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ご挨拶
秋津 裕（あきつ ゆたか）東京都出身

• 日本女子大学家政学部児童学科卒業後、住友商事㈱、PRコンサルティング会社を経て、東京都私立
幼稚園主任教諭に従事。

• 2013年 京都大学大学院エネルギー科学研究科修士課程 進学

• 2018年 同 博士後期課程 修了、博士（エネルギー科学）

• 2017年 第7回日本エネルギー環境教育学会 研究論文賞、2018年 第14回日本原子力学会 社会・環境
部会賞 優秀発表賞

• 2018年～ 京大大学院エネ科 エネルギー科学・技術・産業政策研究会（＠丸の内）メンバー

• 専門は、エネルギーリテラシー研究、放射線教育、エネルギー環境教育、教材開発。

【放射線教育】
東日本大震災前年の2010年から、幼児・初等教育への放射線教育の必要性を提唱。

2011年度の文部科学省 放射線出前授業の出講を契機に、環境省、消費者庁、農林水産省他、電力会社、自治
体等が主催する放射線講演会・勉強会・シンポジウムへ登壇。
対象は、幼児、小・中学生、その保護者をはじめ、教職員、原子力災害被災者、一般市民、電力会社・関連会
社社員、市民グループなど、全国各地で『わかりやすい放射線授業』をモットーに実施。

初等教育向け授業内容は、福島県教育庁が作成した放射線教育用学習教材DVDで活用。
また、幼児と保育者、保護者を対象に作成されたエネルギー環境学習絵本「はじめまして ほうしゃせん」
（非売品）は、様々な団体によって活用され、その後、関西電力 原子力安全システム研究所の多言語化プロ
ジェクトによって英語、仏語、タイ語版が制作され、これらはホームページから無料ダウンロードで提供。

【その他】
一般社団法人 日本ハッピーエンディング協会認定 ハッピーエンディング・プランナー 2



本日の内容

• はじめに －リテラシーとは？－

• エネルギーリテラシーを調べる前に･･･

• 日本の中学生のエネルギーリテラシー研究

• エネルギーリテラシー概念モデルの探索

• エネルギーリテラシー構造モデルの構築

• エネルギーリテラシー構造モデルの評価

• 本日のまとめ
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はじめに
～リテラシーとは？～

➢ 佐藤学. (2003). リテラシーの概念とその再定義 (< 特集> 公教育とリテラシー). 
教育学研究, 70(3), 292-301.

➢ 樋口とみ子. (2012). ユネスコにおけるリテラシー概念の展開: リフレクト・アプ
ローチに着目して. カリキュラム研究, 21, 43-55.
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リテラシーとは？

リテラシーとは…

• 読み書き能力＝識字

• 書字文化 vs オーラリティ（口承文化）

“literacy”  by Oxford English Dictionary

• 初出は1883年『 ニューイングランド・エデュケーショ

ン・ジャーナル』, 学校で教授される「共通教養」として

の「読み書き能力」

“literature” 

• 読書を通じて形成される「高度で優雅な教養」あるいは

「博覧強記」

5佐藤学. (2003). リテラシーの概念とその再定義 (< 特集> 公教育とリテラシー). 教育学研究, 70(3), 292-301..
Ong, Walter. J. (2013). Orality and literacy, The Technologizing of the Word, 30th Anniversary Edition With additional chapters by John Hartley. Routledge.

⇔ “Illiterate” 不学



UNESCOリテラシー概念の展開1/2
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1945 UNESCO 設立
• 識字率（読み・書き・算のスキル）

1959 機能的リテラシー
• 読み・書き・算のスキルが，日常生活や社会活動

の中で，『生きてはたらくもの』となること

1967～1973「実験的世界リテラシー計画」
• 経済的また社会的な開発のプロジェクトの構成

要素としてのリテラシー向上

1970半ば 識字率向上に疑問？
• リテラシー教育は，職業生活のみを対象とするの

ではなく，学習者の個人的な興味を引くような，
幅広い環境を考慮に入れる方が望ましい

1975「ペルセポリス宣言」
リテラシーは，
• 社会に内在する矛盾に対する批判的意識の獲得

樋口とみ子. (2012). ユネスコにおけるリテラシー概念の展開: リフレクト・アプローチに着目して. カリキュラム研究, 21, 43-55.

第１ そこで学ばれた知識が日常生活の中で有効に使えること
第２ 学習者の生活条件（経済側面）を改善すること
第３ 農業や産業の生産性を高めること



UNESCOリテラシー概念の展開2/2
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1990「万人のための教育世界会議」
リテラシーは，
• 基礎的な学習ニーズを構成する不可欠な学習方法

1997「第5回 成人教育国際会議」
リテラシーは，
• 急速に変化する世界においてすべての人々に必要と

される基礎的な知識とスキル

• 基本的な人間の権利

2000「世界教育フォーラム」

• リテラシーを獲得していないと考えられる人々が
8億人以上

2003「国連リテラシーの10年」
リテラシーは，
• 万人に普及させるべき基礎教育
• 特定の社会的実践の文脈の中で意味をもつもの

樋口とみ子. (2012). ユネスコにおけるリテラシー概念の展開: リフレクト・アプローチに着目して. カリキュラム研究, 21, 43-55.

機能的リテラシー 批判的リテラシー 基本的人間の権利 基礎教育



Literacy is the ability to identify, understand, interpret, create, communicate and 
compute, using printed and written materials associated with varying contexts. 

Literacy involves a continuum of learning in enabling individuals to achieve their 
goals, to develop their knowledge and potential, and to participate fully in their 
community and wider society. 

Generally, literacy also encompasses numeracy, the ability to make simple 
arithmetic calculations. 

The concept of literacy can be distinguished from measures to quantify it, such as 
the literacy rate and functional literacy.

リテラシーとは、さまざまな状況に関連する印刷物や書面の資料を使用して、識別、
理解、解釈、作成、伝達、計算する能力です。

リテラシーには、個人が目標を達成し、知識と可能性を伸ばし、コミュニティとより
広い社会に完全に参加できるようにするための一連の学習が含まれます。

一般的に、リテラシーには、単純な算術計算を行う能力である計算能力も含まれます。

リテラシーの概念は、識字率や機能的リテラシーのように、それを定量化するための
手段とは区別することができます。

UNESCO Literacy Definition

http://uis.unesco.org/en/glossary-term/literacy#slideoutmenu
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ふたたび，リテラシーとは？

リテラシーの再定義

• 「教養」

高度で優雅な教養 → 共通教養，公共的教養

• 「読み・書き・算のスキル」

学校教育

9佐藤学. (2003). リテラシーの概念とその再定義 (< 特集> 公教育とリテラシー). 教育学研究, 70(3), 292-301..
Ong, Walter. J. (2013). Orality and literacy, The Technologizing of the Word, 30th Anniversary Edition With additional chapters by John Hartley. Routledge.

書字文化による共通教養



リテラシーの概念とその再定義

• ≠ 知識

• 書字文化による共通教養

• 教育によって育成される社会的自立の基礎

• 与えられた課題が，社会・経済発展のつながりの中で
成り立っていることを理解し，社会の中で広く議論す
るために必要な情報や知識を選択し判断する能力

10佐藤学. (2003). リテラシーの概念とその再定義 (< 特集> 公教育とリテラシー). 教育学研究, 70(3), 292-301.
秋津裕，石原慶一，奥村英之，山末英嗣 (2016). エネルギー環境教育研究 10(2), 15-28.



Wikipedia 現代的な〇〇リテラシー

• メディア・リテラシー（Media literacy）

• ネット・リテラシー（英語版）（Net Literacy）

• デジタル・リテラシー（英語版）（Digital literacy）

• コンピューター・リテラシー（Computer (Digital) literacy）

• 情報リテラシー（Information literacy）

• ICTリテラシー(Information and Communication Technology)

• 視覚リテラシー（英語版）（Visual literacy）

• ヘルス・リテラシー（Health literacy）

• 精神リテラシー（英語版）（Mental literacy）

• 金融リテラシー（英語版）（Financial literacy）

• 科学リテラシー（Scientific literacy）

• マルチメディア・リテラシー（Multimedia literacy）

• 統計リテラシー（英語版）（Statistical literacy）

• 人種リテラシー（英語版）（Racial literacy）

• 文化リテラシー（Cultural literacy）

• 環境リテラシー

Wikipedia, リテラシー. Accesseed Jun. 16, 2022. https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%86%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%83%BC
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• 書字文化による共通教養．
• 教育によって育成される社会的

自立の基礎．
• 与えられた課題を社会の中で広

く議論するために，必要な情報
や知識を選択し判断する能力．



防災リテラシー
事例 ハザードマップ

国土交通省のポータルサイトで提供

• 洪水

• 内水

• 高潮

• 津波

• 土砂災害

• 火山

• 地震など

ジャパンホームシールド株式会社, Accessed on Jun 14, 2022. https://www.j-shield.co.jp/sumaken/type-of-hazard-map/

12



事例 ハザードマップ

①重ねるハザードマップ

防災に役立つ様々なリスク情報
を1つの地図上に重ねて表示
（平成26年6月～）

②わがまちハザードマップ

全国各市町村のハザードマップ
（平成19年4月～）

吉松直貴(2018). 国土交通省ハザードマップポータルサイトから 配信される災害リスク情報について,国土交通省国土地理院応用地理部地理情報処理課, 
Accessed on Jun 14, 2022. https://maps.gsi.go.jp/pn/meeting_partners/data/20181115/4.pdf
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事例 ハザードマップ認知
平成３０年７月豪雨による水害・土砂災害からの避難に関する
ワーキンググループ（第１回資料抜粋 H30.10.16）

14
https://www.bousai.go.jp/fusuigai/suigai_dosyaworking/pdf/dai1kai/siryo4.pdf



事例 ハザードマップ

✓ 存在は知っていたけれど

✓ 内容は理解していない

✓ 使われていない

✓ 自宅は危険性は低いと思っていた

✓ 避難行動につながらない

「リテラシーを高めること」の重要性を理解すること
は、人々の行動変容を促すことにつながる

◎ 関心をもって

◎ 読んで

◎ 理解して

◎ 我が事として

◎ 行動につなげる

15



エネルギーリテラシーを
調べる前に･･･
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主要国の一次エネルギー自給率比較
（2019年）

17
資源エネルギー庁，日本のエネルギー 2021年度版 「エネルギーの今を知る10の質問」より．https://www.enecho.meti.go.jp/about/pamphlet/energy2021/001/



ウクライナ情勢を受けたエネルギー動向
経団連は3月22日 ウェビナーを開催
～講師：日本エネルギー経済研究所 小山専務理事～

■ エネルギー資源価格の動向と国民生活・事業活動への影響
コロナ禍以降、エネルギーを取り巻く国際情勢には大きな変化が生じた。

石油・天然ガス等のエネルギー価格は一時大幅に下落したが、需要の回復等に伴い、
2021年後半から高騰した。

こうした価格トレンドのなかで、ロシアによるウクライナへの侵攻が起こった。ロシア
は世界の石油の10％強、天然ガスの4分の1の輸出を占めるエネルギー大国である。

そのため、米・欧・日が、各国の事情に応じエネルギー禁輸措置も含めた経済制裁を行
うなか、世界的に供給不安が高まり、石油・天然ガス価格ともに高騰した。特に欧州
のガス価格は過去にもほぼ例を見ない異常な高値となった。

経済制裁への対抗措置としての輸出停止やエネルギーインフラの損傷などにより、今後
ロシアからのエネルギー供給が途絶するおそれもあり、状況を注視する必要がある。

エネルギーは国民生活に必要不可欠な財であり、今般の記録的な価格の値上がりは世界
経済・日本経済に大きな影響を及ぼしている。

とりわけ、エネルギー輸入国である日本にとって、急激な価格の上昇は国民生活・事業
活動のコスト増に直結する。欧米各国と同様、日本においても対応・救済措置が導
入・検討されているものの、本格的なエネルギー安全保障・安定供給対策にも着手す
る必要がある。

18
Action(活動) 週刊 経団連タイムス 2022年4月14日 No.3541 https://www.keidanren.or.jp/journal/times/2022/0414_08.html



NHK参院選2022 候補者アンケート
対象：公示日（6月22日）時点の回答者 517人（94.9%）

19
NHK News サイト．Accessed on Jun 25, 2022. https://www.nhk.or.jp/senkyo/database/sangiin/survey/touhabetsu.html#

Q17 原子力発電の依存度をどうすべきか
原子力発電への依存度を今後どうすべきだと考えますか。



NHK参院選2022 候補者アンケート
対象：公示日（6月22日）時点の回答者 517人（94.9%）

20
NHK News サイト．Accessed on Jun 25, 2022. https://www.nhk.or.jp/senkyo/database/sangiin/survey/touhabetsu.html#

Q25 参院選の最大の争点
今回の参議院選挙の最大の争点は、次のうちどれだと考えますか。

エネルギー・

環境 1％



日本の中学生の
エネルギーリテラシー研究
2013～2018
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研究目的

効果的なエネルギー教育プログラム開発のための，基礎的知見を得
るために，日本の中学生のエネルギーリテラシー並びにその構造を
調べる．

対象（中学生：grades 7th, 8th, and 9th, ages of 13-15）選択理由

• 義務教育の中でもエネルギーに関する単元が充実している．

• 他のエネルギーリテラシー研究と比較することが比較的可能で
ある．

• エネルギー使用，選択，行動を通じて，将来のエネルギーに関
する決定に，直接的かつ間接的に影響を及ぼす世代のエネル
ギーリテラシーを理解することは，効果的なエネルギー教育開
発のための手がかりを得ることを期待できる．

22



エネルギーリテラシーとは
【再掲】

• ≠ 知識

• 書字文化による共通教養

• 教育によって育成される社会的自立の基礎

• 与えられた課題を社会の中で広く議論するために，必要な情報や
知識を選択し判断する能力

これをエネルギーリテラシーにあてはめると…

• エネルギーリテラシーとは，エネルギーの課題に取り組むために
必要な能力をいい，課題が，社会・経済発展のつながりの中で成
り立っていることを理解し，エネルギー問題解決の主体者となる
社会構成員の基礎として，教育によって育まれる公共的な教養

23佐藤学. (2003). リテラシーの概念とその再定義 (< 特集> 公教育とリテラシー). 教育学研究, 70(3), 292-301.
秋津裕，石原慶一，奥村英之，山末英嗣 (2016). エネルギー環境教育研究 10(2), 15-28.



エネルギーリテラシーの定義

エネルギーリテラシーがある人とは：

• エネルギーの生産から輸送，貯蔵，変換，分配，廃棄に至るまで
の包括的なエネルギープロセスを認識し；

• エネルギー選択が経済効率，エネルギー安全保障，環境に及ぼす
影響を理解し；

• 持続可能な社会のためのエネルギー関連の問題解決のための，
個々の貢献の必要性と有効性を認識し；

• ひとりひとりの知識，スキル，エネルギー関連情報を理解する能
力を向上させるために努力し；

• エネルギー関連の問題解決に取り組むすべての人と協力し；

• 省エネルギーのための適切な行動を続ける人．

24Akitsu, Y. & Ishihara, K. N. (2019). Energy Literacy Assessment: A Comparative Study of Lower Secondary School Students in Thailand and Japan. International 
Journal of Educational Methodology. Accepted for Volume 5, Issue 2.



エネルギーリテラシーフレームワーク
DeWaters et al., 2013 , Clarkson Univ. (NYS, US)

エネルギーリテラシーの尺度レベルや相関は比較できるようになった

25

* Self-efficacy 自己有効感・効力感とは，自分の知識と経験を効果的に働かせる能力を意味する．エネルギーに関する課題に対する自己有効
感・効力感とは，個人がエネルギー関連の問題を解決するためにどれくらい効果的に貢献できると考えているかをいう．

DeWaters, J., Powers, S.: Energy Policy, 39, 1699-1710 (2011)
DeWaters, J., Powers, S.: J. Env. Edu., 44(1), 38-55 (2013),  44(1), 56-78 (2013)

• エネルギー源と資源にかかわる問題
についての知識

• 個人や社会が機能するためのエネル
ギー利用の重要性の認識

• 自国および世界のエネルギー資源供
給と利用における一般的な傾向につ
いての知識

• エネルギー資源の開発と利用が社会
に与える影響についての理解

• エネルギー資源の開発と利用が環境
に与える影響についての理解

• エネルギー資源の開発と利用にかか
わる個人と社会の意思決定が、将来
のエネルギー需要を効果的に満たす
という社会の能力に影響するという
知識

• エネルギー問題を考えるうえでの技
能(スキル)

• 世界のエネルギー問題への認識・関心・責任感
• 様々なエネルギー開発に対する態度と価値観
• エネルギー問題に対する自己有効感

行動傾向
A 省エネルギーに向けて努
力する意欲の傾向
B 思慮深く、効果的な意思
決定の傾向
C 新たな知見に対してオー
プンな姿勢

行動
D 省エネルギーに向けて努
力する意欲
E 他者への働きかけ



エネルギーリテラシー
概念モデルの探索
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日本の中学生のエネルギーリテラシー調査
方法

⚫ 質問紙調査：知識，関心・態度，行動尺度の74 
項目に自己評価，属性質問を合せて全90項目を実
施

⚫ サンプリング：2014年3月．6校の有効調査票
1316（信頼度95%，誤差±3%）を分析

⚫ 統計分析：
• 平均値比較：Munn-Whitney U test, Kruskal-

Wallis Test
• 相関係数：Spearman’s rank order correlation 

coefficient (rho)
• 構造方程式モデリング(SEM)：Amos™ Ver. 24
• ソフトウェア：IBM® SPSS® Ver. 24

⚫ 質問紙の内的整合性： Cronbach’s alpha 
values* : 0.66 - 0.78 の73 項目を選択

* A Cronbach's alpha value is a measure of internal consistency,  that is how closely related a set of items are as a group, 
which ranges in value from zero to one.
Cronbach's alpha values should be at least 0.70 for a set of items in social science scales (Benson 1982)  and can be as 
low as 0.60 for educational assessment scales (Linn 2000, Morioka 2001, Qaqish 2005, Zaiontz 2016).
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フレームワークと質問項目

28秋津 裕，石原慶一，奥村英之，山末英嗣 （2016）：日本の中学生のエネルギーリテラシー調査 : 知識、関心、行動の評価と日米比較, エネルギー環境教育研究 10(2) , 15-28.

データ修正：エネルギー環境教育研究 13(1), 51,  (2018).  第7回エネルギー環境教育学会 研究論文賞（2017）



エネルギーを知る最も有効な情報は？
(N = 1282)

• 学校教育（理科，社会科，技術家庭科，総合的な学習の時間）
• アクティブラーニング（本，新聞/雑誌，博物館/展示など）
• インターネットを含む上記以外の情報源

• 能動的に得る情報源は生徒のエネルギーリテラシーに影響していることが考えられる

• 現行の学校授業は，エネルギーリテラシーにあまり影響がないことが考えられる．
これは三崎＆中島（2005）の報告からほとんど変わっていない 29



自己評価項目

エネルギーについてどのくらい知っていますか？ あなたのエネルギー使用パターンは？

エネルギー問題について家族と話しますか？ 省エネについて家庭での躾はありすか？

** p < .01, *** < .005, † < .001

• 肯定的回答群は否定的回答群よりもスコアが高い傾向
• 家族の態度や行動は生徒のエネルギーリテラシーに

影響を与えている可能性がある
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日米比較（TS55*）

• 日本の中学生の知識の量が関心・態度に影響していないことが示唆された．
• 米国の関心尺度，自己有効感のスコアの高さが，関心と行動の相関を強めていることが考えられる．

*米国との比較では，日本版で追加した18項目を削除
DeWaters, J. E., Powers, S. E. (2011): Energy literacy of secondary students in New York State (USA): A measure of knowledge, affect, and behavior, Energy Policy, 39 (3), 1699-1710.
Akitsu Y., Ishihara K. N., Okumura H., & Yamasue E. (2016).日本の中学生のエネルギーリテラシー調査 : 知識、関心、行動の評価と日米比較, An Investigation of Energy Literacy among 
Lower Secondary School Students in Japan: A Comparison with the US (NY State) Measuring of Knowledge, Affect, and Behavior. Journal of Energy and Environmental Education, 10(2), 
15–28. http://ci.nii.ac.jp/naid/40020901298
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考察
⚫日米比較：知識尺度

· PISA（2012，OECD)，TIMSS（2011）の両国の成績の差から，科学リテラシー，数学
リテラシー，読解などの基礎学力の差が考えられる（日本：10位以内，米国：平均
値 or below）.

⚫日米比較：関心・態度尺度
· 米国のスコアの高さは，行動尺度との相関を強化することに寄与し，日本との有意

差を生んだことが考えられる．

· 日本の生徒の知識量は，エネルギーリテラシーの他の領域に必ずしも影響するとは
限らない.

⚫日米差にあらわれた社会規範の相違
· 一般に日本人は、自己批判的で，受動的勤勉性が高く，米国人は自己高揚的で，自

主的選好性が高いといわれている[1].

· 日本人は，役割を全うするためには努力すること自体にも価値を見出し，その過程
を重んじ，目標達成には持続性や受動的勤勉性が重要であるといった人間性の方向
付けがなされたと考えられる[2].

· 社会が求める人間性は，教育の中でも時間をかけて助長されやがて社会規範となり，
その相違が、米国のほうが関心尺度、自己有効感の平均値がより高く，行動尺度と
の相関も強いことを引き起こしているということも考えられる．

[1] 東1994、Kitayama et al.1997
[2]東 1994、森岡 1993
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エネルギーリテラシーフレームワーク
DeWaters et al., 2013 , Clarkson Univ. (NYS, US)

* Self-efficacy 自己有効感・効力感とは，自分の知識と経験を効果的に働かせる能力を意味する．エネルギーに関する課題に対する自己有効
感・効力感とは，個人がエネルギー関連の問題を解決するためにどれくらい効果的に貢献できると考えているかをいう．

DeWaters, J., Powers, S.: Energy Policy, 39, 1699-1710 (2011)
DeWaters, J., Powers, S.: J. Env. Edu., 44(1), 38-55 (2013),  44(1), 56-78 (2013)

エネルギーリテラシーの尺度レベルや相関は比較できるように
なったが，エネルギーリテラシー概念構造はまだ報告がない．
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社会心理学における行動理論モデル

計画的行動理論
The Theory of Planned Behavior 
(TPB) (Ajzen 1991)

環境配慮行動に関する仮定
(Hungerford and Volk 1990)

価値信念規範理論
The Value-Belief-Norm Theory 
(VBN) (Stern et al. 1999)

[1] Dunlap, Van Liere, Mertig & Jones, 2000

[1]
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統計分析：構造方程式モデリング（SEM）

Structural equation modeling (SEM)

⚫ SEMは，直接観測できない潜在変数を導

入し，その潜在変数と観測変数との間の

因果関係を同定することにより社会現象

や自然現象を理解するための統計的アプ

ローチで，因子分析と多重回帰分析（パ

ス解析）の拡張である．

潜在変数とは，心理学や社会学でいう

「構成概念」を数学的に表現したもの

（森安, 2007）

⚫ 複数のモデル適合度指数でモデル選択
GHI, AGHI, NHI, CFI > 0.95
SRMR   < 0.05 
RMSEA < 0.08 
AIC… smaller is better

森安洋平, 2007. 共分散構造, http://cogpsy.educ.kyoto-u.ac.jp/personal/Kusumi/datasem07/moriyasu.pdf
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因子分析結果 1/2

36
Akitsu, Y., Ishihara, K. N., Okumura, H., & Yamasue, E. (2017). Investigating Energy Literacy and its Structural Model for Lower Secondary Students in Japan, International 
Journal of Environmental & Science Education, 12 (5), 1067-1095, Article Number: ijese.2017.072. 



37
Akitsu, Y., Ishihara, K. N., Okumura, H., & Yamasue, E. (2017). Investigating Energy Literacy and its Structural Model for Lower Secondary Students in Japan, International 
Journal of Environmental & Science Education, 12 (5), 1067-1095, Article Number: ijese.2017.072. 

因子分析結果 2/2



エネルギーリテラシー概念モデル

GFI = .947, AGFI = .936, NFI = .847, CFI = .888, SRMR = .048, RMSEA = .042.
38

Statistics methodology:
Exploratory Factor Analysis
Confirmatory Factor Analysis
Structural Equation Modeling
Standardized coefficients



エネルギーリテラシー概念モデル

Statistics methodology:
Exploratory Factor Analysis
Confirmatory Factor Analysis
Structural Equation Modeling
Standardized coefficients

GFI = .947, AGFI = .936, NFI = .847, CFI = .888, SRMR = .048, RMSEA = .042.
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エネルギーリテラシー概念モデル

GFI = .947, AGFI = .936, NFI = .847, CFI = .888, SRMR = .048, RMSEA = .042.
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Statistics methodology:
Exploratory Factor Analysis
Confirmatory Factor Analysis
Structural Equation Modeling
Standardized coefficients



エネルギーリテラシー概念モデル

GFI = .947, AGFI = .936, NFI = .847, CFI = .888, SRMR = .048, RMSEA = .042.
41

Statistics methodology:
Exploratory Factor Analysis
Confirmatory Factor Analysis
Structural Equation Modeling
Standardized coefficients

• 社会心理学行動理論モデルの規定因を満たしていない
• 規定因の内的整合性がやや低い（Cronbach’s alpha values: 0.52-0.70)
• エネルギーリテラシーには，科学リテラシー，New Ecological Paradigm，

批判的思考力も関係しているだろう



エネルギーリテラシー
構造モデルの構築
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【再掲】社会心理学における行動理論モデル

計画的行動理論
The Theory of Planned Behavior 
(TPB) (Ajzen 1991)

環境配慮行動に関する仮定
(Hungerford and Volk 1990)

価値信念規範理論
The Value-Belief-Norm Theory 
(VBN) (Stern et al. 1999)

[1] Dunlap, Van Liere, Mertig & Jones, 2000

[1]
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エネルギーリテラシー仮説モデル

秋津裕, 石原慶一, 奥村英之 (2017, 9月). 日本の中学生のエネルギーリテラシー構造モデル, BECC JAPAN 2017: 第4回気候変動・省エネルギー行動会議, 東京. 
Akitsu, Y., & Ishihara, K. N. (2018). An integrated model approach: Exploring the energy literacy and values of lower secondary students in Japan. International 
Journal of Educational Methodology, 4(3), 161-186. doi: 10.12973/ijem.4.3.161.   http://ijem.com/IJEM_4_3_161.pdf

仮説モデル

科学リテラシー
批判的思考力
環境問題への関心

44

エネルギーの基礎知識 + 価値信念規範モデル

計画的行動理論



エネルギーリテラシー構造モデル
調査方法

⚫ 質問紙： 9 構成要素+科学リテラシー（CSL）, 批判的
思考力（CTA）, 環境問題への関心（NEP）を加えた133項目
に, 自己評価, 属性質問を合せて全152項目を実施

⚫ サンプリング： 2016年7月．8校の有効調査票1070 
（信頼度95%, 誤差±3%）を分析

⚫ データ集計： 協力校へ依頼し，各教師によって教室で
実施．回収の後，データ入力．正答または尺度へ与えたポイ
ントにしたがって数値化し，獲得スコアの割合(%)で比較

⚫統計分析：
· 平均値比較：Munn-Whitney U test, Kruskal-Wallis Test
· 相関係数：Spearman’s rank order correlation coefficient 

(rho)
· 構造方程式モデリング(SEM)：Amos™ Ver. 24
· Conditional Process Analysis： PROCESS 2.13.22 for SPSS
· ソフトウェア：IBM® SPSS® Ver. 24

⚫ 質問紙の内的整合性： Cronbach’s alpha values* : 
0.71 - 0.88の117項目を選択

* A Cronbach's alpha value is a measure of internal consistency,  that is how closely related a set of items are as a group, which 
ranges in value from zero to one.
Cronbach's alpha values should be at least 0.70 for a set of items in social science scales (Benson 1982)  and can be as low as 
0.60 for educational assessment scales (Linn 2000, Morioka 2001, Qaqish 2005, Zaiontz 2016).
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Conditional process analysis

⚫ Panel １: 調整変数(M)は，予測因子(X)
と結果(Y)の関係の方向や強さを変え
る変数．

⚫ Panel ２: 媒介変数(M)は，予測因子(X)
と結果(Y)の関係を説明

本研究では，3つのすべてのパスが調
整変数(W)によってなんらかの影響が
あると仮定して，すべての媒介モデ
ルについて調べた．

Hayes, A. F. (2013a). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach. New York, NY: The Guilford Press.

Moderation

１

X: Predictor; Y: Outcome; M, W: Moderator; M (below): Mediator

Mediated 
moderation

Moderated 
mediation

２
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エネルギーリテラシー構造モデル

GFI = .978, AGFI = .937, NFI = .979, CFI = .982, SRMR = .053, RMSEA = .077.

(Standardized coefficients, 
*, non-significant).

このモデルにおいても，重要性認知(危機感）は，
知識と行動の因果関係を説明する重要な起定因
と言うことができる.
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エネルギーリテラシー構造モデル

GFI = .978, AGFI = .937, NFI = .979, CFI = .982, SRMR = .053, RMSEA = .077.

(Standardized coefficients, 
*, non-significant).

科学リテラシー
批判的思考力
環境問題への関心

家族との会話
環境問題への関心
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エネルギーリテラシー
構造モデルの評価
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エネルギーリテラシー構造モデルの評価

• モデルの適用可能性を評価し，属性によるエネルギーリテラシーの相違

を調べるために，国際評価調査を計画

• 対象国の選択ポイントは，①低エネルギー自給率国，②島国，および

③急速に発展し，大量のエネルギーを消費しているアジア諸国

• 取得したサンプルサイズの結果，タイに焦点を当て日本の生徒と比較

50
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タイと日本のモデル評価

• 質問紙3：9 構成要素，83項目 に自己評価，属性質問を合せて全
98項目を実施

• サンプリング：2017年3月．7校の有効調査票635 （信頼度95%，
誤差±4%）を分析

• 質問紙の内的整合性：Cronbach’s alpha values* : 0.69 - 0.82 の
78項目を選択

• 日本とタイの統合サンプルを分析 (N = 1705).

* A Cronbach's alpha value is a measure of internal consistency,  that is how closely related a set of items are as a group, 
which ranges in value from zero to one.
Cronbach's alpha values should be at least 0.70 for a set of items in social science scales (Benson 1982)  and can be as 
low as 0.60 for educational assessment scales (Linn 2000, Morioka 2001, Qaqish 2005, Zaiontz 2016).
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科学リテラシー
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タイの背景
• 義務教育は日本と同様，満6歳～満15歳の9年間．

• エネルギー教育
2009年 エネルギー省と教育省は，タイの基礎教育におけるエネルギー教育指導のプロ
ジェクトを開始[1]．

• エネルギー問題を学ぶ視点
エネルギー問題について学ぶことは，タイの科学教育のねらいに合致する [2].

• アイデンティティ
タイのアイデンティティは国家的宗教，「仏教 Teraveda Buddhism」に由来 [3].
重要な価値観：年配者を敬う，自己統制，対立を避ける態度．子どもは親や先生に対
して従順であることが良いとされる．

• 既往研究
Yuenyong＆Jonesは，エネルギー関連の技術的および社会的な問題に関する生徒の
考えは，属性によって異なることを報告している[2].

→ タイの生徒は，国の発展を重視し，科学技術が問題を解決できると信じている．

→ ニュージーランドの生徒は、科学が社会問題を解決できるかどうかについて懐疑
的であり，むしろ環境問題を引き起こすと考えている．

[1] Fongsamootr, Proceedings for the Meeting of Thai-Japan energy environmental education, Tokyo, 2017
[2] Yuenyong et al. 2008
[3] Yuenyong 2008, 2012
[4] Ajzen 2008
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結果：タイ―日本平均値比較

• 日本は知識は高いが，それ以外の構成要素はタイの方が高い．
• 主観的規範（SN)の差が大きい
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平均値：学年

7th 8th 9th

タイは学年が上がるにしたがってスコアが上がる傾向があるが，
日本はスコアが低下する傾向があるようだ
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平均値：学年

7th 8th 9th

55タイは学年が上がるにしたがってスコアが上がる傾向があるが，
日本はスコアが低下する傾向があるようだ



平均値：日本の中学生 vs. 高校生
• 高校生は知識のみスコアが高く，一方中学生は，責任感，主観的規範，

行動統制可能性，行動意図，省エネ行動のスコアが有意に高かった．

• 知識の量は必ずしも個人の信念や規範，態度や行動に寄与しない．

• 認知的不協和（Cognitive dissonance）が，中等教育の早い段階で既に現
れていることが示唆された．

中 高

56

中等教育初期段階は，地球規模のエネルギー・環境問題を，ひとりひとりの課題とするように生徒
の意識を高め，持続可能な社会に向けた問題解決のための，価値観や信念を形成することを目的と
した，エネルギー教育を実施する重要な時期と考えられる．



タイ－日本統合サンプル
エネルギーリテラシーモデル

Overall: GFI = .958, AGFI = .865, NFI = .963, CFI = .964, SRMR = .045, RMSEA = .120.
Japan: GFI = .976, AGFI = .924, NFI = .980, CFI = .982, SRMR = .033, RMSEA = .084.
Thai: GFI = .908, AGFI = .705, NFI = .909, CFI = .912, SRMR = .075, RMSEA = .189.

57(Standardized coefficients, 
*, non-significant)



調整変数「国」による相互効果の検討

Overall: GFI = .958, AGFI = .865, NFI = .963, CFI = .964, SRMR = .045, RMSEA = .120.
Japan: GFI = .976, AGFI = .924, NFI = .980, CFI = .982, SRMR = .033, RMSEA = .084.
Thai: GFI = .908, AGFI = .705, NFI = .909, CFI = .912, SRMR = .075, RMSEA = .189.

58(Standardized coefficients, 
*, non-significant)
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調整変数「国」による相互効果の検討

Overall: GFI = .958, AGFI = .865, NFI = .963, CFI = .964, SRMR = .045, RMSEA = .120.
Japan: GFI = .976, AGFI = .924, NFI = .980, CFI = .982, SRMR = .033, RMSEA = .084.
Thai: GFI = .908, AGFI = .705, NFI = .909, CFI = .912, SRMR = .075, RMSEA = .189.
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考察

⚫日本－タイ比較：知識尺度

· PISA2015（OECD) の両国の成績の差から，科学リテラシー，
数学リテラシー，読解などの基礎学力の差が考えられる（日
本2位，タイ54位／72ヶ国）.

· 日本の生徒の知識量は，エネルギーリテラシーの他の領域に
影響していないようだ. 

⚫日本－タイ比較：重要性認知（危機感）

· 重要性認知（危機感）は，行動に対する態度を予測する強力
な起定因であると同時に，知識と行動を結びつける重要な役
割を担っている．

· エネルギー選択が将来に及ぼす影響について，生徒自らが認
知できるような学習内容を提供することが求められると考え
る．

⚫タイ 主観的規範 次ページへ
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考察：タイ主観的規範
• タイの主観的規範の高さはモデルに

も反映．
· タイの主観的規範から重要性認知（危機

感）へのタイの推定値は日本よりも大き
い (Thai β = 0.43, JPN β = 0.21).

· Conditional process analysis に よ っ て も
サポートされた.

• 主観的規範から省エネ行動への直接
パスが，タイのモデル適合度を向上
させる．

· 行動意図が意識されていない省エネ行動
を意味するかもしれず，そうであるなら
ば，社会のプレッシャーによってその期
待に応じる「Obedience」とも言える．

· ひとたび社会的規範へ従順することに価
値があることを子ども達が認識すれば，
自動的なObedienceによって，与えられ
た行動を実行することは容易である[3].

Country

Thai: GFI = .908, AGFI = .705, NFI = .909, CFI = .912, SRMR = .075, RMSEA = .189
Thai 2: GFI = .962, AGFI = .868, NFI = .968, CFI = .972, SRMR = .043, RMSEA = .112
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Thai .43
JPN .21

[1] Yuenyong et al. 2008
[2] Ando et al. 
[3] Cialdini, R. B. (1987). Influence The Psychology of persuasion.



考察：タイ主観的規範
• タイの主観的規範の高さはモデルに

も反映．
· タイの主観的規範から重要性認知（危機

感）へのタイの推定値は日本よりも大き
い (Thai β = 0.43, JPN β = 0.21).

· Conditional process analysis に よ っ て も
サポートされた.

• 主観的規範から省エネ行動への直接
パスが，タイのモデル適合度を向上
させる．

· 行動意図が意識されていない省エネ行動
を意味するかもしれず，そうであるなら
ば，社会のプレッシャーによってその期
待に応じる「Obedience」とも言える．

· ひとたび社会的規範へ従順することに価
値があることを子ども達が認識すれば，
自動的なObedienceによって，与えられ
た行動を実行することは容易である[3].

Country

[1] Yuenyong et al. 2008
[2] Ando et al. 
[3] Cialdini, R. B. (1987). Influence The Psychology of persuasion.

Obedience?

Thai .43
JPN .21

Thai: GFI = .908, AGFI = .705, NFI = .909, CFI = .912, SRMR = .075, RMSEA = .189
Thai 2: GFI = .962, AGFI = .868, NFI = .968, CFI = .972, SRMR = .043, RMSEA = .112
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参考：構成要素の相関（日本）
Table 1  
Descriptive statistics for predictors and moderators(CSL, CTA, and NEP) and Spearman’s rho correlation matrix for path 
analysis 

Predictors M  
% 

SD 
% BEK AC AR PN ATB SN PBC INT ESB CSL CTA 

Basic energy knowledge 53.0 22.1 1 
       

   

Awareness of consequences 80.6 13.1 .41** 1 
      

   

Ascription of responsibility 76.4 13.3 .31** .76** 1 
     

   

Personal norm 78.5 14.2 .32** .76** .73** 1 
    

   

Attitude toward the behavior 81.6 11.6 .30** .73** .68** .69** 1 
   

   

Subjective norm 61.5 12.3 .03 ns .29** .39** .34** .37** 1 
  

   

Perceived behavioral control 61.0 18.3 .08* .27** .40** .34** .31** .43** 1 
 

   

Intention 68.4 15.5 .15** .47** .56** .54** .54** .61** .59** 1    

Energy-saving behavior 67.4 11.7 .07* .33** .43** .36** .38** .53** .61** .64** 1   

Civic scientific literacy 52.3 17.3 .51** .47** .36** .39** .35** .15** .09** .21** .13** 1  

Critical thinking ability 64.2 10.9 .24** .45** .48** .41** .45** .43** .31** .52** .43** .42** 1 

New ecological paradigm 76.5 11.8 .47** .72** .58** .61** .55** .15** .15** .28** .18** .51** .39** 

* p < .05, ** < .01 

 

タイの批判的思考力を調査することによって，教育介入がエネルギーリテラ
シーの構造に，どのような変化を及ぼすかを評価することが重要と考える．
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本日のまとめ
● リテラシーとは，与えられた課題を社会の中で広く議論するために，必要な情報や知識

を選択し判断する能力であり，問題解決の主体者となる社会構成員の基礎として，教育

によって育まれる公共的な教養．

● エネルギーリテラシーを高めるために，エネルギー教育に求められるのは，教育が提供

する知識が，生涯を通じて省エネや環境配慮のための選択・行動に結びつくことである．

● 多忙な学校カリキュラムの中で，できるだけ効果的なエネルギー教育をおこなうために，

生徒のエネルギーリテラシーの様態を知り，概念構造を理解することは重要である．

● 本研究が提案したエネルギーリテラシー構造モデルでは，「エネルギーの基礎知識」と

「省エネ行動」は「重要性認知（危機感）」によって強く媒介されていた．

● したがって，エネルギー選択が将来に及ぼす影響について，生徒自らが認知できるよう

な内容を提供することが求められると考える．

● タイは，日本に比べて社会的規範の強さがエネルギーリテラシー構造に大きく影響して

いることが示唆されたことから，タイに求められるエネルギー教育には，生徒が，取得

したエネルギーや環境に関する基礎知識をもとに，これらの課題解決のために自らが考

え行動を促すような学習が必要であると考える．

● 日本のエネルギー教育は，①可能な限り早期から実施し，エネルギーや環境に関する課

題を提供し関心を持たせて，②学習の過程で関連施設見学や家庭の参加・協力を得て，

ともに価値観を醸成していきながら，③問題解決には，ひとりひとりの貢献が重要であ

ることを認識させることが求められる． 64
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おまけ
次世代教育，はじまっています！
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環境省「ぐぐるプロジェクト」

• 放射線健康影響に係るリスクコミュニケーショ
ンの推進

• 放射線の健康影響に係る正しい科学的知見が届
かないことにより、不安や風評が生じ、これが
差別偏見につながっていくおそれがあります。

• このことを背景に、

「学び・知をつむ“ぐ”」、

「人・ 町・組織をつな“ぐ”」、

「自分ごととしてつたわ“る”」ことにより、

風評にまどわされない適正な判断力を養って
いく「ぐぐるプロジェクト」を2021年7月に立
ち上げ、放射線健康影響に関する正確な情 報
を全国に分かりやすく発信する取組を推進し
ています

67
2022年版環境白書，第5節 リスクコミュニケーションの取組，p.73．http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/r04/pdf/full.pdf

「ぐぐるプロジェクト」のロゴマーク
（環境省ホームページより引用）



環境省「ぐぐるプロジェクト」
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環境省「ぐぐるプロジェクト」ホームページより引用．Accessed on Jun 15, 2022. https://www.env.go.jp/chemi/rhm/portal/communicate/



公益財団法人日本科学技術振興財団

放射線教材コンテスト
目的

• 学校等における放射線教育の普及啓発

• 放射線に関する正確な知識理解、普及啓発

重点テーマ：“放射線エウレカ”に基づくアクティブ・ラーニング教材であ

るか

• 応募者自身が放射線について学んだ過程で驚きや感動を伴い「わかっ

た！」と実感した内容“放射線エウレカ ”が明快となっているか．

• 教材の中で、“放射線エウレカ”をわかりやすく表現できているか．

• 小・中・高等学校等の先生が実施できる教材として実現できているか．

• 「主体的・対話的で深い学び」の視点に立ったアクティブ・ラーニン

グ教材として、放射線について学ぶ児童生徒の思考力・判断力・表現

力等を育む内容となっているか．

後援（予定）：復興庁，全国小学校理科研究協議会，全国中学校理科教育研究会，

日本理化学協会，公益社団法人日本理科教育振興協会，NPO法人放射線教育フォー

ラム
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2022年度放射線教材コンテスト応募要領．Accessed on Jun 15, 2022. https://www.radi-edu.jp/radi/wp-content/uploads/2020/07/2022_ouboyouryou.pdf


