
  

  

  

    

    

    

    

 

     

     

      

               

       

     

       

     

     

         

    

       

 

 

  
  
  
  
  

 
 

  
  
  

 

平成 21 年第７回経済財政諮問会議議事要旨 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（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）

○ 参考資料（金子臨時議員提出資料）

（概要） 

（与謝野議員） 今日の金融政策決定会合についてお願いする。 

（白川議員） 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、年

間の買入れ額を 21.6 兆円とすることを決定した。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
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を一層活用し、円滑な金融調節を行っていくための措置である。 

また、昨日、金融機関に対して自己資本のうちいわゆる Tier２、補完的な自己資本

にカウントできる劣後ローンを供与することを決定した。これにより、金融市場の緊張

が更に強まり、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のを防ぐことを狙っている。この措置は、市場

からの金融機関自身の資本調達や Tier１部分を注入する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いる。 

○成長戦略集中審議：その３ 低炭素革命

（三村議員） 説明資料「低炭素社会への大転換に向けて」を御説明する。 

「１．基本的考え方」に書いてあるように、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、技術革新は勿論のこと、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ある。ポスト京都議定書は 2020 年が

ターゲットイヤーであるが、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、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である。 

一方（２）であるが、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るので、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を変えるような取

組を行わなければいけない。 

「２．今後の戦略分野と推進方策」について。 

このためには、産学官が連携し、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。 

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 万人であるが、これの飛躍的な拡

大につなげることも可能である。 

具体的なことを申し述べる。 

まず、＜論点１＞にあるように、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、抜本的に取組むべきではな

いか。その推進方策としては、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。これらは需要を創造する。 

ただ、もう一つ大切なことは、需要を創造することにより、大幅なコストダウンを達

成しなければならないので、その点にも意を注がなければいけない。 

それから、温暖化対策や経済の調和を保つためには、原子力発電の安全性・設備利用

率、現在は 60％程度であるが、この向上が絶対必要である。 

＜論点２＞に書いてあるように、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である。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。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ある。 

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、世界中の関連業界がこの開発のしのぎを削っている状況である。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。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、また渋滞があると、これもＣＯ２の発生を大幅に増加させるので、これを防ぐ
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ＩＴＳの活用が考えられる。 

＜論点３＞は、現在 13 自治体が指定されている環境モデル都市に対し、予算・規制

の量面から取組を一気に加速することが必要である。単体としての商品、技術はすばら

しいものがあるが、これをシステムとして活用すること、あるいはやや取組に遅れてい

る中小企業や小売店などを中に入れることも必要なのではないだろうか。 

＜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

開拓に取組むべきである。 

これについての推進方策としては、公害防止、省エネ、リサイクル。水処理について

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るが、我が国とし

ても膜技術で非常に優れたものがあるので、こういうものも活用しながら、産学官が一

体となり海外市場の開拓をすることが必要である。 

海洋資源の探査については、メタンハイドレートあるいは鉱物資源等、我が国の海洋

水域にたくさんあるので、これの探査・開発が必要である。 

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いるも

のについても力を入れることが必要である。 

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。

（二階議員） 低炭素分野について、資料をお配りしている。 

先ほど三村議員からもお話があったとおり、いずれにしても、世界で圧倒的な強さを

誇っているが、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、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る。昀近、いろん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へあるが、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、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。国土交通省や環境省と協力し、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である。 

また、資料２ページ目の「エコカーの昀速普及・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、これも先ほど三村議員からお話があっ

たが、世界中が開発競争を繰り広げている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年半前から取り組んでいる

が、更にこれを加速しなければいけない。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いるが、いつ

までも強みだと言っているだけではだめだ。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だから、これに対する対応が必要である。

研究所の問題等については、先般、麻生総理とオバマ大統領と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あり、

それが総理からも下りて来ているので、我々はスティーブン・チュウエネルギー長官と

協力して対応したい。 

資源大国の実現という面で、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るが、ここからは間違いなく金で約３トンぐらい回収で

きるだろうと見込まれている。 
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水ビジネスについても、相当進んでいるから、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、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である。 

（斉藤臨時議員） まず、配布資料「参考資料」を簡単に説明する。 

現在、環境省において、環境対策への積極的な投資を通じ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いる。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ィアのうち４つを参考資料を用い

て御紹介させていただく。 

参考資料の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」について。

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である。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

策が必要である。 

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、

非常に効果的である。また、省エネ家電への買い替えは、家計的にも大変お得で、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る。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、一気に省エネ家電の普及を進めていきたい。

２ページ目「太陽光発電の世界一奪還に向けて」について。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であ

る。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

ことが極めて重要である。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った買取制度の導入が極めて重要である。この点

については、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を心

よりうれしく思っており、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。 

３ページ目はこの後の鳩山議員の御提案とも関連するが、「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ある。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ある。昨年、地球温暖化対策推進法の改正

により、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ある。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。 

４ページ目「アジア版環境モデル都市の実現」について。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いる。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り、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。 

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。

以上４つだが、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である。 

昀後に、以上の内容も含め、説明資料「緑の経済と社会の変革」、この全体像を簡単

に説明させていただく。 

１ページ目。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
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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

の変革を行うべきである。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る。そして、環境を切り口とし

た経済社会構造の変革を通じ、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。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いる。 

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。新しい成長戦略検討にも資するものとしたいので、御支援・御協力を

よろしくお願いする。 

（金子臨時議員） 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 20％、住宅・建築物を含む

家庭・業務部門の排出がおおむね 30％であり、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。 

説明資料の２ページにある「低炭素革命」であるが、今は 50 台に１台の割合である

新車のハイブリッド車等の新車販売を、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・建築物であるが、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 平米以上だったが、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いるが、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。 

右側の「ひと・まち・交通ルネッサンス」では、コンパクトシティーの取組みとして

富山市の事例を示している。富山市の考え方は、ライトレールトランジットを使って、

なるべく街なかに商業施設をつくるだけではなくて、住居も街なかに移転してもらいた

い。集中させる。青森市も同じ取組み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させることを考えているようだ。 

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ーを目指

していくという動きを更に支援してまいりたい。 

説明資料の３ページの「交通流の円滑化・物流の効率化」であるが、これは先日の経

済財政諮問会議で説明させていただいた。三村議員からもお話があったように、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考えており、精力的にこれを進めたい。 

昀後にイノベーション・国際展開であるが、日本の得意の分野、これを世界にどんど

ん出していきたい。今、高速料金引下げに伴ってＥＴＣが話題になっているが、このＥ

ＴＣ技術は、世界に冠たるものを日本は持っており、今、中国には日本型ＥＴＣスタン

ダードを輸出している。ヨーロッパ型と日本型という２つがあり、フォームが違うが、

今、中国では日本型が採用されている。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。 

更にもう一歩進めてＩＴＳ、ＶＩＣＳを絡めて進めていくことによって、ＣＯ2削減、

渋滞削減に非常に大きな効果が出てくると考えている。 

水ビジネスについては、東京都は世界一水処理をやっているところだが、膜の技術も

含めて、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み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だが、来月スタートさせていただ
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き、積極的に水ビジネスに取り組んでいきたい。 

昀後に参考資料をご覧いただきたい。原爆ドームの隣にある広島市民球場が今度移転

して、跡地を公園として、原爆ドーム、「水の都・広島」として泳げる川づくりのシン

ボルにしたい。こういう自治体も今、出てきているので、環境都市という意味で、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。 

（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していくことはない。熱

力学の第２法則があるが、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ので、こ

の哲学が大事だと考えている。 

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

共生と申し上げているが、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

組み、あるいは「流域の協定」、「カーボン・オフセット協定」を結ぶこともできる。ま

た、「地域おこし協力隊」、これは今年から 300 人で始めようと考えているが、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みである。 

日本は、天然ガス、ＬＮＧ依存率が非常に低い。低炭素革命という中で、いわゆる燃

料電池という形も含めて、水素社会への移行を猛烈に研究すべきではないだろうかと考

えている。 

昀後に、温暖化、温暖化という話があるが、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考え

ている。 

（与謝野議員） 取りまとめについては、麻生総理と相談しながら皆様方にお諮りしたい

と考えている。 

（麻生議長） 低炭素の話は政府の姿勢が問われる。低炭素社会という言葉は、電気自動

車や太陽光発電の話など、色々な意味で広まってきたと思っている。 

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がある。太陽光発電、

蓄電池の技術、電気自動車の技術など色々あるだろうが、そういったものの投資の促進、

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、動き始めていることが見えるところが良いところ

だと思うので、よろしくお願い申し上げたい。 

（以 上）
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