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はじめに

①H23共同研究成果～市民社会の“連携・協働形態”と“阻害・貢献要因”
②H24共同研究成果 ライフスタイルの選択 転換にむけた②H24共同研究成果～ライフスタイルの選択・転換にむけた

“連携・協働プラットフォーム”と“中間支援組織”

③H25共同研究計画～持続可能なライフスタイルの選択に向けた
消費者受容性・市民性・社会基盤・影響力行使
に関する総合的研究～（総合的考察）に関する総合的研究～（総合的考察）

－研究目的
－研究アプローチ研究アプロ チ
－実施体制
－実施スケジュール
－独自性・先見性－独自性・先見性
－期待される成果
－本研究の意義

今後の展望
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－今後の展望



本共同研究のスタンス：
環境教育の歴史的進展(重点的アプローチの経年変化)

1970s 1980s 1990s 2000s－

環境についての教育
（ABOUT）

環境の中での教育
（IN）

環境のための教育
（FOR）

持続可能性
（Sustainability）

Participation
（ABOUT）

Knowledge & Skills
（IN）

Experiences
（FOR）
Action

p
（decision making, 

democracy, dialogue, 
ownership, holistic 

understanding)知識伝達型・理論型 感性学習・直接体験型 行動促進・態度変容型

Action Oriented Approaches

知識伝達型 理論型 感性学習 直接体験型 行動促進 態度変容型
参加・対話型

pp
交渉・説得・消費選択・政治的・法的・環境管理
(Negotiation, Persuade, Lifestyle choice, 
Political commitment, Environmental Mgt…)

Tilbury, D., Coleman, V. and Garlick、D. 2005. A National Review of Environmental Education and its Contribution to 

※教育的側面（学びと反省）、社会的側面（協同的・
協議的行動）、政治的側面（意思決定）のリンク
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Sustainability in Australia: School Education. Canberra: Australian Government Department of the Environment and 
Heritage and Australian Research Institute in Education for Sustainability (ARIES).



本共同研究のスタンス：
結合的ケイパビリティに基づくライフスタイルの選択・転換

■“個人能力の開発” から “結合的能力の開発へ”
“Basic/Inner Capabilities” to  “Combined Capabilities”

組織能力（Institutional )

（例：環境マネジメント、人事、技術能力、情報、組織間調整）（例 環境マネジメント、人事、技術能力、情報、組織間調整）

市民能力(Civil )

（例：ネットワーク、集合的行動）“結合的ケイパビリティ”

影響力の行使（Influence Patterns）

（例：法・規制、経済、教育、情報、協働、研究開発）

としての
“ライフスタイルの転換・選択”

グ 生活型 害 対応

個人能力

（例 法 規制、経済、教育、情報、協働、研究開発）

社会的インフラ(Infrastructure)

→グローバルな生活型公害への対応
→個人自由と社会的ニーズ

個人能力(Individual )

（例：気づき、知識、技能、態度、参加）
（基礎的ケイパビリティ、内的ケイパビリティ）
（フォーマル教育 ノンフォーマル教育 インフォーマル学習）

社会的インフラ( )

（例：技術、経済、文化）

※想定される主体：政府・自治体、企業、
NPO/NGO/市民組織、メディア、教育・学術組織、

公共圏 生活圏 など（フォ マル教育、ノンフォ マル教育、インフォ マル学習） 公共圏、生活圏、など
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本共同研究のスタンス：
IGES機動力連関モデル（2010）の応用

［1］■持続可能な消費にむけた活動の促進
1-1：準備
1-2：報奨1 2 報奨
1-3：関与
1-4：例示
1-5：促進

［2］■責任ある行動の促進
2-1：認知前
2-2：認知
2-3：決定と判断
2-4：行動
2-5：維持

［3］■環境に関する市民意識の生成
3 1 環境志向の価値観3-1：環境志向の価値観
3-2：個人の役割の重視
3-3：責任
3-4：身近な行動
3-5：将来像

［4］■消費パターンへの影響力の行使［4］■消費パターンへの影響力の行使
4-1：規制的手段
4-2：経済的手段
4-3：教育的手段
4-4：協調的手段
4-5：情報的手段4 5 情報的手段

［5］■SCPインフラの整備
5-1：経済発展
5-2：技術発展
5-3：政策環境・政治的措置
5-4：文化的・歴史的背景

［出典］
［1］：HM Government. 2005. Securing the Future: Delivering UK sustainable development strategy. DEFRA.
［2］：Andreasen. 2002.“Marketing Social Marketing in Social Change Marketplace”. Journal of Public Policy and Marketing; vol. 21-1
［3］：環境に関する責任ある行動と市民意識の理論では価値観が主要コンセプトとして掲げられている
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5-5：社会的要因と条件づけ
5-6：心理的動機

地球環境戦略研究機関（IGES）（http://www.iges.or.jp/jp/news/topic/wp3_main.html）

［3］：環境に関する責任ある行動と市民意識の理論では価値観が主要コンセプトとして掲げられている。
［4］：Tyson, ed. 2006. Policy Instruments for Resource Efficiency: Towards Sustainable Consumption and Production. 
Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ).
［5］：UN-DESA. 2009.“ Sustainable Lifestyles and Education for Sustainable Consumption”



H23年度/H24年度の研究成果H23年度/H24年度の研究成果
“連携・協働形態、阻害・貢献要因（H23）”と

“連携・協働プラットフォーム、中間支援組織（H24）”連携 協働プラットフォ ム、中間支援組織（H24）
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共同研究（H23/JFY2011）の
研究成果：

川崎市内の環境資源（人材、施設、団体）川崎市内の環境資源（人材、施設、団体）
についてヒアリング調査を行い、活動主体
間の関係性を分析し、整理し、統計手法
に基づく俯瞰的マップ作成に基づく俯瞰的マップ作成

連携・協働に関する現況分析（SWOT）、
阻害 貢献要因の抽出阻害・貢献要因の抽出

→多様な連携・協働形態に基づく
取組の俯瞰（目的、方法、内容、主体）

→連携・協働の阻害・貢献要因抽出
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→連携・協働の阻害・貢献要因抽出



共同研究（H24/JFY2012）の
研究成果：

市内の活動主体を「チェンジ・エージェン
ト」として捉え、4事例（ケースストーリー）を
分析。また、チェンジ・エージェントとして位分析。また、チェンジ エ ジェントとして位
置づけられる活動主体、研究者による協
議ワークショップを開催。

メカニズ

ム 
（機動力） 
（IGES, 
2010）* 

（佐藤・中

原、

2011）** 

要素 
（IGES,2010） 

第一セクター 
（自治体・政府） 

第二セクター 
（企業） 

第三セクター 
（市民社会） 

連携・協働・

プラットフォー

ム 
国・県 川崎市 

環境局 
川崎市麻

生区役所 
東京 

電力（GIAC） 
川崎 
フロン 
ターレ 

ソーラー 
チーム 

川崎市地球

温暖化防止

活動推進セ

ンター（アクト

川崎） 
*［2］責任

ある行動

の促進 
**［①賢

い消費

者］ 

［認知前］      ○  
［認知］      ○  
［決定と判断］      ○  
［行動］      ○  
［維持］      ○  

*［3］環境 ［環境志向］ ○ ○ ○

共通する土壌として、同質性を獲
得するコミュニケーション戦略、連携・協働
プラットフ ムの存在

［3］環境

に関する

市民意識

の生成 
**［②消

費者市

民］ 

［環境志向］   ○ ○ ○

［個人役割］      ○ ○ 
［責任］   ○   ○ ○ 
［身近な行動］   ○   ○ ○ 
［将来像］ 

  ○   ○ ○ 

*［4］消費

パターン

への影響

力の行使 
**［④影

響力行

使］ 

［規制的手段］ ○       
［経済的手段］ －  ○ ○  ○  
［教育的手段］   ○  ○ ○  
［協調的手段］  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
［情報的手段］ 

 ○ ○  ○ ○  

*［5］行動

を支援す

［経済発展］        
［技術発展］ ○

プラットフォームの存在。

多様な連携 協働プ ト ム

を支援す

る SCP
インフラ

の整備 
**［③社

会インフ

ラ］ 

［技術発展］   ○ 
［政策・政治措

置］  ○ ○    ○ 

［文化・歴史背

景］ 
 ○ ○  ○  ○ 

［社会要因と条

件］ 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 
*［1］持続

可能な消

費にむけ

た活動の

促進 

［心理的動機］        
［準備］       ○ 
［報奨］        
［関与］  ○      
［例示］  ○      
［促進］  ○     ○ 

 

→多様な連携・協働プラットフォーム
→中間支援組織の果たす役割
→組織間連携による研究遂行
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→組織間連携による研究遂行



共同研究（H24/JFY2012）の
研究成果：

高い“異質性”による

■「変化の担い手（チェンジエージェント）」としての中間支援組織の機能

普及機関 普及対象者
システム

高い 異質性 による
人・組織間コミュニケーションの欠如・

イノベーションの断絶

システム

“同質性”の獲得や “異質性” “同質性”の獲得や “異質性”

［⑤］中間支援組織

同質性 の獲得や、 異質性
に対する免疫向上による、シー
ズ・ニーズ把握、人・組織間コ
ミュニケーション向上、イノベー
ション普及

☺

同質性 の獲得や、 異質性
に対する免疫向上による、シー
ズ・ニーズ把握、人・組織間コ
ミュニケーション向上、イノベー

ション普及

普及機関 普及対象者
システム

チェンジ・エージェントによ
る同質性の獲得・橋渡し
［ ジ ジ ］

［⑤］中間支援組織
の機能考察

ション普及

IGES（2010）

ション普及

システム［チェンジ・エージェント］

［補完的エージェント］

9

協働・連携に基づく、
［1］変革促進、［2］プロセス支援、［3］資源連結、［4］問題解決



共同研究（H24/JFY2012）の
研究成果：

■「変化の担い手（チェンジエージェント）」としての中間支援組織の機能

［⑤］中間支援組織［⑤］中間支援組織
の機能考察

IGES（2010）

Havelock,1995,
The Change Agent’s Guide
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共同研究（H24/JFY2012）の
研究成果：

（例：産業 環境創造リエゾンセンタ ）

■「変化の担い手（チェンジエージェント）」としての
中間支援組織（リエゾンセンター）の機能
（大川 2013） （例：産業・環境創造リエゾンセンター）（大川、2013）

企業
・川崎市

「リエゾンセンター」による
［チェンジ エ ジェント］ ・

市民
川崎市 ［チェンジ・エージェント］

としての機能

2010年

2011年 問題解決提示者
資源連結者
プロセス支援者
変革促進者［⑤］中間支援組織

2007年

2008年

2009年
［⑤］中間支援組織
の機能考察

「CCかわさき」（2008）－企業連携
促進、コミュニケーションの活発化IGES（2010）

2005年

2006年

2007年
促進、コミ ケ ションの活発化

*1：多様な主体連携による川崎市の強み・
機会を活かした温暖化戦略・国際貢献
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共同研究（H24/JFY2012）の
研究成果：

（例：アクト川崎）

■「変化の担い手（チェンジエージェント）」としての
中間支援組織（アクト川崎）の機能
（北原 2013）

（例 川 ）

市民
・「アクト川崎」による

（北原、2013）

川崎市
・

企業
・

学校

「アクト川崎」による
［チェンジ・エージェント］

としての機能

［⑤］中間支援組織 ［補完的エージェント］［⑤］中間支援組織
の機能考察

※チェンジ・エージェントと市民・企業・学校をつなぐ
［補完的エージェント］の機能の存在

［補完的 ジ ント］

IGES（2010）

例：学校出前講座－川崎市職員・プロジェクトチーム員
例：企業連携による活動展示－プロジェクトチーム員
例：市民活動－プロジェクトチーム員
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例 市民活動 員



H25年度の研究計画H25年度の研究計画
H25年度川崎市環境技術産学公民連携公募型

共同研究事業共同研究事業

持続可能なライフスタイルの選択に向けた持続可能なライフスタイルの選択に向けた
消費者受容性・市民性・社会基盤・影響力行使に関する

総合的研究～（総合的考察）総合的研究 （総合的考察）
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共同研究（H25/JFY2013）の
研究目的：

国内で環境配慮活動に主導的に展開を進めてきている川崎市を
研究事例の対象とし ［①賢い消費者］ ［②消費者市民］ ［③社研究事例の対象とし、［①賢い消費者］、［②消費者市民］、［③社
会インフラ］、［④影響力行使（政策オプション含む）］の視点から、
［持続可能なライフスタイルの転換・選択］に関して総合的に考察を
深めることを目的としている。

※なお ①②③④に関する視点は IGESが実施した2009 13年度ま※なお、①②③④に関する視点は、IGESが実施した2009-13年度ま
で研究成果、2011-2012年度までの川崎市公募研究事業成果を活
かすこととするかすこととする。
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共同研究（H25/JFY2013）の
研究アプローチ：

組織間連携に基づき、［持続可能なライフスタイルの転換・選択］に
関する研究成果のとりまとめを行う。有機的連関の基礎となる中間関する研究成果のとりまとめを行う。有機的連関の基礎となる中間
支援組織の機能分析を実施する。さらに、上述①②③④の視点から
総合的に考察を行う。

本調査研究は、（財）地球環境戦略研究機関（IGES）が実施する関
連研究ともリンクして実施されることを想定しており 理論研究と関連研究ともリンクして実施されることを想定しており、理論研究と関
連づけた調査枠組みの構築、ケーススタディに基づく異なる視点（①
②③④）を関連づけた総合的考察を行うことを目的としている。本調②③④）を関連づけた総合的考察を行うことを目的としている。本調
査研究に関係する諸機関・研究者とも継続的に議論を重ね、研究の
質的向上を行うものとする。
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共同研究（H25/JFY2013）の
実施体制：

研究代表者
（全体統括）

佐藤真久
東京都市大学 環境学部 准教授（全体統括） 東京都市大学 環境学部 准教授

研究協力者
（学術助言）

中原秀樹
東京都市大学 環境学部 教授

持続可能な消費とライフスタイル、
グリーン購入ネットワーク（GPN）会長

研究協力者 井村秀文研究協力者
（学術助言）

井村秀文
横浜市立大学 特任教授

環境システム工学、名古屋大学教授

研究協力者
（調査枠組構築、

中野綾子
IGES 持続可能な社会のための政策統合環境政策（調査枠組構築、

組織間調整）
IGES 持続可能な社会のための政策統合、
プロジェクト タスクマネージャー

環境政策

研究協力者
（調査枠組構築、

島岡未来子
早稲田大学商学学術院 助手

マルチステークホルダー参加
事例研究） 早稲田大学商学学術院 助手

研究協力者
（調査枠組構築、

ロバート・ディドハム
IGES 持続可能な社会のための政策統合、教育政策（調査枠組構築、

国際研究）
IGES 持続可能な社会のための政策統合、
プロジェクトシニア・コーディネーター

教育政策

共同研究者
（調査機会の提供 川崎市環境局
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（調査機会の提供、
会議開催支援、
事例研究、等）

川崎市環境局
環境総合研究所



共同研究（H25/JFY2013）の
実施スケジュール：

実施計画期間 2013年8月1日～2014年3月31日

実施時期 実施内容
2013年 6月 • 共同研究計画書の作成

7月 • 2011年度・2012年度レビュー、調査研究枠組検討
8月 • キックオフセミナー発表（8月1日）

• 中間支援組織（＋補完的エージェント含む）の分析枠組構築• 中間支援組織（＋補完的エ ジェント含む）の分析枠組構築

• H23-24年度研究成果発表

• （日本学術会議・タイ政府学術会議、バンコク、別予算検討）
9月 • 中間支援組織（＋補完的エージェント含む）の分析枠組構築（継続）

有機連 事例に 中 支援組織機能に 査• 有機連関事例に関する中間支援組織機能に関する調査
10月 • 機能連関事例に関する中間支援組織機能に関する調査
11月 • 機能連関事例に関する中間支援組織機能に関する調査（継続）
12月 • 機能連関事例に関する中間支援組織機能に関する調査（継続）12月 • 機能連関事例に関する中間支援組織機能に関する調査（継続）

• 中間報告会
2014年 1月 • 調査研究－総合的協議ワークショップ開催

2月 • 川崎環境技術展成果発表（川崎）／
本環境教育学会関東支部大会発表（東京） か• 日本環境教育学会関東支部大会発表（東京）ほか

3月 • 成果報告会発表・最終報告書提出
（参考）

2014年 11月 UNESCO-DESD最終年会合参加（岡山、別予算検討）
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2014年 11月 UNESCO DESD最終年会合参加（岡山、別予算検討）
2015年 2月 日本環境教育学会関東支部大会発表（東京）ほか



共同研究（H25/JFY2013）の
期待される成果：

中間支援組織（補完的エージェント含む）の機能・役割に係る分析
枠組の提示 分析枠組に基づくヒアリング調査・事例調査の実施枠組の提示、分析枠組に基づくヒアリング調査・事例調査の実施
中間支援組織（補完的エージェント含む）に関連する政策オプショ
ンの提案
持続可能なライフスタイルの選択に向けた消費者受容性・市民
性・社会基盤・影響力行使に関する総合的研究（最終報告書）
協議ワ クシップ開催による議論内容と考察協議ワークシップ開催による議論内容と考察
参加と対話を促す協議ワークショップ開催ノウハウの構築
イベントでの情報収集・発信イベントでの情報収集 発信
セミナーへの参加
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