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1. まえがき 
 

1.1 本事業の目的 
 本格的な高齢化社会を迎え、高齢者、障害者等の自立した日常生活および社会生活を確保する

ことが重要となっている。特に、高齢者、障害者等による社会生活への積極的な参加のためには、

円滑な移動手段としてバスおよびタクシーの重要性が高まることは明らかである。そのこともあ

って、2000 年には「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関す

る法律（いわゆる交通バリアフリー法）」が制定され、さらに 2003 年には普及型ノンステップバ

スやバリアフリー化タクシーの標準仕様が策定されるなどして、低コストで乗降および立着席し

やすいなど、高齢者、障害者等に優しい車両の開発、普及が進められてきた。その結果、すでに

都市部を中心にこれらの車両が順調に普及してきたが、一方で使いづらい側面も明らかになって

きた。また、地域の特性により利用者ニーズは多様化しており、それらに対応させるには現状の

車両では不十分であることも懸念されている。このような状況のもと、2006 年には「高齢者、障

害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（いわゆるバリアフリー新法）」が施行され、車両に

ついては、様々な地域を考慮するとともに、都市内路線バス、都市間路線バスや福祉タクシーに

ついても標準的な仕様策定の必要性が高まっている。 

 本事業ではバスおよびタクシーについて更なる普及を図ることを目的として、幅広い地域にお

ける高齢者、障害者等のニーズを把握した上で、事業者、メーカー等からも意見を聴取し、高齢

者、障害者等にとってより優しい車両の具現化を図る。その際、本事業で対象とする車両は、公

共交通機関としての性格を有する、大・小型路線バス、ハイエース・キャラバン・コミューター

クラス（以下、乗合タクシー）、一般タクシー、および空港等リムジンバスとする。また、利用対

象者としては高齢者、障害者等を中心としているが、むしろ広義の移動制約者全ての利用者を対

象とした、いわゆるユニバーサルデザインの考え方を志向している。 

 

1.2 本事業の進め方 
 本事業の推進に当たっては、東京大学大学院の鎌田実教授を委員長とし、有識者、高齢者団体、

障害者団体、バス・タクシー事業者、およびバス・タクシーメーカー等で構成される検討会を設

置して審議を行った。また、検討会の傘下に実務者を中心とするバスワーキングおよびタクシー

ワーキングを設置し、調査結果の検討を行った。本事業の実施体制を図 1.1.1 に、検討会およびバ

ス・タクシーワーキングの構成メンバーを表 1.1.1 に示す。 
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タクシーWG

検討会

バスWG

委員長：東京大学 鎌田教授
事務局：（財）日本自動車研究所

「地域のニーズに応じたバス・タクシーに係るバリアフリー車両の開発」の検討

主催：国土交通省自動車交通局 総務課企画室／旅客課／技術企画課

主査：東京大学 鎌田教授
事務局： （財）日本自動車研究所

 
図 1.1.1 平成 22 年度の実施体制 

 
表 1.1.1 検討会およびバス･タクシーWG の委員（所属、役職は平成 22 年度時点） 

（表中の○印は該当する委員であることを表す。◎印は委員長。） 

委員名 検討会 
バス 
WG 

ﾀｸｼｰ 
WG 

所 属 役 職 

【検討委員】 

鎌田 実 ◎ ◎ ◎ 東京大学 高齢社会総合研究機構  機構長 

藤井 直人 ○     

神奈川総合リハビリテーションセンター研究部 
リハビリテーション工学研究室 
（平成 23 年 4 月より 神奈川県立保健福祉大学  非常

勤講師） 

室長 

米田 郁夫 ○     東洋大学ライフデザイン学部 人間環境デザイン学科 教授 

中村 文彦 ○     横浜国立大学大学院工学研究院 システム創世部門 教授 

川内 美彦 ○ ○ ○ 東洋大学ライフデザイン学部 人間環境デザイン学科 教授 

溝端 光雄 ○     
シニアライフアドバイザー、首都大学東京（客員教授）、

自由学園 高学部 （非常勤講師） 
客員教授 
非常勤講師

大野 寛之 ○     
独立行政法人交通安全環境研究所 
交通システム研究領域 

主席研究員

落合 一弘 ○     
財団法人全国老人クラブ連合会 政策委員会 
（埼玉県老人クラブ連合会） 

委員 

森 祐司 ○     
社会福祉法人日本身体障害者団体連合会 
（中央障害者社会参加推進センター） 

常務理事･ 
事務局長 

今福 義明 ○     
特定非営利活動法人 DPI 日本会議 
（交通バリアフリー担当） 

常任委員 

吉川 博之 ○ ○ ○ 
交通エコロジー･モビリティ財団 
バリアフリー推進部 企画調査課 

課長 

沢田 大輔 ○ ○ ○ 
交通エコロジー･モビリティ財団 
バリアフリー推進部 企画調査課 

課長代理 
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根本 克己 ○   ○ 
社団法人全国乗用自動車連合会 環境技術委員会 
（境交通株式会社 代表取締役社長） 

副委員長 

川村 泰利 ○   ○ 
社団法人全国乗用自動車連合会 ケア輸送委員会 
（宮園自動車株式会社 代表取締役社長） 

委員長 
代理 

水田 誠 ○   ○ 
財団法人全国福祉輸送サービス協会  
（十全交通株式会社 代表取締役社長） 

副会長 

山下 博 
（平成 22 年 7
月～） 

○ ○   社団法人日本バス協会 技術部 技術部長 

冨田 征弘 
（～平成 22 年

6 月） 
○ ○ 

 
社団法人日本バス協会 技術部 技術部長 

升水 誠 ○ ○   神奈川中央交通株式会社 運輸営業部 車両課 課長 

丹山 裕和 ○ ○   
西日本鉄道株式会社 
自動車事業本部 技術部 技術安全課 

課長 

佐藤 昌一 ○ ○   
龍ヶ崎市 総務部 交通防災課 
交通政策防犯グループ 

グループ 
リーダー 

関 成雄 ○   ○ 千代田区 保健福祉部 福祉総務課 課長 

岡野 俊豪 ○ ○   
社団法人日本自動車工業会 大型車部会 バス分科会 
（日野自動車株式会社 技術管理部 主査） 

分科会長 

松田 修一 ○ ○   

社団法人日本自動車工業会 大型車企画部会 
（三菱ふそうトラック･バス株式会社 企画渉外･環境部 
部長） 

委員 

児玉 芳記 
（平成 23 年 1
月～） 

○ ○ ○ 

社団法人日本自動車工業会 福祉車両部会 
（株式会社ｵｰﾃｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･ﾃﾞｨﾚｸﾀｰｵﾌｨｽ ﾌﾟﾛｸﾞﾗ
ﾑ･ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ兼 LV 事業統括部） 

部会長 

泰松 潤 
（～平成 22 年

12 月） 
○ ○ ○ 

社団法人日本自動車工業会 福祉車両部会 
（トヨタ自動車株式会社） 

部会長 

中川 茂 ○   ○ 

社団法人日本自動車工業会 安全・環境技術委員会 
（トヨタ自動車株式会社 商品開発本部 トヨタ商用車

センター 製品企画主査） 
委員 

宮田 浩 ○ ○   

社団法人日本自動車車体工業会 バス部会 技術委員会 

（三菱ふそうバス製造株式会社 技術部 設計管理グル

ープ マネージャー） 
委員 

山下 和彦 ○   ○ トヨタ自動車株式会社 商品統括部 Z-AD 主査 

渡辺 洋一 
（平成 23 年 4
月～）

1 
○   ○ 

日産自動車株式会社 企画･先行技術開発本部 環境・

安全技術渉外部 技術渉外・製品安全グループ 
主担 

和久田 学 
（～平成 23 年

3 月） 
○ 

 
○ 

日産自動車株式会社 企画･先行技術開発本部 環境･

安全技術渉外部 技術渉外･製品安全グループ 
主担 

福元 聡 ○   ○ 
日産自動車株式会社 LCV 事業本部 
商品戦略･企画グループ 

主担 

                                                  
1 平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北関東大震災のため、3 月 17 日に予定されていた第 3 回検討会が 5 月 27 日に

延期されたことによる。 
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東井 芳隆 ○ ○ ○ 国土交通省 総合政策局 安心生活政策課 課長 

渡辺 秀樹 ○ 
  

国土交通省 自動車交通局 安全政策課 課長 

舩曵 義郎 ○ ○ ○ 国土交通省 自動車交通局 旅客課 課長 

和迩 健二 ○ ○ ○ 国土交通省 自動車交通局 技術安全部 技術企画課 課長 

村田 茂樹 ○ ○ ○ 国土交通省 自動車交通局 総務課 企画室 室長 

【専門委員】 

生出 淳   ○   
日本バス協会中央技術委員会幹事会 
（京浜急行バス株式会社 運輸部整備課長） 

委員長 

矢口 鉄雄   ○   
日本バス協会中央技術委員会整備分科会委員長 
（東急バス株式会社 営業部次長） 

委員長 

助川 浩   ○   東京都交通局 自動車部 車両課 
設計担当 
係長 

大竹 孝宏   ○   
社団法人日本自動車工業会大型車部会バス分科会 
（日野自動車株式会社） 

委員 

土方 博之   ○   
社団法人日本自動車工業会大型車部会バス分科会 
（いすゞ自動車株式会社） 

委員 

山口 茂樹   ○   
社団法人日本自動車工業会大型車部会バス分科会 
（三菱ふそうトラック・バス株式会社） 

委員 

長埜 学   ○   
社団法人日本自動車工業会大型車部会バス分科会 
（株式会社 DRD） 

委員 

岡田 裕生   ○ ○ 
一般社団法人日本車いすシーティング協会 
（ﾊﾟｼﾌｨｯｸｻﾌﾟﾗｲ株式会社 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部） 

品質安全 
委員 

橋本 敦則     ○ 株式会社オーテックジャパン 開発本部 副本部長 
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2. 本事業の実施概要 
 本事業は、平成 20 年度より開始された。ここでは、平成 20 年度から平成 22 年度までの実施結

果の概要を述べる2。 

 

2.1 バスに関する検討 
 本事業では、すでにバリアフリー化が進んでいる路線バスについては、短期対応（構造変更を

伴わない改造、1～2 年で実施）、中期対応（構造変更を伴う改造、3～5 年で実施）および長期対

応（基本設計の変更が必要な改造、5～10 年で実施）の 3 段階に分けて検討してきた。また、路

線バスに比べてバリアフリー化が遅れている空港リムジンバスやマイクロバスのバリアフリー化

についても検討を重ねてきた。 

 

2.1.1 路線バスの短期対応 

(1) ラッシュ対応仕様の追加 

 ノンステップバスは中間に段差があるため、ワンステップバスやツーステップバスに比べて車

内後部への乗客の移動が少なく、特にラッシュ時には積み残しが出るといった不満がバス事業者

から出ていた。そのため、一部の事業者では、中間段差より後方の座席を 1 人掛けとし、さらに

車両後部の通路と座席床の間の段差をなくした仕様のノンステップバスを独自に導入することに

より積み残しの改善を図っていた。そこで、本事業ではこれを実現するため平成 21 年度に標準仕

様（標準仕様ノンステップバス認定要領別表に規定する標準仕様）の一部改定を提案した。これ

を受けて平成 22 年度よりラッシュ対応仕様ノンステップバスが認定車として販売が開始され、現

在、都市部を中心に導入が進んでいる。また、バス事業者に対して行ったアンケート調査では、

約半数の事業者がラッシュ対応仕様に期待するとの結果であった。 

 

(2) 座席色選定に関する運用方法の徹底 

 標準仕様では座席の色までは規定していないが、標準仕様の室内色彩の規定の運用の実態とし

て青系統に限定されている。そのため、バス事業者からは優先席の区別がつきにくいとか、事業

者の特徴を出しづらいといった不満が出ていた。ところが、実際には青系統といっても非常に広

範囲の選定が可能な運用となっており、優先席の区別も十分可能であることがわかった。そこで、

このような運用の仕組みを徹底させるべく、2010 年 1 月より運用の実施母体である日本自動車車

体工業会のホームページより PR した。本年度（平成 22 年度）は、この徹底状況についてバス事

業者にアンケート調査を行った。その結果、この運用方法は 75％の事業者に周知され、また、94％

の事業者からはこの方法で問題ないとの回答があった。 

 

2.1.2 路線バスの中期対応 

(1) 次期ノンステップバスのイメージ図作成 

 標準仕様をベースとしたノンステップバスの認定制度は 2004 年より実施されているが、地域の

                                                  
2 平成 20 年度から平成 21 年度までの報告書の目次については付録 5 を参照のこと。 
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特性により利用者のニーズが多様化し、また、使いづらい側面も明らかになってきた。そこで、

本事業では初年度（平成 20 年度）に利用者やバス事業者の意見を収集し、それをもとに図 2.1.1

に示す次期ノンステップバスのイメージ図を作成した。 

 

  

（都市型） 

  

（郊外型） 

図 2.1.1 次期ノンステップバスのイメージ図 

 

(2) 低床部モックアップによる評価会の開催 

 平成 21 年度にはイメージ図の低床部分を具現化した図 2.1.2 のような実物大モックアップを制

作し、関係者による予備的な評価会を実施した。平成 22 年度には、予備評価会での指摘箇所を改

良したモックアップを用いて、神戸、名古屋、横浜で本格的な評価会を開催し、一般利用者、車

いす使用者、バス事業者から多くの意見を収集した。 

 その結果、都市型、郊外型のいずれも高い評価が得られたが、さらなる改良を要望する声もあ

り、それらの箇所について改良策を検討した。 
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図 2.1.2 低床部の実物大モックアップ 

 

(3) 車いす固定装置の安全性試験 

 今回のモックアップに採用した車いす用巻き取りベルト式固定装置は評価会でも高い評価が得

られたが、衝突時にも確実に機能するかどうかを検証するため台上衝撃試験装置を用いて安全性

試験を実施した。その結果、衝撃によりベルトが伸びて車いすが若干移動する現象が観察された

が、他の乗客に影響を及ぼすような移動距離ではなく、安全面でも問題はないことが確かめられ

た。 

 

(4) 樹脂製燃料タンクの試作 

 今回のモックアップでは優先席を全て前向きにしているが、これを実現するには通常優先席の

足下に配置されている燃料タンクを移動する必要がある。そのため、バスメーカーでは成形性に

優れた樹脂で燃料タンクを作り、それを前輪タイヤハウス上に設置する構想を提案している。そ

こで、本事業では、この実現性を検討するため、実際に樹脂製燃料タンクを試作し、強度試験を

実施した。その結果、回転成型により目的とする燃料タンクを作ることができ、また、燃料透過

性、耐衝撃、耐圧、耐熱のいずれも問題ないことが確認できた。 

 一方、この燃料タンクは、優先席への伝い歩き用手すりの設置、暖房用配管の関係などの理由

で左側タイヤハウス上への設置が合理的であるが、給油口が左側に限定されたり、タイヤハウス

上の座席を撤去せざるを得ない可能性がある。そこで、これらの実現性について、バス事業者へ

のアンケートを実施して確認した。その結果、給油口については左側に統一できる可能性が高い

が右側でないと対応できない事業者も 6％ほど存在することがわかった。また、座席の撤去につ

いては安全上すでに撤去している事業者もあり 60％の事業者は賛成であったが、30％ほどの事業

者は撤去反対の回答であった。 

 

(5) 走行困難路線の確認調査 

 既に都市部ではノンステップバスがかなり普及しているが、地方では依然としてワンステップ

バスやツーステップバスが利用されているところが多い。その理由としてノンステップバスバス

の走破性が指摘されており、平成 21 年度に日本バス協会が行った調査によれば、ノンステップバ

スはもとよりワンステップバスでも走行困難な路線があることがわかった。本年度（平成 22 年度）

は、ワンステップバスでも走行困難とされている路線の一つである箱根地区の路線を例に実地調
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査を行い、ノンステップバス一本化の可能性を検討した。 

 その結果、勾配が急激に変化するような地点ではワンステップバスでも路面と接触する可能性

が高かったが、車高アップ装置を作動させて通過することにより走行可能であることが確かめら

れた。また、急勾配急カーブが連続する山間部の路線では、道路幅が狭いこともあって小型のツ

ーステップでないと走行困難な地点があることもわかった。 

 これらの結果から、フロント・リアーのオーバーハングを調整するなどして、現行のワンステ

ップバスと同等の走破性が得られるノンステップバスを開発すれば、車高アップ装置を併用する

ことで、ノンステップバスで走行可能な路線が増加するものと期待できる。また、将来的には、

オーバーハングやホイールベース、車高等を 適化し、山岳道路や積雪地帯での走破性をより向

上させた低床バスの開発も望まれる。ただし、車両の改良だけでは限界があることから、今後は

自動車側と道路側が一層協力して対応策を検討することも必要である。 

 

(6) 「公共交通機関の車両等に関する移動円滑化整備ガイドライン」への反映提案 

 これまでの検討結果を総合し、次期ガイドラインの改定に向けての反映提案を作成した。 

 

2.1.3 路線バスの長期対応 

(1) 事業者の意識調査 

 本事業では、検討の当初から将来はフルフラットノンステップバスが望ましいとの意見がバス

事業者の大勢を占めていた。しかし、フルフラットの定義が人によってかなり異なっているよう

に思えた。そこで、本事業では平成 21 年度に連接バスの見学会を実施したり、日本バス協会にイ

メージの提案を依頼するなどにより、定義の共有化を試みた。本年度（平成 22 年度）は、さらに

バス事業者向けに床形状に関するアンケート調査を実施し、バス事業者の考えるフルフラットノ

ンステップバスについて調査した。 

 その結果、バス事業者が望んでいるフルフラットノンステップバスは、単に段差をスロープに

代えたようなものではなく3、電車のように床全体がフラットなバスであることがわかった。この

ような車両が、現行の車両と同程度の価格で提供されるのであれば導入したいという回答は 64％

に上った。一方、現行のノンステップバスで不満はないと回答したバス事業者は 33％を占めた。 

 

(2) 電動フルフラットノンステップバスの開発動向 

 上記のように、バス事業者が望むような段差もスロープもない完全なフルフラットノンステッ

プバスは、ディーゼルエンジンを使用する限り実現は極めて困難であり、また、できたとしても

現行の価格と同じには収まらないと思われる。実現には画期的な技術革新が必要であり、その一

つとして電動バスが期待されている。神奈川県では慶応大学やいすゞ自動車等と共同でインホイ

ールモーターを使用する電動フルフラットバスの開発を行っており、すでに一次試作車が完成し、

平成 22 年度中には走行試験に入る見通しとなっている。この電動バスは引き続き実用化に向けた

試作車の開発が行われる計画であり、注目する必要がある。 
                                                  
3 単に段差をスロープに代えた場合、急な傾斜が生じることとなる。（平成 21 年度地域のニーズに応じたバス・

タクシーに係るバリアフリー車両の開発報告書 21 ページ及び 22 ページ参照） 
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2.1.4 リムジンバス用車いす昇降リフトの調査 

 空港リムジンバスに使用されるハイデッカーバスには車いす用昇降装置が既に貸切バス用とし

て設定されているが、初年度（平成 20 年度）に行った調査では、車いす用昇降リフトを装備した

リムジンバスを運行している事業者は見られず、その理由の一つとしてリフトが荷物室のかなり

の部分を占領してしまうことが指摘されていた。ところが、その後の調査で荷物室を余り占有し

ない薄型のリフトがすでにリフトメーカーで開発されていることが分かり、空港リムジンバスへ

の搭載の可能性がでてきた。そこで、本年度（平成 22 年度）は、貸切バスとしてリフト付ハイデ

ッカーバスを運行している事業者の協力を得て見学会を開催し、車いすを搭載するための所要時

間や必要となるスペース等を調査した。その結果、作業スペース、満席時の対応、荷物室の減少、

重量増加に伴う定員の減少など運用上解決すべき課題は多いものの、技術的には可能性が高いこ

とが確かめられた。 

 

2.1.5 マイクロバスのバリアフリー対応 

 主に過疎地域での路線バスの廃止にともない、今後はマイクロバスクラスの小型バスの需要が

高まるものと予想される。そこで、現行のマイクロバスについてバリアフリーに関連する仕様を

調査した。その結果、既に車いす搭載が可能で、かつ路線バスとしての仕様を満足するバスが数

社から市販されており、それらの仕様は床高さを除いてほぼ現行のバリアフリー基準を満たして

いることがわかった（1 車種はノンステップバスであり、床高さも基準に適合）。 
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2.2 タクシーに関する検討 
 
 バリアフリー新法で対象となったタクシーは、福祉限定許可を取得し、予約により運行を行っ

ているもの（専業）と、流し運行によって手を上げた乗客を乗車させたり、駅等で乗客待ちをす

るようなもの（流し）とに分類される。図 2.2.1 に現在と将来におけるタクシー車両の種類に関す

る枠組みを示す。本検討では、乗合タクシーと一般ユニバーサルデザインタクシーを対象とする。

これらのタクシーは、今後の高齢化の進展や障害者の社会参加の増加を考慮すると多くの割合を

担うことが期待される。 
 

①大型電動車いす･ストレッチャー等対応型
（専業）

②車いす対応型（①以外）（専業･一部流し）

③肢体不自由者、高齢者等対応
（セダン回転シート車）（流し･一部専業）

④ユニバーサルデザインタクシー
（流し･ごく一部専業）
※将来的な車両数の拡大を見込む

⑤一般タクシー（台数多い）

視
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等

車
い
す
使
用
者
、
肢
体
不
自
由
者
、
移
乗
可
能
者
、
高
齢
者
等

重
度
障
害
者
等

一
般
利
用
者

福
祉
タ
ク
シ
ー
車
両
の
範
囲

車両種類 想定する利用対象者

現状

  

①大型電動車いす･ストレッチャー等対応型
（専業）

②車いす対応型（①以外）（専業･一部流し）

③肢体不自由者、高齢者等対応
（セダン回転シート車）（流し･一部専業）

⑥一般タクシー
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等
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者
、
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等

重
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車両種類 想定する利用対象者

将来の姿

④乗合タクシー（一部専業）

⑤一般ユニバーサルデザインタクシー
（流し･ごく一部専業）
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、
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図 2.2.1 現在と将来におけるタクシー車両の種類に関する枠組み 
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2.2.1 乗合タクシーの車両ガイドラインの作成 
 
 乗合タクシーは、公共交通機関の車両等に関する移動等円滑化整備ガイドライン4では定義され

ていない。本検討では、乗合タクシーを、高齢者や障害者だけでなく、一般利用者も乗車できる

ものとし、その車両ガイドライン案を作成する。なお、車両ガイドライン案の作成に当っては、

低コストで普及が望めることを考慮する。 
 平成 20年度から 3ヵ年計画で開始された乗合タクシーの車両ガイドライン案の作成の進め方を

図 2.2.2 に示す。 

 

(2) 改造事例調査
(3) 車両の試作･

品評会

(4) 車両の評価
（ﾃｽﾄｺｰｽ）

(5) 車両の評価
（各地） (7) ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ案

の作成

H20 H21 H22

(1) ニーズ調査

(6) 保安基準等
の調査

 
図 2.2.2 乗合タクシーの車両ガイドライン案の作成の進め方 

 
 以下に、平成 20 年度から平成 21 年度までの実施概要を示す。 

 

(1) ニーズ調査 

 利用者（高齢者、車いす使用者･介助者）、事業者、及び、自治体に対して、乗合タクシーに関

する乗降性や車両設備等に関するニーズ調査を実施した。調査の協力先と協力者の特徴は下表の

とおりである。 

表 2.2.1 ニーズ調査の協力先と協力者の特徴等 

協力先 内容 

全国老人クラブ連合会 
仙台市、新潟市、千葉市、静岡市（清

水区）、福岡市 
･アンケート（211 票回収／250 票配布）及び

ヒアリング（13 人）を実施 

日本身体障害者団体 
連合会 

札幌市、仙台市、神奈川県、横浜市、

三重県、静岡県、静岡市、大阪府、

大阪市、高知県、福岡県 

･下肢の障害者がほとんど 
･アンケート（115 票回収／150 票配布）及び

ヒアリング（14 名）を実施 

介助者の関係団体 
札幌市、神奈川県 ･アンケートを実施（27 票回収／60 票配布）

･介護福祉士や作業療法士などの有資格者 

全国乗用自動車連合会 
 ･乗合タクシーの改造実績のある事業者に対

して改造事例に関するアンケートを実施

（248 票回収／333 票配布） 
自治体  ･乗合タクシーを導入している自治体 

                                                  
4 国土交通省総合政策局安心生活政策課監修、交通エコロジー･モビリティ財団発行（平成 19 年 7 月） 
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 ニーズ調査の結果、車両改造について以下のような方向性が導かれた。 

 

・車両改造では、障害者の大半を占め、高齢者の多くが該当する、「足腰」に障害を持つ人に重点

を置いた検討 

・通路幅及び座席間隔を広くするなど、車両の後方及び窓側の席も効率的に利用できるようにす

るための検討（現在普及している車両では、入口付近の席が選ばれることが多い） 

・乗車時にヒヤリとする状況を回避するためのつかまる場所の考慮 

・簡便に操作できる車いす固定装置や乗務員教育のあり方の検討 

・車いす使用者をはじめとした下肢障害者や高齢者の乗降性の改良のための乗降口のステップ及

び手すりの改良、乗車定員の削減による車内通路の確保などを含めた標準仕様の検討 

 

(2) 改造事例調査 

 車両の改造の参考とするために、事業者に対する改造事例の調査を実施した。それによると、

乗合タクシーの改造の実績は、上記のアンケート調査を依頼した事業者の 12%に止まっている。

これは、改造の初期投資だけでなく、メンテナンスの手間や改造車両の法規への対応が課題とし

て指摘された。調査によって得られた改造事例を表 2.2.2 に示す。 

 
表 2.2.2 乗合タクシーの改造事例 

改造箇所 内容 関連する基準等 
費用 

(万円) 
期間

(日数)

乗降口 

ドアの改良 自動ドアの設置  20 

ステップの改良 

機械式補助ステップの追加 利便性向上 19.3 1
乗降口に一段低いステップ追加  7 1
補助ステップ追加 バリアフリー基準 20 2-5
電動式スライドノンステップ ガイドライン（※1） 30 5

スライドステップ 
バリアフリー基準 
ガイドライン（※1） 5 1

電動格納ステップ  20 7
その他 非常口の設置 保安基準 5 

ﾘﾌﾄ･ｽﾛｰﾌﾟ

板 
リフト リフト（福祉車両をベース） バリアフリー基準  
スロープ板 アルミ バリアフリー基準 10 

車いす 
スペース 

車いす固定装置 車いす固定装置の設置  保安基準  
その他  バリアフリー基準 130 

通路 
フロアマット張

替え 
フロアクロスマットの張替え 汚れ防止 1.5 1

通路幅の拡張 300mm 以上確保の為 ガイドライン（※1）  

手すり 
乗降口手すりの

取り付け 

後部入口左と右に1つ取り付け 
保安基準（陸運支局からの

指導） 5 2

乗降口に手すり追加 保安基準、自主的判断 2 1
乗降口の左右 安全確保のため 7 4
乗降口正面、左側アシストクリップ作

成および取り付け 
利便性向上 4.5 3

乗降口に大きい手がけ  1.5 

※1 公共交通機関の車両等に関する移動等円滑化整備ガイドライン（平成 19 年 7 月）
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表 2.2.2 乗合タクシーの改造事例（つづき） 

改造箇所 内容 関連する基準等 
費用 

(万円) 
期間

(日数)

座席 
乗車定員削減 

15人乗りを10人乗りに変更 保安基準 50 
15人乗りを9人乗りに変更 保安基準 50 7
後部前列のシートを外し中列に折り

たたみシートを取り付け 
保安基準（陸運支局からの

指導） 10 1

補助イス撤去（通路確保） 自主的判断  
補助席1席撤去 保安基準  

シートの改良 
座席のひじあて 安全確保のため 7 4
座席レザー張替え 汚れ防止 4.5 4

降車ボタン その他 
 バリアフリー基準 20 
 保安基準 15-25 5

車内･車外

の表示･放

送装置 

車外表示（案内板

取り付け等） 

案内板とマグネット式  2 
行き先表示プレート他  10 5
掲示板他  50 
車外表示（行灯の取り付け）   1

車内装置（案内放

送） 
車内案内･無線機 ガイドライン（※1） 20 

その他 

営業車としての

改造 

ボタン式の自動ドアを取り付け 保安基準 20 3

タクシーメーター取り付け 陸運支局の指導 20 3
ボディーペイント、無線機の設置  15 4
左サイドバンパー 保安基準 5 
料金箱 その他 3 

利用者の利便性

向上 

乗降口にステップを設置 バリアフリー基準 21 

座席 2 つを取り外し荷物入れを

設置 
保安基準  

パワースライドドア その他 6.4 7

その他 
改造検査等  25 

LPG･ガソリン併用車 
ガソリン車を LPG も使

用できるように改造 100 30

※1 公共交通機関の車両等に関する移動等円滑化整備ガイドライン（平成 19 年 7 月） 

 

 事業者に対する改造事例の調査の結果、適合させている基準は、バリアフリー基準に次いで保

安基準となっている。改造費用は 20 万円前後となっているケースが多いが、中には 50 万円以上

必要な場合も見られる。今後更なる普及を図るためには、主な改良箇所を標準仕様とすることに

よって改造コストを抑え、事業者や自治体が車両を導入しやすくすることが必要である。 
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(3) 車両の試作 

 高齢者、障害者･介助者、及び、事業者へのニーズ調査や事業者及び自治体における車両の改造

事例に関する調査を踏まえ、以下のような改良の方針を定め、車両を試作した。 

 

【ニーズ調査から】 

・乗降口の手すり改良 

・車内移動しやすい通路幅の確保 

・乗降時や車内移動時につかまる場所の考慮 

・立ち座りしやすい座席 

・簡便な車いすの固定 

 

【改造事例調査から】 

・低コストでの改造 

・改造後のメンテナンス性の維持 

 

図 2.2.3 と表 2.2.3 に試作車両の外観と車両諸元をそれぞれ示す5。 

   
図 2.2.3 試作車両の外観 

 

表 2.2.3 試作車両の諸元 

 諸元 
乗車定員 10 人乗り（車いす使用時は 9 人乗り） 
シート 横向きシート 6 脚，他シートは前向き 
車いす乗車 リア側よりリフト使用（全長 1265mm，全幅 1005mm） 
ステップ高さ 1 段目 190mm／2 段目 210mm／3 段目 220mm 
開口部高 1561mm 
室内高 1530mm 

 

図 2.2.4 に改造点を示す。ニーズ調査の結果を反映し、後方および窓側の席も効率的に利用できる

ように通路幅および前席との間隔を広くすることを重視し横向きシートを導入した。また、乗降

性の改善を図るために、手すりや取っ手を多く配置することで立ち座りをしやすくしている。 

                                                  
5 ベースとなった車両は、トヨタ レジアスエース（スーパーロングボディ、ハイルーフ）の改造車（全長：5380mm、

全幅：1880mm、全高：2265mm）。 
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電動ﾘﾌﾄ

横向き席

前向き席

 
図 2.2.4 試作車両の主な改造点 

 

(4) 車両の評価 

 乗合タクシーのガイドライン案を具体的に検討するために、試作した改造車両を用いた品評会

を開催し、想定される主な論点について意見を収集した。品評会は屋内の展示場で開催し、停車

した状態での試乗による評価を実施した。品評会では、検討会及びワーキング関係者に加え、タ

クシー事業者、車いす使用者･介助者、及び、妊婦･ベビーカー使用者から意見を収集した6。得ら

れた意見を表 2.2.4 に示す。 

 

表 2.2.4 試作車両に対する意見（平成 20 年度に実施した品評会の結果） 

 座席配列 乗降性 車室内 後部ﾘﾌﾄ その他 総合 

主な意見 

･横向き座席

等座席配列

は概ね良好 
･ｱｰﾑﾚｽﾄなど

姿勢保持に

工夫が必要 

･ｽﾃｯﾌﾟが高い

との回答が

多い 
･車外に張出

す手すりの

要望あり 

･立って移動

できる高さ

の要望あり 
･中腰での移

動に合った

手すりを工

夫すべき 

･多少意見は

あるものの

大きな問題

はない 

･手すりの太

さや配置は

再考の余地

あり 
･ﾀｸｼｰとして

のｲﾒｰｼﾞ作り

が必要 

･乗ってみた

いとの意見

が多い 

 

                                                  
6 平成 20 年 12 月にアムラックス東京（東京都豊島区東池袋 3-3-5）にて実施。参加者はおよそ 40 名。 
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 屋内での停車状態での評価に続き、平成 21 年度には、高齢者を対象として乗降性などの停車状

態だけでなく、走行状態での乗り心地の評価も行った。評価で得られた主な意見を表 2.2.5 に示す。 

 

表 2.2.5 試作車両に対する意見（平成 21 年度に実施した評価の結果） 

 横向きシート 室内高 ステップの段差 

主な意見 

･着座･立ち上がりのしやすさ

や、車内移動性を向上するた

めの通路幅の確保に有効。 
･右左折時の乗り心地やシート

ベルトなどの安全性に関する

指摘あり。 

･参加した高齢者のほとんどが

屈むことなく移動が可能。試

作車の室内高（1530[mm]）を

もう少し高くできるか検討。

･補助ステップは高評価。但し、

段差の違いの緩和･解消の要

望あり。 
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2.2.2 一般ユニバーサルデザインタクシーの車両ガイドライン改定案の作成 
 

 バリアフリー新法では、福祉タクシー車両が新たに移動等円滑化基準への適合義務の対象とし

て含まれることとなった。福祉タクシー車両は、一般乗用旅客自動車運送事業者が旅客の運送を

行うために、その事業に用いる自動車であり、高齢者や障害者等が車いすやその他の用具を使用

したまま車内に乗り込むことが可能なもの（車いす等対応車）または、回転シートにより円滑に

車内に乗り込むことが可能なもの（回転シート車）と定義されている7。しかし、一般的なタクシ

ー車両への移乗が可能な手動車いす使用者等の利用を考慮すると、ユニバーサル仕様のタクシー

の登場も期待される。公共交通機関の車両等に関する移動等円滑化整備ガイドライン8では、車両

形態に大きく影響する車いす使用者への対応等を基にガイドラインがまとめられた。ガイドライ

ンにおいては、ユニバーサルデザインタクシーは以下のように表現されており、「流し営業にも活

用されることを想定し、身体障害者のほか、高齢者や妊産婦、子供連れの人等、様々な人が利用

できる構造となっているタクシー車両」であると言える。 
 
・車いす使用者に限らずその他の障害者、高齢者が他の旅客と同じように利用し、予約制の福祉

限定による利用に限らず流しの運行による利用を想定する。 
・屋上部分、空車表示部分、ボンネット部分等に車いすマークを表示し、車体前面方向から福祉

対応車両であることを視認できるようにする。 
・車いす使用者が乗り込めるドア開口部の高さ、間口の広いドアを確保する。 
・低床、フラットな床であり、スロープを備え、車いす使用者以外の障害者、高齢者等も乗降し

やすいものとする。 
 
 今後の高齢化の進展や障害者の社会参加の増加を考慮すると、ユニバーサルデザインタクシー

車両が早急に普及することが望まれる。本事業開始時点では、ガイドラインに規定された基準（標

準的な内容）全てを満足するユニバーサルデザインタクシー車両は存在しないが、現時点で実現

可能な、様々な人にとって利用しやすい構造を有するユニバーサルデザインタクシーの仕様をガ

イドライン改定案としてまとめることで、今後、より良いユニバーサルデザインタクシー車両が

普及することが期待される。なお、本検討会における検討の成果として、ガイドライン改定案の

標準的な内容を満足するユニバーサルデザインタクシー車両が商品化されるに至ったところであ

り、今後のユニバーサルデザインタクシー車両の普及が期待されるところである。 

 本検討会において、平成 20 年度から 3 ヵ年計画で開始された一般ユニバーサルデザインタクシ

ーの車両ガイドライン改定案の作成の進め方を図 2.2.5 に示す。 

                                                  
7 バリアフリー新法第 2 条第 7 号、バリアフリー新法施行規則第 1 条、公共交通移動等円滑化基準第 1 条第 1 項

第 13 号による。 
8 国土交通省総合政策局安心生活政策課監修、交通エコロジー･モビリティ財団発行（平成 19 年 7 月） 
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(1) 事業者のﾆｰｽﾞ
調査

(2) 仕様の検討
(3) 車両／ﾓｯｸ

ｱｯﾌﾟの評価
（ﾃｽﾄｺｰｽ、公道、
ﾓｰﾀｰｼｮｰ）

(4) 車両の評価
（各地） (6) ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

改訂案の作成

H20 H21 H22

(5) ｽﾛｰﾌﾟ板の
改善の検討

 
図 2.2.5 一般ユニバーサルデザインタクシーの車両ガイドライン改定案の作成の進め方 

 

 以下に、平成 20 年度から平成 21 年度までの実施概要を示す。 

 

(1) 事業者のニーズ調査 

 利用者（高齢者、車いす使用者･介助者）、及び、事業者に対して、一般タクシー･ユニバーサル

デザインタクシーに関する乗降性や車両設備等に関するニーズ調査を実施した。調査の協力先と

協力者の特徴は下表の通りである。 

 

表 2.2.6 ニーズ調査の協力先と協力者の特徴等 

協力先 内容 

全国老人クラブ連合会 
仙台市、新潟市、千葉市、静岡市

（清水区）、福岡市 
･アンケート（211 票回収／250 票配布）及び

ヒアリング（13 人）を実施 

日本身体障害者団体 
連合会 

札幌市、仙台市、神奈川県、横浜

市、三重県、静岡県、静岡市、大

阪府、大阪市、高知県、福岡県 

･下肢の障害者がほとんど 
･アンケート（115 票回収／150 票配布）及び

ヒアリング（14 名）を実施 

介助者の関係団体 
札幌市、神奈川県 ･アンケートを実施（27 票回収／60 票配布）

･介護福祉士や作業療法士などの有資格者 

全国乗用自動車連合会 
 ･タクシー事業者（77 票回収／130 票配布）及

びタクシー乗務員（29 票回収／200 票配布）

にたいするアンケートを実施 

 

 ニーズ調査の結果、車両仕様の検討において以下のような方向性が導かれた。 

 

・車両改造では、障害者の大半を占め、高齢者の多くが該当する、「足腰」に障害を持つ人に重点

を置いて検討する。 

・車両形状としては、5 ナンバーサイズながらも、室内高は車いす使用者が乗降しやすいように

ワンボックスのような高さを確保する。 

・乗り降りや立ち座りしやすいようにするための低床化やシート間隔の拡張を検討する。 

・流しでの利用を考慮し、できるだけ多くの人が利用できるような乗降しやすく（手すり等）タ

クシーと識別できる車両デザインとする。 

・乗降形式については、スロープとリフト、及び、横乗りと後乗りを問わず検討する。 
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・乗務員教育による車いす使用者等への対応の改善を行う。 

・車両価格はできるだけ現在の車両と同程度とし、乗降場所の改善、助成等により資金面の援助

や広報等による普及促進を図る。 

 

なお、車両の耐久性（耐用年数、走行距離等）は、用途や地域によって異なるため、目安を定め

ることはできないとした。 

 

(2) 仕様の検討 

 利用者と事業者からのニーズ調査、及び、自動車メーカーによる技術的見地に基づいた意見交

換により抽出された論点を下表に示す。 
 

表 2.2.7 一般ユニバーサルデザインタクシーの仕様検討における主な論点 
論点 内容 課題

【自動車メーカー】

全高 室内寸法 1400mm以上

・FF車では可能性あり

・FR車では成立しない

車いすの種類 車いすのまま乗車可能
・対象車いすの種別はガイドラインに準ずる
・回転スペースの確保

(1) サイドから＋スイングドア

(2) サイドから＋スライドドア

(3) バックから＋跳ね上げドア 燃料タイプとの組合せ
(4) バックから＋観音開きドア 乗る人の気持ち
(1) 前向き 後突時対策（ヘッドレストなど）
(2) 後向き 車酔い

・様々な車いすに対応

・短時間に固定

(1) 角度 スロープ＋一段高い歩道

(2) 強度 所定の車いす＋1人＋α

【事業者】

全高 駐車場のスペース 1800mm以下

ユニバーサルデザイン
タクシーの定義

流しのタクシーで使用

・車両購入価格・燃費などすべてが一般タクシー
と同程度であること
・利用されるためにはタクシーとして認知度向上が
必要

・ LPG
・ガソリン＋ハイブリッド

・LPG＋ハイブリッド

【利用者】
(1) 中央 乗り心地が良い
(2) 後部 運転手との距離大
(3) 助手席 運転手に不安感

車いす以外の一般利
用者

一般利用者への配慮 快適性などの確認

車いす使用者，障害者 タクシーをつかまえるのが困難 ソフト面の対応

【行政】

普及率の設定 事業者の費用負担増

ガイドライン変更 根拠が必要

フロア高さ

燃料

車いす乗車位置

普及

歩道の幅に制約あり

20G

300mm以下

車いす乗降位置とドア
の開閉方式

車いす乗車時の安全
性

どのような形式を優先するか

スロープの条件

車いすの向き
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 評価の実施時点では、一般ユニバーサルデザインタクシーの定義（ガイドラインの標準的な内

容）を満たす車両が存在しなかったため、評価項目の絞込みに当たっては、これに相当する実物

の車両を用い品評会を開催し、体験乗降により意見を収集した9。その結果得られた、一般ユニバ

ーサルデザインタクシーのガイドライン改定案及び標準仕様の策定10に向け早期に検討しておく

べき評価項目を下表に示す。 
 

表 2.2.8 一般ユニバーサルデザインタクシーの開発及び標準仕様策定に向けた評価項目
11 

評価項目 内容 検討会･ワーキングでの議論 検討事項 

車室内高 車いす乗車による検討 
標準仕様では 1400mm 以上だ

が、乗降評価により 1350mm の

可能性もある。 

「1400mm→1350mm」への変更

（但し、車いすの種類やﾕｰｻﾞの

体格の確認が必要） 

床面高 
開発ﾒｰｶによる実現性を

考慮→300mm 以下 

乗降評価から 350mm 程度が乗

降しやすいとの意見あり。車い

す乗降では 350mm 以下の要望

もある。 

「300mm→350mm 以下」への

変更（但し、走破性、補助ｽﾃｯﾌﾟ

&ﾆｰﾘﾝｸﾞ機構等の検討が必要） 

開口部高 1350mm の妥当性検証 
1306mm の開口部高で十分との

意見あり。 
「1350mm→1300mm 以上」へ

の変更 

車いす種類 車いすのスペース 

乗降評価により既存の福祉車両

及びﾓｯｸｱｯﾌﾟ（小型車両）への電

動車いすの乗降を確認した。電

動車いすの適用も考慮する必要

がある。 

車いす関係者の意見を踏まえた

検討 

手すり 適な設置場所 
手すりは不可欠だが設置場所は

車両毎に異なるため、標準仕様

には適さない。 

一般の実験協力者による評価 

ｽﾛｰﾌﾟ条件 14°以下の勾配 
ｽﾛｰﾌﾟ板の長さと勾配はﾄﾚｰﾄﾞｵﾌ

の関係にあり、道路状況に応じ

た検討が必要である。 

適切なｽﾛｰﾌﾟ角度（安全性も配慮

し、後退防止装置との組み合わ

せも考慮） 

 
(3) 車両／モックアップの評価 

 平成 21 年度には、車いす乗客への対応状況を把握するための既存の福祉車両を用いた公道での

評価とそれを補足するためのテストコースでの評価、及び、メーカーによる試作車両や車両イメ

ージ（モックアップ）等を用いた品評会での乗降体験による評価を実施した。また、これらの評

価に加え、東京モーターショーにおいて試作車両や検討内容に関するパネルの出展によって広く

意見を収集し、既存のガイドラインの見直し及び標準仕様の策定に向けた課題の抽出を行った（表

2.2.9）。 

                                                  
9 平成 20 年 12 月にアムラックス東京（東京都豊島区東池袋 3-3-5）にて実施。参加者はおよそ 40 名（乗合タク

シーの評価と同時開催）。 
10 4.2.3 の(6)に示すとおり、ユニバーサルデザインタクシーの認定制度の構築が望まれるため、ここでは、標準

仕様ノンステップバス認定要領を念頭に、標準仕様の策定と表現している。 
11 平成 20 年度報告書、67 頁、表 5.3 
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表 2.2.9 評価によって抽出された課題 
評価項目 課題の内容 

乗降性 

車室内高 
･対象とする車いすの大きさの把握 
･乗務員や介助者によって車いすの固定操作がしやすい高さ 

床面高 
･高齢者など足腰の弱い人が乗り降りしやすい高さ 
･車いすが乗降しやすいスロープ勾配を与える高さ 

開口部高 
･対象とする車いすの大きさの把握 
･乗務員や介助者によって車いすの固定操作がしやすい高さ 
･開口部上端の認識しやすさ（頭をぶつけないように） 

車いす 

車いす寸法 ･対象とする車いすの形式や寸法 

スロープ 
･普及が望める勾配の設定 
･安全性を確保しつつ、狭い場所でも乗降できる仕様 

手すり 
･車いすの固定や導線を考慮した設置位置･形状 
･高齢者など足腰の弱い人が握りやすく姿勢保持しやすい設置位置･形状 

床面の傾斜 ･車いす使用者が許容できる固定位置の床面の傾斜 
認知性 ･シンボルマークなどによる周囲や利用者に対する認知性の確保 
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3. バスに関する検討 

 
3.1 短期対応 
 現行の標準仕様ノンステップバスに対して、特にバス事業者からの改善要望の強い以下の 2 点

については、緊急の課題として平成 21 年度から平成 22 年度にかけて早期改善を図った。 

① ラッシュ対応座席配列仕様車の追加認定 

② 座席色の適合事例の周知 

 

3.1.1 ラッシュ対応仕様車の追加認定 

 前年度までの調査検討により、中間段差より後方への乗客移動を改善するには以下のような対

策を講じることが有効であることが分かった。 

① 中間段差より後方の座席を１人掛けとして立席スペースを拡張するとともに、視覚的にも開放

感を得る。 

② 後部通路と座席床の間に生じている僅かな段差を無くすことにより、立席時の安定性を確保す

る。 

 

 このような仕様を新たにラッシュ対応仕様として追加することとなり、国土交通省では標準仕

様ノンステップバス認定要領を改正し、平成 22 年度より認定を開始した。その後、メーカー各社

はラッシュ対応仕様認定車を市場に投入した。現時点でのラッシュ対応仕様車の生産台数は表

3.1.1 に示す通りであり、ノンステップバス全体の約 40％を占めている。また、主なユーザは比較

的都市部の路線を運行するバス事業者であり、導入した事業者の乗務員からは上々の評価が得ら

れているとのことである。 

 

表 3.1.1 平成 22 年度ラッシュ対応仕様車の生産台数 
ラッシュ対応仕様車 148 台 
ノンステップバス全体 382 台 
ラッシュ対応仕様車の割合 38.7％ 

 （平成 22 年 12 月末現在、全社合計） 

 

 さらに、日本バス協会から各都道府県のバス協会を通じて全国のバス事業者に行ったアンケー

ト調査※（付録 1「バス事業者向けアンケート調査」）の中で、このラッシュ対応仕様車により乗

客の移動性が改善されるかどうかについて質問した。図 3.1.1 がその結果である、12％の事業者が

「大いに期待できる」39％が「かなり期待できる」と回答しており、約半数の事業者が高い関心

を示していることが伺える。 

 

※このアンケートに回答したバス事業者はおよそ 160 社であり、保有台数 10 台未満の事業者から

1000 台以上の事業者まで幅広い規模の事業者が満遍なく網羅されていた。また、回答事業者の保

有する路線バス台数を合計すると約 29,800 台であり、これは日本全体の保有台数のおよそ半数を

占めていることになる。したがって、今回の調査は日本のバス事業者の現状をかなり反映したもの

と言える。 
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大いに期待

かなり期待

多少期待

期待できず

 
図 3.1.1 ラッシュ対応仕様車による乗客移動性改善効果 

 

3.1.2 座席色選定運用実態 

 座席色については、標準仕様で明度差までは規定しているものの色までは規定していないが、

運用の実態として青系統に統一されており、この変更をバス事業者か求められていた。しかし、

前年度の調査で、青系統といっても実際には「水色」から「紫に近い青」まで幅広い色が選択可

能であり、さらに柄を使用することもできるように運用されていることが分かった。問題はこの

ような運用方法が周知徹底されていないことであり、平成 22 年 1 月より運用の実施母体である日

本自動車車体工業会のホームページを通じて登録済みの全座席シートの情報の提供を開始した。 

 バス事業者向けアンケート調査では、このような運用方法の認知度について調査しており、そ

の結果を図 3.1.2 に示す。38％の事業者は「既に利用している」37％の事業者は「あることは知っ

ている」と回答しており、既に 75％の事業者に周知されていることが分かる。また、このアンケ

ートでは運用ルールについての解説を加えているため、「知らなかった」と回答した 25％の事業

者にも、ある程度の周知が図られたものと考える。 

 

25%

37%

38%

知らなかった

あることは知っている

すでに利用している

 
図 3.1.2 座席色の運用方法に対する認知度 

 

 さらに、アンケートでは、「このような運用方法で今後とも対応可能かどうか」についても質問

しており、その結果、図 3.1.3 に示すように 94％の事業者が「問題なし」と回答している。 
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94%

6%

問題なし

問題あり

 

図 3.1.3 座席色選定運用方法に対する問題 

 

 以上の結果から、座席色の運用方法については今後とも現行の方法を継続して行けば良いと思

われる。 

 

3.2 中期対応 
 次期（およそ 3～5 年後）モデルチェンジに反映させるべきノンステップバスの仕様を検討する

ために、平成 20 年度には障害を持った方や高齢者、バス事業者等へのアンケート・ヒアリング調

査を行い、その結果を反映して都市型、郊外型ノンステップバスのイメージ図を作成した。また、

平成 21 年度にはイメージ図の主要部分である低床部の実物大モックアップを作成し、予備的な評

価会を開催した。本年度は、さらに各地で本格的な評価会を開催するとともに、樹脂製燃料タン

クの試作、ノンステップバス走行不可能路線の事例調査等を行い、それらの結果をもとに「公共

交通機関の車両等に関する移動円滑化整備ガイドライン」への反映提案を行った。 

 

3.2.1 低床部モックアップによる評価 

(1) モックアップの改修 

 平成 21 年度の予備調査で指摘を受けた箇所についてメーカー側の委員を中心に検討を行い、そ

の結果をもとに以下に示すようなモックアップの改修を行った。 

 

[都市型、郊外型共通] 

① 入り口から入って左側の仕切り板の幅の短縮（700ｍｍ→500ｍｍ） 

② 握り棒の追加 

 ・都市型：左側優先席の 2 列目に１本追加 

 ・郊外型の左右 2 列目に１本ずつ計 2 本追加） 

③ 吊り革の変更 

 ・高さを全て標準（1650ｍｍ）に変更 

④ 車いす固定装置の改良  

 ・改良型ベルト（増し締め不要）に交換  
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 ・前側ベルトを前席の下部に固定 

 （都市型、郊外型で共用が望ましいが付け替えでも可。但し、床固定は不可） 

 

[都市型のみ]  

⑥ 左側吊り革の位置を窓側に 80ｍｍ程度移動（上記①の変更に伴い吊り革ポストも移動） 

⑦ 第 2 車いすスペースの固定ベルトとフックの色分け（塗料によるマーキングで良い） 

⑧ 高齢者用カートやベビーカー用の簡易固定ベルト 1～2 本をフリースペースに追加 

 （但し、折り畳み椅子使用のじゃまにならない位置） 

 

 改修例を図 3.2.1 に示す。 

 

図 3.2.1 モックアップ改修箇所の例 

 

(2) モックアップによる評価会の開催 

 地方運輸局およびバス協会等の協力を得て、神戸、名古屋、横浜において表 3.2.1 に示す評価会

を実施した。各会場とも改修したモックアップを用いて都市型、郊外型の両方の座席配列につい

て評価を行ったが、試作したモックアップが１台であるため、途中で座席の組替を行い、例えば

午前が都市型、午後が郊外型と言ったように時間をおいて評価を行うことにした。そのため、必

ずしも同じ評価者が都市型、郊外型の両方を評価しているとは限らない。また、9 月 12 日の神戸

では「第 10 回スルッと KANSAI バスまつり」のイベントに参加したため途中での組替が難しく、

終日、都市型による評価を行った。 

 各会場では、都市型と郊外型、一般利用者用と事業者用とで異なるアンケート用紙を用意し、

評価対象モックアップおよび評価者に応じて配布回収を行った。また、車いす使用者については

共通の設問用紙を用い担当者が直接インタビューする方法により評価を行った（詳細は付録 2「次

期ノンステップバス低床部モックアップの評価」を参照）。 
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表 3.2.1 評価会の開催場所と開催日 
地区 開催場所 開催日 主な評価者 

近畿 
ホームズスタジアム神戸

（神戸市兵庫区） 

9 月 11 日（土） 
（郊外型のみ） 

事業者 

9 月 12 日（日） 一般利用者、高齢者、車いす使用

者、事業者 

中部 
栄広場 

（名古屋市中区） 
9 月 14 日（火） 事業者、高齢者、車いす使用者、

一般利用者 

関東 
横浜第二合同庁舎 
（横浜市中区） 

9 月 16 日（木） 事業者、高齢者、車いす使用者、

一般利用者 

 

図 3.2.2 に評価会の状況を示す。なお、各会場では後述する乗り合いタクシーやユニバーサルデザ

インタクシーの評価も同時に行った。 

 （神戸） 

 （名古屋） 

 （横浜） 

図 3.2.2 各地での評価会の様子 
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(3) 評価結果 

 各会場で回収されたデータ数は表 3.2.2 に示すとおりである。特に神戸での都市型では「スルッ

と KANSAI バスまつり」のイベントに参加して行ったため、一般利用者からのデータが多数得ら

れた。半面、郊外型については前日の準備作業の終わりに実施したため、一般利用者からのデー

タはほとんど得られなかった。 

 

表 3.2.2 回収データ数 

神戸 名古屋 横浜 計

ﾊﾞｽ事業者 7 15 8 30 30

一般利用者 0 0 4 4 4(3)

ﾊﾞｽ事業者 7 15 14 36 36

一般利用者 227 3 35 265 262(241)

車いす使用者、ﾍﾞﾋﾞｰｶｰ使用者 20 3 7 30 24

計 261 36 68 365 356(344)

                * (　)内はアンケート票の裏面が無記入であったデータを除いた数

有効
データ数(*)

回収データ数
評価者

郊外型

都市型

 

 

回収データの集計結果を表 3.2.3～表 3.2.5 に示す。これらの結果をまとめると以下のようにな

る。 

 

【都市型座席配列】 

① 事業者、利用者の評価結果はほぼ同様であり、全体にかなり高い評価が得られている。 

② 車内や通路が広いとの評価は極めて高いが、反面、中扉付近や通路に吊り革や握り棒を希望す

る指摘がみられた。 

③ 昨年度試作したモックアップでは高齢者用に低目の吊り革を一部採用したが予備的な評価会

で不評であったため、モックアップの改修の際に標準の吊り革に戻した。これに対して今回の

評価会では、一般利用者から低目の吊り革も欲しいとのコメントが見られた。 

④ 座席数に関する評価は多少低くなっており、また少ないとの指摘も多くみられた。 

⑤ 前向き優先席もかなり高い評価が得られているが、横向きのほうが立ち座りしやすいとか介護

がしやすいといったコメントもあった。 

 

【郊外型座席配列】 

① 通路・立席、握り棒については極めて高い評価が得られている。 

② 座席数が多い点も極めて高い評価が得られているが、反面、座席の幅が狭いとか座席間隔が狭

いといった指摘がみられる。 

 

【外開きドア】 

① 都市型、郊外型ともに極めて高い評価が得られている。（事業者） 
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【車いす関係】 

① 巻き取り式ベルトは時間短縮効果、操作性ともに高い評価が得られているが、お客の足元で操

作する前側をさらに改善とか、後側の操作が窮屈といったコメントが見られた。なお、車いす

使用者からは不安感なし、時間短縮効果に期待と好評であった。 

② 反転式スロープ板も時間短縮効果の点では極めて高い評価が得られているが、反面、重い、混

雑時には使えないなどの指摘がみられる。一方、車いす使用者からは幅、角度とも問題はなく、

転倒の不安も感じないとの意見が多かったが、車内側に生じた若干の段差を指摘する人が多か

った。 

③ 今回のモックアップでは採用していないが、欧州で普及している車いすの後向き固定について

車いす使用者に質問した結果では、50％未満の低い評価となった。但し、バスをよく利用する

人のなかには後向きでも構わないとする人も多く見られた。 

④ 車いす使用者は座っている人に立ってもらわなければならないことを気にしており、車いすス

ペースには座席を設けないで欲しいとの強い希望もあった。また、郊外型に採用した 2 人掛け

跳ね上げ座席に対しては、事業者からも 4 人に協力してもらわなければならないとの意見があ

った。 

⑤ 都市型の 2 脚分車いすスペースに対しては利用機会が少ないためコストアップとのコメント

が、郊外型の 1 脚分スペースに対しては公共性を考えると 2 脚分必要とのコメントがあった。 
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表 3.2.3 都市型集計結果（回答者数 事業者：36 名 利用者：262 名） 

事業
者

利用
者 事業者 利用者

○

△

・反転式は乗客が多い場合には使えない
（４）
・反転式の操作は周囲の乗客に危険（２）

・反転式は混雑時や多客路線には使えな
い（５）
・スロープ板が重い、取っ手が奥すぎる（６）
・スロープ板の車内側の段差が大きい（２）

評価項目

○ ○

○

◎

○

◎

◎ △

◎ ○

○ ○

○ ○

◎

△ △

○ ○

◎ ◎

◎ ◎

○ ○

フリー
スペース

優先席

反転式ス
ロープ板

巻き取り
式ベルト

時間短縮

操作性

時間短縮

操作性

座席数

２脚分固定スペース

跳上げ座席

固定ベルト

ベビーカーのまま
乗車可

前向き優先席

座席形状・間隔

低床部

・中扉前の中央部にも握り棒やつり革が欲
しい（５）
・握り棒はもう少し内寄りが良い

・外開きドアーは車外にいる人に危険はな
いか

・地方事業者としては着席を重視し、かつ通
路の広さの確保も希望

広さ

通路・立席

握り棒

吊り革

外開きドアー

・ハンドル式、フラット式車いすに対応可能
か（２）

・お客の足下で作業する前側の固定をさら
に改善

・利用機会の少ない車いすスペースはコス
トアップ（２）

評価 主なコメント（括弧内は同種意見数）

・折り畳み椅子は従来のペダル式が良い

・ベビーカー用固定ベルトに不安あり

・中央部分に吊り革や握り棒が不足（２８）
・高齢者や子供用に低めの吊り革も（１４）

・ベビーカーのまま乗車は乗客の少ないと
きに限定（３）

・ベビーカーのまま乗車は混雑時には無理
（７）
安全上 マナ 的にも畳むべき（５）

・座席数が少ない（４２）

・横向きのほうが立ち座りしやすく介助もし
やすい（５）

・背もたれはもっと高いほうがよい（３）

・運転手のほかに周囲の乗客の介助があ
るとよい（６）

・お年寄りには前向きでは立ち座りがしにく
そう（３）

・シート間隔が狭い（３）

・座席を畳んでもらうのは気が引ける（４）
・ベビーカーのまま乗車可の表示必要（３）

車いす乗降の時間短縮

 
◎：良い評価の回答率が 80％以上、○：同 60～79％、△：同 50～59％ 
コメント欄の( )内の数値は同種意見の数を示す 
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表 3.2.4 郊外型集計結果（回答者数 事業者：30 名） 

評価 主なコメント

◎

◎

◎

○

評価項目

◎

○

◎

○

○

◎

低床部

広さ

通路・立席

握り棒
・後部座席にも吊り革が欲しい
・右側の吊り革をもう少し外に（頭にあたる）
・吊り革は標準で三角形が良い

吊り革

外開きドアー
・外側への出っ張りが気になる

○

◎

・２掛けが多いため、ラッシュ時の対応が難しい

座席形状・間隔
・座席幅が狭い（５）
・座席間隔が狭い（２）

座席

2人掛け
優先席

・２人掛けでは、奥の座席が使われない場合がある

2人掛け
跳ね上げ座席

・４人に協力してもらうのは心的負担が大きい
・後方の座席は座面を折りたたむだけにできないか

座席数

○

時間短縮
・スロープ板収納の際の乗客の怪我が心配

操作性
・スロープ板は少し重い（２）
・スロープ板の室内側に２ｃｍの段差（３）

巻き取り式
ベルト

時間短縮
・前方のベルトのさらなる工夫が必要

操作性

・後方の固定作業が窮屈のため工夫が必要
・ハンドル式車いすは固定できない

◎

１脚分固定スペース
・公共性を考えると車いすスペースは２脚分必要（２）

反転式ス
ロープ板

 
◎：良い評価の回答率が 80％以上、○：同 60～79％、△：同 50～59％ 
コメント欄の( )内の数値は同種意見の数を示す 
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表 3.2.5 車いす使用者集計結果（回答者数：18 名） 

評価 主なコメント

◎

◎

評価項目

スロープ板

◎

◎

○

◎

○

・車内側の 後の段差がきつい（３）
・雨の日に金属部分が滑りそう（２）

・スペースに入れない（大型シニアカーの場合）
・車いすスペースには座席を設けないで欲しい（高齢者に立ってもら
うのは申し訳ない）
・車いすスペースの座席は常時跳ね上げが良い

・左側の方が運転手から見えやすい

・郊外型ではスペースに入りきれない
（この方の車いすは超大型のため、郊外型ではギリギリであった）

・視界が後方（３）
・車酔いしそう（２)

・後方に転倒防止の板が欲しい（この方の車いすは重心がかなり後
方で、容易にキャスター上げが可能）

アプローチ

位置

広さ

後向き固定

・どの車いすにでも対応できるなら、この方式で良い
・名古屋市で装備しているような横ベルトも必要ではないか

◎

○

×

不安感

時間短縮

車いすス
ペース

固定装置

幅

角度

滑りにくさ

転倒の不安

 
◎：良い評価の回答率が 80％以上、○：同 60～79％、△：同 50～59％、×：同 50％未満 
コメント欄の( )内の数値は同種意見の数を示す 

 

 

(4) さらなる改良策 

 このように、都市型、郊外型の座席配列とも全体的に好評であったと言えるが、さらに改良す

べき点もある。 

 

① 中扉付近への握り棒・吊り革 

 中扉付近は車いすの通路でもあるため縦握り棒は設置できないが、天井握り棒や吊り革は設置

可能であると思われる。 

 

② 座席数 

 今回の評価会では、都市型と郊外型の座席配列を組み換えながら展示したため、両者を同時に

展示して比較しながら評価してもらうことができなかった。そのため、座席を減らして広いフリ

ースペースを確保した都市型と、反対にできるだけ多くの座席を確保した郊外型の主旨が十分に

伝わらず、これが評価結果に反映されている可能性があるが、いずれ都市型と郊外型の中間の座

席配列が要望されるかもしれない。 

 

③ 跳ね上げ座席 

 今回採用した跳ね上げ座席は、普段は座席として使用し必要に応じて跳ね上げるタイプであっ
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たが、特に都市型ではフリースペースの主旨からは常時跳ね上がっているタイプのほうが良いと

思われる。郊外型に採用した 2 人掛け跳ね上げ座席は構造上常時跳ね上げておくことは難しく、

指摘されているように車いすの方が来たら 大 4 人に協力してもらう必要がある。したがって、

例えば車いすの方が乗車する可能性が高い時間帯には、出庫する段階で跳ね上げておくといった

運用が必要になると思われる。なお、欧州では図 3.2.3 に示すような座面だけ跳ね上げるタイプ（た

だし、車いすスペースに 4 人分を設置する場合には向い合わせとなる）や座席というよりも腰か

けのようなタイプも使用されている。 

   
（バスの 2 人掛け跳ね上げ座席）         （地下鉄の腰かけ） 

図 3.2.3 欧州で用いられている簡易型座席の例 

 

④ スロープ板 

 今回採用したスロープ板は、耐荷重 350kg のものを利用したが、欧州メーカの製品のなかには

表 3.2.6 に示すように、耐荷重を 300kg とすることでユニットの重さを約半分に軽量化したものも

見られることから、軽量化の可能性は可能であると思われる。 

 

表 3.2.6 スロープ板 

種類 強力型 軽量型 
スロープ板寸法 800L×1000W mm 905L×930W mm 
耐荷重 350kg 300kg 
ユニット重量 28.5kg 12.5kg 

 

 なお、このように改良したスロープ板でも、歩道上に設けられたバス停に正しく停車できない

場合には十分な効果を発揮することが難しいケースがあることに留意する必要がある。 

 

⑤ 巻き取り式車いす固定ベルト 

 車いすのままバスに乗車する場合は、車いす使用者にはバスの座席の代わりに車いすを使用す

ることになるため、座席と同様に車いすをバスに固定しておく必要がある。もし、車いすが適正

に固定されていなければ、事故などの場合に、車いす使用者はもとより、周囲の乗客も巻き込み、

危害を与えてしまう恐れがある。そのために用いるのが車いす固定ベルトであるが、従来の標準

仕様のベルトでは操作時間がかかるうえに乗務員の負担が大きかった。そこで、巻取り式固定ベ
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ルトを試作し高い評価を得たが、今回使用した巻き取り式ベルトは、図 3.2.4 の（改良前）に示す

ように巻き取り機を床近くの低い位置に配置したため、評価会では車いすの背後に大きな荷物を

持った場合には操作が窮屈になるとの指摘があった。そこで、試作を担当したメーカでは、狭い

場所での操作性を向上させるため図 3.2.4（改良後）のように巻き取り機を高い位置に移動させた

改良型巻き取り式固定ベルトを試作した。改良前の固定装置でも、車いす固定に要する時間（ス

ロープ板の展開から、車いす固定まで）は約 1 分であったが、この改良によりさらに時間短縮が

期待できる。 

 

    
（改良前）                （改良後） 

図 3.2.4 巻き取り式固定ベルトの改良 

 

 なお、2 脚分の車いすスペースを持つ都市型モックアップでは、1 脚目（後ろ側）の車いすスペ

ースの背後には中間段差があったため、図 3.2.4 のように巻き取り装置を中間段差の壁面に取り付

けることで他の乗客の移動の邪魔にならないようにすることができたが、2 脚目（前側）の場合

には巻取り式固定装置が他の乗客の移動の邪魔になる可能性が大きかったため、巻取り式を用い

なかった。しかし、乗務員の操作上の混乱を招かないようにするためにも 2 脚とも同じ巻取り式

固定ベルトが採用できるようにしておくことが望ましく、さらに装置の改良や取り付け位置・方

法等の検討が必要である。 

 

⑥ 人ベルト 

 一般道路を走行する路線バスでは一般の座席にも安全ベルト（シートベルト）は装備されてい

ないため、一般には、安全ベルト代わりの人ベルトは不要であると考えられる。しかし、車いす

使用者で体幹保持が難しい場合には、急ブレーキや急カーブにより車いすから転倒してしまう可

能性がある。そのため、そのような事態が懸念される場合には、あらかじめ車いす使用者が自分

に合った何らかの保持具を用意しておくことが望ましい。なお、現行の標準仕様人ベルトは、バ

スの床に人を固定する構造になっているため、例えば車いすのバスへの固定が十分でない場合、

衝突のような大きな衝撃時に車いすの重量と人の重量の両方が車いす使用者に加わることになり、

かえって危険な場合も考えられる。また、人ベルトを正しく腰骨に装着することができない構造
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の車いすも多く、そのような場合には衝突時に人ベルトが車いす使用者の首を締め付ける危険も

考えられる。 

 

⑦ ベビーカーマークの掲示 

 一般利用者から、都市型のフリースペースに「ベビーカーのまま乗車可の表示が欲しい」との

コメントがあった。既に、一部の事業者ではベビーカーのまま乗車可の運用をしており、京都市

交通局では図 3.2.5 のようなマークを作成している。ベビーカーのまま乗車可である場合には、車

いすマークとともにベビーカーのまま乗車可であることが判別可能なマークを掲示することが望

ましい。 

 

 
図 3.2.5 ベビーカーマーク（出典：京都新聞電子版 11/26） 

 

 

3.2.2 車いす固定装置の安全性確認試験 

 事故の際にも車いす固定装置が確実に固定されているかどうかを確認するために衝撃試験を行

った。図 3.2.6 は試験の様子を示しており、人体ダミーを搭載した電動車いすを加速スレッド上に

載せ、改良型巻取り式固定ベルトにより車いすを固定している。この際、人体ダミーは 2 点式シ

ートベルト（腰ベルト）を使用して車いすに固定しているが、腰骨の位置で正しく装着させるた

め、図 3.2.7 に示すようなベルトアンカーを車いすの座面と背もたれの交点付近に取り付け、ここ

に腰ベルトを取り付けている。また、車いす用の固定ベルトもこのアンカーに取り付けることに

より、アンカーを介して腰ベルトと車いす固定用ベルトとが直結する形となるため、車いすへの

負荷を 小に止めることが可能となる。既に欧州の車いすには図 3.2.8 のようなアンカーが用意さ

れているものも見られるが、将来的にはこのようなアンカーが車いすに装備されることが望まし

い。 
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図 3.2.6 車いす固定装置の衝撃試験 
 

 

図 3.2.7 ベルトアンカー 

 

  

図 3.2.8 欧州の車いすに装備されたベルトアンカーの例 
（出典：メーカーカタログ） 

 

 試験条件は、過去に交通エコモ財団が行った車いす固定装置の試験に準じて 大 7G に設定し

ている。これは大型バスと乗用車が相対速度 70km/h で衝突した場合の衝撃力に相当する。図 3.2.9

は試験時に実測した加速スレッド上の加速度と速度を示しており、今回は 7.5G と若干高めの（厳

しい）条件で試験が行われたことになる。 
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図 3.2.9 スレッドの加速度と速度（実測値） 

 

図 3.2.10 は、試験中の車いすおよび人体ダミーの挙動を 50ms おきに示しており、100ms 以降で若

干固定ベルトが伸びて車いすが前方に移動しているが、他の乗客に影響を与えるほどの移動量で

はない。また、人体ダミーは 200ms あたりで 大の挙動を示しているが、腰ベルトにより車いす

に保持されている。 

 

 
図 3.2.10 車いすおよび人体ダミーの挙動 

 

 以上の試験結果から、今回試作した巻取り式車いす固定装置の安全性は確認できたと考えられ

る。 
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3.2.3 樹脂製燃料タンクの試作・評価 

 現行のノンステップバスでは燃料タンクの上に横向きの優先席を配置しているタイプが多いが、

足下にスペースが確保できないため、若干立ち座りがし難くなっている。そこで、今回試作した

モックアップでは足下の燃料タンクをなくしたうえで優先席を全て前向きにしている。これを実

現するには、どこか別の場所に燃料タンクを確保する必要があり、日本自動車工業会では、現行

の鉄製の燃料タンクを整形自由度の高い樹脂製燃料タンクに替え、それを図 3.2.11 のように前輪

のタイヤハウス上に設置する案を検討している。これにより、前輪のタイヤハウス上の座席を撤

去することになるが、この座席はかなり高い位置にあって昇り降りの際の安全性が懸念されてい

るため、この対策効果も期待できる。 

 

 
図 3.2.11 タイヤハウス上の燃料タンク 

 

(1) 燃料タンクの試作と評価試験 

 樹脂製燃料タンクは、回転成形法により試作した。図 3.2.12 が試作した樹脂製燃料タンクをタ

イヤハウス上に設置した状況を示しており、ほぼ目標どおりの燃料タンクが得られている。 

 

 

図 3.2.12 試作した樹脂製燃料タンク 

 

 表 3.2.7 は試作した樹脂製燃料タンクの評価試験結果を示しており、燃料透過性、耐衝撃、耐圧、

耐熱のいずれについても ECE 規則 No.34 の基準を満足している。 



38 
 

表 3.2.7 試作燃料タンクの評価試験結果 

試験項目 性能要件 供試数 結果 判定

燃料透過性試験 24 時間当たりの透過量が 20g 以下であること 1 0.34(g/day) 合格

対衝撃試験 液漏れがないこと 1 異常なし 合格

耐圧試験 液漏れ及び亀裂を生じないこと 1 異常なし 合格

耐熱試験 液漏れ及び著しい変形を生じないこと 1 異常なし 合格

 

(2) 給油口左側一本化の可能性 

 このような燃料タンクは左右のタイヤハウスのいずれにも設置可能であるが、以下の理由によ

り左側のタイヤハウス上に設置するほうが合理的である。 

 

① 乗客の使い勝手の面から 

 図 3.2.11 に示したように手すりを左側のタイヤハウスの周囲に巡らすことが可能となり、入口

から優先席まで連続して伝い歩きができるメリットが生じる。 

 

② 技術的観点から 

 暖房ユニットは構造上燃料タンクとは反対側に配置することが多いが、右側に燃料タンクを配

置する場合には暖房ユニットを左側に配置することになり配管を扉の部分に通さざるを得なくな

るため、コストや安全面のデメリットが生じる。 

 

 しかし、左側に設置することは給油口も左側になることを意味するため、バス事業者の賛同が

得られない可能性もある。そこで、給油口の現状と左側一本化の可能性についても事業者向けア

ンケートのなかで調査した。図 3.2.13 は給油口別の現有保有台数の比率を示しており、既に 70％

は左側給油口となっている。また、特にノンステップバスでは優先席の座席レイアウトの標準化

から圧倒的に左側が多くなっている。一方、図 3.2.14 はバス事業者が保有する給油スタンドの給

油口別の比率を示しており、既に左右兼用と左専用で 94％を占め、右専用は 6％となっている。

このような現状のなかで、給油口左側一本化の可能性を聞いた結果が図 3.2.15 であり、94％の事

業者は「どちらでも可」または「左側なら可」と回答しているが、反面、多くの事業者から以下

のような問題点も指摘されている。 

 

 ・片側だけだと給油待ちの渋滞が生じる 

 ・車庫内での方向転換が事故の原因にもなる 

 

従って、左側に一本化できる可能性は高いといえるが、移行までには理解を得るための努力と十

分なリードタイムが必要と思われる。また 6％ではあるが左側一本化に対応できない事業者もあ

り、今後対応策の検討が必要であると考えられるが、上述のとおり、現行のノンステップバスで

あっても、標準仕様における優先席の配置の規定から左側給油が基本（入り口そばの横向きの優

先席の下に燃料タンクを配置している。）であり、左側一本化に対応できない事業者に対しては、

個別の特注等で対応することが適当と思われる。 
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図 3.2.13 給油口別保有車両 
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図 3.2.14 保有給油スタンド 
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図 3.2.15 給油口一本化の可能性 
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 さらに、タイヤハウス上の座席を撤去することに対しても自由意見を求めており、得られたコ

メントを整理すると図 3.2.16 のようになる。コメントした事業者のうち 8％は安全上の理由によ

り既に撤去しており、51％の事業者は撤去賛成を表明している。一方、32％の事業者は１席でも

多くの座席を確保したいので撤去反対を表明している。今後、座席レイアウトを工夫するなどし

て代わりの座席を確保するとかタイヤハウスの形状の見直し、ステップの改良、タイヤの小径化

等によりタイヤハウス上座席の安全性を高める必要がある。さらに将来的には、タイヤを小径化

するなどして、タイヤハウス上の座席高さを低減できる可能性もある。なお、その他の意見のう

ち「左側の視界」「室内の臭い」については今後実車で確認することになるが、「左右の重量バラ

ンス」「左側タイヤの磨耗」については、現行の燃料タンクも左側に設置されているため問題はな

いものと考える。 

 

8%

51%

32%

9%

撤去賛成

すでに撤去

撤去反対

その他意見

 

図 3.2.16 タイヤハウス上座席の撤去に関する意見 

 

(3) タイヤハウス上燃料タンクを採用した次期ノンステップバスのイメージ図 

 一昨年に制作した次期ノンステップバスのイメージ図にタイヤハウス上燃料タンクを付加した

イメージを図 3.2.17 に示す。 

・左側の視界が悪化？ 

・室内の臭いは？ 

・左右の重量バランスは？ 

・左側タイヤの磨耗は？ 
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（都市型） 

 

（郊外型） 

図 3.2.17 タイヤハウス上燃料タンクを採用した次期ノンステップバスのイメージ 
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3.2.4 ノンステップバス走行困難路線の事例調査 

 既に都市部ではノンステップバスの普及が順調に進んでいるが、地方部ではまだノンステップ

バスの普及率が低い地域が多く、さらにワンステップバスへの転換も十分進んでいない地域もあ

る。現に、図 3.2.13 に示した車両の内訳をみても、40％近くが依然としてツーステップバスで占

められている。この原因の一つとして道路事情があり、昨年度に日本バス協会がバス事業者に対

して行った調査ではノンステップバスだけでなくワンステップバスでも走行困難な路線があると

の回答も散見された。そこで、本年度はそのような事例を確認するために現地調査を実施した。 

 

(1) 調査路線 

 昨年度の調査でワンステップバスでも走行不可能な路線があると回答したバス事業者のなかか

ら箱根登山バスに協力を依頼し、ヒアリングの結果、箱根地区と湯河原地区の 2 地域で実地調査

を行うことにした。 

 

① 箱根地区 

 箱根地区では図 3.2.18 に示す「小湧園」付近の 2 地点と「強羅」周辺の 2 地点を調査対象に選

定した。このうち、「小湧園」は国道 1 号線沿いにあり、1 号線本線はノンステップバスでも走行

可能であるが、周辺施設への侵入路等では走行が困難な地点があるため現状はワンステップバス

で運行している。それでも調査対象とした 2 地点では車体を路面に接触させる危険があるため、

車高アップで対応している。また、「強羅」周辺では急カーブ、急坂が多いため、この路線でもワ

ンステップバスで運行しているが車体を路面に接触させることも多い。 

 
 

図 3.2.18 箱根地区で調査対象とした走行困難ポイント 
（出典：箱根登山バスホームページ） 

 

② 湯河原地区 

 この地区では図 3.2.19 に示す「湯河原駅」から「ゆずり葉団地」に至る路線を選定した。この

路線は途中に小学校や団地が点在するため生活路線として利用されているが、市街地を出てすぐ

に山間部に入り、急なカーブと急な坂が連続するうえ、全般的に道路が狭く中型のワンステップ

バスでも走行が困難である。そのため、現状では小型のツーステップバスで運行している。 
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図 3.2.19 湯河原地区で調査対象とした走行困難路線 

（出典：箱根登山バスホームページ） 

 

(2) 調査方法 

① 箱根地区路線 

 箱根登山バスより箱根地区の路線運行に使用しているワンステップバスを借用して試験車とし

た。表 3.2.8 は試験車の緒元を示しており、箱根登山バスによれば比較的ホイールベースが短いワ

ンステップバスをこの路線に投入しているとのことであった。 

 
表 3.2.8 試験車の緒元 

全長 10250 ｍｍ

全幅 2490 ｍｍ

低地上高 175 ｍｍ

ホイールベース 4800 ｍｍ

フロントオーバーハング 2200 ｍｍ

アプローチアングル 8.5 °

リアーオーバーハング 3250 ｍｍ

デパーチャアングル 8.5 °

三菱　KL－MP３５JK

 
 

 試験車には、図 3.2.20 に示すように車両の床下に 2 個、運転席に 2 個の小型 CCD カメラを設置

して車両前方・後方の隙間、車両前方の道路状況、および速度を連続撮影し、それらの画面を合

成してビデオレコーダに記録した。図 3.2.21 に記録画面を示す。また、走行困難地点では、道路

勾配等を調査するとともに、バスの走破状況を車外から観察した。 
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図 3.2.20 測定用カメラ 

 

 

図 3.2.21 記録画面 

 

② 湯河原地区 

 路線運行中の小型ツーステップバス（仕様は表 3.2.9を参照）の運転席に図 3.2.22に示すように、

CCD カメラを設置し、車両前方の道路状況を記録した。また、走行困難地点では、道路勾配等を

調査するとともに、バスの走破状況を車外から観察した。 
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表 3.2.9 試験車の仕様 

全長 6990 ｍｍ

全幅 2080 ｍｍ

低地上高 190 ｍｍ

ホイールベース 3550 ｍｍ

フロントオーバーハング 1630 ｍｍ

アプローチアングル 12 °

リアーオーバーハング 1810 ｍｍ

デパーチャアングル 12 °

日野　ＫＫ－ＲＸ４ＪＦＥＡ

 
 

   

図 3.2.22 路線に使用されている小型ツーステップバスと運転席に設置した CCD カメラ 

 

(3) 調査結果 

 調査は、平成 23 年 2 月 2 日（湯河原地区）と 2 月 3 日（箱根地区）に実施した。なお、箱根地

区ではバスワーキングのメンバーおよび箱根登山バスの関係者も参加して調査を実施したが、湯

河原地区では事務局のみで実施した。調査結果は以下のとおりである。 

 

① 箱根地区 

 小湧園付近のポイント A は、温泉施設の玄関前のバス停に侵入する直前の急な下り坂である。

道路勾配を傾斜計で測定したところ、図 3.2.23 に示すように約 6°の下り勾配がバス停の直前で

急激に 0.4°に変化していた。図 3.2.24 はこのポイントを通過する際に車内で記録した映像を示し

ている。(A) は車高をアップした状態、(B) は通常の車高で通過した状態を示し、ともに後部が

も路面に接近した時点を比較している。通常車高の場合でも路面に接触しそうなくらいまで接

近しているが接触はしていない。ただし、これは空車状態の試験車を 低速で侵入させた場合で

あって、通常の営業運行のように乗客を載せた状態である程度の速度で走行すれば確実に接触す

るものと思われる。そのため、箱根登山バスでは必ず車高をアップさせた状態でバス停に侵入す

る決まりにしており、事実、運転台には図 3.2.25 に示すような車高注意の掲示がされていた。こ

のバス停には、箱根登山バスのほか数社が乗り入れており、１日に 70 便以上が通過するが、しば

らく観察していると路線バスの全てが車高アップで走行していた。 
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図 3.2.23 ポイント A の道路勾配 
 

   
 (A) 車高アップ (B) 通常車高 

図 3.2.24 ポイント A での走行状況 
 

 

図 3.2.25 運転席の掲示 

 

 もう一つのポイント B は、このバス停を出て 1 号線に戻る直前の急な下り坂である。道路勾配

は図 3.2.26 に示すように 8.2°から 0.2°に急激に変化していた。ここでも空車状態の試験車は図

3.2.27 示すように通常車高でかろうじて通過できたが、路線バスはいずれも車高アップして通過

していた。 
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 図 3.2.26 ポイント B の道路勾配 図 3.2.27 ポイント B での走行状況 

 

 強羅周辺のポイント C は、図 3.2.28 に示すように本線に直交する急な坂道であり、勾配は 9.5°

から 1.2°に急激に変化していた。路線バスはこのポイントを上り下りしており、図 3.2.29 に示す

ように空車状態の試験車で超低速で走行した限りでは上り下りともギリギリで通過できたが、積

載状態では路面に接触する可能性が極めて高い。 

 

勾配-9.5°

勾配-1.2°

   

 図 3.2.28 ポイント C の道路勾配 図 3.2.29 ポイント C での走行状況 

 

 強羅周辺のポイント D では、図 3.2.30 に示すように勾配が 3.5°の下り坂から急激に勾配 1°の上

り坂に変化していた。勾配はそれほど大きくないため低速で通過することで通常の車高でも図

3.2.31 のように通過することができた。しかし、下り坂のため速度がでやすく坂の変曲点でバウ

ンドが生じたりブレーキによりノーズダウンが生じて路面と接触する危険が大きく、路面には図

3.2.32 に示すように多くの接触痕が生じていた。 
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 図 3.2.30 ポイント D の道路勾配 図 3.2.31 ポイント D での走行状況 

 

 

図 3.2.32 路面の接触痕 

 

② 湯河原地区 

 図 3.2.33 は運転席に設置したカメラで撮影した車両前方の道路状況を示している。道路は比較

的良く舗装されていたが、急カーブ、急勾配の連続であり、「勾配 14％」の道路標識が掲示され

ていた。 

 

  
図 3.2.33 運転席に設置したカメラで撮影された道路状況 
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 この路線の終点で運行を終えた運転士に走行しにくいポイントをヒアリングし、そのポイント

で道路幅と傾斜を測定した。その結果は図 3.2.34 に示した通りであり、斜度 9.5°～11.5°の急勾配

かつ急カーブとなっていた。図 3.2.35 には、小型ツーステップバスがこのポイントを走行する状

況を示した。小型ツーステップバスでは、路面に接触することなく通過できているが、大型のノ

ンステップバスでは走行困難であると思われる。 

  

 図 3.2.34 道路状況（道路勾配、幅員） 図 3.2.35 走行状況 

 

(4) 走行困難地域向け低床バス 

 今回の事例は、それほど特異な事例ではなく、むしろ地方部ではよく見られる路線のように思

える。今後このような路線にも低床バスを導入するには、道路側でも対応を進められることが望

ましいが、当面は車高アップで対応せざるを得ないものと思われる。既に現行のノンステップバ

スや多くのワンステップバスには車高アップ装置が装備されている（但し、これはあくまでも緊

急回避の装置であり、走行可能速度が 20km 以下に制限されている）。今回の調査を通じて、車高

アップを行えば一般に言われているようなワンステップバスでも走行不可能な路線はそれほど多

くはないとも考えられることから、フロント・リアーのオーバーハングを調整する等によりワン

ステップバス並みの走破性を有するノンステップバスの出現が望まれるところである。さらには、

オーバーハングやホイールベース、車高等を 適化し、山岳道路や積雪地帯での走破性をより向

上させた低床バスの開発も望まれる。 

 

(5) 道路側での対応 

 今回調査した箱根地区の走行困難地点は、いずれも道路勾配が急激に変化する場所であった。

調査に協力してもらった箱根登山バスによれば、これらの地点では過去何回かにわたって改修工

事が行われ、以前はツーステップバスでなければ走行できなかった路線がようやくワンステップ

バスで走行できるようなったとのことである。しかし、それでも車高アップで走行しなければな

らない場所が存在することは事実であった。一方、湯河原地区では勾配が急激に変化する地点は

なくワンステップバスでも走行可能なように思えるが、急勾配、急カーブが連続し、また、カー

ブの途中で道路幅が狭くなっている部分があり、大型･中型のバスでは対向車線にはみ出して危険

に思えた。 

 走破性向上に向け車両側での改良は引き続き必要であるが、車両側の対応のみでは限界もある

ことから、今後は車両側と道路側とで協力しながら効率的な対応策を進めることが望ましい。 
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3.2.5 仕様ガイドラインへの反映提案 

 以上の調査結果をもとに、主としてバスメーカーの委員を中心に「公共交通機関の車両等に関

する移動円滑化整備ガイドライン」への反映と課題を検討した。結果を表 3.2.10 に示す。表には

比較のため、「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定

める省令」いわゆるバリアフリー基準と現状ガイドライン（標準的な仕様および望ましい内容）、

本事業で実施した内容、ガイドラインへの反映提案を示してある。さらに右端には標準仕様への

採用時期を示してある。中期対応は 3～5 年を目標として検討しており、標準仕様への反映次期は

2013 年から 2015 年となるが、ここでは中間をとって 2014 年としてある。ただし、後部段差のよ

うに短期対応として既に採用済みの項目もあり、実施可能な項目から順次採用して行くことが望

ましい。 
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表 3.2.10 バリアフリー法、ガイドライン、本事業実施内容、ガイドラインへの反映提案 

本事業で検討した内容
ガイドラインへの反映提案

（望ましい内容）
標準仕様へ
の採用時期

（標準的な内容≒標準仕様） （望ましい内容）

対象 　対象範囲は、乗合旅客自動車（道
路運送法第４条許可。路線定期運行
のものに限る）。

　対象範囲としては、乗合旅客自動車でも乗車定員１１人以上の路線バ
スを想定。

乗降口 ・乗降口の踏み段の端部の全体がそ
の周囲の部分と色の明度、色相又は
彩度の差が大きいことにより踏み段を
容易に識別できること

（段差の明示）
・乗降口の端部は路面並びに周囲の部分と色の明度、色相又は彩度の
差が大きいことにより明確に識別できるものとする。
・乗降口に照射灯などの足下照明を設置し、夜間の視認性を向上させ
る。

・乗降口のうち、少なくとも１つは幅
80cm以上であること

（広い開口幅）
・車いすを乗降させる乗降口の幅は900mm以上とする。（小型は800mm
以上）
・大量乗降を想定する車両の場合には、乗降口の幅は1,000mm以上とす
る。

（広い開口幅）
・全ての乗降口から車いすが乗降できる
よう、全ての乗降口の幅を900mm以上と
することが望ましい。

・床面の地上面からの高さは65cm以
下であること

（乗降口床面の高さ）
・乗降時床面の高さは270mm以下とする。
・傾斜は極力少なくする。

（乗降口床面の高さ）
・乗降時のステップ高さは200mm以下と
することが望ましい。
・傾斜は排除することが望ましい。

・通路には、座席３列（横向き座席は
３席）毎に、床面に垂直な手すり（握
り棒）を１以上備えること

（手すりの設置）
・乗降口の両側（小型では片側）に握りやすくかつ姿勢保持しやすい手す
りを設置する。
・手すりの出っ張り等により、乗降口の有効幅を支障しないよう配慮して
設置する。
・乗降口に設置する手すりの径は25mm程度とする。
・手すりの表面は滑りにくい素材や仕上げとする。

（手すりの設置）
・乗降時に車体の外側に張り出す手すり
が望ましい。

ー
（床面の材質）
・床は滑りにくい材質又は仕上げとする。

ー

（ドア開閉の音響案内）
・視覚障害者等の安全のために、運転席から離れた乗降口には、ドアの
開閉動作開始ブザーを設置する。

スロープ
板

・乗降口のうち、少なくとも１つはス
ロープ板その他の車いす使用者の乗
降を円滑にする設備（スロープ板の幅
72cm以上、スロープと水平面とのな
す角度は１４度以下、携帯用のス
ロープ板は使用に便利な場所に備え
られていること）が備えられているこ
と。

（容易に乗降できるスロープ角度）
・車いすを乗降させるためのスロープ板の幅は800mm以上とする。
・地上高150mmのバスベイより車いすを乗降させる際のスロープ角度は７
度以下とし、長さは1,050mm以下とする。
・耐荷重については、電動車いす本体（80～100kg）、本人、介助者の重
量を勘案し、300kg程度とする。
・スロープ板は、使用時にはフック等で車体に固定できる構造とする。
・脱輪を防止するよう左右に立ち上がりを設ける。
・スロープ板の表面は滑りにくい材質若しくは仕上げとする。
・スロープ板は、容易に取り出せる場所に格納する。

（容易に乗降できるスロープ角度）
・車いすを乗降車させる際のスロープ板
の角度は５度以下とすることが望まし
い。また、自動スロープ板、バス停側の
改良等により、さらに乗降しやすい方法
を採用することが望ましい。

・反転式スロープ板を採用し、車い
す使用者、事業者から好評。

乗務員の混乱防止、スロープ板の出
し入れの迅速化のため、反転式ス
ロープ板等の取り扱いが簡易なス
ロープ板の採用が望ましい。

2014

バリフリ基準【省令】
（移動等円滑化のために必要な旅客
施設又は車両等の構造及び設備に
関する基準を定める省令）

項目

ガイドライン
（公共交通機関の車両等に関する移動等円滑化整備ガイドライン）
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車いす
スペース

（２台分確保）
・バスには２台分以上の車いすスペースを確保する。
・車いすを取り回すためのスペースが少ない小型バスなどの場合は１台
分でもやむを得ない。
・ただし、車いすでの利用者の頻度が少ない路線にあっては１台分でもや
むを得ない。

（車いすスペースの数）
・ノンステップバスの普及に合わせ、車い
すスペースの数の再検討が望まれる。

・都市型に多目的に共用できるフ
リースペースを採用し、利用者、車
いす使用者、事業者から好評。
・郊外型の車いすスペースには２人
掛け跳ね上げ座席を採用したが、
車いす使用者からはやや不評。

フリースペースの座席を常時跳ね上
げ可能な構造とすることが望ましい。
（ただし、座席数計算の取り扱いの検
討が必要
また、２人掛け跳ね上げ座席につい
ては再考が必要）

2014

（乗降口近くに設置）
・車いす使用者がバスを利用しやすい位置に車いすスペースを設置する。
・乗降口から3,000mm以内に設置する。

（取り回しできる広さ）
・車いすスペースは、車いすが取り回しできる広さとする。
・車いすを固定する場合のスペースは（長さ）1,300mm以上×（幅）
750mm以上×（高さ）1,500mm以上とする。ただし２台の車いすを前向き
に縦列に設ける場合には２台目の長さは1,100mm以上で良い。
・後向きに車いすを固定する場合には、車いすスペース以外に車いすの
回転スペースを確保する。

（迅速な固定装置）
・車いす固定装置は、短時間で確実に車いすが固定できる構造とする。
・前向きの場合は３点ベルトにより床に固定する。
・後向きの場合は背もたれ板を設置し、横ベルトで固定する。

（迅速な固定装置）
・車いす側の治具と車側の治具が結合
するような装置の開発を目指すことが望
ましい。

・巻き取り式固定ベルトを採用し、
車いす使用者、事業者から好評。

・一層の迅速化を図るため、巻取り式
のような装置を用いることが望まし
い。
・方式の多様化による乗務員の混乱
を避けるため、仕様の統一が望まし
い。

2014

（安全ベルトの着用）
・前向きの場合には３点ベルト式固定装置付属の人ベルトを装着する。
・後ろ向きの場合には、車いす用姿勢保持ベルトを用意しておき、希望に
よりこれを装着する。

（安全ベルトの着用）
・車いす使用者がベルトを必要としない
方法の開発を目指すことが望ましい。

・標準仕様の人ベルトでは操作時
間がかかりすぎ、安全上の問題も
懸念された。
・車いす側に取り付けた人ベルト
（腰ベルト）を腰骨の位置に正しく装
着することにより、衝撃試験でも安
全性が確かめられた。

・人ベルトは車いす使用者の実情に
応じて、車いす使用者が用意するの
が望ましい
・腰ベルトを使用する場合は腰骨に正
しく装着できる構造であることが望ま
しい。

（手すりの設置）
・車いす使用者がバス乗車中に利用できる手すりを設置する。

（手すりの設置）
・安全ベルトに代わり得る手すり（安全
バー等）の開発を目指すことが望ましい。

（降車ボタン）
・車いす使用者が容易に使用できる押しボタンを設置する。
・押しボタンは手の不自由な乗客でも使用できるものとすること。

（車いすスペースの表示）
・乗降口（車外）に、車いすシンボルマークステッカーを貼り、車いすによる
乗車が可能であることを明示する。
・車いすスペースの付近（車内）にも、車いすシンボルマークステッカーを
貼り、車いすスペースであることが容易に分かるとともに、一般乗客の協
力が得られやすいようにする。

（車いすスペースの使用表示）
・車いすスペースの使用の有無、使用者
からの降車合図は運転席に表示される
ことが望ましい。

・ベビーカー使用者からベビーカー
のまま乗車できる旨の明示を望む
声あり。

・車いすのシンボルマークと併せてベ
ビーカーのシンボルマークを表示する
ことが望ましい。（すでに関西地区で
採用の動きあり）

2014

（乗務員の接遇、介助）
・車いすの固定、開放、人ベルトの着脱は、乗務員が行う。

以下に掲げる基準に適合する車いす
スペースを１以上設けなければならな
い。
①車いす使用者が円滑に利用できる
位置に手すりが設けられていること。
②車いす使用者が利用する際に支障
となる段がないこと。
③車いすを固定することができる設備
が備えられていること。
④車いすスペースに座席を設ける場
合は、当該座席は容易に折り畳むこ
とができるものであること。
⑤他の法令の規定により旅客が降車
しようとするときに容易にその旨を運
転者に通報するためのブザーその他
の装置を備えることとされているバス
車両である場合は、車いす使用者が
利用できる位置に、当該ブザーその
他の装置が備えられていること。
⑥車いすスペースである旨が表示さ
れていること。
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低床部
通路

・乗降口と車いすスペースとの間の通
路の幅（容易に折り畳むことができる
座席が設けられている場合は、当該
座席を折り畳んだときの幅）は、80cm
以上でなければならない。

（フラットかつ広い通路幅を確保）
・乗降口付近を除く低床部分の通路には段差やスロープを設けない。
・車いすが移動する部分の通路幅は800mm以上とする。
・小型バスを除き、低床部の全ての通路幅を600mm以上とする。

（フラットかつ広い通路幅を確保）
・低床部分には段差やスロープを設けな
いことが望ましい。
・小型バスを除き、低床部の全ての通路
幅を800mm以上とすることが望ましい。

・都市型では両側とも１人掛け座席
の採用により1350mmの通路幅を
確保し利用者や事業者から好評。
・反面、握り棒や吊り革の不足を指
摘する声あり。

・広い通路には十分な握り棒や吊り
革の設置が望ましい。

2014

後部段
差

ー

（安全に配慮）
・段差の端部は周囲の床と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことに
より明確に識別する。
・低床部と高床部の間の通路に段差を設ける場合には、その高さは１段
あたり200mm以下とする。
・低床部と高床部の間の通路にスロープを設ける場合には、その角度は
５度以下とする。
・スロープと階段の間には300mm程度の水平部分を設ける。
・段差部には手すりをつける。

（安全に配慮）
・車内段差、スロープを排除したノンス
テップフルフラット化を目指すことが望ま
しい。

・ラッシュ対応仕様を提案し、2010
年より認定車両に反映。

・段差上の立席乗客に対し段差高
さ、傾斜の更なる減少が望ましい。

2010～済み

手すり ・通路には、座席３列（横向き座席は
３席）毎に、床面に垂直な手すり（握
り棒）を１以上備えること

（伝い歩きできる間隔）
・高齢者、障害者などの伝い歩きを考慮した手すりなどを設置する。
・車いすスペースについては、車いすの移動に支障をきたさないように手
すりなどを配置する。
・縦手すりは、座席２列（横向きの場合は２席）ごとに１本配置する。
・車いすスペースについては、吊り手などを併用する。
・タイヤハウスから優先席周辺まで高さ800mm程度の位置に水平手すり
を設置する。

（伝い歩きできる間隔）
・縦手すりは、座席１列ごとに１本配置す
ることが望ましい。

・座席部には握り棒を座席１列ごと
に設置し好評。
・車いすスペースにはつかまるとこ
ろがないとの指摘あり

・車いすスペースを除く通路には握り
棒を座席１列ごとに配置することが望
ましい。
・車いすスペースには天井握り棒や
吊り革を設置することが望ましい。

2014

ー

（握りやすい形状、素材）
・手すりは、乗客が握り易い形状とする。
・手すりの径は300mm程度とする。
・手すりの表面は滑りにくい素材や仕上げとする。【色については「室内色
彩」の項目にて記載】

・

室内色
彩

ー

（白内障や色覚障害者に配慮）
・座席、手すり、通路及び注意箇所などは高齢者や視覚障害者にもわか
りやすい配色とする。
・高齢者および色覚障害者でも見えるよう、手すり、押しボタンなど、明示
させたい部分には朱色または黄赤を用いる。
・天井、床、壁面など、これらの背景となる部分は、座席、手すり、通路及
び注意箇所などに対して十分な明度差をつける。

（白内障や色覚障害者に配慮）
・眩しさを与える色、材質の使用を控える
ことが望ましい。
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座席 （座りやすい座席）
・床面からの高さ、奥行、背当ての角度、座面の角度等を配慮し、座りや
すく、立ち上がりやすいものとする。

タイヤハウス上座席の解決法とし
て座席を撤去して燃料タンク置き場
するアイディアを提案。

・座席数減が認められるなら燃料タン
ク、荷物置き場等が望ましい。
・取り付け位置やステップの改良等に
よりタイヤハウス上座席の安全性を
向上させることが望ましい。

（床面から座面までの高さ）
・400～430mm程度

・タイヤハウス上座席の問題を考慮
し、通路からの座面高さの検討が望
まれる。

（シートの横幅）
・１人掛け：450mm±10mm
・２人掛け：810mm±10mm

・郊外型で採用した２人掛けの座
席幅や間隔が狭いとの声あり。

・座席巾900mmが望ましい。

（座面の奥行き）
・410mm程度±10mm

（手すり）
・手すりは、握りやすく、立ち座りしやすいものとする。

ー

・地域のニーズを反映し都市型と郊
外型座席配列を提案。

・ガイドラインに「都市型」「郊外型」配
列図を追加する。

2014

優先席 （乗降口近くに配置）
・優先席は乗降口に近い位置に３席以上（中型では２席以上、小型では１
席以上）設置する。

・郊外型では２人掛け優先席により
５席確保。

（立ち座りのしやすさを向上）
・優先席は対象乗客が安全に着座でき、かつ立ち座りに配慮した構造と
する。
・乗客の入れ替わりが頻繁な路線では、優先席は少し高め（400～
430mm）の座面とする。

・都市型、郊外型ともに優先席を全
て前向きとし好評。
・優先席下の燃料タンクを撤去し立
ち座りを改善。

・優先席は原則として前向きとするこ
とが望ましい。

2014

（シートの色　優先席の表示）
・優先席は、①座席シートを他の座席シートと異なった配色とする、②優
先席の背後の窓に優先席であることを示すステッカーを貼る等により、優
先席であることが車内及び車外から容易に分かるとともに、一般の乗客
の協力が得られやすいようにする。

・座席色の選定ルールを徹底（実
質的なバリエーションの増加）。

（操作しやすい降車ボタン）
・優先席には、乗客が利用しやすい位置にわかりやすい降車ボタンを設
置する。
・降車ボタンは肢体不自由な人等でも使用できるものとする。
・乗客が体を大きく捻ったり、曲げたりするような位置への降車ボタンの配
置は避ける。

ー

ー
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降車ボタ
ン

路線を定めて定期的に運行するワン
マンバスには、車いす使用者が利用
できる位置に、旅客が降車しようとす
るときに容易にその旨を運転者に通
報するためのブザーその他の装置が
備えられていること。

（位置の統一）
・降車ボタンは、わかりやすく押し間違えにくい位置に設置する。
・視覚障害者に配慮し、降車ボタンの高さを統一する。ただし、優先席及
び車いすスペースに設置する降車ボタンはこの限りではない。
（ガイドラインの内容を満たす限りにおいて、座席の背もたれや肘掛けに
降車ボタンを追加することを妨げるものではない。）

ー

（高さ）
・縦手すりに配置する降車ボタンは、床面より1,400mmの高さとする。
・座席付近の壁面に配置する押しボタンは、床面より1,200mmの高さとす
る。

ー

（形状）
・降車ボタンは、停車確認ランプと一体型とする。
・高齢者及び肢体不自由な人等のために、車いす用スペース近くの低め
の位置等に、タッチ部分の大きい降車ボタンを設置する。

運賃箱・
整理券
発行機

（わかりやすく　使いやすく）
・運賃箱には、釣り銭が自動で出るのか、事前に両替が必要かの案内を
表示する。
・カードリーダーの位置はわかりやすく示す。
・運賃箱は、乗客に利用し易い形状とし、乗客の通行に影響を与えない
位置に設置する。
・釣銭受け皿等、低い位置に設置する場合は床から600mm以上の位置
に設置する。
・運賃箱は、投入口、釣銭受け皿、両替機、カード挿入口等がわかりやす
い案内表示をつけるとともに、縁取りなどにより識別しやすいものとする。
・料金表示は、大きな文字により、背景色と明度差・彩度差を確保したわ
かりやすい表示とする。

（わかりやすく　使いやすく）
・運賃の収受方法の整理、統一化等を検
討し、さらに使いやすく形状や配置が統
一化されたコンパクトな運賃箱・カード
リーダー・整理券発行機を開発し採用す
ることが望ましい。また、これらの設置位
置も統一することが望ましい。

（整理券発行機の音声案内、設置位置）
・視覚障害者が整理券を取りやすいように、行先案内を含む整理券発行
機の音声による案内は、発券口付近から行う。
・整理券発行機は、乗降に支障のない位置に設置する。

車内表
記

ー

（わかりやすい表記）
・車内表記は、わかりやすい表記とする。
・車内表記は可能な限りピクトグラムによる表記とする。
・ピクトグラム及びその大きさは参考例を参照する。
・認知度の低いピクトグラムについては、当面 小限の文字表記を併用す
る。

（わかりやすい表記）
・文字表記には英語やひらがなを併記す
ることが望ましい。

ー
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車内表
示装置

・バス車両内には、次に停車する停
留所の名称その他の当該バス車両
の運行に関する情報を文字等により
表示するための設備及び音声により
提供するための設備を備えなければ
ならない。

（文字による次停留所案内）
・乗客が次停留所名等を容易に確認できるよう次停留所名表示装置を車
内の見やすい位置に設置する。
・表示装置は大きな文字で表示し、ひらがな及び英語を併記または連続
表示する。
・次停留所名は、可能なかぎり前部以外の場所にも表示する。
・弱視者・色覚障害者に配慮し、見分けやすい色の組み合わせを用い
て、表示要素ごとの明度差・彩度差を確保した表示とする。

（文字による次停留所案内）
・乗客が次停留所名等を車内のどの場
所からも確認できるようにすることが望ま
しい。

（経路・行先等表示装置）
・経路、停留所名、行先等がわかるよう
な車内表示を行うことが望ましい。

（緊急時の情報提供）
・聴覚障害者等が緊急時に正確な情報
を把握できることに配慮し、緊急時の情
報を文字により提供する。また、緊急情
報内容のうち定型化可能なものは表示メ
ニューを用意することが望ましい。

車外表
示装置

・バス車両には、車外用放送設備を
設けなければならない。
・バス車両の前面、左側面及び後面
に、バス車両の行き先を見やすいよう
に表示しなければならない。

（文字による行先案内）
・行先、経路、系統、車いすマーク等は、車外の乗客から容易に確認でき
るようにする。
・表示機は夜間でも視認可能なものとする。
・寸法は300mm以上×1,400mm以上（前方）、400mm以上×700mm以
上（側方）、200mm以上×900mm以上（後方）（ただし、2m幅の車両の場
合は125mm以上×900mm以上（前方および後方）、180mm以上×
500mm以上（側方））とする。
・LED表示機の場合は直射日光のもとでも視認可能なものとする。
・大きな文字で表示し、ひらがな及び英語を併記または連続表示する。
・弱視者・色覚障害者に配慮し、見分けやすい色の組み合わせを用い
て、表示要素ごとの明度差・彩度差を確保した表示とする。

（ノンステップバスであることの表示）
・ノンステップバスであることを車両の前部、側面、後部からわかるよう表
示する。

車内放
送装置

・バス車両内には、次に停車する停
留所の名称その他の当該バス車両
の運行に関する情報を文字等により
表示するための設備及び音声により
提供するための設備を備えなければ
ならない。

（次停留所等の案内放送）
・視覚障害者などでも容易に、かつ、正確に次停留所、乗り換え案内など
の情報が車内で得られるようにする。
・バスに備えられている車内放送設備により次停留所、乗り換え案内など
を聞き取りやすい音量、音質、速さで繰り返し行えるようにする。
・降車ボタンに反応し、「次とまります」の音声が流れるようにする。
・次停留所名の放送は、前停留所発車または通過直後、及び次停留所
停車直前に行う。
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車外放
送装置

・バス車両には、車外用放送設備を
設けなければならない。

（行先、経路等の放送）
・車外の乗客とバス乗務員とが容易に情報交換できるようにする。
・バスに備えられている車外放送設備により、系統番号、行き先、経路等
の案内を繰り返し行えるようにする。
・視覚障害者などでも容易に、かつ、正確に系統番号、行き先、経路など
の情報が車外で得られるよう聞き取りやすい音量、音質、速さで放送す
る。
・視覚障害者の乗降に配慮し、ノンステップバスである旨、前乗り、中乗
り、後乗りの別を音声で案内する。
・バス車体規格集等に準じ、車外スピーカー、インターホンマイクの取り付
け位置を統一する。

コミュニ
ケーショ
ン設備

・バス車両内には、聴覚障害者が文
字により意思疎通を図るための設備
を備えなければならない。この場合に
おいては、当該設備を保有している
旨を当該バス車両内に表示するもの
とする。

（聴覚障害者用コミュニケーション設備）
・バス車両内には、筆談用のメモ・筆記用具などを準備し、聴覚障害者と
のコミュニケーションに配慮する。
・この場合においては、当該設備を保有している旨を車両内に表示し、聴
覚障害者がコミュニケーションを図りたい場合において、この表示を指差し
することにより意思疎通が図れるように配慮する。
・筆談用具がある旨の表示については、乗務員席付近であって、乗務員
及び乗客から見やすく、かつ、乗客から手の届く位置に表示する。

（コミュニケーションボード）
・言葉（文字と話し言葉）による人とのコ
ミュニケーションが困難な障害者等に配
慮し、ＪＩS　T0103で規定されたコミュニ
ケーション支援用絵記号等によるコミュニ
ケーションボードを準備することが望まし
い。

車内安
全確認
設備

ー ー

・車内モニターを採用し効果確認。
（自工会）

・車内事故防止のため、運転手から
の死角を無くすことが望ましい。（ミ
ラー改善、モニター設置等）

2014

低床率

ー ー

・ホイールベース拡大により低床部
拡張。
・アウトスライドドアーにより室内幅
を拡充。

・ノンステップバスのホイールベース
拡大、アウトスライドドアの採用等で
低床部を拡大することが望ましい。
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3.3 長期対応 
 大幅な基本設計の変更を必要とするが、将来のノンステップバスの開発に向けて目指すべき姿

を検討した。 

 

3.3.1 バス事業者の望むノンステップバスの姿 

 理想的なノンステップバスは床に段差や傾斜がないフルフラットのノンステップバスである。

しかし、その開発には莫大な費用が予想され、それを受けてバスの価格が大幅に上昇する結果と

なる。一方、昨年までの調査によれば、バス事業者が描いているフルフラットバスは必ずしも完

全なフルフラットではないようにも見え、また、人によってフルフラットに対するイメージや期

待がかなり異なっているようにも思える。そこで、本年度行ったバス事業者向けアンケートのな

かで、あらためてバス事業者の見解を調査した。 

 

(1) 現状 

 図 3.3.1 は今回のアンケートに回答した事業者のノンステップバス保有割合を示している。10

台未満の事業者から 100 台以上の事業者まで満遍なく網羅されており、このアンケート結果は日

本のバス事業者の意見を代表したものと考えられる。 

41%

35%

11%

13%

１０台未満
１０～４９台

５０～９９台

１００台以上

 
図 3.3.1 回答事業者のノンステップバス保有台数 

 

 図 3.3.2 は乗降方法（運賃の収受方式）を示しており、「中乗り前降り」を採用している事業者

が圧倒的に多い。 

3%

11%

74%

12%

前乗り前降り

前乗り中降り

中乗り前降り

両方

 
図 3.3.2 乗降方法 
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 現在、多くの事業者で運用されているノンステップバスは、図 3.3.3 の図に示すような床（通路）

の中間に高さ 200mm 以下の段差を 2 段設けた床構造になっている。このような中間段差により、

どのような支障が出ているのかを聞いたところ、図 3.3.4 に示すように「支障ないと」する事業者

はわずか 6％であり、多くの事業者は「特に高齢者や障害をもった方が後部に行かない」とか「後

部座席が空いているのに利用されない」「前部の通路が満杯でも後部通路は空いている」といった

後部の利用率の低さを指摘している。 

 

200ｍｍ以下
200ｍｍ以下

0～4°

 
図 3.3.3 ノンステップバスの床面構造 

 

 

26%

26%
33%

9%
6%

後部座席が空いている

のに利用されない

前部通路が満杯でも

後部通路は空いている

高齢者や障害を持った

人が後部に行かない

段差に対して不満が出ている

とくに支障はない

 
図 3.3.4 床の中間段差による支障 

 

しかし、段差による事故が車内事故全体に占める割合は図 3.3.5 に示すように 90％が 5％未満であ

り、それほど大きな事故要因にはなっていない。また、具体的な事故事例についての自由記述で

は、発進・停車時の躓きや踏み外しを挙げる事業者が多かったが、中には「後部 前列の乗客が

急ブレーキ時に段差部に転倒」した例もみられた。 
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90%

5% 3%

５％未満

５～１０％ １０～２０％

 
図 3.3.5 段差による車内事故の割合 

 

(2) スロープ式ノンステップバスに対する見解 

 次に、初期の日本のノンステップバスや現行の欧州のノンステップバスに見られる図 3.3.6 に示

すような、中間スロープ式のノンステップバス（通路が狭く、通路と座席床の間に段差有り）に

代えた場合の事故について見解を聞いた結果では、図 3.3.7 に示すように、約 60％は「段差と同

じような事故が懸念される」としているが、約 40％は「段差に比べれば問題ない」とか「特に心

配ない」といった歓迎する方向の見解を示している。 

 

大斜度８°

 

図 3.3.6 ノンステップバスの床面構造 

 

8%

30%

62%

とくに心配ない

段差に比べれば問題ない
段差と同じような事故を懸念

 
図 3.3.7 スロープによる事故の心配 
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一方、スロープ状の通路に対する問題を聞いた結果が図 3.3.8 である。「新たな車内事故を懸念す

る」が 45％、「通路を立席に使えない」が 30％、「乗客の移動性は改善されない」が 15％と、ネ

ガティブな見解を示す事業者が多いのに対して、「特に心配はない」との見解を示した事業者は

10％に止まっている。 

10%

45%
30%

15%

とくに心配ない

あらたな車内事故を懸念
通路を立席に使えない

乗客移動性は改善されない

 
図 3.3.8 スロープ状通路の問題 

 

さらに、欧州のノンステップバスに見られる後向き（向かい合わせ）座席について聞いた結果は

図 3.3.9 の通りであり、93％の事業者は「後向きは敬遠されるので避けるべき」としている。 

7%

93%

座席が増えるなら後向きも可

後向きは敬遠されるので

避けるべき

 
図 3.3.9 後向き座席に対する評価 

 

また、同様に欧州のノンステップバスに見られる後部に大扉を持ったノンステップバスに対して

も、図 3.3.10 のように 93％が「問題あり」としている。なお、この問題としては以下のような指

摘が多かった。 

 

 ・車いす用に中扉も必要になるため、コスト増やメンテナンス性の悪化に繋がる。 

 ・後部扉は運転士の確認が難しく、無賃乗車の原因にもなる。 

 ・通路が狭く乗客移動に支障をきたす。 

 ・座席数が減少する。 

 ・バス停の改修が必要となる。 
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7%

93%

むしろ歓迎

問題あり

 

図 3.3.10 後部大扉を持ったノンステップバスに対する評価 

 

以上を踏まえて、スロープ式ノンステップバスへの転換を希望するか否かを聞いた結果が図 3.3.11

であり、「メリットが少ないので導入しない」が 71％、「価格が同じなら導入したい」が 28％とな

っており、「多少高くても導入したい」はわずか 1％であった。 

 

1%

28%

71%

多少高くても導入したい

価格が同じなら導入したい

メリットが少ないので導入しない

 
図 3.3.11 スロープ式ノンステップバスの導入希望 

 

 後に、図 3.3.12 及び図 3.2.13 に示すような、欧州で試作されたほぼフルフラットに近いノン

ステップバスや日本で開発中のインホイールモーターによる完全なフルフラットバスについての

導入希望を聞いた結果によると、フルフラットに対する要望は大きいものの、あくまでも価格次

第であり「同じ価格なら導入したい」が 64％を占め、価格が 2 倍なら導入したい」は 3％、「数倍

でも導入したい」は 0％となっている。一方、「現行のノンステップバスで不満はない」も 33％を

占めている（図 3.3.14）。 
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ほぼフラット
小径ワイドタイヤ

 

図 3.3.12 フルフラットに近い床面構造 

ほぼフラット
小径ワイドタイヤ

完全にフラット

インホイールモータ

付きタイヤ

 

図 3.3.13 フルフラットな床面構造 
 

0% 3%

64%

33%

価格が２倍なら導入したい

価格が同じなら導入したい

現行ノンステで大きな不満なし

価格が数倍でも導入したい

 
図 3.3.14 フルフラットノンステップバスの導入希望 

 

 以上のように、現行の中間段差付きノンステップバスについては後部の利用率が低い点で不満

があるものの、かといって欧州のスロープ式を望んでいるようには見えない。望まれているのは、

段差もスロープもない図 3.3.13 に示すようなほぼ完全なフルフラットノンステップバスであるが、

これはディーゼルエンジンを使用している限り実現は極めて困難である（ボンネット構造あるい

はトレーラ式にすれば可能性はある）。したがって、ディーゼルエンジンを使用するバスでは、当

面は今回の中期対応で検討したような極力低床部分を広げる努力を続けて行くのが現実的である

と思われる。 
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図 3.3.15 フルフラットノンステップバスの理想像 
（出典：慶応大学ホームページ） 

 

3.3.2 電動フルラットノンステップバスの開発動向 

 図 3.3.15 に示した電動フルフラットバスは、神奈川県が平成 21 年度より慶応義塾大学、いすゞ

自動車等と共同で開発に取り組んでいる。神奈川県の発表によれば、この電動フルラットバスは

平成 22 年度末までに試作車が完成し、試験走行が開始される運びとなっている。このバスは図

3.3.16 に示すように、全長約 10m、全幅約 2.5m 全高 2.75m の大型バスとなっており、ホイール内

にモーターを仕込んだ小径タイヤ 8 本を使用することによって床はほぼ完全なフルフラットとな

っている。 

  
図 3.3.16 試作中の電動フルフラットバス（出典：神奈川県ホームページ） 

 

 いずれにしても、長期的には、欧州のノンステップバスに見られるような中間スロープ式のノ

ンステップバスではない、完全なフルフラットのノンステップが望まれ、その実現方法のひとつ

として期待されるのが、インホイールモーターの電動フルフラットバスである。図 3.3.16 の電動

フルフラットバスは、引き続き 3 年間計画で量産化を目指した第 2 次試作を行う予定とのことで

あるが、この開発動向に注目する必要がある。但し、前掲のアンケート結果図 3.3.14 において、

わが国のバス事業者は、完全なフルフラットのバスが現行のノンステップバスと同等の価格とな

らなければ、現行のノンステップバスで問題が無い、あるいはやむを得ないと考えていることが

示唆されていることに留意する必要がある。 
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3.4 その他 
 

3.4.1 リムジンバス用車いす乗降リフトの現状と課題 

 車いす用昇降リフトを備えた空港リムジンバスはほとんど運行されていないが、リムジンバス

と同等の構造を持つハイデッカー形観光バスには車いす用乗降リフトを備えたモデルが市販され

ており、実際に運行している事業者も見られる。そこで、本年度はそのような事業者の一つであ

る宮園福祉（株）の協力を得て、検討会メンバーおよび関係者を対象に見学会を開催した。 

 

(1) リフト付ハイデッカー型観光バス 

 見学したバスは 新型のハイデッカーバスであり、図 3.4.1 に示すように車両中央の外開きドア

を開閉すると車両下部の荷物スペースからリモコン操作により車いす乗降用のリフトが出てくる

構造となっている。また、リフトには図 3.4.2 に示すように手すりと安全ベルトが装備されており、

これらは手動で操作するようになっている。さらに、前後に転落防止用のガードが備えられてい

るが、これらは車いすが乗降する際にはスロープ板として機能するよう自動で展開される。 

 

   

 図 3.4.1 リフト付ハイデッカーバス 図 3.4.2 車いす昇降用リフト 

 

(2) リフトの操作時間 

 図 3.4.3 は車いすがリフトに進入してからバスに盛り込むまでの一連の動作を時間経過で示し

たものである。リフトに進入してから準備が完了するまでが 25 秒、準備完了からバスへの乗り込

みまでが 15 秒、トータルで 40 秒が必要となる。乗車してからは固定装置で床に車いすを固定す

ることになるが、このバスに装備されていた固定装置は図 3.4.4 に示すような輪留めとベルトで固

定するタイプであり、この固定におよそ 1 分 30 秒を要していた。したがって、全所要時間は車い

す 1 脚あたり 2 分 30 秒から 3 分程度を見込んでおくのがよいと思われる 
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図 3.4.3 リフトによる車いすの乗車状況 

 

 

図 3.4.4 車いす固定装置 

(3) 導入・運用に当たっての課題 

① 作業スペース 

 車いすをリフトに乗せるには、図 3.4.5 に示すように、リフトで 1.6ｍ、車いすと介助で 1.6ｍの

計 3.2ｍがバスの側面に必要であった。さらに、高さ方向にも 1.6ｍ幅の空間がバスの屋根まで必

要となる。したがって、通常のバス停（特に、低い屋根付き）では対応が困難と思われ、専用の

乗降場所を設ける必要がある。 

   

図 3.4.5 作業スペース 
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② 満席時の対応 

 空港リムジンバスや高速バスでは立席は認められない。したがって、満席の場合には路線バス

のように席を譲ってもらうことは難しい。上記の所要時間の問題、スペースの問題を合せて考え

ると、あらかじめ専用の車いす乗降場所で車いすの方を乗車させたのち、一般用のバス停に侵入

するといった運用が必要になると思われる。また、同様の理由で、車いすの方を乗車させた場合

には乗車定員が減少するため、この手当ても必要になると思われる。 

 

③ 荷物室の減少 

 一昨年に行った調査では空港リムジンバスを運行する事業者からリフトを装備することで荷物

室が占有され荷物の積み残しが出るとの指摘があった。今回のリフトも図 3.4.1 に示したように荷

物室の 1 室がリフトの収納スペースとなっているため、ここへの荷物の搭載は難しいようであっ

た。しかし、このリフトを製造販売している米国のライコン社によれば、既に薄型のリフトが開

発されており、これを利用すれば図 3.4.6 のようにリフト収納スペースの上部を荷物室として利用

できるとのことである。 

 

 
図 3.4.6 薄型リフト 

 

 以上のように、リフト付のリムジンバスについて実運用に際しての課題は多いが、既に荷室の

占有を 小限に止めたリフトも開発されていることから、技術的にはリムジンバスのリフト対応

は可能であると考える12。なお、現在は車両制限令で軸あたり重量が 10 トンに制限されているた

め、リフト搭載に伴い乗車定員の見直しが必要になる場合もある。さらに、この規制が緩和され

るならば、設計の自由度が上がることから、リフトの設置場所を車両後方に移すことにより、そ

もそも荷室を減少させないで済む可能性もある。 

                                                  
12 但し、リフトの設置により座席数（補助席数）が減少する可能性があるとの指摘もあり、補助席を利用せざる

を得ないケースでは問題が生じる可能性がある。 
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3.4.2 マイクロバスのバリアフリー化の現状 

 近年、特に過疎地域ではバスの利用客が減少し、それに伴ってバスのダウンサイジングが進ん

でいる。また、「3.2.3 ノンステップバス走行困難路線の事例調査」で示したように、山間部では

道路事情の制約から小型のバスが利用されることも多い。そこで、このような場所で利用される

機会の多い全長 7ｍ未満のいわゆるマイクロバスについてバリアフリー対応の現状を調査した。 

 すでに、全長 7m 未満の小型ノンステップバスも市販されているが、いわゆるマイクロバスに

ついても車いす搭載が可能で、かつ路線バスとして使用できるタイプの車両が標準あるいはオプ

ション設定されている。それらをまとめると表 3.4.1 のようになる。この表の右端が「移動等円滑

化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令」いわゆるバリ

アフリー基準のバス車両に関する基準を示しており、それに適合していると思われる仕様部分を

二重線で囲んである。 

 

(1) 床高さ 

 バリアフリー基準では床高さは 65cm 以下と規定されている。D 車はノンステップバスである

ため、この基準を問題なくクリアしているが、他車はツーステップバスのためクリアできていな

い。ただし、Ｂ車と C 車は 67cm であり、2cm オーバーに過ぎない。 

(2) 乗降口 

 バリアフリー基準では、乗降口のうち少なくとも一つは幅 80cm 以上と規定されている。ノン

ステップバスの D 車は 81cm であり規定をクリアしているが、他車はクリアできていない（A 車

もスイングドアの場合は 99cm でクリア、B 車も 76cm でほぼクリア）。しかし、この乗降口幅 80cm

は車いす乗降のためと考えれば、A 車、C 車の車いす用後部ドアの開口幅は十分クリアしている

と言える。 

(3) 車いす関係設備 

 各車とも車いすスペースを備えており、また D 車はスロープ板、A 車、B 車、C 車はリフトを

備えているため、車いす関係の設備もクリアしている。 

(4) 降車ボタン、車外・車内表示、放送設備 

 各車とも標準で用意しているため、これらの設備についても一応規定をクリアしていると言え

る。 

 

 このように、現行の路線バス仕様マイクロバスは、全体としては、概ねバリアフリー基準を満

足しており、また、標準でリフト仕様を用意する等、車いす使用者にも配慮されている。しかし、

完全にはバリアフリー基準を満たしていないため、地方運輸局長より同基準第 43 条の適用除外認

定を個別に受ける必要がある。今後、少子高齢化の進展等により、マイクロバスのニーズは増加

するものと考えられるため、バリアフリー基準を概ね満足しており、車いす使用者に対しても配

慮がなされているマイクロバスについては、適用除外認定の手続きを簡素なものにする等の配慮

が期待されているところである。 
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表 3.4.1 車いすに対応した路線バス仕様の現行マイクロバスの緒元（二重線で囲った仕様は基準内） 

Ａ（ツーステップ） Ｂ（ツーステップ） C（ワンステップ） D（参考：ノンステップ） バリフリ基準

全長ｍｍ 6270/6990 （*1） 6990 6990 6990/6290

全幅ｍｍ 2065 2080 2060 2080

低地上高ｍｍ 190 190 180 160

床面地上高ｍｍ 715/710 （*2） 670 670 310

狭通路幅ｍｍ 465/315 （*3） 310 330 370

運転席（名） 1 1 1 1

座席（名） 仕様による （*4） 13（客席） 11 23～28（客席）

立席（名） 補助席無し時のみ設定可（*4） 23 11 10～24

車いす（脚） 仕様による 1/2 1 1

開口幅ｍｍ 610 810

開口高ｍｍ 1800以上 1800以上

ステップ段数（*1） 2 0

一段目ステップ高ｍｍ（*2） 350 310

一段目ステップ奥行ｍｍ 310 －

二段目ステップ高mm 160 －

手すり あり／なし／オプション可 あり／なし／オプション可

開口幅ｍｍ 610/990 （*5） 765 615 810

開口高ｍｍ 1845/1905/1910 （*6） 1800以上 1665 1800以上

ステップ段数（*1） 1/2 2 1 0

一段目ステップ高ｍｍ（*2） 350 350 355 315

一段目ステップ奥行ｍｍ 300 305 400 －

二段目ステップ高mm 180 200 315 －

手すり あり／なし／オプション可 あり／なし／オプション可 あり／なし／オプション可 あり／なし／オプション可

開口幅ｍｍ 1230 1160

開口高ｍｍ 1520/1380 （*7） 1260

車いす用スペース あり／なし／オプション可 あり／なし あり／なし あり／なし

車いす用スロープ板 あり／なし／オプション可 あり／なし／オプション可 あり／なし／オプション可 あり／なし／オプション可

車いす用リフト あり／なし／オプション可 あり／なし／オプション可 あり／なし／オプション可 あり／なし／オプション可

降車ボタン あり／なし／オプション可 あり／なし／オプション可 あり／なし／オプション可 あり／なし／オプション可

運賃箱 あり／なし／オプション可 あり／なし／オプション可 支給品取付 あり／なし／オプション可

整理券発行機 あり／なし／オプション可 あり／なし／オプション可 支給品取付 あり／なし／オプション可

車内行き先表示器 あり／なし／オプション可 あり／なし／オプション可 支給品取付 あり／なし／オプション可

車外行き先表示器 あり／なし／オプション可 あり／なし／オプション可 あり／なし／オプション可 あり／なし／オプション可

車内放送装置 あり／なし／オプション可 あり／なし／オプション可 あり／なし／オプション可 あり／なし／オプション可

車外放送装置 あり／なし／オプション可 あり／なし／オプション可 あり／なし／オプション可 あり／なし／オプション可

備考

(*1）ステップ段数には補助ステップを

含めない（営業車では巻き込み防止
ガードバーが必要となり、補助ステッ
プはこれと干渉するため）、また、床
をカウントしない（したがってノンス
テップは段数0）
(*2）オプションでニーリング機構も可

（ステップ高は40～50mm低下）

(*1）標準尺/長尺
(*2）エアサス/コンベサス
(*3）補助席無/補助席有
(*4） 大定員29名
(*5）折戸,スイング/３枚折戸
(*6）折戸A_S有/折戸A_S無/ｽｲﾝｸﾞ

　　　･･･A_S→AUTO_STEP
(*7）床上げ無/有

装備

後部開口

・床面の地上面からの高さは65cm
以下であること

・乗降口のうち、少なくとも1つは幅
80cm以上であること

・乗降口のうち1つにはスロープ板そ

の他の車いす乗降用設備を設けるこ
と
・通路には、座席３列（横向き座席は
３席）毎に、床面に垂直な手すり（握
り棒）を1以上備えること

・車いすスペースを1以上設けなけれ
ばならない
・ワンマンバスには、ブザーが備えら
れていること
・車外用放送設備を設けなければな
らない
・前面、左側面及び後面に行き先を
表示しなければならない
・次に停車する停留所の名称を文字
等により表示するための設備及び音
声により提供するための設備を備え
なければならない

車名

車両寸法

乗車定員

乗降口
（前扉）

乗降口
（中扉）
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4. タクシーに関する検討 
 
4.1 乗合タクシー 
4.1.1 試作車両の評価 

 今年度は、これまでの評価で指摘されてきた車内移動･立ち座りの改善、及び、車内で移動しや

すい室内高さ、乗り降りしやすいステップの段差等について利用者や事業者による評価を行った。

評価にあたっては、コミュータークラスが運行されている、または、運行を検討している都市を

選定した。 

 

(1) 調査時期 

 平成 22 年 9 月 9 日（木）～16 日（木） 

 

(2) 調査場所 

a) 広島会場（JR 広島駅南口駅前広場）（9/9（木）／9:30-14:30） 

b) 神戸会場（御崎公園･ホームズスタジアム）（9/11（土）／15:30-17:00、12（日）／10:00-16:00） 

c) 名古屋会場（栄広場）（9/14（火）／10:30-15:30） 

d) 横浜（関東運輸局横浜第二庁舎）（9/16（木）／10:30-15:30） 

 

(3) 調査方法 

 各地のタクシー事業者、一般利用者、及び、車いす使用者･介助車に対して試乗と調査票（図

4.1.2）による評価を行った。 

 なお、評価はバスのモックアップ、及び、一般ユニバーサルデザインタクシーの評価と共に実

施した。各地での評価車両の展示例を図 4.1.1 に示す。 

  
図 4.1.1 各地での評価車両の展示例 

 

(4) 評価結果 

 評価への参加者の人数を表 4.1.1 に示す。 

表 4.1.1 評価への参加者の人数 

評価車両 評価者 
評価場所 

合計
広島 神戸 名古屋 横浜 

乗合ﾀｸｼｰ ﾀｸｼｰ事業者、一般利用者、車いす使用者･介助者 14 31 18 43 106 
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図 4.1.2 評価に用いた調査票
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[1] 回答者の属性 

82%

18%

(1) 性別

男性

女性

13%

36%

28%

11%

12%

0%

0% (2) 年齢

20以下

30代

40代

50代

60代

70代

80代以上

 
 

60%

4%

7%
1%

12%

24%

(3) 職種

会社員

自営業

主婦

学生

無職

その他

29%

2%

32%

19%

12%

11%

1% 0% (4) 普段の交通手段

自家用

原付

鉄道

ﾊﾞｽ

ﾀｸｼｰ

自転車

福祉ｻｰﾋﾞｽ

その他

 

11%

11%

12%

14%

12%

23%

24%

(5) ﾊﾞｽ･ﾀｸｼｰを使う時

公共機関

通院

買い物

悪天候時

身内にいない

旅行

その他

20%

8%

14%

20%

12%

12%

10%

(6) ﾊﾞｽ･ﾀｸｼｰの使用頻度

毎日

週2‐3

週 1

月2‐3

月 1

月1以下

ほとんど無し

 



73 
 

19%

27%

16%

9%

12%

10%

4%
5%

(7) ﾊﾞｽ･ﾀｸｼｰへの不満

運賃高い

本数少ない

交通渋滞

複雑な路線

早朝･深夜が不便

ﾊﾞｽ停が遠い

乗務員態度

その他

 

 
[2] 車両の評価 
① 乗車 

0 10 20 30 40

1

2

3

4

5

乗込みやすさ

 

0 10 20 30 40

1

2

3

4

5

手すり

 

【その他のコメント】 
･べビ－カーを持って乗ると大変｡ 
･バスと歩道が離れて停まる時に困る｡ 
･重度障害の方の外出をしやすい環境を考

えて欲しい｡アップライトな姿勢の人ば

かりではない｡ 

[件数]

[件数]

【コメント】 
･高齢者や足腰の不自由な方には乗り難いた

め、低床化（ノンステップバス）が望まし

い｡（同様 5 件） 
･乗降口の上に（頭部保護用）パッドが必要｡

･乗り込む時に頭をぶつける｡（同様 4 件） 

【コメント】 
･幅が広く特に女性の高齢者には持ち難い｡ 
･奥に座るときに邪魔になる｡ 
･縦の手すりにも柔らかい材質の物を使っ

て欲しい（手触りが良い、滑り難い）｡ 
（同様意見 4 件） 
･手すりをあと 10cm くらい前に出したい｡ 
･板カバー（乗口右側）もう少し高く｡ 



74 
 

② 車内の移動 

0 10 20 30 40

1
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5

通路

 

0 10 20 30 40

1
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3

4

5

手すり

 

③ 着座（立上り／前向シート） 

0 10 20 30 40

1

2

3

4

5

着座

 

【コメント】 
特になし｡ 

【コメント】 
･手すりが少ない｡ 
･手すりにはゴムカバーが欲しい｡ 
･天井に手すりが欲しい｡ 
･手すりの間隔が広い｡ 
･座席の上に握りがあるのが良い（前向き

席）｡ 

【コメント】 
･アームレストが欲しい｡ 
･シートピッチが狭い｡（同様 1 件） 

[件数]

[件数]

[件数]
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0 10 20 30 40

1

2

3

4

5

立上り

 

④ 着座（立上り／横向シート） 

0 10 20 30 40

1

2

3

4

5

着座

 

0 10 20 30 40

1

2

3

4

5

立上り

 

【コメント】 
･後列の席は立ち上がり時につかまる部分

が足りない（頭上左側や前席の頭上辺り）｡

･前列シートにつかまるところが少ない｡ 
･手すり位置が低い｡ 

[件数]

[件数]

[件数]

【コメント】 
･座る時に肩が手すりに当たる｡ 
･にぎり棒を追加して欲しい｡ 
･シートの幅が狭く感じる｡ 

【コメント】 
･立ち上がる時に肩が手すりに当たる｡ 
･にぎり棒を追加して欲しい｡特に 後部｡

（同様 1 件） 
･シートの幅が狭く感じる｡ 
･アームレストが欲しい｡ 
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⑤ 降車 

0 10 20 30 40

1

2

3

4

5

降りやすさ

 

0 10 20 30 40

1
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5

手すり

 
 

 

 

[件数]

[件数]

【コメント】 
･補助ステップが見難く不安｡ 
･ステップ高さをそろえて欲しい｡ 
･ステップの段差を小さくして欲しい｡（同

様 3 件） 
･頭をぶつける｡ 
･ステップの奥行きが狭い｡ 

【コメント】 
･天井に手すりがあれば良い｡ 
･手すりに手が届き難い｡ 

【その他のコメント】 
･荷物置き場がない。 
･高齢者のカート（手押し車）を置くところが無い。 
･手すりをもっと増やした方が良い。 
･乗降ステップをもう少し下げて欲しい。 
･過疎地域では適した車両（大きさ、価格）。（同様 7 件） 
･量産して車両コストを下げて欲しい。 
･ディーゼル仕様ぜひ発売して欲しい。（同様 1 件） 
･横向きシートは山道では乗り心地が悪い。 
･乗降口に「頭上注意」または目に付く色彩にするなどの処置が必要。 
･車いすの固定方法が非常に効率が良い。 
･リフトが上がると車いすが座席に当たる。 
･足の不自由な方や，膝に痛みを持つ方が立ち上がるために頭上（右左）に手すりが必要。前向

き座席の肩部分にコンパクトにした形の手すりがついているのは良いが，これだけでは不十分。

･右側に麻痺がある方は左側にもち手（手すり）がないと座れない場合がある。（同様 2 件） 
･全ての手すりをクッション性のある素材にして欲しい。 
･横列シートのはね上げを多くして，必要に応じて車いすが乗れるスペースを増やして欲しい。
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(5) 評価結果の整理 

 評価全体を通じて、概ね良好な結果が得られた。車両に関する各評価項目においては、全体を

通して「良い」や「大変良い」が占める割合が 6 割を超えた（表 4.1.2）。 

 

表 4.1.2 評価結果における｢良い｣･｢大変良い｣が占める割合と主なコメント 

評価項目 
｢良い｣･｢大変

良い｣の割合 
主なコメント 

乗車 
乗込みやすさ 65% 

･高齢者や足腰の不自由な人には乗り難いため、低床

化が望ましい｡（同様 5 件） 
･乗り込む時に頭をぶつける｡（同様 4 件） 
･縦の手すりにも柔らかい材質の物を使って欲しい

（手触りが良く滑り難いもの）｡（同様 4 件） 
手すりの使いやすさ 64% 

車内の移動 
通路の通りやすさ 61% 

･手すりにはゴムカバーが欲しい｡ 
･天井に手すりが欲しい｡ 
･座席の上に握りがあるのが良い（前向き席）｡ 手すりの使いやすさ 

（伝え歩き） 57% 

着座･立上り 
（前向きｼｰﾄ） 

座りやすさ 60% 
･シートピッチが狭い｡（同様 1 件） 
･後列の席は立ち上がり時につかまる部分が足りな

い（頭上左側や前席の頭上の周辺）｡ 
･前列シートにつかまるところが少ない｡ 立上りやすさ 61% 

着座･立上り 
（横向きｼｰﾄ） 

座りやすさ 69% 
･にぎり棒を追加して欲しい｡ 
･シートの幅が狭く感じる｡ 
･立ち上がる時に肩が手すりに当たる｡ 
･にぎり棒を追加して欲しい（特に 後部）｡ 
（同様 1 件） 

立上りやすさ 63% 

降車 

降りやすさ 60% 
･補助ステップが見難く不安｡ 
･ステップ高さをそろえて欲しい｡ 
･ステップの段差を小さくして欲しい｡（同様 3 件）

･頭をぶつける｡ 
･ステップの奥行きが狭い｡ 

手すりの使いやすさ 62% 

 

 評価で用いた試作車両は、平成 20 年度に検討したガイドライン案に従っていることから、ガイ

ドライン案で規定された仕様が概ね妥当であると判断することができる。但し、試作車両は改造

コストを抑え普及を目指した車両であったため、低床化により補助ステップを無くすなどの対応

や、乗車形態（乗車時間、客層）などの地域のニーズへの配慮などについては、今後も検討をし

ていく必要がある。 
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4.1.2 保安基準等の調査 

 道路運送車両法では、定員 11 人以上の車両と、旅客自動車運送事業用自動車（以後、緑ナンバ

ー車）に対しては、一般車両よりも厳しい基準が適用されている。さらに、緑ナンバー車におい

て定員 11 人以上の車両を用いて車掌を乗務させずに乗合運送を行う場合には、「ワンマンバスの

構造要件」にも適合する必要がある（表 4.1.3）。ここでは、乗合タクシーのガイドラインを検討

するに当って、保安基準の観点から問題となる点について整理する。 

 近年、地方では過疎地を中心にバス路線の維持は困難な状況にあり、既存の路線バスの代替と

して乗合バス･タクシーやコミュニティバスを運行するケースが増加している13。これらの乗合バ

ス･タクシーやコミュニティバスに用いる国産の適当な車両が存在しないため、市販のトヨタ・ハ

イエース、ハイエースコミューターや日産・キャラバン、キャラバンマイクロバスなどが改造さ

れて使用されているのが実状である。乗車定員 11 人以上の緑ナンバー車の乗降口の階段は、有効

奥行が 300mm 以上必要と定められているが、現在日本国内で市販されている定員 11 人～15 人の

小型マイクロバスは、車体構造がワゴン車と同じであり、その階段の奥行は 200mm 程度となって

いる。このため、旅客自動車運送事業に用いる際には、階段奥行を延長するためにステップの取

り付け改造などを行う必要がある14。以下に、改造事例を示す15。 

 
事例 1） 

 元の階段（有効奥行 200mm）を塞ぎ、車両下部から引

き出し式の有効奥行 300mm の階段を設置。なお、市販の

ステップでは有効奥行が不足するため、さらに折りたたみ

式の鉄板で延長。改造費用は約 35 万円。床面とステップ

の段差が拡大し、乗降性が悪化。 

 

 

事例 2） 

 車内からステップが出るように改造。改造費用は約 16

万円。乗り降りする度にステップを出す必要があり、利便

性が悪化。 

 

                                                  
13 今年度は、路線バスからマイクロバスや乗合タクシーへの代替の実態についても調査しており、定員 11 人～15
人程度のマイクロバスやワゴンタイプの車両に対するニーズが多く見られた（5.3 路線バスの代替実態調査）。 
14 このような問題は、車体構造がワゴン車と同じ小型マイクロバス・乗合タクシーに限らず、コミュニティバス

として用いられるようなマイクロバスでも生じる可能性があることに留意する。事実、表 3.4.1 でまとめたとおり、

マイクロバスの乗降口をワンステップとすることで奥行きは確保されるがその分ステップ高さが高くなっている

ケースなどが見られ、奥行きの確保はマイクロバスでも課題であることが伺える。 
15 「日本における乗合旅客運送への小型車両導入に関する法制度上の課題」、福本、加藤（第 27 回交通工学研

究発表会、2007 年）。 

図 4.1.3 ステップの取り付け改造の事例

（車外への設置例） 

図 4.1.4 ステップの取り付け改造の事例

（車内への設置例） 
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表 4.1.3 旅客運送事業用自動車（緑ナンバー）に対する保安基準の整理 

保安基準条項 
基準値 

定員 10 人以下 定員 11 人以上 
第 22 条 座席の間隔 － 200mm 以上あること 
第 22 条

の 4 頭部後傾抑止装置等 運転者席･旅客 3 人分備えること － 

第 23 条 通路 
有効幅 300mm 以上、有効高さ

1600mm 以上（座席との距離 2m 未満

は 1200mm）の通路を設けること 
同左 

第 25 条 

乗降口（直接、着席でき

る座席の乗降口を除く） 

有効幅 600mm 以上、有効高さ

1600mm 以上（座席との距離 2m 未満

は 1200mm）の乗降口を設けること

同左 

乗降口個数 － 定員 11 人以上の自動車の客室には乗降口

を左側側面に 1 個以上設けること 

ステップ高さ ｽﾃｯﾌﾟ高さは 下段 450mm 以下、そ

の他 400mm 以下であること 同左 

すべり止め 乗降口の階段はすべり止めを施した

ものであること 同左 

乗降用取手 乗降口には乗降用取手を備えること 同左 

第 47 条 消火器 － 定員 11 人以上の自動車には消火器を備え

ること 

第 50 条 

採光 客室は適当な採光が得られること 同左 

室内照明灯 客室には適当な照明を備えること 
客室を均等に照明し、その光源は客室床

面積 1 平方ﾒｰﾄﾙ当たり 5W 以上（蛍光灯の

場合は 2W 以上）あること 

運転者の側面窓 運転者席の側面窓は、幅、高さが

270mm 以上開放できること 同左 

乗降口寸法（直接座席） 有効幅 470mm以上、有効高さ 900mm
以上あること 同左 

座席の間隔 200mm 以上あること － 

扉開放表示 扉開放方法を表示すること 
扉の開閉装置が動力式である乗降口に

は、その付近に手動で開放できる装置を

備え、開放方式を表示すること 
乗降口の階段 － 有効奥行き 300mm以上 

車掌席 － 乗降口の付近に設けること（ﾜﾝﾏﾝﾊﾞｽを除

く） 

連絡装置 － 

運転者席と車掌席とが 3m 以上離れてい

るものにあっては、その間にﾌﾞｻﾞｰその他

の連絡装置を設けること（ﾜﾝﾏﾝﾊﾞｽを除

く） 

ワンマンバス要件 

－ 乗降口扉は、旅客が容易に開放できない

構造であること 

－ 乗降口扉を運転者が運転席で開放できる

構造であること 

－ 

乗降口扉を閉じた後でなければ発車でき

ない構造であり、かつ運転者に開閉の状

態を表示する装置を備えたものであるこ

と 

－ 階段上の旅客の確認装置を備えたもので

あること 

－ 乗降口、車室内を確認する装備を備えた

ものであること 

－ 室内放送装置を備えたものであること 

－ 客室に降車合図ﾌﾞｻﾞｰを備えること 
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4.1.3 ガイドライン案の作成 

 これまでに行ってきた試作車両による評価全体を通じて、概ね良好な結果が得られた。試作車

両は、平成 20 年度に検討したガイドライン案に従っていることから、ガイドライン案で規定され

た仕様が概ね妥当であると判断することができる16。評価結果を踏まえたガイドラインを表 4.1.4

に示す。なお、表中には関連する保安基準も記載した。 

 

4.1.4 今後の課題 

 乗合タクシーのガイドライン作成に当っては、既存の車両の改造などによりコストを抑え、普

及を優先したため、試作車の評価で得られた全ての問題点に対処したものではない。また、路線

バスからマイクロバスや乗合タクシーへの代替の実態調査では、乗合タクシーを含む車両クラス

に対するニーズは非常に高く、今後は高齢者や障害者を含めたより多くの利用者がさらに安全で

使いやすい車両にしていくことが必要である。以下に今後取り組むべき課題をまとめる。 

 

(1) 乗降口 

・ステップ高さ･ステップ間段差 

 補助ステップに脛を打ったり、段差に足をかけて転倒するなどの指摘もあったため、補助ステ

ップやステップ間段差の緩和や解消が必要である。将来的には、ノンステップバスと同様の低床

化も望まれる。 

・手すり 

 高齢者の評価では、下肢の機能低下や障害のために、降車時等に支障を訴える例があった。こ

れらの例では、後向きでの降車をする場合が多く見られた。また、前向きで降車する場合では、

車外まで延びる手すりの要望もあった。これに対しては、足腰の弱い高齢者の動作分析等により

手すりのさらなる改善や、手すりが車外に飛び出す機構の実現性についてコストや法規等の観点

から検討する必要がある。 

 

(2) 座席 

 今回の検討では、比較的近距離で乗車時間が短い使用状況を想定していたが、乗合タクシーの

潜在的ニーズが期待される地方では、乗車時間が長い遠距離輸送や、山道の走行などの使用が予

想されるため、横向きシートだけでなく前向きシートも含めた「郊外型」などの仕様についても

検討する必要がある。 

 

(3) 衝突安全 

 車いすの固定強度やヘッドレストの車いすへの設置などに関する仕様は今後の課題である。現

在、路線バスへの車いす乗車については、過去の実証結果171819から 7G 程度の衝突強度が用いら

                                                  
16 作成に当っては、大型電動車いす･ストレッチャー等対応の福祉タクシー車両のガイドラインを参考とした（公

共交通機関の車両等に関する移動等円滑化整備ガイドライン／平成 19 年 7 月）。 
17 ECE R80（大型車シートの規則で規定されている加速度は 8～12G（30～32km/h の大型車のバリア衝突に相当）。

なお、本規則では立席を備えた自動車は適用除外。 
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れている。一般タクシーや乗合タクシーなどについては、ISO で 20G 相当の衝突強度が規定され

ているが、当該衝突強度では、多くの場合車いす自身が耐えられないこともあり、今後、実証実

験等を踏まえて、衝突強度の標準的な仕様を策定していくことが望ましい。また、車いす自身の

耐衝撃性能の改善も必要である。 

 

(4) 法規 

 旅客運送事業用自動車に対する保安基準は、過去に大型バスを想定して策定された経緯がある

ため、マイクロバスやコミュータクラスへの適用には必ずしも適切でない部分があると思われる。

特に、乗車定員 11 人以上の旅客自動車運送事業用自動車の乗降口の階段は、有効奥行が 300mm

以上必要と定められているが、現在日本国内に存在する定員 11 人～15 人の小型マイクロバスは、

車体構造がワゴン車と同じであり、300mm の確保は非常に困難であることが本検討において明ら

かとなっている。現在、保安基準の特例として、個別に基準緩和を行っており、有効奥行が 300mm

未満でも良いこととされている。今後、過去の緩和事例を調査し、安全性が確認された場合には、

有効奥行等の取り扱いについて検討すべきである。 

 また、本検討会においては、降車ブザーや室内放送装置を設置することが保安基準で求められ

ているが、乗車定員 15 名程度の車両に義務づけることの必然性についても疑問が呈された。今後、

益々ニーズが増加すると考えられるマイクロバスやコミュータクラスの普及のため、保安基準の

緩和措置やガイドラインへの追加が必要である。 

 

 

                                                                                                                                                            
18 Transport Canada（March 2005）、ASSESSMENT OF LOW-FLOOR TRANSIT BUS G FORCES ON REAR-FACING 
WHEELCHAIR SUCUREMENT SYSTEMS : TP 14429E）：約 6.5G で持続時間 150ms（バス（11t）と乗用車（1.6t）
が 48km/h 同士で正面衝突した際にバスの床面に発生する加速度。 
19 「車いすの公共交通機関利用時における乗降および車内安全性に関する研究報告書」（平成 21 年 3 月、交通エ

コロジー･モビリティ財団） 
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表 4.1.4 乗合タクシーに対するガイドライン案 

項目 標準的な内容 望ましい内容 備考 
関連する保安基準 

定員 10 人未満 定員 11 人以上 

シートレイアウト ① 大 10 人が同時に乗車できること． 
②下肢に痛みを抱えている障害者や高齢者の方が立ち座りが

しやすいように，車内（運転席除く）に横向き座席を設置す

る．なお車いす乗降時には後側の一部を跳ね上げとするこ

と．また，横向きシートでは，立ち座りしやすいよう 2 席ご

とに縦手すりを 1 本配置すること． 
③郊外において長距離輸送する路線等で用いる場合には、乗車

性に鑑み、シートを前向きに配置してもよい． 

④乗降ドア直後の座席について、立ち座りしやすいよ

う縦手すりを 1 本配置すること． 
※郊外において長距離輸送する路線等で用いる際の乗

車性に鑑み、前向きシートの配置に関する記述を③に追

加した． 

第 23条：有効幅 300mm以上、

有効高さ 1600mm 以上（座席と

の距離 2m 未満は 1200mm）の

通路を設けること． 
同左 

乗降ステップ ①ステップ奥行きは 200mm 以上とすること． 
②補助ステップと通常ステップの 2 段を設け，ステップ高さの

差を 30mm 以内とすること． 
③段差を明示するようステップ端部は周囲の部分と色の明度，

色相又は彩度の差が大きいものとすること 

  第 25条：ステップ高さは最下段

450mm 以下、その他 400mm
以下であること． 

同左 

④ステップ奥行きは 300mm 以上とすること．  
－ 第 50 条：有効奥行き 300 

mm 以上とする． 
乗降口の手すり ①乗降口の左右に高齢者等が両手でつかめる間隔で手すりを

設ける．また、横向きシートでは、立ち座りしやすいよう 2
席ごとに縦手すりを 1 本配置すること。 

 ･降車の際につかまりやすいように車外へ飛び出す機構

の要望もあったが、バス基準との整合性や低コストで

の改造による普及促進を考慮し削除した． 

第 25 条：乗降口には乗降用取

手を備えること． 同左 

後部リフト ①全長 1200mm 以上，全幅 750mm 以上 
②乗降時に車いすの落下を防止する装置の設置または同等の

対応をすること． 
③リフト誤作動を防止するための安全装置（サイドブレーキを

引いていないとリフト作動しない，リフト昇降時に障害物検

知により自動停止など）の設置． 

④車内に車いす固定場所前方に横の手すりを設置 
⑤全幅 800mm 以上 

･福祉タクシーに対する現行ガイドラインと同等 
･リフトを使用しない場合，スロープの勾配は 14 度以下

とする． 

  

室内高さ 容易に移動できるように 1500mm 以上とする．  福祉タクシーに対するガイドラインに同じ．   
運賃箱  運賃箱を設置できるようなスペースを確保すること． 既に運行されている地域乗合バスには無料のものもあ

るため、望ましい内容に変更した． 
  

室内色彩 手すり，注意箇所等は高齢者や視覚障害者にも分かりやすい配

色とすること． 
    

コミュニケーション

設備 
聴覚･言語障害者とのコミュニケーション円滑化のために筆談

用のメモ用紙などを保管できるスペースを設けること． 
 福祉タクシー･一般タクシーに対するガイドラインの用

語に統一した． 
  

車いす 車いすのスペースを一つ以上設けること． 車いすのスペースを二つ以上設けること．  「ヘッドレストを車いす側に備えること」及び「車いす

の衝突強度の確保」については、今後の課題とするが、

車いすにヘッドレストを備えることにより、道路交通法

体系の高さ制限に抵触する可能性があり、基準の見直し

についても併せて検討されることが期待される． 

  

車いす, 補装具収納場

所 
 車いす使用者が座席に移乗した場合のために、折りた

たんだ車いすの収納スペースを確保する． 
福祉タクシーに対するガイドラインでは車いすの他に、

杖や歩行器等の補装の収納スペースも規定した． 
  

自動ドア  乗客の安全性確保のため，作動中にドアノブにふれる

と閉まる機能が解除されること． 
ドアハンドルを逆方向に操作した際に反転作動する機

能等も含む． 
  

【後付け機器等の車両構造以外の内容】 

降車ボタン等  ①降車合図用ブザーを備え，床面 1200mm の高さで旅

客の手近な位置に備えること． 
②車いす利用者の降車合図用のブザーを車いす利用者

が利用できる位置に備えること．なお押しボタンは

手の不自由な乗客でも使用できるものとすること．

･定員 10 人未満の運用では不要． 
･車両構造とは別に規定する． 

－ 

第 50 条（ワンマンバス要

件）：客室に降車合図ブザ

ーを備えること． 

車内表示装置  乗客が次停留所名等を容易に確認できるように，表示

装置を車内の見やすい位置に設置． 
･車両構造とは別に規定する．   

車外表示装置  昼間夜間とも視認可能な行き先表示用車外表示装置を

車両前面に設置． 
･車両構造とは別に規定する．   

車内放送装置  ①視覚障害者等に配慮し，次停留所等の情報を音声で

得られるようにする． 
②降車ボタンに反応し，停車することが分かるように

音声が流れるようにする． 

･定員 10 人未満の運用では不要． 
･車両構造とは別に規定する． 

－ 

第 50 条（ワンマンバス要

件）：室内放送装置を備え

たものであること． 
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4.2 一般ユニバーサルデザインタクシー 
 

4.2.1 試作車両･モックアップの評価 

 今年度は、これまでの評価によって抽出された課題について、試作車両及びモックアップ等を

用い、各地で事業者や利用者による評価を実施し、現行の一般ユニバーサルデザインタクシーの

車両ガイドラインの見直し案の策定を行った。 

 

(1) 調査時期 

 平成 22 年 9 月 9 日（木）～16 日（木） 

 

(2) 調査場所 

a) 広島会場（JR 広島駅南口駅前広場）（9/9（木）／9:30-14:30） 

b) 神戸会場（御崎公園･ホームズスタジアム）（9/11（土）／15:30-17:00、12（日）／10:00-16:00） 

c) 名古屋会場（栄広場）（9/14（火）／10:30-15:30） 

d) 横浜（関東運輸局横浜第二庁舎）（9/16（木）／10:30-15:30） 

 

(3) 調査方法 

 各地のタクシー事業者、一般利用者、及び、車いす使用者･介助車に対して試乗と調査票（付録

3「ユニバーサルデザインタクシーに関するアンケート」）による評価を行った。 

 なお、評価はバスのモックアップ、及び、乗合タクシーの評価と共に実施した。 
 
(4) 評価結果 

 評価への参加者の人数を表 4.2.1 に示す。 

 

表 4.2.1 評価への参加者の人数 

評価車両 評価者 
評価場所 

合計 
広島 神戸 名古屋 横浜 

NV200 
タクシー事業者 11 1 10 4 26 
一般利用者 10 17 0 32 59 
車いす使用者･介助者 7 2 1 4 14 

 合計 28 20 11 40 99 
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【一般利用者による評価結果】 
[1] 回答者の属性 

87%

13%

(1) 性別

男性

女性

 

15%

32%

32%

15%

12%

0% 0%
(2) 年齢

20以下

30代

40代

50代

60代

70代

80代以上

 

65%

2%

2%

0%

12%

28%

(3) 職種

会社員

自営業

主婦

学生

無職

その他

 

33%

5%
41%

10%

12%
8%

2% 0%
(4) 普段の交通手段

自家用

原付

鉄道

ﾊﾞｽ

ﾀｸｼｰ

自転車

福祉ｻｰﾋﾞｽ

その他

 

5%

15%

13%

21%

12%

22%

23%

(5) ﾊﾞｽ･ﾀｸｼｰを使う時

公共機関

通院

買い物

悪天候

身内にいない

旅行

その他

 

11% 2%

10%

34%12%

11%

19%

(6) ﾊﾞｽ･ﾀｸｼｰの使用頻度

毎日

週2‐3

週1

月2‐3

月1

月1以下

ほとんど無し
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19%

21%

18%

11%

12%

10%

5%
4%

(7) 不満な点

運賃が高い

本数が少ない

交通渋滞

路線が複雑

早朝･深夜が不便

ﾊﾞｽ停が遠い

乗務員態度

その他

 
 

[2] 車両の評価 

 「良い：5」から「悪い：1」までの 5 段階で評価を実施した。 

【乗降性】 
① サイドのステップ高さ（床面高さ）や形状（奥行き） 

0 10 20 30

1

2

3

4

5

ｻｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ高

 

② 補助ステップの必要性 

95%

3%
2%補助ｽﾃｯﾌﾟの要否

必要

不要

どちらとも～

 

[件数]

【コメント】 
･もう少しステップの面が大きい方が良い.
･反対側も欲しい（同様意見 1 件）. 
･1 段目と 2 段目の差が大きい（同様意見 5
件）. 
･1 段目（補助ステップ）がもう少し高い方

が乗降りしやすい. 
･床面が高く、高齢者･障害者に不便（同様

意見 4 件）.

【コメント】 
･安心して乗れる. 
･床の高さと地面との差が大きいので高齢

者には必要（同様 9 件）. 
･床面が高いため、内側にもう一段ステッ

プを設けてはどうか？ 
･もう少し低くして欲しい（同様 3 件）. 
･足の不自由な方には不安感がある. 
･少しグラグラして不安定に感じる. 
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③ サイドドア開口部の高さ 

0 10 20 30

1

2

3

4

5

ｻｲﾄﾞﾄﾞｱ開口部の高さ

 
④ サイドドア開口部の幅 

0 10 20 30

1

2

3

4

5

ｻｲﾄﾞﾄﾞｱ開口部の幅

 

⑤ サイドからの乗降時の手すりの位置･形状 

0 10 20 30

1

2

3

4

5

手すりの位置･形状

 

【コメント】 
･慣れない人は頭をぶつけるかもしれない

（同様 2 件）. 
･ステップがあることにより，頭をぶつける.
･上部にクッションをつける等の対処が必要.

【コメント】 
･多少狭い方が年寄りには手すりがつかみや

すいが、若い人には少し狭い（同様 1 件）.

【コメント】 
･両側に付けて欲しい（同様 2 件）. 
･乗り込みのためには高い位置にも必要. 
･波形になっているとつかみやすいと思う. 
･もっと下に伸ばした方が良い. 
･天井にも吊革が欲しい. 
･赤の彩色は分かりやすい.

[件数]

[件数]

[件数]
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⑥ サイドからの乗込みやすさ 

0 10 20 30

1

2

3

4

5

ｻｲﾄﾞからの乗込みやすさ

 

【居住性】 

① 室内高･足元の広さ 

0 10 20 30

1

2

3

4

5

室内高・足元広さ

 

【認知性】 

① 流しのタクシーを利用する時など、一目でユニバーサルデザインタクシーだとわかるようなマ

ーク等の必要性 

100%

0% 0%
マークの要否

必要

不要

どちらとも～

 

【コメント】 
･1段目と 2段目の段差があるため乗り込み難

い. 
･足元が広いので乗り込みやすい. 
･もう少し座面が低い方が良い. 
･床面が高くサイドステップがないと乗り込

みづらい.

[件数]

[件数]

【コメント】 
･座面がもう少し高い方が良い. 
･背を丸めなくても済むようにもう少し高く

ても良い. 

【コメント】 
･マークが無いとジャンボタクシーに見える（同

様 4 件）. 
･既存の福祉サービスと見分けがつかない. 
･耳や目が不自由な人のために音などの他の方

法も必要. 
･大きな文字での表記もあった方が良い. 
･車いす乗車可能とわかるマークが必要. 
･ユニバーサルデザインタクシーの普及･宣伝の

ためにも必要. 
･一般ドライバーにユニバーサルデザインタク

シーとして配慮してもらえる. 
･誰でも利用できる事を強調することが必要. 
･マークと共に簡単な説明が必要. 
･みんなが一目で理解できるデザインが良い（同

様 5 件）. 
･バスと同じ車いすマークで良い.
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【総合】 

① 将来自分が利用する上で も重要だと思う項目 

 

【車両構造】 

 ステップ高、補助ステップ、床の高さ、安全性、乗降性、手すり（高さ･位置）、 

 開口部寸法（乗降口の高さ・広さ）、段差（差を小さく）、メンテナンスの容易性、 

 運転手が迅速に車いすを固定できる事、タクシーの座席（足元）の突起物をなくす. 

【利用】 

 快適性、居住性、家族 5 人で移動可能、電話予約、乗り降りしやすさ、利用しやすさ、認知性、 

 乗降性、デザイン、後ろからの乗車（車いす以外の方も）、乗員定員、全国統一のマーク. 

【その他】 

 運賃（従来との差）、普及台数（流しでのつかまえやすさ）、車両価格、燃費. 

 

② 今後、展示車両のようなユニバーサルデザインタクシーが実用化された場合、利用してみたい

と思いますか？ 

 

44%

37%

19%

0% 0%
今後の利用について

ぜひ利用したい

どちらかというと利用したい

どちらともいえない

あまり利用したくない

利用したくない

 
 

【その他の意見･要望】 

 ・車いす使用者からの視界が悪い（前方とサイドとも）。快適性も加えて欲しい。（同様 1 件） 

 ・車いすの乗車位置の傾斜が気になる。（同様 1 件） 

 ・警告ブザー（車いす乗客用）があった方が良い。 

 ・後部シートが中間でストップする機能が欲しい。 

 ・家族 5 人で乗れるようにして欲しい。 

 ・床面高さがもっと低い方が良い。 

 ・車いす使用者 1 名＋介助者 1 名でもよいが、二人の隔たりが大きい。 

 ・車いす席用の冷暖房装置が欲しい。 

【コメント】 
･介護高齢者と移動する際に便利. 
･実用化のためにもっと PR してほしい. 
･後部スペースに荷物が積みにくい. 
･一般タクシーより室内が広くゆったり

できそう.
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【事業者による評価結果】 

[1] 回答者の属性 

91%

9%

(1) 性別

男性

女性

0%

18%

23%

27%

12%

2% 0%
(2) 年齢

20以下

30代

40代

50代

60代

70代

80代以上

 
 

 

[2] 車両評価 

 「良い：5」から「悪い：1」までの 5 段階で評価を実施した。 

【乗降性】 

① サイドのステップ高さ（床面高さ）や形状（奥行き） 

0 5 10 15 20

1

2

3

4

5

ｻｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟの高さ

 

【コメント】 
･ステップの幅がもう少し必要（同様 1 件）.
･ステップの高さは車両の床と地面の中間

位置が良い. 
･ノンステップ方式がより高齢者の利用が

多いと思う. 
･奥行きがもう少しあれば良い. 
･1 段目と 2 段目との段差が気になる（同様

2 件）. 
･高齢者や幼児などにとってはまだ高い

（同様 2 件）.[件数]
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② 補助ステップの必要性 

85%

4% 11%

補助ｽﾃｯﾌﾟの要否

必要

不要

どちらとも～

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ サイドのドア開口部の高さ 

0 5 10 15 20

1
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3

4

5

ｻｲﾄﾞﾄﾞｱ開口部の高さ

 

 

【必要性に関するコメント】 
･高齢者や足腰が弱い方の乗降りに便利

（同様 7 件）. 
･ミニバン系車両は一般家庭でも年寄りが

嫌うため補助ステップは必要. 
･高齢者以外でも乗降りが楽で良い. 

【高さや形状に関するコメント】 
･もう少し高い位置が良い（2 段目との段差が小さくなるため）.
･高さは 5cm アップぐらいが良い. 
･高さをもう少し低めに. 
･強度が低いと感じる。乗った時に揺れる（同様 1 件）. 
･少し幅が狭い. 
･もう一段追加した方が良い. 
･補助ステップと室内ステップの段差が大きい. 
･ステップが縁石等に当たる心配がある. 
･ステップが良く見えるように縁に彩色してはどうか？ 
･ステップ全体を黄色等目立つ色にしてはどうか? 
･ステップにつまづかないように手すりを追加して欲しい. 

【コメント】 
･背が高い人はあると頭が当たる（同様 7
件）. 
･車両自体の床面高をもっと低くする必要

がある（同様 6 件）. 
･今後体格の良い高齢者が増えるともう少

し高さが必要. 
･雨降り対策も必要になると思う. 

[件数]
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④ サイドのドア開口部の幅 

0 5 10 15 20

1
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5

ｻｲﾄﾞﾄﾞｱ開口部の幅

 

⑤ サイドからの乗降時の手すりの位置や形状 
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5

手すりの位置･形状

 

 

⑥ 車いす用のスロープに対する意見 

60%

40%

ｽﾛｰﾌﾟ板で車いす乗客を乗せた経験

あり

なし

 

【コメント】 
･もう少し開いた方が介助しやすい（同様

10 件）. 
･荷物や鞄等を持って乗る場合は狭い. 
･狭いため「乗りにくい」と感じる. 
･もう少し開口部が狭い方が乗降りしやす

い.

【問題となりそうな場面】 
･"付き添い人数が限定される. 

【コメント】 
･もう少し柔らかい材質が良い. 
･もう少し目立つ色の方が良い. 
･右側にもあると良い.

【コメント】 
･スロープ勾配が緩やかで安全性は高いと

感じる（同様 2 件）. 
･スロープ勾配が大きい（同様 3 件）. 
･乗降時に後退する心配がある（同様 1 件）.
･介助者や乗務員の補助があれば問題ない.
･スロープ幅がもう少しあると良い. 
･狭いスペースでの乗降時ではスロープが

長いと感じる.

[件数]

[件数]
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⑦ バックドアからの室内への車いすの乗り込みのしやすさ 

0 5 10 15 20

1

2

3

4

5

車いすの乗込みやすさ

 

48%

52%

ﾊﾞｯｸﾄﾞｱから車いす乗客を乗せた経験

あり

なし

 
 

⑧ 車いす乗車位置の床面の傾斜について 

0 5 10 15 20
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5

床面の傾斜

 

 

【コメント】 
･車いす使用者のアシストグリップが必要.
･頭をぶつける可能性がある. 

【コメント】 
･乗られている方が不安になるのでは. 
･実際走らせてみないと分からない. 
･車いすの種類によって苦労する場合があ

る. 
･乗車時に首の保持をするのに負担が大き

い。傾斜を緩めるか、バックレストをつ

けるなどの工夫が必要. 
･ヘッドレストがないと長時間は辛い.

[件数]

[件数]
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⑨ 車いすの固定や取り外し操作のしやすさ 
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車いす固定

 

 

【居住性】 

① 室内高さや足元の広さ 
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室内高・足元広さ

 

② 運転席の座席 
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運転席の座席

 

【コメント】 
･圧迫感がある. 
･ベース車両がこの車なら，これ以上は仕

方ない. 
･もう少し高い方が良い（同様 4 件）. 
･シートが前にあり圧迫感がある（車いす

乗車位置）. 
･介助者の座席を考えると狭い. 

【コメント】 
･自動（電動）固定にして欲しい（同様 1
件）. 
･固定具はもっと操作性の良いものに改善

して欲しい. 
･福祉車両のノウハウを活かせないか？ 

【コメント】 
･座席が高く乗降りするのが大変そう. 
･メーターを設置した状態で前方（左側）

の視界が見にくい（同様 1 件）. 

[件数]

[件数]

[件数]
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【認知性】 

① 流しのタクシーを利用する時など、一目でユニバーサルデザインタクシーだとわかるようなマ

ーク等の必要性 

74%

9%

17%

マークの要否

必要

不要

どちらとも～

 

【総合】 

① 将来ユニバーサルデザインタクシーを運行するに当たり も重要だと思う項目 

 

【車両構造】 

 スロープ、車いすの固定･取り外し操作、車いす固定の安全性、 

 車いす･介助者の乗車スペース、乗車定員、運転席、仕様の統一. 

【利用】 

 安全性、居住性、認知度、操作性、乗降性、車いすでの長時間乗車、 

 車いす使用者だけでなく足腰の弱い乗客への対応. 

【その他】 

 燃費、車両価格、デザイン、普及、乗務員教育（心のバリアフリー）. 

 

② 展示車両の仕様でタクシーとしての使い勝手を考えた場合の総合評価 

・流し営業に適した車両とは思えない 

・交通の流れが多い場所でスロープを出し入れすると他の車の通行の邪魔になったり事故の原因

となる心配がある 

・一般的なタクシーとして使用する分には十分 

・流しのタクシーとしてはなかなか一般化しないかもしれないが予約車として使用したらいいの

ではないか。 

・車いす使用者の長時間の乗車が不安 

【コメント】 
･流し営業に適していると思えない. 
･一般に知られていないため必要（同様 5
件）. 
･遠方からでもすぐに視認できるようにし

て欲しい（デザインや彩色の統一）（同様

2 件）. 
･車いす使用者が一目で分かる事が重要. 
･一般車両との識別が必要（同様 1 件）.



95 
 

③ 現在の室内レイアウトの活用方法や、さらに付加して欲しい機能など 

・車椅子で乗り込んだ際に介助者が近くに座り対応できるような室内レイアウトが必要（同様 2

件） 

・LPG 仕様や軽油仕様を是非設定して欲しい。 

・後部座席の分割リクライニングがあると良い。 

・もっと画期的な車が登場すると期待していたが、国内のインフラを含め難しい事が分かった。 

・後部座席のウインドーの開閉方式を変更して欲しい 
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【車いす使用者・介助者による評価結果】 

[1] 回答者の属性 

73%

27%

回答者別

車いす使用者

介助者

79%

21%

(1) 性別

男性

女性

 

8%

15%

23%

23%

12%

0% 0%
(2) 年齢

20以下

30代

40代

50代

60代

70代

80代以上

36%

20%

20%

8%

12%

0%

(3) 普段の交通手段

自家用

鉄道

ﾊﾞｽ

ﾀｸｼｰ

福祉ｻｰﾋﾞｽ

その他

14%

24%

19%

0%
12%

29%

9%

(4) ﾊﾞｽ･ﾀｸｼｰを使う時

公共機関

通院

買い物

悪天候

身内にいない

旅行

その他

0%

23%

23%

16%

12%

8%

15%

(5) ﾊﾞｽ･ﾀｸｼｰの使用頻度

毎日

週2‐3

週1

月2‐3

月1

月1以下

ほとんど無し

 

 



97 
 

8%

22%

3%

3%12%5%

11%

31%

(6) ﾊﾞｽ･ﾀｸｼｰへの不満

運賃が高い

本数が少ない

交通渋滞

路線が複雑

早朝･深夜に不便

ﾊﾞｽ停が遠い

乗務員の態度

その他

 
 
[2] 車両評価 

 「良い：5」から「悪い：1」までの 5 段階で評価を実施した。 

【乗降性】 
① 乗車ドアの位置 

43%

43%

14%

ﾄﾞｱの位置

ｻｲﾄﾞ

ﾘｱ

どちらでもよい

 
② バックドア開口部の高さ 

0 2 4 6 8

1

2

3

4

5

ﾊﾞｯｸﾄﾞｱ開口部の高さ

 

【コメント】 
･道が狭いので横付けの方がいい. 
･安全に感じる. 
･歩道から乗れる方が便利. 
･スロープ板の傾斜が小さい. 
･単純な構造の方が便利. 
･乗りやすい.

[件数]

【コメント】 
特になし.
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③ バックドア開口部の幅 

0 2 4 6 8

1

2

3

4

5

ﾊﾞｯｸﾄﾞｱ開口部の幅

 
④ 手すりの位置･形状 

0 2 4 6 8

1

2

3

4

5

手すりの位置･形状

 
⑤ スロープ板の使いやすさ 

0 2 4 6 8

1

2

3

4

5

ｽﾛｰﾌﾟ板

 

【コメント】 
･電動式車いすだと少し狭い.

【コメント】 
･位置が少し高い. 
･もう少し大きく長くして欲しい. 

【コメント】 
特になし.

[件数]

[件数]

[件数]
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⑥ 車いすの乗り込みやすさ 

0 2 4 6 8

1

2

3

4

5

車いすの乗り込みやすさ

62%

38%

回答者別

車いす使用者

介助者

 
 
 
 
 
⑦ 車いす乗車位置の乗り心地（床面が傾斜） 

0 2 4 6 8

1

2

3

4

5

車いすの傾斜

67%

33%

回答者別

車いす使用者

介助者

 
 
 

【コメント】 
･座席の位置が高すぎる. 
･斜めのまま固定が面倒.

【コメント】 
･傾斜が不安感を与える. 
･なるべく水平が良い。車いすは水平な場所で自分の姿勢を保つように作られている. 

[件数]

[件数]
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⑧ 車いすの固定しやすさ 

0 2 4 6 8

1

2

3

4

5

車いすの固定

 
 
【居住性】 
① 室内高 

0 2 4 6 8

1

2

3

4

5

室内高

67%

33%

回答者別

車いす使用者

介助者

 
 
 
② 乗車スペース 

0 2 4 6 8

1

2

3

4

5

乗車ｽﾍﾟー ｽ

 

【コメント】 
･もう少し簡単にして欲しい. 
･使いにくい.

【コメント】 
･ちょっと低い。頭がすれすれ. 
･少し高さのある車いすは使えない.

[件数]

【コメント】 
･前面のシートに違和感. 
･介助者が近くに居て欲しい.

[件数]
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③ 乗車位置 

0 2 4 6 8

1

2

3

4

5

乗車位置

 
 
【認知性】 
① 流しのタクシーを利用する時など、一目でユニバーサルデザインタクシーだとわかるようなマ

ーク等の必要性 

100%

0%
0% マーク

必要

不要

どちらとも～

 

【安全性】 

31%

69%

ﾍｯﾄﾞﾚｽﾄの使用

あり

なし

 

【コメント】 
･様々な種類･大きさの車いすに対応し

てレイアウトが変更できるようにして

欲しい.

【コメント】 
･必要だが「流し」の利用は無いのでは. 
･タクシーとして認識してもらうのに必要.
･ユニバーサルデザインタクシーの知名度

が低いため. 
･一目で分かるため（同様 1 件）. 

[件数]
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【総合】 

75%

25%

福祉ﾀｸｼｰの利用経験

あり

なし

 
① 将来自分が利用する上で も重要だと思う項目 

 

【車両構造】 

 視界、安全性、床の傾斜、車いすの固定方法、手すり、多くのタイプの車いすでも使えること、 

 車いす以外のベビーカーや荷物の人など汎用であること. 

【利用】 

 乗降性の良さ、いつでも使えること、誰でも使えること. 

【その他】 

 宣伝広告、数多く普及･認知される事. 

 

② 今後、展示車両のようなユニバーサルデザインタクシーが実用化された場合、利用してみたい

と思いますか？ 

69%

23%

8%

0% 0%
今後の利用について

ぜひ利用したい

どちらかというと利用したい

どちらともいえない

あまり利用したくない

利用したくない

 

③ その他の意見･要望 

 ・乗車時の揺れが不安。前か横に手すりが欲しい。 

 ・ロンドンタクシーのような考え方はないのか？ 

【福祉タクシーとユニバーサルデザインタクシー

（展示車両）の違いに関するコメント】 
･スペースが狭いだけ. 
･展示車両の方が進んでいる. 
･乗降する際にリフトを利用するか手で押すかの違

い. 
･広さと圧迫感が違う. 
･福祉タクシーのようなリフト付きが良い. 

【コメント】 
･早く市販してほしい。使ってみたい. 
･楽にタクシーに乗れたら便利. 
･一般タクシーと料金が同じであれば利

用したい. 
･流しのタクシー全てを UD 対応にして

欲しい.
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(5) 評価結果の整理 

 評価全体を通じて、概ね良好な評価が得られたものの、さらなる改善が必要な項目も見られた。

表 4.2.2～表 4.2.4 に、車両に関する各評価項目における高評価（指標 5 及び指標 4）が占める割合

を示す。 

 

表 4.2.2 評価結果における指標 5 及び指標 4 が占める割合と主なコメント（一般利用者） 

評価項目 
指標 5 及び

4 の割合 
主なコメント 

乗降性 

サイドステップの高さ（床面高さ）

や形状（奥行） 62% 

･ステップ面をもう少し広く 
･一段目と二段目の差が大きい（同様 5 件） 
･高齢者など足腰の弱い人には床面が高い（同様

4 件） 
サイドドア開口部の高さ 64% ･頭をぶつける（同様 3 件） 

サイドドア開口部の幅 63% 
･高齢者には適度だが非高齢者には狭い（同様 1
件） 

サイドからの乗降時の手すりの位

置･形状 71% 
･両側への設置（同様 2 件） 
･天井への設置（つり革など） 

サイドからの乗込みやすさ 72% 
･座面が高い 
･床面高く補助ステップが必要 

居住性 室内高･足元の広さ 72% ･背を丸めなくても済むようにもう少し高く 

 

 

表 4.2.3 評価結果における指標 5 及び指標 4 が占める割合と主なコメント（事業者） 

評価項目 
指標 5 及び

4 の割合 
主なコメント 

乗降性 

サイドステップの高さ（床面高さ）

や形状（奥行） 45% 

･床面が高い（同様 6 件） 
･幅や奥行きがもっと必要（同様 2 件） 
･一段目と二段目の差が気になる（同様 2 件） 
･（バスと同様の）ノンステップが良い 

サイドドア開口部の高さ 56% ･頭をぶつける（同様 7 件） 

サイドドア開口部の幅 53% 
･スライドドアがもっと開いた方が良い（同様 10
件） 

サイドからの乗降時の手すりの位

置･形状 74% 
･左右に必要 
･柔らかい材質･目立つ色 

バックドアからの室内への車いす

の乗込みやすさ 71% 
･車いす使用者用の手すりが必要 

車いす乗車位置の床面の傾斜 57% 
･乗車時に首の保持が大変そう。傾斜を緩めるか

バックレストが必要 
車いすの固定や取り外しのしやす

さ 53% 
･自動（電動含む）固定が良い（同様 1 件） 
･固定具の操作性が悪い 

居住性 
室内高･足元の広さ 64% 

･もう少し高く（同様 4 件） 
･車いすの乗車位置の前のシートに圧迫感がある

運転席の座席 71% 
･メータ類を設置した状態で左前方が見にくい

（同様 1 件） 
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表 4.2.4 評価結果における指標 5 及び指標 4 が占める割合と主なコメント（車いす使用者･介助者） 

評価項目 
指標 5 及び

4 の割合 
主なコメント 

乗降性 

バックドア開口部の高さ 62%  
バックドア開口部の幅 75% ･電動式車いすには狭い 
バックドアからの乗降時の手すり

の位置･形状 44% 
･位置が高い 
･もっと大きく長く 

スロープ板の使いやすさ 75%  

車いすの乗込みやすさ 55% 
･座席位置が高い 
･傾斜状態での固定操作が面倒 

車いす乗車位置の乗り心地（床面

が傾斜） 45% 
･傾斜が不安感を与える 

車いすの固定しやすさ 40% ･もう少し簡便に 

居住性 

室内高 38% ･少し低い。ヘッドルームが狭い。 

車いす乗車スペース 73% 
･前面のシートに違和感あり 
･介助者の座席を近くに 

車いすの乗車位置 45% ･シートレイアウトに自由度が欲しい 

 

 一般利用者による評価は全体的に良好であった。一方、事業者や車いす使用者･介助者の評価で

は、車いすの乗降に関わる項目において良好な結果が占める割合の低下が見られた。 

 

4.2.2 ガイドライン改定案の作成 

 これまでに行ってきた試作車両やモックアップによる評価結果に加え、早期の市場投入の実現

性なども考慮し、ガイドラインの改定案を作成した。改定案および車両構造に関わる主な改定内

容を、表 4.2.5 と表 4.2.6 にそれぞれ示す。 
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表 4.2.5 一般ユニバーサルデザインタクシーガイドライン改定案の主な改定内容及び理由等 

項目 改定･追加内容（斜体は望ましい内容） 理由･対応等 

乗降口 

車いすのまま乗車できる乗降口を 1 以上設け、そ

の幅は 700mm 以上（800mm 以上）、高さは

1,300mm 以上（1,350mm以上）とする。 

立体駐車場の利用も考慮すると、車両の全高は行

灯込みで 1,800mm 以下が目安 

停車時の乗降口地上高は、350mm 以下（300mm
以下）とする。ただし、350mm を超える地上高

の場合であって、備付けまたは別体の補助ステッ

プ等を備えるときは、この限りでない｡なお、補

助ステップ等を設置する場合は、高齢者、松葉杖

使用者等の乗降補助のために、1 段の高さが

260mm 以下（200mm 以下）、奥行 150mm 以上

（200mm 以上）となるような補助ステップ等を

設置すること。また、補助ステップ等は 2 段以内

に限る。 

メーカによる実現性を考慮（スライドドアの取り

付け、補助ステップの設置、ドライブシャフト

（4WD の場合）等） 

スロープ 
スロープの耐荷重は、電動車いす本体（80～100kg
程度）、車いす使用者本人、介助者の重量等を勘

案し 200kg 以上（300kg以上）とする。 

･強度確保のための重量増やフィージビリティを

考慮 
･福祉車両や STS 用車両の利用も考慮する 

乗降用手すり 

身体障害者・高齢者の乗降の円滑化、姿勢保持、

立ち座り、安全確保のために、乗降口には手すり

等を設置する。 

手すりだけでなく、グリップや座席等でも機能を

満たせば可とする 

身体障害者・高齢者が握りやすい形状であるこ

と。 
パイプ形状以外の手すりも考えられるためパイ

プ径の基準は削除 

床の材質･形状 
車いす使用者が安楽で適正な座位姿勢を保てる

ように、固定スペースの床面の傾斜を 10 度（約

1/6）以下（水平）とする。 

事業者と車いす使用者･介助者による評価結果と

車両の実現性を考慮し、水平を原則とするもの

の、10 度まで許容することとする。 

車いす 
スペース 

車いすを固定するスペースは、長さ 1,300mm 以

上、幅 750mm 以上、高さ 1,350mm 以上（1,400mm
以上）とする。寸法の測り方は別途規定する。 

測定方法については車いすの構造や TRIAS 等の

試験に関する法規を参照しつつ検討（付録 4 を参

照のこと） 
車いす使用者が乗車中に利用できる手すりなど

を設置する。 
車いす使用者･介助者による評価結果を反映 

車いす使用者乗車時に、車いすスペースの横に介

助者（付添人）用の座席を設置する 
 

室内座席 
4 名以上の乗客が乗車できること。車いす使用者

乗車時には、車いす使用者以外の乗客 1 名（2名）

以上が乗車できること。 

事業者や使用者･介助者による評価結果を反映 

車いす 
固定方法 

「車いす使用者が走行中も車いすに着座する場

合には、前向き固定、後ろ向き固定を問わず、車

両内の固定装置は 20G の衝撃に耐えられる強度

とする。」→削除 

現在は、自動車メーカー各社が独自に基準を設け

て安全性を確保しており、安全性は確保されてい

るものと考えられるが、統一的な仕様を策定する

ためには、実験等による検証が必要であると考え

られるため、今般の改正案では削除することとす

る。妥当な設計値については、今後検証されるこ

とが望ましい。 
車いす使用者の安全を確保するために、前向き固

定とし、3 点式シートベルトを設置する。 
車いすの種類によりベルト位置が異なり装着で

きない場合もあるため車いす側の検討も継続 

車いす表示 

車外に車いすシンボルマークを表示し、移乗又は

車いすによる乗車が可能であることを明示する。

ただし、ユニバーサルデザインタクシーマークに

変えることとして良いものとする。 

事業者･利用者･車いす使用者による評価結果を

考慮 

その他の設備･

表示 

聴覚･言語障害者とのコミュニケーション円滑化

のために、筆談用のメモ用紙などを保管できるス

ペースを設けること。 

メーカーによる実現性を考慮。なお、メモ用紙等

が備えられることは、移動等円滑化基準第 45 条

第 1 項第 5 号で担保される。 
点字表示・音声

案内等 
【改定無し】 機器類の装備は運送事業者に依存し、自動車メー

カーでは担保が困難であることに留意。 
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表 4.2.6 一般ユニバーサルデザインタクシーガイドライン改定案 

部位 現行ガイドラインの標準的な内容（斜体は望ましい内容） 改定案（斜体は望ましい内容）

乗降口の1カ所は、スロープ、その他の車いす使用者の乗降を円滑にする設備が備えられているこ
と。

←

車いすのまま乗車できる乗降口を1以上設け、その幅は750mm以上、高さは1,350mm以上とす
る。
幅は800mm以上が望ましい。

車いすのまま乗車できる乗降口を１以上設け、その幅は700mm以上（800mm以上）、高

さは1,300mm以上（1,350mm以上）とする。

車いすのまま乗車できる車両の室内高は、1,400mm以上とする。 車いすのまま乗車できる車両の室内高は1350mm以上（1400mm以上）とする。

高齢者の円滑な乗降、車いす使用者が車いすのまま乗車する際のスロープの勾配を緩やかにする
ため、停車時の乗降口地上高はできる限り低くする。

←

停車時の乗降口地上高は、300mm以下とする。

高齢者、車いす使用者の乗降を円滑にするために、停車時の乗降口の高さは、200mm以下の
段差とすることが望ましい。

ただし、高齢者、松葉杖使用者等の乗降補助のために、1段の高さを200mm未満とするために補
助ステップ等を設置する場合はこの限りではない。（停車時の乗降口地上高を低くするために、
ニーリング機構を設けても良い）

乗降口の端部は、その周囲の部分や路面との明度差が大きいこと等により、身体障害者、高齢者
が端部を容易に識別しやすいようにする。

乗降口の端部（補助ｽﾃｯﾌﾟ、手すりを含む）は、その周囲の部分や路面との明度差が大き
いこと等により、身体障害者、高齢者が端部を容易に識別しやすいようにする。

乗降口付近の床の材質は、滑りにくい仕上げとする。 ←

夜間においても足元が見やすいように、乗降口にはドア開口時に点灯する足下照明灯を設置す
る。

←

－
(車いす固定スペースに傾斜がある場合に、)車いす乗車時に後退を防止する機構が設け
られていること

乗降口のうち1カ所は、スロープ、その他の車いす使用者の乗降を円滑にする設備が備えられてい
ること。

←

・横から乗車：スロープの勾配は、14度（約1/4）以下とする。

・横から乗車：スロープの勾配は、10度以下（約1/6 ）以下が望ましい。
・後部から乗車：同上。

←

スロープの幅は720mm以上とする（ただし、車両取付部（750mm以上）はこの限りではない。） ｽﾛｰﾌﾟの幅は700mm以上とする

車いすのスロープからの脱輪防止のためエッジのある構造とする。エッジの高さは車いすのハンド
リムと干渉しないよう留意する。

←

スロープの表面は滑りやすくない素材であること。 ←

スロープの耐荷重は、電動車いす本体（80～100kg程度）、車いす使用者本人、介助者の重量を

勘案し300kg以上とする。ただし、介助者が車いす使用者と同時に利用しない場合には200kg以上

とする。

スロープの耐荷重は、電動車いす本体（80～100kg程度）、車いす使用者本人、介助者

の重量等を勘案し200kg以上（300kg以上）とする。

スロープは乗降口から脱落しない構造とする。 ←

スロープと床面に段差ができないような構造とする。 ←

スロープは使用に便利で、乗客にとって安全な場所に備えられたものであること。 ←

身体障害者・高齢者の乗降の円滑化、姿勢保持、立ち座り、安全確保のために、乗降口には手す
りを設置する。

身体障害者・高齢者の乗降の円滑化、姿勢保持、立ち座り、安全確保のために、乗降口
には手すり等を設置する。

・夜間や薄暗い時、又は高齢者、弱視者の安全のために、手すりは容易に識別できる配色である
こと。
・手すりの色は朱色又は黄赤とする。
・手すりとその周囲の部分との色の明度差をつける。

←

・身体障害者・高齢者が握りやすい形状であること。

・パイプ径は20～30mm程度とする。

・身体障害者・高齢者が握りやすい形状であること。

・身体障害者・高齢者が握りやすいように、手すりの表面は滑りにくい材質や仕上げであること ←

床の材質は、滑りにくい仕上げとする。 ←

車いす使用者が安楽で適正な座位姿勢を保てるように、固定スペースの床面は水平にする。
車いす使用者が安楽で適正な座位姿勢を保てるように、固定スペースの床面の傾斜を10
度（約1/6）以下（水平）とする。

次に掲げる規格に適合する車いすスペースを1以上設置する。 ←

車いすスペースは、車いすの進入しやすい位置に設ける。 ←

車いすを固定するスペースは、長さ1,300mm以上、幅750mm以上、高さ1,400mm以上とする。
車いすを固定するスペースは、長さ1,300mm以上、幅750mm以上、高さ1,350mm以上
（1,400mm以上）とする。寸法の測り方は別途規定する。

車いす使用者の外への視界を、座席利用者同様に確保する。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←

（側方からの乗車の場合）車内には車いすが介助により転回できるスペースを確保する。注：回転
盤を使用する場合はこの限りではない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←

－ 車いす使用者が乗車中に利用できる手すりなどを設置する。

－ 車いす使用者乗車時に、車いすスペースの横に介助者（付添人）用の座席を設置する

室内座席 －
4名以上の乗客が乗車できること。車いす使用者乗車時には、車いす使用者以外の乗客
1名（2名）以上が乗車できること。

後部座席ｽﾍﾟｰｽ － ←

車いすを固定することができる設備が備えられていること。固定装置は、固縛、開放に要する時間
が短く、かつ確実に固定できるものであること。

←

車いす使用者が走行中も車いすに着座する場合には、前向き固定、後ろ向き固定を問わず、車両
内の固定装置は20Gの衝撃に耐えられる強度とする。

→現在は、自動車メーカー各社が独自に基準を設けて安全性を確保しており、安全性は
確保されているものと考えられるが、統一的な標準仕様を策定するためには、実験等によ
る検証が必要であると考えられるため、今般の改正案では削除することとする。妥当な設
計値については、今後検証されることが望ましい。

・車いす使用者の安全を確保するために、シートベルトを設置する。
・前向き固定：3点式とする。後ろ向き固定：3点又は2点式とする。

･車いす使用者の安全を確保するために、シートベルトを設置する。
･車いす使用者の安全を確保するために、前向き固定とし、3点式ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄを設置する。
（車いすの種類によりﾍﾞﾙﾄ位置が異なり装着できない場合もあるため車いす側の検討も
継続）

車いす使用者が座席に移乗した場合のために、折りたたんだ車いすの収納スペースを確保する。 ←

収納スペースは、長さ1,050mm以上、幅350mm以上、高さ900mm以上とする（標準型自操用手

動車いすを折りたたんだ時の 大寸法に対応できる収納スペース）
←

車内に杖、歩行器、歩行者等の補装具を収納するスペースを設置する。 ←

車いす表示
車外に、車いすシンボルマークを表示し、移乗又は車いすによる乗車が可能であることを明示す
る。乗車可能な車いすの大きさ、形状等について車外に明示する。

車外に車いすシンボルマークを表示し、移乗又は車いすによる乗車が可能であることを明
示する。ただし、ユニバーサルデザインタクシーマークに変えることとして良いものとする。

その他の設備, 表
示

聴覚・言語障害者とのコミュニケーション円滑化のために、筆談用のメモ用紙などを備える。 聴覚･言語障害者とのコミュニケーション円滑化のために、筆談用のﾒﾓ用紙などを保管で
きるスペースを設けること。

【車両構造以外の規定】

車いす側にフック等の固定場所を明示する。 ←
車いす使用者が走行中も車いすに着座する場合には、前向き固定、後ろ向き固定を問わず、車い
すが20Gの衝撃に耐えられる強度とする。

車いす使用者向けのヘッドレストを用意する。（ヘッドレストは、車いす、車両側のいずれかに用意さ
れていること。）
前向き固定、後ろ向き固定を問わず、ヘッドレストの高さ、角度などの調整ができるようにする。

タクシーメーター表示について、色覚障害者に配慮し、見分けやすい色の組み合わせを用いて、表
示要素毎の明度差・彩度差を確保した大きな表示とする。
視覚障害者のために、音声によって運賃が確認できるような装置を設置することが望ましい。

←

初乗運賃の点字表示等 ←

空車ランプ表示は、夜間でも視認可能なものとする。
LED表示器の場合は直射日光の元でも視認可能なものとする。

弱視者・色覚障害者に配慮し、見分けやすい色の組み合わせを用いて、表示要素毎の明度差・彩
度差を確保した大きな表示とする。

←

乗降口

停車時の乗降口地上高は、350mm以下（300mm以下）とする。ただし、350mmを超え

る地上高の場合であって、備付けまたは別体の補助ステップ等を備えるときは、この限り
でない｡なお、補助ステップ等を設置する場合は、高齢者、松葉杖使用者等の乗降補助の
ために、1段の高さが260mm以下（200mm以下）、奥行150mm以上（200mm以上）と

なるような補助ステップ等を設置すること。また、補助ステップ等は2段以内に限る。

スロープ

乗降用手すり

床の材質, 形状

車いすスペース

車いす固定方法

車いす, 補装具収
納場所

車いす固定方法

→「車いすの衝突強度の確保」及び「ヘッドレストを車いす側に備えること」については、今
後の課題とし、今般の改正案では削除するが、車いすにヘッドレストを備えることにより、
道路交通法体系の高さ制限に抵触する可能性があり、基準の見直しについても併せて検
討されることが期待される．

点字表示・音声案
内等
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4.2.3 今後の課題 

 ガイドラインの改定案の作成では、これまでに実施してきた試作車両やモックアップによる評

価結果に加え、早期の市場投入の実現性なども考慮した。高齢者や障害者を含めたより多くの利

用者がさらに安全で使いやすい車両にしていくためには、基本設計など長期的な視野からの検討

も必要と思われる。以下に今後取り組むべき課題をまとめる。 

 

(1) 乗降口 

 乗降口開口部の大きさや地上高の検討では、立体駐車場の利用を考慮した場合における

1,800mm の車両の全高、スライドドアや補助ステップの取り付けスペース、ドライブシャフト（四

輪駆動車の場合）のスペースの確保等、車両を成立させるための技術的な制約を考慮した。しか

し、現状の地上高では、補助ステップの設置によって乗降性は改善されているものの、補助ステ

ップに脛を当てたり、室内ステップとの段差の違いによる転倒も指摘されている。今後は、基本

設計からの見直しも視野に入れ、ノンステップバスのような低床化が望まれる。 

 

(2) スロープ板 

 既存のガイドラインで規定されている耐荷重を「300kg 以上」とする場合、強度を確保するた

めには材質をアルミ製から鉄製へ変更する必要があり重量増が避けられない。この場合、乗務員

の負担軽減のための装置（電動等）を新たに加えることも必要になり、コスト増も予想される。

他方、現状のスロープ長（1.2～1.5m）では、車いす使用者本人と介助者が同時にスロープに乗る

ことは想定されず、両者の合計重量がスロープ板（中央）に集中して掛かる状況は考え難いため、

今般のガイドライン案では、車いす利用者の 大重量として想定される 200kg を耐荷重とした。

ただし、今後、スロープの実運用現場において想定外の利用方法が判明した場合には、例えば、

中央部に 200kg（電動車いす相当）と端部（介助者相当）に掛かる荷重との合計で 300kg とする

など、荷重の掛かり方に関する検討が必要である。この場合、今年度実施したような、車いす使

用者を含めた総重量の調査も必要と考えられる。 

 

(3) 床面形状 

 今回の改定案では、事業者及び車いす使用者･介助者による評価結果と、車両の実現性の観点か

ら、車いすの固定スペースの床面の傾斜に関する基準について、水平を原則とするものの、10 度

（約 1/6）まで許容する（水平が望ましい）こととした。しかし、評価では車いす使用者･介助者

から乗車位置の床面の傾斜に対する不安感の指摘や、障害の内容によっては頚部の傾きを極力避

ける必要がある等の意見があったため、今後、さらに水平に近づけることが望まれる。 

 

(4) 車いす固定方法 

 車いすの固定強度については、現在、各社が独自に内規を設け、安全性を確保している状況で

あり、標準的な仕様の策定は今後の課題である。現在、路線バスへの車いす乗車については、過
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去の実証結果を踏まえて、7G 程度の衝突強度が用いられている20 21 22。一般タクシーや乗合タク

シーなどについては、ISO で 20G 相当の衝突強度が規定されているが、当該衝突強度では、多く

の場合車いす自身が耐えられないこともあり、今後、実証実験等を踏まえて、衝突強度の標準的

な仕様を策定していくことが望ましい。また、車いす自身の耐衝撃性能の改善も必要である。 

 

(5) ユニバーサルデザインタクシーマーク 

 ユニバーサルデザインタクシーとは、「流し営業にも活用されることを想定し、身体障害者のほ

か、高齢者や妊産婦、子供連れの人等、様々な人が利用できる構造となっているタクシー車両」

であり、標準的な車いす使用者も利用できるタクシー車両であるが、このような車両が流し営業

で運行される場合には、車いす使用者等も乗車可能であることが外見で判別可能でなければ、車

いす使用者等が実際に利用することは難しいものと考えられる。 

 従って、外部からユニバーサルデザインタクシーであることが判別できるマーク等をタクシー

車両に表示することができる仕組みが必要である。 

 

(6) 認定制度 

 より良いユニバーサルデザインタクシー車両の普及を期待し、現時点で実現可能な、様々な人

にとって利用しやすい構造を有するユニバーサルデザインタクシーの標準的な仕様をガイドライ

ン改定案としてまとめたところであるが、その普及を後押しする観点から、ユニバーサルデザイ

ンタクシーのガイドライン改定案に示された基準を満足する構造を有するユニバーサルデザイン

タクシー車両を認定する仕組みの構築が望まれる。この場合、さらに優れたユニバーサルデザイ

ンタクシー車両の開発促進の観点から、例えば標準的な内容を満足する構造を有する車両は星一

つの認定、より良い構造を有する車両は星二つの認定とする等、車両の構造によって差を設ける

仕組みであることが好ましいと考えられる。 

 また、より良いユニバーサルデザインタクシー車両を普及させる観点から、「(5) ユニバーサル

デザインタクシーマーク」に記したユニバーサルデザインタクシーマークの表示の仕組みにおい

て、認定を受けた車両は表示できるマークを変える等、車両の構造に対する認定制度と表示制度

をリンクさせるアイデアも考えられる。 

                                                  
20 ECE R80（大型車シートの規則で規定されている加速度は 8～12G（30～32km/h の大型車のバリア衝突に相当）。

なお、本規則では立席を備えた自動車は適用除外。 
21 Transport Canada（March 2005）、ASSESSMENT OF LOW-FLOOR TRANSIT BUS G FORCES ON REAR-FACING 
WHEELCHAIR SUCUREMENT SYSTEMS : TP 14429E）：約 6.5G で持続時間 150ms（バス（11t）と乗用車（1.6t）
が 48km/h 同士で正面衝突した際にバスの床面に発生する加速度。 
22 「車いすの公共交通機関利用時における乗降および車内安全性に関する研究報告書」（平成 21 年 3 月、交通エ

コロジー･モビリティ財団） 
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5.  バス･タクシー共通調査 
 

5.1 車いす使用者の寸法調査 
 車いす使用者でも乗り降りしやすい車両の仕様を検討するためには、車いすの寸法を把握する

必要がある。車いすの使用のされ方は、使用者の身体の状態によって千差万別であり、車いす自

体の寸法（カタログデータ）だけでは不十分である。今年度は、昨年度に引き続き、車いすの使

用者を含めた寸法計測を実施した。 

 

(1) 調査時期 

 平成 22 年 9 月 9 日（木）～16 日（木） 

 

(2) 調査場所 

a) 広島会場（JR 広島駅南口駅前広場）（9/9（木）／9:30-14:30） 

b) 神戸会場（御崎公園･ホームズスタジアム）（9/11（土）／15:30-17:00、12（日）／10:00-16:00） 

c) 名古屋会場（栄広場）（9/14（火）／10:30-15:30） 

d) 横浜（関東運輸局横浜第二庁舎）（9/16（木）／10:30-15:30） 

 

(3) 調査結果 

 図 5.1.1 に全長に関する計測結果を示す。車いすの種類は電動式（ハンドル式を含む）、介助式、

及び、自走式に分類した。なお、比較のために平成 21 年度に東京モーターショーで実施した計測

結果を図 5.1.2 に示した。全長の 大値は 1400mm に達するものもあり、分布も大きい方にシフト

している。これは、今年度の計測では電動式の車いすの割合が多かったことに起因している。 
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図 5.1.1 全長の測定結果 
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図 5.1.2 平成 21 年度に実施した全長の計測結果（東京モーターショー） 

 

 図 5.1.3 に全高に関する計測結果を示す。なお、比較のために平成 21 年度に東京モーターショ

ーで実施した計測結果を図 5.1.4 に示した。分布は昨年度とほぼ同じ結果となった。全長の結果と

同様に、電動式車いすの協力者が多かったため、 大値やピークの位置は大きい方にシフトして

いる。 
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図 5.1.3 全高の測定結果 
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図 5.1.4 平成 21 年度に実施した全高の計測結果（東京モーターショー） 
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 今年度は、上記の全長･全高の計測に加え、車いす乗降用のスロープ板の耐荷重の検討の参考と

するため、車いす使用者を含めた総重量に関するヒアリング調査も実施した（図 5.1.5）。自走式

と介助式の車いすは 100kg に満たない場合がほとんどだが、電動式については 200kg に達する例

が見られた。 
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図 5.1.5 総重量のヒアリング結果 
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5.2 車いす乗降用スロープ板の調査 
 バスやタクシーにおける車いす使用者の乗降は、安全かつ迅速に行われなければならない。また、様々な場所での乗車を想定し、狭い場所でも乗降

できるように工夫する必要がある。車いす乗降用のスロープ板に求められる要件は表 5.2.1 のように整理することができる（図 5.2.1 参照）。 

 

表 5.2.1 車いす乗降用のスロープ板に求められる要件の整理 
要件 要求される内容 既存のガイドラインで規定された関連内容（斜体は望ましい内容） 検討内容 

安全性 

滑り防止 滑りにくい表面加工･素材 スロープの表面は滑りにくい素材であること（ﾊﾞｽ･ﾀｸｼｰ共通）  

脱輪防止 

車いすがスロープから脱輪しないような

エッジ構造 
車いすのスロープからの脱輪防止のためエッジのある構造とする。エッ

ジの高さは車いすのハンドリムと干渉しないように留意する。（ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ

ﾃﾞｻﾞｲﾝﾀｸｼｰ） 

【参考】スロープ板が長く、また、傾斜角が急

（概ね 10 度を超える）となる場合には、車いす

の脱輪を防止するよう左右に立ち上がりを設

ける。（船舶のバリアフリー基準） 脱輪を防止するよう左右に立上りを設ける。（路線ﾊﾞｽ） 

堅牢性 ･堅牢な構造 
･簡単な構造 － 軽量化や価格への影響 

耐荷重 

電動車いす本体、車いす使用者本人、

及び、介助者の重量に耐えられる材

質･構造 

電動車いす本体（80～100kg 程度）、車いす使用者本人、介助者の重

量を勘案し 300kg 以上とする。ただし、介助者が同時に利用しない場合

は 200kg 以上とする。（ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝﾀｸｼｰ） 

･現実的な荷重のかかり方 
･試験方法（JIS や TRIAS 等の試験規格） 

電動車いす本体（80～100kg）、本人、介助者の重量を勘案し、300kg程
度とする。（路線ﾊﾞｽ） 

路面及び車両の床

面との段差解消 
段差ができないような端部の形状 スロープと床面に段差ができないような構造とする。（ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝﾀ

ｸｼｰ） 
 

車両の乗降口から

の脱落防止 
乗降口から脱落しない構造･端部形状 スロープは乗降口から脱落しない構造とする。（ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝﾀｸｼｰ）  

フック等で車体に固定できる構造とする。（路線ﾊﾞｽ） 

寸法 
車いすが余裕を持って乗降できる幅 スロープの幅は 720mm 以上（800mm 以上）とする（ただし、車両取付部

（750mm 以上）はこの限りではない）。（ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝﾀｸｼｰ） 
 

スロープ板の幅は 800mm 以上とする。（路線ﾊﾞｽ） 

･省ｽﾍﾟｰｽ 
･迅速性 

折り畳み式 

･収納場所を取らない 
･簡単な構造 
･持ち運びしやすく迅速に設置･収納が

できる 

スロープは使用に便利で、乗客にとって安全な場所に備えられたもので

あること。（ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝﾀｸｼｰ） 
軽量化や折り畳み式にすることによる堅牢性･

耐荷重･耐久性への影響 
スロープ板は、容易に取り出せる場所に格納する。（路線ﾊﾞｽ） 

寸法 

･狭い場所でも乗降できる長さ 
･軽量化 

スロープの勾配は 14 度（約 1/4）以下（10 度（約 1/6）以下）とする（乗車

形式共通）。（ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝﾀｸｼｰ） 
スロープ板の勾配とのトレードオフ 

地上高 150mm のバスベイからの乗降でのスロープ勾配は 7 度（約 1/8）
以下とし、長さは 1050mm 以下とする。（路線ﾊﾞｽ） 

車いす使用

者の利便性 脱輪ガイドの構造 斜めからの乗降もできるようにスロープ

端のガイドをオフセットする － 荷重のかかり方による堅牢性･耐荷重･耐久性

への影響 
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電動車いす本体（80～100kg程度）、車いす使用者本人、
介助者の重量を勘案し300kg以上とする。ただし、介助者
が車いす使用者と同時に利用しない場合には200kg以上
とする（現行のﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝﾀｸｼｰ基準）

ガイド高：ハンドリムに干渉しない高さ

スロープ端：斜めからの乗降ができるように
ガイドをオフセットする（新規）

折り畳んで収納（新規）
→軽量で持ち運びやすい

スロープの幅は720mm以上（800mm以上）とする（ただし、車両
取付部（750mm以上）はこの限りではない）（現行のﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞ
ｻﾞｲﾝﾀｸｼｰ基準）

スロープは乗降口から脱落しない
構造とする（現行のﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞ
ｲﾝﾀｸｼｰ基準）

スロープの表面は滑りやすくない素材で
あること（現行のﾊﾞｽ･ﾀｸｼｰ共通の基準）

車いすのスロープからの脱輪防止のためエッジのある構造とする。
エッジの高さは車いすのハンドリムと干渉しないよう留意する（現
行のﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝﾀｸｼｰ基準）

スロープと床面に段差ができないような構造と
する（現行のﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝﾀｸｼｰ基準）

【寸法】

【耐荷重】

【車いす使用者の利便性】

→オフセット長､耐荷重､スロープの厚み
が相互に影響する。

→荷重のかかり方に関する検討も必要。
JIS規格等を参照。

電動車いす本体（80～100kg）、本人、介助者の重量
を勘案し、300kg程度とする（現行の路線ﾊﾞｽ基準）

脱輪を防止するよう左右に立上りを設ける（現行の路線ﾊﾞｽ基準）

フック等で車体に固定できる構造
とする（現行の路線ﾊﾞｽ基準）

スロープ板の幅は800mm以上とする（現行の路線ﾊﾞｽ基準）

【滑り防止】

 
 

図 5.2.1 車いす乗降用のスロープ板に求められる要件 
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5.3 路線バスの代替実態調査 
 地方では、過疎地を中心にバス路線の維持は困難な状況にある。これは、もともと利用者が少

ないことに加え、自家用自動車の普及、道路整備、過疎化の更なる進行などが原因と考えられる。

このような地域において路線バスが廃止されると高齢者などマイカーを利用できない住民の移動

機会を奪い、さらに過疎化が進むことも予想される。近年、地方では、既存の路線バスの代替と

して乗合バス･タクシーやコミュニティバスを自治体で運行するケースが増えてきている。 

 ここでは、路線バスからマイクロバスや乗合タクシーへの代替の実態について、車両構造の観

点から調査した結果を示す。 

 

5.3.1 調査方法 

 全国の自治体に対してアンケート調査を行った。調査に用いたアンケート用紙を図 5.3.1 に示す。 

 

5.3.2 調査地域 

 事前にインターネットなどを用い、各地での路線バスからマイクロバスや乗合タクシーへの代

替の状況を調査し、該当すると思われる 140 ヵ所の地方自治体に対してアンケートを配布した。

その結果、63 の自治体（104 路線）から回答を得た。回答のあった地域の構成を図 5.3.2 に示す。 

 

18%

16%

20%
11%3%

11%

12%

5% 4%

回答地域

東北

関東

東海

甲信越

北陸

近畿

中国

四国

九州

 
図 5.3.2 回答のあった地域の構成 
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図 5.3.1 調査に用いたアンケート用紙
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5.3.3 調査結果 

[1] 代替を行ったバス車両について 

(1) 定員（代替前） 

2%

20%

45%

32%

1%

定員

～20

21～40

41～60

61～80

81～

 

33%

67%

オプション設定

あり

なし

 

17%
3%

50%

5%

3%

3%

19%

オプション内容

補助ステップ

座席配置

手すりの追加

リフトの設置

スロープ板の設置

車いす固定装置

その他

 
 
(2) 定員（代替後） 

56%
34%

8%

2% 0%

定員

～20

21～40

41～60

61～80

81～

 

【代替後の車両の特徴】 
・定員 40～60 名が大幅に減少し、定員 20 名

以下が大幅に増加。 
・オプションを設定するケースが大幅に増加。

・オプションの内容は、補助ステップの設置

が大幅に増加。

【代替前の車両の特徴】 
・定員 40～80 名が大半を占める。 
・オプション設定した車両は約 3 割程度。 
・オプションの内容は、手すりの追加が半数

を占める。
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61%

39%

オプション設定

あり

なし

33%

6%
36%

7%

3% 7%

8%

オプション内容

補助ステップ

座席配置

手すりの追加

リフトの設置

スロープ板の設置

車いす固定装置

その他

 
 
[2] 代替を行ったバス路線について 

(1) 主な乗客の年齢 

9%

16%

1%

1%

3%

4%
28%

28%

10%

乗客の年齢

～10才

11～20才

21～30才

31～40才

41～50才

51～60才

61～70才

71～80才

80才～

 
(2) 主な用途 

    

16%

27%

29%

15%

2%
1%

1%

9%

0%

主な用途

通勤･通学

買い物

通院

公共機関利用

娯楽

地域活動

観光

他交通へ乗換え

その他

 

【用途の特徴】 
・買い物と通院で半数以上を占める。 

【年齢層の特徴】 
・60 歳以上の年齢層が 70%近くを占める。
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(3a) 車いす使用者の乗車頻度（代替前） 

0%

4%

0% 0%
0%

0%0%

6%
3%

87%

車いす乗車頻度（代替前）

2人/日以上

1人/日
2‐4人/週
1人/週
2‐3人/月
1人/月
2‐3ヶ月に1人

半年に1人

1人/年
乗車なし

 
(3b) 車いす使用者の乗車頻度（代替後） 

8%
4%

0%

88%

車いす乗車頻度（代替後）

代替前と同じ

代替前より増加

代替前より減少

乗車なし

 
 

[3] 代替の際の検討内容について 

(1) 代替した主な理由 

【車両に関する内容】 

・需要に即した車両の変更（小型化） 

・幅員の狭い道路を運行するため 

 

【運行に関する内容】 

・路線の簡略化と効率化による経費の節減 

・時刻表や料金の見直し 

・自家用車などの移動手段を持たない交通弱者（児童生徒、学生、高齢者）の移動手段の確保 

・スクールバスとの併合 

・民間路線バスの廃止 

・赤字補てん額の増による町営バス運行移行（直営） 

・デマンド方式の採用（大きなバスを運行しても通勤・通学時間帯以外は殆ど利用がないため） 

【車いす使用者の乗車】 
・代替前後共に、車いす使用者の乗車頻度は

極めて低い。
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(2) 車両の選択理由 

17%

40%14%

5%

7%

6%

3%
8%

車両の選択理由

乗降性

大きさ･定員

価格

燃料

駆動方式

法規対応

耐久性

その他

 
a) 「乗降性」を選択した場合の重点項目 

17%

35%

7%

17%

19%

5%

乗降性における重点項目

乗降口の広さ

補助ステップ

座席の配置

手すり追加

車いす対応

その他

 
 

b) 「法規対応」を選択した場合の具体的な内容 

・（ハイエース コミューター等）15 人乗りバスの規制（乗車定員 11 人以上の旅客自動車運送事業

用自動車に対する保安基準） 

・バリアフリー化のための改造 

・バリアフリー新法（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律）への対応 

 

【乗降性における重点項目】 
・補助ステップの設置が約 4 割を占め、車い

す対応（約 2 割）、広さ、手すりと続く。

【車両の選択理由】 
・大きさや定員が約 4 割を占め、乗降性、価

格がこれに続く。
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(3) 代替の際に問題となった点 

【車両に関する内容】 

・小型バスの車種が少なく選択の余地が少なかった（現在、小型バスの車種はリエッセとポンチョ

しか選択肢がない） 

・車両の耐久性等に関する情報が少ない 

・路線によっては道路が狭く、U ターンで切り返しが必要になるため 15 人乗り車両の導入を検討

したが、適当な車両がなく 10 人乗りの乗合タクシーを導入した。 

・市内の狭い道路を通れるような車両の選定（小型バスを導入） 

・保安基準への対応（乗降口の踏み段の有効奥行） 

・スクールバスで使用していた車両を転用したため、乗降補助ステップ等が装備できない。 

 （同様 1 件） 

・バリアフリー対応（車いす対応）の小型車両を導入したため、座席数が制限された（14 席）。 

 

【運用に関する内容】 

・バス利用者への廃止に対する理解やタクシー事業者との協議 

・予約･配車システムの導入に関する意見調整。将来に渡って持続可能な公共交通を維持するため

に、初期投資や維持コストをかけないことを理由に導入を見送った。委託先のタクシー事業者が

普段の営業で用いている配車システムをデマンドで兼用することを検討中。 

・元々、赤字不採算路線で民間事業者が撤退していった路線を自治体で代替しているため、経費負

担とサービス水準のバランスをとることが も難しい。 

・肢体不自由等の方に対応させるための福祉輸送エリアへの運行区域の変更 

・既存バス路線の運行区域との調整 

 
(4) 代替後の利用者の反響 

66%

15%

1%

2% 0%
6%

5%

1%

4%

代替後の反響

概ね好評

乗降口の段差高い

乗降口が狭い

手すり位置不満

車内段差が危険

車いす乗降の不満

車内が狭い

天井が低い

その他

 

 概ね良好だが、乗降口の段差の高さを指摘す

る声が約 2 割を占める。 
 
【その他の意見】 
・当該エリアで営業しているタクシーとの区別

がつき難い。 
・（乗降口の）段差を無くして欲しい。 
・冬場はバスから降りる際に滑って怖い。 
・介助を必要とする人が利用できない。 
・（車両の小型化によって）座席数が少ない。
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(5) その他の意見や要望 

【バリアフリー化】 
・小型車両（マイクロバス以下）で運行しているが、車いすの方が利用できる車両を導入すると座

席数が減少し、主な利用者である幼稚園児、小中学生、高齢者が座れなくなる（立って乗車する）

場合が多くなることが懸念される。 

・車いす用のリフト付きの車両は座席数が減少するため、高齢者の利用者から座れないことに対す

る苦情が多数ある。 

・通常の路線バスは、道路の整備が行き届かない山間部の凸凹道を走行するには床が低く底を擦る

可能性がある。また、ニーリングをしても高齢者にはまだ床が高く、かといって補助ステップを

取り付けるだけの車高もない。「バリアフリー＝低床バス」だけでなく、地域の実情も考慮して

欲しい。 

・利き腕が右手が多いのに右手でつかまれる手すりが少し高い位置にあって使いにくい。左側には、

車両内部の床面から立ち上がっている手すりがあるが、左手には荷物を持つことが多く、あまり

使われていない。 

・バリアフリーに対応した車両（車種）が少なく、あっても高額なため、バリアフリーに対応した

新しい車両に入れ替えるのが困難でバリアフリー化が遅れてしまっている。 

 

【車両の形式】 

・乗合タクシーの実証運行を行っているが、ワゴンタイプの車両で 12～15 人乗りの公共交通に使

用できる車両が必要。 

・現行の各メーカーの車両規格（全長、全幅等）は、マイクロバスか都市間輸送に適した大型サイ

ズのバスしかないが、その中間的なサイズの車両が欲しい。 

・小型車両（30 人未満）の路線型マイクロバスで、バリアフリーに適合している車種が日野自動

車の「ポンチョ」1 車種しかなく価格も高額なため、「車両」の制約により通行計画を考えなけ

ればならないのが実情である。定員 11 人～15 人程度で安価でバリアフリーに適合した車両の開

発を希望する。 

・15 人乗りディーゼルのワゴン車かハイブリット車両を開発して欲しい。 

 

【法規への対応】 

・コミュニティバス（10 人乗り）の実証運行を実施しているが、これは同車種で（ハイエースコ

ミューター等）15 人乗りにするためには適合基準のハードルが高すぎるための措置である。公

共交通を必要とする過疎地の実態を把握し、基準を緩和して欲しい。 

・代替車両として 10～15 人乗りの車両が必要。積雪もあるため、四輪駆動である程度の車高も必

要。法規に適合した車両の開発、及び、法改正を希望。 

 

【運用について】 

・マイクロバスの乗降口が運転席から離れているため、料金の受料が大変。前方に乗降口がある車

両を希望。 
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・廃止路線の代替として市が事業者に依頼してバスを運行していたが、利用者の減少によりバスを

タクシー車両に替え、デマンド対応（停留所型）とした。停留所型だが、タクシー車両とするこ

とでバスでは入れない枝道にも停留所を新設している。 

 

5.3.4 課題の整理 

 今回の調査によって得られた、路線バスからマイクロバスや乗合タクシーへの代替の際の主な問

題点は以下のようにまとめられる。これらは、様々な地域のニーズに応じたバス･タクシー車両の

普及に向けた主要な課題と考えられる。 
 
(1) 車両形式 

・マイクロバスやワゴン車などによる小型化（定員 11～15 人）に適合する車両の選定 

 →車種の選択肢が少ない 

 →保安基準やバリアフリー化への対応（改造）が困難 

 

(2) 車両構造 

・補助ステップや手すりの追加のための改造 

・車いす用リフトの設置による座席数の減少 

・積雪などの地域特性への対応（4WD の設定、 低地上高の確保など） 

 

(3) その他 

・車両価格が高い 

・手すりや補助ステップ等のバリアフリー化のための改造費用 

・車両情報（寸法や耐久性などの諸元）の提供 

・（今回調査した地域では）車いす使用者による公共交通の利用頻度は極めて低い（家族の送迎や

福祉移送を利用）。 
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5.4 海外事例調査 
5.4.1 バスに関する基準 

 欧州におけるアクセシブルバスの車両導入に係る基準･規制･インセンティブを表 5.4.1 に示す。 

 

表 5.4.1 欧州の主なバス関連の基準 

国名 障害者向け対応に関する補助 車両の仕様 関連する基準や法規など 
イギリス 規制に伴う費用はほぼすべて事業者負担とされ、国か

らの補助・助成はない。但し、交通事業者への影響を考

慮し、施行は段階的なものとなっている。また、事業者

毎の事情を考慮した免除規定もある。 

･旅客輸送用車両構造の EEC 基準（2001 年/ 
85EEC） 

･ISO 

DDA（2006）基準 
（アクセシブル化の期限：大型バス／1 階建ては

2015 年､2 階建ては 2017 年、長距離バスは 2020
年まで） 

スウェーデン 国庫補助制度（1988 年） 
↑ 

公共交通責任法（Responsibility for Public 
Transport）（1998 年） 

ドイツ 都市交通財源援助法（GVFG） 
なお、1992 年に地域化法が制定され、地域交通サービ

スの提供と運営の意思決定責任、費用負担は州に移

管されている。 

↑ 

･基本法（差別禁止条項）（1994 年） 
･障害者の平等のための法律（障害者平等法－

BGG）（2002 年） 

フランス パリに関してはバス購入に対しての財政的な援助はな

いが、イル・ド・フランス地域では、地方自治体からの助

成金 、その他の地方については国と地方自治体から

の助成金がある。 

↑ 

･障害者福祉基本法（1975 年） 
･国内交通基本法（1982 年） 

 



124 
 

 表 5.4.2 に、国内外のアクセシブルバスの基準における車両の主要寸法を示す。 

 
表 5.4.2 欧州における低床バスに対する基準における主要寸法 

各種基準、実車寸法 
乗降口 スロープ 車いすスペース 

車いす固定 
有効幅 高さ 幅 長さ 勾配 耐荷重 幅 長さ 高さ 

旅客輸送用車両構造のEEC
基準（2001 年/ 85EEC） 

1200mm 
以上（ﾀﾞﾌﾞ

ﾙﾄﾞｱ）※1 

340mm 
以下 ※2 

800mm 
以上 

※3 
※4 

12%（約 7°
以下）※5 

300kg 
以上 

750mm 
以上 

1,300 
mm 以上 

－ 

･前向き乗車：ﾍﾞﾙﾄ等確実に

固定でき、非常時には容易

にﾛｯｸが解除できるもの。 
･後向き乗車：ｻﾎﾟｰﾄまたは

背もたれ板を設置。収納式

の手すりまたはこれに準ず

る装置を車いすｽﾍﾟｰｽの反

対側（通路側）に装備する。 

ISO（2001～2005 年）※6 － － － － － － － 1,372mm
※7 

－ ※8 

バリアフリー新法･公共交通

等円滑化基準（2006 年） 
800mm 
以上 

650mm 
以下 

ｽﾛｰﾌﾟ板その他の車いす使用者の乗降を円滑にする

設備が備えられていること。 
乗降口と車いすｽﾍﾟｰｽとの間の通路の

幅 800mm 以上 

車いすを固定することができ

る設備が備えられているこ

と。 

次世代普及型ノンステップバ

スの標準仕様（2005 年） 
900mm 
以上 

270mm 
以下（乗降

時） 

800mm 
以上 

1,050mm 
以下 

12%（約 7°
以下）※9 

－ 750mm 
以上 

1,300mm 
以上※10 

1,300mm 
以上 

･前向き:3 点ﾍﾞﾙﾄ式 
･後向き :背もたれ板を設置

し、横ﾍﾞﾙﾄで固定 
※1 車いす使用者の乗降は 900mm 以上。 
※2 高齢者･障害者向け：乗降時 270mm 以下。 
※3 長さ 1,200mm 以上のスロープ板は車いすが横から転げ落ちることのないようにする装置を装備する。 
※4 外側の縁は半径 2.5mm 以上に丸め、外側の隅は半径 5mm 以上に丸めるものとする。 
※5 地上高 150mm の縁石より車いすを乗降させる際のスロープ勾配 
※6 ISO 10452-1,-2 
※7 between front and rear anchor points 
※8 Four-point strap-type tiedown systems（前後 2 点ずつ計 4 点高位置固定）。ベルトをかける位置は一定範囲で指定。高さはフロント 410-710mm、リア 485-740mm の範囲。 
   他に Docking-type systems, Clamp-type tiedown systems. 
※9 地上高 150mm の縁石より車いすを乗降させる際のスロープ勾配。表面は滑りにくい素材もしくは仕上げとする。容易に取り出せる場所に格納する。 
※10 2 脚の車いすを前向きに縦列に設ける場合には 2 脚目の長さは 1,100mm 以上で良い。後向きに車いすを固定する場合は、車いすスペース以外に車いすの回転スペースを

確保。 
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5.4.2 タクシーに関する基準 

 欧州においてタクシー車両全体に適用される国家レベルのアクセシブル化基準を設けている国は現在のところ無い。但し、地域によっては、障害者

を乗せる車両（タクシーに限らない）に関する基準は存在する。欧州各国におけるタクシー関連の基準を表 5.4.3 に示す。 

 

表 5.4.3 欧州各国におけるタクシー関連の基準（※4） 

国名 障害者向け対応に関する補助 アクセシブルタクシー車両の仕様 関連する基準や法規など 
オーストリア 一部ハイヤー事業者で障害者対応サービスがある｡  DDA（2006）基準がある｡ 
ベルギー ブリュッセル地域では購入費の補助がある｡ ブリュッセル地域では技術指針がある｡  
カナダ（ケベック） 
（2001 年データ） 

アクセシブルな車両に対して補助がある｡ 運輸省が、車いす乗車や広い室内等のタクシー車

両の改良について協議を開始した。 
パラトランジットサービスの代わりとしてタクシー利

用を促進する法律がある｡ 
カナダ（オンタリオ） タクシー事業者がアクセシブルな車両を発注する際

に、1 車両あたり 1 万ドルを上限とした補助を実施

（1988 年）｡約 150 台に対し資金提供を行った｡ 

「身体障害者輸送のための自動車車両に関する国

家規格」(CSA-D409)（カナダ標準化機構(CSA)､
1984 年）がある｡D409 は数回改定され､現在はアク

セシブルな車両全般に対する規格となっている

（CAN/CSA-D409-92）｡ 

 

デンマーク 自治体が必要に応じて対応している（実績不明）｡  事業者当りのライセンス数の制限がある｡ 
フィンランド ある（タクシーは STS の一部として位置づけられてい

る）｡ 
障害者送迎用の乗合タクシーの基準がある（車高

や乗車方法（リフト､低床化等）を含む）｡ 
基準を満たす場合に諸税の減免措置を受けられ

る。 
フランス（本国） ･いくつかの利用者補助がある｡ 

･イルドフランス圏ではタクシー利用時の補助がある｡

利用者への補助もあるが娯楽目的については制限

がある。 

基準化については準備中｡  

ドイツ いくつかの地域である｡ 無し  
ギリシャ  無し ごく少数のタクシーがアクセシブルタクシーとして認

可されている｡ 
ハンガリー 
（2001 年データ） 無し 2000 年に策定（障害者が使用するタクシーの乗車

スペースや荷室などに関する技術基準）｡ 
 

アイルランド 障害者対応の車両のタクシーライセンス料が通常の

ライセンス料の 2%に減免される｡ 
1992年に車いす使用者対応のタクシー車両の基準

が策定され 1997 年に改定。基準には座席, ドアの

大きさや枚数, スロープ勾配, 固定装置等が含ま

れる。 

 

オランダ ある（利用者補助もある） 技術指針あり（義務ではない）  
ノルウェ－  技術基準あり  
ポーランド  無し 台数に関する制限がある｡ 
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表 5.4.3 欧州各国におけるタクシー関連の基準（つづき） 

国名 障害者向け対応に関する補助 アクセシブルタクシー車両の仕様 関連する基準や法規など 
ポルトガル 無し 技術基準あり（ドア寸法など）  
ルーマニア 無し 無し  
スペイン あり（購入時の補助、運行コストについては保険料、

燃料税の減免がある｡また利用者補助もある｡） 
技術基準がある｡  

スウェーデン あり（STS として運行） 車いす使用者が利用する MPV に対しては詳細な

規格（※3）があり、STS に適用されている）｡ 
 

イギリス 一部の地域で実施されている（イングランド、ウェール

ズなど）｡ 
車いすに乗ったままの乗降できること、タラップ（ス

ロープ板）を設置すること、ドアの開閉度･客室の広

さなど｡ 

DDA1995＝障害者差別禁止法に基づいたもの｡ 
一部の地域（英国全体の 12%）では全てのタクシー

にアクセシブル化を義務付けている地域もある（ロ

ンドン市内など）｡ 
※1 PHV: Private Hire Vehicle 
※2 MPV: Multi Purpose Vehicle 
※3 ドア寸法、室内寸法（車いすスペース含む）、ステップ高、ドア、手すり、床面素材、備品類、空調、照明、及び、車いすの安全確保等に関する規格（V-VFS2003:22） 
※4 出典：OECD/ ECMT/ IRU "Economic aspects of taxi accessibility" (2001); "Improving access for taxis" (2007) 
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 各国のアクセシブルタクシーの基準で規定されている車両の主要寸法を表 5.4.4 に示す。 

 
表 5.4.4 各国のアクセシブルタクシーの基準における主要寸法の比較（測定位置は不明） 

各種基準、実車寸法 
乗降口 車いすスペース 

幅 [mm] 高さ [mm] 床面高 [mm], 括

弧内はｽﾃｯﾌﾟ高さ
室内天井高 

[mm] 長さ [mm] 幅 [mm] ｽﾛｰﾌﾟ 大勾配 

EC "Taxis for All Project" (※4) 900 1650 230 1800 1500 － 4.8° 
英国運輸省の研究 (※5) 900 1745 [100] 1825 1440 1300 (※2) 7° 
フランスの実験用基準 (type3) (※6) 800 1400 450 (※1) 1400/1380 1300/1200 750/700 14° 
フィンランド"Invataxi" 800 1450 － 1450 1100 700 4.6° 
スペイン基準（UNE） 700 以上 1300 以下 － 1400 1200 以上 700 以下 10% (約 5.7°) 
ISO ドラフトの推奨事項/ 小値 (※6) 750/700 1400/1200 460 1400/1350 1300/1200 750/700 8°/16° 
LTI (London Taxis International) taxi 780 1350 [208] 370 1407 1168 710 － 

Peugeot E7（ｱｸｾｼﾌﾞﾙﾀｸｼｰ） 745 1270 [230] 
475 1400 1300 800 16° 

Mercedes-Benz Vito（ｱｸｾｼﾌﾞﾙﾀｸｼｰ） 850 1240 490 1350 1400 800 13° 
Fiat（ｱｸｾｼﾌﾞﾙﾀｸｼｰ） 700-800 1300 [120-250] 1400 1200 750 17° 
VW 提案 700 1100 450 (※3) 1230 1200 700 － 
スウェーデン “ユニバーサル” (※7) 800 1400 － 1400 1300 750 15° 

MV-1（※10） 914 1422 152 1151/1481 
(※9)   4.1:1-6:1 

(13.7-9.5°) 
日産 NV200 (※8) 1260 1385 300 1350（HP 位置） 1460 750（HP 位置） 11° 
トヨタ モックアップ 810 1305 350／300 1350   16.5°／14° 
※1 許容される高さの 大値． 
※2 サイドドアから乗降することを想定して，車いす使用者が 90 度回転する場合。 
※3 大床面高は 520mm． 
※4 Oxley, Philip and Stahl, Agneta, “Taxis for All”. Final Report to the Directorate General for Transport, European Commission (2001). 
※5 "The Determination of Accessible Taxi Requirements" PPAD 9/72/87 (UG539) (2004). 
※6 ISO およびフランスの基準ではスラッシュによって推奨値（左）と 低（高）値（右）が併記されている。 
※7 車いす使用者が利用する MPV に対する国内規格。 
※8 2009 年東京モーターショー展示車両のバックドアの寸法。サイドスライドドア（左側）の開口部は、幅 630mm、高さ 1130mm、床面高 485mm [200mm, 300mm] （括

弧内はステップの高さ（1 段目、2 段目）。 
※9 車いす乗車位置の天井高（1 列目座席位置／2 列目座席位置） 
※10 ADA（Americans with Disabilities Act：アメリカ障害者法）の車両ガイドラインに適合しており、米国民間企業（Vehicle Production Group LLC）によって製造される

（http://www.vpgautos.com/）。なお、米国エネルギー省（DOE）は、車いすのまま乗れる圧縮天然ガス自動車の開発と量産を支援するため、VPG に対して 5 千万ドル弱

の条件付き融資を行うと発表した（http://www.energy.gov/news/9820.htm）。 
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6. まとめ 
 本事業では、「地域のニーズに応じたバリアフリー車両の開発」を目標に、平成 20 年度から平

成 22 年度の 3 ヵ年にわたって検討を重ねてきた。また、検討に当たっては、利用者、運輸事業者、

車両製造業者、および学識経験者等からなる検討会を組織し、さらに技術的な側面については検

討会のもとにバスワーキングとタクシーワーキングを編成して検討を行った。3 ヵ年の検討結果

をまとめると以下のようになる。 

 

6.1 バス 
 バスについては路線バス、空港リムジンバス、マイクロバスを対象に検討を行った。また、と

くに路線バスについては早急に対応すべき短期対応課題、3～5 年後を対象とする中期対応課題、

および将来的な目標とする長期対応課題のそれぞれについて検討した。 

 
(1) 路線バス 

① ラッシュ対応仕様ノンステップバスの認定追加 
 平成 20 年度に行った調査において、バス事業者からとくに要望の大きかったノンステップバス

におけるラッシュ時の積み残し対策については、車両後部への乗客移動性を改良したラッシュ対

応仕様を平成 21 年度に設定し、それにもとづく認定車を平成 22 年度初頭より市場投入した。 

 
② 優先席の座席色選定運用方法の徹底 
 平成 20 年度の調査で、バス事業者から指摘のあった座席色選定基準の緩和については、調査の

結果、日本自動車車体工業会が実施している現行の運用方法でも対応可能なことが分かり、この

運用方法についてバス事業者やバス製造業者に徹底を図った。 

 
③ 次期ノンステップバスのイメージ図作成 
 利用者やバス事業者、バス製造業者を対象に行った要望調査の結果をもとに、3～5 年後の適用

を前提とした都市向けおよび郊外向け次期ノンステップバスのイメージ図を平成 20 年度に作成

し、あわせてそれらの妥当性について利用者の確認を得た。 

 
④ 次期ノンステップバスのイメージに対する評価 
 次期ノンステップバスのイメージ図の低床部分を具現化した実物大モックアップを平成 21 年

度に制作し、東京地区で予備評価会を開催した。平成 22 年度には神戸、名古屋、横浜において評

価会を開催し、多くの利用者やバス事業者から意見を収集した。その結果、都市向け、郊外向け

ともに好評であったが、更なる改善を要望する箇所もあり、それらの改善策についても検討した。 

 
⑤ 樹脂製燃料タンクの試作と評価 
 優先席の足元に設置されている燃料タンクを撤去して立ち座りを改善する方策として、平成 22

年度に樹脂製燃料タンクを試作し、それを左側タイヤハウス上に設置する方法を検討した結果、

技術的に可能であることを確認した。さらに、給油スタンドの実態やタイヤハウス上座席の撤去
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可能性についてバス事業者に調査を行った結果、解決すべき課題があるものの運用上でも可能性

が高いことが分かった。 

 
⑥ ノンステップバス走破困難路線の調査 
 将来、低床バスをノンステップバスに一本化できるかどうかを検討するため、平成 21 年度に全

国のバス事業者を対象にノンステップバス走破困難路線の調査を行った結果、ノンステップバス

はもとより依然としてワンステップバスでも走破困難な路線があることが分かった。平成 22 年度

には、走破困難路線の一つとして箱根周辺で走行調査を行ったところ、路線のほとんどはワンス

テップバスで走破可能であったが、一部の局所的な地点で車高アップ装置を作動させる必要があ

った。これらの結果から、ワンステップバスと同等のフロント・リアーオーバーハングを持ち、

かつ車高アップ装置を備えたノンステップバスを開発することにより、ノンステップバス走破困

難路線の多くが解消されるものと期待される。 

 
⑦ 次期ノンステップバスの仕様ガイドライン提案 
 上記③～⑥の調査結果をもとに、3～5 年後を想定した次期ノンステップバスの仕様ガイドライ

ンを提案した。 
 
⑧ 将来目指すべきノンステップバスの検討 
 平成 20 年度の調査で、バス事業者から将来的にはフルフラットノンステップバスを目指すべき

との指摘がなされていたが、フルフラットのイメージが必ずしも共有化されていなかった。そこ

で平成 21 年度には欧州の連節バスの見学会を開催し、さらに平成 22 年度には全国のバス事業者

を対象にアンケート調査を実施した。その結果、バス事業者が望んでいるのは、欧州型のノンス

テップバスではなく段差もスロープもない完全なフルフラットノンステップバスであることが分

かった。このようなフルフラットバスの実現方法の一つとして期待されるのが、神奈川県、慶応

大学、いすゞ自動車等が共同で研究開発を進められているインホイルモーターのフルフラット電

動バスであり、この開発動向に注目する必要がある。 

 
(2) リムジンバス 

 平成 20 年度の調査で、車いす用昇降リフトを備えたハイデッカー型空港リムジンバスが運行さ

れない理由としてリフトが荷物室を大きく占有することが指摘されたが、その後の調査で荷物室

の占有を 小限にとどめた薄型リフトが既に開発されていることが分かった。さらに、平成 22 年

度には現行のリフト付きハイデッカーバスの見学会を開催し、必要スペースや操作時間の調査を

実施した。これらの結果から、実運用に際しての課題は多いが、技術的にはリムジンバスのリフ

ト対応は可能であると考える。 

 
(3) マイクロバス 

 平成 22 年度にマイクロバスを製造している業者を対象に調査を行った結果、既に車いすの搭載

が可能な路線バス仕様のマイクロバスが標準で用意されていることが分かり、それらの仕様をバ



130 
 

リアフリー法の基準と比較したところ、床高さについては基準を満たしていない車両があるもの

の、その他の基準はほぼ満たしていることが分かった。 

 
6.2 タクシー 
6.2.1 乗合タクシー 

 乗合タクシーは、現行の公共交通機関の車両等に関する移動等円滑化整備ガイドライン23では

定義されていないため、新たに車両ガイドライン案を作成した。検討に当っては、高齢者や障害

者だけでなく、一般利用者も乗車できるものとした。 
 車両ガイドライン作成に当っては、既存の車両の改造などによりコストを抑え、普及を優先し

たため、試作車の評価で得られた全ての問題点に対処したものではない。また、路線バスからマ

イクロバスや乗合タクシーへの代替の実態調査では、乗合タクシーを含む車両クラスに対するニ

ーズは非常に高く、今後は高齢者や障害者を含めたより多くの利用者がさらに安全で使いやすい

車両にしていくことが必要である。以下に今後取り組むべき課題をまとめる。 

 
(1) 乗降口 

・ステップ高さ･ステップ間段差 

 補助ステップに脛を打ったり、段差に足をかけて転倒するなどの指摘もあったため、補助ステ

ップやステップ間段差の緩和や解消が必要である。将来的には、ノンステップバスと同様の低床

化も望まれる。 

・手すり 

 高齢者の評価では、下肢の機能低下や障害のために、降車時等に支障をきたす例があった。こ

れらの例では、後向きでの降車をする場合が多く見られた。また、前向きで降車する場合では、

車外まで延びる手すりの要望もあった。これに対しては、足腰の弱い高齢者の動作分析等により

手すりのさらなる改善や、手すりが車外に飛び出す機構の実現性についてコストや法規等の観点

から検討する必要がある。 

 

(2) 座席 

 今回の検討では、比較的近距離で乗車時間が短い使用状況を想定していたが、乗合タクシーの

潜在的ニーズが期待される地方では遠距離で乗車時間が長かったり、山道の走行などの使用が予

想されるため、横向きシートだけでなく前向きシートも含めた「郊外型」などの仕様についても

検討する必要がある。 

 
(3) 衝突安全 

 車いすの固定強度やヘッドレストの車いすへの設置などに関する仕様は今後の課題である。現

在、路線バスへの車いす乗車については、過去の実証結果から 7G 程度の衝突強度が用いられて

いる。一般タクシーや乗合タクシーなどについては、ISO で 20G 相当の衝突強度が規定されてい

                                                  
23 国土交通省総合政策局安心生活政策課監修、交通エコロジー･モビリティ財団発行（平成 19 年 7 月） 
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るが、当該衝突強度では、多くの場合車いす自身が耐えられないこともあり、今後、実証実験等

を踏まえて、衝突強度の標準仕様を策定していくことが望ましい。また、車いす自身の耐衝撃性

能の改善も必要である。 

 

(4) 法規 

 旅客運送事業用自動車に対する保安基準は、過去に大型バスを想定して策定された経緯がある

ため、マイクロバスやコミュータクラスへの適用には必ずしも適切でない部分があると思われる。 

 特に、乗車定員 11 人以上の旅客自動車運送事業用自動車の乗降口の階段は、有効奥行が 300mm

以上必要と定められているが、現在日本国内に存在する定員 11 人～15 人の小型マイクロバスは、

車体構造がワゴン車と同じであり、300mm の確保は非常に困難であることが本検討において明ら

かとなっている。現在、保安基準の特例として、個別に基準緩和を行っており、有効奥行が 300mm

未満でも良いこととされている。今後、過去の緩和事例を調査し、安全性が確認された場合には、

有効奥行等の取り扱いについて検討すべきである。 

 また、本検討会においては、降車ブザーや室内放送装置を設置することが保安基準で求められ

ているが、乗車定員 15 名程度の車両に義務づけることの必然性についても疑問が呈された。今後、

益々ニーズが増加すると考えられるマイクロバスやコミュータクラスの普及のため、保安基準の

緩和措置やガイドライン及び標準仕様への追加が必要である。 

 
6.2.2 一般ユニバーサルデザインタクシー 

 バリアフリー新法では、福祉タクシーが新たに移動等円滑化基準への適合義務の対象となった

が、今後の高齢化の進展や障害者の社会参加の増加を考慮すると、ユニバーサル仕様のタクシー

の登場も期待されている。公共交通機関の車両等に関する移動等円滑化整備ガイドライン24では、

一般ユニバーサルデザインタクシーの車両ガイドラインがまとめられているが、現時点では、該

当する車両が存在していない。このような状況を踏まえ、一般ユニバーサルデザインタクシーの

市場への早期投入と普及促進を図るため、ガイドラインの改定について検討を行った。 
 ガイドラインの改定案の作成では、試作した車両等による評価結果に加え、早期の市場投入の

実現性なども考慮した。高齢者や障害者を含めたより多くの利用者がさらに安全で使いやすい車

両にしていくためには、基本設計など長期的な視野からの検討も必要と思われる。以下に今後取

り組むべき課題をまとめる。 

 
(1) 乗降口 

 乗降口開口部の大きさや地上高の検討では、立体駐車場の利用を考慮した場合における

1,800mm の車両の全高、スライドドアや補助ステップの取り付けスペース、ドライブシャフト（四

輪駆動車の場合）のスペースの確保等、車両を成立させるための技術的な制約を考慮した。しか

し、現状の地上高では、補助ステップの設置によって乗降性は改善されているものの、補助ステ

ップに脛を当てたり、室内ステップとの段差の違いによる転倒も指摘されている。今後は、基本

                                                  
24 国土交通省総合政策局安心生活政策課監修、交通エコロジー･モビリティ財団発行（平成 19 年 7 月） 
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設計からの見直しも視野に入れ、ノンステップバスのような低床化が望まれる。 

 

(2) スロープ板 

 既存のガイドラインで規定されている耐荷重を「300kg 以上」とする場合、強度を確保するた

めには材質をアルミ製から鉄製へ変更する必要があり重量増が避けられない。この場合、乗務員

の負担軽減のための装置（電動等）を新たに加えることも必要になり、コスト増も予想される。

他方、現状のスロープ長（1.2～1.5m）では、車いす使用者本人と介助者が同時にスロープに乗る

ことは想定されず、両者の合計重量がスロープ板（中央）に集中して掛かる状況は考え難いため、

今般のガイドライン案では、車いす利用者の 大重量として想定される 200kg を耐荷重とした。

ただし、今後、スロープの実運用現場において想定外の利用方法が判明した場合には、例えば、

中央部に 200kg（電動車いす相当）と端部（介助者相当）に掛かる荷重との合計で 300kg とする

など、荷重の掛かり方に関する検討が必要である。この場合、今年度実施したような、車いす使

用者を含めた総重量の調査も必要と考えられる。 

 

(3) 床面形状 

 今回の改定案では、事業者及び車いす使用者･介助者による評価結果と、車両の実現性の観点か

ら、車いすの固定スペースの床面の傾斜に関する基準について、水平を原則とするものの、10 度

（約 1/6）まで許容する（水平が望ましい）こととした。しかし、評価では車いす使用者･介助者

から乗車位置の床面の傾斜に対する不安感の指摘や、障害の内容によっては頚部の傾きを極力避

ける必要がある等の意見があったため、今後、さらに水平に近づけることが望まれる。 

 

(4) 車いす固定方法 

 車いすの固定強度については、現在、各社が独自に内規を設け、安全性を確保している状況で

あり、標準的な仕様の策定は今後の課題である。現在、路線バスへの車いす乗車については、過

去の実証結果を踏まえて、7G 程度の衝突強度が用いられている。一般タクシーや乗合タクシーな

どについては、ISO で 20G 相当の衝突強度が規定されているが、当該衝突強度では、多くの場合

車いす自身が耐えられないこともあり、今後、実証実験等を踏まえて、衝突強度の標準仕様を策

定していくことが望ましい。また、車いす自身の耐衝撃性能の改善も必要である。 

 

(5) ユニバーサルデザインタクシーマーク 

 ユニバーサルデザインタクシーとは、「流し営業にも活用されることを想定し、身体障害者のほ

か、高齢者や妊産婦、子供連れの人等、様々な人が利用できる構造となっているタクシー車両」

であり、標準的な車いす使用者も利用できるタクシー車両であるが、このような車両が流し営業

で運行される場合には、車いす使用者等も乗車可能であることが外見で判別可能でなければ、車

いす使用者等が実際に利用することは難しいものと考えられる。 

 従って、外部からユニバーサルデザインタクシーであることが判別できるマーク等をタクシー

車両に表示することができる仕組みが必要である。  
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(6) 認定制度 

 より良いユニバーサルデザインタクシー車両の普及を期待し、現時点で実現可能な、様々な人

にとって利用しやすい構造を有するユニバーサルデザインタクシーの標準的な仕様をガイドライ

ン改定案としてまとめたところであるが、その普及を後押しする観点から、ユニバーサルデザイ

ンタクシーのガイドライン改定案に示された基準を満足する構造を有するユニバーサルデザイン

タクシー車両を認定する仕組みの構築が望まれる。この場合、さらに優れたユニバーサルデザイ

ンタクシー車両の開発促進の観点から、例えば標準的な内容を満足する構造を有する車両は星一

つの認定、より良い構造を有する車両は星二つの認定とする等、車両の構造によって差を設ける

仕組みであることが好ましいと考えられる。 

 また、より良いユニバーサルデザインタクシー車両を普及させる観点から、「(5) ユニバーサル

デザインタクシーマーク」に記したユニバーサルデザインタクシーマークの表示の仕組みにおい

て、認定を受けた車両は表示できるマークを変える等、車両の構造に対する認定制度と表示制度

をリンクさせるアイデアも考えられる。 
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付録 1 バス事業者向けアンケート調査 

 

１．アンケートの目的 
 ノンステップバス標準仕様の見直し、および将来望ましいノンステップバスの姿の検討にあた

り、以下の３項目についてバス事業者各社の見解を確認する。 

 

①座席色選択にあたっての運用ルールの実施状況 

②ノンステップバスの燃料給油口一本化の可能性 

③ノンステップバスの後部床形状に関する要望 

 

２．実施方法 

 日本バス協会より各県のバス協会を通じて調査票（巻末に添付）を各事業者に展開し、各事業者から

の回答書を解析担当の事務局が FAX、郵送、Eメールのいずれかで回収する。 

 

３．実施期間 

 アンケートの展開：2010 年 12 月下旬 

 回収期限：2011 年 1 月 28 日 

 

４．回収結果 

①164 事業者より回答書を回収した。 

②回収データをもとに回答事業者の全保有台数を集計すると約 29,800 台であり、これは日本の全保有台

数のおよそ半数に相当する。 

③保有台数ベースで事業者数を分類すると下図のようになり、小規模の事業者から大規模の事業者まで

満遍なく網羅している。 

 
 

以上の結果から、本アンケート調査結果は日本のバス事業者の見解を十分に反映しているものと言える 

 

５.集計結果 

 集計結果を次頁以降に示す。 
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【座席色の選択にあたっての運用ルールに関する調査】 

質問１．このような運用ルールをご存知でしたでしょうか？ 

 
 

質問２．今後とも、このような運用ルールで対応できるでしょうか？ 

 

 

座席色選定の運用ルールについては、現行のルールを継続して行けば良いと思われる 
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【ノンステップバスの燃料給油口に関する調査】 

質問１．御社では給油口別に何台のバスを保有していますか？ 

 

 

すでに７０％の車両は給油口が左 

 

質問２．御社の給油スタンドの現状と一本化の可能性をお伺いします。 

【自社内で給油スタンドを保有している場合】 

（1)保有給油スタンド数 

 

（２）給油口一本化の可能性 
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【外部の給油スタンドを利用している場合】 

 

 

質問３．給油口が左側に一本化された場合、給油スタンド以外にどのような問題が想定されますか？ 

主な意見 

・給油口が片側だけだと給油待ちの渋滞が生じる  

・車庫内での方向転換が事故の原因になる 

 

給油口の左側一本化の可能性は高いが、「右なら可」への対応と十分なリードタイムが必要 

 

 

質問４．タイヤハウス上の座席を撤去することについて、ご意見をお聞かせください。 

 

 

その他の意見 

 左側の視界が悪化しないか？左右の重量バランスは大丈夫か？左側タイヤの磨耗が大きいのでは？ 

 

 

座席撤去に賛成の意見が多いが、反対も 30％ある。 
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【ノンステップバスの後部床形状を検討するための調査】 

【回答事業者のプロフィル】 

質問１ ノンステップバスの保有台数 

 

質問２ 料金収受方式 

 

 

【現在のノンステップバスについて】 

質問３ 中間段差により車内の乗客移動にどのような支障が生じていますか？ 
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質問４ 中間段差が原因と思われる車内事故は、車内事故全体で何％位でしょうか？  

 

・その事故はどのようなものですか？（代表例を以下に 2～3点ご紹介ください） 

・発進、停車時の躓きや踏み外し 

・後部最前列の乗客が急ブレーキ時に段差部に転倒 

 

 

後部利用率に対する不満はあるが、段差が車内事故の大きな要因にはなっていない 

 

質問５ 本年度よりラッシュ対応仕様のノンステップバス（後部座席 1 人掛け、通路と座席床の段差な

し）が認定車両に追加されましたが、このようなノンステップバスならば乗客移動の支障を解消できそ

うですか？ 

 

 

ラッシュ対応仕様に対する関心はかなり高いと言える 
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【スロープ付きノンステップバスについて】 

質問６ スロープ付きノンステップバスでは、中間に段差がない代わりに通路と座席床間にかなりの段

差があり、これによる車内事故が懸念されますが問題ありませんか？ 

 

質問７ スロープ付きノンステップバスでは、図 2 に示したようにスロープの勾配が急でかつ狭くなる

場合が多く、通路での立席安定性や乗客移動が懸念されますが、これは問題ありませんか？ 

 

質問８ 欧州のノンステップバスでは後向き（向い合わせ）座席もよく見かけますが、日本では支障あ

りませんか？ 
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質問９ 欧州のノンステップバスでは後部に大扉を持ったものもあります。このバスなら後部への乗客

移動に有利な気がしますが、通路がかなり狭く、また車いす用に別途中扉を設ける必要があります。日

本では支障ありませんか？ 

 

・どのような問題が懸念されますか？ 

主な意見 

・中扉の追加は、コスト増、メンテナンス性の悪化に繋がる 

・後部扉は運転士からの安全確認が難しく、無賃乗車の原因にも繋がる 

・通路が狭く乗客移動に支障が生じる 

・座席数の減少 

・バス停の改修が必要 

 

質問１０ このようなスロープ付きノンステップバスへの転換を希望しますか？ 

 

 

現行の段差付きノンステップバスに比べてスロープ付きノンステップバスによる大きな改善効果は

期待していない。また、後部に大扉を持った欧州のスロープ付きノンステップバスを望んでいるわ

けではない。 

 

 



142 
 

【フルフラット型ノンステップバスについて】 

質問１１ フルフラット型ノンステップバスへの転換を希望しますか？ 

 

 

望まれているのは段差もスロープもない完全なフルフラットバスであるが、あくまでも現在の価格と同

等であることが条件 

 

 

【将来のノンステップバスにバスに対するご意見、ご要望】 

主な意見 

・山間部、積雪地帯でも使用可能なノンステップバスの開発（22 事業者から類似意見） 

・一層の低価格化、補助を望む（20 事業者から類似意見） 

・フルフラット化を望む（17 事業者から類似意見） 

・座席数の増加を望む（8事業者から類似意見） 
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座席色の選択にあたっての運用ルールに関する調査 

 現行のノンステップバス標準仕様では、座席色についてはとくに規定されていませんが、握り棒や押しボタン等

と十分な明度差を持たせることが要求されているため、標準仕様ノンステップバス認定要領では座席色として

「青色系」が指定されています。ただし、1色に限定されているわけではなく、「水色」から「紫に近い青」まで幅広

い色の利用が可能となっており、柄を使用することもできます。これらの色や柄は日本自動車車体工業会（車工

会）のJABIA規格に登録され、そのなかから選択できるようになっています。JABIA規格には、すでに下図のよう

な例を含めて216種が登録されており、車工会のホームページから公開されています。さらに、新たな色や柄を

使いたいときには、それらを申請して認定を受ければ使用できるようになっています。 

page 1【濃淡度合い＆図柄】 【優先席認識度合い】

Pes‐1527A

Pes‐1528A

2‐0316‐B
Pes‐1296Q

Pes‐1341A

Pes‐1318A

Pes‐1307A

Pes‐1338A

Pes‐0910B

Pes‐1345A

 

車工会に登録されている座席色の例 

（詳しくは、http://www.jabia.or.jp/content/activity/ns/index.htmlをご覧ください） 

 

 このような運用ルールについては、まだ十分認識されていないことが懸念されますので、今回その運用実態に

ついて調査させていただきます。 

 

質問１．このような運用ルールをご存知でしたでしょうか？ 

   知らなかった 

   あることは知っていた 

   すでに利用している 

 

質問２．今後とも、このような運用ルールで対応できるでしょうか？ 

   問題ない 

   変更が必要（具体的なご指摘を以下に記入してください） 

 

 

 

アンケート調査票 
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ノンステップバスの燃料給油口に関する調査 

 現在、ノンステップバスの給油タンクは優先席の足下に設置されている場合が多く、高齢者や障害者の立ち座

りを阻害している可能性があります。また、 前列のタイヤハウス上の座席は車内事故の原因の一つになって

います。そこで、次期ノンステップバスでは、燃料タンクを樹脂化し、それを下図のように左側のタイヤハウス上

に配置することによって、これらの弊害を解消しようと考えています。そこで、この検討を進めるにあたり、給油口

の現状および左側への一本化の可能性について調査をさせていただきます。 

   

 

【左側のタイヤハウス上に配置する理由】 

①乗客の使い勝手から 

 上図のように手すりを左側のタイヤハウスの周囲に巡らすことが可能となり、入口から優先席まで連続して伝

い歩きができるメリットが生じる。 

②技術的観点から 

 暖房ユニットは構造上燃料タンクとは反対側に配置することになるが、右側に燃料タンクを配置する場合には

暖房ユニットを左側に配置することになり配管を扉の部分に通さざるを得なくなるため、コストや安全面のデメリ

ットが生じる。 

 

【質問】 

質問１．御社では給油口別に何台のバスを保有していますか？ 

①給油口左側：ノンステ          台  ワンステ          台  ツーステ         台 

②給油口右側：ノンステ          台  ワンステ          台  ツーステ         台 

 

質問２．御社の給油スタンドの現状と一本化の可能性をお伺いします。 

【自社内で給油スタンドを保有している場合】 

（１）保有給油スタンド数 

①左側給油専用スタンド          基    ②右側給油専用スタンド           基 

③左右兼用給油スタンド          基 

（２）給油口一本化の可能性 

このなかに樹脂製

燃料タンクを収容 
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   左側であれば一本化されても運用で対応できる 

   右側であれば一本化されても運用で対応できる 

   左側に一本化された場合には給油スタンドの改修、新設が必要（対象スタンド数       基） 

   右側に一本化された場合には給油スタンドの改修、新設が必要（対象スタンド数       基） 

 

 

【外部の給油スタンドを利用している場合】 

   左側に一本化された場合は対応可能 

   右側に一本化された場合は対応可能 

   どちらに一本化されても対応可能 

 

質問３．給油口が左側に一本化された場合、給油スタンド以外にどのような問題が想定されますか？ 

（できるだけ具体的にお聞かせください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問４．タイヤハウス上の座席を撤去することについて、ご意見をお聞かせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。 
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ノンステップバスの後部床形状を検討するための調査 

 現在、ノンステップバスには添付の表に示すような床形状があり、それぞれにメリット、デメリットがあります。我

が国のノンステップバスは、1997 年ごろに中間スロープ付きノンステップバスでスタートしましたが、2000 年ごろ

からは中間段差付きノンステップバスが普及し現在に至っています。ところが 近になって、中間段差をなくして

スロープにする方が良いといった意見や、将来的には段差もスロープもないフルフラットなノンステップバスを目

指すべきとの声も聞かれます。そこで、今後我が国が目指すべきノンステップバスの姿を検討するにあたり、以

下のような質問についてバス事業者のご見解をお伺いさせていただきます。 

（以下の各質問で、該当する選択肢の番号を右側の□に記入してください） 

 

【御社ご自身について】 

質問１ ノンステップバスの保有台数 

①10 台未満  ②10～49 台  ③50～99 台  ④100 台以上 

 

質問２ 料金収受方式 

①前乗り中降り  ②中乗り前降り  ③両方 

 

【現在のノンステップバスについて】 

 現在、我が国のノンステップバスは通路の中間に２段の段差を持つタイプが主流ですが、このような中間段差

付きノンステップバスについてお聞きします。 

質問３ 中間段差により車内の乗客移動にどのような支障が生じていますか？ 

 （頻度が高い順に３つまでお選びください） 

①後部座席が空いているのに利用されない 

②前部の通路は立席で満杯でも後部の通路は空いている場合が多い 

③とくに高齢の方や障害を持った方が後部に行こうとしない 

④乗客から段差に対して不満が出ている 

⑤とくに支障は生じていない 

 

質問４ 中間段差が原因と思われる車内事故は、車内事故全体で何％位でしょうか？  

①5％未満 ②5～10％ ③10～20％ ④20～30％ ⑤30～40％ ⑥40～50％ ⑦50％以上 

 

・その事故はどのようなものですか？（代表例を以下に 2～3 点ご紹介ください） 
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図１ 後部立席拡大車両の例 

・期待できないとする理由はなんでしょう？ 

 

 

 

 

 

【スロープ付きノンステップバスについて】 

 初期の日本のノンステップバスや欧州のノンステップバスの一部では、中間段差がない代わりに通路にスロー

プのついたノンステップバスが見られますが、このようなスロープ付きノンステップバスについてお聞きします。 

  

図 2 後部スロープの例 

 

質問７ スロープ付きノンステップバスでは、図 2 に示したようにスロープの勾配が急でかつ狭くなる場合が多く、

通路での立席安定性や乗客移動が懸念されますが、これは問題ありませんか？ 

 ①とくに心配はない 

 ②あらたな車内事故の要因になるかもしれない 

 ③通路を立席スペースとして利用できなくなる 

 ④段差に比べて乗客移動は改善されそうにない 

質問５ 本年度より図 1 のようなラッシュ対応仕

様のノンステップバス（後部座席 1 人掛け、通路

と座席床の段差なし）が認定車両に追加されまし

たが、このようなノンステップバスならば乗客移

動の支障を解消できそうですか？ 

 ①大いに期待できる 

 ②かなり期待できる 

 ③多少は期待できる 

 ④あまり期待できない 

質問６ スロープ付きノンステップバスでは、中間に段

差がない代わりに図 2 のように通路と座席床間にかなり

の段差があり、これによる車内事故が懸念されますが問

題ありませんか？ 

 

 ①とくに心配はない 

 ②中間段差に比べれば問題は少ない 

 ③中間段差と同じような車内事故が懸念される 
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図 3 後向き座席の例 

 

 

 

図 4 後部に大扉を設けた例 

・どのような問題が懸念されますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

質問１０ このようなスロープ付きノンステップバスへの転換を希望しますか？ 

①多少高くなっても、できるだけ早く導入したい 

②価格が変わらないのであれば導入したい 

③あまりメリットが期待できないので、導入する気はない 

【フルフラット型ノンステップバスについて】 

質問８ 欧州のノンステップバスでは図 3 のよう

な後向き（向い合わせ）座席もよく見かけますが、

日本では支障ありませんか？ 

 

 ①座席が増えるなら後向きでも問題はない 

 ②後向きは乗客に敬遠されるため避けるべき 

質問９ 欧州のノンステップバスでは図 4 のよう

な後部に大扉を持ったものもあります。このバスな

ら後部への乗客移動に有利な気がしますが、通路が

かなり狭く、また車いす用に別途中扉を設ける必要

があります。日本では支障ありませんか？ 

 

 ①むしろ歓迎する 

 ②問題があるため賛成できない 
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 図 5 や図 6 に示すような段差もスロープもないフルフラット型のノンステップバスは理想的と思われますが、実

用化にはなお多くの時間とコストが必要になります。これについてはどのようにお考えですか？ 

  

図 5 欧州で試作されたフルフラットノンステップバス 

  

図 6 日本で開発中のフルフラット電気バス 

 

質問１１ フルフラット型ノンステップバスへの転換を希望しますか？ 

①たとえ価格が数倍になっても、できるだけ早期に導入したい 

②価格が 2 倍程度であれば導入したい 

③価格が今と同じくらいになるまでは導入しない 

④現行のノンステップバスでも、とくに大きな不満はない 

 

【将来のノンステップバスにバスに対するご意見、ご要望】 

 

 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。
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付録 2 次期ノンステップバス低床部モックアップの評価 

１．評価方法 

 次期ノンステップバスの低床部をイメージした実物大モックアップを用いた評価会を神戸、名古屋、

横浜で開催し、一般利用者、車いす使用者、バス事業者等からアンケートまたはインタビューにより

意見を収集した（アンケートおよびインタビュー用紙を巻末に添付）。なお、各評価会会場では、１基

のモックアップを用いて内部の座席、握り棒等を組み替えることにより、都市型ノンステップバスの

低床部と郊外型ノンステップバスの低床部を仕立てた。この組み替え作業には 2 時間程度を要した

ため、必ずしも同一の評価者が都市型、郊外型の両方を比較評価したわけではない。 

 

２．回収結果 

 各評価会会場で得られたアンケートおよびインタビューの回答数は以下の通りである。とくに、神

戸においては「第 10 回スルット KANSAI バスまつり」に参加して評価会を実施したため、一般利用者

からの回答が多く得られている。 

神戸 名古屋 横浜 計

ｱﾝｹｰﾄ ﾊﾞｽ事業者 7 15 8 30 30

一般利用者 0 0 4 4 4(3)

ﾊﾞｽ事業者 7 15 14 36 36

一般利用者 227 3 35 265 262(241)

ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ 車いす使用者、ﾍﾞﾋﾞｰｶｰ使用者 20 3 7 30 24

計 261 36 68 365 356(344)

回収データ数

(　)内はアン
ケート票の裏
面が無記入で
あったデータ
を除いた数

有効
データ数

評価者

郊外型

都市型

 

 
３．集計結果 

 次頁以降に掲載 

 

４．総括的印象 

・都市型、郊外型ともに致命的な指摘はなく、全般的に好評であったと言える。 

・とくに、外開きドアー、巻き取り式ベルトは好評であった。 

・都市型の中央部（中扉付近）に吊り革や握り棒を希望する声が多い。 

・郊外型の２人掛け座席の幅が狭いとの指摘が多い。 

・反転式スロープ板も比較的好評であったが、重い、混雑時には使えないとの指摘あった。 

・スロープ板収納枠の段差（20mm 程度）を指摘する声が多い。 

・車いす使用者は「他人に迷惑をかけたくない」との思いが強く、座っている人に立ってもらわなければな

らないことを大変気にしていた。 
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上段：回答数 下段：回答率（母数：回答者数＝３６） 

１．回答者プロフィル 

①性別 

男 女 

34 2 

94.4 5.56 

 

②年齢 

１０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０以上 

0 1 15 9 10 1 0

0 2.78 41.7 25 27.8 2.78 0

 

③立場 

運転者 運行管理者 車両担当者 経営者 その他 無回答 

1 9 11 1 12 1 

2.78 25 30.6 2.8 33.3 2.8 

 

④ノンステップバス保有台数 

10 台以下 11～100 台 101 台以上 無回答 

3 6 20 7

8.33 16.7 55.6 19.4

 

２．室内の広さについて 

①低床部の広さ 

これで良い もっと広く もっと狭く 

32 3 1

88.9 8.33 2.78

 

②通路、立席スペース 

これで良い もっと広く もっと狭く 無回答 

30 3 2 1

83.3 8.33 5.56 2.8

 

③握り棒 

これで良い 少なすぎ 多すぎ 位置が悪い 無回答 

21 10 0 4 1 

58.3 27.8 0 11.1 2.8 

 

 

都市型 事業者
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④吊り革 

これで良い 少なすぎ 多すぎ 位置が悪い 無回答 

24 8 0 3 1 

66.7 22.2 0 8.33 2.8 

 

⑤外開きドアー 

これで良い 従来の引戸 無回答 

32 2 2

88.9 5.56 5.6

 

⑥座席数 

これで良い もっと増やし もっと減らし 無回答 

20 8 1 7

55.6 22.2 2.78 19.4

 

<コメント> （ ）内の数値は同種意見数 

・中扉前の中央部にも握り棒やつり革が欲しい（５） 

・握り棒が高齢者に使いやすい間隔になっているが右側は少し広すぎ 

・握り棒はもう少し内寄りが良い 

・子供、老人が使えるよう低い位置の握り棒や吊り革が必要 

・左側の吊り革が少ない 

・吊り革の向きは横が良い 

・中扉を乗降口とするなら、機器を置く位置がない 

・地方事業者としては着席を重視し、かつ通路の広さの確保も希望 

・運転席から後部ドアーの安全確認がしにくい 

・ドアーの耐久性が心配 

・外開きドアーは車外にいる人に危険はないか 

・外開きドアーは前にも適応できないか 

 

３．フリースペース 

①フリースペースの広さ 

もっと広く もっと狭く スペース不要 無回答 

10 6 1 19

27.8 16.7 2.78 52.8

 

②跳ね上げ座席 

これで良い 使いにくい 前向が良い 無回答 

22 4 6 4

61.1 11.1 16.7 11.1
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③買い物カートやベビーカー用の固定ベルトについて 

必要 不要 無回答 

34 0 2

94.4 0 5.6

 

④このバスならばベビーカーのまま乗車できるか？  

できる できない 無回答 

31 1 4

86.1 2.78 11.1

 

<コメント> （ ）内の数値は同種意見数 

・利用者からフリースペースの要望多い 

・フリースペースに座席は不要 

・折り畳み椅子は従来のペダル式が良い 

・跳ね上げの操作を軽くすべき 

・跳ね上げやベルト固定は利用者自身が操作できるように工夫 

・跳ね上げの金具がごつい、床の色分けなどの工夫が必要 

・とくにベビーカー用固定ベルトは必要 

・ベビーカー用固定ベルトに不安あり 

・ベビーカーのまま乗車は乗客の少ないときに限定（３） 

・２人用ベビーカーはドアーの広さで乗車不可 

・現状でもベビーカーのまま乗車 

・車いす固定ベルトの巻き取り器がじゃま 

 

４．前向き優先席 

①前向き優先席 

これで良い 横向きが良い 無回答 

26 8 2

72.2 22.2 5.6

 

②座席形状、間隔 

これで良い 問題あり 無回答 

26 5 5

72.2 13.9 13.9

 

<コメント> （ ）内の数値は同種意見数 

・お年寄りには前向きでは立ち座りがしにくそう（３） 

・足を曲げにくい方がおられるため前向きは無理 

・横向きの方が慣れている 



154 
 

・前向きだと窓から日が差すとお年寄りは座席移動するので危険 

・安全性が確保できるなら前向きでもよい（急ブレーキ、急発進、急ハンドル時には横向きの方が安定し

ていると思う） 

・横向きの方がスペース効率が良い 

・燃タンが優先席の下にくるため（３） 

・過去の経験では斜め向きが好評であった 

・座席向きは選択を希望 

・シート間隔が狭い（２） 

・足を固定されている人には２５ｃｍの余裕では無理 

・シートバックを高くし、背後の手すりも高くして欲しい 

 

５．車いすの乗降 

①反転式スロープ板の時間短縮効果 

効果あり 効果なし 無回答 

30 1 5

83.3 2.78 13.9

 

②スロープ板の操作性 

良い 問題あり 無回答 

24 7 5

66.7 19.4 13.9

 

③巻き取り式ベルトの時間短縮効果 

効果あり 効果なし 無回答 

30 2 4

83.3 5.56 111

 

④ベルトの操作性 

良い 問題あり 無回答 

25 4 7

69.4 11.1 19.4

 

⑤２脚分の固定スペースの必要性 

必要 不要 さらに増 無回答 

18 9 1 7

50 25 2.78 19.4

 

<コメント> （ ）内の数値は同種意見数 

・反転式は乗客にどいてもらう必要あり混雑時や多客路線には使えない（５） 
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・スロープ板が重い、取っ手が奥すぎる（６） 

・スロープ板に脱輪防止ガイドが必要（２） 

・スロープ板の車内側の段差が大きい（２） 

・スロープ板の耐久性、変形が心配（２） 

・自由度が大きい点で携帯型スロープ板の方が便利（２） 

・スロープ板が短いためバス停に正着が必要（２） 

・スロープ板や巻き取りの効果には慣れの問題もある 

・巻き取り装置は壊れたとき面倒 

・太いフレームの車いすにも対応できるよう固定のフックはより大きく 

・ベルトが扱いづらい、輪留めを作るべき 

・ベルトを引き出すのに１操作余計に必要 

・ベルトの操作性はいまいち、 

・車いすの方自身が操作できると良い 

・固定装置は確実に固定できるかどうか心配 

・固定装置はハンドル式、フラット式車いすに対応可能か？（２） 

・お客の足下で作業する前側の固定をさらに改善 

・横転防止ベルトも必要では 

・利用機会の少ない車いすスペースはコストアップ（２） 

・座席に座りたい高齢者が多いので１脚分で良い 

・とりあえず車いすスペースは１脚で良い 

・２脚分だと右側給油に対応できない 

・地方では車いす使用者が少ない 

 

６．総合評価 

＜良い点＞ （ ）内の数値は同種意見数 

・車いす乗車時の待ち時間が短縮できるので、反転式スロープ板や巻き取りベルトはぜひ標準化して欲

しい（８） 

・低床部が広い（２） 

・通路幅が広くて降車しやすい 

・体の不自由な人、年配者にとって利用しやすい 

・外開きドアーにより室内が広く、明るくなった（３） 

・今回の改良部分 

・フリースペースの工夫 

 

＜悪い点＞ （ ）内の数値は同種意見数 

・ホイールベースを広くするのは良いが、道路のインフラが追いつくのか？ 

・都市向けだけでなく、田舎向けも欲しい 

・座席定員が少ない 

・法的に解決すべき点もある 
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７．意見 （ ）内の数値は同種意見数 

・後方へ移動しやすいフルフラットタイプを望む（２） 

・後部への移動段差が昇りにくい、スロープの方が良い 

・ノンステは必要だが、全てに車いす対応は必要か？多くの人が着座できるようにすることも必要 

・車いすの乗降数を考慮した設計にならないか？（極端に少ない場合は補助的に対応するとか） 

・車いす乗降の更なる工夫が必要、コストの削減努力をして欲しい 

・排ガス規制強化により動力性能、エンジンの信頼性が著しく低下、経年劣化も懸念 

・整備性にも配慮して欲しい 

・運行事業者コストの高騰から台数確保は難しい 

・車両価格が上がるなら補助金増額が必要（２） 

・補助金を単独補助にして欲しい（本年度は横浜市の予算がなく、やむなくワンステを購入） 

・交通基本法に向け、地域にやさしい取り組みは続けるべき 

・評価結果を車両開発に参考にさせていただきたい 

・車道側の対策も重要 

・バスだけでなく、町全体のバリアフリー化が必要 
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上段：回答数 下段：回答率（母数：設問１‐２は２６２、設問３‐５は２４１） 

１．回答者プロフィル 

①性別 

男 女 無回答 

193 60 9 

73.7 22.9 3.4 

 

②年齢 

１０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０以上 無回答 

19 32 87 73 35 14 1 1

7.3 12.2 33.2 27.9 13.4 5.3 0.4 0.4

 

③バスの利用 

よく利用 ときどき利用 利用なし 無回答 

97 123 36 6

37.0 46.9 13.7 2.3

 

④ノンステップバスの利用 

よく利用 ときどき利用 利用なし 無回答 

101 122 32 7

38.5 46.6 12.2 2.7

 

２．室内の広さについて 

①低床部の広さ 

これで良い もっと広く もっと狭く 無回答 

217 25 7 13

82.8 9.5 2.7 5.0

 

②通路、立席スペース 

これで良い もっと広く もっと狭く 無回答 

219 29 5 8

83.6 11.1 1.9 3.0

 

③握り棒 

これで良い 少なすぎ 多すぎ 位置が悪い 無回答 

195 38 6 12 11 

74.4 14.5 2.3 4.6 4.2 

 

 

都市型 一般利用者 

設問３－５はアンケート票の裏

面に印刷されていたためか、２１

名が未記入であった 
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④吊り革 

これで良い 少なすぎ 多すぎ 位置が悪い 無回答 

186 41 3 17 15 

71 15.6 1.2 6.5 5.7 

 

<コメント> （ ）内の数値は同種意見数 

・車両中央部分に吊り革や握り棒が不足している（同種の意見１９） 

・高齢者や子供用に少し低めのつり革も必要（同種の意見１４） 

 

３．フリースペース 

①フリースペースの広さ 

もっと広く もっと狭く スペース不要 無回答 

122 48 14 57

50.6 19.9 5.8 23.7

 

②跳ね上げ座席 

これで良い 使いにくい 前向が良い 無回答 

165 27 29 20

68.5 11.2 12 8.3

 

③買い物カートやベビーカー用の固定ベルトについて 

使いやすい 使いにくい 無回答 

131 60 50

54.4 24.9 20.7

 

④このバスならばベビーカーのまま乗車できるか？  

できる できない 無回答 

183 25 33

75.9 10.4 13.7

 

<コメント> （ ）内の数値は同種意見数 

・ベビーカーのまま乗車は混雑時には無理（７） 

・ベビーカーは安全上、マナー的にも畳むべき（５） 

・フリースペースの座席をたたんでもらうのは気がひける（４） 

・ベビーカーのまま乗車可の表示が必要（３） 
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４．前向き優先席 

①座席数 

これで良い 少なすぎ もっと減らし 無回答 

138 91 4 8

57.3 37.8 1.7 3.3

 

②座席形状、間隔 

これで良い 幅が狭い 間隔が狭い 無回答 

165 34 25 17

68.5 14.1 10.4 7.1

 

③前向き優先席 

これで良い 横向きが良い 無回答 

182 42 17

75.5 17.4 7.1

 

<コメント> （ ）内の数値は同種意見数 

・座席数が少ない（８） 

・横向きの方が立ち座りしやすく、介助もしやすい（５） 

・座席の背もたれはもっと高い方が良い（３） 

 

５．車いすの乗降 

時間短縮効果 

効果あり 効果なし 無回答 

157 14 70

65.1 5.8 29.0

 

<コメント> （ ）内の数値は同種意見数 

・運転手のほかに周囲の人の介助があると良い（６） 

・反転式スロープ板は乗客が多い場合には使えない（４） 

・反転式は従来のスロープ板に比べて運転士や周りの乗客に危険が大きい（２） 

 

６．総合評価 

＜良い点＞ （ ）内の数値は同種意見数 

・通路や車内が広い（２８） 

・乗降がしやすい（２５） 

・高齢者、障害者、子供への配慮がされている（２２） 

・車いすやベビーカーがそのまま乗車できる（１６） 
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＜悪い点＞ （ ）内の数値は同種意見数 

・座席が少ない（３４） 

・吊り革や握り棒が不足している（９） 

 

７．意見 （ ）内の数値は同種意見数 

・ノンステップバスのさらなる普及に期待する（２１） 

・乗降口だけでなく車内段差の解消が必要（９） 

・後にも扉があると良い（５） 
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上段：回答数 下段：回答率（母数：回答者数＝３０） 

 

１．回答者プロフィル 

①性別 

男 女 

26 4

89.7 13.8

 

②年齢 

１０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０以上 

0 3 9 10 7 1 0

0 10.3 31 34.5 24.1 3.45 0

 

③立場 

運転者 運行管理者 車両担当者 経営者 その他 無回答 

0 5 11 1 11 2 

0 17.2 37.9 3.45 37.9 6.7 

 

④ノンステップバス保有台数：      

10 台以下 11～100 台 101 台以上 無回答 

4 8 12 6

13.8 27.6 41.4 20.0

 

２．室内の広さについて 

①低床部の広さ 

これで良い もっと広く もっと狭く 無回答 

22 5 0 3

75.9 17.2 0 10.3

 

②通路、立席スペース 

これで良い もっと広く もっと狭く 無回答 

24 4 0 2

82.8 13.8 0 6.7

 

③握り棒 

これで良い 少なすぎ 多すぎ 位置が悪い 無回答 

26 0 2 1 １ 

89.7 0 6.9 3.5 3.5 

 

郊外型 事業者
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④吊り革 

これで良い 少なすぎ 多すぎ 位置が悪い 無回答 

23 2 1 2 2 

79.3 6.9 3.45 6.9 6.9 

 

⑤外開きドアー 

これで良い 従来の引戸 無回答 

26 2 2

89.7 6.9 6.9

 

 

<コメント> （ ）内の数値は同種意見数 

・混雑しない路線ならこれでよいかも 

・握り棒の増加は良い、後部座席にも吊り革が欲しい 

・握り棒や吊り革は子供や高齢者が捕まりやすい位置に 

・右側の吊り革をもう少し外に（頭にあたる） 

・握り棒や吊り革は乗客の意見を参考にする必要がある 

・吊り革は標準で三角形が良い 

・外開きドアーは実際に使用してみないと判断できない（故障しやすいイメージがある） 

・外開きドアーは外側への出っ張りが気になる 

・ドアーの動作が遅い 

・ドアーの安全性は？ 

 

３．座席 

①２人掛け優先席 

これで良い １人掛けが良い 横向きが良い 無回答 

20 6 1 3 

69 20.7 3.4 10.3 

 

②車いすスペースの２人掛け跳ね上げ座席 

これで良い １人掛けが良い 無回答 

19 6 5

65.5 20.7 14.3

 

③座席数 

これで良い 減らして良い 無回答 

24 1 5

82.8 3.4 14.3
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④座席形状、間隔 

これで良い 問題あり 無回答 

22 4 4

75.9 13.8 13.8

 

<コメント> （ ）内の数値は同種意見数 

・２掛けが多いため、ラッシュ時の対応が難しい 

・２人掛けでは、奥の座席が使われない場合がある 

・横移動できない方には１人掛けが良い、 

・座席幅が狭い（５） 

・座席間隔が狭い（２） 

・座席のクッションが悪そう 

・横向きの方が立ち座りしやすい 

・１人掛け跳ね上げの方が収納しやすい 

・４人に協力してもらうのは車いす使用者の心的負担が大きい 

・跳ね上げ座席の操作は時間がかかるため、後方の座席は座面を折りたたむだけにできないか？ 

・跳ね上げ座席を跳ね上げたときのガタが多い 

 

４．車いすの乗降 

①反転式スロープ板の時間短縮効果 

効果あり 効果なし 無回答 

28 1 1

96.6 3.4 3.4

 

②スロープ板の操作性 

良い 問題あり 無回答 

24 5 1

82.8 17.2 3.4

 

③巻き取り式ベルトの時間短縮効果 

効果あり 効果なし 無回答 

27 1 2

93.1 3.45 6.9

 

④ベルトの操作性 

良い 問題あり 無回答 

25 3 2

86.2 10.3 6.9
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⑤１脚分の固定スペースの必要性 

これで良い ２脚必要 無回答 

23 5 2

79.3 17.2 6.9

 

＜コメント＞ （ ）内の数値は同種意見数 

・スロープ板は少し重い（２） 

・スロープ板の取っ手がなく不便 

・スロープ板の室内側に２ｃｍの段差（３） 

・石等の噛み付きによるスロープ板収納時の浮きが懸念 

・スロープ板収納の際の乗客の怪我が心配 

・スロープ板の耐久性は？ 

・スロープ板の張り出しが大きく危険（スロープでなく乗降口が路面まで下がる方式が良い） 

・反転式の操作性良好 

・前方のベルトをさらに工夫しないと時間短縮につながらない 

・固定ベルトは手間がかかりすぎる 

・固定がもっと楽にならないと車いす使用者は気を遣い利用しにくい 

・とくに後方の固定作業が窮屈のため工夫が必要 

・ハンドル式車いすは固定できない 

・公共性を考えると車いすスペースは２脚分必要（２） 

・路線にもよるが一般にはこれで OK 

 

５．総合評価 

＜良い点＞ （ ）内の数値は同種意見数 

・低床部の広さ（３） 

・座席数が多い 

・スロープ板、固定装置の改良により時間短縮が可能（４） 

・外開きドアーにより乗口が広い 

・タイヤの小径化によるタイヤハウス上座席高さの低減、低床部の拡大、 

・運転手による操作性が高まっている 

・ローコストで実現性は高い 

・空いている路線には良い 

 

＜悪い点＞ （ ）内の数値は同種意見数 

・車いす 重点はあまり良くない 

・次世代型を謳うほど画期的なものではなかった 

・この種の外開きドアーだと段差がある場所で一般の人が乗る際に掴るところがない 

・外開きドアーの開口部があまり取れていないため、メンテナンスを考えると疑問 

・車内外とも道路スペースを取りすぎるため、追突の危険が高い 

・ラッシュ時には不満が出そう 
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６．意見 （ ）内の数値は同種意見数 

・後部段差の解消（３） 

・中扉の車両は従来型（後扉？）に比べて乗車定員が減るため、対応に苦慮 

・全ての車いすに対応できる固定装置の開発、ベルト装着用フックなど車いす側の対応指導 

・座席定員の増加を望む 

・いままでより、よくできている 

・標準仕様は細かすぎる、事業者にもっと裁量を 

・電車のようなラッシュ時の座席たたみ 

・身体の不自由な人が不安を感じず気軽に乗降できるバスを考えるべき（当社では内蔵型昇降装置を研

究開発中） 

・ノンステップバスは全ての人に優しいバスとして今後も必要 

・使用頻度を考えると装備に金をかけられないことは理解できるが、もっと格段に使いやすくならないと・

「使えないバス」のままで終わりそう 

・バス以外のバリフリ化 

 

 

 



166 
 

上段：回答数 下段：回答率（母数：回答者数＝１８） 

 

１．回答者プロフィル 

①性別 

男 女 

15 3

83.3 16.7

 

②年齢 

１０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０以上 無回答 

3 2 3 2 5 1 1 1

16.7 11.1 16.7 11.1 27.8 5.5 5.5 5.5

 

③損傷部位 

脊椎 下肢 全身 無回答 

7 4 6 1

38.9 22.2 33.3 5.5

 

④車いすの種類 

電動大型 電動小型 手動 その他 

6 6 5 1

33.3 33.3 27.8 5.56

 

⑤ベルトフックの装着性 

容易 困難 不可能 無回答 

16 0 1 1

88.9 0 5.56 5.5

 

⑥ノンステップバスの利用状況 

よく利用 ときどき 利用しない 無回答 

10 3 3 2

55.6 16.7 16.7 11.1

 

⑦現在の固定方法  

３点＋人 ３点人なし 横ベルト 輪留め 固定なし その他 無回答 

1 1 5 6 4 0 1

5.56 5.56 27.8 33.3 22.2 0 5.5

 

 

車いす使用者

＜試乗したモック＞ 

都市型 郊外型 

13 5

72.2 27.8
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２．スロープ板 

①広さ 

問題なし やや狭い 狭すぎ 無回答 

17 0 0 1

94.4 0 0 5.5

 

②角度 

問題なし やや急 急すぎ 無回答 

16 1 0 1

88.9 5.5 0 5.5

 

③滑り難さ 

問題なし 滑りそう 無回答 

14 3 1

77.8 16.7 5.5

 

④転倒の不安 

感じない やや不安 不安 無回答 

15 2 0 1

83.3 11.1 0 5.5

 

＜コメント＞ （ ）内の数値は同種意見数 

・車内側の 後の段差がきつい（３） 

・雨の日に金属部分が滑りそう（２） 

・脱落防止があるとベター 

 

３．車いすスペース 

①スペースへのアプローチ 

問題なし 問題あり 無回答 

13 4 1

38.2 22.2 5.5

 

＜問題ありの理由＞ 

・定位置への誘導がスムーズにできない（同行の介助者の談） 

・スペースに入れない（大型シニアカーの場合） 

・入り口左のスタンションの下をえぐると良い 
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②スペースの位置 

問題なし 他の位置 無回答 

15 2 1

83.3 11.1 5.5

 

＜希望する位置＞ 

・前の方（回答者は歩行も可） 

・左側の方が運転手から見えやすい 

 

③スペースの広さ 

これで良い 狭い 問題あり 無回答 

14 2 0 2

77.8 11.1 0 11.1

 

＜問題ありの理由＞ 

・圧迫感あり 

・スペースに入りきれない（この方の車いすは 大級のため、郊外型ではギリギリで収まった） 

 

④欧州の背もたれ板式後向き固定 

賛成 反対 無回答 

6 10 2

33.3 55.6 11.1

 

＜反対の理由＞ （ ）内の数値は同種意見数 

・前向きが良い（２） 

・視界が後方（３） 

・車酔いしそう（２) 

・背後に自由度がない 

・視線が気になる 

・車いすからズリ落ちそう 

・慣れの問題かもしれない 

・一般席にも後向きがあるなら良い 

 

４．固定装置 

①不安感 

なし 不安 無回答 

15 1 2

83.3 5.56 11.1
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＜不安の理由＞ 

・この固定では後方への回転は抑制できないので、後方に転倒防止の板が欲しい 

（この方の車いすは重心がかなり後方で、容易にキャスター上げが可能） 

 

②時間短縮の期待 

大いに期待 多少期待 期待できないし 無回答 

16 0 0 2

88.9 0 0 11.1

 

＜コメント＞ 

・どの車いすにでも対応できるなら、この方式で良い 

・名古屋市で装備しているような横ベルトも必要ではないか 

 

５．意見・要望 （ ）内の数値は同種意見数 

・運転手によって対応が変わる、経験不足（３） 

・運転士に無視される 

・気を遣わなくてすむようにして欲しい 

・運転手が気付いてくれないので、（バス亭に？）何かサインが欲しい 

・１度乗ったが２度と乗りたくなかった、これなら乗りたい。 

・今回新型固定装置の早期導入を望む 

・車いすスペースには座席を設けないで欲しい（高齢者に立ってもらうのは申し訳ない） 

・スムーズに乗れるよう、車いすスペースの座席は常時跳ね上げが良い 

・車いすスペースには手すりが不可欠 

・車いすスペースは２台が基本 

・３代目のスペースが欲しい 

・より大きなスペースの確保（現状のバスでは収まらない） 

・整理券箱の高さも車いすに合わせて欲しい 

・STS はハイヤー扱いのため、車庫初料、乗降介助料を取られ、しかも大型タクシー料金 

・乗車できる入り口が限られる（鉄道の場合） 
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上段：回答数 下段：回答率（母数：回答者数＝６） 

１．回答者プロフィル 

①性別 

男 女 

3 3

50 50

 

②年齢 

１０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０以上 

0 2 4 0 0 0 0

0 33.3 66.7 0 0 0 0

 

③お子様の年齢 

１歳未満 １～２歳 ２～３歳 ３歳以上 

2 4 0 0

33.3 66.7 0 0

 

④ベビーカーの種類 

Ａ型 Ｂ型 ＡＢ兼用型 簡易バギー 

3 2 1 0

50 33.3 16.7 0

 

⑤ノンステップバスの利用状況 

よく利用 ときどき 利用しない 

1 4 1

16.7 66.7 16.7

 

２．現在の乗車方法 

①乗車方法 

畳む 畳まない 状況による 

5 1 0

83.3 16.7 0

 

②不快な経験 

なし あり 

3 3 

50 50 

 

ベビーカー使用者用

試乗したモックは全員都市型 
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＜ありの内容＞ 

・重い 

・乗ること自体に躊躇 

・気を遣う 

 

３．ベビーカーのままでの乗降性 

①スロープ板を使用しない場合 

容易 多少きつそう 困難 

1 4 1

16.7 66.7 16.7

 

②スロープ板を使用場合 

容易 多少きつそう 困難 

6 0 0

100 0 0

 

４．フリースペース 

①フリースペースの必要性 

必要 必要なし 

5 1 

83.3 16.7 

 

②ベビーカーのまま乗車することに対する不安 

感じない 不安 

2 4 

33.3 66.7 

 

＜理由＞ 

・混雑時に周囲から白い目で見られそう 

 

５．意見・要望 

・ノンステップバスが増えて欲しい 

・折りたたむ気遣い、気疲れ 
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次世代ノンステップバスに関するアンケート 

 国土交通省では、都市向けの次世代型ノンステップバスとして、さまざまな利用者を想定した

以下のような仕様を検討しています。 

 

 

ここに展示してあるのは、このバスの低床部分の実物大模型です。ぜひバス事業者のお立場から、

忌憚のないご意見をお願いします。＜以下、該当する選択肢に○をつけてください（複数可）。ま

た、意見があればコメント欄に記入してください＞ 

 
１．回答者ご自身について 

①性別： 男性  女性 

②年齢： １０代  ２０代  ３０代  ４０代  ５０代  ６０代  ７０代以上 

③お立場： 運転者  運行管理者  車両担当者  経営者  その他（         ） 

④御社のノンステップバス保有台数： １０台以下  １１～１００台  １０１台以上 

 

２．室内の広さについて 

このバスの低床部は現行のノンステップバスに比べて広くなっています。また、より広い車内

を確保するため外開きドアーを採用しています。このような室内についてはいかがでしょうか？ 

①低床部の広さ： これで良い  もっと広くして欲しい  もっと狭くて良い 

②通路、立席スペース： これで良い  もっと広くして欲しい  もっと狭くて良い 

③握り棒： これで良い  少なすぎる  多すぎる  位置が悪い（理由をコメント欄に） 

④吊り革： これで良い  少なすぎる  多すぎる  位置が悪い（理由をコメント欄に） 

⑤外開きドアー： これで良い  従来の引戸が良い 

⑥座席数： これで良い  もっと増やして欲しい  もっと減らして良い 

コメント 

 

 

３．フリースペースについて 

このバスには車いす使用者、ベビーカー使用者、買い物用カート使用者など、さまざまな利用

者を想定してフリースペースを設けてあります。これについてはいかがでしょうか？ 

都市型 事業者用

裏につづく
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①フリースペースの広さ： もっと広く  もっと狭くて良い  フリースペース不要 

②跳ね上げ座席： これで良い  使いにくい（理由をコメント欄に）  前向き座席が良い 

③買い物カートやベビーカー用の固定ベルトについて： 必要  不要（理由をコメント欄に） 

④このバスならばベビーカーのまま乗車できるでしょうか？： できる  できない 

コメント 

 

 

４．前向き優先席について 

 優先席は着座時の安定性を考慮して前向き座席にしてあります。いかがでしょうか？ 

①前向き優先席： これで良い  横向きが良い（理由をコメント欄に） 

②座席形状、間隔： これで良い  問題あり（理由をコメント欄に） 

コメント 

 

 

５．車いすの乗降について 

車いす使用者の乗降性を改善するため、簡単に設置できる反転式スロープ板や迅速に固定でき

る巻き取り式ベルトを用いてあります。これについてはいかがでしょうか？ 

①反転式スロープ板： 時間短縮効果あり  効果なし（理由をコメント欄に） 

②スロープ板の操作性： 良い  問題あり（理由をコメント欄に） 

③巻き取り式ベルト： 時間短縮効果あり  効果なし（理由をコメント欄に） 

④ベルトの操作性： 良い  問題あり（理由をコメント欄に） 

⑤２脚分の固定スペースの必要性： 必要  不要（理由をコメント欄に）  さらに増すべき 

コメント 

 

 

 

６．総合評価 

このような次世代型都市向けノンステップバスの感想をお聞かせください。 

（良い点） 

 

 

（悪い点） 

 

 

７．ご意見 

ノンステップバス全般わたって、ご意見やご希望をお聞かせください。 

 

 

 

 
これで終わりです。ご協力ありがとうございました。
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次世代ノンステップバスに関するアンケート 

 国土交通省では、郊外向けの次世代型ノンステップバスとして、できるだけ多くの座席を確保

した以下のような仕様を検討しています。 

 

 

ここに展示してあるのは、このバスの低床部分の実物大模型です。ぜひバス事業者のお立場から、

忌憚のないご意見をお願いします。＜以下、該当する選択肢に○をつけてください（複数可）。ま

た、意見があればコメント欄に記入してください＞ 

 
１．回答者ご自身について 

①性別： 男性  女性 

②年齢： １０代  ２０代  ３０代  ４０代  ５０代  ６０代  ７０代以上 

③お立場： 運転者  運行管理者  車両担当者  経営者  その他（         ） 

④御社のノンステップバス保有台数： １０台以下  １１～１００台  １０１台以上 

 

２．室内の広さについて 

このバスの低床部は現行のノンステップバスに比べて広くなっています。また、より広い車内

を確保するため外開きドアーを採用しています。このような室内についてはいかがでしょうか？ 

①低床部の広さ： これで良い  もっと広くして欲しい  もっと狭くて良い 

②通路、立席スペース： これで良い  もっと広くして欲しい  もっと狭くて良い 

③握り棒： これで良い  少なすぎる  多すぎる  位置が悪い（理由をコメント欄に） 

④吊り革： これで良い  少なすぎる  多すぎる  位置が悪い（理由をコメント欄に） 

⑤外開きドアー： これで良い  従来の引戸が良い 

コメント 

 

 

３．座席について 

 できるだけ多くの座席を確保するため、優先席および車いすスペース部の折り畳み座席を含め

ほぼ全ての座席を２人掛けとしてあります。これについてはいかがでしょうか？ 

郊外型 事業者用

裏につづく
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①２人掛け優先席： これで良い  １人掛けが良い  横向きが良い（理由をコメント欄に） 

②車いすスペースの２人掛け跳ね上げ座席： これで良い  １人掛け跳ね上げのほうが良い 

③座席数： これで良い  もっと減らして良い 

④座席形状、間隔： これで良い  問題あり（理由をコメント欄に） 

コメント 

 

 

４．車いすの乗降について 

車いす使用者の乗降性を改善するため、簡単に設置できる反転式スロープ板や迅速に固定でき

る巻き取り式ベルトを用いてあります。これについてはいかがでしょうか？ 

①反転式スロープ板： 時間短縮効果あり  効果なし（理由をコメント欄に） 

②スロープ板の操作性： 良い  問題あり（理由をコメント欄に） 

③巻き取り式ベルト： 時間短縮効果あり  効果なし（理由をコメント欄に） 

④ベルトの操作性： 良い  問題あり（理由をコメント欄に） 

⑤１脚分の固定スペース： これで良い  ２脚分必要（理由をコメント欄に） 

コメント 

 

 

 

 

５．総合評価 

このような次世代型郊外向けノンステップバスの感想をお聞かせください。 

（良い点） 

 

 

（悪い点） 

 

 

６．ご意見 

ノンステップバス全般わたって、ご意見やご希望をお聞かせください。 

 

ノンステップバス全般わたって、ご意見やご希望をお聞かせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

これで終わりです。ご協力ありがとうございました。



176 
 

 

次世代ノンステップバスに関するアンケート 

 国土交通省では、次世代型ノンステップバスとして、「さまざまな利用者を想定した都市型」と

「できるだけ多くの座席を確保した郊外型」の２種類を検討しています。ここに展示してあるの

は、下図に示す都市型の低床部分の実物大模型です。ぜひお乗りいただいて率直なご意見をお願

いします。 

 

 

＜以下、該当する選択肢に○をつけてください（複数可）。また、意見があればコメント欄に記入

してください＞ 

 
１．回答者ご自身のことについてお伺いします 

①性別： 男性  女性 

②年齢： １０代  ２０代  ３０代  ４０代  ５０代  ６０代  ７０代以上 

③バスの利用状況：よく利用する  ときどき利用する  あまり利用しない 

④ノンステップバスの利用状況：よく利用する  ときどき利用する  あまり利用しない 

 

２．室内の広さや握り棒についてお伺いします 

このバスの低床部は現行のノンステップバスに比べて広くなっています。また、より広い車内

を確保するため外開きドアーを採用しています。このような室内についてはいかがでしょうか？ 

①室内の広さ： これで良い  まだ狭い  もっと狭くて良い 

②通路： これで良い  狭すぎる  もっと狭くて良い 

③握り棒： これで良い  少なすぎる  多すぎる  位置が悪い（理由をコメント欄に） 

④吊り革： これで良い  少なすぎる  多すぎる  位置が悪い（理由をコメント欄に） 

コメント 

 

 

 

３．フリースペースについてお伺いします 

このバスには車いす使用者、ベビーカーを利用する人、買い物用カートを持った人など、さま

都市型 利用者用

裏につづく
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ざまな方が利用できるフリースペースを設けてあります。これについてはいかがでしょうか？ 

①フリースペースの広さ： もっと広く  もっと狭くて良い  フリースペース不要 

②フリースペースの跳ね上げ座席： これで良い  使いにくい  前向き座席が良い 

③買い物カートやベビーカー用の固定ベルト： 使いやすい  使いにくい 

④このバスならベビーカーのまま（畳まないで）乗車できるでしょうか？ 

  できる  できない（理由をコメント欄に） 

コメント 

 

 
 
４．座席についてお伺いします。 

 反面、座席は少なめになっています。また、着座時の安定性を考慮して優先席を前向きにして

あります。これについてはいかがでしょうか？ 

①座席数： これで良い  少なすぎる  もっと減らして良い 

②座席形状、間隔： これで良い  幅が狭い  間隔が狭い 

③前向き優先席： これで良い  横向きが良い 

コメント 

 

 

５．車いす使用者への対応についてお伺いします。 

 車いす使用者の乗降が迅速に行えるように、ワンタッチで引き起こせる反転式スロープ板や巻

き取り式ベルトを用いるなどの工夫がしてあります。これについてはいかがでしょうか？  

 迅速な乗降が期待できる  あまり効果は期待できない（理由をコメント欄に） 

コメント 

 

 

６．総合評価 

このような次世代型都市向けノンステップバスの感想をお聞かせください。 

（良い点） 

 

 

（悪い点） 

 

 

７．ご意見 

ノンステップバス全般わたって、ご意見やご希望をお聞かせください。 

 

 

 

 
これで終わりです。ご協力ありがとうございました。
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次世代ノンステップバスに関するアンケート 

 国土交通省では、次世代型ノンステップバスとして、「さまざまな利用者を想定した都市型」と

「できるだけ多くの座席を確保した郊外型」の２種類を検討しています。ここに展示してあるの

は、下図に示す郊外型の低床部分の実物大模型です。ぜひお乗りいただいて率直なご意見をお願

いします。 

 

 

＜以下、該当する選択肢に○をつけてください（複数可）。また、意見があればコメント欄に記入

してください＞ 

 

１．回答者ご自身のことについてお伺いします 

①性別： 男性  女性 

②年齢： １０代  ２０代  ３０代  ４０代  ５０代  ６０代  ７０代以上 

③バスの利用状況：よく利用する  ときどき利用する  あまり利用しない 

④ノンステップバスの利用状況：よく利用する  ときどき利用する  あまり利用しない 

 

２．座席についてお伺いします 

 このバスでは、できるだけ多くの方に座っていただけるよう、優先席および車いすスペースの

ところの折り畳み座席を含めほぼ全ての座席を２人掛けとしてあります。これについてはいかが

でしょうか？ 

①２人掛け優先席： これで良い  １人掛けが良い  横向きが良い 

②車いすスペースの２人掛け跳ね上げ座席： これで良い  １人掛け跳ね上げのほうが良い 

③座席数： これで良い  もっと減らして良い 

④座席形状、間隔： これで良い  問題あり（理由をコメント欄に） 

コメント 

 

 

 

 

郊外型 利用者用

裏につづく
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３．通路や握り棒についてお伺いします 

①通路： これで良い  狭すぎる  もっと狭くて良い 

②握り棒： これで良い  少なすぎる  多すぎる  位置が悪い（理由をコメント欄に） 

③吊り革： これで良い  少なすぎる  多すぎる  位置が悪い（理由をコメント欄に） 

コメント 

 

 

 

４．車いす使用者への対応についてお伺いします。 

 車いす使用者の乗降が迅速に行えるように、ワンタッチで引き起こせる反転式スロープ板や巻

き取り式ベルトを用いるなどの工夫がしてあります。これについてはいかがでしょうか？  

 迅速な乗降が期待できる  あまり効果は期待できない（理由をコメント欄に）   

コメント 

 

 

 

５．総合評価 

このような次世代型郊外向けノンステップバスの感想をお聞かせください。 

（良い点） 

 

 

（悪い点） 

 

 

６．ご意見 

ノンステップバス全般わたって、ご意見やご希望をお聞かせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これで終わりです。ご協力ありがとうございました。
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☆☆☆車いす使用者にはアンケートではなく直接インタビューしてください☆☆☆ 

１．回答者プロフィル 

＜インタビュアー＞まず回答者ご自身のことについて伺います。 

①性別： 男性  女性 

②年齢： １０代  ２０代  ３０代  ４０代  ５０代  ６０代  ７０代以上 

③損傷部位： 脊椎  下肢  その他（                       ） 

④車いすの種類： 電動大型  電動小型  手動  その他（             ） 

  ＜所見＞ベルトフックの装着性： 容易  かなり困難  装着不可能 

⑤ノンステップバスの利用状況：よく利用  ときどき利用  あまり利用しない 

⑥現在の固定方法：３点ベルト式（人ベルトつき）  ３点ベルト式（人ベルトなし）  

 横ベルトのみ  輪留めのみ  とくに固定しない  その他（            ） 

 

２．スロープ板 

＜インタビュアー＞このバスでは、ワンタッチで引き起こせる反転式スロープ板を採用してあり

ます。これについては、いかがでしょうか？ 

①広さ： 問題なし  やや狭い  狭すぎ 

②角度： 問題なし  やや急  急すぎ （試行時のニーリング： あり  なし） 

③滑り難さ： 問題なし  滑りやすそう 

④転倒の不安： とくに感じない  やや不安  大いに不安（理由：           ） 

 

３．車いすスペース 

＜インタビュアー＞つぎに、車いすスペースについて伺います。 

①スペースへのアプローチ： 問題なし  問題あり（理由：               ） 

②スペースの位置： 問題なし  他の位置がよい（具体的に：              ） 

③スペースの広さ： これで良い  狭い  問題あり（理由：              ） 

④欧州の背もたれ板式後向き固定： 賛成  反対（理由：                ） 

 

４．固定装置 

＜インタビュアー＞固定装置には巻き取り式ベルトを採用してあります。いかがでしょうか？ 

①不安感： とくになし  不安（理由：                         ） 

②時間短縮の期待： 大いに期待  多少期待  期待できない（理由：          ） 

 

５．その他 

＜インタビュアー＞車いす使用者のお立場からバス利用に対して意見や要望があれば聞かせてく

ださい。 

 

 

 

 

試乗： 都市型  郊外型 車いす使用者用 

これで終わりです。ご協力ありがとうございました。
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☆☆☆ベビーカー使用者にはアンケートではなく直接インタビューをしてください☆☆☆ 

 

１．回答者プロフィル 

＜インタビュアー＞まず回答者ご自身のことについて伺います。 

①性別： 男性  女性 

②年齢： １０代  ２０代  ３０代  ４０代  ５０代  ６０代  ７０代以上 

③お子様の年齢： １歳未満  １～２歳  ２～３歳  ３歳以上 

④ベビーカーの種類： Ａ型  Ｂ型  ＡＢ兼用型  簡易バギー  その他（     ） 

  最大幅：   ㎝、 最大長さ：   ㎝  （実測、可能ならば写真も） 

⑤ノンステップバスの利用状況：よく利用  ときどき利用  あまり利用しない 

 

２．現在の乗車方法 

＜インタビュアー＞現在、バスに乗るときはどのようにされていますか？ 

①乗車方法： 畳む場合が多い  畳まない場合が多い  状況による（          ） 

②不快な経験： なし  あり（                            ） 

 

３．ベビーカーのままでの乗降性（都市型のみ） 

＜インタビュアー＞このバスにベビーカーのまま乗り降りすることは可能でしょうか？ 

☆☆☆実際に以下の条件で乗降していただいて感想を聞いてください☆☆☆ 

①スロープ板を使用しない場合： 容易  多少きつそう  困難 

②スロープ板を使用した場合： 容易  多少きつそう  困難 

 

４．フリースペース（都市型のみ） 

＜インタビュアー＞このバスでは、ベビーカーのまま乗車できるようにフリースペースを設けて

います。これについてはいかがでしょうか？ 

①フリースペースの必要性： 必要  とくに必要としない（理由：           ） 

②ベビーカーのまま乗車することに対する不安 

  とくに感じない  不安（理由：                         ） 

 

５．その他 

＜インタビュアー＞子育てされているお立場から、バスに対して意見や要望があれば聞かせてく

ださい。 

 

 

 

 

 

ベビーカー使用者用試乗： 都市型  郊外型 

これで終わりです。ご協力ありがとうございました。
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付図 5.1 ユニバーサルデザインタクシー（試作車両）に関するアンケート用紙（一般利用者）
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付図 5.2 ユニバーサルデザインタクシー（試作車両）に関するアンケート用紙（一般利用者）（つづき）
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付図 5.3 ユニバーサルデザインタクシー（試作車両）に関するアンケート用紙（事業者）
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付図 5.4 ユニバーサルデザインタクシー（試作車両）に関するアンケート用紙（事業者）（つづき）
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付図 5.5 ユニバーサルデザインタクシー（試作車両）に関するアンケート用紙（車いす使用者･介助者）
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付図 5.6 ユニバーサルデザインタクシー（試作車両）に関するアンケート用紙（車いす使用者･介助者）（つづき）
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付図 5.7 ユニバーサルデザインタクシー（試作車両）に関するアンケート用紙

    （車いす使用者･介助者）（つづき） 
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付録 4 一般ユニバーサルデザインタクシーガイドライン改定案における車い

す固定スペースの寸法の計測方法 
 
 これまでに行ってきた試作車両やモックアップによる評価結果に加え、早期の市場投入

の実現性なども考慮し、ガイドライン改定案では、車いすの固定スペースに関する規定を

を以下のようにした。 

 

「車いすを固定するスペースは、長さ 1,300mm 以上、幅 750mm 以上、高さ 1,350mm 以上

（1,400mm以上）とする。寸法の測り方は別途規定する。」（斜体は望ましい内容） 

 

以下に、車いす固定スペースの寸法の計測方法を示す。 

 

 JIS の車いす規格で規定された寸法基準点を中心に、標準的な車いすが乗車でき

る、長さ 1300mm 以上、幅 750mm 以上、高さ 1350mm 以上（1400mm以上）の空

間が確保されていること。寸法基準点は、標準的な乗車における位置とする。（斜

体は望ましい内容） 

 

1300 750

1350

10
90

基準点 基準点

 
 

付図 4.1 車いす固定スペースの寸法の計測方法（図中の数字は、JIS T9201（手動

車いす）及び JIS T9203（電動車いす）で規定された最大値。斜体はガイドライン

改定案で規定された値（単位は[mm]） 
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付録 5 平成 20 年度～平成 21 年度報告書の目次 
 
 本事業は、平成 20 年度より開始されている。以下に、平成 20 年度、及び、平成 21 年度報告書

の目次を示す。なお、各年度の報告書等は、下記 URL よりダウンロード可能となっている。 

http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000003_1.html 
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