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Light Rail Transit (LRT) has recently developed primarily in Western countries. Toyama city’s LRT opened in 2006; 
moreover, Light Rail Vehicles (LRV) and barrier-free trains are currently being introduced and promoted by a tram 
company. In addition, the introduction of the LRT is under consideration in Yokohama city and Utsunomiya city, 
although, currently, new openings have been limited to Toyama city. This study investigated four aspects of Japan’s 
20 tram companies: “the production side” , “managerial” ,“service level surface” and “environment-friendly face” 

using the DEA (Data Envelopment Analysis) method. 
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1. はじめに 

1970 年代以降，欧米諸国を中心に新しい交通機関の位置づけ

として，次世代型路面電車システム（LRT：Light Rail Transit）を

導入する都市が増えている 1)．LRTを導入する利点は大きく分け

て4つである．1つ目は，自家用車や路線バスと比べて，環境へ

の負荷が小さく，一度で多くの人を輸送することができる．2つ

目は，地下鉄や鉄道と比べて，建設費用が安く，工事期間も短い

ことである．3つ目は，低床車両の導入や駅・路面電車停留場を

バリアフリー化することで，誰でも利用しやすくなることである．

4つ目は，鉄道路線や他の公共交通機関を結ぶことで，交通利便

性が向上し，公共交通のネットワークが充実することである 2)．

LRTの導入に当たり，新規にLRTを導入する都市もあれば，路

面電車が廃止された後，LRT を導入して事業の景気を回復させ

た都市もある．2013 年時点で，LRT が導入されている都市は世

界で140都市を上回り 3)，導入されている都市の特徴は人口100

万人以上の大都市や人口20～50万人程度の中規模程度の都市で

ある 1)． 

日本では，1960年代から70年代にかけて，自家用車の普及が

進み，路面電車事業の財政難と自家用車の渋滞が増えた．そのた

め，都市圏で整備されていた路面電車の廃線が相次いだ．しかし，

1990年以降，路面電車は環境への負荷が小さいことが注目され，

路面電車に対する評価が見直された 4)．その後，既存の路面電車

事業者による超低床型車両（LRV：Light Rail Vehicle）の導入，

電停のバリアフリー整備や併用軌道区間の整備を進めた．また，

一部の都市では，まちづくりの一環としての取り組み，自家用車

にかかる税金をLRT 等の公共交通機関に利用するといった取り

組み，国・自治体からの補助金を使用して整備する等，様々な対

策を講じてきた 3)．具体的な例として，2006年に日本初の本格的

なLRT を開業した富山市では，まちづくりの一環として，普通

の鉄道路線をLRT 化した．これに伴い，駅を結節点として鉄道

を補完するフィーダーバス(1) の導入や駅前広場の整備，一部の路

線変更を行った併用軌道区間の新設等，公共交通ネットワークの

整備が行われた 5)． 

その他の都市でもLRT 導入の計画や構想があり，例えば，横

浜市は臨海部を訪れる観光客らの新たな交通手段の一つとして

LRT の導入について検討している．今後は，複数年にわたり運

行ルートや事業主体に関する調査研究を行うと発表した 6)．また，

宇都宮市や豊島区等の地域においてもLRT の導入の議論がなさ

れており 7), 8)，多くの都市でLRTに関心を持っていることがわか

る．しかし，富山市におけるLRTの開業後，国内で新たなLRT

の実現に至った事例はない．一方で，既存の路面電車事業者によ

るLRVの導入や環境面に配慮した取り組み，既存の設備等を活

用したLRT化が積極的に行われているが，路面電車・LRTの運

行及び事業を安定して継続していくためには効率性を重視した

運営が必要となる． 

交通事業に関する既存の研究は様々あり，坂元（1997）の第

三セクター鉄道の効率性の評価 9)，木村ら（2013）の高速道路運

営のDEAによる分析 10)，伊多波（2010）の公営地下鉄の効率性

分析 11)，平井ら（2008）の公営バスの効率性評価 12)，さらに，

平井ら（2008）12)の研究を多角的に再考察した古瀬ら（2014）の

公営バスの効率性評価 13)等がある．しかし，日本の路面電車事

業者を対象に効率性を評価した研究はほとんどない． 

そこで，本研究では既存の路面電車事業者20社を対象に，「生

産面」，「経営面」，「サービス水準面」，「環境配慮面」の4つの視

点から，包絡的分析法（DEA：Date Envelopment Analysis）を用

いて，LRT事業の効率性を多角的に評価する． 
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2. LRTや路面電車の概況 

2-1. 日本におけるLRT 

 日本のLRTは主に，既存の路面電車事業者に導入されたLRV，

電停や併用軌道の設備を近代化したものを指している場合が多

い．しかし，LRT の言葉が生まれたアメリカ連邦交通省都市大

量輸送局（UMTA：U.S. Urban Mass Transit Association）によると，

LRT の定義は「大部分を専用軌道とし，部分的に道路上を 1 両

ないし数両編成の列車が電気運転によって走行する，誰でも容易

に利用できる交通システム」とある．つまり，LRT は地下鉄と

バスの中間的存在と言える．海外では，路面電車のように併用軌

道を走るものだけではなく，短編成車両で高頻度運行をしている

もの，ほとんどが地下を走るものが存在する 1)．日本においては，

路面電車ではないが，全区間専用軌道を走行し，全車両路面電車

型で運行している鉄道会社があり，これらはLRT に分類するこ

とが出来る．現在，国内のLRT事業者は18都市20事業者，総

延長265.1kmである 14)． 

 

2-2. LRTに関する収集データ 

 本研究では，路面電車事業者20社の経営，環境面等の視点か

ら効率性を評価するために，従業員数や旅客車両数，運転用電力

の消費額，年間延べ人キロ，営業収入，低床車両・ノンステップ

車両数，回生ブレーキ付車両数を用いた．各データについては，

次の通りである．従業員数と運転用電力の消費額については，国

土交通省鉄道局（2013）の「平成22年度 鉄道統計年報」14)の値

を用いた．旅客車両数及び低床車両・ノンステップ車両数につい

ては，交通新聞社発行の「私鉄車両編成表 2010」15) に掲載され

ていた車両数から該当する車両数を用いた．回生ブレーキ付車両

数(2) については，寺田（2003）の「ローカル私鉄車輌20年 路面

電車・中私鉄編」16)から回生ブレーキ付車両に関する車両の情報

を確認した後，本研究の対象事業者には平成22年度の回生ブレ

ーキ付車両の保有数を電話で尋ねた．使用したデータの一覧を表

-1 に示す．なお，本研究で使用したデータについては，古瀬ら

（2014）13) を参考にした．ここで，入力値には従業員数や旅客

車両数，運転用の電力消費額を採用し，出力値には年間延べ人キ

ロ，営業収益，低床車両・ノンステップ車両数，回生ブレーキ付

車両数を採用した．なお，回生ブレーキ付車両数を採用した理由

として，回生ブレーキシステムは自動車や鉄道等で用いられてお

り，運動エネルギーを電気エネルギーに変換し，このエネルギー

を利用することで省エネルギーとなる．したがって，回生ブレー

キ付車両を導入することで，環境負荷を減らすことが可能である． 

 ただし，DEA は選択したデータによって結果が左右されるこ

とが考えられる．そのため，今回は表-1 のデータを用いて，生

産面や経営面，サービス水準面，環境配慮面の効率性を評価する

が，異なる出力データを用いる場合には，評価軸が異なるため，

効率性の評価結果も異なることに留意されたい． 

 分析対象について，路面電車事業者は17都市19事業者存在す

るが，全区間専用軌道を走行しているものの路面電車型の車両で

運行している福岡県A事業者もLRTに含まれるため，分析対象

は18都市20事業者とした．本研究の分析対象となる事業者の一

覧を表-2 に示す．なお，本研究では，LRT 事業の効率性評価を

行うため，各事業者に配慮して各名称を表-2 に示すように変更

した． 

 

2-3. 各事業者のデータ集計 

 各事業者の年間延べ人キロを図-1 に示す．年間延べ人キロが

高い事業者は，広島県A事業者（約195.3百万人キロ），大阪府

A 事業者（約 71.4 百万人キロ），長崎県A 事業者（約 56.7 百万

人キロ），東京都A事業者（48.9百万人キロ），東京都B事業者

（約 48.4 百万人キロ）である．逆に，年間延べ人キロが低い事

業者は，岡山県A事業者（約5.8百万人キロ），富山県C事業者

（約 7.0 百万人キロ），愛知県A 事業者（約 7.5 百万人キロ）で

ある． 

【表-1】使用したデータの一覧 

効率性 入力 出力 

生産面 14) 
従業員数 

（労働）14) 

（人） 

 

旅客車両数 

（資本）15) 

（両） 

運転用 

電力の 

消費額 14) 

（中間投入）  

（千円）(3) 

年間延べ人キロ14) 

（千人キロ） 

経営面 14) 
営業収入14) 

（千円） 

サービス 

水準面 14) 

低床車両・ノンス

テップ車両数 15)

（両） 

環境 

配慮面 16) 

回生ブレーキ

付車両数 16) 

【表-2】本研究の分析対象となる事業者の一覧 

地

方
事業者 

地

方 
事業者 

北

海

道

北海道 A事業者
中

国 

岡山県 A事業者 

北海道 B事業者 広島県 A事業者 

関

東

東京都 A事業者 四

国 

愛媛県 A事業者 

東京都 B事業者 高知県 A事業者 

中

部

富山県 A事業者

九

州 

福岡県 A事業者 

富山県 B事業者 長崎県 A事業者 

富山県 C事業者 熊本県 A事業者 

福井県 A事業者 鹿児島県 A事業者 

愛知県 A事業者

近

畿

大阪府 A事業者

大阪府 B事業者

京都府 A事業者
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 各事業者の営業収入を図-2に示す．営業収入が多い事業者は，

広島県A事業者（約60.6億円），東京都A事業者（約26.9億円），

大阪府A事業者（約22.1億円）である．逆に，営業収入が少な

い事業者は，富山県C事業者（約1.9億円），富山県B事業者（約

3.1億円），福井県A事業者（約3.6億円）である． 

 各事業者の低床車両・ノンステップ車両数を図-3 に示す．低

床車両・ノンステップ車両数が多い事業者は，広島県 A 事業者

（110両），大阪府A事業者（62両），東京都A事業者（39両）

である．逆に，低床車両・ノンステップ車両数がないまたは少な

い事業者は，北海道A事業者，大阪府B事業者，福岡県A事業

者（0両），高知県A事業者（1両），岡山県A事業者，愛知県A

事業者（2両）である． 

 各事業者の回生ブレーキ付車両数を図-4 に示す．回生ブレー

キ付車両数が多い事業者は，広島県A事業者（196両），大阪府

A 事業者（62 両），鹿児島県A 事業者（22 両）である．逆に，

回生ブレーキ付車両がないまたは少ない事業者は，京都府 A 事

業者，大阪府B事業者，福岡県A事業者（0両），高知県A事業

者（1両），福井県A事業者，岡山県A事業者（2両）である． 

 以上，2010 年時点の年間延べ人キロ，営業収入，低床車両・

ノンステップ車両数，回生ブレーキ付車両数を示したが，広島県

A事業者はどの項目においても一番高い値となった．また，東京

都を走る東京都A事業者と東京B事業者の年間延べ人キロがほ

ぼ同じであった．一方で，富山県を走る富山県 B 事業者と富山

県C事業者は営業収入が低いということが分かった． 

 

3. 包絡分析法及び分析方法 

3-1. 包絡分析法 

 本研究では，各事業者の効率性を評価するために，Charns et al. 

(1978)17) によって開発されたDEAを用いる．DEAは最も優れた

パフォーマンスを示す事業体の効率フロンティアを基準に，他の

事業体を相対的に評価する手法であり12)，主に企業や交通機関，

地方自治体，病院等の事業体の事業活動の効率性を評価する際に

使用される． 

 DEAの特徴は様々である．1つ目は，生産関数を特定化せず，

入力値・出力値の比率で効率性を計測することができることであ

る．これにより，容易に事業体間の相対評価が可能となる．2つ

目は，重み付けには固定値を使用せず，各事業体にとって最も有

利となる重みづけが出来ることである．これにより，可変ウェイ

トによって各事業体にとって最も有利となる状況における効率

性の評価となる．最後に，効率値（θ）は0.0 ≦ θ ≦ 1.0の範囲

で表示され，最も優れた事業者の効率値は1.0となることである． 

 DEA には，生産規模に関係なく評価が可能な CCR

（Charnes-Cooper-Rhodes）モデルと生産規模に応じて評価する

BCC（Banker-Chames-Cooper）モデルが用いられる場合が多い．

CCR モデルは技術及び規模の効率性を評価する際に用いられ，

一方，BCCモデルは技術的効率性を評価する際に用いられる 12)．

本研究では，各事業者の生産規模に応じて評価を行うBCCモデ

ルを用いる．なお，BCCモデルとはDEAの基礎モデルであり，

規模に関して収穫可変を仮定しているため，技術の効率値が純粋

に計測される 12)． 

 DEAは任意の事業体が k 個存在し，各事業体の効率値は以下

の分数計画問題を解くことによって算出することが出来る 12)． 

 

 Max 

mkmkk

skskk

xvxvxv

yuyuyu





2211

2211       (1) 

【図-1】各事業者の年間延べ人キロ 

【図-3】各事業者の低床車両・ノンステップ車両数 

【図-4】各事業者の回生ブレーキ付車両数 

【図-2】各事業者の営業収入 
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s.t.  1
2211

221j1 




mjmjj

sjsj

xvxvxv

yuyuyu  ( j = 1, 2, ･･･, n) 

ただし，vi ≥ 0 (i =1, 2, ･･･, m),   ur  ≥ 0 (r =1, 2, ･･･, s) 

ここで，θ：効率値，n：事業体数，m：入力項目数，s：出力項

目数，ur：事業体 k の r 番目の出力ウェイト，yrk：事業体 k の r

番目の出力，vi：事業体kの i番目の入力ウェイト，xik：事業体k

の i 番目の入力，yrj：事業体 j の r 番目の出力，xij：事業体 j の i

番目の入力である． 

  

 次に，BCC モデルによる効率的フロンティアの概念図を図-5

に示す．ここには，A，B，C，D の 4 事業者が存在する．BCC

モデルを用いると，効率フロンティアはA，B，D事業者となり，

これらの点を結ぶ折れ線が効率的フロンティアとなる．また，こ

の効率フロンティアより下側の領域は生産可能集合と呼ばれ，そ

の中の事業体は非効率となる．なお，式で表すと以下の通りであ

る 11)． 

Max  


s

r
rkr yu

1

 

s.t.  0
11

 


rj

s

r
r

m

i
iji yuxv  ( j =1, 2, ･･･, n)  (2) 

    1
1




m

i
iki xv  

     vi ≥ 0 (i =1, 2, ･･･, m),   ur  ≥ 0 (r =1, 2, ･･･, s) 

     σ：制約なし 

 

3-2. 分析方法 

 公共交通機関等の事業体のDEAによる効率性評価に関する先

行研究として，宮良・福重（2002）18)，平井ら（2008）12)，古瀬

ら（2014）13) が挙げられる．宮良・福重（2003）18) はCCRモデ

ルとBCCモデルを用いて，東京都営バスと長崎県頴娃バスを除

く公営バス事業48事業者を「経営面」の視点からモデル間での

効率性の違いを評価した．平井ら（2008）12) はBCCモデルを用

いて，乗合バス事業の37事業者を「生産面」と「経営面」，「サ

ービス水準面」の 3 つの視点から効率性を評価した．古瀬ら

（2014）13) はBCCモデルを用いて，日本各地の公営バス事業者

を「生産面」，「経営面」，「サービス水準面」，「道路混雑面」，「環

境配慮面」の5つの視点から事業の効率性を評価した． 

 本研究では，古瀬ら（2014）13) を参考にして，BCC モデルを

用いて，「生産面」，「経営面」，「サービス水準面」，「環境配慮面」

の4つの観点から各事業体の効率性を評価する．  

 

4. 分析結果 

4-1. 生産面の効率性の評価結果 

 生産面の効率値の結果を図-6に示す．効率値が1.0となった事

業者は7事業者であり，東京都A事業者，東京都B事業者，富

山県B事業者，富山県C事業者，大阪府A事業者，広島県A事

業者，福岡県 A 事業者であった．これらの事業者の効率値が高

い理由として，広島県A事業者や大阪府A事業者，東京都A事

業者，東京都 B 事業者は年間延べ人キロが他の事業者と比べて

高いことが要因と考えられる．一方で，富山県 B 事業者と富山

県 C 事業者は年間延べ人キロの値は低いものの，従業員数と旅

客車両数が少ないことが要因と考えられる． 

 逆に，効率値が低かった事業者は愛媛県A事業者（0.240），愛

知県A 事業者（0.412），富山県A 事業者（0.427），高知県A 事

業者（0.551）であった．これらの事業者の効率値が低い理由と

して，上述した各事業者の共通点は年間延べ人キロの値が低いこ

とである．さらに，愛媛県 A 事業者は年間延べ人キロの低さに

加えて旅客車両数が多いことが要因と考えられる．高知県 A 事

業者は年間延べ人キロの低さに加えて従業員数が多いことが要

因と考えられる． 

 

4-2. 経営面の効率性の評価結果 

 経営面の効率値の結果を図-7に示す．効率値が1.0となった事

業者は5事業者あり，東京都A事業者，東京都B事業者，富山

県B事業者，富山県C事業者，広島県A事業者であった．これ

らの事業者の効率値が高い理由として，東京都 A 事業者，東京

都B事業者，広島県A事業者は営業収入が他の事業者と比べて

多いことが要因と考えられる．一方で，富山県 B 事業者と富山

県 C 事業者は運転用電力の消費額と旅客車両数が少ないことが

要因と考えられる． 

逆に，効率値が低かった事業者は愛媛県A事業者（0.319），高

知県A 事業者（0.449），長崎県A 事業者（0.459），愛知県A 事

業者（0.459）であった．これらの事業者の効率性が低い理由と

して，愛媛県 A 事業者は旅客車両数が多いことが要因と考えら

れる．高知県A事業者と愛知県A事業者は営業収入が少ないこ

【図-6】生産面の効率値の結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【図-5】BCCモデルによる効率的フロンティアの概念図 
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とが要因と考えられる．長崎県 A 事業者は従業員数と旅客車両

数が多いことが要因と考えられる． 

 

4-3. サービス水準面の効率性の評価結果 

 サービス水準面の効率値の結果を図-8 に示す．サービス水準

面の効率値が1.0となった事業者は7事業者あり，東京都A事業

者，東京都B事業者，富山県B事業者，富山県C事業者，大阪

府A事業者，京都府A事業者，広島県A事業者であった．これ

らの事業者の効率性が高い理由として，東京都 A 事業者，東京

都B事業者，大阪府A事業者，京都府A事業者は保有している

全ての旅客車両が高床であるものの，駅のホームや停留場の安全

地帯が車両のドアの高さまであり，さらに，ホームと電車との間

に隙間や段差がほとんどないノンステップ車両であることが要

因と考えられる．富山県B事業者，富山県C事業者，広島県A

事業者は半分以上もしくは全ての旅客車両がLRVであることが

要因と考えられる．また，広島県A事業者はLRVの旅客車両数

が一番多く，サービス水準が高いと言える． 

 逆に，効率値が低かった事業者は長崎県A事業者（0.169），愛

媛県A事業者（0.233），高知県A事業者（0.247）であった．こ

れらの事業者の効率性が低い理由として，LRV の保有車両数が

少ないことが要因と考えられる． 

 

4-4. 環境配慮面の効率性の評価結果 

 環境配慮面の効率値の結果を図-9 に示す．環境配慮面の効率

値が1.0となった事業者は5事業者あり，東京都B事業者，富山

県B事業者，富山県C事業者，大阪府A事業者，広島県A事業

者であった．これらの事業者の効率値が高い理由として，保有し

ている全てもしくは半分以上の車両が回生ブレーキ付車両であ

ることが要因と考えられる． 

 逆に，効率値が低かった事業者は長崎県A事業者（0.169），高

知県A事業者（0.247），愛媛県A事業者（0.268）であった．こ

れらの事業者の効率値が低い理由として，回生ブレーキ付車両の

導入数が少ないためである． 

 

4-5. 多角的視点のまとめ 

 指標別の効率的事業者の整理を表-3 に示す．なお，黒い丸は

効率値が 1.00 であった事業者を表す．生産面，経営面，サービ

ス水準面，環境配慮面で全て効率的であった事業者は東京都 B

事業者，富山県B事業者，富山県C事業者，広島県A事業者で

あった．この4事業者の共通点として，保有車両全てまたは半数

以上がLRVまたはノンステップ車両であることわかった．また，

富山県B 事業者と富山県C 事業者は運転用電力の消費額が低い

ことや従業員数が少ないという共通点があった．また， 東京都

A 事業者は環境配慮面以外の 3 つの項目，大阪府A 事業者は経

営面以外の3つの項目で効率的であった．  

 

5. まとめ 

 本研究では既存の路面電車事業者 20 社を対象に，「生産面」，

「経営面」，「サービス水準面」，「環境配慮面」の4つの視点から，

DEAを用いて，LRT事業の効率性を多角的に評価した．この結

果，4つの指標で効率的であった事業者は東京都B事業者，富山

県B事業者，富山県C事業者，広島県A事業者ということが分

かった．また，LRV を若干数導入することや回生ブレーキ付車

両を導入したからといって，必ずしもそれが事業者にとって効率

が良いというわけではないということが分かった． 

 しかし，本研究では多くの課題が残されている．1つ目は，本

研究では，LRT事業の効率性を評価したのみであった．しかし，

非効率となった事業がより効率的になるために，各事業体に適し

た対策を検討し，その対策が効率性に与える効果を評価していく

必要があると考えられる．2 つ目は，多くの自治体では，将来，

人口が減少すると予測されているため，今後の継続的な運営も加

味して評価していく必要性があると考えられる．3つ目は，本研

究では，4 つの視点から LRT 事業の評価を行ったが，この評価

項目では，LRT 事業を網羅した評価とは言い難い．今後は，よ

り多角的に評価することで，偏りのない評価となると考えられる． 

【図-7】経営面の効率値の結果 

【図-8】サービス水準面の効率値の結果 

【図-9】環境配慮面の効率値の結果 
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補注 

(1) 交通網で主に鉄道と接続して，支線の役割を持って運行され  

   るバスのことで，富山県B事業者の場合，総合的に自動車 

   からの乗り換えと沿線での移住促進を促している． 

(2) 電車がブレーキをかけたときに，モーターを発電機として作   

   用させることで発生した電力を架線に戻し，他に走行してい 

   る電車が使えるように電力を回生，再利用することが出来る 

   ブレーキを装備した車両のことである． 

(3) 東京都B 事業者，富山県A事業者，愛知県A 事業者，大阪

府A事業者，愛媛県A事業者の従業員数と運転用電力の消費

額は鉄道事業も含めた値である．また，京都府A事業者は索

道線を含めた値である． 
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【表-3】指標別の効率的事業者の整理 

地

方 
事業者 

効率的な事業者 

生

産

面 

経

営

面 

サービス 

水準面 

環境 

配慮面

北

海

道 

北海道 A事業者     

北海道 B事業者     

関

東 

東京都 A事業者 ● ● ●  

東京都 B事業者 ● ● ● ● 

中

部 

富山県 A事業者     

富山県 B事業者 ● ● ● ● 

富山県 C事業者 ● ● ● ● 

福井県 A事業者     

愛知県 A事業者     

近

畿 

大阪府 A事業者 ●  ● ● 

大阪府 B事業者     

京都府 A事業者   ●  

中

国 

岡山県 A事業者     

広島県 A事業者 ● ● ● ● 

四

国 

愛媛県 A事業者     

高知県 A事業者     

九

州 

福岡県 A事業者 ●    

長崎県 A事業者     

熊本県 A事業者     

鹿児島県 A事業者     
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