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摘　　　要

　一般市民を対象とした社会調査を横浜市と北九州市で行い，地球温暖化及び国際協力に
関する態度から市民をグループ分けし，都市間環境国際協力に対する支持構造を明らかに
した。調査では都市間環境協力の支持の程度，及び協力において重視する点，日本政府の
京都議定書達成のための途上国からの排出枠利用に対する考え方，日常生活における温暖
化対策行動の実施状況，ボランティア実績，海外寄付実績，途上国訪問経験などを尋ねる
とともに，調査謝礼を原資とするカーボンオフセットの実施機会を提供してカーボンオフ
セットに関する市民の実際の行動を把握した。主成分分析及びクラスター分析の結果，排
出枠利用肯定環境国際貢献派，排出枠利用否定環境国際貢献派，排出枠利用肯定環境国際
貢献消極派，排出枠利用否定環境国際貢献消極派および環境国際貢献無関心派に分かれる
ことが示された。環境国際貢献派の 2グループはいずれも構成比率最大の排出枠否定環境
国際貢献消極派よりも自治体の環境国際協力に対して支持的である。すなわち自治体環境
国際協力に支持的であっても排出枠利用について否定的なグループが存在することが示
された。排出枠否定環境国際貢献派は日常の温暖化対策行動の実施比率が高い。自治体が
温暖化に関する国際協力を行いその代わりに排出枠を獲得し自治体の温室効果ガス排出
削減目標の一部を達成するといった連携を行うことに対して，このグループは否定的な可
能性がある。
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1．は じ め に

　日本の市レベルの自治体のうちおよそ 20 程度が，
国際協力機構（JICA）のような政府開発援助実施
機関と連携するなどして，環境分野における途上国
都市への国際協力を実施してきている1，4）。改定さ
れた政府開発援助大綱では国民参加の拡大が示さ
れ，JICAは草の根技術協力の 1つとして地方自治
体等と連携して実施する地域提案型事業を進めて
きた5，6）。また近年では，都市レベルで低炭素社会
づくりを目指す環境モデル都市の認定を受けた都

市が国際情報発信を行っている7～ 8）ほか，特に環境
モデル都市のうち北九州市はアジア低炭素化セン
ターを設立して環境ビジネス・環境技術を通じたア
ジア途上国における低炭素社会づくりに取り組み
始めている9）。
　一方，自治体による国際協力は転換点にある。ま
ず，財政難により環境国際協力についても市民や
市内企業への明確な成果還元が求められ始めてい 
る10）。また，伝統的な廃棄物管理や大気水質汚染管
理などと異なり，地球温暖化に関する自治体の国際
協力事例は少ない11，12） が，今後はこの分野での協力
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の意義が増す。地球温暖化対策には，排出枠のやり
取りなど，新たな環境対策手法が含まれる。これに
ともない，自治体が国際協力に際して考慮すべき事
項も変化している。特に，ビジネスと連携した環境
協力活動を行うべきか，あるいは温暖化対策への協
力の見返りに排出枠を獲得すべきかなど，自治体が
今後取り得る方策について，市民の多様な意見を考
慮しつつ協力内容を選択することの重要性が増し
ている。
　そこで本研究では地球温暖化や国際協力に対す
る態度に関する市民の多様性を把握し，市民の態度
の特徴と自治体環境国際協力への支持状況との関
係を把握する。その上で，今後重要性を増すであろ
う地球温暖化に関する自治体環境国際協力を市民
の支持を得て進めるための示唆を得る。

2．問題関心と既存研究

　本研究では市民の地球温暖化や国際協力に対す
る態度の多様性を把握する上で，地球温暖化対策に
特有の方法に対する賛否に特に着目する。具体的に
は日本政府による，温室効果ガスの排出枠購入によ
る削減目標達成についての賛否である。排出枠の利
用は温暖化問題が地球規模であり排出削減の経済
効率がさまざまであることから環境問題解決のた
めに国際的な分業を認めているものである。しかし
ながらこうした方法は環境問題への取り組みに熱
心な市民ほど，自国の責任を放棄するものとして支
持しない可能性がある。環境配慮行動とその規定因
の研究からは，責任帰属認知（責任感）が環境配慮
行動の促進要因の 1 つであるとのモデルが提示さ
れている13）他，周囲の人々からの期待（社会的規
範）とともに環境に良い事をすべきだという個人的
規範（責任感）が環境配慮行動を促進しているとの
研究がある14）。従って個人の行動に対する考え方が
自国の行動に対する考え方にも同様に影響すると
すれば環境に関する責任感が政府の環境政策をど
う評価するかにも影響する可能性がある。日本に
おける環境保全に関する価値観と行動の関連分析15）

によれば，環境に対する価値観について経済発展の
因子と環境重視の因子が抽出されているが，排出枠
利用への賛否は，この 2因子では説明できない可能
性が高い。つまり，環境重視であっても排出枠利用
を環境に関する個人的責任感から否定する立場と
技術移転の促進から肯定する立場があり，経済重視
であっても国富の流出との考えから否定する立場16）

もあれば費用効果が高いとして肯定する立場もあ
る。そこで本研究では「排出枠利用に対する市民の
賛否は分かれ，自治体環境国際協力に対して支持的

な市民であっても排出枠利用には否定的でありう
る」という仮説を検証する。
　本研究の方法を提示する前に，既存の世論調査及
び関連研究の状況を概観する。市民による国際協力
への支持状況に関しては，政府開発援助に対する日
本国民の支持・不支持の状況とその理由は，毎年の
外交に関する世論調査の中で調べられているが，環
境国際協力についての個別的な調査は行われてお
らず，自治体の国際協力についての国民意識も不明
である17）。北九州市では環境首都に向けたまちづく
りに関する世論調査の中で市の環境国際協力に関
する認知，環境保全に関する協力行動の現状と今後
の意向などを尋ねているが，市民の意識・行動と政
策支持との関係は不明である18）。1993 年に環境庁
（当時）が全国の環境モニターを対象に実施したア
ンケートでは地方公共団体の環境国際協力に関す
る考えを尋ねているが，在住する市の実施する国際
協力についてではなく，また支持理由の詳細は明ら
かでない1）。櫃本（1999）19）は，北九州市で，181 名
を対象とした大学や市民講座でのアンケートに基
づいた市民による環境国際協力の認知状況と今後
の意向を把握し，生涯学習及び子どもの環境教育の
観点からの市民参加型環境国際協力の提言を行っ
ているが，市民の意識・態度構造と支持・意向との
関係は不明であり，また一般市民全体を対象とした
調査となっていない。青柳（2005）20）は地球温暖化
政策に関する国民の態度から支持要因を分析して
いるが，国レベルの対策を対象としており，また説
明変数として温暖化国際交渉で主張された原理原
則が取り上げられていて，環境国際協力の支持とは
視点が異なる。
　同様に政策評価の観点から自治体の施策と市民
の意識・評価・満足度・便益の関係を分析している
研究は，まちづくり，地域環境，景観，防災などの
分野において存在するが，国際協力の分野において
は見当たらない。これは外交政策としての政府開発
援助への国民による支持状況は調査されてきたの
に対して，国際協力が国において実施すべきものと
考えられ，多くの自治体において国際協力が主たる
施策ではないことによると考えられる。北九州市の
基本構想の評価において環境分野の国際協力も評
価対象となっているが，市民による評価は含まれな
い21）。行政経営の観点から都道府県が実施する世論
調査の意義と現状について分析している研究があ
るが，国際協力を含む個別の施策についての調査と
施策との関係分析は対象となっていない22）。
　環境配慮行動と個人の価値観，態度との関
係，及び規定因を分析した研究は多い（例えば青
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が，これらは特定の消費行動や政治行動との関係で
重要な規定因を特定することに主眼があり，地球温
暖化対策手法や環境国際協力への市民の態度を調
べたものは見当たらない。

3．研 究 方 法

（1）社会調査における質問
　本研究では一般市民を対象とした社会調査によ
り仮説検証のためのデータを得る。
a）在住する市の国際協力に関する質問
　まず在住する市が今後も環境国際協力を進める
べきかどうかに関する支持の状況を 5段階尺度（そ
うは思わない，どちらかといえばそうは思わない，
どちらとも言えない，どちらかといえばそう思う，
そう思う）で尋ねる。

　また，市の環境国際協力において何が大切かを以
下の選択肢から複数回答可で尋ねる：市内の環境関
連企業の海外展開に役立つこと，市内に職が増える
こと，途上国の環境問題解決に役立つこと，市内の
子どもたちの環境教育に役立つこと，国際協力の点
で市が世界に誇れる都市となること，及びアジアへ
の協力を通して市の環境が良くなること（光化学ス
モッグや漂流ごみを減らすなど：該当都市のみ）。
b）地球温暖化および国際協力一般に関する質問
　次に，市民の地球温暖化と国際協力一般に関する
態度については表 1に示す事項を調査している。地
球温暖化対策に関する態度に関しては，日本政府に
よる途上国での温室効果ガス排出削減事業（途上国
での削減は国内での削減の 30％の費用で済むと仮
定）からの排出枠使用に対する 5つの考え方への賛
否，及び地球温暖化問題への関心を 5段階尺度で尋
ねる。同時に日常生活での温暖化対策実施状況を
20 個の選択肢より複数回答可で尋ねる。さらに温
暖化問題に対処するための，一方的な援助ではない

表 1　地球温暖化及び国際協力一般に関する質問

質問 回答方法
日本政府による途上国事業からの温室効果ガス排出枠使用に対する考え方

税金は，途上国からの排出枠の購入でなく，直接日本の経済
発展につながるように，国内の削減対策に使うべき

そうは思わない＝ 1，どちらかと言えばそうは思わな
い＝ 2，どちらともいえない＝ 3，どちらかといえば
そう思う＝ 4，そう思う＝ 5

税金で途上国から排出枠を購入して日本の削減目標達成に役
立てれば，安い費用ですむので望ましい

そうは思わない＝ 1，どちらかと言えばそうは思わな
い＝ 2，どちらともいえない＝ 3，どちらかといえば
そう思う＝ 4，そう思う＝ 5

途上国からの排出枠の購入は，長期的には，途上国での環境
対策事業によって日本の環境産業の海外市場拡大につながる
ので望ましい

そうは思わない＝ 1，どちらかと言えばそうは思わな
い＝ 2，どちらともいえない＝ 3，どちらかといえば
そう思う＝ 4，そう思う＝ 5

海外の削減事業に頼るのは，日本の削減義務の放棄であり，
望ましくない

そうは思わない＝ 1，どちらかと言えばそうは思わな
い＝ 2，どちらともいえない＝ 3，どちらかといえば
そう思う＝ 4，そう思う＝ 5

途上国からの排出枠の購入は，温室効果ガス排出を減らす技
術の途上国での普及に役立つ

そうは思わない＝ 1，どちらかと言えばそうは思わな
い＝ 2，どちらともいえない＝ 3，どちらかといえば
そう思う＝ 4，そう思う＝ 5

地球温暖化への関心 ない＝ 1，どちらかといえばない＝ 2，どちらともい
えない＝ 3，どちらかといえばある＝ 4，ある＝ 5

日常生活での温暖化対策項目数 17 の対策項目に対する複数選択
謝礼を用いたオフセット選択 しない＝ 0，した＝ 1
途上国の問題への関心 ない＝ 1，どちらかといえばない＝ 2，どちらともい

えない＝ 3，どちらかといえばある＝ 4，ある＝ 5
過去 1年間のボランティア実績 なし＝ 0，あり＝ 1
過去 1年間の海外寄付実績 なし＝ 0，あり＝ 1
途上国訪問経験 なし＝ 0，あり＝ 1
海外在住（3か月以上）経験 なし＝ 0，あり＝ 1
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地球規模の連携手段であるカーボンオフセットにつ
いて尋ねた。この質問では，カーボンオフセットの
説明を行い，調査への謝礼として 500 円相当の商品
券か，同額のカーボンオフセット（温室効果ガス 0.1
トン分に相当）を選べるようにした。カーボンオフ
セットに使用したクレジットはインドにおけるバイ
オマス発電による国連認証のものを用い，日本政府
への貢献型と世界への貢献（政府の約束とは別の追
加的削減）型との2種を用意した。カーボンオフセッ
ト選択者にはカーボンオフセットプロバイダーによ
るオフセット実行後，カーボンオフセット証書を送
付した。国際協力への態度に関しては過去 1年間の
ボランティア・寄付実績，途上国訪問経験，海外在
住経験（3か月以上）を尋ねた。その他，一般的属
性として性別，年代，及び世帯所得を尋ねた。
　この調査では，個人の態度・行動の特性を把握す
る上で，自己表明による態度と実際の行動との違 
い32，33）を考慮して，考え方に対する自己表明だけで
なく回答者の経験の有無も尋ねた。温暖化対策実
施状況，ボランティア・寄付実績，途上国訪問経験，
及び海外在住経験については，実際に回答者が行っ
た内容を尋ね，また，カーボンオフセットについて
は，実際に行う機会を調査の一環として提供した。
　なお，市民の環境に対する態度の個人差や経
時変化を見る一般的な心理尺度としては New 
Ecological Paradigm (NEP)，Environmental 
Appraisal Inventory (EAI)，EAI 日本版などがあ 
り34～ 38），NEPを直接用いて環境政策（希少動物保
護への支払意志額）との関係を分析したものとして
Kotchen and Reiling（2000）39）がある。ただし，こ

れらの尺度は多数の環境問題について一般的な態度
を説明するために用いられるものであるため40），本
研究では使用しない。同様に協力行動一般に対する
態度を見る尺度としては援助規範尺度41）及び向社会
的行動尺度42）があるが，測定された尺度は一般的な
他者への協力に関する態度の説明に用いられるもの
であるため本研究では用いない。
（2）調査対象都市と調査実施状況
　調査対象都市は，Nakamura et al.（2010）4）にお
いて特徴的な環境国際協力の実績があるとされた横
浜市と北九州市とした。表 2は，両市の環境国際協
力の様式と規模を比較した結果である。
　横浜市はシティネットと呼ばれるアジア太平洋地
域での都市問題解決を目指す都市間ネットワークの
会長都市であり，JICAと協同しての環境教育に関
する都市間協力，上下水道に関する技術協力，マレー
シア・ペナンに対する都市計画・廃棄物管理などに
関する 2都市間協力などを実施してきている。北九
州市はその環境への取り組みと国際協力について特
に有名であり，アジア太平洋地域での環境問題解決
を目指す都市間ネットワークである「クリーンな環
境のための北九州イニシアティブ」を過去 10 年間
実施してきたほか，中国・大連市をはじめとするア
ジアの多くの都市に対して環境分野での技術協力を
実施してきた。両市ともに 2008 年に低炭素型都市
づくりを目指す環境モデル都市に選定されている。
　環境基本計画等の公式文書や行政組織に基づけば，
両市が環境国際協力を行う自治体（行政）の動機に
は表 3のような特徴があると考えられる。環境国際
協力を行う背景は，横浜市と北九州市とでは産業構

表 2　横浜市と北九州市の環境国際協力の様式と規模

横浜市 北九州市
人口 3,648 千人 985 千人
日本での研修員受入 ○ ○
途上国への専門家派遣 ○ ○
国際機関との連携 ○ ○
国際都市間ネットワークプログラムの運営 ○ ○
環境国際協力担当部署の設置 ○ ○
環境国際協力のための外郭組織の設置 ― ○
年あたり平均研修員受入数 23 88
年あたり平均専門家派遣数 11 4
国際協力年数 22 29

（1987 年から） （1980 年から）

　出典：Nakamura et al.（2010）4）
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成などを反映して異なると考えられる。
　これら 2 都市の一般市民を対象に，調査票を郵
送で配布し郵送で回収する形で社会調査を実施し
た。対象者は，横浜市，北九州市の 20 歳以上男女，
各都市 1,757 人（住民基本台帳からの二段階無作為
抽出）である。発送は 2010 年 2 月に，回収は同年
2～ 3月に行われた。原則として督促 1回を行った。
横浜市で 38％，北九州市で 39％の対象者から回答
（部分的な欠損データを有するものを含む）を得た。
（3）分析方法
　まず表 1で示した地球温暖化と国際協力に関する
質問をもとに主成分分析を行って市民の態度の差
異を示す軸を特定する。その後主成分得点によるク
ラスター分析を行って市民をグループ分けする。そ
のうえで所属グループと自治体環境国際協力に対
する支持，及び重視点との関係を回帰分析により調
べ，仮説を検証する。

4．環境国際協力に対する市民の支持構造

（1） 国の排出枠利用及びカーボンオフセットに関す
る態度

　日本政府による途上国排出枠使用に対する考え
方 5つに関する賛否とその理由について 5段階尺度
で尋ねたところ，日本政府が京都議定書目標を達成
する上で，途上国事業からの排出枠購入の費用効率
性，長期的な日本の環境産業海外展開への貢献，ま
たは途上国への技術移転を評価する市民よりも，国
内の削減対策を評価する市民及び国内削減義務の
放棄を問題視する市民が多いことが分かった（図
1）。平均的には国内削減事業を優先すべきと考える
市民が多いことが確認された。また，途上国排出枠
利用に関する考え方の分布（分からないとした回答
及び無回答を除く）についてカイ二乗検定を実施す
ると，有意水準 10％で横浜市と北九州市とで違い
はない。
　カーボンオフセットについては，まず知らない人

表 3　横浜市と北九州市の環境国際協力の動機

動機 横浜市 北九州市
物質的 地域の環境にかかる既存資産の活用 ○

国際的な環境産業振興 ○
越境環境問題への対処 ○

規範的 環境都市の推進 ○ ○
国際貢献都市の推進 ○

　出典：Nakamura et al.（2010）4）

図 1　途上国排出枠の利用に対する考え方
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が両市とも半数を超えており（表 4），自ら実施し
たことがある回答者は約 1％であった（表 5）。調査
への謝礼を必要とした回答者 8 割のうち約 4 割が
カーボンオフセットを選択した（表 6）。2都市間で
比較すると，まずカーボンオフセット選択が全体の
3割程度という傾向は同じである。一方で横浜市で
は謝礼選択者に占めるカーボンオフセット選択者，
及びカーボンオフセット選択者に占める世界貢献
選択者が多かったが独立性に関するカイ二乗検定
の結果，独立性の仮説は 10％水準で棄却されない。
したがって 2都市間で選択内容の違いは見られない。
（2）市民のグループ分け
　まず，地球温暖化・国際協力に関する表 1の質問
事項への回答を変数に用いて横浜市，北九州市両市
を併せて主成分分析を行う。主成分分析の結果は表
7のとおりである。欠損値のない 991 名に対して実
施する。内訳は，横浜市が 503 名，北九州市が 488
名である。固有値が 1より大きい第 5主成分までを
採用する。主成分負荷量の絶対値が 0.45 以上（表
中太字）のものに着目して主成分の結果を解釈す
る。第 1軸は長期的な日本企業の海外展開，費用効
率性，途上国への技術普及から日本政府の途上国排
出枠利用を肯定する態度を表す。「排出枠肯定」と
名付ける。第 2軸は途上国問題や温暖化への関心が

高く，日常的に温暖化対策を行っていることを表
す。「途上国温暖化関心」と名付ける。第 3軸は海
外在住や途上国経験があることを表す。「途上国海
外経験」と名付ける。第 4軸は謝礼としてカーボン
オフセットを選択していないこと，及び海外寄付実
績がないことを示す。「オフセット海外寄付非実施」
と名付ける。そして第 5軸はボランティア実績を有
することを表す。「ボランティア」と名付ける。
　なお，以上の主成分分析を実施する際には 342
の無効票が存在するが，無効票では有効票と比べ
て女性比率が高い（有効票 50.8％，無効票 67.3％），
40 歳代が少なく 70 歳以上が多い（有効票 40 歳代
19.7％，70 歳以上 15.7％，無効票 40 歳代 11.7％，
70 歳以上 22.0％），そして世帯所得 200 万円未満が
多い（有効票 11.3％，無効票 18.0％），という属性
の違いが見られた（いずれも独立性に関するカイ二
乗検定の結果，有意水準 10％で独立性の仮説は棄
却される。性別，年代，及び世帯所得それぞれの p
値は 0.001 未満，0.003，及び 0.007）。
　市民のグループ分けに当たっては温暖化に関す
る国際協力の方法を考える上で影響が大きいと考
えられる第 1，第 2の軸を用いる。なお都市別に主
成分分析を行った場合でも，第 2軸までは共通の軸
が抽出される。

表 6　謝礼としてのカーボンオフセット選択状況

都市 商品券 日本貢献オフセット 世界貢献オフセット 謝礼選択者総数
横浜市 度数 317 110 114 541

比率 58.6％ 20.3％ 21.1％ 100.0％
北九州市 度数 356 118 91 565

比率 63.0％ 20.9％ 16.1％ 100.0％

 　表 5　カーボンオフセットの実施状況

都市 実施している 実施していない 無回答 計
横浜市 度数 6 631 23 660

比率 0.9％ 95.6％ 3.5％ 100.0％
北九州市 度数 10 648 25 683

比率 1.5％ 94.9％ 3.7％ 100.0％

表 4　カーボンオフセットの認知状況

都市 知らない 聞いたことはある よく知っている 無回答 計
横浜市 度数 360 232 51 17 660

比率 54.5％ 35.2％ 7.7％ 2.6％ 100.0％
北九州市 度数 441 190 31 21 683

比率 64.6％ 27.8％ 4.5％ 3.1％ 100.0％



95自治体による環境国際協力に対する市民の支持構造

　表 8に都市ごとの第 1，第 2主成分の平均と標準
偏差を示す。母平均の差の検定では，第 1 主成分
については母平均が等しいという帰無仮説は棄却
されないが（p値＝ 0.505），第 2主成分については
10％有意水準で棄却される（p値＝ 0.001）。主成分
の分布の 2都市の差についてコルモゴロフ・スミル
ノフ検定（統計ソフトウェア SPSS使用）を行うと，
第 1主成分の分布の同一性は棄却されないが（p値
＝ 0.673），第 2 主成分については有意水準 10％で
棄却される（p値＝ 0.011）。以上より，途上国排出
枠利用についての考え方の分布に両市で差はない
が，途上国・温暖化についての関心と行動は分布が
異なっていると考えられる。
　以上の主成分分析から，途上国排出枠利用に関す
る意見の分布が最も分かれており，次いで途上国・
温暖化への関心の程度で態度が分かれることが分
かった。途上国・温暖化への関心の程度とは独立に，
途上国事業からの排出枠の利用については態度の
分布の軸が存在することが示された。これは地球温
暖化や国際協力に関心があるかどうかとは別に，排
出枠という温暖化対策特有のツールを活用するに
あたって，国内問題をどの程度優先するかに関する
考えが市民の意見を分けていることを示唆する。現
状では国内の削減対策を評価する市民及び国内削
減義務の放棄を問題視する市民が多い。なお，経済
的な要素を排出枠の利用に関わる部分に限定して
質問したところ，青柳（2001）15）が指摘していた環
境問題と経済問題のどちらを重視するかという軸

は生じなかった。
　次に，市民のグループ分けを行うために，回答者
一人一人の 2都市でプールした際の第 1，第 2主成
分得点を用いてクラスター分析を行う（統計ソフト
ウェア SPSS使用）。個体間の距離の定義には平方
ユークリッド距離を，またクラスター間の距離の測
定には最遠隣法を用いた。クラスターの数は，サン
プルサイズが最大のクラスターの解釈が自然にで
きる範囲で最小のものを選び，今回のデータに対し
ては 5を選んだ。表 9は各クラスター（グループ）
の度数及び主成分の平均値と標準偏差とを示し，図
2はグループ別の主成分得点散布図を示す。
　第 1のグループは途上国からの排出枠の利用に否
定的かつ途上国・温暖化関心の高いグループで「排
出枠否定環境国際貢献派」と名付ける。第2のグルー
プは排出枠の利用に肯定的で途上国・温暖化関心が
比較的高いグループで，「排出枠肯定環境国際貢献
派」と名付ける。第 3のグループは排出枠利用に肯
定的で途上国・温暖化関心の主成分得点が負のグ
ループで，「排出枠肯定環境国際貢献消極派」と名

表 7　市民の態度変数の主成分分析結果

成分
1 2 3 4 5

排出枠肯定 途上国温暖化関心 途上国海外経験 オフセット海外寄付非実施 ボランティア
長期的海外展開 0.81 0.07 0.02 0.22 -0.11 

費用効率的 0.81 -0.05 -0.09 0.20 0.06 
技術普及 0.78 0.10 0.05 0.21 -0.08 

義務放棄 -0.66 0.14 0.04 0.26 -0.12 

国内削減事業 -0.63 0.15 0.07 0.36 -0.09 

途上国関心 0.03 0.74 0.08 0.02 -0.06 

温暖化関心 0.00 0.71 -0.11 0.10 -0.37 

温暖化対策数 0.01 0.55 -0.42 0.17 -0.04 

海外在住 0.09 0.27 0.64 0.07 0.11 
途上国訪問 0.04 0.33 0.64 -0.06 0.34 
オフセット選択 0.12 0.21 -0.03 -0.71 -0.35 

海外寄付実績 0.03 0.37 -0.13 -0.45 0.37 
ボランティア実績 -0.04 0.26 -0.42 0.10 0.66 
固有値 2.79 1.84 1.22 1.09 1.01 
説明された分散の累積％ 21.5 35.6 45.0 53.4 61.2 

表 8　2都市による主成分得点の分布の違い

都市 平均値 標準偏差
第 1主成分 横浜市 0.021 1.012 

北九州市 -0.022 0.988 
第 2主成分 横浜市 0.105 0.986 

北九州市 -0.108 1.004
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表 10　母集団における都市別の市民グループの構成比率の推定

排出枠否定環
境国際貢献派

排出枠肯定環
境国際貢献派

排出枠肯定環
境国際貢献消
極派

環境国際貢献
無関心派

排出枠否定環
境国際貢献消
極派

計

成人人口
（横浜市 2010
年 1 月北九州
市2009年9月）

横浜市 20.0％ 24.4％ 8.5％ 5.9％ 41.3％ 100.0％ 2,989,384
北九州市 14.4％ 27.8％ 6.5％ 9.0％ 42.2％ 100.0％ 805,662

表 9　市民の態度に関するクラスター分析結果

主成分
グループ 排出枠肯定 途上国温暖化関心 度数 構成比率

排出枠否定環境国際貢献派 平均値 -0.87 1.17 172 17.4％
標準偏差 0.76 0.50 

排出枠肯定環境国際貢献派 平均値 1.01 0.49 257 25.9％
標準偏差 0.56 0.62 

排出枠肯定環境国際貢献消極派 平均値 1.33 -0.80 71 7.2％
標準偏差 0.52 0.48 

環境国際貢献無関心派 平均値 -0.04 -2.02 68 6.9％
標準偏差 0.87 0.54 

排出枠否定環境国際貢献消極派 平均値 -0.47 -0.32 423 42.7％
標準偏差 0.56 0.59 

計 991 100.0％

図 2　グループの第 1，第 2主成分得点散布図
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付ける。第 4のグループは特に途上国・温暖化関心
が低いグループで，「環境国際貢献無関心派」と名
付ける。第 5のグループは排出枠利用に否定的で途
上国・温暖化関心が比較的低く，「排出枠否定環境
国際貢献消極派」と名付ける。
　サンプルにおける性別・年代別回答者数分布と母
集団における性別・年代別市民数分布が異なること
から，男女別年代別セグメントごとに各グループに
属する回答者数を，全体に対する構成比率で調節し
て推定した母集団におけるグループごとの構成比
率は表 10 のとおりとなる。両市とも最大のグルー
プは排出枠否定環境国際貢献消極派であり，横浜市
において排出枠否定環境国際貢献派が多く，北九
州市において排出枠肯定環境国際貢献派及び環境
国際貢献無関心派が多いという推定結果となって 
いる。
　所属グループと性別，年代及び世帯所得とのクロ
ス集計したところ，排出枠否定環境国際貢献派及び
排出枠肯定環境国際貢献派に 60 歳以上が多く（そ
れぞれ 52.9％及び 42.8％），排出枠肯定環境国際貢
献消極派及び環境国際貢献無関心派に 30 歳代以下
が多い（それぞれ 39.4％及び 42.6％）という特徴が
見られた（いずれも独立性に関するカイ二乗検定に
おいて有意水準 10％で独立性の仮説は棄却される。
p値＜ 0.001）。性別及び世帯所得について有意な差
は見られない（p値はそれぞれ 0.309 及び 0.280）。
　排出枠肯定環境国際貢献派は謝礼としてカーボ
ンオフセットを選択した人が多い（表 12，カイ二
乗独立性検定において有意水準 10％で独立性の仮
説は棄却される。p値＜ 0.001）。なおここで非選択
とは商品券を選択したか，謝礼を一切選択しなかっ
たことを示す。国の排出枠利用に肯定的なグループ

が個人としてのカーボンオフセットの利用にも積
極的な傾向が見られる。また排出枠否定環境国際貢
献派では他のグループと異なり日本政府貢献カー
ボンオフセットよりも世界貢献カーボンオフセッ
トを選択した人が多い。国による排出枠の利用に
否定的でも途上国に対する貢献イメージから世界
貢献カーボンオフセットを選択している可能性が 
ある。
　グループごとの日常生活における地球温暖化対
策行動の実施状況を見ると全 17 項目で排出枠否定
環境国際貢献派の実施率が最も高く，10 項目につ
いて平均より 10 ポイント以上高い。排出枠否定環
境国際貢献派は行動実践を重視するグループであ
ることが分かる。
（3） グループと都市間環境協力への支持との関係
　グループと都市間環境協力への支持との関係を
調べる。まず，従属変数を在住する市の環境国際協
力への賛否（5段階尺度，0＝不支持から 4＝支持）
として，各グループの所属ダミー変数（所属する＝
1，所属しない＝ 0），世帯所得ダミー変数（500 万
円以上＝ 1，それ以外＝ 0），性別ダミー変数（男＝ 0，
女＝ 1），及び年代ダミー変数（20 歳代＝ 0，30 歳
代＝ 1，40 歳代＝ 2，50 歳代＝ 3，60 歳代＝ 4，70
歳代以上＝ 5）を独立変数として，順序ロジット回
帰を行う。在住市による違いを見るため，都市ダ
ミー変数（横浜市＝ 0，北九州市＝ 1）も導入する。
推定には NLOGIT4.0 を用いた。
　モデルの推定結果は表12のとおりである。グルー
プダミー変数の全ての係数は求められないため，最
大グループである排出枠否定環境国際貢献消極派
は除き，その他のダミー変数の係数は同グループと
の差が表されることになる。また都市ダミー変数は

表 11　所属グループとカーボンオフセット選択状況

謝礼としてのオフセット選択
グループ 非選択 日本貢献オフセット 世界貢献オフセット 計

排出枠否定環境国際貢献派 102 32 38 172
59.3％ 18.6％ 22.1％ 100.0％

排出枠肯定環境国際貢献派 155 54 48 257
60.3％ 21.0％ 18.7％ 100.0％

排出枠肯定環境国際貢献消極派 38 20 13 71
53.5％ 28.2％ 18.3％ 100.0％

環境国際貢献無関心派 57 8 3 68
83.8％ 11.8％ 4.4％ 100.0％

排出枠否定環境国際貢献消極派 306 65 52 423
72.3％ 15.4％ 12.3％ 100.0％

計 658 179 154 991
66.4％ 18.1％ 15.5％ 100.0％
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平均的な都市間での違いを示し，モデル 1は都市ダ
ミー変数を含まず，モデル 2は都市ダミー変数を含
む。両モデルの推定結果を比較し，赤池情報量規準
が小さいモデルをより適切なモデルと判断する。p
値は推定された係数が 0となる確率を示す。排出枠
否定環境国際貢献派と比べて，排出枠否定環境国際
貢献派及び排出枠肯定環境国際貢献派はこの順で
10％有意水準でより支持的である。10％有意水準で
世帯所得の高い市民はより支持的である。北九州市
の市民は横浜市と比べて 10％有意水準でより支持
的である。
　次にグループによって自治体の環境国際協力に
おいて重視する点が異なるかを見る。6項目それぞ
れについて，重視するかどうかの 2値に対して支持
の強さに関するモデルと同様の独立変数でロジス
ティック回帰を行う。結果は表 13 のとおりである。
モデル 1は都市ダミー変数を含み，モデル 2は都市
ダミー変数を含まない。ただし，越境環境問題を
重視するかどうかは北九州市のみの選択肢のため
モデル 2は存在しない。10％有意水準で判断すると，
排出枠否定環境国際貢献消極派と比べて，排出枠否
定環境国際貢献派は途上国環境改善及び誇れる都
市になることを重視する。排出枠肯定環境国際貢献
派は市内環境教育，途上国環境改善，誇れる都市に
なること，及び市内環境関係企業の海外展開を重視
する。排出枠肯定環境国際貢献消極派は市内企業海
外展開を重視する。一方で環境国際貢献無関心派は
市内環境教育，途上国環境改善，誇れる都市になる

こと，越境環境問題対応（北九州市のみ）をいずれ
も重視しない。排出枠に肯定的なことが市内企業の
海外展開重視に，途上国温暖化関心が高いことが途
上国環境改善と誇れる都市になることの重視と対
応する傾向が見られる。世帯所得 500 万円以上の市
民は市内雇用増加をあまり重視しない。男性はより
誇れる都市になることを重視し，北九州市において
女性はより越境環境問題への対応を重視する。高年
齢の市民ほど途上国環境改善，誇れる都市になるこ
と，及び市内企業海外展開を重視する。また横浜市
民はより途上国環境改善を重視し，北九州市民は市
内雇用増加及び誇れる都市になることを重視する。

5．結論と政策的含意

　環境国際協力の力点が異なる横浜市と北九州市
について調べた結果，以下の結果が共通に得られ
た。地球温暖化及び国際協力に関連する態度に関す
る変数の主成分分析とその第 1，第 2主成分得点を
用いたクラスター分析により，排出枠否定環境国際
貢献派，排出枠肯定環境国際貢献派，排出枠肯定環
境国際貢献消極派，排出枠否定環境国際貢献消極
派，及び環境国際貢献無関心派の 5つのグループを
得た（表 10 参照）。
　このうち，排出枠否定環境国際貢献派は，日常生
活での温暖化対策実施項目数が最も多く，市の環境
国際協力に対して最も支持的である。したがって
「自治体環境国際協力に対して支持的な市民であっ
ても排出枠利用については否定的であり得る」との

表 12　都市間環境協力に対する支持のモデル推定結果

モデル 1 モデル 2
変数 係数 p値 係数 p値
定数 4.123 0.000 3.790 0.000 
排出枠否定環境国際貢献派 1.116 0.000 1.171 0.000 
排出枠肯定環境国際貢献派 0.758 0.000 0.763 0.000 
排出枠肯定環境国際貢献消極派 0.447 0.077 0.473 0.062 
環境国際貢献無関心派 -0.894 0.001 -0.960 0.000 
北九州市 0.514 0.000 
世帯所得 500 万円以上 0.222 0.096 0.286 0.034 
女性 -0.268 0.040 -0.234 0.074 
年代 -0.059 0.172 -0.051 0.239 
閾値パラメータ
k0 0 （定数） 0 （定数）
k1 0.456 0.000 0.458 0.000 
k2 2.115 0.000 2.129 0.000 
k3 3.916 0.000 3.953 0.000 
サンプルサイズ 913 913
赤池情報量規準 2.131 2.117
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仮説は支持された。
　排出枠否定環境国際貢献派は 2割程度の構成比率
と推定される。今後温暖化対策特有の途上国連携を
行う場合には留意が必要である。すなわち市が技術
ないし資金協力を行いその代わりに排出枠を獲得
し市の温室効果ガス排出削減目標の一部を達成す
る，といった連携を行うことに対して，このグルー
プは否定的な可能性が高い。ただし，このグループ
においても，本調査でのカーボンオフセットの選択
比率は 4割程度にのぼるため，市民参加型のカーボ
ンオフセットを活用した途上国温室効果ガス排出
削減事業との連携には，抵抗がない可能性がある。
一方，あくまでも市民参加の枠外で途上国からの排
出枠獲得を市が目指すのであれば，このグループの
市民から支持を得ることは難しく，極言すれば所属
グループを変えていくことが課題となる。一方で 2

割から 3割の構成比率と推定される排出枠肯定環境
国際貢献派は，排出枠を活用した新しい種類の途上
国との連携に対しても支持的と想定される。
　排出枠否定環境国際貢献消極派は最大の割合を
占めると推定された。排出枠肯定環境国際貢献消極
派，環境国際貢献無関心派と併せて，環境国際貢献
自体に消極的なこれらのグループに対しては在住
都市へのメリットがある形での国際連携も求めら
れることになる。
　なお，現在のところ，横浜市は北九州市よりも国
際貢献自体を重視した協力を行なっている。ただ
し，横浜市においても市内の企業の海外展開を重視
する市民も 40％いることから，横浜市でもビジネ
スへの貢献を重視した連携を今後の協力内容の 1つ
として検討しても市民の支持は一定程度得られる
と考えられる。

表 13　自治体の環境国際協力で重視する点のモデル推定結果

環境教育 途上国環境改善 誇れる都市になること
モデル 1 モデル 2 モデル 1 モデル 2 モデル 1 モデル 2

変数 係数 p値 係数 p値 係数 p値 係数 p値 係数 p値 係数 p値
定数 0.384 0.224 0.366 0.270 -0.327 0.285 -0.161 0.617 -0.232 0.447 -0.426 0.184 
排出枠否定環境国際貢
献派 0.217 0.291 0.219 0.286 0.538 0.007 0.518 0.010 0.432 0.027 0.460 0.019 

排出枠肯定環境国際貢
献派 0.380 0.035 0.380 0.035 0.482 0.004 0.483 0.004 0.681 0.000 0.684 0.000 

排出枠肯定環境国際貢
献消極派 0.400 0.177 0.402 0.175 0.011 0.957 -0.004 0.990 0.055 0.841 0.074 0.787 

環境国際貢献無関心派 -0.700 0.011 -0.701 0.011 -1.353 0.000 -1.344 0.000 -0.823 0.010 -0.833 0.009 
北九州市 0.026 0.856 -0.236 0.088 0.270 0.052 
世帯所得 500 万円以上 -0.037 0.800 -0.034 0.817 0.172 0.219 0.145 0.306 -0.025 0.858 0.007 0.959 
女性 0.135 0.341 0.137 0.336 -0.012 0.932 -0.030 0.829 -0.560 0.000 -0.542 0.000 
年代 0.021 0.654 0.021 0.650 0.121 0.008 0.119 0.009 0.217 0.000 0.220 0.000 
サンプルサイズ 940 940 940 940 940 940
赤池情報量規準 1.252 1.254 1.316 1.315 1.310 1.308

市内環境企業海外展開 市内雇用増加 越境環境問題対応
モデル 1 モデル 2 モデル 1 モデル 2 モデル 1

変数 係数 p値 係数 p値 係数 p値 係数 p値 係数 p値
定数 -0.802 0.009 -0.698 0.031 -0.387 0.211 -0.559 0.086 0.245 0.583 
排出枠否定環境国際
貢献派 0.320 0.100 0.307 0.115 -0.318 0.128 -0.299 0.155 0.415 0.209 

排出枠肯定環境国際
貢献派 0.932 0.000 0.933 0.000 0.268 0.114 0.269 0.112 0.187 0.457 

排出枠肯定環境国際
貢献消極派 0.952 0.000 0.943 0.001 0.126 0.649 0.141 0.612 -0.010 0.980 

環境国際貢献無関心派 -0.399 0.201 -0.393 0.208 0.242 0.388 0.231 0.411 -0.904 0.014 
北九州市 -0.148 0.284 0.243 0.082  

世帯所得 500 万円以上 -0.121 0.388 -0.140 0.324 -0.440 0.002 -0.412 0.004 -0.325 0.126 
女性 -0.216 0.116 -0.226 0.101 -0.211 0.129 -0.196 0.159 0.452 0.028 
年代 0.146 0.001 0.144 0.002 0.067 0.142 0.070 0.126 -0.013 0.860
サンプルサイズ 940 940 940 940 463
赤池情報量規準 1.315 1.316 1.293 1.292 1.254
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　実際に市外の地域と連携して温室効果ガス排出
を削減する場合には，国内との連携もあり得る。国
内の他地域との連携も選択肢とした場合に，市内の
みで削減を達成するか，市の削減目標の一部を途上
国または国内の他地域との連携で削減するか，とい
う選択肢における市民の支持状況も問題となる。こ
の点についての市民の態度把握は今後の課題であ
る。
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Abstract
 

　　We conducted a social survey in the Japanese cities of Yokohama and Kitakyushu and 
classified citizens into groups regarding attitudes on climate change and developmental 
cooperation, identifying each group's state of support to international intercity cooperation 
for the environment. The survey not only collected relevant attitudinal data including 
attitudes on carbon crediting but provided the respondents with opportunities of carbon 
offsetting as remuneration to obtain real action data. The principle component analysis and 
cluster analysis show there are five groups in terms of preference of carbon crediting as 
well as interests in climate protection and international development. The group of global 
environment contributors, opposing carbon crediting, is most supportive of international 
intercity environmental cooperation while they are more active in climate protection in 
daily lives. This group may not support the city's obtaining credits by extending support 
of climate change mitigation projects in developing countries.
 

Key Words: International intercity cooperation, carbon crediting, social survey, climate 
         change


