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2016 年に愛知県内 5 箇所で実施された自動走行体験試乗の参加者に対する意識調査結果を用いて，参加者

の自動走行車に対する意識を分析した．体験試乗は，4 箇所を公道，1 箇所を駐車場内で行われた．意識

調査では，自動走行の利用場面，期待する効果，心配すること，関心があること等を質問した．分析の結

果，自動走行車の利用場面としては日常的な移動，期待する効果としては交通事故削減，心配することと

しては事故の危険，関心のあることについては自動走行車の安全性や利便性を挙げる割合が大きいことが

確認された．自動走行車の普及に対する賛否は，8 割近くが賛成側の回答をした．本稿の結果は実験参加

意向を持つ市民の意識であることに留意が必要であるが，市民の自動走行車に対する意識を明らかにする

ことができた． 
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1. はじめに 

 

自動走行は，都市交通に関わる様々な問題に対するソ

リューションのひとつとして期待されている．例えば，

運転支援システム高度化計画 1)では，自動運転の効果と

して 1)渋滞の解消・緩和，2)交通事故の削減，3)環境負

荷の低減，4)高齢者等の移動支援，5)運転の快適性の向

上，が示されている．この他にも，産業競争力の維持・

強化や，新たなサービスの開発（例えば MaaS : Mobility 

as a Service と呼ばれる新たな交通ビジネス）やそれによ

る社会のイノベーションなどこのように，自動走行の実

現は様々な面で期待されている． 

その自動走行が都市交通の一部として普及するための

課題のひとつとして，自動車ビジネス検討会の報告書 2)

では，自動走行に対する国民理解の促進，すなわち社会

受容性の醸成が指摘されている． 

自動走行の社会受容性については，世界各国で様々な

調査研究が実施されている．しかし，それらは自動走行

する車両を見た経験のない回答者が多い含まれると想定

される．人々の自動走行の受容性は，自動走行に対する

理解や抱いているイメージに影響されることが想定され

る．誤った理解やイメージに基づいた回答が混ざってい

る懸念もある．自動走行に対する理解や抱くイメージを

より確かなものとするためには，自動走行の様子を実際

に見ること，あるいは自動走行する車両に乗車すること

が有効である． 

本稿では，2016年に愛知県内の 5箇所で実施された自

動走行体験試乗の参加者に対する意識調査結果を用いて，

参加者の自動走行車に対する意識を分析する．それらの

結果から自動走行に対する意識や，体験試乗による意識

の変化に影響を及ぼしている要因を明らかにすることを

目的とする． 

そのため，意識調査で把握した自動走行に対する期待

や利用したい場面や心配等の様々な意識の実態を概観し，

それらが自動走行が実現した社会に対する賛否意識に影

響する要因を分析する．次に，自動走行試乗前後の賛否
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意識の変化に着目し，賛否意識の変化に影響を及ぼす要

因を分析する． 

なお，体験試乗会では運転席に監視者（運転者）が乗

車した状態で試乗したが，本研究における自動走行は，

レベル 4に相当する運転手がいなくても利用できる状態

を指す．  

 

2. 既往研究 

 

自動走行に対する市民の意識に関する調査は，これま

でにも数多く実施されている．まず海外の事例をみると

例えば，Payreら 3)は自動運転車というまだ世の中に十分

に理解されていない段階における受容性の評価を行い、

それに対する影響要因を考察している．また Piaoら 4)は，

自動無人バスの実証実験実施地区の居住者に対する意識

調査を行い、無人運転バスの受容性を分析している．こ

の他にも，自動走行に対する一般的な市民の意識を取り

扱った研究は複数存在する 5,6)． 

また，国内では香月ら 7)や Nishihori8)らによる自動運転

車の利用意向や賛否意識等について分析した事例が存在

する．他にも，民間調査機関や行政機関が調査した事例

が存在する 9,10,11)． 

以上のように，自動走行に対する一般的な意識を取り

扱った研究や調査は少なくない．そこで本研究では，自

動走行に乗車した人への意識調査結果を用いて，実際に

自動走行車を見て体験した人の意識を明らかにする．  

 

3. 自動走行体験試乗および意識調査の概要 

 

(1) 自動走行体験試乗の概要 

愛知県では，自動車産業の新技術開発を促進すること

を狙い，公道での自動走行実証実験の支援などに取り組

んでいる．その一環として自動走行実証推進事業を展開

しており，2016 年度には愛知県内の 15 市町を対象とし

て実施された．この 15 市町のうち，春日井市，設楽町，

豊田市，南知多町の 4市町において無人タクシーを疑似

体験する公道でのモニター調査が行われた．4 市町それ

ぞれにおいて，離島やニュータウン，中山間地での問題

への対応を意図して実施された．また，愛知県西部に位

置するあま市は，産官学連携自動走行実証実験促進事業

（あま市モデル）を展開しており，その一環として施設

内の駐車場を利用して体験試乗会が 2回開催された． 

それぞれの体験試乗の参加者は，自治体を通じて対象

地域周辺居住者を募集した場合と，市民限定あるいは全

国に向けて公募をした場合がある．  

本稿で分析する意識調査を実施した体験試乗会の概要

を表-1 に示す．以降では，愛知県とあま市が行った試

乗をそれぞれ公道，駐車場と記述する． 

 

(2) 意識調査の概要 

意識調査は，自動走行に対する市民の意識を把握し，

自動走行に対する態度に影響する項目を把握するととも

に，自動走行の試乗を体験することによる態度の変化を

把握することを意図して企画した．  

質問の内容について以下に述べる．公道試乗と駐車場

試乗で調査内容はできるだけ揃えるように配慮したが，

試乗の狙いや体験内容，試乗現場での条件の違いから，

駐車場では一部の質問を割愛して実施した．以降の*を

付けた項目は駐車場では割愛した項目である．回答者の

属性を把握するための質問（年齢や性別，自動車等利用

実態，先進的製品に対する意識*等）の他，自動走行に

対する態度（自動走行車を利用したい場面*，自動走行

に期待すること，自動走行に心配すること，自動走行に

関心のあること*，自動走行が実現した社会に対する賛

表-1 体験試乗の概要 
種類 対象地域・実施日 回答数 試乗の概要 

公道での 
無人タクシー 
疑似体験 

南知多町（離島） 
実施日：9/23 
対象：町民（町を通じて募集） 

N=38  
うち男性23人 
 平均年齢50.9歳 

延長：1.5km 
車両：ミニバン（エスティマ） 
自動化：S，A，B 

春日井市（ニュータウン） 
実施日：10/5-6 
対象：市民公募 

N=35  
うち男性21人 
平均年齢56.3歳 

延長：3.9km 
車両：ミニバン（エスティマ） 
自動化：Sのみ 

設楽町（中山間地） 
実施日：11/4 
対象：町民（町を通じて募集） 

N=24 
うち男性19人 
平均年齢50.9歳 

延長：3.5km 
車両：ミニバン（エスティマ） 
自動化：Sのみ 

豊田市（中山間地） 
実施日：12/12 
対象：市民（市を通じて募集） 

N=22  
ち男性18人 
平均年齢64.8歳 

延長：2.4km 
車両：セダン（プリウス） 
自動化：S，A，B 

駐車場での 
試乗会 

あま市（駐車場） 
実施日：9/18-19 
対象：市民公募（一部高齢者優先） 

N=66  
うち男性47人 
 平均年齢62.7歳 

延長：0.4km 
車両：ミニバン（エスティマ） 
自動化：S，A，B 

あま市（駐車場） 
実施日：11/18-20 
対象：全国公募（大部分が愛知県内） 

N=142  
うち男性94人 
平均年齢47.6歳 

延長：0.6km 
車両：ミニバン（エスティマ） 
自動化：S，A，B 

※自動化：試乗時に自動化された運転操作の内容のこと S：ステアリング，A：アクセル，B：ブレーキ 
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否意識），体験試乗に対する意識（自動走行車乗車時に

感じたこと），無人タクシーに対する意識*，等を質問

した． 

また，体験試乗の前後の意識の変化を把握するため，

自動走行が実現した社会に対する賛否意識については同

じ質問を試乗前と試乗後の 2回行った． 

 

4. 意識調査の結果（試乗前の意識） 

 

以降では体験試乗参加者を対象に行なった意識調査の

結果を示す．公道と駐車場では試乗環境も調査内容も異

なることから分けて分析を行う．また，公道試乗では地

域により自動化の内容が異なるが，ここでは試乗前の意

識であることからまとめて分析を行う． 

 

(1) 回答者の概要 

試乗会別の参加者は表-1に整理したとおりであるが，

公道と駐車場それぞれの全体の状況を整理する．公道で

は 119 人で，そのうち男性は 81 人（68％）で平均年齢

は 55.1歳．駐車場では 208人で，そのうち男性は 141人

（68％）で平均年齢 52.4歳であった． 

また，運転免許や自動車の保有状況については，公道

では運転免許保有率が 97％，自動車保有率が 93％であ

った．駐車場では，それぞれ 94％，83％であった．駐

車場の自動車保有率がやや低めとなっているのは，高齢

者の意見を把握するために高齢者の団体からの参加を得

たことなどが影響している可能性がある． 

自動車の利用状況は，週に 5日以上運転する人の割合

が公道では 58％，駐車場では 56％であった．普段は自

動車を利用しない人の割合は，公道では 8％，駐車場で

は 13％であった．職業については，自動走行の普及に

より職を失うことが懸念されている職業運転者の参加者

はほとんどいなかった． 

 

(2) 自動走行に期待すること【公道・駐車場】 

まず，公道と駐車場の違いに着目すると，期待する項

目別に期待する割合は駐車場の方が総じて高い（図-1）．

これは，駐車場の参加者が公募で選ばれたことが影響し

ている可能性がある．すなわち，駐車場の参加者は自動

走行に興味を持つ人が応募したのに対し，公道は一部公

募も含まれるが，自治体を通じた人のつながりで選ばれ

たことが影響している可能性がある． 

項目別にみると，期待する割合が大きいのは「交通事

故の削減」や「高齢者の移動支援」「過疎地での代替手

段」などであり，自動走行が社会問題の緩和につながる

ことへの期待が大きいと言える．運転者個人のメリット

に関係する項目の中では，「マイカー運転者の負担の軽

減」への期待の割合が も大きい． 

 

(3) 自動走行を利用したいと思う場面【公道のみ】 

「日常的な移動（買物・通院・娯楽等）」や「観光地

や旅先での周遊」という，日常的な場面と非日常的な場

面の利用意向が高い（図-2）．「毎日の通勤・通学」や

「日々の仕事の移動」の日常的な移動では利用意向が低

いことから，日常と非日常という区分ではなく，自由目

的と通勤・通学や業務目的という，移動目的によって利

用意向が異っている可能性がある． 

 

(4) 自動走行に心配すること【公道・駐車場】 

公道と駐車場の違いは，期待することほどの明確な差

は認められない（図-3）．「機械の故障等による事故発

生」や「事故の責任が不明確」など交通事故に関係する

項目に対して心配する割合が大きい．次いで「交通ルー

ルに対する運転者の知識が低下」や「運転技能が低下」
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図-1 自動走行に期待すること 
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図-3 自動走行に心配すること 
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など，運転者の能力低下に対する心配が大きい．一方，

「車両価格の高騰」や「雇用の縮小」に対する心配は比

較的小さい．これらのことから，自動走行に対する心配

としては，事故や運転者の能力という交通安全面の心配

が大きいと言える． 

 

(5) 自動走行に関心のあること【公道のみ】 

先にみた自動走行に対する心配の裏返しであるかのよ

うに，「自動走行の安全性」に対する関心を持つ割合が

も大きい（図-4）．次いで大きいのは「自動走行の利

便性」である．現時点の自動走行に対する関心は，安全

かどうかや便利かどうかに集まっていると言える． 

自動走行車の購入費用や利用時の料金は，先の車両価

格高騰に心配する割合と同様に，半数程度が指摘してい

るが，安全性や利便性と比べると高くない． 

 

(6) 自動走行の普及に対する賛否【公道・駐車場】 

「自動走行が実現した社会が到来することに賛成」か

どうかを 5件法により質問した結果，公道と駐車場の両

方で「とてもあてはまる」「ややあてはまる」をあわせ

た賛成する側の割合が 8割程度である（図-5）． 

過去に行われた様々な調査例えば 3,4,5)の多くでは，賛成

側の回答割合が 5割前後である．これらと比較して賛成

する割合が高いことから，回答者の「試乗に参加する」

という意識が，賛否意識に影響している可能性がある． 

 

5. 自動走行に対する賛否意識に影響する要因  

 

(1) 分析の考え方 

ここでは，自動走行の普及に対する賛否意識に影響す

る要因を把握するため，共分散構造分析を行う．ここで

は，4 章で示した自動走行に「期待すること」「利用し

たい場面」「心配すること」「関心のあること」の結果

以外に賛否に影響すると考えられる「先進的な製品に対

する認識」の結果を加えて分析を行う．駐車場のデータ

には欠落があるため，公道のみについて分析を行う． 

なお，「先進的な製品に対する認識」は，「自動走行

の仕組み」「自動ブレーキの仕組み」「自動ブレーキの

事故抑制効果」についての認知状況の他，「スマートフ

ォンやタブレットの使用状況」「自動車の車種や機能は

自分で決めるか否か」の項目を質問している． 

分析の仮説は次のように考える．自動走行に対する賛

成するかどうかに影響を及ぼす要因として，「期待する

こと」「利用したい場面」「心配すること」「関心のあ

ること」「先進的な製品に対する認識」を設定する．こ

れらに対しては，それぞれの質問に含まれる項目が影響

を及ぼす要因と仮定する． 

 

(2) 分析の結果と考察 

図-6に分析結果を示す．自動走行の賛否に影響する潜
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図-5 自動走行の普及に対する賛否意識
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図-6 自動走行に対する賛否意識の構造モデル（推定結果） 
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在変数は，「自動走行に期待すること」および「先進的

製品への認識」の 2変数が有意となった．「利用したい

場面」や「心配すること」「関心のあること」が賛否意

識に有意な影響があることは示されなかった．また，

「自動走行に期待すること」の潜在変数にはこの質問に

含まれるほとんどの観測変数が有意となった．「先進的

製品への認識」では，「自動ブレーキの事故抑制効果」

や，「自動ブレーキの仕組み」の項目が有意となった． 

これらのことから，自動走行が普及することに対する

賛否意識は，自動走行に対して期待しているほど，先進

的製品の知識の中でも特に自動ブレーキの効果や仕組み

を知っているほど，賛成側に影響すると言える．一方，

利用場面の有無，心配の有無，関心の有無については，

自動走行の賛否意識には影響するとは言えない．特に心

配の有無が賛否意識に影響していないのは興味深い結果

である． 

自動走行に対する期待については，どのような項目で

あっても期待していることが賛成側に影響している．そ

して，先進的製品への認識については，自動走行の仕組

みを知らずとも，自動ブレーキの仕組みや効果を知って

いることが賛成側に影響している．自動ブレーキは自動

走行を構成するひとつの要素であるが，自動走行と同様

のものとして認識されていることも考えられる． 

以上より，自動走行の普及に対して賛成する意識，言

い換えると受容性を醸成するためには，自動走行により

期待される効果を周知することに加えて，自動走行ある

いは自動ブレーキ等の自動走行を構成する要素の仕組み

を周知することが効果的であるといえる． 

 

6. 試乗による賛否意識の変化 

 

ここでは，実際に自動走行車に体験試乗することで，

賛否意識がどのように変化するのか，そしてその変化の

要因について分析を行う． 

 

(1) 試乗による賛否意識の変化 

賛否意識の変化を分析する方法としては，5 件法で質

問した選択肢を点数化し，点数の平均値で評価する方法

がある．しかし，試乗前で「とてもあてまはまる」を回

答した場合，試乗後に評価が上昇しても点数が変化しな

いため，歪んだ分析となる可能性がある． 

そこで，試乗前と後の回答の変化に着目し，賛成側に

変化した場合は「上昇」，賛否が変化しなかった場合の

うち事前が 5点だった場合は「不変（ 高）」，その他

の場合は「不変（他）」，反対側に変化した場合は「低

下」の 4種類に分類し，それぞれの構成比で評価を行う．

つまり「不変（ 高）」は，評価が上昇していた可能性

を持つ不変であると解釈する． 

分析した結果を図-7に示す．試乗の前後どちらかの回

答がないために変化の分類ができなかったサンプルは除

外している．この結果から，試乗することで賛否意識が

確実に賛成側に変化する割合が 2割程度存在する反面，

反対側に変化する割合が 1割程度存在することが確認で

きた．また，不変（ 高）が 4割前後存在することから，

賛成側に変化した人はさらに多い可能性がある．公道と

駐車場でやや傾向が異なっているが，カイ二乗検定の結

果，統計的に有意な差は認められなかった． 

こうした賛否意識の変化の要因を探るため，5 章で分

析対象とした公道の結果を用いて次節で分析を行う． 

 

(2) 試乗による賛否意識の変化要因 

試乗前の賛否意識と同様に，賛否意識の変化（5 件法

の点数の差分）を用いて共分散構造分析を行ったが，賛

否の変化を説明するモデルが得られなかった．そこでこ

こでは，(1)で用いた試乗前後の回答の変化が，5 章で取

り扱った意識等の違いによって差があるのかどうかをカ

イ二乗検定で確認する． 

差の有無を確認する項目は，「自動走行に期待するこ

と」の各項目，「先進的製品への認識」の 2項目の他，

体験試乗時の乗り心地等への違和感の有無，自動走行で

の自動化の内容，使用車種とする．  

カイ二乗検定の結果を表-2に示す．自動走行に対する

期待の中でも，「過疎地での代替手段」「職業運転者の

25%

20%

36%

48%

28%

24%

10%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

公道(N=116)

駐車場(N=205)

上昇 不変（ 高） 不変（他） 低下

図-7 賛否意識の変化（公道・駐車場） 

表-2 変化要因別のカイ二乗検定の結果（公道） 

種類 項目 p-値 判定

自動走行に 渋滞の緩和 0.045 *

対する期待 交通事故の削減 0.016 *

環境負荷の低減 0.049 *

高齢者の移動支援 0.441

過疎地での代替手段 0.001 **

買物・娯楽などの外出増加 0.442

友人・家族などの交流増加 0.181

マイカー運転者の負担の軽減 0.654

移動時間の有効活用 0.095

車を自動で呼び出せる 0.323

外出先での駐車場が不要となる 0.078

新産業の創出による経済活性化 0.013 *

職業運転者の人手不足の解消 0.009 **

先進的製品に 自動ブレーキの仕組み 0.131

対する認識 自動ブレーキの事故抑制効果 0.523

体験試乗時の 発進時の乗り心地 0.464

違和感の有無 加速時の乗り心地 0.728

曲がるときの乗り心地 0.394

走行中のスピード 0.421

減速時の乗り心地 0.540

停車時の乗り心地 0.275

全体的な乗り心地 0.369

危険を感じることの有無 0.412

自動化の内容 自動化の内容（Sのみ，S,A,B） 0.016 *

と車種 使用車種（セダン，ミニバン） 0.322

*:5%有意，**:1%有意
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人手不足の解消」など社会的な問題解決につながる項目

で有意となった．また，自動化の内容でも有意な差が認

められた．つまり，これらの項目の違い（期待の有無や

自動化の内容）によって，賛否意識の変化傾向が異なる

ことが明らかとなった． 

これらの有意差が確認できた項目について，試乗前後

の意識の変化傾向を確認するため，グラフ化した結果を

図-8に示す．変化傾向の違いにより項目を大きく 3種類

に分類できる．すなわち，1)上昇の割合の差が大きい項

目（渋滞の緩和，事故の削減），2)低下の割合の差が大

きい項目（環境負荷低減，過疎地での代替手段，運転者

不足解消，自動化の内容），3)不変（ 高）の割合の差

だけが大きい項目（経済活性化）の 3種類である． 

1)では，渋滞の緩和や事故の削減を期待していなかっ

た人が，試乗後に賛成側に意識が変化している．試乗す

ることでこれらの効果が期待できなくても賛成する方向

に意識が変化した可能性がある． 

2)は，環境負荷低減，過疎地での代替手段，運転者不

足解消に期待していなかった人が，試乗後に反対側に意

識が変化している．これらの項目の効果を期待しないこ

とが，試乗後の賛否意識を低下させる方向に影響する可

能性がある．また，自動化の内容については，S，A，B，

すなわちステアリング，アクセル，ブレーキを自動化し

て試乗した人が，試乗後に反対側に意識が変化している．

自動化の内容は乗り心地に深く関係していると考えられ

るが，表-2の結果からは，試乗時の乗り心地等への違和

感の有無が，賛否意識の変化には影響しないことが確認

されている．そのため，自動化の内容以外の項目も含む

複合的な要因により，賛否意識が変化したと考えるのが

自然である．様々な条件下での試乗を重ねてデータを蓄

積し，さらなる分析を行うことが求められる． 

3)は，不変（ 高）と不変（他）の構成比が大きく異

ること，つまり試乗前の意識の違いによって有意な差が

生じており，試乗前後の違いではないと言える． 

以上より，賛否意識が上昇または低下しやすいのは，

様々な期待を持っていない人であるといえる．注意点と

しては，試乗することで賛成側だけでなく反対側にも変

化する場合があることである．自動走行を体験する機会

を設けることは，自動走行の理解促進のためにも重要な

ことであるが，賛成意識を低下させる可能性もあること

に留意する必要がある． 

試乗前後の賛否意識の変化に結びつく影響の構造は特

定できていないが，これについては今後の課題としたい． 

 

5. おわりに 

 

本研究では，自動走行の体験試乗参加者への意識調査

結果を用いて，参加者の自動走行車に対する意識を分析

し，自動走行に対する意識や体験試乗による意識の変化

を明らかにした．本研究で明らかになった点を以下に整

理する． 

1)自動走行に対する人々の態度を明らかにした．自動

走行に対する期待は，交通事故削減や高齢者の移

動支援など社会問題の解消につながる項目での期

待が多いことや，利用場面では自由目的の移動で

利用意向が多い．そして，自動走行の賛否意識は，

8割の人が賛成側の意識を持っている． 

2)自動走行の賛否意識に影響する要因を共分散構造分

析により分析し，自動走行に期待することと，先

進的製品への認識であることを明らかにした．心

配の有無は賛否意識に影響しておらず，心配とい

う後ろ向きな意識よりも期待という前向きの意識

の方が，賛成側の意識を持つように働くと言える． 

3)試乗により賛否意識は賛成側に働く一方，少なから

ず反対側にも働くことを明らかにした．また，賛

否意識の変化に影響する要因を分析した結果，賛

成側や反対側に変化する割合が多い項目の特徴を

明らかにした． 

今後は，さらに実証を重ねて様々な条件下でのデータ

を蓄積し，賛否意識に影響を及ぼす要因をより詳細に分

析することが求められる． 

本研究で用いた意識調査結果は，自動走行の体験試乗

参加者に対するものであり，一般の人々と比べてバイア

スがかかっている可能性があることに留意が必要である．

また，現在は自動走行に対する理解が十分に浸透してい

るとは言えないことから，今後自動走行の実証や社会へ

の実装が進み自動走行への理解が浸透すると，本研究で

得られた結果の傾向は変化する可能性があることに留意

が必要である． 
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図-8 賛否意識の変化（有意な項目のみ） 
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