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　﹁そのマフラー，バスに合わせたの？﹂﹁えっ？ウフフ，違うよ。
バスは赤いのも緑のもあるんだよ！﹂﹁黄色いのもあるわね﹂と
お母さん。フランス北部メッスの中心市街地の景色が変わった。
長い工事期間を経て生まれ変わった。新しいバスサービスに合わ
せて街が変わったのである。

４ 年越しで導入された幹線バス，いよいよデビュー！

　メッス（メスとも表記するがスペルはMETZ），ドイツ語読みで
はメッツである。フランスといってもドイツ国境に近く，古くは
ローマ時代から要塞が築かれ時代とともにドイツ領になったりフ
ランス領になったりしたのだとか。もっとも束の間の訪問者にそ
うした名残りは見出せない。旅行者向けのガイドブックにはほと
んど登場しない都市ではあるが，起伏に富んだ旧市街にはいくつ
もの教会や聖堂がそびえ，歩行者天国のショッピングモールは人
出が多くて平和そのもの。観光都市ではないだけに“普段着”の暮
らしが感じられ，モーゼル地方の中心都市として賑わっている。こ
のメッスで市民の話題を集めているのが，地元交通事業者METTIS
が ４ 年がかりで導入した幹線バスシステムである。中心部で重複
するAとBの ２ 系統があり，ベルギーのバンホールが開発した“新
世代トラムバス”Exqui.City（エクスキシティ）の ３ 車体連節バス
27台が専用される。冒頭の少年が言うように，バスのカラーリン
グは青，緑，赤そして黄の ４ 色がある。METTISではこの赤と黄
はプラムとミラベルと呼ぶが，日本語ではローズピンクとアンズ
色とでもいうべきか。それぞれ細かなグラデーションも入ってい
てメタリックカラーに見える。この ４ つの色は一般の路線バスに
はソリッドカラーで採用されていて，﹁今度のバスは何色が来る
の？﹂も楽しみである。
インフラは全面的に一新，でも景観は変えずに

　メッスの玄関はフランス国鉄の鉄道駅。旧市街側の駅前広場は
一般路線バスも頻繁に姿を見せるが，一般車両はほとんど見かけ
ない。タクシーを含めて一般車両は駅の反対側にしか乗り入れな
いからだ。貫禄ある石造りの駅舎も駅前の建物群もおそらく100
年前とほとんど変わらぬ佇まいなのではないだろうか。しかし

それは“夢”ではないんだよ
バスの導入がメッスの街を変えた
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METTISが公開するホームページの動画によれば，この駅前広場
は過去数年間にわたって全面的に掘削工事が進められてきて石畳
の舗装は一新。その結果，駅前広場は道路面積を大幅に縮小，車
両の流れは大きく変わった。その目的が，この新たなバスサービ
スを実現するためだったのである。
　その目的と手段に驚くのはまだ早い。駅から ２ 停留所めのレピ
ュブリーク（Republique），ここは官庁街と旧市街に広がるショッ
ピングセンターとの接点の広場だが，ここも一般車両は事実上シ
ャットアウト，広々した占有スペースを与えられたバスが悠然と
走る場所になった。小高い丘の中腹に位置するこの広場からクラ
ンク状に坂を下るバス専用道路は，新教会をバックにモーゼル川
を渡る ４ 連のアーチ橋に出る。その橋の幅の2/3がバス専用道路
である。バスが占有する比率も大胆だが，実はこの橋，バス専用
道路を確保するために，既存の橋の隣に，そっくり昔と同じに見
えるよう拡幅されていたのである。渡ったときは全く気付かなか
ったが，これもMETTISが公開する画像で紹介されている。新
しいバスシステムに欠かせない専用道路を確保するために，歴史
的景観を全く損ねずにスペースを拡大するという信念というか情
熱には驚かされる。
効率輸送を実現するために

　さあこのバスに乗ってみよう。停留所はもちろん屋根とガラス
の風防付。停留所には利用者数に応じて全長12mのタイプと18m
があり，長い方は12mの延長版のほか，広場での設置に適した途
中で隔壁が途切れているタイプもある。いずれも屋根付部分の中
央付近に路線図などの運行案内と自動券売機が置かれている。そ
う，このバスは事前に有効な乗車券を購入しておく必要がある。
　乗車券は ICカードで，１ 回券（1.30ユーロ），２ 回券（2.5ユーロ）
や １ 日券（ ４ ユーロ），10回券（10.80ユーロ）など様々。チャージ

郊外の専用道路を行きかうMETTISの新型連節バス．この道路は後方で幅の広い自動車専用道路を渡り，市街地中心部に至る

郊外に新設された車庫．通路上全面の照明で非常に明るい車内．シートの枕部
分の色も外装とコーディネートされている（この写真 ２ 点ともVAN HOOL）
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が可能だが，小さなチップが挟み込まれた紙製でコストをギリギ
リに抑えている印象。これを車内のドア付近にあるリーダーにか
ざすと，ピッという音で １ 回分が引き落とされる。 ２ 人で行動す
る場合は複数回利用のカードを １ 枚購入し，乗車時に ２ 回かざせ
ばよい。つまり全長24mの長大なバスが装備する ４ つのドアのど
こからでも乗降できるわけだ。この方式は欧米の諸外国では一般
的で，もっと全長が長いトラム（路面電車）でも同じ。また運転
席は客席とドアで仕切られている。ドライバーは運賃収受や接客
から解放され，乗降中の安全確認と安全運転に専念できる。ちな
みに次停留所の案内はフランス語の放送と文字による。
　日本でも連節バスが走り出したが，運賃収受は必ず乗務員の前
で行うから，最後部に座った乗客は長い車内を歩かねばならず，
複数あるドアも乗降時間の短縮には役立たない。輸送力が大きな
連節バスを使うので，日本でも欧米にならって﹁BRT﹂とも呼ば
れるが，残念なことに乗降時間＝停車時間を短縮して平均速度を
アップするという本来の高速高効率輸送という考え方がスポイル
されている。
　こう書くと﹁そこまで乗客を信用できるのか﹂と思う方がいる
かもしれない。しかしヨーロッパもアメリカも鉄道をはじめとし
た公共交通は基本的に利用者を信用している。ただしその信頼を
裏切るとペナルティが待っている。実際に乗車していたら， ５ ～
６ 人の係員が集団で乗ってきた。車内の一斉検札である。乗客が
持つ乗車カードをハンディ端末でチェックする。 ２ 日間の乗車中
で検札はこの １ 回だけだったが，短区間で降りてほかのバスに乗
り込むなど，なるべく広く浅く（？），いつもチームで巡回してい

るようだった。
　余談になるが，オランダ・アムステルダム市内のトラム，かつ
ては最前部のドアでは運転者が運賃収受をするが，他のドアから
の乗車はドア横に設置された検札機を使う﹁利用者信用方式﹂だ
った。乗車しても検札機を使わなかった乗客には，たまたま乗客
に成りすました係員がいたら﹁はいチェック！﹂というパターン
だったが，あまりの無賃乗車に業を煮やした当局は車掌乗務車を
増やした経緯がある。観光客利用率が高い都市や路線にはそれな
りの事情があるようだが，利用者の良識というか，自己責任に委
ねられることでうまく回るのが，本当は望ましいのだと思う。
明るく近代的な車内

　さて運賃収受の話で時間を食ったが，乗車した車内は窓も大き
く明るい。その明るさに一層の効果を与えているのが照明である。
通路上，ほぼ全面が照明になっている。車内はもちろんフルフラ
ット。ホイールハウス付近の座席の踏面にはステップ付の場所も
あるが，例えばキャリーケースを携えた車内の前から後までの移
動も容易だ。電車のようか，と聞かれれば部分的にわずかな傾斜
はあるものの，歩行に障害になるものではない。最近日本でも増
えているノンステップの路面電車と同様である。
　専用される車両は全長24mで座席数は47，もちろん車椅子も乗
れて定員は150人である。ピーク時間帯ではなかったが，座りた
ければどこかに空席があるという程度で，乗車率は低くない。 ２
路線とも平日の昼間は10分間隔で，重複部分は ５ 分に １ 回の運行
である。頻繁な運行だが，昼下がりでも乗車率は少なくない印象
を受ける。METTISによれば，このバスシステムの輸送力， １ 方

モーゼル川を渡る．この橋，実はバス専用道路を確保するために旧来の橋を拡幅したもの．周囲の景観を変えないよう装飾を含めて新造されている
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向 １ 時間当たり3,000人だそうだ。
終点は郊外型住宅地。P＋R（パーク＆ライド）も

　A線のWoippy行きに乗る。市街地中心部から郊外の住宅地を抜
け，自動車販売会社や修理工場などが集まる工業団地に至る。沿
道には大きなアパートが立ち並び，周辺人口が少なくないことを
うかがわせる。終点の近くには大きなショッピングセンターがあ
り，ここに停留所。終点かと思いきや，バスはそこから一般道路
を横断し，目と鼻の先が終点である。乗客を降ろしたバスはその
先でUターンして反対側の乗り場に着く。この終点，乗務員の詰
所があるほかは何もないが，すぐ横に大きな駐車場がある。P＋R，
つまりパーキングライドのための駐車場が設けられている。長大
な車両のUターンとこの駐車場のために，ショッピングセンター
前は途中停留所になっているわけだ。この場所もMETTISの資料
を見ると少し前まではだだっぴろい草地だったようで，このバス
システムのために全面的な整備がなされたのである。もうお気づ
きだろう。A線もB線も全線が﹁バス専用道路﹂を走行する。路面
電車と同じ優先信号システムもあるから渋滞知らず。定時運行が
保たれている。
夢のようなバスサービスの「作り方」

　さてメッスの新しいバスシステム，走る姿で歩行者を振り返ら
せるだけでなく，市民が誇らしげに利用する美しく魅力的なバス
が走り回る，これだけでも日本のバスを見慣れた目には﹁夢の光
景﹂に思えるかもしれないが，もう少し，なぜこのようなバスシ
ステムが実現したのか，その仕組みを探らなくてはなるまい。冒
頭に ４ 年越しで実現したことをご紹介した。実はメッスも市街地
の交通渋滞の解消や環境保全，そこに寄与すべきバスの輸送力，
輸送の質などで行政としての悩みを抱えていたのである。交通渋
滞に悩まされるディーゼルバスは，市街地では騒音や排出ガスの
発生源のひとつでもあり，沿道の人々には必ずしも歓迎されない
存在でもあったようなのだ。
　本誌では過去にもフランスのリヨンやクレルマン・フェラン（本
誌№81），ルーアンやモーベージュ（同№113）の新しいバスシス
テムをご紹介してきたが，1990年代初頭に脚光を浴びたストラス

ブールをはじめとして，フランスの各都市では公共交通を見直す
ことで市民生活の質を改善して都市の機能を向上しようとするム
ーブメントがある。例えば近年も地中海を望むリゾート都市のニ
ースにトラムが復活したり，ナントで新型トロリーバスが導入さ
れたり，そうした動きが競うように進められている。メッスも他
都市に負けないように様々な検討がなされた結果，建設費やその
後の維持管理費がトラムに比較して大幅に安いBRTが選択され
るに至ったのである。ちなみにその計算，トラムを導入するため
に必要なコストの試算が15億3,500万ユーロに対してバスは4,100
万ユーロと ２ 桁違うのだそうだ。それでも専用道路化によって平
均時速は20㎞/hに向上。６ ㎞離れた起点から市内中心部まで32分
かかった所要時間が18分になった。短縮率は43％に達する。また
市内交通の渋滞やマイカーからの変換によって，このバスシステ
ムは年間374トンのCO2削減に貢献するという。最近のヨーロッパ
ではこうした環境保全への貢献度が数値化されるのが常で，だか
ら公共交通機関の拡充が社会のニーズに合致するというコンセン
サスを得ているのである。
その予算は巨額だが…

　延長18㎞に及ぶバス専用道路を走る27台の最新鋭連節バス，そ
れらからなるこのバスシステム導入のための予算総額は， ２ 億
3,000万ユーロと公表されている。 １ ユーロを最近の通貨換算で
135円とすれば日本円で310億円を超える巨費である。ただしその
63％が街を改造するインフラだそうだ。駅前広場を全面的に再構
築したり，歴史景観を変えないで新たな橋を架けたり，全線にわ

From October of 2013, a new bus system has started operations in Metz, a 
city in northeast France near the border of Germany.  27 units of Van Hool’s 
next generation tram bus ExquiCity bi-articulated buses have started simulta-
neous operations, changing the scenery of the city.  Local operator Meitis has 
been undertaking this project for approximately 4 years.  Bus exclusive roads 
have been prepared for the two routes which share the same route in central 
part of the city.  The 30 minute trip from the suburbs to the central part of the 
city has been shortened to 18 minutes, and CO2 emission is expected to de-
crease as diesel hybrid buses have replaced diesel buses.  City of Metz had 
been worried about traffic congestion in the central part of the city, along with 
the transportation potential and quality of diesel buses which would relieve 
this problem, and had considered operation of trams.  But, they decided to 
utilize the bus system which is less expensive by 2 digits when comparing the 
construction and maintenance fees.  Budget for the project is 230 million Eu-
ros, but this is a part of the long term city planning spanning several decades 
as can be evidenced by the fact that 60% was allocated to infrastructure such 
as construction of bus exclusive roads, park & ride parking lots, and widening 
of bridges.  France’s original tax for improving public transportation, EC’s 
fund for local development, and budgets of local areas and governments 
amounted to 77 million Euros.  Vehicles are projected to be used for 25 years, 
so the styling that will not look old quarter of a century later is a big advan-
tage.  The bridge that has been widened due to bus exclusive road has been 
newly constructed utilizing the old design.  Local people are proud of the fact 
that a new public transportation system has been realized while preserving 
the historical scenery of the city.

METTISの新型バス導入費用＝支出（単位：1,000,000ユーロ）

インフラ・構造物 145
ハイブリッドを含む車両システム ２9
メンテナンス設備 36
調査研究・教育費 ２0
計 ２30

METTIS新型バスシステム導入のための助成＝収入（単位：1,000ユーロ）

欧州地域開発基金（ERDF) 8,２96
交通プロジェクト税からの拠出金 9,910
郊外・近郊発展のための税からの拠出金 7,990
メッスと周辺の市街地活性化税からの拠出金（CRSD） 10,000
国家－地域圏プロジェクトからの拠出金（CPER） 480
環境エネルギー対策費（ADEME） 435
地域一般会計 14,600
モーゼル地方一般理事会 1２,500
メッス市一般会計 13,000
計 77,２11

住宅地に設けられた専用道路とバス停留所．ともに占有面積はとても大きい．
停留所には乗車券（カード）発行機がある．車内での運賃収受は行わない
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たってバス専用道路を建設し，要所には駐車場を整備するなど，
都市の中心部を大きく改造したのだからコストがかさむだろう。
これほどのインフラ整備は市街地全体に影響が及ぶ。しかも今後
少なくとも半世紀先を見越した計画に基づくものであることは容

易に想像がつく。
　最先端の ３ 車体連節ハイブリッドバス，27台の購入費用は周辺
機器も含めて総コストの13％弱を占める。同じ邦貨換算では37億
円余りである。METTISではこの27台のエクスキシティを25年間
にわたって使用することを前提にしている。25年間使い続けると
いう点について製造メーカーのバンホールに戸惑いはないのか。
　バンホールによれば，エクスキシティは通常のシティバス（一
般的には12年から15年使用する）とは異なるものの，さすがに25
年は長い歳月であるようだ。そのためライフの半分，すなわち12
年程度経過したら全面的な更新を実施して残りの半生に備える方
針のようである。しかし25年先でも陳腐に見えないスタイリング
という点で，エクスキシティのポイントは高い。
　もちろんこれほどの巨費を単年度で捻出できるわけもなく，導
入に際しては様々な補助金が動員されている。概略は表にまとめ
たとおりだが，EUの欧州地域開発基金（ERDF）はじめフランス
政府の様々な名目の助成金，モーゼル地方政府，地元メッスの一
般会計で7,700万ユーロ（約104億円）が用意された。これらの合計
で事業費のおよそ34％を確保している。相対的な金額は多くはな
いものの，環境保全対策の予算が捻出されているのも目立つ。
　日本の都市なら﹁たかがバスに?!﹂といわれるのかもしれない。
すかさず彼らは﹁されどバスなのだ﹂というのではないだろうか。
人の生活サイクルから見てもかなり長期的なスパンでの都市の公
共交通を実現するためには，バスも都市のインフラという確固と
した位置づけがまず必要なのだ。必要とされる輸送力と予算で決
まる交通モードの中で，メッスはバスを選んだ。公共交通を都市
のインフラと位置づけ，妥当と考えられる予算から，それに相応
しい手段を選ぶ。公共交通を考える上で至極当たり前のコンセプ
トだが，日本ではこれが決定的に欠けているのである。  （W）

レピュブリークで．ファッショナブルな若い世代に負けずバスも魅力的．
なおMETTISの使用車両はMANの6.8ℓエンジン（出力184kW）にシーメン
スのモーター（出力3２0kW／750V）を組み合わせたシリーズ式ハイブリッ
ドバスである．METTISの年間走行距離は 6 万㎞という


