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[ 要旨 ]
整備新幹線の（延伸）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。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。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。並行在来線の維持・運営
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。こうした並行在来線化に伴う
一群の負の問題を「並行在来線問題」という。
その中で、九州新幹線長崎ルートについては、従来の建設スキームからすれば経営から手
を引くはずの JR（九州）が（20 年という期限はあるものの）第二種鉄道事業者として輸送
事業を担うこととなった。加えて年間赤字発生額の６割弱を負担する。並行在来線の経営を
実質的に JR から分離しない措置といえる。このいわゆる
「長崎方式」
はこれまで見られなかっ
た新しいスキームであり、今後、並行在来線の運営のあり方に影響を及ぼすだろう。
公共交通機関が提供する輸送サービスには、これを実際に消費した際に享受する便益と、
いつか利用するかもしれないという先物需要としての便益がある。後者を特に
「利用可能性」
(availability) と呼ぶ。新幹線輸送はもちろん、並行在来線のように不採算ながら社会的に必
要な公共交通サービスについては利用可能性までを考慮に入れた交通システムの制度設計が
図られるべきである。
「長崎方式」
は並行在来線の運営に JR も関わるという点で意義がある。
しかし、国の参加はない。並行在来線による公共交通サービスの提供を「
（地域）社会資本」
として捉えるなら、第三セクター鉄道に対する公的関与の強化が図られてもよい。すなわち
国の参加が求められる。整備新幹線の建設推進と並行在来線問題は表裏一体の関係にある。
整備新幹線の建設スキームが、国、自治体、JR の三者からなるように、並行在来線にも同
様の措置が取られるべきであろう。
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１．はじめに
全国に新幹線鉄道を整備する整備新幹線計画が着実に進んでいる。すでに東北新幹線、九
州新幹線は（長崎ルートを除き）全線開業した。北陸新幹線と北海道新幹線も予定通りの完
成・開業を目指し、建設工事が進んでいる。こうした整備新幹線の（延伸）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鉄道が設立されてい
る。また北陸新幹線の延伸開業に伴い、新たに富山県並行在来線準備株式会社、えちごトキ
めき鉄道株式会社といった第三セクター鉄道会社が設立されている。
整備新幹線開通の影で、
これら第三セクター鉄道会社の経営はいずれも厳しい状況に置かれている。今後開業する第
三セクター鉄道会社の経営もより一層厳しいものとなろう。本稿は整備新幹線（延伸）開業
に伴う諸問題を、特に「並行在来線問題」を中心に検証し、政策提言を試みる。

２．整備新幹線の延伸
２．１

延伸効果

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（長崎ルートを除き）全線
開業した。平成 26 年度末には北陸新幹線長野～金沢間の延伸開業、平成 27 年度末には北海
道新幹線新青森～新函館間の部分開業が予定されている。平成 24 年 8 月にはこれまで未着
工となっていた九州新幹線長崎ルートの諫早～長崎間と北陸新幹線の金沢～敦賀間、また北
海道新幹線の新函館～札幌間がそれぞれ着工となった。このように全国に新幹線鉄道を整備
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する整備新幹線計画は着実に進んでいる 1)。
新幹線鉄道の建設業務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）
が行なっている。
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
て賄われていたが（それが国鉄経営を圧迫したとの批判もあった）
、現在、整備新幹線の建
設財源は、全国新幹線鉄道整備法施行令第 8 条に基づき、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 2)。
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。新幹線の貸付料は全国新幹線鉄道整備法第 13 条により 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 3)。地方自治体は、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 4)。
いうまでもなく整備新幹線はわが国の交通体系にあって基幹的な高速輸送体系を形成す
る。地域間の移動時間を大幅に短縮させ、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。また環境性能と効率性に優れる。そのため、地域活性化、少子高齢化、地球
温暖化等諸問題への対応からその整備が強く要請されていた。ただ厳しい財政制約から採算
性や費用対効果、関係地域の取組み等、整備の意義を十分検証した上で、国民の理解を得な
がら計画的に進めていくべきものとなっていた 5)。
整備新幹線事業は、平成 21 年 12 月、民主党政権による公共事業見直しの一環として一時
凍結されていたが、平成 23 年 6 月の日本国有鉄道債務処理法改正により東日本旅客鉄道株
式会社（JR 東日本）などが鉄道・運輸機構に支払う新幹線施設貸付料を建設財源に充当で
きるようになったことから着工が再開された。平成 23 年 12 月 21 日、政府は、
「整備新幹線
の未着工区間の取扱いにかかる申し入れ」を踏まえ、整備新幹線の今後の取扱いについて、
以下のような「基本的な考え方」を確認している（平成 23 年 12 月 26 日「整備新幹線の取
扱いについて（政府・与党確認事項）の決定について」
）
。
①財政規律に配慮して公共事業関係費やそれに伴う地方負担に過度に依存せず、整備新幹線
の貸付料収入を必要に応じた前倒しも含めて建設財源に活用する。
②財源を有効活用する観点から新たな区間の事業ベースを調整し、多量的な輸送体系の確保
等を考慮しつつ、各線区の適切な事業期間や開業時期を設定する。
③以上により、安定的な財源見通しを確保した上で、いわゆる「着工５条件」の残余の条件
（収支採算性、投資効果、営業主体である JR の同意、並行在来線の経営分離についての
沿線自治体の同意）を満たした上で、さらに各線区の課題（
「整備新幹線の未着工区間等
の取扱いについて」
、平成 22 年 8 月 27 日、整備新幹線問題検討会議に掲げるもの）につ
いて、対応が示されていることを確認した際は、新たな区間の認可・着工を行う。
④厳しい財政制約を踏まえ、引き続き建設主体の自主財源の確保のための努力を継続する。
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この「基本的な考え方」を踏まえた「各線区の取扱い」事項は表 1 ～表３の通りである。
「新
たな区間」については、その効果や採算性を十分吟味する必要があることから、収支採算性
と投資効果について改めて確認するものとした。その上で、以下の「認可・着工に先立ち満
たすべき条件」が整い、かつ「各線区の課題」
（表注参照）への対応が確認された区間から
所要の認可等の手続きを経て着工に至るものとされた。こうして、平成 24 年 8 月、北海道
新幹線新函館～札幌間（211km）
、北陸新幹線金沢～敦賀間（113km）
、九州新幹線長崎ルー
ト諫早～長崎間（21km）が着工となった 6)。
上記３新幹線の整備区間の試算条件、総工事費、投資効果、収支採算性は表４の通りであ
る。収支採算性（新幹線が整備された場合の収支額から整備されなかった場合の在来線等の
収支差額）は、開業後 30 年間の平均で、北海道新幹線が年間 35 億円、北陸新幹線が同 80
～ 102 億円、九州新幹線が同 20 億円となっている。費用対効果（開業後に利用者や鉄道事
業者が受ける便益の比率）はいずれの区間もほぼ 1.1 と、辛うじて便益が費用を上回る水準
となっている。総工事費は当初の想定より膨らむ可能性がある。実際、北陸新幹線高崎～長
野間は約 1.4 倍、建設中の北海道新幹線新青森～新函館間は約 1.2 倍、北陸新幹線長野～金
沢間は約 1.1 倍に増えている。
表１
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表３

九州新幹線の取扱い
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表５

各路線の投資効果の計算結果
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２．２

延伸開業及び新規着工区間の諸問題

表４において未着工となっていた３区間は、平成 24 年 8 月、すべて着工となった（図 1
～図３参照）。これにより総工事費約 3 兆 3,000 億円の大型公共工事が本格化した。ただ北
海道新幹線と（九州新幹線）長崎ルートには以下のような問題がある。
平成 24 年 2 月現在、青函トンネルでは１日に貨物列車（最高時速 100km）が上下 51 本、
旅客列車（最高時速 140km）が上下 28 本運行されている。ところが、時速 260km を超え
る新幹線列車と最高時速 110km の貨物列車が青函トンネル内を走行する場合、様々な技術
的な問題が発生する。まずトンネル内に待避線がないため新幹線列車は貨物列車の追い越し
ができずダイヤ編成上不都合が生じる。またすれ違い時の新幹線列車の風圧から貨物列車が
脱線する可能性がある。それに対しては地上側及び貨物列車の改良による安全対策が検討さ
れていたが、中越地震による新幹線列車の脱線事故（平成 16 年 10 月）と多数の死傷者を出
した福知山線列車脱線事故（平成 17 年 4 月）の発生により、その前提条件が見直されるこ
ととなった。それを踏まえ、現在、以下のような運行形態が検討されているが、いずれも難
点を抱えている 7)。
①新たな別トンネルの建設や上下線を分離する隔壁の設置等により新幹線と貨物列車の線路
を物理的に分離する。 →

多大な建設費と時間を要する
（別トンネルの建設に 5,000 億円、

隔壁の設置に 1,600 億円が必要）
。
②トレイン・オン・トレイン（在来線のコンテナ貨物車両がそのまま乗り込める新幹線走行
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用貨物列車）を導入する。

→ 技術的に開発途上にあること、地震時の挙動の検証等の

課題がある。
③高速新幹線と貨物列車の運行時間帯を区分する。

→

ダイヤ編成上の問題がある（貨物

列車のダイヤを現行通りにすると高速の新幹線列車がほとんど運行できない。一方、新幹
線列車を１時間に１本運行すると貨物列車がほとんど運行できない）
。
④高速新幹線はすれ違い時のみ減速する。

→

必要な安全システムが未開発。開発に相当

程度の時間を要する。
⑤共用走行区間内の全新幹線を在来線並の速度（時速 140km）とする。これにより新幹線
と貨物列車のすれ違いを許容する。また貨物列車の運行本数を確保しつつ、新幹線の運行
本数も相当程度確保する。

→

高速走行の新幹線列車に比較し、18 分程度の所要時間

の増大が見込まれる。
長崎ルート (143km) については、新鳥栖～武雄温泉間（51km）が在来線の活用となるた
めフリーゲージトレイン（軌間可変電車）が導入される（車両は開発中）
。同区間はほとん
ど高架化されていないため約 90 箇所の踏切がある。一方、北陸新幹線は平成 36 年度開業を
目指す金沢～敦賀間はフル規格だが、敦賀～大阪間 (128km) は、当面、在来線を活用する。
そのため「ぜひフル規格で整備してほしい。
（そうでなければ）東海道新幹線の代替機能も
果たせない」
（谷本正憲石川県知事）といった意見がある。しかし、政府は、財源不足から
現行３区間が完成するまでの着工は困難との見方を示している。
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図１
出所

国土交通省交通政策審議会整備新幹線小委員会配付資料、2012 年 1 月 27 日
(http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s304_seibi01.html)

図２
出所

北海道新幹線整備区間

北陸新幹線整備区間

国土交通省交通政策審議会整備新幹線小委員会配付資料、2012 年 1 月 27 日
(http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s304_seibi01.html)
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図３
出所

九州新幹線（長崎ルート）整備区間

国土交通省交通政策審議会整備新幹線小委員会配付資料、2012 年 1 月 27 日
(http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s304_seibi01.html)

３．並行在来線鉄道会社の設立とその経営
３．１

並行在来線鉄道会社の設立

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
セクター鉄道会社などが設立されている。平成 9 年 10 月にはしなの鉄道（株式会社）及び
IGR いわて銀河鉄道（株式会社）が、平成 14 年 12 月には青い森鉄道（株式会社）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である。平成 16 年 3 月には熊本・鹿児島両県共同出資によ
る肥薩おれんじ鉄道（株式会社）が設立され、営業を開始した。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。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
が予定されているが、両新幹線に並行する在来線、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～木古内間についても JR からの経営分離が決定している。なお
長崎ルート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 8)。
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
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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 9)。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（但し並行在来線の経営分離には関係自治体の
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、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 10）。
並行在来線問題への対応は当該沿線自治体によって温度差がある。利害も異なる。例えば、
肥薩おれんじ鉄道の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異なっていた。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
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が山側となり、在来線の阿久根駅も特急停車駅
で市の玄関となっていたため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の説得が重ねられ、県による個別自治体への代替補助制度なども整
備され、問題の解決に至った 11)。
並行在来線区間は厳密には当該新幹線の並行区間と必ずしも一致しない。並行在来線に相
当する区間であっても信越本線長野～篠ノ井間や鹿児島本線博多～新八代間及び川内～鹿児
島中央間のように、これまで通り JR が経営を続けている区間がある。長野～金沢間では氷
見線、城端線といった北陸本線の支線的路線までを並行在来線に含むかという議論がある。
そこで、このような並行在来線について、藤井［2012］は、
（並行在来線とは）
「整備新幹線
の着工により、JR 旅客各社が自社の経営を圧迫されることが懸念されるとして、指定した
在来線の区間」と定義している。実際、並行在来線の区間決定は最終的には JR 側にあり、
関係自治体との協議は経るものの、自治体にとっては JR 側の決定を受け入れざるをえない
状況となっている 12)。
ここで並行在来線鉄道会社４社の経営概況を見ておく（表５参照）
。いずれも輸送量の一
時的な増加は見られたものの減少傾向が続いている。とりわけ青い森鉄道は開業７年目に輸
送量が４分の１減っている 13)。しなの鉄道も近年減少傾向にある。収支はしなの鉄道を除き
３社とも毎年赤字を計上している（しなの鉄道も開業６年目までは赤字を計上していた）
。
これら４社の（距離関数をベースとした確率的フロンティアモデルから計測した）効率性の
指標は一様でない 14)。しなの鉄道は、開業直後、第三セクター鉄道会社の平均を下回ってい
たが、その後は顕著に改善する方向にある 15)。ただ、近年、輸送量が減少、経営に与える影
響が懸念される。青い森鉄道の効率性は開業直後に比べ悪化しているが、IGR いわて銀河鉄
道は近時わずかながら改善している。
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表５
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平成 21 年度地方鉄道（並行在来線）の概況
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効率性が一貫して悪化し続けているのが肥薩おれんじ鉄道である。肥薩おれんじ鉄道の営
業距離は IGR いわて銀河鉄道より長く、効率性が営業距離に反比例する関係が見てとれる。
同社の場合、九州旅客鉄道株式会社（JR 九州）から分離・継承した区間の要因などが影響
しているものと考えられる。例えば、同社は、営業区間がすべて電化されているにもかかわ
らず、経費節減を目的に気動車を使っている（他の並行在来線鉄道会社はすべて電車を運行
している）
。設立当初からコストを意識した経営をせざるをえなかった事情が推察される。
九州新幹線（鹿児島ルート）全線開業後も、八代以北の路線は JR 九州がそのまま経営して
いることから、今後も集客力の大幅な改善は見込めない状況にある。沿線人口も、起点に人
口の多い熊本市と鹿児島市が含まれず、IGR いわて銀河鉄道や青い森鉄道よりも少なくなっ
ている。ちなみにしなの鉄道も人口の多い長野市内の区間は JR 東日本が経営している。肥
薩おれんじ鉄道は年間利用者の約 70% が通学者によって占められている。今後、沿線の過
疎化、少子高齢化が進めば、経営環境はさらに悪化するだろう。

３．
２

新たに開業する並行在来線鉄道会社の諸問題

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。平成 26 年度末には長野～金沢間が、平成 36 年度
には金沢～敦賀間が延伸開業する予定である。これに合わせ当該並行在来線の経営を引き継
ぐ第三セクター鉄道会社の設立が（新潟、富山、石川、福井各県で）予定されている（すで
に設立されたものもある）
。そのようなことから、
ダイヤ編成、
運行指令（車両・乗務員管理）、
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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となれば、指
令系統が複雑化、円滑な輸送体系に支障をきたす恐れがある。旅客列車同士及び旅客列車と
貨物列車の情報連絡体制、あるいはダイヤ調整などが複雑化し、それが安全・安定輸送の確
保、また緊急時の輸送体制に不安・懸念を生じさせる恐れがある。そこで、列車運行管理業
務については、第三セクター鉄道の組織形態の如何に関わらず、一元的な組織・管理体制で
行うことが望まれる。運行管理システム (CTC)、指令要員等も、一元化することによりトー
タルコストを圧縮できるだろう 16)。
富山県並行在来線準備株式会社は北陸新幹線開業に伴い JR から経営分離される並行在来
線（北陸本線富山県内区間）を運営するため、平成 24 年 7 月に設立された第三セクター鉄
道会社である（資本金 15 億円）
。出資者には、富山県、富山市、高岡市など沿線自治体の他、
北陸電力株式会社、株式会社北陸銀行、富山地方鉄道株式会社、株式会社インテックといっ
た地元企業が名を列ねる。並行在来線鉄道の経営にあたっては、富山県並行在来線対策協議
会での協議を踏まえ、安全性と利用実態に即した利便性の確保を図り、地域振興と住民福祉
の向上を目指すとしている。県内を東西に走る路線には、JR 城端線・氷見線・高山本線、
富山地方鉄道線の他、富山ライトレール、万葉線、路線バスといった公共交通ネットワーク
が結節する。そのため、同社は多くの県民の日常生活を支える交通機関・幹線鉄道として重
要な役割を果たすことが期待されている 17)。

３．３

九州新幹線長崎ルートにみる新たな運営方式

経営分離された並行在来線は当該沿線自治体の力でこれを維持していくことが基本とな
る。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、JR を含め関係者
により必要な対策を検討することが確認されている。
平成 16 年 6 月、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ため、整備新幹線の着工条件の一つ（並行在
来線の JR からの経営分離に対する沿線自治体の同意）が満たされない状況にあった。その
ため、平成 17 年度以降、建設主体である鉄道・運輸機構に対し、国の公共事業費として毎
年 10 億円が計上されていたにもかかわらず着工できない状態が続いていた。しかし、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 年間運行するということで決着が図られた 18)。
長崎ルートは博多～長崎間約 143km で計画された路線であり、武雄温泉～諫早間約
45km については新幹線鉄道規格新線として工事実施計画が認可された。同ルートは他の整
備新幹線と異なり、博多～新鳥栖間は九州新幹線と共用、新鳥栖～武雄温泉間約 51k ｍは
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在来線（長崎線・佐世保線）を活用し、諫早～長崎間約 21km を新幹線鉄道規格新線として
建設する計画であった 19)。
長崎ルートの並行在来線は、長崎本線・新鳥栖～長崎間がこれに当たるが、新鳥栖～肥前
山口間は在来線が活用される。諫早～長崎間については計画段階にあったため、残る長崎本
線肥前山口～諫早間が本来の「並行在来線」に該当するものとなった。この区間約 61km は
当初の計画では全区間を上下分離し、佐賀・長崎両県が第三種鉄道事業者として下部構造を
担い、肥前山口～肥前鹿島間約 15km は第二種鉄道事業者として JR 九州が引き続き運営を
行い、また肥前鹿島～諫早間約 46km については（佐賀・長崎両県が中心となる）第三セク
ター鉄道が運行することとなっていた。しかし、この措置に対し、佐賀県の２市町が反対し
た 20)。
そこで、2007 年 12 月に、JR 九州・佐賀・長崎両県が、並行在来線の措置について当初
の計画を以下のように修正することで合意に至ったという経緯がある。
①肥前山口～諫早間を上下分離し、佐賀・長崎両県が第三種鉄道事業者として線路設備の保
有・維持を担う。上部は JR 九州が第二種鉄道事業者として長崎新幹線開業後 20 年間、
列車を運行する（21 年目以降は三者で協議する）
。
② JR 九州は同区間運行による年間赤字見込額 1 億 7,000 万円のうち 1 億円を負担する。
③残る 7,000 万円は 20 年分（14 億円）を佐賀・長崎両県が新幹線開業時に JR 九州に支払う。
④ JR 九州は新幹線開業前に佐賀・長崎両県が引き継ぐ線路設備を集中的に修繕する。
⑤維持費は佐賀１、長崎２の割合で負担する。
この（３者）合意により、2008 年 3 月、武雄温泉～諫早間で新幹線鉄道規格新線の建設
工事が着工した。長崎本線の並行在来線で注目されるのは、整備新幹線の建設スキームから
すれば経営から手を引くはずの JR 九州が、
（長崎）新幹線開業後も第二種鉄道事業者とし
て運行を担うという点である。これまでの基本スキームならびに（整備新幹線の整備に関す
る）基本方針では、並行在来線を JR から経営分離するのが着工の条件となっていた。それ
に対して長崎本線では JR 九州が 20 年という期限はあるものの第二種鉄道事業者として輸
送事業を担うこととなったのである。さらに年間赤字発生額のうち６割弱を JR 九州が負担
する。これは並行在来線の経営を実質的に JR から分離しない措置といえる。ともあれ従来
の基本スキームや基本方針の枠組みではなく、沿線自治体、JR との直接的な協議に基づく
合意によって新たな並行在来線の措置が決定された。こうした合意には政治的な判断もあっ
たと思われるが、このいわゆる「長崎方式」は、これまで見られなかった新しいスキームで
あり、今後、並行在来線の運営のあり方に何らかの影響を及ぼす可能性がある 21)。

４．問題解決の方策―政策提言―
日本列島が整備新幹線という高速鉄道ネットワークによって結ばれる中、並行在来線は当
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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側面も併
せ持つ。並行在来線問題は旅客輸送面からのみ議論されることが多いが、日本貨物鉄道株式
会社（JR 貨物）の鉄道貨物輸送にも焦点を当てて考察する必要がある 22）。全国ネットの鉄
道貨物輸送はその影響が比較的広域に及ぶ。また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など、交通政策上、有効な輸送手段となる。
2011 年 3 月の東日本大震災では鉄道貨物輸送の重要性が再認識された 23)。
そのような鉄道貨物輸送ネットワークを将来に渡って確保していくためには、整備新幹線
の建設スキームと同様、国、自治体、そして、JR（旅客会社及び貨物会社）３者の協力体
制が不可欠である。すなわち、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となる。国、自治体、JR、第三セクター鉄道会社、それぞれの責任（＝
費用負担）領域を明確にした上で、とりわけ鉄道線路施設に対する公的負担制度を確立して
いかなければならない。
そこで、本稿は、全国にある並行在来線の鉄道線路施設を一括してこれを保有し、その維
持・管理に責任を有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」
）の設立を提言する。並行在来線は、この
公的セクターが保有する鉄道線路を使用して、第三セクター鉄道会社の旅客列車、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 24)。
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勘案した上で、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、あるいは自家用車が所定の料金を払って
走行している 25)。
公共交通機関が提供する輸送サービスには、これを実際に消費した際に享受する便益と、
いつか利用するかもしれないという先物需要としての便益がある。後者を特に交通の利用可
能性 (availability) と呼んでいる。利用可能性は便益の享受に地理的な限定はあるものの、消
費の非排除性、非競合性を有することから公共財としての特性を備えている。また交通イン
フラは私的財ながら利用可能性や存在便益等の公共財的特性や規模の経済性から市場の失敗
が懸念される。すなわち、交通インフラには公共性が認められる。特に利用可能性について
はこれを単なる外部効果とみなすにしても交通問題の多くがこれに関係する。したがって、
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交通政策上、容易に無視できない側面がある。整備新幹線も並行在来線もその存在は公共交
通サービスに対する利用可能性を提供するものである。
実際に利用するかどうかはともかく、
そこに存在している、ということ自体が人々に「利用したいときにはいつでも利用できる」
という選択肢を提供する。
「オプション価値」とも呼ばれるこうした存在価値は鉄道の場合
特に高い。とりわけ並行在来線のように不採算ながら社会的に必要な公共交通サービスにつ
いては利用可能性までを考慮に入れた交通システムの制度設計が求められるだろう 26)。
鉄道事業法の改正（平成 12 年）により届出のみで路線廃止が可能となり、近年、地方鉄
道の廃止が急速に進んでいる。地方鉄道が廃止の局面に陥った場合、地方自治体は（正の外
部性を勘案し）財政負担を伴っても当該路線を存続させるか否かについて判断を迫られる。
当該沿線に様々な外部効果や地域開発効果をもたらす地方鉄道も輸送事業のみに依存しての
独立採算の達成は困難となっている。ただ、そのような中にあっても、鉄道事業者が、地方
自治体、商工・観光団体、企業など沿線の関係主体とのネットワークを構築し、その活用を
通じて増収・経費削減を図っていくことは十分可能だと考える 27)。

５．むすび
並行在来線の維持・運営に責任を有する第三セクター鉄道会社の設立は、公民の折衷形態
とはいえ、公共交通サービスを「
（地域）社会資本」と位置付け、少なくとも公的な責任で
当該鉄道事業の存続を図っていこうとの姿勢といえる。しかしながら地方鉄道を取り巻く経
営環境は厳しい。また第三セクター鉄道といえども経営の一義はあくまでも独立採算の達成
にある。黒字か赤字かが最大の関心事となる。
これに対して欧米では公共交通サービスの提供は公的主体が責任を持って行うべきとの考
え方が定着している。例えば、公共交通の一端を担う鉄道事業者は一般に車両費を含め減価
償却費は負担せず当該事業に専念できる態勢にある。それでも赤字の場合は国や自治体が負
担する。むろん財政難から赤字の縮小は重要な課題だが、
「都市政策上、公共交通は欠かせ
ない公共サービス」であるとの意識が（日本人が考える以上に）強い 28)。
並行在来線による公共交通サービスの提供を「
（地域）社会資本」として捉えるのであれば、
第三セクター鉄道に対する公的関与の強化を図っていくべきである。具体的には国の参画が
ある。長崎方式は並行在来線の運営に JR も関わるという点で意義がある。しかし、国の参
加はない。全国ネットの鉄道貨物輸送を維持するためにも、並行在来線の運営に国が関与す
る必要がある 29)。整備新幹線の建設スキームが、国、自治体、JR の三者からなるように、
並行在来線にも同様の措置が取られなくてはならない 30)。整備新幹線（の建設推進）と並行
在来線（問題）は表裏一体の関係にあるからである。
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［注記］
1） 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。
2） 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。
3） 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。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なくもない。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。
4） 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。なお北陸新幹線の高崎～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）。蓼沼・森田・堀川
[2011]64 ～ 65 ページ、参照。
5）「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）、
参照。
6） ルートが最終決定していない区間もある。北陸新幹線で着工が決まったのは敦賀までである。
京阪神への接続を考えると一層の延伸が望まれるが、現在候補に挙がっている３ルート（米
原ルート、湖西ルート、小浜ルート）いずれについても財源の限界、沿線自治体との協議、
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並行在来線の調整など課題が多い。ちなみに、現在、整備新幹線の建設に充てる国の毎年の
財政負担は現状の 706 億円を超えないようにするため新規着工の３区間の工期は通常 10 年程
度のところ最長 24 年まで延長されている。他にも試算された開業効果を実現するためクリア
すべき課題が多い。国土交通省プレスリリース「整備新幹線の取扱いについて」（政府・与党
確認事項）、平成 23 年 12 月 26 日、
『讀賣新聞』2012 年 8 月 19 日号、第 3 面、
『週刊東洋経済』
2012 年 2 月 25 日号、60 ～ 61 ページ、参照。
7） 国土交通省鉄道局「北海道新幹線

青函共用走行の検討について」平成 22 年 2 月、参照。

8） 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。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。辻本 [2011]157 ～ 158 ページ、参照。
9） 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。
実際、既存の第三セクター鉄道は、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。関係自治体
は外見上新幹線の建設費の 1 ／ 3（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。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。したがって、今後、第三セクター鉄道会社等の安定経
営を確保するためには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必要となる。
堀 [2012]47 ページ、参照。
10）新幹線開業に伴い、並行在来線の利用者数、運輸収入は急減する。北海道新幹線の場合、JR
北海道には 27 億円の開業効果が見込まれる一方、江差線などの並行在来線は 15 億円の赤字
となる。JR はこれら路線の経営を分離する方針を示し、地元自治体も第三セクター鉄道で存
続させることを可決したが、道、沿線自治体では、現在も負担割合などを巡って協議が続い
ている。沿線住民の不安も大きい。『週刊東洋経済』2012 年 2 月 25 日号、60 ～ 61 ページ、

─ 139 ─

参照。
11）石井 [2011]18 ページ、参照。
12）藤井 [2012]146 ページ、参照。
13）経営状況が悪化する中、青い森鉄道では、以下のような対策（「対処すべき課題」）を講じて
いる。
①沿線市町及び住民との連携
青森まで延伸することにより営業距離が大幅に拡大、新規利用客を取り込むチャンスとな
ることから、真にローカルトレインとして、一層地域と連携した利用促進策の取り組みが必
要である。青森県が主催する青い森鉄道線利活用推進協議会に参画し、住民と協働による利
活用推進策に取り組むとともに、住民と連携した駅舎の管理体制の構築やステーションアテ
ンダントの配置など、より地域に根ざした利用促進策を進めていく。
②持続可能な青い森鉄道線の維持・存続
地域の重要な足として利用者へのサービス向上に努めてきたが、持続可能な青い森鉄道線
の維持・存続には、当社と県、沿線市町村、鉄道事業者等が連携し、効率的な運営に向けた
体制や連携方策等に取り組む一方で、国等による新たな支援制度の構築に向けた取り組みを
進めていく。（青い森鉄道株式会社「第９期

事業報告」平成 21 年 4 月 1 日～平成 22 年 3 月

31 日、参照）
14）柳川・播磨谷・岡村 [2010]63 ～ 64 ページ、参照。
15）しなの鉄道の経営改善については 2002 年 6 月に社長に就任した杉野正氏の改革が注目される。
中村 [2003]146 ～ 150 ページ、参照。
16）日本貨物鉄道株式会社 [2010]11 ページ、参照。
17）富山県並行在来線準備株式会社 HP(http//www.toyama-railway.jp/index.html)、2012 年 8 月 8
日、参照。新潟県ではえちごトキめき鉄道株式会社が設立された。
18）石井 [2011]21 ページ、藤井 [2012]146 ～ 149 ページ、参照。
19）長崎ルートは、博多～長崎間で、軌間が異なる在来線と新幹線の間を直通運行することから
フリーゲージトレインの導入が予定されている。
20）国鉄労働組合 [2010]14 ～ 15 ページ、藤井 [2012]146 ～ 149 ページ、参照。
21）長崎県、佐賀県、鹿島市など関係自治体の並行在来線の JR からの経営分離に対する反対姿勢
や JR 九州の経営判断がこの「長崎方式」を採った理由と考えられる。整備新幹線の建設は、
それに伴う並行在来線、すなわち当該地域の鉄道旅客輸送をどうするかという問題を考えて
いかなければならない。その主体は、住民、地方自治体、鉄道事業者の３者である。長崎方
式は住民がその合意形成過程に入っていない点があるとはいえ、地域の鉄道旅客輸送の新し
いあり方を示す一つの成果であるといえる（藤井 [2012]148 ～ 149 ページ、参照）。また、「こ
の（長崎）方式は、在来線の JR 九州からの実質的分離であり、単に、地元の同意が必要とい
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う新幹線着工条件をクリアするための策であると捉える見解も多い。たしかに、そうした問
題点を、この長崎方式は持っている。しかしながら、長崎・佐賀両県の財政負担が、その根
拠はあいまいな点が多いとはいえ、軽減される点、なによりも、並行在来線が少なくとも運
行上は JR 九州から分離されず、在来線網が運行上は維持され、かつ運賃も JR 九州の運賃が
適用されることなどから見ると、前進的な意義があると思われる。」
（国鉄労働組合 [2010]15 ペー
ジ、引用）
22）この点については以下の論稿で考察を加えた。堀 [2011a][2011b][2012]
23）東日本大震災では東北地方に燃料を運ぶため貨物列車が日本海側を迂回するルートを走り、
被災地を支えた。都市部では鉄道が使えず自動車利用が増大、大渋滞が発生し、非常用物資
の輸送にも支障を来たした。一方、地方都市ではガソリンの入手が困難となり、自家用車の
利用ができなくなった。このような事態は鉄道のような専用線があれば防げたであろう。基
幹交通としての鉄道の潜在能力、リスク分散機能が注目される。宇都宮 [2012]210 ～ 214 ページ、
参照。
24）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する。現行の調整制度では鉄
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が交
付される。ここでは調整金は並行在来線保有機構が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も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
れることを示すためである。堀［2012］55 ページ、参照。
25）堀 [2012]55 ページ、参照。
26）堀 [2002]29 ページ、宇都宮 [2012]210 ～ 214 ページ、参照。
27）並行在来線など地域鉄道の維持・存続を巡る理論的枠組み及びその活性化に向けた提言につ
いて那須野 [2012] が参考になる。那須野 [2012] は、鉄道事業者は構造的空隙 (structural holes)
の豊富なネットワークの活用を通じてネットワークがもたらす情報利益および統制利益を享
受でき、またネットワークにおける信頼関係の構築を通じて取引費用 (transaction cost) を削
減できるとしている。
28）市川 [2012]、宮崎 [2012]56 ～ 64 ページ、参照。
29）この点については武井 [2005] が参考になる。
30）並行在来線における国の責任と財政支援について国鉄労働組合 [2010]15 ～ 16 ページが参考に
なる。
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A Consideration of Issues of Expansion and Opening
of Nation-wide Shinkansen Network
─ from perspective of management of earlier
railroad on parallel with Shinkansen ─
HORI, Masamichi
Key Words :
Seibi-Shinkansen(Construction of Nation-wide Shinkansen Network), earlier railroad on
parallel with Shinkansen, Third Sector Railway, Availability, Nagasaki-Scheme
Abstract :
After launching or expanding the current Shinkansen network, the earlier railroad on
parallel with Shinkansen has been closed or changed from JR's current management to a
third sector railway management. When Shinkansen opens for business, if both the
Shinkansen and the earlier railroad run on parallel with each other, the earlier railroad
system and JR's management must be separated.
This paper analyzes the separation of the earlier railroad system from JR's management
in the face of the opening of the Shinkansen network and transformation to third sector
railway. Using the case of Kyushu Shinkansen Nagasaki-Scheme, this paper further
discusses some implications of these circumstances in terms of the differences in each
company's history and managerial characteristics and the availability of transport service
by railway.
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