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子どもたちと地球の未来のために 

アース･エコ 

メールマガジン No.5-2 

2014年 4月 20日(穀雨) 

特定非営利活動法人 

アース・エコ事務局 発行 
 

アース・エコ会員の皆様と、日頃からアース・エコの活動にご理解、ご支

援をいただいている会員外の皆様にアース・エコの活動をお知らせするた

め、月 2回、メールマガジンをお届けしています。 

この冬カリフォルニア州は観測史上最悪の干ばつに見舞われ、水不足か

ら農作物に被害が出ているそうです。日本の輸入アーモンドのほぼ全部が

この地方からで、不作のための値上がりが心配されているそうです。  

気候変動に関する政府間パネル(IPCC) 

 

IPCC 第 39 回総会が 4 月、ドイツで開催され、第 5 次評価報告書第 3

作業部会報告書の政策決定者向け要約(SPM)が公表されました。第 5 次

評価報告書が公表されるのは 2007年の第 4次報告書以来 7年ぶりです。 

第 5 次評価報告書は、昨年 10 月に第 1 作業部会から「科学的知見」、

今年 3 月に第 2 作業部会から「適応策」が公表されており、今回第 3 作業

部会から公表されたのは、温室効果ガスの排出を抑制し気候変動を軽減

するための、「緩和策」に関する報告書です。 

第 3作業部会は、気候変動の緩和に関する科学的、技術的、環境的、経

済的および社会的な側面から文献を評価していますが、「特定の対策を推

奨することはしない」としています。 

報告書(英文)は http://www.ipcc.ch/ からダウンロードできます。 

IPCC第 3作業部会第 5次評価報告書 政策決定者向け要約の概要 

気候変動緩和へのアプローチ 

気候政策では、持続可能な開発と公平性が重要で、

特にリスクに注意が必要である。効果的な緩和は、

個々の行為者がそれぞれの関心を個別に進めていて

は達成できない。政策決定には価値観や倫理観が影響

し、リスクの中には予測困難なものや、確率は低いが発

生すると著しい影響があるものもあり、これらの考え方

が政策設計に影響する。 

温室効果ガスと発生要因の傾向 

人為的な温室効果ガス(GHG)排出は 1970-2010 年

の間増加を続け、78%が化石燃料の燃焼と産業によ

る。産業革命以降に排出した人為的 CO2の半分はこの

40 年に排出しており、最近は 10 Gt/年の割合で増加し

ている。原因は経済成長と人口増加で、特に経済成長

の要因が占める割合が急増している。対策が講じられ

なければ2100年には産業革命以前より3.7～4.8℃ (不

確定要素を含むと 2.5～7.8℃)の上昇が予測される。 

長期の緩和経路 

気温上昇を 2℃以内とするシナリオでは、2100 年の

GHG 濃度は 450 ppm であり、今世紀半ばまでにエネ

ルギーシステムと土地利用の大規模な変革による大幅

な排出削減を前提としている。カンクン合意の排出目標

では 2℃に抑えられる可能性は半々で、2030 年までの

対策が遅れると達成が一層難しくなる。対策に要するコ

ストは、どのような技術がいつ利用可能になるかによっ

て大きく変わる。 

緩和経路と手段 

今後の対策がなければ、農林業などの土地利用分

野を除き、全ての分野で GHG 排出が増加する。インフ

ラや耐用年数の長い設備の交換は困難で大きな費用を

伴うため、早期の取り組みが重要である。450 ppm に

抑えるシナリオではエネルギー供給に大きな変化を伴

う。エネルギー需要の削減には、エネルギー使用の効

率化とライフスタイルの変化が重要である。 

http://www.ipcc.ch/
http://bemnty.exblog.jp/iv/detail/index.asp?s=15296674&i=201010/15/62/c0192962_23444221.jpg
http://eartheco.web.infoseek.co.jp/
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1970-2010年の人為的 GHG排出 (Gt CO2換算/年) 

■化石燃料の燃焼と産業プロセス、■森林と土地利用、■メタン、■一酸化二窒素、■フロン 

 
経済分野別人為的 GHG排出合計 (Gt CO2換算/年) 

■電力および熱生産 ■農業・林業・その他の土地利用(AFOLU) ■建築 ■運輸 ■産業 ■その他のエネルギー 

発電からの CO2 直接排出は、エネルギー効率改善

がなければ 2050年までに現在の 2～3倍になる。排出

の少ない発電方法の採用が、費用効率が高い。原子力

は最近世界的に発電割合が低下しており、排出削減に

貢献する可能性もあるが、多くの障害とリスクがある。

石炭火力から最先端の天然ガス発電などへの置き換え

により排出を大幅に削減できる。 

炭素回収貯留(CCS)は化石燃料発電からの排出を

削減できる。バイオエネルギーとの組み合わせで負の

排出を実現できる可能性がある。 

エネルギー最終消費部門 

運輸部門： CO2排出は2050年まで現在の2倍になる

が、新しいインフラの導入、都市再開発、技術開発や行

動の変化により、最終エネルギー需要を削減できる。排

出の少ない燃料は貯留が難しく、エネルギー密度が低

いなどの制約がある。 

建築部門： 今世紀半ばまでに、エネルギー需要は現

在の2倍、CO2排出は50-150%増になるが、技術、ノウ

ハウや制度の進歩により、エネルギー使用の安定化や

削減が可能になる。ライフスタイルはエネルギー消費に

大きく影響する。 

産業部門： エネルギー効率の急速な改善がなければ 
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2050年までに現在より排出が50-150%増加するが、大

幅な品質向上、最新の設備や技術の採用により、特に

途上国で削減の可能性がある。GHG排出の効率改善

と、効率的原料使用、リサイクル、リユースや製品を長く

使うなどによる需要削減は効果がある。廃棄物の3Rと

エネルギー回収は重要な手段である。 

農・林業と他の土地利用 

GHG排出は、森林破壊、農業による土壌や肥料から

と家畜からの排出である。林業では植林、森林管理と

森林破壊の低減、農業では農地・放牧地管理と有機的

土壌回復の費用効果が高い。バイオエネルギーは決定

的な役割を果たす手段だが、持続可能性やエネルギー

効率などに課題がある。 

定住、インフラおよび都市計画 

都市化は世界的傾向で、都市での収入増加はエネ

ルギー消費、GHG 排出の増加と関係する。次の 20 年

に世界で都市化が大きく進むため、都市域で対策を講

じるチャンスだが、途上地域では、統治や技術、財政と

産業に限界がある。 

政策と制度 

排出の大幅削減には多額の投資を要する。現在のキ

ャップ・アンド・トレードは上限設定の問題で余り効果が

見られない。GHG排出への課税やGHG排出を増やす

活動への助成の削減は効果がある。技術開発などでは

民間部門が中心的な役割を演じるため、支援制度など

が重要である。 

4月 9日、4月例会・勉強会を開催しました 

4 月例会： 前月に続き、学校出前授業のプログラムの内容を見直して新し

いプログラム内容を検討しました。授業時間 90 分を目標にしましたが、時

間の余裕がないため、95～100分を目標に再検討します。 

 また、授業の冒頭で使用する、地球温暖化の原因、影響、対策方法など

を説明するプレゼンテーションの内容についても検討しました。 

来月も検討を継続し5月末までに新しいプログラムを決定する予定です。 

勉強会： ① 3月に公表された IPCC第 2作業部会第 5次評価報告書 政

策決定者向け要約(IPCC WGII AR5 SPM)について勉強しました。 

② 手回し発電機を用いてフレミングの法則を示す実験の提案があり、出前

授業や工作教室で採用できないか検討しました。 

実験のデモンストレーション⇒ 

(勉強会は神奈川県環境学習リーダー会エネルギー部会と合同開催しました。)  

これからの活動予定 

◇ アジェンダの日 2014 5月 31日(土)、6月 1日(日) 日本大通り 

◇ 葛巻町 新エネルギー施設見学(会員対象の研修旅行) 6月 2日(月)、

3日(火)  

◇ さがみはら環境まつり 6月 29日(日) bono相模大野内ユニコムプラザ 

 

上記は計画が確定していないものを含みます。詳しくは事務局にお問合

せください。 

5月の例会・勉強会 

5月 14日(水) 13:30-16:30 

かながわ県民センター705会議室 

会員の皆さんのご参加をお待ちし

ています。 

◇ ◆ ◇ 

会員外の皆さんも、例会・勉強会

やほとんどの活動を見学することが

できます。見学をご希望の方は事務

局までご連絡ください。 

◇ 平成 26年度通常総会開催のお知らせ ◇ 

平成 26年度アース・エコ総会を下記の通り開催します。会員の皆様には

後日メールでご案内と議案書をお送りしますので、ご出席ください。 

～～～ 記 ～～～ 

日時：5月 28日(水) 午後 2時～4時(午後 1時 30分受付開始) 

場所：かながわ県民センターR705会議室 
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地球温暖化やボランティア活動に関心のある方 

私たちと一緒に活動しませんか? 

アース・エコの活動に参加してみませんか。例会・勉

強会の見学も歓迎します。事前にメールでお問い合わ

せください。 ⇒ info@npo-earth-eco.com 

会員募集中！ 

私たちの活動は皆さまからの 

ご寄附で支えられています。 

アース・エコへの寄附は「よこはま夢ファンド」にお申

し込みください。インターネットまたは郵送・ファクス・Ｅメ

ールでお申込みの際に、支援したい団体に「アース・エ

コ」をご指定ください。税の優遇措置が受けられます。 

詳しくは http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/ 

アース・エコは地球温暖化防止活動に取り組むボランティア団体です。 

ホームページ http://www.npo-earth-eco.com 

お問い合わせ、お申込み、メルマガ配信希望・配信中止のご連絡はこちらまで info@npo-earth-eco.com 

メルマガのバックナンバーはこちらから http://www.npo-earth-eco.com/mail_magazine.html 

 


