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「日本21世紀ビジョン」に関する専門調査会 

グローバル化ワーキンググループ第４回会合 

（議事要旨） 

 

日時：平成16年10月26日（火）18：00～20：00 

場所：合同庁舎4号館4階第4特別会議室 

出席者： 

伊藤 隆敏  国立大学法人 東京大学大学院経済学研究科教授       

  植田 和弘  国立大学法人 京都大学大学院経済学研究科教授  

  浦田 秀次郎  早稲田大学社会科学部教授 

  関 志雄    （株）野村資本市場研究所主任研究員            

  小沼 士郎  外務省経済局政策課総括補佐兼調査室首席事務官 

兼 内閣府事務官（企画官）           

鈴木 敦夫  防衛庁長官官房企画官兼防衛局防衛政策課 

兼 内閣府事務官（企画官）        

   十市 勉  （財）日本エネルギー経済研究所常務理事・首席研究員   

深川 由起子  国立大学法人 東京大学大学院総合文化研究科教授      

松永 明  経済産業省通商政策局情報調査課長 

兼 内閣府事務官（企画官） 

村井 正親  農林水産省大臣官房秘書課監査官 

兼 内閣府事務官（企画官） 

弓削 昭子  国連開発計画（UNDP）駐日代表 

 

天野 明弘  兵庫県立大学副学長 

水野 理  環境省地球環境局地球温暖化対策課国際対策室長 

   坂本 敏幸  経済産業省産業技術環境局地球環境対策室長 

伊藤 仁  経済産業省産業技術環境局環境政策課長 

赤石 浩一      経済産業省 資源エネルギー庁総合政策課政策企画官  

議事次第： 

（１）テーマ別討議（環境・エネルギー） 

  ①有識者からのヒアリング  

   天野兵庫県立大学副学長講演：「温暖化対策と日本のとるべき方策」 

  ②十市委員プレゼンテーション 

「石油・エネルギーをめぐる国際情勢と日本の戦略」 

  ③関係省庁からのヒアリング 

   環境省プレゼンテーション 

   「21世紀における脱温暖化社会の形成にむけて」 

   経済産業省プレゼンテーション 
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   「①気候変動に関する将来の持続可能な枠組みについて」 

   「②世界のエネルギー情勢と我が国の対応策について」 

  ④自由討議 

（２）テーマ別討議（経済） 

  ①浦田委員プレゼンテーション「日本のＦＴＡ戦略と課題」 

  ②自由討議 

（３）その他 

配布資料： 

資料１   天野副学長提出資料 

資料２   十市委員提出資料 

資料３   環境省提出資料 

資料４－１ 経済産業省提出資料① 

資料４－２ 経済産業省提出資料② 

資料５   浦田委員提出資料 

 

審議内容： 

①環境・エネルギーについて、資料に沿って、天野兵庫県立大学副学長(外部有識者)（資

料１）、十市委員（資料２）、環境省（資料３）、経済産業省（資料４－１、４－２）か

ら、プレゼンテーションがあり、それに基づき討議が行われた。 

○  東アジアにおいて、エネルギー協力は重要だが、一方でシベリアのパイプラインの

ような問題もあり、どのように矛盾を解きながら好ましい方向に持っていけばよいの

か。 

○  互いに協力することによりメリットが得られる問題については、既に様々な協力が

進みつつある。例えば、日本は、備蓄の技術や仕組みの面で先行しており、この分野

で協力しているし、省エネでも協力している。ＡＳＥＡＮ＋３で中国が一緒にやって

いるのは彼らにとってメリットがあるからであり、そういう分野では協力を進めてい

ける。ただ、東シベリアのパイプラインや東シナ海の資源開発の問題など相互に対立

する問題は政治も絡み難しいが、日中関係全体の中で考える必要がある。日本がこれ

まであまり主張すべき点をきちんと主張しなかったという問題も若干ある。主張すべ

きところは主張して、その上で互いに協力することでメリットが得られるところを探
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していくべき。 

○  エネルギーの場合に価格メカニズムというのはどの程度決定的で有効か、あるいは

問題点を持っている場合には、政策的な介入としてどういう必要性があるのか。温暖

化対策は外部性を伴うため、適切な制度設計により内部に取り込むプロセスが必要。

エネルギーの場合には温暖化対策とは違う可能性があるので、それを統合的に扱うた

めにはどう考えればよいか。①国内の取組みと、②グローバルなルールの問題と、③

中国をはじめとする発展途上国に対するスタンスの問題という３つの整合的な関係に

ついて、日本がどういう強み、ポリシーを持ち、国内での取組みをグローバルなルー

ルにおいて、また発展途上国に対するスタンスの中でどういう位置づけを与えていく

べきか。多くの人が「低炭素」「脱温暖化」という言い方をするが、これにはsustain

ableな開発が必要になる。中長期的な経済的な影響の考え方、あるいは日本がそれに

取り組む時の考え方はどうあるべきか。 

○  現実に原油価格が55ドルをつけたが需要はほとんど落ちていない。特に日本の場合、

2030年に向けて原油価格が高いケースと低いケースとをシミュレーションしたが、需

要量にはあまり効いてこない。この原因は、家計に占めるエネルギーの割合が相当小

さくなっていることや、また、車は石油を使っているが、石油以外のエネルギーに替

えることができないことなどによる。価格が需要に影響を与えないわけではないが、

相当小さくなっているということが一般的な認識だと思う。なお、ＩＥＡの最新報告

書によると、原油価格の高水準が続けば、2030年に向けて、エネルギー消費量はベー

スケースよりも１割以上減少するのではないかという試算もある。 

○  エネルギーと価格の関係は、短期、長期で非常に違う。今50ドルを超えているが、

これが10年続くと相当大きな影響が出る。機械等を替えることでエネルギーの需要は

大きく変わる。エネルギー価格が変わっても同じ機械を使っている間は消費量は減ら

ないが、買い替え時期まで考えれば相当大きな影響が出る。エネルギー問題を考える

時には、長期的な発想が必要。 

日本国内での取組みとグローバルなルールの関係について、省エネは、日本が世界に

先立って進めてきたが、これはアジア諸国、特に中国等がこれから直面する問題であり、

また、省エネはエネルギーの問題だけでなく、様々な汚染の削減にもつながる。中国は

二酸化炭素の削減はあまり考えていないが、ＳＯｘの削減には真剣であり、そういうと

ころで日本の経験が役立つ。しかし、日本が京都議定書の遵守に非常に苦労しているよ



 4

うに、省炭素は大変難しい。日本は今まで十分な省エネを経験しているが、これからは

省炭素化社会を経験しなければならない。中国に先立って日本が経験を積み、それを中

国をはじめとする東南アジアに伝える仕事はできると思う。ＳＯｘの削減については、

日本は規制的手法で抑えてきたが、中国は市場メカニズムを使うのではないか。米国の

ような排出取引制度を使ってやろうとしている節がある。香港がそうした取引の蓄積を

持っているので、香港市場が排出取引制度のアジアの中心になる可能性もある。排出取

引制度について、日本は先を越されることもあるので、京都議定書の批准という機会を

利用し、アジアに先行した市場制度をつくる必要がある。長期的な低炭素社会の構築に

ついては、確かに技術が重要な役割を果たすが、人々の行動が変わらない限り、いくら

技術が進んでも低炭素社会は構築できない。温暖化対策や議定書の長期的な取組みは、

人々の自然な行動が低炭素社会と整合的になるような社会的仕組みを作る取組みだと思

う。 

○  価格のメカニズムについては、過去第一、第二次オイルショックで原油の値段が10

倍にも急騰したこともあり、世界的にエネルギー供給設備の過剰投資をもたらし、そ

の反動で過去二十年近く、石油などエネルギー価格が安くなり、それが自由化、規制

緩和のドライビングフォースとなった。今はちょうど逆のフェーズに入りつつある。

長期的な意味では価格メカニズムが働いている。エネルギー安全保障対策のため、

様々な税制が活用されてきたが、環境が重要な柱になってきて、日本でも、各国でも、

税制による価格のコントロールや影響の内部化をやってきた。脱炭素化は、技術と制

度と消費者の行動の３つが一緒にならないと物事が進まない。 

○  価格弾力性の話では、産業部門と民生・運輸部門とで効果が違うのではないか。民

生・運輸部門の価格弾力性は、小さいのではないか。先ほどのポリシーミックスの考

え方については、一般論として、税による排出抑制を行う価格効果は小さい。補助金

によるインセンティブの方は効果があると思う。最近、予算等のグリーン化を強化し

ており、現状でも、炭素に税金をかけ、そこから得られる税収で対策を講ずる仕組み

は既にある。最近の環境税の議論は財源がさらに必要という主張であり、規制税制と

の違いや必要な追加対策の論証がされておらず、困惑している。 

   長期的にsustainableな政策をとるには、技術は一番重要だと思うが、加えて、都

 市構造や社会構造自体を根本から変えるという長期の対策も大事。脱温暖化、低炭素

 化という流れの中で、政策の色々な分野におけるグリーン化をメッセージとして出す
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 ことが重要。 

○  米国が京都議定書の枠組に入っておらず、入りそうもない中で、米国以外の国が熱

心なだけで大丈夫なのか。排出権取引で米国の企業や一部の州は色々努力しているよ

うだが、米国が正式に入っていないことの影響は何か。日本やＥＵに過大な負担がか

かるという単純な議論は間違っているのか。温暖化は止まりそうもない印象を受ける

が、カタストロフィーが起こらないと人類の行動は根本的に変わらないのか、それは

いつごろ来るのかという疑問を持っている。 

○  米国が京都議定書から外れたときに挙げた理由が３つある。１つ目は科学的な根拠

がない、２つ目は京都議定書の制限に服した場合に、米国の経済的な損害が非常に大

きくなる、３つ目は大排出国である中国、インドが入らない限り米国は入らない、と

いうものだった。１つ目については、ホワイトハウスが科学者に照会し、科学的根拠

はあると判明して消えた。しかし、あと２つは残っている。米国が損をするというこ

とだけではなく、途上国を含めた取組みでない限り米国は入らないと主張している。

まずは、京都議定書のような非常にrigidな欧州主導の制限のつけ方を変えることと、

発展途上国が何らかの要件を満たした場合に参加するような仕組みをつくることが出

来れば、米国は入ると思う。米国は必ずしも一枚岩ではなく、取組みに熱心な州もあ

るし、州が連邦政府を訴える動きもあるので、取組み自体はある程度、進んでいる。

欧州の考えているようなスタイルの厳しさはないが、長期的な方針を立てるという点

では米国は考え方を持っている。その意味では、今後、他の先進国の取組み、それか

ら特に中国、インド、ブラジル等の意見によって、もう一度共通の土俵で議論する可

能性はある。昨年から今年にかけて、米国内で、安全保障問題として地球温暖化の問

題が取り上げられた。非常に極端な場合、2030年位までにカタストロフィーが起こる

可能性もあるという研究が進んでいる。これは海洋大循環が止まって、18､19世紀の小

氷河期と呼ばれた欧州が非常に寒冷化した状況、それのかなり大規模なものが起こる

可能性があるという話である。実際に起こらなくても、最近のように異常気象が頻発

すると、海洋大循環が止まる可能性に対する研究は今後進むと思う。そういう知見が

増えてくれば、世界の考え方も変わると思う。 

○  今後の米国の排出増というのは、先進国の排出増の約半分を占める。米国では今後

も人口の増加が見込まれ、2030年までに2000年比で２割ぐらい増えるとみられる。米

国が１人当たりの排出量をどれだけ減らすか、脱炭素社会をどう作るかは、日本、Ｅ
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Ｕにとって非常に大きな影響がある。また、米国の参加は、途上国の参加の前提条件

でもあり、その逆も真だと思うので、米国、途上国の参加問題はパッケージで考えて

いく必要がある。温暖化が止まりそうにないとの指摘だが、温暖化に対処するには技

術の役割を見直し、希望を捨ててはいけないと思う。産業構造審議会でのＩＰＣＣ

（気候変動に関する政府間パネル）の専門家から、「我々が電気を使い始めたのはつ

い100 年ぐらい前だ。温暖化問題は100 年、200 年の問題だから、技術の取組みをよ

くよく考えなければいけない」という内容の発言があった。 

○  基本的には、米国の将来的な対策の強化なくして、温暖化問題の真の意味での解決

はあり得ないのではないか。米国の努力をいかに引き出すかが非常に重要だ。それを

どうやるかについて、１つ重要な点は、地域レベルでは、特に西と東の海岸線の近く

の州で取組みが色々進んでいることがある。排出権取引なり、自動車に対する排ガス

規制等、あるいは訴訟なども起こっているが、米国の場合は、日本も同様かもしれな

いが、地域レベルでの取組みが定着してくると連邦政府も動かされる面があるので、

地域レベルでの取組みを広げていくことが大切。そうしたものがより拡大するような

支援をしていくということは一つの方法だと思う。いずれにせよ、米国にも努力して

もらうことは当然であり、例えばＣＤＭ（クリーン開発メカニズム）だけ入るという

ことでは多分機能しない。日本、ＥＵがしっかり取組み、環境と経済の好循環の実現

を示すことにより米国等を引き込むことも期待される。そうした意味では、まずは京

都議定書のコミットメントを果たすのは当然だが、実際に温暖化対策と経済の両立は

十分に可能であることを示すことが重要。カタストロフィーが起こらなければ人類は

行動を変えないのではないかという指摘については、問題の解決には、技術や社会の

仕組みあるいは国民一人一人の行動の変革など、非常に包括的な取組みが必要。国民

一人一人の認識が非常に重要な意味を持つ。その点で、たとえば本専門調査会の報告

の中に、温暖化問題の重要性をきちんと位置づけていくことがひとつの答えとなる。 

○  地球温暖化問題、特に京都議定書の目標実現策を巡って、現在環境省と経済産業省

とでかなりスタンスが違うように思う。京都議定書を日本が合意をした時も、ＥＵは

相当前から戦略を持った上で会議に臨んで色々な数値目標を決めたと思う。日本の場

合はそれがなく、最終的な数値で妥協し、あとで達成できない、大変だという話にな

っている。そういうことを考えると、これから京都議定書が発効して、さらに第二約

束期間の議論が始まろうとしている時に、国として環境省、経済産業省の間である程
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度きちんとした統一的なスタンスを持たないと民間企業も迷うと思う。違う意見があ

るのはいいが、例えば様々な審議会でも、各省の意見をサポートする有識者を集めて、

それぞれのレポートを出しているだけという印象を受ける。そこを変えないと、今後

も京都議定書の二の舞になるという懸念がある。国としての基本スタンスを決め、民

間企業がある程度インセンティブを感じて取り組む体制を作らないと、結果的に非常

に大きな日本のマイナスになるという懸念がある。 

○  政府に環境を扱う省が複数あって、その意見が食い違う状況がずっと続いてきた。

それが現在の京都議定書の達成を大変困難にし、そのための手法の選択にさえ悪影響

を与えている。各省は協力してやっていくべきで、もはや対立している余裕はない。

対立をなくすような政策形成のあり方を議論すべき。 

○  温暖化については、経済産業省と環境省とは普段から十分に議論をしており、相当

程度方向性は同じ。もちろん議論の段階では違いはあると思う。その部分での違いが

大きいという指摘もあるだろうが、環境は非常に横断的なテーマであるから、多くの

省庁がそれぞれの観点で意見を言い、あるいは調整が必要なのは当然であり、議論が

なく１つにまとまればよしということではないと思う。全体の大きな方向性は共有し

ている。 

○  意見の違う点あるといっても、最初の段階で集約するよりは、最初はそれぞれの視

点から議論し、議論を尽くした後で、最終的に政府として統一見解を持つのは当然の

ことで、より一層連携を図っていきたいと思う。今はいわば、ブレーンストーミング

の段階である。なお、京都議定書の策定時に日本がＥＵにしてやられたといった主旨

の発言があったが、ＥＵも、納得したくなかった要素を飲み込み、それぞれが妥協と

主張のバランスをとりながら、最終的にパッケージを作り上げた。必ずしも日本がＥ

Ｕにしてやられたというわけではない。 

 

②浦田委員より、「日本のＦＴＡ戦略と課題」について、資料５に沿ってプレゼンテーシ

ョンがあり、それに基づき討議が行われた。 

○  中国とＡＳＥＡＮでどんどん経済統合が進めば、日本が除外されるという状況が自

然とできてくる可能性もある。ビジョンには、明るいビジョンと暗いビジョンがある

が、それら両方のシナリオを書いていただきたい。 

  看護師、介護士の将来の需給を予想することは難しいと思う。有資格者を増やせばよ
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いという主張があるが、仕事がきつく就労が続かない状況であり、将来の需給は予測

できない。日本語能力を要求するのは当然だが、受入れ人数に制限をつける必要はな

いと思う。優秀で日本語を勉強してくるならば人数の制限をつける必要はない。優秀

な留学生の招聘については、受け入れる大学の体制が整っておらず、来日しても幻滅

し日本嫌いになって帰国する状況なので、日本側の受け入れ大学の抜本的な改革が必

要。研修制度というのは、単に単純労働者を入れるための隠れ蓑になっているのでは

ないかという批判もある。 

○  人の移動は必ずしもＦＴＡと絡めて議論する必要はないと思う。ＦＴＡは相手あっ

てのことで、バイでもマルチでも交渉が非常に複雑になる。人の流れは所得水準の低

いところから高いところへという一方的なものなので、その意味では、日本は主導権

を持っている。日本の移民政策、人の移動の政策についてはＦＴＡと絡めずに決めた

方がよいと思う。 

○  日本の大学だけでなく、日本社会自身の受け入れ体制に色々な課題がある。雇用、

経済、教育面については色々と語られているが、外国人が増えれば、日本社会の中で

の外国人との共存・共生が必要になるが、文化の多様性を認めて、外国人がフルに日

本の社会に参加できる体制が本当にあるのか、そのような社会を作るための教育制度

ができているか疑問である。日本が多民族国家になるかどうかはわからないが、日本

社会自身、また日本人の意識がどう変わるべきかということも課題だと思う。 

○  人の移動はＦＴＡを超えた重要な問題だと思う。もちろんＦＴＡをやる上でも、現

実の交渉でもめる状況にあるので、人の移動は十分扱うべき課題であるが。 

○  ＦＴＡのバイの中で小さい実験をするのも悪くないと思う。マルチで大幅にやろう

とすると、大人数でコミットしなければならなかったり、制度的能力がキャッチアッ

プできなかったりする。日本が人の移動をある程度認めるのは結構強いバーゲニング

パワーになると思うので、それを放棄する必要はなく、それをうまく使って小さい実

験でみんなが満足したら、それをきっかけとして他に広まっていくこともあり得る。

バイは相手もＦＴＡを真面目にやりたいと思って交渉しているので、そこで合意した

こと、例えば人を出した後のフォローアップなど、バイの方が確実だと思う。マルチ

での合意だと、都合のよいところだけやって義務はやらないという国が出てくる可能

性もある。日本にとっては、外国人受け入れ定着の第一歩は重要であり、グローバラ

イゼーション・アレルギーを起こさないことが必要なので、そこから始めるべきだと
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思う。 

○  日本経済全体の観点から見た場合に、ＦＴＡを進めるべきだという命題があれば、

当然その目標に向かって国として進んでいくべき。その中で、農業問題が色々障害に

なるという意見がある。生産セクターのレベルでは、なかなかＦＴＡのメリットを直

接感じることができない。あるいはそこに政治問題が絡んでくることもあり、国内調

整に難しい問題を抱える局面がある。国として食料政策という観点で見た場合に、食

料政策として護るべきところと譲るところを、いかにメリハリをつけて議論をするか

が大きなポイントとなる。自由化の流れの中で、今の日本の農業構造の脆弱性を考え

れば、構造改革を早急に進めなければいけない。一口に農業と言っても、様々な経営

形態があり、その経営形態ごとに、専業農家・プロ農家の占める割合もかなり違って

いる。特に今問題なのは、土地利用型農業であるコメ農業の構造改革が立ち遅れてい

ることであり、コメ農業の構造改革をいかに加速化するかが大きなポイントである。

品目横断的な経営対策への移行、いわゆる直接支払制への移行による構造改革の推進

と、政策の支援対象となる形態の絞り込みが必要だと思う。企業の農地所有も含めて

大規模な構造改革の実施の提案があるが、企業の農地所有に関してアレルギーを感じ

る人もいる。しかし、例えば、構造改革特区でのリース方式などの形での展開なら、

それほどアレルギー反応は起きないという議論もある。色々な手法を使いながら、形

態の多様化を進めていくべきと考える。 

○  今回のビジョンが2030年くらいまでのものであるなら、ＦＴＡは2010年から2015年

ぐらいまでにできているべきものなので、beyond ＦＴＡを考える必要がある。人の移

動の問題にしても、ＦＴＡがきっかけとなって進展するというシナリオは書けるが、

もう少し正面から、例えば外国人労働者あるいは移民についても議論をするというこ

とか。 

○  2030年にどのような姿があり得るかというシナリオがいくつかあり、その中で一番

良いシナリオにいくために、今これをするべき、2010年までこれをするべきというロ

ードマップを示すことが望ましい。 

 

（了） 


