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本研究では，今後の自動運転システム(AVs)開発や社会的実装に向けて，2016年度時点における一般市

民のAVsに対する社会的受容性を記述することを目的とした調査分析を行った．インタビュー調査結果よ

り，AVsを個人的に使いたくはない，必要ないと考える人でも，AVsが実現した社会には肯定的である場

合があること，単に「自動運転」とと言われた際の人々のAVsのレベル認識について，必ずしも完全自動

をイメージしているわけではないことが示された．さらにWEBアンケート調査より，AVsへの賛否意識は

AVsの自動化レベル，現在の交通行動，性別，運転免許・自家用車保有，居住地等によって異なること，

ならびにAVsや通常のクルマに対するリスク認知が賛否意識に影響していることを明らかにした． 
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1. はじめに 

 

自動運転システム(以下，AVs)は，ヒューマン・エラ

ーに起因する交通事故の低減のみならず，効率的に制御

された運転実現による環境負荷の低減，これまで自動車

を運転できず移動制約のあった交通弱者の支援等，様々

な社会的メリットが期待されている．一方，課題として

は，①安全かつ利便性の高い自動運転の技術開発は言わ

ずもがな，②AVsによる交通事故の補償や刑事罰に関す

る国内外の法整備，③一般市民の生活や企業の社会経済

活動にどのような影響を及ぼし，どのように社会がAVs

を受け入れるかといった社会的受容，等が挙げられよう． 

①の技術開発は，近年著しい発達が報道されており1) 2)，

既存の自動車メーカーのみならず，Googleやテスラ等，

シリコン・バレー系のIT企業も参入し活況を呈している．

それに比して，②法整備は産官学が連携して関連法の研

究や模擬裁判が実施されている3)が，国内では具体の法

改正にまでは至っておらず，③社会的受容性の向上につ

いては，調査会社や警察庁による調査がいくつか実施さ

れているものの4) 5) 6) 7)現状把握や対応策について未だ確

たる答えのみえない状況にある． 

ここで，社会的受容性とは，「企業・施設・新技術な

どが地域社会や国民の理解・賛同を得て受け入れられる

こと(デジタル大辞泉)」とされるが，抽象概念であり，

その具体的な定量化の試みは為されているものの例えば 8) 9) 

10) 11)，単一指標での把握は困難であると考えられる．そ
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こで筆者らは，社会的受容性を「環境・経済面の費用対

効果，人々の賛否意識，期待や不安など様々な要素から

浮かび上がる，時々刻々と変化し得る集団意識」のよう

なものであると捉えることとした． 

社会的受容性の構成要素の中でも，最も容易に理解し

やすい指標はAVs技術が実現した社会への「賛否意識」

であろう．例えば現内閣への評価を端的に表現する指標

として，内閣支持率が使われているが，これはいわばそ

の内閣の様々な政策に対する包括的な賛否意識であると

言えよう．また，AVsは道路交通環境の激変を伴うもの

であり，最も人々の関心の高いトピックは「安全」であ

る4)ことから，AVsに対する「リスク認知」も社会的受

容性に直結する重要な指標であると考えられる． 

現時点(2017年)では，完全なAVsは実用化されていな

いため，賛否意識やリスク認知は実体を伴うものでは無

く，人々の想像でしかないが，①どういう人が，どうい

う理由でAVsが実現した社会に賛成・反対しているのか，

②人々がAVsのリスクをどう捉えているのか(他のリス

クとの相対的位置関係を含めて)，を把握することは，

AVsを既存の道路交通環境にソフトランディングさせる

ために重要な知見となると考えられる． 

よって，本研究では，2016年度時点におけるAVsの社

会的受容性を，賛否意識とリスク認知に着目してインタ

ビュー調査とWEBアンケート調査により把握・整理す

ることで，今後のAVs技術の社会的実装における方向性

を検討する一助とすることを目的とする． 

 

 

2. 既往研究 

 

本章では，AVsの社会的受容性に関連する既往研究に

ついて，(1)他分野も含む社会的受容性に関する議論，

(2)海外の学術・事例研究，(3)国内の調査会社主導の調

査，(4)スロヴィックのリスク認知の二因子，(5)AVsのレ

ベル，そして(6)本研究の位置付け，の順に述べる． 

 

(1) 社会的受容性に関する議論 

 向殿は，安全技術において絶対安全，つまりゼロリス

クは有り得ないこと，残留リスクの情報や取り扱いにつ

いては使用上の情報として開示しなければならないこと，

許容可能なリスク(tolerable risk)は時代やその社会の状況

で異なることを指摘している 9)．また，我が国では，安

全とは絶対安全であり市販されている製品で中毒や事故

は絶対あってはならないと考え，主張される傾向がある

が，それは明らかに間違いであると述べている．製品に

は必ずリスクがあり，そのリスクを自覚して安全に使う

責任は消費者にもあるという自覚を持つことが必要だと

いうのである．また，一般に「許容リスクレベル」は，

現在の技術レベルと共に，それから受ける便益と残留リ

スクの大きさと，安全にかかるコスト等との兼ね合いか

ら決まるべき性質のものであるが，マスコミ報道等の影

響もあり必ずしも合理的に判断されない場合もあること

を，大型自動回転ドア(男の子が一人挟まれて死亡)と自

動車(毎年 5 千人弱が死亡)との対比で指摘している．そ

の上で「現時点で自動車が発明されて実用化が提案され

たら，直ちに発売禁止になることは間違いないだろう」

と述べている． 

 髙橋らは，自家用車のユーザー価値と損失を元に完全

自動運転車の経済的な受容シナリオについて検討してい

る 8)．具体的には，クルマの価値構造をユーザー価値，

ユーザー費用，社会的価値(社会的損失を含む)に分類し

て平均的な金銭換算を行い，経済の主体である公的部門，

民間部門，家計部門がそれぞれ主導する三つのシナリオ

を示している．その上で「運転の楽しみ」に代わる新た

な価値が見いだせなければ，既存の自動車産業には継続

的な成長が見込めないことを指摘している． 

 発電技術の環境影響評価指標に，社会的受容性を組み

込んだ事例として，高橋らの研究 10)がある．高橋らは，

社会的影響の価値を「社会に与える期待・不安＝社会的

受容性」と定義し，これをエコロジカルフットプリント

(環境負荷を地球 1 個分に換算)とエメルギー(環境負荷を

太陽エネルギーの利用効率に換算)の二つの環境指標を

用いて定量化することを試みている．そして，発電事業

の社会的影響として雇用創出・自然消失・廃棄物処理・

事故リスク・温室効果ガス排出・エネルギーセキュリテ

ィの 6項目を設定し，これらと電気料金，エコロジカル

フットプリント，エメルギーを組み合わせて被験者に選

択を要請するコンジョイント分析を実施し，評価してい

る． 

 田中 11)は，科学技術の社会的受容を決定する心理要因

として，a)リスク(安心／不安)と b)ベネフィット(必要／

不必要)の 2 要因に加え，c)地球環境に対する有益性，d)

マスコミ報道の好意度，e)事業主体に対する信頼性の 3

要因を提案し，太陽光発電所／自動車／農薬／レントゲ

ン(X線)撮影／核兵器など 14種目の科学技術の社会的受

容性について，大学生 95 名を対象としたアンケート調

査の分析結果を報告している(AVs は含まれていない)．

その中で，社会的受容に対する態度を「社会に受け入れ

ておくことに賛成か，反対か」の 7件法で問うたものを

従属変数とし，先に述べた a)～e)を独立変数とした重回

帰分析を行った結果，a)と c)に多重共線性が生じたため

a)を除外，d)は 14 の科学技術のうち 10 で有意差が得ら

れなかったため除外し，b)，c)，e)で構成されるモデル

を提案している． 

 鈴木 12)は，AVsの実現に向けた非技術的課題として，

イ)AVs とドライバーの関係，ロ)AVs と他の道路ユーザ
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ーとの関係，ハ)社会的受容性の醸成，を挙げ，それぞ

れ詳述している．イ)については，倫理的問題として

「AVsは順法運転をする為にかえって安全性を損なう可

能性がある」ことを指摘し，ロ)については AVs と他の

道路ユーザーとのアイコンタクトに変わる意思疎通手段

の重要性について述べ，ハ)については，ビジネスモデ

ルとして米国ではロボットタクシーやカーシェアが注目

されているが，欧州では公共モビリティとしての開発が

進んでいること，ならびに，AVsの評価には「短時間の

イベントベース機能評価」「長時間の連続的機能評価」

の二つの軸が必要であると指摘されていることを紹介し

ている． 

姜ら 13)は，AVsが日本の自動車産業にイノベーション

を起こす反面，その存在基盤を覆す可能性について指摘

している．また，科学技術・学術政策研究所 (NISTEP)の

デルファイ調査(科学技術の将来展望に関するアンケー

ト調査)の結果より，日本で AVs が初めて取り上げられ

たのは第三回デルファイ調査(1982 年)であったこと，

1982 年当時，高速道路における AVs の社会的実現年度

は 2006 年であると予想されていたこと等，過去に日本

人が予想(期待)した AVs 技術の内容と実現予想年次がま

とめられている．さらに Rogers(1962)の提案するイノベ

ーション理論では，新しいアイデアや技術が社会に受け

入れられ，普及することは，研究開発及びイノベーショ

ン活動と同じ重要さを持つこと，「普及」はイノベーシ

ョンが社会システムの人員に時間をかけて伝達されるプ

ロセスであることを紹介している．普及プロセスはイノ

ベーションに関わる人々，社会集団の評価・解釈により

進むもので，技術の社会的完成というのは技術の内容を

明らかにすると共に，技術と社会の動的な相互作用をも

つことであると主張された(MacKenzie & Wajcman,1999)こ

とを紹介している．また，普及の過程はイノベーション

を受け入れる人々の認識や信念，その背後の文化的・社

会的・制度的文脈に大きく影響される(Rogers,1990)との

ことである． 

 上記の文献より，社会的受容性は研究開発などの技術

的進展と同程度の重要性を有しているものの，それが抽

象概念であり，単一指標で計測することは難しいこと，

しかし「社会に受け入れておくことに賛成か，反対か」

が代理指標となり得ること，時代や社会状況で変化する

こと，しばしば不合理な判定がなされること等が示され

た． 

 

(2) 自動車とAVsの社会的受容に関する海外文献の例 

 Morris は，米国の都市が自動車を受け入れた経緯につ

いて，馬車に供用される馬に起因する環境負荷の低減と

いう観点で述べている 14)．交通手段としての馬車や馬の

活用は古くから為されていたが，19 世紀末に都市人口

の増加や産業革命の進展等により旅客・物流の流動量が

増加し，糞・屎尿・ハエ・馬の死体による衛星上の課題，

また馬車の交通渋滞・交通事故などが大きな都市問題と

して顕在化した．自動車は都市環境を守るものとして歓

迎されたのである．現在，自動車の環境負荷は見過ごせ

ないレベルであると認識されているが，創意工夫と新た

な技術によってそれらの問題は解決できるのではないだ

ろうか，と筆者は述べている． 

DJ.Fagnant らは，交通事故の費用・移動時間の短縮・

燃費と駐車料金での便益など AVs1 台当たりの社会的影

響は年間約 2,000 ドルであり，交通事故の費用が全面的

に考慮されると最終的に 3,000 ドル近くになる可能性が

あること等，AVsが社会に与える影響の試算について報

告している 15)． 

 M.Kyriakidisらは，109ヶ国で計 5000人の一般市民にウ

ェブアンケート調査を行い，Avsのレベルを manual driv-

ing, partiallyautomated driving, highly automated driving, fully au-

tomated drivingの 4つに分類し，受容性や関心，購入意欲

について集計分析した結果を報告している 16)．具体的に

は，平均的に manual driving(手動運転) が最も楽しいが，

回答者の 33%は完全な AVs(Fully automated driving)がより

楽しいかもしれないと回答したこと等を報告している．

他にも，完全なAVsについてmisuse, legal, safetyの順で心

配していること，次に自動車を買う際の追加の支払い意

思額は完全な AVsであっても 0ドル(支払いたくない)が

最も多く，次の最頻値は 1,000－5,000 ドルとなったこと，

「あなたの国でほとんどの自動車が完全な AVs で運転

できるようになるのはいつ頃だと思いますか？」という

問では，2025 年が最頻値，次いで 2030 年，2050 年とい

う回答が多かったこと等を示した． 

 

(3) 国内のAVsの社会的受容性に関する調査 

 警察庁(2016)は AVsの公道実証実験を行うガイドライ

ンの作成と，AVsについての法律上・運用上の課題の整

理のため，一般市民への WEB アンケートと企業・研究

機関へのヒアリング調査を実施した．その結果，性別・

年代・運転免許の有無・交通事故経験の有無によって

AVsへの期待，懸念，実証実験への意識に差異がみられ，

居住地による有意な差は示されなかったことが報告され

ている．ヒアリング調査では，事故時や車両管理の責任

の所在・実証実験を行う際の要件と条件等について開発

者・技術者の考え方が報告されている 4)． 

  CCC マーケティング株式会社ら(2016)は一般市民に対

しインターネット上で調査し，「自動運転に対する興味

度」は 20 代以下がもっとも高いこと，「完全自動運転

が実現したら車内でやってみたいこと」は「リラックス

する/ぼーっとする」(50%)が最も回答率が高かったこと

等を報告している 5)． 
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(4) リスク認知と運転動機 

Slovicは，実際のリスクと､リスク認知の間にはズレが

あり，人々は全てのリスクを正しく認知して判断してい

るのではなく，その事象に対する何らかのリスク･イメ

ージを形成し判断しているとして，人々が様々なハザー

ドに対するリスク･イメージをどのように形成している

かを調査分析している17)． この中で，様々なリスクイメ

ージの構成要素を因子分析した結果，因子Ⅰ：恐ろしさ

因子 (Dread)，因子Ⅱ：未知性因子 (Unknown)，因子

Ⅲ：災害規模因子 (Number of people involved)の三つが抽

出され，色覚知覚における3原色のように，これらの組

み合わせで個々のハザードのリスクイメージが形成され

ているとした．さらに，恐ろしさ因子をx軸と未知性因

子をy軸としたリスク認知マップを作成し，様々なハザ

ードの相対的なリスクイメージを示している． 

 

(5) AVsのレベル 

AVsにはその技術段階に応じて「レベル」が存在する

が，その定義・枠組みに正解的な基準は存在しないため，

本研究では米国運輸省道路交通安全局(NHTSA)が定めた

定義18)を参照し表-1のように定める． 

 本研究では，インタビュー調査においては，現時点に

おける日本人の一般的な認識を把握するため，インタビ

ュイーへのバイアスを避けることを意図してAVsのレベ

ルに言及せず，単に「自動運転システム」として扱った．

一方，WEBアンケート調査においては，冒頭でAVsのレ

ベルについて説明し，想定するレベルの内容に差異が生

じないよう各設問においてもレベルを明記した．  

 

 (6) 本研究の位置付け 

  以上の既往研究より，これまで AVs に関する開発者

や技術者，及び利用者である一般市民の社会的受容につ

いて調査・研究が行われてきたが，AVsが実現した社会

への賛否意識とリスク認知の関係性について明らかにし

た事例は存在しない．よって本研究では，我が国の

2016 年度時点における一般市民の AVs の社会的受容性

を，賛否意識とリスク認知に着目し，インタビュー調査

と WEB アンケート調査により把握・整理することとし

た．  

表-1 本研究で定義するAVsのレベル 

 

 

3. 市民インタビュー調査と分析結果 

 

本研究では，様々な年代の人々のAVsへの認識を把握

するためインタビュー調査を行った．本章では，調査対

象，調査項目と分析結果の概要について述べる． 

 

(1) 調査概要と対象 

市民インタビュー調査の概要を表-2 に示す。インタ

ビュイーは，筆者らの知己で，自動運転や交通などに関

連する職業ではない様々な年代の方を選定した(表-3)．  

 

 (2) インタビューでの質問内容 

 表-4 に示す質問項目について，※印の設問のみ半構

造化インタビュー，それ以外は構造化インタビューの形

式で実施した．なお，本インタビュー調査は，一般市民

の現段階での意識をありのままに捉えることが目的であ

ったため，AVsのレベルには言及していない． 

 

 (3) インタビュー結果 

 インタビュー調査の結果について，現時点での一般市

民の AVs へのイメージを端的に表していると考えられ

る項目として，半構造化インタビューの形式で問うた

Q3への回答結果を表-5に示す．  

表-5 より様々な意見を有していることが示された中

でも，女性に多かったのが「運転に自信がないため、自

動運転に任せたい」という回答であった．他にも，高齢

者や運転する機会が少ない人など，運転に自信がないと

思われる人は AVs に好意的である傾向が示された．一

方，不安や懸念として「信用できない」「事故時の責任

の所在」に言及する回答が多く見られた．また，「自分

は運転が好きなので今は必要ないが，高齢者や運転の出

来ない人には有用である」等の個人的な態度・必要性と

社会的な必要性を分けて評価する意見も存在した．  

 

表-2 市民インタビュー調査概要 
期間 2016年5月27日～10月19日 

サンプル数 35名 
年齢 13歳～70歳 （各年代5名以上） 
職業 学生、自営業、会社員、主婦、無職、等 

調査場所 先方の職場、先方の自宅、喫茶店、等 
調査時間 10～30分 

 

表-3  インタビュイーの年代と人数 

年代/
人数 

10
代 

20
代 

30
代 

40
代 

50
代 

60代
以上 

合計

男性 2 2 3 3 3 2 15 
女性 3 3 2 5 4 3 20 
合計 5 5 5 8 7 5 35 
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表-4  インタビューの質問項目 

質問内容 

Q1. 基

礎

的

情

報 

1.1. 年齢 
1.2. 性別 
1.3. 出身地/居住地 
1.4. 運転免許の保有状況 
1.5. 自家用車の有無 
1.6. 運転支援システムの利用経験 
1.7. 運転への自信 

1全く自信がない⇔5とても自信があるの5件法

1.8. 交通事故経験の有無 
Q2. ※自動運転とはどのようなものだと思いますか？ 
Q3. ※自動運転技術に対してどう思っていますか？ 
Q4. 自動運転の発達に賛成/反対どちらですか？ 

 1絶対反対⇔5大いに賛成の5件法

Q5. 自動運転システムは社会に受け入れられると思いますか？ 

1受け入れられないと思う⇔5受け入れられると思うの5件法 
Q6. 自動運転システムのどのような部分に関心がありますか？ 

（安全、プライバシー、環境への影響、法律、保険、コス

ト、雇用、その他それぞれについて） 
1全く関心がない⇔5とても関心があるの5件法

Q7. 自動運転の車両を（一度は/日常的に）使いたいと思います

か？ 1全く使いたくない⇔5とても使いたいの5件法 
Q8. 自動運転の車両を購入したいと思いますか？ 

1全く購入したくない⇔5とても購入したいの5件法

Q9. あなたは「自動運転は恐ろしい」と思いますか？（乗車中／

歩行者の二つの目線） 
1全く恐ろしくない⇔5とても恐ろしいの5件法

Q10. あなたは「自動運転のことをよく知っている」と思います

か？（乗車中／歩行者の二つの目線） 
1全くよく知らない⇔5とてもよく知っているの5件法

どれくらい価格が高騰しても自動運転車を購入しようと思います

か？（イニシャルコスト/ランニングコスト）(～円/台～円/年) 
Q11. Q2で思い浮かべたものに含まれる全ての機能を選択してくだ

さい。(複数選択) 
自動ブレーキ、自動アクセル、車両検知、レーンキーピング、先行

車追随、誤発進抑制、自動駐車、居眠り防止、デッドマンシステム 
Q12. Q12の機能のうち、無料で一つあなたのクルマに導入できる

場合、どれが欲しいですか？ 
Q13. ※運転に関わる操作が必要なくなる場合、運転中に何をして

いたいですか？ 
Q14. ※「自動運転」という言葉やイメージに最もよく触れる機会

は何ですか？ 

 そこで，インタビュー調査結果の質的な差異を整理す

るため，本研究では様々な意見のうち同趣旨の回答が複

数あった等，主な内容を(i)賛成－反対軸，好き－嫌い軸

にプロット(図-1)，(ii)自分のこと－社会のこと軸，期待

－懸念軸にプロット(図-2)して整理した．なお，(i)の好

き－嫌い軸はインタビュー調査で直接的に問うていない

が，インタビュアーが主観的に「この人は AVs にポジ

ティブ(あるいはネガティブ)」だと評価した結果に基づ

いている． 

 図-1 より，多くのインタビュイーが AVs に対し賛成

意見を表明していた．ただし，私的にはそれほど好きで

はないものの，利便性や社会的効用を考慮し，AVsが実

現した社会には「賛成する」とした意見も存在した．な

お，AVs を好きだけれども(何らかの理由で)反対すると

いう第四象限に分類される意見は見られなかった． 

次に，図-2 より，期待・懸念ともに個人的なことに

対するコメント(図の左側)が多い傾向が見て取れる．

AVsへの信頼に関しては，手動(現行)の自動車よりも信 

嫌い 好き

賛成

反対

どんどん開発するべき
早く実用化してほしい個人的には

信用できず
好きではないが
反対ではない

今の技術段階では
信用できない

デメリットが
分からない恐くないシステムに

なってくれればいいな

必要ないと思う

便利だと思う

運転ができなく
なるのはつまらない
全て自動でなければ
ならないのは反対

31・52歳男性

21歳女性

31・43歳男性

39・43・45歳男性

43歳女性

26・30・52歳女性53歳男性
49・62歳女性

39歳男性

 図-1  好き嫌い軸と賛成反対軸での整理 

 

自分 社会
のこと のこと

期待

懸念

乗ってみたい

事故責任の
所在が不明確

事故や渋滞が
なくなる

便利

免許がいらなく
ならないかな

システムを過信したり
運転ができなくなって
しまうかもしれない

手動の運転より
信用できる

体が不自由な人や
高齢者の助けになる酔っぱらっていても

クルマに乗れる

事故が怖い
信用できない

代わりに運転
してほしい

運転ができなく
なるのはつまらない

興味ない
自分は関係ない

自家用車の価格高騰で
レンタカー・カーシェア
の利用が増えると良い

21・55歳男性

26・45歳男性
26・45・46歳女性

64歳男性

48・62歳女性

多数（25人）

70歳男性

買いたい

多数（17人）

21歳女性

31・43歳男性

39歳男性
20‐60代女性(5人)

45歳男性
46歳女性

18歳男性
36歳女性

70歳男性

48歳女性

52歳女性

 
 図-2  自分・社会軸と期待・懸念軸での整理 

 

頼できるという意見と，AVsは信用できないという意見

の双方が存在することが明らかとなった．また，こちら

も第四象限に位置する意見(社会のことに関する懸念)は

存在せず，例えばバスやタクシー等運輸事業者の雇用減

少や交通渋滞，交通安全への懸念などの社会的な懸念に

ついて，少なくとも本研究のインタビュイーである一般

の方々は現時点ではほとんど意識していない傾向が示さ

れた．これは筆者らが同時期に実施した運輸事業者への

インタビュー結果 19)と異なる点であった． 

さらに，Q1「自動運転とはどのようなものだと思い

ますか？」の回答を AVs のレベルごとに分類した結果

を表-6 に示す．レベル 3 と 4 の差異については，シス

テムが全ての運転に関わる操作を行うという回答のうち，

「危険な時だけ手動」「小さい道路は自分で運転する」

「人は監視している程度」という語句を用いた 3人の回

答を「レベル 3」と判断した．回答例に示したように高

速道路と一般道で場合分けされた回答，一部の機能につ

いて考えたことがないという回答は「分類不可能」とし

た．「分類不可能」を除くと、レベル3以上の車両をイ 
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分

類 
年齢・性別 Q3 自動運転技術に対してどう思っていますか？ 

期
待 

52 歳・男性 乗ってみたい。開発はどんどんするべき。 
21 歳・男性 いろいろ楽になると思う。全車両が自動運転になるなら、渋滞や事故がなくなると思う。 
21 歳・女性 すばらしい。免許がいらなくなったり、勝手に目的地に連れて行ってくれるようにならないか

な。旅行やバイトへ行くときに使いたい。 
48 歳・女性 高齢者社会だし、システムが整備されて普及してくれればいいと思う。 
70 歳・男性 すばらしい。高齢者や酔っ払いも乗れる。自分が飲兵衛なので、30～40 年前からそういう車が

できると思っていた（願っていた）。 
52 歳・女性 便利だなと思う。 
23 歳・女性 早く実用化してほしい。ネガティブなイメージは特にない。 
64 歳・男性 大賛成。 
62 歳・女性 良いことだと思っている。特に心配もしていない。 

機械は自分より運転が上手だと思う。 
55 歳・女性 便利だと思う。 

居眠りや酒気帯び運転などの危険な状態をなくすことに役立つと思う。事故防止にも役立つ。

53 歳・女性 老後の生活にあったら嬉しい。 
空も飛んでくれないかな？ 

48 歳・女性 高速道路の渋滞で代わりに運転してほしい。ハンドルを離したい。 
狭い駐車場が嫌なのでかわってほしい 

31 歳・男性 どんどん進めるべき。すべての車が自動運転になると良い。 
高齢者にはシステムの利用を義務付けるくらいでいいと思う。 

26 歳・女性 便利だと思う。 
26 歳・男性 仕事上、運転ができない方と接することが多いので、自動運転はそういう人を助けることがで

きると思う。高齢者や目の悪い人、首・膝が不自由な人など。 
41 歳・男性 （悪いイメージより）良いイメージのほうが大きい。リスクもあるとは思うが肯定的。 
15 歳・女性 画期的だと思う。 
13 歳・女性 すごいなと思う。 

不
安 

17 歳・男性 事故の責任がどこにあるようになるのか。事故を起こされた側が誰に責任を追及すればよいの
か不安になるのでは。 

50 歳・女性 危険を防ぐためならあってもいい。事故時の責任が不明確だから、全自動はあまり好きじゃな
いし必要性も感じない。あくまで補助的なものであるべき。 

46 歳・女性 アメリカで事故があったように、機械に慣れてきてシステムを過信する自分が恐い。 
43 歳・女性 自動運転がよく分からない。便利だけどシステム面の不備などでの事故が恐い。 
48 歳・女性 導入された直後に事故が増えそうなのは恐い。 
39 歳・男性 信用できない。嫌。事故があったように、天気や災害など想定外のことが起きる可能性があり、

人の運転も信用できないのに機械は信用できない。 
64 歳・女性 事故時の責任がどこにあるんだろう。自分で運転していないのに責任が生まれてしまうのか？

体の不自由な人にとっては便利だけど、健康な人は自分で運転すべきだと思う。 
70 歳・男性 危険を避けるために不必要な減速をすると、他の車が混乱しそう。 
39 歳・男性 必要ないと思う。使ってみたいとも思わない。信用・信頼できないから。 
45 歳・男性 自分で運転もできるようにしておくべき。機械がすごすぎて人が運転できなくなったらどうし

よう。 
62 歳・女性 信用できない。ポジティブなイメージは特にない。 
31 歳・男性 アメリカであったような事故の不安もある。 
26 歳・女性 安全面など、機械にすべて任せるのは不安 
26 歳・男性 災害など予測不可能な事態に対応できるのだろうか。 
30 歳・女性 恐い。運転の一部を任せる程度ならいい。 

便利だとは思う。 
17 歳・女性 無人でクルマが走行したりするのは危険だと思う。 
53 歳・男性 人間の本能と別の世界（の物)だと思う。好感を持てない。 

自分が思っている運転をしてくれるわけではないと思う。危険回避のためのセンサーがしっか
りはたらいてくれるかなど、信用できない。 

15 歳・女性 100%は信頼できない。 
そ

の
他 

62 歳・女性 車両だけでなく、道路などの環境の整備も進んでいってほしい。 
49 歳・女性 技術的にはまだまだ通過地点だと思う。車だけに運転を任せるのはまだ早い。 
36 歳・女性 高齢者の事故が多いというニュースを聞いて、システムの利用を高齢者に義務付けてもいいと

思った。それに対して国から補助金を出すのもいい。 
64 歳・男性 事故の責任の所在を明確にする必要がある。 
52 歳・男性 運転が好きではあるものの、安全を考えると必要なものだとは思う。(自分が)高齢になったと

き、免許を返さなければならないときに、出かけたい際に必要になる。 
43 歳・男性 安全のために必要な技術。進歩することで交通の安全を担保できるようになるといい。 
18 歳・男性 興味ない。 

表-5 インタビューの回答例(Q3)  
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表-6 一般市民が「自動運転」と聞いてイメージするレベル 

レベル 
人
数 

割合 回答例 

分から
ない 

2 5.7% 52歳女性「想像がつかない」 

1 4 11.4% 39歳男性「ハンドルは機械、ブレーキ・アクセル

は人が行う車」 

2 2 5.7% 62歳女性「ブレーキ・ハンドルが自動で、アクセ

ルは自動ではない」 

3 3 8.6% 43歳女性「勝手にハンドルを動かして連れてって

くれる。危険なときだけ手動。」 

4 19 54.3% 52歳男性「ハンドルを触らなくても車線の維持・

車間距離の調整をし、ナビのとおりに走行してく

れるもの。運転手がいなくても無人で走行でき

る。」 

分類不
可能 

5 14.3% 31歳男性「高速道路で機械が勝手に運転してくれ

るもの。自動ブレーキや渋滞での低速運転」 

 

メージしていたのは30人中22人(73%)であった．残りの

8名は手動での操作が必要だと回答しており，一般市民

は「自動運転」という言葉に対して必ずしも「完全自

動」をイメージしているわけではないことが示された． 

 

(4) 本研究の仮説 

 2 章の既往研究，ならびに 3 章(3)に述べたインタビュ

ー調査結果より，AVsを個人的に「好きでは無く，必要

が無い」と認識していても「高齢者など必要な人が存在

することは理解できるし，社会的には有用」と捉える人

もいたことから，本研究では AVs の社会的受容性を，

購入意図(買いたい)や利用意図(使いたい)ではなく，

「自動運転システムが実現した社会への賛否意識」とい

う枠組みで捉えることとする． 

これらを受けて，本研究では「社会的受容性」を図-3

に示す概念で定義する．すなわち，社会的受容性は人々

の「AVsが実現した社会への賛否意識」等から浮かび上

がる抽象概念であり，例えば内閣支持率のように数値と

しての実態を計測することは難しい潜在変数のようなも

のと捉える．この賛否意識の規定因として，リスク認知

や AVs 利用(を想像したとき)の満足度(Satisfaction with 

Travel Scaleを想定)，AVsが必要・好き等を示す「態度」

等の心理要因を設定した．それらの知覚的な心理要因に

は，日々の交通行動習慣や運転技能，運転動機，移動困

難性だけでなく，AVs技術の発展に対する知覚も影響す

ると考えられる．また，居住地や収入，家族構成と制約，

運転免許や自家用車の保有，職業など様々な環境的要因

も影響するであろう． 

本稿では，「AVsが実現した社会への賛否意識」の影

響要因と考えられる要素(図-3)のうち，AVs への賛否意

識とリスク認知に着目して以下の作業仮説を措定し，

WEBアンケート調査にて検証することとした．  

 

仮説1：AVsへの賛否意識は，レベルによって異なる． 

仮説2：AVsへの賛否意識は，現在の交通行動によって

異なる． 

仮説3：AVsへの賛否意識は，性別，運転免許保有，自

家用車保有，居住地域の自動車依存度合いによっ

AVsが実現した社会

への賛否意識

AVsへの
リスク認知

日々の
交通行動習慣

AVsの
移動時幸福感

表明選好

運転動機
運転技能
得意・苦手

社会的受容性
(潜在変数的な抽象概念)

移動時の困難
障害

知覚的

世帯収入
運転免許

保有
家族／家庭の

制約
自家用車保有 環境的居住環境

職業／
勤務地の立地

：本稿の分析対象

賛成

反対

賛成 反対

わからない

賛成

技術の発達に対する知覚

AVsへの態度

経済的
妥当性

環境的
妥当性

交通安全
セキュリティ

そ
の
他

そ
の
他

個々人の賛否意識に影響を及ぼすであろう要因

aaa

図-3 AVsの社会的受容とその構成要因(の一部) のイメージ図 
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て異なる． 

仮説4：AVsへのリスク認知には性差がある． 

仮説5：AVsへのリスク認知と賛否意識には関係がある． 

 

 

4. WEBアンケート調査の概要と結果 

 

(1) 調査方法 

3 章(4)で措定した作業仮説を検証するため，WEB ア

ンケート調査を実施した．実施期間は 2017 年 1 月 6 日

～1 月 10日，サンプル数は 1,000名で，年代(20-60代)，

性別，居住地域(東京 23区・愛知県)をそれぞれ均等割り

付けした． 

 

(2) 調査項目と尺度 

WEBアンケート調査の尺度項目のうち，本研究の分

析に用いるものを表-7に示す．現在の交通行動として，

過去一週間のクルマの総運転回数・時間，送迎回数・時

間，同乗回数・時間(タクシーを除く)の数値を具体的に

記述してもらった． 

ハザード毎のリスク認知は，Slovicのリスク認知の二

因子を構成する尺度群17)より，代表的な「恐ろしいと思

う」「よく知っていると思う」の二尺度で問うた．ハザ

ードとしては，AVsに対するリスク認知との比較対象と

して，代表的な交通手段であるクルマ／徒歩／自転車／

バイク／バス／鉄道／飛行機／船舶について，また自然

災害として地震／津波／台風を，さらに近年多く報道さ

れ，今日的なハザードであると考えられる原子力発電所，

メタボ，高齢者の運転，ドローン等を選定した．なお，

クルマについては，ドライバー，同乗者，歩行者の立場

で認識が異なる可能性を考慮し，三種の立場でそれぞれ

リスク認知を問うことにした． 

AVsへの賛否意識やリスク認知の設問の前に，自動運

転には技術段階に応じてレベルが定義されていることを

表-1を用いて説明し，各設問の前にもどのAVsレベルに

対する設問かがわかるよう，レベルを明記した．AVsの

リスク認知は，クルマのリスク認知と同様，ドライバー，

同乗者，歩行者の各立場で評価してもらった(レベル4に

ドライバーは存在しないため，同乗者と歩行者の立場の

みとした)．賛否意識については，先に述べたとおり

個々人のAVsへの態度ではなく，「自動運転システムが

実現した社会」についての賛否を問うものとした． 

 

(3) 分析結果 

a) 賛否意識と現状の交通行動の記述統計 

レベル毎の賛否意識の分布を図-4に，平均値，標準偏

差，平均値の差のt検定結果を表-8に示す．これらより，

AVsの賛否意識は，レベル3の方がレベル4よりも統計的

に有意に「賛成」されていることが示された． 

表-7 調査項目と尺度 

表-8 レベル毎 AVsの賛否意識の平均値・標準偏差 

と平均値の差のt検定結果 

M SD M SD ｔ p

賛否意識 3.350 0.999 3.000 1.158 12.347 0.000

　M：平均値，　SD：標準偏差，　t：t値，　p:有意確立(両側)

レベル3 レベル4
平均値の
差のt検定

 

項目名 尺度 

ク
ル
マ
運
転
頻
度
・
乗
車
頻
度 

あなたのこの一週間のクルマの運転頻度・乗車頻度についてお

聞きします。（半角数字でご記入ください）※回数は、片道を1

回としてお答えください。※時間は、1～59 分の場合は「0.5 時

間」と回答してください。 

【総運転回数】総運転回数は何回ですか．_回 

【総運転時間】総運転時間は何時間ですか．_時間 

【送迎回数】総運転回数のうち送迎回数は何回ですか．_回 

【送迎時間】総運転時間のうち送迎時間は何時間ですか．_時間

【総同乗回数】総同乗回数は何回ですか（除タクシー）_回 

【総同乗時間】総同乗時間は何時間ですか（除タクシー）_時間

ハ
ザ
ー
ド
毎
の
リ
ス
ク
認
知 

以下について、あなたのイメージをお聞きします。直感的にお

答えください。(下記ハザードのついてそれぞれ回答を要請) 

徒歩／自転車／バイク／バス／鉄道／飛行機／船舶／地震／津

波／台風／原子力発電所／歩きスマホ／メタボリックシンドロ

ーム／初心者の運転／高齢者の運転／がん(癌)／インフルエン

ザ／エイズ／子供の誘拐／ドローン 

【恐ろしさ】恐ろしいと思う 

【未知性】よく知っていると思う 

（左端を「全く思わない」右端を「とてもそう思う」の5件法） 

立
場
別 

ク
ル
マ
の
リ
ス
ク
認
知

【運転者／同乗者／歩行者の立場でのリスク認知】あなたがク

ルマのドライバー／クルマの同乗者／歩行者のときを想像して

ください。(ドライバー，同乗者，歩行者のそれぞれの立場につ

いて) 

[恐ろしさ]「クルマ」をおそろしいと思いますか 

[未知性]「クルマ」についてよく知っていると思いますか 

（左端を「全く思わない」右端を「とてもそう思う」の5件法） 

Ａ
Ｖ
ｓ
の
賛
否
意
識
と
立
場
別
リ
ス
ク
認
知 

自動運転には技術段階に応じて「レベル」が定義されていま

す。必ず以下の表を一読し「レベル 3」と「レベル 4」の違いに

ついてご理解いただいた上で質問にお答えください。(表-1 を提

示．) 

■自動運転に対する認識についてお聞きします。レベル 3 の自

動運転（緊急時はドライバーが対応）についてお答えくださ

い。 

【LV3 の賛否意識】「自動運転システムが実現した社会」をつく

ることに賛成ですか，反対ですか． 

（左端を「とても反対」右端を「とても賛成」の5件法） 

【LV3 リスク認知_ドライバー／同乗者／歩行者】あなたがクル

マのドライバー／同乗者／歩行者のときを想像してください．

(ドライバー，同乗者，歩行者のそれぞれの立場について) 

[恐ろしさ]「「レベル3の自動運転」を恐ろしいと思いますか

[未知性]「「レベル 3 の自動運転」についてよく知っていると

思いますか 

（左端を「全く思わない」右端を「とてもそう思う」の5件法） 

■自動運転に対する認識についてお聞きします。レベル 4 の自

動運転(ドライバーが運転に不関与)についてお答えください。

【LV4 の賛否意識】「自動運転システムが実現した社会」をつく

ることに賛成ですか，反対ですか． 

（左端を「とても反対」右端を「とても賛成」の5件法） 

【LV4 リスク認知_同乗者／歩行者】あなたがクルマの同乗者／

歩行者のときを想像してください． 

(同乗者，歩行者のそれぞれの立場について) 

[恐ろしさ]「「レベル4の自動運転」を恐ろしいと思いますか

[未知性]「「レベル 4 の自動運転」についてよく知っていると

思いますか 

（左端を「全く思わない」右端を「とてもそう思う」の5件法） 
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13.4
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41.4

44.8

18.5

26.1

11.7

14.1
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レベル4

レベル3

1 とても反対 2 3 どちらとも言えない 4 5 とても賛成
 

 図-4  レベル毎 AVsへの賛否意識の分布 

 

図-4より，レベル3は賛成が多く反対が少ないが，レ

ベル4は賛成意見と反対意見が同程度となっており，賛

否意識が割れていることが示された． 

 

b) 直近一週間の交通行動と，性別・地域別・運転免許

／自家用車保有の有無別 AVsへの賛否意識 

性別・地域別の直近一週間の交通行動の平均値・標準

偏差と平均値の差のt検定結果を表-9に示す．表-9より，

女性より男性の方が直近一週間の総運転回数，総運転時

間が有意に多く，同乗回数は有意に少ないこと，東京23

区よりも愛知県の方が総運転回数，総運転時間，送迎回

数，送迎時間，同乗回数が有意に多いことが示された．

これらより，男性，愛知県在住者のクルマ利用が多いこ

とが示された． 

次に，性別・地域別・運転免許／自家用車保有の有無

別に対象者を8つのカテゴリに分け，レベル毎のAVsへ

の賛否意識を従属変数とした一元配置分散分析を行った

ところ，レベル4のみ有意差が示された．そこで，8つの

カテゴリ間の一対比較を行った結果を図-5，図-6に示す．

図-5より，一般に女性よりも男性がレベル4のAVsに賛

成する傾向が見て取れる．また，愛知県在住の男性で運

表-9 性別・居住地域別 直近一週間の交通行動の平均値，標準偏差と平均値の差のt検定結果 
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東京 愛知 東京 愛知 東京 愛知 東京 愛知

男性 女性 男性 女性

運転免許なし 運転免許あり

賛
否
意
識
の
平
均
値

賛否意識 レベル4

*
***

**

 

3.17 3.19

2.85

2.76
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n=144 n=26 n=170 n=42 n=106 n=224 n=80 n=208

東京 愛知 東京 愛知 東京 愛知 東京 愛知

男性 女性 男性 女性

自家用車なし 自家用車あり

賛
否
意
識
の
平
均
値

賛否意識レベル４

**

*

***

*

 

図-5 居住地／性／運転免許保有別 賛否意識と一対比較結果  図-6 居住地／性／自家用車保有別 賛否意識と一対比較結果 

直近一週間の n M SD n M SD t p
総運転回数 457 5.47 6.65 400 4.20 6.59 2.799 0.005 ***

総運転時間 457 6.21 9.73 400 2.78 5.80 6.170 0.000 ***

送迎回数 457 0.75 2.39 400 0.71 2.32 0.294 0.769
送迎時間 457 0.54 1.77 400 0.40 1.68 1.165 0.244
同乗回数 457 1.56 4.22 400 2.15 4.11 -2.057 0.040 **

同乗時間 457 1.55 4.24 400 2.00 5.11 -1.416 0.157
n：度数，　M：平均値，　SD：標準偏差，　t：t値，　p:有意確立(両側)
**： p < .05, ***: p< .01

直近一週間の n M SD n M SD t p
総運転回数 395 1.82 3.96 462 7.48 7.34 -13.731 0.000 ***

総運転時間 395 2.27 5.10 462 6.61 9.86 -7.898 0.000 ***

送迎回数 395 0.38 1.21 462 1.03 2.98 -4.061 0.000 ***

送迎時間 395 0.29 1.30 462 0.64 2.01 -2.928 0.004 ***

同乗回数 395 1.40 4.20 462 2.20 4.12 -2.812 0.005 ***

同乗時間 395 1.55 4.79 462 1.94 4.57 -1.213 0.225
n：度数，　M：平均値，　SD：標準偏差，　t：t値，　p:有意確立(両側)
**： p < .05, ***: p< .01

東京 愛知 平均値の差のt検定

男性 女性 平均値の差のt検定

第 56回土木計画学研究発表会・講演集

 9



 

 
 

転免許を保有している人は，愛知県・男性・運転免許無

しの人，ならびに運転免許を持つ女性よりも，有意にレ

ベル4のAVsに賛成する傾向が高いことが示された．ま

た，図-6より，自家用車を持たない東京の男性は，自家

用車を持たない東京の女性・自家用車を持つ東京の女性

よりもレベル4のAVsに賛成する有意傾向(p < .10)が示さ

れた．また，自家用車を持つ愛知県の男性は．自家用車

を持たない東京の女性・自家用車を持つ東京の女性より

も有意に，また自家用車を持つ愛知県の女性よりも有意

傾向に，レベル4のAVsに賛成していることが示された． 

次に，直近一週間の交通行動と，性・居住地・運転免

許保有・自家用車保有のどの要因が，AVsへの賛否意識

に影響しているのかを明らかにするため，レベル毎の

AVs賛否意識を従属変数に，性・居住地・運転免許保

有・自家用車保有・直近一週間の交通行動を独立変数と

した重回帰分析結果(強制投入法)を表-10左(レベル3)，表

-10右(レベル4)に示す．なお，運転免許の有無について

は，自動車保有との欠陥相関係数が含まれていたため分

析から除外された他，投入した独立変数のVIFはいずれ

も2.7未満であり，10を超えていないことから多重共線

性は示されなかった． 

表-10より，レベル3のAVsへの賛否意識は，直近一週

間の送迎時間が長いほど賛成の度合いが有意に高いこと，

男性の方が女性よりも有意に高い傾向が示された．表-

10より，レベル4のAVsへの賛否意識は，男性の方が女

性よりも賛成の度合いが有意に高いこと，直近一週間の

送迎時間が長いほど有意に高い傾向が示された．表-10，

図-5，図-6の結果にも示されているように，男性の方が

女性よりもAVsに賛成する度合いが高いのは一般的な傾

向とみなせるようである．また，送迎時間が長い人は自

らが送迎に費やしている時間を軽減，あるいは削減でき

る可能性をポジティブに評価した結果であると考えられ

る． 

 

c)リスク認知マップ 

本研究では，人々が現時点でAVsに対して抱いている

リスク認知について，他のハザードとの相対的な関係を

把握するため，Slovicの提案するリスク認知マップ17)を

作成することとした．リスク認知マップとは，縦軸に恐

ろしさ因子，横軸に未知性因子を設定し，各ハザードの

値をプロットしたもので，各ハザードの相対的な位置関

係をビジュアルに把握できるという特徴を有している．

図-7に全調査対象者のリスク認知マップを示す．図中の

オレンジ色の円は，レベル毎のAVsについて，ドライバ

ー，同乗者，歩行者の立場からそれぞれリスク認知を問

うた結果である．空色の円は，通常のクルマについて，

ドライバー，同乗者，歩行者の立場で評価してもらうと

共に，昨今話題となっている初心者の運転，高齢者の運

転についてもリスク認知を問うた結果をプロットした．

緑色の円は自動車以外の交通手段に対するリスク認知，

黄色い円は自然災害，灰色の円は疾病やその他のハザー

ドに対するリスク認知を示している． 

これらより，AVsに対するリスク認知は，未知性が高

いことが特徴であり，恐ろしさについてはレベル4の方

がレベル3よりも高めであるものの，通常のクルマ運

転・同乗の恐ろしさと同レベルであることが示された．

AVsはまだ開発途上であることから，未知性が高いこと

は当然とも言える．歩行者の立場での恐ろしさについて

は，通常のクルマがAVsに比べ高い水準となっており，

歩行者目線でのAVsは今のクルマより恐ろしくないと認

識されていることが示された．一方で，近年社会問題化

している高齢者の運転については，未知性レベルは低い

ものの，恐ろしさのレベルが「癌」や「子どもの誘拐」

と同レベルに高いことが示された． 

他の交通手段との比較では，徒歩・自転車・バイク・

バス・鉄道・飛行機・船舶などクルマ以外の交通手段の

リスク認知は，バイクを除きAVsや通常のクルマよりも

恐ろしさレベルは同等か低いことが示された． 

表-10  レベル毎のAVs賛否意識を従属変数，性・居住地・運転免許保有・自家用車保有・直近一週間の交通行動 

を独立変数とした重回帰分析結果(強制投入法) (左：レベル3，右：レベル4) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

賛否意識　Level 4 β t p

(定数) 19.44 0

性別 ( 男=0, 女=1) -0.125 -3.566 0.000 ***

年齢 0.027 0.785 0.433

居住地 (東京=0, 愛知=1) 0.050 1.206 0.228

自動車保有(保有=1，非保有=0) -0.041 -0.989 0.323

総運転回数／週 0.012 0.241 0.810

総運転時間／週 0.016 0.378 0.705

送迎回数／週 -0.036 -0.660 0.509

送迎時間／週 0.093 1.820 0.069 *

同乗回数／週 -0.002 -0.044 0.965

同乗時間／週 -0.054 -1.121 0.263

調整済み R二乗 = .017
β：標準化係数，t：t値，p：有意確率(両側)

賛否意識　Level 3 β t p

(定数) 24.848 0

性別 ( 男=0, 女=1) -0.063 -1.783 0.075 *

年齢 -0.004 -0.129 0.898

居住地 (東京=0, 愛知=1) 0.041 0.994 0.321

自動車保有(保有=1，非保有=0) 0.024 0.578 0.563

総運転回数／週 -0.04 -0.766 0.444

総運転時間／週 -0.003 -0.059 0.953

送迎回数／週 -0.026 -0.477 0.633

送迎時間／週 0.104 2.026 0.043 **

同乗回数／週 -0.02 -0.394 0.694

同乗時間／週 -0.002 -0.035 0.972

調整済み R二乗 = .002
β：標準化係数，t：t値，p：有意確率(両側)
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  表-11 賛否意識とリスク認知の重回帰分析結果 

従属変数 賛否意識レベル3 β t p
(定数) 21.096 0.000
リスク認知_レベル3同乗_恐ろしさ -0.199 -4.236 0.000
リスク認知_クルマ歩行者_恐ろしさ 0.175 4.911 0.000
リスク認知_レベル3ドライバー_恐ろしさ -0.129 -3.149 0.002
リスク認知_レベル3歩行者_恐ろしさ -0.103 -2.404 0.016
リスク認知_クルマドライバー_恐ろしさ 0.081 2.309 0.021
リスク認知_レベル3同乗_未知性 0.059 1.975 0.049

従属変数 賛否意識レベル4 β t p
(定数) 18.723 0.000
リスク認知_レベル4同乗_恐ろしさ -0.235 -5.084 0.000
リスク認知_レベル4歩行者_恐ろしさ -0.237 -5.094 0.000
リスク認知_クルマ歩行者_恐ろしさ 0.111 3.284 0.001
リスク認知_レベル4歩行者_未知性 0.115 4.005 0.000
リスク認知_クルマドライバー_恐ろしさ 0.083 2.507 0.012  
 

次に，各ハザードに対するリスク認知に性差があるか

否かを確かめるため，平均値の差のt検定を行ったとこ

ろ，全てのハザードの未知性・恐ろしさについて女性の

方が高い値となっており，クルマ同乗者の恐ろしさ，徒

歩の恐ろしさ・未知性，バス・鉄道・レベル3の歩行者

の恐ろしさ、メタボ・癌・インフルエンザの未知性以外

は，統計的に有意に女性の方がリスク認知が高いことが

示された．これらより，女性の方が様々なハザードにつ

いて「よく知らない」「恐ろしい」と感じ，リスク認知

が高いことが示された． 

 

d)リスク認知とAVsへの賛否意識 

AVsへの賛否意識は，AVsに対するリスク認知のみな

らず，運転への苦手意識等を反映した通常の自動車に対

するリスク認知も影響する可能性があると考えられる．

本研究では，レベル毎のAVsのリスク認知(ドライバ

ー・同乗者・歩行者の立場)と，通常のクルマ(ドライバ

ー・同乗者・歩行者の立場)の計6つのリスク認知が，

AVsの賛否意識に与える影響を重回帰分析により把握す

ることを試みた．これらの結果を表-11，図-8，図-9に示

す(レベル4に「運転者」は存在しないものと見なし，設

定していない)． 

図-8より，レベル3のAVsへの賛否意識は，通常のク

ルマに対してドライバーと歩行者の立場で恐ろしいと思

っているほど，またレベル3のAVsに対し同乗する立場

でよく知らないと思っているほど統計的に有意に賛成す

ることが示された．一方で，レベル3のAVsに対して，

ドライバー・同乗者・歩行者の立場で恐ろしいと思って

いるほど，有意に反対する傾向が高いことが示された． 

図-9より，レベル4のAVsへの賛否意識は，通常のクル

マに対してドライバーと歩行者の立場で恐ろしいと思っ

ているほど，またレベル4のAVsに対し歩行者の立場で

よく知らないと思っているほど統計的に有意に賛成する

ことが示された．一方で，レベル4のAVsに対して，ド

ライバー・歩行者の立場で恐ろしいと思っているほど，

有意に反対することが示された． 

 これらより，リスク認知と賛否意識の関係はAVsのレ

ベルにより異なっており，レベル3のAVsでは【同乗者

の立場】でレベル3のAVsをよく知らないと思っている

ほど，レベル4のAVsでは【歩行者の立場】でレベル4の

AVsをよく知らないと思っているほど，AVsが実現した

社会に賛成していることが示されたといえる．一方で通

常のクルマのリスク認知とAVsへの賛否意識との関連要

因は共通していた． 

 

●自動運転 ●通常のクルマ ●移動手段 ●災害 ●その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-7 リスク認知マップ(全体) 

第 56回土木計画学研究発表会・講演集

 11



 

 
 

 表-12 男女別 賛否意識とリスク認知の重回帰分析結果 

性別D 賛否意識　レベル3 β t p
(定数) 18.573 0.000
リスク認知_レベル3同乗_恐ろしさ -0.233 -3.867 0.000
リスク認知_クルマ歩行者_恐ろしさ 0.292 6.356 0.000
リスク認知_レベル3歩行者_恐ろしさ -0.190 -3.130 0.002
(定数) 21.324 0.000
リスク認知_レベル3同乗_恐ろしさ -0.199 -3.552 0.000
リスク認知_クルマ歩行者_恐ろしさ 0.122 2.888 0.004
リスク認知_レベル3ドライバー_恐ろしさ -0.224 -4.023 0.000

性別D 賛否意識　レベル4 β t p
(定数) 19.015 0.000
リスク認知_レベル4歩行者_恐ろしさ -0.292 -4.264 0.000
リスク認知_クルマ歩行者_恐ろしさ 0.207 4.854 0.000
リスク認知_レベル4同乗_恐ろしさ -0.209 -3.093 0.002
(定数) 13.892 0.000
リスク認知_レベル4歩行者_恐ろしさ -0.200 -3.169 0.002
リスク認知_レベル4同乗_恐ろしさ -0.224 -3.563 0.000
リスク認知_レベル4歩行者_未知性 0.162 3.717 0.000
リスク認知_クルマドライバー_恐ろしさ 0.132 3.202 0.001
リスク認知_クルマ同乗_未知性 -0.091 -2.121 0.034
β：標準化係数，t：t値，p：有意確立(両側)

女
性

男
性

女
性

男
性

 

 

ここで，前節 c)の結果より，リスク認知は男性が低く

女性が高い傾向にあったことから，賛否意識とリスク認

知の関係についても男女別に分析した結果を表-12，図-

10，図-11に示す． 

 図-10より，レベル3のAVsへの賛否意識は，通常のク

ルマに対する歩行者の立場での恐ろしさが賛成の方向に，

レベル3のAVsに対する同乗者の立場での恐ろしさが反

対の方向に作用していることが男女ともに示された．一

方で，男性モデルではレベル3のAVsに対する歩行者の

立場での恐ろしさが，女性モデルではレベル3のAVsに

対するドライバーの立場での恐ろしさが，反対する方向

に作用していた． 

さらに図-11より，レベル4のAVsへの賛否意識は，通

常のクルマに対する歩行者の立場での恐ろしさを感じる

ほど賛成の方向に，レベル4のAVsに対する歩行者と同

乗者の立場での恐ろしさを感じるほど反対の方向に作用

していることが男女どちらのモデルにも共通して示され

た．一方で，女性モデルにのみ有意な影響が見られたの

は，通常のクルマに対するドライバーの立場での恐ろし

さ，ならびにレベル4のAVsに対する歩行者の立場での

未知性であり，いずれも賛成の方向に作用していること

が示された．これらより，女性の方が男性よりも，多く

の種類のリスク認知がAVsの賛否意識に影響しているこ

とが示された． 

 これらより，リスク認知とAVsへの賛否意識は，AVs

のレベルによっても異なるが，性別によっても異なって

いることが示された．リスク認知はAVsの技術の進展や，

公道実験でAVsに多く接することにより「恐ろしくな

い」「よく知っている」方向に変化し得るが，事故など

の報道がマスコミによりセンセーショナルに煽られた場

合などは，逆方向にも変化するであろう．AVs同士の事

故であれば，ドライバーや同乗者の立場のリスク認知が

高まるであろうし，歩行者とAVsの事故であれば，歩行

者の立場のリスク認知が高まるかもしれない．今後，

AVsによる事故をゼロに近づけるべく努力することは重

要であるが，規模の多少はあれ必ず何らかのインシデン

トは起き得ると筆者は考える．その際には，どの立場と

してのリスク認知に事故の報道が影響しているか，それ

が性別などの属性でどう異なるのかを冷静に把握し，技

術的な対策のみならず，社会的受容に関する対策をも練

る必要があろう． 
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図-8 賛否意識とリスク認知(レベル 3)           図-9 賛否意識とリスク認知(レベル 4) 
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5． おわりに 

 

(1)本研究の成果 

本研究では，自動運転システムの 2016 年度時点の社

会的受容性について，市民インタビュー調査を行うと共

に，賛否意識とリスク認知に着目した 5つの作業仮説を

措定し，WEB アンケート調査によりそれらを検証した．

本研究の成果は以下の通りである． 

1)インタビュー調査結果より，AVs を個人的に使いたく

はない，必要ないと考える人でも，AVsが実現した社

会には肯定的である場合があることを示した． 

2)インタビュー調査結果より，社会的な懸念について明

示的にコメントしたインタビュイーは存在せず，一般

の人々にはまだ想像し難い可能性が示された．既往研

究で示された運輸事業者へのインタビュー調査結果と

は異なっていた． 

3)インタビュー調査結果より，単に「自動運転」とと言

われた際の人々の AVs のレベル認識について，約半

数がレベル 4を，7割強がレベル 3以上を想像してい

たが，残りは手動での操作が必要としており，必ずし

も完全自動をイメージしているわけではないことが示
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図-10 男女別 賛否意識とリスク認知の重回帰分析結果 (レベル 3) 
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図-11 男女別 賛否意識とリスク認知の重回帰分析結果 (レベル 4) 
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された． 

4)WEB アンケート調査より，AVs への賛否意識はレベ

ルによって異なり，レベル 3の方が統計的有意に賛成

の傾向が高いことが示された(仮説1)． 

5)WEB アンケート調査より，AVs への賛否意識は現在

の交通行動によって異なっており，送迎時間の長い人

ほど，レベル 3，レベル 4のいずれも AVsに賛成する

傾向が高いことが示された(仮説2)． 

6)WEB アンケート調査より，AVs への賛否意識は男性

が女性よりも賛成の方向で高いことが示された．性

別・居住地域・運転免許有無／自家用車保有について

8 つのカテゴリで一対比較をしたところ，愛知県在住

の免許を持つ男性は他のカテゴリよりも AVs に賛成，

東京在住の自家用車なしの男性，愛知県在住の自家用

車ありの男性は AVs に賛成する傾向が示された(仮説

3)．これまで，既往研究では AVsの賛否意識と地域差

について有意な差異は示されなかったと報告されてい

る例えば 4)が，地域により自動車利用習慣や保有状況が

異なっている場合は，「居住地域」が自動車利用習慣

や自動車保有の代理変数となっている可能性が考えら

れる． 

7)WEB アンケート調査より，AVs に対するリスク認知

には性差があり，男性よりも女性の方がより「恐ろし

い」「よく知らない」方向，すなわちリスク認知が高

いことが示された(仮説 4)．この傾向は AVs に対する

リスク認知に限らず，本研究で設けた疾病，自然災害，

科学技術や交通手段などほぼ全てのハザードで同様の

傾向が示された． 

8)WEB アンケート調査より，AVs へのリスク認知と賛

否意識には統計的に有意な関係があることが示された

(仮説 5)．その関係性は，AVs のレベルや性別によっ

て異なっており，特にレベル 4 の AVs に対して女性

は「通常のクルマの運転は恐ろしい」と感じているほ

ど，賛成することが示された． 

 

以上，インタビュー調査と WEB アンケート調査の分

析結果より，AVsの社会的受容について，賛否意識やリ

スク認知という切り口で記述したことが本研究の成果で

ある． 

 

(2)今後に向けて 

本研究で定義した AVs の社会的受容性の構成要素は，

本研究で分析対象とした性別・居住地・運転免許の有

無・自家用車保有の有無・直近一週間の交通行動・リス

ク認知意外にも様々なものが考えられる(図-3)．例えば，

現状で移動に困難を抱えている人は AVs への期待が大

きく，より賛成する方向にあるかもしれない．あるいは，

移動に困難を抱えている人の支援策として AVs が有効

であることを示すことができれば，多くの人の賛否意識

が賛成の方向へ変容する可能性もある． 

ついては，どのような場合に，どの要素が社会的受容

性に大きな影響を及ぼすのかを検証すること，ならびに，

どのような情報をどのようなフレームで受け取ると人々

の社会的受容性が変容するのか，を明らかにしていくこ

とが今後の課題となろう． 
国土交通省は，超高齢化が進行する中山間地域におけ

る人流・物流の確保のため，道の駅など地域の拠点を核

とする自動運転サービスの導入を目指し，2017年夏頃

より全国 10箇所で実証実験を開始する予定であると発

表した．このような公道実験が人々のAVsに対する認

識を変容させることは想像に難くない．今後は，公道実

験やそのマスコミ報道が人々の意識をどのように変容さ

せるかについても注視していきたい． 
 

 

謝辞: 本研究における調査分析は，平成28年度損保協会

研究助成「道路上のコミュニケーションと優先配慮行動 

(代表：筑波大学谷口綾子)」の助成によるものである． 
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