
第9回全国路面電車サミット2008福井大会プレ・イベント

LRTが街を変える・広島電鉄の挑戦

2008年5月25日

広島電鉄株式会社
常務取締役電車カンパニープレジデント 中尾正俊



電車カンパニーの概要
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社 名 広島電鉄株式会社

開 業 1912年（大正元年）11月23日 （今年で96年目）

鉄軌道事業

営業キロ （鉄道）16.1km 広電西広島～広電宮島口

（軌道）19.0km 市内8系統

（合計）35.1km

車両数 （連接車両）66編成 （うち超低床車両22編成）

（軌道車両）単車68両

自動車事業

営業キロ 2269.7km

自動車数 （乗合）478両 （貸切）8両 （合計）486両
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鉄道区間 広電宮島線
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[営業キロ] 広電西広島～広電宮島口：16.1ｋｍ

ＪＲ山陽本線（左），国道2号線（右）との並行路線

（井口～鈴峯女子大前）

海岸沿いを走るグリーンムーバー 後方の島は日本三景・宮島
（地御前～阿品東）



軌道区間 市内線
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[営業キロ] 8系統：19.0ｋｍ
・1号系統 広島駅～広島港間 ・6号系統 広島駅～広島港
・2号系統 広島駅～広電西広島 ・7号系統 横川駅～広電本社
・3号系統 広島港～広電西広島 ・8号系統 横川駅～江波
・5号系統 広島駅～広島港（比治山下経由）・9号系統 八丁堀～白島

市内中心部（原爆ドーム前）



広島電鉄部門別旅客輸送人員の推移
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中国新聞記事

1971年(昭和46年)11月12日 路面電車に優先権
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1971年(昭和46年)11月26日 路面電車ノロノロ返上

中国新聞記事



中国新聞記事

81971年(昭和46年)12月13日 道路は一体だれのもの



軌道敷内諸車乗り入れ禁止および区画線の設置
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1971年(昭和 46年)12月1日

県公安委員会により電車軌道敷内諸車乗り入れ禁止令発動

八丁堀電停付近（本線）



交差点内軌道敷内停車禁止ゾーンの設置
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1983年(昭和 58年)6月

広島県警察により交差点内軌道敷内停車禁止ゾーンの設置

白神社前交差点（宇品線）



電車優先信号システム
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1974年(昭和 49年) 電車優先信号の設置



電車ロケーションシステム
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1980年(昭和 55年)3月 運輸省科学技術研究補助金を受けて開発し、軌道線

（広島駅～己斐間）で試験設置

1985年(昭和60年)3月 全線設置

電車接近表示器

路面電車運行状況表示画面

ダンゴ表示器



電車ロケーションシステムの高度化
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2007年度(平成19年度)～2008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

電車混雑度の情報案内 八丁堀電停※1 電車到着案内 紙屋町東電停

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



鉄道・軌道直通運転（シームレスネットワーク）
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1962年(昭和 37年)1月10日

恒常ダイヤで市内へ直通運転開始（廿日市～広島駅）

鉄道-軌道分界
点

鉄道区間の宮島線を走るグリーンムーバー

軌道区間の広島駅付近を走る
グリーンムーバー



鉄道線内を走っていた鉄道専用の高床車両
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出典：「みったぁの写真館」ホームページ 八幡川橋梁

出典：「懐かしの鉄道写真ｱﾙﾊﾞﾑ」ホームページ 西広島駅



高床車両・低床車両混在していたときの宮島線のホーム形状
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高床ホーム

低床ホーム



高床車両・低床車両混在していたときの案内方法
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ホームの種類
高床、低床

電車の行先

電車の接近



電停の整備
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道路構造令の一部改正による電停施工条件（抜粋） 2001年7月1日施行

１．幅員は1.5ｍ以上とする。 ２．乗降場にはベンチ及びその上屋を設ける。

３．ホームと車両の隙間はできる限り小さくする。 ４．斜路の縦断こう配は5.0％以下とする。

幅員W=2.0m

宇品線・鷹野橋電停
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広島電鉄車両一覧
（各都市の車両があることから「動く交通博物館」と呼ばれている。）



超低床車両の導入
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1999年(平成11年)6月9日

超低床車両グリーンムーバーをドイツシーメンス社より導入

車号 営業開始日 補助金の有無

5001 平成11年 6月 9日 鉄軌道近代化補助

5002 平成11年12月 7日 鉄軌道近代化補助

5003 平成11年12月18日 鉄軌道近代化補助

5004 平成11年12月24日 鉄軌道近代化補助

5005 平成13年 3月10日 鉄軌道近代化補助

5006 平成13年 3月14日 鉄軌道近代化補助

5011 平成14年11月23日 公共交通移動円滑化補助

5007 平成13年 3月31日 全額自社負担

5008 平成13年 9月28日 公共交通移動円滑化補助

5009 平成14年 3月 9日 公共交通移動円滑化補助

5010 平成14年 9月20日 公共交通移動円滑化補助

5012 平成14年11月29日 公共交通移動円滑化補助
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超低床車両と在来車の比較
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狭軌用超低床車両LRV台車の研究開発

2001年度（平成13年度）から3カ年間、運輸省（現国土交通省）の呼びかけにより、車両
メーカー8社※が「超低床車両LRV台車技術研究組合」を組織し、開発費に対して鉄道技
術開発補助金を受けて3タイプの台車を開発した。

車両メーカー8社※：アルナ車両、川崎重工業、近畿車輛、東芝、東洋電機製造、ナブコ、日本車輛製造、三菱重
工業

制御方式の開発

台車の詳細設計

台車の試作

台車の検証

駆動方式の開発

台車の概念設計

7,650万円7,650万円5,100万円補助金額

平成15年度平成14年度平成13年度
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開発された狭軌用超低床LRV台車

ﾀｲﾌﾟB台車

４軸独立車輪方式

ドイツシーメンス社製と同様の
駆動装置を応用したもので、実
用性が高い。

国産初完全超低床車両グリー
ンムーバーマックスの台車構造
に採用

ﾀｲﾌﾟC台車

４軸独立車輪方式

車輪とモーターが一体であるた
め、バネ下重量が重く、線路に
対する影響が大きい。

ﾀｲﾌﾟA台車

２軸独立車輪ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ方式

車輪ｽﾃｱﾘﾝｸﾞができるため急
曲線通過が容易であるが、構
造が複雑である。



国産初完全超低床車両の開発
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2005年(平成17年)3月30日

U3プロジェクトにより国産初完全超低床車両を開発

開発コンセプト

1.ULTIMATE（ｱﾙﾃｨﾒｰﾄ）：究極の

2.URBAN(ｱｰﾊﾞﾝ）：都会的

3.USERFRIENDLY(ﾕｰｻﾞｰﾌﾚﾝﾀﾞﾘｰ)：お客様にや
さしい

この3点を重視し、この3つの頭文字をから「Ｕ３
プロジェクト」と名づけ開発を進めた。

Ｕ3プロジェクト

近畿車両（車両開発）

三菱重工（台車開発）

東洋電機製造（モーター開発）

広島電鉄の4社共同開発

車号 営業開始日 補助金の有無

5101 平成17年 3月30日 公共交通移動円滑化補助

5102 平成18年 2月13日 LRTｼｽﾃﾑ整備費補助

5103 平成18年 2月23日 LRTｼｽﾃﾑ整備費補助

5104 平成18年 3月 7日 LRTｼｽﾃﾑ整備費補助

5105 平成19年 1月26日 LRTｼｽﾃﾑ整備費補助

5106 平成19年 2月14日 LRTｼｽﾃﾑ整備費補助

5107 平成19年 3月 1日 LRTｼｽﾃﾑ整備費補助

5108 平成20年 1月17日 LRTｼｽﾃﾑ整備費補助

5109 平成20年 2月13日 LRTｼｽﾃﾑ整備費補助

5110 平成20年 3月 5日 LRTｼｽﾃﾑ整備費補助



外観比較
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左：5100形（グリーンムーバ－マックス、 右：5000形（グリーンムーバー）



グリーンムーバーマックスの大きな特徴
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台車は国産初となる車軸のない独立車輪台車により車内の低床化を実現することがで
きたことで、ホームから段差なく乗降が可能となった。

Ａ車 Ｃ車 Ｅ車 Ｄ車 Ｂ車

ＡＢ車の駆動台車：通路幅を大きくするために、車輪を結ぶ車軸
はありません。モーターや駆動装置は外側に置かれていますが、
メンテナンス性を高めるため、脱着が容易な構造になっている。

Ｅ車の中間台車：モーターの無い台車であるため、
フレームを外側とし、従来にない広い通路を実現す
ることが可能となった。



中間台車比較と効果
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座席定員の増加と通路幅の拡大

5100形（グリーンムーバーマックス）の中間台車（Ｅ車）の台車枠を、車輪の外側に配置したことで、
Ｅ車をロングシート座席化が可能となり座席定員が増加した。更に居住性が向上し、客室通路幅も
従来の5000形の830mmから1,120mmに拡大することで、車内の通行性が向上して車いすやベビー
カーの移動がこれまで以上にスムーズになっている。
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スタンションポールと優先エリアの設置

スタンションポール 優先エリア



車室内比較
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AB車

E車

CD車

グリーンムーバ－マックスグリーンムーバ－項目



運転台比較
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5000形（グリーンムーバー） 5100形（グリーンムーバーマックス）



交通結節点の整備（歩かせない・濡らさない・待たさない）
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広電西広島駅および己斐電停の統合整備

信号待ちの解消
１サイクルで２本発車可能となるこ
とで、輸送力が増加した。

２段階停車の解消
鉄道・軌道のホームを統合することで、
乗継の不便さを解消し、速達性が向
上した。

鉄道側駅
（広電西広島駅）

軌道側電停
（己斐電停）



交通結節点の整備（歩かせない・濡らさない・待たさない）
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西広島電停整備 2001年(平成13年)11月1日供用開始

大屋根でホームを覆うことで地域のランドマークとなる 開放感あふれる構内
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横川駅電停整備 2003年3月27日供用開始

横川駅周辺はJR山陽本線・可部線，路線バス，路面電車が集中する交通結節点であり，広島市の地域の拠点でありながら，
JR横川駅と路面電車の横川駅電停が離れているなど利用者に不便を与えていた．そこで横川駅電停を，広島駅・西広島駅に
次ぐ都心部への第三の玄関口とするべく，国土交通省，広島市，広島県警察本部，ＪＲ西日本等と協力し，電停を駅前広場内へ
移設し，駅前広場内へ路面電車を乗り入れる整備を行った．

旧改札
口

旧歩行動線
約２５０ｍ

新歩行動線
約５０ｍ

横川駅前広場平面図

交通結節点の整備（歩かせない・濡らさない・待たさない）
整備前

整備後



交通結節点の整備（歩かせない・濡らさない・待たさない）
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広島港電停整備 2003年(平成15年)3月29日供用開始

広島港宇品内港地区において新しいウォーターフロントを形成するため，宇品
内港地区の埋め立てや周辺整備を進めており，新広島港宇品旅客ターミナル
が以前の広島港電停より250m離れた位置に建設されるのにあわせて，電停施
設を終端部の新旅客ターミナル前に移設する等広島県の港湾事業に協力し，
海上・陸上の交通結節点としての整備を行った．

旧歩行動線：約90m
新歩行動線：約20m



電停とバス停の一体的な整備
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廿日市市役所前駅整備 2006年(平成18年)6月1日供用開始

この整備事業は，幹線鉄道等活性化事業費補助を活用し，街路事業と鉄道事業が一体となり，
廿日市市役所前駅下りホームとバス停を一体化し，鉄道とバスとの乗り継ぎ利便性の向上および
駅施設のバリアフリー化を図った。
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電停とバス停の一体的な整備

広電阿品駅整備 2007年(平成19年)4月1日

広電阿品駅全景



弾性樹脂軌道（edilon-INFUNDO)
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軌道構造図
ﾚｰﾙ敷設状況

樹脂充填状況

＜ 主な特徴 ＞
1. 振動が低減し乗り心地が向上する。
2. 騒音が低減し周辺環境の改善につながる・
3. ﾚｰﾙと路盤の締結装置が不要であること等、メンテナンス
フリーとなる。

完了状況



弾性樹脂軌道及び芝生軌道の整備事例①
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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 L=101.5m (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

（弾性樹脂工法）1億2,800万円、（芝生）730万円

広島県港湾整備事業として施工

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。

事業費及び補
助金等

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

アスファルト表
面温度

47.6度
14.5

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。



芝生軌道の整備事例②
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海岸通芝生軌道

海岸通り芝生軌道整備 2008年(平成20年）3月整備完了



他都市の芝生軌道の整備事例



富山市・富山ライトレール
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富山駅北電停 車道敷設部分

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

300万円 （富山市路面電車事業補助を活用）事業費



大津市・京阪電気鉄道
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島の関駅構内 京阪石山駅構内

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。

島の関駅 試験施工（芝生）、京阪石山駅 100万円（万年草）事業費



堺市・阪堺電気軌道
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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単線

〔工法〕野芝及びエルトロ芝、たわみ構造

500万円事業費



高知市・土佐電気鉄道
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①大橋通～高知城前間 ②桟橋通一丁目電停前

項目 内 容

施工概況 ①〔場所〕大橋通～高知城前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

①約1億円、②約570万円

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

事業費



サーモグラフィー調査 （土佐電気鉄道）

45

項目 内 容

調査
場所

国道32号線 本町3丁目高知城前

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℃

調査
日時

温度差：13℃

-出典-

緑化軌道の効果と維持管理



長崎市・長崎電気軌道
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浜口町電停付近

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

約540万円

効果 ・都市景観の向上 ・ヒートアイランド現象の抑制

事業費



鹿児島市・鹿児島市交通局

47

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

項目 内 容

施工概況 〔施工延長〕Ｌ＝約2800ｍ

〔芝の種類〕ビクトール 〔事業主体〕鹿児島市

交通結節点改良事業 補助率1/2

効果 景観の向上が図られた。騒音の抑制

事業費



サーモグラフィー調査 （鹿児島市交通局）
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出典：鹿児島市建設局管理部公園緑化課資料
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路線の見直し計画



路面電車に対する支援施策



路面電車支援施策
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LRT総合整備事業

52

平成13年1月、運輸省と建設省が統合され国土交通省となったことから、異なる部署の支援制
度の連携により一体的・総合的にLRTの整備を推進できるようになった。

計画について一体的・総合的に支援

ＬＲＴ総合整備事業

（道路局、都市・地域整備局）

路面電車走行空間改築事業 都市交通システム整備事業

【補助対象者】地方公共団体等【補助対象者】道路管理者

ＬＲＴシステム整備費補助

【補助対象者】鉄軌道事業者

（鉄道局）

（都市・地域整備局）

LRTシステムの構築に不可欠な施設（低床式車両、停留施設、
制振レール、変電所、車庫、ＩＣカードシステム、相互直通化の
ための施設）の整備に対して補助

LRTの走行空間(走行路面、停留場等)の整備
に対して支援

総合的な都市交通の戦略に基づくLRTの施設
(車両を除く)の整備に対して包括的に支援

ＬＲＴプロジェクトＬＲＴプロジェクト
鉄道局、都市・地域整備局、道路局の連携のもと

ＬＲＴの整備に対して総合的に支援
（→省庁統合の成果）

◇人と環境にやさしい都市基盤施設と都市交通体
系の構築

◇利用しやすく高質な公共交通ネットワークの整備

◇生き生きとした魅力ある都市の再生

◇人と環境にやさしい都市基盤施設と都市交通体
系の構築

◇利用しやすく高質な公共交通ネットワークの整備

◇生き生きとした魅力ある都市の再生

合意形成と計画策定

LRTプロジェクト推進協議会の設置
事業者 自治体 有識者・ＮＰＯ

国（運輸局、整備局）、公安委員会

計画について一体的・総合的に支援

作成：国土交通省鉄道局財務課



地域公共交通の活性化及び再生

53作成：国土交通省鉄道局総務課
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総合的な交通連携の施策・事業の展開イメージ

鉄
道

中心市街地

交通結節点整備

：パークアンドライド

公共交通機関相互の
同一ホーム乗換施設
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自転車道整備

ＬＲＴ
BRT

バス ＬＲＴ

コミュニティバス

★

★
★
市役所

基幹病院

大学

Ｔ ：トランジットセンター

バス路線再編
自転車道
整備バス路線再編

ＬＲＴ :  次世代型路面電車
ＢＲＴ： 専用・優先ﾚｰﾝ走行による低床連節ﾊﾞｽｼｽﾃﾑ等

行政界都市圏

環状道路環状道路

：サイクルアンドライド

鉄
道

中心市街地

交通結節点整備

：パークアンドライド

公共交通機関相互の
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LRT・BRT等の公共交通導入

歩行者空間歩行者空間Ｐ＆ＲＰ＆Ｒ

Ｃ＆ＲＣ＆Ｒ

Ｐ＆Ｒ

Ｃ＆Ｒ

駅ＴＴ

ＴＴ

ＴＴ

：トランジットセンター

バス専用レーン

賑わいある歩行者空間

自転車道整備

ＬＲＴ
BRT

バス ＬＲＴ

コミュニティバス

★

★
★
市役所

基幹病院

大学

ＴＴ ：トランジットセンター

バス路線再編
自転車道
整備バス路線再編

ＬＲＴ :  次世代型路面電車
ＢＲＴ： 専用・優先ﾚｰﾝ走行による低床連節ﾊﾞｽｼｽﾃﾑ等

行政界都市圏

環状道路環状道路

：サイクルアンドライド

徒歩、自転車、自動車、公共交通の適正分担が図られ、交通円滑化、利便性向上、モビリティの確保を実現

作成：国土交通省都市・地域整備局街路課



諸外国におけるLRT導入状況



LRTシステムの概念図
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鉄道へ乗り入れ交通結節点

走行空間
（平面・高架・地下）

P&R

郊外でのＰ＆Ｒ

環境への配慮（芝生軌道）中心市街地の
トランジットﾓｰﾙ化

バス路線との結節（B&R)



ＬＲＴ導入都市規模の適性
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ＬＲＴ

地下鉄

3,000人/ｈ 10,000人/ｈ 30,000人/ｈ

● 広島（デルタ地域・６，０００人/時間）

● ストラスブール(６，０００人/時間）

● グルノーブル(５，２００人/時間）

● ナント（４，０００人/時間）

● マンチェスター

(２，０００人/時間）

● シェフィｰルド

(１，５００人/時間）

● ザールブリュッケン(５，８００人/時間）

● ハノーバー(６，０００人/時間）

● カルガリー(３，５００人/時間）

● シュツットガルト(１５，０００人/時間）

時間当たりの輸送量

都
市
規
模

60万人

30万人

90万人大
都
市

地
方
中
枢
都
市

地
方
中
核
都
市
20万人

6,000人/ｈ

バス



旅客輸送機関の二酸化炭素排出原単位
1人を1km運ぶのに排出する二酸化炭素の比較
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旅客輸送機関の二酸化炭素排出原単位（1999）
（１人を１km運ぶのに排出するCo2比較〔ｇ-Co2/人㌔〕）
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Co2排出量（g-Co2/人㌔）

バスと自家用車が1人を1km運ぶ二酸化炭素排出量は、路面電車と比較す
ると、バスは約3.3倍、自家用車は約6倍の排出量となる。

資料：平成13年度国土交通白書より作成（国土交通省）



世界の路面電車・LRTの導入都市
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1978年カナダのエドモントン最初にＬＲＴが開業して以来2005年までに87都市
で ＬＲＴが復活・新設される。またＬＲＴ及び路面電車は362都市で導入されて
いる。



近年開業したLRTシステムの事例

60

ポルトガル・ポルト（2002.12.７）
・ポルトガル第二の都市である。(人口24万人、面積42K㎡）
・地中海を結ぶ重要な港町で、ドウロ川沿いに漁業で発展してきた地域である。
・カレの港『ポトゥ・カレ』がこの国の名前、ポルトガルになったといわれている。
・1996年にユネスコ世界遺産に旧市街が登録された。

（写真１）エッフェルの弟子により1886年
建設された二階建てのユニークな構造
でポルトの中心部と丘の上の街と下の
街を結んでいる橋

（写真2）歴史的建造物の保全の観点か
ら都心部の約10㎞の路線は地下化され
ている



近年開業のLRTシステムの事例

61

アメリカ・ヒューストン（2004.1.1）
ヒューストンのLRT概要

・人口：２００万人

・世界の主要都市の中で住民一人当たりのガソリン消費量が最も多い都市

・その都市において住民投票で全長１００ｋｍに及ぶ７路線のＬＲＴ計画が可決された

・２００４年に１２ｋｍが開通

噴水の中を通るレール



近年開業のLRTシステムの事例
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スペイン・バルセロナ（2004.4.3）
・スペイン第二の都市であり地中海貿易の拠点として発展してきた （人口158万人、面積98K㎡）
・カタルーニャ自治州政府が置かれる州都で１９世紀後半からの工業化により目覚しい経済発展を遂
げ、今日ではスペイン一の商工業地域となっている。
・1888年と1929年の万博、１９９２年のオリンピックを契機にこの都市の豊かな経済力や進んだ都市計
画が世界的に知られるようになった。

系統図、時刻表、地図案内表示器

レイナ・マリア・クリスティナ停留所に停車中のトラム

列車運行表示器



近年開業のLRTシステムの事例
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フランス・パリ、マレショー（2006.12.16）
パリ市では地下鉄の建設が進み、路面電車は1937年には全廃されていた。しかし昨年、約７０年ぶり建設さ
れ１２月１６日に開通した 。

T1

T3



欧州の主な都市のＬＲＴによるまちづくり
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フランス・グルノーブル（１９８７復活）
ＬＲＴモデル都市

83年路面電車導入を公約したキャリニオン市長が当選し，それを受けて路面電車導入計画に対する住民投

票が実施され，市民の37％が投票し，賛成53％：反対47％という僅差で導入計画が承認された。その後もPR
活動を実施し最終的には68％の賛成を得ることができた。



欧州の主な都市のＬＲＴによるまちづくり

65

フランス・ストラスブール（１９９４年復活） 歩行者
ゾーンと路面電車の整備

ＬＲＴ整備前 ＬＲＴ整備後

◆カトリーヌ トロットマン市長による路面電車整備を軸にした交通計画

・主要幹線道路の遮断による都心部でのトラフィッゾーンシステムの導入

・トランジットモール導入による歩行者空間の拡大

・路面電車導入と公共交通の拡大

・都心部の駐車スペース削減と外周道路へのP&R施設の整備

◆住民参加と合意形成

・活発な広報キャンペーンと度重なる市民レベルの
協議会



欧州の主な都市のＬＲＴによるまちづくり

66鉄道線に乗り入れる路面電車

中心市街地のトランジットモール

ドイツ カールスルーエ（1992年9月25日ドイツ鉄道に乗入れ）

鉄道線に乗り入れる路面電車

・ドイツ鉄道と相互乗り入れ（‘９２）により利用者数が６倍になる

複電圧車を開発（交流15,000V、直流750V）、最高速度100km/h

・乗客の４０％は自動車からの転換

・ＬＲＴの総営業距離数は4００ｋｍ以上

・路面電車を鉄道線（ドイツ国鉄）に乗入れ，郊外と都心を直接結び，公共交通機
関のサービス圏域を拡大することで，結果的に自動車に頼ることなく都心に来る
ことができ，自動車交通量を減少させる効果があった。

ｶｰﾙｽﾙｰｴ都市圏の鉄道
ﾈｯﾄﾜｰｸは400km以上



欧州の主な都市のＬＲＴによるまちづくり
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ドイツ ザールブリュッケン（1997年10月から鉄道線へ乗入れ）

鉄道線に乗り入れる路面電車

シームレスネットワーク 鉄道-軌道直通運転

1997年開業 営業キロ19.3km
国境を越えてフランス間で路面電車を鉄道線に乗り入れて運行している。
（LRTとして復活）



欧州の主な都市のＬＲＴによるまちづくり
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ドイツ フライブルク （1872年路面電車のＬＲＴ化）
環境都市の交通計画

ﾌﾗｲﾌﾞﾙｸ中央駅 総合結節点鉄道 （ＬＲＴ、バスが集中する）

パーク＆ライド

バス＆ライド

フライブルクは環境共生型のまちづくりを積極的に進めており，路面電車は環境重視の都市交通政策のシンボル
となっている。



諸外国のトランジットモール導入事例
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世界の都市の最先端は、車のない中心市街地である。

オルレアン（フランス） 2000.11.20開業 路線延長17.9km



諸外国のトランジットモール導入事例
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世界の都市の最先端は、車のない中心市街地である。

モン・ペリエ(フランス) 2000.6.30開業 路線延長L=15.2km 



諸外国のトランジットモール導入事例
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世界の都市の最先端は、車のない中心市街地である。

マルセイユ(フランス) 1976年開業 路線延長L=5.4km 提供：日本交通計画協会



諸外国のトランジットモール導入事例
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世界の都市の最先端は、車のない中心市街地である。

ボルドー(フランス) 2003.12.21開業 路線延長L=21.3km 提供：日本交通計画協会



諸外国のトランジットモール導入事例
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世界の都市の最先端は、車のない中心市街地である。

クレルモンフェラン(フランス) ゴムタイヤトラム 2006年開業 路線延長L=14.0km 提供：日本交通計画協会



諸外国のトランジットモール導入事例
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世界の都市の最先端は、車のない中心市街地である。

カールスルーエ（ドイツ) 1877年開業 路線延長L=94.2 km



諸外国のトランジットモール導入事例
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世界の都市の最先端は、車のない中心市街地である。

フライブルク(ドイツ) 1901年開業 路線延長L=23.0km 提供：日本交通計画協会



諸外国のトランジットモール導入事例
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世界の都市の最先端は、車のない中心市街地である。

ミュンヘン(ドイツ) 1876年開業 路線延長L=78.5km 提供：日本交通計画協会



諸外国のトランジットモール導入事例
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世界の都市の最先端は、車のない中心市街地である。

シェーフィールド(イギリス) 1994.5.23開業 路線延長L＝30.5km 提供：日本交通計画協会



諸外国のトランジットモール導入事例
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世界の都市の最先端は、車のない中心市街地である。

アムステルダム(オランダ) 1875年開業 路線延長L=124.0km 



諸外国のトランジットモール導入事例
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世界の都市の最先端は、車のない中心市街地である。

メルボルン(オーストラリア) 1885年開業 路線延長L=238.0km 



諸外国のトランジットモール導入事例
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世界の都市の最先端は、車のない中心市街地である。

グラーツ(オーストリー) 1878年開業 路線延長L=30.3km 



諸外国のトランジットモール導入事例
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世界の都市の最先端は、車のない中心市街地である。

ポートランド(アメリカ) 1986.9.5開業 路線延長L=24.2km 



諸外国のトランジットモール導入事例
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世界の都市の最先端は、車のない中心市街地である。

バッファロー(アメリカ) 1984.10.9開業 路線延長L=10.0km 



諸外国のトランジットモール導入事例
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世界の都市の最先端は、車のない中心市街地である。

ヒューストン(アメリカ) 2004.1.1開業 路線延長L=12.0km 



欧州の主な都市の芝生軌道
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ドイツ カールスルーエ



欧州の主な都市の芝生軌道
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フランス パリ



欧州の主な都市の芝生軌道

86

フランス ストラスブール



欧州の主な都市の芝生軌道
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フランス ルーアン



欧州の主な都市の芝生軌道
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フランス リオン



最後に

89

公共交通は、人と社会を結びつけ、安全で快適
なクオリティーの高い暮らしを提供してくれる。



最後に
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公共交通は街を緑にし、環境にやさしい街づくりを実
現してくれる。



91

ご清聴ありがとうござ
いました。
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