
18 

環境教育　VOL. 30-3 Ⓒ日本環境教育学会2021

Ⅰ　はじめに

　気候変動は、ここ数年で熱波や干ばつ、大型台風の増
加等の甚大な影響を各国にもたらすようになり、世界全
体で取り組むべき喫緊の課題と言われている。このよう
な中、世界30か国の約1500の管轄区域が気候非常事態
を宣言し（1）、自治体レベルで気候変動対策を積極的に
推進する動きが盛んになってきた。
　2015年に国連気候変動枠組条約締約国会議で合意さ
れたパリ協定では、世界の平均気温上昇を産業革命以前
に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をす
るという長期目標が掲げられた（2）。その後2018年に気
候変動に関する政府間パネル（IPCC）によって出され
た1.5℃特別報告書によると、地球温暖化を1.5℃に抑制

するためには、世界全体の人為的な二酸化炭素（以下、
CO2）排出量を2050年頃に正味ゼロにする必要がある

（IPCC 2018）という。すなわち、CO2の主な発生要因と
なる石炭、石油、天然ガス等の化石燃料の使用を2050
年までにゼロにすることが必要である（3）。この、化石
燃料の使用をゼロにするという手段は、世界、そして国
レベルでの気候変動対策として紹介されるが、市民レベ
ルでこのような大規模な対策に直接関与することは難し
い。そこで、国内で行われている気候変動教育（以下、
CCE）は、個人や家庭レベルで実施できる身近な地球
温暖化防止行動を扱うことがほとんどである（高橋ら 
2016）。しかしながら、地球温暖化を1.5℃に抑えるため
に必要なCO2の削減量と、個人や各家庭で減らせるCO2

量の差は非常に大きく、またクールビズやウォームビズ
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等のCO2を減らす行動においては、面倒・手間がかかる
ものも含まれることから、実施率は活動ごとにバラツキ
があるという調査結果が出ている（4）。
　筆者らはこれらの状況を踏まえ、より規模の大きな
CO2削減が見込まれる地域レベルにおいて市民が地球温
暖化防止や気候変動への適応に向けた、より効果の高い
活動を企画・実施できる力を身につけるために、主に大
学生以上の一般市民を対象とした能力開発プログラム
の開発を目指した。

Ⅱ　背景

　気候変動対策を地域で実施するには、日本全体のCO2

排出の現状を知った上で、地域で実際に利用されている
エネルギーの種類や再生可能エネルギー導入の可能性、
CO2排出量の全体像及び大規模排出源を把握することが
必要である。そのうえで、CO2排出量の削減に効果的か
つ持続可能性、地域発展と両立する対策を選び、取り組
むことが重要である。
　日本全体のCO2排出構造の実態をみると、排出量はエ
ネルギー転換部門（発電所など）と産業部門（工場など）
の割合が大きく（5）（6）、工場の中でも素材製造工場の割
合が大きいことが分かる（5）。1990年以降のエネルギー
効率の改善によって、家庭部門の省エネルギー化が進ん
だ一方で、産業部門（工場など）や業務部門（オフィス
など非住宅の建物）、運輸貨物部門の効率改善は小さく、
運輸旅客部門については90年代にエネルギー効率の悪
化が見られた（歌川 2019）。CO2排出量は、2013年以降
は省エネと再生可能エネルギー普及により減少した。
　このような状況の中、日本及び世界各国において、
2050年に向け、エネルギー起源CO2の排出量実質ゼロ、
再生可能エネルギー 100%による経済発展が可能である
という研究が発表された（7）（8）（Jacobson et al. 2017， 
Ram et al. 2019）。日本において、2030年に向けたCO2

の大幅な削減可能性を指摘する研究では、産業部門など
の排出割合の大きな部門の省エネの他、再生可能エネル
ギーの割合の拡大や、石炭の割合の縮小など、部門全体
での対策が想定されている（8）（9）（10）。家庭部門のCO2排
出量は、エネルギー転換部門、産業部門、運輸部門など
に比べると割合が高くないため（5）（6）、日本全体で大き
な排出削減をするには家庭部門のみの対策では不十分
であり、排出割合の大きな所での対策が必要である（歌
川 2015）。
　地域のCO2構造・エネルギー需要と供給の実態を把握
するためには、各都道府県の排出統計・エネルギー消費
統計を利用することができる（11）。市町村の多くは、そ
のような統計を持っていないが、いくつかの機関で推計
がなされているため、地域の実態把握の際に参考にでき
る（12）。工業地域では工場のCO2排出・エネルギー消費
が多くを占める一方で、東京都を典型とする都市型構造

では、オフィス等のエネルギー消費割合が大きく、産業
部門、運輸部門のエネルギー消費割合は小さいなど、地
域の構造によって特徴がある。また、田園型構造では、
大工場のエネルギー消費割合は小さく、農業、中小工場、
家庭、自動車からのCO2排出が相対的に大きい（13）（歌川
ら 2018，上園ら 2019）。これらのいずれの地域におい
ても、家庭部門はCO2排出量やエネルギー消費量の割合
は数%から3割程度で他部門に比べると低いといえる。
　地域で効果的なCO2削減を行うためには、地域のエネ
ルギーの各用途・各業種で有効な対策可能性の把握が
求められる。それとともに、地域のCO2排出・エネル
ギー消費の特徴にあった優良技術も数多く存在してい
る（歌川 2015，歌川 2016，上園 2016）。CO2削減に向
けて、2030年、2050年までの中長期で対策を実施する
場合、既存の設備の使い方を工夫するだけでは大きな排
出削減は見込めないが、設備を省エネ型に転換し、エネ
ルギー種も再生可能エネルギーに転換するための設備
投資を行うことにより、大きな削減が可能である（歌川 
2015，歌川・外岡 2017）。設備の普及には時間がかかる
ため、業務部門と家庭部門の建物のように、使用期間が
長く普及に時間がかかるものは、早めに取組みを開始す
る必要がある。加えて、対策で必要な設備投資費は、対
策で削減できる光熱費で「もと」がとれるものも多い（8）

（9）（10）。これに関連して、各地域主体は膨大な光熱費を
支出し、その大半は地域外に流出している。そのため、
地域で温暖化対策を工夫することによって、お金の流れ
を地域に取り戻す可能性がある。
　地域における温暖化対策の選択肢は多様であるため、
住民・自治体・地域企業・地域主体が知見を得て、地域
の現状や特徴をもとに話し合い、対策を実施することに
よって、環境問題だけでなく、生活の質の向上、地域活
性化、人口減少の防止など地域課題との同時解決を目指
すことができる（的場ら 2018）。

Ⅲ　気候変動における統合的問題解決コンピテンシーの
開発方法

１　概要
　筆者らは、自分たちの住む地域の気候変動による影響
や、対策の可能性等の実態を把握した上で、地域でCO2 
の効率的かつ効果的な削減に寄与する対策を提案でき
る能力をもつ市民の育成を目指した。これは、高橋・ホ
フマン（2019）がいう「気候変動における統合的問題解
決コンピテンシー」を持つ人材育成と同義である。高
橋・ホフマン（2019）は、批判的思考、システム思考、
予測、規範的、戦略的、協働的、自己認識の7つのコン
ピテンシーを身につけることにより、統合的問題解決コ
ンピテンシーが身につけられ、同時に地域での気候変動
対策を実施できる力を備えた人が育成されると述べて
いる。また、UNESCO（2017）によると、統合的問題
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解決コンピテンシーは、「7つのコンピテンシーを統合し
ながら、複雑な持続可能性の問題や、持続可能な開発を
促進する、実行可能で包括的かつ公平な解決策の選択肢
を開発するために、異なる問題解決の枠組みを適用する
全般的な能力」と定義されている。
　これらのことから、筆者らは、7つのコンピテンシー
の要素を取り入れたプログラム開発を行うことによっ
て、統合的問題解決コンピテンシーの向上につなげる

（地域で気候変動地策を実施できる力を身につける）こ
とを目指し、気候変動に関する持続可能性の鍵となる8
つのコンピテンシー（高橋・ホフマン 2019）のうち、
上記の7つのコンピテンシーの要素を組込んだCCEプロ
グラムの開発を行い試行し、学習効果を評価することに
よって、プログラムの有効性を検証した。
　開発を目指したコンピテンシーの要素とCCEプログ
ラムとの関連を表1に示す。

２　CCEプログラムとコンピテンシーとの関連
　筆者らは、気候変動に関する基本的知識を持たない市
民を学習者として想定したため、無理なく段階的に学び
を深めることを意図し、2部構成でプログラムを考えた。

　第1部では、講義とグループによる議論を行った。講
義では、学習者が気候変動問題の特徴を学ぶことによっ
て、その複雑性や不確実性、問題の解決に伴うトレード
オフの問題等を理解し、既存の様々な対策を批判的に見
ることができる事例を紹介し、気候変動問題の解決に向
けた手がかりと、地域で対策を行うメリットについて説
明した。また、CO2排出の要素別に6分野（建築、工場、
材料（原料）、運輸・都市、発電、農林水産業・土地利用）
のグループに分かれ、講義で学んだ内容を生かして、将
来の望ましいビジョンを描き、効果的な対策についてグ
ループで議論し、結果を模造紙にまとめて発表した。発
表では、互いの内容を批判的に見る視点や、発表の過程
で自分自身の役割を見直し、講師からのフィードバック
により、活動に対する動機付けを行うことも意図した

（表1）。CCEプログラムでは、地域全体の対策を考える
ため、あえて家庭部門を外して議論を行う予定であった
が、参加者の希望により、家庭部門の対策を考えるグ
ループを追加した。その際、家庭内で収まる対策ではな
く、家庭と地域との関連を考えた対策を議論してもらう
ことにした。
　第2部では、分野ごとに、より具体的な対策を考える
ための補足資料の配布及び説明を行い、CO2排出の状況

表1　開発を目指すコンピテンシーの要素とCCEプログラムの関連
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をより深く理解してもらった。その後、将来ビジョンや
ロードマップの立て方を説明し、対策案とロードマップ
をグループで作成し、発表してもらった。第2部のグルー
プワーク（以下、GW）では、地域における効果的な対
策やロードマップ、市民の立場としてできることも考え
てもらったため、第1部・第2部を合わせて7つのコンピ
テンシーの要素全てを活動内容に盛り込むことができ
た（表1）。プログラムの実施概要は表2に示す。

３　CCEプログラムの学習内容
　地域で気候変動対策を考える際には、気候変動問題に
関する正しい知識を身につけた上で、地域の現状を知り、
地域に合った効果的な対策・適応行動を考え、選択する
ことが重要である。そのため、本CCEプログラムでは、
気候変動の問題の特徴に関する話の他に、地域で対策を
考える際に必要な視点について技術的、定量的視点から
まとめ（表3）、全項目を網羅的に学習内容に含めた。

表2　プログラムの概要
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４　CCEプログラム実施概要
　筆者らは、開発したプログラムを2019年5月19日に実
施した。本プログラムは、7つのコンピテンシーを身に
つけた上で、地域で実際に気候変動の対策を考え、実行
できるようになるための統合的問題解決コンピテン
シー（高橋・ホフマン 2019）を身につけることを目的
としたため、「地域の気候変動対策を学び、考え、実際
にやってみたい人」を対象に募集を行った。その結果、
参加者は、10代～50代までの一般2名、大学生3名、気
候変動関連研究者2名、CCE実践者1名、各地の温暖化
防止活動推進センター関係者3名、国家公務員1名、教育
関係者1名、自治体職員3名、企業1名、環境NPO関係者
1名、環境関係研究機関3名、地方議員1名の計22名が参
加した。気候変動に関する学習歴（業務年数）は、1年
未満：6名、1年～3年：3名、4年～9年：6名、10年～19年：
2名、20年以上：2名、回答なし：3名であった。講義及
びGWでは、1グループ4名を基本にした編成（参加人数
の関係で実際は3名～4名）とし、互いが意見を言いや
すくなるよう配慮した。

Ⅴ　学びの評価

１　評価方法
　本CCEプログラムによる参加者のコンピテンシーの
変化及びGWによる対策案の内容の変化を調べるため、
筆者らは複数の評価方法を採用した。1つ目は、高橋・
ホフマン（2019）が用いたセルフチェックシートによる
プログラム実施前後の学習者の自己評価結果の比較で
ある。2つ目は、2度のGWにおいて模造紙に書かれた発
言内容とコンピテンシーとの関連の比較である。さら
に、これらの2つの内容を総合的に分析したうえで、参
加者の討議の様子やアンケートの内容も補足的に参照
した。本調査の対象者は、CCEプログラム参加者22名
である。

２　自己評価結果によるコンピテンシーの変化
　高橋・ホフマン（2019）のセルフチェックシートによ
る自己評価の方法を参考にし、各コンピテンシーの要素

a) ～ h)を設問として記載し（表1参照）、「当てはまる」、
「大体当てはまる」、「一部当てはまる」、「当てはまらな
い」の4つの選択肢から、自身の状況に該当するものを
選択してもらった。その後、当てはまる：4点、大体当
てはまる：3点、一部当てはまる：2点、当てはまらな
い：1点で得点を合計し、各項目に対して母集団の中央
値の差の検定を行った。
　統合的問題解決コンピテンシーについては、高橋・ホ
フマン（2019）が述べるように、7つのコンピテンシー
の伸びに影響されて変化が生じるのかどうかを調べる
ため、高橋・ホフマン（2019）のセルフチェックシート
の項目を参考に、「a)地域レベルにおいて、持続可能性
の観点を取り入れた実行可能かつ公平な気候変動問題
に関する解決策を提示・実践することができる」という
設問を用いた。
　参加者が記載したセルフチェックシート（自己評価）
を基に、CCEプログラム実施前後のコンピテンシーの
ポイントの平均値とその差を表4に示した。回収数は20
であった。また、ウィルコクソンの符号順位検定を行い、
CCEプログラム実施前後のポイントの中央値に関する
有意差の有無を調べた。その結果、各コンピテンシーの
合計の中央値の差において有意差があったのは、システ
ム思考、協働的、批判的思考、予測、自己認識、規範的、
統合的問題解決の7つのコンピテンシーで、いずれも 
p<.01であった。協働的コンピテンシーは、g)以外の項
目に関しては有意差が見られなかったものの、誤差範囲
が積み重なった、またはg)が持っている差が顕著に表れ
たため、合計の中央値の差においてはp<.01の有意差が
見られたと考えられる。
　また、システム思考、批判的思考、自己認識、統合的
問題解決コンピテンシーは、全項目でp<.05またはp<.01
となり差は有意であった。戦略的コンピテンシーについ
ては、実施前後の中央値の差の有意差は見られなかっ
た。
　各コンピテンシーの要素に関するクロンバックのα
係数は、全てのコンピテンシー（要素が一つの戦略的、
統合的問題解決は除外）で .76以上であり、信頼性が確
認された。統合的問題解決に関しては、7つのコンピテ
ンシー全てにおいて、中央値の差に有意差が見られな
かったものの、当該コンピテンシーの中央値の差におい
ては有意差が見られた。これは、本プログラムの活動内
容が統合的問題解決コンピテンシーの向上につながっ
たと考えられる。

３　模造紙の記述内容による評価結果
　CO2排出要素別6分野（建築、工場、材料（原料）、運
輸・都市、発電、農林水産業・土地利用）と、参加者が
話し合いたいテーマとして挙げた家庭部門の計7グルー
プに分かれ、第1部と第2部で2回のGWを行った。討議

表3　地域レベルで温暖化対策を考える際に必要な視点
重要な視点

1
日本において CO2 排出割合が高い分野（建築、工場、材料（原料）、
運輸・都市、発電、農林水産業・土地利用）の全国と地域におけ
る排出割合の理解

2 CO2 の排出削減において全体的な寄与度が高い対策（重要性、確実
性、効果）の考案

3 日本の地域における CO2 の排出削減対策の現状の理解と将来の予測

4

気候変動対策の立て方、選び方（代表的な対策の選択と、選択し
た対策について、2030 年、2050 年に排出削減するための 2020 年、
2030 年、2040 年までの設備更新・インフラ整備などを行い、政策
を導入するかのタイムスケール）

5 地域で CO2 の大きな削減ができる効果的な事例（トピック）の取
り入れ

6 家庭部門で考える場合は、家庭と地域との関連を考えた対策の考案
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内容は第1部、第2部に分け、それぞれ模造紙に記述し、
発表してもらった。
　第1部、第2部の発表内容を、表3の項目を基に、①対
策の定量化に踏み込んだかどうか（定量化）、②削減量
等を具体的数字に落とし込んだか（数値化）、③削減寄
与度の大きい所に手をつけているか（寄与度）を比較し
た（表5、表6）。表5、表6を見ると、全グループにおい
て定量化、削減寄与度の議論で前進があり、さらに具体
的対策の討議に踏み込んでいるとみることができる。ま
た、後半に関しては、より具体的で、主体を意識した対
策内容を話し合うようになったと考えられる。但し、削
減寄与度が高い要素を特定しやすい分野（発電と工場）
と、様々な要素が並立するため、議論の整理が必要な分
野（運輸、建築）、そして定量化自体に、より具体的な
情報が必要な分野（家庭、農林水産業と土地利用、原料）
で上記3点の達成具合に差が見られた。
　運輸、建築に関しては、結果的に定量的で具体的な対
策についての議論がなされていた。家庭と農林水産業と
土地利用については、極めて具体的な議論がなされた
が、定量的目標を立て、対策寄与度を評価した上で対策
を考えてはいなかった。これらの分野で、定量化、数値
化、寄与度の3点を考慮した議論をするためには、地域
の実践・優良事例など、より対策をイメージしやすい情
報提供の必要性が示唆される。

４　発言内容・討議の様子とコンピテンシーとの関連
　GWでの発言内容、討議の様子と7つのコンピテンシー
との関連を表7に示した。協働的コンピテンシーのg)、h)
は討議の様子や活動内容から該当すると判断したが、そ
れ以外の要素は、発言内容から該当すると判断した。2
回のGWの中で、システム思考、予測、規範的、戦略的、
批判的思考コンピテンシーについては、各要素に関連し
た発言がかなりの割合で見られることが分かった。協働
的コンピテンシーは、コンピテンシーの要素に関連する
発言はあまり見られなかった。これは発表の中で他者と
の関わりについて言及する必要性がなかったためと考
えられる。
　しかしながら、いくつかのグループでは、討議の際に
他者の考えを聞き、意見を取り入れたという趣旨の発言
が見られた。
　システム思考のc)に関する発言が少なかった理由とし
て、気候に関連するシステムの不確実性は対策の前提事
項であったためと考えられる。また、批判的思考のa)、
自己認識のc)、d)は、自分自身の規範や行動に関する内
容なので、グループでの対策の発表には含まれづらかっ
たと考えられる。

５　総合分析
　表1、表4を見ると、コンピテンシーの要素に関して、
CCEプログラムの中で①説明を行ったもの、②説明と
活動内容両方に含まれているもの、についてはプログラ

表4　CCEプログラム実施前後における各コンピテンシーの変化（自己評価）



環境教育　VOL. 30-3

高橋 敬子・歌川 学24

表5　第1部でのグループごとの発表内容と温暖化対策に必要な視点との関連
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表6　第２部でのグループごとの発表内容と温暖化対策に必要な視点との関連
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ム実施前後のコンピテンシーの中央値の差に有意差が
見られた。また、説明は行っていないが、活動内容に含
まれているもののうち、③討議の際に意識しやすかっ
た、及び討議の視点として提示された要素（規範的b)、
協働的g)、批判的a),d)、自己認識c),d)）については有意
差が見られた。この結果を表7と比較すると、上記①②
③に該当する要素は、半数以上のグループが発言内容と
しても言及していたことが分かった。例外として、発表
内容とは直接関係のない要素（システム思考c)、協働的
g)、批判的a)、自己認識c),d)）は言及されていなかった。
　戦略的コンピテンシーについては、コンピテンシーの
要素を討議の視点として提示したため、全グループが言
及したが、実施前後の中央値の差に有意差は見られな
かった。しかしながら、表5、6の発表内容から判断する
と、ある程度具体的な対策が立てられていることから、
自己評価による過小評価の可能性が考えられる。参加者
からは、「私は革新的な行動を協力して発展（開発）さ
せることができる」という設問の、「革新的」という単
語が難しい内容を想像させるため、当てはまるという回
答はしづらかったという意見が聞かれた。
　また、協働的コンピテンシーの各要素の実施前後の中
央値に有意な差が表れなかったのは、事前に基本的な話

し合いのルールを設定しなかったため、各コンピテン
シーの要素を意識した話し合いができなかったことが
要因として挙げられる。協働的コンピテンシーの事後評
価が低かった参加者は、「話し合いのルール設定をして
ほしい」とアンケートに記載していた。
　これらを総合すると、CCEプログラムの中で、各コ
ンピテンシーの要素に関する説明を実施し、活動内容に
も含み、討議の際に意識できるようにすることで、コン
ピテンシーの向上につながりやすいという傾向が見ら
れた。

Ⅵ　まとめ

　本研究により、当該プログラムが、地域で気候変動の
対策を考え、実行するために必要なコンピテンシーの向
上に有効であることが示唆された。
　地域での具体的な対策の立案については、ある程度の
具体性を持った対策は考えられていたものの、筆者らが
提供した資料は、一つの地域を対象としたものではな
かったため、一地域に特化した対策の立案には至らな
かった。今後は、CCEプログラム実施地域に特化した
データや資料の提供を行うことによって、より実現性の
ある対策を考えてもらう工夫を行っていきたい。

表7　GWの発言内容・討議の様子と７つのコンピテンシーとの関連
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　また、プログラム実施の際の話し合いのルールの事前
説明や意識づけの他、セルフチェックシートで使用する
単語についても回答しやすいように修正を図ることが
必要である。
　今後、コンピテンシーの要素間の関連性の評価等につ
いても検討していきたい。
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