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1. は じめに

言 うまで もな く,通 勤 ・業務な どの企業活動に関連 し

た交通行動は,交 通計画にお ける重要な要素である.通

勤による朝夕のラ ッシュ,業 務 目的の移動による(特に昼

間の)交通渋滞な ど,地 域に大 きな影響 を及 ぼす交通行動

となってい る.交 通問題 の総合的マネジメン トを 目指す

モ ビリテ ィ・マネ ジメン ト(以下MMと 略記)においても,

通勤 ・通学 目的の交通をターゲ ッ トとした取組み の重要

性 が指摘 され てお り1),国 土交通省 において も,事 業所

を対象 とした通勤交通マネ ジメ ン トが施策 として進 めら

れつつあ る.

事業所 にお けるモ ビ リテ ィ・マネ ジメン トは二つに大

別 され る3).一 つは事業所の従業員一人ひ とりの行動変

容 を促す 「個人的プ ログラム」,もう一つは事業所組織 の

変容 を促 す 「組織 的プログラム」である.従 業員 を対象

とした個人的プ ログラムはこれまでい くつかの事例が報

告 されているが4)5)6)7)8),本格的な組織的プ ログラムは,

我が国においては未 だ実施 され てい ないのが現状である.

萩原 らは,こ の ような現状を鑑み,事 業所にお ける組

織的MMの 実現可能 性を,埼 玉県内の事業所へのアンケ

ー ト調査 によ り分析 してい る9).そ して,多 くの事業所

がマイカー通勤抑制組織 目標(マイカー通勤 を減 らした

い とい う意図)を有 している一方,従 業員はマイカー通勤

抑制の取組 に対 して反対 していると考えていること,な

らびにマイカー通勤抑制組織 目標の規定因には 「利 己的

動機」 と 「公共的動機」の双方 が存在することを明 らか

に した.

本研究 では,萩 原 らの提案す る組織 の行動変容プロセ

スの枠組み を用いて,埼 玉,三 重,大 分,磐 田,豊 田の

各地域の事業所において実施 されたア ンケー ト調査結果

を比較分析 し,組 織的プ ログラムの導入 プロセスについ

ての地域 間の共通性が どの様 な ところにあるのか,そ し

て,地 域 間で異なる ところは どこか,等 を把握するこ と

を通 じて,日 本国内の各地域にお ける今後の職場MMの

展開に資す る知見を得 ることを 目的 とす る.

図1マ イカー通勤抑制の組織 行動変容プロセ スモデル

2.組 織の行動変容プロセス

萩原 らは,既 往研究3)に おける組織 的行動 の行動変容

プ ロセスモデルを基本 として,「事業所が従業員のマイカ

ー通勤を抑制する」 とい う 「組織行動変容」 について
,

図1の よ うなプ ロセ スモデルを提案 している9).

このモデルでは,組 織 の行動変容が生ず るためには,

まずその組織が行動 を変容 させ よ うと考えること,す な

わち 「組織 目標」 が形成 され ることが不 可欠である と仮

定 している.そ して,そ の組織 目標 は,組 織 の 「利 己的動

機」と「公共的動機」によって形成 される とともに,組織 が

マイカー通勤抑制 を困難だ と思 う程度,「マイカー通勤 抑

制困難性認知」の影響 を受けることが想定 されている.

また,「組織 目標」が存在 したとして も,そ れのみ で組

織行動変容が起き得 るとは限 らない.こ のモデル では,

マイ カー通勤抑制 に対する従業員の態度をその組織が ど

のよ うに認知 してい るか,つ ま り「従業員の賛否 意識」が

組織行動変容に影響す ると仮定 している.す なわち,従

業員 がマイカー通勤抑制に賛成 していると認識 してい る

事業所 ほど,組 織 行動変容 の可能性 が高ま ると想定 され

ている.

本研究において も,萩 原 らの提案 した組織的行動の行

動変容プ ロセスモデルを基 本として用いつつ,地 域間比

較分析 を行 うこととする.

3. 事業所を対象 としたアンケー ト調査概要

本研究における分析 で用い るデータは,国 土交通省国

土創発調査(通勤交通マネ ジメン トに関す る調査研究)と

して,埼 玉県,大 分県,三 重県,磐 田市,豊 田市 にて平
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成17年 度に実施 された調査 によるものである.こ の調査

は,自 動車通勤 を抑制に向けた今後の施策展開の基礎 資

料収集 とい う行政 目的のために,「企業組織」として通勤

交通マネジメン トをどのよ うに捉えているかをアンケー

トにて問 うものであった.県 庁 と市 とい う異なる行政 レ

ベル が混在 している理由は,創 発調 査が,自 治体 レベル

を問わない調査 であったためで ある.

アンケー ト調査の うち,本 研究における分析 に用い る

調査項 目は表1に 示す とお りで ある.た だ し,諸 般の事

情か ら,三重,磐 田,豊 田の事業所 においては企業種別(業

種),豊 田の事業所 においては従業員数 を問 うていない.

また,対 象事業所 の規模 は地域 により様 々であるが,配

布 ・回収方法は郵送配 布 ・郵送回収 となっている,そ の

結果,埼 玉322事 業所,三 重8事 業所,大 分95事 業所,

磐 田14事 業所,豊 田60事 業所の合計499事 業所よ り回

答を得 た.

4. 結果

表1の 各指標につ いて,地 域別の平均値 と標準偏差 を

表2に,ま た地域別 と業種別(埼玉・大分のみ)の企業規模

(従業員数)を表3,表4に 示す.さ らに,地 域別の業種 構

成割合を図2に 示す.こ れ らより,三 重 と磐 田では,埼

玉 と大分 に比べ,大 企業が多いこ と,ま た埼玉は建設業

が,大 分 は「その他」の業種が多い と言 える.な お,大 分

の 「その他」の業種には,旅 行代理店,テ レビ局,銀 行,

カー ド会社,生 命保 険,病 院,電 力会社な どの都市型 の

事業所が多 く含まれ ている.

表1 アンケー ト調査項目

(1) 事 業所 の概要

・ 従業員数(パ ー ト・アルバイ ト含む)

・ 業種(農林水産業 ・建設業 ・製造業 ・運輸業 ・卸売小売業 ・公

務 ・その他)

(2) マイカー通勤抑制 に対す る組織的意識

・マイカー通勤抑制組織目標:「貴事業所には,マ イカー通勤を

減 らしたいという意図は少しでもあると思いますか?」 との

設問に対して,「全く,な いと思う」「やや,あ ると思 う」 「あ

ると思う」「十分,あ ると思 う」の4肢 より1つ の選択を要請.
・マイカー通勤抑制組織 目標の先行要因:以 下の6種 類につい

て,「マイカー通勤抑制は … という意識が…」という設問

に対し,「全然,な いと思う」から 「とても,あ ると思 う」ま

での5段 階で回答を要請,

-会社のイメージアップにつながる

-通 勤時の交通事故が減る

-社 員の遅刻が減る

-経 費節減(利 益の向上)に つながる(以上,利 己的動機)

-企 業の社会的責任の一つである(公 共的動機)

.難 しい(マ イカー通勤抑制困難性認知)

・マイカー通勤抑制行動予期:「貴事業所で,マ イカー通勤を減

らす試みを実施することは,今 後,あ り得ると思いますか?」

との設問に対して,「絶対,あ り得ない」「やや,あ り得る」「あ

り得る」「十分,あ り得る」の4肢 より1つ の選択を要請.

・公的取り組み協力意向:「『環境対策』『渋滞対策』で自動車通

勤を削減する公的な取り組みがあれば,協 力してもいいと思

いますか?」 との設問に対して,「全く,そのように思わない」

「少しだけなら,協 力しても良いと思 う」 「協力 しても良いと

思う」「積極的に,協 力したいと思 う」の4肢 より1つ を選択

することを要請.
・従業員の賛否意識:「従業員はマイカー通勤抑制について,ど

のように感 じていると思いますか?」 との設問に対し,「反対

している」から 「賛成している」までに5段 階で回答を要請

表2 地域別 計測指標の平均値と標準偏差

表3 地域別 企業規模(従業員数)

表4 業種別 企業規模(従業員数)埼 玉・大分のみ

図2 地域別 業種構成割合
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さて,本 研究では,2章 に述べ たマイカー通勤抑制の

組織 行動変容プ ロセ スモデルについて,萩 原 らの分析 と

同様,利 己的動機 としてイメージア ップ,交 通事故減,

社員の遅刻減,経 費節減,公 共的動機 として社会的責任

を設定す る とともに,本 研究では地域ダ ミー,企 業種別

ダ ミー企業規模(従業員数)が仮説のプ ロセスモデルに ど

のよ うに影響 しているかを探索的に検討 することとした.

地域ダ ミー は埼玉,三 重,大 分,磐 田,豊 田のそれぞれ

の地域を1と し,それ以外の地域を0と す る変数であ り,

企業種別ダ ミー とは,建 設業,製 造 業,運 輸業,卸 売小

売業,公 務,そ の他 のそれぞれ を1と し,そ れ以外の業

種を0と す る変数 である.ア ンケー ト調査票 には 「農林

水産業」 の選択肢 を記載 したが,本 研究で分析対象 とし

た企 業については該 当す る企業が存在 しなかった.

(1)地域 ダ ミーを入れた分析

本研究で はまず,地 域間の差異 を明 らかにす ることを

目的 として,全 地域のサ ンプル を用い る一方,地 域間の

差異を表現する地域 ダミーを導入 したモデル を推 定 した.

モデル推定にあたっては,複 数の重回帰モデルか ら構

成 され る階層重 回帰モデル の考 え方を用いて推定 した.

なお,先 に述べ た とお り,企 業種別や従業員数のデー タ

につ いては,全 ての地域で入手で きなかったため,本 節

では萩原 らの提案 した基本モデル(図1参 照)に,地 域ダ

ミー のみ を挿入 したモデル(図3参 照)の分析を行 った.

表5は,地 域 ダ ミーを入れた重回帰分析結果(n=478)

であ り,図4は それ を図示 したものである.「マイカー通

勤抑制組織 目標」を従属変数 とした重回帰分析結果 よ り,

マイ カー通勤抑制が 「イメー ジア ップにつ ながる」「交通

事故減につなが る」 「経 費節減につながる」 「企業 の社会

的責任であ る」 と考えている企業ほ ど,マ イカー通勤抑

制組織 目標 が向上する とい う結果が示 された.一 方,マ

イカー通勤抑制困難 性認知 に有意な負 の係 数が示 されて

お り,マ イカー通勤抑制 は難 しい と考 えている事業所ほ

どマイカー通勤抑制組織 目標は小 さくなることも示唆 さ

れた.ま た,「マイカー通勤抑制行動予期」を従属変数 と

した重回帰分析結果 よ り,「マイカー通勤抑制組織 目標 」

「従業員 の賛否意識 」が,「マイカー通勤抑制行動予期」

に有意な影響を与えてい ることが分か る.す なわ ち,マ

イカー通勤 を減 らしたいとい う意 図が強い事業所ほ ど,

そ して,従 業員がマイカー通勤抑制 に賛成 してい る傾 向

が強い事業所ほ ど,マ イカー通勤 を減 らす試 みを実施す

ることがあ り得る と考 えていることが示唆 された.こ れ

らは,萩 原 ら9)の分析結果の妥 当性 を改めて支持す るも

の と言える.

さらに,「マイ カー通勤抑制行動予期 」に対 して 「大分

ダミー」 が有意 となってい ることか ら,本 研究の分析対

象 とした事業所の うち,大 分の事業所はマイカー通勤を

図3 地域ダミー入り プロセスモデルの因果構造

表5 階層重回帰分析結果(地域ダミー入り)

図4 地域ダミーをいれた階層重回帰分析結果

減らす試みを実施することがあり得ると考えている傾向

が,埼玉県よりも強いということが示唆された.ただし,

それ以外の地域ダミーはいずれも有意な水準には届かな

かった.こ のことは,大 分県においては上述のような傾

向が見られる一方,そ れ以外の地域における地域間の従

属変数の差異は,少 なくとも今回の分析においては見ら

れず,組 織の行動変容プロセスは,今 回の分析に用いた

説明変数によっておおよそ説明可能であることを意味す

るものと考えられる.な お,大 分ダミーのみが有意とな

った理由は定かではないが,少 なくとも埼玉と比較する
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図5 企業種別・地域ダミーと従業員数をいれ
た組織行動変容プロセスモデルの因果構造

図6 企業種別・地域ダミーと従業員数をいれた
階層重回帰分析結果

と(図2),公共交通など他手段に転換しやすい都市型

のサービス業が多いことが影響している可能性も考

えられる.

(2)企業規模と企業種別に関する分析(埼玉・大分)

①プロセスモデルの検証

以上の分析では,得 られたデータすべてを用いた分析

を行ったが,埼 玉県と大分県においては,企業規模と企

業種別のデータも得られていることから,これら二地域

から得られたデータを用いて,企 業規模と企業種別が及

ぼす影響に関する分析(n=378)を 行った.図5は,埼 玉

と大分の事業所における企業種別と従業員数を加味した

組織行動変容モデルの因果構造であり,このモデルを階

層重回帰分析により分析した結果を表6,図6に 示す.

先の分析において有意であった係数は,一 部の例外を

除くと基本的に今回の分析でも有意であり,また,先 の

分析で有意でなかった係数は今回も有意ではなかった.

以下では,そ の一部の例外に関する考察,な らびに,今

回改めて導入した変数の効果に関する考察をおこなう.

まず,交 通事故削減についての期待が抑制組織目標に

対して有意ではなくなっている.こ の結果は,三 重,磐

田,豊 田において,大 分や埼玉よりも相対的に交通事故

削減についての期待の重要性が高いという可能性を示す

ものと考えられる.なお,表2よ り,大分と埼玉では「マ

イカー通勤抑制が交通事故削減につながる」という意識

が相対的に低し傾 向が示されているが,こ のことが上記

結果に関連している可能性も考えられる,一方,大 分ダ

表6 階層重回帰分析結果(従業員数 ・企業種別入 り,埼玉 ・大分)

ミーが有意でなくなっているが,こ れは,大 分における

抑制行動意図が埼玉県に比べて高かったのは企業の業種

の分布の違いによってもたらされていたという可能性を

示唆している.実 際,図2の 結果より,埼玉と大分の業

種は大きく異なっていることが示されている.

次に,従 業員数については有意な影響が見られなかっ

た.また,業種については,「マイカー通勤抑制組織目標」

に対して 「製造業ダミー」がマイナスに有意な傾向を示

していることとなった.こ のことから,本研究の分析対

象とした事業所のうち,業 種が製造業である事業所はマ

イカー通勤を減らしたいという意図が低い可能性が示唆

された.

②マイカー通勤抑制組織目標・行動予期の先行要因に関

する分析

ここでさらに,今回の分析で導入した従業員数や業種

ならびに,地域ダミーが企業属性,抑 制組織目標の先行

要因に及ぼす影響を把握するため,7つ の先行要因を従

属変数とした重回帰分析を行った結果を表7に 示す.

表7よ り,従業員数が多いほど,マイカー通勤抑制に

より「従業員の遅刻が減る」「経費が節減できる」と考え,

「マイカー通勤抑制は困難ではない」と考える傾向が示唆

されたが,こ れらの結果は,従 業員の多い企業ほど,職

場MMの 実施・参加を促す動機をより強く持っているこ

とを示している.このことは,職場MMを 実施する際に,
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表7 組織目標・行動予期の先行要因における重回帰分析結果

大企業を対象とした戦略を検討することの妥当性を示唆

するものと考えられる.

また,企 業種別が「運輸業」の事業所は,マ イカー通勤

抑制は,「イメージアップにはつながらない」と考えてい

るものの,「従業員は賛成している」「交通事故削減につな

がる」と考えており,「マイカー通勤抑制は困難ではない」

と考えている傾向が示唆された.こ のこともまた,職 場

MMに 運輸業の企業が積極的に参与する潜在的可能性が

存在することを示唆している.この理由は定かではない

が,運 輸業には,公 共交通事業者や宅配便などが含まれ

ており,交通関連施策には比較的敏感であることが想像

されるほか,交通事故などを強く忌避する傾向が考えら

れることから,職場MMに 肯定的態度を形成している可

能性が考えられる.

さらに,「製造業」の事業所は,マイカー通勤抑制に「イ

メージアップにはつながらない」「企業の社会的責任の一

つではない」との意識を持っている傾向が示唆された.こ

のことと,図6に 示した階層重回帰分析結果において,

製造業ダミーがマイナスに有意傾向にあったことを考え

合わせると,製造業は,概 して職場MMに 否定的な態度

を形成しがちである可能性をするものと考えられる.こ

の理由は定かではないが,製 造業は一般に公共交通など

マイカーの代替手段が不便な地域に立地することが多い

ことに起因している可能性も考えられる.

最後に,大 分ダミーについては,マ イカー通勤抑制は

「遅刻の減少にはつながらない」と考えている傾向が示唆

された.こ れは,表2で 大分の「遅刻」に関する指標が相

対的に低いこととも関連する結果であるとも考えられる.

5. おわりに

本研究では,先行研究9)における事業所モビリティ・マ

ネジメントの導入可能性に関する分析結果が,他 の地域

の事業所においても同様の傾向を示すのか否か,ま たど

のような属性の事業所において組織的プログラムの導入

可能性があるのかを検証するため,萩 原らの提案する組

織の行動変容プロセスの枠組みを用いて,埼 玉,三 重,

大分,磐 田,豊 田の各地域の事業所において実施された

アンケー ト調査結果の分析を行った.そ の結果,萩 原ら

の提案したマイカー通勤抑制の組織行動変容プロセスモ

デルが,他 の地域の事業所においても成立することが示

唆された.特 に,従 業員数や,企 業の種別を加味したモ

デルを推定したところ,組 織的プログラムに対する企業

意識の地域間の差異は,有 意なものではなくなった,と

いう結果が示された.こ の結果は,職 場MMへ の各企業

の参加意思決定プロセスは地域間でおおよそ共通してお

り,大 きな本質的な地域間差異は存在していない可能性

を示唆するものである.このことは,職場MMに おける
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組織 的プログラムのおお よその構成は,日 本国内の広範

な地域 で共有可能で あることを示唆するものである.

一方
,従 業員数 が多い事業所,な らびに,運 輸 業の事

業所においては,職 場MMを 肯定的に とらえる潜在 的可

能性が示唆 され た.そ の一方 で,製 造業は,職 場MMに

対 して否定的に とらえる潜 在的可能 性が存在す ることが

示 され た.こ うした知見は,当 該地域の職場MMを 展 開

す るにあた って,ま ずは どういった企業から接触を図っ

てい くことが得策 であるかを考 える上で,有 益な基礎情

報 とな りうる可能 性があるもの と考 えられ る.もちろん,

この ことは,現 在マイカー利用 削減の強い動機を持って

いない事業所をそのまま放置 してよい とい うことを意味

しているわけではない.し か しなが ら,事 業所MMを 広

範に進 めるに当た り,ま ずは動 機の強い事業所 を対象 と

し,事 例 を積み重ねることは一定 の妥 当性 があると考え

られ る.実 際,行 政担 当者の報告 によると,あ る都 市の

A銀 行に通勤MM推 進 を依頼 した ところ,「近所 のB銀

行が実施 してい るな ら,や りま しょう」とい う反応だった

そ うである.事 業所MMを 導入 してい る他社 を見 ること

で,自 社 に導入 しようと考 える企業 も存在す る可能 性が

あるのである.こ の意味で,ま ず は実施 しやすい事業所

を優先することには,一 定の妥当性 があると考 え られ る.

今後は,効果的な事業所モ ビリティ・マネジメン トを進

めてい くため,本 研 究にお ける分析 を,さ らに様 々な地

域 ・業種にお いて重ねていく必要がある.
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事業所 にお ける組 織的 モ ビ リテ ィ・マネ ジ メン トの導入 可能性 の地域 間 ・業種 間比較分析*

谷 口綾子**・藤井聡***

本研究では,萩 原らの先行研究における事業所モビリティ・マネジメントの導入可能性に関する分

析結果が,他 地域でも同様の傾向を示すのか,ま たどのような属性の事業所で組織的プログラムの導

入可能性があるのかを検証するため,埼 玉,三 重,大 分,磐 田,豊 田の各地域の事業所で実施された

アンケー ト調査結果の分析を行った.そ の結果,萩 原らの提案したマイカー通勤抑制の組織行動変容

プロセスモデルが,他 地域の事業所においても成立することが示唆された.ま た従業員数が多い事業

所,運 輸業においては,職 場MMを 肯定的にとらえる可能性が示唆された一方で,製 造業は職場MM

に対して否定的にとらえる可能性が存在することが示された.

Area Comparative Analysis On Potential To Introduce Organizational Programs Of Mo 

bility Management In Workplaces 

By Ayako TANIGUCHI**•ESatoshi FUJII*** 

In this paper, in order to test a potential to introduce organizational program for workplace mobility 

management (MM), we retake a test the organizational attitude and behavior modification model based on the 

frame of analysis by Hagihara et.al. using the questionnaire survey in workplaces. We analyzed the 

questionnaire data for the sake of comparison implemented in five areas, Saitama, Mie, Ooita, Iwata, Toyota, 

and comparison by categories of business and employee numbers. In the result, the organizational model 

suggested by Hagihara et.al, was supported in the both five areas. The result also indicates companies which 

employ a lot of person and transport companies were most likely to recognize MM as positive, however, 

manufacturing business were likely to recognize as negative.
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