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　本章では国内でおこなわれている LRT の取組に
ついて、その背景や各要素など基本事項について
おさえることを目的とする。
　19 世紀末以来、路面電車が都市内交通の中心と
して活躍していたが、モータリゼーションの進展
とともに一時期縮小する傾向にあった。しかし、
昨今この路面電車の意義を見直し、これに一部改
良を加えることにより、現代のニーズに見合った
都市内交通を実現させる動きがある。これらにつ
いても考察対象とする。
　
LRT の定義

　LRT とは、一部は道路上を、その他は専用軌道で、
1 両または数両編成の列車が電気運転によって走行
する、主として中規模の人員輸送を想定した都市
交通システムのことを基本的に指す（図 1-1）。

LRT 導入の背景

　1970 年代米国において、ボストンの路面電車の
新型車両開発へ補助金を支出するにあたり、新し
い路面電車の概念として、システム全体を LRT と
名付けた。その後同じ北米のカナダ西部エドモン
トンで 1978 年 4 月に LRT が世界で初めて新規開
業し、その後北米やヨーロッパにおいて徐々に普

及した。LRT は、低床式車両 (LRV) の活用や軌道・
電停の改良による乗降の容易性、定時性、速達性、
快適性などの面で優れた特徴を有する。
　1960 年代からヨーロッパでは既存路面電車の改
良が進められ、1980 年代には低床車両が導入され
た。既存の路面電車路線でも低床車両の導入や停
留所のホームを嵩上げするなどしてバリアフリー
対応をおこない、輸送力の増強を図っている。こ
れらの取組を実現させることで、LRT とほぼ同等の
サービスを保っている。
　国内の路面電車は 1955 年頃に総距離や路線数の
ピークを迎え、その後は先述のとおり 1965 年以降
1980 年代までにその規模は縮小の一途を辿った。
しかし、1997 年に建設省（当時）が、道路渋滞緩
和を目的とした路面電車交通改善施設への助成事
業をおこなったのを契機に、既存路面電車維持に
関する政策を打ち出し、低床車や運行管理システ
ムへの助成制度も拡充した。そして、2005 年度に
国は新たに LRT 総合事業制度を創設した。当該制
度において、LRT は「都市の装置」と位置づけられ、
公設民営方式で地方公共団体が整備する LRT 基盤
等の助成や、公共交通機関利用を促進する施設整
備への助成が拡充された。
　こうした道路行政政策の転換を受け、1990 年代
の熊本市や広島電鉄など既存の路面電車事業者に
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よる 100％低床車両の導入や、後述の富山ライト
レール開業など新規路線敷設といったように、都
市装置としての LRT 基盤整備が国内で積極的にお
こなわれるようになった。

都市計画との連携

　LRT の導入は都市計画と連携して実施される。国
内の代表事例として富山市の取組が挙げられる。
2006 年富山市に開業した富山ライトレールは、国
内ではじめて本格的に LRT を導入した実例である。
在来線であった JR 西日本の富山港線 7.6km を引き
継ぎ、その一部は路線変更して道路上に併用軌道
1.1km を新設し、従前の駅を全面改良したうえで
新たに４駅を増設し、車両はすべて低床式の新車
を導入した。運行頻度は 15 分間隔以内に収め、接
続するバスの路線再編や交通結節点の整備もおこ
なった。沿線のまちづくり事業も同時におこない、
土地区画整理や一般住宅建設、路線と平行する富
岩運河と古い街並みの保存、整備を進め、公共交
通を軸とした拠点集中型のコンパクトなまちづく
りにおける都市装置として LRT を位置づけている。
　開業から4年経過した2009年度の調査によると、
開業前のJR富山港線の乗客に比べると、ライトレー
ルの利用客総数は 2 倍以上に増え、とりわけ高齢
者の利用が増え、地元ビジネスへのプラスの影響

図 1 - 1  国内 L R T 運行の様子（富山市）

図 1 - 2  鹿児島市電の芝生軌道（＊１）

が指摘されている。沿線での住宅新規着工件数も
増え、公共交通を軸としたまちづくりへの緩やか
な転換が進んでいる。その後も、富山市では都心
地区全体の魅力を高める政策の一環として、2009
年に都心部を運行する市内路面電車を環状化し、
魅力ある都市景観の形成を継続している。

LRT の各要素

　LRT でおこなわれている取組のなかでも、とりわ
け重要と考えられる各要素を以下に列挙する。

（１）駅前広場への乗り入れ
　交通結節点整理のために駅前広場を整備する際、
従来は鉄道駅から離れていた路面電車停留所を目
の前の駅前広場まで引き込み、既存のバス、タク
シー、鉄道との乗換をスムーズにする試みがおこ
なわれている。広島電鉄の横川駅では、路面電車
電停と JR 横川駅との間の乗り継ぎに横断歩道など
を渡って 3 分以上を要し、道路中央に電停がある
ため渋滞や事故の原因にもなっていた。そこで、
駅前広場整備時に電停を JR 駅構内に移設し、雨に
濡れずスムーズに相互乗換できるようになった。

（２）芝生軌道と制振軌道
　LRT 車両の走行に伴う騒音や振動は、住宅密集地
等では問題になりやすい。芝生軌道は軌道敷のレー
ルの両側に芝を張った構造で、道路上に一定の幅
の緑地帯が成立することから緑化や都市景観の向
上にも寄与する。代わりに定期的な散水や芝刈な

どのメンテナンスが必要になるが、防音や防振へ
の効果が確認されており、鹿児島市交通局では散
水電車と連結する芝刈装置が開発され、経費の抑
制と作業の効率化が図られている（図 1-2）。
　騒音・振動面の課題を解決するための方策とし
ては、まくら木と締結金物を一切使用せず、樹脂
でレールを固定させることで振動を減少させる樹
脂固定軌道の導入が挙げられる。こうした制振軌
道は、2001 年度熊本市で試験的に施行され、その
後広島、福井、京都、富山各市でも導入されている。

（３）路線環状化
　電車路線を環状（ループ状）にすることで、起
終点での折り返しがなくなるため起終点での停車
時間を減少し、運行効率を上昇させる取組がある。
ヨーロッパやアメリカの都心部で多く見られ、国
内でも富山地方鉄道富山市内軌道線で既存の路線
に、かつて廃止された一部路線を復活させて環状
化した。直近では札幌市電でも一部路線を延長す
ることで、環状化が実現している（図 1-3）。
 
（４）リザベーション方式（中央走行・片側集約）
　複数車線のうち一部車線について、一般車両を
原則駐停車および走行禁止にするなどして、軌道
の一部を路面電車専用車線にする試みの一環であ
る。専用車線を中央に寄せる場合と、車線の歩道
側に寄せる場合に分かれる。中央走行の場合、利
用者は主に信号を使用して車線中央に移動するが、
片側集約の場合、利用者は直接歩道から電車への

乗降ができるメリットがある（図 1-4）。もっとも、
道路から車両を完全に排除するわけではないため、
片側集約の場合、交差点における左折車両などの
交通整理が課題になり、路面電車専用進行信号が
設けられる等の工夫が為されていて、今後も検討
を要する側面があることも踏まえておきたい。

（５）信用乗車方式
　乗客が停留所または車内で乗車券を購入し、乗
務員の運賃収受業務を省略する手法である。乗客
はすべての扉から同時に乗降できるため、乗降時
間が短縮され、停留所での停車時間が短縮できる。
車内検札をおこない違反者に反則金を課すことで
無賃乗車の牽制を図る例もあるが、昨今では使用
環境が拡大しているＩＣカードを用いて乗務員の
運賃収受業務を省略する試みが多い。
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図 1 - 3  札幌市電の路線図、オレンジ破線
部分が延伸し環状化した（＊２）

図 1 - 4  片側集約車線の具体的事例（札幌
市電）（＊３）
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