本展示場は【ハウス・オブ・

ザ・イヤー・イン・エナジー

焼肉なべしま
ファミリーマート

2013】大賞受賞のスペック通
●

世界各国の科学者ら300人
がまとめた110ページからな
る今回の報告書は︑オゾン層に
関しては全般的に良い知らせと
報告していますが︑潜在的な落
とし穴についても警告を発して
います︒

薩摩川内市東大小路町42-27 川内モデル

代替物質が温暖化促進
物質になっている！

0120-079-089

冷房を可能とした省エネルギ
県に相応しい期間蒸暑地域対応

型住宅として、全国的に評価さ

天大橋

ば少ないほど、更新に必要な資

▼エルニーニョ現象の影響で
長雨が続いています︒桜島や口
永良部も活動を続けており︑不
気味な日々が続いております︒
雨の中でも美しい花と言えば紫
陽花です︒紫陽花は︑日本の花
で︑シーボルトによってヨー
ロッパに紹介されています︒
シーボルトはアジサイ属の新種
に自分の妻﹁おタキさん﹂の名
を付けて Hydrangea
otaksaと 命名しました︒
紫陽花の原種はガクアジサイで
す︒清楚な花
でお寺に似合
う花の筆頭で
すが︑紫陽花
は有毒植物で
すから取り扱
いには注意が
必要です︒
▼今回は︑オゾンホールの消滅
が現実になった報告をしました
が︑本年末に︑国連気候変動枠
組条約︵UNFCCC︶の﹁第
回締約国会議︵COP ︶﹂
がフランスのパリで開催されま
す︒このCOP で2020年
以降の世界の気候変動・温暖化
対策の大枠が合意される予定で
す︒この会議の結果によって︑
世界がどの程度気候変動を防ぐ
ことができるか︑すでに起こっ
ている影響を軽減できるか︑と
いったことが決まると言われて
います︒本年が地球にとって非
常に重要なのはそのためです︒
米国･中国など環境汚染大国も
主要な立場で発言していますが︑
それほど環境問題が深刻化して
いることに他なりません︒地球
の将来が本年決まると言っても
過言ではない重要な年です︒

□住宅に関する資料等もフリーダイヤルにてご請求下さい。
資料等をお送り致します。

金は少なくなります。
外観

れた工法です。設備は少なけれ
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米航空宇宙局は︑
最新の発表でオゾンホールが 年以内に完全消滅を予測︒

量

オゾン層破壊物質の濃

世紀半ばまでにオゾンホール完全消滅！
た結果︑急速にオゾン層の回復
を促進しました︒IPCC︵気
候変動に関する政府間パネル︶
が﹃温暖化を阻止するてだては︑
まだある︒﹄と︑言い切るのは︑
﹁モントリオール議定書﹂で︑
オゾン層を回復できたという自
信があるからです︒人知を結集
すれば温暖化は絶対に防げると
確信するためには︑我々個々人
もまた︑意識して省エネルギー
活動や温暖化防止活動に参加す
ることが重要になります︒

モントリオール議定書
と国際協力の経過！

対

守って改正・調整によ

⑤

2050年までにオゾン
ホールが消滅する？

高くなったかもしれないとし︑
紫外線によって人間の視力が損
なわれたり動植物が損傷したり
する事態も︑同議定書が採択さ
れたおかげで回避できたと国連
の報告書は述べています︒
国連環境計画のアヒム・シュ
タイナー事務局長は︑オゾン層
を破壊する化学物質を廃棄する
ための期限を定めた同議定書を︑
歴史上で﹁最も成功を収めた環
境条約の一つ﹂であると評して
いますが︑更に続けて﹁だが︑
われわれが直面している課題は
いまだに非常に大きい︒モント
リオール議定書の成功は︑オゾ
ン層の保護と回復だけでなく︑
気候に対するさらなる活動の後
押しとなるはずだ﹂と︑オゾン
層破壊問題と同じように︑温暖
化問題に対する国際協力の必要
性に言及しています︒

国際協調の成果で温暖化
防止にも希望が生まれる！

解説

●

●中山小学校

国連
︵UN も)数少ない地球環境に対する良い知らせとして追認している︒

●

報告書によると︑オゾン層を
侵食している化合物として指摘
されている﹁四塩化炭素﹂は︑
モントリオール議定書で廃止の
対象となっているにもかかわら
ず︑生産量が増加し続けており︑
四塩化炭素の大気中濃度の測定
値は︑過去 年間に各国より報
泡体︑整髪スプレーの高圧ガス
告された生産量と使用量の統計
などの人為的な塩素化合物の大
値を﹁はるかに上回っている﹂
半︑主としてクロロフルオロ
と報告されているなど︑まだま
カーボン︵CFC︶類やハロン
だ違法に生産･使用されている
類の廃止が︑国連の全加盟国に
違反物質が多く︑オゾン層破壊
承認されモントリオール議定書
物質の代替え物質が︑温室効果
の下で︑段階的廃止に向けた措
ガスとして影響している場合も
置が予定通りに進められ︑その
成果が今回の報告になりました︒ 少なく無いようです︒問題なの
は︑クロロフルオロカーボン
︵CFC︶類の代替物質として
ハイドロフルオロカーボン
︵HFC︶類への移行が進んで
いることで︑HFC類は︑オゾ
ン層を破壊しない代わりに太陽
熱を吸収する強力な物質になる
可能性があるようです︒
オゾンホールの縮小は一定の
評価ではありますが︑代替物質
が温暖化促進物質になるような︑
環境破壊をオゾンから温暖化に
置き換えるだけであれば︑この
地球環境は絶望的なものになり
ます︒住宅の性能を高め︑自然
エネルギーを基本にした環境対
策が重要になります︒松下孝建
設もまた︑皆様と共に省エネル
ギー･高耐久･持続可能住宅で
貢献してまいる所存です︒
相

る規制を行った場合の

コペンハーゲン改正
⑥ 北京改正 1992
1999
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川内展示場 公開中！
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ハウス・オブ・ザ・イヤー･イン･エナジー 2013・スペックの展示場
オゾン層を保護するため
1985年に﹁ウィーン条約﹂︑
1987年に﹁モントリオール
議定書﹂が採択され︑国際的な
オゾン層破壊物質の使用が禁止
され︑日本国内では1988年
に﹁オゾン層保護法﹂が施行さ
れました︒﹁オゾンホール﹂現
象は︑自然現象では高高度域が
極度の低温になることで起きる
のですが︑人為的にはエアコン
や冷蔵庫の冷却剤︑断熱材の発

2080

2060

外観

オゾン層の回復はフロンとい
う原因物質を特定し︑人類共通
の目標を定めて国際的に努力し

2100

セブンイレブン
1980年の値を1とし

【通常時間】(10:00〜17:00)

本誌 号でも取り上げました
がオゾンホールの縮小が︑米航
空宇宙局︵NASA︶の観測の
結果︑2050年までに完全に
ふさがると予測されました︒
国 連 U( N も) 数 少 な い 良 い
ニュースとして損傷した地球の
オゾン層は︑今世紀半ばまでの
回復へ﹁順調に進んでいる﹂と
発表しました︒
有害な紫外線を防ぐ地球を守
る重要な﹁盾﹂であるオゾン層
に関して︑国連環境計画と世界
気象機関が4年ぶりに発表した
報告書によると︑オゾン層の保
護を目的として1987年に採
択された﹁モントリオール議定
書 ︵ M o n t r e a l
Protocol︶﹂は大きな
成功を収めており︑画期的な同
議定書が採択されなければ︑皮
膚がんの患者数が2030年ま
でに今より毎年200万人増加
し︑オゾン層を破壊する化合物
の濃度が2050年までに 倍
10

外観
た相対的な量である。

●焼肉の白川
田の神
（滝の下）
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ロンドン改正
1990

場合、②は全ての排出

③

①

Google・Yahoo!・infoseek・Excite・その他

ぎょうざの丸岡

マックス
●
中山交番●

ジョイフル●

〒891-0108
鹿児島市中山1丁目14-29
TEL 099 - 267 - 7594
0120-079-089

ヤマト とりいち ローソン
●運輸
● ●
●
2

2040

2020

2000

1980

0
年1960

社
■本

●
を止めた場合、その他

④

3

の規制を行わなかった

規制なし

4

排出ゼロ ②

21
67

ハウス・オブ・ザ・イヤー･イン･エナジー 2013・スペックの展示場
（出典：
「オゾン層破壊の科学アセスメント2010」）

ほりのうち内科
左図の①はフロン等

モントリオール
議定書
1987

度 予 測 値 で あ る 。

1

モントリオール
調整
⑦
2007

鹿児島市大明丘3丁目23-1 付近

本展示場は【ハウス・オブ・
ザ・イヤー・イン・エナジー
2013】大賞受賞スペックを参
考にして造った展示場です。暖
冷房はエアコンだけという最も
シンプルな構成で住宅性能の良
さだけで、省エネルギーを目指
した展示場です。これから逼迫
が予測されるエネルギー事情を
見据えた高性能展示場です。
下記「平屋感覚の展示場」のす
ぐ近くですから、両方を同時に
ご見学下さいますことをお勧め
致します。下記展示場は太陽光
発電搭載の「ネット･ゼロ･エネ
ルギー」住宅です。

齋 藤 恭 誠

鹿児島市中山町字下原田59-3 中山モデル

松 下 孝 行
編集責任

中山展示場 公開中！
発 行 人

6月27日(土)〜7月下旬

完成見学会

松下孝建設の
【ハイブリッド・エコ・
ハートQ工法】は、
［断熱性能］
［気密
性能］
［ 遮熱施工］
［ 24時間計画換
気］という4つの要素がバランスよ
くとれた住まいです。
外部の影響を
受けにくい室内は、
一般家庭用のエ
アコン1台で温度差のない室内空
間を実現し、
結露のない健康的で快
適な住まいを実現することができ
ます。
また近年耳にすることが増え
た
［スマートハウス］
［ゼロエネルギ
ー住宅］のベースとなる躯体で、多
量な発電設備や大容量の蓄電設備
を必要せずとも、
必要最低限な設備
機器の導入で最先端の住宅へと進
化することができる住宅です。
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【ハイブリッド・エコ・ハート Q 工法】

鹿児島市 大明丘3丁目
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