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第 2 回講座「地域における公共交通の役割を考える」 

――2022.1.23、オンライン開催 

 

講演「交通まちづくり 

～幸せな地域社会をめざして～」 
                  

関西大学経済学部教授 

宇都宮 浄人 氏 

 

関西大学の宇都宮です。本日は「交通まちづくり～幸せな地域社会をめざし

て～」と題して、お話をさせていただきます。このような機会にお招きをいた

だき、大変光栄に思っております。オンラインという形になってしまいました

が、オンラインならではの広いつながりもできると思いますので、私の話の

後、ぜひ活発なトークができれば、と思っています。 

まず、自己紹介です。私はもともと関西の生まれで、関西大学の先生をして

おりますが、育ったのは茨城県水戸市で、典型的な地方都市です。厳密に言い

ますと、水戸以外にも筑西市などいくつかの場所を転々としました。この砺波

や高岡のような地方都市で高校まで育ちました。 

私が今、交通まちづくりということを議論するひとつのモチベーションは、

その辺りにあって、「昔はこうだったのに、なんでこうなっちゃったんだろ

う」みたいなことを考えてきたわけです。 

資料の自己紹介にも書きましたが、最初、日銀に勤めました。日銀では新人

の時は支店に勤務するのが普通で、私は金沢支店に配属になりました。北陸三

県を担当するということで、富山県にも何度も伺いました。 

左下は砺波のチューリップフェアに出かけた時の写真です。どれが私か、分

かりますか。左端の人も痩せているのですが、真ん中の黄色いダサい服を着て

いるのが私です。それから右側は、きょう開催場所になっている城端の街を撮

った当時の写真です。古い町で非常に印象に残っています。その時から既に 35

年以上、経過しているのですが、ここでお話をできることを、非常にうれしく

思っています。 

続いて、マンチェスターに留学と書きました。あとでお話ししますが、皆さ

んはマンチェスターというと、どんなイメージをお持ちでしょうか。多分、世

界史で習った“産業革命発祥の地”みたいなイメージがあると思いますが、20

世紀になると衰退していきました。マンチェスターの人は言わないのですが、
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私が行った時もロンドンなどの人は「あそこは斜陽都市だよ」「治安が悪いよ

ね」みたいなことを言っていました。 

しかし、行ってみると、当時の日本ではどんどん廃止され続けていた路面電

車を街中で作っているシーンに出くわし、「なんだ、これは」と驚きました。

この辺が、私が都市と交通の問題に開眼するきっかけになりました。 

それ以降も日銀で仕事していたのですが、いろいろやっているうちに大学で

の仕事がみつかりました。現在は交通経済学を中心に研究していて、まちづく

りも含めて全国でいろんな形の活動にお役に立ちたいと思っています。 

皆さんは「出羽守（でわのかみ）」という言葉はご存知ですか。配布資料に

は入っていないのですが、私が「ウイーンに行った」「マンチェスターに行っ

た」という話をすると、「『海外では』なんて、日本には関係ない」というよう

な揶揄がどことなく聞こえてきそうな気がします。 

「出羽守」は出羽の国の長官のことですが、要するに海外にちょっと行った

ぐらいで、「○○では」と何を偉そうに言っていると思われるのではないか、

と気にしています。気にはしていますが、日本の特殊な事情を考えると、本当

は海外の現状や事情を謙虚に学ばなければいけないのではないかと思います。

そんな意味で、「出羽守」のお話をさせていただきました。 

では、日本は交通の現状はどうなっているかというと、ご承知の通りコロナ

禍で非常に厳しい状況です。画面に出したのは、JR西日本社長のインタビュ

ー記事ですが、「輸送密度 2,000人以下は非効率」「路線見直しに目安」という

ことを言っています。この記事については、多分、富山でもいろいろな議論が

なされていると思います。 

 

人と環境にやさしいまちづくり 
海外ではどうかというと、「脱炭素」「コロナだからこそ鉄道復権」というよ

うなことが言われています。NHKのニュースでも紹介されていましたが、イ

ギリスでは廃線を復活させています。日本はコロナだから鉄道がなくなり、海

外ではコロナだから鉄道が復活しているのです。これは何だろうという辺りか

ら、私たちはいろいろ考えていかなければなりません。 

今日はそんなことからお話を進めていきたいと思います。途中、私がいたオ

ーストリアのお話もしますし、投資が費用に見合うのか、最近よく言われる

MaaSにもふれたいと思います。まとめは、演題にもあります「幸せな地域社

会」をどうやって作るかです。「『幸せ』などというぼやけたことを言うな」と

言われそうですが、経済学は数字でものを語るだけではありません。目指すは

幸せな地域社会ですので、こういう言い方をしました。 

まず、「交通まちづくり」です。関心を持っていらっしゃる方には「あらた
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めて」という感じかもしれませんが、決して古い言葉ではありません。1980

年代から 90年代にかけて、都市計画という議論があった一方で、いろいろな

先生方が「交通を絡めて市民と行政が協働してやることが、まちづくりに重要

だ」ということを言い始めました。こういうものが「交通まちづくり」です。 

どういうことかというと、私なりの解釈では、「人と環境にやさしいまちづ

くり」です。単に都市計画をして道路を作るのは、まちづくりではないという

ことです。日本が高齢化している一方で、脱炭素が求められているわけですか

ら、まさに時代にフィットした考え方だと思います 

富山県もそうだと思いますが、日本はどこでもクルマ依存社会です。もちろ

んクルマも必要ですが、いかに賢く公共交通と自家用車が棲み分けをして、共

存しながら、我々が幸せを享受していくかが大切なのです。 

また、まちづくりにはにぎわいと豊かさが必要だと思います。そうした時

に、移動や交通はベーシックで重要な事柄であるのみならず、多様な選択がで

きることが重要です。確かに車があれば移動できるでしょうし、政治家さんか

ら「コミュニティバスを走らせたではないですか」と言われることがありま

す。しかし、それが豊かなまちづくりでしょうか。「選択」という言葉は大げ

さですが、経済学では非常に重要視される概念なのです。 

考えてみてください。飲み屋へ行ったらビールは出てきたけれども、「日本

酒もワインもない」を言われたら、どうでしょうか。「お酒を飲みたければ、

ビールを飲めばいいんだよ」「それで満足できないのか」とは言われたくない

わけです。 

それなりに豊かな暮らしをしたかったら、「今日はビールかな、ワインか

な」というふうな選択肢があってもいいのではないでしょうか。「車があるか

らいい」「コミュニティバスを走らせたからいい」というわけにはいかないの

です。我々の移動も選択肢があって、豊かさが享受できて、それで初めて魅力

ができて、都市間競争といったことでも、優位に立てるわけです。 

ビールしか置いていない店と、ビールとほかにいろんな酒のバリエーション

がある店だったら、人はバリエーションがある店に行きます。同じように地域

も、人がとりあえず生きていけるという街と、そうでない豊かなまちだと、豊

かなまちに行くと思います。 

私は今日、城端に来ておりますが、実は最初に砺波地方を訪れたのは高校の

時です。授業で習った散居村というのがすごく印象に残っていて、初めてどこ

かに遠出をしたいと思った時に、東京から夜行の「能登」か何かに乗って、や

ってきました。私が住んでいた茨城県は関東平野の田舎で、郊外に出ると田ん

ぼや畑がずっと広がっています。防風林に囲まれた集落には家が集まって建っ

ているのですが、砺波では点々とありました。「ああ、地理で習ったとおり
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だ」とえらく感激したことを覚えています。 

散居村に大変興味を持ったので、後になって北日本新聞社が出していた『砺

波散居村 緑の知恵』（1982年）という本を買いました。ローカルな本はあま

りほかの地域では売っていないので、旅行をした時にしか買えません。いろい

ろな地域には、その地域のよさ、面白さというものがあります。住んでいると

当たり前だと思っているのでなかなか分かりませんが、他所から来ると「あ

あ、こうなんだ」となります。 

私が金沢支店にいた 40年近く前のことですが、当時、地元の方が開発の波

の中で苦労して屋敷林を残しているのだということが、本の中にも出ていまし

た。「そういうことだったのか」と、ますます興味を持つようになりました。 

 

地方都市圏は「衰退の悪循環」 
それぞれの地域に豊かさがあり、それをうまく活用していく時には、やはり

移動手段が必要だということなのですが、実態はどうかと言うと、地方都市圏

は「衰退の悪循環」が加速しています。中心市街地の衰退は、高岡で百貨店の

大和が撤退しました。一方で都市がスプロール化しているのですが、それらと

公共交通の衰退、車への過度の依存は、全部繋がっているわけです。 

あらためて申し上げるまでもないですが、車が普及してくれば、公共交通に

乗る人が減ります。乗る人が減ると、運行する側は儲からなくなるので、コス

トやサービスをカットして、ますます使い勝手が悪くなります。車で行くとし

たら、街中よりも郊外の駐車場があるところが便利なので、郊外に街が広がっ

ていきます。そうやって、どんどん郊外の商店街化が進んだわけです。 

それはそれで一つの生活としてはあり得ることだと思いますし、一定の豊か

さだとも思います。ただし、案外気が付きませんが、その結果、何が起こって

いるかというと、道路作っているわけです。ＪＲ西日本の社長ではないです

が、鉄道だとすぐに「赤字だ」とか「もう、やっていけない」などと言う議論

になるのに、道路は行政がやっているわけです。 

郊外型ショッピングセンターがあるところには、アクセス道路だけではあり

ません。上水道も必要ですし、消防車が通れるようにもしておかなければなり

ません。多分、富山県であれば、除雪もしなければなりません。そういったも

のはみんな、行政がお金を出しているわけです。 

そういった部分をまったく見ないまま、鉄道だけは「なぜ収支が合わないの

だ」みたいな議論をしているのです。一方で街はどんどん膨らんで、行政経費

がどんどん掛かって、車がどんどん増えて、「さらに車が増える」と言って道

路を作ると、渋滞が減らずにもっと車が増えます。 

経済学では「ダウンズ・トムソンのパラドックス」といって、「道路を作る
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と、さらに道路が混む」ということも理論化されています。道路を作るとさら

に道路が混み、車に乗るけれども公共交通には乗らなくなり、中心市街地が寂

れます。このような悪循環が続き、最後は財政危機になるわけです。 

それで地域が豊かになったかというと、そうはなりません。もちろん脱炭素

にも逆行しますし、むしろ現実には交通弱者、さらに言えば、引きこもってし

まう人たち、社会的に排除される社会的弱者の問題も深刻になります。 

これではまずいだろうというのが私の考えで、悪循環を好循環に変えるに

は、公共交通の再生が一つのキーになるのではないか、と思います。もちろん

突然、「クルマ依存を止めてください」と言っても、中心市街地に何かすごい

ものができないと、止められないでしょう。しかし、公共交通の再生はひょっ

とすると可能性があるのです。それをお話しようと思います。 

 

持続可能な地域づくりに 
さらに昨今、よく言われる SDGs にかみ合わせてみたいと思います。SDGs

は既に皆さんはご存知かと思いますので、あまり細かくは説明しませんが、

「国連が決めた持続可能なゴール」ということで、17の指標があります。その

中の「⑪住み続けられるまちづくりを」は、交通まちづくりでやるのだろうと

ピンとくるわけです。それ以外にも、例えば、「⑦エネルギー」です。今のよ

うな形で自動車に過度に依存したままで、本当によいのだろうか。今、原油価

格がものすごく上がってガソリン価格も上がっているので、クルマに頼らざる

を得ない人は厳しい状況にあるわけです。そこで政府は、いきなり大手元売り

に補助金を出すようなことをしています。 

交通まちづくりはエネルギーの問題とも関わっていますし、石油などを燃や

せば CO２が出てきますので、「⑬気候変動」の問題とも関わってきます。先ほ

ど紹介したイギリスの鉄道復権は、気候変動やエネルギーの問題が意識されて

いるわけです。それ以外にも「⑧成長・雇用」にも関わっています。なぜと思

うかもしれませんが、例えば、クルマに依存して、どこかの大手資本のショッ

ピングセンターに行って、大手のアパレルメーカーの服を買って帰る。ファス

トフードを食べて帰る。全部、お金が地域から外へ流れているのです。 

もちろんガソリンを買うお金は、海外まで行ってしまいます。もし、そうで

はなくて、移動に地域交通を使えば、コストがかかるとは言っても、人件費は

地域で働いている人に渡るわけで、地域の中でお金が回るかもしれません。そ

れで中心市街地の商店で買い物ができれば、お金が地域の中で循環するわけで

す。まさに地域が成長し、雇用が生まれるのです。 

今のトレンドは、そういう仕組みにはなってはいません。もちろん、全部だ

めだとは言いませんが、いろんな選択肢があってもいいはずです。少なくとも



  【第 2回講座】 

6 

 

私が今日お話ししているような北陸などは、もともと大変豊かな地域です。実

際、私が街を歩いても、こんなもの、あんなものと感心する物があるわけで

す。それらをもっともっと活かせるはずじゃないでしょうか。 

さらに教育の問題です。お子さんがいらっしゃる方は切実です。交通機関が

あるかどうかで、学校選択が変わってきますので、そういう段階に直面した方

にとっては、大変切実だと思います。実際に、例えば茨城県の日立電鉄がなく

なったことによって、学校に通えなくなったということもきっかけで、学校の

統廃合がなされるといったことが起きます。教育が機会均等でなければ、不平

等にもなるわけです。こういった形で、いろいろなところに波及してくるの

が、交通とまちづくりの問題です。 

私たちは SDGs をどことなく遠いところの話みたいに感じているようです。

サラリーマンや役所の人なども SDGs のバッジを付けていますが、「今、何か

していますか」と聞かれても、「ゴミを分別してます」と答えられるぐらい

で、本当はそんなレベルのお話ではありません。交通という切り口は、非常に

重要だと思っています。 

それから、「③保健」もあります。健康であるためには、歩かなければなりま

せん。群馬県では、4人に１人は 100 ㍍ 先に行くのも車だそうです。それで

は健康が損なわれます。やはり適度に歩く必要があります。こういったところ

も、クルマ依存の弊害です。そういう意味では、最近は大都市圏の人の方が歩

くので健康だと言われています。 

 

コンパクトシティをネットワークで結ぶ 
このように交通と SDGs は絡んでいますが、さらに「コンパクト・プラス・

ネットワーク」の話をしましょう。 

富山県の場合、富山市がある意味、日本のコンパクトシティの旗振り役でした

ので、呉西地区の方もよくご存知と思います。これは政府のホームページにあ

る図ですが、政府も「なぜコンパクトシティなのか」について、「持続可能な

都市経営」というようなことを書いています。効率化も含め、高齢者の生活環

境や子育て環境、地球環境保全、防災など、すべての点でコンパクトシティが

有利です。 

「コンパクト・プラス・ネットワーク」と言っているのはどうしてかという

と、「コンパクト」とだけ言うと、全部を集中して小さくしなければならない

ようなイメージになりますが、そうではなくて「ネットワークで結べばいい」

ということをなのです。 

ですから、核は複数あってもいいのです。まさに砺波や南砺のように、福

野、福光、城端といういくつかの核をネットワークで結ぶというのが、国の方
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針です。そういうことをやっていくことによって、過度にクルマに依存せず、

これからのまちづくりをやってこうということです。 

ですが、最近のコロナ禍でこんな話が出てきました。地方都市の首長さんが

「コンパクトシティ再考」などと言い出しました。三密を促しやすいというの

です。センチメートルとキロメートルの単位を読み違えているような議論です

が、普段、あまりそういうことを考えていない方には、「コンパクトになる」

というと、密集して大変になるように思えるのかもしれません。 

多分、ここにいらっしゃる方も、あるいはオンラインで聴講していらっしゃる

方も、「東京だと感染が広がりそう」と思ってしまうような人間心理があるわ

けです。それ自体は、ぜんぜんロジカルではありません。 

「公共交通はなくても、車でよい」と言う首長に、「高齢者はどうするのです

か」と尋ねたら、あっさり「地方は車を利用すればいい」「将来、自動運転が

普及すれば、高齢で免許を持っていない人も日常的に車を運転できるようにな

るだろう」といった答えが返っています。 

昨今、自動運転がかなり話題になっているので、「自動運転になれば、あえて

公共交通でなくても、むしろ家から自動で連れていってくれるので楽だ」と思

う人もいるかもしれません。 

私も何人かの専門家に聞きましたが、「技術が発達して、ある程度は実用化す

るでしょう。しかし、高齢者が自宅から買い物に連れて行ってくれるような

“レベル５”は、中期的にも非現実的」ということでした。今進められている

自動運転というのは、「一定の安全性の確保が図られる」「決まったルートであ

れば、ある程度のインフラを整備して、自動運転が可能かもしれない」という

程度です。 

城端に住んでいる方が「城端駅まで行きたい」と言ったら、車が自動的に来

て、路地をぐるぐる回って駅まで行くというのは、無理なのです。そういうこ

とを考えると、無責任に「将来は自動運転で―」などと言ってはいけないと思

います。 

 

リスク大きい車依存 
コロナ禍についても、現在オミクロン株が流行していますが、次の事実はお話

ししておきたいと思います。富山県内の交通事故死者数は、2020年から 21年

の累計で 55人、負傷者を合わせると 4,633人となります。この同じ期間にコ

ロナが流行していて、富山県内では 4,669人が感染し、死者は 52人でした。

「コロナが流行っているから、公共交通を止めて、車で来てほしい」などと言

う会社の社長さんがいらっしゃいますが、どちらがリスクが高いのでしょう

か。 
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もちろん、コロナのリスクを甘く見てはいけないのですが、少なくとも自動車

に頼ることのリスクも、ちゃんと知っていただく必要があります。もし、富山

県内で毎日、コロナ感染者の数字とともに交通事故の件数を紹介したら、皆さ

んの意識は変わっていくのではないかと思います。マスメディアの方、よろし

くお願いいたします。車に依存しているということは、いろいろな意味でリス

クがあるのです。 

まとめますと、先ほどからの繰り返しになりますが、車を利用できない人が社

会的に排除されるのはよくありません。ちなみに日本国内の交通空白地は、面

積の 3割、人口では 5㌫を占めており、地方に行くともっと大きくなりますの

で、当然問題になるわけです。 

交通事故死者数みたいな話を社会的費用と言います。このほど 2021年の全国

の交通事故死者数の統計が出ました。富山県内は 2年間で 55人と申し上げま

したが、日本全体では 1年間に 2,636人です。前年に比べて減ってはいます

が、24時間以内に亡くなった方、ほぼ即死のような方だけでこの人数です。後

遺症がある方、とりあえず 1日だけ生き延びた方は入っていません。365日で

割ると、1日 7～8人が亡くなっているのです。 

「だから、車をなくせ」とは言いませんが、日本の場合、二酸化炭素排出量の

16㌫は自動車です。そして道路に渋滞をもたらし、駐車場も必要です。「自動

車社会的費用」については、大経済学者であった宇沢弘文さんが主張されたわ

けですが、新しいデータで言うと兵庫県立大学の兒山真也先生が試算されたと

ころ、年間 24兆円です。ちょっとピンとこないでしょうが、名目 GDP がだ

いたい 500兆円ぐらいですから、その 4㌫を超える額です。 

日本の経済成長は今、コロナ感染で 1㌫にも届かず、マイナスだとか言って

いるレベルにもかかわらず、その 4㌫という莫大な費用を社会が負担している

わけです。 

ですから私たちは「車とはそういうものだ」ということを踏まえて、その費用

との関係で何をすべきかということを、考えなければならないのです。当然、

財政の悪化につながるわけです。実際、1人当たりの歳出と都市の中心地区の

人口密度（DID）は負の相関があります。全国ベースでも統計数字が出ていま

す。 

密集して住んでいても、砺波のように散居村という形で住んでいても、当然、

除雪はしなければなりません。私は「散居村を止めよう」と言っているわけで

はありません。ネットワークで結べばよいのです。富山市の場合も、行政効率

が上がるということで、交通まちづくりを進めてきました。 

 

トラムと鉄道が直通運転 
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一気に日本の現状を振り返ってみましたが、ここからは海外の紹介です。配布

資料には出ていないのですが、画面には「NO KANGAROOS IN AUSTRIA」

と書かれた Tシャツが写っています。中欧の小さな国、オーストリアに行く

と、このように「オーストリアには、カンガルーはいません」と書かれた Tシ

ャツが売られています。「オーストラリアではありません」というわけです。 

英語でも Australiaと Austriaでよく似ています。日本でも間違う人が多いよ

うで、オーストリアは「カンガルーなんて、いないよ」と自虐ネタを振りまく

のです。 

オーストリアはかつて、ハプスブルク帝国が栄えた国ですが、現在は本当に小

さな国になっています。私はそこで非常に貴重な経験をしました。1年間住ん

だだけですが、なんとなくとても豊かな印象を持ちました。 

北海道並みの広さに、大阪並みの人口が住んでいます。従って人口密度は 106

人です。ちなみに富山は 244人です。富山は人口密度が少ない田舎だと思って

いる方がいるかもしれませんが、オーストリアは人口密度がその半分にも満た

ない国です。 

首都のウイーンのほか、音楽好きだったらご存知かもしれないザルツブルクと

いった都市があります。映画「サウンド・オブ・ミュージック」の舞台になっ

たところです。 

ウイーンは大都市ですが、オーストリアは基本的に森と山と湖の国です。これ

からお話するグムンデンという所は人口 13,000人で周辺の町を合わせて 10万

人ぐらいが住んでいます。砺波平野はもう少し人口が多いでしょうか。高岡を

入れるともっと多くなるでしょう。 

この湖畔の美しい街に、路面電車が走っており、数年前からグムンデントラム

とトラウンゼー鉄道が直通運転をしています。私が 2017年に行った時はまだ

できていなくて、「もうすぐできる」ということで、いろいろ話を聞いたり調

べたりしました。 

やや強引ですが、図の右側のトラウンゼー鉄道は城端線、グムンデントラム

が万葉線のようなイメージかもしれません。グムンデンの街中で万葉線と城端

線を結び付けたような感じです。城端線と万葉線を結び付けてほしいという意

味ではないのですが、それぐらいトラウンゼー鉄道という小さなローカル線が

変わりました。 

画面の一番左の電車がグムンデンの市内電車です。その右側がトラウンゼー鉄

道というローカル線で、途中の橋の上の道路上に線路を敷いて、車両も入れ替

えて、新しいライトレールレールがトラウンゼー鉄道を走り始めました。お金

はグムンデン市と、日本で言えば県に当たるオーバーエスタライヒ州が負担し

ました。 
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人口は 10万人程度しかいませんので、いろいろと議論がありました。今日の

講座を主催した交通まちづくり市民会議と同じように、市民が寄り集まってビ

ジョン・グムンゼンを作りました。「公共空間」「経済」「空地・空室」の 3つ

の鍵を考え、なかでも「『公共空間』をアクティブに協同して作り直そう」と

いうことで、せっかくローカル線のトラウンゼー鉄道があるのだから、それを

うまく活用して人も呼び込もう、そうすると、経済は強化できると考えたわけ

です。こんなことが市民から湧き上がってきました。 

それでは、なぜトラムプロジェクトになったかですが、グムンデンも小さな町

で電車は全く収支に見合わず、なくしたほうがよいという意見もあったようで

す。それでもあえてトラウンゼー鉄道をうまく使う方法を考えたのです。 

 

鉄道があることの価値 
トラムは、道路に軌道を敷くので空間の再編が可能になります。高岡の万葉

線に近いのかもしれません。そして、自家用車からの転移を促すには、鉄軌道

は有効です。あまりお聞きになったことはないかもしれませんが、「レールボ

ーナス」という言葉があります。「レールファクター」とも言われますが、公

共交通について一般論として、人々はバスよりも鉄道に価値を見出す傾向があ

るというものです。 

私が今日、ここに来るに当たって、城端駅まで迎えに来ていただきました。鉄

道だったら、「11時に高岡発の城端線に乗れば、城端には 12時何分に着く」

と、全部ピッタリと計算できるわけです。ところがバスだったら、計算できな

いわけです。多分、皆さんもそう感じているから、バスではなく車になってし

まうのではないでしょうか。鉄道だったらそれができるのも、ひとつの価値だ

と思います。 

レールボーナスはふんわりしたものではなくて、グムンデンの場合、役所が

「B/C（ビー・バイ・シー）」という費用対効果を計算に加え、便益としてボー

ナスを 10㌫加えています。これはオーストリアだけではありません。 

脱炭素に向けた交通ネットワークを相対的に安価に作るのであれば、新規に道

路を作るより、今ある鉄道を改良する方がよいわけです。イギリスもそうで

す。道路を新たに作ると、お金がかかります。 

オーバーエスタライヒ州は、持続可能な交通の発展を目指して、2008年に総

合交通構想を作っています。エコロジカルで生活空間も含めた課題として考え

る必要があるとしています。オーストリアでも公共交通分担率は減っています

から、それを何とか横ばいにしたいのです。それでも公共交通と自転車、徒歩

を合わせた 2001年の分担率は 36㌫もあるので、日本とはだいぶ違いますが。 

公共交通は 2001年の 13㌫が 2021 年には 10㌫ぐらいに減る予測なので、こ
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れを何とか 15㌫に増やそうとしていました。日本の地方では 5㌫にも届かな

いので、そもそもオーストリアでは公共交通の利用は多いと言えます。 

とはいえ、オーストリアでも地方では車の利用が多くなっています。これを何

とかこれ以上増やさないようにしようとしていました。2021年にどうなった

かは、また検証したいと思います。 

そのような目標を定めてプロジェクトを始めたところ、計画を立てて「やる

ぞ」と言ったころから徐々に客が戻ってきました。2017年は工事をしたので

数字が低くなっていますが、開業するとさらに利用者が増えてきました。こう

いうことをやる価値はあるのです。 

実際に出来上がった姿を見てみましょう。こういう窓の大きな電車の中でゆっ

たりと人々は過ごしています。黒字かというと、黒字ではありません。けれど

も、これによって人々が豊かな生活を送り、観光客が来てくれて、街も潤えば

いいというのが、少なくともヨーロッパの発想です。 

 

欧州の鉄道は上下分離が基本 
次にザルツブルクですが、人口 15万人、都市圏で 29万人ですから、富山県

の呉西地区では、高岡を中心とした地域のようなイメージです。音楽祭が開か

れるなど、いろいろな意味で有名な都市であり、観光客もすごく多いです。古

い建物もあります。高岡も伝統的建造物群保全地区などがあって、とても魅力

的ですし、城端や井波も建物などがあって魅力的です。 

ザルツブルクの都市交通に関連して、ひとつ前提を申し上げると、ヨーロッパ

の鉄道は上下分離が基本的な考え方です。どういうものかというと、JR西日

本が城端線を運営しているというような形ではなくて、線路や施設、鉄橋など

といったインフラ部分の管理と、実際に運転手さんを使って運行したり新たな

切符を売ったりするような運行サービスを、分けるのが上下分離です。 

地方の鉄道が苦しくなって「上下分離を検討している」というような話を時々

お聞きになっているかもしれません。ひょっとすると、城端・氷見線でもそん

な話が出たことがあるかもしれません。 

これは何も突飛なことではなくて、今のバス会社と道路の関係だと思えばいい

のです。公的な道路である県道や国道の上を、加越能バスや北陸鉄道バス、JR

バスなどのバスが走るのと同じ発想です。ぜんぜん特殊なものではありませ

ん。むしろ、「JRバスがたくさん走っているから、そこの信号は JRで直しな

さい」「横断歩道の信号機の補助金は、走っているバス会社で負担しなさい」

というようなことは、言わないわけです。 

反対に、今の鉄道に求められているのは、「あなた方がやっているのだから、

鉄橋も信号も駅もすべて、鉄道会社で直しなさい」ということです。どちらが
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自然かというと、私はインフラというものはみんなで支える方が自然だと思い

ます。皆さんはどうでしょうか。 

例えば、私は今、京都に住んでいまして、阪急電鉄で通っています。阪急電鉄

は全部、自前でやっていますが、儲けが出ています。全部、自前でやってしま

えば気が楽ですし、それで儲けが出れば、自由にやれます。余計なことも言わ

れません。というように、やれるところはやってもいいかもしれませんが、本

来であれば、道路と鉄路はそんなに差がないはずです。 

だからよく、廃止の議論が出るわけです。鉄道を廃止した瞬間、なにか赤字が

なくなるようなイメージがあるようです。「移動している人はどうするのか」

と言ったら、道路を利用した瞬間に、赤字がどこかへ飛んでいくのです。なぜ

ならば、道路は収益を持たないので、赤字黒字の計算をしないからです。 

皆さんの周りでも、「鉄道の赤字をどうしようか」という議論はあっても、「図

書館の赤字をどうしようか」という議論はありません。図書館はお金を払わな

いから、赤字黒字の議論は出ないわけです。 

というように、今の日本は、赤字の鉄路をなくした瞬間、赤字の問題が解決す

ると考えているようですが、これは違うのではないでしょうか。 

オーストリアの上下分離はどういう形かというと、この真ん中あるザルツブル

グの駅の写真には、2つのマークが写っています。下の「S」が都市の鉄道ネ

ットワークの「Sバーン」で、その上に「OBBインフラ」とあるのが、インフ

ラを管理するオーストリア連邦鉄道のインフラ会社です。 

「S」の運行サービスには、ザルツブルグ地方鉄道、日本の JRに当たるオー

ストリア連邦鉄道のほか、国境を越えてドイツのベルヒテスガーデン地方鉄道 

(BLB)も入ってきています。 

こういう形で運行サービスは、それぞれのサービスに特化した会社がやってい

るわけです。日本でも富山の高速道路の上を関西から来る高速バスも走ってく

るわけですから、同じようなものです。そんな形で運営するほうが、効率的だ

ったりするわけです。 

ザルツブルグ地方鉄道も一時、廃線になりそうになったのですが、市民運動が

頑張って阻止しました。その時に何をやったかというと、パターンダイヤで

す。今の城端線は、○○時 2分発の次は 47分発といったダイヤですが、これ

を 00分、20分、40分というようにするのが、パターンダイヤです。これによ

って分かりやすいダイヤになり、ザルツブルク地方鉄道では列車の頻度も増え

ました。 

さらに、パーク＆ライドの施設整備や一部複線化も行いました。左下の写真の

ように、最近の駐車場はちゃんと充電できるコンセントまで付いています。駅

から遠い人は車を利用しなければなりませんが、電気自動車で来て、駐車して
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いてる間に充電して、帰る時はその車で帰ることができます。さらには、路線

延伸までしました。 

「Forum Mobil」という名前の市民団体が一生懸命活動して、このような動

きを支えました。画面の一番左下の Haibachさんという地元の商業学校の先生

だった方が、頑張って活動していました。地域の有名人です。一度、お会いし

た後、たまたま列車で乗り合わせたことがありました。地元の人は英語を話さ

ないし、私のドイツ語もうまくないのですが、パンフレットを見せてもらいな

がら、いっしょに盛り上がりました。 

 

予算を道路から公共交通にシフト 
このような動きを支えているのがザルツブルグ州で、オーバーエスタライヒ州

と同様に目標を立てています。日本の国交省の指針であれば、目標に収支率が

出てきますが、ザルツブルグ州やオーバーエスタライヒ州の場合は、重要な目

標値は交通手段分担率です。ザルツブルク州は現在、車が 49㌫ですが、それ

を 2025年には 45㌫に引き下げ、車の同乗者は何とか 9㌫台に抑えようとして

います。公共交通は 12㌫から 15㌫に増やす計画です。 

もう一つの例です。写真はザルツブルグ州の隣りのチロル州の観光地、ツィラ

ータールを走るツィラータール鉄道です。ここはアルプスの山間の谷を走る鉄

道で、日本の軽便鉄道と同じ線路幅が 76㌢のナローゲージの鉄道にもかかわ

らず、パターンダイヤにするために複線化しました。単線だと列車が自由にす

れ違えないからです。 

日本ではスキー客が電車に乗る姿を見なくなりましたが、こういう投資をする

ことによって、地元の利用者もスキー客も増え、街が栄えるようになりまし

た。 

ちなみに、あちらでは統合パターンダイヤと呼ばれるものがあります。定時

発車のパターンダイヤと緩急接続・支線接続を組み合わせたもので、例えば、

5時をはさんだ前後 5分間に、各駅停車の列車が次々と入ってきて、特急が到

着・発車して、各駅停車の列車が次々と発車していきます。 

オーストリアでこのようなことができた理由について、私が現地で調べて強調

しておきたいことは、道路から公共交通に予算をシフトしているということで

す。ザルツブルク州やオーバーエスタライヒ州は、潤沢にお金があるわけでは

ないうえ、建設維持費を道路に一番多く使っていますが、伸び率で見ると、公

共交通を増やしていこうという方向に切り替えているのが分かります。 

その結果、人口 2万人以上の地方都市では、人口の 95㌫ほどがそこそこの公

共交通のサービスを享受しています。だいたい 500㍍以内にバス停がある人だ

ったら 20分から 40分以内にバスが来ますし、列車だったら 1時間に 1 本来ま
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す。バスが 10分から 20分に 1本来る地域となるとさすがに減りますが、それ

でも 8割の人がそのようなサービスを享受しています。 

 

数字に表れない「存在効果」 
今回、私が経済学をやっているということで、呉西地区交通まちづくり市民会

議の皆さんから、「公共交通は投資費用に見合うのか」について聞きたいとお

話がありました。 

先ほど少しふれましたが、日本でも海外でも「投資に見合う効果があるのか」

という時に、費用便益分析という手法を使って便益を計算します。どういうこ

とかというと、「利用者が便利になる」「時間が短くなる」「利用者が乗って、

運賃を払ってくれる」といったことのほかに、環境等改善便益と言って、「CO2

排出量が減る」「交通事故が減る」といったことも計算します。その中で私が

強調したいのは「存在効果」です。国土交通省のマニュアルには「必要に応じ

て計上する」、しかし「特に注意が必要」と書いてあって、なかなか計算が難

しいものです。 

画面の「存在効果」のところに、「オプション効果」と書いてありますが、こ

れは「いつでも利用できる安心感」です。「オプション」とは「選べる」とい

うような意味で、「いつでも利用できる安心感」という言い方や、車などで

「オプション付けました」などと言います。 

普段は利用していない人、普段は運賃を払っていない人も、公共交通がいらな

いかというと、そうではないわけです。今、オンラインでこの講座をお聞きの

方も、普段は車をお使いかもしれません。けれども、例えば、「あなたの息子

さんは今、小学生ですよね。中学、高校に行ったときはどうするのですか」

「バスか、鉄道で行きます」となると、その人にとってもバスや鉄道は必要な

わけです。 

東京圏や関西圏、地方都市もそうですが、駅の近くは不動産価格が高くなって

います。なぜ、そうなるかというと、自分で利用している人だけではなくて、

「自分の息子が高校に行きやすい」「娘が高校から帰るとき、駅から遠いと不

安だ」「歳を取ったら乗りたい」といったことがあるかもしれないからです。

「選べる」ということは今、乗っていない人にも効果があるわけです。 

それからもう一つ、「イメージアップ効果」というふわっとした言葉が、国交

省のマニュアルには載ってます。「地域のイメージ」と言われても、どんな便

益があるのか分からないでしょうが、高岡市はなぜ、お金をかけて伝統的建築

物に保存しているのでしょうか。世の中の文化とかいうものは、ほとんどそれ

自体でお金が儲かるといったものではなく、「地域の誇り」とか「地域のイメ

ージ」につながるから、価値があるのではないでしょうか。 
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そもそも便益は計算できる数値だけではないので、国交省自身、費用便益分析

について、「便益とか費用で、1を超えた，超えないというのは、誤った評価

だ」と言っています。 

便益には、所要時間の短縮、震災時の代替輸送もあるかもしれませんし、移動

制約者の利便性もあるかもしれません。先ほどの鉄道の例のように、時間が信

頼できることもあるかもしれません。文化、観光といったものも計算できない

ので、その部分は入っていません。だから間違っても「『B / C が 1』とかいう

議論をしないでください」と言ってるわけです。 

「計算される便益の限界」については、詳しくは資料を読んでおいてくださ

い。便益も前提条件に依存します。オプション価値・非利用価値などの「存在

効果」、システムの「信頼性」も評価ができません。最近、経済学で注目され

ている集積効果等の「幅広い便益」も同様です。交通で、人々が集まる、知識

が集まることで、地域に新たな付加価値が生まれます。アメリカのシリコンバ

レーなどのイメージです。街並み形成など「空間の再編」や「誘発需要」など

もそうです。社会全体の繋がり、人間関係も含めて、もろもろがあるはずです

が、交通投資の経済効果を費用便益分析で計算しても、把握できないものがた

くさんあるのです。 

行政の方がいらしているので、費用便益分析を行う際の前提条件の問題とし

て、社会的割引率について、ふれたいと思います。社会的割引率とは、将来の

価値を現在に換算する割引現在価値を計算する際に、1年当たりどれだけ比率

で価値を割り引くかという数字で、日本の国交省は 4㌫としています。 

これはバブルからバブル崩壊ごろの数字が、そのまま使われているのです。今

の日本の勢いで、20年後の価値が半減するぐらい社会が進んでいくものなので

しょうか。今、価値があっても、将来、価値が減っていくので、20年後の価値

は半分になるというのが、4㌫のイメージです。国交省もこの数字がおかしい

のを分かっているのですが、変えようがないのでマニュアルには「非常に高い

数字となっている」と書いています。 

そうなると交通投資のように、最初に費用が発生した後、長期間にわたって地

域社会に効果をもたらすものは、社会的割引率が 4㌫だと「将来の効果はあま

り当てにしてはいけない」ということになり、効果は低く見積もられます。こ

ういう前提条件があるのです。 

 

大きなレールボーナス 
それから先ほどの地域鉄道の存在効果、レールボーナスが大きいです。この辺

りはいろいろな研究があります。「ニュージーランドの鉄道のオプション効果

と非利用価値の合計は、鉄道がバスの 3.9倍」「上田交通別所線において、代替
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バスを仮定した場合との比較で、鉄道の存在効果が代替バスの 2倍」などとい

う数字が出されています。 

私もレールボーナスを、富山ライトレール、近江鉄道、若桜鉄道とオーストリ

アの鉄道の 7ケースで、沿線住民へのアンケート調査によって実証しました。

富山ライトレールが 20㌫、トラウンゼー鉄道が 14㌫というように、海外でや

っても日本でやってもだいたい同じような数字になりました。ライトレールや

鉄道は、バスより 10㌫から 20㌫ぐらい、個々人の価値として上乗せされたも

のがあるようです。 

ですから、先ほどの費用便益分析で「便益はいくら？」と考えるとき、鉄軌道

にはこのような目に見えない価値、存在効果のようなものを上乗せしてしかる

べき、というのが、私が各地で行った研究の成果です。 

それからもう一つ、利用しない人でも高い価値を見出しているようです。普段

利用していなくても、鉄道というものに対する思いが結構強そうだということ

も、理解しておいてください。皆さんはどう思われるでしょうか。少なくと

も、この近江鉄道や若桜鉄道沿線の人たちは、「やっぱり、いざという時に使

える鉄道は重要だ」と思ってくれているようです。 

宇都宮で LRTを作っていますが、こういう効果が出ています。ネットから採

ったニュースですが、沿線にリハビリ病院が移転して来たとか、マンションに

至っては「新交通 LRT」と書いたとたんに売れるそうです。「LRT 停留所が

目の前」といった広告がデカデカと出ると、すぐに売れていくわけです。こう

いった話は、B/Cという議論ではなくて、信頼できる公共交通機関がしっかり

とあるかどうか、使えるかどうかによって、地域への効果が大きく変わること

を示しています。 

これは不動産業者の研究資料ですが、私が留学したマンチェスターでも新しい

トラムが次々とできて、不動産価格が上がりました。もともとあった城端線の

ような鉄道を LRT化して、本数を増やして町まで直通できるようにしまし

た。そうすると駅の近くの不動産が、遠くに比べて格段に大きく値上がりした

のです。 

宇都宮では十数㌔㍍の新しい路線を作るのですが、マンチェスターの場合はも

ともとある路線をちょっと結んだだけです。それでも一気に利用者が増えまし

た。利用者数のグラフで 2010年辺りから増えているのは、先ほどの悪循環の

逆で、みんなが乗り始めると町にビジネスが戻ってくるという好循環によるも

のです。そうすると、もっと乗る人が増えて、さらに運行路線を拡張しようと

いうことになりました。 

当初は 2路線だったのが、ほかの路線にも入って行くようになりました。城

端・氷見線を便利にしたら、あいの風とやま鉄道をもっと便利にしたくなった
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ような感じです。万葉線も便利になって、高岡や砺波に人が集まるようになる

というような相乗効果です。 

先に述べたとおり、1980年代のマンチェスターは、ロンドンの人からは「斜

陽の工業都市」と揶揄されていました。それが、90年代以降、こう変わったの

です。左は私が現地で撮影したトラムの建設中の写真ですが、20年経ってこん

な風景になりました。マンチェスターの場合、LRT と言いましたが、先ほど

から説明した通り、郊外の旧国鉄線を改良したので、床が低くありません。よ

く見ると、街中のプラットホームも高いのが分かります。 

よく「LRTとは何ぞや」という議論がされますが、私にとってはどうでもよ

くて、便利でしっかりバリアフリーも確保できていて、それが人々の交通、あ

るいはモビリティを確保して、地域に潤いをもたらすことが重要だと思ってい

ます。ちなみに LRTというと、福井の例をご承知の人も多いかもしれませ

ん。えちぜん鉄道と福井鉄道が相互乗り入れして、乗客数が V 字回復しまし

た。 

 

クロスセクター効果で評価を 
ここまで費用対効果ということでお話をしてきたわけですが、鉄道の効果のみ

ならずクロスセクター効果というものが結構、話題になっています。行政の方

であれば、どこかで聞いたことあるという方もいらっしゃるでしょうでしょう

し、知らなかった方は国土交通省近畿運輸局も今、売り出していますので、こ

の機会にぜひ学んで下さい。 

どういうことかというと、鉄道事業や交通事業を単体で議論しても意味がない

ということなのです。「鉄道があるから、ひょっとすると…」「鉄道がないと、

どうなるか」ということが、あると思います。バスをなくして「病院に送迎バ

スを出しています」「スクールバスを補助してます」といったことがあるわけ

すが、それは別の部門のお金が出ているということになります。 

クロスセクターというのは、鉄道やバス事業といった部門単位ではなくて、例

えば、スクールバスであれば教育、福祉バスであれば福祉、病院の送迎バスで

あれば医療というふうに、いろいろな分野のことにまたがっているということ

です。鉄道などの公共交通がしっかりしていれば、「スクールバスを出さなく

ても済んだ」「病院の送迎バスを出さなくても済んだ」ということになるかも

しれないのです。 

逆に鉄道やバスなどの公共交通がしっかりしなくなると、スクールバスや病院

の送迎バス、福祉バスも必要になるわけです。結局、セクターごとに考えなけ

れば意味がないのです。さらにいえば、先ほども言いましたが、医療で言え

ば、医療費自体にも関わってきます。クルマにばかり頼っていたら健康を害し
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て医療費が増えるのです。ですから費用対効果は、単純に費用に対して収益が

いくらというだけではなくて、いろいろな分野に関係しているのです。CO2も

あるかもしれません。介護も関係しているでしょう。歩かなくなれば、介護が

増えるわけです。先ほど、道路に関して言いましたが、駐車場の整備などにも

お金がかかっています。多岐にわたる影響をクロスセクター、つまり部門を横

断した見方が必要だということです。 

 

さまざまな移動を最適に組み合わせる 
もう一つ、昨今話題のMaaSを取り上げたいと思います。ヤフーなどで検索

してみると、どんどん出てきます。JR西日本の長谷川社長の記事には「鉄

道、ホテルを大幅割引」などと載っています。 

MaaSとは、「Mobility as a Service」の頭文字です。国交省の定義では、ス

マートフォンや PC などで利用可能なアプリを活用して、複数の公共交通やそ

れ以外の移動サービスを最適に組み合わせるサービスです。さらに人々の移動

を活発化することで、中心市街地をはじめとする地域を活性化させたい、とし

ています。 

これがMaaSの発想であり、実際に国としても、鉄道、バスあるいはタクシ

ー、シェアサイクルといったものを組み合わせていこうとしています。確かに

城端線だけがよくなっても、駅から遠い人もいるでしょうし、バスに乗らなけ

ればいけない人もいる、場合によっては駅まで車が必要な人もいるでしょう。

カーシェアリングも必要かもしれません。 

MaaSの「as a service」というのはどういう考え方かというと、SaaS

（Software as a Service）という言葉がありますが、昔は 「ウインドウズを 

買いました」「パソコン買いました」というと、ソフトの CD-ROM も買ってい

たわけです。さらに昔だったら、フロッピーディスク入れたりしていました。 

今はそういうものを買わなくても、クラウドから使いたい時だけ買えるわけで

す。CD というと、音楽も CDを買わずにダウンロードして聞く時代になりま

した。こういう発想が「as a service」です。 

この発想をうまくモビリティに生かしたのがMaaSで、ヨーロッパで考え出

されました。移動したいときに車を所有していなくても、スマホがあって、公

共交通がしっかり機能していれば、あたかも車を持っているように、あたかも

ダウンロードするように、カーシェアを呼んで駅まで行って、駅からの鉄道が

予約できるというものです。 

実際に政府も検索予約やカーシェアなどを使って、全国ですごい数の実証実験

をやっています。国交省だけでなく、経済産業省もやっています。いろいろな

会社がMaaSアプリを開発しています。ただ、今のMaaSの議論は、本来の
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「車を持たなくても、みんなが動ける幸せな社会を目指す」ではなく、データ

をどう囲い込むかというような話になっているように思われます。 

本来のMaaSはそんな話ではなかったはずです。本当の目的は「自家用車を

利用する生活と対等、あるいは同等以上の利便性を感じられるようにするこ

と」ですので、ちょっと目的と手段を混同しているように見えます。 

MaaSの土台はアプリではありません。国際公共交通連合が提起しているのは

「アクティブモビリティ（徒歩、自転車等）と効率よく使える公共交通システ

ム」です。これがあって初めて、MaaSも活きてくるのです。言い換えると、

それがなければ、MaaSはできないし、その目的も達成されないのです。もし

富山県などでもMaaSの議論が出たら、ここを押さえていただきたいと思いま

す。 

 

サービスの統合基盤が不可欠 
その公共交通等の基盤をどう作るかについて、海外で運輸連合と言われる統合

基盤のお話をしたいと思います。MaaSを実現するには、利便性の高い交通サ

ービスが統合されていなければなりません。鉄道が着いたのにバスが出てしま

っていたのでは、ダメなわけです。アプリで検索しても、乗り換えのバスが 2

時間も来なかったら、だれも使わないのです。 

しかし日本では、アプリの開発ばかり一生懸命やっています。補助金も出るの

で、ソフトウエア会社が儲かるようです。データを持っている会社が、自社の

データでやろうと競っています。ヨーロッパでは全部オープン化されたデータ

があって、それを公的に管理して、魅力的な価格設定で使えるようにしていま

す。 

これはMaaS発祥の地と言われるヘルシンキの写真です。電車に「HSL/ 

HRT」と書いてあるのが運輸連合の表示です。「ヘルシンキ・リージョナル・

トランスポート」のことで、ある地域、例えば、南砺市や砺波市といった基礎

自治体よりもう少し広い範囲、場合によっては県レベルの場合もありますが、

そういった地域全体が交通を管理するオーソリティになるというイメージで、

運賃を共通化したりダイヤを調整したりするのです。 

日本には残念ながらありませんが、こういったところがあって初めて、MaaS

の意味が出てくるわけです。日本で「すぐにやれ」とは言いませんが、例え

ば、この呉西地区であれば、南砺市、砺波市、高岡市、氷見市といったところ

が協力して、ぜひ地域全体を幸せにするための仕組みを作ることを考えてほし

いと思います。 

あと、目的と手段の逆転ということで、最初に申し上げた自動運転について、

面白い写真があるので引用しました。上段の 3枚は人と車が写っていますが、
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電気自動車や自動運転車が普及しても渋滞は変わりませんし、景色も面白くな

りません。環境はよくなるかもしれませんが、非常に皮肉なことです。 

では、どうすればよいのでしょうか。下段も有名な写真です。自動車がこれだ

けあっても、バスだったら３台、LRTや鉄道であれば、1編成で済みます。こ

ういう話は、目的に沿ったものをやっていかなければならないということで

す。 

最後少しまとめたいと思います。私の演題は「交通まちづくり～幸せな地域社

会をめざして～」とさせていただきました。OECD の生活満足度ランキングを

見ると、オーストリアは高いですが、日本は 35か国中、29位です。オースト

リアのタブロイド紙に「オーストリアは幸せ 76㌫。ニコニコ」といった記事

が出ていましたが、日本の新聞ではこういう数字がとても出そうにないように

思います。 

 

交通サービスは公共事業 
世界の都市の QOL（quality of life） ランキングでは、私がいたウイーンが

Mercer 社の調査で 1位です。エコノミスト社でも 1位です。11年連続です。

今、コロナで調査を止めているのですが、大阪がエコノミスト社で 3位に入っ

ている以外、日本の都市は入っていません。 

それはなぜか。最後に経済学をやっている人間から、少しだけ理屈っぽいメッ

セージをしたいと思います。そもそも今の経済のシステムは、市場メカニズム

をベースに動くのが一つの理想形とされています。実際、世の中の経済活動

は、それぞれが自由に行われ、調整もされるのです。しかし交通市場について

は、そういう市場メカニズムでは社会の最適解が生まれないというのが、我々

経済学者の理論です。 

交通の場合は、施設など固定費の負担が大きいうえ、車を運転すれば、排気ガ

スが出るなど、環境への影響もあります。そういうことを含めて、日本はどう

なのでしょうか。 

もちろん、日本でも公共交通への一定の介入はあります。運輸局から安全性な

どでいろいろ指導もあります。しかし、それが最適解でしょうか。どうもそう

ではない可能性があります。その時に、ヨーロッパも含めた海外の事例を謙虚

に学ぶことが必要なのです。最適解とは何かということは、経済学でははっき

りしています。経済学では収支を合わせるというような言い方はしません。社

会的余剰の最大化、つまり幸せ度合い、QOLの最大化と言ってもよいかもし

れません。 

そのために経済学は、結構、数学を使います。理系の方や高校で数学を学んだ

方は、微分で関数の最大値などを求めたことがあると思います。なぜ、経済学



  【第 2回講座】 

21 

 

が数学を使うかというと、最大化を求めるためです。では社会的余剰を最大化

するためにどうするのかという時に、私が一つの提案として考えているのは、

PSO（Public Service Obligation、公共サービス義務）という考え方です。 

今の日本の鉄道、バスなどは「公共交通」と言っていますが、「公共事業」で

はありません。洪水で橋が流れたといっても、隣りの道路の橋は、流れた次の

日に国を挙げてものすごい勢いで直します。公共事業で決まっているからで

す。でも鉄道の橋は、その鉄道会社のビジネスの判断に任されるのです。まっ

たく扱いが違います。公共工事といった場合も、全部そういう形になります。 

私は地域の社会インフラがそれでいいのか、と思います。東京や大阪では、役

所がいちいち入るよりも民間でやった方がいい場合が、たくさんあります。た

ぶん阪急電鉄は、何かあったらすぐ社を挙げてパッと直します。そうできれ

ば、いいのですが、実はヨーロッパも「やれるのだったら、やってください」

というやり方です。 

 

日本でも PSO契約導入が必要 
東京や近畿圏のような世界の大都市圏以外、交通事業が儲かるということはあ

り得ません。だからヨーロッパの場合は、できない事業者には官民で PSO契

約を結んで資金面で支援したり、独占的に事業を行えるようにして、サービス

を提供する義務を負わせています。これが PSO契約の仕組みです。 

例えば、南砺市でもごみ収集サービスといったものがあると思います。やって

いる事業者は、民間の○○会社かもしれませんが、「コロナで儲からないから

収集に行かない」ということになると困ります。エッセンシャルなものですか

ら、その会社ときちんと契約を結んでやります。ヨーロッパの公共交通も、そ

れに近いものです。もちろん契約する以上は、入札をします。そういう仕組み

をヨーロッパは導入したわけです。 

PSO 契約をすると、どういうことが言えるかというと、公共交通を効率的に

ガバナンスできるようになります。サービス水準は先ほどのオーストリアもそ

うですが、地方であっても「少なくとも 30分に１本は必ずバスが来るように

しましょう」、あるいはさすがにもっと人が少なければ、「1時間に 1本にしま

しょう」というふうに契約することができます。 

入札する以上、今まで JR がやっていても、 JR 以外の別の会社、あるいは

まったく関係ない東京の会社が契約するかもしれません。このことが品質を保

つプレッシャーになります。さらに言えば、契約したらお終いではなくて、ボ

ーナスペナルティがあります。お客さんの満足度が高いなどとしっかりやって

いれば、ボーナスが上乗せされます。その代わり、列車の遅れが発生するよう

だったら、契約違反で逆にペナルティが課せられます。 
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ヨーロッパに行ったことがある方は、ひょっとすると今も昔のように「汚い」

「遅れる」という印象を持っているかもしれません。もちろん、イタリアなど

では今もあるのでしょうが、私がいたオーストリアでは、あまりありませんで

した。なぜならば、落書きされた列車を次の日に走らせたのがバレると、契約

違反で罰金を取られるのです。遅れが何分以上、何パーセントになると契約違

反になるのです。 

さらに言えば、それによってお客が増えたら、儲けになるのです。そうする

と、今の日本のように、ただ単に今まで通りにやって結局赤字で、あとで「補

助金をください」という会社より、よほど頑張ります。そういう仕組みがこの 

PSO契約です。 

私は日本でも、公共交通サービスにこういう発想を導入してはどうだろうか、

と考えて、いろいろなところで言っています。もし今日、聴講している呉西地

区の方、あるいは行政の方々が、こういう考え方をいいねと思っていただける

のであれば、ぜひ声に出してほしいと思います。 

私の感触では、皆さんは「そんなことを言っても、だれも賛成しない」と思っ

ていらっしゃるかもしれません。事業者も「今までのんびりやれていたのに、

やれなくなってしまう」、役所も「そんなこと関係ないよ」と言われるかもし

れません。私は「それは違う」ということを、こういう市民活動も含めて実際

に困っている地域から、声に出してほしいと思います。 

 

官民が適切な役割分担を 
PSO 契約は今やヨーロッパの標準になっていて、日本はガラパゴスとなって

います。経済学上は、交通のような社会基盤では「市場の失敗」が起きること

は分かっているにもかかわらずです。 

外国の交通経済学者は、日本に来ると大変驚きます。最初に「日本では民間で

全部やっているのか」。次に「絶対赤字で将来も儲からないと分かっているの

に、なぜ民間会社がやっているのか」。交通事業者が「我々は地域の伝統を守

るためにはやっています。誇りです」などと答えると、「それは事業会社では

ない」とさらに驚かれます。ロジカルでも何でもありません。 

こんなことやっているから、独立採算制と言いつつも非効率です。しかも、運

輸業で働いている方は、とても低賃金です。聴講者の中にもいらっしゃるかも

しれません。朝早くから夜遅くまで働いて、危険性もあり、人命を預かってい

るわけですから、今の低賃金ではなかなか人が集まりません。富山のことは分

かりませんが、実際にあちこちの会社で「資金不足の前に人手が足りなくなっ

て、交通事業が持たないのではないか」と議論されています。 

運賃を値上げしようとしても、「通学定期は値上げしちゃいかん」「学生の負担
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が増える」というようなことを言われます。でも通学定期の割引は、なぜ事業

者が負担しているのでしょうか。通学定期が安くなった分は、事業者のコスト

なので、ほかの人の運賃に上乗せされています。 

ということは、鉄道を使わない人は、通学定期の割引といった教育補助につい

て何ら負担をしていないわけです。車を使わない人だけの負担で、通学定期割

引やバリアフリーが成り立っているのです。鉄道会社が負担しているというこ

とは、皆さんが車に移行すると、そういう負担をしなくてもよくなるわけで

す。それは不公平だと思いませんか。 

これも交通経済学の教科書に載っている話です。実際にオーストリアなどへ行

くと、通学定期割引の費用は当然、教育費として負担されます。事業者がほか

の運賃を高くして、それを通学定期割引の費用に充てるようなことはしませ

ん。もっと言えば、そのために会社によって定期の割引率が違ったりもしませ

ん。 

JRが廃止されると定期代が高くなる、といったこともありません。やはり、

今までガラパゴスの中で育ってきた日本の交通とまちづくり関係をもう 1回考

え直して、最適な官民の役割分担を考える必要があるのではないでしょうか。 

最後ですが、日本にも 2013年に交通政策基本法ができています。理念は少し

ずつ動いているのです。「基本的な需要が満たされることは大切である」「関係

者が連携しなければならない」といったことも盛り込まれています。そういう

意味では、希望がないわけではありません。私も関わって地域公共交通活性化

再生法も作りました。 

日本でも鉄道、バスといった事業単位ではなく全体で運賃設定したり、個別の

収支ではなく全体で考えるような方向になってきています。私はこれを欧州で

いうインテグレーテッド・ポリシー、統合的政策と呼んでいます。今までバス

いくら、鉄道いくらだったのを、全部、何回乗っても最大 300円というような

形にするわけです。国土交通省の資料にも載っています。 

これからの戦略は、都市間交通と都市圏内交通が連携し、大動脈から毛細血管

まで、乗りたくなるような魅力的な公共交通サービスを提供することで、地域

の豊かさにつなげるというものです。 

官民の役割分担に基づく全体最適を目指す統合的政策。それが私の講演のタイ

トルでいえば、「幸せな地域社会」につながるのではないかと思っています。 

長時間のご清聴、ありがとうございました。 


