
鉄道貨物事業におけるオープンアクセスと市場競争
――オーストリアの事例を中心に――

山 本 雄 吾

１．はじめに

わが国の長距離鉄道事業は，旅客・貨物とも，

旧国有鉄道を民営化した JR グループ各社のほ

ぼ独占となっている。これに対して，多くの欧

州諸国では，わが国の JR グループに相当する

旧国有鉄道を民営化した既存事業者に加え，近

年，長距離鉄道事業への新規参入が活発で，こ

れらの新規参入者が輸送量シェアを伸ばしてい

る。これらの新規参入者は，自前の線路を保有

せず，既存の線路上で列車運行を行ういわゆる

「鉄道オペレータ」であり，わが国ではみられ

ないビジネスモデルである
(1)
。

鉄道事業の活性化のために競争促進は有効な

施策である。本稿では，わが国の鉄道貨物事業

への適用を念頭に，欧州の鉄道貨物事業におけ

る競争促進施策と市場競争の現状をレビューす

る。ここではとくに，鉄道貨物輸送量がわが国

に近いオーストリアの事例を中心に検討した

い。

２．鉄道改革と上下分離・オープンアク

セス

以下では，上記のような鉄道オペレータが誕

生する背景となった 1990 年代の欧州における

鉄道改革の概要を示す。

⑴ 欧州における鉄道改革の背景と目的

1987 年のわが国国鉄の分割民営化に続いて，

欧州各国でも国鉄改革が行われた。例えばイギ

リスでは，1993 年に鉄道民営化法（Railway

Act 1993）が成立し，1994 年よりイギリス国鉄

（British Railways）の民営化が実施された。

またドイツにおいても，1994 年１月１日，従来

のドイツ連邦鉄道（Deutsche Bundesbahn）に

代って，ドイツ鉄道株式会社（Deutsche Bahn

AG）が発足した。

このような国鉄改革の要因は，わが国同様，

自動車や航空など競争交通機関の発展による国

鉄の輸送量シェアおよび収益の減少とそれに伴

う財政悪化であった。そして，国鉄改革の基本

的方向もわが国と同じで，累積債務の棚上げと

民営化による経営効率化が志向された。

しかしながら，わが国の国鉄改革との大きな

違いは，わが国ではインフラ（線路施設）の維

持・管理も含めて民営化が行われたのに対して，

欧州諸国では，インフラは公的責任で維持し
(2)
，

列車運行のみを民営化するいわゆる上下分離が

導入されたことである。
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⑴ 厳密には，わが国の第二種鉄道事業者が形式上これに該当するが，欧州のような新規参入による競争促進を意

図した制度ではない（後述）。

⑵ イギリスのみは，インフラの維持・管理も，当初は公的責任ではなく民間事業者（Railtrack社）に委ねられた

が，投資不足等の問題が発生したため，後に公的管理（Network Rail 社：配当金を目的としない保証有限責任会

社）に戻された。



上下分離が導入された要因としては以下の２

つが挙げられる。第１に，鉄道事業においてイ

ンフラの維持・管理は巨額の固定費を構成し，

他の輸送機関に比べて事業経営を困難にしてい

るが，わが国に比べて大幅に輸送密度の小さい

欧州諸国では，インフラの維持・管理も含めた

独立採算での民営化は不可能と考えられたこと

である。表１に，わが国と欧州主要国の鉄道旅

客輸送量の比較を示すが，欧州諸国の輸送密度

はわが国の 1/4程度であり，わが国のいわゆる

JR３島会社に近い（北海道旅客鉄道㈱ 16.9億

人キロ / 千 km，四国旅客鉄道㈱ 16.1 億人キ

ロ/千 km，九州旅客鉄道㈱ 39.1億人キロ /千

km，いずれも 2011 年度）
(3)
。JR３島会社は，

JR本州３社（東日本旅客鉄道㈱，東海旅客鉄道

㈱，西日本旅客鉄道㈱）とは異なり，国鉄改革

のスキームで鉄道事業の独立採算は想定されて

おらず，経営安定化基金の運用益で鉄道事業の

欠損を補う財務構造である
(4)
。このことから，

欧州諸国では，わが国の JR本州３社のように，

独立採算でインフラの維持・管理を行うことは

困難であろう。しかし，上下一体のままインフ

ラに対する公的助成を行うことは，結局，旧国

鉄に対する補助と変わらず，経営責任が不透明

になる懸念が大きい。このため，インフラの維

持・管理についての国の財政責任と，列車運行

についての鉄道事業者の経営責任を明確にする

ことが上下分離導入の目的の１つであった。

上下分離が導入された第２の要因は，EUの

共通運輸政策としての鉄道市場の競争促進であ

る。EU（EC委員会）では，鉄道事業の活性化

のためには事業者間の競争が必要と考えた。し

かしながら，19世紀の鉄道発展期ならともか

く，競合交通手段の発達した現代にあっては，

新たにインフラ（線路）を整備しての新規参入

は現実的ではない。それゆえ，単一のインフラ

を利用して複数の列車運行主体が事業を行う仕

組み（オープンアクセス）の導入が不可避であっ

た。そしてそのためには，道路（自動車）や空

港（航空）など他の輸送機関と同様に，インフ

ラの維持・管理主体と運搬具の運行主体を分離

する必要があった。

上下分離により，列車運行主体はインフラ費

用を固定費として負担する必要がなくなり，そ

の一部を変動費として負担するにとどまること

から，経営上のリスクが低下し採算性も向上す
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⑶ 国土交通省鉄道局監修『数字でみる鉄道 2013』（一財）運輸政策研究機構，p. 80，より算出。

⑷ ただし JR九州については，経営努力の結果，当初想定とは異なり，鉄道事業は欠損を生じているものの，多角

化の推進による関連事業収入の増加で，経営安定化基金運用益を除いても経常利益を計上している。

表１ わが国と欧州主要国の鉄道旅客輸送の状況（2010年）

国
営業キロ

千km

旅客輸送量

億人キロ

営業キロあたり輸送量

億人キロ/千km

日本 27.3 3,935 144.1

イギリス 16.2 625 38.6

フランス 33.9 992 29.3

ドイツ 29.9 989 33.1

出所）国土交通省総合政策局「交通関連統計資料集」

http://www .m l it .go.jp/statistics/kotsusiryo.htm l，

2013/12/17，より作成



る
(5)
。また，列車運行主体はインフラに投資す

る必要がなくなることから，投資の埋没費用化

も回避され，参入・退出の障壁が低下する。

以上の結果，インフラの維持・管理主体に線

路使用料を支払うことで列車を運行する鉄道オ

ペレータが誕生することとなった
(6)
。

⑵ 上下分離とオープンアクセス

１）コンテスタブル・マーケットの理論

上述のように，上下分離の目的は鉄道事業に

かかわる国の財政責任および鉄道事業者の経営

責任の明確化と，オープンアクセスによる競争

促進である。

ここで，上下分離については，黎明期を除い

て上下一体で運営されてきた鉄道事業において

は革新的な発想であったが，このような施策が

実行された経済学の理論的背景として，1980 年

代に登場したコンテスタブル・マーケットの理

論がある
(7)
。

コンテスタブル・マーケットの理論は，市場

への参入・退出規制がなく埋没費用が存在しな

ければ，自然独占下であっても独占企業は超過

利潤を獲得できず，したがって価格規制の必要

はないとするものである。すなわち，上記の条

件のもとでは，独占企業がかりに超過利潤を獲

得するような独占的行動をとれば，新規参入が

生じ競争が発生することが明らかなため，現実

には独占市場であっても独占企業は独占的行動

をとらず，あたかも競争市場であるかのように

振舞うからである。したがって，企業行動は現

実の市場競争の有無ではなく，潜在的な競争可

能性（コンテスタビリティ）によって規定され

る。

従来，鉄道事業は，①インフラ費用が巨額の

固定費を形成し，規模の経済が働くため自然独

占が成立することと，②インフラ費用は埋没費

用となるため，退出時に回収できず参入のリス

クが大きいことから，市場の失敗に該当する領

域とみなされてきた。それゆえ，参入を規制し

独占を担保したうえで，事業者が独占的行動を

とらないように運賃規制を行うという規制政策

がとられてきた。

しかしながら，コンテスタブル・マーケット

の理論によれば，埋没費用であるインフラの維

持・管理費用を鉄道事業から分離すれば新規参

入が可能となり，また実際の新規参入が生じな

い場合でも事業者は競争市場にあるかのように

行動するため，参入規制および価格規制は不要

になる。

この結果，コンテスタブル・マーケットの理

論は「長い間自然独占の枠組のなかに封印され

てきた産業をコンテスタブル・マーケットの世

界に引きずりだし，従来とは逆の参入自由化を

前提とした産業政策をこれらの分野に導入する

結果をもたらした」
(8)
。

そして，埋没費用であるインフラの維持・管

理費用の鉄道事業からの分離が上下分離であ

り，参入規制の撤廃がオープンアクセスであっ

た。

２）EUの共通運輸政策

欧州の鉄道における上下分離とオープンアク
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⑸ 線路使用料は，それによりインフラの維持・管理を行いうる水準よりも低く設定されており，差額は公的負担

（拠出）となる。

⑹ 以上本項は拙稿（山本雄吾「欧州における新規鉄道貨物事業者の状況―オープンアクセスと競争促進施策」『運

輸と経済』第 72 巻，第 10号，pp. 87-95）「２．欧州における鉄道改革」に加筆したものである。

⑺ William J. Baumol, John C. Panzar, Robert D. Willig,“Contestable markets and the theory of industry struc-

ture”, Harcourt College Pub, New York, 1982.

⑻ 斎藤峻彦「規制改革をめぐる交通政策論の系譜と展開」『商経学叢』第 51巻，第３号，p. 77。



セスは，各国独自の政策ではなく，EUの共通

運輸政策として実施された。これは，上下分離

とオープンアクセスが，EUの共通経済政策の

基本理念である公正で自由な域内市場の創設を

鉄道市場において実現する手段と考えられたか

らである。

具体的には，まず 1991 年の指令 91/440/

EECで，①鉄道事業経営の国からの独立，②イ

ンフラ事業と輸送事業の会計分離（会計上の上

下分離），③鉄道事業の財務状況の改善，④鉄道

の線路使用におけるオープンアクセス，を規定

した
(9)
。

しかしながら，さいごのオープンアクセスに

ついては，新規参入者が EU加盟国の鉄道事業

者の国際グループと国際複合貨物運送事業者に

限定されたこと，EU加盟国の約半数が本指令

を拒否したこと，さらに国ごとに線路使用料の

設定が異なること等のために，実際には十分に

機能しなかった
(10)
。

そのため，2001 年に鉄道改革の第１パッケー

ジ（指令 2001/12/EC，2001/13/EC，2001/14/

EC）が制定され，2003 年以降の国際貨物輸送

のオープンアクセスが規定された。続いて

2004 年 制 定 の 第 ２ パ ッ ケ ー ジ（ 指 令

2004/49/EC，2004/50/EC，2004/51/EC）にお

いて，2007 年以降のすべての貨物輸送のオープ

ンアクセスが規定され，国内貨物輸送について

も新規参入を可能とした。その後 2007 年制定

の第３パッケージ（指令 2007/58/EC，2007/

59/EC）では，2010 年以降の国際旅客輸送の

オープンアクセスが規定され
(11)
，国際旅客輸送

についても新規参入が始まることとなった。さ

らに 2013 年制定の第４パッケージ（指令

2012/34/EU，規制 1370/2007）では，国内旅客

輸送についてもオープンアクセスが規定され，

2019 年までに国内旅客輸送の新規参入を可能

とすることが各国に求められることとなっ

た
(12)
。

なお，上記の指令は EU加盟国が最低限順守

すべき項目であり，各国の法令によってこれら

を上回る鉄道市場の自由化を行うことに制約は

ない。事実，スウェーデンでは 1991 年に指令

91/440/EEC が発出されるよりも早く，既に

1988 年に上下分離が実施されていた。また，国

内旅客輸送については，既にイタリア（Nuovo

Trasporto V iagg iatori，2012 年），ドイツ

（Hamburg-Köln-Express，2012年），オース

トリア（Westbahn，2012年）で新規参入が実

現している。

３）上下分離と市場競争

ここで，上下分離とオープンアクセスならび

に市場競争の関係を整理すると（図１），まず，

オープンアクセスの実施には上下分離が前提条

件となるが，上下分離は常にオープンアクセス

を伴うわけではない。例えば，わが国の青い森

鉄道㈱など一部の第３セクター鉄道では，線路

インフラを地方公共団体(県)が保有し，鉄道事

業者は列車運行のみを行うが，線路インフラは

他の旅客鉄道事業者に開放されてはいない。こ

の場合，上下分離は，競争促進を目的とせず，

輸送需要が少なく独立採算での事業運営が不可
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⑼ 小役丸幸子「EU諸国における鉄道経営」『運輸と経済』第 67巻，第４号，p. 83。

⑽ 萩原隆子「フランスの鉄道貨物輸送の動向と鉄道貨物インフラ整備計画」『運輸と経済』第 70巻，第２号，p.

74。

⑾ 国際列車の国内利用も可能なため，部分的には国内旅客輸送についても競争が導入されたといえる。

⑿ European Commission“The Fourth Railway Package ‒ Completing the Single European Railway Area to

Foster European Competitiveness and Growth”http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:

2013:0025:FIN:EN:PDF，2013/12/20



能な状況で，インフラの維持・管理を公的責任

とすることで鉄道事業の存続を可能とし，同時

に列車運行についての鉄道事業者の経営責任を

明確にすることが目的である。インフラの維

持・管理は公的責任ではないものの，日本貨物

鉄道㈱（JR貨物）やアメリカの長距離旅客鉄道

事業者である Amtrakなども同様の事例とい

える
(13)
。

次に，オープンアクセスが行われる場合でも，

フランチャイズをめぐる競争，すなわち一定期

間の営業権の入札における競争と，現実に同一

線路上で複数の鉄道事業者が運行を行う市場競

争（「線路上の競争」）に分けられる。前者のフ

ランチャイズをめぐる競争は，イギリスの

National Rail（旧国鉄から分割・民営化された

鉄道事業者の総称）や
(14)
，フランス・ドイツ等

の地方自治体が入札主体となる地域交通などに

みられる。後者の「線路上の競争」の貨物事業

におけるケースが本稿のテーマであり，次章で

はオーストリアについて現状をみることとす

る。

３．オーストリアにおける新規参入鉄道

貨物事業者

⑴ オーストリアの鉄道改革

オーストリア連邦鉄道 Österreichische Bun-

desbahnen（ÖBB）は，2003 年連邦鉄道組織法

Bundesbahnstrukturgesetz 2003 に基づき，

2005年１月１日，従来の特殊会社から，持株会

社 ÖBB-Holding AG の下に旅客列車運行会社

ÖBB-Personenverkehr AG，貨物列車運行会社

ÖBB-Rail Cargo Austria AG および線路保有会

社 ÖBB-Infrastruktur AG が置かれる組織形態

に転換した
(15)
。ÖBB-Infrastruktur は，ÖBB-

Holding の傘下にはあるものの，既存事業者

（ÖBB-Personenverkehr および ÖBB-Rail

Cargo Austria），新規参入者を問わず非差別的

な線路インフラの提供が義務付けられてい

る
(16)
。このため，オーストリアでは，2005年を
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図１ 上下分離と市場競争

出所）稿者作成

⒀ わが国の場合は旅客会社，米国の場合は貨物会社がインフラの維持・管理を担っている。これは，わが国の鉄

道旅客輸送ならびに米国の鉄道貨物輸送では輸送需要がきわめて多く，独立採算でのインフラの維持・管理が可

能であるからである。

⒁ イギリスの場合，フランチャイズの入札額維持を重視したことから，「線路上の競争」は限定的である。すなわ

ち，競争が生じるとフランチャイジーの収益見通しが困難になり，入札額が低下することが懸念されるため，独

占を担保するスキームとなった。醍醐昌英「英国の鉄道事業における上下分離政策の意義と限界―BR の分割民

営化に関して―」『交通学研究 2004 年版』2005年，p. 12。

⒂ ÖBB-Holding AGホームページ“Willkommen bei der ÖBB-Holding AG”http://www.oebb.at/holding/de/

index.jsp，2013/12/20



もって上下分離が実施され，同時にオープンア

クセスが導入されたといえる。

⑵ 新規参入者の状況

以上の鉄道改革の結果，2013 年現在，既存事

業者（ÖBBグループ）以外に，旅客列車を運行

する 14 社，貨物列車を運行する 21 社が ÖBB-

Infrastruktur AG の保有する線路上で列車を運

行している
(17)
。ただしこのなかには，従来より

ÖBBに乗り入れていたドイツ鉄道（DBグルー

プ）やウィーン市内∼ウィーン国際空港間のア

クセス列車を運行する City Air Terminal

GmbH（CAT）
(18)
など，既存の ÖBBの列車とは

競合しない事業者も多く含まれている。以下で

は，既存貨物事業者（ÖBB-Rail Cargo Austria）

と競合する主要な新規参入貨物事業者の概要を

示す（表２）。

１）Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH（WLB

Cargo）

Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH（WLB

Cargo）は，ウィーン近郊の鉄道およびバス事

業者であるWiener Lokalbahnen AG（WLB）

の 100％子会社である。WLB は 1888 年創業の

ウィーン∼バーデン Baden bei Wien 間 30.4

km の地方鉄道で，旅客輸送の他，一部区間

（Inzersdorf ∼ Traiskirchen）では貨物輸送も

行っている。また，沿線のバス事業も運営して

いる
(19)
。WLB は Wiener Stadtwerke Holding

AG（ウィーン市企業局）の１部局であり，ウィー

ン市の公営交通事業である
(20)
。

WLB は 2001 年より長距離貨物輸送に進出

し，2007 年に長距離貨物輸送部門を分離独立さ

せ，WLB Cargo を設立した
(21)
。WLB Cargo

は，オーストリアからドイツ，ハンガリー等へ

国際貨物列車を運行し，輸送品目は，コンテナ，

バルク（鉱産品，化学品等），自動車（完成車）

等多岐に渡っている
(22)
。

ところで，前述のようにWLB はウィーン市

企業局の１部局であるが，ウィーン市企業局は

ウィーン市域のエネルギー（電力，ガス），交通

（WLB，ウィーン市交通局），葬儀および墓地

運営，その他（IT，広告等）を担う公営企業で

あり，地域独占のエネルギー事業は高い収益性

を有している
(23)
。

WLB Cargoは，このようなウィーン市企業
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⒃ ÖBB-Infrastruktur AG ホームページ“Willkommen bei der ÖBB-Infrastruktur AG”http://www.oebb.at/

infrastruktur/de/index.jsp，2013/12/20

⒄ 旅客・貨物事業者の重複のため，事業者数としては ÖBB グループを含めて計 29 社。ÖBB-Infrastruktur AG

ホームページ“Railway Undertakings”http://www.oebb.at/infrastruktur/en/_p_Network_Access/Railway_

Undertakings/index.jsp，2013/12/27

⒅ ウィーン空港㈱ FlughafenWien AG が 50.1％，ÖBBが 49.9％を出資し，事実上 ÖBBの子会社である。CAT

ホームページ“About CAT”http://www.cityairporttrain.com/Footer/Unternehmen/Uber-CAT.aspx?lang=en-

US，2014/01/03

⒆ WLBホームページ“Unternehmensprofil”http://www.wlb.at/eportal/ep/programView.do/pageTypeId/

11128/programId/12350/contentTypeId/1001/channelId/-42987，2013/12/18

⒇ ただしウィーン市内の公共交通（地下鉄，路面電車，バス）については，同じくウィーン市企業局傘下の別組織

（Wiener Linien：ウィーン市交通局）が運営している。

� WLB Cargoホームページ“Geschichte”http://www.wlb-cargo.at/eportal/ep/channelView.do/pageTypeId/

57444/channelId/-44004，2013/12/18

� WLB Cargoホームページ“Unser Service”http://www.wlb-cargo.at/eportal/ep/tab.do/pageTypeId/56831，

2013/12/18



局の資金力と高い信用を背景に，ビジネスチャ

ンス拡大を求めて，自らの鉄道事業のノウハウ

を活かせる長距離鉄道貨物輸送に進出した。

WLB Cargoの他社に対する競争力，とくに大

きな市場シェアを有する ÖBB Rail Cargo

Austriaに対する競争上の優位性は，企業規模

が小さいが故の荷主ニーズに対するクイック・

リスポンスなど，荷主との良好な関係と協調性

にあるとのことである
(24)
。

２）Lokomotion Gesellschaft für Schienen-

traktion mbH（Lokomotion）

Lokomotion Gesellschaft für Schienen-

traktion mbH（Lokomotion）の株主は，DB

Schenker Rail（30％），Rail Traction Company

（30％），STR-Brennerschienentransport AG

鉄道貨物事業におけるオープンアクセスと市場競争（山本） 49

表２ オーストリアの主な新規参入鉄道貨物事業者

事業者 親会社（出資者） 概 要

Wiener Lokalbahnen Cargo
GmbH（WLB Cargo）

・W iener Lokalbahnen AG

（WLB）の100％子会社。
・WLBはWiener Stadtwerke
Holding AG（ウィーン市企業
局）の１部局。

・2001年運行開始。
・輸送品目は，コンテナ，バル
ク（鉱産品，化学品等），自動
車（完成車）等。

Lokomotion Gesellschaft

für Schienentraktion mbH

（Lokomotion）

・DB Schenker Rail：30%
・Rail Traction Company：30％
・STR-Brennerschienen- trans-
port AG：20％
・Kombiverkehr GmbH & Co
KG：20%

・2001年運行開始。
・輸送品目はコンテナ中心。

LTE - Logistik und

Transport GmbH（LTE）

・Graz - Köflacher Bahn und

Busbetrieb GmbH （GKB）：

50％
・大手ゼネコン Porr Infra-
struktur GmbH： 50％

・2001年運行開始。
・輸送品目は化学品，鉱物資源，
建設資材，農産物などバルク
中心。

Cargo Service GmbH

（CargoServ）

・ Log istik Serv ice GmbH

（LogServ）の100％子会社。
・ LogServは鉄鋼メーカー
voestalpine Stahl GmbHの
100％子会社

・2001年創業
・輸送品目は，石灰，鉄鉱石，
石炭，コイルなど鉄鋼業の原
材料および製品中心。

TX Logistik Austria GmbH

（TXL）

・ドイツの新規参入鉄道貨物事

業者TX Logistik AGの100％

子会社
・TX LogistikはTrenitalia（旧
イタリア国鉄の列車運行部
門）の100％子会社。

・2003年運行開始（TX Logis-

tik AG本体は2001年運行開

始）
・輸送品目は，コンテナ，自動
車（完成車），農産物の他，バ
ルク（鉱石，木材・紙，化学
品など）。

出所）Steer Davies Gleave“Railimplement−Implementation of EU Directives 2001/12/EC，2001/13/EC and

2001/14/EC, Country Report Austria”2005, pp. 23-24および各社ホームページ等より作成。

� Wiener Stadtwerkeホームページ“Konzernbereiche”http://www.wienerstadtwerke.at/eportal/?URL=http

%253A%252F%252Fwww.wienerstadtwerke.at，2013/12/15

� WLB Cargoヒアリング（2009 年 12月 10 日）による。



（20％），Kombiverkehr GmbH & Co KG（20％）

である
(25)
。

DB Schenker Rail は，旧ドイツ連邦鉄道の貨

物部門を民営化した事業者でわが国の JR 貨物

に相当する。Rail Traction Company（RTC）は

イタリアの新規参入鉄道貨物事業者で 2000 年

に設立された。RTC の株主は，STR-Bren -

nerschienentransport AG（ 94.79％），DB

Schenker Rail（4.47％），その他（0.74％）となっ

ている
(26)
。STR-Brennerschienen transport

AG（STR）は，オーストリア /イタリア国境の

Bozen/Bolzanoに拠点を置き，オーストリア /

イタリア国境のブレンナー峠の鉄道輸送の維

持・改良を目的とした開発・ファイナンス会社

である
(27)
。Kombiverkehr GmbH & Co KG

（Kombiverkehr）は，1969 年に旧ドイツ連邦

鉄道の複合輸送（コンテナ）取扱事業者として

設立されたが，現在はドイツ鉄道の事業会社で

あるDB Mobility Logistics AG
(28)
が株式の 50％

を保有し，残り 50％はドイツ等の物流事業者

（フォワーダー）230 社が保有している
(29)
。

Lokomotion は 2001 年にミュンヘン∼ベ

ローナ間で貨物列車の運行を開始した。現在で

は，ドイツからイタリア，オーストリア等へ国

際貨物列車を運行している。輸送品目はコンテ

ナ中心であったが，2012年より鉄鋼，石炭，自

動車（完成車）輸送にも進出した
(30)
。

オーストリア /イタリア国境のブレンナー峠

は，オランダ・ドイツからイタリアへの南北輸

送における要衝であるが，急こう配の山岳路線

で通過に時間を要し，またオーストリア /イタ

リアの機関車・乗務員の交換も行われることか

らしばしば遅延が発生し，輸送上の隘路となっ

ていた。このため，既存の ÖBB-Rail Cargo

Austria および Trenitalia（Ferrovie dello Sta-

to Group，旧イタリア国鉄の列車運行部門）に

頼らず，南北輸送の効率化・サービス水準の向

上を図るため，ドイツ鉄道グループ，物流事業

者およびイタリアの新規参入鉄道事業者が中心

となって設立した事業者が Lokomotion といえ

よう。

３）LTE - Logistik und Transport GmbH

（LTE）

LTE - Logistik und Transport GmbH（LTE）

の株主は，Graz - Köflacher Bahn und Bus-

betrieb GmbH（GKB）（ 50％）および Porr

Infrastruktur GmbH（50％）である
(31)
。

GKB は 1859 年創業のグラーツ∼ケーフラッ

ハ Köf lach 間ほかシュタイアーマルク州に
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� Lokomotion ホームページ“Shareholders & partners”http://www.lokomotion-rail.de/web/en/company/

gesellschafter-partner.html，2013/12/29

� RTC ホームページ“The Compny”http://www.railtraction.it/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=87&Itemid=179&lang=en，2013/12/30

� Lokomotion ホームページ“Shareholders & partners”http://www.lokomotion-rail.de/web/en/company/

gesellschafter-partner.html，2013/12/29

� 旧ドイツ連邦鉄道を民営化したドイツ鉄道グループは，持株会社Deutsche Bahn AGの下に置かれた事業会社

DB Mobility Logistics AG が，インフラ部門（DB Netz他）を除く列車運行部門各社を統括している。したがっ

て，DB Schenker Rail にとってDB Mobility Logistics AG は親会社になる。

� Kombiverkehr ホームページ“Über Kombiverkehr”http://www.kombiverkehr.de/web/Deutsch/Start

seite/Unternehmen/Kombiverkehr/Über_Kombiver-kehr/，2013/12/29

� Lokomotion ホームページ“Dates & Facts”

http://www.lokomotion-rail.de/web/en/company/daten-fakten.html，2013/12/28



91.3 kmの路線を有する地方鉄道で，旅客・貨

物輸送の他，沿線のバス事業も行っている。

GKB の株式は 100％オーストリア連邦政府が

保有している
(32)
。Porr Infrastruktur GmbH

は，オーストリアの大手建設事業者（ゼネコン）

Porr グループの傘下にある建設事業者であ

る
(33)
。

LTE は 2000 年に設立された。2001 年に

Marchegg∼ Liesing 間で貨物列車の運行を開

始したが，現在ではオーストリアからスロバキ

ア，ドイツ，チェコ等へ国際貨物列車を運行し

ている。輸送品目は化学品，鉱物資源，建設資

材，農産物などバルク中心である
(34)
。

なお，LTEは設立当初は GKB の 100％子会

社であったが，2011 年に株式の 50％が Porr

Infrastruktur GmbHに売却された
(35)
。

結局，LTEは，連邦政府の信用を背景に，地

方鉄道がビジネスチャンス拡大を求めて自らの

鉄道事業のノウハウを活かせる長距離鉄道貨物

輸送に進出した事例であるが，現在ではこれに

加えて，大手建設事業者が自らの資材輸送の効

率化のために保有している鉄道貨物事業者とい

える。

４）Cargo Service GmbH（CargoServ）

Cargo Service GmbH（CargoServ）は，オー

ストリアの物流事業者 Logistik Service GmbH

（LogServ）の 100％子会社で，LogServはオー

ストリアの鉄鋼メーカー voestalpine Stahl

GmbHの 100％子会社である
(36)
。

CargoServは 2001 年創設で，当初は Steyr-

ling∼ Linz間で voestalpine Stahl 用に石灰輸

送を行った。現在では，オーストリアからドイ

ツ，イタリア，ハンガリー等へ国際貨物列車を

運行し，輸送品目は，石灰，鉄鉱石，石炭，コ

イルなど鉄鋼業の原材料および製品が中心であ

る
(37)
。

結局，CargoServは大手鉄鋼メーカーが自社

の原材料・製品輸送の効率化のために，自ら子

会社の物流事業者を介して鉄道貨物事業に進出

した事例といえよう
(38)
。

５）TX Logistik Austria GmbH（TXL）

TX Logistik Austria GmbH（TXL）は，ドイ
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 ÖBB-Infrastruktur AG ホームページ“Railway Undertakings ＞ LTE - Logistik und Transport GmbH ＞

Firmenpräsentation”

http://www.oebb.at/infrastruktur/de/_p_3_0_fuer_Kunden_Partner/3_4_EVU_am_Netz/Gueter-verkehrs_

EVU/LTE/__Dms_Dateien/_lte_fo lder . jsp，2013/12/31，および GKB“Geschäftsbericht 2012”p.14，

http://213.33.75.79/GeschBer/GB12/，2013/12/31

! GKBホームページ“Die GKB”http://www.gkb.at/diegkbgruppe/index.html，2013/12/31

" GKB“Geschäftsbericht 2012”p.14，http://213.33.75.79/GeschBer/GB12/，2013/12/31

# ÖBB-Infrastruktur AG ホームページ“Railway Undertakings ＞ LTE - Logistik und Transport GmbH ＞

Firmenpräsentation”

http://www.oebb.at/infrastruktur/de/_p_3_0_fuer_Kunden_Partner/3_4_EVU_am_Netz/Gueterverkehrs_

EVU/LTE/__Dms_Dateien/_lte_folder.jsp，2013/12/31

$ GKB“Geschäftsbericht 2012”p.14，http://213.33.75.79/GeschBer/GB12/，2013/12/31

% LogServ ホームページ“Die LogServ Gruppe”http://www.logserv.at/Unternehmen/LogServ-Gruppe2，

2013/12/20

& LogServ ホームページ“Zahlen, Daten, Fakten”http://www.cargoserv.at/Unternehmen/Zahlen-Daten-

Fakten，2013/12/20

' LogServ資料。



ツの新規参入鉄道貨物事業者 TX Logistik AG

の 100％子会社で
(39)
，TX Logistik は Trenita-

lia の 100％子会社である
(40)
。

TX Logistikは 1999 年設立で，2001 年にド

イツの諸港湾と自動車産業の集積地との間で自

動車（完成車）の輸送を開始した。2003 年以降，

オーストリア，スイス等に現地子会社を設立し，

現在は欧州９カ国で貨物列車を運行してい

る
(41)
。2005年に Trenitalia が株式の 51％を取

得し，2010 年に残りの 49％も取得した
(42)
。

輸送品目は，コンテナ，自動車，農産物の他，

バルク（鉱石，木材・紙，化学品など）各種に

及んでいる
(43)
。

結局，TX Logistikは，旧イタリア国鉄に由

来するイタリアの既存事業者がドイツ他欧州諸

国へのネットワーク拡大のために海外に子会社

を設立（買収）した事例といえよう。

⑶ 新規参入者の類型

以上，オーストリアの鉄道貨物事業における

主要な新規参入者の事例をみたが，これらは出

資者（親会社）および参入目的により，①荷主

企業，②物流事業者，③地方鉄道，④外国の大

手鉄道事業者（旧国鉄）の４類型に分けられよ

う
(44)
。

まず，荷主企業が長距離鉄道事業に参入する

ケースは，CargoServおよび LTEが該当する

が，その目的は荷主企業が自ら鉄道事業をコン

トロールすることで自社の製品・原材料の輸送

をより効率的に行うことと考えられる。

つぎに，物流事業者が長距離鉄道事業に参入

するケースは，CargoServ
(45)
および Lokomo-

tion が該当するが，その目的は物流事業者が自

ら鉄道事業をコントロールすることで顧客（荷

主）に対してより優れた鉄道輸送サービスを提

供し，競合他社に対する競争力を高めることと

考えられる。

地方鉄道が長距離鉄道事業に参入するケース

としては，WLB Cargoおよび LTEが該当する

が，その目的は自ら保有する鉄道事業のノウハ

ウを活かして新市場へ進出し収益増大を図るこ

とといえる
(46)
。ただし，資金力や経営資源にお

いて潤沢とはいえない地方鉄道が単独で長距離

鉄道事業に進出することは困難で，背後には地

方自治体や連邦政府などの支援があるものと考

えられる。近年，わが国の一部の水道事業（地

方公営企業である水道局）の海外進出が注目を

集めているが，地方自治体による域外への事業

展開という意味で，これに類似する目的と理解

できよう。

さいごに，外国の大手鉄道事業者（旧国鉄）

が長距離鉄道事業に参入するケースは，TX
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( TX Logistikホームページ“History”http://www.txlogistik.eu/company/history/，2013/12/19

) Trenitalia ホームページ“TX Logistik”http://www.cargo.trenitalia.it/cms/v/index.jsp?vgnextoid=

4014668d15b2b110VgnVCM1000003f16f90aRCRD，2013/12/20

* TX Logistikホームページ“Profile”http://www.txlogistik.eu/company/profile/，2013/12/20

+ Steer Davies Gleave“Railimplement-Implementation of EU Directives 2001/12/EC，2001/13/EC and

2001/14/EC, Country Report Germany”2005, p. 29

, TX Logistikホームページ“Services”http://www.txlogistik.eu/home/#２，2013/12/20

- この他，ドイツ等では，港湾管理者が長距離鉄道事業に参入するケースがみられる。その目的は，港湾から内

陸部までの一貫輸送を提供することで，当該港湾の利便性を向上し，他港に対する競争力を強化することである。

拙稿（山本雄吾「欧州における新規鉄道貨物事業者の状況―オープンアクセスと競争促進施策」『運輸と経済』第

72 巻，第 10号，pp. 87-95）「３．新規参入者の事例と市場成果」参照。

. 新規参入者は１つの目的だけでなく，多くの場合複数の目的を併せ持っている。

/ WLB Cargoヒアリング（2009 年 12月 10 日）による。



Logistikおよび Lokomotion が該当するが，そ

の目的は，新市場へ進出し収益増大を図ること

といえる。現在，欧州の長距離鉄道貨物輸送は，

スケールメリットの追求から，国境を越えた事

業者の集約の傾向がみられ，ドイツ，フランス，

イタリア，スイス等の旧国鉄に由来する鉄道貨

物事業者が積極的な国際展開を行っている。し

たがって，外国の鉄道事業者の新規参入は，将

来の欧州域内の鉄道事業の覇権をめぐる国際競

争の一環ととらえられよう。

⑷ 新規参入者の市場成果

以上のような新規参入者の市場成果（マー

ケットシェア）をみると，2010 年のオーストリ

アの鉄道貨物輸送量 19,800百万トンキロのう

ち，既存事業者（ÖBB-Rail Cargo Austria）の

シェアが 85.4％，新規参入者（主要５社計）が

14.6％となっている（表３）。新規参入者のシェ

アは 2006年の 10.0％から 4.6ポイント増加し

た
(47)
。

なお，EU各国について，各国の鉄道貨物輸

送量に占める新規参入者のシェアをみると

（2009 年），ギリシア，アイルランド，ルクセン

ブルクなど新規参入者の存在しない国もある一

方，エストニア（57％），ルーマニア（45％），

オランダ（36％），ポーランド（32％）など高い

シェアを示す国もあり
(48)
，国ごとのばらつきが

大きいが，EU27カ国平均では 22.0％で，2005

年の 10.5％から倍増している
(49)
。

以上のように，欧州の鉄道貨物輸送において

新規参入者は一定のシェアを有している。その

ため，依然として旧国鉄の貨物部門に由来する

既存事業者のシェアは大きいものの，既存事業

者にとっても無視できない競争圧力になってい
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0 Commission of The European Communities,“Communication from the Commission to the Council and the

European Parliament on Monitoring Development of the Rail Market”, 2007，Brussels, p. 9

1 なおイギリスについては新規参入者のシェアが 100％となっているが，これはイギリスの国鉄改革の制度上，

旧国鉄（British Rail）に由来する既存事業者がそもそも存在しないためである。

2 European Parliament, Directorate General for Internal Policies, Policy Department B, Structural and Cohesion

Policies“The Impact of Separation between Infrastructure Management and Transport Operations on the EU

Railway Sector, Note”2011, Brussels, p. 28.

表３ オーストリアの鉄道貨物輸送の事業者別割合

(2010年)

（単位：％）

事業者 構成比

ÖBB-Rail Cargo Austria 85.4 85.4

WLB Cargo 3.5

14.6

Lokomotion 3.0

LTE 2.6

LogServ（Cargo Serv） 2.4

TXL 2.1

出所）European Commission“2012 Report from The

Commission to The Council and The European Parlia-

ment on Monitoring Development of The Rail Mar-

ket”2012，p. 26



るといえよう。

⑸ 鉄道貨物事業への新規参入の背景

鉄道貨物事業への新規参入の背景として，

オーストリアそして欧州では，わが国と異なり，

一時期を除いて貨物輸送量の増加が続いてお

り，したがって鉄道貨物輸送市場も拡大してい

ることが重要である。

オーストリアおよび欧州とわが国の貨物輸送

量（全輸送機関計）を比較すると，わが国は

1995年度の 559十億トンキロに対して 2009 年

度は 524十億トンキロと 6.2％減少したのに対

して
(50)
，オーストリアは 1995年の 49十億トン

キロから 2011 年は 58 十億トンキロへと

20.0％増加し，年平均増加率は 1.1％を示した。

また，欧州域内（EU27カ国）の貨物輸送量も

1995 年の 3,060 十億トンキロから 2011 年は

3,824十億トンキロへと 25.0％増加し，年平均

増加率は 1.4％を示した（図２）。

また，鉄道貨物輸送量をみても，わが国では

1995年度の 25.1十億トンキロから 2011 年度

の 20.0十億トンキロへ 20.3％減少したのに対

して，オーストリアは 1995年の 13.2十億トン

キロから 2011 年は 20.3 十億トンキロへと

54.1％増加し，年平均増加率は 2.7％を示した。

EU27カ国の鉄道貨物輸送量は 1995年の 386.1

十億トンキロから 2011 年の 420.0十億トンキ

ロへと 8.8％増加したが，西側先進国である

EU15カ国についてみれば，1995年の 222.7十

億トンキロから 2011 年の 270.3十億トンキロ

へと 21.4％増加し，年平均増加率は 1.2％を示

している（図３）。

このような鉄道貨物輸送市場の成長は，新規

参入の大きな誘因となっている。

ところで，欧州における貨物輸送量増加の要

因は，EUの形成と拡大に求められよう。1992

年，西側先進国を中心に 12カ国で発足した EU

は，1995年にオーストリアなど３カ国を加えて

15カ国となり，2004 年には東欧諸国など 10カ

国を加えて 25カ国に拡大した。そして，2007

年にブルガリアとルーマニアが，2013 年にはク

ロアチアが加盟し現在 28カ国となっている。

EU域内では，人・モノ・資本の移動が自由にな

り域内流動が活性化する。とくに今世紀に入っ

てからの東方への拡大は，西側生産拠点が安価

な労働力を求めて東欧諸国へ移転する動きをも

たらした。この結果，原材料，製品・部品の域

内流動・輸送距離が増加し，トンキロベースで

みた貨物輸送量の増加を導いていると考えられ

る。またこのことが，東西欧州の結節点に位置

するオーストリアの鉄道貨物輸送が，EU平均

を上回る伸びを示している要因といえよう。

４．わが国における鉄道貨物事業への参

入可能性

⑴ 事業者

前章までにみたように，欧州の鉄道貨物事業

への新規参入者は，荷主企業，物流事業者，地

方鉄道，外国の既存鉄道事業者を母体としてい

る。

わが国では，荷主企業について，例えば石油

やセメントの鉄道輸送では，１社の荷主企業貸

切の専用列車で輸送する形態が一般的である。

また，トヨタ自動車㈱は，東海地区で生産した

自動車部品を岩手県の工場まで鉄道輸送を行っ

ているが，名古屋南貨物駅（名古屋臨海鉄道）

∼盛岡貨物ターミナル間で専用列車を仕立てて

いる。これらの大口荷主は，条件如何によって

は，鉄道輸送の効率性・柔軟性向上のため，現
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3 2010 年度以降は自動車輸送の調査方法および集計方法が変更されたため，2009 年度以前の数値とは連続しな

い。
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図２ わが国とオーストリア・欧州の貨物輸送量の推移（全輸送機関計）

注１）日本は年度

注２）日本の貨物輸送量は，2010 年度以降は自動車輸送の調査方法および

集計方法が変更されたため，2009 年度以前の数値とは連続しない。

出所）European Union,“Statistical pocketbook 2013”, 2012, Brussels, p.36，

pp.40-43 および国土交通省情報政策本部「交通関連統計資料集」

http://www.mlit.go.jp/statistics/kotsusiryo.html，2013/12/22，より作成。



行のように JR 貨物に輸送を依頼するのではな

く，自ら第二種鉄道事業者
(51)
となり，線路保有

主体（JR旅客会社）から線路を借用し貨物列車

を運行する可能性が考えられる。

物流事業者についても，例えば佐川急便㈱は

東京（東京貨物ターミナル）∼大阪（安治川口）

間で，福山通運㈱も東京（東京貨物ターミナル）

∼大阪（吹田貨物ターミナル）間で，自社の取

扱荷物だけを輸送する専用列車を運行してい

る。これらの大手総合物流事業者も，上記の大

口荷主同様，条件如何によっては，鉄道輸送の

効率性・サービスレベル向上のために，鉄道貨

物事業に参入する可能性がある。

地方鉄道についても，西濃鉄道㈱や三岐鉄道
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図３ わが国とオーストリア・欧州の鉄道貨物輸送量の推移

注）日本は年度

出所）European Commission“Transport in Figures 2011”

http://ec.europa.eu/transport/publications/statistics/pocketbook-2011_en.

htm , 2012/3/10，および国土交通省情報政策本部「交通関連統計資料集」

http://www.mlit.go.jp/k-toukei/search/excelhtml/23/23000000x00011.

html, 2012/3/10 より作成。



㈱，あるいは名古屋臨海鉄道㈱など各地の臨海

鉄道のように，現在，貨物輸送を行っている事

業者が，境界駅で JR 貨物に貨車を引き渡すの

ではなく，収益機会拡大のために，最終目的地

まで自ら第二種鉄道事業者となり，線路保有主

体（JR旅客会社）から線路を借用し貨物列車を

運行する可能性が考えられる
(52)
。ただし，わが

国の地方鉄道は，オーストリアの事例のように，

地方自治体や中央政府の信用保証があるわけで

はないので，この実現のためには公的支援が必

要となろう。

なおわが国では，欧州諸国のような，外国の

鉄道事業者の進出は当面考えられないであろ

う。

⑵ 課題

しかしながら，わが国は欧州とは異なり，荷

主企業や総合物流事業者，地方鉄道等の鉄道貨

物事業への新規参入には以下のような課題があ

る。

第１には，前述のように，欧州では域内貨物

輸送量が増加しているのに対して，わが国では

減少傾向にあることである。縮小しているマー

ケットは魅力的ではなく，新規参入の誘引は小

さい。

第２は，前述のように，欧州に比べてわが国

は旅客列車の輸送密度が高く，収益性の見込め

る主要幹線は線路容量に余裕がなく，物理的に

新規参入が困難なことである。とくに，東京∼

大阪間では，首都圏および京阪神圏が複々線化

されているのに対して，複線の中京圏がボトル

ネックとなろう。

第３の課題は，新規参入者は既存事業者（JR

貨物）よりも高額の線路使用料を負担しなけれ

ばならないことである。国鉄改革のスキームに

より，現在，JR貨物が旅客会社に支払う線路使

用料は，貨物列車が走行することで追加的に必

要となる費用（アボイダブル・コスト）のみと

なっている。これは，独立採算が難しいと考え

られた鉄道貨物輸送を支援するために導入され

た制度であるが，適用される事業者（JR貨物）

が国土交通省告示によって指定されている
(53)
。

したがって，旅客会社は，JR貨物以外の新規参

入者にはアボイダブル・コストではなくフルコ

ストを請求する可能性が高い
(54)
。このため，新

規参入者の方が既存事業者よりも，同一区間・

同一列車であっても高額な線路使用料を負担す

ることとなり，線路使用料に関してイコール・

フッティングが担保されていない。

第４の課題は，わが国には鉄道車両のリース

市場が存在しないため，新規参入者は車両，と

くに高価な機関車を自社で調達しなければなら
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4 自らが敷設した以外（第一種や第三種鉄道事業者が保有）の鉄道線路を使用（借用）して，旅客または貨物の運

送を行う事業で，例えば JR貨物がこれに該当する（一部区間を除く）。なお，第一種鉄道事業者は，自らが敷設し

た鉄道線路を使用して，鉄道による旅客または貨物の運送（列車の運行）を行う事業で，JR旅客会社をはじめほ

とんどの鉄道事業者がこれに該当する。第三種鉄道事業者は，鉄道線路を第一種鉄道事業を経営する者に譲渡す

る目的をもって敷設する事業，および鉄道線路を敷設して該当鉄道線路を第二種鉄道事業を経営する者に専ら使

用させる事業で，例えば中部国際空港連絡鉄道㈱（常滑∼中部国際空港。同区間は名古屋鉄道㈱が第二種鉄道事

業として列車を運行している）がこれに該当する。

5 福田晴仁「鉄道貨物輸送の活性化に関する考察―新規参入の促進による荷主ニーズ対応力向上の必要性―」『流

通ネットワーキング』第 280号，pp. 48-53。

6 国土交通省告示第千六百二十二号「新会社がその事業を営むに際し当分の間配慮すべき事項に関する指針」平

成 13 年 11 月７日

7 西日本旅客鉄道㈱ヒアリング（平成 25年 11 月８日）による。



ないことである。欧州では，鉄道車両のリース

市場が発達しており
(55)
，新規参入者はほぼ例外

なくリース会社から機関車をリースすることで

市場に参入している。このため，初期投資は少

なく，また撤退する場合に回収不可能な投資は

最小限で抑えられる。

⑶ 鉄道貨物事業活性化の方向

以上のような状況から，わが国において，現

状では，荷主企業や総合物流事業者，地方鉄道

等が長距離鉄道貨物輸送市場へ新規参入する可

能性は小さい。しかしながら，鉄道貨物輸送の

活性化は喫緊の課題と考えられる。従来より，

地球環境問題対策として，トラック輸送よりも

環境負荷の少ない鉄道貨物輸送の促進の必要が

指摘されてきたところであるが，これに加えて，

近年，トラックドライバー不足が顕著になって

いる。大型トラックのドライバーの平均年齢は

45.3歳（2010 年７月現在）であるが，若年層（29

歳以下）はドライバー全体の 3.8％に過ぎず，

2003 年度の 15.1％から 10ポイント以上減少し

た
(56)
。このため，近い将来，ドライバー不足に

よりトラック輸送が滞る可能性が大きい。した

がって，労働生産性の高い鉄道貨物輸送の活用

が現在にもまして重要となろう。そのために

は，鉄道貨物輸送の利便性向上・サービス改善

が必要であり，新規参入の奨励による競争促進

は有効な施策と考えられる。

ここでわが国の国内航空事業における競争促

進施策をみると，国土交通省は，新規参入の奨

励のために，混雑空港におけるスロット（発着

枠）を既存事業者から強制的に回収し，新規参

入者に優先的に再配分する政策を実施した
(57)
。

今後，鉄道貨物輸送の活性化を図るならば，

鉄道貨物事業においても，例えば旅客会社から，

重要性の低下した臨時列車用のダイヤを回収

し，新規参入鉄道貨物事業者に優先的に再配分

するような施策が検討されるべきであろう。あ

わせて，新規参入者のリスクを軽減し，参入障

壁を低下させる各種公的支援措置の導入も必要

となろう。

付記

本稿は平成 24 年度名城大学経済・経営学会

研究助成による研究成果の一部である。
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