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地 球 温 暖 化 そのⅡ

川井 秀夫

前号で温暖化のメカ■ズムについて、ごく簡単に申し述べましたが、もし地球が岩石
の塊 とすると、太陽熱は全て宇宙空間に逃げていきます。月と同 じように平均気温は一

18° Cま で下がり凍てつ く氷の世界になります。 (月 は昼間 150° C夜間 …150°
・

)

しかし地球には大気が存在 し、温室効果ガスにより生物が生きて行 く為の守 り神の役

割を果たしてくれています。ところが拡大する人間活動により人工的な温室効果ガスが

大量に増え、温室効果が強まり気候変動を助長 し、地球上の生命維持装置が悲鳴を上げ始

めているのです。           ′

今回の議定書発効は、地球圏を食い物にする人間圏の傲慢なエゴィズムに対する警鐘

にほかなりませんが、米・豪の離脱、中国・インド等途上国の協調が得 られないままでは20

12年 に掲げる排出ガス抑制の数値目標達成には不安が残 ります。

各国の政治的な思惑、なかんず く経済面における利害得失、国と国、企業と企業との排

出権取引、南北問題 等々国家 レベルでの難問があることも大きな障害だと思います。

われわれ一市民として、国際的な問題を動かす力はありませんが、地球環境問題は「い

つか」「どこかで」といった希薄な意識しかないのも現実の姿ではないでしょぅか。

私は、環境問題とは全て人間の問題だと考えます。一人一人が精神とライフスタィルを

変革 し、人間活動における生き方、考え方を聞い直す『人間の治療』が必要な時機に来たと

実感しております。                            .

少 し主題からそれました。主要国の温室効果ガスの変化と肖1減義務を掲げました。

我 :々の 日常生活の中で何ができるのか、何を為すべきかマクロ指標を元に次号の『エネル

ギー』のテーマで考えます。

訂正  前号 100年 後の地球 の平均気温 1.4° C上昇 としま したが、研究者のシュ ミレ

ーションは色 々あ り1。 4° C～ 5.8・ Cと 、予測値 に幅があ ります。

奈 良・ 人 と自然の会

餃な P klど ml蔵 の各

■主要国の温室効果ガスJF出量の変化 ■日米欧の温室効果ガス削減義務
休国は01年に議定書から離脱)
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2月度例会 山の辺の道「野鳥観察会に参加 して」
新谷 初子

2月 9日 (フЮ

春を先取りしたような好天に恵まれたこの日、例会に参加するのは久しぶり。

自然観察の中で一番好きな「野鳥観察会」、しかも今回は山の辺の道。

どんな野鳥達にあえるのか ?否が応でも期待で胸が膨 らむ。

「野鳥観察会」は、崇神天皇陵のお堀の水鳥観集から始まった。

噂のとおり、無数のオシドリが水面を覆つている。暫しオスの美しさに魅了される。

やはりお堀の主役の座は確固たるもの。ほかにウやマガモ、カイツブリ、バンなど思い思い

に冬の短い陽射しを楽しんでいる様子。

今日は天気が良く、気温も3月 下旬並。野鳥達も活発に動きまわつて、移動する毎に次々

に愛らしい姿を見せてくれている。ハクセキレイやキセキレイ、モズ、ツグミ、ケリそれ

にニュウナイスズメ等々。おなじみの レギュラーメンバー達と顔合わせを終えると、もう

昼食の時間。

昼食後、観察会の再開。しばらくすると、カラスの一団に追われるオオタカを発見。カ

ラスよりもひと回りも体の小さなオオタカだけれど、機を見て反撃に転じるオオタカに思

わず歓声があぶる。獲物の捕りあいでもしているのだろうか ?

しばらくは、山の辺の里の風景を堪能しながら歩く。まだまだ梅のつぼみは堅い。色の

ない里の春の訪れを一番に伝えてくれるのだろう。その時をじらと待つているような健気

な様子が、心をほっこりとさせてくれる。

山の辺の道を南へ進みながら途中何度となく立ち止 リウオジチング。終点を大神神社と

定めこの日の日程は終了。

この日山の辺の道を歩いた私たちが、日にしたり声を聞いたりした野鳥の数は30種類

を超えた。

鳥は場所を選ばず、私たちが関心を持つて観るとどこででも観る事が出来る。

逆に、気にしてみないとその存在すら忘れてしまう。人が関心を示そうがどうかなど関係

なく、彼らは引き継いだ命を懸命に生きている。
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オシドリォシドリ 長野 晃

愛し讐基ζ珠革雹:珀帆:T鷲 :具

｀
Nキ:i[〔71曇 i翼鯨

で皆さんの瞼にもまだその美しさが焼きついたままだと思います。奈良には毎冬千五百～

二千羽渡つて来ますが、今年は特に多く、いま近くの垂仁天皇陵にも数年ぶ りに100羽

以上が入つています。オシドリは身近にみられる淡水ガモの中では異色の存在で、マガモ、

カルガモヒ、 ドリガモなど約 10種がひとつのグループ (属名 /b″¬鳴の意)であるのに

対し、ひとり別属 (属名Иレ=山羊の意)です。A口′θ属が主に水生植物を食べ水辺に営巣

するのに対しオシドリはどんぐり類をもよく食べ、営巣は樹洞を利用します。また、Attθ で

は絶対に見られないことですが、高本の枝にも止まります。A口aθ と比べ水掻きが軟らかい

のだそうです。ル は世界広しといえどオシドリと北米大陸の東半分に生息するアメリカ

オシドリの2種を数
｀
えるに過ぎまtん。アメリカオシドリの英語名はいみじくも Wood

Dllckです。(オシドリは分布地からの命名でMandarin Duck「中国のカモ」。)

オシドリでちょつと気になるのは、あの独特の帆掛け舟の帆のような「銀杏羽」(ま たは

「思い羽」)で しょうゃあの羽は飛んでいる時には身体にぴつたり|ついて飛翔め妨げになら

ないように出来ているのですが、どういう仕組みなのか実際に見るのは至難の技でしょう。

一日覚悟で動物園の檻の前に陣取つて羽をバタバタさせるまで「じつと我慢の子」を決め

込むほかありませんね。ちなみに、アメリカオシドリには銀杏羽はありません。もうひと

つ、極東アジア以外でオシドリがいるのは唯一英国のみです。なぜそういう分布をしてい

るのか長年の謎でしたが数年前、英国の友人が教えてくれたところによると、一部の愛好

家がコレクションとして輸入して飼つていたものが逃げ出したのが始まりだそうで、現在

200～ 300番いるということです。しかし、もともと生息していた種ではないため保

護の対象にはなつておらずその数は減少傾向をたどつているようです。以上ちょつと悲し

い終わり方で申しわけありませんがオシドリに関する雑学です。
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トラツグミ   トトン4~ 画

時は平安時代、近衛天皇が病床にあつた時のこと、毎夜丑の刻になると御所紫しん殿の

上から不気味な声が聞こえて、天皇はその声をきくと苦しくなり病気の具合がひどくなら

れました。源三位頼政が闇の中から聞こえる声をめがけ矢を放ちみごとに怪物をしとめた

話は、「平家物語」にも出てきます。その怪物の頭はサィレ、胴はタヌキ、手足は トラ、尾は

ヘビのようなもので伝説上のヌエがこの トラツグミ

とされています。夜中に「ヒョー ヒョー」「ヒー」

と淋 しい声を聞いたら、まだ真の間が夜を支配して

いた時代にはとても怖かつたことでしょうね。
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01/19南生駒の竜田川でアメリカコガモを見ました。     (小 田)

●1/20連絡を受けてすぐ見に行つたら、1羽いました。すぐにいなくなつたそうです。

(勝 田)

●2/18公園でコジユケイが特徴のある声 (チ ョットコイ)で鳴いていました。

カラスの巣が近くにあり、小鳥が気がかりです。       (阿 部)

●2/21朝厚い氷が張つていました。竜田公園でマガモ、ヒドリガモ、カルガモ、イカル

三室山でトラツグミ、シロハラ、ルリビタキ♀、シジユウカラ等21種類を見ました。

●2/23 三室山の神社の境内でクロジを見ました。積んである木に止まつていたのです。

じっとしてくれたのでゆつくり見ました。(2月 の観察会の時、大神神社で見ていま

した。) (勝 田)
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平成 17年度 奈良 。人と自然の会 行事予定
東海自然歩道シリーズに続<新 しいプランとして、 近畿自然歩道・まほろばの路

吉野 。宮滝から生駒・ <ろんど池の1 20kmを 14のコース|こ分けた観察会を決定

致しました。 ご期待ください。｀       例_……含
企 画 部

谷・深谷川から

山・八経ケ岳 オオヤマレン

生駒山 Ⅲ

<

平城宮跡から水上池

コ ー ス 名 (区 間) _距 離 歩行時間

4月 吉野・宮滝から吉野神宮への路   (宮滝～吉野神宮) 7km 4.OH
5月 下市花の里を楽しむ路 (～下市口)__7km 213H
6月 大淀フルーツの里をたずねる路     (～西阿田) 8km 3.OH
7月 栄山寺と花の古寺を訪ねる路       (～ 五條)1lkm 3.3日 __

9月 金剛山麓文化を巡る路 (～東佐味)10km 5.OH
10月 葛城古道を歩<路 (～猿目橋)1lkm 4:OH
11月 葛城山麓古代人の祈りが聞こえる路    (～ 兵家) 9km 3.OH
12月 営麻の里、白鳳ロマンの路        (～
1月 二上山を越える路 ,鈍鶴1筆を訪ねる路   (γ 関屋)10km 4.OH
2月 平野川のせせらぎと旗尾池を楽しむ路   (～畠田) 7km 3.3H
3月 水の神様が奉られる明神山を訪ねる路   _(ん王寺) 8km 4.OH
4月 高安山・信貴山を巡る路        (信 貴出下) 8km 3.OH
5月 矢田丘陵を越える路       (竜 田川～霊山寺)1 2km 6.OH
6月 <ろんど池を訪ねる路  ご  (高 山～<ろんど池) 6km 3.OH
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