
南北骨格軸南北骨格軸南北骨格軸南北骨格軸にふさわしいにふさわしいにふさわしいにふさわしい

システムシステムシステムシステム

１０１０１０１０



検討対象検討対象検討対象検討対象としたとしたとしたとしたシステムシステムシステムシステム一例一例一例一例

普通鉄道普通鉄道普通鉄道普通鉄道 小型鉄道小型鉄道小型鉄道小型鉄道 モノレールモノレールモノレールモノレール

新交通新交通新交通新交通システムシステムシステムシステム ＬＲＴＬＲＴＬＲＴＬＲＴ ＢＲＴＢＲＴＢＲＴＢＲＴ

１１１１１１１１



南北骨格軸南北骨格軸南北骨格軸南北骨格軸にににに求求求求められるめられるめられるめられる

交通交通交通交通システムシステムシステムシステム

南北骨格軸南北骨格軸南北骨格軸南北骨格軸でででで

求求求求められるめられるめられるめられる交交交交

通通通通システムシステムシステムシステムのののの

領域領域領域領域

【【【【求求求求められるめられるめられるめられる機能機能機能機能】】】】

*小型鉄道程度小型鉄道程度小型鉄道程度小型鉄道程度のののの中量中量中量中量のののの輸送力輸送力輸送力輸送力

*那覇那覇那覇那覇－－－－名護名護名護名護間間間間をををを約約約約１１１１時間時間時間時間でででで結結結結ぶぶぶぶ

高速高速高速高速（（（（最高速度最高速度最高速度最高速度１００１００１００１００km/h以上以上以上以上））））

ののののシステムシステムシステムシステム

現在現在現在現在のののの国内国内国内国内のののの営業路線営業路線営業路線営業路線ではではではでは対応対応対応対応

していないしていないしていないしていない、、、、新新新新たなたなたなたな領域領域領域領域のののの交通交通交通交通シシシシ

ステムステムステムステムのののの導入導入導入導入がががが必要必要必要必要 １２１２１２１２



高速走行可能高速走行可能高速走行可能高速走行可能なななな小型鉄道小型鉄道小型鉄道小型鉄道

小径車輪＋リニア（アメリカ・ＪＦＫ空港）

最高速度１００ｋｍ/ｈ

小径車輪＋リニア（中国・北京空港）

最高速度１１０ｋｍ/ｈ

∗ 小型鉄道小型鉄道小型鉄道小型鉄道のののの最高速度最高速度最高速度最高速度はははは、、、、国内国内国内国内のののの営業路線営業路線営業路線営業路線ではではではでは70707070～～～～80km/h80km/h80km/h80km/h

∗ 海外海外海外海外ではではではでは100km100km100km100km////hhhhをををを越越越越えるえるえるえる速度速度速度速度でででで運行運行運行運行しておりしておりしておりしており、、、、技術的技術的技術的技術的にはにはにはには

高速走行高速走行高速走行高速走行がががが可能可能可能可能ななななシステムシステムシステムシステム

１３１３１３１３



コストコストコストコスト縮減縮減縮減縮減にににに有効有効有効有効なななな小型鉄道小型鉄道小型鉄道小型鉄道

低床化

（小型車輪）

低床化

（小型車輪＋

リニアモーター）

トラムトレイン

（ＬＲＴ車両の

専用軌道走行）

小型鉄道小型鉄道小型鉄道小型鉄道のののの種類種類種類種類

【【【【小型鉄道小型鉄道小型鉄道小型鉄道によるによるによるによるコストコストコストコスト縮減縮減縮減縮減効果効果効果効果】】】】

１ 高架、地下、トンネル区間における

構造物構造物構造物構造物のののの小型化小型化小型化小型化

２ 急曲線での運行能力向上、登坂能力の向上による

ルートルートルートルート選定選定選定選定のののの自由度自由度自由度自由度のののの向上向上向上向上、 必要用地必要用地必要用地必要用地のののの削減削減削減削減

３ ドライバーレスドライバーレスドライバーレスドライバーレス運転運転運転運転によるによるによるによる運営運営運営運営コストコストコストコストのののの低減低減低減低減

小型鉄道小型鉄道小型鉄道小型鉄道はははは、、、、人人人人のののの乗車空間乗車空間乗車空間乗車空間をををを確保確保確保確保したしたしたした上上上上でででで、、、、

車両車両車両車両のののの小型化小型化小型化小型化をををを図図図図るためるためるためるため、、、、床面下床面下床面下床面下をををを

コンパクトコンパクトコンパクトコンパクトにしたにしたにしたにした鉄道鉄道鉄道鉄道

１４１４１４１４



南北骨格軸南北骨格軸南北骨格軸南北骨格軸ににににふさわしいふさわしいふさわしいふさわしい

交通交通交通交通システムシステムシステムシステム

南北骨格軸南北骨格軸南北骨格軸南北骨格軸にはにはにはには、、、、以下以下以下以下のののの観点観点観点観点からからからから「「「「高速性能高速性能高速性能高速性能をををを有有有有するするするする次世次世次世次世

代型代型代型代型のののの小型鉄道小型鉄道小型鉄道小型鉄道」」」」がふさわしいがふさわしいがふさわしいがふさわしい

* 想定想定想定想定されるされるされるされる需要需要需要需要よりよりよりより、、、、中量中量中量中量のののの輸送力輸送力輸送力輸送力をををを持持持持つつつつシステムシステムシステムシステム

* 最高速度最高速度最高速度最高速度１００１００１００１００km/h以上以上以上以上のののの高速運行高速運行高速運行高速運行

* 急曲線急曲線急曲線急曲線・・・・急勾配急勾配急勾配急勾配にににに対応可能対応可能対応可能対応可能

* ドライバーレスドライバーレスドライバーレスドライバーレス運転運転運転運転のののの実現実現実現実現などなどなどなどランニングコストランニングコストランニングコストランニングコストのののの縮減縮減縮減縮減もももも可能可能可能可能

１５１５１５１５



需要需要需要需要

１６１６１６１６



１１１１ 現段階現段階現段階現段階でででで想定想定想定想定しうるしうるしうるしうる条件条件条件条件をもとにをもとにをもとにをもとに、、、、１３１３１３１３拠点拠点拠点拠点をををを経由経由経由経由するするするする経路経路経路経路をををを設定設定設定設定

需要需要需要需要のののの想定想定想定想定（（（（１１１１））））

１７１７１７１７



２２２２ 経路上経路上経路上経路上をををを移動移動移動移動しているしているしているしている現況現況現況現況のののの交通流動交通流動交通流動交通流動からからからから、、、、鉄軌道鉄軌道鉄軌道鉄軌道へのへのへのへの転換転換転換転換

可能性可能性可能性可能性のののの高高高高いいいい交通交通交通交通をををを抽出抽出抽出抽出しししし、、、、県民県民県民県民によるによるによるによる一般交通一般交通一般交通一般交通とととと、、、、観光客観光客観光客観光客にににに

よるよるよるよる観光交通観光交通観光交通観光交通にににに分分分分けてけてけてけて需要需要需要需要をををを想定想定想定想定

３３３３ 需要需要需要需要はははは、、、、パーソントリップパーソントリップパーソントリップパーソントリップ調査調査調査調査にににに基基基基づきづきづきづき現在鉄軌道沿線現在鉄軌道沿線現在鉄軌道沿線現在鉄軌道沿線のののの公共公共公共公共

交通交通交通交通をををを利用利用利用利用しているしているしているしている現況現況現況現況交通量交通量交通量交通量をををを基本需要基本需要基本需要基本需要としとしとしとし、、、、これにこれにこれにこれに北部北部北部北部のののの

公共交通分担率向上公共交通分担率向上公共交通分担率向上公共交通分担率向上、、、、普天間飛行場跡地開発普天間飛行場跡地開発普天間飛行場跡地開発普天間飛行場跡地開発、、、、交流活性化交流活性化交流活性化交流活性化、、、、

レンタカーレンタカーレンタカーレンタカーからのからのからのからの転換等転換等転換等転換等をををを考慮考慮考慮考慮してしてしてして試算試算試算試算

需要需要需要需要のののの想定想定想定想定（（（（２２２２））））

１８１８１８１８



一般交通一般交通一般交通一般交通

需要試算結果需要試算結果需要試算結果需要試算結果

基本需要基本需要基本需要基本需要：：：：３３３３．．．．００００万万万万トリップトリップトリップトリップ／／／／日日日日

考慮考慮考慮考慮したしたしたした新新新新たなたなたなたな需要要因需要要因需要要因需要要因

要因要因要因要因２２２２：：：：普天間飛行場跡地開発普天間飛行場跡地開発普天間飛行場跡地開発普天間飛行場跡地開発

＋＋＋＋００００．．．．２２２２万万万万トリップトリップトリップトリップ／／／／日日日日

要因要因要因要因３３３３：：：：都市間交流都市間交流都市間交流都市間交流のののの活性化活性化活性化活性化

＋＋＋＋００００．．．．３３３３万万万万トリップトリップトリップトリップ／／／／日日日日

要因要因要因要因１１１１：：：：北部北部北部北部のののの公共分担率公共分担率公共分担率公共分担率のののの向上向上向上向上

＋＋＋＋００００．．．．１１１１万万万万トリップトリップトリップトリップ／／／／日日日日

観光交通観光交通観光交通観光交通

基本需要基本需要基本需要基本需要：：：：００００．．．．２２２２万万万万トリップトリップトリップトリップ／／／／日日日日

考慮考慮考慮考慮したしたしたした新新新新たなたなたなたな需要要因需要要因需要要因需要要因

レンタカーレンタカーレンタカーレンタカーからのからのからのからの転換転換転換転換

＋＋＋＋００００．．．．５５５５万万万万トリップトリップトリップトリップ／／／／日日日日

鉄軌道需要：約約約約３３３３万万万万２２２２千人千人千人千人～～～～４４４４万万万万３３３３千人千人千人千人/日日日日 １９１９１９１９



整備整備整備整備コストコストコストコスト

２０２０２０２０



整備整備整備整備コストコストコストコストのののの試算試算試算試算

整備整備整備整備コストコストコストコスト：：：：約約約約５５５５,６００６００６００６００億円億円億円億円

路線延長路線延長路線延長路線延長：：：：約約約約６９６９６９６９km

１１１１．．．．機能面及機能面及機能面及機能面及びびびびコストコストコストコスト縮減縮減縮減縮減のののの面面面面でででで有利有利有利有利とととと考考考考えらえらえらえら

れるれるれるれる小型小型小型小型リニアリニアリニアリニア鉄道鉄道鉄道鉄道をををを想定想定想定想定しししし、、、、設定設定設定設定したしたしたした経路経路経路経路

をををを基基基基ににににルートルートルートルートをををを検討検討検討検討

２２２２．．．．導入空間導入空間導入空間導入空間はははは土地土地土地土地のののの確保確保確保確保のののの容易容易容易容易さをさをさをさを考慮考慮考慮考慮しししし

１１１１））））郊外部郊外部郊外部郊外部はははは、、、、専用用地専用用地専用用地専用用地をををを確保確保確保確保（（（（高架構造高架構造高架構造高架構造））））

２２２２））））市街地部市街地部市街地部市街地部はははは、、、、道路下道路下道路下道路下にににに導入導入導入導入（（（（地下構造地下構造地下構造地下構造））））

をををを原則原則原則原則としてとしてとしてとして検討検討検討検討

２１２１２１２１



採算性

２２２２２２２２



１１１１ 事業事業事業事業のののの採算性採算性採算性採算性はははは、、、、前提前提前提前提とするとするとするとする事業制度事業制度事業制度事業制度によりによりによりにより大大大大きくきくきくきく異異異異なるなるなるなる結果結果結果結果となるとなるとなるとなる

２２２２ 検討検討検討検討にあたってはにあたってはにあたってはにあたっては、、、、インフラインフラインフラインフラ部分部分部分部分はははは公共公共公共公共がががが整備整備整備整備しししし、、、、運行事業者運行事業者運行事業者運行事業者はははは運行運行運行運行

のみをのみをのみをのみを行行行行うといううといううといううという公設民営型上下分離方式公設民営型上下分離方式公設民営型上下分離方式公設民営型上下分離方式のののの特例制度特例制度特例制度特例制度のののの適用適用適用適用をををを想定想定想定想定

採算性採算性採算性採算性のののの検討検討検討検討（（（（１１１１））））

整備・保有主体（公共） 【三種】

運行事業者（民間） 【ニ種】

（指定管理者orコンセッション）

管理委託料 使用料

（無償or減免）

（インセンティブ）

（車両整備補助）

上

下

運行事業者が車両を

保有する場合

運行事業者が

運行のみを行う場合

２３２３２３２３



３３３３ 車両車両車両車両をををを含含含含めためためためた施設施設施設施設のののの整備整備整備整備・・・・保有保有保有保有はははは公共公共公共公共、、、、運行事業者運行事業者運行事業者運行事業者はははは運行運行運行運行のみをのみをのみをのみを

行行行行うことをうことをうことをうことを想定想定想定想定したしたしたした場合場合場合場合、、、、４４４４万人程度万人程度万人程度万人程度のののの需要需要需要需要があればがあればがあればがあれば運行会社運行会社運行会社運行会社のののの

単年度黒字化単年度黒字化単年度黒字化単年度黒字化がががが可能可能可能可能とのとのとのとの試算結果試算結果試算結果試算結果

４４４４ 運行会社運行会社運行会社運行会社のののの経営戦略上経営戦略上経営戦略上経営戦略上のののの重要重要重要重要なななな施設施設施設施設であるであるであるである車両車両車両車両をををを自自自自らららら購入購入購入購入するするするする

場合場合場合場合をををを考慮考慮考慮考慮してもしてもしてもしても、、、、数年後数年後数年後数年後のののの黒字化黒字化黒字化黒字化がががが可能可能可能可能とのとのとのとの試算結果試算結果試算結果試算結果

採算性採算性採算性採算性のののの検討検討検討検討（（（（２２２２））））

表表表表 運行主体運行主体運行主体運行主体のののの収支試算結果収支試算結果収支試算結果収支試算結果

+976-869収支(百万円/年)

3,4943,494運行経費（百万円/年）

4,4712,625運輸収入（百万円/年）

4.33.2需要(万人/日)

ケース2(上位)ケース1(下位)

２４２４２４２４



調査結果調査結果調査結果調査結果

２５２５２５２５



調査結果概要調査結果概要調査結果概要調査結果概要

－－－－内閣府調査内閣府調査内閣府調査内閣府調査とのとのとのとの違違違違いいいい－－－－

沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県ＨＨＨＨ２４２４２４２４調査調査調査調査 内閣府内閣府内閣府内閣府ＨＨＨＨ２３２３２３２３調査調査調査調査

対象ルート 那覇空港－那覇－沖縄－名護 糸満－那覇－沖縄－名護

需要 約約約約３３３３万万万万２２２２千人千人千人千人～～～～４４４４万万万万３３３３千人千人千人千人 約約約約９９９９万万万万６６６６千人千人千人千人

想定システム 次世代型の高速小型鉄道 普通鉄道

整備コスト

約約約約５５５５,,,,６００６００６００６００億円億円億円億円

〔整備延長：約69ｋｍ〕

（８２億円/ｋｍ）

約約約約８８８８,,,,５００５００５００５００億円億円億円億円

〔整備延長：約７７ｋｍ〕

（１０９億円/ｋｍ）

整備制度

特例的特例的特例的特例的なななな制度制度制度制度のののの適用適用適用適用ををををイメージイメージイメージイメージ

（公設型の上下分離方式）

既存制度既存制度既存制度既存制度のののの適用適用適用適用ををををイメージイメージイメージイメージ

（第三セクターによる上下一体方式）

採算性

・運賃収入運賃収入運賃収入運賃収入とととと運行経費運行経費運行経費運行経費のみでのみでのみでのみで単年度黒字単年度黒字単年度黒字単年度黒字

・車両の購入・保有を考慮しても４万人

程度の需要があれば数年後には黒字

化可能

・毎年毎年毎年毎年のののの赤字額赤字額赤字額赤字額はははは１５０１５０１５０１５０億円億円億円億円

・開業４０年後には累積赤字が６,０００

億円以上

２６２６２６２６



整備効果整備効果整備効果整備効果（（（（１１１１））））

具体具体具体具体ののののイメージイメージイメージイメージ例例例例項目項目項目項目

* 所要時間所要時間所要時間所要時間

・・・・那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港－－－－名護名護名護名護 約約約約５８５８５８５８分分分分

・・・・那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港－－－－沖縄沖縄沖縄沖縄 約約約約２４２４２４２４分分分分

・・・・時間時間時間時間にににに正確正確正確正確なななな移動移動移動移動がががが可能可能可能可能

・・・・自動車自動車自動車自動車、、、、バスバスバスバスのののの旅行速度旅行速度旅行速度旅行速度のののの改善改善改善改善

交通交通交通交通のののの利便性向上利便性向上利便性向上利便性向上

 

那

覇

空

港 

県

庁

前 

沖

縄 

名

護 

58 分 

５３分 5 分 

34 分 19 分 

24 分 

２７２７２７２７



整備効果整備効果整備効果整備効果（（（（２２２２））））

具体具体具体具体ののののイメージイメージイメージイメージ例例例例項目項目項目項目

・・・・中南部都市圏中南部都市圏中南部都市圏中南部都市圏のののの高次都市機能高次都市機能高次都市機能高次都市機能のののの享受享受享受享受

・・・・北部定住圏北部定住圏北部定住圏北部定住圏のののの確立確立確立確立 ・・・・・・・・・・・・ 等等等等

沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興

・・・・階層的階層的階層的階層的なななな交通交通交通交通ネットワークネットワークネットワークネットワークのののの実現実現実現実現

・・・・駅駅駅駅をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした都市機能集積都市機能集積都市機能集積都市機能集積

・・・・交通結節点整備交通結節点整備交通結節点整備交通結節点整備によるによるによるによる新新新新たなたなたなたな拠点形成拠点形成拠点形成拠点形成 ・・・・・・・・・・・・ 等等等等

まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり

・・・・過度過度過度過度ななななレンタカーレンタカーレンタカーレンタカー依存依存依存依存からのからのからのからの脱却脱却脱却脱却

・・・・北部観光北部観光北部観光北部観光へのへのへのへのアクセスアクセスアクセスアクセス向上向上向上向上

・・・・観光地観光地観光地観光地のののの集客力向上集客力向上集客力向上集客力向上 ・・・・・・・・・・・・ 等等等等

観光観光観光観光のののの活性化活性化活性化活性化

・・・・交通事故交通事故交通事故交通事故のののの危険性危険性危険性危険性のののの減少減少減少減少

・・・・移動移動移動移動のののの選択肢拡大選択肢拡大選択肢拡大選択肢拡大

・・・・高齢者高齢者高齢者高齢者のののの外出機会外出機会外出機会外出機会のののの増加増加増加増加 ・・・・・・・・・・・・ 等等等等

県民県民県民県民のののの生活生活生活生活のののの質質質質のののの向上向上向上向上

２８２８２８２８



持続的持続的持続的持続的なななな運営運営運営運営をををを可能可能可能可能にするにするにするにする

特例的特例的特例的特例的なななな制度制度制度制度

２９２９２９２９



収支採算性収支採算性収支採算性収支採算性をををを考慮考慮考慮考慮するとするとするとすると、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄におけるにおけるにおけるにおける鉄軌道整備鉄軌道整備鉄軌道整備鉄軌道整備にににに

あたってはあたってはあたってはあたっては、、、、下記下記下記下記のののの事業制度事業制度事業制度事業制度のののの導入導入導入導入についてについてについてについて検討検討検討検討していくしていくしていくしていく

必要必要必要必要があるがあるがあるがある

１１１１ 整備方式整備方式整備方式整備方式 ：：：： 沖縄方式上下分離沖縄方式上下分離沖縄方式上下分離沖縄方式上下分離のののの採用採用採用採用

２２２２ 新新新新たなたなたなたな資金調達資金調達資金調達資金調達フレームフレームフレームフレームのののの創設創設創設創設

３３３３ 沖縄版運輸連合沖縄版運輸連合沖縄版運輸連合沖縄版運輸連合のののの実現実現実現実現

特例的特例的特例的特例的なななな制度制度制度制度

３０３０３０３０



１１１１ 沖縄方式上下分離沖縄方式上下分離沖縄方式上下分離沖縄方式上下分離のののの採用採用採用採用

∗公設民営型上下分離方式公設民営型上下分離方式公設民営型上下分離方式公設民営型上下分離方式

事業採算性事業採算性事業採算性事業採算性をををを勘案勘案勘案勘案したしたしたした場合場合場合場合、、、、インフラインフラインフラインフラ部分部分部分部分のののの公公公公によるによるによるによる整備整備整備整備

はははは不可欠不可欠不可欠不可欠

* 運営運営運営運営にににに対対対対するするするする一定一定一定一定のののの行政投資行政投資行政投資行政投資

（（（（需要需要需要需要リスクリスクリスクリスクをををを考慮考慮考慮考慮したしたしたした運行事業者運行事業者運行事業者運行事業者とのとのとのとの契約契約契約契約））））

【【【【沖縄方式上下分離沖縄方式上下分離沖縄方式上下分離沖縄方式上下分離】】】】

 

施設建設・保有・管理 

(車両保有も想定) 

運行のみ 

（または車両まで保有） 

整備・保有主体 

運行会社 

貸付 施設使用料 

３１３１３１３１



２２２２ 新新新新たなたなたなたな資金調達資金調達資金調達資金調達フレームフレームフレームフレームのののの創設創設創設創設

∗ インフラインフラインフラインフラ整備整備整備整備

全額全額全額全額公共負担公共負担公共負担公共負担がががが可能可能可能可能なななな新新新新たなたなたなたな補助制度補助制度補助制度補助制度のののの創設創設創設創設

∗持続的運営費補助持続的運営費補助持続的運営費補助持続的運営費補助

国鉄民営化国鉄民営化国鉄民営化国鉄民営化のののの際際際際にににに創設創設創設創設されたされたされたされた経営安定化基金経営安定化基金経営安定化基金経営安定化基金

（（（（総額総額総額総額１１１１兆円規模兆円規模兆円規模兆円規模））））にににに準準準準じたじたじたじた運営費補助運営費補助運営費補助運営費補助のののの仕組仕組仕組仕組のののの創設創設創設創設

３３３３ 沖縄版運輸連合沖縄版運輸連合沖縄版運輸連合沖縄版運輸連合のののの実現実現実現実現

∗モノレールモノレールモノレールモノレール・・・・バスバスバスバス事業者事業者事業者事業者とのとのとのとの協調協調協調協調、、、、連携施策連携施策連携施策連携施策のののの実施等実施等実施等実施等

∗我我我我がががが国国国国におけるにおけるにおけるにおける先導的取先導的取先導的取先導的取りりりり組組組組みとなるみとなるみとなるみとなる

【【【【資金調達資金調達資金調達資金調達・・・・沖縄版運輸連合沖縄版運輸連合沖縄版運輸連合沖縄版運輸連合】】】】

３２３２３２３２


