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[ 要旨 ]
平成 22 年 12 月に東北新幹線、平成 23 年 3 月に九州新幹線が全線開業した。近い将来、
北陸新幹線の延伸や北海道新幹線の開業も予定されている。このように全国に新幹線鉄道を
整備する整備新幹線計画は着実に進んでいる。整備新幹線の開業に伴い、新幹線に並行する
在来線、いわゆる「並行在来線」は、JR の経営から離れ、その維持・運営は関係自治体に
委ねられる。すでに、しなの鉄道株式会社、IGR いわて銀河鉄道株式会社、青い森鉄道株式
会社、肥薩おれんじ鉄道株式会社といった第三セクターが設立されている。整備新幹線開通
の影で、これら第三セクターの経営は、いずれも発足直後から厳しい経営を余儀なくされて
いる。留意すべきは、こうした並行在来線には、いずれも日本貨物鉄道株式会社（JR 貨物）
の貨物列車が運行し、わが国の重要な物流ルートを形成していることである。そのため、整
備新幹線においては、並行在来線を運行する鉄道貨物にも配慮する必要があるだろう。
このような並行在来線の運営・維持は、国、自治体、第三セクター、JR 貨物、それぞれ
の責任（＝費用負担）領域を明確にした上で、鉄道線路施設に対する公的負担制度の創設が
不可欠である。この点について、本論は、全国にある並行在来線の鉄道線路施設を保有し、
これを維持・管理する公的セクターとして、
（独立行政法人）整備新幹線並行在来線鉄道線
路保有機構（仮称）の設立を提言する。並行在来線の維持・運営は、関係自治体にその全て
を任せるのではなく、全国ネットの鉄道貨物輸送を維持するためにも、国による制度面、財
政面での積極的な関与が必要である。鉄道貨物輸送は地球環境問題への対応、高齢化社会に
おける労働力不足問題、大気汚染や交通事故の軽減、安全で快適な社会を構築する上で有効
な輸送手段となる。
キーワード：整備新幹線、並行在来線、日本貨物鉄道株式会社（JR 貨物）
、線路使用料、地
域化、モーダルシフト
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１．はじめに
平成 22 年 12 月に東北新幹線、平成 23 年 3 月に九州新幹線が全線開業した。これにより
本州北端から九州南端まで日本列島は新幹線ネットワークで結ばれることとなった。近い将
来、北陸新幹線の延伸や北海道新幹線の開業も予定されている。このように全国に新幹線鉄
道を整備する「整備新幹線」計画は着実に進んでいる。
整備新幹線とは全国新幹線鉄道整備法（昭和 45 年 5 月成立）に基づき、昭和 48 年 11 月
に整備計画が策定された北海道新幹線（青森市～札幌市）
、東北新幹線（盛岡市～青森市）
、
北陸新幹線（東京都～長野市～富山市～大阪市）
、九州新幹線鹿児島ルート（福岡市～鹿児
島市）、同長崎ルート（福岡市～長崎市）の５新幹線鉄道のことを指す。整備新幹線計画は
昭和 57 年に一旦凍結されたが、昭和 62 年 4 月の国鉄改革後、国家プロジェクトとして推進
されている（表１、図１、図２、参照）
。
このような整備新幹線の開業に伴い、
新幹線に並行する在来線、
いわゆる「並行在来線」は、
JR の経営から離れ、その維持・運営は関係自治体に委ねられる。すでに長野新幹線の開業
に伴うしなの鉄道（株式会社）
、東北新幹線の延伸による IGR いわて銀河鉄道（株式会社）
と青い森鉄道（株式会社）
、
九州新幹線の部分開業に伴う肥薩おれんじ鉄道（株式会社）といっ
た第三セクターが設立されている。華やかな新幹線開通の影で、これら第三セクターの経営
は、いずれも発足直後から厳しい経営を余儀なくされている。
留意すべきは、こうした並行在来線には、いずれも日本貨物鉄道株式会社（JR 貨物）の
貨物列車が運行し、わが国の重要な物流ルートを形成していることである。そのため新幹線
の整備においては並行在来線を運行する鉄道貨物にも配慮する必要がある。日本列島が高速
鉄道によって結ばれる中、並行在来線は当該地域の公共交通サービスの提供とともに全国
ネットの鉄道貨物輸送を担うという二つの顔を持つ。単に赤字だからといって直ちに並行在
来線を廃止することはできない。本稿は、整備新幹線開業に伴う並行在来線の経営分離問題
について、特に鉄道貨物輸送に焦点を当てて考察する。

─ 42 ─

整備新幹線開業に伴う並行在来線の経営分離と鉄道貨物輸送

表１

整備新幹線と並行在来線に関する主な経緯

ᖺ    ᭶

ᴫ                 せ

 45 ᖺ 5 ᭶

ᅜ᪂ᖿ⥺㕲㐨ᩚഛἲไᐃ㸦ࡑࡢᚋࠊ 47 ᖺ 6 ᭶ࠊᇶᮏィ⏬Ỵᐃࠋ 48 ᖺ 11 ᭶ࠊᩚഛィ⏬Ỵᐃ㸧

 62 ᖺ 4 ᭶

ᅜ㕲ࡢศ࣭ẸႠ

ᖹᡂ 3 ᖺ 7 ᭶

⇃ᮏࠊ㮵ඣᓥ୧┴ࡀ㮵ඣᓥᮏ⥺ඵ௦㹼ᕝෆ㛫ࡢ⤒Ⴀศ㞳ྠព
㛗㔝┴ࡀಙ㉺ᮏ⥺㍍ἑ㹼⠛ࣀ㛫ࡢ⤒Ⴀศ㞳ྠព

ᖹᡂ 4 ᖺ 7 ᭶

ᐩᒣࠊ▼ᕝ୧┴ࡀ㝣ᮏ⥺▼ື㹼ὠᖭ㛫ࡢ⤒Ⴀศ㞳ྠព

ᖹᡂ 5 ᖺ 8 ᭶

ᐩᒣࠊ᪂₲୧┴ࡀ㝣ᮏ⥺⣒㨶ᕝ㹼㨶ὠ㛫ࡢ⤒Ⴀศ㞳ྠព

ᖹᡂ 6 ᖺ 12 ᭶

㐃❧ඪ⏦ྜࡏࠕᩚഛ᪂ᖿ⥺ࡢᩚഛ㝿ࡋ࡚ࠊJR ㈌≀ࡶྵࡵࡓ JR ࡢ࡞⤒Ⴀࡢ☜ಖ➼㓄៖ࡍࡿࠖ

ᖹᡂ 7 ᖺ 4 ᭶

ᒾᡭ┴ࡀᮾᮏ⥺┒ᒸ㹼ᐑෆ㛫ࡢ⤒Ⴀศ㞳ྠព

ᖹᡂ 8 ᖺ 12 ᭶

ᨻᗓ࣭ඪྜពࠕ㕲㐨㈌≀㍺㏦ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୪⾜ᅾ᮶⥺ࡢ JR ᪑ᐈ♫ࡽࡢ⤒Ⴀศ㞳ᚋࡶ㐺ษ࡞㍺㏦⤒㊰
ཬࡧ⥺㊰⏝ᩱࢆ☜ಖࡍࡿࡇࡋࠊ᪂ᖿ⥺㕲㐨ୖࢆ㉮⾜ࡍࡿࡇࢆྵࡵࠊ㛵ಀ⪅㛫࡛ㄪᩚࢆᅗࡿࠖ

ᖹᡂ 9 ᖺ 4 ᭶

ᅜ᪂ᖿ⥺㕲㐨ᩚഛἲࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊᑐࡍࡿ㝃ᖏỴ㆟ࠕᩚഛ᪂ᖿ⥺ࡢᘓタక࠺୪⾜ᅾ᮶⥺ࡢ
⤒Ⴀศ㞳ࡼࡗ࡚ࠊᑗ᮶ࠊJR ㈌≀ࡢ㍺㏦ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀᑍ᩿ࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺ࠊࡢᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࠖ

ᖹᡂ 9 ᖺ 10 ᭶

㝣᪂ᖿ⥺㧗ᓮ࣭㛗㔝㛫㛤ᴗ
ࡋ࡞ࡢ㕲㐨㸦㍍ἑ㹼⠛ࣀ㛫㸧㛤ᴗ

ᖹᡂ 10 ᖺ 1 ᭶

㟷᳃┴ࡀᮾᮏ⥺ඵᡞ㹼㟷᳃㛫ࡢ⤒Ⴀศ㞳ྠព
㛗㔝ࠊ᪂₲୧┴ࡀಙ㉺ᮏ⥺㛗㔝㹼┤Ụὠ㛫ࡢ⤒Ⴀศ㞳ྠព

ᖹᡂ 12 ᖺ 12 ᭶

ᨻᗓ࣭ඪ⏦ྜࡏ㸦᪩ᮇᡂࠊ᪂つ╔ᕤࢆỴᐃࠋㄪᩚไᗘࡢ᪉㔪ࡀ♧ࡉࢀࡿ㸧

ᖹᡂ 14 ᖺ 10 ᭶

ᅜ᪂ᖿ⥺㕲㐨ᩚഛἲ⾜௧ᨵṇ㸦ㄪᩚไᗘࡢタ㸧
⫧⸃࠾ࢀࢇࡌ㕲㐨タ❧

ᖹᡂ 14 ᖺ 12 ᭶

ᮾ᪂ᖿ⥺┒ᒸ࣭ඵᡞ㛫㛤ᴗ
IGR ࠸ࢃ࡚㖟Ἑ㕲㐨㸦┒ᒸ㹼┠㛫㸧ཬࡧ㟷࠸᳃㕲㐨㸦┠㹼ඵᡞ㛫㸧㛤ᴗ

ᖹᡂ 15 ᖺ 10 ᭶

⊂❧⾜ᨻἲே㕲㐨ᘓタ࣭㐠㍺タᩚഛᨭᶵᵓタ❧

ᖹᡂ 16 ᖺ 3 ᭶

ᕞ᪂ᖿ⥺᪂ඵ௦࣭㮵ඣᓥ୰ኸ㛫㛤ᴗ
⫧⸃࠾ࢀࢇࡌ㕲㐨㸦ඵ௦㹼ᕝෆ㛫㸧㛤ᴗ

ᖹᡂ 16 ᖺ 12 ᭶

ᨻᗓ࣭ඪ⏦ྜࡏ㸦᪩ᮇᡂࠊ᪂つ╔ᕤ➼ࢆỴᐃ㸧

ᖹᡂ 19 ᖺ 12 ᭶

ᨻᗓ࣭ඪᩚഛ᪂ᖿ⥺᳨ウጤဨ࠾ࡅࡿྜព㡯㸦᪩ᮇ╔ᕤࠊ㈈※☜ಖࠊ୪⾜ᅾ᮶⥺ࡢᢅ࠸➼㸧

ᖹᡂ 20 ᖺ 12 ᭶

ᩚഛ᪂ᖿ⥺ಀࡿᨻᗓ࣭ඪ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ࠾ࡅࡿྜព㡯㸦ᖹᡂ 21 ᖺᮎࡲ࡛ࡢ᪂つ╔ᕤࡢ᳨ウཬ
ࡧㄪᩚไᗘࡢᑐ㇟⤒㈝ᖹᡂ 21 ᖺᗘࡽࠕ᪂ࡓ࡞タഛᢞ㈨ಀࡿ㈨ᮏ㈝ࠖࢆ㏣ຍࡍࡿࡇࢆỴᐃࡍࡿ㸧

ᖹᡂ 21 ᖺ 12 ᭶

ᩚഛ᪂ᖿ⥺ၥ㢟᳨ウ㆟ࠊᩚഛ᪂ᖿ⥺ၥ㢟ㄪᩚ㆟ࡢタ⨨
ࠕᩚഛ᪂ᖿ⥺ࡢᩚഛ㛵ࡍࡿᇶᮏ᪉㔪ࠖཬࡧࠕᙜ㠃ࡢᩚഛ᪂ᖿ⥺ࡢᩚഛ᪉㔪ࠖࡢỴᐃ

ᖹᡂ 22 ᖺ 12 ᭶

ᮾ᪂ᖿ⥺ඵᡞ࣭᪂㟷᳃㛫㛤ᴗ
㟷࠸᳃㕲㐨ඵᡞ㹼㟷᳃㛫㛤ᴗ

ᖹᡂ 23 ᖺ 3 ᭶

ᕞ᪂ᖿ⥺᪂ඵ௦࣭༤ከ㛫㛤ᴗ

ฟᡤ ᑠᯘ[2003]20 ࣮࣌ࢪࠊ⾲ࠊཬࡧࠗᩘᏐ࡛ࡳࡿ㕲㐨 2010࠘132 ࣮࣌ࢪࢆཧ⪃➹⪅సᡂ

─ 43 ─

図１
出所

整備新幹線と並行在来線

小林正明「貨物鉄道輸送が抱える課題－整備新幹線開業に伴い経営分離される並行在来線

の問題を中心に」『運輸と経済』第 63 巻第 8 号、運輸調査局、2003 年 8 月、17 ページ、図 1

図２
出所

整備新幹線の資金等の流れ

蓼沼慶正・森田泰智・堀川淳「整備新幹線の財源について」『鉄道ピクトリアル』第 61 巻

第 7 号、
（株）電気車研究会・鉄道図書刊行会、2011 年 7 月、64 ページ、図 1

２．整備新幹線と並行在来線
新幹線鉄道の建設業務は昭和 45 年の全国新幹線鉄道整備法により日本国有鉄道（国鉄）
と日本鉄道建設公団に委ねられた。そして、現在、日本鉄道建設公団は独立行政法人鉄道建
設・運輸施設整備支援機構（以下、鉄道・運輸機構）となっている。鉄道・運輸機構は整備
新幹線の鉄道施設（トンネル、橋梁、線路等）は建設するが、列車の運行は JR 各社が当該
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新幹線施設を借り受ける形で行っている（いわゆる「上下分離」方式）
。整備後の新幹線を
運営するか否かについては事業主体たる JR の経営判断によることからあらかじめ JR の同
意を必要とする。

２．１

整備新幹線の建設 1）

整備新幹線の資金調達、建設、債務償還は、鉄道・運輸機構が担当している。しかし、毎
年度の建設事業費は国と関係自治体及び JR が負担している。国鉄時代の新幹線はそのほと
んどが財政投融資などの借入金によって賄われていたため、それが国鉄経営を圧迫したとの
批判があった。そのため、現在、整備新幹線の建設財源は、図３及び図４に示すように、新
幹線の貸付料収入の一部を充てた後、
国２／３、
地方自治体１／３の割合で負担し合うスキー
ムとなっている（全国新幹線鉄道整備法施行令第 8 条）
。
国の負担は新幹線鉄道整備事業資金（既設４新幹線の譲渡収入）と公共事業関係費（補助
金）からなる 2）。新幹線の貸付料は JR が新幹線建設に伴う受益の範囲内でこれを支払う形
となっている（全国新幹線鉄道整備法第 13 条）
。

図３
出所

整備新幹線のスキーム

蓼沼慶正・森田泰智・堀川淳「整備新幹線の財源について」『鉄道ピクトリアル』第 61 巻

第 7 号、（株）電気車研究会・鉄道図書刊行会、2011 年 7 月、64 ページ、図 2
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図４
出所

新幹線貸付料の算定方法

蓼沼慶正・森田泰智・堀川淳「整備新幹線の財源について」『鉄道ピクトリアル』第 61 巻

第 7 号、電気車研究会・鉄道図書刊行会、2011 年 7 月、65 ページ、図 3

地方自治体は、図３の通り、地方債 90%、自治体予算 10% の割合で建設費を負担する。
実質的な負担額は元利償還金の標準財政規模に占める割合によって異なる。例えば、
「負担
金 33%」×「地方債に対する地方交付税措置後 37 ～ 55%」＝ 12.3 ～ 18.3% である。北陸新
幹線（高崎～長野間）は平成 10 年 2 月の冬季オリンピック開催に間に合うよう無償資金に
加えて有利子資金でも建設費を調達した。有利子資金は貸付料から償還するが、すでに平成
15 年度から償還が始まっている（平成 14 年度まで据置期間）
。
整備新幹線は建設主体たる鉄道・運輸機構と運営主体の JR との間に上下分離関係がある。
そのため JR は新幹線が整備されたことによる受益の範囲内に設定された貸付料を鉄道・運
輸機構に支払う（図４参照）
。貸付料は「新幹線が整備された場合の 30 年間の収益の合計値」
から「新幹線が整備されなかった場合の 30 年間の収益の合計値」を差し引き、その差額を
30 年で除した額である。ちなみに平成 22 年 12 月に開業した東北新幹線（八戸～新青森間）
の貸付料は年額 70 億円、平成 23 年 3 月に開業した九州新幹線（博多～新八代間）の貸付料
は年額 81 億 6,000 万円となっている。貸付料の決定は（鉄道・運輸機構の管理費を除き）
コストとは無関係である。もっとも貸付料収入は債務償還などの支払いに当てた後の残余額
を建設費に充当することからコストの部分的な後払いといえなくもない。
こうした貸付料は、
既設４新幹線の譲渡代金と同様、一定期間の定額払いである。そのため、JR の事業リスク
は軽減され、また鉄道・運輸機構のリスクもない。さらに JR 各社は整備新幹線の運営を引
き受ける際、経営リスクの高い並行在来線の経営から手を引くことができる。この点からも
整備新幹線は JR にとって有利な制度となっている。なお、高速道路や航空との競争を考え
た場合、JR と鉄道・運輸機構の関係は、単に資本費の調達・平準化のための上下分離とい
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う以上に、間接的ながら、総合交通政策的な役割を果たしているといえよう 3）。
２．２

並行在来線問題

整備新幹線の開業に伴い、並行する在来線は収益の柱である優等列車の大半を失う。その
ため JR は新幹線の開業に際し並行する在来線を切り離す措置をとる。この切り離された在
来線がいわゆる「並行在来線」である。並行在来線を取り巻く経営環境は厳しい。それゆえ
並行在来線の経営を引き受ける関係自治体は多大な財政負担を強いられることとなる。新幹
線の駅が設置されなかった地域は相対的に衰退するなど負の影響が及ぶこともある。このよ
うな並行在来線化に伴う一群の負の問題を「並行在来線問題」と呼ぶ 4）。
並行在来線問題は整備新幹線の建設推進と表裏一体の関係にある。JR にとって整備後の
新幹線と並行在来線をともに経営することは過重な負担となる。並行在来線の維持・運営は
民営化された JR の経営を圧迫する。そこで整備新幹線の開業に際し JR は並行在来線の経
営から手を引くことができるようになったのである（但し、並行在来線の経営分離は関係自
治体の同意を必要とする）
。整備新幹線が相次いで開業していく中、こうした並行在来線の
運営・維持は財政難に悩む地方自治体にとって深刻な問題となっている。
東海道、山陽、東北、上越の既設４新幹線はその沿線に大中都市が連なる。そのため都市
間特急の旅客が新幹線に転移しても在来線の通勤・通学輸送や幹線連絡の中距離輸送は残る。
新幹線と並行在来線を兼営しても採算性はある程度確保される。これに対して整備新幹線区
間の在来線の輸送密度は極めて低く、経営基盤は弱い。これを維持していくことは困難であ
る。平成 20 年度の並行在来線の経営状況（表２）を示すが、しなの鉄道を除き、いずれも
赤字である。赤字額は今後さらに増大する。経営分離後の並行在来線の運営は当該沿線自治
体の判断に委ねられるが、こうした政策は整備新幹線の実現と JR の安定経営の両立に配慮
した措置といえる 5）。関係自治体は外見上新幹線の建設費の３／１（地方交付税措置が講じ
られるため実質的な負担額はこれより少ない）を負担する上、並行在来線の運営にも関わら
なければならない。整備新幹線、並行在来線、いずれも関係自治体の財政を圧迫する 6）。し
たがって、今後、第三セクター等の安定経営を確保するために何らかの行財政上の措置ない
し新たなスキームの構築が不可欠となる。
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表２
項目

平成 20 年度地方鉄道（並行在来線）の概況

営業キロ

輸送人員

輸送密度

(km)

(1,000 人)

(人/1日)

財務（1,000 円）

職員数

都道府

資本金

営業費用

（人）

県

(100 万円)

̿

営業収益

常損益

事業者名
青森県

̿

青い森鉄

全事業経

̿

̿

572,113

830,939

ڹ247,175

13

㟷᳃

25.9

648

1,033

360,000

413,085

ڹ57,789

25

㟷᳃

2,900

82.0

4,868

3,205

3,479,576

3,543,221

ڹ17,026

197

ᒾᡭ

1,494

65.1

10,443

7,182

2,919,259

2,648,241

194,479

228

㛗㔝

2,364

116.9

1,631

883

958,618

1,177,006

ڹ216,521

91

道
IGR いわ
て銀河鉄
道
しなの鉄
道
肥薩おれ
んじ鉄道

表注

⇃ᮏ

1,560

㮵ඣᓥ

青森県は第三種鉄道事業者である。

出所 『数字でみる鉄道 2010』60 ～ 69 ページ

２．３

並行在来線とその経営

整備新幹線の建設工事は漸次進み、新幹線の開業に合わせて並行在来線の運営を担う第三
セクター鉄道などが設立されている。平成 9 年 10 月に北陸新幹線高崎～長野間、平成 14 年
12 月に東北新幹線盛岡～八戸間、平成 16 年 3 月に九州新幹線新八代～鹿児島中央間がそれ
ぞれ開業した。これに合わせ並行在来線はいずれも JR の経営から分離され、第三セクター
等に線路設備等の資産が譲渡された。そして、第一種鉄道事業者として、しなの鉄道（軽井
沢～篠ノ井間）及び IGR いわて銀河鉄道（盛岡～目時間）が、
また第二種鉄道事業者として、
青い森鉄道（目時～八戸間）が事業を開始した。青い森鉄道は青森県が第三種鉄道事業者と
して線路設備を保有し、第二種鉄道事業者に貸し付ける上下分離方式を採用している。鹿児
島本線八代～川内間については、熊本・鹿児島両県の共同出資による肥薩おれんじ鉄道が設
立された（平成 16 年 3 月営業開始）
。九州新幹線は平成 23 年 3 月に新八代から博多まで延
び全線開通となったが、これより先、平成 22 年 12 月には東北新幹線が八戸から新青森まで
開通した。これに伴い青い森鉄道の事業区間は目時から青森まで延びた。今後、北陸新幹線
（長野～金沢間）
、北海道新幹線（新青森～新函館間）の開業が予定されている。そして、両
新幹線に並行する在来線、すなわち信越本線長野～直江津間、北陸本線直江津～金沢間、江
差線五稜郭～木古内間について、JR からの経営分離が決定している。なお、高崎～横川間、
篠ノ井～長野間、川内～鹿児島中央間の各区間は（本来は）経営分離となる区間であるが比
較的輸送需要が多いことから JR が引き続き運営している。ちなみに九州新幹線長崎ルート

─ 48 ─

整備新幹線開業に伴う並行在来線の経営分離と鉄道貨物輸送

に並行する在来線は新幹線開業後も JR 九州が運営するということで「経営分離」には当ら
ないとされる。今後、北陸新幹線（長野～金沢間）
、北海道新幹線の開業に伴い、新たに第
三セクターが発足する予定である。
経営分離された並行在来線は当該地域の力でこれを維持していくことが基本となるが、
JR も地域の鉄道事業者として並行在来線維持のため可能な限り協力と支援を行う必要があ
ろう。整備新幹線問題検討会議では、沿線自治体の要請があった場合、関係者により必要な
対策を検討することが確認されている 7）。

３．並行在来線と貨物輸送
並行在来線は「地域鉄道」としての役割だけでなく、
国民経済・社会生活を支える全国ネッ
トの貨物輸送を担う「広域鉄道」としての役割も併せ持つ。仮に並行在来線を引き継いだ第
三セクター等の事業運営及び沿線自治体の財政状況が逼迫し、鉄道路線が縮小ないし廃止と
なれば、貨物輸送のネットワークは分断され、その影響は全国に及ぶ。実際、平成 23 年 3
月の東日本大震災では、物流網が寸断され、物資輸送に大きな障害が発生した。
新幹線は当該利用者以外にも周辺地域に多大な経済効果（外部経済・開発利益）をもたら
す。沿線自治体の中にはこうした経済効果を十分享受しながら、
「旅客列車に比べ線路設備
コストが不当に高い」として貨物列車の運行に否定的な見解がある。これは、しかし、誤解
である。JR 貨物には新幹線の開業利益は何もない。にもかかわらず JR 貨物は並行在来線に
おいて極めて重要な物流ルートを形成し、産業・経済の発展、国民生活の向上に貢献してい
る。そのような JR 貨物にとって並行在来線はいずれも重要な路線となっている。これらの
うちの一部でも寸断されれば、全国ネットの貨物輸送に致命的なミッシング・リンク（ネッ
トワークの寸断）が生じ、その影響は広範囲に及ぶ。

３．１

JR 貨物の設立

昭和 62 年 4 月 1 日、国鉄改革で誕生した JR 貨物は、平成 23 年度現在、77 線区、8,337.5km
の全国ネットの鉄道貨物輸送を行っている。JR 貨物は国鉄改革の基本スキームとして第二
種鉄道事業者に位置付けられ、第一種鉄道事業者である JR 旅客会社の線路を使用し、鉄道
貨物輸送を行っている。その際、JR 貨物が支払う線路使用料は軌道使用料と電気関係施設
使用料からなり、増分費用（incremental cost）に基づいて算出される 8）。これは JR 貨物の
経営の厳しさに配慮した政策的措置であり、国鉄改革の基本スキームの一つである。同時に
JR 貨物の自立経営の基盤となっている。
整備新幹線は国鉄改革後の国家プロジェクトである。それゆえ新幹線整備後も並行在来線
を運行する貨物鉄道ネットワークは維持されなければならない。平成 8 年 12 月の政府与党
合意では並行在来線の分離等に伴う JR 貨物に対する影響を検証しつつ必要な対策を検討す
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べきことが確認されている。
並行在来線において第三セクターが提供する旅客輸送と JR 貨物が行っている貨物輸送は
その機能と役割及び特性が著しく異なる（表３参照）
。第三セクターは地域住民の足として
社会的に必要な旅客輸送サービスを提供する。一方、JR 貨物は全国ネットの貨物輸送を通
して地域経済の活性化に貢献しているばかりでなく、環境負荷の軽減、エネルギーの効率化、
交通事故の減少など受益者及び受益を直接受ける地域が特定できない数多くの様々な外部経
済効果を社会全体にもたらしている。またモーダルシフトという国策にも貢献している。こ
うした点、国による鉄道貨物輸送の利用促進策、輸送ルート確保のための公的助成措置は十
分な国民的理解を得るだろう。今後、整備新幹線の延伸に伴い、並行在来線の経営が JR か
ら分離されても、貨物輸送のネットワークがこれまで通り維持されるよう、また JR 貨物に
受損が生じないよう、必要な措置を講じなければならない 9）。
表３
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並行在来線の貨物輸送

JR 貨物は並行在来線を通じて重要な鉄道貨物輸送を行っている 10）。江差線（五稜郭～木
古内間）は北海道と本州を結ぶ幹線ルートを構成する重要な線区だが、平成 27 年末予定の
北海道新幹線（新青森～新函館間）開業後は、並行在来線として JR 北海道から経営分離さ
れる予定となっている。この区間は北海道から大都市圏へ生鮮食料品を供給するライフライ
ンとして農産物の安定的供給にとって重要な区間である。青函トンネルは客貨共用の路線で
あるが、現在は走行する列車の７割が貨物列車である。関東・関西地区等に発送される農産
品の大部分は鉄道輸送である。今後とも農産品を主体に輸送量の増加が見込まれる。北海道
新幹線開業後は貨物列車と新幹線が三線軌条を共用走行する 11）。
東北本線は青函トンネルを通じ本州と北海道を結ぶ重要な物流ルートを形成している。北
海道からは玉葱、馬鈴薯などの農産物、乳製品、砂糖などの食料工業品、紙、パルプなどが
輸送され、北海道の経済活性化に貢献している。また首都圏・関東方面へ新鮮で安価な食料
品などを供給している。本州・関東からは、宅配便、雑誌等の紙製品、清涼飲料水や食料工
業品（冬季）などが送られる。これらは北海道の人々にとって不可欠な物資である。路線貨
物も多い。ちなみにこの区間は JR 貨物にとって東海道、
山陽本線に次ぐ重要基幹線区となっ
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ている。並行在来線は盛岡～目時間を IGR いわて銀河鉄道が、目時～新青森間を青い森鉄
道が運営している。
北陸新幹線長野ルート（高崎～長野間）は平成９年に開業し、現在、長野から金沢までの
工事が進んでいる。北陸新幹線高崎～長野間の並行在来線はしなの鉄道
（軽井沢～篠ノ井間）
が運営している。JR 貨物により関東甲信越地域に向けて生活に必要な物資が供給され、地
域の人々の生活を支えている。長野県への石油輸送の約 80% は鉄道輸送である。平成 26 年
度末、長野～金沢間の並行在来線が経営分離される予定である。九州、広島、関西方面と北
海道、新潟、山形、秋田を結ぶ北陸本線の当該区間は生活関連物資及び農産品輸送の重要ルー
トとなっている。また富山県、新潟県に立地する工場から紙製品、化学薬品などが全国に向
けて出荷されている。
北陸新幹線開業時に経営分離される北陸線は、日本海縦貫線を構成する重要な鉄道貨物輸
送ルートとして 1 日当たり 43 本の貨物列車が運行し、年間 266 万トンの貨物を輸送してい
る（平成 22 年度実績）
。北陸線には、金沢貨物ターミナル、富山貨物、南福井、魚津 ORS（Off
Rail Station）
、青海 ORS の 5 駅、支線区には、高岡貨物、二塚、速星の 3 駅があり、年間
148 万トンの貨物が発着し、地域経済を支えている 12）。
九州新幹線は八代～川内間 116.9km が経営分離され、肥薩おれんじ鉄道が平成 16 年 3 月
に開業した。輸送のほとんどは東北、関東、中部などに向けた 1,000km 以上の長距離輸送
である。鹿児島、川内に向けては、米、清涼飲料水、書籍などの生活関連物資を、同地区か
らは、農産品、たばこ（都城）
、中越パルプ工業のパルプ、紙（川内）などを輸送しており、
地域の生活、産業経済の発展に欠くことのできない輸送手段の一つとなっている。

３．３

線路使用料と調整制度

国鉄改革により旅客会社と貨物会社はそれぞれ別組織となった。そのため両者間で線路使
用料に関する取り決めを行う必要が生じた。JR 旅客会社の線路設備の使用に際しては貨物
列車が走行することにより追加的に発生する直接経費、すなわち増分費用を線路使用料とし
て負担する。これは貨物列車が走行すると線路保守に負荷がかかることから、その追加経費
相当額を JR 貨物が負担するというものである 13）。
整備新幹線の開業により JR 旅客会社が経営していた線区が並行在来線として分離され、
第三セクター等の事業者が運営することとなった場合、このルールの適用は困難となり、ひ
いては国内の物流の大きな担い手である JR 貨物会社の経営に影響の及ぶことが懸念される。
並行在来線から負担力の大きい旅客が新幹線に移ることから並行在来線の維持費用について
JR 貨物にはより大きな負担が求められるからである。それは JR 貨物の競争力を損ねるだろ
う。整備新幹線計画の推進と鉄道環境政策は矛盾する。このため新幹線貸付料収入の一部を
活用した調整措置がとられるようになった 14）。
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並行在来線は旅客列車のみならず貨物列車も運行することから並行在来線の問題は貨物列
車の運行にも影響を与える。そのため平成 6 年 12 月の連立与党申合せにおいて、
「整備新幹
線の整備に際しては、JR 貨物も含めた JR の健全な経営の確保等に配慮する」とされ、さら
に平成 8 年 12 月の政府・与党合意で、
「鉄道貨物輸送については、並行在来線の JR 旅客会
社からの経営分離後も適切な輸送経路及び線路使用料を確保することとし、新幹線鉄道上を
走行することを含め、関係者間で調整を図る」こととされた。また平成 9 年 4 月には全国新
幹線鉄道整備法の改正に伴う衆議院運輸委員会附帯決議において、
「整備新幹線の建設に伴
う並行在来線の経営分離によって、将来、JR 貨物の輸送ネットワークが寸断されないよう、
万全の措置を講ずる」ことが「配慮すべき事項」として盛り込まれた。
その後、平成 12 年 12 月の政府・与党申合せにおいて「JR から経営分離された並行在来
線上を引き続き JR 貨物が走行する場合には線路使用実態に応じた適切な線路使用料を確保
することとし、これに伴う JR 貨物の受損については必要に応じこれに係る新幹線貸付料収
平成 14 年 10 月、
入の一部を活用して調整する措置を講ずる」こととされた 15）。これを受け、
「調整制度」が創設され、並行在来線を貨物列車が安定的に走行できるスキームが構築され
た（図５参照）
。さらに、平成 20 年 12 月、整備新幹線に係る政府・与党ワーキンググルー
プにおける合意事項に基づき、調整制度の対象経費に平成 21 年度から「新たな設備投資に
係る資本費」を追加することとなった。これにより、指令システム、橋梁の取替、トンネル
改修や建物修繕等の費用についても調整制度の対象となり、第三セクター等の安定経営によ
り一層資するものとなった。
調整制度の創設により並行在来線を運営する第三セクター等は適正な線路使用料を収受
し、かつ JR 貨物の受損も回避されるようになった。このような並行在来線を貨物列車が走
行する際のスキーム、調整制度の確立は、今後、並行在来線の維持を図る上で極めて重要な
役割を果たすであろう。なお、平成 23 年 7 月、鉄道・運輸機構の（事業仕分けの対象となっ
た）利益剰余金（1 兆 4,500 億円）を活用した新たな支援策が制定された。支援策には調整
制度の拡充を通じた並行在来線の経営支援の強化策が盛り込まれた。
JR 貨物の線路使用料に適用される増分費用ルールは、それが正しく理解されていない嫌
いがある。増分費用（≒限界費用）は一般になじみがない。そのため「不当に安く使ってい
る」といった誤解を招く。だれもが均等に応分の負担をするフルコスト（総費用）
、すなわ
ち平均費用概念が受け入れやすいのに対して追加的な経費のみ負担するという増分費用概念
は理解されにくい。実際、関係自治体の中には JR 貨物に対してさらに線路使用料の支払い
を求めようとの誤った主張が散見される 16）。
留意すべきは、JR 貨物は、すでに調整制度の適用を受け、第三セクター等に対しては当
初からフルコストに基づく費用負担を行っていることである。すなわち従来の増分費用ルー
ルの下で負担していた変動費に加え固定費や人件費等についても列車走行量等に応じた費用
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負担を行っている。
増分費用ルールは優れて妥当な方法であり、国鉄改革のスキームに基づき JR 旅客会社と
貨物会社の間で適用されている。調整制度の創設は、JR 貨物が負担する線路使用料が、本来、
増分費用ルールに基づいて算定されるべきことを公認したものといえる。今後、並行在来線
の経営が困難となり、公的セクターが鉄道線路を所有し、その上を民間セクターの鉄道が運
行する上下分離方式が普及するようになれば、線路使用料の決定において増分費用ルールは
極めて有効な理論的根拠となろう。
並行在来線という同一の線路を使用して鉄道輸送を行っているといっても、第三セクター
と JR 貨物の市場環境、経営理念は大きく異なる。旅客輸送は地域の公共交通として社会的
に重要な役割を果たしている。一方、貨物輸送は主として産業界の企業活動の一環として利
用される（ここにはライフラインの維持という使命も含まれる）
。また貨物輸送は基本的に
長距離輸送が中心となるなど旅客輸送と異なる特性を有している。なおいずれの区間におい
ても JR 貨物は鉄道貨物輸送では独占的事業者といえるが、
「物流」という市場で見れば、
トラックや内航海運など他のモードとの激しい競争を展開している。そこではコスト競争力
が重要な要件となる。したがって何よりもまず当該市場において公正な競争条件が確保され
なければならない。すなわち、イコール・フッティング（競争基盤の平等化）の観点から線
路使用料について、インフラ施設も含めたトラックや内航海運との費用負担の調整が必要と
なろう。ちなみに、スウェーデンでは、1999 年 1 月、トラックに対する鉄道の競争条件を
平等にするため鉄道線路使用料の引き下げを行った。
図5

鉄道貨物線路使用料の調整制度のスキーム

出所 小林正明「貨物鉄道輸送が抱える課題－整備新幹線開業に伴い経営分離される並行在来線の
問題を中心に」『運輸と経済』第 63 巻第 8 号、運輸調査局、2003 年 8 月、19 ページ、図 2
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並行在来線の旅客輸送、貨物輸送は、その市場構造、経営環境を十分考慮する必要がある。
旅客輸送、貨物輸送とも、それぞれ輸送手段として優れた特性を有している。今後ともそれ
ぞれの分野において重要な役割を果たしていくことが期待される。

４．欧州鉄道の「地域化」と鉄道貨物輸送 17）
欧州では不採算な地方の鉄道経営は「地域化（regionalization）
」によってこれに対処し
ている。地域化により近距離旅客輸送は自治体（州・県）に移管された。欧州では 1990 年
代の鉄道改革を契機に、
旅客輸送分野については長距離旅客輸送（全国ネットの都市間輸送）
と近距離旅客輸送（地域輸送）とに分割され、同時に貨物輸送が分離された。長距離旅客輸
送と貨物輸送は民営化された鉄道会社が行っている。貨物輸送はオープンアクセスとなり、
いずれの国でも全国ネットの運営が行われている。欧州の鉄道は、一般に上下分離、客貨分
離を行うとともに、全国ネットの貨物はオープンアクセス、旅客は地域化やフランチャイズ
方式の導入により地方鉄道の運営責任を地方に移管した。例えば、ドイツの鉄道改革では、
ドイツ連邦鉄道（Die Bundesbahn）が長距離旅客会社と近距離旅客会社、貨物鉄道会社に
分割・民営化された。長距離旅客会社と貨物鉄道会社は全国ネットの輸送を行っているが、
近距離旅客会社は、当該地域の自治体（州）と「輸送契約」を結び、地域に必要な近距離旅
客輸送を行う方式（
「契約輸送」
）となった。このように地方鉄道の運営責任を地方政府に移
管する鉄道運営方式を「地域化」という。
地域化の目的は地域密着型の輸送サービスを提供し、鉄道近距離旅客輸送の再生と効率化
を図ることにある。何より地域の需要に見合ったサービスを提供することにある。地域化の
赤字は当該自治体が負担する。地域化で注目すべき点は、自治体と鉄道企業の契約に際し、
補助金の競争入札が行われていることである。これにより各自治体は最も補助金額が少ない
鉄道企業と輸送契約を結ぶ。応札者のない場合もあるが、地域化に伴う競争入札制の導入に
よって自治体の補助金額は減少している。このような制度はわが国の地方鉄道や貨物鉄道の
あり方に参考となるかもしれない。地域化は国によって制度の相違はあるが、ドイツ、フラ
ンス、スウェーデンなど欧州の主要国で導入されている。イギリスの免許入札制、すなわち
フランチャイズ制（franchise bidding）も地域化の一種とみなすことができる 18）。
地域化に伴い、旅客輸送が近距離と長距離に分離された一方で、旅客輸送と貨物輸送の分
離が行われた。留意すべきは、鉄道貨物輸送は、いずれの国においても全国ネットの運営主
体となっていることである。全国ネットの鉄道貨物輸送にはオープンアクセスが導入されて
いる。新規参入した企業には外国資本の鉄道会社もみられる。これらの鉄道会社には EU 指
令に基づく公正・妥当な線路使用料が適用され、自国の鉄道企業と他国の鉄道企業が不当に
差別されないようになっている。
欧州鉄道における地方鉄道の地域化と客貨分離は、実は、わが国でも類似の制度が導入さ
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れている。地方鉄道の第三セクター化や並行在来線の経営分離は、地方鉄道の運営責任を中
央（国）から地方（自治体）に移管したものである。鉄道貨物輸送も旅客から分離され、全
国ネットの運営となった。欧州で注目すべき点はオープンアクセスの導入であるが、わが国
でも、青森県は、
（青い森鉄道の）線路の使用条件について、オープンアクセスの適用を条
例で定めている。

５．むすび―政策提言―
旅客列車だけでなく貨物列車も走行する並行在来線のように当該路線の維持・存続の影響
が関係地方・地域のみならず全国に波及するネットワークを将来にわたって確保していくた
めには、国、自治体、第三セクター、JR 貨物、それぞれの責任（＝費用負担）領域を明確
にした上での鉄道線路施設に対する公的負担制度の創設が不可欠である。そこで表４に示し
たような提言を行いたい。
すなわち全国にある並行在来線の鉄道線路施設を一括して保有し、
これを維持・管理する公的セクターとして（独立行政法人）整備新幹線並行在来線鉄道線路
保有機構（仮称、以下「並行在来線保有機構」
）を設立する。あるいは国ないし関係自治体
が出資し、共同運営する鉄道線路会社（第三種鉄道事業者）を設立する 19）。この場合、地
方鉄道に上下分離を制度化するスキームを設け、鉄道線路施設整備に交付税措置を講じた地
域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の活用が考えられる。こうした公的セクターが
保有する鉄道線路を使用して第三セクターの旅客列車、JR 貨物の貨物列車が運行する（こ
の他、夜行寝台列車あるいは旅行会社が企画するイベント列車などが運行してもよい）。い
ずれも必要な資格を満たした鉄道輸送事業者が自由に走行できるものとする（いわゆるオー
プンアクセス）
。
鉄道線路の利用に際しては増分費用ルールに基づく線路使用料を支払う（無償貸与、大口
割引制度があってもよい）
。できるだけ多くの列車が当該線路を利用することが肝要である。
並行在来線保有機構の収支均衡に必要な線路使用料の水準は JR 貨物に適用した調整制度を
旅客会社にも拡充することでフルコスト相当額の事業収入を確保しうるものとする。現行の
調整制度では貨物鉄道会社が一旦フルコスト相当額の線路使用料を支払った後、鉄道・運輸
機構から調整金を交付されるが、ここでは調整金は並行在来線保有機構が直接受け取ること
とする。これは並行在来線の鉄道線路の利用があくまで増分費用ルールに基づくことを明確
にすることと、そのルールが客貨間のダイヤ調整を含め、旅客輸送、貨物輸送いずれの列車
にも公平・平等に適用されうることを示すためである。並行在来線保有機構は、旅客、貨物
双方の輸送状況を総合的に判断した上で、必要な設備投資を行っていく。このような仕組み
は、しかし、高速道路と同様のシステムである。高速道路では、
（独立行政法人）日本高速
道路保有・債務返済機構が所有する（オープンアクセスの）高速道路をトラック会社やバス
会社の車両、あるいはマイカーが所定の高速道路料金を払って自由に走行している 20）。
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以上のように、地域社会資本ともいうべき並行在来線の維持・運営は、その全てを関係自
治体に任せるのではなく、国による制度面、財政面での積極的な関与が求められる。特に現
在も国鉄改革のスキームの下で全国ネットの鉄道貨物輸送が行われている現状を見れば、並
行在来線に対する国の助成措置は広く国民的理解を得るだろう。鉄道貨物輸送は地球環境問
題への対応、高齢化社会における労働力不足問題、大気汚染や交通事故の軽減、安全で快適
な社会を構築する上で有効な輸送手段となる。このような鉄道貨物輸送の国民経済的な役割
が認識されなければならない。
表４

並行在来線維持のための新たな仕組みの提案

事 業 主 体

      

事
 業 内
 容

      

㕲㐨㍺㏦♫ 㸦➨✀㸧

ᆅᇦࡢ㕲㐨᪑ᐈ㍺㏦ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪࣭ᅜࢿࢵࢺࡢ㕲㐨㈌≀㍺㏦ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪㸦JR ㈌≀㸧

(⊂㸧ᩚഛ᪂ᖿ⥺୪⾜ᅾ᮶⥺㕲

୪⾜ᅾ᮶⥺ࡢ㕲㐨⥺㊰タࡢಖ᭷⥔ᣢ࣭⟶⌮ࠋ㕲㐨㍺㏦♫ࡽቑศ㈝⏝࣮ࣝࣝᇶ࡙ࡃ⥺

㐨⥺㊰ಖ᭷ᶵᵓ(௬⛠)

㊰⏝ᩱࢆཷࡍࡿࠋᅜ࣭㛵ಀ⮬యࡽࣇࣝࢥࢫࢺࡢᕪ㢠ศࢆㄪᩚ㔠ࡋ࡚ࡉࢀࡿࠋ

出所

筆者作成

表注 1）様々な観点から北陸新幹線の開業後、並行在来線の分断を回避することが重要と思われる。
表注 2）第２種鉄道事業者は客貨とも増分費用ルールに基づく線路使用料を支払うものとする。
表注 3）第３種鉄道線路会社に対して国が（赤字補填のための）調整金を給付する。
表注 4）しなの鉄道、青い森鉄道、IGR いわて銀河鉄道、肥薩おれんじ鉄道及び今後設立予定の並行在来
線の第三セクターは運行部門を第二種鉄道会社として分離した後、線路部門を上記第３種鉄道会
社に一括統合するものとする。
表注 5）国と地方、各鉄道会社の責任領域・役割分担（＝費用負担責任）を明確にする。
表注 6）共同運営方式の場合、全国単位とするか、路線単位とするか、あるいは持株会社のような全国統
一単位としながらも路線ごとの子会社方式とするか、または鉄道・運輸機構が担うなどの方式が
考えられる（東洋大学経済学部助教藤井大輔氏の教示）。

[注]
1） 整備新幹線の建設スキームについて、主として、蓼沼・森田・堀川 [2011]64 ～ 65 ページを参
考にした。
2） 新幹線鉄道整備事業資金（既設新幹線譲渡収入）とは、平成 3 年 10 月、東日本旅客鉄道株式
会社（JR 東日本）、東海旅客鉄道株式会社（JR 東海）、西日本旅客鉄道株式会社（JR 西日本）に、
新幹線鉄道施設（東海道、山陽、東北、上越の既設４新幹線）を譲渡した際の代金の一部で
ある。これら既設４新幹線の譲渡時の鉄道施設評価額は 9 兆 1,768 億円（JR 東日本：3 兆 1,070
億円、JR 東海：5 兆 957 億円、JR 西日本：9,741 億円）であった。国鉄改革時（昭和 62 年 4 月）
との評価差額は約 1 兆 1,000 億円である。譲渡収入の受取総額は、平成 3 年から 60 年払い元
利均等半年賦方式、金利 6.55% で計算すると 4 兆 3,000 億円となる。ここから年間 724 億円の
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新幹線鉄道整備事業資金が平成 29 年度上期まで新幹線整備費に充てられる。なお本スキーム
とは直接関係ないが、新幹線開業後、沿線市町村には固定資産税が入る（蓼沼・森田・堀川
[2011]64 ～ 65 ページ、参照）。
3） 藤井 [1989]170 ～ 187 ページ、藤井 [2007]61 ～ 62 ページ、蓼沼・森田・堀川 [2011]64 ～ 65 ペー
ジ、参照。整備新幹線問題検討会議「整備新幹線の整備に関する基本方針」（平成 21 年 12 月
24 日）では、整備新幹線の整備の方式及び建設財源の分担について、以下の事項を確認して
いる。
（１）整備の方式及び建設財源の分担等
①整備の方式は、JR が自ら建設する場合を除き、（独）鉄道・運輸機構が鉄道施設を建設する。
機構は、鉄道施設を保有し、JR に貸し付け、JR が鉄道事業を運営する（上下分離方式）。
②建設財源には、まず機構の貸付料収入を充て、残る経費を、国と地方公共団体が２：１の
割合で負担する。また、PPP（パブリック・プライベート・パートナーシップ）等による民
間資金の活用について、整備新幹線問題検討会議等において、検討を行う。
（２）着工に当たっての基本的な条件
整備新幹線を上下分離方式で整備する場合には、次の基本的条件が整った区間について、
これを確認した上で、着工するものとする。
①安定的な財源見通しの確保
整備新幹線を確実に完成させ供用するため、整備期間を通じた安定的な財源見通しを確保
するものとする。
②収支採算性
整備後の新幹線の経営が安定的かつ継続的に行われるよう、営業主体の収支採算性を確保
するものとする。
③投資効果
公的な資金による社会資本の整備であることから、時間短縮効果等の投資効果を有するも
のであること。
④営業主体としての JR の同意
整備後の新幹線を経営するか否かは、営業主体の経営判断によるものであることから、あ
らかじめ営業主体としての JR の同意を得るものとする。
⑤並行在来線の経営分離についての沿線自治体の同意
整備後の新幹線と並行在来線をともに経営することは、営業主体である JR にとって過重
な負担となる場合がある。この場合には、並行在来線を JR の経営から分離せざるを得ないが、
その経営分離について沿線自治体の同意を得るものとする。
4） 辻本 [2011]150 ～ 151 ページ、参照
5） 石井 [2011]17 ページ、参照。「整備新幹線は、我が国の交通体系にあって、基幹的な高速輸送
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体系を形成するものである。すなわち、地域間の移動時間を大幅に短縮させて関係する地域
社会の振興や経済活性化に大きな効果をもたらすとともに、環境性能と効率性に優れた交通
機関として、関係地域においてその整備が強く要請されている。このため、地域活性化、少
子高齢化、地球温暖化等諸問題への的確な対応が求められる時代において、厳しい財政の制
約も考慮に入れながら、費用対効果、関係地域の取組み等整備の意義を十分に検証した上で、
国民の理解を得ながら計画的に整備を進める必要がある。」（「整備新幹線の整備に関する基本
方針」平成 21 年 12 月 24 日、整備新幹線問題検討会議）また、地方財政の厳しい状況に鑑み、
整備新幹線の整備（並行在来線の維持を含む）に伴う地方負担の軽減について、整備新幹線
問題検討会議等において、引き続き検討を行うこととなっている。
6） 第三セクター（肥薩おれんじ鉄道株式会社）設立は基本的には新幹線実現を強く国に要請し
てきた県（熊本県・鹿児島県）の主導で行われたが、沿線自治体の協力状況は微妙に違って
いた。熊本県側では駅が設立される八代市や水俣市は積極的だったが、田浦町は新幹線ルー
ト上になく、芦北町も同様で、かつ佐敷駅の特急停車を失うので消極的だった。鹿児島県側
でも沿線自治体の温度差は微妙に異なっていた。特に阿久根市では新幹線ルートは山側にな
り、在来線の阿久根駅が特急停車駅で市の玄関であったので強硬な反対運動が起こった。し
かし、どの自治体も、不満ながら県勢全体の発展のために説得が重ねられ、県による個別自
治体への代替補助制度などが整備されていった（石井 [2011]18 ページ、参照）。こうした並行
在来線に対する国の対応は限られ、国鉄の地方交通線廃止の際のような転換補助もない。そ
のため自治体から特別交付税の要請等がなされている。ともあれ並行在来線を維持していく
ための自治体の負担は大きい。利用者にとっても並行在来線の運賃は割高となる。また沿線
人口の減少から乗客の大幅な減少が見込まれる。こうしたことから、並行在来線の経営は、
今後、ますます厳しさを増していくだろう。
7） 平成 16 年 6 月、九州新幹線長崎ルートの武雄温泉～諫早間を（スーパー特急方式で）着工す
ることが決まった。このルートは並行在来線となる長崎本線肥前山口～諫早間の沿線自治体
（佐賀県江北町・鹿島市）が経営分離に反対していた。そのため平成 17 年以降、国の公共事
業費として毎年 10 億円が計上されていたが着工できず、平成 19 年 12 月の佐賀県・長崎県・
JR 九州の「三者合意」によって JR 九州が並行在来線区間を（上下分離方式で）新幹線開業
後 20 年間運行することで決着が図られた（石井 [2011]21 ページ、参照）。
8） 回避可能費用、すなわちアボイダブルコスト（avoidable cost）の用語も使用されるが正しく
は増分費用である。
9）「鉄道貨物輸送については、並行在来線の JR からの経営分離後も適切な輸送経路及び線路使
用料を確保することとし、新幹線鉄道上を含め、関係者間で調整を図る。」（平成 8 年 12 月政
府与党合意）
10）日本貨物鉄道株式会社 [2010]1 ページ、参照。
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11）貨物列車、新幹線列車の共用走行を可能とし、かつ輸送力を確保する「貨物列車を新幹線列
車に積載する方式」が JR 北海道で検討されている（日本貨物鉄道株式会社 [2010]9 ページ、
参照）。
12）北陸新幹線の並行在来線である北陸線から分岐している４線区（氷見線、新湊線、城端線、
高山線）は、並行在来線には該当しないが、当地区には、高岡貨物、二塚、速星の３駅が存
在し、紙製品、化学薬品をはじめとした重要物資が全国に向けて出荷されている。当該４線
区は鉄道貨物輸送の全国ネットワークの一部を構成しており、その重要性について認識する
必要がある。ORS に集荷された鉄道貨物はトラック輸送により鉄道貨物駅まで搬送される（日
本貨物鉄道株式会社 [2010]12 ページ、参照）。
13）増分費用ルールは JR 旅客会社には妥当としても並行在来線にもこれが妥当するか否か議論の
余地がある。実際、並行在来線には増分費用ルールは適用されず、フルコストの概念が適用
されている。旅客列車の走行が低速、小密度の区間で、高速・重量貨物の走行を維持するこ
とは増分費用の枠を超えるだろう（藤井 [2007]63 ページ、参照）。ちなみに貨物輸送に係わる
アボイダブルコストとは、JR 貨物が第一種鉄道事業者の施設を共用して貨物輸送を行う場合
に、その貨物輸送がなければ第一種鉄道事業者において発生しないと認められる経費のこと
をいう（レール交換、トロリー線張替修繕費等の経費）。貨物列車の運転の有無に係わらず必
要な経費であるトンネルの修繕費、資本費等については、回避「不能」経費として第一種鉄
道事業者の負担となっている。（運輸省「新しい貨物鉄道会社のあり方について」昭和 60 年
11 月）
14）藤井 [2007]62 ～ 63 ページ、参照。並行在来線の線区を JR 貨物が運行する場合、線路使用料
に伴う JR 貨物の追加負担については、新幹線貸付料の一部を活用して調整する措置を講ずる
こととされた。具体的には新幹線の貸付料を財源として JR 貨物が第三セクター会社等に支払
う線路使用料と増分費用ルールの下で JR 旅客会社に支払っていたと想定される線路使用料と
の差額相当分を鉄道・運輸機構から JR 貨物に対し調整金として支払う。
15）
「並行在来線の貨物鉄道線路使用料に関する調整措置の創設について」（2000 年 12 月 1 日、運
輸省鉄道局）ワーキンググループの場において、並行在来線の貨物鉄道線路使用料に関する
調整措置の創設について報告し、基本的に了承された。当該調整措置の内容は以下のとおり。
東北新幹線盛岡・八戸間の並行在来線については、従来と比べ、貨物列車の走行比率が大
幅に高まる見通しであるため、JR 貨物は線路使用実態に応じた新しいルールに従い第三セク
ターに線路使用料を支払うこととする。
具体的には、従来のアボイダブルコストルールの下で JR 貨物が列車走行量に応じた変動費
のみを負担していたものに加え、固定費や人件費等についても列車走行量等に応じて負担す
ることとする。このルールによれば、JR 貨物において負担増が見込まれることとなるため、
JR 旅客会社が支払う新幹線貸付料の一部を財源として鉄道建設公団が調整金（仮称）を JR
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貨物に支払う別紙のような制度を創設することとする。なお、本年度は、法的措置も含めて
一般的な制度として確立する。したがって、今後、盛岡・八戸以外の並行在来線について調
整措置が必要となる場合には、本制度の適用対象となる。
【制度の骨子】
① JR 貨物が新しいルールに従って第三セクターに支払う額と、従来のアボイダブルコスト
ルールにより JR 旅客会社が支払う想定額との差額を、毎年 JR 貨物に対し調整する。
②調整の財源は、日本鉄道建設公団が JR 旅客会社から収受する貸付料をもって充てる。なお、
この調整制度は、JR 旅客会社の受益を根拠としている関係で、整備新幹線の各線区ごとの
貸付料を限度とする。
③本調整制度は、JR 貨物の完全民営化まで行うものとする。
【スキーム概念図】略
【調整金（仮称）の算定方式】
調整金＝（JR 貨物が新しいルールに基づき第三セクターに支払う線路使用料）－（アボイダ
ブルコストルールで JR 旅客会社に支払う想定額）
16）例えば、青森県議会自由民主党会派は、並行在来線（青い森鉄道）の赤字解消策として、法
定外目的税を検討するという。これは JR 貨物の現行の線路使用料の支払いに加え、法定外目
的税を課すことで、JR 貨物に対して、線路使用料の増額を求めようというものである。（『東
奥日報』平成 22 年 9 月 16 日号、参照）
17）本節は主として堀 [2008a] を参考にした。
18）イギリスでは、日本と異なり、旅客会社が一旦フルコスト水準の線路使用料を支払い、赤字
分を政府が国の補助金という形で埋め合わせている。これは並行在来線における JR 貨物の調
整制度に似ている。一方、貨物会社については、増分費用水準の線路使用料を支払うものとなっ
ている。すなわち、旅客会社はフルコスト水準の線路使用料を支払った後、国から増分費用
水準の線路使用料との差額が補助金として給付される。イギリスの鉄道改革は（補助対象が
客貨逆転しているが）わが国の調整制度に似た制度の導入によって鉄道旅客輸送の維持を図っ
ている。
19）北陸新幹線（長野～敦賀間）開業後の並行在来線では、長野県、新潟県、富山県、石川県、
福井県の５県境を越えて列車が運行する。関係する各県に第三セクターが設立されることと
なれば、輸送指令（ダイヤ管理）、運用指令（車両・乗務員管理）、電力指令（電力供給管理）
等の「列車運行管理業務」が５県毎に行われることから指令系統が複雑化し、円滑な輸送体
系に支障をきたすだろう。旅客列車同士、旅客列車と貨物列車相互間の情報連絡体制、ダイ
ヤ調整等が複雑化する。そのことは安全・安定輸送の確保、また緊急時の輸送体制に不安・
懸念を生じる。したがって、「列車運行管理業務」については、第三セクターの組織形態の如
何にかかわらず、一元的な組織・管理体制で行うことが望ましい。なお、CTC 等の運行管理

─ 60 ─

整備新幹線開業に伴う並行在来線の経営分離と鉄道貨物輸送

システム、指令要員等は、一元化によりトータルコストを圧縮することができる。日本貨物
鉄道株式会社 [2010]11 ページ、参照。
20）日本高速道路保有・債務返済機構と新幹線鉄道保有機構の機能と役割の比較については、堀
[2009a][2009b][2010] を参照のこと。
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Study on the Separation of the Earlier Parallel
Railroad System from JR’
s Management after the
Start of Shinkansen and Other Issues of Rail Freight
Transport
HORI, Masamichi
Key Words : Seibi-Shinkansen（Construction of Nation-wide Shinkansen Network）,
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Abstract :
After launching or expanding Shinkansen, the earlier railroad system that ran in parallel
was closed or changed from JR’
s management to a third sector management, and the rail
freight transport section observed many serious problems arising from the prevailing
business environment. This paper analyzes the separation of the earlier railroad parallel
system from JR’
s management after the start of Shinkansn operation. It also addresses
the transferal to third sector railway and the issue of rail freight transport from the
earlier parallel railroad system, including the situations surrounding the access charge of
the freight railway company（JR Freight）. Further this paper compares railway
regionalization in Europe against problems inherent in the earlier parallel railway system.
After Shinkansen started operation, it was necessary to separate the earlier parallel
railway system from JR’
s management when the two systems run simultaneously. As an
example of this, the commencement of operation Kyushu Shinkansen between ShinYatsushiro and Kagoshima-Chuo in March 2004 is examined. Hisatsu-Orange Railway
Company Limited became the third sector railway. Due to opening or expansion of
Shinkansen, the issue of access charge of rail freight transport was raised. From this
example it is clear that the business management of JR Freight will need addressing in
the future. In order to maintain the rail freight transport for a longer future, the Japanese
government should allocate public subsidies to the railway infrastructure of the earlier
parallel railroad system. According to“avoidable cost rule”, JR Freight pays incremental
cost as an access charge after a rule set in 1987. Recently, modal shift is considered to be
the most important problem in the distribution policy. Under this condition, it is seen as
an efficient solution for modal shift to support a part of the access charge through
government grant. This policy will contribute to the achievement of modal shift. This
paper deals with the value of the above changes.
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