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現在，自転車の放置駐輪が大きな社会問題となっている．この問題に対して，放置自転車の撤去や駐輪

場の整備等，様々な対策が講じられているものの，全国各地において放置駐輪問題は未だ深刻な問題であ

り続けているのが実情である．こうした問題の原因は様々であるが，その1つの原因として，人々の自転

車に対する愛着意識が低下している可能性が考えられる．この点を踏まえて，本研究では，自転車の立場

に立った物語的な体験に着目し，そうした体験が自転車に対する愛着意識に及ぼす影響について検討する

ことを目的とした．この目的の下，自転車の立場から捉えた出来事を映像化し，その映像の視聴が自転車

に対する愛着意識や拡張自己に及ぼす影響について実験的に検討した．  
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1. はじめに 

 

近年，自転車の「放置駐輪」が深刻な社会問題となっ

ている．自転車の放置駐輪は，歩行者の安全で円滑な歩

行の妨げになるばかりではなく，地域の景観の質を悪化

させるものである．また，放置自転車が原因となって，

緊急車両の交通が阻害されることや，視覚障害者や車椅

子で移動する人々などの交通弱者に対しても安全な移動

を脅かす等，放置駐輪が社会に及ぼす影響は極めて深刻

なものである． 

この様な問題の深刻さを受けて，現在，全国各地の多

くの自治体において，放置駐輪の問題が交通行政上の喫

緊の課題として位置付けられており，駐輪施設の整備や

放置自転車の撤去等，様々な対策が実施されている．し

かし，そうした施策が実施されてきたにもかかわらず，

放置駐輪行為が後を絶たず，全国各地において放置駐輪

問題は未だ深刻な問題で有り続けているのが実情である．

それでは，撤去や駐輪場の整備等の方策が実施されてい

ながら，なぜ人々の放置駐輪行為が後を絶たないのであ

ろうか．この問題について，本研究では，人々の自転車

に対する愛着意識に着目する．すなわち，人々が自分の

所有する自転車に対して愛着を抱いていれば，その自転

車を違法に放置する可能性は少ないものと考えられる．

なぜなら，自分の自転車を路上に放置するという行為は，

少なくとも駐輪場に適切に駐輪する場合に比べて，自転

車が撤去されることや盗まれる危険性が高く，自転車を

大切にしている人がそうした危険性のある放置駐輪を行

う可能性は少ないものと考えられるためである．この点

を踏まえれば，現在，放置駐輪に対する撤去や駐輪場の

整備が進められているにも関わらず，放置駐輪が後を絶

たない背景には，人々の自転車に対する愛着意識が低下

しつつある可能性が考えられるところである． 

消費者行動や発達心理学等の研究分野において，人々

が他者に対してだけでなく，モノに対しても愛着意識を

持つことが知られている1)-3)．人々は，例えば，家やク

ルマ，人形やぬいぐるみ等，様々なモノに対して情緒的

な結びつきを感じる1), 4)．Belk1)によれば，モノに対する

愛着は「自己の拡張（self extension）」として捉えること

が出来る．すなわち，「自己」という感覚は，自分自身

の身体だけでなく，物的所有物にまで及び得る．そのた

め，人々は自分が愛着を持つモノに対して，それが自分

の一部であると認識することがある5), 6)． 

 それでは，自転車に対する愛着意識はどのように形成

されるのであろうか．この点について，本研究では，自

転車の立場に立った物語的な体験に着目し，そうした体

験が自転車に対する選好や愛着意識に及ぼす影響につい

て検討することを目的とした．この目的の下，自転車の

立場から捉えた出来事を映像化し，その映像の視聴が自
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転車に対する愛着意識や拡張自己に及ぼす影響について

実験的に検討した． 

 

2. 実験方法  

  

(1)  映画『自転車の気持ち』の作成 

2014年11月7日，愛媛県松山市内にて，自転車が路上

に放置されてから，近隣の市営駐輪場まで撤去され，そ

の後，自転車の持ち主が引き取りに来るまでの一連の経

過を撮影した．小型カメラを自転車に設置し，自転車の

立場から捉えた光景を撮影すると共に，もう一台のカメ

ラで自転車全体の遠景を撮影した．その撮影記録を基に

して，『自転車の気持ち』と題する約5分間の動画を編

集した． 

 

(2)  実験手続き 

愛媛大学の学部生43名（男性32名，女性11名）に対し

て，自転車に対する意識として，1)拡張自己（「今の自

転車を自己の一部のように感じる」について「とてもそ

う思う」から「全然そう思わない」までの4件法），2)

愛着意識（「今の自転車を大切にしたいと思う」「今の

自転車をずっと使っていきたいと思う」「今の自転車を

スクラップにするのは悲しい」「今の自転車には，愛着

がある」「今の自転車が好きだ」「今の自転車が気に入

っている」「今の自転車に乗るとリラックスできる」に

ついてそれぞれ「とてもそう思う」から「全然そう思わ

ない」までの5件法），3)放置駐輪抑制意図（「できる

だけ，自転車の放置駐輪を控えよう，と思いますか？」

について「とてもそう思う」から「全然そう思わない」

までの5件法）について回答してもらった．その上で，

上述の動画を視聴してもらい，その後，再度自転車に対

する意識について回答してもらい，本動画の視聴前後で

これらの意識がどの程度変化するかを調べた．ここで，

愛着意識については，上述の7つの質問項目の加算平均

より自転車愛着尺度（α = .90）を構成した． 

 

3. 結果と考察 

 

 本動画の視聴前後で自転車に対する意識の平均値を比

較した．その結果，表-1に示す通り，自転車に対する拡

張自己と愛着意識について視聴前後で有意な差異が確認

された．この結果は，本動画を視聴することによって，

自転車を自己の一部と見做す傾向が高まると共に，自転

車に対する愛着意識も向上する傾向にあることを示して

いる．一方，放置駐輪抑制意図に関しては，視聴前後で

有意な差異は確認されなかった．ただし，自転車に関わ

る拡張自己及び愛着意識と放置駐輪抑制意図との間には，

有意な正の相関（それぞれ r = 0.35, p = 0.02; r = 0.35, 

p=0.03）が見られた．この結果より，本動画の視聴が自

転車に対する選好意識に及ぼす影響に関して，図-1に示

すような関係が成立する可能性が示唆されるところであ

る．以上の結果は，自転車の立場に立った物語体験を経

ることを通じて，自転車に対する愛着意識が形成される

可能性を示している． 
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表-1『自転車の気持ち』視聴前後の意識の比較 

M SD M SD 平均値の差

拡張自己 2.28 1.08 2.69 .77 0.41 3.58 **
愛着意識 3.39 .97 3.55 .83 0.16 2.18 *
放置駐輪抑制意図 3.62 1.04 3.87 .92 0.25 1.43
*：p <.05　　**：p <.01

視聴前 視聴後

t値

 

『自転車の気持ち』
の視聴

自転車の拡張自己、
愛着意識の形成

放置駐輪
抑制意図

図-1 『自転車の気持ち』視聴が自転車に関する意識に及ぼ

す影響 
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