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日本民営鉄道協会 ホームページ上でアンケート

平成27（2015）年度 駅と電車内の迷惑行為ランキング発表
１位は７年連続「騒々しい会話・はしゃぎまわり等」

日本民営鉄道協会（東京都千代田区）では、本年１０月１日（木）から１１月

３０日（月）の２か月間、当協会ホームページ上で「駅と電車内のマナーに    

関するアンケート」を実施し、２，１０５人の方から回答が寄せられました。

アンケートの結果では、音に関する迷惑行為（「騒々しい会話・はしゃぎまわり等」「携

帯電話・スマートフォンの着信音や通話」「ヘッドホンからの音もれ」）や「座席の座り方」、

「乗降時のマナー」が上位となる結果となりました。

一方、電車や駅を利用している際、「うれしかった」「心が温まった」行為と  

して「座席をゆずってくれたこと」のほか「座席をゆずったときに『ありがとう』

とお礼をいってくれた」といった回答を数多くいただきました。

駅・電車を安全で快適に利用して頂くため、皆さまのご理解とご協力をお願い

申し上げます。集計結果の詳細は別紙をご覧下さい。

【調査概要】

○調査期間 平成２７年１０月１日（木）～１１月３０日（月）

○内  容 駅と電車内のマナーに関して

○調査方法 当協会ホームページにて実施

○回答総数 ２，１０５人

  ※なお、別紙に記載しておりますこと以外の詳細な内容や件数は、公表しておりません。

＊本日、この資料は下記の記者クラブにお届けしています＊
国土交通記者会・ときわクラブ・東海交通研究会・青灯クラブ

近畿電鉄記者クラブ・福岡経済記者クラブ
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別紙

○お客さまが迷惑と感じる行為ランキング（総合）

順位
（昨年）

迷惑行為項目
割合％
（昨年）

1（ 1） 騒々しい会話・はしゃぎまわり等 38.0(33.2)

2（ 2） 座席の座り方 31.4(31.7)

3（ 3） 乗降時のマナー 29.8(27.9)

4（ 4） 携帯電話・スマートフォンの着信音や通話 25.5(24.7)

5（ 5） ヘッドホンからの音もれ 25.1(24.5)

6（ 6） 荷物の持ち方・置き方 23.9(22.3)

7（ 8） ゴミ・空き缶等の放置 19.7(16.9)

8（ 9） 車内での化粧 16.5(16.5)

9 (12) 電車の床に座る 16.2(13.1)

10 (11) 喫煙 14.8(13.2)

11 (10) 酔っ払って乗車する 14.4(14.6)

12 (13) 混雑した車内での飲み食い 11.9(11.4)

13 (14) 混雑した車内で新聞や雑誌・書籍を読む 8.2( 9.6)

14 (16) その他 7.4( 5.7)

15 (15)
電子機器類（携帯ゲーム機・パソコン等）の  

操作音
7.2( 7.3)

16 (17) 特にない 0.3( 0.3)

※回答は最大３つまで選択可として設問しました。

＊７年連続で「騒々しい会話・はしゃぎまわり等」がトップとなり、「携帯  

電話・スマートフォンの着信音や通話」「ヘッドホンからの音もれ」、が  

それぞれ４位、５位にランクインするなど、音に関する迷惑行為が    

引き続き上位となりました。

＊上記の音に関する迷惑行為のほか「座席の座り方」「乗降時のマナー」に

ついても７年連続で上位５位以内にランクインする結果となりました。

＊「座席の座り方」「乗降時のマナー」「荷物の持ち方・置き方」に関する   

具体的な迷惑行為については次頁のとおりです。



○『座席の座り方』のうち、最も迷惑に感じる行為は？

迷惑行為項目
割合％
（昨年）

座席を詰めて座らない（間を広くとる、荷物を置く、足を広げるなど） 66.7(63.9)

座りながら足を伸ばす・組む 16.3(20.1)

お年寄や身体の不自由な方、妊婦の方等に席を譲らない 5.3( 5.2)

その他 4.8( 5.3)

（子供が）靴を履いたまま座席に立つ 4.4( 2.6)

（眠って）寄り掛かってくる 2.4( 2.7)

＊その他では、「読書や携帯電話・スマートフォン操作で肘を横に張り出す」

や「一人で多くのスペースを使用する」などの回答が寄せられました。

＊より多くの方が気持ちよく座って利用きるようご協力をお願いします。

○『乗降時のマナー』のうち、最も迷惑に感じる行為は？

迷惑行為項目
割合％
（昨年）

扉付近から動かない（乗降を妨げる、奥に詰めない等） 33.8(36.5)

降りる人を待たずに乗り込む 24.4(27.1)

乗降時に並ばないで横から割り込む 17.5(15.9)

携帯・スマホやゲーム等の操作をしながら乗降する 8.1( 4.9)

駆け込み乗車 7.2( 4.5)

その他 4.8( 6.3)

乗降時に周りの人を押しのける 4.1( 4.9)

＊混雑時は特に扉付近には立ち止まらず、比較的空いているドアから押し

合わずに順序よく乗り降りしていただきますようご協力をお願いします。

○『荷物の持ち方・置き方』のうち、最も迷惑に感じる行為は？

迷惑行為項目
割合％
（昨年）

背中や肩のリュックサック・ショルダーバックなど 51.9(50.3)

座席に置かれた荷物 17.3(15.2)

床（足もと）に置かれた荷物 16.1(19.5)

キャリーバック 6.6( 5.2)

濡れ傘 5.0( 4.2)

その他 3.2( 5.7)

＊まわりのお客さまにご自身のお荷物が当たらないよう網棚を利用するなど

ご協力をお願いします。



○その他

その他の行為として様々なご回答をいただきました。その一部は以下のとおりです。

・歩行中や混雑した車内での携帯電話やスマートフォン操作（歩きスマホ）

・混雑した車内でのベビーカーの使用やキャリーバッグの持ち込み

・エスカレーターでの歩行

・つり革、手すりにつかまらずに寄りかかってくる

・マスク着用や口に手をあてない状態で咳をする

○お客さまが迷惑と感じる行為ランキング（男女別）

   〔男性〕

順位
（昨年）

迷惑行為項目
割合％
（昨年）

1（1） 騒々しい会話・はしゃぎまわり等 37.7(33.1)

2（2） 座席の座り方 31.1(32.0)

3（3） 乗降時のマナー 29.5(28.9)

4（4） 携帯電話・スマートフォンの着信音や通話 27.3(27.9)

5（5） ヘッドホンからの音もれ 26.0(26.0)

   〔女性〕

順位
（昨年）

迷惑行為項目
割合％
（昨年）

1（1） 騒々しい会話・はしゃぎまわり等 39.7(33.7)

2（2） 座席の座り方 32.9(30.7)

3（4） 乗降時のマナー 31.4(24.6)

4（5） 荷物の持ち方・置き方 24.9(24.2)

5（7） ヘッドホンからの音もれ 20.9(19.3)

＊「携帯電話・スマートフォンの着信音や通話」が男性では４位であるのに

対して女性は９位であり、男女で迷惑と感じる行為に差が見られました。



○電車や駅を利用している際、「うれしかった」「心が温まった」行為

  電車や駅を利用している際、「うれしかった」「心が温まった」行為として、「お年

寄りや妊娠中の方に席を譲る」「席を譲ったときに『ありがとう』と返してくれた」

「落し物をした際に、拾って声をかけてくれた」など多くの回答をいただきました。

その中での具体例をいくつかご紹介いたします。

  （具体例）

外国人が困っているときに、尋ねられた乗客が言葉も

はっきり通じないだろうが一生懸命説明をしている場

面。訪日外国人が増加しており最近よく見かける光景で

とても良いことだと思う。

40 代 男性

混雑していた車内で、お年寄りが乗ってきたとき、み

んなで座席のほうへ向かうスペースを作り、席を譲って

くれた人がいたこと。

40 代 男性

ホームでベビーカーを押していた親子連れが、階段を

登り降りする時にサラリーマン風の男性が、「よろしけ

れば、お手伝いしましょうか？」と声かけて、介助して

いました。心温まる光景に感動いたしました。

30 代 男性

誰かが音頭をとったり、強制したわけではないが、ひ

とりが座席を譲ったり、詰めあったりしたとき、連鎖的

に「ゆずる」「つめる」行為が自然と行われ、結果的に

全体が良い空気となったとき。

20 代 男性

整列乗車をしていなかった子どもに注意をしたら、次

回見かけた時にはしっかりと整列乗車を守っていたこ

と。注意をすることは嫌でしたが、素直に守ってくれた

ことが嬉しかったです。

20 代 女性

                     ご協力ありがとうございました。

以 上


