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満員電車ゼロ・中速鉄道・有人自動運転による鉄道イノベーション 
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"Crowded Train Zero" solves crowded trains of metropolitan railways by transportation capacity 
enhancement and seating extra charge. "Semi-High Speed Railway" constructs intercity railway network 
of maximum 200 km/h or more in the short term by using conventional lines instead of full standard 
Shinkansen lines. "Manned Automated Driving" realizes frequent operation of all railways thoroughly 
without increasing the personnel expenses by watchmen who don't have national qualifications. 
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１. はじめに 

大都市・都市間・地方の全ての鉄道の利便性を低コスト

に大幅向上させ，鉄道イノベーションを実現する方策を提

案する．鉄道が社会で活躍するための根幹は，安全を前提

に，混まない，速い，待たせないことである． 
 
２. 満員電車ゼロ 

2.1 輸送力増強の５方策 

小池東京都知事の公約の１つ「満員電車ゼロ」は，2008
年に出版した拙著 1)が元ネタであり，都知事選後に加筆し

た改訂版 2)を出版した． 
満員電車とは，単純に言って需要に対して供給が足りな

い状況である．需要に応じた供給を実現することで，満員

電車をゼロとできる．総２階建て車両ばかりがメディアで

取上げられ，実現不能との見方が広まったが，もっと安く

早く実行できる５方策を提案している． 
１つ目は，進路開通と同時の出発である．中央線快速の

東京駅等，都心側が２線折返し駅の場合，そこでの処理能

力が路線全体の最小運転時隔を決める．現行の東京駅では，

２度に１度の頻度の２番線からの出発にて，列車が１番線

へ到着して２番線からの進路開通後に発車ベルを鳴らすた

め約 25 秒ロスしている．ならば，進路開通の 25 秒前に発

車ベルを鳴らすことで時隔を 10 秒以上詰められる． 
２つ目は，ドア閉めと同時の出発である．駅でドア閉め

後にドア挟みを検知しないと運転席の知らせ灯が点灯する

が，大半の事業者では車掌や駅員が安全確認してブザー合

図した後に出発し，10 秒前後を要している．ドア挟みの検

知感度が低くベビーカー挟み等があるせいだ．ならば，感

度を向上させ，安全を脅かさずにドア閉めと同時に出発さ

せることで，時隔を 10 秒前後詰められる．ホームドアの

機能を向上させ，エレベーターと同様に，到着１秒前にド

アを開け始め，ドア締めと同時に出発させるようにする． 
３つ目は，選択（千鳥）停車ダイヤである．路線途上で

は，乗降が多くかつ片面ホームの駅（京王の明大前や小田

急の下北沢）が路線全体の最小運転時隔を決める．図１の

ように３本に１本を通過させることで，時隔を詰められる

と同時に，所要時間は各停より短く，先行する各停につか 
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図１ 選択（千鳥）停車ダイヤによる時隔の短縮 
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える優等列車と同じくらいとできる． 
４つ目は，車両の加減速度向上である．現行の鉄道の加

減速度はマイカーや路線バスより大幅に低い．全軸にモー

ターを搭載し，かつ滑走・空転再粘着制御を高度化するこ

とで路線バス並みとでき，レールブレーキ搭載でマイカー

並みの非常ブレーキを持てる．それらにより，安全を維持

しつつ時隔を詰められる．乗り心地へは配慮する． 
５つ目は，信号の機能向上である．現行の信号システム

は，軌道回路による列車の位置検知も，追突しないための

後続列車への制限速度の指示も荒い．さらに，安全のため

の余裕として速度指示の引上げ時機を遅らせている．安全

を絶対条件にそれらを見直すことで時隔を詰められる． 
以上の５方策により，末端折返し路線は 80 秒おき（45

本／ｈ），貫通路線は 60 秒おき（60 本／ｈ）まで時隔を短

縮できる．現行の首都圏各路線の２～３分おき（20～30
本／ｈ）と比べ，輸送力を 1.5～３倍にできる．ただし，

踏切のある区間は本数増を抑える． 
2.2 実行資金の確保策 

５方策は，新線建設や複々線化より大幅に低額だが，一

定の研究開発・設備投資・運営費増を要する．その資金の

確保策として，着席と立席を別商品と位置付け，現行より

値下げした（着席できない）運賃と着席料金の２段構成と

することを提案する． 
着席料金は，図２のように，ＩＣカードを活用して低コ

ストかつ確実に収受する．朝上りは 10 円／分，昼は２円

／分，その他はその中間くらいとする． 
現行の朝上り 300（着席 50）人／両に対し，第一次目標

は輸送力 1.5 倍として 200（着席 70）人／両，３人に１人

が＋250 円，２人が－20 円とすると，平均客単価は＋70
円となる．その他の時間帯と併せて平均客単価が＋40 円と

して，現行の首都圏の平均客単価 200 円に対し 20％増と

なり，年間鉄道売上げ３兆円に対し 6,000 億円（東急の４

年，東京メトロの２年分）の増収となる． 
1.5 倍への輸送力増強に必要な経費は充分に賄えると予

測し，それを原資に，さらに輸送力増強の取組みを重ねる． 
2.3 実行の手順 

第 1 に，満員電車を「見える化」する．車両の空気バネ

でリアルタイム計測している乗車率データを活用し，毎日

の全列車の車両別・区間別の乗車率を情報公開する．それ

により，現状が見えると同時に，今後実行する施策の効果

も「見える化」できる．さらに，深夜や意外な区間の満員 

 
図２ 着席料金の収受方法 

電車が明白化される． 
そして，深夜の満員電車は，運営費増のみの増発で解消

でき，数十円／人の深夜割増で賄える．それにより，帰宅

時や朝ラッシュの「満員電車ゼロ」への期待が高まるとと

もに，商品価値に応じた価格付けが問題解決に結び付くと

の理解を広める．あとは，経費の掛かる方策を，それを上

回る増収があることを確認しながら順々に実行していく． 
 

３. 中速鉄道 

3.1 東京－庄内２時間半 

山形県酒田市は，山形新幹線を終点の新庄から酒田へ延

伸することを目指している 3)．その際，新庄－酒田を標準

軌化または三線軌条化して新幹線を直通運転するだけでは

時分短縮効果が小さく，投資効果を見込めない． 
そこで，表１のように，新幹線区間も含めて精一杯スピ

ードアップした場合に，どこまで時間短縮できる可能性が

あるかを試算した． 
特に，在来線区間の福島－山形－新庄－余目－酒田は，

200km/h 超の「高速鉄道」と 130km/h 以下の「低速鉄道」

の中間の「中速鉄道」とする．そのために，最高速度と曲

線通過速度の向上及び停車時間の最小化を実行する． 
騒音対策で最高 110km/h に抑えられている東京－大宮

は，シェルターを設置する．在来線区間は，侵入防止策・

軌道強化・ロングレール化等を実施する．急曲線が連続し，

自然災害にも脆弱な板谷峠区間のみ新線を建設する． 
踏切事故を解析すると，原因は「踏切内へのトリコ」と

「踏切遮断後の無謀侵入」の２類型のみである．前者は踏

切障害物検知装置と列車の速度制御の完全連動，後者は侵

入できない強固な防備により防止する． 
在来線区間でどれだけ時間短縮できるかは，曲線通過速

度の向上が鍵を握る．安全と乗り心地のために，軌道構造

の適正化と軌道管理の高度化により軌道変位を最小化し，

カントを軌間 1435mm に対し 230mm，車体傾斜を８度と

し，緩和曲線を大幅に延伸する．それらにより，曲線半径

400ｍで 135km/h，600ｍで 166km/h まで速度向上する． 
車両は，軽量・超低床・低車高・小断面・低重心で空力

特性が優れ，短い流線形の新車を開発する．利用する立場

に立ち，毎日，終日，同パターンの高頻度ダイヤとし，区

間・日・時間帯等による需要差には編成長で対応する． 
編成長 50ｍ×最大８編成連結とし，図３のように，連接

台車方式で３車体４台車，先頭と最後尾の台車は一軸方式

を提案する．例えば，車輪径 0.8ｍ，台車部床面高さ 1.0ｍ，

客室床面高さ 0.8ｍ，室内天井高 1.9ｍ，屋根厚 0.1ｍとし 
表１ 東京－酒田の時間短縮の可能性 

東
京

大
宮

福
島

山
形

新
庄

余
目

酒
田

東 酒
京 田

87.1 458.9
82.9 454.7

最高速度 110 275 130 130 95 120

時 間 0.25 1 1.06 3 1.07 2 0.46 30 0.47 5 0.16 5.08

最高速度 200 320 200/300 200 200 200

時 間 0.15 1 0.47 1 0.32 1 0.27 1 0.24 1 0.07 2.37
※距離が２段ある欄の上段は現在線経由、下段は板谷峠新線経由
※福島－山形の最高速度は、現在線区間/板谷峠新線区間

現
行

提
案

区　間

12.231.3 223.8距離[km] 61.5 43.0
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2.25 13.5 2.5 13.5 2.5 13.5
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※単位はｍ，連結部の通路の両側床上に機器搭載 

図３ 高速走行を徹底的に指向した車両 
て，車高 2.8ｍと大幅に低車高化する．駅停車時は，台車

空気バネによりホーム高さに合せる． 
事業費は地上と車両を併せて 20 億円弱／km を見込む．

フル規格新幹線 80～100 億円／km の約５分の１，片側１

車線の自動車専用道路の約 40 億円／km の約半分である． 
3.2 フル規格新幹線の見直し提案 

図４に，フル規格新幹線の建設の実績と見通しを示す．

既設は，東海道・山陽・東北（盛岡まで）・上越の 1,800km
強で，1959～91 年の 32 年間を要し，60km 弱／年の建設

ペースだった．整備計画の開業済みは，北陸（金沢まで）・

東北（盛岡以遠）・九州（鹿児島）・北海道（函館まで）の

800km 弱で，1991～2016 年の 25 年間を要し，30km 強

／年の建設ペースだった．整備計画の未開業（建設中と未

着工）は，北海道（函館以遠）・北陸（金沢以遠）・九州（長

崎）新幹線の 600km 弱で，2016～40 年とすると 24 年間

を要し，25km 前後／年の建設ペースとなる． 
建設ペースが次第に落ちてきたのは，財政制約がより厳

しくなり，長大トンネルや長大橋梁が増え，密集市街地の

用地買収がより困難になり，より高度の騒音・振動対策が

求められるようになり，開業後の採算性がより厳しい路線

になりと，多数の要因による． 
特に，北陸の京都－新大阪は大都市密集地域での地下工

事が主体で地盤沈下対策に大きな労力を要し，京都では多

数の歴史的遺構の発掘も予想され，建設ペースは相当落ち

るだろう． 
その次の基本計画は，北海道（札幌以遠）から九州横断

まで 11 路線 3,000km 強ある．その建設ペースは，整備計

画の未開業の 25km 前後／年よりは上向き 30km／年と仮

定して，3,000km 強を完成させるのに 100 年強となる．

2040 年からとして，完成は 2140 年過ぎである． 
「中速鉄道」は，フル規格新幹線の約５分の１の事業費

で済み，確保できる予算が同額として５分の１の工期とで

きる．時分短縮による増収が早期化し，その分を事業費に 

凡 例
既設
整備計画 開業済み
同 建設中
同 未着工
基本計画

北海道新幹線

北陸新幹線
九州新幹線

(長崎ルート)

可能な限り前倒し

九州新幹線
(鹿児島ルート)

2030年度末予定

2022年度末予定2022年度末予定
東北新幹線

 
図４ フル規格新幹線の建設の実績と見通し 

回せてさらに短くできる． 
また，フル規格新幹線は既存の特急停車駅の一部にしか

停車せず，例えば北陸新幹線沿線では，新幹線が停車しな

い小諸・戸倉・妙高高原・高岡等は地域の活力が削がれて

しまった．さらに，並行在来線の経営が立ち行かず，地域

利用者や沿線自治体に大きな財政負担をもたらしている例

も多い．それに対し，中速鉄道は現行の特急停車駅全てに

高速サービスをもたらし，新線建設する区間以外には並行

在来線問題も生じない． 
以上から，基本計画は，フル規格新幹線の建設を在来線

ベースの中速鉄道化に転換した方が得策なのは明白だろ

う．整備計画も，高規格の湖西線が並行する敦賀－京都と，

リニア中央新幹線の開業後は線路容量が大量に余る東海道

新幹線と並行する京都－新大阪も，フル規格新幹線の建設

を既設線の活用に転換することを提案する．北海道の函館

－長万部と小樽－札幌も中速鉄道の方が得策と考える． 
3.3 ＪＲ北海道こそ中速鉄道化を 

ＪＲ北海道が経営危機に瀕した原因は，低金利により経

営安定基金の運用益が目減りしたことである．その金額は，

1987～2016 年度の 30 年間で，国の対処を除いて 3,668 億

円 4)である．資金不足により安全とサービスが低下し，少

なく見て 2,000 億円減収し，併せて 6,000 億円規模である． 
ＪＲ北海道は，経費を削減する以外に会社を存続させる

策はなく，鉄路半減・減速・減便をせざるを得ない状況と

なっている．明治・大正時代から先人達が築き上げてきた

鉄路を活かせていない現状から，何としても脱却させたい． 
北海道の幹線は，最高 120km/h の特急が 30 分おきから

１日数本である．昭和 40 年代の東北・上信越・北陸・山

陽，つまり本州の 50 年くらい前のサービスレベルである． 
鉄道の本来の能力を発揮できておらす，中速鉄道化を提

案する．表２に，中速鉄道化した場合の時分短縮効果の試

算を示す．現行の半分程度とでき，“減速”ならぬ“倍速”

とできる．自動車では不可能な所要時間であり，マイカー

や高速バスに対して圧倒的な競争力を持てる． 
表２ ＪＲ北海道の幹線の中速鉄道化の効果 

時間
[時.分]

速度
[km/h]

速度
[km/h]

時間
[時.分]

岩見沢 40.6 0.25 97 140 0.17 
旭川 136.8 1.25 97 170 0.48 
小樽 33.8 0.32 63 130 0.16 
新千歳空港 46.6 0.37 76 140 0.20 
苫小牧 71.2 0.49 87 140 0.31 
東室蘭 129.2 1.25 91 140 0.55 
新函館北斗 300.8 3.30 86 140 2.09 
帯広 220.2 2.40 83 150 1.28 
釧路 348.5 4.20 80 140 2.29 
北見 321.5 4.30 71 140 2.18 
網走 374.5 5.20 70 130 2.53 
名寄 213.0 2.30 85 150 1.25 
稚内 396.2 5.15 75 130 3.03 
※現状の時間は標準的なもの
※中速鉄道化後の速度は各区間の線形に応じたもの

キロ
現　状 中速鉄道化後

札幌から
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４. 有人自動運転 

4.1 鉄道が高頻度運行できない理由 

地方鉄道は，長年に渡り「低頻度運行→利用減→低頻度

運行」の負のスパイラルとなっているが，運転士の人件費

が高く，高頻度運行したくともできない．国家資格の運転

士免許は合格基準が高く，養成に長期間を要し，かつ高賃

金となるからで，間接コストを併せると運行１時間当り１

万円程度となる． 
一方，近年は自動車の自動運転の取組みが着々と進んで

いる．閉鎖空間であり，職業人でない運転士は運転しない

鉄道の方が，実用化は容易なはずである．ただし，無人と

するには，線路内への浸入防止策に多額の投資を要し，安

全システムも究極に高めなければならず，何よりトラブル

時の避難誘導を勘案し，有人とすることを提案する． 
有人自動運転により，国家資格が不要の監視員が乗務す

ることとし，シニアの方とすれば間接コストを併せて現行

の数分の１となり，同じ人件費で数倍の運行頻度とできる．

地方鉄道を「高頻度運行→利用増→高頻度運行」の正のス

パイラルに転換し，地方創生にも貢献できる． 
4.2 有人自動運転の技術的な内容 

現行の高度の訓練を受けた有人手動運転と比べ，安全度

が下がることは絶対に許されない． 
鉄道の自動運転において，正面衝突や追突の回避は信号

システムの情報を取込むのみで達成でき，適正な加減速・

定点停止・自動開扉は容易だろう．課題は障害物侵入時の

運転継続可否の判断であり，安全のみの追求だと頻繁に停

止し安定輸送を損なうことになる． 
そこで，車上や地上からの画像解析，線路内への侵入の

センサー感知等により，システムは全て安全側で動作させ，

監視員と指令員の判断でそれを解除できる仕組みとするこ

とを提案する． 
例えば，古新聞が線路内に風で舞って来ただけでシステ

ムはブレーキ動作させ，監視員と指令員の二重系で運転に

支障ないと判断すればブレーキ動作を解除する．停止した

場合も，問題なければすぐに運転再開する． 
見通しの利かないカーブの先にシカが侵入した場合等も

検知でき，現行より安全度は高まり，“有人”により安定輸

送は損なわない． 
4.3 徹底的な高頻度運行 

列車の運転に伴う人件費を現行の数分の１とできれば，

全国の全ての鉄道が思う存分に高頻度運行でき，現状とは

全く異なる使いやすい移動サービスとなる． 
表３に，ＪＲ北海道の高頻度化の提案を示す．“減便”な

らぬ“倍便”である．前章の“倍速”と併せて，相当に使

える交通システムに脱皮できる． 
地方に限らず，大都市・都市間の鉄道も，高頻度化によ

り使い勝手が大きく改善される．大都市でも，最速達列車

は１時間に２～３本の路線が結構ある．政令指定都市であ

る新幹線の静岡・浜松は，速達性の高い列車は１時間に１

本しか停まらない．博多－鹿児島，盛岡－函館，福島－山 

表３ ＪＲ北海道の高頻度化の提案 

区　　間 現行 提案 記　　　事
札幌－江別 6～8 10
江別－岩見沢 3～7 8
岩見沢－旭川 1～3 6
札幌－小樽 5 8
札幌－千歳 6～7 10
千歳－新千歳空港 4 6
南千歳－苫小牧 2～3 4
苫小牧－東室蘭 1～3 4
東室蘭－新函館北斗 0.5～1 2 リクエスト停車
南千歳－帯広 0～2 4 新得以遠
帯広－釧路 0～1.5 4
旭川－北見 0～1.5 4 上川までと遠軽以遠
北見－網走 0～1.5 4
旭川－名寄 0～1.5 4 ２本はリクエスト停車
名寄－稚内 0～1 2 リクエスト停車
※１時間当りの片道本数
※リクエスト停車とは乗降のある駅のみに停車  
形，東京－新潟，東京－金沢は，速達タイプが１時間に１

本すらない．それら全てを高頻度化できる． 
4.4 シニア雇用の創出と鉄道貨物の隆盛 

日本には働く意欲を持つシニアの方が 3,300 万人いらっ

しゃると言われている．鉄道の有人自動運転によるシニア

雇用数を試算してみる． 
全国の鉄道の延長，約 26,000km は，折返し時間や車庫

との出入り時間も勘案して平均 40km/h とすると，650 時

間で走行できる距離である．つまり，全区間で片方向１本

を運行するのに必要な監視員の工数は１日 650 時間とな

る．６時～24時まで1時間に17往復程度の運行として600
本となり，必要な工数は１日 650×600≒40 万時間となる． 
シニアの方が１日平均２時間働くとして，20 万人の雇用

である．３日に１回６時間働いたり，１日おきに４時間働

いたりは自由で構わない．平均で年間に約 700 時間働き，

報酬は 70 万円となる．経費は時給 1,000 円として１日４

億円，年間 1,500 億円は鉄道業界で充分に負担できる． 
有人自動運転により，貨物列車の競争力も高められる．

現行の鉄道と自動車で運転士の人件費が大幅に異なるのを

逆転でき，世界の中で極端に低い鉄道貨物のシェアを大幅

に高められよう． 
 

５. おわりに 

満員電車ゼロ・中速鉄道・有人自動運転により，全ての

鉄道の利便性を大幅向上できる．関係者の関心を高め，研

究開発や設備投資に必要な資金を集め，ぜひ実現させたい． 
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