
新交通ｼｽﾃﾑの事業化への可能性について(小山市)



新交通システムの事業化への可能性について

■専用線（高岳製作所引込線）を旅客化することに関して

１．専用線の状況について

１)経 緯

・昭和 37 年に(株)高岳製作所が大型変圧器の製造工場として開設され

た時より、工場専用線として使われている。

（数回/年の利用だが、将来的にも必要な施設であり、廃線の考え無

し。）

２）レールについて

・30kg レール

３）行き違い設備について

・2 箇所

４）車両基地

・高岳製作所内

５）車 両

・ディーゼル機関車 2 台、変圧器を運ぶ貨車、荷重試験車

６）所 有 者

・ 別紙 図面①参照

７）運 行 者

・古河スカイ～高岳製作所の間は(株)高岳製作所が運行し

その後は JR 貨物㈱に引渡しを行っている。

  ８）運行ルート

・別紙 図面②参照

９）施設管理

・高岳製作所が行っている。

（JR 貨物に委託し、保守費用として２００～５００万円/年のほか古

河電気工業㈱に土地の使用料を支払っている。）

９）線路整備

・専用線の線路整備は、JR 貨物㈱の許可を受けている。このことから、

「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」に基づいた整備をしてい

る。



２．鉄道関係法令に関する基本事項と課題について

１）専用線について

・専用線とは、専ら自己の用に供するため設置する鉄道であって、その鉄道

線路が鉄道事業の用に供される鉄道線路に接続するものをいう。（鉄道事業

法第２条６）とある。そこで、高岳製作所の貨物輸送を継続したままで旅

客輸送をすることが出来るのか。

  ←貨物輸送と旅客輸送をするためには、鉄道事業法の許可若しくは軌道

法の特許を取得すれば可能。

２）鉄道事業法の許可若しくは軌道法の特許を取得する事業主体はどこにな

るのか。

←第三セクターが考えられる。

（高岳製作所の貨物輸送を継続しながら、旅客輸送を行うことができる）

３）鉄道事業法と軌道法の基本的な違いについて

・鉄道事業法と軌道法の根本的な違いはなにか

  ←鉄道事業法は、鉄道線路を道路に敷設してはならない。（鉄道事業法第

６１条）とあり、軌道法は、鉄道線路を道路に敷設すべし。（軌道法第

２条）とあることから、鉄道線路を道路区域外に敷設するか道路区域

内に敷設することによる違いがある。

  

４）鉄道事業法と軌道法の許可等の違いについて

・鉄道事業法と軌道法の違いによって、輸送許可に違いはでるのか。

  ←鉄道事業法・軌道法とも事業計画上適切なものであること。という点

に相違はない。

しかし、道路との交差方法において鉄道事業法であれば原則立体化（鉄

道の技術基準に関する省令第３９条）が必要となるが、軌道法であれ

ば、道路交差方法に関する規定はない。

また、道路交差における保安設備においても、軌道法（併用軌道）に

のっとり整備すれば、道路交差点信号のようなシステム対応（軌道運

転規則第６６条 第８８条）とすることも可能である。

    さらに、軌道法は、編成長３０ｍ以下（運転規則第４６条）、平均速度

３０ｋｍ/ｈ以下（運転規則第５３条）という制限があることから、最

急曲線が１１ｍ（軌道建設規定第１１条）と基準がゆるく、道路交差

点程度の右左折も可能となり、現状の高岳専用線のカーブにも対応が



可能である。

    このようなことから、許可の面では、軌道法による旅客輸送の考え方

が有利と思われる。

５）軌道法による運行・運転や施設整備等について

・運行・運転にあたり、他の規制はあるか。

  ←道路法や道路交通法等に適合することが求められる。

・運行・運転にあたり、免許が必要か。

  ←電気車運転免許が必要である。

・現レールが使えるか

  ←現レールについては、車輌の構造に適合し、予想される荷重に対応で

きれば可能。

・停留場はどのようなものでなければならないか

←プラットホームの幅は、１．５ｍ以上必要。（軌道建設規定第１８条）

・その他の施設どのようなものが必要とされるか

   ←車両基地や保安設備や停車場が必要になる。



３．現状を踏まえた課題について

１）始発所と終着所について

・仮に高岳製作所前を始発停車場とした場合に、終着停車場はどのあたりに

なるのか。

  ←利用者を考えると小山駅あたりに設置するのが望ましい。

しかし、JR 東日本の営業線に接続乗り入れは困難（運輸局の話）であ

ることから、JR 東日本営業線等を経由しないルートの選定が大きな課

題となる。

２）インフラの整備（事業費）について

・導入が想定される車輌はなにか

  ←従来の路面電車から走行環境、車輌等を向上させたもので、高い高速

性、定時性を持った、人と環境にやさしい車輌として、LRL が考えられ

る。ただし、別途輸送力等総合的に判断する必要が有る。

＊LRL 車両購入費 約２億円/両

輸送能力約３０人/車両【５両（３０ｍ）で１５０人】

      

←車輌のほか、用地・レールなどの財産（借用含む）、保安設備、電気設

備、変電設備、車輌基地、停留場が必要となる。

  

３）採算性について

・採算がとれるか

←安定した利用者の確保が必要であり、沿線の住宅開発等に土地利用転

換やバス交通との棲み分けに利用者確保、沿線企業の通勤等での交通

手段利用転換担等が必要となる。

４）小山市の交通計画について

←自動車依存度が高く、駅から離れた地域に商業施設や住宅の立地が進

んでいることから、将来の高齢化社会も見据え、自動車を利用できな

い交通弱者や環境に配慮し、自動車依存の緩和を図るために公共交通

など各交通手段の役割分担に配慮したまちづくりを推進するために、

総合的な都市交通計画として検討する必要がある。



用語解説

１． 鉄道事業者

鉄道事業法の許可を得たもの。鉄道施設一式を保有するとともに列車の運行

も行う第１種と、自らが敷設した以外（第一種や第三種鉄道事業者が保有）

の鉄道線路を使用（借用）して、旅客または貨物の運送を行う第２種と、鉄

道線路を第一種鉄道事業を経営する者に譲渡する目的をもって敷設する事

業、及び鉄道線路を敷設して該当鉄道線路を第二種鉄道事業を経営する者に

専ら使用させる３種類の形態がある。

２． 軌道経営者

軌道法の許可を得たもの

３． 第三セクター

国や地方公共団体と民間が合同で出資・経営する企業。

総務省においては、「商法（ 有限会社法を含む）の規定に基づいて設立され

た株式会社、合名会社、合資会社若しくは有限会社（ 以下「商法法人」）、

または民法の規定に基づいて設立された社団法人若しくは財団法人（ 以下

「民法法人」） であって、地方公共団体が 25％ 以上出資している法人（ 複

数の地方公共団体が合計で 25％ 以上出資している法人を含む）」と定義し

ている。

４． LＲＴ

次世代型の路面電車システムをいう。ライトレールともいう。車両は LRV

（Light Rail Vehicle）あるいは軽快電車とよばれている。



１．旅客と貨物の併用営業

内　　　容
①免許・営業の許可 鉄道事業法第３条 軌道法第３条

①-１旅客と貨物の輸送 １．第１種鉄道事業者が旅客と貨物 旅客輸送 貨物輸送 １．軌道経営者が旅客と貨物 旅客輸送 貨物輸送

旅客輸送 貨物輸送 ２．貨物の軌道経営者が旅客の軌道整備事業者を兼ねる 旅客輸送 貨物輸送

軌道整備事業者 軌道経営者

　　　　　　　①-２許可の条件 事業計画が経営上適切ものであること 鉄道事業法第５条 （許可条件の条項なし）

事業計画において、初期投資は別として、
経営上、市等の補填は不可

事業計画において、初期投資は別として、
経営上、市等の補填は不可

②上記に関する国の許可窓口 国土交通省（運輸局） 国土交通省（運輸局）

　

２．技術基準等

内　　　容
①道路との交差 平面交差してはならない。（やむを得ない場合、平面可） 省令第３９条 交差についての条項なし

②建築限界等 車輌限界に応じて定める 省令第２０条 ー

③軌道定規 ー 片側の有効幅員は、8.1m～3.6ｍ 軌道建設規程第８条

④現レール（30ｋg）の仕様の適合 車輌の構造に適合し、予想される荷重に耐えること 省令第２３条 動加重に耐えうる負担力を要すこと 軌道建設規程第１７条

⑤軌間 安全・安定した走行ができるもの 省令第１２条 762mm、1067mm、1435mmのいずれか 軌道建設規程第５条

⑥最急曲線 走行に支障を及ぼす恐れのないもの 省令第１４条 曲線半径11m 軌道建設規程第11条

⑦最急勾配 車輌が起動し、所定の速度で運転し、所定の距離で停止できるもの 省令第１８条 40パーミリ 軌道建設規定第16条

⑧停車場（停留場） ― 幅は、片側を使用するものは、1.5ｍ以上 軌道建設規程第１８条

⑨プラットホーム プラットホームの長・幅は、旅客の乗降に支障のないものとする 省令第３０条 ー

３．運転・車輌

内　　　容
①編成長制限 ー 30m以下 運転規則第４６条

②平均速度 最高速度は、線路や車輌の構造を考慮して定める 鉄道運転規則第８４条 30km/h以下 運転規則第５３条

③続行運転 ー 続行運転可能 運転規則第５８条６１条

④信号、保安システム 基本は、自動車と同じ運転方法 運転規則第６６条第８２条

⑤踏切

管轄：国土交通省（運輸局）

鉄道の技術基準に関する省令 軌道建設規定

軌道法

鉄道運転規則 軌道運転規則

鉄道事業法

２．第２種と第３種鉄道事業者（分離）し、
第２種が旅客と貨物を運行

鉄道事業法と軌道法の比較

財産（底地＋鉄路＋車輌）＋運行 財産（底地＋鉄路＋車輌）＋運行

第２種　（車輌＋運行）

第３種（財産：底地＋鉄路） 兼ねる

参考資料



４．JR東日本レール（敷地）への接続使用

内　　　容
①既存営業線への接続 JR東日本の承諾 施行規則第２条 JR東日本から道路区域の認定承諾 軌道法第１条

②敷地の使用 JR東日本の承諾 施行規則第２条 JR東日本から道路区域の認定承諾 軌道法第１条

５．JR貨物敷地の使用

内　　　容
①レール等の布設 JR貨物の承諾 施行規則第２条 JR貨物から道路区域の認定承諾（買収） 軌道法第１条

②敷地の使用 JR貨物の承諾 施行規則第２条 JR貨物から道路区域の認定承諾（買収） 軌道法第１条

６．小山駅への乗り入れ

内　　　容
①改札口の開設 JR東日本の承諾 施行規則第２条 JR東日本から道路区域の認定承諾 軌道法第１条

②低床ホーム設置等 JR東日本の承諾 施行規則第２条 JR東日本から道路区域の認定承諾 軌道法第１条

鉄道事業法施行規則 軌道法

鉄道事業法施行規則 軌道法

鉄道事業法施行規則 軌道法



財産区分
土地：高岳製作所
線路：JR貨物

土地：古河電工
線路：JR貨物

Ｔ

図面 ①

高岳製作所

古河スカイ

東ニュータウ

イオン

富士通



専用線と小山駅
への接続状況

JR貨物

JR貨物

さくら道

小山駅

専用線

駅西口駅前広場

東口
駅前広場

陸橋

ヤマダ電機

白鷗大学

イトーヨーカ

図面 ②


