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１．はじめに 

 

過度の自動車依存は，地球温暖化や大気汚染などの環

境問題，違法駐車や交通事故，渋滞などの道路交通問題，

さらには公共交通の衰退などの都市交通問題も引き起こ

している．このため，近年では，交通需要の変化を促す

交通需要管理施策，すなわちTDM施策に期待が寄せら

れている．中でも，都心部の混雑緩和を目的としたロー

ドプライシングは，自動車利用抑制という点で即効性が

あり，かつ効果的であるとされており，これらは実際に

2003年2月にロードプライシング（Congestion Charge）
を導入したロンドンの例からも確認できる1)． 
しかしながら，現在ロードプライシングが導入されて

いる都市は，ロンドンやシンガポール，オスロなど限定

的であり，その 大の原因はロードプライシングに対す

る社会的受容性の低さにある2)．例えば，ロードプライ

シングの導入を試みながら頓挫した英国・エディンバラ

では，2005年2月に Congestion Charge 導入に関する住

民投票を実施した結果，74.4%もの反対票が投じられた．

ここでの主な反対意見は中心市街地の衰退を懸念するも

のであり3)，その他の多くの都市でも同様の指摘がなさ

れている．実際に，ロンドンにおいても，課金エリア内

の多くの商業主が課金エリア外への移転や閉店を検討し

ているとの報告もある4)．さらに，Schmocher et al.5) は，

ロンドンでのロードプライシング導入が買い物客に与え

た影響を分析しており，アンケート調査データに基づく

分析から，買い物客の来訪頻度は明らかに低下しており，

都心来訪頻度を向上させる新たな対策の必要性を示して

いる．以上からも，今後日本で導入するためには，ロー

ドプライシングに近い効果を持ち，中心市街地衰退の懸

念を軽減でき，さらには，より社会的受容性の高い代替

案が必要であると考えられる． 
そこで，ロードプライシングの代替案として著者らが

提唱する“駐車デポジットシステム6)（Parking Deposit 
System，以降，PDSと称す）”に着目する．特に，本研

究では，自動車交通の混雑が激しい名古屋都心地域にお

いて，都心地域来訪者に対してアンケート調査を行い，

ロードプライシングおよびPDSに関する賛否を調査した．

この調査データを用い，ロードプライシングやPDSに対

する賛否選択行動をモデル化し，さらに，政策賛成率に

関する施策間の差を確認する．これにより，PDSが道路

課金政策に対する社会的受容性をどの程度緩和しうるか

について，基礎的な知見を得ることを目的とする． 
 

２．本研究の位置づけ 

 

（１）既往研究と本研究の位置づけ 

前述のとおり，ロードプライシングは，自動車交通量

の削減に対して非常に有効な政策として注目を集めてお

り，我が国でも東京都都心への導入検討例7) 等を背景に，

これまでにも社会的受容性に関する研究は行われている．

例えば，新田ら8) は，大阪市民を対象としたアンケート

調査を実施し，ロードプライシング賛否意識の変化に与

える要因について分析を行っているし，藤井2) は，社会

的ジレンマ状況下での個人の意思決定フレームに着目し，

政策の説明方式がその心理要因に与える影響を詳細に分

析している．ただし，これらの研究では，主に賛否に関

する意思表明を行う個人に重点を置いており，他者の行

動から対象個人が受ける影響を十分には考慮していない．

一方，谷川・藤井9) では，他者の賛否に関する被験者の

意識が政策への賛否意識に与える影響を示している．し
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かし，共分散構造分析によって因果関係を確認したに過

ぎず，政策のフレーム等によって社会全体でどの程度の

賛成意見が得られるかについての定量的な分析は行って

いない． 
ロードプライシングのような行動を抑制する政策には，

社会的ジレンマが生じるとされている．この社会的ジレ

ンマの状況下では，ある社会問題に対し協力するかしな

いかといった判断に他者の協力状況が影響する，いわゆ

る社会的相互作用が働くことが実験的に証明され，また，

理論化（限界質量の理論）もなされている10), 11)．したが

って，各意思決定者を独立に扱うのではなく，個人間の

相互作用を分析フレームに考慮することで，より適切な

政策評価が可能になると考えられる．このような社会的

相互作用を考慮した既往研究として，森川ら12) は，自

動車利用自粛行動の意向データに他者の効用レベルを考

慮したモデルを適用している．また，佐々木ら13) は，

パークアンドバスライド利用意向に関するSP調査デー

タを用いて分析しており，福田ら14) は，違法駐輪問題

を例に社会的相互作用の影響を詳細に記述するモデルの

適用を行っている．本研究では，ロードプライシングや

PDSの課金額等が変化した場合の社会全体の賛成確率，

すなわち賛否選択行動の社会的均衡点を，限界質量の理

論に基づき算出する．これにより，課金額や返金額の変

化によるより具体的な社会全体の賛成率を確認する．ま

た，賛否選択に影響を与える心理要因や意思決定フレー

ムを明示的に考慮したモデル化，および社会的均衡点の

分析を通して，より高い社会的均衡点（賛成率）を得る

ための政策フレームに関して基礎的な知見を得ることを

目的とする． 
なお，本研究では，アンケート調査によって得られた

都心来訪者サンプルのうち，愛知県民のデータのみを抽

出して分析に用いる．これは，アンケート調査において

仮定された課金エリア（名古屋市都心部）から遠く離れ

た地域における居住者（課金エリアとの関係が希薄な被

験者）は，課金政策に対する積極的な賛否判断に対する

責任を有し難いと考えたためである．また，このとき，

本分析フレームにおいては，愛知県民全体がある個人の

政策賛否判断に影響を与える準拠集団であると仮定して

いることになる． 
 
（２）限界質量の理論10) - 12) 

ここでは，本研究での分析の軸となる限界質量の理論

について簡単に触れておく．前述したとおり，社会的ジ

レンマの状況下で，個人の協力行動と他者の協力行動と

の相互影響を理論化したものが限界質量の理論である．

限界質量の理論では，社会全体の協力率とその協力率に

おける個人の協力率との関係を示している．社会全体の

協力率に対する個人の協力率は各個人で一定であり，そ

れを示すと図－１のようになる．例えば，社会的ジレン

マの解消に向けての呼びかけがなされたときの当初の協

力率がX点であったとすると，その協力率のもとでの個

人の協力確率は他者の協力状況よりも個人の協力確率が

低いため，次第に社会全体の協力率は低下し，X点の状

況下での個人の協力確率と等しい他者の協力率D点へ移

行する．再び、D点の協力率のもとでの個人の協力確率

も他者の協力率よりも個人の協力率のほうが低いので，

同様にE点に移行し， 終的にA点で安定（均衡）する．

逆に，当初の社会全体の協力率がB点（限界質量）より

も高いところにあれば，当初の協力率よりも上昇し，

終的にC点で社会全体の協力確率が安定（均衡）する． 
 

（３）駐車デポジットシステム（PDS）の概要15) 

PDSは，受容性の向上を目指したロードプライシング

の代替案であり，実現へ向けて研究が進められている新

しい道路課金システムである．PDSは，従来のロードプ

ライシングのように課金エリア内に流入する全ての車両

に単に同じ金額を課すのではなく，課金エリア内の駐車

場を利用するドライバーや課金エリア内で買い物をする

ドライバーなどには，入域賦課金の一部又は全額を返金

するシステムである．これにより，都心部の交通渋滞に

大きな影響を与える通過交通や違法な路上駐車にのみ多

額の金額が課され，効率的に都市部の混雑緩和を実現で

きると期待されている．その一方で，都市部の地域経済

活動に貢献する人には，返金という特典を設けられてい

るため，都心来訪者の施策受容性が高まり，かつ課金政

策導入による中心市街地衰退といった悪影響も緩和でき

ると期待されている． 

なお，課金額の全額を返金すると，施策に対する受容

性は大いに高まると予想されるが，都心の混雑緩和とい

った当初の政策目標を達成できなくなってしまうことが

懸念される．ただし，この点については，時間帯別・確

率的統合均衡モデルによってPDS導入時の交通状況変化

を分析した著者らの既往研究16) から，全額を返金した

場合，当然のことながら自動車利用による来訪者数は削

100%
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減できないが，通過交通量の削減効果により十分な交通

混雑緩和効果が得られることが示されている． 
 

３．使用データ概要 

 

（１）アンケート調査の概要 

本研究では，名古屋駅周辺と栄駅周辺への来訪者を

対象に，ロードプライシング，およびPDSに対する賛否

や意見等を尋ねたアンケート調査データ（平成18年11月
実施）を用いる．アンケートでは仮想的な施策として，

主に以下の条件を被験者に提示した． 
①エリア課金システム（1日1回，入域の際に課金） 
②支払方法（ETC等によりノンストップで行える） 
③仮想の課金エリア（名古屋市の名駅－栄地区） 
④課金額・返金額 
⑤仮想施策に対する愛知県民の賛成率 

ここで，④の課金額・返金額は表－１に示した7パター

ン，⑤の賛成率は10%，50%，90％の3パターンであり，

社会的相互作用の影響を分析するために加えられている．

それぞれの組み合わせによる計21パターンから，ランダ

ムに1パターンのみを被験者に提示している． 
アンケート中に示した仮想の課金エリアへの来訪者

に対して計6,000票を手渡し配布し，1,248票を郵送回収

（回収率：20.8%）した．また，２．（１）でも述べた

とおり，本研究では名古屋都心部を課金エリアと設定し

ている等の理由により，分析対象を愛知県内在住の被験

者からのデータ（859サンプル）を使用する． 

 
（２）基礎集計結果 
使用データにおいて，課金・返金パターンでのサン

プル数の偏りは特になかった．被験者属性については，

男性が515名（60.0%），平均年齢は46.2才（標準偏差 
13.9才）であり，被験者の中で設定した課金エリア内居

住者は11名（1.3%）とごくわずかしか含まれていない．

また，ロードプライシングに対する賛否と個人属性との

クロス集計において，特徴的な結果を図－２に示す．図

より自動車依存度の高い人，マストラ利用頻度の低い人

ほど混雑緩和政策の導入に対して反対を選択する傾向が

みられる．また，PDSに関する集計においても同様な傾

向がみられた．その他，年齢が若いほどPDSへの賛成確

率が上昇するような若干の傾向がみられた以外は，年収

や年齢等その他の個人属性と賛否に関する明確な傾向は

みられなかった． 
施策に対する賛否のクロス集計結果を表－２に示す．

この結果より，全体としてPDSの方が高い賛成率となっ

ており，返金によって受容性が高まっている．ただし，

多くの被験者がロードプライシングとPDSへの賛否の判

断を変更していないことが分かる．これは，被験者が2
つの施策の違いを明確に認識していないことや，PDSの
説明や設問が複雑であると受け止められたために，安易

な回答を行っていることが主な原因として考えられる． 
次いで，愛知県民の賛成率と被験者の賛成率の関係

（図－３）について確認する．図より，ロードプライシ

ング，PDSともに，愛知県民の賛成率が上昇するにつれ

て被験者の賛成率が上昇する傾向がみられ，個人の賛否

選択行動は他者の影響を受ける，すなわち社会的相互作

用の存在が確認できる．また，図中のどちらの曲線も傾

図－２.a 自動車利用頻度別にみた 
ロードプライシングに対する賛否 

図－２.b マストラ利用頻度別にみた 
ロードプライシングに対する賛否 
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表－１ 課金・返金パターンと仮想県民賛成率 

課金額 返金額 実質課金額 愛知県民賛成率
（仮想） 

300円 200円 100円 
300円 300円 000円 
700円 200円 500円 
700円 500円 200円 
1500円 500円 1000円 
1500円 1000円 500円 
1500円 1500円 0円 

①10％が賛成 

②50％が賛成 

③90％が賛成 

表－２ 賛否選択結果のクロス集計 

 PDSに賛成 PDSに反対 計 
ﾛｰﾄﾞﾌﾟﾗｲｼﾝｸﾞ

に賛成 
304 61 365

（42.5%）

ﾛｰﾄﾞﾌﾟﾗｲｼﾝｸﾞ

に反対 
149 345 494

（57.5%）

計 453 
（52.7%）

406 
（47.3%） 

859 
（100%） 

 



きはほぼ同様であり，ロードプライシング，PDSの施策

の違いによらず，他者から受ける影響の度合いはほぼ同

様であることが分かる．ただし，特に愛知県民の賛成率

が高い場合ほど社会的相互作用の影響が弱くなっている

など，その影響はそれほど強いものではない． 
 

４．政策への賛否選択モデル 

 

（１）適用モデル 
ここでは，ロードプライシング，PDSに対する賛否選

択モデルを構築する．特に，表－２に示したように，2
つの施策への賛否選択は独立ではないと考えられる．こ

のため，2つの賛否選択行動間における非観測要因の相

関を考慮するため，2変量2項プロビットモデルによりモ

デル化を行う．このとき，個人 n について，ロードプ

ライシングに賛成することで得られる効用をUnR，PDS
に賛成することで得られる効用をUnPと表記し，各効用

関数を以下の式 (1)，(2) のようにおく． 
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ここに，個人 n に対して，dnR（dnP）はロードプライシ

ング（PDS）への賛成行動選択ダミー，VnR（VnP）は効

用の確定項，εnR（εnP）は誤差項，xnR（xnP）は説明変数

ベクトル，βR（βP）はパラメータベクトルである．また，

特に，x は施策間で共通のパラメータβをもつ説明変

数であり，2つの施策に同様の効果を仮定する説明変数

に適用される．σP はロードプライシング効用の誤差項

標準偏差を1とした場合のPDS効用の誤差項標準偏差を

表す．このとき，例えば，両施策に賛成する確率を表す

2変量2項プロビットモデルは，以下の式 (3) のように

表される． 
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ここに， 2Φ (･) は2変量正規分布の分布関数， 2φ (･) は
その確率密度関数，ρ は誤差項（εnR，εnP）間の相関係

数であり，正に推定されれば2つの施策ともに賛成（も

しくは反対）が選択されやすいことを意味する．なお，

本研究では，ロードプライシングおよびPDSへの賛成行

動に対する各説明変数の影響度についても比較の対象と

するため，各効用関数における説明変数を施策間で同一

とし，パラメータ推定値が統計的に有意でない場合でも

その特定化を変更しないこととする． 
 
（２）推定結果と考察 
表－３に推定結果を示す．導入した説明変数は表中

上段から，課金額（千円），返金額（千円，PDSのみ），

愛知県民の賛成率（％），課金エリアへの来訪頻度（回

/週），個人の収入（年収，千万円），自動車利用頻度

（回/週），マストラ利用頻度（回/週），高齢者（60歳
以上）ダミー，課金エリアへの主な来訪目的が仕事であ

り，かつその際の主な交通手段が自動車である場合に1
となるダミー変数，同様に，主な来訪目的が自由目的

（買い物，娯楽，飲食等）でありその際の主な交通手段

が自動車である場合に1となるダミー変数，アンケート

配布場所が名駅である場合に1となるダミー変数である．

なお，図－３に示したように，愛知県民の賛成率から受

ける影響は施策間で大きな差がみられないことから，こ

のパラメータ値を施策間で共通とする． 
推定結果より，全てのパラメータの符号が直感に合

致しており，2つの施策間で全て同じ符号を持つ．ただ

し，適合度は高くなく，道路課金政策に対する賛否選択

(ﾛｰﾄﾞﾌﾟﾗｲｼﾝｸﾞに賛成) 
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行動のモデル化はそれほど容易ではないことが分かる．

誤差項間の相関係数が比較的大きな正の値（0.738）に

推定されたことから，ロードプライシングとPDSへの賛

否選択行動間には正の相関が存在することが分かる．ま

た，県民賛成率について有意に正のパラメータが得られ

たことから，個人の賛否選択行動には社会的相互作用が

有意に影響することが示されている．次いで，定数項

（PDS）が有意ではないものの正の値であり，都心来訪

者に対しては，PDSの方が賛成を得られやすい傾向にあ

る．また，どちらの施策でも課金額に関して負のパラメ

ータ推定値が得られ，当然ながら課金額が高くなるほど

賛成確率が低くなることが分かる．PDSに特有な返金額

に関しては正の推定値が得られ，返金額が高いほどPDS
の賛成確率が高くなることが分かる．ここで，課金額の

パラメータはPDSの方が負に大きな値が推定されている

が，返金額のパラメータにより課金額への抵抗が大きく

低減されることが分かる．しかし，仮に課金額と返金額

が同一であっても（実質的な課金額が0円であっても）

その差は負の値となることから，入域課金の徴収自体に

抵抗が存在することや，この抵抗は課金額が大きくなる

ほど大きくなることから，入域時の徴収金額が高いほど

賛成確率が低下することが分かる． 後に，σP が1より

大きく推定されたことから，PDS効用の誤差項はロード

プライシングの誤差項よりばらつきが大きいことが分か

る．さらに，PDS効用を説明する多くの説明変数で統計

的に有意ではない．したがって，PDSに対する賛否選択

の方が説明が難しく，モデルで考慮できていない要因の

影響や予測が困難な確率的要素が多いと考えられる． 
 
（３）施策の受容性分析 
ここでは，構築したモデルを利用して社会的相互作

用下での社会全体の施策賛成率を算出することで，各施

策の社会的受容性の評価を行う．モデルに説明変数とし

て導入した県民賛成率を社会的相互作用の影響を考慮す

る変数として用い，実質課金額（課金額－返金額）別に

求めた平均的個人の賛成選択確率との関係を示したもの

を図－４示す．このとき，２．（２）で示したとおり，

求められた曲線と図の45度線との交点が 終的な社会的

合意点（均衡点）を表している．ここで，示された図で

は社会的合意点が1つしか生じていないが，これは県民

賛成率のパラメータ推定値が小さいことが原因である．

このパラメータが大きな正の値をとり，かつその他の説

明変数で表現される効用が一定範囲の値をとる場合に，

2つ以上の社会的合意点が生じることになる14)．また図

より，県民賛成率を介した社会的相互作用の影響は必ず

しも大きなものではないが，推定結果（表－３）で示さ

れたように，このパラメータは有意に推定されており，

社会的相互作用の影響を考慮しなければ適切な社会的合

意点の算出が行えないといえる． 
図より，当然のことながら，課金額が低いほど社会

的合意を得やすいことや，実質的に同じ課金を設定する

場合でも，PDSの方が社会的合意を得やすいことが分か

る．また，ロードプライシングに比べPDSでは，実質課
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表－３ ２変量２項プロビットモデルの推定結果 
ﾛｰﾄﾞﾌﾟﾗｲｼﾝｸ  ゙ PDS 

説明変数 
推定値 (t値) 推定値 (t値) 

定数項（共通） -0.0904    (-0.4) 
定数項（PDS） -- -- 0.311 (0.9) 
課金額（千円） -0.270 (-3.0) -0.786 (-1.7) 
返金額（千円） -- -- 0.683 (1.6) 
県民賛成率（共通）（％） 0.372    (2.8) 
収入（千万円） 0.188 (1.7) 0.118 (0.6) 
来訪頻度（回/週） -0.0420 (-1.4) -0.0883 (-1.4) 
自動車利用頻度（回/週） -0.0400 (-1.2) -0.0217 (--0.4) 
マストラ利用頻度（回/週） 0.108 (3.6) 0.137 (1.7) 
高齢者ダミー 0.182 (1.5) 0.0615 (0.3) 
仕事目的・車利用ダミー -0.339 (-3.1) -0.102 (-0.6) 
自由目的・車利用ダミー -0.177 (-1.7) -0.0155 (-0.1) 
配布場所（名駅）ダミー 0.163 (1.8) 0.115 (0.8) 
誤差項の標準偏差（σP） 1 (--) 1.60 (2.0) 
誤差相関（ρ） 0.738    (23.0) 

サンプル数 859 
AIC 1030.25 

自由度調整済み決定係数 0.135 



金額の変化に伴う社会的合意点の変化が大きいが，これ

は入域時課金額の上昇によるものである．なお，前述し

たように，PDSでは，同じ実質課金額でも課金額（入域

時の当初課金額）が高いほど賛成率が低下し，また，排

除される自動車通過交通量が多くなる．ここでは，実質

課金額のみを同じに設定して，ロードプライシングと

PDSの賛成率を比較しているが，実際には混雑緩和効果

などを十分に吟味する必要がある． 
 

５．公平感および意思決定フレームに着目した分析 

 

（１）公平感に基づく分析 
a）適用モデル 

既往研究 2), 9), 17) よれば，ロードプライシングに対する

受容意識には，“自由侵害感”と“公正感”の2つの心

理要因が大きく影響することが示されている．ここでい

う自由侵害感とは，自らの自由がどの程度制限されるか

という心理要因であり，受容意識に負の影響を与える．

一方，“公正感”とは，ロードプライシングがどの程度

正しい施策であるかという心理要因であり，受容意識に

対して正の影響を与える．ここでは，これら2つの心理

要因のうち，個人がロードプライシングに対して感じる

“公正感”に着目し，2つの施策への賛否選択行動を分

析する． 
分析に用いる公平感を表す指標は，アンケート調査

において，①渋滞や環境問題の原因者である車利用者か

らお金をとるのは当たり前，②今まで無料で使えた道路

を有料にするなんて不公平，という2つの意見を提示し

た上で，道路課金政策（ロードプライシング）に対して

回答された4段階の心理的尺度 [ 1）非常に公平，2）ま

ぁ公平，3）やや不公平，4）大変不公平 ] を用いた．

1) または 2) を選んだ場合に公平感を感じている（以下，

公平グループと呼ぶ）とし，3) または 4) を選んだ場合

に不公平感を感じている（以下，不公平グループと呼

ぶ）とする．さらに，被験者がそれぞれのグループに属

する確率を施策賛否と同時に考慮する．この場合，各グ

ループでロードプライシングとPDSに対して賛成を選択

する確率は，式 (3) と次式により表される． 
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ここに，sn（ tn = 1-sn ）は個人 n の公平（不公平）グ

ループへの帰属を表すダミー変数とし，Q(sn)（ Q(tn) = 

1-Q(sn) ）は個人 n が公平（不公平）グループに帰属す

る確率を表し，2項プロビットモデルで表現する． 
各グループへの帰属確率を表現するメンバシップ関

数の説明変数には，４（２）で用いた変数（高齢者ダミ

ー，収入，自動車利用頻度，マストラ利用頻度，配布場

所ダミー）の他に，ロードプライシングの政策認識ダミ

ー，男性ダミー，職業ダミー，費用を用いた．このうち，

ロードプライシングの政策認識ダミーは，アンケート調

査による‘よく知っていた’‘なんとなくイメージでき

た’と回答した個人を1とするダミー変数，職業ダミー

は，公務・教職・学校関係・金融・保険・不動産業を職

業とする個人を1とするダミー変数，費用は被験者の自

宅 寄り駅から都心までの公共交通費用である．各グル

ープにおける賛成選択行動の効用関数に導入する説明変

数は４（２）と同じ変数を用いる．ただし，推定すべき

パラメータが多くなりすぎるため，各グループ内のロー

ドプライシング，PDSの効用関数間でパラメータ推定値

の差を検定した上で，定数項(PDS)と返金額以外はすべ

て共通パラメータとした． 
b）推定結果と考察 

推定結果を表－４に示す．ここで，表－４a，bに示

したパラメータ値は全て同時推定により得た．表－４a

より，ロードプライシング政策認識ダミー変数や収入，

マストラ利用頻度に関して，有意に正のパラメータ値が

得られており，政策認識度が高い，収入が多い，マスト

ラ利用頻度が高い個人ほど政策に対して公平感を感じや

すいことが分かる．反対に，男性ダミーや車利用頻度に

関して有意に負の推定値が得られたことから，男性や車

利用頻度の高い人ほど政策に対して不公平感を感じやす

いことが分かる． 
表－４bより，公平グループでは，定数項が有意では

ないものの正に推定されていることから，ロードプライ

シング施策に公平感を抱く人ほど賛成しやすい傾向がう

かがわれる．一方，不公平グループでは，定数項が有意

に負に，そしてPDS定数項が有意に正に推定されている

ことから，不公平感を感じる人ほどロードプライシング

に反対しやすく，PDSがそれを大きく緩和することが分

かる．また，公平グループでは課金額，返金額のパラメ

ータが有意に推定されていないが，不公平グループでは

どちらも有意に推定されている．したがって，公平グル

ープでは課金額，返金額をそれほど意識しておらず，不

公平グループほど課金額や返金額に敏感であることが分

かる．特に，不公平グループにおけるこれらのパラメー

タがほぼ等しいスケールであることから，返金額に対す

る感度が非常に高いこと示されている．また，県民賛成

率のパラメータが，不公平グループは有意ではないが，

公平グループでは有意に大きな正の値に推定されている．

これは，不公平感を感じる個人は周囲の行動の影響を受



けにくく（社会的相互作用の影響が弱く），課金額や返

金額を重視して賛否選択を行うが，公平感を感じる個人

では全く逆であり，社会的相互作用の影響が相対的に強

いことを示している． 後に，不公平グループでは，

PDS効用の誤差項のばらつきが，ロードプライシングの

それより小さくなっている．これは，返金額（PDS賛否

のみに用いられた説明変数）による説明力向上が主な要

因であると考えられ，このことからも，特にロードプラ

イシング施策に対する不公平感を感じる個人には，返金

による受容性向上の効果が大きいことが分かる． 
c）施策の受容性分析 

ここでは，構築したモデルを用いて，各施策への賛

成確率の社会的均衡点について評価を行う．図－５に，

社会全体が公平グループもしくは不公平グループに属す

る場合と両グループが混在する場合の3パターンの結果

を示す． 
図より，完全公平社会（社会全体が公平感を感じる

場合）における施策への賛成確率は，ロードプライシン

グ，PDSともに75％以上と非常に高い．一方，完全不公

平社会（社会全体が不公平感を感じる場合）では，PDS
の方が賛成確率が高くなっている（例えば，実質課金額

が300円のとき，ロードプライシング：26.8%，PDS：
39.1%）．これは，PDS定数項および返金額の影響によ

るものである．このことから，PDSにおける返金という

特典は，ロードプライシング施策への不公平感を緩和す

ることが可能であることが分かる．また，完全公平社会

では実質課金額の影響を受けにくく，一方で，完全不公

平社会では実質課金額の上昇による賛成率の低下が激し

ことや，社会的相互作用の影響が小さいことも分かる．

このことから，不公平感を緩和させるような政策説明や，

公共交通の利便性向上によるマストラ利用頻度の向上策

が，道路課金政策の導入には重要であると考えられる． 
 
（２）意思決定フレームに基づく分析 
a）適用モデル 

ここでは，個人の意思決定フレームに基づいて，施

策への賛否選択行動を分析することを試みる．既往の研

究 2), 9) から，施策導入に対する賛否意識は，個々人が意

思決定を行う際の主観的枠組みである意思決定フレーム
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表－４a 公平感グループへの帰属モデル推定結果 
説明変数 推定値 (t値) 

定数項 -0.333 (-1.7) 
ロードプライシングの政策認識ダミー 0.282 (3.1) 
男性ダミー -0.247 (-2.5) 
高齢者ダミー 0.207 (1.7) 
職業ダミー 0.196 (1.5) 
収入（千万円） 0.353 (3.0) 
自動車利用頻度（回/週） -0.0671 (-2.0) 
マストラ利用頻度（回/週） 0.0816 (2.8) 
配布場所（名駅）ダミー 0.125 (1.4) 
費用（千円） 0.234 (1.0) 

 
表－４b 公平・不公平グループの賛否選択モデル 

不公平グループ 公平グループ 
説明変数 

推定値 (t値) 推定値 (t値) 
定数項 -0.576 (2.9) 0.414 (1.2) 
定数項（PDS） * 0.461 (3.5) 0.371 (1.1) 
課金額（千円） -0.453 (-3.1) -0.0786 (-0.6) 
返金額（千円）* 0.446 (3.3) -0.0347 (-0.1) 
県民賛成率（％） 0.0805 (0.8) 0.719 (3.3) 
収入（千万円） 0.0954 (1.0) -0.0644 (-0.4) 
来訪頻度（回/週） -0.0339 (-1.4) -0.0740 (-1.7) 
自動車利用頻度（回/週） 0.0249 (0.9) -0.0328 (-0.7) 
マストラ利用頻度（回/週） 0.0450 (1.4) 0.0719 (1.6) 
高齢者ダミー -0.117 (-1.2) 0.257 (1.4) 
仕事目的・車利用ダミー -0.0594 (-0.6) -0.289 (-1.6) 
自由目的・車利用ダミー -0.0848 (-0.9) -0.0015 (-0.01) 
配布場所（名駅）ダミー -0.0196 (-0.3) 0.188 (1.4) 
誤差項の標準偏差（σP）* 0.540 (2.7) 1.59 (3.1) 
誤差相関（ρ） 0.702 (13.1) 0.605 (9.3) 

サンプル数 852 
AIC 1483.79 

自由度調整済み決定係数 0.163 

* 印はPDSのみ，それ以外はすべてロードプライシング，PDSで共通 



に大きく依存することが知られている．そこで，ここで

は，ロードプライシングおよびPDSへの賛否選択に影響

を与える意思決定フレームとして，利他的フレームと利

己的フレームの存在を仮定する．これらは，既往研究に

ならえば，それぞれ倫理的フレームと取引的フレーム2) 

と言い換えることができる． 
ここで，各個人が利己的か，もしくは利他的かとい

った潜在的意識は，アンケートの回答などにより直接観

測することが困難である．このため，ここでは次式に示

すような潜在クラスモデルによって，各個人が潜在的に

利己的な意思決定フレームで賛否選択を行った（以下，

利己的グループと称す），もしくは利他的意思決定フレ

ームで賛否選択を行った（以下，利他的グループと称

す）確率を考える．すなわち，上記のような2つのグル

ープ（意思決定フレーム）の存在を仮定し，各グループ

への帰属確率を説明できると仮定した説明変数のパラメ

ータ推定値より，各個人がどちらのグループに帰属する

かを識別することになる． 
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ここに，sn（ tn = 1-sn ）は個人 n の利己的（利他的）

グループへの帰属を表すダミー変数，Q(sn)（ Q(tn) = 1-
Q(sn) ）は個人 n が利己的（利他的）グループに属する

確率を表し，2項プロビットモデルで表現する．各グル

ープへの帰属確率を表すメンバシップ関数の説明変数に

は，５（１）で示した公平感グループへの帰属モデルに

用いた変数に加え，アンケートで提示した課金額および

返金額（PDSのみ）を用いている．また，各グループに

おける賛成選択行動の効用関数を構成する説明変数には

５（１）と同じ変数を用いる． 
b）推定結果と考察 

推定結果を表－５に示す．まず，表－５ a より，ロ

ードプライシングの政策認識ダミーが有意な負のパラメ

ータ値をもち，また，課金額や返金額が有意ではないも

のの正のパラメータ値をもつことから，推定されたある

意思決定フレームへの帰属確率モデルは，利己的フレー

ムへの帰属確率を表すと考えられる．得られたパラメー

タ推定値から，ロードプライシングの政策認識ダミー，

高齢者ダミーのパラメータが有意に負に推定されており，

また職業ダミーが有意ではないものの負に推定されてい

ることから，道路課金政策を認識している個人や高齢者，

公務・教職・学校関係・金融・保険・不動産業を職業と

する個人ほど利他的意思決定フレームで賛否選択を行な

いやすいことが分かる．一方，自動車利用頻度が高い個

人ほど利己的意思決定フレームで施策への賛否選択を行

うことが分かる．さらに，課金額や返金額が有意ではな

いものの正に推定されていることから，課金額や返金額

が高いほど利己的な意思決定フレームに陥りやすい傾向

がうかがわれる．すなわち，各個人は直面した金銭提示

により行動が利己的にも利他的にも変化する可能性が示

唆されているといえよう．さらに，公平感を基準にした

モデル分析結果と比べると，課金政策に対して公平だと

感じている個人と利他的フレームで意思決定を行う個人

は同様な属性を持つことが確認できる．すなわち，公平

感を感じることと利他的フレームで意思決定を行うこと

は同様の構造で説明できることが示されている． 
次に，表－５bより，利己的，利他的グループごとの

施策に対する賛否の選択行動について考察する．まず，

推定されたパラメータは有意ではないものの，利己的グ

ループの個人は利他的個人に比べ課金額に対する感度が

高いことが確認できる．特に，利己的グループにおいて

は，返金額のパラメータが有意に大きな正の値に推定さ

れており，返金額に極めて敏感であることが分かる．一

表－５a 利己的グループへの帰属モデル推定結果 
説明変数 推定値 (t値) 

定数項 0.172 (0.6) 
ロードプライシングの政策認識ダミー -0.335 (-3.1) 
男性ダミー 0.0236 (0.2) 
高齢者ダミー -0.404 (-2.5) 
職業ダミー -0.166 (-1.1) 
収入（千万円） 0.0599 (0.3) 
自動車利用頻度（回/週） 0.0828 (2.1) 
マストラ利用頻度（回/週） -0.0014 (0.0) 
配布場所（名駅）ダミー -0.467 (-3.5) 
費用（千円） -0.236 (-0.9) 
課金額（千円） 0.230 (1.3) 
返金額（千円） 0.165 (0.9) 

 
表－５b 利己的・利他的グループの賛否選択モデル 

利己的グループ 利他的グループ 
説明変数 

推定値 (t値) 推定値 (t値) 
定数項 -1.61 (-3.6) 1.86 (2.0) 
定数項（PDS）* -1.40 (-1.3) 0.308 (0.8) 
課金額（千円） -0.331 (-1.5) 0.0518 (0.1) 
返金額（千円）* 1.86 (2.3) -0.659 (-1.5)
県民賛成率（％） 0.912 (3.2) 1.02 (1.8) 
収入（千万円） 0.885 (3.7) -0.484 (-1.2)
来訪頻度（回/週） -0.115 (-2.0) -0.376 (-3.0)
自動車利用頻度（回/週） 0.0322 (0.5) 0.122 (1.2) 
マストラ利用頻度（回/週） 0.212 (3.6) 1.55 (2.6) 
高齢者ダミー -1.14 (-2.9) -0.279 (-0.9)
仕事目的・車利用ダミー -0.637 (-2.6) -0.531 (-1.4)
自由目的・車利用ダミー -0.453 (-2.2) -0.849 (-1.8)
配布場所（名駅）ダミー -0.526 (-2.5) -0.943 (-2.1)
誤差項の標準偏差（σP）* 3.09 (2.6) 0.761 (3.0) 
誤差相関（ρ） -0.305 (-0.8) 0.533 (1.7) 

サンプル数 852 
AIC 1003.89 

自由度調整済み決定係数 0.433 

* 印はPDSのみ，それ以外はすべてロードプライシング，PDSで共通 

 



方，利他的グループにおいては，課金額・返金額ともに

有意には推定されていない．社会的相互作用の影響（県

民賛成率）については，利他的グループで若干 t 値が

小さいものの，2つの意思決定フレームではそれほど大

きな違いはない．また，誤差項の相関係数を見ると，利

己的グループでは，有意ではないもののこれまでの推定

結果とは異なり負の相関係数が推定されていることから，

返金というPDS特有の施策方法が賛否行動に変化を与え

る可能性を示唆している． 
c）施策の受容性分析 

次に，これまでと同様に，賛成確率の社会的均衡点

を図－６に示す．解釈についてはこれまでと同様である． 
まず，ロードプライシング，PDSともに，利他的グル

ープの実質課金額の変化による均衡点の変化は小さいこ

とが確認でき，また，ロードプライシングでは利己的グ

ループでもそれほど均衡点に変化がないことが確認でき

る．これは，利他的フレームで意思決定を行なう個人に

対しては，返金による自動車利用の来訪者への受容性緩

和策がほとんど効果を持たないことを意味している．さ

らに，利他的グループと利己的グループの均衡点の差は

極めて大きいことが確認できる．これより，市民に施策

を利己的に捉えられてしまうことは，施策賛成率を大き

く低下させる可能性が示唆されており，道路課金政策に

よる収益の用途，例えば，公共交通等の財源としての利

用であることなどを明確に説明する必要が示唆されてい

るといえよう． 
 

６．おわりに 

 

本研究では，PDSの受容性に関する知見を得ることを

目的として，施策の賛否の選択行動についてアンケート

調査を実施し，収集データを用いて施策賛否行動に関す

るモデル分析を行った．この際，政策に対し公平感もし

くは不公平感を感じるグループの存在や，利己的や利他

的な意思決定フレームの存在を仮定し，ネスト構造のモ

デルを構築した．また，これらの結果を用いて，社会的

相互作用下での社会的合意点（賛成率の均衡点）につい

て考察を行った． 
以上の結果から，ロードプライシングの代替案とし

てのPDSは，返金という特典により，特に不公平感を感

じる個人や利己的フレームでの意思決定を行う個人に対

して社会的合意を得られやすい傾向が明らかとされた．

このように，PDSには，社会的受容性の点でロードプラ

イシングとは異なる特徴が多く存在する．今後は，これ

らの施策に対する個人の潜在的な意識構造を分析し，意

思決定フレームに影響を与える心理要因等と賛成率の社

会的均衡点の関係について，より詳細な分析を続けてい

く必要がある．また，本研究では，課金収益の使途の説

明による賛否行動の変化については分析を行っていない．

新田ら 8) ，谷川・藤井 9) ，藤井 2) が，課金収益の使途

に関する説明が，賛否選択行動に与える影響を分析して

いるように，今後はこれらの影響を分析フレームに組み

込んだより詳細な分析が必要である． 
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都心来訪者の駐車デポジットシステムに対する受容性に関する基礎的研究* 

三輪富生**・新井秀幸***・山本俊行****・安藤章*****・森川高行****** 
ロードプライシングは都心部の道路交通問題を解消するための効果的な政策であることが知られている．し

かしながら，ロードプライシングは社会的受容性が低く，その実施が極めて困難である．そこで，ロードプラ

イシングに代わる新たな道路課金施策と考えられる駐車デポジットシステムについて，社会的受容性に関する

ロードプライシングとの差を分析する．名古屋市都心部への来訪者を対象としたアンケート調査データを用い

てロードプライシングおよびPDSへの賛否選択モデルを構築し，社会的相互作用下での施策賛成率の変化につ

いて分析した．分析の結果，PDSがロードプライシングと比較して受容性を大きく緩和できる可能性を示した． 
 

A Preliminary Study of Acceptability for Parking Deposit System* 
By Tomio MIWA**・Hideyuki ARAI***・Toshiyuki YAMAMOTO**** 

・Akira ANDO*****・Taka MORIKAWA****** 
Road pricing is regarded as the most effective measure to solve the traffic congestion in urban area. However, the difficulty 

of forming a public consensus has become an obstacle to implementation of road pricing. This study analyses the difference 
on public acceptability between road pricing and parking deposit system (PDS). Using questionnaire survey data from visitors 
in Nagoya city area, we established approval or disapproval choice model and analyzed agreement rate under social 
interaction situation. As a result, it was shown that PDS could improve the social acceptability of road pricing. 
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