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環境配慮行動の実行可能性認知と困難度の関係 
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環境配慮行動を個人の行動として考えると、行動の誘因構造によって分析の水準は異なってくる。

たとえば、環境に配慮した行動が地球規模の環境問題の解決につながるとある個人が考えている場合

と、そのような行動で直接に金銭が受け取れる場合を考えてみる。どちらも、当該の個人に利益とな

るが、行動の誘因が埋め込まれる心理社会的な構造は異なる。この例だと、前者が個人を含む社会レ

ベルの利益に誘因が埋め込まれているのに対して、後者は個人レベルの利益に誘因が埋め込まれてい

る1。このように、環境配慮行動の誘因は、その個人が想定する、個人と社会の関係を反映しており、

マクロからマイクロまでの複層的な分析が必要なのである（稲垣, 2007）。 

誘因の水準が複層的であることは、環境配慮行動を促進させるためのアプローチもさまざまな水準

で設定できることを意味する。しかし、実際に行動を生起する際に重要となるのは、行動の意図だけ

でなく、その行動が実際に実行できるかどうかであろう。このような行動の実行可能性は、物理的な

制約（たとえば資金や時間など）を受けると同時に、認知、感情、動機づけなどの心理的な制約も受

ける。 

環境配慮行動における実行可能性に影響する心理学的要因を検討した大久保（2013）は、平均以上

効果の認知メカニズムの観点から、次のことを明らかにした。それは、他者が行っているのをよく見

かける環境配慮行動と、そうでない環境配慮行動で、自己と平均他者の情報の使われ方に違いがあり、

そのことが実行可能性の認知に影響するということである。具体的には、他者が行っているのをよく

見かける環境配慮行動では、自己の実行可能性を平均他者よりも高く見積もり（平均以上効果）、他

者が行っているのを見かけない行動では、平均他者よりも低く見積もっていた（平均以下効果）。さ

らに、他者が行っているのをよく見かける環境配慮行動では、平均他者評定が抑制変数として機能し

ている可能性が示された。これらの結果は、自己と平均他者の心理学的存在に基づく系統的なバイア

スが環境配慮行動の実行可能性認知に関与していることを示している。 

さらに、大久保（2013）の研究では、他者が行っているのを見かけない環境配慮行動で、自己にか

                                                   
1 社会レベルの利益がそのまま個人レベルの利益となる場合や、その反対に、それらの利益がトレードオフにな
る場合があることは言うまでもない。その意味で、誘因構造の「あり方」の違いではなく、「注目するところ」の

違いを指摘している。したがって、社会レベルと個人レベルの利益が齟齬をきたす場合（たとえば社会的ジレン

マ状況）であれ、そうでない状況であれ、研究者が着目する水準が重要となる。 

キーワード：環境配慮行動、行動のコントロール感、平均以上効果 
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かわる評価（特に相対自己評定）と自尊感情が密接に関係していることが示された。この結果は、現

在主流となっている平均以上効果の認知メカニズムによる説明（Kruger, 1999; Kruger, & Burrus, 2004; 

Kruger, Windschitl, Burrus, Fessel, & Chambers, 2008; Moore, & Small, 2007）に加えて、自己高揚の動機

づけが何らかの形で関与している（Allison, Messick, & Goethals, 1989; Dunning, Meyerowitz, & Holzberg, 

1989; Guenther, & Alicke, 2010）ことを示唆する。 

認知メカニズムによる説明と、動機づけによる説明は相互背反ではない。近年の社会的比較と自己

高揚を検討した研究では、認知的メカニズムに自己高揚の動機づけがどのように関与しているのかを

詳細に検討し始めている（Beer, Chester, & Hughes, 2013）。そこで、本研究では、大久保（2013）で測

定した自尊感情に加えて困難度の認知を測定した。大久保（2013）で用いられた環境配慮行動の項目

は、他者の行動の観察可能性によって区分されていた。しかし、大久保（2013）の予備調査で、他者

が行っているのを見かけない環境配慮行動ほど、自己にとっても実行が困難であると評定されていた。

つまり、他者が行っているかどうかの区分に困難度の要因が交絡していたのである。もし、困難度の

媒介効果が自尊感情の効果よりも大きく影響しているのであれば、自尊感情と自己評価の関係は間接

的である可能性が高くなる。なぜなら、自尊感情と自己評価の直接の関係では無く、自尊感情と困難

度の関係が前提としてあり、それが自己評価間の関係につながるという解釈の妥当性が増すからであ

る。それに対し、動機づけの説明を単体として成立させるには、自尊感情と自己評価間の直接的な関

係が必要である。そこで、本研究では、各項目の困難度を測定することにより、自己評価と自尊感情

の関係が純粋に動機づけによる説明を支持するものであるかどうかを検討した。 

 

 

方法 

調査参加者 四年制大学の学生 206名（男性 112名、女性 93名、不明 1名）。調査参加者の平均年齢

は 19.74歳（SD=1.54）であった。 

手続き 大久保（2013）と同様の質問項目を用いた。最初に、Rosenberg の自尊感情尺度（山本・松

井・山成, 1982）を 5件法で回答してもらった2。 

次に、環境配慮についての質問であると教示して、質問紙に回答してもらった。その際、“環境に

配慮している（大事に思っている）”との想定で回答するように教示した。この教示の目的は、態度

をポジティブ方向に固定化させることで、態度要因の個人差分散を小さくすることであった。 

続いて、よく見かける環境配慮行動、見かけない環境配慮行動のそれぞれ 5 項目について、“あな

たはどのくらい実行できると思うか（自己評価）”、“同年齢、同性の平均的な大学生はどのくらい実

行できると思うか（平均他者評価）”、“同年齢、同性の平均的な大学生に比べてあなたはどのくらい

                                                   
2 さらに、個人差変数として、身体感尺度（Miller, Murphy, & Buss, 1981）を邦訳した項目に回答してもらった。

しかし、今回の分析では使用しないため、これ以上の言及はしない。 
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実行できると思うか（相対自己評価）”の 3 パターンの質問に回答してもらった。自己評価、平均他

者評価では、“かなり実行できる”から“まったく実行できない”とラベルづけされた 7 件法であった。

相対自己評価では、“平均的な大学生より実行できる”から“平均的な大学生より実行できない”とラベ

ルづけされており、中央は“平均的な大学生と同じ”とラベルづけされた 7 件法であった。自己評価、

平均他者評価の評定順序はカウンターバランスをとった。さらに、今回新たに追加された評定として

困難度の測定を行った。各項目について、“とても簡単”から“とても難しい”とラベルづけされた 7件

法で回答してもらった。困難度の測定は、自己評価と平均他者評価の直後、すなわち相対自己評価の

直前に行った。 

 調査は講義時間内に一斉に配付して行った。調査に要した時間はおよそ 15分であった。 

 

結果 

 すべての項目に回答した 196名のデータを分析に用いた。よく見かける環境配慮行動、および、見

かけない環境配慮行動は、“実行できる”と評価しているほど高くなるよう数値を割り当てた上で、自

己評価、平均他者評価ごとに合計値を算出した（それぞれ可能範囲は 5～25）。相対自己評価は、尺

度の中央値（4：平均的な大学生と同じ）を明らかにするため、合計値を項目数で割った数値を指標

とした（可能範囲は 1～7）。困難度は、より実行が困難であると感じているほど高くなるように数値

を割り当てた上で合計値を算出した（よく見かける環境配慮行動、見かけない環境配慮行動のそれぞ

れで可能範囲は 5～25）。自尊感情尺度は、高いほど肯定的になるように数値を割り当てた上で合計

値を算出した（α=.85, 可能範囲は 10～50）。 

自己評価と平均他者評価の平均値の差における平均以上効果 全般的に平均以上効果が現出して

いるのかどうかを検討するため、よく見かける環境配慮行動、および見かけない環境配慮行動の合計

値を自己評価、および平均他者評価ごとに算出した。それらの値に対し、対応のある t検定を行った

ところ、平均他者評価（M=39.60, SD=10.80）に比べて自己評価（M=43.11, SD=10.24）が有意に高か

った（t(195)=4.26, p<.01, Cohen's d=0.33）。すなわち、全般的には平均以上効果が確認された。 

続いて、よく見かける環境配慮行動、および見かけない環境配慮行動ごとで対応のある t 検定を行

ったところ、よく見かける環境配慮行動では、平均他者評価（M=24.09, SD=6.73）よりも自己評価

（M=27.09, SD=5.81）が有意に高かった（t(195)=6.13, p<.01, Cohen's d=0.48）。一方、見かけない環境

配慮行動では、自己評価（M=16.03, SD=6.52）と平均他者評価（M=15.51, SD=5.93）で有意な差はな

かった（t(195)=1.13, ns, Cohen's d=0.08）。 

 相対自己評価における平均以上効果 よく見かける環境配慮行動と見かけない環境配慮行動の合

算した数値に対し、中央値（4：平均的な大学生と同じ）を 0 とする t 検定を行った。その結果、相

対自己評価の平均値 4.50（SD=0.99）は有意に高かった（t(195)=7.07, p<.01, Cohen's d=0.72）。 

 続いて、よく見かける環境配慮行動、および見かけない環境配慮行動ごとで中央値（4：平均的な

大学生と同じ）を 0 とする t 検定を行った。その結果、よく見かける環境配慮行動で平均以上効果
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（M=5.32, SD=1.13, t(195)=16.38, p<.01, Cohen's d=1.65）、見かけない環境配慮行動で平均以下効果

（M=3.68, SD=1.27, t(195)=3.52, p<.01, Cohen's d=0.36）が確認された。 

 相対自己評価と自己評価、平均他者評価の関係 各評価間の相関係数の値を Table 1、2に示す。相

対自己評価に対する自己評価、および平均他者評価の影響を検討するため、大久保・下田（2012）と

同様の手法を用いて、相対自己評価を目的変数、自己評価と平均他者評価を説明変数とする重回帰分

析を行った。その結果、よく見かける環境配慮行動では重回帰式が有意であり（R2
adj=.40, F（2, 193）

=65.13, p<.01）、自己評価の正の影響（β=.68, t=11.08, p<.01）、および平均他者評価の負の影響がみら

れた（β=-.13, t=2.09, p<.05）。見かけない環境配慮行動でも重回帰式は有意であった（R2
adj=.36, F（2, 193）

=54.87, p<.01）。しかし、よく見かける環境配慮行動とは異なり、自己評価で正の影響は確認されたが

（β=.64, t=9.81, p<.01）、平均他者評価では影響が確認できなかった（β=-.10, t=1.50, ns）。 

 

Table 1 

各評価間の相関係数（よく見かける環境配慮行動） 

  Ⅱ Ⅲ 

Ⅰ. 自己 .41 ** .62 ** 

Ⅱ. 平均他者 － .15 * 

Ⅲ. 相対自己  － 

† p<.10, * p<.05, ** p<.01 

 

Table 2 

各評価間の相関係数（見かけない環境配慮行動） 

  Ⅱ Ⅲ 

Ⅰ. 自己 .48 ** .60 ** 

Ⅱ. 平均他者 － .21 ** 

Ⅲ. 相対自己  － 

† p<.10, * p<.05, ** p<.01 

 

 

 

 環境配慮行動と困難度の関係 よく見かける環境配慮行動と、見かけない環境配慮行動の困難度に

対し、対応のある t検定を行った。その結果、よく見かける環境配慮行動の困難度（M=10.08, SD=4.88）

に比べ、見かけない環境配慮行動の困難度（M=20.60, SD=6.42）が有意に高かった（t(195)=22.22, p<.01, 

Cohen's d=1.85）。 
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困難度と自尊感情の関係 自尊感情得点と、よく見かける環境配慮行動の困難度、および見かけな

い環境配慮行動の困難度との相関係数を算出したところ、よく見かける環境配慮行動では相関が確認

されなかったのに対し（r=-.01, ns）、見かけない環境配慮行動では弱い負の相関が確認された（r=-.18, 

p<05）。 

自尊感情と自己評価の関係 自尊感情得点と自己評価、平均他者評価、相対自己評価で相関係数を

算出したところ、見かけない環境配慮行動において、自己評価と相対自己評価で弱い正の相関が確認

された（Table 3）。この自尊感情の媒介効果を検討するため、自己評価と相対自己評価の関係に対し、

自尊感情を統制した偏相関分析を見かけない環境配慮行動の項目で行った。その結果、見かけない環

境配慮行動で確認された自己評価と相対自己評価の相関（r=.60）は、自尊感情を統制してもほとんど

変化が無かった（自尊感情を統制した r=.59, p<.01）。 

 

Table 3 

各評価と自尊感情の相関係数 

  自己 平均他者 相対自己 

よく見かける .10 

 

.06 

 

.10 

 見かけない .12 † .00 

 

.12 † 

† p<.10, * p<.05, ** p<.01 

 

 

困難度と自己評価の関係 よく見かける環境配慮行動、および見かけない環境配慮行動のそれぞれ

の困難度得点と、対応する自己評価、平均他者評価、相対自己評価で相関係数を算出したところ、す

べての評価で有意な負の相関が確認された（Table 4）。自尊感情の分析と同様に、困難度を統制した

偏相関分析をよく見かける環境配慮行動、および見かけない環境配慮行動の双方で行った。その結果、

よく見かける環境配慮行動において r=.46（困難度統制前の値は r=.62）、見かけない環境配慮行動で

r=.32（困難度統制前の値は r=.60）であった（ps<.01）。 

 

Table 4 

各評価と困難度の相関係数 

  自己 平均他者 相対自己 

よく見かける項目の困難度 -.55 ** -.22 ** -.56 ** 

見かけない項目の困難度 -.57 ** -.34 ** -.72 ** 

 ** p<.01 
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考察 

 本研究の結果は、大久保（2013）の結果と同様であり、知見の頑健性を示した。具体的には、他者

が行っているのをよく見かける環境配慮行動で平均以上効果、見かけない環境配慮行動で平均以下効

果が確認された。ただし、自己評価と平均他者評価の平均値の差を分析したところ、見かけない環境

配慮行動で自己評価と平均他者評価に差はなかった。さらに、相対自己評価と自己評価、平均他者評

価の関係を分析した結果、よく見かける環境配慮行動おいて、平均他者評価が弱いながらも関係して

いた。それに対し、見かけない環境配慮行動おいて、平均他者評価との関係は確認されなかった。 

 自尊感情と自己評価の関係は、見かけない環境配慮行動でのみ確認された。この結果は、大久保

（2013）と同様であるが、その関係はさらに弱かった。それに対し、困難度と自己評価の関係は自尊

感情との関係に比べて強かった。偏相関分析の結果から、自己評価間の関連に対し、自尊感情の媒介

効果よりも困難度の媒介効果の方が顕著であったことから、自尊感情などの動機づけと密接にかかわ

る要因よりも困難度の認知が重要な要因であることが示された。さらに、よく見かける環境配慮行動

と見かけない環境配慮行動で困難度の認知に違いがあったことは、“（ある環境配慮行動を）他者が

行っているのを見かけるかどうか”という観察容易性の認知が自己の実行の困難度と同様であること

を示している。ただし、その関係は見かけない環境配慮行動で顕著であったことから、困難度の認知

の効果が領域特殊性を有している可能性が明らかとなった。 
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The relationship between perceived behavioral control and difficulty  

of ecological behavior 

 

OKUBO Nobutoshi, Higashigaki Erika 

 

This research investigates the relationship between perceived behavioral control of ecological 

behavior and better-than-average effect, in particular, with focus on two factors: feelings of 

self-esteem that influence the perceived behavioral control and the level of difficulty of ecological 

behavior. Okubo's research (2013) revealed that better-than-average effect is found in the 

perceived behavioral control of ecological behavior that individuals often see others undertake 

(e.g. switch off an air-conditioner when leaving the room), while worse-than-average effect is 

found in the perceived behavioral control of ecological behavior that individuals hardly see others 

undertake (e.g. point out others’ non-ecological behaviors when noticing it). Moreover, the study 

found a higher level of physiological reality of average others in the perceived behavioral control 

of ecological behavior that individuals often see others undertake. These results of Okubo’s 

research (2013) were corroborated by our study. We also found that self-image that constitutes 

better-than-average-effect has a stronger correlation with perception of the level of difficulty 

than feelings of self-esteem. These findings proved the validity of the hypothesis that 

better-than-average effect in perceived behavioral control of ecological behavior arises from 

cognitive bias. 
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