総合科学技術会議重点分野推進戦略専門調査会
温暖化対策技術プロジェクトチーム会合（第二回）
議事録要旨

資料３

平成１４年 9 月 27 日（金）
10：30〜12：30
合同庁舎第 四号館
共用第三特 別会議室

出席者：尾身幸次科学技術政策担当大臣、石井紫郎議員、茅陽一座長、
岩科季治専門委員、大下孝裕専門委員、太田健一郎専門委員、
岡崎健専門委員、岡本一雄専門委員、柏木孝夫専門委員、岸輝
雄専門委員、児玉英世専門委員、殿村英幸専門委員、橋本和仁
専門委員、福川伸次専門委員
議題:（１）温暖化対策技術に関する文部科学省、経済産業省、環
境省の取組について
議事概要：
【茅座長】 今回と次 回は、各省 庁での取り 組みという ことの紹介 になってい る。
御承知のよ うに、温暖 化対策推進 大綱が決ま っており、 それに基づ いて各省庁 が
対策をやっ ている。そ の内容を紹 介していた だいき、皆 さんからい ろいろ意見 を
いただく。 本日は、経 済産業省、 文部科学省 、それから 環境省の３ 省の紹介。
【中村経済 産業省産業 技術環境局 】（資料１ −１に基づ き説明）
【伊藤資源 エネルギー 庁省エネ・ 新エネ部長 】（資料１ −２に基づ き説明）
【岩田経済 産業省大臣 官房審議官 】（資料１ −３、１− ４に基づき 説明）
【白川文部 科学省研究 開発局長】（資料２に 基づき説明 ）
【岡澤環境 省地球環境 局長】（資 料３に基づ き説明）
【茅座長】 ３省の御 説明が終わ ったので、皆様の方か らいろいろ 御意見・御 質問
をいただき たい。
【橋本専門 委員】

いろいろな評 価だが、技 術の評価や 効果につい て、予測と 希

望とは本来 全然違う。 今回もいろ いろ数値が 出ているが 、その数値 の予測の根 拠
はどのよう になってい るか。
具体例で、 一番力が入 っていると 思われる燃 料電池、あ るいはバイ オマス、こ れ
は各省庁、 強調してい たかと思う ので、この ２点につい てお伺いし たい。
【伊藤資源 エネルギー 庁省エネ・ 新エネ部長 】

私ども の資料の６ ページに３ 段

階アプロー チという中 でいろいろ 書いてある が、例えば コストを 10 分の１と か
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100 分の１に縮めなけ ればいけな いというの は、予測と いうよりは 、普及させ る
ためには、 それくらい の値段にな らないこと には、既存 の自動車と の間で競争 で
きないとい う、ほかの 制約から来 る目標とい う意味で考 えている。
【中村経済 産業省産業 技術環境局 長】予測に は２通りあ ると思う。 １つは、技 術
的にこれく らいまでい けるという 予測。もう ひとつは、 それが市場 にどれくら い
普及し、も しくは売れ るものであ るかどうか ということ 。前者の予 測について は、
技術を提案 した企業に 費用負担を していただ くことで、 提案した技 術の予測に 対
する責任の 明確化を図 っている。 需要の方の 予測は、マ ーケットと して、コス ト
の下げ幅に 付随した需 要予測を把 握している 。ただ、個 別にすべて の品目を詳 細
にやってい るかという と、燃料電 池みたいに 大物になれ ば、かなり やるが、こ の
辺はある程 度企業が自 分の金を負 担して、こ れぐらい投 資するので あれば、無 駄
な投資はし ないだろう という判断 をしている 。
【橋本専門 委員】

要するに自分 たちが投資 をするとい うことに対 して責任を 持

たせるとい うことで裏 を取ってい る。勿論 、100 ％当たるというこ とはないわ け
であるから 、それは一 つの評価の 方法として 大変すばら しいと私は 思う。何故 こ
のような質 問をしたか というと、 地球温暖化 の問題は、 待ったなし の対策とい う
ふうに前回 出席して感 じている。 そのときに 、従来と同 じような形 での提案と 、
その評価や 査定という システムで は回らない のではない かなという 気がして仕 方
がない。特 にこのテー マに関して は、本当に ある期間に 達成しなけ ればいけな い
という具体 的な目標が あるので、 そこに従来 とは違った 評価なり査 定を入れる 必
要があるの ではないか なと思って 質問した。
【岩科専門 委員】

第１回目に私 の方から、やはりＣＯ 2 対策には 、原子力の推

進が是非必 要であると いうことで お願いした が、先般大 変不適切な 行為をして 、
むしろ原子 力に少しブ レーキをか けてしまっ たような事 態になり、 尾身大臣を 始
め、各省庁 の皆様、茅 座長を始め 、委員皆様 方に本当に 心からおわ びを申し上 げ
たい。先般 、私も地元 の方に説明 に行き、大 変地元の信 頼を損って しまったと い
うことで、 マイナスか らの出発と いうぐらい のつもりで やってまい りたいと思 う
ので、是非 一つよろし くお願いし たい。
さて、省エネの目標 というのは 、2000 年に は２％とい うのが上が っていたは ず
が、実際は １％しか達 成していな い。この理 由には、い ろいろある が、まず、 一
番の理由が コスト。コ ストがとて も新エネを 採用するよ うなところ までいって い
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ないという ことが大き な原因では ないか。私 どもも燃料 電池開発に 努力してき た
が、実際に は、キロワ ット当た り 60 万く らいにしか 下がらない 。これでは 、技
術的な開発 は進むが、 実際の導入 ができない 。今回、各 省では、積 極的な目標 や
技術開発の テーマを挙 げられて非 常に心強い が、これが 採用される 可能性を考 え
て、具体的 にＣＯ2 の 低減にどこ まで寄与す るのか、ロ ードマップ をつくって い
かないと、 多分 2010 年に目標達 成できない のではない か。
私が申し 上げたいの は、選択と 集中をまず やるべきと いうこと。 できるもの か
ら早くプラ イオリティ ーを上げて やっていく ことが必要 ではないか と考えてい る。
それから、 少し切り口 が違うが、 昭和 49 年 の石油危機 のときに、 国民挙げて 省
エネをやっ ていったの だから、今 回について も、やはり 国民総意を もってやっ て
いかなけれ ばいけない 。ＣＯ2 を廃棄物とし て考えると 、リデュー ス、リユー ス、
リサイクル 、あるいは ディスポー ズことを考 えることが 必要。これ を国民へ発 信
できるよう な形で整理 して、具体 的にいつま でにこれを やるかとい うことを考 え
ると、おの ずからプラ イオリティ ーが出てく る。
【岸委員】

この分野 は現実には 、国民の意 識改革みた いなものは 非常に重要 だ

と思う。そ れで、文部 科学省では 、そういう ことへの取 り組みとい うのは、こ の
課題で一体 どういうよ うになって いるのかと いうを聞き たい。
また、経 済産業省で は、このプ ロジェクト には非常に たくさんお 金が出てお り、
その責任は 重いとは思 うが、どう も最後が尻 切れトンボ みたいなプ ロジェクト が
多い気がす る。ＮＥＤ Ｏの全体の 評価委員長 をやらせて いただいて いるが、要 す
るに国でお 金を出して 、最終的に どこが引き 受けるのか 何かはっき りしないで 、
火付け役の お金を出し ているのか 、この辺の 考え方を少 し教えてい ただきたい 。
【児玉委員 】

いろい ろなプロジ ェクトを今 までやって いると、提 案するとき に

は、実は技 術の約束は できる。大 体ほぼ達成 できるが、 例えば３年 とか５年経 っ
たときに、 社会情勢が 変化して、 それで実際 の製品とし て出ていか ないという の
はいっぱい ある。燃料 電池の普及 について、 電力料金に よって、例 えば電力料 金
が上がれば 、家庭用の 燃料電池は 普及するだ ろうとか、 最適な発電 容量はどの く
らいかとか 、そういう 議論をしょ っちゅうや っており、 それに向け ての技術開 発
は当初の提 案どおり約 束したもの ができる。 しかし、製 品となった ときに、１ キ
ロワット 60 万円で、 15 年回収とか考える と、家庭の 方に買って いただける かど
うかという 判断が必要 になる。し たがって、 ３年とか５ 年経ったと きに、社会 情
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勢が何もな ければ恐ら く普及する が、電気料 金が値下げ されたりす るので、必 ず
しも当初始 めたときの 見込みがそ のとおりに いかないと いう事例が ある。
【福川専門 委員】

私も、この温 暖化対策は 非常に緊急 を要するこ となので、 １

つの時間軸 を見ながら 、重層的に 進めなけれ ばいけない し、また空 間的に発展 途
上国等々、 戦略的に進 めていかな ければなら ないと思っ ている。こ の省エネの 中
で、電圧の 昇圧をやれ ばかなり省 エネ効果が 出てくると 言われてい るが、この 問
題について どのように 考えている のか。
経済産業 省に伺いた いのは、こ れまでムー ンライト計 画とか、サ ンシャイン 計
画とか、70 年代、60 年代の後半からずっ とやってき た事業につ いて説明責 任と
いうのがあ ると思うの で、これま で幾ら投資 して、どう いう効果が あったかと 。
それから、 将来展開は どういう体 系でしてい くかという プログラム が必要かと 思
うが、その 点はいかが か。
環境省に 伺いたいが 、主として システムを 中心に考え ているとい うが、デジ タ
ル化、ＩＴ 化というの が今急速に 進んで、か なり省エネ 効果があっ たというふ う
に言われて いる。デジ タル化とい うものにつ いての温暖 化との関係 は、どうい う
ふうに検討 しているか 、その３点 をお伺いし たい。
【尾身大臣 】 京都議定書に調印 をして、2010 年までに６％削減 をするとい うこ
とを決めているのにもかかわらず、今までのところプラス８％になっていて、
2010 年までにマイナ ス 14％にしなければ ならない。
勿論、原 子力発電の ような社会 的な要因も あるが、技 術のブレイ クスルーな ど
によって、一応 14％減を達成す るようなこ との絵をと にかく描か ければなら ない。
研究開発の 方面から、 一体実現可 能なのか、 また何をや らなければ ならないの か
ということ をこのプロ ジェクトチ ームで詰め ていただき たい。
【茅座長】

科学技術 が、この 2010 年の約 束に対して 、一体どこ までの貢献 が

できるかと いうことを 明確にする ということ が、この委 員会の目標 であるとい う
ふうに私も 解釈してや っていきた い。では、いくつかの 質問がある ので、経済 省、
文部科学省 、それから 環境省の方 に御意見を お願いした い。
【伊藤資源 エネルギー 庁省エネ・ 新エネ部長 】

まず、 最初にあっ た技術開発 に

ついてのロ ードマップ をきちんと つくるとい う意味では 、我々とし ても例えば 太
陽光であれ ば、2010 年にコスト半 減というよ うなきちん とした目標 を立て、また
燃料電池に ついても先 ほど御説明 したとおり の戦略を立 てて、それ に必要な技 術
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開発を進め るという形 でやらせて いただいて いる。
もう一つ 、電力の昇 圧の点につ いては、確 かに省エネ 効果がある というふう に
我々も認識 はしている が、全体と して電気を 使うあらゆ る家電製品 から、さま ざ
まな機器全 体に関わる 問題なので 、大変難し い問題とい うことで、 現状におい て
今すぐそれ を推進する というよう なことは必 ずしも考え ていない。
【白川文部 科学省研究 開発局長】

岸委員の 方から、地 球温暖化対 策を進める に

当たって、 意識改革、 啓蒙の重要 性について 指摘があっ たが、文部 科学省の方 は
教育につい ても担当し ており、岸 委員が指摘 したことの 観点の重要 性はよく認 識
をしている つもり。今 年の４月か ら学習指導 要領が改訂 をされ、そ の中でも、 こ
れは温暖化 ということ ではなくて 、もう少し 広いパース ペクティブ （視点）で 環
境問題、エ ネルギー問 題全体につ いて、より 一層内容の 充実をする とか、ある い
は中学校の 段階では、 生徒が実際 に酸性雨の 問題とか、 地球温暖化 の問題を課 題
学習でやっ てもらう指 導をしてい る。また、 総合的学習 の時間が設 けられ、そ の
中で実施が 想定される ものとして 環境教育も 大きな柱に なっている 。
もう一つ 直接的な施 策として、 先ほど原子 力の理解増 進とか、立 地地域との 共
生という観 点から、原 子力につい ての教育に ついての取 り組みを、 今年度から 新
しく始めて いる。これ は、各都道 府県が学習 指導要領の 趣旨に沿っ て、エネル ギ
ーとか原子 力に関する 教育の取り 組みをして いただき、 それを国の 方で支援を す
る事業を今 年から原子 力エネルギ ーに関する 教育支援事 業交付金と いうのを新 た
につくり、 そういう面 から現場で のそういう 活動を側面 支援できる ような取り 組
みをしてい る。
【岡澤環境 省地球環境 局長】

デジタル化、 ＩＴ化の評 価について 、大綱の中 に

も、ＩＴ化 を進めるこ とによって エネルギー 効率が改善 するという ので、ＩＴ 化
を更に進め るという記 述がある。 ただ、これ はそれぞれ デジタル化 、ＩＴ化そ れ
ぞれの生産 設備とか、 車の機械に くっ付いて いるもので すから、そ の部分だけ を
取り出して 、どういう 評価をして いるという ような形で は出してい ない。ただ 、
一般的な記 述をしてい る。
それから 、京都議定 書の達成の ための大綱 の中での科 学技術の扱 いは、現在 の
科学技術を トレンドさ せたところ までしか基 本的には考 えていない 。ただ、厳 密
に言うと、 さらなる技 術開発とい う、２％分 というのが あって、そ の２％分に つ
いては、現 在はまだ実 用化されて いない新た な技術開発 によって削 減を期待し て

5

いる部分。 それ以外の ものについ ては、省エ ネについて も、今、一 定の速度で 省
エネが進ん でいる。そ の省エネの 速度が今後 ともほぼ、 従来と同じ ように継続 し
たという予 測の下に現 行の技術で できること を整理して いる。
また、技 術があって も、実際に 導入あるい は採用しな ければでき ないではな い
かという御 質問があっ たが、これ も大綱の中 に、一応、 何年に設備 であれば何 万
台とかいう ような導入 目標を掲げ ており、大 綱上、京都 議定書の終 了の 2012 年
までの間は ３つの期間 に分けて、2002 年か 2004 年を第１期、2005 年から 2007
年を第２期 、それ以降 第３期とし て、それぞ れ第１期、 第２期の終 了の時点で レ
ビューをし て、導入目 標量に対し て導入が進 んでいない ということ であれば、 更
に導入を進 めるための 措置、つま り税制上や 規制上の措 置などの行 政措置を導 入
することに よって、そ の導入目標 をクリアー しようとい う仕組みに なっている 。
一応現段階 において、 確かに技術 的に不安定 な、不確定 なものもあ るので、一 応
見通せる範 囲内で見通 して、６％ 削減という 最終目標は 達成できる と書いてあ る。
【岩田経済 産業省大臣 官房審議官 】

3 点補 足する。

１つは、 プロジェク トについて の我々のポ ジション、 これまで実 施してきて い
るものにつ いてどうか という御指 摘に対して 、これま で 20 年ぐ らいのプロ ジェ
クトを反省 してみると 、国もある いは参加し ている方々 も技術開発 をやり、そ こ
で役割が終 わって、そ の後の実際 に世の中に 出すところ 、これは別 の人の役割 、
実際に導入 をするとこ ろは役割が 別だという ような意識 があったと いうのは事 実
だと思う。
ここ 10 年ぐらい、 そういう状 況ではいけ ないという ことがだん だん共通の 意
識になって きて、技術 開発の成果 を市場に生 かす、ある いはエネル ギーであれ ば、
エネルギー 安全保障の 観点でこれ を導入、普 及していか なければい けない、そ う
いう意味で そのような 意識あるい はシステム を変えよう というつも りで取り組 ん
でいる。
過去のい ろいろなプ ロジェクト についても 反省点はあ る。ただ、 実際の問題 と
して、例え ば、福川委 員から指摘 があったソ ーラーの話 では、今の ソーラーパ ネ
ル、国内で はいろいろ なエネルギ ーの競合が あり、電力 のコストと か、ガスの コ
ストとかの 問題があっ て、技術面 ではなかな か乗り越え られないこ ともあるが 、
ワールド・ワイドに見 ると、ソーラーパネル の効率、５％台が 10％ぎりぎり にな
っていくと か、立派な 成果の１つ だと思って いる。いず れにしても そこは総括 を
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すべきであ るという点 については 全くおっし ゃるとおり である。
２つ目で あるが、全 体のプロジ ェクト、ロ ードマップ については 、それぞれ 、
技術的にど れぐらい効 果があるか 、実際にそ れが適用さ れるマーケ ットがどう で
あるか、全 体として本 当にフィー ジブルかと いうマクロ チェック、 これをする こ
とで全体の シナリオが できると思 っているが 、それぞれ のプロジェ クトについ て、
時間軸を含 めた積み上 げをきっち りやってい かなければ いけないと いうのは事 実
であると思 っている。 京都議定書 を批准する 際に、一生 懸命そうい うロードマ ッ
プを書いた ことは事実 であるが、 不確定要素 も多く、あ る意味で見 切り発車を し
たという部 分もあると 聞いている 。ロードマ ップの精緻 化、マーケ ットにつな げ
ていくとこ ろ、エネル ギーとして の導入、普 及をどうし ていくかと いう部分に つ
いては、む しろ技術開 発サイドか ら、技術開 発ではここ までできた けれども、 そ
の後の導入 、普及につ いては、例 えば、コス トでこうい う壁がある から、これ を
こうしなけ ればいけな いというの を世の中に 言っていく ということ が必要では な
いかと個人 的に思って いる。
３つ目は、電圧の昇圧 について、正確に申し 上げると、いわゆる 200 ボルト問
題について は、100 ボルト、200 ボルト、これを家庭で 取れるかど うかという の
と、200 ボルト、400 ボルトの昇 圧問題が混 在している 。前者、200 ボルトを 家
庭で取れる かどうかと いう点につ いては、こ こ十数年、電力会社が 、単相 100 ボ
ルトから三 相 100 ボルトへの転 換というの をやってお り、全国で 普及率は 60％
ぐらい、大 都市部では 、ほとんど の家庭で 200 ボルトが取れるよ うになって いる。
この部分に ついてはイ ンフラの整 備は相当進 んできてお り、200 ボルトの機器 と
して、家庭 でメリット が出る家電 製品は何か 、それが出 てくれば、 爆発的に需 要
が出てくる 可能性があ るというの が実態であ る。ただ、その場合、200 ボルトに
するとエネ ルギー効率 は上がるが 、パワーを 食う。例え ば、住宅の エレベータ ー
は 200 ボルトがいい が、これは 非常にパワ ーを食うこ とになる。この辺りど のよ
うに考える かという問 題がある。
200 ボルト、400 ボルトへの昇 圧問題につ いては、全 国の配電系 統をすべて 取
り換えると いう話にな り、恐らく 設備投資と してフィー ジビリティ ーがない。
【石井議員 】

今まで の話で、研 究開発段階 から、導入 、普及とい う２つのフ レ

ーズを分け て研究開発 をすればい いというよ うなことに 対しては、 反省が出て き
たという話 があったの で、大変心 強い。それ に関連して 伺いたいの は、いろい ろ
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新エネルギ ーについて 開発計画プ ロジェクト の御説明に ついて、そ の新エネル ギ
ーのいろい ろな種類が あるものを 一体どうい うふうに全 体のエネル ギー政策、 あ
るいはシス テムの中に 位置付ける のか組み込 むのかとい うことによ って、普及 、
導入の仕方 も全然変わ ってくるし 、それから 、研究開発 の課題もそ れによって 多
分違ってく るのではな いか。
例えば、風力発電、これは既に 普及、導入 段階に入っ たと言われ ているわけ で、
それが電力 のナショナ ル・グリッ ドと仮に結 び付けるも のだという ふうになる と
すれば、例 えば、風が やんだとき に、ガタン と発電量が 下がって、 グリッドの 方
に大変大き な影響があ る。これは 太陽光発電 についても 同じ問題が あるはずな の
だが、その 問題をクリ アーするた めの研究開 発が改めて 必要になっ てくるはず 。
普及、導入 の段階に入 ったからと いって、使 い道、使い 方によって また新たな 課
題が出てく るかもしれ ない。
そのよう に思うと、 全体として 日本の電力 を中心、あ るいはナシ ョナル・グ リ
ッドの在り 方を中心に 、それは安 定したしっ かりした骨 組をつくら なければ困 る
のだが、今 までの火力 、水力、そ して原子力 というだけ でナショナ ル・グリッ ド
を背負って いるという 形を基本と するのか、 できる限り 地の利を生 かして北海 道
の方は風力 もそこに結 び付けるの だというよ うなことを 考えるとす れば、これ は
話が変わっ てくる。そ のようない ろいろなエ ネルギーを 、自動車の 燃料電池は 使
い道がはっ きりしてい るからナシ ョナル・グ リッドとは 関係がなく 、一応独立 に
走るわけだ が、定置型 の燃料電池 になれば、 これは改め てグリッド との関係が 出
てくるだろ うと思う。 その辺につ いて一体ど ういうシナ リオを書い ておられる の
か、ちょっ とお伺いし たい。
【茅座長】

お答えを いただく前 にほかの意 見もあると 思うが、私 の方から先 に

質問する。 今までずっ と省庁の御 説明をいた だいたが、 この中の２ つについて 疑
問がある。 １つは３ガ スの問題で 、いろいろ な技術開発 をやってい ることはい い
が、一方に おいて、そ の３ガスの 排出は減っ ている。現 段階ではか なり減少し て
いて、これ は１つには 電気機器の ＳＦ６の排 出の減少と いうのが大 きい。その 意
味で、私は ３ガス問題 というのは 例の２％抑 制というこ とが常に言 われている が、
現実にはむ しろかなり 減るのでは ないかとい う気がして いる。この 検討がどう な
っているの か、という のが第１点 目の質問で ある。
第２点は 、今日は全 く話が出な かったが、 メタンと亜 酸化窒素、 窒素酸化物 の
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問題がある 。メタンの 方は農水省 問題という ことかもし れないが、 実は、これ も
やや減って きていて、 これは埋立 地をどう扱 うかという 問題に絡む 。これは所 轄
が環境省な のか経済省 なのか、私 は知らない が、その問 題が１つあ る。さらに 、
一番大きい のは、窒素 酸化物はか なり減って いるが、こ れは御承知 のアジピン 酸
工場の対策 がかなり功 を奏したと 言われてい る。そのよ うなことで 、実は、エ ネ
ルギーが非 常に大変な 状況になっ ていると言 われている が、ほかの 温室効果ガ ス
については 、むしろ状 況はよくな ってきてい ると私は思 っている。 これをどう 考
えるのかと いうことに ついてわか れば教えて いただきた い。
【伊藤資源 エネルギー 庁省エネ・新エネ部長 】 まず、石井議員の 質問につい て。
例えば、風 力について 言うと、機 器としての 研究開発は 確かに終了 したと認識 し
ている。ま た、その対 応について は、まだ、 そこに新し い製造方法 という課題 が
あるので、 それをクリ アーすべく 研究開発を 続けている と、そんな 形で今、研 究
開発自身は やっている 。
その全体 として、ど ういうふう にしていく のかという ことに関し ては、総合 エ
ネルギー調 査会におい て１％を３ ％にしよう という大き い目標を掲 げた上で、 方
策としては 、１つはこ れまた御説 明したが１ つは導入、 普及という 形で、現在 コ
スト的に引 き合わない ものについ て、補助金 というよう な形で導入 コストを下 げ
るような形 でそれを推 進している と、例えば 、住宅用の 太陽光であ る場合には １
ｋＷ当た り 10 万円 の補助金を 各家庭に交 付して、そ ういう形で 導入してい ると
いうことで 、導入、普 及を併せて やっている 。
更に、今 年の国会で は、新エネ による電気 を電気事業 者の方々に 一定割合購 入
していただ くという法 律上の義務 づけを伴っ た制度を設 け、来年の ４月から施 行
するという ようなこと もやる。そ の場合には 、全体、新 エネルギー 電気という 一
定の定義に 基づく、例 えば、太陽 だとか風力 だとか、バ イオマスだ とかという 一
定の範囲の ものによっ てできる電 気について 一定割合を 購入してく ださいと、 一
定割合とい うのは全体 、総量とし て一定割合 を購入して くださいと いう形の義 務
づけをして 、その中で 、あとはコ ストによっ て太陽を入 れようか、 風力を入れ よ
うかという ことは、電 力会社に選 んでもらう というよう な形で、そ れを推進す る
というよう な形の制度 もまたつく り、導入を 進めている 。
そのよう にして、あ る程度量を 導入義務づ けるという 形で進めて いるが、そ う
なると、御 指摘のとお り、風力の 電気がどん どん系統に 入っていく ようになる と、
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系統の安定 が相当乱れ てくるとい うようなこ ともあり、 先ほど、風 力について は
機器開発は 終了したが 、他方、今 年度から、 系統安定の 実証という ことの研究 開
発でいろい ろなシミュ レーション をし、ある いは集中的 に太陽光の パネルを設 置
してきちん と運営でき るのかとい うような系 統に着目し た研究開発 というのが 新
しいテーマ として上が ってきてい る、という ような状況 である。
【石井議員 】

それは 積極的に進 めようとし ておられる のか、ちょ っと伺った と

ころでは、 太陽にする か風にする か電力会社 のオプショ ンだという ようなこと だ
が、一体、 国全体とし て新エネル ギーをどう 位置づける のかという のがもう一 つ
見えてこな い。それは 電力会社さ んのお考え に任せると いうことか 。
【伊藤資源 エネルギー 庁省エネ・ 新エネ部長 】

その新 エネルギー という一定 の

定義の範囲 内では、太 陽を使うか 風力を使う かというの は選択して もらう。そ こ
に新エネル ギーの間の 価格競争み たいなもの が、勿論、 別途導入補 助金がそれ ぞ
れ付いてい るから、純 粋な価格競 争というわ けではない が、導入補 助付の価格 競
争がそこで 発生して、 おのずと収 斂するとい う理解であ る。
【石井議員 】

実際に は、買って もらうため には、まだ これから研 究開発が必 要

だと、ソー ラー発電み たいに。そ うすると国 のお金が半 分が出てく るという形 で
の負担を国 あるいは国 民がしなけ ればならな いというこ とと、片方 でほぼ技術 が
確立してい て、今のも う一つ付随 的な風が止 んだときの 対策を考え るというこ と
についての 研究という のは、恐ら く大したお 金は要らな い。そうい う国民的な 利
益、あるい はどれだけ のものでそ れが一定の コスト・パ フォーマン ス、より効 率
的にできる かというこ とは、ナシ ョナルなイ ンタレスト の問題だろ うと思う。 そ
れが電力会 社の方のオ プションに 任せるとい うのが政策 として適当 なのかどう か、
あるいはま さに議定書 の約束を守 るための戦 略として我 々がそれを やらなけれ ば
ならない、大臣がおっ しゃったと おり、そう いう戦略と してベスト なのかどう か、
その辺、今 でなくても 、いずれゆ っくり勉強 したい。
【茅座長】

今の話は 大変自分の フィールド の問題なの で、ちょっ と申し上げ た

い。この問 題は、まさ に今後の非 常に大きな 問題。現段 階では、表 切って議論 は
していない が、現段階 では、系統 点検する場 合には、電 力会社側に 余り迷惑が か
からない範 囲でという 条件が言う なれば付い ている。
１つの例 として、風 力の場合に は、北海道 電力が一番 今大きいが 、ここでは 、
全体の系統 に対して 3.6 ％、そのぐらいの容 量までは認 める。しかし、それを超
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す場合には ちょっと困 るという形 で電力会社 側が責任範 囲を切って いる。まだ 小
さいものだ からそれで 間に合って いるが、今 後、本当に この目標の ように、太 陽
光発電とか 、あるいは 風力発電が 増えてくる と、その負 担を一体だ れが負うの か
というのが 非常に大き な問題にな ってくる。
実は、技 術的な問題 というのは 従来から検 討していて 、そのこと はそれほど 問
題ではない と思うが、やはりお金 ない。結局 、変動する 電力を受け 取るために は、
それなりに それを緩和 するバッフ ァがいるか ら、それを 一体だれが 払うのかと い
う問題で、 これは国の 問題として も、また、 エネルギー 政策の中で 議論すべき 問
題ではない かというふ うに私個人 は思ってい る。
【岩田経済 産業省大臣 官房審議官 】

フロン の話につい ては、今手 元にデータ を

持ち合わせ ていないの で推測にす ぎないが、 技術開発と しては、代 替フロンガ ス
とか、利用 技術、破壊 技術をつく ってきてい るが、並行 して廃出抑 制、あるい は
回収、破壊 が実行ベー スでものす ごく進んで きている。 例えば冷蔵 庫から出て く
るフロンと かについて は、廃出抑 制、破壊と いうのが相 当進んでき ている。
技術開発 については 、代替フロ ンについて 最初は、モ ントリオー ル議定書と 地
球温暖化と 、二つのし ばりがあっ たが、これ は出口が見 えてきた感 じがする。 松
下電器が冷 蔵庫の冷媒 として、プ ロパンで代 替をすると いうような 話も出てき て
いるし、使 用ベース、 それから現 実の排出の 抑制、回収 、破壊とい うところは 、
結構動きが ある。
亜酸化窒 素の話は、 手元にデー タがないの で、別途御 説明したい 。
【太田専門 委員】

燃料電池につ いて御質問 と自分の意 見を申し上 げたい。

１つは、 今回御説明 いただいた 、これから の燃料電池 開発計画と いうのは、 ほ
とんど高分 子型に的を 絞ったもの で、従来、 国の方で進 められてい たのは、い ろ
んなタイプ がなされて きて、その 総括がどこ までいって いるかとい うことが問 題
だろうと思 うが、例え ばＣＯ2 削 減というこ とを本当に ねらって 2010 年と、 私
の評価では 最も高い効 率の燃料電 池というの は、ＭＣＦ Ｃ（溶融炭 酸塩型）で あ
るので、そ の方が削減 効果はひょ っとしたら 大きいかも しれない。 これは、技 術
の問題とし て１つ評価 しなければ いけないポ イントだろ うと思う。
現 在の 高 分子 型 と い うの は 、 多 分、 1984〜 1985 年 ご ろに ダ ウ 膜 が出 て き て 、
それで高出 力密度がで きて、とり あえず自動 車に乗るま で小さくな ったと、こ れ
は非常にい い成果だと 思う。しか し、欠点も 見えてきて いる状況で 、もう一段 、
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二段の飛躍 をしなくて はいけない ということ であれば、 そこで一番 大事なのは 基
盤研究、要 素材料。こ れは非常に 幅広い研究 が要るのだ と思う。と ころが、今 日
の話では、 余りそこは 見えてこな いので、そ の辺が少し 質問事項と してある。
【岡本専門 委員】 燃料電池につ いて、実は コストとい う面で大変 苦戦してい る。
実際に車は 出すが、本 当に世の中 に普及する ようにする には、ゼロ を２つぐら い
取らないと いけないと 私たちは思 っている。 今、開発し ている技術 の延長線上 に
本当に解が あるのかな ということ は、大変危 惧している 。その辺の 開発を一生 懸
命やってい る。いろい ろ商品にす るための技 術開発は、 民間でいろ いろやる方 が
動きも早い し、コスト だとか、い ろんなもの を考えなが らやれるも のだから、 是
非そういう のは我々に やらせてほ しい。先ほ ど話があっ たのは、そ の基盤のと こ
ろ。こうい うのはかな り膨大なお 金もかかり 、全体に絡 むようなこ とがあるの で、
こういうも のについて は、是非よ ろしくお願 いしたい。
それから 、水素ステ ーションと か、最終的 にああいう ボンベにな るのかどう か、
きっとボン ベというの はないので はないかな という気も しないでも ないが、そ う
いう水素ス テーション みたいなイ ンフラづく り、これは やはり欠か せないと思 う。
是非、こう いう検討を もっともっ と進めてほ しい。
【大下専門 委員】

実は、今一番 辛いなと思 っているの は、全体的 なプロジェ ク

トにも言え るが、時間 軸のことを 考えると、 来年度から いろいろな 技術開発を 実
施したとし て完成まで に４年かか る場合、2010 年まであと４年し かない。完成後
に市場投入 しても、１号機の建設 に約２〜３ 年かかるか ら、2012 年を目標とし て
も残りの数 年でどれだ けのものが できるだろ うかという 疑問がある 。
それをで きるだけ早 く普及させ るためには 、効果の高 い重点テー マに関して は、
ヒト、モノ 、カネを投 入しないと 間に合わな いと思う。 幾つかの重 点プロジェ ク
トで、それ ぞれ時間軸 で考え、い つまでに実 施をして、 その後どう していくの か
と、それに よって、2010 年あるいは 2012 年にどれだ け減らせる のかという のを
トータルで 定量化して いく必要が あると思っ ている。
最後に、産学官連携 といつも言 われるが、我々開発す る立場のメ ーカーの人 間、
産は、実は その中で一 番弱い立場 であり、い つも苦しん でいる。技 術開発は当 初
計画通りに はまずなら ず、軌道修 正すること により成功 する可能性 を持つもの で
ある。これ までのナシ ョプロの成 功率が低い のは、この 辺の自由度 がないこと も
理由の一つ と思う。先 ほど経産省 から「大型 プロジェク ト補助費用 を 50％とし、
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受託者に責 任と負担を 持たせる」 という話で あるが、こ れはそうい うやむを得 な
いところは あると重々 承知してい るが、今、 企業は厳し い立場にあ り、例えば バ
イオマス物 質循環、廃 棄物循環の ような実証 プラントだ と、数十億 、あるいは 百
億規模のお 金が必要に なるケース もあると思 うが、その 中で企業が 半分持つと い
うのは、こ れは少し大 変なこと。
以前、二 十数年前に スターダス ト 80 とい う工技院の プロジェク トがあった よ
うな集中プ ロジェクト が、省庁を 乗り超えた どこかでや らなければ いけないの で
はないかと 思っている 。是非何と かその方向 で検討して いただきた い。
【殿村専門 委員】 先ほど説明を 受けた中で 、さらなる 追加対策で 7,400 万トン。
そのうち省 エネ、新エ ネ、燃料転 換と出てい るが、難易 度の問題と 、やはり期 限
があるから 、本当にこ の割合でい けるのかど うか、やは りやりやす いところに も
っとたくさ ん持ってい かないとい けないと思 う。専門家 の方がいろ いろ検討さ れ
た数字だと 思うが、今 、皆さんの お話を聞い ていると、 なかなか難 しいなとい う
感じがする 。特に建築 業界、住宅 業界は、ど っちかとい えば、省エ ネよりたく さ
んエネルギ ーを使う方 向に行って いる。快適 な住まいと いうことに なると、昔 か
ら比べたら 倍以上の電 力を使って おり、やは りこれを何 とかしない といけない と
思うので、 そっちの方 も少し御検 討いただき たい。
【岩田経済 産業省大臣 官房審議官 】 燃料電池について は、溶融炭酸塩型（MCFC）、
それからＳ ＯＦＣ、こ れは 11 年 、12 年ぐ らいからス タートした もので、固 定型
のむしろ大 型の電力貯 蔵用のプロ ジェクトは それぞれ 15 年、16 年ぐらいまで 続
けてそれぞ れ実施する ことにして いる。その 後の位置づ けについて はいろいろ 議
論があるが 、一種の仕 掛り品でこ れをしっか り仕上げて いこうと思 っている。
【中村経済 産業省産業 技術環境局 長】

私ども、地球温 暖化対策と いうのは必 ず

しも技術開 発だけでな くて、実は 普及なり国 民教育なり 、幅広いと ころを一体 と
なってやら ないといけ ないと思っ ている。特 に、今一番 課題となっ ているのは 、
民生用の部 分で、これ がトータル では日本全 体で８％と 言っている が、この部 分
は２割近く 増えてしま ったので、 そこに手を 入れざるを 得ない。そ こで、関係 府
省その他と 一体となっ てやらない といけない し、使って いるものは 基本的に電 力
の形で使う ものが多い ので、省エ ネなり燃料 転換なり、 そういうも のを活用し な
がら、今後 もやってい きたい。
【岡澤環境 省地球環境 局長】

先ほど先生方 から、３ガ スプラス２ ガスの話が あ
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ったが、６ ガスの中で それぞれ目 標を定めて いるけれど も、達成の 難易度から 見
ればかなり 違うという 認識が各省 にあると思 う。炭酸ガ スは非常に 難しい、現 実
問題として は削減目標 を達成する ことが非常 に難しい状 況になる。 ただ、それ 以
外の代替フ ロンとか、 ＳＦ６とか 、メタン、 一酸化窒素 は、現実の トレンド傾 向
を見ると、 過剰達成も 期待できる かもしれな いというふ うな状況が あると思う 。
しかも、メ タンで一桁 、一酸化窒 素で二桁、 フロンだと 三桁上がっ てしまうわ け
で、量がわ すかでもこ こに、今せ っかく手が 付いた対策 を講じてい くと、実は こ
こでかなり 稼げる可能 性もある。 炭酸ガスの 部分が本当 にもし削減 目標まで達 成
しない場合 には、これ は大綱の中 でいずれ見 直しが必要 だが、そう いうほかに も
し実用的な 技術が開発 される、既 にある技術 を更に適用 することに よって、残 り
の５ガスの 方で対応が 可能ならば 、そちらの 方に振り向 けるという ことも十分 考
えられると 思う。
技術開発 で２％、こ れはまだか なり未確定 な部分とし て載ってい るのと、大 綱
自体で 1.6 ％が穴が開 いている。最終的には 京都メカニ ズムを活用 するという 含
みに な っ て いる が 、 1.6 ％ は 完 全 に対 策 が な い、 穴 が 開 いた 状 態 に なっ て い て、
しかも新規 の技術開発 で２％とい うのがある 。それ以外 のライフス タイルの変 更
とか、非常 に難しい要 素があるの で、むしろ 技術的にど こまで今の 技術を適用 す
ることによ って可能か ということ がはっきり してくれば 、残りをど こで稼ぐか と
いう計算も 逆に成り立 つわけで、 そこはある いはこの委 員会から言 えば逆にほ か
の部分で固 めてくれれ ばという話 かもしれな いが、そう いう相互乗 り入れの状 態
があるとい うことだと 思う。
【茅座長】

２つ苦し いポイント を抱えてい て、今後半 年の審議の 中でそれを ど

うするかと いうのが大 変な課題だ と思ってい る。
１つは尾 身大臣が言 われたよう に京都議定 書のターゲ ットという のは非常に 厳
しいと、こ れをどうい う形で実現 するかとい うのが大き な問題だが 、これはこ こ
だけではな くて、政府 の温暖化対 策推進本部 の本質的な 問題であり 、これをど う
するかとい うのを、京 都議定書の 発効を待っ て、具体的 にやらない といけない 。
案は一応で きているけ れども、大 変対策的に 難しいもの が多いとい うのは御承 知
のとおり。 その意味で できるかと 言われると 、今の岡澤 局長のよう なプラスの 側
面のお話も あるが、正 直言って非 常に難しい 。
第２点は 、科学技術 というのは 、あくまで もきっかけ をつくるも のであって 、
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普及段階が ポイントで あること。 したがって 、我々がこ ういう技術 がある、こ う
いう技術で ここまでで きると言っ たとしても 、それで実 際に温室効 果ガスが削 減
できるかど うかはわか らないし、 ましてこれ には時間が かかるので 、先ほどの 大
下さんのお 話のように 、今から８ 年という範 囲で、皆さ んがお考え になる技術 で
どこまで数 字的に達成 できるもの が出てくる かというと 、私は正直 言って非常 に
大変だろう 。
その意味 で、尾身大 臣の期待さ れるような アウトプッ トが最後の 段階で出せ る
かというこ とになると 、私は座長 としては最 初からどう もかなり難 しいなと思 わ
ざるを得な い。どうい う形でこの 後の議論を 進め、そし て皆さん方 のお考えを 結
集していく かについて も、是非お 考えをいた だきたい。
私も、ど のようにし てこの委員 会の最後を まとめよう かという答 えはないが 、
今のような 大変難しい 状況にある ということ だけ御記憶 いただけれ ばありがた い。
【事務局】

次回は 10 月７日月 曜日、14 時〜16 時、このビルディ ングの第４ 特

別会議室で の開催を予 定。議事内 容は、今日 に引き続い て、国土交 通省、農林 水
産省、日本 経団連によ る技術開発 の取り組み 状況等の聴 取を予定し ている。
【茅座長】

これで終 了します。
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