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要旨 

温室効果ガス排出による環境破壊が年々進行していく中，京都議定書における温室効果ガス

削減目標実現に向け，我が国では環境負荷低減対策が急務となっている．特に，運輸部門にお

ける CO2 排出量は全体の約 20%を占めており，そのうち約 90%は自動車に起因している．自

動車の人キロあたりの CO2 排出量は，鉄道のそれと比べて約 10 倍であり，バスにおいても約

3 倍と，自動車から公共交通への転換が環境負荷低減のための対策の一つとして期待されてい

る．特にここ名古屋では，通勤，通学目的における過度の自動車利用による，朝夕の交通渋滞

や交通事故，騒音，大気汚染などの道路交通問題が深刻であり，環境負荷低減，混雑緩和のた

めの交通施策が重要な課題となっている． 

これらの諸問題解決のための施策には，大別して二つある．一つは，交通容量拡張や低燃費・

低排出ガス車の開発，沿道緑化などの供給側による道路施策である「ハード的施策」であり，

もう一方は，パーク・アンド・ライドやロードプライシング，カーシェアリングなど，需要側

による対策である「ソフト的施策」である．このうち，ハード的施策は，高度成長時代以降の

相次ぐ新規道路建設や高速道路の拡張を初めとする道路網整備，都市開発において進められて

いたが，県政の財政悪化，土地値段の高騰，住宅環境の悪化等により限界になりつつある．一

方，ソフト的施策は，比較的低予算で一定の効果が見込めることから，近年様々な施策が実施

されている．そのうちの一つに，自動車から公共交通へと自主的に交通手段の変更を推進する

モビリティ・マネジメントが注目を集めており，既にその有効性が近年の多くの実証実験にお

いて示されている． 

モビリティ・マネジメント（Mobility Management：MM）とは，交通需要マネジメント

（Transportation Demand Management：TDM）施策の一つであり，TFP（Travel Feedback Program）

に代表される個別コミュニケーションによる，一人ひとりの自発的な行動変容を期待する手法

である．MM は，単に一部の人たち，一地域の自動車需要を削減するというだけでなく，公共

交通利用の促進とそれによる地域モビリティの確保，地球温暖化などの環境負荷低減，ひいて

は都市全体の活性化という交通による諸問題の解決にもつながる施策である． 

MM 手法において，行動変容のためのコミュニケーションとして も重要なものは情報提供

である．例えば，普段，公共交通を利用しない自動車依存者へ公共交通利用のための具体的な

情報を提示する，また，朝の通勤に関して 短時間で到着できるような経路を案内する，ある

いは，自動車から公共交通へ変更した場合の環境負荷情報を提示する，などの事実情報や道徳

的，合理的心理に働きかける個別情報を提示することにより，人は態度や行動を変化させる．

MM はこれらコミュニケーションにより，個々人の行動変容を促し，過度の自動車利用を公共

交通へと自主的に転換させることを目的としている． 

従来の MM は，紙ベースのアンケート調査を中心として，個別訪問やグループディスカッ
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ションにより行われてきた．しかし，実施主体の負担やパネル調査による被験者の負担が大き

く，個人行動に即した情報提供も困難であった．また，あくまで個人の意志による行動変容を

期待する施策であるため，その効果が計測しにくいという問題点があった．そこで本研究では，

これらの MM の問題点を解決するために，3 つの個別のシステムを Web 上で統合した統合型

交通情報提供システムを構築し，MM 社会実験に適用している．これら 3 つのシステムのうち

一つは，参加者の詳細な通勤経路案内や渋滞情報など事実情報を提供するためのプローブカー

情報を用いた 適経路案内システム，もう一つは，MM 参加者の詳細な行動経路を把握するた

めの位置情報収集システム，さらに，Web 上で MM を実施するための MM の基本的な流れを

踏襲した MM システムである．本研究では，まず， 適経路案内システムに関して既存のア

プリケーションシステムを Web 上で実行できるシステムにし，さらに道路ネットワークの変

更やプローブ情報を蓄積，自動更新するための学習アルゴリズムの検討を行った．次に，経路

特定のための位置情報収集システムに関しては，既存のシステムを社会実験に適用するために

調査項目とデータ形式を統一にし，MM システムとの互換性を高めた．残る一つ統合システム

のメインシステムであるMMシステムは，著者が独自で開発した対話型Webシステムであり，

個々の社会実験に応じて，情報共有機能やインタラクティブな可視化機能など適宜改良を加え

た．これらを一つに統合したシステムを用いることで，参加者や事業主体の負担を軽減でき，

広域かつ長期的な MM 施策の実施を支援することが可能となる．本システムは 2 つの社会実

験に適用し，行動の変化や環境負荷低減，システムの有用性について分析を行った．結果とし

て，自動車利用者に実際のより精度の高い詳細な経路情報を提供することで，行動変化をおこ

しやすいことが確認でき，また，Web 上での MM 実施においても，紙ベースの MM 実験同様

以上の CO2削減効果を得ることができた． 

一方，環境負荷低減のためのソフト的施策の一つに，ロードプライシングがある．これは，

都心の規制エリアに流入する車に課金することで都心への車の流入を抑制し，都心部の渋滞緩

和に有効な施策である．しかし，課金される規制エリア内の事業者にとっては，自動車来訪者

減少による売上低下が懸念され，自動車ドライバーにとっては罰金的課税のイメージが強く，

社会的合意形が困難である．そこで，流入課金に近い効果を持ち，社会的受容性の高い代替案

として，駐車場利用や買い物によって課金の一部をデポジットとして返金する新しい社会シス

テムである駐車デポジットシステム（Parking Deposit System：PDS）に着目する．この PDS は，

名古屋大学 森川・山本研究室で提案している世界初の社会システムであり，都心部の渋滞緩

和による環境負荷低減に大きな期待が寄せられている．しかし，新規社会施策であるため PDS

の効果や社会受容性において，その多くは未知数であり，今後の社会実験等において，その有

効性や受容性を実証していくことが不可欠である．また，新しい施策実施において多くの市民

賛同を得るための合意形成手法として，一般市民が理解しやすく，施策実施後の社会を容易に

イメージさせる新しい手法を検討することが重要となる．そこで，前述の統合型交通情報提供
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システムを改良した仮想都市空間可視化システムを PDS インターネット社会実験に適用し，

施策実施後の社会をイメージした可視化情報を提供することによる，個人の交通行動や賛否の

変化について分析を行った．これにより，行動変化による環境負荷低減を主眼とした，新規社

会施策実施の際の合意形成のための可視化情報提供による新しい手法を検討した．本システム

を用い，賛否の変化について分析した結果，実際に都心部の課金エリアに来訪している人や居

住者は PDS に賛成しやすい傾向があり，課金，返金額により賛成率が変動することが確認で

きた．また，可視化イメージによる賛否や行動の変化について，今回の社会実験においては環

境にやさしい都市イメージなどの情報を提供することで賛成率や行動が変化するとは明確に

言えないという結果となった．これについては，参加者のサンプル数が少なかった点の他，も

ともと賛成率の高い公共交通利用者が環境にやさしい都市イメージを確認することによって，

さらに賛成率が高くなるという可能性も考えられ，結果，可視化の影響か公共交通の影響か，

明確な判断ができないという問題もあった．今後，分析手法を十分検討し，システムを改良す

る必要性がある． 

今後の課題としては，Web 上で実施するためのモビリティ・マネジメントシステムとして，

より簡易に位置情報を取得できるシステムの開発が必要であることを述べており，また，可視

化による賛否と行動変化の分析のための政策評価システムに，情報学的アプローチによる機能

を搭載した一般市民のための施策評価システムの構築を目指すことを検討する． 
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第1章 序論 

1.1 研究背景と目的 

「温室効果ガス削減のための効果的な施策とは」．ここ数年，国を挙げて取り組んでいるこ

の問題に対し，抜本的な改革はおろか，逆に温室効果ガスは増加の一途を辿り，京都議定書

COP3 における 2012 年 6%減の目標はもはや絶望的な数値となりつつある．現在，国内の総二

酸化炭素排出量は，2005 年度試算で 12 億 9,300 万トン（環境省，2007）であり，このうち，

運輸部門における二酸化炭素排出量は，全体の 19%を占め，1990 年度の運輸部門排出量と比

較すると 18.1%の増加（八木，2007）となっている．この運輸部門における二酸化炭素削減対

策に関しては，2005 年に策定された京都議定書目標達成計画において，基準年である 1990 年

の排出量比 15.1%増の約 2 億 5000 万トンに抑えることを目標としている．この目標達成のた

め，現在，環境配慮型自動車技術の革新，道路網の整備拡張，交通流対策，物流の効率化，公

共交通機関利用促進など，国をあげて対策を打ち立てている．中でも，ソフト的施策である交

通需要マネジメント（Transportation Demand Management：TDM）やモビリティ・マネジメン

ト（Mobility Management：MM）は，道路交通問題解決による環境負荷低減に大きな効果が期

待され，様々な施策が実施されている． 

TDM とは，発生交通の時間帯や手段，経路の変更，クルマの効率的利用方法などの誘導を

行い，交通需要主体から交通問題の解決を図るものであり，自動車交通の分散による，渋滞緩

和や環境負荷低減に効果がある（原田，2002）とされている．代表的なものとしては，郊外に

クルマを止め，そこから公共交通により都心部に流入する P＆R（パークアンドライド）や，

道路利用に対し料金を課すことで交通量を変化させるロードプライシング，クルマの共同利用

（カーシェアリング，カープーリング）などがある．また，ＭＭは，個人一人ひとりの自発的

行動変容によりクルマから公共交通への転換を促す，コミュニケーションを中心とした交通施

策（藤井，2005）であり，TDM 施策の心理的方略（谷口，2003）として期待されている．こ

れらのソフト的施策は，全国的に数多くの自治体や事業体において実施され，その多くは渋滞

緩和や環境負荷低減において有効性を実証している．ただし，TDM やＭＭは，道路拡張，低

公害車やクリーンエネルギーの開発などのハード的な施策とは異なり，あくまで需要主体の行

動変容に依存する施策であるため，自動車利用者の交通手段転換や過度な自動車利用を控える

などの自発的な協力が必要不可欠となる．そのための手段としては，特に MM に関して自発

的な態度・行動の変容に有効性を示している“具体的な情報の提供”の必要性（藤井，2001）が

あげられる．例えば，自動車から公共交通への転換を考えている利用者のためには，代替交通
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機関の情報が必要であり，合理的でない経路情報しか持たない自動車利用者には，その利用者

に向けた 適な経路などの合理的，経済的要因に働きかける情報が必要である．また，自動車

による環境負荷増加を認知していない，あるいは認知しているが自動車利用に固執している自

動車利用者のためには，環境負荷低減に向け，信念や態度，責任感，道徳心などの心理的要因

に働きかける情報などが，その行動変容達成の鍵を握るであろう．よって，人々の行動変容，

習慣変化を望むための 適な情報を提供することは，交通行動の変化，つまりは環境負荷低減

のために重要であると考えられる． 

一方，近年の IT 技術革新やインターネットの急速な普及により，我々のライフスタイルや，

そのライフスタイルの一部である交通行動においても少なからず影響を受けている．例えば，

かつて情報収集においては，専門機関へのヒアリングや図書館利用が大半を占めていた．しか

し，インターネットの普及により自宅や職場に居ながらにして短時間で欲しい情報を得ること

ができるようになり，また，移動先においても携帯電話を利用したインターネット網を使い，

目的地や経路など容易に情報収集が可能となってきた．人々の生活にとって，インターネット

による Web 上での様々な情報収集はより身近なものとなったと言えよう． 

以上を踏まえ，本研究では，「IT 技術を用いた効果的な情報提供により，人々の日々の交通

行動は変化する」という仮説のもと，効果的な情報提供を明らかにするため，人々の情報利用

のタイミングと利用情報の種類，情報提供手法について，IT 技術を用いた実験的分析手法と

その効果を示す．具体的には，Web とデータベースを用いたサーバサイドによる情報提供シス

テムを構築し，社会実験を通して環境負荷低減効果と情報提供による交通行動の変化について

分析する．本システムにおいてメインとなる行動変容を促す手法としては MM を用い，Web

をベースとしたコミュニケーションシステムを構築し，環境負荷および行動の変化について分

析する．さらに，行動変容を促進するための個別情報提供には，プローブカー情報を活用した

適経路案内システム（森川ら，2007）を援用し，人々の詳細な行動経路を特定するための交

通行動調査には，GPS 位置調査端末システムも活用する．また，従来の Web における情報提

供は，その多くが社会実験参加者の情報を「収集」し，加工した情報を「提供」するものであ

った．本研究においては，それに加え，心理的要因により態度変容を促すことを目的として，

収集した情報を参加者間で「共有」する Web2.0 型の情報提供システムを特徴としており，次

世代情報提供システムのあり方の検討も視野に入れる． 

1.2 本研究の構成 

本論文は，図1-1に示すように7章から構成される． 

第1章では，本研究の背景と目的について既に述べた． 

第 2 章では，情報の重要性を述べた後，現状の交通情報提供についての特徴など，既往の研
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究とともに整理する．さらに，土木計画における情報提供の必要性について整理し， 後に本

研究の基本方針について述べる． 

第3章では，統合型情報提供システムに必要な要素技術について述べる．一つ目は，正確な

道路情報を提供するための道路ネットワークデータの作成について既往のネットワークデー

タベースと比較しつつまとめる．二つ目に，プローブデータを活用した正確な道路情報を提供

するための，プローブデータベースの自動更新手法についてまとめ，その利点や欠点を述べる．

後に，統合型情報提供システムの基本となる仕組みについて，その概要とシステムの構成を

述べる． 

第4章では，通勤交通における環境負荷低減を目的とした社会実験に本システムを適用し，

その環境負荷低減効果と交通行動の変化について検証を行う．まず，第3章で構築した基本シ

ステムを，本社会実験に適用するためのシステム要件について述べる．ここでの社会実験では，

Web上でのモビリティ・マネジメントの実施を目的としているため，モビリティ・マネジメン

トの有効性や効果についてまとめ，開発した統合型交通行動支援システムについてもその詳細

を述べる．次に社会実験の実施概要と実験手法について述べ，実験における環境負荷低減効果

を検証する．また，行動変化について，プローブパーソンシステムを用い，より正確な経路情

報を提供した場合の，被験者の行動変化について分析し考察を行う．ここでプローブパーソン

システムとは，GPS携帯電話に特殊なアプリケーションを搭載し，位置情報を自動で収集する

システムであり，本研究では，この位置情報から被験者の実際の詳細な行動経路を特定してい

る． 

第5章では，Web上において被験者同士の環境負荷情報の共有と，環境負荷可視化による二

酸化炭素削減効果について検証する．本社会実験の特徴としては，モビリティ・マネジメント

実施時の行動調査の際，2つの入力方法を用いてその効果を検証する．一つは，Web上からの

簡易な操作のみで入出力可能なWeb-MMシステム．もう一方は，第4章で構築したシステムを

ベースとして改良を加えたプローブパーソンシステムを用いる方法である．これらについて，

調査方法と手法を示す．次に，社会実験のためのシステム要件を述べ，基本システムの改良点

を示す．その後，本社会実験の実施概要と方法を述べ， 後に実験結果の分析と検証を行い，

まとめとする． 

第6章では，駐車デポジットシステム（Parking Deposit System：PDS）の受容性向上のための

情報可視化システムを構築し，PDS実施の際の賛否と情報提供における行動意識の変化につい

て分析することを目的とする．PDSとは，都心部の渋滞緩和や環境負荷低減に向け，森川・山

本研究室で提案している新しい都心部乗入れ課金施策で，都心の規制エリアに流入する車に対

し一定額の課金をするが，エリア内での駐車場利用や買い物により課金額の全額または一部を

返金するシステムである．構築したシステムは，政策実施後の街のイメージを可視化し，政策

に対する人々の行動や意見によって仮想都市が変化するインタラクティブシステムで，PDS社
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会実験において適用する．社会実験では，政策実施における一般市民の日々の行動と仮想PDS

実施の場合の仮想行動から，PDS実施後の都市将来像をイメージさせ，一般市民の政策に対す

る賛否の変化について分析を行う． 

後に第7章では，結論として本研究により得られた知見をまとめ，今後の課題と研究の方

向性について述べる． 
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第2章 情報提供手法と効果に関する既往の研究 

2.1 はじめに 

情報を通じて日々の交通行動を変容させるためには，どのような情報を，どのタイミング

で，どういう手段で提供するのかが重要となってくる（柴田，2005）．本章では，これらに

ついて，「情報」というものを定義した上で，情報提供手法に関する既往の研究とともに整

理する． 

2.2 情報とは 

明治 9 年，「情報」という言葉が 初に日本で用いられたのは，軍事教育用の書物におい

てであり，フランス語の「renseignement」の訳語として登場している（石井，2007）．そ

もそもの生い立ちは，「敵情の報知」を縮めた和製の軍事用語であった．そのため当初より

「諜報」に通じる軍事的，非合法的な影がつきまとっていたこともあり，一時代前の人にと

って，抵抗のある言葉でもあった．しかし，戦後「information」の訳語として情報が積極

的に用いられるようになり，今日の私たちにとって親しみのある言葉として定着している． 

この情報には，受け取る，伝える，の二つの意味が含まれており，受け取った者，伝えた

者によって，情報の価値や重要性も様々である．例えば，その情報が受け取った者にとって

それまで見たことも聞いたこともない新しいものであれば，それはその人にとって重要なも

のとなるが，逆に既知の情報であれば何の意味も持たないものになる．また，その情報を今，

必要としている者にとっては貴重なものとなるが，必要と思っていない，あるいは過去に必

要だったにせよ今は必要ないと感じている者にとっては，全く価値のないものになってしま

い，それは情報とは呼べないものになる．そういった意味で，情報は，各個人の必要とする

「内容」と「タイミング」という要素が重要となってくる． 

また，情報には不確定要素が含まれる場合も多く，情報の取捨選択には十分な注意が必要

である．その情報の不確定要素に関しては，情報そのものが“偽”である客観的不確定情報

だけでなく，個人の価値観により判断された“疑”の情報，個人の伝達ミスにより入手した

“誤”など数多くが含まれる． 

さらに，情報は人々の行動に変化をもたらす．ある人はその情報に価値を見いだし，新し

い行動の選択肢が増えるかもしれない．またある人は，その情報の不確定要素の影響により，

予定の行動を自粛するかもしれない．人々にとっての情報は，良い意味でも悪い意味でも，

個人の活動に影響を及ぼす重要な要素の一つとなっている． 

本研究においては，これら情報の特性を活かし，情報による人々の行動の変化に着目する． 
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2.3 情報提供サービス 

一般にこの「情報」は，文字や音，数値，画像による情報，またはこれらを組み合わせた

情報であり，利用者の要求内容に応じて特定の情報提供サービスが生まれる（表 2-1）．サー

ビス提供媒体としては，テレビやラジオをはじめとし，新聞やチラシ，ポスター，電話，電

光掲示板などがあり，近年においては IT の普及により，インターネットや携帯端末での情

報サービスも重要な媒体の一つとなってきている．また，これらの媒体を通じて提供される

情報サービスは，時報，気象情報をはじめ，ニュース速報やショッピング情報，交通情報，

観光情報など様々な種類のものがあり，利用者に有益なサービスを提供する．  

2.4 交通に関する情報提供サービス 

2.4.1 交通情報の種類 

ここで，交通に関する情報提供サービスに着目する．情報サービスの媒体としては，従

来，ラジオ，路側・道路情報板による提供が主なものであった．しかし，近年の情報通信

技術の発展により，交通情報提供サービスも高度化され，カーナビゲーションやインター

ネット，携帯端末によるリアルタイムサービスが主流となってきている．これらの交通情

報サービスのうち自動車に関するサービスは，平成 14 年 6 月に道路交通情報改正に伴う

規制緩和において交通情報が民間に開放されたのを契機に，現在，様々な民間サービスが

運用されている（表 2-2）．これらの交通情報サービスは，光ビーコンや音波，マイクロ波

を用いた車両感知器や交通カメラなどにより交通情報を収集し，VICS 情報として加工さ

れ，情報サービスとして提供されるものが主流であった．しかし，この VICS は定点観測

情報のため，定められた VICS リンクのみの交通情報サービスであり，また VICS 搭載の

カーナビゲーションにおいて渋滞情報は表示され，高速道路や近場への経路案内は現地点

でのリンク旅行時間が加味された案内をするものの，県をまたいだ経路案内においては，

光ビーコンの受信範囲の制限上，VICS 情報は加味されず，必ずしも渋滞を考慮した経路

案内ではない．そこで，近年では，車両一台一台をセンサーとみなし，車速や位置情報等 

表 2-1 情報サービスの分類 

情報の提供媒体 テレビ，ラジオ，新聞，出版社，電話・FAX，オンライン端末機，

電光掲示板，チラシ，看板，インターネット，携帯端末機，カー

ナビゲーション 

情報の種類 時報，新聞記事，気象情報，交通情報，学術情報，ニュース速報，

イベント情報，ショッピング情報，統計情報，知識情報 
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から交通データを生成するプローブカーシステムや，GPS 内蔵携帯端末により得られた位

置情報などを加工し，交通情報データとして活用する試み（例えば，ユビークリンク，2008）

が盛んに行われている． 

2.4.2 交通情報の特徴 

交通情報サービスの特徴を表 2-3 に示す．従来のラジオや路側情報板，カーナビによる

情報提供サービスは，主要道を中心として定められた道路の情報を主として扱い，事業主

体から一般利用者への一方通行の情報であった．また，情報の配信においても，事業主体

独自のタイミングによる PUSH 型がその多くを占めていた． 

しかし，近年の IT 化によるパソコンのブロードバンド化，携帯電話の普及，カーナビの

高機能化により，交通情報サービスも多様化が進んでいる． 

カーナビゲーションシステムは GPS により自動車の位置を測位し，運転者に対してディ

スプレイ画面上に地図や現在地，目的地までの走行経路を案内するもので，通常，地図上

の静的道路情報のみのサービスである．しかし，VICS 機能を搭載することにより，定め

られた道路のリアルタイム混雑情報も PUSH 型で提供可能となる． 

パソコンや携帯端末による道路交通情報サービスは，特にパソコンにおいては，HTML

言語を用いることにより画面上への自由な記述が行えるため，情報提供形式や提供道路，

可視化領域いずれにおいても制限なく情報提供が可能である．さらに，利用時の操作も比

較的容易で，利用者にとって必要な情報を，必要なときに入手（PULL 型）できるという

利点を持つ．一方，携帯端末においても可視化領域はパソコンに劣るものの，携帯性は優

れており，その他に関してもほぼ同等の利点を持つ．以上の点から，今後，IT を活用した

より高度な交通情報提供サービスが主流となるであろう． 

表 2-2 代表的な交通情報サービス機関 

ラジオ 日本道路交通情報センター（JARTIC） 

カーナビゲーション VICS，インターナビ VICS 

パソコン（Web） 乗換案内，どこなびドットコム，ATIS 交通情報サービス 

携帯端末 Yahoo!道路交通情報，全力案内！，マップル道路交通情報 
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表 2-3 交通情報サービスの特徴 

情報提供媒体 ラジオ 路側情報版 カーナビ パソコン 携帯 

情報提供道路 主要道のみ 主要道のみ 定められた

幹線道路 

制限なし 制限なし 

情報提供経路 進行方向 進行方向 全マップ 全マップ 全マップ 

情報提供形式 音声 図形，文字 図形，音声 制限なし 制限なし 

情報配信のタイミング 定時 随時 定時 適時 適時 

情報配信形式 PUSH 型 PUSH 型 PUSH 型 PULL 型 PULL 型 

情報可視領域  固定 広域 広域 狭域 

情報取得操作 容易 容易 比較的容易 比較的容易 やや複雑 

 

2.4.3 プローブカーデータを用いた交通情報サービス 

近年，プローブカーデータを活用した交通情報サービスが実用化の段階に入り，より精

度の高い経路案内やリアルタイムな混雑情報の提供が可能となりつつある． 

森川ら（2007）は，産学官連携プロジェクト P-DRGS コンソーシアムにおいて，名古屋

地区におけるプローブカー実証実験基盤を活用した動的経路誘導システム「PRONAVI」（現

在は，「PRO-ROUTE」と名称変更）の開発を行っている．このシステムは，名古屋市周辺

に営業所を持つタクシー655 台により収集された，現在，過去のプローブカーデータを用

い，道路ネットワーク上の各リンクの旅行時間を更新し，従来よりも精度の高い混雑情報

の生成や経路案内を実現している．実験では，PRONAVI の性能を評価するための実車走

行実験を行っており，一般に市販されている 5 社のナビゲーションシステム（カーメーカ

ーによる純正ナビを含む）と比較して，多くの場合において，統計的に有意にその性能が

優れていることが示されたとしている．  

横田ら（2006）は，プローブ情報プラットフォームソフトウェアの開発プロジェクトに

おいて，東京都内のタクシーやバス，トラックを対象とした 8450 台の車両からプローブ

カーデータを収集し，交通情報を提供している．通常，プローブカーによる交通情報シス

テムでは，1 時間に数台程度しか通っていない道路の場合，交通情報の収集や提供ができ

なかったが，独自の推定補完技術を用い，東京 23 区の主要道路 80%以上のカバー率を実

現している． 

日産自動車では，神奈川県で行われた SKY プロジェクト（2008）において，横浜市内を

走行する約 10,000 台の一般モニター車両とタクシーを対象としたプローブカーデータの

収集を行い，現在の交通状況を加味した正確な交通情報を提供している．取り組みの成果
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としては，交通情報提供のないナビに対し，目的地到着までの平均所要時間が約 20%短縮

し，CO2排出量が約 17%削減されたとしている． 

本田技研工業では，インターナビ・プレミアムクラブの会員だけが利用できるフローテ

ィングカー（プローブカー）と VICS 情報による交通情報サービスの提供を実現している

（柘植ら，2005）．この交通情報は，会員の走行データであるフローティングカー（約 72

万台）情報と VICS 情報の，現在と過去の蓄積データを活用しており，従来のナビゲーシ

ョンに比べ約 15%所要時間の精度が向上したとしている．ただし，このインターナビの渋

滞予測情報は，上記 3 つのシステムとは異なり，VICS からリンク旅行時間情報が提供さ

れている路線についてのみ提供される． 

2.5 交通行動に影響を及ぼす情報 

2.5.1 行動変容のための情報内容 

ここで，これらの情報のうち，本研究の主眼である交通行動変容に影響を及ぼす情報に

ついて整理する．藤井（2003）は，交通行動における“態度・行動変容”を 3 つに分類し応

用事例を交え概観している．本研究においては，藤井の分類を参考に，“態度・行動変容

のための情報提供”という観点から具体的な情報について分類した（表 2-4）． 

提供情報の内容には，大きく分けて 2 つある．1 つは実際の交通情報を始めとする，地

域情報や自然情報，案内情報など，中立的・客観的な「事実情報」である．これは，事実

情報を的確に把握していない人々には正しい情報を提供することにより新しい認知を追

加し，また客観的な状態を勘違いして歪んだ形で理解しているのであれば，この事実情報

により人々の誤った認知を矯正する（Fujii & Kitamura，2003）ものである．例えば，朝の

通勤に関して現状より 短時間で到着できるような経路を案内する，また，目的地までの

公共交通機関の具体的な情報を提示する，あるいは，その日の目的地付近の事故や工事規

制などを案内するなどである．もう一方は，道徳的，合理的心理要因に働きかける「コミ

ュニケーション情報」である．例えば，自動車から鉄道への行動変容を促す場合において

実際の CO2 排出量を比較して提示し，「環境に配慮して自動車からバスに変更すべきかも

しれない」といった心理を活性化させる．あるいは，自動車通勤のために必要な自動車の

諸費用やカロリー消費量を鉄道通勤に変更した場合のそれと比較し，経済や健康の面につ

いて心理的に働きかけるといったものである．本研究においては，これら 2 つの分類の情

報を活用し，人々の行動の変化について分析する． 
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表 2-4 提供情報の分類 

分類 情報の種類 具体的な情報 

道路情報 混雑情報，工事・規制情報，事故情報，路面情報 

地域周辺情報 駐車場情報，店舗情報，駅情報，観光情報 

自然情報 気象情報，災害情報 

事実情報 

案内情報 経路・所要時間案内，運行・乗換情報，イベント情報

道徳的情報 協力行動（依頼）情報，環境負荷情報 コミュニケーション情報 

合理的情報 経済情報，健康情報 

 

2.5.2 行動変容のための情報利用のタイミング 

情報にはタイミングが重要な点は 2.2 節に述べた．ここでは，交通行動における情報利

用のタイミングについて述べる．情報利用のタイミングは大きく三つある．一つは時間的

タイミング(When)で，次に空間的タイミング(Where)，そして目的別タイミング(How)であ

る． 

時間的タイミングとは，情報を必要とする時間要素であり，行動を行う前の段階と実際

の行動開始以降に分けられる．大口ら（2002）は，東名高速道路の一部区間において左右

ルート情報板における交通渋滞情報と経路選択行動の関係の実態を分析している．調査に

は 2km 間隔で設置されている車両感知器センサにより交通量と速度を検知し，可変情報板

に提供された 5 分間隔の提供情報をもとに分析している．結果，情報板に表示された渋滞

長が長い場合，経路選択行動に影響を与えていることが確認でき，また，渋滞長差が小さ

い場合は経路選択確率には影響は生じないとされている．どちらにせよ，情報掲示板によ

る直前の道路情報の提供が経路選択に影響を及ぼすことが確認できた． 

次に，空間的タイミングとは，情報を必要とする位置要素であり，場所や状況を表す．

羽藤ら（1998）は，イントラネットで稼働する調査システムを用いて，特定事業所の従業

員を対象に交通情報に対する被験者の情報アクセス行動や経路選択データの収集を行っ

ている．得られたデータを使って情報獲得モデルと経路選択モデルのパラメータを推定し，

情報利用料と走行環境の関係について検証したところ，渋滞してくれば多少のお金を払っ

ても情報を必要とするが，渋滞していないときは無料でも情報を利用しないことが示され

ている．つまり，“渋滞した”という空間的タイミングで情報は必要とされる 

後に目的別タイミングとは，ある特定の目的に対して利用行動を誘発するものであり，

つまりどういった目的の場合に情報を必要とするのかである．北海道運輸局では，平成 17
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年 2 月 3 日から 20 日間の間，公共交通情報提供実験と称して公共交通機関の遅延，運休

など運行状況に関する情報提供を行っており，通勤・通学時や旅行・レジャー時，異常気

象時，出張・ビジネス利用のタイミングでの情報利用が大半を占める（北海道運輸局，2005）

と報告している． 

これら３つのタイミングの組み合わせにより，交通行動における情報利用のタイミング

が形成され，このタイミングが人々の行動に影響を及ぼす． 

2.5.3 行動変容のための情報提供手法 

情報を提供する上で，提供する媒体や手段など，効果的な提供方法を検討することは極め

て重要なことである． 

室町ら（1992）は，駐車場での面接聞き取りで収集した駐車場利用アンケート調査から

駐車場選択モデルを構築し，情報提供や公共駐車場整備による駐車場利用行動の変化につ

いて簡単なシミュレーション分析を行っている．シミュレーションの結果，平均駐車場待

ち時間が情報提供前と比べて 4/5 程度となり，駐車場利用者の効用もわずかながら増加す

る傾向が伺え，情報提供の効果を認めることができた． 

加治屋ら（2006）は，インターネット上において積雪寒冷地における冬期道路情報を提

供した際の，提供手法の違いによる道路利用者の行動意識の変化について，ユーザーアン

ケート調査の結果から考察している．提供手法としては，路面状態や視界状態について，

文字情報のみにて提供した A パターンと，文字情報と道路画像を合わせて提供した B パ

ターン，B パターンに説明コメントも加えた C パターンの 3 つのパターンにおいて調査を

行っている．結果，路面状態の情報提供においては，路面状態が悪化するに伴い，より注

意度合いの高い交通行動を選択しているが，情報提供パターンの違いによる交通行動意識

の変化はみられなかった．一方，視界状況による提供パターンの違いについては，文字情

報のみの A パターンに比べ道路画像を用いた B パターンの方が，注意度合いの高い行動

を選択しているという結果になった．これは，濃霧という文字情報ではイメージが困難な

状況下において実際の画像を用いることで，ユーザーが現実的かつ的確な状況判断が可能

となり，行動変化を促したためと考えられる． 
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2.6 土木計画分野における情報提供の必要性と既往の研究 

従来，土木計画分野における情報提供効果の分析に関しては，仮想的な状況下による実験

データを用いた，経路選択モデルやネットワークシミュレーションをベースとした解析アプ

ローチ（たとえば，羽藤ら，1998；本多ら，2005；GAO，2008）が主流となっていた．その

ため，実際の交通行動において情報提供の事後評価を行った事例はあまりなかった． 

しかし，近年において，ソフト的施策であるモビリティ・マネジメントの有効性が，日本

国内の様々な事例の中で実証的に示されてきており，また，GPS を用いた実際の行動記録が

入手可能になったこともあり，情報提供効果の分析も行われはじめている．ここで，モビリ

ティ・マネジメント（Mobility Management：MM）とは，過度な自動車利用者のライフスタ

イルに踏み込み，混雑情報や公共交通情報， 短経路情報などの事実情報の提供に加え，道

徳意識や行動意図，実行意図，あるいは公共心といった種々の心理要因に働きかけるコミュ

ニケーションによって，個人の習慣的行動を変容させ，交通問題の解決を目指すものである

（土木学会，2005）．代表的な MM 施策の一つにトラベル・フィードバック・プログラム（Travel 

Feedback Program： TFP）がある．TFP は，個人の自発的な行動変容を目的として，アドヴ

ァイス法や行動プラン法，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，被験者との双方向の情報のやりとりを行う手法である． 

谷口ら（2003）は，TDM の心理的方略として TFP を定義し，コミュニケーション手法に

よる交通行動の変容に一定の効果があることを示している．中でも，コミュニケーション手

法として，フィードバック法による行動診断や，公共交通機関や地域限定の情報提供を行う

個別アドヴァイス法，環境によい交通行動を自分自身で考える行動プラン法を併用すること

で，交通行動変容に伴う CO2削減効果が期待できる可能性を示唆している． 

鈴木ら（2006）は 1999 年から 2005 年に報告された国内 TFP の 31 事例について文献調査

を行い，サンプルや調査種別，調査対象などの基礎調査項目と，実施したコミュニケーショ

ン手法，態度変容効果についてレビューを行っている．報告されている事例は，一つの TFP

プロジェクトの中で複数の種類の TFP が実施され，それぞれの効果を比較するという取り組

みが多かったため，自動車利用の削減という観点から も効果が高かったものを被験者セグ

メント全員に対して行うという想定のもと，セグメント毎に態度と行動の変容指標を求めて

いる．結果，制御群との対比結果が報告されている事例のセグメント毎の平均では，自動車

利用変化が約 19%削減し，公共交通利用が約 32%増加するという結果が示された． 

大藤ら（2004）は，職場のマイカー通勤者 79 名を対象としてモビリティ・マネジメント

プログラムを実施している．このプログラムは，事前事後調査の間にフィードバック法およ

び行動プラン法を導入し，将来的に事業者が自主的に取り組めるよう，また事業所および参

加者の負担を軽減するために，Web 上で実行できるシステムとなっている．実施効果におい
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ては，トリップ回数，移動時間については，差異は見られなかったが，燃料消費量および

CO2 排出量については削減効果があったと報告している．  

遠藤ら（2006）は，効率的な居住地ベースの TFP を目的として，PC や携帯電話からアク

セスする Web 交通ダイアリー調査システムを構築し，紙ベースによる調査との比較を行っ

ている．また，自動車や公共交通の利用時間の変化について，情報提供群と非情報提供群に

セグメント分けし情報提供の影響について分析している．その結果，情報提供群が自動車の

利用時間が減少し，公共交通の利用時間が増加するなど，情報提供が行動に対し影響を与え

ている可能性が示唆された．また，Web 調査は紙ベースと比較した結果，回収率は低いが回

答の矛盾や未回答を防ぐといった調査入力に関する有意性を示した． 

また，近年の IT 技術の高度化において，データ取得が困難であった個人ユーザーの詳細

な行動記録を，GPS 携帯端末を用いて観測が可能になり，観測データと情報提供の因果関係

を分析することが技術的に容易となった． 

大森ら（2008）は，個人の行動データの収集に GPS を，TFP のコミュニケーションツール

として Web および GIS を活用し，現状の活動パターンに関する診断と Web 上での代替案の

比較検討が可能な Web-TFP システムを開発している．個人の位置情報には GPS 携帯電話を

活用し，簡単な携帯電話の操作により詳細な行動データを記録する．行動データは，記録後

に Web ブラウザ上から追加，修正が可能であり，行動経路や燃費，CO2 排出量，カロリー消

費量の表示も可能となっている．このシステムを大阪府内の事業所を対象とした交通マネジ

メントプログラムに適用した．実験では，GPS 携帯利用グループと Web-TFP 利用グループ

の二つに分け，行動の変化と意識の変化について分析を行っている．結果，行動の変化につ

いては，事前と事後で自動車と徒歩の移動時間は減少しているものの，有意に差は認められ

なかった．しかし，意識の変化においては，Web-TFP 利用グループよりも GPS 携帯利用グ

ループの方が効果があることが確認された．  

 

2.7 本研究の方針 

本研究では，運輸部門における環境負荷低減を主眼とし，Web 上での実行可能な統合型交

通情報提供システムを構築し，情報提供および情報共有が交通行動に与える影響について分

析する．環境負荷低減のための施策には，個人一人ひとりの交通行動の自主的な変容を期待

するモビリティ・マネジメントを用い，提供情報には環境負荷情報，カロリー消費情報，精

度の高い経路案内を個別に情報提供したのち，情報提供前後の行動変化について統計的に分

析を行う．モビリティ・マネジメント施策は，普段の交通行動調査である事前調査と，情報

提供後の調査である事後調査において，個人の行動を登録してもらう必要がある．従来，紙

によるアンケートや対面調査などにおいて行っていたが，本研究では Web と GPS 携帯端末
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の 2 つの入力方法を準備し，社会実験時にその入力方法の違いによる効果も分析する．1 つ

はWeb上からの簡単な数値入力と選択メニューにより行動登録を行うもの，もう1つはGPS

携帯を用いたプローブパーソンシステム（Probe-Person：PP システム）で，GPS の位置情

報を収集することにより詳細な交通経路データを観測できる．情報提供においては，事実情

報による行動の変化を分析するため，プローブカー情報を活用したマルチモード経路案内シ

ステム「PRONAVI（現在は PRO-ROUTE に名称変更）」を導入する．分析においては，個

人の事前事後の詳細な行動経路と，PRONAVI による提供経路の一致率をもとに，環境負荷

や行動変化について比較する． 

また，駐車デポジット制度の社会受容性を図るため，統合型交通情報提供システムを MM

ベースではなく，アンケートベースのシステムに変更し，施策効果可視化機能を搭載する．

このシステムは，一般市民の政策受容性向上のための可視化システムで，政策実施後の街の

イメージを可視化し，政策に対する人々の行動や意見によって仮想都市が変化するインタラ

クティブシステムである．このシステムを「駐車デポジットシステム（PDS）」社会実験に

おいて適用し，政策実施における一般市民の日々の行動と仮想行動から，PDS 実施後の都

市将来像をイメージさせ，一般市民の環境行動の変化について分析を行う．ただし，ここで

は，Web 上における情報提供による個人の態度変容を分析することを目的としているため，

ロードプライシングや PDS 自体の効果については，本研究の主眼とするところとは外れる． 
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第3章 統合型交通情報提供基本システムの構築 

3.1 はじめに 

本研究は，人々の日々の交通行動に対し個別の情報提供を行うことにより行動変容を促し，

運輸部門における環境負荷低減を目指すものである．環境負荷低減のためには社会全体のより

多く人々が環境に優しい行動に移行する必要があり，そのための情報システムとしては，地域

に限定されることなく，誰でも自由に，時間を気にせずシステムを利用できる必要がある．そ

のため，本研究における実験システムはすべてインターネットを介して Web 上にて行うこと

とする．インターネットは現在 8 千万人以上が利用し，世帯普及率も 83.3%と高く（インター

ネット白書，2007），広く一般家庭に浸透している．さらに，インターネット上のあらゆる情

報を入手可能な Web システムは，パソコン利用者にも馴染みが深く，ヒューリスティックな

操作インタフェースを持つため，被験者への情報提供には 適と考える． 

一方，個人の交通行動において実行意図が形成される際に，その行動に対し影響を与える情

報源として，第 2 章で述べた「事実情報」の一つ，経路案内情報がある．中でも目的地までの

手段や経路，所要時間，渋滞情報は，個人の交通行動を左右する も重要な項目であり，これ

らの情報を個別に加工し，適切な情報を与えることで行動の変化を促すことが可能であると考

える．また，同じく第 2 章で述べた「コミュニケーション情報」の一つである道徳的情報を参

加者全体で共有することにより，例えば，環境への影響を情報として提示することにより道徳

的意識を活性化する（藤井，2003）であろうし，あるいは，他者の具体的な環境規範行動によ

り競争意識を活性化させ，行動変容を促す効果が期待できるかもしれない． 

そこで，本章においては，情報提供のための Web 技術を用いたサーバサイドで実行可能な

ベースシステムを構築する．事実情報の提供には，プローブカー情報を元に 適な経路を案内

する既存システム「PRONAVI」（森川ら，2007）をベースに，Web 上で動作するシステムに改

良し，またより精度の高い情報提供を可能にするため，道路ネットワークを変更し，蓄積プロ

ーブデータの自動更新技術についても検討を行う．また，ベースシステムには，コミュニケー

ション情報を組み込み，情報の収集・提供・共有が可能な Web2.0 型の統合型交通情報提供基

本システムを開発する．開発したシステムは，3 つの社会実験においてベースとなるプログラ

ムであり，社会実験に適用するために都度改良を行う．これらについて，本章で詳細に述べる． 
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3.2 プローブカーデータを活用した情報提供のための要素技術の開発 

3.2.1 経路案内システム「PRONAVI」の Web 化 

「PRONAVI」は，プローブカーをセンサーとして見立て，そのリアルタイムな位置座標

や動作状況などから交通情報を生成，蓄積し，その蓄積情報をベースとして，検索時のリ

アルタイムな交通情報も加味して動的な経路探索を行うナビゲーションシステムである．

特徴としては，現在のリアルタイムの交通情報と降雨情報を反映した出発地から目的地ま

での経路探索が可能であり，また地図上に道路の混雑情報や降雨情報も表示可能となって

いる．これまでの PRONAVI は，Windows が動作するコンピュータ上に PRONAVI ソフト

ウェアと地図ソフトウェアをインストールし，ネットワークを介してサーバと HTTP 通信

を行う，サーバクライアント型のアプリケーションであった．一方，本研究における実験

システムは，すべて Web 上での動作を基本としており，PRONAVI も不特定多数の利用者

が場所やコンピュータを選ばず，自由に閲覧，操作できる必要がある．また，PRONAVI

は現状においては利用者が使用するコンピュータ上でソフトウェアのインストールを行

う必要があり，さらに地図ソフトにおいてはライセンスの都合上，一人一パッケージの別

途購入が必須となっているため，個人利用での導入には難易度が高い（表 3-1）． 

表 3-1 従来の PRONAVI と Web 版 PRONAVI の相違点 

 従来の PRONAVI PRONAVI Web 版 

利用形態 専用アプリケーションをインストー

ルし利用 

インターネット上の Web ブラウザ

から利用 

インタフェース アプリケーション上にてマウス操作 Web 上にてマウス操作 

地図 専用地図アプリケーションをインス

トール 

Web サーバ上 

（特にインストールの必要なし）

経路探索 サーバ上 サーバ上 

データベース サーバ上 サーバ上 

そこで，本研究において，PRONAVI の利便性向上による活発な利用推進のため，まず

Web 上で操作可能な「PRONAVI Web 版」の開発を行った．図 3-1 にデータの流れを示す．

利用者は，Web ブラウザ上よりインターネットを介して，経路の探索要求を出す（①）． Web

サーバはその要求に対し，探索サーバに結果を問い合わせる（②）．探索サーバは，経路

探索に必要な蓄積データおよびリアルタイムデータ，降雨データをデータベースから取得

し（③）， 適経路を探索する．探索された結果は，Web サーバに送られ，地図データと

サーバ上で合成された後，利用者のブラウザに地図情報として表示される（④⑤）．従来

の「PRONAVI」は，基本的なデータの流れは Web 版と同様であるが，利用者と Web サー
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バ間の通信に専用のソフトウェアが必要となる点で異なっており，Web 化によりユーザビ

リティと合わせて改善された． 

 

3.2.2 道路ネットワーク作成 

従来の PRONAVI は（財）日本デジタル地図協会出版の DRM 基本道路網 ver.1500（平

成 15 年 3 月出版）（以下，DRM データ）をベースとした道路ネットワークを利用し，経

路案内や道路渋滞情報を提供するシステムであった．しかし，DRM データは，方向規制

情報の欠落や更新頻度の低さ，表示用の背景マップや POI（Point Of Interest）情報の不足

など，一般利用者用システム開発には，データ不足が否めない．  

そこで本研究では，より精度の高い経路案内を実現するため，道路ネットワークデータ

を，これまでの DRM ベースのものから，トヨタマップマスター社製の道路ネットワーク

データ（以下，TMI ネットワーク）へと移行した．この TMI ネットワークは，次世代デ

ジタル道路地図である DRM21 データ（デジタル道路地図協会）をベースとし，さらにト

ヨタマップマスター独自の現地調査による 新かつ精度の高い情報を付加した道路ネッ

トワークを持つ．これにより，新規路線への迅速な対応と道路ネットワークに対応したグ

ラフィカルな地図表示，細分化された縮尺表示，地域施設情報等の利用が可能となる． 

降雨データ 

DB サーバ 

リアルタイム 
プローブカーデータ 

描画地図データ 
ベース地図データ 

蓄積旅行時間データ 
鉄道運行データ 

Web サーバ 
Application サーバ 

経路探索サーバ 

利用者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
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図 3-1 PRONAVI Web 版のデータの流れ 

ブラウザ 

①要求 

⑤結果 

②探索 

混雑情報 

③データ 

④結果 



22 

3.2.3 より精度の高いプローブカーデータベースの構築と自動更新手法の検討 

プローブカーから収集する車両位置や取得時間などの時空間情報は，単に車両位置を特

定するだけでなく，それらのデータを加工し，旅行時間情報として蓄積することにより，

より精度の高い交通情報の提供が可能となる．さらに，プローブカーシステムは路側観測

機などの都市内におけるハード的インフラを必要としないため比較的安価に，エリアを限

定することなく情報収集が可能となる． 

しかし，プローブカーデータは個々の車両 GPS 装置から位置情報を得るため，トンネ

ルや高架下など場所によっては通信精度に大きな影響を及ぼす．また，車両の実走行デー

タであるため，データ量や情報のばらつきが大きく，精度の高い交通情報を提供するため

には，ある程度長期間のデータ収集が必要となる．さらに，データ収集する自動車一台一

台の日々刻々の膨大なデータを収集するため，大量データ処理の効率化や記憶領域確保，

必要データの取捨選択手法の検討が必要となる．そのため，プローブカーシステムを活用

し，より精度の高い交通情報を生成するためには，収集したプローブカーデータを適切に

処理し，効率よく蓄積するデータベース構築，更新技術が重要となってくる．  

本章においては，より精度の高い情報を提供するためのデータベース更新技術について

検討した結果について述べる． 

(1) 既往の研究 

プローブカーシステムを用いた旅行時間予測のためのデータベースの構築技術は，こ

れまでにいくつかの研究において提案されている． 

熊谷ら（2003）は，独自の特徴空間予測手法を拡張し，特徴空間上でリンクごとに予

測処理を行うことで，予測精度を損なうことなくデータベースのデータ量を 1/10 以下に

削減している．この手法は，曜日，祝祭日，連休，季節等の混雑状況の違いを加味する

ため，交通情報を日付で変化する情報と変化しない情報に分解し，変化情報のみを関数

として表すことにより，予測データの低次元化を実現する．これを特徴空間予測手法と

いう．さらに，これに PCAMD（欠損値付き主成分分析）という拡張手法を用い，サン

プルデータの欠損値が大きいデータに対してデータを補間し，データ欠損率 80%の交通

情報データからも高精度な予測を可能にしている．ただし，この手法での欠点として，

朝夕のピークの時間帯の急激な所要時間変化に誤差が大きくなるということをあげてい

る．理由としては，ピーク時において入手される所要時間データが急激に変化するため，

特徴抽出が不完全になりやすいことが考えられる． 

姚ら（2008）は，旅行時間蓄積のためのデータベースを常時予測に利用している旅行

時間蓄積データベースと，更新のために逐次データを蓄積している中間データベースの
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2 種類用意し，データベースの自動更新を実現している．この中間データベースは，日々

収集されるプローブカーデータを車ごとにリンク旅行時間に加工し，曜日別，時間帯別

に蓄積される．中間データベースに蓄積された各曜日，時間帯区分ごとのデータを一定

数に至るまで蓄積し，一定数以上に達したリンクのみリンク旅行時間平均値を計算し，

正規分布密度関数を用いて旅行時間蓄積データベースを更新する．この一定数確認のた

めの時間間隔は 1 週間程度としており，さらに 1 ヶ月程度の蓄積においても一定数に達

しないリンクについては，旅行時間変動を考慮した上で，時間帯の一番近い両側の時間

帯において補間している．ただし，この手法は前述の通り，一定数蓄積後の相加平均旅

行時間をもとにデータベースを更新するため，短期間の工事状況や突発的な事故渋滞等

が旅行時間予測に反映できない．さらに，リンク内の信号等による旅行時間分布の山が

一律に平均化されてしまうという欠点もある． 

以上を踏まえ，本研究では，朝夕のピークによる所要時間変動にも適切な旅行時間予

測が可能であり，かつリンク内の信号等による旅行時間分布の多峰性も旅行時間予測に

反映できることを前提として，プローブカーデータによる旅行時間予測データベースの

構築を目指す． 

(2)  リンク旅行時間の推定とデータベース構築 

プローブカーデータを旅行時間予測に活用するためには，まず，プローブカーから収

集された車両の移動軌跡である連続した位置座標と時間情報から，マップマッチング処

理（三輪ら，2006）により，その車両の経路を特定する（図 3-2）．次に，特定された

経路から，各リンクを通過した時間，つまりリンク旅行時間を推定する．さらに，推定

したリンク旅行時間をリンクごと，時間帯ごとに蓄積することによって旅行時間予測の

ための時空間データベースを構築する． 

 図 3-2 マップマッチングによる経路特定 

プローブデータ(プロット) 

特定した経路 
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表 3-2 にデータベーステーブルを示す．時空間データベースは，リンク長やリンクの

緯度経度，規制情報などの道路基本情報部と，リンク通過にかかるリンク旅行時間を時

間帯別に格納したリンク旅行時間部に分かれている．リンク旅行時間部内のフィールド

は，1 日 24 時間を 5 分間隔 288 区分とし，それぞれの時間帯におけるリンク旅行時間を

格納している．この時間帯区分については，杉崎ら（2005）の研究にあるような記述長

小原理を用い，時間間隔が統計的に 適になるよう調整する手法もある．しかしこの

手法はサンプル数が多い時間帯に間隔が狭く，サンプル数が少ない時間帯は，15 分，30

分と間隔が大きくなるため，必ずしも交通状況の変化が激しい時間帯に 適となってい

る訳ではない．そのため本研究では，単純にリンク旅行時間の更新手法のみを比較する

ため，VICS 同様の 288 区分としている．さらに，曜日の違いによる混雑度を区別するた

め，各データベースを平日，休日の 2 種類を作成した．なお，本研究においては，プロ

ーブデータによる旅行時間予測データベースの有意性を明確にすることも目的の一つで

ある．そこで，プローブデータがまだ収集されていない初期状態のデータベースとして，

一般カーナビにおけるデフォルト値と同様の時速 30km 走行時の旅行時間が格納されて

いる．後述の比較分析の際は，これらと構築したデータベースとの比較も行い，プロー

ブデータベースの有意性を示す． 

 

(3)  データベース蓄積の問題点 

プローブカーシステムにより，精度の高い旅行時間予測のためのデータベースを構築

するためには，ある程度の長期間に渡ってプローブカーデータを収集し，蓄積する必要

がある．これは前述の通り，プローブデータが定点観測機から得られるデータより収集

量にばらつきが大きいためで， 旅行時間予測に必要な 1 リンクあたりのデータ数を確保

するためには，ある一定以上の収集期間が必要である．しかし，刻々と変化する交通状

況に対し，現在の状況を反映していない過去の古い情報すべてを一定期間蓄積すること

は，必ずしも適切な情報の生成とならず，また膨大なデータリソースの損失にもつなが

表 3-2 時空間データベース フィールドテーブル 
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る．そのため，日々収集されるプローブカーデータから，現在の交通状況を反映した

新のデータベースを構築できるよう，その蓄積更新手法を検討することは重要な課題と

なっている． 

(4)  データベース更新手法 

データベース更新手法は，本研究では大きく 2 つに分けた（表 3-3）．一つはある一定

期間蓄積したデータを平均化し，既存のデータベースに反映する方法で，もう一方は，

データを入手するごとに特有のアルゴリズムを用いて，逐次的に更新する方法である．

ここでは，それら 2 種類の更新手法について概説し，本研究でのデータ集計基準を示す． 

 

表 3-3 データベース更新手法 Pattern 

 

 

a) 蓄積型更新手法 

プローブカーシステムにより収集されたデータを一定期間蓄積し，その期間のデー

タを一括して処理する蓄積型更新手法について 3 パターンの更新手法を比較する．1

つ目は過去に蓄積したプローブカーデータをすべて利用し，リンク毎に一定の時間間

隔区分で相加平均旅行時間を算出しデータベース化したものである（Pattern A）．こ

の手法は，長期データを一括処理しデータベースを構築，更新するため，膨大な蓄積

データを処理するため処理コストも高い．次に，取得したプローブカーデータのうち，

ある時点から 近までのデータを利用する手法で，2 つのパターンを想定した．1 つは，

リンク毎に 近のプローブカーデータの一定数（50，100，200 data）を相加平均し旅

行時間としたもの．もう 1 つは，同じくリンク毎に 近数ヶ月分（2，4 ヶ月）のプロ

ーブカーデータを抽出し集計したものである（Pattern B，C）．この Pattern B，C の結

果により，プローブカーデータ数，あるいは収集期間によって旅行時間精度がどの程

度誤差があるかを確認できる．以上に示した 3 つの手法はいずれもプローブデータを

A 相加平均型 

B サンプル数制限型 
蓄積型 

C 期間限定型 

D 忘却学習型アルゴリズム（単峰性） 
逐次型 

E 忘却学習型アルゴリズム（多峰性） 
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ある一定期間蓄積し，処理することを仮定している．そのため，処理コストやデータ

リソースが膨大となりうる．さらに，現実の道路状況に対応しリアルタイムに情報提

供を行うためには，日々収集される膨大なデータを効率よく逐次的に処理することが

好ましい． 

b) 逐次型更新手法 

次に逐次的に処理が可能な手法として，データ収集と平行して，データが従う分布形

を逐次的に学習し，学習した確率密度分布によりリンク旅行時間を確定する忘却型学習

アルゴリズムを用いた更新手法を示す（Pattern D，E）．本研究では，竹内・山西（2002）

らによって提案された忘却型学習アルゴリズムを援用し，逐次処理を行う．この手法の

大の特徴は，リンク旅行時間推定の際に，新規で収集したプローブカーデータを反映

させると同時に現状交通状況に影響のない過去のデータを忘却できる点にある．また，

旅行時間分布集計の際，分布の多峰性を考慮できる．この忘却学習型アルゴリズムに関

しては，本章(5)にて詳細を述べる． 

c)  旅行時間分布の単峰性と多峰性 

蓄積型の 3 つの手法はいずれもプローブカーシステムにより得られたリンク旅行時間

の相加平均，つまり，旅行時間分布の単峰性を仮定している．しかし，一般的な道路リ

ンクはリンク上の信号の有無や車線数，右左折レーンの有無などにより，通過速度に誤

差が生じる．そのため，1 つのリンク内の同一時刻での旅行時間分布が多峰性となる場

合が多い（Li et al., 2007）．図 3-2 は，1 つのリンクの通過旅行時間の分布で，1 つのリン

クでありながら，通過旅行時間平均が，約 10～30 秒と 90 秒付近の場合の二つの山があ

ることを示している．本研究では，次章で詳細を説明する忘却学習型アルゴリズムに，

混合ガウス分布を用い，リンク旅行時間の多峰性を考慮する． 
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(5)  忘却学習型アルゴリズム 

日々刻々データが収集されるプローブデータをデータベース化する場合，過去にデー

タ収集を開始した時点から現在まですべてのデータを蓄積するには膨大な記憶領域が必

要となりデータリソースの無駄となる．そのため，新規観測データを反映させると同時

に，現況交通情報生成に影響のない過去のデータを削除することが必要不可欠である．

また，先に述べたように，データベースを新規プローブカーデータにより更新する場合，

多峰性を考慮して旅行時間を集計する必要がある．そこで本研究では，竹内ら（2002）

の SDEM アルゴリズムを援用し，ある確率密度関数を学習し，学習したリンク旅行時間

によりデータベースを更新する手法を示す．本手法では，確率変数 xが従う確率密度関

数として，式(1)(2)で表される混合ガウス分布を用いる． 
ここに，kは混合する分布の数で， 0>ic ，∑ =

i ic 1である．このとき，ある 新の（時

点 tの）旅行時間 tx が得られたとき，以下の SDEM アルゴリズムにより，データが従う

確率密度関数を学習する．ここで，r (>0）は忘却パラメータであり，値を大きくする程，

過去のデータの影響を早く忘却する．パラメータα は混合された分布の重み ic の推定値

を安定化させる働きを持つ（本研究では 1.0 に設定）． ic の初期値（ )0(
ic ）は， k1 とお

く．また，本研究では，初期平均値として一般カーナビゲーション同様の時速 30km の

速度での旅行時間を与えている． 

図 3-2 リンク旅行時間の多峰性の例(単位：秒) 
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(6)  旅行時間予測精度の検証 

a) 本稿で使用したプローブカーデータの概要 

本稿でデータベース更新技術の精度比較検証を行うため，過去に名古屋市周辺で収

集されたタクシープローブカーデータを用い，各 Pattern の手法に従った旅行時間デ

ータベースを作成した．タクシープローブカーデータは，観測された時空間情報をマ

ップマッチングにより経路を特定し，旅行時間を推定した．プローブデータの収集期

間を表 3-4 に示す． 
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このデータは，2002 年 1 月～から 2004 年 6 月までに収集された 18 ヶ月分のデー

タである．このうち，タクシー特有のうろつき走行による旅行時間異常を削除するた

め，実車データのみを利用した．さらに GPS 異常などの外れ値を除去するため，走行

速度 2km～80km のデータのみを抽出している．また，プローブデータが集まらなか

ったリンク，つまり欠損データについては，本稿では姚ら（2008）同様，時間帯の一

番近い両側の時間帯において線形補間している．この点については，今後，熊谷ら

（2003）による PCAMD 手法等を組み込むことによって，より精度があがる可能性も

ある． 

表 3-4 収集データの期間とプローブカーの台数 

データ収集期間 プローブ台数 

(1) 2002 年 1 月～2002 年 3 月 1650 

(2) 2002 年 10 月～2003 年 3 月 1454 

(3) 2003 年 10 月～2004 年 3 月 1218 

(4) 2004 年 4 月～2004 年 6 月 1197 

 

b) 比較対象となる実車走行実験データの概要 

本稿で使用した実車走行実験データは，P-DRGS コンソーシアムにより 2005 年 9

月 19 日（祝日），20 日（平日），21 日（平日）の 3 日間で収集されたものである．比

較対象ルートは，起終点を名古屋市西区の産業技術記念館と千種区の平和公園に設定

し，平休日 3 日間のうちの上り下り全 40 ルートの実測走行結果と，起終点を同じに各

Pattern での旅行時間を推定した予測結果とを比較することにより，データベース更

新手法の精度検証を行った． 

c) 比較分析 

実測値と予測値でどれほどの誤差があるか，対応ある平均の差の検定を行った．結

果を表 3-5 に示す． 

まず，一般カーナビと同様の時速 30km で走行した場合の予測値（以下，Default 値

と称す）と提案するプローブカーによる旅行時間予測値について実測値と比較するこ

とにより，予測時間の精度の違いを検証する．Default 値と各 Pattern を比べると，いず

れにおいても各 Pattern の方が t 値が大きく，プローブデータによる旅行時間予測デー

タベースが，一般カーナビによるそれよりも情報精度が高いことがわかる． 
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次に，蓄積型更新手法の Pattern（A～C）について比較を行う．どの Pattern も t 値

は有意ではなく，実測値と差があるとはいえない．つまり，実測値と差が少なく，一

定の予測時間精度を示しているといえよう．さらに，18 ヶ月分蓄積した結果をデータ

ベース化した Pattern と，一定数の 近データを蓄積した結果にあまり差がないことか

ら，必ずしも大量のプローブカーデータを蓄積し集計することが，精度向上に繋がる

という訳ではないことを示している． 

さらに，逐次型更新手法の Pattern（D，E）について考察する．表中の r は，前述の

通り忘却の早さを示すパラメータであり，1 に近いほど過去のデータの影響を早く忘

れる．結果をみると，どの逐次更新手法も有意に差があり，蓄積型よりむしろ精度が

悪いという結果となった．ただし，忘却の速度が 0.5 程度でもっとも精度が向上する，

という傾向も見られ，一定のデータ間隔で過去のデータを忘却し， 近データで更新

することで旅行時間予測精度を向上させることが確認できた． 

一方，忘却学習型アルゴリズムにおける予測精度低下の原因を分析する．表 3-6 は，

Pattern E の手法を用い，データベースの時間帯区分について 1 日 24 時間 5 分間隔の

288 区分でデータベースを構築したものと，10 分間隔 144 区分にしたもので，絶対誤

差の差を比較検定した結果である．これは，精度低下の要因の一つに学習不足が考え

られ，5 分間隔よりも 10 分間隔に区分することにより，プローブ取得率が上がり，精

度向上が見込めるとの仮説によるものである．結果，t 値が負に有意となり，10 分間

隔にすることにより予測誤差が少なくなり，精度が向上したことが伺える．さらに，

図 3-3 は，5 分間隔と 10 分間隔の 1 実測ルートあたりの学習データ数の違いを示して

いる．図をみると 10 分間隔での学習データ数は，5 分間隔のそれと約 2 倍の差があり，

この学習の差が予測精度に影響を及ぼしていることがわかる．さらに初期設定値の与

え方も要因の一つだと考える．初期値は，一般カーナビと同様 30km/h での走行時の旅

行時間が与えられているが，信号や専用レーンの有無，車線数等，様々な道路属性が

ある中，そもそも 30km/h が適切かどうか，幅広い分析を通して検討が必要であろう． 

またリンクの旅行時間分布の単峰性と多峰性の違いを比較（Pattern D と E の比較）

するため，忘却パラメータ 0.1 の場合について，実測値との誤差の差の検定を行った．

結果，自由度 39 で t 値が 2.34 となり，パターン E が正の有意差があることが確認され

た．これはつまり，多峰性を考慮した Pattern E の方が精度が低いという結果である．

この結果に関しては，多峰性を考慮した Pattern のリンク旅行時間が過小に算出されて

おり，著者らの検討とは逆の結果となっている．原因として前述同様，学習不足が考

えられる．これは，収集した旅行時間の学習量が少ないことにより，ばらついた少数

のデータが単峰性によって急峻に過大評価されデータベースに反映されたためと考え

られる． 
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(7) まとめ 

プローブカーデータを信頼性の高い交通情報生成に活用するための，データベースの

構築と更新手法を提案し，構築したデータベースによる推定旅行時間と実測旅行時間を

比較した．その結果，プローブカーデータを利用した旅行時間予測は，一般カーナビの

予測よりも有意性があることが確認できた．また，蓄積型更新手法では，長期にプロー

ブカーデータを蓄積する必要性は少なく，各リンクに対し 近の 100 データを収集し，

旅行時間データベースへ反映することにより，長期に収集したそれと同等の予測精度が

あることが確認できた． 

一方，逐次型更新手法においても同様，過去の蓄積された旅行時間の影響をすべて加

味する必要はなく， 近の取得データの影響を強めることにより精度の向上が見込める

ことが確認できた．また，この手法においては，学習量が予測精度に大きく影響を及ぼ

すため，継続してデータを収集し，逐次学習することにより，精度が向上することも確

認できた．今後，プローブカーデータをより多く収集し，忘却学習型アルゴリズムにお

いて学習させ，長期間に渡る学習効果や学習速度，学習期間の 適解，初期値の 適化

など，引き続き分析を行ってアルゴリズムの精度向上を目指す．さらに，データベース

フィールドのデータ区分の 適化や，欠損データの更新手法など，さらなる拡張アルゴ

リズムの検討を行っていく． 

 

 

 

 

図 3-3 時間間隔の違いによる学習データ数 
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表 3-5 実測値と各 Pattern の差の検定結果 

実測値 Pattern 
N = 40 

M SD M SD 
t値 

Default 
30km/h 2107 374.6 1355 148.9 -12.7* 

Pattern A 
18ヶ月 2107 374.6 2059 238.8 -0.94 

Pattern B 
50 data 2107 374.6 2062 237.0 -0.90 

Pattern B 
100 data 2107 374.6 2064 234.8 -0.87 

Pattern C 
近2ヶ月 2107 374.6 2040 215.8 -1.17 

Pattern D 
r = 0.1 2107 374.6 1905 210.0 -4.15* 

Pattern E 
r = 0.1 2107 374.6 1872 232.3 -4.66* 

Pattern E 
r = 0.5 2107 374.6 1927 246.9 -3.31* 

Pattern E 
r = 0.8 2107 374.6 1643 284.5 -8.41* 

* 5%で有意 

 

表 3-6 時間帯区分別実測値との予測誤差の差の検定 

5分間隔 10分間隔 
N = 40 

M SD M SD 
t値 

実測値との比較 489.8 304.6 409.4 299.9 -8.79* 

* 5%で有意 
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3.2.4 経路案内システムによる情報利用行動の分析 

(1) はじめに 

PRONAVIは，従来のナビゲーションシステムと同等の機能に加え，蓄積された過去の

プローブカー情報やリアルタイムプローブ情報の活用による自動車利用経路の探索機能，

公共交通機関との連携も含むマルチモード経路探索機能，さらには，降雨量が自動車利

用時の所要時間に与える影響を考慮した所要時間予測機能を搭載していることが 大の

特徴である（山本ら，2005）． 

PRONAVIは，愛知万博期間中の6月1日に１次リリースをし，モニター約100人に配布

され，さらにアップデート版として，バグの修正やプローブ情報，降雨情報などの機能

が拡張され，これまで合計4回のアップデートが行われた．この間もモニター数を増やし

ながら， 終的には312人のモニターが利用している．しかし，利用者のパソコン上にP

RONAVIプログラム本体と地図ソフトをインストールし，なおかつ，利用にはブロード

バンドレベルのネットワークに常時接続が必要不可欠となっている．これらの利用者の

労力を削減し，またより多くの利用者に情報を提供するため，インターネット環境とブ

ラウザのみあれば利用可能な，Web版の開発を本章3.2.1においておこなった． 

一方，今後のサービス向上のため，提供された予測旅行時間が実際とどの程度の誤差

があったのか，またこの予測結果に利用者がどのくらい満足しているのかを調査するこ

とや，この予測結果を受けて目的地や手段，出発時間などを変更したかなど，情報利用

者の交通行動変化に関する情報も収集し，今後の情報提供のあり方に反映させる必要が

ある． 

このため，これらの利用者の声を効率よく取り入れるべく，PRONAVI Web版の開発

と同時に，『交通日記』と呼ぶアンケート型ブログシステムもWeb上に立ち上げ，これら

から得られる情報をもとに，利用者の交通行動を分析・検証することにより，PRONAVI

の利便性向上，精度向上につながると考えられる． 

この交通日記とは，インターネット上で利用者がアクセスし，自由に記述できるもの

で，検索履歴やそのときの感想，検索結果の満足度，実際にどの経路を使ったか，など

個人の交通行動を日記のような形で記録しておくことができ，サービス向上やさらなる

利便性向上につなげることができるシステムである．近年、こういった交通行動をGPS

や携帯、ブログを活用し記録するという研究が行われ始めており，類似研究としては、

羽藤ら（2005）によるものが進んでいる．しかしこれらは、プローブパーソン調査利用

が目的で，本研究のような経路案内システムに導入した例はほとんどない。さらに，こ

のような交通行動分析を目的としたブログを立ち上げ，これを利用者に使ってもらい，
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その結果を分析することで，再びシステムに反映させる，という例はほとんどない． 

また，この交通日記には，遅延連絡機能の追加も考えられる．この遅延連絡機能は，

PRONAVIの検索結果を登録することにより，検索した段階での検索結果所要時間が実際

の利用時間に迫ったときに，突発事故や工事などの渋滞で遅延がおきた場合，E-Mailに

て連絡する機能である．これは，ホンダ社のインターナビにも類似の機能がついている

が，カーナビ以外のその他ではまだ実装しているものはほとんどない． 

このような背景から，本稿では，PRONAVIの精度向上と交通日記導入に必要な機能を

検討する．利用者がどのタイミングで経路案内を必要としているか、またどういった機

能が重要と考えているかに絞り、履歴データと，別途行ったアンケート調査から分析を

行う．具体的には，現状のPRONAVIを利用した利用者の履歴データと，モニター利用実

験でのアンケートによるユーザー評価調査データを分析し，利用者はいつ経路案内検索

を行っているのか，またいつの段階の情報が知りたいのか，といった利用者傾向を掴む

ことにより，適切な情報提供のタイミングを検証する，さらに，その知見を活かし「PR

ONAVI Web版」の一つの機能である交通日記がどのようなタイミングで使われるよう構

築すべきか，またどのタイミングで案内を出すことにより，効率よく利用者の負担にな

らず記入してもらえるのかについて検討するための基礎資料とする． 

(2) 履歴データの概要 

a) 履歴データの対象と調査方法 

本研究で用いたデータは，PRONAVI利用者の経路探索履歴データのうち，運用開始

の一週間後から約１ヶ月間のデータである．これは，運用開始 初の一週間は，興味

本意やテストで利用している利用者が多く，探索回数が平常時の2～3倍もあるため，

この期間を除くことで，利用者が実際の利用のために使ったであろうデータを解析す

ることが可能となる． 

サンプル数は1139サンプルであり，これは，利用者がPRONAVIで経路探索を行った

総数から，開発関係者の探索データやエラーデータを除いてある．ただし，ここには，

同一利用者が複数探索した結果も含まれている． 

ここで，PRONAVI利用履歴データをそのまま分析に活用することで，別途調査に要

する追加費用をかけることなく，かつ，被験者が調査されていることを全く気にしな

い状態のデータを利用することができることになる． 

b) 履歴データ項目 

履歴データから，①探索実行日時，②情報利用日時，③出発地，④目的地，⑤探索
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結果所要時間，⑥探索結果総距離，について分析した．ここで，利用者が実際に

PRONAVIを利用して経路を探索した日時を探索実行日時と定義し，PRONAVIにおいて

設定可能な経路の利用予定日時を情報利用日時と定義する．ただ，本データには利用

者を識別するためのIDが含まれておらず，利用者を十分には特定できない．今後，個

人属性を加味した分析は行うためには，利用履歴保存データに盛り込むべきであろう． 

(3) 利用者分析 

a) 基礎分析の結果 

まず、曜日別のPRONAVI利用頻度を図3-4に示す。この結果から、利用者は、土日・

祝日のような休日よりは、平日に情報を利用していることが分かる。また図3-5は、時間

帯別検索回数をまとめたものであるが、グラフより昼から夕方の時間に検索される傾向

があることが分かる。これら二つの図より、PRONAVI利用者は、平日の買い物行動や帰

宅行動の際に、また社用等での外出の際に，情報を必要としていることが伺える． 
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図3-4 検索実行曜日別 累積経路探索回数 
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図3-5 検索実行時間帯別 累積経路検索回数 

 

b) 実トリップまでの時間差とトリップ距離の分析 

図3-6は，横軸にトリップ距離を，縦軸に情報利用時間と検索実行時間の差をとった場

合の，PRONAVI利用履歴データを示している．図より，トリップ距離と検索時間差につ

いて，当初想定していた，遠いところへ出かける人ほど前もって検索を行うというよう

な関係は明確には得られなかった．  

 
図 3-6 検索時間から実トリップ時間までの時間差と距離の関係 
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(4) ユーザー評価調査分析 

a) 調査の内容 

ここでは，PRONAVI事業化に向けて実施したユーザー評価調査アンケートのデータ

を分析する．この調査の具体的な目的は，被験者に他のWeb版経路案内システムと

PRONAVIを比較してもらい，操作性や機能といったユーザビリティを評価するととも

に，利用者の視点でのプライオリティを明確にすることである． 

b) 調査の対象と調査方法 

本調査では，２つの調査を別々に行っている．一つめは，被験者に，実際にPCを用

いてPRONAVIと他社製の2つのシステムを体験してもらい，5段階で比較評価を行って

いただくものである．内容としては，各システムの機能や操作性評価の他にも，一般

的なカーナビとの比較やユーザーが必要としている機能など，より詳細な利用者ニー

ズを把握するための自由記述形式の調査も行っている．また，二つめとして，さらに

多くの利用者からデータを収集するために行った，PRONAVI評価に関するブログによ

るWeb上でのアンケートである．このアンケートは主にPRONAVIの利用に関する内容

であり，被験者のうち67%がPRONAVI利用者である．また総被験者は，前者は合計19

名，後者は1回約50名を全16回，合計780名に協力頂いた． 

c) 調査の項目 

一つめの比較調査には全34項目の質問事項があるが，本稿では紙面の都合もあるた

め，このうち本稿と関連する「予測結果遅延連絡」の項目について取り上げ検討を行

う． 

また，二つめのブログアンケートでは，全53項目の質問事項があるが，こちらに関

しては，利用理由や利用のタイミングについて取り上げ検討することにする． 

d) 比較調査の結果および考察 

「予測結果遅延連絡」とは，経路案内の予測結果に対し，当日の突発性事象などの

ために予測値からの遅延の可能性がある場合に，利用者にこれを事前通知を行うサー

ビスであり，被験者からのニーズが非常に強く現れていた．アンケートの結果，事前

通知のタイミングは出発30分前から1時間前に必要という被験者からの声が も多く，

正確かつ有効な突発性事象に関する情報を利用者が必要としていることが分かった

（図3-7）． 
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図 3-7 予測結果遅延連絡 提供希望時間 

e) ブログアンケートの結果および考察 

図3-8は，PRONAVI利用者の利用理由を示したものである．図に示すとおり，到着時

刻の把握目的が約40%，渋滞回避が約23%と，利用者はトリップの際に所要時間や到着

時刻に関する情報の必要性を重視していることが伺える． 

また，PRONAVI利用者の検索タイミングについて，3つのパターン別に示したものが

図3-9である． Ｑ１のように，あらかじめ決められた予定で，混雑が予想される場合に

は，約60%の利用者が事前に経路を確認しており，逆に，Ｑ２のように，道がよくわか

らない所に行くのだが，特に急いではいない場合は，当日もしくは直前に検索する利用

者が約60%となっている．また，Ｑ３のように，どうしても時間に遅れたくない人ほど，

前日もしくはそれ以前に経路探索を行っており，情報提供のタイミングが出発時刻に対

して早くなることが伺える． 

PRONAVI利用履歴データを用いた分析とも合わせると，利用者が情報提供を必要とし

ているタイミングは，トリップ距離とは強い相関はなく，利用者個人のそのときのトリ

ップ特性との関係が強いといえる． 
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(5) まとめ 

本節では，動的経路案内システムPRONAVIの精度，利便性，サービス向上，利用者行動

分析を念頭に，既存システムの利用履歴データと，ユーザー評価調査データをもとに分析

を行った． 

履歴データの分析結果より，利用者は平日の昼から夕方までの時間に経路探索をするこ

とが多く，またそのほとんどがトリップ発生の直前に実行することが多いことが示された．

また，トリップ距離とトリップ開始時刻－情報利用時刻との差との関係を分析した結果，

これらの間にはほとんど相関がなく，情報を必要とするタイミングはトリップの距離とは

ほぼ無関係であった．ただし，今回使用したデータには，誰がどのタイミングで何回探索

したかなどの個人属性や実トリップ時間の選択の有無など詳細情報が記録されていない

ため，利用者が本当に必要な探索なのか，テストで行っているだけなのか，についての明

確な情報が利用できなかった．現在開発を進めているWeb版PRONAVIでは，これら利用者

の操作ログデータも残すよう改良を加える必要がある． 

一方，ユーザー評価調査より，予測結果遅延連絡の必要性と，その際の情報提供時間が，

30分前から1時間前が適切であるという結果が得られた．  

これらの結果をふまえ，PRONAVI Web版「交通日記」の導入の際，どのタイミングで利

用者に余分な負荷なく情報を記述，提供することができるか，また，突発事故発生の際，

どのタイミングでどういう方法で情報提供していくか検討していく必要がある． 
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3.3 情報提供のための Web 基本システムの開発 

3.3.1 基本システムの概要 

図 3-10 に本研究のために開発した情報収集・提供実験システムの構成を示す．本システ

ムは，Web システムとして汎用性があり，現在，Web 上でのシステムとして も多く使わ

れている対話型のサーバクライアント方式を採用している．利用者は，インターネット利

用環境が可能なパソコン，もしくは GPS 搭載の携帯端末からデータを入力し，インターネ

ット回線を利用しデータ送信を行う．送信されたデータはサーバで処理され，データベー

スに蓄積される．蓄積されたデータは様々な条件のもと利用者が必要としている情報に加

工され，結果を利用者に返す． 

 

3.3.2 システムフロー 

本実験システムにおける詳細なデータの流れを説明する．本研究では，日々の行動を利

用者とサーバとのコミュニケーションにより記録していくことから，これをアクティビテ

ィ・コミュニケーションシステムと呼ぶ．図 3-11 にそのシステムフロー図を示す．まず，

利用者は日々の交通行動をWeb上，もしくはGPS機能付き携帯端末により登録する（①）．

その際，利用者は行動に必要な個別情報を参照することもできる（⑦）．登録されたデー

タは，サーバ側にてリアルタイムにて収集され（②），必要な形式に加工処理され（③），

データベースに蓄積される（④）．また同時に利用者の端末に行動分析結果を返す（⑤）．

蓄積されたデータは，分析内容に応じて管理者によって集計される（⑥）． 

本研究においては，このアクティビティ・コミュニケーションシステムを基本システム

として，個々の社会実験の目的に沿うよう改良し適用している． 

 

被験者 情報読込

情報蓄積 行動入力 

AP サーバ 結果表示 データベース 

図 3-10 対話型 Web 基本システムの構成 
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本研究で提案する統合支援システム（自己診断型統合交通行動支援システム）は，MM

実施をより効果的かつ効率的にサポートするため，3つのサブシステムにより構成されて

いる（図3-12）． 

一つめのサブシステムは，交通行動の入力，登録，結果表示，自動診断機能を有するシ

ステム「iMMシステム」であり，統合支援システムの中核を成している．二つめのサブシ

ステムは，PPサブシステム「PPシステム」である．iMMシステムがWEB上で行動を入力

するのに対し，このサブシステムはGPS携帯電話を利用して行動記録や移動軌跡情報（GP

S座標情報）を取得し，データベースに登録することが可能であり，利用者の行動経路を

リアルタイムかつ詳細に把握できる．さらに，MMでの行動プラン入力に際して，各個人

の 適な通勤経路を案内するための情報提供ツールとして利用されたマルチモード経路

案内サブシステム「PRONAVI」である． 

本統合支援システムは，通常は単独で活用されるこれらのサブシステムについて，デー

タの一元化，主要機能の共通化，連携による利用者の調査負担の軽減を実現し，他に例の

ない統合型のMM支援システムとなっている． 

支援システムの既往研究には，2章2.6節で示した例があるが，いずれもWEBやGPS携帯

を用いたシステムであり，詳細な経路案内システムまでを統合し，効果を比較分析できる

システムは著者の知る限り存在しない．またiMMシステムに導入した自動診断システムに

図 3-11 アクティビティ・コミュニケーションシステム フロー図 

⑤行動結果情報表示 
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・収集データの加工・処理 

④情報蓄積 
・行動履歴，入力履歴，属性，アクセスログ 
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ついても，北川ら（2006）によって類似のシステムが開発されているものの，これはMM

実施終了後の利用者の行動結果に対してYes，Noで簡易に選択される16パターンのMM診

断コメントを表示しているに過ぎない．本研究では，それらを大きく上回る，事前行動，

行動プラン，アドヴァイス，総合診断のそれぞれすべてについて，利用者の詳細な行動デ

ータから利用者の行動について自動診断を行い，それに即したコメントを組み合わせるこ

とにより，全数十パターンの診断アドヴァイスの提示が可能である． 

 

(1) 統合支援システムの構成 

本システムは，入力の簡易化，ユーザーID の一元管理，利便性向上，データ電子化に

よる集計労力の削減等を目的として，WEB 上で動作するシステムとなっている．そのた

め，インターネットに繋がるパソコン環境（Internet Explore6 以上）があれば，会社，自

宅，外出先と場所を選ばず，どこからでもアクセスが可能となっている．被験者は，ID

とパスワードによりシステムにログインし，交通行動，行動プランの登録や，行動診断

結果及びシステムから提供されたアドヴァイスの表示を行うことができる． 

また，本システムで入力されるデータは，一部，個人情報を含んでいるため，セキュ

リティを強化している．サイトへの入力は，すべて SSL（Secure Socket Layer）により暗

号化され，改竄や誤入力など不適切な入力は受付けないよう HTML 解析も行っている．

サーバには，安定性，安全性にすぐれた Linux サーバを用いた．開発にはサーバとデー

タベース，ブラウザ間で情報をやりとりでき，個人情報を扱うための堅固なセキュリテ

ィ，かつ短い開発期間でも構築が可能な PHP 言語（version 4.31）と Java 言語（version 1.4）

を主に利用した．またデータベースには，安定性，安全性，利便性に優れ，開発も容易

図 3-12 自己診断型統合交通行動支援システムのフレームワーク 
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であり，処理速度もデータベースアプリケーションとしては 速である MySQL（version 

3.23）を利用した．これらのサーバ機能は，構築，管理が容易な 1 台の共用レンタルサ

ーバで構成されており，FTP（File Transfer Protocol）の遠隔操作により開発，アップロー

ド，保守，管理を行った． 

次節に，各 3 つのシステムの概要を述べる．なお，「iMM システム」に関しては，次

の 4 章にて詳細を示すため，本章では省略してある． 

(2) マルチモード経路案内サブシステム「PRONAVI」 

実験の中で行動プラン作成時に情報提供ツールとして「PRONAVI」を利用しているこ

とは先に述べた．このPRONAVIは，プローブカーデータを活用した， 短所要時間経路

を案内するマルチモード経路案内システムである．実験エリア周辺で過去に収集し蓄積

されたプローブカー情報やリアルタイムプローブカー情報を活用した 短旅行時間の自

動車利用経路や鉄道利用経路を探索，表示できる．さらには，探索された経路に対する

CO2排出量も算出，表示する．そのため，CO2排出量削減のための通勤ルートを検索する

際に，このサブシステムの導入が有効であると考えられる．操作は極めて容易であり，

画面上に表示された地図の上で，１回目の右クリックで出発地を決定．2回目のクリック

で目的地を決定する．画面左下の出発時刻を選択し，検索開始ボタンで経路探索が開始

され，探索結果（自動車ルートや鉄道ルート）が地図上に出力される．このように，マ

ウスのクリック，ドラッグのみで大半の操作が可能となっている（図3-13）．また，経路

探索のみならず，リアルタイムの渋滞情報や48時間先までの予測降雨量情報も表示が可 

 
図 3-13 最適経路案内システム「PRONAVI」実行画面 
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能であり，毎朝の通勤前に道路渋滞情報を確認して，渋滞回避経路を検索した後に出勤，

といった利用方法も有効であると考えられる．これらのPRONAVIの性能と有効性につい

ては，森川ら（2007）の論文を参照されたい． 

(3) Probe-Personサブシステム「PPシステム」 

今回のシステムでは，被験者の交通行動やその位置情報を収集し，通勤経路を詳細に

確認可能な「PP システム」を内包していることは，先に述べた．この PP システムを利

用することにより，iMM システムのみでは把握が困難な被験者の通勤経路も特定でき，

被験者が事前と事後で，情報提供によりどのように経路を変更したのか，詳細に観測で

きる．通常この PP システムは，交通行動を詳細に調査する目的で使われており，MM

に際して用いる場合には，調査目的によって様々な入力項目や追加機能などが搭載され，

利用者の負担が大きいものが多い．本システムでは，被験者の操作負担を軽減し，高齢

者にも容易に受け入れられるよう，調査開始と終了操作，移動目的と移動後の行動の選

択操作のみの，株式会社トランスフィールドにより開発された Probe-Person システム

をベースとしている（図 3-14）．これを本研究における社会実験の目的や，開発した iMM

システムにおける入力項目やデータフォーマットに整合するようカスタマイズしている．

前述の通り，iMM システムでは，被験者が交通行動の記録を事後的に WEB 上から入力

するのに対して，この PP システムでは，交通行動を行うたびに被験者が PP 端末を操

作することで位置情報を自動的にシステムに送信し，毎日の交通行動データとしてデー

タベースに登録される． 

 

図 3-14 PP 端末による行動入力例 
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3.4 本章のまとめ 

本章では，統合型情報提供システムに必要な要素技術について述べた． 

まず，精度の高い情報提供のため，既存の経路案内システム「PRONAVI」の改良を行っ

た．既存のPRONAVIは，利用するパソコン一台一台において，本体アプリケーションとラ

イセンス購入が必要な地図ソフトをインストールする必要があったため，個人での導入には

難易度が高かった．そこで，個人での利用促進と，利便性およびユーザビリティの向上を目

的としWeb上で動作するシステムに改良した．また，より提供情報の精度向上を目指し，道

路ネットワークデータを更新し，蓄積プローブデータの自動更新手法についても新たな手法

の提案と検討を行った．しかし，自動更新手法については，提案手法によるリンク旅行時間

と実車走行実験の結果を比較したが精度向上には至らなかった． 

次に，PRONAVIの利用履歴と利用者アンケートをもとに，利用者の情報利用のタイミング

と必要な情報提供機能について分析を行った．結果，情報利用のタイミングは，多くの場合，

トリップ直前に必要としており，また，渋滞の予測結果遅延連絡の必要性と，その際の情報提

供時間が，30分前から1時間前が適切であるという結果が得られた． 

後に，統合型情報提供システムの基本となる仕組みについて，その概要とシステムの構成，

3つの要素技術について詳細に述べた． 
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第4章 通勤交通における行動変容による環境負荷低減を目的とした社

会実験への適用 

4.1 はじめに 

本章では，通勤時における自動車利用を見直し，環境負荷低減を目指す．3 章で構築した

統合型交通情報提供基本システムを用い，モビリティ・マネジメント（MM）による通勤時

の一人ひとりの行動変容による環境負荷低減を目指す． 

 

4.2 社会実験のためのシステム要件 

4.2.1 Web 上で実施可能なモビリティ・マネジメントシステム 

(1) MM の流れと手法 

一般に，MMは，各個人の交通行動に対して施策実施主体との間でコミュニケーショ

ンを図り，交通行動に対する社会的・個人的メリットやデメリットの存在を示しつつ，

各個人自身の意志により行動と意識の変化を促す施策であり，個人ひとり一人に対して

図4-1の流れで実施される． 

まず，「行動の把握」では，被験者の現状の行動についてヒアリングやアンケートによ

り調査し，これを分析することでCO2排出量などの情報を作成する．「コミュニケーショ

ン」においては，作成された被験者の現状の交通行動に対する環境負荷情報等をフィー

ドバックし（フィードバック法），現状の行動からどのように変更することが環境に優し

いかなど，行動変容のためのコミュニケーションを行う． 後に，「行動」では，各個人

が再び交通行動を行い，行動変化や環境負荷削減等に関する効果を測定する．「コミュニ

ケーション」については，代表的な行動変容のための手法として，アドヴァイス法と行

動プラン法の二種類がある．アドヴァイス法は，個々の行動記録から，それに即し加工
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した個別情報を各個人に提供するものである．一方，行動プラン法は，アドヴァイス情

報を提供した上で，各個人で具体的な行動方法を検討してもらうものである．被験者は，

自ら行動プランを作成し，“具体的にどうすればよいのか”を考えることにより実行意図

が活性化され，行動変容がよりスムーズに行われる．この二種類について，データ回収

率に関しては，情報提供のみのアドヴァイス法が高いが，また，行動変容効果に関して

は行動プラン法が高いことが既往研究により示されている（谷口ら，2003）． 

(2) Web による MM システム 

MM の実施に際しては，個人の行動や行動計画の記録方法，アドヴァイスや行動結果

のフィードバック方法を検討することは非常に重要である．従来，紙ベースの対面調査

やアンケート郵送形式でその多くが行われてきたが，参加者はもちろん実施主体にとっ

ても非常に負荷が大きく，実施主体側の人的資源の制約や費用対効果の面から大規模な

実施は困難であった．しかし，近年の情報通信技術の進歩に伴い，それらの労力を削減

し，効率的かつ効果的な MM を行うため，Web 上で実施可能なシステムに関する研究

が進められた．また，近年，携帯電話の GPS 内蔵が標準装備となり，GPS の位置情報

により行動軌跡を蓄積する技術も実用化され，これら位置データを用いた MM も研究さ

れている．以下では，これらの既往研究についてレビューする． 

(3) MM の既往研究 

WebやGPS携帯を利用したMMの既往研究としては，以下のものが挙げられる．大藤

ら（2005）は，Webを活用したTFPシステムを構築し，近郊の事業所に対して適用を行

っている．このシステムでは，事前・事後のフィードバック調査と行動プラン作成及び

評価を行っているが，MM効果を高める関連ツールの必要性を課題にあげており，また

フィードバック診断もCO2排出量や燃料消費量のような簡易なもののみであるため，行

動プラン作成のためのアドヴァイスといった観点では不十分である．中里ら（2004）は，

行動の把握 

コミュニケーション 

行動 

図 4-1 MM 実施の流れ
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GPS携帯を用いたMM調査のための携帯アプリケーションを開発し，用紙媒体の調査票

記入式調査とGPS携帯端末を利用した調査との比較を行うため，交通行動調査を行って

いる．この調査では，被験者36名を対象として，行動時間データの記録回数や活動終了

から記録までの時間差，被験者の記録に対する負担，調査アプリケーションを常時起動

することによる行動への影響などについて比較分析を行っている．さらに，北川ら（20

06）は，フィードバック法とアドヴァイス法を組み合わせたWEB上で動作可能なシス

テムを開発しており，このシステムは，アドヴァイス時にエキスパートシステムと呼ぶ

個別アドヴァイスを自動で生成する機能を有している．また，矢田ら（2006）は，GPS

携帯を用いたプローブ型TFPシステムを提案し，構築したシステムを用いてGPS端末で

のMM実施の有効性を評価している． 

以上より，MMを実施するにあたって，被験者にとってなるべく負担の少ない記録方

法で，なおかつ，実行動に即したアドヴァイスをするための調査機器の選択とプラン作

成時のより効果的な情報提供が重要であることが分かる．また，コミュニケーション手

法に関しても，フィードバック法とアドヴァイス法，行動プラン法の3つを包括させる

システムを構築することが必要であると考えられる． 

 

 

4.2.2 自己診断型交通行動支援システム「iMM」の開発 

統合支援システムのメインシステムであるiMMシステムは，MMの基本的な流れを踏

襲したWeb入力システムであり，ユーザー管理，交通行動記録の登録・修正・閲覧，行

動記録の集計，グラフ表示，行動結果自動診断を主な機能として持つ．交通行動記録の

入力に関しては，被験者の負担を極力軽減するため，入力項目は 低限にとどめており，

そのほとんどはプルダウンメニューによる選択方式としている．さらに，行動プラン作

成のための情報提供支援ツールとして利用した，マルチモード経路案内サブシステムと

連携させることにより，利用者の交通行動変更のより詳細な検討を可能にしている．ま

た，GPS携帯（プローブパーソン端末）によるPPシステムとデータを共有することによ

り，交通行動入力の際，iMMシステムによるWeb上での登録と，PP端末を用いた自動登

録の2種類の手法を選択でき，行動記録の入力方法の違いも分析可能となっている．マ

ルチモード経路案内サブシステムとPPサブシステムについては，後に詳しく述べること

とする． 

iMMシステムの主な機能を表4-1に示し，詳細機能について示す． 
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表4-1 iMMシステムの主な機能 

IDとパスワードによるユーザー管理 
個人情報管理 

個人属性登録，修正，閲覧 

事前・事後交通行動の登録，修正，閲覧 
交通行動入力 

行動プランの登録，修正，閲覧 

事前行動の評価 

自動診断アドヴァイス 評価・アドヴァイス 

事後行動後の総合行動評価 

メール配信 

データCSV出力 

データ集計 
データ処理 

GPS携帯端末入力データ変換 

外部連携 PRONAVIデータの共有 

・ IDとパスワードによるユーザー管理 

各被験者に割り当てられたIDとパスワードにより，システムユーザーを管理してい

る．Web上で入力することにより，システムを利用することが可能となる． 

・ 被験者の個人属性の登録，修正，閲覧機能 

属性情報の登録・編集を行う． 

・ 事前と事後の交通行動の登録，修正，閲覧機能 

被験者は，入力画面より行動日時を選び，行動目的，出発地・目的地，交通手段別

移動時間など，交通行動を登録・修正・閲覧が可能である． 

・ 行動プランの登録，修正，閲覧 

被験者は，事前調査終了後，行動プラン作成期間中に，環境にやさしい交通行動を

する場合に今後どのような行動をするかについて考えてもらうため，事後調査のプラ

ンを作成する．事後調査プランは，入力は，上述の交通行動登録と同じ手順，同じ項

目である． 

・ 事前行動の評価 
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事前調査の交通行動について評価を行う．評価項目には，グラフ表示による参加者

全体のCO2排出量との比較や，交通機関別総移動時間，トリップあたりの移動時間，

消費カロリーである． 

・ 自動診断アドヴァイス 

事前の調査結果をもとに，行動プラン作成のための行動アドヴァイスを自動生成し

表示する． 

・ 事後行動後の総合行動評価 

事後行動終了後，実験での個別総合評価を行う．評価は，事前と事後の変化の割合

について，グラフ表示やCO2削減のための植樹の本数，カロリー消費量のビール本数

換算など，グラフィカルに表示する． 

・ メール配信 

メールにて被験者に調査開始，終了，催促等の連絡を一括配信するための機能．参

加者情報（E-MailアドレスやCO2排出量など）を別途CSV形式に保存しておき，その

データを元にメールを配信する． 

・ データCSV出力 

データベース内に集積してある行動データを CSV 形式にて書き出す．また，被験者

のシステム利用時刻や利用場所を記録するためのアクセスログも出力が可能である． 

・ データ集計 

CSV形式で出力された行動データを集計用データに変換する．行動目的別，代表交

通手段別，日にち別に，トリップ回数やCO2排出量，移動時間をCSV形式で出力する． 

・ PP端末入力データ変換機能 

PP端末で記録された行動データをiMMシステムで取り込み評価するためのデータ

変換機能． 

・ PRONAVIデータの共有  

PRONAVI での検索結果やアクセスログなど，本システムにおいても利用できるよ

うに，データベースを共有している． 
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(1) システムフロー 

a) システムの基本的な流れ 

本システムは，図4-2の手順で利用する．基本的な流れは，既往のMM実験（例えば，

谷口ら，2004）と同様である．  

まず，WEB上からiMMにアクセスし，①個別のユーザーIDとパスワードからシス

テムにログイン，調査を開始する．次に，②事前調査期間に，複数日間の交通行動を

記録する．③事前調査終了後，事前行動に対する評価が本システムにより表示される．

この評価は，結果に応じてCO2排出量のグラフ表示や消費カロリー，交通機関別総移

動時間など，各被験者別にカスタマイズされて表示される．さらに，事前の調査結果

をもとに，行動プラン作成のための行動診断結果アドヴァイスが表示される．④PRO

NAVIを利用して通勤経路や渋滞情報を検索し，より環境に良い通勤ルートを検索する．

ただし，このPRONAVIの利用は任意であるため，利用者が必ず利用するとは限らな

い．そして，⑤事前行動の評価とアドヴァイス診断結果，PRONAVI案内経路を参考

に，事後調査に向け自ら経路を検討し行動プランを作成する．さらに，⑥作成した行

動プランに対する評価が本システムにより行われる．この評価は事前調査とのCO2排

出量の比較をグラフ表示のみで行い，行動プランに従って行動した場合にどれほどの

削減量となるかをユーザーに認識させるものである．その後，各被験者は，⑦事後調

査期間に⑤で作成した行動プランになるべく従うよう行動する．調査期間終了後，⑧

事後行動の評価がシステムにより行われ，各被験者がこれを確認する．総合評価の項

目には，総CO2排出量，トリップあたりのCO2排出量，交通手段別移動時間，消費カ

ロリーがある．  

b) 交通行動入力方法 

iMMシステムにおいて，利用者がデータをWeb上で入力する場面は，大きく二つの場

面に分けられる．一つは，利用開始時に利用者を特定するための個人属性の入力の際で

あり，もう一つは，毎日の交通行動や行動プランを作成する際である． 

前者は，一般的なユーザー登録であるため詳細は割愛し，後者の交通行動の入力画面

例を図4-3に示す．入力は，Web上からプルダウンメニュー等簡単なマウス操作と交通手

段別移動時間の数値入力のみで行え，利用者の毎日の交通行動入力作業の負担を軽減し

ている． 
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c) 自動診断アドヴァイス 

実験期間中のすべての交通行動の入力が完了すると，行動結果に応じた行動診断が行

われ，より環境に優しい交通行動を促すアドヴァイスが自動で表示される．この自動診

断アドヴァイスにより，被験者は自らの日常行動を把握でき，より良い行動を考える機

会を与えることができる． 

図4-4に自動診断ロジックのフローチャート例を示す．自動診断アドヴァイス機能では，

被験者の行動結果についてフローチャートに沿って処理し，条件に当てはまるコメント

（この例ではA～H）をつなぎ合わせて一つの文章を作成し表示する．アドヴァイス例

を表4-2に示す． 

 

 

②事前調査（複数日記録）

③事前調査評価結果と 

行動診断アドヴァイスの参照

⑤行動プラン作成

⑥行動プランに対する評価を参照

⑦事後調査（複数日記録）

⑧事後調査結果と総合評価

図 4-2 システム利用の流れ

①ログイン（ID と Password）

④PRONAVI による通勤経路検討

※任意で利用
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図 4-3 iMM システムによる行動入力画面例
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同じトリップでの送迎の有無
徒歩・自転車のみの 

トリップ 

公共交通＋ 
徒歩トリップ 

自動車での通勤時間 

B

A1

A2

E F

図4-4 診断フローチャート 

>= 1 = 0 

D

= 0

>= 1 

>= 1
>= 1

= 0 

= all trip >= 1 = 0 

= 0 

>=1  : 1 回以上あり 

=0   : 利用なし 

: 表示アドヴァイスコメント 

同じトリップでの自動車利用

公共交通利用 

G H

C

=< 10min > 10min
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表4-2 アドヴァイス例（一部） 
A1 寄駅まで自動車などで送ってもらいそこから公共交通に乗り換える「キス・アンド・ラ

イド」を行っていますね．CO2排出量の少ない環境にやさしいすばらしい通勤行動です．

是非，後半期間中も実施してくださいね．ちなみにキス・アンド・ライドは，欧米でキス

をしてから「行ってきます」という習慣から名づけられたといわれています． 

A2 寄駅まで自動車で行きそこで公共交通に乗り換える「パーク・アンド・ライド」を行っ

ていますね．CO2排出量の少ない環境にやさしいすばらしい通勤行動です．是非，後半期

間中も実施してくださいね． 

B 公共交通を利用して通勤しましたね．排ガスによる大気汚染や渋滞緩和に貢献するすばら

しい通勤行動です． 

C 自転車・徒歩を利用していますね． CO2を全く出さない理想的な交通行動です． 

D 今後も是非続けてください． 

E 自動車を利用するときもありますね．確かに自動車は便利で快適ですね．でも，自動車に

よる移動は渋滞や排気ガスなどの大気汚染，地球温暖化といった問題を引き起す要因の１

つとなっています． 

F あなたは，毎日自動車で通勤していますね．確かに自動車は便利で快適ですね．でも，自

動車による移動は渋滞や排気ガスなどの大気汚染，地球温暖化といった問題を引き起す要

因の１つとなっています． 

G 晴れた日や荷物の少ない日には，自転車や徒歩で通勤してみてはいかがでしょう．例え

ば，10 分歩いたとすると，48kcal（ビール 100ml 分）消費に相当しますので，健康にもい

いですよ．この時期は寒いので，しっかり防寒して風邪を引かないように！ 
 もし，お子さんを送迎しなければならなかったり，会社からの帰りに寄るところが自動

車じゃないといけないなど色々と自動車以外の手段が難しいこともあるかと思います．そ

の場合には，いつもよりも早くいけるルートや時間や CO2排出量の少ないルートや時間が

あるかもしれませんので， PRONAVI で一度検索してみてはいかがでしょうか．10 分自動

車利用を減らすと，CO2排出量が○○g-CO2減らすことができます！ 

H 寄の駅まで自動車で行き，公共交通に乗換えるパーク・アンド・ライドや，ご家族に

寄の駅まで送迎をお願いするキス・アンド・ライドなどはできないでしょうか．自動車

利用を 10 分減らすと，CO2 排出量は，○○g-CO2減少します！ 
 また，公共交通利用が難しいのであれば，いつもよりも早くいけるルートや時間や CO2

排出量の少ないルートや時間があるかもしれませんので， PRONAVI で一度検索してみて

はいかがでしょうか．渋滞を避けて運転すると，排気ガスの量も減り，燃費もよくなるだ

けでなく渋滞中のイライラもなく精神的にもいいですよ． 
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d) 行動プラン作成 

事前行動の結果と，自動診断システムによるアドヴァイス，PRONAVIによる経路案

内を参考に，事後調査期間中の交通行動プランを入力する．入力項目は，事前・事後の

交通行動入力と同じ内容であるため，利用者に余計な負荷を与えないと考えられる．ま

た，ベースとして事前行動で入力した内容と同じデータが入力済みとなっており，行動

変容の少ない利用者の入力を補助している． 

この行動プラン作成後，作成したプランによりどれくらいのCO2排出量が削減可能か，

事前調査との比較がグラフ表示され，これを確認した後，再度修正も可能となっている． 

e) 総合評価 

事前，事後の調査期間終了後，今回の MM 調査による実施結果が被験者毎に表示され

る（図 4-5）．表示項目は，事前と事後の CO2排出量やカロリー消費量，交通手段別移動

時間の比較であり，直感的にも分かり易く，また楽しめるよう，被験者の年齢により “あ

なたの消費カロリーは，ビールなら何本分”といったようなビール換算やご飯での換算，

CO2排出量の植樹換算なども行っている． 

 

4.3 MM 社会実験の実施 

4.3.1 実験の概要と手法 

本研究で実施した社会実験は，事業者の毎日の通勤時に排出されるCO2排出量の削減を

目的としており，今後の大規模実験に向けてのプレ実験として位置づけられている． 

本研究で検証する点は主に二つある．第一は，交通行動入力をiMMシステムからWEB

上で行った被験者と，PP端末を利用して入力を行った被験者との行動変容の比較，第二に

行動プラン作成に際して，情報提供ツールとしてPRONAVIを利用した被験者と利用しな

かった被験者との行動変容の比較である．前者については，従来，類似したWEB上での

調査とGPS携帯端末を使った調査，それぞれ個別のMM実証実験にて有効性が検証されて

きたが，同一の実験において両調査の効果を比較した例については行われていない．また

後者に関しては，詳細で精度の高い自動車利用経路および旅行時間情報や鉄道利用経路情

報，さらにはCO2排出量などの情報利用が，MM実施に与える影響を定量的に評価できる．

さらには，本システムではPRONAVIの利用が被験者の意思に委ねられていることから，

どのような属性の被験者が積極的な情報収集を行っているかについても明らかにできる．

以上の分析を通して，本システムの構築意義を評価してゆくこととする． 
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(1) 実験の実施概要 

社会実験は，愛知県内に本社を置く株式会社デンソーの従業員74名を対象としている．

実施期間やPP端末利用者数等の実験実施の概要を表4-3に示す． 

参加した被験者は，社内の各部署からランダムに抽出された．年齢層を図4-6に示す．

74名中，男性が54名と多く，平均年齢は男性47.0歳，女性29.5歳となっており，40歳代

の女性被験者が含まれていない． 

 

 
 

図4-5 事後調査終了後の総合診断結果画面例 
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表4-3 調査概要 

実施期間 2007年2月5日～2月16日 

被験者 社員74名（男性:54名，女性:20名） 

調査方法 
・iMMグループ：iMMシステムのみ:36名 

・PPグループ：PP端末:38名 (iMMシステムも併用) 

調査項目 

《iMMグループ》 

移動日時，移動目的，  

出発・目的地，出発・到着時刻， 

交通手段と手段別所要時間 

《PPグループ》 

 移動目的，交通手段 

 （時間，位置情報は自動取得） 

0 10 20 30 40 50 60

女性

男性

人数

20代 30代 40代 50代 60代

 
図4-6 被験者年齢層 

(2) 利用するサブシステムと調査方法の違い 

調査方法は，先に述べたように交通行動記録の際にiMMシステムのみを利用するもの

（iMMグループ）と，PPシステムを利用するもの（PPグループ）と2通りあるが，その

方法の違いを以下に示す（表4-4）．ただし，PPグループは，事前事後の交通行動入力に

関してはPP端末のみで完結するが，行動プラン作成時は，PP端末にはプラン作成機能

が装備されていないため，代わりにWebサイトからiMMシステムを使って入力を行わな

ければならない．この点については，今後のPP端末によるMM実施の際の課題にもなる

であろう． 
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2つの調査方法には，それぞれ特徴がある．Webサイト上からIDとパスワードのみあ

れば簡単にアクセスできるiMMシステムは，サーバの許容範囲であればMMへの参加人

数に制限はなく，使用場所にも依存せず，被験者も使い慣れたパソコン環境での参加が

可能である．ただ，毎日入力が必要となる被験者の負担を軽減するために簡単な入力の

みのシステムとなっているため，行動軌跡や正確な行動時間は記録されない．そのため，

被験者の記憶に依存する部分が強く，厳密な意味で正確なデータとは言えない． 

一方，PP端末での調査では，端末上のアプリケーションを立ち上げ，ボタンの調査の

オンオフと，カーソルボタンによる目的選択操作のみで利用でき，行動時間や位置情報，

サーバへのデータ通信はすべて自動で処理され，正確な位置情報による行動データの取

得が可能となる．ただ，PPシステムでの実験には特殊な携帯端末用アプリケーションの

インストールが必要なため，利用できる携帯端末も数機種と限定される．したがって，

携帯端末を被験者に配布して行うことが必要となり，大規模な社会実験には不向きであ

ろう． 

これら調査方法の違いによる排出量の比較も，本システムを用い分析する． 

表4-4 調査方法の違い 

 

項目 iMMグループ PPグループ 

交通行動調査機器 Web(パソコン) GPS携帯 

調査機器利用方法 Webサイトから 配布された携帯端末から 

交通行動入力 選択，数値入力 選択のみ 

行動プランの作成 iMMシステム利用 iMMシステム利用 

行動軌跡の収集（位置情報） なし あり 

実施可能人数 参加人数制限なし 人数制限あり 

PRONAVI利用 可（利用に関しては被験者の自由選択） 
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4.3.2 プローブパーソン（PP）サブシステムの導入効果 

社会実験において収集された交通行動記録には，期間中に行われた全交通行動が含まれ

ているが，本実験は，通勤行動の変容に伴う環境負荷低減の評価を目的としているため，

収集された交通行動記録から通勤トリップのみ抽出し，分析を行う． 

まず，参加者全体のCO2削減量は290.12kg-CO2であり，19.1%の削減率であった．次に，

図4-7の一人あたりの交通機関分担率の変化をみると，車の利用率が，iMMグループで

23.3%，PPグループで16.8%，全体で20.1%減少し，逆に徒歩・自転車に関しては全体で

83.6%の増加率で，公共交通に関しても全体で106%の増加率となった． 

図4-8にグループ別の1人あたりのCO2排出量の事前と事後の変化を示す．参加者74人一

人あたりでは3.92kg-CO2の削減量であった．また，PPグループでは，一人あたり17.7%

の削減率であり，iMMグループで20.3%の削減量であった．したがって，PPグループより

も，iMMグループの方が削減率が高く，PP端末の利用がCO2削減量に与える影響は，本

実験結果からは確認できなかった． 

今回の社会実験では，一人あたり平均で事前調査の約19%のCO2削減が実現された．こ

れは，自動車から公共交通，あるいは徒歩・自転車への転換によるものであり，通勤での

自動車利用を抑制することにより，環境負荷低減へ繋がることがわかる． 
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図4-7 交通機関分担率の変化（グラフ単位:h） 
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図 4-8 一人あたりの事前事後の CO2排出量と削減率 
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4.3.3 経路案内サブシステムの導入効果 

図4-9は，行動プラン作成に際してマルチモード経路案内サブシステム「PRONAVI」を

利用した被験者数である．被験者のうち男性では約4割，女性では5割がPRONAVIを利用し

ていることが分かる．  

より詳細に経路案内サブシステムの利用効果を分析する．経路案内サブシステムの利用

状況（利用時刻，設定した出発日・時刻，起終点，表示された経路等）については，デー

タベースサーバに蓄積された利用履歴により分析可能である．また，PP端末ありの被験者

の行動経路は，GPS座標データを用いて分析可能である．したがって，事前，事後の行動

トリップと経路案内サブシステムが提示した案内経路を比較することが可能である．表4-

5は，事前行動と事後行動での被験者経路変更率の比較を示している． 

分析対象は，各トリップについて詳細な位置情報をもつPP端末利用者グループ（n=38）

を母集団とし，その中で，PRONAVIを利用した人と利用しなかった人の実験期間中の合計

477トリップについて比較した．ここで，経路変更率は，PP端末利用被験者の事前・事後

行動のトリップあたりの非重複経路長を，事前行動の全経路長で除したものと定義する

（式(1)）． 

23

10

0 10 20 30 40 50 60

女性

男性

人数

PRONAVI利用 PRONAVI利用なし

 

図4-9 PRONAVI利用者数 

表4-5 PRONAVI利用者の経路変更率 

対象被験者 経路変更率(%) CO2削減率(%) 

全体 34.7 % 19.1% 

PRONAVI利用なし 26.2 % 20.6% 

PRONAVI利用あり 47.4 % 17.0% 
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経路変更率(%) 100×
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,     (1) 

 
bL   事前行動の経路長 
baL    事前と事後行動の重複経路長 
btrip  事前行動のトリップ回数 
atrip  事後行動のトリップ回数 

 

この結果，経路変更率は，全体の34.7%に対し，PRONAVIを利用した被験者が，47.4%

と高くなっており，利用しなかった人に比べ20%以上の開きがあった．また，CO2削減

率と比較してみると，経路変更率が高い被験者グループのほうが，CO2削減率が小さく1

7.0%であった．このことから，PRONAVIを利用して実際の経路を探索した人ほど，経路

を変更する可能性が高いことがわかる．ただし，急な出張トリップで変更を余儀なくさ

れた参加者や，PRONAVIによる情報提供のみの影響ではなく，参加者の環境改善心理に

よる影響の可能性も考えられる点には注意されたい． 

次に，PP端末利用者で経路案内システムを利用して通勤トリップを検索した人のうち，

事前事後の通勤経路とPRONAVI案内経路とを比較し，これを参考にしたか否かについて

さらに詳しく分析する．ここでは，式(2)により，それぞれの経路の経路一致率を算出す

る． 

 

経路一致率(%) 100×
×

= ∑
pronavi

pronavi
ba

Ltrip
L

,       (2) 

 
pronaviL  PRONAVIで検索した経路の距離 
pronavi
baL  PRONAVIとの重複区間長 
trip   トリップ回数 

 

今回の実験では，1) 事前と事後でデータが揃っていること，2) PRONAVIで通勤ODを

検索している人，3) 公共交通経路は除く，を条件として，7人の合計83トリップについ

て一致率を計算した． 

表4-6から，PRONAVI推薦経路を参考にしたと思われる被験者が3名，経路を確認した

が明らかな影響が現れていない者が4名という結果となった．この影響の現れていない被

験者4名は，すでに事前の利用経路が被験者自身が日々の経験により決定した 適ルート
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であると考えられ，経路案内情報が毎日の通勤に影響を及ぼすほどの効果はなかったた

めと考えられる．ただし，被験者BやE，Fのように，PRONAVIの情報提供により通勤行

動に影響を与えた例（図4-10）も確認できたことや，経路を変更した被験者ほどCO2削

減効果が高いことなどから，経路案内情報の効果について一定の有効性を示したといえ

よう． 

以上の結果から，今回の実験では，PRONAVI利用者が全体的に事前と事後で大幅に経

路変更していたことがわかった．ただ，PRONAVI利用者が経路変更を行っていたにも関

わらず実際に削減量が高くないということは，CO2排出量低減目的の経路変更ではなく，

通勤時間の短縮もしくは渋滞回避目的での変更とも考えられる．また，PRONAVIが案内

する経路を参考にしたと考えられる被験者の存在も確認でき，実験においてPRONAVI

を自発的に使用した被験者ほど，実験への参加意志が強く，試行錯誤的により良い経路

を探索している可能性が考えられる． 

表4-6 PRONAVI検索結果との一致率 

被験者 Before After CO2削減量(kg-CO2) 

A 24.5 % 21.6 % 1.08 

B 39.2 % 66.8 % 3.53 

C 21.7 % 27.7 % 2.87 

D 5.8 % 4.4 % - 5.91 

E 80.2 % 98.3 % 11.28 

F 0.0 % 54.8 % 4.37 

G 3.8 % 3.8 % 4.14 

全体 30.4 % 41.9 % 21.36  
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4.3.4 MM システム利用者アンケートの結果と考察 

本システムの改善点を明らかにし，またMMのための支援システムとしての効果を把握

すること目的として，社会実験終了後に被験者全員に対しアンケート調査を行った．アン

ケートには，「MM調査の感想」や「環境や交通に関する意識」など，67項目の設問が含ま

れているが，ここでは，iMMシステムの利用に関する項目についてのみ結果を示す．iMM

システムを利用した感想について図4-11に示す．iMMシステムとしての見やすさと使い方

に関して，半数以上が適切と回答しており，不適切だと回答した人は，全体の１割程度と

なった．またユーザーが直接入力しなければならない項目数に関しては，実に9割以上が

適切であると答えている．これにより，ユーザーの負荷は 小限に抑えつつ，大きな抵抗

なく利用できるシステムとなっていることがわかる． 

次に本システムの重要な要素の一つである結果表示と自動診断機能についても図4-12に

示すような回答を得た．表示に関しては，分かりやすい（適切）と答えた人と，評価の内

容について，参考になった（適切）と回答した人が約半数を占め，評価の適切さに関して，

7割以上が適切と答えており，自動診断機能により，個々のユーザーの行動に即した評価

とアドヴァイスがなされていることが伺える．さらに，このようなシステムを用いたMM

を実施することで，会社全体として環境負荷削減に効果があるか，という質問に対し，95%

の人が効果ありと回答しており，被験者のMM実施に対する環境負荷低減への期待が伺え

る（図4-13）． 

PRONAVI Route Before After 

Concordance : 0 %                       Concordance : 54.8 % 
It takes 58 minutes by car. It takes 36 minutes by car. It takes 42 minutes by car.

図 4-10 事前と事後の PRONAVI 検索結果との重複ルート（被験者 F） 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

入力項目数

使い方

表示

適切 どちらとも言えない 不適切 無回答

 
図4-11 iMMシステムを利用した感想 

 

 

図4-13 環境負荷削減のためのMM実施について 

27%

68%

5% 0%

大いに効果有り 多少効果有り

あまり効果なし 全く効果なし

0% 20% 40% 60% 80% 100%

評価の適切さ

評価内容

表示

適切 どちらともいえない 不適切

図4-12 結果表示と自動診断の評価 
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4.4 本章のまとめ 

本章では，大規模な長期社会実験を見据え，持続的に実施可能であり，かつ被験者によ

る情報入力や管理者のデータ整理の負荷低減のための支援システム「自己診断型統合交通

行動支援システム」を構築し，本システムが，運輸部門におけるソフト的政策での環境負

荷低減を目的とした重要なツールの一つとなることを実証実験を通して明らかとした． 

また，本システムのサブシステムであるiMMシステムの自動診断アドヴァイスシステム

の有効性を示し，WebシステムとGPS携帯の両方を利用した社会実験としてその効果を分

析，さらに情報提供ツールの一つとしてPRONAVIを用いた場合の情報提供効果を比較し，

その効果を分析した．以下に知見をまとめる． 

(1)  本システムを用いることにより，これまでの紙ベースの調査と同様以上の20%近い削

減量が見込め，さらに，Web上で簡単に実施できるため，主催者の行動調査準備のた

めの労力や被験者の行動記録に対する負担も小さくなることが分かる． 

(2)  MMを実施するにあたり，Web上でiMMシステムによる行動入力とGPS携帯を用いたP

Pシステムでの行動入力を比較した場合のCO2削減率に関して，2.7%ほど有意差があっ

たが，これに関しては，グループ分けされた被験者の日々の交通手段に依存するため，

はっきりとした結論には至らなかった． 

(3)  MMの際，環境負荷低減につながる実際の経路を提供することにより，被験者はより

行動変容をおこしやすいことが伺えた．ただ，今回のサンプルについて，そもそも経

路比較が可能なGPS携帯利用被験者がわずか38名であり，さらに事前，事後と通勤デ

ータが揃っており，なおかつPRONAVIを利用した被験者のトリップのみのデータを抽

出しているため，サンプル数が少ないことによるデータの偏りがある可能性は否めな

い． 

今後は，本システムを用いて，大規模な MM を実施し，環境負荷低減のための支援ツー

ルとしての優位性を確立していく．また，今回の分析では，単純に比較できない直行直帰

の出張トリップや寄り道トリップ，自宅から公共交通機関までの距離があったため，

PRONAVI で検索されなかった鉄道トリップを比較分析対象外としたが，本来 PRONAVI

の特徴の一つとして，突然の出張や公共交通ルートとの比較を目的とした利用が多いと考

えられるため，それらについてもシステム上で分析対象となるよう検討していく． 
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第5章 情報共有による行動変化を目的とした環境負荷低減のための社

会実験への適用 

本章では，環境負荷低減効果を高めるため，4 章において構築した「iMM」システムにさら

なる改良を加えた情報共有型 MM システムを構築した．参加者同士の実施効果を可視化し，

リアルタイムに共有することにより，一人ひとりが行動の重要性を認識し，さらに実行意図促

進や継続性向上につながることを狙いとしたものである． 

 

5.1 はじめに 

これまで一貫して進められてきた新規道路建設や高速道路の拡張をはじめとする道路施

策や都市開発により，地方財政の悪化，地価の高騰，住宅環境の悪化をまねき，さらには増

え続ける自動車事故，道路交通渋滞，CO2排出量増加による地球環境の破壊など，ハード面

での解決も限界になりつつある．特に名古屋市において通勤目的の自動車利用は 24.3%を占

め（名古屋市市民経済局，2006），朝夕の道路交通混雑に多大な影響を与えており，そのた

め通勤目的トリップの見直しが環境負荷低減に与える効果は大きい． 

そうした中，TDM によるソフト面での対策の一つである，各個人が環境にやさしい交通

へ自発的に変容するモビリティ・マネジメント（Mobility Management: MM）の重要性が多

くの事例にて示されてきており，MM 導入による運輸部門における温室効果ガスの削減効果

に大きな期待が寄せられている．  

MM とは，コミュニケーションを中心とした施策を通じて，一人ひとりの自発的な行動変

容を期待する施策（土木学会，2005）である．MM は，交通需要マネジメント（TDM）と同

様，ソフト的施策の一つであるが，単に一部の人たち，一地域の自動車需要を削減するとい

うだけでなく，公共交通利用の促進とそれによる地域モビリティの確保，地球温暖化などの

環境負荷低減，ひいては都市全体の活性化という交通の諸問題の解決にもつながる施策であ

り，今日まで多くの手法とその効果が研究されてきている． 

Fujii and Taniguchi（2006）は，MM の代表的施策の一つであるトラベル・フィードバック・

プログラム（Travel Feedback Program: TFP）での参加世帯における自動車利用削減率は，平

均 19.6%と高いことを報告している．谷口ら（2007）は，特定駅周辺の居住世帯を対象とし

た TFP を実施し，TFP によって自動車利用が削減されるとともに，公共交通利用の促進効

果があることを示唆しており，MM 施策の有意性，有効性を提言している． 

しかし，MM の施策実施にあたって，以下の問題点もある． 
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① 個人の自発的な行動変化を期待する施策であるためその効果が一定でなく，また実施

後の効果計測が難しい． 

② MM 実施の際の行動調査時における郵送や対面によるアンケート，コミュニケーショ

ンなど被験者側の負担が大きい． 

③ 各個人の実際の正確な行動記録を得ることが難しく，個人の記憶に依存する部分が強

いため，厳密な意味で行動変容を把握できない． 

④ 被験者への専門家による個別アドヴァイスや個別情報提供，収集データの集計やフィ

ードバック情報の加工など実施主体側の負担が大きく大規模な社会実験が困難． 

これらの問題点のうち①に関しては，近年，施策評価方法もオーソライズされつつあり（土

木計画学研究委員会，2007），事前事後の行動比較のみならず，MM 施策を実施しない制御

群（統制群）を設け，統計的に比較する方法なども実践されてきている．②に関しては，従

来，これら MM の実施は紙ベースで行っていたが，近年の情報技術の進化に伴い，Web 上

でのアンケート調査実施も多く行われており， Web を活用した MM 実施の有効性を検討す

る研究（たとえば，北川ら，2006）も多く行われてきている．しかし，その多くは被験者の

アンケートデータの入力負荷軽減や実施主体の集計行程の簡略化のための利用が多く，Web

化における 大の特徴である汎用性や広域性，処理やアドヴァイスの自動化，個別化などの

動的機能を十分に生かし切れていない．③に関して，近年，携帯電話も GPS が標準搭載と

なり，GPS 測位による位置情報収集も技術的に十分な精度を得られるようになった．

Probe-Person 端末（以下，PP 端末）と呼ばれる，時空間情報やその周辺情報データを収集・

蓄積するための特殊なアプリケーションを実装した携帯端末がそれである．近年，この PP

端末を用いて詳細な行動履歴データを得ようとする MM 手法に関する研究（たとえば，中

里ら，2004）も行われているがその利用方法や効果についてはまだ事例が少ない．一方，④

に関しては，②同様 IT 化が進みつつあるが，処理の複雑さやデータ処理量の多さ，適切な

個別情報提供の難しさ等により，これまで狭域での実施事例や事業所単位での実施例がほと

んどであり，一般市民を対象とした広域な MM 社会実験の事例はまだ少ない．その他，MM

実施の際，重要となってくるのが行動プラン作成による参加者の実行意図の活性化である．

従来，公共交通の時刻表など汎用的な既製資料の配布等により行ってきたが，通勤・通学時

の自動車利用を減らすためには，個別にカスタマイズされた正確な情報提供の必要性は否め

ない． 

これらの問題点をふまえ，本研究は，広域で長期継続的に取り組める MM 実施モデルと

して，次章で説明する環境 ITS プロジェクト内で実施された 2 つの異なる特徴を持つ MM 社

会実験について報告するとともに，社会実験に際して情報提供ツールとして用いられた，マ

ルチモード経路案内システム「PRONAVI」[1]の情報提供による被験者の行動変化について分

析した結果を報告する． 
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5.2 社会実験のためのシステム要件 

「環境ITSモデル社会実験（以下，MM社会実験）」は，2007年11月1日から2008年1月31日

までの3ヶ月間，愛知県名古屋市と豊田市を中心にWeb上にて実施された．実験参加者は愛

知県内の一般市民を対象にWebやチラシ，イベント等で広く募集した．参加希望者は，実験

期間中に本モデル実験のホームページにアクセスし，簡単なアンケートとともにユーザー登

録を行う．登録終了後，各個人毎に個人用ページ「ヘラスコーツー」が作成され，以降，ID

とパスワードによりサイト内のすべてのコンテンツが利用可能となる．本研究では，ヘラス

コーツー内に2つの調査方法によるMMを実施するための2種類の異なるコンテンツを構築

し実験に援用した．  

5.2.1 モビリティ・マネジメントにおける 2 つの行動調査手法 

本研究では，著者らが開発したWeb版MMシステム「iMM」（薄井ら，2007）をベースと

して改良した，2つのコンテンツを調査ツールとしてMM社会実験に適用している． 

表5-1に社会実験の概要を示す．一つは，MMの代表的な手法の一つであるTFPの基本的

な流れを踏襲し，より簡易に，被験者の負担を極力軽減した①「ECOで行こう！」と呼ば

れるMMシステムである．このシステムは，「iMM」を広域MM実施のために必要な機能に

限定し改良を加えた簡易版システムである（以下，「簡易iMMシステム」と称す）．もう一

方は，PP端末を行動調査に援用し，参加者のより詳細な行動記録から，MMの効果を検証

することが可能な②「チャレンジE-CO2」と呼ばれるシステムである（以下，「PPシステ

ム」と称す）．以上の二つのシステムのうち「簡易iMMシステム」は，広域での大規模MM

を実施可能にするため，インターネット環境さえあれば誰でもいつでも参加できるコンテ

ンツとなっているが，一方の「PPシステム」は，特殊なアプリケーションを組み込んだGPS

携帯端末を利用する制約上，参加者人数が約200名と限定され，実験実施期間も全行程2週

間である． 

次に，2種類の調査手法のMM社会実験のフローを図5-1に示す．簡易iMMは，参加登録

からアンケート，行動調査の実施，評価まですべてのMM調査をWeb上から実施する．一

方，PPシステムは，詳細な行動データを取得するため行動調査にPP端末を用いるが，その

他は簡易iMMと同様，Web上から実施する．各調査に関する手法は順に次に述べる． 
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表5-1 社会実験概要 

実施期間 
①2007年11月1日～2008年1月31日 

②第1回：2007年11月中旬，第2回：12月中旬 

募集参加者 
2000名（目標値） 

調査方法 
①「ECOで行こう！」（簡易iMMシステム） 

②「チャレンジE-CO2」（PPシステム） 

調査項目 
《両システム》 

・ 個人属性 

・ 簡易アンケート 

《簡易iMMシステム》 （Webより） 

・ 行動の種類（通勤or買い物） 

・ 環境改善メニュー 

・ 交通手段と手段別所要時間 

《PPシステム》 

・ 移動目的（PP端末より） 

・ 交通手段 

・ 環境改善メニュー（Webより） 

（時間，位置情報は自動取得） 
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5.2.2 簡易 iMM「ECO で行こう！」調査の詳細 

簡易iMMは，環境ITSプロジェクトのモデル社会実験の開始と同時に，2007年11月1日か

ら2008年1月31日までの3ヶ月間実施した．本システムは，「参加者の負担を 小限に，誰

でも楽しみながら日々実施できるTFP調査」を目的とした環境ITSポータルサイトのキーコ

ンテンツである．現在主流となっている標準TFP調査の流れとの比較を図5-2に示す．図の

ように通常の「標準TFP」と呼ばれるプログラムでは，事前調査の後，コミュニケーショ

ンアンケートなどにおいて，動機付けや行動プラン作成を行う．この行動プランは，今後，

行動をどのように変えるか，参加者各個人の実行意図を形成するために作成するものであ

る．その後，事後調査を行い， 後に実際どれだけ行動が変化したかフィードバックする．

一方，本システムでは行動プランを事後調査前に予め設定するのではなく，事後行動登録

時にその日“どのように行動を変えたのか”実施した行動プランをメニューから選択する，

いわゆる「事後報告型TFP」という新しい枠組みである． 

実施の流れを以下に示す．参加者は，参加登録時にこれまでの普段の行動を図5-3に示す

Web上から入力する．入力項目は，「通勤・通学」と「買い物」行動の2種類で，普段の行

動の中で利用頻度の高い交通手段と到着までの移動時間を事前行動として一度だけ登録

する．これを「事前行動調査」とする．次に事前行動調査以降，一日一回を限度に「通勤・

行動プラン選択 

＋ 

事後調査 

評価 

事後調査・4 日間 

評価 

環境 ITS ポータルサイト登録 

マイページ（ヘラスコーツー）が作成される 

事前調査登録 

（期間中 1度のみ） 

①ECO で行こう！ 
《簡易 iMMシステム》

②チャレンジ E-CO2 
《PP システム》 

※期間中 1日 1回を限度に何度でも ※調査期間 全行程 2 週間 

図5-1 2種類の調査方法のMM実験のフロー 

事前調査・4 日間 

行動プラン作成 
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通学」行動もしくは「買い物」行動のどちらか一方の行動について「事後行動調査」を実

施する．事後行動調査は，同じくWeb上で事前行動調査に対して環境改善行動をした際に

参加者自身の手で入力するもので，実験期間中，何度でも入力が可能である．事後行動調

査の入力項目は事前と同様で，この行動調査結果と事前行動調査結果とを比較し，行動変

容効果として分析を行う． 

事後行動調査に際しては，その日，どのような環境改善行動を行ったか「かしこいクル

マの使い方メニュー」のうちから一つを選択する．これは，日頃の交通行動とその日の交

通行動を視覚的に明示し，環境改善行動を意識させるためである．事後行動調査入力画面

と，かしこいクルマの使い方メニューの選択画面を図5-4に示す．メニューの選択はプル

ダウン形式になっており，選択項目中の星印（★）は，そのメニューの環境改善度を示す

もので，参加者により環境負荷低減効果の高いメニューを選択させるための一つの指標と

して表示した．事後行動調査の入力を確定した後， 後にその日の行動結果によるCO2削

減量と簡単なアドヴァイス，その日までの行動履歴が表示される．ただし，「Web上で誰で

も簡単に」という利便性，簡易性と反対に，参加すること自体が“環境活動を意識した行

動”であるため制御群を設定することが困難である．そのため本実験においては制御群を

特に設定していない．この点について，効果を評価する上では十分注意が必要である． 

 

事前行動調査 事前行動調査 

コミュニケーション
アンケート 

・動機付け情報 
・個別的情報 

・行動プラン作成 

（行動をどのように変えるのか）

事後行動調査 

フィードバック 

※モビリティ・マネジメントの手引き（土木学会，2005） p48 より

フィードバック 

標準 TFP※ 事後報告型 TFP 

事後行動調査 

図5-2 プログラム構成比較 

その日実施した行動をメニュー
より選択 

（行動をどのように行動を変えたか） 

＋ 
行動調査 
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図5-3 簡易iMM「ECOで行こう！」事前行動登録画面 
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5.2.3 PP システム「チャレンジ E-CO2」調査 

PPシステムでのモデル社会実験は，被験者の負担，調査端末の制約上，事前調査から総

合評価まで，全行程2週間で2つのグループに分けて行った．事前と事後の行動調査には，

GPS機能を搭載した携帯端末（PP端末）を利用した．この携帯端末は，ボタンのオンオフ

によってトリップのGPS測位を開始終了し，トリップ中，100mもしくは10秒毎に位置情報

を測位し，サーバにデータを転送する．また，測位開始時に移動手段を，測位終了時に移

動目的を選択することで，参加者の詳細な行動情報を取得可能にする．測位した位置時間

情報はトリップ毎に集計され，参加者の詳細な行動記録として分析用に用いる． 

参加者は，まず事前調査として平休日各2日間の合計4日間PP端末を携帯し，普段と変わ

らない交通行動を行う．次に，行動プラン作成期間にWeb上にアクセスし，「環境改善メニ

ュー」から，事後行動で実行する交通行動を宣言する．その際，環境負荷低減のための動

機付け資料として，自動車の環境負荷に関する詳細資料をWebにて提示し内容を確認させ

る．さらに，通勤経路や出発時刻変更のための個別情報として，マルチモード経路案内シ

図5-4 事後行動入力画面と，かしこいクルマの使い方メニュー選択（点線内）画面 
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ステムである「PRONAVI」（森川ら，2007）の利用を促している．これについては，後に

述べる．その後，事後調査として事前同様の平休日各2日間PP端末を利用し，自ら目標に

設定した環境改善メニューになるべく従うように行動してもらう． 

環境改善メニューは参加者が環境負荷低減のための事後行動としてどのような行動を

すればよいか，自分の行動に沿って，自ら目標を設定してもらうものである．選択するメ

ニューを表5-2に示す．メニューは複数選択可能であり，事後調査期間4日間に参加者自身

が実施する予定の項目をすべて選択し，必要な内容を記入する．データを記入した後，確

認画面にて，そのメニューを実施した場合の効果を，事前調査結果をもとに自動集計しリ

アルタイムに参加者にフィードバックする．参加者はこのフィードバックを見た後に選択

項目の変更，追加入力も可能である．また，行動プラン作成の際，マルチモード経路案内

システムの利用を促していることは先に述べた．このPRONAVIは，現在，過去のプローブ

カー情報をもとに愛知県名古屋市都心部を中心とした渋滞情報や旅行時間情報を提供す

るシステムで，起終点と出発時間を設定することにより設定した時間における 適なルー

トと旅行時間，距離，CO2排出量を表示可能となっている．また鉄道への乗り換えなどマ

ルチモードにも対応したシステムとなっており，行動プラン作成のために正確な情報提供

を行うという目的において，本実験でもメニュー選択の重要なアイテムの一つとなってい

る．だたし，この環境改善メニューの選択とPRONAVIの利用は任意となっており，必ずし

も全員が利用しているとは限らない点には注意されたい． 

 

5.3 環境 ITS 社会実験の実施 

5.3.1 実験の概要と手法 

(1) 環境 ITS プロジェクトの概要 

環境 ITS プロジェクトは，NEDO（（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構）の

支援のもと，ITS Japan の 2006 年度プロジェクトとして 2 年計画で発足したものであ

る．2006 年度は環境 ITS モデル実験システムや社会実験の仕組みを検討し，2007 年度

には愛知・名古屋・豊田地域を中心に「環境 ITS」モデル実験を実施した．「環境 ITS」

とは，ITS（Intelligent Transport System:高度道路交通システム）技術を使って日々の

移動をより環境にやさしい方法に変えるための ITS 施策の総称であり，モデル実験を通

して，その有効性を検証するものである． 

本プロジェクトでは，「環境 ITS」のモデル実験の一つのツールとして情報提供のため

のポータルサイト（以下，環境 ITS ポータルサイトと称す）を構築している．このポー

タルサイトは一部会員制のサイトであるが，利用者登録を行えば誰でも参加することが
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できる Web サイトである．サイトのフレーム構成を図 5-5 に示す． 

サイト内のコンテンツは大きく分けて二つある．一つは会員登録をすることにより利用

可能となる「ヘラスコーツー」で，個人の交通行動記録をもとにした MM 実施や CO2

排出量，個人情報などを管理する．もう一方は，非会員でも閲覧可能な情報提供コンテ

ンツ「環境 ITS メニュー」である． 

本研究では，前者のヘラスコーツー内の２つの特徴を持つコンテンツ①「ECO で行こ

う！」と②「チャレンジ E-CO2」を MM 社会実験ツールとして用い，環境 ITS サイト

登録者を対象として MM を実施した結果を分析する． 

 

表5-2 チャレンジE-CO2「環境改善メニュー」一覧 

 項目 入力・選択内容 

1 交通手段変更 変更前と変更後の手段選択 

2 ノーカーデー ノーカーデー実施日と代替交通 

3 目的地まで経路変更 経路案内システム「PRONAVI」を使って実際に経路を探索し，

CO2排出量を入力 

4 出発時間変更 経路案内システム「PRONAVI」を使って実際に変更した時間の経

路を探索し，CO2排出量を入力 

5 P&R（Park & Ride） 自宅から駅まで，駅から目的地までの交通手段と所要時間 

6 乗合 乗合をするかしないか 

7 エコドライブ エコドライブをするかしないか 

8 買い物先変更 変更先までの交通手段と所要時間 
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5.3.2 社会実験全体の効果 

(1) 実験参加者の傾向 

実験期間中の参加者数を表5-3に示す．本実験のポータルサイトに登録した人数は1,082

人で，そのうち，簡易iMMの事前行動登録者は624人，さらに，実際に簡易iMMを実行し

た人（事後調査を一回でも行った人）は494人であった．また，PPシステム参加登録者は

全214人で，そのうち操作ミスなく事前事後ともに稼働したものは，166人であった． 

表5-3 実験参加者 

 簡易iMMシステム PPシステム 

ポータルサイト総参加者 1082 人 

MM参加登録者 624 人 214人 

MM実施者 494 人 166人 

環境 ITS ポータルサイト

ヘラスコーツー 

環境 ITS メニュー

①ECO で行こう！ 

②チャレンジ E-CO2

環境 ITS とは

エコ交通 100 メニュー

各種リンク

交通用語集

・簡易 iMM システム 

・GPS 端末利用システム 

・サイトの主旨と利用方法 

・環境改善メニューを提案 

・連携機関とのリンク 

・交通に関する用語集 

・各個人専用ページ 

統計情報 

・全参加者の CO2削減量やランキング，
個人データ） 

Ｍ
Ｍ
実
証
実
験 

 

図 5-5 環境 ITS ポータルサイトのコンテンツフレーム構成 
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a) 簡易 iMM システムの実験参加者の傾向 

図5-6に簡易iMMの男女別参加者の推移状況を示す．環境ITSポータルサイト登録者（総

参加者）のうち，実験の第一段階である事前調査に登録した人は，男性で44%減少した

455人，女性で38%減少した169人であった．さらに，実際に環境改善行動である事後調

査登録を一度でも行った数は，男性で13%減少した355人，女性で11%減少した139人で

あった．このことから，男性は女性よりポータルサイトに登録する人数は多いものの簡

易iMMへの参加率が低く，半数近くの人が事前調査登録前に脱落していることがわかる．

また，年齢層別の参加人数の推移を図5-7に示す．総参加者数が多い30代，40代がポータ

ルサイトに登録する数は多いものの，簡易iMMへの参加率が低く，半数以上の人が事前

調査登録前に脱落している．ただし，いずれも簡易iMMの事前調査登録をした参加者は，

事後調査実施前での参加減少率もかなり低くなることが分かった．以上のことから，一

度，簡易iMMに行動登録をした参加者は，事後調査実施に対しても抵抗が低く，調査に

参加していることが伺えた．従って，今後の簡易iMM実施のための参加者確保のために

は，ポータルサイト登録者に対し，なんらかの方法で事前調査登録を促すことで増加が

見込めると考えられる． 

 

 

図5-6 簡易iMMの男女別実験参加者の推移 
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図5-7 簡易iMMの年齢層別の参加者の推移 

b) PP システムの実験参加者の傾向 

PPシステムを用いた社会実験では，一般公募による参加者募集に加え，地元企業や市

民団体への協力を仰ぎ，主に通勤者を対象として実施した．これは，背景にも述べたよ

うに，中京都市圏では通勤時の自動車利用が多く，これらを削減することが本モデル実

験の重要な成果の一部となり得るためである．PPシステムでのMM参加登録者の年齢層

を図5-8に示す．図中の集計除外データとは，総参加登録者のうち，実際にPP端末を稼

働させなかった人や操作ミスによるデータ異常，自動車や公共交通を全く利用していな

い人など，今回の集計では利用しなかったサンプル数を示す．図のように，参加登録者

は男女とも20代から40代が大半で，全体の8割以上を占めている．また，集計除外データ

を見ると，年齢層別の参加総数に対し，除外データ数の割合が50代以上の参加者が大き

くなっていることがわかる．これは，調査が携帯端末による特殊アプリケーションの操

作であるため，携帯操作に比較的慣れていない世代にとって，PP調査手法が負担となっ

ている可能性があることを示している． 
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図5-8 PPシステム参加登録者の年齢層 

(2) 簡易 iMM の実施結果 

簡易iMMでは，初回利用登録時に1度だけ事前行動の登録を行うことは前に述べた．今

回の分析では，この事前行動をベースとして，それ以降のすべての事後行動と比較して

いる．分析対象となるサンプル数は，4121サンプルで，実験期間中一人平均事後登録回

数は，8.3回となっている． 

簡易iMMの実施結果を以下に示す．MM実施者の事前事後の通勤行動における総CO2

排出量は，事前で6,686.0 kg-CO2，事後で4,453.7kg-CO2のであり，約33%のCO2削減がみ

られた．なお，CO2排出量は，各交通機関の移動時間に交通機関別CO2排出原単位（環境

省，1998）を乗算することで算出している．次いで，参加者の一回あたりの交通手段別

移動時間の変化を図5-9に示す．前述の通り，事前調査は初回登録時の1回のみとなって

いるが，事後調査は各参加者の登録回数分存在する．そのため，事前と事後では1対多の

関係にあり，当然そのまま累積比較することはできない．そこで，初回登録した事前調

査の結果が，MMを実施しない場合の毎日の同じ通勤行動とみなし，事後の回数と同回

数分の累積により，事前と事後を比較している．図より，事前調査と事後調査で公共交

通利用時間に差はみられないものの，総移動時間30%の増加率の中で，徒歩・自転車利

用時間は2倍以上の増加となり，自動車利用時間に関しては36%の減少となった．次いで，

上記同様の比較方法で，表5-4に事前調査と事後調査の各指標での平均の差の検定結果を

示す．表より総移動時間，自動車利用時間，徒歩・自転車利用時間，CO2排出量におい

て，有意に差があることがわかる．また，図5-10において事前事後の代表交通手段の転

換トリップ数とCO2削減量を示した．事前と事後で代表交通手段に変化がないトリップ
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が，全体の70%以上を占めており，他の交通手段へ転換したトリップは，それぞれ数%

程度ずつとトリップ数自体は低いことがわかる．しかし，CO2削減量を比較した場合，

そのほとんどが自動車から他の交通機関への転換によるものであるため，CO2削減のた

めには，自動車からの転換が重要であることが伺える．さらに，簡易iMMによって実施

した参加者の居住地の分布を図5-11に示す．従来の事業所や行政区単位で実施される通

勤MMでは，そのほとんどが通勤圏内における参加者を対象としている．本システムで

はWebを活用し，地域を限定しない広域でのMM実施の有効性を確認するため，特に参

加者を地域によって限定していない．結果として名古屋市，豊田市，春日井市を中心と

して愛知県内外に参加者が広く分布し，しかも従来のMM同様の効果が確認でき，広域

でのMM実施に本システムの有効性を示せた． 

 

図5-9 簡易iMM参加者一回あたりの総移動時間と交通手段別移動時間 

 

表5-4 簡易iMMでの事前と事後の平均の差の検定結果 

事前調査 事後調査 t値 
n = 4121 

M SD M SD  

総移動時間 47.6 44.2 61.8 315.3 2.89 ** 

自動車の利用時間 13.0 22.3 8.3 22.8 -11.37 ** 

公共交通の利用時間 20.8 32.0 20.6 33.2 -0.49 

徒歩・自転車の利用時間 13.6 15.2 32.9 313.5 3.95 ** 

CO2排出量 1.6 2.2 1.1 2.3 -13.14 ** 

** 1%で有意 
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図5-10 代表交通手段転換による1トリップあたりのCO2削減量とトリップ数 

 

図5-11 参加者の居住地分布 
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以上より，広域MM実施のための事後報告型TFPにおいて，参加者の移動時間は増えて

いるにもかかわらず，一定の自動車削減効果，CO2削減効果が確認できた．この結果か

ら，毎日の通勤において，徒歩・自転車で通勤できるにもかかわらず，これまで多くの

参加者が自動車利用を続けていたことが伺える． 

(3) PP システムの実施結果 

次に，PPシステムによるMM社会実験の実施結果を示す．ここではまず，簡易iMMシ

ステムの実施結果同様，PPシステム参加者一人あたりにおける事前行動と事後行動の簡

単な実施結果の比較を述べる．PPシステム実施者の事前行動による総CO2排出量と，事

後行動による総CO2排出量は，事前で1,368.3kg-CO2，事後で1,210.0kg-CO2となっており，

事前事後で約12%のCO2が削減されていた．次に図5-12に一人あたりの交通手段別の移

動時間の増減を示す．こちらは，徒歩・自転車の割合が19%増加し，自動車も13%ほど

減少したが，簡易iMMほどの差異はなく，表5-5の事前事後の平均値の差をみても，徒歩・

自転車のみ有意となり，他の値はどれも有意ではなかった．ただ，傾向としては簡易iM

M同様，徒歩・自転車の増加により移動時間が増え，自動車利用率が減少していること

から，通勤時に自動車から徒歩や自転車へ，交通手段の変更が可能な参加者が存在する

ことが確認できたと言えよう． 
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図5-12 PPシステム参加者の一人あたりの交通手段別移動時間 
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表5-5 PPシステムでの事前と事後の平均の差の検定結果 

事前調査 事後調査 
n = 166 

M SD M SD 
t値 

総移動時間 226.4 130.3 229.0 136.9 0.25 

自動車の利用時間 83.1 114.0 72.2 113.5 -1.67 

公共交通の利用時間 84.4 94.6 87.2 93.1 0.43 

徒歩・自転車の利用時間 28.9 28.6 34.5 35.8 2.20 * 

CO2排出量 8.2 9.5 7.2 9.1 -1.97 

* 5%で有意   

また，iMMシステムとPPシステムの事前事後の移動時間の差について比較した結果を

図5-13に示す．総移動時間は，iMMシステムの方は約2時間増加しているのに対し，PP

システムでは2分程度の差に留まっている．また，徒歩・自転車の利用時間に関しても

PPシステムに比べ，iMMシステムに大幅な増加が見られている．さらに，自動車利用時

間に関しては，iMMシステム利用者の移動時間の差が約4倍も多い結果となった．これ

らの結果から，Web上での行動調査であるiMMシステムとGPS携帯端末での行動調査で

あるPPシステムにおいては，iMMの方が過剰登録となる傾向があることが考えられる．

これは，記憶による曖昧性や，自身でこれぐらいは移動しただろう，と良い方向に記憶

してしまう自己肯定的な認知などの心理的要因による過大評価の可能性もある点には注

意されたい． 

118.4

160.8

2.6
11.2

2.7-1.7 -39.1 -10.9

-50

0

50

100

150

200

総移動時間 徒歩・自転車 公共交通 自動車

一
人

あ
た

り
の

事
前

・
事

後
の

移
動

時
間

の
差

（
分

）

iMM PP

 

図5-13 一人あたりの事前事後移動時間の差の比較 
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(4) 交通エコポイント加入者の割合 

本社会実験において，参加者登録と行動登録の際に参加者全員にEXPOエコマネーを付

与している． EXPOエコマネーとは，レジ袋辞退や公共交通利用などの環境配慮行動を

行うと電子的なポイントが与えられ，蓄積されたエコマネーによってエコ商品への交換

や植樹などへの寄付がおこなえるポイントシステムである．2005年に愛知県で開催され

た日本国際博覧会（愛・地球博）において協会事業のひとつとして実施された後，愛知

県内を中心として本格実施にいたっている．本システムにおいては，参加登録時に5エコ

マネー，行動登録時に1日1回1エコマネーを限度とし自動的に付与される．図5-14にエコ

マネー加入者と非加入者における獲得ポイント数と参加人数の比較を示す．エコマネー

加入者は，実験期間中，一人あたり14.8ポイント獲得しているのに対し，非加入者は，

わずか4.7ポイントの獲得となっている．実験参加人数も，加入者は非加入者に比べ3倍

も多く，iMMへの行動登録にエコマネーがインセンティブとなっている可能性は否めな

い．今回のエコマネーのインセンティブ効果については詳細な分析は行っていないが，

今後同様の社会実験においては注意が必要であろう． 
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図5-14 EXPOエコマネーの加入者と非加入者における一人あたりの獲得ポイント数の比較 
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5.3.3 情報提供による行動の変化と環境負荷低減効果 

(1) 実証実験と分析方法 

前章までで，2つのMM社会実験の効果を分析した．この章では，参加者のより詳細な

行動分析が可能なPPシステムの結果を用い，行動プラン作成時にPRONAVIによる個別情

報提供を行った際の行動変容について分析を行う．分析対象は，前章と同様，データの

異常値のない166人を対象として，平日2日間の事前事後データを分析した． 

PPシステムのより詳細な実施の流れを図5-15に示す．参加者はまず，属性などの簡単

な質問を含む事前アンケートに答える（①）．そして，決められた土曜日から火曜日まで

の連続4日間，PP端末を持って普段と同じ行動をする．これが事前調査である（②）．事

前調査全期間終了後，環境ITSポータルサイトへアクセスし，ヘラスコーツーより行動結

果のフィードバック，および自動診断アドヴァイスを確認する（③）．フィードバックお

よびアドヴァイスについては，図5-16に実行画面例を示す．表示内容は，事前行動にお

けるCO2排出量の参加者平均との比較や，移動時間の積算，カロリー消費量のビール換

算表示，および参加者の行動における自動診断アドヴァイスなど，従来のiMMシステム

機能9)と同様の評価である．次に，事後調査期間開始までの3日間で，動機付け資料の確

認と環境改善メニューの選択，およびPRONAVIによる個別経路情報の確認を行う（④）．

その後，事後調査期間として，平休日合計4日間，事前調査同様PP端末を持ち環境を意

識した行動をする（⑤）． 後に，全調査期間終了後に，総合評価として事前事後の行動

に対するCO2削減量やカロリー消費量，交通手段別の移動時間比較などが表示され，効

果が確認できる（⑥）．ただし，前述したように動機付け資料確認及び環境改善メニュー

の選択と，個別経路情報確認は，任意になっているため，実際には実験期間中，利用し

ない参加者もみられる．これら利用の有無に関しては，環境改善メニュー選択履歴ログ

とPRONAVIの検索履歴ログを調べることにより把握できるため，情報提供の有無による

クラスタリングが可能となる．そこで，これら④の有無により，以下の3つの群に参加者

をクラスタリングし， MM実施の際の情報提供によって，どのくらいの行動変容に効果

があるか，定量的に評価することとする． ただし，このクラスタリングは参加者の 意

志に基づくものであり，もともと環境意識の高い人，経路探索利用傾向の高い人，興味

本位で試用しただけの人などが含まれている可能性もあり，結果の解釈には十分注意が

必要である． 
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①参加者登録（事前アンケート） 

②事前調査期間 
（休日 2 日間，平日 2 日間の計 4 日間） 

⑤事後調査期間 
（休日 2 日間，平日 2 日間の計 4 日間） 

④動機付け資料提示 
＆ 

環境改善メニュー 
（行動プラン法） 

＆ 
個別経路情報

提供 

⑥総合評価 

③行動結果フィードバック・自動診断アドヴァイス 

ノーアクション群 非情報提供群 情報提供群 

図 5-15 PP を利用した MM 全体のフロー 

《3 日間》 《3 日間》 《3 日間》 
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図5-16 事前調査終了後のフィードバック実行画面例 
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ノーアクション群： 《事前事後間の行動なし》 

なし． 

非情報提供群： 《環境改善プラン選択のみ》 

動機付け資料をWeb上で表示し，その後，環境改善メニューより，事後調査期間に実

施できそうな環境にやさしい行動を選択．事後調査の際は，なるべくそのメニューに従

うよう行動． 

情報提供群： 《環境改善プラン選択＋通勤経路探索》 

非情報提供群同様に環境改善メニューを選んだ後，各個人の 適な経路を案内できる

マルチモード経路案内システム「PRONAVI」を用い，通勤のためのより正確な個別道路

情報を確認．その後，事後調査の際は，なるべくそのメニューに従うよう行動． 

 

(2) 実証実験参加者の傾向 

図5-17は3つの群における参加人数と男女数である．参加層はどの群も男女とも3対1

の割合で，男性が多くなっている．また，図5-18は事前アンケート調査の中で，参加者

に車の保有状況について質問したものである．図をみると，ノーアクション群は自由に

使える車を持つ参加者が多いのに対し，経路情報提供群は家族共有の車しか持たない被

験者の割合が高くなっている．これらの考察については他の分析を含め，後に述べるこ

ととする． 

 

図5-17 各群の参加者層 
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図5-18 各群の車保有状況 

(3) 3 つの群による MM 実施結果の比較と考察 

図5-19において，3つの群別に一人あたりの交通手段別利用時間の事前事後の差を比較

する． 

まず，ノーアクション群においては，自動車利用が増加し，公共交通利用が大幅に減

少した結果となっている．これは，ノーアクション群の参加者のうち事前行動調査にお

いて，県外への公共交通による出張も出勤として登録しており，事前調査と事後調査に

大きな差異が生じたためである．この点については，本来，一般的な知見を得るために

は，異常データとして分析対象から外すべきである．しかし本研究では，長期継続的な

実施を見据え，そういった日常の突発事象もMM効果として適用することも必要である

と考え，あえて今回は分析対象としている．ただ，少なからず参加者の効果に影響を及

ぼすことも考えられるため，今後，これらを自動的に除去するようなアルゴリズムがMM

効果分析の際には必要となってくるであろう． 

次に，非情報提供群として分類した，環境改善メニュー選択による行動プラン作成は

おこなったが，PRONAVIによる情報提供はおこなっていない参加者グループの結果を示

す．非情報提供群では，自動車利用に関して削減率が24.3%と高く，また公共交通，徒

歩・自転車の割合も高い増加率を示しており，動機付けおよび行動プランの正の効果が

あらわれていると言えよう． 

また，PRONAVIによる経路情報提供群は，自動車利用削減率は32.2%，公共交通増加

率は20.4%と，共に一番高い結果となっている一方で，徒歩・自転車の割合が，若干の

増加にとどまっている．これは， もともと事前通勤行動において，徒歩・自転車を利用
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していた数人の参加者が公共交通利用に転換しているという結果による影響であった．

本社会実験では，自動車依存の強い利用者を公共交通等の環境負荷の低い交通へと変容

させることを目的としているため，もともと徒歩通勤の参加者にはあえて環境改善メニ

ューを設定しておらず，公共交通利用促進のため徒歩からあえて公共交通への転換を行

った可能性もある．本来なら徒歩から別交通手段への行動変容は分析上削除してあるべ

きところだが，MM実施の際の天候や季節変動における交通手段変更の可能性もあるた

め，これを含んだ分析である方が望ましい． 

次に，表5-6に一人あたりの3つの群による事前と事後の差の検定結果を，また，表5-7

に事前と事後間の差についての群間の差異の検定結果を示す． 

まず，自動車利用時間については，経路情報提供群の事前事後の差が有意に大きく，

他の群との差の検定結果t値を見ても，有意ではないが一番利用時間が少ないことがわか

る．このことから，正確な経路情報の提供が，自動車利用時間に影響していることがわ

かる．ただ，ノーアクション群に関しては自動車利用が1.5%増加する結果となっている．

これは，参加者によっては，突然の出張等での事前とは全く違う場所への通勤も含まれ

ているため，わずかではあるが増加する結果となった．次に公共交通の利用時間につい

ては，事前事後の差の検定結果と比較し，経路情報提供群が有意ではないが も大きく，

経路情報提供が公共交通利用促進につながることが伺える． 
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図5-19 3つの群における一人あたりの事前事後利用時間の差 
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一方，CO2排出量については，事前事後の差の検定結果から経路情報提供群によるCO2

削減量が有意に も大きくなっているが，これは相関関係のもっとも強い自動車利用減

少が原因のためとも考えられる．しかし，ノーアクション群において，自動車利用時間

が増加していたのに対し，CO2排出量では結果的に減少している．これは，公共交通の

利用が大幅に減少していることと，トリップ時間自体が減少しているからである． 

 

表5-7 群間の差の検定結果 

ノーアクション群 

vs. 

非情報提供群 

非情報提供群 

vs. 

情報提供群 

ノーアクション群

vs. 

情報提供群 
 

t値 t値 t値 

総移動時間 0.41 -0.75 -0.34 

自動車の利用時間 -1.02 -0.91 -1.5 

公共交通の利用時間 1.31 0.51 1.82 

徒歩, 自転車の利用時間 0.46 -1.21 -0.81 

CO2排出量 -0.40 -1.16 -1.02 

* 5%で有意 

5.3.4 社会実験実施後のアンケート結果 

本社会実験実施後，PP 端末利用者にアンケートを行っている．アンケートの目的は，本

システムのユーザー評価と今後の改良点を明確にすることである． 

図 5-20 に集計結果を示す．画面表示や使い方に関しては半数以上の参加者が分かりやす

いと答えており，分かりにくいと答えた人は 10%以下であった．また，入力項目数に関して

は約 90%の参加者が適切と考えており，本システムを用いることにより被験者の入力負担が

軽減されたと考えられる．次に，事前，事後行動後の自動行動評価やアドヴァイスの表示や

内容の適切さについて調査した．結果，満足している参加者は約 3 割程度で，特に内容にお

いては，2 割近い参加者が不満に思っている結果となった．これは一つに評価やアドヴァイ

スが行動に合っていなかったことが原因としてあげられる．例えば，たまたま，実験期間に

県外への出張など非定常行動であった場合や，毎日の行動パターンが定常化されていない方

には，適切なアドヴァイスができていないという問題があった．また，移動手段が変更不可

能な都心部在住者にとっては，本実験においては効果がほとんど現れず，自動車利用者向け

メニューの多い本システムを不満に思う参加者もいたようである．これらについては，今後

システムを改良していくにあたり，非定常行動についても診断可能な，より柔軟で適切な自
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動評価・アドヴァイスを検討していく必要があるであろう． 

図 5-21 に今回のような社会実験において，社会全体の環境負荷削減効果があるかどうか，

についての回答結果を示す．全体の約 8 割が効果があると回答しており，MM 社会実験が参

加者の環境負荷低減に対する意識向上を担う位置付けにあると考える． 

 

 

 

 

 

図 5-20 システム使いやすさと評価についての回答結果 

図 5-21 社会全体の環境負荷削減について 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

評価・アドバイスの内容

評価・アドバイスの表示

入力項目数

使い方

画面表示

満足 どちらでもない 不満 n=93

少なくて良い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適切　　　　　　　　　　　　　　　　多い

72%

18%

1%

9%

大いに効果があると思う 多少効果があると思う

あまり効果がないと思う 全く効果がないと思う

n=93
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5.4 本章のまとめ 

本章では，統合型交通情報提供基本システムを改良し，環境ITSプロジェクトの一部であ

る，2種類のMM社会実験に適用し，その効果を比較した．また，参加者の詳細経路を把握

し分析に活用するため，PP端末を用いたMM実験結果を，参加者の情報利用行動の結果別に

3つの群にグループ分けし，情報提供による効果を分析した．その結果，Web上のみで簡単

に行うことが可能な「事後報告型TFP」に関しては，従来のTFPと同様以上のMM効果が得ら

れることが示された．また，PP端末を利用したMMに関しても，参加者に操作負担を与えつ

つも従来と同等の効果が得られることが示された．さらに，PP端末による行動データと，経

路情報参照の有無による検定結果から，正確な経路情報が自動車利用時間の削減に効果があ

ることが示された．つまり，日頃の通勤行動であっても，より適した情報を個別に提供する

ことにより，MM参加者は行動変容をおこしやすい可能性があることを意味する． 

以上，MM実施手法の面からまとめると，MMによる環境負荷低減を目指す目的であれば，

広域かつ容易に，参加者の負担も少なく実施できる簡易iMMの利用で十分であり，実施主体

側で参加者のより詳細な行動データを必要とする場合のみPP端末をMMに利用する，という

使い分けをするべきであろう．ただし，iMMに関しては，行動登録にやや過剰評価が含まれ

る可能性がある点には，注意されたい． 

また，冒頭で述べたMMの問題点①から④に対し，本研究では，①に関しては統計的手法

を用い効果を定量的に比較し，②，④に関してはWeb化による行動記録の簡易化，被験者の

負担軽減，処理や集計作業，アドヴァイスや行動評価の自動化を実現し，③に関しても詳細

な行動調査が可能なPP端末を利用し，効果を比較することによって解決を試みており，本シ

ステムの特徴となっている． 

今後は，本研究で開発した簡易iMMを用い，MM社会実験をWeb上で引き続き行い，参加

者有用な情報とはどのような情報なのか，コンテンツの可視化手法や個別情報提供データの

構造化を含めた情報処理的検討を行っていく． 

 

[1] 「PRONAVI」は，現在は「PRO-ROUTE」と名称が変更されている． 
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第6章 駐車デポジットシステムの賛否調査を目的とした社会実験への

適用 

6.1 はじめに 

都心部への自動車流入による交通量の増加は，交通渋滞をはじめ，交通事故や違法駐車の

増加，騒音，大気汚染など多くの弊害を招いている．特に中部都市圏においては，朝夕の通

勤において自動車利用が多く，都心における自動車交通量の削減や通勤自動車の公共交通へ

の転換施策などによる環境負荷低減が急務となっている．渋滞する都市部において合理的に

交通量を減らす施策の一つに，都市部乗入れ課金（ロードプライシング）がある．これは，

渋滞緩和や大気環境改善を目的とし，都心に流入してくる自動車に対して課金するものであ

るが，「罰金的手法」としての色彩が強いことから社会的合意を得るのは容易ではない．そ

こで，乗入れ課金に近い効果を持ち、より社会的受容性の高い代替案として駐車場利用や買

い物によって課金の一部をデポジットとして返金する新しい社会システム「駐車デポジット

システム（PDS）」に着目し，都心部の環境負荷低減を目指す． 

一方，これらのような新しい施策実施において多くの市民の賛同を得るためには，施策実

施後の社会を一般市民にイメージさせることが重要である． 

そこで本章では，第 3 章で構築した統合型情報提供基本システムに改良を加え，新規施策

に対する社会受容性の向上を目指した，施策実施後の都市を仮想的に可視化する Web シス

テム「NUCity」を構築する．このシステムは施策実施前後の街のイメージを可視化し，施策

に対する人々の行動や意見によって，可視化された都市のイメージがリアルタイムに変化す

るインタラクティブシステムであり，「駐車デポジットシステム（PDS）」社会実験において

適用する． 

 

6.2 社会実験のためのシステム要件 

6.2.1 駐車デポジットシステムの概要 

ロードプライシング（Road Pricing：RP）は，都心に流入する車に課金することで都心へ

の車の流入を抑制する施策である（關ら，2007）が，課金される規制エリア内の事業者に

とっては，自動車来訪者減少による売上低下が懸念され，また，自動車ドライバーにとっ

ては，罰金的課税のイメージが強く社会的合意が困難（藤井ら，2001）である．これに対

し、駐車デポジットシステム（Parking Deposit System：PDS）は都心の規制エリアに流入

する全ての車に対し一定額を課金するが，エリア内において駐車場を利用する，買い物や
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食事をする，といった消費行動をした場合，課金の全額または一部を返金する．そのため，

都心への来訪者には RP より負担が小さくなり，かつ RP と同様の効果も見込める（金森

ら，2007）．一方、エリア内を通過する通過交通や，違法駐車においては返金を行わない

ため，これらに対しては RP 効果が見込める．また，返金額の変更によりエリア内への自

動車の流入を柔軟に制御できるため，より効果的な交通需要マネジメントを行うことも可

能となる．さらに，事業主体においては， 終的に徴収された料金を流用し，街の緑化施

策の資金として活用することや，歩道・道路の拡張，公共交通の整備等に有効に利用する

ことも可能となる．この PDS に関する詳細については，安藤ら（2008）の文献を参考にさ

れたい． 

 

6.2.2 個人一人ひとりの行動変容をもとにした可視化手法 

本研究は，社会受容性向上とともに，一般市民に個人一人ひとりの行動が社会全体の活

性化につながることを認識させることも目的としている．これは，第 3 章，第 4 章でおこ

なった MM 社会実験同様，個人の自発的な行動変容を期待するものであり，都心部の慢性

的な渋滞削減や環境負荷低減だけでなく，公共交通推進，街の活性化にもつながると考え

られる．本研究では，個人の行動変容のための情報提供として個人の行動が反映された仮

想都市のイメージを提供し，提供するイメージの変化により行動の変化を促す． 

(1) 可視化の流れ 

本研究では，PDS 政策に適用するよう，第 3 章で構築した基本システムに改良を加え，

行動変化により仮想都市が変化する可視化手法を導入した．個人の行動変容による可視

化の手法について流れを示す（図 6-1）．まず初めに，利用者は初期の都市像を決めるた

めの普段よく利用する都心への交通手段や来訪頻度といった習慣行動と，年齢や性別，

車の所有など個人属性を登録する（①）．次に，システム側がそれらの情報をもとに，独

自のアルゴリズムによって利用者個人の現在の都市のイメージを決定し表示する（②）．

そして，利用者は，その日の実際の交通行動について出発地・目的地と出発・到着時間，

移動目的，移動手段，都心エリアへの通過の有無を登録する．その際，なるべく都心部

への交通行動について登録を行うこととする（③）．ここで，①から③までは利用者の実

際の行動に対しての入力であるが，④以降は，仮に PDS が実施された場合について，仮

想的に回答する選好意識調査（Stated Preference Survey）となっている点に注意されたい．

次に，利用者は 10 パターンの中からランダムに 1 つ提示された PDS 実施の際の課金返

金額における，PDS の賛否について回答する．また同時に，PDS 実施の際の行動変化の

入力や，PDS 実施により徴収されたお金の割合を 5 つの施策に配分する（④）． 後に，
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これらの入力データを元に，独自の成長関数を用い都市の成長を計算し，個人の仮想都

市を変更する（⑤）． 

 

(2) 可視化のための成長関数 

都市の可視化は，利用者の行動と PDS 実施の際の仮想行動，および徴収されたお金の

配分に応じて決定される．ここで ig は，ロジスティック曲線を用いた成長関数（式(1））

を表しており，初回登録時から現在までの配分回答値 kik zθ の積分値と行動変化の影響度

の重み jω によって決まる（式(2)）．ここに，パラメータβは成長速度を表しており（本

研究では，1/20 に設定），パラメータαは 1 に設定した．式中の各説明変数の行動変化

の回答値や可視化図の関係を表 6-1 から表 6-3 に示す．可視化図は，行動変化の回答値

とお金の配分結果において 3 つの成長軸（可視化図分類）が変動し，この成長軸の組み

合わせと成長関数により， 終的に利用者に表示される 1 枚が決まる． 

( )iji x
g

β
α

−+
=

exp1
1   (1) 

ig  ：イメージ図分類における成長関数 

βα , ：パラメータ 

ijx  ：イメージ図分類 iと行動変化の回答値 j  

∑+=∆
k

kikjijij zyx θω   (2) 

ijy ：イメージ図分類 iと行動変化の回答値 j  

jω ：仮想 PDS 実施後の行動変化の回答と配当回答の影響度 

ikθ ：配分回答影響パラメータ kと都市の図分類 iの関係 

①習慣行動と個人属性の登録 

②現在の可視化絵の表示 

③今日の都心部への交通行動の登録 

④PDS 実施の場合の仮想行動の登録 

⑤仮想行動の結果の可視化絵の表示 

初回登録時のみ 

一日一回登録 

図 6-1 可視化手法の流れ 
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kz ：配分先 kへの配分結果 
表 6-1 仮想 PDS 実施後の行動変化の回答と可視化図の関係（ ijy ） 

1. 道路，自動車 2. 人・店舗・緑 

1. 変化しない 0 （変化なし） 0 （変化なし） 

2. 手段を変更 1 （自動車減少） 1 （歩行者増加） 

3. 目的地を変更 

5. 行動自体をやめる 
1 （自動車減少） -1 （歩行者減少） 

4. 迂回する 1 （自動車減少） 0 （変化なし） 

6. 回答なし（公共交通利用者など） 0.5 （多少影響） 0.5 （多少影響） 

 
表 6-2 仮想 PDS 実施後の行動変化の回答と配当回答の影響度 jω  

jω  

1. 変化しない 1 

2. 手段を変更 1 
3. 目的地を変更 
5. 行動自体をやめる 0.5 

4. 迂回する 0.5 

6. 回答なし（公共交通利用者など） 1 

 
表 6-3 配分回答影響パラメータと可視化図の関係（ ikθ ） 

 

緑化 歩道 
市街地 

活性化 

公共交通 

整備 

駐車場や 

道路整備 

1. 道路，自動車 1 0 1 1 0 

2. 人・店舗・緑 1 1 1 0 0 
3. 人・店舗・緑 
(自動車嗜好者) 1 0 1 0 1 

 

行動変化の 

回答値 j 

可視化

図分類 i

行動変化の 

回答値（j） 

重み

配分先 k 
可視化 
図分類 i 
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6.2.3 仮想都市空間可視化システムの開発 

前節 6.2.2 で述べた可視化手法を用い，仮想都市空間可視化システム「NUCity」を構築

した（図 6-2）．このシステムは，第 3 章で構築した統合型交通情報提供システムをベース

とし，Web ブラウザ上で動作するシステムとなっている．開発言語は，PHP，HTML，

Javascript を用い，データの蓄積には，MySQL データベースを採用している．これらの技

術を組み合わせることにより，利用者とサーバとのシームレスなリアルタイム処理を実現

している．利用者は，初回のみ利用者登録を行い，以降は登録した E-Mail とパスワードに

より，図 6-2 に示す個人ページ（マイページ）にログインする．マイページには，現在の

利用者の仮想都市の絵が表示されている他，行動登録履歴も表示されており，これまでの

仮想 PDS における徴収金の配分結果も確認できる．また，本日の行動入力（図 6-3(a)）や

仮想 PDS 実施における賛否や行動変化（図 6-3(b)）についても， 図 6-1 で示した流れに

沿って，このマイページから登録する． 

 
図 6-2 仮想都市空間可視化システム 個人ページトップ画面 
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図 6-3(a) 今日の行動登録画面 

 
図 6-3(b) 仮想 PDS 実施における行動変化とお金の活用法の入力画面 
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仮想都市の可視化イメージ例を図 6-4 に示す．可視化イメージは全 48 種類あり，6.2.2

節の式(1)(2)によって決定される．例えば，利用者が自動車利用を控え，緑化整備や歩道整

備に徴収金額を配分すれば「歩行者重視型都市」になり，また，自動車利用を続けつつ，

道路環境や駐車場整備，緑化整備，市街地の活性化等の配分に力を入れれば「クルマ環境

共生型都市」にもなる．利用者の仮想行動と配分次第で，様々な仮想都市が表示される． 

 
図 6-4(a) 施策実施後の可視化イメージ（現状都市バージョン） 

 

 

図 6-4(b) 施策実施後の可視化イメージ（歩行者重視型都市） 
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図 6-4(c) 施策実施後の可視化イメージ（公共交通重視型都市） 

 

 
図 6-4(d) 施策実施後の可視化イメージ（クルマ環境共生型都市） 
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6.3 駐車デポジットシステム社会実験の実施 

駐車デポジットシステム（PDS）社会実験は，国土交通省道路局が道路政策の質を一層向

上させるために設置した新道路技術会議が募集する「道路政策の質の向上に資する技術研究

開発」に産学官連携組織で応募し採択された，平成 18 年度から 20 年度の研究開発事業であ

る．本社会実験の目的は，世界初の都市交通政策である PDS を広く市民に認知させると同

時に，政策に対する市民の意見を求めるものである．実験は，GPS 付携帯電話を配布したモ

ニターの都心部訪問行動によって実際に課金・返金を行う「PDS コアモニター実験」と，

Web 上で広く一般市民の参加を促し，PDS 実施後の社会のイメージを認知させることを目的

とした「PDS インターネット実験」の 2 種類を行う．このうち，本研究では，環境負荷低減

を主眼とし，賛否と行動変化に着目した後者の PDS インターネット実験について，構築し

たシステムを適用し分析を行う．ここで，前者の実験については，本論文とは目的が異なる

ため取り上げないこととする． 

6.3.1 実験の概要 

PDS インターネット実験は，自主的な交通行動変容と仮想 PDS 実施におけるアンケート

回答結果により仮想都市のイメージを変化させ，一般市民に PDS を広く理解してもらうも

のであり，実施した場合に予想される行動変化や政策の賛否を調査するための社会実験で

ある．参加者の拡大や継続的な参加を促すために，エンターテイメント性を重視し，個人

一人ひとりの行動が街づくりにつながることを認識させる役割も担う． 

参加者は，その日のエリアへの来訪やエリア内での移動に関する交通行動を Web 上で登

録し，アンケートに回答することで，参加者全員の入力結果が反映された未来の都市のイ

メージが，また個人用のページには，個人の入力結果のみが反映されたイメージが Web

上に表示される． 

インターネット社会実験概要を表 6-5 に示す．実験は，愛知県内に在住の一般市民を対

象に 3 ヶ月間行われた．また，PDS 実施の都心における課金対象エリアは，名古屋市を中

心とした図 6-6 に示すエリアを設定した． 

表 6-5 PDS インターネット社会実験概要 

対象者 インターネット接続が可能な一般市民 

募集人数 制限なし（目標値：2000 人） 

実施期間 10 月 1 日～12 月 31 日（3 ヶ月間） 

実験内容 都心来訪時の行動と仮想行動アンケートをもとに都市のイメージ

を表示し，PDS の賛否向上を目指す 
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図 6-6 課金対象エリア（赤ライン内） 

 

6.3.2 実験結果の基礎分析 

PDS インターネット社会実験の参加登録者は僅か 80 名で，そのうち，男性が 58 名と

7 割を超えている．また，年代別で見ると 30 代と 40 代で半数以上を占め，9 割近い参加

者が職に就いている結果となっている（図 6-7(a)(b)）．次に参加者の居住地と会社の所

在地についての内訳を図 6-8 に示す．参加者のうち 9 割が都心エリア外に住んでおり，

そのうちエリア内に勤めている参加者とエリア外に勤めている参加者がほぼ同数であっ

た．このことから，本実験の参加者は，エリア外から都心部に通勤もしくは買い物等で，

侵入または通過するトリップが大半であると考えられる．ただし，都心部エリアに関係

のない，エリア外からエリア外のトリップも少なからず存在することには注意されたい． 
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図 6-7(a) 参加者の男女別年齢 
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図 6-7(b) 参加者の男女別職業 
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図 6-8 参加者の居住地と会社の所在地 
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6.3.3 参加者の PDS 賛否調査結果 

(1) アンケートによる賛否と Web 上での賛否収集の比較 

昨年，名古屋大学 森川・山本研究室では，都心部来訪者に対して PDS 実施に向けた

アンケートを配布し，PDS の課金返金別による賛否の調査を行っている．ここでは，

本研究の Web 上においておこなった賛否調査と比較を行った．結果，課金額と課金返

金の差が大きいほど賛成率が低下しており，また賛成率は Web における調査が高いも

のの，グラフ傾向は，アンケートによるものと Web によるものとほぼ同じ傾向を表し 

 

図 6-9 アンケートによるロードプライシングと PDS の金額別賛成率（N=1300） 

 

図 6-10 本研究の Web 上によるロードプライシングと PDS の金額別賛成率（N=714） 
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ていることがわかる（図 6-9，図 6-10）． 

(2) 個人属性にみる賛否選択の傾向 

次に個人属性別による賛否調査の結果を示す．年齢別の賛否割合を見てみると，参

加者が多い 30 代は賛成率が 40%と反対者が多く，その他の年代においては，60%以上

の人が賛成している（図 6-11(a)）．また，男女別で賛否を見てみると女性が男性に比

べ賛成者が多く，男性は賛成率が 40%強に留まっていることがわかる（図 6-11(b)）．

さらに，参加者の居住地と職場所在地における賛否を集計した結果，居住地や職場が

PDS 課金対象エリア内にある人ほど，賛成しやすいことがわかる（図 6-12(a)(b)）．こ

れは，自分の職場や居住地付近における違法駐車や通過交通を排除したい意向が強い

ためと考えられる 
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(3) 課金返金パターンとその日の行動による賛否選択 

図 6-13 は参加者全体の課金返金パターン別の賛否割合を示す．全体的に返金額が課

金額に対し少ない場合に反対する人が多い結果となっているが，300 円課金に対して

は，返金額に関係なく 5 割以上の参加者が賛成していることがわかる．次に，行動を

登録した日の交通手段と賛否の割合を図 6-14 に示す．図より，公共交通機関を利用し

た参加者の賛成率が高い結果となっている．さらに，都心エリアに関するトリップの

みに着目し，交通手段と賛否の関係を図 6-15 に示す．自動車利用者も公共交通利用者

も賛成率が高いことから，実際の都心来訪者および都心在住者には，PDS 受容の可能

性が高いことが確認できた． 

また，図 6-16 は仮想 PDS 実施により徴収されたお金の活用方法の全体の割合を表

している．緑化が全体の 1/3 を占めており，緑化施策に対する期待が伺える．さらに，

仮想 PDS 実施において課金された場合の自動車利用者の行動の変化について図 6-17

に示す．課金後もそのまま自動車を利用する人は半数近い 45%であり，交通手段や目

的地，迂回など何らか行動に影響を及ぼすと答えた人が，55%であった．この点につ

いて，課金返金パターンの影響が考えられたが，そのまま自動車利用する人の課金返

金パターンによる賛否も一様に分布しており，自動車嗜好が極めて強い参加者におい

ては，PDS 実施においても交通手段変更の可能性が低いことも示唆している． 
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図 6-13 参加者の課金返金額による賛否の割合（N=714） 
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図 6-14 その日の交通手段と賛否（N=714） 
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図 6-15 その日の都心エリアに関係するトリップの交通手段と賛否の関係（N=259） 
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図 6-16 PDS 実施により徴収されたお金の活用方法（N=714） 
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図 6-17 課金された場合の行動の変化（N=70） 
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(4) 可視化による賛否の影響 

本章の目的の一つである，PDS 実施結果の可視化による賛否と行動の変化について

分析する．次の図群は，仮想都市の可視化イメージレベルと賛否の変化を示している．

このデータは，参加者が賛否を選択する時点での個人の都市のレベルを表しており，

街の状況に応じて参加者の賛否の回答にも影響がおよぶ可能性を検討する．可視化イ

メージレベルは，参加者の普段の交通行動に応じてレベル 1 から 3 から始まり，少し

ずつ環境都市へと変化していき，レベル 17 では車の代わりにトラムが走る，緑豊かな

環境都市の像となっている．ただし，途中の交通行動や配分結果によっては，別軸の

上位レベル（18～48 レベル）に移行することもある．そのため，単純な環境都市イメ

ージだけではなく，歩行者重視型イメージや完全クルマ社会型，駐車場整備型，市街

地活性型など，様々なシナリオに移行する可能性もある． 

まず，図 6-18 は，全トリップを対象とした賛否の推移で，全体的に 50%前後の賛成

率と，有意ではないがやや右上がりの傾向が伺え，可視化イメージレベルが上がるこ

とによる効果の可能性が伺える．次に，図 6-19 は課金額と返金額の差が 500 円以下の

時の賛否の推移で，図 6-20 は返金がない，つまりロードプライシングと同様の条件の

場合の賛否の推移である．図をみると可視化イメージレベルが上がるにつれ，やや賛

成率も上がる傾向にはあるが，図 6-18 同様に有意な差はあるとはいえない．このこと

から，可視化イメージに関わらず，課金返金パターンが賛否においての重要な要素で

あると考えられる． 

次に，仮想都市可視化後の課金返金別賛否の割合について示す．図 6-21 は，「クル

マ社会（現状）型都市」の可視化イメージ（図 6-3(1)）提供後の賛否のグラフである．

全体的に 700円課金までに対しては賛成率も 77%と高いが，課金額が 1500円になると，

返金に関係なく反対傾向にあることがわかる．また，図 6-22 は，都市にトラムが走る

「公共交通重視型都市」の可視化イメージ（図 6-3(3)）提供後の賛否である．両図よ

り，課金返金額の差が 500 円以上の場合において反対が多いが，少額の差の場合は多

くの利用者が賛成を示すことがわかる． 

また，図 6-23 に，普段の来訪頻度と仮想 PDS 実施後の希望の投資を行った後の予

想来訪頻度の変化について示した．図は，縦軸が普段の来訪頻度を表しており，横軸

に変化回数を示している．図を見ると普段の来訪頻度が「ほぼ毎日」だった場合を除

いて，すべてにおいて来訪回数が増えた結果となっている．このことから，参加者に

とっての理想の街を形成することによって，都心への来訪頻度増加につながる可能性

があると言えよう． 

ただし，これらの可視化イメージの変化は，被験者の行動に依存しており，元々PDS
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の賛成率の高い公共交通利用者が公共交通利用を登録し，公共交通重視型都市のイメ

ージを見ることにより，さらに賛成率が高くなる，という公共交通依存者の賛成スパ

イラルがおこり，可視化の影響か公共交通依存の影響か厳密には区別できなくなる可

能性がある点には注意が必要である． 
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図 6-18 仮想都市可視化による賛否の変化（全トリップ：N=714） 
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図 6-19 仮想都市可視化による賛否の変化（課金－返金<=500 円の場合） 
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図 6-20 仮想都市可視化による賛否の変化（返金=0 円の場合） 
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図 6-21 「クルマ社会型都市」可視化イメージ提供後の賛否の割合 
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図 6-22 「公共交通重視型都市」可視化イメージ提供後の賛否の割合 
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図 6-23 普段の都心への来訪頻度と仮想都市可視化後の来訪頻度の変化 
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(5) 賛否選択モデルの適用 

本研究において，PDS に対する参加者の賛否の要因を分析するため，離散選択モデ

ルである Multinomial Logit モデルを用い分析を行った．このモデルは，式(5.1)によ

り表される 2 項ロジットモデルとなっている． 

)exp()exp(
)exp()(

0VV
ViP

i

i
n +

=                (5.1.a) 

∑=
k

ikki xV ,β                      (5.1.b) 

ここで， ( )iPn は，個人 nが選択肢 iを選択する確率， iV  は選択肢 iの選択による効

用の確定項， kβ は未知パラメータ， ikx , は選択肢 iの k番目の説明変数である．推定

結果を表 6-6 に示す． 

まず，定数項が負であることから参加者全体が PDS に対し，賛成しにくい傾向にあ

ることがわかる．しかし，女性や 40 歳以上の参加者は，やや賛成傾向にあり，普段か

ら公共交通の利用頻度が高い参加者も若干ではあるが賛成傾向にあることがうかがえ

る．また，課金額と返金率に着目すると，課金額が高いほど反対傾向にあり，返金率

が高くなるほど，賛成傾向にあることがわかる． 

一方，可視化絵の提示に関しては，どの推定値も有意ではなく，トラムの可視化絵

を提示した際，やや反対しにくくなる傾向が伺える程度であった．この点については，

車線数減少による環境負荷低減効果よりも，道路混雑を懸念することによる反発の可

能性や，可視化以上に課金返金額に影響を受けている可能性もあり，今回の実験にお

いては明確な結果が得られなかった． 

次に，都心エリア在住者や都心エリアに職場がある参加者においては，賛成傾向に

あることがわかる．ただし，通勤での都心来訪頻度が負であることから，都心エリア

への来訪頻度が低い通勤者，つまりパートやアルバイト，派遣による都心通勤者の方

がより賛成傾向にあることがわかる． 
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表 6-6 PDS 賛否ロジットモデル推定結果 

Parameters Estimates t-statistics 

定数項 -2.343 -5.75* 

女性ダミー 1.095 4.58* 

40 歳以上ダミー 0.755 2. 90* 

公共交通の利用頻度（回／月） 0.098 6.99* 

課金額（円） -1.710 -7.68* 

返金率（返金／課金） 3.992 11.85* 

4 車線ダミー -0.047 -0.08 

2 車線ダミー 0.518 0.76 

トラムダミー 1.410 1.85 

緑化(小木)ダミー -0.183 -0.31 

可視化絵 

緑化(緑豊)ダミー -0.356 -0.46 

都心エリア内住まいダミー 2.420 3.99* 

都心エリア内職場ダミー 0.861 2.56* 

通勤での都心来訪頻度（回／月） -0.029 -1.89 

外外トリップダミー 0.024 0.09 

サンプル数 713  

初期尤度 -494.11  

終対数尤度 -305.02  

修正係数
2ρ 0.383  

*5%有意 
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6.3.4 インターネット社会実験における Web サイトへのアクセス 

本研究では，社会実験 Web サイトの利用頻度を調査する目的で，各ページのアクセス

ログを記録している．ログの収集期間は，実験開始の 2008 年 10 月 1 日から実験終了の

12 月 31 日の 3 ヶ月間である．図 6-23 に Web サイトのアクセス数の推移を示す．ここ

でログインのアクセス数とは，サイトログイン後に閲覧している数であり，非ログイン

のアクセス数とは，サイトにログインせず，トップページや PDS の概要，コラムを閲覧

している非参加者，つまり外部ユーザーのことである．ただし，この非ログインのアク

セス数には参加者がログインせず，ページを見ている可能性もあるため，正確な外部ユ

ーザーのみであるとは言い切れない点に注意されたい．図を見ると，実験開始告知後に

集中的なアクセスがあり，本インターネット社会実験への社会の関心が伺える．また，

開始 10 日後に参加者拡大を目的として昨年の PDS アンケート回答者を対象として

E-Mail にて実験開始告知をしており，一時的にアクセス数が増加している．その後は特

に新たな告知をしなかったためか参加者による定期的なアクセスがある程度であり，結

果として参加者の増加が見込めなかったことが伺える．この点について，今後同様のサ

イト実験を行う場合は，定期的な告知イベントやサイトコンテンツの追加，見直しがア

クセスの増加につながると考えられ，参加者拡大を狙うためには重要であると考えられ

る． 

0

100

200

300

400

500

600

700

10/1 10/8 10/15 10/22 10/29 11/5 11/12 11/19 11/26 12/3

ログイン 非ログイン

 
図 6-23 Web サイトのアクセス数の推移（10 月 1 日～12 月 10 日の間） 
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6.4 本章のまとめと考察 

新規施策に対する社会受容性の向上と行動の変化による環境負荷低減を目指し，仮想都

市を可視化する Web システム「NUCity」を構築した．構築したシステムは，施策実施前

後の街のイメージを可視化し，施策に対する人々の行動や意見によって，可視化された都

市のイメージがリアルタイムに変化するインタラクティブシステムである．本研究では，

一般市民を対象とした PDS インターネット社会実験に適用し，PDS を実施した場合に予

想される行動変化や政策の賛否についてアンケート形式の Web 調査を行った． 

まず，本システムを用いた賛否の調査について，都心に来訪する機会が多い人や在住者

ほど，PDS 実施に賛成する傾向があることが確認された．これは，実際に違法駐車や道路

混雑等が都心部来訪の際の交通の妨げとなることを懸念し，そのような交通を排除したい

と考えている方が多いからであろう．また，課金返金額別による賛否においては，RP に

比べ PDS は賛成率が高い結果となった．また課金額と返金額の差が大きいほど賛成率は

低くなり，課金額が低くなるにつれ賛成率が高くなる傾向にあることがわかった． 

さらに可視化による影響については，トラムが走るような環境に優しい都市のイメージ

を提供することにより，やや賛否が向上することも伺えたが有意な差があるとはいえなか

った．また，課金返金パターン別の可視化イメージの変化による賛否については，課金返

金パターンに大きく影響されており，可視化の変化の影響については明確に示すことがで

きなかった． 
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第7章 結論 

7.1 本研究の成果 

人々の自主的な交通行動の変化による環境負荷低減を主眼として，IT 技術を活用した実験

システムを構築し，人々の行動の変化と CO2削減効果について分析を行った． 

運輸部門における CO2 排出量削減のための施策には，道路の整備や拡張，インフラ整備，

車両単体や新エネルギー技術の開発を始めとするハード的施策と，交通流制御を目的とした

交通需要マネジメント（TDM）を中心とするソフト的施策に大きく分類される．このうち，

自動車交通に依存したライフスタイルの変更を目的とした TDM の心理的方略であるモビリ

ティ・マネジメント（MM）や，ロードプライシングなどの経済的インセンティブによる行

動変更に関する施策は，ソフト的施策の中でも CO2排出量削減効果が高い．特に，MM に関

しては，これまで国や自治体が中心となって，地域や学校，職場，鉄道路線沿線などで，ア

ンケートや宣伝広告，対面調査にて実施されており，各地で行われている社会実験では一定

の成果が報告されている． 近においては，その利便性から Web 上や GPS 携帯端末での調

査も行われ始め，情報化社会に即した新しい TDM 施策として期待が寄せられている．しか

し，あくまで個人の意志による行動変容を期待する施策であるため，劇的な改善策とは言い

難く，参加者の理解を得ることや，実施後の効果測定，効果識別の難しさ，パネル調査によ

る被験者行動記録の負担，実施主体の作業負担など，費用対効果の面でも課題も多い．そこ

で本研究では，これらの諸問題を，IT 技術を用いて解決し，長期的かつ広域的に実施可能な

統合型交通情報提供システムを開発した．開発したシステムは，通勤における MM 社会実

験と，ITS 技術を活用して交通問題を解決する環境 ITS 社会実験に適用し，その効果を分析

した． 

一方，ロードプライシングにおいては，「罰金的手法」としての色彩が強いことから社会

的合意を得るのは容易ではない．そこで，ロードプライシングに近い効果を持ち、より社会

的受容性の高い代替案として駐車場利用や買い物によって課金の一部をデポジットとして

返金する社会システム「駐車デポジットシステム（PDS）」による新しい施策に着目し，一

般市民の日々の行動と PDS 仮想行動から，PDS 実施後の都市将来像をイメージさせること

による，一般市民の PDS に対する賛否と行動の変化について分析を行った． 

第 1 章では，本研究の背景と目的を述べ，本論文の構成を示した． 

第 2 章では，まず，情報について定義し，情報サービスの特徴や種類，重要性についてま

とめ，交通行動に影響を及ぼす情報について論じた．その後，土木計画における情報提供の

必要性について，既往の研究をまとめたのち，本研究の位置づけを示した． 
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第 3 章では，本研究で用いる社会実験システムのベースとなる統合型交通情報提供システ

ムについて論じた．このシステムは，従来別々の環境にて動作している 3 つのシステムが統

合されたもので，データ形式を統一にし，同じ ID とパスワードによるシングル・サイン・

オンが可能な連携システムとなっている．そのうちの一つのシステムであるプローブカー情

報をもとにした経路案内システム「PRONAVI」においては，より詳細な道路交通情報を提

供するため，Web 上で動作する Web システムに改良を行い，さらにプローブカーデータを

効率よくかつ自動で更新するための自動更新手法の検討も行っている． 後に，統合型交通

情報提供システムの概要とシステムフローについてまとめている． 

第 4 章では，今後の大規模な MM 調査の実施を見据え，3 章で構築した統合型交通情報提

供システムをベースとした「自己診断型統合交通行動支援システム」を構築し，本システム

が環境負荷低減を目的とした重要なツールの一つとなることを，実証実験を通して明らかに

した．実験においては，2 つの分析を行っている．1 つは，行動入力の際，Web 入力のため

の「iMM システム」を利用したグループと GPS 携帯端末「PP システム」を利用したグルー

プについて，その効果の違いを分析している．もう 1 つは，PP システムグループにおいて，

情報提供ツールの一つとして「PRONAVI システム」を用いた場合の情報提供効果を比較し

ており，その効果を示した．結果，本システムを用いることで，CO2排出量においては，従

来の紙ベースの調査と同様以上の 20%近い削減量が見込め，Web 入力調査の利用により，利

用者の労力の負担を軽減できることが示せた．また，iMM システムと PP システムのグルー

プ間の CO2削減量を比較した結果，どちらもほぼ同程度の削減量を示し，グループ間に有意

差は見られなかった． 後に，PRONAVI による情報提供の効果について分析を行った結果，

環境負荷につながる実際の詳細な経路を示すことで行動変容をおこしやすいことが伺えた．

しかし，そもそも経路比較のためのサンプル数が少ないことによるデータの偏りがある可能

性は否めない． 

第 5 章では，情報共有による環境負荷低減を主眼として，第 4 章で構築したシステムを改

良し，参加者同士の CO2 排出量について情報共有可能な Web 可視化システムを構築した．

構築したシステムは，環境 ITS プロジェクトの一部である，2 種類の MM 社会実験において

適用し，その効果を比較した．一つは，iMM システムをより簡素化し，従来の TFP をより

簡素化した新しい手法である「事後報告型 TFP」を導入した「簡易 iMM」で，もう一つは，

前章で利用した PP システムのメニュー項目等を見直しシンプルにした「SimplePP」である．

結果，簡易 iMM の事後報告型 TFP に関しては，従来の TFP と同様以上の MM 効果が得ら

れることが示された．また，PP システムによる詳細な行動データと経路情報参照の有無に

よる検定結果から，正確な経路情報が自動車利用時間の削減に効果があることが示された．  

第 6 章では，可視化情報の提供による環境負荷低減を主眼とし，新規政策の一般市民の理

解向上とその効果の可視化を目的とした仮想都市空間可視化システムを開発した．システム
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は，PDS インターネット社会実験に適用し，仮想 PDS 実施における賛否の調査と，可視化

イメージによる行動の変化に着目し分析をおこなった．その結果，賛否においては，働き盛

りである 30 代の男女に反対が多く，エリア内居住者やエリア内に職場がある，都心エリア

を活動拠点としている参加者は賛成が多いことがわかった．これは，活動エリア内に多く存

在している違法駐車や通過交通による渋滞を排除したい意向が強いためと考えられる．また，

可視化による行動の変化については，普段の都心来訪行動に対し，可視化イメージが来訪頻

度に多少の影響を与える可能性があることを示した．さらに，仮想都市イメージの提供によ

る賛否については，可視化イメージの影響の可能性も少なからずあるが，課金返金パターン

の影響が大きく，明確には示すことができなかった． 

 

7.2 今後の課題 

前節で述べたように，適切かつ詳細な情報提供によって人の交通行動に変化が生じ，環境

負荷低減にもつながる可能性があることが社会実験を通じて確認できた．本研究で分析され

た結果と残された課題を踏まえつつ，今後の展望を以下に示す． 

(1) Web 上における統合型交通情報提供システムの開発 

本研究においての交通情報提供システムとは，単なる事実情報を提供するだけでなく，

参加者の自発的な行動を Web 上に登録する，あるいは GPS 携帯端末により詳細な位置情

報を自動的に登録することにより，参加者の行動変化を分析できるものである．このシス

テムをベースとして，本研究では，環境負荷低減を目指した 2 つのモビリティ・マネジメ

ント社会実験と，1 つの賛否・行動調査社会実験に適用している．従来のモビリティ・マ

ネジメントシステムの研究においては，被験者の入力負担の軽減や実施主体の管理負担の

軽減，フィードバックのリアルタイム性，取り組みやすさ等の向上のため Web を活用し

たシステムを開発されてきた．本研究では，それらの特徴に加え，事実情報提供のための

経路案内システムの統合やフィードバック診断やアヴァバイスを自動で行う自動診断機

能の搭載，参加者同士の環境意識改善の相乗効果を目指した情報共有，環境負荷を可視化

することにより環境行動を促進する視覚効果を導入したシステムを Web 上に構築し社会

実験に適用した．その結果，本システムを用いて MM を実施した場合，従来の MM シス

テムと同様以上の環境負荷低減効果があることが確認できた．しかし，本社会実験におい

て構築したシステム自体の有効性は示せたものの，環境負荷低減のための効果を定量的に

分析できる汎用システムとは言い難い．なぜなら，本システムでは，Web 上からの行動入

力はすべて本人の自己申告で行っているため利用者の記憶に頼る部分も多く，入力ミスや

虚偽入力の可能性も否めない．また，GPS による位置情報をもとにした行動入力方法に関
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しては，詳細な行動データは取得できるものの，行動毎の端末操作やパソコン上でのトリ

ップの修正など利用者の負担が大きく，未起動や誤動作によるエラーも少なからず存在し，

通信費の問題やバッテリー消費の問題，専用の携帯端末の利用と特殊なアプリケーション

のインストールの必要性があることから，広域で長期的な実施においては課題は多い．そ

こで，今後はこれらの課題を解決した，広域で長期的に実施可能な MM システムの開発

が望まれる．現状では，MM においては Web システムと GPS 携帯システムとは調査目的

の違いにより，別々のシステムとして利用されている．これらをさらに統合した簡易イン

タフェースの研究が今後の MM の新しい技術展開になると著者は考えている．例えば，

携帯メールの位置情報添付機能やブログを活用し，利用者にとっては情報収集のための特

別な操作を必要としない，毎日の自然な形での行動データ収集方法である． 

また，MM においては継続実施が重要なファクターであり，行動意図低下を防止するた

め，調査にバイアスのかからない程度のエンターテイメント性の導入や何らかのインセン

ティブ導入に関する新たな研究も重要であると考える． 

(2) 情報共有のための可視化システムとインタフェース 

本研究の一部において，個人の交通行動による環境負荷への影響を，“海”や“仮想都市”

という形で可視化するシステムを構築した．これら通常ではイメージしにくい事象を可視

化することにより，人々の理解を助けるとともに，環境行動実践のための実行意図促進に

つながる．しかし一方で，興味本位で虚偽登録による可視化イメージの乱変や，変化基準

の曖昧性から妥当な非行動を登録する利用者も少なからず存在する．また，明確なインセ

ンティブも設定しにくく，入力値に対する科学的根拠も立証しがたい．特に可視化による

行動の変化は，単に情報のタイミングや内容のみならず，人間の感性や嗜好，価値観など

認知心理学に大きく左右される恐れがある．今後は，可視化のための GUI や認知心理に

働きかけるイメージデザインや，個人の嗜好に基づいた情報を提供するためのエージェン

トインタフェースを導入し，情報学におけるヒューマンインタフェース技術を ITS におい

て活用する仕組みを提案したいと考える． 

(3) Web による情報提供および政策評価支援システム 

今回の研究において，政策評価の賛否向上と個人一人ひとりの行動変容による環境負荷

低減を認識させることを目的とし，仮想都市可視化ツールを構築し，PDS 社会実験におい

て適用した．このシステムの特徴は，参加者一人ひとりが，その日の交通行動や仮想 PDS

実施の際の予想行動を登録することにより，個人行動のみ反映させた仮想都市と，参加者

全体の行動を反映させた仮想都市がインタラクティブに変化するところにある．しかし，

現状のシステムは，成長関数にロジスティック関数を用い，独自のパラメータと式により
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都市が変化するが，個人の行動と可視化イメージの推移には科学的根拠や証拠はなく，エ

ンターテイメント性を重視したものとなっている．また，行動入力に関しても Web アン

ケート形式の単純なシステムであり，情報学的アプローチにも乏しく，参加者においても

ゲーム的感覚でしかない．そこで，今後の研究の発展としては，より個人の嗜好を可視化

に反映すべく，人工知能を搭載したエージェントインタフェースを導入し，Web 上にヴァ

ーチャルリアリティの導入を検討する．エージェントは参加者の普段の行動や嗜好を加味

し，Web サイト上で参加者の代理となって仮想都市を進化させていく．また，他のエージ

ェントとの情報交流や交通行動などの影響も加味し，エージェント同士の相互作用につい

ても研究の対象となりえると考える．将来的には，これらについて，Web を用いた仮想都

市による政策評価のあり方や調査手法に関して提言していく．
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