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非都市部において，日常生活に 低限必要な都市機能を集約させる「小さな拠点」の整備が目指されて

いるが，人口減少等により，それらの維持・形成が困難なケースが存在する．そこで本研究は自動運転車

に都市機能を搭載し，無人で移動・営業を行う機能搭載型自動運転車“ADVUS”の導入による小さな拠点

での都市機能の供給手段を提案し，医療サービスを対象に住民の小さな拠点の実行動と利用意向の比較を

通じて，ADVUSの小さな拠点への配置によって顕在化する利用意向を分析した．その結果，1)実行動以

上に小さな拠点への利用意向が存在し，ADVUSによる都市機能の一時配置により小さな拠点が利用され

る可能性を示した．また，2)住民の医療サービスの利用頻度から，一台のADVUSで複数の小さな拠点間

を移動しサービスを供給できる可能性を示した． 
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1.  はじめに 

 

近年，内閣府「まち・ひと・しごと創生本部」1)が実

施する地方版総合戦略において，非都市部を対象に「小

さな拠点」の形成が目指されている．これは非都市部に

おける，日常生活に必要な「食料品・日用品の小売店」

や「診療所」，「福祉施設」，「市役所支所等の役場の

窓口」といった諸機能（以下，都市機能）の集積と，集

落から小さな拠点への交通手段を確保することで，非都

市部での日常生活とコミュニティを維持することを目的

としている．しかし，人口減少が著しい過疎地域等では，

後背圏人口が減少することで，小さな拠点に都市機能が

立地できなくなることも少なくない．加えて，魅力のあ

る拠点を形成するには複数の業種がまとまって立地する

ことが重要であるが，実際に多様な都市機能を一つの小

さな拠点に集約することが難しい．その結果，一部の機

能が立地しているだけでは小さな拠点が利用されないケ

ースが存在し 2)，それが小さな拠点の消滅に繋がり，非

都市部での日常生活やコミュニティが維持できなくなる

可能性がある．また，小さな拠点に都市機能が立地して

いないなために，やむを得ず他のエリアで目的を果たし

ている住民も多く存在し，住民の小さな拠点に対する利

用意向に見合った都市機能が立地していない可能性があ

る．なお，移動販売の形態でローカルなニーズをきめ細

やかに満たそうとしても，深刻なドライバー不足が一因

となって十分なサービス供給ができていないという現実

もある． 

上記のような小さな拠点における都市機能の不足への

対応策として，近年のモビリティイノベーションの活用

が挙げられる．その代表例として，自動運転車に都市機

能を搭載し，それらを無人で運転させ営業を行う機能搭

載型自動運転車（以下，「ADVUS」(Automated Driving 

Vehicle with Utility Services)）の実現が期待される．これは，

トヨタ自動車株式会社が 2018 年 1 月に 2018 International 

CES にて発表した「e-Palette Concept」3)をはじめ，複数の

企業で開発が進められている．主な用途として，自動運 
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図-1 ADVUSの車両のイメージ 3) 

 

転による荷物や食料品の配達，移動中のサテライトオフ

ィス，病院への送迎とその時間内での事前診察等のサー

ビスが提案されており，都市に高い利便性をもたらすこ

とが期待される．しかし，ADVUS の無制約な導入は，

既に立地している都市機能と競合することで，既存の都

市機能を撤退させる可能性がある． 

そこで本研究では，小さな拠点における都市機能不足

に対応するための ADVUS の活用可能性を，住民が都市

機能を実際に利用する場所と本来利用したい場所の乖離

から検討する． それにより，小さな拠点に立地してい

ない都市機能を確保することで，どれだけの住民に対し

て小さな拠点を利用できる環境を与え得るかを把握する． 

 
 
2.  本研究の位置づけ 
 
(1) ADVUSの開発動向 

代表例として挙げたトヨタ自動車株式会社では 2018

年 1 月に「e-Palette Concept」3)を発表したのを皮切りに，

同年 10 月にはソフトバンク株式会社との戦略的提携に

合意し 4)，Mobility as a Service (MaaS)事業における需要と供

給の 適化を目指している．また，同年 8月に行われた

Graduate-Level Research in Industrial Projects for Students (GRIPS)-

Sendai 20185)において，e-Palette を用いたモビリティープ

ラットフォームの検討を行っており，実務・学術の両面

から e-Pallete 導入の試みを行っている．また，ドイツの

Volkswagen AG は同年 6 月の：Centrum der Büro- und 

Informationstechnik (CEBIT)において「セドリック・アクテ

ィブ」のコンセプトモデルを発表しており 6)，移動小型

店舗への応用も提案されている．さらに，いくつかのベ

ンチャー企業も自動運転による移動販売を試みており，

米 robomart社は 2018年 1月に 2018 International CESにて食

料品を自動運転車に乗せ販売を行うRobomartを発表して

いる 7)．また，米スーパーマーケットチェーン Krogerは，

自動運転スタートアップの Nuro と共同でアリゾナ州ス

コッツデールにおいて，自動運転車による食料品配達の

実証実験を開始する 8)など，実用化への準備がなされて

いる． 

以上のように ADVUS の実社会への実装に向けた動き

は見られるが，食料品販売業のみに着目した従来の移動

販売車の範疇を超えていない．ADVUS の本来の特徴で

ある，ICT を活用し，利用者の需要に合わせて無人かつ

自律的に様々な都市機能を供給できるといった特色を活

かした検討はまだ全くなされていない． 

 

(2) 既存研究レビュー 

 非都市部におけるサービス提供に関する研究として，

上述の小さな拠点の観点からは，その客観的評価 9), 10)や

自動運転を見据えた実態把握 11)がなされている．しかし，

都市機能の立地の促進や撤退の防止といった住民の利便

性の向上を目指した検討はなされていない．また，非都

市部での生活を支援する移動販売のサービスの効果 12), 13)

や需要 14)について検討した研究がみられる．一方，今後

の実現，普及が見込まれる ADVUS は，自動運転や無人

でのサービス提供だけでなく，ICT 技術を用いることで，

住民の意向に合わせて必要な時に必要なサービスを自律

的に移動・提供することが想定されている．これにより

ADVUS が時間を限定して営業し，かつ複数の小さな拠

点を巡回することで，これまで都市機能の立地が難しか

った小さな拠点にもサービスを提供できる可能性がある．

そのため，ADVUS のように利用意向に合わせて営業時

間や場所を柔軟に変えることを考慮していない既存の移

動販売等に関する研究成果を，ADVUS に直接適用する

だけでは不十分と考えられる． 

一方で，自動運転技術が普及した社会を見据えた研究

として，ライドシェア・カーシェアサービス(SAV)の普

及過程 15) や，SAVをMaaSの一要素として適用性を検討

したもの 16)，また，導入による環境負荷 17)や車両の削減

量 18)といった，その効果を分析した研究がみられる．し

かし，これらは「人の輸送」について着目したものであ

り，本研究で提案する自動運転技術を用いた都市機能の

提供は検討されていない． 

 

(3) 本研究の内容 

2.(1)及び2.(2)を踏まえ，本研究では，モビリティイノ

ベーションの一つであるADVUSを活用した，非都市部

の中でも特に過疎地域の小さな拠点における都市機能の

供給手段についての参考情報を得ることを目的とする．

上記の目的を達成するために，本研究では，まず小さな

拠点におけるADVUSの導入形態を仮定する．その後，

その導入可能性を満たすために も重要な要素である住

民の利用意向に着目する．具体的には，ある都市機能に

ついて，実際にその都市機能を利用している場所（以下，

実行動）と本来その都市機能を利用したい場所（以下，
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利用意向）との乖離をアンケート調査から把握する．こ

れにより，住民の小さな拠点に対する利用意向がどれだ

け存在するかを把握し，その利用意向を満たすための

ADVUSの活用方法について検討を行う．また，ドライ

バー無しで拠点を巡回できるADVUSの特性を踏まえ，

複数の小さな拠点に対する利用意向を重ね合わせること

で，ADVUSによる複数の小さな拠点での都市機能の供

給手段を検討する． 

 

(4) 本研究の特長 

本研究の特長は以下の通りである. 

1)自動運転車に都市機能を搭載した(ADVUS)の地域での

活用法を初めて検討する新規性の高い研究である． 

2) 都市機能が立地していない小さな拠点に対して，

ADVUSによる都市機能の供給手段を示している．そ

のため，施設撤退などの問題を抱える過疎地域にとっ

て極めて有用な取り組みである． 

3) 小さな拠点への利用意向を実際の現地調査を通じてき

め細かく捕捉した信頼性の高い研究である． 

4)本研究の考え方や得られる成果は，今後大きく伸長す

るモビリティ・イノベーションの流れに少なからぬ波

及効果を及ぼすことが期待され，発展可能性が極めて

大きい． 

 

 

3. 使用データ・分析概要 
 

(1) 本研究におけるADVUS及び小さな拠点の考え方 

 本研究では，ADVUSを以下の通り定義する． 

1) 自動運転(SAE19))レベル 5とし，無人で移動する． 

2) 決済に関わるFintech技術を搭載し，無人営業を行う． 

3) 車両に搭載する機能は，食料品や日用品の小売店，飲

食店，診療所，役場の窓口など，小さな拠点への集約

が望まれる都市機能を適宜搭載することが可能である． 

また，本研究では小さな拠点を「日常生活に必要な都

市機能である「食料品・日用品の小売店」や「診療所」，

「福祉施設」，「市役所支所等の役場の窓口」を集積し

た地区」と定義する． 

以上より，本研究では ADVUS の導入形態を，小さな

拠点に不足している日常生活に 低限必要な都市機能を

ADVUS で補完するものと定義する．この導入形態の提

案については，以下の理由からなるものである． 

1) 小さな拠点において，現状不足している都市機能の確

保を目指す場合，実際に施設を新設したり，他地域か

ら移転することは難しい．しかし，現状は実店舗が立

地しない地域であっても，営業日時の短縮や無人営業

によるコストの圧縮，及び複数の小さな拠点を移動す

るADVUSの一時的な配置により都市機能を提供でき 

 

図-2 本研究におけるADVUS導入形態 

 

る可能性がある． 

2)上記に挙げた都市機能のうち，ある都市機能が存在し

ないがために小さな拠点が利用されないという課題が

ある．それに対し，ADVUS により不足する都市機能

を供給することで住民が小さな拠点を利用できる環境

が整う．さらに，もし小さな拠点に配置した ADVUS

が住民に利用されれば，同じ小さな拠点に立地してい

る他の都市機能も併せて利用される可能性があり，他

の都市機能の存続が一層容易になることが期待される． 

3) ADVUSの無制約な導入は既存の施設との競合が発生

し，それらの撤退を招く危険性がある．また，営業を

行う道路や空地を過度に占有することで，渋滞などの 

問題を引き起こす恐れがある．加えて，ADVUSへの

需要が増大した場合，必要車両台数の増大などコスト

の増大が想定される．そのため，ADVUSの導入に際

しては，都市内におけるADVUSの車両台数や搭載す

る業種の制限といった規制・計画や，ADVUSを配置

できるようなインフラが整っている場所への導入が必

要である． 

 なお，本研究は日常生活に不可欠な都市機能を小さな

拠点に供給する手段としての ADVUS の活用可能性を検

討しているが，本稿では都市機能の一例として「医療サ

ービス」を取り上げる．医療サービスを例に挙げるのは，

以下の理由からなるものである． 

1) オンライン診療等 23)の技術開発が進められており，医

師が存在せずとも無人で医療サービスを提供できる可

能性がある． 

2) 自宅への導入が難しい検査機器や医療に付随する薬局

販売といったサービスをセットで提供できる可能性が

ある．なお，このようなサービスは自宅でのオンライ

ン診察では対応できないものである． 

3)  前述の通り，医療サービスの利用者が少ないような

小さな拠点でも，利用意向に合わせた短時間の配置及

び複数の小さな拠点を自動運転で移動し診察を行うこ

とで医療サービスを提供できる可能性がある． 
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(2) 調査対象地域 

対象地域には市街化区域から中山間地域（過疎地域）

まで地域属性を幅広くカバーしている茨城県常陸太田市 

を取り上げる（図-3）．当該市は 2004年 4月に 4市町村

が合併して成立し，調査対象年次である 2015 年時点で

約 5.2 万人が居住している．なお，市内は同図に示す通

り，公民館を基準とする 19 の地区に分かれている．そ

のうち市役所が立地する地区 1は市の中心市街地であり，

市街化区域に設定されている．また，地区 6，地区 9，

地区 13~19 は中山間地域であり，地区 10~19 は過疎地域

となっている．この常陸太田市では非都市部において設

定が進む「小さな拠点」の設定はなされていないが，合

併前の地区 10，地区 15，地区 18は旧役場周辺であり，

現在の市役所支所が存在し，「地区拠点」として設定さ

れている 20)．以上より， 地区 10，地区 15，地区 18の市

役所支所周辺は小さな拠点に相当すると考え，本研究で

は「地区 10，地区 15，地区 18の市役所支所の周辺」を

小さな拠点 21)とした．  

 

(3) 使用データと分析概要 

本研究では，常陸太田市の住民を対象にアンケート調

査2)を実施した．調査の概要を以下に示す（表-1）．加

えて，図-4 に地区別・年齢階層別の回答者数を示す．本

調査より，住民が実際に医療サービスを利用する場所へ

の行動 （実行動）と医療サービスを利用したい場所 

 

 

図-3 常陸太田市の概要 

（利用意向）を把握する．実行動については，住民の目

的地である具体的な病院名に加え，交通手段や頻度につ

いて質問を行っている．本研究では，利用者が回答した

病院名をもとに地区単位でトリップ数の集計を行ってい

る．また，利用意向については，「医療サービス」の利

用を希望する場所を「近隣で利用したい・支所の周辺で

利用したい・中心市街地で利用したい・市外で利用でき

ればいい・利用しなくてもよい」の5件法かつ単一回答

で質問している．そのうえで，実行動と整合させるため，

「近隣で利用したい」を「居住する地区(自地区)内での

利用意向」，「支所の周辺で利用したい」を「小さな拠

点での利用意向」，「中心市街地で利用したい」を「地

区1での利用意向」としている．なお，「小さな拠点で

の利用意向」については，住民は合併以前に属していた

市町村(図-3参照)の旧役場が立地する小さな拠点の利用

を希望していると仮定する．さらに住民の実行動及び利

用意向を分析するため，地区毎に住民を年齢階層・性別

で分け，拡大係数を算出・適用した．また，住民の医療

サービスへの実行動，及び利用意向把握のため，同目的

のODを地図内で可視化する．以上を踏まえ，医療サー

ビスにおける地区𝑖から地区jへの実行動の割合を式 1 に，

地区𝑖から地区jへの利用意向の割合を式 2 に定義した． 

 

𝑅𝑂 𝑂 /𝑇         1  

𝑅𝑂 ：医療サービスにおける地区𝑖から地区𝑗への実行

動の割合(%) 

𝑂   ：地区𝑖から地区𝑗へ向かう医療サービスへのトリ

ップ数 

𝑇      ：地区𝑖を発地とする実行動のトリップ数 

※𝑖=𝑗の場合は地区𝑖内での実行動の割合となる 

 

𝑅𝐻 𝑅 /𝑁         2  

𝑅𝐻 ：医療サービスにおける地区𝑖から地区𝑗への利用

意向の割合(%) 

𝐻     ：地区𝑖から地区𝑗内の中心市街地・支所での医療

サービスの利用意向者数 

𝑁         ： 地区𝑖に居住する回答者数 

※𝑖=𝑗の場合は同地区内への利用意向の割合となる 

 

また，以上の式から算出した実行動の割合𝑅𝑂 から

利用意向の割合𝑅𝐻 を差し引いたものを「実行動と利

用意向の乖離𝐷 」とし，式 3 に定義する． 

 

𝐷 𝑅𝑂 𝑅𝐻          3  

𝐷   ：医療サービスにおける地区𝑖から地区𝑗への実行動

及び利用意向の乖離 

 

𝐷 が正の値を示す場合は住民の利用意向以上に地区𝑖 
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表-1 アンケート概要2) 

 

 

 

図-4 各地区のアンケート回答者数 

 

が利用されている，すなわち「医療サービスの利用にお

いて，地区𝑖が仕方なく利用されている」一方で，𝐷 が

負の値を示す場合は利用意向から見ると地区𝑖の実際の

利用が少ない，すなわち「医療サービスの利用において，

地区iを利用したいのに出来ていない」ことを示してい

る．  

加えて，ADVUSの自動運転・無人営業という長所を

活かせば，複数の場所で営業することが可能になると考

えられる．そのため，本研究では小さな拠点での医療サ

ービスの利用意向を持つ者を対象に，医療サービスの実

際の利用頻度を把握し，複数の小さな拠点での営業につ

いての検討を行う．また，ADVUSの配置が想定される

小さな拠点の施設立地状況や駐車場の整備状況等を示し，

ADVUSの配置及び運用方法のイメージを提示する． 

なお，図-5に示す既存の調査24)より，病院への来院目

的の8割以上が症状を「診てもらう」，「定期的な検診

や薬の処方」といったオンライン診療でも対応が可能に

なると考えられている医療行為であり23)，これらの治療 

 

図-5 既存調査24)における来院目的の割合 

 

はADVUSのように無人で営業する場合でも提供するこ

とが可能であると考えられる．一方で，来院目的のなか

でもADVUSに搭載できないような大きな手術や特別な

機器を必要とするケースは比較的少ないと考えられる．

ただし，実際には手術などの大規模な設備や人員を要す

る治療も存在し，それらの治療を希望する医療行動は

ADVUSで賄うことは出来ない．そのため，本研究で算

出した乖離𝐷 をそのまま「ADVUSによって満たすこと

ができる利用意向者数」に適用すると過大集計となる要

素がある．一方，オンライン診療の普及が進むことによ

り，居住地に滞在したまま可能になる治療も含まれると

考えられるため，上記の乖離𝐷 を同利用意向者数に適

用すると過少集計になる要素も含んでいる．本研究では

両要素が相殺するものと仮定し，住民の利用意向と実行

動の乖離𝐷 を「ADVUSによって満たすことができる利

用意向者数」として考察を進める．ただし，今後両要素

の影響や医療のオンライン化等の発展をより深く検討す

ることで，本分析の精度を高められる可能性がある． 

 

 

4.  住民の実行動と利用意向の乖離 
 

図-6に地区𝑖から地区𝑗への実行動の割合𝑅𝑂 ，図-7に

利用意向の割合𝑅𝐻 ，図-8に実行動と利用意向の乖離

𝐷 を示す．これらより，以下の点が読み取れる． 

1) 図-6より，住民の実行動は，中心市街地である地区1

に集中している．また，小さな拠点を含む地区15，地

区18についても周辺地区からの流入が見られる．それ

に対し，小さな拠点を含む地区10については，他地区

の住民による利用が見られず，小さな拠点に必要な医

療サービスが十分確保されていないと考えられる．  

2) 図-7より，地区1周辺の地区では，地区1の中心部への

利用意向が高く，自地区での利用意向は低いことが分

かる．また，地区10，地区15，地区18の小さな拠点に

ついて，自地区及び周辺の地区からの利用意向が存在

することが分かる．特に，図-6の結果から医療サービ

スが不足していると考えられる地区10においても，医 

項⽬ 内容
対象地域 常陸太⽥市(茨城県)

郵送配布・郵送回収
※町丁⽬毎層別抽出

実施期間 2015/9/15~10/23
配布部数 3,418世帯
回収部数 1,832世帯・8,571⼈
世帯回収率 53.6%

質問項⽬

1.⽣活サービス(買い物・医療・⾦融)における
主な利⽤施設・頻度・交通⼿段・所要時間
2.20種類の⽣活に⽋かせない施設の利⽤希望圏域
3.祭等の参加状況 4.個⼈・世帯属性

配布・回収

0 100 200 300 400 500 600

地区19

地区18

地区17

地区16

地区15

地区14

地区13

地区12

地区11

地区10

地区9

地区8

地区7

地区6

地区5

地区4

地区3

地区2

地区1

(⼈)

3~14歳
15~24歳

25~39歳

40~64歳 65~74歳 75歳~

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

特定機能病院

⼤病院

中病院

⼩病院

療養病床を有する病院
症状を診てもらう

定期的な診察と薬の処⽅を受ける

健康診断

検査を受ける，または検査結果を聞く

予定された注射や処置(⼿術・ガーゼ交換など)

リハビリテーション

その他

無回答
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図-6 医療サービスの実行動の割合    図-7 医療サービスの利用意向の割合    図-8 実行動と利用意向の乖離

療サービスの利用意向が存在することが明らかになっ

た． 

3) 図-8より，中心市街地である地区1で実行動が利用向

を大きく上回っており(𝐷 が正の値)，多くの地区の住

民が地区1を「仕方なく」利用していることが考えら

れる． 

4) 3)と同図より，医療サービスを提供する都市機能が立

地していない地区10の小さな拠点及び地区15の小さな

拠点では，実行動以上に利用意向が高い．つまり同拠

点は「医療サービスを利用したくてもできない」小さ

な拠点と考えられるため，ADVUSにより医療サービ

スを供給すべき小さな拠点になると考えられる． 

 

 
5.  ADVUSの導入形態の提案 
 

前章より，小さな拠点を「利用したくてもできない」

状況にあることが示された地区10及び地区15の小さな拠

点に加え，3章において同拠点を利用することが想定さ

れると述べた，旧市町村に属する地区10~17の住民の実

行動先及び利用意向先を図-9に示す．本図より以下の点

が読み取れる． 

1)図-9より，地区10，地区11では，常陸太田市内での利

用より市外での利用が多いことが分かる．隣接する常

陸大宮市へのアクセシビリティが高いことが原因だと

考えられる． 

2)1)と同図より，すべての地区において自地区内と小

さな拠点での利用意向が半数以上を占めている．また，

地区15では，小さな拠点での利用意向が実行動を200

人程度上回っている．そのため，同拠点にADVUSを

配置することで，居住者の利用意向に見合った医療サ

ービスを確保できる可能性がある． 

 

図-9 地区10～17に居住する者の医療サービスの実行動先及び

利用意向先 

 

 

図-10 小さな拠点での医療サービスの利用意向を持つ者のサ

ービス利用頻度 

(※)の地区は市役所⽀所が⽴地する地区
※N値は回答者数，棒グラフの値は拡⼤後の⼈数を指す
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地区10の
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I_282



 

 

続いて，地区10，地区15内の小さな拠点で医療サービ

スの利用意向を持つ者のサービス利用頻度を図-10に示

す．本図より以下の点が読み取れる． 

1) 図-10より，地区 10の小さな拠点ではおよそ 37%が，

地区15の小さな拠点ではおよそ52%が月1回以上の定

期的な病院受診を必要としている． 

2) 1)と同図より，地区 10内の小さな拠点での利用意向を

持つ者の 55%，及び地区 15 内の小さな拠点での利用

意向を持つ者の 38%は，年に数回の利用に留まること

が分かる． 

以上より，実際に医療サービスを提供する都市機能を

固定的に立地させることは，十分な利用者が見込めず難

しい恐れがある一方，ADVUS を派遣し診察時間を週に

1回や 1日の内午前中等の形で絞り，地区 10・15の小さ

な拠点を移動しながら営業することで，医療サービスを

確保できる可能性がある． 

続いて，ADVUS の具体的な配置場所を検討するため

に地区 10・15 内の小さな拠点における市役所支所の周

辺の概況を図-11，図-12 に示す．なお，これらの概況図

は国土地理院が Web 上に公開している航空写真のうち，

新のものを用いる．これらより以下の点が読み取れる． 

1) 図-11より，地区10の小さな拠点へのADVUS導入を検

討した場合，地区10の小さな拠点の駐車場面積は航空

写真から約6,700m2ほどと考えられる．また図-12より，

地区15の小さな拠点の駐車場面積は航空写真から約

6,400m2ほどと考えられる．ADVUS1台の車両面積は

8~14m2と想定されており3)，駐車場の容量の観点から

はADVUSの配置と利用者の駐車に要する十分な面積

が確保できると考えられる． 

2)両図及び電子電話帳201527)，各施設のWebページ28)-30)よ

り，地区10・15の小さな拠点の施設の立地・営業状況

を見ると，小さな拠点において立地が望まれる21)小中

学校や幼稚園などの教育施設，郵便局，蕎麦屋や食堂

といった飲食店，電器店といった商店，農業協同組合

が存在する．これらの施設の多くは平日の日中に営業

していることから，平日の日中にADVUSを活用して

医療サービスを供給することで，例えば，受診機会に

併せて食事を取ることや，公共施設での健康増進運動

と併せて検査を行うなど，小さな拠点の利用機会の増

加や周遊性の向上が期待できる． 

 

 

6.  おわりに 
 

本研究の主な結果を以下に示す． 

1) 小さな拠点での都市機能の確保のために，自動運転車

に都市機能を搭載した機能搭載型自動運転車(ADVUS) 

の導入形態を提案した． 

 

図-11 地区10の小さな拠点の概況（国土地理院の空中写真25)

（2012年撮影）を加工し作成） 

 

 

図-12 地区15の小さな拠点の概況（国土地理院の空中写真26)

（2004～2007年のいずれかの年に撮影）を加工し作成） 

 

2) 小さな拠点へのの実行動と利用意向の乖離から，小さ

な拠点への利用意向が存在することが示された． 

3）小さな拠点への利用意向と利用頻度の観点から，小

さな拠点で医療サービスを享受できない定期受診者が

一定数存在することを明らかにし，その利用者に対し

てADVUSによるサービスの供給手段を示した． 

上記の結果より，ADVUSによる都市機能の提供によ

り住民の小さな拠点への利用意向を満たすことができる

可能性を示した．また，非都市部のみならず，都市部に

おいても高齢化や人口減少の影響から店舗の撤退が進む

地域が存在しており，本研究で提案したADVUSの導入
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により都市機能の確保が期待できる． 

なお，ADVUSの利用法については，モビリティ・イ

ノベーションの技術開発や普及の程度によって提供可能

である業種やサービスの提供方法が変化すると考えられ

る．また，本研究では常陸太田市を対象にADVUSの利

用法を検討したが，非都市部の状況は小さな拠点の形成

状況や居住地である集落，及び小さな拠点間の距離等，

地域を取り巻く状況は様々であり，各地域の状況を踏ま

えた効率的なサービス提供方法を考えていく必要がある．

また，本研究では住民の利用意向をもとに小さな拠点で

のADVUSによる都市機能の確保について検討を行った

が，データの制約から 住民が「いつ」施設を利用し，

また利用を希望しているか等の情報は考慮していない．

加えて，本研究では医療サービスの実行動及び利用意向

を対象に分析を行ったが，すべての医療サービスを

ADVUSによって代替することは難しい．このため，自

由に動き回ることが可能であるADVUS活用の観点から，

「どの拠点」に「いつ」配置するか等の情報や，今回把

握できなかった品揃え等の都市機能を詳細に把握した上

で，ADVUSの導入計画を検討していく必要がある． 
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AUTOMATED DRIVING VEHICLE WITH UTILITY SERVICE FOR 
MAINTAINING FACILITY OF “COMPACT VILLAGE” 

—FOCUSING ON MEDICAL SERVICE— 
 

Akira MITARAI, Katsushi AZUMA and Mamoru TANIGUCHI 
 

“Compact Village” aims at maintaining a living environment in rural areas by aggregating facilities. 
However, it is difficult because of population decline and withdrawal of facilities. Results of this study 
suggest how to maintain a “Compact Village” with Automated Driving Vehicle with Utility Service 
“ADVUS” applied to grocery stores and medical facilities in automated driving vehicles that operate un-
manned. Additionally, we compare the numbers of people executing behaviors and their usage intention 
for users at medical institutions. Those results lead to estimates of the numbers of people who can be ex-
pected to use “ADVUS” in a “Compact Village”. Results show that people want to use a medical facilities 
in a “Compact Village” more than in a central area, but many people use a medical facilities in central areas. 
If “ADVUS” is deployed in a “Compact Village”, more people will use it than use it now. 
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