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Ⅰ　はじめに―問題意識と現状―

日本全国に多数存在する第三セクター鉄道の多くが、現在苦しい経営を強いら

れている。一般的によく知られた原因の一つとしては、高度経済成長に伴うモー

ターリゼーションの進展が挙げられるが、この他にも様々な要因が影響を及ぼし

ている。その代表的なものは、平成12年に行われた鉄道事業法の改正である。

現在の鉄道事業法第 5条第 1項では、「国土交通大臣は、鉄道事業の許可をし

ようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければ

ならない。」とされている。一方、鉄道事業法第28条では、「鉄道事業者は、鉄道

事業の全部又は一部を休止しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通

大臣に届け出なければならない。」とされている。また、鉄道事業法第28条の 2

第 1項では、「鉄道事業者は、鉄道事業の全部又は一部を廃止しようとするとき
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（当該廃止が貨物運送に係るものである場合を除く。）は、廃止の日の一年前までに、

その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」とされている。

すなわち、改正鉄道事業法では鉄道事業への参入は許可制とされており、鉄道

事業への参入が容易になっている。その一方、鉄道事業の休止や廃止は事前届出

制（廃止の場合のみ 1年前まで）とされており、鉄道事業からの退出も容易になっ

ている。そのため、「地域住民の足」という側面を無視し、不採算のみを理由と

して鉄道を廃止することが可能となっている。現に第三セクター鉄道では、2005

年にのと鉄道の部分廃止、2006年に北海道ちほく高原鉄道の全線廃止、2008年に

三木鉄道の全線廃止が行われている。以上のような要因によって鉄道の力が弱ま

るとともに、自動車依存型交通システムが成立し、近年の高齢化と相乗する形で

高齢者ドライバーの増加、自動車事故の増加といった負の側面をもたらしている

のではないだろうか。

こうした事情から、公共交通サービスを持続的に維持・発展させることで、

様々な交通システムを構築し相互依存させることが望ましいといえる。現にこの

ような観点から、近年では以上のような動向を見直す動きも生じている。これに

関して、香川・澤・安部・日比野（2010）1）は以下のように述べている。

規制緩和が事実上見直されつつあり、地域鉄道は単に住民の通学・通勤等の

移動手段としてだけでなく、地域経済活動の基盤及び少子高齢化や地球環境

問題への対応手段並びにまちづくりと連動した地域経済の自立・活性化等の

観点から重要な社会的インフラと位置付けられ、国や関係地方自治体の新た

な支援を受けるようになった。

また、福田（2005）2）は、ルーラル地域においても公共交通サービスを持続的

に維持することが必要とされる理由として、（ 1）自家用交通機関を利用し得な

い移動制約者の交通手段を確保するため、（ 2）地域の社会経済的機能を安定的

に維持するため、（ 3）地域振興策の一環として活用するため、の 3点を挙げて

いる。本来であれば、自動車一極集中ではなく、様々な交通システムを構築し相

互依存させることが望ましい。いわゆる第三セクター交通もこの局面において大

きな役割を担うと考えられるといえよう。

後述する第三セクターの特徴も踏まえると、第三セクター鉄道をより良く機能

させるためには、良い公共ガバナンスを確保することが望ましいと考えられる。
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したがって、本研究においては第三セクター鉄道をめぐる公共ガバナンスの様態

を分析し、サービスの質に正の影響を与える要因を導くことで、上記の目的を達

成する一助としたい。

Ⅱ　用語の定義と基本的知識

本研究における第三セクターとは、（ 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一般社団法人及び一般財団法人並び

に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、の 2種類である3）。

すなわち、公的目的を有し、かつ、その運営には民間のノウハウを活用すること

が有効である事業において、国や地方公共団体と民間が出資して設立する法人

（第三セクター）が実施する方式である。PFIと異なる点は、第三セクターの場合、

公共性確保を目的とする国や地方公共団体と、利潤追求を目的とする民間企業が

「同一法人内で」意思決定を行う点にある。この方式は、公共性を担保し、運営

における柔軟な対応が可能だが、民間企業の経営責任の範囲が不明確になり、結

果として効率的な運営が実現できない可能性も指摘されている。主な事業分野と

しては、地域・都市開発、上下水道事業、鉄道事業（多摩都市モノレール、新幹線

整備に伴う並行在来線など）、空港ビル会社・マリーナ・道の駅、ケーブルテレビ局、

産業廃棄物処理などが挙げられるが、債務を抱え経営破綻する第三セクターも多

い。

第三セクターの分類においては、運輸・道路分野というものも存在する。これ

に含まれるのは、（ 1）地方道路公社、（ 2）フェリーふ頭公社、（ 3）高速道路

協会、（ 4）空港ターミナルビル、（ 5）鉄道、（ 6）モノレール、（ 7）流通ター

ミナル、（ 8）駐車場公社等、である4）。このうち、大都市圏・非大都市圏の別

を問わず、（ 5）（ 6）の分野の交通機関を運営しているものをここでは第三セク

ター鉄道と定義する。

公共ガバナンスの定義について、大山（2010）5）は以下のように述べている。

公共ガバナンスとは、

①目的：公共的問題解決システムをより効率的なシステムへと進化される
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ために、

②方法：多様な批判的方法を通じて、

③主権：公共的問題解決システムをめぐって対立する複数の利害関係者が

そのシステムを監視し規律を与えることである。

いいかえると、

③主権：公共的問題解決システムをめぐって相互に対立する複数の利害関

係者が、

②方法：多様な批判的方法を駆使して、

①目的：公共的問題解決システムをより効率的なシステムへと進化させる

ことである。

となる。

前述の通り、第三セクターの運営では、出資などにおいて地方公共団体と民間

企業とが同一法人内で意思決定を行う。また住民による第三セクター運営への参

加も想定される。沿線自治体や民間企業、一般市民など、各アクターの利害関心

は異なることが予想されるが、その中でも各アクターが互いに運営へ関与し、情

報交換などを行うことで、第三セクター鉄道のサービスの質を改善することがで

きると考えられる。したがって、以上の定義をアレンジすることとする。

すなわち、第三セクター鉄道においては、当該企業自体の効率性以上に、地域

住民に対してより良いサービスを供給できているかどうか、様々なアクターが運

営に関与できているかどうかが重要となる。したがって、本研究における公共ガ

バナンスの定義は、「公共的問題解決システムをめぐって相互に対立する複数の

利害関係者が、多様な批判的方法を駆使して、公共的問題解決システムをより質

の高いシステムへと進化させること」とする。

Ⅲ　先行研究

第三セクター鉄道や地方鉄道について研究を行っている先行研究について、そ

の概要と批判的考察を以下に示す。

1　深澤映司（2005）「第三セクターの経営悪化要因と地域経済」

深澤は、第三セクターの経営悪化が金融・財政という二つの経路を通じて当該
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地域の経済に悪影響を与える、という問題意識のもと、第三セクターの経営動向

を監視すべきステークホルダーの観点から、その経営効率に影響を及ぼしてきた

可能性のある要因を再検討している。ここでステークホルダーとは、出資者（株

主）、債権者（民間金融機関など）、経営者（役員）、地域住民（納税者）であり、こ

こから深澤は以下の仮説を導出している。

（ 1）出資額全体に占める公的部門からの出資割合が大きい第三セクターほど､

経営の効率性が低い（出資者）。

（ 2）地方自治体の損失補償契約に関わる債務残高が大きい第三セクターほど､

経営の効率性が低い（債権者）。

（ 3）地方自治体からの借入残高が大きい第三セクターほど､ 経営の効率性が低

い（債権者）。

（ 4）役員全体に占める地方自治体出身者の割合が大きい第三セクターほど､ 経

営の効率性が低い（経営者）。

（ 5）情報公開を積極的に行っていない第三セクターほど､ 経営の効率性が低い

（地域住民）。

これらの仮説について、個々の第三セクターの「経常利益」を従属変数とし、

最小二乗法による重回帰分析を行ったところ、以下のような検証結果が得られて

いる。

すなわち深澤は、個々の第三セクターによる資金調達方法が、その経営効率に

少なからぬ影響を及ぼしている可能性があると判断している。各仮説をみると、

仮説（ 2）・（ 3）については、 5％水準で有意かつ仮説と整合的な結果が得られ

たことから、実際に成立している可能性が最も高いと判断される。成立している

可能性が二番目に大きい仮説は仮説（ 1）であったが、有意水準は10％水準と

なっている。それ以外の仮説については有意な結果が得られていない。

以上の分析結果を踏まえて深澤が提起した論点は、（ 1）地域における経済・

産業の振興や住民生活の向上等に関連した事業への取り組みに対して､ 地方自治

体が､ 出資面でどの程度関与したらよいか、（ 2）地域に関連した事業のための

借入れをめぐる公的支援（地方自治体による損失補償や貸出し）が「負債による規

律づけ」の低下に結びついてしまうことを､ いかに回避するか、（ 3）過去にお

いて既に発生してしまった第三セクターの債務を的確に管理していく上で､ どの
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ような工夫が求められるか、の三点である。

以上の先行研究は、第三セクターに関する特定の業務分野についての研究では

なく、第三セクターを包括的に扱ったものといえる。したがって、様々な業務分

野を含むことによって一定のバイアスが生じ、検証結果が歪められている可能性

も否定できない。そのため、特定の業務分野に絞って分析を行った場合に先行研

究とは異なった結果が導出される可能性があるといえる。また、10年以上前の研

究であることから、より新しいデータによっても同様の結果が導き出されるのか

について検証する余地があるといえる。さらに、第三セクターをめぐる公共ガバ

ナンスを反映した変数を追加することで、より精度の高いモデルを構築すること

も可能と考えられる。

2　青木亮・須田昌弥・早川伸二（2006）「需要面からみた第 3セクター
鉄道と地方民鉄の分析」

青木・須田・早川は、経営難に陥っている第三セクター鉄道の廃止に関して、

賛成論と反対論の両極端な主張が展開されているが、どちらにも与せず、各路線

の事情を考慮しつつ、非大都市圏における鉄道政策についてより現実的な提言を

行う必要がある、としている。そして、以上の問題意識から、そのような提言を

行うための「基礎的分析」として、第三セクター鉄道37社と地方民鉄39社につい

て需要面に関する分析を行っている。

具体的には、運賃、特急料金の係数ダミー、運行回数、沿線人口、沿線人口の

係数ダミー、沿線住民の所得を独立変数としている。また、従属変数との関係で

予想される符号は、運賃と沿線人口の係数ダミーがマイナス、それ以外はすべて

プラスである。そして、従属変数は 1日当たり乗客数として分析を行っている。

分析の結果、沿線住民の所得以外の変数について有意な結果が得られている。

以上の分析から、青木・須田・早川は以下のことを述べている。すなわち、特

急の運行の有無、運行回数、沿線人口、駅数が需要の増加要因とされた。しかし、

運行回数や駅数は容易に増加させることはできず、特急の運行もすべての地方鉄

道に有効な方法とは言えない。また、沿線人口も減少傾向が続いていることから、

現状として地方鉄道全てに当てはまる利用客向上策は見当たらない、としている。

また、近代化補助や資金による損失補塡についても、直ちに利用客上昇には結び

つかないことも指摘しており、現在の補助制度を含めた対応は有効な対策とは言

えない。
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以上の先行研究は、第三セクター鉄道を含めた地方鉄道について、需要面に着

目して分析を行った先進的な研究であると考えられる。しかし、行政学や公共ガ

バナンスの観点、市民の視点が欠落しているため、こうした観点からの分析が求

められる。また、従属変数については、路線ごとの輸送規模が大きく異なると考

えられることから、 1日当たり乗客数を用いると分析結果に大きなバイアスを生

じさせる可能性が高い。したがって、従属変数についても改良する必要があると

考えられる。

3　松本守・後藤孝夫（2014）「ソフトな予算制約問題と第三セクターの
パフォーマンス―運輸分野を対象とした実証分析―」

松本・後藤は、地方公共団体の財政健全化過程において、第三セクターの経営

状況に厳しい目が向けられており、債務に対する損失補償契約、補助金等による

倒産の先送り、地方公共団体と第三セクター間におけるソフトな予算制約が問題

視されている、としている。そして、以上の問題意識から、運輸分野の第三セク

ターをサンプルに用い、パフォーマンスの視点から分析することで、ソフトな予

算制約問題が生じているかどうかについて分析している。

具体的には、

（ 1）地方公共団体から補助金を交付されている第三セクターほど、ソフトな予

算制約問題によって、経営に対する努力インセンティブが弱まり、その結

果パフォーマンスが悪化する。

（ 2）地方公共団体と民間金融機関の間で損失補償契約が結ばれている第三セク

ターほど、ソフトな予算制約問題によって、経営に対する努力インセンティ

ブが弱まり、その結果パフォーマンスが悪化する。

（ 3）地方公共団体から貸付が行われている第三セクターほど、ソフトな予算制

約問題によって、経営に対する努力インセンティブが弱まり、その結果パ

フォーマンスが悪化する。

（ 4）民間出資割合の上昇に伴う民間企業の努力インセンティブの増加は、ソフ

トな予算制約問題によって弱まる。

の四つの仮説を設定し、パフォーマンス指標を経常収支率に設定したうえで分析

を行っている。

分析の結果、（ 1）～（ 3）全てが有意となった。とりわけ（ 1）・（ 2）の影

響が強いと考えられている。また（ 4）も有意であったが、その影響力は（ 1）・
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（ 2）の影響力によって弱まることも示された。以上の分析から、自治体による

補助金交付や損失補償契約が存在するほどパフォーマンスが悪化すること、民間

出資割合の上昇によるパフォーマンス向上の効果が上記の要因によって弱まるこ

とが示されている。

このことから松本・後藤は、鉄道サービス供給時に第三セクター方式での供給

が妥当であるかどうか検討すべきであること、事前の契約によるリスクコント

ロールや自助努力の促進が必要であること、の 2点を指摘している。一方、第三

セクターの経営トップについての情報を考慮すべきであること、適切な政府介入

のあり方や民間事業者との比較、自治体による第三セクターへの増資行為につい

ても分析する必要があること、の 2点を課題として指摘している。

以上の先行研究では、第三セクターのパフォーマンスについて業務分野を絞っ

て分析を行っているが、補助金や貸付、出資割合など財政的な側面に議論が偏っ

ている。そのため、第三セクターの運営に関わる行政や市民の視点が欠落してい

ることから、行政学や公共ガバナンスの観点から分析を行う必要がある。

4　田中智泰（2015）「第三セクターのガバナンス構造とパフォーマンス
―近畿地方のケース―」

田中は、第三セクターの設立、破綻、パフォーマンスに関する実証研究がこれ

まで蓄積されてきたが、それらから一貫した結果が得られているとはいいがたい

ことから、再度第三セクターのガバナンス構造とパフォーマンスとの関係を検証

する必要がある、としている。そして、以上の問題意識から、近畿 2府 4県の市

町村が出資する第三セクターのガバナンス構造とパフォーマンスの関係について

分析している。

具体的には、仮説として

（ 1）地方自治体の出資割合と第三セクターのパフォーマンスに関して、正と負

の関係が想定される。

（ 2）地方自治体の運営補助金が多いほど、第三セクターのパフォーマンスは低

下する。

（ 3）役員規模が大きくなるほど、第三セクターのパフォーマンスは低下する。

（ 4）役員のうち地方自治体出身者が多いほど、第三セクターのパフォーマンス

は低下する。

（ 5）負債比率が高いほど、第三セクターのパフォーマンスは向上する。
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の五つを田中は設定し、従属変数を第三セクターの総資産経常利益率（ROA）と

して分析を行っている。結果、（ 1）・（ 3）・（ 5）は有意な結果が得られなかっ

た一方、（ 2）・（ 4）は有意な結果が得られている。以上の分析より、出資自体

は第三セクターのパフォーマンスに影響を与えるわけではなく、自治体から役員

を派遣して経営に関与することがパフォーマンスを低下させていることを示して

いる。

したがって田中は、出資を自治体が、運営を民間事業者が行うことで経営改善

を行うことができる、としている。また、自治体は安易に補助金を投入すべきで

はなく、経営の自立性を維持させるべきである、としている。

以上の先行研究は、第三セクターのガバナンス構造とパフォーマンスに着目し

たものであるが、ここで扱われているガバナンスとはコーポレート・ガバナンス

であり、本研究で採用する公共ガバナンスとは異なる。したがって、第三セク

ターの運営に関わるアクターである行政や市民、関係団体等の視点が欠落してい

ると言わざるを得ないため、公共ガバナンスの観点から分析を行う必要があると

考えられる。

5　高松淳也（2015）「規制緩和と地域公共交通ガバナンス：茨城県にお
ける地方鉄道存廃問題の政治過程」

高松は、新自由主義改革によって鉄道事業者の参入・退出が許可制になって以

降、赤字を抱えた多くの路線が廃止に追い込まれている一方、廃止の意思表示が

なされてもなお存続している路線も少なからず存在しており、同様の状況下で存

続と廃止が分かれることには、何らかの要因が作用している可能性があるとして

いる。そして、以上の問題意識から、地域における公共政策の決定要因について

ガバナンス論の観点から議論を深めている。同時期に存廃問題が浮上した鹿島鉄

道と茨城交通湊線を事例に、対策協議会における沿線自治体の行動とその成果に

着目し、その政治過程を分析している。

高松は分析によって、対策協議会が適切かつ柔軟な活性化策を策定できたかど

うか、その活性化策が機能し、利用客上昇など目に見える成果が現れたか、の 2

点が分岐点となり、前者は廃止、後者は第三セクター鉄道として存続したことを

明らかにしている。以上の事例分析から高松は、地方自治体が事業に対して具体

的な数字を根拠にして説得的な行動を示すことが必要となると述べている｡ また、

当事者が有効的な戦略をたて､ 短期間で成果を出しつつ､ 県や国といったアク
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ターを巻き込んでいくことが､ 路線存続を実現する重要な要因となる、とも述べ

ている｡ 他方、本研究は地方鉄道の事例を網羅的に取り上げたわけではないため、

さらなる事例分析を行う必要がある、と述べている。

以上の先行研究は、地域公共交通ガバナンスについて具体的に言及した数少な

い研究であり、同様の視点をもつ本研究にとっても参考となるものである。一方、

筆者が述べている通り、地方鉄道の事例を網羅的に取り上げているわけではない

ため、包括的な実証分析や新たな事例分析を行う余地が存在すると考えられる。

6　小谷田文彦、ビクター・カーペンター・リー、恩田睦（2015）「地方
鉄道における地域との協働：くま川鉄道、肥薩おれんじ鉄道の検討」

小谷田・カーペンター・恩田は、多くの地方鉄道が苦しい経営を強いられ、赤

字を計上する事業者が半数を超えている状況にあるなかで、地方鉄道沿線に居住

する人々はどのような支援を行うことができるのか考察する必要がある、として

いる。そして、以上の問題意識から、くま川鉄道と肥薩おれんじ鉄道の 2社に対

して聞き取り調査を行っている。

調査の結果をもとに、地域住民による鉄道会社のサポート組織が存在するだけ

ではなく、地域住民の自発的な働きが重要になる、と小谷田・カーペンター・恩

田は述べている。すなわち、地域住民の自発的な活動がありさえすれば、その活

動は地方鉄道に良い影響をもたらすのであり、鉄道会社主導のサポート組織より

も地域住民の自主的活動の方がより望ましいと考えられる、としている。

また、両社とも会社主導で設立したサポーターズクラブが存在するが、有効に

機能しているとはいえない。したがって、地域住民の自発的な活動を引き出すこ

とが大切であり、鉄道会社の再建にかける意欲、努力と住民の地元の鉄道に対す

る関心、愛着の双方が存在することで、鉄道会社と地域との好循環が生み出され、

厳しい環境にある地方鉄道にも活路が見いだされる、と小谷田・カーペンター・

恩田は述べている。

以上の先行研究は、第三セクター鉄道の運営における市民の役割について具体

的に述べ、その活動を高く評価している。一方、自治体など行政部門についての

議論がほとんど登場しないため、行政の役割や視点も踏まえた分析が必要となる。

また、調査対象が 2路線のみであることから、第三セクター鉄道を包括的に扱っ

た実証分析を行う必要があると考えられる。
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7　古平浩（2014）『ローカル・ガバナンスと社会的企業―新たな地方
鉄道経営』

古平は、地方鉄道における存廃運動の事例を取り上げ、地方鉄道を取り巻く

（コーポレート・）ガバナンスの構造を指し示すとともに、地域の意思決定の構造

すなわちローカル・ガバナンスについても考察している。そして、鉄道事業者は

地域社会の中でどのような役割を持ち、地域に対してどう責任を負い関わってい

くべきか、という問題意識に基づき、 8路線の事例分析を行っている。

古平は、新しい社会的課題である地方鉄道の存廃問題を克服する際、「政府か」

「市場か」という二者択一的発想では解決不可であり、「ガバナンス」概念が重要

であるとしている。したがって、社会的企業の射程を踏まえた新たな知見へと転

換する必要がある。ここでガバナンスとは、地方政府、企業、NPOなどの多様

なアクターが様々な戦略をめぐっておりなす多様な組み合わせの総体であり、対

立・妥協・連携からなる重層的な制度設計である、としている。

「地方鉄道経営と市民協働のあり方」において古平は、社会的企業の胎動とそ

れを制度化するガバナンスが存在しており、ステークホルダーとしてひとくくり

にされてきた市民が、自立した市民として、地方鉄道経営に関わる形がみられる

ようになっている、と述べている。

「地方鉄道経営における市民協働のあり方」として古平は、市民自らによる「当

事者主権」が求められており、地域公共交通の問題は、地域生活のあらゆる側面

に関連するからこそ、地域の総合的課題として扱い、ガバナンスの観点から議論

する必要がある、と述べている。

以上の先行研究は、地方鉄道を取り巻く（コーポレート・）ガバナンスの構造

を指し示す一方で、地域の意思決定の構造すなわちローカル・ガバナンスについ

ても考察している。また、 8路線を分析対象にしており、比較的多くの事例分析

も行っている。一方、都市部の路線も含めた統計分析や事例分析によっても同様

の結論が導き出されるか、第三セクター鉄道のみに対象を絞っても同様の結論が

導き出されるか、検討の余地がある。
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8　太田幸司・山本信次（2008）「農山村地域における多様な主体の協働
による市町村交通サービスの在り方―岩手県雫石町『あねっこバ
ス』を事例として」

太田・山本は、モーターリゼーション進展のなかで、移動制約者の足を確保す

る観点から、市町村等の基礎的自治体は地域住民をはじめとした多様な主体との

協働により、地域公共交通ガバナンスを構築することが求められている、として

いる。そして、以上の問題意識から、岩手県雫石町のバス運行事例を分析し、多

様な主体が役割を発揮できる望ましい協働によるバス運営の在り方を考察してい

る。また、「地域公共ガバナンス」の成立条件についても整理し、各主体に対し

て課題と改善方策を示している。

分析の結果、太田・山本は以下のことを指摘している。すなわち、計画段階に

おいてはバスのコンセプトを策定し自治体の施策へ位置づけると共に、住民の意

向を十分反映させなければならない。バス運行の際は、自治体行政は NPO法人

や事業者と役割を分担することで、効率的且つ利便性の高いサービスの提供が可

能になる。行政は基本的にバス運行に関わる欠損の負担や、関係機関との調整を

行う。運営では NPO法人が中心となりつつも、市町村、事業者、学識者などと

常に情報の共有をしながら、運営を行うことが重要である。

また太田・山本は、「地域公共交通ガバナンス」成立の条件として、①対等な

関係の構築、②共有意識（目標）の保持、③共有意識（目標）と連動したインセ

ンティブの設定、の 3点を指摘している。これらが相互に影響し、ガバナンスが

構築されることで、効率的で利便性の高いバス運行が実現すると述べている。

以上の先行研究は、地域公共交通の運営での各アクター間における協働などを

取り上げ、地域公共交通ガバナンスのありようについて具体的に述べており、第

三セクター鉄道の分析においても参考にすることができると考えられる。一方、

本分析はバス路線を対象としており、以上のような公共ガバナンスの議論が第三

セクター鉄道にも当てはまるかどうか検討の余地がある。また、分析対象が 1路

線のみと少ないことから、多種多様な路線、事業者について包括的な実証分析を

行う必要がある。
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Ⅳ　リサーチクエスチョン、仮説、変数

以上の問題意識や先行研究の批判的考察などを踏まえたうえで、以下ではリ

サーチクエスチョンと仮設、変数の設定を行う。なお、従属変数については次の

章で説明する。

まず、リサーチクエスチョンは「第三セクター鉄道のサービスの質に対して、

公共ガバナンスはどのような影響を与えるか ?」である。次に仮説については、

大仮説と小仮説を設定する。第一に、大仮説は「公共ガバナンスがよく機能して

いるほど、第三セクター鉄道のサービスの質は向上する」である。第二に、小仮

説は以下の通りである。

（ 1）行政の能力が確保されているほど、第三セクター鉄道のサービスの質は向

上する。

（ 2）行政による経営への関与が強いほど、第三セクター鉄道のサービスの質は

向上する。

（ 3）行政の透明性と説明責任が確保されているほど、第三セクター鉄道のサー

ビスの質は向上する。

（ 4）市民が自発的活動に熱心であるほど、第三セクター鉄道のサービスの質は

向上する。

（ 5）複数のアクター間による情報交換の場が確保されているほど、第三セク

ター鉄道のサービスの質は向上する。

変数について、まず独立変数を以下に示す。

仮説（ 1）：沿線自治体職員の平均給与月額。

仮説（ 2）：沿線都道府県・市区町村の平均出資比率。

仮説（ 3）：沿線自治体における外部監査委員等の活動日数、情報公開度。

仮説（ 4）：都道府県別のボランティア行動者率、認証 NPO法人数。

仮説（ 5）：沿線協議会等の設置の有無。

ここで、複数自治体が関与等している場合には複数自治体間の平均値をとること

とし、仮説（ 4）については、いずれも「まちづくり」の分野に絞ってデータを

抽出する。

また、第三セクター鉄道の分析に際しては、沿線自治体の人口や、他の交通

モードの整備状況が分析結果に影響を及ぼすと考えられる。したがって、ここで
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は統制変数として以下の二つを投入することとする。

統制変数（ 1）：沿線自治体の人口。

統制変数（ 2）：沿線自治体のバス輸送人キロ。

小仮説に関しては、以下のことがいえる。第一に仮説（ 1）についてである。

第三セクター鉄道の運営においては、都道府県や市区町村といった沿線自治体が

必然的に関わる。ここでは、第三セクター鉄道の運営に関わる地方公務員に対し、

給与によるバックアップが必要となる。すなわち、「リーダーシップの発揮が効

を奏するには、これに対応する組織構成員のモラール（勤労意欲）とモティベー

ション（仕事への動機づけ）が高くなければ」ならない6）のである。こうした資源

が存在すれば、第三セクター鉄道の運営において、主要アクターである行政が能

力を発揮する蓋然性は高くなると考えられる。

第二に仮説（ 2）についてである。用語解説においても示したが、第三セクター

鉄道には地方公共団体が出資を行っている。沿線自治体が負う財政的リスクの比

率は比較的高いことが想定されることから、先行研究とは異なり、地方公共団体

がリスクを負担することによって、第三セクター鉄道による安定したサービス供

給が可能になると考えられる

第三に仮説（ 3）についてである。第三セクター鉄道の運営には、自治体以外

にも沿線住民や企業、関係団体が関わる。そのため、各アクター間において情報

の非対称性が生じやすいと考えられ、本人・代理人関係も複雑となる。ここで、

「『本人』と『代理人』の間では、代理人は本人の追及をかわして自らの裁量を確

保しようと」し、その「裁量は、代理人の利益と関心のために利用」される7）こ

とから、外部監査や情報公開の仕組みは第三セクター鉄道の運営においても重要

となる。自治体において外部監査が積極的に行われ、また自治体に関する様々な

情報が公開されれば、行政運営における透明性の向上と説明責任の確保がもたら

され、第三セクター運営における情報の非対称性を克服するとともに、市民など

のステークホルダーによるチェック機能が働きやすくなると考えられる。こうし

た観点が必要となるのは、「行政活動の対象集団・利害関係者の組織化が進み、

これらの団体と行政機関の相互作用が日常化」してきて、「行政官・行政職員は

これらの団体の要望・期待に的確に応答することを期待されるように」なった8）

ためである。

第四に、仮説（ 4）についてである。第三セクター鉄道の運営を支える関係団

体が存在すること自体は望ましいことである。しかし、こうした団体が存在する
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だけでは意味はなく、市民が積極的に活動する素地が形成されている必要がある。

「市民は、究極の『本人』たる理念的な存在で」あるが、「他方、具体的な要求を

する」し、「行政当局を監視するアクターでも」ある9）ことから、市民も第三セ

クター鉄道の運営において積極的な役割を担うことができると考えられる。した

がって、沿線自治体において、市民が自発的に活動し、団体としてまとまって活

動する素地が確保されていれば、第三セクター鉄道の運営に市民が積極的に協力

する蓋然性は高まると考えられる。したがって、「政府の経営及び行政運営にお

いても、市民は依存でなく主体性・自立性が要請」される10）のである。

最後に、仮説（ 5）についてである。第三セクター鉄道には、情報交換の場と

して、沿線協議会などが存在する。様々な主体が関わることから、情報の非対称

性を克服してコミュニケーションの回路を確保する必要があるが、こうした組織

が存在することで、情報共有やパートナーシップの促進が期待できる。この効果

として、「パートナーシップが相互の対話の回路となることで、当事者やサード・

セクター組織と行政組織との情報の非対称性を埋め、組織間学習を促すことが期

待」できる11）。

Ⅴ　路線のカテゴリーと従属変数

第三セクター鉄道に分類される路線ではあるが、その形態や出自については

様々なものがあり、サービスの質を測る指標もそれぞれ設定する必要がある。以

下では、路線のカテゴリーを示すとともに、先行研究12）を参考にしつつそれぞ

れの従属変数も同時に示す。

1　並行在来線等

並行在来線等には、新幹線開業に伴って第三セクター化された並行在来線・国

鉄末期に鉄道公団が建設を予定していた（建設中止）路線が含まれる。これらは

元々幹線だったもの、幹線とすることが想定されていたものであり、総じて高規

格の路線となっていることが特徴である。なお、本来であれば並行在来線と鉄道

公団線を別のカテゴリーとすべきであるが、サンプル数が非常に少なくなること

から、同様の規格を持つ両者を 1つのカテゴリーとして扱うこととする。

同カテゴリーに含まれる路線は表 1 - 1の通りである。同カテゴリーでは、従

属変数を 1日当たりの往復運行本数、相互乗入状況の 2つに設定する。並行在来
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線等が幹線クラスを想定した規格であることを踏まえると、旧国鉄・JR時代と

同様のサービスを保持することが求められる。そのためには、まず高頻度運転を

行うことで、速達性の向上や待ち時間の減少を行う必要がある。その一方、相互

乗入を行うことで長距離輸送にも対応し、地域住民のアクセスを向上させること

も求められる。

2　赤字路線転換

赤字路線転換には、旧国鉄、私鉄を問わず、赤字路線を第三セクター鉄道へと

移管したものが含まれる。これらは、赤字路線として廃止される予定だった路線

が、地元自治体や住民の反対によって存続したものであり、輸送規模が全体的に

低いことが特徴である。

同カテゴリーに含まれる路線は表 1 - 2の通りである。同カテゴリーでは、従

属変数をイベント等開催回数、企画切符等種類の 2つに設定する。赤字路線を転

換したものについては、沿線人口が限られているという事情から、利用客を確保

するために観光振興を図ることが必要となる。観光列車など多種別列車運転によ

るイベント開催や、企画切符による料金システムの改良により、サービスの質を

向上させ、観光客の利用インセンティブを刺激することが必要となる。

表 1 - 1 　並行在来線等の第三セクター鉄道

事業者名 カテゴリー 事業者名 カテゴリー

青い森鉄道 並行在来線等 罇見鉄道 並行在来線等

IGRいわて銀河鉄道 並行在来線等 愛知環状鉄道 並行在来線等

鹿島臨海鉄道 並行在来線等 北近畿タンゴ鉄道 並行在来線等

野岩鉄道 並行在来線等 智頭急行 並行在来線等

北越急行 並行在来線等 井原鉄道 並行在来線等

えちごトキめき鉄道 並行在来線等 阿佐海岸鉄道 並行在来線等

あいの風とやま鉄道 並行在来線等 土佐くろしお鉄道 並行在来線等

IRいしかわ鉄道 並行在来線等 肥薩おれんじ鉄道 並行在来線等

しなの鉄道 並行在来線等
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3　新　線

新線に含まれるのは、新規路線として建設された路線である。これらは都市鉄

道としての役割を担う目的で建設されたものが主となっており、JRや大手私鉄

と同等の規模の輸送力を持つことが期待されている。

同カテゴリーに含まれる路線は表 1 - ３の通りである。同カテゴリーでは、従

属変数を駅設備等合計、平均運賃の二つに設定する。すなわち、多くの通勤通学

客などが同カテゴリーの路線を利用することから、駅設備等の設置・改良を行う

ことで駅へのアクセスを改善し、利用客が快適に鉄道を利用することができるよ

う努める必要がある。また、料金システムを改良し、利用客のニーズに合った運

賃設定にする必要がある。

以上、カテゴリーと従属変数をそれぞれ示した。これとは別に、全カテゴリー

共通の従属変数として当該路線の旅客輸送密度を用いる。この数値は交通機関の

1日 1 km当たりの平均輸送量を示すものであり、輸送規模の指標として用いら

れる。

表 1 - 2 　赤字路線転換の第三セクター鉄道

事業者名 カテゴリー 事業者名 カテゴリー

三陸鉄道 赤字路線転換 明知鉄道 赤字路線転換

秋田内陸縦貫鉄道 赤字路線転換 長良川鉄道 赤字路線転換

由利高原鉄道 赤字路線転換 天竜浜名湖鉄道 赤字路線転換

山形鉄道 赤字路線転換 伊勢鉄道 赤字路線転換

阿武隈急行 赤字路線転換 伊賀鉄道 赤字路線転換

会津鉄道 赤字路線転換 信楽高原鐵道 赤字路線転換

ひたちなか海浜鉄道 赤字路線転換 北条鉄道 赤字路線転換

真岡鐵道 赤字路線転換 若桜鉄道 赤字路線転換

わたらせ渓谷鐵道 赤字路線転換 錦川鉄道 赤字路線転換

いすみ鉄道 赤字路線転換 甘木鉄道 赤字路線転換

万葉線 赤字路線転換 平成筑豊鉄道 赤字路線転換

富山ライトレール 赤字路線転換 松浦鉄道 赤字路線転換

のと鉄道 赤字路線転換 南阿蘇鉄道 赤字路線転換

えちぜん鉄道 赤字路線転換 くま川鉄道 赤字路線転換
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Ⅵ　本研究のオリジナリティ

以下では、本研究のオリジナリティについて述べる。第一に、とりわけ経済学

の先行研究で取り上げられることの少なかった、利用客に対して質の高いサービ

ス供給が実際に行われているかどうかに着目した点である。先行研究でも示され

た通り、それまでの第三セクター鉄道の研究は経済学的観点からの分析が主であ

り、財政赤字などの財政的な側面に分析の射程が偏っていた。本研究においては、

鉄道による質の高いサービス供給が行われているかどうか、という旅客輸送の本

分に焦点を当てている。

第二に、公共ガバナンスの観点、行政や市民の視点を仮説に盛り込み、重回帰

分析を行うことで、財政面の分析にとらわれない議論を展開する点である。前述

した通り、先行研究においては経済学的観点からのものが主であり、公共ガバナ

ンスの観点から研究を行ったものはかなり限られている。加えて、第三セクター

鉄道を包括的に対象とし、重回帰分析を行ったものは、確認できた範囲では見つ

かっていない。したがって本研究は、第三セクター鉄道について公共ガバナンス

の観点から実証的分析を行う、先進的な研究であるということができる。

表 1 - ３ 　新線の第三セクター鉄道

事業者名 カテゴリー 事業者名 カテゴリー

仙台空港鉄道 新線 横浜シーサイドライン 新線

埼玉新都市交通 新線 横浜高速鉄道 新線

埼玉高速鉄道 新線 名古屋ガイドウェイバス 新線

北総鉄道 新線 愛知高速交通 新線

千葉都市モノレール 新線 名古屋臨海高速鉄道 新線

東葉高速鉄道 新線 北大阪急行電鉄 新線

芝山鉄道 新線 大阪高速鉄道 新線

東京地下鉄 新線 神戸新交通 新線

ゆりかもめ 新線 水島臨海鉄道 新線

東京臨海高速鉄道 新線 広島高速交通 新線

多摩都市モノレール 新線 北九州高速鉄道 新線

首都圏新都市鉄道 新線 沖縄都市モノレール 新線
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第三に、第三セクター鉄道の路線についてカテゴリー分けを行った点である。

先行研究では、カテゴリー分けを行わず一括りで第三セクター鉄道を分析してい

たが、本研究では路線の形態や出自に基づき、第三セクター鉄道を三つのカテゴ

リーに分けている。また、従属変数も共通のものに加えてカテゴリーごとに設定

し、各カテゴリーにおけるサービスの質の指標を反映させている。

Ⅶ　検証方法とデータ元

以下では、検証方法とデータ元について示す。検証方法としては、数値データ

による重回帰分析を行う。本研究では、従来の研究では取り扱われなかった都市

部の第三セクター鉄道についても研究対象とする。

まず独立変数のデータ元は以下の通りである。

仮説（ 1）：総務省『平成24年　地方公共団体別給与等の比較』。

仮説（ 2）：国土交通省鉄道局『平成二十六年度　鉄道要覧』。

仮説（ 3）：総務省『平成24年度地方公共団体における外部監査制度に関する調

査結果』、全国市民オンブズマン連絡会議『全国情報公開度調査

（10/17版）』。

仮説（ 4）：総務省統計局『平成23年社会生活基本調査』、内閣府『特定非営利活

動法人認証数推移　平成24年 6月以降』。

仮説（ 5）：国土交通省鉄道局『地域公共交通活性化・再生総合事業　認定状況・

事例一覧　（平成22年度）』。

次に統制変数のデータ元は以下の通りである。

統制変数（ 1）： 総務省『住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査　

平成25年 3月31日現在』。

統制変数（ 2）：国土交通省『自動車輸送統計年報　平成24年度分』。

最後に従属変数のデータ元は以下の通りである。

（ 1）並行在来線等： 第三セクター鉄道路線の時刻表、国土交通省鉄道局『鉄道

統計年報［平成26年度］』。

（ 2）赤字路線転換： 鉄道コム「鉄道イベント情報」の検索結果（2014年以降）、

第三セクター鉄道のホームページ。

（ 3）新線：国土交通省鉄道局『鉄道統計年報［平成26年度］』。

（ 4）共通：国土交通省鉄道局『鉄道統計年報［平成26年度］』。



196　政治学研究59号（2018）

Ⅷ　重回帰分析の結果

以下では、重回帰分析の結果をカテゴリーごとに示す。ここでは、全て強制投

入法による重回帰分析を行い、多重共線性の問題を克服した後のものを示す。

まず、並行在来線等の重回帰分析の結果である。

表 2 - 1・表 2 - 2・表 2 - ３より、モデルⅠ・Ⅱとも、モデルは有意とはなら

なかった。

次に、赤字路線転換の重回帰分析の結果である。

表 ３ - 1・表 ３ - 2・表 ３ - ３より、モデルⅠ・モデルⅡとも、モデルは有意と

はならなかった。

最後に、新線の重回帰分析の結果である。

表 4 - 1・表 4 - 2ではモデルⅠ・Ⅱとも、モデルは有意とはならなかった。表

4 - ３では、モデルⅠは有意ではなかった一方でモデルⅡは10％水準で有意と

なった。しかし、表 4 - 3のモデルⅡを詳細にみると、調整済み決定係数は0.236

表 2 - 1 　統計分析結果並行在来線等（ 1日往復運行本数）

モデルⅠ モデルⅡ
VIFB β B β

（定数） －52.173 －123.106

自治体職員平均給与月額
都道府県出資割合 0.783 0.386 1.147 0.566 * 1.196 1.355

市区町村出資割合 2.229 0.588 ♰ 2.791 0.736 * 1.401 1.639

外部監査人等活動日数合計
自治体情報公開度
ボランティア行動者率 3.621 0.269 5.297 0.394 1.201 1.311

NPO法人認証数 0.070 0.180 －0.011 －0.027 1.144 1.501

沿線協議会等の設置状況 －40.904 －0.499 ♰ －23.944 －0.292 1.218 1.487

自治体人口 0.000 0.672 ♰ 2.572

バス輸送人キロ 0.000 －0.099 2.013

調整済み R2乗 0.090 0.267

F値（有意確率） 1.317（0.326） 1.832（0.196）
♰：p＜0.1，*：p＜0.05，**：p＜0.01
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表 2 - 2 　統計分析結果　並行在来線等（相互乗入状況）

　 モデルⅠ モデルⅡ
VIF　 B β B β

（定数） －1632.098 －1392.321

自治体職員平均給与月額
都道府県出資割合 25.259 0.188 24.583 0.183 1.196 1.355

市区町村出資割合 92.555 0.369 94.099 0.375 1.401 1.639

外部監査人等活動日数合計
自治体情報公開度
ボランティア行動者率 26.796 0.030 15.860 0.018 1.201 1.311

NPO法人認証数 2.333 0.090 2.927 0.113 1.144 1.501

沿線協議会等の設置状況 －1746.874 －0.322 －1747.742 －0.322 1.218 1.487

自治体人口 0.000 －0.007 2.572

バス輸送人キロ 0.000 －0.044 2.013

調整済み R2乗 －0.242 －0.515

F値（有意確率） 0.376（0.855） 0.223（0.970）
♰：p＜0.1，*：p＜0.05，**：p＜0.01

表 2 - ３ 　統計分析結果並行在来線等（輸送密度）

モデルⅠ モデルⅡ
VIFB β B β

（定数） －7950.757 －10493.041

自治体職員平均給与月額
都道府県出資割合 90.736 0.425 102.161 0.479 1.196 1.355

市区町村出資割合 224.692 0.563 ♰ 234.669 0.588 ♰ 1.401 1.639

外部監査人等活動日数合計
自治体情報公開度
ボランティア行動者率 396.632 0.280 472.239 0.333 1.201 1.311

NPO法人認証数 0.627 0.015 －3.221 －0.078 1.144 1.501

沿線協議会等の設置状況 －5468.001 －0.634 * －5026.713 －0.583 ♰ 1.218 1.487

自治体人口 0.003 0.177 2.572

バス輸送人キロ 0.001 0.058 2.013

調整済み R2乗 0.237 0.116

F値（有意確率） 1.996（0.158） 1.300（0.349）
♰：p＜0.1，*：p＜0.05，**：p＜0.01
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表 ３ - 1 　統計分析結果赤字路線転換（イベント等開催回数）

モデルⅠ モデルⅡ
VIFB β B β

（定数） 36.393 36.200

自治体職員平均給与月額
都道府県出資割合 0.146 0.153 0.373 0.392 1.403 2.051

市区町村出資割合 0.023 0.035 0.083 0.128 1.458 1.545

外部監査人等活動日数合計 －0.036 －0.138 0.000 0.000 1.113 1.310

自治体情報公開度 －0.492 －0.251 －0.490 －0.250 1.059 1.160

ボランティア行動者率 0.083 0.013 －0.539 －0.082 1.221 1.704

NPO法人認証数
沿線協議会等の設置状況 15.557 0.502 * 19.210 0.620 ** 1.079 1.225

自治体人口 0.000 －0.331 2.166

バス輸送人キロ 0.000 －0.261 1.267

調整済み R2乗 0.107 0.158

F値（有意確率） 1.541（0.214） 1.635（0.180）
♰：p＜0.1，*：p＜0.05，**：p＜0.01

表 ３ - 2 　統計分析結果赤字路線転換（企画切符等種類）

モデルⅠ モデルⅡ
VIFB β B β

（定数） 6.091 8.616

自治体職員平均給与月額
都道府県出資割合 0.041 0.177 0.068 0.298 1.403 2.051

市区町村出資割合 －0.030 －0.192 －0.025 －0.163 1.458 1.545

外部監査人等活動日数合計 －0.007 －0.114 －0.003 －0.053 1.113 1.310

自治体情報公開度 0.027 0.057 0.011 0.023 1.059 1.160

ボランティア行動者率 －0.087 －0.055 －0.248 －0.157 1.221 1.704

NPO法人認証数
沿線協議会等の設置状況 0.494 0.066 0.901 0.121 1.079 1.225

自治体人口 0.000 －0.235 2.166

バス輸送人キロ 0.000 －0.016 1.267

調整済み R2乗 －0.099 －0.179

F値（有意確率） 0.593（0.732） 0.488（0.850）
♰：p＜0.1，*：p＜0.05，**：p＜0.01
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表 ３ - ３ 　統計分析結果赤字路線転換（輸送密度）

モデルⅠ モデルⅡ
VIFB β B β

（定数） 12831.275 * 14911.541 *

自治体職員平均給与月額
都道府県出資割合 －60.238 －0.400 ♰ －68.038 －0.452 1.403 2.051

市区町村出資割合 －23.815 －0.233 －28.106 －0.275 1.458 1.545

外部監査人等活動日数合計 －12.909 －0.313 －14.630 －0.354 1.113 1.310

自治体情報公開度 －98.788 －0.320 －111.813 －0.362 ♰ 1.059 1.160

ボランティア行動者率 －59.320 －0.057 －106.588 －0.103 1.221 1.704

NPO法人認証数
沿線協議会等の設置状況 －207.508 －0.042 －364.532 －0.075 1.079 1.225

自治体人口 0.000 －0.010 2.166

バス輸送人キロ 0.000 0.201 1.267

調整済み R2乗 0.107 0.058

F値（有意確率） 1.536（0.215） 1.208（0.346）
♰：p＜0.1，*：p＜0.05，**：p＜0.01

表 4 - 1 　統計分析結果新線（駅設備等合計）

モデルⅠ モデルⅡ
VIFB β B β

（定数） 367.047 －422.034

自治体職員平均給与月額
都道府県出資割合 7.392 0.174 0.119 0.003 1.001 1.183

市区町村出資割合
外部監査人等活動日数合計
自治体情報公開度
ボランティア行動者率
NPO法人認証数
沿線協議会等の設置状況 －479.547 －0.174 167.638 0.061 1.001 1.288

自治体人口 0.000 0.300 3.715

バス輸送人キロ 0.000 0.244 3.978

調整済み R2乗 －0.031 0.094

F値（有意確率） 0.657（0.529） 1.596（0.216）
♰：p＜0.1，*：p＜0.05，**：p＜0.01
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表 4 - 2 　統計分析結果新線（平均運賃）

モデルⅠ モデルⅡ
VIFB β B β

（定数） 34.557 ** 31.290 **

自治体職員平均給与月額
都道府県出資割合 －0.095 －0.224 －0.137 －0.324 1.001 1.183

市区町村出資割合
外部監査人等活動日数合計
自治体情報公開度
ボランティア行動者率
NPO法人認証数
沿線協議会等の設置状況 7.502 0.273 10.444 0.380 1.001 1.288

自治体人口 0.000 －0.163 3.715

バス輸送人キロ 0.000 0.410 3.978

調整済み R2乗 0.038 0.009

F値（有意確率） 1.456（0.256） 1.053（0.406）
♰：p＜0.1，*：p＜0.05，**：p＜0.01

表 4 - ３ 　統計分析結果新線（輸送密度）

モデルⅠ モデルⅡ
VIFB β B β

（定数） 38559.145 ♰ －6861.473

自治体職員平均給与月額
都道府県出資割合 712.262 0.303 256.921 0.109 1.001 1.183

市区町村出資割合
外部監査人等活動日数合計
自治体情報公開度
ボランティア行動者率
NPO法人認証数
沿線協議会等の設置状況 －38256.249 －0.251 －216.831 －0.001 1.001 1.288

自治体人口 0.005 0.158 3.715

バス輸送人キロ 0.019 0.421 3.978

調整済み R2乗 0.071 0.236

F値（有意確率） 1.873（0.178） 2.781（0.057）
♰：p＜0.1，*：p＜0.05，**：p＜0.01
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であるが、有意となった変数を発見することはできなかった。

したがって、上記の各カテゴリーの分析いずれにおいても、分析結果は有意と

はならなかったといえる。

Ⅸ　分析結果の考察

分析結果より、第三セクター鉄道の運営に対して、公共ガバナンスは影響を与

えていないことが明らかになった。以下では、具体例を用いつつ、カテゴリーご

とに分析結果の考察を行う。

1　並行在来線等

並行在来線等に分類された路線は、第三セクター鉄道に移管されたとはいえ、

JRなどと同様の車両を用いる、JRとの相互乗り入れを行うなど、他の路線と連

携した運営がなされている。そのため、運行本数についても連携する路線に規定

される部分が大きく、結果的には移管前と同様のサービスが供給されていると考

えられる。

あいの風とやま鉄道では、 1時間当たり 2本以上の運行本数が確保されている

一方、同じ並行在来線である IRいしかわ鉄道などとの乗り入れも行っている13）。

したがって、運行形態が大きく変動したわけではないといえる。

一方、智頭急行では、普通列車に加えて、JRの特急が往復で26本運行されて

おり14）15）、一定の運行本数や相互乗入が確保されているといえる。

2　赤字路線転換

沿線の観光資源の多さが、サービスの質に影響を与えている可能性がある。観

光資源が多い場合、それを生かしたサービス供給や観光協会などとの連携が可能

になる。それに伴って、様々なイベント等の開催や企画切符等の実施を行う余地

が生まれ、サービスの質の向上につながると考えられる。

三陸鉄道では、駅・周辺情報において、沿線の観光名所等が余すところなく紹

介されている16）など、沿線観光との連携を積極的に行っている。こうした要因

もあり、イベント等の開催回数や企画切符等の種類は圧倒的に多い。

一方会津鉄道の場合、沿線には温泉街や旧市街地などの歴史的な名所が存在し、

同鉄道はこうした名所へのアクセスを担っている17）。それに伴い、名所に関する
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様々なイベントの開催や、観光客向けの企画切符を多数取り揃えている。

3　新　線

新線には都市型の路線が多く属しており、沿線人口や利用客数が非常に多いこ

とから、輸送規模も非常に大きいといえる。したがって、第三セクターではなく

とも安定的な経営が可能であることから、駅設備等を充実させつつ平均運賃を抑

制することが可能であると考えられる。

データ18）に即していえば、大手私鉄の一つとして位置づけられている東京地

下鉄では、輸送人員＝24億9482万9000人となっており、非常に多くの利用客を抱

えている。したがって、経営実績も好調であることから、初乗り運賃も165円と

比較的安価である。また、駅設備等も 1路線当たり646個と十分な量が確保され

ている。

また、首都圏新都市鉄道は、新線のうちでも輸送規模の大きい路線の一つであ

るが、輸送人員＝ 1億1776万6000人となっており比較的高い。好調な経営実績に

裏打ちされていることから、初乗り運賃は165円と低く抑えられ、駅設備等も588

個と多く確保されている。

Ⅹ　おわりに

本研究では、交通システムの一翼を担う第三セクター鉄道をより良く機能させ

るために、良いガバナンスを確保すべきではないか、という問題意識から出発し、

先行研究の検討に基づき重回帰分析を行った。先行研究のほとんどが経済学の観

点からのものであったことから、それらとは違う観点から分析を行ってきたわけ

であるが、優位な分析結果を得ることはできなかった。分析結果の考察も踏まえ

ると、公共ガバナンスが第三セクター鉄道のサービスの質に与える影響は小さい、

ということが明らかになったといえる。したがって本研究では、公共サービスに

おける公共ガバナンスの適用範囲について一定の限界を示したと考えられ、その

点で、本研究には意義があったということができる。今後は、第三セクター鉄道

の社会的企業としての側面も取り入れ、分析を行うことが有益であると考えられ

る。

最後に、本研究の課題について述べる。

まず、従属変数であるサービスの質について、より現実適合的な指標を設定す
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る必要がある。本研究では、第三セクター鉄道のサービスの質を表す指標を、共

通のものについて一つ、カテゴリーごとについて二つ設定していた。しかし、そ

れだけでサービスの質を正確に測定できるかは疑問が残る。サービスの質を構成

する要素は多岐にわたることから、この指標について改良を行う必要があると考

えられる。すなわち従属変数の工夫が今後とも求められることになる。

次に、独立変数のデータの精度を改善する必要がある。第三セクター鉄道の運

営には、都道府県や市区町村が関与しており、その点をデータに反映させる必要

があった。しかし、統計データの制約上、都道府県単位までのデータしか得られ

ないものも存在し、データの精度が低下してしまった。これについては、例えば

自治体が発行する統計データを用いる、アンケート調査等によってデータを収集

する、といった方法で、データの精度を向上させる必要がある。

最後に、分析結果が有意とはならなかった点が挙げられる。分析結果の節で示

した通り、全カテゴリーの分析において分析結果が有意とはならなかった。今後

は他の分野の研究も参考にしつつ、第三セクター鉄道のサービスの質に影響を与

える要因について考察する必要がある。

以上、諸課題について述べたが、これらについては今後の研究課題としたい。
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tenhama.co.jp/about/joshaken/

土佐くろしお鉄道株式会社「土佐佐賀駅発車時刻」（最終閲覧2018.01.14）http://

docs.wixstatic.com/ugd/06d37b_3f8b06415bf24d3db9a5fcfa10b95b2a.pdf

土佐くろしお鉄道株式会社「のいち駅発車時刻」（最終閲覧2018.01.14）http://docs.

wixstatic.com/ugd/06d37b_c277a34baf344176a52ac12a27888933.pdf

富山ライトレール株式会社「トップページ」（最終閲覧2018.01.14）http://www.t-lr.

co.jp/index.html

長良川鉄道株式会社「お得に利用する」（最終閲覧2018.01.14）http://www.nagatetsu.

co.jp/deals/index.html

錦川鉄道株式会社「お得なプラン」（最終閲覧2018.01.14）http://nishikigawa.com/

plan1.php

のと鉄道株式会社「企画商品　記念入場券」（最終閲覧2018.01.14）http://www.

nototetsu.co.jp/html/kinennyujyou.html

肥薩おれんじ鉄道株式会社「肥薩おれんじ鉄道　上り時刻表　平成29年 3月 4日ダイ
ヤ改正」（最終閲覧2018.01.14）http://www.hs-orange.com/railway/time/document/

timeup.pdf

肥薩おれんじ鉄道株式会社「肥薩おれんじ鉄道　下り時刻表　平成29年 3月 4日ダイ
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ヤ改正」（最終閲覧2018.01.14）http://www.hs-orange.com/railway/time/document/

timedown.pdf

ひたちなか海浜鉄道株式会社「お得な切符」（最終閲覧2018.01.14）http://www.

hitachinaka-rail.co.jp/gain

平成筑豊鉄道株式会社「お得なきっぷ」（最終閲覧2018.01.14）http://www.heichiku.

net/railway/d-tickets/

北条鉄道株式会社「きっぷ情報」（最終閲覧2018.01.14）http://www.hojorailway.jp/

ticket

北越急行株式会社「ほくほく線時刻表　平成29年 3月 4日改正」（最終閲覧
2018.01.14）http://www.hokuhoku.co.jp/pdf/jikoku20170304.pdf

松浦鉄道株式会社「その他のお得なきっぷ」（最終閲覧2018.01.14）http://matutetu.

com/publics/index/503/

万葉線株式会社「お得なきっぷ、団体割引」（最終閲覧2018.01.14）http://www.

manyosen.co.jp/timetable/profit/index.html

南阿蘇鉄道株式会社「運賃」（最終閲覧2018.01.14）http://www.mt-torokko.com/

information/fare/

真岡鉄道「切符」（最終閲覧2018.01.14）http://www.moka-railway.co.jp/jyouki02.php

野岩鉄道株式会社「会津鬼怒川線　川治湯元駅　発車時刻表」（最終閲覧2018.01.14）
http://www.yagan.co.jp/uppdffiles/time_kawajiyumoto.pdf?20170721

山形鉄道株式会社「回数券・お得キップなど」（最終閲覧2018.01.14）http://flower-

liner.jp/ticket/

由利高原鉄道株式会社「お得な切符」（最終閲覧2018.01.14）http://www.obako5.com/

チケット /お得な切符 /

若桜鉄道株式会社「お得な企画切符について」（最終閲覧2018.01.14）http://www.

infosakyu.ne.jp/~wakatetu/toku.html

わたらせ渓谷鉄道株式会社「営業案内」（最終閲覧2018.01.14）http://www.watetsu.

com/untin.html


