
 
 
 
 

地球温暖化

篠山中学校 エコ・トーク

2007/6/29

 ずいぶん前から、地球が暖かくなってこのままでは大変なことになるといわれて来

ました。暖かくなるのは良いことのようにも思えますが、人類の将来にとって大問題

のようなのです。地球温暖化とはどうゆうことなのか学習してみたいと思います。 

 



 
 
 
 

氷点下58度C
大気は二酸化炭素

表面温度480度C
酸素はない。大気のほとんどは二酸化炭素

 地球の温度が上がっても地球自体には関係のないことです。地球の存在そのもの

は変わりません。金星のような灼熱でも、火星のように寒冷になっても星自体は存

続します。地球という星に生きている生命に影響がありそうなのです。 

 宇宙には無尽蔵ともいえるほど炭素があります。その炭素と地球の水から、奇跡

的に生命は誕生したらしいのです。熱源である太陽との微妙な位置関係も、奇跡と

いえるほど絶妙な距離だったと言えるのだそうです。太陽に近い金星ではドロドロに

溶けてしまいますし、遠い火星では水が液体で存在することは不可能です。 

 



 
 
 
 

表面温度40度C～-50度C
窒素78%酸素21%二酸化炭素0.035%

 地球表面の温度は平均15℃、我々が活動するのに丁度よい温度です。大気のほ

とんどは窒素と酸素ですが、その酸素ももう少し濃度があがって23%になると植物は

自然発火して燃えてしまうという、そんな微妙なバランスなのだそうです。 
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 私たちヒトは、地球という星の表面で、大気、水、土壌、太陽光の四つの非生物的

な要素と、それらに依存して生きている動植物の関連の中で生きています。これら

の存在がなければ生きていけない生物なのです。 

 人類は、大気、水、土、太陽の光という四つの、生物ではない要素と、それらによ

って成長した動植物がなければ生きて居けません。人類そして、その他の生物が生

きていくために欠かせない、この五つを自然の構成要素と言います。 

 



 
 
 
 

地殻
上部マントル

遷移帯

下部マントル

外核

内核6370km

Biosphere：生物圏
世界最高峰チョモランマ＋8850m
世界最深マリアナ海溝 -10920m約20km

Biosphereの厚さの割合：20km/6370km=0.003

 我々が生きている地球表面は生物圏(バイオスフィア)と呼ばれ、現在の地球環境

問題はこのバイオスフィアの問題なのです。 

環境問題と言いますが、ほかの社会問題とか経済問題などという全体の中の一

部、人間が作った仕組みの問題とは違って、人類が生物として生きていくという、も

っと根源的な意味があります。 

 バイオスフィア、地球全体の厚みの中では3/1000しかない薄っぺらな皮膚のような

場所、その中の自然構成要素が人間に不都合をもたらしている。そして地球温暖化

の問題は、その自然構成要素の一つである大気に関係しているらしいのです。 

 



 
 
 
 

 地球に降り注ぐ太陽の熱が地球表面を温めます。暖められた地表からも、熱が放

射されます。地球を覆う大気には様々なガスが含まれていますが、この中の二酸化

炭素などはこの放射熱を吸収し、再び地表に戻す再放射という働き、温室効果作用

をもたらします。そしてこのガスを温室効果ガスといいます。 

 温室効果ガスがなければ、地表からの放射熱はすべて宇宙に逃げてしまいます。

温室効果ガスが少なければ再放射は小さくて寒冷で、多ければ再放射が大きくなっ

て地表温度は上がります。 

 温室効果ガスは私たちが生きていくうえで必要なものですし、長い間、私たちに都

合のよい平均１５℃という気温を保ってきてくれました。 

  

 



 
 
 
 

 

 植物は、昼夜を問わず、大気や土壌中の二酸化炭素を吸収し続けます。その源で

ある炭素は、生命体を構成する最も基本的な元素です。炭素の生物学的サイクル

は、光合成に依存しています。光合成は、植物が太陽のエネルギーを利用して、二

酸化炭素を、水と炭水化物とに変換することです。この化学反応によって大気中に

酸素が放出され、動物は呼吸することができるのです。植物は炭素を、時には数十

年にもわたって組織の中に閉じ込めることで、炭素循環の調節に貢献しています。 

 



 
 
 
 

 

 繰り返しますが、炭素は生命の根元です。微小なプランクトンから巨大なザトウク

ジラ（写真）まで、あらゆる有機体の中に存在するのです。プランクトンもザトウクジ

ラも、バイオスフィアの炭素循環に大きく貢献しています。春、海面近くに繁茂する

植物プランクトンは光合成を行って大気中から大量の二酸化炭素を吸収します。こ

うした小さな生物が、海の食物連鎖の起点です。プランクトンは小型魚類の餌にな

り、小魚はクジラたちの餌になる。クジラが死ぬと死骸は腐敗し、放出された炭素は

再び炭素循環の流れをたどっていくのです。 

カメラ：キヤノン EOS-1V 

フィルム：記録なし 

レンズ：70-200mmに1.4倍コンバーターを使用 

シャッター速度：1/500秒 

絞り：f4 天候条件：曇り 

撮影時間：午後遅く 

照明：自然光 



 
 
 
 

 今迄で温室効果ガスである炭素或いは二酸化炭素がバイオスフィアを循環してい

ることは解りました。その二酸化炭素の大気中濃度がどう変化しているかを表した

グラフです。18世紀終わり頃まではおよそ280ppmでほぼ一定です。しかしその後、

大気中濃度は急激に上昇しているのがわかります。 

 

 



 
 
 
 

 

 物を燃やすと、大気中に多量の炭素が放出されます。それは、木を焼いて木炭を

作るにしても（写真）、石炭を使う火力発電でも同じことです。人類は数千年にわたっ

て、森を切り倒し焼き払ってきましたが、産業革命を迎える前の世界では、バイオス

フィアの中の炭素循環に留まっていました。近代以降、石炭や石油、天然ガスなど、

太古の堆積物が燃やされて、炭素循環のメカニズムはうまく機能しなくなってきてい

ます。250年前に起こった産業革命以降、人類は化石燃料を燃やし、二酸化炭素を

排出し続けてきて、しかもその総量の2分の1が、この30年間で生じたものだと言わ

れています。 

 

二酸化炭素分子が増えて自然界の温室効果が高まり、大気にはね返された熱が気

温を上昇させる。世界中の人々がエネルギー源として石炭や石油、ガスを利用して

いる。その依存を絶たなければ、世界の気候は変動を続け、やがて海水面の上昇

や洪水、干ばつを引き起こすことになるだろう。炭素循環の働きを理解することは、

もはや私たちの義務なのだ。 



 
 
 
 

乾燥大気の化学組成

成分 濃度

窒素N2 78.084%

酸素O 2 20.946%

アルゴンAr o.934%

二酸化炭素C O2 353ppm

ネオンNe 18.18ppm

ヘリウムHe 5.24ppm

メタンC H4 1.7ppm

クリプトンK r 1.14ppm

水素H2 0.56ppm

酸化二窒素N2O 0.31ppm

季刊化学総説10 1990 /National Academy P ress  1986

現在
380ppm

このままだと
天井知らず↑

 二酸化炭素の量は、1990年頃のデータでは350ppmにまで上昇しています。Ｐｐm

というのは百万分の一の単位ですから、百万分の350という濃度です。パーセントで

言うと0.035%ということになります。そんな小さな数字が地球表面の温度変化に関

係しているのだそうです。そして現在では更に上がって380ppmになっています。バ

イオスフィアの外から持ち込んだ二酸化炭素のせいで100ppmも上がっています。こ

のままの状態を続けると天井知らずに昇りつづけるようです。 

 



 
 
 
 

 こちらの表は、ここ50年ほどのを表していますが、1950年に60億t程だった排出量

が250億t近くまで、世界中で4倍以上にも増えている事がわかります。二酸化炭素

排出量はさらに増え続けていて、6月２１日の新聞は中国の去年の排出量が世界一

になり、その量は62億tだと報道しました。1950年の世界の排出量と中国一国の排

出量が同じにまでなったわけです。 

 ここまでで、私たちが生きていけるのは地球という星の表面バイオスフィアで、五

つの自然構成要素のおかげだということ。その自然構成要素のひとつ大気の中に、

人間がバイオスフィアの外から二酸化炭素を持ち込んだことが、地球温暖化を引き

起こしていて、自分の首を絞めているということが分かってもらえたでしょうか。 

 



 
 
 
 

 では温度は一体どうなっているのでしょうか。 

 二酸化炭素濃度の上昇で、20世紀の100年間に世界の平均気温は0.6℃上がった

といわれています。温暖化を世界中が心配している理由はこれくらいではなさそうで

す。将来さらに上昇すると考えられるからです。その予測がグラフの青い部分です。

今後100年間で1.4℃-5.8℃上がる可能性があると言われています。日々の生活や

季節の変化の経験から、これくらいは何でもないと考えるかもしれませんが、この温

度は地球全体の平均なのです。世界の平均気温がこれほど変化すること、それも

わずか百年間での変化、これは地球上の生命がついていけないほど急激な変化ら

しいのです。 

 

 



 
 
 
 

 

なぜ温暖化が怖いのか

気
温
上
昇

異常気象

解氷

生態系変化

感染症増加

永久凍土融解

海洋深層水枯渇

洪水、旱魃

海水面上昇

生物多様性減少

マラリア、黄熱病

メタン放出

温暖化悪循環、海洋資源減

生活危機
食料危機

可住域減少
農地・食料危機

生物依存の危機
生存の危機

新たな感染症
熱帯病北進

強度の温暖化物質
温暖化急進

ますます高温
食料危機

2003/4/22

オゾン層破壊？

 温暖化が進むとどんな変化が起こって、どのような影響があるのでしょうか？ 

 気温が上がると、左側の青い枠に書いたような現象が想定されます。 

 温暖化が進むと、オゾン層の破壊もさらに進むとの報告もあります。 その他、砂

漠化をはじめあらゆる悪影響が考えられますが、今日は異常気象、解氷、生態系変

化、感染症増加、永久凍土融解、海洋深層水について報告します。 



 
 
 
 

 まず異常気象。異常な高温が引起す熱波の被害、2003年ヨーロッパでは数万人

が死亡しました、96年シカゴの726人死亡などは軽いものです。今年も一昨日の新

聞は、シチリア島では46度の熱波が襲い、イタリア、ギリシャなどで10人以上が死ん

だと書いています。 

エルニーニョ、洪水、旱魃、台風も温暖化の影響を受けると言われ、一昨年のアメリ

カのハリケーンでは、一度に愛媛県の人口を超える人々に避難命令がだされまし

た。 

 



 
 
 
 

 

暑く乾いた土地 

  

南エチオピアの干からびた トウモロコシ。写真の人は、今年はどうにか収穫をあげ

られたが、昨年はまったく収穫がなかったと話したといいます。こんな状態がずっと

続いて、やがて砂漠になるのでしょうか。 

異常気象は生活に大きな被害を与えますが、食糧不足になる恐れも大きいのです。 



 
 
 
 

 北極や南極の氷が解けていることは皆さん知っています。 

 



 
 
 
 

 北極の氷は10年前の時点で40%も減っていると報告されています。今ではないん

です。10年前の事実です。近い将来、北極の海から氷の見えない夏が来ると言わ

れています。 

 



 
 
 
 

 写真の字幕は、下流域の洪水を心配しているところです。が、それが流れ下った

先は海です。海の氷が解けても海面上昇にはつながらないようです。陸地の氷が解

けると海の水の量は当然増えます。そうすると海水面は上がります。こちらのほうが

恐ろしいのだそうです。 

 

 



 
 
 
 

 そして、暖められた海水は体積が膨張するので、海面上昇を大きくするのだそうで

す。 

 



 
 
 
 

 海面上昇がもう既に始まっていることは皆さん知っています。太平洋上のツバル、

キリバス、フィジー、そして宮島の厳島神社も被害を受けました。予想される海面上

昇値は9-88cm。スライドはアジアの3600万人ですが、別の資料では、40cmの上昇

で沿岸域など7千500万人～2億人が移住を迫られる、つまり住めなくなる。そして世

界の穀倉地といわれるアジアの稲作地帯のかなりが、水没ないし塩害を受けると言

われています。大きく、生活できなくなる影響や食料生産への悪影響が一番に心配

です。 

 日本では、65cmの上昇で砂浜の8割が侵食され、1m上昇すると平均満潮位以下

に居住する人口410万人で、その資産は109兆円といわれ、今の生活を維持するた

めには11兆円の投資が必要と計算されています。11兆円の投資ということは、11兆

円分の新たな温室効果ガスの排出を伴うということでしょうか。 

 

 



 
 
 
 

生態系変化：シロアリ
キリシマミドリシジミ
リュウキュウサンショウクイ

 生態系変化でも、既に作物の生長期間長期化、動物生息域の移動、動植物の減

少、開花と昆虫出現時期の早期化が観察されています。温暖化によって死滅する

樹木があれば、新たな樹種に更新される前に森は消滅し、大量の炭素が放出され

て温暖化が悪循環するとともに、植物に依存している動物にも当然影響が出ます。

生物多様性は破壊され、ヒトをはじめとする生物が生きていくための、生物依存は

脅かされます。生物依存は食料などを他の生き物から得ていることです。 

 写真はキリシマミドリシジミという小さなチョウです。キリシマとは九州の霧島です。

1997年、ちょうど10年前生息域が北上して篠山が北限だと調査した時の写真です。

でも数年のうちに小田深山にまで北上したと報告があり、現在は本州にまで北上し

ているはずです。これは生息域の移動のひとつで、家を食い荒らす白アリは東京が

北限でしたが、そろそろ北海道まで北上しているのではないでしょうか。 

 



 
 
 
 

 こちらは南の鳥、リュウキュウサンショウクイです。頭にリュウキュウと付いている

通り南西諸島の鳥ですが、今では九州全土に進出しています。そして篠山でも一昨

年雛が生まれました。その篠山での証拠写真です。高知県でもあちこちで見られる

ようになったようです。 

 この鳥はまだ幸せです。北の方向に逃げ場所があるからです。逃げ場所のない鳥

もいます。例えばライチョウは高い山の上の方に追いつめられていますから、これ

以上暖かくなったら上がっていくところは無いのです。雪と氷を生活の場とし、雪と氷

の中で育つ植物を餌にしている、遠い距離を移動しないライチョウは、滅びるしかな

いわけです。 

 



 
 
 
 

 

増大する懸念 

Photograph by Peter Essick  

南極に育つただ2種の顕花植物ナンキョクコメススキとナンキョクミドリナデシコの分

布を植物学者が調査しています。パーマー基地に近いアンバース島沖のこの土地

では、1995年にはこの両植物はなかったのが、その後徐々に見つかるようになり、

この時294株のミドリナデシコと5129株のコメススキが見つかったと言います。暖かく

なって、それまで生きていけなかった植物が住めるようになった訳ですが、逆に雪や

氷に依存しているペンギンやたくさんのプランクトンたちの生活の場は失われるわけ

です。このことも人間の食料に密接に関連してきます。 



 
 
 
 

 

 国の農業環境技術研究所は、気温の上昇はコメの収穫量を減らすと指摘していま

す。でも収量が減るだけでしょうか。私は今食べている短粒種ジャポニカが栽培でき

なくなって、南の国で作っている長粒種しか作れなくなるのではないかと心配してい

ます。 

 果樹研究所は、リンゴやミカンの産地が2060年ころには栽培不適になると予測し

ています。 

 「たとえばミカンなら、現在の産地で栽培を続けるために、品種を代表的なウンシ

ュウミカンから『デコポン』や『はるみ』といった温暖な気候に向いたものに変える必

要がありそうです。その結果、ウンシュウミカンはなくなるかもしれない」と言っていま

す。 

 海の魚も変わってくるはずです。ブダイの仲間など海藻を食べる魚が増えることで

アマモ場がなくなり、今いる魚たちが稚魚の時生活する場を失うことでも漁業被害は

大きいと推測されています。さらに海で生活するプランクトンの種類と数も変化する

と、当然それに依存する魚の種類も変わるはずです。高値で売れる魚に変われば

愛南町漁協は大喜びでしょうが、そんなにうまくいくでしょうか。 

  



 
 
 
 

 温度や降雨量が、感染症の媒介動物や病原菌の数・分布に変化を与えます。既

に報道されているマラリヤ、西ナイルウイルスをはじめ、デング熱、黄熱病、数種の

脳炎、充血吸虫、フィラリア、メジナ虫、シャガス病など多種多様な感染症が流行す

る地域が拡大する恐れがあります。 

 スライドのマラリアやデング熱のリスクは、地球人口90億人で計算しても、世界の

1/3の人が罹るということでしょうか。 

 マラリアや西ナイルウイルスは、ニューヨークやパリでも発生しています。病原菌を

媒介する蚊が、飛行機に乗って移動し、快適に温度調節された部屋の中で生きつ

づけることも原因の一つですが。 

 

 



 
 
 
 

気
温
上
昇

永久凍土融解

海洋深層水枯渇

メタン放出

温暖化悪循環、海洋資源減

強度の温暖化物質
温暖化急進

ますます高温
食料危機

 北極圏では、動植物の死骸が氷で冷凍保存されています。この氷が解けると、や

がて腐敗が始りメタンガスを放出されるはずです。メタンの温暖化係数は二酸化炭

素の21-23倍ですから、温暖化に拍車がかかるでしょう。 

 

  

 



 
 
 
 

 

海の大循環

 世界の海では、暖かい海流と冷たい海流からなる循環システムが成り立ってお

り、これが地球の気候を安定させるのに役立っています。温暖化が進むと、この重

要な大きな循環システムをも、急激に大きく変えてしまう可能性があります。予測不

可能な気候変動が心配されているのです。  

 今、北の海で深層に潜り込む海水の速度が、気温上昇のせいで遅くなっていま

す。量が減っている、ということになります。そのうえに、飲料水やビールに、果ては

お風呂にまで使う人間が居るのです。そしてこの流れは栄養塩を運ぶ、海の生き物

にとって大切な存在です。漁業資源が減ってしまう恐れも孕んでいます。 

 



 
 
 
 

 

 京都議定書は1997年12月、京都で開催された国際会議「気候変動枠組条約第3

回締約国会議（COP3）」で採択されました。世界各国で分担して、温室効果ガスを減

らそうという取り決めです。最初の目標として、先進国全体で2012年までの年平均

排出量を90年比で5％以上削減することが掲げられ、日本は6%削減すると約束しま

した。 

 政府は、どのような方法で6％減を達成するのかを細かく示した「地球温暖化対策

推進大綱」を策定しました。たとえば、自動車の燃費改善で約1390万トン（二酸化炭

素換算）を削減、各家庭でシャワーを1日1分、家族全員が減らして93万トン（同）を

削減するといった 具合だ。削減目標6%のうち2/3にあたる3.9%を森林吸着つまり森

の木に吸わすことで補おうとしています。50年生の杉が蓄える炭素の量は1haあた

り170tにもなるのです。 

 また地球温暖化対策の推進に関する法律も制定され、国民の義務も明らかにして

います。 

 



 
 
 
 

愛媛県の取り組み

愛媛県地球温暖化防止指針

愛媛県地球温暖化防止実行計画

•温室効果ガス排出量将来予測
•地球温暖化防止活動推進センター指定、活動推進員設置
•二酸化炭素吸収源としての植林・緑化推進
•バイオマスエネルギー利用設備の設置・普及
•体験型学習施設 愛媛エコハウス設置
•環境学習事業実施
•家族で取り組むエコファミリー認定
•環境家計簿の普及
•低公害車の導入 ほか

•温室効果ガス排出目標設定
•節電・節水、エコドライブ、公共交通機関利用など省エネルギーの推進
•ごみの減量化、リサイクルの推進
•省エネ、新エネ型施設の推進 ほか

 愛媛県も様々な取り組みをしています。その一部分を紹介すると、地球温暖化防

止活動推進員や愛媛エコハウスを設置して環境学習をすすめたり、二酸化炭素を

吸収させるための森林整備・そもそもバイスフィア存在するバイオマスエネルギー利

用設備の設置と普及などを愛媛県地球温暖化防止活動推進指針に基づいて実施

しています。 

 そして、県庁自体の取り組みとして愛媛県地球温暖化防止活動実行計画をつくっ

て、温室効果ガスを減らす努力を毎日しています。 

 



 
 
 
 

愛南町の取り組み

愛南町環境基本条例

愛南町地球温暖化防止実行計画

•自然構成要素の保持
•ごみ減量・リサイクル
•エネルギー有効利用
•自然環境の保全
•環境教育の推進
•施設整備時の環境配慮
•環境基本計画の策定

•温室効果ガス排出目標設定
•節電・節水
•省エネ機器の導入
•グリーン購入
•エコドライブ
•省資源
•ごみ減量・リサイクル

 愛南町でも昨年、町民が健康で安全な生活を送るうえで必要な、良好で安心でき

る環境を保全・創造することを目標として「愛南町環境基本条例」が制定されまし

た。その中で当然地球温暖化防止のために何をすべきか書いています。ごみ減量

化やリサイクル、エネルギー有効利用など愛媛県と同様の取り組みを考えていま

す。今既に実行していることも含めて具体的にどうするかは、愛南町環境基本計画

を策定してそれに基づいて細かく決めることになっています。 

 さらに役場と役場職員がどう行動するかは、愛南町地球温暖化防止実行計画で

執務中以外は電気を消すとか、こと細かに決められています。 

 



 
 
 
 

 

一人ひとりの地球温暖化対策

１ 冷房の温度を１℃高く
暖房の温度を１℃低く設定する

カーテンを利用して太陽の入射を調整したり､着るものを工夫すると
冷暖房に頼らないで過せます。
冷暖房を入れる時期を少し待ってみる。

年間約３１ｋｇのCO2の削減

年間で約２０００円の節約
年間約３１ｋｇのCO2の削減

年間で約２０００円の節約

出典：身近な地球温暖化対策 全国地球温暖化防止活動推進センター

地域の言葉 ばか抜き着知らず

 Co2の排出量は、京都議定書で目標とした1990年比6％減を達成どころか、8％も

増えて14%となっています。全国地球温暖化防止活動推進センターによると、交通

部門と民生部門つまり国民生活でそれぞれ20％増加させており、この部門の対策

抜きでは、わが国の温室効果ガスの削減は実現不可能と言っています。まさに必要

なのは国民一人ひとりの意識改革かもしれません。 

 ここからは、中学生のみんなにも実行できる、一人ひとりの地球温暖化対策と銘

打った同センターの提案をご紹介します。 



 
 
 
 

 

一人ひとりの地球温暖化対策

２ 週２日往復８ｋｍの車の運転をやめる

通勤や買物の際にバスや鉄道、自転車を利用しましよう。
歩いたり自転車を使うほうが健康にもいいですよ。

年間約１８５ｋｇのCO2の削減

年間で約８０００円の節約
年間約１８５ｋｇのCO2の削減

年間で約８０００円の節約

出典：身近な地球温暖化対策 全国地球温暖化防止活動推進センター

 前の表は一世帯あたり、この表は車一台あたりの数字だそうです。 



 
 
 
 

 

一人ひとりの地球温暖化対策

３ １日５分間のアイドリングストップを行う

駐車や長時間停車するときは車のエンジンを切りましょう。
大気汚染物質の排出削減にも寄与します。

年間約３９ｋｇのCO2の削減

年間で約２０００円の節約
年間約３９ｋｇのCO2の削減

年間で約２０００円の節約

出典：身近な地球温暖化対策 全国地球温暖化防止活動推進センター

 



 
 
 
 

 

一人ひとりの地球温暖化対策

４ 待機電力を９０％削減する

主電源を切りましょう。長時間使わないときはコンセントを抜きましょう。
また、家電製品の買い替えの際には待機電力の少ないものを選ぶよう
にしましょう。

年間約８７ｋｇのCO2の削減

年間で約６０００円の節約
年間約８７ｋｇのCO2の削減

年間で約６０００円の節約

出典：身近な地球温暖化対策 全国地球温暖化防止活動推進センター

 



 
 
 
 

 

一人ひとりの地球温暖化対策

５ シャワーを１日１分家族全員が減らす

身体を洗っている間、お湯を流しっぱなしにしないようにしましょう。

年間約６５ｋｇのCO2の削減

年間で約４０００円の節約
年間約６５ｋｇのCO2の削減

年間で約４０００円の節約

出典：身近な地球温暖化対策 全国地球温暖化防止活動推進センター

  



 
 
 
 

 

一人ひとりの地球温暖化対策

６ 風呂の残り湯を洗濯に使います

洗濯や庭の水やりのほか、トイレの水に使っている人もいます。
残り湯利用のために市販されているポンプを使うと便利です。

年間約１７ｋｇのCO2の削減

年間で約５０００円の節約
年間約１７ｋｇのCO2の削減

年間で約５０００円の節約

出典：身近な地球温暖化対策 全国地球温暖化防止活動推進センター

 水そのものも貴重な資源ですが、水道水を作るためにも様々なエネルギーが使わ

れおり、温暖化を進める要因となっています。私は、食事の後のお茶は、湯呑でなく

茶碗でいただきます。禅宗のお坊さんの真似です。これだけでも湯飲みを洗う水が

要らなくなり、茶碗を洗う水も節約できます。 



 
 
 
 

 

一人ひとりの地球温暖化対策

７ ジャーの保温をやめる

ポットやジャーの保温は利用時間が長いため、多くの電気を消費
します。ごはんは電子レンジで暖め直すほうが電力の消費は少な
くなります。

年間約３１ｋｇのCO2の削減

年間で約２０００円の節約
年間約３１ｋｇのCO2の削減

年間で約２０００円の節約

出典：身近な地球温暖化対策 全国地球温暖化防止活動推進センター

 



 
 
 
 

 

一人ひとりの地球温暖化対策

８ 家族が同じ部屋で団らんし、暖房
と照明の利用を２割減らす

家族が別々の部屋で過すと､暖房も照明も余計に必要になります。

年間約２４０ｋｇのCO2の削減

年間で約１１０００円の節約
年間約２４０ｋｇのCO2の削減

年間で約１１０００円の節約

出典：身近な地球温暖化対策 全国地球温暖化防止活動推進センター

 



 
 
 
 

 

一人ひとりの地球温暖化対策

９ 買い物袋を持ち歩き、省包装の野菜を
選ぶ

トレーやラップは家に帰れば、すぐゴミになります。買い物袋を
持ち歩けばレジ袋を減らせます｡

年間約５８ｋｇのCO2の削減年間約５８ｋｇのCO2の削減

出典：身近な地球温暖化対策 全国地球温暖化防止活動推進センター

 



 
 
 
 

 

一人ひとりの地球温暖化対策

10 テレビ番組を選び､1日1時間

テレビ利用を減らす

見たい番組だけ選んで見るようにしましょう。

年間約１３ｋｇのCO2の削減

年間で約１０００円の節約
年間約１３ｋｇのCO2の削減

年間で約１０００円の節約

出典：身近な地球温暖化対策 全国地球温暖化防止活動推進センター

 この１０の取り組みで1世帯あたり年間41,000円節約になる勘定だそうです。 

 わが国の世帯数4742万、乗用車数4000万台として計算した場合、この提案を全て

実行すると、日本全体の二酸化炭素 排出量は1990年比2.8％減になるそうです。

普通、産業界ばかりが原因のように思われそうですが、家庭生活での節約も効果が

大きいことがわかります。 



 
 
 
 

 

風力発電

渭南 Eco-community

 今月初めドイツで開催されたG8(主要国首脳会議)では、2050年までに温室効果ガ

ス排出量を半分以下にすることを真剣に検討すると決めました。それを実行するこ

とになるのは皆さんです。地球を暖かくしてきた親や祖父母の世代にも当然努力し

てもらわなければなりませんが、その世代は一部の人しか真剣には考えてくれそう

にありません。さらに、今までのように目先の対症療法しかできないのではなく、根

本的な対策を、今から大人になる貴方たちにお願いしなければなりません。 



 
 
 
 

 

太陽光発電

太陽光発電パネル

太陽熱温水器

1億5000万km離れた核融合炉の恩恵

渭南 Eco-community

 クリーンエネルギーと賞賛されている風力発電も、太陽光発電も、世間の人たちは

知らんふりしていますが、デメリットが潜んでいます。設備を作るための資材調達か

ら製造、組み立て、建設、そして最終的に廃棄する時までを含めた、その設備の生

涯にわたる二酸化炭素排出や、その他の不利益を必ず検証すべきなのです。伊方

町で問題になっている風車による低周波騒音や、使われている化学物質が将来ど

う評価されるのかといった処は置き去りです。 



 
 
 
 

 

燃料電池の仕組み

日本学術会議HP 2003年

 二酸化炭素を出さない燃料電池です。 しかし地球上に水素が増えすぎると、温

暖化が進む、と警告を発している科学者もいます。本当の幸せを考えるなら、そこの

ところをしっかり検証して貰いたいものです。 今までの文化はそれをしてこなかった

のです。 

 燃料電池自動車を使うということは、温室効果ガスを出さないための対症療法で

す。現在の地球環境問題は、対症療法を積み重ねたことが根本的な原因です。自

由に移動するために自動車を作り、石油を燃やし、そのための道路を作るにも二酸

化炭素を排出しています。暑さ寒さを手軽にやり過ごすために、冷暖房を使う。コー

ヒーが飲みたいから外国で栽培されたコーヒー豆を船や飛行機で輸送する。そんな

対症療法が温暖化を進めてきました。今までの世代がやってきたのとは違う、賢い

対応をしていただきたいのです。 



 
 

地球環境問題

• 地球の温暖化

• オゾン層の破壊

• 酸性雨

• 海洋汚染

• 熱帯林の減少

• 生物多様性の減少

• 有害廃棄物の越境移動
出展：地球環境ハンドブック

・化学物質・人口爆発・資源枯渇

 対症療法はエスカレートして、なんでもありの世界になって、砂漠の水が「オアシス

の水」と称して日本で売られる時代になりました。砂漠の貴重な水は砂漠で循環す

べきで、石油を燃やしてまで東京に持ってきてはならないはずです。海洋資源は採

り過ぎで、やがて魚はいなくなってしまうと報告されています。 

 1994年に発刊された地球環境ハンドブックは、地球環境問題として今ご紹介した

地球温暖化のほかオゾン層の破壊、酸性雨、海洋汚染、熱帯林の減少、生物多様

性の減少、有害廃棄物の越境移動を挙げています。 

 が今、人間の都合の良いように対症療法をするために生み出された化学物質が、

自然や人間に様々な悪影響を及ぼしている問題もあります。 

 限りあるバイオスフィアが養える能力を超える人口増加も根本的な問題です。 

 そして資源を採りつくそうとする悲しい性。 環境問題の解決には、欲望を抑えるこ

とができないヒト科ヒト属ヒトという生き物の文化を見直すことが必要です。その文化

はヒト科ヒト属ヒトが進化する中でつくりあげてきたものです。難しい問題ですが、皆

さんにはそれが求められています。それを避けては通れないのです。賢い大人に進

化していただくことをお願いして、終わります。 


