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The purpose of this study is to clarify the usage requirements of local residents toward the regional implementation of 

new mobility services. In particular, in this paper, we focus on the elements and processes that lead to the daily use of 

mobility blend (MB), which is in as a new mobility service. For this purpose, we conducted an interview survey of 

users for three social experiment in Kozoji NT. Interview data were analyzed using a Grounded Theory Approach 

(GTA). As a result of GTA, seven elements related to utilization of MB were extracted. And we showed three 

processes for selecting MB.  
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1. はじめに 

自動運転やMaaSなど新たなモビリティ・サービスの社会実装

に向けて，地域の方がボランティア参加することや長期に渡る運

行のようにイベント的な試乗ではなく，地域住民の日常的な生活

手段として位置づけていくための社会実証実験が多く行われて

おり，地域住民が新たなモビリティ・サービスの利用に至るため

のニーズや社会実装のための要素が抽出されている．道の駅「か

にこあに」では有償ボランティアが運営に携わった社会実証実験

が実施された．1か月間の利用状況からは，遠方集落を結ぶルー

トの利用が多いことや週末利用が多いなどの基礎的な地域住民

のニーズが把握されている 1)．神戸市北区筑紫が丘のまちなか自

動移動サービスでは，民間事業者や地元自治会が中心となって

2018 年度に「ラストマイル自動運転移動サービス」の実証実験

が実施された．利用者アンケートからは利用者の4割はサービス

を自身が必要と回答しており，月額利用料は5割近くが500から

1,000 円とする結果を提示する 2)．学術的には，社会受容性の視

点から多くの研究があり，谷口ら 3)は社会受容性を「「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」ととらえ，

特に賛否意識について分析する．またリスク認知も社会受容性の

指標として提示する．西堀ら 4)は，社会受容性を構成する要素の

うち賛否意識を用い，地域住民の自動運転試乗前後の意識変化に

着目した分析を行う．そして，地域住民の自動運転の認知度に関

わらず試乗の賛否意識は試乗前よりも高くなることから自動運

転に対する知識や理解を獲得することで賛成度合いを高めるこ

とを考察する．唐沢 5)は，社会受容性を行動意図として捉え，リ

スク認知，ベネフィット認知，脅威認知，利益認知と行動意図（使

おうと思う，買おうと思うから構成）の関係を分析する．その結

果，行動意図については，脅威認知は効果を持たず，利益認知の

みが影響すること，イメージが肯定的であるほど，行動意図が高

まることを考察する．このようにアンケート調査における量的方

法から有用な知見が得られている． 

本研究は，これら一連の研究に位置づけられ，地域住民が新た

なモビリティ・サービスの利用に至るための要素を抽出するが，

特に質的データを分析することに特徴がある．具体的には，質的

データ分析方法の1つであるグラウンデッド・セオリー・アプロ

ーチを用いることで，量的な方法では把握が不十分な新たなモビ

リティ・サービスの日常的な利用と関連する要素を抽出する．そ

して，普段の移動の状況と新たなモビリティ・サービスの利用に

至るまでのプロセスを明らかにすることを本稿の目的とする． 

2. モビリティ・ブレンドと実証実験の概要 

2-1. モビリティ・ブレンドの概要 

 本稿では，新たなモビリティ・サービスとしてモビリティ・ブ

レンドを取り上げる．「モビリティ・ブレンド（Mobility Blend，

以下MB）」とは，多様なサービスを組み合わせて個別利用者に

最適なサービスを提供するシステムを意味する．試行段階ではあ

るが，所謂MaaSと同様に，利用者が移動する際に，その利用特

性に応じてDoor to Doorの複数移動経路の検索と，一元的に予

約・決済が可能なシステムである．イメージを図-1に示す．特 

に，バスなどの公共交通の利用を補完するラストマイル交通のサ

ービスを拡充することに特徴があり， MB を地域で導入するこ

とで，自家用車利用に過度に依存しない移動環境が構築され，日

常生活の買い物先や通院先，知人宅など，好きな時に好きな場所

に外出でき，高齢者の生活の質（QoL）向上と誰もが社会参加で

きる仕組みづくりを目標としている． 

- 330 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.19, 2020 年 11 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.19, November, 2020 

 

2-2. 社会実証実験の概要 

2019 年度は，相乗りタクシーとゆっくり自動運転🄬の 2 種類

を導入し，既存の交通手段と新たな交通手段をブレンドするMB

を構築，サービスを提供する社会実証実験を行った．2種の社会

実証実験の内容を図-2 に示す．なお，今回の実験では，ゆっく

り自動運転🄬においては11月には手動運転で，2月には自動運転

で社会実証実験を行ったため，手動運転と自動運転を区別し，3

つの社会実証実験として整理をする． 

 

2-3. 対象地域の概要 

 本稿では，2019 年度に実施した高蔵寺 NT の石尾台地区を対

象とする．高蔵寺NTは，日本3大ニュータウンの1つであり，

愛知県春日井市に位置する．居住開始から50年が経過し，高齢

化率は令和元年 10月時点で 25.7%であり，本稿で対象とする石

尾台地区は47%である．NT内の居住者の移動手段は自家用車に

大きく依存している．また坂道や起伏・階段が多いため，自宅か 

らバス停までの移動が困難なことも多く，またタクシーの高頻度 

 

ラストマイル

地区外移動

・徒歩・自転車
・家族送迎
・介添えタクシー
・住民共助型輸送
・ゆっくり自動運転®

・家族送迎
・路線バス・循環バス
・（相乗り）タクシー
・介添えタクシー

 

【図-1】モビリティ・ブレンドのイメージ 

 

利用は運賃負担が高いことから，免許返納意向が免除返納につな

がっていない現状がある．社会実証実験のサービス設計に向けて

基礎情報を収集するために石尾台地区居住の65歳以上を対象と

したアンケート調査から，週 1 回以上自家用車を運転する人は

938 名であること，106 名が免許返納済みであり，353 名が免許

返納意向あり，179名が免許保有なしであることを把握している．  

2019年度に実施した3つの社会実証実験では，石尾台団地で，

相乗りタクシーは延べ26件のサービス提供があり，11月のゆっ

くり手動運転は67件，2月のゆっくり自動運転🄬は37件であっ

た． なお，2019年度の社会実証実験ではMBの利用と普段の生

活との関係を分析するために一般 29 名，福祉サービス利用者 7

名がモニターとなっており，本稿のヒアリング対象者のうち 5

名は一般モニターから選出をしている． 

 

 

3. グラウンデッド・セオリー・アプローチの概要と分析プロセ

ス 

 

3-1. グラウンデッド・セオリー・アプローチの概要 

本稿では，質的分析方法のうち，グラウンデッド・セオリー・

アプローチ（以下，GTA）を用い，ヒアリングデータの分析を

する．GTA は，ヒアリング調査で得た発言などの質的データを

基にして分析を進め，データの中に出てきた現象とメカニズムを

明らかにする研究方法である 6)．特に，分析者の主観や思い込み

を極力排除するために，データをバラバラに分割し（切片化），

データをそれぞれの意味の単位ごとに分類し，それぞれにコード

（ラベル）をつけることが特徴である 7)．提唱者であるGlaser & 

Straussが1967年に発表して以来，主に看護学において応用が進

められてきた．最近では，都市計画やまちづくりの分野において，

質的データから要素抽出，プロセス記述のための手法として援用

されている．例えば，赤木らは10名の都市空間での探索歩行実

験を行い，発話のデータから，都市空間を構成する要素を「街路

ゆっくり自動運転® 相乗りタクシー

実施主体 春日井市・名古屋大学

概要 石尾台地区内において、自動運転あるいは自動運転
を想定した手動運転で走行し、石尾台にお住まいの方
に対して、自動運転車両（ゴルフカート）への試乗サー
ビスの実証実験を実施。

高蔵寺ニュータウン内において、春日井市内タクシー組合協力の
もと、予約・配車システムを活用した、相乗りタクシーの実証実験
を実施。

事前料金確定とし，相乗りにならなかった場合も相乗り料金と設
定。

実験期間 (手動運転)令和元年11月5日～22日
(自動運転)令和2年2月13日～27日

令和元年１１月１２日～令和２年２月２９日

走行範囲 石尾台地区内（幹線道路内） 高蔵寺ニュータウン地区及びその周辺

対象者 石尾台地区にお住まいの方 限定しない

実験車両 ゴルフカート タクシー

 

【図-2】 ゆっくり自動運転🄬と相乗りタクシーの実証実験概要 
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構成」，「物的要素」，「時間」，「雰囲気」として特定した 8)．福井

らは，交通空白地域の自治会輸送活動についての地域代表と行政

職員の討議をデータに，討議内容の変化を分析し，社会実験の前

後でのポジティブ/ネガティブ意見の変化，交通以外の地域活動

に関する発言の出現などを整理し，地域の将来を住民間で共有す

るプロセスを記述する 9)．本稿では GTA を用いることで，MB

を構成する移動手段を利用するための要素（カテゴリー）を特定

する．また，要素間（カテゴリー間）の関係から利用プロセスを

記述する．なお，GTA は，研究手法の発展から様々な流派があ

り，M-GTAが適応のしやすさから日本の多くの文献で見受けら

れる 10)が，本稿では抽出した要素からプロセスを把握するため

に，戈木クレイグス版のGTA を適応する．戈木のGTA は，提

唱者である Strauss 氏の手法を用いており，オリジナル版に加え

カテゴリー関連図を作成することが特徴である． 

 

3-2. グラウンデッド・セオリー・アプローチの分析手順 

手順を表-1 に示す．本研究で収集したデータを用いて表-2 に

は手順【1】①から③の具体例を示す．ここでは，4 章の分析手

順を助けるよう例示するデータを選定した．ヒアリング対象者

No.8は，料金支払いありでMBを利用することを希望する．切

片 8 では，必要なことでなければ出ていかなくなりました．の

発言から，プロパティの 1 つは“外出頻度が減った程度”を設

定し，この視点の結果としてディメンジョンは‘高い’とした．

ラベルについては，プロパティとディメンジョンの文言から「減

った外出」とした．手順【1】④について，切片 8（ラベル名：

減った外出）と切片 15（ラベル名：狭くなった行動範囲）等を

似たラベルとして集め，≪外出頻度/内容の変更≫とカテゴリー

名を付けている．  

 ここで作成したカテゴリーの関係を整理するために，手順【2】

⑤カテゴリー分類に進む．カテゴリー分類では，【1】④で作成

したカテゴリーを状況，行為/相互行為，帰結の 3 種類に分類す

る．状況にあたるカテゴリーは 1 つであり，帰結にあたるカテ

ゴリーは 2 つ以上を設定することが決まりである．またカテゴ

リーの中から中心となるカテゴリーを選定する．本稿の分析では，

現在の移動の状況とMB 利用意向の関係を整理するため，普段

の移動の状況に関係するカテゴリーを状況のカテゴリーとし，帰

結にはMB 利用意向を含む移動手段の選択に関するカテゴリー

を設定した． 

図-3 には手順【2】⑥カテゴリー関連図作成の具体例を示す．

切片8と切片15などから構成される≪外出頻度/内容の変更≫は

プロパティとディメンジョンにおいて外出が減った程度は高く，

外出が狭いことへの評価は低いことを抽出している．このプロパ

ティとディメンジョンから判断し，≪外出頻度/内容の変更≫と

つながるカテゴリーとして≪移動に対する不安≫を設定し，矢印

で線を引いている．このように，プロパティ，ディメンジョンの

違いによるカテゴリーの分岐を繰り返し，対象者ごとにカテゴリ

ー関連図を完成させる． 

手順【3】においては，対象者間のカテゴリーを比較し，似た

カテゴリーをもつ対象者を集め，カテゴリーの統廃合を行い，対

象者ごとのカテゴリー関連図を統合したカテゴリー関連統合図

を作成する． 

 

【表-1】GTA分析手順 

手順 内容

【1】
オープン
コーディング

①切片化 データを意味のあるまとまり
に切り分ける

②プロパティ/
ディメンジョンの
抽出

切片化したデータ1つ１つにつ
いて，分析者の視点（プロパ
ティ）とその視点からみた結
果（ディメンジョン）を読み
取る．

③ラベル作成 プロパティ/ディメンジョンに
出てくる言葉を用いてラベル
を付ける

④カテゴリー作成 似たラベルを集めカテゴリー
とする

【2】
アキシャル
コーディング

⑤カテゴリー分類 データの流れをとらえるため
に，カテゴリーを状況，行為/
相互行為，帰結の3種類に分類
する．行為/相互行為のカテゴ
リーから中心となるカテゴ
リーを選定する

⑥カテゴリー関連図
作成

プロパティ/ディメンジョンの
違いを利用し，カテゴリー間
をつなぐ

【3】
セレクティブ
コーディング

⑦カテゴリー関連
統合図作成

現象ごとにカテゴリー関連図
を集約し，統合図を作成する

 

 

【表-2】GTA具体例（ラベル作成） 

No切片化 プロパティ ディメンジョン ラベル

8

昔は花がきれいだとい
えば、あちこちに見に
行ったりもしましたけ
ども、最近は必要なこ
とでなければ出ていか
なくなりましたね。

外出が減った程度 高い

減った外出
減った時期 最近

減った外出内容 必要以外の外出

減った内容の具体 花をあちこち見に行く

15

それくらいですね。外
に出ていくことがあま
りないのでね。
行動範囲が本当に狭く
なっちゃったから。

それくらいですねが意味
するところ

行動範囲の狭さを強調

狭くなった
行動範囲

現在の行動範囲 狭い

外出が狭いことへの評価低い

本当にの意味するところ
行動範囲が狭くなった
ことを強調

 

 

≪移動に対する不安≫
移動の不安(2,26)

≪外出頻度/内容の変更≫
減った外出(8)

狭くなった行動範囲(15)

外出が減った程度/高い
外出が狭いことへの評価/低い

≪カテゴリー≫
ラベル名(ラベル番号)
ラベル名(ラベル番号)

プロパティ/ディメンジョン
プロパティ/ディメンジョン

凡例

 

【図-3】GTA具体例（カテゴリー関連図作成） 

 

【表-3】ヒアリング対象者の特徴 

No 性別
免許保有
状況

参加した社会実証実験

1 男性 保有あり 11月手動運転,2月自動運転,相乗りタクシー

2 男性 返納済み 11月手動運転,2月自動運転,相乗りタクシー

3 女性 取得なし 11月手動運転,2月自動運転,相乗りタクシー

4 女性 取得なし 11月手動運転,2月自動運転,相乗りタクシー

5 男性 保有あり 11月手動運転，2月自動運転

6 男性 保有あり 11月手動運転，相乗りタクシー

7 女性 保有あり 11月手動運転，2月自動運転

8 女性 取得なし 11月手動運転，2月自動運転
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3-3. ヒアリング対象者とヒアリング調査の概要 

本稿では，MB利用の要素と利用のプロセスを抽出するために

GTAを適応する．NT居住者8名に対してヒアリング調査を実施

した．対象者選定については，以下の 2 点を考慮した．表-3 に

詳細を示す． 

1) 3 つの社会実証実験すべてに参加した地域住民は全員を対

象とする（4名：No.1～No.4） 

2) 一部の社会実証実験に参加した地域住民は，性別，免許保

有の有無，免許返納意向，ならびに社会実証実験前に実施

したアンケート回答の有無を考慮して選定する（男女各 2

名：No.5～No.8） 

1)の対象者No.4 はコロナ禍のため電話でのヒアリング調査で

あり，他の7名は対面にてヒアリング調査を実施した．実施時間

（対面）は，1人あたり23分から56分である．調査概要と項目

は表-4に示す． 

  

 

4. グラウンデッド・セオリー・アプローチの分析結果 

 

4-1. ヒアリング調査対象者のMB利用意向に関する整理 

3章にて概要を示したGTAの手順を行い，手順【2】④のカテ

ゴリー作成を行った．10名のカテゴリー特徴を表-5に整理する．

ヒアリング調査から，MBの利用意向を抽出した結果，日常的な

利用意向があったのは，6 人（No.1，No.2，No.5，No.6，No.7，

No.8）である．このうち5名は条件付きでの利用意向であり，運

営主体や安全性の保障など≪MB の成立要件検証≫が高い評価

の場合，あるいは≪生活の中での MB の位置づけ≫がなされた

場合において日常的な利用に至る．No.3とNo.4は利用意向がな

い． 

 

 

4-2. MB利用意向の違いに関する整理 

利用意向のない2名（No.3，No.4）は免許を取得していないこ

とに共通点があり，MBの利用に頼らず，これまで通り，≪徒歩

移動の充実≫が主な移動手段と認識をしている． No.3において

は，≪周囲の利用状況の確認≫から，MBの利用者が増加するこ

とで，利用意向ありに変化することが推察される． 

利用意向があった6人（No.1，No.2，No.5，No.6，No.7とNo.8）

のカテゴリーを網羅的にみることで， No.1，No.2，No.5，No.6，

No.7の5名については，4-1でも述べたように≪MBの成立要件

検証≫が利用の条件となることが確認できる．No.7 とNo.8 は，

≪生活の中でのMBの位置づけ≫が特徴である． 

以上の MB 利用意向ごとのカテゴリー比較を踏まえ，次節で

は，≪生活の中での MB の位置づけ≫を中心のカテゴリーとし

て，カテゴリー関連図の作成と，カテゴリー関連統合図の結果を

示す． 

 

4-3. 生活の中でのMBの位置づけに関するカテゴリー関連図 

 ここでは，MBの利用意向が≪日常的な利用≫であり，かつ抽

出したカテゴリーの内容からNo.8のカテゴリー関連図を用いる

（図-4）．また，比較として同様なカテゴリーを抽出しており，

 

【表-5】カテゴリーの整理  

8 7 6 5 1 2 3 4

普段の移動の状況 保有なし 免許あり 免許あり 免許あり 免許あり 返納済み 保有なし 保有なし

移動できなくなったときの不安 〇 〇 〇

外出頻度/内容の変更 〇 〇 〇

他者送迎に対する意識 〇 〇 〇 〇 〇 〇

自身の将来のあり方 〇 〇 ○

周囲の利用状況の確認 〇

既存サービスに

対する意見
既存サービスとの比較 〇 〇 〇 〇 〇 〇

MBへの関心/必要性 〇 〇 〇 〇

MBの成立要件検証 〇 〇 〇 〇 〇

生活の中でのMBの位置づけ 〇 〇

自動運転のこだわり 〇

MB日常的な利用 〇 △ △ △ △ △

MB利用なし 〇 〇

徒歩移動の充実 〇 〇 〇 〇 〇

既存サービス利用 〇 〇 〇 〇 〇

自家用車運転の継続 〇

家族送迎の利用 利用者 送迎者 送迎者 送迎者 利用者

帰結

移動に対する

意見

No.

行為/

相互行為

MBに対する

意見

状況

 

【表-4】ヒアリング調査概要 

調査日 2020年7月10日から2020年7月14日
調査方法 対面聞き取り調査（個別で実施，2名の調査員）
調査項目 (1)状況把握

普段の移動の状況/社会実証実験に参加した経緯
(2)社会実証実験のふりかえりと評価

11月の手動運転/2月の自動運転/相乗りタクシー、
試乗感想

(3)今後のモビリティへの期待と不安
モビリティへの期待と不安/必要な移動サービス

調査場所 緑ヶ丘老人憩いの家
（No．8は対象者の自宅で実施）
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帰結が異なるNo.3のカテゴリー関連図の結果を図-5に示す．  

 No.8，No.3 のカテゴリー関連図の結果について，ストーリー

ラインを用いて説明する．ここでストーリーラインとは，カテゴ

リー関連図やカテゴリー関連統合図に示された内容をカテゴリ

ー，プロパティ，ディメンジョンで表現したものである．ここで

中心となるカテゴリーは【 】，カテゴリーは≪ ≫，プロパテ

ィは“ ”，ディメンジョンは‘ ’で示している． 

 No.8が≪普段の移動の状況≫からMBの≪日常的な利用≫に

至るプロセスについて，“移動困難さ”が‘高い’かつ“移動に

対する意識”が‘自分で移動する’場合には，≪外出頻度/内容

の変更≫に進む．≪外出頻度/内容の変更≫において，“外出頻度

が減った程度”が‘高い’ことと“外出が狭いことへの評価”が

‘低い’とを感じている場合に，≪移動に対する不安≫に進む．

そして，“不安の程度”は‘高い’，“評価時点”が‘将来’であ

り，“移動手段確保の意識”が‘高い’場合に【生活の中での

MB の位置づけ】が行われ，“MB 利用場面”，“MB 利用先を訪

れる頻度”，“日常との乖離”，”MB利用に対する抵抗”，“MB利

用評価”から総合的に判断し，MBの≪日常的な利用≫の帰結に

至る． 

また，≪普段の移動の状況≫から≪他者送迎の意識≫に進むプ

ロセスからも MB の≪日常的な利用≫に進む．このプロセスで

は，“送迎する人”が‘友人・知人’の場合は，≪他者送迎の意識

≫は“遠慮の程度”や訪問先を利用するための“送迎利用の重要

性”かつ“将来の利用可能性”から≪外出頻度/内容の変更≫に

進む．このプロセスにおいても“外出が減ることへの評価”は‘低

い’．“外出内容”が‘必要な外出’においては≪既存サービスと

の比較≫に進む．≪既存サービスと比較≫し，“MB の利用しや

すさの程度”と“既存サービスの課題”から【日常生活の中での

MBの位置づけ】に進み，≪日常的な利用≫に至る． 

No.3 が≪MB 利用なし≫に至るプロセスについて，≪他者送

迎の意識≫ならびに≪外出/内容の変更≫から≪既存サービスと

の比較≫に進む．そもそも“既存サービス利用頻度”が‘低い’

ことから≪MBの必要性≫について “MB利用評価”は‘低い’．

また，“利用時の怖さの程度”は‘高い’，“怖い理由”は自身が

‘免許なしのため’何かあったときに対処できないことであり，

“MB の必要性”は‘高い’と‘低い’の両方が確認できるが，

≪MB 利用なし≫の帰結に至る．MB 利用検討に至るためには， 

‘利便性’や‘価格’が≪既存サービスと比較≫して納得のいく

場合であり，≪周囲の確認≫に進み，‘身近な知人’の‘移動手

段の利用状況’を確認し，‘便利さ’を確認することが必要であ

ると推察できる． 

表-6には，No.8とNo.3のカテゴリー内のプロパティ，ディメ

ンジョンを整理した．2つのカテゴリー関連図の比較から，状況

≪普段の移動の状況≫において差はない．行為/相互行為に配置

したカテゴリーから≪外出頻度/内容の変更≫において差がみら

れる．No.8は“外出が減った程度”について言及し，“外出が狭

いことへの評価”は‘低い’．この結果から≪移動に対する不安

≫に進む．≪移動に対する不安≫においても異なるプロパティと

ディメンジョンが抽出された．No.8 は”評価視点”は‘自分’で

あるが，No.3は‘他者確認’である．またNo.8は“移動手段確

保の必要性”を‘高い’としている．この違いからNo.8は【生

活の中でのMBの位置づけ】に進んでいる．No.8のカテゴリー

関連図において中心のカテゴリーに設定した【生活での MB の

位置づけ】と近いカテゴリーとして，No.3 からは≪MB の必要

性≫を抽出したが，No.3 において“MB 利用評価”は‘低い’

かつ“MBの利用に対する抵抗感”は‘あり’となり，異なる帰

結となっていることが確認できる．  

 

 

MB利用場面/普段の移動先/イベント参加？
MB利用先を訪れる頻度/高い/低い？
日常との乖離/なし/あり?
MB利用に対する抵抗/なし/あり
MB利用評価/高い/中

不安の程度/高い/中程度
評価時点/今/将来
評価視点/自分
移動手段確保の意識/高い
MBの位置づけ/徒歩の代替/なし？
MBの評価・重要性/高い/低い？

遠慮の程度/高い/中程度
送迎利用の重要性/高い/中程度
送迎する人/家族/友人・知人
依頼場面/地域活動/買い物/病院
将来の利用可能性/低い/高い

（状況）
≪普段の移動の状況≫
地域活動への参加(13,14)
移動困難は自己責任(39)

移動困難さ/高い/中程度
居住地の移動不便さ/低い/高い？
移動に対する意識/自分で移動

/他者に頼る

≪移動に対する不安≫
移動の不安(2,26)

≪他者送迎の意識≫
家族送迎の利用(6,7，10)

知人送迎の決め事(18,19,20)
他者送迎の意識(21,45,46.47)

他者送迎の必要性(22)

≪外出頻度/内容の変更≫
減った外出(8)

必要以外の外出頻度(9)
少ない外出(12)

狭くなった行動範囲(15)
移動の楽しみ(16,17)
移動への負担（24）

外出が減った程度/高い
外出が狭いことへの評価/低い
外出内容/楽しみのための外出/必要な外出
外出先の変更可能性/あり/なし

≪日常的な利用≫
支払い意思ありでの日常利用(37)

≪徒歩移動の充実≫
極力歩く(5)

MBの利用のしやすさの程度/高い/低い
既存サービスの課題/あり/なし？

≪既存サービスとの比較≫
既存サービスの範囲（３６）
既存サービスの課題(41)
既存サービスの利用(11)

≪既存サービスの利用≫
タクシー利用(43,44)
バス利用(10,11)

【生活の中でのMB
の位置づけ】

普段の移動を意識したMBの利用(1)
MBの利用感想１(3,4)

日常でのMBの必要性(27)
MBの興味(29)

試乗しなかった相乗りタクシー（43）

≪家族送迎の継続≫

凡例------------------------------
【 】中心となるカテゴリー
≪ ≫カテゴリー

帰結カテゴリー
( ) 切片データの番号
欄外太字は主なプロパティ
並字はディメンジョン
このデータにはないが推測できる関係は破線矢
印で，推測されるカテゴリーは破線四角で，推測
されるディメンジョンには「？」
----------------------------------

 

【図-4】No.8のカテゴリー関連図  
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4-4. 生活の中での MB の位置づけに関するカテゴリー関連統合

図 

上記の整理を踏まえ，No.8のカテゴリー関連図を基に，不足 

 

するカテゴリー，プロパティ―，ディメンジョンを他のデータか

ら補足し，【日常生活での移動の位置づけ】に関するカテゴリー

関連統合図を作成した（図-6）． 

 

（状況）
≪普段の移動の状況≫

移動の困難さ(8,26，30)
便利な居住地(32)

移動が不便な病院(39)

≪既存サービスとの比較≫
既存サービスとの比較(3,21)
既存サービスの利用(15)
既存サービスの選択(10)

サービスに頼らない姿勢(22)

≪外出頻度/内容の変更≫
変更できない病院(20,25)
移転した図書館(36)

≪他者送迎の意識≫
他者送迎の抵抗(28)
送迎を頼める人(29)
家族送迎の利用(40)

≪周囲の利用状況
の確認≫

周囲の利用状況の確認(9)

MB利用検討

≪徒歩移動の充実≫
健康のために歩く(33)

≪MB利用なし≫
利用意思なし(1，11)

自分には不要な移動手段
(2)

≪移動に対する不安≫
移動の困難さ(19)

移動の困難さ/高い/中程度
居住地の移動不便さ/低い/高い？
移動に対する意識/自分で移動？/他者に頼る？

不安の程度/中/高い？
評価時点/将来/今？
評価視点/他者確認

遠慮の程度/高い/中
送迎利用の重要性/高い/中程度
送迎する人/家族/友人・知人/地域サービス
依頼場面/余暇・楽しみ/病院
将来の利用可能性/低い/高い

確認内容/移動手段の利用状況
評価視点/便利さ
対象者/身近な知人

≪MBの必要性≫
自動運転の怖さ(4,6,13)
自動運転の不安(5,7)

評価視点/利便性/価格/
既存サービス利用の頻度/低い/高い？

MBの必要性/高い/低い
MB利用評価/低い/高い？
MBの利用に対する抵抗感/あり/なし？
怖い理由/免許なしのため

外出先の変更可能性/あり/なし
変更できない移動内容/病院
外出が減ることへの評価/中

≪家族送迎の継続≫

凡例------------------------------
【 】中心となるカテゴリー
≪ ≫カテゴリー

帰結カテゴリー
( ) 切片データの番号
欄外太字は主なプロパティ
並字はディメンジョン
このデータにはないが推測できる関係は破線矢
印で，推測されるカテゴリーは破線四角で，推測
されるディメンジョンには「？」を付けた
----------------------------------

 

【図-5】 No.3のカテゴリー関連統合図 

 

【表-6】No.8とNo.3のカテゴリー整理 

プロパティ ディメンジョン(No.8) ディメンジョン(No.3)

移動の困難さ

居住地の移動不便さ

移動に対する意識

外出が減った程度 高い -

外出が減ることの評価 低い 中

外出内容

外出先の変更可能性 あり/なし* なし

不安の程度

評価時点

評価視点 自分 他者確認

移動手段確保の必要性 高い 低い

MBの位置づけ 徒歩の代替手段 なし

MBの評価・重要性 高い 低い*

遠慮の程度

送迎する人

家族送迎を利用する場面 地域活動/買い物/病院 余暇/楽しみ/病院

送迎利用の重要性

将来の利用可能性

MBの利用しさすさの評価 高い/低い 低い*

既存サービスの課題 あり なし*

既存サービス利用頻度 中* 低い

評価視点 利便性/価格/範囲* 利便性/価格

MB利用場面 普段の移動先 -

MB利用先を訪れる頻度 高い -

日常との乖離 なし -

MBの利用に対する抵抗感 なし/あり あり

MBの利用評価 高い/中 低い

MBの必要性 高い 高い/低い

既存モビリティサービス

との比較

病院，買い物など必要な外出/楽しみのための外出

高い/中程度

家族/知人

高い

低い/高い

外出頻度/内容の変更

状況

行為/

相互行為

移動に対する不安

他者送迎に対する意識

生活の中でのMBの位置づけ

（MBの必要性）

高い/中程度

普段の移動の状況

今/将来

高い/中程度

低い

自分で移動/他者に頼る

 
「＊」他のカテゴリーを構成する切片から判断 

                             「－」該当するディメンジョンなし 
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5.  MBの日常的な利用に至るプロセス 

カテゴリー関連統合図を作成することで，状況と帰結をつなぐ

行為/相互行為にあたるカテゴリーとして，≪外出/内容の変更≫，

≪移動に対する不安≫，≪他者送迎の意識≫，≪既存サービスと

の比較≫，≪MBの必要性/成立要件検証≫，【生活の中でのMB

の位置づけ】，≪周囲の利用状況の確認≫の7つを抽出した．こ

の結果から，現在の移動において，移動の困難さから≪外出頻度

/内容の変更≫し，≪移動に対する不安≫につながっている地域

住民の実態が確認できる．また遠慮や将来の利用可能性が≪他者

送迎の意識≫に含まれ，≪外出頻度/内容の変更≫を検討する様

子が確認できる．現在の移動手段の代替としては，公共交通やタ

クシー等との≪既存サービスの比較≫について多くの地域住民

からは述べられたが，利用のしやすさやサービスの課題があり，

≪MBの必要性.成立要件検証≫につながる結果となった． 

 カテゴリー関連統合図からは，MBの日常的な利用に至るプロ

セスは3つに特定できる．1つは，≪外出頻度/内容の変更≫から

≪移動に対する不安≫に進み，≪生活の中での MB の位置づけ

≫に進むプロセス（図-6 Aのプロセス）であり，2つは≪他者

送迎の意識≫から≪外出頻度/内容の変更≫に進み，≪既存サー

ビスとの比較≫，そして≪MB 必要性/成立要件検証≫から≪生

活の中でのMBの位置づけ≫に進むプロセス（図-6 B）である．

3つは，≪MB必要性/成立要件検証≫から≪周囲の利用状況の確

認≫に進むプロセス（図-6 C）である．  

 今回の分析では，3 つのプロセスを提示することができた．8

名のみの質的データを用いているため，理論的飽和に達している

かの確認が必要であることは留意点として記す． 

 

 

6. おわりに 

本研究では，GTA を用い，カテゴリー抽出とカテゴリー間の

関係を把握した．本稿のおわりに，今一度、各インタビューデー

タをふりかえり、カテゴリー関連統合図の妥当性について新しい

モビリティの必要性，新しいモビリティの課題，現状への満足の

3点から考察をする． 

(1)新しいモビリティの必要性 

免許証を所有する方からは「免許証を返納した後の移動」へ

の不安の声があり，公共交通を利用する方からは「幹線道路を中

心に走行するバスを補完する自動運転やカート」を望む意見が聞

かれ，移動に対する不安や既存サービスとの比較から，MBへの

関心や必要性，生活の中での位置づけが再認識されることが明ら

かとなった．  

(2)新しいモビリティの課題 

必要性と同時に実証実験をふりかえり，新しいモビリティへ

の期待や課題も指摘された．MBの成立要件検討については，ど

こを走行するかの範囲の問題，利用料金をどう設定するかの費用

や採算性の問題，カートや自動運転の安全性の問題などが指摘さ

れている．カテゴリー関連統合図におけるプロセス B とプロセ

スC の分岐点において，MB の課題の更なる検証や改善が必要

であるといえる． 

(3)現状への満足 

将来のモビリティの必要性，各モビリティの課題が指摘され

る一方，現状への満足，また多くの方が健康のために歩くことを

選択・希望されていることが明らかになった．スーパーマーケッ

トや公民館機能を有する施設が徒歩圏内にあり，日常的に利用さ
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【図-6】生活の中でのMBの位置づけについての 

カテゴリー関連統合図 
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れている方にとって「新しいモビリティは必要性はあるが，取り

上げて深刻な課題ではない」認識を持つ方が多く，プロセス A

の帰結の 1 つは≪徒歩移動の充実≫となった．現状への満足に

立ち止まることなく，自身の身体（運動能力など）の変化や高齢

化など地域の変化を見越した議論を続け，新しいモビリティへの

関心を高めていくことが必要だと考えられる． 

 今後は，日常生活とMBの関係を分析するために2019年度モ

ニターが記入した交通日誌を分析する予定である． 
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