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』 〈‒‒〈e』 ゃぃゅ 】‒【｠〈ゃぃぉ 》ぁ〈ぇゃ〈ゃ〈【 〈ぅぃ ぉ〈ぉ!  

《まkj ちせh ぬゝへkねjkし!

 〈とにつえそそiな, 1さ ]にけてへjkてに 2006

]けgヾさkお たgしおkとすg, gけgヾさkえ たgしさkお,

『 gそそgけお kてに せそかたgkてな iかちgす えちg こおkさたg ヾgけせふjたすgな jヾてにhgすふkさkgな. ′ヾのな かjのな しg えぬiki おhさ 

ヾgとgkさとおjiす, さ にヾiとしえとたgちjさ kてに ヾそgちおkさ iたlgちかこikgす ふそて せgす jにぬちふkiとg jkすな iすhおjiすな, iちほ kて 

ヾとふくそさたg jにこさkiかkgす gヾふ kてにな ヾてそすkすせてへな さけえkiな ji てそふせそさとて kてち せふjたて.

]ち hiち gちgそうくてにたi hとうjさ せgkう kのち せそすたgkすせほち たikgくてそほち, て せふjたてな たgな しg iかちgす ヾてそへ hすglてとikすせふな 
ji たiとすせえな hiせgikかiな. 『 しiとたてせとgjかg しg gにつさしiか ヾgちkてへ, iちほ てとすjたえちg ちさjすう せgす ヾgとうせkすiな ヾiとすてぬえな 
しg iつglgちすjkてへち せうkの gヾふ kさ しうそgjjg, kさな てヾてかgな さ jkうしたさ gちiくgかちiす iつgすkかgな kさな kおつさな kのち ヾ てそすせほち 

ヾgけikほちのち. 『 けさ しg ヾそおkkikgす gヾふ ヾiとすjjふkiとiな せgkgすけかhiな, ヾそさたたへとiな, せgへjのちiな せgす つさとgjかiな. ぁす 
iそそiかねiすな ji kとふlすたg せgす ちiとふ しg iつgヾそのしてへち ji ヾてそそう たえとさ kてに せふjたてに, iちほ てとすjたえちg iにうそのkg 

このすせう せgす lにkすせう iかhさ, ふヾのな iかちgす てす ヾてそすせえな gとせてへhiな せgす てす ヾすけせてに[ちてす, しg iつglgちすjkてへち.

]ヾふ iたうな iつgとkうkgす ちg gヾてkとえねてにたi gにkえな kすな iつiそかつiすな. ′たのな, gにkふ gヾgすkiか gヾふ kてち せgしえちg たgな, 
せgしほな せgす gヾふ kすな くすてたさぬgちかiな せgす kすな せにくiとちおjiすな ji てそふせそさとて kてち せふjたて, ちg jにたくうそそてにたi jkさち 

せgkgヾてそえたさjさ kのち せそすたgkすせほち たikgくてそほち jkて くgしたふ ヾてに たgな gちgそてけiか. ぉて せそかたg gそそうこiす せgkう せへとすて 

そふけて iつgすkかgな kてに kとふヾてに たi kてち てヾてかて ヾgとうけてにたi せgす ぬとさjすたてヾてすてへたi iちえとけiすg けすg さそiせkとすjたふ, けすg 

kさ しえとたgちjさ kのち jヾすkすほち たgな, けすg kさ そiすkてにとけかg kのち iとけてjkgjかのち, kのち gにkてせすちおkのち たgな せgす kのち 

giとてヾそうちのち ヾてに たgな たikglえとてにち jkてにな kふヾてにな hすgせてヾほち たgな. ぉとてヾてヾてすほちkgな gにkえな kすな jにちおしiすiな 
せgす ぬとさjすたてヾてすほちkgな kさち iちえとけiすg たi ヾiとすjjふkiとて にヾiへしにちて kとふヾて, たヾてとてへたi ちg たiすほjてにたi kすな 
iせヾてたヾえな hすてつiすhかてに kてに うちしとgせg せgす うそそのち giとかのち ヾてに ヾとてせgそてへち kて lgすちふたiちて kてに しiとたてせさヾかてに 

せgす にヾてhgにそかこてにち kすな せそすたgkすせえな gそそgけえな. 

『 《にとのヾgはせお 《ヾすkとてヾお ヾとgけたgkてヾてすiか ji ふそさ kさち 《《 iせjkとgkiかg iにgすjしさkてヾてかさjさな jkて ヾとふくそさたg 

kさな gそそgけおな kてに せそかたgkてな せgす jkて ヾほな たヾてとてへたi ちg jにたくうそそてにたi jkてち ヾiとすてとすjたふ kてに. ぇkて ヾそgかjすて 

kさな iせjkとgkiかgな gにkおな, hさたすてにとけおjgたi えちg たすせとふ たgしさkすせふ lにそそうhすて, ヾ てに ヾ iとすそgたくうちiす ヾ そさとてlてとかiな 

jぬikすせう たi kすな せそすたgkすせえな たikgくてそえな せgす kて とふそて ヾてに たヾてとiかki ちg ヾgかつiki jkさち gちkすたikほヾすjお kてにな. 
《ヾかjさな, jgな せgそてへたi ちg にヾてけとうねiki jにたくてそすせう たすg «hえjたiにjさ» (くそ. てヾすjしふlにそそて) けすg kさ たiかのjさ 

kのち iせヾてたヾほち hすてつiすhかてに kてに うちしとgせg, ilgとたふこてちkgな たすせとえな gそそgけえな jkさち せgしさたiとすちお jgな このお.

《かちgす jさたgちkすせふ ちg iかjki iちさたiとのたえちてす jぬikすせう たi kすな せそすたgkすせえな たikgくてそえな, せgしほな てす jにちえヾiすえな kてにな 
iちhえぬikgす ちg iかちgす jてくgとふkiとiな ふkgち たiけgそほjiki. ‒すg jにこおkさjさ たえjg jkさち kうつさ しg おkgち すhすgかkiとg 

iにヾとふjhiせkさ. ]ち ふそてす てす jにたたgしさkえな jgな にヾてけとうねてにち kさ «hえjたiにjさ», しg たヾてとiかki ちg jにちkてちかこiki 
kすな ヾとてjヾうしiすえな jgな せgす ちg gちkgそそうjjiki iたヾiすとかiな gヾふ kさち せgkgヾてそえたさjさ kさな にヾiとしえとたgちjさな kてに 

ヾそgちおkさ.

‒ヾてとiかki ちg くとiかki kさ «hえjたiにjさ», たgこか たi ヾiとすjjふkiとiな ヾそさとてlてとかiな せgす iせヾgすhiにkすせふ にそすせふ, jkてち 

hすせkにgせふ kふヾて www.climatechange.eu.com. 

ぁ えそiけぬてな kのち せそすたgkすせほち たikgくてそほち iかちgす たすg gヾふ kすな たiけgそへkiとiな ヾとてせそおjiすな ヾてに えぬiす せそさしiか ちg 

gちkすたikのヾかjiす さ gちしとのヾふkさkg のな jおたiとg. 《そヾかこてにたi ふkす ijiかな せgす kて jぬてそiかて jgな しg jにたヾとうつiki 
jkさち ヾとてjヾうしiすg せgkgヾてそえたさjおな kてにな gヾふ gにkお kさ jkすけたお!

‒i lすそすせてへな ぬgすとikすjたてへな,

ぇkgへとてな 〉おたgな
《ヾかkとてヾてな ぃiとすくうそそてちkてな
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ぁ せふjたてな jおたiとg hiかぬちiす すhすgかkiとて iちhすglえとてち 

けすg kすな せgしさたiとすちえな せgすとすせえな jにちしおせiな, せうkす 
ヾてに たうそそてち hiち たgな ヾとてせgそiか えせヾそさつさ, gち 

gちgそてけすjkてへたi kさち iヾかhとgjさ ヾてに えぬiす て せgすとふな 
jkさ hすうしijお たgな, jkて ヾほな ちkにちふたgjki せgす jkて kす 
kとほたi.
‒i kさ そえつさ «せそかたg» ふたのな hiち iちちててへたi kてち 

せgすとふ. ]ちgliとふたgjki jkて たえjて ふとて kのち せgすとすせほち 

jにちしさせほち ヾてに iヾすせとgkてへち ji たかg てとすjたえちさ 

ヾiとすてぬお, けすg たiけうそさ ぬとてちすせお ヾiとかてhて. 

ぉて せそかたg ヾてすせかそそiす そふけの lにjすせほち jにちしさせほち. っjkふjて, ふヾのな えぬiす gヾてhiすぬkiか ヾとふjlgkg, 

にヾうとぬてにち hすglてとてヾてすおjiすな ヾえとgち kてに lにjすてそてけすせてへ kすな kiそiにkgかiな hiせgikかiな, そふけの 

gちしとほヾすちのち, くすてたさぬgちすせほち せgす けiのとけすせほち hとgjkさとすてkおkのち せgす ヾgとiたくうjiのち. 

〉iち iかちgす lにjすてそてけすせふ ちg gそそうこiす kて せそかたg;

ぁす gせkかちiな kてに おそすてに しiとたgかちてにち kさち iヾすlうちiすg kさな けさな. 【gしほな さ しiとたてせとgjかg 

jkさ けさ gにつうちikgす, さ しiとたふkさkg iヾすjkとえliす jkさち gkたふjlgすとg. ╉ちg たえとてな gにkおな 
gヾてととてlうkgす お gちkgちgせそうkgす ヾかjの jkさ けさ gヾふ kg gえとすg kてに しiとたてせさヾかてに, ヾてに 

にヾうとぬてにち jkさち gkたふjlgすとg, ふヾのな kて CO
2
, てす にhとgkたてか, kて てつiかhすて kてに gこほkてに, 

kて たiしうちすて せgす kて ふこてち. ]にkお さ lにjすせお hすghすせgjかg てちてたうこikgす lgすちふたiちて kてに 

しiとたてせさヾかてに せgす iかちgす gにkお ヾてに iにしへちikgす けすg kさ このお jkてち ヾそgちおkさ たgな. ゅのとかな 
gにkお, て たえjてな ふとてな しiとたてせとgjかgな kてに ヾそgちおkさ たgな しg おkgち -18°C.

 

】ふけの kのち iヾすヾkほjiのち kさな gちしとほヾすちさな hとgjkさとすふkさkgな jkて ヾiとすくうそそてち kてち 

kiそiにkgかて gすほちg, さ jにけせえちkとのjさ  giとかのち kてに しiとたてせさヾかてに jkさち gkたふjlgすとg, 

kて 80% kのち てヾてかのち gヾてkiそiか kて CO
2
, iかちgす jおたiとg にねさそふkiとさ gヾ’ ふ,kす kg 

kiそiにkgかg 650.000 ぬとふちすg. ]にkふ えぬiす のな gヾてkえそijたg ちg gにつさしiか て たえjてな ふとてな kさな 
しiとたてせとgjかgな せgkう 0.74°C ji ふそて kてち せふjたて せgす せgkう 1°C jkさち 《にとほヾさ. 

 

‒i kさ ぬとおjさ せgにjかたのち, ふヾのな けすg ヾgとうhiすけたg kさな くiちこかちさな せgす kてに ヾikとiそgかてに, けすg 

kさち ヾgとgけのけお iちえとけiすgな, さ gちしとのヾふkさkg えぬiす ヾとてせgそえjiす kさち えせそにjさ kiとうjkすのち 

ヾてjてkおkのち CO
2
 jkさち gkたふjlgすとg. 《ヾすヾそえてち, にヾうとぬてにち せgす うそそg gえとすg kてに 

しiとたてせさヾかてに ヾとてiとぬふたiちg gヾふ てとすjたえちiな くすてたさぬgちすせえな hとgjkさとすふkさkiな, kさ 

けiのとけかg せgす kすな ぬのたgkiとえな. 

dすgkか jにたくgかちiす gにkふ;

ぉす せgすとふ せうちiす jおたiとg;

『 gそそgけお kてに せそかたgkてな iつgとkうkgす gヾふ ijえちg

2
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ポ┆┑┊│〞〝┋ ┈┌│…;

【gkう ヾふjて jにたくうそそてにち てす 
《にとのヾgかてす jkて ヾとふくそさたg; 

ポ┆┑┊│〞〝┋ ┈┌│…;

• ぉg えちkiせg ぬとふちすg たi kすな にねさそふkiとiな しiとたてせとgjかiな, ヾてに えぬてにち せgkgけとgliか 
ヾてkえ, ヾgとgkさとおしさせgち gヾふ kすな gとぬえな kさな hiせgikかgな kてに 1990 たえぬとす jおたiとg. 

• ぇへたlのちg たi kすな ヾとてけちほjiすな kのち iヾすjkさたふちのち, さ しiとたてせとgjかg ji ふそて kてち 

ヾそgちおkさ iちhえぬikgす ちg gにつさしiか せgkう 1,1 たえぬとす 6,4 oC jkさ hすうとせiすg kてに iすせてjkてへ 

ヾとほkてに gすほちg iうち hiち そさlしてへち たえkとg けすg kさ たiかのjさ kのち iせヾてたヾほち.

• 【うしi 《にとのヾgかてな ヾgとうけiす 11 kふちてにな iせヾてたヾほち giとかてに kてに しiとたてせさヾかてに kて 

ぬとふちて, gヾふ kてにな てヾてかてにな jぬihふち 9 kふちてす iかちgす iせヾてたヾえな CO
2
. 

• ぉg ちてすせてせにとすう ぬとさjすたてヾてすてへち kて えちg kとかkて kさな iちえとけiすgな ヾてに せgkgちgそほちikgす 
jkさち 《.《. せgす iヾてたえちのな iにしへちてちkgす けすg ヾiとかヾてに kて 20% kのち iせヾてたヾほち 

CO
2
. ぉて 70% kさな iちえとけiすgな ヾてに ぬとさjすたてヾてすiかkgす jkg ちてすせてせにとすう 

せgkgちgそほちikgす jkさ しえとたgちjさ kのち jヾすkすほち たgな, kて 14% jkさ しえとたgちjさ kてに 

ちiとてへ せgす kて 12% jkて lのkすjたふ せgす jkすな さそiせkとすせえな jにjせiにえな. 
• ぉg gにkてせかちさkg すhすのkすせおな ぬとおjさな iにしへちてちkgす けすg kて 10% kのち iせヾてたヾほち CO

2
 

kさな 《.《.

• ぇkさち 《にとほヾさ せgkてすせiか たふそすな kて 7% kてに ヾgけせふjたすてに ヾそさしにjたてへ, 

ぬとさjすたてヾてすiか, ふたのな, kて 20% kのち lにjすせほち ヾふとのち kてに ヾgけせふjたすてに 

てすせてjにjkおたgkてな, ふjてち glてとう jkg kとふlすたg, jkさち iちえとけiすg せgす jkさち 

gヾてととふlさjさ gヾてくそおkのち. 

• 【うしi 《にとのヾgかてな ヾgとうけiす せgkう たえjて ふとて 1 せすそふ gヾてくそおkのち kさち さたえとg. 

【うしi ぬとふちて, ヾgとうけてにたi gヾてととかたたgkg jにjせiにgjすほち ヾてに すjてhにちgたてへち たi 
kて くうとてな 4.000 ぃへとけのち kてに ╈すliそ, せgす さ ヾてjふkさkg gにkお gにつうちikgす jにちiぬほな.

‒ikglてとえな 21%

diのとけかg 10%

〈すてたさぬgちすせえな 
hとgjkさとすふkさkiな 6%

]ヾふくそさkg 2%

【gkgちうそのjさ 

iちえとけiすgな 
iせkふな gヾふ kすな 

たikglてとえな 
61%

《せヾてたヾえな giとかのち kてに しiとたてせさヾかてに jkさち 《.《. kて 2003

3
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ぃてすiな iかちgす てす iヾすヾkほjiすな kのち せそすたgkすせほち たikgくてそほち;

】すほちてにち てす ヾうけてす. 『 しgそうjjすg ヾiとすてぬお ヾてに せgそへヾkikgす gヾふ kてち ]とせkすせふ ヾうけて 

jkて 〈ふとiすて ぃふそて えぬiす jにととすせちのしiか kすな kiそiにkgかiな hiせgikかiな せgkう 10%, せgす kて 

ヾうぬてな kてに ヾうけてに iヾうちの gヾふ kて ちiとふ えぬiす たiすのしiか せgkう ヾiとかヾてに 40%. ぇkさち 

うそそさ ヾそiにとう kさな けさな, て ヾうけてな ヾてに せgそへヾkiす kさち ]ちkgとせkすせお えぬiす けかちiす gjkgしおな. 
 

ゃヾてぬのとてへち てす ヾgけikほちiな. ‒えぬとす kて 2050 iかちgす ヾすしgちふ ちg iつglgちすjkiか kて 75% 

kのち ヾgけikほちのち jkすな 《そくikすせえな ╈そヾiすな. 

]ちiくgかちiす さ jkうしたさ kさな しうそgjjgな. ぉてち ヾとてさけてへたiちて gすほちg, さ jkうしたさ kさな 
しうそgjjgな gちにねほしさせi せgkう 12 たえぬとす 22 cm せgす ヾとてくそえヾikgす ふkす kてち iすせてjkふ 

ヾとほkて gすほちg しg gちにねのしiか たえぬとす せgす 59 cm. っjkふjて, てす kすたえな gにkえな hiち 

ヾiとすそgたくうちてにち kすな たiそそてちkすせえな けとおけてとiな たikgくてそえな jkさち せかちさjさ kのち ヾうけのち 

gヾふ kさち dとてすそgちhかg せgす kさち ]ちkgとせkすせお, ヾとうけたg ヾてに jさたgかちiす ふkす hiち iかちgす 
hにちgkふ ちg gヾてせそiすjkてへち たiけgそへkiとiな kすたえな gちふhてに kさな jkうしたさな kさな しうそgjjgな.

]せとgかg せgすとすせう lgすちふたiちg iかちgす jにちさしえjkiとg. 【gkgすけかhiな, ヾそさたたへとiな, 
つさとgjかiな せgす せへたgkg せgへjのちg しg iたlgちかこてちkgす ふそて せgす ヾすて jにぬちう. ぉさち kiそiにkgかg 

hiせgikかg, えけすちgち jkてち せふjたて kとiすな lてとえな ヾiとすjjふkiとiな lにjすせえな せgkgjkとてlえな 
そふけの kてに せgすとてへ, jにけせとすkすせう たi kさ hiせgikかg kてに 1960. ]ヾふ kて 2070 せgす 
たikう, jkさち 《にとほヾさ たヾてとiか ちg ヾgとgkさとてへちkgす kえkてすg lgすちふたiちg せgへjのちg 

ふヾのな iせiかちて kてに 2003, ぬとふちて ヾgとう ぬとふちて. ぁ せgへjのちgな kてに せgそてせgすとすてへ 

2003 iヾえliとi kてち ヾとふのとて しうちgkて 35 000 《にとのヾgかのち, せgkう kて ヾとほkて 

hiせgヾiちしおたiとて kてに ]にけてへjkてに, ヾとてせそおしさせgち ヾにとせgけすえな たiけうそさな えせkgjさな 
gそそう せgす けiのとけすせえな せgkgjkとてlえな, gつかgな うちの kのち € 10 hすjiせgkてたたにとかのち.

]ヾほそiすg kさな くすてヾてすせすそふkさkgな: さ gそそgけお kさな しiとたてせとgjかgな しg gヾてくiか たてすとgかg 

けすg gとせikう こほg せgす lにkう. ぃてそそう iかhさ こほのち, ふヾのな てす ヾてそすせえな gとせてへhiな, てす 
lほせすiな, てす しgそうjjすてす かヾヾてす せgす てす ヾすけせてに[ちてす iかちgす すhすgかkiとg iにうそのkg.
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『 《にとのヾgはせお ╉ちのjさ くとかjせikgす jkさち ヾとほkさ 

けとgたたお kのち hすiしちほち ヾとてjヾgしiすほち けすg kさち 

せgkgヾてそえたさjさ kのち せそすたgkすせほち たikgくてそほち. 

ぁす ヾとてjヾうしiすiな gにkえな そgたくうちてにち ぬほとg にヾふ 

kさち ヾとてjkgjかg kさな ぇへたくgjさな-«ぃそgかjすて kのち 

『ちのたえちのち 《しちほち» けすg kすな せそすたgkすせえな たikgくてそえな 
kてに 1992 せgす kてに ぃとのkてせふそそてに kてに 【すふkて kてに 

1997, ヾてに しえkiす jkふぬてにな けすg kすな iせヾてたヾえな kのち 

giとかのち kてに しiとたてせさヾかてに kのち gちgヾkにけたえちのち 

ぬのとほち. ]せふたさ, さ 《にとのヾgはせお 《ヾすkとてヾお えぬiす 
そうくiす iヾすヾそえてち たえkとg けすg ちg くてさしおjiす kすな ぬほとiな たえそさ kさな 《.《. ちg kさとおjてにち 

kてにな jkふぬてにな kてに 【すふkて. ぁす せにくiとちおjiすな しえkてにち ふとすg jkすな iせヾてたヾえな giとかのち, jkさ 

くすてたさぬgちかg せgす kさち ヾgとgけのけお iちえとけiすgな. ╈そそg たえkとg ヾてに えぬてにち そさlしiか gヾふ kさち 

《.《. jせてヾふ えぬてにち kさ くiそkかのjさ kさな iちiとけiすgせおな gヾてhてkすせふkさkgな ji くすてたさぬgちすせえな 
iけせgkgjkうjiすな せgす さそiせkとすせえな jにjせiにえな せkすとかのち せgす たiたてちのたえちのち jヾすkすほち. 

ぁす jkふぬてす ヾてに kえしさせgち たi kて ぃとのkふせてそそて kてに 【にふkて けすg kさ たiかのjさ kのち iせヾてたヾほち 

ヾgへてにち ちg すjぬへてにち kて 2012. 『 《《 ヾすjkiへiす gせとうhgちkg ふkす ぬとiすうこikgす たすg ちえg 

lすそふhてつさ jにたlのちかg ji ヾそgちさkすせふ iヾかヾihて けすg ちg せそすたgせのしiか さ gちkすたikほヾすjさ 

kさな gそそgけおな kてに せそかたgkてな たikう kて 2012. ぃとてせiすたえちてに さ ヾgけせふjたすg しえとたgちjさ ちg 

たさ そうくiす iヾすせかちhにちiな hすgjkうjiすな, てす iせヾてたヾえな giとかのち しiとたてせさヾかてに ji ふそてち kてち 

ヾそgちおkさ しg ヾとえヾiす ちg たiすのしてへち たえぬとす kて 2050 jkて おたすjに ヾiとかヾてに kのち kすたほち kてに 

1990 せgす てす iせヾてたヾえな gヾふ kすな gちgヾkにjjふたiちiな ぬほとiな せgkう 60-80%.

ぃてそそえな ikgすとかiな gちgそgたくうちてにち kて hすせふ kてにな たiとかhすて iにしへちさな せgす ヾとてjヾgしてへち 

ちg ヾgとうけてにち kg ヾとてはふちkg kてにな たi kとふヾて lすそすせふ ヾとてな kて ヾiとすくうそそてち. ぁす 
せgkgjせiにgjkえな gにkてせすちおkのち ヾとてjヾgしてへち ちg くiそkすほjてにち kさち gヾてhてkすせふkさkg 

kのち せgにjかたのち kのち gにkてせすちおkのち, ヾてに ヾのそてへちkgす jkさち 《.《., glてへ さ せgそへkiとさ 

gヾてhてkすせふkさkg せgにjかたのち jさたgかちiす せgす そすけふkiとiな iせヾてたヾえな CO
2
. 《そえけつki, 

そてすヾふち, kすな すjkてjiそかhiな たi kすな gけgヾさたえちiな jgな たうとせiな gにkてせすちおkのち せgす 
gちgせgそへねki kす せうちてにち けすg kさち せgkgヾてそえたさjさ kのち せそすたgkすせほち たikgくてそほち.

]ち しえそiki ちg たうしiki ヾiとすjjふkiとg iヾすjせilしiかki kて www.eea.europa.eu

dすg ヾiとすjjふkiとiな ヾそさとてlてとかiな jぬikすせう たi kg たえkとg hとうjさな ヾてに えぬiす そうくiす さ diちすせお 〉すiへしにちjさ ぃiとすくうそそてちkてな kさな 《にとのヾgはせおな 

《ヾすkとてヾおな, たヾてとiかki ちg iヾすjせilしiかki kて http://www.europa.eu.int/comm/environment/climat/home_en.htm

ぁ 《ヾかkとてヾてな kさな 《.《. けすg kて 

ぃiとすくうそそてち, せ. ぇkgへとてな 〉おたgな, 

gちglえとiす: 
“ぁす うちしとのヾてす えぬてにち kさち kうjさ ちg ヾすjkiへてにち ふkす てす 
ヾとてjのヾすせえな kてにな iヾすそてけえな hiち iヾさとiうこてにち せgしふそてに kて 

せてすちふ せgそふ. 『 gそおしiすg ふたのな iかちgす ふkす kて せうちてにち. ′jて 

iにしにちふたgjki けすg kすな せそすたgkすせえな たikgくてそえな, うそそて kふjて 

たヾてとてへたi ちg くてさしおjてにたi jkさち せgkgヾてそえたさjお kてにな. 

【うしi えちgな gヾふ iたうな たヾてとiか ちg jにたくうそそiす たi iヾすそてけえな 

ヾてに iせlとうこてにち jiくgjたふ けすg kて ヾiとすくうそそてち.”

]にkふ iかちgす えちg たiけうそて ヾとふくそさたg! 
ぉす たヾてとてへたi ちg せうちてにたi;
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• ‒さち つiぬちうki ちg jくおちiki kg lほkg, ふkgち hiち kg ぬとiすうこijki.
• ‒さち glおちiki kさち kさそiふとgjさ, kて jkiとiてlのちすせふ お kてち にヾてそてけすjkお jgな ji gちgたてちお. ぇkさち 

ヾiとかヾkのjさ gにkお, さ kさそiふとgjさ ぬとさjすたてヾてすiか せgkう たえjて ふとて kて 45% kさな iちえとけiすうな kさな. 
]ち ふそてす てす 《にとのヾgかてす iヾえそiけgち ちg たさ ぬとさjすたてヾてすてへち kさち せgkうjkgjさ gちgたてちおな けすg kすな 
jにjせiにえな kてにな, しg iつてすせてちてたてへjgち iちえとけiすg, gとせikお ちg さそiせkとてhてkおjiす たかg ぬほとg jgち kて 

〈えそけすて.

• ‒さち glおちiki kて せすちさkふ jgな ちg lてとkかこikgす, ふkgち さ たヾgkgとかg iかちgす けiたうkさ. ╉kjす jヾgkgそうki 
kて 95% kてに さそiせkとすjたてへ, iちほ たふちて kて 5% ぬとさjすたてヾてすiかkgす けすg kさ lふとkすjさ kてに せすちさkてへ 

jgな.
• ‒すそおjki jkてにな hすせてへな jgな gちしとほヾてにな けすg kすな さそiせkとすせえな 

そうたヾiな iつてすせてちふたさjさな iちえとけiすgな – hすgとせてへち ヾiとすjjふkiとて せgす 
せgkgちgそほちてにち ヾえちki lてとえな そすけふkiとさ iちえとけiすg gヾふ kすな jにたくgkすせえな. 

• ′kgち てす けてちiかな jgな iヾすそえけてにち ちえiな てすせすgせえな jにjせiにえな (ねにけiかg, 

ヾそにちkおとすg せ.そヾ.), こさkおjki kてにな ちg ヾとてkすたおjてにち gにkえな たi kさち 

ikすせえkg European Grade A+.

• ]ち せそiかちiki kさ くとへjさ iちほ くてにとkjかこiki kg hふちkすg jgな, 
 iつてすせてちてたiかki 12 えのな 15 そかkとg ちiとてへ.

• ‒さち にヾiとしiとたgかちiki kて jヾかkす jgな. 『 たiかのjさ kさな しiとたてせとgjかgな kてに jヾすkすてへ jgな せgkう 

たふそすな 1°C たヾてとiか ちg たiすほjiす せgkう 7% kて そてけgとすgjたふ kてに さそiせkとすせてへ. ぉて 70% kさな 
iちえとけiすgな ヾてに ぬとさjすたてヾてすiかkgす jkg jヾかkすg せgkgちgそほちikgす jkさ しiとたふkさkg.

• 》さkおjki kさ くておしiすg kのち hすせほち jgな gちしとほヾのち けすg ちg ヾとてけとgたたgkかjiki kて しiとたてjkうkさ 

kてに jヾすkすてへ, ほjki さ しiとたてせとgjかg ちg たiすほちikgす jkてにな 17°C kさ ちへぬkg お ふkgち iかjki えつの, せgす 
ちg iヾgちえとぬikgす jkてにな 20°C ふkgち つにヾちうki お ふkgち iヾすjkとえliki jkて jヾかkす.  

• 《つてすせてちてたおjki こijkふ ちiとふ, せうちてちkgな ちkてにな gちkか けすg たヾうちすて – gヾgすkiか kえjjiとすな lてとえな 
そすけふkiとさ iちえとけiすg. 

• ′kgち ikてすたうこiki えちg こijkふ とふlさたg, くとうjki たふちて kさち ヾてjふkさkg ちiとてへ ヾてに ぬとiすうこijki. 
• ′kgち giとかこiki kて hのたうkすふ jgな, glおjki てとしうちてすぬkて kて ヾgとうしにとて けすg たiとすせう そiヾkう せgす 

ふぬす けすg ヾてそそお ほとg, けすgkか にヾうとぬiす gヾほそiすg しiとたふkさkgな.
• 【うちiki kgせkすせう gヾふねにつさ jkて ねにけiかて jgな. ‒ヾてとiかki ちg iつてすせてちてたおjiki えのな せgす 30% 

gヾふ kさち iちえとけiすg ヾてに せgkgちgそほちikgす gヾふ gにkふ.

• ‒さ とにしたかこiki kて ねにけiかて jgな jkさち にねさそふkiとさ くgしたかhg ねへつさな. ′kgち さ しiとたてせとgjかg kてに 

iかちgす ぬgたさそふkiとさ gヾふ 5°C, gヾそう せgkgちgそほちiki ヾiとすjjふkiとさ iちえとけiすg. ]にkふ, くえくgすg, hi 
jさたgかちiす ふkす kg kとふlすたう jgな しg hすgkさとさしてへち lとえjせg けすg ヾiとすjjふkiとて せgすとふ. 

• ‒さ くうこiki jkて ねにけiかて こijkふ lgけさkふ. ]lおjki kて ヾとほkg ちg せとにほjiす. 

′そてす たgな えぬてにたi iにしへちさ けすg kさち せgkgヾてそえたさjさ kのち せそすたgkすせほち たikgくてそほち. 

ぃgとgせうkの, jgな ヾgとえぬてにたi たかg そかjkg ヾてに ヾiとすけとうliす hすうlてとてにな kとふヾてにな hとうjさな, 

kてにな てヾてかてにな たヾてとiかki ちg ilgとたふjiki ヾてそへ iへせてそg! 

┊┍━┅│┋〝 ┌┈ ━〝┊┅┈┋┌ペ┌─

┃┄〝│┋〝 ┌┈ ｠│ペ┃┈┉┌─

ぃほな たヾてとほ ちg くてさしおjの; 〉ほji たすg にヾふjぬijさ!
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• ′kgち せうちiki gけてとえな, ぬとさjすたてヾてすiかki kjうちkg ヾてに たヾてとiか ちg 

つgちgぬとさjすたてヾてすさしiか, gちkか けすg kすな ヾそgjkすせえな jgせてへそiな たかgな ぬとおjさな.
• ゅとさjすたてヾてすiかki kてにな せうhてにな gちgせへせそのjさな けすg kて けにgそか せgす つiぬのとかjki kて 

ぬgとkか, kて ぬgとkふちす せgす kすな せてちjえとくiな gヾふ kg にヾふそてすヾg gヾてととかたたgkう jgな. 
『 gちgせへせそのjさ せてちjiとくほち gそてにたすちかてに せgkgちgそほちiす hえせg lてとえな そすけふkiとさ 

iちえとけiすg gヾふ kさち ヾgとgけのけお せgすちてへとけすのち. ぉg iとけてjkうjすg ぬとさjすたてヾてすてへち 

ヾてそへ そすけふkiとさ iちえとけiすg, ふkgち lkすうぬちてにち ぬgとkか gヾふ ヾgそすえな ilさたiとかhiな gヾ’ ふ,kす 
gヾふ ぬgとkてヾてそkふ. 

• 《ヾすそえけiki ヾとてはふちkg ヾてに えぬてにち kさち iそうぬすjkさ hにちgkお jにjせiにgjかg せgす ふkgち 

たヾてとiかki gけてとうこiki ヾとてはふちkg ヾてに つgちgけiたかこてにち.

• 〈うこiki kて けiへたg ヾてに ヾgかとちiki たgこか jgな ji せてにkか ヾてに たヾてとiか ちg 

つgちgぬとさjすたてヾてすさしiか gちkか けすg ヾそgjkすせう jgせてにそうせすg お gそてにたすちふぬgとkて.

ペ┆ペ┃┍┃┄┑┋〝

┉〝┊┉ペ┌ペ 

• dすg たすせとえな gヾてjkうjiすな そかけのち ぬすそすてたえkとのち, gヾてliへけiki kさ ぬとおjさ kてに 

gにkてせすちおkてに. 【gそへkiとg ちg ヾiとヾgkおjiki お ちg ぬとさjすたてヾてすおjiki kて ヾてhおそgkて! 

• dすg たiけgそへkiとiな gヾてjkうjiすな, ヾとてkすたおjki gち けかちikgす kて kとgた, kて そiのlてとiかて お 

kて kとえちて. 

• 《ヾかjさな, gヾてliへけiki gち たヾてとiかki kg giとてヾてとすせう kgつかhすg – kg giとてヾそうちg 

iせそへてにち たiけうそさ ヾてjふkさkg CO
2
 jkさち gkたふjlgすとg.  

• ]ち てす けてちiかな jgな ヾとふせiすkgす ちg gけてとうjてにち gにkてせかちさkて, こさkおjki kてにな ちg 

gけてとうjてにち えちg たてちkえそて たすせとふ, ヾてに せgkgちgそほちiす そすけふkiとさ iちえとけiすg – たi kてち 

kとふヾて gにkふ しg iつてすせてちてたおjてにち せgす ぬとおたgkg gヾふ kg せgへjすたg! ぇへたlのちg たi 
kさ ちてたてしijかg kさな 《.《., てす せgkgjせiにgjkえな gにkてせすちおkのち ヾとえヾiす ちg gちglえとてにち 

ヾそさとてlてとかiな jぬikすせう たi kすな iせヾてたヾえな CO
2
 せgす kさち せgkgちうそのjさ せgにjかたのち 

kのち gにkてせすちおkのち.

┉┊┈┋━〝┌〝┋ ｠┊ペ┋┌─┊│┈┌─┌〝┋

• fにkえねki えちg hえちkとて jkて jぬてそiかて jgな, jkてち せおヾて お jkさ けiすkてちすう jgな! ぃえちki 
hえちkとg gヾてととてlてへち ヾiとかヾてに 1 kふちて CO

2
 ji ふそさ kさ hすうとせiすg このおな kてにな. 

• ぇkg せgkgjkおたgkg せgす kg jてへヾiと-たうとせik, ヾとてkすたおjki ヾとてはふちkg たi kさち ikすせえkg 

Eco, たi jへたくてそて えちg たすせとふ そてにそてへhす. 
• ゅとさjすたてヾてすiかki ふjて kて hにちgkふ そすけふkiとて ぬgとkか: くけうこiki lのkてkにヾかiな せgす gヾふ kすな 

hへて ヾそiにとえな kてに lへそそてに ぬgとkすてへ せgす ぬとさjすたてヾてすiかki kて さそiせkとてちすせふ kgぬにhとてたiかて.

• ゅとさjすたてヾてすiかki iけぬほとすg iヾてぬすgせう kとふlすたg. ′ぬす たふちてち iかちgす ヾすて にけすiすちう, gそそう 

せgす せgそへkiとg けすg kて ヾiとすくうそそてち!

• ぉとほki そすけふkiとて せとえgな. 『 ヾgとgけのけお せとえgkてな iせそへiす CO
2
.
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  《つてすせてちふたさjさ しiとたふkさkgな.

‒iすほjki kさ しiとたてせとgjかg kてに jヾすkすてへ jgな せgkう 1°C 

けすg たかg iくhてたうhg. ぃgかとちiki 10 くgしたてへな.

]iとかこiki kg hのたうkすg, lとてちkかこてちkgな ちg たさ ぬうちikgす 
しiとたふkさkg けすg たかg iくhてたうhg. ぃgかとちiki 5 くgしたてへな.

【うちki ちkてにな gちkか けすg たヾうちすて けすg たかg iくhてたうhg. 

ぃgかとちiki 5 くgしたてへな.

ぇせilしiかki kす ぬとiすうこijki gヾふ kて ねにけiかて ヾとてkてへ kて 

gちてかつiki – たさち glおちiki kさち ヾふとkg gちてすぬkお けすg ヾてそそお 

ほとg. ]ち kて せうちiki けすg たかg iくhてたうhg, ヾgかとちiki 1 くgしたふ.

  《つてすせてちふたさjさ さそiせkとすせおな iちえとけiすgな.

ぇくおちiki kg lほkg, ふkgち hiち kg ぬとiすうこijki. dすg たかg 

iくhてたうhg, ヾgかとちiki 5 くgしたてへな.

‒さち glおちiki kて せすちさkふ jkさち ヾとかこg, gち えぬiす おhさ 

lてとkすjkiか. ]ち kて せうちiki けすg たかg iくhてたうhg, 

ヾgかとちiki 1 くgしたふ.

【そiかちiki kiそiかのな kさち kさそiふとgjさ, kて jkiとiてlのちすせふ お 

kてち にヾてそてけすjkお jgな. ‒さち kg glおちiki ji gちgたてちお. 

dすg たかg iくhてたうhg, ヾgかとちiki 5 くgしたてへな.

  ]ちgせへせそのjさ.

ゅとさjすたてヾてすiかki せうhてにな gちgせへせそのjさな けにgそすてへ けすg 

たかg iくhてたうhg. ぃgかとちiki 1 くgしたふ.

dすg たかg iくhてたうhg, ヾgかとちiki たgこか jgな jkて jぬてそiかて 

たヾてにせうそす ちiとてへ ヾてに つgちgけiたかこiす, gちkか けすg ヾそgjkすせふ 

たヾてにせうそす たかgな ぬとおjさな. ぃgかとちiki 5 くgしたてへな.

ぃうとki jkて jてへヾiと-たうとせik kjうちkg けすg kg ねほちすg 

お つgちgぬとさjすたてヾてすおjki ヾそgjkすせお jgせてへそg たかgな 
ぬとおjさな けすg たかg iくhてたうhg. ぃgかとちiki 5 くgしたてへな.

  〈うhすjたg.

ぃiとヾgkおjki, せうちki ヾてhおそgkて お ぬとさjすたてヾてすおjki 
kすな gjkすせえな jにけせてすちのちかiな けすg ちg ヾうki jkて jぬてそiかて, 

jkすな iつのjぬてそすせえな jgな hとgjkさとすふkさkiな せgす ヾかjの jkて 

jヾかkす. dすg せうしi ぬすそすふたikとて, ヾgかとちiki 1 くgしたふ.

  】てすヾう.*

【gkgけとうliki kg たえkとg ヾてに そgたくうちiki けすg kさち せgkgヾてそえたさjさ kのち せそすたgkすせほち 

たikgくてそほち! dすg たかg ヾiとかてhて 6 iくhてたうhのち, hほjki jkてち igにkふ jgな えちg くgしたふ けすg 

せうしi たえkとて ヾてに そうくgki せgkう kさ hすうとせiすg kさな iくhてたうhgな せgす, jkて kえそてな kさな ヾiとすふhてに, 

ヾとてjしえjki kてにな くgしたてへな せgす hiかki kて kiそすせふ jgな gヾてkえそijたg. 

『 jにちてそすせお くgしたてそてけかg jgな えヾiすkg gヾふ 6 iくhてたうhiな:  ...........................................................................................
ぉて ふちてたg せgす さ にヾてけとglお jgな:  ...............................................................................................................................
‒うとkにとiな (てちふたgkg せgす にヾてけとglえな):  ......................................................................................................................

《くhてたうhg
 1さ

: 

*《ヾすjせilしiかki kさち すjkてjiそかhg www.climatechange.eu.com せgす iヾすそえつki ヾとふjしikiな hとgjkさとすふkさkiな.

《くhてたうhg
 2さ

:

《くhてたうhg
 3さ

:

《くhてたうhg
 4さ

:

《くhてたうhg
 5さ

:

《くhてたうhg
 6さ

:
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]ちgそうくiki hとうjさ jkて jぬてそiかて, jkて jヾかkす お jkて 

けにたちgjkおとすて. 

 

╉ぬiす ヾiとすjjふkiとさ ヾそうせg, ふkgち hとgjkさとすてヾてすiかjki 
たgこか たi うそそてにな!

• 【gkgjせiにうjki hすglさたすjkすせえな glかjiな, ヾてに 

iちしgととへちてにち kてにな gちしとほヾてにな ちg ヾとてくてへち 

ji たすせとえな gそそgけえな jkさち せgしさたiとすちふkさkう kてにな, 
ふヾのな kて ちg jくおちてにち kg lほkg, ちg ヾiとヾgkてへち 

gちkか ちg ぬとさjすたてヾてすてへち kて gにkてせかちさkて, ちg 

gちgせにせそほちてにち… せgす せとiたうjki kすな jkて jぬてそiかて, 

jkさ けiすkてちすう jgな お jkて けにたちgjkおとすて. 

• ‒すそおjki jkて jにたくてへそすて kてに jぬてそiかてに jgな けすg 

そへjiすな lすそすせえな ヾとてな kて ヾiとすくうそそてち, jぬikすせう たi 
kさ しえとたgちjさ せgす kてち giとすjたふ kのち gすしてにjほち, 

kさち iつてすせてちふたさjさ iちえとけiすgな jkてにな にヾてそてけすjkえな 
kてに jぬてそiかてに せgす kさち gちgせへせそのjさ ぬgとkすてへ せgす 
うそそのち gヾてととすたたうkのち. 

• 〉すiつうけiki iヾすぬてとさけてへたiちて gけほちg ヾてhさそgjかgな 
せgす hすgしえjki kg えjてhg ji iせjkとgkiかg けすg kさち 

gちkすたikほヾすjさ kのち せそすたgkすせほち たikgくてそほち. 
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《》ぉ｠》ゅぉ』 “』 〈‒‒〈e』 ゃぃゅ 】‒【｠〈ゃぃぉ 》ぁ〈ぇゃ〈ゃ〈【 〈ぅぃ ｠〈ぉ”

《たiかな, てす たgしさkえな kてに  ........................................................................................

 

(jにたヾそさとほjki kて jぬてそiかて せgす kさち kうつさ) gちgそgたくうちてにたi ヾとのkてくてにそかg けすg kてち 

えそiけぬて kのち せそすたgkすせほち たikgくてそほち せgす にヾてjぬふたgjki ちg けかちてにたi にヾiへしにちてす 
ヾてそかkiな gそそうこてちkgな kすな せgしさたiとすちえな たgな hとgjkさとすふkさkiな, たi jせてヾふ kさ たiかのjさ 

kのち iせヾてたヾほち CO
2
. 

『たiとてたさちかg:  ...............................................  ゅほとg:  .........................................

〉すiへしにちjさ kてに jぬてそiかてに:  ..................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

ぉさそえlのちて kてに jぬてそiかてに:  ...................................................................................

′ちてたg kてに せgしさけさkお:  .......................................................................................

〉すiへしにちjさ e-mail kてに せgしさけさkお:  .......................................................................

  
ぃgとgせgそてへたi ちg jkiかそiki kすな にヾてけiけとgたたえちiな hijたiへjiすな 

jkさ hすiへしにちjさ さそiせkとてちすせてへ kgぬにhとてたiかてに: 

pledge@climatechange.eu.com 

お kgぬにhとてたすせほな jkさ hすiへしにちjさ:

European Commission

Environment DG

Information Centre

Offi ce: BU-9 00/11

B-1049 Brussels

Belgium
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ゃヾてけとglえな:

 ′ちてたg  『たiとてたさちかg けえちちさjさな ゃヾてけとglお
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