
第１回
阿佐東線ＤＭＶ導入協議会
平成２８年５月２６日（木）
徳島県庁 １０階 大会議室

【議事】
①ＤＭＶの開発経緯
②これまでの阿佐東線での取組み
③今後の調整事項について

資料－３



①ＤＭＶの開発経緯
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ＤＭＶ開発の背景と目的
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廃止（バス転換）

・ ワンマン列車化
・ 無人駅化
・ 業務の委託

これまでの地方線区経営改善

従来からの
施策

新しい選択肢

・ 事業者と地域の対立の構図
・ 多大な労力と時間

限 界

「身の丈システム」の開発
発想の転換

① 既存インフラ（線路）の活用
② 需要に見合った大きさの車両
③ 小型軽量車両でインフラも低減
④ 地方ローカルバスとの融合

「バスを線路に走らせる！」

デュアル・モード・ビークル
「ＤＭＶ」

地域公共交通を一体的に支える「しくみ」従来の選択肢

イノベーション

住民・利用者 行政

事業者

ＪＲ北海道提供資料



ＤＭＶの走るしくみ
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－ ＤＭＶの構造 －

後ゴムタイヤ駆動輪 後ガイド輪

レール

後ゴムタイヤ
駆動輪（内輪）

レール幅 65mm

タイヤ幅 235mm

レール

後部車体荷重
（１００％）

軸重配分制御

乗車(荷重)状況と後ゴムタイヤのスリップ状況
などを検知し、最適な荷重配分となるよう制御

レール間 1067mm

ＪＲ北海道提供資料
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線路から道路への切り替えは
モードインターチェンジでなくても可能
（踏切のような敷き板のある場所）

モードインターチェンジ

道路から線路への切り替え
わずか15秒程度

モードチェンジ
ＪＲ北海道提供資料



②これまでの
阿佐東線での取組み
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H4 H9 H14 H19 H22 H23 H24 H25 H26

176,893 

125,531 

98,611 

69,874 

38,158 39,193 40,222 41,422 43,691 

阿佐東線の現状
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平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

百万

営業収益 営業外収益 基金等 営業費用 営業外費用

乗客人員 損益計算

H24.2 実証運行

収益のほとんどを自治体が積み立てた
「基金」に頼っている

企画列車の運行など利用促進策を展開
している

「DMV」を阿佐東線活性化の「切り札」として期待



実証運行（平成２３年度）
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●運行日 ２月１０日、１１日、１２日
●運行便数 ３便／日
●運行ルート 下図参照
●乗車者数 １８８名

●運行日 １１月１６日、１７日、１８日
●運行便数 ７便
●運行ルート 牟岐駅→宍喰車庫（線路走行）

夜間走行

デモンストレーション走行

夜間走行の状況

イベント会場出発 ＤＭＶ線路走行

乗車者・アンケート配布 ＤＭＶ紹介用ブース

モードチェンジ・線路走行観測機器を積んだ車両

デモンストレーション走行と関連イベントの状況



駅舎改築基本計画（案） 平成26年３月
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甲浦駅

宍喰駅

海部駅

阿波海南駅

浅川駅

鯖瀬駅

牟岐駅

阿佐東線

ＪＲ四国牟岐線



甲浦駅改築（案）
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鉄道施設

管理施設

モードチェンジ部



宍喰駅改築（案）
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鉄道施設

甲浦方面徳島方面

甲浦 徳島

宍喰駅



海部駅改築（案）
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鉄道施設

徳島

甲浦

ＪＲ牟岐線 阿佐東線

海部駅

甲浦方面徳島方面



阿波海南駅改築（案）
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鉄道施設

管理施設

ＪＲ鉄道施設
甲浦方面徳島方面

甲浦
徳島

阿波海南駅



③今後の調整事項等
Ⅰ 車両の製作に向けて
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車両製作の流れ
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自動車 整備メーカー

マイクロバス改造作業実施
組替え用専用部品手配

自動車メーカー
中型トラック用
シャシー部品出荷

ホィールメーカー
DMV用ホィール出荷

販売店
受注

鉄道車両 企業
鉄車輪装着

車両の流れ

阿佐海岸鉄道

保安ｼｽﾃﾑ 企業
ＤＭＶ

運転保安システム

室内架装
天井・床などの
火災対策

マイクロバス 中型トラック

独立懸架方式 車軸懸架方式

前軸を交換

自動車メーカーの技術

油圧制御の技術

後部車体荷重
（１００％）

軸重配分制御



③今後の調整事項等
Ⅱ DMV運転保安システムについて
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「ＤＭＶ運転保安システム」
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◆「閉そく」について
「駅舎改築基本計画（案）」の策定時においては、
・阿佐東線には、踏切が無い
・ＪＲ牟岐線と切り離し、通常車両が走らない
などから、地上設備（信号や踏切の制御）の無い「スタフ閉そく」を採用予定

阿佐東線ＪＲ牟岐線

阿波海南駅 甲浦駅

◆自動列車停止装置（ＡＴＳ）

線路終端部 線路終端部

ＤＭＶの「ＡＴＳ」は、新たな「ＤＭＶ運転保安システム」を使用していることから
専門家の意見を伺いながら、対応を検討する



③今後の調整事項等
Ⅲ 全体の流れについて
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今後の調整・検討事項
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・設計（費用見積もり）
・工程（整備スケジュール）

・維持管理体制の構築

施設整備
「線路(MIC）」「アクセス道」「駅ホーム」
「車両」「保安システム」 など

・阿波海南－海部間の調整

ＪＲ牟岐線との連携

①観光バス（ex：室戸方面への観光）
②デマンド型(ex：町運営）
③路線バス(ex：奈半利との接続）

バスモードの運行（管理）

・バス運行会社の設定
・ツアー企画会社の設定

阿佐東線DMV導入計画（仮称）

・工程決定（導入年度）
・事業費（予算の確保）
・導入の効果試算

施設整備（現場工事など）

ＤＭＶ運行開始

・日常の維持管理
・法令点検
・会社の経理など



阿佐東線連絡協議会（体系イメージ図）
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【メンバー】
会 員 ： 徳島県、高知県（課長）
会 員 ： 海陽町、東洋町、美波町、牟岐町（課長）
会 員 ： 阿佐海岸鉄道株式会社（専務）
オブザーバー：国土交通省
オブザーバー：ＪＲ四国

同協議会 （幹事会）

【メンバー】
会 員 ： 徳島県、高知県（部長）
会 員 ： 海陽町、東洋町、美波町、牟岐町（町長）
会 員 ： ＤＭＶ開発企業（※技術部会開催後、参加）
オブザーバー：国土交通省、ＪＲ四国

阿佐東線ＤＭＶ導入協議会

【メンバー】
会 員 ： 阿佐海岸鉄道株式会社の他

徳島県, ＤＭＶ開発企業等を想定

同協議会 （技術部会）
非公開

公開

第1回：H28.3.30開催

「車両」「運転保安システム」などの
「費用」「スケジュール」などを議論

全体の「調整事項」について
整理・検討を行う

第1回：H28.05.26


