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1 背景と目的 

観光地の主要な交通問題である駐車場待ち行列や

空き駐車場を探すうろつき交通が顕在化している中

で、それに対するTDM（交通需要管理）1）施策として、

駐車場を予約制にすることにより、一時的に集中す

る需要を分散・カットする駐車場予約システムが有

望視されてきた。 

その中で、2001・2002年度に世界遺産白川郷2）3）、

2002年度に湯布院4）において駐車場予約システムを

用いた実験が行われてきた。その結果、駐車場予約

システムの受容性は高いことが確認された。しかし、

現在駐車場予約システムが実稼動している地域は空

港周辺に偏っており、観光地における適用事例はあ

まり多くはない。 

また、一般的なTDMの目標は、交通の円滑化・生活

環境の保全であるが、観光地においては来訪者の

カット・制限するという「管理」的な発想には矛盾

があるように感じられる。そこで本研究では、TDMの

考え方からの視点の転換を図り、世界遺産白川郷を

事例に、観光客の満足度の最大化を目標とする「TDO

（Transportation Demand Omotenashi）5）6）」を取り

入れることとした。 

対象地区である白川郷は、1995年に世界文化遺産

に登録されて以来、訪れる観光客数が年間100万人を

超える観光地となっており、それにより観光ピーク

時期に過剰なまでの自動車が集中して交通問題が顕

在化している。さらに2008年には東海北陸自動車道

が、全線開通し観光行動の変化が想定されている。

これらの問題意識のもと、2004年度から地元主導で

荻町地区（世界遺産地区）の進入禁止規制の実験も

開始されているが、進入規制の単独実施だけでは溢

れた駐車需要を解決できないなどの課題もある。 

そこで本研究では、世界遺産白川郷におけるより

良い交通システムとして駐車場予約優先システムの

実験的導入を行い、以下の3点について検証・把握し

た。①過去の実験の成果を踏まえ、駐車場予約優先

システムの可動性及び課題を把握する。②駐車場予

約優先システムの効果及び受容性を把握する。③観

光客の満足度の最大化を目標とするTDO的交通システ

ムを検討する。 

 

2 2006年度白川郷における 

駐車場予約優先システム社会実験 

(1) 駐車場予約優先システム社会実験の概要 

a） 駐車場予約優先システム 
白川郷の既存のせせらぎ公園駐車場を予約優先駐

車場とした。駐車場の予約者は混雑の有無に関わら

ず優先的に駐車することができ、一方で駐車場の未

予約者は混雑していなければ、未予約者用駐車区画

に駐車することができるが、混雑している場合は駐

車場が空くまで待つこととした。 

予約・未予約車用の駐車区画については、せせら

ぎ公園駐車場の181台分の区画の内51台分を「予約用

駐車区画」と残りの130台分を「未予約用駐車区画」

の２つの駐車区画に分類した（表 1）。 
表 1 駐車場の役割 

駐車場名 内容

・予約用駐車区画　：51台
・料金：500円（現在の駐車料金と同じ）
・未予約用駐車区画：130台程度

・料金：500円
・バス駐車場マス　：14台
・料金3,000円

せせらぎ公園

駐車場
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駐車料金については予約･未予約に関係なく、現況

の駐車料金の500円とした。また予約者・未予約者に

対して、今回の実験や観光行動・満足度に関するア

ンケート調査も実施した。 

また駐車場の予約は1時間ごとの時間帯制とした。

例えば、10時台の予約とは10:00-10:59の間に駐車場

に入庫してもらい、予約時間帯に入庫しなければ無

効とするものとした。 

 

b） 実験日時と実施主体 
実験は2006年11月19日（日）の8時～17時（せせら

ぎ公園駐車場の稼働時間）に白川村、世界遺産白川

郷合掌造り保存財団、国土交通省高山国道事務所の

協力の下、埼玉大学設計計画研究室が実施した。ま

た、同日には地元主導の荻町地区（世界遺産地区）

への観光車両進入規制も9時～16時に実施された。 

 

c） 予約の方法（事前予約と当日予約） 
予約の方法としては、インターネット（PC・携

帯）と電話による「事前予約」と、実験当日に4箇所

のSA（小矢部川SA、長良川SA）・道の駅（道の駅白

川郷、道の駅桜の郷荘川）に仮設した予約デスクに

おいて、係員が予約用駐車区画を確認して予約を行

う「当日予約」と準備した（表 2）。 

予約デスクとは、当日、現地に到着するまで予約

優先駐車場であることを知らない観光客を対象とし、

上述の4箇所のSA・道の駅に実験当日のみに設置した

駐車場の予約を行える場所である（写真 1）。 
表 2 予約の種類別の予約方法と決算･発券方法 

事前予約

インターネット事前予約 電話事前予約

予約方法
WEBブラウザを使って
インターネット上で仮予約をとる

電話を使ってオペレータとの
通話によって仮予約をとる

予約ブースにて直接予約
（小矢部川SA、道の駅白川郷、
道の駅桜の郷荘川、長良川SA）

決済方法
・

発券方法

・銀行振込確認後にチケット郵送
・セブンイレブンで決済・発券

・銀行振込確認後にチケット郵送 ・予約デスクで直接決済・発券

当日予約予約の種類

 

 

 

写真 1 実験当時の予約デスクの様子 

 

(2) 実験結果 

a） 事前予約（インターネット及び電話予約）の結果 
インターネットによる予約（仮予約）は3件であっ

たが、実際に決済・発券を行い、予約を完了した件

数は0件という結果となった。また電話による事前予

約は0件という結果となった。この原因として実験に

関する周知・宣伝等が十二分でなかったことが考え

られる。 

 

b） 当日予約（予約デスクでの予約）の結果 
予約デスクにおける当日予約については、オンラ

インでの予約が可能であり、当日の駐車場の空き状

況に応じて予約が実施できることが確認された。当

日の予約件数は71件という結果となり、予約時間の

確認から決済及び発券までの一連の予約手続き作業

の平均時間は約1分程度であった。また、せせらぎ公

園駐車場における予約車用駐車区画は10時から15時

ごろまで、満車状態であった（写真 2）。 

 

 

写真 2 実験時の予約者用駐車区画の様子 

 

3 意識調査分析 

(1) アンケートの配布・回収状況 

通常の観光時期である2006年10月9日（月）に実施

した事前アンケート調査と、2006年11月19日（日）

の駐車場予約優先システム社会実験時に実施した予

約者用及び未予約者用アンケートの総配布数と総回

収数について以下に示す（表 3）。 

表 3 アンケートの配布・回収状況 

 実施日 11月19日（日） 10月9日（日）

種類 予約用アンケート 未予約用アンケート 事前アンケート

総配布数
A（=B+C） 165 679 741

駐車場配布数
B 156 679 741

回答ブース配布数
C 9 0 ―

総回収数
D（=E+F） 75 181 193

回答ブース（当日）回収数
E 57 140 18

郵送回収数
F 18 41 175

回収率
G＝D/A×100 45.5 26.7 26.0  

 

 

 



 

 

(2) 事前予約の認知度と利用意思 

予約デスクにて、せせらぎ公園駐車場を予約した

人に対して、事前予約の認知度を確認した結果、9割

以上の人が「知らなかった」と回答していることが

確認された（図 1）。事前予約を知らなかった人の

内、インターネットまたは電話による事前予約を利

用したいと回答した人が合わせて、7割近くいること

が確認された（図 2）。 

事前予約の認知度（11月19日：実験時の予約者）

41 4

知らなかった 知っていた

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

凡例

予約者
n45

 
図 1 事前予約（WEB及び電話予約）の認知度 

「事前予約を知らなかった」方が事前予約を
知っていた場合の利用意思（11月19日：実験時）

20 7 14

インターネット
事前予約

電話
事前予約

事前予約を
利用しなかった

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

凡例

予約者
n=41

 
図 2 事前予約を知っていた場合の利用意思 

 

(3) 駐車場予約システムの利用した理由 

せせらぎ公園駐車場を予約した理由として、「駐

車場が混んでも待たずに駐車できる」という回答が5

割以上、「予約することで安心できると思った」と

回答した人が4割近くいることが確認された（図 3）。 

駐車場を予約した理由

（11月19日：実験時の予約者）

39 28 4 3

駐車場の混雑に

関係なく、待たず

に駐車できると

思ったから

予約することで、

安心できると思っ

たから

なんとなく その他

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

凡例

予約者

n=74

 
図 3 駐車場予約優先システムの利用した理由 

 

(4) 予約手続きと予約者の精神的な負担 

駐車場の予約者に対して予約手続きについて確認

したところ、６割近くが「簡単だった」と回答して

いる（図 4）。 

さらに７割以上の予約者が「予約したことにより、

当日安心して行動することができた」という意見も

確認されており（図 5）、駐車場予約優先システム

の手続き的な負担・精神的な負担は少なかったこと

が確認された。 

駐車場を予約した際の手続きについて
（11月19日：実験時）

44 7 20 4

簡単だと思った 面倒だと思った
特に何も

思わなかった
その他

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

凡例

予約者
n=75

 

図 4 予約手続きの負担 

駐車場を予約したことにより、気持ちに影響を与えたかどうか
（11月19日：実験時の予約者）

53 6 15 1

予約したことで、
当日は安心して
行動することが
できた

予約したことで、
気持ちの負担
となった

特に、気持ちに
影響を
与えなかった

その他

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

凡例

予約者
n=75

 
図 5 予約者への精神的な負担 

 

(5) 駐車場予約優先システムの施策評価 

世界遺産地区内への乗用車・観光バスの進入制限

と白川郷周辺の駐車場に予約制を同時に実施した場

合の評価の肯定的意見については、実験の体験者

（予約・未予約）と通常時回答者に統計的な差があ

ることが確認された（図 6）。また予約者と未予約

者の間にも統計的な差があることが確認された。こ

のことより駐車場予約優先システム社会実験の効果

があったことが確認された。 

 世界遺産地区内への乗用車・観光バスの進入制限と、

白川郷周辺の駐車場に予約制の実施に対する評価

（10月9日：通常時、11月19日：実験時）
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図 6 駐車場予約優先システムと進入制限の評価 

 

(6) 駐車場予約優先システムの本格導入の評価 

さらに、駐車場予約優先システムの本格導入につ

いて確認したところ、駐車場予約優先システムの施

策評価と同様の傾向が確認され、通常時・実験時の

駐車場の未予約者・予約者の順に受容性が高くなる

傾向も確認された（図 7）。 



 

 

 駐車場予約優先システムの本格導入に対する評価

（10月9日：通常時、11月19日：実験時）
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図 7 駐車場予約優先システムの本格導入の評価 

 

4 満足度に関するモデルの構築 

本研究では、観光客の満足度の最大化を目標とす

るTDO的交通システムを検討することを目的として、

その一つとして駐車場予約優先システムを挙げてお

り、効果・受容性については確認された。そこで、

満足度を目的変数とする非集計行動モデルを構築し

て、満足度を向上させる要因を検証・把握した。 

「満足した」と回答する要因として、有意水準α

=10％(0.1)で検定した結果、｢進入制限と駐車場予約

優先システムの施策評価が肯定的である｣・｢進入制

限のみの施策評価が肯定的である｣・｢次回の来訪意

志がある｣という意見が正の相関があることが確認さ

れた（表 4）。上述のモデルの結果より駐車場予約

優先システムだけでなく、進入制限を合わせる施策

が満足度の向上に繋がることが確認された。 
表 4 満足度モデルのパラメーター推定結果 

 No 説明変数 係数 t値 P値

1 予約者であるかどうか 0.2090 0.2339 [.815]
2 通常時（事前調査）の回答者であるかどうか -0.8973 -1.4565 [.145]
3 進入制限と予約優先の施策評価 1.0927 1.9145 [.056]
4 予約優先の施策評価 -0.1017 -0.1637 [.870]
5 進入制限の施策評価 0.9597 1.7749 [.076]
6 駐車場予約優先システムの本格導入の評価 -0.6230 -1.2372 [.216]
7 立ち寄り案内サービス１ 0.2101 0.4375 [.662]
8 立ち寄り案内サービス２ -0.2949 -0.6392 [.523]
9 来訪回数 -0.2227 -1.4116 [.158]
10 次回の来訪意志 2.4874 5.1311 [.000]
11 事前の情報収集 -0.3558 -0.6348 [.526]
12 出発前の交通混雑の予測 -0.5421 -1.2446 [.213]
13 実際の白川郷周辺の交通混雑 -0.1977 -0.3582 [.720]
14 実際のせせらぎ公園付近の交通混雑 0.0454 0.0802 [.936]
15 性別 0.7009 1.6022 [.109]
16 年齢 -0.1093 -0.6971 [.486]
17 誰と来たか -18.4308 -0.0014 [.999]
18 定数項 -20.2211 -0.0015 [.999]

サンプル数 382

尤度比 0.272

的中率 0.107  

 

5 まとめと今後の課題 

駐車場予約優先システムのオンラインでの可動性

は当日予約のみ確認されたが、事前予約に関して、

オンラインの予約・決済・発券は確認されなかった

ことを受け、本年度は1日のみの実験であっが、観光

ピーク時期における連続的なシステムの可動性を確

認する必要がある。 

意識調査結果より、駐車場予約の手続き的負担や

精神的な負担は少ないことが確認された。さらに村

主体で実施している荻町地区（世界遺産地区内）へ

の進入制限と合わせることによる駐車場予約優先シ

ステムの評価は非常に高く、駐車場予約優先システ

ム社会実験の効果も確認された。また、本格導入に

向けての受容性も高いことが確認されたが、駐車料

金や予約者に対するせせらぎ公園駐車場までの経

路・観光施設等の情報提供に関する検討事項も残さ

れた。 

一方で、満足度を最大化にするTDO交通システムと

して、駐車場予約優先システムと進入制限の複合的

施策が有効であることも示唆された。 
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感謝の念を表する次第である。 
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