
 

 

青い地球を子ども達に残すために～京都発ス
トップザ温暖化～
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100 : ありがとうございました

投稿者 ： 『地球環境政策課 狩野』 投稿日時 ： 2005/03/31 19:25

 こんばんは，京都市地球環境政策課の狩野です。  
 
 さて，今日で，「青い地球を子ども達に残すために～京都発ストップザ温暖化～」の電子
会議室が終了いたします。  
 これまで参加者の皆様からいろいろな発言をいただき，本当に感謝しています。  
また，進行役の皆様にもいろいろお世話になりまして，ありがとうございました。  
 
 いよいよ明日4月1日から京都市地球温暖化対策条例が施行となります。私たちはまだ
スタートラインに着いたところです。  
この会議室は終了しますが，引き続き地球温暖化対策の取組を進めていきたいと思いま
す。皆さん，今後ともよろしくお願いします。  

 
返信  

 

 

99 : Re: 具体的な温暖化情報を伝えること

投稿者 ： ☆たけはま 投稿日時 ： 2005/03/10 02:24

竹濱朝美です。  
   
温暖化を理解してもらうには、具体的情報を、提供することが不可欠です。  

近のデータから明らかになったこととして、次の点を伝えなければならないでしょう。  
 
①温暖化は、これまでの予測を上回って、急速に温暖化する可能性がある。  
②自分の人生の中で、深刻な被害が発生すること。  
③今後も、約５０年程度（！！）、温度は、上昇しつづけること。  
④二酸化炭素濃度は、すでに危機的水準に達しており、  
 気温上昇を（産業化以前に比べて）２度までにくい止められるかどうか、  
 ギリギリの水準に来ている。  
⑤二酸化炭素の排出削減は、直ちに、かつ、大幅な削減が必要であること。  
⑥この排出削減は、わずか五年の遅れも、許されないこと。  
 
この文章が、打ちのめされるような打撃的な意味を持っていることを、私自身、十分に理
解して、この文章を書いています。  
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①について  
近出されたいくつかの研究報告は、地球の気候は、IPCCの予測を上回わって、温暖化

する可能性が大きいことを指摘しています。  
 （気候感度（二酸化炭素濃度に対する温暖化の進行速度）が、  
  ４．５以上である可能性があること、すなわち、急速に温暖化すること）  
このため、産業化以前に比べて、２度の温度上昇で食い止められるかどうか、ぎりぎりの
状態であることを指摘する研究がいくつも出されています  
 
③について  
二酸化炭素の削減が直ちに必要なのは、次の理由による。  
大気中に放出された二酸化炭素は、長期（１００年以上）にわたって、大気中にとどまり続
ける。このため、地球を暖める温室効果も、その後、きわめて長期に続く。  
 
今後、二酸化炭素の排出量を削減し、今後１００年以内に、排出量のピークが過ぎたとし
ても、大気中の二酸化炭素濃度は、長期にわたって減らず、１００年から３００年間にわた
って、その濃度は持続する。  
 
年３％で、今から２１００年まで、二酸化炭素の削減を続けたとしても、気温の上昇がとま
るのは、今世紀半ばになる、との予測が報告されている。（stabilisation2005.com)  
 
二酸化炭素の温室効果は、長く続くので、削減の効果が出るのは、ずっと後の時代にな
ります。その間も温度の上昇が続き、かつ、温度の低下はゆっくりとしか低下しないので、
気温の高い状態が長く（何十年か）続くことになります。その間、深刻な被害が発生しま
す。  
 
何もしなければ、より速く、危機に向かって突進するだけなので、とにかく、各国が京都議
定書の実行に向けて、実際に排出削減を進めることしか、方法はありません。それほど、
事態は、緊急を要しています。 

 
返信  

 

 

 

98 : Re: どのように温暖化意識を高めていくか。

投稿者 ： 『地球環境政策課 宇高』 投稿日時 ： 2005/03/07 14:24

ＴＡＭＡＧＯさん  
全国民に知ってもらうこと，義務教育で伝えていくことが重要だという提案ありがとうござ
います。これは回数を重ねて，機会をとらえて伝えていく地道な努力が必要です。ＴＡＭＡ
ＧＯさんも，知ったことをぜひお友達に伝えていってほしいと思います。  
 
市役所としても，市民しんぶんや新聞を通じて努力しています。  
これらの小学校や中学校の教科書にも取り上げられていますし，パンフレットを作成し
て，市内の小学４年生と中学３年生の全員に配布し，学校での学習の一助にしていただ
いています。  
 
私は，まだＰＲが足らないと思っています。また，市役所のＰＲの方法もまだ努力が足りな
い部分も多いと思っています。  
 
足りない分，みなさんの力をお借りしたいと思いますので，ぜひこの会議室での議論を口
コミで伝えてほしいと思います。 

 
返信  
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97 : どのように温暖化意識を高めていくか。

投稿者 ： TAMAGO 投稿日時 ： 2005/03/06 18:52

京都議定書発効あたり、さてどれくらいの人々、幅広い人たちにこの事は知られているだ
ろうかと疑問に思うことが多々あります。問題はできるだけ多くの人に知ってもらうかどう
かであろう感じます。全国民にまず知ってもらうこと、現在はCMなどでだいぶ温暖化につ
いて広報はされていますがまだまだ意味がよくわからない方が多いでしょう。そのために
はまず、極端かもしれないが全員に地球温暖化防止についてのパンフレットの配布やす
べての義務教育でその項を取り入れたらなあと思う。私はあまりえらそうな事を言える立
場じゃありませんがこの間、思い付いたので発言さして頂いた次第です。しかし予想以上
に温暖化が進んでいるのにはビックリしました。 

 
返信  

 

 

 

96 : Re: 温暖化と熱中症対策の必要性

投稿者 ： 『地球環境政策課 宇高』 投稿日時 ： 2005/02/26 18:29

京都市宇高です。  
 
日本の気温上昇について，平成１７年２月２日に気象庁から発表されています。  
 
平成16（2004）年の世界と日本の年平均地上気温  
～日本の年平均気温は統計開始以来２番目の高さ～  
～世界の年平均気温は統計開始以来４番目の高さ～  
http://www.jma.go.jp/JMA_HP/jma/press/0502/02a/avgtemp2004.pdf  
 
１９９０年以降平均気温が更新されるケースが増えています。  
温暖化は始まっているというより，温暖化は進んでいるということですね。  
 
地球が過去ため込んだ熱エネルギーに対して，人間の技術がどこまで立ち向かえるか。 
でも，気温が上がることによる人的被害を 小限に食い止めることも並行して考えなけれ
ばいけませんね。  

 
返信  

 

 

 

95 : Re: 温室効果ガス、どれだけ削減しなければならないか

投稿者 ： 『地球環境政策課 宇高』 投稿日時 ： 2005/02/26 18:30

竹濱先生 皆様  
 
京都市宇高です。  
竹濱先生，イギリスでの会議の成果をお伝えいただき感謝します。  
 
この会議のことは，平成１７年２月１０日付けで環境省から広報発表されていました。  
「温室効果ガスの安定化濃度に関する科学者会合の結果について」  
http://www.env.go.jp/earth/nies_press/gas/index.html  
この報道資料を見ると，淡々と事実を書いてあります。  
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つまりこのことが意味する将来どうなるとまでは書いてありません。  
 
私も，この避けて通れない現実を目の当たりにして，言葉がありません。  
だから，何もしないのか。  
しかし，温暖化対策をやらなければもっと早く被害が生じることだけは事実です。  
 
なお，日本の現実を，気象庁が２月２日に発表してることがわかりました。  
別の発言にさせていただきます。  

 
返信  

 

 

 

94 : 温暖化と熱中症対策の必要性

投稿者 ： ☆たけはま 投稿日時 ： 2005/02/26 08:17

竹濱です。  
 
温暖化の進行に関して、熱中症の予防マニュアルを、緊急に整備する必要性があると考
えています。京都市は人口が多いので、市役所側からだけ情報を発信しても、情報を末
端にまで伝えるのは大変だからです。  
電子会議室などを通じて、市民の側からも、熱中症の予防マニュアルについて、知恵を出
して欲しいと思います。お子さんを持つ家庭は多いので、どういう状況のときに、熱中症が
発生しやすいかなど、具体的に考えて、行動マニュアルの整備に取り組む必要を痛感し
ます。  
 
★東京３９．５度  
昨年、東京では、３９．５度を記録して、真夏日の連続記録も史上 多でした。京都市内
でも、３６度を越える日が出ています。ヒートアイランド現象も影響していると思いますが、
温暖化の進行とともに、熱中症の被害が増大することは、環境研究所の温暖化影響予測
でも、指摘されているとおりです。  
 
イギリス気象局の２００４年のレポートは、昨年、東京で３９．５度を記録したことを驚きをも
って報じています。東京の３９．５度は、１９２３年に、日本が気象記録をとり始めて以来、
もっとも暑い温度であると、紹介されています。(Met Office, Hadley Centre, Recent 
research on climate change science from the Hadley Centre, 2004, Defra)  
 
★２００３年、ヨーロッパの熱波  
イギリス気象局（Met Office）の２００４年のレポートは、  
２００３年のヨーロッパで起こった熱波は、１８６０年に世界的な気象記録をとり始めて以
来、 も暑い夏であったこと、数値記録では、西暦１５００年（！）以来、 も暑い夏であ
り、ヨーロッパで１万５０００人の死者と山林火災、農産物被害を生じた、と報告していま
す。  
 
同時に、２００３年の熱波は、半分以上が人間の二酸化炭素その他の放出により発生し
たものである、と評価しています。そして、２００３年のような熱波が、今後、もっと頻繁にお
とずれること、今後、ヨーロッパの夏は、２００３年よりも暑くなる（！）と、警告指摘していま
す。将来、（もっと暑くなるために）、２０６０年ごろには、「２００３年の夏は、なんて冷たい
夏だったのだろう」と、いわれるようになるだろう、との予測を出しています。  
 
 
★温暖化の進行と熱中症の発生状況  
Exeterで開かれた気候変動会議では、国立環境研究所の原沢英夫氏が、日本における
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被害予測を発表しています。今後、日本で熱中症患者が増大すること、東京圏での熱中
症患者の病院搬送数と 高気温などがグラフとともに報告されています。  
 
同様の内容は、国立環境研究所のサイトでも、「地球温暖化が日本に与える影響につい
て（環境省記者クラブ発表、１月２７日）」で、原沢英夫氏が発表しています。この中で、  
 
日中の 高気温が３０度を超えると熱中症患者が出始めること、  
日中の 高気温が３５度を超えると熱中症患者が激増すること、  
子供、高齢者、病気治療中の人などが、特に、リスクが高いことが指摘されています。  
 
昨年の東京都の場合、５月８日には、早くも日中の 高気温が３０度になっています。昨
年の５月の２３日には、気温が３５度を超えて、熱中症患者が多発しています。  
 
★行動マニュアルの必要性  
熱中症はどのような状況で発生しやすいか、疫学的な情報を整理し、行動マニュアルとし
たいと思います。  
同時に、皆さんも、お子さんやお年寄りの居られるご家庭では、子供やお年寄りにとっ
て、温度が高くなりそうな状況とは、どういう時か、具体的な生活シーンを思い浮かべて、
行動マニュアルづくりに知恵を出して欲しいと思います。たとえば、次のような生活シーン
の情報を集める必要があります。  
 
子供： 子供は、大人より背が低いため、道路の照り返しと自動車の廃熱によって、路上
では、容易に、体感温度が３６度を超える高温になると思います。小学校の低学年は、下
校時間が早いだけに、昼間の高温時間帯にあたること、児童だけで下校していることか
ら、特に、注意が必要です（自宅が校区の端に位置する子供は、約１キロ、子供の足で２
０分弱を歩くことになり、非常に危険）。  
乳幼児： 路上でのベビーカーを使用している場合、子供の体全面に日光が当たるため、
大人が感じる以上に高温になりやすい。  
 
学校関係者：  
小学校の児童については、高温日には、下校時間を遅らせて、夕方まで校内で待機させ
るとか、父母の迎えを要求するなど、注意が必要ではないかと考えます。気温が３０度を
超したら、屋外での体育クラブ活動を控えさせる、など、学校関係者、体育クラブの指導
者に注意を呼びかける必要もあります。  
お年寄り：一人暮らしのお年寄りなど、どのように情報を伝えるべきか、工夫が必要です
ね。  

 
返信  

 

 

93 : 温室効果ガス、どれだけ削減しなければならないか

投稿者 ： ☆たけはま 投稿日時 ： 2005/02/26 08:19

竹濱です。  
二酸化炭素、温室効果ガスの削減は、どれくらい必要なのか？   
この問題について、Ｅｘｅｔｅｒ 会議運営委員会のレポートから、重要と思われる点を紹介
します。  
 
★Ｅｘｅｔｅｒ 会議運営委員会の報告書  
「 IEAは、２００２年水準に対して、２０３０年までに、二酸化炭素の排出は６３％増大する
と予測している （IEA, World Energy Outlook 2004）。もし、今後の２０年以内に緊急かつ
大量の排出削減が行われなければ、２０５０年まで（！！）に、平均気温は、産業化以前
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に比べて、２度までに上昇することは、殆ど確実である。」 (産業化以前とは、１８６１年か
ら１８９０年ごろのこと。竹濱注）。   
 
会議運営委員会は、二酸化炭素濃度の上昇に対する地上平均気温の気候感度（climate 
sensitivity）は、IPCCの三次報告書（２００１年）が予測したよりも高いと考えられること、つ
まり、IPCCの報告書が予測したよりも、地球気温は、急速に温暖化する可能性がある、と
指摘している。（Hadley Centre, Met Office, Report of the Steering Committee, 
“International Symposium on the Stabilisation of Greenhouse Gases,” ）  
 
★２度上昇が意味するもの  
産業化以前に比べて、温度が１．５度上昇すると、グリーランドの氷河の実質的融解が始
まる（止めることができなくなる）とされています。グリーンランド氷河の融解は、海面水位
の本格的な上昇、沿岸部の水没の進行を意味し、グリーンランドの氷河が全て融解すれ
ば、地球の海面は７メートル上昇するとされています。  
 
２度以上になると、南極アイスシートの実質的崩壊が始まるとされています。南極西部の
アイスシートの崩壊が突端となり、以後、ゆっくりと崩壊に向かうと考えられています。  
 
人間社会にとっては、温度１．３度で、北米ではマラリアの危険、 １．７度で、世界各地で
水不足、 ２度になると、ＥＵ，アメリカ、オーストラリア、アジアなど世界各地で、農作物の
収穫が激減すると予測されています。前回のメールにも書きましたが、温度２度というの
は、通常の人間生活にとっては、大規模かつ深刻な災害が多発する段階を意味します。 
 
現在、地球表面の温度は、産業化以前の水準に比べて、０．６度、上昇（２００４年の１月
―９月の地表平均温度は、産業化以前にくらべ、０．７度上昇）しています。近年の研究で
は、  
２０２０年―２０３０年ごろに、０．８度―１．３度に達すると複数のグループが予測していま
す。  
２０５０年ごろには、１．３度―１．９度に上昇すると、複数の研究グループが指摘していま
す。  
２０８０年ごろには、１．７度―３．２度に上昇すると、複数グループが予測しています。  
（Table a （Impacts on human system due to temperature rise, precipitation change an 
increases in extreme events）、www.stabilisation2005.com）  
 
★許容される二酸化炭素濃度はどこまでか？    
エクセター会議の運営委員会は次のように指摘しています。  
「気温上昇の限度を（産業化以前の水準に比べ）、２度（！） までに制限するには、あら
ゆる温室効果ガスの大気中濃度を安定化させることが必要である。  
二酸化炭素濃度に対する気温上昇の感度（climate sensitivity気候感度）が２．５度である
とするならば、大気中の二酸化炭素濃度は、５００ppmvを超えてはならない。   
そのためには、世界全体で二酸化炭素排出量が２０２０年までにピークを迎え、２０９５年
までに、年あたり、３．１GtC/year にまで減少しなければならない」（ＧｔＣは単位）。  
（現在の年間の二酸化炭素排出量は、世界全体で、８．０５ ＧｔＣだと思います、竹濱注） 
（出所、Hadley Centre, Met Office, Report of the Steering Committee, “International 
Symposium on the Stabilisation of Greenhouse Gases,” February2005,  
www.stabilisation2005.com）。  
 
★エクセター会議が意味するもの  
二酸化炭素の排出削減が、「２０２０年までには、ピークを迎え、２０９５年までに、３．１
GtCにまで、減少せねばならない」というのは、実現可能性を冷静に考えたとき、非常に、
非常に、非常に、深刻な数字であることを、理解して欲しいと思います。  
 
このレポートは、温度２度を越えないようにするためには、今後、何十年間もの（！）削減
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努力が必要であること、現在の排出量の半分以下の水準にまで、削減しなければならな
いこと（！）、それでなければ、２度上昇を回避することが困難であると、指摘している訳で
す。  
 
このような大規模な排出削減が、地球全体として、本当に実現可能であるか、を考えたと
き、いかに、この数字が深刻なものであるか、お分かりいただけると思います。  
 
率直に言えば、この運営委員会レポートは、地球の二酸化炭素濃度は、すでに、十分に
危険な水準に来ており（取り返しのつかない事態を招くような水準）、事態は、一刻の猶予
も許せないことを指摘したもの、と断定できます。  
実際、会議の中では、温度２度を超える危険は、十分に存在するという研究報告が出さ
れています。  
 
上記の運営委員会のレポートは、二酸化炭素濃度の上昇に対する気温上昇の感度
（climate sensitivity気候感度）が「２．５度であるとするならば」と断っていますが、ＩＰＣＣが
予測したよりも、climate sensitivityは高いのではないかという研究報告も、会議の中で出
されています。  
 
ＩＰＣＣは、気候感度を１．５度～４．５度と予測しています。しかし、会議の中では、気候感
度は、４．５度以上の可能性を排除できない、という研究報告も、出されています。その場
合は、もちろん、より急速に温暖化が進行します。  
 
打ちのめされるような情報ばかりで、すみません。  
しかし、この事態の深刻さが、産業界の方々に、どれほど伝わっているのか、消費者にど
れほど理解されているのか、本当に心配しています。事態の深刻さを理解しない限り、温
暖化対策は、中身がなくなりますからね。  
竹濱朝美  

 
返信  

 

 

 

92 : Re: ＣＯ2の少ない社会はどんな社会か

投稿者 ： まっち 投稿日時 ： 2005/02/21 19:03

小幡さん、お久しぶりです。  
 
さて、小幡さんのご発言にあるように「自分の目標とする社会」を  
決めることの難しさは、人類の歴史が物語っているように、実に  
難解な問題なのでしょうね…。  
 
今でも宗教や政治などの価値観の違いから起こった戦争や争いごとが  
幾度となく繰り返されていますよね。本当に不幸なことです。  
※余談になりますが、某国の防衛費の数パーセントを充てるだけで  
 地球温暖化の問題の一部がほぼ解決できる、といったようなことを  
 テレビか何かで聞いたことがあります。あやふやな情報ですいません。  
 
しかし「京都議定書の発効」は、人類が同じ目標に向かって「歩き出そう」  
とした、素晴らしい一歩だと言えると思います。  
※またもや余談ですが、温暖化によって島全体が沈む危機にある  
 モルディブでは、議定書への関心が非常に高いらしく、「キョウト」と  
 いう名前（呼称）を知らない人がいないくらい、認知度が高いそうです。  
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まずは、その一歩を人類として誇りに思いたいと思います。  
今日はただ単なる感想と余談でした。  
 
Ｐ．Ｓ 京都市さんのパンフレットの出来上がりを期待しています！ 

 
返信  

 

 

 

91 : Re:京都議定書発効、これからが本番、やることは山積み

投稿者 ： 原 忠司/『原 忠司』 投稿日時 ： 2005/02/20 08:04

竹濱先生へ。いつも貴重な情報をありがとうございます。想定するしかなかったものを裏
付ける説得力のある情報と有効に活用させてもらっています。  
 
世界の天気予報の 高、 低気温を見ると人間が過ごせる微妙な気温環境を保ってい
るのが解ります。  
現在０．６～０．７度の平均気温が温暖化により上昇しているとされていますが、これが１
度を超えるのは時間の問題だと思います。１度の上昇は、 高気温が体温を超える温度
になる微妙な温度であり、昨年ヨーロッパを襲った熱波が証明するとおり重大な危機をも
たらすことにつながります。  
都市部では、エアコンの需要が高まり、排出量を増やし、悪循環を繰り返し、ヒートアイラ
ンドとして益々気温上昇を招くことになりそうです。  
否応なしに、こういう時代を受け入れなければならずその対応をも迫られています。  
 
熱中症の対策としても対処療法と、気温の高まる時間帯は、深夜と同様、活動しないライ
フスタイルをつくるしかないのか、その程度しか思い浮かびませんが、こういった個々の
対策マニュアルをつくることも必要ですね。やることが山積みの意味もよくわかります。  
 
京都議定書が発効され、様々な分野で取り組みがなされることと思いますが、この会議
室もそのひとつとして、より多くの人の意見が聞け、具体的温暖化対策へと集約でき、そ
れぞれ得意な分野での分科会が出来るぐらいに発展することを願っています。  

 
返信  

 

 

 

90 : ＣＯ2の少ない社会はどんな社会か

投稿者 ： ☆『小幡 範雄』 投稿日時 ： 2005/02/19 13:11

 タイトルの文言で、京都議定書の前に、祝！と祝？の２通りがあるのが意味深長であ
る。ほんとうに心から歓迎して祝うことはできない気がする。かといって、これから厳しいス
タートをきることに意義を見出さないわけにもいかない。政府は現在、京都議定書目標達
成計画をほぼまとめたようである。産業部門の削減が大きくなり、運輸・民生（家庭など）
の削減は伸びを抑える程度でまとめるようである。やはりと言った感じである。  
 ＣＯ2を大幅に削減することは、今までと違う未来を描くことである。われわれはどういう
社会に住みたいのか目標を議論すべきであると思う。スローライフが実践できるできる社
会、トップランナーの商品を買ってちょっとだけ削減する社会、どうにも快適で便利な生活
が止められずＣＯ2が増加する社会、ＩＴが高度に発展し仕事の移動の少ない社会、とに
かく省エネ・節約をやりまくる社会、などなどいろんな未来が描けるだろう。どれか１つの
社会イメージに決めることはできない、しかし議定書という約束があることを前提に、ある
いは2012年以降のことも考えながら合意を形成していかなければならないと思う。  
 私は自身はスローライフができる社会がいいと思う。エアコンはなしでストーブでいい。
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ストーブよりコタツでいいと思うが実現はできない。私が小さいころは皆コタツであった。労
働時間も短くていいと思う。しかし、贅沢な要望かもしれない。朝から晩まで働いて給料も
少ない人もいるかも知れない。お金で人生を価値を図ることをやめたらどうだろうか。地域
貨幣も実践されている。しかし、やはりお金がなければ困ると思う。  
 自分の目標とする社会を決めることもなかなか結構難しいものです。 

 
返信  

 

 

 

89 : 京都議定書の発効を受けて

投稿者 ： ヨシムラ２１ 投稿日時 ： 2005/02/18 20:24

はじめて発言します。  
 
私が今できることは何かをまず考えました。  
◎車に乗らないこと。  
◎電気の無駄使いを止めること。  
 エレベータに乗る時、「閉める・開ける」のボタンを押さない。  
 エスカレータに乗る時、歩いて昇り降りをしない。  
 コンセントを抜くことはもちろん。  
◎緑化の推進に積極的に参加する。  
 ボランティアをしているホスピスに園芸ボランティアもあるので、それに   
 加わっている。  
 
 こんな、今さらと思われるかも知れませんが、こんなことしか思い浮かばないのが、一般
的な市民だということを思って下さい。  
 
あとひとつ。赤ちゃんの紙おむつは止めましょう。むかしの布おむつがいいと思います。  
 

 
返信  

 

 

 

88 : Re: 祝！京都議定書発効と考えたい。

投稿者 ： 『地球環境政策課 宇高』 投稿日時 ： 2005/02/18 15:26

原さん まっちさん  
京都市宇高です。  
 
これから，皆さんにぜひ取り組んでいただきたいことを載せたパンフレットを作成します。 
御提案のように取組の具体例として，この会議室での発言も活用させていただきます。皆
さん，本当にありがとうございます。  
 
京都議定書も発効したことなので，まだ発言されていない方，他に身近なことで気づかれ
たことはありませんか。  
 
ここで発言されている方は，地球温暖化をお気づきの方達ばかりですから，私はここでの
発言には，本当に勇気づけられます。  
 
しかし，ほとんどの方は，「地球温暖化」は聞いたことあるけれども，どうしたらよいかわか
らない。自分とは関係ない。と思われています。  
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また，わかっているけれども，面倒だったり，邪魔くさいというのが本音ではないでしょう
か。  
 
私は，まだまだ一人でも多く，まずは地球温暖化は自分たちにも原因があることに気づい
てほしいと思っています。  
 
ばりばりがんばる人が増えるのは，いいことですが，こんなことしかできないけれどといっ
て，気楽に，ずっとつづけて行動してもらえる人がそれ以上に増えることが大切だと思っ
ています。  
 
これが本当に難しいことです。  

 
返信  

 

 

 

87 : Re:京都議定書発効、これからが本番、やることは山積み

投稿者 ： ☆たけはま 投稿日時 ： 2005/02/17 22:21

まっちさん、原さんへ。竹濱です  
こんにちは。お元気ですか？ ご発言、有難うございます。  
 
★京都議定書発効  
京都議定書の発効、もちろん、意味があるんですよ。これで、少しでも、排出削減の具体
的な政策がすすむことを願っています。  
排出権取引の方向ではなくて、実際に、排出量そのものが明確に、かつ、大規模に、削
減される方向で、企業や消費者が行動してくれないと、困るんですが・・・・。  
 
★今後２０年以内に大規模な削減が不可欠  
先日のエクセターにおける気候変動会議の運営委員会レポートは、温室効果ガスの削減
について、現在の二酸化炭素濃度は、すでに限界まできており、気温の上昇カーブを抑
制する（安定化させる）ためには、今後、２０年以内に徹底的かつ、大規模な削減が、緊
急に行われなければならない、と指摘しています。  
 
（大気中に放出された二酸化炭素は、長期にわたって温室効果をあたえるので）、今後２
０年以内に、排出量がピークを迎えて、以後、排出量が減少に向かうこと、２０９５年まで
に、一定の排出量にまで削減されることが不可欠である、と会議の運営委員会レポート
は指摘しています。  
（運営委員会のレポートは、stabilisation2005.comより、ダウンロード可能）。  
ことは、非常に緊急を要しています。この重大さを、どうやったら、判ってもらえるか、深刻
な内容だけに、情報の伝え方も、難しいですね。  
 
イギリスでは、南部、西部の沿岸部では、海面の上昇により浸水する地域が生じることに
ついて、非常に危機感をもっています。ロンドンの地下鉄は、海面より下に走っています
から。  
 
★オランダはたくましい！ すごいな！  
今日、テレビのニュースを見ていて、興味深かったのは、オランダは、温暖化による海面
上昇に備えて、大規模な堤防（バンク、海水の浸入を防ぐための、ものすごい大規模な土
手です）を、さらに、強化するということが、報道されていました。  
そのなかで、一般の住宅では、床下に特殊な軸棒がついていて、万一、海面が上昇して
も、この軸棒にそって床が上昇し、家が水面に浮く、イカダ構造に設計されているのが紹
介されていました。  
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住宅の持ち主が、うれしそうに、「うん、これ浮くんだよ（Yes, it’s floatable.）」とにっこり、自
慢しているのが、面白かったですよ。長年、海と戦ってきた国の民は、実に、逞しい。  
（何で、浮くのか、原理は ？？ ですが、床がイカダのような構造で、軸は、このイカダが
流れないように繋ぎ止める働きらしい。）  
何年か前に、海水をさえぎる堤防が決壊して、市内が大規模に浸水した過去の経験があ
るそうで、その経験と備えが、このたくましさを作っているんでしょう。  
 
★熱中症対策  
熱中症対策など、みんなで知恵を出し合って、少しでも被害を 小限にくいとめられるよう
に、マニュアルを整備することも、必要ですね。市役所任せでなく、この電子会議室などを
通じて、市民の側からも、対策マニュアルを自分たちでつくろうという方向で、動きを作っ
て行きたいですね。  
自分たちでやるべきことは、山積みですよ。お元気で。  
 

 
返信  

 

 

 

86 : Re: 祝！京都議定書発効と考えたい。

投稿者 ： 原 忠司/『原 忠司』 投稿日時 ： 2005/02/17 22:19

まっちさんの意見に同感します。温室効果ガスを削減する意識はあっても何をどうすれば
よいのか具体的に示唆して頂きたいものです。  
具体例があると、それだけ身近なものとして、取り組むことが出来、それが今後のライフス
タイルを作っていくのではと思います。  
この会議室の内容も整理し、市民向けの削減具体例とその効果をパンフレットでも良い
かと思いますが、市の方で用意して頂いて配布してもらうことで良いのではないでしょう
か。  
 
今後のライフスタイルとして我慢、辛抱を伴う暗いイメージが浮かびますが、もともと楽観
的に考える性分でして、極端な例として例えばマイカー通勤が規制されるような時代がき
たとしてもそれに変わる交通手段が発展するでしょうし、それがその時代のライフスタイル
と考えれば苦痛にはならないと思います。夏季には朝、夕の勤務時間帯が出来るかも知
れませんが、それはそれで良いのではとも思います。その時代にあったライフスタイルを
作ることも削減するための手段となることでしょう。  

 
返信  

 

 

85 : Re: 祝！京都議定書発効と考えたい。

投稿者 ： まっち 投稿日時 ： 2005/02/17 09:33

原さん、お返事ありがとうございます。  
 
昨日の晩、改めて朝刊を広げて、温暖化の特集記事を読んで  
みました。  
 
その記事によると、数百とある世界中の温暖化に関する論文を  
検証したところ、温暖化が人間生活から発生するものである  
ことを否定する論文は、「一件たりとも」なかったとのことです。  
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つまり、他ならぬ我々人間がライフスタイルを根本的に見直さないと  
この問題は解決しない、ということのようです。  
今まで好き勝手に地球を「使ってきた」ツケが一気に噴出してる  
といえるのではないでしょうか…。  
 
しかし、暗く沈んで絶望しているだけでは何も始まりませんよね！  
この会議室のタイトルにもあるように「青い地球を子ども達に  
残すために」、今の自分の生活を見直すときがきたのだと思います。  
きっと我慢や辛抱の伴う見直しになると思いますが…。  
 
昨日はこの会議室に参加した「意味」を見出したい、といった  
ことを発言しましたが、この会議室の総括として、皆さんが持ち寄った  
情報を振り返って、明日から私たち市民レベルでできる取組を  
整理してみてはいかがでしょうか？  

 
返信  

 

 

 

84 : Re: 祝？京都議定書発効

投稿者 ： 原 忠司/『原 忠司』 投稿日時 ： 2005/02/17 01:18

お久しぶりです。  
私は、 悪のシナリオを想定して、この問題を捉えています。そうは、ならないかもしれま
せんが、ならないとも言い切れない。ここに取り組みの遅れが生じていると感じています。
これまで数々の予想された温暖化による現象が現実に現れている以上、近未来に起こり
うる現実の問題として 悪のシナリオを想定しこれに焦点をあわせ行動することが必要と
強く感じます。  
京都議定書が発効されたことは、喜ばしいことですが、今度は、その削減目標に四苦八
苦するようでは、この先、非常に不安を覚えます。国としても自治体としても強力な指導力
が望まれます。  
又、個人としてもこの問題に積極的に関わる人がどれだけいるのかに将来がかかってい
るとも感じます。まずは出来ることから知恵を出しあって取り組んでいくことだと思います。 
 
 
提案として企業及び家庭にしろ電気の使用量を削減する方法として、これまでの使用量
を基に削減目標を設定し警報を発するようなシステムができれば大きく意識が変えられる
のではと思います。  
企業では、突出した電気使用量があると電力契約の変更を余儀なくされるためこれを抑
えるためにデマンド警報としてのシステムがありますがこれを応用すれば比較的容易に
行えるのではと思います。警報がなれば冷暖房の一部を消すとか意識するようになるの
ではないでしょうか。  

 
返信  

 

 

83 : 祝？京都議定書発効

投稿者 ： まっち 投稿日時 ： 2005/02/16 14:53

みなさんお久しぶりです。  
長い間、発言をさぼってましたが、「京都議定書」発効という  
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記念すべき日でもありますので、久々に発言してみようかと思います。  
 
この会議室に参加して６ヶ月くらいたちますが、皆さんのご意見を  
伺いしていて、本当に勉強になっています。  
 
ですが「この先地球はどうなってしまうの？」という素朴な  
疑問（というか不安）は、いまだに拭いきれません…。  
 
「京都議定書」も数々の問題を抱えながらのスタート、といわれて  
ますが、「これで一安心！」とはならないんですかね？どこが問題で  
私たちは何をしていくべきなんでしょうか？  
 
せっかくこの会議室に参加したわけですから、 後に「明日につながる何か」を  
見出せればなぁと考えています。 

 
返信  

 

 

82 : ２０年ー３０年後、気温１度上昇が意味するもの

投稿者 ： ☆たけはま 投稿日時 ： 2005/02/14 00:03

竹濱です。  
２０年―３０年後：  
温暖化予測について、気候変動会議（イギリス環境省後援）の内容を紹介します。  
２０２０－２０３０年ごろには、気温(global mean surface temperature )が、産業革命以前
の水準に比べて、摂氏１度の上昇に到達すると複数の研究者が予測しています。  
２００４年時点の気温は、産業革命前の水準に比べて、既に０．６度上昇しており、複数の
研究報告が、２０２０年ごろに、０．８度から１度に達すると予測しています。（会議に提出
された資料、Table 2a, Impacts on human system due to temperature rise, precipitation 
change, increases in extreme events and sea level rise。www.stabilisation2005.com から
ダウンロード可能)。  
 
気温が１度上昇のあたりから、甚大な被害が予測されています。主な内容を紹介します。 
 
温度上昇  予想年次   予想被害   
0.8度 2020年  ４億人に水不足、(Parry 04)  
0.8度 2030年  マラリヤ、デング熱増大(北アメリカ)  
（McMichael et al, 2004）  
0.8度 2030年  洪水の死者（アメリカ） （McMichael et al, 2004）  
0.9度 2020年  ６億人－１６億人に水不足、(Parry 04)  
0.9度 2020年  ５億―６億人に水不足、(Parry 04)  
１度  2020年  ２億人以上に水不足  (Arnell 02)  
１度  2020年  ８億人に水不足、 (Parry 04)  
１度       大麦収穫量１割減少（ウルグアイ）、（IPCC 2001）  
１度       米収穫量６％－１０％減少（南アジア）（ECF2004）  
１度  2020年 途上国は農業生産で収益不能 （各種報告あり）  
1.2度  2020年 ３億から６億人に水不足 （Arnell 02)  
1.3度  2050年 １３億―２３億人に水不足、 (Parry 0１)  
1.3度  2050年 洪水の死者増（西アフリカ、アメリカ）、  
マラリヤ、デング熱増大（北アメリカ）  
（McMichael et al, 2004）   
1.3度 2050年 マラリヤ被害、１億―２億人、 (Parry 0１)  
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1.3度 2050年 ５百万人、飢餓リスク、 (Parry 0１、Hare 03)  
 
深刻な事態が予測されています。  
（上記、Table 2aより。資料には、予測年、被害者数、地域、出所の研究論文が示されて
いる。予測モデルの違いにより、予測年および被害者数に違いあり。エクセター会議で発
表された全ての研究報告は、www.stabilisation2005.comからダウンロード可能）。  
 
予想以上の急速な温暖化：  
素人の私には、これらのモデルの精度を評価することができません。  
しかし重要なことは、複数の研究グループが概ね一致して、近い将来、皆さんの人生のな
かで、深刻な被害を予測していることです。予測モデルに多少の開きがあるにせよ、共通
して、当初の予想を上回って、温暖化の急速な進行を指摘しています。  
 
気候変動会議の背景：  
イギリスExeterで開かれた気候変動会議（２月１日―３日）は、ブレア首相の個人的な呼
びかけに基づき、環境省（Department for Enviornment, Food and Rural Affairs、Defra）が
スポンサーとなって、開かれました。Met Office （気象局Meteorology Office )本部の
Hadley Centre です。世界３０カ国から、先端的な気候変動の研究者200人が集まりまし
た。  
（運営委員会レポート, Report of the Steering Committee, International Symposium on 
the stabilisation of greenhouse gases, Hadley Centre, Met Office, 1-3 February 2005、  
www.stabilisation2005.com）。  
 
イギリスは、今年後半に開かれる先進国サミットの首長国であり、G8会議において、G8諸
国は二酸化炭素排出削減について、一致した政策をとることを、アメリカに認めさせるこ
と、京都議定書を承認・実行するよう、アメリカを説得するための科学的根拠を整備する
ことが、今回の気候会議の背景にあります。会議は、かなり以前から準備されていたと推
測します。ブレア首相および環境省がいかに高い危機感をもっているかが、窺えます。  
 
環境大臣の発言：  

も重要なのは、この気候変動会議の 後に、環境大臣 Margaret Beckett 氏が講演
し、そのなかで、政治家である環境大臣自らが、公式発言として、あっさりと、  
今後２０年から３０年に渡って、さらに気温が上昇すること、それは、回避できないこと、そ
の結果、深刻な影響が発生すること（も回避できないこと）、を認めたことです。  
 
ニュースソースの信頼性：  
先日のGlobal Dimming に関するBBC放送（番組Horizon）で、急速な温暖化の可能性を
指摘したDr Peter Coxは、イギリス気象局（Met Office）の本部Hadley Centreの主任研究
員であり、今回の気候変動会議のなかでも、土壌の二酸化炭素吸収率の変動予測を発
表しています。  
 
BBCの放送で示された、「今後、急速に温暖化する」との見解も、気候変動会議に提出さ
れた各種の研究発表も、イギリス気象局とその主任研究員、環境省という公的組織か
ら、発表されています。発表内容は、科学的根拠に基づく見解を示したものであると確信
します。  
今回の気候変動会議には、日本からは、国立環境研究所の研究者による発表も行われ
ています（今後、日本は、東南アジアと並んで、台風による洪水・豪雨の集中点になると
の予測。これについては、次回お知らせします）。  
 
私たちにできること：  
これらの情報は、非常にショッキングな、打撃的な内容で、皆さんにお知らせすべきか、
ずいぶん迷いました。私自身、打ちのめされた気分です。自分の子供の人生はどうなる
んだろうとか。  
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しかし、今、二酸化炭素排出削減について、本格的な政策を採らなければ、子供たちの
未来は、悲劇的なものとなります。  
ひとりでも多くの方が、イギリス気象局で行われた会議の重みを理解して欲しいと思いま
す。  
同時に、起こりうる被害を 小化するための対策について、考えねばなりません。温暖化
は、「起こるかもしれない未来」ではなく、「温暖化災害に準備をする」段階に来ています。
事態は緊急を要しています。  
電子会議室世話役、立命館大学、竹濱朝美。  

 
返信  

 

 

 

81 : Re: 英国政府温暖化会議、２５年以内に１度上昇。熱帯雨林消滅の危機

投稿者 ： 『地球環境政策課 宇高』 投稿日時 ： 2005/02/11 01:52

竹濱先生  
イギリスからのニュースありがとうございます。  
京都市地球環境政策課宇高です。  
 
２月１６日に，いよいよ京都議定書が発効します。  
ようやく対策に本腰になって取り組む義務が生じる訳です。  
 
今回のイギリスの国際会議での発表を見てもわかるように，すでに地球温暖化の影響が
現れていることと，後２０～３０年で，危機的状況が訪れることはまず間違いないと思いま
す。  
 
今頃対策をしても，危機的状況は避けられないと専門家は指摘しています。私もそうだと
思う一人です。  
ただ，５０年先のことを見て，１日でも被害を受ける日が先に伸びるように努力していきた
いと願っています。  
 
そこで，議定書発効や京都市温暖化対策条例の制定を機に，市役所はもちろん一層対
策を進めますが，とにかく京都の市民，市民団体，事業者の皆さんも本気で取り組む，脱
温暖化モデルをつくりたいと思います。  
 
でもどうして，地球温暖化問題をマスコミは連日報道しているのに，社会が変わっていか
ないのでしょうか。情報が不足しているとよく言われますが，私は情報は十分すぎる程流
れていると思います。  
 
本気でやる気がわかない。一人ぐらいやっても，何にもならない。邪魔くさい。エネルギー
はいくらでもある。など理由は様々だと思います。温暖化は人ごとで，誰かが何とかしてく
れると思われているのでしょうか。  
 
どうしたら脱温暖化へ人の山は動くのでしょうか？やはり，難しい問題なのでしょうか。  
 
みなさん，ヒントを教えてください。  
 

 
返信  

 

80 : 英国政府温暖化会議、２５年以内に１度上昇。熱帯雨林消滅の危機
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投稿者 ： ☆たけはま 投稿日時 ： 2005/02/10 08:02

竹濱です。  
 
先日、イギリス南西部のExeterの街で、２月１日―３日に、気候変動に関する国際会議が
開催されました。これは、ブレア首相とイギリス環境食品農業省（Department for 
Enviornment, Food and Rural Affairs、Defra）の呼びかけで、世界のもっとも先端的な気候
学の研究者が集まって行われました。  
 
打ちのめされるような、内容です。  
温暖化のタイムテーブルが発表されています。続きを報告します。  
 
ドイツの先端的な気候変動研究者、Dr Bill Hare （Potsdam Institute for Climate Impact 
Research）による、温暖化のタイムテーブルは以下のとおり。  
 
現在、地球気温は、産業革命以前の水準に比べて、既に、０．７度まで、上昇している。
今後２５年以内に、気温は、産業革命以前に比べて、１度 まで上昇する。  
これにより、熱帯雨林の高地森林、オーストラリア Queensland などの生態系は、壊滅
的な影響を受ける。  
 
摂氏 １度 から ２度 の気温上昇により、地中海沿岸地域での、火災および害虫被害
が拡大する。アメリカ合衆国では、河川の水温の上昇により、鱒や鮭の生息は困難とな
る。  
北極圏の氷は薄くなり、北国クマ、セイウチなどの動物は生存の危機に陥る。  
 
２０７０年ごろまでに、産業革命以前に比べて、気温は ３度 上昇する。  
この３度の気温上昇は、深刻な食糧危機をもたらし、３３億人以上の人口（世界人口の半
分以上！）に、catastrophic（破滅的）な影響を与える。  
多くの国で、深刻なGDP（国内総生産）の減少と、生態系に対する巨大な被害をもたらす
と予測される。  
 
これは、エクセターで開かれた気候変動会議で報告されたものです。  
出所：CORDIS のニュースより。  
記事タイトル：Scientists unveil global warming timetable  
記事日付： 2005-02-04  
資料提供者： UK's Met Office and press sources  
ファイル名：  
http://ica.cordis.lu/search/index.cfm?
fuseaction=news.simpledocument&N_RCN=23313&CFID=1769386&CFTOKEN=97631281 
元の資料の出所は、イギリス環境省主催の気候変動会議であり、イギリス政府から報道
資料が発表されています。信頼できるものと思われます。 

 
返信  

 

 

79 : climate change, 今後５０年で１１度上昇。オックスフォード大発表

投稿者 ： ☆たけはま 投稿日時 ： 2005/02/10 00:53

竹濱です。  
 
地球の気温は、あと２０年から３０年のうちに、きわめて深刻な状況に陥ること、今世紀半
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ばまでに、１１度の温度上昇の可能性があることが発表されました。至急、概要を紹介し
ます。  
 
内容があまりに衝撃的なので、これを送信することに躊躇しています。しかし、ニュース
は、複数の研究機関から発表ており、信頼できるものと見ます。  
危機的な、打ちのめされるような情報です。  
ぜひ、元の資料をお読みください。  
 
①   
２０２６年、または、２０６０年までに、地球の気温は、産業革命以前よりも、２度上昇すると
予測される。by Dr Mark New, Oxford University  
さらに、北極圏の気温は、この３倍（すなわち６度）上昇し、北極圏の夏季の海面を覆って
いる氷が消滅する。  
 
氷と雪は、凍結していない海面よりも、より多くの太陽光を反射し、宇宙にはね返す。この
ため、北極圏の氷と雪が減少するにつれて、海洋表面と地表面から、より多くの太陽光が
吸収される。これにより、温暖化は一層、加速する。  
BBC news, Sunday 30 January, 200５  
http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/oxfordshire/4218441.stm,  
 
②   
温室効果ガスは、今世紀の半ばまでに、地球気温を 摂氏１１度 まで上昇させると予測
される。この予測は、ICCP（Intergovernmental Panel on Climate Change) による予測をは
るかに上回るものであり、温室効果ガスの気温上昇効果は、過去に考えられたものより、
はるかに大きい。  
（イギリスMet Office による気候変動モデルを活用。climateprediction.net  によるプロジ
ェクト、 Chief Scientist, David Stainforth, Oxford Univsesity によるコメント）。  
資料出所：  
記事：Alarming results from world's largest climate change study  
記事日付：Date: 2005-01-27  
資料提供者： Oxford University  
http://ica.cordis.lu/search/index.cfm?
fuseaction=news.simpledocument&N_RCN=23261&CFID=1768867&CFTOKEN=92060053 
 
③  
イギリス南西部のExeterの街で、２月１日―３日に、気候変動に関する国際会議が開催さ
れました。これは、イギリス政府とイギリス環境省（正式にはDepartment for Enviornment, 
Food and Rural Affairs（Defra）、環境食品農業省）の呼びかけにより、世界のもっとも先
端的な気候学の研究者が集まって行われ、衝撃的かつ危機的な内容が報告されました。 
 
 
気温上昇はかなり進行しており、あと２０年―３０年のうちに、地球気温は、非常に危機的
な状況に陥ること。  
これまで予測されていた気温上昇（今世紀末までに、２度の気温上昇）は、もはや、回避
できないこと、などが、イギリスの環境大臣、Margaret Beckett氏から発表されました。  
（The Independent, 4 February, 2005、p.31, The climate crisis is here and now)  
あとで、続きを送信します。一人でも多くの方が、このニュースの重大さを理解し、温室効
果ガスの排出削減の政策を政府に実行させるよう、呼びかけをお願いします。竹濱より。 
 
 

 
返信  
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78 : Re: 日射量の減少 と 温暖化の加速化、イギリスBBCの放送

投稿者 ： 原 忠司/『原 忠司』 投稿日時 ： 2005/01/18 21:17

化石燃料の消費で生まれる大気汚染物質が太陽光を反射し、クーリング効果の働きをし
ているという話は、知りませんでした。太陽活動が近年活発で温暖化に寄与している可能
性があるとの記事は読んだことがあります。  
ＳＯ２，ＮＯ２、浮遊粒子状物質などの濃度は、環境庁の資料を見ると近年横這いで推移
しているのがわかります。環境基準に対して依然として高濃度ですが、コントロールされ
てきているとの印象は受けました。  
太陽活動が温室効果ガスとの相乗効果で地球の温暖化を進め、それに反して酸性雨を
降らせ有害であるはずの大気汚染物質が、太陽光を反射して温暖化の加速を抑制して
いる。何か、非常に危険な微妙なバランスでの綱渡りをしている印象を覚えます。  
 
衛星放送で温暖化特集として３回シリーズの放送がされていました。イギリスを始めヨー
ロッパ諸国、アメリカと昨年起きた北半球での気象災害が特に印象に残っています。  
シリーズ３日目は、温暖化への取り組みが紹介されていました。太陽光発電、風力発電、
潮流を利用した潮汐発電などの自然エネルギーの利用、新技術への取り組み、燃料電
池、水素エネルギーへの転換技術、省エネ住宅、触媒を利用した大気中の二酸化炭素
の固定技術、植林、緑化等々どれを取っても希望が持てる取り組みが紹介されていまし
た。ただこれらへのエネルギーシフトする余裕、時間が残されているのか気がかりなとこ
ろです。個人で出来ることは微々たるものですが、ゆとりを持たせるためにも出来ることか
ら行動に移していきたいものです。  
 
植物には、こけ植物を含め呼吸によりＣＯ２をはじめ大気汚染物質であるＮＯ２，ＳＯ２ま
でも吸収し、浮遊粒子状物質まで葉面に吸着する性質があり、ゆっくりと確実に大気浄化
してくれています。暖房効果と冷却効果、双方の出力を調整してくれることを期待したいと
思います。移植というほんの少し介在するだけの行為ですので、私でも出来ることと考え
（他に出来ることが見当たらないというのも問題ですが）又、今後の課題としても取り組ん
でいきたいと思います。  

 
返信  

 

 

 

77 : Re: こけ移植順調ですね。 耐久消費財の耐用年数について、

投稿者 ： ☆たけはま 投稿日時 ： 2005/01/16 20:48

原さん, TAMAGOさん、こんにちは。ご発言有難うございます。竹濱です。  
 
原さんへ、  
屋上へのコケ移植は、順調にすすんでいるようですね。潅水、施肥、土壌なしに育つとい
うのは、いいですね。ヒートアイランド対策としても、としては、太陽の直接光を遮り建物へ
の熱蓄積を和らげてくれる効果と断熱効果が期待できるというのも、意味があると思いま
す。  
 
小学校の屋上などでは、夏にビルの屋上が高温になって冷房効果を下げるので、木製の
日よけ台を敷き詰めて。屋上を覆っているところもありますから、単純に木製の日よけ台
をおくより、その上にコケを敷き詰めてもらうというような使い方を考えてもらうといいので
はないでしょうか？ いっそうの遮光効果が期待できると思います。  
 
TAMAGOさんへ、  
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車や冷蔵庫などの耐久消費財の耐用年数ですが、多くの家電機械では、耐用可能年数
は、１０年前後ぐらいかと思いますが、耐用可能年数より、消費者が平均的に使用する年
数（平均使用年数をどのぐらいのばせるかも、重要ではないかとおもいます。  
 
特に、車、携帯電話、パソコン、電子辞書、携帯用ビデオ撮影機などでは、モデルチェン
ジが頻繁で、耐用年数のくる前に買い換えてしまう人が多いように思います。（家電協会
の統計では、冷蔵庫の平均使用年数は、１１－１２年、エアコンも９－１０年ぐらいだった
記憶しています）。  
 
モデルチェンジによる買い替え行動を減らせるような工夫が必要ですね。日本の人は、あ
まり中古品を買わないですから。寿命年数ラベル（平均どのくらい使用できるかというラベ
ル）を貼る、という方法を工夫できないでしょうかね。  
 

 
返信  

 

 

76 : 日射量の減少 と 温暖化の加速化、イギリスBBCの放送

投稿者 ： ☆たけはま 投稿日時 ： 2005/01/16 11:40

竹濱朝美です。  
先日（１月１３日）にBBCの番組で、今後、温暖化の進行は、これまでの予測を大きく上回
って、 悪の場合、２１００年までに、１０度の気温上昇をもたらす可能性があること、温暖
化が急速に加速する可能性について、科学ドキュメンタリーの番組がありました。  
BBCのサイトに、番組概要を示したニュース記事があります。  
温暖化対策が一刻の猶予もなく必要であることが、述べられています。  
   
今日、先ほど、BBCの Global Dimmingに関する番組（Horizon）の再放送があり、内容を
確認しましたので、私の記憶に基づいて、要約します。  
 
内容は、非常にショッキングなものなので、正確には、ぜひ、ｂｂｃのサイトのニュース記事
（Why the Sun seems to be dimming）,  
http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/4171591.stm を、参照してください。  
 
以下の文章は、番組を見た私の記憶によって書いているため、正確ではないこと、私の
英語力は不十分であること、温暖化の知識も不十分であることを、お断りします。以下の
文章中には、誤訳、誤解があると思いますが、内容は重要なものだと思うので、概要をご
紹介します。すべて私の責任です。  
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  
番組の主な要点。  
「化石燃料の燃焼によって大気中に排出される硫黄化合物、ススなどの浮遊微粒子は、
地球を太陽光線から遮ることにより、温暖化の進行を相殺してきた。二酸化炭素その他
の温室効果ガスは、地球を暖房システムとして作用するのに対し、大気汚染微粒子は、
いわば、冷却システムとして働いてきた。大気汚染物質の排出を削減する対策をとること
は、温暖化を急速に加速させると考えられる。  
 
大気汚染対策によって汚染微粒子を削減することは、過去に大気中に放出した温室効果
ガスが本来もつ温暖化のエネルギーを全面開放することになる。それは、大気中に膨大
な量の温暖化のエネルギーを抱えた地球から、冷却装置をはずすことになる。  
 
現在の温暖化予測モデルは、見直しが必要であり、これまでの予測を大きく上回る、急速
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な温暖化が進行すると考えられる。 悪の場合、２１００年までに、摂氏１０度の温度上昇
が予測される」  
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  
 
以下に、番組の内容の主な点を書き出しておきます。私の記憶に頼っているので、怪しい
ですが。  
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  
 
化石燃料等を燃焼させることによって大気中に放出されるすす、灰、硫黄化合物、その他
の微粒子状の大気汚染物質は、太陽光線をさえぎり、太陽光線を宇宙空間へ反射させ
る。これは、日射量の減少（Dimming）をもたらす。  
 
1950年以降、日射量は、大幅に減少してきている。（Gerry Stanhill）,  
 
水の蒸発―雨雲の形成には、太陽光線が必要であり、水の蒸発作用にとっては、気温よ
りも、太陽光線が主要な要素である（このあたり、知識不足で、間違っているかもしれませ
ん）。日射量の減少により、雨雲の形成が阻害される。  
地球規模での日射量の減少（Global Dimming）は、北回帰線、南回帰線にはさまれた地
帯のモンスーン季節風による降雨のシステムに対し、有害な影響をもたらす（Professor 
Veerhabhadran Ramanathan）。  
 
（風向きの関係から、）ヨーロッパ、北アメリカの大気汚染が北アフリカ地域での日射量の
減少を、インド、中国の大気汚染物質 がアジア地域の日射量の減少をもたらす（この部
分、正確に聞き取れませんでした。誤訳があるかも）。  
 
１９７０年代から８０年代のSub-Saharan Africa 地域での干ばつ（季節風降雨メカニズム
の狂い）の背景には、この日射量の減少が影響していると考えられる。  
現在進行している日射量の減少は、サハラ地域と同様の事態を、アジアのモンスーン地
帯に及ぼし、降雨システムに有害な影響をもつと、懸念される（Professor Veerhabhadran 
Ramanathan）。  
 
これまで、人類は、膨大な温暖化ガスを放出してきたにもかかわらず、温度上昇は、わず
かに０．６度に過ぎない。氷河期時代にも、現代と同様の二酸化炭素濃度の上昇が見ら
れたが、そこでは、６度の温度上昇が見られた。それに比べて、現代の気候は、氷河期時
代の気候に比べて、二酸化炭素濃度の変化に敏感に反応していない。  
ここから、温室効果ガスによる温暖化作用は、日射量の減少（dimming）による強力な冷
却作用により相殺されていることが明らかである。  
 
自動車の排ガス規制、生産施設での対策（脱硫装置など）、大気汚染対策の進行により、
スス、硫黄化合物などの汚染微粒子の放出は、ようやく管理可能な状態になってきてい
る。  
 
これに対し、二酸化炭素濃度は、今後も急速に増大すると予測されている。いまや、地球
は、温暖化要因が増大するにもかかわらず、冷却システムのみが切り離される、という深
刻な状況に向かいつつある。  
 
大気汚染対策を進めることより、地球の冷却システムが切り離されると、温暖化は急速に
加速する。温室効果ガスの排出削減に、緊急に取り組まないならば、 悪の場合、２１０
０年までに、摂氏１０度の気温の上昇が予測される（Dr Peter Cox）。  
 
これは、イギリスが現在の北アフリカの気候になり、世界の多くの地域が居住不可能にな
ることを意味する。「それは、破局である」（Dr Peter Cox）。  
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番組の 終部分に、こうした温度上昇により、熱帯雨林地帯の乾燥化、熱帯雨林の森林
火災、グリーンランド（ ？ 聞き取れなかった ） の氷河の溶解、海中（海底？、すみま
せん語学不足です） に閉じ込められたメタンガスの放出、などの進行が予想されること
が、映像とともに紹介されました（衝撃的な、悲劇的な映像でした）。  
 
一旦、こうした事態が進行すると、いっそうの温室効果ガスが放出されることになり、これ
まで地球の気候条件のバランスをとってきた機能が崩壊すること、人類には制御不可能
な状態となる。  
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  
 
番組の 後に、温暖化の予測モデルを研究するDr Peter Cox がお子さんを抱いて海岸
を散歩する映像と、「それは破局である」とのDr Peter Coxのコメントが、本当に絶望的な
気分になりました。  
 
global dimming が温暖化に対してどのような影響をもつかは、研究者の間でも、かなり意
見が分かれるようです。Dr Peter Coxは、気候変動予測モデルの先端研究者の一人です
が、予測モデルについても、多くの議論があるかもしれません。  
 
しかし、楽観的な予測モデルにしたがって温暖化対策をとることは、楽観的な予測が外れ
たときには、より近い将来に破局を迎えるわけで（予測が的中しても、先の将来に破局で
すが）、人類にできることは、 大限の予防的対応をとること、つまり、 悪のシナリオを
想定して、緊急に、温室効果ガスの削減をすること、これだけです。  
 
科学の素人なので、この予測モデルが当たるか、外れるかは、私には、わかりません。  
 
しかし、温室効果ガスの削減は、本当に、緊急を要すること、車の排ガス規制など、大気
中の汚染微粒子の削減対策のみを進行させて、温室効果ガスを放出し続けることは、太
陽光線を遮蔽する冷却システムだけを切り離して、暖房を続けるようなものであること、な
どが、番組作成者の主旨と理解しました。  
 
BBCの番組内容は、多数の専門家の取材に基づいたものと見られます。決して、衝撃映
像を狙ったものではないと、確信します。  
 
日射量の減少が温暖化を加速させるのではなく、大気汚染対策の進展が温室効果ガス
の本来の温暖化エネルギーを解き放つことになり、温暖化を急速に加速させる、という点
が、番組に登場した研究者たちのポイントだと感じました。  
 
BBC Horizon の番組について、Reuters Foundation, AlertNet 
(www.alertnet.org/thenews) に、 後のDr Peter Coxの取材記事がのっています。  
正確を期するため、直接、出所の英文をお読みいただきたいと思います。  
 
「大気汚染による日射量の減少という cooling システムが取り外されたとき、温暖化の進
行は、もっと強力なものになる」（Dr Peter Cox、climate change scientist）の コメント。  
（出所、By Matt Falloon、LONDON, Reuters のサイト、  
Fossil fuel curbs may speed global warming-scientists、Wednesday、13 Jan 2005、
www.alertnet.org/thenews, reuters foundation, AlertNet）  
 
誤訳、誤解などあれば、ご指摘ください。 

 
返信  

 

75 : Re: こけ植物による二酸化炭素の固定
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投稿者 ： TAMAGO 投稿日時 ： 2005/01/15 21:35

ビオトープ（生態系の保全、保護、復元）という言葉は、よく耳にしますが、公園や道路、河
川など全国的に見かけますが外見が美しいだけで本当のビオトープ生態系の復元がなさ
れているところはごく僅かしかありません。また数もまだまだ少ないと思います。生態系の
保護を重点したビオトープがなされたいものです。  
それから、現在、技術が向上したものの、車や冷蔵庫などの耐久消費財の耐用年数がま
だまだ私は少ないと思います。20年、30年はらくに使用できるような製品を作るように企
業は利益だけじゃなく考えなければならない、（もちろん、環境に配慮した製品です）それ
により、リサイクルにかかるコストも軽減され、二酸化炭素排出量も低下するのではない
でしょうか。でも今の日本、世界の産業構造からみると  
いろいろな分野の改善が必要になるでしょう。 

 
返信  

 

 

 

74 : 温暖化の進行と異常気象について、イギリス国内の報道

投稿者 ： 『地球環境政策課 宇高』 投稿日時 ： 2005/01/14 11:18

地球環境政策課宇高です。  
 
イギリスに行かれている竹濱先生，現地のようすをお知らせいただきありがとうございま
した。  
 
気候変動は自然現象でもあり，その原因のすべてが地球温暖化だけではないかもしれま
せん。  
 
しかし，二酸化炭素濃度の増加と地球上の平均気温の上昇とが一致していますし，気温
の上昇が気候変動を引き起こしていること，気候変動や海面上昇が私たちの暮らしに被
害をもたらしていることは事実として認めざるを得ません。  
 
しかも，恐ろしいことは，影響や被害が現実に増えており，これを止める手だてがないとい
うことです。  
 
京都議定書の目標を達成しても，地球温暖化は止まらないことも事実ですから本当に大
変です。一刻の猶予もなく行動に移すことで，１日でも影響を受ける日を減らしていきたい
と思います。  
 
議定書誕生の地京都の市民の皆さんは，地球温暖化に関して，他の地域より意識は高
いですから，一人でも多くの人が二酸化炭素の発生を減らす行動に転換されることを希
望しています。  
 
イギリスの状況を聞いてそんなことをあらためて，感じました。  

 
返信  

 

 

73 : Re:温暖化の進行と異常気象について、イギリス国内の報道

投稿者 ： ☆たけはま 投稿日時 ： 2005/01/14 09:39

竹濱です。  
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日本は暖かいお正月でしょうか？  
 
イギリスの洪水と温暖化  
先日、イギリスでは、猛烈な嵐に見舞われました。イングランド北部およびスコットランド地
域を中心に、猛烈な低気圧で、大規模な洪水が起こっています。Cumbria, 
Northumberlandなどが激しい嵐で被害続出です。  
特に Carlisle などは、１８２２年以来、 悪の洪水だと報じています。  
 
Carlisle の街では、川に近い地域を中心に、住宅の１階が浸水というか水没する地域が
広範囲にでて、住民が屋根から、かろうじてレスキュー部隊に救出されています。  
 
 今回の大規模洪水について、先日のテレビニュースでは、温暖化との関係を取り上げ
ていました。イギリスでは、一昨年にも、１００年に一度の大洪水といわれるような洪水が
起ったばかりです。  
 
温暖化の専門研究者（すみません、肩書きの字幕を見落としてしましました。どこかの大
学の研究者でした）がテレビニュースの中継でコメントしていました。  
 
今回の洪水は、温暖化の影響ではないか、とのキャスターの質問に対して、温暖化の専
門家は、次のように回答していました。  
 
今回の洪水が温暖化によって生じたか、という議論は、できないこと。時として、猛烈な低
気圧は、自然的にも発生すること。しかし、現実に、地球は温暖化しており、このために、
過去のどの時代に比べても、トルネード、サイクロン、嵐の発生数は増加していること。そ
して、今回の激しい低気圧は、１００年に一度しか起こらないような、災害であること。  
 
二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスにより、人間は、現実に地球の気候を変えてき
ていること。ますます、より多くのトルネードが発生するようになること。気候変動climate 
change によって、温度変化だけでなく、南方の生物が北上していることが、すでに確認さ
れていること、などを指摘していました。  
 
海面水位の上昇とは。  
温暖化が、今後、どのように進行するか、その恐ろしさを実感したのは、昨日のニュース
で、英国北部の街で、海岸沿いに護岸のすぐそばを線路が走っているのですが、これ
が、強風と高波で、冠水している映像を見たときです。  
   
 高潮と強風にあおられて、波高が電車の車体と同じぐらいにまで、波しぶきがあがり、
線路は、波をかぶっている映像がニュースで報道されていました。もちろん、電車は走行
不能です。こんなことは初めてという報道でした。  
（ニュースの冒頭部分を聞き逃してしまったので、街の名前が正確にわかりません、すみ
ません）。  
 
新聞では、時速１００マイルの猛烈な低気圧と報じています。１マイルが１．６Km なので、
１００マイルは、時速１６０Km、 風速（メートル/毎秒）に直すと、４４メートルだと思うので
すが（ １６０×１０００m ÷３６００秒、だと思うのですが、私の算数は自信なし）。これは
平均の風速なので、瞬間 大風速では、これ以上の暴風が吹いていると思います。  
 
低気圧、高潮、海面の上昇  
今回の高潮は、低気圧で海水が吸い上げられて、潮位が高くなっていることが第一原因
です。しかし、電車が波をかぶるばかりに冠水するというのは、やはり、何十年に一度の
異常気象で、温暖化による海面の上昇の影響を大いに受けていると考えます。  
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低気圧は、ときどき起こることですが、しばしば起こる低気圧のたびに、冠水するような場
所に線路を敷設するとは、どう考えても合理的説明がつかないからです。この線路は、過
去に高潮の被害などを受けたことのあまりない場所で敷設されていると考えるほうが、ま
ともです。  
 
幸い、電車は走行不能になっただけですが、この映像は、今後、温暖化はどのように進
行するかを推測させる、恐ろしい映像でした。  
 
日本は、これから、台風の度に、（台風は大潮、満潮の時に上陸することが多いですし）、
海岸地域の街、田畑が、高潮で冠水、浸水するようになることが、たびたび起こるように
なるのか、と暗澹たる気分になりました。  
 
すでに、南の島のツバルの国では、年に何度かの大潮の度に、街の中心部が３０から４０
センチも海水に浸水し、畑が耕作不能になっているという写真集が出ていますが、日本で
も海抜の低い地域では、そうなるのかと、暗い気分です。  
 
温暖化の進行は、考えている以上に、すぐそばまで、きているような気がします。一刻の
猶予もないと痛感します。  
恐ろしいことに、イギリスも、正月以降、予想したよりずっと暖かいです。京都にいるときと
同じぐらいです。それ自体、気味が悪いです。  
 

 
返信  

 

 

 

72 : Re: こけ植物による二酸化炭素の固定

投稿者 ： 原 忠司/『原 忠司』 投稿日時 ： 2005/01/06 02:37

世界には二万種もあると言われている蘚苔類ですが、日陰に生息するもの、水中に生息
するもの、氷の世界に生息するものなど多種多様です。その中には、日向を好む特殊な
こけ類もあります。屋上などには、これらの種類が適しています。乾燥にとても強く、乾季
には、乾燥状態で７～８ヶ月は休眠し、雨、露などわずかな水分で、数十秒で再生、光合
成で大気中の二酸化炭素を肥料として生長を始めます。水分と二酸化炭素と太陽光で育
つので屋上などには、潅水、施肥、土壌要らずの理想の植物といえます。  
 
試験では、緩やかな金属傾斜屋根で育てておりますが、金属屋根は、真夏には素足で歩
けないほど熱せられた状態です。このような過酷な条件下でも水分を蒸散させた日中は、
枯れたようにみえるのですが、早朝には、朝露で潤い、淡い緑の生命力にあふれた姿を
しています。真冬の早朝は凍結している日もあり、又、雪で覆われたりもしますが、特性と
して、－２０℃～７０℃の耐寒耐熱性があり、かなり過酷な環境にも適応できる能力が確
認できました。  
 
もうひとつは水道設備のない屋上での試験ですがこちらも、自然の状態での生育確認を
しています。色々手法を変えて合計６０平米ほどの試験しておりますがいずれも順調に生
育しております。コンクリートへの直接移植は、アルカリに弱い性質を持つ為できず、ベー
スとなるものが必要ですが、土壌を必要としないため、特殊な防水処理は不要でメンテナ
ンスもいらずコスト的にも安価ですみます。  
 
ヒートアイランド対策としては、太陽の直接光を遮り建物への熱蓄積を和らげてくれる効
果と断熱効果は期待できますが、日中、水分を蒸散させ乾燥した状態では、樹木のよう
に周辺気温を下げる効果はないでしょう。平米あたり 低でも２．５Ｌの保水量があり、雨
水、エアコンの排水などを利用した夕方の潅水は、生長を早めると共に、打ち水効果と同
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様、夜間の気温を下げてくれると考えられるのですが、残念ながら実験する手段をもって
いないので効果の程度は不明です。  
 

大５～６ｃｍにも生長したウグイス色のこけのジュータンは、二酸化炭素の吸収源として
もヒートアイランド対策としても景観美としても将来有望な緑化素材になると考えておりま
す。  
 
写真添付ができないので文書での簡単なご説明になりましたが、写真等詳しい資料が必
要でしたら、hatuttico@yahoo.co.jpまでご連絡ください。  

 
返信  

 

 

 

71 : Re: イギリスのスーパーの環境対策の事例

投稿者 ： ☆たけはま 投稿日時 ： 2005/01/05 02:36

竹濱です。  
 
以前の発言で、スーパーの買い物袋の削減の取り組みが出ていましたね。  
日本のスーパーでは、買い物袋の削減に取り組むところも多くなっているので、小さなこと
のように思いがちですが、別の社会から見ると、大きな意味があると思います。  
 
今、イギリスの地方都市に来ていますが、イギリスで全国展開している大手スパーでの経
験の限りでは、買い物をすると、いくらでも買い物袋をくれる状態で、皆、買い物をすると、
ばんばん、袋に詰めて、何個ものビニール袋を抱えて、かえっていきます。  
 
日本のスーパーで見かけるような、買い物袋持参の風景や、買い物袋持参して、ポイント
スタンプを押してもらう、という光景は、私が買い物をした地域に限っていうと、まだ、見た
ことがありません。  
（イギリスのすべての地域、すべてのスーパーを見たわけではないので、私の経験の限り
でですが）。  
 
もっとも、この買い物の袋は、生分解性プラスチック製なので、環境に負担が少ない、とい
うのが、大手スーパーのサイトの説明です。生分解性で、燃やすと、水と二酸化炭素に分
解します。  
 
生分解性プラスチックでは、分解の際に排出される二酸化炭素は、原料のトウモロコシが
生育中に二酸化炭素を固定化した分なので、分解の際に、追加的に排出される二酸化
炭素は、出ない、という説明です。  
（確かに、生分解性プラスチックの性質としては、この説明は、科学的に正しいです。）  
 
大手スーパーのサイトによれば、「顧客サービスを低下させないようにするため、買い物
袋の無料提供を廃止することはできないこと、このため、生分解性プラスチックの袋を採
用したこと。生分解性の袋を採用したので、廃棄による新たな二酸化炭素の排出はない
ので、環境を考慮している」、という説明が、記載されています。  
 
これらスーパーの買い物袋は、地域の人々に、ごみ袋として使われて、無分別のごみを
入れるのに使われています。（私の地域では、自治体は、ガラス、紙製品、ペットボトルや
ジュース容器なのプラスチックだけを、分別収集し、これ以外のすべてのごみが、無分別
に回収されます。）  
 
いくら、生分解性のプラスチックでも、使いたい放題に買い物袋を提供する方法が、本当
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に二酸化炭素排出削減につながるのか、私には、疑問です。  
 
無料の買い物袋を提供する方法は、基本的に、大量消費、使い捨ての文化から、一歩も
でていません。トウモロコシを原料とする生分解性の買い物袋を、使いたい放題に提供す
ることは、逆にいえば、ごみ袋のために、トウモロコシを栽培している訳で、「使い捨て」で
あることには、変わりがありません。  
 
生分解性プラスチックは、確かに、廃棄の際に、新たに二酸化炭素を出すことはありませ
ん。しかし、この特殊プラスチックを製造するためには、やはり、多くエネルギーを消費し
ています。しかも、その袋を使い捨てるのです。  
 
このように考えると、生分解性プラスチックだから、使い捨てにして構わない、という論理
は成立しないと考えます。  
 
日本のスーパーの一部で取り組まれている買い物袋持参の取り組みは、非常に小さなも
のですが、大きな意味のあることだと考えます。  

 
返信  

 

 

 

70 : Re: こけ植物による二酸化炭素の固定

投稿者 ： ☆たけはま 投稿日時 ： 2005/01/05 02:35

原さん、お久しぶりです。  
 
竹濱です。  
こけ移植による屋上緑化試験、順調にすすんでいるようですね。  
屋上緑化は、近年のヒートアイランド現象とあいまって、夏季のエアコンの消費エネルギ
ーの削減に意味があるのではないかと、期待しています。  
 
昨年の夏、東京では、３９度という高温を記録したかと思いますが、これについて、スリラ
ンカ人の知人と話をしていたら、スリランカの首都コロンボでさえ、夏に３９度などという高
温になることは、無いということで、非常に驚かれてしまいました。  
 
夏季のエアコンの使用量削減のため、屋上緑化は重要な課題と思いますし、コケによる
緑化がうまく軌道に乗るといいですね。  
 

 
返信  

 

 

69 : Re: こけ植物による二酸化炭素の固定

投稿者 ： 『地球環境政策課 宇高』 投稿日時 ： 2005/01/04 10:35

皆様 新年あけましておめでとうございます。  
 
京都市宇高です。  
 
昨年末には初雪，しかし大雪に見舞われ荒れじまいという感がします。  
四国沖の海上で低気圧が発達しながら，通過したために大雪がふりました。  
仕事柄，気候変動の一つかなとつい思ってしまいます。  
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さて，苔類を利用した屋上緑化には関心があります。  
日本は高温多湿の気候なのでこれは風土に適った方法だと思います。  
水分を保ってくれるとともに，苔類の下には空気の層があり保温効果も期待できますか
ら，四季を通じて断熱，遮熱，保湿効果が期待できます。  
 
ただし，都市気象が変化し（これがヒートアイランド現象），乾燥化が進んでいますから，こ
れに耐えられる苔類があればよいのですが。これが少し心配ごとです。  
 
京都市では，地球温暖化対策条例でも緑化進めることを規定しており，森林保全だけで
はなく，都市を緑で包むことも重視しています。  
 
二酸化炭素の吸収源を増やす視点からの地球温暖化対策とともに，都市の温暖化であ
るヒートアイランド対策も取組を進めますので，実験から得られた経験などをぜひ教えてく
ださい。  
 
今年もよろしくお願い致します。  

 
返信  

 

 

 

68 : こけ植物による二酸化炭素の固定

投稿者 ： 原 忠司/『原 忠司』 投稿日時 ： 2004/12/30 21:13

 今年ものこり僅か、初雪も降り、やっと冬らしき気候となってきました。  
今年の１月の爆弾低気圧に始まった数々の台風、集中豪雨による災害は、日本列島を
襲った温暖化を原因とする異常気象と言い切れる災害でもありました。観測史上 大と
いう言葉も幾度か耳にしました。今年起きた災害の報道特集では、被害の大きさと予想を
上まる速さで進行する温暖化現象を再認識させられました。  
   
 数日前の京都新聞の環境コラムに、温暖化抑制の特効薬はないとの記述がありまし
た。まさにその通りで、日々のあらゆる削減努力の積み重ねが温暖化のスピードを遅ら
せることを再確認したいと思います。穏やかな日々が続き、師走の慌しさに、ともすれば、
この問題は思考停止になりがちですが、ガス・スペスという人が「なにもしないのは、危険
性の低いどっちつかずの政策ではない。むしろ、大きな害をもたらす可能性のある、危な
い賭けなのである」と述べられています。なにもしないことが大きな害をもたらすことを指
摘している重要な言葉と思います。  
 
 さて昨年、この会議室で教えて頂いたコケ植物による二酸化炭素の固定を目的とする
屋上緑化移植試験ですが、１年間の基礎試験を終え、現在は日本家屋の屋根への移植
試験を開始しました。こけむすの会として植林ならぬ植ゴケ運動へと展開予定です。年間
平米あたりの二酸化炭素の固定能力は樹木に劣りますが、増殖能力がすばらしく、長期
的にみれば樹木より優れていることが確認できました。ヒートアイランド対策としてもコンク
リートで覆われた地域には、理想の植物でウグイス色の淡い緑から黄金色に変化する色
合いは、環境美の上からも支持されることでしょう。  
 
以上、今年 後の発言となりますが、皆さんよいお年をお迎え下さい。ありがとうございま
した。  

 
返信  
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67 : Re: 京都市地球温暖化対策条例（案）について

投稿者 ： 『地球環境政策課 狩野』 投稿日時 ： 2004/12/21 13:42

京都市地球環境政策課の狩野です。  
 
さて，田浦さんの言っておられる省エネラベルについてですが，「省エネラベル」とは，家
電製品（エアコンと冷蔵庫）について，店頭の製品に，省エネ性能を５段階にランク分けし
たマークと，平均的な使用年数により計算した電気代を表示するラベルです。  
 
京都市では，平成１６年７月に設立された「京都省エネラベル協議会」
（URL:http://www.syoene-label.org/index.html）と連携して，電気店への省エネラベルの
データ提供や店員等を対象にした研修の実施，普及啓発等に取り組んでいるところで
す。  
 
また，「京都市地球温暖化対策条例」で，エアコンと冷蔵庫を販売される皆さんに省エネラ
ベル表示と説明を義務づけることを規定しています。  
 
皆さんも，省エネラベルで製品を選んでください。それが地球温暖化対策につながってい
きます。  

 
返信  

 

 

 

66 : Re: 京都市地球温暖化対策条例（案）について

投稿者 ： 『地球環境政策課 宇高』 投稿日時 ： 2004/12/17 22:28

地球環境政策課の宇高です。  
昨日１６日，市会で京都市地球温暖化対策条例が全会一致で可決成立しました。  
 
この会議室の御意見も参考にさせていただきました。  
感謝致します。  
 
京都議定書の発効と条例による取組は，気候変動を防ぐという観点からはほんの一歩に
過ぎません。でも，動かなければいけません。  
 
総じて，地球温暖化問題は，気候変動や生態系の変化が生じていても，原因や因果関係
が科学的に不確実であるとの考え方もあり，議論のみ先行し，実際の行動や社会のシス
テムが温暖化を食い止める方向に本格的には向いていません。  
 
本当に原因がわかり，気づいた時に手遅れにならないように，私たちは取組を進めてい
きたいと思います。そのための様々な自然の変化の情報，取組の紹介等を会議室の場
で，提供またリクエストを出してほしいと思います。  
 

 
返信  

 

 

65 : Re: 琵琶湖の水質悪化

投稿者 ： ☆『田浦 健朗』 投稿日時 ： 2004/12/17 09:03
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ご発言のように、いたるところで環境悪化の兆候や実際の被害が顕在化していると思い
ます。  
地球温暖化も予想以上に進行していて、実際の被害も甚大なものになっているとの報告
や研究成果が増えています。このような状況を多くの方にしっていただくための仕組みや
方法が必要だと思います。 

 
返信  

 

 

 

64 : 琵琶湖の水質悪化

投稿者 ： TAMAGO 投稿日時 ： 2004/12/13 23:28

昨年、京都電子会議室に参加さして頂いたことがあります。よろしくお願い致します。  
近、新聞で琵琶湖の水質が全域に渡って、かなり汚染されているとの調査報告がされ

ました。地球温暖化により湖水の循環が鈍り、富栄養化が進んでいるとの事ですが、家
庭から出る排水なども影響しているようです。これだけ、環境問題についていろいろ言わ
れていますが、もっと、対策を急がなければならないということを自然が私たちに警告を
与えているのはないかと思われます。  
私はよく琵琶湖に行きます。眺めていてよく思うのですがですがこの琵琶湖が日本の環
境問題のバロメーターじゃないかと感じます。 

 
返信  

 

 

 

63 : Re: 京都市地球温暖化対策条例（案）について

投稿者 ： ☆『田浦 健朗』 投稿日時 ： 2004/12/08 00:50

この会議室の趣旨にも明記されている「京都市地球温暖化対策条例（案）について意見
や提言が多くでることが望ましいと思います。  
あまり意見がでないのは、やはり内容が分かりにくいということがあるのでしょうか。  
みなさんから、質問なども出していただければと思います。また、京都市には、具体的な
解説なども少ししていただければと思います。例えば、省エネラベルについて検討してい
ることはいかがでしょうか。 

 
返信  

 

 

 

62 : Re: 環境税

投稿者 ： ☆『田浦 健朗』 投稿日時 ： 2004/12/03 20:32

環境税導入の議論が高まっています。温室効果ガスを削減するためには、ぜひ必要な政
策だと思います。  
一人でも多くの人が政府や国会に導入賛成を伝える必要があると思います。  
また、よりよい制度にするための議論・検討も必要です。  
都道府県温暖化防止活動推進センターや温暖化対策地域協議会でも学習・議論する場
があれば、より多くの人に伝わると思います。 

 
返信  
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61 : 英国の温暖化対策

投稿者 ： ☆『田浦 健朗』 投稿日時 ： 2004/12/02 08:21

11月27日の京都議定書シンポジウムで、英国の温暖化対策について報告されていまし
た。長期的な目標（2050年までに60%削減）、気候変動税の導入、企業と政府の協定な
ど、まさに日本でも必要な目標・政策についての報告でした。「気候変動税の導入にあた
っては、産業界から猛烈な反発があったが、環境NGOのサポートにより導入することがで
きた」との発言も駐日英国大使館の方からありました。このような政策を京都でもしっかり
と導入するべきであると考えます。 

 
返信  

 

 

 

60 : 京都議定書発効に思う。

投稿者 ： 原 忠司/『原 忠司』 投稿日時 ： 2004/12/01 00:03

 京都議定書発効を間近に新聞各紙で活発な動きが報道されていますが、削減目標を
達成するには、困難な状況に変わりはないようです。このまま推移すれば、目標達成の
ため余剰国から排出量を購入するという愚かな行為になりかねないという危惧を抱いて
おります。  
 
 京都議定書の中の京都メカニズムを活用し、排出量を単に国から国へと移転するだけ
ではなく排出量（権）を生み出す新技術への投資、植林への投資そしてそこから生まれる
排出量（権）を削減目標に割り当てるこういった制度が一刻も早くつくられることを希望し
ております。  
 
 度重なる温暖化による災害から、憂慮されている方は多いのですが、省エネ以外具体
的になにをすればよいのかわからないのが本音だと思います。市民参加のできる排出量
（権）取引市場の開設（自治体でも可能？）が今できる 善の方法と常日頃考えていま
す。賛否両論あると思います。みなさんのご意見をお伺いしたいと思います。  

 
返信  

 

 

 

59 : Re: 温暖化防止に関心を・・・・?

投稿者 ： ☆『田浦 健朗』 投稿日時 ： 2004/11/26 21:38

活動の事例として注目していただきたいのは「省エネラベル」の取り組みでうす。京都で
は、昨年2月から5月と、今年も2月から5月がキャンペーンとして取り組み、一部の店舗で
は、継続して省エネラベルを店頭表示していただいています。キャンペーンの効果測定し
たところ、この省エネラベルがエネルギー消費（CO2排出）の削減につながったと推計され
ています。環境（省エネ）情報を適切に伝えることが必要と改めて認識しています。詳しく
は、http://www.syoene-label.org/ をご参照ください。  
 
今後も、多くの関係者が連携し、継続して取り組んでいく予定です。  
  

 
返信  
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58 : 2005年2月16日 京都議定書発効！

投稿者 ： ☆『田浦 健朗』 投稿日時 ： 2004/11/26 10:32

環境NGO「気候ネットワーク」で温暖化防止活動に取り組んでいます田浦健朗と申しま
す。よろしくお願いします。  
もう既にみなさまご存知のように、来年2月16日に京都議定書が発効し、正式に法的拘束
力を持つことになります。京都議定書の発効が、国内、また京都の温暖化対策の推進力
になることと思います。そのためには、実効性のある政策・措置や制度の整備が必要で
す。同時にねばりづよく取り組むことも大切だと思います。  
具体的な提案や活動についての情報共有や議論をしていきたいと思います。 

 
返信  

 

 

 

57 : Re: 温暖化防止に関心を・・・・?

投稿者 ： ☆たけはま 投稿日時 ： 2004/11/25 07:04

竹濱です。長谷川さん、ご発言ありがとうございました。  
 
そうです、実際の行動でご紹介すべきですね。  
残念ながら、私が実行した範囲では、すでにご紹介した内容のとおりです。  
 
自宅での自分の実行では、自宅では、４年前から、エアコンを使用しないことにしたので
（エアコンの掃除が面倒になったので）、これによって、電気料金に換算して、夏場で一月
あたり２万５０００円から、冬場でも、月２万円以上も、電気料金を節約しました。  
 
以前の電気料金の使用メーター量が残っていないので、電気消費量にして、どのぐらい
の節約になったかの換算は、残念ながら、できません。  
 
当初の動機は、CO２削減というより、単に、エアコンの掃除が面倒だったのと、エアコン掃
除を業者に頼むと非常に高かったので、エアコンを放棄して、扇風機に代えたのが、始ま
りだったからです。  
 
あと、私が勤めているある教育施設での実践ですが、担当するクラスで、学内の電気照
明とエアコンの放置（消し忘れ）がどのぐらいあるか、昼休みの空き教室のエアコンの放
置による電気・ガスの無駄使いを点検して、レポートを出したことがあります。  
クラス全員の学生で、照明とエアコンの放置個所をパトロールして、地図に記入し、これ
から、エアコンと照明の無駄使いによる電気・ガスの使用量を推計したことがあります。  
 
学内の冷房は、ガス冷房なのですが、特に大教室では、予想以上に、エネルギー消費が
大きいことに驚いて、以後、学生たちが、授業のあと、空き教室の電気の放置を点検して
くれるようになりました。  
 
残念ながら、この取り組みは、私のクラスの学生たちだけによるものだったの  
で、学内全体の取り組みにまで、つなげることができなかったことです。  
 
勤めている教育機関は、大規模な施設・組織なので、施設全体での取り組みにまでつな
げるには、できていません。  
また、電気やガスの使用量の計算も、意外に難しく、電気は、キャンパス内の建物ごとに
電気資料メーターが集計されているため、建物単位でないと、エネルギー使用量がわか
りにくいのに対して、ガスは、キャンパス単位で集計されていることも、素人には、難しいも
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のでした。  
 
ガス冷房なので、ガスと電気の両方の計算が必要であること、学内の授業や行事の数
が、毎年、また、月ごとに違うので、過去に比べて、どのぐらい削減できたかという比較が
難しいこと、なども、エネルギー使用の削減効果を確認するのは、意外に複雑な作業が
必要で、うまくできなかったと反省がありました。  
一番の効果は、実際に照明とエアコンの無駄を点検することで、取り組みに加わった学生
たちの意識を変えることができたということだと思います。  
 
あまり、よりコメントができませんが、また、ご意見いただければ、幸いで  
す。  
たけはま。  
 
 
は、践については、エアコンを使わないことにこれだけの効果があがった、というようなし
たいのですが、 

 
返信  

 

 

 

56 : 京都市地球温暖化対策条例（案）について

投稿者 ： 『地球環境政策課 狩野』 投稿日時 ： 2004/11/15 15:45

地球環境政策課の狩野です。  
京都市からのお知らせです。  
 
京都市では，この8月から9月にかけて，地球温暖化対策条例の制定を検討しているとい
うことで，条例の具体的な内容をとりまとめた大綱を作成し，意見募集を行いました。たく
さんの御意見をいただき，本当にありがとうございました。  
 
そして，皆さんからいただいた御意見を踏まえて，「京都市地球温暖化対策条例（案）」を
とりまとめ，11月市会に提案しています。  
今後，12月半ばまで市会で審議されたうえで， 終的に条例の内容が確定します。  
 
条例案は，以下のＵＲＬに掲載しています。  
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/ge/zyourei/tyuukei.htm  
 
 

 
返信  

 

 

55 : 温暖化防止に関心を・・・・?

投稿者 ： 長谷川 綉二/『長谷川 綉二』 投稿日時 ： 2004/11/13 08:55

しばらく閲覧させて頂きましたが、何か行動された事例が話されるかと思っておりました
が、行動実施はされていないのですか。  
どこかの大型マンション一帯で一夏適温にしてどれだけの効果があったとか、数百人規
模の事業所で背広、ネクタイ不着用での効果、子供のいる家庭で半年間子供だけでなく
パソコン、テレビゲームをしなければどのような効果があるか、京都駅前での客待ちのタ
クシーその他駐車中のアイドリングを半年間停止させたときの効果はと言った具体例を
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行政、事業者、市民から出してもらえないものですか。  
私自身は数年前から、地域の子供たちと植樹や下草の施行を実施しています。  
なぜかと言うと私どもが所有する山が数十年間自然を保持するといって何の手入れもせ
ずに放置されていました。  
自然は放置することだと、誰かが言ったのでしょう、特に京都の山々は景観だ風致だと言
って手をつけなかった、しかし、昔は下草はご飯やお風呂を炊く燃料として使われ、雑木
は家の修復材として使われ、また、野良仕事に必要な工具の材として利用されていた、だ
から山も自然と手入れされていたものだと思います。  
山が手入れされ、広葉樹や落葉樹等が保水性豊かな土壌を作りその地下水が湧き水と
なって家庭用水として使われたり物を冷やすため使われていたのです。  
夏は冷たく感じ、冬は暖かく感じ、朝夕の顔を洗った時の心地よさ、今は多くの人たちは
知らないのでは無いでしょう。  
私は子供たちに山そして自然が与えてくれる結果は水の美味しさと伝えています。水は
作物を育て、作物は昆虫や動物の糧となり、また、魚たちの糧ともなると伝えています。  
夏、大文字山での作業も比叡山から吹き降ろす風が肌に当たると心地よい冷たさを感じ
て、ほっとする笑顔、昔もこうだったと思います。  
京都は盆地で夏は蒸し暑いところといわれますが、北山から奥へ行くと噴出した汗が冷え
た水となって心地よさを覚えます。  
これからも、バイオマスを探求している社会人、学生と共に小学生だけでなくあらゆる仲
間と自然と資源を考え、行動実施して行きます。  
永くなりましたが、論じるより講じて行動し効果事例を発信する方向にしていただければと
思い発言させていただきました。 

 
返信  

 

 

 

54 : Re: 温暖化に関心を持ってもらうには、どうしたらいいんでしょうね

投稿者 ： まっち 投稿日時 ： 2004/11/11 18:30

みなさんこんばんわ。まっちです。  
近、発言をサボってました。スイマセン…。  

 
さて、温暖化に関心を持ってもらうには…ということですが、  
温暖化自体にはかなりの関心が集まってるんじゃないかな、と私は思います。  
 
でも、温暖化問題は「オゾン層の破壊」とか「大規模な砂漠化」  
というふうにテーマが壮大すぎて、「私たちにできることなんて  
ないんじゃないの？」と正直思ってしまいます。  
 
それが、どこか「他人まかせ」な感覚を生んでしまう原因なのではないで  
しょうか。  
※世界で一番ＣＯ２を排出している、アノ国の大統領ですら「他人まかせ」  
 ですもんね…。  
 
それと「京都議定書」という世界規模の話と、細々とした「節電の取組」を  
まったく同じ土俵にのせて話をすることにも違和感を感じてしまいます。  
 
私たちの「節電の取組」が、「温暖化防止につながっている！」と実感できる  
ことが必要なのかもしれませんね。  
 
そこで 近気づいたのですが、洗剤やコーヒーの「詰め替えパック」が  
この頃定着してきましたよね。これって、消費者にとってもお得な  
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話ですし、ゴミの減量にもつながるというすばらしいアイディアです  
よね。  
 
そんな、お得で尚且ついいことしてる気分に浸れるような取組が、  
温暖化問題でも打ち出せればいいんじゃいかなぁと思いました。  
 
久々の発言なので、少々長話になりました。重ねてスイマセン(笑) 

 
返信  

 

 

 

53 : 温暖化に関心を持ってもらうには、どうしたらいいんでしょうね

投稿者 ： ☆たけはま 投稿日時 ： 2004/11/09 06:23

ご無沙汰しています。竹濱です。  
 
多くの人に温暖化に関心を持ってもらうには、どうしたらいいんでしょうね。  
 
うちの職場でも、使っていない部屋で電気がついたままの部屋をよく見かけます。気が付
いたら、消して回って、ひどい部屋には「節電」の張り紙をしたりするのですが、根本的な
対策になりませんね。  
 
やはり、ＫＥＳを導入して、職場単位で、目標と電気の無駄遣いの点検体制、パトロール
体制、見張りの専門部署を設けないと、だめだと思います。それと、職場単位の節電状況
の成績評価をつけないと、だめではないでしょうか？  
 
今、イギリスにきていますが、こちらでも先日の日本の台風の大雨の被害が、BBCで大き
く報道されていました。本当に心配しました。異常に大きな超大型台風が生まれること自
体、温暖化の深刻さを人間に警告しているでしょうが、・・・・・。  
 

近、気になっていることは、インターネットの通信による電気消費。  
インターネットになってから、ついつい、ネットを長時間閲覧したり、メールを書くことが多く
なりまりた。インタネットを接続しっぱなしにすることの電気消費量もかなりのものではな
いかと、心配かつ反省しています。  
せめての節電に、パソコンを使用して終わったら、モニタとプリンタの電源を切るようにし
ています。  
 
パソコンも電源も切れる時にはきりますが、今、私が使わせてもらっているところのパソコ
ンは、メンテナンスの関係で、電源を切らないように指定されているので、モニタのみ、電
源を切っています。  
 
長い間、ご無沙汰しました。また、時々、メールします。竹濱。 

 
返信  

 

 

52 : 京都議定書の発効と心配事

投稿者 ： ☆『小幡 範雄』 投稿日時 ： 2004/11/04 22:07

京都議定書は、過日、ロシアが議会で承認したので、いよいよ発効（来年２月ごろ）するこ
とになった。しかし、ＣＯ2の1番の排出国アメリカは批准しようとはしていません。日本も環
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境税、排出権、省エネ、技術開発、エコライフなど沢山のメニューが示されいろいろ議論さ
れている。議論はされても実行はごく一部の人しかなされていない。この電子会議室の利
用もそんなに多くなさそうです。どうすれば大きなウエーブとなるのだろうか。  
 
温暖化防止のためにこんな事をしているという意見を出し合って行こうではありません
か。ちなみに私は車の免許がなく自動車には乗っていない。しかし、妻は免許を持ってい
るので時々便乗してます。家族団らんで食事をし、お風呂に続けて入ると一番効果があ
るらしいがこれは難しくて実行できていない。お風呂は続けて入るようにしてますが・・・・。 
 
大学の研究室は講義、会議の時などいないときは消灯しています。しかし、他の人は多く
が蛍光灯をつけたままです。また、講義をしていない誰もいない部屋にも蛍光灯がつけっ
放しです。などなど一杯例はあると思います。  
 
2008～2012年という第1約束期間に目標を達成することは極めて厳しい状況にあることは
間違いないと思う。どうこれを実現するか私たちの実行力（政府への働きかけを含めて）
にかかっているのです。  
 

 
返信  

 

 

 

51 : Re: 京都議定書に思う

投稿者 ： 『地球環境政策課 宇高』 投稿日時 ： 2004/10/08 19:39

とらさん ようこそ当会議室へお出でくださいました。  
 
担当の地球環境政策課の宇高です。  
講演会のご案内を投稿いただきありがとうございます。  
 
ロシア大統領が京都議定書の批准法案をロシア国会に提出したので，発効まで秒読み
段階となりました。  
 
発効すると二酸化炭素の排出削減の義務が生じますからこれからが本当に大変です。  
 
講師のＣＡＳＡの早川専務理事は，これまで気候変動問題に関する国際会議に参加さ
れ，外交交渉のようすもよくご存じの方です。  
 
皆様，ご参加を。  

 
返信  

 

 

 

50 : Re: 暑い夏に背広ネクタイ姿で働くことについて

投稿者 ： 『地球環境政策課 宇高』 投稿日時 ： 2004/10/08 09:31

宇高です。  
 
暑い夏は上着なし，ノーネクタイで良いと思います。  
 
私は背広を着ないと相手に失礼かなぁと思っている一人ですが，  
京都市役所では，エコオフィス運動をしており，夏は積極的に上着なしを呼びかけていま
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す。ノーネクタイまでは呼びかけしていませんが。  
 
それぞれのエコスタイルがあってよいと思います。  
一斉にやらないとできないというのも少し変な気もします。  
 
でも，京都は「西陣織」の産地ですからノーネクタイには反発される方もあるかもしれませ
んね。  
 

 
返信  

 

 

 

49 : 京都議定書に思う

投稿者 ： とらさん/『森口行雄』 投稿日時 ： 2004/10/07 17:00

京都生まれの議定書の発効が目途の立たないまま長い辛抱が  
続きましたが、ロシアが批准に向けて閣議決定の報道があり、  
少しほっとしたところです。  
 
でも、議定書の発効が首尾よくいっても、それはひとつのス  
テップであって、問題はその内容がどれだけ実現できるかで  
あり、実効があがらなければ意味がありません。  
 
ことに家庭でのCO2の排出抑制は相当の馬力がかからないと  
うまくいかないのではないかと危ぶまれます。  
 
京都市民の一人でも多くが、議定書の発効を前にして、  
もう一度、議定書の意義を問い直そうと思い、講演会を計画  
しました。  
 
１１月６日（土）１４時から、ひと・まち交流館でNPO法人  
CASAの早川専務理事を講師にお招きして開催します。  
 
ぜひ参加されてご意見やお考えを開陳してください。  
詳しくは  
http://www.japanway.or.jp 

 
返信  

 

 

48 : Re: 暑い夏に背広ネクタイ姿で働くことについて

投稿者 ： ★蘭一輝 投稿日時 ： 2004/10/07 16:06

私は，以前全部のサラリーマンが例外なくしていて今は誰もしていない”奇妙な”習慣を知
っています。私の父も，家を出る時は必ずそれをして，家にはそれが箱に入って１０個余
りもありました。  
 
それとは，”帽子”（中折れ帽）。  
 
戦後の通勤時間の駅の写真を見ると，写る全員が頭に帽子を載せています。今も応接室
には，帽子掛けがついた上着掛けが残っています（古い会社には今でも見かけます）。  
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ネクタイもそれと同じです。ほとんど機能を果さない上，春にはぶらぶらしてわずらわしく，
夏には絶望的に暑苦しくさせ，秋には小さいのにそれなりに高い秋用を買わされ，冬には
厳しく人々のどを絞めて責めつけます。まさしく首（neck）を締めあげる（tie）もの以外の何
ものでもありません。  
 
百害あって一利ないこの奇妙な習慣が，１９世紀から続く亡霊が，今も多くのサラリーマン
を苦しめています。  
 
一時，国が音頭とって夏の３ヶ月，ノーネクタイの運動をしていましたが，省エネ意識の衰
えからか立ち消えになっています。  
 
一方企業では，研究職から服装自由の制度が広まっていますが，官公庁を見習って未だ
道遠しの現状です。  
 
私は，全日本ネクタイ工業連盟の反発をあえて甘受し，６千万サラリーマンのために，官
公庁がノーネクタイの範を垂れる勇断を切に期待しています。  
（ちなみに私は，周りの白眼を省みず，丸首のワイシャツ着用からはじめています） 

 
返信  

 

 

 

47 : Re: 暑い夏に背広ネクタイ姿で働くことについて

投稿者 ： まっち 投稿日時 ： 2004/10/06 13:34

m.massakiさん、はじめまして。この会議室ではすっかり  
「古株」のまっちといいます(笑)  
よろしくお願いします。  
 
さて「暑い夏に背広ネクタイ」についてですけども確かに  
暑苦しさを感じますよね。  
 
特に公務員や政治家、財界のトップは、ある意味、国民や市民に  
対して「模範」とならなければならない立場なのかもしれません。  
しかし、私は、私たちから変えていけることもあると思います。  
 
夏場に繁華街を歩いたり、お店に入ったりすると、明らかに  
「冷房効きすぎやろ」と思うようなお店って多いような気がします。  
 
「客商売だから」という面もあるでしょうけども、私たち「お客」が  
そういった「過剰な快適さ」から脱却する努力がないと、根本的な  
解決につながらないような気がします。  
 
公務員の制服が作務衣になると見た目も涼しくていいですね。  
でも、その格好で仕事をすることに理解を示せる「寛容な社会」に  
するには、私たちの意識を変えていくことも重要なような気がします。  
 
思いつきで書いてしまいました。スイマセン…。  
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返信  

 

 

 

46 : Re: 暑い夏に背広ネクタイ姿で働くことについて

投稿者 ： 『地球環境政策課 宇高』 投稿日時 ： 2004/10/06 10:13

m.masaakiさん  
 
はじめまして，この会議室担当の地球環境政策課宇高です。  
よろしくお願いいたします。  
 
おっしゃるとおりエアコンの利用をはじめ，その行動がどれだけ環境へ影響を与えている
のか無関心な方が多数いらっしゃるのが，一番問題だと日常痛感しています。  
 
この会議室で発言いただいているみなさんはよくご存じであり，みなさんのような方が社
会の多数を占めていれば，地球温暖化という問題はすぐに解決できるのにと思っていま
す。  
 
ここでの発言を私達は行政として，具体的な施策へ反映させていきたいと考えていますの
で，議論をしていただきたいと思います。よろしくお願い致します。  

 
返信  

 

 

 

45 : Re: 排出権取引

投稿者 ： 『地球環境政策課 宇高』 投稿日時 ： 2004/10/06 09:58

地球環境政策課宇高です。  
先週末から京都議定書発効に関する話題がマスコミ上をにぎわせていましたね。  
 
来春に京都議定書が発効すれば，いよいよ我が国も２０１２年までに，１９９０年の排出レ
ベルから６％削減するという国際的な約束を履行しなければならなくなります。大きな一
歩を踏み出す動きです。  
 
そこで，排出量取引も具体的なものとしてこれから活発化してきます。  
ただし，これは各国政府を通しての取引であり，今後より詳細なルールが議定書発効後
の国際会議で決まる予定です。  
 
市民が参加できる仕組みは，まだどうなるかわかりませんが，今後研究していきたいと思
います。  
 
私は，排出量取引は数値目標をクリアするための緊急避難措置であり，地球温暖化を止
めるためには，私達は本筋である排出量の削減にもっと努力しないといけないのではな
いかと思っています。  

 
返信  

 

 
 

44 : 環境税

投稿者 ： m.masaaki 投稿日時 ： 2004/10/05 19:14
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地球環境を守る為、ぜひ環境税の導入を政府に働きかけよう、 

 
返信  

 

 

 

43 : 暑い夏に背広ネクタイ姿で働くことについて

投稿者 ： m.masaaki 投稿日時 ： 2004/10/05 19:15

以前テレビにて、通産省高官、産業界首脳、学会有識者、による省エネを国民に浸透さ
せる対策会議の模様が放映されていた、季節は7月上旬で、外気温は30度を超えていた
だろう、そのとき参加のお偉方はそろって背広ネクタイ姿であった、当然その服装では室
内のエアコン温度設定は25度以下と思われる、つまり国民に省エネを訴える会議にエネ
ルギー多消費型の服装で話し合われたので、てめえらバカか、と怒鳴りたい思いでした、
ご存知のように日本の夏は高温多湿の東南アジア型で、その夏を過ごすのに、 適な服
装は男なら甚平にステテコ、女性ならノースリーブにミニスカートです、ま女性の服装は思
い込みですが、男性の勤労服として作務衣を夏の制服として全公務員に義務付ければ、
室内温度を30度に設定しても作業能率も落ちず、大幅な省エネと経費節減が図られるで
はないか、残念ながら今年の夏も小泉首相や社会貢献に省エネを謳う財界のお偉方の
テレビでの登場シーンは背広にネクタイの多エネルギー姿で、見ていても暑苦しい＆見
苦しいばかりでした、政治家や財界のトップか率先して変えてもらわないと、末端の平社
員はネクタイを外して仕事できません、その結果相変わらず、外回りのサラリーマンが背
広を抱え、汗だくの姿で働き、内勤の女性陣は冷房過多の事務室で足元に電熱器を置い
て、仕事する、毎年全国のビルで膨大なエネルギーの無駄が繰り広げられてる、一時羽
田首相が省エネルックを広めようと奮闘された記憶がありますが、来年の夏こそ背広ネク
タイをしていなければ仕事が出来ないという、情けない考えを改めなけれならない、もちろ
ん昨今の事務所での過冷房は男の背広姿だけでは無くコンピュータの性能を保持する
為、と言う側面もあるが、それにしても今一度国全体で考えるべき問題だと思う、 

 
返信  

 

 

 

42 : 排出権取引

投稿者 ： 原 忠司/『原 忠司』 投稿日時 ： 2004/10/05 07:35

ＥＵ諸国が来年１月をめどに京都議定書の発効を待たず排出権取引市場を開設するとい
う記事がありました。（日経８月１０日）  
ロシアでは京都議定書の批准を下院に求めることを閣議決定したともありました。（朝日１
０月３日）  
又、国内では、温室効果ガスの排出量取引の模擬実験を岩手、岐阜、和歌山、福岡、佐
賀の５県と民間企業などが合同で実施すると発表したともありました。（デイリー東北ＦＬＵ
ＳＨ２４）これは森林保全の推進を狙い、森林による二酸化炭素吸収について売買の対象
にするのが特徴のようです。  
 
このところ京都議定書の発効に向けて活発な動きが見られますがＥＵ諸国、国内模擬実
験のように京都議定書の発効を待たずとも自治体においても温暖化対策は独自に進め
られることだと思います。国、自治体、民間企業、はもちろんですがそれに市民が参加で
きる温暖化対策の制度、条例が望ましいと考えます。  

 
返信  
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41 : Re: こんにちは

投稿者 ： m.masaaki 投稿日時 ： 2004/10/06 09:30

初めて投稿します、環境問題は大抵の人が  
関心をもたれていると思います、  
しかし普段から省エネを心がけて生活している人は  
多くはありません、どうしても目先の便利で快適な  
生活、つまり車やクーラーに頼る生活になります、  
 其れを止めるのには個人の心がけではむりです、  
何度も話題になり、そのつど経済界の反対で導入できずにいる  
環境税をいますぐにでも実施して欲しいものです、 

 
返信  

 

 

 

40 : Re:温暖化の実例を持ち寄ろう！

投稿者 ： まっち 投稿日時 ： 2004/09/21 14:27

先日、テレビで「富山県で野生の熊が里におりて  
きて人を襲った」というニュースが放映されてい  
ました。  
 
富山に限らず、今年は全国各地から熊に関する  
被害が報告されているとのことです。  
 
熊が突然、民家(それも庭先とか室内に！)に  
現れて人を襲う、ということにも驚かされたん  
ですが、何よりも驚いたのがその原因の一つと  
して、今年の酷暑が上げられるとのことでした。  
 
熊の餌となる食物が不作になったことと、熊その  
ものが、暑さの影響で弱ってしまい、おかしく  
なっているのが原因とのことです。  
 
この話も遠いかもしれませんが、温暖化の事例と  
いえるのかも…。  
 
昨日のニュースでは、今年の冬は兵庫県辺りで  
桜が咲くかもしれない(！)と言ってました。  
そうなると当然、紅葉は見られないとのこと。  
 
温暖化は、私たちが愛してやまない「日本の四季」  
を奪いはじめてるのかもしれません。  
 

 
返信  

 

 

39 : マイワシの不漁と温暖化

投稿者 ： 原 忠司/『原 忠司』 投稿日時 ： 2004/09/18 08:26
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今年もＴＶでマイワシの不漁が報じられていました。  
以下は昨年６月５日の朝日新聞に掲載されていた記事です。  
 
『庶民の魚マイワシの不漁が続いている。０２年の漁獲高約５万トン。４００万トンを超えて
いた８０年代のほぼ１００分の１という惨状だ。今年はさらに少なくなるとか。「１０年後には
トロなみの高値に」といった声が現実味を帯びてきた。かっては、温暖化で好適な環境が
でき、イワシは増加、北海道あたりでもとれるようになる、という予測もあった。現実はまる
で逆だった。寒暖の差のある海は、魚にはすみにくい。競合する魚がいないことが、マイ
ワシが大量に育つための仕掛けらしい。海水温が高いと、１歳までの稚魚が、大量死して
しまうことが、 近の研究でわかってきた。』  
 
食卓を脅かすだけではなく、個体の激減はそれを食べる他の魚の食物連鎖に影響を与
えるのでは・・・？  
いったいどうなっていくのでしょう。  
 
 

 
返信  

 

 

 

38 : Re:温暖化の実例を持ち寄ろう！

投稿者 ： ☆たけはま 投稿日時 ： 2004/09/15 12:41

こんにちは、まっちさん、原さん。  
暑いですが、お元気ですか。  
 
温暖化の事例を持ち寄ろうという、ご提案、非常に大切な視点だと思います。  
京都市は海に面する部分がない（と思う）ので、高潮の被害は直接には、かかわりがない
かも知れませんが、次のようなことが、考えられるのではないかと、素人ながら、考えてい
ます。  
 
１、京都市の南部地域では、水位の高い地域があるので、台風が大型化、強大化したと
きの、この地域での浸水の被害を考えることが必要ではないか？  
 
２、地下街における浸水対策。  
台風などで大雨がふった時、地下街への雨水の流入が想定以上に多いと、地下街、地
下駐車場などでの浸水の問題が、危惧されるのではないかと、考えています。  
 
この開いだの台風では、香川県、小豆島、淡路島など、普段、雨の量の少ない地域で、
台風の大雨が降ったことから、この地域の小規模な河川、用水路があっというまにあふ
れてしまい、高松では、用水路をあふれた水が住民が避難していた市民センター（区民セ
ンターというのでしょうか？）に流れ込み、お年寄りがおぼれていますし、用水路でお年寄
りが流されています。  
高松、小豆島あたりは、普段、雨の少ない地域で、河川も用水路も小さいので、台風の大
雨を処理できず、浸水して被害を大きくしているのだと思います。  
 
これを参考にさせていただくと、京都市域で台風の大雨が降った場合は、水位の高い地
域では、地下街や地下駐車場などでの浸水対策を心配することが、必要ではないの
か・・・・などと素人ながら、考える次第です。  
 
3 農産物。   
私は、京都地域の農業のことは、詳しくないのですが、農作物の被害も、温暖化の進行を
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示すものがあると思います。  
 
郷里の岡山などでは、桃やトマトなどでは、夏季の高温障害が出ています。桃などでは実
が熟しすぎて落ちてしまうとか、トマトも、根が高温と日射で焼けてだめになるとか。  
でも、スーパーマーケットで食品を買うだけの消費者には、他の地域から、新鮮な野菜が
入れ替わりに入ってくるので、畑で進行している高温障害の事実が見えませんが・・・・。  
寒冷地域を好む山間部の農産物や山の木では、かなり、植生の変化が出ているのでは
ないでしょうか？  
 
４ 昆虫。  
原さんのご指摘にあるように、昆虫の生息域の変化も、温暖化のバロメータですね。  
すでに、昆虫学などの本では、結構、報告があるみたいです。  
私は、素人だから、子供向けの昆虫の本を、子供と一緒に見るだけですが、  
 
日本の南部地域に生息するナガサキアゲハは、東京を越えてさらに北上しているようで
す。南方系のクロコノマチョウ、クマゼミ、ヒメアカタテハなども、かつて報告されていた地
域から、年々、北上しているそうです（「虫たちはどこへいくのか、クロコノマチョウがおしえ
てくれたこと」（岸一弘、ポプラ社）。  
 
一人でも多くの人が、昆虫や植物が警告してくれていることに、気づいてくれることを願っ
ています。 

 
返信  

 

 

 

37 : Re: 台風17号、18号と温暖化

投稿者 ： まっち 投稿日時 ： 2004/09/14 13:51

みなさん、お久しぶりです。  
この前の台風は恐ろしかったですね…。  
 
私の両親の実家がある福岡では、土砂崩れで牛小屋が  
壊れたり、大規模な停電が起こったり、かなりの被害  
があったそうです。  
 
しかし、そのような被害も気にはなるんですが、  
竹濱さんのおっしゃるように今年の上陸する台風の多さと、  
大きさには驚くばかりです。  
 
考えてみれば、去年は冷夏でしたよね。やっぱり年々進む  
気象異常は実感として感じるようになってきました。  
 
しかし、この台風の多さや潮位の上昇を温暖化と結びつけて  
捉えてる人ってどのくらいいるんでしょうか？  
 
宇高さんのお話では、温暖化条例は京都市が先駆的な取組を  
されているようですが、逆に考えるとそれだけ自治体の対応が  
遅れていると捉えることもできるわけで…京都市の今後の取組に  
期待する半面、気にかかります。  
 
やはり条例の制定などをきっかけに、「身近に感じる危険」を  
分かりやすく市民（国民）に伝えていくことが重要だと改めて  
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感じました。  
 
原さんの「温暖化の事例を持ち寄ろう」という提案は賛成です。  
私自身は不勉強であまり事例を知らないんですが、この場で  
出された事例を、自分の身近な人たちに伝えていきたいと  
思います。  
 

 
返信  

 

 

 

36 : 害虫の生息域拡大と洪水に関して

投稿者 ： 原 忠司/『原 忠司』 投稿日時 ： 2004/09/14 00:14

身近なところで一年前の京都新聞に美山町のナラ枯れの記事がありました。今年も同じく
ナラ枯れの記事が掲載されていました。今年は昨年よりさらに広がり大木の被害が目立
っているそうです。害虫の生息域が広がったのが原因とみられています。温暖化の影響
として考えられるのは、昆虫類の生息域の拡大です。それだけなら何も問題はないので
すが、人間の勝手な言い分として害虫の生息域の拡大は困るわけで農作物に被害を与
えるもの、ウイルスを媒介するものなどこれまでの常識では考えられないことが起きるの
ではと心配しています。  
特に京都府では、鳥インフルエンザ、ＳＡＲＳ、鯉ヘルペスなどの被害にあいパニックにな
ったことは、記憶に新しいところです。これらは直接温暖化の影響とは言えないまでも今
後は、マラリア、テング熱、黄熱病、ウイルス性脳炎などの熱帯性伝染病が何時起きても
不思議ではない状況になっていると思います。コレラも含まれるかも知れません。日本と
あまり気温の変わらない朝鮮半島、南アフリカ、欧州南部、ロシアと新たな流行地が確認
されている以上日本は例外と言えないと思います。  
 
もう一点は、山間部での影響が考えられます。大気中の二酸化炭素が増加すると木は生
長するのに水をあまり必要としなくなることです。二酸化炭素肥料効果で気孔の数を減ら
し、蒸散させる水分量が減る為、木が利用する水の量が減り、土中を流れる量が多くなり
それが侵食の原因をつくりさらに河川を増水させることが問題となりそうです。結果、山全
体の保水量が減る為、大雨の際の洪水が心配されます。気候変動による集中豪雨と共
に現在の二酸化炭素濃度からみるとこの現象はすでに始まっていると思われます。２０年
ほど前かずいぶん昔に嵐山の桂川が洪水になっているのを見た恐怖の記憶が今も残っ
ていますが自然の猛威にはなすすべもありませんでした。  
 
以上の二点は、推測による可能性での発言ですが、これらのことは、危機管理の上で十
分考慮する必要がある項目だと思っています。  
 
二年ほど前から温暖化による現象とみられる事柄について新聞各紙の記事を参考にして
いますが、見逃しも多く、できることなら参加者でこの会議室にもちより、自然の発する警
告と受け止め温暖化に対する認識を深めていきたいと思いますがいかがでしょうか。  
 

 
返信  

 

 

35 : Re: 台風17号、18号と温暖化

投稿者 ： ☆たけはま 投稿日時 ： 2004/09/11 19:12
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こんにちは、まっちさん、なっち丼さん、原さん。  
竹濱です。お元気ですか？  
 
先週、先々週の台風17号、18号、巨大で超暴風で、各地で深刻な被害を出しています
ね。皆さんのところは、大丈夫だったでしょうか？  
温暖化の身近な影響が、今回の台風で、かなり、はっきりしてきたように思います。  
 
この間の台風のように、一年でもっとも潮位が高くなる大潮の時とか、台風の時（海水温
度の上昇による海水の膨張 ＋ 台風の低気圧によって海水面が吸い上げられて上昇
する時など）のように、一時的には、普段より大幅に海面が上昇する時があるんですね。 
 
私は、不勉強で、温暖化による海水面の上昇というのは、単純に、平均的に、何ミリという
ように、じりじりと上がっていくだけと思っていました。しかし、年平均でごくわずかの海面
の上昇も、実際には、今回の台風の時など、一時的には、大幅な海水面の上昇になっ
て、被害を大きくするということを、目の当たりにして、驚いています。  
台風の被害報告をニュースで見て、不勉強を反省いたしました。  
 
大阪の中ノ島のバラ公園や、神戸の海岸近くのホテルも浸水しましたが、海水面の上昇
とは、決して人ごとではなくて、こういう形で、被害を拡大しながら進行するんですね。恐ろ
しいことです。  
 
実は、私の郷里の岡山、玉野市、対岸の高松では、台風17号の高潮で、海岸近くの市街
地で非常に広範囲に海水で冠水しました。床下どころか、、床上の冠水です。  
玉野市では、海岸近くの駅、駅前商店街、市役所付近の大型ショッピングセンター、市民
病院、住宅街など、海岸から1キロ以上離れた地域でも、海水で冠水しました。冠水だけ
でなく、いったん流れ込んだ海水が用水路を通って、海抜の低い地域に次々流れ込ん
で、用水路を通って「下から湧き上がってきた」というように、私の親戚などは言っていまし
た。  
 
フェリー乗り場や駅付近の商店街などでは、トラックのタイヤが半分以上も隠れるほどの
冠水で、もちろん、トラックなどは走行不能になりました。海岸近くの宅急便の荷受センタ
ーでは、すべてのトラックと荷物、コンピュター関係の機械が海水に浸かり、操業不能に
陥っています。  
 
市民アパートや住宅街では、お年寄りが腰まで来た海水のなかで、逃げられなくなり、お
わや溺れるかというところを、消防団の人に、背負われて、救助されています。こんなこと
は、地域のお年寄りも、もちろん、生まれてはじめての経験です。  
 
人命が脅かされるだけではありません。海岸近くの住宅街で床上冠水（浸水？）した住
宅、企業（膨大な数）では、海水に浸かった自動車、冷蔵庫、家電製品、レジのレジスター
やコンピュータが次々に、廃棄処分にされています。  
温暖化による災害の拡大は、家電、自動車などの膨大な廃棄物を作りだし、その廃棄処
理がまた、一層の温暖化を進行させることになります。  
 
海岸近くでは、何枚もの畑や水田が冠水しました。薩摩芋がおいしいと評判だったのです
が、芋も収穫前の稲も、だめになりました。今後、1-2年は、何も作れないでしょう。  
 
じりじりと進行する海水面の上昇は、普段は、殆ど、気が付きませんが、  
実は、こういう台風の時や大潮の時に、被害をもたらすということを、今回の台風は、語っ
ていると思います。  
 
九州がすっぱり入ってしまうような巨大な台風、風速60メートルを記録するような強力な台
風が生まれること自体、温暖化の進行を、如実に物語っています。  
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南の海のさんご礁の島国、ツバルでは、年に数回の大潮の時には、街の中心部が海水
の洪水で浸かってしまいます。1980年ごろから、井戸から海水が湧き出して井戸水が汲
めなくなり、ココヤシやバナナの木が枯れる、という事態が進行しています。  
 
京都市は、直接に海に面する地域がない（と思うけど）ので、市民も、今回の台風の被害
の意味が、あまり実感がないのではないかと、思います。危機をあおりたくないのです
が、しかし、今回の台風が何を語っているか、深刻に受け止めるべきものがあります。  
 
京都市内では、高潮の問題は、あまり関係ないのかも知れません。しかし、温暖化の進
行は、高潮以外にも、様々な災害被害をもたらすはずです。例えば、山間部ではどのよう
な影響がでる可能性があるのか。  
 
京都市は、温暖化の進行による災害被害について、どのように予測しているのかについ
ても、被害予測などを考えるべき時期に来ていると思います。  
皆さんのご意見をお待ちします。竹濱。 

 
返信  

 

 

 

34 : Re: 温暖化による身近な影響って？

投稿者 ： 『地球環境政策課 宇高』 投稿日時 ： 2004/09/10 21:44

まっちさん  
 
地球環境政策課宇高です。  
お返事が大変遅れてすみません。  
 
温暖化対策条例ですが，単独条例としては他の自治体にはありません。  
ただし，環境保全を目的とした条例を定めていて，その中で温暖化対策を目的とした規定
を設けている自治体は，札幌市，名古屋市，東京都等いくつかあります。  
 

 
返信  

 

 

 

33 : Re: 温暖化による身近な影響って？

投稿者 ： まっち 投稿日時 ： 2004/09/03 12:42

なっち丼さん、はじめまして。まっちといいます。  
 
確かになっち丼さんのおっしゃるとおり、地球環境の  
問題を考えると、なんだかテーマが壮大すぎて途方に  
暮れてしまいますよね…。  
 
前回の発言でも書かせていただきましたが、ある一定  
の危機意識を一人一人にもってもらうためにも、身近  
な話題を切り口にしていくことが、一番効果的なのか  
もしれません。  
 
京都市では条例を作ろうとされているみたいですが、  
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是非「この身近な視点」を大切にしていただきたいと  
思います。  
 
ところで、温暖化対策条例って他の都市で制定してる  
ところってあるんでしょうか？  

 
返信  

 

 

 

32 : Re: 温暖化による身近な影響って？

投稿者 ： 原 忠司/『原 忠司』 投稿日時 ： 2004/09/02 08:04

先日、リンゴ園オーナーのお話を伺う機会がありました。収穫期の台風による被害は良く
耳にしますが、今年は、春先に例年では来るはずのない台風による被害を受けたというこ
とでした。リンゴの花の開花期に花粉を運ぶ蜂の行動が鈍り、受粉が満足に行われなか
ったそうです。追い討ちで害虫も発生し、そのため収穫期に大きな被害が現れたようで
す。  
収穫出来たリンゴは形も悪く、不揃いなものが多いということでしたが、このオーナーのす
ごいところは、この自然災害を違う方向に向けたということです。不揃いのリンゴ、 高に
出来の悪いリンゴの品評会を企画していました。 高に出来の悪い歪なリンゴを競い合う
コンクールを開催し、何故こうなったのか、又、その対策はどうすればよいのかを話し合う
品評会の開催を熱く語っておられました。笑ってはいけないことなのでしょうがユニークな
企画だけにこのオーナーにつられ共に笑ってしまいました。  
 
例年お願いしている葡萄園でも今年は害虫の異常発生により、全滅して出荷できるもの
がないとのはがきが届いていました。温暖化は、昆虫にとっては過ごし易い気候条件ぁも
知れません。  
何もかも温暖化の影響と結びつけるつもりはありませんが、関連ないとも言い切れず、こ
れが、すこしずつ進行する温暖化の恐さであるとも思います。 

 
返信  

 

 

 

31 : Re: 緑化条例について

投稿者 ： 原 忠司/『原 忠司』 投稿日時 ： 2004/09/02 08:06

建設局緑政課に思うところの回答がありました。ありがとうございました。  
ただ緑政課では、温暖化対策としての緑地整備というよりも、公園整備であるとか、道路
に面した大気浄化（ＮＯ２、ＳＯ２吸収）を目的とした制度に主眼がおかれているように見
受けられました。結果として緑地整備されるのでしたらそれでも良いのですが、温暖化対
策となると自ずと制度、条例も異なった内容になると思います。削減と固定このあたりの
一元化が必要なのではと独り言をつぶやいています。  
 
緑化による二酸化炭素の固定にはもちろん限界があるのも事実ですが、有効な対策であ
ることも事実です。前回にも紹介させて頂きましたが、１本の若木が吸収する二酸化炭素
は、胸高径５ｃｍのくすのきでも年間８０ｋｇもあり、５～６本植えれば１所帯の年間消費電
力に相当する計算になります。年々生長して吸収量も増え、５０ｃｍの径だと１２００ｋｇに
もなるようです。樹木の場合やがては朽ちて今度は二酸化炭素を放出することが問題と
なりますが、化石燃料からのエネルギーシフトの期間にゆとりをもたらしてくれることを考
えれば問題とはならないでしょう。  
緑化を進める上で植樹及びガーデニングなどに利用される植物の環境家計簿樹木版み
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たいなものを作られることを提案したいと思います。 

 
返信  

 

 

 

30 : Re: 温暖化の具体的な影響と価格

投稿者 ： ☆たけはま 投稿日時 ： 2004/08/30 15:32

なっち丼さん、こんにちは。  
進行役の竹濱です。ようこそ、ご来室、ありがとうございます。  
 
温暖化と魚屋お菓子・・・・物価上昇との関係ですが、直ちに、特定の食品や製品が値上
がりするかどうかは、その時の市場の需給関係（売り手と買い手の量の関係）なので、直
ちに、そうなるとは、断定するのは、難しいですね。  
 
しかし、例えば、今、過去 大級とか言われるような、非常に大型・強力な堆台風が九州
に上陸していますが、温暖化の進行と共に、台風なども、大型、強力なものに見舞われ
て、暴風雨の被害で、ある野菜や農産物の産地が打撃を受けて、品薄になり、海水温の
変化によって、魚や養殖海産物の収穫が落ちるということは、起こりうることです。というよ
り、既に、進行していると思います。  
 
つい先だっての、東北各県での大雨で、この地域の米、野菜の収穫がどうなるか、それに
よって、価格は変動するかもしれません。今、九州に来ている超大型台風の被害も心配
です。  
 
昨年夏、欧州は、40度を超えるような異常高温に見舞われましたが、この異常高温で、農
産物が被害を受ける→結果的に、価格が上昇するなどは、既に起こっています。  
 
2年前（もう3年前になるかな？、年とともに記憶力が悪くなりました）だったと思いますが、 
 
オーストラリアでは、旱魃の被害がひどくて、水不足になり、このため、牛（肉牛）の飼育
頭数を削減しています。  
 
幸い、その後、回復したようで、アメリカの狂牛病騒ぎにも関わらず、オーストラリアから日
本向けに、牛肉が輸出されていますが、これは、幸運というより他はありません。  
 
ある地域で温暖化による旱魃や大雨、洪水の災害で農産物の生産量が減っても、他の
国、他の地域の生産物によって、補うことができる限りは、直ちに、物価の上昇には、つ
ながりません。  
 
それだけに、温暖化の被害や影響を、身近に肌で感じることができないので、対策も遅れ
てしまう、という悪循環ですね。  
 
しかし、温暖化で本当に怖いのは、物価の問題より、命と安全を脅かすということではな
いかと思います。  
 
この間の台風による洪水、集中豪雨で、被害にあう方が出ています。  
温暖化の進行と共に、風水害による自然災害の被害が増大すると、予想されています。
なにより、大切な家族を失いたくないですよね。  
命あって安全に暮らせることが一番ですからね。  
 
先日、東京では39度をこえる高温がありました。ヒートアイランドの影響もあるでしょうが、
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36度を超える高温では、子供やお年寄りなど、熱中症の被害を本気で心配しなければな
りません。  
 
7月20日ごろまで、小学生は、歩いて登・下校しています。学校と自宅との距離が遠いおう
ちでは、あまり暑い日には、子供が下校中に熱中症になるのではないかと、本気で心配し
ています。  
 
小学校や中学校で、温暖化による熱中症の被害がでないように、京都市教育委員会など
は、対策が必要ではないかと、考えています。  
温暖化から、子供を守ることも、必要ではないでしょうか？  
どうか、ご意見をお待ちしています。竹濱 

 
返信  

 

 

 

29 : 温暖化による身近な影響って？

投稿者 ： なっち丼 投稿日時 ： 2004/08/30 12:07

例えば，石油価格が上昇すると私みたいに車に乗らない者にとってはガソリンの値段が
上がったところで，気付きもせず生活していきそうなものですが，実は紙やハッポウスチロ
ール製品なんてのも原価が上がってしまい，スーパーのお魚やお肉，お菓子なんかも値
段が上がるんですね。  
温暖化が進むと同じようなことが起こるんですか？それはもう始まっているんですか？  
アホな質問ですみません。一般主婦って地球全体を考えるためには一番身近なところを
知りたいもんで。 

 
返信  

 

 

28 : Re: CO2勉強中

投稿者 ： ☆たけはま 投稿日時 ： 2004/08/30 00:46

なおなお さん、  
 
ご意見、有難うございます。がんばってますね。一人ひとりの取り組みは小さいですが、
やっているうちに、ひとつでも、周りが変わっていけばいいな、と思っています。気軽にご
発言くださいね。  
 

近、私が驚いたのは、家電製品の待機電力です。 近の家電製品は、技術が進んで、
以前ほど待機時消費電力がかからないと思っていたのですが、それでも、２４時間通電し
ている製品では、待機時消費電力は、バカにならないように思うのです。  
 
たとえば、ＦＡＸ電話ですが、普通のご家庭では、２４時間通電で使用していると思いま
す。  
ある家庭用ＦＡＸは、５年間使用して、受信、送信、各９００枚、使用時以外は、２４時間通
電待機とした場合、消費電力が６８ｋＷｈ（これ自体は、大きな数値ではありません）。この
うち半分弱は、子機の待機時消費電力です（３０ｋＷｈ、５年間）。本体は３８ｋＷｈ（５年
間）。  
 
（以上、数値は、産業環境管理協会のエコリーフによる家庭用ＦＡＸのデータ。産業環境管
理協会、www.jemai.or.jp/ecoleafより。）  
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このＦＡＸの原料生産から廃棄までのライフサイクル全体での温暖化負荷は、ＣＯ２に換
算して、８３ｋｇだそうです。  
 
この製品は、優れた省エネタイプですが、それでも、子機の待機電力は、意外に大きな割
合なので、驚きました。  
本体の消費電力３８ｋＷｈにも待機時消費電力が含まれている（と思う）ので、２４時間通
電するタイプの家電製品では、待機時消費電力は、数年間使用すると、結構な割合にな
るんだなと、驚いています。  
 
（電気機械のことに詳しい方がおられたら、お教えください）。  
 
うちの実家にも、ＦＡＸがありますが、ＦＡＸを使うのは、月に一回、２枚も受信があるかどう
か。もっぱら電話として使っています。子機も通電していますが、実際には、あまり使って
いません。深夜や旅行に出かけるときも、使わないのに、通電しているわけです。  
 
子機に２４時間通電待機することは、本当に、必要なのでしょうか？。  
もっと、上手な使い方ができるのではないかと、思うのですが・・・。  
あまり使わないなら、夜間、電源を切ってもいいのではないかと、思うのですが、だめかし
ら？  
 
私自身は、朝、電話で起こされたくないので、夜寝る前に、電源を切って寝ることもありま
す（朝寝坊したいときに便利です）。  
 
ビデオやＤＶＤ、電子レンジでも、同じ問題があります。  
あるＤＶＤは、消費電力30ｗ。待機時消費電力が2.5ｗですが、時刻表示点灯時は3.0ｗ、
時刻表示を消灯すると０.6ｗです。  
時刻表示を消すと、少しは省エネできますね。  
 
私は、万事ズボラで、ビデオの予約録画のやり方が覚えられないので、予約録画はせ
ず、外出するときには、冷蔵庫以外の電源を切って外出することにしています。  
停電のたびにビデオの時計を合わせるのが、もう面倒なので。  

 
返信  

 

 

 

27 : CO2勉強中

投稿者 ： なおなお 投稿日時 ： 2004/08/28 20:42

この会議室に参加させていただき、大変勉強になります。  
 
今日はＧoogleから、「地球温暖化」を検索しましたが、CO2の発生抑制を行うには、政治
的利害が絡んでおり、非常に難しいこともわかりました。  
でも、私たち人間が今後もこの青い地球の上で生き続けていくには、些細なことからで
も、出来ることを「ヤル！」気持ちを持つことだと、実感しています。  
 
海水や緑化で吸収することもわかりましたし、陸上で固定するのが 大効果が出ることも
わかりました。  
 
市民の一人ひとりが、もっと勉強して、良いアイデアがでるよう、宇高さんをはじめ京都市
のかたがたにお願いします・・市民に対する情報提供などを。  
 
私の周りの人にも、この問題をぶつけてみようと思っています。  
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ひょうたんからこまが出れば、良いですねえ。  
 

 
返信  

 

 

 

26 : Re: エアコンについて教えてください

投稿者 ： ☆たけはま 投稿日時 ： 2004/08/28 17:24

まっちさんへ。  
 
竹濱です。お返事有難うございます。  
そう、省エネヒント集は、すごく大事ですね。エアコンの設定を２度上げるだけで、○○円
お得、などのデータは、省エネルギーセンターや各自治体のパンフレットで出ていますし、
環境家計簿などにも、のっています。  
 
でも、暑いのを我慢するのは、人によっては、難しいと思うので、涼しくなる知恵が必要で
すね。  
 
エアコンの稼働時間を減らす上では、まず、部屋に換気扇があれば、部屋の中にたまっ
ている温まった空気を、換気扇で吸い出して、それから、扇風機で窓から空気を吸い込む
でやると、比較的短時間でしのぎやすくなります。  
 
うちでは、帰宅すると、一番に、窓を二箇所以上あけて、空気の通り道を作ります。これ
は、大事。  
特に、夜、帰宅した場合は、夜は、もう外の空気は比較的温度が下がっているので、外の
涼しくなった空気を部屋に引き込むために、二箇所以上、窓をあけ、それから、換気扇
で、部屋の空気を吸い出します。部屋の空気と外気の温度差がなくなったら、あとは、扇
風機でＯＫ。  
 

近、気がついたのは、冷蔵庫の影響。たまたま、１０年使っていた冷蔵庫が壊れてしま
い、ついに買い換えざるを得なくなりました。大型の冷蔵庫は、背が高すぎて、使いにくか
ったので、思い切って、単身者用の、小型冷蔵庫をいれました。  
 
その後、台所の温度が、いぜんより、低いように思うのです。以前は、冷蔵庫の廃熱で、
台所とリビングの壁が暑かったのですが、いまは、そんなことはありません。  
この経験から、家の中に、大きな電力消費する器具は置かないほうが、生活しやすいこと
を学びました。  
 
冷蔵庫が小さくなって、買い置きしたまま、忘れて、捨ててしまうことがなくなり（庫内が小
さいから、奥まで、すぐ見えるので）、無駄がなくなりました。こまめな性格の人は、ともか
く、私のようなズボラ人間は、高機能、多機能、複雑なものは、管理不能なので、このぐら
いが自分に向いていると思います。  
 
エアコンを使わないで生活するためには、些細な照明でも、そこからでる廃熱で暑く感じ
るので、余分な照明は、省きました。廊下の照明は電球なので、つけると、非常に暑いの
で、３個ついているところを、２個はずしました。  
狭い家だから、廊下なんか電球がなくても、リビングの電灯で十分に明るいし、何より、廊
下で作業することは、ほとんどないので、別に、不都合はないですよ。  
 
また、よいお知恵をお教えください。 
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返信  

 

 

 

25 : Re: エアコンについて教えてください

投稿者 ： まっち 投稿日時 ： 2004/08/28 12:09

たけはまさん。お返事ありがとうございます。  
 
データで見ると、より一層温暖化が深刻な状況に  
なっていることが良くわかりました。  
 
「危機感を持たないと！」と偉そうに言っている  
私でも、ついついエアコンがガンガンに効いた  
喫茶店に入ると「極楽や～！」と思ってしまいますし、  
食べ物の残り汁をついつい流しにそのまま流して  
しまったり…「ついつい」がとても多いんです。  
 
でも大人である私たちが、子どもたちに模範を  
示してあげないと、ずるずると環境悪化はすすんで  
しまうんでしょうね。  
 
そこで「家庭のアイディア」的なもので、電気を消費せずに  
すずしくなる方法ってないでしょうか？電気以外にも何か  
あれば…。  
ご存知の方がいらっしゃったら、教えてください。  
ぜひ実践してみたいと思います！  
 
あと、行政から「家庭の省エネアイディアパンフレット」  
みたいなものを発行してみるのも面白いと思います。  
（もし、既に作られてるのであればごめんなさい…）  
そこに行政の取り組みをあわせて掲載すれば、もっと皆さんに  
見てもらえる機会が膨らむと思うんですけども。  
 
やっぱり人って何か「お得」なこととか「楽しい」ことがないと  
動かないじゃないですか。難し～い文字ばかりの啓発パンフレットは  
やっぱり読むのがめんどくさくなります…。  
 
なので、メインをアイディア集のようにしておけば、もうちょっと見て  
もらえるようになるのではないでしょうか。  
この会議室で出たアイディアを載せてみるのも面白いかもしれませんね。  

 
返信  

 

 

24 : Re: エアコンについて教えてください

投稿者 ： ☆たけはま 投稿日時 ： 2004/08/28 08:15

たけはまより。  
 
なおなおさん、まっちさん、ご発言ありがとうございます。  
進行役の竹濱です。  
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エアコンのことですが、難しい問題ですね。  
今年のように、３６度をこえる日が何日もあるようだと、エアコンを使わないと、下手をする
と、熱中症になる危険もありますね。状況しだいですね。  
 
ただ、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量は、過去、一貫して増大してお
り、それが、異常高温現象につながっていると思われます。  
今の生活水準を維持するかぎり、エネルギー消費は、減ることはなく、温暖化はとめられ
ないと思います。  
 
温室効果ガスの排出量を、１９９０年段階の１０％削減を目標にするといいながら、１０％
削減どころか、反対に、ずっと、増大し続けています。それでは、未来は、まっちさんの言
われたとおり、破滅を意味することになります。  
 
今年の異常高温（東京で３９度を記録したとか）を見ていると、温暖化による高温と、ヒート
アイランド現象による複合的な現象が出てきているように思うのです。  
気象のことは素人なのですが、私の知り合いの、温暖化問題が専門の研究者の方は、
「温暖化が温暖化を加速させる」という状況がでているのではないかとも、指摘されていま
す。  
 
つまり、温暖化で、高温になって、熱くて辛抱できないから、また、エアコンの使用が増え
て、またエネルギー消費が増える、という悪循環パターンです。  
 
私は自宅では、エアコンなしで生活しているので、工夫次第で、エアコンの使用日数や使
用時間を減らすことは、できると思います。冷風機や除湿機、扇風機は、エアコンよりずっ
とエネルギー消費量は少ないはずです。  
 
エアコン一台を生産して、数年間、使用して、廃棄するまでにかかるすべてのエネルギー
消費のうち、９５％は、消費者がエアコンを使っているときに、消費されます。消費者がエ
アコンの使い方を減らさない限り、エネルギー消費は、減りません。  
 
エアコンは、家庭が消費するエネルギー消費量のうちで、大きな割合を占めています.１時
間使うだけでも、他の家電製品の何倍ものエネルギーを消費します。  
 
岸和田市が試算した省エネタイプの家電の平均的な年間消費電力量は、  
エアコン  １９６０ｋWh程度。  
冷蔵庫    ６９０ｋWh.  
テレビ    １４９ｋWｈ  
ビデオ     ２１ｋWh  
洗濯機     ４８ｋWh  
パソコン   １０５kWh  
だそうです（岸和田市地域省エネルギービジョン、４３ページ）。  
 
子供に水の惑星を残してやれるか？ そのためには、除湿機や冷風機、扇風機で対応す
る日をもっと、増やそう、という具合に考えてみては、いかがでしょうか？   
 
タクシーの運転手をされている人が、エアコンを使っていると、肩こりがひどくなるので、扇
風機を２台つかう方法を教えてくれました。  
窓から中へ風を引き込むために、一台を使い、もう一台を反対側の窓から外へ、風を追
い出す方向に使うと、効果的だそうです。その方は、それで肩こりが治ったそうです。  
 
暑くて大変ですが、今の子供たちが、連日、３６度の高温のなかで、夏休みを過ごすよう
になっては、かわいそうですよね。  
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上の統計を見て、パソコンも、使用時間が長いと、エネルギー消費量は馬鹿にならないこ
とが、反省しております。インターネットも、時間を考えて使おうと思います。  
竹濱 

 
返信  

 

 

 

23 : Re: 緑化条例について

投稿者 ： 『地球環境政策課 宇高』 投稿日時 ： 2004/08/27 12:51

なおなおさん 地球環境政策課 宇高です。  
 
京都市への質問について解説をします。  
 
地球温暖化を防ぐ手だては，いかに二酸化炭素の発生量を減らすか。  
電気や石油を効率よく使うか。無駄を減らすかです。  
これは即使うなということにはつながりません。それぞれ必要があって使っている訳です
から。  
対策は，使い方や機器の技術改善です。燃料をガスや菜種油などのバイオマス燃料（天
ぷら油等も含まれます。）に転換するのも一つの方法です。  
京都市の廃食用油（使用済み天ぷら油）のバイオディーゼル燃料化事業では，ごみ収集
車の全てと市バスの一部の燃料に使用して，年間約４千トン-CO2の削減につながってい
ます。これは市内の運輸部門の排出量の約0.2%です。  
 
エアコンなどに使われるフロンも外に放出されると，何百～何万倍という温室効果を発揮
する気体ですから，これもきちんと回収する必要があります。なお，冷蔵庫・エアコン・カー
エアコンは法律で回収が義務づけられていますね。  
 
次に吸収です。これは緑化と海水中への取り込みですが，  
海の吸収量は地球全体のことなので別にして，市内の森林による吸収量は，約４万トン-
CO2と見積もっています。これは市内の全排出量の約0.5%分です。  
 
市がやれる削減策はこの程度です。  
多いか少ないかは別にして，温暖化対策は，一つ一つの積み重ねから始めて，相乗効果
をねらっていこうとしてます。  
 
ただ，これらの取組に関する情報の提供はまだ不足していますね。  
今，温暖化対策条例制定に向けた意見募集や市民会議を開いていますが，この意見は
出ています。パンフレットや広報発表等の中で公表していますが，なかなか伝わっていな
いことは痛感しています。今後も工夫しながらがんばりたいと思います。  

 
返信  

 

 

22 : Re: エアコンについて教えてください

投稿者 ： まっち 投稿日時 ： 2004/08/27 09:42

う～ん…。「エアコンを使うな」ということが言いたかった訳では  
なくて、今の生活基準を少し見直すことで何か変えられることは  
ないかな、ということを議論したかっただけなんです。誤解を与えて  
しまったみたいですね。すいません。  
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ただ、今の生活を維持しながら、こんなにも傷ついてしまった地球を  
元通りにできるのかな、という疑問は正直残ります。  
 
今、公共広告機構の温暖化のＣＭが放映されています。  
砂浜で海を眺める親子（土でできている人形）が波にさらわれて崩れて  
いくパターンと、緑で作られた人間と犬の人形がみるみる枯れてしまう  
という二つのパターンがあるんですけど（皆さんはご覧になったこと  
ありますか？）すごく怖いＣＭなんですよね。背筋が寒くなるというか…。  
 
でも、僕はその怖いＣＭ、気に入ってるんです。なぜなら、今を生きる  
私たちに欠けているのは、この環境悪化に対する「恐怖感」じゃないかな、  
と思えるからで、そのＣＭはそれを気づかせてくれるからです。  
 
ただ単に恐怖感を煽るだけじゃいけないと思いますが、「このままのでは  
いけない」と一人一人が自分自身の問題として思えることが、環境問題を  
考えるうえで、何よりも重要なことじゃないのかな、と思います。  
 
現在の生活を維持することを前提として議論をしても、根本的な解決に  
つながるのかな、と感じます。あらゆる視点（考え方）で環境問題は  
考えていった方がいいのではないかと僕は思います。  
 
長くなってすいません。これからも色々教えてください。 

 
返信  

 

 

 

21 : Re: エアコンについて教えてください

投稿者 ： なおなお 投稿日時 ： 2004/08/26 22:56

ちょちょちょと待ってください。エヤコンを使うなってことですか。私はいろいろと都合があっ
てエヤコンを使うのは控えてますが、除湿だけ・・使えばって。結果は二酸化炭素
の？？？ですか。あまりにもミジメじゃありませんか。今の生活を維持しながら、なにが出
来るかのほうが、議論になりませんか。これ以上二酸化炭素を出さないというか、プラス
マイナスはないのですか。 

 
返信  

 

 

 

20 : Re: 緑化条例について

投稿者 ： なおなお 投稿日時 ： 2004/08/26 22:13

緑化面積の問題じゃないと思います・・・・口幅ったいこと言いますが。  
炭酸ガスを吸収するには、限度があるのではないでしょうか。  
本当に日本の６倍？？？？気が遠くなります。  
私たち一般市民が出来る範囲は、庭の緑化？ぐらいでしょうか。その辺何度も聞きます
が、京都市は市民に対し、どのようなアッピールをしてきましたか。  
それが私が聞きたいところで、疑問というか実際市民に伝わってこないです。  
私たちに、あれもこれも要求するのなら、まず京都市自身がお手本を見せてくださらなか
ったら、わたしたち市民も動きようがありません。  

近では、てんぷら油の回収もやっていらっしゃいますが、本気ですか。  
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どれだけの効果が出ていますか。資料で示してくださいよ！本当に今後ともやりま
す？？。油の回収業者のために。  
格好付けだけでは、だめだと思いますよ。  
主婦の立場から言えば、そう何回もフライは出来ません。  
それなら、空き地に菜の花を植えてください。そういったことも京都市の仕事だと思いま
す。本当にてんぷら油がほしいなら。アホみたいなこと言いますが・・。  
だれか助けてください。このつづき。  

 
返信  

 

 

 

19 : Re: エアコンについて教えてください

投稿者 ： 『地球環境政策課 宇高』 投稿日時 ： 2004/08/26 21:23

まっちさん  
 
ようこそ当会議室へいらつしゃいました。管理者の環境局地球環境政策課の宇高です。
よろしくお願い致します。  
 
私達は生活に密着したところから，環境問題に少しでも関心を持ってもらえる方の参加を
求めています。ご遠慮なく御質問，御意見をお寄せください。  
 
私が答えるのもどうかと思いますが，エアコンの消費電力は運転条件でずいぶん違いま
す。除湿か冷房かという選択でしたら，除湿の方が電気代が安くですみます。電気の使
用量が少ない→二酸化炭素排出量が少ない→地球温暖化を防ぐ→地球環境に与える
影響は少ないということになります。  
 
 
 

 
返信  

 

 

 

18 : Re: 緑化条例について

投稿者 ： 『地球環境政策課 宇高』 投稿日時 ： 2004/08/26 13:50

原さん  
 
地球環境政策課宇高です。  
 
温暖化対策の一つに，吸収源の確保があります。  
おつしゃるとおり緑を増やすことは大変重要です。  
 
ただし，人口の集中した都市から吐きだされる二酸化炭素を吸収する分の森を確保し，
管理するとなると，結構限界があるかなと思っています。  
 
京都議定書の中に森林吸収も含まれていますが，植林や手入れされている森林のみカ
ウントしてよいとのルールがあります。  
我が国は手入れされていない森が多いので，カウントされなくて困っているのが実情で
す。  
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さて，御質問の京都市の緑化の取組についてですが，  
 
まちの緑化については，  
京都市緑の基本計画に書かれていますので，  
建設局緑政課のホームページをご紹介します。  
http://www.city.kyoto.jp/kensetu/ryokusei/index.html  
・保存樹，生け垣緑化助成，都市公園整備，区民誇りの木などの取組をしています。  
 
 
また，山間部では林業の取組があります。  
これは，京都市農林業基本方針に書かれていますので  
産業観光局農林部のホームページをご紹介します。  
http://www.city.kyoto.jp/sankan/nourin/index.html  
こちらは，少し具体性を欠いていますが，お許しください。  
 

 
返信  

 

 

 

17 : エアコンについて教えてください

投稿者 ： まっち 投稿日時 ： 2004/08/26 13:25

みなさんはじめまして。  
この会議室では「まっち」と名乗らせていただきます。  
 
今までの会議室の議論をみていますと、皆さん環境問題に  
詳しい方ばかりのようなので、発言することに戸惑う気持ちも  
正直あるのですが、いっそ知らないことを強みに、いろいろと  
質問なんかをさせてもらおうかと思い、発言してみることにしました。  
皆さんお手柔らかに…。  
 
さて、エアコンの使い方について早速質問なのですが、「冷房」の機能を  
使う場合と「除湿」の機能を使う場合とでは、環境に与える影響に何か  
違いが出てくるのでしょうか？  
 
もし違いがあるならば、除湿をするだけでも十分涼しいときもあるので  
除湿機能を使うように推奨してみるのも一つの方法かもしれないなと  
思っています。いきなり「エアコンを使うな」というのは、現代人には酷な  
ような気もするので…。  
 
どなたか教えてください。お願いします。  

 
返信  

 

 

16 : 緑化条例について

投稿者 ： 原 忠司/『原 忠司』 投稿日時 ： 2004/08/26 07:56

これは、宇高さんへの発言になるのでしょうか。全国の自治体の半数を超える自治体が
なんらかの形で緑化条例を制定されていますが京都市ではどのようなことをされているの
でしょうか？又、今後の方針などもお聞かせ下さい。  
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横浜市のデーターがありましたので紹介しますと農地を含む緑地総面積からＣＯ２吸収
量を試算したものとして化石燃料消費量２６４０万ｔ／ｙｒの内およそ０．９％、２５万トン／ｙ
が緑地によって吸収されている試算がだされていました。緑地面積がＣＯ２吸収に大きな
役割を示していたことが伺えます。化石燃料の抑制と平行して緑化を促進することが、省
エネ効果、意識を生み出しエネルギー削減にもつながると思いますが・・・。  
条例として緑化を誘導してくれるものがあれば良いのですが・・・。  
 
１０年ほど前、造成される土地に芽吹いていたモミジの若木をもらいました。特に手をか
けた記憶はないのですが小指ほどの径だったものが今では、１０ｃｍ以上の幹に育ってい
ます。植え付けに少し介在しただけですが立派に生長して、今では涼しい木陰を提供して
くれています。温暖化の抑制に影響を与える緑化面積として日本の国土の６倍もの気の
遠くなるような面積が試算されていますが化石燃料に替わるエネルギーへのシフトの期
間にゆとりをもたせる為にも真剣に考えていかなければならないことだと思います。  

 
返信  

 

 

 

15 : する植物による緑化の省エネ効果は、すごいですね。

投稿者 ： ☆たけはま 投稿日時 ： 2004/08/24 00:06

原様。  
竹濱です。  
 
ご発言有難うございました。  
つる植物で壁面緑化すると、30％も省エネ効果があるんですか！！。  
すごいですね。知りませんでした。  
 
つる植物のいいところは、庭が取れない狭い住宅でも、根をはるスペースさえあれば、自
分で上へ伸びて日当たりを確保し、柵やコンクリート塀を覆ってくれることです。実際、木
が植えられないような、狭い（細長い）日当たりの悪いスペースでも、成長するものが多い
ように思います。  
 
コンクリート塀や、ベランダ、車庫などは、夏には日射で暑くなりすぎますが、つる植物を
絡ませると、照り返しの暑さを防いで、地面や家の壁そのものの温度の上昇を防ぐように
感じます。ヒートアイランドの対策としても、美観としても、いいのではないかと思うのです
が・・・・。  
 
確かに、つる植物の成長力は、すごいです。  
アイビーは、10センチ苗を6鉢植えたのが、3年で、5メートル幅にコンクリート壁を覆ってし
まい、伸びすぎて困っています。  
ブラックベリーも、放りっぱなしでも、次々大きくなりすぐらいですが、おいしいジャムも作
れるので、一石二鳥です。  
 
うちの家は、庭とはいえない狭いスペースなので、薄青の花をつけるソラナムを、近所の
人から2枝挿し木用にもらったのですが、3年で4メートルぐらいに塀を伝っています。  
 
ノウゼンカズラ（今頃、オレンジ色の目立つ花を咲かせる）も成長力がすごくて、近所の家
などでは、放りっぱなしでも、すごい大きくなっているのを見かけます。スイカズラも、手入
れ不要で、生垣にするには、 適です。  
 
トケイソウも、空き家になっている庭で、フェンス一面に広がっています。  
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実家では、キーウイも、手入れ無しで大きな日陰を作っています。実も食べられます。  
 
数年前に買った、「つるバラ、つる植物で楽しむ立体ガーデニング」という本では、今、挙
げたような植物でガーデニングが紹介されています。上手に塀や車庫の屋根、ベランダな
どを伝わせると、緑の絡まるヨーロッパ調のガーデニングになっています。  
 
ガーデニングの好きな人は多いと思います。  
京都市も、緑化によるエコ＆省エネ・ガーデニング・コンテストとか企画したら、いいのにと
思います。ガーデニングの美的センス 兼 緑化によるヒートアイランド効果のコンテスト
をやったら、面白いのに、と思います。  
たけはま。 

 
返信  

 

 

 

14 : Re: みなさんこんにちは

投稿者 ： 『地球環境政策課 宇高』 投稿日時 ： 2004/08/23 21:09

なおなおさん。お返事遅れてすみません。京都市地球環境政策課宇高です。  
 
映画の話を持ち出してごめんなさい。  
さて，京都市が何をしてきたのかについて簡単に説明します。  
 
１ 地球温暖化対策に取り組むための計画づくり（１０％削減の目標設定と施策づくり）  
 
２ 計画に掲げられた取組（市民生活，工場，事務所，商業施設での省エネ行動，～環境
家計簿，環境経営方針の確立，観光地でのパートアンドライド等の自動車利用の抑制
等）を誘導するための先進モデル社会実験，啓発資料の作成や配布  
 
３ 人材の育成，環境学習の推進（京エコロジーセンターの整備や学習会の開催）  
 
４ 市民活動や事業活動の支援（住宅用太陽光発電設備への補助等）  
 
５ 調査研究（生ごみからの発電実験）  
 
６ 市役所の率先実行（事業者としての省エネの取組，公共施設への太陽光発電設備の
導入，低公害車の導入，廃食用油の清掃車燃料化事業等の先進的な取組の試行等）  
 
７ 市民，事業者との役割分担と協働で進める上記と同様の取組（京のアジェンダ２１フォ
ーラムによるＫＥＳ環境マネジメントシステム規格認証制度）などです。  
 
詳しくなると長くなりますので，まずは簡単に説明いたします。 

 
返信  

 

  

13 : Re: みなさんこんにちは

投稿者 ： なおなお 投稿日時 ： 2004/08/21 11:06

すみません。「ディ・アフター・トゥモロー」って見たことないので・・・・  
昔々に、オゾン層をフロンが破壊して、そこからどうのこうのって言われて、ＣＯＰ３が京都
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市で開催されましたが、その後京都市では、どのような事をされてきたのでしょうか。わた
したち市民に余り伝わっていない（私だけが知らないのかもしれませんが）ので、教えてく
ださい。  
「気候の変動」は人間の力ではどうすることもできないのでしょうか。  

 
返信  

 

 

 

12 : Re: エアコンの使われていない機能について

投稿者 ： 原 忠司/『原 忠司』 投稿日時 ： 2004/08/20 21:52

植物に特別詳しいと言うわけではありませんが、いわゆる「なんとかバカ」です。関心をも
っている植物につる性の植物でトケイソウというのがあります。多年草の植物で花が時計
に似ていることから名前がついたそうです。何年か前に名神の吹田Ｉ・Ｃで見かけて探して
いたのですが、この夏、北嵯峨高校の近くのよく通う喫茶店でようやく見つけました。それ
まで見ていながら花が咲くまで何の植物か分からなかったというのもいいかげんな話で
す。  
繁殖力がすごくて２年前に植えつけたものが、１本の根からフェンスいっぱいにまで広が
ったそうです。  
 
我家には、自然に生えた蔦が、放置しておくと屋根まで占領しそうな勢いで伸びています
が、蔦の場合、隙あらば根をおろしそうで建物への被害を懸念しています。これに替わる
ものとして早速トケイソウの苗を頂いたのですが、車の中におき蕎麦を食べに入ったばか
りに蒸らし枯らしてしまいました。替わりを用意してくれていますが取りにいけないままに
なっています。  
 
緑化植物としてトケイソウが特別優れているというのではなく単に個人的趣味ですが、つ
る植物自体は、常緑樹と同等かやや劣る大気浄化能力があるようです。つる性の植物は
繁殖力がすごく網目のフェンスなりつるを伸ばす支えが必要ですが、建物に負担をかけ
ない安価な場所をとらない壁面緑化の素材となるのではと思います。ガーデニングにもも
ちろん良く合うと思います。省エネ効果も壁面つる性植物があるかないかによって平均３
０％の節電率が認められています。（出典 松井民憲 １９９０植物を利用した省エネルギ
ー）  
 
トケイソウはきれいというよりも面白いといったほうが表現としてはあっていると思います。
楽しみながら出来る「ストップザ温暖化」がいいですね。  
ひとりが考えることは、たかだかしれています。なおなおさんのようにこの暑さをダイエット
に利用するたくましさとか色々な面白いことを出し合って楽しみながらやっていきたいもの
ですね。 

 
返信  

 

 

 

11 : Re: みなさんこんにちは

投稿者 ： 『地球環境政策課 宇高』 投稿日時 ： 2004/08/20 17:23

なおなおさん  
ようこそ当会議室へ。管理人の地球環境政策課宇高です。  
 
暑い毎日ですね。  
温暖化していることは間違いないのですが，地球温暖化は，実は気温が上がったり，下
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がったりすることより，ゲリラ雨や巨大台風の被害を受けて農作物が取れなかったり，海
流が変わって魚が捕れなくなったりすることが起こります。「気候の変動」は人間の力では
どうすることもできません。  
将来の子供達への影響は避けられないと言われています。  
 
「ディ・アフター・トゥモロー」という映画が上映されました。  
あのシーンもまんざらフィクションとかたづけられません。  
少しでも気候変動の影響を受けることが先延ばしできるように努力したいと思います。よ
ろしくお願いします。  

 
返信  

 

 

 

10 : Re: エアコンの使われていない機能について

投稿者 ： ☆たけはま 投稿日時 ： 2004/08/20 08:12

原さんへ。  
 
竹濱です。ご発言有難うございます。除湿機の水の有効利用が面白いですね。エアコン
の使用時間を減らす上でも、除湿機は効果的ですね。  
 
植物が周囲の気温を下げてくれる働きについても、もっと活用できる方法を考えていきた
いですね。  
 
原さんは、植物にお詳しいようですが、ツタや蔓植物を活用して、壁や塀を這わせて、日
光の遮蔽や壁の断熱効果をあげるというのは、効果がないのでしょうか？   
 
うちは、庭とはいえない狭いスペースなので、木を植える代わりに、ツタを這わせていま
す。アイビーや白い花のつく蔓植物、朝顔、ブラックべりー、ぶどう、キーウイなんかです
が、ほったらかしでも、どれもすごいスピードで伸びて、キーウイやアイビーは、大きくなり
すぎて、半分以上、カットしたくらいです。  
 
見た目にも、コンクリートの塀が緑になってきれいだし、庭から入ってくる風の温度が違う
ように思うのですが・・・。  
 
ガーデニングの熱心な人は多いので、植物の特性を活用した遮蔽効果や断熱効果を狙
ったエコロジーなガーデニングの方法、工夫できないのでしょうか？ たけはま。 

 
返信  

 

 

 

9 : みなさんこんにちは

投稿者 ： なおなお 投稿日時 ： 2004/08/19 18:28

はじめまして。「なおなお」といいます。今ドキドキしながら打っています。このタイトルに惹
かれて参加しました、ひまを持て余してる「キレイナオネーサン」です。頓珍漢な質問や発
言をするかもしれませんが、皆さんの仲間に入れてください。とりあえず、日本のこの
「夏」、日本以外ではなんと呼んでるのか？？暑いですよね。それに、チョット雨が降りす
ぎで、あふれて大変なことになっているところも出て、これも地球温暖化の影響なんでしょ
うか。家にいてもクーラーつけずに、汗を搾って下腹部のたるみをとる私には、もってこい
の環境なんですが。 
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返信  

 

 

 

8 : Re: エアコンの使われていない機能について

投稿者 ： 『地球環境政策課 宇高』 投稿日時 ： 2004/08/18 10:05

原さん  
 
管理者の地球環境政策課宇高です。  
昨年に引き続き御参加ありがとうございます。  
今年もよろしくお願いします。  
 
エアコンからの排水の利用という手もあるのですね。  
ビルのエアコンの排水はどうしているのでしょうか。すごい量でしょうね。  
雨水とあわせてエアコン排水を貯めて利用するのも一手ですね。  
 

 
返信  

 

 

 

7 : エアコンの使われていない機能について

投稿者 ： 原 忠司/『原 忠司』 投稿日時 ： 2004/08/17 22:05

「青い地球を子ども達にのこすために」適切なタイトルだと思います。  
現在は、温暖化による兆しが見え始めている時期かもしれません。今の子供達が大きく
なった時代以降が温暖化の影響をもろに受ける時代と思えてなりません。あまり時間が
ないにも係らず有効な対策がとられていないのも気がかりなところです。  
 
ヒートアイランド対策としてコケ植物による簡易緑化手法が前回の会議室より生まれまし
た。環境美の面からも緑と共生する市民運動になればと企画を進めています。まず報告
とお礼を申し上げます。  
 
エアコンが話題となっているようですので一例を紹介します。友人に雨露にたよるコケの
育苗フィールド試験を協力してもらっていますが、他に比べ生長が早い部分がありまし
た。除湿機にたまった水を夕方窓からかけてくれているためと分かりました。エアコンの使
われていないもう一つの機能として空気中の水分から水を作ることが出来ます。量は少
ないですが、それでも植物への水やり程度は確保できそうです。植物に一旦蓄えゆっくり
蒸散させる効果は周辺気温を下げる効果があるのではと思います。ひまになれば一度ゆ
っくり考えてみたいと思います。  
 
会議室参加よろしくお願いします。  
 

 
返信  

 

 

6 : Re: 身近なことから

投稿者 ： ☆たけはま 投稿日時 ： 2004/08/17 14:40

たけはまです。  
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蘭一輝さん。ご発言有難うございます。  
これからも、よろしくお願いします。  
 
温暖化の進行を抑制するために、よい知恵を提案してくださいね。  
 
各家庭のエアコン消費については、エアコンがいかにエネルギー消費が大きいかを一人
ひとりがわかってもらう以外に、削減の方法がない点で、自家用車の使用と同じ問題点を
抱えていますね。  
 
水まきについては、雨水などを有効利用できるように考えていく必要があると思います。  
 
上水道水は、取水した水を飲料可能にするまでに浄化し、市内に送水するためには、非
常に大きなエネルギーを消費しているということを、市民公聴会で、市民の方から指摘い
ただきました。  
 
水道局に聞けば、水リットルの製造にかかるエネルギー消費または電気代の正確な数値
を教えてくれると思うのですが、上水道の精製につかうエネルギーを考えると、水は非常
に貴重なものです。  
 
日本は、雨が多く降りますが、人口の数も多いので、一人当たりの雨水の量は、他の外
国に比べて、決して多いわけではなく、一人当たりの水消費量も多いこと、近年の温暖化
の進行とともに、降水量は長期的に減少傾向にあるため、水の供給と需要のバランス
は、限界になりつつあるときいています。  
 
ヒートアイランドを和らげるためには、水まきが有効ですが  
他方、水まきにつかう水は、やはり、雨水の有効利用が必要であるなと、思っています。  
 
以前、環境展示会で、雨水タンクを紹介してもらったのですが、まだ、取り付工事に着手
することができていません。  
あれをつけると、非常時など、断水しても、雨水が使えて、いいなと思っているのです
が・・・・  
 
また、ご参加ください。竹濱より。 

 
返信  

 

 

 

5 : 身近なことから

投稿者 ： ★蘭一輝 投稿日時 ： 2004/08/16 13:28

エネルギー問題は政府などが主導する重要な課題ですが，同時に自分たちでも実行でき
る問題でもあると思っています。生活の質を確保しながらの省エネが必要と思っていま
す。  
 
１）クーラーの室外機の周りに，せっせと水をまいています。１ｇの水の気化熱は５４０Ｋｃａ
ｌですので，効果があると思っています（大阪の水撒きのイベントでも，気温が０．５度下が
ったといっています）  
 
２）スーパなどではできるだけ，ビニール袋をもらわないようにしています（作るにも捨てる
にもエネルギーが要ります）  
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３）紙を大切にしています。電子ファイルで保存して，プリントアウトを出さないようにしてい
ます。郵送を止めて電子メールにしています。裏紙の再利用をしています。古紙回収に協
力しています。  

 
返信  

 

 

 

4 : よろしくお願いします

投稿者 ： 『地球環境政策課 狩野』 投稿日時 ： 2004/08/16 12:21

みなさん，こんにちは。  
京都市の地球環境政策課の狩野と申します。  
地球温暖化対策をより一層進めていくために，みなさんの御意見をいただく場として，こ
の会議室を設置しましたので，積極的にご参加ください。  
どうぞよろしくお願いします。  
 
さて，これから進めていく具体的なテーマについてですが，個人的には，今の時期はやは
りフル稼働しているエアコンが身近かなという気がしています。  
皆さんの御意見，お待ちしています。 

 
返信  

 

 

 

3 : 京都市からのお知らせ（温暖化対策条例関連）

投稿者 ： 『地球環境政策課 宇高』 投稿日時 ： 2004/08/16 11:44

地球環境政策課宇高です。  
 
早速京都市からのお知らせです。  
現在，京都市では地球温暖化対策条例の制定を検討しています。  
 
ついては，条例案を市会に提案する前に，検討している条例の具体的な内容をとりまと
め，市民や事業者の皆様から意見をいただくために大綱を作成し，去る８月１１日に発表
いたしました。  
 
市民意見募集は，８月１２日～９月１１日まで  
また，説明や意見交換を目的に８月２１日～９月５日まで，計５回  
「京都市地球温暖化対策条例（仮称）を考える市民会議」を市内各所で開きます。  
 
御意見は郵送，ファックス，電子メール（ge@city.kyoto.jp）でお寄せください。  
 
なお，詳しいパンフレットは市役所・支所などの窓口に置くとともに，地球環境政策課のホ
ームページからダウンロードできます。  
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/ge/taiko/koho-tyukei.htm  
をご覧ください。  
 
少し長いので，この掲示板に掲載するのは避けましたが，ぜひという御意見があれば，簡
単なものはアップいたします。  
 

 
返信  
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2 : こんにちは

投稿者 ： 『地球環境政策課 宇高』 投稿日時 ： 2004/08/16 10:53

みなさんこんにちは，管理者の地球環境政策課の宇高史昭です。  
地球温暖化対策係長を務めています。  
 
地球温暖化対策に係る計画づくり，市民や事業者の皆さんとの協働で環境まちづくりを
進める「京のアジェンダ２１フォーラム」の事務局を担当しています。  
今年は地球温暖化対策条例の制定作業を進めています。  
どうぞよろしくお願い致します。  
 
さて，一番目の発言を進行役の竹濱先生からしていただきました。  
ありがとうございます。  
 
この会議室は，子供達が大人になってから取り返しのつかない程大変な問題となる「地
球温暖化」について，市役所の取組の紹介とともに，皆さんが普段から気になっているこ
と，生活の中で気づいた省エネ対策，また市役所への意見などをお寄せいただきたいと
思います。  
 
初めに，参加いただいた方々から，自己紹介と具体的にどんなテーマが良いか，進行方
法等をお聞かせください。  

 
返信  

 

 

 

1 : エアコンの消費エネルギーについて

投稿者 ： ☆たけはま 投稿日時 ： 2004/08/16 09:30

今年の夏は、異常な暑さですね。エアコン無しでは生活できない方も多いと思います。異
常高温のために、エアコンを使用し、またそのために、エネルギー消費が増大するとい
う、温暖化の悪循環がおこっているように思います。  
   
私は、自宅では、エアコンは使っていないんですよ。ずぼらな私は、もう何年も前に、エア
コンのフィルターの掃除が面倒になって、エアコンを使わないことに決めて、押入れの奥
の扇風機を引っ張りだしました。  
庭側の窓を開けて、扇風機を窓側から自分に向けて風を送ると、十分、それでやっていけ
るので驚きました。  
 
もともと、冬場にエアコンで暖房してパソコンをして、何度もドライアイになって、眼科医か
ら、エアコンをやめたらよくなると、薦められたのが、きっかけです。  
実際、これで、ドライアイも治ったし、すごい省エネ・節約にもなりました。電気代が２万円
以上も減りましたから。  
 
もっとも、今年のように、異常な高温になると、部屋のなかでも熱中症になる可能性もある
ので、住宅条件によっては、エアコンをやめることは、難しいでしょうね。  
ただ、暑さがすこし弱くなった日には、扇風機を使ってみては、いかがでしょう。  
 

近の省エネ技術の進歩はすばらしく、エアコンも、数年前の製品と比べると、消費電力
が半分と３分の一になっているものも、珍しくありません。  
でも、省エネタイプのエアコンだからって、安心して使っていると、逆効果ですね。  
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エアコンは、家庭が消費するエネルギーの中でも、大きな割合を占めています。エアコン
一台が、製造されてから、 後にリサイクルに出されるまでに消費されるエネルギーのう
ち、９５パーセントは、家庭でエアコンを稼動するときに発生しています。  
 
省エネタイプだからと安易にエアコンを使うと、省エネ技術の改善効果を打ち消してしまい
ますね。  

 
返信  
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