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社会技術研究開発事業 

研究開発プログラム「科学技術と社会の相互作用」 

平成20年度採択プロジェクト企画調査 

終了報告書 

 

プロジェクト企画調査名 

「当事者主体によるフリー・モビリティ社会の実現をめざして」 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

調査期間 平成２０年１０月～平成２１年３月 

 
研究代表者氏名  貝谷  嘉洋  
所属、役職  NPO法人日本バリアフリー協会 代表理事  
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１．プロジェクト企画調査 

(1)研究代表者名  ： 貝谷 嘉洋 

(2)プロジェクト企画調査名 ： 当事者主体によるフリー・モビリティ社会の実現

をめざして 

(3)企画調査期間  ： 平成２０年１０月～平成２１年３月 

 

 

２．企画調査構想 

 

企画調査の目標 

誰もが移動しやすい社会（フリー・モビリティ社会）を、 もニーズの高いユーザであ

る障がい当事者主体のスタンスで構想する。第一に、これまでのNPO活動や研究を通じて

わが国のモビリティについて表出した課題を、開発者側・施政者側との見解のすり合わせ

を図りながら整理し、本研究開発プロジェクトの基盤をつくる。第二に、移動支援機器開

発を公共施設などで複数の人々によって試用する社会実験の手法を検討する。その作業を

通して、機器開発に伴われるべき社会環境・インフラ整備の課題を明らかにしていく。 

(想定される主要な研究開発プロジェクト) 

・ 一定規模のオープン空間（自治体・大学 etc.）において、実際に複数の障がい者が先端

移動機器を利用し、社会制度的課題を導き出す社会実験を実施する。  

・ 実験実施地域において社会実装を達成するとともに、先端事例地区として情報収集と試

験を中長期的に展開していく「特区」として立ち上げる。  

・ 社会実験の課題を整理し、また、事例特性を考察することで、先端移動支援技術一般に

対する社会的受容基盤の整備のための実践課題を明らかにする。  

・ 技術面では「実用可能」なレベルにある先端移動支援機器が、社会実装される段階にお

いて顕在させるリスクおよび不確実性について考察し、危機回避を可能にする制度的要

件を明らかにする。 

・ 一定規模の公共空間を利用した社会実験から、先端テクノロジーと法整備とのインタラ

クションの然るべき形態について知見を導出することを目的とする。 

・ 先端移動機器が実用化される際の、中長期的コスト・ベネフィットを算出し、現状の行

政支援における財政的課題を導き出す。 

・ 上記課題を通じて、フリー・モビリティ社会実現へ向けて提言を行っていく。 
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企画調査の内容 

研究代表者（貝谷）は重度の筋ジストロフィーを持つが、米国で開発されたジョイステ

ィック車（片手のみで運転可）による運転免許を、国内では初めて取得した。その後、わ

が国での重度の肢体不自由者の運転の普及を目指し、福祉機器展への出展・公開ワークシ

ョップの開催等を行なってきた。しかし、主に政府の助成・給付制度・運転免許取得制度

に大きな制限があるため、現在までにわが国でのジョイスティク車の導入は10例程度しか

見られない。このような移動支援機器への助成・給付制度は、結果として、障がい者の行

政援助依存を減少させ社会的なコストの削減を可能にするため、先進諸国では発展してい

るが、わが国においては著しく遅れている。 

また近年、多くの人々の移動を向上させる先端移動支援機器（ニーズや嗜好に合わせた

パーソナル・ビークル、着る感覚のモビルスーツ等）が開発されているが、既存の関連法

体系は、それらの受容を考慮したものではない（サイズ、速度制限、二輪と三輪の区別等）。 

このような問題の改善には、当事者団体の活動だけでは限界があり、研究機関、支援機器

開発者、行政担当者、医療関係者、企業等との広いネットワークの中で、多角的かつ実証

的に近未来のフリー・モビリティ社会を提案していくことが不可欠である。 

そこで本研究では、次の3点について調査を実施する。 

 

1. 移動支援機器およびその利用を可能にする社会環境について先進諸国との比較調査 

2. 問題点・課題の整理、情報発信 

3. 社会実験プログラムの開発 

 

1の取り組みでは、研究開発中の技術開発動向・技術利用に関わる社会制度の問題点・法

制度（道路交通法、バリアフリー新法、障害者自立支援法など）・機器への助成給付制度

・免許取得制度・交通システムなどの項目について比較調査を実施する。また、海外事情

の視察（例：2009年1月に米国で開催されるATIA／Assistive Technology Industry Asso

ciation）を実施し、 新動向について調査を行う。 

2の課題に対しては、定例研究会の開催（利用者、技術開発者、行政、施設管理者、企業

ほかの参加）を通じて、移動支援技術の体系的整理（シームレスな移動支援技術体系）・

現在の移動支援機器の利用状況・移動支援のための都市・生活空間における移動障壁の実

態把握・障がいを持つユーザのモビリティのニーズなどの項目について調査を行う。また、

公開ワークショップを開催し、先端移動支援機器の使用を通じて、先進技術を活用したフ

リー・モビリティ社会の必要性と、具体的な実現イメージを伝えるとともに、当事者の意
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見聴取・分析を行う。 

3については、研究機関・支援技術開発者・行政担当者・企業など、社会実験プログラム

の協力者とのネットワーク構築を図り、同時に、大学、公共空間、特定商業施設、街区な

ど社会実験フィールドの具体化の作業を進める。 

このような調査の取り組みの中で、予想される問題点とその解決策は、以下のように構想

している。先ず、障がいを持つユーザのモビリティに関するニーズ調査において、様々な

種類の障がいを持つ協力者を見つけることは容易ではない。ただし、NPOとしてこれまで

取り組んできた障がい者支援活動の中で形成された当事者団体のネットワークを活用し対

処していく。諸外国との比較研究においては、先端技術開発と社会制度双方に関わる情報

が現状では十分に得られていない。これについては上記の通り、海外視察を実施し、現地

の技術開発者を対象にヒアリングを行うことで問題解決を図る。米国以外にも、これまで

のNPO活動を通して形成されたスウェーデン・デンマークなど北欧諸国との人的ネットワ

ークも活用し、現状理解をはかる。 

なお、本研究におけるグループ構成および役割分担は以下の通りである。 

当事者研究グループ（貝谷 嘉洋） 

ＮＰＯ法人日本バリアフリー協会 

実施項目：調査フレームの構築、ユーザニーズの具体化（技術面・制度面） 

概要：当事者の視点から、フリー・モビリティ社会を実現するためのユーザニーズを提

示するとともに、公開ワークショップなどを通じて、先進技術を活用したフリー・モビ

リティ社会の必要性と、具体的な実現イメージを、社会に広く発信する。 

社会的受け皿研究グループ（和田 雄志） 

財団法人未来工学研究所 

実施項目：社会制度・インフラの課題整理、推進施策検討 

概要：現行の法体系の問題点の体系的整理、社会実験での協力者の発掘と社会実験プロ

グラムの立案を行う。さらに、先端移動機器を導入した場合のコスト・ベネフィットの

試算を行う。 

支援技術グループ（小林 宏） 

東京理科大学 工学部 

実施項目：先進的移動支援技術評価、海外先進事例調査 

概要：先端移動支援技術の内外動向について幅広くサーベイ（評価を含む）するととも

に、研究代表者（貝谷）と共同で、ユーザの視点からの移動支援機器に対する要求条件

（機能、性能、デザイン、ヒューマン・インタフェースなど）を具体的に検討する。 
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３．企画調査実施体制  

(1) 体制  

実施機関名1) 

2) 
 

研究代表

者又は実

施機関別

代表の氏

名2) 3) 

部署・役

職名2) 研究題目2) 4) グループ名
5) 

NPO法人日

本バリアフリ

ー協会 

貝谷 嘉洋 代表理事 フリー・モビリティに

対する当事者の視点 
当事者研究

グループ 

財団法人未来

工学研究所 
和田 雄志 主席研究

員 
フリー・モビリティ社

会実現のための制度

的課題 

社会的受け

皿研究グル

ープ 
東京理科大学 
工学部 

小林 宏 教授 先端移動支援技術に

おけるヒューマン・イ

ンタフェース 

支援技術研

究グループ

 

 
(2) メンバー表  

   ①当事者研究グループ                                         

氏 名 所 属 役 職 研究項目 参加時期 

貝谷嘉洋 NPO法人日本バリ

アフリー協会 

代表理事 フリー・モビリティに対す

る当事者の視点 

平成20年10月～ 

 平成21年3月 

寺谷あかね NPO法人日本バリ

アフリー協会 

職員 フリー・モビリティに対す

る当事者の視点 

平成20年10月～ 

 平成21年3月 

土屋直子 NPO法人日本バリ

アフリー協会 

職員 フリー・モビリティに対す

る当事者の視点 

平成20年10月～ 

 平成21年3月 

佐藤美佳 NPO法人日本バリ

アフリー協会 

職員 フリー・モビリティに対す

る当事者の視点 

平成20年10月～ 

 平成21年3月 

島田賢司 NPO法人日本バリ

アフリー協会 

職員 フリー・モビリティに対す

る当事者の視点 

平成20年10月～ 

 平成21年3月 

貝谷明日香 NPO法人日本バリ

アフリー協会 

臨時職員 フリー・モビリティに対す

る当事者の視点 

平成21年3月～ 

 平成21年3月 

研究代表者 
貝谷 嘉洋 
（NPO法人日
本バリアフリ
ー協会） 
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長谷川さとみ NPO法人日本バリ

アフリー協会 

臨時職員 フリー・モビリティに対す

る当事者の視点 

平成21年3月～ 

 平成21年3月 

山内貴美子 NPO法人日本バリ

アフリー協会 

臨時職員 フリー・モビリティに対す

る当事者の視点 

平成21年3月～ 

 平成21年3月 

今福義明 アクセス東京  バリアフ

リーコー

ディネー

ター 

障がいを持つ当事者とし

てのインフラ整備状況評

価 

平成20年10月～ 

 平成21年3月 

奥山俊博 東京大学先端科

学技術研究セン

ター 

特任研究

員 

支援機器、移動支援機器の

体系的整理 

平成20年10月～ 

 平成21年3月 

木之瀬隆 日本医療科学大

学 保健医療学

部 

教授 移動支援機器利用に対す

る作業療法的見地からの

評価 

平成20年10月～ 

 平成21年3月 

松繁卓哉 立教大学社会福

祉研究所 

研究員 フリー・モビリティに対す

る当事者の視点 

平成20年10月～ 

 平成21年3月 

 

   ②社会的受け皿研究グループ                                        

氏 名 所 属 役 職 研究項目 参加時期 

和田雄志 財団法人未来工

学研究所 

理事 フリー・モビリティ社会実

現のための制度的課題 

平成20年10月～ 

 平成21年3月 

野田聖子 内閣府特命担当

大臣 

内閣府特

命担当大

臣 

フリー・モビリティ公開ワ

ークショップへの協力 

平成21年3月～ 

 平成21年3月 

市川誠 内閣府 参事官補

佐 

フリー・モビリティ公開ワ

ークショップへの協力 

平成21年3月～ 

 平成21年3月 

小野直哉 財団法人未来工

学研究所 

主任研究

員 

フリー・モビリティ社会実

現のための制度的課題 

平成20年10月～ 

 平成21年3月 

上田昌文 市民科学研究所 代表 フリー・モビリティ社会実

現のための制度的課題 

平成20年10月～ 

 平成21年3月 

野澤勝 コヤマドライビ

ングスクール二

子玉川校 

副校長 障がい者の自動車運転教

習制度の問題点 

平成20年10月～ 

 平成21年3月 
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中邑賢龍 東京大学先端科

学技術研究セン

ター 

教授 支援機器活用についての

心理的、社会的側面 

平成21年3月～ 

 平成21年3月 

大島眞理子 老テク研究会 代表 高齢者の移動・機器使用 平成20年10月～ 

 平成21年3月 

平野幸久 中部国際空港セ

ントレア 

会長 フリー・モビリティ公開ワ

ークショップへの協力 

平成21年3月～ 

 平成21年3月 

重吉知美 立教大学大学院 大学院生 フリー・モビリティ公開ワ

ークショップへの協力 

平成21年3月～ 

 平成21年3月 

荒尾和史 中部国際空港セ

ントレア 

部長 フリー・モビリティ公開ワ

ークショップへの協力 

平成21年3月～ 

 平成21年3月 

 

   ③支援技術研究グループ                                      

氏 名 所 属 役 職 研究項目 参加時期 

小林宏 東京理科大学工

学部 

教授 先端移動支援技術におけ

るヒューマン・インタフェ

ース 

平成20年10月～ 

 平成21年3月 

鎌田実 東京大学大学院

工学系研究科 

教授 高齢者対応のモビリティ

研究 

平成21年3月～ 

 平成21年3月 

森田真 トヨタ自動車株

式会社 

主幹 トヨタi-REALについて 平成20年10月～ 

 平成21年3月 

秋元大 セグウェイ ジ

ャパン株式会社 

取締役 セグウェイについて 平成20年10月～ 

 平成21年3月 

樋口康記 セグウェイ ジ

ャパン株式会社 

セグウェ

イ事業課

セグウェイについて 平成20年10月～ 

 平成21年3月 

武藤幸雄 株式会社イグア

ス 

セグウェ

イ営業 

フリー・モビリティ公開ワ

ークショップへの協力 

平成21年3月～ 

 平成21年3月 
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４．実施内容及び成果 

（目次） 

A.全体総括 

B.グループ毎の報告 

I. 当事者研究グループ 

1. 総括 

2. 当事者視点の我が国のモビリティをめぐるインフラの現状と問題点 

3. 当事者視点の我が国のモビリティをめぐる法体系と問題点 

4. 当事者の先端移動支援技術に対して求めること 

5. 当事者視点の米国の現状―視察報告 

II. 社会的受け皿研究グループ 

1. 総括 

2. 諸外国における関連法令の動向 

3. 運用プログラムの開発 

4. 心理的・社会的影響の把握 

5. トータル・コスト・ベネフィット分析 

6. 社会実験プログラムの開発 

7. 先端移動機器を導入した場合のコスト・ベネフィットの試算 

III. 支援技術研究グループ 

1. 我が国の先端移動支援技術の現状 

2. 先進諸国の先端移動支援技術の現状―視察報告 

 

「フリーモビリティ公開ワークショップ」について 

  概要 

  パネリスト報告 

  アンケート調査 

 

参考資料 

・ パネル・ディスカッション記録 

・ 自動車運転教習所における取り組み事例 

 
今後の研究プロジェクトへ向けての課題と展望 
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A.全体総括 

研究代表者 

日本バリアフリー協会代表理事 貝谷嘉洋 

  

本調査において、障がい者、高齢者も含めた誰もが移動しやすい社会を「フリー・

モビリティ社会」と呼称することを提案した。 

 また本調査の 大の特徴は、研究代表者である筆者は筋ジストロフィーのために、

全身の運動機能が著しく低下した重度の障がい者であり、その視点を中心に調査を進

めたことである。 

 

 大の実績は、中部国際空港セントレアで実施した「フリー・モビリティ公開ワー

クショップ」において、内閣府特命大臣をはじめ障がい当事者、一般の方々にフリー

・モビリティ社会のキーとなる先端移動支援機器に試乗していただき、パネル・ディ

スカッション、アンケート、およびインタビューの手法を用い意見聴取を行い、表出

した課題を整理できたことである。 

 また、広い公共空間で複数の企業が参画する形で実現した試乗会は、社会実験の手

法を開発する上で基盤となる大きな成果であった。 

 

 その他、米国への視察による先進事例の調査、我が国の法体系の整理、当事者視点

の 新インフラ調査などにより、フリー・モビリティ社会に向けてさらなる取り組み

の必要性を認識すると同時に、新聞報道などを通じて社会に対してその必要性や課題

を投げかけることにより、当初の構想以上に成果をあげ研究開発プロジェクトの基盤

が整った。 

 

 次に各グループの総括をする。 

「当事者研究グループ」においては、研究代表者・貝谷らの3人の全身性の肢体不自

由者が中心となり調査を進めた。 

我が国および米国、EUについて、視察やそれまでの活動を通して培った経験に法律

や学術的な調査を加え、当事者の視点から、フリー・モビリティ社会を実現するためのユ

ーザニーズを提示するとともに、公開ワークショップなどを通じて、先進技術を活用した

フリー・モビリティ社会の必要性と、具体的な実現イメージを社会に発信した。 
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 「社会的受け皿研究グループ」においては日米欧の関係法規・交通インフラ体系、

運用ノウハウ、心理的・社会的要因の調査、トータル・コスト・ベネフィット試算、

「社会実験」のための条件整理を行った。 

 また、具体的な社会実験の計画について提示を行った。 

 
「支援技術グループ」においては、健常者用，非健常者用，健常・非健常者用に分

けて，代表的な以下の製品や技術を紹介した。また、今後の普及について技術的側

面から次のように分析した。 

セグウェイやi-REALに代表される先端移動支援技術は，主にパーソナル・モビ

リティの観点から，近年少しずつ開発が進められてきた。社会的なインフラの整備

と法整備も必要であることから，普及には時間がかかると予想されるが，移動支援

技術は高度な福祉社会に必要であることは間違いなく，極めて優れたものができれ

ば，爆発的に利用されていく可能性は残されている。  
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B.グループ毎の報告 

 

I. 当事者研究グループ 

 

1. 総括（貝谷嘉洋） 

当事者グループにおいては、研究代表者・貝谷嘉洋、奥山俊博（東京大学先端科学

技術研究センター特任研究員）、今福義明（アクセス・ジャパン代表）の3人の全身性

の肢体不自由者が中心となり調査を進めた。 

我が国および米国について、視察やそれまでの活動を通して培った経験に法律や学

術的な調査を加え、当事者の視点から、フリー・モビリティ社会を実現するためのユーザ

ニーズを提示するとともに、公開ワークショップなどを通じて、先進技術を活用したフリ

ー・モビリティ社会の必要性と、具体的な実現イメージを社会に発信した。 

その結果、我が国においては障がい者、高齢者のモビリティの環境が米国よりも全

体として整っていないこと、また先端移動支援機器を受容する法律・インフラについ

て米国より一歩遅れていることが判明した。 

研究開発プロジェクトにおいては、先進諸国の例を参考にし、我が国の現状と課題

を表出させ政策に反映させるべく当事者に対する広範な調査、当事者も含めた公開シ

ンポジウムの開催、社会実験、さらに社会実装を進めていく必要がある。 

 

 次に、本グループの実施内容、成果について概要を示す。 

「2.当事者視点の我が国のモビリティをめぐるインフラの現状と問題点」において

は、まず鉄道駅におけるエレベーターの設置駅数、ホームと車両との段差と隙間のバ

リアフリー化、ホーム可動柵(視覚障害者のホームからの転落防止策として、もっとも

有効な方策)、乗合路線バスのバリアフリー化、路面電車のバリアフリー化、タクシー

とコミュニティバスのバリアフリー化について我が国の現状を、長年交通のバリアフ

リー化の当事者運動を行ってきたリーダーである今福義明が報告した。 

また、我が国のインフラ、特にバリアフリーが考慮された乗り物やそれを受け入れ

る駅などの起点・終点となる施設について現状および先進事例について今福が実地調

査を行い、写真などを使い視覚的にわかりやすく報告した。 

 

「3. 当事者視点の我が国のモビリティをめぐる法体系と問題点」においては、我が

国の公共施設や交通公共機関のバリアフリー化を促進するバリアフリー新法について
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の立法の経緯や現状、および同氏が長年の経験や交渉の結果表出した課題について報

告した。その中で当事者として特に次の2点を今後のプロジェクトで重視したい。 
一点目は、移動は社会参加･社会生活･自立生活の基盤であり大前提であることから､交通

バリアフリー化の根拠として､「移動（アクセス）の権利」を保障させること。 
二点目は、障害当事者や高齢者当事者の参画を交通バリアフリー法のすべての局面にお

いて､しくみとして位置づけること、義務化すること。 

 

「4. 当事者の先端移動支援技術に対して求めること」においては、支援機器につ

いて当事者の立場から東京大学で研究し、海外の事情に精通し、国内では障がい者に

様々な支援機器を適用してきた実績のある奥山俊博氏が、当事者の立場から先端移動

支援機器に求めるものを報告した。 
現在、提案されている先端移動支援機器・技術では当事者が利用するには不十分である

ので、先端移動支援技術の開発が進む中で，重度の障害のある者にも操作できるようなイ

ンタフェースの開発や移動の快適性が備わることで，シームレスに移動できて社会参加に

つながるような新しい移動機器が誕生することを当事者として望む。 

 

「5. 当事者視点の米国の現状」においては、障がい者のモビリティが も発達し

ている国の一つ、アメリカの先端移動機器の利用状況、インフラ、バリアフリーの

状況、人々の意識について、自身が重度の筋ジストロフィーをもつ研究者代表者が

当事者視点で視察・聞き取りを行った。 
  
具体的には、先端移動支援機器として米国で実用化されているセグウェイの利用状況、

社会的受容、必要なインフラの整備状況について、試乗および関係者への聞き取りを行っ

た。その結果、視察地および米国全体で先端移動支援機器はまだ日常生活で使用は一般的

ではないということが判明した。法律では自転車道では時速20km、歩道では時速13kmま

での無免許での走行が認められていて、今のところ他の通行者と大きな問題は報告されて

いないことが分かった。 
アメリカの障がい当事者のモビリティについての現状、移動を支えるバリアフリーの状

況、障がい者や彼らの移動についての人々の意識について、実際の街中の移動および関係

者への聞き取りを行った。 
その結果、「障がいをもつアメリカ人の法律」いわゆる ADA 法が約 20 年前に施行され

て以来、視察地における障がい者、高齢者のモビリティをめぐる環境は非常に充実してい

ることが判明した。街中や交通機関のバリアフリーは進み、多くの障がい者がそれを利用

していた。 



13 / 113 

2.当事者視点の我が国のモビリティをめぐるインフラの現状と問題点 

 
アクセス東京バリアフリーコーディネーター  今福義明 

 
＜鉄道駅におけるエレベーターの設置駅数＞ 
わたしたちは「誰もが乗り降りしやすい公共交通機関」を求めて、1990年代初頭から､ 

国内各地の障害者団体と連帯し、毎年交通バリアフリーを求める全国行動を展開して 
きました。また、鉄道･バス事業者や自治体や国に対して、改善要望を行って来ました。 
２０００年に成立した「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」(以下、交通ＢＦ法)は、日本で初めて公共交通機関のＢＦ化目標  

数値を定めました。また、市町村が重点整備地域を定め､基本構想を策定できる権限を  

与えたことも画期的でした。わたしたちは、同法を学び､基本構想等に参画し､鉄道･バス 

事業者や自治体や国に対して、さらに障害当事者参画の必要性を訴え､強く改善要望を 
行っています。 
同法の影響力は大きなものがありました。わたしたちがもっとも運動に力を注いでいた

「鉄道駅におけるエレベーターの設置駅数」が大幅に増えました｡国内主要10地下鉄のうち、

５地下鉄(※１)が全駅にエレベーターを設置しています。 
 

(※１)仙台市・京都市・神戸市・福岡市・横浜市｡残りの札幌市・名古屋市・東京都・ 
東京メトロ・大阪市においても、２０１０年までに全駅ワンルート・ 
バリアフリー化確保(※２)するとしています｡ 

(※２)札幌市・大阪市・名古屋市は､エレベーターによるワンルート・バリアフリー化 確

保は達成できそうですが､情報予測によると､東京都､東京メトロなどは､車いす対

応エスカレーターや階段斜行リフト等のユニバーサルデザインではない昇降機等

を含めたワンルート・バリアフリー化確保としている点が課題となっています｡ 
 
地下鉄駅総数でみると 全595 駅の内､エレベーター設置駅数は 505 駅､85％です｡ 
国内鉄道駅総数では､全9496駅の内､1943駅､20％です｡(地下鉄駅含む) 

 
＜ホームと車両との段差と隙間のバリアフリー化＞ 

車いす使用乗客や高齢者・乳母車を使用する移動制約者にとって､ホームと車両との段差

と隙間は､駅舎～車両間の移動の流れの中で､大きなバリア(障壁)と 
なっています｡とりわけ､車いす使用乗客にとっては､駅員等の乗降介助を必要されること

から､自立的な移動の大きな阻害要因となっています｡しかし､この点においても､同法の 
ホームと車両との段差と隙間をＢＦ化する移動円滑化基準の効果等により､ 
０５年２月３日開業の福岡市地下鉄七隈線に見られるように､世界に誇れるホームと車両 
との段差と隙間のＢＦ化が達成された例も出てきました｡ 
０６年､国交省の回答によると､ホームと車両の段差と隙間の 

ギャップを暫定的にバリアフリー化するための有効な策としての「ホーム渡り板 
（携帯用スロープ）」配置数は、国内9496駅の内、6000駅は超えています。 
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＜ホーム可動柵(視覚障害者のホームからの転落防止策として、もっとも有効な方策)＞ 
視覚障害者のホームからの転落防止策として、もっとも有効な設備としてホームドアが

あります。新交通システム・モノレール・地下鉄には現在は、標準設備としての傾向が 

 見られるようになりました｡しかし、普通鉄道線においては、新設線にもかかわらず、未

だ異扉位置車両の導入という理由で設置されない傾向にあります。異扉位置車両に適合し

たホームドアの開発が待たれています。 
ホームドアは、国内32路線361駅に導入されていますが､まだ全鉄道駅の約4％です。 

 ０６年に成立したバリアフリー新法(ハートビル法と交通ＢＦ法を一体化した「高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)には､駅や車両の条件が整っている駅は､

ホームドア設置を義務付けていることから､今後設置増が望まれます。 
 
＜乗合路線バスのバリアフリー化＞ 
乗合路線バスについては、平成８年に国内初１９台導入されたノンステップバスが､現在

10389台(平成18年度末)を超えています。またワンステップスロープ付バスとリフト付バス

を含むいわゆる低床バスの総数は､20177台(平成18年度末)を超えています。今後は、ＢＦ

新法の下でも拡大している都道府県別の地域間導入格差の是正を求めていきます。 
秋田県には、未だに１台もノンステップバスが導入されていません。 
ノンステップバスは、首都圏等大都市圏に集中しています｡ 
さらに、バス(ノンステップバス・スロープ付ワンステップバス・リフト付バス)の運行に

おける車いす使用乗客に対するバス事業者のこれらバスの「路線非固定・時刻非固定・時

刻非表示」運行は､車いす使用乗客が利用したくても利用できない大きなバリア＝障害とな

っています。これら一般乗客には行われることのない低床バスを必要とする移動制約者に

対する不接遇は、障害者の権利条約が批准されれば、障害者差別事例と見なされることで

しょう。この点をもっと問題化していきます。 
 
＜路面電車のバリアフリー化＞ 
路面電車は、国内に19事業者があり､新型低床車両ライトレール〔軽量軌道交通（Light 

Rail Transit:LRT）〕の導入やホーム嵩上げ化等のＢＦ化整備により、車いす使用者やベ

ビーカー使用者、高齢者等にとって､もっとも乗り 降りしやすい乗り物であることが認識

されるようになってきました。 
とりわけ､２００６年４月開業の富山ライトレール・富山港線「ポートラム（愛称）」は､

全車・全駅“ユニバーサルデザイン”仕様で､数々のＢＦ賞で評価されています。日本でもよ

うやく路面電車の分野においても、ユニバーサル･デザイン化が本格的に始まりました｡ 
また､既設路面電車においても､東京の都電荒川線(※)や東急世田谷線は､ 

全駅バリアフリーです。広島市や岡山市・鹿児島市の超低床路面電車でのＢＦ(スロープ)
化駅による乗降は、車いす使用者や高齢者・乳母車使用者には、とても乗り降りしやすく 
なっています｡現在､国内各地で､低床車両の路面電車運行の計画が検討されています｡ 
(※) 今年度導入されたレトロ車両は、さらに低床化・バリアフリー化仕様になっています。 
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＜タクシーとコミュニティバスのバリアフリー化＞ 
タクシーは､交通ＢＦ法では適用除外でしたが､ＢＦ新法においては､交通ＢＦ化対象と

なり､今後の展開が注目されています｡ 
東京都内には､リフトやスロープ装備の流しのタクシーが運行され始めています｡しかし、

国内総数26万台の内､まだ5000台の2％しかバリアフリー化タクシーがありません。 
また、近年、自治体が障害者や高齢者、地域内の交通過疎地域の市民の移動制約者の 

ために移動の確保策として､「コミュニティバス」が運行されています。その数､900市町村

を超えていると思われます。リフトやスロープが付いてＢＦ化されることが多くなってき

ましたが、未だＢＦ化されず運行されることもあり、問題は残されています。この分野に

おいてもノンステップバスの導入が多くなっています。ＢＦ新法においてはコミュニティ

バスもまたＢＦ化対象となりました｡これからは､コミュニティバス＝ノンステップバスと

いう様に､各自治体に働きかけていく必要があります。 
 
＜課題と展望＞ 
このように、日本の公共交通によるＢＦ化の取り組みは、ますます多様化してきていま

す。しかし、新たな問題として､地域格差の拡大は深刻化しています。都市部において､鉄

道や路線バスのＢＦ化は格段に進んできています。逆に､地方においては､鉄道や路線 バ

スの路線の廃止や減少等により､公共交通機関そのものが衰退する危機的状態です。 
さらに､障害者に対する無理解や偏見・差別で､乗車・搭乗・乗船・利用・宿泊拒否する

という深刻な事態がなくなりません｡ 
また、交通ＢＦ設備による車いす使用者の事故が多発しています｡補助的階段昇降機であ

るチェアーメイト(キャタピラ式駆動階段昇降機)や車いす対応エスカレーターや･低床バス

のスロープからの転落・転倒による事故などです。視覚障害者・車いす使用者の鉄道駅の

プラットホームからの転落事故が後を断っていません。 
また、ハンドル式電動車いす使用障害者の問題は、交通ＢＦ法適合設備における利用 

 拒否・乗車拒否という不可解な問題となっています。障害者や高齢者の公共交通機関に

  おける移動の権利が､鉄道事業者の恣意的な判断で､犯されている状況です。 
 これからは、これまでのＢＦ化過程から学び､真にわたしたちのための福祉のまちづくり

に取り組む必要があります。いつでも、どこでも、だれでも、安全に､自由に､円滑に､選択

的に､移動・利用できてこそ､社会生活を十全に営むことができます。障害者の権利条約  

批准に向けて､それにふさわしい生活ができるように問題を解決していきましょう。  
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ベスト・バリアフリー事例Part1 

【推薦】事由

２００８年３月１５日から営業運転開始。

小田急60000形電車〔車両愛称は「MSE 
(Multi Super Express) 」〕

国内初の本格「フリースペース方式車いす
スペース座席」を設置した。大型電動車いす
でもすっぽり出入りできる多機能トイレ（簡易
オストメイト機能も対応している）
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ベスト・バリアフリー事例Part2 

【推薦】事由

２００８年６月５日、豊橋鉄道渥美線新豊橋駅
がバリアフリー化供用開始された。

ＪＲ豊橋駅とも新設エレベーターで、屋根伝い
でペデストリアンデッキへアクセス可能にも
なった。また、駅ビルにもエレベーターが設置
されるなど、にわかに、豊橋鉄道渥美線への
アクセスが便利になった。

 
 

すっきりバリアフリー化された駅
舎 旧型車両にも｢車いすスペース｣
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ボタン式自動扉扉の多機能トイレ フルオストメイト機能付ワイド

 
ベスト・バリアフリー事例Part3 

【推薦】事由

「モ８００形電車」は、２０００年７月に、日本初の
部分低床構造の路面電車車両として登場。
バリアフリー化的には、部分低床構造であり
「車いすスペース」座席も設置され、一定の
評価が得られた。しかし、車いす使用乗客乗降
のためのスロープ構造がややお粗末であった。
２００５年に名鉄から譲り受けた。

T1000形（愛称：ほっトラム。） は、２００８年１２

月１９日より供用開始された全面低床ＬＲＶ車両。
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豊橋鉄道の駅前電停に入線する「モ８００形電車」と同車両のスロープ

 

ちょっと、残念、運休日だった… 車庫で撮影したＬＲＶ車両の車内
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ベスト・バリアフリー事例Part4 

【推薦】事由

２０００年、石川県金沢市でコミュニティバスとして、
国内初の小型ノンステップバスが登場しました。
それが、オーストリア・メーカーの知る人ぞ知る
CITY-IIIクセニッツ(kutsenits)です。

故障が多くメンテナンス費用がかさんで、結局、
国産の小型ノンステップバスの登場に負けました
がそのUD機能は、コミュニティバスのＢＦ化史上に、

今なお輝いていると評価できます。
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ニーリング（車高ダウン）すれば…
この通り、スロープ出し入れ不要で
車いす使用者も単独自力乗降可能
になる…

「パタン式スロープ」なら、

スロープの出し入れ超簡単…

 
ベスト・バリアフリー事例Part5 

【推薦】事由

1997年１０月１２日、部分開業。
関西地下鉄初の大型エレベーター（２0人乗り）

導入。ホームドア整備。

すべての出入口のホーム部分かさ上げ化と車両
の敷居面の斜高化により、国内地下鉄で初の車い
す使用乗客の単独自力乗降が可能になった。
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各車両ごとに１ヵ所設置され
た

「車いすスペース」座席
多機能トイレは、
男女別に各１ヵ所設置
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ベスト・バリアフリー事例Part6 

【推薦】事由

２００４年３月２６日から「浅草～お台場」間に
運航開始された､宇宙船のような未来型水上
バス「ヒミコ」(漫画家・松本零士氏デザイン) 
は、都内では､交通バリアフリー法移動円滑
化基準適用の初の客船として､記念碑的存在
となった。

電動パタン式スロープ､車いすスペース座席､
多機能トイレ､船内バリアフリー設備案内図
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ベスト・バリアフリー事例Part7 

【推薦】事由

２００５年３月１４日から､神奈川中央バス(株)によ

る国内初の「湘南台駅と慶応大学キャンパスとを
結ぶ連接ノンステップバス「ツインライナー」運行開
始。

２００８年２月４日から､「厚木バスセンター～厚木
アクスト」間にも､同上バス(株)により運行開始。

特に２路線目は、パタン式超簡便スロープ採用
超ワイドな車いすスペース座席  
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ベスト・バリアフリー事例Part8 

【推薦】事由

２００７年４月１日から「芝浦～お台場」間に
運航開始された。「アーバンランチ」と名付け
られたこの小型船は､「昼食のランチlunchを

連想させて親しみが持てる名前」として考案
された。就航３隻ともバリアフリーで他府県
からの車いす使用観光客にも大変に好評。

手動パタン式スロープ､潮位調整リフト
車いすスペース座席､多機能トイレ
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豊洲港の跳ね橋
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ベスト・バリアフリー事例Part9 

【推薦】事由

２００７年５月２７日(日)運行開始。都電荒川線と

しては､１４年ぶりの新型車両。
〔昭和初期の東京市電をイメージしたデザインの
“新しく懐かしい”車両〕でありながら､車いす使用

乗客の単独自力乗降に配慮した扉敷居面の
斜面化及び､さらなる低床化､クッション材肘掛け付
車いすスペース座席を設置している。
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29 / 113 

ベスト・バリアフリー事例Part10 

【推薦】事由

２００７年７月１日デビュー。JR東海の次世代新幹

線のＮ７００系は、電動車いす使用乗客を唸らせた。
大型電動車いすでも１８０度回転できる超ワイドな
「多機能トイレ」と「多目的室車いすスペース」が
導入された。

〔2011年度末には定期列車の「のぞみ」がすべて

本系列で運行される予定〕とも言われている。
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中部国際空港のUD化について思う 
 中部国際空港のUD化の過程にほんの少しでも参加できて､誇りに思います。 
 ２００４年機会があって､名古屋に住むことができ､愛知県内の各種障害者団体の方達と

中部国際空港のUD化のための会議等に参加できました。いわゆる設計の段階から完成間近

まで障害当事者がUD化に参画できたことは､大きな一歩だと思います。私は、長年交通の 

バリアフリー化を障害者運動として取り組んできた者の一人として､中部国際空港は、国内

の交通関連施設の建築物としては、もっともUD化水準が高いと評価できます。 
もちろん完璧ではありません。いくつか問題点は指摘できます。しかし､ここで私が評価

するUD化の大きな指標として､各種障害者のたゆまぬ議論と検討･参画の作用と影響と成

果で､ハード･ソフト両面において､中部国際空港に内包されているものの総体のUD化効果

を私は、中部国際空港を利用する時に体感できます。 
折しも､２００５年１月２７日不正改造問題で有名になった大手ビジネスホテル東横 

インが､２００６年１月２６日に中部国際空港に隣接して､「東横イン中部国際空港本館 

グリーンサイド」(５０７室)と「東横イン中部国際空港本館オレンジサイド」(４９４室)が
オープンしました。２棟になんとバリアフリー・ルームが１３室設けられました。 
このようなビジネスホテル･レベルで､バリアフリー・ルームの部屋数がこれほど多いと

ころは､国内のどの空港にもありません。 
まだまだこれからもますますスパイラルアップして発展し､UD化していく中部国際空港

に期待してやみません。 
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3. 当事者視点の我が国のモビリティをめぐる法体系と問題点 
アクセス東京バリアフリーコーディネーター  今福義明 

 
交通バリアフリー法見直しに関する見解 
 2000年５月１７日に成立した「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（通称:交通バリアフリー法）」の効果は、劇的に進展した。 
同法のもっとも基本的な特色的な指標は、「市町村が移動円滑化基本構想（駅等の旅客

施設とその周辺の地区とを一体的にバリアフリー化するための計画）を作成し、交通事業

者、道路管理者、都道府県公安委員会はそれに即してバリアフリー事業を実施すること」

にあります。それゆえ市町村が実施主体となる基本構想の策定済み件数である「１日の  

利用者数が５，０００人以上である旅客施設が所在する市町村」562市町村中､「平成17年 

3月１日現在の基本構想の受理状況」によると､計172市町村184基本構想となっています。 
「鉄軌道駅の段差への対応状況」による平成12年度末総駅数9518駅の内、段差を解消  

している駅数が､1381駅が､平成15年度末総駅数9544駅の内､段差を解消している駅数が､

2000駅に増加､実に４年間で619駅増えています。視覚障害者誘導用ブロックの整備状況は、

平成12年度末3247駅が平成15年度末3815駅で､568駅増加しています。視覚障害者のホーム

からの転落防止策として､もっとも有効なホームゲート設置駅数は、平成16年度末で250駅
(全駅数の割合3％)です。(※１) 
 「乗合バスのバリアフリー化について」は、平成16年度末乗合バス総車両数58404台の内､

ノンステップバス5432台､ノンステップバス以外の低床バス(床高65cm以下)5060台､リフ

ト付バス564台となっており､これを車いす対応バスとしてカウントすれば､11056台となり、

国内路線バス総台数の19％です。 
平成15年度末に､ノンステップバス(5432台)の導入台数が､ワンステップスロープ付バス

とツーステップスロープ付バスの合計台数(5060台)を超えたことになります。(現在､  ノ

ンステップバス導入台数は、7500台13％に達しています) 
ホームと車両との段差と隙間の問題は、移動円滑化基準の浸透と逆段差基準の設定  

(マイナス２㎝の逆段差を許容する新たな基準の適用 )により､同法成立時には､予想   

できないほど進展しました。新設線や既設線でもホームと車両との段差がほぼ平らになる

駅が数多くできてきました。車いす使用障害者の単独自力乗降が可能になってきました。

さらに､「ホームと車両との段差と隙間に支障を感じる時は､一以上の設備を設置しなけれ

ばならない」という移動円滑化基準の設定により､「ホーム渡り板」の有効性と安全性が  

認知され､JR各社･大手民鉄･地下鉄に広く普及配備されました。 
 以上､交通バリアフリー法の成果面を見てきましたが､問題点として､浮上してきました

のは、下記の諸点です。 
(1) 車いすを使用する障害者が各地で､エレベーターではない昇降機で転倒･転落事故に遭

い､負傷･重症時事例がでてきたことです。昇降機の種類や事故の原因は、一様ではあ
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りませんが､同法の趣旨の大前提である「移動の安全性の確保」が揺らいでいると言え

ます。 
(2) 一定のバリアフリー化設備がありながら､車いすを使用する障害者への無理解や偏見･ 

接遇の怠慢等で､乗車拒否される事態が起きました。これまたそれらの現象の様態は一

様ではありませんが､背景には､車いすを使用する障害者に「移動権」が認められてい

ないことから､事業者の任意の配慮の範囲内での乗車となっているからと言えそうで

す。乗車拒否された者の自尊心は深く傷つき､また、社会参加の機会が奪われることに

なります。 
(3) 同法の成立時頃に､突然､JR東日本が､ハンドル式電動車いす使用障害者の乗車を拒否

し始めました。このJR東日本のハンドル型電動車いす使用障害者に対する乗車拒否姿

勢の影響は、JR東海を皮切りに､JR各社に飛び火し､各地のハンドル型電動車いす使用

障害者が､それ以前まで何の問題もなく乗車できていたのに､突然乗車拒否され､何年

にも渡り､社会参加の機会を奪われ続けました。国は､この問題の解決のために､「交通

バリアフリー技術規格調査研究委員会」を開き、平成１５年度３月に､報告書が出され､

平成１６年１月より､厳しい利用条件を付けて､ハンドル式電動車いすを使用する障害

者の 鉄道利用を認めました。しかし、国内主要鉄道のJR東海･JR北海道･名鉄は、依

然として､乗車拒否し続けたため､ハンドル式電動車いすを使用する障害当事者が法務

局に「人権 侵害」として訴えました。それにより、「JR東海への人権侵害改善勧告」

が出され、平成１７年１月､名鉄･JR東海･JR北海道が同じく厳しい利用条件を付けて､

利用を認めました。しかしながら､それでもJR東日本は、依然として､個別的にハンド

ル式電動車いすを使用する障害者を乗車拒否し続けているという当事者の報告があり

ます。 
(4) 同法による基本構想策定は自治体の任意であることから､自治体によっては「１日の乗

降客が５千人以上の駅」がありながら､財政的な理由や同法以外の自治体独自の基本構

想や福祉の街づくり条例等で､「バリアフリーの街づくり」をしているからという理由

で､国が目標とする２０１０年までに同法の基本構想を策定しない自治体が出てきま

した。 
(5) 同法の付帯決議に盛り込まれた「障害当事者の参画の必要性」は、わたしたちは、同

法の基本構想策定時に､具体化されることを予想していましたが､多くの自治体では、  

「障害当事者の参画の必要性」を形式的側面のみに取り扱う傾向にありました。公募  

方式ではなく、密室会議方式であったり、障害当事者の参画が､特定障害者団体･個人

へのヒアリングのみであったり､ワークショップ等の参加のみであったり､参加･参画

する障害者団体が､普段から鉄道やバス等を利用している人が含まれていない等の問

題が指摘されています。 
(6) ノンステップバス導入台数の地域格差が歴然としてきました。国内運輸局管内別公表

によると､実に関東運輸局管内のみで､国内ノンステップバス導入台数の57％を占めて  
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います。それに､近畿運輸局管内18％､中部運輸局管内12％と続き､上記三運輸局管内を 

合わせると87％を占めています。同法の移動円滑化基準では､新規導入バスの床面高が  

６５ｃｍ以下と定められました。また、車いすスペース座席やスロープ装着の業務付

もなされています。しかし、上記数値で見たように､ノンステップバス導入は、都市圏

に集中しており､都市圏以外の地域では､ワンステップスロープ付バス(床面高55ｃｍ

以下レベル)が多くなっています。ワンステップスロープ付バスの床面高からのスロー

プ勾配角度は、１５度と極めて急勾配で､車いす使用障害者のバス乗降時における転倒

の危険性と不安の声があります。地方におけるノンステップバス増大の成否は､バスの

中古市場にノンステップバスが登場してこなければ増えないとも言われている現状で

す。また、いわゆる車いす対応バス(ノンステップバス・ワンステップスロープ付バス

・リフト付バス)の運行方法の問題が浮かび上がっています。それは、それらのバスの

運行時刻を固定しない､時刻表示をしない､運行路線を固定しないなど､車いす使用障

害者にとってみれば､「乗降できるバスがどこに？いつ運行されるか？分からない状態

・一般乗客では、考えられない劣悪な運行状態のまま放置されている」ことです。 
 
以上､同法における成果と問題点をいくつか挙げてきました。国は､同法の見直しに  

際して､交通バリアフリー法と改正ハートビル法の統合やユニバーサルデザインを基調に

した施策の展開を見せていますが､「移動権抜きの配慮」とも言うべき概念のバリアフリー

化施策が中途半端に進んでいる観が否めません。 
同法の見直しに際して､下記の諸点についての議論は、急務であると考えられます。 
○移動は、社会参加･社会生活･自立生活の基盤であり､大前提であることから､交通バリアフ

リー化の根拠として､「移動（アクセス）の権利」を保障。 
○「１日の利用者数が５，０００人以上である旅客施設が所在する市町村」562市町村   

すべての自治体が基本構想を策定。基本構想を策定しないと駅を基点としたバスや街の

バリアフリー化整備が進展しないことから､2010年までに､残り378市町村の基本構想を

策定。 
○タクシーと長距離バス及び空港バス､コミュニティバスを同法の交通バリアフリー化 対

象に追加。これらのいずれも技術的には､バリアフリー化可能段階に入っていること か

ら､これらを同法の適用除外にしておく合理的理由がないことから､さらに､交通  バ

リアフリー化要請が高まっていることから､適用対象に入れて､数値的目標を定める。 
○ＳＴＳ（福祉移送サービス）の法的位置付けを明確にし､障害者と高齢者が､同年齢の  

市民が営む社会生活を平等に十全に行える様に､移動の質と量を定めたモビリティー 

概念を設定して､これらの移動(モビリティー)を確保･保障するためには､どうしたら い

いかという観点から､ＳＴＳ（福祉移送サービス）を同法の対象に追加。 
○障害当事者や高齢者当事者の参画を交通バリアフリー法のすべての局面において､  し

くみとして位置づけ、義務化。 
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4. 当事者の先端移動支援技術に対して求めること 
  東京大学先端科学技術研究センター 特任研究員 奥山 俊博 

 
4-1. 序論 
電子技術や情報技術（ＩT）を活用したハイテク製品の出現により私たちの生活はずいぶ

んと便利になった。高齢者や障害のある人にとってもハイテク製品を利用することで生活

を便利にすることができる。移動時においても，先端移動支援技術を活用することにより，

移動手段を多様にし，移動をより楽しく快適なものにする可能性がある。 
また，自立を目指す障害のある人の就労支援においても，ITを活用した就労などさまざ

まな取り組みが始められている。しかし，様々な問題により公共交通が利用しにくい環境

にある者や，自動車の運転が難しい重度障害者などにとって，職場までの移動手段が得ら

れないことが問題となり就労に結びつかないこともある。 
障害のある人の新たな生活・就労支援を進めるためにも，先端移動支援技術を活かし，

自宅からシームレスに移動できる機器を開発し活用することで社会参加できるような取り

組みが必要と考える。 
 
4-2. 電動車いすによる移動 

筆者は，今から14年程前(1995年頃)から電動車いすを使い始めた。それまでは何とか短

い距離は歩いて移動していた。そのため，買い物をする時には，必要な物へ一直線に向か

い購入するというような移動方法であった。例えば，雑誌が欲しくて書店へ行った場合で

も，入り口近くへ自動車を停めて，目的の雑誌がある棚のところまで一直線に歩く。他の

棚に見向きもせずに移動する，といった感じであった。移動することは，楽しみでは無く，

足の痛みもあるため苦痛に近いことであったと思う。 
それが，電動車いすを購入してからは，目的の書籍だけでなく，話題の書籍が陳列され

ている書棚や，新書のコーナーなどをゆっくりチェックしながら買い物する，というよう

な移動方法に変わった。一般的に，障害のない人にとっては当たり前なことかと思うが，

買い物を楽しむことが出来るようになった。また仕事で機器展示会へ出かけることの多い

筆者にとって，広大な展示場を移動するときにも，電動車いすは活躍する。 
このように，電動車いすは，単なる移動の手段というだけでなく，買い物の仕方を変え，

仕事の幅を拡げ，生活を豊かにする支援機器に，なり得るものだと考える。 

 
4-3. まとめ 

パーソナル・モビリティとして，先端移動支援技術により開発されたi-REALとセグウェ

イを試乗してみて，人間の身体だけでは不可能な時速３０㎞での移動を可能にするなど，

人間の持つ機能を拡張することで，新たな移動空間を作り出していることが分かった。 
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電動車いすなどの移動支援機器を活用する者にとっても，移動空間の拡がりなど魅力的

な部分は多く見受けられた。しかし，人間の機能を補完する目的で作られた電動車いすに

慣れ親しみ，道具である電動車いすが身体の一部であるかのように思い通りに動く経験を

積んだ者からすると，日常の移動時に足の替わりに活用する技術としては難しい部分があ

ると感じた。 
今後，先端移動支援技術の開発が進む中で，重度の障害のある者にも操作できるような

インタフェースの開発や移動の快適性が備わることで，シームレスに移動できて社会参加

につながるような新しい移動機器が誕生することを望む。 

 
 
参考資料 
1） 中邑賢龍，塩田佳子，奥山俊博（2005） こころリソースブック200５年版 ここ

ろリソースブック出版会 
2） 東京大学・学際バリアフリー研究プロジェクト(AT2EDプロジェクト)のサイト 

URL： http://at2ed.jp/ 
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5. 当事者視点の米国の現状―視察・聞き取り報告 
研究代表者 貝谷嘉洋 

 
日程： 
2009年1月28日～2月7日 
 
場所： 
ハワイ州ホノルル市 
 
視察者： 
貝谷嘉洋（研究代表者、筋ジストロフィーをもつ、電動車いすに乗る） 
島田賢司（アシスタント） 
貝谷和香（アシスタント） 
 
視察概要： 
 障がい者のモビリティが も発達している国の一つ、アメリカの先端移動機器の利用状

況、インフラ、バリアフリーの状況、人々の意識について、自身が重度の筋ジストロフィ

ーをもつ研究者代表者が当事者視点で視察・聞き取りを行った。なお、ハワイ州を選んだ

のは、観光地で先端移動機器の利用実績が長く、自転車道の整備やバリアフリーが全米の

中でも進んでいるという情報を事前に得たからである。 
 
 具体的な調査は、 
a) 先端移動支援機器として米国で実用化されているセグウェイの利用状況、社会的受容、

必要なインフラの整備状況について、試乗および関係者への聞き取りを行った。 
 

b) アメリカの障がい当事者のモビリティについての現状、移動を支えるバリアフリーの状

況、障がい者や彼らの移動についての人々の意識について、実際の街中の移動および関

係者への聞き取りを行った。 
 
 その結果、 
a) 視察地および米国全体で先端移動支援機器はまだ日常生活で使用は一般的ではないと

いうことが判明した。法律では自転車道では時速 20km、歩道では時速 13km までの無

免許での走行が認められていて、今のところ他の通行者と大きな問題は報告されていな

いことが分かった。また、実際のアシスタント 2 人の試乗の結果、安全で有用性がある

ことを確認した。なお、セグウェイ以外に三輪の先端移動支援機器も街中を走っていた。 
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b) 視察地における障がい者、高齢者のモビリティをめぐる環境は非常に充実していること

が判明した。街中や交通機関のバリアフリーは進み、多くの障がい者がそれを利用して

いた。引退後の保養地としての位置づけもあり、米国の他の地域よりもバリアフリーが

整っていた。また、パラトランジットという個別移送サービスが発達し、車いすはもち

ろん視覚障がい者にとっても安全で利便性の高いモビリティを確保していた。 
 
基本情報：米国の障がい者をとりまく環境について 
 
 米国においては、主に1990年に施行された障害者差別禁止法｛Americans with 
Disabilities Act (ADA)｝により就労、公共機関、公共交通における障がい者差別を禁止し

ている。そのほか、教育、就労、投票などにおける差別を禁止する法律がある。 
 
 米国の障がい者施策の中で も進んでいるものの１つは、移動手段の確保である。我が

国および欧州諸国よりも特に進んでいるのは、運転補助装置の改造による重度肢体不自由

者の自走車でかなり普及している。公共交通機関については、日本と比べてバリアフリー、

利便性の面で少々遅れている。その分パラトランジット（日本でいう福祉タクシー）のサ

ービスは、廉価（ハワイでは一回で200円程度）であることも含めて利便性が非常に高い。 
公共の建築物のバリアフリーも米国においては、我が国および欧州諸国よりも全体的に

進んでいる。特に古い建物、小規模店舗については著しく優れている。 
 
しかし、政策として門戸を平等に開くということに主眼をおいていて、手厚い保護はし

ていないため、障がい者の生活水準が全体として高いとはいえない。例えば介助サービス

や医療サービスは我が国および欧州諸国よりも全体として遅れている。 
 とはいえ米国の障がい者の社会参加、社会進出は我が国よりもかなり進んでいる。 
 
視察・聞き取り報告： 
a) 
① セグウェイ・ツアー担当者からの聞き取り 
② セグウェイの公道での試乗、見学 
b) 
③ ハワイ州交通局 障がい者担当者から聞き取り 
④ ハワイ州健康局 障がい者担当者(当事者)から聞き取り 
⑤ 現地に住む当事者から聞き取り 
⑥ 街、施設、乗り物などバリアフリーの状況を見学 
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① セグウェイ・ツアーの運営者代表からの聞き取り 
↓対象者：Alan Rice Segway of Hawaii （写真） 

 
場所：Hilton Hawaiian Village Resort, 2005 Kalia Rd, Honolulu, Hawaii 96815 
 

 セグウェイは 1 人乗りの電動で駆動する立ち乗りの二輪車。米国のほとんどの州で公

道を走ることが認められている。 
 一時間くらいセグウェイを前にしてのお話。その模様をビデオに撮影 
 セグウェイ・ツアーではほとんど事故がない 
 死亡事故は 1 例のみ 
 他の歩行者から苦情はほとんどない 
 セグウェイを通勤手使っている人が全米で増えている。 
 ハワイ州の法律では EPAMD（Electric personal assistive mobility devices）という枠

で、歩道では時速 13km、自転車道や車道では時速 20km まで認められている 
 
② セグウェイの公道での試乗、見学 
場所：Hilton Hawaiian Village Resort, 2005 Kalia Rd, Honolulu, Hawaii 96815 (スター

ト) 
 

 貝谷は障がいのため試乗不可。同行のアシスタント 2 人が試乗、近隣のアラモアパー

クを中心に 2 時間のツアー。2 人のガイドが案内。貝谷は電動車いす（時速 8km）で

同行 
 アシスタント 2 人はセグウェイに乗るのは初めてであり、 初不安を訴えていたが、

ガイドの 15 分ほどの説明と、練習で乗りこなせるようになった。非常に楽しい経験で
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あったと口をそろえる。 
 ツアーの模様をガイドによって映像、写真に撮影した 
 セクウェイは狭い歩道でも走行できる安全な乗り物である。 
 車道で 高時速約 20km に達した。 
 セグウェイ以外にも時速 10km 程度で走る三輪車も走っていた。観光客が利用してい

た。 

 
↑セグウェイ 

 ←セグウェイ・ツアーの様子 
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 ←セグウェイ・ツアーの様子 

 ←セグウェイではなく三輪車 

 
③ ハワイ州交通局 障がい者担当者から聞き取り 
対象者：BEN  GOROSPE  
STATE OF HAWAII ADA Coordinator 
場所：State of Hawaii, Department of Transportation (DOT) 
Aliiaimoku Building, 869 Punchbowl Street, Honolulu, HI  96813 
 

 交通局で ADA 法について相談を受けアレンジするのが仕事 
 会見の模様を IC レコーダに録音 
 自転車道をこれから広げていく計画である。 
 JUDY E .PAIK さんを紹介 
 現在セグウェイを規制する動きがある 
 また、交通局では ADA 法において車いすの定義は「三輪または四輪の障がいを持つ人

の移動を支援する機器」」としているので、例えばあるバス会社は ADA 法の規定によ

り車いすに乗る障がい者はスロープ等を使って乗せなければならないが、車いすに当

てはまらない二輪のセグウェイに乗る障がい者はどうなるのかという議論がある。 
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 ←写真左端に自転車道がある 

 

↑BEN  GOROSPEさん（左）、JUDY E .PAIKさん（右） 
 
④ ハワイ州健康局 障がい者担当者(当事者)から聞き取り 
対象者：JUDY E .PAIK 
DISABILITY AND COMMUNICATION ACCESS BOARD 
PROGRAM SPECIALIST 
場所：Department of Health  
919 ALA MOANA BLVD.,RM.101 HONOLULU,HAWAII 96814 

 本人が視覚障害者。強度の弱視 
 会見の模様は映像で記録 
 電動車いすのスピードを規制する明確な法律はない。 
 米国では電動車いすは医療機器で審査が厳しい 
 ハワイのパラトランジットは、カーブ・トウ・カーブ。カーブとは建物の前の歩道と

いう意味。一般のバスと同じ 2 ドルで乗車可能。通勤に使っているが使い勝手はかな

りいいとのこと。 
 電動車いすユーザの中には、健常者が乗るセグウェイがお店に入ってきて、他の客の
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迷惑になった場合、同じ移動支援機器ということで障がいのために使わざるを得ない

電動車いすも同じ土俵で取り扱われてしまう可能性を心配している人もいる。 
 未来の乗り物として一緒に発展していきたいという意見もある。 
 何人もの障がい者が普通に州政府の役人として働いている 

 

 

↑パラトランジット。車いすのまま乗り込める。視覚障がい者にとっても有用である。 
 
⑤ 現地に住む当事者から聞き取り 
対象者：Minoru Kimoto（ハワイヤンキルトの店主） 
場所：Mea Aloha 

 渡米して 25 年の日系人。10 年前に事故で下半身不随。手動の車いすに乗る。 
 普段は手動装置の車を運転して移動。 
 障がいをもつようになってからもあまり生活は変わらない。 
 人々が憐れむような態度は全くない。必要な手は貸してくれる 
 年金と仕事による収入。 

 
⑥ 街、施設、乗り物などバリアフリーの状況を見学 

 空港。バリアフリー。日米では普通。空港での重度身体障がい者の動きを映像で記録 
 ホテル。バリアフリー・ルーム、ツインに介助者一名と宿泊。広い洗面・トイレ・バ

スルームが特徴。 
 レストラン、店などの建物。基本的にすべてバリアフリー。身障者トイレも割と小さ

な店にもある。食べること、トイレの心配がないのは、究極の自由。 
 歩道。バリアフリーはカリフォルニア並みにいい。東京よりはよくない。NY よりはい

い。 
 バス。すべてバリアフリー。低床が 3 割。あとは階段部分がリフトになるタイプ。ど

こまででも 2 ドル。運転手によって態度がまちまち。乗り降りの様子を映像で記録 
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 身障者用のお手洗い。は男女それぞれにあり、介助しにくい 
 視覚障がい者の点字ブロックは、一部のみにしかない。 

←いわゆるセニアカーはよく見かけた 

 

 

↑ホテルのバリアフリールームのバスルーム。広めに作ってある。 

 

↑ノンステップバスのスロープ。車いすのまま乗り込める。高齢者にはサスペンションを下

げて乗りやすいようにする。 
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↑車いすのスペースは広々している。周りの乗客の理解は進んでいる。 

 

↑バスの中にて。電動車いす2台も余裕で入る。 

  
↑街中いたるところで車いすの入り口を示している。 
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↑車いす用の自動ドアとそのスイッチ（右） 

  
↑観光バスもバリアフリー。    ↑車いす固定装置もついていた。 

 

↑空港、ホテル間の移動に使ったリフトタクシーに乗り込む。身障者用駐車スペースは数が
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非常に多い。 

  
↑観光船の中のお手洗い      ↑観光船に乗るためのブリッジ 

 

↑知的障がい者の就労施設。観光地のパイナップル農場の中にあった。 
 
視察のまとめ： 
ホノルル市のバリアフリーは全米でも優良 
 今回の視察で も感じたことは、視察地のホノルル市は電動車いすで非常に移動しやす

いということだ。 
 レストラン、トイレのほとんどがバリアフリーなので、予め電話などで確認する必要が

なく、レストラン周辺でバリアフリー・トイレを探しまわる必要もなかった。フリー・モ

ビリティ社会を考えた時に食事と排泄が自由であることの大切さを実感した。 
 また、鉄道やバスといった公共交通機関については利便性、バリアフリーの度合を考え

ると我が国の大都市圏のほうが一見優れているようだが、パラトランジットという個別移
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送サービスを含めると総合的に見てホノルル市のほうが優れている。 
 なお、視察地のハワイ州ホノルル市は他のアメリカの地域に比べてバリアフリーは整っ

ている。その理由は観光のメッカであるため子供から高齢者まで誰もが利用できるように

街づくりが行われていることである。観光資源による経済的な裏付けも背後にはある。ま

た、引退者の保養地であるため高齢者の利用が多くニーズが高いこともあげられる。 
 
法的規制 
 このように街全体としてのバリアフリーが整っているのは、ADA法（本項末の参考資料

参照）により、厳しく規制されているからである。特に小規模なビジネスに対しても規制

があること、また罰則が厳しいことや賠償訴訟によるリスクが大きいためコンプライアン

スがすぐれていることによる。 
 ちなみに、我が国のバリアフリー新法は「日本の交通バリアフリー現況及び問題＆課題」

（B-I-3項参照）のように拡充の方向にはあるが、小規模なビジネスへの規制が極めて限ら

れているため、街全体としてバリアフリーには限界がある。 
 
近未来のパーソナル・モビリティ 
 今回の視察の大きな目的の1つは近未来の乗り物だと言われ、欧米ではビジネスのシーン

で広がっているセグウェイがどの程度社会に受け入れられているかということであった。

セグウェイの一般道での利用が認められた初期（2005年）から観光地のツアーの実績があ

ることが、ホノルル市を視察地に選んだ1つの大きな理由である。 
 ところが、一般の人々に普及しているとは言えずビジネスのシーンでようやく定着をし

た程度であった。 
 とはいえ、近未来のパーソナル・モビリティについて、時速15km程度が一般的な米国の

電動車いすユーザや交通局の人々の間では様々な議論があることには注目に値する。 
パーソナル・モビリティを普及させていく段階で、インフラや法的な整備を施してその

普及が電動車いすに不利益を与えないようにしていく必要がある。 
 
思想の違い 
 アメリカにおいては、障がい者の移動権についてADA法で規定され遵守されている。ま

た、政府は障がい者の移動を保障することで、経済・財政上有利になることを認知してい

るため積極的に推し進めている。 
 我が国においては、移動を権利として認める法律は存在しない。バリアフリーも「優し

い社会」といった情緒的な文脈で取り上げられるが、経済的効果やコスト・ベネフィット

分析の対象になることはない。我が国の政治体制においては、公共事業は永続的な発展が

求められその一環としてのバリアフリーが発達しているようである。 
これらのことは国民の意識にも強く影響している。すなわち、米国では障がい者や高齢
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者は保護の対象ではなく社会で役割を占める一員としてとらえている。一方、我が国にお

いては、意識の面で障がい者は税金で保護されるが、その分権利はある程度抑えられるの

は仕方がないとしている。 
 この視察において背後にある思想の違い、人々の意識の違い、それによる施策の違いが

非常に大きいことを痛感した。 
 
フリー・モビリティ社会 
 アメリカにおいては、オバマ政権となりエコロジーを推進していることもあり、今後国

策として自転車道を整備していく方向である。自転車道は、自転車はもちろんパーソナル

・モビリティや電動車いすユーザにとっても安全で有用なもので、オランダなどヨーロッ

パの一部の地域ではそれがすでに証明されている。 
 後にこの視察において、フリー・モビリティ社会を考えた時に、欧米は我が国よりも

一歩先をいっているが、先端移動支援機器であるパーソナル・モビリティについては我が

国の技術は決して劣っていないことは確認できた。 
 
 
参考資料：米国の障害者差別を禁止する法律 
障害者差別禁止法｛Americans with Disabilities Act (ADA)｝が主な法律です。 
ADAは、連邦議会、州と地方自治、就労、公共施設、商業的な施設、交通とテレコミュ

ニケーションにおける障害に基づいて差別を禁止します。 
 

ADAによって保護されているために、障害があるか、または障害をもつ個人との関係が

なければなりません。障害の個人は、ADAによって、大幅に一つ以上の大きな日常活動を

制限する身体検査または精神的欠陥がある人、そのような障害の歴史または記録をとる人

または他によってそのような障害があるものとして知られている人と定義されます。ADA
が、特にカバーされる障害の全てを特定するというわけではありません。 

ADAは4つのタイトルで構成されています。 
 
タイトルI 就労 
タイトルIは、他が利用できるあらゆる仕事関連の機会から利益を得るために資格のある

身体障害者に機会均等を提供することを15人以上の従業員と一緒の雇い主に要求します。

たとえば、それは仕事の補充、雇用、昇進、トレーニング、賃金、社会的な活動と他の特

権で差別を禁止します。 
それは求人がなされる前に、申込者の障害について尋ねられることができる質問を制限

します、そして、それが不当な困難に終わらない限り、それは雇い主がそれ以外は資格の

ある身体障害者の既知の身体的であるか精神的な規制への理にかなった適応を作ることを
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義務づけます。15人以上の従業員と一緒の宗教的な実体は、タイトルIの下でカバーされま

す。 
 
 ADAタイトルII：国と地方の政府活動 
Federal資金提供の政府実体のサイズまたは受領に関係なく、タイトルIIは州と地方自治の

すべての活動をカバーします。タイトルIIは、州と地方自治が彼らのプログラム、サービス

と活動（例えば公教育、仕事、輸送、レクリエーション、健康管理、社会福祉事業、法廷、

投票と町民大会）の全てから利益を得るために身体の不自由な方々に機会均等を与えるこ

とを義務づけます。 
 
国と地方の政府は、彼らの建物の新しい建設と変更において特定の構造上の標準に従う

ことを要求されます。彼らもプログラムを再配置しなければならないか、さもなければ到

達できない以前の建物でアクセスを提供しなければならなくて、効果的に、聴力、視力ま

たは言葉障害にかかっている人々と情報交換しなければなりません。一般の実体は、不当

な財政的で管理の重荷に終わる措置をとることを要求されません。彼らがそうすることが

提供されているサービス、プログラムまたは活動の性質を基本的に変えることを証明する

ことができない限り、彼らは差別を避けるために必要な場合、方針、実行と手順に理にか

なった修正をすることを要求されます。 
 
ADAタイトルII：公共交通機関 
タイトルIIの輸送準備は、公共交通機関サービス（例えば都市バスと一般のレール輸送（例

えば地下鉄、通勤鉄道、アムトラック））をカバーします。公共交通機関当局は、彼らの

サービスの供給において、身体の不自由な方々を差別しないかもしれません。彼らは新し

く購入された車両でアクセスしやすさの必要条件に応じなければならなくて、購入に正直

努力をしなければならないか、アクセスできる中古のバス（アクセスできる方法の再製品

化バス）を賃貸しなければならなくて、それが不当な重荷に終わらない限り、彼らが固定

されたルートバスまたはレールシステムを操作するparatransitを提供しなければなりませ

ん。Paratransitは、独立して（身体検査または精神的欠陥のため）規則的な輸送システム

を使用することができない個人が迎えに行き、彼らの目的地で降ろすサービスです。 
 
 ADAタイトルIII：公共施設 
 
タイトルIIIは公共施設である企業と非営利的なサービスプロバイダを適用します。そし

て、私営実体がコースと試験、私営輸送と商業的な施設の特定のタイプを提供します。公

共施設は個人的な実体です。そして、自分のもの（リース）は誰を賃貸しますために、ま

たは、施設（例えばスポーツスタジアムとフィットネスクラブを含むレストラン、小売店、
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ホテル、映画館、私立学校、コンベンションセンター、診療室、ホームレスの避難所、輸

送倉庫、動物園、斎場、保育所とレクリエーション施設）を管理してください。個人的な

実体によって提供される輸送サービスは、タイトルIIIによってもカバーされます。 
 
公共施設は、除外、分離と不等な処置を禁止する基本的な差別をしないこと要求に応じ

なければなりません。彼らも、新しくて変えられた建物のための構造上の基準に関連した

特定の要求に応じなければなりません;方針、実行と手順への理にかなった修正;聴力、視力

または言葉障害の人々との効果的コミュニケーション;そして、他のアクセス条件。その上、

公共施設は多くの困難または出費なしでそうすることが簡単である既存の建物でバリアを

取り除かなければなりません。そして、公共施設の資源を与えられます。 
 
専門であるか、教育的であるか、取引関連のアプリケーション、ライセンス、証明また

は信任状提出に関連したコースと試験は身体の不自由な方々が利用しやすい場所と方法で

提供されなければなりません、あるいは、代わりのアクセスできる装置は提供されなけれ

ばなりません。 
 
商業的な施設（例えば工場と倉庫）は、新しい建設と変更のためのADAの構造上の基準

に従わなければなりません。 
 
ADAタイトルIV：テレコミュニケーション・リレー・サービス 
 
タイトルIVは、聴力と言葉障害で人々のために電話とテレビアクセスについて述べます。

それは州連絡高速道路を設立することをコモンキャリア（電話会社）に要求します、そし

て、州内のテレコミュニケーションは一日２４時間サービス（TRS）（1週につき7日）を

中継します。TRSは、聾者（TDDs）（それはテレタイプライター（TTYs）としても知ら

れています）のために通信装置を使う聴力と言葉障害の発信者と第三者通信アシスタント

を通して互いと通信するために声電話を使う発信者に許可を与えます。連邦通信委員会

（FCC）は、 小限の標準をTRSサービスに設定しました。タイトルIVも、Federallyの字

幕使用が公共発表に資金を供給したことを義務づけます。 
 
 なお、米国においてはADA法以外に次のような法律により障がい者は保護されています。 
Telecommunications Act テレコミュニケーション法 
Fair Housing Act 住宅差別禁止法 
Air Carrier Access Act 航空機アクセス法 
Voting Accessibility for the Elderly and Handicapped Act 選挙アクセス法 
National Voter Registration Act 国家選挙アクセス法 
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Civil Rights of Institutionalized Persons Act 施設入所者人権法 
Individuals with Disabilities Education Act 障害児・者教育法 
Rehabilitation Act リハビリテーション法 
Architectural Barriers Act 建築障壁除去法 
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Ⅱ. 社会的受け皿研究グループ 

（未来工学研究所） 
 
１. 総括 

          財団法人未来工学研究所 和田雄志 
 
誰でも自由に移動できる「フリー・モビリティ社会」の実現のためには、先端移動機器の

開発・普及だけでなく、社会的受け皿の研究が不可欠である。 
具体的には、①先端移動機器を含む関連法令の整備、②運用プログラムの開発、③心理的

・社会的影響の把握、④トータル・コスト・ベネフィット（費用対効果）分析、�社会実験

プログラムの開発、などを通じて、「フリー・モビリティ社会」実現のための社会的受け皿

として必要な条件を明らかにする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○関係法規 
 移動支援機器をめぐる関連法規の概況については、すでにI―３において概観したが、先

端移動機器の導入にあたっては、これまでのような福祉機器（電動車いすなど）といった

視点だけでなく、すべてのユーザを対象としたユニバーサルデザインの観点から現行の法

体系の見直しが必要である。 
○交通インフラ体系 
これまで、バリアフリー新法などにより公共交通機関・施設などでの段差解消、エレベ

ーター設置、といった都市空間のハード面での整備が中心に進められてきた。しかし、そ

れらは、既存の移動システム（自動車、二輪車、歩行者そして車いすなど）を前提とした

ものであり、本調査でとりあげた先端移動機器は考慮されていない。技術革新に支えられ

た新しい乗り物（パーソナル・ビークル）を含めた交通インフラの見直しが必要となって
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くる。ベッドサイドから海外までの移動がスムースかつシームレスにできるような社会イ

ンフラが求められているのである。本調査では、海外での先端移動支援機器導入と交通法

規の関係などを調査した結果を紹介する。 
○運用ノウハウ 
 都市・生活空間のバリアフリー、使いやすい移動支援機器の導入に加えて、周囲の人の

サポート体制、あるいは先端移動支援機器を操作するためスキルを獲得できるプログラム

（ユーザのためのトレーニング・ガイダンスなど）が必要である。機器開発、段差解消だ

けでなく、人手（介助者あるいは一般人）による移動介助などを通じて、心の通ったフリ

ー・モビリティ社会が実現する。電動車いすユーザ（研究代表の貝谷）とともに、ジョイ

スティック車の運転免許取得プログラムを開発した自動車学校の例などを紹介する。 
○心理的・社会的要因の調査 
車椅子ユーザの座高が低いために、立位の健常者と向き合ったときの心理的圧迫感（見

下ろされている感じがする）がある。また福祉機器は機能や安全性優先のため、ややもす

るとデザインが「ダサい」という声もある。町中での車いすユーザに対する自然の介助行

動を、より自然な形で実行できるような社会的ムーブメントが不可欠である。 
 米国で開発されたセグウェイ（二輪式パーソナルムーバー）は、警備・巡回用にも使わ

れているが、車によるパトロールや歩行巡回に比べて、周囲の人々とのコミュニケーショ

ンが増え、巡回者の仕事に対するプライドも向上した、という報告がある。先端移動機器

がもたらす心理的・社会的効用といってよい。 
 一方、手動式の車椅子に比べて、電動車椅子の場合は、利用者の「効用感」が低下せず

に持続するという調査結果（中邑、今福）もあり、利用者の心理的変化にも着目する必要

がある。 
○トータル・コスト・ベネフィット（試算） 
 先端移動機器は開発初期においてはコストは度外視されるが、実用化段階においては、

価格低減が大きな課題である。それと同時に、機器導入に伴うトータル・コスト・ベネフ

ィット（費用対効果分析）が不可欠である。機器導入コストと介助者の人件費の比較、あ

るいはユーザの心理的負担感の軽減（あるいは自立達成感の増大）をなんらかの形で定量

化するする必要がある。中邑らは、既存の車椅子での費用対効果分析を行っている 
○「社会実験」のための条件整理 
今回、中部国際空港において先端移動機器の走行体験デモを行ったが、今後は、公道や

オープンスペースでの社会実験へと発展させてゆく必要がある。 
具体的には、自治体などと連携をとりながら、「フリー・モビリティ特区」（仮称）の

中での走行デモンストレーション、大学キャンパス内での一定期間の走行社会実験の実施

と検証が考えられる。 
 



54 / 113 

２. 諸外国における関連法令の動向 

          財団法人未来工学研究所 和田雄志 
①移動の権利 
○フランス 

同国では、「交通権」という概念が掲げられている。「交通権」は、幸福追求権や、職

業・居住地選択の自由など、様々な権利を移動という観点から集約したものである。 
 すなわち、1982年に制定された「国内交通基本法」の第1条・2条において、世界ではじ

めて「交通権」という概念を導入している、「交通権」とは、�すべての利用者の移動する

権利、�「交通手段選択の自由」、�省略、�交通手段とその利用方法に関して利用者が情

報を受ける権利、からなる。さらに交通権の実現に伴い、利用者は、合理的なアクセス、

サービスの質、運賃、公的費用負担のもとで移動の自由を享受することができる、とされ

ている。 
○米国 
米国においては、1990年に制定された「障害をもつアメリカ人法」（ＡＤＡ:Americans 

with Disabilities Act）のもと、交通を含める様々なサービスの障がい者に対する平等な取

り扱いが保障されている。公共交通が整備されている地域においては、平等な交通サービ

スの提供としてパラトランジット（補助的移送サービスのこと）のサービス提供が義務化

されている。 
○日本 
 日本では、1999 年の交通権学会において「交通権憲章」が提案されている。 
自治体レベルでは、「板橋区バリアフリー総合計画（平成 15 年 3 月）」において、「すべ

ての区民が自由に行動し、社会参加できるまち板橋」として、障がい者を含む移動保障の

考え方を提案している。 
 
②速度制限 

日本においては、電動車いすは、道路交通法上の歩行者扱いとするため、 高速度が時

速6km未満となっている。実際には時速4.5kmと時速6kmの2種類が設定されており、 高

速度が10kmを超えた場合は「車両等」の扱いになる。 
外国製の車いすでは時速10kmを越える車いすもあり、輸入され、利用しているユーザー

もいる。補装具交付制度では 初に電動車いすの交付を受ける場合には時速4.5km仕様が交

付されることが多い。 
 米国で開発されたセグウェイの 高速度は、時速 20km であるが、交通法上 EPAMD
（Electric personal assistive mobility devices、電動一人乗り移動支援機器）米国のほ

とんどの州やヨーロッパの多くの国では、歩道や自転車道を走行することが認められてい

る。日本では公道の走行は認められておらず、ショッピングセンター、空港、リゾート施

設など特定のエリア内でしか走行できない状況にある。 
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 日本のトヨタが開発している i-REAL の場合は、歩行モードで時速 6km、走行モードで

時速 30km であり、現在の道路交通法のもとでは、車両としての安全規格を満たさないと

車道を走行することはできない。 
 
 
３. 運用プログラムの開発 

   （小山ドライビングスクール 野澤勝 、老テク研究会 大島真理子） 
① 運転スキル 
 電動車椅子の場合は、歩行車と同じ扱いになるので、特別の操作スキルは要求されない

が、車イスユーザが自動車を運転する場合は、自動車学校などでの教習プログラム受講と、

運転免許の交付が前提となる。研究代表者である貝谷が、米国製のジョイスティック式乗

用車の免許を日本で取得する際は、それを前提とした教習プログラムが日本の自動車学校

になかったため、コヤマドライビングスクールの協力を得て、特別教習で免許取得が可能

になった。 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

＜コヤマドライビングスクールにおける障がい者向け教習コース＞ 
セグウェイの場合は、内外ともに、初心者にはインストラクターによる操縦トレーニン

グを行っている。開発段階の i-REAL の場合は、運転免許携帯が試乗できる条件となってい

る。 
 
② 利用制限 
我が国では、高齢ドライバーの事故多発に伴い、免許返上などの動きがある。 

 米国のカリフォルニア州においては、限定免許という形で運転能力の衰えた高齢者など

は、行き先を教会、ショッピングセンターなど近隣に限定して、または高速道路の利用を

禁止したりするという方式を採用している。 
 安全を 優先するあまり、一方的に移動行動を制限するというやり方はわが国でも一考

に値するのではないだろうか。 
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４. 心理的・社会的影響の把握 
        （東京大学 中邑賢龍、セグウェイ ジャパン 秋元大） 

①移動支援機器の心理的効用 
 
＜電動車椅子の効果＞ 
 中邑賢龍らは、電動車椅子がもたらす心理的効用の変化を調査している（平成 18年度 厚

生労働科学研究費「支援機器利用効果の科学的根拠算出に関する研究」）。 
 筋ジストロフィー患者（13 人）に対する意識調査では、時間とともに「移動の効力感」

は低下していくが、手動車椅子の導入により「効力感」は 7 割程度まで回復する。それも

やがて低下していくが、「電動車椅子」を導入した段階で、効力感は 100％以上に増大し、

その効果も長続きすることがわかっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（東京大学、中邑他 2006 年） 
図 1 筋ジストロフィー患者の感じている「移動の効力感」の推移 

 
 電動車椅子という移動支援機器が、利用者の移動行動の範囲を広げるだけでなく、心理

的にもポジティブな影響をもたらすことを示している。 
 
＜視点の問題＞ 
 多くの車椅子は、立位の健常者と対面したときに、視点が低い（相手から見下ろされる

形になる）ため、心理的圧迫感を感じることも少なくない。 近の電動車椅子は、状況に

応じて座高が変化する機種があり、これらの機種では、このような問題は軽減される（米

国で開発された i-BOT は座ったままの姿勢で、座面が大きく上昇する設計となっている）。 
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②先端移動機器がもたらす心理的変化 
 
＜デザインの問題＞ 
 福祉機器の多くは、機能性や安全性を重視するため、若い利用者にとっては、デザイン

が「ダサい」という声も耳にする。外国製でデザイン重視のものもあるが、福祉機器の域

は出ていない。 
 今回、中部国際空港の公開イベントで試乗体験に使ったセグウェイや i-REAL は、未来型

のパーソナルムーバーとして先端技術を駆使して斬新なデザイン思想で開発された機器で

ある。いわゆる「福祉車両」として開発されたものではないが、障がい者にとっても「か

っこいい」から乗ってみたいという思いは強い。 
 
＜コミュニケーション誘発効果＞ 
 米国で開発されたセグウェイは、世界中で警備や施設管理のツールとして多くの利用実

績をもつ。 
これまで車や徒歩による警備行動に比べて、入場者や周囲の住民からの「声かけ」がふえ

て、新たなコミュニケーションが生まれるようになったという。セグウェイの搭乗者も、

周囲から注目されていることを自覚し、仕事へのプライドが生まれ、離職率が低下したと

いう報告もある。 
 単にスマートに移動できるというだけにとどまらず、地域や施設内における新たなコミ

ュニケーション誘発という思わぬ効果が生まれたのである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜米国フロリダの EPCOT センターにおけるセグウェイ＞ 
 
５. トータル・コスト・ベネフィット分析 

    （東京大学 中邑賢龍） 
 電動車いすの価格は数十万円から数百万円まで幅がある。そうじて福祉機器や支援機器

のコストばかりに目が行きがちだが、介助者などの人件費とコスト比較してみることが必
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要である。 
 中邑らは、電動車いすが介護費用に及ぼす効果を試算している（中邑賢龍他、2006 年度）。 
 それによると電動車いすを 6 年間利用した場合の 1 週間当たりのコストは 2,201 円。介

助者の人件費（介助費）に換算すると 1 週間当たり 50,811 円であった。約 23 倍のコスト

である。 
 さらに電動車いすの場合は、細かな判断を自分で選択でき、その判断をその都度、介助

者に伝えなくても実現できる（いわゆる自立性が確保される）。もちろん、介助者は移動の

介助以外に臨機応変な対応が可能である、会話があるといった付随的なメリットはある。

しかし、このコストの差を正しく認識することが、ひいては社会的コストの軽減に貢献す

るものと思われる。 
 
■コスト・ベネフィットの適用例 
研究代表者・貝谷嘉洋を例に分析。 
障がい： 
筋ジストロフィーによる両上下肢および体幹における著しい運動機能障害 
 
日常生活動作： 
着替え、トイレ移乗、入浴については要全面介助。洗面、食事については要一部介助。 
 
公的介助実績（コスト）： 
重度訪問介護等で月520時間。1時間当たりの単価約2,500円。月約130万円。年間1,560
万円。 
 
支給電動車いす（コスト）： 
リクライニング式電動車いす（スウェーデン・ペルモービル・チェアマン）。6年に1度
の支給。本体価格約240万円。年間減価償却費約40万円（月13万円）。 
メンテナンス費用月約2万円、年間約24万円。 
年間費用約64万円。 
 
介助と電動車いすのトレードオフ： 
支給電動車いすの年間コスト64万円は256時間分、1日1時間弱の介助に当たる。したがっ

て電動車いす支給によって、利用者の満足度を変えることなく1日1時間の介助を減らす

ことが出来れば、このケースではコスト・エフェクティブネス（対費用効用）が高いこ

とになる。 
 
 



59 / 113 

コスト・ベネフィット： 
例えば、もし電動車いすを使っていない状態から導入することにより介助を1日2時間減

らせたとすれば、年間で電動車いすの64万円がかかり、介助費の182.5万円が減る。さら

に1日1時間の就労が可能になり、時給1,000円を稼いだとすれば、年間36万円となる。そ

の分仮に福祉手当の支給がなくなったとすると、 
コスト=64万円 
ベネフィット=182.5万円＋36万円＝218.5万円 
純ベネフィット=218.5万円－64万円＝＋154.5万円 
※その他コスト、ベネフィットとして考えられるのが、事故のリスク、消費の増加によ

る経済的効果、税収の増加、車いすの需要増加による価格の減少などがある。 
 
まとめ： 
障がい者の移動機器についてコスト・ベネフィット分析すると、多くのケースで公的

支給によりベネフィットが勝ることが多い。 
特に米国においては、ジョイスティック車（※「貝谷のジョイスティック車について」

参照）への補助はベネフィット÷コスト（いわゆるビーバイシー）が10を超えているとい

われていて、改造・教習に一人につき1,000万円近い公的補助がある。それにより1億円

近く、国庫の収支が改善されることになる。 
わが国では信じられないが、米国の介助制度は先進国のレベルには到底追いつかない。

それは、コスト・ベネフィットにみてあまり有利ではないからだ。 
日米間に意識の違いはあるが、人々が移動することは経済活動の根本であり、モビリ

ティを確保することは、移動権といった政治的正義もあるが、むしろ経済的優位性の面

ですぐれているといえる。 
 
■貝谷のジョイスティック車について 
車種：クライスラー グランド・キャラバン1999 価格約250万円 

 当時米国で も人気の 7 人乗りのミニバン。ロングのため大きさは日本でいう大型

のバンに近い。 
車体改造：米国ブラウン社 エンターバンII 価格約150万円 

 手元のリモコンまたは車内のスイッチで右側の後部ドアおよびスロープが自動に開

閉し、そこから電動車いすに座ったまま乗り入れ可能。 
 床を 25cm 下げ約 145cm の車内高を実現し、リクライニングがついた比較的背の高

い車いすでも乗り入れ可能。 
 右側の助手席部分の座席が取り外してあり、その部分に電動車いすを固定する。 

 
運転装置改造：米国アナフィールド社 前世代 価格約600万円 
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 ジョイスティックを前に倒すとブレーキ、後ろはアクセル、左右はステアリング。 
 6 つのボタンスイッチを押すことにより、エンジン開始、サイドブレーキ、シフトチ

ュンジ、ヘッドライト、ウインカー、ワイパー、窓の開閉、エアコン、ステレオ等

を操作。 
※なお、電動車いすの固定は底面および背面の2か所にて電動で行う。 

 ←握力は 2kg、片手で運転することができる。 

 ←ジョイスティック車に電動車いすで乗る 
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６. 社会実験プログラムの開発 
  財団法人 未来工学研究所 和田雄志 

① これまでの関連動向 
我が国の道路交通法では先端移動機器が公

道を走行することは認可されていない。そこで、

構造改革特別地域（特区）において、これらの

実証実験を行う試みがこれまでいくつかなさ

れてきた。 
けいはんな学研都市は、2005年に「ロボッ

ト公道実験円滑化事業」（ロボット特区）の指

定を受けた。ロボット特区には、公道における

ロボットの実証実験を円滑に進めるというね

らいがある。 
奈良先端大は、2005年11月に無線機を搭載

した電動車いすロボットとセグウェイの移動

体を、公道で走行させる実験を行った。 
                     

 
                    

岐阜県各務原市においても、ロボット特区として公道でのセグウェイ走行実験が行

われた。 

 

② フリー・モビリティ社会実験プログラムの提案 

以下に、フリー・モビリティ社会実験の要件をまとめる。 
○対象エリア 
 今回は、中部国際空港における公開ワークショップと先端移動機器の試乗体験というイ

ベントを実施し、来場者からの意見聴取などをおこなった。 
 今後は、やはり「公道」を対象とした社会実験の実施が望まれる。しかし、現状では道

路交通法の制約があり、先端移動機器の試験走行の公道走行は原則として認められていな

い。そこで、これまでけいはんな学研都市などで実施されてきた「（ロボット）特区」方

式での試験走行と評価というやり方が考えられる。そのためには、当該エリアの道路管理

者である自治体などの理解と協力が不可欠である。 
あるいは、大学構内に限定して、「フリー・モビリティ・キャンパス社会実験」の展開

も考えられる。この場合は、大学当局の理解と協力が不可欠である。 
 社会実験に協力いただける自治体および大学については、すでに複数候補、打診してい
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るところである。 

 

 
 
○参加者 
 フリー・モビリティ社会実験プログラムの参加者は以下のようなメンバーから構成され

ると考えられる。 
＜ユーザ＞ 
 電動車いすユーザあるいは視覚障害のあるユーザと、一般ユーザ（市民あるいは学生） 
＜先端移動機器開発者＞ 
 複数方式の比較が可能なように、各開発者からの参加をえる。 
＜社会心理学者＞ 
 ユーザの主観的評価あるいは客観的な行動パターンを記録・解析する。 
＜施設管理者＞ 
道路管理者（自治体）あるいは大学当局 
＜福祉政策研究者＞ 
バリアフリー、身体・運転特性などを測定・評価 
＜自治体＞ 
「（ロボット）特区」担当者 
○主な実施・評価項目 
・機器の操作性・安全性評価（緊急時の対応含む） 
・ユーザの行動特性（映像記録の解析含む） 
・障がいの内容・程度別の機器操作の課題解析 
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・ユーザの満足度評価 
・機器のユーザインタフェース評価 
・介助者、一般歩行者とのコミュニケーション状況 
・道路空間デザイン（歩車区分）、交通サインの問題、新たな交通ルールの必要性 

 
③社会実験実現までのスケジュール案 
 企画から、社会実験の企画・実施・評価までのおおまかなスケジュールは以下のとおり

である。 
●初年度 
＜基本計画立案＞６か月 
走行エリア、利用する移動機器、道路管理者・施設管理者などとの予備的打ち合わせ 
＜実施エリア・時期の決定および利用機器の確定＞２か月 
自治体などとの交渉を経て、社会実験の実施エリア・実施時期を決定する。 
＜社会実験パート１のプログラム立案＞３か月 
自治体、開発者、ユーザ代表、研究者などのプロジェクトチームで、社会実験パート1（プ

ロトタイプ実験）のプログラムを立案する。 
＜社会実験パート1の実施と評価＞１か月 
1週間の実施期間をへて、実験記録を分析・評価する 
●2年度 
＜特区申請＞３か月 
公道での走行を前提とした「特区申請」の準備作業を行う。 
＜特区での実験プログラム立案＞３か月 
＜特区での社会実験パート２の実施・評価＞３か月 
＜今後の課題の整理＞３か月 
技術的・制度的・心理的課題の整理と対応策の提案 
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（資料編） 
支援機器活用についての心理的、社会的側面 

東京大学先端科学技術研究センター 教授  中邑 賢龍 

 

「フリー・モビリティ 社会」実現の
心理的バリアーとは？

－進歩する技術と変わらぬ心－

中邑賢龍
東京大学 ＲＣＡＳＴ

 

１ モビリティ技術利用の効果

移動能力の代替といった物理的効果のみならず
以下の側面でも大きな影響があると考えられる

・心理的側面
・楽しさ・心理的解放・移動意欲の向上
・自立感の高まり 受動的 →能動的生き方
・障害に対する意識・態度の変化

・教育的側面
・移動範囲の広がりと経験の増加

・経済的側面
・介護コストの削減
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●電動車椅子利用の心理的効果の測定

中邑・平林・近藤（2006）
平成17年度厚生労働科学研究費補助金報告書
「パソコンおよび電動車椅子を利用する筋ジストロフィー者の支援
技術利用効果の評価」

13名の電動車いす利用者（平均年齢28.2歳、平均電動車いす利
用歴14.2年）に対し、歩行可能だった時期の移動の効力観を100
と仮定し、以下の時期の移動効力観を数値化してもらった。

・手動車いす導入時点とその直後
・電動車いす導入時点とその直後
・現在

13名の平均プロフィールをFigure 1に示す

 

 

Ｆｉｇｕｒｅ １ 筋ジストロフィー患者の感じている移動の効力感
（平均プロフィール）
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●機器利用の福祉予算削減に及ぼす効果の試算

中邑・奥山・福本・平林（2007）
平成18年度厚生労働科学研究費補助金報告書
「電動車いす利用が介護費用に及ぼす効果の試算」

17名の電動車いす利用者の1週間の電動車椅子利用を記
録し、その時間に電動車いすが無い場合を想定して介護費
用を試算

電動車椅子利用が介護費用に及ぼす影響
電動車いす利用コスト 2201円／週
利用しない場合に生じる介護コスト

50811円／週

 

 

２ モビリティ技術利用を阻むもの

(１)障害に対する態度
・障害者は守られるべきもの

障害者の運転は危険？
→ 電動車椅子は時速６Ｋｍに制限

・障害は克服すべきもの
リハビリテーションが第一
機器利用は安易で 終手段
→ 幼児期から電動車いすに乗る子は少ない

移動経験の欠如、機器へのリテラシー低さ

＊歩けても行きたい場所が分からない
どこかに行くのが怖いという子どももいる
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(２)リハビリ・教育・医療の壁

・テクノロジーの発達を知らない医療関係者
技術利用を組み込んだリハビリが育たない

・医療制度や介護保険制度に基づくサービス
機器供給がスムーズとは言えない

 

 

３ 未来の技術利用に向けて
－開発の科学だけでなく利用の科学も－

・技術利用のエビデンスの提示と新しい機器利用のためのシ
ステムの構築

→機器利用を前提とした社会システムの整備
医療・教育制度、交通システム、
福祉機器開発システムの結合

・技術利用にもリハビリにも偏らない機器利用のあり方
教育との連携

→技術利用にはリテラシーが必要
＊リハビリか機器利用か二者択一ではなく

使い分ける（interdependent）関係が重要
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Ⅲ. 支援技術研究グループ 

 
1. 我が国の先端移動支援技術の現状 

 
①総括 

東京理科大学工学部 教授  小林 宏 
セグウェイやi-REALに代表される先端移動支援技術は，主にパーソナル・モビリティの

観点から，近年，少しずつ開発が進められてきた．自転車やバイクと同等の社会的地位を

確立することは今のところ大きな期待できず，需要があるかどうかも現在の所不明である．

社会的なインフラの整備と法整備も必要であることから，普及には時間がかかると予想さ

れるが，移動支援技術は高度な福祉社会に必要であることは間違いなく，極めて優れたも

のができれば，爆発的に利用されていく可能性は残されている．ここでは健常者用，非健

常者用，健常・非健常者用に分けて，代表的な以下の製品や技術を紹介する． 
 

先端移動先端移動・動作・動作支援機器支援機器

健常者用 非健常者用

Winglet （ウイングレット）

セグウェイ

iBOT （アイボット）

スタンディング車いす

WPALハートステップ HAL

i-real（アイ・リアル）

モビロ

移動支援

高機能電動車いす（ロボットアーム付き）
マッスルスーツ

動作支援 （非健常者用）
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健常者用 
 (i)  セグウェイ（Segway） 
 (ii)  ウイングレット（Winglet） 
非健常者用 

 (iii)  アイボット（iBOT） 
 (iv)  ＨＡＬ 

 (v)  WPAL 
 (vi)  ハートステップ 

健常者・非健常者用 
 (vii)  アイリアル（i-REAL） 
 (viii)  モビロ 
１．①．(i) セグウェイ（Segway）： 健常者用 

  
図１ Segway PT i2 ( 左から２番目は Police ＆ Securityモデル) 

乗ってバランスを取るには健常者でないと無理なので，歩行障がい者など交通弱者の移

動支援には使えない．また，日本国内では，法規制のために私有地以外での使用は禁止さ

れている．そのため，富士急ハイランドなどの娯楽施設などでの利用を除き，極めて限ら

れた場所での利用に留まっている．以下，セグウェイの概要を明記する． 
2001年12月に発表されたが，発表以前は，その実体が極秘製品としてごく一部の人間を

除いて全く隠され，また当時マイクロソフトCEOのビル・ゲイツやアップルCEOのスティ

ーブ・ジョブズやアマゾンCEOのジェフ・ベゾスなどが「人間の移動形態を変える革命的

な製品」と絶賛したため，セグウェイに対する米マスコミの期待は過熱した．その結果，

「IT」「Ginger」といった名称だけが知れ渡り製品の実態が秘密にされたため，「空中に

浮かぶスケートボードのようなものではないか」という類の噂が蔓延したほどである． 
発売後は一部のマニアから熱狂的な支持を得たものの，1台約90万円という高価格がネッ

クとなり販売は低迷した．当初，米国で100万台を販売した後で世界進出するというのが目

標とされたが，3年間で約6,000台しか売れなかった． 
発売当時は，ガソリンを使わずにクリーンエネルギーによるトランスポーテーションと
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して，「環境にやさしい近距離圏の車」のような売り込みをされたが， 高時速19キロで

は車両としては遅すぎるし小さすぎる，歩行の代わりとしては自転車があるといった矛盾

が指摘された． 
アメリカの一部の地域の警察や郵便局に無料で貸し出された後，現在ではシカゴ警察や

マイアミ警察，民間警備業者など500以上の団体でセグウェイが導入されている．アメリカ

の警察では馬に変わる機動力になるとして採用しつつあるが，セグウェイの歩道走行を禁

じる自治体も現れたため，アメリカでは道交法との妥協点をめぐり論議を呼んでいる．  
これまでに5機種，iシリーズ（スタンダード）, pシリーズ（コンパクト）, eシリーズ（業

務）, XT（オフロード）, GT（ゴルフ）が販売されていたが，2006年9月からは体重移動の

みでの方向転換が可能となった新モデルSegway PT i2（図１），x2が発売．あわせて，i2
に警備，工場，物流，一般業務，x2に警備，屋外業務，ゴルフなど用途に応じたパッケー

ジを販売された． 
平行に配置された2つのタイヤ，その間にわたされたプレート，プレートからは上部がハ

ンドルとなったポールが伸びており，搭乗者は上部のカバーによって保護されたタイヤの

間のプレートに立って操縦する．タイヤはそれぞれが電動サーボモーターで駆動され，そ

の電力は家庭用電源から充電されるバッテリーから供給される．シリコン・センシング・

システムズ社（SSS）が開発したバランス・センサ・アセンブリ（特殊な5つのジャイロと

2つの傾斜センサ）が内蔵されており，自立安定性能が極めて高い． 初期型を除けばハン

ドルにはアクセルもブレーキもなく，搭乗者の体重移動による直感的操作で速度調節から

前後進，方向転換を行う． 

 
１．①．(ii) ウイングレット（Winglet）： 健常者用 

 

               
図２ Winglet  左から Type S，Type M，Type L 

 
セグウェイ同様，乗ってバランスを取るには健常者でないと無理なので，歩行障がい者な

ど交通弱者の移動支援には使えない．2008年秋から，中部国際空港やで試験的に利用され
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ている． 
ウィングレット（Winglet）は，トヨタ自動車がセグウェイを模して製作した充電式の1

人乗り二輪車で，2008年8月1日に初めて一般公開された．「パーソナル移動支援ロボット」

として名目上はロボット（トヨタ・パートナーロボット）の1つとして位置づけている． 
試作車は，図２に示す通りL・M・Sの3タイプが用意されており，どれも 高速度は時速

6km，走行距離はもっとも軽量なタイプSが5km，M・Lが10kmである．マグネシウム合金

など高価な素材を多用しているため，試作車と同じ状態で出すと100万円以上する．また，

試作車ではバリエーションが3つ用意されているが，もっとも軽いタイプSでも9.9kgあり，

低価格化と軽量化が課題となっている． 
セグウェイと同様，姿勢と重心移動を検知するセンサーを備え，乗る人は体重を倒すだ

けで，前後進および旋回が可能である． 
 

１．①．(iii)  アイボット（iBOT）： 非健常者用 
セグウェイの生みの親ディーン・カーメン氏が考案したもので，2000年7月に発表された．

セグウェイの技術的着想の源となった，非常に独創的な全地形対応型車椅子であり，現行

の多くの車椅子と違って，4輪モードと2輪モード，どちらでも使える．図３に示すように，

凹凸の激しい地面でもスムーズに移動可能で，階段や高い歩道の敷石といった障害物を乗

り越えることもできる．また利用者の体を，直立している人と同じ程度の目線になるまで

持ち上げることもできる． 
アイボットは，2001年初頭にも消費者向けに発売されると予想されていた．しかし，米

食品医薬品局(FDA)が命令した3年にわたる臨床試験が終了したにもかかわらず，FDAはア

イボットを認可せず，2008年暮れ，アイボットの製造販売は中止された．非常に残念なこ

とである． 
 

 
図３ iBOTの変形状態と使用例 

 
 
 
 

Balance Function   Stair Function      4-Wheel Function   Standard Function   Remote Function 
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１．①．(iv) ＨＡＬ： 非健常者用 

 

      
図４ ＨＡＬ  左：全身プロトタイプ 右：レンタルが開始された下半身モデル 

 
サイバーダイン社が開発しているロボットスーツHAＬは，筋肉を動かそうとする脳から

の電気信号を皮膚表面で検出し，コンピュータ制御により各部モータを動作させて人の動

きをアシストする，画期的なスーツ型ロボットとして，国内だけでなく，海外からも注目

を集めている．しかしながら，期待とは裏腹に，レンタルが開始された下半身モデルでさ

えも全く世に出回っていない． 
工学的にこの技術を分析してみると，センシング，アクチュエーティング，構造共に，

極めて疑問が多い．まずセンシングであるが，脳からの電気信号を皮膚表面で検出してい

るとある．しかしながら，具体的にどのようにしているのか全く情報が無く，工学的に想

像もできない．実際にレンタルが開始されたモデル（図４右）では使用しておらず，動作

確認は誰もできていない．アクチュエーティングに関しても，現在のモータ技術では，図

４左に示す程度のモータの大きさで，もともと体を自分で動かすことが出来る場合の補助

を除き，全く体を動かせない人の補助が出来るとは考えられない．同様に，体全体の補助

をするには，フレームが華奢であり，工学的には極めて弱い構造と見られる． 
また，実際に試した人がほとんどいないことから，技術的にどの程度優れているのか，

そもそも本当に体の動きを思い通りにアシストできるのか，まったく不明である技術と言

わざるを得ない． 
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１．①．(v) ＷＰＡＬ： 非健常者用 

    
図５ ＷＰＡＬ 

 
「WPAL(Wearable Power-Assist Locomotor) ウーパル」は，下肢麻痺者の歩行訓練用

に，藤田保健衛生大学医学部リハビリテーション医学講座とアスカ株式会社が共同開発し

ている歩行補助ロボットで，脊髄損傷などで下肢が麻痺した方が，車椅子から起立，着座，

平地歩行する際のパワーアシストを行う．股関節，膝関節，足首関節の3自由度を持ち，AC
サーボモータで駆動する．満充電で1時間の連続使用可能であり，機構部分を脚の内側に搭

載しているため，車いすに座ったまま着用ができるという特徴がある．実用化すれば，車

いす生活者が1日に1時間程度，自分で歩きトイレなど身の回りのことが可能となる． 
2010年の実用化を目指して実証実験段階に入っており，3人の被験者が週に3回病院で使

用している． 
 

１．①．(vi) ハートステップ： 非健常者用 

           

図６ ハートウォーカー 図７ ハートステップ 

 
ハートステップは，どんな歩行困難者でも，正しい姿勢で立ち，転倒の心配なく健常者

と同じ歩行を実現する新しい歩行支援・訓練機である． 
ハートステップのベースである｢ハートウォーカー｣（図６）は，イギリスのDavid Hart

氏が1989年に開発した両手が自由に使える｢歩行器｣で，世界中で5000人以上が使用してい
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る．その構造は，｢体幹付き長下肢装具｣に｢四輪歩行器｣を組み合わせたものであり，転倒

の心配が無く，姿勢保持に必要な新しい機構を取り入れ，初めて｢正しい姿勢での歩行｣を

実現したものといえる．ハートステップは，これにMcKibben型人工筋肉をとりつけ，全く

筋力が無くても立って歩くことが可能となっている． 
McKibben型人工筋肉は，ナイロン製の繊維コードを格子状に編んだスリーブでゴムチュ

ーブを覆い，スリーブの両端を固定する．チューブ内の圧力を上げるとチューブは半径方

向に膨張し，このとき生じる円周方向の張力が繊維コードにより軸方向の強力な収縮力に

変換される．非金属のために軽量で柔らかく， 大でも30%程度の収縮なので安全である．

また，現在用いているものは直径約15mmと25mmで，それぞれ80kg，150kgの収縮力が期

待できる． 
ハートステップは，全く立てない人でも転倒の心配なく立って歩かせることができる．

手を全く使う必要がないことから，初めて使用する人は 初は不安そうだが，すぐに慣れ

るようである．車輪で移動できるところならどこでも使用できることから，家庭で日常的

に使える．また，車椅子と同程度の大きさで，車椅子と同じ車輪付きなので，車椅子が使

えるところならハートステップも使える．さらに，コンピュータによる全自動制御に加え，

2つのスイッチを用いた歩行制御も可能で，PTだけでなく，ご家族や自身での歩行制御もで

きる． 
 
１．①．(vii)  アイリアル（i-REAL）： 健常者・非健常者用 
 

 
図８ アイリアル 

 
トヨタ自動車が，来る将来の実用化に向け，今までのパーソナル・モビリティをさらに

発展させた乗り物である．ドアを廃し，無駄な部分を省いてサイズを小型化することで，

より人間に近いサイズとなった．背面はディスプレイとなっており，任意の映像を流すこ

とが出来る． 
動力源は電気である．ハンドルとアクセルの代わりにドライブコントローラーで操作を

行う．また，低速走行時はホイールベースを短くして走行し，やや高速で走るときはリア
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の一輪を移動させ，ホイールベースを長くして走行する．さらに，速度や曲がる角度によ

って自動的にボディを傾け，無理なくスムーズに走行することが出来る． 
i-REALには「コミュニケーション・ディスプレイ」というものが備えられており，それ

を使用することで，他のi-REALとコミュニケーションしたり情報を交換したりすることが

可能となっている．仕様を表１に示す． 
 

表１ i-REALの仕様 
ボディサイズ【歩行モード時】（全長×全幅×全高） 995x700x1430mm 
ボディサイズ【走行モード時】（全長×全幅×全高） 1510x700x1125mm 
駆動 インホイールモーター(前2輪) 
バッテリー リチウムイオンバッテリー 
最高速度 歩行モード：6km/h 走行モード：30km/h 

 
１．①．(viii)  モビロ： 健常者・非健常者用 

  
図９ モビロ 

 
i-REALと同様に，トヨタ自動車が開発している2輪倒立振子型の移動ロボットで，自律

移動できるだけではなく，人間が乗車できる車椅子型ロボット．乗降時にはシート部分全

体が下がり、走行時にはシートが上がる．左右の車輪は独立して可動し，凸凹，坂道，斜

めでも，人間が乗ったシート部分を水平に保つ．登坂能力は10度までである．「i-REAL」
と似ているが，こちらは走行時速6kmとより車椅子に近い．また，タグを使うことで後ろ

を歩く歩行者と一定距離を保って自律移動できる． 
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2. 先進諸国の先端移動支援技術の現状―視察報告 
東京理科大学工学部 教授  小林 宏 

本章では，先端移動支援機器として も有名なセグウェイの導入に関する視察のために，

Disney World内にあるEPCOTの試乗体験ツアーに参加したので報告する．セグウェイは発

売後，アメリカの一部の地域の警察や郵便局に無料で貸し出された後，現在ではシカゴ警

察やマイアミ警察，民間警備業者など500以上の団体で導入されている．まだまだ一般に普

及しているとは言えないが，これらの導入以外にも，試乗体験できる場所が増えてきたの

も事実である． 
セグウェイ・ツアーについては，大々的に宣伝しているのかと思ったが，EPCOT内には

何の宣伝も案内も無く意外であった． EPCOTへの入場料が75ドルなのに対し，セグウェ

イ・ツアーは95ドルと高いことから，人気がないのではないかと予想される．また，特に

アメリカは肥満の方が多く，セグウェイよりむしろ電動カートを利用する人が多く，現に

EPCOT入り口には，図１に示すように，数え切れないほどの電動カートが用意されていた． 
 

 
図１ EPCOT入り口の電動カート 

 
セグウェイ・ツアーは，まず，ビデオによる説明と，スタッフによる説明（図２）から

始まる．約10分程度である．その後，説明会場周辺で，図３に示すように３０分程度の練

習を行う．まず直立姿勢の保持から始まり，その場回転，坂道でのコントロール，ジグザ

グ走行訓練を行った．それからやっとEPCOT内のツアーとなるが，これには技術スタッフ

１名と，施設内案内用のスタッフ１名の計２名がつきっきりであった．施設案内用のスタ

ッフは，施設のエピソードや，建物のどこにミッキーマウスが隠されているかを，おもし

ろおかしく説明してくれた．ただし，セグウェイ試乗中の写真撮影は禁止されているため，

隠されているミッキーの撮影はできなかった．セグウェイ試乗中の写真がとれたのは，ツ

アー半ばの写真撮影スポットで，スタッフが撮影してくれた図４の１枚だけである．ツア

ーは，説明も入れて２時間であった． 
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さて，ツアーは楽しいものであったが，セグウェイは，長時間乗っているとふくらはぎ

が疲れるという欠点があることが確認できた．これは，長時間乗っていると，つま先が上

がりかかとが下がる姿勢になるためであることが分かり，これはセグウェイの制御の問題

であることが判明した．また，やはりずっと立っているのは苦痛であった．例えば，ハン

ドルのついた直立している棒にサドルを付けるなど，座って操作できる構造が良いと思っ

た． 
いずれにせよ，歩くのに比べて早く移動できるし，視線が高いため，短時間の利用であ

れば楽しめる物であった．しかしながら，長時間の利用に関しては，ずっと立っているこ

と，ふくらはぎが痛くなることから，疑問が残るものであった．まだまだ改良の余地は残

されているし，パーソナル・モビリティの形態については，トヨタ自動車のi-REALやモビ

ロも含め，どのようなものが受け入れられやすいのか，立法や行政も含めて検討する必要

があると感じた． 
 

   
図２ スタッフによる説明 図３ 説明会場周辺での練習 

 

 

図４ セグウェイ・ツアーにて 
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「フリー・モビリティ公開ワークショップ」について 
 
概要 

本プロジェクト企画調査の一環として、中部国際空港セントレアにおいて公開ワークシ

ョップを開催した。公開ワークショップにおいては、未来型パーソナル・モビリティ（※）

の試乗会、専門家および移動支援機器ユーザらによるパネル・ディスカッションを実施し

た。 
 
※ 未来型パーソナル・モビリティ ＝ 国内外で開発されている主に一人乗りの電気等を

動力源とした移動機器。障がい者や高齢者も含め、誰もが自由に楽しく移動できるフリー

・モビリティ社会のキーとなる乗り物。 
 
目的 
本公開ワークショップを通して障がい者や高齢者も含め、誰もが移動しやすいフリー・

モビリティ社会の実現のための問題提起を行う。 
今回の公開イベントの成果をうけて、今後は、公道やキャンパスなどにおける未来型パ

ーソナル・モビリティの社会実験にむけての課題とロードマップを明らかにし、フリー・

モビリティ社会の実現に向けての第一歩とする。 
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場所 
中部国際空港セントレア               
愛知県常滑市セントレア１丁目１番地? 
 
開催日 
2009年3月8日（日） 
 
プログラム 
11:00～13:00 未来型パーソナル・モビリティ（Segwayおよびi-REAL）の公開試乗会 
13:00～14:00 パネリストによるパーソナル・モビリティィの試乗会 
14:00～14:10 来賓挨拶 野田聖子 内閣府特命担当大臣 
14:10～14:20 主催者側からの趣旨説明（和田雄志 財団法人未来工学研究所理事・21世紀

システム研究センター長） 
14:20～16:00 パネル・ディスカッション「フリー・モビリティ社会をめざして」 
16:00  パネル・ディスカッション終了 
16:00～17:00 未来型パーソナル・モビリティの公開試乗会 
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パネリスト 

鎌田 実   東京大学大学院工学系研究科産業機械工学専攻教授 
奥山 俊博 東京大学先端科学技術研究センター特任研究員（障がい当事者） 
中邑 賢龍 東京大学先端科学技術研究センター人間支援工学教授 
森田 真   トヨタ自動車株式会社 技術企画統括センター Z-AD 主幹 
秋元 大 セグウェイ ジャパン株式会社 取締役 
貝谷 嘉洋 NPO法人日本バリアフリー協会代表理事（主催者代表） 
荒尾 和史  中部国際空港株式会社 取締役執行役員 運用副本部長 兼運用管

理部長） 
司会： 和田 雄志 財団法人未来工学研究所 理事 
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事前のメールによる案内文 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
「フリー・モビリティ公開ワークショップ」―近未来を体験しよう！君も乗りたく

なる！― 
※3 月 8 日（日）11 時 00 分から 中部国際空港セントレアにて！(参加無料) 
試乗会+パネル・ディスカッション http://www.npojba.org/joystick/workshop/ 
 
近未来の乗り物、一人乗りの電気自動車 i-REAL（アイリアル）や二輪車のセグウ

ェイを知っていますか？ 
 
本イベントではこの 2 つの近未来の乗り物、パーソナル・モビリティの試乗会、お

よび近未来における実用化に向けた有識者によるパネル・ディスカッションを開催

します。 
 
私たちは、近未来において誰もが自由で用途に合った移動ができる「フリー・モビ

リティ 社会」の実現を提唱しています。 
 
例えば、i-REAL はジョイスティック（棒状の装置）で運転することができます。

今まで運転できなかった障がい者でも運転できる可能性が広がっていきます。 
 
セグウェイは気軽に広い公園を散歩したり、都会で地下鉄の 3 駅分くらいの距離を

移動 したりするのに便利かもしれません。 
 
これらパーソナル・モビリティは乗ったまま会話、コミュニケーションができます。 
一人乗りでエコにもやさしい電気で動きます。転倒や衝突の軽減機能があるのも特

徴です。 
 
実は i-REAL もセグウェイも日本の公道を走ることできません。 
公道を走れるようにするにはどうしたらいいのか！？ 
道路をなおす？自転車道を整備？法律を変える？歩行者は大丈夫？ 
 
そんなことを、野田聖子 内閣府特命担当大臣をはじめ政府関係者や、研究者、そ

して 一歩先を行く電動車いすユーザが集まり話しあいます。一般の方々も是非ご

参加ください！（主催者代表 貝谷嘉洋） 
 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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■セントレア・バリアフリー公開ワークショップでの主な発表・質疑内容の要旨 

（役職および敬称略） 

 

１）来賓挨拶（野田） 

 ・福祉の領域だけにとどまらず、誰でも使える機器や品目としてのアプローチが重要と

考える。 

 ・このような地道な活動が、フリ－モビリティ社会の構築につながることを期待したい。 

２）プロジェクト趣旨説明（和田） 

 ・ＪＳＴの社会技術開発の企画調査の活動の一環として、本ワークショップを開催した。 

３）パネル・ディスカッション 

（森田） 

 ・i-REAL は、車幅が電動車いすと同じように設計。 

 ・時速６キロの歩行モードと、３０キロの走行モード切替が可能。 

 ・安全性には 大の配慮をしている（ぶつかっても柔らかい素材、レーザレーダの搭載

など）。 

（秋元） 

 ・Segway は、「もっと移動を楽しもう」という観点から開発・実用化された。日本では

ロボットとして位置づけたい。 

 ・走行中、まわりの人に注目されるので、おのずと安全に走行するようになる。 

 ・米国では５０州中、４５州で歩道走行が可能である。日本では、セキュリティ（警備）、

倉庫、ゴルフ場、大学キャンパスなどで走行実績がある。 

 ・今後は自治体と協力し、環境にも配慮した「モビリティ特区」を提案していきたい。 

（鎌田） 

 ・障害者の自立支援技術として、車いすで乗り込む小型ビークル、モビロと車いすの合

体モデル   

  を試作した（東大ＩＲＴプロジェクト）。 

（奥山） 

 ・電動車いすを利用するようになって行動パターンが変化してきた。 

 ・Segway、i-REAL ともに、細かい動きにはまだ対応できていない。 

（中邑） 

 ・筋ジストロフィー患者に対する調査では、手動車いすより、電動車いすの「効力感」

が長続きすることがわかった。 

 ・電動車いすの運用コストは週 2,201 円に対し、人手による介助の場合は、50,811 円か

かるという試算が出ている。 

 ・これまで「障害は克服するもの」という前提で医療モデルが先行している。「機器利用」

は 後の手段となっているのが問題。 
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 ・技術か自力か、の二者択一の論理からの脱却が必要。 

（貝谷） 

 ・アメリカでのジョイスティック車のビデオを紹介。 

 ・トヨタの i-Unit が片手で運転できたことにより、障がい者にとっての可能性を予感し

た。 

（荒尾） 

 ・中部国際空港は、ユニバーサルデザインを標榜する空港としてこれからも協力してい

きた。 

４）フロアとの質疑応答 

 ・高齢者は歩けるのに、介助者に車いすに乗せられてしまう人もいる。自立しようとす

るものを助ける制度になっていない。 

 ・軽度の歩行困難者に対する器具は少ない。 

 ・道路交通法や規格の問題よりも、新しい移動機器の利用の仕方をもっと考えるべきで

ある。たとえば、介助者が同情できる車いす、全盲向けの車いすの開発など。 

 ・健常者も電動車いす体験をしてほしい。なかなか魅力的な乗り物である。 

 ・電動車いすから、i-REAL への移乗が難しかった。 

５）クロージング 

（貝谷） 

 ・本日の公開ワークショップをきっかけにして、今後は、誰もが自由に移動できるフリ

ー・モビリティ社会実験プログラムを展開していきたい。 

以上 
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プレスリリース用 配布チラシ 
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ワークショップ当日の掲示物 
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パネリスト報告 
 

① パーソナル・モビリティ開発の現状 
東京大学大学院工学系研究科 産業機械工学専攻教授 鎌田 実 
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② トヨタ i-REALについて 
トヨタ自動車株式会社 技術企画統括センター Z－AD 主幹  森田 真 

 

狙い

i-unit i-swing i-REAL

２００５年

愛・地球博

コンセプトモデル

人間の拡張 出会って感じて表現して

２００５年

東京モーターショー

コンセプトモデル

ふと出かけるふと出会う

もっとつながる

２００７年

東京モーターショー

スタディモデル

歩行者ﾌｨｰﾙﾄﾞから車両ﾌｨｰﾙﾄﾞまでシームレスに

－出会う、つながる、溶け込む、そして○○しながら－

 
 

人、車フィールドに溶け込むかたち、しくみ

日常の出会い・発見を加速 知る→動く→出会う→伝える

より人に近いサイズ

場所に応じた姿勢変化

“～～ながら”ができる操作系

実用に足る運動性能

すれ違いを出会いに進化

体験情報の受発信

人に対して相手を守るボディ

車に対して自らを守る予防安全

Package

Performance Communication

Safety

コンセプト
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Package

人の生活フィールドに溶け込むサイズ。車として安定して走れるかたち。

歩行モード 走行モード

全幅700 全長99５

全
高

1
4
３

０

全長151０

全
高

1
1
2
5

 

 

Performance

操作レバーを倒すだけで、車が最適走行姿勢を作り出す

フルバイワイヤー、アクティブリーン制御

【歩行モード】

人と同等の走行性能。その場回転、急停止など

【走行モード】

アクティブリーン制御によるきびきびした走行性能。0.8G旋回など

操作レバー アクティブリーン
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Communication

移動と情報の連鎖 知る→動く→出会う→伝える

すれ違いを出会いに進化

体験情報の受発信

共通点の多い人を発見

近くに知らなかったお店が
目の前のきれいな景色をWEBに発信

コミュニケーション・ディスプレイ

 
 

Safety

人に対して相手を守るボディ

人に動きが分る
人と同じ運動性能

ぶつかっても
柔らかい

周りの車に
存在アピール

非衝突検知
機能の充実

歩行者フィールド 車両フィールド

接触センサ内蔵の

柔らかいボディー

車車間通信用アンテナ

グラフィックディスプレイ

後方監視用レーザレーダ

３D音像定位

オーディオシステム

車に対して自らを守る予防安全
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走行性能

2充電時間(h)

30一充電走行距離(km)

走行モード

14

6

歩行モード

30

登坂性能(deg)

最高速度(km/h)

 

 

占有スペース

歩行モード 走行モード

i-REAL

Vitz

3m
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③ セグウェイについて 
セグウェイ ジャパン株式会社 取締役  秋元 大 

        

「もっと”移動“を楽しもう」
～魅力ある移動手段がもたらす新しい価値観 ～

セグウェイジャパン（株）

2009年3月

 

2

1. 電気動力であること

走行中にガスを排出せず環境負荷が低い

1回の充電（10～20円）で約40km走行

2. デザインの先進性

直感的な操作で誰でも簡単に操作できる

周囲とのコミュニケーションが円滑

3. 機動性

走行・停止に優れ、回転半径ゼロ

歩行者の中でも安全に運用可能

4. Fun…
移動する喜びを得られる

セグウェイの特徴

【スペック】
（i2基本モデル）

最高速度：約20km/h

重量： 47.7kg

走行距離：約38km

乗員： 一人乗り

バッテリ：リチウムイオン

充電時間：8～10時間

積載量： 45kg～118kg

（搭乗者含む）

2002年から第一世代発売開始

環境 話題性

安心安全 従業員の 向上
土地や施設への

ロイヤリティ形成

モラル

士気

楽しさセグウェイ導入で

得られる主な

効果とキーワード
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3

NORTH SEA

ATLANTIC OCEAN

MEDTERRANEAN SEA

Denmark

Finnland

Poland

France

Germany

Spain
Portugal

Gr
ee
ce

Italy
Turkey

Switzer/
land

Autstria

Czech
Republic

Estonia

Latvia
Lithuania

Belarus

Ukraine

Romania
Hungary

Slovakia Moldova

Bulgaria

Russia

Ireland

Great Britain

Monte-
negro

Serbia

SloveniaCroatia
Bos
nia/
Herz

e-
govi
naMace-

doniaAlbania

Norway

Netherla
nds

Belgium

Luxemb
ourg

Swe
den

保留

申請中、一部認可

歩道と自転車道で利用可

米国及びヨーロッパでの公道認可状況

Washington

Idaho

California

Nevada
Utah

Arizona
New Mexico

Oregon

Wyoming

Colorado

Texas

Arkansas

Louisiana

Alabama

Kentucky

New York
Massachusetts

Connecticut

Montana North Dakota

Oklahoma

Kansas

Nebraska

South Dakota

Missouri

Iowa

Minnesota

Wisconsin

Illinois
Indiana

Ohio

Michigan

Tennessee

Mi
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iss
ipp

i
Florida

Georgia

South
Carolina

Pennsylvania

North Carolina

Virginia
West
Virginia

Alaska
Hawaii

Rhode Island

Maine

NH
VT

New Jersey
MD Delaware

Washington

Idaho

California

Nevada
Utah

Arizona
New Mexico

Oregon

Wyoming

Colorado

Texas

Arkansas

Louisiana

Alabama

Kentucky

New York
Massachusetts

Connecticut

Montana North Dakota

Oklahoma

Kansas

Nebraska

South Dakota

Missouri

Iowa

Minnesota

Wisconsin

Illinois
Indiana

Ohio

Michigan

Tennessee

Mi
ss

iss
ipp

i
Florida

Georg
ia

South
Carolina

Pennsylvania

North Carolina

Virginia
West
Virginia

Alaska
Hawaii

Rhode Island

Maine

NH
VT

New Jersey
MD Delaware

DC

認可

申請中、一部認可

申請必要なし、走行可

欧米での認可状況

米国全50州の内、45州がEPAMDを認可

ヨーロッパ主要国では、イギリスを除く殆どの国が歩道もしくは自転車道での運
用を認可 ＊ドイツが昨年度、オランダは今年度から主に警察の利用レンタル

システムの検討も盛ん中東でもドバイ、アブダビが積極的

 

4

公道でのセグウェイ利用状況

米国
ヨーロッパ

日本

電動車イス セグウェイ 自転車 自動車

自動車道

セグウェイ セグウェイ

2系統のブレーキなど保安パーツをさ
らに増やした上でナンバープレート
を取得する必要→設計思想上不可能

EPAMDとして認可

最高時速
6km/h まで

自転車道歩道

歩行者

日本での適用に
向け活動

日本と海外の違い
現行道交法上、日本においてはセグウェイを歩道を含めた公道で乗る事はできない

米国でセグウェイはEPAMD ( Electric Personal Assistive Mobility 
Device ) というカテゴリーに分類され、米国のほとんどの州やヨーロッパの多くの
国で、歩道や自転車道において走行する事が認められている
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6

公道走行までの道

2006 2008 2010 2013

実験

フェーズ1
私有地を対象

フェーズ2
社会実験

フェーズ3
特区

フェーズ4
公道走行

実施済 アプローチ中 今後対応

特区

公道走行
（歩道）

ハウステンボス

2007年10月
東京ビックサイト実験

2005年11月
ロボット特区
けいはんな学研都市

2008年5月
国交省 国営公園実験

並行輸入時代

横浜市
環境モデル都市

＜提案書内容＞
セグウェイ（電動立乗二輪
車）など、魅力的なモビリ
ティシェアシステムの導入
（内閣府提出提案書より抜粋）

2003年7月
PRを目的に一般公
道で『セグウェイ』
を走らせたとして、
42歳の輸入販売会

社経営の男を道路交
通法違反（整備不良
車両の運転禁止）

複数自治体を中心に、
ツアーや警備目的で
の特区申請を検討中

車道ではなく歩道走行を目標
＊欧米では、歩道での走行可

○

×

2006年9月以前、正規ビジ
ネスが開始される前に並行
輸入による約500台のビジ
ネスが存在。
米国セグウェイ社も把握で
きていない。

レンタルシステム（公道）

警察による利用（公道）

ガイドツアー（公道）

レンタルシステム（公道）

警察による利用（公道）

ガイドツアー（公道）

他社のパーソナルモビリティ
も含めたサービスモデルの提供

イオン 警備・案内係

セントレア 警備・ツアー

2008年11月20日
柏の葉モビリティフォーラム
日本初公道セグウェイツアー
（道路使用許可による、当日のみ）

2008年11月末から2ヶ月間
パシフィコ横浜
臨港パーク内警備 実証実験開始

★

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※パネリスト奥山氏、中邑氏の報告内容については前節参照 
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「フリー・モビリティ公開ワークショップ」における参加者の意見 
立教大学社会福祉研究所 研究員  松繁 卓哉 

アンケート概要 
アンケート対象者： 公開ワークショップへの来場者 
アンケート実施日： 2009年3月8日（日） 
アンケート実施場所： 中部国際空港セントレア 
質問項目： 「参考資料�」アンケート用紙参照 
有効回答数： 27 

 
アンケート回答者の年齢層 

20代
30%

30代
31%

40代
12%

50代
15%

60代
12%

 
 
アンケート回答者の性別 

女性
50%

男性
50%
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公開ワークショップに参加しての感想（自由記述）一部抜粋 
・ 一般の人にも使いやすく、なおかつ障害を持った人にも望まれる商品開発の難しさを感

じた。 
・ 試乗できて楽しかったです。 
・ 試乗の条件が多いのにおどろきました。もっと手軽に多くの人が乗れると良いですね。 
・ いままで車椅子に乗っている方を見る機会があまり無かったので、いろいろな車椅子が

あるのが分かって発見でした。 
・ 新しい移動のあり方についてたいへん多くの情報を得ることができた。 
 
試乗した機種 

i-REAL
62%

セグウェイ
19%

どちらも乗った
4%

どちらも乗ってい
ない
15%

 
 
 
試乗後の感想（i-REAL）一部抜粋 
・ 車の運転が出来ない私でも乗れてうれしかった。 
・ 電動車椅子よりゆっくり走り出し、ゆっくりとまるので安心感があると思いました。少

し音が気になりました。車椅子より乗り物酔いしやすそう。 
・ ホールド感があるので安心できる。 大スピードで乗ったらどのくらいか試してみたい。 
・ 近未来と思っていたが現実のものに乗ってみると、もう目の前という感じでした。 
 
 
試乗後の感想（セグウェイ）一部抜粋 
・ セグウェイのバランスが慣れるまでが難しく、快適になるまでに時間がかかりそう。 
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・ バランスの取り方が思ったより難しく、それが面白かった。 
・ 思ったより簡単に乗れた 
・ 楽しかったです。 
 
あなたは機会があれば、このような乗り物に乗ってみたいですか？ 

無料ならば
乗ってみたい

48%

自分で購入は
しないが、利用
できれば有料

でも乗ってみた
い

30%

自分で購入し
て乗ってみた

い
22%

乗りたいとは思
わない

0%

 
 
i-REALやセグウェイが、日本の道路交通法では公道（車道や歩道を含む）を走れないこと

をご存知でしたか？ 

知っていた
63%

知らなかった
37%
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障がいの有無にかかわらず、誰もが自由に移動できる社会をつくっていくために、どのよ

うなことが必要だと思いますか。（自由記述）一部抜粋 
・ 手軽に使えること。購入できること。 
・ バリアフリーの道をたくさん作って、車道と分離して自動車･歩行者とぶつからないよ

うにしていくと良いと思います。 
・ アメリカ等に比べると、日本にはまだまだバリアフリーが少ないと思うので、全ての場

所で取り入れられれば良いと思います。 
・ どの公共交通機関にも気兼ねなく乗れて、移動にストレスの無いような社会 
・ 障害者も自由に移動できることも保障する法。また、可能にするような法整備。街づく

りや交通を考える際のスパイラルアップの考え方 
・ ゆずりあって、待つやさしさを持つこと、それを社会で守っていくこと。 
・ インフラ整備の強化だと思います 
・ 規制緩和 
・ 人々の意識改革が も重要であると感じた。 
 
 
 
考察  
アンケート回答者の約３割が、車いす等の移動機器ユーザーまたは福祉関係の職業に就

く人々であった。残り7割近くの健常者である人々の中からは、これまで車いすを間近に見

たことがない、移動支援機器の存在を知らなかった、という声も聞かれた。そのことが、

本ワークショップへ向けて寄せられたバラエティに富む感想（上部に一部抜粋）にもうか

がえた。 
パーソナル・モビリティの試乗後の感想は概ね肯定的なものであった。ただし、アンケ

ートにおける回答派は、専ら乗り心地に関わるものであり、実用化という観点からの回答

者の考えは明らかになっていない。上述のように回答者の約半数がパーソナル・モビリテ

ィを「無料ならば乗ってみたい」と答え、また3割近くが「自分では購入しないが利用でき

れば無料でも乗ってみたい」と答えていることから、経済面を除いて機器の機能面では期

待が寄せられていることが分かる。 
パーソナル・モビリティの公道走行が不可である事実について6割以上の人が「知ってい

た」と回答しており、また、今後の課題について（自由回答）「法整備」「規制緩和」等

を指摘する声が多い点からも、人々の関心の高さがうかがえる。 
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付録: アンケート用紙 

公開ワークショップに参加された方へのアンケート 
本日、フリー・モビリティ・ワークショップにご参加いただきました皆様に、アンケー

トへのご協力をお願いいたします。 

NPO日本バリアフリー協会 
 
お名前（任意）  

年齢     才 性別 男 ・ 女 
 
Ｑ１：本日の公開シンポジウムに参加してどのような感想を持たれましたか。どんなこと

でも結構ですので、自由にお書き下さい。 
 
 
Ｑ２．本日、乗り物の試乗は体験されましたか？ 

□ i-REAL（着座式3輪）に乗った 
□ セグウェイ（立ち乗り2輪）に乗った 

        □ どちらも乗らなかった（乗れなかった） 
 
Ｑ３．試乗してのご感想をお聞かせください  
 
 
Ｑ４：あなたは機会があれば、このような乗り物に乗ってみたいですか？ 
  □自分で購入して乗ってみたい 
  □自分で購入はしないが、利用できれば有料でも乗ってみたい 
  □無料ならば、乗ってみたい 

□乗りたいとは思わない 
 
Ｑ５．i-REALやセグウェイが、日本の道路交通法では公道（車道や歩道含む）を走れ

ないことをご存知でしたか？ 
□知っていた   ・   □知らなかった 
 

Ｑ６．障害の有無にかかわらず、誰でも自由に移動できる世の中をつくっていくために、

どのようなことが必要だと思いますか。自由にお書きください。 
 
 

お忙しい中、ご協力ありがとうございました。 
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参考資料①: パネル・ディスカッション記録 
 
・・・各パネリストからの発表後、フロアも交えてパネリストの討論へ・・・・ 
 
和田（司会）／ 
フロアには全国からいらっしゃってます。また電動車いすを使っていらっしゃる方もお

られますので、是非乗り物に乗ってのご感想、あるいは今日のパネリストへのコメントご

意見でも結構でございますので、マイクが回りますので、お名前等を言っていただいて、

挙手をお願いしたいと思います、どなたでも結構です。では、前の方。 
 
フロア／ 
大阪の＊＊と申します。トヨタの森田さんとは試乗会場で少しお話させていただいたん

ですが、中邑先生がおっしゃられたことで、日頃から私も考えていることがありまして、

実は障害者の問題もさることながら、圧倒的に歩行困難者が多いのは高齢者ですね。とこ

ろが、今高齢者は「自分で動こう」ということではなくて、歩けるのに車いすに乗って介

助者に押してもらっているということが圧倒的に多いわけです。これは制度自体が、自立

する者は助けずに、自立する者が自分で動こうとすると色んな制約があって「介助しても

らえ」という、ほとんどがそういうシステムになっている。障がい者もそういうふうにな

っています。私なんか一人で動こうという立場ですと乗り物に乗るのさえ、色んな制約が

あります。高齢者の場合、どうしてそうなるのかというと、高齢者自身も電動を使うと自

分の残像機能が押していくと信じ込んでいる人が多い、また周囲の人が「危ないから自分

で動くな」という両方があります。 
自分で動くために、小さい頃から車いすに乗って慣れ親しんでる人でさえ、自分で全部

のところにいけるのかというと日本の都市はそういうふうに出来ていない、そんなことは

不可能ですね。自立した移動機器というのは電動以外ありえないと思っているわけですが、

そういう意味で重度の障がい者に対する機器というのはいっぱいあります。しかし、障が

い者も含めて、歩行困難者に対するもう少し軽くて便利で、公共機関にも乗れて、エレベ

ーターに乗ったり自由に行動できる機器というのが存在しないんです。それは、シニヤカ

ーなどというとんでもない物というのは概念の全く違う物ですし、そういう意味で、新し

い可能性を持っているものとして、この２つのものというのは、非常に可能性が感じられ

るわけですね。そこで一番ネックになってるのは何かというと、日本の次数規格であり、

また道交法の時速６キロというとんでもない制限なんですけど、国際的に見てそんなバカ

な話は日本だけなわけで、○○に重ね合わせる（？）ことも必要ですし・・・。 
 
和田／ 
すみません。時間がありませんので・・・。 
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フロア／ 
結局、そういう面でこの２つの物が、車いすという物に限定せずにもう少し、ユニバー

サルの観点で広く使える物として可能性を非常に持っているので、そういう面で、この可

能性を進めてほしいと思います。 
 
和田／ 
何か、お答えを…。中邑先生どうぞ。 

 
中邑／ 
おっしゃるとおりだと思います。私たちが考えているのは、道交法に働きかけていくに

しても○○をどうこうというよりも、利用のアイデアをもう少し皆で柔軟に出してもいいと

思うんです。例えば、高齢者、いわゆる無理やり手動の車いすに乗せられて介助者が押す

というのではなくて、電動車イスに介助者を乗せられるステップが付いてたら、「一緒に

行こうよ」という感じで出掛けることが出来て、動けないところだけ介助者が降りてきて

手伝うという、こういうやり方もあるでしょうし、我々が良くやっているのは、全盲の人

に電動車いすを利用してもらうという、これも実際には可能なわけですよね。全盲の人に

支援者が付くのだったら、全盲の人が運転をして、支援者の人が「右、左」と言ってもい

いし、その逆をやってもいいという、とにかく色んなことを繰り返していくということが、

もう少し必要な時期なのではないかと思っています。 
 
和田／ 
秋元さん、よろしいですか？ 

 
秋元／ 
皆さんにも、先生にもご質問したいんですが、同じ事を私も言われたことがあるんです。

セグウェイが法律を突破できないかと思って日々戦っている秋元が世界中旅して、色んな

所、ヨーロッパもアメリカも調べた時に、「日本はどうなんだ、走れないんだ」とか時速

６キロなどの話も加えると、それを聞くと世界中どこでも驚かれるんですけど、他にそう

いう規制があるんですか？という質問が一つと、日本だけおかしいとなっている場合に、

トヨタさんが先程歩行モードは６キロというふうにわりと公表されているので、 近話し

た役人さんに「トヨタさんでさえ６キロって言っているのに、何でお前２０キロで走らせ

てくれと言うんだ」と言われたりですね。つまり、申し上げたいのは、ムーブメントを起

こしたいと思っているなら、「なぜそれが６キロでなければならないのか」という議論を

するときに、どこがおかしいかという事を、こういう場を借りてパーソナル・モビリティ

ィの先駆者の皆さんからも、逆に私もアドバイスを頂きたい、ということです。 
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和田／ 
分かりました。では、その事は次で。     
今福さん。 

 
今福／ 
いろいろお話を聞いていて、一番興味深かったのは、中邑先生がグラフで示された、障

害者の方の手動・電動車いすを使ったという効力感という、電動車いすに乗って約30年、

手動車いすに乗って40年くらいになるんですけれども、心理的効力感をグラフにされたこ

とが、一人の当事者として非常に上手いこと表現してくれたなと。表のグラフの上にさら

に電動車いすの効力感が、伸びる時期に来ているんじゃないかなと思います。公共の交通

機関を利用したり、バリアフリーと（…）もっと効力感が広がっていくと思うんですね。 
それで、もう一つおもしろかったのは、先生がおっしゃったリテラシーというのも、本当

は渡したりユーザーがもっともっと先生がおっしゃったことを、言葉にして形式化して仲

間達を増やしてそれに参加することはおもしろいんだよということをもっと伝えたいなと。

そして、私もこのフリーモビリティ研究会に セグウェイとアイリアルを考えた時に、今

日の話を聞くまでは、当時私たちは、外へ出るための足として手動車いすや電動車いすが

あってここまで来たわけですけども、今やはり日本社会においては、多く電動車いすに乗

っていたり、日常生活の中にこのセグウェイとアイリアルが入ったときにどこまで利用意

欲をかきたてるのかという現実の問題もだいぶ見えてきまして、質問というよりは、意見

に近いですが、心理的バリアのその社会における移動制約車、特にセグウェイやアイリア

ルをブレイクするための枠組みみたいなものをどういうふうに強くお考えなのか。私はも

う交通バリアフリー畑なので、バリアフリー振興における心のバリアフリーとかまで来て

たんですけど、移動の権利、移動の権利と戦うムーブメントの為にもっとこの移動の楽し

さとこうした機器のブレイクの仕方をお言葉でお聞きしたいのですが。 
 
中邑／ 
これをどうやってブレイクさせるか。一つのアイデアは、私は良く奥山さんのこの電動

車いすを借りるんです。とても楽しいし、楽なんですね。障がい者の当事者の方が、電動

車いすの試乗会、「私の車いすに乗って見ませんか」と健常の人を乗せて差し上げたら「こ

れ、いいな、貸してよ」っていくんじゃないかと思うんです。セグウェイやアイリアルよ

りも電動車いすって見てるけど、乗ったこと無いって人が非常にたくさんおられて。乗っ

てみたら「これいいじゃいいな」と思う人はたくさんいるんじゃないかと私は思うんです

が。いかかでしょうか？ 
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和田／ 
これからもディスカッションが続いていくと思いますが、この際、言っておきたい聞い

ておきたいということはありませんか？どなたでも結構ですけど。お手を挙げていただけ

ればと思いますが。せっかくですので。当たる数は少ないですから。どなたでもおられま

せんか？その右の松繁さんの隣の方。関係者ですか？個人的感想で結構でございます。 
 
フロア／ 
実は私は、今日野田大臣がこちらに来られるということで、内閣府の担当官でございま

す。バリアフリーとかユニバーサルデザインの担当ということでございます。今日は乗り

物、モビリティということでございますけれども、バリアフリーとかユニバ―サルデザイン

全般の政府の推進を担当しているということでございます。一言感想だけ申し上げますと、

道交法とかその色んな制度とか規制とか、さまざまなあるのは事実でありますが、私個人

の意見は、例えば、歩道なら歩道を歩く人というのは、小さい赤ちゃんも歩きます。ベビ

ーカーを押しているお母さんも歩きます。妊婦さんもあるきます。ですから色んな人が歩

きますので、その中で器具なり道具なりを使う場合は、どういう技術開発なら出来るのか、

という面もありましょうし、どういうルールを作るのかということも非常に大事なことだ

思います。そういうものの調和点が見つかってくれれば、ずいぶんこのモビリティの拡大

に繋がるのかなと感じた次第でございます。以上でございます。 
 
和田／ 
ありがとうございます。突然のご指名で失礼いたしました。あと１人か２人フロアの中

からお聞きしたいと思います。そうしましたら 後にパネリストから一言ずつ頂きたいと

思います。女性の方でも結構ですけども。前のほうで。今日は乗られたと思うんですけど

も、アイリアルですか、感想でも結構ですので。 
 
フロア／ 
以前、セグウェイはハワイで乗せていただいたので、今日はアイリアルに乗れたらいい

なと思って、乗せていただいたんですけども、私は車も運転しますし、電動車いすにも乗

りますし、若干歩けたりするんですけれども、やっぱり仲間を見てると電動車いすと車に

乗る時のトランスが難しかったりすると、どうしても電動車いすの範囲でしか動けないと

いう仲間が多かったりするので、電動車いすでそのまま原付くらいの行動範囲が広がる、

乗り移らなくてもいいというところが私はすごく魅力を感じたし、私たちの仲間もすごく

魅力を感じるんじゃないかなと思います。すみません。感想です。 
 
和田／ 
お隣いかがですか？ 
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フロア／ 
私も今日、アイリアルの方に乗せていただいたんですけども、やっぱりちょっと私は体

が小さいので、アイリアルはまだ一般の大人の方用の乗り物なので、もし、これが普及す

るようになったら、色んな体系の方が利用できるように改良なりして、小柄な人とか、も

ちろん体の大きな人とかが乗れるようになったらもっと普及するんじゃないかと思いまし

た。ありがとうございました。 
 
和田／ 
ありがとうございました。 
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参考資料②: 自動車運転教習所における取り組み事例 
（資料提供 コヤマドライビングスクール） 
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6．ミーティングの実施概要 

 1．第1回研究会議 

  日時： 2008年10月21日（火） 19:00～21:00 

  場所： 東京都千代田区二番町１１－１朝日サテライト二番町５０５号 NP

O法人日本バリアフリー協会 

  議題： 研究概要の確認・今後の研究の進め方について・事務連絡 

 2、第2回研究会議 

  日時： 2月19日（木）19:00 - 21:30   

場所： 東京都千代田区二番町１１－１朝日サテライト二番町５０５号 NP

O法人日本バリアフリー協会 

  議題： 海外視察報告・公開ワークショップ企画の検討 

 2、第3回研究会議 

  日時： 3月8日（日）18:30 - 20:00   

場所： 中部国際空港セントレア 

  議題： 公開ワークショップで得られた知見の整理・今後の作業確認 
以上 
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今後の研究プロジェクトへ向けての課題と展望 

研究代表者 

NPO法人日本バリアフリー協会 貝谷嘉洋 

 

 企画調査プロジェクトにおいては、フリー・モビリティ社会を目指すにあたって現状・

課題が明確となり、今後のプロジェクト推進に向けて礎となった。 

 

現状・課題認識 

 我が国は、モビリティ（移動しやすさ）の現状について、移動機器の技術面、インフラ

を総合的にみると先進諸国の中では も整っている国の1つである。 

 しかし、障がい者や高齢者を含めた移動困難者にとってのモビリティの現状は、先進諸

国の中ではかなり遅れている。駅のバリアフリー化などかなり発達している部分と、重度

の障がい者のパラトランジット（代替個別移送）のように遅れている部分が混在している

ため、シームレス（滞りのない）なモビリティが達成できていないからである。 

その背後には、移動は権利であり、移動困難者のモビリティ確保が経済的に有用である

という認識の欠如がある。 

 

近未来に注目 

 本プロジェクトは、数年から十数年先の近未来のモビリティに注目している。近未来に

焦点を当てると、我が国はロボットを含めた移動支援機器の技術面においては発展してい

るが、インフラ、法整備では先進諸国よりかなり遅れている。 

 例えば、時速20～40kmの電動駆動のパーソナルな乗り物（例：セグウェイやトヨタi-REAL）

の公道での使用は認められていないこと、それを受け入れる自転車道といったインフラが

整っていないことがあげられる。 

 

今後のプロジェクト 

 今後プロジェクトを進めていくにあたって、近未来には、誰もがニーズに応じて自由に

移動できるフリー・モビリティ社会を我が国が目指すべきであると提言していきたい。 

それを達成するために も必要なことは、人々の意識を啓発していくことだと考えてい

る。 

具体的には、現在開発中の先端移動支援機器を実際に公共スペース、特区の公道などで、

複数の乗り物や人々が参加する実証的な社会実験を行うことにより、多くの人々に知って

もらい社会実装していくための課題や、移動支援機器に求められる性能、必要なインフラ

や法令の整備を研究することである。 

 その際に、我々障がい者（高齢者も含む）でも利用しやすいものを意識して行うことに

よって、社会全体を活性化し世界をリードするフリー・モビリティ社会を築いていきたい。 


