
旅客化条件と新交通システム（ＬＲＴ）

導入案について

(小山市)



3

前回までの勉強会では、旅客化にあたりＬＲＴ車輌を用いること、法令については鉄道事業

法ではなく軌道法がより有利であることを確認しましたが、旅客化へ向けた前提条件は次のと

おりとなります。

(1)許可について

本路線は、軌道法で許可を受けるものとし、下記の様な構成が考えられる。

①一般部（約０．８ｋｍ～終点）

②小山駅付近（始点～約０．８ｋｍ）

(2)運行条件

本路線は、軌道法軌道運転規則に準じ、最高速度 40km/h 以下、平均速度 30km/h 以下

とする。

(3)車両条件

車両は、道路敷内への走行を前提に車両幅員 2.5m 以下、列車長 30m 以下とする。

(4)道路との交差条件

本路線は、軌道法で許可を受けることから、道路との交差は、すべて平面交差とし、

交通量の多い幹線道路との交差箇所（６箇所）は、交通信号による交通処理を基本とす

る。

１．旅客化にあたって法令等の整理
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図 新設・併設軌道区間   路線との平面交差箇所
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以下、ＬＲＴを導入したと想定し、それに関するさまざまな条件を設定したうえで、

検討（試算）を行いました。

２.１ 路線計画等の検討

(1) 路線計画の検討

路線は、小山駅前を起点とし、高岳製作所を終点とする延長 4.8km の路線とする。

(2) 建築限界の設定

本路線は、貨物列車とＬＲＴが運行する区間は、鉄道車両としての建築限界を確保し、Ｌ

ＲＴだけが走行する区間は、車両幅 2,500 ㎜の LRT 車両の走行を想定した建築限界を設定す

る。

図  貨物列車と LRT が運行する区間の建築限界と車両限界

（建築限界）

（車両限界）

図 LRT だけが通行する区間の建築限界と車両限界

２．ＬＲＴ導入案の検討

建築限界

車両限界

車線 車線

支柱等高さ
 約７m

架線高さ
5.00～5.40

3.00

2.50以下

0.23以上 0.23以上

0.50

3.00

0.50
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２.２ ＬＲＴに関する条件の設定

  

(１) ＬＲＴ車両の想定

本路線のＬＲＴ車両は、貨物列車（鉄道車両）との共存を前提とするため、双方の車両限

界を考慮し、車両幅 2,500 ㎜の車両を想定する。

※富山市で使われているＬＲＴ車輌の幅員は2,400mmであるが、本検討では建築限界の幅員(3,000mm)と、必要

な余裕幅（片側230mm）を確保した一方で、ホームとの空スペースをなるべく小さくする観点から2,500mmを

用いることとした(2,500mm≒2,540mm＝3,000mm－230mm×2)。

（２）ホーム

・ＬＲＴのホーム（Ｈ＝レール面より300㎜）は、鉄道建築限界に支障しないようにする必要

があるため、ホーム端の軌道中心からの距離は1,410㎜となる。

・本路線の車両は幅員2,500㎜のＬＲＴ車両として、ホーム端の離れを小さくしてバリアフリー

上問題のない値とするため、車両にドア口の可動ステップを装備させ、160㎜の離れにステッ

プを作動させて75㎜の離隔を確保する。

    図 鉄道建築限界・車両限界とＬＲＴ車両及びホーム（貨物列車とＬＲＴ共用）

ＬＲＴ諸元

                                   ＬＲＴ諸元
採用 軌道法等

    最高速度    路面区間     40 km/h
   専用区間     60 km/h(鉄道) 40  km/h以下 (運)

    表定速度    路面区間     15 km/h
   専用区間     20～25  km/h 平均速度 30km/h 以下 (運)

    最小曲線半径                     
                    18  m 11 m (建)

    最急勾配
                    50  ‰   40  ‰ (やむをえない場合 67‰) (建)

   高さ 3407mm
3745mm (パンタグラフ折り畳み) 架線高さ5m以上5.4m以下(建)

車両と工作物の間隔230mm以上(建)
    車両    幅 2500mm 単線軌道敷幅3.0m(道路構造令)

   ⇒車両最大幅は概ね2.5m以下
   車両長

8200-8200 -
   編成長

2連接車 18400 mm 30m 以下(運)

備考 富山LRT車両を想定 (建)軌道建設規程 、 (運)軌道運転規則※

※
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(３) 駅位置

中間駅は、平均駅間距離 600ｍ程度とし７駅設置するものとし、行き違い設備を３箇所（№

２駅、№５駅、№８駅）設置する。№５駅は、貨物輸送用とする。

各駅のホームは幅員２ｍ、長さ 20ｍとする。

(４) 運行計画

列車運行本数は、沿線利用者の利便性確保やサービス水準等を考慮し、一時間当り４本（15

分間隔）とした場合、下記のダイヤが考えられる。

   図    運行ダイヤ〈案〉

小山

№２駅

№８駅

高岳

7時 10 20 30 40 50 8時 10 20 30 40 50 9時

1 2 3
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図  駅位置の設定
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小山駅付近の路線略図
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２.３ 概算建設費の算定

（１）建設費算定にあたっての施設条件

   今回算定するＬＲＴについては、右図の

概要図のとおりであり、車輌は電力で動き、

必要となる架線や配電設備を設置する。

また、停留所にはシェルターを設置する。

  その他施設の考え方は下記のとおりで

あり、想定される理想的なものを算定する

が、建設費は、最近の実績等をもとに建設費

単価を設定し、これに数量を乗じて算定する。

【前提条件】

① 軌道：レールは現在の施設を使用すること

とし、小山駅附近約 700ｍを新設する。

② 停留場：幅員 2ｍ×長さ 20ｍの低床ホー

ム(上屋付)、放送・案内版を全駅に設置

③ 電気：直流 600ｖで電化し、変電所を中央

に 1 箇所設置

④ 信号：連動装置（起終点、行き違い箇所）

に設置、幹線道路との交差箇所に交通信号

機を設置

⑤ 車両：新型低床車両を購入

⑥ 列車運行本数４本/１時間（15 分間隔）とする場合、必要な車両数は３編成＋予備１

編成の４編成。

（１往復所要時間 40 分＝16 分（4.8km/速度 18km/h）×２（往復）＋折返時間 8 分

必要列車数 ３列車＝４本/1 時間×１時間当り回転率（１往復所要時間 40/60）

なお、15 分間隔で運行する場合の車両運用イメージは以下のとおりとなり、車両

は３列車が必要となる。）

    図    運行ダイヤ〈案〉
小山

№２駅

№８駅

高岳

7時 10 20 30 40 50 8時 10 20 30 40 50 9時

1 2 3

検討施設概要図・車輌イメージ

（小山市では、単線）

②

①

③④

⑤

②
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(2)概算建設費

概算建設費は、約 20 億円と試算される。

表  概算建設費（試算）

注）上記建設費には、用地費、車両基地費、測量設

計費、工事監督費を含んでいない。

建設費 算出条件

工種 内訳 数量 単位 単価 単位 建設費（百万円）

１．軌道 軌道 一般部 700 m 150 千円／m 105 小山駅附近新設

分岐部 6 箇所 12,000 千円／箇所 72

小計 177

２．停車場 ホーム 9 面 3,000 千円／箇所 27 ２m×20m

上屋 9 面 8,000 千円／箇所 72 ２m×20m

小計 99

３．変電所 変電所機器 機器類 1 箇所 230,000 千円／箇所 230 500KW×２bank

設置工事 1 箇所 15,000 千円／箇所 15 基礎、建築費

小計 245

４．電車線 電車線 4,800 m 65 千円／m 312 トロリー線、ちょう架線、工事費含む

埋設管路 4,800 m 10 千円／m 48 き電線、地下埋設管路工事含む

小計 360

５．信号 信号連動装置 3 箇所 30,000 千円／箇所 90 分岐箇所

交通信号 6 箇所 20,000 千円／箇所 120 交通信号設置

受電設備 1 箇所 4,000 千円／箇所 4 機器、設置費含む

小計 214

６．通信 放送案内情報 9 駅 2,000 千円／駅 18 機器、設置費含む

列車無線 1 式 5,000 千円／式 5

小計 23

７．車両 車両本体 低床18m車両 4 編成 220,000 千円／編成 880

小計 880

合計 1,998
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２.４ 経営形態の検討

経営形態については、①施設を全て公共が整備を行い、運営のみを事業者が行う上下分離方式

と、全てを１者が行う②第三セクターによる上下一体方式、③民間事業者による上下一体方式が

ある。しかし、上下分離方式と民間事業者による上下一体方式は現実的ではないため、第三セク

ターによる上下一体方式を検討する。

     経営形態          ①上下分離方式

                   ②第三セクター（上下一体方式）

                   ③民間事業者（上下一体方式）

第三セクター（上下一体方式）による方法は、旅客及び貨物輸送を行う軌道経営者を設立し、

施設の整備、保有、運行を一体的に行う経営形態とする。

軌道経営者は、公共が 50％以上出資する第三セクターとする。

表 上下一体による事業区分

区分 軌道経営者

（第三セクター）

備考

施設 保有 土地 ㈱高岳製作所

古河電気工業㈱

整備

保有

維持

管理

軌道、停留場 ○

変電所 ○

車両 ○

車両基地 ○

列車運行 ○

軌道運送事業者（第三セクター） 小山市

                参画企業等


