
―　　―203

初　校

Keywords：�気候変動対策　脱炭素社会　カーボンニュートラル　大学生　
アンケート　テキストマイニング

Abstract：
　近年、気候変動対策や脱炭素社会に関しての動きが加速している。
2015年にパリで開催されたCOP21で、SDGsにも大きく関連する気候
変動に関して、2020年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな
国際枠組みとして「パリ協定」が採択された。以降、様々な展開を経て、
2021年10月のCOP26でより踏み込んだ議論を行った。これらの潮流を
踏まえて、日本政府は、2020年10月における内閣総理大臣の所信表明演
説にて、2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すこと
を宣言した。自治体においても514自治体が2050年までに二酸化炭素排
出実質ゼロを表明し、横浜市は脱炭素社会の形成の推進に関する条例を
2021年6月に施行している。このような状況を踏まえて、大学生161人を
対象に気候変動対策や脱炭素社会に関して、大きく3つのリサーチクエス
チョン（RQ）を明らかにするためにWEBアンケート調査を実施した。
　その結果、「RQ1.気候変動や脱炭素社会に関する意識や行動」では、
気候変動や脱炭素社会に関して基本的なキーワードの認知度は比較的高
いことが確認できた。つぎに、環境に配慮した行動については、ごみの
分別など基本的な行動はしているが、環境問題に対する情報収集や購買
選択などは常態化していないことがわかった。そして、環境に対しては人
間が自然破壊をしており、かつ自然をコントロールできるものではないと
考えている一方で、人間が自然保護のため行動することができると認識
している傾向がみられた。「RQ2.気候変動や脱炭素社会に関する政策に
ついての認識」では、2050年カーボンニュートラル宣言について、半数
程度は聞いたことがあるが、内容まで理解し認識しているのは1割未満であっ
た。要因として、ニュースで聞いてはいるが、踏み込んだ内容までは知ら
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ない状況であることや、全体的にカーボンニュートラルを取り巻く環境が
流動的であり、伝聞される内容も変動していることから、全貌が把握しに
くいことも考えられる。次に、プラスチックスプーンやフォークの有料化
については賛成が62.7％、反対が25.5％であり、賛成が多数であった。賛
成理由は、プラスチックが減るなど環境保全に関わることが主であった。
一方で反対理由は、主に有料であることや有料化施策の効果に対する疑問、
持ち運びなど生活の不便さが挙げられた。「RQ3.学業成績（GPA）におけ
る差の有無」では、SDGsやカーボンニュートラルに関する認知の程度によっ
て、学業成績（累積GPA）で有意差がみられないことが確認された。

1．気候変動対策や脱炭素社会に関する近年の動向

1.1 気候変動対策や脱炭素社会に向けた国際的な潮流

2015年にパリで開催された第21回国連気候変動枠組条約締約国会議（COP:�Conference�
of�the�Parties）で、SDGsにも大きく関連する気候変動に関して、2020年以降の温室効果
ガス1排出削減等のための新たな国際枠組みとして「パリ協定」が採択された2。日本政府
もパリ協定に署名し、気候変動への対応に取り組んでいる。パリ協定では、世界の平均気
温上昇を産業革命前と比較し、世界共通の長期目標として2℃目標の設定、1.5℃に抑え
る努力を追求することなどが掲げられている。2021年2月にアメリカのバイデン政権が
パリ協定に復帰したことで、気候変動対策はさらにグローバルな動きとして加速している。

また、気候変動に関する政府間パネル（IPCC:�Intergovernmental�Panel�on�Climate�
Change）は、気候変動に関する最新の科学的知見について、まとめた報告書を5～7年毎に
作成し、各国政府の気候変動に関する政策に科学的な基礎を与えることを目的としている3。
2021年8月に公表されたIPCC第6次評価報告書では次のようなことが指摘されている4。

•�人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がない。大気、
海洋、雪氷圏及び生物圏において、広範囲かつ急速な変化が現れている。

1　�温室効果ガスには、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、フロンガスがあり、二酸化炭
素は地球温暖化に及ぼす影響がもっとも大きな温室効果ガスである。気象庁「温室効果
ガスの種類」を参照。https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/chishiki_ondanka/p04.html,
（2021年12月28日アクセス）

2　�外務省HP「2020年以降の枠組み：パリ協定」を参照。�https://www.mofa.go.jp/mofaj/
ic/ch/page1w_000119.html,（2021年12月28日アクセス）

3　�IPCCの定義や活動については、環境省HP「気候変動の科学的知見」を参照。http://
www.env.go.jp/earth/ondanka/knowledge.html,（2021年12月28日アクセス）

4　�IPCC�AR6/WG1報告書の政策決定者向け要約（SPM）の概要を参照。https://www.
mext.go.jp/content/20210809-mxt_kankyou-000017273_2.pdf,（2021年12月28日アクセス）



―　　―205

初　校

•�向こう数十年の間に二酸化炭素及びその他の温室効果ガスの排出が大幅に減少しない
限り、21�世紀中に、地球温暖化は�1.5℃及び�2℃を超える。

•�継続する地球温暖化は、世界全体の水循環を、その変動性、世界的なモンスーンに伴
う降水量、降水及び乾燥現象の厳しさを含め、更に強めると予測される。
この報告では、人間活動が地球温暖化の原因であると科学的に結論づけており、社会に

大きなインパクトを与えた。また、温暖化の主要因として二酸化炭素についても言及され
ており、いわゆる「脱炭素社会」というキーワードが頻出する契機となった。

このような潮流を踏まえて、2021年10月に国連気候変動枠組条約第26回締約国会議
（The�2021�United�Nations�Climate�Change�Conference）、いわゆるCOP26が開催された。
COP26での全体決定は次の通りである5。

•�最新の科学的知見に依拠しつつ、パリ協定の1.5℃努力目標達成に向け、今世紀半ばの
カーボン・ニュートラル及びその経過点である2030年に向けて野心的な気候変動対策
を締約国に求める。

•�全ての国に対して、�排出削減対策が講じられていない石炭火力発電の逓減及び非効率
な化石燃料補助金からのフェーズ・アウトを含む努力を加速すること。

•�先進国に対して、2025年までに�途上国の適応支援のための資金を2019年比で最低2
倍にすることを求める。
日本からも岸田文雄総理大臣が、2030�年までの期間を「勝負の�10�年」と位置づけ、

全ての国に野心的な気候変動対策を呼びかけており、一定のプレゼンスを示している。
また、若年層の一部は、気候変動対策に対して大きな関心を寄せ始めている。ソーシャ

ルメディアなどを活用することで多くの若者に影響を与えている、スウェーデンの環境活
動家グレタ・トゥンベリ氏はCOP26においても地球温暖化対策に関するデモを行った6。
日本でも高い関心を抱く若者が声をあげて行動をし始めている7。

1.2 日本政府の動向

日本政府は、2020年10月、臨時国会の所信表明演説において、菅義偉内閣総理大臣（当
時）が「2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カー

5　�環境庁HP「国連気候変動枠組条約第26回締約国会議（COP26）結果概要」を参照。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100261264.pdf,（2021年12月28日アクセス）

6　�時事ドットコムニュース2021年11月6日「グレタさん「COP26は失敗」開催地の英
グラスゴーでデモ」,https://www.jiji.com/jc/article?k=2021110600257&g=int,（2021年
12月29日アクセス）

7　�テレ朝news2021年11月7日「日本の若者ら「石炭火力早期廃止」訴え�COP26合わせ」,�
https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000234372.html,（2021年12月29日
アクセス）
毎日新聞2021年10月29日「「世界の本気学びたい」高校生がCOP26の現地に行く理由」,�
https://mainichi.jp/articles/20211029/k00/00m/040/188000c,（2021年12月29日アクセス）
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ボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」と宣言した8。カーボンニュートラルとは、
二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から、森林などによる吸収量を差し引い
た、実質ゼロを目指すことである9。続けて、2030年度において、温室効果ガス46%削減（2013
年度比）を目指すこと、さらに50%の高みに向けて挑戦を続けることを2021年4月に表明
した10。

気候変動の原因を少なくする緩和策として制定された「地球温暖化対策の推進に関する
法律の一部を改正する法律」（令和4年4月1日施行）では、2050年までの脱炭素社会の
実現を基本理念として位置づけ、地方創生につながる再生エネルギー導入を促進、企業の
温室効果ガス排出量情報のオープンデータ化を掲げている11。さらに、地球温暖化対策推
進法に基づく政府の総合計画として2021年10月に地球温暖化対策計画が閣議決定された。
主な施策として地域における再生エネルギーの拡充や、2兆円基金により、水素・蓄電池
など重点分野の研究開発及び社会実装を支援、2030年度までに100以上の「脱炭素先行地
域」を創出などが掲げられた12。さらに、「SDGsアクションプラン2022」でも、2050�年カー
ボンニュートラルの実現に向け、温暖化対策を成長につなげるクリーンエネルギー戦略の
策定と推進などが示されている13また、気候変動の影響に備える適応策としては、「気候
変動適応法」（平成30年12月1日施行）が制定されている14。

1.3 地域及び自治体の動向

東京都・京都市・横浜市を始めとする514自治体（40都道府県、306市、14特別区、130
町、24村）が「2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロ」を表明している15。また、横浜市
は「横浜市脱炭素社会の形成の推進に関する条例」（令和3年6月8日施行）を議員提案

�8　�環境庁HP「2050年カーボンニュートラルの実現に向けて」を参照。http://www.env.
go.jp/earth/2050carbon_neutral.html,（2021年12月28日アクセス）

�9　�環 境 庁 HP「脱 炭 素 ポ ー タ ル」を 参 照。https://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_
neutral/about/,（2021年12月28日アクセス）

10　�環境省 HP「地球温暖化対策計画」を参照。http://www.env.go.jp/earth/ondanka/
keikaku/211022.html,（2021年12月28日アクセス）

11　�環境庁HP「「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を
定める政令」等の閣議決定について」を参照。http://www.env.go.jp/press/110161.
html,（2021年12月28日アクセス）

12　�環境省 HP「地球温暖化対策計画」を参照。http://www.env.go.jp/earth/ondanka/
keikaku/211022.html,（2021年12月28日アクセス）

13　�SDGs推進本部「SDGsアクションプラン2022」を参照。https://www.kantei.go.jp/
jp/singi/sdgs/dai11/actionplan2022.pdf,（2021年12月28日アクセス）

14　�環境省HP「気候変動への適応」を参照。http://www.env.go.jp/earth/tekiou.html,（2022
年2月17日アクセス）

15　�環境省HP「地方公共団体における2050年二酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」を参照。
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html,（2021年12月28日アクセス）



―　　―207

初　校

により制定し、地球温暖化対策の推進並びに市内経済の循環及び持続可能な発展を図り、
脱炭素社会の形成を推進することを掲げている16。また、この他にも京都府、京都市、岐
阜県、徳島県、新潟県妙高市が地球温暖化対策や脱炭素社会に関する条例を制定してい
る17。自治体のビジョン策定として、神奈川県は公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）
と共同研究し、脱炭素社会の実現に向けた将来像と今からできることなどを「かながわ脱
炭素ビジョン2050」として取りまとめた18。他の自治体でも同様のビジョンや実行計画を
策定する動きが広がっている19。

政府は、プラスチック製買物袋（いわゆるレジ袋）の有料化に向け、容器包装リサイク
ル法の関係省令を改正し、2020年7月から施行した20。これに関連した自治体の事例として、
京都府亀山市は「プラスチック製レジ袋の提供禁止に関する条例」を制定した（令和3年
1月1日施行）21。この条例により事業者はプラスチック製レジ袋を有料であっても配布不
可となり、紙袋の使用やマイバックへの転換の呼びかけなどを行っている22。

また、大学の事例として、関東学院大学地域創生実践研究所は、2021年10月に地域創
生実践シンポジウム2021として「脱炭素社会と地域創生」を開催し、脱炭素を地域の価
値につなげるにはどのようにすれば良いかなどをテーマに講演やパネルディスカッション
を実施した23。

16　�横浜市脱炭素社会の形成の推進に関する条例を参照。https://cgi.city.yokohama.lg.jp/
somu/reiki/reiki_honbun/g202RG00002029.html,�（2021年12月28日アクセス）

17　�一般財団法人�地方自治研究機構「脱炭素社会を目指す条例と地球温暖化対策条例」を
参照。http://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/082_Carbon_neutral.htm,（2021年12月
28日アクセス）

18　�神奈川県「かながわ脱炭素ビジョン2050」を参考。https://www.pref.kanagawa.jp/
docs/ap4/bijyon/datutanso-bijyon.html,（2021年12月28日アクセス）

19　�一例として、横浜市は温暖化対策実行計画Zero�Carbon�Yokohamaを策定している。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/ondanka/jikkou/,（2022
年1月4日アクセス）。また、川崎市は「脱炭素戦略「かわさきカーボンゼロチャレ
ンジ2050」」を策定している。https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000121670.
html,（2021年12月29日アクセス）

20　�経済産業省HP「来年7月から全国一律でプラスチック製買物袋の有料化がスタート
します」を参照。https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191227003/20191227003.
html,�（2021年12月28日アクセス）

21　�亀岡市「プラスチック製レジ袋の提供禁止に関する条例」を参照。�http://www.city.
kameoka.kyoto.jp/reiki_int/reiki_honbun/k108RG00001366.html#joubun-toc-span,�

（2021年12月28日アクセス）
22　�京都新聞2021年1月1日「プラ製レジ袋全面禁止、全国初の条例が施行京都・亀岡、

有料でも不可」を参照。�https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/459836,（2021年12月
28日アクセス）

23　�関東学院大学「地域創生実践シンポジウム2021「脱炭素社会と地域創生」を開催し
ました」を参照。https://univ.kanto-gakuin.ac.jp/topics/20211108-0001.html,（2022年
1月4日アクセス）
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2．個人の意識に関する先行研究（若年層を中心に）

サステナブルに関する消費者意識調査として、ボストンコンサルティンググループは2021
年4月から全世代に対して「サステナブルな社会の実現に関する消費者意識調査」を定期的
に実施しており、2021年10月の第3回調査では、カーボンニュートラルや脱炭素の認知が半
年間で上昇していることなどが明らかとなった24。また、電通と電通総研は2021年に2回目の
サステナブル・ライフスタイル意識調査を全世代で16か国にて実施した結果、日本ではSDGs
は70％程度、カーボンニュートラルや脱炭素は60％程度認知され、国によって差があること
などがわかった25。World�Wide�Views�on�Climate�and�Energyでは2015年に世界各国で気候変
動対策の捉え方に関して調査を実施した結果、気候変動対策に関して、「多くの場合、生活の
質を脅かすものである」と回答した割合は世界平均と比較して高いことが明らかとなった26。

また、大学生を中心とした若年層を対象とした調査では、以前より大学生の地球温暖化
への関心は高い傾向であることが示されている（高橋2009;宮下2020）。ただし、大学生
が気候変動対策に関して生活で我慢を伴い、不便になると捉えられている傾向が明らかに
なっており（木原ほか2018）、世代や性別を問わず我慢や不便を感じている傾向が確認さ
れている（木原ほか2020）。

これらの調査から、気候変動対策や脱炭素社会に関して認知が高まりつつあるが、捉え
方に関しては必ずしも肯定的ではないことが伺える。関連研究においても、気候変動に対
する懸念は高まっているが、日常生活の中の重要性は二の次であることが示されており
（Lorenzoni,et�al.2007）、気候変動対策の障害として心理的障害が要因であるとも指摘さ
れている（Lorenzoni＆Pidgeon.2006）。さらに、心理的障害だけでなく気候変動に関す
る知識不足や、メディアなど情報源の不信感も要因とみなされている（Gifford.2011）。
そして、Stoknes�（2014）は、このような気候変動対策の重要性は認識しつつも、心理的
障害が発生している状況を「心理的気候パラドックス（psychological�climate�paradox）」
として5つの要因を示し、新たなコミュニケーション戦略の再考を主張している。

これらの先行研究を踏まえつつ、気候変動対策や脱炭素社会に関して社会的な機運が高
まりつつあることを考慮したうえで、本研究では大学生を対象として、気候変動や脱炭素
社会のキーワードに関する認知度の把握、そして政策的な動向に関する意見の分析、最後
に学業成績との関連性の検証を試みた。

24　�ボストンコンサルティンググループ「サステナブルな社会の実現に関する消費者意識
調査結果」を参照。https://web-assets.bcg.com/3d/56/1f8fa0014d9aa50e1d7ba42f5361/
jp-consumer-survey-on-realization-of-sustainable-society-july2021.pdf,�（2021年12月
28日アクセス）

25　�電通と電通総研「サステナブル・ライフスタイル・レポート2021」を参照。
　　https://institute.dentsu.com/articles/2257/,�（2021年12月28日アクセス）
26　�World�Wide�Views�on�Climate�and�Energyの調査結果を参照。
　　http://climateandenergy.wwviews.org/results/,�（2021年12月29日アクセス）
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3．リサーチクエスチョン
大学生が気候変動や脱炭素社会に関してどのように考えているかを把握するために、大

きく3つの観点でリサーチクエスチョン（RQ）を立てた（表1）。RQ1では気候変動や脱
炭素社会に関する意識、RQ2では政策に関する認識、RQ3では気候変動や脱炭素社会に
関する認識の程度によって学業成績（GPA）に差があるかを検証した。

表1.本研究のリサーチクエスチョン

RQ1.気候変動や脱炭素社会に関する意識や行動
　RQ1-1.SDGsに関する認知度
　RQ1-2.気候変動や脱炭素社会に関するキーワードの認知度
　RQ1-3.環境に配慮した行動
　RQ1-4.環境に関する態度や考え方�
RQ2.気候変動や脱炭素社会に関する政策についての認識
　RQ2-1.�2050年までのカーボンニュートラル宣言の認知度
　RQ2-2.プラスチックスプーンやフォークの有料化に関する賛否
RQ3.学業成績（GPA）における差の有無
　RQ3-1.�SDGsの認知の程度によって学業成績に差があるか
　RQ3-2.カーボンニュートラル宣言の認知の程度によって学業成績に差があるか
　RQ3-3.プラスチックスプーンやフォークの有料化の賛否によって学業成績に差があるか

4．調査概要

4.1 調査時期・対象・方法

本研究は、2021年7月（前期）と9月（後期）の2回にわたり、首都圏の総合私立X大学
における、筆者が担当した全学部全学年対象のキャリア教育科目（選択科目）27の受講生
を対象に、Google�Formsを活用したWEBによるアンケート調査を実施した28。

2021年7月の回答者は82人（受講者188人、回答率43.6％）、9月は79人（受講者240人、
回答率32.9％）で合計161人（受講者428人、回答率37.6％）であった。7月と9月の合計
での学年別は1年生56人、2年生66人、3年生24人、4年生以上15人であった。学部系
統については、経済経営系76人、法学系14人、工学系32人、外国語・語学系38人で、不
明1人であった。分析は7月と9月の合計回答者数161人を対象に実施した。

27　�X大学の2021年度における調査対象のキャリア教育科目はBlackboard�によるLMS
を活用した非同期オンデマンド型で授業を実施した。なお、7月（前期）と9月（後期）
は同じ授業名のキャリア教育科目ではあるが受講生は異なっている。

28　�なお、実査にあたっては回答前に、回答者に対して、アンケートは個人が特定出来
ないよう無記名で実施したうえで、回答結果は統計的に処理し、教育や研究活動の
みに活用し、かつ成績には一切影響しない旨を文章で伝えた。
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4.2 質問項目

質問項目は、属性として、学部学科コースと学年を質問した。大項目として、SDGsに
関する認知度（1問）、気候変動や脱炭素社会に関するキーワードの認知度（8問）、2050
年までのカーボンニュートラル宣言の認知度（1問）、プラスチックスプーンやフォーク
の有料化に関する賛否とその理由（1問）、環境に関する態度や考え方（15問）、環境に配
慮した行動（10問）、大学の学業成績（1問）を設定した。

なお、環境に関する態度や考え方について（15問）は、Dunlap�et�al.（2000）が開発し改
良した、新しい生態学パラダイム（New�Environmental�Paradigm：NEP）尺度29を活用した。
また、環境に配慮した行動（10問）は花田（2020）から引用した。そして、大学の学業成
績（1問）については累積GPAを回答するように指示した。

5．検証結果

5.1 RQ1.気候変動や脱炭素社会に関する意識や行動

5.1.1 RQ1-1.SDGsに関する認知度

SDGsの認知に関して、回答結果として「内容まで知っている」49人（30.4％）、「少し
聞いたことがある」91人（56.5％）、「知らない」21人（13.0％）であり、ほぼ90％近くの
学生はSDGsについて認識していることがわかった（図1）。2020年7月にキャリア教育
科目の受講生に認知度を調査したところ、「内容まで知っている」5人（6.1％）、「少し聞
いたことがある」18人（22.0％）、「知らない」59人（72.0％）であった（Sugihara.2021）。
ここから2020年から2021年にかけて認知度が大幅に上昇していることが確認できる。

図1.SDGsに関する認知度

29　NEP尺度の日本語訳は林ほか（2019）を引用した。
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5.1.2 RQ1-2.気候変動や脱炭素社会に関するキーワードの認知度

気候変動や脱炭素社会に関する8つのキーワードについて、どの程度認知しているかに
ついて質問した。傾向として、「地球温暖化」は回答者の91.9%は内容まで知っており、「再
生可能エネルギー」「気候変動」「温室効果ガス」はほとんどの回答者は聞いたことがあり、
かつ52.2％（気候変動）、66.5％（温室効果ガス）は内容も知っている状況である。「脱炭
素社会」及び「パリ協定」はある程度聞いたことはあるが、内容まで知っていると回答し
たのは23.0％（脱炭素社会）、14.3％（パリ協定）であり、反対に知らないのは31.7％（脱
炭素社会）、20.5％（パリ協定）であり差がみられる。「カーボンニュートラル」及び「ESG
投資」は知らないと回答したのが55.3％（カーボンニュートラル）、72.7％（ESG投資）
であり、認知度は高くなく、現状ではあまり浸透していないことが伺える（表2.図2）。

表2.気候変動や脱炭素社会に関するキーワードの認知度

地球
温暖化

カーボン
ニュート
ラル

再生可能
エネル
ギー

脱炭素
社会 気候変動 温室効果

ガス パリ協定 ESG投資

内容まで
知っている

人数 148 8 103 37 84 107 23 4

割合 91.9% 5.0% 64.0% 23.0% 52.2% 66.5% 14.3% 2.5%

少し聞いた
ことがある

人数 12 64 55 73 69 50 105 40

割合 7.5% 39.8% 34.2% 45.3% 42.9% 31.1% 65.2% 24.8%

知らない
人数 1 89 3 51 8 4 33 117

割合 0.6% 55.3% 1.9% 31.7% 5.0% 2.5% 20.5% 72.7%

合計
人数 161 161 161 161 161 161 161 161

割合 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

図2.気候変動や脱炭素社会に関するキーワードの認知度（人数）
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5.1.3 RQ1-3.環境に配慮した行動

環境に配慮した行動について、4件法（いつもしている、時々している、あまりしていない、
していない）で10問質問した。傾向として、「歯磨きの間、水道の栓を閉める」及び「ごみ
は分別して捨てている」については、いつもしていると回答したのは85.7％（水道の栓を閉
める）、77.6％（ごみ分別）であった。次に、いつもしていると回答した割合が高かったのは、

「照明やテレビはつけっ放しにしない（44.7％）」「買い物にはマイバッグを持参してレジ袋
は断っている（44.7％）」「栄養バランスに気をつけて食事している（35.4％）」であった。
マイバック持参は、していない（あまりも含める）と回答したのは19.9％であり、レジ袋に
関する政策が一定の影響を及ぼしていると考えられる。

さらに「水筒を持ち歩き、PET飲料や缶飲料はなるべく買わない」及び「買い物をする
ときは、価格以外のラベルをチェックする」については行動が割れており、している（いつ
も＋時々）は46.6％（水筒持ち歩く）、48.4％（価格以外チェック）で、していない（あまり
も含める）は53.4（水筒持ち歩く）、51.5％（価格以外チェック）であった。

最後に、「環境問題に取り組んでいる企業やお店の商品サービスを選ぶ」「電化製品を買
うときは省エネ効率をチェックする」「環境問題のニュースは気をつけて集めるようにして
いる」では、いつもしていると回答している割合は低く（8.7％、17.4％、13.0％）、してい
ないと回答した割合は31.7％（環境対応）、19.9％（電化製品省エネ）、19.9％（環境ニュース）
であり、これらを推進するためには消費者にとってのインセンティブ設計などの検討が必
要であろう（表3.図3）。

表3.環境に配慮した行動

照明やテ
レビはつ
けっ放し
にしない

買い物に
はマイ
バッグを
持参して
レジ袋は
断ってい
る

水筒を持
ち歩き、
PET飲
料や缶飲
料はなる
べく買わ
ない

歯磨きの
間、水道
の栓を閉
める

ごみは分
別して捨
てている

栄養バラ
ンスに気
をつけて
食事して
いる

買い物を
するとき
は、価格
以外のラ
ベルを
チェック
する

環境問題
に取り組
んでいる
企業やお
店の商品
サービス
を選ぶ

電化製品
を買うと
きは省エ
ネ効率を
チェック
する

環境問題
のニュー
スは気を
つけて集
めるよう
にしてい
る

いつもして
いる

人数 72 72 36 138 125 57 40 14 28 21

割合 44.7% 44.7% 22.4% 85.7% 77.6% 35.4% 24.8% 8.7% 17.4% 13.0%

時々してい
る

人数 54 57 39 13 25 55 38 36 58 50

割合 33.5% 35.4% 24.2% 8.1% 15.5% 34.2% 23.6% 22.4% 36.0% 31.1%

あまりして
いない

人数 20 20 44 5 7 32 49 60 43 58

割合 12.4% 12.4% 27.3% 3.1% 4.3% 19.9% 30.4% 37.3% 26.7% 36.0%

していない
人数 15 12 42 5 4 17 34 51 32 32

割合 9.3% 7.5% 26.1% 3.1% 2.5% 10.6% 21.1% 31.7% 19.9% 19.9%

合計
人数 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161

割合 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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図3.環境に配慮した行動（人数）

5.1.4 RQ1-4.環境に関する態度や考え方

環境に関する態度や考え方について、5件法（強く同意する、やや同意する、どちらと
もいえない、あまり同意しない、全く同意しない）で15問質問した。

同意する（強く＋やや）で70％を超えている項目は、「植物や動物は人間と同じくらい
の生存の権利を持っている（79.5％）」「人間は環境をひどく酷使している（73.9％）」「自
然界の均衡は非常に繊細で、壊れやすい（73.9％）」であり、自然環境の保護に関して同
感していることが伺える。60％を超えている項目は、「人間が自然に干渉すると、しばし
ば悲惨な結果を招く（68.3％）」「現在の道筋で物事が続くと、近いうちに大きな生物学的
大惨事が発生する（65.2％）」「私たちは、地球がサポートできる人口の限界が近づいてい
る（64.0％）」「地球は非常に限られた空間と資源を持つ宇宙船のようなものだ（63.4％）」「人
間の知恵により人類が地球に住めなくなるのを回避できる（62.7％）」で、人間による自
然環境の破壊に対して危惧を抱きつつも、人間が自然保護のために考え実行することが可
能であると考えられる。

反対に、同意しない（あまり＋全く）における20％以上の上位項目は、「人間は自分以
外の自然を支配する運命である（32.9％）」「人間はいずれ、自然のしくみを十分に学び、
コントロールすることができる（29.2％）」「人間は、自分の必要性に応じて自然環境を改
変する権利がある（23.6％）」「自然界の均衡は、近代の先進工業国の影響を十分対応する
強さを持っている（23.0％）」「人類が直面する、いわゆる「生物学的危機」は、大きく誇
張されている（21.1％）」であり、人間が自然を支配・コントロールすることに関して否
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定的な考えである学生が一定層占めていることが伺える（図4）。

図4.環境に関する態度や考え方（割合）

5.2 RQ2.気候変動や脱炭素社会に関する政策についての認識

5.2.1 RQ2-1. 2050年までのカーボンニュートラル宣言の認知度

2050年までのカーボンニュートラル宣言の認知度を把握するために、『2020年10月、
菅義偉内閣総理大臣は「2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、
すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言しました。
どの程度知っていますか。』と質問した。その結果、回答結果は「内容まで知っている」
11人（6.8％）、「少し聞いたことがある」87人（54.0％）、「知らない」63人（39.1％）であっ
た（図5）。内容まで理解している学生は少なく、キーワードが先行していることが伺える。
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図5.2050年までのカーボンニュートラル宣言の認知度

5.2.2 RQ2-2.プラスチックスプーンやフォークの有料化に関する賛否

プラスチックスプーンやフォークの有料化に関する賛否を把握するために、「コンビニ
などで、使い捨てのプラスチックのスプーンやフォークが有料になることについて、どう
考えますか。」と質問した。その結果、回答結果は「賛成」101人（62.7％）、「反対」41
人（25.5％）、「わからない」19人（11.8％）であった（図6）。

図6.プラスチックスプーンやフォークの有料化に関する賛否

さらに、賛成や反対などと考えた理由に関する自由記述の内容をテキストマイニングの
手法で分析を行った。分析には，テキスト（文章）データを統計的に分析するためのフリー
ソフトウェアであるKH�Coder�3（樋口2014）を活用した。テキストデータの総抽出語句
数は3,013語であり、文章数は475文であった。
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ここでは、「賛成」「反対」「わからない」の各部で、特に多く出現している言葉、つま
り各々を特徴づける語を抽出した（表4）。表4の数値は、それぞれの語と各部との関連
を表すJaccardの類似性測度で、この値が大きい順に上位から10語並べている。Jaccard
の類似性測度は0から1までの値をとり関連が強いほど1に近づく。ここで抽出されてい
る語は、データ全体に比して、各部で特に高い確率で出現している語、具体的には「賛成」
に含まれる文すべて検索した上で、それらの文の中に、データ全体と比べて高い確率で出
現する語をリストアップしており、各部を特徴づける語である（樋口2014）。

表4においてJaccardの類似性測度を参照した上で、各部における特徴語の分析を行った。
はじめに、「賛成」の特徴語として“プラスチック”“減る”“環境”“人”“ゴミ”が上位に挙がっ
ており、環境保全に関連していることが伺える。次に、「反対」で挙がった特徴語は“有料”
“スプーン”“不便”“無料”“コンビニ”“購入”であることから、反対理由が有料であること
やスプーン持参に伴う不便さが考えられる。最後に「わからない」で挙がった特徴語は、“良
い”“フォーク”“有料”“分かる”“削減”であった。

表4.有料化の理由に関する特徴語（数値はJaccardの類似性測度）

さらに各部の特徴を探る別の手法として対応分析（コレスポンデンス分析）を行った。
対応分析により、各部と特徴語の関係を2次元の散布図により視覚的に把握することが可
能となる。四角で示しているのが各部、丸と特徴語で、大きさが頻出度（Frequency）を
示している。見方としては、原点（0、0）の付近には、特徴のない語が集中しており、
原点（0、0）から離れている語ほど特徴的である（樋口2014）。分析結果（図7）を見ると、

「賛成」の方向に、原点から離れた位置に“地球”“環境”“二酸化炭素”“資源”“ゴミ”“抑える”
“減少”などがプロットされており、先の特徴語の分析と同様に環境保全に関する語が多
くみられる。一方で「反対」の方向には、“購入”“ビニール”“不便”“お金”“無料”など、
費用負担や利便性に関する語がプロットされている。

 

賛成 反対 わからない

プラスチック .282 有料 .158 良い .111

思う .254 思う .153 フォーク .103

減る .248 スプーン .132 有料 .100

環境 .217 不便 .119 分かる .100

人 .200 無料 .114 削減 .097

ゴミ .157 コンビニ .095 変わる .087

少し .139 購入 .093 スプーン .086

使う .135 変わる .093 レジ .077

考える .105 お金 .091 買う .077

問題 .087 買う .087 加える .053
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図7.対応分析から見る各々の特徴

Jaccardの類似性測度や対応分析の結果から着目した特徴語から、実際に記述された文
章を事例として示してみたい。例えば、「賛成」における“プラスチック”と“減る”では、
次のような記述がみられた。（下線は筆者加筆）

•�有料化にすることで、プラスチックの使用量が減少し、環境にとって良い影響を及ぼ
すと考えるため。

•���プラスチックではなく紙などでできたものを作ればよいと思うから。
•��実際自分もビニール袋の無駄遣いが減ったから。

また「反対」の“有料”では次のような記述がみられた。（下線は筆者加筆）
•��たとえ有料化しても、人々は使い捨てのプラスチックのスプーンやフォークを使わな
いという習慣がない限り、結局無料と同じのことになってしまう。しかも、有料とは
いえ、価格が2、3円なので、大部分の人が全然気にしないと思います。

•��この政策をしてどのくらい削減できているのか、有料にしてどの程度環境に影響した
か曖昧であるため。

最後に、「わからない」の“良い”では次のような記述がみられた。（下線は筆者加筆）
•�プラスチックごみの削減には良いのかもしれないが、有料化したところでどのくらい
効果があるのかいまいち分からない。

•あまり利用しないので自分に影響はないので、どっちが良いかはわからない。
ここでは“良い”というキーワードが頻出しているにも関わらず、「わからない」と回答
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している理由として次の要因が挙げられる。プラスチックごみの削減で得られるメリット
を認識している一方で、有料化やその効果に疑問を持っており、判断できないというジレ
ンマである。

これらは一部ではあるが、プラスチックスプーンやフォークの有料化に関して大学生の
率直な意見や感想として参考になるであろう。

5.3 RQ3.学業成績（GPA）における差の有無

5.3.1 RQ3-1.SDGsの認知の程度によって学業成績に差があるか

SDGsの認知度に関して、内容まで知っている（n=35）、少し聞いたことがある（n=50）、
知らない（n=14）の各項目について、学業成績（累積GPA30）で差があるかを、正規性の
検定で正規分布ではないことを確認したうえで、クラスカル・ウォリス（Kruskal-Wallis）
検定で分析した結果、有意差はみられなかった（p=0.385≧0.05）。ちなみに、図8は累積
GPAの平均値を示しており、内容まで知っている3.14、少し聞いたことがある2.96、知
らない2.95であった。

図8.SDGs認知度の各項目における累積GPA平均値
　　 ※エラーバーは標準誤差（Standard Error, SE）

5.3.2 RQ3-2.カーボンニュートラル宣言の認知の程度によって学業に差があるか

カーボンニュートラル宣言の認知度に関して、内容まで知っている（n=5）、少し聞い
たことがある（n=58）、知らない（n=36）�の各項目について、学業成績（累積GPA）で差
があるかを、正規性の検定で正規分布ではないことを確認したうえで、クラスカル・ウォ

30　�X大学のGPAは4.0が最高のポイント。3名の受講生は累積GPAについて4.0を超え
た値を入力していたため分析対象から除外し、かつ2021年7月実施時では1年生は
GPA対象外のため回答対象から除外した結果、分析対象者は99人であった。
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リス（Kruskal-Wallis）検定で分析した結果、有意差はみられなかった（p=0.212≧0.05）。
図9は累積GPAの平均値を示しており、内容まで知っている3.27、少し聞いたことがあ
る2.94、知らない3.11であった。

図9.カーボンニュートラル宣言認知度の各項目における累積GPA平均値
　　　　　　　※エラーバーは標準誤差（Standard Error, SE）

5.3.3 RQ3-3.プラスチックスプーンやフォークの有料化の賛否によって学業成績に差があるか

プラスチックスプーンやフォークの有料化の賛否に関して、賛成（n=61）、反対（n=27）、
わからない（n=11）�の各項目について、学業成績（累積GPA）で差があるかを、正規性の
検定で正規分布ではないことを確認したうえで、クラスカル・ウォリス（Kruskal-Wallis）
検定で分析した結果、有意差はみられなかった（p=0.093≧0.05）。図10は累積GPAの平
均値を示しており、賛成3.06、反対2.87、わからない3.17であった。

図10.プラスチックスプーンやフォークの有料化の各項目における累積GPA平均値
　　　　　　　　　　※エラーバーは標準誤差（Standard Error, SE）

これらからRQ3は全てにおいて、学業成績で有意差がみられないことが明らかとなった。
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6．まとめ

これまでの検証結果から、「RQ1.気候変動や脱炭素社会に関する意識や行動」について
は次のように整理できる。まず、気候変動や脱炭素社会に関して基本的なキーワードの認
知度は比較的高いことが確認できた。つぎに、環境に配慮した行動については、ごみの分
別など基本的な行動はしているが、環境問題に対する情報収集や購買選択などは常態化し
ていないことがわかった。そして、環境に対しては人間が自然破壊をしており、かつ自然
をコントロールできるものではないと考えている一方で、人間が自然保護のため行動する
ことができると認識している。「RQ2.気候変動や脱炭素社会に関する政策についての認識」
では、2050年カーボンニュートラル宣言について、半数程度は聞いたことがあるが、内
容まで理解している認識しているのは1割未満であった。要因として、ニュースで聞いて
はいるが、踏み込んだ内容までは知らない状況であることや、全体的にカーボンニュート
ラルを取り巻く環境が流動的であり、伝聞される内容も変動していることから、全貌が把
握しにくいことも考えられる。次に、プラスチックスプーンやフォークの有料化について
は賛成が62.7％、反対が25.5％であり、賛成が多数であった。賛成理由は、プラスチック
が減るなど環境保全に関わることが主であった。反対理由は、主に有料であることや有料
化施策の効果に対する疑問、持ち運びなど生活の不便さが挙げられた。「RQ3.学業成績
（GPA）における差の有無」では、SDGsやカーボンニュートラルの認知の程度によって、
学業成績（累積GPA）で有意差がみられないことがわかった。大学での学習との関連性を
想定してものであるが、さらなる検証、もしくは違ったアプローチを検討する必要がある。

本研究の検証手法の多くはアンケート調査で、学生の自己申告（間接調査）であり、試
験など（直接調査）より精度が低いこと（Ewell2011;山田2012）から、気候変動や脱炭素
社会に関してどの程度の理解ができているのかを多面的な方法で検証する必要がある。ま
た、対象学生の学部学科や学年の違いなどについても追加検証する必要があるだろう。

気候変動対策や脱炭素社会に向けた動きは、今後より加速し重要性が高まっていくこと
は確実である。高等教育を始めとして、初等中等教育でもESD（Education�for�Sustainable�
Development:持続可能な開発のための教育）の展開は拡大している。今後、持続可能な社
会に寄与するために、本研究をより発展させて取り組んでいきたい。
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