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要旨：自動車の適正利用に滞る地方都市若年層への動機づけにおけるメディアの活用効果を明ら
かにするため，ポスターとビデオコンテンツにより同一の情報を提供し，情報提供方法の違いによ
る意識変化と情報の記憶率を比較した。実験の結果，ビデオコンテンツによる情報提供は，自動車
利用を控える意識が低い被験者にとって，ポスターに比べ自動車利用を控える意識が高まりやすい
ことが分かった。また，クイズ等のインタラクティブ性を持たせた情報提供は，クイズに直接関連
する情報を対象者に記憶させるには有効な手段であるが，同時に提供された他の情報は記憶に残り
にくい傾向がある。ビデオコンテンツによる情報提供は，クイズに直接関連が低い情報についても
対象者の記憶に残りやすいことも分かった。 

キーワード：モビリティ・マネジメント，環境配慮，トランスセオレティカルモデル，メディア 
 
Abstract： We provided the same information by a poster and the video contents to clarify 

difference of the consciousness change and the memory rate of provided informations to the 
local city young group. As a result of experiment, the reporting with the video contents rises 
consciousness of refrain from automobility. The reporting that kept the interactivity such as 
the quiz lets a target person memorize information which related to a quiz directly. But other 
information offered at the same time tends to be hard to win through up to memory. The 
reporting with the video contents raising a memory rate about the information that had low 
direct connection in a quiz. 

Key Words： mobility management, concern for the environment, transtheoretical model, 
media  
 

 

はじめに 

 

自動車の過度な利用は，交通渋滞や排気ガスによる地

球温暖化などの社会問題を引き起こす原因とされており，

これまでにも自動車から公共交通や徒歩，自転車への交

通手段転換を促す様々な交通施策が実施されてきた。中

でもモビリティ・マネジメント（以下，MM と略す）は，

自発的な行動変容を期待する交通施策として重要性が認

識されつつある。MMは，コミュニケーションを中心とし

た心理的方略を取り入れた施策である。これまでに，い

くつかの既往研究において，環境負荷の低い交通手段の

利用促進のためには，交通行動者の環境問題に対する意

識が重要な要因となることが提示されている （倉内ほか, 

1997； Kurauchi et al., 1997）。しかし，公共交通が未

発達な地方都市において，自動車以外の交通手段への転

換は容易なことではなく，単に，環境問題に対する意識

を高めるだけでは，行動に直結しない。とりわけ若年層

は，環境問題に対する意識が低いと言われており，交通

手段の転換を誘発するためには，環境問題に加えたさら

なる動機付けの必要性が示唆されている(松本安生, 

2011; Mathumoto, 2011) 。既往研究においては，環境問

題に付加すべき動機づけとして，健康・コスト・交通事

故・子どものモラル等の効果が実証的に検証されている 

(土木学会, 2005; Japan Society of Civil Engineers, 

2005)。中でも，健康に関する動機づけ情報は，「交通渋

滞」「環境」といった公共的な問題意識の低い対象者に対

しても，対象者自身が直接的に感じることのできる動機

付けとなり，高い効果が得られることが報告されている

(中井ら, 2008; Nakai et al., 2008) 。しかし，環境問

題に加えて付加的な動機づけ情報を提供するということ

は，受け手の立場から見ると，受け取るべき情報の増加

となる。特に環境や健康に対する意識が低い対象者に多

くの情報を提供した場合，提供された情報をどの程度認
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識できているのか疑問が残る。 

教育研究においては，学習に対する意欲を高める工夫

が以前より検討されており，その一つとして，間違い探

し，課題予告，クイズのようなインタラクティブ性を高

める工夫が有効であると言われている(佐藤ら, 2015; 

sato et al., 2015)。MMにおいても同様に，インタラク

ティブ性を取り入れた情報提供が実践されているが，MM

では，冊子やポスター等のプリント媒体を用いた情報提

供が主体である。冊子やポスターにクイズ等のインタラ

クティブ性を持たせた場合，対象者の注意は，クイズに

関連する部分に集中し，それ以外の情報が軽視される可

能性があることが懸念される。 

一方，中村らは，動画を含むメディアと静止画を中心

としたWebサイトにより地球温暖化問題に対する情報を

提供した際の認識の違いを実験的に検証し，動画を含む

メディアは，Web サイトに比べて，特に若年層の被験者

にとって，認識を高めるのに有効であり，地球温暖化へ

のリスクに対するイメージがしやすくなることを報告し

ている(中村ら 2016,Nakamura 2016) 。 

動画等の視覚イメージを用いた情報提供には，以下の

特徴がある．①表示されている時間が限られる ②音声

や画面に出現する画像等に注意を向けることができる 

③画面が切り替わるたびに情報が次々と映し出されては

消え，手元に表示が残らない。特に，「画面が切り替わる

たびに情報が次々と映し出されては消え，手元に表示が

残らない」という特徴は，インタラクティブ性の要素で

ある課題予告およびクイズの提供と組み合わせた場合，

常時表示された情報に比べて，被験者の情報に対する注

意力が増し，提供された情報に対する認識を高めること

が期待できる。 

この仮説を検証するため，本研究は地方都市において

環境問題に対する意識が低いとされる若年層を対象に，

ビデオコンテンツとポスターにより地球環境問題および

健康問題に関する同一情報を，課題予告およびクイズと

合わせて提供した。情報提供前後の自動車利用に対する

意識および提供後の情報に対する記憶率を調査し，地方

都市での自動車から環境負荷の低い交通手段への転換意

識の動機づけにおけるビデオコンテンツの活用効果を分

析した。 
 
１. 研究の方法 
 
１.１ 動機づけ情報の提供方法 

情報の提供方法は，音声と画像を組み合わせたビデオ

コンテンツと MM の代表的な情報提供手法であるポスタ

ーの 2 パターンである。ポスターは，6 枚のポスターと

各ポスターに対応する6問のクイズで構成している。ポ

スターは，大きく2つのカテゴリーで構成されている。

各ポスターに記載したカテゴリー一覧を表-1 に示す。6

枚のポスターのうち3枚は，地球温暖化に関する情報を

中心に記載している。残り3枚は，環境問題に対する意

識に加えた交通手段の転換を誘発するための動機づけ情

報として，地方都市において一定の提供効果が報告され

ている健康問題を中心に記載した。各ポスターに対し，

記載内容に準じたクイズを1問用意し，情報提供のため

のポスターと関連するクイズを並べて掲示した。 

ビデオコンテンツは，ポスターにより提供する情報と

差異が生じないよう，ポスターに記載された文書を，音

声合成ソフトウェアにより読み上げた。表示画像は， 

Microsoft Power Point を用い，読み上げ文書に合わせ

て画像の切り出しやクローズアップ，強調表示をするこ

とにより，視覚的インパクトを高めた。使用した画像素

材は，ポスターと同じである。デスクトップレコーダで

PowerPoint による表示画像と音声を記録してビデオコ

ンテンツを作成した。ビデオコンテンツは，ポスターと

同じく6種類である。ビデオコンテンツ再生終了時に，

ポスターと同じクイズが表示される構成となっている。 

１.２ 調査概要 

栃木県宇都宮市に所在する特定大学の学生を対象に，

情報提供手法の違いによる自動車利用を控える意識の差

異を比較するための実験を行った。対象となる大学は，

最寄り駅から約5km離れており，駅から大学間は，路線

バスが運行されている。路線バスは，通学の時間帯には，

約10分間隔で運行されている。またキャンパスには，駐

車場が整備されており事前申請により自動車による通学

が可能である。表-2 は，実験の概要である。 ポスター

を用いた実験を2018年6月，ビデオコンテンツを用いた

実験を2018年7月に実施した。被験者に受付で回答用紙

を配布し，室内に配置されたポスターもしくはPC上に表

示されるビデオコンテンツを閲覧して，配布された回答

用紙にクイズの答えを記載するよう依頼することで，課

NO カテゴリー 分類

1
・地球温暖化って何だろう？
・地球温暖化の未来予測

2
・地球温暖化は，なぜ起きているの？
・地球温暖化を食い止めるには？

3
・温室効果ガスは、どこから出ているの？
・栃木県は，くるま社会

4
・環境と並んでもう一つ大事なこと”健康問題”
・生活習慣病を防ぐには

5
・一生健康に過ごすために”身体活動量”
・身体活動量の大切さ

6
・栃木県は，小児肥満ワースト１
・肥満とクルマの気になる関係

地球温暖化

健康

表-1 提供情報一覧 
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題予告とクイズに相当するインタラクティブ性を実現し

た。ポスターおよびビデオコンテンツの閲覧に際し，閲

覧の順序や回数に，制約は設けていない。また，各実験

に参加した被験者の中に，重複した被験者は存在しない。

受付で配布した回答用紙のクイズ回答前後に，自動車利

用に対する意識および行動を問う質問を組み込み，情報

の閲覧とクイズへの回答を介した被験者の自動車利用に

対する意識および行動の変化を調査した。 

ポスターもしくはビデオコンテンツをすべて閲覧し回

答用紙に記入が終わった被験者は，続けて閲覧した情報

をどの程度記憶しているかを調べるための確認テストを

受けていただいた。確認テストの有無が情報の閲覧に影

響を与えることを避けるため，情報閲覧時に確認テスト

があることは被験者に告げず，回答用紙の回収後に確認

テストを依頼した。 

ポスターを用いた実験への参加者は，83 名，ビデオコ

ンテンツを用いた実験の参加者は，102 名であり，回答

用紙の記載に不備がなく，その後に実施した確認テスト

と同一人物である照合が取れた 127（=55+72）名を以降

の分析対象とした。自動車利用に対する意識および行動

の変化は，トランスセオレティカルモデルの変容ステー

ジを自動車利用に対する意識および行動に対応付けた指

標を用いた。 

１.３ トランスセオレティカルモデル（TTM） 

トランスセオレティカルモデル（以下，TTM と略す）

は，行動変容を統合的に説明する概念モデルである(D. C. 

N. J. Prochaska JO 1992)。TTM は，もともと禁煙指導

のために開発されたモデルであるが，その後，食事や運

動といった様々な行動に適用されてきた。 

TTM は，主体行動に対する準備状態の分類（変容ステ

ージ）と，それぞれの状態に対応した支援の在り方（変

容プロセス），行動に対する心理的バランス（意思決定の

バランス(負担感と恩恵感のバランス)，およびセルフエ

フィカシー(｢できる｣という見込み感)）が図-1のように

対応付けられている。  

本研究の視点である環境問題と健康問題を動機づけと

した自動車の適正な利用は，TTM の視点から禁煙行動と

同じく「望ましくない（不健康な）習慣的行動の変容」

の一事例と捉えられる。よって本研究は，自動車利用に

関する意識と行動の把握にTTMを取り入れた。 

TTM の変容ステージを自動車利用に対する意識および

行動に適用すると，表-3のように対応付けることができ

る。TTM は，行動変容の準備性によって，「前熟考期」：

行動変容をすることの意思がない，「熟考期」：行動変容

をそのうち（おおむの6カ月以内に）実行しようと思う，

「準備期」：行動変容をすぐに（1カ月以内に）実行しよ

うと思う，「実行期」：行動変容をして6カ月未満である， 

「維持期」：行動変容をして6カ月以上継続している，と

いうステージが定義されており，それぞれに次のステー

ジに進めるために適した活動(変容プロセス)があるとさ

れている。今回の実験に関連する環境及び健康に関する

情報の提供は，図-1のモデルより，TTM変容ステージの

前熟考期・熟考期に有効な活動と位置付けられる。 

 

２. 結果 

 

２.１  自動車利用意識の把握 

被験者127名の情報提供前の自動車利用に対する意識

および行動を最初に把握する。被験者の年代は，すべて

表-3 変容ステージ 

行動変容
ステージ

内容

前熟考期 自動車利用を控える気持ちが全くない

熟考期 自動車利用をそのうち控えたほうが良いと思っている

準備期 自動車利用をすぐに控えるべきだと思っている

実行期 自動車の利用を最近控え始めた

維持期 自動車の利用を継続して控えている

表-2 実験概要 

図-1 トランスセオレティカルモデル 

情報の提供方法 ポスター メディア

調査時期 2018年　6月 2018年　7月

参加者
83名

（有効回答数55部）
102名

（有効回答数72名）

個人属性（性別，年代）

運転免許の有無

自動車利用に対する意識と行動（情報提供前後）

自転車・徒歩による移動可能距離（情報提供前後）

調査内容
環境活動に対する意識と行動

セルフエフィカシー

意思決定バランス

維持期

実行期

準備期

熟考期

前熟考期

スモールステップアプローチ

観察学習・セルフコントロール

バリア除去・動機づけ

行動変容の必要性に
関する情報提供など

変容ステージ

変容プロセス
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群の相関係数0.24と比べても高い相関がみられる。また，

b.関連問題-c.非関連問題間の相関についても，ビデオコ

ンテンツ0.55,ポスター0.14と，ビデオコンテンツによ

る情報提供の方が高い相関が得られている。これより，

ビデオコンテンツによる情報提供は，特定情報のみでな

く，その前後に与えられた情報へも被験者の注意が向き

やすいと言える。 

 

３．考察 

 

  以上の分析より，課題予告およびクイズを組み合わせ

たビデオコンテンツによる情報提供は，被験者の与えら

れた情報に対する記憶率を向上させ， 自動車利用を控え

る意識を高めることが確認できた。しかし，確認テスト

の正答率と自動車利用に対する変容ステージ間に強い相

関は見られなかった。この結果は，情報を被験者に記憶

させることが，直接自動車利用を控える意識に繋がるの

ではなく，今回用いた手法により，被験者が注意深く情

報を閲覧したことが，自動車を控える意識の向上につな

がったためと考える。 

 

４.まとめ 

 

本研究は，地方都市若年層に対する自動車利用抑制へ

動機づけにおける，ビデオコンテンツの活用効果を明ら

かにするため，MMにおいて代表的な情報提供手法である

ポスターによる情報提供と比較し，被験者の自動車利用

意識および行動の変化と情報記憶率を分析した。この分

析の結果は，以下のように整理することができる。 

１）ビデオコンテンツと課題予告およびクイズの組み合

わせによる情報の提供は，自動車利用を控える意識が低

い被験者に対し，ポスターに比べて自動車利用を控える

意識が高まりやすい。 

２）インタラクティブ性を持たせた情報提供は，持たせ

た内容が被験者の記憶にとどまる確率が高いが，それ以

外の情報は，記憶にとどまりにくい。ビデオコンテンツ

による情報の提供は，インタラクティブ性を持たせた情

報以外においても記憶に残りやすくなる。 

3)免許保有者と免許非保有者を比較した場合，同じ情報

を提供しても，免許非保有者の方が自動車を控える意識

は高まりやすい。 

また，今回ビデオコンテンツの作成に使用したソフト

ウェアは，多用途で使用できる Microsoft Office や無

料で使用できるデスクトップレコーダを使用しており，

実験のため新たに購入したのは，音声合成ソフトウェア

のみであり，高度な技術も用いていない。今回の実験で

は，PCを複数台配置したが，作成したコンテンツをweb

サイトに掲載し，各自のスマートフォン等で閲覧できる

ようにすれば，PCを配置する必要はなく，印刷をする必

要もないためプリント媒体より簡便かつ安価に作成でき

る。今回の実験により，簡便かつ安価な方法で，自動車

利用を控える意識を高めることができたことは，一つの

成果と考える。ただし，今回の実験で用いた動機づけの

手法は，イベント等と連携した情報提供を想定したもの

である。被験者も20歳代に限定されていることから，今

後実環境におけるさらなる分析が必要である。 
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表-8 クイズ正答率および記憶率の相関係数 

クイズ
正答率

a.類似問題
正答率

b.関連問題
正答率

c.非関連問
題正答率

クイズ
正答率

- 0.43 0.24 0.22

a.類似問題
正答率

0.65 - 0.70 0.44

b.関連問題
正答率

0.29 0.24 - 0.55

c.非関連問
題正答率

0.29 0.30 0.14 -
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