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1.  持続可能な社会の構築に向けた規範の形成

　持続可能な社会の構築に向けて今なにが最も求められて
いるのだろうか？ 様々な回答があり得るが、著者の考え
は12年前に書いた一節1）と基本的には変わっていない。

　我々が自らの手で有限な自然を前提とした循環型社会を構築

していくためには、技術と制度に加えて倫理が重要な要素とな

る。様々な問題を直接的に解決するのは確かに技術であり、制

度である。それは疑いの無い事実である。それ故に、これまで

は技術の開発や制度の構築に力が注がれてきた。逆に目に見え

ない倫理は軽視されてきた。今の社会においては、倫理観の形

成こそが最も重要視すべきものである。

　何かしらの倫理観が根っこに在るから制度や技術が機能する

のであって、なんの倫理観もないところに技術や制度があって

もそれは効果的に機能しない。つまり、自然環境を守る意識が

各人の中に芽生えてなければ、技術や制度は本来の機能を果た

さず根本的な問題の解決にはつながらないのである。

　倫理観の形成に関しては各人各様の考えがある。形成す
べきと考える倫理観に違いもあるだろうし、そもそも倫理
観には期待できないと考える向きもあるだろう。
　本稿では、「自らの消費欲求を満たすために自然環境

から得られる恵みを利用することは、誰かの犠牲、何かの
犠牲の上に成立していることを認識し、それを最小限にと
どめるよう行動すべきである」という命題を、持続可能な
社会の構築において形成もしくは活性化すべき規範とする
ことをまずは出発点とする。ここで「消費欲求」は物理的
消費が伴う豊かさや快適さの追求、「恵み」は資源や浄化
能力を、「犠牲」は回避すべき様々な損害を意味する。こ
の規範に関する踏み込んだ哲学的な議論は別の機会に譲る
とし、本稿では、この規範が現代社会では欠ける傾向にあ
ることを示した後、その形成・活性化に向けてライフサイ
クル思考が有効に働く可能性を指摘する。その上で、この
規範の形成・活性化さらにはそれに伴う環境配慮行動の向
上を目指して開発した、ライフサイクル思考に基づく環境
教育プログラムについて紹介する。

2.  高度技術社会におけるミッシング・リンク

2.1  ブラックボックスと化した技術システム

　いま私たちは、高度技術社会に生きている。現代の高度
技術社会は、個々の技術の高度化とそのシステム化により、
増加し続ける消費欲求にこたえ、様々な便益を提供するこ
とに成功した。さらに重要なのは、技術システムのブラッ
クボックス化によって便益へのアクセスを容易にしたこと
である。便利である、快適であるということは、求めるサー
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ビスを簡単に受け取れるということでもある。例えば、エ
アコンのプラグをコンセントに差し込み、ボタンを押せば
快適な室内環境が得られる。その原理を知らなくとも、コ
ンセントの向こうで何が行われているかを知らなくても便
益を享受できる。簡単に便益を得られること自体が便益な
のである。つまり個々の技術の高度化よりも、現代の技術
システムがブラックボックス化していることこそ

､ ､
が高度技

術社会の最大の特徴であり、私たちに便益をもたらす最大
の源であると考えられる。

2.2  ミッシング・リンクがもたらす規範の欠如

　しかしブラックボックス化による便益の影にはリスクも
ある。現代の高度技術社会では、技術システムがブラック
ボックスと化したことで、個々人の日々の消費行動が、
様々な生産活動そしてそれを支える自然環境と密接につな
がっているという意識が希薄になっている。先の例で言え
ば、コンセントの向こうには技術の長い連鎖があり、その
奥には自然環境がある。コンセントを通して私たちは自然
環境を利用し、それに負荷を与えている。しかし、そのこ
とに意識を向けることは少なく、日常の何気ない消費行動
が地球環境問題の引き金になっているという実感に乏しい。
例えば地球温暖化を例に挙げると、自らの行動によって引
き起こされるCO2の排出、およびそれに伴う影響や損害は、
時間的にも空間的にも遠く離れて発生する場合も多く実感
しがたい。このことは、現代の高度技術社会におけるグ
ローバルな環境問題の特徴とも言え、ブラックボックスの
中の長く複雑な技術連鎖を反映して、因果の連鎖も長く複
雑となっている。逆に里山保全やごみ減量などローカルな
環境問題に関しては、自らの行動が与える影響や損害は時
空的に近く実感しやすい脚注1）。
　つまりグローバルな環境問題と個々人の日常の消費行動
は、物理的には密接につながっているにも関わらず、技術
システムのブラックボックス化によって両者のつながりは
認知的に断絶されている。すなわち、両者の間には認知的
な意味で「ミッシング・リンク」が存在している。このこ
とが、環境問題に対する責任感や解決行動の有効性の認知
などを妨げ、先に述べた規範の欠如や解決行動の低迷をも
たらしている可能性がある。その結果、消費側からのアプ
ローチに欠け、グローバルな環境問題の根本的な解決を困
難にしている。つまりミッシング・リンクの存在は、グ
ローバルな環境問題の奥に横たわる根本的な原因のひとつ
である。

3.  ライフサイクル思考によるミッシング・リンクの再生

3.1  ミッシング・リンク再生論

　前章で述べた仮説に基づくと、グローバルな環境問題の

解決において現在重視すべき視点は、端的に言えば、消費
者一人ひとりが個々人の日常的な行動はグローバルな環境
問題と密接につながっていることを実感することである。
つまり自らの消費行動は独立しているのではなく、空間的
にも時間的にも広がりをもったシステムの一部であること
を具体的に認識し実感することである。言うならば、高度
技術社会における重要な課題のひとつは、認知的な意味で
のミッシング・リンクの再生

､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､
にある。そして第2章の仮説

が正しければ、ミッシング・リンクの再生は本稿の最初に
掲げた規範の形成・活性化、さらには環境配慮行動の向上
に結びつくであろう。以下では、その再生にライフサイク
ル思考が有効であると考える理由を述べる。

3.2  ライフサイクル思考の有効性

　ライフサイクル思考とは、「製品や技術の利用に伴う目
の前の直接的な影響だけでなく、それらのライフサイクル
に沿って奥に隠れた間接的な影響をも追跡し、システム全
体の影響を考えること」と定義される2）。
　人間の生存には必ず消費が必要であり、それに伴い生産
や廃棄が発生する。それゆえに、「作る」「使う」「捨てる」
というライフサイクルの流れは、人間の生活にとって最も
身近かつ根源的なシステムであり、ライフサイクルの概念
は誰にでも直感的に捉えやすい。また、ライフサイクルと
いうシステムの中心は「使う」にあり、ライフサイクル思
考は「消費活動を中心におくシステム観」を持っている。
その意味でも消費者にとっては馴染みやすい。それ故に、
自らの毎日の消費行動が、社会そして自然環境につながっ
ており、それらに負荷や影響を与えていることを実感する
ために、すなわちミッシング・リンクを再生するために、
ライフサイクル思考は有効な概念であると考えられる。

3.3  教育的アプローチ

　このライフサイクル思考に基づきミッシング・リンクの
再生を実現する具体的な方策のひとつとして教育的なア
プローチが考えられる。つまりライフサイクル思考を学校
教育などの場面で意図的に教え、ミッシング・リンクの再
生を通して規範の活性化を目指す。このようなアプローチ
の成否は、実際の教育プログラムの適切な設計に依存して
いる。
　第1に、学習者の内部においてミッシング・リンクを効
果的に再生するために、現実には見ることが出来ない、ラ
イフサイクルにわたるつながりを可視化することが重要で
ある。つまり、そのつながりを概念的・抽象的に示すの

脚 注1）　ここでは言及していないが、負荷自体が目に見えるか否かの違
いも重要である。例えばCO2は目に見えないが廃棄物は目に見える。
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ではなく、実際的・具体的に示すことが必要である。学習
者自身の問題として捉えられるようにした教材の作成やプ
ログラムの工夫が求められる。
　第2に、学習者の内部において規範が活性化されるよう

「動機付け」教育とすることである。教員が、望ましい規
範や求められる行動を直接的に教え込んだり指示したりす
るのではなく、学習者が、自らの消費行動と社会や環境と
の関連を観察し発見できるような指導が可能となるように
すべきである。知識や技能の提供よりもむしろ、考え方や
態度の育成に配慮したプログラムとすることが肝要である。
　次章では本稿で述べた考え方を具現化するべく著者の研
究グループが開発した、ライフサイクル思考を核とした環
境教育プログラムを紹介する。

4.  環境教育プログラム「かばんの中でも温暖化？！」

　先の仮説に基づき、著者の研究グループは、グローバル
な環境問題のひとつである地球温暖化を題材として、ライ
フサイクル思考に基づく環境教育プログラム（以下では本
プログラム）の開発と実践に取り組んできた。本章では、
開発した本プログラムの概要を紹介すると共に、実践に伴
い明らかになった効果と課題について簡単に述べる。なお
本プログラムの詳細については参照文献2, 5）をご参照いた
だきたい。

4.1  学習目標と対象者

　本プログラムは、以下の学習目標を達成できるように設
計されている。

（1） 身近な製品のライフサイクルを通して、自らの日常の
生活や行動が、自分の見えない部分で地球温暖化と密接に
つながっていることに気付き、実感すること。

（2） ライフサイクル思考に基づき、日常生活を見つめなお
し、地球温暖化の防止のために自らが出来る具体的な行動
を考えること。
　本プログラムの対象となる学習者は中学生および高校生
である。ただし本プログラムは、多少の改変は必要だが、
基本構成を大きく変えることなく大学生や社会人にも適用
可能である。

4.2  プログラムの流れと特徴

　本プログラムは図1に示す流れに沿って学習が進められ
る。前半はパワーポイントのスライド（以下ではスライド）
を利用した講義が主であり、後半は教育用LCAソフトウェ
ア（次節4.3節で説明）を用いたパソコン実習（以下では
PC実習）が中心である。現在の学校における授業や講習
会に組み込みやすいように、必要最小限の要素を取り込ん
だ2 ～ 3時間で実施可能な構成としている脚注2）。

　授業の前半（図1：①②）では、地球温暖化、ライフサ
イクル思考、ライフサイクルCO2（以下ではLCCO2）排出
量の解説を中心としている。地球温暖化のメカニズムやそ
れが与えるかもしれない損害の説明では、より実感が伴う
よう写真7）やDVD8）を利用している。ライフサイクル思
考の説明では、図2に示すようなスライドを用いて、個々
人が日常生活で利用しているもの（例えば携帯電話やペッ
トボトル）のライフサイクル、すなわち作って使って捨て
るという一連の流れを学習者に認識させることに重点を置
いている。その上で、眼前ではCO2を排出しないものでも、
それを作ったり運んだり捨てたりする過程、すなわちライ
フサイクルの各ステージにおいてCO2が排出されているこ
とに気づかせ、LCCO2排出量の概念を教える。携帯電話
やペットボトルなど身近な製品を例に取り上げ、パワーポ
イントのアニメーション機能（図2）を利用して説明する
ことで、日常生活の行動と地球温暖化がつながっているこ
との実感（つながり感）をより高めることを狙っている。

脚 注2）　例えば、高校では環境教育に充当する年間総時間は4時間以内
の学校が半数を占めており年間1 ～ 2時間という例も多い6）。

図1　開発された環境教育プログラムの大まかな流れ

CO2

LCCO2

LCCO2

図2　ライフサイクルの概念を解説するためのパワーポイントス
ライド
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　授業の後半（図1：③④）では、学習者が各自ソフトウェ
アを使ったPC実習を行う。後述する教育用LCAソフト
ウェア（4.3節）を用いて、学習者に、自分のかばんの中
に入っているペンやノートなど身近な所持品のLCCO2排
出量を自ら計算させる。自分自身の所持品に由来する

､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､
自分
､ ､

固有の
､ ､ ､

CO2排出量であるがゆえに、それは実感のある数字
として受け止められ、自身の責任を気づかせる効果が期待
できる。また、どのプロセスから、どのくらいのCO2が排
出されているかを確認させることで、間接的な排出への意
識を高める。PC実習の途中にもパワーポイントを用いた
説明（図2）を組み込み、ライフサイクルにわたるつなが
りを実感させることに努めている。
　自らのCO2排出量の現状を認識させた後、削減目標を与
えて、かばんの中の所持品の個数や使用期間などを変化さ
せて現状のCO2排出量を削減するシミュレーションを実施
させる。学習者は、パソコン上で擬似的ではあるが削減行
動（長持ちさせたり節約したりなど）を試行錯誤して、ど
のプロセスから、どの程度のCO2排出量が削減可能かを知
ることが出来る。自らの行動変化とCO2排出量変化が連動
していることを実感することで、つながり感をさらに高め
ることが期待できる。また自分自身の削減行動（モノの選
び方や使い方に関する行動変化）がもたらす影響を定量的
に知ることで、行動変化の有効性や実行可能性を認識する
ことも期待される。

4.3  教育用LCAソフトウェア「かばんの中でも温暖化？！」

　本プログラムの最大の特徴は、前節（4.2節）でも述べ
たように、新たに開発した教育用LCAソフトウェア（以
下では本ソフト）を使ったPC実習にある（図3）。本ソフ
トを用いることで、学習者のかばんの中に入っている様々
な持ち物（例えば、ノートやシャープペン）に関する4種
のデータ（所持品の種類、個数、利用年数、使用済み後の
取り扱い）をPCの画面上で入力するだけで（図3：画面

の左側）、複雑なLCA計算を課することなく、かばん全体
の1年あたりのLCCO2排出量を簡単に算出できる。CO2排
出量を求めるための複雑な計算は自動化することで、ライ
フサイクル思考の学習に集中できる。
　かばんを題材として取り上げた理由は、（1） ライフサイ
クルで考えることによって始めてCO2排出とのつながりが
認識できる製品（例えば、ノートやハンカチなど）が数多
く含まれており、（2） それらの製品は多くの人にとって身
近であり、（3） CO2削減行動に関する意思決定（例えば、
シャープペンを長く大事に使うなど）を個人単位で行うこ
とが出来るからである。
　LCCO2の計算結果は、数字で示されると同時に（図3：
画面の右側）、複数のグラフで表示され、定量的な情報を
視覚的に伝えることが可能である。例えば、製品別、ライ
フサイクルステージ別にCO2排出量を示すグラフを画面上
に表示することが出来る（図4）。最終的な結果である
LCCO2の数値だけでなく、日常的には「見えない」製造
や輸送などのプロセスにおいてどのくらいのCO2が排出さ
れているかを視覚的にわかりやすく示す。つまり、自分の
行動が、日常的には「見えない」場所での排出につながっ
ていること自体（すなわちつながり自体）を可視化して実
感させる試みである。
　また、2種類のかばんが用意されており、それらの中身
や使い方の違いによるLCCO2を比較できる。図5の画面
では、現状を示すかばん1と、削減案を示すかばん2の結
果を比較したグラフが表示されている。このように、もの
を長く大事に使う、リサイクルするなど自らの行動変化の
結果、現状と比べてどの程度CO2排出が削減可能かを算出
し、グラフで表示することが可能である。このように2種
類のカバンを用意することで、学習者は現状に対する行動
変化の有効性、すなわちCO2削減効果を容易に確認できる。
行動変化を促す方法として古くから、行動変化の効果を自
ら確認させるフィードバック法が効果的とされており9）、

図3　開発されたソフトウェア「かばんの中でも温暖化？！」の入
力画面

図4　製品別、ライフサイクルステージ別にCO2排出量を示すグ
ラフ画面（全画面表示）
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本ソフトは擬似的ではあるがフィードバック法に近い効果
を狙っている。LCCO2計算の自動化によって、細かい計
算に煩わされることなく様々なパターンの行動変化の効果
を容易に知ることが出来、自らの解決行動の検討に傾注さ
せることが可能である。
　以上のように、本ソフトウェアは、かばんの中にある身
近な自分の所持品を取り上げて、ライフサイクルにわたり

「見えない」場所で排出される「見えない」CO2を数値化
して可視化する。自らの所持品からでる個人特有のCO2排
出量を示し、また行動変化によるCO2排出量の変化を提示
することで、自らの行動と地球温暖化との「つながり」を
実感させ、認知的なミッシング・リンクの再生を手助けす
ると考えられる。

4.4  プログラムの効果と課題

4.4.1  実施概要

　本プログラムの実施状況を表1に示す。主に高校生を中
心に約450名に対して実践を行ってきた。表1には示して
いないが、大学生を対象としたプログラムも2回実施した。
　2007年における4回の実施では、本プログラムの講師は
著者の研究室の大学院生が担当した。ただし、2008年以
降に実施した私立K学園と神奈川県立S高校では、それぞ
れNPO法人アース・エコのメンバーと高校教諭が講義を
担当した。本プログラムは、中学高校での汎用的な利用を

目指し、一定の興味と能力を持つ人であれば講師を担うこ
とが可能なように開発したが、それを確認することが出来
た。なおK学園とS高校での実践の様子は、それぞれの実
施報告5, 10）を参考されたい。

4.4.2  効果

　本プログラムの実施により、受講生徒が日常生活と地球
温暖化がつながっていることに気づき実感することを期待
している。また、このつながり感の向上に伴い、環境問題
に対する責任感や環境配慮行動に関する有効感などが高ま
り、さらにはその行動意図が高まることを期待している。
本プログラムの効果を確認するとともに、受講生徒の心理
的な変化メカニズムを分析するために、本プログラムの実
施にあわせて質問紙調査を行い、収集されたデータに基づ
き分析を進めている。
　図6にS高校における質問紙調査の単純集計結果の一部
を示す。受講生徒の心理的要因と行動意図に関する講義前
後における変化を示している。各項目とも回答を得点化し、
全実践前後における全受講生徒の平均値を示している。各
項目は点数が高いほど好ましい。例えば、環境問題に対す
る責任を感じているほど責任感の点数は高く、リサイクル
や代替（ペットボトルをやめて水筒にするなど）に関する
行動意図が高いほどそれぞれの行動意図の点数が高い。
　全ての項目において、実践後の値が実践前の値を上回っ
ている。地球温暖化に対する危機感とリサイクル行動意図
を除いた項目では、実施前後の値の差は統計的に有意（有
意水準1%未満）であることが確認されている。特につな
がり感については顕著な変容が確認され、本プログラムは
効果的に機能していると言える。また環境配慮行動に関す
る有効感、可能感、負担感、および代替、長持ちに関する
行動意図についても実施後のほうが大幅に良くなっている。
危機感とリサイクル行動意図に関して、講義前後でほとん
ど変化が認められなかったのは、過去に受けた一般的な環
境教育において温暖化やリサイクルが扱われており、初め
から高いレベルにあったからと推察される。
　なお詳細な分析結果については、参照文献2-4）を参照さ
れたい。またS高校における本プログラム終了後の生徒の
感想（自由記述）については参照文献5）を参照されたい。

図5　開発されたソフトウェア「かばんの中でも温暖化？！」の比
較グラフ画面

表1　本プログラムの実践状況

M 2007 7 2  (1 ) 1 2 1 16
2007 11 2  (1 ) 1 1 13
2007 12 2  (1 ) 1 1 6
2007 11 3  (3 ) 1 3 1 58

2008 11 12 3 (2 ) 1 3 1 30 NPO

F

K
2008 11-12 3 (2 ) 1 3 1 30 NPO

2008 3 1 35  (1 ) A 2 3 126
2009 2-3 2 20  (2 ) A 1 5 198

S
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4.4.3  学校教育における活用可能性

　F高校では、中高校の6名の現役教員（理科担当）が生
徒と一緒に本プログラムを体験した。講義後に設けた意見
交換の場で、中学校や高校における本プログラムの活用可
能性について尋ねたところ、6名全員が十分に活用できる
との意見であった。また本プログラムに関して下記のよう
な意見や感想が提示された。おおむね好意的であったが、
提示された意見の中には、LCCO2排出量の信頼性や、ク
ラス全体としての社会的意思決定に関わる内容を入れ込む
提案など今後検討が必要な課題が含まれていた。
・2-3時間という短い時間で一定の効果が望める
・ パソコンの使用により簡単に定量化や比較ができること

が良い
・計算結果（LCCO2排出量）の信頼性は十分にあるか
・ シミュレーション前後の計算結果に関してクラスもしく

はグループで議論する時間を設けると良い
・ 個々人だけではなくクラス全体（社会全体）としてどの

ように行動するかを考えることは出来ないか
・ 教材パッケージとしての提供を希望する

4.4.4  今後の課題

　本プログラムの実践を通して効果が確認された一方で課
題も見出された。課題は大きく三つに分けることが出来る。
第1に、開発されたプログラムやソフトの教育効果である。
詳細は分析中であるが、例えばソフトを使ったPC演習を、
数値を減らすゲームとして認識している生徒の存在も示唆
された。規範や行動意図の形成という意味で効果的なもの
とすることは簡単ではないが、分析結果を踏まえて今後改
良を続けていく必要がある。第2に、プログラム実施によ
る効果や変化を測定する手法の妥当性についても課題が

残っている。質問項目の洗練や質問紙以外での調査法も含
めて、心理的な要因や行動の変化を適切に測定できるよう
検討が求められる。第3に、学校教育現場への導入に関す
る課題である。学校教育で展開するためには、根元5）も
指摘しているように、教員に対する研修や指導マニュアル
の充実、また教科のカリキュラムとのすり合わせなどを今
後検討する必要がある。

5.  おわりに―「見える化」から「見よう化」へ

　本稿では、持続可能な社会の構築に向けて技術開発や制
度設計を進めると同時に、その土台となる倫理観の形成に
も目を向ける重要性を冒頭で指摘した。現代の高度技術社
会は、ブラックボックス化された技術システムの上に成立
しており、そのことが、日常の消費行動と地球環境問題と
のつながりに対する意識を希薄なものにしている。この認
知的な意味でのミッシング・リンクを再生するためには、
消費行動が時間的にも空間的にもひろがりをもったシステ
ムの一部であることを実感させることが必要である。この
ようなミッシング・リンクの再生にライフサイクル思考の
修得は効果的と考えられる。以上の考えに基づき、著者の
研究グループは地球温暖化を題材とした環境教育プログラ
ムの開発と実践を行ってきた。
　本稿で紹介した環境教育プログラムの開発もそうだが、
昨今、消費側からの問題解決を目指すアプローチが増えて
きている。例えば、低炭素社会に重点をおいた取り組みと
してカーボンフットプリントなどの「見える化」が挙げら
れる11, 12）。このような環境情報を社会へ提供していく取
り組みは非常に重要である。しかし、忘れてはならないこ
とがある。「見える」情報は、それを「見よう」とする

､ ､
人

たちには効力を発揮するが、それを「見よう」としない
､ ､ ､

人
たちには有効ではない。それ故に、「見える化」と併せて
重要なことは人々に「見よう」という気持ちを起こさせる
こと、すなわち「見よう化」である。見ざるを得ない状況
に追い込む制度や法律（例えばライフサイクルCO2排出量
に応じた製品やサービスへの課税）を整えれば必然的に見
るかもしれない。しかし、それと同時に自主的に見ようと
する価値観を私たち一人ひとりが持ち合わせることが必要
である。本稿の冒頭でも述べたが人々の行動変化を強いる
制度は、土台となる倫理観なくしては効果的かつ効率的に
機能しないと著者は考えるからである。人々の自主的な

「見よう化」は、「見える化」と比べて時間も手間もかかり
難しいかもしれない。しかし、持続可能社会に向けて大き
く舵を切るためには必要不可欠であり、時間がかかるから
こそ今から根気よく着実に進めていくべきである。本稿で
紹介した環境教育プログラムの開発と実践は「見よう化」
に向けた取り組みのひとつである。この取り組みから得ら

図6　S高校における質問紙調査の単純集計結果
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れる知見が、これからの持続可能な社会の構築に少しでも
役立つことを願ってやまない。

参照文献

 1）  本藤祐樹 （1998）：“循環型社会と新エネルギー文明”, 
人類の危機トリレンマ－エネルギー濫費時代を超え
て－ , 電力中央研究所編著 , 電力新報社 , 東京 , 226-
242

 2）  本藤祐樹 , 平山世志衣 , 中島光太 , 山田俊介 , 福原一
朗（2008）：日本 LCA 学会誌 , 4（3）, 279-291

 3）  中島光太 , 平山世志衣 , 本藤祐樹 （2009）：第 4 回日
本 LCA 学会研究発表会講演要旨集 , 北九州 , 62-63

 4）  平山世志衣 , 中島光太 , 本藤祐樹（2009）：日本 LCA
学会誌 , 5（3）, 367-381

 5）  根元一幸 （2009）：日本 LCA 学会誌 , 5（3）, 344-351
 6）  社団法人 未踏科学技術協 （2006）：消費行動における

意識向上のための環境教育に関する調査事業調査報
告書（平成 17 年度経済産業省委託）, 24-25

 7）  全国地球温暖化防止活動推進センター （2009）：温暖
化写真館 , 全国地球温暖化防止活動センターホーム
ページ , 入手先 <http://www.jccca.org/content/
blogsection/22/653/>, （参照 2009-5-1）

 8）  環境省地球環境局（2003）：温暖化防止のための環境
学習 DVD 教材「知ろう・学ぼう・考えよう・地球
温暖化」

 9）  Abrahamse W., Steg L., Vlek C., Rothengatter T. 
（2005）: Journal of Environmental Psychology, 25（3）, 
273-291

 10）  NPO 法人アース・エコ （2009）：11 月 26 日 , 12 月
1 日横浜市内の私立高校で環境教育を実施「パソコン
で温暖化防止！学校発のCO2 を計算」, NPO法人 アー
ス・エコホームページ , 入手先 <http://eartheco.
web.infoseek.co.jp/activities/20081126.html>, （参照 
2009-5-1）

 11）  環境省 （2009）：温室効果ガス「見える化」推進戦略
会議 , 環境省ホームページ , 入手先 <http://www.
env.go.jp/council/37ghg-mieruka/yoshi37.html>, 

（参照 2009-5-1）
 12）  経済産業省 （2009）：カーボンフットプリント制度の

実用化・普及推進研究会 , 経済産業省ホームページ ,
入手先 <http://www.meti.go.jp/press/20080617007/ 
20080617007.html>, （参照 2009-5-1）


