世界一の環境技術と
アンバランスな日本の住宅性能︒
日本の製品は︑例えば自動車にして
もこの 年間︑環境品質を極限まで高
めることで進歩し︑ＨＶ自動車や水素
自動車など世界最先端の技術を開発し
ています︒この日本が蓄積してきた現
行技術を世界に普及させるだけでも温
暖化ガスの排出を劇的に抑えることが
できるといわれています︒
試算では︑世界中の石炭火力発電に
最も効率の高い日本の技術を導入する
と二酸化炭素の排出は年間 億トン削
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気候変動に関する政府間パネル
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観測事実

松下 孝行
代表取締役

昨年度は消費税の駆け込み需要で建設業界全体が好況でしたが

来年度は4月の消費税の後に次年度の10％というハードルが待っています。

松下孝建設は高性能住宅を標榜してまいりましたが単に省エネだけではなく
建て主様とご家族の健康を守るために必要なものと認識してまいりました。

お陰様でようやく「性能住宅の松下孝建設」と皆様にも認知して頂いているようです。
本年の目標も高性能住宅の普及・推進を掲げて高性能住宅造りに邁進する所存です。
地元の工務店として今後とも皆様の住宅をお守りしてまいります。

住宅のことは新築･リフォームにかかわらずどんなことでもご相談ください。
変わらぬご愛顧の程お願い申し上げます。

これから惑星管理を持続して
減可能といわれています︒
行くという観点からは︑物質の
問題は産業部門ではなく住宅
の循環をグローバルに人工的に
の環境効率を高めることで高断
構築していく方向が必要です︒
熱 高
･ 気密性能は︑住宅の環境
家電や自動車は１００％のリサ
効率を丸ごと高めるためには絶
イクルが求められます︒
対的に必要な技術です︒
住宅の場合も同じように︑住
惑星管理を効率的に行うため
み替えという概念を定着させる
必要があり︑そのためには住宅
には物質循環を円滑に︒
の寿命を延ばす必要があります︒
我が国の住宅性能が近年大幅
エコ キ
･ ュートやエネ フ
･ ァー
に向上してきているのは︑過去
ム・高効率エアコン・テレビな
のしがらみを断ち切るような
どを含む省エネ家電や蓄電池技
様々な性能基準の変更があった
術は日本発の省エネ 環
･ 境技術
からです︒
で︑部品の製造段階まで含めて
昨年 月の新省エネルギー基
二酸化炭素を数十％削減させる
取 り 組 み も 国 策 で 進 ん で い ま す ︒ 準の施行もこうした時代の流れ
を象徴しています︒今まではＱ
値︵熱損失係数︶という基準で
住宅性能が判断されてきました︒
新基準では一次エネルギーの
消費量という︑石油や石炭︑天
然ガス等の使用量に換算する個
別的な確実な住宅性能表示に変
わりつつあります︒熱損失係数
から熱貫流率が求められるよう
になり現実的に変更しています︒
2020年には︑現行基準が
守れない住宅は建てられなくな
り︑2030年には住宅エネル
ギーが０になる︑０エネルギー
住宅の実現も国の住宅高性能化
の工程表に入っています︒
我が国の政策の中には︑惑星
管理責任︵プラネタリー ス
･チ
ュワードシップ︶の思想は確実
に盛り込まれています︒
松下孝建設が高性能住宅にこ
だわり︑現在もなお住宅の性能
を向上させるために努力してい
るのはこうした環境問題にも微
力ながらも真摯に取り組んでい
きたいと考えているからです︒
本年もまた︑社員一同誠心誠
意︑頑張ってまいりますので変
わらぬご支援︑ご愛顧の程︑宜
しくお願い申し上げます︒

株式会社 松下孝建設

元旦
平成二十六年
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平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
◆気候システムの温暖化については疑う余地がない。1880〜2010 年において、世界平均
地上気温は 0.85[0.65〜1.06]℃上昇しており､最近 30 年の各 10 年間の世界平均地
上気温は､1850 年以降のどの 10 年よりも高温である。
◆世界平均地上温度は数十年にわたって明確な温暖化を示しているが､その中には､おお
むね 10 年程度の周期での変動や年々の変動もかなり含まれている。過去 15 年 (1998
〜2012 年の世界平均地上気温の上昇率は 1951〜2012 年の上昇率より小さい。
◆1971〜2010 年において､海洋の上部（0〜700ｍ）で水温が上昇している可能性が高い。
（新見解）
◆海洋の温暖化は、気候システムに蓄えられたエネルギーの変化の大部分を占め、1971〜
2010 年の期間ではその 90％以上を占めている。
（高い確信度）
◆過去 20 年にわたり､グリーンランドおよび南極の氷床の質量は減少しており､氷河は
ほぼ全世界中で縮小し続けている。また、北極の海氷面積および北半球の春季の積雪面
積は減少し続けている。
（高い確信度）
◆19 世紀中ごろ以降の海面水位の上昇率は、それ以前の 2 千年間の平均的な上昇率より
大きかった。
（高い確信度）
（新見解）

検索

駿馬のごとく

気候変動に関する政府間パネル
︵IPPC︶
第5次評価報告書から見えるもの！

ヨーロッパの学者の間では︑
もはや国ごとの問題ではなく︑
自然の保全は人間の意志にゆだ
ねられているのだから惑星管理
責任︵プラネタリー ス
･ チュ
ワードシップ︶つまり︑地球全
体を丸ごと人間全体で責任を負
わなければならないと主張して
います︒国単位のエゴではなく︑
地球全体を危機にさらすような
生活を全面的に見直さなければ
いけないという考え方です︒

地球環境を意識したライフ
スタイルを人類共通の価値に︒
宗教の別や政治体制の別︑貧
富の差などは関係なく︑地球環
境を守る為のライフスタイルが
世界共通の価値にならなければ
ならないというのです︒
世界自然保護基金︵ＷＷＦ︶
や欧州連合︵ＥＵ︶は︑すでに
﹁ワンプラネット・リビング﹂
︵一つの地球で間に合う資源の
利用で持続可能な社会・生活を
実現すること︶という考え方で
現代の先進国で営まれている生
活を全ての人々が行うとすれば︑

地球数個分の資源がなければ実現せず︑
いずれは破綻を来たします︒
ＥＵは一つの地球が持続できるライ
フスタイルを世界的に推進するという
プロジェクトで動き始めています︒現
在︑人間一人が年間 ｔ使用している
再生不可能な資源量を 年までに８ｔ
までに抑制させ温暖化ガスの排出は︑
一人１ｔに抑える︑これが実現できれ
ば持続可能な生活が可能になるという
明確な目標を掲げて︑日常生活の様々
なシーンでワンプラネット リ
･ ビングに
適合する商品やライフスタイルを開発
しようという戦略的な試みです︒

人間起源の温暖化が深刻に︒

IPPCの第 次報告書が
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今年も全社一丸となって誠心誠意頑張りますので
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駆け抜けた時を見据えて

齋 藤 恭 誠

未来に備える年

松 下 孝 行
編集責任

もはや地球環境の異常は︑
惑星管理責任
︵プラネタリー ス･チュワードシップ︶
での管理が必要に？
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IPPC
第5次
評価
報告書
2007年に公表された第４
次報告書に引き続き2013年
に第５次報告書が公表されまし
た︒この間の 年で地球環境は
かなり深厚な状況に陥り︑人間
起源の地球温暖化が起きている
ことが結論づけられました︒
最も重い記述は︑枯渇性資源
の大量使い捨て︑それに伴う地
球温暖化︑生物資源の絶滅速度
の高まり等︑時間的にさかの
ぼって変更 改
･ 善することので
きない劇的な変化が起きている
にもかかわらず︑政策も経済も
人間の都合に合わせているだけ
では絶望的だという警告です︒
下表・１はＩＰＰＣ加盟各国
の国立研究機関によって出され
た結論を要約したものです︒
このままの推移では後 年程
度で産業革命以前の平均気温を
セ氏２℃突破する危険水域に入
ることが警告されました︒島
しょう国のほとんどが水没して
しまう危険が差し迫っています︒
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