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はじめに

プラスチックの持続可能な管理を実現するためには、

製品特性に応じたコ・デザイン（共創）による実践が不可欠である

⇒ 幅広いプラスチック製品を対象とした消費者意識・行動の可視化

○ プラ製品群の特性

○ 消費者意識・行動

を大規模調査により理解する

各ステークホルダーによる

行動変容へ！
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本日の内容

1. 様々なプラスチック製品の必要性を調査

1-1. 背景・目的

1-2. 調査方法

1-3. 何がわかったか

3. まとめ
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2. プラスチックに対する環境配慮行動を分析

2-1. 背景・目的

2-2. 調査方法

2-3. 何がわかったか



1-1. 背景・目的

目的
製品の代替性や製品そのものの必要性を含む調査から意識を把握し、
その結果を基にプラスチック製品を分類して最適な政策提言を目指す

背景
身の回りには、様々なプラスチック製品がある
しかし、それぞれの製品に対する必要性の意識は十分に明らかになっていない
例えば、必要性の意識には、次のようなものが考えられる

• この製品はプラスチック製じゃないと不便だ

• 代替品があれば、プラスチック製品でなくてもいいね

• そもそも製品自体がなくても良いかも …など
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1-2. 調査方法

どのプラスチック製品を調査対象に？（選定方法）

次の観点により選定

・身の回りで多く消費され、廃棄されている製品

・プラスチック法規制の対象として挙げられている製品

・自然界に流出しやすい製品

・先行研究にて取り上げた製品［1］

[1]浅利ほか,2021,プラスチック製品に対する消費者意識・行動の可視化ツール ―プラ・イド チャートの提案と意義について,
環境と安全 12巻 2021年 1号,pp.1-10
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1-2. 調査方法

京都市家庭ごみの細組成調査

50品目選定

➢ EU指令2019/904（パートB：市場投入制限9品目、パートD表示義務4品目）
➢ プラスチック資源循環法(2022) 特定プラスチック使用製品12品目
➢ 環境省海洋ごみ実態把握調査(2019) 個数/重量上位20品目
➢ 一社JEANクリーンアップキャンペーンレポート 個数上位20品目
➢ 浅利ほか（2021） 調査対象製品44品目

家庭から排出されにくい（大型品）、組成調査でプラスチック類ではない（おむつ等）→追加
日本であまり消費されていない（風船軸）、使用者が限定される嗜好品（たばこ）→削除

家庭から排出されたプラスチックごみのうち
湿重量、容積の割合1%以上を抽出
詳細な項目を統合

ベース製品リスト

照合

追加／削除

➢ EU指令…9品目のうち8、4品目のうち3
➢ プラスチック資源循環法…12品目すべて
➢ 環境省海洋ごみ実態把握調査…個数上位20品目のうち11、重量上位20品目のうち7
➢ 一社JEANレポート…上位20品目のうち12
➢ 浅利ほか（2021）…44品目のうち36

…40年以上に渡って詳細な調査を実施・分類は約400項目

選定された50品目で、京都市ごみ細組成調査のプラスチック類の湿重量90.9%、容積94.5%をカバー

・身の回りで多く消費され、廃棄されている

・法規制対象

・自然界に流出しやすい

・先行研究より
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1-2. 調査方法
調査対象の50品目
種類 品目名 種類 品目名

使い捨てのプラ製のストロー 使い捨てのプラ製の歯ブラシ（宿泊施設等でアメニティとして提供されるもの）

使い捨てのプラ製のマドラー・かきまぜ棒 使い捨てのプラ製のカミソリ（宿泊施設等でアメニティとして提供されるもの）

使い捨てのプラ製のカトラリー（フォーク、スプーン等） 使い捨てのプラ製のくし・ヘアブラシ（宿泊施設等でアメニティとして提供されるもの）

使い捨ての不織布のおしぼり（飲食店、コンビニ等で提供されるもの） 使い捨てのプラ製の傘袋（雨天時の店頭等に置かれているもの）

使い捨てのプラ製の保冷剤（食品購入時等に提供されるもの） プラ製の衣類用カバー（衣料品店、クリーニング店等で提供されるもの）

ロール状のポリ袋（スーパーのレジ付近等に置かれているもの） プラ製のハンガー（衣料品店、クリーニング店等で提供されるもの）

テイクアウト用のプラ製の飲料容器（カップ、コップ等） 液体洗剤（台所用洗剤、洗濯用洗剤、漂白剤等）のプラ製の容器

テイクアウト用のプラ製の食器 シャンプー・リンス・ボディソープ等のプラ製の容器

水・お茶のペットボトル 化粧品・整髪料等のプラ製の容器

嗜好品（炭酸、果汁、コーヒー等）のペットボトル プラ製のロープ・荷造り紐

プラ製の卵パック プラ製の緩衝材（発泡スチロール、気泡シート等）

生鮮食品（肉、魚等）のプラ製の食品トレイ 日用品のプラ製のパック

生鮮食品（野菜、果物等）のプラ製の食品トレイ 郵送物（ダイレクトメール等）のプラ製の袋

弁当・寿司・総菜のプラ製の食品トレイ プラ製の文具（シャーペン、ボールペン、消しゴム等）

サンドウィッチ・おにぎり等のプラ製のシート・包み プラ製の家具（椅子、テーブル、棚、チェスト等）

食料品（プリン、ゼリー、カップ麺等）のプラ製のカップ・コップ プラ製の収納ケース（衣装ケース、コンテナボックス、小物入れ等）

食料品（豆腐、ハム、カレールー、納豆等）のプラ製のパック プラ製の家電製品の躯体（テレビ、冷蔵庫、洗濯機等のボディ）

食料品（菓子等）のプラ製の外袋・包装 ビニール傘（生地にビニールを使用した安価な傘）

食料品（菓子等）のプラ製の個包装 プラ製の人工芝

調味料（醤油、料理酒、みりん、食用油等）のプラ製のボトル プラ製の軸の綿棒

プラ製の食品保存容器・ふた付き密閉容器 使い捨ての不織布のマスク

プラ製の食品用ラップ 不織布のウェットティッシュ・ボディーシート・ウェットワイパー

プラ製のレジ袋 使い捨てのおむつ

合成繊維製の衣服 使い捨ての生理用品

合成繊維製の下着・肌着（直接肌にふれるもの）

合成皮革、合成繊維、ビニール製の靴・サンダル

主に無償提供されている

使い捨て製品

（食品・飲料用）

食品・飲料用

合成繊維製品

主に無償提供されている

使い捨て製品

（日用品）

※一部長期使用が見込ま

れる製品も含む

日用品

製品プラ

衛生用品

7



1-2. 調査方法

調査概要

方式：WEBアンケート

対象：日本に居住する15～69歳

標本数：10,000

標本抽出方法：割り当て法（地域ブロックごとの人口比率、性別、年代）

実施時期：2022年3月14日～3月18日

回答：単一選択式

1. 代替品を知っているが、プラ製のこの製品が必要

2. 代替品を知らないため、プラ製のこの製品が必要

3. 代替品を知っているため、プラ製のこの製品は不要

4. この製品そのものが不要

5. 使用対象者ではない （※おむつ、生理用品のみ）
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1-3. 何がわかったか

図1.プラスチック製品の必要性アンケート結果 ※おむつ、生理用品を除く （単位：％）

※「4.この製品そのものが不要」の割合が高い順にソート
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1-3. 何がわかったか

図2.プラスチック製品の必要性アンケート結果 ※おむつ、生理用品（単位：％）

図3.プラスチック製品の必要性アンケート結果 ※5．使用対象ではないを除く（単位：％）

※補足：使用対象者には、介護

者や幼児の養育者など、間接的

な使用者も含まれる

「5.使用対象者ではない」の

回答割合が半数を下回るため、

設問の意味が伝わらなかった

可能性が考えられる

代替品を知っているものの、

プラ製品としてこの製品を

必要と考える人が多い
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1-3. 何がわかったか

「4.この製品そのものが不要」と回答した人が多い製品

図4. 「4.この製品そのものが不要」 の回答割合が多い5製品（単位：％）

• 製品そのものを不要と考える人の割合が多いものの、代替品を知らないため必要と答える人も

一定数いる

• マドラーのように代替品の認知が広がっている製品と、そうでない製品が見受けられる

⇒代替品の開発・普及の差が表れた可能性が示唆された
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1-3. 何がわかったか

「1.代替品を知っているが、プラ製のこの製品が必要」と回答した人が多い製品

• 代替品があってもプラ製としての機能を求めている製品群

• マスク、合成繊維製の衣服、靴・サンダルは、代替品が思い浮かばない製品群である一方、

ストローやレジ袋は代替品の認知はある

図5. 「 1.代替品を知っているが、プラ製のこの製品が必要」 の回答割合が多い5製品（単位：％）
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1-3. 何がわかったか

• 意見が分かれたのは何故なのかを掘り下げる必要がある

• ストローやレジ袋のように社会的に活発な議論が行われ、意見が両極化した？

図6. 「 1.代替品を知っているが、プラ製のこの製品が必要」「4.この製品そのものが不要」 が、ともに19%以上になる製品（単位：％）

必要と不要のどちらの割合も高くなっている製品
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1-3. 何がわかったか

「2.代替品を知らないため、プラ製のこの製品が必要」と回答した人が多い製品

• 製品そのものの必要性が高く、代替品が思い浮かばない人が多い

• 一方で「1.代替品を知っているがプラ製品が必要」の割合はそれほど高くない

• 有効な代替品があれば、普及する可能性がある製品群

図7. 「2.代替品を知らないため、プラ製のこの製品が必要」の回答割合が多い5製品（単位：％）
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1-3. 何がわかったか

➢ 品目の必要性と属性情報の関連性を統計解析

➢ 似た特性を持つ製品グループを、統計的に導き出す（階層クラスター分

析：互いに似た性質をもつもの同士をグループ分けする手法）
図9 階層クラスター分析による

44品目のデンドログラム

参考文献：浅利ほか（2021）より

さらに、同時に実施した環境配慮行動に関する設問と関連付けた分析を行う

品目によっては、

年代によって回答にか

なりの違いがある

属性情報と品目のクロス解析の一例

図8. 使い捨てのプラ製のストローの必要性の年代別回答（単位：％・人）
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本日の内容

1. 様々なプラスチック製品の必要性を調査

1-1. 背景・目的

1-2. 調査方法

1-3. 何がわかったか

2. プラスチックに対する環境配慮行動を分析

2-1. 背景・目的

2-2. 調査方法

2-3. 何がわかったか

3. まとめ
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• 各プラスチック製品について調査・分析したところ、

製品によって消費者の考え方に違いがあることが分かった

• 同時に、各個人によっても回答に違いがあることが予想される

• 個人によってプラスチック製品に対する考え方が違うのはなぜか？

そもそも各個人の考え方はどんな要因で決まっているのか？

各個人の環境意識・ライフスタイル等によって異なっている
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2-1. 背景・目的



• オイルショック以降、環境配慮行動を決める要因について研究が行われるように

• 「環境問題に対する意識」が決まる要因と、個々の取組を行う要因とが別個に研究され

ていた

→「意識はあっても行動しない」理由が説明できなかった

• 意識が決まる段階と、実際に行動する段階とを組み合わせた「広瀬モデル」が登場

→プラスチック問題の意識・行動の特性の説明に使える可能性がある

目的：「意識」と「行動」との差を見るため「広瀬モデル」を用いて検討する

18

環境配慮行動の心理モデル

2-1. 背景・目的



広瀬モデル(1994)

個人が環境配慮行動をとるまでの過程を、

目標意図の形成段階と行動意図の形成段階

との2段階で説明［2］

[2]広瀬 幸雄, 1994 ,環境配慮的行動の規定因につい
て, 社会心理学研究, 10巻, 1号, pp.44-55
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図10 広瀬モデル概念図

2-1. 背景・目的

環境配慮行動の心理モデル



「広瀬モデル」の要素それぞれをアンケート調査で把握できるような設問を作成した

環境リスク認知

1, プラスチックの不適正処理や不適切な管理によって、漁業や観光業に深刻な悪影響が生じていると思う。

2, 日本を含む先進国から排出されたプラスチックは、他国へ輸出され、不適切な処理に伴う環境汚染の

原因となっていると思う。

3, マイクロプラスチックは、生態系に対して影響があると思う。

責任帰属の認知

4, プラスチックによる環境問題の責任は、企業や政府よりも我々ひとりひとりにある。

5, プラスチックによる環境問題の責任は、個人や企業よりも政府や自治体にある。

6, プラスチックによる環境問題の責任は、政府や自治体、個人よりもプラスチック製品を提供する企業にある。

対処有効性認知

7, 水筒やマイカップ等の繰り返し使用できる製品を使うことは、プラスチック使用量の削減に効果がある。

8, 詰め替え容器に入った製品や簡易包装の製品を選ぶなど、消費者としてプラスチック削減行動を示すことは、

企業の姿勢を変えることにつながる。

9, バイオマスプラスチック、リサイクルプラスチック等で生産された製品を選ぶことは、資源有効利用に効果がある。

目標意図

10, 水筒やマイカップ等の繰り返し使用できる製品を積極的に使うべきだ。

11, 詰め替え容器に入った製品や簡易包装の製品を選ぶべきだ。

12, バイオマスプラスチックやリサイクルプラスチック等で生産された製品を選ぼうと思う。
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2-2. 調査方法：アンケート調査の設問①



実行可能性評価
13, 詰め替え容器に入った製品や簡易包装の製品を選べる環境が身近にあると思う。
14, 使い捨てではなく、繰返し使える容器やリターナブル容器に入った製品を選べる環境が身近にあると思う。
15, バイオマスプラスチック等、再生可能資源で生産された製品は、簡単に手にすることができると思う。

費用便益評価
16, 水筒やマイカップ等の繰り返し使用できる製品の使用は面倒だ。
17, 詰め替え容器に入った製品や簡易包装の製品を選ぶことは負担にならない。
18, プラスチック対策に貢献できる適切な消費行動をとるのは容易だ。
19, 使用済みのプラスチックを自治体のルールに従い適切に分別することは、手間がかかる。

社会規範評価
20, 身近な人たち（家族/友人/知人など）は、サービスで提供される使い捨てプラスチック製品（スプーン、
フォーク、ストロー）を断っている。
21, 身近な人たち（家族/友人/知人など）は、水筒やマイカップ等の繰り返し使用できる製品を使用している。
22, 身近な人たち（家族/友人/知人など）は、私が、水筒やマイカップ等の繰り返し使用できる製品を使用する
ことを望んでいる。

環境配慮的な行動意図
23, 耐久消費材のプラスチック製品は、使用直後に廃棄せずに手入れしながら（今後とも）長く大切に使いたい。
24, 使い捨てではなく、リターナブル容器に入った製品を（今後とも）選びたい。
25, 清掃活動やビーチクリーン等の活動に（今後とも）参加したい。
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2-2. 調査方法：アンケート調査の設問②



因子1
環境リスク
認知

因子2
対処有効
性認知

因子3
社会規範
評価

因子4
実行可能
性評価

因子5
責任帰属
認知

因子6
費用便益
評価

環境リスク認知 Q10s1:プラスチックの不適正処理や不適切な管理によって、漁業や観光業に深刻な悪影響が生じていると
思う。

.830 .021 -.017 -.003 -.016 .028

環境リスク認知 Q10s2:日本を含む先進国から排出されたプラスチックは、他国へ輸出され、不適切な処理に伴う環境汚染の
原因となっていると思う。

.825 -.058 .040 .012 .052 .001

環境リスク認知 Q10s3:マイクロプラスチックは、生態系に対して影響があると思う。 .736 .166 -.016 -.005 -.013 -.036
対処有効性の認知 Q10s8:詰め替え容器に入った製品や簡易包装の製品を選ぶなど、消費者としてプラスチック削減行動を示す

ことは、企業の姿勢を変えることにつながる。
.007 .829 .006 -.014 .052 .002

対処有効性の認知 Q10s8:水筒やマイカップ等の繰り返し使用できる製品を使うことは、プラスチック使用量の削減に効果がある。 .074 .779 .025 .002 .003 -.045
対処有効性の認知 Q10s9:バイオマスプラスチック、リサイクルプラスチック等で生産された製品を選ぶことは、資源有効利用に効果

がある。
.084

.675 .002 .021 .073 .015

社会規範評価 Q10s21:身近な人たち（家族/友人/知人など）は、水筒やマイカップ等の繰り返し使用できる製品を使用し
ている。

.008
.064 .864 -.001 -.083 -.047

社会規範評価 Q10s22:身近な人たち（家族/友人/知人など）は、私が、水筒やマイカップ等の繰り返し使用できる製品を
使用することを望んでいる。

.003
.057 .805 .005 .009 -.026

社会規範評価 Q10s20:身近な人たち（家族/友人/知人など）は、サービスで提供される使い捨てプラスチック製品（スプー
ン、フォーク、ストロー）を断っている。

-.002
-.103 .637 .021 .094 .101

実行可能性評価 Q10s14:使い捨てではなく、繰返し使える容器やリターナブル容器に入った製品を選べる環境が身近にあると
思う。

.018
.019 -.012 .983 -.047 -.097

実行可能性評価 Q10s15:バイオマスプラスチック等、再生可能資源で生産された製品は、簡単に手にすることができると思う。 -.031 -.156 .089 .555 .167 .141
実行可能性評価 Q10s13:詰め替え容器に入った製品や簡易包装の製品を選べる環境が身近にあると思う。 .012 .274 -.001 .545 -.055 .070
責任帰属の認知 Q10s6:プラスチックによる環境問題の責任は、政府や自治体、個人よりもプラスチック製品を提供する企業に

ある。
-.012

.125 -.001 -.046 .740 .006

責任帰属の認知 Q10s5:プラスチックによる環境問題の責任は、個人や企業よりも政府や自治体にある。 .037 -.028 -.001 .048 .732 -.081
費用便益評価 Q10s18:プラスチック対策に貢献できる適切な消費行動をとるのは容易だ。 -.006 .037 .053 .039 .016 .729
費用便益評価 Q10s17:詰め替え容器に入った製品や簡易包装の製品を選ぶことは負担にならない。 .082 .354 -.002 -.026 -.097 .464
累積寄与率 47.7% 57.6% 64.2％ 74.3％ 77.9% 80.8%

※因子抽出法: 最尤法、回転法: Kaiserの正規化を伴うプロマックス法、上記表内の因子負荷量0.35以上は太字

アンケート結果を「広瀬モデル」に沿って考えていく前に、、、

まず「それぞれの要素がアンケートによってちゃんと測定できたか？」を確かめる必要

因子分析と呼ばれる手法を用いて、質問によって測定しようとした要素が結果から導き出せるか検討した
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2-3. 何がわかったか：構成要素の抽出①



因子1:
目標意図

因子2:
行動意図

Q10s10:水筒やマイカップ等の繰り返し使用できる製品を積極的に使うべきだ。 .803 .066

Q10s11:詰め替え容器に入った製品や簡易包装の製品を選ぶべきだ。 .801 .065

Q10s23:耐久消費材のプラスチック製品は、使用直後に廃棄せずに手入れしながら（今後とも）長く大切に使いたい。 .053 .773

Q10s24:使い捨てではなく、リターナブル容器に入った製品を（今後とも）選びたい。 .086 .765

α係数 .844 .809

因子間相関 1.000 .778

1.000

寄与率 72.1% 13.1%

累積寄与率 72.1% 85.2%

狙った要因だけをうまく評価できた質問と、他の要因からの影響も

受けた質問とがあった

アンケート項目の参考にした先行研究との差は何か？ →今後の課題
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2-3. 何がわかったか：構成要素の抽出②

※因子抽出法: 最尤法、回転法: Kaiserの正規化を伴うプロマックス法、上記表内の因子負荷量0.35以上は太字



環境リスク認知

責任帰属認知

対処有効性認知

実行可能性評価

便益・費用評価

社会規範評価 行動意図

目標意図

.69

.19

.08

.27

.17

.24

.27

図11 プラスチック配慮行動のパス結果(標準化係数)

p<0.1, GFI=0.997, 
AGFI=0.981,CFI=0.997, 
RMSEA=0.045

• 因子分析で抽出した各要因が「広瀬モデル」に沿った関係になっているか、共分散構造分析

と呼ばれる手法を用いて検討した

→要素同士が異なった結びつきをしていることが示唆された

• 要素同士がどのような関係になっているか、他の環境問題についての研究も参考にして検討

したところ、下図のような構造が成立していそうなことが分かった
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2-3. 何がわかったか：「広瀬モデル」に基づく検討



環境リスク認知

責任帰属認知

対処有効性認知

実行可能性評価

便益・費用評価

社会規範評価 行動意図

目標意図

.69

.19

.08

.27

.17

.24

.27

図11 プラスチック配慮行動のパス結果(標準化係数)

p<0.1, GFI=0.997, 
AGFI=0.981,CFI=0.997, 
RMSEA=0.045
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目標意図

10, 水筒やマイカップ等の繰り返し使用できる製品を積極的に使うべきだ。

11, 詰め替え容器に入った製品や簡易包装の製品を選ぶべきだ。

12, バイオマスプラスチックやリサイクルプラスチック等で生産された製品を選ぼうと思う。

2-3. 何がわかったか：「広瀬モデル」に基づく検討



調査結果まとめ

• 目標意図と行動意図に関わる要因の関係性を解析した

• 実行可能性評価と費用便益評価は目標意図よりも行動意図に関係した

→プラスチック問題特有の「意識・行動」の構造の理解につながる可能性

今後の展望

• 「広瀬モデル」に基づいた社会心理学的解析の深化

• 属性やプラスチック問題の捉え方によって要因の関係性が異なる可能性

• 消費者の行動を促す具体的なアプローチの提言
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2-3. 何がわかったか：まとめと今後の展望



まとめ 本研究は、環境研究総合推進費S-19テーマ2 サブテーマ(2)「持続可能なプラスチック
利活用社会への移行に向けた将来デザイン研究」の助成を受けたものです
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○ 大規模アンケート調査によるプラ製品のグループ化

⇒ 各グループに含まれる製品の特性に合わせた有効な方策を探る

○ 消費者意識・行動に関わる要因の社会心理学的解析

⇒ 行動変容に繋げるための価値観・ライフスタイルの差を探る

意識・行動を切り口にプラスチック製品それぞれに最適な方策を提案する

プラスチック製品に対する意識・行動

個人の属性情報 価値観・ライフスタイル

← 必要性・代替認知性により理解
（プラ製品のグループ化）

← 環境配慮行動により理解
（社会心理学的解析）
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