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研究成果の概要（和文）：生物多様性条約第10回締約国会議（2010）で提案された『国連生物多様性の10年』を『国連
持続可能な開発のための教育の10年（DESD）』の発展として位置づけ、環境教育および社会教育の視点から、（1）生
物多様性教育における学校と地域の連携システムの構築、（2）地域の再生・創造のための日本型ESD実践モデルの提案
、（3）途上国における生物多様性教育とESDにおける課題の特定を通じて、ESDとしてのCEPAに関する総合的な研究を
行った。

研究成果の概要（英文）：We have regarded "United Nations Decade on Biodiversity," which was proposed 10th 
Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity in 2010 as the development of "United 
Nations Decade of Education for Sustainable Development", We have done the overall research on the CEPA as
 ESD from the point of view of social education and environmental education. It is in the following three 
points that we treated. (1) Cooperation system between the community and school on biodiversity education.
 (2) Japanese-style ESD practice model for the regeneration and creation in the rural areas. (3) ESD as a 
biodiversity education in developing countries.
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１．研究開始当初の背景 
生物多様性の重要性が認識され、1992 年の地
球サミットに於いて、生物多様性条約が制定
された。本条約の下、2010 年までに生物多様
性消失の速度を顕著に低下させるという目
標のために 2010 年を国連生物多様性年に制
定するなど、生物多様性教育に力を注いでき
た。生物多様性教育は生態系サービスへの理
解を、実際の生活の視点からとらえることで
あり、ESD そのものといえる。このため、CEPA
（ Communication, Education and Public 
Awareness = コミュニケーション・教育・普
及啓発）によるESDの推進が期待されている。
しかし、生物多様性教育を通じた ESD の取り
組みは始まったばかりであり、早急に課題を
明らかにし、具体的な提案を行うことが求め
られている。 
 
２．研究の目的 
本研究は、2010 年度開催の生物多様性条約

第 10 回締約国会議（COP10）において議論さ
れた『国連生物多様性の十年』を『国連持続
可能な開発のための教育の十年（DESD）』の
発展的プロジェクトとして位置づけ、我が国
が世界に向けて呼びかける『生物多様性戦
略』を念頭に、環境教育研究および社会教育
研究の視点から、（1）生物多様性に関するカ
リキュラム研究、（2）環境に働きかける実践
力の育成に向けた学校と地域の連携システ
ムの構築、（3）地域の再生・創造のための日
本型ESD実践モデルの発信に関する研究を行
うことを通じて、生物多様性保護の観点から
持続可能な開発を目指す CEPA のあり方に関
する総合的な研究を行う。 
 
３．研究の方法 
本研究の目的を達成するために「生物多様性
教育研究会」を設立するとともに、各年度に
アドホックな実働的研究グループを設置す
る。具体的には、平成 23 年度には、主とし
て地域で行われている研究を中心に進める
ため、社会教育や地域づくり教育、そして ESD
の観点からの研究を中心に、生物多様性研究
会が運営される。平成 24 年度には、主とし
て学校教育や教師教育、教科教育における生
物多様性教育のあり方についての研究を中
心に行い、生物多様性研究会を展開する。最
終年度である平成 25 年度には、生物多様性
教育に関するこれまでの調査と分析を活用
し、主としてコミュニケーション・普及啓発
のあり方についての研究を中心に実施する。
そして3年間の最終段階には生物多様性教育
の ESD 実践モデルを析出し、国内外の各種学
会や国際会議等を通じて成果を発信する。ま
た研究期間全般にわたる成果の総括を行っ
た成果報告書を作成し、公表する。 
 
４．研究成果 
（1）生物多様性教育における学校と地域の
連携システムの構築 

国内における生物多様性教育の現状につ
いて、プロジェクト WILD の普及状況や生活
科・理科・総合学習など学校における取り組
み、NPO や企業、自治体などによる学校や地
域のおける取り組みについて調査し、ESD の
視点からの考察を加えた。特に学校・地域の
連携システムとして茨城県牛久市、福井県勝
山市の2事例をモデル事例として用いること
で ESD としての生物多様性教育における学
校・地域連携システムを提案した。 
また、東日本大震災の津波被災地である宮

城県気仙沼市、南海トラフ地震の津波想定高
の予想地変更により大幅な防災教育の見直
しが行われる高知県黒潮町などでの調査を
行い、災害教育の視点を加えた学校・地域連
携のESDと取り組みと課題について明らかに
した。 
外国における事例として、韓国の高校の新

規環境科目「環境と緑色成長」における生物
多様性やESDの扱われ方について訪問調査を
行い、特に、「環境と緑色成長」に新たに採
用された学生による「環境プロジェクト」の
進行過程と具体的な成果の実態把握を行い、
制度化のもたらす影響について考察を行っ
た。 
大学のおける生物多様性教育の可能性に

ついて、東京農工大を事例に教職課程におけ
る生物多様性教育の可能性と立教大を事例
にゼミ活動を通じた生物多様性教育の可能
性について学校・地域連携の視点から実践を
とりまとめた。 
(2）地域の再生・創造のための日本型 ESD

実践モデルの提案 
主として地域で行われている研究を中心

に進めるため、社会教育や地域づくり教育、
ESD の観点からの研究を中心に、下記のよう
な研究活動を行った。 
「持続可能で包容的な地域づくり」をめざし、
環境問題と社会的排除問題に取り組む地域
再生と教育再生にかかわる ESD のあり方や、
学社連携・融合を含む地域における総合的な
環境教育（すなわち ESD）が実践されている
生物多様性教育の事例として、福井県勝山市、
長崎県対馬市、北海道羅臼町、沖縄県石垣市、
竹富町、与那国町などを調査し、地域の再
生・創造のための生物多様性保全の視点に立
った日本型ESD実践モデルとしてとりまとめ
た。 
さらに北海道栗山町の里山づくりへの参

加型調査を実施し、ESD に向けた北海道の諸
実践を分析し、生物多様性と持続可能性を媒
介する教育実践の展開構造、ESD の教育学的
性格、中核としての「持続可能で包容的な地
域づくり教育（ESIC）」を提起した。 
また海外事例として、国際生物多様性セン

ター（ローマ）やマレーシア・サバ大学生物
多様性研究所などを訪問調査し、生物多様性
教育における国際的な課題をとりまとめた。 
（3）途上国における生物多様性教育と ESD
における課題の特定 



生物多様性教育としてのESDが喫緊である
海外事例として、多くの固有種を抱えながら、
保全と開発とのジレンマを抱えているマダ
ガスカルとマレーシア・サバ州を選定し、現
地調査を行った。本調査を通じて、当地に於
いてはESDを通じた生物多様性教育のニーズ
が極めて高いことが判明。調査後に日本国内
の関係者によるマダガスカルESD研究会を組
織することができた。本研究会は科研終了後
も継続することを確認している。 
（4）まとめ 
環境教育と開発教育を統一するESDという

視点から「生物多様性教育」の課題を解明す
るために、国際開発・開発教育論の再検討と
理論的・実践的課題、生物多様性と持続可能
性を統一する環境教育の課題、ESD 論の再検
討と教育学的発展課題についてまとめた。 
各自が行ってきた主として国内における

調査をもとに、研究業績欄にかかげるような
研究成果をまとめたが、これらの成果を元に、
研究成果報告書でありかつ、実際の現場に生
物多様性教育を通じたESDを普及することを
意図した『生物多様性教育入門（仮）』の刊
行を計画している。 
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