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１１１１．．．．はじめにはじめにはじめにはじめに    

    

 現在，国内や海外において Mobility Management

（以下 MM）や Travel Feedback Program（以下 TFP）と

いった概念に基づいた施策が試験的に実施され，これら

の研究事例では，MM 施策が対象者の態度や行動に変化

をもたらすがあるということが示唆される結果が示され

ている． 対象者の心理が態度・行動変容に大きな影響

を及ぼす MM の過程において，その態度や行動を変容せ

しめる要因が何であるのかについては，現在研究が進め

られている段階であり，MM において態度や道徳意識な

どに着目して検証を行った事例が報告されている 1)．こ

れらを解明することによって，態度・行動変容を起こす

要因をより効果的に引き出す情報提供などが可能になり，

MM および TFP がより効率的に運営できるようになる．

そこで，本研究では実際に TFP を実施し，そこで得られ

た意識調査や行動調査の結果をもとに，TFP におけるコ

ミュニケーションを通じて，結果として態度や行動にど

のような変化をもたらすのかという一連の因果関係を解

明することを目的とする． 

 

２２２２．．．．調査概要調査概要調査概要調査概要    

 

（１）調査の概要 

 対象区域に在住する被験者を２群に分け，後述する調

査をそれぞれ２回行い，パネルデータを収集するものと

する．この際情報提供の有無による影響を測定するため，

交通や環境に関する情報提供を，１回目の調査と２回目

の調査の間で行うグループ（以下情報提供群）と，情報

提供を行わないグループ（以下情報非提供群）とした． 

 

（２）調査の内容 

a）Web調査について 

 被験者の意識や行動を調査するにあたって，アンケー 
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トなどの調査が必要になる．今回の調査では，既存の紙

を用いた調査と併せて，Internet を介した Web ページ

ベースの調査システム（以下 Web 調査）を構築した．

Web 調査を採用するメリットとして，調査時に被験者の

Ｅメールアドレスも収集することにより，調査案内など

の情報について，Internet を介して被験者に提供でき

る点がある．また，配信媒体が携帯電話であればどこで

も調査に参加できたりするので，被験者が調査に参加し

やすく，調査参加への障壁をより低くすることが期待さ

れる．システムの概要は以下の通りである． 

・被験者側の入力媒体はインターネット接続が可能なＰ

Ｃもしくは携帯電話 

・被験者は専用の調査ページにアクセスし，アクティビ

ティダイアリー及び意識に関連する項目の入力を行う 

・被験者の入力データは，データベースによって直ちに

調査側が閲覧することが可能 

 

図１．Webページ上の調査ページの例 

 

b）調査の内容 

 交通に関する情報を与えたときの被験者の反応を見る

ために，今回は以下の調査を行った． 

・Activity Diary調査（休日２日・平日２日） 

・環境に関する意識調査 

・ライフスタイルに関する意識調査 

被験者の態度を重点的に検討する必要があることから，

今回の調査では特に環境に関する意識調査及びライフス

タイルに関する意識調査を同時に実施している．これら



の詳細については後述する．また，Activity Diary調査

（以下AD調査）は，被験者の１日の行動を記入する調査

であり，紙調査ではバーチャート形式，Web調査ではWeb

ページ上で活動の開始・終了時刻と活動内容を順次記載

させる方法で調査を行った． 

 c）情報提供の内容 

 今回，情報提供による行動の変化を見るため，以下の

情報提供を行った．移動由来の二酸化炭素排出量を除い

て，情報提供群の全ての被験者にこれらの情報をまとめ

たレポートを配布し，二酸化炭素排出量は１回目調査か

ら算出されたものをレポートとして配布した． 

 配布媒体は，紙調査が紙，Web 調査は E-Mail である． 

・山梨県の交通状況～渋滞について 

・山梨県の交通～道路整備について 

・交通手段ごとのＣＯ２排出量比較 

・行政が行う施策について 

・自動車と環境 

・公共交通の試乗レポート＆コストの比較 

・１台あたりの事故遭遇確率 

・１回目調査における移動由来の二酸化炭素排出量 

 d）配布状況 

調査は以下の状況で行われた． 

調査区域：山梨県甲斐市竜王新町・名取地籍 

調査対象：調査区域に在住する１８歳以上の男女 

調査形式：（紙調査）調査員による訪問配布・訪問回収 

（Web調査）調査依頼を配布しWebページ上で調査 

【１回目調査】 

 調査日：（Web）平成17年11月26日～12月 4日 

   （紙） 平成17年12月17日～12月21日 

【２回目調査】 

 調査日：（Web・紙）平成18年 1月21日～ 1月24日 

【回収状況】 

 配布枚数：該当区域の４９世帯 

（Web）２２０通 （紙） ８７通 

 回収枚数：該当区域の４０世帯 

（Web）  ６通 （紙） ７８通 

回収率：全体80.6% 紙調査89.7% Web調査 9.1% 

※１回目調査のWeb調査については，当初９日間連続AD

調査を実施した．以降の分析においては，９日分のデー

タを平均化し，４日分のデータを利用する形式を取った． 

今回の調査では，全体的には調査区域の住民の多くに

協力していただくことができた．しかし，Web調査では

協力が得られず参加者が極めて少ない．Wave2完了後に

被験者に聞き取り調査を行ったところ，PCや携帯電話と

いったアクセス手段を保有しているが，Web調査が複雑

で面倒であり，紙調査の方が楽であるという指摘が多か

った． 

 

３３３３．．．．調査結果調査結果調査結果調査結果 

 

（１）被験者に関するデータ 

 今回の調査に協力していただいた被験者の属性につい

てまとめる． 

a）被験者年齢層と性別割合 
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図２．被験者の年齢層（n=41） 

 

５０代以上の被験者が過半数を占める．先述の通り，

調査区域に高齢者層がもともと多かった点や，若年層か

ら協力を得られなかった点が原因としてあげられる．被

験者の男女比は，Wave2の非回答者が男女にほぼ均等に

出たため，Wave2終了時でも男女がほぼ同数である． 

b）１日あたりのトリップ数と移動手段 
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図３．年齢層別に見た被験者の交通手段利用状況 

 

 図３では，被験者の交通手段利用状況とトリップ数の

平均を年齢層別にまとめたものである．このうち，20代

と30代については，サンプル数が少ないため的確に表し

ているとは言えないものの，全体的に自動車の利用が全

年齢層で多い．また，４０代から５０代の被験者は総じ

て外出が多いものの，６０代の被験者になると外出回数

が減少した． 

 

（２）被験者のライフスタイル分類 

 今回，被験者の意識と行動を調査・分析するにあたっ



て，「被験者のライフスタイル」と行動の間に何らかの

関係がないかどうかを検討する．そこで，ライフスタイ

ルの一つの尺度として，「Japan New Way of Style調査

（以下JNWS調査）」2)における簡易的な分類法をもとに，

被験者のライフスタイルを分類化することを試み，Wave

1とWave2のデータを合算して分布割合をグラフにすると，

図４のようになった．
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図４．JNWS調査の類型による被験者分布（n=112） 

 

ライフスタイルは，以下の７種類に分けられる． 

ⅰ）脱伝統家庭型 

ⅱ）人生享受型 

ⅲ）消極無志向型 

ⅳ）自己充足型 

ⅴ）伝統出世型 

ⅵ）エグゼクティブ型 

ⅶ）都会派プロフェッショナル型 

今回の被験者は４０代から５０代の被験者が多いため，

エグゼクティブ型に集中する傾向が強い．このグループ

は社会的成功を収めようとするグループであるとされて

いるため，このグループに情報提供を行う場合，環境意

識の向上や公共交通を多用することが，社会に対する貢

献や周囲の名声を向上させるという点を重点的に明示で

きれば，より効果が高まると考えられる． 

 

（３）環境について 

 また，本調査では環境に関する設問として，環境省総

合環境政策局による「環境にやさしいライフスタイル実

態調査」3)より抜粋した設問および被験者の環境意識や

交通問題解決のための交通施策に関する意識などを，選

択式の調査形式で調査を行った．設問を以下に示す． 

ⅰ）環境的ライフスタイルについて 

・環境保護活動を行うのは私たちに課せられた義務だと思う 

・大量廃棄・大量消費の生活様式を改めリユース・リサイクル

の促進をするべきだ 

・自分の日常生活は，環境を悪化させる要因の一つだと思う 

・環境問題について何が正しい情報か分からない 

・環境に関する情報を様々な媒体でもっと提供して欲しい 

・環境問題は私自身に影響があるとは思えない 

・環境保全に関する行動に積極的に参加したい 

・個人の行動がどの程度環境保全に役立つのか分からない 

・環境保全を行うことにより，社会全体が豊かになると思う 

・商品を購入するときには，多少高くても環境に配慮したも

のを購入したい 

・便利な生活のためなら，自然環境をある程度改変すること

はやむを得ないと思う 

ⅱ）環境に関する関心についての設問（２項目）および

環境に悪影響を及ぼすと思う問題 

ⅲ）環境保護のために行っている行動 

ⅳ）二酸化炭素排出源である自動車の利用に関する認識

および排出量削減のために行っていること 

ⅴ）環境問題解決のため交通施策に協力する（４項目） 

ⅵ）現在の交通網に関する意識および身の回りの交通の

状況を正しく把握しているか 

 

４４４４．．．．意識調査意識調査意識調査意識調査とととと態度態度態度態度・・・・行動変化行動変化行動変化行動変化のののの分析分析分析分析    

 

１）環境意識と情報提供の関係 

 本項では，環境意識調査の結果が情報提供の前後でど

のように変化しているのかについて測定するために，特

に環境意識と交通施策に対する協力度を尺度として，Wa

ve1・Wave2のデータそれぞれに対して因子分析およびク

ラスター分析によって分析を行った．その結果，Wave1

のデータにおいては３つ，Wave2のデータにおいては４

つの因子が抽出された．それぞれの主要な因子について

は，表１にまとめた． 

 

表１．因子分析における因子負荷量の大きい要素 

Wave1 

環境保全活動に参加したい 
因子１ 

多少高価でも環境に優しい商品を購入 

因子２ 自分の生活は環境悪化要因である 

因子３ 生活変化，経済的負担がない施策なら協力 

Wave2 

環境に関する情報をもっと提供して欲しい 
因子１ 

環境保全に関する活動に参加したい 

環境問題は私に影響があるとは思えない 
因子２ 

個人の環境保護活動の効果が分からない 

因子３ 生活変化や経済的負担があっても施策協力 

因子４ 環境の正しい情報が分からない （負の因子） 

 因子分析によって抽出された因子を元に，活動指標と

比較して，情報提供群と情報非提供群との関連を比較す

るべく，因子得点と活動指標を相関分析した．なお，今

回用いた活動指標は，CO2排出量を採用している．これ

は，移動時間と異なり，車種（自家用車かトラックかな

ど）や公共交通と自家用車の比較において，重みづけを



した評価が可能であるためである． 

 相関分析の結果は，相関係数が軒並み低く，ほとんど

相関がなかった．ある程度の相関が見られた項目は以下

の通りである． 

・Wave2における因子５－CO2排出量 

・情報提供群のWave2における因子５－CO2排出量 

・情報非提供群のWave2における因子２－CO2排出量 

情報提供群においては，「正しい情報が分からない

（負の因子）」とゆるやかな正の相関(r=0.566)があり，

情報非提供群では環境保護に対して消極的な因子と正の

相関(r=0.601)があるといえる．すなわち，情報提供群

では正しい情報が提供されたと強く意識する被験者群は，

そのままCO2排出量を減少させているといえる． 

 

２）JNWS調査の結果と行動調査結果の関係 

続いて，３．(2)節で取り上げたJNWS調査におけるラ

イフスタイル分類のための設問の回答状況と，Wave1・

Wave2間の情報提供前後における被験者の自動車及び公

共交通（バス・電車）の利用量の増減について因子分析

を行い，各被験者の因子得点を元にクラスター分析によ

ってセグメント化を行った．まず，自動車利用の増減に

ついてセグメント化を行った結果を表２に，公共交通利

用の増減についてセグメント化を行った結果を表３に示

す． 

 

表２．情報提供と自動車利用の増減 

情報提供群 情報非提供群 
自動車 

G1 G2 G3 G4 G1 G2 G3 G4 

利用増 3 1 3 0 1 0 3 2 

利用減 4 2 6 1 3 1 2 3 

無変化 1 0 0 0 3 0 3 1 

そして各セグメントで，JNWS調査において対象者を分類

するための８つの設問の回答状況を確認したところ，セ

グメント内の被験者が全員同一の回答をしていた項目が

見られた．被験者の回答状況を以下にまとめる． 

＜グループの特徴＞ 

G1:熱中・ブランド志向が○ 気ままに楽しく× 

G2:熱中・気ままに楽しく・ブランド志向・伝統○  

世間の目を気にしない× 

G3:世間の目を気にしない○ ブランド志向・伝統× 

G4:ブランド志向○ 熱中× 

 このことから，ブランド志向や伝統に関する意識が低

い被験者群は，情報提供によって比較的容易に行動を変

化させる可能性がある．このほか，JNWS調査の設問では

「努力」に関する設問と「自分より他人のことを考え

る」という設問が存在したが，今回のセグメント分けに

は影響を与えないことが分かった． 

 

表３．情報提供と公共交通利用の増減 

情報提供群 情報非提供群 
公共交通 

G1 G2 G3 G4 G1 G2 G3 G4 

利用増 1 1 0 0 0 0 0 1 

利用減 2 1 3 0 0 0 2 0 

無変化 5 1 6 1 8 1 6 5 

こちらも同様に，セグメント内の被験者が全員同一の

回答をしていた項目をまとめる． 

＜グループの特徴＞ 

G1:気ままに楽しく・伝統○ ブランド志向× 

G2:気ままに楽しく・ブランド志向・伝統 

世間の目を気にしない・ファッション重視○ 

G3:世間の目を気にしない○ ブランド志向・伝統× 

G4:ブランド志向○ 気ままに楽しく× 

考察として，G3グループは公共交通において利用増を

計る意識が極めて低い点が上げられる．このグループの

特徴をみると，ブランド志向や伝統といった「比較的周

囲から評価されるもの」に対する意識が低く，その結果

「世間の目を気にしない」としていると思われる．反面，

同様に「世間の目を気にしない」が，ブランド嗜好や伝

統に関する意識が高いG2では，特に公共交通に関する意

識が低いとは言えない．また，「世間の目を気にしな

い」と考える被験者層は，自動車利用においては情報提

供によって自動車利用量が減少する傾向にあることが示

唆されている．すなわち，自動車利用の減少を招くよう

な要素が，必ずしも「社会に対してより好ましい状況に

導く要素」であるとはいえないことがわかる． 

 

５５５５．．．．おわりにおわりにおわりにおわりに    

 今回の調査より，被験者が「正しい情報」を得ることに

よって，より社会的に好ましい方向へと行動を変化させる

ことが明らかになった．TFPの実施時には，対象者に正しい

情報だと知覚させるような情報提供のあり方を検討するこ

とが今後の課題であるといえる． 
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