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1.　はじめに

1990年 代半ばより,欧州諸国を中心に世界各都市で

実施されている交通施策モビリティ ・マネジメントは,

我が国においてもここ数年で実験的取り組みが急速に増

えつつあり,都市交通問題緩和のための様々な局面で注

目されつつある1)2).ここに,モ ビリティ・マネジメン

ト(以下MMと 略称)とは,自 動車のみに依存するのでは

なく,公共交通や自転車 ・徒歩等の持続可能な交通手段

を組み合わせた交通行動への自発的転換を目的としたコ

ミュニケーションを中心としたマネジメント施策の総称

である.

こうしたマネジメント施策は,国 土計画や都市 ・地

域計画等の上位計画のもとでハード整備と共に戦略的に

実施されることでより効果を発揮する施策群であると考

えられる.し かし,こ れまで我が国では実験的なMM

プロジェクトのみが実施されており,総合計画のもとで

他施策と組み合わせて戦略的に実施された事例は,本 稿

執筆時点では報告されていないのが現状である.あ る程

度事例と効果分析結果が蓄積されつつある現時点におい

て,我 が国のMM施 策の重要な課題は,実 験的 ・研究

的な段階から実務的・政策的な段階への移行であろう.

実験プロジェクトから体系的な施策としての地位を獲得

するためには,さ らなる事例の積み重ねと施策効果の包

括的な分析が必須となることは論を待たないが,そ れと

ともに,諸外国の先進的な事例をレビューし,そのアプ

ローチと課題を整理し,我が国の施策に活かすための努

力をすることも必要となろう.

本研究ではこうした認識の下,2003年 ～2004年の2カ

年にわたり,国・州・県・市町村とNPO,民 間コンサルタ

ント,交通事業者がそれぞれの立場からMM施 策を推進

している英国の国家プロジェク トSmarter Choices-

Changing the Way We Travel-を 取り上げ,そ の中でも

特に,MMに おける中心的な施策として位置づけられる

個 人 を対 象 と した コ ミュニ ケー シ ョン施 策Personalized

Travel Planning(以下,PIPと 略記)に関わる概 要 とその政

策的背景 をヒア リング調査 と文献調査結果 に基 づいて と

りまとめ ることを,第 一の 目的 とす る.そ の上 で,英 国

と我 が国のPIPを 中心 とす るMMの 展開経 緯を と りま と

め,我 が国 において本格的かつ多面的にMMを 展開 する

にあた って今後 留意 すべ き諸点 について示唆 を得 るこ と

を第二の 目的 とするものであ る.

2.　Personalized Travel Planningの位 置づけ

(1)　Smarter Choicesの概 要

Smarter Choicesプ ロジェク トは,2003-2004年 にかけ

て,英 国交通省(Department for Transport:DfT)の 予算で

実施された実験的 プロジェク トである.こ れはソフ トな

自動車交通量 の削減施策 の英 国にお け る"プ ロジェク ト

名"で あ る.な お,そ う した施策 自体 は,日 本国 内では,

「モ ビリティ ・マネ ジメ ン ト施 策」 と定義 され る1)が
,

英国で は 「ソフ ト施策(soft measures)」 と呼称 され るこ

とが多い.こ の ソフ ト施策 は,交 通渋滞 や健 康,環 境な

ど様 々な文脈 において,広 義 の 「ソフ ト的な手法」で 自

動 車 交通 を削減 す るこ とを 目的 と して い る.Smarter

Choicesは,そ れ らの ソフ ト施策 の効果 を計測 し,分 析

し,確 証 を得 るための実験的 プロジェク トとして実施さ

れ た.

このプロジェク トで試行 された ソフ ト施策 は,以 下の

10タ イプの施 策で構成 されている3)の.す なわち,(1)職

場 トラベルプラン,(2)学 校 トラベルプラ ン,(3)個 人対 象

トラベルプラン,(4)公 共交通情報提供 とマーケティング,

〓交通意識の 向上キ ャンペー ン,(6)カ ー クラブ,(7)カ ー

シェア リングの仕組み作 り,(8)在 宅勤務,(9)テ レビ会議,

(10)ホーム ・シ ョッピング,で ある.本 研究で詳述す る個

人対象 トラベル プラ ン(以下,本 稿 ではPTPと 呼称)は,

これ ら十施 策の中の一つ として,位 置づ け られてい る.

(2)　PTPの 定義

文献3)に おいて,PTPは 次の ように定義 されてい る.

個人または世帯を対象に∴彼らが現時点と異な

るもっとメリットのある交通行動を選択できるよう

(例えば自動車利用の削減,バ ス,電 車,自 転車等

の利用の増加など),情報提供等による直接的なテ
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クニ ックを用いた手法.

PTPの 起源 は,公 共交通機関の利用促進 のための商業

マーケテ ィング ・テクニ ックと,交 通機 関による環境負

荷への関心や 自覚を促 す公的機 関によるキャンペー ンの

二つにあると考え られる.

ここで,我 が国では,こ うしたコ ミュニケー ション施

策 は一般 に トラ ベル ・フ ィー ドバ ック ・プ ログ ラム

(TFP:Tlavel Feedback Program)と 呼称 され てい る.

すなわ ち,日 本のTFPに 対応する名称 として,英 国では

PTPが 使用されてい るとい う次第 である.本 稿 では,英

国の施策状 況を とりまとめることを 一つの重要な 目的 と

してい ることか ら,こ こでは,TFPと いう用語 を用 いず,

英 国のPTPを 用い るこ ととする.な お,TFPとPTPの 類

似点,相 違点等 の詳細については,最 後 にも再 び触 れる

こととする.

なお,Smarter Choicesプ ロジェク ト では,PTPを 実 施

する 「場 」を,居 住 者,職 場,学 校 の3つ に分類 してい

るが,こ れは上記(1)に述べ た.職 場 トラベル プラ ン,.

学校 トラベル プランには必ず しも対応 していないこ とに

注意が必 要であ る.こ れ ら トラベル プランは,PTPが 対

象 とす る 「個 人」で はな く,職 場や学校 といった 「組

織」を対象 と し,通 勤通学等の交通の変容 のための 「組

織的対応 」を促す英国の制度である.

(3)　PTPの 二大潮流

現在,英 国のこの分野は,二 つの民間企業 に先導 され

てお り,二 つ の大 きな潮流 とな っている.一 社 は,ド イ

ツのSocialdata,もう一社は英国のSteer Davies Gleaveで あ

る.現 時点において,世 界で最 も大 きなPTPの 取 り組み

は,こ の二社 によってそれぞれ別々に実 施されたオー ス

トラリアのプロジェク トである.そ れぞれの車抑制 効果

や 優劣については,こ れ まで さまざ まな場 で討議 されて

い るが,決 着 は つい てい ない.英 国 交通 省 はSmarter

Choicesプ ロジ ェク トにおいて,両 社 の良い点 を ミック

ス した手法を模索 して いるところである13).こ の二社 に

追随 して,現 在では多 くの民間企業がPTPの サー ビス を

提 供しているが,こ れ ら二社の 自動車抑制 に向けた思想

の差を明確 にす るため,以 下 にそれぞれについて述べ る.

(1)Individualized Marketing (Socialdata)

Socialdata社の 製 品 プ ロ ジ ェ ク トは,Individualized

Marketing(IM法)と 呼称 されてい る.IM法 については,

これ までに もさ まざ まな文献で紹介 されてい る1)2)3)8)9)

ので,本 稿で の記述は最小限 に留めるが,こ の手法の特

徴 は,効 率 的に,個 別的な情報提供を行 うことによ り,

公共交通利用 を促進す ることにある.IM法 の効率性 は,

対象者を事前調査 によ りセグメン トし,車 抑制意図 をま

った く持 たない群 には接触 しない,あ るいは,も っとも

丁寧なツール提 供を受け取 るのは,公 共 交通 をそれほ ど

利 用 して居 らず,か つ,情 報 提供 に興 味 があ る と した

人々である等,セ グメン トされた群 毎に接触 方法 を変 え

る ことに よ り達 成 されてい る.IM法 の前提 は,「 人 々

は正確な情報を持 っていない.よ って,も し,情 報提 供

によ り,彼 らが考え るよ りも公共 交通 のサー ビスが良い

ものであ ることが明 らかになれば,も っ と公共 交通を使

って もらえ るだろ う」 とい うもので ある.

もう一 つのIM法 の特 徴 は,行 動変容 の動機付 け を必

要 と していない点 にある.通 常,自 動車か ら公共交通 の

転換を促 す とき,環 境,健 康,交 通事故の問題 を提示 す

るな ど,対 象者へ の動 機付 けは,容 易に想起され る事柄

であ ろう.し か しなが ら,IM法 の もっとも典型 的な例

では,こ の動機付 けを必要 と していない.環 境 や健康は,

交通手段選択 においては補足的な事項 であ り,完 全な情

報 を得 ることがで きれ ば,自 分 自身で行 動パ ター ンを選

択 し,決 定す る方が効果的である とい うのである.

また,IM法 で は,対 象 者の車か らその他 の交通機 関

へのモーダル シフ トに着 目しているが,そ れが個々人の

ライフスタイルに どの ような影響を及 ぼすか等 にはほ と

ん ど言及され ない.IM法 では,モ ー ダル シフ トが最終

目標であ り,交 通行動の頻度 自体 を減 らそういう意 図は

無 いが,頻 度の減少は文脈によって は起 こ りうると して

いる.よ って,メ イ ンターゲ ッ トは,人 々が 「転換 しや

すい トリップ」であ り,転 換 しやすそうな人々(転 換候

補層)を 特定する ことがキーポイン トとな る.

IM法 は,英 国や豪州ではTravel Smartと い うブラン ド

でこの思想 を拡 張 して実施されてお り,こ の事例 を3.

(1)で 詳述する.

(2)Travel Blending(Steer Davies Gleave)

Steer Davies Gleave社 の製 品プロジ ェク トは,か つて

はTravel Blending,現 在はLiving Neighbourhoodsあ るい

はLiving Changeと 呼ばれて いる.現 在 の呼称 のいずれ

も,Travel Blendingを ツール と して包含 するプロジ ェク

ト名 であるが,本 研 究で はIM法 との対比 を明 らか にす

ることか らも,TB法 と呼称 する.

TB法 がTM法 ともっ とも異な る点は,TB法 の最終 目的

をコ ミュニティ ・デ ベ ロップメン ト(地域社会の発展)と

して いる ことであ る[1].TB法 では,各 世帯 の一人 と"会

話"を す るこ とに始 ま り,移 動 について各世帯が 直面 し

てい る欲求不満 を解 消するために,要 望のあった様 々な

ツール(表1参 照)の提 供を行 うこ とで,車 利用 の抑制 を

図っている.

TB法 では,モ ー ダル シフ トのみな らず,活 動や 目的

地 を"ブ レン ド"した り,組 み合わせ た りしなが ら,移 動

の必 要性を減 らせ ないか どうか を考え ることに主眼 が置

かれて いる.な お,TB法 の具体例 につ いて は,既 往文

献11)12)を参照されたい.
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(4)　 PTPの プロジェク ト対象地域

Smarter Choicesで は,居 住者,職 場,学 校のそれぞれ

7地 区,6地 区,2地 区を対象 と したパイ ロッ トテス ト

を行 っている3)4).表2に,2004年9月 の報 告会5)に て

報告された地 区名 と対象者数,プ ロジェク ト費用,効 果

等の一覧を示す.以 下,こ の表 に示 した居住者 と職 場に

お けるプロジェク トの具体的な事例をい くつか取 り上 げ,

文献調査 とヒア リング調査 をもとに,次 章にお いて述べ

る.

表1　 TB法 で配布するツールの例

3.　Personalized Travel Planningの具体例

英国 におけ る居住者 ・職場PTPのMM事 例 は,い くつ

か報告 されてい るが3),本 研 究では,そ の 中で も代表 的

な例 として文献5)な どの報 告会で取 り上げ られてい るブ

リス トル市(居 住者)と オールダム市(職場)の事例 につ

いて詳 述する.

(1)　居住者対象Personalized Travel Planning

居住者対象PTPの 事例 と して,ブ リス トル(Bristol)市

の取 り組み6)の 詳細 を述べ る.こ の取 り組 みは,ブ リ

ス トル市役所 と,持 続可能な交通 モー ドへ の転 換を 目指

す さまざまな活動 を行 ってい るNPO団 体,Sustransが

主体 とな り,英 国交通省 の補助金 を得て実 施 している.

Sustransは,英 国にお けるMMの 黎明期 よ り独 自の活 動

を 展 開 して い た 団 体 で,現 在 は 主 にIndividualized

Marketing7)(M法)を 用いたPTPを 様 々な地区を対象 に

実施 してお り,IM法 を開発 した民 間 コ ンサル タ ン ト

Socialdata社 とのつなが りも深 い.本 事例 にお いて も,

SustransとSodaldata社 が共 同開発 した,IM法 を主体 と

表2　 英 国 交通 省 に よ るPersonalized Travel Planning実 験 プ ロ ジ ェ ク ト(2003-2004)の 概 要

注)「 効果」の数値 について:ト リップ数の変化率(%)
「居住者」については,今 回の取 り組みが対象地域全体 に及ぼ したであ ろう集計的効果の(制 御群 を基準と した)推計値

ただし,Yorkの み,実 験参加者のみの変化率.
「職場」については,実 験参加者が達成 したモーダル ・シフトを意味する.
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したMM(プ ロジ ェク ト名:TravelSmart)を 展開 してい る.

また,プ ロジェク トで使用 したバ ス情報 やお試 しチケ ッ

トは,バ ス事業者であ るFirstよ り提供されている.

TravelSmartプ ロジェク トは,自 動車利用 を削減 した

い,あ るいは削減で きる人々を対象 に,個 別的な情報や

ア ドバイスを提 供 し,交 通機 関選 択に関する意識向上や

自動車以外の交通モー ドの使 いや すさの認識 向上を図 る

ことを目的 としている.プ ロジェク ト手順は以下の通 り

である(図1:文 献5)よ り筆者が作成).ま ず,世 帯に コ

ンタク トし,そ こで得 られた世帯 の交通行動情報 と自動

車以外の交通モー ドへの興味 の如何 によ り,グ ループ分

けする.次 に,そ の中で公共交通 や 自転車等 をもっと使

いたいと考えているグループの人々に,そ れ らに関す る

個別的な情報(例えば,特 定の駅 ・停 留所の時刻表,自

転車店情報な ど,各 々の要望 に添 った情報)を提供 す る

のである.そ の上で,最 後の一押 しが必 要な世帯には,

公共交通や 自転 車,徒 歩利 用促進 のための支援 を行 うこ

ともある.ち なみに,今 回のブ リス トル市 の事例での,

被験者の分類は,R without=9%,R with=17%,I=40%,

NI=34%.の 割 合であ った.

市役所 の役 割は,第 一に交通情報 の提 供,第 二 に公

共交通事業者(Firstバ ス)に協力 して も らうための交渉,

であった.交 通情報の提 供には,情 報 提供のための材料

(時刻表な ど)の収集,新 しい材料(地 域の交通マ ップ,自

転 車 パ ン フ等)の 制作 依 頼,な どが 含 まれ て い る.

Sustransは,自 転車店への割引依 頼の交渉をす ることと,

現場 担当のSocialdataの 諸活動のマネジメン トを担 当 し

た.Socialdataは,プ ロジェク トの現場 を担 当 し,こ れ

までにも数多 く実施され,実 績 の蓄積 もあるIM法 を実

施 した.

この結果,自 動車の交通機 関分 担率(運転 ・同乗含む)

がIMを 実施 していない地域(制 御地域)と 比較 して集

計 的に4%減 少 した という成果が報告 されている(表3).

さて,Sustransの 担 当者 によ ると,TravelSmartで は,動

機付 けと して環 境や健康に言及 してお らず,情 報提 供の

みで 自発的に交通行動 について考 えて も らうことを重視

してお り,そ のため交通行動変容が本 当に起 こるまでに

は時 間がかかる こともあ るが,結 果 的にはその方が効果

があると認識 している,と のことで あった.

(2)　職 場対象Personahzed Tlavel Planning

職場対象PTPの 情報収集 として,文 献5)に 述べ た報

告 会において,職 場対象PTPの 代表 プ レゼンを実施 し

て いた担当者に ヒア リング調査 を実施 した.そ の担 当者

の主 な担当地区はオールダムOldhamで あった ことか ら,

ここではオール ダム市の取 り組み を紹介す ることとする.

この プロジェク トでは,Oldham Countyが 主体 とな り,

実行組織 をつ くってお り,そ の中に,プ ロジェク トコー

表3　 ブリス トル市Bishopston地 区の事後調査結果

交通機関分担率の群間比較(%/人/年)

図1　 ブ リス トル市のIM法 の実験群分類 と手続 き

デ ィネー タ として英 国最大 の交通事業者Firstの 担 当者

と,PTP対 象企業 のコ ンタク トパー ソンが参加 してい る.

参加企業は,国 のTravel Plan4)を既 に策 定 している企業

の 中か ら選定 したため,こ のようなプ ロジ ェク トへの意

識が高 く,か つ,公 共交通の便の良い場所に立地 してい

る7つ の企業[2]であった.

企業 が参加 す る動機 は,第 一に,参 加会社 を新 聞 で

紹介す ること等が,企 業 の参加意欲を高めるために一役

買 ってい るため,第 二 に,Travel Plan策 定が政府の方針

で義務づけ られていることであ ろう,と の ことであ った.

なお,最 初 に企業 にコンタク トして協 力依 頼をする もの

の,実 際のプロジェク トは,個 々の職 員 とプロジェク ト

コーデ ィネータが直接や りと りし,企 業 は関与 しない.

なお,プ ロ ジェク トコーデ ィネー タは交通事業 者First

の顧 客対応 部署 にお ける専門職員一名 であった.

プロジェク トの手順 は,以 下の通 りである.

(1)夕ー ゲ ッ ト: 企業の通勤交通における自動車利用を減

らす こと.参 加者 は,企 業の職員のみを対象 と して いる

が,家 族割 引チケ ッ トの紹介な どは行 って いる.対 象者

は計22,500人(全 人 口の4.2%)で,参 加者 は1149人,

約15%で あった(オールダムの人 口は約25万 人).

(2)リ クル ー ト: ポ ス タ ー,e-mail,社 内 ニ ュー ズ レタ ー,

インターネ ッ ト,新 聞,リ ーフ レッ ト,車 内広 告等を用

いて,2,000人 を目標 に,対 象組織 の従 業員の参加 を呼
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びかけた.最 も効果 のあ った リクルー ト方法は,プ ロジ

ェク トコーデ ィネータ 自身がそれぞれの会社に出向いて

説 明する計20回 開催 した ミーテ ィングであった(ミーテ

ィング前に,そ の会社の役員等 よ り トップダ ウンで参加

募集 中の旨を伝 達済み).参 加 のイ ンセ ンテ ィブ と して,

公共交通無料 券/自 転車 と関連部品のデ ィスカ ウン ト/

そ の 人 用 に カ ス タ マ イ ズ し た 個 別 的 経 路 情 報

(personalized joruney plan:PJP)/自 転車 とヘル メ ッ ト

が抽選で当た る申込用紙/自 転車利用者のための無料 の

朝食,の5つ を提示 している.

(3)事前調査: 参加表明した人に,電 話または直接会いに

行き,交通行動調査アンケート票を郵送か手渡しして,

記入してもらう.事 前調査は,交 通行動調査(目 的別代

表トリップの代表交通手段,ク ルマ利用実態と理由,バ

ス ・電車とクルマの週毎コスト)と公共交通に関する意

識凋査,リ クエスト調査が含まれている.

(4)情報提 供: バ スマ ップ,無 料 チケ ッ ト,ジ ャーニ ー

ズ ・パッケージ(紙製の専用フォルダに,公 共交通無料

お試し券,個 別的経路情報,プ ロジェクト名を記したペ

ン,そ の他をその人の希望に添って提供).

(5)事後調査: 全ての参加者に対し,2004年2月 に事後

ア ンケー ト調 査票を送付 した.回 収率 は27%で あった.

制御群は設定 していない.

(6)効果:こ の事例では制御群を設定しておらず,自 動車

利用等の増減については客観的評価が難しいが,47%の

参加者が公共交通を利用するようになったと回答してお

り,97%の 参加者が自動車交通を削減するような施策が

必要だと言うことに同意しているとの結果であった.

ここで,個 別的経路情報とは,こ の取 り組みで唯一,

被験者毎にカスタマイズされた情報提供であり,事前調

査でリクエストのあったトリップ,ま たは,事 前調査で

の代表 トリップを持続可能な交通モードで行う際の経路,

時刻,地 図等を紙媒体で作成し,提供するものである.

個別的経路情報作成システムは,GMPTEが 整備したシ

ステムを使用しており,バス,ト ラム,電 車,徒 歩をシ
ームレスに組み合わせた行動プランを提供可能なシステ

ムである.WEBで も閲覧可能であるが,自 動車ユーザ
ーにその労をとってもらうことは困難であるため,紙 媒

体の方が見てもらえる,と のことであった.

また,配 布物のデザインは,全 てオールダム市のデ

ザイン部門がデザインしたものを使用しており,デザイ

ン部門が3種 類作ってくれたデザインの中から,1つ を

プロジェクトコーディネータが選んだとのことであった.

プロジェクトのコストは,ト ータルで4万2千ポンド(約

900万円)であり,約7割が人件費とのことであった.

4.　我が国のMM施 策の現状との比較

2章と3章において,英 国のMM施 策のうち,個 人を対

象としたPTPについて概観した.こ れらの事例に示され

るように,英 国では,PTP(す なわち,日 本における

TFP)が,中 央政府や交通事業者との関連の下,地 方自

治体が主体となって展開されている様子がうかがえる.

日本国内でも,い くつかの自治体においてこうしたMM

が行政的に展開されつつあるが1),いち早くMMの 取 り

組みを始めた英国の方が,よ り豊富な経験に基づいて展

開しているものとも考えられる.つ いては,英 国のMM

の経験をとりまとめ,そ の上で我が国のMMの 展開をそ

の比較のもとで振り返ることで,我 が国のMM施 策の,

より効果的,適 切な展開を考える上で有益となる何らか

の実務的示唆が浮かび上がる可能性が考えられる.

こうした認識の下,本 稿では,既 往文献,な らびに,

ヒアリング調査に基づいて,英 国のPTP施策の経緯と我

が国のMM施 策の現状と経緯を図2に整理 した.な お,

英国における政策はEUの 動きと連動している面も多々

あると考えられるため,EUに おけるMMの 大きな トピ

ックも併せて図2に記載した.以 下,こ の図に基づいて,

英国,EUそ して日本のMMの 展開経緯について述べる.

まず,英 国について述べる13).英国では,1990年 代初

頭に,主 要な道路ネットワークの整備が概ね終了してい

た.そ れにもかかわらず,交 通需要は増加を続け,道 路

容量を増やす施策だけでなく,交通需要をマネジメント

する施策(TDM)の 重要性が認識されつつあった.1995年

～1996年にかけて,最 初のMM的 なキャンペーン施策が

地方自治体や州で実施され,そ の概要と成功が報告され

ているが,ロ ーカルな取り組みの一つに過ぎなかった.

転機となったのは,1997年 の労働党政権の誕生である.

労働党政権は,よ り包括的かつ総合的なアプローチによ

る交通施策を志向し,こ れはMMの 概念と合致するもの

であった.1998年 より,英国交通省が本格的に関与を開

始し,ノ ッティンガム市やブリストル市など比較的大規

模な都市においても実験的事例が蓄積され始めた.個 別

事例において,交 通省からの補助金で実施された事例も

あるが,こ の時期のMMプ ロジェク トの財源の多くは地

方公共団体やEUに依存していた.2000年,2章(1)に 述べ

た職場トラベルプランが制度化された4)14)15).2002年に

は,交 通省が主催するMM的 な施策の有効性を検討する

ための 「Smarter Chdces」プロジェクトが開始され,14

プロジェクトが交通省の資金によって進められた.2003

年秋,交 通省と教育省が連携し,イ ングランド全土の小

中学校にTravel Plan策定を支援するための資金を提供す

る 「学校 トラベルプラン」(2章(1)参照)が開始された4),
13).2004年11月,先 に述べた 「Smarter Choices」プロジ

ェクトの最終報告書が交通省から発行され,こ れらの
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MM的 なプロジェク トの効果の程度が実証されたと報 告

さ れ て い る.同 年,英 国 のMM的 施 策 群 「Smarter

Choices」 の年次報告会 が初 めて開催 され,2005年 に も

第 二 回 が 開催 さ れ て い る.現 在(2005-2006年)は,

「Smarter Choices」プロジェク トで検討 された諸手法 を

一つの都市 にパ ッケージ として適用 した場合 の効果 を検

証するため,Sustainable Travel Townプ ロジェク トが進行

中である.

EUに おいては,1994-1998年 にCAMPARIEと い うキ ャ

ンペーン施策の促進 プロジェク トが実 施されてお り,前

述の英国のキャンペー ン施策もこの流 れを受けたもの と

も捉 え る こ とが で き る.1997年 には 第 一 回European

Confbrence of Mobility Management(ECOMM)が アムステ

ル ダムで 開催 され,そ の際の討議 を経て,欧 州共通 の

MMを 語 る 場 と し てEuropean Platform of Mobility

Management(EPOMM)が 設置 されて いる.EPOMMの 主

催 国 は,オ ース トリア,フ ラ ン ドル(Flemish national

govemment),フ ラ ンス,イ タ リア,ス ウェーデ ン,オ

ランダであ り,英 国は主体 的には関与 していないが[3],

実 質的には,EUの この大 きな潮流 に沿 ったもの といえ

よ う.実 際,2002年 よ りEU主 催 で 実 施 され て い る

CIVITASと い う補助 施策では,英 国の 自治体 もい くつか

応募 し,資 金 を獲得 している.

一方
,我 が国で最初 にPTPが 紹介 されたのは,筆 者 ら

の知る限 り,1998年 原 田 ・牧村によって報 告された文献

8)と思われ る.こ の文献 ではオース トラ リア ・アデ レー

ド市で実施 されたTravel Blendingの 概要が述べ られてい

た.当 時,長 引 く不況 と公共投資の抑制政 策を背景に,

交通容量の拡大施策 の限界が指摘され,交 通需要を抑 制

す るTDM施 策が注 目されていた.こ の ことは,1999年,

国土交通省(旧建設省)による 「社会実験」プロジェクト

が開始されたこともからも伺える.同 年,北 海道開発局

の支援を受けて,札 幌市において初めて実験的なMMプ

ロジェクトがパイロットテストとして実施され,2000年

には本格実施されている.同 時期に,阪 神高速の湾岸線

利用促進MMに おいて,我 が国初の行動プラン法が試行

され,成 功を収めている.2001年,国 際交通安全学会

(IATSS)の研究会の一つとして,我 が国で初めて研究者

と実務者による研究会が組織された.こ のときのメンバ
ーにより,2003年 土木学会土木計画学研究委員会の下部

組織として,WSが 立ち上げられ,2005年 には小委員会

に昇格した.国 土交通省(本省)のこれらの組織 ・施策へ

の積極的関与は2004年初頭に始まり,それと同時に各自

治体において,よ り実務的なレベルでの実験的事例の蓄

積が始まっている.2005年,MM施 策の実務的な手引き

書としてまとめられた 「モビリティ ・マネジメントの手

引き」が土木学会より刊行されている.な お,図2に 示

したように,我 が国におけるMM施 策事例は年々増加傾

向にあり,特に,2005年 に大幅に増加している様子がわ

かる.

5.　おわりに

(1)　まとめ

本稿では,英 国のPTP施 策の現状を,交 通省の

Smarter　Choicesプロジェクトを紹介することで概観した.

居住者対象 ・職場対象のいずれの事例も,行 政や民間コ

ンサルタント,NPO,交 通事業者が連携し,よ く練ら

れた手順で実施されていることが伺えた.

なお,こ れら英国における事例では,概 ね交通省の期

図2　英国と日本のMM的 施策の経緯
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待通りの結果が得られており,これらを受けて2-3年 以

内に,MMに より大きな予算を割くべきか否かの政治

的判断が下されようとしているところである.

(2)　我が国の都市交通政策への示唆

実務的な面で,我 が国のMM施 策の展開が英国のそれ

と異なる一つの点は,英 国では主として中央政府が主導

的な役割を担ってきた一方で,我 が国では学会等が海外

からの技術や理論の導入と適用を行い,そ れを一つ軸と

したMM施 策展開が行われた,と いう点である.英 国

では,大 学は施策のモニタリング(評価)に関与するのみ

であることが多く,プ ロジェクト自体の企画 ・実行は行

政または民間コンサルトが担当している.こ の相違には

それぞれ長所と短所の両面があると考えられる.

冒頭でも指摘したように,我 が国では英国のPTPに

類似した手法は一般 にTFP(Travel Feedback Program)と呼

称されており,TFPの 定義上1),PIPはTFPに 分類され

る.英 国のTFP(すなわち,PTP)と 日本のTFP1)は,基 本

的なプログラム構成は同様であるが,日 本のTFPは"
「行動プラン」を被験者自身が策定するプロセスを導

入"している点に大きな特徴がある.行 動プラン策定の

意義は文献2)に 詳しいが,社 会心理学の知見を援用し

た効果的な新しい手法であり,英国での取 り組みに行動

プランを組み合わせることで,よ り効果的な施策となる

ことが期待されるであろう.こ れは,我 が国では,学 会

等における,社 会心理学等の学術的知見を行政に適用す

ることを意図した諸研究と連動する形でMM施 策が展

開されたことによるものと考えられる.

また,MM施 策の一般化のためには,波 及効果や,

ソフト施策の組み合わせの相乗 ・相殺効果,誘 発交通の

効果等を,「 集計的」な観点から計測することが必要で

ある.本 稿で報告した英国の各事例は,表-1に 示した

ように的確な評価のために多くの予算を使用している.

我が国においても,こ れと類似した総合的かつ大規模な

実験プロジェクトを,英 国の事例と同様に,例 えば中央

政府の主導の下で展開していくことが必要となろう.こ

の点は,学 会等ではなく,行政 ・民間コンサルタント主

導の英国の組織の方が有効に機能すると考えられる.

ここで,そ うした政府主導の大規模な実験プロジェク

トを実施する際の最大の留意点の一つは,効 果計測手法

の共通化であろう.英 国のPTPは,様 々な地域で異な

る効果計測を行っており,それ故に,い くつかのプロジ

ェクトにおいて他の事例との比較が困難となったという

問題点があった.制 御群を必ず設定し,調査票を共通化

し,サ ンプルは無作為抽出とする,等 の基本的な効果計

測手法を共通化すれば,こ のような問題を回避可能であ

る.こ のような厳密な効果計測には大学の研究者が関与

することが望ましい.実 際,英 国でもモニタリングは大

学が関与しているが,必 ずしも成功しているとは言い難

く,MM施 策の広範な実施のためには,今 後特に留意

しなければならない点であろう.

このように,英 国やEUと の対比から,我 が国におけ

るMMの 包括的モニタリングの重要性が示唆されたが,

それ以外にも,次 のような課題点が,英 国やEUと の対

比から示唆されるものと考えられる.
・交通情報基盤の整備

PTPあ るはTFPに おいて重要な要素は,公 共交通や

自転車,徒 歩等についての具体的な情報である.英 国に

おけるヒアリング調査等からは,「 交通情報インフラ

(基盤)」 とでも呼ぶべき様々な交通情報資料(公 共交

通路線図,自 転車・徒歩専用道地図,時 刻表,地 域情報,

そして個別的経路情報)が,そ れぞれの地域に存在して

いる様子が示されている.一 方で,我 が国における各都

市におけるこれらの交通情報基盤の整備水準は十分に高

いものとは言い難いと考えられる.今 後は,効 果的な

PTPあ るいはTFPを 展開していくためにも,地 図や時

刻情報等の交通情報整備の整備と維持管理を組織的に進

めていくことが重要であろう.
・実務的情報交換の場

図2に て示したように,欧 州では,MMに 関する会

議であるBCOMMが 毎年開催されており,実務的な情

報交換が盛んに行われている.そ の一方で,上 述のよう

に,我 が国ではMMが 種々の 「学会」において議論さ

れることが多く,実務者間の情報交換が不十分であると

いう難点がある.こ うした課題点に対処するためにも,

日本においても,ECOMMと 同様の,実 務的情報交換

を主たる目的とする会議を開催することが急務である.
・政府主導プロジェクトの展開

再び図2に て示したように,欧 州ではCAMPARIEや

CIVITAS,英 国では,交 通省によるPTPの14プ ロジェ

クトの実施など,政 府主導の直接的あるいは間接的支援

プロジェクトが進められている一方,日 本ではそうした

プロジェクトが十分に実施されているとは言い難い状況

にある.無 論,MMは,「 各地域の主体的なMMの 自

発的展開」が不可欠であるとしても,そ うした自発的展

開を支援する,政 府プロジェクトの推進も重要な課題と

なるものと考えられる.

このように,英 国やEUと の対比から,我 が国におけ

るMMの 方向性についてのいくつかの示唆が得られた.

無論,こ れら以外にも,PTPに 関する 「心理学的理論」

の探求や,「 技術的課題」の研究などが求められている

ことは論をまたない.し かし,本稿で述べたような実務

的な視点からの事例のとりまとめと,そ こから得られる

実務的含意を議論していくこともまた,土 木計画学研究

の重要な役割の一つであると考えられることから,今後
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も,こ う した 視 点か らの研 究 を進 め て い く こ とが,重 要

で あ る も の と考 え られ る.

注[1]実 際には クライア ン トが交通部 署や環境 対策 部署 であ る

こ とが多 いため,コ ミュニテ ィ ・デ ベ ロ ップメ ン トよ り

も 自動車分担 率 の削減やCO2排 出量 削減効果 を求 め られ

る ことが多 く,こ の理念 を解 す るクライ アン トが い ると

良いなあ と思ってい るとの ことであ った17).

注[2]Oldham metropolitan Borough Council:オ ールダ ム市 政府

/First:交 通事業者/Greater Manchester Passenger Transport

Executive:略 称GMPIE州 政 府 の 組 織/Oldham Primary

Care Trust/Oldham NHS Trust/The Oldham College/SSL-
International:民 間 企業

注[3]本原稿修正時(2006年6月時点),英 国もEPOMM主 催国に仲

間入 りしたとの報があった.
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ァ リング調査 にご協力い ただ いた英 国交通省 のJacqui Wilkinson

氏,SUSTRANSのJames Ryle氏,FirstのGed Ward氏 に深謝 の意
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英国における個人対象モ ビリテ ィ ・マネジメン トの現状 と我が国への政策的含意*

谷口綾子**・藤井聡***

欧州諸国を中心に世界各都市で実施されている交通施策モビリティ ・マネジメントは,我 が国においてもここ

数年で実験的取 り組みが急速に増えつつあり,都市交通問題緩和のための様々な局面で注目されつつある.

本研究では,MM施 策を推進している英国の国家プロジェクトSmarter Choices-Changing the Way We Travel- を

取 り上 げ,そ の中でも個人を対象 とした施策Personalized Travel Planning(PTP)を ヒア リング調 査 と文献調査結 果 よ

り紹介 し,考 察 した上で,英 国 と我が国 のMM的 施 策の経 緯 をまとめ,我 が 国に同様 の施策 を導入 する際の留意

点について示唆 した.

The current situation of Personalized Travel Planning for car use reduction in UK

and implication toward Japanese transportation policies*

By Ayako TANIGUCHI**•E Satoshi FUJII***

Since middle of 90's, Mobility Management (MM) has been implemented as a transport measure in western countries such

as Europe and Australia. Also in Japan, MM is focused on many cases to ease problems concerning urban transportation

such as traffic congestion, air pollution and promotion of public transport.

In this Paper, we introduced the experience of MM project called "Personalized Travel Planning" in UK, as one of the most

progressive country of MM policy by interview survey and documents review. We compared background of MM between

UK and Japan, and indicated the suggestions toward Japanese transportation policies.
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