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本研究は，地方都市において健康を動機づけとした自転車・徒歩通勤の推奨社会実験を実施し，その効

果を分析したものである．社会実験により健康情報の提供は，比較的年齢層の高い従業者の積極的な自転

車・徒歩通勤への参加を促すことが明らかとなった．実験中の通勤行動を今後も継続すると仮定すると，

高血圧症や2型糖尿病等の生活習慣病発症リスクを約15%削減できる可能性が示唆された．しかしながら，

通勤手段を自転車や徒歩等活動的な手段に転換したにもかかわらず，活動時間の不足や実施回数の不足に

より，十分な健康効果が期待できない従業者が38%おり，適正な転換手法の指導や，頻繁な自転車・徒歩

通勤の実施が困難な長距離通勤者に対するフォローの必要性が明らかとなった． 
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1. はじめに 

 

過度に自動車に依存した人々の行動を地球環境問題や

交通渋滞緩和のために個人的にも社会的にもより望まし

い方向へ自発的な行動変容を促す施策として，近年モビ

リティ・マネジメント1)(以下，MMと略す)が注目され

各地で実施されている2),3)．現在まで各所で実施された

MMを概観すると，自動車利用による地球環境への影響

や渋滞解消を，行動変容実施のための主たる動機づけと

するケースがほとんどである．これら，地球環境への影

響や渋滞解消を動機づけとしたMMは，比較的公共交通

の整った都心部では効果が期待できるものの，公共交通

が未発達な地方都市では，大きな効果が得られない場合

がある4)．一方我が国は近年，食生活・運動習慣等の生

活習慣の変化や高齢化の進展に伴い，糖尿病等の生活習

慣病が増加してきている．厚生労働省「国民健康・栄養

調査報告」によると，生活習慣病の中でも特に深刻な増

加傾向にある糖尿病の有病者とその予備群は，成人男性

の30.3%，女性の25.3%に上ると報告されている5)．この

生活習慣病増加の要因の一つが，自動車利用の増加によ

る日常生活での運動量の低下と言われている6)．このよ

うな背景から我が国における健康意識の高まりは，顕著

なものがあり，健康を促進したいという個人的な動機付

けに働きかけるMMは，大きな可能性を秘めていると考

える．健康を動機づけとしたMMは，少数ながら報告が

あるが，これまで報告されているMMは，歩行量の増加

を目的としたものであり，比較的公共交通の利便性の良

い環境で実験されている．本研究は，公共交通が未発達

な地方都市において通勤時の自動車利用抑制を目的とし

て健康を動機づけとしたMMを実施している．実験結果

から，地方都市における健康情報の提供が自転車・徒歩

通勤に及ぼす影響を分析する．  

 

 

2. 実験概要 

 

徳島市郊外において，健康を動機づけとした自転車・

徒歩通勤推進社会実験を実施した．表-1に実験概要を示
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す．本実験は，徳島市内の特定工業団地に立地する9事

業所が合同で実施している．実験は，事前登録制として 

おり，社会実験開始の1ヶ月前に自転車・徒歩通勤によ

る健康効果を示したチラシ(図-1)を従業者に配布し，社

会実験の参加者を募集している．実験の母体である徳島

県は，特に糖尿病等の生活習慣病者数が非常に高い県で

あるため，自転車や徒歩で通勤することによる生活習慣

病予防効果を大きくPRしたチラシとしている．募集の

結果，実験に参画した事業所の全従業者数2567名のうち，

136名に実験への同意いただいた．参加率は，全従業者

の5%である．実験に先立ち参加者には，できる範囲で

自転車・徒歩通勤を実施いただくよう依頼している．自

転車・徒歩通勤を実施した日には，別途配布した記録用

紙(図-2)に○印を記入いただくこととし，通勤行動以外

の実験負担をできる限り軽減する配慮をしている．また，

記録用紙の裏面に消費エネルギーの早見票を添付してい

る．希望者には，移動による消費カロリーとCO2排出削

減量が測定できる携帯端末も配布する等，参加者が実験

期間中，自転車や徒歩での移動による健康効果を常に意

識できるように配慮して社会実験を実施している．  

 

 

3. 健康情報の提供効果分析 

 

(1) 実験参加者に健康情報が及ぼす効果の分析 

今回の社会実験は，実験を機に自転車・徒歩通勤を実施

する従業者のみでなく，普段から自転車・徒歩通勤を実

施している従業者にも実施状況を把握するために実験に

参加いただいている．図-4は，社会実験参加者の実験以

前の自転車・徒歩通勤実施状況である．社会実験を行う

前から自転車・徒歩通勤を実施している従業者は 48%で

あり，以前実施したことがあるが社会実験時点で自転

車・徒歩通勤を実施していなかった従業者が 35%，残り

17%が今回初めて自転車・徒歩通勤を実施する従業者で

ある．日頃から実施していると回答した従業者は，今回

の社会実験が意図する健康情報の提供以外の要因によっ

て自転車・徒歩通勤を実施しているものと想定される．

よって以降の分析は，日頃から自転車・徒歩通勤を実施

している従業者を「日常実施者」，それ以外の従業者を

「施策による手段転換者」(表- 2)として両者を比較する

ことにより，健康情報の提供効果を明らかにする．図-5

に，年代別にみた参加人数を示す．年代が上がるにつれ

て，社会実験への参加人数は増加している．特に，施策

による手段転換者は，29歳未満が 14人中 4名(28%)であ

るのに対し，50歳以上では 45人中 28名(62%)と年代に

よって顕著な増加が見られる．この結果は，健康情報の

提供は，健康への関心が高い比較的高年齢層に対する自

表-1    実験概要 

項目 内容

実験期間 2011年10月3日～10月31日

対象者 徳島市　特定工業団地従業者

調査方法 記録用紙による記録
 

でも、それが 

生活習慣病生活習慣病生活習慣病生活習慣病のリスクをあげているのリスクをあげているのリスクをあげているのリスクをあげている！！ 

 徳島県は、糖尿病死亡者数ワースト 1 

低炭素交通社会実験低炭素交通社会実験低炭素交通社会実験低炭素交通社会実験にごにごにごにご協力協力協力協力くださいくださいくださいください    PART1PART1PART1PART1    

 

 

 

 

 

      

  

  

 

 

                

    

    

    

    

    

    

    

     

   

 

     

 

 

 

 

  

 

移動はいつも車。 

ドア to ドアの生活は

とーっても便利 

・・・・有効な有酸素運動であり、健康健康健康健康にににに良良良良いいいい。。。。    

・・・・ダイエットダイエットダイエットダイエットや持久力の向上、ストレスストレスストレスストレス解消解消解消解消にも効果がある。    

・・・・朝の適度な運動はその後の業務業務業務業務にもにもにもにも好影響好影響好影響好影響をもたらす。    

・・・・COCOCOCO2222 排出量排出量排出量排出量をををを削減削減削減削減できる。                といいことずくめいいことずくめいいことずくめいいことずくめです。    

この機会に自転車通勤にチャレンジしたい方を

優先させていただきます。期間中は消費カロリー

の計測を忘れずに行ってください。それ以外は 

自由にご利用ください（通話は不可）。 

 

消費消費消費消費カロリーカロリーカロリーカロリーがががが計測計測計測計測できるできるできるできるアプリケーション搭載    

ご協力いただける方に 

 

(先着 35 名) 

人が 1111 日日日日にににに排出排出排出排出するするするするＣＯＣＯＣＯＣＯ2222 は     平均平均平均平均 6 kg6 kg6 kg6 kg    

はじめてみませんかはじめてみませんかはじめてみませんかはじめてみませんか？？？？    

自転車自転車自転車自転車 orororor 徒歩通勤徒歩通勤徒歩通勤徒歩通勤    

そこで 

自転車自転車自転車自転車 orororor 徒歩通勤徒歩通勤徒歩通勤徒歩通勤のすすめのすすめのすすめのすすめ    

    健康健康健康健康のためにのためにのためにのために    自転車自転車自転車自転車 orororor 徒歩徒歩徒歩徒歩でででで通勤通勤通勤通勤しようしようしようしよう    

今回今回今回今回のテーマはのテーマはのテーマはのテーマは    

iPhoneiPhoneiPhoneiPhone 無料無料無料無料レンタルレンタルレンタルレンタル致致致致しますしますしますします!!!!!!!!  

レンタル期間は１ヶ月間です。期間終了後は、回収致します。 

 

おおおお 持持持持ちのちのちのちの 方方方方 にはにはにはには，，，， 通信費通信費通信費通信費 としてとしてとしてとして

2,0002,0002,0002,000 円円円円分分分分をををを補助補助補助補助 (先着 30 名) 

４０～７４歳のメタボリックシンドロームもしくはメタボリックシンドロームもしくはメタボリックシンドロームもしくはメタボリックシンドロームもしくは予備軍予備軍予備軍予備軍    

男性・・・2222 人人人人にににに 1111 人人人人 

女性・・・5555 人人人人にににに 1111 人人人人    

自動車に乗るとガソリンガソリンガソリンガソリン 1111ℓℓℓℓあたりあたりあたりあたり        2.3 kg2.3 kg2.3 kg2.3 kg 

自動車をちょっと控えるだけで CO2 が大幅に 

削減できるのです。 

毎日ちょこちょこ体を動かすこと、 

普段の生活の中でやっているようなことを積み重

ねることが非常に大事です。 

メタボメタボメタボメタボ予防予防予防予防にはにはにはには 

環境環境環境環境のためにものためにものためにものためにも 

 

図-1 募集チラシ 

体重 消費カロリー 食品例

40kg 950kcal

60kg 1400kcal

80kg 1900kcal

徒歩徒歩徒歩徒歩 （（（（通勤相当通勤相当通勤相当通勤相当(81(81(81(81ｍｍｍｍ////分分分分))))でででで1111時間歩時間歩時間歩時間歩いたいたいたいた場合場合場合場合））））

うどん 1杯

カルビ １人前

食パン 1枚

体重 消費カロリー 食品例

40kg 200kcal

60kg 300kcal

80kg 400kcal

自転車自転車自転車自転車 （（（（時速時速時速時速15km15km15km15kmでででで1111時間乗時間乗時間乗時間乗ったったったった場合場合場合場合））））

ごはん 中茶碗
1杯 120ｇ

チーズバーガー
1個

板チョコ 1枚

２４０kcal

１６０kcal

32０kcal

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

通勤距離

ｋｍ

月 水 木 金 土 日火

自転車自転車自転車自転車はははは ○○○○

徒歩徒歩徒歩徒歩はははは ◎◎◎◎

出勤出勤出勤出勤はここにはここにはここにはここに

退勤退勤退勤退勤はこっちにはこっちにはこっちにはこっちに ◎
○

出勤出勤出勤出勤 退勤退勤退勤退勤

出勤出勤出勤出勤

出勤出勤出勤出勤

出勤出勤出勤出勤

出勤出勤出勤出勤

退勤退勤退勤退勤

退勤退勤退勤退勤

退勤退勤退勤退勤

退勤退勤退勤退勤

お名前

 
図-2 記録用紙 

00000000::::37373737::::21212121

149149149149....5555

1693169316931693

 

図-3 サポートツール 



 

3 

 

転車・徒歩通勤の促進に効果が高いことを示唆している．

また，通勤距離別に実施状況を比較すると(図- 6)，日常

実施者の通勤距離は，短距離通勤者に集中しており，

4km未満の実施者が最も多い．従業者の居住地分布から，

従業者に対する参加者の比率を合わせて示すと，日常実

施者の参加比率は，通勤距離が長くなるに従い指数的に

減少していることが分かる．一方，施策による手段転換

者は 4～8km が最も多く，参加比率は日常実施者に比べ

通勤距離に対して緩やかな減少となっている．表- 3の平

均通勤距離は，日常実施者が 5.9kmであるのに対し，施

策による手段転換者の平均通勤距離は 6.9kmと 1km長く，

統計的にも有意な増加であることが確認された．以上の

結果より，健康情報の提供は，長距離通勤者の自転車・

徒歩通勤に対する積極的な参加を誘発している． 

 

(2) 実施回数に健康情報が及ぼす効果の分析 

 次に社会実験期間における，自転車・徒歩通勤の実施

回数を分析する．社会実験への参加者が，実験期間中自

転車・徒歩通勤を実施する回数は，個人の裁量に任せて

いる．そこで，日頃から実施している従業者と，施策に

より手段を転換した従業者間で，実施回数にどのような

違いがあるかを比較する．表- 4に，グループごとの自転

車・徒歩通勤平均実施回数を示す．日常実施者が，平日

稼働日20日中に平均14.5日の自転車・徒歩通勤を実施し

ているのに対し，施策による実施者は，平均9.4日と日

常実施者の6割程度の実施回数となっている．さらに， 

図- 7に実施回数ごとの分布を示すと，日常実施者の分布

は，17～20日のほぼ毎日を実施している従業者が多く，

実施回数に対して左下がりの分布となっている．一方，

施策による手段転換者の実施回数は，全稼働日の半分程

度実施する従業者が最も多く，17日以上実施した従業者

は，日常実施者の15%であった．図- 8は，通勤距離別に

見た自転車・徒歩通勤の平均実施回数である．日常実施

者，施策による手段転換者とも通勤距離が長くなるに従

って平均実施回数にも減少が見られる．両者を直線近似

したところ， 

日常実施者： 

8.177.1 +−= xy                                     (1a) 

日頃から日頃から日頃から日頃から

実施してい実施してい実施してい実施してい

るるるる

48%以前実施以前実施以前実施以前実施

したことがしたことがしたことがしたことが

あるあるあるある

35%

今回今回今回今回

初めて実初めて実初めて実初めて実

施する施する施する施する

17%

N=136

 

図-4 日頃からの実施状況 

 

表- 2 施策による分類 

項目 内容

日常実施者 日頃から自転車徒歩通勤を実施している

以前実施したことがあるが現在実施していない

今回初めて実施する
施策による手段転換者
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人
数

人
数

人
数

人
数

( 人人 人人
)

年代年代年代年代

施策による手段転換者

日常実施者
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図-5 年代別実施状況 

0%

5%

10%

0

10

20

30

40

50

4km未満 ～8km ～12km ～16km 16km以上

比比 比比
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数
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数

( 人
）

人
）

人
）

人
）

通勤距離通勤距離通勤距離通勤距離

日常実施者

施策による手段転換者

日常実施者-比率

施策による手段転換者-比率

N=136  

図- 6 通勤距離別実施状況 

 

表- 3  平均通勤距離 

項目 平均通勤距離(km)

日常実施者 5.9

施策による実施者 6.9
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施策による手段転換者： 

5.123.1 +−= xy                                     (1b) 

となり，両者を比較すると，日常実施者の方が，施策に

よる実施者に比べて切片が大きく，通勤距離が短い従業

者は実施回数が多いが，通勤距離が長くなるにつれて，

実施回数も大きく減少していることが分かる．このよう

に，健康情報の提供による自転車・徒歩通勤の推進は，

実施回数にも日常実施者と異なる特徴があることが分か

った． 

4. 健康推進効果の予測 

 

 ここまでの分析から，以下のことが明らかとなった． 

・「個人の健康」を動機づけとしたモビリティ・マネ

ジメントは，比較的年齢の高い従業者の自転車・徒

歩通勤を推進する． 

・自転車・徒歩通勤者は，距離が長くなるに従って減

少する．ただし，健康施策以外で実施する従業者は

距離に対して指数関数的現象をするのに対し，健康

情報の提供により参加した従業者では，緩やかな減

少を示す． 

・申請者が自転車・徒歩通勤を実施する回数は，日頃

の実施状況や通勤距離によって異なる．平均実施回

数は，日常実施者の方が多く，施策による手段転換

者の実施回数は，日常実施者の6割程度である． 

 

(1) 実験参加者の生活習慣病発症リスク 

以上の結果を踏まえ，ここでは，自転車・徒歩通勤の

推進したことによる健康促進効果を推計する．健康効果

は短期の運動では得られないため，以降の分析は，実験

参加者が今後も継続して実験期間中の活動を実施すると

仮定している．推計に当たり， 2件のコホート研究9),10)を

適用する．両者はいずれも，実験開始時生活習慣病を発

症していない従業者を自転車徒歩等の活動的な通勤をし

ているグループと自動車等の非活動的な通勤をしている

グループに分け，2型糖尿病については2年後，高血圧症

については10年後の発症率を比較したものである．表- 5

に，通勤時間と各疾患の発症リスクの関係をまとめる．

表- 5の通勤時間にあわせて，今回の社会実験における自

転車・徒歩のトリップ回数を図- 9に示す．さらに，参加

者の自転車・徒歩通勤実施回数が距離により変化するこ

とを考慮して，実験期間中に半数以上の自転車・徒歩通

勤者を対象としてその比率を図中に折れ線で示した．適

用するコホート研究では，自転車・徒歩通勤頻度に関す

るの明記はないが，日常的な自転車・徒歩通勤者と非活

動的な通勤者を比較していることから日常的自転車・徒

歩通勤者の適用範囲として，平日稼働日の半数以上の自

転車・徒歩通勤実施者をこれに相当するグループと想定

している．図- 9より，生活習慣病の予防に効果が確認さ

れている11分以上の通勤トリップは，全体の95%，うち

21分以上のトリップは85%であった．このうち，実験期

間中半数以上の自転車・徒歩通勤を実施している従業者

は，通勤時間によって6～9割であった．これより実験参

加者の生活習慣病発症リスク削減効果を(2a)式から算定

した結果，高血圧症発症リスク，2型糖尿病発症リスク

とも15～16%の削減が期待できる数値が得られた( 表- 6)． 

表- 4 平均実施回数 

グループ 平均実施回数(回）

日常実施者 14.5

施策による手段転換者 9.4
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図- 7 実施回数別ヒストグラム 
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図- 8 通勤距離別平均実施回数 
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∑ •=

i

ii NdH   (2a) 

 ここで， 

ii rd −= 1
    (2b) 

ただし， 

i:通勤歩行時間 

ri:各生活習慣病の通勤時鑑別別発症リスク削減率  

Ni:半数以上自転車・徒歩通勤を実施している割合 

 

(2) 非該当者の考察 

 前節により，自転車・徒歩通勤の推進は，参加者の生

活習慣病発症率削減に効果が期待できる数値が得られた

が，効果が立証されいない10分未満の通勤時間の従業者

や，実施回数が半数未満の従業者も存在する．そこで，

これらの従業者を詳しく考察し，さらに健康効果を高め

る方法を検討する． 

 

① 勤時間が10分未満の従業者の考察 

 今回の実験で，通勤を自転車や徒歩に転換したにもか

かわらず，生活習慣病発症リスクの削減効果が確認され

ていない10分未満のトリップ時間しか確保できなかった

ものは，1600トリップ中73トリップであった．これらの

トリップは，全て自転車通勤によるトリップである．図

- 10に，通勤距離別に見た徒歩による通勤の比率を示す．

自転車の走行速度は，通常16km/h程度であることから，

通勤行為により最低10分間の活動を得るためには，

2.6km以上の距離を移動する必要がある．しかしながら，

今回の社会実験では，通勤距離2.6km未満の通期者であ

っても，通勤手段に自転車を選択しているトリップが表

れている．ちなみに，これらのトリップを徒歩に転換し

たと仮定すると，全てのトリップが24～30分となり，生

活習慣病発症リスクの削減が期待できるトリップ時間を

確保できる．徒歩による移動で通勤時に10分以上の活動

を行うためには，通勤時の歩行速度を81m/分と仮定する

と，最低400m必要であるが，都市計画法を考慮すると，

住居と就業地が400m以内であることはまれであり，ほ

とんどの従業者は，生活習慣病に効果が期待できる

400m以上の通勤距離を確保可能と想定される．しかし

ながら，今回の実験のように，一律の情報提供のみによ

り自転車・徒歩通勤を推奨した場合，図- 10に示すよう

に，生活習慣病抑制に効果が期待できる距離であるにも

かかわらず，手段の選択によって効果が期待できる活動

時間が確保できていないトリップが生じることが明らか

となった．生活習慣病抑制効果を期待した自転車・徒歩

通勤の推進を行うためには，今後，移動手段を含めた具

体的な健康推進に関する情報提供の必要性が示唆された． 

表- 5 通勤歩行時間と生活習慣病発症リスク 

0～10 11～20 21分以上

高血圧症発症リスク 1.0(標準) 0.91 0.7

2型糖尿病発症リスク 1.0(標準) 0.86 0.73

活動的な通勤時間(min)

*通勤時間は，往復  
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図- 9 通勤時間別トリップ回数 

 

表- 6 生活習慣病発症リスクの削減効果 

項目 削減効果

高血圧発症リスク 16%

2型糖尿病発症リスク 15%
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図- 10 通勤距離別徒歩通勤率 
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② 実施回数が半数以下の従業者の考察 

 次に実施回数について考察する．実施回数については，

頻度ごとに生活習慣病抑制効果を詳しく調査したものが

なく，今回適用したコホート研究では，稼働日すべてを

自転車・徒歩通勤していることを前提とした分析となっ

ている．本研究に適用するに当たり，適用研究が日常的

な運動習慣に着目していることから，ここでは，就業日

の半数以上を適用研究に相当する自転車・徒歩通勤実施

回数と定義する．今回の実験で，実施期間中半数以上自

転車・徒歩通勤を実施した従業者は，63%であった自転

車・徒歩通勤の実施回数は，図- 8に示すように通勤距離

が長くなればなるほど，回数が少なくなる．また，日常

実施者と施策による手段転換者を比較すると，日常実施

者の方が平均実施回数は全体的に高い．これより，生活

習慣病効果をさらに高めるためには，施策による手段転

換者を，日常実施者に引き上げる．つまり，自転車・徒

歩通勤の推奨を期間限定ではなく継続して行い，今回施

策により手段を転換した従業者の行動を定着させること

がひとつの手段となるものと考えられる．もう一点は，

通勤距離が長くなるほど実施回数が減少していることか

ら，自転車への乗り換えが出来るパークアンドサイクル

ライドステーション等を配置することも有効と考える．

今回の実験から，平均実施回数が半数を下回る通勤距離

は約14km(往復)であった．就業地から7km程度の位置に

自転車への乗り換えステーションを配置することによっ

て，長距離通勤者が無理なく生活習慣病抑制に有効な日

常的な自転車・徒歩通勤を実施できるようになると考え

られる．  

 

 

5. まとめ 

 

 本研究は，健康情報を動機づけとしたモビリティ・

マネジメント社会実験を行い，健康情報の提供が与える

効果を考察した．その結果，以下のことが明らかとなっ

た． 

・地方都市において，健康情報の提供による自転車・

徒歩通勤の推奨を行ったところ，普段の約2倍の参加

者が得られた． 

・健康情報の提供により，比較的年齢の高い従業者の

積極的な実験への参加を得られた． 

・社会実験中の通勤活動を今後も継続すれば，全体と

して，高血圧発症リスク，および，2型糖尿病発症リ

スクの15～16%削減が期待できる． 

・地方都市において，自転車・徒歩通勤を推奨した場

合9割以上の従業者が自転車通勤を選択する．近距離

通勤者が自転車通勤を選択した場合，生活習慣病抑

制効果が期待できない場合があり，効果を挙げるた

めには手段選択についての適切な指導が必要である． 

・通勤距離が長くなるにつれて，日常的に自転車・徒

歩通勤を実施することが困難となることから，勤務

地から適切な距離に自転車への乗り換えスペースを

設けることによって，長距離通勤者が無理なく自転

車・徒歩通勤を実施できるものと想定される． 

 

 今回の社会実験は，比較的自転車・徒歩通勤がしやす

い秋に１ヶ月間の実験を行った．健康効果については実

験中の通勤活動を今後継続することを前提としているが，

一般に気温や天気により，自転車・徒歩通勤の実施回数

は変動することが予測される．今回の推計は，仮説を元

に行ったものであり，さらに詳しい分析のためには，長

期的な観点から行動を分析していく必要がある． 
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