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はじめに

　世界に先駆けて日本の国鉄改革が行われて以来
30 年が経過しようとしている。米国では，民営
の鉄道会社が貨物輸送を担うなど例外的な事例は
あるものの，日本の国鉄改革までは，大多数の海
外諸国においては，いわゆる国有鉄道が国土の都
市間を結ぶ鉄道システムの運営を行ってきた。し
かし，日本の国鉄改革の翌年には，スウェーデン
が上下分離による鉄道改革を成功させ，以降は
EU が主導する形で欧州諸国の鉄道改革が進めら
れている。また，他国においても多様な形態によ
って国鉄改革が進められてきた。
　本稿では，まず，過去30年の間に導入された多岐
にわたる鉄道改革の形態についてその概要を振り
返る。また，近年もいくつかの国々では鉄道改革
が実施あるいは計画されている状況にあるが，そ
の改革手法の趨勢と課題などについて考察を行う。

1．日本の国鉄改革
―世界の国鉄改革の先駆け

　1987 年４月に世界に先駆けて日本の国鉄改革

が行われた。わが国の国鉄改革について論じるこ
とは本稿の主旨ではないが，海外の鉄道改革と比
較する観点から，特に日本の旅客鉄道会社の運営
について特徴的と思われる２点について触れてお
くこととしたい。
　１点目は，海外の鉄道と比較したとき，国内の旅
客鉄道は一般的には非常に恵まれた輸送市場の中
で運営が行われていると言えることである。改革初
年度の本州３社の平均輸送密度は，３万 5,520人/
日であり，これは同年の英・独・仏３カ国の平均
輸送密度（4,597人/日）の 7.7 倍に相当している。
このような多くの旅客輸送人員に恵まれてはじめ
て，鉄道会社はインフラ施設を所有しその費用を
負担した上で，政府からの補助金に頼ることなく
運営を行うことが可能になる。もちろん，輸送市
場の状況は地域によって異なり，経営安定基金が
付与されて発足した３島会社の同年の平均輸送密
度は，5,654 人/日であり，上記の欧州３カ国の平
均とほぼ同じ水準となっている。
　２点目は，発足した旅客輸送会社は，上下一体
的な運営を基本としていることである。国鉄改革
後に整備新幹線の建設フレームが新たに策定され，
新規路線については開業後も鉄道・運輸機構が鉄＊ 運輸調査局主席研究員
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道施設を保有した上で新幹線の運営が行われてい
る。この例にも示されるように，日本の旅客鉄道
運営は，「施設の保有」の面では必ずしも上下一
体を前提としていないが，「鉄道システムの運営」
の面からは，鉄道会社が列車の運行のみならずイ
ンフラ管理の責任も担いながら，上下一体的な運
営を行っている。上下一体的な運営は，各会社間
の列車の直通運転（いわゆる「相互乗り入れ」）を
行う場合も同様であり，日本の旅客鉄道運営の基
本方針であるとも言える。
　近年は，不採算の地域鉄道に上下分離の運営形
態が導入されるなどの動きが見られるものの，国
鉄改革によって誕生した JR 会社とともに大手民
鉄や地下鉄事業者なども，政府からの毎年の補助
金に頼らずに上下一体の鉄道運営を続けている。
このため，鉄道が黒字の都市圏で生活を続けてい
ると，日本人はそのように自立した鉄道運営をい
わば当然のように考えがちである。しかし，海外
では輸送市場の環境が大きく異なるため，自立し
た鉄道運営は一般的に困難である。また，次章で
述べる EU の上下分離形態のように，日本では当
然と考えられている上下一体的な鉄道運営手法が
採られていない場合もある。このため，海外の鉄
道改革を考察するにあたっては，以上の点につい
ては日本の輸送市場及び鉄道運営の特徴として留
意しておく必要があると思われる。

2．スウェーデンの国鉄改革とEU鉄道政策
―上下分離による競争の導入

　近年のモータリゼーションの進展に伴い，ヨー
ロッパ各国においても鉄道輸送量の減少，鉄道経
営の悪化，累積債務と補助金の増加などの課題に
直面することになった。このような状況の中で，
1988 年にスウェーデンが上下分離による国鉄改
革を行った。それまで政府からの毎年の補助金に

より支えられていたスウェーデン国鉄は，鉄道輸
送事業を行うスウェーデン鉄道と，鉄道インフラ
を保有しその維持管理を行う公的機関に上下分離
された。スウェーデンの国鉄改革は，輸送モード
間の競争基盤の統一（イコール・フッティング）の
理念を現実の鉄道経営に導入する初めての試みで
あると位置付けられている。
　その後，1992 年のマーストリヒト条約への調
印後，交通市場においても欧州域内の単一市場の
構築を目指していた EU は，スウェーデンの鉄道
改革手法を参考にして新しい共通鉄道政策を進め
ることとなった。EU 鉄道政策の当初の目的は，
国際鉄道貨物輸送の競争力を強化することであり，
トラック輸送と同様に，鉄道輸送においても単一
の輸送事業者が国境を越えて貨物輸送を行えるよ
うにする点に力が注がれた。しかし，鉄道におい
てこのような国境を越えた国際輸送を行うために
は，輸送事業者は他国の線路施設に自由にアクセ
スする必要がある。そこで，「線路施設へのアク
セス」を容易にするために，EU は鉄道運営の上
下分離を促進する政策を進めるに至った。さらに，
近年は，鉄道輸送市場の自由化，すなわち「新規
事業者の市場への参入」と「輸送事業者間の競争」
を促進するために上下分離政策の重要性が謳われ
るようになっている。
　このように，EU 鉄道政策を巡る議論について
は，時間の経過とともにその焦点が大きく変化し
ている。例えば，国内旅客輸送事業の自由化につ
いて本格的に議論が行われるようになったのは，
EU においても 2013 年１月に第４パッケージの
法令案が提出されて以降であり，自由化の義務化
は今後の予定となっている。しかし，そのような
状況にもかかわらず，輸送事業の自由化に関する
議論は，次章以降で論じるように EU 域外の鉄道
政策に対しても少なからぬ影響を与える趨勢とな
っている。
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　EU 鉄道政策についてさらに特記すべき点は，
上記に示すとおり「線路施設へのアクセス」や「輸
送事業者間の競争」を促進するために上下分離の
形態が導入されているため，整備新幹線の建設や
地方鉄道の存続のために導入されている日本の上
下分離方式と比較して，その運営形態が異なるこ
とである。すなわち EU の上下分離形態において
は，EU 指令がダイヤ配分の機能を輸送事業者か
ら分離することを規定しているとともに，一般的
にはインフラ管理者が信号・指令などの業務や施
設の保守業務を行っている。すなわち「施設の保
有」のみならず「鉄道システムの運営」について
も，輸送事業者（「上」）とインフラ管理者（「下」）

に分離されているのである。
　しかし，鉄道事業は，車両を用いて輸送サービ
スを生産する事業分野と，インフラ施設の維持管
理や指令などを行う事業分野が組み合わさって運
営が行われており，「上」と「下」との間に，極
めて緊密な技術的及び経営的な連携が必要とされ
ている。この点については，航空や海運事業など
の他の輸送事業や，同様にインフラへのアクセス
を促進する政策を進めている通信・電力など，他
のネットワーク事業とは大きく異なる特徴となっ
ている。このため，EU が進める上下分離の政策
に対しては，当初からいくつかの加盟国や鉄道事
業者から疑問の声が挙がると同時に，EU が定め
る規則への対応も国により大きく異なっていた。
この点については，あらためて 6. で論じること
としたい。

3．EU域外の国鉄の経営改革
―�既存の鉄道組織の活性化と民間　
投資の促進

　EU が推奨する上下分離による国鉄改革は，「鉄
道システムの運営」も「上」と「下」の組織に分

離していることに示されるように，既存の鉄道運
営の大胆な変革を必要とする。これに対し，既存
の国鉄を中心にしながら鉄道改革が行われた事例
も複数存在している。本章では，このような EU
域外の国鉄改革の事例を振り返る。

（1）  上下分離による鉄道改革
―インドネシア，ベトナム，韓国の事例

　まず，インフラ施設の保有及びその費用負担の
点で上下分離が導入されたインドネシア，ベトナ
ム，韓国の事例について論じる。
　インドネシア，ベトナム，韓国では，それぞれ
1992 年，1995 年，2004 年に上下分離による鉄道
改革が行われた。以降，インドネシア及びベトナ
ムにおいては政府が，韓国においては政府組織で
ある韓国鉄道施設公団（KRNA）が鉄道インフラ
施設を所有し，その費用を負担する形態となって
いる。また，インドネシアとベトナムにおいては，
国鉄は会社組織に変革され，政府が株式を所有す
るものの経営の自由度が高められた鉄道会社（そ

れぞれの略称は，PT. KAI 及び VNR）が鉄道シス
テムを一体的に運営する形態が採用されている。
鉄道改革以前は，両国の国鉄は赤字の状況が続い
ていたが，上述のとおり，鉄道改革後は政府がイ
ンフラの保守管理費用を負担するようになったた
め，PT. KAI 及び VNR の経営は黒字となってい
る。また，ベトナムでは VNR と提携する形で民
間企業が鉄道輸送に投資する事例も見られるとと
もに，輸送量も改革後は増加に転じるなど，
VNR の経営は鉄道改革を契機として活性化が図
られている。韓国においても，鉄道の運営形態は
インドネシア・ベトナムの事例と同様であり，上
下分離の導入後は，鉄道事業者（韓国鉄道公社：

Korail）が鉄道施設の維持管理業務を KRNA から
受託するとともに，鉄道システム全体の運営を一
括して行う運営形態となった。
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　これらの３カ国においても国鉄改革にあたって
上下分離が導入されているが，EU 諸国の鉄道に
導入されている上下分離とは形態が異なっている。
つまり，5. で述べるように，近年は再変革・再
検討の動きが見られるものの，少なくとも当初の
改革時には鉄道輸送事業者間の競争の導入は企図
されておらず，「政府（組織）と鉄道事業者間の
費用負担の明確化」と「鉄道事業運営の活性化」が，
これらの国の鉄道改革の主な目的となっている。
このため，政府（組織）はインフラ施設の保守費
用を負担する責任を有しているものの，実際に保
守作業を行うのは鉄道事業者であり，「鉄道シス
テムの運営」という点では，日本の鉄道と同様に，
鉄道改革後も上下一体的な運営が保たれた形態と
なっている。

（2）  上下一体鉄道への民間資本と競争の導入
―ロシア，インドの事例

　次に，本節では，既存の国鉄が上下一体の形態
を続けたまま，主に貨物鉄道輸送の分野に対して
民間資本と競争の導入を図った事例について述べ
る。
　まず，2001 年の政令以降，鉄道改革が行われ
たロシアの事例について論じる。広大な鉄道路線
の運営を行うロシア国鉄は 2003 年に全株を連邦
が保有する株式会社（RZD）に改組されている。
現在の RZD はグループ会社の形態であり，イン
フラ部門，旅客輸送部門，貨物輸送部門などで構
成されている。各部門の事業は，RZD または子
会社・関連会社によって行われているが，鉄道運
営の大きな特徴は，RZD が機関車の運転（上）

と線路の保有・管理（下）の双方を直接的に担当
していることである。例えば近郊旅客路線の運営
は赤字であるため，これらの路線は 2011 年以降，
RZD と州政府が設立した合弁会社によって運営
されるようになっているが，これらの合弁会社の

旅客列車についても RZD により牽引されている。
近郊旅客路線の改革は，赤字の輸送サービスに州
政府が資金を導入するようになっている点ととも
に，従来の客貨間及び地域間の内部補助が廃され
ている点で興味深いと言える。
　ロシアの鉄道改革でさらに注目に値すると思え
るのは，その貨物輸送部門の改革である。ロシア
の貨物輸送市場は黒字であることから，従来より
RZD に貨車の牽引を委託する形態で RZD 以外の
事業者も輸送業務を行っており，これらの事業者
間では競争が存在していた。2007 年以降は，政
府は貨物輸送部門の競争を促進するために RZD
が保有する貨車を２つの子会社に分離するととも
に，民間からの投資を呼び込むために，それらの
株式の上場を進めている。すなわち，ロシア鉄道
の改革においては，RZD が鉄道運営の重要な要
素（機関車の運転及びインフラ管理）を一体的に担
うことにより円滑な鉄道運営を継続しつつ，貨物
輸送部門に競争と民間投資を呼び込むことに成功
している。
　インドにおいては，基本的にはインド国鉄（IR）

が上下一体の組織として鉄道システム全体を管理
運営している。しかし，増大する輸送需要に対応
し，民間からの投資を呼び込むために 2006 年に
コンテナ輸送部門への民間事業者の参入が認めら
れた。その手法は，上記のロシアの事例と類似し
ており，IR が機関車を牽引する方式でこれらの
民間事業者のコンテナ鉄道輸送が行われている。
こ の 改 革 に よ り，1989 年 以 降，IR の 子 会 社

（Concor）が全てのコンテナ鉄道輸送を行ってき
た状況は変革され，現在は 16 の事業者がコンテ
ナ輸送に参入するとともに，貨車や貨物ヤードに
設備投資を行っている。
　このように，ロシアやインドの事例では，技術
力と経営ノウハウを有する国鉄が機関車の運転

（上）とインフラ施設の所有・管理（下）を担い
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続けている点で，リスクが少なく穏やかな鉄道改
革と言うことができる。一方，上下一体の形態の
下で柔軟で円滑な鉄道運営を維持しながらも，民
間資本の投資を呼び込むとともに，貨物輸送部門
に限られてはいるものの競争原理を導入すること
にも成功している。この点から，これら２カ国の
事例も，近年の鉄道改革の代表的なモデルに位置
付けられると言えよう。

4． 長期コンセッションによる国鉄改革　
―民間の資金と能力の活用

　前章で論じた国鉄の経営改革事例は，既存の国
鉄を中心にしながら鉄道改革を進める手法であり，
政府もインフラ施設の整備・保守管理あるいは国
鉄への補助金を通じて，鉄道システムの管理・運
営に関与を続ける改革手法と言える。
　一方で，海外の途上国においては，政府の逼迫
した財政状況から鉄道システムの管理・運営に政
府が関与を続ける余力がない国々も存在している。
このような国々においては，鉄道運営への関心と
投資能力を有する民間企業に，インフラ施設に対
する投資まで含めて一括して鉄道システムの管
理・運営を委託する場合がある。すなわちコンセ
ッション方式と呼ばれる運営手法である。
　例えば，政府財政の逼迫と非効率な国鉄の運営
に直面したメキシコにおいては，1995 年以降，
国内の鉄道ネットワークは分割され，入札によっ
て各ネットワークの事業権は民間企業に売却され
た。コンセッションにおいては，民間セクターに
よる鉄道インフラ等への設備投資が促されるよう
に投資の回収期間，すなわち官民の契約は長期に
設定される場合が一般的である。メキシコにおい
てもコンセッションの期間は 50 年等に設定され
ており，運営の成果が良好である場合には，さら
に同じ期間の契約更新が認められる内容になって

いる。
　事業権の附与にあたっては一般的に競争入札が
行われる。しかし，その事業権の期間はメキシコ
の事例が示すように長期間にわたることから，コ
ンセッションによる鉄道運営は欧州で見られたよ
うな事業者間の競争の導入に主眼が置かれている
のではなく，民間企業による積極的な設備投資と
効率的な鉄道運営が主要な政策目的となっている。

5．近年の鉄道改革の動き
―�EUの鉄道政策の影響と域外諸国
の混迷

　日本の国鉄改革以降，これまで多様な形態で鉄
道改革が行われてきた。細部が異なるケースも存
在しているが，これまでの鉄道改革は，おおむね
上章までに論じた手法と形態が採り入れられてき
たと言える。
　一方，鉄道改革の動きは近年も続いており，改
革の方向性を計画中の国も複数存在している。本
章では EU 域外のいくつかの国の近年の鉄道改革
の動きを挙げるが，以下に示すとおり，EU 鉄道
政策に従う必要性がないにもかかわらず，オープ
ンアクセスの導入など EU 鉄道政策に大きな影響
を受けていると考えられる事例が多くなっている。
◦韓国の事例

　韓国の鉄道改革の概要は 3.（1）で述べたとお
りであるが，韓国政府は，2016 年 12 月から水西
発着の高速鉄道（KTX）路線に新規事業者（SR: 

Supreme Railways）を参入させ，Korail が運行す
る KTX と同一路線上で競争させる運営形態に変
革を行った。現在，新規事業者（SR）は，SRT（Super 

Rapid Train の略）と称するブランドを冠した独自
の車両の運行と営業販売を展開している。このよ
うな施策が導入された背景には，Korail の経営に
継続的な補助金が必要となっていることから，政
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府は Korail の鉄道運営が非効率であると見なし，
その原因を同社が独占的に鉄道輸送事業を行って
いる運営形態にあるとした点が挙げられる。設立
された SR は Korail が 41% の株式を保有する会
社となっており，イタリア高速鉄道路線で導入さ
れたオープンアクセスによる競争とは性質が異な
る側面を有するようにも思われる。しかし，この
ように同一の軌道上で複数の輸送事業者が競争を
行う手法は，EU が目指すオープンアクセスと類
似した鉄道運営であり，韓国政府がこのような手
法を導入した背景には，EU の鉄道政策が少なか
らず影響している。
◦メキシコの事例

　メキシコの国鉄は，4. で論じたように分割さ
れたネットワークを長期コンセッション（事業権）

により民間会社が運営する形態に変革された。そ
れぞれのネットワークの事業権を獲得したコンセ
ショネアは，回収期間が長期間にわたっているこ
とからインフラ施設に対しても積極的に投資を行
い，かつては多額の補助金を要していた鉄道運営
は，「ラテンアメリカで最も生産性の高い貨物鉄
道」と称されるまでに再生を果たした。このよう
な大きな成功にもかかわらず，メキシコの国会は
2013 年に，事業権を得て運営を続けているコン
セショネア以外の事業者への線路の開放，すなわ
ちオープンアクセスの規定が含まれる法律を可決
した。その後，世界銀行で鉄道再生事業の経験が
豊富な専門家などが，「長期コンセッションから
派生している課題は，オープンアクセスではなく
料金規制の強化などによって対応すべきであり，
オープンアクセスの導入は，各コンセショネアの
インフラへの投資意欲を削ぐ結果に陥る」との説
明を関係者に対し熱心に行った。結果的に，この
ような説明に対する理解が得られ，可決された法
律は実施に移されないまま現在に至っている。

◦ブラジルの事例

　長期コンセッションにより鉄道改革が行われた
ブラジルにおいても，メキシコとほぼ同じ動きが
起きている。ブラジルにおいては，1990 年代に
国土の鉄道路線を７つに分割した上で競争入札を
実施し，事業権を落札したコンセショネアがそれ
ぞれの路線上で運営を行っていた。しかし，2011
年に，上下分離とオープンアクセスにより事業者
間の競争を導入する規定を含む EU 鉄道政策の影
響を受けた法律が施行された。しかし，導入に先
立ち諸問題に直面したため，上下分離とオープン
アクセスの実施は断念し，2015 年６月に政府が
発表した新規物流投資プログラム（PIL 2）の中
では，当初の長期コンセッションによる上下一体
的な運営に回帰することが発表されている。
　以上のように，鉄道ネットワークが発達した国
においても EU に類似した鉄道政策を導入した国，
あるいは導入を法制化したものの実施を見合わせ
た国が存在している。続いて，鉄道改革あるいは
再改革を検討中の４カ国について，現在までの検
討の推移を以下に述べる。
◦トルコの状況

　 ト ル コ の 鉄 道 ネ ッ ト ワ ー ク は ト ル コ 国 鉄
（TCDD）が運営を行っているが，TCDD につい
ても今後の改革が検討されている。TCDD の改
革の検討は，EU の資金によって進められたこと
もあり，国鉄改革も EU 鉄道政策と類似した方向
性で検討されている。2013 年５月に制定された
鉄道輸送の自由化に関する法律により，それまで
TCDD が鉄道システム全体を管理・運営してき
た体制が変革され，EU と同様にインフラは第三
者に開放されることが定められている。これまで
実際に TCDD の路線に競争的に新規参入した事
業者はないが，国際・国内，旅客・貨物を問わず，
オープンアクセスの方針が適用される方向で検討
が進められている。
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◦インドネシアの状況

　インドネシアの都市間鉄道輸送は，1992 年の
改革以降，政府が所有するインフラの管理を含め
て PT.KAI が一体的に運営を行う体制が続いてい
る。その後，2007 年に民間資本の鉄道事業への
参入を促す法律が制定されているが，既存の都市
間を結ぶ鉄道ネットワークにどのように民間資本
を導入するかについては検討中である。鉄道改革
に関する検討業務を欧州のコンサルタント会社が
担当した経緯もあり，特にジャワ島の鉄道路線に
ついてはオープンアクセスを柱にした再改革案も
有力な候補となっている。
◦ベトナムの状況

　ベトナムの都市間鉄道輸送は，1995 年の上下
分離による改革以降，VNR が一体的に運営する
体制が続いている。しかし，近年，毎年の施設保
守費の支払いにもかかわらず VNR の市場シェア
が低下していることに，政府は不満を抱くように
なっており，民間資本の導入などさらなる鉄道改
革を模索している。その方向性は，現時点では定
まっていないが，EU 鉄道政策と類似した施策が
検討される可能性も残されている。
◦パキスタンの状況

　パキスタンの鉄道は，パキスタン国鉄（PR）が
上下一体で管理・運営を行っているが，投資資金
の不足などの問題に直面している。この状況の打
開に向けて，石油，コンテナ，一般貨物，石炭，
リン鉱石などの貨物種別に民間輸送事業者の参入
を認める運営手法の改革が 2011 年に検討された。
主な目的は鉄道運営と車両に民間からの投資を呼
び込むことにあるが，新規事業者の参入後は民間
事業者と PR が，同じネットワーク上で競争関係
になる。この点では EU 鉄道政策と類似性がある
と言える。しかし，この改革案は現在まで実施に
至らず，PR による鉄道運営が続いている。

6． 鉄道事業における競争と上下分離の　
運営形態

（1） 鉄道事業者が直面する競争

　前章においては，オープンアクセスに代表され
る EU 鉄道政策と類似性のある鉄道改革手法が，
各国で導入もしくは検討されていることを示した。
これらの事例にも示されるように，海外における
鉄道改革の事例では，「競争の欠如」が現状の課
題として指摘されるとともに，鉄道事業に競争を
導入する必要性について議論される場合が多い。
しかし，政策の検討にあたっては「競争の種類」
を明らかにした上で議論することが重要である。
　鉄道事業者が直面する競争としては，一般的に
以下の５種類が考えられる。
①他の輸送モードとの競争
②並行路線での鉄道事業者間の競争
③ヤードスティック（基準比較）方式による競争
④入札による競争（市場参入のための競争）

⑤オープンアクセスによる競争（市場での競争）

　ここでは，日本の旅客鉄道運営を例に挙げて，
鉄道事業者がどのような競争に直面しているか，
それぞれの競争の特徴とともに考えてみたい。
初めに「他の輸送モードとの競争」は，おそらく
国内外を問わず全ての鉄道事業者が直面する最も
厳しい競争と言え，日本の旅客鉄道事業者も，当
然のことではあるが自動車，高速バス，航空など
他の輸送モードとの激しい競争にさらされている。
　「並行路線での鉄道事業者間の競争」は，該当
する路線間では鉄道事業者が継続的にさらされる
競争である。例えば，日本においては関西地域の
JR 路線と私鉄路線のように，異なる事業者が並
行し競争している路線が複数存在している。しか
し，このタイプについても一般的には政策的に導
入される競争ではなく，市場の中に存在する競争
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であると言えよう。これらの２つに対し，３番目
以降に挙げた「ヤードスティック方式による競争」

「入札による競争」「オープンアクセスによる競争」
は，政策的に導入することができる競争であり，
以下にそれぞれについて論じる。
　国内の鉄道事業者は，他の鉄道事業者に劣らぬ
輸送サービスの提供や高い社会的評価を獲得する
ように迫られていることに加え，特に 1997 年以
降は大手民鉄・JR・地下鉄に対しては，運賃認
可時にヤードスティック方式によって認可運賃の
基礎となる総括原価の算出が行われることになっ
ている。つまり，「ヤードスティック方式による
競争」は，複数の鉄道事業者が運営を行う日本の
市場に政策的に導入された競争であり，鉄道事業
者は，常に効率的な経営を行うように迫られてい
る。
　「入札による競争」は「市場参入のための競争

（competition for the market）」とも称され，一般
的には補助金をめぐる競争入札によりフランチャ
イジー（事業権者）を選定する方式である。欧州
をはじめとする海外の市場では，特に地域圏の旅
客輸送サービスを提供する方策として一般的とな
っているが，国内では京都丹後鉄道の再生事業な
ど一部の事例にとどまっている。
　最後に挙げた「オープンアクセスによる競争」は，
他の輸送事業者と同じ線路上で運営を行いながら
利潤を追求する手法であり，「市場での競争

（competition in the market）」あるいは「軌道上の
競争」とも称される。補助金を必要としない採算
路線の輸送サービスのみに適用が可能な方式であ
り，旅客鉄道輸送では欧州の都市間輸送などの事
例に限られている。前章で述べたとおり，近年は
EU 域外国においても議論されるようになってい
るが，日本国内においてはこのタイプの競争は導
入されることなく旅客鉄道の運営が行われている。

（2） 鉄道事業における競争と運営形態の関係

　本節では，鉄道事業者が直面する競争のタイプ
とその運営形態の関係について論じる。両者の関
係についても日本の鉄道事業にあてはめて考える
とわかりやすい。
　上節で述べたとおり，日本の旅客鉄道事業者は，
市場の環境あるいは導入された政策として，①〜
④のタイプのうちのいくつかの競争に直面してい
る。一方，日本の旅客鉄道の運営形態は，1. に
も述べたとおり，インフラ施設を保有する上下一
体の鉄道（第一種鉄道事業者）はもちろん，整備
新幹線や不採算の地域鉄道に適用される公有民営
方式の上下分離形態においても，鉄道会社がイン
フラ管理の責任も担いながら上下一体的な運営を
行っている。
　つまり，日本の旅客鉄道会社が直面する競争と
その運営形態の関係からも明らかなとおり，①〜
④のタイプの競争については，「鉄道システムの
運営」を複数の組織に分離することを必要としな
い。これに対して，最後に挙げた「オープンアク
セスによる競争」を公平に導入するためには，「施
設の保有」のみならず，いわゆるインフラ管理と
称される業務を輸送事業者から分離することを必
要とし，その鉄道運営は他とは大きく異なる形態
に変革される結果となる。

（3） 上下分離の運営形態と効率性

　上節で述べたとおり，「オープンアクセスによ
る競争」を導入する場合には，「鉄道システムの
運営」を複数の組織に分離した運営形態に変革す
る必要があるが，この点が「オープンアクセスに
よる競争」が他の種類の競争と大きく相違する点
であると言える。この事実は，相反関係とも言え
る難しい問題を提起することとなる。すなわち，

「オープンアクセスによる競争」は，鉄道運営を
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効率化させるために政策的に導入される施策であ
るにもかかわらず，本来，上下間で極めて密接な
連携が必要である「鉄道システムの運営」を複数
の組織に分離することによって，かえって鉄道運
営が非効率になってしまうのではないかという問
題である。
　EU 諸国においては，上下分離の運営形態の是
非について激しい議論が長年にわたって続いてき
たが，これは上記の相反した問題を巡る議論であ
ったと言っても過言ではない。鉄道の運営形態と
効率性についての，この複雑な問題の結論を簡潔
に記すことは容易でないが，ここでは，これまで
の研究結果について簡単に紹介することとしたい。
まず，インタビューに基づいた定性的な研究

（Kurosaki 2008）（参考文献［７］）もあるものの，
複数の鉄道事業者の効率性を定量的に比較した研
究（Velde 他 2012）（参考文献［12］）により，「イ
ンフラ容量が逼迫している鉄道においては，オー
プンアクセスのための上下分離は，上下間の不調
和や調整費用のために高コストになる」ことが明
らかになっている。すなわち，鉄道システムは大
量輸送に適した輸送モードであるにもかかわらず，
上記の結論は，その特性を発揮できる市場，つま
り列車本数が多い場合に高コストに陥ることを意
味しており，オープンアクセスを伴う運営形態は
極めて大きな問題を抱えていることを示している。

（4） EU諸国の鉄道運営の実際と留意点

　1990 年代より鉄道運営の上下分離を進める政
策を進めてきた EU であるが，上記の重要な問題
を背景に，EU 域内においても当初から国により
大きく異なる対応が行われていた。かつてのフラ
ンスの鉄道運営のように実際の鉄道運営は「下」
から委託されて輸送事業者（上）が行う国もあっ
たため，EU が志向する方向性に沿って「鉄道シ
ステムの運営」を上下の組織に実質的にも完全に

分離する形態（完全分離）を採った国は，スウェ
ーデンやイギリスなどの少数にとどまっていたと
も言える。また，1994 年の鉄道改革以降，完全
分離による鉄道運営を続けてきたイギリスについ
ては，改革後の鉄道運営が非効率に陥り，運輸省
は問題の解決に向けてフランチャイジー（上）と
インフラ管理者（下）が緊密に協力して上下一体
的な鉄道運営（アライアンス）を行うことを推奨
するようになっている。イギリスにおけるこの方
針の変更も，EU 域内の鉄道の近年の大きな動向
と位置付けられる。
　近年は，EU 域外諸国においても EU 鉄道政策
の影響を強く受けたと思われる改革事例が多くな
っているが，本稿で考察したとおり，日本の国鉄
改革をはじめ，鉄道改革後も上下一体的な運営に
より鉄道運営の大きな改善を果たした事例は多く
存在している。今後，域外諸国において鉄道改革
を進めるにあたっては，EU 鉄道政策は欧州単一
輸送市場の完成を目的として誕生した地域特有と
も言える政策であること，また，EU 諸国におい
ても国内旅客鉄道の自由化は今後に義務付けされ
る施策であり，その効果は未だ十分に明らかにな
っていないこと，の２点について留意することが
大切であると思われる。さらに，オープンアクセ
スについては輸送会社の増加による会社経費の重
複や，「鉄道システムの運営」を複数の組織に分
離することに伴う効率性の低下などのコストにつ
いても検討することが不可欠と言える。
　当然とも言えるが，鉄道システムを効率的に運
営するために適切な運営形態は，その国の輸送市
場などの条件によっても大きく異なる。その形態
の変革にあたっては，日本の事例を含む多くの国
の鉄道改革の経験から，民間活力の導入手法，競
争の適切な導入手法をはじめとする多角的な視点
を通じ，十分な検討を行うことが重要であろう。
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おわりに
―過去の教訓を学ぶ必要性

　海外諸国の鉄道輸送市場においては，内陸の貨
物輸送や高速旅客鉄道などの一部の輸送サービス
を除けば，インフラ費用を含む全てのコストを輸
送収入で賄うことは一般的には困難な状況となっ
ている。このような市場環境の中で多くの国鉄は
経営の悪化に直面し，日本の国鉄改革以降の 30
年間，経営改善と効率性の向上に向けて様々な国
で鉄道改革が実施されてきた。また，今後，さら
に多くの国において鉄道改革が行われると予想さ
れる。鉄道経営の変革は，その後の鉄道運営に大
きく影響を与えることから，その実施にあたって
は，過去の経験から十分に学ぶことが不可欠であ
ると言えよう。
　国鉄改革を成功させた日本は，海外鉄道の今後
の発展と経営の改善に向けて，その成功の要因に
ついて積極的に発信することが求められているよ
うに思える。一方で，例えばドイツやフランスで
は地方自治体との事業契約により，ロシアにおい
ては州政府との合弁会社により地域鉄道の運営に
公的資金が導入されているように，海外において
は厳しい市場の中においても知恵を出しながら地
域に必要な輸送サービスが提供されている事例が
存在する。わが国は，豊富な経験と教訓を積極的
に発信する一方で，国内の鉄道が直面する課題の
解決にあたっては，海外の事例から謙虚に学ぶ姿
勢も求められているのではないだろうか。
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