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産業構造審議会環境部会地球環境小委員会 

自動車・自動車部品・自動車車体ワーキンググループ（２０１１年度） 

議事録 

 

日時：平成23年11月16日（水曜日）17：00～19：00 

場所：経済産業省別館10階1028会議室 

 

議題 

１．自動車・自動車部品・自動車車体業種の自主行動計画の評価・検証について 

２．その他 

 

議事内容 

○飯田環境経済室長  定刻でございますので、ただいまから「産業構造審議会 環

境部会 地球環境小委員会 自動車・自動車部品・自動車車体ワーキンググループ」

を開催いたします。 

 本日は、ご多忙のところをご出席いただきまして、まことにありがとうございます。 

 私、経済産業省の環境経済室長の飯田でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。一番最初に、座長の交代がございましたのでご紹介を申し上げます。座長を務

めていただきました一般社団法人新エネルギー導入促進協議会代表理事でいらっしゃ

いました石谷久先生が、ご都合によりご退任ということでございましたので、産業構

造審議会運営規程に基づきまして、茅陽一地球環境小委員長のご指名により松橋隆治

東京大学大学院工学系研究科教授に座長をお務めいただくことになりました。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 続きまして、座長のご退任に伴いまして委員の追加がございましたので、ご紹介申

し上げたいと思います。明治大学経営学部会計学科長でいらっしゃる千葉貴律様にご

就任いただきました。 

○千葉委員  どうぞよろしくお願いいたします。 

○飯田環境経済室長  よろしくお願いいたします。 

 それでは、松橋座長から一言ご挨拶をいただきたいと思います。どうぞよろしくお

願いいたします。 
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○松橋座長  ただいまご紹介をいただきました松橋です。若干急なご指名というこ

ともありまして、大変若輩でございます。力不足な点もあろうかと思いますが、委員

の皆様、関係の皆様のご支援をいただきながら、何とかきちんと務めてまいりたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 一言ご挨拶を、となっていますが、私どもエネルギー、温暖化対策に関しましては

四半世紀（25年）ぐらいずっと研究をしてまいりましたが、今般３月11日の東日本大

震災は非常に大きな事象であると思っておりまして、これ以前とこの後では、エネル

ギー政策、温暖化対策、これに関する考え方もかなり変わってこざるを得ないと思っ

ております。自動車に関しましても、いろいろな厳しい環境、東日本大震災だけでは

なくタイにおける今の水の問題、それから急激な円高ということもあります。こうい

う厳しい環境の中で、さはさりながら私、大きく変わる、と申しましたけれども、長

期的には、前のエネルギー基本計画でもうたわれておりましたように、日本のエネル

ギーの重要性は、これは疑いようのないことでして、エネルギーの安定供給、経済性、

そして環境、すなわち環境の中でも「低炭素化」ということも長期的にはやはり進め

ていかなければいけない。今この状況下、つまりここ１、２年ということもあります

が、その後、長期的にどのように進め、何が進められるのか、何を見直さなければい

けないのかということも含めまして、これからもう一度つくっていくことが必要では

ないか思っております。 

 簡単ではございますが、これで挨拶にかえさせていただきまして、早速本日の会議

に入ってまいりたいと思います。それでは、飯田室長よろしくお願いいたします。 

○飯田環境経済室長  ありがとうございました。 

 それでは、参加者を事務局からご紹介申し上げたいと思います。経済産業省から環

境経済室と自動車課から担当の課長補佐が来ております。環境省から室石地球温暖化

対策課長、地球温暖化対策課の補佐の方にもご出席をいただいております。 

 それから、自主行動計画の進捗状況のご説明ということで、産業界から一般社団法

人日本自動車工業会・日本自動車車体工業会様からご出席をいただいております。そ

れから社団法人日本自動車部品工業会様、社団法人日本産業車両協会様からもご出席

をいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、以降の進行は松橋座長にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願

いいたします。 
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○松橋座長  それでは、早速議事に入ってまいりますが、お手元に資料が配付され

ていると思います。まず、事務局から資料の確認をお願いいたします。 

○飯田環境経済室長  「配付資料一覧」がございますが、資料１「議事次第」、資料

２「委員名簿」、資料３が総括表でございます。資料４―１が、フォーマットに基づく

自動車工業会・自動車車体工業会様の資料、４―２が、それに関連するパワーポイン

トでございます。資料５―１が、部品工業会様の資料で、５―２が、それに関するパ

ワーポイントでございます。資料６が、日本産業車両協会様の資料でございます。 

 それから参考資料１といたしまして、本日は2010年度の自主行動計画のフォローア

ップでございますが、これは、経団連のほうで「低炭素社会実行計画」、2013年以降の

対策についても既に呼びかけをしておられまして、産業界の方々がおつくりになって

おられると思いますけれども、震災前ということで、今後いろいろ見直しもあるんだ

と思いますが、いずれにいたしましても今後、低炭素社会実行計画をつくっていかれ

る上で、先生方、委員の皆様方からポイントなどについてご指摘をいただければと思

いまして、その関連の参考資料の１番でございます。参考資料２は、昨年、一昨年と

自動車に限らず自主行動計画のフォローアップワーキングで委員の先生方からいただ

いたご意見を、事務局で尐しカテゴライズしてまとめたものでございます。 

 落丁、抜けなどがございましたらご指摘いただければと思います。 

○松橋座長  配付資料に抜け等ございませんでしょうか。皆様おそろいでしょうか。 

     （「はい」の声あり） 

 ありがとうございます。 

 それでは、「議事次第」に従って進めてまいりたいと思いますけれども、本日は、各

関連業界の方からプレゼンをいただくことになっております。３つの団体からのプレ

ゼンでございますが、まずは日本自動車工業会・日本自動車車体工業会、それに続き

まして日本自動車部品工業会、そして最後に日本産業車両協会からご説明をいただく

ことになっております。 

 それでは早速でございますが、まず日本自動車工業会・日本自動車車体工業会から

プレゼンをお願いいたします。 

○谷口部長（日本自動車工業会）  日本自動車工業会の谷口でございます。時間は

何分ぐらいを……。 

○松橋座長  約15分程度でお願いできましたらありがたいですが、多尐の上下はこ
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ちらで何とか吸収いたしますので。 

○谷口部長（日本自動車工業会）  わかりました。ありがとうございます。多分そ

こまではかからないと思います。 

 お手元に資料４―１と４―２とございます。４―１が、産構審に提出するフォーマ

ットに従ったものですが、時間の都合もございますので４―２でご説明をさせていた

だきたいと思います。 

 １ページ目ですが、上が目次になっておりまして、その下でございますが、「自動車

製造業の概要」ということで、自動車メーカー・自動車車体メーカー全178社中56社が

参加しているということでございます。内訳はここに書いてございますが、自動車工

業会14社、これは全社参加という状況でございまして、大手のところはみんな参加し

てございますので、売上高のカバー率としてはほぼ100％に近い状況でございます。 

 「会員企業の製品」としては、四輪車、二輪車、四輪車・二輪車部品、それから架

装物になります。企業の中には、ここに書いてある製品以外、自動車関連以外の製品

をつくっているところもございますけれども、この取り組みからは、CO2のところも含

めて別扱いにしてございまして、純粋にここの対象製品から出るCO2ということにして

ございます。 

 ３番の「生産台数と生産金額」ということで、図をみていただくとおわかりのよう

に、2007年が、最近の中ではピークになっておりまして、リーマン・ショックの影響

で落ちましたが、2010年度からは回復基調にあるということでございます。 

 それからスライドの２番でございますが、経団連自主行動計画をほかの産業界と共

同して行っておりますけれども、その中で自動車・車体の占める割合は１％ちょっと

という状況でございます。 

 ３番が、過去1990年～2010年度までのCO2の排出量、車の生産台数、生産額、原単位

を示してございます。ここで、2009年、2010年をごらんいただきたいと思いますが、C

O2は、2009年が451万tでしたが、2010年度は467万tということで、3.5％ぐらい増加を

してございます。これは、もともと2008年、2009年が非常に経済状況が悪かったとい

うことがございますが、2010年度、やや回復をしているという状況でございます。 

 車の台数をみますと、これは四輪車の生産台数ですが、2009年が886万台、2010年が

899万台ということで、こちらは１．数パーセントぐらいの伸びでございます。それに

比べてCO2の排出量の伸びが多くなってございますが、その要因としては、海外向けの
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基幹部品の輸出が非常に急増している傾向がございまして、これは、恐らく今後も続

くのではないかと思っております。 

 後でご説明しますが、私どもはCO2の総量という目標を立ててございまして、原単位

の目標は立てておりません。立てておりませんが、参考のためにCO2排出量原単位とし

て、「生産額当たりのCO2排出量」という指標でみてございます。これは図でいきます

と緑色の△のところです。2008年度までは順調に改善をしておりまして、2009年度で

やや悪化をいたしましたけれども、また2010年度には回復しているという状況でござ

います。 

 ちなみに原単位の目標を設定していないというのは、私どもの自動車メーカー、車

体メーカーさんも、企業によってつくっている中身が全然違います。例えば私どもの

会員には二輪車しかつくっていないメーカーさんも２社いらっしゃいますし、大型車

しかつくっていないメーカーさんも４社いらっしゃる。それからいろいろなものをつ

くっている会社もあるということと、自動車というのは数万点の部品で構成されてい

ますが、そこのどのぐらいの部品を自分の会社で内製しているかといったような率が

また異なりますので、原単位というのは、各社内では指標をつくっておられると思い

ますけれども、業界全体としては指標をつくりにくいということで、参考として「生

産額当たりのCO2」ということで表示をさせていただいております。 

 それから４ページですが、これは、昨年度実施した「CO2の削減対策の効果」という

ことで、エネルギーの供給側、使用側、運用管理、生産ラインの統廃合、燃料転換等、

この区別で表示してございます。 

 一番大きかったのは、「「生産ラインの統廃合、集約」ということで、この辺も景気

を反映している数字ではないかと思います。 

 それから５ページ、これは、上の４ページと整合しているわけではありませんが、

各社が非常に細かいところまでやっているという例を示してございます。 

 一番上のところは空調システムの改善、下にまいりますと、非常に細かいところで

すが、エアーの一括遮断バルブの話だとか、共用設備の使用者、一体だれが使ってい

るのか責任を明確にして無駄なエネルギーを使うのを抑制しているといったような、

非常に細かいところまで努力をしているということでございます。 

 ６ページは「目標」でございまして、私どもの目標としては、2008年～2012年の５

年間平均で、1990年度比25％減を目標にしております。※に書いてございますように、
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この前提としては、経団連が目標としている電力係数を使っているということでござ

います。その最後の２行ですが、新聞報道にもよくございますが、生産としては非常

に回復をしているという中で、また震災等もありました。この震災については、プラ

ス、マイナスいろいろな要素がございます。マイナスとしては、例えば車が一時期つ

くれなかったといったような、CO2がマイナスする話ですが、プラスする方向としては、

生産状況が非常に悪いということで原単位が非常に悪化する、効率が非常に悪化して

いるというような点です。それからことしの夏、恐らくこの冬、来年の夏もそうだと

思いますけれども、節電とかピークカットとかいう影響でコジェネをたくさん使うと

か、言葉ではいえるんですが、各社さんの中でも、まだまだ見通せない状況のようで

ございます。 

 ということで、2011年度以降は困難ということではありますけれども、とにかく５

年間の目標は達成をさせようという努力をしているということでございます。 

 下のほうのグラフに、若干色が薄くてみにくいのではないかと思いますが、濃い青

と薄いところを合わせた数字が全体のCO2でございまして、薄いところが「電力」、濃

いところが「電力以外」という表示にしてございます。大ざっぱに申し上げますと、

半分弱が「電力」、残りが「その他」という状況でございます。 

 ７ページは、2008年度から車工会さんと自工会で取り組みを統合いたしました。こ

れは過去に説明してございますので、ここに書いてある文章のところは省略させてい

ただきますが、参考として1997年に最初に立てた目標から何回か目標を深掘りしてい

るという経緯を書いてございますので、後でごらんいただきたいと思います。 

 それから８ページ以降が、自動車という製品についてでございますが、８ページは、

これもちょっと見にくい図で恐縮でございますけれども、いろいろなことをして燃費

を改善しているということでございます。 

 特に９ページでございますが、今、次世代車というのが注目されております。ここ

はトヨタ自動車さんの資料を紹介してございますけれども、次世代車の中でも代表的

なハイブリッド車、これについてのLCAの評価ですが、棒グラフが２本ございまして、

「素材製造」、「車両製造」のところをごらんいただきますと、製造段階のところはCO2

が尐しふえてしまいます。一方、車というのは、下のほうの棒グラフをみていただく

とおわかりのように、８割ぐらいは走行のときに出るCO2でございますので、そこのと

ころの燃費がいいということで、トータルとしては世の中のCO2を削減することになる
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ということでございます。 

 特に自動車の生産、ここの場面は生産のところのCO2削減の自主取り組みになってご

ざいますけれども、今後、次世代自動車がふえていくと、こういうことで若干生産時

のCO2がふえるということでございます。 

 下の折れ線グラフにつきましては、乗用車販売の中で次世代自動車、特に今はハイ

ブリッド自動車が多い状況ですが、それの推移を示したものでございまして、2009年

度に入りまして急激に上がってございますが、ここは政府の補助金、減税の効果が非

常に大きいというのがわかります。 

 現在、補助金のほうは終了しておりますけれども、毎月大体十数パーセントぐらい、

一時期震災の影響等で低下いたしましたけれども、特にハイブリッドですが、月４万

台前後ぐらいのペースで次世代車が販売されているという状況でございます。 

 10ページですが、そういった車も含めまして売れる新車のカタログ燃費を加重平均

した推移でございまして、非常な勢いで燃費がよくなっているということでございま

す。これが運輸部門のCO2、日本のCO2全体の約２割ぐらいを占めますが、そこの改善

に寄与しているということでございます。 

 11ページですが、とはいうものの、運輸部門のCO2ということに関しましては、我々

メーカーといたしましては燃費を上げる、次世代車をもっと開発するといったような

ことでございますが、左下の棒グラフのように、交通流、渋滞を解消するとCO2が劇的

に減るといったようなこともございますし、それから今後本格的にやっていかなくて

はいけないドライバーの方のエコドライブ、特に事業者さんのエコドライブというの

は相当進んでおりますが、一般のドライバーさんにはまだまだということで、この辺

を尐し改善するだけで１割ぐらいは減っていくポテンシャルはありますので、我々と

してもこの辺、政府と協力して努力していきたいと思ってございます。 

 以上でございます。 

○松橋座長  ありがとうございます。 

 それでは、続きまして日本自動車部品工業会様からプレゼンをいただきます。よろ

しくお願いいたします。 

○小木曽部会長（日本自動車部品工業会）  日本自動車部品工業会環境対応委員会

を代表して参りました小木曽でございます。資料は５―１と５―２をご用意しており

ますが、パワーポイント資料の５―２を使用してご説明をいたします。 
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 まず１ページでございますが、今回は１番～８番の事項についてご報告をしてまい

ります。 

 資料の２ページをごらんいただきたいと思いますが、「自動車部品工業会の概要」で

ございます。先ほど自工会様のお話もございましたが、私どもは、部品メーカーを構

成する団体で、業界の事業といたしましては、主に自動車の関係部品、エンジンの搭

載部品やブレーキ、クラッチの車軸等自動車部品にかかわるものをすべて製造してお

ります。 

 下の円グラフは、自動車部品業界の構図ということで、自動車部品全体としまして

は、左の図にございますように26兆円の事業規模で、そのうち部品工業会の会員企業

は約65％という比率になってございます。そのうち自主行動計画に参加している企業

につきましては約210社ということで、売上の比率から申しますと約９割という状況で

ございます。 

 それでは資料の３ページですが、こちらは「部品工業会の温暖化に対する取り組み

の概要」ということで、まず「目標」についてご説明をいたします。 

 目標につきましては、CO2の排出量及び出荷金額当たりのCO2排出原単位を目標とし

て掲げております。どちらも基準年は1990年、2008年～2012年の５年平均を目標とい

たしまして、それぞれ７％の減、20％の改善ということにしております。 

 私ども、もともとCO2排出量を削減の目標にしておりましたが、会員企業のメンバー

から、きちっと省エネ努力を説明するために原単位も設置したいということで、改め

て２つを目標に設定して管理していくということを続けております。 

 また、会員企業におきましても、通常CO2排出量及び原単位で目標管理をしていると

いうこととあわせながら、会員企業との連動性を保っているという状況でございます。 

 資料の４ページですが、「CO2の排出量と原単位の実績」でございます。棒グラフがC

O2の排出量を示しております。また折れ線グラフは原単位を示しております。 

 まずCO2の排出量につきましては、1990年度が715万tに対しまして2010年度は504万t

になっております。1990年からみますと、約30％の低減という形になっております。

また原単位につきましても、着実にその数値を下げておりまして、2010年度は315とな

っております。2009年度、2010年度同じぐらいの数字になっておりますが、この部分

は自動車台数の変化に伴ってなかなか生産調整も難しい段階で管理をしてまいりまし

た。何とか同じ数字を2010年度も保てたというのが実態でございます。 
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 ５ページですが、「CO2の排出量に伴う実績の解析」でございます。先ほどご説明し

ましたように1990年度715万tに対しまして2010年度504万tでございます。原単位等の

評価に基づきまして、その努力部分、電力排出係数の変動部分、生産変動という形で

内製で取り組んだ部分ですが、車種の変更に伴う自動車部品の高機能化等々を盛り込

みますと、こんなイメージでCO2排出量が増加しております。 

 継続的に省エネ原単位を下げるために省エネ努力をすることによって、着実にCO2排

出量の削減効果に寄与しているということを評価しております。 

 資料の６ページは、「対策効果の推移」でございます。毎年、各企業のCO2削減効果

に対します削減量の調査をしております。こちらは2007年度～2010年度の推移を示し

たものでございます。残念ながら対策量は毎年若干減りぎみでございますが、しっか

りと対策ができるものを盛り込みながら、電力で効くもの、燃料で効くものをきちっ

とやりながら評価をしております。 

 現実的にみますと、日々の改善テーマの不足、大規模な設備投資抑制等もございま

して、新規の設備の導入に伴って大幅な省エネ改善をするということも難しくなって

きております。その関係で近年、若干目減りしてきているということでございます。 

 また、左下の折れ線グラフにつきましては、CO2の削減原単位、削減量を投資金額当

たりで割ったものでございます。下に行くほど厳しくなってくる状況でございまして、

各企業とも投資がなかなか難しい状態でございますが、投資をかけながら改善をして

きているというのが実態でございます。 

 続きまして資料の７ページですが、「環境自主行動計画」ということで、私ども部品

工業会も５ヵ年の計画を立案しながら計画を実行しております。 

 こちらは第６次の環境自主行動計画ということで、2011年度から５ヵ年の計画を策

定し、会員企業のメンバーに周知をしております。平成23年４月18日改訂、すなわち2

011年に改訂をいたしまして、改めて５年平均の目標達成に向けた行動、それから地球

温暖化対策という観点では、製品と生産段階での環境影響軽減への取り組みというと

ころを目標に掲げながら取り組んできております。 

 資料８ページですが、各種情報につきまして、会員企業に対してホームページを通

じて周知、または委員会等での伝達を行いながら活動を進めてきております。 

 資料９ページは、「省エネ対策事例の収集と会員企業への展開」でございます。部工

会の中におきましては、各企業が取り組んでいる最新の事例におきまして、常にデー
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タバンクをしながら会員企業への展開を図っております。現在のデータバンクは559件

を保っておりまして、そちらを会員企業に発信しております。 

 主な対策につきましては、①～⑧にございますように、対策の切り口を明示して、

会員企業が分類の中から選択できる方式をとりながら情報の発信をしております。下

にございますように、会員企業の実施事例を分科会で取りまとめながら、各社で活用

できる事例集に定期的に見直しをして情報発信をしております。 

 10ページでございますが、先ほどまでのお話につきましては、生産工程を中心とす

る活動でございましたが、生産に含まれないオフィスについてもデータを取りながら

会員企業の取り組みを促進しております。 

 事業に伴わない施設につきましては、オフィスビル等、実験設備等いろいろなもの

を会員企業では保っております。CO2の排出量をようやくこのようにとり始めまして、

2010年度の実績としましては66.7万tの排出量としております。これは、生産のCO2排

出量の約13％に相当する量という形で、量としてみるとかなりの大きな量ということ

で確認をしております。 

 こちらの対策につきましても、情報交換をしながら省エネ対策の徹底を図るととも

に、今後目標の設定をしながらオフィス部門の低減もしっかり行っていきたいと考え

ております。 

 ４．は「運輸部門での取り組み」でございます。私ども部品メーカーにおきまして

は、自家物流を持ちながら企業間の輸送を保っているという部分もございます。よく

いわれております特定荷主ではなくて自社のトラックを持ちながらという部分につい

てもCO2排出量の把握を始めました。こちらにつきましても、貨物輸送の効率化を図る

という観点で対策の水平展開、それから目標把握に伴う今後の目標設定を図っていき

たいと考えております。 

 11ページですが、先ほどご説明しました省エネ効果の一例でございます。先ほど559

件の事例データバンクというご説明をいたしましたが、中身につきましてはこのよう

な分類をして区分しております。主な区分といたしましては、生産工程のもの、オフ

ィスから出るものということで、代表的な事例を記載しております。今回、事例紹介

としまして右にございますように①、②、③について簡単にご説明をいたします。 

 12ページをごらんいただきたいと思います。こちらはゴムの加硫成形機で、ゴムを

成形するために成形機にかけながら形を変化する設備でございます。左の図にござい
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ますように、温度をかけて成形しております。この部分からかなりの放熱が発せられ

るということで、各社さんの中で工夫をしながら断熱ジャケットを製作し、保温を徹

底するということもしております。一般に断熱をつければいいという方もいらっしゃ

ると思いますが、型の変更とかが一日何回もあるという中で、保全性を保ちながら保

温をかけるというもので工夫を凝らしております。 

 それから13ページは「照明の節電」でございます。一般的に工場の照明としまして

は水銀灯を多用しておりますが、工場の全般照明につきましてもLED照明を拡大してき

ております。価格の面ではまだ難しい面もございますが、この部分については切りか

えることによって確実に省エネ対策ができるということ、それから水銀灯は点灯時間

がかかるということですが、LEDは一発で照明できるという面では非常に助かっており

ます。投資等のバランスをみながら、このようなところにも着手をしております。 

 それから14ページをごらんいただきたいと思います。こちらはオフィスの対策事例

でございます。今回、節電ということも含めましてコピー機の待機電力を削減するた

めのオートオフ時間の短縮という形で、オフィスでの待機電力削減の努力もしており

ます。 

 それから15ページをお願いいたします。話は変わりまして「製品での貢献」でござ

います。自動車の構成といたしまして数万点の部品で構成されている中では、部品メ

ーカーもしっかりと技術開発をしながら燃費向上に貢献をしていきたいと考えており

ます。 

 大きい取り組み状況といたしましては、材料の置換等に伴う軽量化、エンジンの効

率向上や伝達効率向上を含めた高機能化、それからカーナビ等を含めた省エネ運転の

支援等、もろもろそのようなことで部品での貢献をしていきたいと考えております。 

 ただ、部品メーカーとしては、その貢献度合いはなかなかみえにくいということで、

LCAの手法等も使いながら、環境効率ということを視点にとらえながら、現在、部品単

位での貢献をしっかりと目でみえる形にしていきたいということで継続的に活動を行

っております。 

 あと16ページをお願いいたします。こちらは省エネ以外の部分でございますが、カ

ーエアコンの冷媒回収等につきましても、しっかりと製品、生産の関係で努力をする

とともに、さらに森林吸収源の育成・保全の取り組み等も含めながら活動をしてきて

おります。 
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 最後に17ページでございます。海外事業展開に伴います環境保全活動でございます。

現在、部品メーカーも海外に出ていくという中で、海外に出ていく際には、しっかり

としたマネジメントシステムをグローバルで定着させる活動もしてきております。そ

の中ではCO2の削減、環境の個別活動というものをしっかりとらえながら、地域との連

携をしながら根づいた活動にしていくという日本で取り組んできた活動のノウハウ、

事例等も海外移転していく努力をしております。 

 長くなりましたが、自動車部品としては以上でございます。 

○松橋座長  まことにありがとうございます。 

 それでは、引き続きまして日本産業車両協会からご説明をいただきます。よろしく

お願いいたします。 

○高瀬専務理事（日本産業車両協会）  日本産業車両協会事務局の高瀬でございま

す。パワーポイントの資料をご用意しなくて恐縮でございますが、資料６に基づきま

してご説明をさせていただきたいと思います。「産業車両製造業における地球温暖化対

策の取り組み」でございます。 

 ご報告としましては大きく２点お話をさせていただきたいと思います。まず１点は

自主行動計画の目標に掲げております「生産面でのCO2削減の状況と見通し」、そして

もう一点は、私どもといたしましては、むしろ生産面よりも社会的なCO2削減に貢献で

きているのではないかと考えております「製品面での取り組み」、この２点を中心にお

話をさせていただきたいと思います。 

 それでは、まず産業車両の製造業がどういうものであるかということを簡単にご説

明をさせていただきますと、資料６の１ページの（１）の①にございますとおりフォ

ークリフト、構内運搬車といった構内運搬荷役車両を生産する製造業メーカーの団体

でございます。位置づけとしましては、自動車は公道走行をするものですが、同じ車

でありましてもほとんど公道を走らず、いわゆる工場や倉庫、港湾、物流ターミナル

といった構内で使われる車でございますので、自動車と建設機械などのちょうど間の

ような製品であると考えております。 

 私ども産業車両製造業全体としましては、企業は60社ほどございまして、そのうち

自主行動計画に参加しておりますのは７社で、企業数としては非常に尐なくなってお

りますけれども、大手の分をほとんどカバーしておりますので、市場規模、売上規模

に対するカバー率としましては100％近いということで、ほぼカバーしている状況でご
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ざいます。 

 続きまして（２）にございますとおり、まず私どもの削減目標でございますが、200

3年に策定をいたしました。製造過程から排出される2008年～2012年度のCO2排出量平

均値を1990年度比10％削減するということで取り組んでいるところでございます。 

 それから２ページの一番上に、その現状が書いてございます。目標が－10％に対し

まして2010年度の実績といたしましては－32％ということで大幅に減っておりまして、

排出量は４万t強ということでございます。 

 これにつきましては、リーマン・ショック後の経済環境の大きな変化の中で生産が

大きく減尐したことに加えまして、電力からの排出係数がかなり改善されたというこ

とで、この２つが大きく影響しております。 

 それに加えまして（４）以下で書かせていただいておりますが、参加企業各社にお

ける省エネ投資も着実に成果を上げていると考えております。代表的なものを書かせ

ていただいておりますけれども、概ね生産設備の効率化ないしは工場の空調だったり

照明といった工場施設の省エネ化、あるいは燃料の転換といったものが中心でござい

ます。 

 続きまして４ページ、数字が小さくて恐縮でございますが、経年の推移でございま

すけれども、2010年度は、国内生産量が10万6,000台ということで、CO2の排出量が４

万t強でございます。今後につきましては、この10％削減というものは達成できる見込

になっておりますけれども、生産の見通しが非常に難しいところもございまして、そ

の辺も勘案しながら、できるだけこの目標に上積みができるように取り組んでまいり

たいと考えているところでございます。 

 ５ページの一番下に書かせていただきましたが、私どもの業界の特徴を簡単に触れ

させていただきますと、特徴といたましては、専業メーカーが非常に尐ないというこ

とがございまして、また、その参加企業における全体の中での産業車両分野の比率も

小さいということでございますので、私どものこの数字は、産業車両製造部門の事業

所ないしは事業部の単位で数字をまとめさせていただいております。そういうことが

ございまして、企業としての目標等は別に立てられているケースもあるかと思います

けれども、産業車両部門だけということでまとめさせていただいております。 

 生産面でのお話は以上とさせていただきまして、尐し飛んでしまいますけれども、

製品面、こちらのほうがむしろCO2削減に貢献できているのではないかと考えますので、
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まず11ページの真ん中辺の（４）をごらんいただきたいと思います。 

 「LCA的観点からの評価」でございますが、私どもで主要メーカーさんを調査いたし

まして、フォークリフトにつきまして製造から顧客企業における使用状況、そして最

終的にスクラップになるまでのサイクル全体のCO2排出量を評価いたしました。その結

果、使用段階での排出量が90％を占めているということで、やはり使用段階でCO2排出

を削減できるような、環境負荷の小さな製品をできるだけ開発・普及していくという

のが私どもの業界として一番の温暖化対策と考えております。 

 私どもの産業車両、特にフォークリフトでございますが、既に現状、国内の販売台

数、年間の販売における電気式の割合が半分を超えている状況でございますので、こ

の辺でエンジンから電気に切りかえることによりまして、前の10ページにございます

とおり電気車の割合の増加によりまして、フォークリフト使用によるCO2排出量という

のは、指数換算では着実に減っているということでございます。 

 ただ現状、小型のフォークリフトはかなりの部分、電気化されておりますが、中型、

大型になりますと、どうしてもパワーであったり稼働時間という部分で、電気だけで

すと、お客様の求める作業量がなかなか達成できないということがございますので、

その辺につきましては、ここ数年、自動車業界のようにエンジンとモーターのハイブ

リッドというものができましたが、これは、フォークリフトの場合は中型のフォーク

リフトを対象につくられたものでございます。また電気式も、徐々に大型のほうへ機

種を広げておりますので、こういう部分で生産面でのCO2削減に、これからも貢献して

まいりたいと考えております。 

 簡単でございますが、以上でございます。 

○松橋座長  まことにありがとうございました。 

 それでは、ただいまご説明をいただきました３団体からの内容につきまして、ご質

問、ご意見等がございましたらよろしくお願いいたします。ご意見、ご質問がござい

ます場合は札を立てていただいて、よろしくお願いいたします。いかがでございまし

ょうか。 

 小林委員と栗原委員から札が挙がっておりますので、小林委員、栗原委員の順番で

お願いいたします。 

○小林委員  小林でございます。よろしくお願いいたします。 

 まず１点目でございますが、きょうご説明いただいた資料で、昨年もちょっと気に
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なっていたのですが、各団体、各工業会等で、こういう資料そのものについてどうい

う形でオーソライズをされているのか、いつごろまとめられるのか、その辺をお伺い

したいと思います。 

 というのは、時々数字がころころ変わるというのがよくあるので、その辺を業界の

中できちっと整理をされておられるのか、この委員会のために資料をつくられている

のか、それとも業界としてそれをきちっと整理されているのか、その辺をまずお伺い

したいと思います。 

 それから２つ目は、各工業会とも総量として大変大きな削減をされておられます。

この辺については大きく評価させていただきたいと考えております。よろしくお願い

します。 

 まず自動車工業会ですが、内容的に目標の見直しについては、来年以降の見通しが

難しいということで行わないというふうに書いてあるわけでございますが、現段階に

おいても既に生産額等の比率から実績が大きく下回っているということがございます

ので、そういう意味で、目標についてはさらなる掘り下げを期待したいと考えます。 

 それからもう一点は、LCAの観点からということでプリウスを例に評価をされている

というのは、これは大変いいことだと思うわけでございますが、今後このLCAの内容を、

できたら各メーカーごと、各車種ごと、また単体ごとにすべてについてLCAを評価され

て、それを例えばパンフレット等で公表する、そういうことをぜひお願いしたい。い

わゆる購入者の環境志向を購入時点で誘導するようなことをしていただければいいの

ではないかと考えるわけでございます。 

 それから自動車部品工業会でございますが、削減がされているということについて

は評価させていただきますが、先ほども資料の中で「製品としての貢献」ということ

がいわれたわけでございますが、やはり製造のときのことだけではなくて走行時の燃

費改善とか、そういう意味で環境志向型の部品改良の技術向上、これをぜひお願いし

たいと思います。 

 ここが自動車工業会のほうにも大きく貢献しますし、また使用時に大変大きな貢献

が出てくると思いますので、ぜひお願いをしたいと思います。 

 それから産業車両協会でございますが、これも目標に対して大変大きな削減をされ

ているということについては評価させていただきたいと考えるわけでございますが、

使用時の環境配慮に関して、やはりフォークリフト等について、私、昨年もちょっと
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申し上げたと思いますが、みていますと、結構アイドリングストップをされておられ

ません。そういう意味で使用時に対する環境配慮について、製造者側、また販売者側

として何らかのマニュアルをつくるなり啓発をぜひお願いしたいと考えます。 

 これは自動車工業会も同じでございますが、自動車使用者に対して環境に関する啓

発を積極的に進めていただければと考えます。 

 それから最後、これは全部のところでございますが、電力係数について固定係数と

変動係数、両方使われているわけですが、今回の震災影響もございまして、今後、電

力係数が相当変わってくると思うんですが、この電力係数の変動に伴って、いわゆる

各業界の環境配慮がどのようになされたのか、わからなくなってしまうおそれがあり

ます。そういう意味で、固定係数による評価というのをもう尐し強くやられたほうが

いいのではないかと考えます。 

 以上です。 

○松橋座長  ありがとうございます。 

 今のご質問あるいはご指摘につきましては、何人かの委員にまとめてご意見をいた

だき、その後にご説明をされた団体のほうから、お答えいただける部分があれば、回

答がございましたらいただきたいと思います。 

 それでは続きまして栗原委員お願いいたします。 

○栗原委員  一橋大学の栗原です。冒頭に松橋座長がいわれたように、３・11とい

う事象があっても、低炭素化への取り組みというのは長期的な観点で取り組まなけれ

ばいけない、私もそう思うんですね。 

 それで、私のコメントは、長期的な形でみたときに、目標の設定というのを総量規

制だけではちょっと不十分ではないのかなということを申し上げようと思います。 

 資料４―２をあけてもらいたいのですが、資料の４―２でご説明がありました３ペ

ージですが、ここに過去20年ほどのデータが載っているわけですけれども、これは非

常に意味のあるデータだと思うんですね。赤い○のところは生産台数で、緑の△の線

は生産額当たりのCO2排出量原単位ということですが、これをみてわかると思いますけ

れども、生産額が下がっていくと排出量原単位が上がって、生産量が上がっていくと

徐々に排出量原単位が下がってくる。 

 リーマン・ショック以降、生産額が激減しましたので、ご説明にあったようにいろ

いろ生産の効率などが悪くなって原単位がやや上がっているような状況になっている
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わけですね。そうしますと、生産額が３年続きでガクンと減っているわけですから、

業界全体の目標を1990年度比、844万tの29％減ということでいうと、2008年以降は大

体目標を達成しているわけですよね。 

 こういうときに、どのように意味のある目標を立てるかということは、これは非常

に大事なことだと思うんですね。昨年も僕は同じようなことをいったのではないかな

と、今ちょっと思い出したのですが、一方同じ資料の９ページをあけていただければ、

これは先ほどご説明があったように、それから小林さんも引用されましたけれども、

ハイブリッド車１台当たりのLCA評価になるわけですね。ここで、今申し上げていた生

産のときの原単位というのは、１台当たりではなくて生産額単位ですから、ちょっと

違うでしょうけれども、この赤いところが製造時のCO2ということですね。もし仮に１

台当たりのLCAの評価で排出量をライフサイクルで減らそうとすると、結局紫色の素材

製造のところとか、白の燃費の改善というところ、ここを下げないと１台当たりのLCA

の排出量というのは下がらないと思うんですね。 

 仮に生産量がリーマン・ショック以来ものすごく減っていて、CO2排出量全体の値が、

言い方は悪いですが、何もしなくても目標を下回ってしまうような状況であれば、今

度は１台当たりのLCAの目標を掲げるというのも、一つの案かもしれないわけですね。

そのときには、長期的にみたときに、これから20年間ぐらいで軽量素材を使っていく

とか、エネルギーを余り使わないような素材に変えていくとか、部品の数を減らすと

か、一層燃費を上げていくとか、そういう仕組みが入ってこないと、生産量はこれか

らどうなるかわかりませんけれども、過去３年間においては、目標が意味を喪失して

しまっているのではないかというような感じがあるので、新たに長期的な、今後20年

間の目標とかというのを立てるときに、地球の立場からすれば、もちろん総量規制は

大事ですよね。でも、車をつくっている立場からすると、やはり１台当たりのLCAをど

うやって立てていくかということは一層重要になってきているのではないかというよ

うな、ちょっと感想ですけれども、そういうことを感じました。 

 ちょっと長くなりましたが。 

○松橋座長  ありがとうございます。 

 私も、今の栗原委員のお話を聞いて、去年もそのようなご指摘を――座長ではなか

ったので「ご指摘をいただいた」という言い方は妥当ではないのですが、思い出しま

した。ありがとうございます。 
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 それでは永田委員の札が挙がっておりますので、よろしくお願いします。 

○永田委員  遅れてまいりまして済みません。 

 まず、聞いたところの話から入らせてもらいますが、先ほどからもご指摘があるよ

うにこういう評価の中では、目標の立て方も含めて総量と原単位、この２つが重要で

すという話。それとあと、生産の話だけではなくてLCA的に、ライフサイクルで考えた

中で評価していましたけれども、特に使用過程での環境負荷が大きいとかCO2の排出量

が大きいものに関しては、そういう評価の仕方というのは非常に重要だろうと思って

いますので、まさに自動車などはそのたぐいだろうと思っています。 

 それで一つは、先ほど部品の貢献の話がありました。これも、これからどういう評

価をなさるつもりなのか、いろいろお考えはあろうかと思いますので、聞かせていた

だけたら幸いだなと思っていますが、使用過程でどれだけ省エネ、CO2排出削減につな

がるような部品の開発を行ったのか、それが部品メーカーにちゃんとフィードバック

されているのか、その貢献が評価できるような状態になっているのかどうか。 

 これは、実は電機、家電の関係だとか、いろいろなところでも共通の問題をもって

いると思うんですね。どちらかというとメーカーといわれている、消費者には名前が

売れているよう組立メーカーですね。そこのところがCO2削減効果を盛んにいっている

けれども、そのバックに隠れている部品のほうに関しては、その役割が結構あったに

もかかわらずなかなか評価がそこまで及んでいかないといいますか、そうすると、部

品開発に対してもっと積極的に促進していこうという意欲だとか、そういうものも失

われてくる可能性もあるのかなという気がしますので、そういう意味では、ある意味

では中小企業対策にもなるというような視点も込めながら、でき上がった製品だけで

はなくて、その背後にある技術だとか部品だとかといったものをもう尐し評価するよ

うなシステム、こういうものをぜひお考えいただきたいし、その参考になる話ではな

いかなと思って聞いていました。 

 それから、これは質問ですが、冬期のコジェネの運転法というのが産業車両のほう

でしたか、挙げられていますが、これはどういう意味をもっているのか、どういう内

容でやられているのかという話で、質問の意図は、これからまた冬に節電対策が出て

くるわけで、そのときに通用するような話なのか逆行する話なのか、その辺のところ

をお聞かせ願えればありがたいと思っています。 

 それから、これは通年の話の整理がされていた資料５の10ページに、先ほどご説明



 

- 19 - 

いただいた「運輸部門での取り組み」というのが出てくるわけですが、ちょっと私の

理解がおかしいのかもしれませんが、CO2排出原単位、輸送量t・km当たりで出してい

る原単位で、2008年～2012年の値が、その手前側に書かれている値よりも棒グラフと

しては随分高い値が出てきている。これは2012年ですから、まだ先の話も入っている

のかもしれませんが、なぜこういう整理になるのか、いま一つわからないので、これ

は質問です。 

 とりあえずの話としてはそういうことですが、聞いていないところも申し上げて申

しわけないのですが、自工会の中で、前から――前からといっても、私、去年は出て

いないので、その前からの話になるかもしれませんが、先ほどから工業界全体の話と

しての排出量だとか原単位とかというのをみせていただいていますが、自動車会社で

も、生産現場で工場が新しくつくられたとか、あるいは古い工場は取りやめたとか、

いろいろな形で変化しているし、あるいはそこでつくっている車種によっても変わっ

ているのだろうと思うので、その中身が尐しみえるような格好にしていただけません

でしょうかねというお願いです。 

 特に最新工場だと、相当程度省エネというのは進んでいるのかなという気がしてい

まして、CO2排出の、それをどういうふうにするか、例えば車１台当たりといっても、

その車１台の車格がいろいろ異なってくるという話があるので、評価の軸というのは

なかなか難しいのでしょうが、それは皆さんのほうが専門なので、そういうことをう

まく表現できるような方法で、ぜひ中身をもう尐し砕いた形でお示しいただけないか。 

 今申し上げたような話のつながりで、今度車格ではどうなんですか、あるいは先ほ

どもちょっと話がありました生産台数、一つのラインでどのぐらい生産しているとか、

あるいは一つの工場がどのぐらい生産量が減ったとかふえたとかということによって、

やはり相当程度変わってくるのではないかと思っていますので、その辺のデータも、

それをずばり出せという形だとなかなか難しい点があるのかもしれませんけれども、

何か将来の展望としてみえるような形で出していっていただくと、先ほどの目標設定

で不明ですよというような話の中でも、いやいやそれは自動車もどんどん小型化が進

んでいくような流れからすれば、生産量が減っていく中で、やや下がる方向に行くか

もしれないとか、そういうようなこともわかるのかなと思っています。 

 それから、出されているやつの中で、投資額とCO2削減量というのがありますよね。

先ほど出てきましたコジェネの話もそうですが、投資ゼロです。CO2削減量は／年で結
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構な値が出てくる。これは、ランニングの中では燃料の消費量が減ったり、あるいは

買っている電力のほうが減ったりというような格好で、本当はここにランニングでど

のぐらいプラスになったかという話を入れないと、みえてくるものが尐なくなってい

るのではないか。そういう意味では経済的なメリットがありながらこれも実施してい

るんですというのがほとんどなのではないかなという気もしていますので、そういう

点も表現できるようにぜひお願いしたいと思います。 

 それは、時々出てきますのが逆のパターンがありまして、投資額がものすごく大き

いのにCO2削減効果が尐ない。これはきっと生産性の向上につながるからということで、

そういう設備導入をしたりしているわけで、そういうそれぞれの対応策の位置づけと

いうのをもう尐しはっきり書いていただかないと、努力している努力しているといっ

ても、CO2削減につながるような形にはなっているけれども、まだまだやることがあっ

たり、あるいは生産性向上を主体にした結果論としてそれが出ているのだとすると、

努力といってもちょっと首をひねらなくてはいけなかったり、その辺の判断材料がい

ろいろ必要なのではないかと思っていますので、その辺のところもぜひ資料をお出し

いただけるとありがたいと思っています。 

 済みません、長くなりましたけれども。 

○松橋座長  ありがとうございます。 

 それでは、最後になると思いますが、千葉委員の札が挙がりましたので、よろしく

お願いします。 

○千葉委員  もう既に先生方のご指摘のとおりですから、私はほとんどつけ足しと

いうことでしかありません。 

 いずれもご報告いただきましたように、目標水準の達成度という意味では、これは

申し分ない、数字だけからいえば申し分ないということで、この中身が問題になって

くるのではないかと思います。 

 リーマン・ショックとか、今回の震災を受けて、恐らく業界個々の企業からみれば、

自分たちの事業の継続が今一番最大の関心事になっているのだと思います。その事業

継続とこのCO2の削減といったものを、業界団体さんとしてはどのように考えているの

かという点が、ご報告の中からはみえてこなかったので、その点についてまず１つ目

としてお尋ねしたいというのがあります。 

 多分ここの会議の話というのは一般に公表されると思いますけれども、通常の市民
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の方だけではなく実際の皆さんの加盟企業の方たちも多分みると思います。そういう

人たちに向けてもきちんと報告するということは非常に大事ではないかと思っており

ます。 

 また、さらに事業継続ということから考えてくると、どういった経営指標を……、

実際に環境対策をやっていって、最終的に企業が傾くということでは困るということ

になれば、それぞれ実施される取組計画、そしてこんなことがいいというベストプラ

クティスはありますけれども、それを具体的に推進していくためには、個々の企業で

はどのようなことができるのか、あるいは業界団体としてはこういった指標を使った

ら成果がうまく図れるのではないかというような、いわば共通するKPIといったものを

何か設定する方向が検討されてもいいのではないかと思われます。 

 さらに３点目ですが、ここのワーキングは自動車業界さんということで、自動車業

界さんは歴史的にみても経営学のテキストに載るようなさまざまな経営ツールを開発

し、実践してこられた業界です。その人たちが今後大きな問題に向かって、今までや

ってきたようなやり方では、多分もう立ち行かないだろうということを薄々感じられ

てきているような気がします。多くの国民の人たちも、そういった点に非常に不安を

感じているのではないかと思います。 

 今までの強みだったものが、よく「成功体験が足を引っ張る」といった言い方もし

ますけれども、そういった部分はないのか。それぞれいろいろな取り組みがあります

けれども、ある意味ほとんどが継続ですね。前から考えられてきたことをまた継続し

て、ということが多くて、新しい分野に飛躍して、というところがなかなかみえてこ

ない。大変な時期だけれども、CO2対策をとることがむしろ次へのステップになる、バ

ネになるといったニュアンスの報告があってもいいのではないかと感じたので、新参

者ですので、そのような感想をもった次第です。 

 以上です。ありがとうございます。 

○松橋座長  ありがとうございます。 

 大変多様で、中には非常に厳しいご指摘につながるものもあったのではないかと思

いますが、それではここで、今の４名の委員のご指摘につきまして、各団体様のほう

からご回答といいますか、いただけるところがございましたらいただきたいと思いま

すけれども、まずは、ご発表いただいた順番で日本自動車工業会・日本自動車車体工

業会様のほうからよろしくお願いをいたします。 
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○谷口部長（日本自動車工業会）  例年になく難しいご質問が多くて、私もどこま

で的確に答えられるか、ちょっと自信がないのですが、まず小林先生のお話で、資料

のオーソライズの方法というのがございましたけれども、これは、例えば各社さんの

年度のデータというのを取りまとめることになります。そうすると、社内での取りま

とめが終わった後、我々にデータがいただけることになりますので、大体６月、７月

ぐらいにデータが集まって、それから集計が始まる。 

 それともう一つ、そこの段階ではエネルギー量というような形では出るのですが、

電力のCO2排出係数というようなことに関しては、我々は全くわかりませんので、それ

が出てくるのは大体８月になってから、そこで計算ができるわけですね。それから分

析評価等を加えますと、大体８月の下旪になるというようなことで、そこで私どもの

ワーキングのほうから、その上の委員会、理事会というふうに上がっていって、産構

審、それから経団連のほうにも同時に提出をいたしますけれども、そういう手順で進

めているということでございます。 

 その中で、例えば後で係数が変更になったりとか、たまにあることですが、メーカ

ーからデータを間違えたというような報告を受けたときには、当然ながらその修正を

して再提出というようなことでやっております。 

 それから、自工会に対して目標の見直しを検討すべきではないか、それを期待して

いるというご指摘でございますが、ごもっともな点ではないかと思いますけれども、

先ほど申し上げましたように、いろいろな条件が重なっておりまして、申し上げなか

ったこととしてはタイの話などもございますけれども、実は、これはCO2の話だけでは

なくて、業界、各社ともいろいろな統計的なデータを取りまとめたり将来見通しを出

したりというような作業があるわけですね。それもできないといったような状況でご

ざいます。当然生産にかかわるCO2ですから、それができないと出てこないといったよ

うなことで、自主取り組みという位置づけではありますが、世間に公表して評価をい

ただくという立場を考えれば、簡単に見通しはこうでございます、だから下げます、

上げますとか、そういったようなことは、申しわけないのですが、特殊な事情が多過

ぎるということでご理解いただきたいと思います。 

 それから電力係数の固定、変動というのがございました。小林先生のご指摘どおり

だと思います。実は私ども、提出させていただいている表には固定と変動と両方あわ

せてございます。私どもは、取り組み初期の段階では固定しか出しておりませんでし
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た。これは、当時は電力の係数が改善をしていきますので、そうすると自助努力とい

うのが全然わからないんですね。何も努力しなくてもある年１割減ったとか、そうい

うことになると、我々の努力がみえないので、世の中にご説明するときには90年に固

定したほうがいいだろうということでやっておりました。 

 その後、車体工業会さんと取り組みを統合するというところで変動に直したわけで

すが、固定のほうもそのまま出してございますので、そういった意味では、私どもの

努力というのがわかっていただけるのではないかと思います。固定のほうにしても、

もちろんきちんと減っているというのはありますので、わかっていただけるのではな

いかと思います。 

 それから栗原先生のご指摘の、簡単なほうからいいますと――簡単というかLCAの目

標ですけれども、これは結構難しい問題なんですね。当然理屈としては非常によくわ

かるし、我々もそういうことをやれればいいなというのは感覚的にはあります。これ

はトヨタさんの事例でプリウスの例を出してございますが、各社において車種別みた

いなことになりますと、しかもできるだけ緻密にやりたいといったようなこと、例え

ば車と車の比較みたいな形になりますと、例えば国民の皆様の立場に立てば、どこの

会社のデータであっても横並びで比較できるんだというのが、多分理想の姿だと思う

んですね。そうなりますと、各社さんの社内で計算ができる範囲と、それから、例え

ば部品であれば外注をしている部分もありますし内製をしている部分もあって、内製

の部分は把握できたと仮定しても、それが外注になってくると、だんだん精度が怪し

くなってくる。またそれが外国の製品を輸入しているような話になると、これはデー

タそのものが手に入らない可能性もあるといったように、個別のことを深く追究して

いくと、正確にあらわすのは非常に難しい。 

 ただ、業界全体として燃費の向上を、右に上がっていますよというようなご説明を

いたしましたが、そういうマクロのところでは、製品としての貢献はあるんだという

ようなことは表現できるかもしれませんので、その辺については今後検討させていた

だきたいと思います。 

 それから、その目標の意味が喪失しているというご指摘ですが、これも確かにそう

いった一面があると思いますけれども、これもリーマン・ショックとか震災とかタイ

とかいろいろなものが立て続けに起こって、CO2の目標をどうしていくのかといったよ

うなところについて、なかなかその見通しも立たないといった状況でございますので、
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ただ、先生のご指摘も十分にわかりますので、ちょっとまた来年同じことがいわれる

のかどうかわかりませんけれども、その辺は持ち帰って検討させていただきたいと思

います。 

 それから永田先生の、原単位の中身をもっと見える化しろというようなご指摘、こ

れはたしか一昨年もそのようなご指摘をいただいたかと思います。それで、そのとき

にも先生のところにお伺いしてご説明をしたりしているのですが、これもなかなか難

しい問題で、各社さんで製造の状況が違ったり、同じラインでも、今は一つのライン

で一つの車ということはあり得ませんので、いろいろな車を混合して流すとかいろい

ろございます。ただ、その辺がわかりにくいというようなご指摘ですので、この辺に

ついてはもう一度持ち帰って検討させていただきたいと思います。 

 それから千葉先生のご指摘で、企業そのものが潰れるか潰れないかみたいな話とCO2

削減というような話がございました。まさに、ここの場はCO2の自主取り組みというこ

とでございますけれども、六重苦だとか七重苦だとか、そういうのが新聞に出ており

ますが、まさにそういう状況でございます。 

 ただ、最後の３番目のご指摘とも関連しますが、そういった中で、ここは工場のCO2

というような場でございますけれども、先ほどのLCAの図をみますと、とにかく８割ぐ

らいは我々の会員がつくっている製品のところがCO2を出す話と、ここに関しては、今

ユーザーさんも燃費を無視して製品を購入するということは全くありません。特に先

ほどのハイブリッドの補助金が打ち切られた後の売上をごらんになってもわかるよう

に、ユーザーさんも、ここは買うときの条件の一番上のほうになっているのではない

でしょうか。 

 そういうのが当然ありますので、メーカーとしても、工場のCO2ということではあり

ませんが、製品として低炭素化の製品をつくっていくんだ、それが事業継続の大きな

要因になるんだというようなことは十分認識して、テレビコマーシャルをごらんにな

ってもおわかりのようにハイブリッドの宣伝もあれば、燃費がものすごくいいんだみ

たいな宣伝もございますし、どちらかというとまさにそちらのほうに傾注をしている

というようなことではないかと思います。 

 お答えになっていない部分もあるかと思いますけれども、自工会としては以上でご

ざいます。部会長、何か補足がございますでしょうか。 

○江越部会長（日本自動車工業会）  江越でございます。尐し補足させていただき
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ます。 

 まず、最初にお答えしました小林先生からのオーソライズの仕方というところで、

スケジュール等を谷口からご説明しましたけれども、業界として取りまとめる前の各

社のデータというのが、やはり今、環境というのが経営の一つの柱になっております

ので、基本的には経営層が認識している達成しなければいけない目標であり、その達

成状況は毎年度きちっとみているものが一応取りまとめられておりますということを

補足させていただきます。 

 それからLCAの目標はどうかということで、今回ハイブリッド車の例をパーセンテー

ジで出させていただいておりますけれども、当然今、電気自動車も出ておりまして、

これについては走行中のCO2排出量はほぼゼロであるということになっております。こ

れよりもさらに極端ですね。ただ、それにつきましても基本は電力を使っております

から、実はゼロではないですよと。あるいはこれと同じように製造中は多尐大きいで

すよというようなところは同じことでございます。 

 ただ、何万点もの部品で構成されている車すべてを管理して、あるいは目標に掲げ

てというのが多尐難しい部分もございますので、我々が「走行中排出量が今のガソリ

ン車等よりいいですよ」ということに対して、「ライフサイクルでもきちんと低減でき

ているのである」ということを、我々自身のセルフチェックで確認しているというの

が今の状況で、きちんとした製品を出していくことに取り組ませていただいておりま

す。このようなことでご理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○松橋座長  ありがとうございます。 

 それでは続きまして日本自動車部品工業会からよろしくお願いいたします。 

○小木曽部会長（日本自動車部品工業会）  まず小林先生からいただきました資料

５につきましては、データの流れは自工会さんと同じようなスケジュールでしており

ます。ただ、私ども約210社のデータを取り扱うということで、まずデータの定義を皆

さんにしっかりとお流しして、どの集計範囲でとらえてくださいというようなご案内

をしたり、データを受理したときの昨年からの確認というようなことを含めて取り組

んできております。 

 また今回から、改めてプレゼンテーションの形にさせていただきながら、今回の委

員の皆さん方にご理解をいただく、また参加企業の方にもこの資料を使ってお伝えす
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るという形でつくらせていただきました。資料につきましては、環境対応委員会で説

明をしながら承認をとって、この場にもってきております。その流れで資料の作成を

してきております。 

 それから２点目といたしましては、小林先生と永田先生から「部品開発における製

品への貢献」という形で激励のお言葉をいただいたという形で受けとめております。 

 自動車部品におきましては、自動車に積載された後に燃費で評価されるということ

で、部品単位での評価はなかなか難しいというのが私どもの苦労でございます。ただ、

設計者の企画段階、それから開発、図面を起こす、生産工程での工法の選択等を踏ま

えて、できる限り低炭素に向けた開発を促進する、それから開発者のモチベーション

を上げるという観点では、LCA的、また環境効率の見方から評価をしていきたいという

形で各企業が取り組んできております。 

 ただ、今、各企業まちまちに取り組んでいる部分もございますので、部工会の中で

は統一的な選択の仕方や計算の仕方、そういうものをとらえながら活動を進めている

段階でございます。実際には、各企業に行きますと、一つの会社で何十万品番という

品番があったり、号口流動している部品でも何万品番という中で、各部品で全部やり

きるというのは非常に難しいです。先ほど自工会さんからは「緻密」という言葉がご

ざいましたが、いかに合理的にやるかということも部品メーカーの苦労として掲げて

おりますので、そういうところを部工会のメンバーで、皆さんで合意しながら共通的

な考え方をつくっていくということで、この部分はうまく使いながら、各企業が貢献

できる指標づくり等もしていきたいと考えております。 

 それから、小林先生からいただきました電力係数の固定化でございますが、まさし

く自工会様からもご説明がありましたように、省エネ努力をみていく部分につきまし

ては、固定化をしながら評価をしていくのが妥当ではないかと思っております。ただ、

私の個人的な感想からいきますと、今、電気の電力係数は原子力も含めた係数になっ

ておりまして、今後原子力の停止に伴って一気に火力の部分が積算されて、全く評価

が変わってしまうという部分があります。そういう面では、できればうまく火力ベー

スを含めた固定化の係数みたいなものをぜひ設定をしていただきながら評価ができれ

ば非常にうれしいと思っております。 

 それから、永田先生からいただきました私ども、運輸部門の2008年～2012年の数値

の根拠でございます。申しわけございませんが、これは各企業さんから集めていただ
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いたデータを積算しております。私がみてもちょっと多いなという感じがしますので、

もう一度このデータの確認はさせていただきながらご回答をさせていただきたいと思

います。私どもがみても2010年か2009年度の横ばいでいくのではないかと思っており

ますので、その辺につきましては、事務局で再度データの精査をさせていただきたい

と思います。 

 最後、千葉先生からいただきましたご質問、非常に難しいご質問ではないかと思っ

ております。ただ、私ども部品工業会及び各企業におきましては、2015年に向けた取

り組みの５ヵ年計画を立案する中で、「低炭素」というキーワードは最重要項目として

とらえるという認識のもとに各企業への取り組みの促進を図ってきております。 

 経営的なバランスをみるというのはなかなか難しいものでございますので、その部

分は宿題事項としてとらえながら進めていきたいと思っております。 

 それから、もう一点いただきました省エネ対策についての新たなステップに関する

観点からいきますと、ご説明したように、確かに通常の日々の管理とか既存する省エ

ネ対策ではままならない状況がほとんど詰まってきている状況でございます。ただ、

私ども企業が生き残る上では、圧倒的な原価低減をしながらものづくりをしていくと

いうのが必要になってきております。そういう面では、生産性が向上する中で、工程

や設備の新たなものをつくる中で、その部分が必ずCO2の削減に寄与するということで、

生産技術の開発とか、そういう部分で活動を強化していきたいと考えております。 

 ご質問に回答できる部分も余りございませんが、私どもの取り組みとしては以上で

ございます。 

○松橋座長  ありがとうございます。 

 それでは、日本産業車両協会様よろしくお願いいたします。 

○高瀬専務理事（日本産業車両協会）  それでは、多岐にわたるご質問をいただき

ましたので、すべてお答えできるかどうかわかりませんけれども、まず小林先生から

ご指摘をいただきました今回ご提出した報告書の扱いに関しましては、その作成プロ

セスにつきましては２団体さんと同じでございます。各社さんからデータを集め、集

計し分析したものを、また各社さんにみていただいて、最終的にオーソライズをいた

だくということでございます。その結果につきましては、私どもホームページにも掲

載をいたしておりますし、また、私ども毎年の事業計画にも削減目標等数字を入れま

して皆様に認識を新たにしていただいているところでございます。 
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 同じく小林先生からのご指摘で、フォークリフトのアイドリングストップが徹底で

きていないのではないかというお叱りをいただきまして、大変申しわけないことでご

ざいますが、これからもいわばエコドライブということで、お客様にその辺の配慮を

ぜひお願いをしてまいりたいと思っております。 

 また、小林先生からLCAのお話もございましたが、栗原先生、永田先生もおっしゃい

ましたように、今回、私の説明の半分ほどはLCAといいますか、使用時貢献のお話をさ

せていただきましたが、やはり使用時のCO2排出量が私ども一番多いと考えております

ので、こちらについては、今後も取り組んでまいりますけれども、一点は、それをい

かに見える化をしていくかというところではないかと思います。ただ、フォークリフ

トというのは非常に多品種な製品であるということと、お客様のお使いになられる方

法が非常にさまざまということで、全体的なものをカバーする一つの指標というもの

がなかなかつくりにくいというのがございます。 

 そういうこともございまして、今回もいわばモデル的なものでやっておりますけれ

ども、一つ関連でいいますと、私どもで原案を作成しましたJISのフォークリフト仕様

書様式というのがことしの４月にできまして、そこで電気式のフォークリフトとエン

ジン式フォークリフトの燃費といいますか、エネルギー使用量策定のためのモデルと

いうのをJISで出しておりますので、これに従って各社さんきちんと計算して、お客様

の商談のときにできるだけ省エネに貢献する機種をご提案するように活用していただ

きたいと考えております。 

 それから、栗原先生からいただきました長期的な目標ということでいいますと、や

はりLCAという部分で取り組みを進めてまいりたいと考えおります。 

 続きまして永田先生からのご指摘でございますが、一番具体的なお尋ねといいます

か、ご指摘をいただきましたコジェネの部分の省エネ効果でございますが、これは申

しわけございません、個別の細かい対策、詳細の数字まではいただいておりません。

これは、当該メーカー、当該参加企業に確認をしてご報告をさせていただきたいと思

います。 

 また、各工場の省エネ状況というご指摘もございましたが、私どもの業界ですと、

基本的に１社１工場という体制でございまして、生産を続けながら、中で省エネのた

めのいろいろな改善をしていただいているということでございますので、新たなモデ

ル工場ができたというような理想的なパターンはありませんが、生産を維持しながら
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いろいろな努力をしていただいているところでございます。 

 最後になりますが、千葉先生の非常に難しいご質問でございますが、低炭素化も含

めまして、業界としてどういう形で考えていくかということでございますけれども、

この場で業界を代表してお答えするというのは難しいのですが、私どもの業界では、

基本的な事業計画の３つの柱、「環境」と「安全」と「国際化」ということで事業計画

を明示しまして、皆様にもご理解をいただいておりますので、そういう中で、環境に

ついては皆様力を入れていただいていると理解をしております。 

 また、今年度から外部環境の大きな変化もございますので、トップレベルで業界の

競争力をいかに維持し強化していくかという議論を始めております。まだ環境問題ま

では踏み込めておりませんけれども、今後当然出てくるテーマだと思いますので、そ

ういう中でもしっかり議論をしてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○松橋座長  ありがとうございました。 

 非常にインテンシブなといいますか、多岐にわたるご指摘をいただいた中で、私が

手元でチェックしておりましたら、皆様のご指摘事項に関してほぼレスポンスいただ

けたのではないかと思います。もちろんこの場でお答えできないものについて持ち帰

って調べますというようなこともあったわけですけれども。 

 それで、若干時間が迫ってまいりましたが、永田委員から追加で札が挙がりました

ので、ご意見をいただきたいと思います。 

○永田委員  済みません。３点ほどですが、まず、それぞれ工業会は、各社の集計

結果をまとめただけですよという話ですが、これは大分批判的な話になってアレかも

しれませんが、業界ごとにいろいろ努力していただくという趣旨で、それぞれお願い

してこういうものを出していただいていますが、逆にそれをやったことによって隠れ

てしまっている部分があるのだろうと。それをまとめた状態で出してきただけだとす

ると、各社ごとのデータももちろんおもちになっていらっしゃるので、そういう意味

では、それをきちっと公開したほうが正確な値、あるいはそれを解析するシーズにし

ていろいろなことがやれるのかもしれないという思いもあって、何も工業会に頼まな

くてもいいのかもしれない。 

 そうしたら工業会というのはどういう意味をもってくるのかというのは、これは何

年か集計していろいろやってきたわけですよね。今度は次の目標も設定しなくてはい
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けないという状況になってきたときには、もう尐し内部で……、なかなか難しいとい

うのはわかりますよ。研究的な色彩に近いような話になるのかもしれませんけれども、

もっと努力できる余地があるのかないのか、それは他社との比較でどうだこうだとか

いうような話が恐らくやれるのではないかなという気がしていまして、そういう意味

では、ただ集計するという作業は、もうルーチン化にはまってしまっていて、ですか

ら、いつも同じ質問が出る、いつも同じパターンの数値が出てくるという話になって

いるのではないかなという気がしますので、もう尐し考えていただけませんでしょう

かね。工業会の中で勉強会、研究会あるいは各社の人たちを集めたような、さらに目

標設定に向けてどういうことができるかというような話の検討をやっていただくよう

な。 

 それから、先ほどちょっと……、千葉先生には申しわけないのですが、環境と経済

がいつも対立する軸みたいな話で議論がされていて、いやいやご苦労ですねといって

いるんですが、ほとんどの場合、そんなことはないですよ。そういう意味では、経営

の改善にもつながる話がここの中にはいっぱい入っているんだと思うんですよ。先ほ

ど申し上げた生産性の向上の話だって、ちゃんと出していただければそれなりの評価

になっていくわけですよね。生産性を向上しながらCO2も削減できます。要するに数

字？としては経済性も向上していますという話になってくるわけで、ちょっと何とな

く、まあ前からやっているような環境と経済の対立みたいな軸とか、もう絞れません

というタオルみたいな話とか、何かちょっと消極的になっているのではないかなとい

う印象を受けています。これは２点目です。 

 それから部品の貢献の話は、これはぜひ経産省にやってほしいと思っているんです

よ。ですから、その中で使えそうな方法論というのをおもちなのではないかなという

気がしたものですからお伺いしたので、応援だけではなくてそういうことを内部で一

生懸命検討されている、先ほどのことからいえば研究会的な要素で成果を上げておら

れるのであれば、そういうものをどんどん出していかれたほうがいいのではないでし

ょうかね。それを市民にどう伝えるか、ユーザーにどう伝えるかという話にも展開し

ていくことになるのではないかと思いますので、よろしくお願いします。 

○松橋座長  ３点、厳しいご指摘をいただいたわけですが、永田委員からのご指摘、

千葉委員も環境と経済が対立するという意図でおっしゃったわけでは決してないと解

釈してよろしいでしょうか。お答えのほうからも低炭素というのはトッププライオリ
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ティになっているということですし、これが経営の必須の問題だと…… 

○永田委員  必須になっているというのは、経済的な面でもプラスになる部分が相

当程度ありますよということですよね。 

○松橋座長  そういうことですね。だからこそトッププライオリティに挙げておら

れると思うので、経営のマイナスになるのであればCO2をトッププライオリティには決

してしないとは思うんですけれども。 

○永田委員  いやいや、経営といわれればそこには経済の話も入るし社会的な意義

みたいな話も入るし、いろいろなものが入って経営というのはきでき上がっています

から、ちょっと話は違うのではないかなと。 

○松橋座長  おっしゃるとおりですね。わかりました。どうもご指摘ありがとうご

ざいます。 

 いかがでしょうか。今、追加で３点ご指摘をいただいたことについて、また強いて

回答を…… 

○永田委員  別に要らないですよ。また来年するかもしれませんけれども。 

○松橋座長  もう尐し考えてほしいというお叱りの言葉といいますか激励ですね。

永田先生はこの分野でずっとやってこられた方ですから、むしろ激励の言葉というこ

とで、難しい問題だとは思いますが、どこかで……、あるいは千葉委員からもお話の

あったKPIというのも一つのものですが、ブレークスルーですよね。営々と粛々とデー

タを積み上げて、ここまで下がりましたということの継続、そういうことも確かに一

つの力であるとは思いますが、永田先生のようにアカデミックなお立場からずっとし

てこられた方からすれば、研究というのは常にオリジナルでイノベーションというか、

発想にイノベーションを起こしていかないと研究にならないわけですが、そういう意

味からすると、これからの自動車関連業界の発展を目指す中で、低炭素ということも

含めて経営を考える中で、いろいろな面で、指標にしても表現にしてもブレークスル

ーといいますか、そういうものがあると先生のご指摘に多尐はこたえられるのではな

いかと思います。 

 私も、実は自動車のLCAを十何年前にやったことがあって、確かに数万点の部品のデ

ータはなかなか……、何か別の目的がないとないんですが、たまたまあってやりまし

たが大変なことでした。しかし、部品と車全体を、情報をつないで部品の製造がLCA的

に、例えば車の性能向上や燃費向上につながる部分をお互いに情報としてリンクしな
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がらやっていくというのは、非常に難しい話ではあるけれども夢のあるような話でも

あるし、いわゆる情報のタグみたいなものも使う可能性があるのかもしれませんが、

それはCO2だけではなくていろいろな意味でまた応用があるのではないかと思います。

もちろん部品製造の現場というのは、そういうものがなかなかうまくいかないという

こともあるのでしょうけれども、何とかその辺を今後お考えいただいて、我々も知恵

を絞りますし、大学もみんな知恵を絞りますので、お考えいただければと思います。 

 そこで、栗原委員から札が挙がっていたのを私、気がつきませんで申しわけありま

せんでした。時間的には恐らくこれが最後に近いと思いますが、よろしくお願いいた

します。 

○栗原委員  やはり前向きのこともいっておかないといけないと思いますので……。 

 経済と経営とかイノベーションとかブレークスルーという言葉で、２つ可能性があ

ると思うんですね。永田先生からコジェネを入れたと。例えば既存のそういう技術を、

まあ既存とはいいながら比較的新しい技術ですね。でも、それはでき上がっている。

それは、まだ設置されていないところに普及することによって上がってくる効果と、

それからもう一つは、本当のイノベーション、最近の例でいうと軽自動車でアイドリ

ングストップを、実際にブレーキを踏む前に機械が察知してエンジンをとめてしまう。

それによってリッター20kmを超えてしまうような軽自動車でのイノベーションという

のも出てきているわけですね。 

 だから、まだ普及が比較的進んでいない技術の普及率を高めることによって行われ

るCO2の削減と、先ほどのLCAの話ではないですが、全く新しいものにチャレンジして、

それができ上がってくる。それがやがてまた普及していくという部分が両面あると思

うので、PRするときには、やはりそういうのを前面に出していくと、消費者の普及啓

発みたいな、ひいては日本経済の質を上げていくということにつながるのだと思うん

ですね。 

 余計なことをいいましたけれども。 

○松橋座長  これは、永田委員と栗原委員、ほかの委員も含めてですが、やはり日

本において自動車というもののすそ野の広さですとか、日本経済の基軸を担ってきて、

今後もぜひそうしていただきたいという期待の中での激励、叱咤激励に近いものがあ

るかもしれませんが、やはりこれは期待の大きさということでもあるのかなと思いま

す。最後に、また非常に温かいといっていいのでしょうか、そういう意味での激励も
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あったのではないかと解釈させていただいてよろしいでしょうか。――どうもありが

とうございます。 

 私も、きょうは委員ではないので自由に意見をいえる立場ではなくなってしまいま

したが、総じて皆様のお考えに非常に感銘を受けるところがありまして、最後にご指

摘いただいた、あるいは永田委員のご指摘も含めて、イノベーションを起こしていか

ないといけない。それは既存技術の普及もあるし、全く新しいイノベーションもある。

そしてそれと同時に本当のものづくりのイノベーションということと同時に、こうい

う場での経営の指標であったり、あるいは環境と経済の両立のための指標であったり

目標設定であったり、そこにも一種のソフトのイノベーションというのがあり得ると

思っていまして、そういう意味で、いろいろな形でイノベーションを進めていって、

日本をどうやって盛り上げていくのか、自動車業界が持続していく中で環境と経済の

両立をどのように図っていくのか、そのための評価の仕方であったり指標というのは

どうあるべきなのかというのをいま一度考えるアレがあるのではないか。 

 2012年までについては、いろいろな要因がありますが、ご尽力いただいたというこ

ともあって目標達成はできそうである。2013年に向かっては、きょうは時間がなくて

詳細なご説明はできませんが、日本経団連が出された「低炭素社会実行計画」という

ことが出ておりますよね。この後、どういうふうに目標設定をしていくのかというこ

とについて、これまでの延長線というよりかは、ぜひ新しい考え方でやっていただけ

るとありがたいと思います。 

 私自身もいろいろな業界のワーキングにも入っておりますが、環境と経済の両立と

いう中で、きょう出された生産額当たりのCO2原単位ですとかエネルギー原単位、ある

いは付加価値当たりの原単位というのを業界ごとに追っているんですね。私の期待と

いうか希望は、環境と経済の両立は、基本的にはGDPを上げながら低炭素化を図ってい

く。すなわち業種ごとにみても付加価値当たりのCO2が下がっていく。これは高付加価

値な製品がふえてくればおのずから低減が図れるのだろう。それを各業界でみていた

だけば、それを束ねていけば、まさに環境と経済の両立が図れるのだろうと思って、1

990年ぐらいからのデータをずっと当たっているんですが、やはり思ったように低減し

ていない。 

 それは、きょうもご説明がありましたが、リーマン・ショックがあって生産額が落

ちて原単位が悪くなるとか、そういうこともあるし、いろいろな要因がある。永田委
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員からもご指摘があったように、そういうものをもう尐しきちんと、一種のモデルの

ような形でデータを整理していただけば、生産額の停滞が原単位の向上にどう悪影響

を及ぼすのかとか、あるいは技術そのものはどのぐらい効くのかとか、そういったこ

とがわかってくるのではないかと思うんですね。 

 それで、最終的には、短期的な変動があっても長期的には付加価値を高めながら、

すなわち持続的な経営をちゃんと担保しながら低炭素化を進めていく、そういう道と

いうかパスがあるはずなので、そこを私も研究を進めてまいりたいと思いますし、ぜ

ひ委員の皆様、そしてきょうの自動車関連業界の皆様で総力を挙げて、日本のために

何とか進めていただけたら大変ありがたいところでございますので、何とぞよろしく

お願いをいたします。 

 大体予定の時間に近づいてまいりましたので、ひょっとしたらまだご意見を言い足

りないという方もいらっしゃるのではないかと思いますが、さらにご意見等がござい

ましたら、11月24日木曜日までに書面、またはメールで個別に事務局までご連絡をい

ただければと思っております。ぜひよろしくお願いをいたします。 

 それから、きょうは環境省様にもおいでいただいておりますので、一言ご挨拶をい

ただけるようでしたらよろしくお願いをいたします。 

○室石地球温暖化対策課長  環境省でございます。時間もアレですので、一言だけ

ですが、きょうは、排出量はかなり大幅に下がっている業界ですので、ちょっといい

にくい面もありますけれども、来年度最終目標年度であるということでありますので、

それから３・11もあって、ちょっと不確定要素がふえている世の中であるということ

もあり、やはりゆとりのあるところにつきましては、目標の見直しであるとか、ある

いは目標の見直しができないにしても対策の深掘りを尐しでもやっていただいて、ほ

かの業界のためにもという部分も含めて、ぜひ前向きなご検討をお願いしたいと思い

ます。 

 以上です。 

○松橋座長  ありがとうございます。 

 それでは、今後の予定を簡単にご説明させていただきますが、まず自主行動計画の

評価・検証ワーキンググループ、これはいろいろな業界で開催されていますが、これ

を一通り開催した後に、ワーキンググループの親会議であります産業構造審議会 地

球環境小委員会及び中央環境審議会 自主行動計画フォローアップ専門委員会の合同
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会議におきまして、本ワーキンググループの議論の報告を含めて審議を行います。本

日さまざまなご意見をいただきましたが、その際には、これらをしっかりとまとめて

ご報告をさせていただきます。 

 その後、全体の評価、検証結果及び今後の課題等についてパブリックコメントにか

ける予定でございます。 

 合同会議に本ワーキンググループの議事を報告するため、本日の議論の概要を作成

することとなります。この内容につきましては、議事メモの段階で委員の皆様にもご

照会をさせていただきますので、チェックをしていただいた上で最終的には、その内

容につきまして事務局と座長である私にご一任をいただくことにさせていただきたい

と思いますけれども、そういうことでよろしいでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございます。 

 それでは、本日の審議はこれで終了とさせていただきます。 

 本日はお忙しい中を、夜遅い時間までおつき合いをいただきまして、まことにあり

がとうございました。 

 

                                 ――了―― 
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