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環境と建築
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第１回－現在の地球環境問題

今号より１年間、環境と建築というテーマをもとに連載を行

う。

第一回目の今回は、現在の地球環境問題を提起し、その後、

国内・諸外国では環境負荷削減のために、どのような取り組み

を行っているか、そして、省CO2化と環境改善には何が必要か、

自立循環型社会とは何か。後半は、外部環境から内部環境に目

を移し、自立循環型住宅とはどのようなものか。また、快適な

室内環境を設計するための要素として、熱・空気・音・光など、

細かい事例を交えながら解説を行う。

近年、地球規模の環境問題についての関心の高まりは著しい

ものがあり、今やこの問題を抜きにしては、社会・経済活動を

語れないほどになっている。これらは、環境での影響が国境を

越えて波及する点も、大きな問題のひとつである。ある国内で

環境保護のために法整備を進めても、他国での環境破壊行為に

よって環境被害を受けることがおこるため、地球環境問題は国

際的な枠組みでの対策が必要となる。地球的規模の環境問題と

相互の関係を図１に示す。

これらの問題は主に、地球温暖化・オゾン層の破壊・酸性雨

・熱帯林の減少・砂漠化、土壌浸食・野生生物の種の減少・海

洋の汚染・化学物質の管理と有害廃棄物の越境移動・開発途上

国における環境問題の９つに大別することができる。地球環境

問題は、人類に課された重要かつ至難の課題であると言われて

いるが、その理由は、「問題が広範かつ多岐にわたり複雑である

こと」「問題に関しての因果関係や有効な対策が十分に把握さ

れていないこと」「単に表面的な対策だけでは解決不可能で、個

人の倫理観やライフスタイルの問題にまで踏み込んで考えなけ

ればならないこと」「問題に対する各国の利害が一致せず、特に

先進国と発展途上国との利害対立が大きいこと」「地球の人口

増加や経済発展と密接な関係があり、それらを両立させながら

解決を図らなければならないこと」「一般には、まださほど切実

な問題とは受け止められておらず、対策が遅れることにより、

かけがえのない地球を回復不可能な状態にまで損なう危険があ

ること」が、あげられる。

現在の地球環境問題
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図１　地球的規模の環境問題と相互の関係
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二酸化炭素などによる温室効果ガスの大気中濃度の上昇によ

り、地球の平均気温が10年間で約0.2℃の割合で上昇し、海面上

昇などによるさまざまな環境的・社会経済的影響をもたらして

いる。本来は、温室効果ガスは宇宙に出て行こうとする赤外線

をとらえ、生物が生きていくのに、最適な気温を保っている。

しかし、温室効果ガスの排出量が増えることにより、赤外線を

吸収する量も増え、大気の気温が高くなる。産業革命以降、産

業や交通の発達により、工場や発電所、自動車から二酸化炭素

を含んだ排気ガスが大量に排出されるようになったが、この二

酸化炭素は、地上から放射する赤外線をためこんで、地球全体

を温室のように囲ってしまう。海面上昇などは、温暖化等が原

因とされ、海水の膨張や、氷河が溶けたりすることで、海面水

位が上昇する現象である。

ツバル諸島は、南太平洋に浮かぶ、人口約１万１千人のサン

ゴ礁の国である。９つの島からなるツバル諸島の面積は計26平

方キロメートル。最も高いところでも、海抜わずか４メートルで、

そのため、高潮になると、海水が島の内部まできて、地下水の

塩水化が生活と農業に打撃を与えている。ツバル政府の危機感

は強く、大量移民を本気で考えてはじめ、ニュージーランドと

オーストラリア政府に移民の受け入れを申し出ている。またフ

ィジー、モルジブの首都であるマレ島、マーシャル諸島でおい

ても、水位が上昇し、堤防をつくるなどで防いでいるが、ヤシ

の木が倒れ、高潮が発生し、家を失う等の問題が起こっている。

成層圏上部に到達したＣＦＣ（フロン）によりオゾン層が破

壊される現象である。オゾン層とは成層圏にあるオゾンの層で、

下の方から順番に、対流圏・成層圏・中間圏・熱圏となってい

る。オゾン層は、地上25km～45kmにある。フロンは他の物質

と反応せず、ほとんど無毒であり、圧力に応じて容易に気化、

液化を繰り返すという便利な性質を持っているため、冷蔵庫や

エアコンの冷媒、電子回路などの精密部品の洗浄剤、スプレー

の噴射剤などに広く使用されてきた。南極上空では４年連続し

て過去最大規模のオゾンホールが観測された。また日本でも、

札幌上空でオゾン層の減少傾向が確認されている。オゾン層の

減少が起きると、地上では有害な紫外線が増加、皮膚がんの原

因になったり、浅海域のプランクトンに致命的な打撃を与える。

上空のオゾン全量が１％減少することにより、地上に達する紫

外線は約２％増加し、皮膚がんの発症が２％増加、白内障の発

症が0.6～0.8％増加すると言われている。

１．地球温暖化 ２．オゾン層の破壊

３．酸性雨
図２　地球温暖化のメカニズム

大気中には二酸化炭素が0.03％程度含まれ、この二酸化炭素

が蒸留水に溶け平衡を保った状態のときpHは5.65を示す。酸性

雨とは、大気中の酸性物質が取りこまれ、pHが、この値以下と

なっている雨を言う。溶け込む酸性物質としては、主として化

石燃料の燃焼に生じる硫黄酸化物や窒素酸化物などの大気汚染

物質である。酸性雨は、大気汚染物質の発生源から数千kmも

離れた地域にも降下する性質があり、国境を越えた長距離を移

動する大気汚染問題として、とくにヨーローッパ、北米におい

て深刻な問題となっている。

温室効果ガスは、宇
宙に出ていこうとす
る赤外線をとらえ、
生きていくのに適当
な温度を保っている

地球を取り巻く温室
効果ガスが増えてい
くと、赤外線を吸収
する量も増える

大気の気温が
高くなる
（地球温暖化）
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図４　酸性雨のメカニズム

湖沼への影響としては、スウェーデンでは、８万5000ある湖

沼のうち２万1500の湖沼が酸性雨の影響を受け、そのうち9000

の湖沼では魚類の生息に悪影響を与えている。また、ノルウエ

ーでは1300平方キロメートルの地域では、魚がいなくなり、さ

らに南部の2000平方キロメートルの地域では魚類の生息が脅か

されている。森林への影響としては、ドイツのシュバルツバル

ト（黒い森）など、ヨーロッパや北米に多く、酸性汚染物質が

直接森林に影響を与えている典型的な例として「黒い三角地帯」

で知られているチェコ西北部、ポーランド南部、旧ドイツ東部

の山岳地帯がある。

また、建造物への影響として、歴史的な遺跡や建造物に、酸

性雨が入り込み、コンクリートの成分であるカルシウムを溶か

すことにより、空気中の炭酸ガスと反応してた炭酸カルシウム

が、「つらら」のようになったり、またコンクリート以外にも、

大理石の床や彫刻、銅の屋根まで溶かし、銅像にさびを発生さ

せる等の被害も出ている。

採の対象となっていた樹種のひとつであるラミンの伐採と取引

を禁止した。だが対策は一歩前進したように見えたが、実際に

は、ラミンの違法伐採は今も続いている。

４．熱帯林の減少

自然の回復力に対する考慮が十分でない焼畑移動耕作などに

より、世界中で年平均で約1130万ヘクタール（本州の約半分に

相当）の熱帯林が減少している。インドネシアでは、政府の認

可を得ていない伐採や、伐採時の規制や計画の違反などの違法

伐採が急激に増加している。もちろん、違法伐採は持続可能な

ものではなく、国立公園などの保護区にも及んでおり、森林破

壊の大きな原因となっている。インドネシア政府が発表してい

る公式の丸太生産量は1,200万m3しかないにも関わらず、国内の

木材消費量は6,300万m3にも達しており、木材の全生産量のうち

約８割が違法伐採によるものと推計される。また、インドネシ

アと国境や海峡を挟んだマレーシアやシンガポールなどへの違

法な木材の輸出も行われている。マレーシアなどに違法輸出さ

れた木材は、そこからさらに中国、日本、台湾、香港などに輸

出されている。すなわち、日本などで木材が過剰に消費されて

いることが、インドネシアの違法伐採の要因のひとつとなって

いると考えられる。こうした中、インドネシア政府は、違法伐

砂漠化とは、人が住んでいた地域や植物の生えていた地域が、

気候変動や人間の活動によって、土地が荒れ、自然の営みが破

壊され、不毛の大地に変化することであり、サハラ砂漠の南側

のサヘル、中東諸国、中国の西北部などで進行している。北ア

メリカやオーストラリア大陸でも見受けられるが、人口増加が

著しいアフリカが最も大きな問題になっている。砂漠化の原因

は地球的規模の気候変動と限度を超えた人間活動の２つの要因

が考えられる。気候変動については、地球的規模の大気循環の

変動が引き金となって、乾燥が進むことである。人為的とは、

家畜の過放牧、過耕作、薪炭のための伐木、不適切なかんがい

による塩類集積などである。砂漠化の影響を受けている土地の

面積は、約36億ヘクタールで、全陸地の約４分の１、耕作可能

な乾燥地域の約70％に該当する。そのため、食糧不足から起こ

る社会混乱といった深刻な事態を引き起こすことも考えられる。

また、一度、砂漠化した土地を戻すには、膨大な労力と費用、

時間をかけなければ元に戻らないことも問題である。

５．砂漠化、土壌浸食
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室内環境を考慮した住宅設計を中心に、現在に至る

一方、遺伝子のクローン技術によって、絶滅種を復活させよ

うとする研究が世界各国で進められている。2002年、オースト

ラリアでは、絶滅したタスマニアタイガーのＤＮＡの断片を取

り出し、ＤＮＡの複製に成功したと発表した。

地球の自然のかけがいのない一部をなす野生生物の種（トラ、

アフリカゾウ、クロサイ、ジャイアントパンダ）の絶滅が、急

ピッチで進んでいる。2006年にＩＵＣＮ（国際自然保護連合）

がまとめた、「レッドリスト」には、絶滅のおそれの高い種とし

て、7180種の野生動物がリストアップされている。絶滅動物は、

世界的にあるいは特定の地域において、何らかの理由で生存で

きなくなり、途絶えてしまった動物種のことである。生物の歴

史は発生、分化、絶滅を繰り返していて、これまで数え切れな

いほどの種が絶滅してきた。その代表的な例が約6500万年前の

大型爬虫類の大絶滅である。しかし、このような自然原因によ

る動物種の絶滅ではなく、近・現代においては人類の行為によ

る大量絶滅が問題になっている。国際自然保護連合（ＩＵＣＮ

：International Union for Conservation of Nature and Natural

Resources）と世界資源研究所（ＷＲＩ：World Resources

Institute）が、1600年以降絶滅した動物種の原因を分析したと

ころ、人間の手による「移入生物」「乱獲」「生息域の破壊」を

合わせて98％を占める結果になった。そして1600年以降の絶

滅の特徴は、そのスピードが速いことで、確認されただけで約

700種の動物種が絶滅している。このような状況に対して、ＩＵ

ＣＮはその原因を調査するとともに、絶滅の危機に瀕している

生物種をリストアップした「レッドリスト」をまとめ、保護活

動に乗り出している。日本の環境省もこのレッドリストの評価

基準をもとにして独自のレッドリストを作成し、これ以上絶滅

動物を増やさないような努力が続けられている。

油による海洋の汚染は、鳥類、海洋哺乳動物などの野生生物、

観光産業、漁業などに大きな被害を与えることがあり、地球全

体でみた場合についても、海面に広がった油膜により地球の水

循環、大気循環に影響を及ぼす可能性がある。日本においては、

1997年、大しけの日本海（島根県隠岐島沖）において、暖房用

Ｃ重油約19,000klを積んで上海からペトロパブロフスクへ航行

中のロシア船籍タンカー「ナホトカ」号（建造後26年経過）に

破断事故が発生した。船体は水深約2,500mの海底に沈没し、積

み荷の重油、約6,240klが海上に流出した。また、海底に沈んだ

船体の油タンクに残る重油約12,500klの一部はその後も漏出を

続けている。座礁した船首部分の油タンクに残っていた重油は、

海上での回収作業および陸上からの仮設道を利用した作業によ

り回収を終えたが、海上に流出した重油は福井県をはじめ、日

本海沿岸の10府県におよぶ海岸に漂着し、環境および人間活動

に大きな打撃を与えた。

化学物質の使用の増加に伴って、化学物質が環境中に排出さ

れる機会も増加し、ＰＣＢなどの有機塩素系物質のように世界

的規模での汚染がみられるものもある。また、先進国から有害

廃棄物が適正な処分を確認されないまま開発途上国へ輸出され

ていたことから、輸出入に伴う規制措置を盛り込んだ条約が採

択されている。

開発途上国の経済的発展により環境負荷の大きい産業の立地

が増加することにしたがって、産業公害が顕在化している。ま

た、都市の生活環境や衛生状態が悪化し、生活公害が生じてい

る。

６．野生生物の種の減少 ７．海洋の汚染

９．開発途上国における環境問題

８．化学物質の管理と有害廃棄物の
越境移動

ＩＵＣＮレッドリストに掲載された
絶滅のおそれの高い野生生物の種数（２００６年）

表１　ＩＵＣＮレッドリスト（2006年）

分類

哺乳類

鳥類

爬虫類

両生類

魚類

昆虫類

その他の

無脊椎動物

植物

合計

近絶滅種［CR］

162

181

73

442

253

68

1,541

絶滅危惧種［EN］

348

351

101

738

238

129

2,258

応急種［VU］

583

674

167

631

682

426

4,591

合計

1,093

1,206

341

1,811

1,173

623

1,478

8,390

16,118


