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広島電鉄（19.0km）

岡山電気軌道（4.7km）

伊予鉄道
（9.6km）

土佐電気鉄道（25.3km）

長崎電気軌道
（11.5km）

函館市交通局
（10.9km）

熊本市交通局
（12.1km）

鹿児島市交通局
（13.1km）

豊橋鉄道（5.4km）

東京急行電鉄（5.0km）

福井鉄道（3.3km）

富山ﾗｲﾄﾚｰﾙ（7.6km）

万葉線（12.8km）

公営 public （5局）

民営 private （12社）

第三ｾｸﾀｰ （2社）

joint public-private 

札幌市交通局
（8.5km）

東京都交通局
（12.2km）

京阪電気鉄道（21.6km）

京福電気鉄道（11.0km）

阪堺電気軌道（18.7km）

富山地方鉄道（6.4km）

全国路面軌道連絡協議会加盟局社 （19局社）
Japan Tramway Transit Association members
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軌道事業の経営指標
～営業収入～
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軌道事業の経営指標
～営業費用・営業収支・営業係数～
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LRT化への取り組み状況

• LRTの特性
① 人と環境にやさしい

② 速達性・定時性

③ 輸送力

④ 市街地の活性化

⑤ 道路渋滞の緩和

⑥ 建設コストが安価
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ＬＲＴ車両導入都市（13局社）

広島電鉄

岡山電気軌道

伊予鉄道

土佐電気鉄道

長崎電気軌道

函館市交通局

熊本市交通局

鹿児島市交通局

豊橋鉄道
東京急行電鉄

福井鉄道
富山ﾗｲﾄﾚｰﾙ

万葉線

公営（3局）

民営（8社）

第三ｾｸﾀｰ（2社）
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熊本市交通局

車体寸法mm

Ｌ×Ｗ×Ｈ
18,550×2,350×3,546

定員 ７６人 （座席２４人）

最高運転速度
４０ｋｍ/ｈ

（設計性能７０ｋｍ/ｈ）

製作担当会社

（株）新潟鐵工所

ABB・Daimler-Benz 
Transportation

導入編成数

（両数）
５編成

運行開始日 1997年8月2日

車両価格 210,000千円
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広島電鉄株式会社①

車体寸法mm

Ｌ×Ｗ×Ｈ
30,520×2,450×3,645

定員 １５３人 （座席５２人）

最高運転速度
６０ｋｍ/ｈ

（設計性能８０ｋｍ/ｈ）

製作担当会社
シーメンス社

アルナ工機㈱

導入編成数

（両数）
１２編成

運行開始日 1999年6月9日

車両価格 340,000千円
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東京急行電鉄株式会社

車体寸法mm

Ｌ×Ｗ×Ｈ
23,980×2,500×3,945

定員 １３２人 （座席３２人）

最高運転速度 ４０ｋｍ/ｈ

製作担当会社 東急車輛（株）

導入編成数

（両数）
１０編成

運行開始日 1999年7月11日

車両価格 ー 千円
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福井鉄道株式会社・豊橋鉄道株式会社

車体寸法mm

Ｌ×Ｗ×Ｈ
14,780×2,220×3,880

定員 ７２人 （座席３０人）

最高運転速度
４０ｋｍ/ｈ

（設計性能６０ｋｍ/ｈ）

製作担当会社 日本車輛製造（株）

導入編成数

（両数）

福井鉄道 ２両

豊橋鉄道 １両

運行開始日

福井鉄道 2006年4月1日

豊橋鉄道 2005年8月2日

※2000年7月名古屋鉄道で導入

車両価格 156,000千円
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鹿児島市交通局①

車体寸法mm

Ｌ×Ｗ×Ｈ
14,000×2,450×3,750

定員 ５８人 （座席１８人）

最高運転速度 ４０ｋｍ/ｈ

製作担当会社 アルナ工機㈱

導入編成数

（両数）
９編成

運行開始日 2002年1月15日

車両価格 178,000千円
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伊予鉄道株式会社

車体寸法mm

Ｌ×Ｗ×Ｈ
12,000×2,230×3,800

定員 ４７人 （座席２０人）

最高運転速度 ４０ｋｍ/ｈ

製作担当会社 アルナ工機（株）

導入編成数

（両数）
１０両

運行開始日 2002年3月19日

車両価格 180,000千円
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土佐電気鉄道株式会社

車体寸法mm

Ｌ×Ｗ×Ｈ
17,500×2,230×3,995

定員 ７１人 （座席２８人）

最高運転速度
４０ｋｍ/ｈ

（設計性能６０ｋｍ/ｈ）

製作担当会社 アルナ工機（株）

導入編成数

（両数）
１編成

運行開始日 2002年4月16日

車両価格 190,000千円
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函館市交通局①

車体寸法mm

Ｌ×Ｗ×Ｈ
12,390×2,450×3,700

定員 ６０人 （座席２６人）

最高運転速度 ４０ｋｍ/ｈ

製作担当会社 アルナ工機㈱

導入編成数

（両数）
１編成

運行開始日 2002年4月22日

車両価格 100,000千円
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岡山電気軌道株式会社

車体寸法mm

Ｌ×Ｗ×Ｈ
18,000×2,400×3,407

定員 ７４人 （座席２０人）

最高運転速度
４０ｋｍ/ｈ

（設計性能７０ｋｍ/ｈ）

製作担当会社 （株）新潟鐵工所

導入編成数

（両数）
１編成

運行開始日 2002年7月5日

車両価格 240,000千円
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万葉線株式会社

車体寸法mm

Ｌ×Ｗ×Ｈ
18,400×2,400×3,407

定員 ８０人 （座席３０人）

最高運転速度
４０ｋｍ/ｈ

（設計性能７０ｋｍ/ｈ）

製作担当会社
新潟ﾄﾗﾝｼｽ（株）

Bombardier transportation

導入編成数

（両数）
４編成

運行開始日 2004年1月21日

車両価格 220,000千円
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長崎電気軌道株式会社

車体寸法mm

Ｌ×Ｗ×Ｈ
15,100×2,300×3,740

定員 ６３人 （座席２８人）

最高運転速度
４０ｋｍ/ｈ

（設計性能６０ｋｍ/ｈ）

製作担当会社 アルナ車両（株）

導入編成数

（両数）
３編成

運行開始日 2004年3月1日

車両価格 220,000千円
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広島電鉄株式会社②

車体寸法mm

Ｌ×Ｗ×Ｈ
30,000×2,450×3,645

定員 １４９人 （座席５６人）

最高運転速度
６０ｋｍ/ｈ

（設計性能８０ｋｍ/ｈ）

製作担当会社

近畿車輛（株）

三菱重工業（株）

東洋電機製造（株）

導入編成数

（両数）
１０編成

運行開始日 2005年3月30日

車両価格 320,000千円
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富山ライトレール株式会社

車体寸法mm

Ｌ×Ｗ×Ｈ
18,400×2,400×3,407

定員 ８０人 （座席２８人）

最高運転速度
６０ｋｍ/ｈ

（設計性能７０ｋｍ/ｈ）

製作担当会社
新潟ﾄﾗﾝｼｽ（株）

Bombardier transportation

導入編成数

（両数）
７編成

運行開始日 2006年4月29日

車両価格 224,000千円
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函館市交通局②

車体寸法mm

Ｌ×Ｗ×Ｈ
18,000×2,450×3,750

定員 ６２人 （座席３１人）

最高運転速度 ４０ｋｍ/ｈ

製作担当会社 アルナ車両㈱

導入編成数

（両数）
1編成

運行開始日 2007年4月26日

車両価格 220,000千円
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鹿児島市交通局②

車体寸法mm

Ｌ×Ｗ×Ｈ
18,000×2,450×3,750

定員 ７８人 （座席２４人）

最高運転速度 ４０ｋｍ/ｈ

製作担当会社 アルナ車両

導入編成数

（両数）
４編成

運行開始日 2007年4月26日

車両価格 220,000千円



22

今年度導入予定の超低床車両（LRV）
豊橋鉄道 2008年12月下旬導入
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交通結節点改善事業① 豊橋市・豊橋鉄道
（JR豊橋駅前広場への電停乗り入れ事業 平成10年2月供用開始）
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（左上） 乗り入れ平面図

（右上写真） 整備前

（右下写真） 整備後

交通結節点改善事業② 高知市・土佐電気鉄道
（JR高知駅前広場路面電車暫定乗り入れ事業 平成13年3月供用開始）

整備前

整備後

JR高知駅
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交通結節点改善事業③-1 広島市・広島電鉄
（広電西広島停留場の整備 （平成13年11月供用開始）

宮島へ →

場内信号

×

鉄道線発着ホーム

軌道線発着ホーム

旧軌道側乗車ホーム
（旧己斐電停）

旧軌道側降車ホーム
（旧己斐電停）

← 都心部
へ

短縮距離 約90m

電車発車待機場所

開放感溢れるプ
ラットホーム

地域のランドマークと
なったﾄﾞｰﾑ型屋根

広電西広島駅全景
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交通結節点改善事業③-2 広島市・広島電鉄
（JR横川駅前広場への電停乗り入れ事業 平成15年3月供用開始）

旧JR横川
駅改札

新JR横川
駅改札

新歩行動線 約５０ｍ

旧歩行動線 約２５０ｍ

整備前

整備後
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交通結節点改善事業③-3 広島市・広島電鉄
（広島港停留場移設事業 平成15年3月供用開始）

約90m

整備前

整備後

構 内

広島港宇品旅客ﾀｰﾐﾅﾙ
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交通結節点改善事業④ 鹿児島市交通局
（西鹿児島駅東口駅前広場整備事業に伴う軌道移設工事 平成15年1月供用開始）

整備前

整備後

JR鹿児島中央駅
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富山港線の路線特性から，海を感じさせるマストをモチーフとして展開したスマートなデザイン。

最近の電停整備状況①
富山ライトレール・富山駅北電停
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最近の電停整備状況②
広島電鉄・鷹野橋電停/原爆ドーム前電停

原爆ドーム前電停鷹野橋電停

有効幅員2mのバリアフリー化された電停｡
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諸外国での電停の活用方策
諸外国での広告付き電停

ドイツの広告付き電停の事例
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電車・バス 乗継円滑化事業①
富山ライトレール（岩瀬浜駅）

岩瀬浜駅
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電車・バス 乗継円滑化事業②
広島電鉄（廿日市市役所前駅）

広電宮島線 「廿日市市役所前駅（平良）」
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樹脂固定軌道

軌道構造図

ﾚｰﾙ敷設状況

樹脂充填状況

完了状況

＜ 特徴 ＞
1．経年変化による軌道狂いは発生せず，長い寿命を実現．
2．レールは適度な弾性支持をしており波状磨耗はほとんどなし．
3．車両走行により発生する，騒音・振動を抑制．
4．舗装した軌道で，締結金具等の埋設物が無いため点検が不要．
5．道床はコンクリート製で，交差点での自動車交通荷重にも対応．
6．レール交換は，舗装を痛めることなく樹脂部切断のみで可能．
7．雨水の浸入は完全に防止可能．
8．樹脂は絶縁体で，漏電電流による電食の心配なし．
9．建設費と保全費を合わしたライフサイクルコストは他方式より優位．

樹脂固定軌道の特徴は、路盤への固定方法である。通常レールは、犬釘などの金具を用
いて枕木やスラブ軌道に固定されるのに対し、樹脂固定軌道の工法はコンクリートの路盤に
設けられた溝にレールを埋め込み、樹脂を流し込んで固定する。
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樹脂固定軌道導入状況①
熊本市・熊本市交通局

熊本市交通局上熊本車両基地 約115m

事業者 区間 延長 単複の区別 事業年度
熊本市 上熊本駅前停留所付近 115ｍ 複線 平成13年度～平成14年度
熊本市 辛島町、西辛島町交差点付近 170ｍ 複線 平成15年度
熊本県 祇園橋付近 80ｍ 複線 平成16年度
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樹脂固定軌道導入状況②
広島市・広島電鉄

事業者 区間 延長 単複の区別 事業年度
広島県 南区宇品海岸通り1丁目 101ｍ 複線 平成14年度～平成15年度
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樹脂固定軌道導入状況③
福井市・福井鉄道

事業者 区間 延長 単複の区別 事業年度

福井市 西武ダルマ屋前～福井駅 270ｍ
複線 38ｍ
単線232ｍ

平成15年度
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事業者 区間 延長 単複の区別 事業年度
京都市 葛野大路交差点 25ｍ 単線 平成16年度

樹脂固定軌道導入状況④
京都市・京福電気鉄道
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①函館駅前渡り線分岐器 ②湯の川折返し線分岐器

樹脂固定軌道導入状況⑤
函館市・函館市交通局

事業者 区間 延長 単複の区別 事業年度
函館市 函館駅前渡り線分岐器 33.3ｍ － 平成17年度
函館市 湯の川折返し線分岐器 18.6ｍ － 平成17年度
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樹脂固定軌道導入状況⑥
富山市・富山ライトレール

事業者 区間 延長 単複の区別 事業年度
富山市 富山駅北口～奥田中学校前 1.1ｋｍ 単線 平成17年度



41

項目 内 容

施工概況 ①〔場所〕 大橋通～高知城前 〔施工距離〕 Ｌ＝175.5ｍ（複線）

〔工法〕 エルトロ芝、布コンテナ方式アドバンスターフ工法

〔事業主体〕 国土交通省

②〔場所〕 桟橋通一丁目電停 〔施工延長〕 Ｌ＝60ｍ（複線）

〔工法〕 エルトロ芝、不織布方式アドバンスターフ工法

〔事業主体〕 高知県

効果 都市景観の向上、自動車の軌道敷内進入の抑制、都市環境の改善

ヒートアイランド現象の抑制、軌道車輪の金属音の低減

①大橋通～高知城前間 ②桟橋通一丁目電停前

芝生軌道の整備事例①
高知市・土佐電気鉄道 （事業年度 平成14年度）
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項目 内 容

調査
場所

国道32号線 本町3丁目高知城前

調査
日時

2003年（平成15年）8月19日

16時20分撮影

結果
気温30℃ 芝生軌道部分の表面温度33℃

車道部分の表面温度41℃

サーモグラフィー調査 （土佐電気鉄道）

-出典-

緑化軌道の効果と維持管理
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項目 内 容

施工概況 〔場所〕 宇品線 元宇品口～広島港間 〔施工距離〕 L=101.5m （複線）＜芝生軌道部分L=52m＞

〔工法〕 野芝、路盤はゴム製ラバーチップを使用

〔事業主体〕 広島県

効果 従来の軌道構造（たわみ構造、剛質構造）に比べて騒音、振動が軽減した。

軌道沿線の環境及び警官の向上

騒音の低減効果があり、付近住民の騒音対策に効果がある。

芝生軌道の整備事例②-1
広島市・広島電鉄 （事業年度 平成14～15年度）

弾性樹脂充填

調査日時
平成16年8月3日（火曜日）、午後2時
気温30度

温度差

芝生表面温度 33.1度

14.5アスファルト表面温
度

47.6度

コンクリートブロック
表面温度

39.7度

ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ現象抑制に効果がある。
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項目 内 容

施工概況 〔場所〕 宇品線 海岸通～元宇品口

〔施工距離〕 L=204m（複線）

〔芝の種類〕 エルトロ芝

〔事業主体〕 国土交通省

効果 従来の軌道構造（たわみ構造、剛質構造）に比べて騒音、振動が軽減した。

軌道沿線の環境及び景観の向上

騒音の低減効果があり、付近住民の騒音対策に効果がある。

構造図（スラブ軌道ブロック構造）

芝生軌道の整備事例②-2
広島市・広島電鉄 （事業年度 平成19年度）
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項目 内 容

施工概況 〔施工距離〕 Ｌ＝約3400ｍ

〔芝の種類〕 ビクトール

〔事業主体〕 鹿児島市

効果 景観の向上が図られた。騒音の抑制

高見橋より加治屋町のライトアップ 鹿児島中央駅前電停付近

芝生軌道の整備事例③
鹿児島市・鹿児島市交通局 （事業年度 平成15年度より軌道緑化整備事業を着手）
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サーモグラフィー調査 （鹿児島市交通局）

出典：鹿児島市建設局管理部公園緑化課資料
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項目 内 容

施工概況 〔場所〕 島の関駅、京阪石山駅

〔施工距離〕 島の関駅Ｌ＝17ｍ、京阪石山駅Ｌ＝40ｍ

〔工法〕 特殊なネットと不織に万年草（６種類）及び芝生により軌道緑化を実施している。

〔芝の種類〕 ツルマンネングサ、メキシコマンネングサ、タイトゴメ、アルブム、パリダム等

島の関駅構内 京阪石山駅構内

芝生軌道の整備事例④
大津市・京阪電気鉄道 （事業年度 平成17年度）
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項目 内 容

施工概況 〔場所］ 阪堺線花田口

〔施工距離〕 Ｌ＝20ｍ

〔工法〕 野芝及びエルトロ芝、たわみ構造

〔事業主体〕 堺市による試験施工

芝生軌道の整備事例⑤
堺市・阪堺電気軌道 （事業年度 平成17年度）
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項目 内 容

施工概況 〔場所〕 富山駅北電停から約140ｍ区間

〔施工距離〕 延長Ｌ＝140ｍ

〔工法〕 電停部分35ｍはパレットにのせて芝生を設置

他の部分は直接ｺﾝｸﾘｰﾄ道床に土を入れて植芝

富山駅北電停 車道敷設部分

芝生軌道の整備事例⑥
富山市・富山ライトレール （事業年度 平成17年度）
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項目 内 容

施工概況 〔場所〕 浜口町電停付近

〔施工延長〕 Ｌ＝43ｍ（複線）

〔芝の種類〕 ビクトール芝、改良客土、シラス基盤、保水・透水マット

〔事業主体〕 長崎電気軌道

効果 ・都市景観の向上 ・ヒートアイランド現象の抑制

浜口町電停付近

芝生軌道の整備事例⑦
長崎市・長崎電気軌道 （事業年度 平成18年度）
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電車ロケーションシステムの高度化
広島市・広島電鉄 （平成19年度～平成20年度）

国土交通省直轄調査として「電車混雑度の情報提供に関する実験」をLRT等利用促進施設検討
委員会委員を設置し行った。

委員会メンバー：国土交通省、警察庁、学識経験者、広島電鉄

電車到着案内 紙屋町東電停電車混雑度の情報案内 八丁堀電停※1

設置場所 ： 八丁堀、立町、紙屋町東、紙屋町西、原爆ドーム前、土橋

※1：電車混雑度の情報案内（八丁堀、立町）は実験後撤去
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LRT優先制御の実証実験（PTPS実証実験）
広島市・広島電鉄 （平成20年度）

LRT優先制御は、公共車両優先システム（PTPS：Public Transportation Priority Systems)の一種
で、LRT（Light Rail Transit：次世代路面電車）の優先通行を確保するシステムである。

2008年12月から2009年3月にかけて、広島電鉄江波線で実証実験を行う。

実施主体：ＵＴＭＳ協会（ＰＴＰS作業部会）

指導：警察庁 協力：広島県警察、広島電鉄
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路面軌道事業者の課題
要望書の内容（平成20年8月28日）

Ⅰ.補助金地方分担の財源確保
1.地方財源法第5条の一部改正
Ⅱ.現行補助制度に関する改善要望

1.LRTシステム整備費補助制度の拡充改善
2.鉄道軌道輸送高度化事業費補助制度の拡充改善
3.LRT等公共交通利用促進支援事業費補助制度の継続
4.その他現行補助制度の拡充改善
Ⅲ.その他の要望事項

1.電車優先信号ｼｽﾃﾑの導入
2.軌道敷の修繕及び維持
3.停留場の島場化整備
4.運転最高速度の制限緩和
5.公共交通利用促進施策の推進について
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ご清聴ありがとう
ございました。


