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本研究では，全国PT調査の調査結果を用いて，交通環境への満足度と運転動機がBMIへ与える影響を明

らかにすることを目的とし，質問項目に初めてBMIを追加した2015年度実施の全国PT調査を用いた分析を

実施した．初めに交通環境への満足度と交通行動，運転動機と交通行動，交通行動とBMIの各々の関連を

重回帰分析により個別に把握，その後に共分散構造分析を用いて交通環境への満足度と運転動機が交通行

動とBMIへ与える影響について分析した．分析の結果，BMIへ直接影響を与えている交通手段はその交通

手段以外の交通手段への満足度や運転動機からも影響を受けることが示され，人々がより健康的な交通行

動を選択するためには，健康的な交通手段に対するアプローチと併せて，その交通手段に競合する他の交

通手段へのアプローチも重要となることが示唆された． 
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1. 背景 

 

近年，少子高齢化などの影響を受け，社会保障費用の

増加が社会問題化している．その中でも特に医療費の負

担が年々増加しており，日本の財政負担を重くしている．

医療費の内訳をみてみると，その約3割が生活習慣病由

来による医療費用として計上されていることも報告され

ている1)．  

生活習慣病は，適切な食事と運動習慣を持続させるこ

とで予防可能な疾患である．それにも関わらず医療費用

の多くが生活習慣病関連の診療費に費やされてしまう現

状がある．この状況を打開するため，国や地方自治体は

健康診断や運動習慣の定着のための様々な施策を生み出

し，国民の健康を増進し，生活習慣病の罹患者数を減少

させ，医療費の負担，最終的には社会保障費用の増加に

歯止めをかけるべく，努力が続けられている2)3)．  

一方で，多くの国民は多忙な日々の生活の中に運動の

ための時間を設ける余裕がないこと，経済的な余裕がな

いこと，近隣にスポーツを行える施設がないことなどが

障壁となり，健康の維持に必要な継続的な運動時間の確

保が困難となっていることを示した報告もなされている
4)．このため，国や自治体が積極的に国民の健康を増進

するための施策を展開しているにも関わらず，その効果

を享受できる人とそうでない人が存在する結果となり，

国民の間には健康の格差が生じる恐れがある． 

健康の格差は最終的には医療費の格差に影響する．国

民の肥満防止のために厚生労働省が主体となって実施し

ている特定健康診査の実施結果を用いた集計では，男女

や年齢階級を問わず，メタボリックシンドロームである

人やメタボリックシンドロームの疑いがある人は，1年

間に係る医療費がそうでない人に比べ高くなることが報

告されている5)．国民の間で健康の格差が生じることは，

同時に医療費の格差を生じさせることにつながっており，

国民1人1人の健康状態はもはや個人の健康問題に留まら

ず，国全体としての解決すべき社会問題となっている． 

ここで，全ての国民に平等に与えられている「移動」
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という行動に着目した．時間的な余裕がなくとも運動時

間を確保できる機会として「移動」に伴う身体活動を通

じた適切な運動量の確保，つまりは身体活動量の向上を

通じた健康の維持・増進の可能性に注目する． 

全ての国民は「移動」せずに日々の生活を送ることは

困難であり，必ず特定の手段を用いてある地点からある

地点へ移動を行う．本研究では，特定の交通手段を用い

た「移動」という行動を交通行動と定め，交通行動を行

う際に，選択した交通手段によって生じる個人の身体活

動量の差異が健康状態にどのように影響しているのか，

特に身体活動量に影響を与えると考えられる交通手段選

択の差異が，交通環境への満足度やクルマ運転動機から

どのような影響を受けているのかを明らかにする． 

 

2. 既往研究と本研究の目的 

 

(1) 既往研究 

本研究を進めるにあたり，身体活動，交通行動，都市

環境の3つの項目の関連についての既往研究をレビュー

した． 

初めに交通行動と身体活動の関連についての既往研究

を以下にまとめる． 

中野ら（2010）は東京県在住のサラリーマン（20歳以

上の男女206名）を対象に調査を実施し，クルマ通勤と

電車通勤の間で，通勤時の身体活動量に差があることを

示し，電車通勤が生活習慣病の予防に貢献している可能

性を報告している．11) 

室町（2008）はアンケート調査及び国勢調査と国民健

康・栄養調査より通勤時の交通手段選択と歩数，BMIの

関係を検討し，クルマ通勤の割合とBMIの間に正の相関，

歩数とBMIの間に負の相関があることを報告している．
12) 

次に身体活動と都市環境の関連についての既往研究を

以下にまとめる． 

井原ら（2016）は国民健康・栄養調査の5年分の歩数

データ（男性15,763人，女性18,479人）を用いて，都市

規模間で歩数の比較分析を実施し，都市規模によって歩

数に有意な差があること，都市規模が大きいほど平均歩

数が有意に多くなる傾向があることを報告している．13) 

安永ら（2016）は佐久市に在住する30～84歳の男女

1,274人を対象に自宅近隣施設環境と身体活動量との関

連を分析し，買い物や生活に必要な自宅近隣施設が充実

していることと身体活動量が多いことが関連しているこ

とを示し，日常生活に必要な自宅近隣施設の充実が身体

活動量の増加に貢献していることを報告している．14) 

最後に交通行動と都市環境の関連についての既往研究

を以下にまとめる． 

石井ら（2010）は，インターネット調査会社の登録モ

ニターの男女2,032名を対象に通勤手段が活動的である

者（徒歩，自転車，公共交通機関利用者）と活動的でな

い者とで環境要因の違いを分析し，男性では自転車道や

近所の交通の安全性，興味を引く景観があること，女性

では夜間の治安が良いことが，それぞれ活動的な通勤手

段の利用と関連していることを示し，交通行動は都市環

境と関連することを報告している．15) 

 

(4) BMIを用いた交通行動と健康の関連分析 

佐々木ら（2018）は2015年度の全国都市交通特性調査

（以下，全国PT調査）を用いて都市規模とBMI（健康指

標）との関係性を分析し，特に女性では都市規模によっ

てBMIに有意な差があり，地方都市在住者は三大都市在

住者よりもBMIが高くなることを報告している．また，

通勤時の交通手段とBMIの関係性についても分析し，男

女ともに交通手段によってBMIに有意な差があり，クル

マ・バイクの利用者は鉄道・バス，自転車，徒歩の利用

者に比べBMIが高くなることを報告している．16) 

 

(2) 位置付けと目的 

既往研究を踏まえ，本研究の位置付けを以下に述べる． 

これまでに実施されてきた交通行動と健康との関連を

分析した研究の多くは，特定の地域を対象とした調査・

分析が多く見受けられる．交通行動は調査対象者の居住

する地域の環境に影響されることが考えられるため，既

往研究にて得られた知見が全国の地域においても当ては

まるものとは考え難い． 

また，健康と交通行動や都市環境の関連を分析した既

往研究では，身体活動量を用いた健康の評価を行うもの

は数多く存在するが，個人の肥満状態を直接に把握な可

能な指標であるBMIを用いて健康を評価し，交通行動と

の関連を分析した既往研究は少なく，BMIを用いた健康

と交通行動の関連分析は十分に実施できているとは言い

難い． 

これらを踏まえ，全国PT調査の調査結果を用いて以

下の関連を全国規模で明らかにすることを本研究の目的

とする． 

1. 交通行動と交通環境への満足度・運転動機の関連 

2. BMIと交通行動の関連 

3. BMIと交通環境への満足度・運転動機の関連 

4. BMI，交通行動，交通環境への満足度・運転動機の3

者の関連 

上記の4つの関連を全国規模で明らかにし，交通環境

への満足度・運転動機，交通行動，BMIの3者の関連を

踏まえた考察を行う． 

以下，第3章では，研究に用いるデータと指標の説明，

また自己申告BMIの値の信頼性について述べる．第4章

では，本研究にて実施した分析の結果を示し，それらを
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踏まえて第5章ではまとめと今後の課題を述べる． 

 

3. データ・指標と分析の流れ 

 

(1) 全国PT調査について 

「全国都市交通特性調査（全国 PT 調査）」は，国土

交通省が概ね 5年に 1度，全国の都市を対象に実施し，

世帯や個人属性に関する情報と 1日の移動をセットで尋

ねることで，「どのような人が，どのような目的で，ど

こからどこへ，どのような時間帯に，どのような交通手

段で」移動しているのかという交通行動の実態を把握す

ることを目的とした調査である．交通行動に関連した意

識調査も併せて実施しているため，人々の交通に対する

考え方と交通行動実態の関係性などを分析・把握するこ

とが可能となっている． 

本研究では，分析実施時点で入手可能な最新調査であ

る 2015年度（平成 27年度）実施調査の結果を用いる．

当該調査における対象都市は全国の 70 都市である（表

番号）．また，2015年度調査では，これまで実施されて

きた調査の中で初めて質問項目に BMI を追加している． 

 

(2) BMIについて 

本研究では，交通行動と健康の関連を分析するにあた

り，健康指標の一つである BMI（Body Mass Index）を用

いることとした．BMIは体格を測る指標であり，それ故

に個人の肥満状態を把握することが可能となっている．

BMI の値は体重（単位：kg）を身長（単位：m）の二乗

で除すことで簡易に求めることができる． 

BMI[kg m2⁄ ] =
体重[kg]

身長[m] ×身長[m]
 

なお，BMI の値が 25 を上回るようになると脂質異常

症や糖尿病，高血圧などの生活習慣病に罹患するリスク

が 2倍以上になり，30を超えると高度な肥満として積極

的な減量治療を要するものとされている． 

 

(3) 自己申告BMIの信頼性 

前述の通り2015年度実施の全国都市交通特性調査では，

質問項目に初めてBMIを組み入れた．全国都市交通特性

調査にBMIが追加されたことは画期的であった一方で，

BMIの値は調査参加者の自己申告による回答であった

（以下，自己申告BMI）．肥満などの体型に関わる身体

表-1 本研究で用いる全国PT調査の主な調査項目（2015年度版） 

個人属性 

世帯属性 

移動状況 

（平･休別） 
都市交通に関する意識調査 

居住地（住所） 

健康指標（身長/体重/BMI） 

 

家族構成（性別/年齢/職

業/外出困難の有無） 

世帯で保有するクルマや

二輪車 

トリップ別移動

状況（出発地/到

着地/移動目的/手

段/所要時間/駐車

場所/有料道路利

用有無） 

各交通手段の年間利用回

数（鉄道/路線バス/クルマ運

転/クルマ同乗/自転車/徒歩） 

 

目的別外出頻度と交通手

段･時間・距離，徒歩・

車椅子で移動できる距

離，交通手段選択の際に

重視すること，生活スタ

イル，中心市街地と郊外

ショッピングセンター，

生活施設を集約したまち

づくりについて 

交通環境への満足度（5件法） 

①自宅から最寄りの鉄道駅までの距離/②最寄りの鉄道駅の運行本数/③①～②を含めた鉄

道サービス全般/④自宅から最寄りのバス停までの距離/⑤最寄りのバス停の運行本数/⑥バ

スが時刻表どおりに来ること/⑦④～⑥を含めたバスサービス全般/⑧クルマの使いやすさ/

⑨自転車の走行環境/⑩駐輪のしやすさ/⑪⑨~⑩を含めた自転車の使いやすさ/⑫自転車の

走行マナー/⑬道路･歩道の歩きやすさ 

クルマ運転動機（5件法） 

①運転することが好き/②好きなところへ行ける/③公共交通より安上がりである/④多くの

人や荷物を乗せることができる/⑤クルマなら所要時間が短い/⑥業務で必要だから/⑦他に

交通手段がない/⑧クルマに乗ることは自己表現の一つである/⑨好きなときに使える/⑩プ

ライベートな空間を確保できる 

 

クルマ運転免許の保有，クルマ運転の状況，住みたい地域のイメージ，現在

の住まいと転居意向 

 
表-2 都市類型分類と都市名 

都市類型 調査対象都市 

A 

三大都市圏 

中心都市 

さいたま市，千葉市，東京区部， 

横浜市，川崎市，名古屋市，京都市， 

大阪市，神戸市 

B 周辺都市 
取手市，所沢市，松戸市，稲城市， 

堺市，豊中市，奈良市 

C 周辺都市 

青梅市，小田原市，岐阜市，豊橋市， 

春日井市，津島市，東海市， 

四日市市，亀山市，近江八幡市， 

宇治市，泉佐野市，明石市 

D 

地方中枢都市圏 

中心都市 
札幌市，仙台市，広島市，北九州市， 

福岡市 

E 周辺都市 
小樽市，千歳市，塩竈市，呉市， 

大竹市，太宰府市 

F 
地方中核都市圏 

中心都市40万人以上 

中心都市 
宇都宮市，金沢市，静岡市，松山市， 

熊本市，鹿児島市 

G 周辺都市 
小矢部市，小松市，磐田市，総社市， 

諫早市，臼杵市 

H 
地方中核都市圏 

中心都市40万人未満 

中心都市 
弘前市，盛岡市，郡山市，松江市， 

徳島市，高知市 

I 周辺都市 
高崎市，山梨市，海南市，安来市， 

南国市，浦添市 

J 
地方中心都市圏 

その他の都市 

湯沢市，伊那市，上越市，長門市， 

今治市，人吉市 

※ なお，三大都市圏 Bおよび Cについては表-3の分類基準に基づい
て分類された． 

表-3 三大都市圏BおよびCの分類基準 

三大都市圏 
中心からの距離 

東京 京阪神 中京 

三大都市圏B 40km未満 30km未満 ― 

三大都市圏C 40km以上 30km以上 全域 
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情報は個人のプライバシーに触れるため，参加者が正し

い値を回答していない可能性が考えられる．そこで厚生

労働省が主体となって実施している国民健康・栄養調査

にて得られる，調査対象者以外の第三者によって計測さ

れたBMI（以下，実測BMI）と全国PT調査の自己申告

BMIとを比較して，その相違を確認し，自己申告BMIの

信頼性の確認を行った．なお，この比較分析においては，

両調査間で調査対象者のサンプリング方法が異なること

から，政令指定都市に在住する者のみに限定した比較を

実施した．このため，政令指定都市以外に居住する者の

自己申告BMIについては信頼性を確認できていない． 

自己申告BMIと実測BMIの比較分析の結果を表-4に示

す．表-4より，男性では80歳代以上において，女性では

70歳代において，それぞれ国民健康・栄養調査の調査員

測定と全国都市交通特性調査の間に有意な差がある結果

となり，全国都市交通特性調査のBMIが国民健康・栄養

調査の調査員測定のBMIよりも有意に低くなることが示

された． 

このため，政令指定都市に限定した場合，全国PT調

査のBMIは一部の年齢階級において注意が必要だが，概

ね信頼できる値が得られているものと考えた． 

 

4. 分析結果 

 

全国 PT 調査にて質問されている交通環境への満足度

と運転動機の 2つの質問項目を用いて，それらが人々の

交通行動とどのように関連しているのかを明らかにする．

また，交通行動が規定された結果として生じるであろう

BMIの違いにも着目する． 

初めに，交通環境への満足度および運転動機の各々が

交通行動やBMIとどのような関連を有しているのかを重

回帰分析を用いて個別に見ていく．その後に，共分散構

造分析を用いて，交通環境への満足度と運転動機が交通

行動とBMIへ与える影響を明らかにする． 

 

(1) 交通行動とBMIの関連 

表-5にて，BMIを従属変数，各交通手段の年間利用回

数を説明変数とした重回帰分析（強制投入法）の結果を

示す．表-5より，路線バス年間利用回数，クルマ年間運

転回数，クルマ年間同乗回数が正に，徒歩年間利用回数，

女性ダミー，三大都市圏ダミーが負に，それぞれ BMI

と有意に関連していることが示された． 

 

(2) クルマ運転動機と交通行動・BMIの関連 

表-6～表-11 に，交通手段毎の年間利用回数を従属変

表-4 自己申告BMIと実測BMIの比較分析（一元配置分散分析） 

  国民健康・栄養調査 

調査員測定 

国民健康・栄養調査 

自己申告 
全国PT調査 

  
多重比較 

（Games-Howell法，p<.05）   
n M SD n M SD n M SD 有意確率 

男性 

10歳代 4 21.15 1.00 23 21.33 3.16 265 21.33 2.99 0.368 
  

20歳代 14 21.04 3.01 19 24.26 5.32 511 24.26 3.62 0.022 ** ― 

30歳代 20 23.43 3.62 59 23.35 2.97 948 23.35 3.40 0.817 
  

40歳代 23 24.81 3.68 52 24.02 3.36 1179 24.02 3.57 0.534 
  

50歳代 27 23.95 3.09 41 24.09 3.47 1078 24.09 3.14 0.806 
  

60歳代 67 24.12 3.45 43 23.85 3.47 1559 23.85 3.02 0.055 * 
 

70歳代 69 22.99 2.80 28 23.55 2.42 1302 23.55 2.70 0.632 
  

80歳以上 23 24.37 2.14 14 22.17 2.98 470 22.17 2.95 0.006 *** NHNS調査員 > 全国PT調査 

女性 

10歳代 5 19.59 1.57 18 20.46 2.03 261 20.46 2.32 0.729 
  

20歳代 18 20.10 1.41 18 21.99 4.58 592 21.99 3.00 0.103 
  

30歳代 41 20.74 2.22 28 20.53 2.67 953 20.53 2.96 0.955 
  

40歳代 60 22.38 4.47 44 21.83 3.46 1228 21.83 3.18 0.015 ** ― 

50歳代 59 21.71 4.12 25 22.27 4.90 1130 22.27 3.25 0.622 
  

60歳代 92 22.41 3.08 41 21.96 3.75 1666 21.96 3.31 0.510 
  

70歳代 71 23.01 2.79 30 23.45 3.69 1230 23.45 3.19 0.002 *** NHNS調査員測定 < 全国PT調査 

80歳以上 27 22.27 4.24 21 21.41 3.96 515 21.41 3.73 0.709 
  

n：サンプル数，M：平均値，SD：標準偏差，p:有意確率（両側），p*<.10，p**<.05，p***<.01 

表-5 BMIを従属変数，各交通手段の年間利用回数を説明変数
とした重回帰分析結果（強制投入法） 

従属変数 説明変数 β t値 p 

B
M

I 

鉄道年間利用回数 -.01 -1.87 .062 * 

路線バス年間利用回数 .02 2.16 .031 ** 

クルマ年間運転回数 .04 5.72 .000 *** 

クルマ年間同乗回数 .02 2.21 .027 ** 

自転車年間利用回数 .00 -0.30 .768  

徒歩年間利用回数 -.02 -2.55 .011 ** 

女性ダミー -.32 -46.69 .000 *** 

地方中心都市圏ダミー .01 0.80 .421  

三大都市圏ダミー -.01 -0.70 .482   

調整済みR2 .107  .000 *** 

サンプル数 19,235       

β：標準化係数，p:有意確率（両側），p* < .10，p** < .05，p*** < .01 
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数に，運転動機の道具尺度，象徴尺度，情緒尺度，用務

尺度を説明変数とした重回帰分析の結果を示す． 

表-6では，鉄道年間利用回数を従属変数に，運転動機

と性別，居住地の都市圏規模を説明変数とした重回帰分

析の結果を示す．表-6より，運転動機の情緒尺度と三大

都市圏ダミーが正に，運転動機の道具尺度，象徴尺度，

用務尺度，および女性ダミー，地方中心都市圏ダミーが

負に，鉄道年間利用回数と有意に関連していることが示

された． 

表-7では，路線バスの年間利用回数を従属変数とした

重回帰分析の結果を示す．表-7より，三大都市圏ダミー

が正に，運転動機の道具尺度，用務尺度，および女性ダ

ミー，地方中心都市圏ダミーが負に，路線バス年間利用

回数と有意に関連していることが示された． 

表-8では，クルマ年間運転回数を従属変数とした重回

帰分析の結果を示す．表-8より，運転動機の道具尺度，

情緒尺度，用務尺度，および地方中心都市圏ダミーが正

に，運転動機の象徴尺度，および女性ダミー，三大都市

圏ダミーが負に，クルマ年間運転回数と有意に関連して

いることが示された． 

表-9では，クルマ年間同乗回数を従属変数とした重回

帰分析の結果を示す．表-9より，運転動機の道具尺度，

象徴尺度，用務尺度，および女性ダミーが正に，運転動

機の情緒尺度が負に，クルマ年間同乗回数と有意に関連

していることが示された． 

表-10 では，自転車年間利用回数を従属変数とした重

回帰分析の結果を示す．表-10より， 

表-11 では徒歩年間利用回数を従属変数とした重回帰

表-9 クルマ年間同乗回数を従属変数，運転動機を説明変数と
した重回帰分析結果（強制投入法） 

従属変数 説明変数 β t値 p 

ク
ル
マ
年
間
同
乗
回
数 

(定数)   11.79 .000 *** 

運転動機_道具 .01 1.98 .047 ** 

運転動機_象徴 .03 4.62 .000 *** 

運転動機_情緒 -.04 -5.30 .000 *** 

運転動機_用務 .03 4.43 .000 *** 

女性ダミー .12 19.69 .000 *** 

地方中心都市圏ダミー -.01 -1.40 .162  

三大都市圏ダミー -.01 -1.26 .208   

調整済みR2 .017  .000 *** 

サンプル数 28,766       

β：標準化係数，p:有意確率（両側），p* < .10，p** < .05，p*** < .01 

 
表-10 自転車年間利用回数を従属変数，運転動機を説明変数と

した重回帰分析結果（強制投入法） 
従属変数 説明変数 β t値 p 

自
転
車
年
間
利
用
回
数 

(定数)   35.47 .000 *** 

運転動機_道具 -.06 -7.64 .000 *** 

運転動機_象徴 .00 -0.52 .603  

運転動機_情緒 -.03 -4.25 .000 *** 

運転動機_用務 -.14 -20.49 .000 *** 

女性ダミー .00 -0.05 .959  

地方中心都市圏ダミー -.01 -0.80 .422  

三大都市圏ダミー .03 4.19 .000 *** 

調整済みR2 .037  .000 *** 

サンプル数 23,734       

β：標準化係数，p:有意確率（両側），p* < .10，p** < .05，p*** < .01 

 
表-11 徒歩年間利用回数を従属変数，運転動機を説明変数とし

た重回帰分析結果（強制投入法） 
従属変数 説明変数 β t値 p 

徒
歩
年
間
利
用
回
数 

(定数)   32.47 .000 *** 

運転動機_道具 -.02 -2.82 .005 *** 

運転動機_象徴 .00 -0.29 .770  

運転動機_情緒 -.03 -3.94 .000 *** 

運転動機_用務 -.12 -18.43 .000 *** 

女性ダミー -.03 -4.31 .000 *** 

地方中心都市圏ダミー .00 0.08 .940  

三大都市圏ダミー -.01 -1.13 .258   

調整済みR2 .018  .000 *** 

サンプル数 28,436       

β：標準化係数，p:有意確率（両側），p* < .10，p** < .05，p*** < .01 

 

表-6 鉄道年間利用回数を従属変数，運転動機を説明変数とし
た重回帰分析結果（強制投入法） 

従属変数 説明変数 β t値 p 

鉄
道
年
間
利
用
回
数 

(定数)   35.16 .000 *** 

運転動機_道具 -.09 -13.76 .000 *** 

運転動機_象徴 -.01 -2.25 .024 ** 

運転動機_情緒 .03 4.41 .000 *** 

運転動機_用務 -.15 -25.19 .000 *** 

女性ダミー -.08 -14.68 .000 *** 

地方中心都市圏ダミー -.03 -5.41 .000 *** 

三大都市圏ダミー .26 44.26 .000 *** 

調整済みR2 .140  .000 *** 

サンプル数 28,495       

β：標準化係数，p:有意確率（両側），p* < .10，p** < .05，p*** < .01 

 
表-7 路線バス年間利用回数を従属変数，運転動機を説明変数

とした重回帰分析結果（強制投入法） 
従属変数 説明変数 β t値 p 

路
線
バ
ス
年
間
利
用
回
数 

(定数)   25.75 .000 *** 

運転動機_道具 -.06 -8.19 .000 *** 

運転動機_象徴 .00 -0.31 .756  

運転動機_情緒 .00 -0.28 .780  

運転動機_用務 -.12 -17.55 .000 *** 

女性ダミー -.02 -2.54 .011 ** 

地方中心都市圏ダミー -.04 -6.70 .000 *** 

三大都市圏ダミー .05 7.16 .000 *** 

調整済みR2 .035  .000 *** 

サンプル数 23,339       

β：標準化係数，p:有意確率（両側），p* < .10，p** < .05，p*** < .01 

 
表-8 クルマ年間運転回数を従属変数，運転動機を説明変数と

した重回帰分析結果（強制投入法） 
従属変数 説明変数 β t値 p 

ク
ル
マ
年
間
運
転
回
数 

(定数)   -3.10 .002 *** 

運転動機_道具 .08 14.07 .000 *** 

運転動機_象徴 -.03 -4.43 .000 *** 

運転動機_情緒 .05 7.42 .000 *** 

運転動機_用務 .23 41.53 .000 *** 

女性ダミー -.02 -3.59 .000 *** 

地方中心都市圏ダミー .04 7.99 .000 *** 

三大都市圏ダミー -.08 -14.15 .000 *** 

調整済みR2 .096  .000 *** 

サンプル数 33,007       

β：標準化係数，p:有意確率（両側），p* < .10，p** < .05，p*** < .01 
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分析の結果を示す．表-11 より，運転動機の道具尺度，

情緒尺度，用務尺度，および女性ダミーが負に，徒歩年

間利用回数と有意に関連していることが示された． 

 

表-6～表-11 までの重回帰分析の結果を俯瞰すると，

クルマの運転に対する態度を図る指標である運転動機が

クルマ以外の交通手段の利用行動と有意な関連を有して

いることが確認できる．同時に，運転動機の各尺度と交

通手段の利用回数の間の関連性は，鉄道や路線バスなど

公共交通機関の年間利用回数と運転動機の間は負の関連

が散見される一方で，クルマの運転や同乗の年間回数と

運転動機の間には正の関連が散見され，運転動機はクル

マの利用実態に影響を与える可能性があると同時に，ク

ルマと競合関係になり得る公共交通機関の利用に対して

は負の影響を与える可能性があると考えられる． 

また，交通手段毎に相違はあるものの，女性ダミーや

三大都市圏ダミー，地方中心都市圏ダミーが有意な関連

を示す結果が確認できることから，運転動機が交通行動

に与える影響には性別や居住地の都市規模に応じて差が

生じている可能性も考えられる． 

 

(3) 交通環境への満足度と交通行動の関連 

表-12～表-17にて，交通手段毎の年間利用回数を従属

変数に，交通環境への満足度を説明変数とした重回帰分

表-12 鉄道年間利用回数を従属変数，交通環境への満足度を説
明変数とした重回帰分析結果（強制投入法） 

従属変数 説明変数 β t値 p 

鉄
道
年
間
利
用
回
数 

(定数)  18.41 .000 *** 

最寄り鉄道駅までの距離 .09 14.62 .000 *** 

最寄り鉄道駅の運行本数 -.01 -0.86 .389  

鉄道サービス全般 .05 5.89 .000 *** 

最寄りバス停までの距離 .02 3.35 .001 *** 

最寄りバス停の運行本数 -.01 -0.88 .381  

バスの定時性 -.05 -7.10 .000 *** 

バスサービス全般 -.03 -3.45 .001 *** 

クルマの使いやすさ -.11 -21.07 .000 *** 

自転車の走行環境 .02 2.87 .004 *** 

駐輪のしやすさ -.02 -2.61 .009 *** 

自転車の使いやすさ .00 0.38 .701  

自転車の走行マナー .00 0.50 .615  

道路・歩道の歩きやすさ .04 6.02 .000 *** 

地方中心都市圏ダミー -.03 -5.61 .000 *** 

三大都市圏ダミー .25 49.66 .000 *** 

女性ダミー -.07 -14.83 .000 *** 

調整済みR2 .115  .000 *** 

サンプル数 38,090       

β：標準化係数，p:有意確率（両側），p* < .10，p** < .05，p*** < .01 

 

表-13 路線バス年間利用回数を従属変数，交通環境への満足度
を説明変数とした重回帰分析結果（強制投入法） 

従属変数 説明変数 β t値 p 

路
線
バ
ス
年
間
利
用
回
数 

(定数)  15.27 .000 *** 

最寄り鉄道駅までの距離 -.06 -9.08 .000 *** 

最寄り鉄道駅の運行本数 .03 2.59 .009 *** 

鉄道サービス全般 .02 1.75 .080 * 

最寄りバス停までの距離 .13 19.41 .000 *** 

最寄りバス停の運行本数 .04 4.89 .000 *** 

バスの定時性 -.07 -8.63 .000 *** 

バスサービス全般 .00 0.19 .847  

クルマの使いやすさ -.10 -16.62 .000 *** 

自転車の走行環境 .01 1.09 .275  

駐輪のしやすさ -.01 -0.90 .369  

自転車の使いやすさ -.01 -0.90 .367  

自転車の走行マナー -.03 -3.88 .000 *** 

道路・歩道の歩きやすさ .03 3.67 .000 *** 

地方中心都市圏ダミー -.04 -6.70 .000 *** 

三大都市圏ダミー .06 10.32 .000 *** 

女性ダミー .03 5.38 .000 *** 

調整済みR2 .039  .000 *** 

サンプル数 31,338       

β：標準化係数，p:有意確率（両側），p* < .10，p** < .05，p*** < .01 

 

表-14 クルマ年間運転回数を従属変数，交通環境への満足度を
説明変数とした重回帰分析結果（強制投入法） 

従属変数 説明変数 β t値 p 

ク
ル
マ
年
間
運
転
回
数 

(定数)  38.29 .000 *** 

最寄り鉄道駅までの距離 -.04 -5.88 .000 *** 

最寄り鉄道駅の運行本数 -.03 -3.24 .001 *** 

鉄道サービス全般 -.03 -3.40 .001 *** 

最寄りバス停までの距離 -.03 -4.51 .000 *** 

最寄りバス停の運行本数 -.04 -4.84 .000 *** 

バスの定時性 .04 5.62 .000 *** 

バスサービス全般 -.01 -1.38 .168  

クルマの使いやすさ .12 20.94 .000 *** 

自転車の走行環境 -.02 -2.65 .008 *** 

駐輪のしやすさ .03 3.78 .000 *** 

自転車の使いやすさ -.02 -1.57 .116  

自転車の走行マナー -.01 -1.83 .067 * 

道路・歩道の歩きやすさ -.02 -3.42 .001 *** 

地方中心都市圏ダミー .05 8.79 .000 *** 

三大都市圏ダミー -.11 -20.13 .000 *** 

女性ダミー -.04 -7.90 .000 *** 

調整済みR2 .051  .000 *** 

サンプル数 36,354       

β：標準化係数，p:有意確率（両側），p* < .10，p** < .05，p*** < .01 

 
表-15 クルマ年間同乗回数を従属変数，交通環境への満足度を

説明変数とした重回帰分析結果（強制投入法） 
従属変数 説明変数 β t値 p 

ク
ル
マ
年
間
同
乗
回
数 

(定数)  19.87 .000 *** 

最寄り鉄道駅までの距離 -.02 -3.51 .000 *** 

最寄り鉄道駅の運行本数 -.02 -2.49 .013 ** 

鉄道サービス全般 -.01 -0.57 .567  

最寄りバス停までの距離 -.01 -1.54 .123  

最寄りバス停の運行本数 -.01 -1.28 .200  

バスの定時性 -.01 -1.56 .119  

バスサービス全般 .01 1.74 .082 * 

クルマの使いやすさ .02 3.80 .000 *** 

自転車の走行環境 .01 1.40 .162  

駐輪のしやすさ .00 -0.04 .971  

自転車の使いやすさ -.01 -1.46 .145  

自転車の走行マナー .02 2.81 .005 *** 

道路・歩道の歩きやすさ .00 0.39 .696  

地方中心都市圏ダミー .00 -0.12 .904  

三大都市圏ダミー -.02 -4.18 .000 *** 

女性ダミー .14 27.02 .000 *** 

調整済みR2 .022  .000 *** 

サンプル数 38,406       

β：標準化係数，p:有意確率（両側），p* < .10，p** < .05，p*** < .01 
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析の結果を示す． 

表-12 では，鉄道年間利用回数を従属変数に，交通環

境への満足度，性別，居住地の都市圏規模を説明変数と

した重回帰分析の結果を示す．表-12 より，最寄り鉄道

駅までの距離，鉄道サービス全般，最寄りバス停までの

距離，自転車の走行環境，道路・歩道の歩きやすさ，三

大都市圏ダミーが正に，最寄り鉄道駅の運行本数，バス

の定時性，バスサービス全般，自動車の使いやすさ，駐

輪のしやすさ，地方中心都市圏ダミー，女性ダミーが負

に，鉄道年間利用回数と有意に関連していることが示さ

れた． 

表-13 では，路線バス年間利用回数を従属変数，交通

環境への満足度を説明変数とした重回帰分析の結果を示

す．表-13 より，最寄り鉄道駅の運行本数，最寄りバス

停までの距離，最寄りバス停の運行本数，道路・歩道の

歩きやすさ，三大都市圏ダミー，女性ダミーが正に，最

寄り鉄道駅までの距離，バスの定時性，自転車の走行マ

ナー，地方中心都市圏ダミーが負に，路線バス年間利用

回数と有意に関連していることが示された． 

表-14 では，クルマ年間運転回数を従属変数，交通環

境への満足度を説明変数とした重回帰分析の結果を示す．

表-14 より，バスの定時性，クルマの使いやすさ，駐輪

しやすさ，地方中心都市圏ダミーが正に，最寄り鉄道駅

までの距離，最寄り鉄道駅の運行本数，鉄道サービス全

般，最寄りバス停までの距離，最寄りバス停の運行本数，

自転車の走行環境，道路・歩道の歩きやすさ，三大都市

圏ダミー，女性ダミーが負に，クルマ年間運転回数と有

意に関連していることが示された． 

表-15 では，クルマ年間同乗回数を従属変数，交通環

境への満足度を説明変数とした重回帰分析の結果を示す．

表-15 より，クルマの使いやすさ，自転車の走行マナー，

女性ダミーが正に，最寄り鉄道駅までの距離，最寄り鉄

道駅の運行本数，三大都市圏ダミーが負に，クルマ年間

同乗回数と有意に関連していることが示された． 

表-16 では，自転車年間利用回数を従属変数，交通環

境への満足度を説明変数とした重回帰分析の結果を示す．

表-16 より，最寄り鉄道駅までの距離，最寄り鉄道駅の

運行本数，最寄りバス停までの距離，自転車の走行環境，

自転車の使いやすさ，自転車の走行マナー，三大都市圏

ダミー，女性ダミーが正に，クルマの使いやすさ，駐輪

しやすさ，道路・歩道の歩きやすさが負に，自転車年間

利用回数と有意に関連していることが示された． 

表-17 では，徒歩年間利用回数を従属変数，交通環境

への満足度を説明変数とした重回帰分析の結果を示す．

表-17 より，最寄り鉄道駅までの距離，最寄り鉄道駅の

運行本数，最寄りバス停までの距離，自転車の使いやす

さ，道路・歩道の歩きやすさ，三大都市圏ダミー，女性

ダミーが正に，クルマの使いやすさ，自転車の走行マナ

ーが負に，徒歩年間利用回数と有意に関連していること

が示された． 

表-12～表-17 を俯瞰すると，各交通手段の年間利用回

数には，他の交通手段に対する満足度が関連しているこ

とが多くの交通手段において示されており，例えば路線

バスでは鉄道とクルマ，自転車，徒歩に関する満足度と

の関連が示されており，交通手段の利用実態には，その

交通手段に対する満足度に加えて，その他の交通手段へ

の満足度からも影響が与えられている可能性が考えられ

る． 

(4) 交通環境への満足度とクルマ運転動機がBMIへ与え

る影響 

表-16 自転車年間利用回数を従属変数，交通環境への満足度を
説明変数とした重回帰分析結果（強制投入法） 

従属変数 説明変数 β t値 p 

自
転
車
年
間
利
用
回
数 

(定数)  20.75 .000 *** 

最寄り鉄道駅までの距離 .02 2.93 .003 *** 

最寄り鉄道駅の運行本数 .04 4.08 .000 *** 

鉄道サービス全般 .01 1.34 .180  

最寄りバス停までの距離 .03 4.25 .000 *** 

最寄りバス停の運行本数 -.01 -0.95 .341  

バスの定時性 -.01 -1.44 .149  

バスサービス全般 .01 0.94 .348  

クルマの使いやすさ -.15 -24.10 .000 *** 

自転車の走行環境 .03 3.58 .000 *** 

駐輪のしやすさ -.07 -7.45 .000 *** 

自転車の使いやすさ .10 9.46 .000 *** 

自転車の走行マナー .07 9.41 .000 *** 

道路・歩道の歩きやすさ -.04 -6.16 .000 *** 

地方中心都市圏ダミー -.01 -1.19 .232  

三大都市圏ダミー .04 6.89 .000 *** 

女性ダミー .04 6.79 .000 *** 

調整済みR2 .036  .000 *** 

サンプル数 31,598       

β：標準化係数，p:有意確率（両側），p* < .10，p** < .05，p*** < .01 

 

表-17 徒歩年間利用回数を従属変数，交通環境への満足度を説
明変数とした重回帰分析結果（強制投入法） 

従属変数 説明変数 β t値 p 

徒
歩
年
間
利
用
回
数 

(定数)  15.57 .000 *** 

最寄り鉄道駅までの距離 .05 8.38 .000 *** 

最寄り鉄道駅の運行本数 .04 4.61 .000 *** 

鉄道サービス全般 .01 0.82 .413  

最寄りバス停までの距離 .06 9.49 .000 *** 

最寄りバス停の運行本数 .01 0.70 .482  

バスの定時性 .01 1.51 .132  

バスサービス全般 .01 1.72 .086 * 

クルマの使いやすさ -.06 -10.99 .000 *** 

自転車の走行環境 .00 0.33 .738  

駐輪のしやすさ -.01 -1.59 .112  

自転車の使いやすさ .02 2.13 .033 ** 

自転車の走行マナー -.04 -6.67 .000 *** 

道路・歩道の歩きやすさ .02 3.25 .001 *** 

地方中心都市圏ダミー .00 0.37 .715  

三大都市圏ダミー .01 2.08 .037 ** 

女性ダミー .03 6.12 .000 *** 

調整済みR2 .023  .000 *** 

サンプル数 37,941       

β：標準化係数，p:有意確率（両側），p* < .10，p** < .05，p*** < .01 

 

第 59 回土木計画学研究発表会・講演集



 

8 

 

前章までの交通行動と BMI の関連分析，運転動機と

交通行動の関連分析，交通環境への満足度と交通行動の

関連分析を踏まえて本章では共分散構造分析を用いて，

交通環境への満足度と運転動機が交通行動と BMI へ与

える影響について明らかにしていく． 

共分散構造分析は IBM AMOS ver. 25を用いて実施した．

図-1にて，分析の初期モデルを示す．まず，健康指標で

ある BMI には身体活動の一つである交通行動が影響を

与えていると考えた．交通行動の指標には各交通手段の

年間利用回数を用いた．次に，交通行動には個人の居住

地における交通環境への満足度や運転動機が影響を与え

ていると考えた．最後に交通環境への満足度や運転動機

には居住地の都市規模が影響を与えていると考え，居住

地の属性を三大都市圏ダミーとして設定した． 

加えて，交通行動や BMI には性差が存在するため，

構造モデルは男女別に構築した．なお，分析の過程で

BMIへ直接効果または間接効果を与えていないことが確

認された変数については削除した． 

図-2および図-3に分析結果を示す．初めに男性につい

て構築した図-2に示す構造モデルを見ていく． 

男性の構造モデル（図-2）において，BMI へ直接効果

を与える因子について見ていく．図-2より，BMIへ直接

効果を与える因子として，徒歩年間利用回数が正に，路

線バス年間利用回数，クルマ年間運転回数が負に，それ

ぞれの年間利用回数が BMI へ有意な影響を与えている

ことが示された． 

続いて交通行動を介して BMI へ間接効果を与える因

子を見ていく． 

路線バス年間利用回数を介して BMI へ間接効果を与

える因子として，最寄りバス停までの距離，最寄りバス

停の運行本数，三大都市圏ダミーが正に，バスの定時性，

クルマの使いやすさが負に，それぞれ路線バス年間利用

回数へ有意に影響していることが示された．バスの定時

性がバスの利用年間利用回数に対して負に影響した要因

として，バスの定時性が確保される地域では道路渋滞が

少ないことが推測されることから，クルマ利用の快適さ

が向上し，クルマが利用される頻度が高くなり，結果と

して，バスの定時性に満足できる地域では路線バスの利

用回数は減少する傾向にある可能性が考えられる． 

クルマ年間運転回数を介して BMI へ影響を与える因

子として，クルマの使いやすさ，バスの定時性，運転動

機の道具尺度，用務尺度が正に，最寄りバス停の運行本

数，最寄り鉄道駅までの距離，三大都市圏ダミーが負に，

それぞれクルマ年間運転回数に有意に影響を与えている

ことが示された．バスの定時性に対する満足度がクルマ

年間運転回数に正に影響した要因については，前述の路

線バス年間利用回数へバスの定時性が負に影響した結果

と同様に，バスの定時性が確保される地域では交通渋滞

が少ないことが推測され，結果としてクルマの利便性が

向上し，クルマの年間運転回数が増加する要因となって

いる可能性が考えられる． 

徒歩年間利用回数を介して BMI へ影響を与える因子

として，最寄り鉄道駅までの距離，最寄りバス停までの

距離，バスサービス全般が正に，三大都市圏ダミー，運

 
図-1 交通環境への満足度と運転動機が交通行動とBMIへ与える影響の初期モデル 
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転動機の用務尺度，情緒尺度が負に，それぞれ徒歩年間

利用回数に有意に影響を与えていることが示された． 

男性について構築したモデルの結果をまとめる．図-2

の構造モデルの結果では，交通環境への満足度と運転動

機が路線バス，クルマの運転，徒歩の利用回数を通じて

BMIへ影響を与えていることが示された．また，何れの

 

β：標準化係数，全てのパスは p < .05 

GFI AGFI CFI RMSEA n 

0.991 0.978 0.977 0.036 4,796 

 

図-2 交通環境への満足度と運転動機が交通行動とBMIへ与える影響の共分散構造分析結果（男性） 
 
 

 

β：標準化係数，全てのパスは p < .05 

GFI AGFI CFI RMSEA n 

0.999 0.997 1.000 0.000 2,678 

 

図-3 交通環境への満足度と運転動機が交通行動とBMIへ与える影響の共分散構造分析結果（女性） 
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交通手段についても，競合関係にあると考えられる他の

交通手段に対する満足度や運転動機から影響を受けるこ

とも示された． 

次に女性について構築した図-2に示す構造モデルを見

ていく．女性について構築した構造モデル（図-3）にお

いて，BMIへ直接効果を与えている因子について見てい

く．図-3より，BMIへ直接効果を与える因子として，ク

ルマの使いやすさ，運転動機の情緒尺度が正に，鉄道年

間利用回数が負に，それぞれ BMI へ有意な影響を与え

ていることが示された． 

続いて交通行動を介して BMI へ間接効果を与える因

子を見ていく．鉄道年間利用回数を介して BMI へ影響

を与える因子としては，最寄り鉄道駅の運行本数，最寄

り鉄道駅までの距離，運転動機の情緒尺度，三大都市圏

ダミーが正に，バスの定時性，運転動機の道具尺度，用

務尺度が負に，それぞれ鉄道年間利用回数へ有意な影響

を与えていることが示された． 

女性について構築したモデルの結果をまとめる．図-3

の結果では，男性のモデル（図-2）と同様に，鉄道の利

用回数に鉄道以外の交通手段に対する満足度や運転動機

が影響を与えていることが示された． 

最後に，図-2と図-3の結果より得られたモデルを比較

すると，男性では路線バス，クルマの運転，徒歩の利用

回数が BMI へ影響を与えているのに対し，女性では鉄

道の利用回数のみが BMI へ影響を与えているという違

いがある．また，男性では交通環境への満足度や運転動

機からの直接効果は見られなかったが，女性ではクルマ

の使いやすさや運転動機の情緒尺度が BMI へ直接効果

を与えていることが示された． 

 

6. まとめと今後の課題 

 

(1) まとめ 

本研究では，2015年度に実施された全国PT調査を用い

て，健康と交通行動の関連を分析した．特に，交通行動

の背後に存在すると考えられる交通環境への満足度とク

ルマ運転動機を用いて，それらが交通行動とBMIへ与え

る影響を明らかにした． 

初めに交通行動とBMIの関連について重回帰分析を行

い，BMIは路線バス，クルマ運転・同乗，徒歩の年間利

用回数と関連することが示された．次いで，交通環境へ

の満足度と交通行動の関連について交通手段毎に重回帰

分析を行い，交通手段毎の年間利用回数と交通環境への

満足度との間には関連があり，特定の交通手段の年間利

用回数は他の交通手段への満足度とも関連することが示

された．また，運転動機と交通行動・BMIの関連につい

ても交通手段別に重回帰分析を行い，クルマ以外の交通

手段に対してもクルマの運転動機が関連を示すことが確

認された． 

交通環境への満足度と運転動機，交通行動，BMIの関

連を重回帰分析を用いて個別に確認した後に，共分散構

造分析を用いて，交通環境への満足度と運転動機が交通

行動を介してBMIへ与える影響を男女別に確認した．そ

の結果，男性では，鉄道駅までの距離，バス停までの距

離，バス停の運行本数，バスの定時性，バスサービス全

般，クルマの使いやすさ，運転動機の道具尺度・情緒尺

度・用務尺度が路線バス・クルマ運転・徒歩の年間利用

回数を介してBMIへ影響を与えていることが示された．

女性では，鉄道駅までの距離，鉄道駅の運行本数，バス

の定時性，クルマの使いやすさ，運転動機の道具尺度・

情緒尺度・用務尺度が鉄道の年間利用回数を介してBMI

へ影響を与えていることが示された． 

男女別にモデルを構築したことにより，男性は女性よ

りも多くの交通手段の利用回数がBMIへ影響を与えてい

ることが示され，男性では交通行動や交通手段に対する

意識がより健康に影響する可能性が考察される．一方で，

女性では男性に比べBMIへ影響を与えた交通手段は鉄道

の利用回数のみとなり，本研究では同定できなかった交

通行動以外の側面がより強く健康に影響を与えている可

能性が推察される． 

また，男女ともに交通手段に対する意識が交通行動を

介してBMIへ影響を与えていることが確認された．また，

特定の交通手段の利用回数にはその他の交通手段に対す

る満足度や運転動機が影響を与えていることも観察され，

例えば男性では，クルマの年間運転回数に対してバスの

定時性が正の影響を与えていることが確認された． 

これらの結果より，人々がより健康的な交通行動を選

択することを推進するためには，人々の意識の側面へア

プローチする必要性が，地域を問わず求められているこ

とが考えられる．また，特定の交通手段の利用を促進ま

たは抑制するためには，その交通手段に対する意識の変

容を促すことも必要であるが，同時にその交通手段と競

合・対立する他の交通手段への人々の意識を変容させら

れるようアプローチしていく必要があると考えられる． 

 

(2) 今後の課題 

本研究において，明らかにできなかった点や更なる工

夫が必要と考えられる点を以下にまとめ，今後の研究の

課題とさせて頂く． 

今回の分析に用いた三大都市圏や地方中心都市圏とい

った都市圏の分類基準は全国都市交通特性調査の手引き

から引用した基準をそのまま用いている．この基準は地

域の交通行動を把握することには最適であると考えられ

るが，交通行動とBMIの関連を分析するにあたっては最

適な分類基準とは言い難いものであると考えている．そ

こで，新たに健康と交通行動の関係を分析にするために
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より適した分類基準を模索していく必要があるだろう． 

自己申告BMIの信頼性を確認するために実施した他調

査とのBMIの比較分析であるが，比較対象として用いた

国民健康・栄養調査はサンプル数が少なく，またサンプ

リングの都合上により市区町村単位での集計・比較分析

も実施不可能なデータであった．今後はこの課題の解決

策として厚生労働省が実施している特定健診の受診者の

データを用いた比較分析を行い，より正確な信頼性の確

認を行う必要があるだろう． 

今回の分析では個人の交通行動の評価に年間利用回数

を用いたが，全国都市交通特性調査では手段トリップや

その所要時間について調査しており，これらの値を用い

た共分散構造分析も今後実施していきたいと考えている．  
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