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（開催要領） 

1．開催日時：2009年 3月 18日（水） 18:20～18:58 

2．場所：官邸２階小ホール 

3．出席議員： 

議長    麻 生   太 郎   内閣総理大臣 

議員    河 村   建 夫   内閣官房長官 

同     与謝野     馨   内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

                         （兼）財務大臣 

同     鳩 山    夫   総務大臣 

同     二 階   俊 博   経済産業大臣 

同     白 川   方 明   日本銀行総裁 

同     岩 田   一 政   内閣府経済社会総合研究所長 

同     三 村   明 夫   新日本製鐵株式会社代表取締役会長 

同     吉 川      洋   東京大学大学院経済学研究科教授 

臨時議員  金 子   一 義   国土交通大臣 

同     斉 藤   鉄 夫   環境大臣 

 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

成長戦略集中審議：その３ 

１）低炭素革命 

3.閉会 

 

（説明資料） 

○低炭素社会への大転換に向けて（有識者議員提出資料） 

○成長戦略（低炭素革命）について（二階議員提出資料） 

○「緑の経済と社会の変革」（斉藤臨時議員提出資料） 

○低炭素革命の実現に向けて（金子臨時議員提出資料） 

○低炭素社会の実現に向けて●地域力創造プラン（鳩山プラン） 

～地域連携による「自然との共生」の推進～（鳩山議員提出資料） 

 

（配布資料） 

○成長戦略（低炭素革命）について（参考資料）（二階議員提出資料） 

○「緑の経済と社会の変革」（参考資料）（斉藤臨時議員提出資料） 

経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 21年第７回） 
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○参考資料（金子臨時議員提出資料） 

 

 

（本文） 

○議事の紹介 

（与謝野議員） ただいまから経済財政諮問会議を開催いたします。 

 

（報道関係者退室） 

 

（与謝野議員） 予定にはないのですが、今日の決定会合の件について短くお願いし

ます。 

（白川議員） 手短に申し上げます。 

 本日の金融政策決定会合では、長期国債の買入れを年 4.8兆円増額しまして、年

間の買入金額を 21.6兆円とすることを決定いたしました。これは厳しい経済金融

情勢の下で、年度末を越えた後も金融市場の緊張が続く可能性が高いことから、長

期の資金供給手段を一層活用し、円滑な金融調整を行っていくための措置でござい

ます。 

 昨日でございますけれども、金融機関に対して自己資本のうち、いわゆるＴｉｅ

ｒ２、補完的な自己資本の分にカウントできる劣後ローンを供与することを決定い

たしました。これによりまして、金融市場の緊張が更に強まって、例えば株価が下

落した場合でも、金融機関が自己資本の制約を意識して貸出を抑制し、実体経済に

悪影響が出ることを防ぐということを狙ったことでございます。この措置は、市場

からの金融機関自身の資本調達やＴｉｅｒ１部分を注入します金融機能強化法と

相俟って、金融機関の自己資本の強化に貢献すると考えております。 

（与謝野議員） ありがとうございます。 

 それでは、本題に移ります。 

 本日は、成長戦略の第３回目の集中審議を行います。今回は、金子臨時議員、斉

藤臨時議員にも御参加いただき、低炭素革命について御審議をいただきます。 

 まず、三村議員から御説明をお願いします。 

 

○成長戦略集中審議：その３ 低炭素革命 

（三村議員） 資料に沿って「低炭素社会への大転換に向けて」を御説明いたします。 

 「１．基本的考え方」に書いてございますように、低炭素革命の実現は、我々世

代の責務であり、そのためには、技術革新はもちろんのこと、広い意味でのインフ

ラ、制度、社会システム、ビジネスモデル等を大幅に転換する必要がございます。

ポスト京都議定書は 2020年がターゲットイヤーでありますけれども、そこに至る

道程を大胆かつ具体的に示すことで、その実現に向けて、政府、企業、国民がそれ

ぞれ必要なコストを負担しながら、厳しい取組を行わなければならないとの認識を

共有することが必要だと思っております。 
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 一方（２）ですが、こうした新たなフロンティアの開拓は、現在の危機的な経済

状況の打開という意義もありますので、今でもトップランナーにある我が国が引き

続き世界の先頭に立つという気概をもって、中長期的な視野をもって社会の仕組み

を変えるような取組を行わなければいけないと思っております。 

 「２．今後の戦略分野と推進方策」に移ります。 

 このためには、産学官が連携して、戦略的な分野・テーマに資源を集中的に投入

することが何よりも重要であると思います。 

 これにより、国民が低炭素社会への転換を身近に実感できるとともに、現在の環

境ビジネスでは市場規模が約 70兆円、雇用者数が約 140万人ということですが、

これの飛躍的な拡大につなげることも可能であると思っております。 

 具体的なことを申し述べます。 

 まず＜論点１＞に書いてありますように、クリーンエネルギーの利用促進、特に

太陽光発電等の再生可能エネルギーについて、飛躍的な利用促進に向けて、抜本的

に取り組むべきではないかと考えております。その推進方策としましては、意欲的

な国家目標の設定、利用促進のための大胆なインセンティブの付与、官民の連携に

よる技術開発の促進と大量普及の前提となる規格・基準の統一化、学校を含めた公

的施設への導入拡大等。これは国としては、需要を創造するということであります。 

 ただ、もう一つ大切なことは、需要を創造することによって、大幅なコストダウ

ンを達成しなければまずいということでありますので、その点にも意を注がなけれ

ばいけないと思います。 

 それから、温暖化対策や経済の調和を保つためには、現在は 60％程度ですが、

どうしても原子力発電の安全性・設備利用率の向上が絶対必要なことだと思ってお

ります。 

 ＜論点２＞に書いてありますように、ガソリン車の一層の燃費向上及び次世代自

動車を大幅に増加させる政策が必要だと思っております。そのためには、必要なイ

ンフラ整備、交通・物流体系の大転換を図らなければいけないと思っております。

運輸部門というのは、大体 20％のＣＯ２を発生している大事な部門でございます。 

 推進方策として、経済情勢に不可欠な蓄電池等の関連技術は、非常に難しく開発

途上でありまして、世界中の関連業界がこの開発にしのぎを削っている状況でござ

います。したがって、そういう競争裏にあるものと同時に、国としては、これの関

連技術の基礎研究や基準づくりにおける役割が求められると思います。不可欠なイ

ンフラの整備、低炭素な公共交通機関の積極活用及び、やはり渋滞がございますと、

これもＣＯ２の発生を大幅に増加させますので、これを防ぐＩＴＳの活用というこ

とが考えられると思います。 

 ＜論点３＞は、現在 13自治体が指定されております環境モデル都市に対して、

予算・規制の両面から取組を一気に加速することが必要であると思っております。

単体としての商品、技術はすばらしいものがございますが、これをシステムとして

活用するということ、あるいはやや取組に遅れている中小企業や小売店を中に入れ

ることも必要なのではないだろうかと思っております。 
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 ＜論点４＞は、我が国が誇る環境・エネルギー技術の発展や気候変動等に係る国

際的なイニシアティブ発揮のための海外市場の開拓及び海洋資源等、新たなフロン

ティアの開拓に取り組むべきだと思っております。 

 これについての推進方策としましては、公害防止、省エネ、リサイクル。水処理

につきましては、将来的には 100兆円の市場が国際的には見込めるということであ

りますが、我が国としても膜技術で非常に優れたものがございますので、こういう

ものも活用しながら、産学官が一体となって海外市場の開拓をするということが必

要だと思います。 

 海洋資源の探査につきましては、メタンハイドレートあるいは鉱物資源等、我が

国の海洋水域にたくさんございますので、これの探査・開発が必要だと思っていま

す。 

 それから、レアメタルを回収するという意味で、都市鉱山リサイクルと称してお

りますものについても力を入れるということが必要だと思っています。 

 このような観点から、是非とも重点プロジェクトを選定し、その際には、プロジ

ェクトを推進する官民の体制を確立する必要があるということで、是非とも進んで

いきたいと考えております。 

（与謝野議員） ありがとうございます。 

 二階議員、斉藤臨時議員、金子臨時議員、鳩山議員から、それぞれ御発言をいた

だきますが、できれば御簡潔にお願いできればと思います。 

（二階議員） それでは、手短に申し上げます。低炭素分野について、資料をお配り

しておりますが、ちょっと目を通してください。 

 先ほども三村議員からもお話がありましたとおり、いずれにしましても、世界で

圧倒的な強さを誇っているわけでありますが、これに対して更に圧倒的なトップを

目指すことが重要である。 

 次に、３つのターゲット。 

 １つは「太陽光発電・省エネ世界一獲得プラン」というものを提唱して、御家庭

においては太陽光発電の余剰電力の買取制度の創設等を検討し、太陽光発電の爆発

的な普及を目指していこうということであります。最近、いろいろな方々から太陽

光発電について、こういうところに設置できないかという提案が役所の方へまいり

ますが、ここ３年ないし５年ぐらいが一つの勝負どころだというふうに考えて、徹

底的に推進を図っていかなければならない。 

 次世代のエネルギーパークの充実とか、再生可能エネルギー導入の国民運動の推

進等についても関心を払っていきたいと思っております。国土交通省や環境省と協

力させていただいて、ビルや住宅の省エネ改修や省エネ家電の普及に集中的に取り

組むことが大事だと思っております。 

 また、資料２ページ目の「エコカーの最速普及・低炭素物流革命」について。電

気自動車などの次世代自動車の普及の強化とともに、世界中が開発競争を繰り広げ

ておる、これも先ほど三村議員からお話がありましたが、蓄電池の研究開発を更に

強化する。私どもは、既にアメリカのロスアラモス研究所等と、こうした問題に２
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年半前から取り組んでおりますが、更にこれを加速しなければいけないと思ってお

ります。リチウムイオン電池の世界シェアは、今、日本が６割、ハイブリッド技術

は世界シェアの９割、圧倒的な強みを誇っておるわけですが、私はいつまでも強み

だ強みだと言っているだけではだめだと思うわけです。というのは、やはり日本に

追い着け・追い越せということで、みんな頑張っているわけですから、これに対す

る対応が必要である。 

 研究所の問題等につきましては、先般、麻生総理とオバマ大統領との間での首脳

会談において、それぞれの担当閣僚間で日米協調してやっていこうという御提案が

あったようでございますから、それが総理の方からも下りて来ておりますので、

我々はスティーブン・チューエネルギー長官と協力して対応したいと思っておりま

す。 

 資源大国の実現という面で、これも先ほどお話がありましたが、都市鉱山の開発

推進を図っていく。それから、携帯電話も今、１億台出ているようでありますが、

ここからは間違いなく金で３トンぐらい回収できるだろうということが見込まれ

ております。 

 水ビジネスについても、相当進んでいるわけですから、これに対する対応を考え

ていきたい。 

 そして、原子力産業の技術を更に強化して、各国から期待される原子力、国際市

場への展開を進めていくことが大事だと思っております。 

（与謝野議員） ありがとうございました。 

 続きまして、斉藤臨時議員からお願いいたします。 

（斉藤臨時議員） こういう機会を与えていただきまして、本当にありがとうござい

ます。お手元に「緑の経済と社会の変革」という２つの資料がいっております。

まず最初に「参考資料」と書いた紙を使って簡単に説明させていただきます。 

 現在、環境省において、環境対策への積極的な投資を通じて雇用創出と経済成長

につなげていくということで「緑の経済と社会の変革」という検討を行っておりま

す。その中で、現在考えている低炭素革命に関わる具体的なアイデアのうち４つを

参考資料を用いて御紹介させていただきたいと思います。 

 参考資料の表紙をめくっていただいて、１ページ目「エコポイント等の活用によ

るグリーン家電の普及」をご覧ください。我々としては、環境に優しい商品の爆発

的な普及を進めることが極めて重要だと考えております。その中でも、我が国の二

酸化炭素排出量の約１割を排出する家電製品については、特に対策が必要です。 

 一方、近年、家電製品のエネルギー効率は非常に高くなっており、古い家電を新

しくて性能のよいものに買い換えていただくことは、温室効果ガス排出削減の観点

からも、非常に効果的です。また、省エネ家電への買い替えは、家計的にも大変お

得ですし、業績が悪化している家電業界への対策としても大きな効果が期待できま

す。経済産業省とも共同でエコポイント制度の活用などを通じて、一気に省エネ家

電の普及を進めていきたいと考えております。 

 ２ページ目「太陽光発電の世界一奪還に向けて」をご覧ください。これは、三村
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議員、また二階議員からもお話があったとおりでございまして、太陽光発電の世界

一を奪還するため、再生可能エネルギー全体について、野心的な目標を掲げること

が大事だと。それから、日本全国の学校や公共施設など、公共部門で大規模な率先

導入を進めることが極めて重要だと思っております。また、民間においても、積極

的に取り組んでもらうため、ドイツやスペインで大幅導入の契機となりました買取

制度の導入が極めて重要です。この点につきましては、先月、二階議員から、日本

型買取制度を創設する旨が表明されたこと、心よりうれしく思っておりますし、実

効性ある制度づくりと国民負担に理解を求めていくことについて、環境省としても

汗をかいていきたいと思っております。 

 ３ページ目、これはこの後の鳩山議員の御提案とも関連いたしますけれども「地

域環境保全基金の拡充」、いわゆる地域版のグリーン・ニューディールのためのお

金でございます。地球温暖化など、環境問題の解決には地域の取組が極めて重要で

す。昨年、地球温暖化対策推進法の改正によりまして、都道府県や政令都市に温暖

化対策に関する実行計画の策定が義務づけられました。都道府県などの現下の厳し

い財政状況の中、こうした法律に基づく計画の実効性を確保し、有効な施策を講ず

るためには、財政面の裏づけが不可欠です。このため、各都道府県に置かれている

「地域環境保全基金」を大幅に拡充することが必要であると考えております。 

 ４ページ目「アジア版環境モデル都市の実現」をご覧ください。経済発展を遂げ

つつあるアジア諸国では、環境負荷も高まり、それが市民の暮らしを脅かすととも

に、経済発展を妨げる事態も懸念されております。日本の持つ環境技術を活用した

アジア版環境モデル都市を展開することによって、我が国の経済にも資する、一緒

に成長する、そしてアジア諸国の持続可能な経済発展を実現させることができると

考えます。 

 特に環境汚染対策と温暖化対策を同時に進める、コベネフィット・アプローチが

有効と考えております。 

 以上４つでございますが、そのほか、霞が関を始めとする国の施策・施設の低炭

素化、経済産業省や国土交通省と連携した次世代自動車などの普及促進、環境ビジ

ネスを支援し、環境・省エネ投資を掘り起こすための緊急無利子融資の創設などを

進めるべきと考えております。 

 最後に、以上の内容も含めまして、もう一つの２枚紙の「緑の経済と社会の変革」

と題した紙を見ていただきたいと思いますけれども、この全体像を簡単に説明させ

ていただきます。 

説明資料本体の１ページをご覧ください。地球環境問題、そして経済状況が危機

的な今こそ、日本の宝である環境技術、「もったいない」の心、そして美しい自然、

これらを活用して環境対策に思い切った投資を行い、社会資本の整備、消費の拡大、

投資の促進を通じた、緑の経済と社会の変革を行うべきと考えております。そうす

れば、国内からアジアなど、世界に広がりを持つ低炭素社会、循環型社会、自然共

生社会を統合的に実現できます。そして、環境を切り口とした経済社会構造の変革

を通じて、あるべき日本の姿を提示し、活力ある日本を取り戻すきっかけになるも
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のと考えております。本日は詳しく説明できませんが、低炭素だけにとどまらず、

３Ｒ、自然、水、森林など、幅広い内容を含むものとなるよう検討しております。 

 各省庁とも御相談申し上げながら、この「緑の経済と社会の変革」を３月中を目

途にとりまとめたいと考えております。新しい成長戦略検討にも資するものとした

いと考えておりますので、御支援・御協力をよろしくお願いいたします。 

（与謝野議員） 次に、金子臨時議員からお願いいたします。 

（金子臨時議員） 今日はありがとうございます。こういう機会を設けさせていただ

きまして、既に三村議員を始め、かなり重なる部分がありますので、なるべく省

略をしてお話をさせていただきたいと思います。 

 説明資料「低炭素革命の実現に向けて」に基づき説明する。１ページの左上にあ

る円グラフを見ると、運輸の部門でＣＯ２排出が約 20％、それから住宅・建築物

を含む家庭・業務部門の排出がおおむね 30％、合計 50％が運輸と住宅・建築物の

部門から排出されている。これで削減をしていきたい。まず、２ページ目の左側「低

炭素革命」でございますが、ここでは新車のハイブリット車、今は 50台に１台の

割合である、次世代自動車販売でありますが、2020年までに新車販売２台に１台

の次世代自動車の販売にもっていきたい。 

 住宅・建築物でありますが、来年の４月から新しく建てる建物について省エネ計

画を提出させる。従来は 2,000平米以上だったのでありますけれども、今度は 300

平米以上の住宅・建築物については省エネ計画を提出してもらう。2015年までに、

今は省エネ住宅比率 40％と住生活基本計画の中で目標にしておりますけれども、

これを前倒して、10年以内には 50％に達するように、省エネ化を進めたいと思っ

ております。 

 「ひと・まち・交通ルネッサンス」という右側に行きます。これはコンパクトシ

ティ、特にこの図で出てきますのが富山であります。ライトレールトランジットを

使って、富山市の考え方は、なるべく街なかに商業施設を作るだけではなくて、住

居も街なかに移転してもらいたい。集中させる。青森市も同じ取組を市長が先頭に

立って、その結果として、なるべく雪かき、融雪のコストを削減するというような

ことも考えているようであります。 

 そういう意味で、なるべく街なかに生活機能全体を、商業施設あるいは病院、移

住施設等も街なか居住、あるいはライトレールトランジットのようなものを使って

コンパクトシティを目指していくという動きを更に支援してまいりたいと思って

います。 

 説明資料の３ページ目に行きまして、「交通流の円滑化・物流の効率化」。これは

先日の経済財政諮問会議でプレゼンさせていただきました。三村議員からもお話が

ありましたように、大都市圏環状道路の整備、開かずの踏み切り対策、スーパー中

枢港湾の機能強化。特にスーパー中枢港湾については、前回も話題になりました。

シームレス化あるいはモーダルシフト、これが我が国の大きな課題であると思って

おりまして、精力的にこれを進めたいと思います。 

 最後にイノベーション・国際展開でありますが、日本の得意の分野、これを世界
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にどんどん出していきたい。今、高速料金引き下げに伴ってＥＴＣが話題になって

おりますが、このＥＴＣの技術というのは、世界に冠たるものを日本は持っており

まして、今、中国には日本型スタンダードのＥＴＣを輸出させていただいておりま

す。ヨーロッパ型と日本型というのが２つあり、フォームが違うのでありますけれ

ども、今、中国では、日本型が採用されております。特にこれから高速道路ができ

るアジア、東南アジアに対しては、ＥＴＣというのは一つの大きな技術になると思

います。 

 更にもう一歩進めてＩＴＳ、ＶＩＣＳを絡めて進めていきますことによって、Ｃ

Ｏ２削減、渋滞削減に非常に大きな効果が出てくると思っております。 

 水ビジネスについて申し上げますと、東京都は世界一水処理をやっているところ

なのでありますけれども、残念ながら東京都はあまり商売気がないものですから、

こういう膜の技術も含めて、来月、下水道業界の産学官の人材技術ノウハウを結集

した取組を展開するプラットホーム、これは下水道グローバルセンターと呼ぶよう

でありますけれども、来月スタートさせていただき、積極的に水ビジネスに取り組

まさせていただきたいと思っております。 

 最後でありますが、別立ての参考資料であります。１枚でありますが、広島、原

爆ドームの隣にあります広島市民球場が今度移転をいたしまして、その跡地を公園

として、そして、原爆ドーム、泳げる川づくりのシンボルにしたい。「水の都・広

島」と、こういう自治体も今、出てきておりますので、環境都市という意味で、ま

た、斉藤環境大臣にも御支援いただきながら応援をしていきたいと思っております。 

（与謝野議員） 鳩山議員、どうぞ。 

（鳩山議員） 地球が宇宙空間に放出できるエントロピーは増大をしていることはな

いという、熱力学の第２法則というのがあります。地球が放出できるエントロピ

ー以上のエントロピーが地球で生まれれば、二酸化炭素が増えなくても温暖化は

進むという単純な原理があるわけですから、この哲学が大事だと思っております。 

 それから、説明資料「低炭素社会の実現に向けて ●地域力創造プラン（鳩山プ

ラン）～地域連携による「自然との共生」の推進～」に基づき説明する。私はいつ

も自然との共生と申し上げておりますが、地域と地域の共生ということで、自然を

破壊しないで済む取組、あるいは「流域の協定」、「カーボン・オフセット協定」を

結ぶこともできますし、「地域おこし協力隊」、これは今年から 300人で始めようと

思っておりますが、都市住民が地方に行って、いろんな森林整備等を手伝うという

取組を考えておるところでございます。 

私は、日本の今までの誤りの１つは、やはり天然ガス、ＬＮＧ依存率が非常に低

い。低炭素革命という中で、いずれ、いわゆる燃料電池という形も含めて、水素社

会への移行ということを猛烈に研究すべきではないだろうかと思っております。 

最後に、温暖化という話がありますが、そこに集中し過ぎるのは危険なので、や

はり環境ホルモンの問題等は真剣に、今からやっていかないと大変なことになると

思っております。 

（与謝野議員） それでは、何かありましたら御発言をいただきたいと思います。 
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 いずれにしましても、これはまとめというものをやらなければならないのですが、

その点については、また議長と御相談しながら皆様方にお諮りしたいと思います。 

 それでは、議長から御発言をいただいて、今日は大変短時間で申し訳ないです。 

（麻生議長） 時間が極端に短くなって恐縮だったのですが、この低炭素の話という

のは政府の姿勢が問われるという、多分、一番、外から見ていても、低炭素社会

という言葉は普及してきた、もしくは浸透してきた、広まってきた言葉で、電気

自動車や太陽光発電の話など、いろんな意味で広まってきたと思っております。 

日本は、この分野で間違いなく世界をリードできるだけの技術力というものはあ

りますので、そういった意味では、これに集中して、更に蓄電池の技術とか電気自

動車の技術など、そういったものの投資の促進、また、規制の改革などを一体的に

進めていく。これは産業を創出し、雇用創出につながるなどの意味がある。これは

スピード感を持ってやらなければいけない。関係大臣には大胆な目標の設定や思い

切った施策の具体化をお願いしたい。スピード感を持ってやれば、地方公共団体も

すぐに動ける。 

「見える化」という言葉があるが、動き始めているというのが見えるところがい

いところだと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

（与謝野議員） それでは、今日は以上を持ちまして終了させていただきます。どう

もありがとうございました。 

（以 上） 


