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環境問題とコミュニティ意識―社会関係資本からの検討― 

 

大島 尚（社会学部） 

堀毛 一也（社会学部） 

 

 

 

 

 

 

１．社会関係資本と環境問題 

人々が、個人の合理的な行動として快適で便利な生活を求めた結果、環境が悪化して人々に損失を

もたらすことになるという意味で、環境問題は社会的ジレンマの構造を持っている。社会的ジレンマ

の解決の手がかりとして、Putnam（2000）は社会関係資本（ソーシャル・キャピタル）の重要性を

指摘した。社会関係資本は、「人々の協調行動を活発にすることにより社会の効率性を改善できる、

信頼、規範、ネットワークといった社会組織の特徴」（Putnam, 1993）と定義され、社会関係資本の

豊かなコミュニティでは、社会的ジレンマに対する自発的な協力による解決がもたらされると主張し

たのである。そして、アメリカの各州について、公開されているさまざまな調査データや、政府機関

の発表したデータなどに基づく 14 の指標を用いて「ソーシャル・キャピタル指数」を求め、指数の

高い州は低い州に比べて教育や治安、健康など市民生活全般の質が高いことを示した。 

 しかし、社会関係資本の概念には多くの側面が含まれており、その概念を学問的に用いることに対

しては批判も多い。稲葉ら（2014）は、それらの批判を、「定義」、「付加価値」、「測定」、「因果関係」、

「政策手段」の 5 つに関する「あいまいさ」として整理した。これらの中で、「測定のあいまいさ」

については、社会関係資本の定義にある「信頼、規範、ネットワーク」の多面性によるところが大き

いと考えられる。Putnam（2000）の 14 の指標の中には、コミュニティの実態に関わるもの（例．

人口 1000 人あたりの NPO の数）、個人のコミュニティ活動に関わるもの（例．去年、コミュニティ

の事業で働いた回数）、個人の私的な付き合いに関わるもの（例．去年、友人を家に招待したことが

何回あるか）、個人の価値観に関わるもの（例．「多くの人は信頼できる」と考える人の割合）が混在

している。Putnam（2000）は、ソーシャル・キャピタル指数と 14 の指標の得点の間に高い相関が

あることを妥当性の根拠にしているが、測定対象のあいまいさは否定できない。さらに、それらの指

標の基準となるコミュニティ活動や生活スタイルは、国や文化の影響を受けるものが多いことから、

社会関係資本に関する汎用の測定指標を定めることは困難であると言わざるを得ない（大島，2013）。 

 環境問題に関しても、社会関係資本の多様な側面は、それぞれに影響を持つことが考えられる。コ

ミュニティレベルでの環境問題は、住民が安全で健康な社会生活を営む上での身近な重要課題である
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と同時に、地球環境問題にもつながる場合が多い（加藤，2013）。したがって、環境問題解決の手が

かりとして、コミュニティごとの社会関係資本を測定して比較することには意味があろう。しかし、

たとえば環境問題と社会関係資本の国際比較を行おうとするならば、国や文化の影響を受けにくい共

通の測定指標が必要とされることになる。大島・片山・安藤（2005）は、コミュニティ意識の日米比

較を行う目的で、社会関係資本の心理的側面を測定する汎用性のある質問項目の策定を試みた。そし

て、田中・大島（2006）は「水害被災地の復興」に関する調査をそれらの項目を含めて実施し、さら

に今井ら（2007）はその中から 6 項目を抽出して「コミュニティ意識尺度」を作成し、復興状況との

関連を検討した。これらの項目は、いずれも個人のコミュニティに関する意識を尋ねるもので、コミ

ュニティの実態や個人の活動などは含まれていない。 

 一方、大島（2007）は環境問題に関する価値観の国際比較を行う目的で、過去に実施された各種の

国際調査における質問項目を参考に、45 項目からなる標準調査票（英語版）を作成した。その際に、

コミュニティ意識に関する今井ら（2007）の 6 項目を精査した上で、2 項目を他の質問に差し替えて

質問項目に含めた。本研究では、この改訂 6 項目の日本語版をコミュニティ意識項目として用いて国

内での Web 調査を行い、社会関係資本の心理的側面としてのコミュニティ意識が、環境問題に関す

る意識や行動とどのように関連するのかを調べることを目的とした。 

 

 

２．方法 

調査は、（株）中央調査社に委託してインターネット上の Web 調査で実施した。2014 年 3 月 20 日

から 26 日までの期間で、20 代から 60 代までの 5 つの年代のモニターを対象に、各年代に男性 50

名、女性 50 名を割り当て、合計 500 サンプルを回収した。質問項目は、大島（2008）における福岡

市での調査から社会関係資本に関連する項目と環境意識に関する項目を抜き出し、堀毛（2013）にお

けるサスティナブル心性尺度項目とサスティナブル行動尺度項目からの抜粋、および Kan, et al. 

（2009）のミニマリスト幸福感尺度項目などを加えた 70 項目に、フェイス項目 6 項目を加えた 76

項目であった。 

 

 

３．結果 

(1) コミュニティ意識 

 表 1 に、コミュニティ意識に関する 6 項目における回答（6 件法）の度数分布と、回答の数値を得

点化した平均値と標準偏差を示す。表中の(e)と(f)の 2 項目が、今井ら（2007）から差し替えられた

項目である。全体に、大きな分布の偏りや天井効果、フロア効果などは見られないが、(a)の「困って

いる時に近所の人が助けてくれると思うか」に対する「そう思う」（1～3 の合計）の回答が 43.2％で
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あり、大島（2008）の福岡市調査（4 件法）における 63.0％よりかなり低くなっている。他のアジア

諸国での調査結果では、シンガポール 78.2％、中国 88.7％、ベトナム 84.7％で、日本の低さが際立

った項目である。 

次に、6 項目の回答の数値（1～6）を得点化して因子分析を行い、主因子解から 1 因子とみなすこ

とが妥当かどうかの検討を行った。その結果、共通性は 0.30～0.48、因子負荷量は 0.54～0.69 とな

り、寄与率は 37.5％となった。また、信頼性係数（内的整合性）についてはα＝0.778 であったこと

から、総合的に見て 1 因子とみなせるものと判断し、6 項目の回答の平均値をコミュニティ意識の程

度を示す SC（sense of community）得点とした。SC 得点は 1～6 の値となり、値が小さいほどコミ

ュニティ意識が高いことを示している。 

 

表 1．コミュニティ意識項目の回答分布と統計値 

 

 

(2) SC 得点の妥当性検証 

SC 得点が、社会関係資本の指標とみなせるかどうかの妥当性を検証するために、他の質問項目に

対する回答との関連を調べた。まず、社会関係資本の指標として使われることの多い「一般的信頼」

との関係を見たのが表 2 である。「一般的信頼」は、Putnam（2000）のソーシャル・キャピタル指

数で用いられており、多くの国際調査でも共通かつ継続的に使用されている項目であるが、表現や選

択肢の数の違いなどにより結果に変動が生じている（大島，2013）。本研究では、統計数理研究所が

5 年ごとに行っている「日本人の国民性調査」における質問と選択肢を用いた。結果は、「信頼でき

る」と回答した人の方が、「用心するにこしたことはない」と回答した人よりも SC 得点が有意に低

い（コミュニティ意識が高い）ことを示している。これは、SC 得点を社会関係資本の指標として用

いることに妥当性があることを示唆する結果と言える。なお、「信頼できる」の回答率は 31.2％であ

1. とても

そう思う

2. かなり

そう思う

3. どちら

かといえ
ばそう思

う

4. どちら

かといえ
ばそう思

わない

5. あまり

そう思わ
ない

6. 全くそ

う思わな
い

平均

得点

標準

偏差

(a) あなたが困っている時に、近所の人はあなたを

    助けてくれると思いますか
5 18 193 94 101 89 4.07 1.24

(b) 自分たちの地域を暮らしやすくするためには、
    なによりも住民の努力が必要だと思いますか

31 96 276 49 38 10 2.99 1.01

(c) 次の世代のために、自分たちの住んでいるこの

    地域を良くしたいと思いますか
41 105 263 47 29 15 2.93 1.06

(d) 私は、知らない人が困っていたら、気軽に手助

    けをする方だ
29 78 216 115 44 18 3.24 1.11

(e) 世界中の人々は、民族や宗教の違いを超えて、

    互いに何らかの形で助け合っているものだ
34 79 230 95 34 28 3.20 1.17

(f) 私は、自分の子孫から尊ばれたい 20 50 223 116 40 51 3.52 1.21
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り、「日本人の国民性調査」の集計結果（2008 年：30％、2013 年：36％）とほぼ同程度の値である

ことから、調査の信頼性にも問題がないことが示唆される。 

 

表 2．「一般的に言って、他人と接するときには、たいていの人は信頼できると思いますか。それと

も、用心するにこしたことはないと思いますか。」への回答と SC 得点 

 
 

次に、日常生活における近隣との付き合いの程度と SC 得点の関係を見たのが表 3 である。4 つの

選択肢における SC 得点に対して 1 要因の分散分析を行ったところ、有意な差が見られたので、さら

に多重比較（Tukey の HSD 検定）を行った結果が示されている。回答数の集計では「1」の選択数が

2.8％で、大島（2008）の福岡市調査における 12.3％よりかなり少なくなっている。「1」の選択率の

国際比較では、シンガポール 32.2％、中国 45.6％、ベトナム 68.7％であり、アジア諸国よりはるか

に少なく、福岡市調査でも日本の近所付き合いの浅さが際立っていたが、今回の調査ではさらに際立

つ結果となった。「2」の選択率も福岡市調査の 39.3％に対して 24.0％と少なく、一方で「3」の選択

率が福岡市調査では 38.5％であったのに対して今回の調査では 54.2％、「4」の選択率は同様に 9.8％

に対し 19.0％と多くなっている。今回の Web 調査ではエリアの割り当てを行わなかったため、モニ

ター数の多い大都市圏のサンプルが多くなった可能性があるが、日本の近所付き合いの実態を示す興

味深い結果と言えよう。分散分析および多重比較の結果から、「1・2」と「3」と「4」の間にそれぞ

れ有意差が見られ、近隣との付き合いが親密な人ほど有意に SC 得点が低くなっている。これらの結

果も、SC 得点を社会関係資本の指標として用いることの妥当性を示唆するものと言える。 

 

表 3．「あなたは、ご近所のかたとどのようなお付き合いをされていますか。これらの中からあてはま

るものを１つだけ選んでください。」への回答と SC 得点 

 

***：0.1%有意 

選択肢 人数 SC得点 t検定

1. 信頼できる 156 2.99

2. 用心するにこしたことはない 344 3.48
t (498)=6.84, p <.001

選択肢 人数 SC得点 分散分析 多重比較

1. 互いに相談をしたり、日用品の貸し借りを
    するなど、生活面で協力し合っている

14 2.33

2. 日常的に立ち話をする程度の付き合いを
    している

120 2.81

3. あいさつ程度の付き合いしかしていない 271 3.39

4. 付き合いはほとんどしていない 95 3.93

F (3, 496)=60.69
p <.001

 1<3***
 1<4***
 2<3***
 2<4***
 3<4***
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 また、今後も現在の居住地に住み続けたいかどうかを尋ねる質問と、SC 得点との関係を調べたも

のが表 4 である。「ずっとこの地域に住み続けたい」と思う人の方が、「いつか引っ越そう」と思う人

よりも SC 得点が有意に低い。定住志向は、コミュニティにおける社会関係資本醸成のための基本要

件と考えられることから、この結果も SC 得点の妥当性を支持するものと言えよう。 

 

表 4．「あなたは、これからもずっとこの地域に住み続けたいと思いますか、それともいつか引っ越そ

うと思いますか。」への回答と SC 得点 

 
 

(3) 幸福感および生活満足度とコミュニティ意識 

調査では、人々の感じている幸福感や日常生活の満足感について尋ねている。これらの結果と SC

得点の関連を調べたのが表 5 と表 6 である。「幸福感」も「生活満足度」も、SC 得点との相関が有意

に高く、また回答の 1～3 を「幸せ」「満足」、4～6 を「幸せでない」「不満」として集計し、SC 得点

の平均を比較したところ、「幸せ」「満足」の回答者の SC 得点が、「幸せでない」「不満」の回答者の

SC 得点より有意に低かった。すなわち、コミュニティ意識の高い人は、低い人よりも幸福感と生活

満足度が高いという関係が見られる。なお、幸福感と生活満足度の間の相関係数は 0.81 と非常に高

かった。 

さらに、「ものの豊かさと幸せな生活」についての考えを尋ねた質問項目への回答と、SC 得点と

の関係を調べたものが表 7 である。2 つの選択肢の回答者の SC 得点に有意差が見られ、コミュニテ

ィ意識の高い人は、物質的な幸福よりも精神的な幸福をより重視する傾向があることが示されてい

る。 

 

表 5．「全体的にいって、現在、あなたは幸せだと思いますか、それともそうは思いませんか。」への

回答と SC 得点 

 

選択肢 人数 SC得点 t検定

1. ずっとこの地域に住み続けたいと思う 322 3.21

2. いつか引っ越そうと思う 178 3.54
t (498)=4.56, p <.001

選択肢 人数 SC得点 相関 SC得点 t検定

 1. とても幸せ 19 2.76

 2. かなり幸せ 85 2.99

 3. どちらかといえば幸せ 278 3.27

 4. どちらかといえば幸せでない 50 3.65

 5. あまり幸せでない 40 3.66

 6. 全く幸せでない 28 4.20

t (498)=7.70
p <.001

3.78
(N=118)

r =.387
p <.001

3.18
(N=382)
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表 6．「あなたは今の生活にどの程度満足していますか。」への回答と SC 得点 

 

 

表 7．「あなたは次の２つの意見のうち、どちらの意見に賛成ですか。」への回答と SC 得点 

 
 

幸福感、生活満足度、物資に依存しない幸福観は、ポジティブ感情などとともに主観的 well-

being を構成する主要素とみなされている（Diener, 1984）。主観的 well-being の概念や測定尺度に

ついては、現在でもさまざまな議論がなされているが、堀毛（2012）はそれらを概観した上で、環

境問題への意識や行動との関連を実証的に検討している。本調査結果は、コミュニティ意識と主観

的 well-being の間にも、何らかの関連があることを示唆しているのではないかと考えられる。 

 

(4) 環境問題への態度とコミュニティ意識 

表 8 と表 9 は、環境保護の重要性に関する質問への回答と、環境汚染が健康に及ぼす影響に関する

質問への回答が、SC 得点とどのように関係するかを見たものである。表 8 より、環境保護の重要性

認識と SC 得点の間の相関係数が 0.48 と高く、「重要でない」と回答した人々の SC 得点が顕著に高

いことがわかる。回答の 1～3 を「重要」、4～6 を「重要でない」として集計し、SC 得点の平均を比

較したところ、「重要」と回答した人の SC 得点が有意に低かった。また表 9 より、「環境汚染の健康

への影響」についての質問に対する回答においても、SC 得点との相関が有意に高く、「影響がある」

と回答した人の SC 得点が、「影響はない」と回答した人の SC 得点より有意に低かった。すなわち、

コミュニティ意識の高い人々の方が、コミュニティ意識の低い人々よりも、環境保護の重要性を強く

認識しており、また環境汚染の健康への影響に対する危機感が強いことが示唆された。 

 一方、自身の居住地の自然環境に対する評価とコミュニティ意識との関係を調べたのが表 10 であ

る。環境の評価と SC 得点の相関係数は約 0.3 と有意で、1～3 を「良い」、4～6 を「悪い」として集 

選択肢 人数 SC得点 相関 SC得点 t検定

 1. とても満足 11 2.56

 2. かなり満足 70 3.08

 3. どちらかといえば満足 214 3.22

 4. どちらかといえば不満 113 3.42

 5. かなり不満 54 3.53

 6. とても不満 38 3.99

r =.317
p <.001

3.16
(N=295)

3.56
(N=205)

t (498)=5.68
p <.001

選択肢 人数 SC得点 t検定

1. 十分にものがなければ幸せな生活は送れない 165 3.57

2. 十分にものがなくても幸せな生活は送れる 335 3.20
t (498)=5.00, p <.001
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計し、SC 得点の平均を比較したところ、「良い」と回答した人の SC 得点の方が「悪い」と回答した

人の SC 得点より有意に低いという結果であった。すなわち、SC 得点の高い人々は、自身の居住地

の自然環境を「良い」と評価する傾向にあることが示されている。これらの結果から、コミュニティ

意識の高い人は、環境保護を重要と考え、環境汚染の健康への影響に危機感を抱いているが、自身の 

居住地域の自然環境については良いと評価していることがわかる。また、自身の居住地の自然環境に 

 

表 8．「環境の保護は、あなたにとってどのくらい重要な問題ですか」への回答と SC 得点 

 

 

表 9．「環境汚染はあなた自身の健康にどの程度影響を及ぼしていると思いますか」への回答と SC

得点 

 

 

表 10．「あなたの住んでいる地域の自然環境の状態についてどう思いますか」への回答と SC 得点 

 

 

選択肢 人数 SC得点 相関 SC得点 t検定

1. とても重要である 52 2.821

2. かなり重要である 114 2.977

3. どちらかといえば重要である 262 3.361

4. どちらかといえば重要でない 48 3.941

5. あまり重要ではない 13 4.397

6. 全く重要ではない 11 4.500

3.19
(N=428)

4.11
(N=72)

r =.484
p <.001

t (498)=10.07
p <.001

選択肢 人数 SC得点 相関 SC得点 t検定

1. とても影響がある 44 3.011

2. かなり影響がある 107 3.030

3. どちらかといえば影響がある 222 3.354

4. どちらかといえば影響はない 90 3.433

5. あまり影響はない 25 3.960

6. 全く影響はない 12 4.431

r =.334
p <.001

t (498)=5.24
p <.001

3.22
(N=373)

3.63
(N=127)

選択肢 人数 SC得点 相関 SC得点 t検定

1. とても良い 29 3.09

2. かなり良い 83 2.97

3. どちらかといえば良い 270 3.29

4. どちらかといえば悪い 103 3.68

5. かなり悪い 13 3.82

6. とても悪い 2 4.50

r =.296
p <.001

3.21
(N=382)

3.71
(N=118)

t (498)=6.31
p <.001
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対する評価と、環境保護の重要性の認識、および環境汚染の健康への影響に対する危機感の間の相関

係数は、それぞれ 0.146 と 0.147 で、わずかに正の相関が見られた。回答者の環境問題の重要性に対

する認識や、環境汚染の健康への影響に対する危機感が、自身を取り巻く環境の悪化の認識に起因す

るものではないことが示唆される。 

 

(5) 環境保護の行動意図とコミュニティ意識 

 冒頭に述べたように、環境問題は社会的ジレンマの構造を備えており、その解決のためには、個人

の利益よりも社会の利益を優先させる必要がある。それは、個人にとって何らかのコストをともなう

ことになるが、環境保護のためにそのような行動意図を持つかどうかを尋ねる質問について、コミュ

ニティ意識との関係を調べた。表 11 は値段の高いものでも購入するかどうか、表 12 は生活が不便に

なってもよいか、表 13 は経済発展が遅れてもよいかという質問に対する回答である。表 11 より、購

買意図と SC 得点の間にかなり高い相関が見られ、また値段の高い品物でも「買おうと思う」人の SC

得点が、「買いたくない」人の SC 得点よりも有意に低いことが示されている。表 12 では、「生活が

不便になっても地球環境を守る努力をすべき」を選択した人の方が、「生活をより便利にすべき」を

選択した人よりも SC 得点が有意に低い。表 13 では、「経済発展が遅れても自然を残すべき」を選択

した人の方が、「自然が多少破壊されても経済を発展させるべき」を選択した人よりも SC 得点が有 

 

表 11．「あなたは、値段の高い品物でも環境を守るためなら買おうと思いますか」への回答と SC 得

点 

 

 

表 12．「地球環境と自分たちの生活との関係について、２つの意見があります。あなたのお気持ちは

どちらに近いですか」への回答と SC 得点 

 

選択肢 人数 SC得点 相関 SC得点 t検定

1. すすんで買おうと思う 5 2.77

2. ある程度は買おうと思う 59 2.81

3. どちらかといえば買おうと思う 195 3.12

4. どちらかといえば買いたくない 167 3.43

5. あまり買いたくない 47 3.89

6. 全く買いたくない 27 4.36

r =.475
p <.001

t (498)=8.90
p <.001

3.05
(N=259)

3.62
(N=241)

選択肢 人数 SC得点 t検定

1. 自分たちの生活が今より不便になっても、地球環境を
    守るためにひとりひとりが努力するべきだ

352 3.17

2. 自分たちの生活を、より便利にすることを考えるべきだ 148 3.70

t (498)=7.36
p <.001
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意に低くなっている。これらの結果は、コミュニティ意識の高い人の方が、低い人よりも環境保護の

ためにコストを払うという行動意図が強いことを示している。 

 

(6) 環境配慮行動とコミュニティ意識 

 日常生活の中で、具体的にどのような環境配慮行動を行っているのかを尋ね、コミュニティ意識と

の関連を調べた。取り上げた行動は、表 14 に示す 14 項目である。表 13 には、それぞれの行動につ

いて、「いつもやっている」、「ときどきやる」、「たまにしかやらない」、「やっていない」の 4 件法で

回答を求めた結果の度数分布と、選択肢ごとの SC 得点の平均が示されている。 

選択肢の間で SC 得点に差があるかどうかを調べるために分散分析を行い、有意差が見られた場合

には Tukey の HSD 検定による多重比較を行った。結果を見ると、「使わない時に電気器具のコンセ

ントを抜く」、「テレビを見ていない時にはいつも消す」、「自家用車やタクシーに乗らずに公共交通機

関を利用する」の 3 項目で有意差が見られなかった。それらに、多重比較の結果で 1 と 4 の間にしか

有意差が見られなかった 2 項目（「使っていない部屋の照明をこまめに消す」、「買い物ではレジ袋を

もらわないようにする」）を合わせてみると、環境保護を明確に意識するのではなく、節約などのた

めに習慣的に行う行動では、SC 得点に大きな差が生じていないようである。一方、「ペットボトルの

リサイクル」、「エアコンの温度設定に気をつける」、「シャンプーや手洗いの時にこまめに水を止める」、

「家族や友人と環境問題についての話をする」といった意図的な環境配慮行動においては、実行して

いる人の SC 得点が低いことが明確に読み取れる。 

 

(7) 「サスティナブル心性」および「ミニマリスト幸福感」との関係 

 今回の調査結果を、堀毛・大島（2015）は「サスティナブル心性」と「ミニマリスト幸福感」の尺

度を用いて分析した。そして、因子分析の結果に基づき、「サスティナブル心性」については「持続可

能性への肯定的態度」、「世代継承性」、「環境問題解決志向」、「他者依存的解決志向」の 4 つの下位尺

度を、「ミニマリスト幸福感」については「感謝」、「あるがまま」、「平穏」、「人並み」の 4 つの下位

尺度を見出した。 

 

表 13．「次の２つの意見のうち、あなたのお気持ちはどちらの意見に近いですか。」への回答と SC

得点 

 

選択肢 人数 SC得点 t検定

1. 子孫のためには、経済発展が多少遅れても、
    今ある自然をできるだけ残すべきだ

425 3.24

2. 子孫のためには、自然が多少破壊されても、
    今の経済をできるだけ発展させるべきだ

75 3.81

t (498)=5.98
p <.001
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 SC 得点と「サスティナブル心性」の各下位尺度間の相関を表 15 に示す。SC 得点は、「他者依存的

解決志向」以外の下位尺度と高い正の相関を示している。他者依存的解決志向因子は、「現在の生活

を考えるのに手一杯で、次世代のことなど配慮するゆとりがない」や、「私たちが生活をあまり変え 

 

表 14．「あなたは、以下のようなことがらを、日常生活でどの程度やっていますか。」への回答と

SC 得点 

 

*：5％有意 **：1％有意 ***：0.1%有意 

 

人数 SC得点 人数 SC得点 人数 SC得点 人数 SC得点

ペットボトルのリサイクル 350 3.22 87 3.37 27 3.55 36 4.01
12.9

p <.001
1<4***
2<4***

使っていない部屋の照明を

こまめに消す
370 3.26 103 3.48 20 3.52 7 4.07

4.88
p <.01

1<4*

使わない時に電気器具の

コンセントを抜く
182 3.30 140 3.25 99 3.38 79 3.45

1.26
n.s.

テレビを見ていない時には

いつも消す
299 3.28 140 3.34 39 3.51 22 3.52

1.51
n.s.

冷蔵庫の温度設定に気を

つける
190 3.23 166 3.27 82 3.33 62 3.77

8.22
p <.001

1<4***
2<4***
3<4**

エアコンの温度設定に気を

つける
284 3.24 143 3.28 34 3.88 39 3.62

9.18
p <.001

1<3***
1<4*
2<3***

給湯器からのお湯を使い

すぎないようにする
217 3.26 173 3.24 52 3.53 58 3.63

5.32
p <.01

1<4**
2<4**

買い物ではレジ袋をもらわ

ないようにする
225 3.22 140 3.37 75 3.39 60 3.52

2.85
p <.05

1<4*

シャンプーや手洗いの時に

こまめに水を止める
260 3.22 127 3.25 75 3.48 38 3.96

11.87
p <.001

1<3*
1<4***
2<4***
3<4*

シャンプーや洗剤などは

詰め替えのものを使う
374 3.25 85 3.45 27 3.59 14 4.02

6.8
p <.001

1<4**
2<4*

自家用車やタクシーに乗らず

に公共交通機関を利用する
166 3.35 126 3.24 89 3.35 119 3.36

0.69
n.s.

エレベーターは使わずに

階段で移動するように努める
91 3.12 188 3.21 137 3.49 84 3.52

7.51
p <.001

1<3**
1<4**
2<3**
2<4*

家族や友人と環境問題に

ついての話をする
18 3.08 135 3.05 172 3.24 175 3.65

18.46
p <.001

1<4*
2<4***
3<4***

分散分析
F (3, 496)

多重

比較

1. いつもやっている 2. ときどきやる 3. たまにしかやらない 4. やっていない
サステイナブル行動
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なくても、現代科学が環境問題を解決してくれるだろう」など、環境問題解決へのネガティブな態度

に関係した内容をもつもので、他の下位尺度との相関も低く、独自の次元であることが示唆される。 

 

表 15．SC 得点と「サスティナブル心性」の下位尺度の間の相関 

 

 

 表 16 に、SC 得点と「ミニマリスト幸福感」の各下位尺度間の相関を示す。SC 得点は、「平穏」以

外の下位尺度と高い正の相関を示しており、コミュニティ意識が主観的 well-being に関係すること

が示唆される。平穏因子は、「のんびりすることは心地よいことだ」、「おだやかに過ごせることが一

番だ」、「何もしないで過ごすことは心地よい」の 3 項目の負荷量が高い因子であるが、いずれも他者

との関わりを意識しない幸福感と解釈できることから、コミュニティ意識とは独立の要因ではないか

と考えられる。なお、平穏因子は他の下位尺度との相関も比較的低い。 

 

表 16．SC 得点と「ミニマリスト幸福感」の下位尺度の間の相関 

 

 

(8) 性別・年代とコミュニティ意識 

 SC 得点の平均を性別と年代ごとに求め、さらに 2 要因の分散分析を行った結果が表 17 である。

交互作用は有意でなく、性別についても有意差が見られなかった。一方、年代の主効果は有意で、多

重比較（Tukey の HSD 検定）の結果から、年代が高いほど SC 得点が低く、特に 60 代が低くなっ

ていることがわかる。すなわち、年齢が高いほどコミュニティ意識が高いという結果である。堀毛・

大島（2015）の尺度による検討でも、「サスティナブル心性」における「他者依存的解決志向」以外

の因子については、高年齢世代ほど有意に値が低く、環境に対するポジティブな心性をもつことが示

持続可能性への

肯定的態度
世代継承性

環境問題解決

志向

他者依存的解決

志向

SC得点 .513 .628 .338 -.097

持続可能性への

肯定的態度
.675 .659 .028

世代継承性 .533 -.062

環境問題解決

志向
-.006

感謝 あるがまま 平穏 人並み

SC得点 .652 .552 .079 .479

感謝 .695 .134 .556

あるがまま .161 .607

平穏 .139
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されている。また、「ミニマリスト幸福感」における「平穏」以外の因子についても、年代が高いほど

幸福感が高いという結果が得られている。 

 

表 17．年代・性別と SC 得点 

 

*：5％有意 **：1％有意 ***：0.1％有意 

 

 

４．考察 

 本研究では、環境問題解決の手がかりとして、社会関係資本の心理的側面であるコミュニティ意識

を取り上げ、環境問題に対する意識や環境配慮行動、主観的 well-being などとの関係を調査によって

明らかにすることを目的とした。コミュニティ意識の指標としては、6 つの質問項目に対する回答か

ら SC 得点を求めて、数量的分析を試みた。表 1 に示す 6 項目の内容は、近隣との信頼関係の意識

（(a)と(b)）、一般的な互酬性の意識（(d)と(e)）、および世代間のつながりの意識（(c)と(f)）から成っ

ている。一般に、社会関係資本は「ネットワーク」、「信頼」、および「互酬性の規範」をキーワードと

する複合的な概念ととらえられており、個人を対象とする調査では、個人を取り巻くミクロレベルか

らマクロレベルまでの社会的ネットワークにおける信頼や互酬性を問うものが多い。それに対して本

研究では、個人の「意識」の側面からコミュニティとの関わりを指標として取り上げており、「世代

間のつながり」を含むものとした。「世代」は、従来の社会関係資本の研究では対象とされることが

少なかったが、特に環境問題のような、コミュニティを基盤とした持続可能性（サスティナビリティ）

を考える上では重要な側面と言えよう。 

 SC 得点については、一般的信頼、近隣との付き合いの深さ、定住志向との関係から、社会関係資

本の指標としての妥当性が確認された。また、幸福感、生活満足度、物資に依存しない幸福観など、

主観的 well-being の構成要素とも関係することが示された。環境問題への意識については、SC 得点

が低い（コミュニティ意識が高い）人ほど、環境保護の重要性を認識し、環境汚染の健康への影響を

懸念していることが示され、しかも自身の居住地の自然環境は良いと評価する傾向があることから、

環境保護の意識が居住地の環境悪化の認識に直接起因するものではないことが示唆された。環境保護

男性 女性 平均 男女主効果 交互作用 年代主効果 多重比較

1. 20代 3.52 3.62 3.57

2. 30代 3.52 3.38 3.45

3. 40代 3.37 3.39 3.38

4. 50代 3.38 3.17 3.27

5. 60代 3.00 2.91 2.96

平均 3.36 3.29 3.33

F (1, 490)=0.91
n.s.

F (4, 490)=9.41
p <.001

F (4,490)=0.69
n.s.

 1>4 *
 1>5 ***
 2>5 ***
 3>5 **
 4>5 *
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のためにコストを払うという行動意図に関する質問でも、SC 得点の低い人の方が行動意図が強く、

また環境配慮行動の実行に関する質問では、実際に意図的な行動を実行していることも明らかとなっ

た。本誌別稿の堀毛・大島（2015）が検討した「サスティナブル心性」と「ミニマリスト幸福感」と

の関連においても、主要因子が SC 得点と高い相関を持つことが示された。SC 得点は年代が高いほ

ど低く、高年齢者の方がコミュニティ意識が高いことが示唆された。 

 社会関係資本には、本研究で取り上げた個人の意識レベルの側面だけでなく、個人の持つ社会的ネ

ットワークの量と質の側面、地域社会に実在するネットワークの量と質および個人との関わりの側面、

資本としての機能の側面、さらには因果関係の特定や政策提言といったさまざまな側面が含まれる。

これらの側面はすべて、何らかの形で環境問題と関わっていると考えられることから、今後も多面的

なアプローチとそれらを統合する視点からの研究が必要とされよう。また、それらの問題と人々の主

観的 well-being との関係については、われわれの研究グループが取り上げてきた中心的テーマの一

つであることから、今後もさらに研究を発展させていきたいと考えている。 
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Environmental issues and the sense of community:  

An investigation from the perspective of social capital 

 

OHSHIMA Takashi 

HORIKE Kazuya 

 

Environmental issues have the structure of social dilemmas, where people’s individual 

rational behavior of seeking comfortable and convenient life conflicts with the protection of 

environment. Putnam (2000) argued that a possible solution to the social dilemmas is provided by 

fostering social capital, which is defined as “the features of social organizations such as trust, 

norms, and networks.” However, it is still unclear how to measure the social capital as a whole 

because social capital is a multi-faceted concept. So we focused on the “sense of community” as a 

psychological aspect of social capital, and conducted a Web survey of 76 questionnaire items in 

order to see how the sense of community is related to the environmental awareness. An average 

of the answers to the 6 questions, called SC score, was used as an index of the sense of community. 

We found that the SC score was strongly related to recognition of the importance of environmental 

protection and concern about environmental pollution. The SC score was also related to the 

intention and execution of pro-environmental behavior. These results suggest that the studies on 

social capital will provide insights into the environmental issues. Moreover, since the SC score 

showed strong correlations with feeling of happiness and life satisfaction, relationship between 

social capital and subjective well-being was discussed. 

 

Keywords: environmental issue, sense of community, social capital, pro-environmental behavior,  

subjective well-being 

  



 
東洋大学「エコ・フィロソフィ」研究 Vo9. 

166 

 


