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本研究は、環境教育の国際的な変遷と日本国内における環境教育・交通教育の変遷を整理し、今後の交通・環境教育のあり

方を提案ずる。さらに、小学校における「かしこい自動車の使い方を考えるプログラム」を計画的 ・体系的な実際の授業とと

もに構築し、実践してプログラムの有効性を検証することを目的としている。

本研究では、このプログラムによる意識の変化を児童と家族の段階別のコメントから整理して明らかにすることができ

た。また続柄別の交通機関分担率の変化から児童のみならず保護者の自家用車利用も減少していることを明らかにできた。

これらよりプログラムの効果が児童のみならず世帯に波及していると推察され、本プログラムが交通・環境教育のツール

として有効であったといえる。
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1.は じめに

深刻化する都市部の交通渋滞問題 と排気ガスによる環

境 問題は、マクロな視点で見る と被害者 と加害者が背中

合わせ(あるいは同一)である場合が多い。そのため加害 と

被害の因果 関係に人々が気づきにくく、気づいた として

も代替手段の情報が不足 しているため、解決に向けた具

体的な行動 を起 こしづ らい と考え られ る。したがって

人々がそれ らの因果関係に気づき、自らの行動 を振 り返

って「自分ひ とりくらいが無駄な自動車利 用を しても問

題ではない」との認識を改め、行動に移 さない限 り、この

問題の解決は望めない。

個々人が加害 と被害の因果関係に気づき、認識 を改め

るには、自らの交通行動を客観的な視点か ら見なおす機

会 を与え、無駄な自動車利用を無 くし環境に配慮 した 自

動車の使い方をア ドバイスする必要がある。例えば学校

教育や社会教育の一環 として、自らの二酸化炭素排出量

と環境影響の関連 性や無駄な自動車利用の現状 を理解さ

せ、適切な改善策情報 を提示する教 育プログラムが 「意識

改革」に有効 と考えられる。
一般に

、自動車の排気ガスの問題は環境教育において

公害問題や地球環境問題 として取 り扱 われてい る。一方、

交通教育は交通安全教育 を中心に実施 されてお り、交通

渋滞 と環境との関連性は取 り上げられていないのが現状

である。しかし、自動車による「利便性」と「環境負荷」が ト

レー ドオフの関係にあり、環境負荷の軽減には個々人の

ライフスタイル変更が必要 となることか ら、これ らは一

体的な教 育プログラムとす ることが望ま しい。

交通 ・環境問題の 「意識改革」に主眼をおいた先進的な

取 り組み として、オース トラリアで実施されている トラ

ベルブレンディングプログラム1)2)やイギリスの トラベ

ル ワイズ3)等がある。特に トラベルブ レンディングプログ

ラムは、オース トラリア国内だけでなく、チリやアメ リカ

合衆 国における実績もあり、比較的完成度の高いプログ

ラムである。わが国では松村他4)や谷 口他5)の萌芽的な研

究があるが、教育プログラムとしてシステム化するまで

には至っていない。

本研究では、環境教育と交通教育の変遷を整理 し、わが

国における交通 ・環境教育の位置づ けと方向性 を明確に

す る。また、トラベルブレンディングプ ログラムを参考 に

交通・環境教育プログラムとして再構築 した「かしこい自

動車の使い方を考えるプログラム」を小学校の授業の一

環 として実施 し、二酸化炭素の削減効果 と交通ライフス

タイルの変化が児童を通 して世帯へ波及す る状況を明 ら

かにし、プログラムの有効 性を検証す ることを目的とす

る。
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図-1環 境教育・交通教育 関連年表

2.環 境教育 と交通教育 の変遷

国際機関における環境教育、日本における環境教育 ・交

通教育の変遷を図-1の 年表に整理する。

(1)国 際機関における環境教育の変遷

環境教育の概念は、1800年 代後半から始まったアメリ

カにおける自然学習、野外教育の影響 を強 く受 け広まっ

てきたとされている。6)

この用語が最初に使用されたのは1948年 国際自然保

護連合の設立総会であるが、公害問題 ・自然環境問題が深

刻 さを増 し、国際的な機関で重要性が最初に明示 された

のは1972年 国連 入間環境会議での人間環境宣言 と勧告

であった。この勧告における環境教育の対象は「あ らゆる

レベル の教育機関および(中略)一般 青少陣 及び成人」、内

容は「環境 を守るため各 自が行 う身近で簡単な手段 につ

いて教育することを目的 とし、各分野 を総合 したアプ ロ
ーチによる教 育である」とされている

。

そ して1975年 、国連人間環境会議を受 けてベオグラー

ドで開催 された環境 教育専門家会議において、その後 の

環境教育の理論的規範とされているベオグラー ド憲章が

制定された。この中で環境教育の具体的 目標 として表-1

に示す6点 が挙げられている。

1992年 の国連環境開発会議 地球サ ミッ ト)において採

択された「アジェンダ21」の中では第36項 が環境教育の

表-1環 境教 育の6つ の具体的 目標6)

行動計画 となってお り、地球サミッ トのテーマが 「持続

可能な開発」であったことから、環境教 育と開発教育が対

になって用い られていることが特徴である。

アジェンダ21第36項 のバ ックグラウンドペーパーを

作成するため、1997年 「環境 と社会に関する国際会議 持

続可能性のための教育 と意識 啓発」がギ リシャのテサ ロ

ニキで開催 された(テサロニキ会議)。これは新たな環境教

育の枠組みの提議を意図した会議であった。

このように社会的・政治的な変化 に伴い環境教育の内

容や主体も人 きく変化 し、自然教育や野外教育などが主

であった狭義の環境教育か ら、「持続可能性に向けた教

育」の視点に立ち、社会開発や基礎教育、民主主義教育ま
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で含めた広義の環境教 育へ と発展 したのである。

(2)日 本における環境教育の変遷

日本における環境教育は、1960年 代の高度成長期に起

きた産業公害問題に取 り組んだ現場教職員の公害教 育に

始まった。7)こ れは子供たちの生活権・生存権 を保証す

るとい う立場で先駆的な教員が取 り組んだものであった。

一方
、同じ時期に、地域の自然に関心を持つグループが 自

然保護運動の一環 として 自然保護教育に取 り組み始めて

いた。これは教員や雄域 の自然保護運動家 を中心として、

自然観察会な どを行 うものであった。

しかしなが ら2度の石油ショックを経た1970年 代後半

か ら1980年 代にかけては公害教育 ・自然保護教 育ともに

裾野が広が らず、環境に対する関心は低下していった。こ

の1975年 ～1985年 くらいにかけては日本の環境保護運

動の反動期、空 白の期間となっており、環境教 育の世界的

な流れに遅れを取る原 因となった。ただ し、1980年 ころ

か ら体験 学習の重要性が認識され始めている。

1980年 代後半か ら地球環境問題が顕在化 し、その影響

を受けてこれまでより広い概念・範囲での環境学習・環境

教 育の動きが出てきた。1992年 の地球サミッ ト以後その

概念は急速に広まり、日常生活に伴 う生活型・都市型公害

の問題が地球環境問題へ と結びつき、さらに生態系のみ

な らず文化 的な環境をも含んだものに発展 してきてい

る。

そして2002年 度か ら初等・中等教育に導入され る「総

合的な学習の時間」の創設 により、今後、義務教育課程に

おける環境教育はこの時間を中心に展開してい くと思わ

れる。この新 しいカ リキュラムは「雄域や学校,児 童の実

態等に応 じて,横 断的 ・総合的な学習や児童の興味 ・関

心等に基づく学習など創意工夫を生かした教 育活動」8)と

定義づけられてお り、① 自ら課題を見付け,自 ら学び,自

ら考 え,主 体的に判断 し,よ りよく問題を解決する資質

や能力を育てること、②学び方や ものの考え方を身に付

け,問 題の解決や探究活動に主体的,創 造的に取 り組む

態度 を育て,自 己の生き方を考えることができるように

す ることの二つを目標 としている。

(3)日 本における交通教育の変遷

日本における交通教育は、これまで交通現象 ・交通状

況 ・交通運用管理や都市交通計画に関す るものはほ とん

どみ られず、交通安全教 育を中心に実施されてきた。

1960年 の道路交通法成立にともない、同年交通安全対

策基本法が成立し、交通安全対策のための五力年計画 「交

通安全基本計画」が現在の第7次 に至るまで策定 されてき

た。この五力年計画においては、各次に達成目標が掲 げら

れているが、第1次 の 目標を除き達成 されていない。特に

交通教育を含むソフ ト面は、ハー ド整備に比べ遅れが 目

立ち、平成7年 には行政評価局による勧告までなされてい

る状況 にある。また、道路交通法においては、運転者に対

す る交通安全教育は公安委員会が、地域住民への交通安

全教育は自治体が行 うと規定されていたが、平成9年 の一

部改正により9松 安委員会も地域への交通安全教育に関

わることになった。これにより地域への交通安全教育は

自治体 と公安委員会 の2系統で実施す ることになった ま

た、文部科学省(旧文部省)では、小学校課程の学習指導要

領 「保健体育」科のみな らず、生涯学習10)として、また地域

社会 における教育11)として交通安全教 育を位置づけてい

る。

現在、交通安全教育は、幼稚園等における教育を初めと

して、初等 ・中等・高等教 育におけるカ リキュラムや、社会

人 に対 しては運転免許取得時の交通安全教育、JAF(社団

法人 日本 自動車連盟)による参加 研本'安 全実技講習

会、座学型交通安全講習会等、多岐にわたっている。

本研究では「交通教育」の言葉を、交通安全教育と交通

運用管理 ・交通計画教育を包含 した広義の意味で用いて

いるが、交通安全教 育に該当する実践は行 っていない。今

後、本研究が提案す る教育プログラムを さまざまな対象

に適用す るにあた り、交通安全教育のカ リキュラムに交

通運用管理・交通計画教育を追加す る等の方法 も考え ら

れるため、以降の提案や実践においても広義 の「交通教

育」を用いている。

(4)今 後の環境教育と交通教育

環境教育 と交通教育の変遷を整理 した結果か ら、密接

に関連する部分を持ちなが ら教育的には全 く別個に取 り

扱われている現状が明らかになった。したがって、今後の

日本における環境教育と交通教育を考 えるにあた り、両

者を独立した別個 のものと考 えるのではなく、一体的な

交通 環 境教育として生涯にわた り継続的に実践す るこ

とを提案す る。市民に受け入れ られやすい方法の構築や

具体的な施策をどのような形で展開 していくのか、その

対象者 と内容、ツール と実践の場を図-2に まとめた。

まず、対象者は幼児か ら高齢 者まであらゆる属性 の市

民 とす る。内容は環境問題や交通問題、生活 ・健康・政治・

経済などの相互関連 性を学習することを通 して、環境を

守るため各 自が行 う身近で簡単な手段について教育す る。

実践の場 としては、初等・中等教育においては「総合学習

の時間」、地域 コミュニティにおいては「まちづ くり」への

参画時、運転免許取得時の教習時、さらに企業においては

「社員教 育」等が考えられる。

実践に用いるツール については、交通・環境教育 として

のプログラムは確立され ていないのが現状であるが、被

験者に与える情報を変えることによって どのように交通
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行動が変化す るのか、また表-1に 示す6つ の達成 目標の

どの部分に効果があるのかを実験的に比較分析 した松村

他の事例4)が ある。これによると、意識変化 と交通行動変

化 の関連性 を分析 した結果 、個人 を具体的な行動に結び

つけるためには、「技能」と「評価」レベルの向上を図るこ

とが効果的であるとされている。具体的には 「技能」とし

てエコ ドライブや公共交通機関への転換方法の知識を与

えること、「評価」として自己の二酸化炭素排出削減量を

算出 し評価す ること等に関する環境教育の充実の必要性

を指摘している。

教育プログラム として確立されたものではないが、ツ

ール として の応用可能性があると思われる交通・環境問

題の「意識改革」に主眼をおいたプログラムとしては、イ

ギリスの トラベル ワイズ3)やオース トラリアの トラベル

ブ レンディングプログラム1)2)等がある。トラベルワイズ

は 自動車利用のイ ンパ ク トと公共交通情報の提供 を主な

内容 とするキャンペー ンであ り、コミュニティや学校、企

業など「集団」毎に合意形成を促 し交通行動変更 を図るも

のである。一方、トラベルブ レンディングプログラムは

「集団」ではなく「個人」単位で自己の交通行動を把握する

ことを通 して自動車利用に対す る意識改革を促すこと、1

週間単位での交通行動変更 を促す ことが特徴である。こ

れ らの2つ の手法が大きく異なる点は、実質的な作業が、

トラベル ワイズはワークショップ(集団)、トラベルブ レン

ディングプ ログラムはダイアリー調査(個人)とい う点で

ある。

教育プログラムとしては、個人 と集団の どちらかを対

象にするよ りも、可能であれば個人 と集団の両方 を対象

としたプログラムが望ましい。個人または集団のどちら

か一方を発展させて両方を対象 としたプログラムを構築

するためには、個人を対象 としたものから個人・集団の両

方を対象に したものへ の拡張の方が、きめ細かい対応が

可能になると思われ る。したがって、個人を対象 とした ト

ラベルブ レンディングプログラムを詳細に分析 し、発展

させることが、よ りよい教育プログラム構築の一助 とな

ると考えられ る。

3.ト ラベル ブレンデ ィングプ ログラムの概 念

オース トラリアのアデ レー ド市において実施されてい

るトラベルブ レンディングプログラムは、個人の自動車

利用の意識啓発 を目的 とした手法である。 日本では交通

需 要 マネ ジ メ ン ト(TDM: Transportation Demand

Management)の 一手法として紹介 されているが12) 、同

時に交通・環境教育プログラムとしても利用できると考

えている。

具体的にはまず、各世帯の7日 間の交通行動をダイアリ

図-2今 後の環境教育と交通教 育のあり方

図-3交 通行動の3つ のブレン ド概念図

ーにアンケー ト形式で記入 してもらう
。次にそれを回収

した上で、交通行動の分析結 果や被験者個々人へのコメ

ン ト、自動車利用を減 らすためのアイデア等で構成 され

た診断カルテを世帯 と個人にフィー ドバ ックする。その

後2回 目のダイア リー調査を行い、最後にダイアリー1

とダイア リー2の 比較分析結果をフィー ドバックして交

通行動の変化を確認す るもので、調査後 においても交通

問題への意識の継続的な向上が得 られ るとされている2)。

トラベルブレンディングプログラムのダイアリー調査は

自分 自身の交通行動を客観 的に 自己評価するために行 う

もので、その 自己評価が意識改革を促す手助けになるこ

とは、フィンランドの交通安全教育プログラム「ミラー リ

ング(鏡に映す)キャンペーン」13)等で実証されている。

また診断カルテのコメントにおいて、3つの交通ブ レン

ド方法を提案 している(図-3)。 一つは自動車のみを利用

するのではなく、公共交通や徒歩といった他の交通手段

を組み合わせ ることにより自動車の利用を減 らす 「手段

のブレン ド」、一つ は トリップそのものを減 らすため、1
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回の外出で多くのことを行 うといった 「行動のブ レンド」、

も う一つは毎 日自動車を利用す るのではなく、週の うち1

日は公共交通や 自転車 を利用するといった 「週単位の交

通行動のブレン ド」である。 トラベルブレンディングプ

ログラムの特徴は、① 交通行動の対象を週単位で把握す

ること、② 交通行動 の対象を世帯単位で把握す ること、

③ 意識啓発のためのフィー ドバ ックシステムを採用 し

ていることの3点 にまとめることができる。

1998年 オース トラリアのアデ レー ド市においてAmpt

他1)が実施 した トラベルブレンデイングプログラムでは、

ある特定の地区(面積約1km2)の 全世帯にプログラム参加

を呼びかけ、最終的に3割 強 の世帯(212世 帯)の協力を得

て、自動車運転・同乗の交通機関分担率が約1割 減少した

とされている。

1999年 度札幌市において トラベルブレンディングプ

ログラムを参考に谷 口他5)が 実施 したパイロッ トテス ト

では、札幌市 と近郊都市の37世 帯の協力を得て、自動車

の交通機関分担率が約1割 減少す るという効果があった。

このパイロッ トテス トを目的別に分析 した結果か ら、通

勤通学や業務 目的など定常的な 目的では交通行動を変更

しにくいが、買い物や社交娯楽な どの私用 目的では比較

的交通行動を変更 しやすいことがわかった。また、調査票

を記入 しやす く再設計すること、診 断カルテの理解度 を

向上させ ること、短期間に的確な診 断カルテを作成する

ため手順を体系化す ること、ダイア リー1と ダイアリー2

の季節変動の影響を少なくす ること等の課題も明らかに

なった。また、本プログラムには世帯 や近隣地区全体で取

り組む姿勢が必要 となること、診断カルテコメン トのき

め細か さ、的確さが要求 されること等 より、地域 コミュニ

ティを対象 とす ることが望ましい。地域 コミュニティ選

定の際は、調査者の手間を軽減するため、対象コミュニテ

ィに世話役的な人がいることに加 え、思考が柔軟で 自分

の行動 と環境の因果関係についてある程度の理解力も期

待できる対象者が理想的と考えられ る。

4.小 学校 にお ける 「か しこい 自動車の使 い方 を考

えるプログラム」の実 践

1999年 度札幌におけるパイロッ トテス ト結果の課題

よ り、「地域 コミュニティ」「世話役的役割の人が存在す

る」「柔軟な思考が期待できる年代」の条件がそろうのは、

小学生であった。しかし小学生は 自身が自家用車を運転

するわけではない。そ こで、プログラムを小学生の実際の

生活と結びつけるため、自家用車を利用するであろう保

護者 もプログラムの対象 とした。保護者を対象 とするこ

とで児童を中心 とした家族全体で の取 り組みを促す可能

性が高くなった。さらに2章(2)に述べた2002年 度か らの

「総合的な学習の時間」の導入が、小学校におけるプログ

ラム実施の後押 しになった。小学生の年代か ら実践 をと

もな う環境教育を受け、自分の生活 と地球環境問題 を結

びつ けて考える態度を養 うことは、時間も手間もかかる

が、長期的な展望から避 けて通ることはできない と思わ

れる。

この新 しいプ ログラムを開発す るために、必要 と思わ

れる般階にワー クショップ形式の授業を取 り入れたほか、

ダイア リー調査に用い る調査票や被験者のプライバシー

保護 などプログラム手 順の改善を行った。また社会科教

諭 とのブレーンス トーミングを通 して調査 と授業 との適

切な組み合 わせや授業内容を決定 し、図-4に 示す「かし

こい 自動車の使い方を考えるプログラム」を構築 した。

小学校において本プ ログラムを実施す る際、対象 とす

る小学校の選定に時間を要した。特に問題 となったのは、

既存の授業カリキュラムとどのように関連づけるかとい

う点であった。小学校における授業は基 本的には文部科

学省の定めた学習指 導要領 に基づいて行 われてお り、

様々な学校行事の開催 も予定されていることから、新た

なカ リキュラムを追加す ることは難 しく、一般の公立小

学校での実施は困難 であった。

このような背景から、北海道の各種教育機 関と密接な

関係をもち、実験的な授業カ リキュラムが実施可能な北

海道教育大学教育学部附属小学校 を対象校 とした。本プ

ログラムの主 旨の理解は小 学校低学年では困難 と思われ

ること、小学校の学習指導要領 において 「環境」の項 目が

含まれている学年は5年 生であること8》などか ら、対象ク

ラスは5年 生とした。また、「総合的な学習の時間」での実

図-4小 学校課程における「か しこい自動車の使い方

を考えるプログラム」全体フロー
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施 を念頭においてはいるが、実際には社会科 の授業時間

を本プログラムに当てることになった。授業は小学校5

年生とい うことを考慮 し、写真やパネル、本物の排気ガス

に含まれ るタール粉 等を用意 して、できるだけリアリテ

ィーのある内容とした。授業の運営は、担当教諭 との連携

が重要であることから、授業前に進行内容や用意するパ

ネル等について2回 ～3回 の打ち合わせを行った。

(1)第1回 授業

第1回 授業は2000年9月12日 の1-2時 間目に実施し

た。まず、自動車のメリッ ト、デメリットを児童 に自由に

発言 してもらい、デメリッ トの詳 しい説明を行った。デ ィ

ーゼルエ ンジンに付着 したタール粉 や
、交通渋滞、交通事

故の写真パネルで交通問題を説明 し、後退す るヒマ ラヤ

氷河の写真パネルによって地球温暖化の仕組みとCO2の

関係など地球環境問題について説明した。また、地球温暖

化で3m水 位 が上昇 したとすると教育大附属小学校は水

没 してしま うとい うことを等高線で色分けした地図で説

明した。

次にCO2排 出源の構成比率グラフパネルか ら、無駄な

自動車利用を減 らす ことの必要性を訴え、解決方法の一

つとして 「か しこい自動車の使い方を考えるプログラム」

に参加す ることを提案した。そ してプログラムの手順 を

説 明し、調査票 を拡大 した模造紙を黒板に貼 り付けてダ

イア リー調査票の記入方法を練習 した。

また、本プログラムにおいては、児童のみならず児童の

保護者や家族にも積極的に参加 してもらうため、第1回 授

業 の次の 日に保護者対象の説 明会 を開催 した。内容はプ

ログラムスケジュール と調査票の記入方法 の説 明で、短

時間の説 明会ではあったが、保護者の協力を得ることに

貢献 したと思われ る。

(2)ダ イア リ―1(第1回 交通行動調査)

第1回 授業の約1週 間後である2000年9.月18日(月)

～24日(日)の7日 間にダイア リー1を 実施した
。煩雑な調

査ではあったが、調査そのものに関する問い合 わせは事

前の依頼状や説明のためか特に見られなかった。

調査票は世帯の構成・所有 自家用車などを記載する「世

帯票 と自動車票」、個人 の交通行動を記入す るための 「個

人交通 日記」、世帯所有の自動車の動きを記入するための

「自動車票」の3種 類から構成 されてお り、谷 口他5)の行っ

たパイロッ トテス トで用いたものを改善 して使用 した。

主な改善点は、記入項 目の削減、記入票の小型化、児童 を

対象 とした ときの解説や説明文のわか りやすさ等である。

特に個人交通 日記において1日 の行動を丸と矢印で図示

し、視覚的に自分の交通行動を整理 してか ら各々の トリ

ップについて詳細を記入できるよ う工夫 した。またプラ

イバシー保護のため、調査票等は全て番号で管理 し、担当

教諭のみが番号と被験者の関係を知る形態とした。

ダイア リー1を 回収後、調査票を入力・分析し、個人向け

の診断カルテ(図-5)を 作成 した。診断カルテの「あなた

の診断結果」欄では、半 自動的にコメントを選定す るエキ

スパー トシステムを開発 し14)、使用 している。エキスパー

トシステムは被験者の交通行動を「ほめる」ことを念頭に、

4つ のレベル(合計24個 のコメント)で構 成 されている。レ
ベル1は 調査協力へのお礼などの挨拶、レベル2は 自家用

車をほとんど利用 していない被験者へのほめ言葉、レベ

ル3は 自家用車を利用 してはい るが歩行時間が長い、

P&R、 シェアリングしている等TDM施 策を取 り入れた

交通 行動をしている被験者へのほめ言葉、レベル4は 今後

図-5診 断カルテの例 図-6CO2排 出量計算シー ト
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の交通行動に対する提案である。このエキスパー トシス

テムによりコメン トの優先順位や性質(ほめているのか否

か)が明確 にな り、短期間に調査担当者 の主観 を排除 した

適切なコメン トをフィー ドバ ックすることができた。

(3)第2回 授業

第2回 授業は2000年11月2日 の3-4時 間目に実施し

た。まず世帯全員の診断カルテ等一式が入った袋を配布

し、カルテの内容について説明した。この袋の中には診断

カルテの他 に身近な交通情報とか しこい自動車の使い方

情報を与える 目的で、①P&R、 シェア リング、トリップチ

ェーン等の語句の説明、②札幌市内のP&R駐 車場一覧表、

③公共交通機関の割引運賃情報一覧表、④当時実験的に

実施 されていた都心循環バスパンフレッ ト、⑤小学校付

近のバス時刻表、⑥札幌市内 と近郊のバス路線 網図を同

封 した。

次にCO2排 出量計算用シー ト(図-6)を用いて、家族で

最も自家用車利用の多い人のCO2排 出量を児童に計算 し

てもらった。当初、家族の中の1人 分のみ計算 しても らう

予定であったが、児童が予想外に興味を示し、家族全員分

のCO2排 出量を計算することになった。家族全員のCO2

排出量を自分の手で計算す ることによって、誰がどのよ

うな交通機 関を利用 しているのか、あるいは どの交通機

関を利用するとCO2排 出量を減 らす ことができるのかが

明確にな り、児童の意識に浸 透していったと考えられ る。

なお、ダイア リー2で は、7日問の うち1日 分のCO2を 減

らす こと念頭に、「CO2削減 目標は15%」 と児童に伝えた。

次にCO2排 出量を減 らす方法の一つ として、自家用車

利用を減 らす方法をパネルを用いて説 明した。P&R、シェ

ア リング(相乗 り)、トリップチェーン、時差出勤等いわゆ

るTDMの 説明を行 ったのであるが、「自家用車を使って

はいけない」のではな く、ある程度 自動車のメリッ トは享

受 しつつ 「無駄な自動車利用を簡単な工夫で減 らそ う」と

い うメッセージが児童に伝わるよう留意 した。 また、ダ

イア リー2に 向けて自分 と家族の具体的な行動 目標をた

ててもらうため、家族で話 し合 って行動 目標シー トに記

入するようお願い した。

(4)ダ イアリー2(第2回 交通行動調査)

2000年11月6日(月)～12日(日)の7日 間にダイアリ

ー1同 様ダイアリー2を 実施 した。

ダイア リー2を 回収後、調査票を入力・分析して、ダイア

リー1と ダイアリー2を 比較 した個人向けの最終診断カ

ルテ(図-7)を 作成した.第1回 、第2回 ダイアリー調査の

最終的な回収率は、表-2に 示すように世帯単位で90.2%、

人数単位で82.5%と 非常に高率であった。

図-7最 終診断カルテの例

表-2配 布回収率

(5)第3回 授業

第3回 授業は2000年12月18日 の3時 間目に実施 し

た。まず、世帯全員分の最終診断カルテを配布し、内容 に

ついて説明した 次にクラス全体でCO2が どの程度減少

したのかを黒板 を使 って計算 した。そして自動車の排気

ガスを減 らすためには どうい う方法があるのかをグルー

プで 自由に話 し合い、その方法をGOOD IDEAシ ー トに

記入 してもらった。話 し合 いの後、児童がそれを発表 し、

黒板にまとめてプログラムを終了した。

5.プ ログラム実践 によ り得 られ た意識 と交通行動

の変化

4章 に述べた3回 の授業 と最終アンケー ト等のコメント

か らうかがえる児童 とその家族の意識変化の過程 を(1)に、

2回 のダイアリー調査か ら得 られた定量釣 な交通行動 の

変化 を(2)～(4)にま とめる。

① 児童と家族の意識変化

図-8に 本プログラムを適 用した際の意識変化を概略

フロー図で示 した。児童とその家族のコメン トは、第1回

授業～第3回 授業における児童の発言をビデオ記録か ら

整理したものと、行動 目標シー ト、GOOD IDEAシ ー ト、
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図-8児 童とその家族のコメントに見る交通環境問題に対する意識の変化

最終アンケー トの感想欄(自由回答)から代表的なコメン

トを抜粋 したものである。児童の授業中の発言 は実線の

枠、各シー トに記入 された児童の意見を破線の枠、各シー

トに記入され た保護者の意見を破線の枠に灰色の塗 りつ

ぶ し、意識変化の流れを丸みのある太線の枠で赤 した。ま

た、意識に影響 を及ぼ したと考 えられるイベ ン トを黒い

帯で、児童の意見を大分類 したものを丸みのある太線の

枠に灰色の塗 りつぶ し、対立意見の出た児童のコメン ト
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を両矢印で示 した。それぞれを時系列で上か ら並べ、アル

ファベ ッ トで各段階を識別できるよ うになっている。こ

れ らのコメン トか ら各段階における意識の変化をまとめ、

さらに表1に 示 した環境教育の6つ の目標が どの段階で

達成されたと考えられるのかを矢印で示 した。

まず、予備知識を与えていない第1回 授業の段階A、B

における児童の意識 は、一般的な知識 として 自動車のメ

リッ ト、デメリットを理解 していたが、デメリットと自分

の行動につなが りがあるのか、デメリッ トを少 なくす る

ために具体的に自分が どのように行動 したらよいのかま

ではわからない状態であった。つま り環境教育の 「関心」

の 目標のみが達成されていた。

ダイア リー1で7日 間の交通行動 日記をつけ、診断カル

テを配布 した後の段階Cに おける児童の意識は、診断カ

ルテを見て自分 と家族のCO2排 出量を把握 し、削減に向

けた具体 目標を気にしてはいるが、実際に 自分がどのよ

うな行動 をとればよいのかがわか らない状態であった。

しかしCO2を 減 らしたい、とい う意識の高ま りが見 られ

ることか ら、環境教育の「知識 「態度」の 目標はほぼ達成

されていると考えられる。

具体的な交通行動変更の方法 としてTDMの 説明を行

った後、段階Dに おける児童の意識は大きく変化 した。具

体的方法を理解したことにより環境教育の「技能」の 目標

が達成され、「関心」「知識」「態度1の3つ もさらに強化 され

た ことが うかがえる。この とき家族の 目標 コメン トは公

共交通への転換が大部分であった。しか し児童 と話 し合

うことによってTDM等 による具体的交通行動変更方法

が家族にも伝わっていたと考えられる。

図-9交 通機関分担率の変化(全 体と続柄別)

そ してダイアリー2で 再度7日 間の交通行動 日記 をつ

け最終診断カルテを配布した後の段階Eに おいては、個

人の問題か ら地球全体の問題を考え始める「意識の拡張」

が見 られ る。ダイアリー2を 実施 し、全体のCO2が 約1割

減少 した ことか ら、環境教育の「参加」の 目標 も一時的で

ある可能性もあるが達成されているといえる。

毅階F、Gに おいては、地球全体がCO2を 減 らすための

方法について、具体的でよく考えられたアイデアが多数

挙 げ られた。それ らに対す る反論 も活発 に行 われ、段階

A,Bと は比較にな らないほどの意識の高ま りが見られた。

また規制や罰金に対 しては強い反対意見が出て、人々の

行動を制限 しない方法でCO2を 減 らすことのできる社会

に したい、との結 命に達 した。

段階Hは 調査終了後の被験者の感想であるが、児童が

楽 しみながら自主的にプログラムに参加 した様子が うか

がえる。保護者 の感想は、ダイア リー調査の手間に関す る

ものが多いが、自分の交通行動を振 り返 り、今後は意識 し

て行動 したい等、プログラムが意識変化に寄与 したこと

が うかがえる。

以上のことからプログラム全体を通 して、児童 とその

家族の交通 ・環境に対する意識は大きく変化 したといえ

る。また表-1に 示 した環境教 育の6つ の目標については、

プログラム実施前 と比較 していずれも高まったものと考

えられる。

(2)交 通行動の変化

交通機関分担率を児童 とその家族の属柄別 に集計した

結果を図-9に 示す。

まず、続柄別の傾 向をみると、「母」の自家用車

運転 比率が「全体」の分担率の2倍 強となってお

り、非常に高いことがわかる。「父」の自家用車運

転比率も高いが、「母」に比べて公共交通機 関や

徒歩の比率も高 くなってい る。これは通勤に公

共交通機関を使 うためと推察される。「児童」は

公共交通機関と自家用車同乗が 「全体」の比率よ

りも高 くなっているが、これは北海道教育大学

の附属小学校 とい う性格から、札幌市内と近郊

より公共交通機関で通学 しているためである。

(通学時の 自家用車による送迎は原則禁止 とな

ってい る。)「祖父母」は徒歩と自家用車同乗の

比率が全体の比率よりも高くなっている。

次に続柄別のダイア リー1、ダイアリー2の 増

減状況 をみると、全体では徒歩 と公共交通が増

加、自家用車運転が減少 し、自家用車同乗はほと

ん ど変化 していない。「父」は徒歩 と公共交通が

増加 し、自家用車運転の比率が減少 してい る。

「母」も同様に徒歩と公共交通が増加 し、自家用
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車運転の比率が減少 しているが、徒歩、公共への転換度合

いは 「父」よりも少なくなっている。「児童」の交通機 関分

担率はほ とん ど変化 していない。「祖父母」は徒歩が増加

し、自家用車運転の比率が半減 している。徒歩や公共交通

機 関へ の転換の度合 いは 「祖父母」が最 も高 く、次いで

「父」、「母」の順で低 くなる。「母」は交通手段を変更 しにく

い交通行動であることが推察される。

以上よ り、3回の授業を受けた児童の交通機関分担率は

当然のことながらほとんど変化 していないが、「父」「母」

「祖父母」は 自家用車運転の比率が減少 し、徒歩 と公共交

通機関利用 に転換 していることから、プログラムの効果

が世帯全体に波及 した可能性がある。

(3)全 体のCO2排 出量の変化

ダイア リー1、ダイアリー2と もに調査票を回収できた

被験渚 の交通行動 を、環境負荷 とい う観 点か ら便宜的に

比較 した結果を表-3に 示す。(この表で算出したCO2排

出量は トリップ時間に原単位 を乗 じたもので、徒歩 と自

転車は原単位がゼ ロとみなしているためゼロになってい

る。)1人 あた りのCO2排 出量は25.1kgか ら22.2kgと

約12%減 少 している。診断カルテで設定 した15%の 削減

目標には届 かなかったが、それに近い ところまで削減で

きたと言える。

(4)相 談者別002排 出量の増減率

このプログラムの中でCO2を 減 らす方法について児童

が家族の誰 と相談 したのか、第3回 授業の最初に児童に聞

き取 り調査 を実施 した。その結果を基 に相談者別の世帯

単位のCO2排 出量増減率を図-10に 示す。父、母、両親 と

相談 した世帯の減少率 よりも家族全員で相談 した世帯の

CO2削 減比率が高 くなっている。

世帯 全体で話し合 って積 極的にプログラムに取 り組ん

だ世帯はCO2排 出量の減少率が高レ傾 向にあり、プログ

ラムの効果が得 られやすいと推察され る。

(5)プログラム実践の評価

本プログラムの実践を終えて、意識変化や定量的交通

行動の変化のみな らず感覚的な手応 えがあったものと、

期待 していたほど効果が見 られず改善の余地のあるもの

が存在 した。以下に本プログラムの実践手法の評価 をま

とめる。

a)有 効であったと思われる点

・ 小学校において児童のみならず保護者 を巻き込

んでプログラムを実施したこと

・ 小学校の担当教諭と綿密 な打 ち合わせを行い
、児

童の反応を確かめなが らワークシ ョップを兼ねた

授業 を計画 し、実施できたこと

表-3交 通機関別CO2排出量の変化

図-10相 談者別CO2排 出量の変化率

・ ダイアリー調査票の記入練習やCO2排 出量の計

算など、授業中に児童が行 う作業 に十分な時間を

割いたこと

・ ディーゼルエ ンジンのタール粉や ヒマラヤ氷河

の写真パネル、等高線で色分けした地図な ど、授業

に用いた資料が児童の興味を引きつけた こと

・ 担当教諭の授業構成能力が非常に高 く
、児童が授

業に集中し、楽 しんでいたこと

・ 家族 で交通 ・環境問題 について話 しあ う等
、保護

者の方々の理解と協力を得ることができたこと

b)改 善の余地がある点

・ プ ログラムの中で配布 した書類等をま とめるた

めのバインダーを児童 に提 供したが、使用 してい

る児童は少数で、ファイル 自体を無 くして しま う

など必要性が高 くなかったこと

・ 授業の記録を固定 ビデオカメラ1台 に頼ったた

め、分析が平坦になりがちであった こと(2～3台の

設置が望ましい)

・ 何 らかの事情で保護者や家族の協力を得ること

のできない児童に対する配慮が足 りなかったこと

・ 児童の意識変化 を計測するにあた り
、プログラム

の最初の時期に当初 の意識 レベルを調査 してお く

必要があったこと
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6.ま とめ

本研究では、環境教育の国際的な変遷 と日本国内にお

ける環境激 育・交通教育の変遷を整理 し、今後の交通・環

境 教育のあ り方 を提案することができた。また、小学校に

おける「か しこい 自動車の使い方を考 えるプログラム」を

計画的 ・体系的な実際の授業 とともに構築 し、実践す るこ

とができた。

また、プログラムによる意識の変化 を児童 と家族の段

階別のコメントから把握す ることができた。環境教育の6

つの副票について も、プログラム実施 前と比較 していず

れ も高まったもの と推察 され る。ダイアリー1、授業 中の

TDMの 説明、ダイアリー2を きっかけに個々人の交通行

動に対する意識が大きく変化 している様が見て取れた他、

自分 自身の交通行動 と地球環境問題を結びつけて考える

意識の拡張も見られた。

さらに、続柄別 の交通機関分担率の変化か ら、保護者の

自家用車利用が減少 していることが明らかになった。ま

た全体のCO2排 出量の変化が設定 された目標 をほほ達成

しており、相談者別のCO2排 出量の変化か ら家族全員で

相談 した世帯のCO2削 減比率が高いことが明らかになっ

た。このことからプログラムの効果が児童のみならず世

帯に波及 してい ると推察され、本プログラムが交通 ・環境

教育のツール として有効であった といえる。

今後の課題 としては、プログラムの効果の継続性を把

握するため追跡調査の検討を行 うこと、プログラム手順

を簡略化して多くの教育課程 に適用できるようにす るこ

と等が挙げられる。また、ダイア リー1と ダイア リー2の

間隔の妥当性について、本プログラムにおける実施時期

が診断カルテ作成作業 に左右されているため検証 してい

ないが、今後実践を積み重ねてい く中で、適切な実施間隔

を模索してい くことも課題となる。
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A DEMONSTRATIVE STUDY OF THE MEANING AND EFFECTS OF
A "PROGRAM TO CONSIDER WISE WAY OF USING CARS"

AS A MEASURE OF ENVIRONMENT ORIENTED TRAFFIC EDUCATION AT AN
ELEMENTARY SCHOOL

Ayako TANIGUCHI Fumihiro HARA Motoyasu SHIMBO Shin-ei TAKANO Seiichi KAGAYA

 This study chronologically organized the development process of international environmental education, and

of domestic environmental and traffic education to propose the integration of traffic education and 

environmental education. As a measure to realize the proposal, a Program to Consider a Wise Way of Using 

Cars for Elementary Schools was created and implemented in elementary school classes that were systematically 

planned. 
The results of the Program  follow: changes in the traffic awareness of students and their families were 

identified by their comments at different times on their participation in the program; and the development of 

participants' traffic awareness as they related their own traffic behaviors with global environmental problems 
also was recognized. The results indicate that the program has supposedly influenced not only the students but 

their families, and it is effective as a tool for environment oriented traffic education.
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