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1 はじめに 

本書は，一般市民への水素ステーションの情報提供が受容性にもたらす影響について解

析した結果をまとめたものである．水素ステーションにかかわるリスク情報を一般市民に

提示した場合，その受容性やリスクイメージがどの程度，もしくはどのように変化するのか

を明らかにすることは，水素ステーションに関する情報提供やリスクコミュニケーション

のあり方を検討するうえで重要である．たとえば，多くの人が理解できる情報提供の方法や，

水素ステーションに関するリスク認知の特徴をまとめ，それを情報提供の場に生かすこと

で，住民や利害関係者と，より円滑なコミュニケーションがとれ，信頼関係が作られると期

待される． 

まず，国内外の既存研究についてレビューし，受容性調査の質問項目を決定するために必

要な背景情報をまとめた．そのうえで，SIP エネルギーキャリア「エネルギーキャリアの安

全性評価研究」において実施した調査結果をまとめ，結果を情報提供の場に適用する際の示

唆を記した． 

 

2 既存研究のレビュー 

2.1 諸外国における評価 

水素ステーションの社会受容に関して，社会受容性調査の枠組みを確立し，アンケート

の質問項目を精査することを目的としてレビューを行った．ここでは，水素ステーション

に対する認識や受容性の変化に関する解析が行われている既存研究を抽出するものとし

た．リスク受容性の変化を定量的に解析する一つの方法として，リスク受容モデルの構築

がある．これは，受容性を説明する代表的な因子を抽出して「水素ステーション受容モデ

ル」等を複数のグループごと，複数の年ごとに構築し，モデル構造の変化や因子間の因果

関係の強さの変化を考察するものである．このように構築されたリスク受容モデルは，リ

スク受容特性を端的に説明することができることから，社会受容を促す提案を検討する際

に有用とされている（Tarigan et al., 2012b; Huijts et al., 2013）． 

本書でも，諸外国における水素ステーションまたは燃料電池車に対する認識や社会受容

に関して，定量的な調査・解析を行っている事例を整理した（表 1 参照）．  
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表 1 諸外国における水素ステーション，燃料電池車の社会受容に関するモデル構築例

（調査年順） 

出典 国，調査

年，対象 

回答者 質問項目，

提供した情

報など 

構築したモデル，モデ

ルの説明因子など 

主な結論 

O’Garra et 

al. 2008 

イギリス

（ロンド

ン），2003

年，水素

ステーシ

ョン 

調 査 票 を

800名に郵

送し，245人

は対面調査

に よ る 回

答，131人は

調査票によ

る回答． 

仮想の水素

ステーショ

ンに対し，

設置の賛否

を問う．3ヶ

月後に身近

な GS が水

素ステーシ

ョンに置き

換わると仮

定． 

Multinominal logitモデ

ルにより，水素ステー

ション設置賛成の比

率をモデル化． 

個人属性（年齢性別，

年収等），地域への帰

属度合い（5年以上住

み続けたいか，住民説

明会等に参加する意

志等），問題意識（既

存のGSに対する印象，

環境問題への関心，安

全対策に対する信頼

度等），水素に関する

知識を説明因子に用

いる． 

自宅からGSまでの距離

で区分し，解析した．

200-500 mの群が最も反

対の傾向が強く，それよ

り近傍の場合は反対の

傾向が弱い（ただし，有

意差等が示されていな

い）． 

低所得者のほうがより

反対の傾向が強い． 

Tarigan et 

al., 2012a, 

b 

ノルウェ

ー

（Stavang

er市），

2006年と

2009年，

燃料電池

車と水素

ステーシ

ョン 

電話調査．

水素ステー

ションから

1 km以内に

居住する人

400人，それ

以遠に居住

する人 600

人． 

燃 料 電 池

車，水素ス

テーション

が試験的に

導入済みの

地 域 で あ

る． 

Multinominal logitモデ

ル，構造方程式モデリ

ング（SEM）によるモ

デル化．燃料電池車と

水素ステーションに

対する知識，環境問題

に対する態度を説明

因子に用いる． 

水素ステーションから1 

km以内に居住する群で

は，水素ステーションに

関する知識の度合いが

環境問題に対する態度

に影響する傾向が見ら

れた．それ以遠に居住す

る群では，知識と態度の

関連性が小さくなる傾

向，知識があるほど受容

性が低下する傾向がみ

られた． 

Huijts et 

al., 2013, 

2014, 2015 

オ ラ ン

ダ，2010

年，水素

ステーシ

ョン 

市民モニタ

ーをオンラ

インで2050

名選択し，

1214名から

回答．うち，

情報提供あ

り800名）．

GS の 近 傍

500m に 住

んでいる人

が十分か確

認． 

仮想の水素

ステーショ

ンに対し，

何か行動を

起こすか尋

ねる． 

与えた情報

は，①水素

を燃料とし

て使うこと

に関する中

立 的 情 報

（コスト，

リスク，ベ

ネ フ ィ ッ

ト），②水素

の技術，③

ステークホ

ルダーごと

の代表的な

意見 

構造方程式モデリン

グ，回帰分析によるモ

デル化． 

個人属性（年齢性別，

年収等），個人の規範

意識，工業製品への信

頼度，技術がもたらす

メリット（デメリッ

ト）に対する認知の大

きさ，等の心理学的変

数を用いてモデル化

している． 

水素ステーション設置

賛成派と反対派で異な

るモデルが構築される．

情報提供した場合にお

いては，賛成派では合理

性を重んじて行動する

計画的行動理論（Theory 

of Planned Behavior）に，

利他的に行動する規範

モデル（Norm Activation 

Model）の因子が加わる

ことで説明される．反対

派では計画的行動理論

のみ． 

自宅からGSまでの距離

が大きいほど賛成，工業

地帯ほど賛成の傾向が

見られる． 

教育水準，年収，持ち家

かどうかは効かない． 

GS：ガソリンスタンド  
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表１ 諸外国における水素ステーション，燃料電池車の社会受容に関するモデル構築例

（調査年順）（つづき） 

出典 国，調査

年，対象 

回答者 質問項目，

提供した情

報など 

構築したモデル，モデ

ルの説明因子など 

主な結論 

小野と恒見

2014，Ono 

& Tsunemi 

2017 

日 本 ，

2014年，

水素ステ

ーション 

インターネ

ット調査． 

日本全国に

居 住 す る

2000人程度 

仮想の水素

ステーショ

ンに対し，

設置の賛否

を問う． 

構造方程式モデリン

グによるモデル化（図

1参照）． 

知識・社会問題への関

心，リスク回避志向性，

個人属性（年齢，性別等）

により説明される（図1

参照）． 

Itaoka et al. 

2015 
日 本 ，

2015年，

水素ステ

ーション 

インターネ

ット調査． 

日本全国に

居 住 す る

3000人程度 

仮想の水素

ステーショ

ンに対し，

設置の賛否

を 問 う ．

2008，2009

年 の 調 査

（ 郵 送 調

査）と比較

する． 

回帰分析． 

回帰分析の説明因子

のうち寄与の大きか

ったものは，①水素ス

テーションの存在を

心配に思うかどうか，

②水素ステーション

がこれから社会に必

要になると思うか，③

社会は新しい技術を

受け入れるべきとい

う意見に賛成かどう

か，④水素ステーショ

ンの技術的信頼は高

いと思うか． 

水素ステーションの認

知度は2008年（2009年）

からは大きく向上した

が，受容すると回答した

人の比率の変化は大き

くなかった．左記の４つ

の質問の回答から，受容

性を説明できる可能性

が示された． 

GS：ガソリンスタンド 

 

受容性調査は仮想の水素ステーションに対し，設置の賛否を問うものが多かった．ま

た，水素ステーションに関する定量的なベネフィット情報やリスク情報を提供し，それが

受容性にもたらす影響について解析した研究は，調査した範囲では見つけることができな

かった． 

Huijts らによるオランダでの研究事例（Huijts et al., 2013; Huijts et al., 2014）では，水素

を燃料として使うことに関する中立的情報（コスト，リスク，ベネフィット）を提示し，

水素ステーション導入の賛否を問うたのち，賛成派，反対派についてそれぞれモデルを構

築している．賛成派は反対派よりも個人の規範がより良い説明因子となっているものの，

教育水準，年収といった属性は強い説明因子とはなっていないことを報告している．ま

た，回答者の住居からガソリンスタンドや工場地帯までの距離でも説明できることを報告

している． 

回答者の住居からガソリンスタンド（GS）までの距離と受容性に関しては，複数の報告

事例があるが，結果は一様ではない．オランダの研究では，自宅が GS に近いほど水素ス

テーション設置に反対の傾向が見られた（Huijts et al., 2015）のに対し，イギリスの研究で

は，距離が 200 m 以下の群では，200-500 m の群より反対傾向が弱いと報告された

（O’Garra et al., 2008）． 
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また，水素や水素ステーションに関する認識の変化や知識の多寡と受容性の関係につい

ても，複数の報告事例がある．ノルウェーの研究では，自宅が水素ステーションから 1 km

以遠にある回答者の群では，知識があるほど受容性が低下する傾向がみられた（Tarigan et 

al., 2012b）．また，日本の研究事例では，2008 年，2009 年の調査結果と 2015 年の調査結果

とを比較したところ，水素ステーションの認知度は大きく向上したが，受容すると回答し

た人の比率の変化は大きくなかったことが報告されている（Itaoka et al., 2008）． 

 

2.2 産総研における水素ステーションのリスク認知調査 

産総研の研究（小野と恒見，2014; Ono & Tsunemi, 2017）は，リスクがどのように認知さ

れるかの特徴を表すとされる２つの因子である「恐ろしさ因子」と「未知因子」（リスク認

知の二軸と呼ばれる）を因子分析により定量可能とすることにより，他の新規技術などのリ

スクと性質がどのように異なるかを比較可能とした調査・解析である．以下，この研究につ

いて詳しく説明する． 

本調査は，日本全国に居住する 2000 人程度を対象にしたオンラインアンケート（2014 年

1 月実施）である．「水素スタンドとは」「水素供給の仕組み」について定性的な情報を提示

した後，水素ステーションをガソリンスタンド（GS）に併設することを受容するか，およ

び新しく建設を受容するかについて 4 段階で問うた．水素ステーションの情報は提示して

いるものの，ほとんどの回答者は水素ステーションを実際に見ていないため，水素や GS の

既存のイメージにもとづいての回答が多かった．同時に，回答者には年齢，職業，最終学歴，

年収（世帯および個人），18 歳以下の子どもの有無，車の所有と使用状況，自宅から GS ま

での距離，公共交通の使用状況，等の属性を尋ねた．また，エネルギーや水素に関する知識

について尋ね，正答数をスコア化した．因子分析に供した項目は，エネルギー問題への意識

を問う設問，水素ステーションに対する恐ろしさ因子および未知因子に関する設問，リスク

回避志向性に関する設問である．水素ステーションに対する恐ろしさ因子に関する問いは，

具体的には「事故が起こると命にかかわるような被害が発生することがある」，「一度に多く

の被害者が出る」と「水素ステーションの周辺に重大な影響が出る」である．未知因子に関

する問いは，「水素ステーション設置によりどのような事故が起こるかわからない」，「水

素ステーション設置により事故の結果どのような被害があるかよくわからない」，「あなた

の周りの人々は水素ステーション設置による被害について正確な知識を持っていると思う」

と「水素ステーションについて，もっとマスコミに情報提供してほしい」である．リスク回

避志向性とは，リスクを受容する性向の強さ，慎重さ，無謀さ等であり，既報アンケート（天

野ら，2013; 木下と吉野, 2007; 楠見, 1994; 村上ら, 2013）の項目を参考に設定した． 

因子分析には統計解析ソフト R の psych パッケージを用いた．ここでは固有値 1 以上と

なる因子について因子分析を行うものとし，抽出法は主因子法，回転法はプロマックス回転

とし，因子得点を求めた．構造方程式モデリングについては，上記で尋ねた設問どうしの因

果構造を予めいくつか仮定し，R の lavaanパッケージを用いてモデルのパス係数を求めた．
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適合度の指標には赤池情報量基準（AIC）を用いるものとし，AIC が最も小さくなる構造を

持つものを最良のモデルとみなした． 

因子分析により，複数の設問を集約し因子を設定することができたものの，当初の想定と

は異なり有意な説明因子とならない因子も複数見られた．たとえば，「恐ろしさ因子」によ

ってリスク認知の特徴を説明できる一方で，「未知因子」は有意な説明因子とならないこと

が示された． 

本調査結果から構築された受容モデルを図 1 に示す．このモデルのパス係数の絶対値は

因果関係の強さを表している．これによると，年令や性別，自宅から GS までの距離といっ

た属性よりも，水素ステーションに対する恐ろしさ因子により，水素ステーション設置に対

する認識がより良く説明されることが示唆された． 

 

図 1 水素ステーション受容モデルの例（Ono & Tsunemi 2017） 

注）数字は構造方程式モデリングのパス係数．絶対値が大きいほど関連が高いことを示

す．*：因子分析により集約した因子． 

 

3 リスク評価結果を提示した社会受容性調査 

定量的なリスク情報やベネフィット情報等の提示の有無が水素ステーションの受容性に

もたらす差を明らかにするために，受容性調査を実施した．水素ステーションに関して定量

的な情報を提示した受容性調査は，日本では初めてである．調査の特徴は，水素ステーショ

ンの一般的な説明のほかに，リスクや安全対策などについて定性／定量的なデータを提示

し受容性を問うものとしたが，データの提示がある群とない群を設け，その差を解析できる

ようにしたことである． 

ここでは対面アンケートとオンラインアンケートをそれぞれ実施した．それぞれ利点と

欠点があるものの，異なる手法で実施したアンケート結果を相補的に解釈することで，より

正確な解釈が可能になると判断した．利点と欠点は以下の通りである． 

対面アンケートは回答時間を長く設定でき，提供する情報の量や質をコントロールしや

すいという利点がある．したがって，回答者の設問に対する理解を得られやすく，より信頼

性の高い調査結果を得ることができる．欠点は，時間的費用的制約から多くの参加者を募る

ことが難しいことである． 

オンラインアンケートは短時間で多くの回答者から回答を得られることが利点である．

回答者数が大きければ個人属性を細かくカテゴリー化できるなど，詳細な解析が可能とな

る．また，2.2 項で述べた産総研の先行研究と情報提示以外の条件を揃えてアンケートを実
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施すれば，結果が比較可能であることも実施した理由である．しかし，以下の理由から，結

果の解釈に注意が必要である．まず，オンラインアンケートは回答に要する時間を長くでき

ないという制限があるため，提供する情報の量を減らさざるを得ない．回答者が尋ねられて

いる状況を理解しての回答をすることは，対面アンケートよりも難しいと推察される．さら

に，回答者がウェブの利用者に限定されている点で，偏りが排除できないことは根本的な欠

点である．  

以下，対面アンケートとオンラインアンケートについて，それぞれ方法と結果を示す． 

 

3.1 対面アンケート 

 方法 

 2017 年 12 月に調査を実施した．調査手段は，説明会形式の対面式のアンケートとした．

回答者は，調査会社のモニターとして登録していた東京都，千葉県，埼玉県，神奈川県に居

住する 240 名とした． 

 回答者に提示した情報を表 2 に示した．ベネフィット情報は全員に同じものを提示し，リ

スク情報と安全対策情報は表 3 に示す通り，情報提示の有無により６群を設定した．各群の

人数は 40 名ずつとした． 

 回答者は指定した日時に東京都下にある会場に集まってもらい，アンケートに回答した．

会場のレイアウトを図 2 に示す．１回あたりの回答さの人数が最大 20 名となるよう実施回

数を調整した．調査員が前に立って説明したのち，回答者が質問に回答した． 

 流れは以下の通りとした． 

1) エネルギーと水素に関する知識を問う質問（調査員が読み上げ，回答者からの質問

には返答しない．以下同じ） 

2) 水素ステーションに関する説明とベネフィット，リスク，安全対策の説明 

3) 水素ステーション設置の賛否を問う質問 

 尋ね方は以下の２通りとした．  

⚫ あなたの家の隣に水素スタンドが新しく建つことについてどう思いますか． 

⚫ あなたの家に最も近いガソリンスタンドの一部が水素スタンドになったら，あなた

はどう思いますか． 

 回答者には燃料電池車を利用している場合，利用していない場合を想定してもらうも

のとした．前提条件の文はそれぞれ「あなたが燃料電池車を持っていて，ほぼ毎日乗っ

ているとします．」，「あなたは燃料電池車を持っておらず，当面買う予定もありませ

ん．」とした． 

4) 因子分析用の質問 

⚫ 水素ステーションに関するリスク認知 

⚫ 環境問題に対する意識 

⚫ リスク受容・回避性（個人の性格） 



9 

 

5) 個人属性に関する質問（性別，最終学歴，年収，家族（18 歳未満の子どもがいる

か），車の使用頻度，自宅から最寄りのガソリンスタンドまでの距離） 

水素ステーションに関する説明や情報を与えてから受容性やリスク認知を問うことで，

情報の影響を観察できる設計とした．説明から回答の所要時間（平均）は 1 時間程度（最

大で 1 時間 30 分）となるように説明文と質問項目を調整した． 

 

表 2 提示した情報 

カテゴリー 内容 提示した情報（下記注参照） 

ベネフィット情報 

（全員に提示） 

大気汚染物質排

出削減と二酸化

炭素排出削減 

a：定性的情報 

リスク情報 死亡のリスク A：リスクの絶対値のみを提示 

B：リスクの絶対値＋リスクの一般的な

許容レベル 

ステーションの安全対策 防護壁・構造 - 

注：提示した情報の文言は以下の通り． 

［ベネフィット情報］ 

a：定性的情報 

「燃料電池車が走るとき，水を出しますが，二酸化炭素は出しません．また，ガソ

リン車が出す排気ガスも出ないため，ガソリン車が燃料電池車に置き換わると道

路の周りの空気が汚れません．」（定量的な情報はなし） 

［リスク情報］ 

A：リスクの絶対値のみを提示（表 3，図 3～6 において R+と表記） 

「この水素スタンドの隣りの家に，あなたが住んでいたとします．水素スタンドか

らは約 10 メートル離れています．水素スタンドが爆発したり火がついたことを

考えたとき，強い風や炎による火傷であなたが死んでしまうリスクは，大きめに

見積もって 1 年あたり 0.0000001（１億分の１）よりも小さいことが，計算によ

りわかっています．」 

B：リスクの絶対値に加えてリスクの一般的な許容レベルを提示（表 3，図 3～図 6

において R++と表記） 

「（上記 A に加えて）これは，安全とされる目安「1 年あたり 10-5（10 万分の

１）」を大きく下回っています．」 

［安全対策情報］（表 3，図 3～図 6 において M+と表記） 

「水素が空気より軽いという性質を利用し，水素スタンドは，水素が漏れた場合も

水素がたまりにくく，広がって薄まりやすいように設計されています．鉄やコン

クリートでできた防護壁が設けられており，爆発しても敷地の外への影響を防ぐ

ことができます．」 
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表 3 情報の提示パターン 

群 

番号 

ベネフィット情報 リスク情報の提示 安全対策情報 

1 ○ ○（R+） ○（M+） 

2 ○ ○（R++） ○（M+） 

3 ○ ☓（R-） ○（M+） 

4 ○ ○（R+） ×（M-） 

5 ○ ○（R++） ×（M-） 

6 ○ ☓（R-） ×（M-） 

注：〇：提示あり．×：提示なし．ベネフィット情報（定性的）は全員に提示するものとし

た． 

 

 

図 2 対面アンケート会場のレイアウト 

 

 結果 

(1) 基本統計量 

 回答者の基本統計量を表 4 に示す．産総研の行った予備調査（Ono & Tsunemi, 2017．2.2

項参照）より世帯年収が高く，また車所有率が低いという差があった．これは回答者が 1

都 3 県の居住者であることに起因していると考えられる． 
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表 4 回答者の基本統計量（対面アンケート，N=240） 

属性  [％] 

性別-女性  50.0  

平均年齢（標準偏差）                       43.5 歳（14.3 歳） 

年齢分布   

 18-29 歳 20.8  

 30-39 歳 19.6  

 40-49 歳 19.6  

 50-59 歳 20.4  

 60 歳以上 19.6  

世帯年収   

 200 万円未満 2.9  

 200 万円以上 400 万円未満 15.8  

 400 万円以上 600 万円未満 22.5  

 600 万円以上 1000 万円未満 32.9  

 1000 万円以上 12.5  

 わからない/答えたくない 13.3  

最終学歴-短大卒以上 55.0 

車を所有している  66.3 

車の使用頻度※所有者のみ  

 週に 1 回以上 88.1  

 週に 1 回未満 11.9  

戸建住宅に居住  47.1  

18 歳以下の子どもがいる 32.9 

最寄りのガソリンスタンドまでの距離  

 50 m 未満 2.5  

 50 m〜300 m 未満 18.3  

 300 m～1 km 未満 55.4  

 1 km～5 km 未満 15.4  

 5 km 以上 1.3  

 わからない 7.1  
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(2) 受容性 

 以下，水素ステーションの受容性に関して「問題であると思う」～「問題でないと思う」

の 4 段階で尋ねた結果についてまとめた．水素ステーション設置に対して，「どちらかと言

えば問題でないと思う」「問題でないと思う」との回答した人を「受容した」とみなすと，

自分の家の隣での建設を想定した場合は平均で 5 割弱，自宅の最寄りのガソリンスタンド

での建設を想定した場合は平均で 8 割以上の回答者が受容していた．  

 男女による受容性の差については，燃料電池車の利用者を想定してもらった場合で，「最

寄りのガソリンスタンドに水素ステーションが併設される」ことを想定した場合のみ，統計

的に差があった（10％で有意）．最終学歴，年収，家族（18 歳未満の子どもがいるか），車の

使用頻度，自宅から最寄りのガソリンスタンドまでの距離についてそれぞれ，受容する人の

割合の差に統計的有意差があるかを検定したものの，有意差は見られなかった． 

 リスク情報の提示と受容性の関係については，以下の結果が得られた． 

「あなたの家の隣に水素スタンドが新しく建つ」ことを想定して答えてもらった場合（図 4

と図 5），リスク情報を提供した群において受容性が高まった．また，リスクの絶対値に加

えてリスクの一般的な許容レベルを提示した群のほうが，受容性がより高まった．家の隣に

ステーションが建つことを想定すると，単純に恐ろしいイメージではなく，それはどの程度

の恐ろしさなのかを考える回答者が多かったということになる．一方で，「最寄りのガソリ

ンスタンドに水素ステーションが併設される」ことを想定した場合（図 6 と図 7）では，リ

スク情報を提供しない群がより受容する割合が高いという結果になった． 

 安全対策情報の提示と受容性の関係については，情報を提示すると，いずれの場合（図 4

～図 7）においても受容した人の比率が低くなった（統計的な有意差はなし）．  
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図 3 情報の有無と水素ステーションの受容性（燃料電池車使用者，自宅に隣接） 

質問：あなたが燃料電池車を持っていて，ほぼ毎日乗っているとします．あなたの家の隣

に水素スタンドが新しく建つことについてどう思いますか． 

 

 

.：Kruskal-Wallisの順位和検定 10％で有意 

 

図 4 情報の有無と水素ステーションの受容性（燃料電池車不使用者，自宅に隣接） 

質問：あなたは燃料電池車を持っておらず，当面買う予定もありません．あなたの家の隣

に水素スタンドが新しく建つことについてどう思いますか．  
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図 5 情報の有無と水素ステーションの受容性（燃料電池車使用者，最寄りの GS） 

質問：あなたが燃料電池車を持っていて，ほぼ毎日乗っているとします．あなたの家に最

も近いガソリンスタンドの一部が水素スタンドになったら，あなたはどう思いますか． 

 

 

 

図 6 情報の有無と水素ステーションの受容性（燃料電池車不使用者，最寄りの GS） 

質問：あなたは燃料電池車を持っておらず，当面買う予定もありません。あなたの家に最

も近いガソリンスタンドの一部が水素スタンドになったら，あなたはどう思いますか． 
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3.2 オンラインアンケート 

 方法 

 2017 年 1 月に調査を実施した．調査手段は，PC，タブレット，スマートフォン等を利用

してウェブ上の設問にアクセスした回答者から回答を得るウェブ調査（本書ではオンライ

ンアンケートと書く）とした． 

 回答者は，全国に居住する 18 歳以上の男女 9000 名とした．居住地８セグメント（北海

道，東北，関東，中部，近畿，中国，四国，九州），年齢構成５セグメント（18-29, 30-39, 

40-49, 50-59, 60+）性別は男女の２セグメント，合計 80 セグメントを考慮し，居住地，年

齢，性別構成が実際の比率に可能な限り準拠するよう，回答者を選定した． 

 回答者に提示した情報を表 5 に示した．回答者 9000 名を，表 6 に示すように 18 群に分

け，それぞれの群で情報提供の有無，および質を変化させた．  

 質問の流れは以下の通りとした． 

1) エネルギーと水素に関する知識を問う質問 

2) 水素ステーションに関する説明とベネフィット，リスク，安全対策の説明 

3) 水素ステーション設置の賛否を問う質問 

尋ね方は以下の２通りとした．どちらも自宅からの距離は回答者がイメージする

ものとした（「自宅の隣に」とは指定していない）．また，「ご自身が燃料電池車の

使用者と考えてください」との条件は付けなかった． 

⚫ あなたの家の最寄りのガソリンスタンドが水素スタンドとして水素の販売を行

う（水素とガソリンを併売する）ことについてどう思いますか． 

⚫ あなたの家の近くに水素とガソリンを併売するスタンドが新しく建つことにつ

いてどう思いますか． 

4) 因子分析用の質問 

⚫ 水素ステーションに関するリスク認知 

⚫ 環境問題に対する意識 

⚫ リスク受容・回避性（個人の性格） 

5) 個人属性に関する質問（性別，学歴，居住の都道府県，居住市町村の人口規

模，年収，家族，車の使用頻度，自宅から最寄りの GS までの距離） 

対面アンケートと同様，水素ステーションに関する説明や情報を与えてから受容性やリ

スク認知を問うことで，情報の影響を観察できる設計とした．オンラインアンケートの一

般的な回答時間を考慮して，本アンケートの回答所要時間が平均 10 分程度となるよう選

択肢を吟味した． 
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表 5 提示した情報 

カテゴリー 内容 提示した情報（下記注参照） 

ベネフィット情報 大気汚染物質排出削減と

二酸化炭素排出削減 

a：定性的情報 

b：定量的情報 

リスク情報 死亡および鼓膜損傷のリ

スク 

A：リスクの絶対値のみを提示 

B：リスクの絶対値＋リスクの一

般的な許容レベル 

ステーションの安全対策 防護壁・構造 - 

注：提示した情報の文言は以下の通り． 

［ベネフィット情報］ 

a：定性的情報 

「ガソリン車が出していた排気ガスが出なくなり，大気汚染物質が減ります．燃料

電池車が走るときには二酸化炭素を出しません．水素を，化石燃料を使わずに作

ることができた場合，二酸化炭素の排出量が減り，地球温暖化防止につながりま

す．」 

b：定量的情報 

「ガソリン車が出していた排気ガスが出なくなり，大気汚染物質が減ります．燃料

電池車が普及した場合，二酸化窒素（にさんかちっそ）の濃度が現在の 0.0077 

ppm から 2030 年には 0.0071 ppm に二酸化硫黄（にさんかいおう）の濃度が

0.00144 ppm から 0.00143 ppm になるとされます．【関東地方の平均．ppm は百万

分の一を表す気体の濃度の単位】 

  燃料電池車が走るときには二酸化炭素を出しません．水素を，化石燃料を使わず

に作ることができた場合，二酸化炭素の排出量が減り，地球温暖化防止につなが

ります．燃料電池車が普及した場合（乗用車の約 30％程度）、2030 年では 1 年あ

たり 1500 万 t 以上の排出が減るとされます．これは 2010 年の日本の二酸化炭素

排出量の 1.2％に相当します．」 

［リスク情報］ 

A：リスクの絶対値のみを提示 

「水素が漏れて爆発が起きると，水素スタンドの敷地外にいる人に影響がある可能

性があります．鼓膜が破れるリスクは，最大で 1 年あたり 10-5（10 万人に一人）

ですが，それによって死に至ることはありません．死亡のリスクは 1 年あたり

10-12（１兆人に一人）よりはるかに小さいです．」 

B：リスクの絶対値とリスクの一般的な許容レベルを提示 

「（A に加えて）これは，安全とされる目安「1 年あたり 10-5（10 万人に一人）」を

大きく下回っています．」 

［安全対策情報］ 

「爆発しても，コンクリート製の壁により，住宅の壁やガラスが壊れるといった敷

地外への影響を防ぎます．水素スタンドは，水素がたまりにくい構造になってい

ます．水素は空気より軽いので，漏れた場合は上方向に拡散し，薄まるため火が

つきにくくなっています．」 
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表 6 情報の提示パターン 

群番号 ベネフィット情報 リスク情報 安全対策情報 

1 ○a ○A ○ 

2 ○a ○A ☓ 

3 ○a ○B ○ 

4 ○a ○B ☓ 

5 ○a ☓ ○ 

6 ○a ☓ ☓ 

7 ○b ○A ○ 

8 ○b ○A ☓ 

9 ○b ○B ○ 

10 ○b ○B ☓ 

11 ○b ☓ ○ 

12 ○b ☓ ☓ 

13 ☓ ○A ○ 

14 ☓ ○A ☓ 

15 ☓ ○B ○ 

16 ☓ ○B ☓ 

17 ☓ ☓ ○ 

18 ☓ ☓ ☓ 

○：情報の提示を行う，☓：情報の提示を行わない．a, b, A, B の意味は表 5 参照．回答

者数：各群 500 名．さらに 250 名ずつの 2 群に分け，それぞれ，ア）ステーション導入

を「良いと思うか」，イ）「問題であると思うか」と別々の尋ね方をした（「フレーミン

グ効果」を見るため）． 
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 結果 

(1) 基本統計量 

 回答者の基本統計量を表 7 に示す．最終学歴や車の使用状況などについて，代表性があ

るかの検定は行っていないものの，2014 年に産総研が実施した調査と著しい乖離はないこ

とを確認した． 

表 7 回答者の基本統計量（オンラインアンケート．N=9000） 

属性  [％] 

性別-女性  50.0  

平均年齢（標準偏差）         45.9 歳（14.3 歳） 

年齢分布   

 18-29 歳 17.2  

 30-39 歳 18.8  

 40-49 歳 22.8  

 50-59 歳 18.8  

 60 歳以上 22.4  

地域分布   

 北海道 4.1  

 東北 7.1  

 関東 34.1  

 中部 16.5  

 近畿 17.7  

 中国 5.5  

 四国 3.6  

 九州 11.4  

世帯年収   

 200 万円未満 7.0  

 200 万円以上 400 万円未満 17.7  

 400 万円以上 600 万円未満 17.7  

 600 万円以上 1000 万円未満 17.6  

 1000 万円以上 7.1  

 わからない/答えたくない 32.9  

最終学歴-短大卒以上 44.7  

車を所有している  81.0  

車の使用頻度※所有者のみ  

 週に 1 回以上 92.2  

 週に 1 回未満 7.8  

戸建住宅に居住  57.3  

18 歳以下の子どもがいる 26.0  

最寄りのガソリンスタンドまでの距離  

 50 m 未満 5.5  

 50 m〜300 m 未満 30.2  

 300 m～1 km 未満 36.7  

 1 km～5 km 未満 15.7  

 5 km 以上 2.2  

 わからない 9.8 
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(2) 受容性 

水素ステーションの受容性に関して「問題であると思う」～「問題でないと思う」の 4

段階で尋ねた結果は以下のようになった．まず，併設・新設の賛否について尋ねた結果を

図 7 に示す．水素ステーション設置に対して，「どちらかと言えば問題でないと思う」「問

題でないと思う」との回答した人（受容した人）は，「あなたの家の最寄りのガソリンス

タンドが水素スタンドとして水素の販売を行う（水素とガソリンを併売する）ことについ

てどう思いますか」と尋ねた場合（併売）で 7 割以上であり，おおむね好意的であった．

2014 年調査では約 65％（Ono & Tsunemi, 2017）であり，これよりも増加した． 

性別による差について図 8 に示す．男性のほうが好意的で，受容した人の比率の男女差

は，併売で 9％，「あなたの家の近くに水素スタンドが新しく建つことについてどう思いま

すか」と尋ねた場合（新設）で 10％であった（どちらも Mann-Whitney U 検定では 1%で有

意）．年齢群による有意な差はみられなかった（Kruskal-Wallis rank sum test による）． 

水素ステーションの普及に地域差がある現状を踏まえ，地域による受容性の差について

図 9 に示した．検定の結果，地域差は 5%で有意（Kruskal-Wallis rank sum test）であった．

関東や関西等の比較的普及している地域よりも，稼働ステーション数の少ない東北や調査

時に稼働のない北海道で受容した人の割合が高かった．  

最終学歴，年収，家族（18 歳未満の子どもがいるか），車の使用頻度，自宅から最寄り

のガソリンスタンドまでの距離についてそれぞれ，受容する人の割合の差に統計的有意差

があるかを検定したものの，有意差は見られなかった． 

 

 

図 7 水素ステーション併設・新設に対する受容性 

質問：あなたの家の最寄りのガソリンスタンドが水素スタンドとして水素の販売を行う

（水素とガソリンを併売する）ことについてどう思いますか（図中の「併売」），あなたの

家の近くに水素とガソリンを併売するスタンドが新しく建つことについてどう思いますか

（「新設」）．両群とも N=4500（情報提供ある群，ない群すべてが対象． 
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図 8 水素ステーション併設・新設に対する賛否の男女差 

（上）質問：あなたの家の最寄りのガソリンスタンドが水素スタンドとして水素の販売を

行う（水素とガソリンを併売する）ことについてどう思いますか． 

（下）質問：あなたの家の近くに水素とガソリンを併売するスタンドが新しく建つことに

ついてどう思いますか． 

各群とも N=2250（情報提供ある群，ない群すべてが対象）． 

***Mann-Whitney’s U test で 0.1％で有意 

 

 

図 9 水素ステーション新設に対する賛否の地域差．各群の差は，Kruskal-Wallis rank sum 

test による検定の結果 5%で有意であった． 

質問：あなたの家の近くに水素とガソリンを併売するスタンドが新しく建つことについて

どう思いますか．カッコ内は N 数（情報提供ある群，ない群すべてが対象）．  
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情報提供による受容性の差異について，図 10 に結果を示す．ベネフィット情報，リス

ク情報，安全対策情報のいずれも，情報提供の有無による差は数％であった（群間の検定

の結果，5％で有意差あり）． 

ベネフィット情報を与えるとない場合より好意的な群の比率が高まった．定量的なベネ

フィット情報を提示した場合，受容した人の比率は 1%低下した（有意差なし）．これはベ

ネフィット情報の数値を見ても，大気汚染物質や二酸化炭素の排出削減量がわずかである

ため，そのベネフィットを認識しづらいためと考えられる． 

リスク情報については，情報を与えると受容した人の比率は低下した．リスクの大きさ

に加えてリスクの許容レベルを提示した場合，リスクの大きさのみの群と比較して差は小

さ（受容した人の比率が 1%高かった．有意差なし）．この結果は，対面アンケートにおけ

る「自宅の最寄りのガソリンスタンドの一部が水素ステーションになったら」と尋ねた場

合の結果とも合致した． 

安全対策に関しては，情報を提示すると，受容した人の比率が 3％低くなった（5％で有

意）．この結果は対面アンケートの結果とも合致した．自宅の最寄りのガソリンスタンド

ではどうかという尋ね方をしている場合は，リスク情報と同じく安全対策情報も恐怖喚起

につながると推察される． 

情報提示条件の異なる 18 群すべての結果を図 11 に示す．これらの群で群間の差の検定

を行ったところ，10％未満で有意になった対は，（ほかの情報提示条件が同じで）安全対

策情報の有無のみ異なっているものである．いずれも，安全対策情報を提示すると受容し

た人の割合が低下していることが示された． 
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図 10 情報の有無と水素ステーション併設の賛否（まとめ） 

質問：あなたの家の最寄りのガソリンスタンドが水素スタンドとして水素の販売を行う

（水素とガソリンを併売する）ことについてどう思いますか． 
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図 11 情報の有無と水素ステーション併設の賛否 

各群 N=250．検定は各 2 群について Mann-Whitney’s U test を実施し，10％未満で有意だ

ったもののみを示した． 

凡例：ベネフィット情報，リスク情報，安全対策情報の順に，次の記号で表す．B+：ベネ

フィット情報（定性的），B++：ベネフィット情報（定量的），B-：ベネフィット情報な

し，R+：リスク値のみ，R++：リスクの絶対値とリスクの一般的な許容レベル，R-：リス

ク情報なし，M+：安全対策情報あり，M-：安全対策情報なし 

 

3.3 考察 

 結果に関する考察とリスクコミュニケーションへの示唆 

 社会受容性調査を実施することによって，水素ステーションの受容性を把握することが

できた． 

 産総研ではこれまでリスク情報等の提供がない場合のアンケートを１回，情報提供があ

る場合のアンケートを２回（対面アンケート，オンラインアンケートをそれぞれ１回ずつ）

行った． 

 情報提示の有無にかかわらず市民は水素ステーションの建設に好意的であることが示さ

れ，自分の家の隣での建設を想定した場合は平均で 5 割弱，自宅の最寄りのガソリンスタン

ドでの建設を想定した場合は平均で 8 割以上の回答者が受容していた．経年的には水素ス

テーションの受容性は向上している傾向が見られた．水素ステーションの受容性に関して，
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みずほ情報総研（2009）によれば，一般には水素ステーションを受け入れたいという意向の

方が強いことが指摘されており，同時に，システムに対する不安（技術の信頼性，事故の種

類や可能性）の認識が受容性を低下させる大きな要素であると指摘されている．本調査でも，

受け入れたいという意向の方が強いという点については同様な傾向が見られた． 

 リスク情報提示と受容性の関係については，次のようにまとめられる． 

 対面アンケートにおいて，「あなたの家の隣に水素スタンドが新しく建つ」ことを想定し

て答えてもらった場合，リスク情報を提供した群において受容性が高まった．また，リスク

の絶対値に加えてリスクの一般的な許容レベルを提示した群のほうが，受容性がより高ま

った．家の隣にステーションが建つことを「当事者の気持ちになって」想定すると，単純に

恐ろしいイメージだけではなく，それはどの程度の恐ろしさなのかを考える回答者が多か

ったということになる．リスク情報というネガティブな情報であっても，それを伝えられる

ことで理解が得られる可能性が高まると解釈できる． 

 一方で，自分の家の隣ではなく，「最寄りのガソリンスタンドに水素ステーションが併設

される」ことを想定した場合では，対面アンケート，オンラインアンケート共に，リスク情

報を提供しない群がより受容する割合が高いという結果になった（オンラインアンケート

においては統計的な有意差あり）．最寄りのガソリンスタンドに水素ステーションが併設さ

れることを想定した場合，もともとの受容性がかなり高かった．その条件でリスク情報が提

示されると，それにより恐ろしさが喚起される人が一定数存在する可能性が示唆された．こ

の恐怖喚起の傾向は，受け入れられるリスクレベルが同時に示されたとしても変わらなか

った． 

安全対策情報の提示と受容性の関係については以下のとおりである．情報を提示すると，

いずれの調査においても受容した人の比率が低くなった（オンラインアンケートにおいて

は統計的な有意差あり）．もともと水素ステーションが「危ない」というイメージが希薄で

あるところに，情報が提示されると，それが安全対策に関するものであっても，それにより

恐ろしさが喚起される人が一定数存在する可能性が示唆された． 

 事業者等が行うリスクコミュニケーションへの示唆として，次のことがいえる．事業者が

水素ステーション建設の際に近隣住民に説明する場合，水素ステーションが隣接する地区

の住民には，リスク情報というネガティブな情報であっても提示し，説明することで理解が

得られやすくなると考えられる．また，それはどの程度のリスクかを示す情報も同時に示す

ことで，より理解が得られやすくなると考えられる． 

 

 情報提示とリスク認知および受容性に関する既存研究 

心理学分野では 1950~60 年代から，情報がもたらすリスク認知の変化に関する議論が行

われてきている．情報量がリスク認知にもたらす影響については，情報量の多さがリスク認

知や選択にポジティブな影響をもたらすとしている研究がある（Crocker, 1986）．一方で，メ
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ディアによる度重なる報道がリスクを過剰に認知させてしまうことを示した研究もある

（Bettman et al., 1986）． 

木下と吉川（1989a; 1989b）は，放射線を利用した科学技術に関して，賛成論，反対論の

両方を伝える両面的コミュニケーションを用いたリスクコミュニケーションを試み，リス

ク認知は変化しないが，情報の送り手や内容に対する信頼は高くなるという結論を得てい

る．広田（2011）は，確率などの数値情報（地震が生起する確率的な予測値）の公開はかな

り肯定的に捉えられているものの，実際には，予報が修正されても，特に数値を解釈する能

力の低い人々にとってはむしろ不安感を高める結果となっている側面があることを指摘し，

「どのようにこれらを利用すべきかに関してはさらに付加的な情報や一定の教育が必要な

可能性がある」と述べている．数値情報の表現法の違いによる影響よりも，情報提供の有無

や個人属性のほうが大きいことを指摘している研究もある（天野ら 2013）． 

中谷内（1995）は，「リスクコミュニケーションによってリスク知覚が上昇しても，それ

は予防接種によって一時的に微熱を発するようなものである．その代償として，後でセンセ

ーショナルにリスク知覚をあおるメッセージに出会っても人々はそれを冷静に受けとめる

ことができるようになる（免疫効果）．したがって，長期的には公正なリスク観をもたらす

ことになる」と述べている．中谷内（1995）は一方で，河川汚濁の程度説明に基準値を用い

た社会実験の結果から，以下のように指摘している．「専門用語に満ち，しろうとにとって

はなじみのない表現で安全基準を説明した場合には，たとえそれがリスクがコントロール

され，安全性が確保されているという内容のものであっても，リスク知覚をやや上昇させて

しまう．（中略）常識的な結論になるが，リスクコミュニケーションにあたってはしろうと

にもわかりやすい表現を工夫することが必要で，専門家にしか通用しない表現ではいたず

らにリスク知覚を上昇させてしまうだけに終わる，といえよう．」「専門的表現による解説は

1 回きりであったが，これも繰り返し行うことによって受け手が専門的表現に慣れ，理解す

ることまではできなくとも，少なくとも不安感が低減し，それにともなって免疫効果が出て

くるということも考えられる．」 

 

 アンケート実施に関する課題 

実施した２つのアンケートにおいては，提示した情報や質問文をできるだけ平易にした

ものの，文言や表現についてはさらなる検討が必要であると考える．本質的な問題として，

ベネフィットやリスクの絶対的な値の小ささ（たとえば 10-6/年）を理解できない可能性が

あり，この点に関してはイラスト等で示すなど，今後検討の余地がある． 

 オンラインアンケートの信憑性については，調査した範囲では一定程度担保されている

と考えられる．その理由として，「最寄りのガソリンスタンドが水素ステーションを併売す

ることを想定」した場合の受容性を，対面アンケートにおいても尋ねたが，情報の有無と受

容性の傾向が両者で一致していたことが挙げられる．ウェブを利用した調査では，回答者を

完全な無作為抽出で選ぶことができないなど手法的な限界がある．しかし，この限界に留意
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しつつ利用すれば，オンラインアンケートは安価で迅速な情報収集手段となり得る． 

今後予想される水素ステーション数の増加により，認知度が高まってくることが市民の

「慣れ」につながると予想される．2017 年調査では，受容した人の割合は 2014 年調査よ

りも高かった．今後同様な調査を継続することによって，より社会に普及したときの受容

性の変化を把握することも必要と考えられる．同時に，水素ステーションの認知度が高く

なった状態で，専門的なベネフィット情報，リスク情報等を提示した時の「免疫効果」を

考慮し，説明会等で求められる情報やその詳細さを検討することも有効であると考えられ

る． 

 

4 情報提供がリスク認知に与える影響に関する因子分析 

上記で情報提供が受容性に与える傾向について整理したが，水素ステーションに対する

リスク認知などに情報がどのように影響するかをより詳細に分析するために，因子分析を

行った． 

4.1 方法 

アンケート調査では，受容性に関する質問に加えて，「水素ステーションに関するリスク

認知」，「環境問題に対する意識」，「リスク受容・回避性」に関する質問を供し，回答者に回

答してもらった．この結果を因子分析に供した．水素ステーションに関するリスク認知の設

問を表 7（対面調査の場合）および表 9（オンラインアンケート（以下，オンライン調査）

の場合）に，環境問題に対する意識の設問を表（対面調査の場合）および表 10（オンライン

調査の場合）に示す． 

因子分析では，それぞれの設問に対して「強くそう思うか」を回答者に 4 段階で問い，回

答間の相関が強い設問同士をグループ化する．たとえば表 7 であれば，「事故が起こると命

にかかわるような被害が発生することがある」，「一度に多くの被害者が出る」，「水素ステー

ションの周辺に重大な影響が出る」という問いに対していずれも強くそう思う回答者が多

い場合は，共通性が高いとみなされることからこれらの 3 つの設問を一つの因子としてま

とめるものとし，「恐ろしさ因子」と名づける．同様に，「水素ステーション設置によりど

のような事故が起こるかわからない」，「水素ステーション設置により事故の結果どのよう

な被害があるかよくわからない」，「あなたの周りの人々は水素ステーション設置による被

害について正確な知識を持っていると思う」，「水素ステーションについて，もっとマスコ

ミに情報提供してほしい」という問いもまとめて「未知因子」と関連が深い，と解釈する．

これらの設問は産総研で実施した既存研究（Ono & Tsunemi, 2017）と比較するために，それ

と同じものを用いた． 

因子分析には統計解析ソフト R の psych パッケージを用いた．ここでは固有値 1 以上と

なる因子について因子分析を行うものとし，抽出法は主因子法，回転法はプロマックス回転

とし，因子得点を求めた． 
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4.2 結果 

表 7～10 に水素ステーションに関するリスク認知，環境問題に対する意識の因子分析結

果を示す．表 7，8 は対面調査の，表 9，10 はオンライン調査の回答から構築した因子であ

る．いずれも複数の設問を集約し因子を設定することは妥当であるという結果が得られ，両

者の結果はほぼ同様であった． 

水素ステーションに関するリスク認知の因子は，リスク認知をよく説明するとして知ら

れている「恐ろしさ」と「未知性」のほかに第３の因子を設定し，設問の共通点からこれを

「破滅性」因子とした（表 7）．環境問題に対する意識に関する因子は３とするのが適切と

判断され，それぞれ「環境問題を改善したい」，「環境問題には懐疑的」，「マスメディアへの

信頼が大」と命名した（表 8）． 

破滅的因子３つの因子の中から「恐ろしさ」と「未知性」の２軸で表したものを図 12（対

面調査），図 13（オンライン調査）に示す．これは，情報提供の条件ごとに回答者を一つの

群にまとめたものであり，その群の回答者について因子得点の平均値を計算しプロットし

たものである．対面調査では 6 つの群（各群 40 名），オンライン調査では 18 の群（各群 500

名）の結果を示しているプロットの偏差が大きく（図中での表示は省略している），群間の

差が有意にとはいえず解釈には注意が必要であるものの，リスク情報が与えられなかった

群については，恐ろしさや未知性がそれ以外の群より大きいという結果が得られた．この傾

向は特に対面調査（図 12）で顕著であった．つまり，リスク情報提示により，水素ステーシ

ョンに対する「恐ろしさ」や「未知性」が緩和されていることが示された． 

安全対策情報の有無については対面調査，オンライン調査ともに明確な傾向は見いだせ

なかった．ベネフィット情報の有無については，オンライン調査（図 13）の結果から解析

したが，明確な傾向は見いだせなかった． 

環境問題に対する意識について，３つの因子の中から「環境問題を改善したい」と「環境

問題改善には懐疑的」の２軸で表したものを図 14 に示す．これは対面調査の結果である．

「改善したい」群と「改善には懐疑的」群は一般には相容れない関係にあると考えられる（す

なわち，両因子の因子得点が同時に高くなることは考えにくい）．この調査の結果からも，

プロットが負の相関にあることから，上記の特性が表れている．一方で情報の有無について

は，各群で明確な傾向が見られない．すなわち，リスク情報や安全対策情報を提供しても各

人の「環境問題を改善したい」意識が変化する可能性は低いことが推察される． 
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表 7 因子負荷量（水素ステーションに関するリスク認知，対面調査） 

設問 平均 標準

偏差 

因子 1  因子 2  因子 3 

水素スタンドで事故が起こると広い範囲

に影響が出ると思う 

2.53 0.84 1.000 -0.099 -0.064 

水素スタンドで事故が起こると、その周

辺に重大な影響が出ると思う 

2.45 0.84 0.895 0.005 -0.118 

水素スタンドで事故が起こると一度に多

くの被害者が出ると思う 

2.40 0.84 0.829 0.074 -0.044 

水素スタンドから水素が少しでも漏れる

といやだ 

2.50 0.89 0.472 0.05 0.195 

水素スタンドが普及すると事故の可能性

は増えると思う 

2.82 0.68 -0.113 0.928 -0.150 

水素スタンドによって命にかかわるよう

な被害が発生することがあると思う 

2.73 0.66 0.038 0.842 -0.076 

水素スタンドは直感的に恐ろしいと思う 2.97 0.74 0.011 0.698 0.063 

水素スタンドの事故を防ぐのは難しいと

思う 

2.73 0.67 0.070 0.562 0.046 

水素スタンドの存在自体が不安である 3.06 0.69 0.068 0.53 0.170 

水素スタンドを設置することによりどの

ような事故の被害があるかよくわからな

い 

2.36 0.84 -0.115 -0.035 1.020 

水素スタンドはどのような事故が起こる

かわからない 

2.35 0.83 -0.003 -0.038 0.838 

因子間相関（vs 因子 1 ）   - 0.643 0.418 

因子間相関（vs 因子 2 ）   - - 0.522 

固有値   2.70 2.62 1.73 

累積寄与率（％）   24.5 48.4 64.1 

   恐ろし

さ 

破滅性 未知性 

注：因子負荷量の絶対値が 0.5 以上のものを太字とした． 
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表 8 因子負荷量（環境問題に対する意識，対面調査） 

設問 平均 標準

偏差 

因子 1  因子 2  因子 3 

地球温暖化の原因となっている、日々の生活

で排出される二酸化炭素を減らすよう、一人

一人が努力するべきだ 

1.73 0.65 0.741 0.030 0.052 

地球温暖化対策は、他のどの環境問題よりも

優先されるべきだ 

2.09 0.79 0.591 -0.002 0.005 

化石燃料は限られた資源なので、できるだけ

早く自然エネルギーの利用を進めるべきだ 

1.62 0.62 0.558 -0.071 -0.085 

自動車は、大気汚染の一番大きな原因である 2.05 0.73 0.539 0.211 0.039 

環境問題は、公共予算を使って解決しなけれ

ばいけない重要な問題の 1 つである 

1.61 0.62 0.501 -0.074 -0.059 

環境問題には関心がある方だ 2.04 0.68 0.45 -0.219 -0.033 

大気汚染問題はいくぶん大げさに扱われて

いると思うので、大気汚染問題について懸念

したことは一度もない 

3.39 0.67 0.186 1.000 0.089 

地球温暖化が本当に起こっているのかどう

か、疑わしい 

3.28 0.84 -0.185 0.401 -0.160 

新聞記事は信用できる 2.70 0.71 0.025 -0.030 0.686 

政府・役人の言うことは信頼する 3.05 0.66 -0.073 0.031 0.686 

因子間相関（vs 因子 1 ）   - 0.617 -0.053 

因子間相関（vs 因子 2 ）   - - -0.109 

固有値 
  

1.99 1.39 0.98 

累積寄与率（％） 
  

19.9 33.8 43.6 

   環 境 問

題 を 改

善 し た

い 

環境問

題には

懐疑的 

マスメ

ディア

への信

頼 

注：因子負荷量の絶対値が 0.5 以上のものを太字とした． 
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表 9 因子負荷量（水素ステーションに関するリスク認知，オンライン調査） 
 

平均 標準

偏差 

因子 1  因子 2  因子 3 

水素スタンドは直感的に恐ろしいと思

う 

2.72 0.65 0.831 0.073 -0.044 

水素スタンドによって命にかかわるよ

うな被害が発生することがある 

2.58 0.63 0.730 0.195 -0.131 

水素スタンドが普及すると事故の可能

性は増えると思う 

2.58 0.62 0.695 0.076 -0.068 

水素スタンドの存在自体が不安である 2.76 0.64 0.662 0.037 0.179 

水素スタンドの事故を防ぐのは難しい

と思う 

2.65 0.61 0.609 0.082 0.143 

水素スタンドは技術の信頼性が低い 2.67 0.63 0.467 0.042 0.265 

水素スタンドはこれからの社会に必要

とされている 

2.45 0.71 -0.161 0.154 0.022 

水素スタンドで事故が起こると広い範

囲に影響が出る 

2.42 0.71 0.191 0.859 -0.078 

水素スタンドで事故が起こると，その

周辺に重大な影響が出る 

2.42 0.71 0.208 0.803 -0.044 

水素スタンドで事故が起こると一度に

多くの被害者が出る 

2.40 0.74 0.241 0.785 -0.081 

水素スタンドから水素が少しでも漏れ

るといやだ 

2.33 0.68 0.26 0.342 0.204 

水素スタンドはどのような事故が起こ

るかわからない 

2.32 0.68 0.017 -0.016 0.848 

水素スタンドを設置することによりど

のような事故の被害があるかよくわか

らない 

2.72 0.65 -0.039 -0.088 0.821 

因子間相関（vs 因子 1 ）   - 0.704 0.627 

因子間相関（vs 因子 2 ）   - - 0.592 

固有値   3.474 2.53 1.566 

累積寄与率（％）   26.7 46.2 58.2 

   恐ろし

さ 

破滅性 未知性 

注：因子負荷量の絶対値が 0.5 以上のものを太字とした． 
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表 10 因子負荷量（環境問題に対する意識，オンライン調査） 
 

平均 標準

偏差 

因子 1  因子 2  因子 3 

将来，現在のような価格で十分にエネル

ギーを利用できるかどうか，心配である 

1.91 0.66 0.792 0.155 -0.126 

化石燃料は限られた資源なので，できる

だけ早く自然エネルギーの利用を進める

べきだ 

1.88 0.66 0.774 0.008 -0.011 

環境問題は，公共予算を使って解決しな

ければいけない重要な問題の 1 つである 

1.87 0.64 0.752 0.02 -0.041 

将来の石油の枯渇が不安である 2.05 0.73 0.639 0.03 0.021 

新しい技術を利用する際には，安全性を

何よりも優先したい 

1.93 0.66 0.611 0.048 -0.064 

地球温暖化の原因となっている，日々の

生活で排出される二酸化炭素を減らすよ

う，一人一人が努力するべきだ 

2.17 0.74 0.595 -0.196 0.129 

地球温暖化対策は，他のどの環境問題よ

りも優先されるべきだ 

2.88 0.85 0.442 -0.176 0.185 

地球温暖化が本当に起こっているのかど

うか，疑わしい 

3.00 0.73 0.08 0.771 -0.018 

大気汚染問題はいくぶん大げさに扱われ

ていると思うので，大気汚染問題につい

て懸念したことは一度もない 

2.73 0.66 -0.006 0.597 0.148 

政府・役人の言うことは信頼する 3.01 0.67 -0.083 0.133 0.672 

新聞記事は信用できる 1.91 0.66 0.031 -0.01 0.646 

因子間相関（vs 因子 1 ）   - -0.458 0.236 

因子間相関（vs 因子 2 ）   - - 0.049 

固有値   3.107 1.05 0.96 

累積寄与率（％）   28.2 37.8 46.5 

   環境問

題を改

善した

い 

環境問

題には

懐疑的 

マスメ

ディア

への信

頼 

注：因子負荷量の絶対値が 0.5 以上のものを太字とした． 
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図 12 水素ステーションに関するリスク認知と情報提供の有無の関係（対面調査）． 

凡例：R+：リスク値のみ，R ++：リスク値と目安の両方を提示，R-：リスク情報提示な

し，M+：安全対策情報提示あり，M-：安全対策情報提示なし． 

 

 

図 13 水素ステーションに関するリスク認知と情報提供の有無の関係（オンラインアンケ

ート調査）． 

凡例は群ごとに情報提供の有無を示したもので，左から，ベネフィット情報／リスク情報

／安全対策情報に対応している．ベネフィット情報：+：定性的，++：定量的，-：ベネフ

ィット情報なし．リスク情報：+：リスク値のみ，++：リスク値＋ものさし，-：リスク情

報なし．安全対策情報：+：情報あり，-：情報なし 
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図 14 環境問題に対する意識と情報提供の有無の関係（対面調査） 

凡例：R+：リスク値のみ，R ++：リスク値と目安の両方を提示，R-：リスク情報提示な

し，M+：安全対策情報提示あり，M-：安全対策情報提示なし． 

 

 

5 まとめ 

 水素ステーションに関する定量的リスク評価結果を提示した社会受容性調査を実施した．

情報提示の有無にかかわらず市民は水素ステーションの建設に好意的であることが示され，

自分の家の隣での建設を想定した場合は平均で 5 割弱，自宅の最寄りのガソリンスタンド

での建設を想定した場合は平均で 8 割以上の回答者が受容していた．情報提示の有無に関

しては，「あなたの家の隣に水素スタンドが新しく建つ」ことを想定して答えてもらった場

合，リスク情報を提供した群において受容性が高まった．また，リスクの絶対値に加えてリ

スクの一般的な許容レベルを提示した群のほうが，受容性がより高まった事業者が水素ス

テーション建設の際に近隣住民に説明する場合，水素ステーションが隣接する地区の住民

には，リスク情報というネガティブな情報であっても提示し，説明することで理解が得られ

る可能性があることが示された．このことは因子分析からも裏付けられた．因子分析で水素

ステーションに対する「恐ろしさ」や「未知性」をスコア化したところ，リスク情報提示の

ある群では「恐ろしさ」や「未知性」が低くなっていることが示され，この傾向は特に対面

調査で顕著であった． 
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【参考資料】 アンケートで提示する情報の例（対面式アンケートの場合） 

 

①同意書 
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②水素ステーションの一般情報，ベネフィット情報
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③水素ステーションのリスク情報，安全対策情報 

 


