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ｱﾝｹｰﾄ調査概要

• 調査実施期間調査実施期間

– 2012年12月～2013年1月

調査対象者• 調査対象者

– 6ヶ国の首都6都市圏（日本（東京都市圏）、韓国（Seoul、
Incheon）、英国（Greater London）、ﾌﾗﾝｽ（Île-de-France）、ﾄﾞｲ
ﾂ（Berlin、Brandenburg）、ｽｳｪｰﾃﾞﾝ（Stockholms län））居住者

女 各 ﾟ 各 計 ﾟで、 20代、30代、40代の男女、各50ｻﾝﾌﾟﾙ、各国計300ｻﾝﾌﾟﾙ

• 調査方法調 方法

– ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ調査（楽天ﾘｻｰﾁ株式会社）

※本調査は 国土技術政策総合研究所の委託研究「多様なﾓﾋﾞﾘﾃｨにおける移動の質を※本調査は、国土技術政策総合研究所の委託研究「多様なﾓﾋ ﾘﾃｨにおける移動の質を
高めるITS技術に関する研究」の一環として実施された。
※協力：谷口綾子先生（筑波大学）、小林杏奈氏（東京大学（当時）） 2
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調査項目

• 個人・世帯属性（性別 年齢 職業 居住地 年収• 個人・世帯属性（性別、年齢、職業、居住地、年収、
居住年数、宗教、最寄り駅・ﾊﾞｽ停など）

• 交通手段別（徒歩、自転車、ﾊﾞｽ、鉄道、自動車運転
）移動中に行うｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨと移動の好み）移動中 行うｱｸﾃｨ ﾃｨ 移動 好み

• 最近行った普通の日の移動と幸福感

ﾞﾋﾞ ｶ 利用時の移動と幸福感• ﾍﾞﾋﾞｰｶｰ利用時の移動と幸福感

• 公共交通（鉄道/ﾊﾞｽ/ﾄﾗﾑ）車内における迷惑行為に公共交通（鉄道 ｽ ﾄﾗﾑ）車内における迷惑行為に
対する態度・意識
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ｻﾝﾌﾟﾙの属性

日本 韓国 英国 ﾗﾝｽ ﾄﾞｲﾂ
ｽｳｪｰ

日本 韓国 英国 ﾌﾗﾝｽ ﾄﾞｲﾂ
ｽｳｪ
ﾃﾞﾝ

有職者 75% 72% 78% 81% 71% 76%有職者 75% 72% 78% 81% 71% 76%

自転車利用者 64% 67% 45% 68% 82% 72%

自動車運転者 55% 72% 68% 80% 80% 70%

鉄道利用者 92% 97% 91% 87% 82% 84%鉄道利用者 92% 97% 91% 87% 82% 84%

ﾊﾞｽ利用者 62% 98% 87% 74% 84% 87%

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ利用者 54% 88% 85% 74% 71% 82%

子ども有り 33% 46% 41% 49% 51% 45%
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公共交通利用時に周囲の乗客がしていたら

不快 迷惑に感じる行為（混雑時）①不快・迷惑に感じる行為（混雑時）①
ｺﾞﾐを車内に放置する

ﾍﾟｯﾄをそのまま連れ込む

ｺ ﾐを車内に放置する

座席に足を乗せる

閉まりかけのﾄﾞｱを手で押さえる

ｽｳ ﾃﾞﾝ( 273)

ﾍﾞﾋﾞｰｶｰを折りたたまずに乗車する

座席に足を乗せる ｽｳｪｰﾃ ﾝ(n=273)
ﾄﾞｲﾂ(n=268)
ﾌﾗﾝｽ(n=274)

化粧をする

小さい子供を連れて乗車する
ﾌﾗﾝｽ(n 274)
英国(n=286)
韓国(n=297)

新聞を広げて読む

化粧をする
日本(n=275)

有意差（ ）

床に直接座りこむ

ﾘｭｯｸｻｯｸを背負ったまま乗車する 有意差（p<.05）
日本と他の5か国

0% 20% 40% 60% 80%

床 直接座り
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公共交通利用時に周囲の乗客がしていたら

不快 迷惑に感じる行為（混雑時）②不快・迷惑に感じる行為（混雑時）②
乗り降りする人がいるのにﾄﾞｱ付近で動か

お年寄りや体の不自由な人に席を譲らな

い

乗り降りする人がいるのにﾄ ｱ付近で動か

ない

大声で会話をする

一人分以上の座席を占有する

ｳ ﾞ

大音量でﾍｯﾄﾞﾎﾝｽﾃﾚｵを聴く

大声で会話をする ｽｳｪｰﾃﾞﾝ(n=273)
ﾄﾞｲﾂ(n=268)
ﾌﾗﾝｽ(n=274)

携帯電話、ｽﾏｰﾄﾌｫﾝで通話する

携帯電話、ｽﾏｰﾄﾌｫﾝの着信音を鳴らす

ﾌﾗﾝｽ(n=274)
英国(n=286)
韓国(n=297)

ﾄﾞｱ付近や通路の真ん中に荷物を置く

携帯電話、ｽﾏ ﾄﾌｫﾝで通話する

日本(n=275)

有意差（ ）

飲食をする

飲酒をする 有意差（p<.05）
日本と他の5か国

0% 20% 40% 60% 80%

食
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公共交通利用時に周囲の乗客がしていたら

不快 迷惑に感じる行為（非混雑時）①不快・迷惑に感じる行為（非混雑時）①
ﾞﾐを車内に放置する

ﾍﾟｯﾄをそのまま連れ込む

ｺ ﾐを車内に放置する

座席に足を乗せる

閉まりかけのﾄﾞｱを手で押さえる

ｳ ﾞ

ﾍﾞﾋﾞｰｶｰを折りたたまずに乗車する

座席に足を乗せる ｽｳｪｰﾃﾞﾝ(n=273)
ﾄﾞｲﾂ(n=268)
ﾌﾗﾝｽ(n=274)

化粧をする

小さい子供を連れて乗車する
ﾌﾗﾝｽ(n=274)
英国(n=286)
韓国(n=297)

新聞を広げて読む

化粧をする
日本(n=275)

有意差（ ）

床に直接座りこむ

ﾘｭｯｸｻｯｸを背負ったまま乗車する 有意差（p<.05）
日本と他の5か国

本と欧州 か

0% 20% 40% 60% 80%

床 直接座り む
日本と欧州4か国
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公共交通利用時に周囲の乗客がしていたら

不快 迷惑に感じる行為（非混雑時）②不快・迷惑に感じる行為（非混雑時）②
乗り降りする人がいるのにﾄﾞｱ付近で動か

お年寄りや体の不自由な人に席を譲らな

い

乗り降りする人がいるのにﾄ ｱ付近で動か

ない

大声で会話をする

一人分以上の座席を占有する

い

大音量でﾍｯﾄﾞﾎﾝｽﾃﾚｵを聴く

大声で会話をする ｽｳｪｰﾃﾞﾝ(n=273)
ﾄﾞｲﾂ(n=268)
ﾌﾗﾝｽ(n=274)

携帯電話 ｽﾏｰﾄﾌｫﾝで通話する

携帯電話、ｽﾏｰﾄﾌｫﾝの着信音を鳴らす

ﾌﾗﾝｽ(n=274)
英国(n=286)
韓国(n=297)

ﾄﾞｱ付近や通路の真ん中に荷物を置く

携帯電話、ｽﾏ ﾄﾌｫﾝで通話する 韓国( )
日本(n=275)

有意差（ ）

飲食をする

飲酒をする
有意差（p<.05）
日本と他の5か国

本と欧州 か

0% 20% 40% 60% 80%

飲食 す
日本と欧州4か国

14



公共交通利用時に公共交通利用時に
ﾍﾞﾋﾞｰｶｰ利用者に対して行うこと

子供をあやす

何もしない

ベビーカーのために場所を空

ける

子供をあやす

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ(n=273)
ﾄﾞｲﾂ(n=268)

席を譲る

ける
ﾄ ｲﾂ(n 268)
ﾌﾗﾝｽ(n=274)
英国(n=286)

乗降する順番を譲る

韓国(n=297)
日本(n=275)

乗降を手伝う
有意差（p<.05）
日本と他の5か国

0% 20% 40% 60% 80% 日本と欧州4か国
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ﾍﾞﾋﾞｰｶｰで外出時のﾋ ｶ で外出時の
公共交通利用頻度

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ(n=135) 外出する時はいつも利用

する（利用していた）

ﾌﾗﾝｽ( 147)

ﾄﾞｲﾂ(n=152) 外出する時は時々利用す

る（利用していた）

英国(n=124)

ﾌﾗﾝｽ(n=147)
どちらともいえない

韓国(n=138)

英国(n 124)

外出する時はあまり使用し

ていない（利用していな

日本(n=100)
かった）
外出する時は全く利用しな

い（利用していなかった）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

い（利用していなかった）
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ﾍﾞﾋﾞｰｶｰで公共交通利用時にﾋ ｶ で公共交通利用時に
混雑時間帯を避けるか？

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ(n=99)

必ず避ける（避けた）

ﾌﾗﾝｽ(n 92)

ﾄﾞｲﾂ(n=120) 必ず避ける（避けた）

時々避ける（避けた）

英国(n=88)

ﾌﾗﾝｽ(n=92)
どちらともいえない

韓国(n=119)

英国( )
あまり避けない（避けな

かった）
全く避けない（避けなかっ

日本(n=88)

全く避けない（避けなかっ

た）

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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公共交通車内で公共交通車内で
ﾍﾞﾋﾞｰｶｰを折りたたむか？

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ(n=99)

ﾌﾗﾝｽ(n 92)

ﾄﾞｲﾂ(n=120) いつも必ず折りたたむ（折

りたたんだ）

英国(n=88)

ﾌﾗﾝｽ(n=92)
混雑時には折りたたむが、

非混雑時には折りたたまな

（折りたたまなか た）

韓国(n=119)

英国( )
い（折りたたまなかった）
いつも折りたたまない（折り

たたまなかった）

日本(n=88)

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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ﾍﾞﾋﾞｰｶｰで公共交通利用時にﾋ ｶ で公共交通利用時に
周囲の乗客にしてもらう行為

子供をあやしてもらう（あやして

特にしてもらっていない

席を譲ってもらう（譲ってもらっ

子供をあやしてもらう（あやして

もらった）
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ(n=99)
ﾄﾞｲﾂ( 120)

ベビーカーのために場所を空

も う 空 も

譲 う 譲

た）
ﾄ ｲﾂ(n=120)
ﾌﾗﾝｽ(n=92)
英国(n=88)

乗降する順番を譲ってもらう

（譲ってもらった）

けてもらう（空けてもらった）
英国(n 88)
韓国(n=119)
日本(n=88)

乗降を手伝ってもらう（手伝っ

てもらった）

（譲ってもらった）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

もら ）
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まとめ

我が国（東京）の公共交通ﾍﾞﾋﾞ ｶ 利用に対する意• 我が国（東京）の公共交通ﾍ ﾋ ｰｶｰ利用に対する意
識の特徴

– 混雑時に公共交通に「ﾍﾞﾋﾞｰｶｰを折りたたまずに乗車する
」ことを不快・迷惑と感じる人の割合が高い。

– ﾍﾞﾋﾞｰｶｰで移動する際に公共交通を利用する頻度が高い
が、混雑時間帯を避ける割合が高く、公共交通車内でﾍﾞﾋﾞ
ｰｶｰを折りたたむ割合も比較的高い。

– ﾍﾞﾋﾞｰｶｰで公共交通利用時に周囲の乗客による助けが少で公共交通利用時 周囲の乗客 よる助け 少
ない。
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