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【論 文】

赤字経営下のタイ国鉄（1975 〜 1997 年）
── 近代化の限界 ──

State Railways of Thailand under Deficit, 1975-1997:
Limitation of Modernization
柿 崎 一 郎＊
KAKIZAKI Ichiro

This study aims to reveal the modernization of State Railways of Thailand under deficit from 1975
to 1997. The modernization of railways in Thailand had been promoted constantly since the age of
rehabilitation after World War II, and was still continued even after the agency turned into deficit in the
middle of 1970s. The procurement of new rolling stock continued, which resulted in the replacement of
steam locomotives by diesel locomotives and diesel rail-cars by the beginning of 1980s. The change of
rails also continued; the change into heavier 100-pound rails also started in the 1990s as well as the doubletracking program in Bangkok suburban areas. As such, the modernization of existing rail network promoted
steadily.
On the other hand, the expansion of rail network was also materialized by the construction of new lines
in Eastern Seaboard area between the end of 1980s and the middle of 1990s, all of which aimed at freight
transport. The construction plans of new lines to Chiang Rai, Thanun (Phuket), Nakhon Phanom and
Rayong for local exploitation also emerged under the economic boom, as well as the first “high” speed
railway plan between Bangkok and Rayong. However, all plans stagnated due to economic crisis in 1997.
Although the State Railways of Thailand turned into deficit during the 1970s, its modernization still
continued at least by the 1980s. The increase in transport volumes of both passenger and freight transport
and the recognition that the deficit of railway business was inevitably caused by the jump of fuel price were
the reason why railways could promote modernization. However, when the deficit of public enterprises
became problem under the Anan government in 1991, the drastic reformation of the State railways of
Thailand was requested, which would hamper the promotion of modernization as it used to be.

字経営を維持してきたが、1973 年に初めて赤字決

１．はじめに

算となった後はほぼ一貫して赤字経営に陥り、

タイ国鉄（State Railways of Thailand）はタイ国

2015 年時点での累積赤字額は約 1,000 億バーツに

内の在来線計 4,043㎞を営業する公企業である。

上っている［RRF (2015): 55］
。この間鉄道事業は

1951 年に旧鉄道局を改組する形で設立され、以後

着実に衰退しており、2014 年の旅客輸送量は 3,643

66 年間にわたって都市鉄道を除くタイ国内の鉄道

万人と最盛期であった 1993 年の 8,778 万人から約

事業を独占してきた。初期においては一貫して黒

60％減少し、貨物輸送量も 1,079 万トンと国内の
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貨物輸送量に占める分担率はわずか 2％でしかな

とを前提として議論を進めており、増加する輸送

い［TS (2015): 16］
。2008 年から普通列車と一部の

量に対応するための近代化が必要であると短絡的

快速列車の 3 等車の運賃を無料にしているにもか

な結論を導いているに過ぎない。

かわらず、2008 年から 2014 年までの間に旅客輸

このため、本論では［柿崎 2009］の続編とし

送量が 4 分の 3 に減っていることからも、利用者

て、1975 年から通貨・経済危機の発生する 1997

の鉄道離れは明らかである 1 ）。

年までを対象に、タイにおける鉄道の近代化の進

しかしながら、1970 年代に入って国鉄が赤字経

展過程を解明し、その意義と限界を考察すること

営に転落した後、直ちに鉄道事業が衰退したわけ

を目的とする。以下、 2 で既存の鉄道網の近代化

ではなかった。1990 年代半ばまでは着実に新車の

について、新車の導入、レールの更新、複線化の

投入も行われており、約 250㎞の新線も開通し、

3 点から考察し、 3 で鉄道網の拡張課程を計画段

バンコク近郊の複線化計画も実行に移されてい

階のものも含めて検討する。そして、 4 でこの時

た。このような鉄道の近代化とともに輸送量も依

期の鉄道近代化の意義とその限界を考察する。

然として増加してきており、1975 年と比較すると
旅客輸送量は 1993 年にピークを迎えるまでにさら
に 40％、貨物輸送量は 2004 年のピークまでに約
275％もの増加を見せていた。すなわち、国鉄の

２．既存の鉄道網の近代化
（1）車両の増備

赤字転落後、少なくとも 1990 年代までは鉄道の近

タイの鉄道車両の近代化は、1950 年代末からの

代化は継続され、輸送量も拡大していたのである。

「開発」の時代以降も続いており、その中心は

1970 年代以降の鉄道近代化に関する研究につい

ディーゼル機関車とディーゼルカーの増備、すな

ては、これまでほとんど行われていないのが現状

わちディーゼル化であった。タイは 1961 年に将来

である。柿崎は 1930 年代から 1970 年代半ばまで

の 無 煙 化 を 決 め て お り、 デ ィ ー ゼ ル 機 関 車 と

の鉄道政策と鉄道輸送の変遷を解明しているが、

ディーゼルカーの投入によって 1975 年までに蒸気

そ の 後 の 時 代 に つ い て は 扱 っ て い な い［ 柿 崎

機関車の使用を中止する計画となっていた［RFT

2009］
。新車の導入や新線の建設については、ラ

1970: 105‑106］3 ）。表 1 のように、1975 年から 1997

メール（R. Ramaer）やホワイト（B.R. Whyte）が

年の間にディーゼル機関車は 88 両増加しており、

それぞれ概要をまとめているが、その背景につい

1975 年はディーゼル機関車の数が蒸気機関車を初

て は 十 分 に 解 明 さ れ て い な い［Ramaer 1994,

めて上回った年であった。これで事実上主役は交

Whyte 2010］
。一方、東南アジアの交通開発を扱っ

代し、1977 年に約 9 万㎞あった蒸気機関車の走行

たレインバック（Thomas R. Leinbach）も 1980 年

距 離 は、 翌 年 に は 約 6,700 ㎞ に 減 少 し た［RRF

代のタイの鉄道が置かれた状況について、運賃の

(1981): 63］
。 と こ ろ が、1979 年 の 第 2 次 オ イ ル

低さと赤字路線の存在が問題であると指摘してい

ショックにより石油価格が高騰したことから、一

る［Leinbach & Chia 1989: 91‑94］2 ）。しかしなが

旦運行を止めた重油燃料の蒸気機関車の運行が復

ら、彼は今後も輸送量が継続して増加していくこ

活し、1979 年には約 16 万㎞の走行距離を記録し
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表1
年度

ディーゼル
機関車

在籍車両数と新車投入状況の推移（1975 〜 1997 年）（単位：両）

ディーゼルカー

客車

貨車

総計

新車
新車
新車
新車
新車
在籍計
在籍計
在籍計
在籍計
（輸入）
（輸入）
輸入 製造
輸入 製造
輸入 製造
1975
40
244
‑
90
‑
19
1,001
‑
145 9,631
40 164
1976
‑
243
‑
90
‑
40
1,008
‑
97 9,691
‑
137
1977
‑
247
‑
125
‑
46
1,072
‑
85 9,300
‑
131
1978
‑
246
‑
125
‑
8
1,037
‑
74 9,156
‑
82
1979
‑
243
‑
125
‑
46
1,065
‑
80 9,137
‑
126
1980
‑
243
‑
126
‑
24
1,087
‑
‑
9,140
‑
24
1981
30
271
‑
126
‑
39
1,112
‑
69 9,099
30 108
1982
‑
266
‑
126
‑
11
1,116
‑
‑
9,053
‑
11
1983
9
275
40
152
‑
10
1,125
‑
‑
9,189
49
10
1984
‑
275
‑
164
‑
5
1,129
‑
‑
9,226
‑
5
1985
12
280
76
240
‑
‑
1,117 100
‑
8,923 188
‑
1986
18
295
‑
227
‑
‑
1,098
‑
‑
8,963
18
‑
1987
‑
279
‑
206
21
‑
1,102
‑
‑
9,003
21
‑
1988
‑
279
‑
205
36
‑
1,135
‑
‑
8,695
36
‑
1989
‑
279
‑
204
‑
‑
1,135
24
‑
8,683
24
‑
‑
279
‑
204
31
‑
1,155
‑
‑
8,751
31
‑
1990
1991
‑
279
20
224
‑
‑
1,158
‑
‑
8,787
20
‑
1992
‑
279
‑
224
‑
‑
1,153
‑
‑
8,767
‑
‑
1993
12
290
‑
223
17
‑
1,169 312
‑
8,911 341
‑
1994
10
300
‑
223
‑
‑
1,165
‑
‑
9,056
10
‑
1995
38
295
10
223
21
‑
1,164
‑
‑
9,072
69
‑
1996
‑
331
30
242
40
‑
1,176
‑
‑
9,169
70
‑
1997
‑
332
26
259
50
‑
1,236
‑
‑
8,671
76
‑
注：1975 〜 1976 年はメークローン線を除く。
出所：RRF（各年版）より筆者作成。

在籍計
計
204
137
131
82
126
24
138
11
59
5
188
18
21
36
24
31
20
‑
341
10
69
70
76

10,184
10,062
9,647
9,394
9,469
9,188
9,444
9,075
9,307
9,236
9,399
8,999
9,045
8,767
8,755
8,813
8,827
8,767
9,905
9,076
9,210
9,309
8,823

備考

客車は中古車両
ディーゼルカーと客車28両は中古車両

ていた［Ibid.］4 ）。しかし、これも一時的なものに

を想定したものであった 7 ）。実際に、1985 年 9 月

過ぎず、1982 年をもって定期的な蒸気機関車の運

から中部上部のピッサヌローク、東北部のコーン

行は完全に終了した［RRF (1983): 56］5 ）。

ケン、スリンへ向けてこれらのディーゼルカーを

一方、この時期にはディーゼルカーの数も大幅
に増えており、表 1 のように 1977 年の 125 両から

用いたディーゼル急行が運行され、利用者にも好
評であった［RRF (1985): 19］8 ）。

1997 年の 259 両へと約 2 倍に増加していた。タイ

このため、1990 年代に投入されたディーゼル

でのディーゼルカーの導入は 1960 年代から本格化

カーは 1997 年の中古車両を除いて冷房 2 等車と

し、1975 年までに導入された 90 両はすべて日本

なった。1991 年に到着した 20 両はイギリス製の

製であった［柿崎 2010：230‑231］
。表 1 のように、

「スプリンター」と呼ばれるディーゼルカーであ

1980 年代に 116 両のディーゼルカーが輸入されて

り、その俊足性を活かして長距離の特急列車に用

いるが、これらもすべて日本製であり、2 回とも

いられた［柿崎 2010：303］
。その後輸入されてい

同一仕様であった 6 ）。これまで投入されてきた

る 40 両も韓国製の冷房 2 等車であり、こちらも同

ディーゼルカーはすべて非冷房の 3 等車であった

様に長距離の特急列車用となった［Ibid.］
。この

が、1985 年に到着した 76 両のうちの 12 両につい

うち、20 両はバンコク近郊区間での輸送改善用で

ては冷房 2 等車となっており、急行列車への使用

あり、残る 20 両は寝台付随車 40 両と一括で発注
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された長距離特急用の車両であったが、実際には

た。客車については優等列車向けの冷房 2 等寝台

同一の仕様であり、寝台付随車との連結も行われ

車が中心となり、 3 等車の輸入は 1995 年の中古車

なかった 9 ）。このように、1990 年代に入って冷房

両以外は存在しなかった 12）。また、貨車について

2 等車のディーゼルカーが急増し、最高速度が時

はタンク車の車台とコンテナ貨車の輸入が中心と

速 120㎞に引き上げられたことから更なる所要時

なり、伝統的な有蓋車の新規投入もなくなった。

間の短縮が図られた。

貨車については輸送品目の変化に対応した変化で

客車と貨車については、1960 年代後半から車台

あったが、客車については運賃や料金の高い 1 ・

を輸入しての国産車両の製造が行われており、表

2 等の優等列車利用者に対応した施策であり、圧

1 のように 1980 年代前半まで続いていた。これは

倒的に多い 3 等旅客向けの新車の投入は、ディー

国鉄の高官がインドの鉄道車両製造を視察したの

ゼルカーも含めて 1985 年以降、2017 年現在に至

がきっかけであり、1961 年に試作の有蓋車 1 両が

るまで全く行われなくなった。

マッカサン工場で完成した［SN 1961/11/18］
。そ
の後車台の発注を行い、これらが到着し始めた

（2）レールの更新

1968 年から本格的に客車と貨車の製造を開始し

車両の更新が順調に進む一方で、レールの更新

た。1974 年までの製造車両数は、客車 285 両、貨

も進められていった。タイの鉄道は当初 50 ポンド

車 967 両の計 1,252 両であった 10）。車両の製造と

レール、すなわち 1 ヤード（91.4㎝）あたりの重

いっても実際には車体の製造であり、車台は輸入

さが 50 ポンド（22.7㎏）のレールを使用していた

に依存していた。しかし、輸入車両よりも安価で

が、第 2 次世界大戦後から 60 ポンドと 70 ポンド

あったようであり、1975 年に初めて製造した 2 等

レールへの更新が始まり、1960 年の時点で全体の

寝台車の製造コストは 1 両あたり輸入車両の 300

45％が 60 ポンドレール以上となっていた［柿崎

万バーツの半分以下の 140 万バーツであったとい

2009：92］
。図 1 のように、70・75 ポンドレール

う［SR 1975/03/27］
。

の比率は 1975 年には全体の約 70％に達していた

この車両製造は表 1 のように 1984 年まで続き、
この間の客車と貨車の輸入は皆無であった。しか

ことから、この間 70 ポンドレール化が着実に推進
されてきたことが分かる 13）。

し、1982 年からの第 5 次国家経済社会開発計画期

しかし、ディーゼル化の進展に伴う速度向上に

においては国内での車両製造を中止し、客車と貨

より、70 ポンドレールでももはや細すぎる状況に

車も輸入に依存することになったことから、最終

なってきた。70 ポンドレールでは最高速度を 80㎞

的に 1984 年の客車 5 両をもってマッカサン工場で

以上に引き上げることができず、最高時速 100 〜

の車両製造は終了することになった［RRF (1984):

120㎞の性能を持つ車両が投入されてきても、線

11）
23］
。このため、表 1 のようにこれ以降は客車、

路が対応できないという問題が生じてきた［BP

貨車とも輸入に依存していることが分かる。

1973/09/20］
。このため、80 ポンドレールの導入が

1985 年以降の客車と貨車の輸入は、それ以前の

1969 年から始まり、1975 年の時点で全体の 10%

国内での製造時期と比べて明瞭な変化が見られ

強に当たる約 500㎞が 80 ポンドレール化されてい
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図1

レール種類別総延長の推移（1975 〜 1997 年）（単位：㎞）

た［RRF (1969): 26, RRF (1975): 127］
。80 ポ ン ド

になり、まずクローンシップカーオ〜ケンコーイ

レールは列車本数の多い南線や北線などの幹線か

線に接続する東線チャチューンサオ〜クローン

ら導入され、図 1 のように 1997 年までにその比率

シップカーオ間でも 100 ポンドレールへの更新が

は全体の約 20％まで拡大した。

行われることになった［RRF (1995): 30］
。これが

さらに、1990 年代に入ると 100 ポンドレールも
使用されることになった。これは次に述べる東部

1998 年に完成して、同年の 100 ポンドレール区間
は 25㎞増加していた［RRF (1998): 31］
。

臨海線で用いられたもので、1995 年に開通したク

この 100 ポンドレール化は全国規模で展開され

ローンシップカーオ〜ケンコーイ間とカオチー

ることになり、国鉄では 1992 年からの第 7 次国家

チャン〜マープタープット間で初めて用いられ

経済社会開発計画に 100 ポンドレール化計画を盛

た 14）。100 ポンドレールは日本の在来線で一般的

り込むことになった［RRF (1991): 43］
。これまで

に使用されている 50㎏レールとほぼ同じ規格であ

のレール交換は国鉄自身の手で毎年少しずつ行っ

り、さらなる列車の高速化や軸重の増加にも貢献

てきたが、この計画ではより長距離の区間を対象

することが可能であった。このため、1990 年代か

とし、民間業者への請負方式で一括してレール交

らは原則として 100 ポンドレールへ交換すること

換を行うことになった。図 2 のように、最初に選
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ばれたのが第 1 期計画の北線ロッブリー〜チュム

占めていた 19）。このため、国鉄では軸重 15 トン化

セーン間 148㎞、南線フアヒン〜バーンクルート

を目指して木橋の廃止を進め、1984 年の時点で木

間 141㎞の 2 区間であり、次いでその先の区間が

橋は残り 467 ヶ所までに減っていた［RRF (1984):

第 2 期、 第 3 期 の 対 象 区 間 に 選 ば れ た［RRF

17］
。
幹線の軸重 15 トン化は 1990 年代までにおおむ

(1995): 29］ 。
15）

この第 1 期から第 3 期までの 100 ポンドレール

ね終了したが、100 ポンド化によってさらに軸重

化計画は日本の借款を用いて行われることにな

を 20 トンまで引き上げることができることから、

り、第 1 期区間は 1997 年から工事が開始された

国鉄では東部臨海線の貨物輸送に関係する区間の

［RRF (1997): 29］
。原則として列車の運行を行いな

軸重 20 トン化を進めることになり、チャチューン

がらの交換であるが、すべて単線区間であること

サオ〜サッタヒープ線からのコンテナ列車が通過

から一時的に一部区間の運行を休止してレールを

する東線マッカサン〜チャチューンサオ間の鉄橋

交換する形で作業を進めるために時間がかかり、

を改良して、軸重 20 トン化を図った［RRF (1992):

第 1 期区間が完成したのは 2001 年 10 月のことで

18］
。チャチューンサオ〜クローンシップカーオ

あった［RRF (2001): 29］
。第 2 期と第 3 期の区間

間の 100 ポンド化も東部臨海地域と地方を結ぶ貨

もその後着工され、2002 年 6 月までにどちらも完

物列車の運行を想定して行われたものであり、そ

成した［RRF (2002): 32］
。国鉄ではさらに 1997 年

れまで貨物列車の運行もほとんどなかった東線が

からの第 8 次国家経済社会開発計画に 907㎞の区

突如貨物輸送の幹線に変化するための準備であっ

間の 100 ポンドレール化を盛り込み、北線の全線、

た。しかしながら、軸重20トン化がその効果を発

東北線ケンコーイ〜ブアヤイ間（バイパス線）
、

揮するのは、2015年に初の軸重20トン機関車が到

南線のバンコクからバーントンドーン（パッタル

着するまで待たねばならなかった［RGI 2015/01/10］
。

ン県）までの区間を 100 ポンド化しようと計画し
（3）複線化計画の浮上

16）
た［RFT 1997: 193］
。

タイの鉄道の複線区間は、長い間バンコク〜

100 ポンドレール化は、軸重の増加も可能とし
た。タイの鉄道の軸重は当初 10 トンであったが、

バーンパーチー間 90㎞に限られていた。バーン

第 2 次世界大戦で破壊された鉄橋を修復する際に、

パーチーは北線と東北線が分岐する地点であり、

軸重 15 トンまで対応可能な鉄橋を整備した 。そ

1942 年 ま で に 全 区 間 の 複 線 化 が 完 成 し て い た

の後、レールの 60 ポンド化とともに東北線のバー

［RFT 1991: 207］
。第 2 次世界大戦後には東北線の

ンパーチー〜コーラート間で 1950 年から試験的に

輸送力を増やすために、バイパス線となるケン

軸重 13 トンとし、その後 1953 年から北線での 15

コーイ〜ブアヤイ間の新線に接続するバーンパー

トン化を目指して橋梁の改良を進めてきた 18）。そ

チー〜ケンコーイ間35㎞の複線化も開始され、路

の際にとくに問題となったのが多数存在した木橋

盤工事は終了していたものの、フレンドシップ・

であり、1966 年の時点で全国にある橋梁 7,713 ヶ

ハイウェーの開通後は輸送力増強の必要性も減り、

所のうち木橋が全体の約 3 分の 2 の 5,234 ヶ所を

20）
結局途中で中止された［柿崎 2009：140‑142］
。

17）
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図2

100 ポンドレール化計画と新線計画
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このため、その後複線区間が全く増えないまま

あり、チュアンは 1993 年 4 月 23 日に南線のラー

1990 年代を迎えたのであった。

マ 6 世橋での複線化着工式に参加し、記念の枕木

国鉄では 1980 年代末からバーンスー〜ナコーン

に犬釘を打った［Samrit ed. n.d.: 2742］
。ラーマ 6

パトム間 57㎞の複線化の検討を始め、1989 年 7 月

世橋は鉄道と道路の併用橋であったが、道路が 2

4 日の閣議でこの間の建設が認められて調査を開

車線しかなかったことから並行して新しい道路橋

始 し た［RRF (1992): 32］
。 し か し、 測 量 ま で 終

が架けられ、1992 年にラーマ 7 世橋として既に開

わったところで予算が得られず一時中断していた

通していた［Ibid.: 2604］
。このため、この橋の上

［Ibid.］
。その後、1991 年には対象区間に北線ラン

では道路跡地を用いての複線化が可能であった。

シット〜ロッブリー間 104㎞、東北線バーンパー

実際の複線化工事もラーマ 6 世橋を含む南線バー

チー〜マープカバオ間 44㎞、東線フアマーク〜

ンスー ~ タリンチャン間 14㎞から開始されること

チャチューンサオ間 45㎞が加わり、計 250㎞を対

になり、1994 年 4 月に着工されて 1998 年 10 月に

象とするものに複線化計画が拡大された［RRF

完成した［RRF (1998): 47］
。

21）
(1991): 45‑46］
。そして、これをベースにした近

次いで、ランシット〜バーンパーチー間の 3 線

郊区間の複線化計画が 1993 年 3 月 16 日の閣議で

化が 1997 年 7 月に着工され、2000 年 3 月に完成

22）
了承された［RFT 1997: 177］
。

した［RRF (2000): 31］
。その後、北線バーンパー

対象区間は図 3 のようにバンコクの近郊区間と

チー〜ロッブリー間、東北線バーンパーチー〜

なっており、バンコクの北 133㎞のロッブリー、

マープカバオ間、南線タリンチャン〜ナコーンパ

東北 134㎞のマープカバオ、東 61㎞のチャチュー

トム間が 2000 年 7 月に着工され、前者 2 区間は

ンサオ、西 64㎞のナコーンパトムまでのバンコク

2002 年 7 月 に、 後 者 も 2003 年 1 月 に 完 成 し た

近郊区間を複線化するものであった。このうち、

［RRF (2002): 31, RRF (2003): 57］
。残る東線フア

ランシット〜バーンパーチー間は既に複線化され

マーク〜チャチューンサオ間については、当初他

ていたが、この区間については新たに 1 線を追加

の複線化区間と同じく新たに単線の線路を建設す

して 3 線区間とする計画となっていた［Ibid.］
。

る予定であったが、使用中の線路の状況が芳しく

この 3 線化計画は、1990 年に免許が交付されたバ

なかったことから在来線に並行して新たに複線の

ンコク市内区間の高架化計画であるホープウェル

線路を建設し、 3 線化とすることに計画が変更さ

計画によってバンコク〜ランシット間が 3 線化さ

れ、2000 年 12 月に着工されて 2003 年 4 月に完成

れる予定であったため、これに合わせてバンコク

した［RRF (2000): 32, (2003): 57］
。このように時

〜バーンパーチー間の全区間を 3 線化することを

間がかかったのは、調査設計から入札を経て落札

目的としていた 23）。同様にホープウェル計画では

業者の決定までのプロセスに長大な時間を要した

東線バンコク〜フアマーク間も高架化されること

ためであった 24）。

になっていたことから、東線の対象区間もフア
マークから先の区間となっていた。

しかしながら、実際には近郊区間の複線化の完
成も、近郊区間の列車本数を増やすことにはなら

当時はチュアン（Chuan Likphai）内閣の時期で

なかった。最も大きな障害は、新たに複線化・ 3
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図3

バンコク近郊区間複線化計画と東部臨海地域新線計画
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線化された区間に接続するはずのホープウェル計

は、1970 年代末からバンコク港の混雑緩和とタイ

画が 1997 年の通貨・経済危機の影響で中断され、

湾で発見された天然ガスを利用した重化学工業化

バンコク市内の高架化が完成しなかったためであ

のために浮上した東部臨海地域開発計画（Eastern

る。とくに東線のバンコク〜フアラムポーン間は

Seaboard Project）と連動していた 25）。東部臨海線

単線のまま取り残され、完全にボトルネックに

の中で最も重要な路線はチャチューンサオ〜サッ

なってしまった。さらに、2000 年代のタックシン

タヒープ線 134㎞であり、この路線が最初に着工

政権下ではバンコク市内の交通渋滞の緩和のた

されることになった 26）。アメリカは 1972 年にこの

め、バンコク市内への列車の乗り入れが制限され

路線の建設を念頭に 70 ポンドレール計約 2.2 万ト

た［RRF (2003): 4］
。このため、近郊区間の複線化

ンをタイに寄贈したものの、ベトナム戦争からの

が完成したにもかかわらず、これらの区間を走る

撤退に伴いそれ以上の支援は行わなかった［RRF

列車本数は逆に減少し、複線化は列車交差時の待

(1972): 5-6］
。タイ側でも 1973 年の 10 月 14 日事件

避の解消による所要時間の若干の短縮以外には何

直前の閣議でタノーム政権がシーラーチャーの

の効果も発揮しなかった。

レームチャバンへの深水港建設を基本了承したも
のの、その後の政変と経済停滞から直ちに着工で
きず、世界銀行からの提言もあり、1978 年には

３．鉄道網の拡張計画

レームチャバン港の着工の代わりにサッタヒープ
港を商業港に改良することを閣議で決めた［SR

（1）東部臨海線
1950 年代末からの「開発」の時代に、タイの鉄

1978/08/23］
。これは年々深刻化するバンコク港の

道網の拡張は停滞した。すでに何線かの新線建設

過密化に対応するものであり、1979 年 12 月にサッ

が始まっていたが、工事がほとんど終わっていた

タ ヒ ー プ 商 業 港 は 正 式 に 開 業 し た［TRT 2002:

ノーンプラードゥック〜スパンブリー線と東北部

85］
。
このため、チャチューンサオ〜レームチャバン

のバイパス線であるケンコーイ〜ブアヤイ線以外
の新線建設は中止された［柿崎 2009：137‑142］
。

間建設については 1977 年 9 月の閣議で基本了承さ

他方でこの時期にはチャチューンサオ〜サッタ

れていたが、サッタヒープ港までの区間が追加さ

ヒープ線、クローンシップカーオ〜バーンパー

れて鉄道建設もようやく動き出すことになった

チー線、デンチャイ〜チエンラーイ線など新たな

［RRF (1979): 23‑24］
。この間の建設は 1981 年 4 月

新線計画も浮上したが、実現までこぎつけたもの

に着工し、1985 年までに土木工事とレール敷設が

は存在しなかった。このため、
「開発」の時代に

終了していた［RRF (1981): 27‑29, RRF (1986): 16］
。

新たに開通した鉄道は 267㎞に過ぎなかった［Ibid.:

その後信号設備の設置が進められ、1989 年 7 月に

396］
。

終 了 し た こ と で 最 終 的 な 開 業 と な っ た［RRF

「開発」の時代に新たに浮上した新線計画のう

27）
(1989): 43］
。この路線は東部臨海線の中では唯

ち、東部臨海地域関連の路線のみが、1980 年代か

一の旅客営業線ではあるものの、実際には旅客輸

ら 1990 年代にかけて実現することになった。これ

送の機能はほとんどなく、貨物輸送主体の路線と

− 34 −

タイ研究 No.17 2017

こ と と な り、1995 年 8 月 に ど ち ら も 開 業 し た

なっていった 28）。
一方、レームチャバンへの路線はレームチャバ

［RRF (1993): 32, RFT 1997: 163‑167］
。

ン港の着工とともに実現へと向かうことになっ

このように、
「開発」の時代の浮上した新線計

た。この路線は図 3 のようにサッタヒープ線の

画のうち、東部臨海地域に関係する 4 つの路線は、

シーラーチャーで分岐してレームチャバンに至る

1980 年代から本格化した東部臨海地域開発の一環

9 ㎞の支線であり、完全に港へのアクセス線で

として整備され、1995 年までに全区間が開通した。

あった。レームチャバン港の整備は予定より遅れ

これらの路線はいずれも貨物輸送のための鉄道で

たが、1982 年 2 月に閣議で建設を推進することが

あり、輸送品目も工業製品やコンテナといった、

認められ、日本からの借款を用いての整備が決ま

鉄道輸送の新たな輸送品目が中心となった。いわ

り、調査設計を行ったうえで 1987 年 11 月に起工

ば、タイで初めての工業開発のための鉄道と言え

式を行った［TRT 2002: 85‑87］
。そして、1991 年

よう。

1 月に開業し、バンコク港に代わる新たなタイの
外港としての機能を発揮していくことになる

（2）新線計画の復活

［Ibid.: 5］
。レームチャバン線の建設も港の整備と

東部臨海線以外の新線計画についても、この時

同様に日本の借款を用いて行われ、1993 年 10 月

期に再び検討が行われた路線が存在した。それは

に正式に開業した［RFT 1997: 161］
。

デンチャイ〜チエンラーイ線 245㎞、スラーター

東部臨海線のうち、残るカオチーチャン〜マー

ニー〜ターヌン線 163㎞、ブアヤイ〜ナコーンパ

プタープット間 24㎞とクローンシップカーオ〜ケ

ノム線 368㎞、そしてマープタープット〜ラヨー

ンコーイ間 82㎞は一番最後に着工された。前者は

ン線 24㎞であった。マープタープット〜ラヨーン

サッタヒープ線のカオチーチャンで分岐してマー

線以外はいわゆる「地方開拓」型の路線であった

プタープット港に至る路線で、石油化学など重化

が、同時に国際鉄道として機能する可能性も有し

学工業のための工業港として整備されたマープ

ていた。

タープット港及び工業団地へのアクセス鉄道とし

最初のデンチャイ〜チエンラーイ線は戦前から

て計画された［Ibid.: 161］
。一方、後者は東部臨

構想があり、1960 年代に建設計画が再浮上し、

海地域と北部や東北部を結ぶバイパス線であり、

1969 年に基本調査が行われたものの、その後は再

バンコクを経由せずに北線や東北線からの貨物列

び中断されてしまった［柿崎 2009：143］
。ところ

車を東部臨海地域へと向かわせることで、バンコ

が、1980 年代後半からのタイの経済ブームと大メ

ク市内の交通問題を緩和させることを目的とした

コン圏（GMS）構想の浮上によって、1990 年代に

［Ibid.: 163］
。この路線についてはサッタヒープ線

入るとこの路線は再び脚光を浴びるようになっ

と同様に 1960 年代から構想があり、いくつかの

た。当初はデンチャイ〜チエンラーイ間が対象と

ルート候補があったものの最終的にクローンシッ

なっていたが、これをミャンマー国境のメーサー

プカーオ〜ケンコーイ間に確定した［RRF (1988):

イかラオス国境のチエンセーンに延伸することで

31］
。この 2 線も日本の借款を用いて建設される

GMS の南北回廊を構成する国際鉄道としての機
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能を持たせることが期待されたのである（図 2 参

同様に国際鉄道の役割を期待された新線計画

照）
［RFT 1997: 156］
。このため、メーサーイかチ

は、ブアヤイ〜ナコーンパノム線であった。この

エンセーンへの延伸を含んだ事業化調査が行わ

路線は当初ブアヤイ〜ムックダーハーン線として

29）
れ、1995 年に調査結果が示された［Ibid.］
。その

計画されており、1967 年に開通したケンコーイ〜

結果、十分な経済効果があるとの報告がなされた

ブアヤイ線の延伸線として、この路線の開通後に

こ と か ら、1996 年 に 詳 細 調 査・ 設 計 が 始 ま り、

改めて建設を検討することになっていたが、実際

1998 年に終了した［RRF (1998): 54］
。

には何も行われなかった。他方で、1969 年にはナ

デンチャイ〜チエンラーイ線とともに詳細調

コーンパノムの国会議員がこの路線をナコーンパ

査・設計までこぎつけたのはスラーターニー〜

ノムまで延伸するよう求め、国鉄もこの間の調査

ターヌン線であった。既に 1956 年にトゥンポー

を行ってブアヤイ〜ナコーンパノム線計画に改め

（スラーターニー）〜キーリーラットニコム間 32

た［柿崎 2009：143］
。その後はデンチャイ〜チエ

㎞が開通していたが、
「開発」の時代に入るとそ

ンラーイ線と同じく具体的な動きはなかったが、

の先の延伸工事は中断されていた［柿崎 2009：

1990 年代に入ると国際鉄道の役割を期待されて計

49, 138］
。この路線は南部東海岸と西海岸を結ぶ

画が再び浮上することとなった。ムックダーハー

マレー半島を横断するルートを構成することに

ンかナコーンパノムからラオス経由でベトナムへ

なっていたことから、南部西海岸に新たに計画さ

と至る国際鉄道の一部になることで、GMS の東西

れたクラビー深水港へのアクセス鉄道としての役

回廊を構成する機能を持つことが期待されたので

割が期待されるようになった。このため、1988 年

ある 31）。デンチャイ〜チエンラーイ線に次いで

にはカナダからの援助によってキーリーラットニ

1997 年度予算で詳細調査・設計を行うことになっ

コム〜プーケット間の事業化調査が行われ、途中

ていたが、通貨・経済危機の影響で予算が付かな

のタッププットで分岐してクラビー深水港に至る

かった［RRF (1997): 31］
。このため、ブアヤイ〜

ルートも検討された［RRF (1988): 31, RRF (1995):

ナコーンパノム線は他線に一歩出遅れてしまっ

33］
。また、当時南部ではマレーシア、インドネ

た。

シアとの間でインドネシア・マレーシア・タイ・

最後のマープタープット〜ラヨーン線は 1995 年

成 長 の 三 角 地 帯（Indonesia-Malaysia-Thailand

に開通したマープタープット線の延伸区間であっ

Growth Triangle: IMT-GT）という局地経済圏構想

た。当初マープタープット線はラヨーンまで建設

が浮上していたことから、この鉄道にはそのため

される予定であったが、マープタープット港と工

のランドブリッジとしての役割も期待されるよう

業団地の貨物輸送に特化するために第 1 期計画と

になった 30）。このため、1995 年に改めて国鉄の予

してマープタープットまでの建設にとどめた経緯

算によって調査が行われ、その結果を踏まえてデ

があった［RRF (1984): 40］
。このため、1995 年に

ンチャイ〜チエンラーイ線と同様に 1996 年に詳細

マープタープットまでの区間が開通したことを受

調査・設計が始まり、1998 年に終了した［RRF

けて翌年残るマープタープット〜ラヨーン間の詳

(1998): 54］
。

細調査・設計が行われ、1998 年に終了した［RRF
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ず、バンコクと東部臨海工業地域の間の旅客輸送

(1998): 54］
。
このように、1990 年代半ばに 4 つの新線計画が

を拡大させることを目的としていた。

動き出し、うち 3 線については詳細調査・設計ま

途中駅はラートクラバン、バーンパコン、チョ

で行われた。これはインドシナ半島での国際交通

ンブリー、シーラーチャー、パッタヤー、カオ

網の整備の機運が高まったことによるものであ

チーチャン（サッタヒープ港方面分岐点）
、マー

り、マープタープット〜ラヨーン線以外はいずれ

プタープットの計 7 駅であり、ラートクラバンの

も国際輸送を担うことで局地経済圏構想の実現に

先で新空港への支線を分岐することになっていた

供することが期待されたのであった。しかしなが

［Ibid.: 2］
。新空港からはラヨーン方面へも直通で

ら、いずれも通貨・経済危機の影響を受けて、こ

きるようにデルタ線を建設し、バンコクから新空

の後頓挫することになる。

港に向かう電車が新空港で折り返してそのままラ
ヨーンに向かえるようになっていた。また、バン
コクのターミナルであるフアイクワーンは当時計

（3）初の「高速」鉄道計画
タイでも一時頓挫していた複線化計画や新線計

画 中 の 首 都 電 鉄 公 団（Metropolitan Rapid Transit

画が復活してきた背景には、1980 年代後半からの

Authority: MRTA）の都市鉄道の車庫付近を想定し

経済ブームによる好景気があった。1990 年にはバ

ており、
「高速」鉄道も将来は計画中の地下鉄と

ンコク市内でも在来線の高架化と都市鉄道の整備

似たルートでラッチャダーピセーク通りを北上

をもくろむホープウェル計画と、バンコク市内の

し、国鉄のバーンスー駅に乗り入れることになっ

道 路 上 の 高 架 鉄 道 計 画（Bangkok Mass Transit

ていた 32）。ただし、フアイクワーンのターミナル

System: BTS）が浮上し、好景気の影響は都市鉄

は計画中の都市鉄道の駅とは離れた場所に計画さ

道にも現れてきた［柿崎 2014：266‑269］
。このよ

れていた［Ibid.: 6］
。

うな中で、タイで最初の「高速」鉄道計画もこの
時期に浮上してきたのである。

この計画では標準軌を採用し、最高速度は時速
160㎞とされ、フアイクワーンに設けられたター

タイで最初の「高速」鉄道計画は、1990 年代初

ミナルから新空港までの所要時間は 15 分、ラヨー

めに出現したバンコク〜ラヨーン間「高速」鉄道

ンまでは 90 分とされていた［Ibid.: 11, 18］
。建設

計画である。この計画は経済ブーム下の 1992 年に

費は総額約 330 億バーツと見積もられており、国

出現し、翌年からコンサルタント会社による調査

鉄の管轄とするものの民間との合弁事業方式を計

が行われ、1994 年 8 月に閣議で承認された［WSA

画していた［Ibid.: 32］
。当時バンコク市内で出現

et al. 1996: 1］
。タイで最初のこの「高速」鉄道計

していたホープウェル計画と BTS が建設・運営・

画は、図 3 のようにバンコクからノーングーハオ

譲渡（Build-Operate- Transfer: BOT）方式で進行中

新空港（現スワンナプーム空港）を経由してラ

であり、鉄道事業への民間企業の参入は一般的で

ノーンに至る約 190㎞の路線であり、旅客輸送の

あった［柿崎 2014：266‑269］
。しかし、この「高

みを想定していた。この路線はバンコクから新空

速」鉄道計画は距離も長く、必要とされる資金も

港への空港アクセス鉄道としての役割のみなら

多いことから、政府との合弁方式や政府が線路を
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建設して民間が運行を担う上下分離方式を想定し

なかった。結局、この「高速」鉄道計画はこれ以

たのである。これは、当初 BOT 方式を目指しなが

上進展することはなかった。なお、このバンコク

らも、全線地下化したことによって上下分離方式

〜ラヨーン間「高速」鉄道計画のうち、バンコク

に変更された MRTA の都市鉄道と同じ方式であっ

〜ノーングーハオ新空港間については、その後空

33）

た 。

港アクセス鉄道として整備されることになり、

この「高速」鉄道計画は、現在では中速鉄道と

2006 年の新空港（スワンナプーム空港）の開業か

言えるレベルのものでしかないが、それまでのタ

ら 4 年後の 2010 年にエアポート・レールリンク

イの鉄道が全線非電化、メートル軌で、複線区間

（Airport Rail Link）として開業することになる 34）。

も非常に少ない近代化の遅れた鉄道であることを
考えれば、きわめて野心的な計画であったと言え
よう。この時期は経済ブームが過熱して徐々にバ
ブル経済化していた状況にあり、夢のような計画

４．鉄道近代化の限界
（1）赤字経営の中の鉄道近代化

が出てくる素地は十分に存在した。しかしながら、

これまで見てきたように、1975 年以降もタイの

東部臨海地域へは 1989 年にサッタヒープ線が開通

鉄道は引き続き近代化を推進してきた。この近代

したばかりであり、当初 1 日わずか 2 往復しか設

化のペースは、1950 年代末からの「開発」の時代

定されていなかった旅客列車もすぐに 1 往復に削

と比べても、遜色のないものであった。例えば、

減され、旅客輸送の役割はほとんどなかった。

1958 年から 1974 年までに投入されたディーゼル

マープタープット〜ラヨーン間もまだ着工されて

機関車とディーゼルカーはそれぞれ 206 両、110

おらず、ラヨーンには在来線よりも先に「高速」

両であったが、1975 年から 1997 年までの期間に

鉄道が到達するような状況であった。このため、

もそれぞれ 129 両と 202 両が新たに投入されてい

この計画は次期尚早の感が強かった。

35）
た［柿崎 2004：10、柿崎 2010：230‑231］
。路線

この計画は 1997 年からの第 8 次経済社会開発計

網の拡張のペースについても、1958 〜 1974 年に

画に盛り込まれたものの、結局同年の通貨・経済

計 267㎞の新規路線が開通していたのに対してこ

危機の影響で頓挫することになった［SSC 1996:

の間は 249㎞であり、それほど大きな差はなかっ

99］
。民間企業の資金繰りも大幅に悪化したのみ

た。

ならず、政府も経常収支赤字の解消のための緊縮

しかしながら、
「開発」の時代との大きな違い

財政を迫られており、このような大規模なインフ

は、この時代の近代化は赤字経営の中でも行われ

ラ整備計画の遂行は事実上不可能であった。それ

てきたという点であった。タイの鉄道事業は長ら

でも、1998 年にこの「高速」鉄道計画は再検討さ

く黒字経営を続けてきたが、国鉄の経常収支は

れ、当初計画よりも民間部門の参加比率を高める

1973 年に初めて赤字決算となり、1974 年には営業

ことが求められていた［JWR (1998): 328］
。政府

収支も赤字となった［RRF (1973): 65, RRF (1974):

の財政支出に期待できない中での苦肉の策であっ

36）
75］
。営業収支の赤字はオイルショックに伴う

たが、当然ながら民間企業にもそのような余力は

石油価格の急騰の影響が大きかったが、以後国鉄
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の経営状況は確実に悪化していった。図 4 は 1975

補てんを行ってきた 38）。また、車両購入、レール

年以降の国鉄の営業収支を表したものである。こ

の 100 ポンド化、東部臨海線の建設などには外国

れを見ると、1977 〜 1978 年に一旦黒字となるが、

からの借款も用いており、政府が事実上保証人と

その後は 1994 年まで一貫して赤字となっていたこ

なっていた。このように、赤字経営下でも鉄道の

とが分かる。経常収支も 1978 年に若干の黒字が出

近代化を支える資金が赤字補てんや借款によって

た後は赤字が続き、1981 年からは累積赤字が発生

供給されていたことが、この時代の鉄道の近代化

37）
し始めた［RRF (1981)］
。

を支えていたのである。

鉄道事業が赤字経営になっても近代化が行われ

これは、当時は国鉄の赤字経営の主要な要因は

てきたということは、政府が鉄道への新規投資を

石油価格の高騰にあり、旅客・貨物輸送ともに輸

認めていたからに他ならなかった。黒字経営の時

送量の増加がみられる状況においては、鉄道の近

代には、政府は新線建設や設備更新などの資本支

代化を継続すべきであるとの認識のほうが強かっ

出以外には国鉄への支出は行ってこなかったが、

たためである。しかしながら、後述するように赤

赤字体質となってからは全額ではないものの赤字

字転落後に 2 回ほど運賃値上げを行ったものの一

10,000,000

8,000,000

6,000,000

ᨭ

4,000,000

ධ
ᨭฟ
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図4

国鉄の営業収支の推移（1975 〜 1997 年）（単位：千バーツ）
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向に収支は改善せず、1990 年にはバンコク大量輸

したものの、翌年から大きく減少して 1997 年には

送 公 団（Ongkan Khonsong Muanchon Krungthep）
、

6,535 万人と 4 年間で 2,000 万人以上減少している

農民市場公団（Ongkan Talat Phuea Kasettrakon）に

ことが分かる 42）。これに対し、貨物輸送量は 1975

次ぐ赤字額を計上する国営・公企業となってし

年の 505 万トンから 1990 年には 800 万トンに達し、

まった［Chittima et al. 1992: 75］ 。実際に、赤字

その後しばらく横ばいとなった後に再び増加して

の要因は燃料費よりもむしろ人件費の急騰である

1997 年には過去最高の 990 万トンに達していた。

ことも判明し、国鉄の組織改革が必須となって

このように、とくに 1990 年代に旅客輸送が減少に

いった［Ibid.: 74］
。国営・公企業については 1980

転じたのに対し、貨物輸送量が急増していたのが

年代から民営化による改革が検討されていたが、

対照的であった。

39）

旅客輸送量の減少は、運賃値上げの影響も見ら

労組の反対などから実現したものは少なかった

れた。1975 年に旅客、貨物とも運賃値上げを行っ

［Muscat 1994: 198‑2005］
。
そ の 後、1991年 に 成 立 し た ア ー ナ ン（Anan

た結果、旅客については翌年の輸送量が減少する

Panyarachun）政権は本格的に国営・公企業改革に

という結果をもたらしていた。その後、1981 年に

乗り出し、民活による経営状況の改善を目指そう

も再び旅客、貨物とも値上げを行い、旅客につい

とした［SNR 1992: 86］
。国鉄についても、公共サー

てはその後の輸送量の停滞、貨物については輸送

ビ ス 義 務（Public Service Obligation: PSO） と 商 業

量の漸減をもたらしていた。また、1995 年には運

サービス（Commercial Service）に分け、前者につ

賃ではないものの快速・急行料金や寝台料金など

いては政府が相応の補助金を支出する形で国鉄の

43）
の料金が値上げされた［RRF (1995): 12］
。国鉄

経営を立て直すべきであるとの方向性が示された

では赤字経営を打開するためにこのような値上げ

40）
［Chittima et al. 1992: 75-76, SWPT 1993: Chapter 6］
。

を何度か行っており、それが輸送量の減少をもた

実際には直ちに具体的な改革が行われたわけでは

らした可能性もある。

なかったが、少なくとも1990年代に入ると従来型

しかしながら、より大きな影響は道路網の整備

の鉄道近代化路線の継続は難しくなり、とくに車

による自動車輸送との競合であると考えられる。

両調達面で大きな影響が出ることになる 41）。

1980 年代にバンコクと地方を結ぶ新たな幹線国道
が建設され、従来迂回路しか存在しなかった鉄道
沿線の道路アクセスが改善された。また、局地的

（2）減少に転じる旅客輸送量
赤字経営を強いられながらも鉄道の近代化は進

な鉄道並行道路の整備も同じく 1980 年代に終了

んでいったが、道路整備はそれよりもさらに早い

し、鉄道に依存しなければならない地域は事実上

速度で進んでいた。その結果、タイの鉄道は旅客

消滅した［柿崎 2017：12‑16］
。このような鉄道沿

輸送量の減少という事態に見舞われることになっ

線での道路アクセスの大幅な改善が、自動車輸送

た。図 5 は鉄道輸送量の推移を示している。旅客

への転移を促したであろうことは十分に想像でき

輸送については、1975 年の時点で 6,157 万人であっ

る。実際に 1980 年代の鉄道による旅客輸送量はほ

た輸送量が 1993 年には過去最高の 8,778 万人に達

ぼ横ばいであるが、従来鉄道への依存度が高かっ
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図5

鉄道輸送量と輸送密度の推移（1975 〜 1997 年）

大きかったはずであり、旅客輸送面で鉄道と競合

た地域では輸送量が減少していた 44）。
さらに、1980 年代後半からは 4 車線道路の整備
が本格化し、それによる影響が鉄道による旅客輸

するバスの競争力が高まったことが予想され
る 47）。

送量の急減という形で表れてきたものと考えられ

鉄道も 1993 年からようやく複線化計画が動き出

る 45）。例えば、1980 年代から 4 車線化計画が動き

し、列車交換のための待ち合わせ時間がなくなる

出した国道 2 号線（サラブリー〜コーラート間）
、

ことでの所要時間の短縮が期待されるようには

32 号線（バーンパイン〜ナコーンサワン間）
、35

なった。しかし、同じ年に打ち出された幹線道路

号線（トンブリー〜パークトー間）の 3 線は 1994

の 4 車線化計画は既に 1980 年代末から動き出して

年までに 4 車線化が完了し、バンコクから約 250

おり、道路のほうが完成までの所要時間も短かっ

㎞のコーラート、ナコーンサワン、約 150㎞のチャ

た。このため、1990 年代半ばから 4 車線化された

アムまでが全線 4 車線化された。1997 年の時点で、

区間が相次いで出現し、1990 年代末には 2 つの都

4 車線化された区間は 3,844㎞に達していた［RTL

市間高速道路も完成していた 48）。すなわち、道路

46）
(1997): 64］
。これに伴う所要時間の短縮効果は

の拡幅のほうが鉄道複線化よりも早く実現し、自
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動車輸送の優位性が急速に高まっていったこと

た 49）。セメントは 1980 年代後半に急増して 1990

が、鉄道の旅客輸送量を減少させる主要な要因な

年には 250 万トンに達し、一旦減少した後で 1994

のであった。そして、このような旅客輸送量の減

年以降再び増加して 1996 年に 300 万トンを超えて

少が、赤字経営下での鉄道近代化の必然性を低下

いた 50）。これに対し、米の輸送量は伸び悩み、

させることになった。

1997 年には 29 万トンまで下がっていた。
一方で、急速に輸送量を増加せてきたのがコン

（3）貨物輸送の変容

テナ輸送であった。これは海上コンテナの輸送で

図 5 のように、貨物輸送量については 1980 年代

あり、前述のように 1988 年からサッタヒープ発の

後半以降増加傾向が著しく、とくに 1990 年代後半

コンテナ輸送が開始され、1992 年からレームチャ

の増加が顕著であった。しかしながら、実際には

バン発着に変更された。当初は旧来からのバンコ

貨物輸送量が増加する一方で、貨物輸送密度は伸

クの貨物駅であるパホンヨーティン貨物取扱所で

び悩み始めていた。図 5 の貨物輸送密度を見ると、

取り扱っていたが、1996 年からバンコクの東の郊

1991 年までは増加傾向であったもの、その後伸び

外ラートクラバンに内陸コンテナデポ（Inland

悩んでいることが分かる。とくに、貨物輸送量が

Container Depot: ICD）の使用が開始されたことで、

急増する 1990 年代後半にも輸送密度の伸びは少な

こことレームチャバン間の輸送が中心となり、図

く、変化が少ないことが注目される。実際に、こ

のようにコンテナ輸送量が急増したのである 51）。

の間の貨物輸送密度の最高値は 1991 年の 34.35 億

この結果、1997 年のコンテナ輸送量は計 249 万ト

トンキロであった［RRF (1991): 61‑62］
。これは平

ンと貨物輸送量全体の 25％を占めており、このう

均輸送距離の減少によるものであり、1991 年には

ち実に 239 万トンがバンコク〜レームチャバン港

425㎞であった平均輸送距離が 1997 年には 345㎞

間の輸送であった［SSR (1997)］
。この区間の輸送

まで減っていた［RRF (1991): 61‑62, RRF (1997):

距離は約 100㎞でしかないことから、バンコク〜

15‑16］
。

レームチャバン間のコンテナ輸送の急増が貨物輸

このような平均輸送距離の減少は、バンコク〜

送全体の平均輸送距離を低下させたといえよう。

東部臨海地域間のコンテナ輸送の増加に伴うもの

このように、貨物輸送量自体は依然として増加

であり、相対的に長距離輸送の比率が減少した結

していたものの、貨物輸送の構造自体は大きく変

果であった。図 6 は 1975 年からの主要貨物輸送量

化していた。とくに、1980 年代以降に最大の輸送

の推移を示している。1975 年の時点では石油とセ

量を誇っていた石油輸送量が 1992 年をピークに減

メントがそれぞれ 100 万トン程度、米が 50 万トン

少に転じたことは、1960 年代の「開発」の時代以

の輸送量が存在していたが、石油は 1980 年代に大

降順調に増加してきたバラ積み輸送における鉄道

幅に増加して 1985 年には 250 万トンを超え、1992

の強みが失われてきたことを意味した 52）。石油輸

年に過去最高の 323 万トンに到達した。1980 年代

送量の減少の主因は、バンコク市内の渋滞緩和の

前半の急増は、中部上部カムペーンペットでの油

ために建設されたパイプラインの完成によって内

田開発による原油輸送の開始によるものであっ

陸の消費地への輸送距離が短くなったことから、
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図6

主要貨物輸送量の推移（1975 〜 1997 年）（単位：千トン）

自動車輸送への転移が起きたためであった 53）。貨

第 2 次世界大戦後の復興期から続けられており、

物輸送量は依然として増加していたとはいえ、自

国鉄が赤字経営となった 1970 年代後半以降も継続

動車輸送の優位性は鉄道が最も得意としてきたバ

して行われた。新車の投入も継続して行われ、

ラ積み貨物輸送にも影響を与えて始めたのであっ

1980 年代初めに機関車のディーゼル化が完了し、

た。これも赤字経営下の鉄道近代化にとっては逆

ディーゼルカーの増備も進んだ。レール更新も継

風であった。

続して行われ、1990 年代に入って 100 ポンドレー
ルへの交換も始まった。さらに、1993 年からはバ
ンコク近郊区間の複線化も開始され、既存の鉄道

５．おわりに

網の近代化は着実に進んでいた。

本論は 1975 年から通貨・経済危機の発生する

一方で、この時期には東部臨海工業地域関連の

1997 年までを対象に、タイにおける鉄道の近代化

新線建設も行われ、しばらく途絶えていた鉄道網

の進展過程を解明し、その意義と限界を考察する

の拡張が実現することとなった。これらの新線は

ことを目的とした。タイにおける鉄道の近代化は

1980 年代末から 1990 年代半ばまでに相次いで開
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通し、鉄道網は約 250㎞拡大した。また、経済ブー

いくことになる。とくに、通貨・経済危機の余波

ム下の好景気の中で地方開拓型の新線建設計画が

で様々な近代化計画が中止・延期されたことが、

再び浮上し、チエンラーイ、ターヌン（プーケッ

この後の鉄道の行く末に大きな影響を与えていく

ト）
、ナコーンパノム、ラヨーンへ至る新線建設

ことになる。他方で、ロジスティクスの切り札と

計画が進展し、大半が詳細調査・設計まで辿り着

しての鉄道への期待が高まるのもこの後の時代で

いた。さらに、この時期にはバンコクの新国際空

あり、鉄道の衰退と反比例するかの如く鉄道によ

港へのアクセスも兼ねたバンコク〜ラヨーン間の

る輸送コスト削減への期待が高まっていくことに

「高速」鉄道計画も浮上した。しかし、これらの

なる。このため、通貨・経済危機後における鉄道

計画は通貨・経済危機の影響で結局頓挫してしま

の位置づけを確認することが重要な作業となろ

うことになる。

う。

このように、1970 年代に入ってタイ国鉄は赤字
経営へと転落したものの、それまでの鉄道近代化
路線は少なくとも 1980 年代までは継続された。こ
れには当時の鉄道輸送が依然として旅客、貨物と

註
1 ） サマック（Samak Suntharawet）政権下でポピュリズ
ム政策の一環として鉄道の 3 等運賃やバンコク市内

も増加傾向にあったためであり、赤字の要因もオ

の非冷房バスの一部を無料化する施策が始まり、
2017 年 6 月現在に至るまで続いている。

イルショックによる燃料価格の高騰という不可抗
力であると認識されていたためであった。しかし

2 ） 彼は 3 本の幹線は十分採算性があるが、それ以外の
6 〜 8 本の支線とバンコクの近郊輸送は採算性に疑

ながら、1990 年代に入ると自動車輸送との競合か

問があるとしている［Leinbach & Chia 1989: 93］
。

ら旅客輸送量が減少に転じ、貨物輸送も大きな構

3 ） これは蒸気機関車の燃料となる薪の使用を止めるこ
とでの森林保護を目的としたもので、1961 年から 15

造変化が起こっていた。そして、1991 年に登場し

年間かけて段階的に蒸気機関車を廃止する計画で
あった。

たアーナン政権下で国営・公企業の赤字経営が問
題視されると、国鉄に対しても抜本的な経営改革

4 ） 実際に、重油燃料の蒸気機関車は 1976 年度中に運行
をほぼ終了しており、1978 年度の走行距離は皆無で

が求められるようになり、それまでのような近代
化の推進が難しくなった。すなわち、国営・公企
業改革の本格化と旅客輸送量の減少がこれまで続

あった。
5 ） 以後は保存用の蒸気機関車が鉄道開通記念日などに
記念運行されるのみとなる。
6 ） 発注先は東急車両、日立製作所、日本車両、富士重

いてきた鉄道の近代化に一旦終止符を打ったので

工、川崎重工、新潟鐵工、近畿車両と多彩であった
［RFT 1991: 123‑126］
。これらは日本の借款を利用し

ある。

て購入された。

今後の課題としては、この国営・公企業改革の

7 ） 実際にはこれらの冷房 2 等車は運転台がないことか

加速と通貨・経済危機の余波でますます近代化を

ら、運転台付の 3 等車と一緒に用いらることになっ

抑制されたその後の鉄道の状況を解明することが

た［Ibid.: 126］
。
8 ） これらのディーゼル急行は民間事業者の貸切列車と

重要である。タイの経済ブームが終焉した通貨・
経済危機以降の時代には、鉄道をめぐる環境もさ

して運行し、旅客サービスは民間事業者が担当した
［RRF (1985): 19］
。
9 ） これはディーゼルカーによる付随車の牽引に問題が

らに悪化し、鉄道の衰退はますます顕著となって
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して使用された。

23）ホープウェル計画はバンコク市内の在来線約 60㎞の

10）RRF（各年版）より筆者が集計した数値である。な

区間を高架化するとともに、都市鉄道と高速道路も

お、客車のうち 77 両は旧車台を利用した車体更新で

併設し、国鉄用地の再開発も行って利益を確保しよ

ある。

うという免許期間 30 年の建設・運営・譲渡（BOT）

11）この時期は世界銀行から構造改革を求められた時期

方式の事業であり、香港のホープウェル社（Hopewell

であり、マッカサン工場で相対的に少数の車両を製

Co.）が 1990 年に国鉄から 30 年間の免許を交付され

造するよりも国外の車両メーカーに発注したほうが

た。しかし、建設は遅々として進まず、1997 年の通

最終的には安上がりであると世界銀行が提言したこ

貨・経済危機の影響で工事が止まったことを受けて

とが車両製造中止の理由と考えられる。

政府によって免許を取り消された。詳しくは、
［柿崎

12）これはオーストラリアから購入した中古電車を客車
に改造したものであった［RRF (1996): 35］
。

2014］を参照。
24）実際には、この後信号設備の設置が行われ、2006 年

13）1975 年の 75 ポンドレールの距離は 35㎞のみであった

までは仮設の信号設備で使用された［RRF (2006): 46‑

［RRF (1975): 127］
。

48］
。

14）100 ポンドレール区間は 1995 年に初めて 106㎞が計上

25）東部臨海地域への新たな深水港の建設計画自体は

されていることから、同年に開通したこの 2 つの路

1960 年代から存在したが、1970 年代にタイ湾で天然

線に用いられたものと推測される［RRF (1995): 19］
。

ガスが発見されたことでこの地域を工業地帯化する

15）第 1 期区間に選ばれた区間はいずれもバンコクを起

計画が浮上し、1982 年からの第 5 次国家経済社会計

点としていないが、これはバンコク近郊区間は既に

画に盛り込まれた。詳しくは、
［Unger 1998: 143‑157］

80 ポンドレールへの変更を終えていることと、次に
述べる複線化計画に合わせてレールの更新を計画し

を参照。
26）この路線は、サリットの時代にシーラーチャーに新

ていたことが理由であろう。

たな深水港を建設する計画が浮上したことから出て

16）バーントンドーンはパッタルン県の小駅であったが、

きたもので、その後ベトナム戦争の本格化に伴い、

この駅からハートヤイまでの間は 1969 年にタイで初

アメリカがサッタヒープの軍港と東北部の飛行場を

めて 80 ポンドレールに交換していたことから、100

結ぶ輸送ルートとして着目したことから、区間をサッ

ポンド化の対象区間はここまでとなった［RRF (1969):

タヒープまで延伸したものであった［柿崎 2009：

26］
。

142］
。

17）NA Kho Kho. 0202. 9. 5/64 “Banthuek Raingan Kan

27）実際には正式開業前から列車の運行が始まっており、

Prachum Phicharana Kamnot Rueang Saphan Rap Namnak

1985 年からバーンラムンからの液化ガスの輸送が始

Phlao Sungsut 15 Tan. 1966/09/27”

まり、1988 年からはサッタヒープ港とバーンスーの

18）Ibid.

間の海上コンテナ輸送も開始されていた［RFT 1997:

19）Ibid. なお、距離では総延長 4 万 8,700 ｍのうち木橋は
2 万 210 ｍであった。

159］
28）終点のサッタヒープ港は旅客需要がないため、旅客

20）フレンドシップ・ハイウェーはアメリカの援助で

列車は 1 つ手前のバーンプルータールアンまでの運

1958 年にサラブリー ~ コーラート間が開通し、タイ

行となった。旅客輸送は並行する国道 3 号線（スク

で最初の高規格道路となり、
「開発」の時代のタイの

ムウィット通り）の交通渋滞緩和が目的であったが、

高規格道路整備の先陣となった。詳しくは、
［柿崎

実際には 1 日 2 往復しか運行されず、1993 年 9 月に

2009］を参照。

は早くも 1 往復が削減されてしまった［RRF (1993):

21）なお、マープカバオはケンコーイの次の駅であるが、

11］
。その後、2003 年からは土休日はチャチューンサ

この駅にはサイアムシティー・セメントの工場があ

オ〜バーンプルータールアン間が運休となり、平日

るために複線化区間はここまでとされていた。

しか旅客列車は運行されなくなった。

22）この複線化計画は将来の幹線の全線複線化の第 1 次

29）これ以前にも、1985 年にはイギリスのコンサルタン

段階と位置付けられており、最終的には 1993 年から

ト会社によってデンチャイ〜チエンラーイ間の事業

6 年間でチエンマイ、ノーンカーイ、ウボン、アラ

化調査が行われていた［RFT 1997: 156］
。

ンヤプラテート、ハートヤイまでの計 2,700㎞の区間

30）この計画はタイとマレーシアの国境付近とマラッカ

を複線化する計画であった［RFT 1993］
。

海峡の対岸に位置するインドネシアのスマトラ島北
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部を含む地域に局地経済圏を構築する構想で、1993

上されていた［RRF (1973): 67, RRF (1974): 77］
。

年にアジア開発銀行の支援で調査が開始された［ADB

37）これは 1951 年の国鉄成立以降の累積黒字が 1980 年ま

1995］
。しかし、対象地域はソンクラー以南の県に限

でにほぼ消失し、翌年から累積赤字が溜まりだした

定されたことから、スラーターニー〜ターヌン線は
対象外となった。

ことを意味する。
38）これは旅客運賃補填という名目で 1975 年から始ま

31）東西回廊のルートはムックダーハーンからラオス経

り、2015 年現在まで続いている。

由でベトナムのダナンに向かうものであるが、ナコー

39）バンコク大量輸送公団はバンコク市内のバス事業を

ンパノムは仏印が計画したタンアップ〜ターケーク

統合する目的で 1976 年に設立された公団であり、事

線との接続点であり、戦前から国際鉄道計画が存在

業開始当初から赤字経営を強いられていた、
。詳しく

していた［柿崎 2010：99‑102］
。

は、
［柿崎 2014］を参照。

32）1970 年代にバンコクで最初の都市鉄道計画が浮上し、

40）公共サービス義務とは最低限の公共サービスとして

高速道路・都市鉄道公団（Expressway and Rapid Transit

の列車運行を事業者に義務付けるものであり、採算

Authority of Thailand）がこれを管轄したが、民活によ

が低いことから政府による補助が必要とされた。こ

る整備計画がうまくいかないうちに後発のホープ

の概念はヨーロッパにおける鉄道改革において既に

ウェル計画と BTS 計画が出てきて、ルートの重複が
みられるようになった。このため、1992 年に新たに

議論されていたものであった［今城編 1999：18］
。
41）この時期には運輸省内では交通部門よりも通信部門

MRTA を設置して都市鉄道計画をこちらに移管し、

の改革の検討が先行し、国鉄やバンコク大量輸送公

ルートを再検討してフアラムポーンからラッチャ

団の改革は結局後回しとなった。

ダーピセーク通りを経由してバーンスーに至る 20㎞

42）1993 年の旅客輸送量については、1993 年版の国鉄年

の都市鉄道を最初に整備することになった。当初は

報では 8,778 万人となっているが、1994 年版では 7,505

全線高架で建設される予定であったが、バンコク市

万人と 1,000 万人以上少なくなっている［RRF (1994):

内の都市鉄道を地下化する政策が出てきたことから

17］
。1995 年の国鉄年報では、1991 年からの旅客輸

最終的に全線地下区間となり、2004 年に開通した。

送量の数値を改定したと記されており、それに従う

詳しくは、
［柿崎 2014］を参照。

と 1991 〜 1993 年の数値が軒並み大幅に低くなる。こ

33）MRTA の都市鉄道計画は当初全線高架での建設を想

こでは各年の年報の数字に従ったので 1993 年が旅客

定し、BOT 方式での落札業者も決まって免許を交付

輸送量の最高記録となるが、もし改定された数値を

したが、その後路線の半分を地下化することとなっ

用いると 1990 年の 8,530 万人が最高記録となる。

たために落札業者側との合意が得られず、免許を取

43）快速料金は 20 バーツから 30 バーツへ、急行料金は 30

り消して全線地下化にした上で、MRTA が土木工事

バ ー ツ か ら 50 バ ー ツ へ、 2 等 寝 台 料 金 は 70 〜 150

を行い、民間業者が電車の調達と運行を行うという

バーツから 100 〜 200 バーツへ、 1 等寝台料金は 150

上下分離方式での建設に変更された［柿崎 2014：

バーツから 400 バーツへと値上げされた［KDR（各

269‑272］
。

年版）
］
。

34）エアポート・レールリンクはタックシン政権下の

44）例えば、1982 年に鉄道に並行する国道 11 号線と国道

2005 年に民間業者が資金を調達して建設を行い、完

117 号線が開通してバンコクとの間の道路距離が大幅

成後に政府が返済を行うターンキー方式で着工され、

に短縮されたピッサヌロークでは、1979 年に 1 日

2010 年にようやく開業に至った。詳しくは、
［柿崎

4,059 人あった乗車客数が 1985 年には 3,394 人に減少

2014］を参照。

していた［OST (1979), OST (1985)］
。

35）ディーゼル機関車については、1963 年にアメリカか

45） 4 車線道路は上下車線を分離して片側 2 車線ずつとし

ら借用した 10 両を除く。

た道路であり、1980 年代後半から整備が本格化し、

36）1973 年には営業収支は 1 億 1,046 バーツの黒字、経常

1993 年にはバンコクから北、東北、東南、南へ延び

収支は 4,342 万バーツの赤字であったが、1974 年には

る幹線国道の全区間 4 車線化計画が出現した。詳し

営業収支が 7,452 万バーツの赤字、経常収支も 5,617

くは、
［柿崎 2017］を参照。

万バーツの赤字となった。なお、1973 年の経常収支

46）ただし、この数字は道路局の管轄する道路全体の数

の赤字は約 1.2 億バーツの為替差損が主因であった

値であることから、 4 車線化計画よりも前から 4 車

が、1974 年には逆に約 4,800 万バーツの為替差益が計

線化が進められてきたバンコク市内や近郊の道路網
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も含んでいる。

港からのコンテナ輸送のバンコク側の拠点として東

47）筆者の経験では、1984 年の時点でも国道 2 号線サラ

部臨海地域の新線整備計画と連動して進められ、

ブリー〜コーラート間は交通量が多く、 2 車線道路

1996 年 4 月から使用が開始された［RFT 1997: 169］
。

で追い越しがなかなかできず、長い車列ができてい

52）「開発」の時代に自動車輸送との競争が全国レベルで

た。

発生したが、鉄道は専用車両を用いたセメントや石

48）これは道路局が管轄する自動車専用道路（モーター

油製品のバラ積み輸送を推進することで積み替えコ

ウェイ）と呼ばれるもので、国道 7 号線（バンコク

ストを削減し、大量物資の特定区間での競争力を強

〜チョンブリー間）
、国道 9 号線（バンコク外環状道
路）がそれぞれ 1998 年、1999 年に全通した［柿崎

めてきた。詳しくは、
［柿崎 2009］を参照。
53）バンコク市内の鉄道と自動車による交通渋滞を緩和

2017：25‑26］
。

するために、シーラーチャーの製油所とバンコク北

49）カムペーンペット県で開発されたシリキット油田か

方のチエンラークノーイ（バンコク起点 46㎞）
、バー

らバンコクへの原油輸送は 1983 年 1 月から開始さ

ンポークぺーク（バンコク起点 107㎞）を結ぶ石油パ

れ、1985 年までに輸送量が 100 万トンを超える主要

イプラインが敷設され、1994 年から使用を開始した

輸送品目に成長した［RRF (1983): 7, SYT (1987-88):

［RRF (1994): 13］
。これによってバンコク発の石油輸

196‑197］
。

送列車が廃止され、起点が北に移ったことから全体

50）1980 年代後半の増加は経済ブームに伴うセメント需

として北線や東北線方面への石油輸送距離が減り、

要の急増が、1990 年代後半は 1994 年から新たに東北

短距離の輸送を中心に鉄道輸送から自動車輸送への

線のヒンラップ発のセメント輸送が開始されたこと

転移が発生した。

が、それぞれ輸送量の急増の要因であった。
51）この内陸コンテナデポ整備計画は、レームチャバン
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