし
た。その赤字になるような電車ほど良いところ、風光明媚な、人が住んでないよう
なところを走っています。だから赤字なのです。
一方で、年間 15 万人程度しか乗っていない鉄道までもが皆で支えている、必死
で支えている鉄道がありました。
一畑電車は結構利用客があって年間 140 万人もが乗っています。一番ピークの
時期には 500 万人以上も乗っていました。企画当時は国会でも赤字のものは全部
カットするっていう議論がされており、その空気が全国にも蔓延していた時期で
もありました。
ドキュメンタリーでは伝わらない
私は決して社会派の監督ではありませんが、いつも感じているのはドキュメン
タリーで難しいことを描いても中々観てはくれません。時代が変わり、今は特にそ
の傾向が顕著です。昔の地上波テレビはドキュメンタリーも良い時間にやってい
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ましたが、今はやっても夜中とか、もしくはほとんどやっていない。CS、BS に追
いやられて、意識のある人だけが見るという状況になっています。
そのような風潮の中で、エンターテインメントの要素を持って地域のコミュニ
ティと電車のことを描けないかと考えました。今までもそんな思いで映画を作っ
てきており原作が 100 万部売れているものを映画で作る、というビジネスライク
ではない真逆のものを撮ろうとしてきましたので、それを全国公開にまでもって
いくのは大変骨の折れる作業となります。
一方、一畑電車の映画を撮るということは、自分のふるさとに対する罪ほろぼし
という側面もあって、それは、私はふるさとには何もないと思って飛び出しました
ので、作る内容はその時の思いとは真逆です。
鉄道を保持することは文化を保持すること
運輸局の方に伺いましたが、鉄道に乗る人の多くが交通弱者で、小中高生、幼稚
園児も含めて、そして運転免許持っていない高齢の方々の移動手段としては鉄道
という存在は最有力であるとのことです。
観光客もいますがそれほど利用者はなく、一方、定期の利用客はかなりの数は有
ります。電車が無くなったらどうするのか、当時の地元の議員さんの中には「そん
なもの道路作ればいい、一車線を二車線の道路にしたらいい」と。それで道路を造
る金額を試算してもらいました。なんと 550 億円もかかるというのです。そうす
ると一畑電車への補助金の 550 年分に相当します。
世界的に燃料費も上がっていて、
「エコだ、エコだ」
、
「ハイブリッドだ」と叫ば
れている時代に単純に道路を作れば良いわけがない。
鉄道を保持するということは、文化を保持することでもあり、地元の祭とかも含
めて、鉄道が一度無くなるとなかなか再生はむずかしいということを勉強してき
ました。
たまたま私の映画のファンでもあった九州の大学教授の要請で大学の講師とし
て九州に行っていました。
教授からの紹介で高千穂鉄道を訪ねました。地元の人達の気運が盛り上がりき
れず廃止されてしまい二年か三年経っている時期に伺ったのです。高千穂鉄道の
周りはバイパスが通っていまして、そこを歩いて見ると線路にはすでに草が生え、
錆がきていました。それを復活させようと地元の人たちは一生懸命運動をはじめ
て、そのイベントにも顔をだしてみましたが、正直一回止めてしまった鉄道を再生
するのには何倍ものお金と労力がかかってしまいなかなか難しいというお話しを
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お聞きしました。
もしも一畑電車もやめる方向に行ってしまったらどうでしょうか、幸い上下分
離式にまでして行政が支える仕組みをつくっており、とにかく何とかして赤字の
路線を支えようという気運が地域にある中でこれをテーマにして行こうと思いま
した。
意識を持って映画を支える
そのため、私は一畑電車に乗るようにしていたのですが、地元の一畑電車活性化
協議会も当時松江で会議が終わると皆車で帰るという話でした。もう車の生活が
体に染み込んでいるわけです。その日くらいはパークアンドライドで電車を使え
ば良いのにと思いましたが、そういう時代でした。
製作から 10 年、覚醒の感があります。この映画がきっかけで今の一畑はガラッ
と変わったようです。ちょうど一昨日のこと、一畑電車の会長、社長とお会いしま
したが、やはり覚醒の感があると仰っていました。
自分の息子や娘が学生で高校とか大学に行く時電車を使っていれば、必要との
意識があるのですが、もう自分や子供、家族に利用者がいなくなるとその意識が無
くなるのです。そうすると皆さんわざわざ税金使ってまでとなり、廃止容認派に
なってしまうのです。
企画当初、民営鉄道協会にも取材に行きました。
すると「監督いい所に気が付きましたね、そのとおり、鉄道は社会インフラなの
です」と。水道とかと一緒のインフラなんだと言われました。
住民の意識を無くさせないためには、鉄道の本来の意味とか役割をきちんと伝
えていかなければならない。でも普通の人は聞く耳を持ちません。ドキュメンタ
リーでいくら地方鉄道の疲弊を訴えても観てはくれない。
感動とか、面白さとか、エンターテイメントの中にその問題を紛れ込ませていけ
ば観てくれる。実はアメリカ映画やヨーロッパ映画などの中にもそういうものが
沢山あります。見終わったあと、
「楽しかった、だけどこれスゴく問題があるね」
と感じて考えてもらえる。
でも今は残念なことに日本の映画業界はただ面白ければ良く、アドレナリンが
沢山出て、ゲームのようにどんどん展開して、CG だろうと何だろうと、面白けれ
ばいいという作品が大勢を占めています。
そういう意味では地方鉄道と同じで、大人たちが皆で意識を持ってそういった
内容の映画を支えていかなければいけないのではないかと思います。
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人生の意味を見出したりできる、それが映画

一畑電車の映画を撮ろうとした時、廃止しようとされていた首長の中には反対
もありました。地元の行政の方々の中に絶対一畑電車を残さなければいけないと
強く思っている人がいらして、陽に陰に支えていただき、撮影は実現に向かいまし
た。
今も、一畑電車は本当に地元の人に支えられています。他の地域の第三セクター
も含めた鉄道会社の社長さんからも羨ましがられる、と一畑の会長は仰っていま
す。
映画というのは皆さんの日常からどーんと飛んでしまうような非日常で娯楽的
部分があります。
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先ほど羽生先生から紹介された鉄道映画もそうでしたし、私も学校ではイタリ
ア版鉄道員は、サンプルとして教授が見せてくれました。その時々の社会性や、時
代の流れを反映しています。
そういう意味では、何にも考えなくていいような単に娯楽映画が日本の映画館
で上映されているのは、今の時代を現しているのかもしれません。ただ、そのよう
なコンテンツ、映像表現で育った人たちは、何か物事を立ち止まって考えるという
ことをしなくなっているかもしれません。
鉄道のファンの方々は、ちょっとした鉄道のブレーキの音でも、ちゃんと聞き分
けられたりしますね。それと同じように、ちょっとした台詞、映像の表現の中にど
ういう意味があるのだろうと考えてくれる映画ファン、マニアは少なくなりまし
た。その点では鉄道は幸せです。鉄道ファンは沢山いる。けれども、映画の本当の
ファン、マニアは少なくなっています。
イラン映画やフランス映画の中には、1 時間半ほとんど事件が起こらない映画も
あります。そういうものの中で人生の意味を見出したりできる、それが映画なので
す。
オリジナルな原作物を撮る
私はオリジナルの原作物を撮っていることから海外の映画祭に呼んでいただく
ことも多く、
『たたら侍』でも賞を頂いたのですが、その賞はどこまで価値がある
のか、映画祭も忖度しているのではないか、というような日本のマスコミは変な話
に逸れていってしまいます。海外映画祭はガチンコのものが多く、特にフランスと
かイタリアも含めたヨーロッパでは映画文化向上のために賞を出しています。そ
こが映画人の励みとなり、コマーシャリズムに則っていない映画を守っていくと
いうのが映画祭の姿勢です。
日本では「洋画」
、
「邦画」という言葉がまだ残っていますが、
「洋画」といって
も日本人が観ているのはアメリカ映画、それもハリウッド製作の映画です。これは
「米画」です。今日本では「米画」と「邦画」を見ているのです。
日本映画が隆盛を誇っているのは売上です。映画の中身をちゃんと観ていただ
けるお客様は少なくなっている。今、落ち着いた映画作品を支えているのはご年配
の方々、昔の映画で鍛えられた観客です。黒沢映画やその昔のコッポラとか・・・
アメリカの映画であってもスピルバーグ作品の中にも社会的な意味のある映画が
多かった時代を知っている人たちです。
ただ単にキャラクターがどんどん出てきて戦争しているような映画もそれはそ
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れでいい、それを否定するわけではありませんが、ただ、そればかりになっている
という現状を踏まえると、これから年配の方々が観れる作品を作らなければ、とい
う方向性に気付かせてくれたのが『RAILWAYS』のヒットだったと思います。
映画の中でのウソのつきかた
『RAILWAYS』で最初に書いた脚本は、もっと地味でした。少し心象風景が多す
ぎると思っていてもう少しリアルに持っていきたいと思っていました。気を付け
たのは、鉄道マンの方々はお気づきになるかもしれませんが、映画の中のウソのつ
きかたに、非常に腐心しました。
鉄道に関しての知識のバックボーンに関して、今日も参加いただいております
が京王電鉄さん、それから一畑電車さん、そして民営鉄道協会、国交省他の鉄道関
係の皆さまに大変なご協力を得て、長い期間、二年程かけて取材をして作りまし
た。それでもまだ、あそこおかしいよという所があれば是非お教えいただき、今後
鉄道映画を作る時の参考にしたいと思います。
面白いことに一畑には、電車が東京から島根へＩターンしてきて活躍している
京王電車 5000 系があります。これは京王電鉄が初めてエアコンを導入車両です。
南海電車の 3000 系は関西からのＩターンでした。
デハニという昭和 3 年製の電車は木製でエアコンは付いていません。木製なの
で車両が軽く、窓開けて走ると涼しいのです。木の家と一緒で。
そこで地元出身はデハニ、というふうに、擬人化を自分の中でしまして、時代の
流れとしては東京や大阪ではもういいよ、もう役割を終えたよと言われてもまだ
島根では働く場所があるという、そういう意味をもって物語にしようとしました。
県庁の中に一畑電車調整監という方がいらして、その方が広島の運輸局の皆さ
んや東京の国土交通省の同期の方へ繋いでいただき色々と調整していただきまし
た。
各鉄道会社の方が一畑電車の『RAILWAYS』をご覧になって、運行シーンはどう
やったのかとよくきかれますが、CG は一切使っていません。そして法律も一切犯
していません。今日これを言えたのでもう帰ってもいいくらい（笑）
。
中井貴一さんが運転レバーを握って走行してホームに入って来ます。あれはど
うやって撮ったのかと聞かれます。
今日はそのネタばらしをします。本当は言わないほうが夢を壊さないから良い
かもしれませんが。
300 メートル手前に電車を控えさせ、その先頭車両には本物の運転士が乗ります。
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カメラの写らないところに、7～8 人の一畑の職員の方が白旗と赤旗を持って注意
安全確認をしながらバックをしただけなのです。
中井さんのレバーは美術さんがそっくりに作りまして上に被せたものです。
バックでも車両のメーターはちゃんと動くのです。一同、
「やったー、バックでも
動くぞ」と喜びしまして、それで撮影は上手く行きました。中井さんも運転動作が
とてもお上手で、それをカメラが 1 カットで追っていますから本当に入線したか
のように見えるというわけです。
そういったアナログの手法を使いました。皆さんは、CG は何でも簡単に表現出
来ると思っていますけど、
実写ほど説得力のあるものはなく CG はどうしても安っ
ぽくなってしまいがちなのです。鉄道車両の屋根の上を走ったりする『アンストッ
パブル』
、デンゼル・ワシントンの映画などは日本では許可を得るのは困難で到底
作れないのではないでしょうか。
鉄道マンの心意気
『RAILWAYS』では、運輸局の皆さんのお知恵を拝借して、車検の切れたデハニ
を本線に戻すというウルトラＣをやらせていただきました。車検が切れているだ
けでなく、車中も昭和 3 年時のデザインに美術が直すのですが、それが不燃性の
材料ではなく、一度はもうダメだと諦めそうになりました。本当に皆さんのお知恵
とお力で出来た映画です。
宣伝の際にも京王電鉄さんには 8 両編成を 3 編成、車内外を一畑列車仕様にし
ていただき、一か月間走っていただきました。京王プラザホテルには一畑ルームが
出来、C&C カレーでは「デハニカレー」
、普段はデミグラス煮込みハンバーグカ
レー“デニハ”ですけど、
“デハニ”カレー変えていただき、京王ストア、京王デ
パートでは一か月間島根フェアをしていただいたのです。大変なバックアップで
す。
一畑さんと当方のプロデューサーと一緒に京王電鉄さんに御礼に伺った際の京
王電鉄さんの一言が粋です。
「勘違いしないでください、一畑電車のためにではな
いのです。この映画には鉄道マンの心意気が出ているから応援をしたのです」
一畑電車の新人は実際に京王電鉄さんで運転士の免許を取得してたという関係
はありましたが、鉄道マンの心意気を感じた次第です。
鉄道ファンの皆さんだけでなく、鉄道に関わるいろんな方の思いがこもった映画
となり、それを作れたことは大変嬉しい限りです。
一畑電車は、出雲大社の遷宮の勢いも手伝って今はＶ字回復をしており、なんと
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補助金以外では黒字になっているとのことです。今まで社長室もなく衝立だけで
したが、なんと社長室も出来たそうです（笑）
。
今は、観光客の足であり、地元の皆の足となっています。定期乗車も増加し、今
は無くしてしまえ、などという人はいなくなりました。官民一体となって皆の熱い
想いが一つになって製作できたことが成功に結び付いたのだと思います。
それが映画の力なのだなどと偉そうなことは言えませんが、映画も鉄道もそろば
ん勘定だけで物事を測ってはいけないと心から思っております。
観光列車のプロデュースを通じて
話は変わりますが、JR 西日本の「天地」という観光列車をプロデュースさせて
いただきました。鉄板の色から中のコンセプトまでプロデュースをさせていただ
きましたが、これも『RAILWAYS』を撮ったことがきっかけになったのではと思い
ます。
島根と言いましたら、皆さんは出雲おおやしろが正式名ですが、出雲大社とまず
思われるかもしれません。もちろん出雲大社は凄いです。天地の他に瑞風という高
級列車が山陰線を走っていますが、乗客がインスタグラムなどにあげてくるのは
名もない風景、名もない場所の風景なのだそうです。新山口の新幹線駅まで山陰線
はビーチラインに沿って列車は走っておりますが、この区間の何でもない風景に
皆さんが感動しているようなのです。
天地の車体鉄板の紺碧色は、制作会社の電通スタッフと一緒に何度もダメ出し
をしてようやく決まりました。この時大阪のスタッフと話しをしていると違和感
を感じました。何だろうと思いましたら、山陰のイメージだったのです。山陰は雨
が多いと思っているのです。どす黒い雨雲がある、と。山の陰と書くから良くない
のかもしれませんね。いくら山の陰といってもずうっと陰があるわけでなく日も
当たっています（笑）
。ましてや益田市辺りの日照時間はむしろ長い方です。
このように案外先入観で判断することが多く、きちんとした情報がなければロー
カル鉄道は赤字だからやめざるを得ない、という認識に皆がなってしまうかもし
れないのです。
『RAILWAYS』の後、遷宮もあって確かに観光客は増えました。でも喜ばしいの
は定期客が増えたことです。今まで車で通っていた人たちが電車に乗るように
なったのです。ちょっとした意識の変化で守っていけるかもしれない、その可能性
があります。
ですから頭の中の先入観を一回ふっ飛ばさないといけません。観光地もここし
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か無い、みたいに思ってしまいがちですが、実は何もない駅だと思っているだけか
もしれません。綺麗な風景があり、また知らない文化が残っている可能性があるの
です。
時間を楽しむ
旅行パンフレットを見て、ニッキュッパでパパパと駆け足でバスから降りて、結
局地面を歩いたのは 30 分、みたいな観光をしてしまいがちです。本来は、ゆっく
りと自分の時間を楽しみたいものです。
旅も映画や音楽と同じではないかと思います。これからそういったメッセージ
のある映画を一本でも紡いでいければと思っています。
今日は短い時間でしたが、
『RAILWAYS』の裏話をお聞きいただき、運輸局の皆
さんはじめ、多くの皆様と「全員野球」で作りあげた映画だということをお伝え出
来ただけで幸せです。ご清聴ありがとうございました（拍手）
プロフィール（敬称略）
錦織良成 Nishikori
Yoshinari
映画監督・脚本家
1962 年島根県生まれ。1996 年劇場映画『BUGS』で映画監督デビュー。
『守ってあげた
い!』
、
『白い船』
、
『ミラクルバナナ』
、
『うん、何？』
（2009 年ホノルル国際映画祭優秀映
画栄誉賞受賞）
、
『RAILWAYS-49 歳で電車の運転士になった男の物語-』
（KINOTAYO 映
画祭 2010 最高賞 Soleil d’Or KINOTAYO 受賞）
、
『渾身』
、
『たたら侍』
（モントリオール
世界映画祭ワールド・コンペティション部門最優秀芸術賞受賞）
、
『僕に、
会いたかった』
等の作品の脚本、映画監督を務める。しまね映画塾塾長。
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4. トークセッション「鉄道と映画のこれから」
水無田気流氏がコーディネーターとなって、田中人氏と講演をいただいた羽生
次郎氏と錦織良成氏を交えてトークが展開されました。
（以下、敬称略）
プロフィール
水無田気流 Minashita Kiriu
詩人・社会学者、國學院大學経済学部教授
詩人として 2006 年に詩集『音速平和』で中原中也賞、詩集『Z 堺』で晩翠賞。社会学
者として文化社会学、家族社会学、ジェンダー論のほか家族、恋愛、地域社会について
様々なメディアを通じて発言を行っている。著書に『無頼化した女たち』
（亜紀書房）
、
『シングルマザーの貧困』
（光文社新書）
、
『居場所のない男、時間がない女』
（日本経済
新聞出版）ほか。国土交通省鉄道局後援「鉄道写真詩コンテスト」の審査委員。
田中 人 Tanaka Masato
社会学者・社会哲学者、愛知学泉大学講師
早稲田大学助手を経て亜細亜大学、立教大学、 早稲田大学、慶應義塾大学等において
教鞭をとり、地域コミュニティの再生やまちづくり、新しい地域創造の方法論について
独自の観点から論評を行なっている。2015 年より愛知学泉大学現代マネジメント学部
講師。著書に『甦るコミュニティ』
（共著、文眞堂）
『ボランティア論』
（共著、ミネル
ヴァ書房）など。
（一社）交通環境整備ネットワーク理事。

【 Session 1】 映画の魅力
水無田気流（コーディネーター）
先ほど羽生次郎様からは、
「鉄道と映画」と題して素晴らしい映画をご紹介いた
だきました。
錦織良成様からは、「出雲発の鉄道映画に込められた
メッセージ」と題しまして、ご講演をいただきました。
錦織様からは実作者としての素晴らしいお話をいただ
き、羽生様からは映画の作られた社会背景やその時々の様
式、そういったものも含めてお話しをいただいたのです
が、これからは「鉄道と映画のこれから」と題して、先ず
は「映画の魅力」についてお三方にトークをいただきたい
と思います。
初めに僭越ですけれども、私にも好きな映画や印象に残った映画について３点

- 203 -

ecotran 2019 N0.11

ほど取り上げて話して下さい、という前振りがございましたので、考えてまいりま
した。
「三大好きな映画作品」というのはなかなか選べませんが、あえて言えばタ
ルコフスキー監督の『ノスタルジア』
、小津安二郎監督の『東京物語』
、それからベ
ルトルッチ監督『1900 年』でしょうか。このうち 2 本は、鉄道が大きな役割を果
たしています。
『東京物語』は、老夫婦が尾道から子ども達に会いに東京に出てきて、その帰る
途中で具合が悪くなって妻のほうが亡くなってしまうので、鉄道が非常に大きな
意味を持っていますし、
『1900 年』に関しては、1900 年に生れたイタリアの大地主
の息子と小作の息子が、その後一次大戦、二次大戦を経てファシズムの嵐も吹き荒
れたりする中で、二人の立場もいろいろと変わっていく壮大なドラマです。このオ
ルモとアルフレードという二人の親友をジェラール・ドパルデューとロバート・
デ・ニーロが演じているのですが、もうそれだけで想像がつくと思います。その二
人が少年の頃にふざけて鉄道の線路に寝っ転がって度胸試しをして遊びます。そ
の後いろいろな立場や紆余曲折があって、最後にやはり線路に寝て終わるという
シーンが印象的です。
鉄道が映画に出てくると、どうしてこのように人生が濃厚に浮かび上がってく
るのでしょうか。また映画とはまさに蒸気機関車などの旧来のスチームの世界、蒸
気機関的な産業の世界観と非常にマッチしており、先程羽生様のお話しでご紹介
いただいた 1920 年代から 50 年代の映画は鉄道とまさに幸福な結婚をしていた時
代と言えると思います。それ以降の時代になってくると、60 年代はロードムービー
で車になってしまう、あるいは『イージーライダー』のようにバイクに乗って走り
去っていくようになります。
そこに至った後で、錦織様のような映画を作ることの難しさや楽しさ、素晴らし
さについては今伺ったとおりですけれども、
「映画の魅力」について、映画が好き
になったきっかけだとか、映画の素晴らしさについてぜひ伺ってみたいと思いま
す。羽生様からよろしくお願いいたします。
羽生次郎 －暗い映画が好き－
どのような映画を私が好きになったかというと、時代とともに変わってきまし
た。子供のころは『鞍馬天狗』のようなものが好きで、それからハリウッドの映画
が好きになった。
どういうものか、しばらくすると暗い映画が好きになり、私は本来明るいのです
が、アドレナリンが出なくなるような暗い映画が好きになりました。
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例えば、イングマール・ベルイマン監督とか、そのような映画が好きになりました。
先程、水無田先生が挙げられた『東京物語』も素晴らしい映画で私も好きですが、
小津安二郎監督はその後『東京暮色』という映画を撮っています。この方が遥かに
暗く、子どもが自殺してしまう。私はどちらかというとこちらが好きになりまし
た。
なぜ暗い映画が好きなのかというと、人生はそれほど明
るくないし、暗い映画を見ておけば、それよりもマシと思
えるからかもしれません。ただ、不思議なことに暗い映画
には、なかなか良い作品が多い。暗い映画の最たるものが
クロード・ランズマン監督の『ショア』という記録映画で
9 時間半にわたりホロコーストを撮っています。ホロコー
ストを撮った映画の中でも最も重要な映画になると思い
ますが、この中にはひとつも残酷なシーンは出てきませ
ん。1985 年に撮った映画でして、当時の被害者、生き残った被害者、加害者、そ
れから傍観者をインタビューしているのです。そのインタビューの間を鉄道の
シーンで、アウシュビッツビルケナウに向かう鉄道の現在走っているシーンで、繋
いでいます。ユダヤ人の犠牲者のほとんどが鉄道で運ばれていたこともあり、普段
は鉄道を見ると大体は意気が上がるものですが、ここでは禍々しく映っている鉄
道を見ることができます。
鉄道が非常にうまく使われている映画としては先ほど『真昼の決闘』を挙げました
が、この『ショア』の映画では悲惨なインタビューの間に現在の鉄道を走らせると
いうところで、うまく鉄道を使っていることに非常に感動しました。
錦織良成 －映画の魅力はアナログにある－
私が高校時代によく見ていた映画はスピルバーグ監督やルーカス監督の作品で
あったと思います。アメリカン・ニューシネマの時代よりちょっと後になり、アメ
リカン・ニューシネマの『イージーライダー』等は後に見ました。今のように DVD
とかは無い時代で、二十才はじめ頃に東京にいた時に、やっとレンタルビデオで
VHS テープの、違法だと思うのですけども、コピーテープが置かれているレンタ
ル店が増えていった時代になって、やっと名作を少しずつ見ることができるよう
になりました。
島根の高校時代にリアルタイムで見るのに当時は地元に映画館がありましたが、
今では島根県内に二館しかないという大変な状況になっています。
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映画は、都会ではビジネスになっているけれど、ローカルでは本当にジリ貧に
なっていて、ローカル鉄道と同じような状況にあります。
映画の魅力は、その内容だけではなく、
「フィルム」の映画にあると思います。
フィルムで映画を撮るということは大変予算も張り、また
多くの人数が必要になります。今の若い人はデジタルカメ
ラで簡単に 4Ｋ映像を撮りますが、私もソニーの開発途中
の 4Ｋカメラのデモンストレーション映像をお願いされて
撮ったことがあり、何故私にその依頼が来たかというと、
まだ 30 代の若手であったということがあるのでしょう。
フィルムで撮った画像は 4Ｋどころか 8Ｋ以上のクオリ
ティを持っており、最近のハリウッドではまたフィルムに
戻りつつあります。フィルムを使うことは大変なアナログで、それは列車とすごく
似ていて、いくらデジタルの時代になっても列車は空を飛ぶことはなく、レールで
摩擦をしながら前に進んでいくのと一緒で、フィルムは瞬間に転送もできません
し、それがアナログなのです。
また、コンサートやお祭を録画したものを劇場で見ても面白くないのと一緒で、
映画はテレビ画面で見るより「映画館で皆さんと一緒に、隣の人と同じ空気・空間
で見るものである」ということを言い続けておりますが、でもそうならなくなって
います。映画文化は、大きなスクリーンで見ること、なのです。
フィルムで撮って 4Ｋ仕上げしたものと、4Ｋデジタルカメラで撮って 4K 仕上
げしたものとの差をラボで確認してみましたが、全く違います。西陣織の着物を着
たことない人がポリエステルの着物が綺麗だといって、全員がそれしか知らない
ような時代にならないことを願っています。
改めて「映画の魅力はアナログにある」と申し上げたいと思います。
田中人－不自由さの魅力、貴重な不自由さ－
錦織監督のお話と重なりますが、最初の実写商業映画はリュミエール兄弟の手
によるもので、しばしば鉄道の作品だと言われていますが、実はそれが最初ではあ
りません。1895 年 12 月に工場から出てくる人の景色を実際にフィルムで撮ってそ
れを商業的に上映したのがリュミエール兄弟の最初の作品（
『工場の出口』
）です。
そして翌年の 1 月に鉄道が駅に入ってくる映像（
『ラ・シオタ駅への列車の到着』
）
を上映しています。ご覧になった方もいるかと思いますけど、つまり映画の最初期
の題材が鉄道であった。その意味では映画と鉄道には何らかの見えない結びつき
があります。鉄道（商用鉄道）の始まりは 1825 年ですから、その 70 年後に映画が
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商業化していくわけです。それぞれの歴史の最初期からの両者の結びつきに因縁
を感じるということが一つあります。
ところで映画の魅力は、話を壊してしまうかもしれませんが、
「不自由さ」だと
思います。映画館というのは不自由なものです。今は、ス
マートフォンで幾らでも映画が見られる時代で、学生は授
業中でも見ています。黒板に書いているのもスマートフォ
ンで撮りますから、
「それくらいノートに書けよ」とこち
らは思いますが、頭の良いのに限って撮っていきます。そ
うやって何でも持って歩くことのできる時代なのです。で
も映画は、映画館で二時間くらい、真っ暗の中で、しかも
隣は知らない人の中で動けない、ましてその中でスマート
フォンを光らせたらもう怒られるというその不自由さは、
今の人のほとんどが嫌うはずのものなのです。
ファストフードの時代、あるいはスマホの時代、amazon の時代になぜ人はわざ
わざ映画館に行って、真っ暗闇の中で、隣はどんな人かも知らないのに二時間も
黙っているのでしょうか。それはいわば不自由さを求めているわけです。非常に不
思議なことで、皆がマゾヒスティックなわけではないでしょうから、今の時代に映
画を見ることは最も貴重な不自由体験なのです。暗くなってそこから動けないと
いう状況が覚悟を決めさせるわけで、
「今から二時間はここにいて見るぞ」と。そ
の不自由さは、我々鑑賞する立場からすれば、その映画の中で様々な人生を体験し
て、様々な想像力を働かせることが出来るという「貴重な不自由さ」であると思い
ます。
ところで鉄道も同じく不自由で、車のほうが遥かに便利なのです。映画も今はス
マートフォンの中で私的に所有する「私有化」
（Privatization）の時代ですが、鉄道
も車、マイカーで移動手段が私有化されている。その意味では鉄道に魅力をもたら
すとしたら、映画から学ぶことが沢山あるのではないか思います。それを「不自由
さの魅力」
、
「不自由さの中の快楽」という形でまとめることが出来るのではないか
と考えます。
【 Session 2】鉄道の魅力
水無田気流
ありがとうございました。まず羽生様より「暗い映画が魅力的」とお聞きし、錦
織様からは「デジタルな時代にアナログであることの魅力」
、そして田中様からは、
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「貴重な不自由さ」という素敵な言葉をいただきましたが、その三つとも鉄道の魅
力にもつながるものがあるように思います。
これからは「鉄道の魅力」とはなにかということを論じていただきたいと思いま
す。例えば、鉄道との接点ですとか、皆さまが抱いている鉄道に関するイメージと
か、様々な角度から、それぞれのお立場よりお伺いします。羽生様よりお願いいた
します。
羽生次郎 －コミュニティが支えるとそれなりの魅力が出る－
鉄道の魅力といいますと、鉄道もいろいろあり、都市間を結ぶ高速鉄道から都市
外を結ぶ鉄道、サブウエイもありますが、そういう鉄道は必要とされて必ず生き
残って行くのでありましょう。
問題はそのような鉄道ではなく中小都市の間の鉄道、錦織監督が撮られたあの
一畑電車のような鉄道は、存続の危機に絶えず直面しています。これをどうしてい
くかは難しい問題で、全部生き残れば良いとも思いません。
私は何十年か前に国鉄改革で民営化を行った当時、運輸省で地方鉄道線を切る
という大変厄介な役割の課長でした。地方へ出向き説明をすると皆さんはかーっ
と怒って「運輸省の横暴を許さないぞ」と言われましたが、裏では取引ができてい
たようで、終わると箱弁が出て「ご苦労様でした」と言われるような体験もしまし
たが、やはりそのようなところでは鉄道は育たなく、無理をして鉄道を続けて結局
倒れてしまったところがあります。
一方、一畑電車のような鉄道は生き残る。結局このようなローカル線といわれる
鉄道は、コミュニティがどう支えていくかということに関わっていくかと思いま
す。またそのコミュニティが支えていくと、それなりの魅力も出てくるのです。
ただし、コミュニティで支える能力にも限度があります。そこをどう調整というか
バランスをとっていくのかが必要になると思います。
エネルギーの観点ということもあります。ここで注意をしなくてはならないの
は、電車に例えば一人しか乗らなかったらエネルギー効率の最も悪い乗り物とな
ります。乗車効率がある程度あれば良い乗り物で、何故か申しますと電車の動力と
なる発電は石炭ないし石油といった化石燃料を燃やしてできるわけですから、場
合によってはかならずしも効率が良いとは限りません。都市内鉄道のように満員
電車のものは良いのですが、ローカル鉄道の場合にはそのような観点もあります。
その上で、コミュニティがどのようなコンセンサスを持って鉄道を支えていく
決意をするのか、というところが重要だと思いますし、そのような契機となる上
で、錦織監督の作られた映画というものが大きな力を発揮するのだと思います。た
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だし、これがすべての鉄道についても成り立つわけではないので、その辺をどう考
えていくのか、行政だけで出来るものではないし、コミュイティーの知恵だけでも
出来るものでないし、経営側だけで出来るものでもない。その辺が難しいところだ
と思います。
鉄道に対するノスタルジアというものは非常に強いものがあるのですが、これ
だけではいけないので、ある程度冷静な目で見て鉄道を支えていくことが必要と
なります。先ほど、錦織監督が高千穂鉄道の例を出されましたが、確かに景勝の地
です。が、私は第三セクター鉄道になった時からダメだと思った路線の一つで、そ
ういう支援体制は出来てないし、高地を走り過ぎて多分にコストがかかり過ぎる
からです。
非常に難しい問題ですけども、難しい問題だけにやりがいあるというところも
鉄道の魅力だと思います。
錦織良成 －人生の営みに例えられる鉄道の魅力－
一畑電車のデハニという昭和 3 年製の電車は運転席と旅客席を遮るのに、バー
がひとつだけです。誰でも簡単に運転席に入れてしまうので、鉄道的には危ない、
タクシーよりも危ないのです。どのような人がいるか分からない東京で、そのよう
な電車が走っていたら危ないです。
私は映画の中で子供がそのバーをスルーして運転席に入り思わず運転レバーを
握ってしまった、という設定にさせていただきましたが、その車両がつい最近まで
走れていたというのは、地方の豊かさにあると感じます。
また、それを許せた時代背景もあるのではないかと思いますし、鉄道の在り方と
時代の流れはすごくリンクしていると思っています。
JR の方から、支流の川の水が流れこんで大河が流れていくと同じで、地方から鉄
道が無くなったら新幹線があのように混むことはなくなる、と伺いました。
鉄道も単なる移動手段ではなく、人生のように考えてみるととても魅力的です。
始発駅があって終点があって、最近は東京の場合はほとんど関東全域で相互直通
がされていてどこが始発でどこが終点か分からなくなることもありますが、それ
でも必ず始まりがあり、終点の駅があります。それは、まるで人生のようであり
『RAILWAYS』の台詞の中で「終点まで一緒に乗ってってくれよな」と言わせまし
た。一緒に乗っていっても途中でお父さんだけが先に下車してしまうこともあり
ますけれど（笑）
。二人一緒にレールの上を走っていくっていう、家族の営みと鉄
道というのをリンクさせてみました。
飛行機では、ゲート入ってしまうと飛行機に向かって手を振っても何も見えま
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せんが、鉄道のホームでの風景は正に人生の営みに例えられるのではないか、それ
も鉄道の魅力ではないかと思います。
田中人－三つの魅力、
「近代文明の象徴」
「別れ」
「絆」－
鉄道の魅力、これはなかなか語りつくせないものと思いますので、
「映画の中の
鉄道」に絞ってお話しさせて頂くと、三つあります。
一つは、大体において映画の中に蒸気機関車が出てくるシーンは「近代文明の象
徴」なのです。それまでとは時代が変わった、既存の体制が崩壊していくのが、先
ほど『1900 年』の話が出ていましたけど、あれも要するに地主階級の息子（ロバー
ト・デニーロ）と、地主の小作の息子のジェラール・ドバルデューの二人が度胸試
しで線路の上で寝っ転がって、その真上を蒸気機関車が猛スピードで通過すると
いうシーンは、鉄道に象徴される近代技術の前に旧態依然とした階級制が崩壊に
直面している、そういう時代であるということを表しているのだと思います。
NHK のドラマなどは分かりやすい例で、明治村の動態保存している蒸気機関車
が出れば「近代化」
（文明開化）だということで、近代文明の象徴として使われて
います。チャップリンだったら『モダンタイムス』で、工場の歯車を、動輪の部分
をアップにしたりして、そのダイナミズムにより時代が転換したということを描
いています。
もう一つは駅のシーンで、これは「別れ」を暗示しています。小津安二郎監督の
作品には、鉄道のカーテンショットは時々出たかもしれませんが、鉄道そのものは
あまり描いておらず、それは（映画的には）正解だと思います。ただ『東京物語』
では、最後の方で原節子さん演ずる紀子が、義理の母の住んでいた尾道まで行って
最期を看取り、実の子たちの間では形見分けの話で「あれくれ、これくれ」となる。
紀子は戦死した次男の嫁さんですが、東京へ訪ねた時に唯一、甲斐甲斐しく老夫婦
の世話をしています。長男役の山村聡さんと長女役の杉村春子さんも東京に住ん
でいるのですが、共に仕事があり、家庭があり忙しくて上京してきた老親の面倒を
みる余裕がない。小さい頃見たときはとんでもない息子、娘だと思いましたけれど
も、だんだん歳をとって家族を持つと、やっぱり長男、長女の気持ちもわかる。今、
家に親が来られると、どうしようか、チケットあげるからどこか遊びにいってく
れってなるのかなと思います（笑）
。
尾道では次女の京子役の香川京子さんが、
「亡くなったばかりなのにもうお母さ
んの形見分けの話しをして、お兄さんもお姉さんも」と怒るのですが、それを紀子
の原節子さんが、
「いやそうじゃない、そういうものではないのだよ」と諭します。
そのようなことが終わって東京に帰っていくときに、C59 か C62 なのか分かりま
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せんが、尾道ですから山陽本線なのでしょう、小津安二郎監督には珍しくそこで上
手く鉄道を描いて、これにより原節子さん演ずる紀子はもう二度と義父の笠智衆
さんには会わないことになるのだろうと予感させます。劇中の「私、ずるいんです
の」という台詞が印象に残りますが、そのような別れのシーンであると同時に、小
津安二郎という監督は多くの作品を通して家族解体を描いていますから、核家族
化、それから今では孤立死、孤独死の時代ですから、見事に予見をしていたと思い
ます。また、小津安二郎監督の優れたところは、大団円で救われるということでは
なく、それも一つの運命として受け止めており、先程のケン・ローチ監督の『わた
しは、ダニエル・ブレイク』などもそうですが、その冷徹さがすごく良いところだ
と思います。
もう一つ鉄道が逆に解体とかそういうものでなくて、
「絆」として未来への繋が
りを描く場合があります。線路が続いているというのはそのようなものですから。
最近のアニメーション映画の『未来のミライ』は、それ自体はあまり面白い作品で
はなかったですけれども、作品中の鉄道は JR 東日本管内の CG で、錦織監督はお
好きでない CG ですが、非常に細かく描かれていました。主人公の少年は自分に妹
ができて、どうして親は私より妹を可愛がるのだと怒り、悩むのですが、成長した
未来の妹が現れて「そうではないよ、あなたが生まれるまでに親はこうやって出
会った、その親の親はこうやって出会ったんだよ」ということを鉄道が時間を繋い
でオーバーラップしていくように描いており、その辺は大変良く出来ていました。
ちなみに、これとはまったく逆に『シンゴジラ』という庵野秀明監督の映画では、
最後 N700 系が爆弾を積んでゴジラを倒すのです。突っ込んで行ってただ爆発す
る。さらには在来線の E231 と E233 も突っ込み、ものの見事に爆破する。鉄道と
いうのはもうそのような扱いをされています。大量生産、大量消費時代の鉄道は、
ただ爆発が描かれているだけで、昔であったら仮にそれが蒸気機関車であれば「何
てことをするのだ」と怒る方もいらっしゃったかと思いますが、それに比べ今の電
車はオモチャみたいな位置付けで、鉄道がすごく軽く扱われるようになったと思
います。それは速さとか効率を追求することと多分裏表なのでしょう。
【 Session3】鉄道と映画のこれから
水無田気流
近代文明との関係から見た鉄道のお話、大変に印象深くお聞きしました。
私は現代詩人でもありますが、戦前、戦後間もないころの口語自由詩ですとやっ
ぱり萩原朔太郎や室生犀星、中原中也の詩にも機関車や汽車がよく出てきます。都
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会に出てくるということ、イコール鉄道を利用すること、それは故郷との決別だっ
たり、古い因習や慣習を断ち切るという決意の表れだったりします。
朔太郎は、
「わが故郷に歸れる日／汽車は烈風の中を突き行けり。／ひとり車窓
に目醒むれば／汽笛は闇に吠え叫び／火焔ほは平野を明るくせり」とか、強い語調
の詩を書いています。これが中也になるとちょっと優しいですね。
「汽車が聞こえ
る、蓮華の上を渡ってだろうか」などと書いています。でもこれが戦後の高度成長
期以降になるとあまり鉄道は無くなってしまいます。たとえば吉野弘に、電車の中
である娘さんが、老人に二回席をゆずってあげた後、三回目にはうつむいてしまう
「夕焼け」という詩のように、鉄道の中での人間模様を詩うものはあるのですが、
構造的に鉄道が社会背景に入り込んできて抒情性を醸し出すという作品は、文芸
でも映画でも難しくはなってきているのではないかという印象を受けました。
最後のセッションは、鉄道と映画のこれからについて、未来の話しをお願いした
いたいと思います。
先ほど羽生様の話にもありましたが、現在鉄道には、まず新幹線やリニアのよう
な超高速の幹線鉄道がまずあります。それにとって代わられて、寝台列車がどんど
ん無くなっていくのが個人的には寂しくてたまりませんね。また、やはりファスト
で効率至上主義的な、
『シンゴジラ』の爆弾にされてしまうような新幹線を見ると、
私もちょっと考え込みます。
次いで、大都市圏の通勤通学の足を確保するための都市鉄道と、私たちが振興し
ようとしているローカル鉄道、以上の三様があるわけですが、それぞれの鉄道が今
後例えばテレビとかメディア、
映画、
マスメディアだけでなく SNS 上でも鉄道ファ
ンの方々はいろいろと交流をしており、ビジュアルの魅力という点ではとても捨
てがたいものもありますね。個人的には視覚的な魅力だけではなく、蒸気機関車が
近づいてくるときの重たい振動や汽笛の音も大好きで、その体感も含めて魅力と
思っていますけれども、ビジュアルの美しさやそういった魅力についても、映像の
世界でどのような位置を占めていくのか、映像資料としての鉄道の可能性につい
てもこれから考えていきたいと思います。
錦織監督の『RAILWAYS』は、先ほどのお話しで、一畑電車が実際に黒字になり
輸送人員も伸びたという素晴らしい波及効果があったということですが、成功事
例に持っていかれた当事者として、どのように鉄道の魅力を取り上げていくのか、
あるいはそのような方法がないかを伺いたいと思います。
錦織良成 －手間暇をかけた列車を走らせ、付加価値を付ける－
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一畑電車では、昔「一畑パーク」という中国地方最大の遊園地を経営しておりま
したが 20 年程で終わってしまいました。また、一畑薬師という 1200 以上前から
ある目のお薬師さんがありまして、そこに参拝するための鉄道でした。今は水木し
げるロードにある、目玉おやじの銅像もあります。
先ほど羽生先生のお話のとおりで、
『RAILWAYS』のような映画を全国の鉄道が
作ったら、黒字になるという訳はなく、赤字の時から地域の人たちの支えるコミュ
ニティがあったところに、映画を作ったことでその価値観に気づくことで、パラダ
イムが変わったのだと思っています。
田中先生が紹介された『シンゴジラ』では鉄道が軽く扱われているのは全くその
とおりですけども、日本人の死生観も変革したのではないかと思っております。死
ぬということを現実的に見られなくなっているのではないでしょうか。
昔はブレーキが利かないということはあまり聞いたことがなく、今はブレーキと
アクセルを間違えたということで、車はハイブリッド車になって自動運転の技術
も進めていながら免許の返納を勧めていくというのも変な話で、返納して 5 年後
に自動運転が完全実用化していたら、返納しないで免許を持っていた人はラッ
キーだ、という話しになってしまうような、矛盾したことが世の中では同時進行で
起こっている気がします。
鉄道の未来に話を戻しますが、JR も含めて全国のローカル鉄道線を全部繋いで、
オリエント急行のような高級列車を走らせて、全世界から来るインバウンドの人
たちがその鉄道に乗り全国を巡っていけるような、合理化の時代に逆行しますが、
すごく手間暇をかけた豪華客船のような感じの列車を走らせるのはいかがでしょ
うか。単なる移動手段ではなく鉄道に付加価値が付けられたら良いのではと思い
ます。
水無田気流
ご提案をありがとうございます。実作者としてのお話しを受けまして、かつて
ローカル鉄道削減の辛いお仕事などもされていたという羽生様にお話しを伺いた
いのと思いますが、いかがでしょうか。
羽生次郎 －実体的で力のあるフィルムコミッションを－
地方の鉄道において、色々な試みをされるのは良いことですが、同時に今削減せ
ざるを得ない鉄道があるのもやむを得ないと思います。
まずはいろいろな努力をされるような土台を作ることをやっていただくのが良
く、錦織監督は島根では大きな功績を挙げられており、映画を作ると言えば、島根
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県が県をあげて応援してくれる体制ができているのでしょうが、他のところは違
うと思います。例えば、前の都知事の石原都知事に聞いたのですが、ともかく東京
で映画を撮ろうと思うと警察がすべてを規制してしまう、道路で撮ろうと思うと
道路交通法、かたや往来妨害罪になるかもしれないというので、東京で映画を撮ろ
うと思うと、映画監督は隠し撮りをせざるを得ない、そのような状態になります。
では、これをどうすれば良いか、外国でも例があって、それはフィルムコミッ
ションを作って、撮影の際の行政的な手続とか、ここの場所を借りてくれとか、そ
ういう面倒なことはフィルムコミッションが引き受けて、映画作家は自由に撮れ
るようにするのです。
私も以前フィルムコ
ミッションを作ろうと
いうことで警察庁と組
んで作ったことがある
のですが、今錦織監督か
ら伺うと形骸化してし
まって、あるにはあるけ
ど役に立たない、現実は
映画のプロデューサー
があちこち駆け巡らな
ければならないことになっているとのことです。
本当に自分のところを撮ってもらいたいのであれば、その地方でフィルムコ
ミッションを作り、そこに行政との間に入ってもらう、あるいは映画作家と調整す
る場を作るとか、そのようにして映画を撮りやすくしないとこれは難しいと思い
ます。
お役人はいろいろ言行がありますので一見違法と見えても合法になると。憲法
九条のもとでも自衛隊を持てるというくらいの国ですから何でも出来るはずです
ので（笑）
、そういうことを考えてくれる実体的で力のあるフィルムコミッション
を設立していかないと、いくら映画監督が作りたくても、映画作家が作りたくても
作れない、鉄道を撮りたくても規制があって出来なくなってしまう、ということが
生じると思います。規制を緩和しろといっても鉄道事業法に、
「映画を作るときは
この限りにあらず」というような条文ができるわけがないのですから（笑）
。
今の範囲の中で、そこの行政との間に立って、真に映画の立場で動いてくれるフィ
ルムコミッションが出来ると、錦織監督のような素晴らしい監督が沢山の映画を
作ってくれるのだと思います。
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水無田気流
鉄道映画に関して、実作者と行政と、それぞれの関わられた立場から貴重なご意
見を伺いました。最後にこのお二人の意見を受けまして、社会学の立場から田中様
にお話を伺いたいと思います。
田中人－工夫と費用対効果とコミュニティ鉄道－
私は青森生れなので、先ず錦織監督には次は津軽鉄道を舞台にして撮っていた
だきたいですね。監督は『わさお』を撮りに鯵ヶ沢まで来られたのであれば、津軽
鉄道はもう目と鼻の先になりますので（笑）
。
映画も危機がありました。今もそうでしょうけれども、やはりそれはテレビでし
た。映画産業は大変だった訳です。ハリウッド映画とか、観客動員数も世界的に伸
びていますけど、ほんの一部の映画、いわゆる大作に過ぎません。そうではなくて、
私は今日の講演で羽生先生が挙げられた映画は全部好きで、不思議なほどに趣味
がぴったりで、私ももうなにも起きないような映画がすごく好きなのですが、今そ
のような映画は誰も見に行かないでしょう。
私の大学時代は、週末にはバスター・キートンの七本立てとかタルコフスキー監
督作品二本立てとか、タルコフスキー作品はまだ音があるから良いのですが、バス
ター・キートンはほとんど音が無い。先ほど上映されたサイレント映画の『鉄路の
白薔薇』も後から音を付けていますから、本物を見ると、ただカタカタカタという
音が鳴るだけで、夜中のサイレント映画を寝ないで見るのはつらいのですが、学生
時代の週末はそれらをよく見ていました。
今はもうそういう時代ではなく、大作、そしてなぜ作ってしまったかという無駄
な続編シリーズを、それを見に行って後悔する（笑）
。さらに最近はなかなか難し
くなって、ポリティカル・コレクトネスがあり、映画の中にアジア人が出る、黒人
が中心になって出る等、アメリカ映画はいろいろ（政治的な）課題を抱えながらも、
良い悪いはあると思いますが、そのようにして作る大作映画がどう危機を乗り超
えてきたか、そこでは 4DX だ、3D だといろいろな工夫をしてきています。
鉄道も映画と同じで、最初に申し上げたように不自由です。2 時間、3 時間と同
じ席にいなくてはならない。でもその中で、人気を集めている鉄道はいろいろな工
夫をしてその不自由さの中で楽しめるような魅力、付加価値を付けています。
もちろん羽生先生が指摘するようにロマンチシズムだけではやはりダメですね。
それでどうにかなるものではない。だからはっきりした効果を出していく、今の世
の中は費用対効果ですから。要は打ち勝つだけの効果を発揮できれば良いわけで
す。ただそれは経済的な市場原則だけではダメで、なかなかその効果を図るのは難
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しいでしょう。効果を市場原則だけではないとした場合には、その指標の一つに成
り得るのはコミュニティで、私の専門はコミュニティ論ですが、たとえばどのよう
に「コミュニティ鉄道」という概念を打ち出していくことができるかでしょう。
地方の鉄道は、実際には（地元住民に）使われていない場合も多く、一方で沿線
のパチンコ屋の駐車場は車で一杯であったりします。すると観光客を、あるいは通
勤・通学、買い物弱者を呼ぶしかない。そういう状況の中で、魅力をどう発信して
いくか、地域が一丸となってというのは幻想かもしれません。
鉄道は本来大量輸送の為の装置です。もっと細かく定義すれば、大量輸送の為の
装置及びそれに関連する一連の技術集積です。だからそこにはロマンチシズムは
なく、マルクス主義的に言えば、上部構造と言えば人間の意識の産物であり、だか
ら鉄道というのは生産活動手段の下部構造です。ところが我々がそこにロマンを
見て、ロマンチシズムを感じるとしたら、鉄道という装置の魅力をどのように発信
していくか、それは上部構造の問題になってくるでしょう。先ほどケン・ローチ好
きな人は左翼だと伺いましたから、あえて左翼的に話してみました（笑）
。
さて地域鉄道活性化という課題については我々が鉄道に感じるロマンを信じてい
くことができれば、それはそれに越したことはないのですが、やはりはっきりと目
に見える形でこれが無くてはいけないというのは、ここの場所（東武鉄道博物館）
、
ここも玉ノ井の歴史を有する深い文化的意味合いのある場所ですが、ここで話し
をしているだけではダメで、それぞれの地元とどう結びついていくか、コミュニ
ティの厚みをどう増していくかということが必要であり、まだまだこういう
フォーラムだけでなく、いろいろな形で活動していかなければならないと感じて
います。
今日は錦織監督に映画による地域活性化の成功例をご紹介いただきましたが、
その土地に元からそのような土台（強い地元愛）があったからこそ、それが映画に
よって化学反応をし、光を発したのだと思います。支える覚悟とか心の準備が、今
まさに困難な状況に直面している様々なローカル鉄道の地元に残っているのかど
うかはまた別の問題となりますが、今後とも私たちは出来るだけそういう方向（地
元住民や利用者とのつながりを強めて地元愛を掘り起こしていくこと）を意識を
していく必要があると思います。
水無田気流 －まとめ－
有難うございました。お三方のお話ですが、一見すると鉄道と映画という、ひと
時代前にメインストリームの産業だったものが、今や時代遅れになっているとい
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うこと。では今後どのように生き残っていけばいいのかという共通の課題を上手
く表現されたが故の、
『RAILWAYS』の成功だったということがよく分かりました。
さらに今回お話しをうかがっていて、ローカル鉄道を赤字の頃から支えてくれる
人がいるという土台があって、そこにコミュニティがあって、でも移動の形態とし
ては会議に集まる人たちは結局車で移動してしまっているという矛盾に気付きを
もたらした映画というメディアの効果、それはとても大きいということが分かり
ました。
それから羽生様の言われた、ノスタルジアだけではいけないけれども、また市場
主義だけでもいけない、採算を完全に度外視することはやはり産業なので難しい、
でもそういった中で、コミュニティや、あるいは新しいコミュニケーション的な価
値、それは田中様も羽生様も仰っていたことですが、新しい価値、新しい消費価値、
メディアの価値の
創造が生まれたと
ころに、やはり点々
とではあるので
しょうが、鉄道と映
画のこれからの可
能性があるのでは
ないか、と改めて実
感いたしました。と
いうわけで、本日は
大変に有意義な
トークセッション
をお聞かせいただ
くことが出来まし
た。みなさま、どう
もありがとうござ
いました。
（拍手）
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講演、トークセッションでとりあげられた映画作品一覧（公開年順）
公開年

1923 鉄路の白薔薇

作品名

フランス

アベル・ガンス

1937 大いなる幻影
1938 獣人

フランス
フランス

ジャン・ルノワール
ジャン・ルノワール

主な出演者
セヴラン・マルス、ガブリエル・ド・グラヴォ
ンヌ
ジャン・ギャバン
ジャン・ギャバン、シモーヌ・シモン

1939 ゲームの規則

フランス

ジャン・ルノワール

ローラン・トゥータン、ノラ・グレゴール、

1945 逢引き

イギリス

デヴィッド・リーン

セリア・ジョンソン、トレヴァー・ハワード

1951 鞍馬天狗* 角兵衛獅子
1952 真昼の決闘

日本
アメリカ

大曾根辰夫
フレッド・ジンネマン

1953 終着駅

アメリカ

ヴィットリオ・デ・シーカ

1953 ローマの休日

アメリカ

ウイリアム・ワイラー

1953 東京物語
1956 鉄道員
1957 東京暮色

日本
イタリア
日本

小津安二郎
ピエトロ・ジェルミ
小津安二郎

1959 刑事

イタリア

ピエトロ・ジェルミ

1962
1964
1968
1969

イギリス
日本
日本
アメリカ

デヴィッド・リーン
内田吐夢
内田吐夢
デニス・ホッパー

1973 スティング

アメリカ

ジョージ・ロイ・ヒル

1973 北国の帝王

アメリカ

ロバート・アルドリッチ

嵐寛寿郎、美空ひばり
ゲイリー・クーパー、グレース・ケリー
ジェニファー・ジョーンズ、モンゴメリー・
クリフト
グレゴリー・ペック、オードリー・ヘプバー
ン
笠智衆、原節子
ピエトロ・ジェルミ
原節子、有馬稲子
ピエトロ・ジェルミ、クラウディア・カルディ
ナーレ
ピーター・オトゥール
三國連太郎、風見章子
鶴田浩二、若山富三郎、藤純子
ピーター・フォンダ
ポール・ニューマン、ロバート・レッド
フォード
リー・マーヴィン、アーネスト・ボーグナイ
ンほか

アラビアのロレンス
飢餓海峡
人生劇場 飛車角と吉良常
イージーライダー

製作

監督

1981 駅STATION

イタリア・フラ
ンス・西ドイ ベルナルド・ベルトリッチ
ツ
日本
降旗康男

1983 ノスタルジア

イタリア・ソ連 アンドレイ・タルコフスキー オレーグ・ヤンコフスキー

1985 ショア

フランス

クロード・ランズマン

1989 ブラック・レイン

アメリカ

リドリー・スコット

1996 ブラス！

イギリス

マーク・ハーマン

1997 フル・モンティー

イギリス

ピーター・カッタネオ

1998 セントラルステーション

ブラジル・フ
ヴァルテル・サレス
ランス
日本
降旗康男
イギリス・ドイ
ケン・ローチ
ツ・スペイン

1976 1900年

1999 鉄道員（ぽっぽや）
ナビゲーターある鉄道員の物
2001
語
RAILWAYS49歳で電車の運転
2010
士になった物語
2010 アンストッパブル
2011 わさお
2016 この世界の片隅に
2016 わたしは、ダニエル・ブレイク
2016 シンゴジラ
2017 たたら侍
2018 未来のミライ

ロバート・デ・ニーロ、ジェラール・ドパル
デュー
高倉健、倍賞千恵子

マイケル・ダグラス、アンディ・ガルシア、
高倉健
タラ・フィッツジェラルド、ユアン・マクレ
ガー、ピート・ポスルスウェイト
ロバート・カーライル、マーク・アディほか
フェルナンダ・モンテネグロ
高倉健、大竹しのぶ、広末涼子
ジョー・ダッティン、トム・クレイグほか

日本

錦織良成

中井貴一、高島礼子、本仮屋ユイカ

アメリカ
日本
日本
イギリス・フラ
ンス・ベル
ギー
日本
日本
日本

トニー・スコット
錦織良成
片渕須直

デンゼル・ワシントン、クリス・パイン
薬師丸ひろ子

ケン・ローチ

デイヴ・ジョーンズ、ヘイリー・スクワイ
アーズ

庵野秀明、樋口真嗣
錦織良成
細田守

青柳翔、AKIRA、小林直己

鞍馬天狗には、「御用盗異聞」、「小鳥を飼う武士」、「天狗廻状」、「ご存知鞍馬天狗」等多数のシリーズあり
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鉄道写真詩コンテスト 2019 の開催結果
鉄道写真詩コンテスト 2019 は、国土交通省鉄道局の後援、JTB、クラブツーリ
ズム、旅の手帖、交通新聞社、関東交通印刷各社の協賛並びに鉄道博物館、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各位の協力
をいただいて開催しました。
1.作品募集 2019 年 7 月 1 日～9 月 30 日
2.応募総数 200 作品
3.年代別内訳
12 歳から 86 歳までの幅広い年代から応募が寄せられました。
～10
年代
20代
30代
40代
50代
60代
代
30
16
12
31
43
44
件数

70代
～
24

合計
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
2019 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

国土交通省
鉄道局長賞
米屋こうじ賞

名 前
ツ ジ モ トカ ズ オ

辻本一夫
サ ク ラ イミ チ コ

撮影箇所

年齢

JR北上線 ほっとゆだ・ゆだ錦秋湖間

55

遠い夏

東京都

JR肥薩線 八代駅

60

語る

滋賀県

京都鉄道博物館 扇形車庫

25

ミ ズ ノ

冬の夜のシャボン玉 福島県

津軽鉄道 五所川原駅

61

ホーム

宮城県

東北新幹線 仙台駅

31

君と一緒に・・・・・・

東京都

JR室蘭本線 追分駅

60

あお

神奈川県 JR花咲線 落石駅

45

空蝉

大阪府

近鉄南大阪線 土師ノ里・藤井寺間

53

待ち人来たる

静岡県

飯田線 向市場

13

夕焼けの向こうに

沖縄県

ゆいレール 旭橋駅・壺川駅間

46

下を向いて

東京都

会津鉄道 養鱒公園駅

44

千歳の山径

東京都

南海鋼索線 極楽橋駅

19

マコト

水野 誠
オ オ バマサアキ

大場正明
タ マ ム ラマ サ ミ

玉村雅美
ツ チ ダ

ヒサシ

土田 恒
ク リ ハ ラマ サ タ カ

入選

住 所

東京都

キ ム ラタ ロ ウ

櫻井路子

水無田気流賞 木村太郎
エコトラン賞

題 名

春の舞台

栗原正隆
カマクラ

ノドカ

鎌倉 和
ナ カ ム ラタ カ シ

中村高士
オ カ モ トユ キ

岡本由紀
シ バ ヒデアキ

志波英明
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鉄道写真詩コンテストで、ジャッジの
基準としているのは「詩が写真の説明に
なっていない」ことです。文章が単なる
絵解きであっては、せっかくの写真も詩
も作品として輝きを放てません。
第3回の今回は、そんな基準ラインを
クリアしている作品が割合として高く
なったと感じました。さらには、写真の
レベルが向上しており、審査にも力が入
りました。
そんななか、私が選んだのは櫻井路子
さんの「遠い夏」
。映り込みを生かした
写真で、作者独自のカメラ目線がありま
す。ポスターの東北と撮影地の九州が18
きっぷを介して繋がっている……。とい
う裏テーマの存在さえ感じられます。過
去に時間軸を置いた詩も、作品の世界を
より広げています。

鉄道は撮る、乗る、聴く……等、さま
ざまな楽しみ方ができますが、写真詩は
言葉を詠み込む「詠み鉄」と読んでおり
ます。今年も、多くの詠み鉄のみなさま
の作品をお送りいただき、誠にありがと
うございました。回を重ねるごとに、み
なさまの表現が洗練されてきたように
思います。
今回私が選出させていただいた木村
太郎さんの「語る」は、博物館にある機
関車という、生活空間から切り離された
対象に、その歩んできた時間や経験を投
影した内容です。初連は疑問詞の連続で
緊張感をもたせ、二連の体言止めが韻律
の歯切れを良くし、終連末尾で脚韻を揃
えるといった技法により、写真を重厚に
「語る」ことに成功している作品だと思
います。
写真は情報量が多いので、言葉は若干
引き算の感覚でつけた方がしっくりく
る場合が多いのですが、もう一歩進める
ならば、単に言葉を刈り込むというより
も、韻律を整えたり、暗喩や換喩表現な
どを駆使して「積極的に言葉数を減ら
し、その分美的な表現の重厚さを増す」
ことを目指すのも良いでしょう。

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。
次は、入選 8 作品です。
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優
し
い
時
間
が
流
れ
て
い
た
事
だ
け

た
だ
ひ
と
つ
だ
け
思
い
出
せ
る
の
は

誰
を
待
っ
て
い
た
の
か

夢
の
中
で
、
そ
の
汽
車
は
僕
に
こ
う
言
っ
た
。

た
だ
そ
れ
だ
け
で
い
い
ん
だ
・
・
・
・
・
・
。

誰
を
見
送
っ
て
い
た
の
か

今
と
な
っ
て
は
思
い
出
せ
な
い

ホ
ー
ム
に
立
つ
あ
の
日
の
自
分
が
い
る

曖
昧
な
記
憶
の
中

す
れ
違
う
列
車

帰
り
を
急
ぐ
人

そ
し
て
君
も
僕
と
汽
車
を
見
つ
め
て
く
れ
る
。

何
も
考
え
ず
に
、
君
と
汽
車
を
見
つ
め
る
僕
。

二
人
で
手
を
つ
な
い
で
、
ず
っ
と
聞
き
た
い
。

君
と
一
緒
に
こ
の
街
の
駅
で
汽
笛
を
聞
こ
う
！

ど
こ
ま
で
も

ど
こ
ま
で
も

私
の
大
好
き
な
色

み
つ
け
た

「
ホ
ー
ム
」

入
大選
場
正
明
（
宮
城
県
）

東北新幹線 仙台駅

「
〝
そ
の
時
〟
が
く
る
ま
で
私
は
生
き
て
い
る
」

「
君
と
一
緒
に
・
・
・
・
・
・
」

入
玉選
村
雅
美
（
東
京
都
）

JR 室蘭本線 追分駅

つ
づ
い
て
る
の
だ
ろ
う
か

あ
の
島
ま
で

JR 花咲線 落石駅
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東
の
は
て
の

「
あ
お
」

入
土選
田
恒
（
神
奈
川
県
）
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し深空
がいっ
み深ぽ
ついに
い記な
て憶れ
るのば
奥楽
空でだ
蝉こけ
のびど
より
うつ
にき

遠確本封
きか能じ
日にが込
の残避め
残っけた
像てて怖
いいい
るる体
だ験
確ろか
かう
にが
存
在
す
る

私あま
はのだ
ず姿ま
う
だ
っ
見
と
え
見
な
つ
い
め
て
た

僕
は
ず
う
っ
と
見
つ
め
て
た

遠た何記
きどか憶
日りをの
の着辿中
残かっに
像なて取
いはり
み残
たるさ
どがれ
り た
着
け
な
い

ま遠
たい
暑夏
いの
季日
節の
が思
巡い
り出
来を
る探
し
続
け
て

「
空
蝉
」

入
栗選
原
正
隆
（
大
阪
府
）

近鉄南大阪線 土師ノ里・藤井寺間

あ
の
電
車

ま
だ
ま
だ
見
え
な
い

僕今僕
にかは
ら
何
何
を帰を
っ
話て話
す来そ
だるう
ろ
か
う君
は

今僕今
かはか
ら
ら
何
帰し帰
ってっ
て
て
来遊来
るぼる
う
君か君
に
と

列
車
は
走
る

今
日
の
終
わ
り
を
追
い
か
け
て

新
し
い
一
日
が
待
っ
て
い
る

「
待
ち
人
来
た
る
」

入
鎌選
倉
和
（
静
岡
県
）

飯田線 向市場

夕
焼
け
色
の
線
路
を
走
る

ゆいレール 旭橋駅・壺川駅間
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カ
タ
タ
ン
カ
タ
タ
ン

列
車
は
走
る

明
日
の
始
ま
り
を
待
ち
わ
び
て

列
車
は
走
る

夕
焼
け
の
向
こ
う
に

「
夕
焼
け
の
向
こ
う
に
」

入
中選
村
高
士
（
沖
縄
県
）
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水
面
に
何
か
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
。

涙
が
尽
き
た
そ
の
瞬
間
、

枯
れ
果
て
る
ま
で
泣
い
て
ご
ら
ん
。

下
を
向
い
て
泣
い
て
ご
ら
ん
。

差
し
伸
べ
て
く
れ
る
か
ら
。

桜
色
の
掌
（
て
の
ひ
ら
）
を

い
つ
も
は
通
り
過
ぎ
て
し
ま
う
人
た
ち
が
、

泣
い
て
ご
ら
ん
。

大
き
な
大
き
な
湖
が
で
き
る
ま
で

下
を
向
い
て
泣
い
て
ご
ら
ん
。

唐
車
人
を
三
山
に
誘
う

蒼
の
灯
火
を
身
に
宿
し

陰
る
坂
道
の
改
札
に

朱
の
欄
干
を
遠
望
す

発
着
表
に
旅
装
行
き
交
い

西
の
波
風
聞
ゆ
る
夕
に

龍
王
の
幻
影
に
共
鳴
す

晩
夏
の
風
が
露
を
消
し

「
下
を
向
い
て
」

入
岡選
本
由
紀
（
東
京
都
）

会津鉄道 養鱒公園駅

一
里
塚
に
咲
く
高
野
箒
に

砂
利
道
に
立
つ
人
を
迎
え
る

頂
の
円
窓
に
伽
藍
煙
り

南海鋼索線 極楽橋駅
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鋼
索
に
這
う
笹
の
さ
ざ
め
き
に

「
千
歳
の
山
径
」

入
志選
波
英
明
（
東
京
都
）
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