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本研究 の目的は, パー ク ・アン ド・ライ ド(P&R)を普及させるため, 公共交通選択行動の心理的規定 因を

調べ ることである. 本研究の仮説は, 広瀬(1995)の環境配慮行動の2段 階モデルを基に作 られた. 仮説の検

証のため, P&Rの 社会実験が行われた地域の住民に対 して社会調査 を行 い, 893人 の回答 を得た(回収率

61%). その結果, a)公 共交通選択行動の規定 因として, 実行可能性評価, コス ト評価, 公共交通利用意図が

示された. また, b)態 度と主観的規範は, 利用意図を媒介 して, 公共交通選択行動 を間接的に促進する要因

であった. したがって, P&Rの 普及のためには, 環境配慮意識 にはた らきかけるだけでは不十分であ り, 実

行可能性評価やコス ト評価といった阻害要因を低減 させる心理的方略が重要である ことが示唆された. 
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1. は じめ に

自動車 は さ ま ざま な活 動 を支 え る一方, 排 出ガ ス

によ る大 気 汚染 とい った環 境 問題 の原 因 に もな って

いる. このよ うな 自動 車環 境対 策 の1つ と して パー

ク ・ア ン ド ・ラ イ ド(以 下, P&R)が 考 え られ る. 

P&Rと は, 自動 車 で最 寄 り駅 まで行 き駐 車 し, 鉄道

や バ スな ど に乗 りか えて 目的 地 に向 か う利用 方 法で

あ る. 自動 車 と公 共 交 通 機 関 の 利 便 性 を活 か した

P&Rは, TDM(Transpolt Demand Management)の 施策

の1つ と して注 目され て いる1). と くに駅 前の シ ョ

ッ ピングセ ンタ ー の駐車 場 の空 きスペ ー ス を利用 し

た店舗利用型P&Rは, 新たな駐車場の整備といっ

た多大な費用のかかる構造的方略[注1]を必要としな

い点において, 優れた施策であるといえる. 
一方, P&Rを 普及させるためには, 単に施策を

実施するだけでは不十分であり, 利用者となる近隣

住民に対して, 自動車だけの移動手段からP&Rを

利用した交通手段への変容を促す心理的方略[注1]が

必要となる. したがって利用者の態度から交通手段

選択行動に至る意思決定プロセスや, 交通手段の選

択を阻害・促進する心理要因を明らかにし, 行動変

容を促すアプローチが求められる. 近年, 交通計画

の分野において, このような心理的方略に基づく行

203



動変容が検討されるようになってきた2), 3). 

そこで本研究では, 態度と行動の一致.不 一致や, 

行動への意思決定などについての理論やその研究方

法が蓄積されている学問分野である社会心理学の手

法を用いて, 交通手段選択行動の意思決定に関する

促進.阻害要因について社会調査を行い, P&Rを 普

及させるための心理的方略について検討することを

目的とする. 

2. 社会心理学における態度 と行動の関連を検討

した研究

(1)計画的行動理論

態度から行動への意思決定を扱った代表的な研究

として, Ajzen4)の計画的行動理論(theory of planned

behavior)が挙げられる(図一1). この計画的行動理論

では, 行動の直接の規定因として, 動機的要因であ

る行動意図(1-d)と, 行動実行に関する能力や機会な

どの行為主体の目標達成のコントロール感の認知的

評 価 で あ る実行 可能 性評 価(perceived behavior

control; 1-c)が仮定されている(1-dと1-cか ら1-eへ の

矢印). また, この行動意図は実行可能性評価によっ

て影響を受けることが指摘されている4, 5)す なわ

ち, 行動達成の見込みが低いと評価される場合は, 

行動意図と行動の関連は弱くなり, 反対に, 行動達

成の見込みが高い場合は, 行動意図と行動の関連が

強くなる. さらに, 行動意図は, 行動結果の認知的

評価である態度(1-a)と, 家族や友人など重要他者か

ら行動を取るように期待されているか否かの総合的

判断である主観的規範(1-b)に規定されることが指摘

されている(1-a, 1-bか ら1-dへ の矢印). 

これまで, 交通手段選択行動の研究において, 

計画的行動理論の要因連関の有効性が確認されて

いる6), 7)さ らに, この計画的行動理論を発展させ, 

態度と行動の一致.不 一致を生じるプロセスをより

明確化させた研究として, 以下に述べる2つ のモデ

ルが挙げられる. 

(2)協力行動への行動変容プロセスモデル

1つ は, 協力行動への行動変容プロセスモデル(以

下, 藤井モデル)である2)(図一2). この藤井モデルは, 

環境保全という社会全体の共益と快適さや便利さの

追求という個人の私益が対立する社会的ジレンマの

枠組みを用いて, 私益を優先する非協力な習慣と, 

協力行動へ導く心理要因を仮定し, 非協力行動の習

慣を解消しなければ, 協力行動に結びつかないこと

を説明している. 

具体的には, 計画的行動理論の心理要因の他に, 

習慣8),9)や実行意図10)[注2]などの要因連関を仮定す

ることで, 非協力行動の習慣を解凍し, 協力行動の

習慣を形成するプロセスモデルを提唱している. し

かし, この行動の習慣化(ルーティーン化)の扱いに

関して, 藤井モデルと計画的行動理論の仮定が異な

る.藤 井 モ デ ル で は, Aalts, Velplanken, &

Knippenberg8)と同様に, 行動が習慣化した場合, そ

れを 「習慣」として1つ の行動のコントロール要因

と仮定している2), 3)そ れに対して, 計画的行動理

論では, 熟慮(deliberation)に基づいて生起していた心

理要因が, 習慣化により自動的(automatic)もしくは

自然に(spontaneous)心理要因が活性化して行動に至

る認知的処理モー ドの違いを指摘し, それら心理要

因が行動の十分な予測因にならない場合の理由の1

つとして, 認知変数の過大評価や過小評価といった

バイアスの問題を示唆している11)[注3]. 

これまで, 習慣研究のパラダイムでは, 習慣が交

通手段選択行動に及ぼす効果が指摘されているもの

の8), 9), 12)計 画的行動理論の枠組みに基づく研究に

おいては, 心理要因の変化によって交通手段選択行

動の変容が引き起こされることが指摘されている7).

さらに, 習慣を含めた計画的行動理論の要因連関を

検討した交通選択行動の研究では, 習慣は行動を規

図 ー1計 画 的行 動 理 論 の モデ ル(Ajzen4)よ り作 成)

図一2協 力行動へ の行動変容プロセズモデル

(藤井2)よ り作成)

*知識 信頼 道徳 → ポジティブな影響
→ ネガティブな影響
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定する重要な要因にはならず, 計画的行動理論の要

因の変化によって行動変容が引き起こされることが

確認されている6). それゆえ, 交通手段選択行動に

関する促進. 阻害要因を明らかにするためには, 態

度, 主観的規範, 実行可能性評価, 行動意図といっ

た心理要因がどのように行動に影響を及ぼしている

かを詳しく検討する必要がある. 

交通計画の分野において, この藤井モデルに基づ

きさまざな応用的な研究がなされている. とくに態

度や行動変容に焦点をあてた研究として, 金井. 青

島. 杉木. 柳澤13)の無料チケットを配布したモニター

実験, 松村. 新田. 谷村14)のトラベル. フィー ドバッ

ク. プログラム(TFP)に よる自動車利用抑制の心理

的方略に関する実験がなされている. したがって, 

藤井モデルの知見は, 態度や行動変容の心理的方略

を検討する上で, 有用なものとなろう. 

(3)環境配慮行動の2段 階モデル
これまで, 環境にやさしい態度を有していても, 

具体的な環境配慮行動に結びつかないことがしばし

ば報告されている15). しかしながら, 計画的行動理

論やその発展研究である藤井モデルの意思決定プロ

セスでは, このような態度と行動の乖離を十分に説

明できないことがあると考えられる. その理由とし

て, 態度要因が行動結果の認知的評価に限定されて

いるため,「 環境にやさしくしよう」といった一般

的な環境配慮の態度を対象にできないことがあげら

れる. そこで, このような態度と行動の不一致を生

じるプロセスを明確化した研究として, 広瀬16)の環

境配慮行動の2段 階モデル(以下, 広瀬モデル)があ

る(図一3). この広瀬モデルの特徴として3つ の点が

あげられる. 

1つ には, 態度要因に変更を加えた点である. こ

れまで計画的行動理論で用いられてきた行動結果の

認知的評価である「態度」は, 個別の行動の具体的な

評価に限定されていた. 広瀬モデルでは, 態度の対

象範囲を広くし, 危機感, 責任感や有効感といった

評価を反映した社会的対象ついての態度, すなわち

「環境にやさしくしようとの意識」である目標意図

(3-g)を新たな態度要因として仮定 した. それによ

り, 個別の行動に限定されない一般的な態度からの

行動の予測が可能になった. 

2つ には, 従来の限定的な態度の要素は, 行動す

ることによって生じる個人的便益や個人的コストと

いった私益についての費用便益評価として反映させ

ることで, 行動意図を規定すると仮定している. 

3つ には, 目標意図(3-g)と行動意図(3-h)がそれぞ

れ異なった認知変数から規定されている点である. 

まず, 目標意図は, 環境問題の深刻さの評価である

環境リスク認知(3-a), 環境問題への個人の責任感で

ある責任帰属認知(3-b), 環境配慮行動の有効感とし

ての対処有効性認知(3-c)の3つ の環境認知からなっ

ている(3-a, 3-b, 3-cか ら3-9へ の矢印). 行動意図は, 

主観的規範にあたる地域社会などの準拠集団の規範

に一致するか否かの社会規範評価(3-d), 費用便益評

価(3-e), 実行可能性評価(34)の3つ の行動評価と目標

意図(3-g)から規定されている(3-d, 3-e, 3-f, 3-gから3-h

への矢印). このように目標意図と行動意図にはそれ

ぞれ影響を及ぼす認知変数が別個に存在するため, 

目標意図だけが喚起されても, 行動意図が喚起され

なければ行動までに至らない態度と行動が乖離 す

なわち環境にやさしい態度があっても行動に結びっ

かないプロセスを明らかにしている(3-hは3-gか らだ

けでなく, 3-d, 3-e, 3-fからも矢印が引かれている). 

また, 広瀬モデルは, 目標意図を規定する環境認

知は環境配慮の態度形成に関わる要因, 行動意図を

規定する目標意図と行動評価は環境配慮行動を促

進. 阻害する要因として位置づけ, 意思決定プロセ

スを2つ の段階に分けている. 広瀬モデルの妥当性

は, 資源リサイクル行動17)や子 どものごみ減量行

動18)においても既に確認されてきたことから, 本

研究では広瀬モデルを用いて交通手段選択行動の規

定因について検討する. 

3. 交通手段選択行動に関する調査仮説

本研究の目的であるP&Rを 実施するための心理

的方略を検討するためには, 交通手段選択行動がど

のような心理要因に規定されているかについて調べ

る必要がある. そこで, 心理的規定因を検討するに

際して, 交通手段選択行動の特徴について簡単に整

理する. これまで交通手段選択行動に関する意思決

定課題の研究において, 環境配慮といった向社会的

図-3環 境配慮行動の2段 階モデル(広瀬16)より作成)
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な動機(plo-socialmotive)と, 交通手段の快適さの追

求 といった 自己利益に関す る動機(self-interested

motive)が交通手段選択の選好に影響を及ぼすことが

指摘されている19), 20)し たがって, 環境に対する

態度だけでなく, 個人の私益に関する評価である費

用便益評価が交通手段の選択決定に及ぼす影響を明

らかにする必要がある. 

また, 交通手段選択行動の場合, 運賃などの金銭

的コス ト, 乗車時間, 駅までの距離, 路線の本数な

どの外的要因からの影響が大きいと考えられる. こ

れら外的要因の影響について, Hunecke, Blobaum, 

Matthies, & Hoger21)は, Schwartz22)の規範喚起理論の

要因連関を整理し, 環境に対する道徳的責任感や動

機的要因である個人的規範と, 外的要因として無料

チケットと駅までの距離を用いて, 環境のための自

動車から公共交通への乗り換え行動の規定因につい

て検討した. その結果, 駅からの距離との関連はみ

られなかったものの, 無料チケットと個人的規範が

公共交通の選択に同程度の影響力をもっていること

を指摘した. したがって, 交通手段選択行動におい

ても, 実行可能性評価や費用便益評価などの外的要

因からの交通手段選択行動への関連が推測される. 

さらに, 実行可能性評価や費用便益評価以外の外的

要因として社会規範評価があげられる. この社会規

範評価に関して, 資源リサイクル行動18)や自家焼却

行動23)などの環境配慮行動の研究において, 重要な

要因として指摘されている. 広瀬16)によれば, 人目

につきやすい行動の場合, 社会規範評価と行動意図

の関連が強くなると考えられているので, 交通手段

選択行動においても, 社会規範評価は行動意図を規

定する要因として予想される. 

以上の議論に基づき, 環境に配慮した公共交通の

選択行動の規定因に焦点をあて, 図一4の仮説モデ

ルを立てた. 具体的には, まず態度要因として, 環

境配慮型交通利用意識(以下, 利用意識; 4-a)を仮定

した. 交通利用に関して環境に負担をかけない暮ら

し方をしたいと考えている人はち公共交通を利用し

ようとする動機が高くなると考えられる. したがっ

て, 利用意識は公共交通利用意図(以下, 利用意図;

4-e)を媒介 して公共交通選択行動(以下, 選択行動;

4-f)に間接的に影響すると予想される(4-aか ら4-e

を介した4-fへ の矢印の流れ). 次に, 行動評価要因

として, 社会規範評価(4-b), コスト評価(4-c)【注4】, 実

行可能性評価(4-d)を仮定した. 自分の周囲の人が公

共交通機関の利用を心がけていると感 じている人は

利用しようとの意図を高めるのに対し(4-bか ら4-e

への矢印), 時間やお金が多くかかるとの評価は, 

利用しようとする意図が低くなると考えられる(4-c

から4-eへ の矢印). 社会規範評価とコスト評価も利

用意図を媒介して間接的に行動に影響すると仮定し

た(4. b, 4-cか ら4-eを 介した4-fへ の矢印の流れ). 

また, 環境のために公共交通を利用したくても, 公

共交通機関までの距離が遠い場合や, 路線のダイヤ

が不便であれば, 個人にとって実行することが難し

くなるため, 利用意図(4-dか ら4-eへ の矢印)だけで

なく, 選択行動を直接阻害する要因として考えられ

る(4-dか ら4-fへ の矢印). よって, 実行可能性評価

は, 利用意図と選択行動の両方の規定因になると予

想される. 図-4の 仮説モデルの妥当性を検討するた

め実際に行われたP&R社 会実験の対象地域になって

いる住民に対 して, 社会調査を行った. 

4. 方法

(1)調査対象

調査は, 愛知県が2002年 に実施した 「店舗利用型

あいちパーク. アンド. ライ ド社会実験」の期間中

(9月 中旬から12中 旬)に, 実験対象エリアの住民を

母集団として実施した. 具体的には, 参加申込者及

び実験対象エリアの非参加者にした[注5]. 店舗利用

型P&R実 験参加申込者は, 実験参加店舗がある愛

知県阿久比町. 東浦町. 犬山市ならびその近隣の半田

市の住民のうち名古屋市及び名古屋方面への平日通

勤者を対象に, チラシや広報等を通じて募集された. 

非参加者についての調査対象地域は, 社会実験の広

報エリアに含まれている犬山市と東浦町の中から, 

最寄の鉄道駅から遠 く, 鉄道による通勤が困難な地

域からそれぞれ6地 区を有意抽出した. なお, 事前

に犬山市と東浦町か らアンケー ト調査への協力を各

地区の自治会を通じて住民に要請した. 

図一4環 境に配慮 した公共交通選択行動の予測モデル

→ 促進する影響
→ 抑制する影響
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(2)調査手法

調査手法の概要を表. 1に, 調査の流れについては

図一5に示す. 

(3)調査項目

調査票の表紙に, 調査の目的が交通手段利用と

パーク&ラ イ ドについての意識調査であること, 

無記名で実施しプライバシーを保護すること, お

よび通勤で自動車を利用している人を対象にしてい

るため仕事をしている方(実験参加申込者は申込み

をした方)へ回答を求める旨を明記した. 調査項目は, 

回答者の性別, 年齢, 職業などのほか, 主な通勤手

段, 居住形態(一戸建てもしくは集合住宅), 世帯数

(同居している家族), 家庭の自家用車の保有台数や

などの個人属性と, 表ー2に 示した(1)-(6)の項目で

ある. (1)-(5)に関して, 全くそう思わない[1]一非

常にそう思う[5]の5段 階尺度で測定した. (6)は, 

常に自家用車(1)一常に公共交通(5)という5段 階尺

度で測定し, 得点が高いほど公共交通を利用してい

ることを示した. 

表一1調 査手法の概要

表. 2調 査項 目と平均 と標準偏差 と因子負荷量

*(1)一(5)に関 して, 全 くそ う思 わな い[1]一 非 常 にそ う思 う[5]の5段 階尺度 で測 定 した. 

*(6)は、 常 に 自家 用車(1)一 常 に公共 交通(5)の5段 階 尺度 で測定 し, 得点 が高 いほ ど公 共交 通 を利用 して い る ことを示 した. 

*検 証的 因子 分析 の適 合度 は, ÷2(75)=226. 06(P<.001), σF1=.97, CF7=.95, AGEr=.95, RMSEA=.05で あ った.

図. 5調 査実施の流れ
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5. 結果

有効回答数は893(回 収率61%)と なった. そのう

ち, 実験参加申込者の有効回答数は49, 犬山市は

454, 東浦町は390で あった. 

(1)個人属性

調査対象者の個人属性の概要は表ー3, 表-4に 示す.

(2)変数構造の検討

それぞれの項目か らなる変数の妥当性を検討する

ため, 検証的因子分析【注6】【注7】を行った. その際, 

犬山市, 東浦町, 参加申込者をダミー変数として投

入し, 地域間や参加申込者一非参加者の違いの影響

を調整し, 1つ の母集団として分析した[注8]. この

調整に関して, 分析の際にダミー変数からの影響が

非有意なものは全て削除し, 有意な影響がみられた

ものだけを残した(ダミー変数か らの影響があった

項目について, 図ー6を参考). その結果, 適合度は, 

N2(95)=249. 19(ρ<001), GFI=97, CF1=95, 

AGFJ=95, RMSEA=04注9)と なり仮説のモデルと同

じ潜在変数の構造をもっていることが確認された-

因子負荷量と潜在変数間の相関を, それぞれ表-2

と 表-5に 示す. 各潜在変数間の相関に関して, 利

用意識と社会規範評価は利用意図との間に高い相関

関 係 が み られ た(そ れ ぞ れ, r=6g, p<001; r=48, 

p<001). 一方, 実 行 可能 性 評価 と公 共 交通 利 用意 図

との間 の相 関係 数 は低 か った(7=-.16, ρ<.001)の に対

して, 選択 行 動 と の間 に比 較 的 高 い相 関が み られ た

(7=-35, p<.001)・ コス ト評価 は利 用意 図, 選択 行動

と 相 関 が み ら れ た(順 に, 7=-30, ρ<.001; r=-47, 

ρ<.001). また, 利 用意 図 と選 択行 動 の 関連 もみ られ

た(r=49, ρ<.001). 

(3)モデル の検 討

図-4の モデ ル を共 分散 構造 分析 【注7】【注10】に よって

検 討 した. そ の際, 検 証 的 因子 分析 で 得 られ た潜 在

変 数 の 構 造 か ら分 析 を 行 っ た. 適 合 度 はx2

(98)=268. 22(p<001), GFI=97, CFI=95, AGFI=95, 

RMSEZ=04【 注91で あ っ た. しか し, 実 行 可 能性 評 価

か ら利用 意図へ の影 響(図-4の4-dか ら4-eへ の矢印

表-3調 査対象者の性別, 年齢, 職業 表-4調 査対象者の主な通勤手段, 居住形態, 世帯数, 

家庭の自動車の保有台数

表一5潜 在変数間の相関

**p<.001, *p<.01, +p<.05
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を参考)がほとんどみられなかった(r=-.07, n.s.). さ

らに, 検証的因子分析ではコス ト評価と選択行動と

の潜在変数間に高い相関がみられた(表-5参 考)こと

から, 実行可能性評価から利用意図へのパスを削除

し, コス ト評価から選択行動のパスを設定し再度分

析を行った. その結果, 図-6の モデルになった. 適

合度はx2(98)=254. 89(ρ<001), GFI=.97, CFI=.95, 

AGF1=.95, RMSE4=.04とx2値 が改善された. ま

た, 潜在変数間の因果関係を表すパスが全て0.1%

水準であった. そこで本研究の結果として, 図-6

のモデルを採用 した. 

図一6のモデルでは, 態度要因である利用意識から

利用意図への影響は強かった(r=.57, p<001; 6-aから

6-eへ の矢印). 環境に対する意識は公共交通を利用

しようとする意図を規定する重要な要因であると考

えられる. 行動評価である社会規範評価, コス ト評

価は利用意図を規定していた(順に, r≒24, ρ<001, 

7=-20, p<.001; 6-b, 6-cか ら6-eへ の矢印)-周 囲の

他者からの規範的影響は公共交通を利用しようとす

る動機を高めるのに対して, 公共交通への時間的・

経済的コス トが高いとの評価は利用しようとの動機

を低くしていた. 予想に反して, 実行可能性評価は

利用意図を規定せず, 選択行動のみを直接規定して

いた(r=-.21, ρ<.001; 6-dか ら6-fへの矢印). また, 

コス ト評価か ら選択行動への影響も確認された

(r=32, p<001; 6-cから6-eへの矢印). 駅までのアク

セスの悪さや路線のダイヤが不便だとの評価は, 利

用しようとする動機に対 してではなく, 公共交通の

選択行動の直接的な阻害要因になっていた. 時間的・

経済的コストの評価は利用意図だけでなく, 選択行

動を直接規定する重要な要因であることが示された. 

さらに, 利用意識, 社会規範評価やコス ト評価に

よって規定されていた利用意図から選択行動への影

響が確認された(r=35, p<001; 6-eから6-fへの矢印). 

そのため, 利用意識, 社会規範評価やコス ト評価は

利用意図を媒介して間接的に選択行動に影響を及ぼ

していることが示されな(選択行動への間接効果, 順

に, r=20; r=08; r=-.07; 6-a, 6-b, 6-cか ら6-eを介し

た6一fへの矢印の流れ). とくに, 利用意識からの選

択行動への間接効果は, 実行可能性評価やコス ト評

価の選択行動の直接的な影響力と並んで強かった. 

6. 考察

(1)実行可能性評価とコス ト評価からの公共交通利用

意図と公共交通選択行動への影響

仮説モデルでは, 実行可能性評価は利用意図, 選

択行動の両方を規定し, コス ト評価は利用意図のみ

図-6共 分 散構 造 分 析 の結 果 のモ デ ル(標 準解)

n=893, x1(98)=254. 89(P<.001), GFI=.97, CF7=.95, AGFI=95, RMSE4=04

*薄 い 線 の パ ス はP<05, そ れ 以 外 の パ ス は ρ<001
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を規定する要因と仮定していた. 分析の結果, 実行

可能性評価は選択行動のみと関連し, コス ト評価は

利用意図, 選択行動の両方へ影響を及ぼしていた(実

行可能1生評価については, 図一6の6一dか ら β-fへの

矢印, コス ト評価については, 6ーcから6-e, 6-fへ の

矢印を参考). 環境配慮行動の1つ である資源リサイ

クル行動に広瀬モデルを適用した先行研究では, 実

行可能性評価は行動意図に影響を及ぼしていた17)

(図ー3の3-eか ら3ーhの矢印を参考). しかし, 計画

的行動理論4)で は, 行為主体の行動コントロール

の認知的評価と実際の行動のコントロール要因の

客観的評価になんらかの一致がみ られる際は, 個

人の行動を直接規定すると考えられている5)(図 一1

の1-cか ら1-eの 矢印を参考). 

この2つ の先行研究から, 本研究の結果で, 実行

可能性評価が行動意図に影響せず直接行動を影響を

及ぼしていた理由を考えると, 交通手段選択行動は

資源リサイクル行動に比べ, 行動をコントロールす

る要因についての客観的な評価が容易であったため, 

行動の予測要因として作用し, 行動を直接規定して

いたと考えられる. さらに, 今回の調査では, 行動

実行の際の能力や知識に関する評価ではなく, 駅へ

のアクセスや公共交通の利便性などの自分の意志で

は変えられない外的要因に関する評価であったため, 

行動意図を抑制する要因とならかったと推測される. 
一方, コスト評価が利用意図を規定していたのは, 

自動車利用の方が公共交通利用よりも時間的. 経済

的コス トが低いと評価されるほど, 公共交通を利用

しようとは思わなくなるためだと考えられる. また, 

利用したいとの意図があっても, 公共交通を利用す

る方がデメリットが大きい評価されれば, 公共交通

の利用も抑制されるため, コスト評価が選択行動に

直接影響を及ぼしていたと推測される. 

(2)環境に配慮した公共交通選択行動の規定因

選択行動は, 利用意図, 実行可能性評価, コスト

評価に規定されていた. 利用意図は利用意識, 社会

規範評価, コス ト評価から影響を受けていた. とく

に, 利用意識から利用意図を媒介した選択行動への

影響は大きかった. この結果から, 環境にやさしい

暮 らしをしたいという意識に働きかけることは, 公

共交通の利用を促進する上で重要だといえるだろう.
一方, 実行可能性評価やコスト評価の阻害要因が行

動を抑制する影響力も無視できない. その理由とし

て, コスト評価と実行可能性評価が利用意図を媒介

しないで, 行動への直接の影響がみられるためであ

る. したがって, コスト評価や実行可能性評価の影

響を低減しなければ, 利用意識によって利用意図が

高められても行動まで至 らないことが予想される. 

環境配慮行動の研究において, 態度以外の要因

に行動意図や行動が規定 されているため, 態度と

行動の乖離が起こることが繰 り返し指摘 されてき

た17). 18). 本研究の結果においても, 態度要因であ

る利用意識が行動意図に及ぼす影響とは別に, 実

行可能性評価やコス ト評価が直接行動を抑制して

いることが示された. したがって, 公共交通の利

用促進には, 利用意識にはたらきかけるだけでな

く, 時間や経済性のコス ト評価 を低減したり, 公

共交通手段が使いやすいように実行可能性評価を

肯定的な評価へ変容させるなどといった具体的な

心理的方略の導入が必要である. 

7. パーク. アン ド. ライ ドの促進にむけた心理的

方略を用いたアプローチへの提言

P&Rを 普及させるためには, ただ施策を実施する

だけでは不十分で, 利用者にそれまでの移動方法か

ら, P&Rを 使った手段への転換をはたらきかける方

法の実施が求められる. とくに, 社会心理学の理論

を応用した環境配慮行動の促進プログラムの研究に

おいては, プログラムを効果的に導入するために, 

行動の障害となる要因を明らかにし, その障害の解

消に適した手段を用いることが重要だと指摘されて

いる24). そこで, 本研究における公共交通選択行動

の心理的規定因の分析結果から, P&Rを 効果的に促

進させる心理的方略に関していくつか提言ができる. 

まず, 本研究の結果から公共交通選択行動では, 

環境に配慮した利用意識が主な促進要因として示さ

れた. また, 阻害要因として実行可能性評価やコス

ト評価が確認された-さ らに, これらの阻害要因は, 

利用意識と同等の影響力を持っていることが確認さ

れている. したがって, P&Rを 利用したいという意

識があっても, これら阻害要因を低減するアプロー

チを実施しなければ, 阻害要因からの抑制により, 

行動までに至らないと予想される(図一7). 

そ こで, p&Rを 促進するためには, 実行可能性

評価やコス ト評価を肯定的な方向へ変容させる心理

的方略を実施する必要がある. これまで, 行動を規

定する心理要因が経験により肯定的な方向に変容す

ることが指摘されている. 例えば, バスの無料利用

パスを導入することにより, 導入前に比べて導入後

の心理要因が肯定的に変容することが確認されてい

る6), 7)さ らに, このような行動経験による行動変

容に導く心理的方略として, 一f時的構造変化法があ

る2). 3)こ の一時的構造変化法とは, ある一定期間
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に公共交通機関の無料チケットを配布するキャンペ
ーンなど, 行動経験を誘発させて変容に導く方略で

ある. 藤井2)に よれば, 一時的構造変化法は, 心理

要因や非協力習慣の変容に有効だと考えられている. 

この点に関して, いくつかの実験的な検討が行わ

れている. その1つ として, 高速道路の一時的な通

行止期間中に行ったバスの無料チケット配布による

社会実験12)では, 態度や習慣の変容に効果あること

が示唆されている. また, 金井. 青島. 杉木. 柳澤13)

のバスの無料チケット配布によるモニター体験の社

会実験において, モニター体験により, バスの利用

決定の構造が変化する可能性が考えられている. さ

らに, これまで一時的構造変化法による行動変容が, 

継続的な効果をもつことが示唆されている25). これ

らの議論を鑑みて, 行動を妨げる阻害要因が存在し

ている状況において, 経験を誘発させて心理要因の

変容を導く一時的構造変化法を用いた心理的方略が

有効的だと考えられる. 

以上, 本研究では, 計画的行動理論やその発展研

究の理論的枠組みを用いて, 公共交通選択行動の包

括的な意思決定プロセスを明 らかにし, 行動の促

進. 阻害要因の関係を同定することを可能にした-

それにより, 利用意識といった促進要因と, 実行

可能性評価やコス ト評価からなる阻害要因が行動に

対して同等の影響力をもっている状況では, 態度要

因である利用意識にはたらかきかける心理方略のみ

では不十分で, 行動を直接規定している阻害要因を

低減するアプローチも必要であることが示された. 

最後に, 本研究は, P&Rの 社会実験が行われた地域

の調査結果であり, この結果を直ちに一般化するこ

とができない. よって今後は, このような理論的枠

組みを用いた調査研究を蓄積 させ, 公共交通や. 

P&Rの 利用の促進. 阻害要因の知見に関して一般化

や妥当性についてさらに検討する必要があるだろう. 
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注
[注1】藤井2,3)によれば 構造的方略(structulal strategy)

とは交通サービスレベルの変化や料金政策, 法

的規制など行動を規定する外的要因を調整し, 

社会構造を変革することである. 一方, 心理的

方略(psychological strategy)とは, 個人の行動を規

定している態度などの心理的要因に働きかける

ことで, 社会構造を変革しないままに, 自発的

な協力行動を誘発することである. 
【注2】実行意図は, 行動意図を実現するために, いつ, 

どこで, どのように行うかといった計画を形成

し, その計画を実行 しようとする意図として仮

定されている. また, 実行意図は, ある条件が

満たされれば行動しようとする一種のコミット

メントとして考えられている26)こ の実行意図

は, 行動意図と行動の関連を強める要因として

指摘されてきた(例えば, Bamberg27))し かしな

がら, これまで実行意図は, 行動意図のように

尺度によって意図の強さを表す指標としてでは

なく, 実験者の介入によって行動計画の形成に

導く操作変数として扱われてきた27). 28)そ れ

ゆえ, 被調査者が本来もっている心理要因なの

か, 実験者の操作によって形成された心理要因

か区別することが難しいため, 行動の促進. 阻

害要因を明らかにする意思決定要因とは扱うこ

とが難しいと考えられる. そこで, 本研究では

実行意図に関して詳しくは言及しなかった. し

かし, 実行意図の操作は心理的方略を検討する

上で重要であると考えられる. この点に関して

は, 今後の課題としたい. 
【注3】Ajzen11)によれば 習慣や過去行動が行動のコン

トロール要因になる理由として, 状況の安定性

を指摘している. すなわち, 態度, 主観的規範

実行可能性評価, 行動意図を判断する状況が安

定している場面において, それらの心理要因の

行動評価を習慣や過去行動が内包 しているため, 

見かけ上の相関がみられることを示唆している. 
【注41広瀬モデルでは費用便益評価となっていたが, 

本研究では時間的. 経済的なコス トに焦点をあ

図一7P&Rの 促進に向けた心理的方略によるアプローチ

→ 促進する影響
→ 抑制する影響
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て調査を行ったので, コス ト評価とした. 
【注5】店舗利用型P&Rの 社会実験の詳しい実施方法

と結果については, 丸山. 加藤. 岩越29)を参考

にされたい. また, 実験参加申込者と表記した

のは, P&Rの 社会実験に実際に参加した契約者

だけでなく, 社会実験に申込をしたが参加まで

に至らなかった未契約者も含まれるためである. 
【注q因 子分析とは, ある観測変数(質問項目)が潜在

変数(因子; データとして直接観測できない心理

要因)から影響を受けているかを探るものであ

る. さらに検証的因子分析とは, あらかじめ因

子や観測変数の間の関係を仮定しておき, その

仮説通りになっているかどうかを検証すること

が目的で行われる分析である. とくに, 検証的

因子分析は, 干潜在変数の妥当性を判断する適合

度の検定が可能である. 
1注71分析にはAmos4. 02を 用いた. 推定方法は最尤

法(maximum likelihood method)である. 
【注8】参加申込者, 非参加者の犬山市と東浦町に関し

て多重比較を行った結果, いくつかの項目に関

して有意な差がみれ らた. これは調査実施上の

制約として地区を有意抽出したため, 地区特性

を反映していると考えられる. 本研究では, 店

舗利用型p&Rの 社会実験の実験対象エリアの

住民を1つ の母集団とみなしているため, 母集

団内の差を調整した分析方法を用いた. 具体的

には, 参加申込者, 非参加者の犬山市, 東浦町

を2値 のダミー変数とし, その変数から観測変

数へのパスを設定し, 観測変数に対するグルー

プ間の差の調整を行った. 詳しい分析方法や有

効性については, 狩野30)を参考にされたい. 
【注9】狩野. 三浦31)によれば, 大標本の場合, x2検 定

はモデルが棄却されやすくなるため, サンプル

数が500前 後以上で あれ ば, GF1, CF7, 

RMSEAを 適合度指標にすることが妥当だと指

摘している. 適合度指標に関して, x2検 定は

モデルで予測される共分散が観測された共分散

と異なる度合いを表している. GFI, AGFJ, 

CF7は1に 近いとき, モデルが良い当てはまり

を示す. 特にGFZとCFIは0. 9も しくは0. 95以

上が基準となっている. RMSEAは0. 05以 下で

あれば, モデルの当てはまりが良いことを示す. 
[注10]共分散構造分析とは, 観測変数や潜在変数の因

果関係の明らかにするものである. 結果に関し

て, モデルの妥当性の判断として, 適合度指標

を用いた. パス(矢印)の信頼性として, 有意水

準を用いた. また, 図-6の 解釈に関して, 片

矢印が因果関係を表し(e. 9. 6-aか ら6-eへ の片

矢 印), 両矢 印 は 共分 散(相 関)を 表 す(e. g-6-aか

ら6-bの 両 矢 印). 四角 は観 測 変 数(e. g. "公 共

交 通 を使 っ た暮 ら し"), 丸 は潜 在 変 数(e-g. 6-a)

を表 す. た だ し, "e"は 誤 差 変数, "d"は 撹乱

変 数, 「犬 山=0, 参 加 者=0, 東浦=1」 と 「犬 山=0, 

東 浦=0, 参 加 者=1」 は ダ ミー 変数 を表 す. これ

まで の多変 量解 析 との違 い につ いて は, 狩野30)

を参 考 に され た い. 
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(2003. 12, 8受付)

THE DETERMINANTS OF ENVIRONMENT-CONSCIOUS TRAVEL MODE

CHOICE BEHAVIOR: APPLICATION OF SOCIAL PSYCHOLOGICAL MODEL

TO PROMOTE PARK AND RIDE MEASURE

Shoji OHTOMO, Yukio HIROSE, Susumu OHNUMA, Junkichi SUGIURA, 
Kayo YORIFUJI and Hirokazu KATO

The purpose of this study is to examine psychological determinants of promoting P&R measure. Our hypothesis was

based on the decision making model of environment conscious behavior (Hirose, 1995). A survey was carried out for

residents in the area where a social experiment of P&R was being implemented, and 893 responses were obtained (61%). 

The results were as follows, a) Main determinants of public transport choice behavior were perceived behavior control, 

cost evaluation and behavioral intention. b) Attitude and subjective norm affected the behavior indirectly by way of

behavioral intention. We discussed that psychological strategy only for encouraging the environment consciousness was

insufficient, while the strategies of affecting to perceived behavior control and cost evaluation should be emphasized. 
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