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これは、下記の頁のエコロジカルフットプリントクイズの質問を、谷口が日本語に訳したもの(2009/6/12)です。 

http://www.myfootprint.org/en/visitor_information/ 

 

Redefining Progress - The Nature Of Ecconomics 

 

First, we need a little information from you.  

1. What country do you live in? ：住んでいる国は。 

 

or on the map:  

 

2. What measurement system would you like to use? ：メートル法を使っていますか、インチ・ヤードですか。 

MetricU.S. メートル法かヤード・インチ法 

3. How many people live in your household?：あなたの世帯では何に住んでいますか。  

1??2??3??4??5 or more  

 

4. What is your annual household income in U.S. dollars ($USD)? ：年収はいくらですか、ドルに換算してください。 

To convert your currency to $USD, please visit www.oanda.com ：円をアメリカドルに変換するには、www.oanda.cm

を訪れてください。 

 

$29,000 or less?$30,000 - $59,000?$60,000 - $89,000?$90,000 - $119,000?$120,000 or more  

 

5. What best describes the climate zone you live in? ：あなたの住んでいる気候地帯は何ですか。わからないならば、

すでに選ばれている答えのままで先に進んでください。 

 

6. What is the size of your home? ：あなたの住居の広さは、何平方メートルですか。 

50 - 100 square meters or less (apartment or studio) 

100 - 150 square meters (small home, approximately 2-3 bedrooms) 

150 - 200 square meters (average home, approximately 3 bedrooms) 

200 - 250 square meters (large home, approximately 4 bedrooms) 

250 square meters or larger (very large home)  

 

 

7. What energy sources do you use in your home? Please check all that apply. ：あなたが使っているエネルギー源

をすべて選んでください。 

Electricity：電気 

Natural gas, propane, or liquefied petroleum gas：天然ガス、プロパン、液化石油ガス 

Heating oil：灯油 

Wood or biomass ：木材または有機体 

 

 

8. If your house uses electricity, what percentage is generated from renewablehydropower, wind, biomass, or solar 

sources? ：もし家で電気を使っているなら、再生可能なもの(水力、風力、バイオマス、太陽光)から発電される割合

は、何パーセントですか。下にあなたの国の初期値を示しています。 

The initial value is the country or regional average.  

%  

 

9. Please enter the number of kilometers you travel per year for each mode of transportation: ：一年間で移動に使

う交通手段の距離をキロメートルで入力してください。 

Automobiles, including personal vehicles, taxis, and carpools ：個人所有の自動車、タクシー、相乗り自動車を含む

自動車 
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Bus, including metro and long distance service ：市内バスと長距離バスを含むバス 

Rail, including subways, inner-city light rail, cross country trains ：地下鉄、市内ライトレイル、地域間鉄道を含む鉄

道 

Air travel ：航空機 

 

What best describes the vehicle you most often drive or ride in? ：あなたかもっともしばしば運転または乗車する乗り

物を述べるのはどれですか。 

A hybrid：ハイブリッド 

A small or compact car (2 door)：2扉の軽自動車または小型自動車 

A mid size car (4 door sedan)：4扉の中型サイズの乗用車 

A large car (including vans and minivans)：(バンやミニバンを含む)大型自動車 

A pickup truck or sport Utility Vehicle (SUV) ：便乗用トラックまたはスポーツ仕様の乗り物 

Do you usually share rides with at least one other person? ：あなたは普段少なくとも自動車を他の一人以上の人と

相乗りしていますか。 

Yes 

No  

 

10. Which energy saving features and habits do you have in your home?Please check all that apply. ：あなたはどん

なエネルギーエコを家でしていますか。すべてを選んでください。 

 

Energy saving features ：省エネ特性 

Compact fluorescent bulbs：コンパクト蛍光灯 

Energy efficient appliances：エネルギー効率の高い器具 

Extra insulation：超断熱材 

Insulating blinds：断熱ブラインド 

Solar panels：ソーラーパネル 

Storm doors and windows：雨戸 

Water saving fixtures ：節水型備品 

 

Energy saving habits ：省エネ習慣 

Turn off lights when leaving rooms：部屋を出るとき消灯する。 

Use power strips to turn off stand-by lights：スタンドの消灯用の長い紐 

Turn off computers and monitors when not in use：使用していないコンピュータとモニターの消灯 

Dry clothes outside whenever possible：可能な限り洗濯物は外に干す 

Keep thermostat relatively low in winter：冬期に設定温度を比較的低くする 

Unplug small appliances when not in use：使用していないとき小さな器具をコンセントから抜いておく 

Minimal use of power equipment when lan満杯にしますか。dscaping：造園時の最小の動力の仕様 

 

 

11. What best describes where your home is located? ：あなたの家は、どんな場所にありますか。 

 

Inner city：都市中心 

Older suburb：古い郊外 

Newer suburb：新しい郊外 

Rural ：田園地帯 

 

12. Have you purchased offsets for carbon emissions associated with your home energy use and transportation? ：

あなたは家で使用するエネルギーや交通機関に関連する炭素排出のための埋め合わせを購入していますか。 

Yes 

No  
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13. What best describes your diet? ：あなたの食事の内容はどうですか。 

Vegan ? Plant based foods only：絶対菜食主義 

Vegetarian ? Primarily plant based foods, but some dairy：菜食主義 

Omnivore ? An assortment of meat, seafood, vegetables, dairy, and grains：雑食(肉と野菜の両方) 

Carnivore ? Meat, seafood, and dairy several times a week：肉食中心 

Top of the food chain ? Meat, seafood, or dairy at almost every meal ：食物連鎖の頂点 

 

 

14. Where do you obtain most of your food? ：あなたの食糧をどこから得ていますか。 

Farmers markets, gardens, cooperatives, and other local and fresh sources 

Natural foods markets 

Supermarkets for some items, natural food stores for others 

Supermarkets, convenience stores, and prepared foods from restaurants 

Restaurants, fast foods, and take out  

 

15. How often do you select foods that are certified organic or sustainably produced? ：証明付の有機栽培または持

続可能的に生産された食糧をどれくらい選んでいますか。 

Most of the time 

Sometimes 

Almost never  

 

 

16. Which choice best describes how much you normally eat? ：あなたは、通常どの程度食べると言えますか。 

One large meal and a couple of light snacks per day 

Two large meals and two or three light or medium sized snacks per day 

Three large meals and several hefty sized snacks in between  

 

17. Do you have a garden or share one to grow your own vegetables and herbs? ：野菜やハーブを育てる庭を持っ

たり借りたりしていますか。 

Yes 

No  

 

18. Which best describes your home? ：あなたの家の状態は。 

An estate, ranch or farm: 大牧場または農場 

A free standing single family house：一家族居住の独立一軒家 

A house or building with 4 or fewer units：4家族また少数戸の家または建物 

A small apartment building (5 - 20 units)：小さなアパート(5-20戸) 

A large apartment building (20+ units) ：大きなアパート(20戸以上) 

 

19. Was your home or any portion of it built with recycled materials, wood certified as sustainably harvested, or any 

other green design features? ：あなたの家またはその一部が、リサイクルされた住居、持続可能性をもつことを証明

された森から切り出された材木または他のグリーンデザインの特性を備えて建てられましたか。 

Yes 

No 

Not sure ：不明 

 

20. Approximately what share of your home furnishings are second hand or made of either recycled or sustainably 

produced materials? ：大体ですが、あなたの家の家具・什器は、中古品ですか、またはリサイクルされた材料または

持続可能的に生産された材料で作られていますか。 
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Almost none：ほとんどそうではない 

A few：少し 

A fair amount：かなりの部分 

Almost all ：ほとんどすぺて 

 

21. Which water saving features and habits do you have in your home? Please check all that apply.  

Water saving features ：あなたの家では、どんな水節約の特徴または水節約の習慣がありますか。 

Low flow toilets：省水型の便器 

Low flow shower heads and faucets：省水型のシャワーヘッドと器具と蛇口 

Instant water heaters on sinks：シンクに瞬間湯沸かし器 

Rainwater catchment system：雨水貯留システム 

Grey water recycling system：灰色のリサイクルシステム(?) 

Drought tolerant landscaping：耐干ばつ造園 

 

22. How often do you select cleaning products that are biodegradable or non-toxic? ：どの程度しばしば生生物分

解的または無毒性の選択用品を選んでいますか。(★使用するの代わりに選んでいる) 

Almost never 

Sometimes 

Most of the time  

 

23. What best describes your spending and saving habits? ：あなたの消費習慣と節約習慣をもっとも良く記述するの

はどれですか。 

I tend to spend all of my income and then some.：私は私の収入のすべてをつかい、少しを貯金しがちである。 

I generally live within my means.：私は普段私の資力内で暮らしています 

I am a frugal spender, and regularly save money for the future.? 私は質素な消費者であり、将来のために定期的に

お金を貯金しています。 

? ?  

 

24. How often do you buy new things to replace old ones? ：古いものと取り替えるために新しいものをどの程度しば

しば買いますか。 

I tend to use things until I genuinely need to replace them.：私は、ものを取り替える必要が本当に生じるまで使用し

ます。 

Some items I use for years, others I replace before I need to.：いくつかのものを数年使用するが、たのものは、その

必要がある前に取り替えます。 

I frequently replace belongings even if they are in good condition. 私は、ものを、しばしば、それらが十分使えるにも

かかわらず取り替えます。 

 

25. How many standard size garbage bins does your household fill each week? あなたの家庭では、毎週標準サイズ

のゴミ箱を何箱ぐらい満杯にしますか。 

One or two 

Less than one 

More than two  

 

26. What proportion of the following wastes do you recycle? ：あなたは、次に述べるゴミのをどの程度リサイクルしま

すか。 

? 

None ：ゼロ 

A fair amount：かなりの量  

Almost all ：ほとんどすぺて 

Paper ：紙 



M:¥0-e 環境構法¥efqz 日本語.doc 2009-10-07  5/5 

 

 

27. When you buy clothing or paper products, how often do you select items labeled as recycled, natural, organic, or 

made of alternative fibers such as hemp or Tencel? あなたが衣服や紙製品を買うとき、どの程度しばしばリサイクル

されたという表示のもの、自然、有機、麻またはテンセルのような代替的繊維から作られたものを選びますか。 

Almost never：めったに 

Sometimes：しばしば 

Almost always ：ほとんどつねに 

 


