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議 事 録 
長期地球温暖化対策プラットフォーム 

「国内投資拡大タスクフォース」第二回会合 
 

日 時： 平成 28 年 9 月 13 日（火）13:00～15:00 
場 所： 経済産業省別館 626・628 会議室 

 
議事次第 
１．長期の地球温暖化対策に関する議論【産業界の取組】 
〈プレゼンテーション〉 
①みずほ銀行産業調査部 宮下様 
②ＰｗＣサステナビリティ合同会社 三橋様 
③博報堂生活総合研究所 石寺様 
④大阪ガス行動観察研究所 松波様 

２．その他 
 
配布資料 
資料１ 参加メンバー名簿 
資料２ みずほ銀行産業調査部 宮下様 御提出資料 
資料３ ＰｗＣサステナビリティ合同会社 三橋様 御提出資料 
資料４ 博報堂生活総合研究所 石寺様 御提出資料（非公表） 
資料５ 大阪ガス行動観察研究所 松波様 御提出資料 
資料６ 杉山委員 御提出資料 
参考資料 「新産業構造ビジョン」（中間整理）（抄） 
 
 

議事録 
 
○服部室長 それでは、定刻となりましたので、ただいまから、長期地球温暖化対策プラ

ットフォーム「国内投資拡大タスクフォース」第 2 回会合を開催させていただきます。 
 委員及びオブザーバーの皆様方におかれましては、ご多忙のところご出席いただきまし

て、ありがとうございます。 
 本日、市川日本商工会議所副部長は 1 時間程度遅れてのご出席、それから手塚委員はご

欠席とのご連絡をいただいております。それから、遠藤委員がちょっと遅れておられるよ

うでございます。 
 申し遅れましたが、私、経済産業省の服部と申します。本日の司会を務めさせていただ

きます。 
 本日は、産業界の取組につきましてプレゼンテーションをお願いしておりまして、ゲス

トスピーカーといたしまして、みずほ銀行産業調査部の宮下様、それから PwC サステナ

ビリティ合同会社の三橋様、博報堂生活総合研究所 石寺様、大阪ガス行動観察研究所 松
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波様の 4 名にご出席をいただいております。 
 本日の審議は公開とさせていただきます。 
 委員の皆様には、4 名のゲストスピーカーの皆様にそれぞれ 10 分程度ご説明いただいた

後、ご議論をいただければと存じます。 
 まず、配布資料について確認をさせていただきます。 
 メインのテーブルには、お手元に iPad があるかと存じますけれども、iPad を開いてい

ただきまして、議事次第がございます。それから、資料 1 が委員名簿でございます。資料

2、みずほ銀行様のご提出資料、資料 3 が PwC 様のご提出資料、資料 4 が博報堂様のご提

出資料、資料 5 が大阪ガスの松波様のご提出資料でございます。そのほかに、参考資料と

いたしまして、私どもの産業構造審議会で勉強している「新産業構造ビジョン」の中間整

理から、何枚かのスライドをお手元にはご用意させていただいております。iPad の中に入

ってございます。 
 それから、今申し上げましたうち資料 4、博報堂様の資料につきましては、非公開の資

料となりますため、プレゼンテーションの間はスクリーンをご覧いただければと思います。 
 それから、最初に申し上げておきますけれども、今回は、長期の温暖化対策という非常

に骨の折れるアジェンダと向き合っていくために、皆様、少し肩の力を抜いて、自由な発

想をしていただこうと、こういう企画でございます。 
 プレゼンテーションをお願いしました 4 名の先生方でございますけれども、皆様が皆様、

温暖化問題の専門家というわけではございません。しかしながら、大きな経済社会のトレ

ンドをどう捉え、クリエーティブな発想やイノベーティブな観点から、将来の産業構造や

ビジネスがどうなっていくか、こういった議論をそれぞれのご専門の見地からご提起をい

ただき、皆で頭の体操をさせていただければと考えております。 
 2 時間の「知的な異業種交流」の中で、どのような発見があるのか、私自身も大変楽し

みにしているところでございます。プレゼンテーターの皆様におかれましては、その後の

意見交換の際に、質疑応答にとどまらず、ぜひ積極的にご議論に参加いただければと存じ

ます。 
 それでは、最初に、資料 2 につきまして、みずほ銀行産業調査部、宮下様にご説明をい

ただきます。よろしくお願いします。 
○宮下様 ただいまご紹介にあずかりました、みずほ銀行産業調査部の宮下と申します。

本日は、よろしくお願いいたします。 
 私からは、「産業の中長期的な構造変化の方向性」ということでお話をさせていただきた

いと思います。 
（スライド 1）まず、中長期的な変化を捉える上で、注目すべきメガトレンドですが、ご

案内のとおり、考慮すべき要素は複数絡み合っているものだとは思います。ただ、本日は、

お時間も限られていますので、その中でも特に大きな影響を与えそうなものとして、テク

ノロジーの進化に注目してお話をさせていただきます。 
 テクノロジーの進化はいろいろな新たしいビジネスモデルを生み出しますが、こうした

ビジネスモデルの萌芽は、中長期的な産業の将来像を示唆する一つのヒントになります。 

この後のお話を先取りしますと、最近の新たなトレンドを踏まえてポイントになるのは、

「需要者との繋がり方の変化」、「バリューチェーンの在り方の変化」であると考えていま
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す。 
（スライド 2）そもそもテクノロジーの進化が産業にどういう影響を及ぼすのかというこ

とについて、少し概念的に捉えたいと思います。 
 右の図表をご覧いただきたいのですが、上側がサービスの提供できる領域、下側にサー

ビス提供を提供できない領域です。その間に、供給曲線、採算ラインを描いております。

テクノロジーの進化というのは、この供給曲線が下に下がっていくようなものだとイメー

ジしていただければいいと思います。 
 その結果、今までコストが合わなくて提供できなかったサービスが提供できるようにな

りますし、また、より注目しなくてはいけない点は、今まで誰も気づかなかったニーズに

気づく、もしくは、そういったものが基盤となって、今まで誰も考えつかなかったビジネ

スが生まれる、いわゆるイノベーションが起きる可能性があるということだと思います。 
（スライド 3）こうした破壊的なイノベーションということで申し上げると、やはり、イ

ンターネットの普及の影響が大きいことは言うまでもないでしょう。1990 年時点では、携

帯電話が皆さんの一人一人手に渡って、いつでも、どこでも、誰でも、インターネットに

つながる時代というのはなかなか想像がつかなかったと思いますし、そうしたものを基盤

としたサービスも生まれ得なかったと思います。 
 そして、今後注目すべきものとして、図表下側にあるような既成産業にも、同様の動き

が広がる兆しが見えてきていますし、IoT、AI、クラウドの進化といったデータ関連の技

術の進化を通じて、更なる破壊的なイノベーションが起こる可能性も指摘されてきている、

というのが足もとの状況かと思います。 
（スライド 4）ここから、個別の産業の事例でお話をさせていただきたいと思います。 
 まず小売業ですが、小売業では以前から POS データによるモノの管理や、ID によるヒ

トの管理が進められています。こうしたデータ活用のトレンドがこれからどう変わりそう

かということを右側にお示しをしました。既に見られる動きとして、例えば店内カメラに

サーモグラフィーをつけて、いつ、誰が、どこに、どのぐらいの時間滞在していたか、SNS
などのコメントからどんな意見や感情をもったか、といった様々なデータを収集する取組

みが始まっています。これは何がしたいのかといいますと、販売をする時点だけではなく

販売の前後に関する情報、誰が何を買ったかだけではなく何を買わなかったか、そしてそ

の背景としてどういった気持ちが影響しているのか、こういった消費者の全体像を把握し

たいということかと思います。こうした消費者の全体像への理解を通じて、マーケティン

グを高度化したり、商品企画を高度化したり、店舗づくりに反映させたりといったことが

進められると考えられ、今後はこのデータ活用の成否が新たな競争軸になる可能性がある

ということかと思います。 
（スライド 5）続いて、製造業について記載させていただきました。ドイツの「Industrie4.0」
は去年あたりから非常に注目されるキーワードになってきているわけですが、先ほどお話

がありましたとおり、第四次産業革命への取組みは日本でも今力強く進められているとこ

ろと認識しています。この「Industrie4.0」とは何かということを端的に申しますと、生

産工程、もしくはユーザーとのつながりを、モノのインターネットを通じて深めていこう

という取組みだと思います。その結果生まれる価値は、右側に書いておりますが、一つは

生産プロセスの徹底的な効率化、もう一つは商品企画の高度化、ユーザーのデータを反映
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させた商品企画が可能になるということです。 
 そして、こうした取り組みを深めることで最終的に目指している姿はマスカスタマイゼ

ーションの実現、つまり個人のニーズに徹底的に即した、完全に効率化されたものづくり

の実現であり、こういったものが本当に実現すると、圧倒的な競争力を持つビジネスモデ

ルになり得るということかと思います。 
（スライド 6）テクノロジーを通じた新たなサービス分野としては、昨今民泊、ライドシ

ェア等新聞でもよく目にしますが、シェアリングサービスもその一例です。このビジネス

モデルについて特に注目をしたいことを右側の図表でお示ししました。ここには自動車の

事例を挙げさせていただきましたが、キーポイントは需要者の価値観が変化していく可能

性なのだと思います。 
 もともと自動車は、移動するということ以外にも、例えば乗って楽しい、持っていて嬉

しいといったような様々な価値をはらんでいる財です。そういった財がシェアリングに置

き変わっていく、この過程で何が起きるかと言いますと、移動の価値だけが切り離されて

選びとられていくということです。今まで価値と財というものは結びついていたわけです

が、それがアンバンドリングしていく。そうした中で、従来のモノに対するこだわり、モ

ノを持つことに対するこだわりがどんどん低下していく。中長期的に見ればそういった世

界観が広がっていくのだろうと見ております。 
（スライド 7）ここから、弊行の仮説で少し余談にはなりますが、移動の価値だけにフォ

ーカスするとビジネスチャンスは狭まってしまうのではないかというと、決してそういう

ことではないと思っています。グーグルのモビリティ参入を事例として掲載しましたが、

こうした従来とは全く異なる事業基盤・発想をもった新たな事業者が参入することによっ

てこれまでとは別の競争力をもったビジネスモデルが誕生しえるのではないでしょうか。

例えばシェアリングの車の中に広告を載せ、そこから収益を稼いでいく、Google Map（地

図）と結びつけることで、どこかに行きたいユーザーに対してシェアリングサービスを効

率的に提供する、更には今話題の「ポケモン GO」のようにそもそも移動ニーズそのもの

をつくり出していく、といったことも考え得るということです。こうしたことを考えるに

つけても、やはり個人・個社、そういった「個」に対するアプローチの重要性というのが

これからますます深まっていくのだろうと思います。 
（スライド 8）ここから、若干、釈迦に説法的なお話になりますが、シェアリングサービ

スは、需要者・消費者が部分的に供給者の領域に入ってくる現象という捉え方もできます。

そのことを示す最も顕著な事例は、やはりエネルギーの分野ということかと思います。 
 昨今、家庭や事業者単位で発電に取り組むケースが増えてきましたが、こうした動きが

更に加速すれば今までどおり電力をただ供給するというサービスは立ち行かなるでしょう。 

では、代わってどういったサービスが求められるのかというと、一つの事例として挙げら

れるのは「HEMS」道場のような仕組み、つまり家庭の中の電力使用、発電、制御、こう

いったものを徹底的に管理し、効率化するサービスが広がっていくのではないでしょうか。 
 このように、従来的なサービスの領域が縮小する代わりに、効率化・最適化をサービス

として提供するといったことが新たなビジネスチャンスになり得るだろうと思います。 
（スライド 9）事例としては次で最後になりますが、「モノのサービス化」の話をさせて頂

きます。 
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 今までお話しさせていただいた事例の中にも散りばめられていた要素ですが、今後はテ

クノロジーの進化を背景に「モノ」から「サービス」への移行が加速することが一つの大

きなトレンドになると思います。資料には洗濯機の事例を掲載しました。洗濯をしたい人

のニーズというのは、より効率的に、楽に、汚れたものをきれいにしたいということです

が、そのニーズに応える方法として二つの全く異なるアプローチ考えられます。 
一つは、高機能な「洗濯機」。「全自動洗濯物折り畳み機」を例に挙げましたが、入れたら、

洗濯し、乾燥させ、折り畳むところまで全自動でやってくれる洗濯機です。一方、これと

全く同じ価値は、実はサービスでも提供できるわけであり、アメリカの事業者（Washio
社）の事例を記載しましたが、安価に、いつでも、どこでも、取りに来てくれるクリーニ

ングサービスは既に実用化が進んでいます。 
 このようにモノでもサービスでも、実は同じ価値を提供できるという中で、ユーザーの

ニーズに徹底的に即していく、さらにはそれを安価に提供していく上で、どちらがより最

適かという、「モノ対サービス」の勝負が今後様々な分野で広がっていくと思います。 
（スライド 10）今までお話しさせていただいたことをまとめますと、需要者側には大きく

三つの変化があるということです。一つ目は、需要者が多様な個別の需要に適応してくれ

ることを望んでいくということ。二つ目は、所有に対する意識が低下していくということ。

三つ目は需要者がバリューチェーンに参入し、部分的に供給者に成り代わるような動きが

広がっていくこと。こうした変化を捉えて、供給者側もビジネスモデルを考え直さなけれ

ばいけない時期が来ているのだと思います。 
 そのビジネスモデルの考え方を二つ並べました。一つは、バリューチェーンの在り方、

つまり、いかにしてバリューチェーンの全体最適を図るかということです。その際にモノ

で提供するのか、サービスで提供するのか、この選択が一つのキーポイントになると思い

ます。もう一つは、需要者との繋がり方ですが、需要者のニーズをより的確に把握するた

めには、やはりそのデータが必要になりますので、接点をいかに拡大していくかというこ

とが二つ目のキーポイントです。この二つのポイントを満たす上ではおそらく、1 社で取

組むのはなかなか難しく、今後、他社・他産業との連携が広がっていくだろうと予想して

おります。 
 本日は環境対策ということでお話をいただいておりますので、最後にこれまでお話して

きた流れが今後どういうふうに結びついていくかということですが、モノのつくり方が最

適化されていく、モノの所有が減っていく、こうした需要に対応した新たなビジネスモデ

ルが広がる中で、資源やエネルギーはトータルでみれば効率化する方向に進んでいくのだ

ろうと思います。 
 したがって、テクノロジーを活用した新たなビジネスの創出、企業、産業の垣根を超え

た徹底的な効率化が広がれば、これまで個々人や個社が努力ベースで取り組んでいた環境

対策とは抜本的に異なる、次元の違う取組みへと深化させることが可能になるのではない

かと考えております。 
 駆け足になりましたが、ご説明は以上です。ありがとうございました。 
 
 
○服部室長 ありがとうございました。 
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 技術の進展、それから破壊的イノベーションがビジネスモデルを大きく変えるというと

ころからお話が始まりまして、需要と供給が徐々に一体化していくとか、サービス化の大

きなトレンドがある。それから、最後のところが多分温暖化対策へのヒントだと思うので

すが、バリューチェーンの変化とか、需要の変化、需要者との繋がり方、この辺をどう捉

まえていくかということが、一つは競争力の源泉であり、一つは温暖化対策のヒントなの

かなというふうに受け取らせていただきました。 
 続きまして、資料 3 に参りまして、PwC サステナビリティ合同会社の三橋様にプレゼン

テーションをお願いしたいと思います。 
○三橋様 PwC Japan でサステナビリティを担当しております三橋と申します。本日は、

よろしくお願いいたします。 
 私の資料は、三つの調査結果と、一つの私どものコンセプトを説明し、最後に、サステ

ナビリティで先進的な事例のディスクロージャーと、その戦略の背景を簡単に説明させて

いただきます。 
（スライド 2）まず、1 点目としましては、昨年の 9 月に国連で批准されました、サステ

ナビリティ・ディベロップメント・ゴールズ（SDGs）、17 の項目につきまして目標がセ

ットされたわけですが、それにつきましての、グローバルと日本のサーベイの結果の差を

皆様にお伝えしたいと思います。 
 このサーベイは、昨年の 9 月に批准される前の 6 月から 7 月にかけまして、グローバル

で実施いたしました。986 社と 2,015 名の一般市民の方、そして日本では、若干数字は少

なくなりますが、37 社と 105 名の一般市民の方にアンケートをとった結果でございます。 
 ここで面白い情報が出ております。グローバルの調査結果は、「気候変動へのアクション」

につきまして、インパクトを与えられる事項とらえ、日本の調査結果では同項目がビジネ

スの機会であると認識されており、両者に差があります。また、「誰もが使えるクリーンエ

ネルギー」、これにつきましても、日本の調査結果は機会であると回答されております。イ

ンパクトを与えるというよりも機会として認識されています。過去から環境に関する日本

の取組は、グローバルの諸国よりも若干進んでいるところがこれらの差の背景になってい

るかと想定されます。 
（スライド 3）続きまして一般市民と企業が SDGs、17 の項目についてどう思っているの

かというところの分析の結果でございます。 
 ビジネスの皆様は、1 番目は、「ディーセント・ワークと経済成長」が大切であると認識

されております。2 番目としまして、「産業、技術革新、社会基盤」。3 番目が、「誰もが使

えるクリーンエネルギー」で、4 番目に、「気候変動へのアクション」という結果となって

おります。 
 これに対しまして、一般市民の方は、1 番目が「飢餓をなくす」。2 番目に、「気候変動

へのアクション」ということで、気候変動へのアクションにつきましては、順序が少しこ

となりますが、企業の皆様と一般市民で重要な項目として取り上げられております。 
（スライド 4）続きまして、ピーター・D・ピーダーセンさんが主張しておりますトリプ

ル A のコンセプトにつきまして、昨年の 9 月から 11 月にかけて、私どもが実施した日系

企業へのインタビュー結果とインターネット調査結果の情報でございます。 
 どのような企業を対象にして分析したかですが、一部上場企業の 40 社です。その中に
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売上高 10 兆円以上の会社が 2 社含まれております。平均しますと、売上高 2.9 兆円の 40
社の方々のマネジメントにインタビューしたものが、グレーの線です。一方、若干黒い茶

色のような線がありますが、これは、同じような時期に、一部上場企業の正社員、26 歳～

59 歳の 1,150 名の方にインターネットで調査した結果でございます。 
 質問内容は、3 項目で、なおかつ、それぞれを 3 分類。その下に全部で 5 質問がありま

すので、45 の質問を分析した結果です。 
 これで何が見てとれるかといいますと、上場企業の 40 社のマネジメントの方々は、「信

頼と信用の醸成」、そして「価値観と使命の活用」、これについてハイスコアを出されてい

る。マネジメントの層に座っている皆様は、自分たちの会社のバリューであるとか、ミッ

ションであるとか、そういったものはきっちり組織に根づいているというふうに思ってい

らっしゃるということでした。 
 一方、一般の社員の方々は、そこまで感じておらず、ここに日本の企業の大きな特徴が

出ている。要は、勤続年数が長くなればなるほど、企業に対して、それらのミッションを

理解し、それを徹底するということが、マネジメントになればなるほど進んでいくわけで

すが、一方、若手の社員の人たちは、それを若干斜に構えて、理解しているとは限らない

という情報が見てとれるかと思います。 
 全体的な傾向としましては、「自己変革力（Adaptiveness）」のところですが、ここの部

分につきましては、40 社へのインタビューとインターネット、いずれも下ブレしておりま

す。すなわち、イノベーションの仕組化であるとか、R&D の機能刷新、これらの点にお

きましては、日本企業が抱えている問題であろうと考えられます。すなわち、スマートフ

ォンがつくれなかったというような、革新的なアイデア、そして、いろんなものに果敢に

取り組み、様々なアイデアが組織の中で創られることが上手くできません。たとえ、若い

者がそのような行動に動いたとしても、それらが組織階層の上に上がっていくうちにだん

だん丸くなってしまって、最終的な製品になったときには、何も魅力がないものになりが

ちだということを、ここで物語っているのではないかと思います。 
 さらに、「社会性」のところでございますが、社会性を含んだブランド構築、この点につ

いては、一般社員の皆様も、マネジメントも、同じようなスコアになっております。長期

的なコーポレートサステナビリティの活動の中で、活動に関わるコストとベネフィットを、

トレードオフではなくて、社会性を追求する様々な活動によって企業価値が上がるのだ、

その結果、ブランドの構築に結びつくのだと提唱しているわけです。この点については、

何と、マネジメントの方と一般の方が同じように認識されたという結果です。また、メガ

トレンドにつきましては、一般の方とマネジメントの方でとらえ方に差があったというこ

とでございます。 
（スライド 5）続きまして、グローバル CEO サーベイについて説明致します。これは毎

年 1 月、ダボスで PwC が公表している情報でございまして、第 19 回の CEO サーベイの

結果は、2015 年の第 4・四半期に、83 カ国、1,409 名の CEO を対象にサーベイをした結

果でございます。 
 ポイントは、PwC が提唱する 5 項目のメガトレンドのうち何が重要であるかを毎年聞い

ております。先ほど、みずほ様の方からも出ましたテクノロジーの話がございますけれど

も、こちらのスライドには示されていませんが、グローバルの CEO の方々の 77％の方は、
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まず、メガトレンド五つのうち、「テクノロジーの進歩」が最も重要であると認識されてお

ります。その次に重要だと認識されたのは、「人口構造の変化」。要は、アフリカでさらに

10 億人、人口が増えると。その結果、経済大国がシフトしていくという、これにつきまし

ても重要な要素だということで、「人口構造の変化」は 61％、「世界的な経済力のシフト」

は 58％という比率で CEO の方が重要と認識されております。 
 いよいよ、4 番目になりまして、「気候変動と資源不足」、これは 43％の CEO の方が、

重要な課題であると認識されております。それをブレークダウンしたのが、こちらのスラ

イドでございます。 
 インダストリー別に気候変動の意識は若干違いまして、「資源不足と気候変動」が第 1
に重要なメガトレンドであると比較的多くの企業で挙げているのが、工業生産と鉱業と公

益事業、の 3 業種です。この気候変動につきましても、それぞれの業種によりまして認識

が違うというのが、このスライドの主要論点でございます。 
（スライド 6）続きまして、PwC は、Total Impact Measurement & Management という

ことをグローバルで提唱しております。これは意思決定モデルでございまして、四つの象

限におきまして、項目を金額換算するということでございます。 
 まず、Social impact、社会的なインパクトはどの程度あるのか。そして、Environmental 
impact、環境インパクトはどの程度あるのか。Tax impact、これは、どの程度タックスを

支払っているか。タックスによるコントリビューションで社会にどう貢献しているかとい

うことを Tax impact で測りまして、最後に Economic impact ということで、この四つの

事象を金額換算して、プラス・マイナスでどういう形になっているかというのを掴もうと

いうのが、この Total Impact Measurement & Management です。 
 こちらに出しているスライドは、仮説的につくった例なのですが、アフリカで現地生産

のビールを製造するのか、ビールを輸入するのかの意思決定の際に、プラスのインパクト

である緑の部分と、マイナスのインパクトの赤の部分がどう出るかを計算した結果です。 
 例えば、Option1 のビールを輸入するケースですと、GHGs and other air emissions に

関しまして、輸送によるエミッションが増え、ネガティブインパクトがありますと示して

います。一方、Option2 で、アフリカの地域で原料から生産するケースですと、Water use
とか Land use によるネガティブインパクトが環境で出てきます。一方、Social impact と
しましては、農業により現地の皆様が活性化されるということでプラスのインパクトが出

るということです。この四つの象限の、代表的な項目を個別に金額換算することによって

意思決定の際の情報として役立てているということです。 
 これは、意思決定だけではなくて、企業全体についてもこういった計算をすることが可

能で、過去に数社、PwC で担当をしております。ちなみに、オリンピックがあったらどう

なるかということもこれで計算したということもありますが、それは公表しておりません。 
（スライド 7、8）次の例としましては、環境側面を突っ込んでいくと何があるかというこ

とで、Puma の環境損益計算書の話を簡単に触れさせていただこうと思います。 
 Puma が、2010 年に初めて環境損益計算書をつくったわけですが、その作成過程で、

PwC はいろいろノウハウを提供しました。すなわち、それまでは、Puma は、自社のオペ

レーションにおける環境負荷だけを考えていました。よくよく考えて、Tier1 から Tier4、
どんどん上にサプライヤーをぼっていき、サプライチェーン全体がどのようなネガティブ
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環境インパクトがあるかを計算しました。 
 例えば Tier1 というのは、ファイナルアッセンブリです。Tier2 というのは、サブコン

ポーネントの組み立ての部分です。Tier3 というのは、材料の加工です。Tier4 というのは、

まさに原材料の調達、すなわち革の靴をつくるとなりますと、牛の皮、すなわち牛を育て

ることです。この牛の育成に土地とか飼料とか水とか、たくさん使っているということで

環境負荷の大きさを改めて認識しました。その結果、最終的に何が起きたかというと、売

上高を大幅に上回る環境負荷の計算結果がでました。その負荷を避け、ブランドの差別化

のために新しい製品を出そうということで、2012 年に、「In Cycle」という新しい素材の

製品を出すことによって環境負荷を大幅に削減するということで、アディダスとかナイキ

とのブランドの差別化を図ろうということでございます。この「In Cycle」は、新しい素

材で、リサイクルも可能で、プライスタグに、どれだけの環境負荷がありますよという情

報をつけながら、いかに自社の製品の環境負荷が低くてリサイクラブルだということを表

した一つの例で、Puma は有名でございます。 
 2010 年に、環境損益計算書を Puma でつくりましたが、親会社のケリング、グッチと

か、さまざまな有名なブランドを持っているフランスの会社が、その後も徐々に環境損益

計算書の作成をチャレンジしまして、環境負荷を減らして、なおかつ自分たちのビジネス

を増やすというふうなチャレンジをずっと続けている例でございます。 
（スライド 9）続きまして、そのサステナビリティのブランドはどういうふうに世の中で

変わってきたのかというのを、GlobeScan の SustainAbility の情報からご紹介させていた

だいております。 
 この中にいろんな色があって、難しくて見えないかもしれませんけれども、実はトヨタ

は、2004 年、2005 年、そして 2007 年、2009 年は、日本の会社として入っていたわけで

す。でも、2016 年で一番トップブランドに認識されていますのは Unilever、2 番目が

Patagonia、3 番目が Interface、4 番目が IKEA、5 番目が、なんと Tesla が入ってきたと

いうことで、時代時代によってそれぞれの企業の取組の変化により、サステナブルな企業

に評価される内容が変わってきているということを物語っております。 
（スライド 10）ちなみに、Unilever は何をやっていたかといいますと、「Unilever 
Sustainable Living Plan」というものを前面に掲げまして、あらゆるものの持続可能性を

追求して、環境フットプリントを削減しながら、ビジネスの規模を 2 倍にするという戦略

を前面に掲げて、社会性、環境、そしてガバナンス、ESG について大きな取組をされてい

るという企業の一つのいい例だと思います。 
（スライド 11）さらに、最後の例としましては、Marks and Spencer という英国の小売

業でございます。これは、2020 年に向けて、100 のコミットメントを Plan A として発表

しました。まず、インテグレーション、すなわち、店舗の開発と環境負荷とサステナブル

サプライチェーンをインテグレーションするという活動です。そして 2015 年からは、エ

ンゲージメントということで、2,400 万人のお客様に Plan A を浸透させようと、ビジネス

モデルのイノベーションを図っております。「セル」から「シェアリングサービス」、要は、

今までさまざまなものを売っていたわけですけれど、それをサービスとして提供できるか、

あるいはリサイクルできるか、ビジネスのイノベーションを図っています。その結果、Plan 
A の遂行の結果、2020 年に世界一の小売店になろうということをチャレンジしている例で
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ございます。 
 ちなみに、この図は、統合報告の中に出てきますシックスキャピタル、六つの資本がど

のように使われるかということを出したものでございますが、私は、むしろ Plan A につ

いて、口頭で説明させていただきました。 
 以上でございます。 
○服部室長 ありがとうございました。 
 環境損益計算書という考え方でございますとか、社会、環境、税、それから経済的イン

パクトと、四つの軸で企業活動を評価するという、非常に面白い考え方かなと思いました。 
 続きまして、資料 4 につきまして、博報堂の石寺様にプレゼンテーションをお願いした

いと存じます。 
○石寺様 こんにちは。博報堂生活総合研究所所長の石寺と申します。 
 私のお話は、ここまでの先生方のお話と随分、視点も趣も異なっておりまして、多分、

あさっての方向を向いたお話になるかと思います。ただ、そもそも 2030 年、2050 年の話

は、あさってどころの騒ぎではないので、その辺はご容赦いただいて気軽にお聞きいただ

ければと思います。 
（スライド 2）私ども博報堂生活総合研究所は、博報堂のシンクタンクとして 81 年に設立

されまして、以来 35 年にわたって、生活者のいろいろな調査研究を世の中に発信してお

るところでございます。 
（スライド 3）今日のお話ですけれども、未来の話をするとき、大体、今一番よく語られ

ることは、「2025 年」以降の日本についてのお話になります。最悪のケースは、日常生活

難民が発生してしまうだろうという最悪のシナリオが予想されています。ただ、日本人は、

これを乗り切ろうとして、「生き方・暮らし方」を変えていくのではないかと私どもは予測

しました。その結果、「街」も「市場」も、それから「社会」も、エネルギーの使い方も当

然変わってくるだろうということでございます。 
 アプローチですが、企業が長期戦略のところで使う「シナリオプランニング」という手

法を、生活者の意識とか価値観でやってみようという試みです。ここからのお話は、まず

日本の街の未来と社会の未来を左右する 2 本の分岐軸と、その 2 本の軸を掛け合わせて生

まれる「4 つのシナリオ」。そこから、4 つのシナリオごとにイメージを広げてみたという

ものです。 
 争点は、「未来の暮らしの分岐点。空間と関係を、あけるか？ しめるか？」ということ

で、皆さんご自身も、自分だったらどっちを選ぶかなとお考えになりながらお聞きいただ

けると面白いかなと思います。 
 このプロジェクトに限らず、未来予測というのは今非常に重要なテーマになっているの

ですが、類書を大体見たところ、人口動態起点の悲観的な予測か、誰のためになるかわか

らない技術予測が多くて、肝心の、未来を生きている生活者の意識がどうなるか、行動が

どうなるかという研究がほとんどないのです。そこに我々は一石を投じてみようというこ

とです。 
（スライド 4）NTT の技術者ご出身で、学問の世界に転じられた慶應大学の小川先生が「技

術が気持ちを変え、気持ちが技術を選ぶ」とおっしゃっているのですが、これはすごくい

い言葉だと思います。要は、人口動態がどうなろうと、技術がどうなろうと、最終的に未
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来のありようを決めるのは、やはり生活者自身の意識や行動だろうと我々は考えています。

ですので、この生活者の意識というのも技術進化論とあわせて、視点として持っておくべ

きではないかなと思います。 
（スライド 5）そういう意味で、我々のスタンスとしては、現在の延長線上で考える通常

の未来予測、つまり Forecast ではなくて、オプション志向で複数の選択肢を捉えてみる

Foresight、もっと言うと、我々は Farsight、これは遠視という意味らしいのですが、そ

の気持ちで、ポジティブに考えてみようというのが我々の目指す未来誘発になります。 
（スライド 6、7）その考え方ですが、我々は、未来を三つに分類して考えます。 
 一つは、「変えようのない『与件としての未来』」というのがあります。これは人口動態

などが中心になると思います。ドラッカーが言うところの「すでに起こった未来」とほぼ

同じ考え方で不可逆なもの。これが前提になります。 
（スライド 8）ただ、人口動態だけで未来が決まるというのは、あまりにも詮ない話で、

ほかにも多分、可能性があるだろうと。それが「変わるかもしれない可能性」です。例え

ば、技術の進化や環境の変化で人の気持ちが変わって行動が変わってくるとか。技術にし

ても、実現するかしないか五分五分のようなものも、この可能性のほうに入ると思います。

こうした可能性をさっきの与件にぶつけてみると、暗い未来にちょっと明るい光も差して

くるかもしれない。そういうチャンスを見つけていこうというのが二つ目の未来になりま

す。 
（スライド 9）そして、与件に可能性をぶつけると複数の可能性が出てきます。それが「希

望としての未来」です。もちろん、与件にどんな可能性を、どの角度からぶつけるかによ

っても、出てくる希望の未来は変わってくると思います。こういうふうに与件の延長線上

にない未来を考えてみるというのが、2030 年、2050 年を考える上では必要なのではない

かと思います。 
（スライド 10）未来の与件に可能性をぶつけて希望を描き出す、要はビリヤードみたいな

発想をお持ちになってはどうかというのが、今日のお話になります。 
（スライド 11）我々は実際に 10 年先、20 年先の日本の街や暮らしはどうなるかを考えて

みました。1 月に私どもが発表した「みらい博 あしたのまちの 100 の風景」というもの

がございますが、ここから幾つかご紹介したいと思います。 
 発表後、この内容にはいろいろなところから反応をいただきました。飛び過ぎてついて

いけませんと当惑される企業もいれば、確実にこうなると思うので一緒に投資しましょう

と言ってこられた企業もいらっしゃいます。皆さんご自身の捉え方次第だと思うのですが、

ちょっとした刺激材料に使っていただければと思います。 
（スライド）まず、生活者の方に 10 年後の皆さんの街がどうなるかを描いてくださいと

いうお願いをしました。 
 どんな絵が描かれたか。これは 19 歳の女性ですが、街中にディスプレイがあって、空

にドローンが飛び、配達は全部ロボットがやっている、という絵を描かれました。 
（スライド）これは 20 歳の男性ですけれども、道路は車道と歩道が完全に分離している

んです。それから、ビルの屋上はもちろん、窓も全て再生可能エネルギーを出すパネルに

なっている街を描かれました。 
（スライド）これは 51 歳の女性ですが、自転車や車もシェアなのですが、血縁じゃなく
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て仲よし同士でシェアをするマンションまで描かれました。 
（スライド）最後は 63 歳の男性。歩行者のブレスレットに車が感知して自動的に止まる

ので、信号機がなくなったという街を描かれました。 
 こんな感じで、非常にポジティブな街を描かれる方もいらっしゃるのですが、ご承知の

とおり、日本の未来には非常に暗い現実が待ち構えています。 
（スライド 12～15）日本の未来の与件を少しお話ししたいのですが、私どもホームページ

に、無料でご覧いただける未来予測の一覧コーナーがございます。「未来年表」といって、

2017 年から 2114 年の世界中の未来予測を全部まとめてご覧いただけるサイトです。ここ

から 20 年後の 2035 年ごろにどんな予測があるかを集めてみました。あくまでも予測なの

で、確実にこうなると責任は持てませんけども、例えば、自動運転車が新車の 25％を占め

るようになるという予測があります。他には、火星の有人探査が実現しているとか、幅が

あるのですが 1/450 から 1/何億という確率で、惑星が地球に衝突するという予測もありま

した。また、中国の高齢者が 4 億人になって、いよいよ人口が減少フェイズに突入します。

あるいは、エネルギー需要が 4 割増加して太陽光発電が実用化する、インフレとデフレの

制御が進み景気の変動が大幅に減る、雇用の 50％がロボット/AI に置換可能になる、そん

な予測もあります。 
（スライド 16）日本の予測を見てみますと、人口が 1億 1,000万人で 1割ぐらい減ります。

リニア新幹線の大阪延伸が前倒しで実現するとか、人工心肺の実用化やロボットによる仕

事の置換可能が進むという予測もあります。また、ここまでに地震が起きてなければ、確

率が 50％から 60％まで上がるというふうにも言われています。これが 20 年ぐらいのスパ

ンの変化イメージになります。 
（スライド）これではあまりにも飛び過ぎているので、10 年先ぐらいで見てみたいのです

が、同じく今の未来年表で 2025 年ぐらいの未来を見ていただくと、日本の平均年齢が 50
歳になります。65 歳以上の高齢者が人口の 1/3。75 歳以上が 1/5 になります。全都道府県

で人口が減少に転じます。また、ひとり暮らしの世帯が世帯構成で最も多くなり、うち 4
割が高齢者のひとり暮らしになります。さらに 4 軒に 1 軒が空き家になり、買い物に苦労

する高齢者が 600 万人になるというふうな予想もあります。もし、このとおり実現した時

の最悪のシナリオは、買い物にも家事にも困る日常生活難民が街にあふれているというこ

とです。これはもう 10 年先にあるかもしれないと言われています。 
（スライド 17）ただ、賢明な日本人はここまでいろいろな苦難を乗り越えてきました。き

っと、この危機も何とかするだろうと我々はポジティブに考え、どう乗り切るかをシミュ

レーションしてみました。 
（スライド 18）二つの可能性があります。一つは「生活空間」の使い方を変えるだろうと

いう予測。まず、収入や健康が不自由になって物を持っているとその維持にコストも手間

もかかるので、なるべく人と共有してミニマムに暮らそう、最小限のもので暮らしていこ

う、と考える方が増えると思います。 
 ただ一方で、足が不自由だと共有するために外に出なきゃいけないですよね。それは不

便だからと、なるべく家の機能を高度化して、外に出なくても済むようにしたいと思われ

る方も当然いらっしゃると思います。 
 我々はこれを、｢空間をあけるか、しめるか｣と表現してみ ました。調査をしてみたので
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すが、結構意見が分かれています。例えば、あらゆることが「家の中でできる」と「街の

中でできる」、これが 6:4、「お金があってもモノを人と共有する未来がいい」と「お金が

あればモノは自分で所有するでしょう」が、これも 4:6 と結構意見が分かれるということ

です。 
（スライド 19）同じように、「人間関係」も結構分かれるのではないかと考えました。一

つは、ひとり暮らしなので、近所の方と互助関係を結んで助け合って生きようと思われる

方も多分いらっしゃると思います。ただ、日本人の個人化の流れは止まらないと考える見

方もあると思います。進化するサービスやテクノロジーを使って、なるべくひとりで何と

かしたいと思われる方も、お若い方を中心に絶対います。これも「関係をあける、しめる」

と考えて調査で聞いてみると、意見が同じように分かれるということです。ということで、

我々は「生活空間」と「人間関係」の二つについて、「あけるか、しめるか」で、人の価値

観が分かれてくるだろうと予測しました。 
（スライド 20）日本の未来の 2 つの分岐軸は、「生活空間」をあけるか、しめるか。「人間

関係」をあけるか、しめるか。 
（スライド 21、22）この２本の軸を直交させますと、4 つのオプション、つまり街のシナ

リオが生まれます。ここで日本の 10 年先、20 年先社会の４つの可能性を絵にしてみたと

いうことです。 
（スライド 23）一つ目の街は「鍵のない街」で、プライベートスペースがない。全て公共

空間にしてしまう、ある種の未来の共同体みたいな街を描いてみました。あらゆるものを

人と共有してしまうということです。 
（スライド 24）ここでの暮らしのイメージですが、例えば食事もお風呂も一緒にというこ

とです。今、エンゲル係数がバブル以来の高い水準にあるように、「個食」はコストもかか

りますから、一緒に集まって食べようということですね。ここでは、地域ポイントシステ

ム的なものが活用されていくでしょう。 
 また、ここは共同体ですので、お墓も持てません。みんなで街の真ん中の樹の下に埋め

るということもあるかもしれません。あり得ない話だと思うかもしれませんが、実際、既

にその萌芽があるんです。 
（スライド）右上の写真ですが、東京の西荻窪にある「okatte にしおぎ」という、皆で食

事をしたり子育てを共有する、会員制のコミュニティです。 
 左下は、ネットを介して人を 2 時間助けたら、誰かに２時間助けてもらうという、お金

ではなく時間を貸し借りするようなシステムの事例。 
 右下は、最近多くなってきている樹木葬です。 
（スライド 25）２つ目の街は「住所のない街」。ここは空間は共有するのですが関係はし

めているので、使い方は個人単位もしくは自分の家族単位というクールな使い方になりま

す。ヨーロッパはもう既にこれに近くなっていますよと言われる方がいらっしゃいます。 
（スライド 26）例えばこの街ですと、買い物をして、料理して、そのまま食べちゃうイー

トイン・スーパーならぬキッチンイン・スーパーがあります。シャワーも、共同のシャワ

ーを企業がスポンサードしている。家がミニマムなわけです。ですから、この街は移動が

重要になって自動運転も進んでいると思います。それから、お墓も持ちませんので、例え

ば遺品を全員が身につけて偲ぶ人もいるでしょう。 
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（スライド）こうした話もあり得ないと思われるかもしれませんが、意外とあり得ます。

右上の写真はオランダにある衣服の図書館。衣服を図書館のように借りて、気に入ったら

買えてしまいます。左下の写真はアメリカで進んでいる自動運転のプロトタイプで、リビ

ングルームみたいな自動運転車なんです。LRT がこういうふうになっていくと面白いかも

しれません。右下は、亡くなった遺骨から宝石をつくる技術が既に実用化されていまして、

40 万円ぐらいからできるそうです。 
（スライド 27）３つ目の街は、家の中で全て済ませてしまうことができる。その中で人と

つながっていこうという「壁のないまち」ということで、家が高度化しているので、外に

出る必要がありません。 
（スライド 28）料理も世界中の方と一緒にやったり、地球の裏側の方に介護を助けてもら

ったり。コミュニケーションはアバター上でやります。こうなると距離の制約がなくなり

ますので、地方に住んで都会に出勤するなんていうことも、３Ｄのホログラムを使えば実

現するのではないかと思います。 
（スライド）ここでも事例を紹介しますと、右上の写真は棒状のデバイスにしゃべったら、

そのまま英語に翻訳されるという今年発売される予定の「イリー」です。言葉の壁はもう

じきなくなるわけです。 
 左下は、「マジックリープ」といいまして、3D の映像を投影する技術。右下は既に実現

しているもので、壁にプロジェクションマッピングを投影して、リアルタイムで会議がで

きるというシステムです。これに 3D が掛け合わさったら、出勤する必要はない。山形に

住んで東京のオフィスに出勤するということも、20 年後だったらできるかもしれない。 
（スライド 29）最後の街は、空間も関係もとじる「窓のない街」。ある種、ポジティブな

ひきこもりの街ということになります。 
（スライド 30）この街の家は壁に外の映像を映してしまいます。買い物も、お店がこちら

にやってきたり、ドローンが全て宅配します。介護のロボットも、昔好きだったアイドル

にすると、高齢者の方々も意外と気持ちが盛り上がるかもしれない。こういうことも、20
年後だったらあり得るかもしれない。 
（スライド）再び事例です。右上の写真、上にある窓は、実はイタリアのメーカーによる

地中海の光を再現した照明なんです。こんな感じで、いろんな気候と時間の光を、窓のよ

うに投影できるようになります。 
 左下は 3D のフードプリンターです。材料を用意したら、データが送られて、そこで料

理ができてしまうという時代になりつつあります。 
 右下の写真はシンガポールで今やっているイベントで、ひとり暮らしの方を見守る家で

す。家のなかで倒れたら、外にシグナルを送ってくれる、そういう家の技術革新が進んで

いるということです。 
（スライド 31）以上、駆け足で４つの街をご紹介しました。皆さんにも、どの街に住んで

みたいか、ちょっと頭の中で選んでいただきたいのですが、実際にこうした発表会の場で

手を挙げてもらいました。そうすると、「住所のない街」と「壁のない街」が人気が高いん

です。それぞれ 3 割と 3 割強ぐらい。次いで「鍵のないまち」が 2 割ぐらいで、「窓のな

いまち」は 1 割ぐらいでした。 
（スライド）さらに我々は調査もやってみました。すると、「窓のない街」を選ばれる方が
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一番多かったのです。もっとも、四つとも評価は拮抗しているんです。お年を召した方は

外へ出られないので、「壁」と｢窓｣のない街を選ばれる方が結構多いようでした。つまり、

４つの街はどれも起こり得るということです。 
（スライド 32）最後にここからの示唆です。こういう街になったとすると、おそらく移動

行為が変わってきます。基本的に移動のニーズというのは確実に減ってきますから、エネ

ルギー消費にかなりインパクトを与えるでしょうし、交通のインフラも変わってくると思

います。それから、所有の概念が変わってきますし、使用する単位も変わりますから、エ

ネルギー消費に関係してきます。買う回数や利用頻度にも影響しますので、これもエネル

ギーには影響するでしょう。 
 そうなると、こういう多様な価値観とエネルギーの使い方をトータルでマネジメントす

るようなシステムが必要になるかもしれません。ホーム・エネルギー・マネジメントとい

うより、コミュニティや街全体のエネルギー・マネジメント・システムとか、もっと言う

と、エネルギーじゃなく、「今、こっちへこう行ったら速く行けますよ」みたいな指示をし

てくれる行動そのもののマネジメントまでいくと、全体最適のエネルギー消費がうまく実

現されるのではないかと思います。 
以上、駆け足で失礼しました。 

○服部室長 ありがとうございました。 
 三つの未来のビリヤード、すなわち、「与件としての未来に対し、可能性としての未来を

ぶつけ、希望としての未来を描き出す」、このビリヤードの説明はとても印象的でありまし

た。この希望を描くというのが、我々が今挑戦している温暖化の長期戦略（ビジョン）の

役割であり、希望を描けないようであれば、その戦略は恐らく失敗するのかなというふう

に思った次第であります。 
 それから、「空間をあける／しめる」、それから「関係をあける／しめる」、この比喩も、

温暖化対策に当てはめてみますと、非常に示唆に富むものでございました。国内の対策だ

けを考えていくのか、グローバルな対策を考えていくのか。それから、個別の排出源とか

排出者の単位で対策を考えていくのか、あるいは、バリューチェーン全体で考えていくの

かと。バリューチェーン全体に目配りしながら、部門横断的な取組を考えていくのか。こ

ういったところで対策の中身も、評価も、恐らく全然異なってくるものになるのかなとい

うふうに思った次第であります。 
 それでは、最後に、資料 5 につきまして、大阪ガスの松波様からご説明をお願いしたい

と存じます。 
○松波様 大阪ガス行動観察研究所の松波です。よろしくお願いいたします。 
（スライド 1）我々の行動観察研究所を簡単に説明しておきますと、行動観察というのは、

いろんな場に行きまして、非常に詳しく人間の行動を観察することで、新たな発想を得て、

イノベーションを起こしたり、潜在ニーズを捉えるということです。人間がまだ言語化で

きないような、こういうニーズを持っていますよというのを一生懸命調べて、それをビジ

ネスとして我々はやらせてもらっているというところです。 
 改善系の新しい商品をつくりたいというのもあれば、全く新しいビジネスを起こしたり

というような仕事を請け負ってやっているというところであります。さらに加えまして、

そういったイノベーションの発想ができる人材育成をできる方法論というのを、いろいろ
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なところに提供させてもらっております。 
（スライド 2）今回、ものすごく難しい問いを受けまして、「2050 年に CO2 を 80％削減

するにはどうすればよいか？」ということですが、正解はないということですが、当たり

前です。私も正解を持っておりません。 
 ただ、この問いを解く方法論についてのヒントを持っているというふうに考えていまし

て、二つのことについてご説明させてもらいたいと思います。一つは、Wicked Problem
という話。もう一つは、Reframe という話です。 
（スライド 3）Problem（問題）といっても、3 種類ありまして、一つ目は、Simple Problem
ということで、解くことが簡単な問題です。問題もソリューションも明確で、例えば子ど

もが泣いていると。じゃあミルクをあげましょうという、非常に単純な問題です。 
 その次は、Complex Problem というのですが、解くことが難しいもので、例えば人を初

めて月に送ろう、それをやってしまおうとなると、そもそも問題は何なのか、ソリューシ

ョンも何なのか、全然わからないわけですけれども、研究活動を進めていくと、これは、

こういうふうにすると人を月に送れるなと。その方法論というのは、未来永劫使える方法

論だなというふうなことが見えてきます。 
 さらに、もう一つ上があって、それは Wicked Problem というのですが、定義すること

自体が困難であると。問題もソリューションも明確ではないだけじゃなくて、定義しよう

としている間に変化するような問題のことを Wicked Problem と言います。例えば、NASA
というところが、今後どうしていこうかとか、例えば日本がどうしていこうかというのも

全てそうですね。Wicked Problem です。わかりやすいのは、今、子どもがいるのですが、

自分の子どもをどういう大人にすればいいでしょうか、というようなことも実は Wicked 
Problem で、正解はありません。 
 例えば、いい大学へ行ってもしようがなさそうだから、スポーツ選手にしようかなと、

時代が変わっていれば、そうなっている可能性がありますね。実は、子どもをどういう大

人にしたらいいですかという問いに答えようと思うと、それは逆に聞き返さないといけな

くて、それはどういう大人にしたいですかというのを答えられないと、決めることができ

ないという、そういう問題になります。 
（スライド 4）我々は、行動観察研究所として、いろんな会社の経営者の方々と議論をし

て、こういう方向性でやっていこうかとか、こういう新しい価値をつくろうかとか、やっ

ているわけですけれども、その中で、議論がすぐごっちゃになることがあって、どういう

ことかというと、例えば、自分たちの会社はどういう方向に進もうかという、これは実は

Wicked Problem なのですが、意志の問題なわけです。ただ、それを Complex Problem、

つまり論理的に正しく、失敗のない意思決定として解こうとするというふうなところで、

すごくギャップがあって、そうなるといつまでたっても意思決定ができなくて、どういう

議論になってしまうかというと、例えば誰かが新しい、こういうことをやりましょうと提

案すると、それは絶対大丈夫かと。絶対失敗しないのかと。つまり、アポロを打ち上げて、

絶対落ちないのかという議論になって、それは新しい方向性というところでいくと、保証

できるようなものでは絶対ありませんので、そうなると、結局何もしないということにな

ってしまうということになります。 
（スライド 5）Wicked Problem の特徴としては、そもそもどうすればよいという、絶対
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正しい正解はありません。 
 それと、問題の原因が複雑に絡み合っているので、シンプルに解けるわけではありませ

ん。 
 それと、どのような取り組みを行っても、新たな問題が生じることは避けられないとい

うことです。つまり、こういう新しいことをやって、絶対何もコンフリクトも起こりませ

んということは無理ですという話ですね。 
 あと、いろんな人がいらっしゃると思いますが、ステークホルダーがいらっしゃると思

いますが、みんな満足しますということはあり得ません。スポーツ選手にしようといった

途端、両親はよくても、おじいちゃん、おばあちゃんが反対するかもしれません。 
 あと、考えすぎて何もしない。実際それが起こっているわけですけれども、それよりも、

PDCA を回していくことが圧倒的に重要だと。 
 あと、最後、意志の問題という側面が非常に強いので、そもそもどうありたいのかとい

う意志が非常に重要となってきます。 
（スライド 6）皆さんにちょっとクイズを出したいのですが、ある男性がピラミッドを見

に行きました。ピラミッドは壮大ですよね。そのすごさに感動した男性は、「いつか自分に

子供ができたら絶対に連れてこよう」と心に誓いました。時間が経って、結婚をして、子

供ができて、子供が大きくなったので、子供をピラミッドに連れていって、男性の夢がか

ないました。実際に連れていって、「すごいでしょう」と見せることができました。 
 ただ、この男性が、「子供ができたら連れてこうよ」と誓ったのが 2000 年の話で、実際

に子供を連れてきたのが 1985 年のことなんですけども、そういったことはあり得るでし

ょうか、というクイズです。 
 これは、タイムマシンとか、とんちの言葉がかかっているとか、そんなものではなくて、

リアルにそういうことがあり得るかというクイズです。 
 時間が巻き戻ることがないわけなので、そんなことが起こるはずはないというふうに皆

さんが考えられます。これは実は可能なんです。答えがわかる方はいらっしゃいますか。 
 時間がないので言っちゃうと、正解は何かというと、これは紀元前の問題です。紀元前

2000 年と、紀元前 1985 年、どっちが先に来るかというと、紀元前 2000 年のほうが先に

来るわけですね。紀元前 2000 年の時代にピラミッドというのはちゃんと存在しています

ので、その時代の話ですということであれば、普通にあり得る話なんです。 
 だけども、皆さん、多分、1985 年とか 2000 年と言った途端、僕は西暦とも何とも言っ

ていないのですが、西暦を前提として考えたので、そんなことはあり得ないと考えられた

と思います。 
 これは、何でこんなことをやったかというと、我々がビジネスをやっている中で、こう

いうことがすごく多いからです。つまり、「無理です」と皆さんおっしゃるんですね。「こ

れは解けません」と。「いや、違うんちがいますか」と。それは何らかの枠組みに囚われて

いるからそれが解けないのであって、その何らかの前提としている枠組みを違って考える

と、それは解けますよというふうにいつも申し上げております。 
 この問題のポイントは何かというと、自分がどういう枠組みにとらわれているかを、自

分で理解するのがものすごく難しい。ほとんど無理。メタ認知と言うのですが、自分がど

ういう枠組みにとらわれているかを自分で知るというのは、すごく難しいです。 
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（スライド 7）そこで、もう一つのキーワード、Reframe ということを説明したいのです

が、Reframe というのは、もともと認知心理学の言葉でして、枠組み、捉え方を変えると

いうことです。だから、例えば、ピンチと思えばピンチだけど、チャンスと思えばチャン

スというのと同じで、それをビジネスに僕が転用したわけですけれども、ビジネスで、そ

れまで常識とされていたある種の解釈とかソリューションの枠組み、フレームを、新しい

視点とか発想で前向きにつくり直すことを、私は、Reframe というふうに呼んでいます。

行動観察研究所のキャッチフレーズも、Reframe for the future というふうになっていま

す。 
 例えば、旭山動物園という動物園がありますが、あそこは結構不便なところにあって、

僕も行って、楽しいところでしたけれども、あそこもある種の Reframe をしています。そ

れは、普通、動物園は動物を見せるのですが、動物の行動を見せるというふうにしました

ら、動物園が数多あれど、皆さん、あそこに行かれるということが起こるということです

ね。 
（スライド 8）ウォークマンも、音楽を楽しむという価値を Reframe したものです。今、

もし、皆さんにアンケート用紙を配って、「オーディオというものに求めるものは何ですか」

というふうにアンケートをしますと、必ず 1 位は「音質」というふうになります。音質を

どんどんよくしていこう、これは改善ですね。これまでの同じ枠組みでの改善です。 
 ウォークマンというのは、外で音楽を楽しむ。当時はカセットですので、当たり前です

が、家で聴いたほうが音がいい。つまり、音質と全然違う枠組みの縦軸をつくったという

ことを意味しています。 
 ウォークマンという提案があったときに、従来の評価の枠組みである、お客様が一番求

めているのは音質だぞというのでもってウォークマンというものを評価すると、これはも

のすごく点の低いものになります。なので、イノベーションというのは何かというと、従

来の枠組みで 100 点、110 点を目指すものではなくて、従来の枠組みの評価の軸で言うと

80 点に下がるけれども、全然別の軸の 100 点を狙いに行くということを意味しています。 
 だけど、縦軸をどうやってつくるか。そして、それをどう評価するかというのが非常に

問題になってきます。 
（スライド 9）結局、今回の問いとなっている問題を解くにしても、「学び続ける」という

枠組みで捉える必要があると思います。我々がみんなで学び続ける必要があるのだと。 
 どうやって学ぶかというと、これは実は行動観察研究所でやっている方法論ですが、ま

ず最初、Fact のところから始まります。我々の場合は、場に行って、新たな気づきを得て、

こういうことが本当じゃないかと。例えば、高齢者の新しいビジネスを考えるということ

で、高齢者とずっと 1 日過ごすという観察をします。そうすると、高齢者にどういうサー

ビスをすればいいかなと考えたのが、Reframe されまして、高齢者は実はサービスされる

ことを望んでいないと。どっちかというと、自分が誰かにサービスしたいというふうに思

っているというのが見えてきたりして、Reframe が起こります。 
 それがある種の Insight ですね。いろいろ気づきから、本質はこっちにあるなと。

Reframe された Insight が得られます。 
 それをもとにして、先ほど Foresight という言葉が出てきましたが、fore というのは未

来ということで、未来の sight ですね。新たな展望というのを生む。この三つが発想のフ
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ェーズです。 
 その発想したものを、次は Action、じゃあやってみようと。これまでと全然違うものだ

けど、それをつくってみようとか、サービスで本当にやってみようというふうに Action
をとるわけですね。それをとるためには意思決定が必要です。それではやってみようよと。

そこには目利きが必要です。やったら、今度は、その行動の結果を振り返る Reflection を

して、メタ認知をして、また Fact のところへ戻っていく。これをやらないといけないの

ですが、「学び続ける」の下に棒線を引いていますが、そこに、今、大きなベルリンの壁が

あって、ほとんどこっちへ行きません。発想をして、さんざん考えても、1 個は絶対やる

という約束をしていても、一つもやりません。 
 つまり、新しい発想であればあるほど評価が難しいからです。目利きが難しいからです。

よくわからないからやらない、というふうになってしまいます。 
（スライド 10）今回、何を申し上げたいかというと、二通りでやったらどうかなと思って

います。 
（スライド 3）ちょっと戻ります。今回の問いである問題を、Complex Problem として解

くアプローチをする人たちと、Wicked Problem として解く人たちを、分けてはどうかと。

つまり、これまでの枠組みをさらに突き進める形でやる人たちが Complex Problem につ

いて取り組む。そもそも問いから変えていこうという形で、意志も明確にしていこう形で

解く人たちは、Wicked Problem として解く人たち。この二つ、両方する必要があるので

はないか。 
 そのときに、目利きが難しいですが、とにかくアクションをとっていただきたい。「考え

たけども、よくわからないから、やめておこう」ではなくて、アクションをとっていただ

きたいということです。 
（スライド 10）結局、それをちゃんとやろうとすると、今、申し上げた、学びのプロセス

というのが上にあるのですが、それをサポートするためのセレンディピティの“場”とい

うのが必要です。つまり、世の中、いろんな知見があって、世の中の動向がいろいろあっ

て、いろんな発想があるわけですが、そういうのに触れないといけない。コミュニティが

必要という話ですね。 
 それと、それを支えるマインドセットというのが必要で、簡単に言うとフィックスド・

マインドセットとグロース・マインドセットというのがあって、フィックスド・マインド

セットの人がよく言うのは、「それはできるかもしれないけど、難しい」という言い方をし

ます。グロース・マインドセットの人は、「それは難しいかもしれないけれども、できるよ

ね」、というふうに考えます。 
 そのマインドセットを持っているかどうかというのが、実はめちゃくちゃ大事で、我々

がそういうのをこれまでやってくる中で、その人のスキルをずっと超えて、そのマインド

を持ち続けることができるかというのが大事です。それは、脅しつけるのではなくて、支

援をしながら、その前向きな気持ちでずっと取り組むという、こういう仕組みが Wicked 
Problem を解く場合には必要だなというふうに思います。 
（スライド 11）クリエーティブというのは何やねん、という話があるわけですが、簡単に

言うと、本当は 3 種類あるのですが、一つだけ言うと、常識的なことと、常識から逸脱し

たことを、初めて統合する、アウフヘーベンとも言うし、シンセシスとも言うのですが、
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それが新しい発想を生みます。漫才でいうところのボケとツッコミですね。 
 今の日本の会社はツッコミしか許されません。変わったことを言うと、突っ込まれ過ぎ

るから何も言わないということが起こっていて、なので、ボケをどんどん育てる必要があ

ります。変わったことを言う人を育てる必要があると思います。笑いが起きる仕組みと一

緒ですね。そうすると発想が生まれて、それを目利きして、foresight が生まれていくと。 
（スライド 12）じゃあ目利き力というのはどうやって決まるんだ、新しい発想の妥当性を

評価する能力は何で決まるかというと、大きく二つあって、一つは、人間について深く理

解していないといけません。「潜在ニーズは何か？」とありますが、つまり、アンケートを

とってわかるようなことではなくて、まだみんな言うてないけれども、発想も、枠組みと

しても、できていないけれども、本当はこういうことを望んでいるよねという、その潜在

ニーズを知っておく必要があります。 
 例えば、ホンダの本田宗一郎さんは、飲み屋で人の話にずっと耳を傾けていて、市場は

何を求めているかというのを目利きできたという、そういうところがあります。あと、食

べログ上位の 1％の飲食店経営者ばっかり調べたリサーチがありますが、お客様を毎日毎

日観察して、そこからインサイトを得ています。 
 もう一つは、意志の話です。実現したい未来はどういう世の中にしたいのかという、こ

の問いに答えられないと、目利きはできません。全ての人がコンピュータを使う世の中に

したいという、スティーブ・ジョブズでありますとか、あと、ニンテンドーの Wii をつく

った人も、家族がみんな集まって仲良くなる世の中にしたいという強い思いがあったので、

そういう目利きができたというところがあります。 
 私の話は以上です。どうもありがとうございました。 
○服部室長 ありがとうございました。 
 温暖化問題は、典型的な Wicked Problem であり、どうすればよいという唯一の正解は

ない、原因がたくさんある、どのような取組を行っても新たな問題が生じる、全ての人が

満足することはない、考え過ぎて何もしないよりは、「意志と行動」が大事と、非常に示唆

に富むお話であったと思います。それから、問題を捉え直す Reframe が大事というお話も

いただきました。 
 皆様のお話を総合しますと、技術もライフスタイルも変わっていく、産業構造も変わっ

ていく、世界全体のバリューチェーンの変化、それから産業の融合・変容が起きていく中

で、どのように温暖化対策を Reframe すべきかという、非常に大きな問題提起になったの

かなというふうに思っております。 
 これより、参加委員の皆様にご議論を賜りたいと存じます。ご発言されたい方は、お手

元の札を立てていただいて、順番に当てさせていただきますので、ご発言をいただければ

と思います。 
 非常に多様な議論が出てきましたので、どこから議論を始めたものかというところがあ

るかと思いますけれども、ぜひ、楽しい議論を期待しておりますので、よろしくお願いし

ます。 
 では、工藤さん、杉山さんの順でお願いします。 
○工藤委員 ありがとうございます。「楽しい」というキーワードが逆に難しいなと思った

のですが。 
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 前回の研究会でも、実際ここで議論をするスコープというのが、やはり 2030 年からの

連続性ではなくて、大幅に転換しなきゃいけない社会像そのものを考えるということでし

たので、そういった観点も含めて、今日のご四方のご発表は非常に刺激的で、興味深く聴

かせていただきました。 
 特に思ったのは、今後いろいろなテーマについて議論はされるのでしょうけれども、ま

ず、何かしらの手段を考えようということではなくて、大事なのは、どういった未来にし

たいのかとか、どういった未来が想定されるのかということを、ちゃんと共有化するとい

うことが、少なくとも今日のお話を伺っていた限りにおいては、感じた次第です。 
 例えば、最初のご発表でもあったとおり、個人化という形でどんどん転換していくとい

ったような話と、温暖化政策みたいなことを結びつけていきますと、一本の政策等で何か

しらうまくできるかというと、そうではなくなる可能性が感じられます。 
 そうすると、本質的には、政策優位性というよりは、生活者なり企業等の、この問題に

対するリテラシーを高めていかないと、なかなか立ち行かなくなるような多様性に留意す

ることが必要ということを、伺っていて、感じた次第です。 
 逆に言えば、そういったものをいかに高めていくのかというやり方を別途きちんと考え

る必要があると思います。 
 それから、比較的コンテンツとして強く示されていたのが、情報技術。AI であったり、

IoT といったような、ヒト・モノのサービスを結びつける等々といったような技術の革新

が社会に対してどういう影響を与えていくのだろうかという、将来の社会像というものが、

色々な意味でエネルギーと温暖化政策に対してどう影響するか検証することがやはり必要

だと感じました。 
 例えば、先ほど「コミュニティ」という言葉を出されて、これは、ある地域的な特性と

いうこともありますし、でも、スムースオフィスのような例を考えると、地域を超えて、

目的を共有化した人たちの共同体というイメージになってくる。そうなりますと、エリア

的な考え方が成り立たなくなってまいりますので、そういった観点も含めて、情報関連の

技術革新がもたらす社会と温暖化対策をどう考えるか。既存の省エネが進展してきたのは、

例えば価格がこう上がって、こういうふうに省エネ等が進みましたというような評価がう

まく当てはまる社会なのかどうか。そうしたことも、先々について様々な視点で見ていく

必要があるという気がしました。 
 そういう意味では、最後のご発表の中でリフレーミングとか PDCA というお話がありま

した。とかく温暖化対策の話では、2050 年、もしくは 100 年という先を見たゴールから

バックキャストして考えることの重要性が叫ばれるわけですが、一方で、これだけ技術が

急速に変わる可能性があるときに、現時点で描くバックキャストには、当然リスクが出て

くる。 
 そうすると、リフレーミング等も含めた PDCA 的なフレームワークを、短・中期のみな

らず、長期的な戦略の中でもきちんと仕組みとして組み込んでいって、継続的なリフレー

ムを通じて蓋然性等を高めていく、そういった仕組みを社会的に実装していくとことが大

事ではないかと今日お話を伺って感じた次第です。 
 若干質問をさせていただきたかったのは、一つは、将来を描くと、情報関連技術によっ

て、生活がこれだけ多様化して、ある意味、利便性やニーズが達成されるという絵が幾つ
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か示されていたのですが、一方で、それは全ての人がアクセスできるような社会をイメー

ジされているのか。例えば所得であるとか、コホート（世代）的な違いによってアクセス

が部分的に適用するような社会を描かれているのか。それによっては、恐らくエネルギー

消費等で大分状況が変わってくるので、その辺についてもしイメージをお持ちでひあたら

教えていただけたらと思います。 
 特に、最初に、宮下さんのほうから、資源の効率化が進むのではないかというお話なん

ですけど、中身だけ見ると、電力化が進展するというイメージがありました。電力という

と、一国マクロのエネルギーシステムで考えると、高付加価値なエネルギーですけれども

効率が若干悪いという課題があると思うのですが、お話しにあった効率化というのは恐ら

く二次側の話では思ったのですが、その辺をお伺いします。博報堂の方のアンケート結果

に関連して、将来に向けた皆さんの意識の中に、気候変動に対するリスクはあまり認めら

れなかったのか。、お話しにあった結果項目の中にはこの点について特に出てこなかったの

ですが、世の中では温暖化対策は大事だと世論調査等をやれば非常に高く意識されている

と出てくるわけです。25 年なり 35 年をイメージしたときの気候変動リスクに対して、生

活者等はあまり意識として出てこなかったのかどうか。恐らく、アンケートの聞き方等に

もよるのだとは思うのですけれども、この点について確認させていただければと思います。 
 以上です。 
○服部室長 ご質問への回答は、後でまとまった時間にやっていただければと思います。

まずは委員のコメントだけ先に行きたいので、杉山先生、お願いします。 
○杉山委員 ありがとうございます。資料 6 として事前に一つ紙があるので、それをかい

つまんでお話しさせていただいてから、今日伺ったお話についてのコメントをしたいと思

います。 
 今日、松波様から、Wicked Problem ということをおっしゃっていただいたのですが、

まさにそうだなと。地球温暖化問題というのは、なぜその Wicked Problem かということ

は、一つには、多くの不確実性がまだあります、ということであります。 
 よく取り上げられるのは、気候感度といって、CO2が 2 倍に倍増したときにどのぐらい

温度が上がるか。これは、1.5℃～4.5℃の間と。そこに入る確率が 3 分の 2 ぐらいと。こ

こだけでも結構不確実性は実は大きいわけです。温暖化が起きていて、CO2が原因ですと

いうのは本当なのですが、まだ科学的不確実性は大きいと。 
 この科学的不確実性というのは、実は温暖化にかかわる不確実性の中ではよくわかって

いるほうだと私は思っていまして、もっとわかっていないものはたくさんある。例えば、

環境影響がそうである。温度が 2℃上がったときにどのぐらい環境影響があるかというの

は、「リスクがある」とか、「リスクが増大する」という表現はされるのですけれども、で

は、ほかのものと比べてどのぐらい本当にまずいんですかと。人間はそれに対応できない

んですかということは、実はよくわかっていないということなので、環境影響評価研究が

今後進むと、温度目標自体も不断に見直されることになるのだろうと思います。 
 それから、松波先生がおっしゃったように、まさに、Wicked Problem ではなくて、何

か Complex Problem として解けるようなものと捉えられている原因の一つが、2℃に抑制

する排出抑制のシナリオというのを IPCC が出していて、それは 2050年に 8 割削減とか、

そういったものの根拠にもなるのですが、ただ、そのシナリオというのは随分大胆な前提
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を置いていて、一つが国際政治であって、国際的な協調がうまくいくというふうに想定し

ている。だけど、実際、パリ協定とかを見ていると、RITE さんの試算だと、中国・イン

ドはコストゼロで目標を達成できると、そういう目標しか現状では出ていないということ

なので、本当にそんな高いレベルで国際協調できるかというのは、これは予断できないわ

けです。この国際政治というのは、本当に将来はどうなるかわからない。 
 それから、その次に行くと、技術進歩と経済・社会ということですが、2℃に抑制する

IPCC のシナリオというのは、今のところ、バイオエネルギーと、あと CCS といって CO2

を地中に埋める技術、それを大量に使うということになっているのですが、これも、まさ

にこういうことをやるとほかの大きな問題が生じるということで、まさに松波先生のおっ

しゃった Wicked Problem の形になっているわけです。 
 こういう不確実性のもとで意思決定するとどうかということも、二つ書いてあるのです

が、実施すべきでないことは、2050 年の姿というのを決め打ちして、ここは CO2これだ

けというふうに決めて、それを真っすぐ直線で引き直して数値目標をつくるということを

やっても、多分、当たらない目標を追いかけることになってしまうので、非常に経済に負

担が大きい。国民生活にもいろんな問題を起こすだろうというふうに思います。 
 それに対して、やるべきことは、温暖化対策技術を含めて、いろんなイノベーションを

促進して、そのかわり、低コストな、経済成長と両立する範囲での温暖化対策はどんどん

やると。何もしないのは最悪ですとおっしゃったのは、まさにそうかなというふうに思い

ます。 
 最後に、段階的な意思決定が適切というふうに書いたのは、これも松波先生がおっしゃ

っていることと全く同じなのですが、不断に PDCA を回していくと。ただ、これも単に数

値目標を追いかけるのではなくて、問題全体の定義のし直し方、行動の方向性、そういっ

たものを根本から見直していくということだというふうに、私は、拝聴いたしました。 
 紙にあるほうはそこまでなのですが、今日お話を伺っていて大変勉強になりまして、こ

こからは口頭だけですけれども、申し上げたいと思います。 
 博報堂様とみずほ銀行様のお話で、それぞれ、未来における多様な住まい方、それから

産業のあり方というのをお話ししていただいて、私なりの感想ですが、いずれもイノベー

ション、技術の変化が駆動力となって、ボトムアップに世界が変わっていくんだよと、こ

ういうところは共通見解なのだなというところをすごく感じました。 
 これが、よく社会的イノベーションとおっしゃる方もいるのですが、社会がどう変わる

かというと、私の理解では、技術が変わって、それの意図せざる結果で結構社会が変わる

こともあるのかなと。 
 例えば、グーテンベルクが活版印刷を発明しましたと。何が起きたかというと、それで

聖書がたくさん印刷されて、ルターが宗教革命を起こしたのですが、別にグーテンベルク

は宗教革命を起こそうとは思っていないわけですね。それから、産業革命がイギリスで起

きて、その結果、奴隷の解放とか、女性の地位の向上とか起きたのですが、別に産業革命

をやった人は女性を解放しようとしてやったわけではない。そのほかにも、豊かさがいろ

いろあることで、我々は人権意識というものができてきて、これは共進化したと言ったほ

うが正しいのでしょうけど、そういう側面もある。 
 技術が社会をどう変えるか、これは予想を超えたところでいろんなことが起きるのかな
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というのが一つ思うことです。 
 博報堂さんの四つの世界というのはなかなか刺激的で示唆に富むのですが、一つ思った

のは、これだけ選択肢ができるというのは技術進歩のおかげだなということと、あと、意

見がすごく分かれるということからもわかるのですが、ボトムアップの個人の選択だった

ら、私は、ああいう未来像はすばらしいと思うのですが、もし国が、一つこの方向に進む

という意思決定をして、みんなそれに進むとなったら、これは最悪だなと。やっぱりボト

ムアップの意思決定というのは大事なんだなというふうに思いました。 
 それから、should be、こうなるだろうという与件というお話を博報堂さんがなさってい

たと思うのですが、私が一番感じたのは、技術進歩で世界が変わるというところは、皆さ

ん、与件として考えているのだなと。私もそうだと思います。これは、過去、そういう傾

向がずっとあって、今後も技術進歩が加速するということはまず間違いがないと。 
 分配がうまくいかなければ生活難民というのが出ますということだと思うのですが、そ

ういう警告も必要なのだと思います。 
 技術進歩のことをエネルギー需要について考えてみると、イノベーションに駆動されて、

エネルギー需要のあり方、これは消費のあり方も生産のあり方もまるで変わるわけですか

ら、エネルギーの使い方も当然変わると。それがどう変わるかは、ちょっと我々には現時

点で予測し切れない部分というのがたくさんある。ただ、豊かさが増すという方向性です

ので、エネルギー需要、なかんずく電力需要が増大する方向性になるのだと思います。 
 その一方で、イノベーションというのは、CO2削減のための選択肢を増やしますし、そ

のコストも下げるので、大幅な削減が可能になると、そんなような整理なのかなというふ

うに思いました。 
 大阪ガスの松波先生のお話で、Wicked Problem の話があって、これの例というのは、

私がちょっと聞いたことがあるのは、教育とか健康とか、社会問題というのは大体そうで

すよということで、例えば分数の計算ができる中学生の割合を増やすとか、成人病の大人

を減らすとか、そういうことを言うときに、何年までに何％削減という、そういう数値目

標の野心性を競ってもしようがなくて、ただ、教育だったら教え方を変えるとか、教材を

変えるとか、やることはいっぱいあると。塾に放り込みっぱなしにすると実は弊害がある

とか、そんなような形で、温暖化も、2℃とかという数字を絶対のものだと思ってしまう

と、自然科学の問題のように思えるのですが、実は不確実性も非常に大きくて、1.5℃でも、

2℃でも、2.5℃でも、リスクの差ははっきりわからないぐらいだと思うんですね。 
 そういうことなので、問題としては、社会問題だと捉えたほうがいい側面があって、温

暖化対策を、何か特定の数字に向かって計画して、Complex Problem として解くのではな

くて、大きな方向性としては、大幅に CO2はいずれ減らさなければいけませんと。それに

向かってのアクションというのを積み上げていきましょうということが適切なのかなと思

います。 
 最後に、Reframe ということもおっしゃっていただきました。まさに今申し上げたこと

で、2℃という目標があるけれども、実は 1.5℃でも、2.5℃でも、環境影響リスクはあま

り区別がつきませんよというのが科学的知見であるということであれば、特定の数字を追

いかけるのではなくて、Reframe して、いずれ大規模削減をしなければいけないのですよ

ということを問題のゴールに置きかえてやるとか、あるいは、CO2の総量抑制をするとな
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ると、経済に悪影響があるのではないかとか、ゼロサムゲームになるのではないかと心配

になるので、Reframe してイノベーションをしましょうとすればよい。そうすると経済成

長と両立するし、やった人が得をするというふうに Reframe できると。そういう点も大事

かなと思います。 
 経済成長と両立と言うと、強弁してしまうと、どんな政策でも経済と両立することにな

ってしまうので、詳しい議論が必要で、例えば FIT はあまり経済と両立しませんねという

ことは大体共通理解になっているのですが、そこは詰めていく必要があると思います。 
 すみません、ちょっと長くなりましたが、以上です。 
○服部室長 ありがとうございました。 
 次は、秋元先生、栗山先生、遠藤先生の順番でお願いしたいと思います。 
○秋元委員 非常にどれも興味深いご発表をいただきまして、どうもありがとうございま

す。 
 杉山委員がおっしゃったことを、多分私の言いかえになる部分が結構あるかと思うので

すが、ご容赦ください。大きく三つぐらいコメントしたいと思います。 
 一つは、やはり技術のイノベーションというのは非常に重要で、技術進展というのは、

今後もすごく進むのだろうということは多分確実なのだろうというふうに思います。しか

も、過去も、技術はものすごく進展してきましたし、将来もそれはさらに進むのだろうと

いうふうに思うわけです。 
 ただ、考えないといけないのは、私の感じでは、過去は技術進展してきたのだけれども、

エネルギーは増えて、CO2が増えてきたこと。将来も、技術進展はするのだけれども、そ

れでエネルギーが減って、CO2が確実に減るかというと、なかなかわからないというのが

私の感じているところです。技術進展はものすごくあるとは思うのですが、それが本当に

CO2が大幅に減るような方向にのみ働くのかどうかというのは、消費者の効用とか、消費

者の好みというものがどこに発生するのかというのはなかなか読めないので、エネルギー

を見て我々は行動しているわけではないので、その結果として、エネルギーや CO2が出て

くるという意味で考えると、どこに行くのかというのはなかなか読めないのかなというの

が私の大きな感想です。 
 二つ目は、博報堂さんのお話がありましたけれども、生活者の行動で見るのが非常に重

要だとおっしゃいまして、私も非常に同感で、やはり技術のイノベーションを引き起こす

のは、消費者の行動とか消費者の効用がどういうふうに発生していくのかというところか

ら技術のイノベーションが起きていきますので、そこを見ていくということに関しては、

非常に私も賛成だなという気がしました。 
 そして、お示しいただいたシナリオに関しては、どれも確かに、もしかしたら将来あり

得るのかなというふうに、刺激的ではありましたけれども、思いました。ただ、アンケー

トでもありましたけれども、四つのシナリオで、みんなそれぞれ思いが違っていて、どれ

か一つの方向性になるという感じでもないのかなと。杉山さんもおっしゃいましたが、社

会がどれかに誘導するというのは、むしろ今の多様性のある民主主義の社会の中ではなか

なか難しいし、それをすべきではないような気がするので、実際に起こることは、それぞ

れの消費者が、それぞれ好みの中で、四つの社会がみんな混ざったような社会ができ上が

っていくのかなという感じがしました。 
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 そうしたときに、必ずしも、エネルギーが本当に減る社会になるのかどうかというのは、

いろいろ多様な社会が入り乱れる中で社会ができていくということになると、むしろエネ

ルギーが増えていく、もしくは、エネルギーと言わずに「電気」と言ったほうがいいかも

しれませんけれども、増える要素は結構大きいような可能性があるので、なかなかそのあ

たりでどう読んだらいいのかなというのは難しい、というふうに思いました。 
 最後の点ですが、松波先生のほうからお話があった部分ですけれども、おっしゃられる

ことは全く私も同感だったのですが、最初の問題設定が、80％削減が問題設定の先にされ

ていましたけれども、要は、逆に言うと、リフレーミングとか、そういうことから考える

と、むしろ我々が持たないといけないのは、持続可能な発展というのが大きな目標にあっ

て、これが意志のような気がしています。社会として、持続的に発展することが、我々と

して強い意志を持つ必要があって、その一部として気候変動問題があって、2℃目標があ

って、さらに、もしかしたら 8 割減という目標があるかもしれないと。ただ、8 割減とい

うのは、必ずしも我々が持つべきものではなくて、もっと大きいフレームで、持続的な発

展というのが我々が持つべき意志であって、それをどう解くかということを Wicked 
Problem として考えるべきではないかというふうな感じがしました。 
 そこを間違ってしまうと、我々は、本当に行くべき世界を間違ってしまって、違ったと

ころばっかりに労力を割いて、別の幸福を失ってしまうのではないかという気がしました。 
 Reframe という話がありましたが、これもまさに、京都議定書が失敗したというのは、

キャップをかけて、そこの部分を何とかやっていこうという拘束力を持たせてというとこ

ろがうまくいかなかったと。これは、本来、温暖化問題というものを考えて、CO2を減ら

そうと思うと、それが机上の計算ではよさそうに見えるのだけれども、現実の世界ではワ

ークしないということがわかって、パリ協定のような新しいプレッジ＆レビューの仕組み

ができて、これはまさに Reframe したというふうに思っていまして、そういったものを日

本の目標に対しても同じように Reframe していかないと、結局なかなかうまく解けないと

いうことになってくるような気がして、そこの鍵は、先ほど杉山さんもおっしゃったよう

に、イノベーションであるとか、温暖化目標は結果として CO2削減がついてくるような形

で Reframe するということが、私は、大事なのではないかなというふうに感じました。 
 どうもありがとうございます。 
○服部室長 ありがとうございました。 
 続きまして、栗山先生、お願いします。 
○栗山委員 いずれも大変興味深い報告だと思いますけれども、多くが、技術革新とイノ

ベーションを駆動力として、どのように将来像が変わっていくのかということを考えると

いうことだと思うのですが、私は、もちろんそうしたイノベーションは非常に重要だとい

うことは理解しているのですが、やはりそれだけでは、将来、温暖化対策という観点から

見るときには、少し限界があるのかなというふうに思っております。 
 要するに、私の考えとしましては、技術だけではなくて、その上で、さらに消費者とか、

企業とか、投資家が、いかに行動を変えるのかということを考えなければいけないだろう

というふうに私は思っております。 
 例えば、最初にみずほさんのほうから、消費者が求めるものが、モノから、だんだんサ

ービスのほうへと変わってきているというふうに言っておられるわけで、これは確かに私
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もそういう感じもしております。 
 例えば、うちの学生を見ていると、最近、免許を持たない学生が非常に増えてきていま

す。「何で免許を持たないの？」と聞くと、車を持つことに魅力を感じないと。車を持って

も高いばっかりで、こんなにコストをかけてもしようがないというふうに言う学生が多い

のです。移動するんだったら、例えばタクシーで移動したらいいじゃないかとか、ほかの

人の車に乗っけてもらったらいいじゃないかということを言ったりするわけです。そうい

う点では、まさに本当にモノから移動というサービスの方向へと変わっているという感じ

がするわけです。 
 ただ、この背景としましても、車を所有することが、非常にコストが高いというのが背

景としてあるわけであって、要するに税金が高いということですね。例えばこれがもし大

きく変わった場合には、それによってまた改めて、もしかしたら車を持ちたいという人が

増えるかもしれないわけであって、その背景には、人々の行動を支えるようなさまざまな

制度があるわけです。例えば日本の場合には、車を所有することに対して、税金から、ガ

ソリンの高さから、いろんなものがコストとして反映されているわけであって、それが消

費者の行動を規定しているわけですね。 
 そういったことを考えていくと、こうした消費者の行動というものをどういうふうに変

えていくのか。そして、そのための制度設計はどうしていくのかというふうに考えていか

ないと、温暖化対策は技術だけでは難しいのではないかなというふうに思っております。 
 同じことが、例えば企業とか投資家に対しても言えるのではないかと思っています。例

えば PwC さんのほうからは、企業の環境負荷に対して評価をしていくということが、さ

まざまな方法が示されておりまして、これは私も非常に関心を持っております。特に、Total 
Impact Measurement ということで、企業の環境負荷というものを金銭単位で網羅的に評

価することによって、今、企業がどういう対策をとることによって、どのように影響が変

わっていくのかということを、目に見えてわかりやすくするということは、企業の経営者

にとって非常に有効なものだというふうに思っております。 
 実際、私自身も、私の研究テーマはそういった環境の金銭単位での評価がテーマですの

で、こういった企業の環境負荷を評価する研究をさまざまやっているわけですが、一方で、

ではそれが果たして本当に、例えば投資家の行動を変えているかというと、決してそうで

はないわけです。今、多くの企業が環境報告書とかを出して、そして、環境会計とかで環

境負荷を細かく数値化して出してはいるわけですけども、それに対して、本当に投資家の

方々がそういう企業に対して投資を行っているかというと、決してそうではない状況にあ

ります。海外に比べて、日本は、社会的責任投資とかに対しては非常に弱いというのが今

の実態だと思うのです。ここら辺も、単純にそういうふうに金銭評価をしていくだけでは、

投資家になかなかなびかない。その背景は何なのだろうかということを考えていく必要が

あるのではないかと思います。 
 そういう点で、消費者とか、生産者、企業、そして投資家などなどの行動をきちんと考

えていく。それは、データに基づいて、きちんとその行動がどういうふうに影響をもたら

すのかということを考えていくということがやはり必要ではないかなというふうに思って

います。 
 そういう点で、大阪ガスさんの、行動を観察して、それをもとに分析をしていくという
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アプローチは、私としては、非常に有効なのではないかというふうに思っております。 
 以上です。 
○服部室長 遠藤先生、お願いします。 
○遠藤委員 今日は省内でちょっと別件がございまして、遅くなった参加となりました。

申し訳ございません。 
 大変脳みそを揺さぶっていただくような貴重なご発表をいただきまして、また資料等も

拝読をさせていただきましたが、今回は特に、私としては、その二つの整理ができるのか

なというふうに思っております。前回も、供給サイド、需要サイドというお話がありまし

たが、供給サイドにおいては、連続性のある技術革新について、極めて技術のレベルを上

げていくという、そういうプロセス、もしかすると、大阪ガス様の発表によると Complex 
Problem というふうな言い方になるのかもしれませんけれども、それが供給サイドとして

一つあって、もう一つは、需要家サイドの取組が一番大きいと思うのですが、経済・社会

の変革、これはもしかすると Wicked Problem と言ってしまっていいのかよくわかりませ

んけれども、リフレームというのでしょうか、あり方を変えていく、ここは別に新しい技

術によってもたらされるものではなくて、いわゆる既存の技術の組みかえといった、大き

な意味でのイノベーションの中によってもたらされる変革があるのではないだろうかとい

うふうに思っております。これは、もしかすると、連続的に起きるものではなくて、非連

続に生じるものかもしれないというふうに思っております。 
 みずほ銀行の宮下様のご発表資料にもありましたけれども、いわゆるサーキュラー・サ

ービスとかエコノミーとかいったものがありまして、これは需要家サイドの大きな社会変

革をもたらす意味で欠かせないものであろうというふうに思っておりますし、今現在も、

例えば UBER とか air bnb とかというサービスの出現からしてみると、今まさに起きてい

ることであろうと思います。 
 これは恐らくその企業体が大きくなっていく中で、日本の社会の中にも根づいてくるの

でしょうけれども、もう少し加速させるためにはどうあるべきなのかなというふうに考え

て、これがもちろん省エネルギーのほうにつながっていけば、もちろん、この研究会とし

ても非常に成果が出てくるのだと思うのですが、これについては、いわゆる供給サイドの

技術開発と違って、ある種、投下資本がすごく少なくて済む新しいサービスの出現という

ことになるわけですね。 
 そうすると、これから新産業、例えばベンチャーの育成みたいなことのあり方について

も、例えばこちらの省でいけば、NEDO の資金の出し方についても、技術オリエンテッド

な企業でなくてはならないとかというようなことではなく、新しいサービスのためにお金

を出していくというような制度も、もしかすると付随して考えていくべき問題なのかなと

いうふうに思います。 
 ソニーのウォークマンの事例を出していただきました。このとき、盛田さんという極め

て優秀な経営者がおられてウォークマンというものを発想するわけですが、ソニーはこの

とき、決して大きな企業ではなかった。ベンチャーだということをもう一度思い出してお

かなくてはならないのだろうというふうに思います。 
 ですので、こういう参入障壁が意外に低くて、投下資本が少なくても済むような、新し

い新産業の創造というものは、これは省エネルギーの中にも大きく、何らかの効果をもた
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らすことになるのではないかというふうに思っておりますので、今回は、そういうことを

考えさせていただけるような、極めて有効なご意見を頂戴できたなというふうに思ってお

ります。 
 ですので、供給サイドと需要家サイド、両方が、大企業のイノベーションと、ある種の

新産業創造みたいなものが重なり合って、もしかすると、非常に厳しい、高い目標につい

てのプロセスの中が若干短縮できるのかなというふうに思った次第でございます。 
 以上でございます。 
○服部室長 ありがとうございます。 
 今、これで立て札はなくなったところでございますけれども、大橋先生、よろしいです

か。その後、池田さん、市川さん、どうされますか。コメントは、いいですか。 
 では、大橋先生にお願いした後、最初に工藤さんからご質問をいただきましたので、宮

下さんと石寺さんにコメントをいただきたいと思います。 
○大橋委員 今回の検討会の与えられた課題というのは、かなり難しい課題なので、とり

あえず、こういう会で考え方をちょっと変えてみたらどうかという室長のサジェスチョン

のもと、ご発表があって、私も非常に勉強になったのですが、一つ言えそうなのは、エネ

ルギーとか環境政策というのは、従来、一部中央集権的にかなりやられてきた部分がある

のだけれども、この延長線上でなかなかできないとなると、今の社会・経済制度を考えて

みたときには、何らかの形でシステムを変えていく必要があって、ただ、それも分権的に

やらざるを得ないとすると、強制的にもできないから、そうすると複数のシナリオが競合

しつつ、分権的なシステムが固まってくるのだということだと思います。博報堂さんがお

っしゃったような話なのかもしれません。 
 ただ、分権的だけでは恐らく済まなくて、これは、皆さん方のお話があったように、情

報インフラ基盤というのは非常に重要で、かなりの部分、公共的に提供されなければいけ

ない部分も大きいので、そうすると国の政策が関わる部分というのも結構あって、分権的

に決まるべきシステムなのだけれども、そこに中央集権的というか、国の政策というのが

重要になってくる。その二つというのはどう絡まり合って新しい社会をつくっていくのだ

ろうかという、すごく難しい話なのかなというふうに思いました。何ら結論がある話では

ないのですけれど。 
 この手の話は、昔から、100 年前にも、100 年後にどんなイノベーションができますか

という、東洋新報社かどこかがやって、その 7 割が当たったとか、6 割が当たったとかと

いう話がありますけれど、今でも日本でもデルファイとかという分析があって、専門家に、

どんなイノベーションが出てきますか、いつごろ出ますかと、技術的に確立した時期から

社会実装できるまでどのくらいかかりますかとか、やっているのですが、これもある種、

我々が今何を考えているのかということを知るぐらいのもので、後で、これが当たらなか

ったとか、当たったとかというのを精査するのも詮ないから、誰も精査していないわけで

すけれど、そういうふうな感じのことを、皆さん、おっしゃられているのかなと思います。 
 逆に言うと、自動運転の話は今いろんなところでなされていて、今回もいろんな資料が

出てきたのですが、法制度の話は結構重要で、それを考えてみると、あまり無責任な話を

がんがん言われても、ちょっと困るんじゃないかなと、実務で、実際に自動運転の研究と

かをされている方は、かなり思われている部分もあるのではないかと思うので、こういう
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ふうな話をしつつ、法制度とか、そういう話というのは抜きにして自動運転の話をしても

どうかなというところもある。自動運転がここの課題ではないと思いますけれど、そうい

うふうな感じは思います。 
 大阪ガスさんのお話は、私、どこまで理解したのかわからないのですが、いろんな感じ

で Reframe することが重要だと。確かにそうで、そうすると、先ほどの中央集権と同じで

すけれども、これまでセクター別で義務づけしていたものというのを、もう少しインセン

ティブを働かせる形で、横断的に考えるというのも、一つ、先ほどの中央集権と分権の考

え方でいうと、あり得るのかもしれないし、また、2050 年を紀元前と考えるとか、そうい

うのはまったく意味を持たないですけど、あと、大阪ガスの考えをどう使えるのかなと思

っているのですが、国内とグローバルとか、開かれたとか、閉じたとかという話だと、国

内で考えるのかグローバルで考えるのか、それを日本の企業の海外展開とどう結びつける

かみたいな話と環境政策との関係とか、そんなところが今回のお話と関係しているのかな

というふうに、つらつら思いながら聴いていました。 
 以上です。 
○服部室長 ありがとうございました。 
 では宮下さん、よろしいですか。工藤先生の質問に対して。 
○宮下様 先ほどいただいたご質問は、大きく 2 点かと思います。一つは、テクノロジー

が進化していく中で、その恩恵は必ずしもみんなが受けられるものだろうかということ、

もう一つは、需要の個別化は電力化という側面をもっており、結局使用するエネルギーが

増えるのではないかということだったと理解しております。 
 私が本日お話しさせていただいた内容は、足もとの動きをヒントにして将来を展望しよ

うとするアプローチなので、もちろんこれが 2050 年の姿かというとそうではないと思い

ますが、変化の方向性としてご理解いただければと思います。まずご質問の 1 点目につい

て、テクノロジーの進化が何をもたらすのかという概念をご説明した資料の 2 ページをご

覧ください。右側の図表には、テクノロジーの進化によってサービス提供の採算ラインが

下がっていくということを示したのですが、同じ価値を提供するのであれば、テクノロジ

ーの水準が上がっていくことによってコストが下がることは間違いないでしょうから、今

と同じ価値はより安価に手に入れられるという意味で、全ての人が恩恵を受けられると思

います。 
 一方で、今よりも付加価値の高い便利なサービス、例えば個別化されたサービスには追

加的なコストが生じる可能性があり、そのコストの一つが電力です。小売の事例で申し上

げましたように、人の行動をサーモグラフィーを使って分析するには追加的なコストが発

生していると思われ、確かにそういった意味では必ずしもテクノロジーの進化が生み出す

新たなビジネスが省エネ・省資源に資するわけではないかもしれません。 
 ただ、自動車のシェアの事例のように、個別化されたニーズを詳細に捉えることによっ

て、実は過剰に供給していたものをうまく削減して、資源・エネルギーを含むコストを大

幅に削減しうる領域を見いだせる可能性はほかにもまだまだあると思います。 
 
○服部室長 ありがとうございました。 
 それから、石寺様には、気候変動の世論はどういう感じですかというご質問だと思いま
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す。 
○石寺様 今日お見せしたものは、基本的に「あけるか、しめるか」という価値観につい

ての調査ですので、温暖化とか地球環境に関する意識は聞いていないのですが、別の調査

で、20 年以上にわたって、2 年に 1 回、1500 項目、あれこれ聞いている調査がございま

す。今年はちょうど調査年で、10 月に一般公開させていただく予定ですが、地球環境回り

の項目が幾つかございます。結果を見てみますと、残念ながら、全体に日本人の意識は内

向きになっていまして、世界よりも日本のこと、世の中よりも自分のこと、というほうに

向かっています。 
 環境問題に関しても、意識面・行動面とも、過去 20 年ぐらいで最低の数字になりまし

た。2008 年がピークです。2004 年から 2008 年に 1 回上がって、そこからもう坂を転げ

落ちるように下がっていまして、このままだと、ますます関心は低くなるということは言

えるかと思います。20 年後はわからないですが、現状でいうとそういう感じです。 
○服部室長 ありがとうございました。 
 皆様、1 周はしたと思いますけれども、もし、委員のほうから、2 周目のご意見がなけ

れば――工藤さん、はい。 
○工藤委員 三橋さんにお伺いしたかったのですが、いわゆる 3 大メガトレンドというご

発表がありましたが、資源、気候変動以外の三つのメガトレンドというのは何でしょうか。 
○三橋様 PwC が提唱しておりますグローバルメガトレンドは五つございまして、まず一

つ目が、人口動態と社会の変化。2 番目が、経済大国のシフト。3 番目が、都市化の加速。

これは相互に関係しています。4 番目が、気候変動。5 番目が、テクノロジーの進歩。こ

れが五つのメガトレンドで、グローバル CEO サーベイをした結果、最も CEO が気にされ

ていたのがテクノロジーの進歩ということで、77％の CEO が、このテクノロジーの進歩

が今後のビジネスに大きな影響を及ぼすであろうということを言われていまして、気候変

動につきましては、4 番目に関心があったということです。1 番目がテクノロジーの進歩。

2 番目が人口構造の変化、これが 61％。3 番目が、世界の経済力のシフトが 58％。4 番目

に、気候変動と資源の不足が 43％。最後の 5 番目に、急激な都市化の加速が 36％という

アンケート結果だということでございました。 
 すみません、説明の仕方が悪くて。 
○服部室長 何か追加でコメントとかございますか。 
○松波様 皆さんの意見をお聞きしまして、3 点ほど、ちょっと述べさせてもらいたいと

思います。 
 一つ目は、イノベーションがこれから起こってくるのだろうなという話がありましたが、

多分起こらないと思います。このまま行くと、ですよ。というのは、いろんな会社と仕事

をさせてもらっていますが、改善系のやつは意思決定されますけども、先ほど、ベルリン

の壁がありますと言ったように、ウォークマンは、多分、今、日本の企業でほとんど生ま

れにくい状況だと思います。 
 というのは、がちがちに定量化で考えるので、絶対大丈夫かとか、なので、変わった、

つまり、「音質が一番大事」とアンケートで 1 位になっているのに、そうじゃないものを

出すというのは、今の日本の企業ではほぼできない。大きな会社ではなかなか難しい。で

きる会社もありますよ。だけど、ほとんどの会社は、案はあります。アイデア、発想はあ
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ります。だけど、目利きが難しい。よくわからないからやらないというふうなことが起こ

っているので、そこは、うまくそれを乗り越えたほうがいいという、何かわからないです

が、それは解決を絶対しないといけないなというのが一つあります。そうでないと、今回

の問題も乗り越えられないのではないかなという、組織的な問題ですね。 
 二つ目は、目利きの話で申し上げたように、日本で暮らしている人たちがどういう人で

ありたいのかという、これが大事になってくると思うので、僕であれば、それを一生懸命

調べるかなというふうに思います。潜在的なところですね。 
 人間というのは面白いもので、ありたい自分になれるということに関してはすごくお金

を払いますので、つまり努力をしてくれるということですので、それを早く明確にされた

らどうかなという話と、あと、もう一つ、目利きの意志の話ですね。どうしたらいいのか

というのは、どんなレベルでもいいので、めちゃくちゃ抽象的でも構わないので、こうい

うふうになっていきたいねというところは、難しいですけれども、早く握れたらなという

ふうに思います。 
 3 点目は、行動変容という話が出てきまして、行動を変容していくという話に結局なっ

ていくと。行動変容するのは、ざくっと言うと、三つ方法があって、どういうときに人間

は行動変容するかというと、一つ目は、気分がいいときです。例えば、新しい飲料を出し

ますというときには、音楽イベントをやったりしますね。こういう飲料を出しましたと。

つまり、そういう飲料を飲むという新しい行動をとってもらうためには、音楽イベントみ

たいな楽しい気持ちにして、行動を変わってもらおうと。企業も、ものすごく儲かってい

るときには気分がいいので、新しいことをどんどんやってみようといって、できます。 
 二つ目は、心から納得しているときです。例えば、ダイエットしないと死にますよとい

う人がいたとしますね。医者が、「あなたは、もう、ダイエットしないと死にますよ」と、

7 人に言ったら、そのうち、本当にダイエットするのは 1 人しかいません。つまり、それ

が正しいと頭でわかっていても、行動をとれるかどうかはものすごく難しい。だけども、

心の底から、本当にこれはまずいなと思ったらやるはず、というふうに、ものすごく説明

をして、納得してもらうという話ですね。 
 今申し上げた二つは、すごくコストがかかります。いい気分になってもらうのもコスト

がかかるし、丁寧に一人一人納得してもらうのに、すごくコストがかかりますよね。 
 三つ目は、まだコストがかからないのではないかと思っていまして、それは何かという

と、直後にフィードバックをかけるという方法です。例えば、夫婦で行動が気に入らない

とかあったとしたときに、ちゃんとやってくれたときに、すぐ、すかさずフィードバック

をかける。「あ、掃除してくれたね」とか、そういうふうに言うと、その行動が促進されま

す。 
 ものすごく失礼な言い方になるかもしれないですが、ハワイの動物園でイルカの演技を

する、あれはどうやって調教しているかというと、言葉が通じないですから、ちゃんと跳

んだら餌あげるという、これだけですね。間違ったことをしたらどつくとやっても、彼ら

は全然わからないので、だから演技をやっているときにも餌をあげていますね。そういう

ポジティブ・フィードバック・ループが効いてくるという話で、人間もある種動物ですか

ら、それが効いてきますので、そういう環境に行こうと思ったら、すぐポジティブフィー

ドバックがあるということがあると、すごく行動変容が早まるのではないかと思います。 
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 ちょっとヒントかなと思いまして、述べさせていただきました。 
○服部室長 ありがとうございました。 
 大分時間になってまいりましたけれども、役所側で、もしこの議論に参加したい方がい

れば。よろしいですか。 
 では、ちょっと早いですけれども、委員の皆様、活発なご議論をありがとうございまし

た。そろそろ定刻が近づいておりますので、本日の議論はここで終わらせていただきたい

と存じます。 
 それでは、最後に、大臣官房審議官の髙科より、ご挨拶をさせていただきます。 
○髙科審議官 髙科でございます。 
 本日は、貴重なお時間をいただきまして、また、ゲストスピーカーの皆様方におかれま

しては、本当に多様な視点をご提供いただきましてありがとうございます。 
 今日の議論を聞いて思ったことを申し上げますと、前半 1 時間は、本当に多様な視点で

あり、未来像でありということで、非常に興味深く、楽しくお話を拝聴することができま

したが、ふと我に返って、自分の立場を思い出すと、さあこれでどうするんだろうという

ことで、やや途方に暮れたというか、困った面もあったわけです。後半の委員の皆様方の

コメントを聞いていますと、その後、前半に示されました、いろんな考え方であるとか、

未来の姿であるとかいうことを、温暖化対策と的確に結びつけていただいて、それであれ

ばどういう考え方で進めるべきなのかということについて、非常に貴重なご意見をいただ

けたのかなと。そういう意味で、非常にいい議論ができたのではないかと思いました。 
 こういう言い方はちょっと失礼かもしれませんし、もしかして言葉の使い方を間違って

いるかもしれませんが、松波所長のお言葉をお借りすれば、前半 1 時間がボケの時間で、

後半 1 時間がツッコミの時間で、我々としては、そういったやりとりの中で、みんなの目

利きの力というのを高めていくことが大事なのだということを、非常に強く感じた議論で

した。 
 また、後半の議論の中で、温暖化は社会問題であるとか、あるいは、持つべき意志は持

続的成長だというようなコメントがございましたけれども、温暖化対策を考えていくに当

たって、温暖化の視点だけでは不十分だなと、そういうことを、この 2 時間の議論を通じ

てますます強く感じたところでございます。そういう意味で、非常に貴重な議論ができた

と思います。ありがとうございました。 
 今日いただきましたご意見は、事務局のほうで整理しまして、次の議論にまた生かして

まいりたいと思っております。引き続き、皆様にご知見をおかりできればと思っておりま

すので、ご協力のほどをよろしくお願いいたします。 
 本日は、どうもありがとうございました。 
○服部室長 それでは、以上で本日の議事を終了したいと思います。 
 皆様、活発なご議論をありがとうございました。 
 次回のタスクフォースは、9 月 26 日、月曜日の午後 1 時から 3 時の開催を予定してご

ざいます。次回は、「産業界の取組」に関して、引き続き、ゲストスピーカーをお招きして、

さらに議論を深めてまいりたいと思っております。 
 本日は、ご多忙のところをお集まりいただきまして、ありがとうございました。 

以上 
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