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【要約】 

日本の産業発展は、戦後の造船や鉄鋼業といった「重厚長大」産

業から、1980 年代には家電などの「軽薄短小」産業に移り変わり、

現在は環境を重視する「軽薄炭省」の新時代を迎えている。では、

日本は優れた環境・エネルギー技術を持っているが、それだけで戦

略的世界標準を獲得できるのであろうか。ましてや、「世界標準を取

れば市場が取れる」というわけではないのである。  

結論として、グリーン革命は 20 世紀型文明の行き詰まりと石油中

心経済の限界を示している。日本の環境・エネルギー技術は日本の

みならず、全世界の共通資産である。経済発展と環境汚染は決して

トレードオフの関係ではない。日本が環境への対応から利益が得ら

れることを示せるなら、発展途上国はそれを見て素早くキャッチア

ップするであろう。  

 

キーワード：軽薄炭省、温室効果ガス、鳩山イニシアチブ、太陽光

発電、世界標準  
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一 はじめに 

日本の産業発展は、戦後の造船や鉄鋼業といった「重厚長大」産

業から、1980 年代には家電などの「軽薄短小」産業に移り変わり、

現在は環境を重視する「軽薄炭省」の新時代を迎えている。「軽薄炭

省」とは、軽量化、薄型、低炭素社会と省エネの頭文字を取った略

語である。現在、日本政府は「需要の創造による成長力の強化」と

いう方針を打ち出し、特に環境・エネルギー分野に投資することに

よって経済、雇用と生活の質を立て直そうとしており、野党もこの

環境ビジネスや低炭素社会への方向性に賛成している。これが、日

本版グリーン革命であり、日本は省エネ家電や電気自動車などによ

るグリーン革命という 21 世紀の新産業革命にその将来を託している。

これはまさに官民一体による産業構造の転換である1。  

それでは、日本は優れた環境・エネルギー技術を持っているが、

それだけで戦略的世界標準を獲得することができるのであろうか。

ましてや「世界標準を獲得すれば市場が取れる」というわけではな

いのである2。本論では、日本の地球温暖化対策の追い風に乗った日

本版グリーン革命の構築を明らかにする。  

二 環境・エネルギー産業の創造 

古くから言われているように、日本は石油、天然ガス、鉱物など

                                                 
1 飯田哲也・田中優・筒井信隆・吉田文和『日本版グリーン革命で経済・雇用を立て

直す』（洋泉社、2009 年）；寺島実郎・飯田哲也・NHK 取材班『グリーン・ニューデ

ィール―環境投資は世界経済を救えるか』（NHK 出版、2009 年）；村沢義久『日本経

済の勝ち方―太陽エネルギー革命』（文藝春秋、2009 年）。 
2 一橋大学イノベーション研究センター編「『世界標準』が変える競争」『一橋ビジネ

スレビュー』WIN.57 巻 3 号（2009 年 12 月）。 
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の天然資源に恵まれていないため、その自給率はゼロに近く、国際

競争力を保ち続けるための資源・エネルギーの確保が問われている。

さらに、米国発の世界金融危機をきっかけに、世界経済が大変革期

を迎える中、日本も米国のグリーン・ニューディール政策を参考と

し、環境・エネルギー分野への投資と産業育成による雇用の創出と

経済の安定化を目指そうとしている。日本政府は時々刻々と変化す

る世界経済の流れを見極めながら、産業界の声を逐次吸い上げ、環

境・エネルギー政策に反映している（表 1）。そして、米国のグリー

ン・ニューディール政策とアジア勢の興起という二つの波は日本の

環境・エネルギー政策に影響を与えている3。  

 

表 1 グリーン・イノベーションによる環境・エネルギー大国戦略 

1. 「世界 高の技術」を活かす 
2. 総合的な政策パッケージにより世界ナンバーワンの環境・エネルギー大

国へ 
3. グリーン・イノベーションによる成長とそれを支える資源確保の推進 
4. 快適性・生活の質の向上によるライフスタイルの変革 
5. 老朽化した建築物の建替え・改修の促進等による「緑の都市」化 
6. 地方から経済社会構造を変革するモデル 

≪グリーン・イノベーションにおける国家戦略プロジェクト≫ 

1. 「固定価格買取制度」の導入等による再生可能エネルギー・急拡大 
2. 「環境未来都市」構想 
3. 森林・林業再生プラン 

（出典）「新成長戦略～『元気な日本』復活のシナリオ～」閣議決定、2010 年 6 月 18 日、

http://www.kantei.go.jp/jp/sinseichousenryaku/sinseichou01.pdf、15~17、38~39 ペー

ジに基づき著者整理。 

 

                                                 
3 東京財団『日本の資源・エネルギー外交の優先課題 ―Ⅱ 環境・エネルギー技術をツ

ールとした東アジア戦略への 2 つの提言』（東京財団、2010 年）。 
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１ 低炭素経済へ 

地球温暖化は刻一刻と進行しており、産業構造の転換が求められ

ている。エコノミーとエコロジーはどちらも重要であり、企業は積

極的な姿勢でエコロジー対策を行いつつある。この背景としては、

地球温暖化を巡る世界的な議論の高まりや CSR（Corporate Social 

Responsibility、企業の社会的責任）の社会的要請の高まり、消費者

の環境意識の高まりなどがある。企業はもはやこの潮流に抗するこ

とはできず、発想を転換して前向きに対応している。そして、企業

は環境をビジネスシステムの原点とし、社会的責任を拡大するとと

もに、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷低減を図っている。  

ここに低炭素経済の胎動が見られる。製品や技術に対する環境に

配慮した視点が盛り込まれ、企業は同時に、グリーン投資を引き上

げざるを得なくなった。従来製品や競合製品に比べて優れた製品に

「グリーンラベル」を付けるなど、相次いでグリーンプロダクトに

力を入れるようになった。一方、言うまでもなく、企業は性能を徐々

に向上させながらも、価格を下げる努力も行っている。環境対策と

利益向上は決してトレードオフの関係にあるわけではなく、両立す

ることも可能なのである。  

日本政府と企業の間には、低炭素経済の実現に向けて次のような

コンセンサスがある。日本の製造業は世界経済において確固たる地

位を構築してきたが、資源が乏しい日本は現在、21 世紀の切り札と

なりうる環境対応技術という新しいフロンティアに投資しており、

今後、環境に基づいた技術の裾野が広がるであろう。エコ社会時代

に光る環境・エネルギーの技術は資源小国日本の強さとなりうるで

あろう。省エネの推進や再生可能エネルギーの導入は環境問題を解

決するだけでなく、持続可能な社会と企業発展を実現していくため

にも、避けては通れない課題である。  
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環境・エネルギーの分野にて、日本は世界 高水準の技術を保有

している。この分野は新たな日本の力となり、国際的に主導的な役

割を担うことも可能とし、その技術はものを生産するという目的だ

けではなく、自然環境を保持し、子孫によりよい環境を残すことも

念頭に置いている。発展途上国は常に経済発展を優先し、環境保全

や資源浪費の問題に関して先送りにしがちであるが、環境問題はグ

ローバルでかつ早急に対処すべき問題であり、日本の技術は環境破

壊に歯止めをかけるという意味からも重要であり、日本はグリー

ン・イノベーションを中心とした技術開発に更に磨きをかけること

により、地球環境という大きな課題の解決に貢献していくであろう。 

 

２ 温室効果ガス排出量 25％削減はチャンスであるのか 

日本は本気で温暖化対策をチャンスとしてとらえ、挑戦している。

鳩山政権（2009 年 9 月～2010 年 6 月）は地球温暖化対策を産業の未

来として捉え、鳩山イニシアチブは 20 世紀型成長の限界を突破する

新産業革命を起こし、クリーンとグリーンの大市場を切り開こうと

していた。では、この鳩山イニシアチブは日本にとってチャンスな

のであろうか。  

温室効果ガスの排出削減と関連産業の育成は国家発展の戦略であ

り、企業の発展方向でもある。「ものづくり大国」である日本は、エ

ネルギーの使用効率が非常に高く、省資源・省エネによる生産技術

も非常に良いものを持っている。そのため、地球温暖化対策は日本

の新たな成長戦略と位置づけることができる。  

鳩山首相（当時）は 2009 年 9 月 22 日の国連一般演説において、

新しい日本政府は、温室効果ガスの削減目標として、1990 年比で言

えば 2020 年までに 25％削減を目指すという非常に高い目標を掲げ、

途上国に対し国際交渉の進展状況を注視しながら、これまでと同等



 

－6－ 

問題と研究 第 40 巻 3 号 

 

以上の資金的、技術的な支援を行う用意があることを述べた。また、

その前提として、すべての主要国による公平かつ実効性のある国際

的枠組みの構築及び意欲的な目標の合意が不可欠であると説明した。

この演説内容は直ちに会場の諸国代表から喝采を浴び、鳩山首相も

満足の笑みを見せた。日米外相会談においても、気候変動は喫緊の

重要な課題であるとの考えで一致した。この鳩山イニシアチブは日

本の外交政策の一部を担うにとどまらず、日本のものづくりの将来

の方向性を示すものでもあるといえる。  

実際には、この国際公約はほとんど科学的な精査もないままに発

表されたため、日本国内では、その可否をめぐって活発な議論が交

わされた。確かに、25％削減の合意づくりは容易ではなく、産業界

の反発も強い。反対派は、これは乾いた雑巾から水をもう一度絞り

取るような難問であると批判している。しかも、温室効果ガス排出

量の世界第一位は中国、第二位は米国であり、両国とも積極的な姿

勢を見せていない。中国はもし積極的な削減目標を国際社会に約束

するならば、経済成長の重すぎる足枷になるであろうと懸念してい

る。日本の排出量は僅かであるため、仮に 1990 年比 25％削減を達成

したとしても、世界全体の排出量は僅かしか減少しないことになる。 

一方、小宮山宏・東大前総長らは、温室効果ガス排出量 25％削減

は日本のチャンスであると確信している。日本の製造業の歴史を振

り返るならば、日本は 70 年代の二度の石油危機と 80 年代の円高の

克服を経て、世界のモデルとなる経済大国となった。日本が温室効

果ガスの 25％削減という高いハードルを掲げることにより、国内外

の結束を強めることは、日本のものづくりにの新たな成長をもたら

すことになるというわけである。日本主導の低炭素社会の実現は世

界にとっても持続可能な社会の構築におけるモデルとすることがで

きる。  
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また、25％削減という目標はすべての企業に 25％削減の義務が課

されると誤解されがちであるが、25％削減とは各分野における努力

を総合した国全体の目標値である。また、温室効果ガスといっても

数種類あり、その排出の要因もさまざまである。その中でも、その

大半が化石燃料の燃焼により排出される CO2 の影響が も大きい。  

東京大学の福士謙介准教授によると、社会全体のサステナビリテ

ィ（Sustainability）は平和、生活の質、人間の成熟化によって維持さ

れている4。日本における試行の後、その結果は東南アジアに応用す

ることができる。25％削減に向けた炭素税の導入は一つの良い例で

ある。省エネに関しては、家庭内のエアコン、冷蔵庫のエネルギー

消費などにまだ削減の余地があり、これは白物家電のビジネスチャ

ンスに繋がる。また、現在、ガソリン車は急速にエコカーへと転換

しつつある。既存の自動車メーカーにとっては、生産技術が比較的

に高くなく、参入障壁が低い電気自動車時代の到来は憂慮すべき大

きな挑戦である。しかし、変化は基本的にチャンスであるといえる。  

また、小宮山宏・東大前総長は温室効果ガス削減に基づく成長戦

略を次のように述べている。「日本は成熟国家になり、人工物に対す

る欲求が飽和しつつある。車、テレビ、エアコンなどの耐久消費財

はすでに全国世帯に普及している。道路や水道などのインフラもほ

ぼ整備されつつある。これが日本の内需不足の本質である。その代

わりに、物的需要は新規需要から買い替えや建て替えへとシフトし

つつある。一方、発展途上国や新興国では、こうした耐久消費財に

対する欲求度が高いため、多くの日本企業がこれらの外需に向いて

いる。しかし、中国、インドなどの経済発展の速度は現在の先進国

が経験している速度より速い。これらの旺盛な外需市場でも、いつ

                                                 
4 2010 年 7 月 15 日、東京大学におけるインタビュー。 
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か人工物が飽和し、需要不足が顕在化するであろう」5。  

さらに、日本のエネルギー消費の構造は「ものづくり」「日々のく

らし」「エネルギー転換」の三つに分けられる 6。各消費量を分析し

た結果、輸送、家庭とオフィスを含む「日々のくらし」から CO2 を

削減することが重視されている。また、「日々のくらし」の中の輸送

に関しては、自動車の役割がよく議論されており、ハイブリッド車

や電気自動車の導入による改善効果が大きく見込まれる。また、家

庭におけるエネルギー消費のうち、約 30％が給湯、同じく約 30％が

冷暖房、約 10％が照明、約 10％が冷蔵庫である。それらを合わせる

と約 80％となり、削減できる部分も大きい。その主な方法は買い替

えや建て替えである。つまり、省エネ家電の購入が「ものづくり」

の市場を創り、雇用を創出する。さらに、省エネによる電気代の節

約は家計の負担を減らすことができ、また、買い替え・建て替えは

生活の質の向上につながる。日本の戦略は「ものづくり」で良いも

のをつくり、これらのものを活用して「日々のくらし」の中で無駄

を削減していくことである7。  

小宮山氏は自宅で低炭素化を実践し、数値化された結果により、

その可能性を証明した。通称「小宮山エコハウス」は建て替えの際

に、高断熱に特に重点を置き、屋根の上の太陽電池、ヒートポンプ

給湯器、当時 新型の省エネタイプのエアコン、冷蔵庫の買い替え

とハイブリッド車への乗り換えなどを導入することにより、家庭と

輸送でエネルギー消費量を 8 割以上減らす結果となった。これらの

投資費用は 12 年で償還が可能であり、この「小宮山エコハウス」は

                                                 
5 小宮山宏「課題先進国『日本』が果たすべき役割」『一橋ビジネスレビュー』58 巻 1

号、（2010 年 6 月）。 
6 小宮山宏「課題先進国『日本』が果たすべき役割」、14 ページ。 
7 注 5、前掲論文。 
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省エネ、創エネと蓄エネの組合せで新たなエコ産業の枠組みづくり

に素晴らしい視点を提供している。  

さらに、小宮山氏は東京大学総長時代に、東京大学が単一事業所

としては東京都内でも 大級の CO2 発生源と言われていたため、

「行動する大学」にチャレンジした。東京大学は照明を交換し、窓

ガラスを複層ガラスに替えた。また、二重の窓のおかげで、部屋の

温度が均一化し、冬でも窓際の人は寒いと感じなくなり、言うまで

もなく、結露も騒音もなくなった。結果として、研究生活の質が上

がり、東京大学はオフィス効率化のモデルとなった。  

小宮山氏は全体として、国家モデルの転換の必要性を主張してい

る。つまり、途上国モデルとは国が主導して産業を振興することに

より、GDP が増加し、暮らしがよくなることである。一方、先進国

モデルとは暮らしをよくしようとすることにより新産業が興り、

GDP が増えて、国が強くなるものである。「小宮山エコハウス」は「暮

らしをよくする」の具体例である。  

また、東京大学の金子祥三特任教授は真水対策を主張している8。

つまり、各国は国益を追求するために、利己主義をむき出しにした

り、権謀術数を用いたりしており、その中で、日本は真水対策でイ

ノベーションを実現すべきである、という主張である。真水対策と

は、「海外との排出権取引などを行わない、国内のみで行う策」であ

る。この対策は日本の産業構造を変革させる可能性を秘めている。

しかし、日本産業界の能力を超えすぎた規制は、国内の生産縮小や

工場の海外移転に繋がりかねないという注意すべき点もある。  

 

                                                 
8 金子祥三「温室効果ガス削減ー真水対策で日本のイノベーション実現を」『一橋ビジ

ネスレビュー』58 巻 1 号（東洋経済新報社、2010 年）、22-44 ページ。。 
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３ 各政党の地球温暖化対策 

2007 年 6 月 1 日、閣議は「自然共生の伝統と、先進的な環境・エ

ネルギー技術で『環境立国』としての日本モデルを確立し、世界に

発信していく」という方向性を明示した「21 世紀環境立国戦略」を

議決し、日本国内に環境政策の方向性を打ち出した。  

2007 年 10 月 1 日午後、福田首相（当時）は衆議院本会議で、就任

後初の所信表明演説を行い、「環境を考えた社会への転換」というサ

ブタイトルを掲げ、以下のように述べた。  

「地球環境問題への取り組みは待ったなしです。従来の、大量生

産、大量消費を良しとする社会から決別し、つくったものを世代を

超えて長持ちさせて大事に使う『持続可能社会』へと舵を切り替え

ていかなければなりません。住宅の寿命を延ばす『200 年住宅』に向

けた取り組みは、廃棄物を減量し、資源を節約し、国民の住宅に対

する負担を軽減するという点で、持続可能社会の実現に向けた具体

的な政策の第一歩です。地球環境に優しく、国民負担も軽減できる

暮らしへの転換という発想を、あらゆる部門で展開すべきです。」  

地球温暖化対策については、2009 年版の民主党マニフェストにて、

以下のように明記している9。  

 

42. 地球温暖化対策を強力に促進する  

【政策目的】  

○  国際社会と協調して地球温暖化に歯止めをかけ、次世代に良好

な環境を引き継ぐ。  

○  CO2 等排出量について、2020 年までに 25％減（1990 年比）、

                                                 
9 『民主党マニフェスト（2009 年版）』http://www.dpj.or.jp/policies/manifesto2009、21 ペ

ージ。 
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2050 年までに 60％超減（同前）を目標とする。  

【具体策】  

○  『ポスト京都』の温暖化ガス抑制の国際的枠組みに米国・中

国・インドなど主要排出国の参加を促し、主導的な環境外交を

展開する。  

○  キャップ＆トレード方式による実効ある国内排出量取引市場

を創設する。  

○  地球温暖化対策税の導入を検討する。その際、地方財政に配慮

しつつ、特定の産業に過度の負担とならないように留意した制

度設計を行う。  

○  家電製品等の供給・販売に際して、CO2 排出に関する情報を通

知するなど『CO2 の見える化』を推進する。  

 

自民党も 2010 年版のマニフェストで地球温暖化対策を詳しく説明

している。その要点の一部は次の通りである。  

・  緑の地球と豊かな自然を継承  

・  温室効果ガス削減のための全く新しい国際的枠組みを提唱  

・  温暖化ガス排出量を 20 年までに 05 年比で 15％削減  

・  再生可能エネルギーを 20％まで引き上げ  

・  原子力政策の推進  

・  エネルギーセキュリティ（安全保障）政策の実現  

・  石油・石炭・天然ガス等基幹エネルギーの確保  

・  エコカー世界 速普及とモーダルシフト  

・  エコハウス化の加速  

・  国全体を低炭素化へ動かす仕組みの検討  

・  環境ビジネスの推進  

・  環境分野における新ターゲティング・ポリシーの展開  
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・  低炭素社会を進める人づくりと環境教育の推進  

 

2010 年 7 月の参議院議員選挙では、みんなの党が大躍進し、注目

されている。マニフェストとして「経済成長戦略で雇用を増やす」

を掲げ、日本版グリーン革命については次のように述べている。  

「グリーン・グロース（『緑の成長』＝環境制約による成長）を実

現。風力、太陽光、バイオマスなどの再生可能エネルギーの利用促

進、省エネ技術への投資、排出量取引市場の創設などにより、日本

の温室効果ガス排出量の削減目標の達成をテコとし『緑の成長』を

促進。特に電気自動車の開発に重点。」  

 

４ エコポイント制度 

日本政府は、エコポイント制度で家電、車、住宅三大分野を直接

支えている。経済産業省によると、家電エコポイント制度とは、「地

球温暖化対策、経済の活性化及び地上デジタル対応テレビの普及を

図るため、グリーン家電の購入により様々な商品・サービスと交換

可能な家電エコポイントが取得できるもの」10である。  

まず、家電エコポイントであるが、すでに明らかな成果が出てい

る。電子情報技術産業協会（JEITA）が 2010 年 4 月 22 日発表した

2009 年度の薄型テレビ日本国内出荷台数は、前年度比 57.3％増の

1,588 万 7,000 台と、初めて 1,500 万台を超えた。デジタル家電全体

の出荷額も 13.1％増の 3 兆 2468 億円と過去 高であった11。  

次に、エコカー減税・補助金であるが、その趣旨とは、「環境性能

                                                 
10 「家電エコポイント制度とは」経済産業省、http://eco-points.jp/whats/index.html。 
11 『読売新聞』2010 年 4 月 22 日、http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20100422- 

OYT1T01033.htm?from=main1。 
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の改善が進んできた 新の車の需要減、自動車ユーザーの保有期間

の長期化への対応は、環境対策の観点から重要。裾野の広い自動車

産業の活性化は、景気の早期回復のためにも不可欠。環境性能の良

い新車の購入促進策により、環境対策と景気対策を効果的に実現す

る」12というものであった。  

村沢義久氏は「燃やさない文明（電気自動車と太陽光発電を中心

とした社会）論」という持論に基づき、「ビッグ・スリーからスモー

ル・ハンドレッドの時代へ」13と自動車産業の将来について指摘して

おり、電気自動車は「究極の車」になる可能性が高くなっている 14。 

したがって、自動車をゼロ・ベースで考える必要性があり、今ま

での延長線上で考えていては、企業が生き延びることはできないで

あろう。自動車産業もパソコン産業と同じ運命をたどるかもしれな

い。実際、ハイブリッド車の次は電気自動車の時代になるであろう

と考えられており、電気自動車が自動車産業に革命を起こす可能性

は高く、常識を破る飛躍的な進化も考えられる。その闘いはすでに

始まっているのである。電気自動車の時代になると、既存の自動車

業界だけがずっと自動車産業を囲い込める時代ではなくなる。既存

のメーカーではない、例えばモーターや電池を得意とする企業が参

                                                 
12 「環境対応車への買い換え・購入に対する補助制度について」経済産業省、

http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/automobile/kaikae.html。 
13 東京大学特任教授である村沢義久が、2009 年 3 月、その著書『日本経済の勝ち方―

太陽エネルギー革命』（文藝春秋）などで、今後の自動車業界の見通しに関して使っ

た表現。その意味するところは、ガソリン車と比較して構造が単純な電気自動車時

代になると、「ビッグスリー」に代表される既存の大手メーカーによる寡占状態が終

わり、「百社単位」のベンチャー企業或いは異業種からの新規参入企業が出てくる、

というもの。 
14 村沢義久『電気自動車―「燃やさない文明」への大転換』（ちくまプリマー新書、2010

年）。 



 

－14－ 

問題と研究 第 40 巻 3 号 

 

入してくる可能性があり、新しい自動車メーカーが誕生し、古い自

動車メーカーが淘汰される可能性もある15。例えば、京都大学の電気

自動車がすでに注目されている。また、中国政府は 2009 年 3 月に「自

動車産業調整振興計画」を公表し、次世代自動車導入計画を進めて

いる。  

後に、経済産業省による住宅エコポイントの趣旨は次のとおり

である。「平成 21 年 12 月 8 日に、『明日の安心と成長のための緊急

経済対策』が閣議決定され、『住宅版エコポイント制度の創設』が盛

り込まれました。平成 21 年度第 2 次補正予算の成立を条件にして、

エコリフォーム又はエコ住宅の新築をされた方は、様々な商品・サ

ービスと交換可能なエコポイントを取得できることになります」 16。 

 

５ 太陽光発電 

太陽光発電は不況の中で次世代の成長事業として注目を集めてい

る。太陽光発電は無尽蔵な太陽光を利用し、CO2 の排出を抑制する

クリーンな発電方式として日本政府に推進されている。政府は太陽

光発電に補助金制度を導入し、また余剰電力は電力会社が買取る政

策によって、パネルを設置する家庭を増やそうとしている。  

産業界も太陽光発電の市場に力を注いでいる。例えば、シャープ

は世界のソーラーカンパニーを目指し、“The sun is the answer.”とい

うキャッチフレーズを打ち出した。京セラは「太陽光発電は京セラ」

と掲げている。それは経済成長と環境を両立させるビジネスモデル

である。  

                                                 
15 注 11、前掲資料。 
16 「住宅エコポイントの概要について」経済産業省、http://www.meti.go.jp/topic/data/ 

houseecop2009.html。 
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しかし、太陽光発電システム導入に関しては、いくつかの矛盾点

が挙げられている。  

福士謙介准教授は以下のように指摘している17。「日本政府が示し

ているように、もし家庭へのシステム導入において投資したコスト

を回収できるというのが事実であるならば、なぜ電力会社が自らの

資金にて各家庭に設置しないのか」という点である。  

また、早稲田大学の細矢淳客員研究員も太陽光発電導入の矛盾点

について以下のように説明している 18。「まず、日本は寒く、太陽光

が強くないため発電量が少ない。そして、日本の電力会社では原子

力発電による発電能力が余っているため、電力会社はむしろ電力を

売りたい状況にある。その背景として、原子力発電のコストが低い

ということ、そして原子力による発電は、安定した運転スピードを

維持しなければならず、昼夜の使用量（需要量）によって急に発電

量を上げたり下げたりすることはできないという現状が挙げられ

る」。  

京都大学の若林直樹教授は、太陽光発電に関する日本の状況とし

て、「この太陽光発電の効率は高くないが、その関連産業の育成に繋

がっている、つまり、CO2 削減対策を契機にすることは大きな産業

革命のチャンスである」と捉えている。  

かつては、太陽光発電は日本のお家芸であり、日本は国策として

技術開発をリードし、自ら市場を開拓してきた。太陽光発電は 1990

年代に生産量で世界一の地位を獲得し、特にシャープは太陽電池生

産の業績で世界トップを維持していた。技術や人材を厚く蓄積して

きたため、容易には海外企業に追い抜かれることはないと思われて

                                                 
17 2010 年 7 月 15 日、東京大学におけるインタビュー。 
18 2010 年 7 月 24 日、東京高田馬場駅におけるインタビュー。 
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きた。しかし、残念ながら、2000 年代半ばから世界市場が急速に拡

大しているにもかかわらず、日本のシェアは後退している。世界市

場シェアにてトップの座に君臨していたシャープもその座から転落

してしまった。2005 年度をもって日本政府が補助金を廃止して以来、

日本がリードしてきた太陽光発電市場が冷え込み始めた。まるで日

本の経験した半導体や液晶産業の二の舞のようである。これはまさ

に「政策の失敗」であった19。  

一方、ドイツが国策により日本を追い抜き、また、ドイツの政策

を学んだスペインなど他のヨーロッパ諸国、そして米国、中国、韓

国、台湾といった国々が太陽光発電市場の拡大政策を図ってきた。

多くの新興企業は参入障壁も比較的低いターンキー方式、つまり、

代金を払えば、「カギを回す」だけで運転できる状態の工場設備の導

入により急速にこの事業に参入することができた。また、新興企業

はこうした方法で量産までの時間を短縮し、市場の変化に素早く対

応したほか、低性能で安価な製品で市場を奪った。これらの新興企

業は太陽光発電版の「スモール・ハンドレッド」と呼ばれている。  

この新興国の市場参入ルートは台湾の半導体メーカーがファンド

リーのビジネスモデルで半導体産業に参入した例と類似している。

当時、日本側はこのビジネスモデルに対して、資金さえあれば誰で

も生産設備を購入し、すぐに生産できると軽視した。結果として、

台湾の半導体業界はこのビジネスモデルで世界的な地位を築き、日

本も衝撃を受けた。  

市場開発には政府による補助金などの支援策が欠かせない。日本

政府はこのドイツショックを真剣に受け止めて反省し、補助金復活

                                                 
19 一橋大学イノベーション研究センター編「グリーン・イノベーション」『一橋ビジネ

スレビュー』SUM.58 巻 1 号（2010 年 6 月）。 
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などの政策転換によって市場崩壊の一歩手前で太陽光発電産業を救

うこととなった。今後、この市場が飽和に近づき、成熟期に到達す

ると、利益ポテンシャルの低い業界になる可能性が高い。淘汰の時

期に入ると、コスト競争が主な競争の土俵になるであろう。結局、

太陽光発電産業もパソコン産業が衰退したように、その運命から逃

れられないかもしれない。それ故、日本の太陽光発電産業が持続的

イノベーションにより収益を伸ばすためには、イノベーションを偶

然や運任せにしてはならない。携帯電話産業におけるスマートフォ

ンのように、スマート太陽光発電がゲームの変革者となるかもしれ

ない。  

前述の細矢研究員によると20、日本政府はユニクロが中国などの海

外市場でいくら利益をあげるかより、ソニーや東芝の技術開発力の

向上に対して興味を持つようである。日本はものづくりが好きであ

り、常に日本が技術先進国というブランドで外貨を稼ぐことを好ん

できた。もし太陽光発電の世界シェアが低下したのであれば、技術

力のイメージに傷をつける恐れがある。そのため、日本政府はエコ

産業を後押しし、技術力の世界的地位を維持するためのブランド戦

略を立て、この技術的ブランド力で外貨を稼いでいるのである。ま

た、山田尚史ジェトロ貿易開発部主査もこの技術力に関する国家政

策的ブランド戦略を認めている21。  

以上から明らかなように、日本は国際競争力を持ちうるような太

陽光発電の地位を急速に確立しようという産業構造変革の国家政策

を採用している。  

                                                 
20 2010 年 7 月 24 日、東京高田馬場駅におけるインタビュー。 
21 同上。 
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三 日本版世界標準化の戦略 

小宮山前東大総長は、日本が「課題先進国」であると主張し続け

ている。日本の産業発展には、欧米の製品やビジネスモデルを日本

に導入して、それぞれ日本流にアレンジし、再度外国に輸出してき

たという経緯がある。現在、日本はキャッチアップ型からフロント

ランナー型へと変身したため、欧米から模倣できることは少なくな

った。その代わり、日本は「課題先進国」になり、自ら解決のモデ

ルを模索し、それを海外に移転しようとしている。キャッチアップ

型とは、世界各国の既存標準を日本国内の産業に取り入れ比較しな

がら改善し、日本にとって 大利益を追求するものである。フロン

トランナー型とは、日本の技術や規格を世界各国において標準化す

ることである22。  

なぜ日本は世界標準化に取り組むのか。そのメリットは市場拡大、

コストダウン、そして将来における産業発展の行方がある。日本政

府は産業界の意見をまとめ、産業発展の方向性を示す。それは各産

業における競争力を結合し、力の分散を防ぐためである。標準化戦

略はもはや単なる互換性や規格統一のためではなく、技術発展のプ

ラットフォームを決めることである。その標準には、デファクト標

準、デジュール標準とフォーラム標準がある。その中で、各国の政

府が も力を入れているのはデジュール標準である。標準化の形成

には、一社一国の力では足りない場合も多いため、他社や他国との

提携関係づくりが成否を決めるカギとなってくるが、企業間の話し

合いによる排他行為は独占禁止法に抵触する可能性が高く、また、

                                                 
22 小宮山宏『「課題先進国」日本―キャッチアップからフロントランナーへ』（中央公

論新社、2007 年）。 
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官民一体態勢の構築に手間取るならば、その交渉力を弱めることに

なる（図 1）23。  

 

図 1 日本版世界標準化の戦略 

 

 

（出典）著者作成。 

 

東京財団によると、日本はデジュール標準における 4 つの課題に

                                                 
23 世界標準の競争戦略については「『世界標準』が変える競争」『一橋ビジネスレビュ

ー』2009 年 WIN.57 巻 3 号を参照のこと。 
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直面している24。  

・  日本はそもそも標準化すべき技術項目について企業間の合意

を促す機会（場）が十分でないこと。  

・  企業間の合意形成をもとに標準化案を作成していく仕組みが

十分でないこと。  

・  日本は EU のようなに国際標準化に先駆けて域内標準を進め

ることのできるテリトリー（経済域）を持っていないこと。  

・  国際標準機関での標準化のプロセス、及び投票において日本

のパートナーとなってくれる仲間が少ないこと。  

 

では、何を標準化するのか。太陽光発電、リチウムイオン電池、

次世代自動車、スマートグリッド（次世代送電網）などの環境・エ

ネルギー技術の普及が世界的に進む中、その技術の世界標準化、特

に ISO（国際標準化機構）、IEC（国際電気標準会議）等でのデジュ

ール標準の規格化の動きが活発化している。しかし、良い技術≠標準

化という図式の現実がある。どんなに高い技術を持っていても標準

化できなければ国際競争で不利にさらされ、逆に、たとえ技術レベ

ルが低くても標準化さえできれば、国際競争にて有利となる。その

ため、各国は自国に有利な形で世界標準化を構築し、自国の技術と

製品を普及させようと動いており、これは、技術力を売り物にして

いる日本にとっては油断できない事態となっている25。  

残念ながら、国際ルールづくりにおける日本の発言力は弱く、ガ

ラパゴス化が見られる現状はルールづくりの弱さの結果である。日

本では、国内予選に勝ち抜けば世界でメダルを取れるという発想が

                                                 
24 注 3、前掲書、10 ページ。 
25 2010 年 7 月 22 日、東京財団における平沼光研究員へのインタビューによる。 
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まだ残っており、国内で標準化を実行すれば、海外でも通用すると

思い込んでしまう傾向にある。ガラパゴス化の問題が示しているよ

うに、この考え方はすでに通用しない。これからは 初から世界標

準化を念頭に戦略を策定しなければ規格の標準化競争で負けてしま

うのである。  

日本はものづくり大国という国家戦略を策定し、一所懸命世界に

アピールしている。経済産業省は毎年『ものづくり白書（製造基盤

白書）』にて日本の製造業における政策を示しており、その内容は

また、日本の製造業を高度化し、弱まっている地方産業への処方箋

でもある。ものづくり大国の政策は民主党も自民党も示しているコ

ンセンサスである。各政党のマニフェストにても取り上げられてい

るため、どの政党が政権を握ってもその方向性が変わることはない

と考えられる。米国発の世界金融危機の中で、実体経済を伴わない

マネーゲームより、ものづくりの重要性が再確認されている。  

与謝野馨前特命担当大臣は「日本が目指すべきはものづくり大国」

であると述べた26。藤本隆宏東京大学教授も「ものづくりは製造業を

超えた生産思想」であると指摘している27。  

日本は温室効果ガスの排出問題も、「ものづくり技術」によって解

決できると主張している。これは、日本が属する東アジアで、環境・

エネルギー分野の優れた技術を持っているという自らの優位性を発

揮する絶好のチャンスである。そのチャンスを活用するためには、

日本政府は民間企業とともに、新たな資源・エネルギー外交戦略を

構築する必要性がある。日本は国際的な協力関係によって、技術の

世界標準化と国際普及を図っているが、当然、世界各国も自国の経

                                                 
26 2008 年 7 月 16 日、東京財団におけるインタビューによる。 
27 2008 年 8 月 6 日、筆者インタビューによる。 
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済発展を促進する流れにおいて、これらの分野への投資と産業育成

により、自国の技術を他国に先駆け一早く世界標準化し、国際市場

への展開を有利に進めようとしている28。  

ヨーロッパと米国が自らの政治力で、将来、環境・エネルギー技

術の市場となる中国市場などとの関係を強化しようとする一方、中

国はその市場力でヨーロッパや米国に対する発言力を強めており、

同時に、自国発案の技術を世界標準化しようという動きも見せ始め

ている。世界標準化競争において優位に立つには、技術の普及先と

なる市場力を備えた国をどれだけ自国側に取り込むかがカギとなり、

ASEAN 諸国も中国のように将来、大きな市場となると予測されてい

る。日本はその中で、例えば、東京都の関係者が 2010 年 8 月、マレ

ーシアにて東京水道の技術とノウハウをアピールし、新たなニーズ

を掘り起こそうとするなど、優れた技術力を活用し、将来大きな市

場となる東アジア諸国において、技術供与や共同開発を進め、日本

と東アジアとの技術的連携を強化することで世界標準化を一緒に進

めようとしている29。一方、東アジア諸国では日本の環境・エネルギ

ー技術に対する期待が高まっているが、コストが高いため、なかな

か手に届かないという状況にある。  

日本の技術力の現状としては、太陽光発電、電気自動車などの分

野において国際的な競争力を有しているが、その高い技術力を維持

するためには、技術を製品化するために必要なレアメタル資源の確

保、技術の国際普及化・世界標準化、外資による日本企業の技術狩

りへの対処だけではなく、外交的な課題への対処が必要となってい

                                                 
28 注 3、前掲書、5~14 ページ。 
29 同上。 
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る30。  

2010 年 7 月の参議院議員選挙の自民党マニフェストでは、戦略的

世界標準の獲得に関する政策を次のように記載している。  

「わが国産業が国際市場で有利に戦うためには、工業製品におけ

る『国際標準』の獲得が重要であり、『どの分野の工業製品』が『ど

のような標準』を求めているのかの的確な情報収集を行わなくては

なりません。そのため、政府が率先して、こうした情報収集に努め

ると同時に、その情報を企業にも伝え、政府と産業がタッグを組ん

で国際標準の獲得に積極的に取り組む体制を整備します。特に、成

長著しいアジアをターゲットとした技術支援を通じ、例えば、アジ

ア標準を世界標準とするような『戦略的標準獲得』にも果敢に取り

組みます31」。  

東アジアの経済成長と所得倍増は日本の成長機会を拡大し、日本

が環境・エネルギーの課題を克服することで、その過程と成果から

得られたソリューションを通して東アジア、ひいては世界に大きな

影響を与えることができる。急速な経済成長を遂げ、環境分野への

ニーズが高まっている中国は無視することができない。近年、日中

関係は戦略的互恵関係をキーワードに、新たな共存共栄のモデルを

模索し続けている。酸性雨、砂塵嵐などの越境汚染問題の解決は両

国の国益に合致しており、環境分野は日中が戦略的互恵関係を構築

しやすい分野であるといえる。そのため、日本は中国との環境共生

                                                 
30 注 3、前掲書。例えば、財団法人交流協会と台日商務交流協進会は、従来から貿易・

経済のみならず技術交流の促進を図っており、2011 年 3 月 7 日に台北国際会議中心

で「日本における電気自動車（EV）の開発状況とスマートコミュニティ戦略」の産

学連携セミナーを開催した。 
31 自民党『マニフェスト（2010 年版）』http://www.jimin.jp/policy/pamphlet/pdf/j_file2010. 

pdf、4 ページ。 
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に向けて、各課題に対する検証・改善を行いつつ、新たな戦略的展

開を考えている。  

四 むすび 

日本は世界的にリードしている低炭素産業革命で世界を席捲する

という経済復活の夢を実現しようとしている。しかも、日本国内で

は、すでにグリーン版構造改革が進行されている。大自然のありが

たさを感じる人が増えており、資源を消費するビジネスモデルから

自然を尊重するビジネスモデルへの転換が進んでいる。日本の環

境・エネルギーの技術は日本のみならず、全世界の共通資産である。

環境重視のものづくりは日本経済の未来にとどまらず、東アジアの

繁栄と汚染問題の改善に効果的なリーダーシップを果たす切り札と

なるであろう。  

日本は技術立国を誇りとし、世界に新しい価値を提供し続け、各

企業は成長を遂げてきた。現在、世界は環境問題に限らず人口動態

の変化や新興国の急速な都市化により、多くの課題に直面している。

発想を変えるならば、この変化には膨大な需要が潜在している可能

性がある。技術力を持っている日本企業にとっては、大きなチャン

スである。この世界市場では、スピード、コスト、開発力が問われ

ており、東アジア諸国の産業構造の高度化には、日本技術の導入は

欠かせない。特に、日本の環境技術は東アジア諸国が喉から手が出

るほど手に入れたいと望んでいるものである。東アジア諸国の長所

は低コストであり、双方がその補完関係を活かすことにより、日本

に産業空洞化をもたらすことなく、win-win の成果を遂げることがで

きるであろう。   

しかし、市場の需要がないまま、社会貢献のためだけに行うので

あれば、どこかで負担や無理が生じてくる。したがって、いかに利
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益を確保できるビジネスモデルを創りうるかが重要となり、日本政

府は日本企業の技術力を国際的な競争力の向上に繫げるために、企

業を支援し、二人三脚の官民協力関係にて進めて行こうとしている。 

後に、国内技術を世界にオープン化することにより市場形成・

拡大とコストダウン効果を狙うことも考えられるが、世界標準化に

より技術の海外流出のリスクが生じることも考えられる。このよう

な中、日本は環境・エネルギー技術の世界標準化をどのように構築

し、どのように公開し、その結果としてどのように市場を獲得して

いくかを綿密に計画することが問われている。  

 

（寄稿：2010 年 11 月 29 日、採用 2011 年 8 月 26 日） 
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日本版綠色革命之構築 
 

 

蔡 錫 勲 

（淡江大學亞洲研究所日本組副教授） 

 

 

 

【摘要】 

日本的產業發展，從戰後主要包括煙囪工業的造船和鋼鐵業等「重

厚長大」產業，1980 年代起變遷為家電等的「輕薄短小」產業，現在

迎接著重視環境的「輕薄炭省」新時代。雖然日本擁有先進的環境與

能源技術，是否能藉此獲得戰略性的世界標準呢？況且，獲得世界標

準並不代表就能取得世界市場。  

結論是，綠色革命意味著 20 世紀形式文明的停頓和以石油為中心的

經濟發展之界限。日本的環境與能源技術是日本和全世界共同資產。

經濟發展和環境污染絕對不是二選一的取捨關係。如果日本能夠證明

從保護環境中獲得利益的話，發展中國家將會快速地追趕。  

 

關鍵字：輕薄炭省、溫室效應、鳩山倡議、太陽能發電、世界標準  
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The Construction of Japanese Green 
Revolution 

 

 

Hsi-Hsun Tsai 
Graduate Institute of Asian Studies, Tamkang University, Associate Professor 

 

 

【Abstract】 

In the 1980s, postwar Japanese industries comprised of mainly smokestack 

industries, such as shipbuilding, iron and steel industries, were replaced by 

“light-thin-short-small” industries, such as consumer electronics. Now, Japanese 

industries have entered a new “light-thin and CO2-saving” era in which protection 

of the environment is prioritized. Having more advanced environmental and 

energy technologies, can Japan take this advantage to meet the requirements of 

strategic global standards and further dominate the market ? 

The conclusion is: the green revolution implies a standstill of civilizations of 

the 20th century as well as the limits in the oil-centered economic development. 

Japan’s environmental and energy technologies are common assets of all nations 

around the world. Economic development and environmental pollution are 

undoubtedly not in an “either-or” trade-off relation. If Japan can prove that profits 

can be created from environmental protection, developing countries will quickly 

catch up. 

 

Keywords: Light-thin and CO2-saving, Greenhouse effect, Hatoyama initiative, 

Solar energy, Global standard 
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