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l；地球温暖化

2015年末に開催された COP21においてパリ協定が採

択された。パリ協定では、温暖化防止のための長期的な

目標として、「産業革命前からの地球温暖化について 2

℃を十分に下回るよう抑制する」ことを掲げた。また、

21世紀後半には温室効果ガスの排出量をゼロにするこ

とも目標に掲げた。

だが、これは一体どうやって実現するのだろうか。 2

℃シナリオの説明を見ると、バイオエネルギーと ccs
を大量に導入して、 C02を大気から吸収して地中に埋め

ながら発電し、電力部門以外からの排出をすべて相殺し

て、経済活動全体の温室効果ガス（GHG）排出量をゼロ

にするとしている。

これはコストが高い。また、 IPCC報告にも併記しで

あるが、バイオエネルギーの大量生産は生態系に悪影響

を与える懸念があり、 ccsはC02の貯留地点について

の政治合意が難しいといった問題を抱える。したがって、

この実現可能性が高いとは筆者には思えないし、 IPCC

内でも同意見の識者は多い。

COP21では、各国が排出削減の目標を提出したが、

それを合計しでも 2℃以

下にはなりそうにないと

見られている（ 1）。この

ことは、 C02の＃ド出を

まだ年間数十億 t減らさ

なければいけないという

意味で、「ギガトンギャ

ップ」と呼ばれる。この

ギガトンギャップを埋め

るためには、今後のイノ

ベーションが重要である

とされる。

パリ協定においても、

第 10条でイノベーショ

ンが温暖化問題の長期的解決、経済成長および持続可能

な開発のために重要であるとしており（2）、日本政府もイ

ノベーションの重要性を COP21において強調した（3）。

実は、 2℃になった場合の悪影響がどの程度かはよく

分かっていないので、 2℃に収まらないからといって、

それほど悲観する必要はないと筆者は見ている。だが、

際限なく温度上昇させるわけにもいかないだろう。 図1

を見ると、仮に 2～ 3℃の温度上昇に留めることを目標

にするとしても、 21世紀後半には温室効果ガスの排出

量を、現状よりも大幅に削減する必要がある。では、そ

のような大幅な排出削減は可能なのだろうか。

iイノベーション

技術革新（イノベーション）は、科学技術全般を進歩さ

せる。特に ICTはその原動力となるだろう。では、こ

れらは長期的に術｜撤するならば、どのような展開を見せ

るだろうか。

複雑系研究者のブライアン・アーサー氏らは、以下の

ように述べている。

①新しい科学技術は既存の科学技術の組み合わせで生

まれる。したがって、②科学技術は蓄積性がある。そして、
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図1 IPCCがまとめた温室効果ガス排出量シナリオ(1)

地球温暖化を2℃以下に抑制するためには、青色の範囲で排出量が推移することが必要になる。 2050年の排出量は

2010年に比べて4～7割減、 2100年には排出量がほぼゼロになる。
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進歩速度は蓄積量に比例するので、③イノベーションは

加速する。さらに、④生物ないし生態系の進化に似て、

その進化は外からは自律的に見えるものであり、具体的

にどのような進歩があるかを予測することは難しい（4）。

例えば、近年注目を浴びている「深層学習」はどうか。

これはインターネットによって蓄積されたビッグ・デー

タと、画像処理プロセッサの進歩の組み合わせに支えら

れて実現した（5）。これまでの人工知能は人聞が物の特

徴を機械に教え込んでいたが、深層学習によって機械が

自ら特徴抽出ができるようになった。これによって、人

工知能全般の進歩が加速している（6）。

科学技術は、機械で人聞を置き換え続ける。江戸時代

には、ほとんどの人が農業に従事していたが、これは機

械化されて、今では農業人口は 1%である。駅の改札は、

40年前は有人だったが、今は機械になった。家事の多

くも機械に置き換わった。

この傾向はますます加速する。最近、自動車の自動走

行（7）が話題になっており、 2020年代に実現することが

政府の目標とされている（8）。運転だけでなく、人工知

能は今、人聞が就いている職の多くを置き換えていく。

2030年までに、定型的な事務作業だけでなく、建設な

どの肉体労働、専門知識を有する仕事まで機械に置き換

わるようになるという見通しがあり、これで大規模な失

業が発生するという心配もされている（9）、 （10）。さらに進

んで、 2050年を待たずして、人工知能が人聞を上回る

知性を有するようになる「シンギュラリティ（特異点）Jに

達するという考え方まで、肯定否定の双方の立場から、

よく議論されるようになった（11）、 （12）。

今は人工知能バブルであって、人工知能にはそれほど

の実力はないという見方もある。だが、自動走行をはじ

めとして、今は人聞が担っている仕事の多くが機械に置

き換わること、そして 2050年ともなれば、それがかな

り進行していることについて、異論は少ないのではない

だろうか。

l異なるタイムスパン

このようにして地球温暖化とイノベーションを並べて

見ると、両者のタイムスパンがまったく異なることに気

づく。

IPCCの2℃シナリオは、数値モデルに依拠している。

だが、現時点でその仕様をおおむね想定できる技術だけ

を取り扱って、無理に2℃シナリオを作ろうとして数字

合わせをした結果として、バイオエネルギーと ccsの

大量普及という、あまり現実味のない答えになってしま

地球温暖化と ICTイノベーション

った。

イノベーションには、本質的に不可知な部分があるか

ら、数値モデル化はきわめて難しい。このため、 IPCC

シナリオでは、うまく取り扱えていない。しかし、だか

らといって、 21世紀全体を見渡すような時間スケール

で考えたい時に、イノベーションを捨象してしまうのは

五呉りであろう。

では、地球温暖化とイノベーションはどのような関係

にあるのだろうか。

i蹴温暖化からイノベーシヨンを見る

地球温暖化対策としての立場からイノベーションの必

要性を論じることは、度々なされてきた。 ICT産業でも、

自らの消費電力を減らすこと（グリーンオブ ICT）と、

ICTによって C02削減を進めること（グリーンパイ

ICT）の 2つが言われてきた。後者の例としては

HEMS・BEMSなどの省エネルギーサービスがある。

グリーンパイ ICTでは、通常、省エネによって節約

されるエネルギーコストを原資として、 ICT技術の導入

を図ることが目指される。このような技術開発はもちろ

ん重要である。だが、 ICTが導入される理由は省エネ以

外にも多くあり、そちらの方がタイミングとしては、先

に来るのかもしれない。そこで以下、あえて逆の視点か

ら問題を眺めてみたい。

lイノベーションから地球温暖化を見る

地球温暖化のことはいったん忘れて、 2050年までに、

どのようなイノベーションがあるかを考える。自動走行

は実現しているだろう。家庭にも ICTが浸透していて、

防犯・医療・健康・室内環境などは細かく制御されてい

るだろう。工場の生産性も ICTで飛躍的に上がってい

るだろう。今日、人聞が担っている仕事は、事務処理や

肉体労働など、その多くを機械が担っているだろう。

具体的にどのような ICTが、どのような便益をきっ

かけとして家庭や工場に入り込むのか、その予想、は難し

い。だが、何らかの経路を辿った結果、 ICTが浸透した

世界になっているという予想に異論は少ないだろう。

このような社会が起点（ベースライン）であるならば、

温暖化対策とはどのようなものになるのか。企業にも家

庭にも、それぞれ別の理由で ICTがすでに入り込んで

いる。となれば、それを利用して省エネを図ることは、

ごく当然の流れとなる（そしてこの時、現在研究開発さ

れている諸省エネ技術が活用されていく）。過去を振り

返ってみると、企業の省エネの本質は、生産性向上であ
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ヮ~可
った。換言すれば、省エネは、企業が多く抱えるコスト

項目のうちの 1つを潰すという形で実践されてきた。将

来もこの本質は変わらないのではなかろうか。

ICT自体も進歩するしそれは材料技術などの他の技

術の進歩を促し、またそのフィードパックを受けるだろ

う。 ICTは、シミュレーションを通じて材料の設計・加

工のイノベーションを起こしてきた。これは ICT自体

を進歩させた。のみならず、他の材料技術、例えば燃料

電池の性能向上とコスト低減にも寄与してきたii＇！）。太

陽電池、バッテリ、 C02回収などについても、大幅なブ

レークスルーがあり得るだろう。

また、 ICTは機械の知能を大幅に向上させつつあり、

これも多様な形で技術のコストを下げるだろう。太陽電

池については、セルやモジ、ユールだけではなく、諸手続

きや設置工事に関わる人件費などの間接費が大きく、こ

れは分散型電源に共通の問題である。だが、 2050年と

もなると、人聞を機械が代替することでコストが下がる

ことが期待できる。

iJ 1）この経科については、 I+1：熊均、木i昌秀樹：；なぜ。 トヨ タは

700 Jjj'jで「ミライ」をフ’己ることができたか？ 技術専e新のメ

ガトレンドがdT場構造を変える. 2 1;1: 燃料電池がブレーク

した~~ ill. II FIJ 1；業新聞社.2015Jに分かりやすい説明がある。

このようなイノベーションが進む帰結として、温暖化

対策は今よりも実施しやすくなるであろう。図 1の2℃

においては、高い炭素価格ii2 I （おおむね炭素税のこと

だと思えばよい）が、世界共通で導入されると想定して

いる。大体の相場としては、 1tC02当たりで2020年に

50ドル、 2030年に 100ドル、 2050年に 200ドル、 2100

年に 1,500ドルと、一貫しでかなり高い水準の炭素価格

となっている (13）。例えば、石炭の価格を t当たり 50ド

ルとすると、 2020年に想定されている tC02当たり 50

ドルという炭素価格ですら、石炭の価格が5倍になるこ

とを意味する。 2030年以降は、さらに高くなるという

ことだ。だが、このように高い炭素価格が世界共通で導

入されるということは、今の国際政治では起きえない。

したがって、この炭素価格のシナリオが現実になること

もない。

しかしながら、イノベーションは、 3つの側面から地

球規模での排出削減を、より現実味のあるものにしてい

くと期待できる。

( 1)選択肢を増やし、コストを下げる

今すぐに C02を大幅削減することができない最大の理

由は、それが高コストだからである（原子力に全面的に

6 
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頼るならこの限りではないが、社会がどこまで受容する

かは予断できない。例えば、今の日本においては、原子

力発電は一定割合に留めようという政策になっている）。

イノベーションから温暖化を見ると、 2050年ともな

れば、我々はイノベーションの結果として、より多様な

温暖化対策手段を、今日よりも安い価格で手に入れてい

ることは間違いない。どの技術がどの程度のコストにな

るかは予想がつかないが、大幅な進歩が見込めることに

異論はないのではないか。

現状でも原子力や天然ガスなど、 C02排出が少なく安

価な技術は存在する。イノベーションは、そのレパート

リーを増やすだろう。これにより、より低い炭素価格で

のC02削減が可能になる。

(2）豊かさをもたらす

イノベーションは、経済的な豊かさをもたらす。今日

の日本では、まだ長い時間を労働に費やさないと生活が

できない。だが、イノベーションによって、それほど長

時間働かなくても高い水準で、生産活動がなされるように

なり、結構な生活を享受できるようになりそうだ。

現時点では、電気代を何倍にもすることは、政治的に

実現不可能である。だが、十分な豊かさを享受するよう

になれば、人々はある程度の代償を払ってでも、 C02を

削減することに同意しやすくなる。

(3）ゲームの構造を変える

今、C02削減を進めることが難しいもう 1つの理由は、

国際協調ができないことである。 C02削減の費用は 1国

が負担するが、それによる温暖化防止という便益は、世

界全体が受ける。これは囚人のジレンマ状態と言われ、

各国にはフリーライドの動機がある。特に、 C02削減は

産業の国際競争力を損なうと認識されているため、それ

を国際協調で実施することは難しい。

だが、イノベーションについては、各国は国益として

進んで費用を負担する傾向にある。また、ある国で成功

すると、その成果は他国が競って導入する。このように

イノベーションについてのゲーム構造は、 C02削減とは

まったく異なる。第 1に、温暖化対策をする国は損をす

るのではなく、得をすることになる。第2に、 C02削減

は1固だけが実施しでも意味が乏しいが、イノベーショ

ンであれば、 l国だけの実施であっても、世界全体の

C02削減に結びつく。

712) JE維に言えば、炭家制格とは、数似モデル l二では、 1 tの
co，釧ll:'iに対して課しているペナルティのことをJ行してい

る。政策としては多係な政策手段で実現されうる。fYUえば、
炭素税ならその税Z十三が炭素fmi格となり、釧1±1註の規HJIJならば

その規制水i\fi まで co， を削減する IJ'.~· の co， 排出削減限界~1(
mが炭素価格となる。
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それならば、 C02削減は忘れてイノベーションが進む

だけで温暖化問題が解決するかと言えば、そうではない。

ICTが導入されるとエネルギ一利用の効率は上がる。

だが、これでエネルギー消費の総量が減るとは限らない。

歴史を見ると、機器のエネルギー利用効率は常に上昇し

てきたが、国全体としてのエネルギー消費量は増えてき

た。これはリバウンド効果と呼ばれている。

古くは蒸気機関が発明された時、石炭の利用効率は飛

躍的に向上した。だが、この帰結として、石炭消費量は

爆発的に増えた。また、発電機とモータが発明されて蒸

気機関を置き換えた時も燃料の利用効率は高まった。だ

が、その帰結として、燃料消費量はやはり爆発的に増え

た。

より一般的に言って、大幅な経済成長をもたらすよう

な本質的な技術進歩であるほど、エネルギー効率を高め

る一方で、エネルギー消費の総量は増えてきた。 ICTも

おそらくリバウンド効果と無縁ではない。

例えば、自動車の自動走行が実現すると、人間より運

転が上手いので燃費は大幅にアップする。だが、利用量

は大幅に増え、結果として、エネルギー消費の総量も増

えるかも しれない。なぜ、なら、自動走行ではドライパー

が要らないので運輸コストは下がり、移動中に仕事をし

たり寝たりできるので、利便性が飛躍的に増大するから

である。工場でも、 ICTで生産性が高まれば製品価格が

下がり、より多くの製品が売れ、エネルギー消費はかえ

って増えるかもしれない。家庭に ICTが入 り込むと、

人工知能は健康を維持し、快適性を高めようとしてくれ

るだろう。すると、日本で慣習になっている部分冷暖房

よりも、 全館冷暖房に近い運用になり、エネルギー消費

は増えるかもしれない。

イノベーショ ンは、エネルギー効率を高め生活を豊か

にする。だが、イノベーションだけで温暖化問題が解決

するわけではない。過去について言えば、イノベーショ

ンは経済成長をもたらすのみならず、 エネルギー消費も

増やしてきた。将来についても同じことが起きうる。だ

これまでの議論を踏まえて、イノベーションとの関係

に絞って温暖化対策のあり方を考えよう。

いく つかの重要テーマについて、温暖化対策に特化し

地球温暖化と ICTイノベーション

た技術開発の国家プロジェクトを実施することはもちろ

ん意義がある。また、 C02排出量を減らすための政策措

置も一定程度必要となる。だが、いずれも、それが過大

な費用負担などの形で、かえって科学技術全般の進歩を

妨げることのないように、注意を払いながら進めねばな

らない。なぜなら、温暖化対策技術というのは、 それ単

独で現れるものではなく、科学技術全般の進歩の中で、

その組み合わせの 1っとして誕生するからである。温暖

化対策とはまった く関係がないように見えるイノベーシ

ヨンが、温暖化問題の解決をもたらすための重要な要素

になる可能性が大いにあるのだ。

科学技術全般の進歩を促すために、政府がなすべきこ

とは多くあるが、 ここでは 1点だけ特に強調したい。そ

れは、 マクロ経済の安定した成長が必要になるというこ

とである。企業業績が良く、研究開発投資が活発でなけ

れば、技術進歩は望めない。全般的な技術進歩のないと

ころでは、 温暖化対策技術の進歩も望めない。

世界でもイノベーションを起こせる国は日本や米固な

ど数か国しかない。科学技術全般の進歩を促す一方で、

それを妨げない範囲でC02排出を抑制する政策を実施

していくことが、日本が温暖化問題の解決に寄与する最

善の方法ではなかろうか。
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