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本研究 では, 交通需要マネ ジメン トの心理的方略TFPの 定義を明確 にし, コミュニ ケーシ ョン方法 の差

による手法の相違 を整理 した上で, 分類を行 った. 既 存のTFP事 例 は, 個々人の交通行動へのア ドヴァイ

スや フィー ドバ ックの方法か ら, (1)転換意 向別ア ドヴァイス型, (2)個別 ア ドヴァイス型, に大別す る事が

できる. 本研 究では, これ らの方法 を用い た事例を レビュー し, TFPの 効果 を把握す る とともに, TFPに

社会心理学の知見を取 り入れ, 今後, 実務的にもより効果的なTDM施 策へ と発展 させ るための方向性 を示

唆す る. 
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1. はじめに

(1)交通問題とライフスタイル

今なお続くモータリゼーションの進展とともに, 都市

部の交通渋滞は時間や機会の損失など社会経済活動に深

刻な影響を与え続けている. また近年は, 大気汚染や

CO2排出による地球環境問題の原因としても自動車の悪

影響が取りざたされている. これらの自動車に起因する

問題を緩和あるいは解決するために, (1)環境負荷の少な

い自動車の開発, (2)新規道路やバイパス整備などによる

交通容量の拡大, (3)自動車走行台数の総量の抑制, など

の様々な政策が各地で実施されている. しかし低公害車

の開発や普及には少なくとも中長期的な時間が必要であ

る上に, 普及したとしても発電時のCO2の排出を勘案す

れば抜本的な解決策とは言い難いと思われる. また, 交

通容量の拡大施策についても, 空間・費用の制約から, 

特に交通渋滞や大気汚染が深刻化している都市部におい

ては限界に近づきつつある. これらの問題を危急と捉え

るならば, 今, 我々が真っ先に取り組まなければならな

いのは「自動車走行台数の総量の抑制」つまり交通需要マ

ネジメント(TDM)であろう. この方法は, これまでにも

P&R駐 車場の建設など交通インフラサービス水準の変更

という形で実施されてきたが, その車両抑制効果は, 要

求される水準にはほど遠い状況にある. TDM施 策が

遅々として進まない理由の一つとして, 

「TDM施策は, 低公害車の開発や交通容量の拡大施策

と異なり, 一般の自動車利用者の施策への協力が不可

欠である」

という点が挙げられる. 一般の自動車利用者を対象に交

通手段の転換を要請あるいは誘導する施策の困難な点は, 

ある程度個々人のライフスタイルに踏み込むものである

から慎重に実施しなければならないという点にある. そ

れに加えて, 自動車の利便性に慣れた利用者は自動車が

必ずしも合理的で経済的でないにも関わらず自動車利用

に固執する傾向があることなどが考えられる. つまり, 

自動車利用抑制施策が進まないのは, 自動車利用が有利

となるような交通環境の構造に原因があるばかりではな

く, 自動車以外の選択肢を持とうとしない, あるいは持

っていても気づかない, さらには気づいていても自動車

の優位性を疑わない, といった人々の意識の側に本質的
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な原因が存在するからである. 

自動車の優位性を信じて疑わない人々の意識は, 次の

ような理由により形成されるものと考えられる. 交通渋

滞問題と排気ガスによる環境問題は, マクロな視点で見

ると, 加害と被害, つまり「自動車による利便性の追求」

と「環境負荷の増大」が トレードオフの関係にある場合が

多い. そのため加害と被害の因果関係に人々が気づきに

くく, 気づいたとしても代替手段の情報が不足している

ため, 解決に向けた具体的な行動を起こしづらいと考え

られる. また,「私の行動は, 間違っていないだろう. 

だから自動車を利用する自分は社会や環境にも悪影響を

与えていないにちがいない. 間違っていない私が利用す

る自動車は, そんなに悪いものではない.」という自己

正当化の心理1)も影響しているかもしれない. したがっ

て被害を最小限にとどめるための何らかの規制的施策の

実施とともに, 人々がそれらの因果関係に気づき, 自ら

の行動を振り返って「自分ひとりくらいが無駄な自動車

利用をしても問題ではない」との認識を改め行動に移す

「意識(態 度)の 変容」がおこらない限り, この問題の解

決は望めないのではなかろうか. 

(2)社会的ジレンマとしての交通問題

このように, 交通問題の抜本的な解消を図るためには, 

人々の意識の変容が必要であると考えられる. 

しかし, そうした視点で交通問題を解消するための交通

施策を検討するためには, どのような枠組みで交通問題

を捉えるべきなのであろうか. 

この点について, 藤井2),3)は, 人間を利己的かつ合理

的な個人と見なす経済学的枠組みで交通問題を捉えるの

ではなく, 倫理的, かつ, 社会的な個人と見なす社会心

理学的枠組みで交通問題を捉えなおすことが必要である

ことを主張している. そして, 交通問題解消の糸口を探

るためには,「社会的ジレンマ」として問題を捉え直すこ

とが有効であることを指摘している. 

ここに社会的ジレンマとは, 藤井2)の定義によれば, 

個人利益の最大化行動と公共利益の最大化行動のいず

れかを選択しなければならない社会状況(p. 42)

とされている. また, これを, 交通問題 とりわけ自動

車を抑制する施策(TDM: 交通需要マネジメント)の導入問

題に当てはめて, 以下のように言い換えている. 

全員が自らの行動変化を避けるためにTMDの受け入れ

を拒否した場合(逃避行動)の公共利益の方が, 全員が

多少の行動変化を許容してTMDを受け入れた場合(協力

行動)の公共利益に比べて, 低くなる状況(p. 42)

ここでいう「公共利益」とは, 例えば, 短期的・局所的

には自動車混雑による移動時間の増大, 中期的・広域的

には大気汚染による健康問題, そして長期的・地球規模

的には地球温暖化と資源枯渇の問題などの諸問題を緩和

低減することとされており, 現在の交通問題は, まさに

社会的ジレンマの一つと見なすことができる. 

(3)本研究の目的

さて, 藤井2)は社会的ジレンマの解消方略として「構造

的方略(structural strategy)」と「心理的方略(psychobgical

Strategy)」の二つがあることに言及している. 

構造的方略とは, 法的規制により逃避行動を禁止する, 

逃避行動の個人利益を軽減させる, 協力行動の個人利益

を増大させるなどの方略により, 社会的ジレンマを創出

している社会構造そのものを変革する方法である. 

心理的方略とは, 個人の行動を規定する信念・態度・責

任感・信頼・道徳心などの心理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

る方法である. 

先に, 交通問題の抜本的な解消を図るためには人々の

意識の変容が必要であると述べた. このことは, 交通計

画において心理的方略を具体的に検討ずることが, いま

直ちに望まれているということに他ならない. 

本研究ではこの認識の下, TMDの 心理的方略に着目

する. そして, 心理的方略の中でもヨーロッパ・オース

トラリアなどの海外で一早く提案され, またわが国でも

札幌を始め, いくつかの都市で実務的 ・実際的な実績が

積み重ねられてきているトラベル ・フィー ドバック・プ

ログラム(以 下, TFP[Travel Feedback Program]と呼称)に

焦点を当てる. そして, TFPにおけるコミュニケーショ

ン方法の差による手法の相違を整理し, 分類を行う. そ

の上でこれらの手法を用いた事例をレビューし, TFPの

効果と課題を把握するとともに, 今後, TFPに社会心理

学の知見を取り入れ, 実務的にもより効果的なTDM施

策へと発展させるための方向性を示唆することを目的と

する. 

本研究の構成は以下の通りである. まず2章でTFPの

定義を明確にし, 分類を行う. 3章ではこれらの手法を

用いた事例をレビューし, TFPの特徴や課題を述べる. 

4章では, 今後実務的にもより効果的なTDM施 策へと発

展させるための方向性を示唆する. 

2. TFPの 心理的方略TFPの定義と分類

(1)TFPの構造的方略と心理的方略

これまでのTDMを 含めた交通施策は, 交通の環境を
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何らかの形で改変することに主眼がおかれてきた. 例え

ばロードプライシングや通行規制など規制によるもの, 

P&R駐 車場の整備, 公共交通料金の割引などである. こ

れは社会構造そのものを変革するという意味で, 先に述

べた「構造的方略」である. 一方, 社会構造を変革せずに

個人の良識に働きかけることで自発的な交通行動変更を

促す施策「心理的方略」は, 例えば, 公共交通機関の具体

情報提供, 交通問題のキャンペーンや教育などがある. 

そして, 藤井2)はこうした分類を行った上で, 構造的

方略には財源不足や人々の合意形成の問題など, 本質的

な問題点がいくつか潜んでいる点, ならびに, 心理的方

略は, その有効性が従来の社会心理学を中心とした社会

科学研究の中で繰り返し実証されているにも関わらず, 

これまでの都市計画・都市政策の文脈の中でほとんど利

用されてない, という二点の理由から, 心理的方略を都

市計画・都市政策の一つのプログラムとして位置づける

ことが極めて重要であることを主張している. 

構造的方略のみで社会的ジレンマとしての交通問題を

解消できない理由としては, 様々なものが挙げられる. 

たとえばP&R駐 車場を作るにしても, 鉄道駅の周辺にそ

のような土地を見つけることは困難であろうし, 莫大な

費用がかかることは容易に想像できる. あるいは, ロー

ドプライシングなどの規制的な施策の導入は, 人々の合

意を得ることが困難であり, 人々が行政に対して否定的

な態度をとる状況を創出しかねない. 処罰を伴う規制的

な施策は, 自発的な協力行動を妨げる可能性を否定でき

ず, なにより人々がそれを受け入れないという危惧があ

る. このように構造的方略に頼るのみでは, 社会的ジレ

ンマの根本的な解決は望めないという事態が予想される. 

このような事態を打開する方法の一つとして, 心理的

方略, すなわち人々の自主的・自発的な協力意識, 公共

心の活性化が挙げられる. これまでの都市交通計画にお

いても, ポスターやチラシ, コマーシャルなどの媒体を

通じて自動車利用抑制の呼びかけがなされてきたが, そ

れらの有効性については疑問を抱かざるを得ない。これ

は適切な場所, 時期, 方法を熟慮せずに, キャンペーン

や呼びかけが為されたことも一因であると考えられる. 

よって, 社会的ジレンマとしての交通問題を解消するた

めには, 適切な心理的方略とは何か, どのような方法が

どの程度効果的なのかについての知見を積み重ね, 施策

として実施していくことが重要となる. 

(2)心理的方略としてのTFPの定義

藤井航分は, 非協力行動から協力行動への行動変容を

導く心理的方略の諸方法を, 次の3つの方法に分類して

いる. 1)事 実盾報提供法: 事実情報を提供し, 協力行

動に不利な認知的誤謬, あるいは非協力行動に有利な認

知的誤謬を矯正し, 協力行動を誘発する方法, 2)経 験

誘発法: 協力行動の経験を持たせることにより, 協力行

動についての態度を肯定的な方向に変容させることで, 

持続的な行動変容を期待する方法, そして, 3)コ ミュ

ニケーション法: 言語的なコミュニケーションを通じて, 

「協力行動をすべきだ」と考える道徳意識,「 協力行動

をしよう」という行動意図, あるいは 「協力行動を具体

的にこういう風にしよう」という実行意図等のいくつか

の心理要因に働きかけることを通じて行動変容を期待す

る方法, の3つである. 

この中で, コミュニケーション法によって行動変容を

期待する場合, いくつかのコミュニケーション技術を組

み合わせたプログラムが実施されることになる. 例えば, 

1)自 動車利用の環境への影響をデータと共に指摘する

ことで自動車利用を抑制する意図を活性化すると同時に, 

2)具 体的に自動車利用を抑制するために必要なアドヴ

ァイス情報を提供する, 等のコミュニケーション・プロ

グラムがその一例である. 

ここで, 藤井翁によれば, コミュニケーション ・プロ

グラムを構成する際に用いられるコミュニケーション技

術として, 次のようなものが挙げられている[1]. 

(1)依頼法: 非協力行動が公益を低減すること, あるい

は協力行動が公益を増進することを理由として, 
一人一人の協力行動が必要とされていることを述

べ, 協力行動を呼びかける方法

(2)アドヴァイス法: 協力行動を実行するとしたらどの

ようにすべきか, についての情報をアドヴァイス

として提供する方法. 一人一人の行動パターンや

属性を加味した上で, 個別的なア ドヴァイスを行

う個別ア ドヴァイス法と, 非個別的な一般的アド

ヴァイス情報を提供する集団アドヴァイス法の2つ

に分類される. 

(3)行動プラン法:「 協力行動をするとしたら, どのよ

うな行動をするか」という行動プランの策定を要

請し, それを具体的に記述してもらう方法. 

(4)フィー ドバツク法: 複数接触を図るコミュニケーシ

ョンにおいて, 過去のコミュニケーションで得ら

れた情報をフィー ドバックする方法 各人の行動

情報を個別的にフィー ドバックする個別フィー ド

バック法と, 人々の行動傾向・心理傾向を表す集計

データをフィー ドバックする集団フィー ドバック

法の2つに分類される. 

ここで, 図一1に協力行動への行動変容プロセス3),4),5)にお

いて, 以上に挙げたコミュニケーション技術がどのよう

な影響を及ぼすかを示す. まず, 依頼法は,「 協力行動
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をしよう」という協力行動を実行するための動機の強度
"行動意図"を 活性化することが期待される. しかし, 

図一1に示すように, 協力行動の行動意図が活性化された

としても, 人々が実際に協力行動を実行するとは限らな

い. なぜなら,「 いっ, どこで, どういう風に」協力行

動を実行するのか, という具体的な行動プランが不在の

ままでは, いかに協力行動を実行しようとしたとしても, 

協力行動の実行に失敗してしまうからである. 人々が実

際に協力行動を実行するためには 「いつ, どこで, こう

いう風に協力行動を実行しよう」という行動プランを自

ら策定し, それを現実に実行しようとする意図"実 行意

図"が 形成されなければならない. この実行意図の形成

を支援するのが, アドヴァイス法と行動プラン法である. 

このうち, ア ドヴァイス法は, 個別的なものにしろ集団

的なものにしろ, 行動プランの策定を間接的に支援する

ものである. その一方で行動プラン法は, 直接的に行動

プランの策定を要請するものである. それ故, アドヴァ

イス法よりも行動プラン法の方が, 実行意図が形成され

る可能性が高いものと予想される. 

最後に, フィー ドバック法の中でも特に, 個別フィー

ドバック法には, 協力行動をしようと努力した人々が, 

その努力を持続的なものとする効果が期待される5). 個

別フィードバック法によって, 行動変容の動機 すなわ

ち行動変容の行動意図を持続的に活性化する効果が期待

できるのである. 例えば, ダイエットを心がける個人が

持続的に自らの体重を一定に保つためには, 体重計によ

る自分自身の体重についての個別的なフィー ドバック情

報が不可欠である. それと同様に, 環境に配慮した交通

行動を心がける個人にとっては, 自らがどの程度CO2を

排出しているのかというフィードバック情報が有効なの

である. 

さて, 以上に述べたいくつかのコミュニケーション技

術を組み合わせてコミュニケーション・プログラムを構

成するにあたり, 一度だけ接触するのか, それとも複数

回接触するのかによって, 構成されるコミュニケーショ

ン・プログラムは大きく異なったものとなる. なぜなら, 

複数回接触するコミュニケーションでは, 施策実施者と

人々の間で双方向の情報 のや り取 りがで き, 人 々の行動

パター ンや 属性 に応 じて個別的な対応 を とることがで き

る一方 で, 接触 回数が一回だ けの場 合には, そ うしたや

りとりができな くな るか らであ る. それ故, 接触回数が

一 回だけのコ ミュニケー シ ョンの場合に は, 上述の個別

ア ドヴァイ ス法 と個別 フ ィー ドバ ック法 を含 めた コミュ

ニケー シ ョン ・プログラム を構成 す ることができない. 

しか し, 複数回 の接触 に よって双方 向の情報のや りとり

を前提 とす る場合 には, 上述のいずれ の コミュニケーシ

ョン技術 をプ ログラムに導入す る ことも可能 となる。

本研 究で は, 心理的 方略 としての コ ミュニ ケー シ ョ

ン ・プ ログラム の中で も, 複数 回の接 触によって双方 向

の コミュニケー シ ョンを保証 し, 人 々の行動パ ター ンや

属性に応 じて個別的 な対応 が可能 な種類 のコ ミュニケー

シ ョン ・プ ログラムを トラベル ・フィー ドバ ック ・プロ

グラム(TFP)と 定義す るこ ととす る. す なわち, 

TFP(ト ラベル ・フィー ドバ ック ・プログラム)

人 々が, 自動車利用 抑制 な どの協力 的交通行動 を自主

的 に実行 す るよ うにな ることを 目的 として, 依 頼法, 

ア ドヴァイス法, 行 動プ ラン法, フィー ドバ ック法な

どのい くつかの コ ミュニケー シ ョン技術 を組 み合わせ

るこ とによ り構成 され た, 複数回 の接触 と双方 向の情

報 のや りとりを前提 とした コ ミュニ ケー シ ョン・プ ロ

グラム. 

(3)TFPの分類

さて, TFPは 複数 の コ ミュニケーシ ョン技術 の組 み合

わせ と して定義 され る ものであるため, その種類 はその

順列組み 合わせ の数 とな る. それ 故, 様 々なTFPを 構成

す ることが可能 である. ただ し, これまでに提案 され 実

際 に適用 されて きたTFPは, いまだその種類 も数 も限 ら

れた ものであ り, おお よそ次の二つ に分類 され る. 

a)転換意 向別ア ドヴ ァイス型TFP

最初 の接 触 にお いて, 自動車利用か ら非 自動車利

用へ の転 換意 向を調査 し, その結果 に応 じて人 々

をい くつかの グル ープに分類 し, それぞれ のグル

ープ に応 じて異 なる方 針でア ドヴァイス情報 を検

討 し, それ を提供す る ことで 自動斬 用か ら非 自

動車 利 用へ の転 換 を促進 す る こ とを 目的 と した

TFP. 依 頼法 と集 団お よび個別 のア ドヴァイス法

を 中心 と して 構 成 され る. M法(Individualised

Marketing)9)や, ト ラ ベ ル ・ ス マ ー ト

(TlavelSrnalt)10)にお いて地域住 民や学校 の児童

を対象 に実施 され たTFPが 挙 げ られ る. 

b)個 別ア ドヴ ァイス型1刊)

最 初の接触 において, 人々 の交通行動パ ターンを

図一1 コミュニケーション技術が行動変容プロセスに及ぼす

影響

例)「バスを利用しよう」 例)
「いつ, どこで, こういうふうにバ

スを利用しよう」
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調査 し, それ に基づいて 自動車利用 削減 の具体的

かつ個別 的なア ドヴァイスを施策実施者 が検討 し, 

それ を各人 に提供 するTFP. プ ログラム の最後 に, 

コ ミュニケー シ ョン ・プ ログ ラムの過程 でCO2が

どれ ほ ど減少 したかとい う情 報 も施策 実施者 か ら

被験者 にフィー ドバ ックす る. 依頼法, 個別お よ

び集団の ア ドヴァイス法 に加 えて個別 フィー ドバ

ッ ク法 を中心 と して 構成 され る. TB法(Travel

Blending法)11),12)や札幌TFP13)-20), 金沢TFP21), 

大阪TFPが 既往の研究 と して挙 げ られ る. 

以 下, 3章 で はa), b)の事例 を レビューす る. なお, 

TFPを 分類 す る方法 と して, 対象者 によって分類す る方

法 も考 えられ る. すなわち, 学校教 育の現場 において児

童 ・生徒 を対象 として実施 され る 「学校教 育型TFP」, 

地域住 民を対象 として実施 され る 「地域型TFP」 である. 

3. TFPの 既 存事 例

2章におけ るTFPの定義 と分類に沿 って, 事例 の レビュ

ー を行 う6),7),8).

(1)転換意向別ア ドヴァイス型TFP

転換意向別ア ドヴァイス型TFPと して, ドイツ とオース

トラ リアの事 例 を以下 に述べ るが, これ らはいず れ も

hdividuahsed Malkedng(以 下IM法)を 用いた実践で ある9. 

a)ド イツにおけるIndividualised Marketing

ドイツにおける事例 ではの, まず対象者 に電話 をかけ, 自

動車か ら公 共交通機 関への転換 に興 味が あるか, 現在公

共 交通機 関 を どの程度 利用 してい るか を判断 し, "1"

(Individualised Marketing: 転換 に興 味有 り), "R"(users

of public transport: 公 共交 通利用者), "N"(non-interested

households: 転換に興味な し)の3つ のグル ープに分類する. 

この うち, 公共交 通機関へ の転換見 込み が薄い と判断 さ

れ た"N"グ ループに対 しては, そ の後の接 触は行わない. 

転換 の見込 みのあ る"I"と"R"グ ルー プ につ いては, 

再度電話で専門家が具体的な公共 交通機 関情 報 を提供 し, 

要請 があれば 自宅 を訪 問す るこ ともある. また, 公 共交通

機 関利用 のきっか けとす るた め, "I"グ ループには公 共

交通機 関の無料 テス トチ ケ ッ トを提 供 してい る. "R"

グル ープは既 に公 共交通機 関 を利用 してい るの で, テ ス

トチケ ッ トの提供は行 なわない. 

Baunatal市など ドイツ国 内の複 数 の都 市 においてM法

を実施 した結果"I"グ ループの年 間公共 交通利 用頻 度

が1～2割 増加 し, "R"グ ルー プは3～4割 増加 し, 公共交

通機 関へ の満 足度 も向上 した とされ てい る. さ らに, 費用

便益分析も行っており灘 法の便益は費用をしのぐとい

う結果が得られている. 

b)Travel Smart

西オース トラリア州では, 交通運輸省がパース都市圏

の交通戦略(MTS: Individualised Marketing)の 中で, 

人々の交通行動変容をターゲットの一つとして設定して

いる1軌そして自発的交通行動変更プログラムの概念をト

ラベル ・スマー ト(TravelSmart)と名付けている. 

TravelSmaltは対話型のマーケティング手法と自主活動

に大きく分類され, 対話型マーケティング手法ではIM法

をツールとして利用している. 自主活動は主に地域コミ

ュニティが独自に行う活動で, 地方自治体や学校などで

の取り組み事例がある. 

対話型マーケティングは, 前述のM法 とほぼ同じプ

ロセスで実施された. まず被験者にアンケートに協力し

てもらえるか否かを問う手紙を出し, 協力すると答えた

被験者にのみ電話にて簡単な質問を行う. 電話での質問

内容は, 公共交通機関の利用頻度や, 自家用車から公共

交通機関への転換に興味があるか否かなどである. そし

て公共交通への転換に興味のある人にのみ, バスや電車

など被験者本人が興味のある公共交通機関のきめ細かな

情報提供等の接触を行う. 情報提供は, 原則として被験

者本人が臨む情報のみとされており, 例えばバスの時刻

表やFlee Ticket(4週間分), 自転車専用道路のルートマッ

プ, 歩くための日焼け予防ガイドブック, 等がある23).

パース都市圏での実践により, TravelSmart前に80%あ

った自動車利用が5%削 減し, 徒歩, 自転車利用が増加

するという効果があったとされている. またパース都市

圏の60万人が参加 したとすると, 1人 あたり約2,800円の

費用となり, 15年間でA$ libillion=約600億円(B/C=約30)

の費用便益があるとの試算がなされている. 

自主活動のなかに, 学校教育型TFPと して, 2000年度

に9つの小学校を対象としたプロジェクトの事例がある. 

TmvelSmart実施中の自動車 トリップは実施前に比べて

34%減 少し, 実施後においても9%減少していたとの結果

が報告されている. 学校教育型TravelSmartのキットとして

は, TravelSmart実施前, 実施中, 実施後の3回×1週間(5日間), 

どの交通機関で学校に通ったかを記入用紙にシールを貼

って記録するシー トがある. また交通機関別のトリップ

回数を自分でグラフにしたり, 車利用削減 目標を記入す

るための児童と保護者の同意書(約束覚え書き)のシー ト

がある. これらはインターネットから自由にダウンロー

ドして利用できる. 

c)転換意向別ア ドヴァイス型TFPの特徴と課題

a), b)に述べた転換意向別ア ドヴァイス型TFPの事例

は, いずれも被験者を分類し, 行動変容の見込みが高い

被験者にのみ接触を行うことにより, 全ての被験者を対
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象 とす るよ りも調査の手間や費用が 削減 できる とい う特

徴があ る. また事前調査 によ り, 個 々人 の現状 に応 じた

適切な情報やア ドヴァイス を提供す るこ とができる とい

う利点 もあ る. 

反面, 事前調 査の結果 によっては, この調査 のターゲ

ッ トとな り得ない層があ る. これ らの層 はクル マのヘ ビ

ーユーザーであ り, 環 境的な要因で行動変容 が不可能 な

場合 と, ただ単に現在 の クルマ利用習慣強度 が強す ぎて

行動変容 に至 らない場 合がある と考 えられ る. 前者 の行

動変容 を促す こ とは心理的方 略のみでは 困難か も しれ な

いが, 後者 の行動 変容 は, 適切 な心理的方略 を施策 とし

て実施すれ ば可能 か もしれない. あ るい はも しかす る と, 

この転換意 向別 ア ドヴァイス型 で無 視 され る層が, 社会

的ジ レンマ としての交通渋滞や 環境問題 を解決す るため

の鍵 となる層か も しれ ない. 一例 を挙 げる と, 山岸 は, 

社 会的ジ レンマにお いて非協 力行動 を行 う人々(無視 さ

れ る層の人 々)が社 会全体 に 占める割合 に よ り, 協力行

動 を行 う人々の割合 が左 右 され る(依存 して しま う)場合

もある ことを指摘 してい る(頻度 依存行動). この よ うに, 

コス トのみ を考 えるのではな く長期 的な視点に立つ と, 

この無視 され る層 を切 り捨 てるこ とは好 ま しくない結果

を招 く可能性 もある. これ が転換意 向別 ア ドヴァイス型

の限界 と課題で あると考 え られ る. 

(2)個別ア ドヴァイス型TFP

a)Travel Blending Program(TB法)

南 オース トラ リア州 で は, 自発 的 な交通行動 変容 とま

ちづ く りを含 めた地域 コ ミュニテ ィの活性化 を 目指 した

Living Neibournoodsと呼ばれ るプ ロジェク トを実施 してい

る11),12). この中で交通行 動変容 を 目的 に地 域型TFPの ツー

ル として利 用 されてい るのがTravel Blending Program(以下

TB法)で ある. 

この手 法 は, 1994年 に シ ドニー オ リン ピックに向 けた

大気環 境改善プ ロジェ ク トClean Air 2000で 試験的 に実施

された. そ の後, EUのCAMPARIEプ ロジェ ク ト罰の一貫 と

して リー ズ(英)と ノ ッテ ィンガ ム(英)で, 1996年 か らアデ

レー ド近郊(豪州)において実施 され てい る. この 中では, 

アデ レー ドにお けるプログラムが最 も進んだ事例 とされ

ている. 

TB法 の特徴は, ダイ ア リー調査(7日 間)→結 果 の フィー

ドバ ック→ダ イ ア リー調 査(7日 間)→結 果 のフ ィー ドバ

ック とい う順に, 2回 のダイア リー調 査 とフィー ドバ ック

を繰 り返す こ とであ る. このダイア リー調査 は, 自らの行

動 を振 り返 る機 会 を提 供す るた めの もので, フィー ドバ

ックは交通行動 を変更す るための具 体的情報 を提供す る

ための もの であ る個 々人へ のフ ィー ドバ ックの中に あ

るコメン トは, まず対象者 の交通 行動 の 良い ところを探

してほ めるこ と, その後, 具体的 な交通行動 変更方法 を提

案す ることを原則 としている. 

アデ レー ド(豪州)にお け る1998年 のプ ロジェク トで は, 

最終的 に212世 帯を対象 と している効 果 としては, 自動車

運転 の トリップが約10%減 少 し, バ スの トリップが約15%

増加 した と報告 され ている. また, TB法 と並行 して地域 の

製 品, サー ビス を掲載 したパ ンフ レッ ト作成や, 新 しい カ

ラフル な街角表 示, バ ス停 を設置 す るな ど地域 に密 着 し

た活動が行 われてい る. 

b)2000年 度札幌に おけるTFP

2000年 度札幌にお けるTHP(以 下, 札 幌TFPと 略記)は, 

1999年 度 のパイ ロッ トテス トと2001年 度の効果継 続性

検証調 査を合 わせ, 3力 年 にわた り実施 された1%

まず, 1999年11月 ～3月 にパイ ロ ッ トテス トとして

37世 帯66名 を対象 に最初 のTFPを 実施 した 戦 調査結

果の分析 よ り, 乗用車の交通機関分担率が約1割 減少 し, 

公 共交通機 関の分担 率が増加 した とい う効果が確認 され

た. このパイ ロ ッ トテス トにおいて明 らかになった課 題

を解決す るた め, TFPの 調査票やパ ンフ レッ ト, 診断 カ

ルテ コメン ト作成エキスパー トシステム構築13)など, プ

ログラム手順 の見直 しを行 った. プ ログラム手順 の見直

し後, 2008月 ～12月 に219世 帯599名 を対象にTH)

を実施 した. 対象 コ ミュニテ ィは2つ の町内会(地 域型)

と, 小学校5年 生1ク ラスの児童 と保護者(学校教育型)

であった. 2000年 度 プ ログ ラムの実施 後, 結果 分析 よ

り実施 直後 の効果 の把握 を行 った. そ して1年 後 の

2001年 度, TFPの 効果が1年 後 も継続 しているか否 かを

検証す るた めの効果継続 性検証調査 を行 った16),17)18).

札幌TFPは, 地 域型プ ログ ラム と学校教 育型プ ロ グ

ラムの2つ を並行 して実施 したが, 基本 はTB法 同様, 

表一1に示す4つ のステ ップで構成 されてい る1軌

地域型プ ログラムにお いてはステ ップ1の 前 に住民説

明会を実施 し, 学校教育型 プログラムについて は要所 に

ワー クシ ョップ を兼ねた授業 を3回 行 った. また, プ ロ

グラム手順や調査票 ・パ ンフ レッ ト・診断 カルテ等につ い

て検討 するため, 行政, 地域代表者, 小学校教諭, 事務

局で構成 した研 究会 を3回 開催 した. 

札幌TFPで 新 たに開発 し, 使 用 したキ ッ トは大 き く4

つ((1)趣旨説 明用パ ンフ レ ッ ト, (2)ダイ ア リー調査 票, 

表一1 札幌TFPの 基本手順
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(3)診断カルテ, (4)最終診断カルテ)であった19). (1)趣旨

説明用パンフレットは, プログラムの背景・目的と手順

を被験者にわかりやすく伝えるためのものである. 目的

の理解がなければ交通行動変容も起こり得ないからであ

る. パンフレット作成にあたり, 特に留意した点は, 子

どもから大人まで理解できるようわかりやすく, かつ被

験者に敬意をはらった文言を用いること, 個人の自動車

利用を妨げるためのプログラムではないこと, 一人一人

ができる小さなことから生活や環境を変えていくことを

提案することの3つ であった. また, (2)ダイアリ」調査

票についても, 被験者の負担をできる限り減らすため, 

記入しやすく携帯しやすいよう留意した. (3)診断カルテ

は, 本プログラムにおいて交通行動変容を促すための最

も重要なポイントとなる個人へのフィードバックである. 

この内容如何によって被験者のモチベーションを大きく

左右することが予想される. 特に個人の交通行動へのア

ドヴァイスとなるコメントは, 言葉の使い方一つで被験

者の行動変容への動機付けになりうる反面, 反発を買う

ことも予想され, 適切かつ効果的なコメントとなるよう

開発したエキスパー トシステムを用いて決定した. その

際, 可能な限り長所を探し誉め言葉から始めること, 公

共交通への転換を強制するのではなく 「1週間に1度 だ

け天気の良い荷物の少ない日」など 「自分にもできそう

だ」と思わせるようなものとすること, の2点 に留意し

た. (4)最終診断カルテは, ダイアリー1と ダイアリー2

の交通行動の変化を比較し, 自分の交通行動がどのよう

に変化したのかを理解してもらうためのものである. で

きる限り視覚的に理解できるよう交通機関毎に第1回 調

査と第2回 調査のCO2排 出量をグラフ化している. 

札幌TFPの実施直後の効果として, 自動車 トリップ削

減と公共交通機関や徒歩の増加, また学校教育型におけ

る児童の意識変化が挙げられている. 札幌TFPでは, 全

体として自家用車(運転)のトリップが約5%減 少し, 路線

バスとJRのトリップがそれぞれ15%と4%増 加していた. 

また, 交通行動を環境負荷という観点から原単位を乗じ

たCO2排出量として便宜的に比較した結果, 全体として

163%の 削減効果があった. また, 小学校の授業中の発

言とアンケート自由回答における児童と保護者の意識変

化より, 診断カルテ配布後や, TDMの 説明後に児童の

意識が大きく変化しており, プログラムの最後には, プ

ログラム前と比較して環境意識が高まっていることが示

された. これらはTFPのTDMと して, また交通環 境教

育としての有効性を示唆していると考えられる. 

札幌TFPの実施から1年後, 効果の継続性を検証する

ために, TFPの参加世帯と不参加世帯を対象に交通と環

境問題に関する意識調査を行った16)17)18). と調査は, 社会

心理学における「規範活性化理論」 と, 国内外の環境教

育の専門家に頻繁に用いられている「環境教育の6つの目

標」 を計測する心理指標を作成し, 質問紙を用いて実

施した. 調査対象者は, 2000年度札幌TFPを実施した3つ

のコミュニティのうち, あいの里地区と小学校(児童と

保護者)のTFP参加世帯, 不参加世帯とした. 実施時期は, 

2000年度調査の1年後の2001年12月～1月であった. 配付

回収率を表一2に示す. 

「規範活性化理論」は, 援助行動や利他的行動の審理過

程を記述する理論であり, 環境に配慮した自動車利用抑

制行動は, この理論で記述可能であると考えられる. こ

の分析の枠組みでは, 規範活性化理論で想定される自動

車利用が生じる心理プロセスのいずれかの心理要因に

TFPが働きかけることによって, 自動車抑制行動が誘発

されるものと考え, 探索的に分析を行った. その結果, 

各心理要因の平均値の検定と階層重回帰分析の両方から, 

TFPが環境配慮行動を実施後一年を経ても誘発している

ことが示された. また, 環境配慮行動は, 自動車利用習

慣に大きな影響を受けており, 今後, 施策として交通行

動変容の方略を考えるにあたっては, 習慣強度を十分に

考慮する必要があることが示唆された. 

「環境教育の6つの目標」は1975年ベオグラードで開催

された環境教育専門家会議において制定されたべオグラ
ード憲章の中に挙げられており, 環境教育の理論的規範

とされている. これを計測する心理要因を作成し, 札幌

TFPの小学校における意識変化の効果が持続しているか

否か, さらに授業を受けた児童と家族の効果の差異を検

証した. その結果,「環境教育の6つの目標」の各心理要

因の平均スコアには, TFP参加vs.不参加で有意な差があ

った. さらに児童と家族の比較より, 家族のTFP参加有

無による平均スコアの差よりも, 児童のそれの方が大き

いことが明らかになった. このことは, TFPは特に小学

生に効果があった可能性を示唆している. 

c)2001年度金沢におけるTRR

金沢におけるTFP実験(以下, 金沢TFPと略記)は, 対象

コミュニティを事業所とし, 各事業所の従業員1名を被

験者と直接やりとりするコーディネーターとして設定し

た地域型の事例である21と(実験主体である金沢市は, 被

験者とは直接対話を行なっていない.)こ のコーディネ
ーターを核として従業員およびその家族の交通行動を集

表-2 札幌TFP 効果継続性検証調査 配布回収率
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約す ることがで きれ ば, コー ディネ ー ターの養成次第で

被験者 を増やす こ とがで きるか もしれ ない. 金沢の事例

で は, 将来 的 には事業所 単位 で ダイ ア リーデ ー タの解

析 ・ア ドヴァイス を行 うことを 目標 としてい る. 

プ ログ ラムの手順 は, b)2000年 度札 幌 にお け るTFPと

ほぼ 同様 で, 参加 した事 業所 は10社, 50世 帯, 106名で

の実験 であった. 

TFP実 施後 の交通機 関分担 率の変化 をみ ると, 自動車

利 用については顕著な差がみ られなか ったが, バ ス と自

転車の分担 率がそれぞれ13%, 3.2%増 加 してい た. また

被験者 を(1)普段 か ら環 境配慮交通行動 を実施 している人, 

(2)ダイア リー2で 環境配慮 交通行動 を実践 した人, (3)環

境 的要 因な どで環 境配慮 交通行 動が不可能 な人 あるいは

工夫 ・努力が見 られ ない人, の3つ のカテ ゴ リー に分類 し, 

それぞれ交通機 関別利用 時間に原 単位 を乗 じて算 出 した

CO2排 出量 を比較 してい る. この結 果, カテ ゴ リー(1)が

6.0%減, (3)は237%減, (3)は45.0%増 となってい る. この

こ とか らカテ ゴ リー(3)に多い30～50代 の男性 にはCO2削

減促進 を, それ 以外の(1)・(3)のカテ ゴ リーに は, 少な く

とも現状維持 を呼び かけるこ とによ り効率的な施策 とな

りうるとされてい る. 

また, コーデ ィネー ターへ の ヒア リング とア ンケー ト

調査 よ り, 事 業所全体 としてTFRに 取 り組む こ とに よ り

コーデ ィネー ター と して の活動 が行 いや す くな る可能 性

があ ること, 個々人のプ ライバ シー に深 く関わる ことか

ら, 従業員 のみな らず家族 の交通行動 まで把握 しア ドヴ

ァイスする事に対 して不安 を感 じる との意見 があった. 

そ して, 事業所 単位で のTFPは 通勤通 学の交通行動 を主

な対象 とし, そ こでの意 識変化 を間接的 に 日常生活 につ

なげてい くとい う手法の検討 も必要 である と結論付 け ら

れ ている. 

d)2001年 度大 阪におけるTFP

大 阪にお け るTFP実 験(以下, 大阪TFPと 略記)は, 被験

者 の負担 を減 ら しTFPへ の参加率 を高 めるため, ダイ ア

リー調査期 間短縮の検討 を行った地域型 の事例 である馳

実験 は, 統制群 を含 めて以下 の4群 を設定 して行われ

た. (1)ダイア リー調査;1週 間, フ ィー ドバ ック有 り(1週

提供群), (1)ダイ ア リー調 査;1週間, フ ィー ドバ ック無 し

(1週統制群), (1)ダイ ア リー調査;1日, フィー ドバ ック有

り(1日提供群), (1)ダイ ア リー調査;1日, フィー ドバ ック

無 し(1日統制 群). 各群へ の割 り当ては, 1回 目のダイア

リー調査 を回 収 した後 に, グル ープ 間で1回 目のCO2排

出量に大きな差が生 じない よ う配慮 して行 った. なお, 

この実験は, ダイア リー調 査期間 の差に よるTFPの 効果

の差 を検証す るものであ るため, 表一1のステ ップ4に あ

る最後 のフィー ドバ ックは行ってい ない. 

実験の調査 票 回収率 は, それ ぞれ23%, 20%, 33%, 

30%と ダイ ア リー調査 が1日 の群の方 が高 くなってい る. 

実験 の結果, TFPの 群(フ ィー ドバ ックを行 った群)に

おいては, ダイア リー調査 を1週間行 った群, 1日行 った

群 ともに平 日のCO2削 減 効果が有意で あった(1週間 は5%

有意, 1日は10%有 意). 目的別 では通勤や仕 事での クル

マ利用 において も, CO2排 出量が減少 している ことが確

認 された. 

この ことか ら, TFPの 参加 率 を考慮す ると1日 のダイ

ア リー調査 を もとに した情報提 供で あって も, 1週間 の

ダイア リー調 査 と同等 のCO2削 減効果 を期待 でき る可能

性を示 した. 個人の情報秘匿義務 を考慮 しつつ, パー ソ

ン トリッフ稠 査 な どのダイア リー調査時 にTFPを 行 うこ

とによ り, 環 境配慮交通行動 を促す ことができ る可能 性

がある と報告 されてい る. 

e)個別ア ドヴ ァイス型TFPの 特徴 と課題

a)～d)に述べ た個別 ア ドヴァイ ス型TFPの 事 例 は, い

ずれ も個 々人 の交通行動の現状 をダイア リー調査 に より

把握 し, そ の客観 的デー タをフ ィー ドバ ック した上で, 

個別 のア ドヴァイス を行 っている. つ ま りユ(2)に述 べた

コミュニ ケー シ ョン技術 の うち, ア ドヴァイ ス法 とフ ィ

ー ドバ ック法 を主要なツール として用 いているこ とが特

徴 であ る. そ して この一連 の手順 によ り, いずれ の事例

にお いて も自動車 トリップ あるいはCO2排 出量が減少 し

てお り, RDMの 一手法 として有効 であった こ とが報告 さ

れてい る口. 

一方, これ らの手順 にお ける行 政や コンサル タン ト等, 

施策実施者の作業 は, プログラム全体の管理運営 に加 え

て, ダイア リー調査結果 の入力・集計 ・分析, 個別ア ドヴ

ァイ スの提供, 個 々人へ の診 断カルテ ・最終 カル テの作

成な ど多岐にわ たる. さらに, TB法 や 札幌TPPで は, 対

象地域 の公 共交通機関の時刻表, 路線網図, 公共交通イ

ベン ト案 内な ど, その地域限定の情報提供 も行ってい る. 

各事例 とも一 定の クルマ削減効果があった とされてい る

が, これ ら作業 の コス トは転換 意向別TFPの コス トと比

較 して多大な もので あ り, 個別 ア ドヴァイス型TFPの 他

地域へ の展開を困難 に している一因 と考 え られ る[3]. (同

じ土俵 での比 較ではない が, a)～d)の事例で1人 あた りの

コス トが もっ とも大 きい のはTB法, 次 に札幌TFP, そ し

て金沢TFP, 大 阪TFPと 推察 され る[4].)

このコス トを低減 させ るために, 札幌TFPで は診 断カ

ルテ コメン ト作成 のためのエキスパー トシステ ムが 開発

され13), 金沢TFPで は コーデ ィネー ター が養成 され21), 

大阪TFPで はダイ ア リー調査期間短縮 の実験 がな され た

ので ある. しか し, もっ とも手間 と時 間がか か る「個

別ア ドヴァイス の提 供」の作業 を簡 略化あ るい は抜 本的

に改変 しなけれ ば, 大幅 なコス ト低減は見込めないのが

現状 である周. 
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またTFPは, ダイアリー調査とフィー ドバックを繰り

返す単純で実施容易なプログラムに捉えられがちである

が, その本質は,「 双方向の対人コミュニケーション」

である. こうした対人コミュニケーションによって他者

の行動の自主的な変容を期待するならば, 少なくとも次

の3つの点には十分に配慮することが必要であることが, 

藤井分によって指摘されている. すなわち, 

(1)被 験者にきちんと向き合い, 敬意を表した文言を

心がけること, 

(2)ク ルマ利用を全否定することは, 対象者の行動全

てを頭から一面的に否定することになりかねない. 

それ故,「 もしも可能なら, こういうときはクル

マ以外を使ってみてはいかがでしょうか」などの, 

二面的な文言を心がけること, 

(3)ク ルマを使わない交通行動方法を可能な限り具体

的に提示すること, 

これらの三点に配慮するノウハウは, 資料を一読して

身に付く類のものではなく, 細心の注意を払ったとして

も, 被験者に受け入れてもらえない可能性もある.「個

別ア ドヴァイス」の質によりプログラムの効果が大きく

左右されることは容易に予想できるが, この質を高く均
一にすることは, 施策実施者にその多くを依存してしま

うため, 困難であるかもしれない. このことからも, 多

くの地域に今直ちに個別アドヴァイス型TFPを適用する

ことは難しいと考えられる[6]. 

4. おわ りに

本研究では, TDMの 心理的方略TFPの定義を明確にし, 

コミュニケーション方法の差による手法の分類を行った. 

そしてその分類に基づき, 各々の事例をレビューした. 

本章ではこれらの特徴と実務的課題をまとめ, より効果

的なTFPに向けた方向性を述べる. 

(1)TFPの現状と課題

2. と3. に述べたように, 従来のTFPは転換意向別ア

ドヴァイス型TFPと, 個別アドヴァイス型TFPの2つに分

類できる. いずれの手法も行動変容を促す一定の効果が

あったとされており, 心理的方略の有効性を示唆してい

る. 

転換意向別アドヴァイス型TFPは, 被験者を交通行動

変容の見込み度合いにより分類し, 見込みの高い被験者

も

にのみ接触することにより, 低コストで行動変容を促す

ことができる. しかし反面, 現時点でクルマを多用して

いる層を対象外とすることで, 長期的な社会的ジレンマ

の解決策としては限界があると考えられる. 

個別アドヴァイス型TFPは, 地域コミュニティを対象

とし, ダイアリー調査と個別アドヴァイスを含むフィー

ドバックを複数回行う手法である. 現時点での交通行動

属性によらず, 全ての参加者にそれぞれ適切と考えられ

るアドヴァイスを行い, 交通行動変容を促すきめ細かな

プログラムといえる. 反面, ダイアリー調査や個別アド

ヴァイスに多大なコストとノウハウが必要となるため, 

プログラムを容易に実践しにくいという課題がある. 

これらの課題を克服し, それぞれの長所を活かしなが

ら, 限られた予算の中でより効果的に, 自主的な交通行

動変容を促す手法の開発が望まれる. 

(2)今後の方向性について～行動プラン法の提案～

以上に述べた課題を克服するための今後の方向性とし

て, 本稿2. (2)にて述べた"行 動プラン法"をTFPに 取り

込む方法が考えられる. 

繰り返しになるが, 行動プラン法は, 集団ア ドヴァイ

ス法や個別ア ドヴァイス法と同様に"実 行意図"の 形成

を促進するものである. 実行意図とは,「 いつ, どこで, 

こうしよう」という形の行動プランを自ら策定し, それ

を実行しようとする意図である. 実行意図は, こうした

具体的な心理要因であるが故に, それが形成されるか否

かが, 現実の行動変容が生じるか否かに最も重大な影響

を及ぼす心理要因であることも知られている3),4),5),20). 

集団アドヴァイス法や個別アドヴァイス法は行動プラ

ンの策定を"間 接的"に 支援するものである. もちろん, 

本稿で概観した従来の様々なTFPが 実際に行動変容を

導いたことからも明らかなように, そうした間接的支援

であっても, 実行意図の形成をうながし, 行動変容を促

進することは間違いない. 一方, 行動プラン法は"直 接

的"に 行動プランの策定を要請するものである. この本

質的な相違ゆえに, 行動プラン法は集団アドヴァイス法

や個別アドヴァイス法よりも, より高い確率で実行意図

の形成を促す事が期待されるのである. 実際, 藤井4),28)

が報告しているように, アドヴァイス法では人々の行動

が変容しないにも関わらず, 行動プラン法を用いれば行

動変容が生じたという事例, あるいは, ロー ドプライシ

ングを実施しても行動が変容しないにも関わらず, 行動

プラン法を併せ用いることで行動変容が生じた事例など

が報告されている. 

さらに, 行動プラン法をTFPに導入することで, プロ

グラムの実施に伴うコストが大幅に削減できることが期

待される. なぜなら, 行動プラン法では, コミュニケー
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シ ョンの対象者一人一人が, 自らの行動 を振 り返 り, ど

の よ うに行動すべきか を検討す るか らである. 施策 実施

者が行 うことは, 対象者が行動プ ランを策定 しやす い様

に適切 に教示 し, 行 動プ ラン策定に あた って必要 となる

であろ う情報を事前に提 供す ることに過 ぎない. 一方, 

個別 ア ドヴァイス法では, 施策 実施者 が対象者一人一人

について個別 的なア ドヴァイスを検討 す る必要が ある. 

つま り, 個別 ア ドヴァイス法において, 施策実施者 が一

人一人 に対 し限 られ た情 報に基 づいて類推 しなが ら行 っ

ていた作業 を, 行動 プラン法では, 対象者一人一人が 自

らの身 の回 りにつ いて熟知 している状況 を勘案 しなが ら, 

施策実施者 の代 わ りに実行す るのである. この様 に考 え

るな ら, 行動 プラン法 にお いて施策 実施者 の実施 コス ト

が大幅 に削減 できるこ とは言 うまで もな く, その上, 行

動変容 がよ り高い確率 で生 じ得 るこ とも予想 され る. 

行 動プ ラ ン法 が行動 変容 を導 く可能性 が 高い ことは

様 々な実証実験 よ り明 らかにされ ているが, 自動車利

用抑制 を 目的 と したTFPに 導入 され た事例 は, 国内外 を

問わず未 だ報告 され ていない. 今後 は, 従来 のTFP実

践事例で得 られた知見 を活 か し, よ り効 果的なプ ログラ

ムを 目指すた めに,「行動 プラン法」な ど新 しい手法 を取

り入れた実践 とその効果の分析 ・把握が望 まれ る. 

注

[1]文 献5)において, 文献28)の分類を修正 し, ここに引用した4

つの方法に分類 した. 

[2]た だし, これらの事例では, 図一1に示す行動変容プロセスの

右端 「行動」結果のみが測定されてお り, その前段プロセス

のどこにどの程度有効 であったかは実証されてお らず, 今後

の課題 としてさらなる実証実験が待たれるところである. 

[3]もちろん, TFPを含むTDMの心理的方略は, 道路の拡幅やバイ

パスの整備といった交通容量を拡大する施策と比べると, 格

段に少ない予算で持続的効果を期待できるものと筆者 らは

考えている. しかし, 日本におけるTFPは今のところ, 都市交

通計画や環境など一部の部局で実験的に取り扱われてお り, 

このままでは施策 として十分な予算を割 くことができない

ことが予想 される. この状況を打破するためには, 剛 の心

理的方略と構造的方略を交通渋滞対策の両輪 として位置付

け, 交通容量拡大施策 とのバランスを考慮 した上で予算配分

を行 う等の措置が必要 となる. そ してこの前提として, 国あ

るいは自治体の都市交通計画等にTDMの心理的方略を謳 うこ

とが必須 となる. 

[4]個別ア ドヴァイス型TFPの コス トとして, Travel Blending

Programの現地担当者への ヒア リング結果においては, 調査

票の配布回収やフィー ドバック作成などを管理す るシステ

ムが完成 していることを前提 として, 2000人以上を対象 とし

たプロジェク トの場合, 一人当たり約1万円かかるとのこと

であった. 

[5]筆者 らの札幌TFPにおける試算では, 個別ア ドヴァイス型卿

の運営人件費の3～4割程度が個別ア ドヴァイス(札幌冊 に

おける診断カルテ)の作成にかかっている. これは, 個別ア

ドヴァイスのためには個々人の交通行動データの整理が必

要であることと, 個別ア ドヴァイスを決定する作業は世帯全

体の交通行動を見据えた上で適切なコメン トを選ぶ等, ある

種専門的な判断力を必要 とし, 単純作業ではないことに起因

する. 

[6]個別ア ドヴァイス法は後述する行動プラン法よりも被験者

の負担の少ない受動的なプログラムであることか ら, 比較的

参加度(参 加率)が 高くなることが予想 される. このため, 

行動プラン法と個別ア ドヴァイス法を, 事前調査 した被験者

特性(受 動的コミュニケーシ ョンと能動的コミュニケーシ

ョンのどちらが適 しているか等)で 使い分けることができ

れば, 個別ア ドヴァイス型TFPの長所(参 加 しやすいこと)

を活かし, 短所(高コス ト)を克服することができるかもしれ

ない. 
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(2002. 12. 9受 付)

A TRAVEL FEEDBACK PROGRAM AS A MEASURE OF PSYCOLOGICAL 

 STRATEGY FOR TRAVEL DEMAND MANAGEMENT

Ayako TANIGUCHI, Satoshi FUJII, Fumihiro HARA, Shin'ei TAKANO and Sei'ichi 

 KAGAYA

 In this study, we defined Travel Feedback Program (TFP) as a measure of psychological solution for 
Travel Demand Management (TDM), and classified existing methods depending on the technical 
differences of communication. The existing TFP methods are classified two types, a one is to provide 

people with advices of travel behavior depends on their strength of intention to change the travel mode 
and the other is to provide people with individualized advices of their travel behavior. We reviewed past 
studies of TFP according to this classification, and suggest the new direction to develop more effective 

psychological solution for TDM. 
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