研究員の視点

〔研究員の視点〕

ＴＧＶ建設・運行が抱える問題
運輸調査局主任研究員 萩原 隆子
※本記事は、『交通新聞』に執筆したものを転載いたしました
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“ＴＧＶ建設ありき”の計画策定

新線建設における財源の不足

このような問題を抱えている状況におい
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RFF はフランスの鉄道ネットワーク管理者
であり、また TGV の建設主体であるが、旧
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②これ以上の債務拡大阻止を目的とした建設

Figaro 紙のインタビューに対し、2013 年

の必要性の判断と建設資金の確保③既存ネッ

4 月から運行を開始した格安 TGV「Ouigo」

トワークの維持・管理を最優先とした財源の
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ものである。

2015 年 1 月から、SNCF と RFF の再統合
による鉄道システムの変更というフランス

おわりに
会計検査院からの勧告を受けてまもなく、
SNCF 総 裁 の ギ ヨ ー ム・ ペ ピ ィ 氏 は、 仏

鉄道業界の大きな変革の中で、どのように
TGV の再生を図っていくのか、SNCF は正
念場を迎えている。

