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沖縄にふさわしい
鉄軌道を含む新たな公共交通システム
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表−１　沖縄本島中南部と政令指定都市の人口比較

　図−１　交通の地上と地下の使い分け（現状）
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はじめに
　沖縄は、戦災を受けた軽便鉄道が戦後に復旧
されず、今日に至るまで自動車主体の交通体系
となっている。道路渋滞による時間損失その他
の弊害から逃れるため、鉄軌道を含む新たな公
共交通システムの実現が切望されている。
　本論では、既存公共交通の改善から鉄軌道の
実現に至るまで、具体的な実現方策を提案する。

１．沖縄にふさわしい公共交通システム
1.1　自動車交通でなく公共交通

　表−１に、沖縄本島中南部地域と三大都市圏
を除く政令指定都市の人口比較を示す。沖縄本
島中南部地域は、広島市とほぼ同人数が約半分
の面積に住み、北九州市より狭い面積に多くの
人数が住むほど人口集積が高い。

　写真−１に、自動車・路線バス・LRT（次世
代型路面電車システム）が同人数を運ぶ場合の
占有面積の比較を示す。自動車は空間利用効率
が低いことは明白であり、エネルギー消費と環
境負荷も同様であり、人口集積が高いほど公共
交通主体の交通体系とすべきである。

自動車　　　 　　　路線バス　　　　　　 ＬＲＴ
※http://www.mlit.go.jp/crd/tosiko/guidance/より

　写真−１　同人数を運ぶ場合の占有面積の比較

　沖縄には、鉄軌道はモノレール13kmしかなく、
また路線バスも利便性が高いとは言えない。道
路渋滞が激しいのは当然の帰結であり、早急に
公共交通主体の交通体系に改めるべきである。
　また、沖縄では海外の観光客、特に富裕層を
呼込みたい。国際免許を持つ人は限られ、日本
の交通ルールも分からず、案内標識も読めない
外国人向けに、レンタカーは有効でない。

1.2　地下でなく地上を走行

　図−１は、1950年代に世界中の大都市が選ん
だ結果である。当時は「地下鉄を持つことが先
進都市の証し」とされ、多くの大都市は路面電
車を廃止した。大都市の道路交通は速達性と定
時性が劣るので、人の移動は地下鉄が主体、道
路は物流が主体となり、モノの運搬が地平と高
架を占め、人の移動は地下に押込められた。

　図−２に、本来の姿を示す。人の移動を地平
と高架、モノの運搬を地下としたい。�



　写真−２　鉄輪式リニアの都営大江戸線 　図−４　LRT駅を核としたフィーダー輸送

　図−２　交通の地上と地下の使い分け（本来）

　図−３　急行を運転するための配線
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　費用を考えても、同じ事業費で、地下鉄に対
し高架鉄道は３倍、地平LRTは８倍以上のネッ
トワークを形成できる。また、観光振興を志向
する沖縄において、風景を見られない地下鉄は
好ましくない。
　まだ地下鉄を持たない沖縄では、人の移動の
ために堂々と地平と高架を使うことを提案する。

２．公共交通のあるべき姿
2.1　移動時間の短縮こそが時代を切り拓く

　歴史を振返ると、船・鉄道・自動車・飛行機
いずれも、社会への普及の肝は「移動時間の短
縮」だった。常に、イノベーションにより「移動
時間の短縮」を実現した交通が、一時代前の交
通を駆逐することが繰返されてきた。
　公共交通のあるべき姿も「移動時間の短縮」で
ある。そして、公共交通を利用した移動時間は、
出発地から最寄り駅ホーム・待ち時間・乗車時
間・最寄り駅ホームから目的地への４つからな
り、そのトータルを短くすることが重要である。
　それに必要なことは、高速走行・高頻度運行・
ドアツードア性向上の３つである。

2.2　高速走行

　高速走行のた
めには、最高速
度の向上・停車
時間の最小化・
急行の運転の３
点が有効である。
それらのために、
写真−２に示す
鉄輪式リニアの
活用を提案する。
　通常の電車は、

車輪・レール間の摩擦力が小さいため、加速時
は空転、減速時は滑走が起きやすく、加減速度
が小さい。
　鉄輪式リニアは、浮上式リニアとは異なり浮
上させず、車輪とレールは通常の電車と同じであ
る。加減速は、左右レール間に敷設するプレート
と台車の下に設置するプレート間の電磁力のやり
取りによる。そのため空転・滑走を生じず、高
い加減速度を実現でき、急勾配にも対応できる。
　具体的なメリットは、５.と６.にて述べる。

2.3　高頻度運行

　公共交通の成功モデルとして注目される富山
ライトレールの肝は高頻度運行だった。運行
本数を3.4倍にしたところ利用者が2.7倍に増え、
運営費ベースでは黒字転換した。

2.4　ドアツードア性向上

　鉄軌道では、ドアツードア性向上のために、
駅間距離を短くするとともに、急行等の優等列
車を運転できるよう、図−３に示す配線とする。
主要駅に待避線を設け、急行が各停を追越すと
同時に相互に乗換えられるダイヤとし、沿線で
は出発地・目的地の近くで乗降できるとともに、
長距離を短時間で移動できるようにする。

　また、鉄軌道だけではカバーできないエリア
向けに、例えばLRTでは図−４に示すフィー
ダー輸送を作る。LRTのみでは駅勢圏が線路か
ら600ｍに対し1.5kmに拡大できる。



　図−５　那覇市と沖縄市を結ぶ路線バス体系
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　発生する乗継ぎバリアはできるだけ低くする。
乗継ぎ時の移動距離を短くして物理的バリアを、
高頻度運行で待ち時間を短くして時間的バリア
を、通し運賃として経済的バリアを最小化する。

2.5　鉄道運転士の免許制度の規制改革

　鉄道運転士の免許は、バス・タクシーと比べ
格段に基準が厳しい。その結果、鉄道運転士の
人件費はバス・タクシーと比べ非常に高い。
　しかし、鉄道は様々な保安システムに防護さ
れ、その運転にバス・タクシーと比べ際立って
高いスキルは要さない。同レベルのスキルで、
充分に高い安全度を実現できる。分かりやすい
例では、運転士（手）が運転中に死亡した場合、
保安システムが充分な鉄道は停まるだけだが、
バス・タクシーは重大事故となる可能性が高い。
　そこで、鉄道運転士の免許制度の規制改革を
提案する。アベノミクス３本目の矢の成長戦略
実現に向け、本提案は大きな効果をもたらそう。
　県調査では一部区間の無人運転化による運営
費の圧縮が検討されているが、無人運転化は多
額のシステム投資を要し、また災害その他の異
常時の現地対応を考え、筆者は反対である。
　むしろ、一定の保安システムと異常時の現地
支援体制の整備を前提に、運転士の免許制度を
規制改革し、人件費をゼロではなく在来鉄道の
数分の１に圧縮する方が得策だと考える。
　バス・タクシー運転手の雇用面でも、現行の
鉄道運転士の免許基準の高さでは職種転換がス
ムーズに進まないので、規制改革は沖縄社会に
不可欠だと言える。さらに、沖縄は鉄軌道がほ
とんどない分、本土より実行しやすい面もある。

３．バス路線再編
3.1　モノレールとの結節

　那覇都心から北東方面への路線バスの大半
は、那覇バスターミナル（以下、BTと言う）を
起終点とし、久茂地または国際通りを経由する。
　前者は国道58号沿道以外の行き来には遠回り
であり、後者は慢性的な渋滞で速達性も定時性
も劣る。現に国道330号経由で南下する路線バ
スでは、利用者の大半はおもろまち駅前で下車
し、都心へ行くにはモノレールへ乗継いでいる。

　ならば、北東方面は路線バス体系を、おもろ
まち駅BTをベースとすることを提案する。琉
球大学への系統も、おもろまち駅ＢＴを起終点
とする。そして、那覇都心との行き来は、１つ
北方の古島駅で乗継ぐ方が道路渋滞の影響をよ
り受けにくい。同様に、南方面は小禄駅ＢＴを
ベースとしモノレールとは赤嶺駅で乗継ぐ。

3.2　都市間バスは高速道経由に

　図−５に、沖縄県の二大拠点である那覇市と
沖縄市を結ぶ路線バス体系を示す。沖縄市都心
部にBTがないため、うるま市の具志川BTまた
はさらに北方との間を運行している。

　356往復とは東京の山手線より多い。片道でダ
イヤ上２時間前後、実態はさらに長い所要時間
を要し、膨大な数の車両と運転手を要している。
　そして、同じ起終点で経由が異なる、同じ経
由で起終点が異なる等、系統が分かりにくい。
全系統を合せると高頻度だが、等時隔でなく、
ダンゴ運転となるケースも多く高頻度と感じな
い。大半が一般道経由かつ遠回りする区間もあ
り、所要時間が長い。那覇都心部は慢性的な渋
滞で速達性も定時性も劣る。高速道経由はバス
停と街中のアクセスが不便である。
　そもそも、沖縄市・うるま市から那覇市といっ
た都市間の移動は、マイカーで高速道を使うと
路線バスの半分以下の時間で移動でき、一般道
経由でもはるかに短い時間で移動できる。
　以上の結果、乗車効率が低く高コストを招き、
また長距離を利用する人は非常に少なく、大半



　図−６　将来のモノレールのダイヤ案
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はそれぞれの地域内の短距離移動である。
　そこで、国道58号経由の基幹バス計画とも関
連付けて系統を分断して単純化し、高頻度・等
時隔運行として車両サイズを適正化し、都市間
路線は高速道経由として起終点をおもろまち駅
前とし、古島駅でモノレールと結節させること
を提案する。

3.3　運行実績データの分析

　バスロケーションシステムに蓄積される運行
実績のビッグデータを分析し、ダイヤの所要時
間を適正化して定時性を向上することを提案す
る。さらに、それにより道路交通流のボトルネッ
ク箇所を抽出し、現地調査して交差点改良等を
提案できる。

４．モノレールの利便向上
4.1　所要時間の短縮

　所要時間の短縮方策を３つ提案する。
　１つ目は駅停車時間の短縮である。現行、駅到
着から開扉開始まで３秒、閉扉完了から出発まで
７秒程度を要し片道で２分にもなる。運転席へ扉
開閉スイッチを、駅へミラーを設置し、安全維持
しつつ上記の時間を最小化する。また、ホームと
車体床面の段差を解消し乗降時間を短縮する。
　２つ目は曲線速度制限の緩和である。多数あ
る35km/h等の速度制限の緩和は所要時間短縮に
効果的である。桁傾斜を大きくして遠心力を打
消し、安全性と乗り心地を維持しつつ実行する。
　３つ目は急行の運転である。2.4の方式とする。
モノレールは高架・地平鉄道や地下鉄と比べ、
大規模な用地買収・土木工事を要さずに待避線
を新設できる。同時に、高機能な信号システム
を導入し待避に伴うロスタイムを最小化する。
　以上により、急行の最高速度90km/h、表定
速度（停車時間を含む所要時間で距離を割った
もの）60km/hとし、那覇空港−首里の所要時
間を現行の27分から13分に短縮する。後述する
5.1の普天間新都心への延伸時は那覇空港から18
分、県庁前から12分とする。

4.2　高頻度運行

　現行、朝ラッシュ 30分間は５分おき、昼と土

休日は10分おき、夕ラッシュは８分おきである。
　終日、現行の地上設備と車両編成数のまま、
運転士人件費と動力費を増投入すれば５分おき
まで高頻度化できる。ただし、５分おきでは工
場入場予備以外の全編成が常時運行し、検修が
夜間対応となるので、当座は６分おきとする。
　富山ライトレールの高頻度化による利用大幅
増を紹介した通り、設備投資を要さない範囲の
増便は、売上増が経費増を上回る可能性が充分
にある。仮に下回ったとしても、待ち時間短縮
により社会的便益が発生するので、その金額換
算分を上限に税金を投ずる選択肢もあ。
　また、所要時間の短縮は、利用者利便の向上
と同時に、車両と運転士の運用効率を向上させ、
運営費の低減にもなる。
　図−６に、普天間新都心延伸時のダイヤ案を
示す。急行と各停を終日各５分おきに運行し、
急行停車駅で相互に乗換えできるようにする。

　普天間新都心は、普天間飛行場が米軍から返
還された後には大規模な開発が見込まれ、都心
や空港と短時間かつ待ち時間短く結ぶモノレー
ルは大きな役割を果たす。
　これだけ高頻度運行でも、車両は急行８編成、
各停16編成、計24編成のみで、乗務している運
転士は同数の24名のみである。現行のバスやタ
クシーの車両と運転手の数と比べ極めて少ない。



　図−７　中南部鉄軌道ネットワークの路線案
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4.3　積極経営の勧め

　平成24年度決算は、営業収益27億円に対し営
業費31億円で営業損失４億円だが、減価償却費
13億円なので、償却前では利益９億円となる。
財務上は赤字だがキャッシュフロー上は黒字で
あり、経費投入を上回る売上げを期待できる施
策は積極的に展開すべきではないだろうか。
　沖縄社会全体の視点で見てみる。モノレール
建設費は、会社が負担しない道路予算分も含め
て1,100億円を要した。昼間と土休日の10分おき
の運行は、大規模投資した生産設備を１時間６
回だけ稼働させていることを意味する。
　終日６分おきへの増便の経費を試算する。現
行の平日115往復、土休日94往復を約180往復へ
増便し、運転士100名強を約60名増員することに
なる。現行、従事員170名で減価償却費を除く
営業費は18億円/年なので、１名当り0.1億円強
/年である。60名の増員は６億円強/年の経費増
で、初期投資1,100億円の180分の１に過ぎない。
　増便による待ち時間短縮で発生する社会的便
益を試算する。１日平均利用者４万人弱中の
３万人の平均待ち時間が10分÷２＝５分から６
分÷２＝３分へ２分短縮されるとすると、時間
節約効果は２分×３万人＝６万分/日＝2,200万
分/年となる。時間価値を30円/分とすると6.6億
円/年となり経費増６億円強/年を上回る。

4.4　鉄道運転士の免許制度の規制改革の効果

　前項の試算は運転士人件費が現行と変らない
前提だが、2.5を実現できた場合は数分の１に圧
縮され、費用対効果はより大きくなる。

５．中南部鉄軌道ネットワーク
5.1　早期に那覇−沖縄を35分

　南北縦貫鉄道のみで沖縄の道路渋滞を解消で
きるものではなく、人口稠密の中南部にはキメ
細かい鉄軌道ネットワークを構築すべきである。
　図−７に、地平主体の路線案を示す。LRTは
幹線道路の車線を縮減して軌道を敷設し、平面
で走行する。モノレールは一部延伸する。
　LRTは駅間を約500ｍとし、適切に待避線を
設置して急行・各停を運行する。減速度の高い
鉄輪式リニアは安全に最高速度を高められ、急

行は最高速度80km/hとする。
　車内でなく駅での運賃収受（自動改札・自動
券売機・自動精算機・遠隔監視カメラ）により、
駅での停車時間を最小化し、ダイヤと道路信号
をシンクロして交差点での停車も最小化する。
　以上により急行の表定速度は40km/h程度と
なり、那覇−沖縄25kmを35分程度で結ぶ。現
行の自動車より所要時間は短い。大規模な用地
買収や土木工事を要さず、早期に実現する。

5.2　走行空間を低コストかつ短期に確保

　沖縄中南部の道路渋滞は深刻で、「車線を減
らしたら、ますます渋滞する」との意見が強い。
写真−１から明白なように、道路が渋滞するか
らこそ道路空間を活用してLRTや高速鉄道を通
すべきとの理解を得たい。

5.3　早急に旭橋−牧港で成功モデルを

　何事も百聞は一見に如かずである。大量の移
動ニーズがあり、走行空間を確保しやすい区間
で、２.�の考えの鉄軌道を実現し成功モデルを
作れれば、「渋滞するからこそ車線を減らして
鉄軌道に転換すべき」との考えを広められる。
　LRT第１期として、国道58号を活用した旭橋
−牧港８kmを提案する。図−８に、5.1に基づ
くダイヤ案を示す。現行の自動車が渋滞なしで
20分弱、渋滞すれば30分以上を要する区間を急
行は12分で走行し、終日６分おきの運行とする。
各停も６分おきとし、急行停車駅で相互に乗換
えできるようにする。



　写真−３　大阪市営御堂筋線の鉄道・道路併用区間

　図−９　南北縦貫鉄道のルート案

　図−８　LRT１期区間のダイヤ案
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　これだけ高頻度運行でも、車両は急行５編成、
各停13編成、計18編成のみで、乗務している運
転士は同数の18名のみである。

６．南北縦貫鉄道
6.1　那覇−名護を60分でなく30分

　平成24年度沖縄県調査では、那覇空港−名護
69kmを最高速度100km/h以上の高速走行、所
要時間58分、表定速度71km/hの構想で、開業
は25年後の想定である。
　鉄道の最高速度100km/hは高速走行ではな
い。最高速度200km/h以上の鉄道が今ですら世
界各所にあり、25年後は世界の津々浦々にある
だろう。1964年開業の東海道新幹線は最高速度
210km/h、翌年からは各駅停車のこだま号です
ら表定速度130km/hとなった。現行の那覇−名
護の移動も、高速道を飛ばして運転すると50分
である。
　69kmを最高速度200km/h、表定速度140km/
hで走行すれば30分であり、世界各所を見ても
歴史を振返っても実現困難ではない。

6.2　高速走行と短駅間距離の両立

　新幹線は駅間が25～ 40kmと長いが、2.4の考
えで、駅間は３～ 10kmと短くし、適切に待避
線を設置して特急・急行・各停を運行する。
　加減速度の高い鉄輪式リニアは各停の所要時
間を短縮でき、待避に伴うロスタイムも最小化
でき、各停を追越す特急・急行をスムーズに走
行させられる。

6.3　走行空間を低コストかつ短期に確保

　図−９に、地平･高架主体のルート案を示す。
道路との交差は全て立体交差とする。

　中南部は、糸満−読谷の建設が進む沖縄西海
岸道路の車線を縮減し、写真−３のように鉄道・
道路併用とする。鉄輪式リニアは道路設計の急
勾配に対応できる。

　北部は、沖縄自動車道の片側２車線の内の１
車線に線路を敷設する。北部は人口10万人規模
であり、集中的な観光移動需要を賄う鉄道を整
備すれば、高速道の１車線を縮減しても日常交
通には支障しないと予測する。

おわりに
　本論に対し沖縄県の公共交通関係者からご意
見を賜り、より有効かつ現実的な提案に昇華さ
せ、そして着々と実行され、沖縄の交通問題が
解決されれば、提案者として望外の幸せであ
る。


