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要旨 

 多種多様な観光列車があるなか、レストラン列車とそれ以外の観光列車では、収益に関して鉄道事業者と沿線地域との間の

配分構造が異なることが予測される。鉄道事業者の運輸収入と旅客特性や観光列車の種別との関係について明らかにするため、

本研究では階層的クラスター分析によって観光列車・鉄道事業者の特徴を類型化し、パネルデータを用いて運賃水準や収入構

造について分析した。営業指標面から観光列車を四つの特徴で類型化することができ、パネルデータ分析では、観光列車事業

を行う鉄道事業者の運輸収入と定期外旅客比率にU字型の関係が見出された。推定結果を踏まえると、観光列車を導入した鉄

道事業者が必ずしも合理的な列車・営業形態を選択しているとは言えないことが明らかとなった。 
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１．はじめに 
 JR 東海を除く JR 各社や多くの私鉄において、観光客向けに専用車両を用いたり、車内に専用スペースを設け

てお土産品や飲食物を販売したり、食事や茶菓を提供したりする「観光列車」のサービスが導入されている。本

研究では、鉄道利用者が乗車目的でわざわざ選択して乗車する本源需要としての列車を「観光列車」と定義する。

しかし、それらの列車を一括りにしても、その内容は、展望性や快適性の高い専用車両だけを有料で走行させる

ものもあれば、通常車両を用いながらも専用乗務員による飲食物提供を行う列車もあるなど、営業内容は多岐に

わたる。また、このようなサービス水準や営業内容の違いを反映して、定員も乗車費用もサービス提供費用にも

大きな違いが生じている。 
従来の観光列車の研究では、大きな多様性にもかかわらず、「観光列車」と一括りにされて、各観光列車の特徴

を踏まえた収益と費用、外部効果の分析は行われてこなかった。さらに、一般的には、観光列車が運行されるこ

とで観光客誘致につながり、人口減少やモータリゼーションに起因する利用客減少に悩む地方鉄道の利用者の増

加や地域経済活性化につながっているという漠然としたイメージだけが先行しているように感じられる。 

 
*2020年11月9日初原稿受理、2021年1月23日採択。日本交通学会第79回研究報告会発表時のタイトルは「観光列車にお

ける受益者負担メカニズム」であった。 
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E-mail: koadachi@mail.doshisha.ac.jp 
2 問合せ先。〒560-0043 大阪府豊中市待兼山１−７ 大阪大学大学院経済学研究科助教 宋娟貞。 
E-mail: yjsong@econ.osaka-u.ac.jp 
3 問合せ先。〒252-0383 神奈川県相模原市南区文京２－１－１ 相模女子大学人間社会学部教授 湧口清隆。 
E-mail: k-yuguchi@star.sagami-wu.ac.jp 
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そこで、本研究は、観光列車の営業内容により沿線地域との関係性に大きな違いがあるのではないかという疑

問を出発点に、観光列車の種類別に外部効果や費用負担メカニズムの違いが見られるのかを検討する前段として、

多種多様なサービスが存在する観光列車のうち、主に車内で飲食物を提供する観光列車を類型化し、さらにマク

ロ・データを用いて、類型と収益構造の関係について定量的に明らかにすることを目的としている。 
 本研究の構成は以下のとおりである。まず、次章では観光列車事業に関連する先行研究を概観する。続く３章

では、本研究の四つの仮説について詳しく述べる。そして４章では本研究で扱う分析手法（階層的クラスター分

析と運輸収入に関するパネルデータ分析）と使用するデータについて説明する。５章では各分析結果を示し、仮

説との関連について考察を行う。最後に、６章で本研究のまとめを行い、今後の研究課題について述べる。 

 

２．先行研究 

観光列車に対する社会的注目度は高い一方で、学術分野での先行研究は、表１のようにごく少数に限られる。 
 

表１ 主な先行研究のまとめ 

横断的研究 那須野（2018）、藤田（2019b）、藤田（2020a）、藤田（2020b）、藤田・榊原（2017）、藤田・榊原（2018） 

事例研究 「ろくもん」：張（2019）、「ながら」：坂本・大野（2016）、「伊予灘ものがたり」：藤田（2019a）、米田（2015） 

 
藤田・榊原（2017）は、観光列車がもたらす「経験価値」戦略、すなわち「経済価値としての経験は、思い出

に残るという特性を持ち、経験を買う人は企業が提供してくれる“コト”に価値を見出す」（p.431）点に着目し、

本源需要としての観光列車を「垂直的事業への多角化」（p.443）戦略として位置づけた。藤田・榊原（2018）は、

この戦略をうまく実現するためには、観光列車を中心にさまざまな沿線観光資源が包含される形で「観光クラス

ター」が形成され、「内発的発展」が生まれなければならないと主張する。この構造の中で、鉄道事業者は旅客で

ある観光客から観光列車を通じて経験価値の対価を徴収することができる反面、車窓景観や沿線住民によるおも

てなしのような観光資源の場合、これらの提供者が対価を徴収できないため、鉄道事業者が適切な再投資や分配

を行わなければ、観光クラスターが弱体化し、持続的な地域活性化につながらない可能性を指摘する。 
藤田（2020b）は、「観光列車料金が市場競争下で決定され」「不人気な観光列車は廃止されるという市場作用は

一定程度反映されている」（p.61）という前提で、ヘドニック・アプローチを用いて、経験価値の適正な対価水準

を明らかにした。この分析の特徴は、観光列車乗車にかかる費用のうち運賃部分を除く料金部分だけを抽出し、

列車の特徴やサービス内容と料金との関係性を示した点にある4。この分析は示唆に富む反面、観光客が本源需要

として観光列車乗車の意思決定を行う上で運賃と料金を切り分けて考えるだろうか、むしろ一体化してこの経験

価値の対価として考えるのではないかという点で疑問が残る。また、多重共線性を考慮しているとはいえ、ハー

ドとしての車両とソフトとしてのサービスとの間には、相互に関係性が見られる点も留意すべきであろう5。 
車内での供食を売りにした列車を対象とした列車横断的研究は、列車の多くが 2010 年代半ば以降に導入され

たことから、那須野（2018）のみである。那須野（2018）は、宿泊を伴わず飲食を乗車の主目的とする列車で、

乗客全員に飲食物を供給するか、食事の事前予約サービスを実施しているか、飲食専用車両を連結しているか、

いずれかの条件を満たす列車を「レストラン列車」6と定義し（p.12）、「レストラン列車」を運行する鉄道事業者

にアンケートを実施した。大手私鉄や JRを中心に「鉄道と地域の魅力向上」を、地方鉄道を中心に「鉄道利用者

の減少傾向」を運行開始理由に挙げる傾向が強いが、運行目的では「地域活性化への貢献」「沿線の魅力の発信」

 
4 藤田（2020b）によると、車両あたり定員、JR九州、2011年までの水戸岡デザイン車両、グッドデザイン賞受賞車両、軽食提
供、ランチ・ディナーの提供が0.1%水準で、運行距離、SL、ブッフェ・カウンターの存在が１%水準で、文化資料展示・上
演、地方私鉄が５%水準で料金（対価）に有意に関係づけられる。 

5 供食サービスのために、喫茶カウンターが置かれ、車両あたり定員が減少するという関係が見られる。 
6 本研究における「レストラン列車」の定義は、那須野（2018）の定義に依拠する。 
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を挙げる回答が計７割を占め、「新たな鉄道利用者獲得」「売上の増加」は計３割に過ぎないことを明らかにした。 
「レストラン列車」では、沿線の飲食事業者が供給する食事や茶菓を車内で提供することから、観光列車を通

じて沿線地域に経験価値の対価を分配することにつながり、文字通り地域活性化や沿線の魅力発信に貢献するこ

とを目指していると推測され、これが運行鉄道事業者の受益者負担メカニズムを表していると考えられる。また、

車窓あっての飲食であることを考慮すると、鉄道事業者の車窓景観への配慮も大きいことが考えられる（湧口, 
2018）7。それに対し、観光列車が単に車両（ハード）だけで、アテンダントによる供食サービスの提供や車内販

売など（ソフト）が行われない場合には、対価は鉄道事業者に独占される可能性が高いのではないだろうか。 
本研究では、観光列車の運行距離、定員、料金といった外形指標と鉄道事業者の営業状況との間の関係性を明

らかにするために、まず、観光列車の外形指標を用いたクラスター分析により観光列車を分類し、観光列車のク

ラスターごとに営業形態上の属性に違いがあるか否か、運行事業者の特性に違いがあるのかを確認することにし

た。分析にあたり、第三セクター鉄道に分類される鉄道事業者41社について、経営環境に着目したクラスター分

析を行い、分類ごとの特徴と課題について整理した数少ない先行研究である西藤ほか（2008）を参考にした。 

 

３．本研究における仮説 

本研究では、以上の先行研究での議論から、①「観光列車」と一括りにしても、那須野（2018）が定義するソ

フト重視の「レストラン列車」と、それ以外のハード中心の観光列車との間には、観光列車の運行収益上にも、

運行する鉄道事業者の収益構造上にも違いが見られるのではないか、②「レストラン列車」の場合には地域内で

鉄道事業者と沿線企業、沿線住民との協業関係が重要視されるため、「レストラン列車」導入は「地元密着型」の

定期旅客中心の鉄道事業者が主流となるのではないか、また、③「レストラン列車」は高料金であるものの、地

域との協業のために鉄道事業者の増収増益策につながっておらず、④それ故、鉄道事業者の「レストラン列車」

導入には増収増益以外の目的、要因が存在しているのでないか、という研究全体のグランド・デザインを構築し

た。この枠組みの中で、以下の四つの仮説を立てる（表２）。 

 

表２ 本研究の仮説 

 内容 

仮説１ レストラン列車は料金（運賃を含む）によって他の観光列車と区分可能である 

仮説２ レストラン列車を運行する鉄道事業者の定期外旅客比率は低い傾向にある 

仮説３ レストラン列車以外の観光列車を運行する鉄道事業者の定期外旅客比率は高い傾向にある 

仮説４ 観光列車事業を行う鉄道事業者の運輸収入と定期外旅客比率にはU字型の関係がある 

 
仮説１は、「経験価値」の対価として「レストラン列車」を営業形態上、営業内容に依存しない外形的指標によ

り他の観光列車と区分できるか否かを目的としている。仮説２は、「レストラン列車」の運行は沿線地域との協業

性が強い故に、「レストラン列車」の運行路線では、地域住民は鉄道の存在を認知し、ふだんから鉄道を利用して

いるのではないか、そのため、定期旅客中心で定期外旅客比率8が低い傾向が見られるのではないか、を確かめる

ものである。観光列車と運行鉄道事業者の旅客特性の関係についてはどの先行研究においても検討されていない

ため、本研究が初めて定期外旅客比率を用いた定量的アプローチを試みることになる。この構造を裏返したもの

が仮説３である。仮説２、仮説３を踏まえると、地元客重視型か観光客重視型で鉄道事業者の観光列車の営業形

態が分かれるために、定期外旅客比率と鉄道事業収益との関係にＵ字型、すなわち定期外旅客比率が中庸な場合

に鉄道事業収益が減少する傾向が見られるのではないかという考えが仮説４である。本研究では、仮説１～３を

クラスター分析で、仮説４をパネル分析で検証することにする。 

 
7 西武鉄道のほか、近畿日本鉄道でも「青の交響曲」導入に合わせて吉野口～吉野間で植樹など景観整備を進めている。 
8 各鉄道事業者の扱う旅客の特性を定量的に示す指標であり、総旅客数に対する定期外旅客数の割合として算出される。 

133



 

  

４．分析手法とデータ 

本研究では、観光列車事業を展開する私鉄に着目し、①観光列車サービスの特徴、②事業者の特徴、について

それぞれ階層的クラスター分析を行う。さらに、前章の仮説に基づき、運輸収入と観光列車事業との関係性につ

いてパネルデータ分析を行う。本章ではそれぞれの分析手法および使用するデータについて説明する。 

 

4.1 階層的クラスター分析の概要 

 車内で飲食物などを提供している観光列車のなかでもサービス水準は様々である。したがって、本研究では飲

食物などを提供する観光列車のうち、2017年 12月現在で運行している列車を対象として、沿線距離などの事業

規模や費用構造の異なる JR 各社を除く 22 社の観光列車 27 種類（表３）を対象に、各列車のサービス水準に関

する階層的クラスター分析を行う。また、分析対象となる観光列車を運行する事業者の特徴についても同様にク

ラスター分析を行う。データ間の距離を計測する方法9には最も一般的なユークリッド距離を採用し、データから

クラスターを結合する方法10には級内変動（クラスター内における偏差平方和）を最小とするウォード（Ward）法
を採用している。 

観光列車クラスター分析で使用する変数は、運行距離・一両あたり定員数・料金合計11の三つである。一両あた

り定員数および料金合計については、各社HP等より算出した。一方、事業者クラスター分析では2011年度から

2017年度までの７年間において、年度毎に分析を行う。使用する変数は、定期外旅客数・定期外旅客比率・定期

外旅客キロ・定期外旅客運賃・総運賃収入・定期外旅客運賃比率・営業キロ・キロ当たり定期外旅客運賃の八つ

である。以上のデータはすべて『鉄道統計年報』より得

ている。各クラスター分析で使用する変数12の記述統計

量は表４および５にまとめられている。 

 

 

4.2  観光列車事業者の運賃収入に関するパネルデータ分析の概要 

 観光列車事業の料金（運賃と特別料金の合計）は通常の鉄道輸送サービスよりも比較的高いことから、一般的

な印象としては鉄道事業者の収益面に大きく寄与していると考えられている。しかし、実際に観光列車事業自体

が運賃収入に寄与しているかどうかは別問題で、むしろ収支面に限ってみると事業経営には負の効果（赤字）が

 
9 他にも、重み付きユークリッド距離、ハマラノビスノ自乗距離、相関係数法などがある。 
10 他には、最短距離法、最長距離法、メディアン法、重心法、群平均法がある。 
11 通常運賃に、特急料金や特別料金などを加えたものであり、利用者が鉄道事業者に支払う合計金額を表している。 
12 二つのクラスター分析（観光列車・鉄道事業者）において、定性的に判別可能な変数を除外した上で、利用可能な定量的変
数のみを選択することによって、恣意を最大限排除して仮説１を検証するためにこれらの変数を採択した。 

表３ 分析対象 

表４ 観光列車のクラスター分析で使用する変数 

表５ 鉄道事業者のクラスター分析で使用する変数 

変数 N 平均値 標準偏差 最小値 最大値
運行距離 27 59.533 40.992 12.4 195.2

１両あたり定員 27 40.664 21.581 12.5 86.25

料金合計 27 7,105.19 8,925.13 760 39,000

変数 N 平均値 標準偏差 最小値 最大値
定期外旅客 151 37,290.16 91,288.62 105 321,147.00

定期外旅客比率 151 0.43 0.15 0.175 0.879

定期外旅客キロ 151 562,421.60 1,382,708.00 1,506.00 4,724,459.00

定期外旅客運賃 151 11,201,028.00 27,430,386.00 38,623.00 102,376,325.00

総運賃収入 151 18,644,375.00 45,298,275.00 47,444.00 149,912,721.00

定期外旅客運賃比率 151 0.667 0.148 0.335 0.973

営業キロ 151 105.738 127.75 24.8 508.1

キロ当たり定期外旅客
運賃

151 40,576.41 77,348.78 398.175 306,973.80

地域 事業者 列車名 代表的な区間
関東 東武鉄道 SL大樹 下今市～鬼怒川温泉
東北 三陸鉄道 こたつ列車 宮古～久慈
東北 会津鉄道 お座トロ展望列車 会津若松～会津田島
関東 西武鉄道 52席の至福 （＊） 池袋～西武秩父
関東 いすみ鉄道 レストラン・キハ（＊） 大多喜～上総中野～大原
関東 小湊鐵道 里山トロッコ 上総牛久～養老渓谷
関東 真岡鐵道 SLもおか 下館～茂木
関東 秩父鉄道 SLパレオエクスプレス 熊谷～三峰口
関東 わたらせ渓谷鐵道 トロッコわっしー号 桐生～間藤
関東 わたらせ渓谷鐵道 トロッコわたらせ渓谷号 大間々～足尾
関東 伊豆急行 THE ROYAL EXPRESS（＊） 横浜～伊豆急下田
中部 富士急行 富士山ビュー特急 大月～河口湖
中部 えちごトキめき鉄道 えちごトキめきリゾート雪月花（＊） 糸魚川～妙高高原～上越妙高
中部 しなの鉄道 ろくもん（＊） 軽井沢～長野
中部 のと鉄道 のと里山里海号 七尾～穴水
中部 富山地方鉄道 ダブルデッカーエキスプレス 電鉄富山～立山
中部 富山地方鉄道 アルプスエキスプレス 電鉄富山～宇奈月温泉
中部 大井川鐵道 SLかわね路 新金谷～千頭
中部 明知鉄道 食堂車（＊） 恵那～明智
中部 長良川鉄道 ながら（＊） 美濃太田～北濃
近畿 近畿日本鉄道 青の交響曲 大阪阿部野橋～吉野
近畿 近畿日本鉄道 しまかぜ 京都～賢島
近畿 近畿日本鉄道 つどい 名古屋～湯の山
近畿 京都丹後鉄道 丹後くろまつ（＊） 西舞鶴～豊岡
近畿 京都丹後鉄道 丹後あかまつ 西舞鶴～天橋立
九州 くま川鉄道 田園シンフォニー 人吉温泉～湯前
九州 肥薩おれんじ鉄道 おれんじ食堂（＊） 新八代～川内
（注）（＊）のついている列車が「レストラン列車」に該当する。
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生じることもしばしば報告されている。観光列車事業のみの効果を特定するのは極めて難しいため、本分析では

次善の策として、定期旅客（通勤・通学）および定期外旅客の運賃水準や旅客構成の変動が総運賃収入の変動に

どれだけ寄与しているかを明らかにすることを目的とし、次のパネルデータモデルを用いて推定を行う。 

ln(𝑇𝑇𝑇𝑇!") = 𝛼𝛼# + 𝛽𝛽$ln +
𝐶𝐶𝐶𝐶!"
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶!"

0 + 𝛽𝛽% ln +
𝑆𝑆𝐶𝐶!"
𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶!"

0 + 𝛽𝛽& ln +
𝑁𝑁𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶!"
𝑁𝑁𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶!"

0 + 𝛽𝛽'𝑁𝑁𝑆𝑆𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁!"

+ 𝛽𝛽((𝑁𝑁𝑆𝑆𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁!")% + 𝛽𝛽) ln(𝑂𝑂𝐶𝐶!") + 𝛽𝛽*𝑀𝑀𝑇𝑇𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁!" + 𝛽𝛽+ln	(𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃!") + 𝛾𝛾𝐷𝐷,-./"01 + 𝑢𝑢!"	 

(𝑖𝑖		 = 1,⋯ ,𝑁𝑁	; 	𝑁𝑁 = 1,⋯ , 𝑇𝑇) 

(1) 

Nは鉄道事業者数、Tは分析期間を表しており、被説明変数TIは、各鉄道事業者の 運輸収入（運賃収入と雑

収入の合計）を表している。説明変数のうち、CF、SF、NSPF、はそれぞれ通勤旅客運賃収入、通学旅客運賃収

入、定期外旅客運賃収入を示しており、各部門の旅客キロ（CPK、SPK、NSPK）で除したものを各部門における

運賃水準として説明変数に採用している。また，NSPRate、OK、MIRateはそれぞれ、定期外旅客比率、営業キロ、

雑収入比率を表しており、以上のデータは全て『鉄道統計年報（各年度）』より得ている。なお、NSPRate につい

ては、仮説４を検証するために２次の項を設定している。Pop は各事業者の沿線自治体（市町村別）の沿線人口

を表しており、総務省『住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査（各年）』より得ている。Dclusterは
観光列車に関するクラスター分析の結果に従って作成する三つのダミー変数から成るベクトルを表しており、詳

細については後述する。また、𝛼𝛼!は定数項、𝛽𝛽は各変数の係数、γはクラスターダミーに関する係数ベクトルであ

る。本分析で使用する変数の記述統計量は表５にまとめられている。なお、金額データ（TFI、CF、SF、NSPF）
については経済活動別GDPデフレーター13にて実質化した値を用いて分析を行う。 
 各セグメントにおける運賃水準の変動が総運賃収入を増加させるか否かは価格弾力性に左右されることから、

CF、SF、NSPF、MIRate の係数の符号条件につ

いては、正負いずれも起こりうるだろう。

NSPRateは０から１の値を取るため、係数の符号

条件ついては、２次の項の係数が正、１次の項の

係数が負であると予想される。また、Popについ

ても沿線人口の増加に伴い鉄道利用の増加や経

済活動の活発化が運賃収入増加に寄与すると考

えられるため、正の符号になると予想される。

OKの係数については、営業範囲が広くなること

で利用者の増加が見込まれることから、同様に

正の符号になると予想される。 

 
５．分析結果 
5.1  クラスター分析の結果 

観光列車のクラスター分析の結果は、樹形図（図１）に示されている。これらを四つのクラスターに分類した

場合、左からラグジュアリー志向・レストラン志向・SL志向・多目的志向という特徴別14に分類されていること

が見て取れるため、仮説１の内容が支持される結果となった。一方、鉄道事業者のクラスター分析については紙

幅の都合上、2017年度のみの樹形図（図２）・特徴（表７）・クロス表（表８）を示している。六つのクラスター

の特徴（各変数の平均値）をまとめた表7を見ると、クラスター１と２に分類されている大手私鉄の特徴は、そ

の他のクラスターと比較しても明らかに事業規模が異なることがわかる。定期外旅客が少なく、営業キロが同程

 
13 内閣府『2017年度国民経済計算（2011年基準・2008SNA）』の経済活動別国内総生産（７. 運輸・郵便業）を用いている。 
14 ラグジュアリー志向（THE ROYAL EXPRESS〜しまかぜ）、レストラン志向（えちごトキめきリゾート雪月花〜ろくもん）、

S L志向（SL大樹〜SLかわね路）、多目的志向（トロッコわっしー号〜アルプスエキスプレス）に分類される。 

表６ パネルデータ分析で使用する変数 

（注）えちごトキめき鉄道は 2014 年度開業のため，アンバランスドパネル
データとなっている。 

変数 N 平均値 標準偏差 最小値 最大値
運輸収入（運賃収入+雑収入） 130 1,034,420.00 1,139,209.00 69,179 4,069,410

通勤旅客運賃水準 130 24.659 93.153 6.564 1,077.00

通学旅客運賃水準 130 10.972 3.654 4.284 18.748

定期外旅客運賃水準 130 29.606 8.207 13.555 52.393

定期外旅客比率 130 0.438 0.16 0.175 0.879

営業キロ 130 61.004 31.065 24.8 116.9

雑収入比率 130 0.175 0.116 0.007 0.636

沿線人口 130 280,172.10 195,976.00 48,921 792,820

D_SL 130 0.162 0.369 0 1

D_レストラン 130 0.3 0.46 0 1

D_ラグジュアリー 130 0.054 0.227 0 1
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度の３と４や、定期外旅客運賃収入や営業キロが同程度の５と６をそれぞれ比較した場合、定期外旅客比率や定

期外旅客運賃収入比率などが大きく異なっており、収益構造に違いがあることが推察される。 
さらに、仮説２・３を検証するために観光列車クラスター別に定期外旅客比率を整理したのが表９である。レ

ストラン志向の列車を運行する鉄道事業者の定期外旅客比率は40～50%あたりに集中しており、比較的低い傾向
にあるため、仮説２は概ね正しいことが伺える。一方、多目的志向については一概に判断できないものの、SL志
向が両極端（40%未満か50%以上のみ）であり、さらにラグジュアリー志向では50%を超えていることから、仮
説３は部分的に支持される結果となった。 

5.2  パネルデータ分析の推定結果 

前節の結果を踏まえ、鉄道事業者のうち大手私鉄３社（東武、西武、近鉄）を除く 19社を対象とし、2011年
度〜2017年度までの７年間のパネルデータを用いた三つのモデル（プーリングモデル・固定効果モデル・変量効
果モデル）の推定結果15が表10に示されている。クラスターダミーについては、表８・９の多目的志向を基準と
し、レストラン・SL・ラグジュアリーの三つについてダミー変数を採用している。 
運賃水準に関する三つの係数については、通勤旅客運賃水準（CF/CPK）がいずれのモデルにおいても１%水準
で有意な負の値となっている一方、定期外旅客運賃水準（NSPF/NSPK）が１%水準で有意な正の値となっている。
また、通学旅客運賃水準（SF/SPK）は符号が定まらず、いずれのモデルにおいても有意な値とはならなかった。 

15 モデル選択について、三つの検定（F検定・Breusch-Pagan検定・Hausman検定）を行った結果、最終的に変量効果モデル
が支持されている。なお、コントロール変数として経済指標（全国及び地域別の可処分所得）を用いた追加分析も行った

が、結果は同様であったため、省略している。

図１  樹形図（観光列車） 図２  樹形図（鉄道事業者, 2017年度） 

表７  各クラスターの特徴（鉄道事業者, 2017年度） 

表８  クラスターの分類（2017年度） 表９  観光列車クラスターと定期外旅客比率の関係 

多目的志向 レストラン志向 SL志向 ラグジュアリー志向

3
三陸鉄道、会津鉄道、
わたらせ渓谷鐵道
富士急行

えちごトキめき鉄道、
京都丹後鉄道

4 くま川鉄道 しなの鉄道、
肥薩おれんじ鉄道 真岡鐵道

5 富山地方鉄道、のと鉄道、
小湊鐵道、明知鉄道 いすみ鉄道、長良川鉄道 秩父鉄道

6 大井川鐵道 伊豆急行

観光列車クラスター

事
業
者
ク
ラ
ス
タ
ー

（注）大手私鉄のうち西武鉄道は1、東武鉄道および近畿日本鉄道は2に分類される。

多目的志向 レストラン志向 SL志向 ラグジュアリー志向

50%以上
会津鉄道（2,010円）
わたらせ渓谷鐵道（1,650円）
富士急行（4,000円）

大井川鐵道（2,250円） 伊豆急行（39,000円）

40-50%
三陸鉄道（2,190円）
小湊鐵道（1,280円）
明知鉄道（5,500円）

京都丹後鉄道（12,000円）
いすみ鉄道（16,000円）
長良川鉄道（12,500円）

40%以下
くま川鉄道富（1,000円）
富山地方鉄道（2,120円）
のと鉄道（3,900円）

肥薩おれんじ鉄道（21,000円）
えちごトキめき鉄道（17,500円）
しなの鉄道（15,800円）

真岡鐵道（1,550円）
秩父鉄道（1,480円）

観光列車クラスター

定
期
外
旅
客
比
率

（注）括弧内の金額は、運行する観光列車の代表的な運賃・料金の合計金額を表している。

定期外旅客 定期外旅客比率 定期外旅客キロ 定期外旅客
運賃収入 総運賃収入 定期外旅客

運賃収入比率 営業キロ キロ当たり定期外
旅客運賃収入

1 245,970 0.373 3,026,802 54,211,560 99,348,580 0.546 176.600 306,973.800
2 278,865 0.379 4,504,942 92,005,920 149,110,200 0.617 485.700 188,846.500
3 891 0.514 16,426 545,389 667,742 0.807 74.450 12,567.460
4 1,227 0.239 20,715 511,014 971,431 0.501 62.175 8,047.550
5 6,416 0.412 86,260 1,906,255 3,059,202 0.629 55.400 26,047.320
6 2,121 0.809 51,903 1,926,874 2,064,008 0.948 55.350 39,651.460
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 沿線人口（Pop）については、プーリングモデルと変量効果モデルにおいて正の値で有意になっているものの、
固定効果モデルでは符号が逆転している。営業キロ(OK)については、期間内に変化がないことから固定効果モデ
ルには含まれておらず、いずれのモデルにおいても有意ではなくなっている。 

  定期外旅客比率（NSPRate）の係数は固定効果およ
び変量効果モデルにおいて１次の項で負、２次の項

で正の有意な値となっており、このことから仮説４

「運輸収入と定期外旅客比率における U字型の関係」
が成立していることが推察される。さらに、両モデル

において限界効果を調べると、定期外旅客比率約

44.7%のところが変曲点となっている。これは観光列
車を扱う鉄道事業者にとって、定期外旅客比率が約

45%を上回る場合において、運輸収入に正の効果が増
加することを示している。同時に、通勤・通学旅客を

メインとする鉄道事業者が中途半端に観光列車事業

を行い、観光客を含む定期外旅客の集客を目指す場

合、必ずしも運輸収入全体に大きな正の効果をもた

らすとは限らないことも示している。また、雑収入比

率（MIRate）の係数については、正の有意な値が示さ
れていることから、観光列車を扱う鉄道事業者では

雑収入比率が高くなることでより多くの運輸収入を

得ていることが明らかとなった。 
観光列車のクラスターダミーについては、ラグジ

ュアリーのみ正の値で有意となり、他の変数は有意

な値にはならなかった。これにより、定員数を絞る傾

向にある「レストラン列車」では、利用者の支払額（料

金）が一般的な観光列車（多目的型）と比べ高い割に、

鉄道会社の取り分はさほど多くなく、多目的志向の

観光列車と比較しても増収効果は限定的であること

が示されている。表９及び表10の推定結果を踏まえ
ると、観光列車を導入している鉄道事業者は必ずし

も運輸収入増加を見込んで合理的な営業形態を選択

しているとは限らないことが推察される。闇雲に観

光列車を走らせて集客を増やせば良いというもので

はなく、鉄道事業者の現状を踏まえた上で意思決定

を行うことが鉄道事業の経営において重要であると

いう点が、以上の分析結果から得られる示唆である。 

 
６．結語 
本研究では、観光列車を営業形態上、「レストラン列車」とそれ以外の列車に分類できるかを検証し、それぞれ

の類型の列車の運行鉄道事業者と沿線住民とのかかわりを定期外旅客比率の多寡で分析できるのかを試みた。 
その結果、専用車両などのハード面、アテンダント乗車などのソフトに注目しなくても、クラスター分析によ

表 10 パネルデータ分析の推定結果 

プール 固定効果 変量効果
log(通勤旅客運賃水準) -0.370

**
-0.328

***
-0.443

***

[0.147] [0.081] [0.071]

log(通学旅客運賃水準) -0.074 0.465 -0.033

[0.325] [0.393] [0.338]

log(定期外旅客運賃水準) 1.217
***

1.682
***

1.523
***

[0.411] [0.353] [0.335]

定期外旅客比率 0.929 -5.155
**

-3.850
*

[2.242] [2.157] [2.028]

(定期外旅客比率)
2

-0.995 5.740
***

4.305
**

[2.317] [1.929] [1.860]

log(沿線人口) 1.069
***

-3.934
**

0.752
*

[0.118] [1.602] [0.421]

雑収⼊⽐率 0.679 1.646
***

1.632
***

[0.688] [0.415] [0.413]

営業キロ -0.005 -0.002

[0.003] [0.010]

D_SL -0.032 -0.095

[0.212] [0.699]

D_レストラン 0.194 0.151

[0.162] [0.572]

D_ラグジュアリー 2.626
***

2.057
**

[0.321] [1.032]

Constant -3.065
**

0.585

[1.410] [4.768]

Observations 130 130 130

R
2

0.725 0.406 0.434

Adjusted R
2

0.699 0.263 0.382

F Statistic
28.244

***

(df = 11; 118)

10.142
***

(df = 7; 104)
90.619

***

(注) [ ]内の数値は、推定量の標準誤差を表している。

Dependent variable:

log(運輸収入)

Note:*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01
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り、運行距離、一両あたり定員、乗車費用だけから観光列車が類型化できることが示された。また、各観光列車

の運行事業者の運輸収入に関して、運賃水準を示す旅客キロあたりの通勤・通学・定期外運賃収入、定期外旅客

比率、沿線人口、営業キロ、観光列車類型を変数にパネル分析を実施した結果、全モデルにおいて、運輸収入は

1%有意水準で通勤定期運賃水準が高くなるほど減少し、定期外運賃水準が高くなるほど増加することがわかっ

た。定期外旅客比率に関しては約45%を底に、それより高い場合のみ運輸収入に正の影響をもたらすことが明ら

かになった。SL列車を運行する秩父鉄道、真岡鉄道や、「レストラン列車」を運行する鉄道のうち、しなの鉄道、

肥薩おれんじ鉄道は定期外旅客比率が20～30%台と低い一方、京都丹後鉄道、いすみ鉄道、長良川鉄道といった

レストラン志向の観光列車を運行する鉄道事業者は 45%前後であるため運輸収入の増加への効果は限定的であ

ることがわかった。一方、定期外旅客比率が極めて高い大井川鉄道や伊豆急行などは、乗車定員の多いタイプの

観光列車を採用することで、運輸収入増加につなげている。それ故、観光列車を導入している鉄道事業者は必ず

しも大きな増収効果を見込んで合理的な営業形態を選択しているとは限らないことが示唆された。 
 鉄道事業者と沿線地域との間での観光列車の受益者負担メカニズムを詳しく見ていくためには、各事業者や沿

線自治体にインタビューをしたり、沿線自治体の議会での議論をもとに鉄道存続についての地元の支持状況をさ

ぐったりするなどの調査を行い、地域経済効果を推計する必要がある。しかし、本研究では、新型コロナウィル

ス感染拡大に伴い、インタビューやアンケート調査などの実施が困難な状況の中で、マクロ定量的なデータ分析

から得られる知見をまとめるにとどまっており、上記の手法を用いた研究は将来の課題としたい。 
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