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１．鉄道技術に関する最近の話題

カーボンニュートラルに向けた取組み
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鉄道分野におけるＣＯ２排出量の現状

※端数処理の関係上、合計の数値が一致しない場合がある。
※電気事業者の発電に伴う排出量、熱供給事業者の熱発生に伴う排出量は、それぞれの消費量に応じて最終需要部門に配分。
※温室効果ガスインベントリオフィス「日本の温室効果ガス排出量データ（1990～2019年度）確報値」より国交省環境政策課作成。
※二輪車は2015年度確報値までは「業務その他部門」に含まれていたが、2016年度確報値から独立項目として運輸部門に算定。

航空 1,049万㌧ [5.1%]

内航海運 1,025万㌧ [5.0%]

鉄道 787万㌧ [3.8%]

我が国の各部門におけるCO2排出量 運輸部門におけるCO2排出量

内訳

自家用乗用車
9,458万㌧
[45.9％]

自家用貨物車
3,390万㌧
[16.5％]

営業用貨物車
4,193万㌧
[20.4％]

運輸部門
（自動車、船舶等）

2億600万㌧
《18.6％》

その他
1億6,500万㌧
《14.9％》

産業部門
3億8,400万㌧
《34.7%》

家庭部門
1億5,900万㌧
《14.4％》

業務その他部門
1億9,300万㌧
《17.4%》

CO2総排出量
11億800万㌧
（2019年度）
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水素を燃料とする燃料電池鉄道車両の開発

• ＪＲ東日本では、トヨタ自動車等と連携し、燃料電池自動車で培った燃料電池の技術を活
用した水素を燃料とする燃料電池鉄道車両を開発中。

• 本年3月下旬より、鶴見線、南武線等において、実証試験を実施。

燃料電池ハイブリッドシステム

扇町駅

鶴見駅

尻手駅

川崎駅

武蔵中原駅

登戸駅

浜川崎駅

※ ＪＲ東日本の資料等を基に国土交通省にて作成

実証試験区間

燃料電池と主回路用蓄電池の両方から、主電動機や補助電
源装置にエネルギーを供給するシステム
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鉄道分野へのバイオディーゼル燃料の導入に向けた取組

出典：日本車両HP
※各社公表資料等を基に国土交通省にて作成

鉄道分野へのバイオディーゼル燃料の導入に向け、鉄道車両、鉄道建設工事に
おける検討を実施。

鉄道車両への導入 鉄道車両への導入

• （独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構に
おいて、電車線及び軌道工事車両でバイオ
ディーゼル燃料を用いた工事作業を実施。

• ＪＲ西日本、ＪＲ東海において検討中。

• ＪＲ東海では、ディーゼルハイブリッド車両
（ＨＣ８５系）を用いた走行試験等を実施。

出典：鉄道運輸機構HP
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鉄道分野のカーボンニュートラル加速化検討会

2050年カーボンニュートラルの目標達成に向け、社会全体として脱炭素化に向けた取組が始まっている。

従来より、鉄道はエネルギー効率が高く電化も進んだ交通機関であるが、近年、電力の調達方法も注目され
るようになる中、鉄道分野においてもグリーン電力を活用する動きなどが始まっている。

この状況を踏まえ、鉄道分野のカーボンニュートラルに向け、「先進的な鉄道事業者の更なる取組」「幅広い
鉄道事業者への横展開」を加速化するため、令和４年３月に本検討会を設置した。

環境対策をコストと捉えるのではなく、今後のカーボンニュートラルに向けた取組を鉄道産業にとっての成長
の機会とする視点を重視する。

【有識者】
大崎博之 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授
瀬川浩司 東京大学大学院総合文化研究科教授
高村ゆかり 東京大学未来ビジョン研究センター教授
納富信 早稲田大学大学院環境･エネルギー研究科教授

★山内弘隆 武蔵野大学経営学部特任教授(★座長)
【事業者等】

東日本旅客鉄道株式会社
(一社)日本民営鉄道協会
(公財)鉄道総合技術研究所

【オブザーバー】
資源エネルギー庁省エネルギー･新エネルギー部政策課
環境省地球環境局地球温暖化対策課
(独)鉄道建設･運輸施設整備支援機構
(一社)太陽光発電協会

水素バリューチェーン推進協議会
鉄道事業者
･･･

3月（第1回） 検討の方向性に関する議論

4月（第2回）
事業者から取組の発表、関係省庁から関連施策の発
表

5月（第3回）
国費委託調査の概略説明、支援策の検討、鉄道分野
としての目標の検討

6月（第4回） 国費委託調査の中間報告、中間とりまとめ

…
令和5年度概算要求・税制改正要望、官民協議会の
設置

年度内 最終とりまとめ
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１．鉄道技術に関する最近の話題

自動運転に関する取組み

7



鉄道における運転士の乗務しない自動運転技術の検討

自動運転に関する鉄道の現状

【新交通等自動運転システム】
• 自動運転を前提に全線立体交差、スクリーン式

ホームドア等を設置した箇所。

• 運転士や保守作業員等の確保、養成が困難となっており、特に地方鉄道においては、係員不足が深刻な問題。
⇒ 鉄道事業の維持等の面から、運転士の乗務しない自動運転の導入が求められている

• 踏切道がある等の一般的な路線を対象とし、自動運転の導入について、安全性や利便性の維持・向上を図るための技術的要
件を検討。

検討の背景・目的等

【踏切道がある等の一般的な路線】
• 運転士の乗務を前提に建設されており、安全・安定輸送の観点から

導入されていない。
• 特に地方鉄道では、自動運転のための大規模な設備投資は困難。

⇒ 一般的な路線で自動運転する際の技術的要件の検討が必要

検討の方針

• 鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の内容を踏まえ、従来の安全性と同等以上（既存線区の場合は当該線区、新規線
区の場合は周辺環境との分離等の条件が同等の線区）の性能を確保することを基本とし、設備、運転取扱いの面から検討。
（運転士の作業内容の分析等から、自動化レベル（別紙１参照）に応じシステムや係員での代替を検討

• 自動化レベルに関して、先頭車両の運転台に緊急停止操作等を行う係員が乗務するＧOＡ２．５ と、先頭車両の運転台には係
員が乗務する必要がないＧOＡ３、係員が乗務する必要がないＧOＡ４に大別して検討。

地平（非高架構造）高架構造 ホームドア 踏切道あり ホームドアなし

鉄道における自動運転技術検討会

【構成】 座長 古関 隆章（東京大学大学院教授）
委員 学識経験者、ＪＲ、大手民鉄、中小民鉄、研究機関、鉄道局

【開催状況】 2018年12月3日に第1回検討会を開催し、2022年3月2日までに計8回の検討会を開催
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鉄道の乗務形態による分類（自動化のレベル）

自動化レベル
（IEC(JIS)による定義※)

乗務形態のイメージ
（［ ］内は係員の主な作業）

国内の導入状況

GoA0
目視運転 TOS
GoA1
非自動運転 NTO

路面電車

踏切がある等の一般的な路線

GoA2
半自動運転 STO

一部の地下鉄 等

GoA2.5
（緊急停止操作等を行う係員
付き自動運転）
⇒IEC及びJISには定義されていない

無し

GoA3
添乗員付き自動運転 DTO

一部のモノレール

GoA4
自動運転 UTO

一部の新交通 等

GoA：Grade of Automation
TOS：On Sight Train Operation， NTO：Non-automated Train Operation，
STO：Semi-automated Train Operation， DTO：Driverless Train Operation， UTO：Unattended Train Operation

運転士（および車掌）

運転士［列車起動、ドア扱い、
緊急停止操作、避難誘導等］

先頭車両の運転台に乗務
する係員［緊急停止操作、
避難誘導等］

列車に乗務する係員
［避難誘導等］

係員の乗務無し

※

ATO

ATO

ATO

ATO

※IEC 62267（JIS E 3802）：自動運転都市内軌道旅客輸送システムによる定義
（IEC：国際電気標準会議（International Electrotechnical Commission） 電気及び電子技術分野の国際規格の作成を行う国際標準化機関）
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鉄道における自動運転技術検討会のとりまとめ（案）

まとめ

• 現時点の技術で考えられる自動運転の技術的要件について基本的な考え方のとりまとめを行った。
• 従来の一般的な路線において自動運転の検討をする際は、本とりまとめを参考に各路線の実態を踏まえ、従来の一般的な路

線での安全性と同等以上の性能が確保できるような適切なシステム等を選択することが必要。
• 今後、実証実験などを進める事業者が増えるに従い、また、各種システムの技術開発や性能向上等により、より詳細な技術的

要件の検討が可能になると考えられ、必要に応じて更なる技術的要件の検討を進めることが適切。

【ＧOＡ２．５を行う前提】
ＧOＡ２．５係員は動力車操縦者運転免許を有しない。ＧOＡ２．５係員は操縦はできない。装置が操縦を行う。

【ＧOＡ２．５係員の作業について】

ＧOＡ２．５係員は、列車の先頭車両の運転台に乗務し、次の作業を担う。
• 列車前方に異常を認めた場合の緊急停止操作
• 緊急時の避難誘導（降車誘導）

当該係員は、このほかに、システムレベルの機能レベル等に応じ、
• 異音・異常動揺・車両の異常を示す警音や表示等を認めた場合の緊急停止操作
• 発車時刻の確認
• 扉の開閉操作
• 出発時の安全確認
• 出発時の情報入力操作
• 特殊信号を認めた場合の緊急停止操作

等を行う。

ＧOＡ２．５に関する基本的な考え方

ＧOＡ３、ＧOＡ４に関する基本的な考え方
【装置の性能や路線の状況を踏まえた総合的な判断による安全確保】

一般的な路線おけるＧOＡ３、ＧOＡ４の導入においては、以下のように、物理的に分離をするための立入防止柵、自動車用防護
柵や車上カメラ・センサの組み合わせ等により、従来の一般的な路線での安全性と同等以上の性能を確保する。（総合的な判断
による安全確保）
• ホーム・踏切道部分以外⇒立入防止柵や自動車用防護柵 等
• 列車前方支障物への対応⇒車両のカメラ・センサによる列車前方の支障物を検知、支障物衝撃検知装置 等
• 踏切道部分⇒踏切障害物検知装置や支障報知ボタン 等
• ホーム部分⇒ホームドア又は可動式ホーム柵 等
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鉄道事業者における自動運転に向けた取組み

線区の設備等の状況 取組状況・今後の予定等

ＪＲ東日本

山手線
［試験路線］

・全周３４．５ｋｍ
・ホームドアあり［新宿駅、渋谷駅を除く］
・踏切１箇所（第１種）

［除却に向けて協議中］
・ＡＴＣ

・将来のドライバレス運転を目指し、平成３０年度～令和２
年度に夜間走行試験、令和３年２月に日中走行試験を実
施
・山手線へのATOの導入（ワンマン運転）は、令和７年～令
和１２年頃を目指す
・開発中のＡＴＯは、列車の加減速や停止位置制御など
の一般的なＡＴＯ機能に加え、列車ダイヤの遅延など運行
条件を反映し、最適な運転を行う高性能なもの
・ＧOＡ３の導入路線や時期は未定

上越新幹線
・新潟駅～新潟新幹線車両センター間：約５ｋｍ
・ＡＴＣ

・回送列車のＧOＡ４を目指し、令和３年１０月～１１月に実
証試験を実施
・ＡＴＯとＡＴＣによる自動運転を導入予定
・ドライバレス運転回送列車ＧOＡ４の時期は未定

ＪＲ西日本
大阪環状線

及び
桜島線

・路線長
大阪環状線 全周：２０．７ｋｍ
桜島線 西九条駅～桜島駅間：４．１ｋｍ

・ホームドアあり（一部）
・踏切

大阪環状線：なし
桜島線：５箇所（第１種）

・ＡＴＳ－Ｐ

・ＧOＡ２．５以上を目指し、令和2年2月に大阪環状線にお
いてＡＴＯ夜間走行試験を実施
・自動運転導入時期は未定

ＪＲ九州 香椎線

・西戸崎駅～宇美駅間：２５．４ｋｍ
・ホームドアなし
・踏切４７箇所

（第１種４６箇所、第４種１箇所）
・ＡＴＳ（パターン制御式）

・ＧOＡ２．５を目指し、令和２年１２月より運転士が乗務した
状態で営業列車での実証運転を開始
・ＡＴＳ－ＤＫとＡＴＯを組み合わせた自動運転
・令和４年３月に香椎線全線へ区間拡大・対象列車拡大
・ＧOＡ２．５実現は令和６年度末を目指す

東武鉄道 大師線

・西新井駅～大師前駅間：１．０ｋｍ
・ホームドアなし
・踏切なし
・ＡＴＳ（点制御式）

・ＧOＡ３を目指し、令和５年度以降に検証試験を開始予定
・令和３年度より、車上カメラ・センサ等による前方障害物
検知の検証試験を実施
・時期は未定
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目指す姿

概要
○運転免許を持つ運転士による列車運行が行われているが、国が設置する有識者検討会において、踏

切がある等の一般の鉄道での自動運転における技術的要件について検討。検討結果を踏まえ自動運
転の導入を目指す。

一般の鉄道における自動運転の導入により、鉄道事業者の将来的な運転士不足への対応を図ると
ともに、鉄道事業を維持（特に地方鉄道）することで、利用者の利便性の確保を図る

Before After
自動運転の導入
○踏切がある等の一般の鉄道における自動運転の導入によ

り、運転免許を持たない係員による列車運行や係員なしで
の列車運行が可能となり、運転業務を効率化・省力化。

運転士による列車運転

運転士による列車運行
○将来的な運転士不足、鉄道事業の維持（特に地方鉄道）

が課題であり、鉄道の自動運転は、人等が容易に線路内
に立ち入ることができない新交通では実現しているが、踏
切がある等の一般の路線では安全・安定輸送の観点から
導入されていない。

係員の添乗による自動運転

※走行中は左手を緊急停
止ボタンに添えるのみ。
（右手は姿勢安定のた
めの取っ手）
※図は、JR九州香椎線に

おける実証運転の様子
であり、実証運転中の
ため、運転士が操作。

※運転士が、左手でマス
コンハンドル（アクセル
に相当）、右手でブレー
キハンドルを操作。

鉄道における自動運転技術の検討
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

１．鉄道技術に関する最近の話題

新技術を活用した運行・保全
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無線式列車制御システム

・軌道回路により先行列車の在線を検知し、これを地上信

号機に伝え、表示を切り替えることで、後続列車の運転を

制御。

これまでの列車制御システム 無線を活用した列車制御システム

・先行列車が計測した自車の位置情報を、地上装置を介し

て無線で後続列車に伝送し列車を制御。

○ 列車の安全な運行を確保するために、多くの鉄道事業者においては、軌道回路※や地上信号機などの地上設備により、列車

位置を検知し、列車制御を行うシステムが用いられている。

※軌道回路：レールに電流を流し、列車の有無によって電流の流れ方が変わることを利用して、特定区間における列車の在線を検知するもの。

○ 近年、無線通信技術が進化している中、こうした技術を活用した「無線式列車制御システム」を導入することにより、地上設備

が削減され、当該設備の維持管理の省力化や効率化が期待される。特に、経営の厳しい地方鉄道事業者からは、導入可能

な簡素なシステムの開発が望まれている。

地上装置

進行方向

軌道回路

①軌道回路により先行
列車の在線を検知

②後続列車に信号を現示

③信号に従って運転

【これまでの列車制御システムのイメージ】 【無線を活用した列車制御システムのイメージ】

地上無線機地上無線機

進行方向

通信可能な
範囲

通信可能な
範囲

③後続列車が進入できる
位置情報を伝送

④位置情報を基
に運転

②先行列車の
位置情報を送信

①先行列車が自
車の位置を計測

地上装置

14



準天頂衛星等を用いた精度の高い列車位置検知

・軌道回路等の地上設備を
使用。

準天頂衛星の概要

鉄道分野への活用可能性

・見張員が、目視や列車ダイヤに
より、列車位置を確認。

・準天頂衛星等の活用により、軌道
回路等の地上設備を削減できる可
能性あり。

・準天頂衛星等の活用により、保守
作業可能時間の延長、見張員の削
減等の可能性あり。

軌道回路

待避！

保守作業員

①目視

②列車ダイヤ

見張員

地上装
置

無線により
位置情報送信

列車接近を通知

保守作業員

見張員

待避！

準天頂衛星等

進行方向
進行方向進行方向 進行方向

○列車制御分野 ○保守作業分野

•鉄道分野においては、列車位置の検知のための地上設備の省力化等が期待されるため、準天頂衛星等の活用可能性
について検討。

〔測位精度〕

•位置検知の精度は、従来GPSでは5～10mであるが、準天頂衛星を活用した場合、数ｃｍの精度を
実現できる可能性がある。

〔衛星の打ち上げ状況〕
•2010年9月 準天頂衛星初号機打ち上げ
•2017年10月 準天頂衛星4機体制確立
•2023年度(予定) 準天頂衛星7機体制確立（高精度な測位が可能）

○ 準天頂衛星（みちびき）は、日本のほぼ真上を通る軌道を持つ人工衛星で、GPSと比較し、より高精度な測位が可能であり、

今後、打ち上げ機数の増加等により、さらなる高精度な測位が期待される。

○ 鉄道分野においては、準天頂衛星等の活用により、走行する列車の位置を精度高く検知することが可能となることから、

・ これまで用いてきた列車位置を検知するための地上設備の省力化・効率化

・ 接近する走行列車の位置を踏まえた保守作業の安全性の向上

などが期待できる。

※内閣府宇宙開発戦略推進事務局の資料
に基づき作成

準天頂衛星の軌道

準天頂衛星等
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モニタリング装置による軌道（レール締結装置）の検査

線路設備モニタリング装置（軌道材料検査）

画像データ

【レール締結装置】

正常な状態

不具合を
自動判定

締結装置
の外れ

【継目板のボルト】

正常な状態

不具合を
自動判定

継目板の
ボルトの

脱落

・終電後の限られた時間の中で、
・検査に必要な要員（検査員、記録
員、見張員等）を確保し、
・終電後も貨物列車の走行など安全
対策にも配慮しながら、実施

現場で男性が夜間に徒歩で

従来の検査のやり方

16



Before

目指す姿

概要
○トンネル等の鉄道施設の保守点検は巡視により行われているが、計測車両等に搭載したレーザーか

ら取得される３次元点群データの活用により、トンネル等における変状検出や異常箇所の早期発見等
を可能とするシステムを開発し、効率的な保守点検を目指す。

巡視による保守点検
○列車運行の合間や列車運行のない夜間など、時間的

制約がある中で実施。

トンネル内の目視点検・打音検査の様子 ３次元点群データによる変状の検出例

鉄道施設の保守点検の省力化・効率化に資する新技術の導入により、保守作業員の働き方改革を
図るとともに、点検の機械化による精度の向上（バラつきの解消）を図る。

レーザースキャナー

After
レーザーから取得される３次元点群データの活用
○夜間はデータ取得に専念し、日中は取得したデータの

確認を行うなど、時間的制約がある中で保守点検を効
率化。

データ計測車両

※道路用のデータ計測車両を鉄道台車に搭載し、けん引

データ
処理

３次元点群データを用いた鉄道施設点検システムの開発

17



鉄道施設等の状態監視

・（公財）鉄道総合技術研究所では、列車の先頭に搭

載したカメラで樹木や電化柱等の構造物の傾斜等、

列車の安全走行に支障を及ぼすおそれのある沿線

の状況の監視を可能とする技術開発を実施。

レーザーやカメラを活用した鉄道施設等の状態監視の技術開発の事例

・東急（株）等では、道路構造物の維持管理システム（インフ

ラドクター）を鉄道分野に活用し、計測車両に搭載したレー

ザーにより、トンネルなど鉄道施設の３次元点群データを取

得することで、変状の経過観察や異常箇所の検出を可能と

する技術開発を実施中。

計測車両にレーザーを
搭載し、トンネルなど３
次元点群データを取得

撮影した画像の解析により、作業員による巡視箇所の
重点化が可能

○ 鉄道施設等の点検は、現在、列車の走行がない夜間等に作業員が実施している。

○ カメラやレーザー等を活用し、鉄道施設等の状態監視が可能となる技術開発により、作業員による巡回の省力化・

効率化に加え、作業員の働き方改革にも寄与。

これまでの状態監視

・現在の鉄道施設等の点検は、作業員が実施している。

（左図：トンネル内の目視点検・打音検査の様子 右図：列車巡視の様子）

※1 本技術については、一部実用化されており、ＪＲ九州の営業列車
に搭載。

※2 「鉄道技術開発費補助金」によって技術開発を支援

取得した３次元点
群データを解析し、
変状を検出

データ
処理

３次元点群データによる変状の検出例

計測車両・計測機器のイメージ

※1 本技術については、一部実用化されており、伊豆急行線のトンネル検査（特
別全般検査）で活用実績あり。

※2 「鉄道技術開発費補助金」によって技術開発を支援
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軌間の異なる在来線間を直通運転するフリーゲージトレインの技術開発

○ 軌間の異なる在来線間を直通運転するフリーゲージトレイン（在来線FGT）の技術開発については、
令和元年度より、近畿日本鉄道(株)が、国からの委託を受けて実施中。

○ 現在の開発状況としては、
• 新幹線と在来線を直通運転するFGTの技術開発の経験・知見を踏まえて、台車構造について
検討を行い、平行カルダン方式をベースとして開発することを決定。

• 急曲線走行のために台車のコンパクト化など、在来線特有の課題について整理・検討を実施。
• 今後、在来線FGT台車の具体的仕様を検討する予定。

※近鉄路線を試験線区として、試験台車の設計・製作を行い、走行試験の実施を想定。

Ｍ

Ｍ

ＭＭ

ＭＭ

スリーブ

スリーブ

駆動装置

モーター

車輪

標準軌時 狭軌時

吉野駅

京都駅

近鉄奈良駅

京都線・橿原線
（標準軌）

近鉄名古屋駅

賢島駅

吉野線
（狭軌）

大阪難波駅
奈良線

大阪阿部野橋駅

大和八木駅

橿
原
線
ホ
ー
ム

橿
原
線

かしはら

橿原神宮前駅

↑京都方面

←大阪方面

吉野方面↓

吉
野
線

軌間1,067mm(狭軌)
軌間1,435mm(標準軌)

凡例

台車構造（平行カルダン方式）

京都駅

近鉄の導入検討路線（京都線・橿原線⇔吉野線）

橿原神宮前駅
かしはら

FGT台車
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

１．鉄道技術に関する最近の話題

安全対策に関する取組み
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視覚障害者団体・支援団体、学識経験者、鉄道事業者、国土交通省（オブザーバー 厚生労働省）
※視覚障害者団体・支援団体：日本視覚障害者団体連合／東京都盲人福祉協会／日本弱視者ネットワーク

日本網膜色素変性症協会／日本歩行訓練士会／日本盲導犬協会

「新技術等を活用した駅ホームにおける視覚障害者の安全対策検討会」について

JR日暮里駅（令和2年1月）、 JR阿佐ヶ谷駅（同年7月）などにおいて視覚障害者がホームから転落する痛ましい事故が続いている。転落
事故を防ぐためにはホームドアの整備が有効だが、整備に多くの時間や費用を要することや、構造等の要因で整備が困難なホームもあるこ
とから、ホームドアによらない転落防止対策が喫緊の課題となっている。

このため、ホームドアの設置を引き続き推進するとともに、ホームドアが整備されていない駅ホームにおいて、ＩＴやセンシング技術等を積極
的に活用し、駅係員のみならず鉄道利用者による協力も視野に入れて、視覚障害者の方々に駅ホームを安全に利用いただくための対策に
ついての検討を行うことを目的とする。

・新技術を活用した転落等防止対策 ・実際のホームや車両を用いた歩行訓練
・周囲の鉄道利用者による協力 ・ホームからの転落原因等に関する調査実施体制の整備 等

２．検討内容

３．検討会メンバー

第1回検討会 令和2年10月9日 第10回検討会 令和4年2月24日
・視覚障害者転落事例に関する講演（成蹊大学大倉名誉教授） 等 ・長軸方向の安全な歩行経路を示す方法について 等

第2回検討会 令和2年11月9日
・新技術を活用した転落防止対策等（7件）に関するヒアリング 等

第3回検討会 令和2年12月11日
・駅ホームにおける視覚障害者の歩行訓練について 等

第4回検討会 令和3年2月12日
・転落に関するアンケート及びヒアリング結果について 等

第5回検討会 令和3年2月26日
・新技術を活用した転落防止対策等に関するフォローアップ 等

第6回検討会 令和3年3月12日
・ホームドアによらない転落防止対策の考え方について 等

第7回検討会 令和3年3月26日
・とりまとめに向けた意見交換 等

【中間報告公表 令和3年7月2日】
第8回検討会 令和3年9月2日

・中間報告を踏まえた今後の検討の進め方について 等
第9回検討会 令和3年11月18日

・視覚障害者の転落事故調査の進め方について 等

１．設置趣旨

第1回検討会（令和2年10月9日）より

４．スケジュール
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長軸方向の安全な歩行経路を示す方法を補完する新技術として、現在、以下の２例は実証実験が進んでい
る。今後、こうした新技術と組み合わせて、視覚障害者の安全対策を進めていく必要があると考えている。

【概要】
ホームに設置したカメラの映像から転落の危険性がある視覚障害者をAIで認識し、音声で注意喚起する方法。

単独歩行時、ホーム端に誤って近づいた際の注意喚起を目的としている。

【技術の導入・開発状況】
AIの活用により、列車の在線状況や歩行動線を踏まえて、転落の危険性のある視覚障害者の確実な識別を

行い、転落までの時間が短い短軸方向の歩行時にも即時に注意喚起する。そのため、検知から注意喚起まで
の時間を短縮することが求められており、実証実験において検証が進められている。

【現状の課題】

現在は視覚障害者の検知に関する実証実験が進められているが、次のステップとして、指向性の高いスピー
カーの活用などによる、具体的かつ効果的なメッセージの伝達方法について、検証を進めることが求められる。

ホーム端に近づく視覚障害者の白杖をAIカメラで
検知する実証実験。
（小田急経堂駅で令和４年３月に実証実験）

画像解析用カメラ 検出イメージ

実証実験
実証実験

旅客のホーム端歩行や転落など危険な状態をカ
メラで検知する実証実験。
（関東鉄道取手駅で実証実験中）

長軸方向歩行時の安全性向上に資する新技術の例

○ホーム端に近づく視覚障害者を検知し、注意喚起する技術
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○駅ホームにおいて駅係員が視覚障害者の介助を実施しているが、国が設置する有識者検討会におい
て、新技術の活用等による駅ホームにおける視覚障害者の安全対策について検討を行っており、検
討結果を踏まえITやセンシング技術等を活用したホーム転落防止技術等の活用を促進する。

視覚障害者の駅ホームでの転落事故を未然に防ぎ、駅ホームでの更なる安全性向上を図る

After
ITやセンシング技術等を活用したホーム転落防止技術等の
活用
○視覚障害者の検知を駅係員に通知することによる転落事故

の未然防止や、視覚障害者を安全に誘導。

カメラ
画像認識AIサーバー

（白杖・車椅子検知モード）

改札口

通知用パソコン

駅務室

駅係員（事務所執務）

お手伝い・
お声掛け

改札口のカメラの映像から白杖をAIで認識し、
駅係員へ通知。障害者の元に駆けつけ介助を
行う（令和２年６月より近鉄で実証実験中）

警告ブロックに貼付したQRコードをスマホで読
み取り、専用アプリによる音声案内で誘導ブロッ
ク上を安全に誘導（令和３年１月より東京メトロ
で実用化）

直進3m
です

Before
駅係員による視覚障害者の介助
○駅係員が気づかなかったり、視覚障害者が介助自体を

遠慮する等により、転落事故の件数が減らない状況。

視覚障害者の転落及び接触事故件数の推移

（注）

・自殺等故意に列車等に接
触したものは含まれない。

・ホームからの転落件数
は、プラットホームから転
落したが人身障害事故と
はならなかった件数。

・接触事故件数は、列車又
は車両の運転により人の
死傷を生じた事故（人身
障害事故）の件数をいう。
（鉄道事故等報告規則第
３条第１項第六号）
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ホームから転落後の接触事故件数（視覚障害者）

ホームからの転落件数（視覚障害者）
（ホームから転落後、人身傷害事故となった件数を除く）

目指す姿

概要

ITやセンシング技術等を活用したホーム転落防止技術等の活用促進
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ホームドアの合理的な設計手法の検討について
～「可動式ホーム柵支持部の設計に関する手引き」の策定～

24

○ ホームドアの整備については、バリアフリー法に基づく基本方針（令和2年12月改定）で定めた新たな整備目標において、令
和3年度以降の5年間で整備ペースを2倍に加速化させ、令和7年度迄に3000番線を整備することとしている（令和元年度末
時点で1953番線を整備済）。また、近年、軽量型や大開口型、昇降式など様々なタイプの新型ホームドアが導入されている。

○ 一方で、ホームドアの設計手法については、技術基準等で定められたものがなく、乗換跨線橋の内壁に働く荷重等を準用
するなど、鉄道事業者等の判断で設計しているのが実情である。

〇 このため、ホームドアの更なる普及に向け、ホームドアの設計者が、より適切・効率的に設計できるよう、実際の使用環境等
を踏まえた合理的な設計手法を検討し、手引きとしてまとめる。

「可動式ホーム柵※）の設計に関する検討会（委員長：大阪工業大学 吉村 英祐特任教授）」
※）技術基準等においては、いわゆる、腰高式のホームドアを「可動式ホーム柵」と整理している。

（委員構成）学識経験者、鉄道事業者、研究機関及び関係協会等（事務局：国土交通省・鉄道総合技術研究所）

（検討内容）可動式ホーム柵支持部の設計に用いる荷重について、実際の使用環境等を踏まえた見直し
を行い、合理的な設計法を手引きとしてとりまとめる。

（開催スケジュール）
令和２年 ８月 第１回検討会 実態把握・課題整理 令和３年 ３月 第3回検討会 手引き案の提案と意見交換
令和２年１０月 第２回検討会 対応方針検討 令和３年１０月 検討結果のとりまとめ

検討目的

検討体制

主な検討項目

群集推力等

風荷重

ホ
ー
ム
ド
ア
の
整
備
加
速
化

地震荷重

列車風圧

荷重の見直し

［令
和
３
年
12
月
］

(

設
計
の
手
法
を
新
た
に
と
り
ま
と
め)

手
引
き
の
策
定
・共
有

従来の考え方（鉄道事業者の設計例） 検討会での見直し内容

風
荷
重

○風荷重：3.0kN/m2

（地域や周辺の遮蔽物によらず、一律に風速
50m/s）
※ 旧国鉄「乗換跨線橋設計指針（S40.8）」等を適用

○地域別の風特性、防風柵等遮蔽物の設
置状況等に応じて風荷重をきめ細かく設定

群
集
推
力

○群集推力：2.5kN/m
（1mにつき成人3人で同時に壁を押す時の力、又

は、苦痛を感じ、息をすることも困難な密集状態
（14人/㎡）での圧力）
※ 旧国鉄「乗換跨線橋設計指針（S40.8）」等を適用

○ホーム上における旅客の行為（もたれか
かる、蹴る、ゆさぶる等）及び電動車椅子
の衝突荷重など、実際の使用環境を考慮
して群集推力等を設定
※ 入場制限等の駅構内の混雑制御（ソフト対策）も考慮



タイプ名
昇降ロープ式ホーム柵
(支柱伸縮型)

昇降ロープ式
ホームドア

昇降バー式ホーム柵
乗降位置可変型
フルスクリーンホームドア

外観写真等

開発主体 (株)JR西日本テクシア 日本信号(株) (株)高見沢サイバネティックス (株)JR西日本テクシア・ナブテスコ(株)

概要
開口部が昇降する5本のロープで構成されており、
開口幅を大きくとることが可能。視認性向上のた
め、支柱が伸縮型となっている。

開口部が8本のロープ(ワイヤ)で構成さ
れており、開口幅を大きくとることが可
能。

開口部が3本のバーで構成されており、開口幅を
大きくとることが可能。

入線車両が多様化すると、昇降式ホーム柵や、
各メーカーにて開発中の新型ホームドアでも対
応が困難であるため、車種に応じて自在に開口
を構成することが可能。

実用化への
動き

【実用化】JR西日本 六甲道(注)(H27年4月～)、
高槻(H28年3月～)、大阪(H31年2月～)、
三ノ宮(R1年10月～)、明石(R2年2月～)、
神戸(R2年12月～)、京都(R4年3月～)
【整備計画】JR西日本 西明石(注)(R5年度予定)

【実用化】
近鉄 南大阪線 大阪阿部野橋(H30年12月～)
阪神 本線 神戸三宮(R4年3月～)

【実用化】
箱根登山鉄道 鋼索線 早雲山(注)(R2年7月～)

【整備計画】
JR西日本 大阪(導入に向け開発中)

タイプ名 大開口ホーム柵 軽量型ホームドア スマートホームドア® 軽量可動式ホーム柵

外観写真等

開発主体 ナブテスコ(株) 日本信号(株)・(株)音楽館 JR東日本メカトロニクス(株) (株)京三製作所

概要
通常の横開きタイプのドア部を2重引き戸構造とし、
開口幅を大きくとることが可能。

重量を従来型ホームドアの半分程度まで
軽量化し、ホームの補強工事や設置工
事費用を低減。

ドア部をフレーム構造として軽量・簡素化などを図
り、本体機器費用、設置工事費用等を低減。

従来品と同等のスペックを備えつつ、質量を１／
２に低減したもので、ホーム柵導入の際にネック
となる導入コスト(ホーム補強等)の低減が期待。

実用化への
動き

【実用化】
東京メトロ 東西線 九段下(H30年2月～)、高田馬場(H30年6月～)、
飯田橋(H30年11月～)、早稲田(注)(H30年12月～)、神楽坂
(注)(H31年3月～)、竹橋(注)(H31年4月～)、日本橋(R1年9月～)、
門前仲町(R2年3月～)、大手町(R2年6月～)、東陽町(R3年1月～)、
葛西(R3年12月～)
ＪＲ西日本 総持寺(注)(H30年3月～)、梅小路京都西(注)(H31年3月
～)、高槻(R2年11月～)
【整備計画】
東京メトロ 東西線 西葛西

(R7年度整備完了予定)

【実用化】
JR九州 筑肥線 九大学研都市(注)(H31年2月～)、下山
門(注)・今宿(注)・周船寺(注)・波多江(注)・糸島高校前
(注)・筑前前原(注)(R3年3月～)
西武 多摩湖線 国分寺(R3年3月～)
【整備計画】
京急 本線 汐入(注) (R4年4月予定)

【実用化】
JR東日本 蕨(R2年2月～)、亀戸(R2年10月～)、小岩(R2年11月～)、
東十条(注)(R2年11月～)、与野(注)(R2年12月～) 、町田(R2年12月
～)、新子安(注)(R3年1月～)、上中里(注)(R3年2月～)、淵野辺
(注)(R3年2月～)、市ヶ谷(注)(R3年3月～)、長津田(R3年4月～)、橋
本(R3年6月～)、馬橋(注)(R3年7月～)、大口(注)(R3年7月～)、北小
金(注)(R3年9月～)、北松戸(注)(R3年10月～)、南柏(注)(R3年10月
～)、菊名(R3年11月～)、大久保(注)(R3年11月～) 、下総中山
(注)(R3年12月～)、北柏(注)(R4年1月～)
【整備計画】
JR東日本 鶯谷(注)(R4年度以降整備予定)、大宮(R4年度末予定)

【実用化】
阪急 神戸本線 神戸三宮(R2年10月～)
京急 本線 京急鶴見(R2年12月～)

新型ホームドアの技術開発と実用化等について

※令和4年3月時点

実用化：7駅
整備計画：1駅

実用化：2駅

実用化：8駅
整備計画：1駅

実用化：14駅
整備計画：1駅

実用化：21駅
整備計画：2駅

※ (注)は10万人未満の駅(平成31年3月時点)。公表情報等に基づき国土交通省作成。各種の状況により、計画が変更となる場合がある。

整備計画：1駅

開パターン
例１

開パターン
例２

３ドア
車両

２ドア
車両

実用化：1駅

実用化：2駅

『駅ホームにおける安全性向上のための検討会』の中間とりまとめ（平成28年12月）を踏まえて、車両ドア位置の相違や高
額な設置コストなどの課題を解決する新型ホームドアについて、技術開発を進めながら普及を促進する。
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ＡＩ画像解析による踏切における早期警報・注意喚起システムについて

（株）トヨタシステムズと名鉄ＥＩエンジニア（株）は、踏切に設置したカメラで撮影した画像をＡＩにより画像解析を行う
ことで、遮断桿が降りる前から事故に繋がるおそれのある危険な状況を検知し、指令室への早期警報や現地の車
や歩行者への注意喚起を行うシステムを開発中。
令和２年３月より、名古屋鉄道の踏切にカメラを設置の上、危険な状況を撮影し、画像データを蓄積。
令和３年度より、名古屋鉄道の踏切にカメラを順次設置し、AI画像解析の精度を高める検証を実施中。
令和４年度より、指令室や列車への通知方法、及び現地の自動車や歩行者への注意喚起に関する実証試験を実
施予定※。

人の線路内侵入 前方道路の渋滞 遅れて渡る人

指令室

緊急連絡

※ 車への注意喚起におけるＥＴＣの活用にあたり、実証実験の結果を踏まえて、関係省庁への提言を検討

カメラで遮断桿の状況を
把握し、遮断桿が降りた
後に、踏切を渡る人を検
知した場合

侵入できません 電車が来ます

路側機
(ETC2.0/ITS Connect)

[指令室や列車への通知] [自動車や歩行者への注意喚起]

カメラで前方道路の渋
滞や、車の停滞を検知
した場合

カメラで遮断桿の折
損・紛失を検知した
場合

遮断桿の折損
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ITS JAPAN（踏切通行支援システム）

ITSで培われた技術などの活用を想定し、より安心・安全に踏切通行を支援できるシステムを検討
令和２～３年に実証実験を行い、実用化には検知精度の向上等が必要なことがわかったことから、今後、これら
課題を解決し、再度の実証実験に向け検討中。
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西武鉄道(ＡＩや３Ｄ画像解析を用いた、踏切異常検知装置システム)

○ 西武鉄道（株）では、沖電気工業（株）、丸紅ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ（株）、（株）コンピュータシステム研究
所と開発した、カメラ画像の解析による踏切内の人を検出し、接近する列車へ停止信号を伝える以下
システムについて、3か所の踏切道において、令和3年12月より導入試験を実施中。

①踏切滞留AI監視システム（設置：2踏切）

②3D画像解析踏切監視システム（設置：1踏切）

①踏切滞留AI監視システム
(メーカー：沖電気工業、丸紅ネットワークソリューションズ)

②3D画像解析踏切監視システム
(メーカー：コンピュータシステム研究所)

西武鉄道プレスリリース(2021.11.18)より

≪特徴≫
・踏切内の「人」を カメラ映像からＡＩ 処理 し 、

物体の形状を認識。
・AI カメラに低照度カメラを採用することにより、

夜間も鮮明な画像解析が可能。

①低照度カメラで
夜間でも鮮明に撮影

②映像をリアルタイム解析
車両・人物の滞留を検知

③AI検知すると、既設の踏切保安装置と
連携し、特殊信号発光機を動作

④既存の踏切保安装置と連携し、
特殊信号発光機を動作

特殊信号発光機

AIカメラ

≪特徴≫
・３D カメラを使った高精度 3D 画像解析システムで

踏切内に取り残された人を検知。
・左右2 つのレンズを内蔵し、左右カメラの視差により

人の目と同様に距離・高さ等を認識することで高精度な検知が可能。

・体積の無い光や影を検知することが無いため、自然環境下に左右
されない安定したパフォーマンスが期待。

3D画像センサー
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

１．鉄道技術に関する最近の話題

車内の防犯対策

29



鉄道において昨年発生した事件を受けた今後の対策について

〇鉄道車内における傷害事件の発生を受けた対応については、昨年８月６日の小田急線車内傷害事件を受けて、駅係
員や警備員による駅構内の巡回や車内の警戒添乗等の実施や業界共通のポスターや車内アナウンス等を活用した
警戒警備の周知等の警備の強化のほか、被害回避・軽減対策の検討といった各種対策をとりまとめ（同年９月２４日公
表）、各鉄道事業者や国土交通省において対策を実施。

〇その後、同年１０月３１日の京王線車内傷害事件等を受け、国土交通省では、再度JR、大手民鉄、公営地下鉄等の鉄
道事業者と意見交換を行い、線区や車両等の状況を踏まえた取組として、上記に加え、以下の対策を追加し、順次実
施することとした（同年１２月３日公表）。

乗客の安全な避難誘導の徹底
・ 複数の非常通報装置のボタンが押され、かつ内容が確認できない場合は緊急事態と認識し安全を確保するため、防護無線の発

報等により他の列車の停止を図るとともに、当該列車についても速やかに適切な箇所に停止させることを基本とする。
・ 駅停車時にホームドアと列車のドアがずれている場合の対応として、ホームドアと列車のドアの双方を開け乗客を安全に誘導・救

出することを基本とする。

各種非常用設備の表示の共通化
・ 非常通報装置に加え、車内の非常用ドアコックやホームドアの取扱い装置についても、路線の特性や装置の機能に応じ、ピクトグ

ラムも活用した表示方法の共通化について検討・実施する。

利用者への協力呼びかけ
以下の事項について、利用者への協力を呼びかける。
・ 乗車時に非常通報装置の位置を確認すること
・ 非常時には躊躇なく非常通報装置のボタンを押すこと

車内の防犯関係設備の充実
以下の事項について、費用面も考慮しつつ、必要な基準の見直しや費用負担のあり方も含め検討を開始する。
・ 車両の新造時や大規模改修時における車内防犯カメラの設置（録画機能のみであるものを含む）
・ 映像や音声により車内の状況を速やかに把握できる方法等（非常通報装置の機能向上等）

手荷物検査の実施に関する環境整備
・ 昨年７月に改正された鉄道運輸規程に基づき、危険物の持込みを防ぐために必要に応じて手荷物検査を実施することについて旅

客等に対し理解と協力を求めるとともに、車内への持込みが禁止されている物品についてのわかりやすい周知を図る。また、不
審者を発見した場合の対処、検査のノウハウの共有、訓練の実施等について、警察との連携を図る。 30



映像や音声による車内状況把握方法に関する調査

昨年１０月に発生した京王線車内傷害事件等を受け、映像や音声により車内の状況を速
やかに把握できる方法を調査。

本年３月２７日に京王電鉄の協力のもと実車を用いた実証試験を実施。

乗務員 タブレット等

指令所
①ＡＩカメラにより
車内異常を検知

②検知時の画像を乗務員室
や指令所に自動送信

③必要に応じてリアルタイム
映像に切り替え

乗務員

②乗務員室に音声
が自動出力され、
異常事態を速やか
に通知

キャー!!

キャー!!

①非常通報装置の操作
後、同装置や放送装置
を集音装置に自動切替

映像による車内状況把握（例） 音声による車内状況把握（例）
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

１．鉄道技術に関する最近の話題

新型コロナウイルス感染症対策
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地下鉄における混雑時の運転状況を模した車内 CO2濃度の計測と換気の評価

産業技術総合研究所では、地下鉄の実車両を用いて混雑時の運転状況を模してCO2を車両内に吐出
させ、車内CO2濃度変化を実測。（東京メトロ副都心線 8両編成の車両で実測）

概 要

主な研究成果

産業技術総合研究所による取り組み
産業技術総合研究所のＲ３年12月公表資料を基に作成

10 cm×2カ所の窓開状態で車内のCO2濃度は約
15％減少し、窓開けによる換気は一定の効果が
あることが改めて確認された。

走行時の1時間あたりの換気回数は、窓閉状態の
場合では約6.3回、窓開(10 cm×2カ所)状態の場
合では約9.4回と推計された。

混雑時の運転状況を模して窓閉状態で約9分間走
行、乗車率150％の混雑状況(試験対象路線にお
ける最大限保守的な条件)において、車内のCO2
濃度は3,200 ppm程度まで上昇した。

地下鉄試験車両内の計測の様子

CO2濃度の実測とワンボックスモデルによる推定との比較
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鉄道利用者への感染対策に関するお願い
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鉄道の感染症対策

「密閉」対策

・鉄道連絡会で作成したガイドライン※等に基づいて対策を実施
※鉄軌道事業における新型コロナウイルス感染症対策に関するガイドライン（令和3年12月28日改訂）。JR７社、日本民営鉄道協会、日本モノレール協会、日本地下鉄
協会、公営交通事業協会、鉄道貨物協会及び第三セクター鉄道等協議会からなる会議体で作成。作成に際しては、感染症対策等に係る有識者の助言を得た。

・鉄道事業者において、感染症対策の実施状況についてホームページ等で公表

・空調装置等による換気が可能な場合には、当該装置により換気を実施
（装置の換気能力も踏まえ、必要に応じ窓開けも実施）

・窓開けの状況確認や、折り返し運転時の窓開けなどにより適切に窓開けを実施

・利用者に対して、換気の実施状況等を周知するとともに窓開けの協力を呼び掛け

「密集」対策

・利用者に対して、テレワーク、時差出勤の呼びかけ

・都市鉄道では、オフピーク通勤の判断に資すよう、鉄道事業者は混雑状況の
情報提供に努める

「密接」対策
・利用者に対して、「マスク着用・会話を控えめにすること」を車内アナウンス等で呼びかけ

・指定席販売時の座席位置の配慮や、混雑時間帯に比較的空いている車両又は列車の利用の促進など
による可能な限りの利用者間の間隔の確保、新幹線等の長距離列車で座席を向かい合わせにしない
よう呼び掛け

・駅窓口でのアクリル板等の設置

これらに加え、駅・車内の定期的な消毒の実施や、主要駅への消毒液等の設置なども実施

窓開けの状況

時間帯別混雑状況の開示例 出所：京急電鉄WEBサイト

35
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２．鉄道行政に関する最近の話題

整備新幹線、リニア中央新幹線の整備

36



令和5年(2023年)度末完成に向けて
最大限努力

平成9年(1997年)10月開業

九州新幹線
（鹿児島ルート）

平成23年(2011年)3月開業

九州新幹線
（西九州ルート）

武雄温泉･長崎間〈66km〉

中央新幹線

品川･名古屋間〈286km〉名古屋･大阪間

令和9年(2027年)完成予定平成16年(2004年)3月開業

令和4年(2022年)9月23日
開業予定

新函館北斗･札幌間〈212km〉

北海道新幹線

令和12年(2030年)度末完成予定

東北新幹線

平成22年(2010年)12月開業

平成14年(2002年)12月開業北陸新幹線

金沢･敦賀間〈113km〉

令和27年(2045年)から
最大8年間完成前倒し予定

平成28年(2016年)3月開業

全国の新幹線鉄道網の現状

○その主たる区間を列車が時速２００km以上の高速で走行できる幹線鉄道。
○（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設・保有し、営業主体（JR）に

対し施設を貸付け（上下分離方式）。

整備新幹線とは、「全国新幹線鉄道整備法」に基づく昭和48年(1973年)
の「整備計画」により整備が行われている以下の５路線のことをいう。

北海道新幹線 青森 - 札幌間

東北新幹線 盛岡 - 青森間

北陸新幹線 東京 - 大阪間

九州新幹線（鹿児島ルート） 福岡 - 鹿児島間

九州新幹線（西九州ルート） 福岡 - 長崎間

凡 例

既設新幹線

整備計画路線（開業区間）

整備計画路線（建設中区間）

整備計画路線（未着工区間）

中央新幹線

基本計画路線

ミニ新幹線

平成27年(2015年)
3月開業

大宮
東京

長崎

博多

八戸

新青森

新函館北斗

札幌

長野
高崎

敦賀

新大阪

新潟

盛岡

新鳥栖 名古屋 品川

武雄温泉

新八代

鹿児島中央

室蘭

長万部

秋田

鳥取
松江

高松

高知

松山

大分
熊本

宮崎

徳島

福島

岡山

旭川

新庄

山形

大曲

新下関

金沢
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岐阜県

神奈川県

長野県
山梨県

東京都

愛知県

大深度地下
使用認可区間

（ 17.0km）

中央
アルプス
トンネル

（ 23.3km）

南アルプ
ス

トンネル（ 25.0km）

山梨リニア実験線

（延長42.8km）

大深度地下
使用認可区間

（33.3km）

（ 36.9km）

第一首都圏
トンネル

第一中京圏
トンネル

（ 34.2km）

0km50km100km

150km
200km

250km

中津川市

飯田市

甲府市

相模原市

最大土被り（山の表面からトンネルまでの深さ）は
約１４００ｍであり、トンネル工事の中で日本最大．

【 凡 例 】

：トンネル区間

：高架橋、橋梁、路盤 区間 （本線） （非常口）

契約締結または契約手続中山梨リニア実験線

静岡県

： 品川 ・ 名古屋間 約２８５．６ｋｍ（うち、全線の８６％がトンネル区間）
： 総事業費 約５兆５，２３５億円
： ５０５ｋｍ／ｈ
： 最速 ４０分程度
： 平成２６年１０月 全幹法に基づく工事実施計画（その１）認可（用地や土木構造物等に係るもの）
平成３０年 ３月 全幹法に基づく工事実施計画（その２）認可（電力設備、運行管理システム等に係るもの）
平成３０年１０月 大深度法に基づく大深度地下の使用認可

： 平成２６年１２月
： 令和 ９年（２０２７年）

工 事 区 間
工 事 費
最高設計速度
所 要 時 間
認 可 時 期

着 工 時 期
完成予定時期

○
○
○
○
○

○
○

工事の概要
2022.1.11時点

リニア中央新幹線 工事の進捗状況について
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２．鉄道行政に関する最近の話題

福島県沖地震への対応
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ＪＲ東日本 東北新幹線の復旧状況について
4月20日8時00分時点

しろいし ざおう○令和4年3月16日(水) 23時36分頃、福島県沖を震源とするマグ
ニチュード7.4の地震が発生。この地震により、

• 東北新幹線やまびこ223号で17両のうち16両が脱線し、乗客
75人のうち６人が負傷（打撲・捻挫）。

• 約1,000箇所で施設被害が発生。（右表参照）

東北新幹線の被害等の概要

震源地

震度状況
（気象庁HPより）

最大震度6強
マグニチュード7.4

全軸脱線全軸脱線全軸脱線 2軸脱線
進行方向

やまびこ223号の脱線状況

福島駅付近で91.3カインを計測
※R3.2 福島県沖地震では 86.1カイン

H23.3 東日本大震災では107.7カイン

主な被災設備 被災箇所数

電柱被害 約９０本

架線断線 ２箇所

架線金具等の損傷 約５５０箇所

土木設備被害 約６０箇所

軌道変位・損傷 約３００箇所

駅設備被害 １０箇所

被害状況合計 約１，０００箇所

JR東日本プレス資料より作成

地震により被災した設備の復旧状況（新幹線）

脱線復旧状況 仙台駅回送作業

電柱復旧作業

軌道変位復旧作業

土木設備復旧作業（高架橋）

※被害箇所数は、今後変更となることがあります。

（参考）カイン
地震の強さを揺れの速度で表すもので、
1カイン(cm/s)は1秒間に1cm動いたことを
意味する。
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阪神・淡路大震災を受け実施した緊急耐震補強については、概ね完了しており、緊急耐震補強
を実施した高架橋については、東日本大震災において損傷はなかった。東日本大震災後、各社に
おいて推進中の地震対策に加え、更なる対策を実施。

新幹線地震対策の推進

JR北海道、東日本・西日本(北陸) JR東海・九州 JR西日本(山陽)

(レール転倒防止装置) (逸脱防止ガイド) (逸脱防止ストッパ) (脱線防止ガード) (逸脱防止ガード)

新幹線の地震対策については、平成16年新潟県中越地震において、営業中の新幹線が初めて脱線したことを踏まえ、国、新幹線を
有するJR各社、関係機関等で構成される「新幹線脱線対策協議会」を設置。この協議会において、構造物の耐震補強や関連する技術
開発等について情報共有を図り、JR各社において各種対策を順次進めている。

地震時において、列車の脱線を極力防止するための脱線防止ガードの設置や、仮に脱線した場合においても、線路から大きく逸脱
することを防止するための装置の整備を実施中。

各社において、地震計の増設、地震検知システムの機能強化、列車ブレーキ力の向上を図るな
ど、早期に列車を停止させる取組みを実施。また、文科省が整備を進めている東日本太平洋沖等
の海底地震計を活用することにより、新幹線早期検知システムの機能向上を図ることができない
か鉄道事業者と関係機関で検討を行い、平成31年4月より、本州３社で導入。

①構造物の耐震対策

②早期地震検知システムの充実

③脱線・逸脱防止対策の促進

主な対策
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地域鉄道
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鉄道事業者と地域の協働による地域モビリティの刷新に関する検討会について
（2/14設置）

人口減少社会の中で、将来に向けた利便性の高い地域モビリティの再構築に向けて、鉄道事業者と沿線地域が危機認識
を共有し、相互に協力・協働しながら、輸送サービスの刷新に取り組むことを可能とする政策のあり方等について、自
由に議論を行い、検討する。

・民間企業である鉄道事業者と、沿線の地方自治体のそれぞれが、ローカル鉄道が担ってきた地域モビリティの利便性・
持続性の回復に向けて果たすべき役割と責務とは。

・鉄道特性の評価についての基本的な考え方、指標とは。他のモードでは担うことのできない鉄道特有の機能とは何か。

・「入口論」として、鉄道事業者と沿線地域の間でどのような対話の機会が望ましいか。円滑な議論に向けて国としてど
のような関与が必要か。

・鉄道事業者と沿線地域の協働による「出口論」として、どのような方策が考えられるか。利用促進、省力化・省人化、
他モードとの連携、分社化、運賃の見直し、公有民営化（上下分離）等によるリスク分担、他モードへの転換等の様々
な打ち手について、どのような課題があるか。これに対して、国は制度面、財政面でどのような支援ができるか。

検討会の目的

検討会における論点

◎竹内健蔵 東京女子大学現代教養学部国際社会学科

経済学専攻教授

・板谷和也 流通経済大学経済学部教授

・加藤博和 名古屋大学大学院環境学研究科教授

・羽藤英二 東京大学大学院工学系研究科教授

・宮島香澄 日本テレビ放送網（株）報道局解説委員

・森 雅志 富山大学客員教授（前富山市長）

※鉄道事業者、自治体関係者等はオブザーバー参加

＜委員＞

・第１回：事務局より趣旨説明、

鉄道事業者ヒアリング（2/14）

・第２回：自治体ヒアリング（3/3）

・第３回：論点整理（4/18）

・第４回：とりまとめ案の検討（5/13）

・第５回：とりまとめ

＜スケジュール＞

今夏までに結論を得て、概算要求等に反映
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