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鉄道建設は、巨額の初期投資資金が必要で、かつ整備期間が長期にわた
るため、設備投資から資金回収までを、今日、民間企業がリスクを負う形で
実施するのは極めて困難です。

また、鉄道建設は様々な専門技術の集合体で成り立っています。最終的
に安全・安心な鉄道運行が可能なシステムとして完成させるには、総合技
術力を有する組織が、経理・契約・用地・土木・軌道・電気・建築・機械とあら
ゆる専門技術を駆使し、全体を管理する必要があります。

このため、現在、新幹線建設は、建設後の線路貸付料収入や、国と地方自
治体からの公費等を財源として建設する仕組みのもと、JRTTが一元的に

行っています。具体的には、JRTTは、国の指示を受けて、新幹線路線のルート選定から、環境影響評価、設計、用地取得、施工監理に
至るまで、関係官庁・地方自治体、鉄道事業者等と綿密な調整を行いながら新幹線を建設しています。我々のように広域な範囲で
鉄道路線全体のマネジメントを一手に担える鉄道技術者集団は他にはありません。

JRTTは、これまで、北海道・東北・上越・北陸・九州に新幹線を建設し、開業させてきました。現在、北海道（新函館北斗～札幌）、北
陸（金沢～敦賀）、九州（武雄温泉～長崎）の新幹線建設を推進しています。

JRTT鉄道・運輸機構は、
鉄道や内航海運を支えています

我が国は四面を海に囲まれた島国であり、内航海運は、国内物流の約4割
強、鉄鋼・セメント・石油製品などといった産業基礎物資の輸送に至っては
約8割を担っており、我が国の社会経済活動と国民生活を支えています。ま
た、国内旅客船も地域の住民の移動手段や生活物資の輸送手段として不可
欠な交通インフラとなっています。

一方で、内航海運は中小企業者が大部分を占めるほか、荷主の業界再編
や景気動向、安全面・各種規制の強化、技術革新への対応等、さまざまな環
境変化への対応が求められています。

内航事業者がこうした変化に対応できるよう、JRTTでは民業補完の観点から、資金的支援だけでなく、他の金融機関では行っ
ていない建造計画段階からの技術支援を行う船舶共有建造制度により、多様な政策課題に的確に対応するため、労働環境を改善
する設備を有する船舶、モーダルシフトに寄与する船舶、二酸化炭素削減に資する船舶等の建造に努めています。

内航海運を支えています

新幹線建設を一元的に支えています



移動時間を大幅に短縮し、地域経済の活性化を促す「新幹線」。
都市を支え、都市の魅力をつくる「都市鉄道」。人と物資を安全に運び、生活と産業を支える「内航海運」。
いずれも、日本が住みよい国であり続けるためになくてはならないものです。
交通ネットワークの未来に向けて、
これからも国民全体の社会資本である交通インフラを支えていかなくてはなりません。
新幹線をはじめとする鉄道や内航海運は、1年365日、
多くの関係者の努力により休むことなく運行していますが、この運行は、鉄道事業者、内航事業者はもちろん、
各種メーカー、整備・保守会社など多くの関係者により支えられています。
そして、JRTTも、インフラや施設の整備を支える立場で、この一翼を担っています。
私たち、JRTTは、これらの業務について、高い倫理観を持って、法令や社会のルールを順守して遂行してまいります。
また、社会の変化に対応して、新しい取組みに積極的に挑戦してまいります。

諸外国においては、環境問題や都市における交通渋滞への対応等を目的
として、多くの国が鉄道整備を積極的に検討・推進しており、我が国鉄道イ
ンフラ技術に対する国際的な期待は高いものがあります。

また、日本政府も、これら鉄道インフラ需要を積極的に取り込み、我が国
の力強い経済成長につなげていくため、海外インフラ展開法を新たに制定
する等、高速鉄道をはじめとした我が国鉄道インフラの海外展開を強力に
進めています。

JRTTは、これまで培ってきた新幹線建設のプロジェクトマネジメント
能力を活用し、民間企業と連携・協力して高速鉄道システムの海外展開を進める一翼を担っていきます。

JRTTは、十分に技術者を確保できない第三セクター等の鉄道事業者を
支える形で、東京国際空港、成田国際空港、関西国際空港、中部国際空港、仙
台空港等の空港アクセス路線や、つくばエクスプレス線等の都市鉄道・地
域鉄道の建設を担ってきました。さらに、東日本大震災で被災した三陸鉄
道等の復旧に際しても、現地にかけつけ、その復旧の一翼を担いました。現
在も、都市鉄道等利便増進法を適用した神奈川東部方面線の新設を進めて
います。

また、鉄道路線全体のマネジメント能力を活用し、国、地方自治体、鉄道
事業者からの要請に対応し、鉄道新線の整備計画に関する調査等も行って

います。
さらに、鉄道利用者の安全性や利便性の向上、鉄道の利用促進や地域の活性化を図るため、鉄道ネットワークの充実や一層の利

便性向上に資する施設整備を行う鉄道事業者に対して、国の補助金を受け支援を行っています。そのほか、地域公共交通等の整備
に対する資金的な支援の役割も担っています。

JR北海道、JR四国及びJR貨物に関しては、老朽化した鉄道施設の更新や経営基盤強化のため、様々な支援を行っております。

海外の高速鉄道整備を支えています

都市鉄道・地域鉄道を支えています



独 立 行 政 法 人 鉄 道 建 設・運 輸 施 設 整 備 支 援 機 構
Japan Railway Construction, Transport and Technology Agency

基本理念

「明日を担う交通ネットワークづくりに貢献します。」

安全で安心な、環境にやさしい交通ネットワークづくりに貢献します。

交通ネットワークづくりを通じ、 
人々の生活向上と経済社会の発展に寄与します。

交通ネットワークづくりに当たっては、確かな技術力、 
豊富な経験、高度な専門知識を最大限に発揮します。

行動指針

1. 社会の変化に対応して、新しい取組みに積極的に挑戦します。

2.   高い倫理観を持って、法令や社会のルールを遵守し、 

責任ある行動をとります。

3. 業務の透明性、効率性を高めて、厚い信頼を確立します。

4.   一人一人が果たすべき役割を自覚して、力を結集し、 

チーム力を高めます。

5. 働きがいのある職場での研鑽を通じて、自らも成長します。
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2015年9月25日～27日、ニューヨーク国連本部において、「国

連持続可能な開発サミット」が開催され、「私たちの世界を変革す

る：持続可能な開発のための2030 アジェンダ」が採択されまし

た。このアジェンダは、人間、地球及び繁栄のための行動計画とし

て、宣言及び目標を掲げました。この目標が、ミレニアム開発目標

（MDGs）の後継であり、17の目標と169のターゲットからなる

「持続可能な開発目標（SDGs）」です。

JRTTでは、「明日を担う交通ネットワークづくりに貢献します。」

という基本理念を掲げています。「明日を担う」とは、言い換える

と「サステナブル（持続可能）」ということ。鉄道や内航海運を支え

ているJRTTの事業は、まさにSDGsの理念に沿った事業活動で

す。

私たちJRTTは、これからも持続可能で強靱（レジリエント）な交

通ネットワークづくりを通じてSDGs達成へ貢献してまいりま

す。
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整備新幹線

●整備新幹線の建設

全国を高速で駆ける新幹線は、広域な交通ネットワークとして安全に結び、長年にわたり沿線地域の
ビジネスや観光をはじめとして、日本の経済活動と人々の社会生活に重要な役割を果たしています。
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九州新幹線 （博多・鹿児島中央間）
［257km］

−：�建設中の整備新幹線（建設・保有主体はJRTT）

−：�貸付中の整備新幹線（建設・保有主体はJRTT）

−：譲渡済の新幹線（譲渡代金の一部を整備新幹線建設に充当）

…：�建設中の中央新幹線（JRTTは一部区間を受託）

九州新幹線（武雄温泉・長崎間）
［66km］

武雄温泉・長崎間の認可の日から概ね10年後の完
成を予定して工事に着手しました。2022年秋頃の
完成予定に向けて、工事を進めています。

袴野橋りょう（佐賀県）

北陸新幹線（金沢・敦賀間）
［125km］

長野・金沢間の開業から概ね10年強後の完成
を予定して工事に着手しました。2024年春頃
の完成予定に向けて、工事を進めています。

九頭竜川橋りょう（福井県）

整備新幹線とは、全国新幹線整備法に基づいて1973年の整備計画により整備が行われている路線です。
JRTTは、北海道新幹線（新函館北斗・札幌間）、北陸新幹線（金沢・敦賀間）、九州新幹線（武雄温泉・

長崎間）の３線３区間の建設を進めており、これまでに北海道新幹線（新青森・新函館北斗間）、東北新
幹線（盛岡・新青森間）、北陸新幹線（高崎・金沢間）、九州新幹線（博多・鹿児島中央間）の計929km
を建設しました。

整備新幹線の建設財源については、貸付料等収入の一部を充てた後、残りの部分について国が３分の２、
地方公共団体が３分の１を負担しています。
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渡島トンネル（北海道）

北海道新幹線（新函館北斗・札幌間）
［212km］

新青森・新函館北斗間の開業から概ね20年後の
完成を予定して工事に着手しました。2015年の政
府・与党申合せにおいて、5年前倒しの2030年度
末の完成を目指すこととされ、完成に向けて工事
を進めています。

■ 整備新幹線以外に、JRTTの前身である日本鉄道建設公
団が上越新幹線（大宮・新潟間）［約270km］を建設したほか、
中央新幹線（品川・名古屋間）の一部区間をＪＲ東海より受
託し、JRTTが建設工事を進めています。

北陸新幹線（高崎・金沢間）
［345km］

●整備新幹線の施設貸付け

東北新幹線（盛岡・新青森間）
［178km］

北海道新幹線（新青森・新函館北斗間）
［149km］

完成後の鉄道施設は、JRTTが施設を保有し、管理・運行
を行うＪＲ各社へ貸し付け、受益を限度とした貸付料の支払い
により、ＪＲ各社が営業を行っています。



都市鉄道・地域鉄道
都市鉄道から地域鉄道までの幅広い鉄道ネットワークの整備や、鉄道事業者等への支援を行っており、
長年にわたる経験から培われた鉄道技術の蓄積を有効に社会還元しています。

神奈川東部方面線（相鉄・ＪＲ直通線、相鉄・東急直通線）

　相鉄・ＪＲ直通線は相鉄本線の西谷駅とＪＲ東海道貨物線の横浜羽沢駅付近の間に、相鉄・東急直通線は羽
沢横浜国大駅と東急東横線の日吉駅の間に、それぞれ連絡線を整備し、神奈川県央部および横浜市西部と東
京都心部とのアクセスの向上を図る事業
であり、JRTTが整備主体となって建設を
進めています。
　相鉄・ＪＲ直通線の営業主体は相模鉄
道で2019年11月に開業しました。相鉄・
東急直通線の営業主体は相模鉄道と東
急電鉄で2022年度下期開業を予定して
います。

　2005年に施行された都市鉄道等利便増進法に基づき、既存の鉄道施設を有効活用しつつ、連絡線建
設による乗り換えの解消や速達性向上により、利用者の利便性向上を図る事業です。
　整備の財源については、国、地方公共団体及び整備主体が３分の１ずつ負担することになっています。
　完成後は、整備主体であるJRTTが施設を保有し、これを営業主体に貸し付け、営業主体である鉄道
事業者が施設使用料を整備主体に支払い、管理・運行を行うことになっています。

相鉄・ＪＲ直通線　羽沢横浜国大駅

相鉄・東急直通線　新横浜駅（仮称）　完成予想図

●都市鉄道利便増進事業

相鉄・東急直通線　新横浜駅（仮称）　ホーム

路線図（相鉄・ＪＲ直通線、相鉄・東急直通線）

二俣川

大和
西谷

東急東横線

相鉄本線

JR東海道線
JR横須賀線

湘南台

新宿

新橋

品川

渋谷

大崎

新横浜（仮称）

日吉

目黒

田園調布

JR埼京線

海老名

東急目黒線

JR東海道貨物線

東海道新幹線
相鉄いずみ野線

羽沢横浜国大

東京

新綱島
(仮称)

相鉄・東急直通線

相鉄・ＪＲ直通線

横浜

武蔵小杉

東海道新幹線・JR横浜線

相鉄・東急直通線

横浜市営地下鉄
 ブルーライン

羽沢横浜国大方

鉄道建設によるインフラ整備
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鉄道事業者などへの技術支援「鉄道ホームドクター」
　鉄道構造物の補修、管理などについて、必要に応じて現地に出向いて調査した上で、状況に合った工法・材
料等の紹介、条件に合う補助制度などのアドバイスを行っています。また、路線周辺の現況分析などの資料提
供も行っています。
　鉄道全般にわたって何かお困りの事柄がありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

現地調査状況

●鉄道施設に対する総合支援

●鉄道計画の調査・検討

交通計画支援システム「GRAPE」による調査
　GRAPE※は、GIS（地理情報システム）を活用し、鉄道を
中心とした交通計画の策定を支援するシステムです。鉄道
の新線整備のみならず、乗り換え円滑化やダイヤ改正等、
様々な鉄道利便性向上方策の分析・評価をビジュアルに示
すことができます。
GRAPE：GIS for Railways Project Evaluation 
●受賞：土木学会技術開発賞（2002年）

利便性の評価（東京からの等時間到達圏域表示）

　JRTTでは、国、地方公共団体、鉄道事業者等から
の要請を受け、ルート選定等に必要な地質調査などの
各種調査・検討を実施しています。技術的な知見をベー
スに、国や自治体等の主催する各種審議会や委員会等
に参画し、専門的な立場から計画策定に寄与しています。

●技術力を活かした受託業務
　地方公共団体、鉄道事業者等からの要請を受け、各種調査のほか、
鉄道施設の建設や設備増強工事などの受託業務を実施しています。また、
JRTTの設計特例制度の活用により、鉄道事業者が鉄道事業法に基づく
認定鉄道事業者制度の認定基準に適合しない場合であっても、工事施行
認可申請等を行う際に簡略化された手続によることができるため、鉄道
事業者の負担軽減も可能となっています。

仙台地下鉄東西線の建設えちぜん鉄道の高架化

計画路線の事業化検討等
　構想段階の概略的な調査や事業化段階の詳細な調査
について、公的機関として中立な立場で、路線選定、運
行計画、設備計画、需要予測、採算性・社会経済効果
分析などを実施しています。

成田スカイアクセス線の建設

現地調査状況

中央新幹線の建設

トンネル内のひびわれ状況

鉄道ネットワークの整備 9



復旧後 復旧後

被災直後の島越駅付近（北リアス線） 被災直後の荒川橋りょう（南リアス線）

線
ス
ア
リ
北

県
手
岩

線
ス
ア
リ
南

71.0km

36.6km

野田玉川
堀内
白井海岸
普代

島越

平田
唐丹

三陸
甫嶺
恋し浜

綾里

崎
赤
前
陸

摂待

田老
佐羽根

一の渡
山口団地

久慈
陸中野田

田野畑

小本

宮古

吉浜

盛

2012年4月1日
運行再開

2014年4月6日
運行再開

2014年4月5日
運行再開

2013年4月3日
運行再開

Ｒ
Ｊ

線
戸
八

Ｒ
Ｊ

線
渡
船
大

陸前
高田市

大船渡市

宮古市

岩泉町
田野畑村

普代村

久慈市
村
田
野

山田町

Ｒ
Ｊ

線
田
山

0km

0km

リ
ア
ス
線

災害復旧・防災対策
JRTTの技術力を活用し、地震などの自然災害で被災した鉄
道に対する災害復旧への支援や、防災対策を行っています。

東日本大震災による三陸鉄道の災害復旧
工事区間：北リアス線 宮古駅・久慈駅間（駅数：16駅　延長：71.0km）
　　　　：南リアス線 盛駅・釜石駅間   （駅数：10駅　延長：36.6km）
業務内容： 災害復旧のための土木、軌道及び車両基地設備工事
実施期間： 2011年11月1日～2014年9月30日

　2011年3月11日の東日本大震災により、三陸鉄道は、巨大津波で壊滅
的な被害を受けました。
　JRTTは、三陸鉄道株式会社の要請により、自治体及び各関係機関の
協力のもと、２年半という短い工期の中で工事を進め、2012年4月1日
には北リアス線田野畑・陸中野田間、2013年4月3日には南リアス線盛・
吉浜間、2014年4月5日には南リアス線吉浜・釜石間、そして同年4月6
日に北リアス線小本・田野畑間がそれぞれ運行を開始し、予定通り全線
運行再開となりました。
●受賞：土木学会技術賞（2014年）、地盤工学会技術業績賞（2014年）他

●被災した鉄道の災害復旧

 

熊本地震による南阿蘇鉄道の災害復旧支援
　南阿蘇鉄道は、2016年4月に発生した熊本地震により甚大な被害を
受け、全線の復旧のために、熊本県及び南阿蘇鉄道株式会社からの支
援要請を受け、現地調査を実施するとともに、第一白川橋りょうの設計
照査や架け替えのための技術的支援を実施しています。

　鉄道施設に関する十分な技術者を有していない第三セクター鉄道など事業者のニーズに応じて、JRTT
の技術者が行う現地調査のほか、復旧計画の検討や設計照査、工事監理などの技術的支援を通じて、
鉄道の災害復旧に貢献しています。

被災した南阿蘇鉄道の第一白川橋りょう

記念列車を祝福する沿線住民（島越駅）

鉄道建設によるインフラ整備
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復旧後

復旧後

軌道変位、継手部目違（空港トンネル内）

電気施設・防音壁等倒壊
（空港トンネル出口付近）

地元児童による出発式（仙台空港駅）

東日本大震災による仙台空港線の災害復旧
　仙台空港線は、2007年3月18日に開業しましたが、2011年3月11日に
発生した東日本大震災により甚大な被害を受け、全線運休を余儀なくさ
れました。
　JRTTは、宮城県及び仙台空港鉄道株式会社から支援要請を受け、震
災発生直後から現地調査を実施するとともに、2011年4月には仙台空港
鉄道株式会社に技術者を派遣して、復旧対策案の検討や復旧工事の施工
管理、既設構造物の健全度調査等の実施のほか、組織内に支援体制を
構築するなど、復旧のために全面的な技術支援を行いました。
　2011年7月23日には名取駅～美田園駅間の部分開通、2011年10月1日
には仙台空港駅までの全線開通の早期復旧に協力しました。

●安全・防災対策 青函トンネルの機能保全
　青函トンネルに係る地震防災施設、排水施設、列車火災検知装置、
消火設備、避難誘導施設、変電所施設等トンネルの機能保全のための
施設の改修を行っています。

青函トンネルの立体略図

仙台空港線

仙台空港

仙台駅     仙石線
仙台港

至盛岡仙
台
市

地
下
鉄

仙山
線

東
北
自
動
車
道
仙台南部道路

    東北新幹線
至東京

    東
北
線

岩沼駅
常
磐
線

名取駅

仙
台
東
部
道
路

●受賞：日本鉄道賞（2011年）

青函トンネル入口（本州方） 先進導坑の補修トンネル湧水を排水するポンプ設備の更新
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内型枠（シールド後方からの写真）

SENSの施工概念図

GRS一体橋りょうの概念図

三陸鉄道ハイペ沢橋梁

技術開発　

　GRS（Geosynthetic−Reinforced Soil）一体橋りょうは、橋
桁、橋台およびジオシンセティックス（盛土内に面状で敷設す
るネット補強材）で補強した橋台背面の盛土（セメント改良アプ
ローチブロック）の3者が一体となった構造物です。門型構造と
することで、支承部が不要となるため、建設費の低減、維持管
理の負担軽減等の長所があります。
　北海道新幹線（新青森・新函館北斗間）中学校線架道橋で
初めて採用して以降、津波に強い構造でもあることから三陸鉄
道復旧工事の3箇所で採用しました。そのうちのハイペ沢橋梁
では橋桁を鋼とコンクリートの複合構造として長大化に対応し
ました。また、九州新幹線（武雄温泉・長崎間）原種架道橋では、
橋桁をプレストレストコンクリート構造として長大化に対応して
います。
●受賞：土木学会技術開発賞（2019年）、土木学会田中賞（2014年）、地盤工学会技術業

績賞（2013年、2014年）

　SENS（シールドを用いた場所打ち支保システム）は、シール
ド工法（S）による切羽の安定・ECL工法（E）による場所打ちコ
ンクリート・NATM（N）による支保工、これらを総合的に複合
した新しいトンネル構築システム（S）です。この工法により、
山岳工法とシールド工法の適用境界領域の地盤におけるトンネ
ルを安全かつ経済的に建設することが可能となりました。
　東北新幹線（八戸・新青森間）三本木原トンネルで初めて実
用化し、北海道新幹線（新青森・新函館北斗間）津軽蓬田トン
ネルで高速掘進、相鉄・JR直通線西谷トンネルで都市部への
適用に成功しました。相鉄・東急直通線羽沢トンネルと北海道
新幹線（新函館北斗・札幌間）羊蹄トンネルでも採用しています。
●受賞：土木学会技術賞（2006年、2012年）、日本産業技術大賞審査委員会特別賞（2007

年）

　東北新幹線（八戸・新青森間）では、乗り心地の改善、運転
時間及び運転時隔の短縮を目的として東北新幹線（盛岡・八戸
間）で導入した車上主体形ATCを基本とし、新幹線で初めて無
絶縁軌道回路を全面的に採用することにより、線路近傍設備を
簡素化し保守の軽減を図りました。これらを応用し、北陸新幹
線（長野・金沢間）では商用周波数が60Hzの区間にも適用でき
るよう開発を行い、北海道新幹線（新青森・新函館北斗間）の
新幹線と在来線が共用する区間には、新在双方に対応できる三
線軌用ATCを導入しました。
●受賞：日本鉄道電気技術協会鉄道電気技術賞最優秀賞（2015年）

●SENS（シールドを用いた場所打ち支保システム）

●乗り心地を改善した列車制御システム

●GRS一体橋りょう

坑口側 切羽側

二次覆工

一次覆工
NATMの支保工

泥土圧シールド機
切羽を保持

安全に掘削

合理的な支保

防水シート

ジオシンセティックス補強した背面盛土
（セメント改良アプローチブロック）

橋台とジオシンセティックス補強した
背面盛土の一体化

橋桁と橋台の一体化
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急速除雪装置　　ポイント部で車両からの落雪を急速除去する設備
（北陸新幹線）

スプリンクラー散水消雪設備
（北陸新幹線）

新函館変電所

従来の変圧器
（変形ウッドブリッジ結線）
一次巻線 一次巻線

187kV
～

275kV
187kV
～

275kV
60kV

60kV

60kV
60kV

二次巻線 二次巻線昇圧変圧器

新型変圧器
（ルーフ・デルタ結線）

各部門職員の発表を行う技術研究会

　新幹線の雪害対策設備を地域の気象条件に応じて開発・設置し、冬期の安定輸送に大きく貢献しています。
●受賞：土木学会技術賞（2016年）

　新幹線における超高圧受電用の交流き電用変圧器として、従来の変形ウッドブリッジ結線変圧器に代わる新し
い変圧器としてルーフ・デルタ結線変圧器を実用化し、東北新幹線（八戸・新青森間）から採用しています。
　この変圧器は従来型に比べ構造がシンプルで小型・軽量化できるとともに電力損失が少なくなり、経済性に
優れた環境にやさしい設備です。
●受賞：日本電気協会澁澤賞（2016年）

●雪害対策設備

●環境にやさしいルーフ・デルタ結線変圧器

良質な鉄道のための技術開発の推進
　より良い鉄道施設の整備を目指して、ニーズに基づいた
技術開発テーマを分野ごとの課題として取り上げ、鉄道建
設の技術力向上に資する技術開発を進めています。

●鉄道建設のための技術研究
技術研究会
　鉄道建設技術に関する開発成果を広く社会へ還元す
るとともに、業務を遂行していく上での根幹である鉄
道建設技術の維持・発展・承継のため、毎年、鉄道建
設業務にかかるテーマを職員が発表しています。

各種学会等への参画、論文発表
　技術開発の成果を公表し、鉄道建設特有の技術を部外
から適切に理解してもらえるよう、建設技術に係る各種学
会等へ積極的に参加し、論文の投稿や発表に努めています。

計画調査	 山岳トンネル	 都市トンネル
橋りょう	 土構造	 軌道
機械	 建築	 電気

９つの分科会

鉄道ネットワークの整備 13



北海道新幹線、新函館北斗駅

北陸新幹線、飯山駅

北陸新幹線、富山駅

北海道新幹線、木古内駅

北海道新幹線、木古内駅

九州新幹線、新鳥栖駅

相鉄・JR直通線、羽沢横浜国大駅

九州新幹線、新玉名駅

北陸新幹線、富山駅

九州新幹線、筑後船小屋駅

魅力的で利用しやすい駅空間

安心して通行できるホーム
　ホームは見通し良く、必要な通路幅を確保す
るよう設計しています。また、お客様が電車に
接触したり、線路内へ転落することを防ぐため
に、「可動式ホーム柵」を設けています。

見通しがよく分かりやすいコンコース
　コンコースは明るく、見通し良く設計してい
ます。階段、エレベーター、エスカレーターは、
お客様が見つけやすいように配置し、案内サイ
ンや点字誘導ブロックなども整備しています。

利用しやすい昇降設備
　エレベーターは、視認性や防犯性を高めるた
め、ガラス張りにし、防犯カメラを設け、車い
すやベビーカーも利用可能な大きさとしていま
す。また、エスカレーターと階段を設け、いず
れか利用しやすい設備で昇降できるようにして
います。

使いやすい多機能トイレ
　多機能トイレには折りたたみベッドやオストメ
イト用流し等を設け、そのほか男子トイレ、女
子トイレそれぞれに、車いすで利用可能な簡易
多機能ブースを設置しています。また、耳の不
自由な方に非常時を知らせる「フラッシュラン
プ」を設置しています。

便利な多目的室
　新幹線駅舎には、授乳や気分が悪くなってし
まったお客様が一時的に休憩等できる多目的室
を設置しています。
　特に授乳用として、おむつ替え用のベビーシー
トや、流し台、授乳時の目隠しカーテンなどの
設備を設けています。

　年齢、性別、障害の有無などにかかわらず、どなたにも利用しやすい施設をつくろうというユニバーサ
ルデザインの考え方を採り入れ、計画・設計段階から経済性を考慮し、駅整備を行っています。

●どなたにも使いやすく、やさしい駅のユニバーサルデザイン

地域住民や地方公共団体からの意見を踏まえて、魅力的で利用しやすい駅空間となるよう、数多くの
駅舎を建築してきた経験を活かし、街の玄関口となる鉄道駅を整備しています。

鉄道建設によるインフラ整備
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北海道新幹線、新函館北斗駅

北陸新幹線、金沢駅

石川県内伝統工芸品

えちぜん鉄道、福井駅

福井県産杉材

北陸新幹線、黒部宇奈月温泉駅

下立産大理石

北陸新幹線、黒部宇奈月温泉駅

蛭谷和紙

北海道新幹線、奥津軽いまべつ駅

青森ヒバのスクリーン

北陸新幹線、糸魚川駅

糸魚川産ヒスイ

東北新幹線、新青森駅

津軽塗りレリーフ

北海道新幹線、新函館北斗駅

北海道産道南杉材

北陸新幹線、新高岡駅

真鍮、五箇山和紙地場産材の活用
　地場産材である地元産木材を
内装に多く活用することにより、
温かみのある空間が生まれたり、
親しみやすくなるといった効果
や、CO2の固定化にもつながり、
環境に優しい駅となります。
　また、木材に限らず地元産の
石材や金属等を活用することも
あります。

地元工芸品の活用
　織物や和紙、漆器、陶器の地
元工芸品について、経済性、意
匠性、耐久性、保守性を検討の
うえ、内装に活用しています。

　JRTTではユニバーサルデザインの
考え方を駅に採りいれるため、地方公
共団体と協力しながら地域の市民団
体をはじめ、様々な利用者の方々と
意見交換を行いながら整備を行って
います。

①ユニバーサルデザイン計画案
②意見交換会
③意見を反映させた施設

●ユニバーサルデザインのフロー図

　駅はその土地に訪れるお客様を最初に迎え入れる建物です。そのため、地元要望の多いのが、「地域ら
しさを表現してほしい」というご意見です。そこで、JRTTでは内装に地域素材等（地場産材、地元工芸品）
を活用することにより、地域らしさを表現し、地元の方々に愛される駅づくりを目指しています。
　また、可能な範囲で、地元から地域素材等の提供を受けることにより、経済性にも配慮しています。

●利用される方と共に考えるユニバーサルデザイン

●地域らしさを表現する地域素材等を活用した内装

地方公共団体
（駅前広場）

JRTT
（駅）

地域の市民団体など（高齢者、車いす利用者など）

②① ③
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鉄道整備実績
国土交通軸を形成する新幹線や都市圏における鉄道などの整備を推進しています。

　JRTTの前身である日本鉄道建設公団が発足した1964年から50数年間に
整備した路線は、北海道新幹線（新青森・新函館北斗）などの新幹線、津
軽海峡線、ＪＲ線、民鉄線、地方公共団体などから委託された地下鉄など
120以上の路線にのぼり、総延長は3,600km以上に及んでいます。また、
この間、国内外から数多くの賞を受賞しています。

上越新幹線
●受賞：土木学会技術賞（1980年）他

北陸新幹線
●受賞：土木学会技術賞（2015年）他

九州新幹線
●受賞：土木学会技術賞（2011年）他

みなとみらい線
●受賞：ブルネル賞建築部門奨励賞（2005年）他

津軽海峡線（青函トンネル）
●受賞：内閣総理大臣顕彰(1987年)他

ほくほく線

仙台市営地下鉄
南北線

中部国際空港連絡線

愛知環状鉄道線伊勢鉄道線

九州新幹線
（武雄温泉・長崎間）

九州新幹線
（博多・新八代間）

九州新幹線
（新八代・鹿児島中央間）

智頭急行線

湖西線

北陸新幹線
（高崎・長野間）

上越新幹線
（大宮・新潟間）

城北線

仙台市営地下鉄
東西線

仙台空港線

三陸鉄道線

東北新幹線（盛岡・八戸間）

東北新幹線（八戸・新青森間）

田沢湖線

津軽海峡線

学園都市線

名鉄小牧線

名鉄瀬戸線

名鉄豊田線

JR東西線

京都市営地下鉄
東西線

京阪鴨東線

近鉄けいはんな線

北海道新幹線
（新函館北斗・札幌間）

えちぜん鉄道線

山梨リニア実験線

福知山線

筑肥線

日豊本線

京都丹後鉄道線

山陰本線

長崎本線

高徳線

阿武隈急行線

石勝線

関西本線

根室本線

中央新幹線（品川・名古屋間の一部区間）

高松貨物ターミナル駅

東海道線（貨物）
（東京貨物ターミナル・大阪貨物ターミナル間）

神戸市営地下鉄
北神線

JRTTの主な整備路線 主な営業路線

北陸新幹線
（長野・金沢間）

北海道新幹線
（新青森・新函館北斗間）

北陸新幹線
（金沢・敦賀間）

新幹線 営業中
新幹線 建設中
在来線 営業中
在来線 建設中

新 幹 線
在 来 線

奥羽本線

相鉄・JR直通線
●受賞：土木学会技術賞（2020年）

鉄道建設によるインフラ整備
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りんかい線
●受賞：鉄道建築協会運輸省鉄道局長賞（1996年）他

北海道新幹線
●受賞：土木学会技術賞（2016年）他

東北新幹線
●受賞：土木学会技術賞（2010年）他

つくばエクスプレス線
●受賞：バリアフリー優秀大賞（2005年）他

成田新高速鉄道線（成田スカイアクセス）
●受賞：土木学会技術賞（2010年）他

ほくほく線

仙台市営地下鉄
南北線

中部国際空港連絡線

愛知環状鉄道線伊勢鉄道線

九州新幹線
（武雄温泉・長崎間）

九州新幹線
（博多・新八代間）

九州新幹線
（新八代・鹿児島中央間）

智頭急行線

湖西線

北陸新幹線
（高崎・長野間）

上越新幹線
（大宮・新潟間）

城北線

仙台市営地下鉄
東西線

仙台空港線

三陸鉄道線

東北新幹線（盛岡・八戸間）

東北新幹線（八戸・新青森間）

田沢湖線

津軽海峡線

学園都市線

名鉄小牧線

名鉄瀬戸線

名鉄豊田線

JR東西線

京都市営地下鉄
東西線

京阪鴨東線

近鉄けいはんな線

北海道新幹線
（新函館北斗・札幌間）

えちぜん鉄道線

山梨リニア実験線

福知山線

筑肥線

日豊本線

京都丹後鉄道線

山陰本線

長崎本線

高徳線

阿武隈急行線

石勝線

関西本線

根室本線

中央新幹線（品川・名古屋間の一部区間）

高松貨物ターミナル駅

東海道線（貨物）
（東京貨物ターミナル・大阪貨物ターミナル間）

神戸市営地下鉄
北神線

JRTTの主な整備路線 主な営業路線

北陸新幹線
（長野・金沢間）

北海道新幹線
（新青森・新函館北斗間）

北陸新幹線
（金沢・敦賀間）

新幹線 営業中
新幹線 建設中
在来線 営業中
在来線 建設中

新 幹 線
在 来 線

奥羽本線

鉄道ネットワークの整備 17

(成田スカイアクセス線)

東海道線（貨物）

東武スカイツリーライン

東武
スカイツリーライン



開業前 開業後■ 2 時間圏
■ 2.5時間圏
■ 3 時間圏

2   時間圏まで　246万人⇒277万人
2.5時間圏まで　456万人⇒567万人
3   時間圏まで　579万人⇒746万人

新幹線開業による変化

開業前 開業後

■ 1.5時間圏
■  2  時間圏
■ 2.5時間圏

1.5時間圏まで　191万人⇒324万人
2   時間圏まで　246万人⇒350万人
2.5時間圏まで　338万人⇒390万人

新幹線開業による変化

整備効果
鉄道ネットワークの整備により、都市間の速達性・利便性の向上、地域の振興に貢献しています。

北陸新幹線（長野・金沢間）� 各市町村から東京駅までの所要時間

九州新幹線（博多・鹿児島中央間）� 各市町村から博多駅までの所要時間

　所要時間の短縮によって行動圏の拡大が図られ、多くの人がより速く移動できるようになりました。

（注）2.5時間圏まで＝（2時間圏+2.5時間圏）の人口累計　　3時間圏まで＝（2 時間圏+2.5時間圏+3時間圏）の人口累計
〈資料〉 人　　口：平成27年国勢調査結果（2015年3月現在の市町村区分で集計） 

所要時間：時刻表（開業前は2014年3月号、開業後は2015年3月号）をもとに各市役所・町村役場から新幹線駅までのアクセス時間を考慮

（注）2時間圏まで＝（1.5時間圏+2時間圏）の人口累計　　2.5時間圏まで＝（1.5時間圏+2 時間圏+2.5時間圏）の人口累計
〈資料〉 人　　口：平成27年国勢調査結果（2015年3月現在の市町村区分で集計） 

所要時間：時刻表（開業前は2010年3月号、開業後は2012年3月号）をもとに各市役所・町村役場から新幹線駅までのアクセス時間を考慮

●所要時間

所要時間の短縮 平均利用者数の変化

2時間28分金沢・東京

現在の最短所要時間

<資料>開業前は2014年3月末、現在は2017年3月末の時刻表より作成

上越妙高・糸魚川間
(人/日)

開業前
2014.3

2015.3

30,000

25,000
25,300

23,500

8,600
295%

20,000

15,000

10,000

5,000

0

開業前からの短縮時間

金沢・長野

富山・東京

富山・長野

1時間19分短縮

1時間05分 2時間19分短縮

2時間08分 1時間03分短縮

45分

0:00 0:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00

2時間01分短縮

<資料>西日本旅客鉄道株式会社「ニュースリリース」、
新聞記事等から推計して作成

〜

開業後
2016.3.14

2017.3.13
〜

開業直後
2015.3.14

2016.3.13
〜

鉄道建設によるインフラ整備
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つくばエクスプレス（秋葉原・つくば間）
　つくばエクスプレス沿線では、住宅の建設が進む
とともに大型商業施設のオープンなどによって、開
業から約15年の間に1日あたりの利用者数が約2.5倍
に増加しました。

長崎
諫早

武雄温泉
博多

熊本

新大阪

鹿児島中央

熊本⇔関西

②約1.3倍

熊本⇔山陽

①約2.0倍
鹿児島⇔山陽

③約1.9倍
鹿児島⇔関西

④約1.3倍

①熊本⇔山陽
200

100

0
開業前（2010） 開業後（2013）

③鹿児島⇔山陽
200

100

0
開業前（2010） 開業後（2013）

200

100

0
開業前（2010） 開業後（2013）

④鹿児島⇔関西
200

100

0

万人／年

万人／年

万人／年

万人／年

開業前（2010） 開業後（2013）

18 36

17 32

96 121

130
168約1.3倍

約1.9倍

②熊本⇔関西

約1.3倍
約2.0倍

  2005年度
  2006年度
  2007年度
  2008年度
  2009年度
  2010年度
  2011年度
  2012年度
  2013年度
  2014年度
  2015年度
  2016年度
  2017年度
  2018年度
  2019年度

0 5 10 15 20 25 30 35 （千人）

340
354

370
386
395

326
324

306
290

283
270

258
234

195
153

開業前

開業後
0 30 60（分）

開業前

開業９年目
0 10 20 30（千人／日）

最速51分
最速36分

13千人／日
27千人／日

九州新幹線（博多・鹿児島中央間） 全線開業前後における地域間流動量の変化

成田スカイアクセス線（印旛日本医大・成田空港間）
　成田スカイアクセス線の開業により、都心から成田
空港までの所要時間が36分に短縮されるとともに、
開業から9年目で利用者数が2倍にまで増加し、運行
本数も充実されました。

新幹線駅開業による周辺開発
　新幹線駅周辺では、地方公共団体による都市整備をはじめ、民間企業等による商業施設・オフィス・ホテル
の開発、通勤等に便利な住宅の開発など、鉄道駅を核とする地域の活性化が進んでいます。

　地域間の人的交流の活発化により、地域経済の発展に寄与しています。

資料：国土交通省「旅客地域流動調査」を基に作成
注１）関西は、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県　　注２）山陽は、岡山県、広島県、山口県

資料：成田高速鉄道アクセス株式会社の資料に基づき作成

柏の葉キャンパス駅周辺

東北新幹線、新青森駅周辺 北陸新幹線、金沢駅周辺 北陸新幹線、新高岡駅周辺 九州新幹線、久留米駅周辺

資料（写真・グラフ）：首都圏新都市鉄道株式会社の資料に基づき作成

●地域の発展

●地域間の人的交流の活発化

開業10年経過後開業時

開業後 開業後 開業後 開業後

鉄道ネットワークの整備 19



物流効率化

JRTTでは、低利・長期資金の供給及び技術支援を通じて、内航海運の政策課題に対応した旅客船や
貨物船の建造を促進しております。

船舶の共有建造

内航海運のグリーン化

政 策 課 題

○スーパーエコシップの普及促進
○環境負荷を低減する船舶の整備

○モーダルシフトの推進

●共有建造制度の仕組み

注
発
同
共

事業者持分100%

船舶使用料支払

共有期間満了時に譲渡

JRTT持分
70～90%

◎船価の70～90％を負担
◎長期・低利の資金

◎船価の30～10％を負担

事業者持分
30～10%

船舶の竣工後、船舶を共有登記

海運事業者J R T T

海運事業者J R T T

造　船　所

７
間
期
有
共

15
年

査
審

工
竣
・
造
建

地域振興
○離島航路などに就航する船舶の整備

○観光需要に対応した国内クルーズ船の整備

事業基盤強化
○内航海運事業者の安定的かつ効率的な 

事業環境の整備

海上運送活性化・再生

船員雇用
○若年船員や女性船員等の計画的な雇用促進

○労働環境改善船の普及促進

○経営合理化等による航路の維持

　海上における旅客や貨物の輸送を担う海運事業者からのご相談・お申込みを受けて、船舶を共同で建
造します。船舶を建造するには、多額の資金を必要とするため、有利な資金面はもちろんのこと、海運
事業者のパートナーとして、船舶の技術面から専門的なアドバイスを提供しています。

技術面での支援

➡計画・発注時
詳細仕様のアドバイス
➡建造時
建造工事監督
➡共有期間中
メンテナンスサポート
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環境にやさしい船舶の建造促進
　わが国の内航輸送
の役割は極めて高く、
二酸化炭素排出量の
削減、海洋汚染防止
に資する船舶の建造を
通じて、内航輸送の維
持・発展に貢献してい
ます。

離島航路就航船への建造促進
　過去60年で約600
隻の離島航路就航船
を共有建造しており、
離島への唯一の交通
手段である船舶の建
造を通じて、地域社会
への発展に寄与してい
ます。

●建造促進の取組み

建造計画時から建造後までの技術支援による優れた船舶の普及
　4,000隻以上の建造実績に基づく豊富なノウハウ・データと専門的知識を有する技術者により、計画、設計、
建造の各段階での技術支援を行うほか、就航後の技術支援も行い、船舶の効率的な運航を支援しています。

計画

設計

建造

海上
試運転

完成
就航

保証
ドック

トラブル
対策

【環境負荷低減船】
7,297G/T　石灰石専用運搬船「鉱翔丸」

【離島航路就航船】
 19G/T　旅客船「とびしま」

［今治～宗方～大下～小大下～岡村］

●技術支援

　長年にわたり建造してきた離島航路就航船をはじめ、人と環境にやさしい船舶の建造を促進し、海に囲まれ
た日本の社会経済活動と国民生活に貢献してきました。近年では、インバウンド需要に対応した「国内クルーズ
船」を制度の対象として追加したほか、船員の労働負担の軽減や居住環境の改善を図る「労働環境改善船」に
対する金利軽減措置を設けるなど、共有建造制度の拡充による、船舶の建造促進に努めています。

技術支援スタッフによる
打ち合わせ模様

海上試運転における
技術支援スタッフによる監督模様

建造工事中における
技術支援スタッフによる

監督模様
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環境負荷低減や労働環境改善等に資する船舶技術の普及を促進しているほか、バリアフリーを考慮し
た船づくりや内航海運における課題解決に向けた取組みを行っています。

内航船舶の発展に役立つ技術

　内航海運事業者が求める省力化、省エネ、安全性向上、船内労働環境の改善等について、外部有識者、
関係事業者等と連携して調査研究を行うとともに、これらの調査結果を技術情報として提供しています。

内航船の労働環境改善に資する技術に関する調査
　我が国の内航海運においては、船員の確保育
成は引き続き重要な課題であり、魅力ある職場作
りによる船員の就業・定着の促進のため、新技術
の導入による労働負担軽減・生産性向上の必要
性が一層高まっています。
　このため、内航船において労働負担軽減・生
産性向上の観点から導入可能なIoT関連技術につ
いて調査を行いました。調査結果については
2018年度創設の「労働環境改善船」の建造に反
映しています。これら調査結果もベースに、情報
通信技術を活用した船内作業の省力化などに向
けた取組みを推進しています。

  「労働環境改善船」
➡  船員の労働負担軽減及び居住環境改善に資するための措

置等を講じた船舶

●技術調査

セミナーでの講演 技術情報の提供

国際的な環境規制（SOx規制）に関する調査
　2020年1月1日から強化されたSOx規制に対応
するには、①SOxスクラバー（排気ガス洗浄装置）
の搭載、②規制適合油の使用、③LNG等代替燃
料の活用のいずれかを行うことが必要です。
　このため、内航海運において円滑な規制対応
が行えるよう、スクラバー搭載の試設計や、燃料
油を規制適合油に切り替える際の船内機器の改
造要否等に関する調査を行いました。

現存船におけるハイブリッド方式スクラバー設置の
試設計に関する調査

技術調査に基づく情報の提供
　船舶の新技術を普及・促進するため、セミナー
を通じて情報提供を行っています。また、ウェブ
サイトにおいて、IoT関連技術や省エネ機器・省
力化機器ハンドブック、船型調査の成果である設
計図書の提供、小型高速船省エネマニュアルなど
の技術調査に基づく情報を提供しています。

労働環境改善船の搭載設備（イメージ）
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　高齢者、障害者などの利用者が公共交通機関を利用する際の移動をスムーズにするため、バリアフリー
に配慮した船づくりを進めています。
　豊富な実績と技術ノウハウに基づき、バリアフリー設計に関する技術支援を行うとともに、法令による
技術基準を上回り、より進んだバリアフリーを目指して策定した技術基準に適合する「高度バリアフリー
化船」の建造を促進しています。

　電気推進システムを採用し、環境負荷低減、物流の効率化等を実現
するスーパーエコシップ（SES）の普及に取り組んでいます。

●内航の課題解決に向けた技術の橋渡し『内航ラボ』

バリアフリー化された一般客室
さんふらわあ さつま

階段昇降機
セブンアイランド結

●バリアフリーに配慮した船づくり

快適に利用できる設備
　船内は、バリアフリーに配慮し、車いす
の方が利用可能な昇降設備をはじめ、手す
りやオストメイトなどに対応した多機能トイ
レなど、様々な利用者が快適に利用できる
設備を設けています。

バリアフリー対応トイレ
SEA SPICA

バリアフリー化された一般客室
鷹巣

　労働環境改善、環境負荷低減、
安全性向上等の内航海運事業者が
直面している課題の解決に向け、
技術のシーズを持つ企業等と内航
海運事業者との橋渡しを行い、技
術に対する理解を促進し、さらに
は試行の機会を創出する取組みで
ある『内航ラボ』を実施しています。

内航ラボのスキーム

●スーパーエコシップ（電気推進船）
SESの導入効果

環境に優しい
➡CO2　➡NOX�➡SOX� 低減

乗客･船員に優しい
➡振動･騒音の軽減
➡�機関部運転・保守作業の軽減
➡�荷役の省力化・操船の容易化

発電
原動機

主機
主機駆動
ポンプ

自由に配置が
できない部分

在来船 SES

推進電動機

二重反転
プロペラ 発電ユニット

インバーター

小型モーターで
コンパクト

空いたスペースに
自由に配置可能

ギア

ゆったりとしたスペースの確保
　船の建造にあたっては、様々な利用者の
足として、使いやすい座席の配置や十分な
客室スペースの確保などのバリアフリー設
計を進めており、どなたでもゆったりと船
旅を楽しんでいただけます。

オストメイト対応の多機能トイレ
さるびあ丸
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JRTTは、国内で運航される旅客船・貨物船を共有建造することにより、我が国の経済や国民生活を
支えるために役立っています。

共有船建造実績

貨物船
3,037隻

旅客船
1,038隻

合計
4,075隻

32.7%

貨物船 旅客船

36.3%

●共有貨物船

●共有船の主な建造実績
　JRTTの前身である国内旅客船公団が発足した1959年から60数年にわたり、通算して4,000隻以上の
船舶を整備した実績を有し、貨物船264隻、旅客船59隻（2020年３月末現在）を保有する国内最大の船
主として、物流の効率化や地域の振興に貢献しています。また、この間、数多くの賞を受賞しています。

※1959年～2020年３月までの竣工船 国内で運航される新造船のうち共有建造制度を利用した割合（総トン数ベース）
※2014年度～2018年度

3,906G/T　油送船
「三興丸」

745G/T　特殊タンク船
「あさひえーす」

396G/T　一般貨物船
「長運丸」

749G/T　コンテナ船
「すざく」

5,589G/T　石灰石専用船
「名友丸」

13,038G/T　RORO船
「いずみ丸」

建造シェア建造実績累計
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●共有旅客船

離島航路就航船

長距離フェリー 国内クルーズ船

273G/T　高速船
「ゆりや」
［見島～萩］

122G/T　高速船
「さんらいなぁ２」

［羽幌～焼尻島～天売島］

113G/T　カーフェリー
「マーメイド2」
［石巻～鮎川］

124G/T 高速船
「鷹巣」
［高島～伊王島～長崎］
●受賞：シップオブザイヤー2017小型客船部門賞

113G/T　貨客船
「NEW IBUKI Ⅱ」
［伊吹～観音寺］

19G/T　旅客船
「しおじ」
［六島～笠岡］

90G/T　高速船
「SEA SPICA」

［広島宇品～三原］

12,636G/T　カーフェリー
「フェリーしまんと」　[東京～徳島～新門司]
●受賞：シップオブザイヤー2016大型客船部門賞

13,659G/T　カーフェリー
「さんふらわあ　さつま」［大阪～志布志］
●受賞：シップオブザイヤー2018大型客船部門賞

654G/T　カーフェリー
「フェリーニューあわしま」

［粟島～岩船］

11,035G/T　貨客船
「おがさわら丸」
[東京～父島]
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鉄道技術力を活かした海外展開
　近年、地球環境問題への意識の高まりや、アジアをはじめとした新興国の経済成長に伴う都市間及び
都市内の交通需要の増大により、環境負荷が小さく大量輸送に優れた交通機関として、鉄道への期待が
増しています。現在、世界各地で多くの鉄道プロジェクトが計画・調査されており、鉄道市場は2021年
には約24兆円規模へと拡大することが見込まれています。
　しかしながら、インフラ開発・整備は相手国政府の影響力が強く、民間事業者では相手国政府との連
携や調整が困難であります。また、インフラ整備等に関する専門的な技術やノウハウは独立行政法人等
の公的機関が保有しております。そこで、海外の高速鉄道プロジェクトに関して、整備新幹線の建設を一
貫して担ってきたJRTTの積極的な役割が期待され、2018年8月に海外社会資本事業への我が国事業者
の参入の促進に関する法律が施行されました。JRTTにおきましては、同法律に基づき、海外高速鉄道プ
ロジェクトに参画していくことになりました。
　JRTTはこれまで新幹線をはじめとした鉄道建設を通じて培われてきたノウハウ・知見を活かし、海外
においても、明日を担う交通ネットワークづくりに貢献してまいります。

●海外高速鉄道プロジェクトへの参画

JRTT

鉄道
事業者

等

国等
案件形成

運営・維持管理

建設

調査設計

トップセールス・政府間協議・調整
調査（マスタープラン）

調査（フィージビリティスタディ）

施工監理
入札支援

設計

運営
維持管理

相互連携

JRTTに期待される主な役割

■HS2(High Speed 2)高速鉄道計画

イギリス

■ワシントンDC～ボルティモア間の
　超電導リニア計画

■テキサス高速鉄道計画

■カリフォルニア高速鉄道計画

アメリカ

■ムンバイ～アーメダバード間
　高速鉄道計画

インド

■マレーシア～シンガポール間高速鉄道計画

マレーシア・シンガポール

■バンコク～チェンマイ間高速鉄道計画

■EEC高速鉄道整備事業

タイ

■南北高速鉄道整備事業

ベトナム

「国土交通省インフラシステム海外展開行動計画2020」より高速鉄道案件を抜粋

主な高速鉄道プロジェクト
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●海外技術協力
　JRTTでは、国土交通省等の要請に基づき、1964年から、多くの鉄道専門家の派遣を通じて、海外の
鉄道整備に貢献してまいりました。これまで70カ国（地域）延べ2,000人以上の専門家を派遣してきてい
ます。一方で、諸外国からの研修員をはじめとした視察団の受入も行っており、これまで100カ国（地域）
4,000人以上の研修員等を受け入れており、日本の高い鉄道技術を紹介してまいりました。

台湾高速鉄道プロジェクト
　台湾高速鉄道は日本の新幹線システムが初めて海外
に輸出されたもので、2007年に開業しました。JRTTは
プロジェクト計画段階の1988年から、職員を派遣し協
力を行ってきました。
　具体的な協力として、調査段階における事業可能性調
査への職員の参画から始まり、入札段階における提案
書に対して技術的見地からの助言・精査、新幹線システ
ムの導入決定以降は、システムの根幹である軌道や電
気系統の職員を長期専門家として多数派遣し、建設段
階及び開業前の総合試験での技術的支援も行いました。
　同プロジェクトは、日本の新幹線システムが輸出され
た成功事例であるとともに、JRTTとしても国内で培わ
れた鉄道建設の総合的な技術・ノウハウを計画段階か
ら開業まで活かせた成功事例として考えております。

インド高速鉄道プロジェクト
　インド高速鉄道ムンバイ～アーメダバード間について
は、2015年12月の日印首脳会談に際し、両国政府間
で新幹線システム導入に関する覚書が締結され、同路
線で日本の新幹線が導入されることになりました。
　JRTTは、プロジェクトの調査段階における事業可能
性調査から、鉄道の専門家を派遣し積極的に協力して
おります。同路線の開業に向けてプロジェクト進行中の
現在では、事業主体であるインド高速鉄道公社へ鉄道
に関する総合的なアドバイザーとして職員を派遣してお
ります。
　他方で、国内ではインドからの研修員を受け入れ、新
幹線建設現場を案内し、建設における安全性について
も理解を深めてもらっています。

スウェーデン技術交流
　スウェーデン国内で高速鉄道への関心が高まってお
り、スウェーデン産業省と国土交通省との間で、鉄道分
野における協力に関する覚書が締結されました。JRTT
は、同覚書に基づき、2013年からスウェーデン運輸庁
と高速鉄道に関して技術交流を行っております。
　技術交流としては、高速鉄道に関するワーキンググ
ループへの参加や、各種セミナーで職員が講師を務める
など、日本の鉄道技術をスウェーデン側に紹介すると共
に、スウェーデンの鉄道技術を学んでおります。
　また、スウェーデンから研修員を受け入れ、新幹線建
設現場を案内するなどして、交流を深めております。

台湾高速鉄道建設（軌道・電気）への技術協力（台湾）

鉄道分野における技術交流（スウェーデン）

インド高速鉄道現地調査（インド）

海外技術協力の具体的な取組み
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　地域公共交通の活性化及び再生に関す
る法律等に基づいて、地域旅客運送サービ
スの持続可能な提供の確保に資する事業
への出資等業務を行っています。
　JRTTが出資等を行うことにより、事業
を進めるに当たって必要となる初期投資に
ついて柔軟な資金調達が可能となるととも
に、地元企業、金融機関等から必要な民
間資金を呼び込むことが期待できます。

地域公共交通等の活性化

BRT（Bus Rapid Transit）
　連節バス、ＰＴＰＳ（公共車両
優先システム）、バス専用道、バ
スレーン等を組み合わせることで、
速達性・定時性の確保や輸送能
力の増大が可能となる高次の機
能を備えたバスシステム。

●資金の出資・貸付けによる地域公共交通の活性化・再生

地
域
公
共
交
通
計
画
（
地
方
公
共
団
体
）

軌
道
運
送
高
度
化
実
施
計
画
等
（
事
業
者
等
）

交通
事業者

民間
企業

金融
機関

出資/融資

配当/返済

認 定

配
当

配
当

モ
ニ
タ
リ
ン
グ・

運
営
支
援

出
資

出
資

事業を行う
新たな会社

（株式会社）

JRTT
等

国

資金の提供による持続可能な地域旅客運送サービス提供の確保や安全性・利便性を高める鉄道施設
の整備、都市間を結ぶ交通インフラなどへの支援を通じて、地域社会の活性化に役立てられています。

　国際空港へのアクセス強化等に資する都市鉄道ネットワークの
充実や一層の利便性向上を図るため、都市鉄道整備に対して資金
の貸付け業務を行っています。

物流総合効率化法に基づく認定を受けた物流拠点施設 
（トラックターミナル等）の整備
　幹線輸送と都市内輸送の接続や陸上輸送と海上輸送等複数の輸
送モードの結節を行う機能等を有する一定規模の物流拠点施設の
整備に対して、資金の貸付け業務を行っています。

LRT（Light Rail Transit）
　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
れた特徴を有する次世代の
軌道系交通システム。

整備後の
運行イメージ

整備後の施設イメージ

出資のケース

出資の対象事業のイメージ

●物流業務の効率化に対する資金の貸付け

山梨リニア実験線（JR東海）

 　リニア中央新幹線の全線開業前倒しを図るため、財政融資資金を活用
し、建設主体であるＪＲ東海に対し、その建設に必要な資金の一部につい
て長期、固定かつ低利による資金の貸付け業務を行っています。

●リニア中央新幹線建設に対する資金の貸付け

●都市鉄道整備に対する資金の貸付け
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国鉄清算事業（特例業務）
JRTTの特例業務として、旧国鉄から承継した土地等の資産処分業務を実施し、JR会社の経営自立支
援のほか、旧国鉄職員の年金や国鉄当時の業務災害の補償のために要する費用の負担を行っています。

●鉄道整備に対する助成
　JRTTの前身である鉄道整備基金が発足した1991年から地下鉄、空港アクセス鉄道などの建設、ＪＲ線、
地域鉄道の施設の整備など、全国の鉄道事業者などに対し助成を行っています。

鉄道駅の総合改善
　ホーム拡幅等の駅改良、バリアフリー施設や生活
支援機能施設、観光案内施設等の駅空間の高度化
に資する施設の設備に対して助成を行っています。

都市鉄道の新設・改良等
　地下鉄の新線建設、既存の都市鉄道施設を有効活用し
た連絡線の整備などによる速達性の向上など、都市鉄道
の新設・改良事業に対して助成を行っています。

鉄道施設の総合安全対策等
　安全かつ安定的な輸送サービスのための設備等の
整備、踏切安全対策のための踏切保安設備の整備、
鉄道分野の技術開発に対して助成を行っています。

●ＪＲ会社に対する経営自立支援措置

鉄道防災事業[海岸の防護]（JR北海道）

261系5000代特急気動車
（JR北海道）

池上駅の改良（東急電鉄）

七隈線の延伸（福岡市交通局）

コミュニティ・レール化
　市町村等が設置する法定協議会において策定した計
画に基づく、輸送ニーズに対応した鉄道の利便性向上
のための新駅設置などの鉄道施設の整備に対して助成
を行っています。

新田老駅の設置（三陸鉄道）

　ＪＲ北海道、ＪＲ四国及びＪＲ貨物に対して、老朽化した鉄道施設等
の更新その他会社の経営基盤の強化に必要な鉄道施設等の整備に必要
な資金の貸付け又は助成金の交付を行っています。
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　JRTTは、陸上運送、海上運送等の円滑化を図り、国民経済の健全な発展と国民生活の向上に
寄与することを使命とし、地球環境の保全に積極的に取り組み、豊かで美しい自然環境と調和し
た未来の交通ネットワークづくりを通じて、社会に貢献します。

１． 鉄道の建設、鉄道事業者、海上運送事業者などによる運輸施設の整備を促進するための助成などの
支援など事業活動のすべての領域で環境負荷の低減に努めます。

２．環境保全に関する法令および自主基準を遵守します。

３．地域の環境保全活動に積極的に参加し、地域社会に貢献します。

　JRTTでは、業務運営に当たっての環境配慮の方針やその理念を「環境基本方針」として定め、環境負
荷低減への取組みを推進しています。

　地球温暖化の原因となっている温室効果ガスのうち、多くを占めているのが二酸化炭素です。日本国
内での二酸化炭素排出量のうち、運輸部門は約2割を占めています。
　運輸部門の二酸化炭素排出量をみると、自動車が86.2%と大半を占めているのに対し、船舶は4.9%、
鉄道は3.9%となっており、その割合はわずかです。

環境への取組み
●環境基本方針

●環境にやさしい交通体系の整備

環境基本方針

豊かで美しい地球を守っていくため、環境にやさしい交通体系の整備に取り組んでいます。

日本の部門別二酸化炭素排出割合

産業部門
35.0%

運輸部門
18.5%

商業・
サービス部門
17.2%

家庭部門
14.6%

その他
14.8%

自動車
86.2%

鉄道
3.9%

船舶
4.9%

航空機
5.0%

運輸部門内訳

国土交通省公表数値により作成
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旅 客

（g-CO₂／人キロ）

自家用乗用車

航空

バス

鉄道

133

96

54

18

（g-CO₂／トンキロ）

自家用貨物車

営業用貨物車

船舶

鉄道

1,162

233

39

22

貨 物

　鉄道や船舶は大量輸送機関であることから、1回の輸送で多くの人や物を運ぶことができます。人や物
を1㎞運ぶ際の二酸化炭素排出量でみると、旅客輸送では、自家用乗用車と比べて鉄道は約7分の1、貨
物輸送では、営業用貨物車と比べて鉄道は約10分の1、船舶は約6分の1の二酸化炭素排出量となってい
ます。
　このように、鉄道や船舶は他の輸送機関に比べてエネルギー効率に優れた環境にやさしい輸送機関で
す。JRTTでは、鉄道や船舶の建設・整備等を着実に行うことで、二酸化炭素排出量の少ない環境にやさ
しい交通体系の整備に貢献しています。

国土交通省公表数値により作成

環 境 報 告 書 の 発 行

　環境にやさしい交通体系の整備への理解を深めていただくと
ともに、地域社会とのパートナーシップを築き上げるため、関係
行事への参加や現場見学会、内航船舶技術セミナー等の開催、
地域の環境保全活動への協力などを行っています。

内航船舶技術セミナー

●環境に関する情報発信と社会貢献活動

　JRTTでは、環境保全に対する基本姿勢や環境分野に係る取組みについて多
くの方々にご理解をいただくため、環境配慮促進法（環境情報の提供の促進等
による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律）に基づく

「環境報告書」を毎年発行しています。 
　ウェブサイトで情報発信を行っておりますので、ぜひご覧ください。

輸送量当たりの二酸化炭素排出量

31環境・社会への取組み　



トンネル掘削

土　　砂

土砂仮置場

湧　　水

ダンプトラックにより搬出

他事業へ有効利用 処理水を河川へ放流

※短いトンネルの場合は　ダンプトラック搬出

坑外へ送水ベルトコンベアにより搬出

濁水処理設備

坑 内
坑 外

JRTTでは、建設などを行う際から環境への配慮を行い、整備の過程から営業運行に至るまでを通じて、
環境負荷の低減に努めています。

整備を通じた環境負荷低減

トンネル工事における取組みイメージ 取組み❶

取組み❷

取組み❸

発生土の他事業等への利用取組み❸

●環境に配慮した鉄道工事

トンネル工事に伴う排水処理取組み❷

ベルトコンベア方式による掘削土の運搬取組み❶

　SES（スーパーエコシップ）や二酸化炭素低減化船（先進二酸
化炭素低減化船、高度二酸化炭素低減化船）等、内航海運の
グリーン化に資する船舶の建造促進を行っています。

【SES】6,099G/T　貨客船「さるびあ丸」
[東京～大島～神津島]

●環境保全に資する船舶の建造促進

　トンネル工事では周辺地盤か
らトンネル内に流れ込んだ地下
水が掘削土砂などと混じり合い
ますが、環境保全のため、河川
などへ排水する際は、排水基準
を満足するよう濁水処理設備で
処理しています。

　トンネル掘削などに伴い発生した土砂は、他
の工区の盛土材などとして流用するほか、他の公
共工事（埋立整備、宅地開発、駅周辺整備事業）
などの盛土や埋立土として積極的に譲渡してお
り、建設発生土の有効利用に努めています。

　トンネル工事では、掘削に伴い発生した土砂を坑内から現場内の土砂仮置場まで、ダンプトラックなどの重機で搬出
するのが一般的ですが、北海道新幹線（新函館北斗・札幌間）のトンネルなどでは、ベルトコンベアにより土砂を搬出し
ています。この方式により、土砂を搬出する際にダンプトラックなどの重機から排出される二酸化炭素が削減され、地
球温暖化対策に貢献するとともに、トンネル内作業の安全性の向上や排気ガス・粉塵の減少などによるトンネル作業環
境の改善が図られます。今後も、長大トンネル工事においてはベルトコンベアを利用することで二酸化炭素排出量の削
減に取り組みます。

公園造成事業で利用

濁水処理設備

ベルトコンベヤによる土砂搬出（坑内）
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　新幹線をはじめとする鉄道は、二酸化炭素排出量が少なく、
輸送効率がとても高い移動手段です。鉄道の整備を通じて、環
境にやさしい鉄道の利用を促進しています。

相鉄・JR直通線
羽沢横浜国大駅JR線接続部

●輸送効率が高く環境に優しい鉄道の整備

　「サステナビリティファイナンス」とは、①環境改善効果があること（グリーン性）及び②社会的課題の
解決に資するものであること（ソーシャル性）の双方を有する資金調達のことです。JRTTは、2019年1月
に国際的な第三者評価機関であるDNV GLから「サステナビリティファイナンス（債券及び市中借入）」の
検証を受けるとともに、環境改善効果については、厳格な基準を設けるＣＢＩ（Climate Bonds 
Initiative 低炭素経済に向けた大規模投資を促進する国際ＮＧＯ）からのプログラム認証（一度の認証で
継続的な資金調達が可能となる制度）をアジアで初めて取得しました。
　「サステナビリティファイナンス」により調達した資金で、環境負荷の低減や地域の生活に必要不可欠
な交通インフラを整備していくことにより、国連の持続可能な開発目標（SDGｓ）の達成に貢献するとと
もに、国内のＥＳＧ投資（環境（environment）、社会（social）、企業統治（governance）に配慮して
いる企業を重視・選別して行う投資）の促進に貢献してまいります。

●サステナビリティファイナンス（アジア初のプログラム認証の取得）

SDGsへの貢献
明日を担う交通ネットワークの整備を通じて国連の持続可能な開発目標（SDGs）に貢献します。

●国連の持続可能な開発目標（SDGs）への貢献

○交通ネットワークの整備
○モーダルシフトの推進
○バリアフリー法に対応した、安全で快適なサービスの提供
○環境にやさしい交通体系の整備
○海洋汚染防止対策　　　　　　など

　JRTTは持続可能で強靭（レジリエ
ント）な交通インフラの整備、環境
にやさしい交通体系の整備などを通
じ、SDGs目標の達成に貢献してい
きます。

サステナビリティボンドへの投資

投資家

グリ ン性に係る サステナビリティファイナンス

プログラム認証
（機構の債券及びローンを包括認証）

環境負荷の低減や
地域の生活に必要不可欠な

交通インフラの整備

サステナビリティローンの貸付

銀行
グリーン性に係る
ＣＢＩ基準への適合を認証

サステナビリティファイナンス
（グリーン性、ソーシャル性）に
係る各種基準への適合を検証

交通インフラの整備

サステナビリティファイナンスのイメージ
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●鉄道のある風景写真コンテスト

社会への取組み

　工事などの発注手続において、次世代の育成に取り組む企業や女性活躍推進に取
り組む企業に対して、評価する入札のしくみを全面的に取り入れています。
　なお、JRTTは、次世代育成支援対策推進法に基づく一定の基準を満たし、「子育
てサポート企業」として厚生労働大臣の認定（くるみんマークの認定）を受けています。

●次世代育成支援・女性活躍の推進

　各地域で行われるイベントへの出展など、あら
ゆる機会を捉えて、JRTTの事業活動をより多くの
方へ知っていただき、一般の方々との交流に取り
組んでいます。

●地域社会との交流
　毎年、10月14日は、わが国最初に鉄道が開通
したことを記念し、鉄道の発展を祝うとともに、
鉄道が国民に広く愛され、その役割について国民
の関心が高まることを願う「鉄道の日」です。
　JRTTでは、その趣旨に協賛し、鉄道の役割に
ついて啓発を図るため、日本の豊かな四季と共に
ある鉄道の風景をテーマに、鉄道の日実行委員会
との共催で、写真コンテストを実施しています。

　鉄道施設の建設現場について、未来の社会を担う子どもたちに学
んでもらい、沿線地域の方々により身近に感じてもらうため、そして、
まちづくりに重要な交通インフラとして共生していくため、プロジェク
ト期間の現場でしか味わえない貴重な現場見学の機会を設けています。

●現場見学の取組み

鉄道フェスティバル コンテスト受賞作品・入選作品の展示

軌道敷設工区でのレールウォーク

各地域での
イベント

トンネル工区での現場見学会 高架橋工区での現場見学会 試験走行入線時の見学会
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2018. 9

●  みなとみらい線「馬車道駅」1b出口直結
● JR・横浜市営地下鉄「桜木町駅」より徒歩5分

みなとみらい駅

みなとみらい線
馬車道駅JR根岸線

桜木町駅

横浜市営地下鉄ブルーライン
桜木町駅

よこはま
コスモワールド

横浜
ワールドポーターズ

ランドマークタワー

コレットマーレ

横浜第二
合同庁舎

クロスゲート

横浜桜木郵便局
神奈川県立歴史博物館

JRTT鉄道･運輸機構
横浜アイランドタワー

馬車道駅1ｂ出口直結

弁天橋

横浜市役所

クイーンズ
スクエア

横浜北仲
ノット

　JRTT鉄道・運輸機構は、2003年に日本鉄道建設公団と運輸施設整備事業団が統合して設立された
独立行政法人（中期目標管理法人）です。

1964.3 2003.10

1998.101987.4

1997.10

1966.121961.41959.6

1991.10

日本鉄道建設公団
（新幹線等の鉄道建設）

独立行政法人
鉄道建設・運輸施設
整備支援機構運輸施設整備

事業団

鉄道整備基金
（鉄道事業者等への  　
　　　　  　　助成等）

新幹線鉄道
保有機構

船舶整備公団
（船舶の共有建造等）

特定船舶
整備公団

国内旅客
船公団

日本国有鉄道清算事業団
（旧国鉄の資産処分等）

1978.12 2001.31989.7

造船業基盤整備
事業協会

特定船舶製造業
安定事業協会

1987.4

名 　 　 称 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

英 文 名 称 Japan Railway Construction, Transport and Technology Agency

略 称 JRTT　鉄道・運輸機構

設立年月日 2003年（平成15年）10月１日

目 　 　 的 　鉄道の建設や、鉄道事業者、海上運送事業者などによる運輸施設の整備を促
進するための助成などの支援を行うことを通じて、大量輸送機関を基幹とする輸
送体系の確立などを図ることを目的としています。

●沿　革

●概　要

●所在地
●本社
〒231-8315　神奈川県横浜市中区本町６丁目５０−１（横浜アイランドタワー）
TEL 045-222-9101（広報課）

●アクセス
みなとみらい線「馬車道駅」1b出口直結、JR・横浜市営地下鉄「桜木町駅」より徒歩5分

■ 本社のほか、鉄道建設を担当する地方機関を設置し、業務を実施しています。
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問合せ先

●広報課
〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1 横浜アイランドタワー

TEL ：045-222-9101

https://www.jrtt.go.jp
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