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平成２２年１月２５日

リングネット茶話会

工藤 昇

技術士（建設）

地球温暖化の基礎学習 ハイパーリンク
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地球環境基礎情報の追加確認
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地球の諸元：（１）地球上の空気層はわず
か10Km

外気圏

地球

対流圏　　接地層、エクマン境界層、自由大気
10Km

成層圏　　オゾン層、紫外線吸収、偏西風、
成層圏のモンスーン

50Km

中間圏　　プラネタリー波、
　　　　　　　二酸化炭素が赤外線を放射

80Km

800Km

熱圏　　オーロラ、電離層
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・地球環境問題とは、「温暖化問題」のみで
　はない。

・地球環境問題の根源は、化石燃料である。

・化石燃料は、エネルギーの活用、化学資材、
　食品調味料、医療薬品など多岐多彩に人間
　活動に関わり、産業革命以来、文明の発達
　に寄与してきた。

・産業革命が始まってまもなくの頃は、地域
　に特化した公害問題が起こっていた。

・しかし、当面の過酷な公害問題を人体と生
　活を犠牲にしつつも、人間の知恵を絞って
　技術開発に取り組んだ結果、今日において
　目立たなくなっていたように見えた。

・近年に至るにつれ、世界人口の爆発的増加、
　化石燃料の燃焼に伴って排出されている温室
　ガス（CO2)が地球全域を　覆い、温暖化問題
　と健康問題が同時に現れ出し、これを以て
　「地球公害問題」と位置づけるべきであると
　主張する。

・地球環境問題は、今更のことではないが、
　「地球温暖化問題」に止まることになると、
　問題意識が散漫になり、今日明日に迫られて
　いる、生命・生活への「安全」「安心」を追
　求する意慾がそぎ取られ、後手に回って取り
　返しのつかないことが起こってしまう。

・地球の規模容量は、宇宙衛星から見ても数値
　的にも、巨大な世界人口を許容する規模に限
　界が見えるようになりました。

・地球上の空気量は、地上からわずか10kmしか
　ありません。
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地球容量：あなたの陣取り面積１㎡以下

項目 単位 数値

全地球表面積 ha 510億

海面積 ha 361億

陸地面積 ha 149億

対流圏厚さ Km 10
空気層の体積 Km3 5,140×106

世界人口 人 68億

一人当り陸上面積 ha ２．１９

一人１日の陸上面積 ㎡ ０．７５
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大気の組成

気体 記号 濃度％ 密度
Ｋｇ／ｍ3 

比重
濃度
ppm

窒素 N2 78.08 1.250 0.9677 8,000

酸素 O2 20.95 1.429 1.105 21,000

二酸化炭素 CO2 0.038 1.977 1.529 380

灯油（化石燃料） － 815 630 －

ガソリン（化石燃料） － 783 607 －
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地球上に排出されている二酸化炭素

日本の二酸化炭素
排出量百万トン

世界の二酸化炭素
排出量（億トン）
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・地球には全空気量が51.4億kｍ3 である。

世界人口 6,800,000 ,000 人 68億

地球表面積 51,000,000 ,000 ha ５１０億

陸地面積 14,892,000 ,000 ha 149億

海面積 36,108,000 ,000 ha 361億

寿命80歳の一生日数 29,200 日

一人当陸地面積 2.19 ha

1人1日の陸地面積 0.75 ㎡

・あなたの居場所は大丈夫ですか？

・現在、酸素濃度２１％、CO2濃度380ppmとなって
　いるが、今後が心配。

・この地球環境容量に現在温暖化ガス約300億トン
　（150億ｍ3 ）であり、全体の二酸化炭素濃度が
　既に380ppmを超えました。
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世界全体の部門別CO2排出量
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将来の排出削減の可能性
出典：環境省
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環境省今後の排出予測によるCO2濃度ｐｐm試算
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・左図は、全世界２９０億トンの排出とそれに
　寄与している産業別二酸化炭素(CO2)の割合で
　す。

・左図は、ipccより発表されている2000年以降
　二酸化炭素（CO2）の削減を目指す先進国と、
　開発途上国との排出予測曲線で、2020年にお
　いて最大200億トンに抑えることとなってい
　ますが？

・2005年以降、上図の二酸化炭素(CO2)を排出
　すると仮定した場合、排出量の1/2が地球自
　浄機能によって吸収され、残りの1/2を地球
　空気量に居残り加算すると左図となり、1000
　ppm近くにも濃度が上昇する可能性があります。

・どこまで増えるCO2濃度？

・我が国はCO2の将来希望限界濃度５５０PPｍ
　を目指すと宣言されているが大丈夫？
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石油エネルギーの枯渇説

http://www.iae.or.jp/energyinfo/energykaisetu/kaisetu10.html
財団法人 エネルギー総合工学研究所
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エネルギー
資源

確認可採埋蔵量
可採年数

（年）
８４７５（億トン）

アジア・オセアニア：２５７５

欧州・ユーラシア：２７２２

北米：２５０５

アフリカ・中東：　５１０

中南米：　１６３

１６８６（億トン）
中東：１０２９

欧州・ユーラシア：　１９４

アフリカ：　１５３

中南米：　１５９

北米：　　９５

アジア・オセアニア：　　５４

１６２８（石油換算億トン）
中東：　６７２

ロシア：　４１０

アジア・オセアニア：　１３３

アフリカ：　１３４

北米：　　７３

中南米：　　７１

表 　世界のエネルギー資源確認可採埋蔵量と可採年数

使用データ：ＥＤＭＣ／エネルギー・経済統計要覧（２００９年版）

石炭 133

石油 41.6

天然ガス 60.3

メタンハイドレートとは！
解説： ガスの分子を包みこんだ水の
結晶構造。メタンの分子を閉じこめた
ものを「メタンハイドレート」といい、見
た目は白いゼリーや湿った雪のよう
に見える。「メタンハイドレート」は深い
海など低温・高圧の環境で作られ、未
来のエネルギーとして期待され、これ
を開発・利用する研究が始まった。

メタンハイドレートは世界中に分布

し、日本周辺でも多く（日本の年間天
然ガス使用量の約100年分）分布して

いると推定され、主に海底にあるメタ
ンハイドレートの量は現在知られてい
る全世界の天然ガスと原油、石炭な
どを合わせた総埋蔵量の２倍以上あ
ると言われており、新たなエネルギー
資源として期待されている。
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北海道沿岸の海面上昇
海洋大循環 ハイパーリンク
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・2007年には世界の二酸化炭素(CO2)排出量が290億
　トンを排出している。

・一方、石油枯渇限界論が左図でも説明されている。

・化石燃料はエンドレス？それとも枯渇？

・数学的トレンド推定では根拠不足？

・今後130年以上の採掘可能性論もある？

・反面、原油の探査技術及び汲み上げ技術の向上
　により、枯渇問題はさらに延伸され、さらに、
　メタンハイドレートを取り出す技術向上が進と
　当面はエンドレスと考えるべきではないかと
　思われる。

・メタンハイドレートの取り出し技術向上如何に？

・左図の日本の海面上昇は、釧路では1970年より
　既に30㎝程上昇しています。
　　また、網走、稚内でも15㎝程度の上昇が見られ
　、直接的生活への影響が現れ始めている。
　　なお、釧路の大きな上昇の大きな原因として、
　海洋流の大循環の影響が考えられます。

・今後の上昇傾向は？

・海陸湖沼の魚介類に支障が出ていませんか？
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130年間の札幌市の気温変化の特徴
●日平均・日最低・最低気温が上昇傾向
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北海道を取り巻く海の幸

出典：北海道URL

寒　流
暖　流

太平洋側東部型

オホーツク海型

裏日本海型

表日本海型

リマン海流

対馬海流

宗谷暖流

東樺太海流

親潮（千島海流）

津軽暖流
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台風経路が北上し北海道に災害が多発する
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台風の進路ハイパーリンク

・左図は札幌市の気温情報を図化したもので
　あるが、傾向的には低い気温の上昇が行われ
　北海道特有の日夜の寒暖差が縮まっております。

・熱帯夜の増加？

・ヒートアイランドの増幅？

・農作物・果実等への糖分障害？

・北海道は四方が海に囲まれ、５つの海流と４つ
　の海岸域から成り立っています。

・この特徴ある相違点は、魅力的な魚種の調達、
　気候的な安全操業、年間を通　した漁場が与え
　られており、北海道の活力に大きな財産である。

・エルニーニョが増幅するとその影響？

・エチゼンクラゲがオホーツク海まで北上？

・勇払沖合の海霧規模が激化すると、「千歳空港」
　の飛行機離発着に大きな影響が出るのでは？

・上図の対馬海流がエルニーニョ現象で海水温
　上昇になると、台風経路が北上し、北海道に
　ゲリラ豪雨が定番となり、石狩川をはじめ、
　各河川の洪水が懸念されます。

・エルニーニョ現象と気象・災害との関連？

・北海道に沢山の台風が上陸したら危険？
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政府が発表したCO2（2020）２５％削減の意味
（削減約４億トンが世界２８０億トンに対して1.4％の貢献）

CO2総排出量

（万ｔ－CO2）

削減量

（万ｔ－CO2)
率（％）

1990 1143
京都議定
書基準年

0%

1991 1153 10 1%

1992 1161 18 2%

1993 1154 11 1%

1994 1213 70 6%

1995 1227 84 7%

1996 1239 96 8%

1997 1235 92 8%

1998 1199 56 5%

1999 1234 91 8%

2000 1255 112 10%

2001 1239 96 8%

2002 1277 134 12%

2003 1284 141 12%

2004 1283 140 12%

2005 1287 144 13%

2006 1270 127 11%

2007 1304 161 14%

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020 857 -286 -25% 16

温室効果ガス 2050年80％削減のためのビジョン
環境大臣 斉藤鉄夫 平成21年8月14日 その１／８

17

その２／８

18

・新政府が突然の対策として出されたのではな
　く、下図に示すとおり、前政府が取り組んで
　いたものであります。

・温暖化ガス排出売買による環境ビジネスに問
　題はないか？

・終局的問題は、地球上から必要最小限以上の
　化石燃料の削減では？

・化石燃料削減実現のためには世界一体化が必
　要と思われるが？

・民主党の間にマニフェスト以前に前政権より既に
　発信されていた

・2050年80％削減は、地球上の人類生存に不可欠な
　削減量であると思います。

・しかし、課題の捉まえ方が「地球温暖化」のみで
　は、その重要性から迫力が失われ、対策に大きな
　汚点を残すことになりませんか？

・産業革命前からの世界の平均気温上昇を２℃程度
　に抑える

・温室ガス濃度を490PPｍ以下とする。

・一人当たりの年間平均排出量２トン前
　後にする。

・エネルギー需要４０％改善

・エネルギーの低炭素化７０％改善

・（100-40）×（100-70）≒0.2
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その３／８

19

その４／８

20

その５／８

21

 80％削減に至る対策

2020 2050
太陽光発電 現状の20倍 現状の120倍
火力発電所 全ての火力発電所

水素還元製鉄 全ての高炉

エコカー 新車販売5割 新車販売10割
高断熱住宅 家庭普及2割 ほぼ全家庭

低炭素型給湯器 家庭普及3割 ほぼ全家庭

・火力発電CCS：二酸化炭素を分離、回収、貯留
　する技術です。この技術を用いて、火力発電所
　大気中に放出する二酸化炭素を大幅に削減。
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その６／８

22

その７／８

23

我が国の人口特性

世界の人口 ハイパーリンク

24

・環境公共事業の具体的取組方策？

・対策実施の経済力大丈夫か？

・世界人口は６８億人を超え更に増加中。

・我が国の人口は1億2千万人から減少構造には
　いった。

・我が国のがん死亡率は世界ワーストワンに
　向かっている。
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我が国の男女別年齢構成経年変化

出典：総務省統計データより作成
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平成20年における我が国の人口ピラミット

出典：総務省統計局URL
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我が国の構成人口の推移
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・左図の年齢別構成人口は、1960年以降、６０歳
　以上の人口の増加が目立ちます。

・60歳以上の人口が以下の人口を上回る時短し？

・我が国の人口ピラミットは第1団塊の６０歳と
　第２の団塊３５歳近傍の人口密度が高く、若年
　層の減衰が目立つ

・我が国の全人口構成においても年次が進につれ、
　６０歳以上の構成率の上昇が目立つ。

・６０歳以上の人口は、１／２めがけて増加して
　いる？
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我が国の総人口は下降線に入った
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化石燃料が健康障害を起こす原因化石燃料が健康障害を起こす原因

○化石燃料の使用が引き起こす公害・環境問題○化石燃料の使用が引き起こす公害・環境問題

化石燃料を使用する際、エネルギーを取り出した後に残る二酸化
炭素や、不純物として含まれる窒素酸化物 (NOx)・硫黄酸化物 (SOx) 
などが、いずれも気体や粒子状物質として排出されるが、それらが
大気中に放出されることにより、次のような様々な環境問題を引き
起こす要因となっている。
①酸性雨 ②呼吸器疾患 ③地球温暖化 ④拡散性・非帰属性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』

○化石燃料から生産される指定食品添加物（○化石燃料から生産される指定食品添加物（393/801393/801種）種）
による、発がん等による健康公害問題による、発がん等による健康公害問題

食品添加物で代表されるコンビニ、スーパーの惣菜、店屋物を常
食していると、「活性酸素」により遺伝子（DNA）を酸化させ、キ

ズをつけて病気の要因をつくり、老化を早めがんやその他の病気体
質になっていくと云われている。
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我が国の全死亡数と疾患死亡数の年次推移
特にガン死亡数は恐怖である

30

・左図は、出生人口に対して死亡人口が上回り
　、ついに人口減少構造となり、これからの我
　が国に大きな陰りが見え始めた。

・婚姻数と離婚数が接近しつつある。

・化石燃料から放出される二酸化炭素(CO2)は、
　主に「地球温暖化」を引き起こす

・自動車等燃焼時に排出される「二酸化炭素
　(CO2)」「窒素酸化物（NOｘ）」「硫黄酸化物
　（SOｘ）」「浮遊粒子状物質（PM）」等が国
　民のがん等の健康障害を引き起こす

・化石燃料から生産される、薬品、食糧添加物
　等によりがん、心疾患、肺炎、脳血管等の死
　亡に大きく関わっている

・全死亡、がん、心疾患、肺炎、脳血管等の死
　亡数の年次推移と注目すべき事件例を並べた
　ものであるが、注目すべき事はがん死亡数の
　爆撃的増加は見過ごすことは出来ない。

・日本の死者数は、太平洋戦争以前の不安定な
　時代に戻りつつあり、さらにスペインかぜの
　世紀最悪へと向かっている？

・結核死亡者数は激減した。このようになれば？


