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はじめに ―日本の鉄道運営の現状―

　大量高密度輸送が可能な市場に恵まれた日本の

旅客鉄道輸送は，鉄道会社が鉄道施設を保有した

上で運営を行う上下一体による運営方式が一般的

である。一方，海外に目を転じるとこの状況は大

きく異なっている。米国においては，1970年に都

市間旅客鉄道輸送に上下分離が導入された。欧州

においては1988年にスウェーデンが上下分離によ

る鉄道改革を実施して以降，各国に上下分離方式

が拡がっていった。また，欧米以外の諸国につい

ても不採算で非効率な鉄道運営に悩む各国におい

て鉄道改革が進められ，現在では，世界の多くの

国々で鉄道輸送は上下分離方式のもとで運営が行

われている。

　鉄道事業に上下分離を導入する背景には様々な

理由が存在しているが，諸外国におけるもっとも

大きな理由としては，「一般的な旅客輸送市場で

は上下一体方式のままでは鉄道事業は不採算であ

る」ことが挙げられよう。

　図に，日本の大手民鉄16社，JR 本州３社，JR

３島会社および海外主要国の旅客鉄道輸送の輸送

密度を示した。この図より，いかに日本の大都市

圏の都市鉄道および大都市間を結ぶ幹線鉄道が大

量高密度な旅客輸送を担っているか想像できよう。

このような大量高密度な輸送に支えられ，日本の

鉄道会社は自らがインフラ施設を保有し，その維

持管理費も事業収入により賄うという事業形態が

可能になっている。

　しかし，日本においても多くの鉄道路線は不採

算の状況の下で運営が行われている。規模が大き

な鉄道会社の場合には，一般的には，大量高密度

な路線からの営業利益を内部補助することにより，

これらの不採算路線の運営を継続してきている。

一方，規模が小さい鉄道会社が不採算路線を運営

している場合には，経営の行き詰まりを契機にし

て第三セクターへの転換や上下分離方式の導入に

よる事業形態の変革を行い，鉄道事業の存続・再

生を図る事例が見られるようになっている。

　この様に，海外諸国においてはすでに一般的と

なっている鉄道の上下分離方式であるが，日本に

おいても徐々に一般的な運営手法になってきてい

るといえる。特に，昨年12月の交通政策基本法の＊ （一財）運輸調査局　主席研究員
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施行および今年５月の地域公共交通活性化・再生

法と都市再生特別措置法の改正を受け，人口減少

が進む地方都市圏において持続可能な公共交通の

構築とコンパクトシティ化に向けた施策を推進す

る気運がこれまでになく高まっている。これらの

施策を推進し，欧州の鉄道と同様に低密度な路線

の活性化を図るためにも上下分離方式のさらなる

活用が期待されている。

　今後の持続可能な公共交通の構築を視野に，本

稿では国内において国鉄改革以降に導入されたお

もな上下分離方式とその制度について概観する。

また，今後の展開に向けてその特徴や補助金方式

との比較などについても述べることとしたい。

1．国鉄改革に伴う上下分離方式

（1） 上下分離方式の定義

　すでに国内においても一般的な用語となってい

る「上下分離方式」であるが，詳細に調べてみる

とさまざまな文献で異なる定義付けが行われてい

ることがわかる。

　日本においては，1986年に施行された鉄道事業

法で鉄道事業の営業主体と線路の所有主体の分離

を認め，第二条において，「第一種鉄道事業」「第

二種鉄道事業」「第三種鉄道事業」の３種類の事

業形態を定義している。鉄道事業は，電力事業や

通信事業と同様にネットワーク産業の一つであり

大規模なインフラ施設を用いて運営される。この

ような特性をもった鉄道事業について，構造分離

の視点から上下分離の形態を論じる場合には，鉄

道事業法の上記の定義付けを尊重し，「第二種鉄

道事業者が，他者が所有する鉄道線路1）を使用し，

鉄道による旅客または貨物の運送を行う事業形

態」と考えると理解しやすい2）。これに対し，自

らが所有する鉄道線路を使用し，鉄道事業を行う

形態が「上下一体」の鉄道であり，鉄道事業法に

おいては，第一種鉄道事業に相当することになる。

　海外では，上下分離方式を“vertical separation”

あるいは“separation of infrastructure and operation”

と称して，多様な形態やその効果について研究が

行われている。海外の文献においても異なる定義

付けにより論じられている状況は日本と同じであ

るが，その多くが上記の定義付けのもとで議論さ

れている。

　このため，国内・海外を問わず鉄道の運営形態

を議論する上では，列車の運行に必要なインフラ

施設を鉄道輸送事業者が自ら所有している場合を

上下一体 （vertical integration），当該の鉄道輸送

事業者以外の組織が所有している場合を上下分離 

（vertical separation）と判断できるといえよう。ま

た，上下分離の運営形態の場合には，インフラ施

設を他者から借り受ける形態となるため，鉄道事

業者は施設所有者に対して使用料を支払うことに

なる3）。

　本稿では，この定義付けにより国内鉄道の上下

出典：鉄道統計年報および Eurostat 等を基に筆者作成
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１） 「鉄道線路」は，車両等の運行にとって最も基本的な施設とされ，通常は，路盤，道床，まくら木，レール，
トンネル，橋りょう等により構成される（鉄道事業法研究会，1988）。本稿では，運行に必要なその他の固定
的な施設も含めて，以降は「インフラ施設」と呼ぶ。

２） 鉄道・運輸機構は鉄道事業法と同種の法規制を受けており，同機構が所有する鉄道路線を借り受けて運送
を行う事業については第一種事業と見なして鉄道事業法の規定を受けている。
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分離方式を論じるが，まず本章においては国鉄改

革との関係が深い貨物鉄道輸送と整備新幹線路線

について述べる。

（2） 貨物鉄道輸送

　1987年の国鉄改革においては，６社に分割され

た旅客鉄道がインフラ施設を所有し，JR 貨物は

貨物列車の運行に起因する増分費用（アボイダブ

ルコスト）を線路使用料として支払って運送事業

を行う形態が採用された。すなわち，第二種鉄道

事業者の JR 貨物が旅客鉄道会社が所有するインフ

ラ施設にアクセスする上下分離の運営形態である。

このような形態が導入された背景には，鉄道貨物

輸送が国鉄の赤字の大きな原因の一つであった一

方で，特に JR 本州３社はインフラ施設の維持管

理費用を負担した上で経営が十分に可能であると

見込まれていたことが挙げられる。国鉄改革後の

JR 本州３社は，着実に黒字経営を継続して株式

を上場するに至っている。日本には民営鉄道も存

在しているため鉄道会社が独立採算により経営を

行うことは一般的な状況として受け止められてい

るが，国家的な旅客鉄道路線網を民営企業が上下

一体の形態で運営している事例は，日本以外には

存在していない。

　参考までに，米国においては1970年に日本と類

似した形態で客貨の分離が行われているが，不採

算であったのは日本とは異なり都市間旅客鉄道輸

送であった。このため，新たに旅客鉄道会社（アム

トラック）が設立され，客貨分離後はアムトラッ

クが上下一体の貨物鉄道会社のインフラ施設を借

りる形態で都市間旅客輸送事業が行われている4）。

つまり広大な国土に恵まれたアメリカは貨物鉄道

輸送にとって恵まれた市場であり，貨物鉄道会社

がインフラ施設を所有し維持管理することが可能

になっている。一方，アムトラックが貨物鉄道会

社に支払う線路使用料は，変動費用のみに抑えら

れた低額な金額であるが，設立以来，アムトラッ

クは経営を維持するために連邦政府から多額な補

助金を受けている。

　両国の上下分離の形態は，旅客または貨物の一

方の輸送量が優勢な市場環境の中で導入された形

態であり，市場環境に恵まれた輸送量が優勢な主

要鉄道は，インフラ施設の費用を負担した上で上

下一体の運営を継続している。一方，輸送規模が

小さい方の鉄道は，インフラ施設へのアクセスの

ために使用料を支払っているが，施設の固定費用

の負担から解放されている点で経営負担が軽減さ

れている。また，独立した組織に分離したという

点で，従来の客貨間の内部補助を廃止しているこ

とが両国の鉄道に共通した特徴である。

（3） 整備新幹線路線

　国鉄時代に建設された新幹線路線の施設は，

1987年の国鉄改革時には新幹線保有機構が所有す

る上下分離の形態であった。これらの施設は1991

年に当該路線を運営する JR 各社に売却されてい

るため，国鉄時代に敷設された新幹線路線につい

ては，現在は上下一体の形態となっている。一方，

国鉄改革以降に建設された新幹線路線は，現在の

鉄道・運輸機構が建設主体になるとともに，工事

完了後もインフラ施設を所有しているため上下分

離の形態となっている。

　JR 旅客鉄道会社が支払う新幹線施設の使用料

は，新幹線運行によって鉄道事業者が得る受益の

３） 使用料の水準は，国や列車種類等により大きく異なっている（ECMT 2005）。また，国内において地域鉄道
を支える目的で上下分離が導入された場合には，土地や施設を無償で貸与する場合がある。

４） 北東回廊についてはアムトラックが線路を所有している。
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範囲内とされている。ま

た，整備新幹線路線の建

設資金については，この

使用料等による充当分を

除いた資金を国と地方が

２：１の比率で負担して

いる。つまり，上下分離

により鉄道施設の建設に

公的資金の導入を図ると

ともに，使用料の支払い

により鉄道事業者は経営

上の負担にも利益の増加

にもならないように制度

が設計されている。

2． 鉄道整備を支える
上下分離方式

（1）  第三セクターを活用した整備事例

　前節で論じた高速鉄道と同様に，都市鉄道も道

路混雑の緩和や周辺地域の開発など開業後は大き

な社会的便益が期待できるものの，この整備費用

を鉄道利用者が支払う料金，すなわち鉄道事業者

の収入によりすべて賄うことは通常は困難である。

さらに，社会的便益の受益者がその費用を負担す

る点からも，公的資金を活用して施設を整備する

ことは合理的といえる。このため，これまでも各

地の地方自治体が独自に取り組み，上下分離方式

により鉄軌道施設の整備を行ってきている。

　このような事例においては，地方自治体からの

資金とともに民間資金の活用を図るために整備主

体として第三セクターが設立され，この整備主体

が建設工事の完了後も施設を保有し続けている場

合が多い。また施設の開業後は，効率的な鉄道運

営あるいは既設路線との直通運転などのために既

存の民営鉄道事業者が営業主体となっていること

が多い。

　上下分離方式による鉄道整備事例のなかで，こ

のように第三セクターが施設の整備・保有主体（第

三種鉄道事業者）となり，民営鉄道事業者が営業主

体（第二種鉄道事業者）となっている事例の一部を

表１に示す。

　この表に示されているように，これまでも鉄道

施設の整備を目指す地方公共団体は，金融機関，

営業主体，その他の関係者と協力しながら整備資

金を調達し，必要な鉄道整備を行ってきている。

　第三セクターへの出資比率なども整備事例によ

って差があるとともに，施設の開業後に営業主体

が整備・保有主体に支払う使用料についても，統

一した制度のようなものは存在していなかった。

多様な上下分離方式が存在する中で，2000年の運

輸政策審議会答申第19号では，インフラ整備の財

表2　上下分離による鉄道整備方式（運輸政策審議会答申第19号の分類）

上下分離方式 概　　要

償還型上下分離方式
公的主体等が整備したインフラを運行事業者との
契約等により有償で貸し付けること等により，最
終的には，整備に要する資本費の全部又は一部は
運行事業者や利用者において負担

公設型上下分離方式
公的主体自らの財源によりインフラを整備・保有
し，運行事業者を確保した上で，これを一定の考
え方に基づき運行事業者に対して貸し付け

出典：国土交通省 HP

表1　鉄道整備に伴う上下分離の事例（抜粋）

路線名 第三種鉄道事業者（下）
【第三セクター】

第二種鉄道事業者（上）
【民営事業者】

成田空港線 成田高速鉄道アクセス 京成電鉄
空港線 中部国際空港連絡鉄道 名古屋鉄道
けいはんな線 奈良生駒高速鉄道 近畿日本鉄道
中之島線 中之島高速鉄道 京阪電気鉄道
阪神なんば線 西大阪高速鉄道 阪神電気鉄道
おおさか東線 大阪外環状鉄道 JR 西日本
JR 東西線 関西高速鉄道 JR 西日本
和歌山港線 和歌山県 南海電気鉄道

出典：第三種鉄道事業者各社の HP
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源等に着目して上下分離方式を２方式に大別して

いる（表２）。

　このように多様な上下分離の事例が先行する状

況の中で，上下両主体の役割分担，リスク分担の

あり方が整理され，2005年には次節で述べる都市

鉄道等利便増進法が施行された。この法律は，初

の本格的な公設民営方式ともいえる「受益活用型」

上下分離方式の考え方により鉄道整備を行う制度

となっている。

（2）  受益活用型の新たな整備手法 ̶都市鉄
道等利便増進法̶

　都市鉄道等利便増進法は，わが国ですでに蓄積

されている鉄道施設を有効活用するとともに，最

小限の投資によりその機能を高めることを趣旨と

している。具体的には，連絡線等の整備による速

達性の向上や，周辺と一体的な駅整備による交通

結節機能の高度化が促進されるように，計画認定

を受けた事業（速達性向上事業または駅施設利用円

滑化事業）について上下分離により施設整備を行

うこととしている。

　公的主体である第三セクターまたは鉄道・運輸

機構が行う認定事業の施設整備を対象としており，

枠組みとしては認定事業の体制を鉄道の営業主体

（上）と施設の整備主体（下）に分け，整備主体が鉄

道施設の整備を行う。開業後，営業主体である鉄

道事業者は，整備した施設上を運行することに伴

い営業主体に発生する受益相当額を施設使用料と

して支払うことになっており，これは整備新幹線

の運営と同様な考え方といえる。

　施設の整備主体である第三セクターまたは鉄

道・運輸機構は，国および地方自治体からそれぞ

れ事業費の１/３ずつの補助金を受け取り，残り

の１/３は整備主体の資金調達により鉄道施設の

建設を行う。開業後に営業主体から受け取る施設

使用料は，整備主体の借入金の返済等に充当され

るものの，営業主体が支払う使用料の金額は「受

益相当額」とされており，借入金を一定年数以内

に償還するように使用料が設定された上記の「償

還型」上下分離方式とは異なっている。すなわち，

利用者の利便性を向上させる鉄道施設の整備・運

営にあたって新たな負担を鉄道事業者に求めない

という考え方で制度が設計されている。

　2008年６月にとりまとめられた鉄道部会の提言

には，既存ストックを活用したこのようなネット

ワークの拡充が今後ますます重要になることが指

摘されている。また，都市鉄道利便増進事業の積

極的な活用が図られるように，補助対象等の要件

緩和などの検討を進めるとともに，さらなる都市

鉄道ネットワークの拡充と利用者利便の向上を目

指す必要性が唱えられている。

3．地域鉄道の運営を支える上下分離方式

　前章までに概観した高速鉄道と都市鉄道につい

ては，開業後は大量の旅客輸送が期待できる。こ

のため制度の枠組みとしては，施設整備を主な目

的としており，開業後に運営費を継続的に補助す

ることを前提とはしていない。

　この一方で，鉄道事業者の事業収入のみでは効

率的な運営を行っても採算がとれない鉄道路線も

国内に多く存在している。上下分離方式は，この

ように十分な輸送収入が期待できない路線に対し

ても適用が可能である。本章では，このような鉄

道路線に対して導入された上下分離方式について

述べる。

（1） 地域鉄道の現状と地方自治体の取り組み

　少子高齢化やモータリゼーションの進展等に伴

い地域公共交通を取り巻く環境は厳しさを増して
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おり，鉄道事業についてもこれまでのように市場

論理のもとで上下一体の体制のまま輸送サービス

を供給できる路線は限定される方向にある。つま

り，社会的に必要にもかかわらず不採算の交通サー

ビスをどのように維持・発展させていくかが，日

本においても重要な課題になりつつあるといえる。

　国交省によると2012年度には中小民鉄および第

三セクターを合わせた地域鉄道事業者91社のうち

69社の事業者が鉄軌道業の経常収支ベースで赤字

を計上しているとともに，輸送人員も1987年から

約17％減少するに至っている。従来は，鉄道事業

の経営が困難に直面した場合には，代替バス運行

に支障がある場合などを除いて，効率性の観点か

らバス輸送に転換される事例が多かったが，近年

は，このような動きに変革の兆しが見られる。

　地域公共交通が行き詰まりを見せる中で，いく

つかの自治体においては，これらの事業者の経営

を支えるために独自の取り組みを行ってきた。経

営が厳しい地方鉄道を第三セクター方式により存

続させる動きもある一方で，群馬県は沿線市町村

とともに，近代化投資および施設維持に関する費

用は行政側が負担するという支援方法を1998年に

は上毛電鉄に対し，1999年には上信電鉄に対して

導入した。この方式は，鉄道事業者が鉄道施設を

所有する形態を維持したままであるため第一種鉄

道事業である。しかし，自治体が鉄道施設を保有

しているとみなして，固定資産にかかる経費を自

治体が負担することから「みなし上下分離」，あ

るいは群馬県ではじめに導入されたことから「群

馬型上下分離」と呼ばれ，その後，万葉線，えち

ぜん電鉄，井原鉄道，一畑電鉄などにも採用され

ている。また，整備段階からの事例であるが，富山

ライトレールも同様な形態で運営が行われている。

　例外的な形態ともいえるが，鉄道事業者がイン

フラ施設を保有したまま地域鉄道の支援を試みる

事例も見られた。例えば，のと鉄道は国鉄の特定

地方交通線として廃止が予定された能登線を引き

受けるために石川県等が出資した第三セクターで

あるが，七尾線の非電化区間（七尾～穴水間）につ

いては JR 西日本がインフラ施設を保有したまま，

のと鉄道が運営を行っている。2007年に近畿日本

鉄道（近鉄）から引き継いで運営されている養老鉄

道と伊賀鉄道は，近鉄がインフラ施設を保有した

形態で経営の再構築が行われ，新しく設立された

第二種鉄道事業者に対して公的支援が行われてい

る。通常の上下分離方式とは異なり，民営の鉄道

事業者がインフラ施設を保有しているものの，こ

れらの事例も経営困難に直面した鉄道を支える自

治体独自の取り組みといえる。

（2） 地域公共交通活性化・再生法とその改正

　上節で述べたように各自治体においてさまざま

な取り組みが先行する中で，法制度の分野では

2007年10月に施行された「地域公共交通の活性化

及び再生に関する法律」（以降，「地域公共交通活

性化・再生法」と表す）が変革の始まりといえよう。

この法律は，市町村が主体になり公共交通事業者

や国の関係機関，市民なども入った地域公共交通

の協議会を設置し「地域公共交通総合連携計画」

を策定する場合には，国として援助をする内容と

なっており，これにより地域公共交通の活性化・

再生を事業者まかせではなく，地域が共同して支

えていくための仕組みが整えられた。

　さらに，2008年10月に施行されたこの法律の改

正により，事業継続が困難となるおそれがある地

域鉄道に対しても，自治体がインフラ施設を保有

し，これを鉄道運行事業者に無償で使用させる「公

有民営」方式の上下分離が可能となった。つまり，

この「公有民営」方式の上下分離へ事業構造を変

更することにより，事業全体としては採算性の見
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込めない鉄道運営についても市町村などの地域の

支援を受けながら維持存続ができるように制度が

整えられたといえる。

　2008年の法改正までは，自治体と鉄道事業者の

間で費用の分担を行う「みなし上下分離」により

鉄道経営を支える事例が多かったが，改正後は同

法の「鉄道事業再構築事業」によって事業構造の

変革が行われ，自治体が鉄道施設を保有する「公

有民営」方式の上下分離が導入されるようになっ

た。これまで「鉄道事業再構築事業」として認定

された事業は表３に示す４件である。この中には，

沿線自治体が線路等のインフラ施設を保有し第三

種鉄道事業者となる「公有民営」方式が導入され

た事例として，若桜鉄道と信楽高原鉄道の２件が

含まれている。

　また，路面電車整備での上下分離方式は2007年

の地域公共交通活性化・再生法の施行により導入

が認められるようになっている。これに伴い，同

法の施行前に整備された富山ライトレールが「み

なし上下分離」方式であったのに対し，2009年に

整備された富山市内の路面電車の環状線は，富山

市が整備後もインフラ施設の保有主体となる上下

分離方式となっている。

（3） 交通政策基本法および都市政策との融合

　上節までに述べたように，従来は鉄道事業者が

採算性を確保しながら輸

送サービスを供給してき

たわが国であるが，近年

の輸送量の減少に伴い継

続が困難又は困難となる

おそれのある地域鉄道事

業者が増えることになっ

た。この問題に対応する

ため，市町村と鉄道事業

者が共同で計画を作成して実施する「鉄道事業再

構築事業」の認定により，国から予算・税制特例，

地方財政措置等を含む総合的な支援を受けること

が可能になり，事業採算性の見込めない鉄道輸送

についても維持・存続ができるようになった。

　頑張る自治体には公的な支援を積極的に行う方

向で従来の制度が変革されたことは，大きな前進

と位置付けられる。しかし，厳しい財政難に直面

する中で，公共交通の維持・活性化に向けて十分

な財源を割り当てられる自治体は多くはなかった。

また，人口減少とともに公共交通の輸送量が減少

する状況の中で，限られた財源で問題を解決する

ためには，交通分野のみの対策では効果は限られ

たものになってしまう。

　モータリゼーションの進展，公共交通輸送量の

減少，交通事業者の経営悪化，都市のスプロール

化という相互に関係が深い問題が悪循環により進

む中で，これらの問題を改善するためには，さら

に総合的な政策の実施が求められることになった。

　このような状況の中で，2013年12月には交通政

策基本法が施行され，現在は，この基本法の下で

国レベルのマスタープランである「交通政策基本

計画」の策定作業が年内の閣議決定を目指して進

められている。さらに，政府は2014年５月には地

域公共交通活性化・再生法および都市再生特別措

置法の改正を成立させ，持続可能な地域公共交通

表3　鉄道事業再構築事業による事業構造の変革事例

鉄道会社（変革年） 鉄道施設の保有主体
（自治体）

自治体が保有する
鉄道施設

1. 福井鉄道（2009） 沿線３市
（福井市，鯖江市，越前市） 鉄道用地

2. 若桜鉄道（2009） 沿線２町
（若桜町，八頭町）

鉄道用地，鉄道施設
（車両は除く）

3. 三陸鉄道（2009） 沿線市町村 鉄道用地

4. 信楽高原鉄道（2013） 甲賀市 鉄道用地，鉄道施設
（車両を含む）

出典：国土交通省 HP および原（2011）
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の再編とコンパクトシティの形成に向けてこれま

での行政の縦割りの枠を超えた総合的な取り組み

を進めようとしている。これは「交通政策」と「都

市政策」が融合したという点においても画期的な

政策と位置付けることができる。

　今後さらに進展する人口減少と高齢化を展望し

たとき，都市の拡散と公共交通の衰退の悪循環は

打開しなければならない課題である。本章で振り

返ったように，これまでのように市場論理のもと

で公共交通サービスを供給できる路線が少なくな

る中で，都市と交通の政策は大きな転換期を迎え

ているといえる。社会的に必要にもかかわらず採

算がとれない交通サービスについては，今後は，

これまでの民間事業者まかせの交通運営から脱却

し，各自治体が主体となって「交通」と「地域」

に関する計画と施策を総合的・統一的に進めるこ

とが期待されている。交通施策については，バス

輸送の活性化はもちろん選択肢の一つであるが，

鉄道輸送を活性化させることは駅を中心としたコ

ンパクトシティ化を推進し，まちづくりとの相乗

効果も期待できる。このような総合的な計画と施

策を進める上においても，上下分離方式による鉄

道事業の再構築は有効であり，今後の積極的な導

入が期待されている。

4． 政府の公的助成が必要な領域および補
助金方式との比較

　前章までに，これまで国内の鉄道に導入された

主な上下分離の形態と関連した交通分野の制度の

変遷について概観した。本章においては，上下一

体方式の効率性をふまえた上で政府の公的助成が

必要な領域について考えたい。さらに，補助金方

式と比較して優位といえる上下分離方式の特徴に

ついて考察する。

（1） 上下一体鉄道の効率性

　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（上部）と，インフラ施設の保有・維

持管理，指令等の事業分野（下部）が組み合わさっ

て，交通サービスの生産を実現している。ここで，

鉄道運営には上部と下部との間に極めて密接な技

術的連携が求められる点が，道路や港湾などの他

の輸送機関や，通信などの他のネットワーク産業

と大きく異なる点であるといえよう。このため，

上部と下部の事業が単一の組織に統合された上で

運営が行われている上下一体型の鉄道は，技術的

にも経営・運営の面でも最適化が容易であり，効

率的な運営が可能であるのは事実であると思える。

上下一体型である日本の旅客鉄道会社や米国の貨

物鉄道会社が，その輸送実績や効率性において，

世界的に高い評価を得るに至っていることも，そ

の実証的な事例といえよう。

　また，日本は都市鉄道や都市間輸送が大量高密

度な輸送を提供できる優良な市場を国内に少なか

らず抱えている。このような市場においては，今

後もこれまで同様に鉄道事業者が，企業性を発揮

しながら補助金に頼らずに上下一体の経営を継続

するのが，効率的な鉄道運営の点からも関連事業

との複合的な事業展開の点からも望ましいといえ

よう。

（2） 政府の公的助成が必要な領域

　上記のように上下一体の鉄道は効率性に優れて

いるといえるが，一方では鉄道事業者の事業活動

に委ねたままでは，その財政能力を超え対応が困

難な課題も存在している。

　前章までに述べたように，国鉄改革以降，鉄道

事業者の自立した経営を尊重した上で，公的資金

により高速鉄道や都市鉄道の整備を進める制度が
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整備されるとともに，近年は不採算の地域鉄道の

運営を支援する制度も整えられつつある。これら

の制度の対象領域と一致しているといえるが，斎

藤（2014）は，「鉄道の大規模な輸送力増強や不採

算公共交通の存続に関しては，政府や自治体によ

る公的助成が欠かせない」と述べ，このような場

合には交通市場においても政府の一定の介入が必

要と主張している。それぞれの場合について，再

度，その意義について考えてみることとする。

1）鉄道の大規模な輸送力増強

　経済学では，交通市場の分野においては「市場

の失敗」が生じるとしている。つまり，交通市場

には，巨額なインフラ施設に起因する規模の経済

の存在，外部効果の存在などの要因があるために，

市場の力に任せておいても運賃と交通サービスの

量の組み合わせと資源配分が最適化され社会的余

剰の最大化に至ることは難しいという特性がある。

　このような市場メカニズムが働かない分野に政

府が介入して市場の失敗を是正し，社会的に望ま

しい状況を実現しようとすることは政府の役割の

一つと位置付けられている。例えば，大気汚染や

騒音のように外部不経済がある場合に，そのよう

な社会に悪い影響を与える活動を制限するととも

に，社会によい影響を与える活動をより増やし，

環境保全機能の維持・増進等を図ることがこれに

該当する。

　より良い都市環境を実現するためには，排気ガ

スや渋滞など自動車交通が発生させる外部不経済

を抑制し，環境にやさしい鉄道などの交通機関の

利用を促進することが有効である。しかし，鉄道

事業者が自らの資金によりこのような大規模な設

備投資を行うことは通常は困難である。また，外

部不経済の抑制につながる都市鉄道や LRT のよ

うな公共交通機関の整備を鉄道利用者が支払う運

賃のみで賄うことは合理的とはいえない。

　今後は鉄道施設も道路と同じ重要な社会的資本

の一つと位置付け，道路等との均衡を図りながら

公共交通施設の整備を行うことが，鉄道利用者の

便益の増大のみならず環境保全機能の維持・増進

等につながるといえよう。

2）不採算公共交通の存続

　大都市の交通市場の環境とは異なり，地方都市

においては公共交通が不採算である場合が多い。

このような不採算の公共交通に公的助成を行う理

由としては，自動車交通の抑制による外部不経済

の削減という効果もあろうが，地域住民のモビリ

ティを確保し，交通の「利用可能性」や「負担可

能性」を提供し，国民の日常生活を支えるソーシ

ャル・ミニマム基準を充足するという役割を上述

の斎藤（2014）は指摘している。

　さらに，今後の人口減少と輸送量の減少に伴い，

不採算の公共交通が今後も増加することをふまえ

ると，上述の役割とともにコンパクトシティ化を

推進し，持続可能な都市経営を実現するという視

点も大切であろう。モータリゼーションの進展に

伴う都市のスプロール化は，公共交通利用者がさ

らに減少するという負のスパイラルを加速させる。

問題は交通サービス水準の低下にとどまらず，人

口減少が進むにもかかわらず道路等の都市施設が

増大し，住民１人当たりの行政コストが増加する

ことにもつながる。このような問題を解決するた

めには，都市施策と交通施策が一体となった対応

が必要である。つまり，住みやすく持続可能なま

ちづくりを進めるためにも，不採算公共交通への

支援は不可欠となっている。

（3）  上下分離方式の優位性―補助金方式と
の比較―

　上節においては，鉄道事業者の財政能力を超え

た施設の建設や，不採算路線の活性化を図るため
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には，わが国においても政府や自治体による公的

助成が必要とされることを述べた。

　公的助成の方法としては，大きく分類して上下

一体の公営事業者に対して補助する方式と上下分

離を導入する方式がある。本節においては，既存

事業者に補助する方式と比較しながら上下分離方

式の特徴と長所を論じることとする。

1） インフラ施設の建設・更新に伴う透明性の向上

　民営鉄道事業者が直接所有する鉄道施設を公的

資金により整備するためには，その合理性を含め

十分な根拠と説明責任が求められる。このため，

例えば地下鉄の整備事業については，事業費の35

％ずつを国および地方自治体から補助を受けるこ

とが可能になっているが，補助の対象は公営事業

者や第三セクター，東京メトロに限定されている。

また，運営費を補助する場合には，外部からの使

途の確認が実質的には難しいことも想定される。

　上下分離の運営形態の下では，一般的には鉄道・

運輸機構や地方自治体等がインフラ施設を保有す

るようになる。このため，鉄道施設の新設・増強，

維持管理，更新については，道路施設に対する支

出と同様に社会インフラに対して公的資金を支出

することになる。地方自治体等の立場としては，

鉄道事業者に対する補助金と比較して，公的財産

と定義されている鉄道インフラ施設に対して費用

を支出する方が，公的資金の使途が明瞭になり説

明責任を果たすことが容易になると考えられる。

2） 他の輸送機関との競争基盤の平等化（イコール・

フッティング）

　他の輸送機関との競争が激しくなる中，他の交

通機関に比して平等な立場で競争できなければ，

鉄道は本来の機能を発揮することはできない。異

なる輸送機関間の競争基盤を平等化（イコール・

フッティング）するためには，「社会的費用の負担」

とともに「インフラ施設費用の負担」についても

適正化することが必要である。例えば道路は主に

国や自治体等の公的な財源により整備・維持管理

が行われている。この一方で，鉄道については輸

送事業者がインフラ施設の整備と維持管理の費用

を全て負担しなければならないという競争基盤の

格差は調整する必要があるといえよう5）。

　鉄道のインフラ施設を公的部門が所有する方式

は，道路と同様な形態になることでありイコール・

フッティングの考え方にも沿った形態といえる。

参考までに，スウェーデンの鉄道事業に上下分離

が導入された主な目的は，異なる輸送機関間のイ

コール・フッティングを図ることにより鉄道事業

の再生を図ろうとした点にある。

3） 競争の導入と優良な民営事業者による鉄道運営

　上下分離方式を導入して地方自治体等が線路を

所有するようになると，地方自治体等は，運営会

社として優良な民間企業を選択することが可能に

なる。つまり，線路を保有する鉄道会社が運営を

行う上下一体の鉄道とは異なり，地方自治体等と

しては必ずしも特定の鉄道会社に補助金を支払う

必要性がなくなる。欧米の地域旅客鉄道では，す

でにこのような運営手法が一般的になっており，

事業権を獲得した鉄道会社が定められた期間の鉄

道運営を行っている。事業権を付与する側の地方

自治体等は，補助金の金額を少なくするメリットを

期待して競争入札により鉄道会社を選定する場合

も多くなっている。入札には，その長所の一方で

応札者による共謀等のリスクもあるため，随意契

約も選択肢となり得るが，いずれの場合において

５） たしかに，自動車利用者も揮発油税や自動車重量税などの支払いを通じて，最終的に道路整備に対して一
定の負担を行っているといえる。しかし，その負担水準は適正であるのか，鉄道をはじめとする他の交通
機関との競争基盤は平等であるのか十分な精査が必要である。



125国内鉄道の上下分離方式の解説と今後の展開

も従来の補助金方式とは異なり，優良な民営事業

者に対して鉄道運営を委託することが可能となる。

　また，鉄道運営には高度な専門技術が必要とさ

れるために，今後，個々の路線毎に独立した鉄道

事業者が出現することは経営が非効率になる懸念

がある。一方で，事業者の立場としては上下分離

による事業参入は高額なインフラ施設への投資を

伴わないため，そのノウハウを他の鉄道路線にも

活用することが可能となる。今後，不採算路線が

さらに増加する将来を展望したとき，上下分離方

式の普及により，ノウハウを蓄積した鉄道事業者が

自社のインフラ施設上での運営とともに，自治体

等が委託する鉄道輸送サービスを受託し，スケー

ルメリットを活かしながら効率的に鉄道運営を行

う姿も考えられる。国内ではこのような運営事例

は未だ一般的ではないが，南海電気鉄道の撤退を

受けて，和歌山電鐵（岡山電気軌道㈱の完全子会社）

が運営を行っている貴志川線は，このように自社

のノウハウを他の路線にも活用した事例といえる。

　第三セクターの北近畿タンゴ鉄道（KTR）の再

構築事業も新しい取り組み事例の一つといえよう。

KTR の経営改善計画では上下分離方式の導入が

決定され，民間事業者の知恵・ノウハウ・資金等の

活用を求めて新しい運営事業者は公募方式により

選定されている。複数の事業者による競争の結果，

最適提案事業者には，高速バス会社のウィラーア

ライアンスが選定されるとともに，現在は鉄道事

業再構築事業の認定に向けて準備を進めている。

4）事業者のモラルハザードの回避

　赤字の交通事業者に対して補助金を支給する方

法を継続した場合，次第にその交通事業者は経営

改善のインセンティヴを失うモラルハザードの問

題が指摘されている（小嶋，2014）。つまり，交通

サービスや経営の存続を理由に補助金を特定の企

業に与え続ける方式では，企業側の経営努力によ

り経費を削減してもその分の補助金が減ることに

つながり，結果として企業は経費削減の経営努力

を行わなくなるという問題である。

　このような補助金方式と比較して，上下分離方

式により民営企業が行う鉄道運営は対照的である。

企業努力により経費の削減を進めた場合には，補

助金方式とは異なりその分は事業者の利益の増大

につながる。また，民営企業が締結している事業

契約は期限が定められているために，サービスや

業績の悪い企業は，事業契約の更新ができずに市

場からの退出を余儀なくされる。このため上下分

離方式には，利益の増大と次期の事業契約の獲得

に向けて運営事業者がサービスの向上と経営改善

を継続するようになるという長所があるといえる。

おわりに ― 上下分離手法のさらなる活用
への期待―

　日本においては高速鉄道および都市鉄道が高い

定時性と高頻度の運行で大量旅客輸送を担ってお

り，大都市圏では快適な都市環境を実現している。

東京を訪れる海外からの来訪者は，道路交通に混

雑税を課すことなく自動車交通量を抑えることに

成功し，鉄道をはじめとする公共交通が十分に機

能している都市の姿に感嘆する。

　一方，欧州諸国においては，地方都市において

も地下鉄や LRT が整備され，必ずしも自動車交

通に頼らなくても徒歩と公共交通で都市サービス

を享受できる社会が実現している。日本の地方都

市の現状と対照的といえるが，これは過度に自動

車交通に頼り過ぎた反省に立って，都市政策と融

合した交通政策を基にして上下分離方式により公

共交通への積極的な公的支援を進めてきた成果で

あるといえよう。

　このような国内の現状をあらためて見たとき，
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優れた都市鉄道については，都市整備などと連携

しながら利便性の向上につながる必要な整備を続

け，今後も「都市と交通システムづくり」の模範

的な存在であることが期待される。一方，地方都

市の公共交通・都市のあり方については，日本は

欧州の経験から学ぶ余地が大きいと思える。この

ような都市鉄道の施設整備や，持続可能な地域鉄

道の構築のためには上下一体の民営鉄道事業者の

経営努力のみでは実現が難しい場合も多く，上下

分離方式の活用は有効な選択肢になる。

　しかし，公共交通の施設を都市の社会基盤とみ

なす欧米と異なり，鉄道の上下分離方式は日本で

は未だ必ずしも一般的となっていない。このため，

「上下分離は制度の設計が難しい」，あるいは極端

な場合には「上下分離は関係者の調整が複雑にな

るため上下一体の方が良い」というような意見を

耳にすることさえある。確かに，上下一体の鉄道

は効率的な運営が可能であるし，上下分離方式は

複数の組織間で調整を伴うことも事実である。し

かし，上下一体方式では十分に対応できない領域

が存在する中で，多様な形態と目的を有する上下

分離方式の有効性をすべて否定することはあまり

に乱暴な議論であると考える。

　そのため，本稿では多くの読者に上下分離方式

の全体概要を理解していただけるように，著者の

私見も含めながらわかりやすい説明に努めたつも

りである。しかしその一方で，説明が不十分な箇

所があったかもしれない。これらについてはご指

摘やご意見をいただければ幸いである。今後，国

内でも鉄道の整備と運営に上下分離方式がさらに

活用されることを願うとともに，自分自身の知見

をさらに深めていきたいと考えている。
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