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近年，完全自動運転の実現への期待が高まっており，それに合わせてシェア型交通等の新たな交通サー
ビスの開発が進められている．本研究では，その一つに挙げられる機能搭載型自動運転車“ADVUS”に着
目し， その利用に与える影響を独自に実施したwebアンケート調査の分析を通じて明らかにした．分析と
して，趣味商品の購入行動におけるADVUSの利用選好に関する構造モデルを作成した．その結果，1) 買
い物を簡単に済ませたい個人に強い利用意向が存在すること， 2) まちでの買い物を好む者にとって，外出
機会や交流といった楽しみはADVUSでは代替できない機能である可能性が示された．
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1.

はじめに

をより難しくする可能性がある．
一方で，ADVUS で提案されているサービス形態は既
存施設とは大きく異なることから，市民がサービスを利
用する際，既存施設と ADVUS のどちらを選択するか，
その選択に影響を与える要因を検討することは難しい．
このことから，ADVUS が存在する都市における都市
機能の配置や都市設計を検討するにあたっては，様々な
シチュエーション下において既存施設と ADVUS のどち
らを選好するか把握するとともに，その選択に影響を及
ぼす要因の把握が必要である．

近年，完全自動運転車の実現に向けた技術開発が盛ん
に行われている．それに加え，スマートフォンの普及な
どの技術革新と併せ，ライドシェアやカーシェアリング
等の新たな交通サービスが検討されており，これらはモ
ビリティ・イノベーションと称され，移動手段の革新が
期待されている．
モビリティ・イノベーションの一つに商業や医療機能
を完全自動運転車両に載せ，サービスを希望する者の基
へサービスを運搬し提供する機能搭載型自動運転車（以
下 ， 「 ADVUS 」 (Automated Driving Vehicle with Utility
Services)）が挙げられる．代表例である，トヨタ自動車
が開発を進める「e-Palette Concept」1)は様々な産業の参入
を目標としており，自動運転による荷食料品の配達，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
での事前診察などのサービスを提案している．
このサービスにより，これまでは利用する施設へのア
クセシビリティが低かった者に対し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，その利便性の高さにより，既存の施設と競合が発生
し，施設の撤退や市街地衰退の危険性を持つことから，
暮らしやすい都市の設計に向けた都市機能の配置の検討

図-1 ADVUSの車両のイメージ 3)
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2.

本研究の位置づけ

える影響を定量的に分析することで，ADVUS によるサ
ービスの設計及び現在固定的に立地する都市機能の代
替・補完可能性を検討することを本研究の目的とする．

(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」1)を発表し，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 2)，Mobility
as a Service (MaaS)事業の一環として e-Pallete 導入の検討を
行っている．また，ドイツの Volkswagenは自動運転車に
診断用の椅子やモニターを設置し患者を遠隔で診断する
「ヘルスケア POD」を提案しており，自動運転とサー
ビスの融合目指している 3)．加えて，米 robomart 社は
2018 International CES にて食料品を自動運転車に乗せ，無
人で販売を行うサービス「Robomart」を発表し 4)，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を行う 5)など，ベンチ
ャー企業によるサービスの提案や実証実験を通じ，実用
化の実現に向けた動きが加速している．
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，都市への影響やその利用に与える要因に
ついての検討はなされていない．

上記の目標を達成するために，ADVUSの利用意向及
び現在の個人の生活の状況や個人属性，ライフスタイル
の把握を行うためアンケート調査を実施した．調査の概
要を3章にて示す．続いて，4章にてADVUSの利用意向
を示し，その考察を行う．その後，5章にて，共分散構
造分析を用い，ADVUSと既存の施設の選択に影響する
要因についてモデルを作成し，個人属性・内面的属性が
その選択に与える影響について考察を行う．
(4) 本研究の特長
本研究の特長は以下の通りである.
1) 自動車に都市機能が搭載されることで、現在の都市形
態が分解・再構築される可能性が高く、今、速やかに
検討が必要な適時性の高いテーマである。
2) 全国を対象に，層別での抽出を行った独自のWebアン
ケート調査により，精度の高いデータを用いた分析を
行った，信頼性を有する研究である．
3) 都市への影響が高いと考えられるモビリティサービス
について，そのサービスのあり方について検討を行っ
ており，今後の都市機能の配置計画を抜本的に変える
可能性を秘めた発展可能性を有する．

(2) 既存研究レビュー
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 6)
を検討したものや，SAV を MaaS の一要素として適用性
を検討したもの 7)，また，SAV の導入による環境負荷 8)
や車両の削減量 9)-10)，といったサービスの効果を分析し
た研究がみられる．また，自動運転による外出機会への
影響を分析したもの 11)や，自動運転による個人間カーシ
ェアサービスの意識調査 12)，自動運転システムへの賛否
意識を問うた研究 13)も存在する．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
る完全自動運転車を用いた都市機能の提供は検討されて
いない．
一方で，生活を支援する移動販売のサービスの効果 14),
-15)
や需要 16)，固定施設との競合 17)について検討した研究
がみられる．しかし，本論文で検討を行い，今後の普及
が見込まれる ADVUS は，自動運転や無人でのサービス
提供や，これまでの移動販売車では想定されていなかっ
た多様なサービスの搭載が検討されていることから，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．

3. 使用データの概要
本研究を行うにあたり，個人の ADVUS への選好や現
在の行動，利用する施設の選択要因，ライフスタイル，
個人属性等を質問する，独自の Web アンケート調査を
実施した．概要を表-1 に示す．
ADVUS の選好には現在利用している施設との距離な
どのアクセシビリティやその立地状況が影響を与えると
考え，対象を全国の市区町村とした．また，個人属性に
よってもその選好は変化すると考え，年齢階層 5 分類，
性別 2分類，都市類型 6分類を組み合わせて計 60セグメ
ントを作成し，各セグメントから均等に総計 1500 サン
プルを収集した．
なお，調査対象者に提示したADVUSのサービスの条
件は，以下の通りである．
1) 自動運転(SAE18))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) ADVUS によるサービスの提供を希望する際は，スマ
ートフォンなどの通信端末で呼び出すと，車両が利用
者の自宅まで向かいサービスを提供する．
4) ADVUS を利用することによる追加の費用はかからな
いものとする．

(3) 本研究の内容
2.(1)及び 2.(2)を踏まえ，本研究では ADVUS の利用意
向の把握に加え，個人属性や現在の生活状況，ADVUS
に対する認識といった諸要因が ADVUS の利用意向に与
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5) ADVUS のサービスは車両に載せられる商品や設備に
限りがあり，従来のサービスからは制約がある場合が
ある．
6) ADVUS の利用を繰り返すことで，利用者の好みを理
解し，搭載される商品やサービスが好みや目的に合っ
たものが自動で提供されるようになる．
加えて，検討されている ADVUS は多様な行動を対象
に検討されていることを踏まえ，本研究では図-2 に示す
「商品の購入」「サービスの提供」「サービスの提供＋
知人との交流」の 3 つの分類からなる 9 種類の行動を対
象に ADVUS のサービスが実装されると想定し，それぞ
れの ADVUS の利用意向やその利用に対し認識するメリ
ット・デメリットを問うた．それに付随して，上記 9 種
類の行動について，現在の利用している施設への距離や
頻度といった利用状況，並びにその選択理由も併せて問
うている．なお，本研究で使用している設問及び変数の
概要を表-2 に示している．
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⽤
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徒歩可能距離(「1km以上」を1)
免許保有
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R1

その施設への愛着があるから*

R2

昔から利⽤しているから*

R3

その施設の品ぞろえが充実しているから*

R4

その施設の設備が充実しているから*

R9
R10

い
る

R11

A

抱 V
ト く U

2019年11⽉26⽇〜29⽇
・全国PTの都市類型による5分類＋町村(6分類)

A

・年齢(18~29,30~39,40~49,50~64,65~)(5分類)
デ
メ

Ⅰ:現在の⾏動

ッ

リ

V

Ⅱ:ADVUSの利⽤意向

ト

Ⅲ:交通⾏動

S
に
抱
く

Ⅳ:ライフスタイル

趣味活動の実施

知⼈との会⾷

服飾品の購⼊

⼀⼈での飲⾷

公⺠館などでの交流

美術館や博物館での鑑賞

その施設で売られている商品が
他の施設より値段が安いから*
その施設で売られている商品が
⾃分の好みに合っているから*
その施設の利⽤料・⼊館料・受診料が安いから*
その施設の評判が良いから*
施設を利⽤する際に、周辺の
街並み・散策・雰囲気を楽しめるから*

R13

施設で出会う知⼈との会話が楽しいから*

R14

他の⽤事をついでに済ますことが出来るから*

R15

職場や学校に近いから*

R16

⾃宅に近いから*

R17

⾃家⽤⾞が無くても⾏けるから*

M1

⾃宅で過ごす時間が増える*

M2

外出する⼿間を省くことができる*

M3

⾃分の希望した時間にサービスが受けられる*

M4

どんな時間でも利⽤できる*

M5

⾃分に合ったサービスが⾞両に⽤意される*

D1

無⼈であるため、他⼈に⼲渉されずに済む*

D2

ADVUSの規模が⼩さいため、品揃えに不安がある*

D3
D4
D5
D6

無⼈であるため、店員や医師などと直接話せず、
サービスの質が落ちる不安がある*
施設を利⽤する際に街に出ないため街並みや散策を
楽しむことが出来ない*
施設で出会う知⼈との会話を楽しむことが出来ない*
通信販売などインターネット上で提供される
サービスで満⾜だから*

D7

安全性やセキュリティに不安がある*

D8

通信端末で呼び出すのが⾯倒である*

D10

趣味商品の購⼊

を信頼しているから*
その施設の雰囲気がよいから*

知⼈と会うのに都合の良い場所にあるから*

D9

サービスの提供
＋知⼈との交流

その施設の店員・医師・学芸員

R12

D
U

利⽤することを好む**

MO3

R8

て

誰かと外出するより、インターネットを

MO2

R7

し

インターネットをしていることがある**

公共交通満⾜度**

利
⽤

通信販売・ネットショップを利⽤するのが好き**
仕事や勉強や趣味や運動の時間を削って

MO1

R6

現

ッ

18歳以上の者

友⼈や 家族など、誰かを誘って（または誘われて）

イ

リ に D

病院での診察

外出する⽅が好き**

タ

テ

全国

⾷料品・⽇⽤品の購⼊

時間があれば、⾃宅で過ごすよりも

遠くても⼤きな店や品質の良い店に⾏くのが好き**

メ S

サービスの提供

(「施設への距離が5km以下」を1)
現在の利⽤している施設の満⾜度**

友⼈や近所づきあいは多い⽅である**

楽天インサイトによるwebアンケート

商品の購⼊

現在の利⽤している施設の⾃宅からの距離

L4

L8

・性別(2分類)

質問項⽬

(「半年に⼀度以上の利⽤」を1)

ス

1500サンプル
サンプル数

現在の利⽤している施設の利⽤頻度

⼀緒に外出することが多い**

表-1 アンケート調査概要

調査期間

(「既存施設」のみを利⽤したいものを1)

L3

ル

まず，9種類の行動によるADVUSの利用意向の差異を
把握するため，単純集計を行った結果を図-3に示す．な
お，ADVUSの利用意向と現在利用している施設の利用
意向が相対する尺度ととらえ，5件法（ADVUSのみを利
用する どちらかといえばADVUSを利用する – 同じくら
い利用する – どちらかといえば現在利用している施設を

対象者

既存施設の利⽤意向

フ

R5

対象地域

(「ADVUS」のみを利⽤したいものを1)

通勤・通学以外の外出は、1⼈で外出するよりも、
ラ

ADVUSの利用意向の把握

調査⼿法

変数の内訳
ADVUSの利⽤意向

⽤ V

ィ

4.

表-2 使用する変数一覧
⼤項⽬

複数の⽤事をまとめて済ますことが出来ない*
職場や学校のついでに利⽤出来ない*

T1

就業の有無

T2

勤務時間(分)

個

T3

平⽇趣味時間(分)

⼈

T4

休⽇趣味時間(分)

属

T5

平⽇家事時間(分)

性

T6

休⽇家事時間(分)

T7

平⽇ネット利⽤時間(分)

T8

休⽇ネット利⽤時間(分)
※ダミー変数：*
※「とても当てはまる・やや当てはまる」と回答

図-2 本研究で対象とする ADVUS サービスの一覧

したものを1とするダミー変数：**
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5.

ADVUSの利用意向の要因分析

⾷料品・⽇⽤品の購⼊(n=1,500)

4章において示した9種類の活動のうち，ADVUSの利

病院での診察(n=1,500)

ADVUSのみを利⽤する

趣味活動の実施(n=1,500)

用意向が高かった「趣味商品の購入」を対象とし，5章
では共分散構造分析を用いて，ADVUSの利用選好とそ
の要因についての構造的な把握を行う．モデル作成に用
いた変数は表-2に記載する項目である．この表において，
モデルの構築に用いた調査項目とそのカテゴリ化の方法
を合わせて示している．また，モデルに示す変数の内，
先頭の記号は各大項目および設問番号を示している．な
お，モデルは有意性の低いパスと変数(確率有意＞0.1)を
排除した上で，適合度が高い(モデル全体の 適合性の評
価指標：I. 1＞GFI＞0.75，II. GFI≧AGFI，GFIに比べて
AGFIが著しく低下しない，III. RMSEA＜0.1 以上 3つの条

どちらかといえばADVUSを利⽤する

趣味商品の購⼊(n=1,500)

同じくらい利⽤する

知⼈との会⾷(n=1,500)

どちらかといえば現在利⽤している店舗を利⽤する

1⼈での⾷事(n=1,500)
公⺠館などでの交流(n=1,500)
現在利⽤している店舗のみを利⽤する

服飾品の購⼊(n=1,500)
美術品や博物館での鑑賞
(n=1,500)

0
0%

20%

40%

60%

80%

100%

図-3 9 種類の行動別の ADVUS の利用意向

利用する – 現在利用している施設のみを利用する ）で回
答を得ている．これより， 「趣味商品の購入」や「1人
での食事」，「洋服等の購入」が比較的ADVUSの利用
意向が高い一方で，「食料品の購入」や，「知人との会
食」，「公民館での交流」といったコミュニケーション
を要する行動の利用意向が低いことが分かる．

T1 就業の有無
T2 勤務時間
T5 平⽇家事時間
T6 休⽇家事時間

.87
.84

M2 外出の⼿間
M4 いつでも
M3 時間指定
U2 距離が近い
MO1 公共交通満⾜度

-.32

A1 ADVUSのみ 利⽤意向
-.49

.97

.07
.32

R1 愛着

.06

-.21

.24
.23

T7 平⽇ネット利⽤時間

簡便さ

.55

.35

.99

T8 休⽇ネット利⽤時間

.79

.36

.20
.73

.31

外向性
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件を全て満たす)モデルを選定した．その結果を図-4に
示す．なお，モデル内のパスに付随する数値は標準化推
定値を示しており，本研究においてはその 絶対値が0.5
を超える場合，強い相関があると判断する．以下にモデ
ルの考察を記載する．
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図-4 趣味商品の購入行動における ADVUS の利用意向の共分散構造モデル
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1) ADVUSのメリットや施設の選択理由として「自宅に
近い」ことを挙げた観測変数を集約した，「簡便さ」
の潜在変数がADVUSの利用に正に，施設の利用に負
に働くことが分かる．また，「簡便さ」の潜在変数は
他の変数との有意な関係が見られないこともわかる．
このことから，各個人の生活状況等に関わらず，買い
物を簡単に済ませたい個人はADVUSの利用を好む可
能性が示唆される．
2) 就業時間等を集約した「多忙」という潜在変数は，趣
味に費やす時間を示す「趣味重視」やネット利用時間
等を示す「ネット好き 」という潜在変数に対し，負
の関係にあることが分かる．一方で，これらの潜在変
数はADVUS及び施設の選択に強い影響を及ぼさない
ことが分かる．このことから，ADVUSの時間や場所
を選ばない利便性は，時間の不足するような個人に認
知されないことや，インターネットとの親和性が高い
ことによるADVUSへの利便性の感受の変化等は無い
可能性が示唆される．
3) 「施設利便」「施設への信頼」「外向性」といった潜
在変数からは，施設への距離が近いものは現在利用し
ているへの愛着があり満足度が高い傾向にあり，また，
買い物や友人との外出を好む傾向にあることが分かる．
一方で，それらの潜在変数とADVUS・施設の選択へ
の影響を見ると，「外向性」な者は施設の利用意向に
正の影響を与えることが分かる．このことから，まち
での買い物を好む者にとって，買い物と同様にその外
出機会や交流を楽しむことから，趣味商品の購入にお
いてはADVUSでは代替できない機能である可能性が
ある．

6.

おわりに

本研究の主な結果を以下に示す．
1) 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) の利用意向について，独自のアンケート
調査を基に 9 種類の行動別に明らかにした．
2) 趣味商品におけるADVUS及び施設の利用選好につい
て，共分散構造分析を行うことにより，その選択に影
響を与える要因を明らかにした．
3) モデルを踏まえると，簡単に買い物をしたい個人の
ADVUSへの利用意向が顕著である一方で，各個人の
生活状況やライフスタイルはADVUSへの利用意向に
大きく影響しないことが明らかになった．
上記の結果より，ADVUSの利用は買い物行動を簡単
に済ませたい個人に対して強い期待感を持って受け入れ
られる可能性がある．
なお，ADVUSの利用を検討するにあたっては依然と
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して課題が残る．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が，本研究では趣味
商品の購入行動におけるADVUSの共分散構造分析を行
ったのみであり，買い物やサービス等他の行動でも同様
の分析が求められる．また，本研究ではアンケート対象
者の利用意向をもとにADVUSの利用意向について検討
を行ったが，個人が「いつ」「どこから」施設を利用し
するかといった情報は考慮していない．このため，自由
に動き回ることが可能であるADVUSの活用にあたって
は，交通行動調査等の情報と併せるといった考慮の上，
ADVUSの導入計画を検討していく必要がある．

謝辞：本研究は，トヨタ自動車㈱との共同研究「これからの社
会システムとモビリティの在り方研究」の一環として実施した
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