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はじめに 

 

循環ワーカー養成講座は、環境問題と循環型社会に関する基礎的な知識と新しい視点を

提供する年 6 回の連続講座です。 

昨年度の『気候変動とサステナビリティ』に引き続き今年度は『低炭素社会のつくり方』

と題して、脱温暖化に向けての社会経済変革の方向性や具体的な取組みなどについて多彩

な講師陣にご指導をいただきました。 

また、環境省と中央区（東京都）のご後援、多数の企業のご協賛をいただき、6 回とも盛

況のうちに開催することができました。 

昨年 7 月には洞爺湖サミットもあり、まさに日本が世界的な低炭素社会づくりにおける

リーダーシップを発揮できる舞台は整っていました。しかし残念ながら、いまだにわが国

は自国の温室効果ガス削減の中期目標すら決められていません。 

洞爺湖サミットで意欲を示していた福田首相も、ハイリゲンダムサミットで意欲を示し

た安倍首相と同様 1 年で辞任してしまいました。米国がオバマ新大統領の下、グリーンニ

ューディールに向けて大きな舵を切る「チェンジ」を示しているのに対し、日本の政財界

の旧態然ぶり、麻生政権の経済重視路線は対照的です。2012 年の京都議定書目標達成の頼

みの綱は金融経済不況という皮肉な状況が現実です。 

しかし、今年度の講座で明らかになったことは、世界においても、日本においても、地

域においても、生活の場においても、低炭素社会に向けた技術、制度、マインドセットが

着実に準備されてきているということです。あとは旧態然とした政財界が変わるのを待つ

だけです。われわれが何らかのかたちで選んだリーダーたちですから、それほど時間をか

けずに新たな方向に歩みを進めてくれることを期待したいと思います。もちろん本講座を

受講された方は、すでに低炭素社会づくりに向けたマインドセットを持って歩みを進めて

いることでしょう。多様な分野での循環ワーカーとしてのご活躍をお祈りしています。 

 

この記録集の作成にあたって各講師には、不備の多い記録原稿に丁寧に手を入れていた

だきました。この場を借りて、改めて心から御礼申し上げます。 

 

2009 年 4 月 

特定非営利活動法人 循環型社会研究会 

事務局担当理事 久米谷 弘光 
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2008 年度 循環ワーカー養成講座 第 1 回 

 
「低炭素社会をつくるために」 
 

講師：末吉 竹二郎氏（国連環境計画・金融イニシアチブ特別顧問） 

日時：2008 年 5 月 22 日（木） 18：30～20：30 

会場：ノルドスペース セミナールーム（東京都中央区京橋 1-9-10 フォレストタワー） 

 

はじめに 
 日本はいま、これからお話するよう

に、重大な岐路に差し掛かっています。

ヨーロッパは、今日の話にも出てきま

すが当然先を走っていますし、 近は

アメリカも変わってきています。いま

や日本は、アメリカとヨーロッパとい

う 2 つの先進地域に挟まれて一番谷底

に落ちているのではないか。こういっ

た状況を早く改善していかないと日

本は非常に損をするのではないか、と

私は心配しています。 

  

1. 低炭素社会の姿 
今日のテーマは、「低炭素社会をつくるために」ということですが、私も参加しておりま

す「地球温暖化問題に関する懇談会」（以下、懇談会）でも同じようなテーマで議論がされ

ています。ここでまず問題になるのは、低炭素社会というのは何であるかということです。 

ここでお話するのは、まったく私の個人的な見解ですが、低炭素社会には 6 つのイメー

ジがあると思います。 

まず一番重要なのは、地球の吸収力の範囲内に排出を抑制すること。つまり、これ以上

大気中の CO2、あるいは温暖化ガスの濃度を高めないことが、低炭素社会の姿だと思いま

す。しかし、このこと自体は「もったいない」の思想で非常に窮屈な世の中を想像しがち

です。 

しかし、私は全く逆です。CO2 の排出量は減るけれども、より豊かな暮らしを私たちは

楽しむことができると考えます。場合によっては、物質的な豊かさもあるかもしれません

が、もっといえば「心豊かな」という言葉が当てはまるような、生活に充実感をもてる社

会を作ることが低炭素社会の目的ではないかと考えます。 

低炭素社会実現のために、当然、世界の排出量を減らしていくのですが、そのなかで非
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常に重要になってくるのは、自分の排出に責任を持つこと。つまり、自分が責任を持てる

範囲でしか CO2を使わないことです。 

そして、炭素に価格がつくこと。キャップ＆トレードは、ヨーロッパでは、すでに始ま

っています。また、アメリカでも間もなく始まります。日本でも炭素に価格をつけること

で、排出量を減していこうじゃないか、と懇談会のなかでも話し合っているところです。

これを別の言葉でいうと、外部不経済です。実際はコストがかかっているのに、コストと

見なさない、その外部不経済を内部化していく、コストとして取り込んでいくことによっ

て、正しいコストを環境に払っていくという考え方です。 

それから、これは私がこういったことを通じて常に考えていることですが、日本に本当

の民主主義はあるのだろうか。やはり、国民がいろいろな意味で中心になり、市民が主導

する社会、市民の声がもっと大きく政策や国のあり方、あるいはビジネスのあり方に反映

されるような社会、低炭素社会では、ぜひこのような真の民主主義が根付く社会を築くべ

きであります。 

先日、私の友人がこういったコメントをくれました。「企業の利害を優先するのか、社会

の利害を優先するのかの争いですよ」と。たとえば、この言葉を借りるとしたら、企業の

利益が社会の利益に優先される社会は本当の民主主義なのか、たとえば、このような議論

もできるのではないでしょうか。 

また、これは当然ですが、CO2 は国境を知りません。つまり、ここで出たものは、一週

間で世界をぐるっとまわります。それを減らそうというのですから、世界がいっしょにな

って減らしていかなければいけません。私は、このことを懇談会でも強く主張しています。

ですので、低炭素社会が実現すれば、そこにはいままで人類が経験したことのない国際的

な連携が進むでしょう。 

 これが低炭素社会の姿ではないか、と思っています。 

 

2. EU の動き 
 こういった低炭素社会を実現させるために、世界ではすでにいろいろな取組が始まって

います。ご存じの方も多いと思いますので簡単に説明しますが、今年の 1 月 23 日、ダボス

会議の初日にあたる日に EU のバローゾ委員長が 2013 年以降の EU の政策の中身を発表し

ました。これは、2020 年までに CO2 排出量を 20％削減する、その中身を具体的に法案と

して落とし込んでいく作業を始めますという発表だったのですが、そこに 2013 年から EU

内で配る Allowance（排出権）については原則オークションにすると発表しました。いまは、

約 5,000 の企業の配下にある約 11,500 の事業所に Allowance を配っていますが、これは無

償で配られています。配られた Allowance 以上排出するのであるならば、罰金を払うかマ

ーケットで買ってきなさいということですが、1 万トンなら 1 万トン、10 万トンなら 10 万

トンといま配られている Allowance は、タダです。はじめは、6 割程度をオークションに

するという話のようですが、2020 年には 100％オークションにすると。これは入札ですの
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で、マーケットで普通に買う場合より難しいのです。これで、炭素に価格がつきますね。 

 そして、炭素の管理、英語で Carbon Management といいますが、いったい CO2をどれ

くらい出すのか、マーケットから Allowance を買うのがいいのか、いつ買うのがいいのか、

どのような設備投資をするのか、これらは明らかに経営の問題です。炭素の管理が経営の

中枢を占め、炭素の管理のできない人は信用の資格がない、とまでいわれるようになって

きています。 

 あと EU のことで一ついいたいのは、彼らは 2050 年までにはこのようにする、と非常に

長期の計画を出しました。ですので、ヨーロッパの企業には、向こう半世紀にわたって、

社会全体が、経済がどういう方向に動いていくのか、はっきり示されているわけです。こ

れに対して、この国は明日、一年後、二年後にどういう政策が出るのか、まったく誰も知

らないわけです。そういうなかでビジネスをやっている、あるいは企業で働いている人は、

本当の意味での長期的な戦略が打ち出せるでしょうか。どっちが企業からみて幸せでしょ

うか。一部の有力企業が反対して議論が進まない、そういうなかで長期戦略が出せない、

すべて自主の名のもとに行われている。でも、ヨーロッパでは明らかに長期戦略のもとで

ビジネスが動き始めている、お金も動き始めていると思います。 

政治が経済に与える影響というのは非常に大きいですよ。長期の政治的なフレームワー

クを示すことは非常に大事な政治の役目です。政治と経済が別だという話にはまったくな

りません。 

 

では、なぜこのようにヨーロッパが熱心かというと、IPCC 等を前提に 2℃以上の温度上

昇はなんとしても避けたいからです。現実には、もう 2℃は難しいようですが、3℃に近い

と状況は非常に厳しくなるようですので、何とか 2℃に近いところで収めたい。このような

こともあり、EU 委員会の環境担当委員は、温暖化対策は大戦といっしょだといっています。

しかもそれは、数世代にわたってつづく大戦だといっています。つまり、国家の総力をあ

げて取り組む問題だということです。そうやって、EU のなかのあらゆるパワーを引き出そ

うとしている。 

ではなぜ EU がそういったことができると思っているかというと、EU がいま世界で一番

の経済力を築きあげたからです。人口も 5 億とアメリカの 3 億を上回り、GDP のトータル

もアメリカを上回りました。国連でも、アメリカは一票しか持っていませんが、EU は 27

票持っています。ですので、彼らはいまものすごいパワーを持っています。 

そして、私がよくいうのは、彼らは規制を輸出し始めています。嫌なら EU に来なくて

いいよと。たとえば、2011 年ですか、2012 年ですか、EU を離着陸する航空会社に CO2

の排出枠をかけるといっていますね。これは、陸海空の交通手段に CO2 規制をかけるとい

うことで、車も 1km の走行あたり 130g 以下にしようとしている。ですので、日本に規制

がなくても、JAL や ANA が EU に飛ぶのであれば、彼らにも排出枠がかけられる、達成で

きなければ、排出権を買わないといけない。こういう規制の輸出をし始めているわけです。
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これが、EU の戦略です。 

たしか 2000 年 5 月、リスボンで宣言を発表しております。ここでは、EU の 2010 年ま

での中期戦略は、EU を世界 大 強の経済にすること、これが EU の戦略であると歌って

います。ですので、EU は大きな目標のもとで、ものを考え決定しているわけです。そうい

うところと、われわれは競争しないといけないのです。10 年後にどのようになりたい、だ

からいま何をしないといけないか。非常に論旨明快ではありませんか。日本が 10 年後にど

のようになりたいか、誰が何をいっていますか。そういう目標のないなかで、ぐちゃぐち

ゃいっているというのでは、非常に困りますね。 

 

3. アメリカの動き 
 次にアメリカです。アメリカでは、すでにキャップ＆トレードは導入されるか、されな

いかではなく、いつ導入されるのかが問題です。結論からいうと 2010 年ぐらいでしょう。

なぜかというと、民主党はもうオバマに決まったようですが、オバマ、クリントンと、共

和党のマケインは、温暖化対策の確信犯ですね。たとえば、オバマは、2050 年までに 80％

の削減をアメリカは目指すといっています。税金を使って、再生可能なエネルギーの普及

をもっと進めるといっています。クリントンも同じようなことをいっている。 

昨年の 11 月だったかと思いますが、大統領選に出たい人を集めて討論会を開いたそうで

す。そのときのテーマがなんだったと思いますか？ Global Warming です。アメリカは、

ブッシュのおかげで非常に遅れていると皆さん思われているかも知れませんが、国のトッ

プを選ぶ選挙のステップとして、Global Warming をテーマに候補者をよんで、国民の前で

議論をさせる、そういう国なんですね。では日本のなかで、何が起こっていますか？ いま

民主党が温暖化対策法案を作って出すという記事が出ていますが、まだ一本も出ていませ

ん。アメリカではすでに上院に対して、10 本以上の法案が出ています。どっちが熱心なん

でしょうか。 

 また、共和党議員でありながらマケインも非常に熱心ですね。2003 年から自分の名前を

付けた法案をずっと出し続けています。なんとかキャップ＆トレードの導入を実現させよ

うと頑張っています。先週だったか、自分が大統領になったときの政策を発表しました。

そして、いまのままの政策を継続するようなバカなことはしないと、そして、2050 年まで

に 60％の CO2の削減を目標にいろいろな手を打っていくと言明しています。 

 ですので、アメリカでは来年の後半になると、具体的な政策転換があるのではないかと

いわれています。とすると、2010 年にキャップ＆トレードが始まるというのも、非現実的

ではないのではないでしょうか。 

 

 アメリカがこれだけ動き始めたのは、グラスルーツが変わったからのようです。世界は

フラット化するという、トーマス・フリードマンという New York Times のコラミストが

書いた本がありました。これは、世界は丸いのではなくフラットである、なぜならコンピ
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ューターで世界のどこにいようと同じ情報がいまは手に入るからと。 

このフリードマンは、2006 年 12 月 31 日のコラムに、2006 年のアメリカを振り返って、

色で表わすとしたら何だろうか、それはグリーンである、と書いています。つまり、2006

年はアメリカが環境に大きく転換した年です。その理由は、皆さんもご存じのとおり 2 つ

あります。一つは、カトリーナです。もう一つは、『不都合な真実』。これらによって、ア

メリカの世論は大きく変わりました。一昨年の後半から去年の前半にかけて、いろいろな

世論調査が行われましたが、それらをみても、アメリカの世論が大きく変わったことが分

かります。 

 余談ですが、カトリーナはアメリカ人にとってかなりのショックだったようです。失わ

れた経済的な価値は、アメリカ人が一週間ただで働くのと同じ、つまり 50 分の 1 程度の

GDP が失われたそうです。ショックだったのは、9.11 以降、アメリカの人々の安全は、テ

ロ対策に集中されていました。しかし、後ろから殴られるように、カトリーナにやられて

しまった。あのようなことが起こり得るとは、かねてからいわれていたのに対応ができて

いなかった。また、その後の政府の対応もまずかったですよね。 

私は、ある世論調査のなかで、おばあさんがこういうことをいっていたのを覚えていま

す。「私はこのままの地球を孫に残したくない。こういう地球を孫に残すのは自分たちの恥

だ。でも、私に何ができるのかしら」と。これが、大半のアメリカ人のいまの気持ちだと

思います。 

アメリカでは、政府に先立ち市や州での動きが活発になってきていますが、これらもこ

のようなグラスルーツの気持ちに大きく支えられていると思います。たとえば、シアトル

市。シアトル市の水源は後背地にある高い山に降る雪です。つまり、雪解け水がシアトル

市の水源になっているわけですが、その雪の降り方が 近だいぶん乱れてきているそうで

す。しかも、春の雪解けが早くなってきている。雪はダムですので、雪解けが早いとだい

ぶん違うんですね。全部使われないうちに海に流れてしまいますので、影響は小さくない

わけです。そこで、シアトル市のニッケルズ市長は、シアトル市の水源を守るためには温

暖化を防ぐことだという発想をしたわけです。すごいと思いませんか。シアトル市だけで

は、どうしようもない問題かもしれないが、市の水源を守るために行動を起こそうではな

いかと運動を始めたわけです。シアトル市から始まって、いまでは 800 を超える市が、気

候保護連盟に名を連ねています。 

また、州でも、東部、中部、西部で 22 でしたかの地域連合を組んでキャップ＆トレード

を取り入れる運動が広がっています。東部の RGGI という地域連合では、電力を対象とす

る排出権の売買がすでに始まっています。つまり、アメリカでは世論の転換を受けて、一

番草の根に近い、民主主義に近い市や州のレベルで、活動が活発になっているのです。 

ところで、シュワルツネッガーが知事をしているカリフォルニアは先兵といえますね。

彼は、2050 年までに排出量を 80%削減すると非常に厳しいことをいっています。しかし、

2 年前に州知事選挙があったとき、選挙の半年ぐらい前までは民主党候補のほうが優勢だっ
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たのです。そこで、彼はとても厳しい環境政策を打ち出した。そうしたら、たちまち人気

が挽回し選挙に勝ったわけです。彼は、カリフォルニアこそ世界のリーダーになるといっ

てやっているわけです。たとえば、カリフォルニア州が日本の自動車会社を含む 6 大自動

車メーカーと訴訟合戦をしていることを皆さんご存知ですか？ このことについては、時間

が許せば、また後ほどお話しします。 

 

皆さん、メイン・ストリームが動くということで、USCAP の話をご存じでしょうか。こ

れは、United States Climate Action Partnership ということで、通称キャップです。キャ

ップというと、皆さんキャップ＆トレードを思い出されますね。そのためにこのような名

前を作ったのだと思います。いまアメリカのメイン・ストリームの企業は何を訴えている

か。科学的知見によれば、早く温暖化対策を打たなければ被害がますます大きくなり、そ

のための費用はうなぎ登りになる。だから、早く規制をかけてほしい。新たな規制をかけ

れば、そこにイノベーションが起こり、イノベーションが起きればアメリカ企業の国際的

な競争力が増す。だから、早く対応してほしい。これが、アメリカのメイン・ストリーム

の企業の言い分です。ところが、日本の経済団体が何をいっているかというと、規制は企

業の自主性を奪い、規制は官僚統制を招き、規制は日本の産業の国際競争力を失わせる、

といっているわけです。しかし、皆さん、よく覚えておいてください。アメリカの企業は

もともと規制に反対だといわれていましたが、日本の企業とはまったく反対のことをいっ

ています。どちらが勝つと思いますか？  

 

ところで、皆さんは、アル・ゴアの『不都合な真実』をどのように思われますか。ノー

ベル平和賞を受賞するほど、温暖化の現実をアメリカ、そして世界の人たちに目の当たり

に見せ、紹介したのでしょうか。私は、そうは取っていません。私は、あれこそはアメリ

カが政治的に、アメリカこそが温暖化対策でリーダーになるべきだ、ということを主張し

た本であり、映画であると思っています。だから、アメリカはやりたくないなのではなく、

やるなら自分たちこそリーダーになるといっているわけです。 

ここで、先ほどの EU の話と比べてみましょう。EU も世界のリーダーになるといってい

るわけですが、このままでは EU に先を越されてしまうということで、アメリカも立ちあ

がっているわけです。 

私は福田総理にも申し上げているわけですが、2015 年にこの分野でリーダーになってい

る国はどこだと思いますか？ 私が海外の人と話をすると次のようなことをいわれます。

2015 年にこの分野でリーダーになっているのは、中国だ、アメリカだ、うまくいけば EU

だと。しかし、環境技術世界一と誇っている日本がリーダーになるとは、誰も見ていませ

ん。そこで私がいうのは、2015 年に世界のリーダーが中国、アメリカ、EU といったなか

で、いまの日本の若者に夢を与えることができますかと。日本が入って、せめて 4 極で世

界をリードすることを目指すべきではないでしょうかと。 
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私は、このようなことを非常に心配します。この分野で、中国、アメリカがリーダーに

なるのは、経済力、排出量、人口の大きさから、まず間違いないでしょう。そういう意味

で、日本というのは非常に中途半端ですね。われわれは、相当な戦略をねらないと、身の

置所が難しいですよ。 

 

4. Equity について 
いま、ポスト京都の枠組みを決めるなかで、何が衡平かということを決めるのは非常に

難しくなっています。「こうへい」といったとき、「公平」と「衡平」とがありますが、い

ま世界が重要視しているのは、後者です。公平というのは、たとえば法の下ではすべての

人が公平であるという使われ方をします。しかし、次の場合はどうでしょう。食料が不足

し、これからは一人につき、毎日 500g しかお米を配らないとなったとき、法の下では、み

な平等だといって、一人につき 500g しか配らない。これは、衡平だと思いますか？ 赤ち

ゃんに 500g、琴光喜に 500g 配ることは、衡平でしょうか。そうではありません。 

2 番目の衡平は、英語で Equity といいます。この Equity の概念は、非常に重要だと思

います。形式的に決められるのが、公平だとすると、実質的に違う視点から問題を見直す

といった感じです。ですので、アメリカの良心的な人は次のようなことをいっています。

アメリカの人口は、せいぜい世界の 4％弱ですが、この 4％の人たちが世界の 25％のエネル

ギーを消費していることは、Equity の視点からよいのか。ですので、Equity は倫理の概念

がかなり入ってくると思います。この Equity の考え方をどこまで深めていけるかというこ

とが、日本がこれから国際社会のなかでどういう地位を占めるのかということに非常に重

要になってきます。 

そこで、温暖化対策について、どこがどのくらい責任を取るかという問題で、この Equity

の概念で考えると、見えてくる風景がかなり変わると思います。ある国の製鉄会社の人は、

われわれこそ、世界 高のエネルギー効率を持っている。その 高のエネルギー効率を持

っているところが、なぜエネルギー効率の低いところより厳しい規制を受けなくてはいけ

ないのかと。皆さん、どう思いますか？ 炭素に制約がない時代に成長し、高いエネルギー

効率を得た会社とそうではないところという見方もできます。われわれにも同じ条件を与

えてほしいといわれているなかで、温暖化の問題を考えたとき、あなた方に制限をかける

のは当然です、といっていることになります。  

ところで、排出量の衡平さを考えたとき、12 ぐらいの基準があるそうです。先ほどの、

一人当たりいくらというのもありますね。GDP に対するエネルギー効率という考え方もあ

りますね。さらに難しくするのは、過去責任と未来責任の問題です。先進国と途上国を考

えたとき、過去責任は、だいたい 7 対 3。現在責任は、5 対 5 の even です。そして、未来

責任は 3 対 7、あるいは 2 対 8 ぐらいでしょうか。どの時点でみるかによって非常に違いま

す。こういった違いのなかで国際的に合意できる枠組みをつくることは非常に大変だと思

います。 
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5. カーボンオフセットの可能性 
先ほど、私は低炭素社会では自分の排出に責任をもつ、といいましたが、ここでいいた

いのは、VER の可能性についてです。CDM というのは、日本の場合、マイナス 6％に換算

してよい国連が承認した公的な枠ですが、VER というのはボランティアの世界です。公的

には、その価値観を認められません。 

炭素に価格がつくといいましたが、誰かが貨幣的な価値があると権威づけをしないとい

けないわけです。EU でやっているのは、EU が炭素は 1 トン当たりいくらです、と国家的

権威で貨幣的価値を賦与しているので、みんな取引をしているわけです。ですので、誰が

その貨幣的価値をつけるのかが重要になってきます。日本においては、日本国政府が、た

とえばキャップ＆トレードを導入することで貨幣的価値をつける。これは、われわれが日

常的に使う円といっしょです。 

ところが、別に政府が貨幣的な価値を認めなくても、「私は貨幣的な価値があると思うの

で」といって、お金を払うという人もたくさんいます。たとえば、CSR の世界で企業がお

金を使うことといっしょです。いまは、公的な CER が 9 割以上、今年は 10 兆円規模の取

引があるといわれています。しかし、VER もそれなりに大きくて、昨年で 7000 万トンぐ

らいの CO2 の削減があったそうです。VER は CER に比べて値段が安い、数ドルから 10

ドル程度安いです。これは、公的な権威づけがされておらず、民間のなかで取引されてい

るからです。 

私は、この VER にはすごい可能性があると思います。たとえば、東京あるいは、京橋の

なかだけでも排出量の削減をすれば、それを価値のあるものとする。あるいは、洞爺湖町

と京橋が協力し、北海道の洞爺湖町で減らされた排出量を京橋で買うということもできる

かと思います。あるいは、限界村落といわれているところで、森や森林を管理し、それを

クレジットとして認めるとします。間伐をする費用を都会の人たちが持ち、そこで生まれ

たクレジットを譲ってもらう。こうすると、都会のお金が限界村落に流れていきます。そ

して、限界村落で仕事が生まれます。こういったことは、非常に可能性のあることだと私

は思っています。これからは、こういうクレジットをボランティアやビジネスとして行う

ことで、都会と地方、あるいは先進国と途上国、との連携を深めていくことができるので

はないでしょうか。 

これは、大きな世界の流れだと思います。ロンドンで話を聞いた人によると、2010 年代

には、VER だけで年間 10 億トンくらい売れるだろうと。1 トン、1000 円だとしても 1 兆

円ですよ。アメリカは、もともとボランティアの活発なところですが、もしアメリカで正

式なキャップ＆トレードが始まると、2020 年には 1 兆ドルになるといわれています。100

兆円ですよ。 

 

6. CO2本位制度 
 このような流れのなかで低炭素社会を作るとしたら、実質的には「CO2 本位制度」が始
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まるのではないでしょうか。2 年前かに日経の経済教室に「CO2本位制に備えよう」という

テーマで小論文を出したわけですが、そこで述べたのは、これからは自分たちが排出を許

される CO2 の量のなかでしか活動ができなくなるということです。地球全体でいえば 31

億炭素トンですが、このうち日本にどのくらい割り振られるのか分かりませんが、たとえ

ば 5％とすると 1.5 億トンしか日本は排出できない。とすると、日本のなかで、この 1.5 億

トンをどのように分配するかという問題になります。そういう運営をしていくしかなくな

ります。これを私は金本位制度に引っ掛けて CO2 本位制度とよんでいます。金本位制度の

もとでは、国の持っている金の量が、貨幣の発行量を決めました。お金の大きさが経済の

大きさを決めますので、金本位制度では、金の保有量が経済の大きさを決めていたわけで

す。では、CO2 本位制度のもとでは、どうでしょう。排出できる CO2 の量が経済の大きさ

を決めるということになります。そういう時代に入ったと私は思います。こういうシステ

ムのもとでは、空気は無限の資源ではなくなります。空気は有限な資源でコストを生むよ

うになるわけです。 

 少し前ですが、新聞にこういったことを書いている人がいらっしゃいました。アダム・

スミスとカール・マルクス、実はこの 2 人に共通点があります。それは、この世に貨幣的

価値をつけられない物は 2 つあるといっています。何かというと、空気と水です。しかし、

とっくに水には貨幣的価値がついています。そして、 後の砦である空気にいま貨幣的価

値がつけられたのです。つまり、あの偉大な 2 人の経済学者は、将来を読み切れなかった。

もうこの世に、貨幣的価値をつけられないものはなくなってしまったわけです。 

  

7. 新しい価値観の誕生 
こういったなかで、私は新しい価値観が生まれてくると思います。それは、非常に簡単

な話で「CO2 を出すことは悪いこと」ということです。悪いことをすると、罰せられる、

損をする、そして 後には嫌われます。逆に CO2 を減らすことはいいことになってきます

ので、CO2を減らせば、得をする、褒められる、そして歓迎されるわけです。 

こういうと、多くの人は、そんなバカなと思うわけですが、私は本当にこういったこと

が世の中を決めていくと思います。もう例を出すまでもないのですが、 近好んで使うの

は、ロンドンの渋滞税です。いま、月曜日から金曜日、朝 7 時から夕方 6 時までの時間帯

にロンドンの中心部に車で入ると、監視カメラによって自動的にナンバープレートを読み

とって、翌日には請求書が送られてくるそうです。請求額は 8 ポンド、約 1,800 円です。

それを今度は 10 月から 25 ポンドにするそうです。これは、5,000 円をゆうに超えます。し

かし、渋滞税を取られるのは、ガソリン車のみです。仮に電気自動車などのエコカーを運

転しているときには、請求書が送られてきません。つまり、CO2を出すものは損をし、CO2

を減らすものは得をする、ということです。これはぜひ覚えておいてほしいと思います。 
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8. 低炭素経済 
低炭素経済、Low Carbon Economy、という言葉があります。低炭素社会の根幹をなす

のは、やはり経済です。経済を低炭素化していくことです。たとえば、高炭素経済を 20 世

紀の大量生産だとすると、この高炭素経済は明らかに終焉を迎えたでしょう。 

なぜ私がこういうことをいうのかといいますと、懇談会で技術が重要だという人、特に

ビジネスの人、が少なくないからです。技術がなければ何もできないではないかと繰り返

しおっしゃるわけです。確かに技術は大切ですが、では、技術だけで世の中が動くのか。

私は、社会科学のほうからしか世の中を見ていませんので、彼らの意見はピンの来ないの

です。私がいうのは、技術も大切だけど技術を活かすソフト、社会システム、がないとだ

めではありませんかということです。技術の開発にはお金が要りますが、このお金を誰が

出してくれるのか。 

低炭素経済を築いていくにはいろいろな要素がいります。日本は環境技術が世界一なの

で、黙っていても炭素経済になるかというと、まったくそのようなことはありません。そ

の技術をいかに活かして実際の経済を作っていくのか。この発想がないと、日本は非常に

困った状態になると思います。たとえば、ソーラーバレーあるいはサンバレーという言葉

をご存知ですか？ ソーラー、サンというのは太陽ということですが、いま、シリコンバレ

ーをこのように呼ぶようになっています。なぜかというと、シリコンバレーで、いま太陽

光パネルの技術のしのぎが削られているからです。そして、いまここにベンチャーキャピ

タルが入り始めているからです。去年、ベンチャーだけで 2,700 億円。 

いまベンチャーキャピタルが一番多く入っている分野は、まだバイオとかそういうとこ

ろですが、3 番目がこの Clean Technology といわれるものです。医療技術よりも多くのお

金が入り始めています。2010 年ぐらいには 2 兆円ぐらいのお金が入るだろうといわれてい

ます。象徴的なのは、あのグーグルがこの分野に参入することを発表しました。その前に

グーグルを始めた 2 人が、ポケットマネーを入れているということは聞いていたのですが、

今度は正式に企業として始めたわけです。 

こういったグリーンエネルギーの市場規模は、いまだいたい 8 兆円です。しかし、あと

10 年もすると、25 兆円ぐらいになるといわれています。そして、去年だけで、15 兆円の

お金が入っています。その前は、10 兆円です。ですので、毎年 10 兆円、15 兆円という規

模でいまこの分野にお金が入っていっているわけです。 

サブプライムローンでクレジットクランチだといわれています。しかし、4 月のある統計

をみますと他の分野の資金調達がうまくいかないなかにあって、太陽光パネル、風力発電

といった分野には依然として多くのお金が流れていることが分かります。サブプライムロ

ーンには関係ないのです。 

そして、私がもっとも懸念しているのは、IPO、新規上場です。ある統計をみますと、2006

年にはこの分野で 34 件の IPO が起きています。そして、2005 年には 26 件の IPO が起き

ています。しかし、日本ではゼロです。日本においてこの分野で上場した企業は、2000 年
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か 2001 年に、日本風力という会社が上場したのが 1 件あるだけだそうです。つまり、日本

では新しい分野で新しい事業を起こして IPO をして、パブリックな会社になっている例が

この 1 件を除いてゼロということです。もっと怖いのは、中国なら中国で会社を大きくし

た人が、どこで上場するかといえば、日本を飛び越えて、アメリカやヨーロッパにいって

いることです。海外の会社が日本で上場するケースもゼロなのです。つまり、日本はまっ

たくの蚊帳の外ということです。こういうことがいま起きているのです。 

この分野はこれからますます大きくなっていくでしょう。そういったなかで、新しい分

野に向けて、どんどん動き始めているにも関わらず、日本はパスされているのです。この

ことは、非常に大きな問題ではないでしょうか。 

 

9. 緑の消費革命 
緑の消費革命、Green Consumption Revolution、という言葉があります。これは、これ

から非常に重要になると思います。たとえば、イギリスで 大、世界で第 3 位のスーパー

にテスコという会社があります。日本にも子会社がありますが、そこの会長が次のような

ことをいい始めました。みんなで、消費革命を起こそうじゃないかと。彼がなぜそのよう

なことをいい始めたかというと、地球温暖化の状況は極めて深刻になっているからです。  

温暖化をストップさせる、これ以上悪くさせないためには、多くの消費者が環境配慮型

の商品を買うなど、消費を通じた運動をしていかなければいけません。一部の消費者はそ

のような行動を始めてはいますが、それはまだ一部です。しかし、全員がやる必要がある

わけです。全員参加の緑の消費革命を起こさなければだめなのですが、そこには 2 つの大

きな壁があります。一つは、プライス。とにかく高い。蛍光灯はだいたい一つ 1,000 円で

すが、白熱電球は 100 円です。ですので、同じ明るさを求めるのであれば、100 円のほう

をみんな買ってしまうわけです。しかし、エネルギー効率は 10 倍悪く、寿命も非常に短い。

本当は、蛍光灯を使ってほしいのなら、値段を下げようではないかと、テスコでは、蛍光

灯を半額にしています。 

もう一つは、情報です。情報がないと消費者は判断できませんので、情報をもっと提供

するべきです。これも日本に大きな影響を与えるかと思いますが、テスコでは、いま 20 品

目ぐらいに、その商品が作られて捨てられるまでにいくら CO2 が出るかという数字をパッ

ケージに書いています。クッキーだと 75g、ジュースだと 360g、電球だと 34g というふう

に。これに先駆けて、テスコではオックスフォードだったと思いますが、大学とタイアッ

プして、Carbon Footprint を掲載するには、どういう計測をするのが正しいのか、イギリ

スの基準を検討するためのプロジェクトを始めたのです。その狙いは間違いなく世界に広

めることです。 

私はこれから、あらゆる商品にこういった環境情報が記載されるようになると思います。

懇談会においても、私は日本でもすべての商品に環境情報の表示を義務づけるべきだと、

ペーパーもちゃんと出して、いっています。企業に対しても、企業の CO2 に対する取組み
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がどうなっているのか公表すべきであるといっています。できれば、上場企業に開示義務

を課すべきだと。 

これからは、どんどん環境情報、特に Carbon Footprint のような情報開示が求められる

ようになると思います。この情報は、ビジネスにはすごい影響があると思います。いまま

では、値段の差が大きな影響を与えていましたが、私はこの環境負荷の（小さな）違いが

大きな違いを生むと思っています。 

 

10. 金融が変わる 
私は、金融も大きく変わると思います。私が銀行に勤めていたころに、預金者が次のよ

うなことをいうことはまずなかったと思います。「私が預けたお金はどのように使われてい

るのか」「いったい、どこに貸されているのか」「環境を破壊するビジネスにお金を貸さな

いで」と。これを私は、健全な非常によい声だと思っています。つまり、いま日本でもそ

うですが、 われわれは、銀行に全面的な信頼をおいて、銀行にお金を預けています。100％

返してもらえるという安心感のため、銀行が何にお金を使っているのか、関心を持ちませ

ん。しかし、本当は関心は持つべきです。なぜなら、銀行は自分のお金を運用するわけで

はありません。社会から預かったお金を運用しているからです。 

このような社会からの声で、アメリカでは銀行も大きく変わり始めました。もう社会の

声を無視できないということです。 

年金に対する要求にしても、同じようなことが起こっています。皆さん、自分が毎年払

っている年金保険料がどこに使われているか、ご存知ですか？ どこが誰の判断で、どの株

を買っているか知っていますか？ では、皆さん、日本の年金の大きさをご存知ですか？ 公

的年金で 150 兆円です。企業年金で 40 数兆円ですので、ざっと 200 兆円です。 

世界でいいますと、株式全体でいえば、いまサブプライムで値段が下がりましたので、

ざっと時価総額で 6,000 兆円ぐらいでしょうか。その 4 分の 1 が年金です。株だけで 1,500

兆円です。では、どういう判断で株を買っているのか。 

そこで、こういうような問題提起ができます。年金基金の究極の目的は何ですか？ 一年

後、二年後に年金を支払う、ということだけではありません。20 年後、30 年後、場合によ

っては、50 年後も年金加入者に年金を支払い続けるわけです。つまり、非常に遠い将来の

年金加入者の生活の基盤を支えるために年金があるわけです。そうしたとき、その年金を

投資する際に 3 ヶ月後に株価が上がるから買おう、半年後に株価が上がるから買うんだ、

そういうことだけで投資をしていていいのですか？ 3 ヶ月後に株価の上がる会社は環境な

んて何も考えていないかもしれません。考えてないからこそ株価が上がるのかもしれませ

ん。仮にそうだとしたら、そういう投資を続けることは、自分で自分の首を絞めることに

なるのではないでしょうか。年金の本来の目的が 20 年後、30 年後、50 年後の年金加入者

の生活を守ることであれば、なぜ 20 年後、30 年後、50 年後に生活ができるような環境を

守るほうにお金を入れないのか。壊すほうになぜお金を入れるのか。これは、実に単純な
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ようですが、非常に大きな問題提起です。こうゆうことで、いま国連を中心にいろいろな

運動が始まっています。 

 

しかし、世の中は、いいですね。いいですね、というのは、こういう問題提起をして、

社会を動かそうとする勢力があるのです。年金に、銀行に、お金を入れれば私たちにはも

う何もできませんと諦めるのではなく、銀行の、年金のお金がどのように使われているか

監視しない限り、本当の意味での問題解決にはならない、解決への糸口がつかめない、と

思ったら、それを正していこうとする勢力があるのです。そのことに本気で取り組んでい

る人がいるのです。だから、世の中が変わり始めているのです。このことを私たちもよく

考えないといけません。どこを押せば世の中が変わっていくのか、といったことを考えな

がら日本の社会を変えていくことが非常に重要だと思います。多くの若い人たちが会場に

いらっしゃいますが、皆さんの将来を確保するには、こういったふうに世の中を見て、考

え、動いていくことが重要になるのではないでしょうか。 

 

11. 先鋭化する金融 
こういったなかで、いくつかの動きを紹介しますと、この 2 月、国連本部に年金の機関

投資家が集まりました。そして、50 のグループが連名であるプランを発表しました。向こ

う二年間、1 兆円のお金を投資しますと。どこに投資するのかといえば、自然エネルギーで

す。なぜかといえば、温暖化問題が年金基金の投資資産を大きく損なうのではないかと心

配しているからです。温暖化問題がこのまま進めば、自分たちが投資している企業の価値

が落ちていくのではないかと考えているのです。そこでどうすればいいのかといえば、CO2

を出さないクリーンなエネルギーを使うほうに投資する、自分たちの資産を守るために当

然そう考えますね。資産を守るということは、年金加入者の将来の生活を守るということ

と直結している話です。 

私は先ほど、世界の 4 分の 1 の株式は、年金が持っているといいました。ということは、

違う言い方をすれば年金基金は大株主だということになります。オーナーの一人だという

ことになります。いま年金基金は、株主の一人として行動を取り始めているわけです。こ

ういう勢力があり、実際に動いているということです。 

1 兆円をクリーンエネルギーに投資するといいましたが、炭素原則というのがあります。

アメリカの金融機関が、端的にいえばこういうことをいっています。「もうこのままでは、

石炭を使う火力発電所にはお金を出しません」と。石炭を使う火力発電所は、アメリカ

大の CO2 排出源です。ですので、CO2 の排出を抑制したいのであれば、火力発電所を抑制

するのが も近道です。 

二番目の排出源は自動車です。自動車から出る CO2 は二番目のソースです。ですので、

裁判でも自動車の排気ガスは目の敵にされています。すでに自動車から出される排気ガス

はポリュータントなんです。これは、去年の 4 月にアメリカの 高裁でそういう判決が出
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ました。9 人の判事のうちで 5 対 4 でした。一票の違いがアメリカを変えていきます、その

一つにこれはなるに違いありません。 

このことに関連して、たとえば、アメリカの機関投資家の人たちがフォードに CO2 を減

らすように株主提案をつきつけました。そこで、フォードは、2010 年までにフォードが作

る新車からでる CO2を 3 割減らすと発表しました。これも株主の圧力があったからです。 

そして、アメリカの銀行、Bank of America が、これからは、CO2を 1 トン、20 ドルか

ら 30 ドルの負債として計算しますと発表しました。なぜこのようなことをいうのか。ヨー

ロッパでは、CO2 を出すのはコストだといいました。アメリカにもキャップ＆トレードが

導入されるのは、時間の問題です。もしアメリカでキャップ＆トレードが始まれば、CO2

を排出することはコストになっていきます。当然の流れですが、この銀行は先取りして、

こういうことを発表したわけです。 

では、日本の銀行が、皆さんの排出する CO2 はすべて借金として貸出審査の際に使いま

すと発表したら、どういう反応がかえってくるでしょうか。ものすごい批判を受ける可能

性がありますね。でも、アメリカでは、そのようにしている銀行もあるわけです。なぜな

ら、バックの市民社会の声が非常に強いからです。むしろ、そういう市民の声に耳を傾け

ないと銀行も生き残れないと思っているということです。 

 

12. 変わるビジネス・モデル 
こういったことをずっと考えてきますと、ビジネス・モデルがこれから大きく変わると

思いませんか？ 20 世紀型の大量消費・大量生産の時代は終わり、環境が許す優れたものを

ゆっくりと届ける、こういったビジネス・モデルが、これから活きてくると私は思います。 

たとえば、パタゴニアをご存知ですか？ いまパタゴニアは、このビジネス・モデルで一

段と大きくなっています。パタゴニアは、多くの種類の商品をたくさん作ることはやめよ

うと、商品をうんと絞って良いものを作ろうと転換しました。そしたら、売上が減るどこ

ろか、一段と伸びたそうです。こういったビジネスを支持する消費者が非常に増えてきた

ということです。いままでの日本のメーカーは、お客さまが来たときに、そこに商品がな

いことが一番の恥だ、という価値観を持っていました。つまり、売れ残りは恥ではなく、

売りそこないが恥だと。私は正直いって驚きました。こういった考え方も、今後見直して

いかなければいけないのではないでしょうか。 

 

13. 世界の中の日本 
日本のことを議論するときには、世界の中の日本ということを忘れてはいけません。い

まの日本では、不都合な情報は排除し、必要な情報を取りにいかないという傾向がみられ

ます。たとえば、某国の経済団体がアメリカに調査団を派遣しました。その調査団の結果

を見たときに、私はおもわず笑いました。去年の 6、7 月のレポートですが、アメリカにお

いて今年規制法案が通るといっていた人は誰もいなかったという行がありました。アメリ
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カの誰一人として 2007 年に法律が通ると思っている人はいないのです。これは事実です。

しかし、先ほどもお話したとおり、キャップ&トレードが導入されるのは、時間の問題とみ

んな考えているわけです。このレポートは、つまりアメリカは法案を作る雰囲気にないで

すよ、だから日本でもそのような議論をする必要はないですよ、というふうにこの情報を

使ったとしか私には思えなかったわけです。しかし、今年はないけれども、2009 年には大

統領が変わるのでキャップ＆トレードを導入する可能性が高くなり、2010 年には導入され

るのではないか、こういうレポートをするのが普通ではないでしょうか。 

こういうふうに、情報はコントロールされているわけです。たとえば、東京都が新しい

環境方針を立てましたが、3 回ほどステークホルダー・ミーティングを開きました。経済界、

市民代表の人たちと東京都の 3 者が、公開の場で議論をしました。私は、2 回ほど、中立的

な立場で意見をいう機会があったのですが、 後のときに、東京都が次のようなことをし

ました。東京都が 2020 年までに 25％削減するという計画を発表したわけですが、経団連

は猛反対で、これがおかしい、あれがおかしいと文章で東京都に反論したわけです。そし

たら、東京都の人が、一つずつ反論していったのです。たとえば、経団連は、フランスだ

ったと思いますが、フランスのある学者の発言を引用して、その発言の趣旨はこういうこ

とだとして反論しているけれども、私どもは、そのフランスの学者を訪ねて話を聞きまし

た。そしたら、その人は、経団連の主張するような趣旨で発言はしていませんと。こうい

うことをサラッというわけです。聞いている人が聞いていると、経団連というのは、まっ

たく他人の発言を都合のいいように取って反対材料にしていると思うかと思います。つま

り、情報操作しているのではないでしょうかと。私も全体の状況を知らないままに、この

部分だけについて述べるのもどうかとも思いますが。 

 

それはともかく、日本は世界の中でしか生きられないわけです。世界があってこそ日本

が成り立つわけです。ということは、日本のことを考えるのは、実は世界のことを考える

ことなのです。世界のことを考えることこそ、実は日本のことを考えることなのです。外

で何をしていてもかまわないということでは、もう日本は成り立っていかないのではない

かと思っています。 

 

14. 世界との新たな競争 
そして、ある意味では、いま新たな世界との競争が始まったともいけるかと思います。

というのも、温暖化対策というのは、国のあり方をどうするか、産業政策はどうあるべき

か、政治が何を目標とするのか、個人がこれからどういう生き方をするのか、こういった

ことの見直しを迫っているからです。そう思われませんか？ つまり、私がもっと強烈にい

っているのは、温暖化というのは、鎧を隠す衣だと。本当は鎧を持って何かをするわけで

す。日本の国を変えたいのです。エネルギー政策を変えたいのです。場合によっては、国

民にもっと負担を求めたいのです。でも、それをストレートに出せないので、温暖化のた
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めに、これらは必要ではありませんか、よく考えてみましょうという問題提起をすれば、

みんな真剣に考えるのです。 

たとえば、ドイツは 2020 年までに CO2を 40％削減するといっています。さらに、もう

20％ぐらいは自然エネルギーに転換しています。ですので、ドイツはもうかなりの低炭素

社会ですね。とすると、ドイツはロシアにどのくらいのエネルギーを依存しているのでし

ょうか。ドイツは中東のエネルギーにどれほど依存しているのでしょうか。エネルギーの

自給率はどのくらいなのでしょうか。プーチンが、ロシアのガスを政治的な理由で相当使

いましたが、ヨーロッパの人はこれをものすごく嫌がっています。しかし、だからといっ

て、みんなでガスの使用量を減らしましょうとはいえません。皆さん、温暖化対策ですよ、

自然エネルギーを増やして CO2 を減らしましょうと、こうすれば結果としてロシアへのエ

ネルギー依存度も減らすことができますね。私は、いまこのようなことが世界で始まって

いるのではないかと思っています。 

 

先ほど、2015 年の世界のリーダーの話をしましたが、いままさに、21 世紀の前半を世界

のどの国がどういう政治手法、経済運営、生活のあり方でリーダーになっていくのか、そ

の競争が始まっているのではないかと思います。その競争のなかで、日本はどういう立場

を取ればよいのか、非常に大きなテーマですね。 

 

15. 世界との論争の仕方 
後に、世界との論争の仕方ということでいえば、日本は論争の仕方は下手ですね。日

本は、とにかくまじめですが、まじめなだけでいいのですか？  

こんなことをいうと、皆さん怒るかもしれませんが、日本人は自分でルールを作りませ

ん。すべての国際的なルールは全部海外で作られています。しかし、その海外で作られた

ルールを一番守っているのは日本です。端的な例をあげますと ISO14001 というのがあり

ますが、日本で取っている事業所は 3 万とか 4 万という数です。他に例を見ません。しか

し、ISO14001 というのは、日本が率先して作ったルールでしょうか。私が知る限り、ルー

ルの作成過程にも入っていません。そこで、海外の人からよく聞かれます。3 万とか 4 万と

かやっているというけど、本当なのと。 

あるとき、次のようなことがありました。赤道原則というのをアメリカの銀行が中心に

なって作りました。これは、発展途上国における開発プロジェクトでは、社会や環境に与

える影響をよく調べない限り、お金を貸しませんというものです。この原則の出来立ての

ころに、東京で説明会を開いたのですが、そこにたまたま私も出席していました。彼らが

作った原則の説明をしたあと、質問を受け付けたのですが、ある日本人が次のような質問

をしました。「ここにこう書いてありますが、これを守るにはどうすればいいでしょうか」

と。それを聞いたとき、私は実はショックでした。なぜかというと、私から見ると、これ

は彼らの考えで勝手に作った原則で、それを広めたいという宣伝に来ているのに、もう発
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想としては書いてあることは正しく、これを守るにはどうすればいいか、ということだか

らです。しかし、これが日本人の典型的な態度なのです。質問するなら、なぜこのような

ルールを作るのか、本当に守る気があるのか、といった根本のところを聞けば、彼らもド

キッとしたのでしょう。 

カナダの新聞記者と話をしていたとき、次のようなことをいわれました。ここにルール

があると、日本人はまずどうやって守ろうかと考える、しかし欧米人はどこをどう変えれ

ばよくなるかを考えると。ですので、なんでルールが必要なのかを考え、ルールを作る立

場に立たないと、やはりルールを変えようという発想は持てません。日本はルールを作る

プロセスに入りません。 後の結論だけをもらって、それをどう守るかしか考えません。

もっといえば、なぜここにこういう文言が入っているのか。ただ適当な言葉が見つからな

かっただけかもしれません。日本は事後的に文言を読むことしかしませんが、ルールを作

った人は、あれはああいうことをやりたいから、ああいう文言になったのだと目的が分か

っているので、守るときにも少しはばらつきがあってもよいなどと柔軟な対応ができるわ

けです。まじめにやっている日本の言い分が通らないのはおかしいなどといっていて、本

当に世界と論争できるのかと思いますね。皆さんにも、世界との論争の仕方について、少

し考えてみてください。 

 

（この記録は、事務局・永井が作成し、末吉先生にご加筆・ご訂正いただいたものです。） 
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2008 年度 循環ワーカー養成講座 第 2 回 

 
「低炭素社会に向けた挑戦―問われる日本の総合力」 
 

講師：藤野 純一氏（独立行政法人国立環境研究所） 

日時：2008 年 6 月 10 日（火） 18：30～20：30 

会場：ノルドスペース セミナールーム（東京都中央区京橋 1-9-10 フォレストタワー） 

 

はじめに 
 国立環境研究所の藤野と申します。

2004 年 4 月から 60 人くらいの研究者で、

「低炭素社会づくり」という研究を始め、

国の「低炭素社会の作り方」というプロジ

ェクトにも関わってきました。先ほども

「エネルギー・資源学会」に呼ばれまして、

エネルギー供給側の研究者や電力会社の

集まっている前で「エネルギー需要を減ら

さないといけない」と言い、「寒い思い」

をして帰ってきたところです。 

 

これだけ原油価格が高止まりし、オーストラリアから輸入している石炭の価格も 2 倍に

もなっています。インドネシアも、天然ガスを「日本には売りたくない」と言っています。

そして、水力発電など日本におけるエネルギーの自給率は 4～5％。このような状況のなか、

今後いったいどうやっていくのか。そう考えたときに、やはりエネルギー需要を減らすと

か再生可能エネルギーを増やしていくしかありません。これから否が応でも、CO2 の排出

量を削減する社会になっていくでしょう。去年の 5 月 24 日、安部前首相が「（2050 年まで

に）世界の温室効果ガスを現状の半分にする」とアナウンスして、6 月にドイツで行われた

G8 サミットにおいて EU とカナダがこれに賛同し、G8 全体でも真剣に検討していこうと

いうことになりました。9 月の国連総会では、気候変動の問題が焦点の一つになり、国連の

潘事務総長もこの目標に対して「国連でも、世界全体としても取り組まなければならない」

と言っています。さらに昨年 12 月にはバリで気候変動の枠組みを話し合う COP13 が開か

れ、ここでも「真剣に話し合おう」とされました。エネルギー供給を「世界全体で半減す

る」という目標を本当に実現できるかどうかはチャレンジングですが、そちらの方向へ向

かっていかなければならないのは明らかです。 

低炭素社会というのは、生活に必要なサービスはきちんと提供する社会です。適切な温

度にクーラーを効かせる、冬の寒いときには暖房をつけられる。それでいながら、たとえ
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ば家の構造を変えたり、投入するエネルギーを低炭素のものに変えていったりするような

「転換」をデザインしていく。しかし、こうした試みは、きちんと計画的に行っていかな

いといけません。たとえば家の寿命を考えると 30～35 年という期間ですから、うまくタイ

ミングをつかんで効率を改善した建物に更新していくことが大事です。ビルの建て替えで

もそうですね。1 人でそうした計画を立てて実行していくのは大変ですので、多様な人が集

まって合意をし、協同していくことができるのかどうかが問われている時代なのです。 

 私自身は 1972 年、東京で生まれて大阪で育ちました。この同じ年、メドウスがシミュレ

ーションモデルを使って、今後このまま経済発展を続けていった場合には、資源枯渇や環

境汚染の問題によって地球は成長の限界を迎えると訴える『成長の限界』を発表しました。

一方で、国連人間環境会議において「人間環境宣言」が採択されました。翌年には第一次

オイルショックが起こるという、ちょうど地球の限界が語られた時代でした。お金が儲か

ればそれでいいという人もいらっしゃいましたが、「豊かさのモノサシ」を、もう一度考え

直す時期に来ているのではないかと思います。 

  

1. 温暖化の仕組みと影響 
1900 年を基準とすると、2008 年時点で地球の平均温度はすでに 0.74℃上がっています。

過去の気候データと将来の CO2 排出量の予測に基づき、将来の気候変化を予測し、色によ

って表わす「地球シミュレータ」によれば、1900 年を基準とした場合、このまま CO2など

温室効果ガスを出し続けていくと、どの地域も赤（～+6℃）や黄色（～+12℃）になってい

ってしまいます。緯度が高いところは温度が上がりやすく、高度が高いところは上がりに

くい。しかし 2050 年、2070 年となっていくと、もうどこも赤く染まってしまいます。去

年の 11 月、前ぶれとでもいうべきか、オーストラリアで深刻な干ばつがあり、小麦がとれ

なくなりました。そして同じ 11 月に行われた選挙で当時のハワード首相が敗れてしまいま

す。ハワード氏は単に党首の座から落ちただけではなく、下院選挙でも落選したのです。

それくらいの国民意識の変化があったんですね。新しい首相のラッド氏はバリで行われた

COP13 において「オーストラリアは京都議定書に批准する」と高らかに宣言しました。で

すからまだ批准していないのはアメリカですが、オバマ氏であれマケイン氏であれ、温暖

化に対しては大幅な削減目標を掲げています。マケイン氏はかなり前から、米国に排出量

取引を導入しようと主張しています。福田ビジョンにも「排出量取引を試行的に行う」と

ありますが、EU では 2005 年から始めていたテスト段階をすでに終え、これから本格的に

導入して排出量の数値をずっと厳しくしていくところです。日本もやっとスタート地点に

立ったと言えるかもしれません。 

 

温暖化の影響は徐々に、しかし確実に現れ始めています。「温室効果ガスは悪者だ」と言

われがちですが、実は量の問題なのです。適切な量がなかったとしたら地球の温度は－19℃

となってしまい、こんなふうに生物が繁栄することもなかったでしょう。ある程度の量、
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産業革命以前ではおよそ 280ppm の CO2濃度があって、およそ 14℃に保たれてきたわけで

す。とはいっても、温暖化そのものへの疑問あるいは温暖化は本当に CO2 によって引き起

こされているのかといった疑問も、新聞等で取り上げられています。しかしそれについて

は昨年の IPCC の第 4 次評価報告書で「ほぼ、間違いない」との結論が出されています。 

先ほどお示しした地球シミュレータの結果で過去を再現させてみると、もし外部影響（自

然影響＋人為影響）が何もない場合、地球の温度はほとんど変化がなくほぼ一定となりま

す。次に、温暖化は太陽活動や火山の噴火など自然の影響が大きいと唱える一部の人の説

を、当てはめてみるとどうなるでしょうか。シミュレーションと観測データを比較すると、

確かに 1950 年代までに起こった温度の上昇をうまく表わしていることが分かります。しか

し、特にここ 30 年間における気温の変化を説明することはできません。人為活動に考慮し

たシミュレーション結果と観測データとの比較にも表れているように、この 30 年は自然活

動と人為活動、この 2 つの影響が相まって温暖化を進めているといえるでしょう。特に、

第二次世界大戦以降は、化石燃料の大量投入による経済活動、経済発展が地球の温暖化に

確実に影響を及ぼしてきています。 

 地球温暖化に対して、なぜ CO2の影響が大きいのか。現在の温室効果には水蒸気が 60％

寄与しており、CO2 は 26％ですが、人為的な活動での水蒸気増加は全体の 1％未満です。

こういったところから、CO2 排出量が問題視されているわけです。しかし、人為的な CO2

排出による温度上昇で水蒸気の量が増え、一層の温度の上昇と水蒸気の増加を促進すると

いうフィードバックにも留意しなければいけません。さらに、IPCC 第 4 次評価報告書が示

す 新の科学的知見によると「炭素循環フィードバック」という影響もあります。つまり、

気温が上昇すると土壌の温度が上がり、微生物の行う有機物の分解が活発になるので CO2

が増え、さらに気温が上昇して土壌の温度も上がります。こうしたフィードバックが起こ

っているんですね。京都議定書の目標達成に向けて日本は CO2排出量の 3.8％を森林によっ

て吸収すると定めていますが、今後、森林における土壌の温度が上がれば森林全体で吸収

してくれる量は減ってしまいます。つまり、もっと CO2の削減幅を大きくしていかないと、

温度上昇を抑えられなくなるわけです。 

温暖化の影響というのはいろいろなところに現れてきます。すでに珊瑚の白化は起こっ

ていますし、ヨーロッパや日本でも熱波が発生して死亡者が出ており、何百人もの人が病

院に運ばれています。南極やグリーンランドの氷も、溶けていってしまうと危惧されてい

ます。こうしたことがいったん起こると取り返しがつきません。 

経済が発展へ向かおうとする大きな流れの中で折り合いをつけようと、国連の中では

「2℃」という 1 つの出発点を設定しました。そうしたなかで日本では、2050 年までに半

減をめざした安部前首相の “Cool Earth 50”、「美しい星 50」というアプローチがあります。

その中では長期的戦略として「革新的技術開発」、それから都市政策やライフスタイル面か

らの「低炭素社会づくり」が掲げられ、それに重点を置いた政策が打ち出されています。 

今日は循環型社会研究会ということで、ゴミに関心のある方が多くいらっしゃると思い
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ますが、私は折々の機会に「CO2 はゴミだ！」と訴えています。なぜなら、自然が吸収で

きる量を上回って排出されているからです。私が小さいころ、祖父母の家の裏庭には生ゴ

ミを入れる穴がありました。何日かすると自然にゴミがなくなっていくんですね。それは

微生物が分解できる量の範囲であるからです。しかし今、人間が出しているゴミというの

はそうした量をはるかに超えており、燃やさないと間に合わないわけです。自然が吸収し

てくれる量の 2 倍以上、72 億トンもの CO2が排出されているのです。そういう意味は CO2

は「ゴミ」となるわけです。CO2 で厄介なのは、目に見えないことですね。出している場

面もどこなのか分からない。普通のゴミは、普段の生活の中で出てくるので「これだけ減

らそう」「これは分別・回収しよう」といった意識が働きやすいですけれども、目に見えな

いものというのは、なかなか対策が立てづらい。だからこそ、「見える化」が必要になるわ

けです。 

 

2. エネルギー需要の削減 
では次に求められる削減スピードを試算してみましょう。CO2の排出量は、①人口、②1

人あたり活動量（GDP/人口）、③たとえば、鉄 1t を作るのに必要なエネルギー、移動距離

あたりのエネルギーを合わせた CO2 エネルギー集約度（エネルギー消費量/GDP）、④エネ

ルギーあたりの CO2である炭素集約度（CO2排出量/エネルギー消費量）を積算したもので

す。エネルギー集約度は、省エネ化や交通手段の代替によって小さくすることができます。

炭素集約度は、エネルギーの選択によって決まります。 

 

CO2排出量＝ 人口
活動量 エネルギー CO2

×
人口 活動量 エネルギー

× ×

合計量

一人当たり
活動量

エネルギー
集約度

炭素
集約度

６０－８０％削減  
 

今後、日本に課せられる削減量は 60～80％となるでしょう。仮にこれを 2050 年までに

達成しようとすると、求められる削減スピード（変化率）は毎年 2～3％です。この数値は

合計排出量を微分した値であり、各数値の変化率を足し合わせたものとなります。日本の

人口が減少していくのは明らかで 2050 年には 1 億人あるいはそれ以下、すると毎年－0.5％

の変化率となります。1 人あたりの GDP の変化率を 1.5％と仮定すると、これら 2 つを合

わせた 1％が GDP の成長率ですね。そうすると、エネルギー集約度と炭素集約度の変化率

を合計して毎年 3～4％削減しなくてはなりません。過去 10 年間の 大で－2％だったのを、

その 2 倍のスピードで減らすというのは非常に難しい挑戦であり、やることはまさに山積

みです。 
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求められる CO2 の削減スピード 

＋ ＋ ＋
CO2排出量
の変化率

人口
の変化率

＝

変化率＝スピード

－０．５％／年 １．５％／年－２ ～ ３％／年

１％／年

Y％／年 X％／年

－３～４％／年

過去の最大値はせいぜい約－２％／年茅恒等式をベース

＋ ＋

活動量

人口

の変化率

エネルギー

活動量

の変化率

CO2

エネルギー

の変化率

 
 

それほど大変な課題であるとなれば、現状から考えられる方法の延長、つまり、いま分

かっている対策を順番にやっていくアプローチでは到底間に合いません。我々の俯瞰では、

せいぜい 40％ほどしか減らせないでしょう。ですので、まず目標とすべき削減量を見据え

た上で「人々が住みたいと思う社会」を想像し、そこから遡って順番に何をすべきかを考

えていかなければいけないのではないでしょうか。このようなアプローチを、現状から考

えられる方法で将来を考える「フォアキャスティング」に対して「バックキャスティング」

といいます。 

枝廣淳子さんをご存じでしょうか。『朝 2 時起きで、なんでもできる!』といった本を出さ

れている人ですが、枝廣さんは、環境に興味を持って自分で勉強を進めていくうち、ふと

したことから市民と温暖化関連の科学者とを結ぶような役割をするようになり、今では「地

球温暖化問題に関する懇談会」のメンバーとなっています。彼女が言うのは「ビジョンを

描けば、実現できる」ということですね。まず、ビジョンがなくてはなりません。 

 

我々は、昨年 2 月に出した『2050 年日本低炭素社会シナリオ』の中で、必要なサービス

はきちんと提供しつつ、温室効果ガスを 70％削減することはできるのかという可能性を検

討しました。経済成長や産業構造など、国の在り方を決めるうえで重要かつ不確実なファ

クターを、いくつものパターンの中から組み合わせて作ったシナリオですが、そのうち重

要な 3 つのモノサシを挙げてみると、① 社会変化が速いか遅いか ② 自然志向か技術志向

か ③ 個人主義か共生主義か。今の世の中だと個人主義、社会変化が早く技術志向と言え

るかもしれません。 

例として描写したシナリオ A の「活力社会」は、より便利で快適な社会、GDP1 人あた

り 2％ほどの成長をめざす社会です。これを経済的に成り立たせようとすると、2050 年で

60 歳になる人は、現在の 50 歳の人並みの労働時間を働かなければなりません。一方、シナ

リオ B の「ゆとり社会」は分散型で地域コミュニティ重視、必要な分だけ生産・消費する

社会です。GDP1 人あたり GDP は 1％の成長。これはあくまで異なる 2 つのビジョンを描

いたに過ぎず、我々はどちらか片方が良いと思っているわけではありません。どちらにお

いても 70％削減は可能だという意味で示しています。学生時代は A で、子育ての時代は B、
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年を取ってまた A に戻るといったように、ライフステージによって選択できるのが望まし

いと言えるかもしれません。ただしこの成長率を達成のためには、シナリオ A で全人口の

10％、B でも 5％程度を外国人が占めて経済成長を下支えする必要があります。人の移動で

見ると、A では大都市や中核都市に人口が集中、B では地方に分散するというイメージとな

っています。現在まさに危ぶまれているのが食料問題ですが、シナリオ A ではアメリカ型

の大規模農業経営で危機を解消しようとするでしょう。B では、田舎に住みながら家庭菜園

を営むようなライフスタイルが想定されています。 

人口推移の予測ですが、現在すでに出生率は 1％台、現在の人口を維持できるペースを切

っており 2050 年には 1 億人弱になるでしょう。ただ、世帯数、および住宅需要の推移がピ

ークを迎えるのはもう少し後の 2015 年～2020 年になると予想されます。これは、独身者

や高齢者の単身世帯が一定数維持されるからです。そうすると人口は減っても住宅の必要

数は減らず、エネルギー消費も大きくは変わりません。すると、その人たちがどういった

家に住むのかということが問題になってきます。集合住宅なら集合住宅なりの対策がある

でしょう。戸建て住宅はさらにエネルギーの消費量が多い。そういった中で、だいたい 30

年サイクルと言われる建て替えのタイミングを逃さないよう断熱化をやっていかないとい

けませんが、それをどのように進めていくか。これが、ポイントとなります。将来の家作

りをどう描くかですが、たとえば「太陽の恵みを活かした家作り」が考えられます。太陽

光発電や太陽熱温水器、高効率家電、高断熱などの機能をすべてパッケージにしていくと、

かなり少ないエネルギー供給で快適な生活を送ることができると予測できます。 

日本は高効率化の技術は優れているのですが、どう普及させていくかも課題ですね。日

本ではトップランナー方式で開発を誘導していることもあって、エアコンはここ 10 年で飛

躍的にエネルギー効率を上げていますが、初期費用が高くてなかなか手が出ないのが現状

です。この革新が将来どこまで行くのか。日本が今後も、イノベーションにおいて世界で

勝ち抜いていくためには、たゆまぬ努力を続けていかなくてはなりません。 

2000 年における家庭部門のエネルギー需要の実績を見てみると、4 割が石油、2 割が都

市ガスです。残り 4 割が系統電力で、1％前後が太陽光となっています。この数値を 2050

年までにどのようにするのかが鍵となります。両方のシナリオとも、2050 年には世帯数は

減少します。一世帯数あたりサービス需要は、利便性の高い生活の追及によって増加する

一方で、高断熱住宅や魔法瓶浴槽などの導入によって削減もできます。さらにエアコンや

ヒートポンプ、給湯器などのエネルギー効率を改善することで、結果的にエネルギー需要

は半分にできるのです。さらに 6 割であった化石燃料由来のエネルギーを数％にし、電力

と水素や太陽光、バイオマスを増やすことで賄うことができるのではないかと考えます。 

家庭部門のように個別に分散して需要が存在するところで CO2 を出されても、まとめて

何らかの形で回収することもできないため、まず需要の削減が必須なのです。 

 

「低炭素社会」が 1 つの流れになるのであれば、やはりエネルギーの供給側もそういう
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方向を模索していかなければいけません。たとえば昭和シェル石油はガソリンを売ってい

るだけではなく、太陽光発電の開発にも乗り出しています。そうした、人々が求めるよう

なエネルギーを供給していかなければなりません。需要側の「選択」として、消費者が束

になってそうしたエネルギーを「欲しい」と言えば、供給側は応えざるをえません。ドイ

ツでは太陽光発電の電力を 70～80 円/kw の固定価格で買い取る制度を設け、ものすごい勢

いで発電量を増やしています。それは電力会社だけが費用を背負うのではなく消費者も等

しく負担をする、太陽光発電によって単価が高くなった分を少しずつ電力価格に転嫁して

いるのです。そうした負担を、国民が受け入れるかどうかですね。 

オフィスでも同じように、削減目標を立てることができます。三菱地所では、オフィス

でどうやって省エネ、低炭素化を進めていこうかという取り組みをビジネスとして行って

います。 

CO2排出量は、床面積×省エネ性能×面的対策×排出係数×需要±移動手段（運輸部門）

と表すことができます。たとえば、大手町、丸の内、有楽町、内幸町などが、いま再開発

され、新しいビルが建っています。そのときに個別にエネルギーを供給するのではなく、

地域でまとめて供給する地域冷暖房方式の導入によってロスを少なくし、省エネ性能を高

める。個別熱源方式に比べおおむね 20％の CO2を削減できるのです。 

もう一つ三菱地所が狙っているのは、「環境に配慮した町」という打ち出し方ですね。大

丸グループでは月に一度、地元の方を集めてけっこう真面目に議論しているようです。彼

らはこの地区のビジネス価値をいかに高めるか、ということを考えています。世界のトレ

ンド、特にヨーロッパ では「CO2削減」がキーワードとなっています。たとえばヨーロッ

パなりアメリカのグローバル企業がアジアに支社を作る際、東京の丸の内を選ぶようにな

れば、賃料もさらに上がってきます。グローバル企業のアジア拠点というと 近は北京や

シンガポールに流れてしまっていました。そこをどうやって取り戻すかという 1 つの方法

として「環境配慮」がキーワードになるでしょう。ですが、建替えのタイミングをうまく

つかんでやらないといけません。一度建てた後でやろうとすると余計にお金がかかります

し、無駄も多いので 20％削減の効果も吹っ飛んでしまいます。とにかく計画的に、エリア

マネジメントを進めるべきです。共同物流も、私は注目しています。需要側からしても、1

日に 3 回も 4 回も違う宅配業者が来るより、1 回にまとめて来てくれた方がありがたいでし

ょう。 

  

次に、交通部門の CO2はどうすれば減らせるか。 今、電気自動車、ハイブリッド自動車

がアメリカでもどんどん売れています。アメリカ人は、経済的なインセンティブでハイブ

リッドを選ぶようになっていますね。また、バスを使えばかなりのスペースが節約できま

す。公共交通機関は、土地を節約する意味でも非常に有効なんです。ロサンゼルスなどで

は、1台に2人以上乗っている車は優先レーンを通れるという政策を取っています。まずは、

CO2排出の少ない交通手段を選ぶことが先決ですね。東京なら地下鉄やバス、JRでしょう。



 

27 

IT を使っての在宅勤務や、近くで用を足すようにすることで、交通需要そのものを減らす

ことができます。 

さらにたくさんの人が関わって街づくりから取り組んでいくような動きが求められてい

ます。今、富山で新型路面電車を作ろうという動きがありますが、実行に当たってはいろ

んな人の意見を聞きながら調整していく必要があるでしょう。 

地域の規模によって自動車起源の CO2 排出量がかなり違うことも重要でしょう。東京に

お住まいの方でしたら、平均して、自動車からの CO2排出量は年間 1 トンくらいです。つ

くば市のような 30～100 万人の都市だと平均 2 トン。どこに住んでいるかによって、自動

車から出てくる CO2 はだいたい決まってしまうんですね。それぞれの都市での対策はあり

ますが、2050 年に向けて人口は 1 億人前後になります。どう人口が減るかによって、ある

いは街の構造によって、CO2 の排出量も変わってきます。ですので、低炭素だけがクライ

テリアになってしまったら、1 つの都市にまとまる方が良いということになってしまいます。

そうすると、地方はどうなるのか。また、ゾーニングをどうするのか。その辺りを真剣に

考えていかなければいけません。 

2005 年の「愛・地球博」では各種のユニークな小型自動車が展示されており、正直なと

ころ「ここまでやるのか」、自分も将来こんな車に乗ってしまうのだろうか、と感じました。

1 人 1 台なら、これでもいいのではないか、と。しかしこうした車を選ぶにしても、その周

りでトラックがばんばん走っていたら、とても危なくて乗っていられません。 そうしたモ

ビリティの安全も考えなければいけません。 

現在、運輸旅客部門のエネルギーはほとんどをガソリンに頼っています。 2050 年、都会

に人が集中する傾向になれば公共交通の割合が増えるでしょうし、地方に集まるようであ

ればコンパクトシティ等によって目的地を近在化し移動距離を減少させる方策が望まれま

す。エネルギー効率の改善も重要ですね。今はリットルあたり 10 キロしか走らない車を、

20～30 キロに改善していく。必要なサービスを維持しながらも、エネルギー需要はもっと

減らせるかもしれない。そうした技術を普及させ、社会のなかに受け入れていくことが大

事なのです。 

 

3. 産業システム 
今後の産業構造、要するに、これからどうやって飯を食っていくかですね。今までの日

本の経済の仕組み、システムの中で、第 2 次産業の自動車産業などで外貨を稼ぎエネルギ

ーや食料を輸入しているという側面もまだまだありますが、全体の方向としては、第 3 次

産業へのシフトが進んでいます。シナリオ B では、第 1 次産業の復権も描かれています。 

 1 人あたりの粗鋼生産量を見ますと、日本はおよそ 0.8～1 トン、欧米はその半分くらい

です。欧米はだいぶ蓄積が進んでいるということもありますが、セメントも同様に欧米に

比べて 2 倍ぐらい生産しています。これら素材の生産量の差は一体どこから来ているのか。

日本ももう少し生産量を少なくていいのではと思います。ちなみに粗鋼の生産量のうち、
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約半分は国内向けに使われています。全体の 28％が建設、21％が国内の製造業。一方、29％

が素材として輸出され、22％が輸出向けの製造業で使われています。 

これらの分野では中国はものすごい勢いで成長を続けており、 新鋭の鉄工所を作って

いますが、日本としては、その技術をどう活かし、鉄の生産量やエネルギーの生産量を考

えながら、将来どういうふうに飯を食っていくのかが課題となります。 

2050 年の産業構造を考えてみますと、2050 年にはサービス産業が、シナリオ A、B どち

らも伸び、逆に第 2 次産業は縮小すると考えられます。ただ我々にも、サービス産業がど

ういう形となるのか予測は難しいのです。たとえば i-pod ではモノを作る技術と同時に音楽

自体も売っているわけです。そうした技術とソフトサービスを絡めていくようなビジネス

も展開できないか、と。またはもう少し国際標準に近づけていく。ドコモも、今でも技術

的にはノキアより高いレベルにあるのではないかと思います。フィンランドは日本とほぼ

同じくらいの土地面積で人口は 20 分の 1、500 万人くらいの国ですが、IT で飯を食ってい

こうと。それでノキアはヨーロッパ標準に持っていったあと、世界標準にしていく。日本

には 1 億人というそれなりの市場規模がありますから、需要を生んでいって、こういった

世界展開ができるような方法をどうやって作っていくかというところですね。 

産業構造の転換や省エネルギーの導入で、エネルギー需要そのものも削減していくこと

が見込まれます。さらに今後エネルギー価格が上がっていくと、産業も自然にエネルギー

使用を抑制していく方向にシフトする可能性もあります。そうしたことをいろいろと勘案

すると、我々の試算では 1 人あたり 1～2％の成長をしながらも、エネルギー需要は、がん

ばれば 40～45%減らせるんだということです。  

しかし 70%を達成するまで、残りはどう削減するか。先ほど、家の例で説明しましたが、

その中で、電気や水素を使う場合は何からそれを得るかというところから設計しながらや

っていかなくてはなりません。どうしても化石燃料を使う場合は、炭素隔離貯留システム

を導入する。CO2 を集めて、地中や海の中に埋めるという手段も考えられます。再生可能

エネルギーには導入に時間がかかりますから、来年からすべて切り替えるわけにはいきま

せん。2050 年に 70%削減を掲げたときに、再生可能エネルギーはどれだけのスピードで日

本のエネルギー供給をまかなってくれるか。もし間に合わないのであれば化石燃料で補い、

炭素隔離貯留装置を入れて CO2 を閉じ込める方法で一時的にしのぐ戦略しかないでしょう。

つまり、いろいろな要素を考えながらエネルギー計画を立てないといけない。ただエネル

ギー供給のためのインフラも、1 回建てたら 30～40 年の耐用年数で、原子力などは今、60

年まで延命しています。それをいつの段階から再生可能エネルギーへ移行させていくのか。 

我々が考えているのは、シナリオ A では原子力発電を維持、炭素隔離貯留や水素発電な

どの大規模なエネルギー技術が受け入れられやすいと想定しています。シナリオ B では原

子力発電の新規建設はせず、天然ガスやバイオマスによる発電のシェアを拡大しています。

これにはまず、電力需要の低下が前提として必要ですね。こうしてみると、いろいろな対

策を組み合わせれば、70%削減も何とか可能ではないか。エネルギー需要を減らし、エネル
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ギーそのものを転換していく。このようなビジョンをまず示して、それに則ったスケジュ

ールで計画を立て実行していこうというのが、我々の提案です。 

 

4. 低炭素社会を世界へ 
私個人としては「低炭素社会」は、持続可能な社会に向けた入り口なのだと思います。

つまり、本当にわれわれが欲しいのは、単純に低炭素化した社会ではなく、目的地が近く

にあり、産業に密着した暮らし、自然と共生する暮らしなのです。我々も自然の恵みを受

けながら生活していることを考えれば、その恵みをいかに保ち続けるかに努めなくてはな

らないでしょう。きれいな水が飲めているのは、森林が浄化してくれているおかげだし、

きれいな空気があるのも緑のおかげです。普段食べているものも、大事な資源ですね。我々

の快適な、安全な暮らしの「入り口」として、低炭素社会が描けるのだと思います。 

日本の CO2排出量というのは、世界のたかだか 5％に過ぎません。産業界の人にはよく、

「日本だけ苦しい思いをして取り組んでも、中国やインドが成長していったら、何の役に

も立たないだろう」と言われます。ただ、それら新興国の立場からすると、彼らはまだ経

済発展の途中で、発展する権利がある。では、どういう「発展」をするか。それを彼らは

選べるんですね。日本はどうだったかというと、やはり特にアメリカに憧れを抱いて追い

かけようとしてきました。「いいな」と思う社会を他国に見出して、それをビジョンとする。

日本がもし一番早く低炭素社会を実現でき、低炭素社会ながらも楽しい生活を見せること

ができたなら、彼ら新興国はそれに倣った形での発展をめざすかもしれません。 

世界における 1 人あたり CO2排出量を見ると、アメリカやカナダは 4～6t‐C／人、ドイ

ツやイギリス、フランスや日本は 2～3 t‐C／人ですね。日本もそれとほぼ同じくらいです。

50 年前と比べて 6～7 倍の CO2排出量になっています。ドイツやイギリス、フランスは徐々

に低炭素社会に移行しつつありますが、実は今、中国やインドも 1 人あたりで見ればまだ

低炭素社会なのです。我々勝手に心配して、経済成長するから、彼らが省エネしなければ

アメリカやカナダのように増えていくと思っています。たとえば中国が、省エネシナリオ

をどんどん推し進めても、1 人あたりの経済成長が著しい中でやはり排出総量は増えてしま

う。ただ、彼らも単にサービスが欲しいのであって、エネルギーをたくさん使って CO2 を

出したいと思っているわけではありません。先々週に上海で行われた経済フォーラムに行

ったのですが、「今、こんなに石油の値が上がったら中国の経済発展は危ない」という心配

がされていました。そこでエネルギーの価格上昇に対して、何をするか。省エネなんです。

中国でも太陽光発電をもっと導入したいとの議論がされています。彼らも低炭素社会へ向

けたシナリオを進めたいのですが、お手本がない。アメリカでも、マケイン氏なりオバマ

氏なり、政権が代わればブッシュよりは温暖化に真面目に取り組むでしょう。アメリカが

一度動き出せば、なかなかあなどれない技術開発力を発揮します。 

我々が恐れているのは、日本が排出量取引のような施策をやらなかった場合です。日本

だけ取り残されることになります。今度、秋から試行的に始めることになっていますが。
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今後はビジネスも、CO2 を削減させていくことが一定の条件になって、それに役立つ工夫

をしていけばお金がもうかることにつながる、そういう仕組みに徐々に変わりつつあると

いうことが、シナリオには示されています。 

2030 年にロンドンは 60％、東京都は 25％、滋賀県は 50%の削減目標を打ち立てていま

す。地方でも徐々にこの動きが広まり、産業界でも大幅な排出量削減を掲げるところが出

てきています。日本は 2050 年に世界全体で半減、国内では 2020 年までに目安として 14％

の削減ということを掲げています。 

ではこれらの目標達成を、どういうふうに実現するのか。1 つにはやはり、サービスを見

直すことです。キーワードは「イノベーション」ですね。私の目から見ると、日本では技

術イノベーション、技術開発分野がかなり優れていると言われているわりには、本当にそ

の技術が普及しているのかという疑問があります。2002 年ごろに開かれたある会議で、

2030年に日本の技術はどのくらいCO2を削減するポテンシャルがあるのかということが話

し合われました。その席上で、とあるメーカーの座長の方が「私たちはこんなに技術を持

っているのに、なぜ日本は未だに CO2 削減が進まないのか。この技術があれば、マイナス

6％もすぐに達成できるはずだ。」と言っていました。やはりモノを作る、売る、買う、使

う、捨てるという一連のサイクルの中にあって、ただ単に作って「勝手に使え」と言って

も、消費者から見て使いやすさ、買いやすさにつながらない限り普及しにくいでしょう。

モノを作る、作り直すというのは「産業のイノベーション」に関わることです。モノを売

ったり、買ったりする面で期待されるのは「市場のイノベーション」であり、ある意味で

は排出量取引もその 1 つです。 

CO2 の価値を見えるようにして、それによって CO2 削減に努力したところは売れるよう

にする。たとえば、イギリスのテスコでは、一部の商品で「カーボンラベリング」という

ものを行っています。製造段階での排出 CO2 を表示し、消費者はそれを見て選択できる。

エアコンなどでは、温度設定や取り付けるタイミングなどで「使い方」を工夫することが

できます。これは「消費のイノベーション」ですね。これが一連の流れとして、消費者に

明示してあることで、選択される。これまでは企業がバラバラに、「買ってくれ」とモノを

売っていました。これから、たとえば省エネ製品を売りたいというとき、「環境にやさしい

モノ」を作って地域に役立ち、商売も繁盛させたい企業。家庭は、コストをかけずに「環

境にやさしい」生活をしたい。努力をしたらほめられたいと、省エネをする。行政は、き

ちんと削減のできた家庭に対して補助を行う。そしてエネルギー診断士は、家庭の省エネ

をサポートし、家庭と行政との橋渡しをする。 

2020 年に国内で 20％の削減、2050 年に 70％の削減をめざすとき、行政とりわけ地方行

政がどう考えるべきかは非常に大きな要素なのです。やはり地方自治体がその管轄地域の

ポテンシャルを見ながら、20％あるいは 30％の削減を進めていかなければなりません。つ

くば市も、2030 年に 50％の削減をしようとしたら、市民や事業者にも協力してもらって

CO2 を減らしていかなければなりません。市役所内だけでいくらエネルギーを使わないよ
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うにしようとしたところで、たかが知れています。たとえば環境家計簿作成のもとになる

CO2 に関したデータが電力会社から行政へ行けば、個々の家庭でどれだけ CO2 が排出され

たかが分かります。そうした仕組みを強制的に作るのか、それとも協力的に進めるのか。

家庭で CO2 を減らせば、そのまま光熱費の節約になると思いますが、これは省エネ診断士

や企業にとっても新たなビジネス・チャンスとなります。買物の際、「露地トマトと温室ト

マトのどちらを選ぶか」といったときの判断材料ですね。たとえば CO2 排出量でラベリン

グされていけば、容易に選ぶことができるでしょう。 

低炭素社会に向けた１２の方策
1. 快適さを逃さない住まいとオフィス

2. トップランナー機器をレンタルする暮らし

3. 安心でおいしい旬産旬消型農業

4. 森林と共生できる暮らし

5. 人と地球に責任を持つ産業・ビジネス

6. 滑らかで無駄のないロジスティクス

7. 歩いて暮らせる街づくり

8. カーボンミニマム系統電力

9. 太陽と風の地産地消

10.次世代エネルギー供給

11.「見える化」で賢い選択

12.低炭素社会の担い手づくり
 

 
5. 低炭素社会に向けた 12 の方策 

今年の 5 月 22 日に、「低炭素社会に向けた 12 の方策」という提言を発表しました。たと

えば「1. 快適さを逃さない住まいとオフィス」というのは、構造を工夫して光を取り込み、

徹底的に高断熱住宅にしていくことによって、エネルギー供給をあまり行わなくても十分

快適な生活がおくれるような建物によって実現します。ビジネス側もそうしたモノを作る

ことによって儲けることができ、行政はそれに対して認証制度を作る。それぞれの役割を

考えながら、進めていくことです。私がヨーロッパで言われたのは「日本では、建物の耐

震構造は必ず審査しているのに、なぜ省エネに対しては行わないのか」ということでした。

デンマークなどでは建物を建てるとき、省エネ検査を受けなければなりません。向こうは

寒いので、それだけエネルギーの利用は重要な問題なんですね。そうした観点からも認証

制度を作り、それによって消費者も選びやすくすると。 

「2. トップランナー機器をレンタルする暮らし」。企業は常に 新の省エネ機器を作りま

すが、購入には初期費用がかかります。それをどうやって進めていくかといったとき、レ

ンタルという手段を一般的にすれば簡単にそのサービスを享受することができるでしょう。
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我々が欲しいのはエアコンから出てくる冷気であって、エアコンの機械そのものではあり

ませんね。コピー機にしても今はだいたいレンタルで、1 枚あたりのコピー代で料金が支払

われ、時々メーカーがメンテナンスのために来てくれるようになっています。消費者がそ

れなりの費用を負担すれば面倒を見てもらえる、適切な維持管理がなされるという消費の

あり方ですね。 

「3. 安心でおいしい旬産旬消型農業」では、40％という食料自給率をどう突破していく

かが課題ですね。 

「4. 森林と共生できる暮らし」、日本は国土の 7 割が森林ですが、国内で使われる木材の

自給が 20％ほどしかない現状を、どう変えていくか。国内供給の促進によって、森林の機

能みたいなものを高められないかということも考えています。 

「5. 人と地球に責任を持つ産業・ビジネス」では、モノではなく、もっとサービス志向

へとビジネスが変わっていき、そのシフトをどう消費者に伝えていくかが大事なのです。 

「6. 滑らかで無駄のないロジスティックス」と「7. 歩いて暮らせる街づくり」。どう生

産して、運んでいくか。都市計画面ではだいぶ低炭素社会が浸透してきており、都市計画

のプロの人と話をしていて「低炭素の都市づくり」といった話題を持ち出しても、「自分た

ちも、やろうと思っていた」というケースがよくあります。つくば市の 82 の都市が「環境

モデル都市」に名乗りをあげています。そして、エネルギー供給側としての「8. カーボン

ミニマム系統電力」「9. 太陽と風の地産地消」「10. 次世代エネルギー供給」です。特に長

距離の輸送では、どの燃料を選択するかが重要になります。 

「11. 『見える化』で賢い選択」「12. 低炭素社会の担い手づくり」は、全体を支えるも

のですが、まず、CO2 は目に見えないわけですが、我々の行う活動によってどれだけ出し

ているかが分からなければ、人はなかなか選択できません。 後に、先ほどの省エネ診断

士もそうですが、低炭素社会や循環型社会を理解し、デザインしていくことが大事です。

いろんな場面で人の手が介在しますから、それを高いレベルで理解することが大事です。 

しかし、これらを実現させようとしたとき、単に「行政が頑張ればいい」「建築家が頑張

ればいい」となってしまいがちですが、それだけでは不十分なのです。建築家が、省エネ

型で優れたデザインの家を考案したときに、それをきちんと第三者認証をして「これだけ

のエネルギー消費量と CO2 排出量で暮らせる家」だと評価がなされれば、消費者も安心し

て簡単に住み替えることができます。中古であってもそうですね。そうした建築をもっと

積極的に評価し、ラベリングをしていくような仕組みを行政が作り、ビジネス側はそうし

た建築にシフトし、消費者は自発的にそうした選択をするようになっていく。これらの動

きが相まって、低炭素社会が実現するのだと思います。 

また、これを実現させようとしたときに「どうしたらいいか」を指摘してもらうことも

大事だと思います。たとえば、「7. 歩いて暮らせる街づくり」で言えば、我々もそれなりに

内容を練りましたが、都市計画の専門家から見ると「ここが足りない」「ここを変えていく

といい」といった点がきっとあると思うんですね。そうしたところをもっと、何とか「見
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える化」できないか。それが 1 つのヒントになればいいと思います。さらに、どういうタ

イミングでやっていくのが適切かを示していきたいと思います。 

低炭素社会とはまず、脱温暖化ですね。問題は、これだけ温暖化の影響が生じているの

に、我々が何をすればいいのかが伝わってこないことです。また、170 円にまでガソリン価

格が上がっていますが、基本的にはガソリンを使わなくても自由に移動できる脱石油の手

段があれば、資源のない日本にとって安全で安心ですよね。そして、イノベーションの創

出。モノ作りではナンバー1 の日本の技術が、どういう役割を担っていけるのか。そして、

「安全・安心な生活」ですね。私もつくば市では車で通勤することがありますが、そもそ

も乗らなくてすめば人をはねるリスクもありませんし、もし子どもがいればなおさら、中

心部に車の入らないような街が望ましくなるでしょう。努力した人がほめられる仕組みを

作り、継続的にイノベーションを起こしていくことが低炭素社会につながるのだと思いま

す。 

温暖化温暖化の影響は確実に現れます。現在の社会の構造自体も、20 年や 30 年といった

昔の計画が積み重なってできています。やはり、それを変えられるのは我々です。我々が

うまく変えていけば、次の 20 年 30 年の人たちが「こういう街で暮らせて幸せだな」と感

じられる社会になるでしょう。つまり、将来世代へのプレゼントですね。 

 

（この記録は、真木彩子氏が作成し、藤野先生にご加筆・ご訂正いただいたものです。） 
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2008 年度 循環ワーカー養成講座 第 3 回 
 

「脱温暖化に向けたエネルギー戦略」 

 

講師：槌屋 治紀氏（株式会社システム技術研究所所長） 

日時：2008 年 7 月 10 日（木） 18：30～20：30 

会場：ノルドスペース セミナールーム（東京都中央区京橋 1-9-10 フォレストタワー） 

 

はじめに 

 システム技術研究所の槌屋です。この

小さな研究所をもう 30 年近くやってい

ますが、大学卒業後、大きな企業に入り

たくなくて何か自分でできることをし

たいと思い、大学院時代からやっていた

コンピュータでプログラムを作る仕事

を探していました。すると、1973 年に

石油ショックが起こりました。それまで

エネルギーの計算等はいろいろしてい

たのですが、将来エネルギーがどうなるのかということを本気で考えないといけないとい

う危機感を持ちました。そのとき、日本経済新聞のシンクタンク「日本経済研究センター」

から「『21 世紀の日本プロジェクト』というものをやるから参加しないか」という声がかか

ったのです。「石油ショック以後の日本をどうしたらいいか」というエネルギー戦略を考え

るのが、私に与えられたテーマでした。2 年ほど文献を読んだり調べ直したりした結果、日

本が今後も長期にわたってやっていくためには、エネルギーの効率を大幅に上げることと、

自然エネルギーを徹底的に利用する社会を作ることが必要だと考えました。私はそのこと

を、次のように非常に大げさに表現しました。「人類は昔、動物を捕まえて狩猟経済で食糧

を得ていた。それをあるとき、地面の上で耕作するということに転換した。それと同じこ

とが、エネルギーでも起こるだろう。いつかなくなってしまう化石燃料を地下から掘って

くるのではなく、地面の上で太陽のエネルギーを捕まえるという方法となっていくだろう。

50 年かかるか 100 年かかるか分からないけれども、そういう社会に移るはずである」と。

つまり、「エネルギー狩猟型文明」から「エネルギー耕作型文明」に転換するのだと考えた

のです。そうしたことを『東洋経済』の編集者に話したら本にしないかと言われて、『エネ

ルギー耕作型文明』を書きました。書いている途中で、「アメリカで同じようなことを言っ

ている人がいるよ」ということを聞きました。エイモリー・ロビンスという人が書いた

本 ”Soft Energy Paths” が、当時アメリカで非常に話題になりました。それは、「エネルギ

ーの利用効率を上げる余地が、非常に大きく残されている。効率を大幅に上げればエネル
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ギー需要は小さくできるから、小さくできればそれを自然エネルギーでまかなうことは不

可能ではなくなってくる」というロジックでした。彼がそれを、アメリカが外交戦略を発

表する雑誌 “Foreign Affairs” にも書いたところ、非常にたくさんの人がそれを読んで評判

になりました。当時のカーター大統領が官邸に彼を呼んで話を聞く、といったこともあり

ました。私はその本を友人と翻訳しました。「日本でエネルギーの本が 5000 部以上売れた

ためしはない」と言われていたのですが、その本は 2 万 5000 部ほど売れ、多くの人に読ん

でもらいました。ロビンスはその後、コロラドに「ロッキー・マウンテン研究所」を作り、

いろいろな活動をしています。去年 10 月には、日本の「旭硝子財団」が出している「ブル

ープラネット賞」を受賞しました。以前は彼のような考えは「エネルギーの反体制論だ」

などと言われていたのですが、そこでは福田首相が祝辞を送って経済産業省の次官が挨拶

をし、アメリカの大使もコメントしていました。副賞の賞金は 5000 万円でした。私は自分

の人生の中で、そうした時代の変化に立ち会えたのを非常に不思議に思うとともに、30 年

くらいたって、当時考えていたような社会が実現しつつあり、その発想が間違っていなか

ったんだなということを感じています。今日の「脱温暖化に向けたエネルギー戦略」はま

さしく、エネルギー利用効率をうんと上げることと、使うエネルギーも CO2 を出さないよ

うなものに転換するということです。 

 

1. 地球温暖化の顕在化とそのメカニズム 
まず地球温暖化はどうして起こるか。地球に太陽の光が入ってくるとき、その熱は大気

の層にほとんど吸収されずに地球の表面に当たります。地球の表面は 15℃くらいの温度で

すが、温度の 4 乗に比例した熱を輻射という形で宇宙に放射しています。入ってきたエネ

ルギーと出ていくエネルギーのバランスが取れているんですね。バランスが取れていない

と、どんどん暖まるかどんどん冷えるわけです。ところが、放射して出ていく赤外線は波

長が長いので、大気中のいろいろな物質に吸収されます。まず水蒸気、それから CO2。こ

こで、温室効果が起こるのです。もともと温室効果がなければ、地球の表面温度はマイナ

ス 20℃以下になると言われており、温室効果によって 15℃に保たれているのですが、これ

の割合が 1％くらい増えてきているんですね。増えると気温が上がっていくのですが、どの

時点で安定化するのか分からないというのが現在の状態です。CO2 の増加によってこうし

た事態が起こるというのは、実は 100 年前すでにスウェーデンの科学者、アウレニウスと

いう人が発表しています。石炭をたくさん使った産業革命が起きたときに、「このまま行っ

たらどうなるか」という計算をしたのです。でも誰もそんなことを気にも留めずに、煙を

モクモク吐いて経済活動が盛んになるほうが重要だと考えていました。 

しかしあるとき、米国スクリプス海洋研究所のチャールズ・キーリング博士が「実際に

測ってみよう」と、CO2 の測定を試みたんですね。それまでもいくつかの場所で断片的に

は測られていたのですが、CO2 濃度が本当に上がっているのかどうかはよく分かっていな

かったのです。彼はハワイのマウナロアにタワーを建て、タワーの上で測定を始めました。
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1958 年から測定を開始し、76 年に論文として発表したのですが、CO2濃度はじわじわと上

がっていることを物語っていました。植物は成長過程で CO2 を吸収し、秋になると逆に枯

死して分解され CO2が発生しますから、1 年間に 7～8ppm の幅があるのは不思議ではあり

ません。また、南半球と北半球とでは、パターンが逆転します。産業革命以前の CO2 濃度

は 280ppm ほどだったのですが、今は 360～380ppm。およそ 15％の増加となってしまっ

ています。キーリング博士はこの測定をずっと続けていたのですが、2005 年に心臓発作に

より 77 歳で亡くなりました。この測定は現在、世界中のあちこちや飛行機の上でも行われ

ており、日本では南端と北端、北海道の落石岬と沖縄の波照間で行われています。結果的

にどこにおいても濃度が上昇しているという傾向は間違いなくみられるので、明らかな事

実でしょう。濃度の上昇分から CO2 の量を計算することができますが、化石燃料を燃やし

て排出されている CO2 のうち半分くらいが海か地面かによって吸収されています。残り半

分は、大気中に滞留して残っていることが分かっています。 

 

2. 「ソフトエネルギー・パス」 

 「ソフトエネルギー・パス」という考えをロビンスが発表したのは 1976 年ですが、1973

年には私も石油ショックを経験し、これから日本はどうするべきか、ちょうど彼と同じよ

うなことを模索していたところでした。彼はイギリスの “Friends Of Earth” の代表をし

ていましたので、私はロンドンまで出かけて行って彼に会い、友人とこの本を翻訳しまし

た。彼は、「原子力や石炭を大量に使って拡大していく“Hard Energy Paths” は非常に危険

が多い。利用効率を上げること、再生可能エネルギーを中心とすることが重要だ」と言っ

ていました。ところで、「再生可能エネルギー」というのは、考えてみれば非常におかしな

言葉ですね。”Renewable Energy” を訳す際にいい言葉がなかったためなのですが、周囲に

は「分かりにくい」と怒られました。敢えて言えば「更新性のエネルギー」、いつまでも繰

り返し使えるエネルギーということですね。「自然エネルギー」はと言うと、エネルギーの

多くは自然から来るので、範囲が広がってしまいます。原子力も自然エネルギーだと言い

出す人も出てくるかもしれませんので、訳語として適切ではないでしょう。 

 彼の代表的な主張を表したのが図 1 です。上の図は、アメリカのエネルギー需要は 75 年

から 2025 年にかけて幾何級数的に増大するという当時の予測を示しています。石油とガス

はやがてなくなっていくため、石炭と原子力でこれをまかなっていけばいいというのが、

エネルギーに携わる大方の人たちの考えです。彼はこれをハードエネルギー・パスと呼ん

でいます。しかしこの方法ではなく、もっと別のソフト技術、効率の改善と再生可能なエ

ネルギーとを組み合わせることで、今までに全然行ったことのない道に行けるのだと彼は

本の中で述べています。下の図に、2006 年のエネルギー需要の実績値を示していますが、

2000 年も 2006 年も上の図と比較して大幅に少ない 100 クアド弱でした。 
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ハードエネルギー・パスとソフトエネルギー・パス

アメリカのエネルギー需
要は、幾何級数的に増
大し、これを原子力と石
炭で供給する。環境へ
の問題が大きい。

効率を上げて再生可
能なソフトエネルギー
を開発することにより
環境への影響の小さ
いエネルギーシステム
が作れる。

実際の需要2006

 
図 1. ハードエネルギー・パスとソフトエネルギー・パス 

 

つまり彼が当時言っていた、エネルギー利用効率を上げることがどんなに大きな影響を

もたらすかが、25 年たって証明されたのです。そしてこれからどうなるかですが、ソフト

エネルギー・パスによって需要を低下させていくことができるのではないかというのが下

の図です。私も（自分の本の中で）「エネルギー需要は、これだけ減ったほうがいい」と書

きましたが、当時は「なぜ減らさないといけないんだ。これからみんな豊かな生活をする

のだから、需要は幾何級数的に増えるはずだ」というのが、1980 年ごろに経済や政治を動

かしている主要な人たちの考えでした。一方 近では、サミットなどでも「CO2 を半減」

との声が出ていますし、福田首相も「80％削減」との目標を打ち出し、多くの人が CO2を

減らそうと声高に言うようになりましたので、現在に至るまでにそれが大きく変わったと

いうことが言えると思います。 

 ロビンスは 83 年ごろから「ロッキー・マウンテン研究所」を立ち上げ、コロラドの山の

中に壁の厚さが 30cm もあるような重厚なパッシブ・ソーラーハウスを建て、そこでたくさ

んの研究論文を書いています。2004 年には ”Winning the Oil End Game”という本を出し

ました。この本では、「アメリカは石油を確保せんがために中東に兵を出し、その出費がも

のすごい額になっている。そもそもその予算を自動車の効率を上げる研究に投じれば、そ

んな行為も必要なくなる」といったことを主張しています。効率の改善は実際に可能であ

るし、どんなに重要であるかと言っているわけです。 

 85 年ごろにかけて再び石油の価格が下がり、エネルギー問題は下火になっていました。

ところが 88 年、アメリカ上院のエネルギー委員会の公聴会で、NASA ゴダード宇宙センタ

ーから呼ばれた J・ハンセン博士が「私は 99％の確率で地球温暖化が起きていると思う」
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と証言したのです。この上院委員会を設営したのはアルバート・ゴアや、ティモシー・ワ

ース上院議員といった、カーター大統領が『2000 年の地球レポート』を発表したときのコ

ミュニティの仲間でした。この証言がなされた公聴会は 6 月 23 日で、ワシントンで過去に

高気温が記録された日を選んで実施されたのですが、その日も本当に暑い日でした。午

後 2 時ごろに開催された公聴会はテレビでも放映されましたが、博士が「地球が暑くなる」

と言ったのが、そのときにもう暑くなっていると受け取られ、そのとき以来マスコミの多

くも“Global Warming ” という言葉を使うようになったのです。この上院委員会が、「地球

温暖化」がたくさんの人に知られるようになったひとつのきっかけだと言われています。 

 

3. CO2削減をめぐる国際的な動きと日本 
ちょうどこのとき国連と世界気象機関が IPCC（Intergovernmental Panel on Climate 

Change，気候変動に関する政府間パネル）を設立し、京都議定書につながる活動を始めた

わけです。ところで、”Climate Change” は「気候変動」と訳されていますが、これは「気

候変化」というべきだと思っています。気候は「変化」しており、上がったり下がったり

するという「変動」ではないんですね。気象庁かどこかの方が、人々のショックが少ない

ように訳されたのではないでしょうか。ですから「気候変動条約」とあったら、それを「気

候変化条約」と読み直して頂ければと思います。さて、IPCC は設立後、いろいろな活動を

始めます。その 1 つである COP（Conference of Parties、締約国会議）は、毎年 1 回開催

することに決められました。3 回目の COP3 は京都で行われることになりましたが、その

ときは「とにかく何でもいいから、『これだけ減らす』という目標数値を決めよう」とされ

たのです。京都に COP を誘致できたときには、「オリンピックがやって来る」というよう

な受け取り方で、その会議でこうした CO2 の削減目標が決められると知る人はほとんどい

ませんでした。当時は何ら削減義務が課されることのないとされていた開発途上国からは、

150～160 カ国の代表が訪れ、先進国の論議を気楽に聞いていったようです。この京都会議

では、どの温室効果ガスを削減の対象とするかが議論されました。開催は 12 月 1 日から 10

日までとなっていたのですが、10 日の真夜中を過ぎても決着がつかず、翌日の午後 2 時過

ぎにやっと 6 種類のガス（二酸化炭素、メタン、N2O、HFC、PFC、SF6）の削減目標が決

まりました。2010 年がターゲットですが、2008 年から 2012 年まで前後 5 年間の平均値を

とること、先進国全体で 1990 年比にして 5％減らすこと、そして各国の削減割り当てを決

めたのです。EU は 8％、日本は 6％、アメリカは 7％となったのですが、アメリカでは議

会でこれを締結するかしないかと議論している間にクリントン政権が終わってしまい、ブ

ッシュ政権に代わると「この議定書は科学的根拠がないから離脱する」といって抜けてし

まいました。この京都会議では、森林の吸収量を削減量として計算できるというルールが

できたため、日本はこれをうまく使って 3.8％ほどを稼いでいます。それから、開発途上国

において先進国が削減に寄与した分は、その先進国の削減量としてカウントされる Clean 

Development Mechanism （クリーン開発メカニズム、CDM）や、共同達成（先進国間の
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排出量取引）についてもここで決まりました。実は決まった当初、本当にこの議定書が締

結できるのかどうか不明でした。参加各国の排出量のうち 55％以上にあたる国が批准すれ

ば成立するとされたのですが、ロシアが入ったことで確定したわけです。 

日本は今年の 4 月から実際に目標期間に入っています。6％の削減は日本に課せられた約

束であり、京都会議の議長国として決めたことをきちんと守りきれるかどうかという局面

にあるわけです。「京都議定書目標達成計画（目達計画）」というものが 2005 年に閣議決定

されていますが、「もたつく計画」とも揶揄されています。基準年総排出量は 1990 年の 12.61

億トン、その 6％の削減を達成するためには 2010 年に 12.31 億トンとしなくてはならない

のですが、2005 年時点ですでに 7.8％増加してしまっているため計 13.8％の削減が必要と

なっています。この達成のために国内での排出削減と森林吸収、京都メカニズム（CDM 及

び排出量取引）によって何とかしようという方針になっています。しかし京都メカニズム

を使うことで日本は予算をかなり投じることになります。代わりに、太陽光発電や自動車

の効率改善のために国内に資金を回せばもっとうまく削減に結びつくはずなのですが、「あ

まり面倒くさいことをせずに、お金を払えばいいじゃないか」という人たちがかなりいる

んですね。 

アメリカではアル・ゴア元副大統領が、地球温暖化のもたらす危険性について映画や著

作を発表し、IPCC と共同でノーベル平和賞を受賞しています。これはアメリカ民主党のエ

ネルギー政策に、非常に大きな影響を与えていますね。ゴアは京都会議に来たのですが、

大学の先生みたいな話をしてからすぐ帰ってしまって非常にひんしゅくを買っていました。

「柔軟性措置（京都メカニズム）を入れればアメリカは批准する」と帰り際に言っていた

のですが、ああいった提案をしたのはゴア本人だったと言われています。先述のロビンス

はオックスフォード大学でクリントン元大統領と同級生でしたから、ゴアとも行き来があ

ったのではないかと訊いてみたところ “He shows problems” “I show solutions” という

のが彼の答えでした。 

IPCC は第 1 次から第 4 次までの報告書を出しました。第 1 次では「地球温暖化が人為的

活動によるものかどうかは不確実である」と書いていたのですが、徐々に語調が変わり、

2007 年の第 4 次報告書では「人類起源の温室効果ガスが原因である」と、はっきり言うよ

うになりました。CO2 は高濃度に達しており、洪水や熱波、感染症、農産物の生産性低下

の危険性が高まる、と。世界がかなりの省資源型社会を作ったと仮定しても、今世紀末に

1.8℃の平均気温上昇は避けられず、もしこのままの高度経済成長社会を続ければ上昇幅は

6.4℃に達するとされています。平均気温というのはなかなか難しい概念ですが、例えばこ

れが東京で 2～3℃上がると、鹿児島から沖縄に近いような状態になるそうです。2℃という

のはかなり大きな値なんですね。私は神奈川県の「地球温暖化対策条例」づくりに参加し

ていますが、丹沢などでも、今まで見たこともないような蝶や鳥、植物が見られるように

なっていると聞いています。日本ではまだあまり地球温暖化の「被害」が目に見えないの

ですが、ヨーロッパの場合は平地に流れる様々な河川が洪水を起こしており、温暖化の結
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果を目にしやすいといわれています。 

温暖化について多くの人が書いていますが、IPCC と並んで非常に説得力のあるレポート

が 2006 年の 10 月に出されました。ブレア首相の依頼で、元世界銀行のチーフエコノミス

ト、ニコラス・スターン氏が『スターン・レビュー』を発表したのです。彼は「もし何も

しなければ 2050 年までに世界の GDP は 5～20％減少し、被害は第 1 次、第 2 次世界大戦

の規模に匹敵する」と、なかなかうまい言い方をしています。戦争の被害と比べて表現す

るというのは、私も思いつきませんでした。そしてこれを避けるには、「2050 年までに世界

の GDP の 1％を使って、効率のよい技術を開発普及させ、排出権取引により地球規模で『低

炭素経済（Low Carbon Economy）』へ移行し、CO2を減らさなければならない」と。その

後この論文は様々な論争を引き起こしたのですが、今のところ、このレポートの内容が破

綻をきたしているとは思われていません。イギリスはすでに気候変動税を導入しており、

2050 年までに CO2 を 60％減少させると公式に発表しています。スターン・レビューの抄

訳は、国立環境研究所のサイトからダウンロードできます。 

低炭素社会（Low Carbon Society） の研究はヨーロッパから始まっています。日本では

西岡秀三氏を中心に国立環境研究所で「脱温暖化 2050」の研究を行っており、2050 年に温

室効果ガスは 70％の削減が可能としています。その中では「A 高度成長技術志向社会」「B 

分散型循環社会」と 2 つのシナリオを設定し、そのどちらもエネルギー需要を大幅に減ら

すことができるという内容になっています。 

望ましいエネルギー政策について簡単に整理をすると、まずは効率の向上が も経済性

が高く、迅速に効果が現れる方法であるということを言いたいと思います。例えばガソリ

ン車をハイブリッド車にする、白熱灯を蛍光灯にする、古い住宅を断熱強化する、タワー

型パソコンをノートパソコンにする。より少ないエネルギーで、同じ機能を達成する方法

がたくさんあることが分かっていますし、多くの方がすでに実践していると思います。 

 

4. CO2削減のための手法 
CO2 排出削減の方法は大きく分けて、エネルギー効率の高い技術、社会システムの効率

向上（環境税、排出権取引、建築断熱基準など）、ライフスタイルの転換（小型自動車の奨

励、エコドライブ・ライセンス、待機電力の規制、カーシェアリングなど）、そして再生可

能なエネルギー利用の増大に分けられると思います。まずエネルギー利用効率の向上です

が、その中でも 3 つの方策があります。1 つは燃焼効率やエンジンの動力変換効率などのエ

ネルギー機器を改善することです。ハイブリッドカーはおよそ 2 倍の効率になりますね。2

つめは社会システムで、環境税や排出量取引によって人々は利用効率を上げるよう努力す

るでしょう。そして、ライフスタイルの転換による効率改善。価値観に関わることなので

あまり強制はできませんけれども。仮に 3 つがそれぞれ 2 倍の向上を達成すれば、単純に 8

倍上げることができると言えるでしょう。これらを 1 つ 1 つ、見直してみたいと考えてい

ます。 
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日本は機器の効率については非常に大きく改善していますが、あとの 2 つについてはま

だずいぶん遅れています。例えばドイツでは太陽光発電による電力を普通の料金の 3 倍で

買い上げ、普及を促しています。ライフスタイルの効率にしても、たくさんの人に「この

問題は重要だ」と気づかせるような活動をすればいいと思うのですが、なかなか大きな動

きにはなっていません。例えば、音楽はどうでしょう。私は学生時代、モダンジャズにや

みつきだったのですが、今でも好きで、先日 Sonny Rollins というテナーサックス奏者の演

奏を聴きに行きました。77 歳なのにとても元気で 2 時間半も吹いているんですね。何か彼

の CD を買おうとしたところ、98 年に ”Global Warming ”という CD を出していることが

分かりました。それには ”Global Warming ”の他にも “ Mother Nature’s Blues” といった

エコロジー的なタイトルの曲が入っていて、彼はそれまでほとんど政治的な主張などした

ことのなかったアーティストでしたけれども、ジャズの世界にもこうした動きが起こって

いるのかと思いました。こんな風に、音楽のようなものをきっかけとして人々のライフス

タイルが変わっていくようなことを、私は期待しています。 

社会システム効率の中でも議論になっているのは環境税で、要するに環境に悪いものに

税をかけるわけです。エネルギー消費に課税すればエネルギー価格が上昇して、大切に利

用するようになる。価格が上がれば需要が減ります。これを経済学では「価格弾力性」と

呼んでいます。その割合を示す「価格弾性値」を私の研究所でも計算していますが、つく

づく思うのは、ガソリンの値段が 180 円/リットルにもなると、環境税の話なんてふっ飛ん

でしまいます。日本で小池元環境大臣が提案していた環境税というのは 1.52 円/リットルだ

ったのですが、それでも周囲に「やめろ」と言われて実現しませんでした。その当時およ

そ 120 円/リットルだったのですが、今はもうそんなレベルではありません。案の定、価格

弾性が効いて道路がすき始め、車に乗る人が少なくなってきたという話を聞いています。

ヨーロッパではかなりの国で環境税の導入が進んでいるにも関わらず、日本ではなかなか

こういうことは決まりません。低率でも税制を一度始めれば、「そういうことなのか」とみ

んなが頭を切り替えるきっかけになると思うのですが。 

ただし、環境税を課税すれば当然税収ができるのですが、実際にエネルギー消費がどの

くらい減るかは分からないという欠点があります。そこでもう 1 つ、”Cap and Trade”＝排

出権取引という方法があります。国あるいは企業ごとに排出削減のコストは異なっていま

すから、それを共同で行い、削減コストが も低いところに削減義務を集中させようとい

う発想です。より多く削減できる国あるいは企業は、余剰削減分を販売でき、削減できな

いところはそれを「排出権」として購入するということですね。総排出量を目標として毎

年定めれば、それに向かって全主体が行動しますから、必ず減らせるんです。ただ、それ

にいくら費用がかかるかについては、毎年の調整が必要です。それに 大の問題は、当初

の目標を決めてから各主体に課す削減量を決めるのが非常に難しいことです。分配しよう

とすると、元から多く出していた企業には「ゆるい削減量でもいいや」となりかねない。

従って環境税も排出量取引も、試行錯誤しながらやっていくことが必要なのです。しかし
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これらは社会全体をぎすぎすしたものにせずに、自由主義社会における企業の活動を認め

て進めていけるいい方法だと、僕は思っています。もしこの実施ができなければ、頭から

「何％減らせ。減らさないと罰金を取るぞ」みたいなことになります。柔軟な活動を促す

のは、やはり環境税や排出権取引だと言えるでしょう。 

 

5. 効率の改善と再生可能エネルギーの活用 
技術的な話をしたいと思います。まず、効率の高い照明技術です。白熱灯に代わりつつ

あるのが、電球型蛍光灯ですね。白熱灯が 1000 時間くらいしかもたないのに対して、電球

型蛍光灯は 6000 時間。 近のものは 12000 時間といった寿命になっています。電力消費

の差が 5 分の 1 として初期投資と電気代を計算し、縦軸に費用を取ってみると、1000 時間

使用しないうちに電球型蛍光灯のほうが経済的に有利になります。ですから皆さんの家で

使っている電球の多くは電球型蛍光灯に切り替えたほうがいいことになります。これは

近まで、スイッチを入れてから 30 秒くらいは明るくならないのが難点でした。特に冬など

は周りの温度が低いので遅く、トイレでこれを使用している私の家でも、用を足し終わっ

て出ていくころに明るくなるといった具合でした。しかし 近の製品ではかなり改善され、

どの部屋の照明にも問題なく使えるようになっています。もしセールなどで大変安く売ら

れている電球型蛍光灯があっても、以前のタイプのものでしょうから買わないことをお勧

めします。 近のものを買ってください。先ほど話しました、神奈川県の地球温暖化対策

条例で「白熱灯の製造販売を禁止する」という項目を入れようと提案していたのですが、

すでに経済産業省も同じことを言い始めたところでしたし、東芝やパナソニックなどのメ

ーカーも 2010 年には生産を終了すると宣言しています。オーストラリアでも大方が切り替

わっていますから、エジソンの発明した白熱灯は、近いうちに使われなくなっていくでし

ょう。問題は蛍光灯の中に入っている水銀ですが、これをきちんとリサイクルする必要が

あります。 

さらにもっと進めていきたいのは、発光ダイオード（Light Emitting Diode, LED）への

切り替えです。これは 1 つが小指の先くらいの小さな電球ですが、高輝度で長寿命、電力

消費が少ないので、80w の白熱灯を使用していた交通信号を 20w の LED で代用すること

が可能です。信号機は日本中に 100 万個近くありますから、LED への切り替えは非常に重

要ですね。まだ高価ですが、信号機の場合は効果があります。なぜなら信号機の電球は突

然切れると大変なので毎年取り換えており、そのコストがばかになりません。LED はまず

切れないと言っても過言ではないので、そのメンテナンス費用がほとんど不要になるから

です。LED は今では自動車のブレーキ・ライトにも使われるようになっています。自動車

に使われるようになれば量産効果で価格がぐっと下がりますから、近いうちに家庭の照明

にも普及していくのは確実でしょう。 
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照明技術の比較
（光源の効率ルーメン/W)
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LED（発光ダイオード）の効率は急激に向上している。一

般照明用の製品が発売され広く利用される可能性がある

 
図 2.照明技術の比較 

 

図 2 は縦軸に投入エネルギーあたりの明るさ（ルーメン/w）を示したグラフです。LED

の効率はこれまで白熱灯（17）と電球型蛍光灯（68）の間くらいでしたが、 近は急激に

向上しており、効率のよい HF 型の蛍光灯（110）をさらに上回る可能性があります。ちな

みに、ランプや焚き火を同じグラフに並べると 1 か 2 です。現在、このように照明技術が

変化しており、エネルギー消費を大幅に減らす可能性がありますから、皆さんの家ででき

ることはまず白熱灯からの切り替えです。短い時間しか使わない場合でも電球型蛍光灯に

したほうが経済的になるくらい、効率の改善が進んでいます。 

日本では電気冷蔵庫の効率が非常に高いと言われてきましたが、それはウソでした。2006

年の話ですが、多くの人が「省エネ」と言われる冷蔵庫を購入したにも関わらず電力の消

費量が減らないので、経済産業省に問い合わせをしました。調べてみると、冷蔵庫の効率

測定法が 30 年前の古いままだったのです。今は製氷装置や脱臭装置などのいろいろな機器

がついているのですが、以前の測定法では単に冷蔵機能だけの動作を対象としていました。

それに、壁から 30cm も離して測定することになっていたのです。壁と冷蔵庫の間に熱がこ

もって庫内の温度を上げるためにこの基準があったのですが、実際にはどこの家でもせい

ぜい 5cm くらいしか空けていないことが実態調査で明らかになりました。2006 年 3 月のカ

タログでは 400 リットルの冷蔵庫で電力消費量がおよそ 200kWh /h と書いてありましたが、

5 月にもう一度調べると、同じ型番の機種がすべてその 4 倍くらいの値になっていました。

朝日新聞の論説委員にこの話をするとすぐ記事に書いてくれたのですが、その後電機メー

カーは、電気冷蔵庫が省エネだと言わなくなりました。現在は新しい測定法に適用した形

で技術開発を進めているところだと思います。同じようなことが、実はたくさんあるんで
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すね。自動車の燃費でも、実際に走ってみて測定した燃費は、メーカーの言う数値と 3 割

くらい違うわけです。本当に効率のいい製品を作るには、測定方法そのものにも注意しな

くてはなりません。 

さて、今日はもう少し先の話、燃料電池車についてもお話したいと思います。 

 

自動車用のエネルギー貯蔵密度

鉛電池 35Ｗｈ/ｋｇ
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バッテリー

 
図 3. 自動車用のエネルギー貯蔵密度 

 

自動車の効率改善で一番重要なのは、そこに積むエネルギーが軽いかどうかです。図 3

は、1kg あたりどれくらいのエネルギーを貯蔵しているかの比較です。燃料電池は非常に低

く、リチウムイオンで 93、水素タンク（300 気圧）はその 10 倍、ガソリンはさらにその

10 倍も重量当たりのエネルギー密度が違います。このことを頭に入れて頂くと、ガソリン

車に対抗した自動車を作るのがいかに難しいかが分かると思います。グラフではガソリン

とバッテリーの間に水素タンクがあるということから、水素を使った燃料電池で走る自動

車が浮かび上がってきます。既存のガソリン・エンジンの効率が 13～16％、電気自動車は

25％、燃料電池だと 35～40％くらいになるだろうと予想されます。また、ブレーキを踏ん

だときにそのエネルギーを回収しようとするとバッテリーが必要で、バッテリーとモータ

ーを組み合わせるハイブリッドカーのような形にすると効率が上がります。このように、

ガソリン・エンジンに代わる新しいタイプの自動車が登場しつつあると言えます。 

さらに固体高分子型燃料電池というものが開発されており、薄い透明の膜の両側に水素

と空気を流してやるとその間に 0.6 ボルトくらいの電圧が発生します。ちょうど電気ウナギ

の原理と同じですね。層状の物質を体内に持っていて、何か衝撃を与えると体全体で電圧

を発生するわけです。0.6 ボルトの層が直列に連なっているので数百ボルトになるそうです
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が、要するに燃料電池車というのは電気ウナギを搭載しているようなものです。この技術

は 1960 年代に一度、人工衛星に載せられテストされたのですが、なかなか安定して動かな

かったんです。ところがカナダのバラードパワーシステムズ社というたった 25 人の会社が

政府の資金を受け、非常に高密度のエネルギーを発生させる技術を研究開発しました。1989

年には 1 リットルの体積で 100w しか出なかったエンジンが、1996 年には 1,100w、11 倍

のエネルギー密度を達成できたのです。このくらいになれば自動車に載せられるため、1990

年ごろからこの「騒ぎ」が世界中に広がりました。エネルギー技術というのは非常に基本

的な物理・化学現象を使いますから、革命的発明はそう滅多に出ないのですが、これはこ

の 20 年間に起きたエネルギー技術の「大発明」です。 

薄い膜の両側に水素と空気を流すと水素が空気の側に移り、水が発生して出てきます。

ところが当初の電池では、水がたまったまま反応の邪魔をしていると分かったんですね。

そこでバラードパワーシステムズ社の人たちは蛇状の溝を作り、空気に少し高い圧力を加

えて、もし水が発生したらその圧力で吹き飛ばすということを試みました。すごく簡単な

発明なのですが、これが基本特許になったんですね。1990 年ごろにこの特許が出てから、

そろそろ 20 年がたちます。どんな特許もだいたい寿命が 20 年と決められていまして、20

年たってからたくさんの人が実用化し始めるということが多く、この燃料電池も 2010 年を

過ぎるとバラード社の特許が切れ、たくさんのメーカーが自由に製品を作るようになるで

しょう。 

燃料電池の例としては、幅 3 フィートで奥行きと高さが各 1 フィート、端から端まで 188

枚のセルがあって、全体で 150 ボルトの電圧を発生します。 近ではもっと小型になって

います。これで自動車が動かせます。ところが、エネルギーの源となる水素が安全かどう

かという問題があります。多くの人は、1937 年にニューヨークで大爆発を起こした飛行船

ヒンデンブルグ号のことをご存知かと思います。当時は水素の軽さを利用して、飛行船を

浮かばせていたわけですね。この事故は水素の危険性を象徴するものとなりました。とこ

ろが 1990 年代末には、「実はヒンデンブルグ号の事故の原因は水素ではない」という論文

が出たこともありました。機体に使われていた素材が非常に燃えやすく、機体そのものが

燃えたのだというんですね。現在も多くの人が爆発実験などの実証試験をしています。結

果がまとまってくれば、危険性はおそらく都市ガスとそう変わらない度合いになると予想

されます。 

現在、実際にすぐ我々が利用できる自動車としては、ハイブリッドカーがあります。プ

リウスがモデルチェンジした 2003 年以降でみると、既存の自動車の 2 倍の効率を達成して

います。カタログを見ると、およそ 10 分の間にスピードを上げたり下げたりして走る「10

－15 モード」の公称燃費は 35.5km/リットルと書いてありますが、どんなにうまく走らせ

てもこの数値には達しません。普通の人が運転すれば、おそらく 20km/リットルくらいで

しょう。それでも、同じくらいの大きさであるセダンだったら 10km/リットルが関の山で

しょうから、ほぼ 2 倍です。45 リットルのタンクを満タンにしますと、900km 走れます。
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回生ブレーキがついていて、ブレーキをかけるとそのエネルギーを吸収し、その吸収量が

表示されます。水素スタンドのようなインフラも不要ですから、これは輸送部門のエネル

ギー消費を小さくする切り札となりそうです。トヨタは 2007 年 3 月までにプリウスを 67

万台、いろいろなハイブリッドカーを計 100 万台販売したとしています。97 年の京都会議

のとき、WWF Japan （世界自然保護基金日本委員会）が私に「2020 年までにどのくらい

CO2 を減らせるか」というシナリオを書いてくれと言ってきました。ちょうどトヨタがハ

イブリッドカーを発表したので、私はこれが 2010 年くらいまでに全自動車の半数を占める

ようになると仮定して計算し、書いたのですが、それをトヨタ自動車の環境部長に見せた

ら「槌屋さん、こんなのは無理です。そんなに売れませんから」と言われてしまったので

すが、実際にはその予想は覆りました。トヨタの中でもいろいろな人に話を聞きましたが、

誰 1 人としてあの車が売れると思っていた人はいなかったようです。マーケティングの専

門家も「そんなもの、作っても売れない」と言っていました。それを「売れ」と言ったの

は会長の豊田章一郎さん 1 人で、しかたなく設計したのだといいます。大きな企業になる

と、失敗したら名前に傷がつきますから、なかなか新しいことができない面がありますよ

ね。ホンダの CVCC の開発も本田宗一郎の一声によるものだったようですが、やはりトッ

プが「やれ」と言ったらそれは即時、やるべき仕事になるわけです。ですから、トップの

頭を切り替えることが必須だということを、このプリウスの例は示しています。 

そのハイブリッドカーをもっと進化させるアイディアが続々と出ています。1 つは、バッ

テリーを大きくして電気自動車に近づけようというタイプですね。家庭のコンセントから

充電するので「プラグイン・ハイブリッド」と呼ばれています。トヨタの開発計画ではバ

ッテリーを 2 倍にして、それだけで 13km 走行が可能だと計算しています。つまり自動車

燃料の使用量が削減できるわけですね。このアイディアはハイブリッド車だけではなく、

バッテリーを積んだ自動車すべてに使えますから、燃料電池車にも適用が可能です。 

さらにもう 1 つ、進化の可能性として「ソーラーアシスト・カー」があります。自動車

の屋根はおよそ 3 ㎡の面積が取れますから、そこに太陽光発電の装置をつけるのです。600w

ほどの太陽電池によって、年間の燃料消費のうち 20～30％を太陽エネルギーに依存させる

ことができるというのが私の計算です。車庫に入れたら、その屋根が太陽光を遮断してし

まうのが問題点ですが。例えばシンガポールのような小さな国なら太陽エネルギーは豊か

ですし、端から端まで走ってもさほどの距離ではありませんから、こうした自動車は活用

の可能性が十分あると思っています。 

ところで、自動車の 大の問題は車体の重量で、重くなるほどリットルあたりの走れる

距離が短くなってしまいます。小型化、軽量化が重要なのです。カーボンファイバーなど

さまざまな新しい材料を用いた軽量化の取り組みが盛んに進められています。何よりも、

自動車の平均乗車人員は 1.2～1.3 人なので、4 人～5 人が乗る大きな車も本当にそれだけの

人を乗せている機会は少ないという実態があります。ですから、自動車を保有する際も小

型車で電気自動車にして、あまり遠くまで走らないというスタイルにしていけば望ましい
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わけです。「脱温暖化 2050」で描いているシナリオでは、こうした自動車の利用が主流にな

るという前提で計算しています。 

また、もちろん人間が使う道具ですから、運転する方法でも違ってきます。皆さんも、

慎重に運転するだけで燃費が 5～10％は違ってくることを頭に入れておいて下さい。加速や

減速はスムーズに行う、「エンジンブレーキ」を上手に使う、アイドリングをしない。トラ

ンクに、例えばゴルフバッグを積んだままにしない。「エンジンブレーキ」ですが、エンジ

ンはピストンで動いているのでアクセルを踏まなければそれがちょうどブレーキになる、

つまり惰行運転のことです。大林組の環境報告書を見ると、運転方法の改善でトラックの

燃費が 30％向上したと書いてあります。本当かと思って室長に詳しく聞いてみると、「一番

簡単な方法は、赤い信号が見えた時点でその後は絶対に加速しない」という方針で走るの

だそうです。後ろの人に迷惑がかからない程度に、惰行運転するんですね。スイスではこ

うしたエコドライブの講習会が頻繁に実施され、平均して燃費が 8～10％上がったというこ

とです。日本でもいろいろなところでエコドライブ行われ、特に輸送業での改善は経済性

が大きくありますから導入が進んでいます。私は、免許の更新時に講習を行って、エコド

ライブのライセンスを発行すればいいと思っています。ライセンスを持っている人には駐

車場料金を何％か割り引く、公共駐車場の料金を安くするといった優遇措置も考えられま

す。 もいいのは、ライセンスを持っていてハイブリッドカーに乗っている人はどこでも

駐車できるとすることで、非常に効果があるのではないでしょうか。行政の人に言うと呆

れられますが、こうした何らかのアイディアが必要だと思っています。 

他にもいくつか、エネルギーに関する話題をお話しします。1 つは、エネルギー消費量を

自分で測ることで削減したくなることです。例えば家庭内の待機電力を計測する、都市ガ

スや LPG の消費量をメーターから読み取ることです。また、自動車の燃費は「満タン法」

で追跡できます。スタンドで給油するたびに給油量と走行距離を記録していけば、その都

度燃費を算出できるわけです。私の乗っているプリウスでは、リットルあたり 19～21km

という結果が出ています。 

計測して特に面白いのは待機電力ですね。何もしなくても 1 年中、8760 時間ついたまま

の電気機器の消費電力は、1 家庭の電力消費の 10～15％を占めると言われています。当た

り前のように 1 年中ずっと使ってくれるわけですから、電力会社にとって実はこれが一番

おいしいマーケットなんですね。逆に、朝の 8 時ごろだけ集中して使われる IH クッキング

ヒーターのように、ある時刻だけ急に電力消費が大きくなるようなことはしてほしくない

わけです。そのピークに対応して設備を用意しなくてはなりませんが、その稼働率は非常

に僅かですから経済的に見合いません。そうではなくて、エアコンやオーディオ機器など、

アラジンの不思議なランプのように主人がリモコンで指示するのを待っている電気機器が

家庭にはたくさんあるのです。そうした無駄を 1 つ 1 つ減らしていくための動きもあり、

Sony などは待機電力を抑えた製品の開発に努力しているようです。これには外出時に主電

源を切ることが、 も簡単で有効な対処方法でしょう。年間の電気料金が 10万円とすると、
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待機電力の占める割合が 10％としても 1 万円が戻ってくる計算になります。 

なお、実際に待機電力を測る方法ですが、家庭に備えられている積算電力計を使います。

アルミニウムの円板についている黒い印が 1 分間に何回転するかを数えることで、その時

間の電力消費量が分かります。計器定数（回転/kWh）が書いてありますから、その数値を

使えば計算できるわけです。これについては、システム技術研究所のホームページでも説

明しています。日曜日の朝のような比較的電力消費の少ない時間帯を選び、電気冷蔵庫や

保温洗浄便座などのコンセントを抜いてから、測ります。円盤が止まっていれば、皆さん

の家の待機電力はゼロです。ぐんぐん回っていたら、知らないどこかで電気が消費されて

いるということですから、どこなのか探してみて下さい。 

私の研究所の 5 人に各家庭で測ってもらったところ、平均して 14％が待機電力でした。

例えばエアコンのスイッチのように、知らないところで待機状態になっている機器がたく

さんあります。電子レンジも待機状態で、時計が表示されている。小中学生に、夏休みの

間これを計測して報告を作る宿題を出せば、それをきっかけに興味を持ってもらえると思

います。 

次は自然エネルギー、Renewable Energy ですが、太陽電池の生産が始まったのは 1979

年で、価格が下がっていくと同時に生産量が増えていきました。現在は、家庭用 3kw の太

陽電池で一世帯の電力消費の 6～7 割を供給できると言われています。平均して 20 ㎡の装

置、効率 15％として計算しています。kW あたりの価格がおよそ 60 万円ですので、この設

備には 180 万円かかるわけですね。日本の気象条件だと年間およそ 1000 時間稼働しますの

で、3000kWh の発電量となります。基本料金を含めると電気料金は 30 円/ kWh ですから、

この年間発電量は 90,000 円くらいの価値ですね。180 万円を 9 万円/年で割ると、維持費や

金利を考慮しなければ 20 年で元が取れるという計算になります。20 年間何の故障もなく稼

働するとは限らないので、この現状では投資に二の足を踏んでしまいますね。コストをど

れだけ下げていけるかが課題です。 

そこで太陽電池の累積生産量を横軸に、kW あたりの発電コストを縦軸に取って 20 年間

で回帰分析をしたところ、累積生産量が 2 倍になる度にコストは 82％ほどに下がる結果と

なりました。これに関して欧米の技術者の方々と情報交換をしたのですが、いくつもの国

においてこうした分析（学習曲線）で新しい技術を評価し、様々なシナリオに入れていっ

ているようです。このグラフに基づけば、累積生産量があと 2～4 倍になれば太陽電池は既

存の電力と競合するようになると言えるでしょう。すると利用できる範囲も広がり、先ほ

どのように自動車の屋根に設置することも十分に可能となります。 

また、日本で太陽光発電がどれだけ可能かを計算してみました。現在日本には 1 億 5000

万 kW ほどの発電設備があるのですが、太陽電池の年間定格稼働時間は 1000 時間、稼働率

で 12％ほどですので、発電容量そのものはその何倍かにしなくてはなりません。住宅や工

場、ビルや空き地、自動車の屋根など設置のできる面積から計算してみますと、合計で 7

億 kW 規模の設置が可能です。すると現在供給している電力のおよそ 70％をまかなうこと



 

49 

ができます。さらに風力発電が数 1000 万ｋW 設置できると思います。太陽電池は音も出し

ませんし、屋根であろうが畑であろうが太陽の当たる場所であればどこにでも設置できま

す。将来は 70％をさらに上回ることも可能であり、もし余剰が出ればその電気で水を分解

して水素を作るのに充て、その水素を燃料電池車に渡してやればいい。そうした世界がや

がて生まれてくると思います。 

日本の風力発電は現在、約 150 万 kW の設備容量を備えています。群馬県布引高原で 2007

年に動き出した風力発電所では、2000kW の風車が 33 基並んで稼働しています。ドイツで

はおよそ 2000 万 kW、日本の 13 倍に及ぶ規模の風力発電が行われています。日本でも 90

年代から急増し始め爆発的に増えていたのですが、今年は建築基準法の制約を受けて足踏

み状態のようです。 

こうした自然エネルギーを普及させる支援策がいろいろとあります。1 つは、電力会社の

行っているグリーン電力基金。個人が毎月 500 円を拠出して、自然エネルギーを助成する

基金です。もうひとつは発電した電力についてグリーン電力証書を発行します。Sony では

1kWh あたり 4 円のプレミアムを払ってグリーン電力の証書を買っています。すると Sony

は「このビルでは電気をすべてグリーン電力で供給しています」といったアピールができ

るわけですね。北海道や青森では「自然エネルギーファンド」があり、個人出資を募って

自然エネルギーのプロジェクトを進めています。政府の取り組みとしては、一定の割合で

再生可能な電力を供給することを電力会社に課した RPS（Renewable Portfolio Standard） 

法がありますが、割合が小さいためあまり効果がないとの批判を受けています。 

また、世界自然保護基金（WWF）では世界の先進企業に対し、温室効果ガスの絶対量を

削減するよう呼びかけ、宣言させるという行動に出ています。日本でも宣言している企業

はあるのですが、売上高に対する相対量である「原単位」での削減目標がほとんどです。

しかし WWF の Climate Savers Program は絶対量での宣言を求めており、例えば Sony

は 2000 年レベルから 7％削減することを掲げています。私の会社では、この宣言の内容を

技術的にチェックする仕事をしました。 

後に、人々のライフスタイルの問題です。エネルギー消費を調べたレポートの中でも

面白いものが、プリンストン大学から出ています。同じ建物に住む、同じ家族構成の住人

のエネルギー消費が 2 倍も異なっていたという研究です。ライフスタイルの違いによって、

そのくらいのことは十分に起こりうるのです。ミネソタ大学の教授が行った行動科学調査

で「あなたは何のためにエネルギーを使うのか」と人々に聞いたところ、ほとんどが同じ

ような回答だったそうです。「忙しいから、時間を節約するためにエネルギーを使うんだ」

と。人間は短い時間しか生きられないので、その時間を節約することについて他人がなに

かを言うのは簡単ではありません。個人の価値観であるライフスタイルに関わろうとする

のは非常に難しいので、環境税や適切な規制、優遇策、排出権取引など、マイルドな方法

で働きかけることで個人のエネルギー消費を減らしていくことが重要であるし、それを上

手に行う社会であってほしいと思っています。 
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2050年エネルギーシナリオ：日本の可能性

２０５０年までに、効率の向上によりエネルギー需要を半減させ、その
半分を再生可能エネルギーで供給すればCO2排出は１／４にできる。
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図 4. 2050 年エネルギーシナリオ：日本の可能性 

 

先ほど、横軸に時間、縦軸にエネルギー消費をとったロビンスの図がありましたが、日

本の可能性として同じように図を描き、シンプルに計算してみました（図 4）。効率を向上

させることによって、消費量を半分程度にする。そして残りの多くは再生可能エネルギー

で供給していく。石油は 2020 年か 2030 年には採掘のピークを迎え、値段も上がって利用

が困難になってきます。天然ガスも、少しずつ高価なエネルギーとなるでしょう。石炭は、

鉄鋼業など一部の企業は「どうしても必要だ」と主張するでしょうから一定の幅での需要

が続きます。すると需要の半分を再生エネルギーでまかなうことになり、結果として CO2

排出は現状の 4 分の 1 程度となります。 

人間が様々な資源をどのくらい使っているかを計算した「資源バランス・テーブル」と

いう論文を書いたことがあります。人間が燃やしている化石燃料は年間 80 億トンで、240

億トンの CO2が排出されます。人口衛星の中の閉鎖生態系における実験レポートによれば、

皆さんも 1 日約 1kg の CO2 を出しています。年間 365kg、世界の人口 65 億をかけると、

人間が吐き出す CO2が年間 24 億トン。呼吸による CO2のちょうど 10 倍を、化石燃料の消

費によって排出しているわけですね。人間の使う便利な道具が人間の 10 倍の CO2を出して

いる、つまり世界で平均すると、1 人あたり 10 人の奴隷をもって生活しているということ

になります。これは世界平均であり、日本人には 25 人、アメリカ人には 55 人の便利な奴

隷がいると計算できます。デンマークの学会の 後にこの話をしたところ、「俺はこれから、

呼吸の量を少なくする」と冗談を言った人がいました。しかし人間の食べている食料は植

物や自然に循環するものであり、行われているのは耕作型の文明ですから問題ないわけで
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す。エネルギーのほうも、耕作型にしていけばいいのです。 

これらの発想は Sustainable Development （持続可能な発展）という考え方に基づいて

います。我々の世代と未来の世代が、地球の環境を維持できるような方法で生きていくと

いうことですね。これについて、世界銀行の経済学者、ハーマン・デリーは面白い不等式

を書いています。 

１．再生可能な資源の消費速度（森林伐採）＜ 再生可能な資源の再生速度（植林） 

２．枯渇性資源の消費速度（石油消費）＜ 再生可能な資源開発速度（太陽光発電） 

３．廃棄物の放出速度（CO2排出）＜ 自然界が安全に吸収する速度（排出量の半分） 

（括弧内は筆者が事例を挙げたもの） 

 

 こうした不等式で考えると、Sustainable Development には物理的にどういう条件が必

要なのかイメージできると思います。 

 燃料の効率改善や再生可能エネルギーへの転換を促す要素としては、石油の枯渇と価格

の上昇が挙げられます。これらは、現実に起こりつつあります。石油技師キング・ホバー

トは 1964 年に、世界中の石油生産量が将来、釣鐘型の曲線を描くだろうという予測してい

ます。 

 

エネルギー・ニードル（キング・ホバート、1962）

２０３０年頃石油は
枯渇しはじめる

長い歴史の時間のなかで人類が石油を使える期間はきわめて短い。

すでに2005年ころ石油生産はピークに達したと見ている人もいる

 
図 5. キング・ホバートによるエネルギー・ニードル 

 

金属資源などでも、大抵は同じ形になります。世界の石油確認埋蔵量が 1.8 兆バレルか

2.1 兆バレルかによって違ってきますが、石油生産はすでにピークに入っており、2005 年

にはもう迎えていたという人もいます。いずれにしろ、ピークであったかどうかは後で分
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かることでしょう。さらにキング氏が、横軸に 1000 年単位で時間を取って図示したのが、

人間が化石燃料を使っている期間は僅か一瞬に過ぎないという「エネルギー・ニードル」（図

5）であり、非常に印象的です。彼がこれを描いたのは 1964 年、まだ石油生産がぐんぐん

伸びているころでしたが、現在はいよいよこのピーク（針の先）に達したと言えるように

なったかもしれません。 

 

（この記録は、真木彩子氏が作成し、槌屋先生にご加筆・ご訂正いただいたものです。） 
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2008 年度 循環ワーカー養成講座 第 4 回 

 
「低炭素型交通システムとコンパクトシティ 

 ―富山市における LRT を活かしたコンパクトなまちづくり」 
 

講師：谷口 博司氏（富山市路面電車推進室 室長） 

日時：2008 年 8 月 7 日（木） 18:30～20:30 

会場：ノルドスペース セミナールーム（東京都中央区京橋 1-9-10 フォレストタワー） 

 

1. 富山市の概況と都市特性 
富山県は蝶が羽を広げたようなかた

ちをしています。人口 110 万人で、ちょ

うど日本の人口の 1%くらいです。旧富

山市は富山平野の真ん中にありました

が、平成 17 年に 7 市町村の合併により

新「富山市」として誕生いたしました。

面積は富山県全体の約 3 割、人口は約

40 万人で、富山県全体の約 4 割を占め

ています。有名な黒部湖の源流もいまは富山市にあります。海抜 3000 メートル近い水晶岳

から海抜マイナス 1000ｍの富山湾まで、非常に多様な地形をもっています。 

富山市の都市としての特徴は、低密度の市街地ということです。平野部で宅地の供給が

比較的安価にでき、道路整備率が高い。戸建ての持ち家志向が強く、男子たるもの家を建

てて一人前という土地柄です。持ち家率も、住宅一戸あたりの延べ床面積も富山県が全国

１位です。その結果、市街地の外延化が進み、県庁所在都市では全国で も低密度な市街

地となってしまいました。過去 35 年間で DID（人口集中地区）面積は２倍に増加し、DID

密度は 3 分の 2 に減少しました。DID というのは、１ha あたり 40 人以上の人口密度の地

区ということですが、富山市の DID 人口密度は 40.3 人/ha です。もうすぐ富山市から DID

がなくなってしまうかも知れません。 

市街地が低密度になりますと、自動車交通への依存度が非常に高くなってまいります。

富山県の世帯あたりの自動車保有台数は 1.74 台で全国 2 位。その推移を見ますと、普通車

の保有台数は平成 12 年から 18 年にかけて全国的には下がっているのに、富山市は 2.3%増

加しています。軽自動車は全国的には 52%増加しているのに、富山県は 40%の増加となっ

ています。軽自動車へのシフトも全国平均に比べて進んでいないようです。一方、公共交

通機関の利用者は減少し、平成元年から 18 年にかけて JR で 25%減、私鉄で 42%減、路面

電車で 45%減、路線バスに至っては 69%減と壊滅的に減っています。路線バスの系統数は

過去 17 年間で約 3 割減少しています。1 時間に 1 本しかないという路線も増えて、路線バ
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スは本当に不便になってしまいました。 

富山市のCO2排出量を見てみますと、1990年から2003年までに約29%増加しています。

全国平均の 14%増を大きく上回っています。部門別にみると運輸部門の CO2排出量は、自

動車保有台数や自動車走行キロ数の増加に歯止めがかかっていないことから今後も増加が

予想されています。今後富山市において中長期的に CO2 排出量を大幅に削減するには、運

輸部門の CO2削減が大きな課題となってきます。 

一方、自動車への依存が高まる中で、自動車を自由に使えない人も増えています。15 歳

以上の人の中で、現在 3 割の人が自由に使える車をもっておらず、その大半が高齢者です。

富山市は全国でもトップランナーのように高齢化が進んでいます。65 歳以上の高齢者の割

合は今後も増加し、2035 年には 3 人に１人が高齢者になってしまいます。車が自由に使え

ない人の割合もさらに増加していくでしょう。 

都市管理に要する行政コストという視点で、除雪、道路清掃、街区公園管理、下水道な

どの管理に要する維持費用を見ると、やはり人口密度が下がるにしたがって、コストも増

えていきます。現在市民一人当たりの維持費用負担は年に 1,400 円ですが、概ね 40 人/ha

で負担と受益が一致しています。これ以上市街地が低密度化すると、都市管理に要する行

政コストも増大し、20 年後には 12%アップするという試算もあります。 

 

2. お団子と串の都市構造 
そういう中で、 近富山市は都市マスタープランをまとめました。「お団子と串」の都市

構造ということで、拡散型の都市から集中型の都市への転換ということを考えています。

鉄軌道をはじめとする公共交通を活性化させ、その沿線に人口を集めるということです。

お団子というのは駅から徒歩で移動できる範囲。それを公共交通という串でつないでいく

という考え方です。 

現状も公共交通はあるがサービスレベルが低く、いまは自宅から病院に行くにも自動車

を使うというのが基本的なライフスタイルになっている。これを徒歩と公共交通で行ける

ようにするというのが、お団子と串によるコンパクトなまちづくりの基本理念です。 

地方都市では市街地が拡散してしまい、スーパーや公共施設が郊外に建ち、まちの真ん

中に何もなくなってしまうということが起こっています。買物も昔は自転車で行けたもの

が、いまは自動車でないといけない。そうなると、高齢者にスーパーで買物をしてもらう

こと自体が介護サービスのひとつになってしまうなど、たいへんな社会的コスト増になっ

てしまいます。この拡散した都市構造を 180 度転換して、コンパクトな都市をつくってい

こうということなのです。 

一般的なコンパクトシティは、青森市のように同心円状につくることを考えますが、富

山市の場合は、広域で合併しましたので、旧市町村の中心市街地を活性化し、それを公共

交通で結びつけるという考え方になりました。 

具体的には、鉄軌道６路線、頻度の高いバス路線 13 路線を「公共交通軸」と位置づけ、
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その沿線に鉄軌道の場合は駅から 500ｍ、バス停だと 300ｍのエリアに「公共交通沿線居住

推進地区」を設定し、住宅助成等によって居住を誘導していこうとしています。 

それに該当するエリアの面積は現在鉄軌道沿線では 1,450ha、バス路線沿線では 1,446ha

となっており、現在このエリアに富山市の人口の３割が居住しています。 

富山市の人口は現在の 42 万人から 20 年後には 39 万人に減少すると予測されています。

このまま放置しますと全体に人口密度も減っていくわけですが、人口を「公共交通沿線居

住推進地区」に集めることで、このエリアの人口を 20 年後には４割にもっていこうと考え

ています。もちろん、静かな郊外に住みたいという方はいらっしゃいますので、ゆるやか

な誘導をしていきたいと考えています。 

 

 

富山市の CO2 削減の３本柱として、まず第一が「行政が主体となったコンパクトなまち

づくり」ということです。そのために必要な路面電車など公共交通活性化については、公

設民営等により行政が積極的に関与するようにしております。 

よく鉄道が赤字であれば、これを廃止してバスに切り替えればいいじゃないかという話

になりますが、実際に鉄道を廃止するとバスに乗るかというと、みなさん乗らない。だい

たい半分しかバスには移らない。残りの半分は自動車に移ってしまう。それでバスも赤字

になって、 後には行政がコミュニティバスを赤字覚悟で走らせるということになってし

まいます。そしてみんな公共交通から離れてしまう。そうではなくて、行政が積極的に関

与して公共交通の魅力を高め、これを維持していこうとしているわけです。 

インナー
（都心部等）

ミッド
（居住エリア）

アウター
（開発抑制）

同心円状のコンパクトなまちづくりの例
（青森市都市計画マスタープランより）
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これと合わせて、沿線地域に住宅などへの助成制度を導入することで、郊外部との差別

化を図ったり、都市計画において郊外の準工業地域などの集客施設立地を規制していく方

針を明確にしています。 

残りの CO2削減の 2 本の柱としては、「市民のエコライフの推進」「企業によるエコ企業

活動の推進」を図っています。「市民のエコライフの推進」については、合併により森林面

積が増えたことから、森林ボランティアの支援などを通じてその保全に力を入れています。 

コンパクトなまちづくりによる CO2 削減効果ですが、自動車利用の減少や移動距離の短

縮化、渋滞の緩和による燃費向上などにより 2030 年には運輸部門の CO2排出量は対 2010

年比で 33%減少と推計されています。そこで富山市としては、運輸部門の 2010 年から 2030

年の中期削減目標を 30%減としています。 

 

3. 富山ライトレールの取り組み 
それでは、富山港線の LRT 化の取り組みについてお話します。富山港線という利用者の

減少が続く地方のローカル鉄道を、公設民営の考え方を導入し行政が関与して、LRT とし

て蘇らせたということであります。富山駅北から岩瀬浜まで延長はわすが 7.6ｋｍですが、

停車駅はおよそ 600ｍおきに 13 あります。所要時間は終点まで 25 分です。 

平成 18 年度に廃止となった JR 富山港線は、富山駅から岩瀬浜駅間の延長 8.0 ㎞の単線

電化路線でした。運行頻度は朝のラッシュ時こそ 30 分間隔でしたが、デイタイムは 60～

100 分間隔ということで、１時間に１本もないという状態でした。利用者は、沿線人口が横

ばいであるにもかかわらず、昭和 63 年当時１日あたり約 6,500 人であったものが、平成 16

年には約 3,100 人にまで減少していました。 

平成 13 年度に北陸新幹線が富山駅まで事業認可され、新幹線は富山駅の南側に一層高架

で入り、その予定地を確保するため在来線（富山港線を含む）は北側に移設されることが

決まりました。さらに平成 15 年度に富山駅周辺地区が連続立体交差事業の調査採択を受け

たことにより在来線の高架化が決定しました。 

こうしたことを背景に JR富山港線の路線移設をめぐって3つの選択肢が浮かび上がりま

した。 

選択肢の 1 つ目は、JR 富山港線をそのまま高架化するというものです。しかし、高架化

には多額の工事費が必要ですし、もし高架化後ＪＲが富山港線を廃止すれば、これまでの

多額の投資が無駄になる。 

選択肢の 2 つ目は、富山港線を廃止しバスに転換するというものですが、さきほど申し

上げたように一段と公共交通離れが進む。実際に一時工事期間中 2 ヵ月間バス代行をしま

したが、利用者が 1 日 800 人にまで落ちてしまいました。みんなどうやって通っているん

だろうと思うほど減ってしまいました。 

そこで、選択肢の 3 つ目は、JR 富山港線の路線を移設して LRT 化するというものです。

普通はこんな発想は出てこないのでしょうが、富山市は市内軌道という民間の路面電車が
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残っていました。当時 19都市しかなかった路面電車のある都市のひとつであったとうのが、

この発想の生まれた理由です。 

公設民営の考え方で事業を展開していこうということで、施設の建設費・維持管理費を

公共（富山市）が負担し、運営は事業者ということで、第三セクターの「富山ライトレー

ル」という会社をつくりました。ここが運賃収入で電車を走らせることになります。平成

16 年 4 月 21 日に設立いたしました。資本金が 498 百億円で、富山市が約 3 分の 1、県が 6

分の 1、残りの約半分が民間ということでスタートしました。 

当時は第三セクターの赤字が各地で問題になっており、当初、資本金は市と県で 9 割の

負担を考えていましたが、蓋を開けてみるとありがたいことに民間からの出資が多く集ま

りました。しかし、やはり公共が 2 分の 1 を負担し主導権をにぎらなければということで、

民間の出資を一部お断りいたほどでした。 

建設費は約 58 億円ということで、そのうち路面走行空間の道路整備は富山市が 8 億円を

負担。軌道、電気、信号、車両基地の整備、車両の購入に必要な 50 億円のうち、約 33 億

円は連立事業からの負担金ということで県が新幹線工事の関連収入から支出し、鉄道事業

としての補助もあり、富山市が富山ライトレールに対して市が単独助成したのは約 13 億円

で、他の補助を合わせると正味の富山市の負担は 17 億円程度。事業の大きさの割に少ない

負担でスタートできたといえます。 

運行サービスの向上ということでは、運行間隔を JR の頃の 30～60 分から 15 分に、一

挙に 3 倍に増やしました。終電の時間も 21 時台から 23 時台としました。15 分間隔であれ

ば、平均待ち時間が 7 分 30 秒ですから、時刻表を見ずに行っても、そんなに待たずに電車

に乗れるということだと思います。地方都市としては非常に便利な公共交通機関に生まれ

変わったのです。 
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低床車両を導入したということで、車椅子でも乗り降りできるようになっています。乗

車定員は 80 人、 高速度は 70 ㎞ということです。 

子どもの頃から公共交通に親しんでもらおうと、とにかく格好のいいデザインというこ

とにこだわりました。おかげさまで開業の日にはたくさんのお子様が集まりました。まる

でディズニーランドのアトラクションのように人が集まり、そのうち 3 分の 1 はお子様で

した。お子様や市民に愛される公共交通機関とするために、車両だけでなく、電停、IC カ

ード、シンボルマークなどのトータルデザインを追求したことによって、公共のものとし

てはめずらしく、グッドデザイン賞の金賞というものをいただきました。 

市民、地元企業からのサポートということで、各電停に設置されるベンチの記念寄付を

市民や企業から募りました。寄付者の記念メッセージ付き記念プレートがベンチに付けら

れます。寄付額はベンチ１基５万円で、168 基募集いたしました。 

新駅の命名権（ネーミングライツ）も販売し、２駅が市内企業によって命名されました。

こちらは１駅 1,500 万円でした。また、各電停に設けた「電停個性化スペース」では各駅

の歴史や産業・文化を表現し、右上にちょっと企業名を載せたもので、これに対して市内

16 社がスポンサーになってくださいました。 

IC カードも導入しています。SUICA と同じタイプのフェリカ方式のカードで富山圏内で

はこの富山港線にしか使えません。現金で 200 円のところが、この IC カードを使うと 160

円になります。フィーダーバスも用意していて、この IC カードを使うと 100 円割引となり

ます。 

路面電車化に合せ、列車本数の増便、始発・終電の改善を行い、
利用客の利便性を高める。

運行サービスの向上

ＪＲ西日本 富山ライトレール

路面電車化に合せ、列車本数の増便、始発・終電の改善を行い、
利用客の利便性を高める。

運行サービスの向上

ＪＲ西日本 富山ライトレール
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あと「信用降車」をしています。ライトレールはワンマンタイプで後ろから乗って前か

ら降りるようになっていますが、朝は大変混み合い時間がかかってしまいます。そこで、

朝のラッシュ時の 2 時間だけは、IC カードを持っている方に限って、リーダーにかざせば

後ろから降りてもいいよ、ということにしています。富山市民は、キセルなんかはしない

という市長の信念で実施に踏み切りました。 

さて、富山ライトレールの利用者数ですが、開業から平成 20 年 3 月 31 日までの 703 日

間で、約 329 万人の方にご乗車いただきました。市長は開業前に、1 日 3,400 人乗ってくれ

ればいいなと申しておりましたが、まったく予想以上で平日は平均 4,798 人/日、休日は

4,444 人/日の利用となっています。開業前の平日は 2,266 人/日、休日は 1,045 人/日でした

から、平日は約 2 倍、休日は約 4 倍の利用者数となりました。 

4 月 29 日に開業し、4 月はゴールデンウィークの休日しかなかったのですが、開業の珍

しさもあって 1 日 1 万人を超え、電車に乗るのにも待ち時間 2 時間かかってしまいました。

完全に輸送力を超えています。予想外でした。しかし平日の利用者は開業からほぼ横ばい

で、定着していると思います。 

利用客の内訳ですが。年齢別でみると 50 代、60 代、70 代と高齢者の利用が非常に多い

です。時間帯は、JR のときはほとんど朝夕しか乗っていただいていなかったのですが、昼

間も乗っていただいています。要は高齢者が昼間に乗っている。高齢社会だから公共交通

の充実を、と取り組んだところ、実際に高齢者がたくさん利用してくださっています。 

自動車からライトレールに転換した人が 11.1%もいらっしゃいます。これも予想外の多さ

です。また、新規にライトレールを利用したという方が 20.5%いらっしゃいます。これは、

いままで交通機関がなくて外に出て来なかった高齢者の方が、ライトレールができて外に

出かけるようになったのではないかと推測されます。市長はこれを見て、これで医療費が

減ると喜んでいました。いまのところはいいことづくめです。 

富山ライトレールの整備効果ということですが、短期的には利用者の増加、公共交通へ

のシフトによる CO2 の削減などを、中長期的には沿線人口の増加、商店街の活性化、コン

パクトなまちづくりの実現を期待しております。 

 

4. 今後の公共交通整備とコンパクトシティづくり 
いま現在の公共交通の整備事業としては、市内電車環状線化事業を展開しております。 

富山ライトレールは富山駅の北側でした。富山駅の南側は富山市の中心部になりますが、

ここに富山地方鉄道が経営している市内電車がございます。これは路線延長 6.4 ㎞で、電停

が 20 箇所、運賃は 200 円、運行間隔は 5～10 分ということで非常に頻繁に走っています。

この市内電車を環状線化しようというもので、延長 0.9 ㎞を単線でつなぎ、将来は複線化し

ようと考えております。将来は、新幹線が開通し、在来線が高架化すると、ライトレール

と地平部分でつなぐことができ、高架下にライトレールの富山駅をつくり乗り入れを考え

ています。市内電車の環状線化につきましては、いま国土交通省に工事施行認可の申請を
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しております。平成 20 年度末着工で、平成 21 年 12 月の完成を予定しています。 

富山ライトレールのときは、市長が JR 富山港線を路面電車化したいと言い出したのが、

平成 15 年 5 月、開業したのが 18 年の 4 月です。仕事が遅いというのがお役所ですが、わ

れわれは 2 年 11 ヵ月で開業してしまいました。息をつく暇もなく、仕事に追い立てられて

きました。平成 18 年 4 月に一旦富山港線を止めると鉄道建設機構から引導をわたされたの

で、なんとか 3 年で開業せよというのが市長の命令でした。通常都市計画道路一本つくる

のでも 10 年はかかります。それが 3 年です。どんなに急いでも 5～10 年かかると言われま

した。軌道法の特許申請は 35 年ぶりということで、誰も新規に軌道を敷くということをど

うすればいいのかわからない中、2 年 11 ヵ月でやり遂げました。 

今回の市内電車環状線化も 3 年で開業しろということで、とにかく一所懸命やっていま

す。 

次に、JR 高山本線活性化の社会実験です。富山ライトレールに続く、鉄軌道活性化の第

2 弾の取り組みです。市が費用を負担し、一日 26 本増便して 60 本の高頻度運行を行って

います。利用者が増加すると、その分富山市に返してくださいという仕組みです。いまの

ところ 1 億円出して 1 割程度戻ってくるといったところです。実験前の平成 17 年度に比べ

て 19 年度は約 6 万人(5.9%)増となりました。何も手を施していない氷見線など県内の他の

路線は右肩下がりですが、社会実験を行った高山本線は利用者を増やし右肩上がりになっ

ています。問題は、社会実験の後どうするかで、これが今後の課題となっています。 

また、公共交通沿線居住推進事業ということで、鉄道駅勢圏（半径 500ｍ）、バス停圏（半

径 300ｍ）でかつ用途地域が定められている区域（工業地域、工業専業地域を除く）を対象

として、住宅を建設・購入される方への支援制度を創っています。市民向けには戸建て住

宅・共同住宅の建設・取得に対する補助として 30 万円/戸。2 世帯住宅の場合は 10 万円の

上乗せとなっています。デベロッパーの方には共同住宅の建設費への補助として 70 万円と

いう大盤振る舞いをしています。 

つづきまして中心市街地活性化基本計画です。富山県民の何でも一番を取りたがるとい

う悪い癖で、国が中心市街地活性化法をつくったときに、富山市が一番に手を上げ、第一

号の認定となりました。団子と串のまちづくりにおいて、富山市の中心部は大きな団子と

いう位置づけで、公共交通の利便性の向上、賑わい拠点の創出、まちなか居住の推進とい

う 3 つの活性化目標を掲げて取り組んでおります。 

 

5. 「チーム富山市」によるエコ活動の推進とエコタウン 
「チーム富山市」によるエコ活動も始まりました。市長がキャプテンとなってエコ活動

組織「チーム富山市」をつくり、行政、企業、学校、自治会などいろんな主体が参加して、

温暖化防止活動を展開するものです。こちらは我々ではなく環境部のほうでやっていまし

て、ちょうどプレス発表をしてこれから活動を始める時期となっています。 

そのほか富山市にはエコタウン産業団地がございまして、約 18ha の敷地に各種のリサイ
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クル施設が立地しています。 

具体的には、廃食用油リサイクル施設がございます。スーパー、食品工場、給食センタ

ーなどから排出される廃食油を原料として軽油代替燃料のバイオディーゼル燃料（BDF）

を製造するというものです。現在市の清掃車やエコタウンのバスなどで使われています。

廃食油の処理費用と販売収入でやっていますが、1 リットル 140 円ということで、原油の値

上がりで採算ラインに乗ったということでした。この BDF は特殊な性質がございまして、

燃料タンクをきれいにする性質があるということですが、不純物がエンジンの中に入って

しまうのでフィルターが必要とのことです。 

生ゴミ及び剪定枝リサイクル施設では、ホテルやスーパーや食品工場等から発生する食

品廃棄物をメタン発酵させ、発生したバイオガスにより発電を行っています。また、メタ

ン発酵の過程で生じる発酵廃液を剪定枝などの堆肥化に有効利用しています。 

そのほかプラスチックのリサイクル施設や現在建設中の廃棄物エネルギーセンター（平

成 22 年稼働予定）などの施設があります。 

 

後におまけですが、富山ライトレール開業後、富山ライトレールや本市の進める「公

共交通を軸としたコンパクトなまちづくり」を視察に訪れる団体は、2 年間で約 500 組、

5,000 人にのぼります。ほとんど毎日、多いときには 1 日 5 組の対応に追われています。市

長からはすべて受け入れなさいと言われています。富山に泊まっていただく方には丁寧に

対応し、泊まらない方にはそれなりということでやっています。議会の方が多く、まだ富

山市を訪れて LRT をつくったという都市はありませんが、第二、第三の LRT のある都市

が実現することを期待しています。 

 

（この記録は、事務局・久米谷が作成し、谷口先生にご加筆・ご訂正いただいたものです。） 
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2008 年度 循環ワーカー養成講座 第 5 回 
 

「愉しい非電化生活のすすめ」 
 

講師：藤村 靖之氏（環境発明家・株式会社発明工房主宰） 

日時：2008 年 9 月 18 日（木） 18:30～20:30 

会場：ノルドスペース セミナールーム（東京都中央区京橋 1-9-10 フォレストタワー） 

 

はじめに 

 みなさんこんばんは。今日は「愉しい

非電化生活のすすめ」ということで、お

話させていただきます。みなさんにはあ

まり馴染みがないかもしれませんが、私

は「非電化」という言葉を使っています。

「ひでんか」という音を聞くと、まず皇

太子妃殿下の「妃殿下」の字をイメージ

するかもしれませんが、そうではありま

せん。また、これは「否電化」、つまり

電化生活を否定するということでもありません。私は、人類が 100 年かけて作りあげてき

た電化生活を否定するのは現実的ではないと考えています。ただ、不必要に電気を使う必

要はないだろうとの考えに基づいて、電気を使う製品と使わない製品のうち、愉しいほう、

健康的なほう、人間関係がよくなるほうを選べばいいと思っています。そしてそういう選

択をすることで、結果的に環境がよくなればいいと考えています。というのは、もちろん

環境は大事ですが、それよりももっと大切なことが沢山あると感じているので。 

それからもうひとつ付け加えると、私は「非電化」を「秘伝化」しません。これまでに

発明をいくつかやっていますが、権利化せず、全て自由に使ってもらえるようにし、みん

なで愉しんでいきたいと考えています。 

 以上のような考えに基づいて私は「非電化生活」を愉しんでいます。今日は残りのお時

間でみなさんにこの非電化生活についてご紹介したいと思います。 

 

（ 初に藤村氏のいくつかの発明品や非電化生活をまとめた TV 番組を拝見しました。 

藤村氏の発明品の国内での活用法に加え、電気を使わず安く手に入れることでのできる

発明品が、現金収入の少ないモンゴルの遊牧民にも歓迎されている様子がまとめられてい

ました。また、別の番組では、藤村氏が高度経済成長期に大手機械メーカーで研究開発に

携わっていたものの、会社を辞め、発明家生活を始めたことを伝えるとともに、非電化冷

蔵庫や非電化除湿機、非電化生ごみ処理機のしくみや機能が紹介されていました。 
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さらに、藤村氏自身は、非電化生活をする事で、電気代が一般家庭の 6 分の 1 から 8 分

の 1 で済むようになったことや、ほんの少し生活が不便になった面がある一方でその分愉

しみが増え、「幸せ度」が上がったという実感を伝えていました。） 

 

1. 著書「テクテクノロジー革命」について 
 文化人類学者で環境運動家の辻信一さんが、以前私の那須の自宅に 3 泊 4 日ほど泊りが

けで私にインタビューをしたことがあって、その時の録音の書き起こしが「テクテクノロ

ジー革命」です。辻信一さんはインタビューの名人ですので、うまく私から言葉を引き出

し、糸を紡いで見事な織物に織り上げてくれたようないい本になっています。辻さんがま

えがき、私があとがきを書き、中はインタビューの内容が書かれているのですが、辻さん

のまえがきが非電化生活をうまく表現する文章になっていると思いますので、紹介させて

ください。 初に二人で作った造語である「テクテクノロジー」というのがあります。「て

くてく歩くノロい爺さん」という意味で、私のような人をイメージしてくれればよいと思

います。以下、長いですが、解説しながら一部を引用します。 

 「テクテクノロジーとは何か。それはスローなテクノロジーのことだ。まずは、ドイツ

に昔から伝わる『魔術師の弟子』というお話をきいてほしい。魔術師の弟子になったフン

ボルトはある時、先生の留守中に覚えたての魔法をつかってほうきに水くみをさせようと

する。自分で掃除をするのが面倒くさかったのだ。働き始めたほうきはせっせと水をくみ

上げる。そこではたとフンボルトは気がついた。かけた魔法をどうやって解くのかをまだ

習っていなかったのだ。ほうきがくみ上げ続ける水で家は洪水になってしまう。 

昔の技術はとても長い時間をかけて生み出された。何十年、何百年、時には何千年とい

う時間をかけて、試行錯誤をくり返しながら。昔の技術はそうやってゆっくり進歩した。 

しかし、そのペースが 200 年ほど前から急速に加速する。」産業革命や石油の利用開始が

あって、急速に加速したわけですね。 

「ペースが速ければ速いほど、科学技術は魔法に似てくる。今ではもう、試行錯誤なん

てのんびりしたことを言っていられない。どうやって解くのか分からない魔法をどんどん

かけるようなものだ。変化のスピードが速すぎて、どこで、誰が、どんな技術を開発して

いるのか、もう誰にも分からない。」数十年前から、新しい化学物質を作り出すと、アメリ

カの CSA というデータバンクに登録するというのが習慣になっているのですが、現在世界

中では、そのように登録されているものだけで、1 日に 1 万 4000 種類、1 週間で 9 万 8000

種類もの新物質が作られていることが分かっています。つまり、一年間で 500 数十万種が

作られているということになります。30 年くらい前までは、毎年数百個というペースでし

た。格段にスピードがアップしたことが分かります。 

これらの 1 つ 1 つの安全性を確かめるのには、何年、時には何十年もかかります。「これ

ではとても追いつかない。あっという間に、あのフンボルトが引き起こした洪水みたいに、

世界中が化学物質の洪水になってしまう。しかし、フンボルトの場合と違うのは、これが
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たとえ話ではないということ。事実、僕たちの地球は、ありとあらゆる汚染物質の洪水だ。」

近では、温暖化物質、特に炭酸ガスの話が大きく取り上げられています。もちろんそれ

は大きな問題だと思いますが、私は、この化学物質の洪水の問題のほうが、桁違いに深刻

なような気がしています。原子力や遺伝子操作など、地球温暖化よりも深刻な問題が沢山

進行しているのだけれども、温暖化に焦点が絞られ、炭酸ガスでみんながどうやって儲け

るかという話になってしまっていますよね。これはとても不思議なことだと感じています。 

 「魔法をかける前に、どうやってその魔法を解くかを魔術師達は知っておかなければな

らない。では、科学者や技術者はどうすればいいか。藤村靖之さんは、『悪いことが証明さ

れ、法律で禁止されたら、渋々やめる』日本方式と、『悪いと分かっていることはやらない

のはもちろん、良いと分かっていないことはしない』スウェーデン方式を紹介した上で、

スウェーデン方式にしか未来はないと考える。日本ばかりではない。現代世界の科学技術

の主流はこのスウェーデン方式にあらゆる場面で反対し、抵抗してきたといっていい。1 週

間に 10 万という猛烈なスピードを維持し、さらに加速するのが科学技術の進歩であり、そ

の 1 つ 1 つの安全性をじっくりと検証するためにペースを減速するのは、大きな後退だと

いうわけだ。藤村さんは、自分の原則を、社会の趨勢に反して、スウェーデン方式、つま

り『いいとわかっていないことはしない』とした。それは、安全確認のために多大な時間

を割きながら、ゆっくりと進むスローなサイエンスを、スローなテクノロジーを選ぶこと

を意味する。テクテクと人間らしいペースで歩む科学技術。それがテクテクノロジーだ。」

以上のように紹介してくれています。 

 こんなことを一人の爺さんがやってどうするんだ？ 具体的にどうやったら世界のペー

スを変えられるのかということが、この本の大半を占めています。さらに少し続けます。 

 「あのアインシュタインはこういったそうだ。ある問題を引き起こしたのと同じマイン

ドセット（型にはまった考え方）のままでこの問題を解決することはできない。地球温暖

化をはじめとする深刻な環境危機を前に、しかし、僕達はいまだにその危機を引き起こし

たのと同じマインドセットで問題が解決できるかのように、思い込み、振舞っている。」本

当は、みんなこんなことで地球温暖化が解決できるわけないといぶかしさを感じながらも、

「これでいい」と無理やり思い込んで振舞っているような気がします。特に、おじさんた

ちはそうやって振舞っているように見えます。ただ、 近は女性と若者は、「それは違う」

と強いいぶかしさを感じて、行動を起こし始めているように見えます。そのような新しい

動きは、私にとっては、「ひょっとしたらうまくいくかも」と勇気付けられる機会になって

います。 

 「化石燃料が駄目なら原子力で、石油が駄目ならバイオ燃料で、食料危機なら遺伝子組

み換えで、経済成長が駄目なら持続可能な成長で。」福田ビジョンを一言で表現すると、「低

炭素社会で持続的成長」ということになろうかと思いますが、これはマインドセットです

よね。 

 「油まみれ、電気まみれのマインドにはビジョンは現れない。（中略）私は、藤村靖之さ
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んと向かい会いたいと思った。そしてテクテクノロジーに相応しいたっぷりとした時間を

ともに過すことによって、非電化の思想に導かれながら、豊かさ幻想をつきぬけ、その向

こう側にビジョンを描いてみたい。」 

以上、長文でしたが、紹介させていただきました。アインシュタインやドイツの昔話を

引きながら、現代社会やテクテクノロジーがとても分かりやすく説明されていると思いま

す。 

 

2. モンゴル非電化プロジェクト 
 続いて TV 番組にも登場した、モンゴル非電化プロジェクトについて紹介させてください。 

私は 2003 年以降、頻繁にモンゴルを訪れ、非電化プロジェクトを実行しています。非電

化プロジェクトはモンゴルだけで実施しているわけではありませんが、おそらくモンゴル

が も数多く訪れた国だと思います。 

 モンゴルの 6～8 月は、一面の草原となり、大変美しいです。ただ、それ以外の 9 ヶ月は、

荒涼とした冬景色が広がり、 も寒い時にはマイナス 40 度まで気温が下がる厳しい土地で

す。そのような寒い中で、遊牧民の人々は、家畜に羊を飼い、ゲルに住んで移動生活を続

けています。人柄は、少しシャイですが、陽気で優しく、とても良い人達です。みんな遊

牧生活が好きだといいますが、現在では、モンゴルの人口約 260 万人のうち、遊牧民は 30

万人程度にまで減少しています。特に 近の 10 年間で、60 万人もの人が、都会生活への憧

れや不安定な生活への不満などから遊牧生活をやめ、首都のウランバートルに移住してい

るといいます。しかし、ウランバートルにも職業はなく、その 60 万人のほとんどは浮浪者

生活を余儀なくされ、子供も捨てられているといいます。捨てられた子供達は、マンホー

ルの中で「マンホールチルドレン」として生活しています。地域暖房をしているために、

マンホールの中は暖かく、寒い冬をなんとかしのぐことができるのです。 

 私は発明家ですので、困っている人がいたらどこへでも出かけていき、発明によって人々

を助けるのが自分の仕事だと思っていますが、モンゴルからも要請があったので、出向い

たわけです。いろいろお話を聞くうち、煎じ詰めれば 3 つのものが不足していることが問

題で、それを解決してあげることが大切であることが分かりました。3 つとは、冷蔵庫と照

明と TV で、それらさえあれば、一度はやめた遊牧を続けるとのことでした。 

 

3. 非電化冷蔵庫の発明 
 その 3 つのせいで遊牧をやめ、60 万人もの人が逆に不幸になってしまっているのだから、

私はそれを解決してあげようと思ったわけです。まず、3 つの中でも一番の問題は、冷蔵庫

がないことでした。一頭の羊がいれば 1 家族が 2 週間は食いつなげるのですが、夏場はそ

れが 3 日で腐ってしまい、捨てなければならないというのです。日本の 4 倍の国土に遊牧

民 30 万人しかいないので電気は通っていませんし、仮に通っていたとしても、年収が 2 万

円程度の遊牧民には、電気代や冷蔵庫の購入費は高く、とても払えません。では電気を使
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わない冷蔵庫を作ればよいと思い、非電化冷蔵庫を作ってみました。作ることはさほど難

しいことではなかったのですが、貧しい人達が買える値段にできるかどうかという課題が

ありました。そこで同時に、モンゴル企業が作って遊牧民に売るビジネスモデルも考案す

ることにしました。 

 価格設定については、遊牧民が買える価格を実際に聞いて周り、 終的に羊 2 頭分であ

れば喜んで買うとの結論が出ました。羊 2 頭を無理やり日本円に換算するとしたら、7000

円くらいになるとのことですので、年収 2 万円のうちの 7000 円ですから、相当な価値を持

つことになります。彼らはそれでも喜んで買うと言ってくれたのです。 

 価格設定ができたので、ウランバートルにモンゴルの企業家 50 人に集まってもらい、次

のような説明をしました。遊牧民は羊 2 頭分の値段で冷蔵庫を喜んで買うと言ってくれて

いる。仮にあなた方が羊１頭分の値段で冷蔵庫を製造できたとすれば、一台につき羊１頭

分の利益がでることになる。さらにこの製品は環境に悪影響を与えることもない、と。そ

してビジネス化してくれる人はいないかたずねたところ、50 人中 50 人がやりたいと言って

くれました。 

 このように、何かを発明する時に、販売するビジネスモデルを先に考えることを、これ

までも続けてきました。普通は発明してからどう作るか、どう売るかを考えるものですし、

私も以前はそのやり方をとっていたのですが、それだと、せっかくいい発明ができたとし

ても、とてつもなく高いものになったりして、売れないのです。ですから 近は、先にビ

ジネスモデルを考えて、そこから必要となる発明を考案することにしています。上記のケ

ースでいうと、羊 1 頭分の値段で冷蔵庫を製造するために使える材料や技術にはどんなも

のがあるか、何ヵ月がかけて調査し、その上で発明をすることにしています。 

 写真１は 2004 年に 初に作ったモンゴルの遊牧民向けの非電化冷蔵庫です。薄いトタン

板に特殊な塗料を塗り、赤外線を出やすくします。中にはペットボトルをセットし、水を

入れて墨汁を一滴たらします。黒いと赤外線が出やすいためです。ペットボトルは捨てら

れていますので、タダで手に入ります。枠の細木はモンゴルでもなんとか手に入ります。

また、モンゴルは土を 10 センチ掘ると瓦礫ですので、周りにある瓦礫もタダです。さらに、

モンゴルの降雨量は年間でも 250 ミリとほとんど砂漠のような状態で、土も非常に乾燥し

ているため、いい断熱材になります。これもタダです。このように、モンゴルで手に入る

材料を使い、モンゴルの技術者が使える技術を用いて、羊 1 頭分の値段でできる非電化冷

蔵庫が誕生しました。性能を実験したところ、真夏の 30 度を超える も暑い時でも、庫内

は 4 度以下に保つことができました。 



 

67 

 

写真１ 非電化冷蔵庫 

 

 4 度以下であれば、羊の肉も腐らずに 2 週間もたすことができますので、実用可能なもの

と分かりました。遊牧民の皆さんにできたことを伝えると、100 キロ先、200 キロ先から馬

に乗って見に来てくれ、涙を流して喜んでくれました。人は、失いかけた勇気と希望を取

り戻した時には泣くものですが、私の発明によって勇気と希望を取り戻すお手伝いができ

たのかもしれないと思って、嬉しくなりました。 

このような形で、2005 年からは、現地パートナーが羊 1 頭分で製造したものを羊 2 頭分

で売るというビジネスが事業化され、1 つの産業が興っています。産業が興ったというと大

げさかもしれませんが、私が現在、アジア諸国やパプアニューギニア、南アメリカ諸国、

アフリカ諸国でやっている仕事は、現地の企業家が作って現地の困っている人達に売ると

いうことを基本としており、さらに製品は環境に悪影響を与えないということを旨として

やっています。つまり、自立型で持続型の産業を各地に興すことで、問題を解決していく

作業を行っているわけです。 

私がなんでこんなことをやっているかというと、グローバリズムの進展によって、途上

国に自分達は不幸だという意識が浸透しきっているために、それが必ずしもそうではない

と気付いて欲しいからなのです。彼らがなぜ不幸だと思っているかというと貧しいからで、

金持ちになれば幸せになれるというマインドセットがあります。金持ちになるためにはか

つての日本のように工業国化すればよいと考えており、国中にそういう考えが浸透してい

ます。 

 私はこういう考え方によって、貧富の差がますます開き、人と人との憎しみはますます

増幅され、環境はますます悪化するという、平和と逆の方向に導かれていくのではないか

と感じています。ただ、私は発明家なので、どっちがよいということを言うのではなく、

新しい選択肢を提供する、つまり自立型、持続型の産業を興すことで困っている人を助け

る手段を提供することが仕事だと思っています。自立型の産業を興すことで現地に雇用を

創出し、環境悪化も防げるようにするのが、私の仕事です。個人的には、個別の問題さえ
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解決できれば、日本よりもアフリカのほうが幸せなのかもしれないと思っています。 

  

4. 照明と TV 
 さて話を戻して、以上のように、 も問題とされていた冷蔵庫は事業化されましたが、

まだ照明と TV の問題が残されていました。既に説明したように、モンゴルの冬は長く、9

ヶ月にも及び、寒い時で気温はマイナス 40 度にもなります。そんな中で、ろうそく 1 本で

じっと耐えて過している彼らにとって、不自由なく本が読める明るさの照明というのは、

我々日本人には到底想像もできないくらいの切なる願いなのです。また TV についても同様

に切なる思いが込められています。寒い中で耐える際に、隣の家まで何キロも離れている

ことから、世界とつながっていたいとの思いがありますし、大寒波が襲ってくるかどうか

など、ニュースが欲しいのです。もちろん、金持ちの遊牧民は、太陽光電池と風力発電、

バッテリーと衛星アンテナで照明と TV を利用することができていますが、ほんの一部の

人々に過ぎず、一番貧しいクラスの遊牧民には高すぎて手も足もでません。私はそれらの

貧しい人達が照明と TV を楽しめるようになるためにはどうしたらよいかという観点から

ビジネスモデルと発明を考えることにしました。 

 写真 2 と写真 3 は、 終的に落ちついた発明品です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2、3 馬力発電 

 

写真 2 は馬力発電機です。写真 3 のように、遊牧民が馬に乗って 2 時間この馬力発電機

を引っぱると、搭載されたバッテリーがフル充電の状態になります。そうすると、約 1 週

間、彼らが照明と TV を楽しめるだけの電力が溜まったことになるのです。遊牧民は必ず馬

を飼っているし、馬は昼間遊んでいることが多いので、馬に活動してもらえばいいという

発想です。やる前は、草原の凹凸によってひっくり返ったりするかもしれないとか、牽引

するヒモが絡まるかもしれないと懸念しましたが、結果的にはうまくいきました。 

車輪の回転を発電機に伝えて発電し、バッテリーに充電するわけですが、発電機だけは

中古品を日本から持っていくことにし、残りはすべて現地調達です。価格は 2 万円ほどに

なってしまいましたが、週に 2 時間だけ使えばよいので、共同利用ができるようにし、寄
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り合い所などに保管することで、一番貧しいクラスの人々でも利用することが可能になり

ました。 

実はこのモデルにはもう 1 つ、バッテリーの耐久性の問題がありました。バッテリーは 2

年、長くても 3 年ほどで寿命がきてしまうのです。日本では、ディーラー経由で寿命が来

たバッテリーを捨てており、毎年 2500 万個のバッテリーが捨てられています。2、3 年に 1

万円程度ですので、日本人には大した問題ではないのですが、遊牧民の人には、手が出な

いほどの高さになってしまいます。ビジネスモデルを完成させるには、この問題をクリア

する必要がありました。ウランバートルは自動車社会ですので、当然バッテリーの廃棄物

が出ており、草原に捨てられているのも知っていましたし、バッテリー再生装置を使えば

ほとんど新品に戻ることが分かっていました。しかし、この再生装置は、 低 500 万円、

いいものでは 2000 万円程度するのです。日本人ですら手が出ないものをモンゴルにもって

いったところで、ビジネスが成り立つわけはありませんので、私は 5 万円の再生装置を作

成しました。5 万円であれば、共同利用でなんとかビジネスモデルが成立するのです。草原

からもってきたバッテリーを再生するサイクルを作ることで、これも自立型、持続型のビ

ジネスとして事業化することができました。 

これではじめに聞いた冷蔵庫、照明、TV の問題が解決したわけですから、ウランバート

ルに移動した遊牧民は、ひょっとするとまた遊牧生活を始めるようになるかもしれないと

淡い期待をしています。ただモンゴルにも、上記の工業化による豊かさの追求というマイ

ンドセットの波が押し寄せています。例えば、ウランバートルの街は様変わりしており、

16 階建ての「旭鷲タワー」というビルが建つまでになっています。その１階には「旭鷲銀

行」という金ぴかの銀行が入っています。小結だった旭鷲山は、モンゴルにおいて朝青龍

に次いで 2 番目に大きい財閥を形成するに至っています。こんな風にして、日本の投資家

が援助して、モンゴルを経済成長パターンに乗せようとしています。もちろん投資家は儲

かるし、モンゴルの一部の金持ちもますます潤うのでしょうが、モンゴルの草原に高速道

路を建設したところで一体何の意味があるというのでしょう。今後モンゴルがどのように

変わっていくのか、注目しています。 

 

5. エネルギーの作り方と使われ方について 
 さて、 後にエネルギーの作り方と使われ方についてお話したいと思います。エネルギ

ーの話はなんでこんなに難しく、分かりづらいのでしょうか。意図的に誰かが難しくして

いるのではないかと思いたくなるくらい、複雑です。例えば、エネルギーの単位について

考えますと、エネルギーには、強さを表す単位と量を表す単位の二つがあります。強さの

単位は、KW（キロワット）や馬力、Kg 重、ニュートンなどがあり、量を表す単位として

は、KW 時、Kcal、ジュール、Kg 重ｍ、石油換算バーレル、CO2排出量トンなどがありま

す。特に温室効果ガスの関連では、CO2 排出量トンが利用されていますね。こんなにいっ

ぱいあってとても分かりづらいので、私は 2 年前に、少し過激な単位を考案しました。１
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GP という単位で、1GP の量は、日本の原発一基が年間に発電する電力量である 50 億 KW

時/年になります。この単位で考えると、日本の総電力消費量は 202GP です。原発は 55 基

ありますが、平均的に稼動しているのは 50 基ですので、202GP のうちの 50GP を 50 基の

原発でまかなっていることになり、あとの 152GP は、火力発電や水力発電などで補ってい

るというわけです。このように、「GP」という単位でエネルギーを測りなおしてみると、い

ろいろなことが分かってきて非常に面白いのです。 

 表 1 はエネルギーの作られ方と使われ方を表しています。 

 

電 力
都市ガ

ス
ＬＰＧ＋
石 油

石炭・
コークス

地熱・新

エネル
ギー

合 計

産業用 ８５ ＧＰ ２３ ＧＰ １９８ ＧＰ ８９ ＧＰ ５ ＧＰ
４００ ＧＰ

（４７％）

家庭用 ５６ ＧＰ ２２ ＧＰ ４６ ＧＰ ０ ＧＰ １ ＧＰ
１２５ ＧＰ

（１５％）

業務用 ５７ ＧＰ １６ ＧＰ ３５ ＧＰ ２ ＧＰ ２ ＧＰ
１１２ ＧＰ

（１３％）

運輸用 ４ ＧＰ ０ ＧＰ ２０９ ＧＰ ０ ＧＰ ０ ＧＰ
２１３ ＧＰ

（２５％

合 計 ２０２GP
（２４％

６１ ＧＰ

（７％）

４８８ ＧＰ

（５７％）

９１ ＧＰ

（１１％）

８ ＧＰ

（１％）

８５０ＧＰ

（１０
０％）

エネルギーの作られ方と使われ方

 
表 1 エネルギーの作られ方と使われ方 

 

 横軸が都市ガスなどの使用形態で、縦軸は用途別にまとめています。合計を見てみます

と、日本では、原発換算で、850 基分のエネルギーが使われています。そのうち、202 基分

が電気で、都市ガスが 61 基分。LPG と石油を足したものが原発換算で 488 基分と圧倒的

に多くなっています。また、石炭・コークスが 91 基分で、地熱・新エネルギーが 8 基分に

なっています。これを見ているといろいろなことが分かってくるのですが、今日は一番身

近な家庭用を見てみましょう。家庭用をより細かく見たのが表 2 です。 
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電力 都市ガス
石油
ＬＰＧ

太陽熱 合計

暖房 ４ＧＰ ７ＧＰ ２３ＧＰ ０ ３４ＧＰ

給湯 ２ＧＰ １１ＧＰ ２０ＧＰ １ＧＰ ３５ＧＰ
厨房 ２ＧＰ ４ＧＰ ３ＧＰ ０ ８ＧＰ
冷房 ３ＧＰ ０ ０ ０ ３ＧＰ
照明 １０ＧＰ ０ ０ ０ １０ＧＰ
電気冷蔵庫 ５ＧＰ ０ ０ ０ ５ＧＰ
ＴＶ １０ＧＰ ０ ０ ０ １０ＧＰ

電気洗濯機・乾燥機 ３ＧＰ ０ ０ ０ ３ＧＰ
パソコン ３ＧＰ ０ ０ ０ ３ＧＰ
電気ポット ３ＧＰ ０ ０ ０ ３ＧＰ
電気炊飯器 ２ＧＰ ０ ０ ０ ２ＧＰ
電気掃除機 ２ＧＰ ０ ０ ０ ２ＧＰ
電子レンジ ２ＧＰ ０ ０ ０ ２ＧＰ
温水便器 １ＧＰ ０ ０ ０ １ＧＰ
除湿機 １ＧＰ ０ ０ ０ １ＧＰ
その他 ４ＧＰ ０ ０ ０ ４ＧＰ
合計 ５６ＧＰ ２２ＧＰ ４６ＧＰ １ＧＰ １２５ＧＰ

家庭用エネルギーの使われ方

 
表 2 家庭用エネルギーの使われ方 

 

 電力が原発換算で 56 基分、都市ガスが 22 基分、石油・LPG が 46 基分、太陽光が 1 基

分で合計すると 125 基分となっています。ここで 初に見ておきたいのは、都市ガスと石

油・LPG です。2 つをあわせると 68 基分がここで使用されており、電力の 56 基分よりも

大きくなっていることです。この 68 基分は、暖房、給湯、厨房の 3 つに使用され、他はゼ

ロです。ここで気付くのは、オール電化住宅のことではないでしょうか。暖房は電気暖房、

給湯を電気温水器、厨房を電磁調理機にそれぞれ変えたものですが、この流れは急速に進

んでいます。6 年前のデータでは、新築注文住宅の 11％がオール電化住宅だというものが

ありました。3 年前は 26％、リクルートコスモスによる 新データでは 56％がオール電化

住宅だとされています。他にこのスピードで進展したものというのは、日本の歴史の中で

は携帯電話だけです。何か不思議なことが起こっているといわざるを得ません。 

このままの勢いでいきますと、今都市ガスや石油・LPG の消費になっているものがその

まま電気消費にシフトすることになりますので、原発 68 基分の電力消費が増えてしまうこ

とになります。さらに、家庭用の電気プラグで充電が可能な自動車の開発がますます進ん

でおり、環境にいいとされていますよね。さすがに全部が電気自動車にシフトすることは

ないでしょうが、仮にその分が家庭用電気として上乗せされたら、電力消費はますます増

加し、2 倍になってしまうことになります。 

この増加分を一体どうやってまかなうというのでしょうか。日本のエネルギー政策を進

めている人々の考えにのっとれば、大部分は原発でまかなうことになるでしょう。「原発は

炭酸ガスが出ないから地球温暖化防止に効果がある」という考えを、みなさんはもう何度

も耳にされていると思います。これは「炭酸ガスさえでなければよい」というマインドセ

ットにほかならないと思いませんか。私は、個人的には、原発が怖くてしょうがないので、
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どんどん減らしてゼロになって欲しいと思っています。唯一の被爆国として怖さは知って

いるはずなので、日本の技術力を使ってゼロにしてみせるといって欲しいところですが、

現実はそれとは逆の方向に向かいつつあるようです。 

 暗い話になってしまいましたので、少し明るい話をしましょう。家庭用のエネルギー使

用量で圧倒的に多いのは、暖房と給湯です。冷房は夏のピーク時には使用量がよくニュー

スになりますが、年間を通してみると原発 3 基分でしかありません。他に電力で多いのは、

照明と TV で 10 基分になっています。これをみると少し気分が明るくなりませんか。例え

ば、みんなが電気ポットのいつも温度が一定で便利ということを我慢してやめれば、一気

に原発 3 基分の電力がうくことになるのです。また、電気掃除機を我慢すると 1.6 基分がう

くことになります。 

電気掃除機については、35 人の女性を対象に実験したことがあります。どんな実験かと

いいますと、同じように汚した床を、 新の掃除機と名人が作ったほうきで履き比べても

らうというものです。名人が作ったほうきは 8000 円しますが、 新の掃除機と比べると 5

分の 1 の値段で済みますよね。で、「どっちがうまくはけましたか？」という質問をすると、

全員が「名人が作ったほうき」と答えました。掃除機はカーペットを掃除するために開発

されているので、当たり前でしょう。次に、「どっちが愉しくはけましたか？」という質問

をすると、これも全員が「名人が作ったほうき」と答えました。そこで「なんで普段は電

気掃除機で掃除するのですか？」と聞くと、 終的には全員から「明日からほうきにする」

という答えが返ってきました。このことから私は、もしかしたら「掃除は電気掃除機です

るもの」という思い込みがあるのではないかという気がしています。現在では、みんなが

地球環境をなんとかしなきゃと真剣に頑張っているのに、電気掃除機のように、簡単なこ

とに気付いていないのかもしれません。これをみんなが実行すれば、少なくとも原発 1.6 基

分の電気使用量は減らせるのです。これはとても明るいことだと思います。 

 ちなみに、アフリカ諸国と日本の電力消費量が何十倍も違うことは知っていると思いま

すが、日本とドイツの家庭１世帯当たりの電力消費量の差はどれ位だと思いますか？ 実

は日本はドイツの 2.5 倍も電力を使っているのです。国民一人当たりだと 1.1 倍くらいなの

ですが、1 世帯あたりだと、2.5 倍なのです。同様の先進国であるドイツ並みに使用量を落

としたとしても、幸せ度は落とさずに生活できる気がしませんか？ ですから、現在の原

発換算の 56 基分は必須で、どんどん増やさなければならないという思い込み的な考え方で

はなく、ドイツ並みに 2.5 分の 1 に減らす方法を考えていく方向でもいいのではないかと思

っています。 

 では、なぜドイツの世帯あたりの電力量は日本の 2.5 分の 1 なのでしょう。例えば照明で

すが、ドイツ人は日本人の 4 分の 1 の電力消費量で生活しています。それではドイツ人は

暗い中で本を読んでいるかというと、決してそうではありません。ドイツでは、昔から文

化的に、全体照明を暗くし、本を読むところだけは部分的に明るくするという工夫をして

いるのです。これは決して環境問題を考えたからではなく、その方が生活の質が高いと思
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ったからそうしているだけのようです。 

 次に TV を考えてみましょう。ドイツ人が TV をものすごく我慢しているのかというと、

これもそうではありません。TV との付き合い方が違うのです。 

私はいろいろな家電の法則を面白半分に考えていますが、ここで TV の 3 つの法則をご披

露したいと思います。 

① TV の消費電力は、TV を見る時間に正比例する。 

② TV の消費電力は、TV の大きさの二乗に比例する。 

③ TV を見る時間は、TV 番組の質に逆比例する。 

 

面白いのはこの③の法則です。面白くない TV 番組ほど長く見るのではないか、というも

のです。どう思われますか？日本人はとても長く TV を見ているようですが、それは果たし

て番組の質がいいからなのでしょうか。むしろ私は年々質が低下しているような気がして

います。それなのに、年々試聴時間は増え、TV の大きさが大きくなっているために、消費

電力も増え続けています。製品の省エネ化が進んでいるにも関わらずです。 

 ドイツ人が TV を見る時間は、日本人の約 3 分の 1 です。③の法則が正しいとするなら、

ひょっとすると、日本人はつまらない番組をだらだら見ていて、ドイツ人は、面白い番組

をちょっとだけ見ているのかもしれません。TV の見方をちょっとだけ改善するだけで、電

力消費量を減らせるのではないでしょうか。 

 このように 1 つ 1 つの製品について細かくみていくと、家庭の電力消費を半分に減らす

など、造作もないことのように思えてきます。それも何かを我慢することで達成するので

はなく、むしろ幸せ度を上げながら達成できそうな気がして、勇気が湧いてきませんか？ 

みなさんも、電力消費を少しずつ少なくする努力を始めてみませんか。 

 

（この記録は、事務局・寒田が作成し、藤村先生にご加筆・ご訂正いただいたものです。） 
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2008 年度 循環ワーカー養成講座 第 6 回 

 
「『永続地帯』と地域分散型の資源エネルギー供給」 

 

講師：倉阪 秀史氏（千葉大学法経学部教授） 

日時：2008 年 10 月 6 日（月） 18：30～20：30 

会場：ノルドスペース セミナールーム（東京都中央区京橋 1-9-10 フォレストタワー） 

 

はじめに 
 本日は、お招きいただき誠にありが

とうございます。「循環型社会」には、

実は私も強い思い入れがあります。私

がまだ環境庁（現環境省）にいた 1990

年に、循環型社会についての方向性を

一番はじめに示した「環境保全のため

の循環型社会施策検討会」という検討

会を設置しました。この検討会の設置

に当たり、検討会の事務局を務めてい

ました私と当時の係長とで検討会の

名称について激論を交わしました。係長は「リサイクル社会」がわかりやすいというご意

見でしたが、ぜひ「循環型社会」という名称にしましょうと私が提案し、結局そのような

名前にさせていただいたという経緯がございます。そのあと、「循環型社会」という言葉が

ここまで普及し、皆様の NPO 法人のお名前にも使われるようになるとは、当時は夢にも思

っておりませんでした。大変有り難い限りです。 

 私が本日お話しする「永続地帯」の研究というのは、循環型社会の中でもエネルギーに

ついて、地産地消の方向でエネルギーの供給を行う経済社会に移行していくための指標づ

くりです。この研究は、飯田哲也さんが所長をしておられます NPO 法人「環境エネルギー

政策研究所」といっしょに行っています。 

 この「永続地帯」というアイデア自体は、かなり前から私の書いた本の中で紹介してい

ます。私が 初に出した『環境を守るほど経済は発展する』（2002 年、朝日選書）の中では、

化石燃料基盤のエネルギー供給構造が見直される中、まず自然エネルギーで賄うことので

きるのは、人口が少なくて自然豊かな地域と考えられ、そのような地域を指標化、いまの

流行でいうと「見える化」していくことで政策もついてくるのではないか、という考え方

を示しています。 

そのあと、ようやく研究資金を確保できるようになり、2005 年あたりから、前述の環境

エネルギー研究所と一緒に研究を進め、2007 年の 7 月にまず電力について集計結果を発表
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しました。そして、2008 年の 9 月に熱も加えた 新版を発表しております。 

 

1. 「永続地帯」研究の背景 
イギリスの経済史家リグリィは、イギリス産業革命を分析する中で、経済成長には 2 つ

のタイプがあると言っています。イギリスの産業革命は、だいたい 1760 年から 1830 年の

70 年間ですが、 初は、自然エネルギーに依存した「高度有機経済型」に向かった経済発

展でした。それが産業革命の途中から、当時は石炭ですが、地中の化石燃料を基盤とした

「鉱物基盤のエネルギー経済」が入り込んできて、主流になっていった。このような分析

をリグリィは行っています。 

ご存じのとおり、現在、全世界を考えますと、エネルギー供給の約 9 割を、石油、石炭、

天然ガスといった化石燃料に依存しています。産業革命が始まってから 200 年ちょっと経

って、いま我々は地球の温暖化に直面しているという構図になっています。 

近、本屋の環境問題の棚では、地球温暖化に対する懐疑論者の本ばかりが見受けられ

ます。しかし、地球温暖化について、根幹をなすファクトがいくつかあります。一つ目は、

温室効果はあるということです。これを疑う科学者はいません。二つ目は、二酸化炭素や

メタンといった温室効果ガスの濃度が上がってきているということです。これは観測され

ている事実です。わからないのは、いつどのくらい気温が上昇していくのかということで

す。この部分について確実なことは言えないわけですが、そのようなリスクは冒さないと

いうのが合理的な判断ではないでしょうか。懐疑論者は、重箱をつつくように問題点を指

摘しますが、ファクトを重ねていくと何らかの対応をしないといけないのは明らかです。

政策立案をする上で、現状認識は悲観的に、対策立案は楽観的にというのが鉄則です。逆

に現状認識を楽観的に、対策立案を悲観的にしてしまうと、何もしなくてよいということ

になってしまいます。この場合、一番悲観的な予測が実現したらどうするのか、そのよう

な状況に何の備えもないというのはいかがなものでしょうか。冷静に考えますと、やはり

鉱物基盤の経済構造は徐々に変えていかなければいけません。 

化石燃料の枯渇ということを考えますと、これは 100 年、200 年というスパンですが、

それに依存できないというのが、地球温暖化が突き付けている問題です。化石燃料中の炭

素分は燃やさずに水素分だけを燃やすという技術開発はしなくてはいけませんが、そのよ

うな技術を繋ぎにしつつ、さらに 1,000 年にわたる持続可能性というものを今から考えて

いくなら、高度有機経済型の経済発展を選び、そちらの方の技術開発を進めていくことが

合理的な方法と言えるのではないでしょうか。 

では、自然エネルギーというものに本当に頼っていけるのかという議論もありますが、

計算上は十分なエネルギーを確保できるということになります。地球全体で言いますと、

人類の年間エネルギー需要の 1 万倍のエネルギーが太陽から 1 年間に届いています。この

ようなエネルギーをちゃんと活用できるような技術開発を進めていく必要があると思いま

す。どのような技術開発かと言いますと、地域分散的に薄く広く与えられているエネルギ
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ー源をいかにして取り出していくかという技術開発をしないといけません。化石燃料をい

かに効率的に燃やすのかという技術開発だけではなく、このような技術開発を進めながら、

自然エネルギーの利用をいろいろ進めていく必要があります。 

自然エネルギーの利用に当たっては、地域分散的なエネルギー源ですので、まずは地域

で取り組む必要があるでしょう。地方自治体の中で、高度有機経済に近付いているのがど

こかわかるようにする指標が「永続地帯指標」です。 

 

2. 永続地帯指標 
永続地帯指標ですが、まだ試算の途上です。2002 年に書いた永続地帯という考え方をま

だ実現するまでには至っておりません。 

 2002 年に紹介した永続地帯の考え方ですが、その時には「その区域で分散的に得られる

資源によって、その区域におけるエネルギー需要と食糧需要のすべてを賄うことができる

区域」という定義をしております。 

 昨年から今年にかけて、研究を進めていますが、ほぼ試算として出来上がったかなと思

っていますのは、「エネルギー永続地帯」です。これは、「その区域における再生可能な自

然エネルギーのみによって、その区域におけるエネルギー需要のすべてを賄うことができ

る区域」です。この場合のエネルギー需要というのは、民生用のエネルギー需要というこ

とで、産業用のエネルギー需要までは含めておりません。これからご紹介する試算につい

て、そういった意味で「途上」ということです。 

 将来的には、このエネルギー永続地帯と「食糧自給地帯」を合わせて、永続地帯をわか

るようにしようとは考えております。具体的には、まず民生用のエネルギー需要に加えて

来年度は農業生産（食糧生産）におけるエネルギー需要を加えた上で、食糧自給地帯（食

糧の自給自足を計算上は行える区域）の 初のバージョンを発表しようと考えているとこ

ろです。 

 このような指標を適用しますと、持続可能性の観点から、人口の多い都会よりも、人口

の少ない田舎のほうが先進的になると言えます。このような先進性についても考え方を逆

転することのできる指標だと思います。これを国際展開していけば、途上国と見なされて

いた地域が持続可能性の観点からは先進的であるということになる可能性があります。 

 昨年の洞爺湖サミットでも、「低炭素社会」というような言い方が定着し、2050 年までに

温室効果ガスを半減するという政治的な合意形成を図っていくということになりました。

ただ、2050 年までに半減といっても誰も道筋を示していません。国立環境研究所が、エネ

ルギー消費量をかなり減らした上で、ある程度、再生可能エネルギーで賄っていこうと提

案していますが、どのように再生可能エネルギーの利用を普及させていくのかを具体的に

示したものはありません。「永続地帯」指標は、できる限り「エネルギー永続地帯」を拡大

していくという具体的目標を与えることができるかなと考えています。 

 福田ビジョンにおいては、低炭素社会を実現するということは、それぞれの地域が食糧



 

77 

もエネルギーも地産地消型に近づいていくことになるでありましょうと、まさに永続地帯

で示している道筋が書かれています。「あまり知られてないことでありますけれども、既に

わが国の 76 の自治体が、地域内に民生用電力需要を上回る再生可能エネルギー電源を保有

しているという調査がございます。」と紹介されましたが、この調査というのは我々の 7 月

に出した調査結果に基づくものです。 

 そのあとの「このような地域の取組を大きく推進し、優れた事例の横展開をはかるため

に、全国から 10 程度の環境モデル都市を選び、政府のバックアップのもとに、大胆な革新

的な取り組みを進めてもらうことにしております。」とあるのは、従来型の手法であり、も

っと大胆なことをやっていかないと2050年までに温室効果ガスを半減するということはで

きないでしょう。具体的な政策については、従来型のもので少しがっかりするところです

が、このようなところにも引用されている研究であることを紹介しておきます。 

 福田ビジョンで紹介された 2006 年版の結果というのは下表のとおりです。 

市区町村数
全市区町村数に

占める割合
100％エネルギー永続地帯 76 3.8%
50％エネルギー永続地帯 122 6.2%
20％エネルギー永続地帯 204 10.3%
10％エネルギー永続地帯 271 13.7%
5％エネルギー永続地帯 341 17.2%

 
全体の市区町村数というのは、市町村合併の結果、1,960 ぐらいになっております。その

3.8％である 76 地区町村で電力について民生用エネルギー需要を満たしているということ

です。「50％エネルギー永続地帯」というのは、域内の 50％までの民生用エネルギー需要を

満たすことができるということです。同様に 20％から 5％まで試算をしております。 

 このアップデート版ということで 2008 年の 9 月 16 日に、2007 年度版を発表したところ

です。2007 年度版の試算の考え方は、ある区域において生み出される自然エネルギーの供

給量と、その区域の民生用エネルギー需要量をそれぞれ推計し、前者を後者で割って算出

しております。区域は市区町村。2007 年度版では 1,963 ありました。エネルギーとしては、

電力と熱を対象としており、2007 年度版では、先ほど申し上げましたとおり、熱が新たに

加わっています。エネルギー需要については、2006 年版と同じ民生部門です。ただし、民

生部門と言いましても、業務用と一般オフィス用は入っています。入っていないのは工業

用の利用、輸送用の利用、エネルギーの転換部門の 3 つです。考え方としましては、自然

エネルギーで賄っていくのは給湯であるとか暖房であるとか、ある程度低熱で賄えるよう

なところだろうということです。産業用エネルギーについては、 後まで化石燃料を使っ

ていかざるを得ない部門だと考えています。ただ、技術開発が進んで再生可能エネルギー

によって水素を作れるようになったら、その水素で産業用も賄えるようになる可能性はあ

るかと思います。 

 自然エネルギー供給の種類としては、再生可能な自然エネルギーということで、国際会
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議の場などで使われているものを本研究にも使っています。電力系では、一般家庭と事業

用の太陽光発電、事業用の風力発電、すべての地熱発電、1 万キロワット以下の水路式であ

る小水力発電。1 万キロワット以下とさせていただいておりますのは、国際的に使われてい

る基準ですが、国内の RPS 法では 1 千キロワット以下となっております。したがって、小

水力発電については国内で使われている、特に RPS 法の基準とは違うということを予めお

伝えしておきます。そして、バイオマス発電。バイオマス発電については、ゴミ発電を除

いてバイオマス比率の明確になっているものを入れております。それから、今年から加え

た熱関係ですが、一般家庭と業務用の太陽熱利用、直接利用の地熱利用、浴用と飲用の温

泉熱利用を入れております。 

 これらについて、約 1,960 市区町村の再生可能な自然エネルギー供給の実態を明らかに

しております。2007 年度版では、電力関係について、地熱発電の実発電量が入手できまし

たので再集計し、また、風力発電では故障事故で停止しているものについては集計から除

外するなど、より実勢に近い推計を行っています。つまりポテンシャルではなく、実際の

発電量を推計しているところに特徴がございます。 

 図 1 が日本の自然エネルギー供給の実態です。電力だけで言いますと、日本の民生用エ

ネルギーの 3.74%が自然エネルギーで賄われています。熱で言いますと、日本全体の自然

エネルギー熱供給量は、民生用熱需要の 2.17%となっています。 

太陽光発電
5.08%

風力発電
10.98%

地熱発電
10.75%

小水力発電
47.54%

バイオマス発電
3.36%

太陽熱利用
12.40%

地熱利用
2.50%

温泉熱利用

（浴用・飲用）
7.38%

自然エネルギー
電力供給
218316TJ
(77.7%)
自然エネルギー
熱供給 62596TJ 
(22.3%)

 
図 1：日本の 2007 年度自然エネルギー供給 

ご覧になってわかるように、日本の自然エネルギー供給の半分弱は小水力発電です。日

本において小水力発電は無視できない自然エネルギーの供給源であることがわかります。

また、電力と熱を合わせ地熱と温泉熱の利用は合わせて約 20%となっており、火山国であ

る日本においては、こういったものも多く利用されていることがわかります。 

太陽光発電、風力、バイオマスといったところは、かなり増えてきていますが、まだ全
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体から言うとそう多くはないということが言えるかと思います。そして、もう一つ意外に

思ったのは、太陽熱利用です。これは太陽熱給湯器がほとんどです。昔、流行って今はあ

まり聞かなくなってきていますが、全体からみると風力発電よりも太陽熱のほうがエネル

ギー供給を行っていることがわかりました。このあたりはもう一度注目されても良いエネ

ルギー供給源ではないかと思います。 

 

3. エネルギー供給量ランキング 
 では、永続地帯という指標とは離れて、エネルギー供給量を見てみましょう。 

 

 太陽光発電量 

エネルギー種別に、年間の発電量上位 10 市区町村を表に示しています。まず、太陽光発

電ですが、日照条件の良い地域が上位に来ていることがわかります。岡山県などは、瀬戸

内海に位置し、昔から太陽光を使ってきたところなのかなと思います。また、宮崎市は、

太陽熱でも出てきますが、太陽光でも上位にランクされています。 

太陽光発電量ランキング

１ 静岡県 浜松市 16,437.6MWh

２ 岡山県 岡山市 12,866.0MWh

３ 岡山県 倉敷市 12,419.6MWh

４ 熊本県 熊本市 11,712.2MWh

５ 愛知県 豊田市 11,567.5MWh

６ 宮崎県 宮崎市 10,938.9MWh

７ 愛媛県 松山市 10,314.2MWh

８ 香川県 高松市 9,731.6MWh

９ 栃木県 宇都宮市 9,403.1MWh

10 鹿児島県 鹿児島市 8,836.2MWh
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 風力発電量 

風力は、原発関係の見返りということで政策的に風力発電を行っている地域が上位にき

ていますが、風況の良い青森県の下北半島や千葉県の銚子なども上位にきています。ただ、

日本の風というのは、特に山間部で風が舞いますので、それほど風力発電に適しているわ

けではありません。 

風力発電量ランキング

１ 青森県 下北郡東通村 292,814.8MWh

２ 北海道 稚内市 260,232.3MWh

３ 青森県 上北郡六ケ所村 185,149.6MWh

４ 北海道 苫前郡苫前町 132,157.4MWh

５ 愛媛県 西宇和郡伊方町 119,984.5MWh

６ 福島県 郡山市 115,681.0MWh

７ 愛知県 田原市 88,327.5MWh

８ 千葉県 銚子市 88,190.3MWh

９ 山口県 下関市 82,866.4MWh

10 長崎県 平戸市 80,015.4MWh
 

 

 地熱発電量 

地熱は、大きい地熱発電所のあるところが上位にきています。 

地熱発電量ランキング

1 大分県 玖珠郡九重町 1,114,488MWh

2 福島県 河沼郡柳津町 389,678MWh

3 秋田県 鹿角市 357,482MWh

4 岩手県 岩手郡雫石町 345,676MWh

5 鹿児島県 霧島市 231,298MWh

6 秋田県 湯沢市 194,020MWh

7 岩手県 八幡平市 129,916MWh

8 北海道 茅部郡森町 129,175MWh

9 宮城県 大崎市 103,553MWh

10 鹿児島県 指宿市 79,297MWh
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 小水力発電量 

小水力発電は、地形が急峻で、水の豊かなところが上位にきています。富山県は、県レ

ベルでも小水力発電による供給量が日本一です。 

小水力発電量ランキング

１ 富山県 富山市 601,672.2MWh

２ 愛知県 豊田市 302,584.5MWh

３ 新潟県 糸魚川市 290,618.7MWh

４ 栃木県 日光市 226,958.9MWh

５ 神奈川県 足柄上郡山北町 223,650.4MWh

６ 新潟県 妙高市 209,888.1MWh

７ 石川県 白山市 199,783.8MWh

８ 群馬県 前橋市 189,541.8MWh

９ 富山県 魚津市 185,976.8MWh

10 福島県 いわき市 182,377.4MWh
 

 

 バイオマス発電量 

バイオマスについては、まだまだ導入途上といったところですが、いま上位にきている

のは、バイオマス発電の工場があるところです。 

バイオマス発電量ランキング

１ 新潟県 糸魚川市 275,940.0MWh

２ 大分県 日田市 94,608.0MWh

３ 宮崎県 児湯郡川南町 92,242.8MWh

４ 福島県 白河市 90,666.0MWh

５ 山口県 岩国市 78,840.0MWh

６ 広島県 廿日市市 46,515.6MWh

７ 広島県 呉市 41,785.2MWh

８ 茨城県 ひたちなか市 38,631.6MWh

９ 岐阜県 加茂郡川辺町 33,901.2MWh

10 熊本県 合志市 24,598.1MWh
 

 

 

 

 

 



 

82 

 太陽熱供給量 

太陽熱では、太陽光でも上位にランクされている宮崎市が上位にきています。都道府県

別では、宮崎県が太陽熱供給量のトップとなっています。また、太陽光でトップである浜

松市も太陽熱供給量の上位にランクされています。 

太陽熱供給量ランキング

１ 熊本県 熊本市 361.1TJ

２ 宮崎県 宮崎市 338.5TJ

３ 高知県 高知市 297.7TJ

４ 宮崎県 都城市 260.5TJ

５ 群馬県 高崎市 251.7TJ

６ 静岡県 浜松市 236.1TJ

７ 鹿児島県 鹿児島市 223.6TJ

８ 愛媛県 松山市 210.1TJ

９ 広島県 福山市 199.4TJ

10 福岡県 福岡市南区 198.9TJ
 

  

 地熱供給量 

地熱では、温泉熱の多目的利用を行っているところが上位にランクされています。 

地熱供給量ランキング

１ 大分県 別府市 997.1TJ

２ 群馬県 吾妻郡草津町 766.8TJ

３ 神奈川県 足柄下郡箱根町 361.4TJ

４ 鹿児島県 指宿市 316.5TJ

５ 長野県 諏訪市 253.4TJ

６ 北海道 目梨郡羅臼町 246.4TJ

７ 岐阜県 高山市 233.9TJ

８ 大分県 玖珠郡九重町 194.4TJ

９ 北海道 茅部郡森町 165.5TJ

10 山形県 鶴岡市 138.3TJ
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 温泉熱供給量 

温泉熱では、まさに温泉地が上位にランクされています。 

温泉熱供給量（浴用、飲用）ランキング

１ 大分県 別府市 1,780.7TJ

２ 大分県 由布市 1,130.1TJ

３ 鹿児島県 指宿市 482.9TJ

４ 岐阜県 高山市 467.4TJ

５ 鹿児島県 霧島市 445.8TJ

６ 大分県 玖珠郡九重町 299.7TJ

７ 青森県 平川市 293.5TJ

８ 神奈川県 小田原市 266.3TJ

９ 青森県 弘前市 247.7TJ

10 秋田県 仙北市 224.1TJ
 

こういった詳細な集計結果が出ましたが、実はこの市町村の総合集計表はホームページ

にも公開しております。ぜひ、データをダウンロードしていろいろな集計を試みていただ

けたらと思います（「永続地帯ホームページ」http://sustainable-zone.org/を参照されたい）。 

 

4. 自然エネルギー電力自給率 
 図 2 が、民生用のエネルギー需要で、エネルギー供給量を割った自然エネルギー自給率

です。大分県はもう民生用エネルギー需要の 3 割を賄えるだけの自然エネルギー供給量が

あるということがわかります。15%を超えているのは、大分県に加えて、秋田県と富山県と

なっています。10%を越えていくところまで入れますと、岩手県、長野県、鹿児島県と青森

県が加わります。 

 残念ながら、このように算出しますと人口の多い地域の自給率は低くなってしまいます。

東京都はグラフのいちばん右に出てきています。 

 私が特に意外だったのは、沖縄県が右から三番目にあることです。離島あたりから自然

エネルギー基盤が整備されていくのではないかと考えたのですが、沖縄県全体で見ますと、

自然エネルギー自給率はそれほど高くないということがわかりました。 
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図 2：自然エネルギーによる自給率（都道府県別） 

 
 図 3 は、電力と熱をわけた自然エネルギー自給率です。大分県は、電力・熱ともに全国

トップです。電力だけで見ますと、秋田県が 25%以上、富山県も 20%を超えております。

岩手県が昨年発表したときには 20%を超えていたのですが、地熱発電の実発電量ベースで

は、自給率が低くなってしまいました。 

民生用の電力需要を太陽光、風力、地熱、小水力、バイオマスのどれで賄っているかを

見ますと、大分県では地熱が多く、秋田県と岩手県でも地熱発電の割合が多くなっていま

す。秋田県は、地熱に加えて、小水力と風力の割合も比較的多くなっており、バランスよ

く利用しています。同じように岩手県も地熱、小水力、風力とバランスよく利用していま

すが、特徴的なのは、富山県と長野県ではほとんど小水力で賄っていることです。この割

合からもそれぞれの都道府県の特徴が見てとれます。 

次に熱需要ですが、温泉熱が特に大分県で大きな割合を占めています。大分県の温泉熱

の利用はほとんど浴用です。そして、地熱。これは直接利用がほとんどです。太陽熱の割

合が も大きいのが、宮崎県となっています。 
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図 3：自然エネルギー電力自給率・自然エネルギー熱自給率（都道府県別） 
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 2006 年版と 2007 年版の比較（電力） 

次に、2006 年版の結果と 2007 年版の結果を比較してみましょう。まず、民生用電力需

要に占める自然エネルギーの割合を見ますと、2006 年版では、全体で 3.53%となっていま

すが、2007 年版では、3.74%まで増えています。では、どこで増えたのかと言いますと、

太陽光発電が発電量ベースで 18.8%増えました。この内訳は、一般住宅用が 16.6%と事業

用が 54.5%となっています。それから、風力が 32.4%、バイオマスが 35.9%増えています。

ですが、小水力の増加率は 0%と増えてはおりません。 

 次に、全自然エネルギー供給量にみる太陽光、風力、地熱、小水力とバイオマスの内訳

を見てみますと、小水力が 6 割強と も多くなっていることに変わりはありません。風力

と地熱がだいたい 15%で同じくらい。バイオマスは 2006 年から増えてはおりますが、2007

年版で 4.3%とそれほど多くはありません。太陽光発電も 6.5%とそれほど多くはなっており

ません。 

このように、発電量ベースでの増加率と供給量の割合には大きな偏りがあります。小水

力の発電量がまったく増えていないことを考えますと補助金などの政策的な偏りがあるの

ではないでしょうか。特に、小水力では、まだまだその発電量を増やす余地があるように

思われますし、この辺はちゃんと情報発信していかなければいけないポイントかなと考え

ております。 

 自然エネルギー電力自給率の都道府県ランキングを 2006 年版と 2007 年版で比較します

と、ほとんど変わっていないことがわかります。青森県が 2006 年版で 5 位であったのが 7

位に、そして福島県が 2006 年版で 7 位であったのが 5 位になったくらいでしょうか。2006

年版に続いて、大分県が 1 位、次いで秋田県、富山県、岩手県という順になっています。 

 

 2007 年版エネルギー永続地帯市区町村数 

 2007 年版で、民生用エネルギー需要を賄うことのできる市区町村は、全部で 62 市区町

村あります。この 62 の市区町村の中で、残念ながら、主体的に政策を導入しているところ

は、北海道の苫前町、岩手県の葛巻町や福島県の天栄村などごくわずかです。地熱発電施

設や小水力発電施設で大きなところは、電力会社が持っています。自然エネルギーはやは

り地域によって特徴が違いますので、各市区町村が自分たちのところではどういったエネ

ルギーがあるのか主体的に把握し開発をしていくことが大切だと思います。そして、大規

模な投資が必要なところについては、都道府県が補完的に管理していく。国は 後に出て

くるべきで、特に国が自然エネルギー種の選択をしてはいけないと思います。 

 市区町村数で言いますと、62 市区町村で 100%エネルギー永続地帯であると先ほど申し

上げましたが、50%エネルギー永続地帯から 5%エネルギー永続地帯の市町村数は下表のと

おりです。約 2 割の市区町村が 5%エネルギー永続地帯ということになっています。こうい

ったところから自然エネルギー基盤の経済社会に移行していくのだろうと思います。 
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市区町村数
全市区町村数に

占める割合
100％エネルギー永続地帯 62 3.16%
50％エネルギー永続地帯 119 6.06%
20％エネルギー永続地帯 216 11.00%
10％エネルギー永続地帯 310 15.79%
5％エネルギー永続地帯 427 21.75%

 
 電力だけで見ますと、昨年、福田ビジョンに引用されたのは 76 の市区町村でしたが、再

計算したところ 83 市区町村で、域内の民生用電力需要を上回る自然エネルギー供給がある

ことになります。2007 年版では、86 市区町村で自然エネルギーによって 100%電力を賄え

るとなっており、また 50%エネルギー永続地帯から 5%エネルギー永続地帯まで、すべての

カテゴリーで市区町村数が増えています。このように見ますと、日本全体で永続地帯にわ

ずかながら近づいてきていることがわかります。しかし、このペースで良いのかという問

題もあるかと思います。 

 100%エネルギー永続地帯を地図で見ますと、人口の少ないところ、そして山間部に多い

ことがわかります。50%エネルギー永続地帯から 5%エネルギー永続地帯を地図上で見ます

と、将来どのように自然エネルギー基盤の経済社会に移行していくのかについて一つのあ

り方が見えてきます。 

 都会では、なかなか永続地帯への移行は難しいわけですが、できるだけエネルギー証書

を購入し、こういった永続地帯の拡大に寄与していくといった貢献の仕方も一つの方向で

しょう。もしかしたら、ライフサイクルに合わせて、永続地帯と都会を行ったり来たりす

るような生き方というのもあるかもしれません。これから化石燃料の値段も上がり、化石

燃料の供給に不安を感じるというふうに世の中が動いていけば、地に足のついたところを

ベースとして生活をしていこうというライフスタイルが好まれるようになるかもしれませ

ん。こういった時のために「見える化」をしていこうといった試みがこの研究です。 
 
5. 政策的なインプリケーション 
 政策的なインプリケーションというところで、今年の記者発表では 6 つ上げました。ま

ず、「①政策目標として、食料自給率と並ぶ政策目標として、自然エネルギーによる自給率

を掲げるべき」ではないでしょうか。ここでは、原発などは入れておりません。原発は、

ウランを使っていますので、1,000 年といった長いスパンでの永続可能なエネルギー源でな

く、枯渇性資源ということになります。 

 そして、「②日本に適した自然エネルギー（小水力発電、地熱・温泉熱）にもっと注目す

べき」ではないでしょうか。小水力発電や地熱・温泉熱など今回はじめてその実力が明ら

かになりました。特に小水力については、水利権者にいちいち同意を取らなくて良いよう

にするなど、小水力発電を導入しやすくするような政策的な余地がまだまだあると思いま

す。温泉についても、まだまだ多目的利用の可能性はあると思います。 
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 こういったエネルギーというのは、地域によって違うということがありますので、地域

ごとに適切なエネルギーを選んでいかなければいけません。そういった時には、地方自治

体が主体的にエネルギー政策を立案・導入していく必要があります。したがって、「③地方

自治体におけるエネルギー政策を立ち上げるべき」ではないでしょうか。 

 これまでのエネルギー政策というのは、資源エネルギー庁がやるものだと思ってきまし

た。これは、思い込みにすぎません。資源エネルギー庁がこれまでエネルギー政策をやっ

ていたのは、輸入する必要のある化石燃料に頼ったエネルギー供給を行っていたからです。

安定的に化石燃料を海外から持ってくるには、やはり国の政策が必要になるでしょう。し

かし、これから発展させなくてはいけないのは、国内に豊富にある自然エネルギーをどの

ように活用していくかという政策です。このような政策については、やはり地方が主体と

なるべきであり、エネルギー種ごとに補助金を出すといった政策を国はやってはいけませ

ん。「補助金バイアス」がかかってしまうからです。したがって、これからは、「④国はエ

ネルギー特別会計の一部を地方自治体の自然エネルギー普及に振り向けるべき」です。交

付金の支出基準として、ご紹介した永続地帯指標や、自然エネルギーの供給量を使うこと

も十分考えられると思います。この方法は、環境モデル都市に補助金をあげるよりは、役

人の裁量の余地が入り込まない点で優れています。 

 そして、東京などエネルギー需要のかなり大きい都会の話ですけれども、「⑤エネルギー

需要密度が大きい都市自治体においては、自然エネルギー証書の購入などの形で、自然エ

ネルギーの普及拡大に寄与すべき」でしょう。「エネルギー需要密度」ですが、エネルギー

需要を人口で割ったものです。一番高い東京都と、一番低い北海道を比べると民生部門で

は約 100 倍となっています。 

ところで、東京都は自然エネルギー施策にかなり力を入れています。2020 年までに 20%

のエネルギー需要を自然エネルギーで賄おうと、東京都ではしています。私もその検討会

に委員として参加していましたが、ではどのようにその目標を達成するかと言いますと、

日本全国の自然エネルギー証書を購入することになると思います。こういったことをしな

いと 2020 年に 20%のエネルギー需要を自然エネルギーでは賄えません。まともにやると、

日本全国の自然エネルギー証書が東京都に買われるということになります。そのくらい大

胆な施策を東京都では実施しようとしています。 

後に、この試算に当たって、統計データが得られなくて苦労しました。したがって、

国は、「⑥自然エネルギー発電の基礎データが統計情報として定期的に公表されるようにす

べき」です。我々がこのような形で集計結果を発表するのは過渡的なものであって、ある

程度経ったら、国がこのような統計をちゃんと出すべきだと思います。このような提言も

行っております。 

 

（この記録は、事務局・永井が作成し、倉阪先生にご加筆・ご訂正いただいたものです。） 


