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巻頭エッセイ 

ローカル鉄道と中堅バス会社の経営 

Management of the Local Railway Companies and the Bus Companies 

春 田 啓 郎 

Keirou Haruta 

 

1．はじめに 

2011年6月より8年間秋田県の第三セクター鉄

道「由利高原鉄道」の経営に携わった。人口減少、

少子高齢化の進む秋田県で旧国鉄路線をいかにし

て存続させるかに心血を注いだが、マイカー社会が

定着しているなか、残念ながら十分な成果が出たと

は言い難い結果に終わった。 

昨年埼玉県に戻り、10月より川越市に本拠を持

つ中堅バス会社「イーグルバス」に顧問として迎え

られた（現在は東京営業所長も兼務）。 

８年間の由利高原鉄道時代の思い出は数多くあ

るが、ここでは同じ公共交通機関として決して条件

がいいとは言い難いローカル鉄道、中堅バス会社の

共通の問題等を書き記したいと思う。 

 

2．交通系ＩＣカードについて 

今や都市部においてはいちいち券売機で乗車券

を購入して電車に乗る人は希少価値になってしま

った。東京のＪＲや大手私鉄はほぼ自動改札。乗車

人員が多くない周辺部のＪＲ駅は性善説を前提に

した簡易Suicaなどを設置して駅を無人化（＝時

間帯によるところもある）して人件費の節減に努め

ている。ＪＲ系のSuicaも私鉄系のPasmoも同様

に利用が可能で、鉄道だけではなく路線バスやショ

ッピングのも利用でき大変便利に使っている。 

 一転、北東北三県（青森、岩手、秋田）はJR主

要駅には自動改札はあるものの、ICカードはSuica

も含めて利用ができず大変とまどったものだ。これ

は、奥羽本線、羽越本線なども含めてもほとんどの

駅が無人化されており、入場時は乗車証明書を自分

で発券して（もしくは整理券を受け取って）降車時

に無人駅では乗務員に支払う仕組みなので、多額の

設備投資をしても見合わないとの考える。JRは秋

田などの大規模駅は従来通り駅員が常駐している

ので、乗客はさほど不便に感じないのであろう。

KIOSKなどでは ICカードOKの店もあるが、実

際のJR利用者からICカード利用可の切実な声が

上がっているようにも思えなかった。 

 イーグルバスに来たときは、ICカードの準備の

真っただ中であった。中に入って初めて知ったのだ

が、設備さえつければ利用OKとなるわけではな
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く、まずPASMO協議会に加盟して、会費を払い

ながら３年近く準備や審査を行うという手順が必

要だった。 

 実はお客様のアンケートの声のかなりの部分が

ICカード利用可能を求めるものだったし、他社と

の共同運行路線で、弊社だけ使用できないことは大

変イメージのマイナスとなってしまう。 

だからと言ってICカードを使ってお客様が増える

かというとそうでもないあたりが悩ましい。現金で

日銭として入ってくる分の入金が遅れるし、精算業

務を委託しているので僅かではあるが手数料も支

払うことになる。 

 単純に大人１名の支払いだけだったら、ピッと触

れるだけで乗務員の負担は減るだろうが、大人１名

子ども３名といったお客様や身障者割引を利用す

るお客様もいらっしゃるので、乗務員の研修、訓練

も入念に行う必要がある。 

 大きなトラブルはなくICカード導入は始まった

と聞いているが、お客様の利便性は増すものの会社

にとっては設備投資も含め（行政からの補助も一定

ある）ほろ苦い状態ではなかろうか… 

 

3．ファン、応援団、マナー 

由利高原鉄道の応援団は特異なものだと自認し

ている。ローカル線を応援しようというグループや

団体は各鉄道会社毎にあるといっても過言ではな

いであろう。予算も人出もないなか宣伝の一翼を担

ってもらったり、イベントなどを手伝ってくれる応

援団（＝ファンクラブなど呼び名はそれぞれ）は大

変ありがたいものである。 

 由利高原鉄道は私が2011年に着任した時点で

「アシストクラブ」という存在があった。ダイヤモ

ンド会員＝名誉駅長（年会費30,000円以下同じ）

プラチナ会員＝名誉副駅長（10,000円）ゴールド

会員＝つり革オーナー5,000円）シルバー会員＝枕

木オーナー（3,000円）ブロンズ会員＝レールオー

ナー（1,000円）の5種類で、目に見える特典と原

価のかからない特典（無料乗車券など）が組み合わ

さっていた。年３～４回アシストクラブ通信を発行

したりしていたが、会員管理などは手作業であった。

この組織は私も会員になって現存するものの、この

ままの状態では会員が受け身のままで変わらない

ので、丁度はやり始めたＳＮＳの一つのFacebook

を通じて別の、組織であって組織でない「由利高原

鉄道応援団（Facebook応援団）を2013年6月に

立ち上げた。 

 まず一番に決めたことは、皆忙しいなか手弁当で

参加してくれているので、「応援できるときにでき

ることをやればよい」というスタンスで、会費なし、

会則なし、役職も設けなかった。管理も大変だし、

中から「俺は毎回出てきて手伝っているのにあいつ

はさっぱりでてこない」などの不協和音が会の結束

を乱すものになることがわかっていたからだ。 

 また、鉄道の応援団に対して会社がどこまで関与

するのかが難しい問題になる。由利鉄では社長であ

る私自身が応援団との窓口となり即断即決してい

た。どこの会社も「応援はいいが経営に口出しされ

ても困る」が本音であろう。例え前向きな提言であ
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っても外部の意見をそのようにとらえる人もいる。

由利鉄応援団は、幸いにして首都圏などのイベント

の際ブースを応援したい希望者が殺到し整理しな

ければならない状態になっている。 

 バス業界では特定の会社だけを応援する組織は

皆無に近いので、今後の課題となりそうだ。 

 近年特に「撮り鉄」と言われる人たちのマナ－の

悪さが問題になっている。時代が変わりどこへでも

行きやすくなり、情報も増え、コンデジやスマホで

気軽に写真を撮れるようになったことが大きな要

因であろう。 

 しかし、一部の心ない人たちのために純粋に鉄道

が好きな人の行動が制約されたり、そのために鉄道

会社が人的や金銭的（＝ガードマンの採用など）の

負担を強いられるのはどう考えてもおかしい。ファ

ンの行動をここまでと線引きすることは難しいが、

鉄道ファンを長く続けられる社会を皆で作ってい

くことを切望する次第である。 

 

4. ダイヤ改正について 

2019年春のＪＲグループのダイヤ改正が発表さ

れたとき、中央線の特急あずさの速達化に伴って諏

訪地方の下諏訪や富士見を停車する特急が大幅に

減少することがわかり、地元の市町村で見送りを要

請したとのニュースを読んだ。ＪＲが大規模なダイ

ヤ改正を行う場合、正確には知らないが１年以上前

から準備に取り掛かっていると思う。発表するのは

最後の最後で、すでに新ダイヤに合わせて車両計画

や要員計画を立ててあるので、地元が反対したから

「はいやめます」といくわけはないと思った。 

問題は、市町村やマスコミも含めて発表されるまで

全く寝耳に水の状態であったことだ。ＪＲは大会社

でありコンプライアンスも厳しいので、発表前の改

正ダイヤの情報を入手することは至難の業かもし

れないが、それが地域に密着しているかのバロメー

ターになる。 

由利高原鉄道の場合、ＪＲに乗り入れているわけで

はないが、ゲートウェイ駅の羽後本荘駅で可能な限

りＪＲの列車と接続を取る必要がある。また、主要

顧客である高校生や小学生の学校の始業・終業時刻

は押さえておく必要がある。そうはいっても全長

23ｋｍで途中交換箇所が１箇所のみというローカ

ル線なのでできることには限りがあった。 

バス業界に入ってバスははたから見て自由度が高

い業界かなと思っていたが、規制はあまり鉄道と変

わらない。イーグルバスでは、川越／大阪の高速夜

行便を運行しているが昨年末頃その途中の経路の

変更が必要になった。四日市ＪＣＴから東名阪道を

通って亀山ＪＣＴから亀山西ＪＣＴに至る部分が、

新名神道の整備により四日市ＪＣＴから真っすぐ

亀山西ＪＣＴに至るルートに変更することになっ

たが、途中バス停やサービスエリア休憩箇所もない

のにもかかわらず変更する申請を三重運輸支局に

提出しなければならなかった。 

事故などによる迂回ルートも予め届けてあるルー

ト以外はだめなようで、昔乗客として首都高速を路

線バスで通過したとき、乗務員の独断でランプを乗

降していたように見えたが、当時より規制が厳しく
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なったのかそのときだけの運用だったのかは定か

ではない。 

また、中長距離高速バスが増えるにしたがってター

ミナルの問題が大きくなってきている。この業界に

入って初めて知ったのだが、バスタ新宿や羽田空港

などは停留所の数に限りがあり枠が決まっていて、

例えば１カ月連続して運休した場合は枠を返さな

ければならないそうだ。これは平時の場合で今回の

新型コロナウィルスの場合は例外のようだが… 

運休なども乗客がいないから明日から休むという

わけのもいかず、最低１週間前の届け出が必要にな

る。これは、鉄道の方がより厳しいかも知れない。

公共交通機関というのは十分利益が出るわけでは

ないのに、規制が厳しく、責任重大なわりに報酬は

安く本当に難しいものだと思う。
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【論文】 

Public Private People Partnership(PPPP:4P)と地域公共交通 

Public Private People Partnership (PPPP or 4P) and Local Public 

Transport 

下 村 仁 士 

Hitoshi Shimomura 

 

抄 録 日本では、Private Finance Initiative(PFI)やPublic Private Partnership(PPP)とい

った公民連携による、社会資本整備が数多く見られる。ところで、近年の諸外国の公民連携は、

単なる行政と民間との連携にとどまらず、市民部門を積極的に評価するとともに、市民部門が

公民連携に参加するPublic Private People Partnership (PPPP:4P)が多く見られる。交通分野

でも、Mobility as a Service (MaaS)と関連して、PPPPが議論されている。ところで、交通分

野は、すでに市民参加が盛んである。それゆえ、PPPPにかんする議論は、公的部門・民間部

門・市民部門の連携を焼き直しという疑問が生じる。本論文では、公的部門・民間部門・市民

部門の連携にかんする議論とPPPPについて、その特徴について考察するとともに、これまで

の市民参加による地域公共交通運営について、PPPPの視点から再検討を行った。その結果、

現在の公的部門・民間部門・市民部門の連携による地域公共交通では、すでにPPPPを実現し

ていることを明らかにするとともに、地域公共交通におけるPPPPの可能性と課題を提示した。 

 

1.はじめに 

2.伝統的な公的部門・民間部門・市民部門の連携にかんする議論 

3. Public Private Partnership（PPP） 

4. Public Private People Partnership 

（PPPP:4P） 

5. PPPPにおける合意形成 

6.地域公共交通におけるPPPP：具体的な事例 

7.地域公共交通におけるPPPPの可能性 
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1．はじめに 

日本の公民連携は、今日では実践の段階に

至っている。社会資本の整備において Private 

Finance Initiative （PFI）によって民間の資

金・経営能力・技術的能力を活用したり、

Public Private Partnership（PPP）によって

行政と民間が連携したりして推進する事例が、

数多く見られるようになっている。内閣府に

よれば、2019 年 3 月末時点で、わが国の PFI

事業件数の累計は 740 件に及び、契約金額の

累計は 6 兆 2361 億円に達している 1)。 

ところで、近年の諸外国の公民連携は、単

なる行政と民間との連携にとどまらない様相

を呈している。公的部門と民間部門だけでは

なく、市民部門を積極的に評価するとともに、

市民部門が公民連携に参加する Public 

Private People Partnership (PPPP:4P)2)が

多く見られるようになっている。交通分野で

も例外ではない。 Mobility as a Service 

(MaaS)と関連して、この PPPP が議論される

ようになっている。たとえば、Eckhardt et 

al.[2018]は、過疎地 MaaS（Rural MaaS）に

おける PPPP による連携の必要性を指摘する。 

ところで交通分野では、市民参加による公

共交通の運営は、これまでに数多くの事例が

紹介されてきた。公的部門・民間部門・市民

部門の連携にかんする研究の蓄積も、枚挙に

いとまがない。このとき、PPPP の議論は、

公的部門・民間部門・市民部門との連携の「焼

き直し」ではないかとの疑問が生じる。 

本論文では、公的部門・民間部門・市民部

門の連携と PPPP について、その特徴につい

て考察する。そして、地域公共交通における

市民参加と PPPP の関係について、具体的事

例から検討するとともに、PPPP の可能性と

課題について明らかにする。 

2. 伝統的な公的部門・民間部門・市民部門の

連携にかんする議論 

日本では、1970 年代から 1980 年代にかけ

て、「第三セクター」方式に対する期待感が高

まった。そこでは、公益性と収益性の調和を

図りつつ、公的部門の長所である公共性・信

用力・公権力・地域との連携などと、民間部

門の長所である資金の活用・効率性・弾力性・

ノウハウなどをあわせることで、公的部門・

民間部門単独ではなしえない成果を挙げるこ

とが期待された。たとえば、伊東・佐々木・

高寄［1989］の鼎談で、伊東は第三セクター

を「事実上公社と同じように、地方公共団体

の経営主導のもとに経営が行われ、そこに民

間の資本と民間の人材を入れ、経営に民間的

要素を入れ込もう」3)とした形態であると指摘

する。 

ここで留意すべきは、「第三セクター」と「サ

ードセクター」概念との異同である。 

日本で第三セクターに対する期待感が高ま

った 1970 年代から 1980 年代にかけて、国際

的なサードセクター概念としては、社会は公

的部門である第一セクターと民間営利部門

（＝本論文でいう民間部門）である第二セク

ターから構成され、それ以外のセクターとし

て民間非営利部門を「サードセクター」とし

て理解するのが一般的であった。一方、日本

での「第三セクター」は、官民共同出資の株

式会社や公益法人や公社など、第一セクター

と第二セクターが連携した混合部門として認

識されてきた 4)。 

しかし、1990 年代になると、世界的にこう

した社会の概念化に見直しが迫られてきた。

そこでは、民間非営利部門の多様性を理解す
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ることの難しさが露呈する。  

図1 伝統的な国際的なサードセクター概念とわが国における第三セクター概念の相違 

国際的なサードセクター概念

民間非営利部門（サードセクター） 混合部門（第三セクター）

わが国における第三セクター概念

公的部門
（第一セクター）

民間営利部門
（第二セクター）

公的部門
（第一セクター）

民間営利部門
（第二セクター）

資料：下村［2006］p.2。 

Drucker［1989］［1993］は、アメリカに

おける非営利・非政府組織（NPO・NGO）の

急速な発展を指摘するとともに、ポスト資本

主義社会における市民性の回復の必要性を指

摘した。しかし、Drucker の議論は、わが国

やヨーロッパにおける、多様な市民社会のあ

り方に対する理解の乏しさに限界がある。 

Salamon and Anheier［1994］［1997］は、

NPO・NGO の急成長とその役割の拡張は、

全世界に広がりを示していると指摘するとと

もに、サードセクターを定義した 5)。そして、

サードセクターをはじめとする NPO の主要

な特質として、 

①組織であること（organized） 

②民間であること（private） 

③利益の非分配（non-profit-distributing） 

④自己統治（self-governing） 

⑤ボランタリー制（voluntary） 

を挙げ、とくに「利益の非分配」を強調した。 

ところが、この定義は、アメリカにおける

NPO・NGO概念の影響を強く受けている。「利

益の非分配」が強調されるがゆえに、連帯経

済の担い手である協同組合や共済組合が、サ

ードセクターの埒外とされてしまった。また、

ヨーロッパを中心に発展している、社会的企

業の概念を反映することができないという問

題点も無視できない。 

こうしたなか、市民部門を、社会を構成す

るセクターとして明確に位置づけることで、

サードセクターを公的部門・民間部門・市民

部門が連携した混合部門として議論されるよ

うになった。このときわれわれの社会は、公

的部門・民間部門という二元的なものではな

く、市民部門を導入した三元的な構成である

ことの理解が求められる。 

高寄［1991］は、日本で一般的な「第三セ

クター」の定義に依拠しつつもそこから発展

させ、行政サービスの処理方法の視点から、

混合セクターを自治体・企業・地域の三者の

関連から整理した。高寄は、第 3 セクターを

自治体と企業の共同セクター、第 4 セクター

を自治体と地域の共同セクター、第 5 セクタ

ーを市民と企業の共同セクターとしてそれぞ

れ図示して定義し、さらに自治体・企業・地

域の三者がすべて重なり合う部分を「連合処

理方式（joint sector）」と命名した。もっとも、

高寄の議論に対しては、今村［1993］のよう

に、ボランタリーな集団・組織活動を捉えき

れないがゆえに、第 3 セクターの外に第 4・

第 5 セクターを設定しなければならなくなっ

たという批判もある。 

また、Ichinose［1996］は、日本における

混合部門の発展の経緯を検討するなか、サー

ドセクターが公的部門の出資による鉄道会社
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から NPO や NGO まで含む、幅広い混合部門

の概念であることを示した。 

丸尾［2002］や落合［2002］は、福祉ミッ

クスのコンセプトという異なる観点から、公

的部門・民間部門・インフォーマル部門

(NPO・ボランティア・近隣・家族)の関係に

ついて、整理と具体的な形態の検討を行った。

丸尾や落合は、公的部門と民間部門が重なる

部門として、混合企業、コントラクト・アウ

ト（contract out：業務あるいは運営の委託）、

PFI(private finance initiative)を、公的部門

とインフォーマル部門が重なる部門として、

アドプト・プログラム(adopt program)6)を挙

げる。 

一方、Evers［1990］は、政府・企業・世

帯からなる社会経済システムを構想し、その

中間にさまざまな非営利組織などを位置づけ

た。また、Pestoff［1998］は、公的部門・民

間部門・コミュニティ（世帯・家族等）部門

の各部門の間で混合的性格を示すアソシエー

ション（ボランタリィ・非営利組織）セクタ

ーを、福祉トライアングルの中心に位置する。

彼らの議論からは、経済システムの主体とし

て政府と企業のみならず、家庭生活を営む単

位（世帯）を経済システムの主体に取り入れ

ようとする姿勢が明確に示される。 

これらの議論からは、公的部門・民間部門・

市民部門が連携するなか、3 つのセクターす

べてが重なり合う混合部門にサードセクター

のポジションを求めることができる。そして、

その場所は、図 2 のように、高寄の連合処理

方式や Pestoff の福祉トライアングルの中心

と同様に示される。それは、日本における市

民参加において指摘される「公的部門・民間

部門・市民部門 3 者の協働」とも共通する。 

この図からは、日本の第三セクターと国際

的なサードセクター概念との相違も説明する

こともできる。日本の第三セクターは、公的

部門と民間部門との連携である。一方、国際

的なサードセクター概念は、公的部門・民間

部門・市民部門との連携である。 

図2 サードセクター概念とそのポジション 

（わが国でいう）第三セクター

経済コミュニティ

アドプト・
プログラム サードセクター

公的部門 民間部門

市民部門

 

資料：下村［2006］p.3を一部修正。 

 

3. Public Private Partnership（PPP） 

日本で PPP の用語がはじめて公式に使わ

れたのは、経済産業調査会［2002］による、

日本版 PPP 研究会の中間とりまとめである。
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この報告書は、いわゆる「骨太の方針」と呼

ばれる、小泉内閣における平成 13 年（2001

年）6 月 26 日の閣議決定「『今後の経済財政

運営及び経済社会の構造改革に関する基本方

針』について  」（内閣府［2001］）の影響を

大きく受けている。すなわち、閣議決定では

「公共サービスの提供について、市場メカニ

ズムをできるだけ活用していくため、『民間で

できることは、できるだけ民間に委ねる』と

いう原則の下に、公共サービスの属性に応じ

て、民営化、民間委託、PFI の活用、独立行

政法人化等の方策の活用に関する検討を進め

る。」7)ことが示される。そして、日本版 PPP

研究会は、公共サービスの提供における市場

メカニズムの活用策のひとつとして、官民パ

ートナーシップによる公共サービスの民間開

放（Public Private Partnership : PPP）に注

目した。そして、この研究会は、PPP が民間

委託（アウトソーシング・公設民営」にとど

まらず、PFI や民営化、独立行政法人と、幅

広い形態を取りうることを示した。 

また、国際的に PPP の定義として引用され

ることが多い、米国の非営利団体である

NCPPP(National Council for PPP)による

PPP の定義では 8)、 

①官民間の活動であること 

②相互の技術や資産を分担して公共のため

の事業が行われること 

③リスクとリワード（報酬）の分担が行わ

れること 

④契約による合意がなされること 

の 4 点を指摘する。 

一方で、根本［2011a］は、東洋大学 PPP

研究センターにおける、狭義と広義 2 段階の

PPP の定義を紹介する。そこでは、狭義の定

義として「公共サービスの提供や地域経済の

再生など何らかの政策目的を持つ事業が実施

されるにあたって、官（地方自治体、国、公

的機関等）と民（民間企業、NPO、市民等）

が目的決定、施設建設・所有、事業運営、資

金調達など何らかの役割を分担して行うこと。 

その際、①リスクとリターンの設計、②契約

によるガバナンスの 2 つの原則が用いられ

ていること。」9)、広義の定義として「何らか

の政策目的を持つ事業の社会的な費用対効果

の計測、および、もっとも高い官、民、市民

の役割分担を検討すること。」10)が示される。 

そこでは、狭義の定義として、「リスク」と

「契約」を明示的に導入するとともに、とく

に広義の定義において、市民参加を明確に位

置づけている点に注目することができる。 

その市民参加について、根本［2011b］は、

官が市場原理を熟知していないか、市場原理

を知っていても無視あるいは軽視するがゆえ

に、事業の意思決定に民の意向が反映されず

に、費用対効果を発揮する意味で「劣ってい

る」官の知識のみで決定されることを、「官の

決定権問題」として問題視する。そして、こ

の問題を回避するための手段として、民間提

案 11)と市民参加を積極的に評価する。ここで

いう市民参加は、「受益者としてだけではなく、

納税者である市民の意思を官の決定前に把握

し反映するものである」12)。 

もっとも、この場合の市民参加は、納税者

としての市民の立場にとどまる。下村［2006］

が指摘するような、市民の多様な価値観と目

的意識を反映する手段ではないことには、注

意が払われなければならない。 

 

4. Public Private People Partnership

（PPPP:4P） 
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PPP における市民参加の問題点は、下村の

指摘にとどまらない。Majamaa et al.［2008］

は、PPP と PPPP をモデルを用いて比較する

とともに、PPP の問題点を、顧客指向の視点

から指摘する。 

PPP は、「購入者－供給者モデル」を基礎

に置く。ここでの購入者は公的部門であり、

供給者は民間部門である。PPP では、購入者

と供給者は PPP 契約によってパートナーシ

ップの関係を結ぶが、それは公的部門と民間

部門の関係にすぎず、市民部門からのインプ

ットが存在しない。また、公共サービスを「公

式に」市民に提供するのは、公的部門である。

供給の実務と供給責任が民間部門に属する場

合でも、民間部門へのフィードバックは公的

部門を介する形になる。すなわち、民間部門

と市民との関係は、あくまで「非公式な」も

のである。そして、市民の位置づけは、公共

サービスを消費する消費者にとどまる。それ

だけではなく、PPP は費用効率的ではあるも

のの顧客指向ではないことを、Majamaa et al.

は問題視する。 

一方で、PPPP は、「コミュニティサービス

モデル」に立脚する。このモデルでは、公的

部門・民間部門・市民部門の三者が関係する

パートナーシップによる PPP 契約によって

構築される。こうしたモデルの成立では、市

民部門からのインプットと、事業の透明性が

重要視される（Perjo et al.［2016］）。 

PPPP では、市民部門から公的部門を経由

した民間部門との関係と、民間部門を経由し

た公的部門との関係の双方に焦点があてられ

る。公共サービスを「公的に」提供するのは

公的部門ではあるが、市民部門は公的部門を

経由して「公的に」民間部門とも関係する。

また、市民部門は民間部門を経由して「非公

式」な形でも公的部門と接する。そのことは、

民間部門が消費者ニーズに応じて、サービス

を拡張する機会をもたらす。それゆえ、この

モデルは、柔軟なサービスの提供と需要の変

化に適切に対応できる。 

図3 PPPモデルとPPPP(4P)モデルの相違 

 

資料：Majamaa et al.［2008］p.10。 

Perjo et al.［2016］や Marana et al.［2018］

による PPPP のモデルは、高寄の連合処理方式
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や、Pestoff の福祉トライアングルと類似する。

すなわち、公的部門・民間部門・市民部門の三

極を配し、その中心に PPPP を定義する。 

また、Perjo et al.は、PPP との比較を意識し

つつ、PPPP を以下のように定義する 13)。そこ

では、市民部門を加えることで、 

①事業の透明性と民主主義的な説明責任を向

上させ 

②市民の知見を導入することでより事業の効

率性を高め 

③市民のニーズをよりよく反映した環境とサ

ービスを創出する 

ことを目的としていると指摘する。 

一方、Marana et al.の PPPP の定義は、興味

深い論点を提起する。Marana et al.は、都市の

レジリエンスプロセスにおける PPPP を対象に、

PPPP を「公式・非公式を問わず、公的部門・

民間部門・市民部門の間で結ばれた合意」と定

義するが、このとき、ISO 22397 : 2014. Societal 

Security-Guidelines for establishing 

partnering arrangements の参照を求める。

ISO22397:2014 は、社会的セキュリティにおけ

るパートナーシップ構築について規格化したも

のであるが、そこではパートナーシップの多様

性が示される。パートナーシップは公式なもの

だけではなく、非公式なパートナーシップもあ

りうる。また、具体的なパートナーシップの形

態は、契約、了解覚書、相互支援協定、協力協

定、調整協定、運用協定、供給協定など多様で

ある。すなわち、PPPP は多様性が豊かなパー

トナーシップであることが指摘される。 

図4  Perjo et al.とMarana et al.のPPPP(4P)モデル 

PPP CSR

市場

公的部門 市民部門

市民参加

民主主義

民間部門

成長のための企

業連携

Public Private People 

Partnership (PPPP:4P)

 

資料：Perjo et al.［2016］p.11、Marana et al.［2018］p.40をもとに著者作成 

 

5. PPPP における合意形成 

伝統的な公的部門・民間部門・市民部門の

連携では、それぞれが異なる目的意識と行動

原理をもつことを前提に、三者間で対立や矛

盾が生じるなかでの合意形成の必要性が認識

されてきた。たとえば、日本の地域鉄道では、

公的部門・民間部門・市民部門の三者がひと

つの協議会の場に集い、地域で地域鉄道のあ

り方について合意形成を図る、「協議会方式」

の合意形成が一般的になっている。 

ところが、協議会方式の合意形成を、交通

環境整備ネットワーク［2009］は問題視する。

このような合意形成を「トライアングル型」

と名づけ、「市町村、鉄道事業者、住民の三社

は必ずしも状況認識を共通にしておらず、時

として対立する場面も見られる。」14)と指摘す
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る。そこからは、「協議会方式」は、公的部門・

民間部門・市民部門の協働を実現するには、

十分な枠組みとはいえないことが示される。 

そして、交通環境整備ネットワークは「サ

ークル型」の合意形成と協働の枠組みを提示

する。サークル型の合意形成は、「本来、地域

のモビリティを確保する責任を有する市町村、

直接地域の足を担う鉄道事業者、地域社会を

構成する住民とは、もともと利害関係を共通

にするはず。それぞれが地域のモビリティを

確保する主体であるという認識をもって、そ

れぞれが責任を分担して、当事者として一つ

のコミュニティに集合するという考え方。」15)

である。 

図5 地域鉄道におけるトライアングル型とサークル

型の合意形成と協働の枠組み 

 

資料：交通環境整備ネットワーク［2009］  

ここで、トライアングル型の合意形成は、

Perjo et al.やMarana et al.による PPPPモデ

ルと類似していることに注目することができ

る。彼らの PPPP モデルにおける PPPP のポ

ジションは、トライアングル型の合意形成の

協議会と同じ場所に位置する。PPPP が多様

なパートナーシップの形態を取りうることを

踏まえると、協議会のようなパートナーシッ

プの形態が採られるとき、PPPP が目指す目

的意識を達成できない事態に陥る懸念が残る。

言い換えれば「PPPP それ自体の限界」が、

PPPP には内在していることが示唆される。 

また、PPPP が PPP の問題点を踏まえつつ

も、PPP の概念を拡張したものであることに

も留意する必要がある。いま、PPP は新自由

主義（＝新保守主義）的な「小さな政府」の

立場から推進されてきた点を理解する必要が

ある。PPPP の思想が、PPP と同様に「小さ

な政府」の立場に立脚するのであれば、PPPP

は公的部門の役割の一部をインフォーマルな

市民部門に戻すだけの存在になってしまう。

PPPP が民主主義的であり、市民中心の多様

な価値を反映した公共サービスの提供を指向

するとき、民間部門の過度な肥大化の抑制と、

市民部門の強化による市民的公共性の拡張が

重要になる（粕谷［2009］）。 

 

6. 地域公共交通におけるPPPP：具体的な事例 

交通分野における PPPP は、MaaS との関

連で議論されるようになっている。野村

［2019］は、Eckhardt et al.［2018］の議論

を紹介する形で、過疎地 MaaS（Rural MaaS）

においては官民・市民連携の必要性が論点と

なっていることを指摘する。そこでは、「地方

部では事業性は期待できないが、個人が提供

する（ライドシェアなどの）サービスは公共



14 

 

交通などの他サービスを補完し、より効率的

に組織化する可能性を持つ」16)。ただ、この

ような PPPP 理解には、香川［2012］が指摘

する「確保すべき地域公共交通を『低コスト』

の代替交通に収斂」17)させるという問題点が

残る。 

また、Eckhardt et al.［2018］は、過疎地

MaaS に PPPP を導入する文脈について、交

通と自治体、医療、社会福祉、ヘルスケアが

連携する姿を示す。そこでの論点は、クロス

セクター効果にかんする議論と共通する。日

本では、クロスセクター効果の考え方にもと

づき、地域公共交通の活性化・支援を積極的

に位置づける方向性が政策的に示されている

が（近畿運輸局［2018］）、Eckhardt et al.の

議論からは、クロスセクター効果を実現する

ための具体的施策のひとつとして PPPP を位

置づけることができる。 

ところで、交通分野における PPPP は、こ

うした議論で関連づけられる MaaS とは関係

なく、公的部門・民間部門・市民部門の連携

として、過疎地にとどまらず都市近郊や都市

間輸送など、数多くの場面で実践されるとと

もに、連携の形態も多様である。 

ここでは、公的部門・民間部門・市民部門

の連携による地域公共交通の運営を、PPPP

の視点から再検討する。具体的な事例として、

インフォーマルな PPPP である三重県四日市

市の四日市あすなろう鉄道内部・八王子線、

フォーマルな PPPP である英国の

Community Rail Partnership を取り上げる。 

 

【インフォーマルな PPPP：四日市あすなろ

う鉄道】 

四日市あすなろう鉄道は、あすなろう四日

市駅と内部駅を結ぶ内部線と、日永駅と西日

野駅を結ぶ八王子線の 2 路線を運営する（図

6 参照）。近鉄グループホールディングス傘下

の鉄道事業会社である近畿日本鉄道（近鉄）

の連結子会社であり、近鉄が 75％、四日市市

が 25％を出資する。 

四日市あすなろう鉄道が運営する内部線と

八王子線は、もともと近鉄が経営していた。

しかし、近鉄の経営下で 40 年以上欠損が続く

とともに、車両更新費用を捻出できない状況

に陥っていた。廃止が議論の俎上に上がろう

とするなか、地域公共交通活性化再生法にも

とづく鉄道事業再構築事業を適用することで、

鉄道の存続と再生を図った（図 7 を参照）。 

すなわち、四日市市が第三種鉄道事業者と

して鉄道用地と鉄道施設・車両を所有し、近

鉄と四日市市の共同出資による四日市あすな

ろう鉄道株式会社が、第二種鉄道事業者とし

て列車の運行を行う、「公有民営」型の上下分

離方式が適用される。そして 2015 年 4 月 1

日、新体制での運営がスタートした 18)。 

図6 四日市あすなろう鉄道路線図 
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資料：国土交通省資料 

図7 四日市あすなろう鉄道の鉄道事業再構築事業スキーム 

 

資料：国土交通省資料 

注目すべきは、四日市あすなろう鉄道の実

際の運営スキームは、図 7 のような公民連携

にとどまらないことである。 

堀後・壽崎［2016］によれば、内部・八王

子線の運営が新体制に移行した後、当路線に

関係したボランティア活動の開催数が増加し、

2015 年度の活動数は少なくとも 83 回に及ん

だ。この活動数には、沿線利用者の自主的な

除草作業など、ボランティア活動の実数にカ

ウントされない、インフォーマルな活動も多

い。一方で、NPO 法人四日市の交通と街づく

りを考える会（YTT）のように、自治体とフ

ォーマルに連携して、鉄道まちづくりに取り

組む活動が見られる。地域社会の意識も変化

した。沿線の子ども向けの「四日市あすなろ

う鉄道乗り方教室」が開かれたり、沿線住民

が自家用車ではなく鉄道を利用したりするよ

うになるなど、岩崎［2016］が「市民鉄道」

と称するような状況が示されている。 

いま、四日市あすなろう鉄道における公的

部門・民間部門・市民部門の連携を、Perjo et 

al.とMarana et al.の PPPP(4P)モデルを用い

て表すと、図 8 のように示すことができる。

ただし、四日市あすなろう鉄道では、公的部

門・民間部門・市民部門を包括する明示的な

連携の枠組みは存在しない。すなわち、四日

市あすなろう鉄道で展開されている PPPP は、

インフォーマルな PPPP モデルであることを

指摘することができる。 

 

 



16 

 

 

図8 四日市あすなろう鉄道におけるPPPPモデル 

公的部門 市民部門

YTT

沿線住民

高校生など

四日市あすなろう鉄道

鉄道会社の列車運行

　　　鉄道サービスの利用

　　　鉄道サービスの提供

市民参加

ボランティア活動支援・事業契約

民間部門

市のインフラ保有

四日市市 公的部門・民間部

門・市民部門のイン

フォーマルな連携

 

資料：著者作成 

 

【フォーマルな PPPP：英国の Community 

Rail Partnership】 

英国では、地域鉄道の運営スキームとして、

コミュニティ鉄道パートナーシップ

（Community Rail Partnership : CRP）が導

入されている 19)。 

コミュニティ鉄道パートナーシップの始ま

りは、市民部門による草の根運動的なもので

ある。1991 年の Devon & Cornwall Rail 

Partnership の設立以降、地域社会、地方自

治体、大学などによって設立されたコミュニ

ティ鉄道パートナーシップが、小規模な駅で

のアドプト・プログラム や、車内イベントな

どの地方鉄道の利用促進に向けたプロモーシ

ョン活動が、旅客列車運行会社とも協力して

展開されるようになった。そして、2000 年に

は市民の手によってコミュニティ鉄道パート

ナーシップ協会（The Association of 

Community Rail Partnerships : ACoRP）20)

が設立され、協会は公的部門である中央政

府・地方政府、民間部門である鉄道事業者、

市民部門であるコミュニティ鉄道パートナー

シップとの橋渡し役を務めるようになった。 

また、政策的にもコミュニティ鉄道パート

ナーシップが推進されるようになった 21)。

2000 年運輸法（Transport Act of 2000）には

コミュニティ鉄道開発戦略（Community Rail 

Development Strategy）の根拠条文が盛り込

まれ、その後 2004 年 11 月に戦略的鉄道庁

（Strategic Rail Authority : SRA）によって

コミュニティ鉄道開発戦略の詳細が取りまと

められた。ここに、コミュニティ鉄道パート

ナーシップは、地域鉄道の運営手段として正

式に位置づけられるようになった。2005 年 7

月にパイロットプロジェクトとなる区間が指

定され、2019 年 10 月現在、34 のコミュニテ

ィ鉄道パートナーシップが、コミュニティ鉄

道開発戦略の対象とされている 22)。 

コミュニティ鉄道パートナーシップの特徴

を PPPP の視点から整理すると、以下の点を

指摘することができる。 
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第一に、コミュニティ鉄道パートナーシッ

プは、それ自身が公的部門・民間部門・市民

部門の連携によって構成されていることであ

る。運輸省、沿線地方自治体、ネットワーク

レール（Network Rail）、旅客列車運行会社、

コミュニティグループなどで構成される。 

第二に、ネットワークレールがインフラを

所有するとともに公共輸送人義務を負い、旅

客列車運行会社が輸送業務を担当する一方で、

列車の運行、駅の整備、観光案内を含む広告

活動などの業務をコミュニティ鉄道パートナ

ーシップが担当していることである。桜井

［2018］は、「市民参加による鉄道再生」23)

であり、コミュニティ鉄道パートナーシップ

が、上下分離の「上」と「下」の中間を担う

「上中下の分離」であることを指摘する。第

三に、連携の形態の多様性である。英国の旅

客列車運行会社である Northern［2018］に

よれば、自社関係のコミュニティ鉄道パート

ナーシップにかんする報告書のなかで、コミ

ュニティ鉄道パートナーシップの形態として、

非営利の有限責任会社、営利の有限責任会社、

運営委員会方式、非法人のアソシエーション、

インフォーマルなパートナーシップ、自治体

との協定が存在することを示す。ただし、コ

ミュニティ鉄道パートナーシップがインフォ

ーマルな組織形態である場合でも、そのコミ

ュニティ鉄道パートナーシップがコミュニテ

ィ鉄道開発戦略に組み込まれていることを鑑

みると、コミュニティ鉄道パートナーシップ

はフォーマルなものであるといえる。 

コミュニティ鉄道パートナーシップは、公

的部門・民間部門・市民部門のそれぞれが共

通の目標に向かって連携していく一方で、具

体的な連携の姿は多様性を示す。しかし、そ

の連携は、図 9 の PPPP(4P)モデルのように、

ひとつのモデルで示すことができる。 

図9 英国のコミュニティ鉄道パートナーシップにおけるPPPPモデル 

ACoRP

沿線住民

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱなど

旅客列車運行会社

旅客列車運行会社の列車運行

　　　鉄道サービスの利用

　　　鉄道サービスの提供

市民参加

民間部門

ﾈｯﾄﾜｰｸﾚｰﾙのｲﾝﾌﾗ保有

運輸省

ﾈｯﾄﾜｰｸﾚｰﾙ

列車の運行、駅の整備

観光案内を含む広告活動などの業務

公的部門 市民部門

コミュニティ鉄道

パートナーシップ

 

資料：著者作成 
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7. 地域公共交通における PPPP の可能性 

地域公共交通における市民参加の意義とし

て、下村・堀内［2005］は、NPO の交通事業

経営への関与にかんする議論を通じて「『多様

な社会的要請を市民の視点から柔軟かつ効率

的に実現すること』と集約できる。」24)と指摘

する。 

PPPP は、地域公共交通への市民参加の枠

組みを提供する。このとき、PPPP によって、

市民社会がかかえる多様な目的意識と問題意

識を、地域公共交通に反映していくことが期

待される。 

また、日本の地域公共交通は、民間部門を

中心にした経営と規制緩和政策のもと、その

限界に直面しているが、PPPP はその限界を

飛び越える役割を果たすことが期待される。 

規制緩和政策による市場メカニズムを活用

した競争の導入や経営効率化は、もはや効果

が望めない状況に陥っている。また、民間部

門中心の地域公共交通の経営によって維持さ

れてきた、不採算であっても社会的に必要な

サービス（たとえばユニバーサルサービス）

の供給も、収益部門が縮退するなかで、内部

補助を原資にすることが不可能になっている。

さらに、民間部門による経営は、本質的には

効率性基準の重視が要請されるため、多様な

社会的要請を反映するのは難しい。 

このような状況にでは、公的部門の役割が

重要である。しかし現実には、公的部門にも

課題が山積している。多様な社会的要請を反

映させる問題意識は存在するものの、現実に

は費用負担能力や技術的能力の制約、あるい

は地域社会との調整の困難さに直面してしま

うことが多い。結果、過度のコスト重視であ

ったり、地域の実情にそぐわなかったりする

「地域の足の確保」になってしまう事例が見

られる。一方では、過度の公的部門の関与が

経営効率性を損ねてしまうという、ある種の

新自由主義的な問題意識も存在する。 

こうした閉塞状況のなか、地域公共交通を

担う当事者として、市民部門が積極的に関与

していくことに対する期待感が集まる。そこ

では、市民が自らの社会をよりよくするとい

う視点のもと、自らの社会に必要な地域公共

交通の運営に自発的に取り組む方向性が示さ

れる。市民が関与するといっても個人ひとり

ひとりの力では限界があり、また市民部門単

独で地域公共交通にかんする諸問題に対処す

ることはきわめて困難か不可能である。この

とき、公的部門・民間部門・市民部門が協働

して地域公共交通の運営に取り組むことが求

められるが、その枠組みとして PPPP は好ま

しいといえる。 

PPPP を適用するうえでは、留意しなけれ

ばならない点がある。PPPP による地域公共

交通運営では、効率化基準の観点から「市民

部門を利用する」側面があってはならない。

市民部門の関与は、公的部門の政策的目標と

市民部門の目的意識を共有することで、同じ

目標を目指す視点でなければならない。 

また、とくに市民部門に過度の負担を求め

ることも避ける必要がある。とくに、現在の

日本のように、交通分野にかんする市民部門

の能力が成長途上にある場合は、市民部門の

役割を得意分野に特化させることも、一考に

値する。 

そして、PPPP を通じて目指すべき地域公

共交通は、市場原理主義的に民間部門が過度

に肥大化したり、官僚機構的に公的部門が過

度に関与したりした姿ではなく、公的部門・

民間部門・市民部門の三者のバランスが取れ

た運営であることはいうまでもない。 
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注 

1) 内閣府Webサイト 

https://www8.cao.go.jp/pfi/pfi_jouhou/pfi_genjo

u/pdf/pfi_genjyou.pdf（2020年2月16日閲覧） 

2) 海外の文献において、Public Private 

People Partnership は PPPP よりも 4P

と略されることが多いが、本論文では、

図表の引用以外では、原則として PPPP

と表記する。 

3) 伊東・佐々木・高寄［1989］p.6。 

4) たとえば、総務省［2011］は、第三セク

ターとして、①一般社団法人及び一般財

団法人に関する法律等の規定に基づいて

設立されている社団法人、財団法人及び

特例民法法人のうち、地方公共団体が出

資を行っている法人、②会社法の規定に

基づいて設立されている株式会社、合名

会社、合資会社、合同会社及び特例有限

会社のうち、地方公共団体が出資を行っ

ている法人と定義している。 

5) Salamon and Anheier［1997］pp.29-50. 

6) アドプト・プログラムについては、たと

えば落合［2002］を参照のこと。 

7) 内閣府［2001］p.29。 

8) NCPPP の資料による。 

9) 根本［2011a］pp.20-21。 

10) 根本［2011a］p21。 

11) 民間提案については、根本［2011b］pp.5-7

を参照のこと。 

12) 根本［2011b］p7。 

13) Perjo et al.［2016］p.2。 

14) 交通環境ネットワーク［2009］ 

15) 同上 

16) 野村［2019］p.13。 

17) 香川［2012］p.2。 

18) 詳細な設立経緯については、堀後・壽崎

［2016］を参照のこと。 

19) 北アイルランドでは、この制度は導入さ

れていない。また、スコットランドでは

コミュニティ鉄道パートナーシップは公

式な制度ではないものの、コミュニティ

鉄道パートナーシップが存在する

（https://communityrail.org.uk/commu

nity-rail/meet-our-members/ : 2020 年 3

月 14 日閲覧）。 

20) その背景には、1997 年の政権交代によっ

て成立した労働党政権による交通政策が

大きく影響している。紙幅の関係で本論

では詳細な議論は割愛するが、「第三の

道」という政治路線と関連している（下

村［2011］）。 

21) 2020 年 4 月 1 日に、Community Rail 

Network (CRN)に名称を変更した。 

22) ACoRP によれば、コミュニティ鉄道パー

トナーシップは 70 近く存在している

（https://communityrail.org.uk/commu

nity-rail/ : 2020 年 3 月 14 日閲覧）。 

23) 桜井［2018］p.36。 

24) 下村・堀内［2005］p.12。 
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【論文】 

私鉄ビジネスの変遷と展開 

The Changes and Development of Businesses in Private Japan Railway 

Companies 

大 塚 良 治 

Ryoji Otsuka 

 

抄 録 大手私鉄は阪急の小林一三が確立したビジネスモデルに立脚し、鉄道の乗車人員増と

沿線開発による地価上昇を通じた不動産利益の追求、そして商業施設やレジャー施設などの関

連事業への進出により多角化を展開した。こうした、鉄道事業を基盤とした関連事業は、駅の

外（駅ソト）での不動産開発や商業施設の運営等が中心であった。そうした中、東日本旅客鉄

道（JR東日本）は駅を資産と位置づけ、2000年代に入り、駅の価値向上を目指した取り組み

を本格化させるに至り、大手私鉄も相次いで駅ナカビジネスの強化に走った。駅ナカビジネス

は、駅ビルや駅ソトで培った関連事業のノウハウを生かすことができる点でも取組みやすいビ

ジネスモデルであり、「21世紀型駅ナカビジネス」へと進化した。これまで JR本州 3社や一

部の大手私鉄は、都市部で得た利益で不採算路線の損失を埋め合わせる内部補助で鉄道ネット

ワークを維持してきたが、少子高齢化が進展し、またコロナ禍が長期間続くと、内部補助が不

可能となる恐れがある。少子高齢化による運輸収入の減少を見据え、また感染症拡大の発生に

も対応するためにも、鉄道事業者による駅ナカビジネスを駅ソトの開発と適切に組み合わせな

がら、今後ますます進化させることが望まれる。鉄道を中心とする複合事業体となることが、

突発的なリスクへの対応能力の向上につながる。 
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1. はじめに 

東京、名古屋、大阪、福岡では、大手私鉄

の鉄道路線が通勤・通学、通院、ビジネス、

レジャー等の足として日々重要な役割を果た

している。日本の大手私鉄事業者は乗車人員

を増やすために、宅地開発、商業施設、およ

び娯楽施設の設置等の沿線開発を進めること

で、鉄道の利用促進と関連事業収益の確保に

努めてきた。 

海外では、鉄道と不動産の一体開発という

観点から進められた日本における鉄道駅の開

発は、理想的な事例であると紹介されている

1)。郊外の沿線開発とともに、特に首都圏では

山手線の西側に位置する新宿、池袋、渋谷の

各ターミナル駅（結節駅）等において、また

関西では梅田等において、大手私鉄による商

業施設の設置が進められた。 

大手私鉄は沿線開発を行うことで地価の上

昇を図り、土地の信用力を活用して有利に資

金調達を行い、さらに開発を進めるという好

循環を創り上げた。大手私鉄は鉄道事業のほ

かにも、不動産、建設、ホテル、旅行、リゾ

ート、広告、メディア、エンターテインメン

ト、プロ野球、大学等の事業を高度多角的に

展開し、総合生活産業のコンセプトによって

発展を遂げた。 

三大都市圏では、開発の推進や事業所の集

積により鉄道の利用が定着した。鉄道の利用

度合いを示す指標としては鉄道の混雑率があ

る。混雑率は鉄道事業者による輸送力増強や

オフピーク通勤の呼び掛け等が寄与して

1975 年から 2013 年頃までは一貫して低下し

たものの、近年は横ばいで推移している。東

京地下鉄東西線木場→門前仲町、東日本旅客

鉄道（JR 東日本）東海道本線川崎→品川およ

び武蔵小杉→西大井、総武本線錦糸町→両国

の 4 区間では最混雑時間帯の 2018 年度混雑

率は、「体が触れ合い、相当な圧迫感がある。

しかし、週刊誌なら何とか読める」とされる

200%に近い 190%台を記録している。 

一方、日本では人口減少に伴い、鉄道の通

勤・通学利用の減少が予想される。また、2020

年に入って拡大したコロナ禍は鉄道の通勤・

通学利用を大きく減らした。未知の感染症へ

の対応とともに、これらの問題は鉄道経営に

大きな影響を及ぼすことになると考えられる。 

大手私鉄 16 社・総営業キロ 2,912.2km の

うち、首都圏 1 都 3 県に路線網を有する事業

者は 9 社・1,422.4km、首都圏 1 都 3 県以外

に路線網を有する大手私鉄事業者は 7 社・

1,489.8km で、総営業キロ数に占める両者の

比率はほぼ 1:1 である。人口減少局面や人口

増加率が減少局面に入っている首都圏 1 都 3

県以外の 7 社はもちろん、2025 年をピークに

人口減少が予想される首都圏 1 都 3 県の 6 社

についても利用促進とともに、非鉄道事業強

化の重要性が高まっている。大手私鉄の鉄道

事業者以外でも、たとえば JR 東日本は「JR

東日本グループ経営ビジョン変革 2027」にお

おいて、「2020 年以降、人口減少のほか、働

き方の変化やネット社会の進展、自動運転技

術の実用化等により、鉄道による移動ニーズ

が縮小し、固定費割合が大きい鉄道事業にお

いては、急激に利益が圧迫されるリスクが高

い」と強い危機感を表明し、2017 年度で 30%

に留まる連結営業収益に占める非鉄道事業

（生活サービス、IT・Suica）の割合を 2027

年度までに 40%へ高める計画を示している。

皮肉にも、新型コロナウィルス感染拡大によ

り同社の懸念はいち早く実現することとなっ

た。新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、

鉄道の通勤・通学利用は大幅に減少した。JR
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東日本管内では 2020 年 4 月の鉄道利用（新

幹線、特急、山手線等）が約 9 割減となって

いるとされる 2)。 

将来の人口減少に備え、非鉄道事業の収入

割合向上を目指す取り組みが各社においてま

すます進むことが予想される。また、感染症

拡大防止を契機とした在宅勤務が拡大・定着

した場合、大量輸送により採算を維持してき

た都市部の鉄道も変革を迫られる可能性があ

る。新型コロナウィルス感染拡大を契機に、

感染症への対応を急ぎ、突発的なリスクに左

右されにくい事業体を構築することの重要性

が高まっている。 

本論は私鉄ビジネスの変遷をたどりつつ、

鉄道利用促進との相乗効果を導く関連事業の

展開とともに、突発的なリスクに左右されに

くい事業体を構築するための鉄道経営のあり

方を提示することを目的として、次の順序で

議論を進める。第 2 節では阪急の実質的創業

者である小林一三の取り組みを、第 3 節では

小林から影響を受けた東急の取り組みを、第

4 節では東急と覇権争いを繰り広げた西武の

取り組みを、第 5 節ではその他の大手私鉄の

取り組みを、第 6 節では遠州鉄道の取り組み

をそれぞれ概観する。その上で、第 7 節で大

手私鉄の連単倍率を分析する。第 8 節では第

7 節までの議論をまとめ、それを踏まえて私

鉄の関連事業が「21 世紀型駅ナカビジネス」

へと進化したことを明らかにする。第 9 節で

まとめとして鉄道利用促進との相乗効果を導

く関連事業の展開とともに、突発的なリスク

に左右されにくい事業体を構築するための鉄

道経営のあり方を提示する。 

 

2. 小林一三による大手私鉄のビジネス

モデルの確立 

明治から大正にかけて、関東では東武鉄道

や武蔵野鉄道（西武鉄道の前身）、目黒蒲田電

鉄（東急の前身）、大師電気鉄道（京浜急行電

鉄の前身）等、現在の関東大手私鉄の母体と

なる鉄道会社が、関西では大阪電気軌道（近

鉄グループホールディングスの前身）や箕面

有馬電気軌道（阪急阪神ホールディングスの

前身）、南海鉄道（南海電気鉄道の前身）等、

現在の関西大手私鉄につながる鉄道会社がそ

れぞれ設立された。 

中でも、阪急東宝グループ（現、阪急阪神

東宝グループ）の実質的創業者である小林一

三（1873-1957）は、大衆が主人公になれる

社会の実現を目指し、鉄道を基盤とする事業

を次々と展開した 3)。小林は三井銀行を退職

して阪鶴鉄道（現、JR 福知山線）に入社した

ことをきっかけとして鉄道事業に関わること

となった 4)。同鉄道が鉄道国有化法（1906 年

公布）による国有化が決定したことから、そ

れに代わる私鉄として、小林が中心となって、

梅田～宝塚、箕面・宝塚～有馬温泉間を結ぶ

「箕面有馬電気軌道」の建設が計画され、1910

年 3月 10日に梅田駅－宝塚駅間と石橋駅－箕

面駅間を同時開業させた。この時代の鉄道事

業の常識は京阪神等に代表される「大都市間

の輸送」であったが、当時はまだ田んぼや畑

ばかりの宝塚に鉄道を通す計画は、当時の常

識では考えられないことであったと言う。 

しかし、小林は、乗客を創り出すという発

想の下、沿線開発を進めた。都会での借家暮

らしではなく、郊外にマイホームの購入が可

能となるよう、沿線に住宅地を建設し、宝塚

から大阪への通勤客の獲得を狙ったのである。

沿線住宅地の第一弾は、池田駅前の開発によ
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り誕生した池田室町住宅であった。そして、

購入資金に充てることができる日本発の住宅

ローンの提供を開始し、沿線の住宅購入をさ

らに推し進めた。同住宅の事例は、内務省地

方局の有志によって刊行された書籍『田園都

市』で紹介されたハワードの理念が、日本で

体現された最初の例と言われている。 

また、沿線で娯楽施設を提供するコンセプ

トで 1913 年に立ち上げた宝塚唱歌隊は、後に

宝塚歌劇団へと発展した。宝塚歌劇団は、大

阪中心部から郊外の宝塚へ向かう乗客を増や

す目的で立ち上げられたものであるが、後に

は日本を代表する劇団の一つとなった。さら

には、1922 年に宝塚球場を設置し、1924 年

以降はやはり小林が創設した宝塚運動協会主

催による職業野球の試合を開催した。その後、

昭和恐慌に伴う不況や職業野球の文化が広が

らなかったことで同協会は解散するものの、

1936 年に阪急軍を結成する。そして、1937

年には本拠地を宝塚球場から同年に開業した

阪急西宮球場へ移した。 

小林の取り組みは、その後日本において鉄

道会社による相次ぐプロ野球参入の礎となっ

た。大手私鉄は戦後、鉄道の利用促進による

運輸収入増と、住宅や商業施設、娯楽施設等

の設置による沿線開発を通じた関連事業収入

増との相乗効果を狙い、本業の鉄道事業と関

連事業をともに拡大させた 5）。大手私鉄各社

のプロ野球参入は、本拠地球場を沿線に構え

ることで鉄道の利用を促進する沿線開発とし

ての側面のほか（ただし、西鉄等一部の球団

は沿線から離れた場所に本拠地を構え、鉄道

利用促進効果は限定的だった）、知名度向上に

よる沿線への定住促進やイメージ向上を狙う

広告戦略としての側面があった 6）。鉄道系と

しては最後の参入となった西武鉄道グルー

プ・堤義明代表（当時）も、球団を保有する

狙いを、PR 効果、沿線住民の自社線へのロイ

ヤルティ向上、そして従業員にとってのシン

ボルとしての効果にあると語っていた 7）。し

かし、高度経済成長期を過ぎてからは多くの

鉄道系球団が赤字経営に苦しみ、次々と身売

りされたことは周知の通りである 8）。 

話を小林一三に戻す。小林は学校の誘致に

も力を尽くした。神戸市内にあった関西学院

が阪急今津線沿線へ移転する際にも、支援し

たとされる 9)。朝ラッシュ時間帯は、郊外か

ら大阪中心部へ向かう鉄道利用者で混雑する

一方、大阪中心部から郊外へ向かう列車は空

気輸送にならざるを得ない現状に対して、郊

外に学校を誘致することによって大阪中心部

から郊外へ向かう鉄道利用者を増やし、輸送

効率の改善を実現したのである。さらに、大

多数が若者の学生たちが集まることで沿線に

はスポーツをはじめとする様々な文化活動や、

学生を対象とする飲食物販、文化産業等の集

積等の効用を生み出し、その結果として多く

の学校を沿線に誘致することに成功したとい

う。 

また、1920 年に梅田駅に建設した駅ビルに

呉服系百貨店の白木屋を誘致し営業を行わせ

た。白木屋との契約解除後は、駅ビルに阪急

マーケットと阪急食堂を開業させた。そして、

1929 年に事実上世界初のターミナルデパー

トである阪急百貨店を阪急電鉄の直営事業と

して開業させた。戦後になって、1947 年に子

会社である阪急百貨店の運営に移し、阪急電

鉄から分離独立させる。阪急百貨店は、神戸

本線が開業して 1日 12万人以上が利用するタ

ーミナル駅となった梅田駅に「百貨店を開業

してはどうか」との構想を小林が抱いたこと

がきっかけとなって実現した 10)。 
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「日経 MJ 全国百貨店ランキング 2019」11)

によると、2018 年度百貨店売上高では、阪急

百貨店うめだ本店は 2,507 億円と、伊勢丹新

宿本店の 2,888 億円に次ぐ第 2 位であり、近

畿地方では 1 位である。近畿地方での阪急百

貨店のブランド力は圧倒的であると評価され

ている 12)。 

その後、阪急の沿線開発モデルは、大手私

鉄他社のほとんどが真似をすることとなった。

創造的なアイデアを次々に企画し、実行に移

した小林のビジネスモデルは大手私鉄の礎に

なったと評価できる。 

 

3. 東急の事業展開 

東急グループの実質的創業者である五島慶

太（1882-1959）は、小林一三の推薦をきっ

かけとして、1922 年に東急の前身目黒蒲田電

鉄の専務に就任した。小林から沿線開発につ

いて教えを受けた五島は、田園調布等の沿線

開発に力を入れるとともに、東京横浜電鉄と

の合併を推進し、社名を東京横浜電鉄と改称

する。その後小田急電鉄、京浜電気鉄道、京

王電気軌道等を手中に収め、昭和初期頃に「大

東急」を築き上げた。そうした強引な企業買

収手法は世間に「強盗慶太」と言わしめるよ

うになる。 

一方で五島は、関東で初めてのターミナル

デパートの開業も進めた。1932 年に百貨店設

置のための市場調査を開始し、翌 1933 年には

東京横浜電鉄内に「百貨店部」を設置、1934

年に渋谷駅東口に東京横浜電鉄直営の東横百

貨店（後の東急百貨店）を開業させた。 

1948 年に、東京急行電鉄（現、東急）は子

会社の東横興業に百貨店事業を譲渡し、「株式

会社東横百貨店」が設立された。そして、1958

年に白木屋が東横百貨店を吸収合併後、1967

年に白木屋が東急百貨店へ商号変更し現在に

至っている。 

東急百貨店は渋谷の本店のほか、沿線外で

も店舗展開し、吉祥寺店、たまプラーザ店、

札幌店、子会社の運営店舗としてながの東急

百貨店などが現在も運営を続けている。一方、

閉鎖店舗も数多くに上り、池袋店（1964 年に

東武百貨店へ売却）、日本橋店（白木屋の店舗

として開業し、1999 年閉店）、熱海店（1940

年開店、1951 年閉店）、東横店（2020 年閉店）

等がある。 

また、東急百貨店から分離独立して発足し

た東急ストア（分離時の商号は東横興業）は、

当初百貨店法による増店や増床の制約を回避

するために設立されたため百貨店の小型版と

いう位置づけで事業展開されたが、1958 年

10 月の高円寺店でのセルフサービス方式導

入を皮切りに、スーパーマーケット事業進出

を果たすこととなる。東急沿線では、東急グ

ループによる沿線開発に合わせて出店したほ

か、東京都および神奈川県等の他社線沿線に

も出店を拡大した。また、首都圏以外の地域

にも別会社を設立して参入する等、事業を着

実に拡大したことも大きな特徴である。 

東急は東急不動産、東急建設等のグループ

企業と共同で、沿線開発を精力的に進めた 13)。

東急の代表的な沿線開発としては、「東急多摩

田園都市」がある。この開発事業は、田園調

布･洗足等の高級住宅地開発のノウハウを基

盤として、東京の人口過密を予測して優良な

住宅地の供給を目指し、1953 年に五島慶太に

より発表された「城西南地区開発趣意書」を

出発点として進められた。 

「東急多摩田園都市」は、川崎、横浜、町

田、大和の 4 市にまたがる東京西南部の多摩

丘陵の一部エリアで、都心から 15～35km の
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位置にあり、開発総面積は約 5,000ha、人口

は約 62 万人（2017 年 3 月 31 日時点）と、

民間主体の街づくりとしては、国内最大規模

を誇るビッグプロジェクトであった。 

この他にも「日本一働きたい街」を目指し

て 1982 年から開発が進められた「二子玉川ラ

イズ」が 2015 年 5 月 3 日に商業施設やシネ

マコンプレックス等を併設して全面開業した

ほか、「日本一訪れたい街」をスローガンに掲

げる「渋谷駅周辺地区再開発」が進行中であ

る。また、東急都市開発事業の海外展開を進

めており、ベトナムとオーストラリアで開発

が行われている。 

また、2013 年 12 月 20 日、「エトモ江田」

を開業させたことを皮切りに、駅ナカ商業施

設のブランド「etomo（エトモ）」を展開して

いる。「エトモ江田」は、「江田の街並みに溶

け込む、日々の買い物が楽しくなる街角」を

コンセプトに、江田駅舎の開放感や周辺に広

がる街並みを意識した明るい雰囲気の施設空

間とした。店舗面積は 312 平方メートルで、

毎日立ち寄りたくなるような親しみを感じさ

せる店舗として「MONCEAU FLEURS（モ

ンソーフルール）」と「LAWSON＋toks（ロ

ーソンプラストークス）」、「VIE DE FRANCE 

CAFE（ヴィ・ド・フランス  カフェ）」の 3

店舗が出店し、2014 年春には第 2 期が開業し

た 14)。その後「エトモ」は次々と増え、2020

年 3 月 31 日現在、12 店舗を営業している。 

東急グループは、東急（2019 年 10 月 1 日、

東京急行電鉄はその鉄軌道事業を会社分割に

より分社化した上で、東急に商号変更）を頂

点とする企業グループであるが、2019 年 3 月

期営業収益 1 兆 1,574 億円に占める交通事業

営業収益の割合は 17%である。その他の事業

の営業収益のうち不動産 16%、リテール 37%、

ICT・メディア 17%、ホテル・リゾート 8%で

ある（ただし、グループ内取引の消去分 5%が

全体から控除される）。このように、東急グル

ープは、鉄道事業以外の事業に多角化してい

る様子が見て取れる。連結営業収益のうち、8

割を関連事業で稼いでいる。図 1 をご覧頂き

たい。 

 

資料：東急[2019]『2018年度決算（投資家様向け説明会資料）』、東急、2019年05月14日を基に大塚作成。 
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他の大手私鉄も、阪急や東急の手法を採り

入れ、沿線事業やターミナル事業を展開する

とともに、鉄道事業以外にも不動産事業やリ

テール事業等を高度多角的に展開している。 

 

4. 西武の事業展開 

東急グループを率いる五島慶太と激しい争

いを繰り広げたことで知られるのが、西武グ

ループの創業者である堤康次郎（1889-1964）

である。 

滋賀県に生まれた堤康次郎は上京して早稲

田大学に学び、卒業後に最初の不動産事業と

して軽井沢開発を手掛けた後、その収益を基

に箱根の開発に手を広げ、1920 年に西武グル

ープの母体となる箱根土地株式会社（後のコ

クド。現在は消滅）を設立した 15)。 

1923 年には、駿豆鉄道（現、伊豆箱根鉄道）

の経営権を掌握し、鉄道事業へと進出する。

その後、小平学園都市開発によって東京商科

大学（現、一橋大学）の誘致に成功すると、

アクセス路線として 1928 年に多摩湖鉄道を

設立する。 

一方、大泉学園開発の一環として西武鉄道

に東大泉駅（現、大泉学園駅）を建設の上で

譲渡して縁が出来ていた武蔵野鉄道の株式を

1925 年に初めて取得し、その後武蔵野鉄道の

経営難を理由に 1932 年に同社の株式の追加

取得を行って経営権を獲得する。1940 年には

多摩湖鉄道を武蔵野鉄道へ吸収合併させる。

さらに、1945 年には武蔵野鉄道に（旧）西武

鉄道（現在の西武新宿線・国分寺線）と、康

次郎が戦時下の食糧難の解決を目指して設立

した食糧増産を合併させて西武農業鉄道へ改

称するものの、翌年には再び西武鉄道へと商

号を変更した。 

康次郎は、箱根や伊豆の開発をめぐって、

五島慶太率いる東急と激しく衝突する。箱根

ではバス事業や芦ノ湖遊覧船事業をめぐる争

い、さらに伊豆では伊東‐下田間の鉄道事業

の路線免許取得をめぐる争いが発生する。し

かし、伊東‐下田間の路線免許は東急に付与

されたことを受けて、東急は伊東下田電気鉄

道を設立し、1961 年 10 月に伊東‐伊豆急下

田間の鉄道を開通させた。 

康次郎は伊豆・箱根等西武鉄道沿線外でリ

ゾート開発を進めるとともに、沿線開発も進

めた。最も力を入れた沿線開発は、ターミナ

ルである池袋の開発であった。1940 年に開業

させた武蔵野デパートを 1949 年に西武百貨

店へと改称し、以後増床を重ねることとなる。

また、郊外の観光開発にも注力し、東村山文

化園（現、西武園ゆうえんち）（1950 年）、村

山競輪場（現、西武園競輪場）（1950 年）、ユ

ネスコ村（1951 年）、狭山スキー場（1959 年）

を次々と開業させた。 

一方、康次郎の後を継いで西武鉄道の社長

に就任した三男・義明は、沿線開発に消極的

であったとの指摘がある 16)。2 大幹線のひと

つである西武新宿線のターミナルの西武新宿

駅は新宿駅と離れており、JR 線、私鉄線、地

下鉄線の乗換客を取り込めない点で、商業開

発においても不利な状況にあった。 

転機は 2004 年に訪れた。この年に相次いで

発覚した総会屋への利益供与と有価証券虚偽

記載の問題で西武鉄道は証券市場から上場廃

止処分を受け経営危機に陥る。これを契機に、

2005 年にメインバンクのみずほコーポレー

ト銀行副頭取の後藤高志を社長に迎え入れ、

グループ再編と沿線開発への重点投資が行わ

れることとなったのである。 
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そして、西武鉄道は、すでにセブン&アイ・

ホールディングス傘下となっている西武百貨

店の協力を得て、2014 年 5 月から「西武鉄道

100 年アニバーサリー」と銘打ち、池袋駅の

リニューアル工事に着手し、2016 年 3 月に完

成させた。2016 年 3 月 31 日に公表されたプ

レスリリース「西武鉄道 100 年アニバーサリ

ー 池袋駅のリニューアル工事が完了しまし

た。」では、「西武グループのスローガン『で

かける人を、ほほえむ人へ。』を実現するため、

（1）お客さまに、安全で快適なサービスをご

提供すること、（2）お客さまの新たな感動を

創りだすこと、（3）自然環境・地球環境に配

慮した駅とすること、以上の 3 点を掲げ、光

りかがやく「太陽」をモチーフに、当社沿線

の代表的なイメージである“自然性”と池袋

駅の“都市性”を融合させた駅に仕上げまし

た。また、店舗においては、『エミオ池袋』と

して新たなゾーン展開を図ることにより、女

性を中心とした若い世代をはじめ、幅広い年

齢層の方からも愛される店舗構成となりまし

た。」と述べられている 17)。 

「エミオ池袋」では駅ナカ店舗を 4 つのゾ

ーン（フードゾーン、テイクアウトゾーン、

ファッションゾーン、コンビニゾーン）に分

け、改札内と改札外の両方に店舗を配置した。

2 期にわたる全面的なリニューアルにより、

第１期として開業したフードゾーンならびに

コンビニゾーンの店舗は、2014 年 10 月～12

月にかけて順次営業を開始した。そして 2015

年 9月 28日に第 2期のテイクアウトゾーンと

ファッションゾーンが営業を開始し、「エミオ

池袋」のグランドオープンとなったのである

18)。西武ホールディングスの「今後の事業計

画・戦略」には、不動産事業として、「西武鉄

道沿線をはじめとした既存商業施設の収益力

向上」として「沿線商業施設における改装計

画の推進」「エミオ化を軸とした既存駅ナカ駅

チカ商業施設の収益力向上」が掲げられてお

り、今後も駅ナカ商業施設の強化が図られる

ことになっている 19)。 

2018 年 3 月 2 日には、「グランエミオ所沢」

第 1 期開業を迎えた。2020 年 9 月の全面開業

に先行して、77 店のテナントが営業を開始し

た。目玉の一つが埼玉西武ライオンズオフィ

シャルショップ「ライオンズストア@所沢ス

テーション」のリニューアル店である。オフ

ィシャルショップでは「初」となる、試合映

像の床面投影や、スコアボード風の壁面等球

場の雰囲気を演出してメットライフドームに

いるかの様な空間としたほか、「グランエミオ

所沢」内にはメットライフドームをイメージ

した「キッズトイレ」や、通路壁面の大型ラ

イオンズボードも設置し、より埼玉西武ライ

オンズファンが楽しめるようにした 20)。この

ように、駅ナカビジネスはプロ野球のさらな

るファン層拡大のためのタッチポイントとな

る可能性も秘めている。 

 

5. その他の大手私鉄の沿線開発 

阪急、東急、西武以外の大手私鉄も、同様

の沿線開発を展開した。 

私鉄の不動産開発は明治・大正期から始ま

り、現在に至っている。代表例としては、小

田急電鉄の成城学園前や新百合ヶ丘周辺、東

武鉄道のときわ台、南海電気鉄道の南海橋本

林間田園都市等がある。また、遊園地やゴル

フ場等のレジャー・リゾート開発も盛んに行

われた。 

また、沿線価値向上の一環として、百貨店

やスーパーマーケット等商業施設の展開も進

められた。東武鉄道系の「東武ストア」、京成
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電鉄系の「京成ストア」、京浜急行電鉄系の「京

急ストア（旧京浜ストア）」、京王電鉄系の「京

王ストア」、小田急電鉄系の「小田急商事」、

そして相模鉄道系の「相鉄ローゼン」は、東

急系「東急ストア」とともに、共同企画商品

の企画・開発を手がける「八社会」を設立し、

プライベートブランド「V マークバリュープ

ラス」商品を共同で販売している。 

不動産以外では、飲食業の展開も目立つ。

例えば、京王電鉄系「レストラン京王」によ

る「カレーショップ C＆C」は、京王線沿線外

にも東京地下鉄永田町駅の駅ナカ商業施設

「エチカフィット永田町」等にも進出してい

る。 

2004 年 4 月 1 日、帝都高速度交通営団の株

式会社化に伴い発足した東京地下鉄は、子会

社のメトロプロパティーズを通じて、駅ナカ

商業施設「エチカ池袋」「エチカ表参道」「エ

チカフィット永田町」「エチカフィット東京」

および「エチカフィット上野」を展開してい

る。同社は関連事業の強化の一環として、駅

ナカビジネスを展開することとなった。そし

て将来は、東京地下鉄の持つネットワークや

インフラを生かし、駅と街とが融合し、共生

する街づくりで街全体をさらに活性化させる

ことを目指すという 21)。 

また、レジャー開発としては、京成電鉄と

三井不動産との共同出資により設立されたオ

リエンタルランドによる東京ディズニーリゾ

ートの運営が特筆される。年間約 3 千万人の

入場者を集め、日本で最も成功したテーマパ

ークとなっているのである。 

 

6. 遠州鉄道の沿線開発 

遠州鉄道（遠鉄）グループは、鉄道線（西

鹿島線）新浜松～西鹿島間 17.8km の鉄道路

線および主に遠州地域でバス事業、不動産事

業等を運営する遠州鉄道を中心に、小売業、

レジャーサービス業、および各種関連事業を

運営する関連会社で構成する企業グループで

ある。遠鉄グループは、ターミナル駅である

新浜松駅直結の遠鉄百貨店を経営している。

中小私鉄グループが単独ブランドで運営する

数少ない日本百貨店協会加盟百貨店である 22)。

浜松駅周辺地域の一大商業開発の目玉として、

遠州鉄道の全額出資により設立された。 

同社の設立は 1987 年 4 月、開店は 1988 年

9 月と、電鉄系百貨店としては後発組である

ものの、丸井浜松店、西武浜松店、および松

菱の閉店後は、浜松市唯一の百貨店となった。

また同百貨店は、ハイランド（髙島屋）グル

ープに加盟している 23)。 

遠州鉄道と遠鉄百貨店は、遠州鉄道の鉄

道・バスの利用促進で連携している。遠鉄百

貨店（「UP-ON」での買い物は対象外）での

5,000 円（税込）以上の買い物で、遠州鉄道

の鉄道・バスの乗車券を進呈する「『お帰りき

っぷ』サービス」が行われている。遠州鉄道

にとっては遠鉄百貨店最寄り駅の新浜松駅ま

たはバス停留所までの片道分の運輸収入を手

にすることができるとともに、遠鉄百貨店も

5,000 円（税込）以上の買い物を促進するこ

とができる。 

駅ナカビジネスとしては、新浜松駅高架下

で遠鉄百貨店別館「UP-ON」として展開し、

「遠鉄トラベル観光プラザ」やファッション

店、カフェを設けている。2009 年 3 月 30 日

までは西鹿島駅等にキヨスクがあったが閉店

し、現在では各駅で自動販売機を設置し、増

収に努めている。自動車学校前駅は駅舎上層

階をマンションとしているほか、浜北駅待合
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室に「遠鉄トラベル浜北駅店」を併設してい

る。 

このように、遠州鉄道は浜松地域において、

交通事業を基盤とした総合生活産業を幅広く

展開している。 

 

7. 「連単倍率」から見る大手私鉄の関連

事業展開の濃淡 

 

大手私鉄各社は、鉄道と沿線開発をセット

で展開することで収益を確保するビジネスモ

デルにより、業容を大きく広げた。すなわち、

鉄道会社を母体として、百貨店やスーパー、

不動産、およびレジャー等の子会社・関連会

社を通して関連事業を展開した。そこで本節

では、大手私鉄各社の関連事業展開のおおよ

その濃淡を理解するために、鉄道会社の単体

決算と、子会社・関連会社とを含めた連結決

算を比較した「連単倍率」を分析することに

したい。ただし、鉄道会社本体でも関連事業

を行っており、単体決算については鉄軌道事

業営業収益を用いることとする。 

ここでは、売上高と営業利益の数値を用い

て、大手私鉄各社の連単倍率を見てみよう。 

 

 

 

出典：各社有価証券報告書2018年度版より大塚作成。 

 

連結売上高と単体売上高の連単倍率は西鉄

18.0 倍を筆頭に、東急 7.4 倍、相鉄 HD および

名鉄 6.6 倍等となっている。最も低いのは東京

地下鉄の 1.1 倍で、阪急阪神 HD3.3 倍、西武

HD および京阪 HD3.5 倍と続く。関東大手私鉄

9 社合計は 3.7 倍、西日本大手私鉄 6 社合計は

4.1 倍で、後者の方が連結売上高に占める関連事

業の割合が高い。 

一方、連結営業利益と単体営業利益の連単倍

率で最も高いのは西鉄の 7.3 倍で、もっと低い

のは東京地下鉄の 1.2 倍である。関東大手私鉄 9

社合計は 2.1 倍、西日本大手私鉄 6 社合計は 2.6

倍で、後者の方が数値が高い。 

大手私鉄全体では、売上高の連単倍率が、営

業利益の連単倍率より高い。大手私鉄全体では

関連事業からの売上高の割合は 8 割弱を占めて

おり、関連事業からの営業利益の割合も 3 分の 2

を占める。 

ただし、営業利益の連単倍率が売上高の連単

倍率を上回る会社は東京地下鉄の 1 社のみであ

る。ここでの分析からは、関連事業は大手私鉄

各社の業容の拡大への貢献はあったものの、収

益性や企業価値の観点からは必ずしも効率的で



 

 

はない事業を抱えていることが浮き彫りになっ

ている。関連事業の中には、採算性が低いもの

の地域活性化に大きな役割を果たしている事業

も存在するため、採算性だけで関連事業の取捨

選択を進めることは適切ではないかもしれない。

しかし、今後は、鉄道の利用をさらに促進する

よう、鉄道と関連事業の連携を強化し、さらに

相乗効果を高めていく必要がある。 

そして、感染症への対応を急ぎ、突発的なリ

スクに左右されにくい事業体を構築することが

重要である。 

 

8. 小括－「21 世紀型駅ナカビジネス」への進化 

大手私鉄は阪急の小林一三が確立したビジネ

スモデルに立脚し、鉄道の乗車人員増と沿線開

発による地価上昇を通じた不動産利益の追求、

そして商業施設やレジャー施設といった関連事

業への進出を通して多角化を展開した。 

こうした鉄道事業を基盤とした関連事業は、

駅ソトでの不動産開発や商業施設の運営等が中

心であった。そうした中、JR 東日本は、2000

年代に入り、駅の価値向上を目指した取り組み

を本格化させるに至り、大手私鉄も相次いで駅

ナカビジネスの強化に走った。そもそも、小林

一三が阪急百貨店をつくったきっかけも、駅の

乗降客に利便性を提供するという発想から生ま

れたものである。駅ナカビジネスは 2000 年代に

本格化した新しいビジネスモデルではあるが、

大もとは、小林が作り出したターミナルデパー

トに起源をもつと言えるのではないだろうか。

駅ナカビジネスは、駅ビルや駅ソトで培った関

連事業のノウハウを生かすことができる点でも

取組みやすいビジネスモデルだったと思われる。

そして、21 世紀の駅ナカビジネスは、駅の資産

価値向上と鉄道の利用促進の相乗効果を図って、

より進化したモデルとなったと言える。 

 

9. まとめ 

本論は、私鉄ビジネスの変遷と展開をたどり

つつ、鉄道利用促進との相乗効果に結び付ける

関連事業とともに、突発的なリスクに左右され

にくい事業体を構築するための経営のあり方を

提示することを目的として、次の順序で議論を

進めた。第 2 節では阪急の実質的創業者である

小林一三の取り組みを、第 3 節では小林から影

響を受けた東急の取り組みを、第 4 節では東急

と覇権争いを繰り広げた西武の取り組みを、第 5

節ではその他の大手私鉄の取り組みを、第 6 節

で遠州鉄道の取り組みをそれぞれ概観した。そ

の上で、第7節で大手私鉄の連単倍率を分析し、

鉄道と関連事業の相乗効果をより一層高める必

要性があることを指摘した。第 8 節では第 7 節

までの議論をまとめ、それを踏まえて私鉄の関

連事業が「21 世紀型駅ナカビジネス」へと進化

したことを明らかにした。 

鉄道の利用促進を図るうえで、駅ナカ店舗は

有力なツールとなる。そして、鉄道を利用した

駅ナカ商業施設や改札外への来訪を呼び込む流

れを作るために、たとえば、鉄道乗車券と買い

物券をセットにした企画券を販売すること等の

施を考えたい。普段鉄道を利用しない層に訴求

することで、鉄道への新たな需要を創出するこ

とが可能となる。さらに、特急券等の有料列車

の券もセットにすれば、快適な移動を旅客に提

供できるだけでなく、鉄道事業者の収益増にも

つながる。 

2020 年に入り、コロナウィルスの感染が全世

界に拡大した。東京オリンピック・パラリンピ

ックを延期に追い込む等、世界を大混乱に陥れ

た。外出自粛で大手から中小に至るまで、日本

の鉄道は利用激減により大きな打撃を受けた。

書き入れ時のゴールデンウィークには、JR 東日
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本の 95%減をはじめとして、JR 各社の運輸収入

は大きく損なわれた。私鉄各社でも、西武鉄道、

小田急電鉄等が土休日を中心に有料特急の運休

に踏み切った。 

これまで、JR 本州 3 社や一部の大手私鉄は、

都市部で得た利益で不採算路線の損失を埋め合

わせる内部補助で鉄道ネットワークを維持して

きた。少子高齢化による運輸収入の減少を見据

え、また感染症拡大の発生にも対応するために

も、鉄道事業者による駅ナカビジネスを駅ソト

の開発と適切に組み合わせながら、今後ますま

す進化させることが望まれる。 

そして、鉄道ネットワークの持続的運営を実

現するために、鉄道事業者同士の経営統合とと

もに、他業種との経営統合を積極的に進めたい

ところである。たとえば、鉄道は運行システム

や乗車券類販売システム等を運用する点で ITを

広く活用していることから IT企業との経営統合

や、線路敷地を利用した電線敷設等を進めるた

めに電力会社との経営統合 24)等が考えられる。 

鉄道を中心とする複合事業体となることが、

突発的なリスクへの対応能力の向上につながる

はずである。 

 

注 

1) 以下の記述は、Bertolini=Spit[1998], p.43-45に基

づく。 

2) 「JR 東が初の営業赤字 1～3 月期、鉄道

利用が急減」『日本経済新聞（電子版）』2020

年 4 月 28 日付。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO

58598000Y0A420C2DTB000/（2020 年 4

月 30 日閲覧） 

3) 「創業者・小林一三と阪急百貨店」『阪急

阪神百貨店ホームページ』。

https://www.hankyu-hanshin-dept.co.jp/fo

under.html（2020 年 4 月 30 日閲覧） 

4) 以下の説明は、原武史[2009]、73-78 頁に

基づく。 

5) 以下の説明は、土井勉[2011]、9-10 頁に基

づく。 

6) 大塚[2019]。 

7) 大塚[2018]、122 頁。 

8) 大塚[2019]。 

9) 『関西学院大学ホームページ』。

https://www.kwansei.ac.jp/r_history/r_his

tory_m_001222/detail/r_history_008857.

html（2020 年 4 月 30 日閲覧） 

10) 「阪急電鉄の創業者 様々な生活文化を

作り出したアイデアマン『小林一三』」『阪

急ホームページ』

https://www.hankyu.co.jp/cont/ichizo/colu

mn1.html（2020 年 4 月 30 日閲覧） 

11) 『日経流通新聞』2019 年 8 月 14 日付。 

12) 「ブランドは天神と変わらぬ顔ぶれ、競

争力に課題が多い博多阪急(1)」

『NETIBNEWS』2011 年 2 月 7 日。

http://www.data-max.co.jp/2011/02/07/pos

t_13609.html（2020 年 4 月 30 日閲覧） 

13) 以下の説明は、『東急ホームページ』に基

づく。

http://www.tokyu.co.jp/company/business

/urban_development/denentoshi/（2020 年

4 月 30 日閲覧） 

14) 「ファッションニュース 東急電鉄、駅ナ

カ・駅近接のコミュニティ型商業施設

『etomo』展開開始」『ファッションスナッ

プ・ドットコム』2013 年 11 月 26 日。

http://www.fashionsnap.com/news/2013-1

1-26/etomo-tokyu/（2020 年 4 月 30 日閲覧） 
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15) 以下、原[2009]、91-94 頁および各種資

料を基に説明する。 

16) 「【経営戦記】激化する私鉄間競争  西武

が勝ち残る「秘策」西武鉄道社長 若林 久」

『BOSS ONLINE』2014 年 11 月。

https://boss-online.net/issue-2014-11/arti

cle-450（リンク切れ） 

17) 西武鉄道『西武鉄道 100 年アニバーサリ

ー 池袋駅のリニューアル工事が完了しま

した。』2016 年 3 月 31 日。

https://www.seiburailway.jp/news/news-r

elease/2015/20160331ikebukurorenewal.

pdf（2020 年 4 月 30 日閲覧） 

18) 西武鉄道『西武鉄道池袋駅リニューアル  

駅ナカ商業施設「エミオ池袋」第 2 期 9 月

28 日（月）オープン』2015 年 9 月 8 日。

https://www.seiburailway.jp/news/news-r

elease/2015/20150908ikebukuro_renewal

.pdf（2020 年 4 月 30 日閲覧） 

19) 『西武ホールディングスホームページ』

http://www.seibuholdings.co.jp/ir/manage

ment/plan/（2020 年 4 月 30 日閲覧） 

20) 『埼玉西武ライオンズ ホームページ』

https://sp.seibulions.jp/news/detail/00001

351.html（2020 年 4 月 30 日閲覧） 

21) 『メトロプロパティーズ ホームページ』

http://www.metro-pro.co.jp/corporate/visi

on/index.html（リンク切れ） 

22) ほかに、日本百貨店協会に加盟する中小

私鉄系列の百貨店として、一畑電気鉄道の

完全子会社「一畑百貨店」がある。また、

日本百貨店協会未加盟の交通企業グループ

の百貨店としては、「富士急百貨店」（富士

急行グループ）がある。 

23) 髙島屋は呉服系百貨店ながらも、東海旅

客鉄道（JR 東海）との共同出資による「ジ

ェイアール名古屋タカシマヤ」や、中小私

鉄の伊予鉄道との共同出資による「いよて

つ髙島屋」、そして南海難波駅ビルでの「髙

島屋大阪店」、相鉄横浜駅ビル（相鉄ジョイ

ナス）に出店する「髙島屋横浜店」等のタ

ーミナルデパートを運営し、鉄道会社と関

わりが深い。また、松屋も東武浅草駅ビル

に入居し、現在も営業中である。 

24) 江戸川大学教授崎本武志氏のアイデアよ

り引用。 
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