
正着縁石とコンセプトタイヤの組み
合わせにより、バスの正着性が大い
に向上することが期待されます。
すべての人々にとってバス乗降が
容易になると同時に、乗降を助ける
ドライバーの負担も軽減され、定時
運行に貢献できます。

バリアフリーな
社会づくりに貢献

誰もが安心して利用できる
次世代の公共交通への貢献

バス乗降時のバリアフリー化に
貢献するタイヤと縁石の開発

路線バスのバス停でのバスの正着性向上は、単純に車椅子利用者の乗降環境改善というだけでなく、
すべてのバス利用者に乗り降りのしやすさを提供し得る技術です。スムーズな乗降は、バス停でのバス
の停車時間の短縮、そしてバスの総所要時間の短縮の結果として得られる表定速度向上にも貢献し
ます。バス停にスムーズに進入して発車するためには、縁石の設計、タイヤの設計、道路舗装の工夫
などを組み合わせて効果の測定が必要です。バスのタイヤ製造にかかる研究で多くの実績のある
ブリヂストンの研究メンバーと、都市交通計画を学んでいる我々との共同研究は、この課題について、
未来の都市を支える交通システムのあり方についての問いかけに解答を出す、非常に有意義な作業
でした。このような機会をいただいた株式会社ブリヂストン関係者一同に深く感謝の意を表します。

未来の都市を支える交通システムのあり方とは？
この問いに対する解答を出す、有意義な取り組みでした。

中村 文彦 教授
横浜国立大学

「交通と都市研究室」

Case 2

安全・安心な移動を
支える

多様な移動ニーズに
応える

安全・安心な暮らしを
支える

ブリヂストングループでは、バス乗降時に縁石とタイヤ
サイド部を接触させることにより、バス乗降口と停留所
の隙間を最小化する正着性向上に向けた研究開発に
取り組んでいます。具体的には、スムーズかつ安定的に
バスを縁石に寄せるための「バリアフリー用新コンセプト
タイヤ」と「 次 世 代 正 着 縁 石 」を開 発しています。
2020年の実用化に向けて、お客様と共にバリアフリー
実現に向け、検討を進めています。

適度に傾斜させた路肩スロープ
によりスムーズかつ安定した
正着性と、縁石底ラウンド形状によるタイヤサイド部の摩耗
の軽減を実現しました。車両接触回避形状の縁石により、
これまで58mmあった段差を25mm減少させることができ
ました（段差33mm）。バス乗降時の車椅子やベビーカー
利用者の負担軽減にさらに貢献できると考えています。

タイヤが縁石と接触を繰り返すことでタイヤサイド部が摩耗
する対策として、ブリヂストンのリトレッド技術を応用し、サイド
ゴムのみを貼り替える技術を考案しました。縁石と接触する
際の耐摩耗性能（削れ難さ）と低摩擦性能（滑りやすさ）を
兼ね備えた新コンセプトタイヤは、縁石との接触時の摩耗量
を大幅に低減し、スムーズで安定的な正着性を実現します。
また、摩耗時の交換部位も一部となり省資源化にも貢献
できます。

車両接触回避形状
路肩スロープ

縁石底ラウンド形状

33mm
段差

ブリヂストンのアプローチ

次世代
正着縁石

バリアフリー用

新コンセプトタイヤ

ソリューション

都市化や高齢化の進行、環境問題の深刻化などが
進む中、公共交通は今後さらにその重要性を増して
いくと考えられます。
路線バスやBRT※1といったバス輸送では、乗降時の
バリアフリー化が課題であり、高齢者、車いす利用者、
ベビーカー利用者等の方々も含むすべての人々が、
安心してスムーズに乗降できることが求められて
います。また同時に公共交通として定時運行する
ことや経済的であることも必要です。

社会的課題

Bus Rapid Transit。連節バスや専用レーン等の活用により、
定時性や速達性を備えたバス高速輸送システム。環境負荷
の低い次世代都市交通システムとして、近年新興国を中心に
成熟国へも普及が進んでいます。

9.1
すべての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と
人間の福祉を支援するために、地域・越境インフラを含む質の高い、
信頼でき、持続可能かつ強靱（レジリエント）なインフラを開発する。

11.2
2030年までに、脆弱な立場にある人々、女性、子ども、障害者及び
高齢者のニーズに特に配慮し、公共交通機関の拡大などを通じた
交通の安全性改善により、すべての人々に、安全かつ安価で容易に
利用できる、持続可能な輸送システムへのアクセスを提供する。

該当する
SDGs
ターゲット

バスの表定速度を上げるためには、

バス停での停車時間を短くすること

がひとつの方法です。ブリヂストン

の取り組みは、すべての人の乗降に

要する時間を短くできることから、

バス停での停車時間の削減につな

がり、バスの表定速度の向上に貢献

できます。

※2  表定速度=バスの実際の運行速度、バス時刻
表のもとになるもの。

東京23区における一般道路の平均旅行速度は16.4km/h。　(平成11年道路交通センサス国土交通省)

（km／h）
17.0

16.0

15.0

14.0

13.0

12.0

11.0

0
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001（年）

東京
大阪
名古屋

■
■
■

関連データ バスの表定速度※2大都市のバスの表定速度

より
摩耗しにくい
ゴムを使用
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