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巻頭言 

『まちづくり戦略研究』創刊にあたって 

Memories of First Issue of Journal of Strategic Town Design 

大 塚 良 治 

Ryoji Otsuka 

 

2016年4月1日、特殊狭軌の鉄道路線として知

られる「四日市あすなろう鉄道」は、近畿日本鉄道

（近鉄）から内部・八王子線の運営を引き継いでか

ら、1周年を迎えました。長年にわたる赤字運営を

理由に近鉄が内部・八王子線の鉄道廃止を打ち出し

たことに危機感を抱いた市民は、鉄道存続を求めて

活動を開始しました。最初にソーシャルネットワー

クサービス「Facebook」で同線の魅力を発信する

グループ「近鉄内部・八王子線同好会（現、四日市

あすなろう鉄道同好会）」を立ち上げるとともに、

鉄道駅を起点としたウォーキングイベントや清掃

活動などを通じて、鉄道の存続をアピールしました。

その後「同好会」の活動をさらに発展させるために、

NPO法人「四日市の交通と街づくりを考える会」

（Yokkaichi Transport and Town Design 

Association: YTT）を立ち上げ、鉄道会社・行政と

の密接な協力の下で、同線活性化の多彩な活動を展

開しています。 

NPO法人「交通まちづくり戦略会議」（Strategic 

Conference for Transport and Town Design: 

SCT））は、YTTや「生活バスちばにう」の活動

参加しているメンバーが中心となって、全国の交

通事業者の経営者や、交通関連の研究者に呼びか

けて、2014年4月10日に東京都の認証を受けて、

正式に発足した団体です。「四日市あすなろう鉄

道」活性化や、住民企画型の路線バス「生活バス

ちばにう」の活性化のお手伝いのほか、全国の公

共交通の持続的運営に資する提言や支援活動を

展開する予定です。 

本誌ではSCTに所属する構成員だけでなく、広

く一般に対して論文募集を行います。投稿された論

文は審査の上、研究成果として公表されます。投稿、

編集作業、ならびに本誌の公表をすべてインターネ

ット経由で行うことにより、低コストでの刊行が可

能となるため、投稿料・掲載料ともに完全無料とし

ていることが本誌の大きな特長となっています。 

交通を基盤とするまちづくりに関心を有する皆

様からの積極的な投稿を期待し、本誌を創刊するも

のであります。
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【論文】 

鉄道の社会的価値の中長期的変化 

Medium and Long-term Change in the Value of Rail Transportation 

上 岡 直 見 

Naomi Kamioka 

 
 

1. はじめに 

 

鉄道 1)の社会的価値として一般に評価され

ている特性は、大都市圏においては道路交通

では対応できない大量・高速・正確な輸送の

機能であり、また地方都市圏においては自動

車 2)が利用できない人々の交通手段などであ

る。また双方に共通的な特性として、自動車

と比較して輸送量あたりのエネルギー消費や

環境負荷が少ないこと、事故発生率が低いこ

となどが挙げられる。しかしながら今後の中

長期的（本稿では 2050 年ていどの時期を想

定）な社会情勢の変化を考えるとき、従来評

価されてきた鉄道の社会的な存在価値には変

化が生ずると予想される。 

とりわけ鉄道沿線における人口の変化は鉄

道の存在価値に強い影響を及ぼす。本稿では

環境やまちづくりの観点を中心に鉄道の社会

的な存在価値の変化を考察する。本稿は『ま

ちづくり戦略研究』創刊にあたり、今後の地

域・交通研究の課題となるであろう論点につ

いて「寄稿」として記述するものである。 

 

2. 人口の中長期的変化と鉄道 

 

2.1 1km メッシュの人口減少率推計 

 

国土交通省は 2014 年に「国土のグランドデ

ザイン 3)」を公表した。同資料は法定計画や

閣議決定等の位置づけにはよらない検討資料

であるが、かつての「全国総合開発計画（全

総）」に相当する国土基本計画の考え方である。

全総は 1962 年に始まり 1998 年まで 5 次にわ

たって策定されてきた 4)。よく知られる「日

本列島改造論 5)」も、全総と直接に連動して

はいないが同じ流れの上に位置した構想であ

る。また第 4 次（1987 年策定）までは右肩上

がりの成長を前提とした計画であったが、第

5 次（1998 年策定）からは認識の変化がみら

れ安定成長を前提とするようになった。 

2014 年の「グランドデザイン」では全国を

1km メッシュに分割し、各々について人口減

少率を推計している 6)。なおメッシュごとの

将来人口推計は国立社会保障・人口問題研究

所の方法に準拠し国土交通省が行ったもので

ある 7)。その結果、推計時点（2010 年）で人

が居住しているメッシュのうち 2050 年には

その 6 割の地域で人口が半減以下になり、さ
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らにその 3 分の 1 すなわち全体の約 2 割では

無人地帯になるとの結果を示している。 

 

図 1 2050 年における山形県の 1km メッシュの

人口減少率の推計 

 

出所：「国土のグランドデザイン 2050」より 

 

図 1 はそのうち山形県の例を示している。

この図では「人口が増加」「0～50%減少」「50

～100%未満減少」「非居住地化」の 3 段階で

表示している。なお白地の部分はもともと人

が居住していない山林等である。人口が増加

するメッシュは県庁所在地近辺などわずかし

かなく、大部分のメッシュでは 50～100%減

少と推定されている。人口消滅（非居住地化）

のメッシュも散在している。これは現在の人

口動態に基づいた推計であると同時に、国土

政策としてそのように誘導（あるいは不作為

として放任）する意図を示唆しているとみる

こともできる。なお山形県は一事例として取

り上げたものであり三大都市圏以外の都道府

県においても同様の結果が得られている。 

 

2.2 鉄道に及ぼす影響 

 

このような人口動態の変化はすでに鉄道に

対して影響を及ぼしている。鉄道の利用者数

は経済情勢などさまざまな要因により影響を

受けるが、いずれにしても基本的な影響因子

の一つとして人口が挙げられる。 

 

図 2 新庄駅の利用人員の推移 
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出所：「新庄市統計書」より作図 

 

図 2 は新庄駅(奥羽本線・山形新幹線)の年間

乗降客数の推移を示す 8)。1992 年 7 月に山形

新幹線が山形まで開業し、次に 1999 年 12 月

に新庄まで延伸開業したにもかかわらず、利

用者数は低迷しており新幹線効果が発現して

いるとはいえない。 

 

2.3 全国の鉄道駅周辺の人口減少率 

 

 新幹線が存在する地域においても前項のよ

うな影響がみられるとすれば、在来線におい

てはさらに厳しい状況が到来することが予想

される。そこで本稿では、前述の国交省の「国

土のグランドデザイン」で提供されている

1km メッシュ（国土数値情報の基準地域（第

3 次地域区画）メッシュ 9)）ごとの人口減少率
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推計データを使用して、国内の全駅を対象と

して周辺人口がどのように変化するかを集計

して示す。 

集計範囲は国土数値情報の 1km 単位基準

地域メッシュ（第 3 次地域区画）9)を利用する。

まず駅の緯度・経度情報 10)からその駅が所属

するメッシュを求め、次に図 3 のように駅が

所属するメッシュおよびそれに接する周辺 8

メッシュを「駅周辺」として集計した。 

 

図 3 「駅周辺」の定義 

 

出所：筆者作成 

 

この前提で 2010 年に対する 2050 年の駅ご

との人口減少率の予測を「人口が増加」「0～

25%減少」「25～50%減少」「50～75%減少」

「75%以上減少」の 5 区分で各駅がいずれの

区分に該当するか集計した。その結果を図 4

に示す。 

 

図 4 2050 年における全国の駅周辺の人口減少

率の動向 
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出所：筆者作成 

 

なおこの集計は「駅の数」の集計であり人

口数ではないので注意されたい。同図にみら

れるように、特に北海道・東北では、約半数

の駅において 2050 年には駅周辺人口が 50%

あるいはそれ以上減少し、さらには駅周辺人

口が消滅に近くなる駅も少なくない。 

現在でも地域交通の増収・増客の取り組み

は各地で行われているが、駅周辺の人口が

2010 年に対して 25%ていどの減少までは鉄

道側の経営努力によって対応できる可能性が

あるとしても、基盤となる地域人口が 50％あ

るいはそれ以上の減少となると、営利企業と

しての鉄道事業では対応に限度があるのでは

ないか。また利用者の減少に追随して列車本

数の削減などサービスレベル低下方策を実施

するとさらなる利用者の減少を招く負のルー

プに陥るおそれも大きい。 
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2.4 地方鉄道の現状 

 

図 5は津軽鉄道の利用者数と列車本数(上下

合計)の推移である 11)。1980 年代後半から乗

客減少にもかかわらず列車本数の増加などサ

ービスレベル向上の努力がなされたが、残念

ながら効果は明瞭ではない。「ストーブ列車」

など観光的な話題性はあるものの日常的な利

用者数は減少の一途をたどっている。 

 

図 5 津軽鉄道の列車本数と利用者数 
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出所：佐藤信之, 日交研シリーズA-615より 

 

2.5 全国の新幹線駅周辺の人口減少率 

 

前項のとおり地方鉄道の経営が厳しいこと

は周知の事実としても、東海道・山陽以外の

新幹線に関連する地域はどうであろうか。新

幹線は集客圏が広く非日常交通が主体のため、

駅周辺メッシュではなく駅が存在する市区町

村を単位として人口の増減を検討した。人口

データは国立社会保障・人口問題研究所の

2013 年推計における 2040 年推計値である 12)。

ただし同推計では福島原発事故による避難者

の将来動向が把握できないため福島県の

2040 年推計を行っていないので、福島県につ

いては前回 2008 年推計における 2035 年推計

値が 2040 年も同じ値であると仮定した。 

また東海道新幹線に関して、リニア新幹線

が 2025 年に名古屋開業、2045 年に大阪開業

が予定されているが、その影響は考慮してい

ない。ただしリニア新幹線はその趣旨からし

て三大都市圏集中を加速することから、それ

以外の地域に対しては方向性として人口減少

の影響をもたらすと考えられる。北海道新幹

線は新函館まで開業し、札幌開業は 2031 年と

されているので集計に加えている。新八雲駅

と新小樽駅は新駅となるが詳細は未定なので

現駅の位置を使用した。これらの前提で集計

した結果を図 6 に示すが、新幹線といえども

2040 年には沿線人口が減少すると予測され

る駅が大部分であり、楽観できない。 

 

図 6 2050 年における全国の新幹線駅周辺の人

口減少率の動向 
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出所：筆者作成 

 

3. 鉄道の環境価値の変化 

 

3.1 輸送密度と輸送量あたりのエネルギー 

 

自治体の各種計画において、大都市圏はも

とより地方都市圏でさえも「マイカーから公

共交通機関への転換による CO2 排出量の削

6 



 

減」が定型句のように記述されている。しか

し鉄道は自動車に比べて重量の大きな車両を

使用し、いかに輸送単位を小さくするとして

も単行編成以下にはできないため、輸送密度

（平均通過数量）が低下するとエネルギー原

単位、すなわち輸送量（たとえば 1 人 km）

あたりのエネルギー消費量が増大する。 

一方で自動車のエネルギー原単位は車両の

燃費改善に伴って年々低下している。自動車

には輸送密度という概念はないから、車両の

燃費改善がエネルギー原単位の低下に直結す

る。この問題について伊藤圭らは 2000 年と

2050 年における輸送密度と CO2 排出原単位

の関係を検討している 13)。2000 年時点では鉄

道の輸送密度が 3,000 人/日前後で輸送量あた

り CO2 排出量が乗用車と拮抗するのに対して、

2050 年には自動車の燃費の改善に伴い鉄道

の輸送密度が 10,000 人/日前後なければ CO2

排出量の面での優位性が発揮できないことを

指摘している。 

ところで鉄道の輸送量あたりの CO2 排出原

単位は、電気鉄道の場合は電力の 1 次エネル

ギー源の構成比（原子力・火力・再生可能エ

ネルギー等）によって影響される。福島原発

事故を経て将来の電源構成については多様な

議論があり 2050 年における構成比は予測し

がたい。また前掲の伊藤報告から 10 年以上の

時間が経過している。このため本稿では改め

て最近の「鉄道統計年報 14)」を使用して、CO2

排出原単位の代わりに輸送量あたりのエネル

ギー量を指標として輸送密度との関係を再評

価した。なお現在の旅客輸送では機関車が牽

引する列車の比率はごく微小であるため、す

べて電車または気動車であるとして計算して

いる。 

図 7 は「普通鉄道」「地下鉄」「路面」「ゴム

タイヤ方式」の分類で輸送密度と鉄道のエネ

ルギー原単位の関係を示す。また同じ図にガ

ソリンハイブリッド（HV）車および 2050 年

に普及が想定される燃料電池車のエネルギー

原単位 15)を合わせて示す。一般にゴムタイヤ

方式は摩擦抵抗が大きいため普通鉄道に比較

してエネルギー原単位が大きいとされるが、

個別の路線状況や輸送状況のばらつきに影響

されて明瞭な差はみられないようである。ま

た短距離で発進・停止を繰り返す路面電車に

ついては普通鉄道や地下鉄よりエネルギー原

単位が大きい傾向を示している。 

 

図 7 輸送密度と鉄道のエネルギー原単位の関

係 
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出所：筆者作成 

 

なお図 8 は参考までに、同じ分類で 1 車両

あたりのエネルギー原単位を示す。図よりみ

られるように、2050 年では輸送密度が数千て

いどでは改良された自動車に対してエネルギ

ー優位性を発揮するとはいえない。 

また 1 車両あたりの乗車人員でみると、現

状では 1 車両あたり 20 人、2050 年では 30
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人あるいはそれ以上なければエネルギー優位

性を発揮できない。これは大都市圏において

は問題がないが、地方都市圏においては達成

が厳しい条件となる。 

 

図 8 車両 1両あたり乗車人数と鉄道のエネル

ギー原単位の関係 
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出所：筆者作成 

 

3.2 鉄道が環境優位性を発揮する条件 

 

 図 9 は現時点の国内の鉄道全線について輸

送密度（平均通過数量）を路線数でみた分布

を示す。なお普通鉄道は JR と民鉄に分離し

ている。前述のように輸送密度が数千人 /日て

いど以上でなければエネルギー優位性が発揮

できないことから評価すると、現状でも地方

交通線の多い JR、および地方の中小事業者も

交えた民鉄の普通鉄道の半数ではエネルギー

優位性をすでに発揮しておらず、さらに将来

はその範囲がさらに制約されると考えられる。

これに対してもともと大都市に限られる地下

鉄やタイヤ系軌道交通については輸送密度が

高く、エネルギー優位性は変わらないであろ

う。路面電車ではエネルギー優位性がもとも

と地下鉄より落ちるため、優位性が発揮でき

ない路線が増加するものと考えられる。 

 

図 9 路線数でみた平均通過数量の分布 
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出所：筆者作成 

 

第 2 章でみたように今後は地方部で人口減

少が進み輸送密度が低下することは避けられ

ない。特に地方都市においては、鉄道のサー

ビスレベルをいかに向上させても利便性にお

いて自動車に優ることはできない。単にエネ

ルギー原単位が同等以下ていどの特性では鉄

道の利用を奨励する説得力に欠ける。前述の

ように地方都市の自治体では「マイカーから

公共交通機関への転換による CO2 排出量の削

減」を掲げることは根拠が乏しくなる。 

 

3.3 欧州鉄道（EU）との比較 

 

日本は、世界で最も鉄道が活用されている

国といってもよい。利用者数でみた場合、地

球上の鉄道利用者の 6 割以上が日本の鉄道に

よるものである。こうした背景もあり日本の

鉄道の輸送密度は EU 各国と比較すると桁ち

がいに高く、全国のローカル線まで合算した
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JR 全体の平均としてもＥＵ28 か国平均より

高い。輸送密度は 1km あたりの運賃収入とお

おまかに比例するから、輸送密度が高いこと

は収益性が高いことを示す。 

一方でそれは詰め込み輸送の結果でもあり、

高ければ高いほど優れた指標であるとは評価

できない。環境面・エネルギー面の観点だけ

でなく、まず「人に優しい」交通でなければ、

持続的な交通として社会的に支持が得られな

いのではないか。 

 

図 10 日本とＥＵの鉄道の輸送量あたりエネ

ルギーの比較 
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出所：筆者作成 

 

 図 10は日本および EUの鉄道のエネルギー

原単位 16)の比較を示す。国内外を問わず鉄道

は基本的に共通した設備と技術で運行されて

おり、個々に性能の優劣はあっても桁ちがい

の差はない。一方でエネルギー原単位に差が

出るのは主に輸送状況の反映である。国内で

は輸送密度が低い JR北海道・JR四国が EU28

か国平均と同程度であることはその関係を端

的に示している。 

  

4. 国土交通政策と鉄道 

 

前述の「国土のグランドデザイン」では「高

密度移動社会の実現」として、複数のモード・

事業者の連携によるサービス向上など、交通

に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

る」としている。 

また「リニア中央新幹線の開通により、東

京・名古屋・大阪が 1 時間で結ばれるが、こ

れと併せて、大阪から南西日本へ、東京から

北東日本へ、さらにはメガリージョンから世

界へつなげる」との記述がみられる。日本の

人口全体が縮小してゆく趨勢の中での「メガ

リージョン」と、前述のメッシュ単位での将

来人口推計と併せて解釈すると、表現は不適

切かもしれないが地方は捨てて大都市集中を

さらに促進する方針が示唆されている。 

図 11 はリニア新幹線が大阪まで開業した

前提において、経済的便益や生産額が、どの

地域に帰属するかをシミュレーションした結

果である 17)。リニア新幹線は前述のように東

京・名古屋・大阪の「メガリージョン」を想

定した交通機関であることから容易に想像さ

れるように、便益や生産額はその三大都市圏

に集中し、リニアが通過するいわゆる「沿線

他県」においてもその比率は小さく、さらに

その他の道府県に帰属する比率はわずかであ

る。これが人々に普遍的な移動の自由をもた

らすか疑問と言わざるをえないであろう。 
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図 11 リニア新幹線の便益・生産額の地域別

の帰属 

26

40

8

3

14

18

16

23

6

3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

便益の帰着

生産額変化

数字の単位 100億円

東京圏 沿線他県
名古屋圏 大阪圏
その他

 

出所：「中央新幹線小委員会」第 9 回配布資料

より作図 

 

 一方で地域公共交通にかかわる政策として

は、2007 年 1 月からの第 166 回通常国会にお

いて「地域公共交通の活性化及び再生に関す

る法律」が成立し、さらに東日本大震災を挟

んで 2013 年 10 月からの第 185 回国会におい

て「交通政策基本法」が成立した。前述のよ

うに複数のモード・事業者の連携等の文言も

みられるが、全体として在来の鉄道とりわけ

地方鉄道路線に積極的な位置づけを与える内

容とはなっていない。また自然災害で被災し

て復旧されることなく放置され、中には廃止

された路線（区間）もみられる。 

 一方、図 12 は陸上交通の分野において、過

去長期間の鉄道と道路に対する設備投資額の

推移を比較したものである 18)。ただし鉄道に

関しては、日本国有鉄道（1987 年以降は旅

客・貨物会社）・民鉄・自治体による公営交通・

およびその他の経営体が混在し、長期間を通

じて統一された概念による集計は難しい。こ

のため図では国土交通省の資料 19)で集計済み

の数値を採用した。いずれにしても道路投資

との差は歴然としており、鉄道は部分的な増

強を除けば戦前に形成されたインフラに手を

加えながらようやく持ちこたえてきたのが実

態であろう。 

 

図 12 鉄道と道路の設備投資の比較 
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出所：国土交通省「月例経済」資料より作図 

 

5. 地方交通圏におけるモビリティ 

 

図 13 は全国都市パーソントリップ調査 20)

より、三大都市圏と地方都市圏・平日と休日

別に、1987 年と 2010 年の代表交通手段の分

担率を比較したものである。なお同調査では

「自動車」とは前述のとおり自家用自動車の

私的利用の意味であり、また自転車は二輪車

に集計されている。 

また図 14 は同調査より、地方都市圏におけ

る年齢階級別の 1 人あたり（ただし平日・男

性のデータ）自動車トリップ数の推移を示す。

年齢層が高くなるにつれて自動車によるトリ

ップ数は減少してゆくが、経年変化をみると

ことに 75 歳以上の区分において自動車によ

る移動が増加している。 
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図 13 交通手段分担率の経年変化 
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出所：全国都市パーソントリップ調査より筆者作図 

  

図 14 年齢階層別の 1 人・日あたり自動車ト

リップ数 
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出所：全国都市パーソントリップ調査より筆者作図 

 

これらにみられるように、地方都市圏にお

いて、好むと好まざるとにかかわらず高齢者

の移動はこの 30 年の間に自動車への依存が

高まっている実態が示されている。しかしそ

の反面で、道路逆走や店舗への突入など加齢

に起因すると思われる事故が続発しているこ

とも憂慮される。 

自動車への依存は別の側面からも指摘され

る。各人の自動車の利用可能性別 (自動車な

し・家族共用あり・自分専用あり)による移動

可能性の差が生じている。図 15 は、自動車の

利用可能性別の 1 人あたりトリップ数を示す。

左の 3 本のグループは、全手段すなわち徒歩

や自転車も合わせた 1 日の全トリップ数を示

す。右の 3 本のグループは、そのうち自動車

による 1 日のトリップ数を示す。すなわち自

動車の利用可能性によりトリップ数に差が生

じていることが示されている。 

 

図 15 自動車の利用可能性別トリップ数 

 

出所：全国都市パーソントリップ調査より筆者作図 

 

ここで外出を必要とする目的や用件、すな

わち生活必需的なトリップの需要は平均的に

は誰でも同じと考えられるから、自動車の保

有状況が移動の自由に制約を及ぼしていると

推定される。また「自動車保有なし」でも自

動車によるトリップ数が発生しているのは、

止むをえない移動のために他者に「乗せても

らう」という利用形態と考えられる。しかし

この同乗は他者の意志に依存した移動であっ

て、物理的には移動できるが心理的負担を伴

うため「移動の質」の面からは問題がある 21)。 

 

6. まとめ～中長期的な鉄道の社会的価

値 

 

 ここまで示した結果では中長期的な鉄道の
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経営には困難が予想され、新幹線といえども

楽観できないことを示している。しかし鉄道

はこのまま社会的価値が低下しつついずれ消

滅の道をたどるのであろうか。それについて

は別の面に注目する必要がある。図 16 は人口

減少率について、鉄道駅周辺のメッシュと国

内全メッシュ（もともと居住人口がない分を

除く）を比較した結果である。図にみられる

ように両者には歴然と差があり、鉄道駅周辺

では人口が減少するメッシュが少ないことが

わかる。 

 

図 16 駅周辺メッシュと全国のメッシュの人

口減少率の比較 
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出所：筆者作成 

 

この結果だけからは、駅の存在と人口の増

減の構造的な関係は示されておらず、単なる

数値の対比にとどまる。すなわち一定の人口

集積があったから鉄道が機能している（いた）

のか、鉄道の存在が人口集積の維持に寄与し

ているのかというメカニズムについて因果関

係を説明しているわけではない。しかし結果

的に鉄道駅周辺のメッシュでは人口減少が少

ないことは、鉄道が地域社会の維持に果たす

役割を示唆しているのではないだろうか。こ

の点はさらなる研究を要し『まちづくり戦略

研究』の重要テーマとなりうるが、筆者自身

もまだその分野について研究を展開できてい

ないので、ここではその方向性を示唆するに

とどめる。また第 3 章で示したように、鉄道

が環境優位性を発揮しうる領域は狭められる

としても、一方で第 5 章で示したように自動

車を利用できない人々の移動の自由の確保と

いう面において鉄道の重要性が低下すること

はない。なお付言すれば鉄道は確かに電力の

大口ユーザーの一つではあるが、国内のエネ

ルギー需要全体に占める割合は 0.6%に過ぎ

ない 22)。これらも鉄道の中長期的な社会的な

存在価値を考える際に考慮すべき事項と思わ

れる。 

 

注 

1. 本稿では普通鉄道・地下鉄・路面電車・モ

ノレール・その他新交通など軌道系交通を総

称して「鉄道」として扱う。国土交通省「鉄

道統計年報」に集計されている事業者および

路線と同じである。 

2. バスやタクシーも物理的には自動車であ

るが、本稿では「自動車」とは自家用自動車

の私的利用、通称「マイカー」の意味で用い

る。なお国交省の各種パーソントリップ調査

でも同様の意味で用いている。 

3. 国土交通省ウェブサイト「国土のグランド

デザイン 2050～対流促進型国土の形成～」 

4. 内閣府ホームページ資料「全国総合開発計

画の推移」 

5. 日本列島改造論は田中角栄元首相が 1972

年に提起した政策集であり今の言葉でいえば

マニフェスト的な性格を有する。書籍として

は田中角栄（1972）にまとめられている。 

6. 前述 3.より「1km²毎の地点（メッシュ）

別の将来人口の試算について」 
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7. コーホート法による。すなわち、ある年の

男女・年齢別人口を基準としてその期に出生

した集団ごとに、人口動態（出生率・死亡率）

や人口移動を考慮して将来の人口を計算する。

この場合、域外との人口移動がない閉鎖人口

のケースと、人口移動を考慮するケースがあ

るが「グランドデザイン」では人口移動に一

定の仮定を設けて試算している。 

8. 新庄市（2015）「平成 27 年度版統計で見

る新庄市」より 

9. 国土交通省「国土数値情報ダウンロードサ

ービス」 

10. Web 上から国内全駅の緯度・経度（世界

測地系）を収録したフリーソフトを使用した。 

11. 日交研シリーズ A-615 より、佐藤信之

（2015） 

12. 国立社会保障・人口問題研究所では、5

年おきに市区町村別将来人口を推計している。 

13. 伊藤圭・加藤博和・柴原尚希（2010）は、

旅客交通に起因する CO2 を大幅削減するため

には公共交通をどのていど導入する必要があ

るかを試算している。 

14. 国土交通省「鉄道統計年報」より。現時

点で公表されている最新の数値は 2014 年デ

ータ。 

15. （財）日本自動車研究所・JHFC 総合効

率検討特別委員会（2006）において各種の動

力源（石油・原子力・再生可能エネルギー等）

ごとに自動車の総合エネルギー効率を網羅的

に検討した結果である。 

16. 日 本 は 図 7 の と お り 。 EU は ”EU 

Statistical Pockebook 2015 Mobility and 

Transportation”による。 

17. 国土交通省交通政策審議会「中央新幹線

小委員会」第 9 回配布資料より。 

18. GDP デフレータによる物価補正を加えて

いる。デフレータの数値は総務省統計局「日

本の長期統計系列」第 3 章 国民経済計算に

よる。 

19. 国土交通省「月例経済（Web 版）」2003

年 7 月より 

20. 国土交通省「平成 22 年度全国都市交通特

性調査」（全国都市パーソントリップ調査）よ

り抜粋作図。  

21. 金持伸子（1991）は国鉄の分割民営に際

して廃止された北海道の特定地方交通線沿線

の住民の生活について聞き取り調査を行って

いる。自動車を利用できない住民は、生活必

需的な交通といえども度重なると家族でも送

迎を頼みにくい等の困難性を訴えていた。 

22. 資源エネルギー庁「総合エネルギー統計

（エネルギーバランス表）」によれば国内の最

終エネルギー消費全体が 13,984PJ（ペタジュ

ール）に対して、鉄道の電力消費の熱量換算

値は 79PJ である。 

 

参考文献 

（論文） 

伊藤圭・加藤博和・柴原尚希「日本における

地域内旅客交通 CO2 大幅削減のための乗合輸

送機関導入必要量の算定」『第 42 回土木計画

学研究発表会講演集』CD-ROM, 2010 年。 

金持伸子「特定地方交通線廃止後の沿線住民

の生活─北海道の場合─」『交通権』No.9, 

1991 年, p.45-60 

佐藤信之「津軽鉄道の経営の現状について」

日本交通政策研究会・日交研シリーズ A-615

｢ローカル地域の公共交通維持に向けた需要

促進策の有効性に関する研究プロジェクト

編｣2015 年 1 月,p.7-15 

（書籍） 

田中角栄『日本列島改造論』日刊工業新聞社, 

13 



 

1972 年 

（Web ページ） 

国土交通省「国土のグランドデザイン 2050～

対流促進型国土の形成～」 

http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokud

oseisaku_tk3_000043.html（2016 年 2 月 10

日閲覧） 

国土交通省「国土のグランドデザイン 2050～

対流促進型国土の形成～」より「1km²毎の地

点（メッシュ）別の将来人口の試算について」 

http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokud

oseisaku_tk3_000044.html（2016 年 2 月 10

日閲覧） 

国土交通省「国土数値情報ダウンロードサー

ビス」 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/old/old_datalist.ht

ml（2016 年 2 月 10 日閲覧） 

国土交通省「鉄道統計年報［平成 24 年度］」 

http://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_tk6_00

0036.html（2016 年 2 月 10 日閲覧） 

国土交通省「平成 22 年度全国都市交通特性調

査」 

http://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_

city_plan_tk_000007.html（2016 年 2 月 10

日閲覧） 

国土交通省交通政策審議会「中央新幹線小委

員会」第 9 回配布資料 

http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/tetsu

do01_sg_000086.html（2016 年 2 月 10 日閲

覧） 

国土交通省「月例経済（Web 版）」2003 年 7

月より 

http://www.mlit.go.jp/toukeijouhou/toukei0

3/geturei/07/geturei03_07_.html（2016 年 2

月 10 日閲覧） 

国土交通省「平成 22 年度全国都市交通特性調

査」 

http://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_

city_plan_tk_000007.html（2016 年 2 月 10

日閲覧） 

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域

別将来推計人口』（平成 25 年 3 月推計）」 

http://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyos

on13/3kekka/Municipalities.asp（2016 年 2

月 10 日閲覧） 

資源エネルギー庁「総合エネルギー統計（エ

ネルギーバランス表）」 

http://www.enecho.meti.go.jp/statistics/tota

l_energy/results.html#headline2（2016 年 2

月 10 日閲覧） 

新庄市「平成 27 年度版統計で見る新庄市」 

http://www.city.shinjo.yamagata.jp/s002/13

0/020/20150226095549.html（2016 年 2 月

10 日閲覧） 

総務省統計局「日本の長期統計系列」第 3 章 

国民経済計算 

http://www.stat.go.jp/data/chouki/03.htm

（2016 年 2 月 10 日閲覧） 

内閣府「全国総合開発計画の推移」 

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minut

es/2001/0418/item5s_1.pdf（2016 年 2 月 10

日閲覧） 

（財）日本自動車研究所・JHFC 総合効率検

討特別委員会「JHFC 総合効率検討結果」2006

年 3 月。 

http://www.jari.or.jp/Portals/0/jhfc/data/rep

ort/2005/pdf/result_main.pdf（2016 年 2 月

10 日閲覧） 

フリーソフト「全国駅一覧ポイントデータ」 

http://www.vector.co.jp/soft/data/home/se44

1833.html（2016 年 2 月 10 日閲覧） 

European Commission 

14 



 

”EU Statistical Pockebook 2015 Mobility 

and Transportation” 

http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings

/statistics/pocketbook-2015_en.htm （ 2016

年 2 月 10 日閲覧） 

 

(以上) 

15 



 

 

【論文】 

福岡県飯塚市における医療と交通まちづくり 

The Transit-Oriented Town Management with Medical care in Iizuka 

City, Fukuoka Pref. 

下 村 仁 士 

Hitoshi Shimomura 

 

1.はじめに 

わが国では、ここ 20 年ほど、中心市街地活

性化の必要性が認識され、都市機能を中心市

街地に集約した、コンパクトなまちづくりへ

の取り組みが進められている。 

しかし、現実には、商業施設など小売業・

サービス業はもちろん、自治体庁舎・図書館・

文化施設といった「人が集まる」施設も郊外

立地が進展するとともに、それに歯止めがか

からない状況が、全国各地で見受けられる。

医療施設についても例外ではない。いささか

古い資料ではあるが、2006 年の中小企業白書

によれば、病院の 7 割が郊外に移転し、その

動きは加速している 1)。 

一方で、この白書では、中心市街地への公

共施設の立地を、中心市街地活性化の視点か

ら積極的に評価する。公共施設のうち、自治

体庁舎、図書館、文化施設が中心市街地の外

側から内側に移転した自治体では「活性化、

にぎわいが増しつつ」ことを示すとともに、

「『まちのにぎわい』回復のためには、従来の

ような『商業・サービス業振興』という狭義

の視点だけでなく、『まちづくり』という広義

の視点を基本にする必要がある。」2)ことを指

摘する。そこからは、医療施設の中心市街地

立地は、まちなかに賑わいのある、コンパク

トなまちづくりを実現する上で、重要な要素

であることが示唆される。 

医療施設の中心市街地立地は、まちづくり

の視点のほかにも、医療問題への対処の視点

からもその必要性が指摘されている。 

2010 年の総合研究開発機構の研究報告書

『「まちなか集積医療」の提言－医療は地域が

解決する－』は、医療問題を地域との関連で

とらえ、両者を一体的に解決するという方向

性を示す。この報告書では、日本の医療が大

きな転機に直面し、医療の構造改革が必要と

いう問題意識のもと、医療を経済の視点で見

直す立場を積極的に示す。そして、これから

の日本の社会が、生産年齢人口比率の減少（人

口オーナス）に直面する状況を踏まえ、人口

オーナスが医療と地域双方に与える負担を解

決する方策として、医療施設を中心市街地に

集積させる「まちなか集積医療」の概念を提

案する。 

「まちなか集積医療」では、人口オーナス
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が進展するなか、中心市街地に計画的に医療

施設を整備することで、集積の利益を発揮さ

せ、効率化によって医療コストを低減させる

とともに、住民の福祉水準を向上させること

を目指す。また、商業施設の郊外化による中

心市街地の空洞化にたいして、商業施設の代

替施設として医療施設を位置づける。そして、

医療施設へのアクセスの問題に対処するため、

交通機関を充実させる必要性を指摘する。あ

わせて、住民の居住地を移動させ、「まちなか

居住」へと誘導することについての問題意識

も示す。 

ところで、「コンパクトなまちづくり」にお

いては、交通機関、とりわけ公共交通機関が

果たす役割が欠かせない。公共交通機関は、

持続可能で、できる限りモビリティが損なわ

れず、環境に対し親和的な交通を実現する役

割が、積極的に評価される。それだけではな

く、下村［2016］で示すように、誰もが利用

でき、あまねく、誰もが利用可能な料金で、

差別的な取り扱いなく利用できる、最後の拠

りどころとしての交通サービスを提供する役

割をも担う。 

いま、「コンパクトなまちづくり」と「中心

市街地活性化」と「まちなか集積医療」の三

つは不可分であり、それを「医療と交通まち

づくり」と表すことができる。しかし、この

ような「医療と交通まちづくり」を指向した

取り組みは、あまり多くない。 

本論文では、福岡県飯塚市における医療と

交通まちづくりの事例を紹介するとともに、

医療と交通まちづくりを推進する上での諸課

題について考察を試みる。 

 

2. 医療と交通まちづくりとは 

医療とまちづくりの関連性についての研究

は、「障害者のまちづくり運動」「福祉のまち

づくり運動」に遡ることができる。 

日比野［1985］は、こうした運動が「交通

権」3)の運動的源流となったことを指摘する。

「障害者のまちづくり運動」「福祉のまちづく

り運動」は、重度障害者の「私も外へ出たい」

という素朴な要求をかかげて街に外出しだし

たことを端緒とするが、そこでは「障害者の

まちづくり」「福祉のまちづくり」は「労働権・

教育権・医療権など障害者の人間としての諸

権利を総合的に保障することである」4)ことが

示される。すなわち、権利保障としてのまち

づくりという考え方が強調されるとともに、

そこでは交通機関、医療施設をはじめとした

公共施設、商業施設などのバリアフリー化は

もちろん、人々の移動可能性を担保すること

が強く意識される。そして、その移動可能性

を担保するシステムとして、公共交通を積極

的に評価する。 

「障害者のまちづくり」「福祉のまちづく

り」は、ハンディキャップをもつ人々の視点

が協調されるが、他方で、健康で暮らせるま

ちづくりという視点からは、「健康まちづく

り」という考え方が提唱されている。 

「健康まちづくり」は、近藤［2012a］に

よれば「都市住民が健康で暮らせるまちづく

り」5)と示される。近藤は、都市住民の健康意

識の向上と生活習慣病の増加を背景に、都市

住民の健康増進のための環境づくりが必要に

なっていることを指摘する。そして、生活習

慣病の主な原因が不適正な食生活と運動不足

と言われていることを踏まえ、都市環境や交

通環境の改善によって、住民が自然と運動す

るような、体を動かすのが楽しくなるまちづ

くりを提案する。また、近藤［2012b］では、

徳島都市圏を対象とした研究で、バスサービ
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スの向上によるバス利用の促進が身体活動量

の増加に効果を及ぼすことを通じて、住民の

健康度の向上が期待されることを指摘する。 

都市計画学の視点からは、医療施設の立地

にかんする研究が行われている。国谷・中井

［2001］は、病院側には、敷地条件と交通条

件の問題を解決する観点から、郊外立地への

要請が強いことを指摘する。一方で行政側は、

医療施設の郊外移転の影響について、中心市

街地の衰退の問題よりも移転跡地の活用可能

性を評価しているとする。 

市川・大村・有田・藤井［2005］は、新規

立地した医療施設の立地動向と周辺土地利用

との関係を調査・分析することで、地方都市

における医療施設の新規立地特性について議

論する。この研究の結論としては、医療施設

の立地誘導の方向性として、市街化区域内に

立地する医療施設は現地での建替えを促進す

る一方で、市街化調整区域の新規立地にかん

しては、周辺地域を含めた計画的立地の促進

が考えられると指摘する。また、医療機能別

に立地特性を考慮した医療施設の分担化・連

携化や、医療施設立地誘導のための土地利用

方策の検討が課題であると指摘する。 

また、最近では、先述の総合研究開発機構

編［2010］のように、経済学の視点から医療

とまちづくりの関連性に対する、問題意識も

示されている。そこでは、医療コストの低減

と住民の福祉水準の向上を両立させる施策と

して、中心市街地への医療施設の集積と居住

の推進によるコンパクトなまちづくりと、中

心市街地への公共交通機関の改善による医療

施設へのアクセス改善を提案する。 

これらの既往研究からは、医療と交通まち

づくりのコンセプトとして、「基本的人権を保

障するまちづくり」という視点に立脚しつつ、

まちづくりそのものが市民の健康を増進させ、

経済合理性の観点からも好ましい効果がもた

らさせることが示される。そこでは、中心市

街地活性化とも関連して、公共交通機関の役

割が積極的に評価される。その一方で、現実

の医療施設の立地の観点からは、課題が残さ

れているともいえる。 

 

3.福岡県飯塚市における医療と交通まちづく

り 

3.1 飯塚市の概要 

飯塚市は、福岡県のほぼ中央部の筑豊地方

に位置する。人口は 130,590 人（2015 年 10

月 31 日現在）。長崎街道の宿場町、筑豊炭田

の中心地といった歴史的変遷を経て、3 つの

大学を有する情報産業都市、学園都市として

位置づけられている。福岡県内では、福岡市、

北九州市、久留米市に次ぐ 4 番目の人口規模

で、筑豊地方の政治・経済の中心都市である。 

市の地形は、市の北部と南部は遠賀川流域

平野として開かれているが、市の西北部から

西南部にかけて三郡山地に、市東部は関の山

に囲まれた盆地となっている。中心市街地は

旧飯塚市の遠賀川をはさんだ形で形成され、

河畔の西側の飯塚地区と東側の新飯塚地区の

ふたつに分かれている。飯塚地区には西鉄飯

塚バスセンター、市の文化施設、5 つの商店

街などが立地し、主に商業機能・文化機能を

担う。新飯塚地区には JR 新飯塚駅、国の合

同庁舎、市役所、大規模医療施設である麻生

飯塚病院が立地している。 
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図1 福岡県飯塚市の位置 

資料：飯塚市［2015］p.1。 

 

中心市街地には、麻生飯塚病院をはじめ、

約 50 もの医療施設が立地する。医師の数も多

く、飯塚市の人口 10 万人あたりの医師数は

338 人と、福岡市の 346 人に近く、全国平均

の 230 人、福岡県平均の 282 人を大きく上回

っている。飯塚市は、地域の中核的医療施設

である麻生飯塚病院の存在と医療施設の多さ

を受け、医療サービスを求めて周辺自治体か

らも来訪者を集める都市といえる。 

交通の観点からは、道路網が充実している

ことが特徴的である。市内の道路網は、北九

州市と筑紫野市を結ぶ国道 200 号、福岡市と

行橋市を結ぶ国道 201 号、飯塚市と日田市を

結ぶ国道 211号の 3本の国道が骨格を形成し、

道路交通上の要衝として機能している。また、

主要地方道や一般県道、市町道が国道を補完

している。 

良好な道路網を背景に、飯塚市の公共交通

は路線バスが重要な役割を果たしている。バ

ス交通の結節点となる西鉄飯塚バスセンター

は、飯塚地区の中心市街地に立地し、中心市

街地へのアクセス拠点としての役割を担う。

一方で、鉄道の拠点となる JR 新飯塚駅は中

心市街地の周縁部に位置し、商業地域との接

続の観点からは課題を残す。 

 

3.2 中心市街地の現状 

飯塚市の中心市街地は、中心市街地の商業

機能の低下と空洞化に直面している。 

もともと飯塚市では、道路網の整備とモー

タリゼーションの進展があいまって、大規模

商業施設の郊外立地が続いてきた。1965 年か

ら 2011 年までの 46 年間で、1,000 ㎡を超え

る大規模小売店舗の郊外立地は 31 店舗を数

え、その店舗面積の合計は中心市街地の売場

面積の 3.4 倍となっている。現在では、中心

市街地の小売業商品販売額、売場面積、従業

者数のシェアは、いずれも 2 割を下回る。 
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図2 飯塚市の中心市街地の区域（用途地域及び地区計画） 

 

資料：飯塚市［2015］p.91。 

 

また、中心市街地の商業施設の閉鎖が相次

いだ。1998 年に西鉄飯塚バスセンター上層階

で営業していたエマックスイイヅカ、1999 年

にダイマル百貨店が相次いで閉店。さらに、

2003 年に中心市街地を襲った大水害と、2008

年の商店街の大火災が追い打ちをかけた。そ

の結果、営業店舗の減少と空き店舗の増加と

ともに、大規模な低未利用地が発生し、中心

市街地の商業機能の低下と空洞化に至った。

そして、商店の後継者の喪失をもたらし、現

在では商店街の維持すら困難な状況に直面し

ている。 

さらに、回遊人口の減少も無視できない。

飯塚市では、その端緒は 1980 年代からもたら

されていた。中心市街地には福岡県立嘉穂高

等学校が立地していたが、1981 年に現在の市

文化会館の位置から郊外へ移転。移転前には

約 1,400 人の生徒が在籍し 6)、その多くは自

転車や公共交通で通学していたことから、中

心市街地の回遊人口の観点からは、大きな存

在であった。その後の高校跡地には市文化会

館が整備され、年間 18 万人を超える利用者が

ある。しかし、隣接地に市営立体駐車場が併

設された影響もあり、市文化会館は中心市街

地の回遊にはあまり貢献していない。 

1990 年代後半以降、大規模商業施設や専門

店の郊外立地、福岡都市圏との競合が顕在化

した。これに中心市街地の商業機能の低下と

空洞化が加わり、まちの魅力が低下してしま

った。まちの魅力の低下は、来街頻度の減少・

歩行者通行量の減少をもたらした。歩行者通

行量は、2001年から 2010年の 9年間で 42.2％

も減少、住民と来訪者双方に、まちの活気の

なさが認識されるようになった。2000 年度以

降は休日歩行者数が平日歩行者数を下回るよ

うになり、来街者の多くは病院帰りの高齢者

が占めるようになった。そのとき、飯塚市の

中心市街地の商業機能は、買回品・専門品を

求める消費者層をターゲットとしたものから、

最寄品を重視したものに変質した。 

これに加え、中心市街地の人口も減少して

いる。人口の低下に対しては、商業機能から
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居住機能への機能転換を指向してきた。2007

年には吉原町周辺でマンションが建設された

ものの、中心市街地の人口増の観点からは一

時的な効果にとどまった。もっとも、従来か

らの住民の高齢化が進行する一方で、マンシ

ョンに居住する層は比較的若い世代が多いこ

とから、高齢化率の上昇に歯止めをかける観

点からは貢献しているといえよう。 

このような現状を踏まえ、飯塚市は 2012

年 3 月、「飯塚市中心市街地活性化基本計画」

を策定し、その後 7 回の変更を経て現在に至

っている。 

3.3 中心市街地活性化基本計画の特徴 

飯塚市の中心市街地活性化基本計画の特徴

としては、医療施設の集積を積極的に位置づ

け、健康に関心のある層をまちづくりに取り

込む「健康・医療・福祉政策と連携したまち

づくり」であることを指摘することができる。

そのコンセプトワードが「健幸都市」である。 

「健幸都市」では、商店街を健康やコミュ

ニケーションを促進する場所として、街なか

の道路を歩きたくなる歩行者空間として整備

する。また、老朽化し、あるいは大火災で焼

失していた商業施設は、再開発で医療関連施

設や健康増進拠点施設へと転換し、これらの

施設には住宅を併設する。すなわち、中心市

街地を、商業機能に重点を置いたまちづくり

から、医療・福祉・子育てサービスや日常生

活に必要な商業機能を重視した、まちなか居

住へと至るまちづくりへと変えようとするも

のである。そこでは、地域内における経済循

環を考慮した、地域経済の活性化も意識され

る。そして、こうした考え方は、周辺住民を

はじめ、民間事業者から共感をもって受け入

れられた。 

具体的な中心市街地活性化施策については、

14 のハード事業と 23 のソフト事業が計画さ

れている。そのなかでも、核となる事業と位

置づけられているのが、中心市街地空洞化に

大きな影響を与えていると認識されている、

西鉄飯塚バスセンター、ダイマル百貨店跡、

商店街の大火災跡の 3 つの再開発である。そ

して、これらの核となる事業と他の事業を連

携させ、中心市街地の面的な整備を指向する。 

ダイマル百貨店跡の再開発では、100％民間

出資のまちづくり会社がダイマル百貨店跡の

空きビルを取得・解体し、コミュニティビル

を跡地に建設。1 階には飯塚市が運営する「街

なか交流・健康ひろば」が入居し、2 階と 3

階を賃貸住宅とする形で再生した。また、商

店街の大火災跡の再開発では、飯塚市が土地

区画整理事業を施行し隣接商店街などと一体

的に整備。防災性を改善しつつ、居住ゾーン

と商業ゾーンにゾーニングし、居住ゾーンに

は分譲マンション、商業ゾーンには商業機能

や子育て支援施設の拠点の整備を進めた。 

そして、医療と交通まちづくりの観点から

注目すべきが、西鉄飯塚バスセンターの再開

発である。 

3.4 西鉄飯塚バスセンター再開発と医療と交

通まちづくり 

西鉄飯塚バスセンター再開発事業は、隣接

地も包含した「吉原町 1 番地区第一種市街地

再開発事業」として、市街地再開発組合を設

立する方式で行われた。飯塚市の中心市街地

活性化施策はまちなか居住を推進するもので

あるが、西鉄飯塚バスセンター再開発は、そ

のなかで不足する居住機能と医療機能の整備

を図るものである。 
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表1 西鉄飯塚バスセンター再開発事業の事業内容 

事業名称 吉原町 1 番地区第一種市街地再開

発事業 

施行者 吉原町1 番地区市街地再開発組合 

地区面積 約5,200 ㎡ 

延床面積 約15,000 ㎡ 

構造・規模 鉄筋コンクリート造 11 階建 

主要用途 バスセンター、飯塚医師会関連施

設、住居 等 

総事業費 約38 億円 

資料：西日本鉄道株式会社広報資料 

 

具体的には、居住機能の整備として分

譲マンションを 62 戸建設。医療機能の整

備では、救急医療や地域医療の拠点機能

を担う、休日夜間急患センター、検診検

査センター、訪問看護ステーション、医

師会館を設置する。また、医療従事者育

成拠点として看護高等専修学校 7)を設け

る。交通拠点の機能としては、西鉄飯塚

バスセンターが、飯塚市や筑豊地域と福

岡都市圏を結ぶ都市間輸送、飯塚市とそ

の周辺部から中心市街地へのアクセス交

通、双方の路線バスのターミナル機能を

果たす。  

この再開発事業の特徴としては、住宅

機能、医療機能、交通結節機能という、

異なる 3 つの機能を一体的に整備するこ

とで、「コンパクトなまちづくり」「中心

市街地活性化」「まちなか集積医療」を同

時に実現する「医療と交通まちづくり」

を指向する点にある。  

ところで、住宅機能、医療機能、交通

結節機能の 3 つの機能のうち、 2 機能間

での連携はこれまでも各地で見られてき

た。  

住宅機能と交通結節機能の連携として

は、バス営業所と集合住宅の一体的整備

や駅へのマンション併設を、例として挙

げることができる。住宅機能と医療機能

の連携としては、居住空間と医療が近接

させるとともに、医療施設を高密度に集

積させた、コンパクトなまちづくりの方

向性があてはまる。医療機能と交通結節

機能の連携としては、近年では駅ビルを、

医療機能を集積させたテナントビルとい

える「医療モール」にする事例が端的で

あり、医療機能を集積させるという考え

方に相通じる。しかし、医療と交通まち

づくりを実現する観点からは、問題点が

示される。  

住宅機能と交通結節機能のみが連携し、

医療機能との連携を欠く状態では、まち

なか集積医療を実現することができない。

また、住宅機能と医療機能のみが連携し、

交通結節機能との連携を欠く状態では、

まちなか集積医療を実現するために考慮
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すべき要素となる、交通に対する配慮が

欠ける側面が否めない。そして、医療機

能と交通結節機能のみが連携し、住宅機

能との連携を欠く状態では、中心市街地

活性化とは異なり、郊外に立地した医療

施設に交通が連携した、ミスリーディン

グなまちづくりのあり方が提示されかね

ないという懸念が残る。すなわち、医療

と交通まちづくりを実現するためには、

住宅機能、医療機能、交通結節機能の 3

つの機能すべてが、相互に連携すること

が求められる。  

西鉄飯塚バスセンターの再開発では、

バスセンターそのものが、住宅機能、医

療機能、交通結節機能の 3 機能をすべて

兼ね備えることで、医療と交通まちづく

りに必要な連携をすべて実現させている

点に特徴がある。  

ところで、飯塚市の中心市街地は、そ

の範囲が狭く、中心市街地内での移動を

徒歩で完結させることが容易であり、し

かも、すでに医療施設が高密度に集積し

ていることから、まちなか集積医療を実

現しやすい環境にある。また、中心市街

地へのアクセスは、整備された路線バス

ネットワークを活用できる。加えて、飯

塚市の中心市街地活性化基本計画では、

中心市街地へのまちなか居住を推進して

いる。  

飯塚市の中心市街地活性化においては、

「医療と交通まちづくり」という言葉は

用いられていない。しかし、医療と交通

が連携したコンパクトなまちづくりに取

り組むその方向性は、医療と交通まちづ

くりそのものである。西鉄飯塚バスセン

ターの再開発は、飯塚市の医療と交通ま

ちづくりのなかで、住宅、医療、交通が

連携する起爆剤としての役割が期待され

よう。  

 

4.本事例の課題と対応の方向性 

4.1 対応されるべき事項  

ここまで、飯塚市における医療と交通

まちづくりについて紹介してきた。  

ところで、本論内で先にも述べたよう

に、医療と交通まちづくりにおいては、

基本的人権を保障しつつ、市民の健康を

増進させるとともに、経済合理性の観点

からも好ましいまちづくりが指向される。 

基本的人権の保障の観点からは、交通

機関、医療施設、公共施設、商業施設な

どがバリアフリーであり、人々の移動可

能性が担保されていることが求められる。

市民の健康を増進させるまちづくりとし

ては、市民が体を動かすことが楽しくな

るような、都市環境や交通環境づくりが

期待される。経済合理性の観点からは、

医療コストの低減と住民の福祉水準の向

上を両立するために、中心市街地への医

療施設と居住の集積や、中心市街地への

アクセス改善による医療施設へのアクセ

ス改善が必須である。  

このとき、重点的に対応されるべき事

項を整理すると、  

1 .交通機関や医療施設をはじめとした、

各種施設のバリアフリー化  

2 .移動可能性を担保し、健康を増進させ、

中心市街地へのアクセスが容易にする交

通機関の整備  

3 .コンパクトなまちづくりを通じた、中

心市街地への都市機能の集積と居住の推

進  

の 3 点に集約することができる。  

ところで、飯塚市における医療と交通

まちづくりでは、これらの事項に対して

適切な取り組みが示されているのだろう

か。これらの事項と現実の状況を比較す

るとき、多くの問題点が残されているこ

とが示される。ここでは、これらの課題

を指摘したい。  

4.2 各種施設のバリアフリー化  
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飯塚市では、バリアフリー化にかんす

る諸施策は、障がい者福祉の立場から推

進されている。すなわち、障がい者施策

の基本的方向性を「障がい者計画」8)にて

定めるとともに、障がい者計画のなかで

様々なバリアフリー化をうたっている。

医療と交通まちづくりに関係する部分と

しては、生活環境におけるバリアフリー

化の推進がある。飯塚市の障がい者計画

では基本目標のひとつに掲げられており、

各論として、地域活動への参加促進の観

点を導入しつつ、道路・生活空間や交通

バリアフリー化の推進を示す。  

ところが、こうしたバリアフリー化の

推進は、限定的な側面が否めない。なる

ほど、飯塚市では表 2 に示すように、バ

リアフリー化に向けた具体的施策を障が

い者計画に明示しているし、道路・生活

空間の整備のように市自身で実施可能な

施策については、実行に移されている。

けれども、交通バリアフリーにかんして

は、交通事業者や関係機関への要請にと

どまる。施設や車両のバリアフリー化へ

の、現実には、鉄道駅でエスカレーター

やエレベーターが整備されているのは

JR 新飯塚駅の 1 駅しかなく、路線バスで

は、都市間高速バス向け車両を市内路線

に適用している場面すら見られる。  

交通バリアフリーは、多額の費用を要

するとともに、交通事業者の経営判断が

介入する側面が無視できないため、  

 

 

 

自治体の取り組みに限界があることは否

めない。とはいえ、医療と交通まちづく

りの観点からは、少なくとも、医療施設

や福祉施設などへのアクセスや連携に寄

与する交通を優先して、交通バリアフリ

ー化を実現することが急務といえる。  

4.3 交通機関の整備  

医療と交通まちづくりにおける交通機

関の整備は、移動可能性を担保し、健康

を増進させ、中心市街地へのアクセスが
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容易にすることが必須である。この点で

も、飯塚市では大きな課題が残る。  

移動可能性を担保し、健康を増進させ、

中心市街地へのアクセスを容易にする交

通機関。このすべてを可能にするのは、

ここまでの議論で示したように、公共交

通機関である 9)。飯塚市では、総合計画

において公共交通の活用・活性化をうた

っているが、現実の福祉と交通まちづく

りの場面においては、必ずしもそうとは

言い切れない。  

むしろ、飯塚市では、福祉の観点から

は、自家用車の活用が積極的に評価され

てきた。たとえば、障がい者の社会参加・

外出支援の視点から、自動車運転免許の

取得や免許取得後に使用する自動車の改

造の支援、市営駐車場の駐車料金減免な

どが行われている。確かに、公共交通機

関が不十分な状況においては、自家用車

の活用は次善の施策として評価できるか

もしれない。しかし、自家用車は、移動

可能性を担保するうえでは持続可能な交

通機関とはいえない。移動可能性を、長

期にわたり持続可能な形で担保する観点

からは、公共交通機関の再生・活性化を

図ることが必要である。  

このとき、路線バスの機能低下という

問題が浮上する。  

飯塚市の公共交通機関は、鉄道駅が中

心市街地の周縁部に位置するとともに、

中心市街地の中心部にバス交通の結節点

となる西鉄飯塚バスセンターが立地する

ことから、路線バスを中心とした公共交

通機関が重要な役割を果たす。しかし、

その路線バスは、ここ 25 年ほどで大幅に

縮小されてきた。飯塚市では路線バスの

ネットワークが大幅に縮小され、また、

現在も残っている路線についても、福岡

市内を結ぶ特急バス路線を除いて、ほと

んどでサービスレベルが低下している。  

もちろん、福祉と交通まちづくりを実

現するうえで望ましい交通機関の整備を

図るためには、鉄道の整備や、タクシー

の活用、公共交通機関の利用が困難な利

用者を対象にした STS（ Specia l  

Transport  Servi ce）の導入も欠かせない。

とはいえ、飯塚市の中心市街地の構造を

考慮するとき、公共交通機関の再生・活

性化のなかでも、路線バスを優先した対

応が急務である。  

4.4 中 心市 街地 への 都市 機能 の集 積と 居

住の推進  

医療と交通まちづくりにおける交通機

関の整備は、移動可能性を担保し、健康

を増進させ、中心市街地へのアクセスが

容易にすることが必須である。この点で

も、飯塚市では大きな課題が残る。  

飯塚市の中心市街地活性化施策では、

医療・福祉・子育てサービスや日常生活

に必要な商業機能の整備を重視した、ま

ちなか居住を指向している。ところが、

この観点からも、飯塚市の医療と交通ま

ちづくりには問題が残されている。  

確かに、中心市街地活性化施策を通じ

て、商業施設は、住宅を併設した医療関

連施設や健康増進拠点施設へと転換され

ている。そのこと自体は積極的に評価さ

れるべきであるが、中心市街地活性化が

コンパクトなまちづくりや、医療分野で

の集積の利益の発揮につながっているか

といえば、課題が残る。  

飯塚市では、大規模な住宅地が中心市

街地やその近隣ではなく、公共交通機関

の利用が困難（あるいは不可能）な、郊

外に立地する事例が多く見られる。一部

の市営住宅は、マイカーの利用を前提と

した交通体系となっており、医療機関は

もちろん、商業機能も含め、生活に不可

欠な各種機能にアクセスすることが困難

になっている状況も無視できない 10)。も

ちろん、住宅地の立地を短期間に変更す
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ることは不可能であるが、市営住宅など

の公営住宅の整備や民間による住宅開発

を、中長期的には中心市街地や隣接地域

中心に変えていくことが考えられる。あ

るいは、飯塚市が合併によって市域を拡

大させた経緯を踏まえ、富山市のような

「櫛とお団子」型のコンパクトなまちづ

くりを選択することも検討に値する。当

面の対策としては、公共交通機関の整備

による、中心市街地へのアクセス改善が

求められる。  

また、医療分野での集積の利益の発揮

には、病院と診療所との連携、異なる診

療科目の診療所間相互の連携といった、

医療機関の連携が欠かせない 11)。  

医療機関の連携においては、医療機関

や医師会、医療・福祉関連の行政といっ

た、医療の視点がまず注目される。一方

で、交通まちづくりも、医療機関の連携

に寄与する。病院と診療所との連携や、

異なる診療科目の診療所間相互の連携で

は、医療機関相互の移動が欠かせない。

医療機関相互の移動をできるだけ短くし、

移動時の利便性を向上することによって、

交通まちづくりは医療機関の連携の拡大

に貢献することができる。  

飯塚市の医療と交通まちづくりでは、

医療機関の連携で交通が果たすべき役割

があまり意識されていないと考えられる。

こうした側面に着目した交通機関の改善

やまちづくりの推進も、課題として残さ

れている。  

 

5.小括  

ここまで、飯塚市の医療と交通まちづ

くりの事例を紹介しつつ、医療と交通ま

ちづくりを推進する上での諸課題につい

て考察を加えてきた。  

飯塚市では、多くの地方都市と同様、

中心市街地の空洞化という問題を抱えて

きた。一方で、中心市街地に大規模な総

合病院が立地するとともに医療施設が集

中し、人口あたりの医師数も全国平均を

大きく上回る、医療の集積という他の地

方都市とは様相を異にする環境が存在す

る。すなわち、飯塚市では、中心市街地

活性化において、商業施設を代替する役

割として医療施設を位置づけることが容

易である。そして、実際の中心市街地活

性化施策においては、「健康・医療・福祉

政策と連携したまちづくり」はもちろん、

西鉄飯塚バスセンターの再開発を通じて、

医療と交通が連携した「医療と交通まち

づくり」への方向性が示される。  

飯塚市の中心市街地活性化は、医療と

交通が連携したコンパクトなまちづくり

を指向している。その方向性は積極的に

評価できるものの、各種施設のバリアフ

リー化や、公共交通機関の再生・活性化

という課題が残されていることが明らか

になった。  

今回、福岡県飯塚市における医療と交

通まちづくりにかんする事例を紹介した

が、この事例をより一般化し、医療と交

通まちづくりを推進するうえでは、研究

を深めるべき課題が多い。飯塚市の医療

と交通まちづくりは既存の医療の集積を

背景にしているが、一方で、既存の医療

の集積が乏しい状況における、医療と交

通まちづくりの可能性という論点には対

応できていない。医療と交通まちづくり

にとって望ましい医療施設の配置や土地

利用、交通機関のあるべき姿についても

議論が深められなければならない。医療

と交通の連携についても、より詳細な研

究が求められる。  

最後に、今回紹介した事例が、地域社

会をより豊かにするともに、医療と交通

まちづくりの実現に向けた具体的施策の

定式化に向けた基盤となることを期待し

たい。  
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注  

1.  中小企業庁［ 2006］ p.241。  

2 .  中小企業庁［ 2006］ p.242。  

3 .  交通権については、たとえば交通権学

会編［ 1999］を参照のこと。  

4 .  日比野［ 1985］ p.210。  

5 .  近藤［ 2012a］ p.69。  

6 .  年間ベースの利用者数として換算す

ると、年 200 日として約 28 万人とな

る。  

7 .  中学校卒業程度の者を対象とした、准

看護師育成機関。  

8 .  現在の飯塚市の障がい者計画は、2014

年 3 月に策定した第 3 期計画である。  

9 .  一方で、公共交通機関を用いることが

困難な人々に対する配慮も欠かせない。

飯塚市では、在宅の重度障がい者に対

するタクシー運賃助成、障がい者等に

対する社会福祉協議会によるボランテ

ィア移送サービス、障がい者手帳所持

者に対する予約乗合タクシー・コミュ

ニティバスの運賃割引を行っており、

一定の評価が可能である。  

10 .  こうした地域では、自発的なマイカ

ーやタクシーの相乗りで、公共交通機

関の不備に対して、市民自ら自衛策を

とっている。  

11 .  このほか、医療分野での集積の経済

の発揮には、とくに総合病院における

規模の拡大を指摘することができる。

たとえば、総合研究開発機構編［ 2010］

を参照のこと。  
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【論文】 

「戦略的提携」に基づく鉄道運賃制度の改善 

Improving Railway Fare System based on Strategic Aliance 

 

大 塚 良 治 

Ryoji Otsuka 

 

１． はじめに 

 大都市圏では大量の輸送需要に応えるために、

精力的な鉄道新線の建設や複々線化等による輸

送力増強工事が進められてきた。こうした工事に

は多額の資金が投入され、完成後も投資の回収に

長い歳月を要することとなる。鉄道の利便性を向

上させるために、鉄道新線建設や輸送力増強工事

を進める鉄道事業者に対する行政の支援や制度

も用意された。 

 しかし、建設費の高騰に伴い、近年に開業した

鉄道の中には、他鉄道事業者と比べると運賃が高

く設定される路線もあり、住民との軋轢を生じる

事例も見受けられる。  

日本の鉄道事業は事業者自身が用地を確保し、

線路施設を建設・維持しなくてはならず、独立採

算制を基本としている。一方、ヨーロッパでは、

イコールフッティングの観点から鉄道施設は公

共財産という考え方が主流になってきており  、

インフラ部分については、公的主体が負担してい

るという事情も大きく影響していると考えられ

る 1)。  

日本の大都市圏では、IC 乗車券の導入に伴い、

異なる鉄道事業者同士の共同使用駅に中間改札

機が設置され、利便性が低下する事例も増加傾向

にある。これは不正乗車防止や乗車経路判別を主

な目的とした設置であり、やはり独立採算制をと

る鉄道事業者による運賃徴収の徹底化推進の意

図の表れと見ることができる。  

 本論では、「戦略的提携」に基づいて鉄道運賃

制度を改善させる方策を模索して、次の順序で議

論を進める。第 2 節で経営学の観点で鉄道運賃制

度改善への手がかりとなり得る「戦略的提携」に

関する先行研究を概観する。第 3 節と第４節は鉄

道運賃の事例を概観する。第 3 節では、建設費高

騰に伴う高運賃の事例として北総鉄道北総線の

事例を基に考察する。第 4 節においては、共同使

用駅での中間改札機設置に伴う利便性低下の事

例を概観する。第 5 節では「戦略的提携」の実施

による運賃制度の利便性確保の取り組み事例か

ら見る運賃制度改善への示唆について議論する。

第 6 節では、「戦略的提携」の実施による運賃制

度改善への試案を提示する。そして、第 7 節でま

とめと今後の課題を述べることにする。  

 

２．「戦略的提携」の先行研究  

 本論では、経営学の観点から、鉄道運賃制度改

善の方策を模索する。経営学的アプローチとして、

鉄道事業者間の「戦略的提携」が運賃制度改善へ

の手がかりになると考える。本節では、「戦略的

提携」の定義を確認しておこう。  

Jeffs[2008]は、「戦略的提携」を、「リスクを軽

減し、お互いに望む成果を達成することを目標と

するリエゾンを形成するための 2 社以上の会社が

結ぶパートナー協定 (partnership agreement)」

と定義し、例として、「航空産業は、『スターアラ

イアンス』等の航空連合を形成し、販売促進、チ

ケット販売、航空機の操縦、乗継便、航空機材の

利用（相互利用―大塚注）などで、パートナーお

よび顧客に便益をもたらしている」と指摘した 2)。

Barney[2002]によると、「戦略的提携」は、大き

くは、 (a)業務提携（non-equity alliances）、 (b)

業務・資本提携（equity alliances）、および (c)ジ

ョイント・ベンチャー（ joint ventures）の 3 つ

に分類される 3)。  

また、今野 [2006]は、戦略的提携論に関する先

行研究を丹念に整理し、戦略的提携論を①取引コ
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スト、②戦略行動、③組織学習、④マーケット・

パワー、⑤エージェンシー、⑥収穫逓増、⑦ゲー

ム、⑧戦略経営、⑨資源依存、⑩組織間学習、⑪

資源ベース、⑫リアル・オプション、⑬社会ネッ

トワーク、⑭生態系、⑮構造主義の各アプローチ

に分類している 4)。これらのうち、今野 [2006]は、

⑩組織間学習アプローチについて、「パートナー

の保有する既存の資源・能力だけではなく、パー

トナーとの協力関係の進化・発展から創出される

より高度な成果を考慮していることから、共同の

成果が優先されると捉えられる」と述べている 5)。 

鈴木 [1994]も「戦略的提携」に関する先行研究

をレビューし、「戦略的提携」の定義と条件の共

通点を指摘した。すなわち、①戦略的提携とは、

企業を取り巻く環境の劇的な変化に企業が積極

的に対応するための有力な方策のひとつである、

②戦略的提携は独立した主体の存在を前提とし

ており、その主体間のさまざまな協力関係を意味

するため、一方の主体の独立性を失わせる M&A

は、戦略的提携に含めていない、③戦略的提携は、

対等な主体間で相互の必要性から締結されるも

のであるため、一方的な片務的な関係ではなく、

互恵的なものである、とする。  

石井 [2003]は、提携あるいは「戦略的提携」の

一般的な定義として、「互いに独立した 2 つの企

業が、いくつかの戦略意図を実現するために協働

すること」であると述べ、同書で取り上げる提携

を、(1)2 社間の協働が実施された後にも、パート

ナー間の独立性が維持されること、(2)継続的な企

業間協働を前提とすること、そして (3)製品レベル

の提携、の 3 点を条件としている。  

 鉄道事業者間の「戦略的提携」も上記 (1)および

(2)を前提とするものである。鉄道事業者は、利便

性確保や利用促進のため、他社と協定や業務提携

を結んでいる場合がある。『大辞林』によると、

業務提携とは、複数の企業が業務上の協力関係を

築くことと定義され、通常は「業務提携契約書」

を取り交わした上で実施される。本論では、「戦

略的提携」の一環としての鉄道事業者間の業務提

携について議論する 6)。  

 鉄道事業者間の業務提携としては、(1)共同使用

駅の駅務や共用施設の区分などの協定 7)および共

同使用駅の改良事業、(2)接続駅・共同使用駅を介

した相互直通運転、(3)接続駅を介した連絡乗車券

の発売や最終列車の接続に関する取り決め、  (4)

車両検修の委託、(5)お互いの路線の誘客を目的と

したキャンペーンの共同実施、などがある。この

ような意味で、鉄道事業間の業務提携は鈴木

[1994]の②と③に性質が一致すると考えられる。 

 しかし、こと運賃の取り扱いに関する事項とな

ると、鉄道事業者の取り組みは鈍くなってしまう

印象をもつ。旅客の利益に叶う鉄道運賃制度を実

現するためにはどうすればよいのだろうか。「戦

略的提携」に基づく解決策を考えるために、第 2

節と第 3 節で、鉄道運賃問題の事例を概観しよう。 

 

３ . 建設費高騰に伴う高運賃の事例  

鉄道事業法は、鉄道事業者は旅客運賃の上限を

定め、国土交通大臣の認可を受けなければならな

いと定めている（16 条 1 項）。また、運賃の認可

は総括原価に基づく審査により行われることを

求めている（同 2 項）。  

ここでは、建設費高騰に伴う高運賃の事例とし

て、北総鉄道北総線の事例を取り上げる。  

 

(1)北総鉄道北総線の事例  

 東京都と千葉県を結ぶ北総鉄道は、他鉄道事業

者と比べて運賃が高額であるとして、沿線住民に

よって国に対して運賃認可取り消しを求める提

訴へと発展した 8)。  

 同鉄道は主に、第 2 期線（京成高砂～新鎌ヶ谷）

建設に伴う多額の債務返済を運賃収入により行

うため、運賃値上げを繰り返し、他鉄道事業者よ

りも割高な運賃水準となってしまった経緯があ

る。  

 2010 年 7 月 17 日に京成成田空港線が開業し、

北総線は成田空港線との共用区間となった。京成

上野～成田空港間の運賃は、従来の京成本線経由

の運賃と大きく異ならない水準に設定されたも

のの、北総線各駅で下車する利用については、従

前の北総線運賃を維持するために、京成上野～成

田空港間を乗り通す場合と比べて、割高な運賃が

温存されたと言える 9)。  

 どれでは、どの程度の運賃が適正価格なのだろ
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うか。「北総線の運賃値下げを実現する会（北実

会）」（会長：太田誠氏）は、「北総線を京成並み

の運賃に」することを要望している。  

 しかしながら、北総線運賃をめぐる状況に打開

策はなかなか見えてこないのが現実である。値下

げを実現する方策は考えられないだろうか。それ

には、親会社の京成電鉄との「戦略的提携」が鍵

を握っていると考える。  

 京成上野～成田空港間は、成田空港線と京成本

線の 2 つのルートがある（図 1）。  

 

 

 

現状では、京成本線の運賃は安く、北総線経由

の京成成田空港線の運賃は高く設定されている

（図 2）。  

 

 

 

【出典】Google マップを加工の上、利用。 
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【出典】大塚作成。  

 

 成田空港線は京成高砂～印旛に日本医大間に

おいて北総鉄道北総線と線路を共用しており、同

区間の成田空港線運賃は北総線運賃と同額であ

る。同区間では、北総線の高額運賃が、そのまま

成田空港線運賃にも適用される形となっている。 

 

(2)小括  

北総線利用者および成田空港線利用者は、京成

本線利用者と比べて高額な運賃を支払っている。

京成本線経由の利用者にも応分の負担を求め、成

田空港線運賃との平準化を図る方策が考えられ

る。具体的方策については、第 6 節で検討するこ

ととしたい。  

 

４．共同使用駅での中間改札機設置に伴う利便性

低下の事例  

本節では、 IC 乗車券の導入に伴い、異なる鉄

道事業者同士の共同使用駅に中間改札が設置さ

れ、利便性が低下した事例を概観し、問題点を抽

出する。  

 

(1)伊勢崎駅（群馬県伊勢崎市）  

事業主体の群馬県・伊勢崎市・東日本旅客鉄道

(JR 東日本 )・東武鉄道は共同で、伊勢崎駅付近の

JR 両毛線（約 2.5km）と東武伊勢崎線（約 2.2km）

の踏切撤去と高架化事業に着手し、同時に駅舎の

新設、高架下利用による南北の駅前広場を結ぶ自

由通路の設置等も進めている。これにより、伊勢

崎駅周辺の都市機能が高まることが期待されて

いる  。  

その一方で、2010 年 3 月 13 日には JR 線と東

武線の改札が分離され、両線間の乗換にはそれぞ

れの改札を出入りしなければならなくなった。高

架化以前は、JR 線 1 番線と東武線 4 番・5 番線

については改札内での平面乗換が可能であった

が、JR 線ホームが全て高架化したことにより、

両線間の乗換には必ず上方または下方への移動

を伴うようになった。さらに、2013 年 10 月 19

日に東武線ホーム高架化が完成し、両線間の乗換

に上下移動を強いられるようになり、乗換利便性

はさらに低下した。  

 

 

 

写真 1 共同使用が解消された JR 両毛線・東武伊勢崎線伊勢崎駅（左：解消前、右：解消後）  

 

 

(2)西船橋駅（千葉県船橋市）  

2007 年 3 月 18 日の PASMO 導入に伴い、それ

まで改札内乗換が可能であった JR 線と東京地下

鉄線・東葉高速鉄道線の間に、中間改札機が設置

された。  

 東京地下鉄東西線は中野で JR 中央本線と、西

船橋で JR 総武本線とそれぞれ相互直通運転して

おり、中野以西⇔西船橋以東相互間を IC 乗車券

で乗車する場合には、JR 線経由と東京地下鉄線

経由の判別ができないという問題に直面した  。

そこで、西船橋駅に中間改札口を設置することで、

中野以西⇔西船橋間については乗車経路を判別

することとしたのである。しかし、西船橋では、
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中間改札機の設置に伴い、JR 線構内⇔東京地下

鉄線構内の往来が不可能となり、それぞれの構内

にある駅ナカ施設を相互に利用することも不可

能となったのである。  

 なお、 IC 乗車券導入による同様の問題は、東

京地下鉄線経由と東武線押上経由の 2 つ（路線ベ

ースでは 3 つ）が存在する北千住⇔東京地下鉄線

各駅相互間でも発生することとなった  。東武線

と東京地下鉄千代田線との間に中間改札口を設

けたとしても、北千住を境に東武線と東京地下鉄

日比谷線が相互直通運転を実施していることか

ら、結局は東武線と東京地下鉄線の間の無改札状

態を解消することは不可能である。それゆえ、IC

乗車券利用の場合には東京地下鉄経由と東武線

押上経由を判別できないため、全区間を東京地下

鉄経由で利用した場合の運賃が引き去られるこ

とになっている。  

 

 (3)厚木駅（神奈川県海老名市）  

当駅でも 2007年 3 月 18日の IC 乗車券 PASMO

の使用開始に伴い、乗車経路判別のために、小田

急線と JR 線の連絡口に IC 乗車券簡易改札機が

設置された。当駅で乗車下車する JR 線利用者は、

駅改札口と IC 乗車券簡易改札機の両方へのタッ

チ、JR 線と小田急線の乗換利用者は IC 乗車券簡

易改札機にタッチする必要があり、磁気乗車券よ

りも、 IC 乗車券の方がかえって不便になる事態

が起こっていた。  

さらに、2014 年 2 月 15 日には、両線の乗換口

に中間改札機が設置され、小田急線から JR 線へ

の乗換時に、JR 線の乗車券を所持しない場合は、

一旦小田急線の改札口を出て、券売機で新たに

JR 線の乗車券を購入することが必要になった。  

中間改札機の設置理由について、JR 東日本に

照会したところ、「 IC カードのタッチ忘れ防止」

及び「誤タッチ」の防止を目的とした設置である

との回答を得た 10)。中間改札機設置前は、当駅簡

易改札機にタッチせずに下車すると、代々木上原

（東京地下鉄）～中野（JR）を経由したとみなし

た運賃を差し引くことになっていて、下車時にト

ラブルが多発していたようである。  

しかしそもそも、東日本旅客鉄道株式会社 IC

カード乗車券取扱規則（2016 年 3 月 26 日現在）

第 38 条（旧 27 条）は「Suica 乗車券を第 22 条

第 1 項の規定により使用する場合、出場駅におい

て、入場駅から同一の取扱区間内を経由して最も

低廉となる運賃計算経路で算出した IC 運賃を SF

残額から減算します。」と規定しており、厚木駅

の事案は本規定に違反していることは明白であ

る。  

現在もなお、複数の鉄道事業者の共同使用駅で

ある八丁畷・小川町・寄居・越生・下館では、IC

乗車券のタッチ忘れにより、大回り経由の運賃が

差し引かれる状況が続いている。なお、PASMO・

Suica 対応 IC 乗車券簡易改札機は、八丁畷、小

川町、寄居、越生、下館の各駅に設置されている。

本規定違反の状況を解消するために、最短経路の

運賃を差し引くようプログラムを早期に改修す

ることが求められる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2 中間改札機が設置された JR 相模線・小田急小田原線厚木駅（左：設置前、右：設置後）  
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(4)粟生駅（兵庫県小野市）  

近畿地方では、JR 以外の私鉄・地下鉄が 1999

年 10 月 1 日からプリペイドカード乗車券”スル

ッと KANSAI”を導入した。これに伴い、当駅で

は改札を分離する必要が生じた事から、降車ホー

ムの反対側に単式ホームを設けた上で、中間改札

口を設置した。  

 ”スルッと KANSAI”を導入する前は、神戸電

鉄線と JR 線・北条鉄道の間には中間改札口はな

かったため、”スルッと KANSAI”導入によって、

かえって乗換利便性の低下を招く結果となった。 

なお、新開地にあった神戸電鉄と他鉄道線の中

間改札口は、”スルッと KANSAI”導入を契機に

撤廃された。  

 

(5)小括  

 以上見てきたように、運賃の徴収漏れを防ぐ鉄

道事業者の意図が、利便性低下を招いている。次

節では、「戦略的提携」の実施による運賃制度に

関する利便性確保の取り組み事例を概観する。  

 

５ . 「戦略的提携」の実施による運賃制度の利便

性確保の取り組み事例  

本節では、「戦略的提携」の実施による運賃制

度改善が実現した事例を考察し、改善への示唆を

得る手がかりとする。  

 

(1)東京地下鉄南北線と東京都交通局（都営）三田

線の鉄道施設共用による利便性確保  

2000 年 9 月 26 日、帝都高速度交通営団（営団）

（現、東京地下鉄）南北線目黒～溜池山王間開業

に伴い、都営三田線とともに東京急行電鉄（東急）

目黒線と相互直通運転が開始された。白金高輪～

目黒間では、東京地下鉄が第 1 種鉄道事業者とし

て鉄道施設の保有と列車の運行を行い、東京都交

通局は第 2 種鉄道事業者として列車の運行を行っ

ている。  

 白金高輪～目黒間を利用する場合、南北線麻布

十番以遠から利用する場合は東京地下鉄の運賃

を、三田線三田以遠から利用する場合は都営地下

鉄の運賃を、それぞれ適用する特例が設けられて

いる。また、白金高輪～目黒間を利用する場合、

低額な東京地下鉄の運賃が適用されることにな

っている。  

 このように、同区間を 2 つの鉄道事業者が共用

することにより、2 者の初乗り運賃の合算を回避

し、旅客の負担が過重にならないように配慮され

ている。  

 

(2)九段下駅での共同使用開始の取り組み  

2013 年 3 月 16 日、東京地下鉄半蔵門線 4 番線

ホーム（押上方面）と都営新宿線 5 番線ホーム（新

宿方面）の間を隔てていた壁が撤去され、両線の

改札も共通化されて、共同使用が開始された。猪

瀬直樹東京都副知事（当時）が 2010 年 6 月 17

日に当駅を視察した際にこの壁の撤去を報道関

係者の前で提案し、その後国土交通省、財務省、

東京地下鉄、東京都交通局との間で行われた東京

地下鉄と東京都交通局の一元化に向けた協議会

の中で、両者のサービス向上策の一環として、壁

の撤去が決まったのである 11)。  

 近年は別改札化などによる共同使用の解消や

中間改札機の設置が増える傾向にあるが、反対に

当駅は東京地下鉄と都営地下鉄の改札を共通化

することにより、共同使用駅となった。当駅の事

例は、鉄道事業者の都合よりも旅客の利便性を優

先した画期的事例と評価されるべきであると考

える。  
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写真 3 東京地下鉄半蔵門線と都営新宿線の改札共通化が実現した九段下駅。半蔵門線半蔵門方面→

都営新宿線曙橋方面等の乗換利用も見られる  

 

 

(3)小括  

 (1)および (2)の事例とも、東京地下鉄（旧帝都

高速度交通営団）と東京都交通局の共同使用駅の

事例である。東京都は東京地下鉄の発行済株式数

のうち 46.58%を所有する株主であり、同社に影

響を及ぼすことができる関係にある。資本関係が

希薄な会社間では、本節の事例のようなことを実

現するのは難しいかもしれない。しかし、名古屋

鉄道と近畿日本鉄道が、2027 年の中央新幹線開

業を合わせて、名古屋駅の改札を共通化する検討

に入ったことが報じられた 12)。利便性向上を実現

する、鉄道事業者間の「戦略的提携」の拡大が望

まれる。  

 

６.「戦略的提携」の実施による運賃制度改善へ

の試案  

本節では、異なる鉄道事業者が「戦略的提携」

を取り結ぶことによって、運賃制度の利便性確保

を図る方策について検討する。近年は、鉄道事業

者間の協力関係の解消による利便性の低下が多

く見られる傾向にある中で、前節の事例はいずれ

も、異なる鉄道事業者同士が「戦略的提携」を実

施することによって、運賃制度の利便性確保を実

現している点で注目に値する。鉄道運賃の利便性

を確保するために、他の鉄道事業者にも「戦略的

提携」が拡大されることが望まれる。  

 

(1)第 3 節の問題に対する改善案  

京成本線経由の利用者にも応分の負担を求め、

成田空港線運賃との平準化を図る方策が考えら

れる。つまり、京成電鉄と北総鉄道が「戦略的提

携」を取り結び、京成本線利用者と成田空港線利

用者の負担の平準化と成田空港線利用者の負担

適正化を図る訳である。  

2015 年度の京成電鉄年間乗車人員は 2 億 7,456

万人 9 千人、成田空港発着年間乗車人員 1,621 万

1 千人であり、そのうち、有料特急年間乗車人員

は 377 万 5 千人であった。  

以上のデータを踏まえ、具体的には、次の施策

を提案したい。  

 

① 京成電鉄普通運賃 1 回乗車当たり 10 円を、特

定都市鉄道整備積立金制度を利用して積み立

てる。27.5 億円（2015 年 3 月期年間乗車人

員約 2.75 億人）の増収となる。これは、大規

模な輸送力増強工事を促進するため、工事期

間中に運賃に上乗せする形で建設費用の前払

いを受ける制度であり、北総線（京成成田空

港線）等の完成済の鉄道の建設債務に充当す

るための運賃上乗せを認めるよう制度改正を

する方策が考えられる。利点としては、値下

げ原資を広く薄く徴収できる一方、国の認可

が必要で、京成本線利用者に理解を得るうえ

でハードルが高いという課題がある。  

 

② 成田空港発着有料特急を 100 円値上げするこ

とで、3.7 億円（2015 年 3 月期年間乗車人員
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377 万人）の増収となる。届出のみで可能な

ため比較的容易に実施できるものの、他交通

機関に対する競争力の低下を招く懸念がある。 

 

以上、合計で 31.2 億円の増収となる。2010 年

7月の 4.6%値下げでは、その原資として 6億円（う

ち、3 億円は自治体の補助金、3 億円は北総が負

担）が拠出されたが、31.2 億円の拠出で 23.9%の

値下げが可能となる計算である。  

沿線住民との関係改善を図るためにも、京成グ

ループにとって、北総線の運賃水準の引き下げは

大きな課題であると言えるだろう。  

 

(2)第 4 節の問題に対する改善案  

 日本の鉄道事業者は独立採算制が基本である

ことを踏まえると、収益確保の一環としての運賃

収受の強化は妥当性を有することも確かである。

旅客の利便性確保と鉄道事業者の収益確保のバ

ランスを保ちつつ、運賃制度改善への道筋を考案

できるかがカギを握る。武田 [2004]は、運賃統合

等の「運輸連合」の実施により、交通事業者の運

賃収入を上回る社会的余剰（主に公共交通分担率

増加に伴う自動車の混雑解消）が得られることに

関する肯定的な結論を提示した上で、「（ゾーン制

運賃システムをとる―大塚注）運輸連合を結成す

ることによって、利用者の満足獲得、サービス供

給者の運賃収入増加、社会全体から見た、公共交

通分担率の増加、環境負荷の削減に効果があるこ

とが期待される」との見解を述べている 13)。  

 以上の見解を踏まえて、本論では「戦略的提携」

による鉄道運賃制度改善を実施する鉄道事業者

の「アライアンス」が「社会的インパクト債（SIB）」

を投資家向けに発行することを提案したい（図 3） 

。  

 

 

【出典】Vohra, S.[2012],p.4 を一部修正の上引用。 

 

 

SIBとは、社会的投資家が社会的アウトカムと公的部

門の支出を改善させるサービス提供に対して全額ま

たは一部を拠出するアウトカムベースの金融商品の

一種である 14)。例えば、予め設定した鉄道乗車人員の

増加または減少率の改善、環境負荷の軽減、旅客の満

足度向上などの「成果指標」の向上に対して、行政に

よる財政支出に基づき投資家へリターンを還元する

のである。財源としては、地球温暖化対策税の活用等

が考えられる。この財政支出により、鉄道事業者の運

賃収入減少を超える社会的リターンが得られるので
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あれば、この「支出」を「費用」ではなく「投資」で

あるとみなすことができる。 

 

７.おわりに 

本論では、「戦略的提携」に基づいて鉄道運賃制度

を改善させる方策の提案を目指し、議論を進めた。

第 2 節で経営学の観点から鉄道運賃制度改善への手

がかりとなると考えられる「戦略的提携」に関する

先行研究を概観した。第 3 節で建設費高騰に伴う高

運賃の事例として北総鉄道北総線の事例を基に考察

した。第 4 節では共同使用駅での中間改札機設置に

伴う利便性低下の事例を概観した。そして、第 5 節

では「戦略的提携」の実施による運賃制度の利便性

確保の取り組み事例を概観し、制度改善への示唆を

求めた。そして、第 6 節では「戦略的提携」に基づ

く運賃制度改善策を提案した。 

日本の鉄道事業者は独立採算制が基本であることを

踏まえると、収益確保の一環としての運賃収受の強化

は妥当性を有することも確かである。本論では「戦略

的提携」による鉄道運賃制度改善を実施する鉄道事業

者の「アライアンス」が「社会的インパクト債（SIB）」

を投資家向けに発行することを提案した。予め設定し

た鉄道乗車人員の増加または減少率の改善、環境負荷

の軽減、旅客の満足度向上などの「成果指標」の向上

に対して、行政による財政支出に基づき投資家へリタ

ーンを還元するのである。財源としては、地球温暖化

対策税等を検討したいところである。 

 日本の鉄道事業者の運賃制度改善に向けた関係者

の取り組み強化が強く望まれるところである。 

 

【注】 

1. 黒崎［2013］。 

2. Jeffs[2008], pp.83-84. 

3. Barney[2002], pp.369-370（岡田[2003]、７頁）。 

4. 今野[2006]、79頁。 

5. 前掲稿、79頁。 

6. 以後本論では、「戦略的提携」と「業務提携」を互換的に

用いることとする。 

7. 『日本民営鉄道協会ホームページ』

http://www.mintetsu.or.jp/knowledge/term/84.htmlを参

照。 

8. 詳細は大塚[2012]を参照のこと。 

9. 詳細は大塚[2013]を参照のこと。 

10. JR東日本よりの回答。 

11. 猪瀬[2011]、22-25頁。 

12. 「名鉄と近鉄、改札共通化 名古屋駅再開発 

で検討」『中日新聞web版』2016年1月6日 

付。 

http://opi-rina.chunichi.co.jp/topic/20160106-1.html

（2016年4月30日閲覧） 

13. 武田[2004]、610頁。 

14. Social Finance[2012], p.1. Vohra[2012],p.3も参照せよ。 
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