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自然エネルギーのことを知ろう

7 できることをはじめよう

ちゅうもく！おうちの省エネ博士になろうちゅうもく！

外出のときも、もちろん省エネ！ちゅうもく！

　レジでもらう袋は１年間で１人
約300枚にもなります。袋を作
るときだけでなく、使った後
ごみとして燃や
しても二酸化炭
素が出ます。

　自動販売機やコンビニでは、
一日中飲み物を温めたり、冷やし
たりしてたくさんの電気を使って
います。外出のとき
には水筒を持って行
きましょう。ごみも
出なくていいですね。

　歩いて、または自転車で移動
すると、二酸化炭素を出しません。
旅行に行くときに 、電車やバス
などを使うと自動車より二酸化
炭素を出しません。

　テレビを見たりゲームをしてい
るときも電気を使っているので、
二酸化炭素を出しています。

　ＬＥＤ電球に替えると出て
くる二酸化炭素の量は白熱電
球の５分の１、電球型蛍光灯
の３分の２になります。

　新聞や雑誌、ビン、カンなどは
資源ごみの回収に出しているか
な？でも、一番いいのは、ごみを
出さないようにすることです！

　日本で、まだ食べられるのに捨てている
食品が毎年642万トンもあります。このう
ち家庭からは１人が１年間でお茶わん
164杯分のごはんを捨てています。

　夏は28℃、冬は20℃を目安
にしましょう。

　シャワーを約16分使うと浴槽一杯
のお湯を使うことになります。出しっ
ぱなしはダメです。

買い物にはマイバッグ 水筒を持って 歩くか自転車で

風力発電所 太陽光発電所

出所：自然エネルギー市民の会（PARE）

自然エネルギーは電気を作るときに二酸化炭素を出しません。

　太陽光・風力・水力などの自然のエネルギーを利用する発電は、
電気を作るときに二酸化炭素を出しません。
　電気を作るときに二酸化炭素を多く出すのは、石炭や石油を
燃やして電気を作る火力発電です。

世界では自然エネルギーの利用が進んでいます。

　原子力発電も電気を作るときには二酸化炭素を出しませんが、
福島原発事故のように、もし事故が起これば大変なことになります。
世界の国々ではこれ以上温暖化が進まないように、石炭などの火力
発電をやめて、自然エネルギーの利用を進めています。日本でも、
自然エネルギーの発電所をもっと作っていくことが必要です。

自然エネルギーは環境にやさしいだけでなく平和なエネルギーです。

　自然エネルギーを利用する発電は、電気を作るときに空気を汚しません。また石油や石炭のように
資源がなくなることもなく、地球上のどこにでもあるエネルギーです。
　つまり自然エネルギーは、資源を取り合う戦争などが起こらない、平和なエネルギーです。

テレビがつけっぱなしのときはないかな？ 照明には何を使っているかな？

ごみは分別しているかな？

エアコンの設定温度は何℃かな？ シャワーの出しっぱなしはないかな？

ごはんは残さず食べているかな？

その１　　省エネ その２　　環境にやさしいエネルギー

電気を作る方法っていろ
いろあるんだねぇ

日本で自然エネル
ギーが広まれば、
すてきだわ！ピ

LED電球 白熱電球
5分の1

電球型蛍光灯
3分の2
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　地球温暖化の原因である二酸化炭素は、人間のいるところなら、どこででも出ています。そのため、
世界中の国が協力して対策にとりくまないと、地球温暖化が進むのを止めることはできません。
　そこで1988年から、世界中の国が集まって、地球温暖化を防ぐためのとりくみについて話し合い
を始め、今から24年前の1992年に、地球温暖化を防ぐための最初の条約ができました。これを気候
変動枠組条約といいます。1997年には日本の京都で、２つめの条約である京都議定書ができました。
そして、2015年12月にフランスのパリで、３つめの条約であるパリ協定ができました。世界の科
学者たちは、今のように大量の二酸化炭素を出し続けると、あと30年くらいで地球温暖化の影響が
わたしたち人間が生きていくのに危険なレベルになってしまうと警告しています。そこで、パリ協定
では、2100年までには二酸化炭素をふやさない社会をつくることを決めました。

　日本は世界で５番目に多く二酸化炭素を出しています。地球温暖化は、小さな島国の人たちや、貧
しい国の子どもたちにより大きな影響を与えます。地球温暖化を防ぐとりくみは、こうした世界の子
どもたちを守るとりくみでもあることを忘れてはならないと思います。

9 世界ではこんな話し合いをしてます

1997年京都でひらかれた会議の様子
写真提供：気候ネットワーク
出所：全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイトより （http://www.jccca.org/)

2015 年12 月、パリ協定が決まった瞬間（写真：気候変動枠組条約ウェブサイトより）

会議場で「地球温暖化防止」をうったえる世界の子どもたち
（写真：地球環境市民会議（CASA））

おとなもこども
も、みんながと
りくむってことが
必要なんだねねぇねぇ見てよ！

小学校に通って
いるみんなが
ほら！
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