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講師

現在に至る

ライフサイクル思考の学びに基づく意識及び行動変化に関する調査研究
Survey research on changes in pro-environmental awareness
and behavior influenced by the learning of life cycle thinking
The concept of life cycle thinking (LCT) has been considered to play an important role to
recognize visible and invisible environmental loads of our daily activities. This educational
potential of LCT is regarded as an important subject in environmental education (EE) to raise
awareness about our own invisible environmental loads to lead responsible actions for the
environment. This has motivated researchers to develop a new program for EE based on LCT.
Now there are many LCT-based EE programs and some of them have been implemented in
schools for children and adults. The learning effect of LCT in EE is generally evaluated before
and after its implementation. Many publications on LCT-based EE indicated that the learning
of LCT made a positive change in pro-environmental awareness of learners. Further research
subject on the influence of the LCT-learning is to evaluate the influence of the positive change
in pro-environmental awareness exerted on their pro-environmental behavior in daily activities,
because to lead people to adopt a low-carbon life style is considered as a designated goal of EE.
We therefore planed to carry out a long-term survey on the influence of LCT-based EE on proenvironmental awareness and behavior. The present research is our primary survey for determining
important question parameters in terms of the LCT-learning. The survey was carried out by using
a questionnaire form prepared on the basis of the past surveys and we obtained a response from
77 of 96 learners who learned LCT-based EE. The result suggested that the learning of LCT will
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have a positive effect on a time-independent change in pro-environmental awareness and further it
will also have a significant impact to lead a positive change in pro-environmental behavior in daily
activities. This project will be developed to the next step based on the result of the present survey.

1. 緒

言

私たちの大量消費型の生活様式は、地球環境に多大な影響を与え、地球温暖化などの様々な環境
問題を深刻化させていると考えられている。世界規模の環境問題に取り組むためには、持続可能な社
会を目指し、環境に対し責任ある行動をとることのできる人材を育成することが重要である 1 ）。現在、こ
の人材育成を主たる目的として、様々な課題を取り上げた環境教育が実施されている。日本における環
境教育の題材は、二十世紀半ばに社会問題化した公害問題を考えるための教育活動が発端のひとつ
であった歴史的背景もあり、大気汚染や水質汚染などの問題と、汚染や開発によって損なわれた自然
の復旧を念頭に置いた自然環境保護の問題が中心的である2 ）。近年では、自然エネルギーの利用など
に関わるエネルギーに焦点を当てたエネルギー環境教育の活動も増加している 3 ）。一人一人の市民が
持続可能な社会形成に寄与するためには、これらの課題に加え、私たちの日々の消費などの生活行動
が有する環境への影響も考える必要がある。2012 年に施行された消費者教育推進法では、個々の消
費者が自らの消費行動が地球環境などに及ぼす影響を自覚し、公正で持続可能な社会形成に参加す
る社会として、消費者市民社会を定義している 4 ）。ここで述べられている “ 消費が及ぼす地球環境へ
の影響 ” は、より丁寧に述べると “ 大量消費型の生活様式が及ぼす地球環境への影響 ” と言い換えら
れるといえる。
先進国の生活様式は、基本的に地球内部から取り出した数々の天然資源の消費を基盤としている。
例えば、私たち日本人の日常生活は、日本の遥か遠方で採取され運搬されてきた石油などのエネルギー
資源と、同様に遠方で採取され加工などの過程を経て運ばれてくる金属資源などの素材を大量に利用
することで成り立っている。このような現状に対して、法規制などの寄与も大きいものの、多くの企業が環
境負荷の少ない製品やサービスを提供するために、工業製品などのライフサイクルに関わる環境負荷を
二酸化炭素排出量などの指標について評価するライフサイクルアセスメント（ LCA ）を取り入れている。
その一方で、製品やサービスを選択し享受する消費者には、LCA の手法そのものに加え、ある対象の
一生に渡る何らかの影響を考えるというライフサイクルの考え方自体が浸透しているとは言い難い。ゴミ
分別などの自治体のルールで規制された行動や、節電など環境配慮の結果が経済的にも眼に見える
形で実感できる行動を除くと、環境配慮行動の意味や効果を実感できないために実施できない環境配
慮行動が多い状況を示す調査結果もある 5 ）。私たちは、環境と自らの生活の関係を考えるために、ライ
フサイクルの考え方（ライフサイクル思考、以下 LCTとする）を学ぶことが重要であると考え、その社会
浸透を目指して、LCT を基軸とした環境教育用教材やプログラムの開発し実践を続けている 6－10 ）。そ
の他にも、地域の生産活動に関連した教材 11 ）や雨水利用を取り上げた教材 12 ）など、LCT を基軸とし
た環境教育事例の報告は増加している。
これらの LCTを基軸とした環境教育（以下、LCT 型環境教育とする）では、多くの場合、対象となる
身近な製品などのライフサイクルに焦点を当て、日常生活と環境問題との密接な関係に気付く事を第一
の教育目標として掲げている。このような LCT 型環境教育の教育効果は、講義実施前後や講義直後の
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質問紙などにより調べることが一般的であり、前述した事例では、LCTの学びが受講者の環境配慮意識
の向上に顕著な影響を与えることが報告されている。一方で、教育効果の追跡調査の報告例は極め
て少なく13－14）、受講者のその後の生活における意識変化の持続や生活行動への影響はまだ未知数で
ある。そこで本課題では、LCT 型環境教育が受講後の日常生活において環境配慮意識や行動につ
いてどのように影響するか追跡調査を行うことを計画した。環境教育がもたらす意識や行動変容につい
て研究する手法として、例えば、広瀬が提唱した環境配慮行動の要因関連モデルが広く受け入れられ
ている15）。このモデルでは、環境に配慮する意思決定において考慮されると考えられる要因を目標意図
と行動意図に分類し、意識変更から行動変容に至る構造を検討することを可能にしている。今回の調
査では、このようなモデルに基づいた調査を実施することを念頭に置き、まずは過去の LCT 型環境教
育の受講者に対して、意識や行動変容の実態調査を行った。

2 . 調査対象と調査内容
調査は、質問紙を用いた郵送法による実施を計画したため、過去に LCT 型環境教育を受講した受
講生の中から、郵送による質問紙調査が可能な対象を絞り決定した。調査は2014 年 7月から11月にか
けて実施した。調査対象は三つのグループで構成されており、環境教育の受講時期と回答時期や講
義の内容などが異なっている。それぞれグループ①～③とし、その違いを次に述べる。
グループ①は通信制大学で学習する幅広い年齢層の男女 58 人である。カリキュラムの中に LCA の
基礎学習を含む環境教育の集中講義を対面形式で実施する科目があり、その科目を受講した学生で
ある。さらにグループ①は講義の受講時期によって三つの母集団に分類され、それぞれ、2012 年 5月、
2013 年 5月、及び2014年5月の受講生に分かれる。このグループには2014 年 7月に質問紙を送付した。
そのため講義受講から質問紙の回答までの時間も2 年以上経過した対象がいる。グループ① が受講
した科目は 1日約 6 時間の集中講義を 2日間受講する形態である。1日目が LCT 型環境教育であり、
2日目に LCA の基礎を学んだ。グループ②は製造業で働く若手社員 23 人である。この対象は 2014 年
4 月に環境に関わる管理業務に関連する講義の一部として LCT 型環境教育を受講した。このグルー
プにも2014 年 7 月に質問紙を送付した。そのため、グループ②は講義受講から3ヶ月後に回答したこと
になる。このグループの講義内容は、90 分の講義が連続した合計 3 時間の LCT 型環境教育であり、
講師と講義内容はグループ①の一日目の LCT 型環境教育の場合と基本的に同じである。グループ③
は、ある自治会の地区リーダーを務める中高年層に該当する男女 15 人である。この対象は、2014 年
9 月に地区リーダー向け講習会として 80 分の LCT 型環境教育を受講した。この講義内容と講師は
グループ① 及び ②の場合と異なっている。その2カ月後に質問紙調査を実施した。
これらの三つの調査対象に環境配慮意識や行動を聞くための質問内容は、環境省 16 ）と電力中
央研究所 17 ）が公開している質問紙と、早渕の事例集 18 ）を参考に決定した。今回の調査で設定した
項目は、a ）回答者の基本情報、b ）受講後の環境に対する意識の変化、c ）自宅で実施している環
境配慮行動の頻度と理由、d ）受講前後の環境配慮行動の程度変化と理由、及び e ）自由記述の
五項目である。項目 b ）は LCT の学びの第一段階である意識変化を確認するために設定し、5 段階
の尺度で回答を求めた。項目c）では、実施している環境配慮行動とその頻度、及び理由を設定した。
行動は前述の参考資料 18 ）の情報を基に選択し、その頻度について 5 段階の尺度で回答を求めた。
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理由は参考文献 16－18 ）の環境配慮行動の規定要因として設定されていたものを選び複数回答可能と
した。項目d ）では、項目c ）と同じ環境配慮行動について講義受講前後の程度変化とその理由につ
いて回答を求めた。理由は、これまでの LCT 型環境教育実践後のアンケート調査の主に自由記述
の内容から抽出し複数回答可能とした。変化の程度は 3 段階の尺度で回答を求めた。項目 e ）は自
由記述形式で、講義で学んだことの家庭への波及の効果や受講した講義への意見などへの回答を
求めた。

3 . 結果と考察
96 名の対象者に質問紙を返信用封筒と共に送付し、77 名から有効回答を得た。回収率は 80 ％で
ある。
項目b）の設問は、意識変化について、“ 全くない”、“ほとんどない”、“わからない”、“やや変わった”、
“ おおいに変わった ” の5 段階で回答を求めた。その結果、“ やや変わった ” の回答が61％、“ おおいに
変わった ” の回答が 11％得られた。この二つを合計すると、72％の受講生が LCT 型環境教育の受講
によって環境への意識が変わったと感じていることになる。この回答者の中には、受講後 2 年及び 1 年
以上経過した受講生もいることから、LCT の学びによる意識変化は、時間が経過してもあまり変わらな
い可能性があると考えている。一方で、“ 全くない ” 及び “ ほとんどない ” と答えた回答者が 17 ％いる。
その変化しなかった理由を調べることも、今後の LCT 型環境教育の内容や実施方法を考える上で重
要な意味を持つと考えている。
項目c ）の回答結果を図 1 に示す。行動の中で、モノ選びは “ 長く使えるものを選ぶ ” 行動の省略で
ある。本項目では、ここに示す 7 つの行動について回答を求めた。これらの中でまず実施している行動
について見ると、ゴミ分別については、ほとんどの回答者が実施していることがわかる。また節電につい
ては、ゴミ分別を除く他の項目と比較してやや “ いつもする” の回答が多い。また、エコバックは他の6つ
の行動に比べて “ 全くしない ” の回答が多い。その他の 4 つの行動については、概ね類似した結果が
得られた。環境省が実施した過去の類似した調査結果 19 , 20 ）では、再利用、モノ選び、及びグリーン購
入の 3 つの行動の実施割合がかなり低いことが示されている。そのため、この 3 つの行動変容に LCT
の学びが影響する可能性があると考えられる。これらの行動頻度の理由を複数回答で求めて集計した
ものを図 2 に示す。これまでの環境教育の行動変容への影響に関する研究でも指摘されているように、
ゴミ分別を除く全ての行動において環境配慮と経済性を選択した回答者が多い。またゴミ分別の場合
は他の行動と異なり、環境配慮に加えて規則として実施していることがわかる。LCT は概ね 3 番目に回
答の多い理由であり、日常行動に関するLCTを意識することで環境を配慮する方向に行動変容をもた
らす可能性を示唆している。ほとんどの回答者が実施していたゴミ分別についても、LCT は 3 番目に多
い理由であり、単に規則に従うだけではなく、環境配慮や LCT の意識を持ちながら行動を実施してい
る回答者が多い様子が見て取れる。なお、図 2では示していないが、不実施の回答が比較的多かった
エコバックについては、否定的な印象とその行動の面倒さを示す回答が少数であるが得られた。
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図 1 現在実施している環境配慮行動の頻度

図 2 環境配慮行動の実施理由

次に項目d ）の結果をまとめた図 3 について述べる。ここでは、LCT 型環境教育受講前後の環境配
慮行動の程度の変化について回答を求めている。なお調査時の問題のため、ここで示す結果にはモ
ノ選びの行動は含まれていない。この結果において特徴的である点は、どの行動においても70 ～ 80％
の回答者が “ 以前と変わらない ” と回答していることである。この結果は、今回の母集団は、既に LCT
型環境教育の受講前から環境配慮行動に前向きに取り組んでいるとみなすことができる。その中でも、
“ 以前よりするようになった ” と答えた回答者が 14 ～ 30 ％存在した。中でも、ゴミ分別、節電及びグリー
ン購入については、程度上昇の割合が他の行動に比べて高い。図 4 にその程度変化の理由を複
数回答で求めた結果をまとめた。LCT を理由に選んだ割合の高い行動は、エコバック、ゴミ分別、グ
リーン購入である。この結果には、今回実施された LCT 型環境教育がプラスチックなどの身近な素
材に関する内容であったことが影響している可能性があるが、自らの行動に付随する環境負荷の考
え方を学ぶことで、既に実施している行動への理解が深まり、より取組みの程度が向上する可能性が

5

示されたといえる。一方、再利用、節電、節水の 3 つの行動では、7 割以上の回答者が興味・関心を
理由として回答した。これらの 3 つの行動は、比較的日常生活における取組みが容易であり、更に環境
への有効性や経済的な効果を実感しやすい行動のためと考えることができる。今回の程度変化の理由
に関する質問項目は、過去の LCT 型環境教育実践後のアンケート調査の内容から単純に抽出したも
のであった。結果的に、回答項目間に相関や干渉の寄与がある内容になっており、独立な因子としてそ
の寄与などの分析を行うことができなかった。この点は今後の調査で改善する必要がある。

図 3 講義受講前後の環境配慮行動の程度変化

図 4 受講後の環境配慮行動の程度上昇の理由
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図 5 家族への波及効果に対する自由記述の結果

また今回の調査では、LCT の学びが家庭などに波及する効果を調べるための自由記述項目も設け
た。得られた全ての回答結果を図 5 に示す。総回答数は 11 で、あまり多くの回答は得られなかったが、
講義の内容やライフサイクルの考え方を家族内で会話し共有したケースや、より具体的に節電や節水、
ゴミ分別、エコバックなどの行動についてその意義を確認したケースが確認された。図 3 の結果で述べ
たように、既に取り組んでいる環境配慮行動であっても、LCT を学ぶことでよりその行動の意味を理解
し行動頻度が上昇する可能性が示されている。学んだ個人のみならず、家庭や職場などの周囲にもこ
のように教育効果が波及することも、環境教育の重要な要素の一つであり、LCT の学びもその特徴を
有していることがわかった。

4. 結

言

本課題では、環境教育におけるLCT の学びが受講者の環境配慮意識と行動変化に及ぼす経時的
な影響について実態調査を行った。LCT 型環境教育を受講した異なる三つのグループに分類される
幅広い年齢層の 77 名に対する調査で得られた結果をまとめると、受講後ある程度の時間が経過した
後に、LCT の学びが環境配慮意識及び行動に与える影響は、次の二点にまとめることができる。
・ LCTの学びによる環境配慮意識の変化は、時間が経過してもかなりの割合で維持される可能性があ
る。学びの機会から1年あるいは2年以上経過しても意識変化が持続している結果が得られた。
・ LCT の学びは、環境配慮行動の変化を促す要因として、環境への配慮と経済性に次ぐ重要性を持
つ可能性が示された。また LCT の学びを基に行動に付随する環境負荷を考えることで、すでに実施
している環境配慮行動への理解が深まり、取組み度合いが増加する可能性も示された。
今後、今回の調査で得られた結果を基に、行動変容の要因が統計的に分析可能な調査を実施す
るために対象とする行動を絞り、広瀬モデルに沿った調査形態と調査項目を検討し、より具体的な LCT
の学びの役割を明らかにする。対象行動は、今回の結果で得られた LCT の学びの可能性などを考慮
して選定する予定である。現在、調査設計を含めて次段階の検討を進めている。
本課題の推進にあたり公益財団法人アサヒグループ学術振興財団に多大な援助を頂いた。ここに
感謝する。
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