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第２章 車両の現状把握 

 

2.1 タクシー車両及び福祉車両の現状把握 

本節では、タクシー車両及び福祉車両の技術開発動向、普及の度合いを把握すること

を目的とする。 

 

2.1.1 タクシー車両の要件 

タクシー車両の要件は、次のような視点で整理できる。 

 

(1)大きさ 

軽自動車、小型自動車、普通自動車等に分類され、寸法は下表のとおりである。 

表 2-1 自動車の種別大きさ 
 長さ 幅 高さ 
軽自動車（黄色ナンバー） 3.4m 以下 1.48m 以下 2.0m 以下 
小型自動車（５ナンバー） 4.7m 以下 1.7m 以下 2.0m 以下 

 

(2)定員 

タクシーの認可区分別の車両定員を下表に示した。運賃は、タクシー区分毎に異なる

場合が多い。 

表 2-2 タクシーの一般的な認可区分 

タクシー区分 運転手を含む定員 車長 車種 
小型 ５名以下 4.6ｍ以下 小型 
中型 ６名以下 4.6ｍ以上 小型 
大型 ６名以下  普通 
特大 ７名以上  普通 
注）各運輸局、陸運支局により内容が異なる。 
出典：岡秀明「ユニバーサルデザインタクシー」自動車技術、2001 年７月 
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(3)形状別使用目的 

  身体障害者、高齢者に対応したタクシー車両のタイプ別の主な使われ方によって、各

車型を次のように整理できる。 

①セダン型 

  コンフォート、クルークラス。流しのタクシーとして最も普及しているのはこのセ

ダン型であるが、これらは車いすには対応しておらず一部回転シート等で介護タクシ

ー等に使用されている。 

②車いす乗車型 

ａ.軽自動車（車いす用リアスロープ装備） 

  助手席を除いては、後席部は車いす専用車が多い。地方で普及している。 

ｂ.小型自動車（車いす用リアスロープ装備） 

  デミオ、ファンカーゴクラス、及びプレマシークラス。地方主体の使用。 

ｃ.トールミニバン（車いす用リアスロープ又はリフト装備） 

  セレナ、ノアクラス。リフト車では車いす固定位置は 3列目、スロープ車では2

列目が多い。 

ｄ.大型１ＢＯＸ型（車いす用リフト装備） 

  ハイエース、キャラバンクラス。ＳＴＳ（予約制の移送サービス、福祉タクシー）

としての使用がメイン。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)形状別車両価格 

最も普及しているセダン型のタクシーの車両価格は約 170 万円、大型 1ＢＯＸ型のタ

クシー（ジャンボタクシー）の車両価格は約 350 万円でありリフト付は約100 万円高と

なる。（表 2-3） 

車両の販売価格はバリアフリー化タクシー車両の普及に影響を与えるので、製造コス

トの低廉化の工夫が必要となる。車両価格を低廉化するため、標準仕様の策定にあたっ

て次の点について検討する必要がある。 

・タクシー事業において採算がとれる車両の大きさ 

・福祉車両として優先すべき開発項目の絞り込み 

・各開発項目における材料費や改造費等の低廉化 

タクシー事業の多様化 
タクシー事業は多様化しつつあり、１ＢＯＸ型タクシー等を運用し福祉タクシーを専門

に営業する福祉タクシー事業者や、健常者を対象としたタクシーの分野でジャンボタクシー

や軽乗用車による営業など、従来の４～５人乗りのセダンタクシーとは異なるコンセプトで

営業する事業者も多々みられるようになった。 

また、自家用車の開発、販売の状況を見ると、従来のセダンの４ドアや軽乗用車だけでな

く、従来、貨物営業車として使用されていたバン型の車両が、流線型にデザインされ、家族

交流のアメニティ空間等をモチーフとして急速に普及している。このことは、バン型車両が

営業車でなく身近なマイカーとして、市民に認知されてきており、タクシー車両に対するイ

メージも多様化する可能性があることを示唆している。  
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(5)形状別耐久性、安全性 

最も普及しているセダン型のタクシーの耐久性に問題ない走行距離は、約 40～50万

km で、都市部で 4～5年間の使用に相当する。（表 2-3） 

営業車としての車両性能を考えると、タクシーの年間走行距離に耐えられる車両の耐

久性、安全性が必要である。また、車両の減価償却期間は採算性にも大きく影響を与え

ることとなる。車両の減価償却期間は、使用目的によって異なる。 

 

表 2-3 我が国におけるタクシー及び福祉車両の諸元等 
代 表 的 な 車 両 タ イ プ 

車 い す 乗 車 型 
大型１ＢＯＸ型 

 
タクシー車両
として考慮す
べき要件 

セダン型 
 
ｸﾗｳﾝｺﾝﾌｫｰﾄ 

ﾊｲｴｰｽ･ 
ｽｰﾊﾟｰﾛﾝｸﾞｸﾞﾗ
ﾄﾞｷｬﾋﾞﾝ 

ﾊｲｴｰｽ･ﾘｱﾘﾌﾄ
付、福祉ﾀｸｼｰ
仕様車 

トール 
ミニバン 
（２ＢＯＸ） 
ｾﾚﾅ･ﾘｱｽﾛｰﾌﾟ
付、標準ﾙｰﾌ 

軽自動車 
（２ＢＯＸ） 
ﾐﾆｷｬﾌﾞ･ﾀｳﾝﾎﾞ
ｯｸｽ・ﾆｰﾙﾀﾞｳﾝ
式ﾘｱｽﾛｰﾌﾟ付 

車両価格 約 170 万円 
 

約 350 万円 約 460 万円 
    注 1) 

約 300～350
万円 

約 200 万円 

減価償却期間 ３年 ４年    
【諸元】      
車体の全長、 
全幅、 
全高 

469.5㎝ 
169.5㎝ 
151.5㎝ 

525.0㎝ 
169.0㎝ 
223.5㎝ 

523.0㎝ 
169.0㎝ 
227.0㎝ 

452.0㎝ 
169.5 ㎝ 
182.5㎝ 

339.5㎝ 
147.5㎝ 
189.0㎝ 

室内の全長、 
全幅、 
全高 

206.0㎝ 
145.5㎝ 
122.5㎝ 

388.5㎝ 
152.0㎝ 
160.5㎝ 

388.5㎝ 
152.0㎝ 
160.5㎝ 

267.0㎝ 
147.0㎝ 
132.0㎝ 

160.0㎝ 
137.0㎝ 
136.0㎝ 

定員 ５ 10 10（車いす使
用時は８） 

７（車いす含） ４（車いす含） 

燃費 ＬＰＧ 軽油等 軽油等 ガソリン ガソリン 
耐久性に問題
ない走行距離 

約 40～50 万
㎞ 
（4～5 年間） 

使用頻度によ
り異なる 

使用頻度によ
り異なる 

セダンと同等
の使用頻度で
約２年間 

使用頻度によ
り異なる 

注 1) 着脱ｻｲﾄﾞﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｼｰﾄのみ装着車は約 433 万円、ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｼｰﾄと後部リフト両方の装着車は約
520万円。 

注 2) 表中数字は代表的な車両の数値。 
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2.1.2 タクシー車両及び福祉車両の技術的開発状況の把握 

タクシー車両及び福祉車両の身体障害者・高齢者等対応設備の現状と利用状況（タク

シー事業者へのヒアリング調査による）を整理した。 

 

表 2-4 タクシー車両における身体障害者・高齢者等対応の現状 
ベース車両 車いすのまま乗車す

る場合の対応 
車いすから移乗する
場合の対応 

その他 タクシーでの利用
状況等 

【乗降】 
回転スライドシート 

  

ルーフハッチ  導入は少ない 
握り手の位置、色  利用者ﾆｰｽﾞが高い 
ドア開口面積の拡大   
スライドドア  中型でのニーズが

高い 
ドアの開度拡大   
【収納】 
トランクへの車いす
収納リフト 

 
 

普及しており利用
されていないが、税
の減免措置がある 

車いす収納ｺﾞﾑﾈｯﾄ   
杖を置く場所  利用者ﾆｰｽﾞが高い 

セダン型  

 社名、車両番
号、初乗運賃
の点字案内 

車両番号の点字案
内、料金の音声案内
の導入事例がある 

【乗降】 
スロープ 

   
利用者ﾆｰｽﾞが高い 

車高を下げる（ニー
リング等） 

 
 

 価格の安い簡易ニ
ーリングでも良い 

リフト    
【車いす固定】 
車いす固定装置 

 
 

 リフト内蔵型が扱
いやすい 

シートベルト    
ゆとりある室内高    

【乗降】 
サイドリフト機構付
シート 

  
 

補助ステップ   
握り手の位置、色  利用者ﾆｰｽﾞが高い 
ドア開口面積の拡大   
スライドドア  利用者ﾆｰｽﾞが高い 

トールミニ
バン、 
１ＢＯＸ型
（通称ジャ
ンボタクシ
ー） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 【走行時】 

姿勢保持のしやすい
シート 

  

ｽﾄﾚｯﾁｬｰ  その他   
IC ｶｰﾄﾞ連動 
ｶｰﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝ 

ｶｰﾄﾞ登録の目的地
をｶｰﾅﾋﾞが読み取る
ｼｽﾃﾑの事例がある 
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トヨタ、クラウンコンフォート・後席回転シート仕様車        ドアは 87 度、座席は80 度回転する 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                 間口と足下に余裕を持たせている 

 

 

 

 

 
 日産・セレナ・チェアキャブ、スロープタイプ（1998cc） 
 452.0(Ｌ)、169.5(W)、182.5(H)㎝ 
 

マツダ・デミオ－ｉの小型タクシー、スロー
プタイプ（1300cc） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
サンフランシスコのランプタクシー          オムニノバ社架装・タクシーライダー 
クライスラー・ボイジャーがベース 
507.0(Ｌ)、192.0(W)、180.0(H) ㎝           495.1(Ｌ)、199.0(W)、230.0(H) ㎝ 
 

図 2-1 タクシーとして運行している車両の事例 
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参考.福祉車両の市場規模 

 小型車は、高齢者の増加により車いす仕様車を中心に順調に伸びている。さらに、94 年

以降にシートリフトや回転シート付車など新たな仕様の増加、新規投入車種の増加により

選択肢が拡大したことから、需要が一層顕在化し増加した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 福祉車両の販売実績 
注）自工会会員メーカーとして把握できる販売台数を集計したもので、ユーザーが直接架装業者に持ち込み

改造したものは必ずしも集計されていない。 

 出典：日本自動車工業会ホームページ 

 

 

2.1.3 タクシー車両及び福祉車両の利用に際しての課題 

タクシー車両及び福祉車両の利用に際しての課題を整理した。利用者の意見聴取の方

法として、平成 13 年国際福祉機器展において利用者モニタリング調査を行った。 

(1)モニタリング対象者 

対象者の属性を、使用している車いすのタイプ、移乗できるかどうか、単独で行動で

きるか（介助者が必要か）等の視点で分類し、モニタリングの対象者を依頼した。フル

リクライニングできる電動車いす、ハンドル型電動三輪、四輪（電動スクーター）使用

者はモニタリングの対象外とした。高齢者の意見は、後述のアンケートにより聴取して

いる。 

１． 手動車いす使用者（運転席に移乗して自ら運転する人）２名 

２． 手動車いす使用者（座席に移乗できない人）１名 

３． 通常の電動車いす使用者（四肢麻痺で介助が必要な人）１名 

４． 手動車いすに電動駆動装置を取り付けた車いす使用者（座席に移乗できる人）１名 

５． 大型の電動車いす使用者（片麻痺で室内は動けるが、屋外では介助が必要。車い

すから座席に移乗できる人）１名 
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(2)モニタリングの方法等 

 

①調査手順 

車いすを使用したまま車内に乗り込める車両を例に、調査手順を次にまとめた。 

１． モニターの車いすを含めた高さ、車いすの幅、長さ（自然な体勢でのつま先～車い

す最後部）を測定する。 

２． モニターに対象車両に乗り込んでもらい、動作を観察記録する（写真撮影を含む）。  

３． 介助者（又は調査員）に車いすを固定してもらう（車内で身動きしてもらう）。 

４． モニターに使用感等について自由に意見を言ってもらう。 

５． モニターへ質問項目毎の評価をしてもらう。 

６． モニターを車外へ誘導する。 

７． 介助者（又は調査員）自らスロープ等乗降設備を操作。 

８． 対象車両の車いす固定スペースの高さ、幅、長さを自動車メーカーより入手（図面

の入ったカタログも入手）。 

９． 全ての調査終了後に、部位、設備別の比較評価（理由）アンケートに答えてもらう。 

 

②モニタリング場所 

国際福祉機器展（平成 13 年 10月 24 日）の福祉車両の展示ブース等で実施した。 

 

(3)対象車種 

セダンから大型１ＢＯＸ型まで、幅広い車種をモニタリング対象とした。 

表 2-5 モニタリング対象車 
【セダン型（車いす非対応だが、回転シート又はリフトアッ
プシートで車いすからの移乗がしやすい）】 
・ クラウンロイヤル（トヨタ） 
・ セドリック福祉タクシー（日産） 
・ bB Open Deck（トヨタ） 
【軽自動車（車いす用リアスロープ装備）】 
・ タウンボックス・タクシー仕様（三菱） 
・ ムーヴ(ダイハツ) 
・ ライフ（ホンダ） 
【小型自動車（車いす用リアスロープ装備）】 
・ ファンカーゴ（トヨタ） 
・ デミオ－i（マツダ） 
・ プレマシー（マツダ） 
・ キューブ（日産） 
【トールミニバン（車いす用リアスロープ又はリフト装備）】 
・ セレナ（日産） 
・ エスティマ L（トヨタ） 
・ ボイジャー（クライスラー） 
【大型１ＢＯＸ型（車いす用リフト装備）】 

・ハイエース グランドキャビン（トヨタ） 
注）車種毎の仕様は、参考資料を参照。
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(4)モニタリング結果 

モニタリング結果の概要と開発車両の仕様への反映を下表にまとめた。 

注：利用者、介助者の意見は、モニター６人と介助者の意見を集約したものであり、意見１件あたり

１～３人が回答している。 
 
  1)車いすを使用したまま乗車する場合 

項 目 ・利用者の意見 
＊介助者の意見 

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 
該当車種 

開発車両の仕様への反映 

【乗降しやすさ】 
ドア    
乗降口 ・入る時に間口の圧迫感を感

じる 
ムーブ  

＊スロープの有効幅が 64 ㎝
と狭い（一部乗車できない
車いすがある） 

＊スロープの有効幅の限界は
66～67 ㎝ 

キューブ 
 
 
デミオ 
ﾌｧﾝｶｰｺﾞ 

・スロープの有効幅は、
70 ㎝以上とする 

＊スロープが長い割に勾配が
急 

＊勾配が急 

ﾐﾆｷｬﾌﾞ 
 
ｷｭｰﾌﾞ 

・固定位置の床面を切り
下げる 

＊スロープを展開する握り手
がスロープの中間にあり姿
勢を低くしなくても良い 

ﾌｧﾝｶｰｺﾞ 
ｴｽﾃｨﾏ 

・同一格納方法の場合、
参考にする 

＊勾配が緩い ｴｽﾃｨﾏ  

スロープ、リフト 

＊縞状の滑り止めは摩擦係数
が違って、特に雨天時など
滑りやすい 

セレナ ・参考にする 

ニーリング ・ニールダウンを解除する際
に衝撃がある 

ﾌｧﾝｶｰｺﾞ 
等 

 

【車内の居住性】 
・大きい車いすでも乗車でき
る方が良い 

・十分な頭上空間がほしい 

 ・長さ 150 ㎝、幅 80㎝、
高さ 140 ㎝程度とする 

・左右が座席等で囲まれてい
る方が安心感がある 

＊幅の狭い固定スペースへ車
いすを誘導するのが難しい 

セレナ ・乗降時の経路、手すり
の配置等と調整が必要 

・天井が低く、圧迫間がある 
・前後のゆとりがない 

ﾌﾟﾚﾏｼｰ等 ・同上 

・床面が水平でない 
 

ﾌｧﾝｶｰｺﾞ 
ﾌﾟﾚﾏｼｰ等 

・固定スペース周辺も水
平である必要がある 

車いす 
固定スペース 

・足下が一段高く、足下前方
に圧迫感がある 

＊スペアタイヤで室内が狭い 
＊折り畳みシートで窓が遮ら
れる 

ｴｽﾃｨﾏ  
 
・スペアタイヤ、シート
等の格納位置、方法に
配慮する 
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項 目 ・利用者の意見 

＊介助者の意見 
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 
該当車種 

開発車両の仕様への反映 

・床面を低くするために、固
定装置のワイヤーを格納す
る部分が突出して足にひっ
かかる 

デミオ 
ﾌﾟﾚﾏｼｰ 

・乗降時の障害、固定時
の居住性向上、手の届
きやすい位置等に配慮
し、固定装置の形状や
設置位置に配慮する 

＊前輪をウインチで引き上げ
簡単だが、後輪をラッシン
グするのに手間がかかる 

ﾐﾆｷｬﾌﾞ ・ラッチ式等長さが自動
調節可能なものも検討
する 

・固定ベルトの自動巻き取り
が弱い 

ﾌｧﾝｶｰｺﾞ ・走行中も確実に固定さ
れるものとする 

＊締め付けが自動なので楽 ｴｽﾃｨﾏ 
＊４点電動ワイヤー式は、固
定、開放が容易 

デミオ 
ﾌﾟﾚﾏｼｰ 

・固定、開放が容易な固
定装置を標準装備する 

車いす固定装置 

＊４点同時ラッシングが便利 ｷｭｰﾌﾞ ・後部にスロープを設置
する場合には有効 

・２点式は装着しづらい 
・２点式は安全性で不安 

ﾌﾟﾚﾏｼｰ 
ﾌｧﾝｶｰｺﾞ 

・Ｖ字型のものを左右からＸ
字状に装着するので、窮屈 

ムーブ 

・３点式で装着しやすい
ものとする 

シートベルト 

・３列目シートを展開すると、
ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄが装着しづらい 

 ・参考にする 

窓の高さ、大きさ ・着座点が低く視界が良い ｴｽﾃｨﾏ ・参考にする 
手すり（握り手） ・車いす固定位置の前で、走

行中につかまれる手すりが
ほしい 

全車種 ・前席シート後部に動か
ない手すりを設置する 

・車いすを後ろ向きに固
定する 

【その他】 
・介助者席があり良い セレナ 

ﾐﾆｷｬﾌﾞ 
・参考にする  

・足下の照明がほしい 
・エアコンの吹き出し口が目
の前に来る、３列目での利
き具合が弱い等 

 ・参考にする 

 

なお、各部位、設備のバランスで考慮すべき内容は、次のような点と考えられる。 

・側面スロープ設置の場合、車いすが車内で 90 度回転できる水平な広さが必要 

・床面の高さとスロープの勾配、天井の高さ 

・床面の高さとフレームの耐久性（側面等衝突安全性の確保） 

・車いす固定スペースの広さと固定装置の配置と格納 

・車いすの固定方法と衝突安全性 

・改造レベル（床切り下げレベル等）、設備のグレード（電動と手動等）と車両コスト 

・車両の大きさと乗車可能な車いすの大きさ 
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＜参考＞モニターと車いすの大きさ 

 
モニターを含む車いすの大きさ   

全長（つま先
～後部・㎝） 

全幅（㎝） 全高（地上～
頭部・㎝） 

Ａ 手動車いす使用者（運転席に移乗し
て自ら運転する人） 

 88 56 128 

Ｂ 手動車いす使用者（運転席に移乗し
て自ら運転する人） 

116 62 124 

Ｃ 手動車いす使用者（座席に移乗でき
る人） 

105 67 120 

Ｄ 通常の電動車いす使用者（四肢麻痺
で介助が必要な人） 

113 65 135 

Ｅ 手動車いすに電動駆動装置を取り付
けた車いす使用者（座席に移乗でき
る人） 

104 66 128 

Ｆ 大型の電動車いす使用者（右半身片
麻痺で室内は動けるが、屋外では介
助が必要。車いすから座席に移乗で
きる人） 

150 67 118 

 

 2)車外で座席に移乗する場合 

項 目 ・利用者の意見 
＊介助者の意見 

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 
該当車種 

開発車両の仕様への反映 

乗降口 ・間口が狭く、高さも不足 ｴｽﾃｨﾏ ・車いすの乗降口と共用
にする 

・回転シートの足を乗せるバ
ーの位置が高く、非常に窮
屈 

・後部回転シートは足がひっ
かかる（助手席は良い） 

ｾﾄﾞﾘｯｸ ・ロンドンタクシー等足
下に余裕のある事例を
参考にする 

回転シート、リフ
トアップシート 

・リフトアップ時に頭がひっ
かかり、その際停止しない 

・シートは電動だが、フット
レストは手動で介助が必要 

・シートが小さい 

bB ・運転手が扱いやすい方
式とする 

 
・補助シートも含めて座
りやすい大きさとする 

手すり（握り手） ・移乗する際につかまるとこ
ろがない 

クラウン ・体重を支えられる位置
に黄色の手すりを設置
する 

・片麻痺の利用者のため
に左右両方の乗降口に
手すりを設置する 
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(5)モニタリングの総括 

 

モニタリング調査を総括すると、次の点が標準仕様策定の際の参考となる。 

注：第３章「利用者、事業者アンケート」第５章の「モックアップ試験」も標準仕様策定の参考とした。 

 

1)介助者が車いすを押した場合のスロープの傾斜について 

介助者が車いすを押した場合についてモニタリングを行った。 

傾斜が11 度以上の車両においては、一部の介助者において、押しにくいとの声が

聞かれた。従来の調査では、介助者が押した場合の傾斜が 7 度以下が適切であると

評価されていたが、7 度以下に設計されている既存の福祉車両は少ない（エスティ

マのスロープ勾配は7度）。 

注：検証、解説は、第５章の「モックアップ試験」を参照。 

 

2)介助者がいない場合のスロープの傾斜について 

重量が重く介助の大変な電動車いす（ＪＩＳ規格で登板能力10 度以上）が自走し

て乗車するためには、勾配約 10度以下のスロープで乗車できることが確認できた。 

注：検証、解説は、第５章の「モックアップ試験」を参照。 

 

3)スロープの幅について 

モニターの使用している車いすの幅は 56～67cm（ＪＩＳ規格の最大幅は 70cm 以

内）であり、傾斜が緩やかであっても、スロープの幅が 65cm 以下であると、車いす

を押した時の揺れでスロープ側面のエッジに衝突して押しにくいことがわかった。 

なお、交通バリアフリー法で車いすの通過できるバス乗降口の最低寸法は80 ㎝以

上（スロープの幅は 72㎝以上）であり、車いすのままの乗降に際してスロープは十

分な幅を持つことが重要である。 

 

4) 居住性、車いす固定 

タクシー利用者の居住性、車いす使用者の乗降時間短縮の実現のために、利用者

の車内居住性に対する評価、介助者の車いす固定装置の扱いやすさについてモニタ

リングした。 

・室内にはできる限り段差、傾斜を設けない車両開発の必要性（車内もスロープの

一部として利用しているため、傾斜がある車種では、垂直姿勢保持の必要な車い

す使用者の利用に適さない） 

・介助者、車いす使用者、健常者が窮屈でない車内スペース（セレナのように、固

定位置の周囲が座席等で囲まれている方が安心感があるという意見もあった） 

・圧迫感がなく、ゆとりのある室内高の確保 

・固定、開放の容易な車いす固定装置の導入（４点電動ワイヤー式が最も扱いやす

いと評価した者が多かった） 
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5)その他 

モニターから聴取できたその他の意見は次のとおり。 

・走行中につかまれる手すりの設置 

・高齢者等が乗降する際に安全なよう、足下の照明を設置 

・回転シートの足下部分に余裕を持たせる 

・冷暖房の噴出口が車いす使用者（車いす固定位置）の目の前になるのは不快 

 

参考：乗降位置について 

我が国の現在の車両のほとんどが後方から乗車する方式を取っているのは、部分

的に床の切り下げがしやすい、スロープが長くなっても道路幅員の制約を受けない、

床の地上高が高くてもスロープの勾配を緩やかにすることができる、停車時に後輪

のみのニールダウン機構が装備しやすい等の点があるからである。 

ユニバーサルデザインの観点から、車いす使用者が健常者と同じように乗降する

ことを考えると、側面からの乗車が考えられる。この場合、歩道が整備され、歩道

から車両までのガードレール等の障害がなければ、道路に出ないで乗降することが

可能である。一方、我が国の道路事情を考えると、道路が狭い、歩道がなく側溝が

あり乗降しづらい場合もある。 

しかしながら、公共交通であるタクシー車両では、車いす使用者が健常者と同じ

乗降口からの乗降がユニバーサルデザインの観点からも望まれ、後方からの乗車は、

自家用車を中心に概ね開発されていることもあり、側面からの乗降も検討した。 

 



 17

2.2 運転型福祉車両の現状 

運転型福祉車両の技術開発概要を把握する。肢体不自由者の障害の内容別車両の仕様

を把握した。 

 

(1)通常の運転席を有する車両 

肢体不自由者が運転をする際に支障がないよう、次のいずれかの運転補助装置のある

自動車である。車いす使用者は運転席に移乗する。購入時の消費税は非課税。 

 
表 2-6 運転補助装置の種類 

運転補助 
装置 

内 容 主な補助装
置の名称 

手動装置 車両本体に設けられたアクセルペダルとブレーキペダルを
直接下肢で操作できない場合、下肢に替えて上肢で操作がで
きるように設置されるもの。 

手動運転補
助装置 

左足用 
アクセル 

右下肢に障害があり、既存のアクセルペダルが操作できない
場合、左下肢で操作できるように設置されるもの。 

オルガン式
左アクセル 
着脱式左ア
クセル 

足踏式方向
指示器 

右上肢に障害がありステアリングホイルの右側に設けられ
ている既存の方向指示器が操作できない場合、下肢で操作で
きるように設置されるもの。 

足踏式ウイ
ンカー 

右駐車ブレ
ーキレバー 

左上肢に障害があり、運転座席の左側に設けられている既存
の駐車ブレーキバーが操作できない場合、右上肢で操作でき
るよう運転者席の右側に設置されるもの。 

右駐車ブレ
ーキレバー 

足動装置 両上肢に障害があり既存の車では運転操作ができない場合、
上肢に替えて両下肢で運転操作ができるようにするもの。 

足動運転補
助装置 

運転用改造
座席 

身体に障害があり、安定した運転姿勢が確保できない場合、
サイドボードを付加した座席に交換することにより、安定し
た運転姿勢を確保できるように設置されるもの。 

運転席サイ
ドサポート 

資料：「アイムファイン・創刊準備号」2002.6 
 
 

(2)車いすごと乗車できる車両 

 車いすを使用したまま乗車できる車両には、ジョイスティック等の手動運転装置が

あり、車両タイプは、既に自家用車として登録されているバンタイプや、実験段階の

１～２人乗り超小型の低速電気自動車等がある。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-3 車いすごと乗車できる車両の例 


