
- 1 - 

科学 EYES（神奈川県立川崎図書館）2005-2 

特集●LRT（次世代型路面電車） 

民間主導でのＬＲＴの実現に向けて 

 

(株)ライトレール 代表取締役社長 

阿部 等 http://www.lrt.co.jp 

技術士(建設部門)、鉄道設計技師(鉄道土木) 

 

 

１．はじめに 

 ＬＲＴ（次世代型路面電車）実現への期待感

が高まっている。欧米での成功事例が多数紹介

され、発展途上国での導入も増えている。 

 ＬＲＴは、駅間が短く上下移動も少なく「人

にやさしい」、自動車よりエネルギー効率が高く

「環境にやさしい」、車を運転できない人の増え

る「高齢化社会へ対応」できる、衰退の進む「中

心市街地の活性化」に役立つ、と良いことずく

めである。国交省もＬＲＴを普及させるための

支援制度を充実させた。ＬＲＴの計画や構想が、

全国の自治体・経済界・議員・大学・市民団体

等から70件以上提出されている。 

 しかし現実は、ほとんどの路面電車は利用が

減少傾向で、ＬＲＴは社会全体からは評価が高

いとは言えない。ＬＲＴへの更新あるいは新設

とも採算性の目途が立たず、また経営赤字を補

填する公的補助の社会的合意もまとまらず、鉄

道の連続立交の予算を活用できた富山ライトレ

ールを除き、具体化が進んでいない。いくつか

の路線で単発的に超低床車が数両導入されたが、

画期的な利便性向上とはなっていない。 

 そこで本報では、ＬＲＴの採算性確保を困難

としている要因を分析し、多額の公的補助によ

らない民間主導でのＬＲＴ実現には、どういっ

た点が解決されれば良いのかを整理し、さらに、

投資額及び運営費のモデル試算により民間主導

でＬＲＴを実現しうることを示す。 

 

 

２．自動車へ過度に依存した交通体系 

(1) 自動車交通の限界 

 ＬＲＴに対する期待感が高まっている背景に

は、自動車交通の限界がある。 

 自動車は好きな時にドア・ツー・ドアの移動

ができ、渋滞に巻込まれず駐車場所に困らなけ

れば、非常に便利で快適な交通手段であり、ま

た先進国では金額的にも誰もが充分に入手でき

る。しかし一方、道路渋滞・エネルギー・環境

問題・交通事故その他の負の側面を持っており、

低密度な交通ニーズには良いが、密度が一定以

上では最適な交通システムとは言えない。 

 中国やインドやアフリカで本格的に自動車が

使われる前に、「自動車へ過度に依存した交通体

系」から脱却する処方箋を描けねば、人類は環

境問題とエネルギー問題で滅亡しかねない。 

 以下、自動車へ過度に依存した交通体系の問

題点について項目ごとに整理するが、ＬＲＴが

これらを解決する一助となることが期待される。 

 

(2) 空間利用の非効率性 

 ここ数十年、全世界の人類は、渋滞対策で道

路をいくら建設しても自動車の増大がそれを上

回り、渋滞は一向に解消されないことを経験し

て来た。駐車場不足に関しても同様である。 

 原因は、自動車の空間利用が極めて非効率な

ことである。例えば、信濃町付近で並行するＪ

Ｒ中央線と首都高速新宿線の朝ラッシュ都心方

向の輸送能力を比較してみる。用地幅は、複々

線対４車線でほぼ等しい。１時間当り通過人員

は、15万人以上対2,500人以下（全車両を自家

用車とし環状線合流部での道路容量の台数が通

過と仮定）と60倍以上の差である。さらに、道

路を大量建設すると、都心に到達した車両向け

に莫大な駐車場が必要となる。 

 ＬＲＴも、連結で高頻度の運転とすれば、１

車線幅で自動車を大幅に上回る輸送能力を持ち、

都心側に大規模な車両留置スペースも要らない。 

 

(3) エネルギー利用の非効率性 

 自動車は、以下の３つの理由でＬＲＴを含む

鉄道と比較してエネルギー利用効率が圧倒的に

悪く、エネルギーを大量に消費する。 

 第１に、輸送単位が小さい。移動人員１人当

りの車両重量は、例えば、1.3ｔのマイカーに

1.3人乗車で1.0ｔ/人に対し12ｔのＬＲＴに40

人乗車で0.3ｔ/人と、数倍の違いがある。 

 第２に、走行抵抗が大きい。自動車のゴムタ

イヤ・アスファルトの組合せは、鉄道の車輪・

レールの組合せの数倍の転がり抵抗である。 

 第３に、動力源が異なる。自動車は燃料と内

燃機関を搭載するのに対し、鉄道は電車なら外

部からエネルギー供給されてモーター駆動し回

生ブレーキも活用できる。 

 

(4) 環境負荷の大きさ 

 自動車は、小型内燃機関を搭載するため有害

物質除去のコストがかさみ、単位エネルギー消

費当りの環境負荷が大きい。鉄道は電車なら、

走行の場でなくエネルギー源の上流である発電

所で有害物質を排出するが、スケールメリット

により除去レベルが圧倒的に高い。自動車は、

鉄道よりエネルギー消費が多いことと相まって、

輸送人キロ当りの環境負荷が極めて大きい。 

 

(5) 交通事故の頻発 

 自動車は、ドライバーの注意力に頼った運転

操縦であり、車間距離保持・車線変更・信号順

守等に関してドライバーのエラーを補完するバ

ックアップシステムはほとんどない。ＩＴＳに

より若干の開発は進みつつあるが、鉄道と同レ

ベルの安全度にするには膨大なコストを要する。 

 少なからぬ確率で交通事故が発生し、日本国

内のみで過去 50年間に 50万人以上が死亡し

4,000万人近くが怪我を負っている。 

 

(6) 車を運転できない人の移動制約 

 地方都市の多くは、自動車があれば相応に便

利な生活ができるが、超高齢になって自動車の

運転ができなくなると、とたんに不便な生活と

なる。高齢の方が、家族に送迎してもらうのに

神経を使う、無理して運転して交通事故を起こ

した、やむを得ず「引きこもり」に近い生活と

なってしまった、といった話をよく聞く。 

 未成年の中高校生も、鉄道・バス・自転車だ

けでは通学範囲が限定されて学校選択が狭めら

れ、塾等の送迎が親の大きな負担になっている。 

 

(7) 中心市街地の衰退 

 モータリゼーションの進展に伴い、多くの都

市ではバイパスや環状道路沿いへ公共施設・企

業・商店・住宅等が集積した。一方、中心市街

地は公共交通の利便性が低下し、駐車場も確保

できず空洞化が進み、メイン商店街が「シャッ

ター通り」と称される都市も多い。 

 近年、それらに対する反省、また人口減少社

会における公共投資の効率化も目論み、「コンパ

クトシティ」という言葉にも象徴される中心市

街地の活性化が求められている。 

 

 

３．多額の公的補助によらないＬＲＴ実現 

(1) 「公共」交通と称するが故の発想の呪縛 

 交通は、習慣的に「公共」交通と「私的」交

通に区分されている。しかしこの区分は合理性

を欠き、「公共」交通＝低運賃、コスト度外視の

安全至上主義、「私的」交通＝自由な価格設定、

事故は自己責任といった発想の呪縛を招き、交

通問題解決の処方箋を見えなくさせている。自

動車がないと生活できない社会において、その

生産・販売に「公共」性がない訳がない。 

 そして結果的に、「公共」交通は不便で高コス

トで低収益なものとなり、公的補助なしには事

業が成立しないという現実となっている。 
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(2) 「公共」交通への公的補助のデメリット 

 「公共」交通事業は、企業会計としては赤字

でも社会的便益を考慮した費用便益分析で黒字

なら、税金を投入して存続あるいは新設すべき

という議論がある。と言うより、「公共」交通に

関わる業界・政治・行政・大学・マスコミ・市

民運動とも、それが多数派の意見である。 

 その意見に対し筆者は懐疑的である。無節操

な税金投入は、事業者のモラルハザードや政治

家の我田引鉄（不採算路線の建設）や住民の我

がままを招き、社会的に好ましい結果とならな

いケースが多いことは歴史が物語っている。 

 公的補助により利用者の負担は軽くなるが、

サービスが低コストに生産される訳ではなく、

非利用者から利用者への所得移転に過ぎない。

それどころか、事業者の甘えの体質を生み、高

コストに低サービスが生産される恐れすらある。 

 例えば、40座席で2億円のＬＲＶ（ＬＲＴ向

けの車両）は1座席500万円となり、一般的な

バス・マイカーの1座席50万円以下と比べて格

段に高い。ＬＲＴは自動車と比べてスケールメ

リットが効いてこそ価値があるのであり、この

有様では残念ながら多くのＬＲＴ非賛成派と同

様に、筆者も価値を見出しえない。公的補助を

前提としない、収益を出さねば生き残れない、

それにより活力の生れる通常の産業分野では、

達成する目的に応じた知恵を投入して適正なコ

ストに圧縮する努力をする。運転士の人件費も

同様であるが、詳細は後述する。 

 

(3) 民間主導が時代の趨勢 

 交通以外の分野における時代の趨勢は、規制

緩和・構造改革・官業の民間開放・小さな政府

といったキーワードが象徴するように「民でで

きることは民で！」である。 

 これは、一時の流行り廃りの話ではなく、社

会の発展とテクノロジーの進歩に応じた必然の

流れだと考える。確かに、世界各国の民営化・

自由化・市場主義の施策の中で、水道事業・鉄

道事業等の失敗と評価せざるを得ない事例、悪

徳商法・格差の拡大等の弊害も見られる。しか

し、それは運用の仕方やルール違反者の監視体

制に改善の余地があるのであり、施策そのもの

が誤りだったのではない。 

 

(4) 交通システムの「所有」から「利用」へ 

 自動車へ過度に依存した交通体系や生活様式

から脱却するために、我々の生活水準を江戸時

代に戻す訳にも、発展途上国の発展を引留める

訳にもいかない。 

 「公共」及び「私的」交通という合理性を欠

く区分に代えて、「個別」及び「共用」交通とい

う区分を提案する。交通ニーズが低密度なら「個

別」交通、高密度なら「共用」交通が効率的で

ある。高密度な都市部において、マイカーのよ

うに個人が交通手段を所有・管理する仕組みは、

社会的には極めて非効率である。 

 各人が「個別」交通システムを「所有」する

から、いろいろと無理が生じる。「共用」交通シ

ステムを「利用」できる社会を実現したい。そ

れにより、効率的な空間利用・効率的なエネル

ギー利用・小さな環境負荷・高い安全性その他

が達成され、人々の利便性や幸福度を犠牲にす

ることなく交通問題を解決できる。そして、便

利で安くて環境にもやさしい交通サービスは、

民間主導でこそ生産・販売される。 

 

 

４．民間主導でＬＲＴを実現するために 

(1) 利潤最大化の価格設定権 

 賢い商人は、自分の商品を１円でも高く売る

ことを考え、また安くすることにより売行きが

大幅に上がるなら臨機応変な値引きをする。Ｌ

ＲＴに当てはめるなら、均一運賃でなく、ＩＣ

カードや自動改札を活用したハイテク運賃収受

で余計な人件費や停車時間を要さずに、距離・

曜日・時間帯・立着席の別・利用実績等に応じ

た戦略的な価格設定をして利潤最大化を図る。 

 鉄道事業法には運賃の審査基準として「能率

的な経営の下における適正な原価に適正な利潤

を加えたものを越えない」と定められているが、

実態は、鉄道の「公共」性ゆえに低価格設定の

社会的圧力を受け、特に通学定期の高率割引は

業界の常識となっている。 

 事業者に利潤最大化の価格設定権を認めるの

みでは、社会的弱者に過度の費用負担を求める

ことになる。何らかの政策目的のない公的補助

は非利用者から利用者への所得移転に過ぎず、

不公平を生み出すばかりだが、都市から地方、

非子育て世帯から子育て世帯、健常者から高齢

者・身障者への所得再分配は社会的価値がある。

政府はそれらを行うべきであり、事業者の甘え

を生まぬよう、事業者でなく利用者本人へ利用

補助し、どの交通サービスを購入するかは本人

に任せるのが良い。 

 

(2) 運転士の免許基準の規制改革 

 鉄道とバスの運転士のスキルの差による事故

率の相違は、明らかに後者の方が大きかろう。

ならば、後者により高い訓練を施し、処遇も高

いものとするのが理に適うが、現実は逆である。

車両運行1時間当りの間接経費を含む人件費は、

鉄道の 5,000～15,000円程度に対しバスは

3,000～10,000円程度である。これは国が定め

る運転士の免許基準の相違の結果である。 

 鉄道は輸送単位が大きい分、万が一の事故の

際の被害が甚大となるので、決して安全をない

がしろにできない。原子力発電所の安全を確保

するのに、操作員の訓練とミスに対するバック

アップシステム導入とどちらが効果的か調べた

ところ、後者だったという。同様に、ＬＲＴの

安全を確保するには、追突や速度超過の防止シ

ステムを導入すべきである。その上で、バスを

大幅に上回る運転免許基準、その結果としての

高い人件費を引下げても安全性はむしろ高まる。 

 さらに、ＬＲＴの運転業務を、地場のバス会

社・タクシー会社等へ委託できるように規制改

革できれば、より大きなメリットがある。バス

会社はＬＲＴと並行するバス路線をなくし、幹

の輸送はＬＲＴ、枝葉の輸送はバスが担うとい

う理想的ネットワークを構築でき、ＬＲＴの利

用を促進できる。後述するＤＭＶであれば、双

方を乗換えなしで利用できシームレスにもなる。

また、ＬＲＴ新設に対し地元タクシー会社が強

行に反対するケースが多いが、運転業務を委託

することにより共存共栄の関係となり、スムー

ズに事業開始できる。 

 

(3) 自動車の適正な費用負担 

 鉄道の最大の競合商品である自動車のユーザ

ーは受益に応じた費用負担をしておらず、両者

の公正な競争が妨げられている。そのため、本

来は鉄道を利用した方が便利でかつ社会的にも

望ましい移動まで自動車が利用され、自動車利

用を必要以上に助長し、鉄道事業の民間による

ビジネス展開を困難なものとしている。 

 典型的な分りやすい例を挙げるなら、官民と

もに集客施設等の駐車場が無料または格安な一

方、鉄道等での来訪者は交通費を自己負担して

いる。民の行動を規制するのは難しかろうが、

少なくとも中央・地方政府の庁舎の駐車場は、

地代・建設費・管理費分を利用者に求めるか同

額を鉄道等での来訪者へ補助すべきである。 

 最大の問題は道路整備特定財源制度の矛盾で

ある。本来は受益と費用負担の対応関係を明確

化するものであり、そのように宣伝されている

が、実際は道路関係予算の国・地方分を合算す

ると約３分の１に一般財源が投入されている。

一般財源の投入を自動車ユーザー以外の道路か

らの受益分のみに絞り込み、もし財源が不足す

るなら自動車関係諸税を増税すべきである。 

 自動車ユーザーは直接経費すら負担していな

い上に、外部不経済である排ガス等による環境
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負荷分を負担していない。それを費用換算し、

環境税として費用負担させるべきである。 

 旅客利用者や貨物の荷主は、自らの受益と費

用負担の組合せの選択肢の中から最も得なもの

を選ぶ。外部不経済を含む社会にとっての費用

は、選択基準の中のごく一部に過ぎない。従っ

て、政府が特定の受益者の費用負担を免れさせ

る制度を作ると、創意に富んだ民間による低費

用で便利なサービスが出現するチャンスをつぶ

し、社会全体の効率的資源配分を歪めることに

なる。自動車と鉄道・バスは相当部分で同じ顧

客を奪い合っており、自動車ユーザーが受益に

応じた費用の一部しか負担しない現在の仕組み

は、鉄道・バス事業に対する民業圧迫である。 

 道路財源を公共交通に回すという反対の強い

ことよりも、各交通システム間の競争条件を公

正なものとし、地域適性に応じた適正なものが

出現する仕組みとすることを実現する方が、現

実的かつ社会的に望ましいことだと考える。 

 

(4) 規制改革要望の政府への提出 

 当社は、昨年秋に実施された「特区、規制改

革・民間開放集中受付月間」において、鉄道事

業を民間が展開できる条件を整えるため、５項

目の規制改革要望を提出した。政府及び当社の

ホームページに、その内容を掲載してある。 

 www.kisei-kaikaku.go.jp/accept/200511 

 www.lrt.co.jp/revo/revo_main.php 

 今回の要望では実現に至らなかったが、問題

点の抽出と論点の整理はできたので、今後さら

に具体的事業計画と組合せて再要望していく。 

 

(5) ＬＲＴ整備に対する支援制度 

 筆者は、ＬＲＴを実現するに当り、既にある

支援制度まで否定する考えはない。前述したよ

うに、自動車と鉄道・バスの間の現行の競争条

件は公正でない。それを改めるのが本来の筋で

あるが、関係者の理解を得るには時間を要する

ので、現実策として、既にある支援制度を活用

しつつ、可能な範囲の規制改革と事業者の経営

努力により成功例を作ることを目指している。 

 国交省は、日本でのＬＲＴ普及のため、道路

整備・市街地整備・鉄道整備の３分野の補助事

業の同時採択等により、ＬＲＴの一体的・総合

的な整備を支援することとしている。 

 地元の関係者からなる「ＬＲＴプロジェクト

推進協議会」を設置して「ＬＲＴ整備計画」を

策定することを条件に、以下３項目からなる「Ｌ

ＲＴ総合整備事業」による投資補助を主体とし

た支援を受けられる。 

1)路面電車走行空間改築事業：ＬＲＴの走行空

間整備に国・地方1/2ずつ 

2)都市再生交通拠点整備事業：公共交通機関の

利用促進に資する施設整備に国・地方1/3ずつ 

3)ＬＲＴシステム整備費補助：ＬＲＴシステム

の構築に不可欠な施設整備に国・地方1/4ずつ 

 さらに路面電車は、一般的に繁華街での商売

において最もコストのかさむ地代を、道路占用

の許可をもって負担しなくて良いことになって

おり、多額の補助を得ているのと同等である。 

 

 

５．事業者・業界の経営努力 

(1) 高い利便性の実現 

 どんな商品・サービスであれ、お客様が買お

うと思う魅力・価値がなければ売れない。交通

で言うと、利便性である。筆者は、利便性にお

いて最も重要なポイントは、ターミナルや中心

市街地への乗入れ・速達性・高頻度運転の３点

だと考えている。 

 路面電車がターミナル駅の直近に入っている

例は少ない。速達性の面では、マイカーやバス

と比べて最高速度・加減速性能とも低いのでは

強い競争力を持てない。マイカーが普及した現

代社会においては、運転頻度が低ければ多くの

人にとって利用に値しない。 

 

(2) 投資及び運営の経費節減 

 ＬＲＴを新設する際、線路は敷設するにしろ、

電力設備・信号設備・車庫の投資は大幅低減あ

るいは省略したい。電力設備は、後述するＤＭ

Ｖを使用すれば不要である。信号設備は、ＧＰ

Ｓや携帯電話回線を活用した安価で信頼性の高

いシステムの開発が望まれる。車庫は、ＤＭＶ

であれば道路走行できるので線路から離れた地

価の安い場所に立地でき、多数の分岐器が不要

で設備と用地を少なくでき、さらに検査・修繕

を外注すれば自前設備も要らない。 

 前述の通り、ＬＲＶは極めて高価である。そ

の生産体制を調べると、国内・海外メーカーと

もに自動車業界と比べて効率的でないと言わざ

るを得ない。自動車業界の生産能力を活用する

ことにより、低価格で高性能の車両を開発でき

る可能性は高く、詳細は後述する。 

 ＬＲＴは、通常の鉄道と比べて輸送単位が小

さい分、総コスト中の運転士人件費の比率が高

い。運転士の免許基準の規制改革により、人件

費を低減したい。理に適わない規制がビジネス

チャンスの芽をつぶしているなら、その改革を

政府に求めることも重要な経営努力である。 

 少ない投資で高い利便性を実現するには、既

存路線の活用が有効である。全国に、並行道路

が大渋滞しながら、鉄道が駅間も長く運行本数

も少ない例が多数ある。それらをＬＲＴ化し有

効活用するには、新駅設置・車両購入・運転士

人件費のコスト低減がポイントである。 

 

(3) 最新技術の導入 

 高い利便性の実現、投資及び運営の経費節減

いずれも、さらには規制改革の実現においても、

事業者及び関連業界の努力による最新技術の導

入が鍵を握る。車両・信号・運賃収受方式、い

ずれも改善の余地は大きい。軌道も、乗り心地

良く、静か（沿線にやさしい）で、保守コスト

の安いものとできる余地は大きい。 

 筆者が「民間主導」にこだわるのは、この点

にもある。自ら採算性を確保する必要がなけれ

ば、あえてリスクを負い、技術開発の先行投資

をしてまで最新技術を導入するインセンティブ

が働かない。そもそも、過去・将来いずれかに

収益を上げられる社会的制度でなければ、最新

技術を導入する資金を調達できない。 

 

(4) 営業努力 

 営業とは、自社商品の売込みや顧客の御用聞

きである。大規模事業所・学校・大規模施設等

へ営業訪問して通勤者・通学者・来訪者の居住

地を聞き出し、また見込み客を推量し、それに

合せた運行計画やフィーダー輸送との結節を実

行して商品を売込むといった努力が欠かせない。 

 デパート・商店街・大規模施設等と提携して

来訪者へ無料券や割引券を配布してもらうこと

も、利用者を増やす上で有効である。先方は駐

車場を確保するコストを節減でき、買物客等の

運賃を負担する価値すらある。民間が駐車場を

無料または格安にしていることを憤っているだ

けでは仕方なく、それと同じ費用負担構造をＬ

ＲＴでも実行すれば良い。 

 

 

６．ＤＭＶを活用したビジネスモデル 

(1) ＤＭＶの特徴 

 ＤＭＶとはDual Mode Vehicleの略で、ＪＲ

北海道が開発中の線路・道路兼用車両である。

以下に、5分×3の動画紹介がある。 

 http://www.bnn.cc/modules/mymovie 

 最大の特徴は、約500万円のマイクロバスを

改造し、在来の鉄道車両と比較して圧倒的に低

価格な点である。自動車業界の持つ近代的・合

理的な生産ラインを活用していることとなる。 

 単車走行での定員は着席18名＋立席10名の

28名。輸送力向上のため2両連結の試験車も開

発されたが、車載装置が多いため上記の2倍よ
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り大幅に少ない定員しか実現できておらず、さ

らなる技術革新が望まれる。 

 最高速度は在来の鉄道車両と比べて遜色なく

線路の保守度次第で、加速度 3.0km/h/s、減速

度5.5km/h/sはむしろ高性能である。走行安全

性・乗り心地とも良好で、勾配走行性能も在来

車両より上、曲線は半径100ｍまで走行できる。 

 運転操縦、特にブレーキ操作が簡易なため、

運転免許基準の規制改革の技術的裏付けとなる。

線路走行では走行抵抗が小さく、ディーゼルエ

ンジンによる駆動であっても低燃費で、バス・

マイカーより環境負荷は小さい。ＣＮＧ車を改

造することとすれば、さらに小さくなる。 

 

(2) ＬＲＴへのＤＭＶの活用 

 新設・既設線の更新とも、ＤＭＶの活用によ

り民間主導でＬＲＴを実現できる可能性がある。 

 在来車両を使用する場合と比べて、投資及び

運営の経費は安く、思い切って高頻度運転でき、

集客施設へ乗入れられ、並行バス路線との競合

を回避でき、タクシー会社の反対も受けない。 

 

(3) ＤＭＶを活用するために必要な技術開発 

 ＬＲＴへＤＭＶを活用するに当り、必要また

は望ましい技術開発が４点ある。 

 第１に、急曲線への対応である。交差点を曲

がる箇所では半径18ｍまであるので、台車構造

の工夫等を要する。 

 第２に、運転士エラーに対するバックアップ

を含む新しい信号システムの開発である。路面

電車に信号システムは必須でないが、運転士の

免許基準の規制改革は、追突や速度超過の防止

システム導入が前提条件となろう。 

 第３に、長大編成化への対応である。鉄道の

バスに対する最大の強味は大量輸送と、区間・

時間帯等による需要変動に対して編成長で対応

できることであり、ＤＭＶもそれを活かしたい。

連結方式は、物理的に連結するハード連結でな

く、電子的に連結するソフト連結が望ましい。

トヨタ自動車が開発し愛知万博会場で商用運転

したＩＭＴＳは、車々間通信を活用した電子連

結による隊列走行を既に実用化している。 

 第４に、より乗合運行に相応しい車体構造の

採用である。マイクロバスは運転席・助手席以

外は１扉でかつステップがあり、走行途中に頻

繁な乗降のある乗合運行に向かず、また自転車

の持込みや車椅子の乗降がしにくい。近年、マ

イクロバスとほぼ同サイズのコミュニティバス

の普及が進んでおり、大幅なコスト増なしのＤ

ＭＶ化が期待される。 

 

(4) 在来車両とＤＭＶのモデル比較 

 ある都市においてＬＲＴを新設し魅力的な高

サービスを提供するモデルを仮定し、在来車両

とＤＭＶを使用した場合を比較してみる。延長

10km複線、25電停、待避電停数2とし、所要時

間・運転間隔を下表のように仮定すると、投資

額及び運営費に関わる各数値が求まる。 

急行 各停 合計 急行 各停 合計

所要時間 分 1729 1525
運転間隔 分 4 4 4 4
編成数 編成 1016 9 14
同予備含む 編成 1117
同時運転士数 人 101626 9 1423
車両数 両 452873
同予備含む 両 75

項　　目
在来車両 ＤＭＶ

 

 編成数は、所要時間×2÷運転間隔＋αで求

まる。同時運転士数は、１ｈ当り折返し時間含

むトレインアワーと同値となる。ＤＭＶの急行

は5両編成、各停は2両編成と仮定する。 

 最初に、投資額を試算する。「ＬＲＴ総合整備

事業」により補助されると仮定する。下に総括

表を示す。 

在来車両 ＤＭＶ
走行路面・路盤 6 /km 120 120
軌道 3 /km 60 60
待避電停の軌道 1 /箇所 4 4
電停インフラ 0.1/箇所 5 5
電停施設 0.2/箇所 10 10
出改札設備 0.1/箇所 5 5
電車線 0.5/km 10
変電所 2 /箇所 4
信号システム 8 /一式 8 8
車両（急行用） 3 /編成 33
車両（各停用） 2 /編成 34
車両（ＤＭＶ） 0.3/両 23
車庫(在来車両) 1 /編成 28
車庫（ＤＭＶ） 0.1/両 8
運賃収受システム 8 /一式 8 8

329 250
132 72事業者負担分

項　目 単価[億円]
投資額[億円]

合計投資額

 

 ＤＭＶを使用すると、在来車両に対し合計投

資額は8割弱へ、事業者負担分はインフラの補

助率が高いことから6割弱へ減額となる。 

 次に、運営費及び損益分岐点を試算する。運

転士人件費は折返し時間含むトレインアワーに

比例し在来車両は 0.7万円/ｈ、ＤＭＶは 0.4

万円/ｈ、減価償却費・保守費は投資額に対しそ

れぞれ6％/年、動力費含む諸経費は以上に対し

在来車両30％、ＤＭＶ50％、平均客単価150円

/人、平均利用距離3kmと仮定する。下に総括表 

項　目 単 位在来車両 ＤＭＶ
合計投資額 329 250
事業者負担分 132 72
運転士人件費 328 166
減価償却費 216 119
保守費 216 119
諸経費 228 202
合計運営費 988 605
損益分岐点 万人/日 6.6 4.0
同輸送密度 万人/日 2.0 1.2

億円

万円/日

 

を示す。 

 ＤＭＶを使用すると、在来車両に対し合計運

営費・損益分岐点とも6割強となる。損益分岐

点となる輸送密度のＤＭＶの1.2万人は、湘南

モノレール・江ノ島電鉄・静岡鉄道・遠州鉄道

より小さく、急行・各停を各4分おきというサ

ービス水準の高さからすると、多くの都市にお

いて充分に実現可能だろう。 

 以上のモデル試算の結果、ＤＭＶを活用した

ビジネスモデルにより、相当の都市において採

算性を確保できることが示された。 

 

７．おわりに 

 地代負担ゼロ及び「ＬＲＴ総合整備事業」の

適用を前提に、ＤＭＶを活用したビジネスモデ

ルにより、民間主導でＬＲＴを実現しうること

を示した。規制改革・技術開発と課題はあるが、

単なる夢物語でなく充分に実現可能性があろう。 

 鉄道と自動車は、多くの場面で競争関係にあ

る。自由主義社会において、政府がその競争条

件が不公正なことを改めないまま、社会的には

必要だが立ち行かない業界や企業への公的補助

を増やすことに腐心するのは、効率的な政策と

は言えない。政府は、民間がビジネス展開でき

る適正な仕組み作りに注力し、それさえ作れば、

資金調達・技術開発・サービス生産・顧客開拓

といった事業経営は民間に任せれば良い。 

 規制改革も技術開発も、具体的な適用先があ

りそのメリットが見えてこそ、実現に向けたエ

ネルギーが生れる。規制改革を実現するには、

「構造改革特区」により、ＬＲＴを実現したい

自治体の首長が肝を据えて特区を提案し、例外

的に国の認可を受けるという手がある。技術開

発は、それによる新商品が世の中で使われる目

途があってこそ、開発を進めるメーカー等も資

金や人材を投入できる。 

 ４．の(3)は実現できなくとも、(1)(2)さえ実

現できれば大きく展望は開け、成功事例を作れ

よう。具体的路線での検討を進めるに当り、廃

止路線のインフラを活用しうる岐阜、首長や行

政が熱心な札幌・宇都宮・池袋・京都・堺、市

民運動が活発な横浜と、有望な路線は多数ある。

また、既存インフラを活用できる地方鉄道で規

制改革と技術開発を実現し、その成果をＬＲＴ

の延伸や新設に適用するのが現実的だろう。存

続の危ぶまれる地方鉄道は、首都圏だけでも銚

子電鉄・いすみ鉄道・鹿島鉄道と多数あり、１

日も早い成功モデルの実現が望まれる。 


