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This study focused on ride-share using the private vehicles of local people to examine the possibility of its 

introduction as a means of daily transportation in low population density regions. When nuclear disasters (nuclear 

power plant accidents, etc.) occur, it is necessary to evacuate areas contaminated by radiation as soon as possible. 

However, there will be many people particularly in low population density areas lacking a means to do so. Therefore, 

this research set the following theoretical hypotheses: 1) there is a linear relationship between the number of people 

lacking private means of transportation and acceptance of ride-share and 2) there is also a linear relationship between 

awareness of the danger of nuclear disaster and the acceptance of ride-share. To validate these hypotheses, we 

conducted an awareness survey of people living near nuclear power facilities, which indicated support for the 

hypotheses that were established. 
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1.  研究の背景と目的  

高度経済成長期以降のマイカーの普及や、近年の急速

な少子高齢化・人口減少によって、地方都市の公共交通利

用者は減少し、鉄道や路線バスではサービス水準が低下し

ている。これまで、各自治体では路線バス等に対する補助

金や運行欠損額の補填、あるいは、乗合タクシーやコミュ

ニティバス等の運行により住民の生活の足を確保する取

り組みがなされており、実務・学術の両面から多くの知見

が蓄積されてきている 1-3)。その中には、外出手段として

のタクシーの活用性に着目した研究も見られる 4)。コミュ

ニティバス等の運行は、「住民の生活の足確保」の観点か

ら（特に行政サービスとしても）一定の成果を挙げている

ものの、財政面や運行体制等の側面からサービスの持続的

供給に大きな問題を抱えるケースも少なくない。 

政府では観光客の移動需要を満足するため「ライドシ

ェア」と呼ばれる新たな移動サービスの導入をすすめる動

きがある 5)。ライドシェアに関するわが国の既存研究とし

て、別荘地等二地域居住者の移動手段としてライドシェア

導入可能性を検討した佐々木ら 6)の成果があり、ライドシ

ェアに関する国外動向なども詳しい。 

ライドシェアは欧米で導入が進んでいる自家用車を活

用した相乗りシステムである。我が国では、個人による自

家用車を活用した有償運送は、いわゆる白タク運行として

安全性の観点から規制されていることなど制度的・実務的

課題は多い。一方、平成 28 年に発生した熊本地震では災

害ボランティアの移動手段として民間事業者が運営する

ライドシェアマッチングサービスが活用された事例 7)も

あり、災害時など通常の交通手段が機能低下した際の代替

手段としての役割も期待できる。 

原子力災害（原発事故等）が発生した際、放射線汚染

地域から一刻も早い避難が必要とされるが、特に人口低密

度地域においては、避難手段を持たない人も多いと予想さ

れる。原子力災害が発生した際、平常時よりライドシェア

が普及していることで、住民間の共助による避難行動が行

われ減災につながる可能性もある。筆者らは、災害時にラ

イドシェアが有効に機能するためには、平常時から日常生

活の足として住民に利活用されるシステムとすべきとの

立場をとる。 

以上の背景のもと、本研究では日常の交通手段および

災害時の避難手段としての活用性を検討する。具体的には、

人口低密度地域、かつ原子力災害に対してリアリティをも

つと想定される地域住民を対象にした質問紙調査を実施

し、受容意識の側面からライドシェアの導入可能性を検証

するものである。加えて、新たなサービスを導入するにあ

たり重要となる、円滑な合意形成を促す方略について考察

を加える。 

 

2.  研究の概要 

2-1. 本研究で想定するライドシェアの定義 

本研究で想定するライドシェアは、過疎地版のライドシ

ェアであり、地域公共交通ネットワークのなかで幹線交通

を補完するフィーダー（支線）交通として、ほかの交通モ

ードとの適切な役割分担が前提となるモードと定義する

（図-1）。そのうえで、災害時には避難場所（区域）まで 
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図-1 本研究が想定するライドシェアのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 調査対象地域と UPZ 補注 1) 

 

の移動手段として幹線交通の代替手段としての活用も想

定する。 

 

2-2. 調査対象地域の概要 

岐阜県揖斐川町住民を対象としたアンケート調査を実

施した。揖斐川町は岐阜県西部に位置しており、福井県お

よび滋賀県と接している（図-2）。人口は 21,503 人で、65

歳以上人口割合は 35％を超える（平成 27 年国勢調査）。

また、町の総面積は約 803km2であり、町域の 91.1％が森

林、宅地は 0.9％となっている 8)。また、冬季には、まと

まった降雪があり積雪量も多い。 

町内には２つの地方鉄道が乗り入れており、樽見鉄道が

観光地である谷汲地区、養老鉄道が町中心部と町外への移

動をそれぞれ担っている。町内の移動については、揖斐川

町コミュニティバスがあり、町中心部と郊外部をアクセス

している。運行便数は平日で概ね１時間に１便～２便、土

日祝日は平日より間引いた運行となっている。同バスの運

行により地区単位でみれば交通空白地は少ないが、急峻な

地形や冬季の降雪の多さなどにより、特に高齢者にとって

はバス停留所までの移動が困難な状況もある。 

一方で、図-2 に示すとおり、揖斐川町は岐阜県で唯一

UPZ9)（Urgent Protective action planning Zone; 緊急時防護措

置を準備する区域）指定区域となっていることから、原子 

表-1 調査概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

力災害発生を想定した避難訓練等も実施されている。この 

ため、同町住民の原子力災害に対する当事者意識は相対的

に高いと推測できる。 

 

2-3. 調査の概要 

上述の背景等を踏まえると、対象地域には交通不便地域

が存在しており、新たな交通サービスに対する需要は少な

からずあると思われる。また、UPZに指定されていること

から原子力災害に対する具体的なイメージを有するもの

と想定される。このことから、本研究では、下記のとおり

2つの理論的仮説を検証したい。 

仮説 1：私的交通手段を持たない人は、ライドシェア

の受容意識が高い。 

仮説 2：原子力災害への危機意識が高いほど、ライド

シェアの受容意識が高い。 

この仮説を検証するため、アンケート調査票を設計し、

揖斐川町住民を対象に質問紙調査を実施した。調査の概要

を表-1に示す。 

本調査は揖斐川町の中心部と郊外部から十分に回答デ

ータを収集できるよう配布対象地域を選定し、中心部 981

世帯、郊外部 653世帯の計 1,634世帯に配布した。世帯主

以外も含め幅広い年齢層から回答を得るため、調査票は１

世帯あたり２票同封した。この結果、577世帯から 921票

の回答を得ることができた。回収率は世帯ベースで 35.3％

となった。調査票は、性別や日常の外出行動など回答者の

基本的な情報、ライドシェアに対する受容意識、原子力災

害への危機意識とライドシェアの避難手段としての活用

性で構成している。また、ライドシェアを知らない回答者

も多いと予想されたことから、ライドシェアの概要を説明

する参考資料を同封している。 

 

3. ライドシェアに対する受容意識 

3-1. 回答者の属性 

回答者の属性について整理する。性別は回答者の約 52％

が女性と概ね男女比が均等になっており揖斐川町全体の

男女構成比と極めて近い。一方、年齢層を見ると、50 歳

調査実施期間 2017年12月中旬～2018年1月上旬

調査方法 郵送配布・郵送回収

配布対象・配布数 岐阜県揖斐川町 1,634世帯

  中心部981世帯、郊外部653世帯

    ※1世帯に調査票2票同封

回収数／回収率 577世帯・921票

　　　　／35.3％（世帯ベース）

調査項目 日常の外出状況・交通手段

ライドシェアに対する意識

原子力災害に対する意識

※国土地理院白地図を加工して作成 
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以上の回答者が 8割以上を占めており、若年層の回答が少

ない結果となった。しかし、ライドシェアの利用者・供給

者両方になりうる中年層のサンプルが十分確保できてい

ることから分析に支障は無いと判断する補注 2)。また、居住

地についても、回答者の 6割弱が中心部、4割強が郊外部

となり、異なる地域から一定のサンプルを確保できている。 

回答者の外出頻度は、週に 5日以上が約 55％、週に 2~4

日が約 31％、週１日以下が約 14％となっている。外出時

の主たる交通手段は 78％が自家用車（自分で運転）、11％

が自家用車（家族等の送迎）であり、他の地方中小都市や

中山間地域と同様、モビリティの自家用車への依存が確認

できる。 

 

3-2. ライドシェアに対する受容意識（仮説の検証） 

ライドシェア導入に対する賛否意識について、5件法で

回答を求めた。これをライドシェア導入に対する受容意識

と捉え以降の分析を進める。なお、文中に示すカイ二乗値

と有意確率は、カイ二乗分布を用いた独立性の検定結果で

ある。 

仮説 1の検証 

図-3 に交通手段とライドシェア導入に対する受容意識

の関係性を示す。ここでは、自家用車（自分で運転）、自

家用車（家族の送迎）、そして公共交通（バスと鉄道を合

算）の３つに分類している。賛否意識への回答傾向を見る

と、交通手段により態度に違いが確認できた（χ2=21.9, 

df=8, p<0.01）。なお、日常の交通手段がバイク、徒歩のみ、

自転車のみの回答もあるが、サンプル数が少ないことから

考察から除いている。また、否定的態度（反対、および、

どちらかと言えば反対）を示す回答者の割合は、いずれの

交通手段でも 2割を下回っている。一方、肯定的態度（賛

成、および、どちらかと言えば賛成）の割合は自家用車（自

分で運転）で最も低く、公共交通を利用するグループは肯

定的態度の割合が最も高い。また、自動車（家族の送迎）

は両グループの中間程度の位置づけにある。以上の結果は、

自身が利用可能な交通手段の“自由度”により受容意識が

変容すること、すなわち、「私的交通手段を持たない人は、

ライドシェアの受容意識が高い」という本稿の仮説 1を支

持している。 

仮説 2の検証 

原子力災害に対して不安を感じるか否かについても、5

件法での回答を要請している。これと、ライドシェア導入

への賛否意識の回答状況を見ると、原子力災害への危機意

識が高くなるにつれて、ライドシェアへの受容意識が高ま

る傾向が確認できる（図-4）。危機意識を全く感じないグ

ループはサンプル数が極めて少ないことから、このグルー

プを除いた４つのグループの回答分布の違いを検定した

ところ 1%水準でグループ間の有意差を認めた（χ2=50.5, 

df=12, p<0.01）。このことより、原子力災害の発生可能性

に対して強い危機感を抱く人ほど、ライドシェアの受容意

識が高いと言え、仮説 2の妥当性を支持するものである。 

 

3-3. 原子力災害発生時の避難手段等としての活用性に対

する態度 

ライドシェアに対して抽象的なイメージを持つだけで

は活用性が理解しづらく、ひいては受容意識に影響を及ぼ

す可能性がある。 

本研究の調査では、「ライドシェアが常時から普及して

いることが、原子力災害発生時の減災に役立つと思うか」

について 5件法で回答を求めた。これと、ライドシェアの

受容意識についてクロス集計を行った結果が図-5 である。

基本的には、原子力発生時の減災への活用性について認め

る意見が多数派を占める一方で、ライドシェア導入に対す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 交通手段と受容意識の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 危機意識と受容意識の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 ライドシェアの受容意識と活用性知覚の関係 
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る態度の違いにより、減災への活用性への態度に有意に差

が確認できる（χ2=264, df=16, p<0.01）。 

特に、ライドシェア導入に肯定的態度を示したグループ

（賛成、および、どちらかと言えば賛成）においては 8割

超が、減災への活用性に対しても肯定的態度を表明してい

る。ところで、設問構成としてはライドシェア導入への賛

否のあとに、減災への活用性を問う質問を配置している。

ライドシェア導入に否定的態度を示したグループに着目

すると、「反対グループ」の 31%、「どちらかと言えば反対

グループ」の 59%が、減災への活用性に対しては肯定的態

度を示している。そして、活用性の知覚は、サービスへの

肯定的態度醸成に寄与すると考えられえる。この事実は、

ライドシェア導入に対する住民との円滑な合意形成を図

ることを考えたとき、具体的な活用シーンについて情報提

供することの有効性を示唆するものである。 

 

4. まとめ 

本研究では、地域公共交通ネットワークを補完する交通

モードとしてライドシェアを位置付け、人口低密度地域に

おける移動手段としての導入可能性を意識の側面から検

証した。その結果、措定した仮説はいずれも支持される結

果となった。本稿の議論を要約すると以下のようになる。 

 

1) ライドシェア導入に対しては 4 割の回答者が肯定的

態度を示している。 

2) 仮説 1の議論より、自分で自由に使えるクルマを保有

しない場合、ライドシェアに対する肯定的態度は強く

なる。 

3) 仮説 2の議論より、原子力災害への危機意識が高いほ

ど、ライドシェアに対する肯定的態度も強くなる。 

4) ライドシェアの原子力害発生時における減災への活

用性については、強い肯定的態度が示された。また、

ライドシェア導入に否定的態度を示していたグルー

プにおいても、3割~5割超の回答者が減災への活用性

を認めた。 

 

本稿の結果より、少なくとも地域住民の 4割が、ライド

シェア導入に賛成意向を示すことが確認できた。これが、

そのまま参加率とはならないとしても、地域住民の４割以

上が賛同するシステムは、十分に実現に向けた検討をする

価値があるものと考える。 

原子力災害発生時の減災への活用性に関する議論から

も分かるように、具体的な活用シーンをイメージしてもら

うことで、施策の受容意識は大きく好転すると言える。本

研究で言えば、災害時の避難手段として、特に住民間共助

の考えを強く知覚してもらうことで、ライドシェアへの肯

定的態度が形成される可能性が確認できたことは、今後の

ライドシェア導入に対する円滑な合意形成に関して、1つ

の有用な知見を得ることができたと考える。今後は収集し

たデータをもとに、ライドシェア導入への肯定的態度を形

成する要因、および、意識項目間の影響について、さらな

る検証を進める予定である。 

また、本研究は住民への意識調査に基づく導入可能性の

検討にとどまっている。ライドシェアを社会実装しようと

したとき、既存公共交通との役割分担、とりわけ、タクシ

ー事業者との合意形成が極めて重要であり、実証的研究を

蓄積していく必要がある。この点については、今後の課題

としたい。 
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補注 

(1) UPZは原子力発電所等の原子力施設から 30km圏内に

位置する地域に指定されるものであり、揖斐川町の場

合、敦賀原子力発電所から 30km圏内に位置する。 

(2) 回答者全体に占める年齢構成は、40歳代が約 9％、50

歳代が約 16％、60歳代が約 28％である。 
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