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第１章　総　　括

　本報告書は平成２０年度のプロジェクト「都市モビリティの主役となる次世代バスシステムの
提案」での研究成果をとりまとめたものである。
　このプロジェクトは、都市のバス輸送に着目し、交通計画、交通経済、機械工学などの枠を
超えた学際的な集団で議論をする中で、新しい可能性につながる論点を見出すことを狙って企
画されたものである。２年間での研究を想定していたが、研究の継続は学会から認められず、
単年度でまとめざるを得なくなった。結果として成果は必ずしも十分にまとまってはいないが、
プロジェクトの終了に際して報告書として出版することにした。
　プロジェクトの参加メンバーは、交通計画を専門とする土木工学分野の研究者、車両に詳し
い機械工学分野の研究者、都市デザインに詳しい建築系分野の研究者、環境問題に造詣の深い
民間企業の研究者からなっており、ブレーンストーミングも兼ねたディスカッションと収集さ
れた海外事例に関する討議を重ねてきた。それらの中から、本報告書では、海外事例の考察を
中心として、トロリーバスや下水汚泥バイオガス利用のバスなどエネルギーの問題、車両設計
にかかる問題、さまざまな交通手段との連携の問題、街路など都市デザインとの連携の問題な
どを中心に議論した結果をとりまとめた。以下では、これまであまり紹介されていない北欧諸
都市でのバスの動向、公営事業から方向転換をし地域の開発戦略と連携したバス事業を行って
いるカナダのバンクーバーの事例の紹介、わが国ではすでに都市内輸送としては消滅している
トロリーバスの可能性の検討、車両設計の点での海外の新しい動きと課題、乗降方式の問題点
と工夫の可能性、車内レイアウトや付加的サービスの可能性、福岡をケーススタディとした都
市デザインとバスシステムの統合的なデザインの可能性、について、それぞれプロジェクトメ
ンバーが執筆した。
　報告書全体としての総括の章を末尾に用意せず、以下でプロジェクトとしての結論をまとめ
ておく。
　都市のバス輸送のあるべき姿は、これまでも交通計画や交通経済の分野の専門家が数々提言
してきている。その方向性に異を唱えることはないが、現在注目を集めている LRT あるいは路
面電車がヒューマンスケールで街中に溶け込み得るのと同様に、バスも同じくヒューマンスケ
ールで街中に溶け込み得る可能性がある。しかしながら、現在の、特にわが国のバスにはそれ
を阻む要素がいくつかあり、その克服とあわせた提案が必要となる。1 年間の研究会での討議で
わかってきたことは、動力源についての可能性、乗り降りしやすさの可能性、一体的な設計の
可能性である。電気での走行については、LRT に比べれば安価なトロリーバスの可能性がある
こと、バイオガスとしての下水汚泥活用など新しい燃料の可能性もあることなど、動力源の可
能性は技術革新とともにまだまだ大きいといえる。乗り降りのしやすさについては、車両の設
計での工夫と運賃収受ルール、関連する法制度の見直し、バス停の設計などを一体的に考える
ことで、高齢者や身障者にやさしいだけでなく、バス停での停車時間を節約できる可能性があり、
それがバスシステム自体の性能にも影響し得ること、街路空間の設計や沿道の街並みの設計と
バス停、バス車両、バスのシステム自体の設計を一体的に考えることで、バスの魅力や街の魅
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力を相乗効果的に高めることができること、などを明らかにすることができた。最後の点につ
いては、まちづくりの観点からいえば、バスだけ良くなればよい、ということではなく、歩行
者空間、自転車の走行空間、駐車空間、自動車の走行空間と駐車空間、そしてそれぞれの利用
料金や、限られた空間での優先順位の管理などを総合的にデザインする、筆者がモビリティデ
ザインと称しているような考え方に向かっていく上でも重要な知見を得たと考えている。
　これからの課題としては、事業者、運転士集団、市民、行政の意識に踏み込んでいき、バス
を改善し、街を魅力的にする戦略についての具体化や実験などをあげることができる。いずれ
かの機会に再度これらの課題に取り組んでいきたいと考えている

プロジェクトリーダー　中村　文彦（横浜国立大学）
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第 2 章　都市モビリティの主役となる次世代バスシステムの提案

2. 1　はじめに

　わが国の都市交通の実態を観察すると、多くの都市において、路線バスは生き残っているも
のの、都市の中の主役にも、まちづくりの主役にも成りえていないことは、明らかである。一
方で、多くの都市で、環境問題、高齢化問題、そして交通安全問題などの課題を克服するべき、
将来に向けて交通システムを改善していくことが求められている。その中心にあるのは、必ず
しも自動車ではなく、人の移動であり、それはモビリティという言葉で表現できるものであろう。
　次世代の都市において、モビリティを考えた場合、今の都市交通のシステムがどう変わって
いくべきなのだろうか、という大きな命題のもと、バスという乗り物にはどういう可能性があ
るのか、そしてその可能性を実現するためには何が必要なのか、考えてみる機会を得た。旧態
依然たるバスという乗り物に未来はもうないのかというのが興味の発端である。都市交通のシ
ステムについては、土木工学分野に位置する交通計画の学問でも、経済学分野に位置する交通
経済の学問でも論じられている。都市のバス輸送についても決して多くはないが研究の蓄積が
ある。さらに、交通計画と交通経済の間での学際的な議論の成果もいくつかある。
　しかしながら、都市のバスというのをそれだけで捉えるのはまだ十分ではなく、車両として
のバス、まちづくりの中のバスという視点を加える、具体的には、機械工学そして建築学を加
えて学際的な議論を重ねていった上での提案をめざす。
　都市のバス輸送に関連するこれまでのキーワードとしては、モータリゼーション、超高齢化・
福祉、環境問題深刻化、事業者努力不足、規制や制度の問題、需要予測、マーケティング、事
業評価といったものをあげることができよう。一方で、それらに対して不足している議論、あ
るいはバスが主役たるための要件として考えるべき視点としては、使い勝手や環境性能も含ん
だ意味での車両、交通システムの中のひとつの要素として、まちづくりの中の１つの要素とし
て、といったことをあげることができる。また、都市のバス輸送に関連する最近の提案として、
BRT そして DRT をあげることができる。
　例えば BRT をとりあげてみても、数多くの議論がされている。都市交通の中での BRT につ
いて言えば、①高価な軌道系システムに代替し、既存資源を有効利用でき不確実性に対応でき
るという点で有利なバスを活かしたシステムであること、② BRT が都市の軸たるための要件と
してのそもそものバスシステム、関連する道路の設計と運用のこと、沿道の空間構成や開発整
備のこと、③ BRT を軸とした都市交通戦略を展開する際に環境負荷低減という目標の確認、役
割分担の明確化、現行制度との整合の整理が課題となっていること、④計画段階、運営段階、
運行段階を分けて考えた際に、海外のほぼすべての先行事例で、計画段階での行政主導がみら
れること、⑤運営段階のける行政と事業者の関係は多様で、路線あるいは地区ごとに契約をベ
ースに管理するロンドン型から、従来の運営体系には触れずに、BRT のみ行政と既存事業者連
合を連携させているジャカルタ型までさまざまであること、⑥運行段階でのサービスの質の保
証のために、リアルタイム情報（システムとデータを行政側が保有している）を管理するシス
テムを用いて監視する方法や、顧客満足度調査に類するものを行政側が実施する方法、契約更
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新時の条件としてサービスの質の保持を加える方法があること、福祉政策や情報技術活用との
連携が課題で具体的にはスペシャルトランスポートとどう連携および役割分担をすすめるか、
IC カード技術をどう活用するかといった論点があること、などが知られている。
　さて、以上の議論をもとに、本研究では、４つの切り口を設定した。ひとつめは車両の環境
性能である。具体的には電気駆動の可能性を中心に代替燃料の議論を行う必要がある、ふたつ
めは車内での過ごし方である。車内の設計もそうだが乗降時の問題が大きく、運賃収受が論点
の中心になる。みっつめは、まちづくりの一要素という視点での課題である。いわゆるアーバ
ンデザインの中にバスがおさまるのかどうか、あるいはまちの装置としてバスは成立するのか
どうかという点になる。最後は、関連する方々の意識という問題である。市民の意識、誇り、
事業者、職員の意識、誇りといった点が課題になる。
　本稿では、これらの切り口に基づいてプロジェクト内で検討をしていった内容のうちから、
ある程度のまとまりを得たものとして、電気駆動や代替燃料の可能性、運賃収受の改善、集中
的投資による幹線バス輸送、の３つの提案をとりまとめた。電気駆動のバスの項のうちのトロ
リーバスの話題、運賃収受方法の課題については、それぞれ他章で詳細な検討がされているので、
本稿では概略的な考え方をまとめて提案のかたちで述べた。

2. 2　提案１：電気駆動や代替燃料の可能性

　ディーゼルエンジンで走行するバスは、環境負荷の点でも、地域の大気汚染の点でも、そし
て利用者が感じることのある臭いの点でも問題があった。これに対する代替案として、一時的
には日本の都市部でも存在していたトロリーバスを再活用あるいは進化させる考え方、新技術
を用いて電気駆動を取り入れる考え方、電気駆動ではないが燃料を変更する考え方、の３通り
を提案する。
　トロリーバスは、道路上に設置された架線から集電して運行するバスで、わが国では無軌条
電車と定義されている。バスでありながら、架線がはずれると運行できないこともあり、都市
部では路面電車と同じように煙たがられ、さらにメンテナンスコストなどの理由から、わが国
では短命に終わっている。しかしながら海外ではそうではない。東欧諸国、中国そして北朝鮮
などで現在でも活躍している例が多い。ただし、これらは古い技術をそのまま残しているよう
に見受けられ、本研究でめざしている次世代のバスとなり得るとは言いがたい。いわゆる先進
国をみると事例は多くないが、既存のトロリーバス路線を廃止することなく積極的に活用して
いる事例がいくつかある。
　スイスのチューリヒでは、トラム中心の公共交通ネットワークの中に数路線のトロリーバス
が延長にして５４ｋｍあり、それらはトラムに変更することなくトロリーバスのまま保持され、
輸送容量確保のため３連節車両の投入や、トラム同等の車内情報提供装置の装備などが行われ
ている。
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図 2―1：チューリヒのトロリーバス路線図

 
図 2―2：チューリヒのトロリーバスの３連節車両
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図 2―3：チューリヒの３連節バス車両内の乗り継ぎ案内装置

　フランスのナンシーでは、在来からあったトロリーバスの車両代替の際に、都心部分のトラ
ンジットモール化を実施するとともに、1 本軌道に跨りゴムタイヤで走行する TVR という技術
を導入した。都心部分で停留所での乗降を重視する区域では軌道上を、郊外部分では軌道なし
で走行するシステムとして運行し、都心部では軌道によって存在感を強調し、郊外では走行の
自由度を享受している。なお TVR は架線がなくても走行できる予備エンジンを搭載している（チ
ューリヒの３連節トロリーバスにも予備エンジンは存在している）。ナンシーでは、あわせて都
市全体の交通戦略を立案し、公共交通の位置づけをより明確にしていることも特徴的である。

 図 2―4：フランスのナンシー市の都心部トランジットモールを走行する TVR
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図 2―5: フランスのナンシー市の郊外部無軌道区間を走行する TVR

　以上の２都市以外にもフランスのリヨンやカナダのバンクーバーでは、トロリーバス路線ネ
ットワークを保持し、適宜車両やシステムの更新を継続して行っている。これらの都市の状況
からは、トロリーバスをトラムなどに代替させるコストとそれによる社会的な便益の増分を比
べるとトロリーバスを保持することが費用効果的であるという共通の判断があったものと推察
される。新規に路線網を拡大するには至らないものの、車両を更新することは可能であったと
いえる。
　なお、トロリーバスについては、国際公共交通連合（UITP）も強い関心を有しており、トロ
リーモーションという国際会合を開催している。２００８年はスイスのチューリヒで開催され
ており、筆者も出席した。会議では、最新型のトロリーバス車両の展示や各地の事例報告がな
され数百人の参加者を得ていた。

図 2―6：トロリーモーション会議で展示されていた新型トロリーバス車両
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　新技術での電気駆動としては、具体的にはハイブリッド車両や、バス停ごとに充電するよう
なバスシステムをあげることができる。ハイブリッド車両については、いくつかのパターンが
ある。ニュージーランドのクライストチャーチで導入され、わが国でも輸入車両が東京都心部
で運行されているが、軽油から発電する仕組みのバスは、コストに問題があるもののすでに実
用化されている。詳細な技術は異なるものの、オランダのアイントホーヘンで走行しているフ
ィリアスと呼ばれるバスシステムも同等である。この種のバスは、車両コストの課題があるも
のの技術的に完成しているものと言え、今後の普及が強く期待されるものである。なお、バス
停ごとに充電する、いわば架線レスのトロリーバスのようなシステムは中国にて試行されてい
る。

図 2―7：オランダのアイントホーヘンのフィリアス

 

図 2―8：オランダのアイントホーヘンのフィリアス
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　代替燃料については、ブラジルの多くの都市でバイオ燃料を用いている例などが知られるが、
環境の面で興味深いのはスウェーデンのストックホルムの事例である。これは、下水汚泥から
バイオガスを生成するもので、車両の概観は圧縮天然ガスのバス車両と似ている。ストックホ
ルムの場合は、下水処理工場から専用パイプラインでバス車庫まで燃料を輸送し、そこで充填
している。二酸化炭素排出の点では電気駆動や燃料電池（水素）と遜色なく、窒素酸化物など
局地的な大気汚染の点でもほとんど差がないと言われている。ヒアリングによれば車両コスト
は若干かかるものの、直接および間接の効果は大きく、ストックホルム市では今後、これまで
のエタノール車両を順次バイオガスに置き換えていく予定である。ちなみにストックホルム市
では軽油による路線バス車両はすでに消滅している。

 
図 2―9：燃料別の二酸化炭素と局地大気汚染の影響についての概念図

 

図 2―10：スウェーデンのストックホルム市のバイオガスバス（１５ｍ車両）
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図 2―11：スウェーデンのストックホルム市の下水処理工場とバスの車庫

2. 3　提案 2：運賃収受の改善

　わが国では、路線バスだけではなく路面電車でも同じ問題が存在するが、現状では車掌のい
ない車両の場合、全乗客が運転士の前を通る義務を有し、結果として乗降に時間を要する、車
内に椅子を多く設置できない、混雑時に密度が不均質になる　等の問題が発生している。
　改善提案としては、いわゆる信用乗車方式、車外収受方式、車掌の復活といったことをあげ
ることができ、いずれも検討に値する提案と言える。
　信用乗車方式については、路面電車あるいは LRT を取り上げた多くの研究において、すでに
十分に紹介、提案されている方式なので、本稿では詳細には取り上げない。罰金制度の導入に
より、トータルコストを下げることができる点が重要である。車外収受方式は、バス停側に装
置が必要となる。ブラジルのクリチバ市では、幹線バス輸送と、拠点間を直結する直行バス輸
送において、停留所に係員を配置する方式を採用している。在来の車掌付バスに比べて、高頻
度路線あるいは停留所間隔の開いている路線ではコストダウンになるとともに、乗降時間の短
縮によるコストダウンも大きいと推測される。車掌の復活に関しては、鉄道の事例になるが福
井県のえちぜん鉄道のように、高齢者や不慣れな利用者が多く、混雑の少ないオフピークに車
内アテンダントとして乗車させ各種案内やサポートを行う仕組みを取り入れ、ラッシュ時は信
用乗車方式とする併用型の運用が現実的といえる。
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図 2―12：ブラジルのクリチバ市の車外運賃収受バス停（チューブバス停）

 

図 2―13：ブラジルのクリチバ市のチューブバス停全景
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2. 4　提案 3：集中的投資による幹線バス輸送

　これについては、すでに古くから言われており、国際交通安全学会の研究でも以前筆者が参
加して 1991 年の受託研究にて成果として報告されている。今回の調査研究では、これまでわが
国で知られていない事例として、デンマークのコペンハーゲン市の A バスを取り上げた。
　コペンハーゲン市は、1980 年代まで欧州の多くの都市同様に公営交通によってバス事業を営
んできた。市内には地下鉄はあるもののすでに路面電車はなく、一方で、都心の歩行者専用区
域は十分に機能していた。バス事業は、他の例に漏れず、経営的に行き詰まり、1989 年に公営
事業者は破綻し、市役所の道路関連部局の管理となった。市役所がサービスの戦略、路線の計
画を立案し、路線ごとに入札を行う仕組みを導入した。その後 1990 年代になって、大胆な路線
改編戦略を開始した。その後 2007 年には組織体制をさらに変更し、MOVIA という自治体保有
の管理組織を立ち上げた。
　路線改編戦略では、全体の都市圏路線網の中から、A バス、S バス、E バスを重点路線とし
て抽出し集中的な投資を行ったことが特徴的である。A バスは、市内路線の最重要な６路線の
名称で、この６路線については、高頻度運行 ( 日中でも５分以内間隔 )、全バス停でのバス接近
表示設置（あと○分でバスが来ることを表示）、バス車両およびバス停デザインの塗装差別化が
行われている。S バスは郊外と都心を結ぶ幹線バス、E バスは S バスを補完する朝夕ピーク時
のみ運行する路線バスである。S バスと E バスも塗装で差別化されている。

図 2―14　デンマークのコペンハーゲンの A バス（前後に赤塗装部分）
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図 2―15　デンマークのコペンハーゲン市の A バスの路線図

図 2―16　デンマークのコペンハーゲン市の A バスのバス停と接近表示

（バスがいるので０分になっている）
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　A バスについては、定時性の確保を最優先課題としており、バスロケーションシステムデー
タの解析による道路交通改善を PDCA サイクルのようなかたちで継続的に行っている。例えば、
特定の区間について長期間にわたって所要時間データを収集し、図２のような集計を行い、特
定の区間の特定の方向においてバスの速度が遅い ( 所要時間がかかる ) ことを確認した後、現地
踏査およびシミュレーション解析によって、バス停の改良、交差点の改良、信号現示の見直し、
車線運用など交通規制の見直しなどを実施する。見直し提案例は図３に示す。従前は、バス運
営を市役所の道路交通管理部局が行っていたため、このプロセスについては透明性に若干の問
題があったようだが、市役所の道路交通管理部局と、バス運営の管理組織を分離することによ
って、このプロセスの透明性が向上している。現在では、国内４０以上の自治体で共同保有し
ている MOVIA 社が、上記の分析と道路交通管理改善の要求を行い、各自治体の担当部局がそ
れに対応するかたちとなっている。
　導入にあたっては社会実験を実施する場合もある。図４は路線番号４のとある区間での交通
運用の変更にかかる社会実験の告知板である。バスの速度が著しく低い区間を２つにわけ、片
方の区間では、車線を減らしてバス停部分には突出バス停（テラスバス停）を取り入れ、もう
一方の区間では、バス以外の車両の進入を禁止する運用を３ヶ月間試行する実験である。
　日本での社会実験と異なり、周到な準備という状況ではなく、現地では多くの混乱がみられ、
それが収束し道路利用者が受け入れていくかどうかが実験の最も重要な評価指標となるようで
ある。

 
　

図 2―17　バスロケーションシステムデータの解析例（北方向のバスの遅れが際立つ）
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図 2―18　バスロケーションシステムデータ解析に基づく道路交通改善提案例

　　　　（バス停、交差点改良、信号改良のポイントが示されている）

図 2―19　道路交通改良運用社会実験の告知板



ー 16ー

　なお、今回の調査研究では、幹線的なバス輸送については、輸送量を十分に確保した後に軌
道系に代替していく、という動きもカナダで伺うことができたので、ここで触れておく。
　ひとつは、オタワ市である。オタワ市では、トランジットウェイと称するバス専用道路ネッ
トワークを整備してきたが、混雑している都心部においては、それを軌道系、具体的には LRT
に置き換える動きがあり、政治的には正式に決定している。

図 2―20：オタワ市の LRT 計画区間 ( 図中赤線 )
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東洋大学太田勝敏教授提供資料より）

図 2―21：オタワ市の LRT 提案イメージ（左が現状、右が将来想定 CG）

　もうひとつの事例が同じカナダのバンクーバーである。1990 年代終わりに導入された BRT
路線の１路線について、需要の増大、冬季オリンピック開催に向けた交通体系の再整備、空港
アクセスの強化などの理由から、高架軌道に代わることとなり、道路拡幅をして整備した中央
走行バス専用道路も姿を消した。
　カナダのこの２つの都市にみられる、潔いともいえるシステム変更への動きは、むしろバス
の柔軟性を象徴する歴史的な事実として受け止めることができる。
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図 2―22：カナダのバンクーバー市の BRT 路線（左縦桃色）と新規軌道線（同赤色）

 

図 2―23：バンクーバー市の従前のバス専用道路
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図 2―24　バンクーバー市の軌道系工事区間

2. 5　おわりに

　本稿では、次世代のバスへの提案として、電気駆動や代替燃料の可能性、運賃収受の見直し、
そして幹線的輸送について取り上げた。調査研究で取り上げ本稿で紹介した海外事例をみる限
り、カナダの２都市のように需要がさらに増大する動きの場合は例外として、バスはまだまだ
新しい技術を取り入れる可能性のある交通機関であり、少なくとも現在バスが存在している場
面では、それを活かしながら次の世代のモビリティのニーズに対応し、環境や福祉などの社会
的要請に応えていく可能性は十分にあるといえる。ただし、それが政策の方向として選ばれれ
ばの話である。流行に逆らう必要はなく、また流行に乗っていく必要もなく、都市においても
っとも効果的かつ市民に受け入れられるかたちで交通体系を変えていく動きの中で、バスの可
能性が適切に理解され、取り入れられていくことが必要といえる。
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第 3 章　海外の電気バスについて

3. 1　はじめに

　排ガスが発生しない電動走行のバスは、国内においても、最近検討が加速されつつあるが、
主として欧州において、すでに一定の実用化が図られている。電動走行を実現するには、主と
して①架線から電力を車輌に供給するシステム（所謂トロリーバス）、②二次電池から電力供給
を図るシステム（電池式電気バス）の２つに大別できる。
　①は、比較的大型の車輌化が可能であり、複数の都市で路線バスとして利用されている。また、
②は車輌重量と搭載可能な二次電池量及びそれらの結果として生じる走行距離の限界から、小
型の車輌（日本のコミュニティーバスのクラス）に適用されている。ここでは、これらの状況
について筆者の得ている情報を中心に纏めるが、必ずしも、最新の状況を反映しているとは言
えないこと（情報を取得した時期が数年前のものもあるため）、また事実関係においても、現地
で筆者が得た情報を含んでいるため、あくまで参考情報であることをご留意願いたい。

3. 2　欧州における電気バス利用の背景

　欧州では、近年、大都市における自動車交通の見直しが成されており、自動車の流入規制、
バス専用レーンの設置、新型トラム（LRT）の建設などが進められている。内燃機関を有する
自動車の環境負荷、或いは、公共性の視点で、自治体がモーダルシフトを図る政策が日本よりも、
より主体的、システマティックに進められており、こういった環境が経済的な原理では導入が
難しいと思われるバスというモビリティの領域にも一定の電動化が進んでいる要因になってい
る。
　例えば、イタリアのローマでは、市内中心部の歴史観光地区においては、50 台以上の小型電
気バスが導入されているが、その背景には、中心部の歴史地区１．５平方ｋｍを排ガスの出ない
公共交通のみ走行できるような空間とするローマ市の施策が背景にある。こういった、行政サ
イド（特に自治体）の強い意志と施策の展開が、容易に採算性を取り難い公共交通（バス）事
業において、電気バスの導入を比較的早くから実現できた背景にあるといえる。以下、このよ
うな事例について、イタリアの首都・ローマ市（一部トリノ市）とフランス第 3 の都市・リヨ
ン市について紹介する。

3. 3　ローマ市の電気バス

　ローマ市交通局（ＡＴＡＣ）は、20 以上のバス系統と６つのトラム、２つの地下鉄を有している。
まず、市内に導入されている小型電気バスは、イタリア
製の Tecnobus 社製の Gulliver と呼ばれる長さ約 5.3 ｍ
の車輌であり（平成 17 年時点でのデータ）、旧式の鉛電
池を搭載しているタイプである。現在、日本の自動車メ
ーカー等が小型自動車向けに導入を図っているリチウム
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イオン電池に比べると、世代の異なる旧式のものであり、操作場において、午前中の運行終了
後に、電池ごと満充電された別のものに交換する作業を行っており、電池の保守管理を含めて
相当手がかかるようであるが、自動車が進入できない観光地区エリアを含め、スイスイと走行
する姿は、すでに完全に市民権を得ているといっても過言ではなかろう。

　ローマ市の小型バスが、やや旧式であるのに対し、北イタリアのトリノ市では、同じ鉛電池
を利用しているものの、非接触式のインダクティブ充電方式の小型バスが数年前から実用化さ
れている。車輌は、イタリアの Cassiamali 社製の ELFO と呼ばれているもので、全長 7.5 ｍと
ローマのものよりやや大きく、日本のコミュニティバスとほぼ同サイズである。バスターミナ
ルを含む、循環ルート（約 10 ｋｍ）に導入されており、バスは１周する毎に約 20 分程度の充
電を繰り替えして運行する。非接触式のため、車輌側とバスターミナル（操車場内）の道路の
地中に２つのコイルを設置する必要があり、充電効率の向上のためのコイル間距離の短縮、位
置あわせなどが必要となる。

　運営はトリノ交通局（GTT）が行っているが車輌価
格だけでなく、非接触充電設備を含めるとかなりの費
用がかかる。
　トリノ冬季五輪が開催されるなどが、導入の背景に
あったようだが、その後、積極的に本システムの導入
を図っているようにも見えないことから、システム全
体としての経済性運用性などは課題かもしれない。日
本においても最近、同じような方式（電池などは異な
る）が検討されている。

　ローマ市には、路線バスに連節方式を主体とするト
ロリーバスも導入されている。前述した市が主導する
バスの電化政策に伴い、過去に廃止したトロリーバス
を復活させることを決定、ローマ中央駅（テルミニ駅）
からの片道 11km の路線への導入を決定した。車両は
輸送力を確保するために２連節とし、中央駅周辺は２
次電池を用いて無架線で走行する新規のハイブリッド
型トロリーバスを、ポーランドのソラリス社から導入することにした。2005 年３月から営業運
転を開始し、ニッケル水素電池を用いた無架線走行は、中央駅から片道 1.6km の区間で現在も
実施されている。
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3. 4　リヨン市のトロリーバス

　リヨン市は、フランスのなかでも、システマティックに環境負荷の低い公共交通を主体的整
備を図っている都市の代表格と言って良いだろう。地下鉄、ＬＲＴ（新型路面電車）、トロリー
バスなどにより、市民の公共交通移動の 7 割以上が、電化されている。
　リヨンには、古くからトロリーバスが走行していた経緯があるが、現在、３つの路線に（約
29km）113 の車輌が投入されている。この新型トロリーバスは、そのデザイン性（室内外含め）
から、かなりＬＲＴを意識したものとなっている。車輌は、Irisbus 社製の Cristalis と呼ばれて
いるもので、単車もあるが、輸送力を誇る２連節タイプが主流である。
　このような、連節型のトロリーバスは、LRT に及ばない
輸送力（大体１日５万人以下の需要）として、基幹的交通
システムとしての一役を担っており、バス停も LRT 同様、
民間によるデザインを採用、広告収入による運営費用の
補完も実施されている。路線計画の立案等は Sytral という
組織が管轄、運営事業は民間に委託する方式がとられてい
る。

3. 5　まとめ

　以上、欧州の状況を中心に、すでに運行されている路線バスにおける電気バスの事例を紹介
した。いずれも、自治体の都市部における環境負荷削減、道路空間における公共交通及び人の
移動の優先化を図る政策を背景にしていることは、日本との対比という意味で、現状、かなり
意識の相違があるように思える。
　二次電池を利用した小型バスの EV 化は、欧州において、少なくとも、ここ 10 年程度は一般
の小型車よりも実用化が目立った時期であったといえる。自治体の政策に加え、技術的にも走
行区間が限られるバスの運行には、二次電池の性能を克服し得る可能性があったからと言え、
運行の採算性のみに特化した議論を行わないという条件のもとには、最近の二次電池の性能向
上と今後の価格低下を考えると、小型バスを中心に普及の可能性はあると思える。いずれにし
ても、マーケットの大きな一般小型車での EV の普及が、こういった小型電気バスの普及にも
欠かせない条件になると思われる。
　また、日本では、過去の遺物として捉えられているトロリーバスが再評価され、新規に導入
する自治体も出てきていることも注目される。さらには、車両の高機能化が進み、LRT と競合
するようなシステムも導入されつつある。LRT に比べると、導入コストはかなり低減されるた
め、環境負荷やコストの面では、連節トロリーバスも面白い存在と言えるだろう。架線がプラス、
マイナスの２本になるなどの課題はあるが、少なくとも、欧州では、建物からのスパン線の利用、
電灯と架線の共用化などの工夫により、景観上は殆んど問題視されていない。一部、二次電池
等による無架線走行も可能になってきており、これも技術の進歩により、将来、無架線区間を
より長くすることも可能と思われる。

以上
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第 4 章　日本の路線バス車両の現状と展望
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　4. 1　はじめに

　わが国の路線バスは 1970 年代のピークから輸送人員、台数とも減少の一途をたどり、最近で
はピーク時の 1/4 程度にまで減少している。これはマイカーの増大の裏返しであり、規制緩和
もあり、地方の過疎バスは危機に瀕しているとも言える。一方で、マイカーを持たない人々に
とっては、バスは重要な移動の足であり、それなりの役割を担っている部分も少なくない。コ
ミュニティバスやディマンドバスが各地で取り入れられている一方、車両面でも低床化・バリ
アフリー化が進み、2000 年のバリアフリー法制定後は、原則全ての新車が車いす対応のバリア
フリーとなっている。低床ノンステップバスが 1997 年に登場して以来、12 年が経過し、初期の
車両が廃車になりはじめている時期を迎え、さらなる改良に向けての取り組みも始まっている。
　本稿では、日本のバスの低床化を振り返り、海外の動向を紹介して、今後にむけての展望に
ついて述べていく。

4. 2　ノンステップバスの経緯

　日本のバスの低床化は、1970 年頃からスタートして、いくつかの試作形式の後、1973 年から
一般低床バス（床高 80cm 程度）の普及が始まった。その後は、都市低床、小径タイヤの採用等
を経て、1986 年から車両前半部をワンステップ（床高 63cm 程度）とした車両が登場した。その後、
東京都の呼びかけで、特殊な足回りを使った本格ワンステップ車（床高 55cm 程度）が 1991 年
に登場したが、コスト高により導入は限られた。1992 年には、西鉄の依頼で、中型ワンステッ
プバスを延長したワンステップ車（床高 58cm。のちに 53cm）が開発され、安価のため各地で
採用された。前半部をワンステップとした簡易ワンステップ（京急型とも呼ばれる）は、1996
年頃から各社で展開され、床高 53-55cm 程度のカタログモデルとして、各地で普及した。
　ノンステップ車については、1986 年に三菱が名鉄向けにプロトタイプを開発、数社で少数採
用例がある。これは前半部をノンステップとしたものであり、従来型の車体を用いたため、明
かり取りの窓を付加する等、試作車然としている。車いすでの乗降を前提としたものではなく、
単に低床による乗降性向上を目指したものであり、欧州でノンステップ車が本格普及をはじめ
る以前に、日本でノンステップ車が走り出していたことは特筆すべきである。
　本格ノンステップ車の登場は 1997 年 3 月であるが、その数年前から、欧州を視察した市民グ
ループの活動や、当時の運輸省の人にやさしいバスのプロジェクト、輸入車代理店による欧州
のノンステップバスの輸入と各地での試走など、色々な取り組みがなされていた。
　国産のノンステップ車は、当初 2 社、少し遅れて残り 2 社が発売した。いずれも、ドロップ
アクスルという特殊な車軸を用いた本格的なもので、3 車種は欧州に見られたエンジン横置き、
アングルドライブを採用していた。初期の車両は、利用者等から好評であったが、価格が高く、
特別車としての位置づけであった。
　98 － 99 年には、従来型の車軸を用いた簡易ノンステップ車や中型バスのノンステップ車が追
加され、価格の低下ならびに普及拡大に貢献するようになった。しかしながら、高価格という
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点が、問題点として指摘され、2000 年頃から、仕様の標準化の動きが加速した。国交省では、
標準仕様の策定を行い、それに適合したものへ補助金を出すようなスキームを構築し、運用を
はじめた。価格の低減、コストパフォーマンスの点から、中型バスを延長したような 2.3 ｍ幅の
ノンステップ車も 3 社から用意されるようになった。
　2000 年の交通バリアフリー法の制定で、路線バス車両には車いす対応が義務付けられ、ノン
ステップ・ワンステップに限定されるようになり、また 2005 年にはノンステップバスの標準仕
様が一段とレベルアップされた。こういう動きに伴い、中扉までノンステップ低床である簡易
ノンステップ車だけが普及版として市場に残るようになっている。

4. 3　海外の動向

　海外では、特に欧州でレベルアップが顕著であり、90 年代の初めの第 1 世代の後、ノンステ
ップ車専用の車体構造とした第 2 世代が 2000 年頃から登場し、さらに、最近は構造・仕様のレ
ベルアップ、ならびにハイブリッドなどの装備を有する第 3 世代となってきている。このほか、
北米やアジア地域でも、ノンステップ化は進み、北京五輪があった中国では、急速に、ハイブ
リッドや電気のノンステップバスが大量導入されている。
　ここでは、欧州の最近のバスショーの展示車から、トピック的な車両をいくつか紹介する。
図 4-1 はハイブリッド車の例で、ボルボ車。ハイブリッドに関しては、日本メーカが先行した
が、最近になって、欧州各社からモデルが発表されている。3 割程度の燃費改善がうたい文句で
あり、ほとんどが電気式であるが、シリーズ式とパラレル式の両方がある。図 4-2 は英国の例で、
ロンドン市は 2012 年までに全車をハイブリッド化すると市長が発表し、これにむけて各社から
モデルが登場している。この例では、前輪が小径 19.5 インチタイヤ、後輪がワイドシングルタ
イヤを採用している。

 

　　図 4―1　ハイブリッドの例（ボルボ）　　　　　　図 4―2　英国のハイブリッド車

　欧米の車両では、軽量化を進めた例がある。ステンレスやアルミ、プラスチックなどの採用
により軽量化することで、燃費改善、タイヤの小径化など、数々のメリットがある。図 4-3 は
英国の例であり、フルサイズのバスながら、日本の中型バス並みの重さとなっている。また、
韓国では、国プロとして、アルミ製のプロトタイプ開発を行った。デザイン面にも工夫を行い、
注目を浴びている。
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　　　　　図 4―3　軽量化の例　　　　　　　　　　　図 4―4　ＢＲＴの例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ライト社。ラスベガス向け）

　欧州では、LRT の普及拡大とともに、架線レス LRT、ゴムタイヤ LRT などが開発され、バ
スと LRT の合いの子のような車両が登場してきている。バス側も BRT の一つとして、デザイ
ンを工夫したモデルが開発されている。図4-4はその一例で、英国ライト社のもので、本国のほか、
最近、米国にも進出している。
　図 4-5 は、IRIS バスのコンセプトモデルで、小径タイヤの前 2 輪、最後端に位置するシング
ル操舵後輪の採用、さらには、屋根端部に天窓を有するインテリアなど、新しい提案が多数盛
り込まれている。

 
　　
　　　図 4―5　IRIS バスのコンセプトカー　　　　　　　　図 4―6　同車の内部

　欧州のノンステップ車は、世代が進むにつれて、インテリアデザインにも色々工夫が重ねられ、
例えば図 4-7 のように、手すりの連続性をはかるなど、デザイン性と実用性を兼ね備えるもの
になってきている。

 
図 4―7　手すりの工夫の例　　　　　　　　　　　　　　　　　
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4. 4　現状と課題

　前章の欧州の最新車に比べると、日本のノンステップ車は価格を抑えるという要件が重要視
されたため、機能的な面に関しては、標準仕様設定の際に、いくつかの配慮がなされたものの、
車内通路段差を許容した簡易ノンステップ車ばかりになっていて、97 年の初登場以来の進歩が
無いという指摘もある。しかしながら、価格上昇を抑えた上での普及拡大をという方針で、路
線バスの新車の約半数がノンステップとなっている現状は、評価すべきであろう。その上で、
ここでは課題を整理しておく。

① 通路段差

　簡易ノンステップ車では、従来型の車軸を使用しているため、後半部の通路はそれをまたぐ
ために、前半部と 2 段の通路段差がある。このため、後ろに乗客がいかない、ラッシュ時の詰
め込みが利かないといった指摘があり、欧州型のフルフラットノンステップ車を求める声があ
る。日本の当初のノンステップ車は欧州並みのドロップアクスル採用の本格車両であったもの
の、価格が高い、通路勾配が急といった点から消えていった経緯がある。欧州車に比べ、低床
部の床高を低めたとか、ホイルベースが短いといったことから、通路勾配が急になっていたので、
車両レイアウトの見直しで、欧州並みの仕様にすることは可能と思われる。ただし、通路部が
下がると、相対的に、後輪タイヤハウスの出っ張りが目立つようになるため、座席によじ登る
という形が問題点として浮上してくる。（欧州車は後ろ向き座席を採用しているため、座面が低
くできているが、日本では、初期の後ろ向き座席が否定され、全て前向きとすると、足置きな
どの関係から座面が高くならざるを得ない。）
また、価格については、ドロップアクスルの採用は確実に上昇傾向となる。路線バスの価格は
どの程度にあるべきかの議論をしっかりして、仕様の向上と実現可能性を折り合いつける必要
がある。

② タイヤハウス

　ノンステップ車では、低床のため、タイヤハウスの出っ張りが大きくなり、その上の座席へ
の着座性の問題が指摘されている。日本車では、チェーンをまく関係から、タイヤハウスのク
リアランスが元々大きく、また、着座者の足置きの空間の点から、座面を高めに設定していて、
2 段のステップで座面に座るという行為が必要となる。この問題の解決のためには、欧州のよ
うに、フロントオーバーハングを延長して、足置きの空間を確保した上で座面を多少下げるか、
タイヤを小径化して、タイヤハウスそのものを小さくする、といった方向性がある。
　前者については、走破性の低下につながるため、日本での採用は厳しいと思われる。後者に
ついては、タイヤの耐荷重やブレーキ容量との兼ね合いから、車体の軽量化とセットになると
考えられるが、実現できれば、燃費向上も期待できるので、検討すべき課題である。東京駅周
辺の無料循環バスに使用されているニュージーランド製のバスでは、日本の標準的なモデルに
比べ、長さが 1m 長くて、定員が 9 名多く、重量が 2 トン軽くて、AT 車ながら燃費が 3 割程
度良いという。アルミ車体のため錆の心配は無いが、補修のコストは割高となる可能性があり、
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当初価格・燃費・ライフサイクルコストで評価する必要がある。

③ 走破性

　交通バリアフリー法制定後は、車いす対応が義務付けられ、ノンステップとワンステップの
限定されるようになったが、まだまだノンステップへ一本化というようになっていない。その
理由として、道路条件の制約からノンステップ車では車体を擦って走れない、収容力が少なく
ラッシュ対応が困難ということが指摘されている。前者については、ノンステップが、フロン
トオーバーハングが 2.4m、ステップ高が 300mm、ワンステップがそれぞれ 2.2m、350mm 程度
のためアプローチアングルに差が出ている。当初のノンステップ車は、2 列乗降可能なように前
扉幅を 1m とすべくオーバーハングを長くしていたが、料金箱の出っ張りなどから、2 列乗降は
しづらく、その要件を外せば、ワンステップ並みのアプローチアングル確保は可能なように思
われる。ステップ高については、ニーリング作動後の高さが道路面から 250mm 程度にできれば、
実用上問題ないと考えられる。（車いすスロープ対応の中扉はなるべくステップ高は下げておき
たいが）

④ 収容力

　簡易ノンステップ車では、車内通路に段差が２段あり、後部へ乗客が行きにくく、ラッシュ
時に、後部に余裕があるのに詰め込みがきかないという指摘がある。ワンステップ車でも 1 段
の段差はあり、状況としては同様であるが、後半部の座席を 2 人掛けから一部を 1 人掛けにして、
通路部の空間を増大させてラッシュ対応としている例がある。ノンステップ車では標準仕様で 2
人掛けを指定しているが、非標準として一部を 1 人掛けとして導入している事業者もあり、収
容力が増したという。このような例では補助金の対象からはずれてしまうが、標準仕様の見直
しにより、ノンステップ車の適用範囲を広げることも必要と考えられる。

⑤ 価格

　ノンステップ車はワンステップ車に比べて価格が高くて買えないという指摘がある。当初の
ノンステップ車は、ドロップアクスルの採用など、高価な部品を使用していたため、価格上昇
はやむを得ない面もあったが、最近の簡易ノンステップ車では、極力部品の共通化などを進め
てきたため、同一仕様ではワンステップ車との価格差は非常に小さくなってきている。（実際の
カタログ価格は車格の点から決められているとか、取引価格は値引きなどもあるので、価格差
の厳密な定義は困難）　今後は、ノンステップとワンステップの 2 車型を用意するのではなく、
ノンステップに一本化し、さらに価格を圧縮するようなことが望まれる。一つの考え方として、
簡易ノンステップ車を同一仕様として現行ワンステップ車並みの価格へ、フルフラットノンス
テップ、ハイブリッド車、軽量低燃費車などの高機能車はそれより数百万高く、一部補助金に
よる補填という形態が目指すべき姿のように思われる。
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⑥ その他

　日本の路線バスはデザイン面での魅力が少ないという指摘がある。価格低減を重要視してき
たために、デザイン的な遊びを行う余裕の無いまま経緯してきている面もあり、標準仕様策定
の際の、バリアフリー・ユニバーサルデザインへの配慮はあったものの、実用第一ということ
から、魅力という点からは欧州に遅れをとっているといわざるを得ない。バス事業そのものが、
下降傾向にあり、資金をかけて活性化という方向になかなかならず、またメーカでも採算性の
重視から新しいトライアルができないでいる。しかしながら、高齢化が世界一で進んでいる日
本としては、公共交通を見直し、それを機軸に都市の再生をはかっていく必要があり、バスも
その重要な役割を担うはずである。バス車両にもそれなりのコストをかけて、魅力ある存在に
していくべきであり、今後の取り組みが期待される。

4. 5　今後の展望

　本稿で述べているように、日本のノンステップバスは登場１２年経過し、初期車が廃車にな
り中古車として地方へ譲渡されるようになっている。種々の経緯から簡易ノンステップが主体
となっており、機能や魅力という点では今一歩のところにある。前章の課題をクリアしつつ、
バス復権を目指していく必要がある。
　本稿では述べなかったが、電気駆動のバスや、連節バスなどの BRT といった機能向上の方向
も検討すべき課題である。国土交通省では、2008 年度から、バスやタクシーの車両開発に関す
る検討会を立ち上げた。バスでは、短期的に標準仕様の見直し、中期的に機能改善の動き、長
期的にはフルフラットや連節車のような将来像の検討、といったように課題を整理し、検討を
始めた。数年後に魅力あるバス車両の登場を期待したい。
　終わりに、海外の情報をご提供いただいた、いすゞ自動車の長瀬氏に御礼申し上げる。
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第 5 章　バスの運賃収受方式に関する考察

5. 1　はじめに

　路面公共交通のうち、国内のライトレール車両は、車内の確実な運賃取り扱いをワンマン実
現するために、一般的に乗降ドアの使い分けを行う点で、バスと状況を共有する。そこで、ラ
イトレール車両を対象に構築された駅停車時間シナリオ検討事例を参考に、とくに駅停車時間
短縮の観点からバスの運賃収受方式のあり方について考察した。

5. 2　ライトレール車両の駅停車時間モデル

5. 2. 1　車内空間利用方式の分類

　ドアを車両 2 箇所、すなわち前方および中間部（あるいは後方）に有する一般的なライトレ
ール車両（バス車両にもそのまま当てはまる）場合を想定する。欧州では標準的な信用乗車制（抜
き打ちの検札を伴う）の場合は両ドア乗降方式が採られ、国内のように乗車時あるいは降車時
に運転手位置で運賃を取り扱う場合は、均一運賃の場合は前ドア乗車時に前払い（中ドア降車）、
対距離・区間制運賃の場合は（中ドア乗車で）前ドア降車時の後払い、というドアの利用区分
が一般的に行われる。車内で確実に運賃を徴収するうえではこのドア利用区分方式が合理的で
あり、乗降時の利用ドア区分が異なる例は、かつての運賃収受方式が中途半端に変更された経
緯を表している。この運行管理側面を優先したドア利用区分が、時節以降で明らかになるよう
に駅停車時間の不必要な増大、ひいては表定速度の低下を招くことになる。

■表 5―1：ライトレールの代表的な運賃収受方式とドア利用方式

 

※￥マークは（整理券受け取りを含む）運賃収受を表す
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5. 2．2　駅停車時間の観察と駅停車時間物理モデルの構築

(a) ステップ付きライトレール車両（熊本市交通局 9200 形）

 
(b) ノンステップライトレール車両（熊本市交通局 9700 形）

図 5―1：ライトレール 2 車種へのビデオカメラ設置位置

　高床ステップ付き車両（9200 形）と低床ノンステップ車両（9700 形）の混在する熊本市交通
局において、ステップ付き・ノンステップ各 1 編成の車内上部にビデオカメラ数台をクランプ
固定して、1997 年 10 月下旬の晴天平日各 1 日間、朝ピーク時間帯から夕方ピーク時間帯までの
4 往復の車内乗客行動を撮影した。車内撮影は着席行動観察用の広域アングル数台と運賃収受行
動観察用のドア位置スポットアングル 1 台で行い、結果を目視解析・集計した。
　上り方向各走行の走行時分を実走時分・駅停車時分・信号待ち時分に分類して集計すると、
各時間帯に共通して概ね走行 7 割・駅停車 1 割・信号待ち 2 割の内訳となり、駅停車時間は路
線走行時間の無視できない割合を占めた（図 2）。
 

図 5―2：観察されたライトレール走行時分の内訳
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　運賃収受方式の違いが駅停車時間に与える影響を精密に把握するには、乗降各ドアにおける
時空間パス（図 3）上で、ボトルネックとなる要素時間を足し合わせた物理モデルとして駅停車
時分説明モデルを構築すればよい。

  
(a)  ステップ付き前ドアからの降車客列

 
(b)  ステップ付き中ドアからの乗車客列

図 5―3：乗降ドアにおける時空間パス（中ドア乗車、前ドア降車の場合）

5. 2. 3　駅停車時間短縮シナリオの検討

　現状のドア部ステップあり・運賃車内収受ありの場合の駅停車時分を基準にとると、ノンス
テップ化のみで 1 ～ 1.5 割、運賃車外収受化（信用乗車方式化）のみで 2 ～ 4 割、ノンステップ
化と運賃車外収受化の両方を行う場合で 5 割程度駅停車時分が短縮されると計算された（図 4）。
つまり、速度向上に対する効果は車両ノンステップ化やホームの嵩上げによるノンステップ化
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に比べると運賃収受方式を変えるシステム上の変更の方が大きく、両者を同時に導入すること
で相 乗効果も期待できるわけである。なお、運賃車外収受化の場合、乗降が前／中いずれのド
アでもよいので各ドアを利用する乗客人数が均されることで、計算値以上の時間短縮が期待で
きよう。

 
図 5―4：駅停車時分のシミュレーション結果

　さらに、一路線実走時分の 2 割程度を占める信号待ち時分を削減できる場合、上記の 1 割程
度を占める駅停車時分の削減に比べてより大きな表定速度の効果が期待できる。ライトレール
車両の接近を検知して優先通過させる電車優先信号を導入して理想的にすべての信号待ち時分
を削減できた場合、ノンステップ化・運賃車外収受化（信用乗車方式化）・電車優先信号をすべ
て採用するとステップ付きライトレールの表定速度は現状の約 13[km/h] から約 19[km/h] に向
上し、欧州ライトレール並みの速達性を達成することがわかる。

5. 3　バスの運賃収受方式に向けた考察

　バス車両特有の所要時間要素やライトレール検討当時に普及していなかった券種の処理時間
を追加実験計測することで、ライトレール車両で行った議論がほぼそのままバス車両にも適用
可能と考えられる。すなわち、運賃収受方式を議論する際には、車両低床化を代表とするノン
ステップ化など一見して異質なサービス変数も利用者行動分析の観点から同一土俵に乗せて議
論する視点が重要と言える。地方部の零細バス路線では、ローカル仕様のスマートカードすら
採用できる財力が無いなど、オーバースペックな IT 導入は事業者に新たな負荷を招く。運賃車
外収受化のネックとも言われる罰金限度額設定（正規運賃の 2 倍まで）のあり方まで議論の対
象に加えるような柔軟な姿勢も、今後はより重要となろう。
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第 6 章　都市内バスの車内空間と運賃収受方式

　バスは都市モビリティの新しい主役となりうるだろうか？そのために、都市内バスが持つべ
き機能は何だろうか？
　速度面では少なくとも自動車には絶対的に劣るバスが、自動車に対して持っている優位性を
考えれば、上記の問いかけに対するひとつの潜在的可能性として、車両サイズの大きさゆえの
車内空間の大きさをあげることができよう。これは、バスの車内の過ごし方に自動車に対する
優位性としての付加価値をもたせられるかどうか、その可能性に大きく関わる事項となりうる。
しかし、わが国の都市内路線バスでは、その潜在的優位性を生かそうとしているとは言えない
のが現状といわざるを得ない。ちょうど筆者には IATSS の本研究プロジェクトの期間中に、海
外研修で欧州に滞在の機会があったため、以下では、欧州滞在中での調査結果もあわせながら、
バスゆえの車内空間の活用の方向性と、それと関連する運賃収受方式について記していきたい。

6. 1　車内空間の大きさ

　日本の車両制限令では、車両の大きさは、全長 12m 以内、全幅 2.5m 以内と定められており、
都市内のバス車両も原則としてその制限の範囲内にある。欧州では、全幅 2.55m の都市内バス
車両が多く、加えて、全長 15m の長尺の車両や、2 連節 ･3 連節の車両も多くみられる。車両の
大きさについては、日本との対比として、とくに全長に関して、主に輸送力の観点からその有
効性が語られることが多い。事実、わが国で連節バスが導入されている一部の路線では、その
輸送力を十分に発揮している。
　一方、ここで着目したいのが全幅である。
日本の路線バスタイプの車両では、2 人がけ
シートは狭い上に、座席が左右に 2 列ある場
合には通路は狭く、人がすれ違うのはやや骨
が折れるほどである。一方で、写真 1 は、ド
イツの都市内の連節バス（ノンステップ）の
車内の写真である。これをみると、背もたれ
が別々になった 2 人がけのシートが左右に並
び、そのうえで中央の通路が、車内を乗客が
移動するのに十分な幅が確保されていること
が分かる。この写真では分かりにくいが、ノンステップバスの前輪の左右の車輪格納箱の間の
通路幅も、日本のノンステップバスよりも広い。
　このように、ほんの 5cm から 10cm の車幅の余裕が、車内の座席幅や通路幅に大きな余裕を
もたらしている。日本の場合は、座席を 4 列並べることが車内の立席スペースの削減につなが
ることから、とくに車両前部は左右 1 列ずつのシートとしている場合も多いが、それでもシー
ト幅は狭い上に、車内の総座席数は減ることになる。着席可能性（座席数の増加）と着席時の

写真 1　ドイツのノンステップ連節バスの車内
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快適性、ひいては混雑時の立席客の快適性に、車幅の広い車両が大きく貢献している事実は、
もっと注目されるべきである。
　さらに、この車幅の広さ（繰り返すが、5cm から 10cm 程度の広さ）が、車内空間の活用性
を高めている例として、自転車やベビーカーの持ち込みなどが挙げられる。

　写真 2（左）ノルウェーの長尺 (15m) ノンステップバスの車内：自転車とベビーカーが並存。

　　　　　　　通路も 2 人がすれ違い可能である。

　写真 3（右）ノルウェーの長尺 (15m) ノンステップバスの車内：後部から撮影したもの

　ここでも、写真 2･3 からわかるとおり、通路幅が十分確保されている。広い車幅に加えて、
全長も長ければ、自転車やベビーカーのスペースを確保してもなお、十分な座席数と車内スペ
ースを確保することが可能である。このように、車内の快適性や機能性向上に、車体サイズが
大きく貢献している。このことは、車体の大きさを生かして、バスならではのサービスの提供
ができる可能性を示唆している。
　日本の都市内路線バスの場合、もともと車両制限令により欧州よりも小さな車体規格である
ことに加えて、車両サイズのコンパクト化が進んでいる。たとえば都営バスでは、中型ノンス
テップ車両が標準である。日本国内の動向は、あえて単純化して言えば、「同じ人数をより小さ
いサイズの車両でいかに運ぶことができるか」に力点が置かれ、このことは「車体の大きさ」
というバス本来の優位性を、生かす方向というよりは食い潰す方向に向かっていると言えなく
もない。

6. 2　運賃体系の設計と運賃収受方法

　欧州の都市公共交通では、都市圏内の複数のモード ･ 事業者の運営や運賃が共通化され、少
数のゾーンによる単純な運賃体系となっている都市が多い。また、無賃乗車に対して高額の罰
金を課す一方で、駅の改札やバス乗務員への直接の運賃支払いを廃して（「信用乗車制度」と日
本ではよばれることが多い）、同時に割安なシーズンパスを発行して乗客を１回券からパスに誘
導し、改札やチケット発行コストを削減してきた。例えば、ドイツ語圏の国々 ( ドイツ、スイス、



ー 34ー

オーストリア ) の都市公共交通は、「一つの乗車券、一つの時刻表、一つの運賃」という考え方
により、異なるモード ･ 事業者を一体的に運営する運輸連合が形成され、ドイツでは国土のほ
とんどの地域で運輸連合が形成されている。
　この「信用乗車制度」は、改札コストの削減だけでなく、乗車口 ･ 下車口を分けないことや
乗車時の支払いチェックを積極的に行わないことで、バスやトラムの乗降時間短縮にも大きく
貢献している。日本の多くの都市内バスのように、乗車時または降車時に運転手の前扉でひと
りひとりが支払いを行うことに比べると、確かに「信用乗車制度」下での乗降時間は明らかに
短い。
ただし、「信用乗車制度」も、欧州の各都市では運
用方法に様々なバリエーションがある。バスや路面
電車の場合では、例えば、
① 事前に車外で必ず乗車券を購入しなければならな
　 い場合
② 運転手は現金扱いを行わないが、車内でも機械で
　 乗車券が購入できる場合
③ 運転手は現金扱いを行わないが、刻印（消印）は
　 運転手 ･ 車掌が行う場合（アムステルダムの一部
　 のトラム：写真４）
④ 運転手も一回券の現金扱いを行う場合
⑤ 運転手も一回券の現金扱いを行い、かつ乗車口を運転手の前扉に限る場合など、さまざまで 
　 ある。必ずしも「信用乗車制度」＝「乗車時ノーチェック」というわけではなく、バスの場
　 合はむしろ④か⑤のケースが欧州では一般的である。
　日本と欧州（といっても域内でも千差万別なのだが）でのバスの乗降時間の差異の原因のひ
とつは、前扉から乗車の場合でいえば、2 列乗車ができるか否かが大きな違いである。欧州でも
確かに現金払いの利用者はいるが、運転手が手動ですばやく釣り銭を返す（日本の運賃箱より
早い）うえに、現金払い客と、事前購入客（シーズンチケット客）が 2 列で乗車するだけの扉
幅と車内通路幅が確保されていることが多い。
　日本の場合であれば、シーズンチケットにあたる定期券利用者の割合は必ずしも多くはない
が、一方で IC カードなどの電子乗車券の普及率が高いことから、現金乗車と IC カード乗車の
2 列乗車処理が可能となれば、現状の運賃制度の下でも乗降時間は大きく削減可能なはずである。

6. 3　「信用乗車制度」のストレスと、IC 乗車券の導入

　運輸連合と信用乗車制度の組み合わせのシステムを長らくとってきたドイツでは、紙の乗車
券が現在も多く利用されており、IC カードに代表される電子乗車券システムはまだ導入途上で
ある。そもそも運賃体系が統一されているので、日本の電子乗車券システムのような「多事業
者間での改札と運賃収受の共通化と高度化」へのニーズは高くはない。ドイツでも IC 乗車券の
導入がこれから進みつつあるが、ドイツは日本とは少し異なったシステム構築の考え方と導入

写真 4　アムステルダムのトラムの刻印専門
　　　　の車掌
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プロセスをとっている。
　日本で一般的な「タッチアンドゴー」タイプの IC 乗車券は、ドイツでは少頻度利用者へのサ
ービス向上策として位置づけられている。ドイツ公共交通事業者連合（VDV）の資料によれば、
ドイツの公共交通利用者の約 3/ ４がシーズンチケットの利用者である一方で、ドイツ全土で
2400 万人（人口ベース）は、シーズンチケットは持たないがたまには公共交通を利用する人々 (
少頻度利用者 ) である。ドイツでは共通運賃制度が便利な一方で、一回券を購入するのはかなり
面倒である。券売機の操作が複雑で高額紙幣は使えない、運賃をバスの運転手に直接払えない
ことがある、乗り越し精算が不可で無賃乗車扱いになる場合があるなど、「信用乗車制度」のい
わばデメリットにあたる部分は、ドイツ人にとっても公共交通利用促進へのかなり大きなバリ
アであると認識されている（写真 5,6,7）。すなわち「信用乗車制度」は、コスト等の削減のため
の技術的な「ある種の割り切り」ではあったものの、それによる利用者のデメリットは、その
当事者にとって、今や「割り切り」の対象ではなく「克服」の対象であると認識されているこ
とに留意するべきであろう。

　　写真 5（左）：鉄道車内備え付けの乗車券販売機 ( ドイツ )　硬貨の投入口は機械の一番上で、

　　　　　　　　 全く目立たずわかりにくい

　　写真 6（右）：市中のトラム停留所の乗車券販売機（ドイツ : フランクフルト）行き先駅名は、 

　　　　　　　　 左段の活字の小さい表のみ

　ちなみにドイツでは、個別の都市圏が電子乗車券システムを導入するに先立ち、VDV が主体
となり、連邦政府からの 5600 万ユーロの助成金を受けて、電子運賃収受の管理 ･ 運営のための
全国標準規格を 2005 年に策定した。ドイツでの実際の電子乗車券の導入は、日本の IC カード
乗車券のように一乗車ごとにカードリーダにタッチして金額を引き落としていくタイプ（CICO
タイプ）では、シュツットガルト北部の Schwäbisch Hall の KOLIBRICARD （2006 年）が最初
である。2009 年からはドレスデンやベルリンなどで電子乗車券導入が予定され、小都市での導
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入経験をもとに段階的に導入していく戦略をとっている。ドイツ国内の共通利用はまだ始まっ
ていないが、ドイツの電子乗車券は既に、eTicket Germany という全国共通ブランド名を用い、
共通のロゴやピクトグラムを制定し、出張者や旅行者にもわかりやすい電子乗車券システムを目
指している（図１）。

写真 6　乗車券事前購入のストレスを示したイラスト

　( 出典：VDV ドイツ公共交通事業者連合 )

図 1　ドイツの電子乗車券の共通ロゴとピク 

　　　トグラム例
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第 7 章　ナントの BusWay　
　　　　　　　　　　　　　　　　 　
　ナントはフランスの西部、ロワール河畔に位置する都市で、ブルターニュ半島南東部に位置し、
大西洋への玄関口となっている。都市圏人口ほぼ 60 万人、国内第 6 位の都市である。
ナントは、また、さまざまな都市整備を積極的に続けておりフランスでも住みたい都市ランキ
ングの常に上位に入っている快適な都市生活を提供している都市である。様々な施設整備、公
共空間の整備もさることながら、特に水上交通を含め様々な種類の都市公共交通が一つのシス
テムとして総合的にネットワークされている。地方鉄道、トラム、バス、水上バス、電気ミニ
バス、公共自転車、パーク & ライド、豊かな歩行者空間、豊かな歩行者空間、それにここで紹
介する BusWay も新たに加わった。

図 7―1　ナント都市圏の都市交通

　ナントは、路面電車を撤去し続けていたフランスが国策といってもいいプロセスがあるが、
フランスで最初に現代トラム（路面電車）を復活させた都市である。トラムは 1958 年に一度全
廃されたが、1985 年にナントで復活させ、フランスの都市交通政策の先頭の一画をしめている
都市でもあり、2009 年 1 月現在でトラムは 3 路線 40.1km が運行されている。

　今後のトラムの復活を見て、国としてはフランスのモデルとなるトラムの新規開発をうなが
すコンペを取りまとめ、ナントで導入された。とにかくやりやすいところに早く引くために、
１路線を復活させた感がある。旧鉄道路線区間が多いなど日本の富山のポートラムと類似する
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ところがある。しかし、その完成度、規模等は２０年前でありながら、ポートラムの実験線レ
ベルのものとはその時から次元が異なっていた。
　国の肝いりのフランス最初の現代トラムの導入都市にもかかわらず、他都市のほとんどが都
市のイメージ作りのために車両デザインをアレンジしやすいフランスのアルストム製のトラム
を採用する中で、追加発注はドイツ製を導入している。
こうした、独自に判断する環境が、トラムではなく純粋なバスを使って BusWay を採用するこ
ととなったかもしれない。最も大きな要因は、公共交通への国からの補助金を当てにできなく
なったことで、工事費のやすい BusWay となったという背景もある。

図 7―2　ナント都市圏の主な公共交通ネットワーク

● BUSWAY--- バスのための新しい道路空間

　ナントの基幹公共交通の第４路線として第１から３路線までのトラムに続き、初めて公共交
通の基幹路線としてバスでその役割を果たさせるものである。
○フランスの都市交通計画と公共交通

　フランスの都市交通政策の主要課題は、公共交通ネットワークの計画が中心テーマで、都市
交通計画の最初のテーマは、まず、市内の主要な移動ルートにいかに効率的に合理的に輸送力
の多い基幹となる公共交通を投入するか考える。そこには、車から公共交通への転換を担う公
共交通専用空間として TCSP(Transports Common en Site Propre: 公共交通専用路線 )、トラム
の場合は専用軌道空間、バスの場合は専用道路か専用レーンを配置する。ほとんどが、車の車
線を公共交通専用の利用に置き換えることが原則であることが、今の日本の議論と大きく異な
る点である。道路空間をそのままに都市交通計画、特に公共交通ネットワークの再構築を行う
ことは日本では不可能に近い。

第 4 路線
BusWay



ー 39ー

各都市の都市交通政策の比較の際に最も重要な要素が TCSP を有する基幹公共交通である。具
体的には、TCSP が何路線で、それぞれの延長、そして、それが地下鉄かトラム、バス等であ
るという記述で比較し、整備状況を判断する。
ナントでは、その第４路線をしばらくトラムで考えていたが、最終的には BusWay にしたとい
うことになる。将来輸送力不足になることがあれば、より大きいバスか、さらにはトラムに移
行できるよう整備されている。
 

図 7―3　BusWay の基本イメージ…トラムと同等の整備を行っている
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○フランスの BHNS（ハイレベルのサービスをするバス）

　この BusWay は、一般的に英語圏の分類では BRT（BusRapid Tranjit）のカテゴリに入れら
れるが、フランスでは、2005 年に BHNS（Bus a Haut Niveau de Service: ハイレベルのサービ
スをするバス）という概念を打ち上げて、推進しているカテゴリーのものである。
単に早い公共交通としてバスを使っているということではなく、トラムにはかなわない部分も
あるだろうが、トラムに劣らない利便性、快適性、機能を有する「バスを使った公共交通シス
テム」という考え方である。BRT が、地下鉄に代わるシステムとして工夫されたクリチバに代
表されるのであれば、高床のバスで、路上に閉鎖的な駅の構造物を建設し、また、街中に自由
に入れないなど、現代の都市交通システムとしては適切ではないので、現代のバスを使った基
幹公共システムとして新しいカテゴリーを考えたのである。
ナントの BusWay 以前は、ルーアンの TEOR、パリ郊外の TVM があげられるが、おそらく文
字通りのフランスの BHNS はこの BusWay で最初に示されたといえる。
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○ BusWay 概要

　ナントの BusWay の紹介ページをそのまま翻訳して紹介する。

　外観は金属質の灰色をベースに黄色の曲線のラインが入った２０台の天然ガス連接バスを用
　意している。内部は、快適で、機能的、カラフルで個性的な特別仕様となっている。車両
　は、広い空間と低床フロアでドアはスライド式、停留所はゆったりとしてスロープがあり、
　だれもが利用できるようにしている。そしてすべての車両は中央のドアにスロープ板の設備
　を備えている。
　第４路線 BusWay

　　―フォッシューカテドラル広場、ポルト・ベルトュ間を２０分で結ぶ。
　　―ピーク時は３分半間隔の運行。
　　―朝７時から０時半まで運行、ただし土曜は午前２時半までサービスする。
　　―15 すべて屋根付き停留所で、リアルタイムの情報提供、チケットはトラムと同様車内
　　　販売はなく停留所その他で自動販売。
　　―停留所周辺はバリヤフリー化等新しく歩行空間を整備し、周辺部は歩行者の安全のため
　　　歩行者優先の混合交通道路、ゾーン 30 区域を指定。
　　―６ヶ所のパーク＆ライドを設置し、1250 台以上の無料の駐車スペースを提供。
　　そして、その他、優先信号、すべての停留場に停車し、４か所の出入り口、車内でのチケ
　　ット販売をしないなど、すべてトラムと同じ。

　　―2006 年開業、路線延長は７km、停留所は１５箇所で 90% の部分が専用道路。
　　―目標評定速度 25km/ 時で、実際はオフピーク時で 23 ｋｍ／時程度。
　　―沿線から 500m の範囲には，約 2 万人が住み，そのうち 1.8 万人が通勤していると想定，
　　　一日 2.5 万人利用を見込んでいた。ほぼ、予想通り。
　　―車両は、長さ１８ｍ天然ガス駆動 (GNV) の低床連接バスで、Mercedes-Benz 製 Citaro を
　　　採用した。（GNV : Gaz naturel pour véhicules）
　　―インフラ整備費は、5000 万ユーロで、研究調査、設計、専用道路、P&R（4 か所、1100 台）、
　　　停留所、関連道路整備、システム・運営関連整備が含まれ、車両費は 20 台 920 万ユーロで、 
　　　トラムに比べると 1 ／ 3 のコスト、キロ当たり 800 万ユーロで整備できるということに
　　　なる。

　ガイドウエイバスでないにも関わらず、プラットフォーム近くにすりつけて停車することが
できるのは、25 ｍの誘導路を確保しているからで、ここら辺からもトラムに匹敵する BusWay
とするための様々な工夫が進められていることがうかがわれる。
これ以上の利用者増となるときには、24 ｍの車両に増強するか、トラムに置き換えることを考
えている。
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図 7―4　プラットフォーム、導入路の構造

 

図 7―5　BusWay の計画図（交差点、停留所、P&R）、横断図
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図 8 ー 1 福岡都心 100 円循環バスのルートとバス停留所の位置
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