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ゼロエミッションフォーラム・イン・三島 
－地域内循環によるゼロエミッション社会を目指して－ 

 

日時 ： ２００３年１１月２１日（金）１３時 － １７時３０分 

場所 ：日本大学国際関係学部１５号館１階多目的教室 

議題 ： 

（１）開会挨拶  小池政臣 氏  三島市長 

    歓迎挨拶  山路敬三 氏  国際連合大学ゼロエミッションフォーラム会長 

         佐藤三武朗 氏 日本大学国際関係学部長 

（２）基調講演  「環境と経済の好循環を目指して」 

谷 みどり 氏 環境省総合環境政策局環境計画課長 

「廃棄物対策と持続的利用が可能なバイオマス資源の利用や技術開発 

 － 製紙汚泥から生分解性プラスティックをつくる」 

         中崎清彦 氏 静岡大学工学部物質工学科教授 

         「新たな環境負荷を生まない自然エネルギーの展望」 

         竹林征雄 氏 国際連合大学ゼロエミッションフォーラム運営委員 

（３）パネルディスカション 「地域内循環によるゼロエミッション社会を目指して」 

   コーディネーター  

前田正尚 氏 国際連合大学ゼロエミッションフォーラム運営委員 

              日本政策投資銀行政策企画部長 

   パネリスト 小池政臣 氏 三島市長 

         前島規雄 氏 三島フォレストクラブ役員・インストラクタ 

（森林保全ボランティア市民団体） 

         谷 みどり氏 環境省総合環境政策局環境計画課長 

         中崎清彦 氏 静岡大学工学部物質工学科教授 

         竹林征雄 氏 国際連合大学ゼロエミッションフォーラム運営委員 

（４）閉会挨拶  谷口正次 氏 国際連合大学ゼロエミッションフォーラム運営理事 

   

＜開会・歓迎挨拶＞ 

 

司会（鈴木・三島市）   

ただいまから、「ゼロエミッションフォーラム・イン・三島－地域内循環によるゼロエミ

ッション社会を目指して－」を開催いたします。私は、本日の進行を務めさせていただき

ます、三島市環境市民部環境企画課の鈴木でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、本フォーラムの開会に当たり、開催市を代表いたしまして、小池政臣三島市

長から皆様にごあいさつを申し上げます。 
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小池市長   

皆さん、こんにちは。「ゼロエミッションフォーラム・イン・三島」の開催に当たりまし

て、開催市を代表いたしまして、一言ごあいさつをさせていただきたいと思います。 

 本日は、市民の皆様方をはじめ、産業界の皆様方、あるいは行政機関の皆様方、あるい

は学会の皆様方等々、多数の皆様方が各界各層からお出かけをいただきまして、ほんとう

にありがたい次第でございます。心からご歓迎を申し上げる次第でございます。 

 また、会場提供のほか、日本大学国際関係学部佐藤三武朗学部長様をはじめ、日本大学

関係者の皆さん方には大変に何かとご厄介になりましたことに対しまして、厚く御礼を申

し上げる次第でございます。ありがとうございました。 

 三島市は、21 世紀を環境世紀ととらえまして、自然と共生を図る中で環境への負荷が少

ない資源循環型社会の実現を目指しまして、「みんなで築く環境先進都市・三島」を合言葉

に、積極的な環境施策の推進に努力をいたしているところでございます。その第一歩とい

たしまして、行政みずから厳しく環境をマネジメントするために、平成 12 年 7 月 26 日に、

国際標準規格でございます ISO14001 の認証取得をいたしております。さらに、本年 7 月に

は、環境マネジメントシステムの範囲に、全国でも先駆的となります全小学校、全中学校、

21 校を加えまして、三島市のすべての施設を対象に、更新審査を受けましたところ、その

サイトの範囲の広さと環境活動、環境教育のレベルの高さから、全国でもトップクラスと

の評価をいただきました。大変光栄に思っているところでございます。これを契機に、幼

児から高齢者まで、幅広い環境教育、環境学習をより一層進めまして、環境を考え行動す

る人材の育成に務め、地域レベルのゼロエミッション活動のさらなる進展に力を注いでま

いる次第でございます。 

 本フォーラムは、国連大学ゼロエミッションフォーラムとの共催で、「地域内循環による

ゼロエミッション社会を目指して」をテーマに開催いたすわけでございますが、このよう

に、国連大学の持つ最先端の環境情報を積極的に地方へ情報発信することは、地域の環境

意識や活動の醸成に大変有意義であると私は感じているところでございます。 

 本日は、学会、産業界、行政の先生方からのご講演を、私も加わりましてパネルディス

カッションを予定いたしているところでございます。どうか、本フォーラムを契機に、資

源循環型社会の実現のための地域の可能性を探りまして、その重要性への認識を深めてい

ただきたいというふうに思っております。さらに、あすからの具体的な実践活動につなげ

ていただければ幸いでございます。改めて、本日ご参加の皆様方、関係の皆様方に心より

御礼を申し上げる次第でございます。 

 三島市以外のところから三島市においでになった皆さん方に、ちょっと三島市をご紹介

させていただきたいと思います。三島は、「水と緑と文化のまち・三島」というふうに言わ

れております。今も将来都市像は「水と緑と人が輝く夢あるまち・三島」とし、サブタイ

トルが「環境先進都市を目指して」でございますけれども、昔から、水と緑と文化のまち、

このように言われているわけでございまして、特に、新幹線の三島駅から歩いて 5 分とた

たないところにせせらぎがございまして、清冽なせせらぎ、そしてまた、そこのせせらぎ

にホタルが飛び交う。これは全国にこういうところはないのではなかろうかというふうに
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私は思っておりまして、そのことを大事にし、そして育てている。さらにまた、街のせせ

らぎ事業をすることによって、さらにグレードアップしていくというような施策をやって

いるところでございまして、これは、実は市民との「協働」でやっております。市民、事

業者、行政、コラボレーションでやっているというところがまた特色があるということを

ご理解いただきたいというふうに思っております。 

 水も大分少なくなっております。富士の雪解け水でございます。それが伏流水となって

三島で湧いてくるわけでございますが、上流のほうでくみ上げがございますので、少なく

なっているというふうに私どもは思っているわけでございますが、今年は、実は、小浜池

に――楽寿園の中に、東海一の名園と言われております小浜池――これが水を満々とたた

える姿が美しいのですが、5 年ぶりに水がいっぱいになりまして、172 センチまでいったわ

けでございますが、一たん 36 センチまで下がって、また上がってまいりまして、今日見て

きましたら 66 センチになっていました。この分ですと、冬場もまた水がある小浜池が見れ

るというふうに私どもは期待しているところでございます。 

 今日は、皆様方を、ご希望の方だけでございますが、街のせせらぎ事業のルートをご案

内することになっているようでございますので、ぜひまたご参加をいただきますように、

お願い申し上げる次第でございます。 

 皆さん方の今日のフォーラムにご参加いただきましたことに対しまして心から感謝申し

上げまして、ごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。（拍手） 

 

司会   

続きまして、主催者でございます、国際連合大学ゼロエミッションフォーラムの山路敬

三会長から歓迎のごあいさつ並びに本フォーラムの果たす役割について、皆様方にご説明

をさせていただきます。 

 

山路会長 

  皆様、こんにちは。ただいま紹介いただきました、ゼロエミッションフォーラム会長

の山路でございます。皆様には、きょうは、この「ゼロエミッションフォーラム・イン・

三島」というタイトルの講演会にご参加いただきまして、ほんとうにありがとうございま

す。また、この講演会を開催するに当たりましては、今お話をいただきました三島市長さ

ん、大変ご指導いただきまして、大変すばらしい会ができるということをほんとうに感謝

しております。また、日本大学国際関係学部さんには、すばらしい教室を提供いただきま

して、また、学部長さんにはお話もいただくということ、ほんとうに我々としては幸せで

ございます。 

 私も、高等学校を卒業するまで静岡市で育ちましたので、まんざら静岡県とは関係が…

…。三島のほうは非常にいい、風光明媚な土地であるということで、いろいろな面で、三

島のほうへも遊びに来させていただいたのはいい思い出として残っております。 

 さて、きょうは、皆様、お手元の資料に、国連大学ゼロエミッションフォーラム・イン・

三島、「ゼロエミッションフォーラムの果たす役割について」と、こういうタイトルのパン
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フレットを用意しておきましたので、それをごらんになりながらお話をお聞き願いたいと

思います。こういう、枠が 2 つずつある、こういうパンフレットでございますが、ここに

出しますパワーポイントの内容は、全部皆様のコピーの中にございますので、それをごら

んになりながらお聞きいただきたいと思います。 

 きょうお話ししたいのは、私が今考えておりますゼロエミッション社会を目指した新し

い行動モデル、これがどんなものか、それをご紹介して、それをこれからゼロエミッショ

ンフォーラムとしては推進していきたいということを申し上げたいと思います。 

 まず、ゼロエミッションというのは、もう皆様ご存じかと思いますが、ねらいとしては、

持続可能な社会の実現ということを目指します。経済面、環境面、それから社会面、この 3

つの側面で効率のいい、長続きする社会を実現しようというのがゼロエミッションの目的

でございます。 

 特に、限りなくエミッション・ゼロを目指す活動というものをゼロエミッションと言っ

ておりますが、これは、1994 年、今から 10 年ほど前に、国連大学が言い出した言葉でござ

いまして、世界でもこのゼロエミッションという言葉は、そのときはまだなくて、日本初

の考え方だったわけでございます。日本には、世界一の品質をつくり上げたゼロ・デフェ

クトという標語がございましたし、また、豊田さんなどの看板方式で代表されるような、

在庫をゼロにする、あるいは生産性を上げるという意味でのゼロインベントリーという言

葉がそれに続きました。これは日本の生産力、工業力を高めたわけでございますが、そし

て今度は、この環境時代になって、ゼロエミッションというのは、それに続くものとして

謳い上げられたわけでございます。 

 ゼロエミッションというのは、よく生態系と比較をされます。生態系を真似する、ある

いはお手本にしてゼロエミッションをやろうという考え方がございまして、生態系がよく

引き合いに出されますが、生態系、あるいは自然界では、例えば、これをアフリカの草原

地帯、サバンナというようにお考えいただきたいと思いますが、そのサバンナでは、植物

が生産者です。植物は水から植物をつくり出していきます。そして、消費者は、もちろん

植物を食べる草食動物ということになります。草食動物が死にます。死体はどうなるか、

あるいは草食動物の食べカス、あるいは植物の枯れたもの、これがどうなるかといいます

と、そこで微生物が作用いたしまして、これが解体・分解したと。リサイクル業者のよう

なものですね。それになりまして、肥料にいたしまして、この肥料をまたショク物が栄養

としてとって、新しい植物を生産していくという、この循環が行われております。 

 この循環をまず真似しまして、ゼロエミッションの考え方では、産業クラスタリングと

いうことを行いました。つまり、A 産業の廃棄物を B 産業が原材料として使う。そして、B

産業の廃棄物を今度は C の産業が原材料として使う。そして、今度は C の産業が出した廃

棄物をまた元に戻って A 産業が原材料として使う。こういうような、うまい組み合わせを

見つけて、資源を何回も何回も繰り返して使う、こういうようなことが産業クラスタリン

グということで、ゼロエミッションによる循環型社会の基本というものになったわけでご

ざいますが、それは、これをモデルにしたものであります。 

 ところが、サバンナには草食動物のほかに肉食動物というのがいます。この肉食動物と
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いうのは、草食動物を食べて悪いやつのように思われますけれども、実は、草食動物だけ

ですと、怖いものがないということで、どんどん繁殖しまして、草原の植物を全部食べ尽

くしてしまって、いずれは食べ物がなくなるので草食動物も死んでしまうという悪い循環

にならないように、この肉食動物が間に入って、いわば草食動物の消費を抑制している、

消費抑制者になっているということでございます。その消費の抑制は、そのほか自然界で

も行われまして、悪天候などがしばしば訪れまして、それによって草食動物や肉食動物が

死ぬというようなことで消費の抑制が行われている。これが自然の大きな流れ、これを私

はナチュラル・ゼロエミッションと言っておりますけれども、そういう流れがございます。 

 こういったことから、私は、ゼロエミッションの本質というのは、生態系とのアナロジ

ーによる、経済効率、社会効率のよい循環型社会を実現する方法であるというように考え

たいと思います。 

 もう少し詳しく言いますと、自然界と生態系というものがございます。自然界の中に生

態系がありますね。これは、長年の進化によって、先ほど申し上げたようなナチュラル・

ゼロエミッションというシステムをつくり上げております。これはバランスのとれた、大

変合理的な仕組みで、あまり合理的なので、これは神様がつくり出したんじゃないかと思

われるくらいでございます。そして、この生態系の中に、最初のうちは人類もそれに加わ

っていた。生態系の中で、ナチュラル・ゼロエミッションの中に溶け込んでいたと思いま

す。ところが、人類が四つ足から二つ足で立てるようになって、アフリカの草原のほうに、

西から東のほうへ出ていって、そこでほかの動物・植物に対して優越感を持ってしまった。

自信を持った。そして、人類は頭がいいですから、この生態系から離脱しただけでなくて、

いろんなことを考え出しました。科学、哲学、いろんなことを考えました。エンジニアリ

ングも考えたでしょう。そうすることによって、人類は、生態系というものは自分が支配

するものであるというように考えるようになったと思います。それで、支配して、それを

うまく利用して、人類の福祉向上に役立てよう、暮らしを豊かにすることに役立てようと

いうことで、今日の文明が発展してきたと思います。これだけならいいんですけれども、

その利用する過程で、この生態系のバランスを大変破壊もいたしました。これが、これま

でだったんですね。 

 ところが、この破壊がだんだんひどくなってまいりますと、これでは環境面で人類も将

来は破滅するかもしれないというような事態になってきた。資源もなくなる、エネルギー

もなくなる、さらには温暖化現象が起きる、悪いガスも出る、オゾン層の破壊まで出ると

いうようなことで、危なくなってきたので、人類は再び生態系に復そうというような気持

ちになってきたと思います。 

 その生態系に復帰するために、まず第１にやらなければならないことは、自然の修復で

すね。昔どおりの自然を手に入れる、戻すということでございます。それと同時に人類が

やらなきゃならないことは、このナチュラル・ゼロエミッション系、自然のゼロエミッシ

ョン系、これを研究して、ほんとうに本質をきわめるということ、そしてきわめて、それ

を応用するということであると思います。そうして、人類としては、ゼロエミッションの

社会をつくり上げるということが必要になるんじゃないかと思います。そして、この人類



 6 

が一たん手に入れた福祉向上と、それからゼロエミッション社会、これをうまく調和させ

てこれから暮らしていくというのが人類の方向ではないかと思います。 

 次に、生産、それから消費、廃棄、この 3 つに分けて、今まで申し上げたことをちょっ

と細かく申し上げたいと思います。 

 生産については、現在の工業化社会、現在の社会ではまず見込み生産、見込み販売。広

告を一生懸命やって、見込み生産でつくったものを販売する。しかし、生態系ではどうや

っているかというと、種の保存が可能なだけ生産する、あるいは食の確保が満たされるだ

け生産する。いわば必要なだけつくる。これをオンデマンド生産と言っておりますけれど

も、必要なだけつくる。そうすると、エネルギー・物質のむだ使いもございませんし、余

るものもないということになります。それから、今の生産では、集中生産、大量輸送。集

中生産しますと、非常にコストが安くできます。そして、輸送手段もありますので、こう

いうことをやっているんですが、生態系を見ますと、生活圏の中での生産調達にとどまっ

ている。このごろよく言われる、その土地でとれたものをその土地で食べる、消費する、

地産地消というのはもう生態系の中では既に行われているということでございます。これ

によって、安心・安全な食物が手に入ったり、あるいは運搬のエネルギーが要らなくなり

ます。 

 さらには、今まではエンジニアリングの手法で生産していたんですが、生態系では生物

学的な手法、生物的な手法、こういったものをミックスした手法がこれからの工業の 1 つ

のいき方になるのではないかと思います 

 それから、自然支配型だったですね。これはもう、最初から自然を支配して、人類の福

祉向上に役立てる。しかし、生態系のほうでは、休息地の自然環境に合った生産をやる。

自然回復型、自然融合型というような生産になってくるだろうと。そして、使用するエネ

ルギー・資源というのは、これまでの社会では、いわゆる鉱物自然、化石燃料のような、

枯渇性の資源を大量に使ってきた。しかし、生態系では、枯渇性のものは一つも使わない。

非枯渇性の資源。植物だとか、動物だとか、あるいは自然界のいろんなエネルギーを使っ

てきたということでございますが、それに習って、将来のゼロエミッション社会では非枯

渇性の経済に持っていくべきではないかということでございます。 

 消費について次に申し上げたいと思います。消費では、今消費する場合、大体物を買っ

てきて使うことですね。ところが、生態系のほうでは、所有せずに、機能だけを利用する

といううまい、賢いやり方が行われております。例えば、カバとか、ワニだとか、大きな

口をあけている。何をしてもらっているかというと、トリが来て、その歯の間に挟まった

不要な食べカスみたいなものをトリが食べて、歯の掃除をしてくれている。いわば歯ブラ

シのような、自動歯ブラシのような作用をしているわけなんですが、人間ですと、自動歯

ブラシを買ってきて所有するんですが、生態系の場合には、もう共生関係で、所有せず、

機能だけを利用しているという形であります。 

 そこで、ゼロエミッション社会では、機能販売型というのが 1 つクローズアップされつ

つあります。これは、機能を買うんだということですね。物を買うんじゃない。機能を買

うんだということです。例えば、電気洗濯機だったらば、洗濯という機能だけを買う。物
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は買わない。したがって、洗濯をしたそのときに使った電気エネルギーに比例したレンタ

ル料を払うということです。そうすると、その借りている方は、できるだけ安く仕上げよ

うということで、むだな洗濯をしなくて、エネルギーの節約をする。まあ、いろんないい

点が出てまいります。 

 そして、そういった、売ってしまったものは、もう管理状態にありません。どこにある

かわかりません。しかし、生態系においては、そのカバとかワニ、小鳥とは自然に管理状

態にある。機能販売の場合には、お客様とその機械とは集中管理状態にあって、機械が、

寿命が来たときには一斉にそれを持ってきて、リサイクルをするというようなこともでき

るというわけでございます。 

 それから、大量消費、消費の自由というのが今の社会で行われておりますけれども、先

ほど申し上げましたように、肉食動物によって、消費を減らす、抑制する。もう、消費す

る人を食べてしまうというようなことですね。それから、悪天候、そういうような消費抑

制の手段が行われている。人間の場合には、まあ、今、少子高齢化になっておりまして、

人口も減るというふうなこと、これは自然のなせる消費抑制の方向かもしれません。それ

よりも、我々としては、何らかの規制とか、税制とか、そういうものを使って消費抑制を

していく。これが自然であるということです。例えば、炭素税のようなもの。あれは、産

業界では大変反対しておりますけれども、消費抑制についての自然界のやり方はもっと過

酷である。消費者を食べてしまうというくらい過酷であるということを考えると、こうい

った規制、税制などは、もう喜んで受け入れるべきではないかということも出てくると思

います。 

 次は、最後の廃棄のところでございますが、これまでの社会では、分別回収とか、集中

処理が行われておりましたけれども、生態系では、棲息地の自然環境において、先ほどの

ように、微生物が解体・分解するわけです。そういうことを考えますと、これからの社会

では、できるだけ、できるものは分散型でやる。廃棄物を出したところで、そこで処分す

るということが自然のやり方になるのではないか。そうすると、運搬の手間もないし、大

きな廃棄物の処理場をつくって、その土地の人に迷惑をかけるということもないというこ

とです。それから、循環が 1 回循環だったのが、産業クラスタリングに持っていく、先ほ

ど申し上げたことでございます。 

 こういうようなことで、自然界のことを真似していくと、我々がこれからやらなきゃな

らない、そして自然を回復していく、あるいは環境を解決していくということはたくさん

あるということがおわかりいただけたと思います。こういうことを逐次やっていくのが、

我々ゼロエミッションフォーラムの役目ではないかと考えている次第でございます。 

 ごあいさつにかえて、1 つお話を申し上げさせていただきました。どうもご清聴ありがと

うございました。（拍手） 

 

注記  

 山路会長は、平成１５年１２月２６日に急逝されました。本稿が、ゼロエミッションフ

ォーラムの公式行事の遺稿となりました（国連大学ゼロエミッションフォーラム事務局）。 
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司会 

  続きまして、本日のゼロエミッションフォーラムの開催に当たりまして、会場のご提

供のほか、何かとご協力をいただきました、日本大学国際関係学部の佐藤三武朗学部長様

から、「緑の革命が育む心の豊かさ」と題しまして、歓迎のごあいさつをいただきたいと存

じます。 

 

佐藤学部長 

 こんにちは。「ゼロエミッションフォーラム・イン・三島」、その会場校として、国際関

係学部、ここで開催できたこと、非常にうれしく思います。大層な表題ですが、時間が押

していますので、簡単に私の考えを 3 点から述べさせていただきます。 

 今、市長様から、行政の取組について、またすばらしいゼロエミッション社会の実現に

向けてのお話がありましたので、私は、自分の考えを 3 点ほど述べさせていただきます。 

 現在地球は叫んでいる、泣いている。非常に危機感が募っております。我々、今日は、

この会に出席して、非常に多くを学びたい。また、私も、これに対する認識を深めました。

1 つは、強い意志を持つべきだと考えました。日本大学は、昨年は、ご存じのように、ノー

マン・ボーローグ先生に、1970 年ですか、「緑の革命」でノーベル平和賞を受賞された方に、

名誉学位を授与いたしました。世界が食糧危機ということで、隣国のメキシコは食糧危機

に直面しているわけですが、ボーローグ教授は、そこで小麦生産を 2 倍にする努力をした

ということで、それが、アジアに、インド等を見ましても、食糧危機が叫ばれていたんで

すが、今は、むしろ輸出ができるほどに、その努力によってアジアは救われたということ

です。そのお言葉の中にやはり強い意志がありました。そのとき、88 歳でした。昨年です

が、おそらく今年は 89 歳。依然として強い意志を持って小麦の生産で、この人類の食糧危

機から人々を救おうと、こういった意識がございました。 

 もう一人は、この 11 月 13 日に、おなじみの初代大統領、ゴルバチョフ氏に、日本大学国

際関係学部が博士号、国際関係を授与するという贈呈式が東京で行われました。ソ連の民

主化に向けてたゆみない努力、チャレンジ、強靱な意志を持っていました。あの偉大な政

治家にお会いしたとき、私は非常に圧倒されたんですが、そのときの、まだこれからも世

界の安定と平和に向けて、民主化に向けて努力していくという、そのたくましい、力強い

意志、これがはっきりと表明され、また実際にそれを我々に印象づけました。 

 2 つ目は、今、市長様から、また山路様からお話があった、このゼロエミッションの理念

でございます。共通の理解、共通の認識を持って、これをあまねく広めることによって、

我々はそれに取り組んでいくべきだと思います。 

 3 つ目ですが、やはり行動であろうかと思います。抽象的な議論に流れることなく、具体

的な施策をもって、地球は泣いている、危機に瀕しているわけですから、我々の手でもっ

てこのような状態になったわけですから、それに対してどのように対応していくか。市長

様のお言葉にありましたように、もう子供のときからの環境教育が必要になってくるかと

思います。ここは教育の場であります。今日、この機会をおかりして、多くを学び、それ

を学生たちに伝えていきたいと思います。単に伝えるだけでなく、私自身も、それに対し
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て果敢に行動していかなくてはならないと思います。 

この 3 点ですが、これから結びとして、組織を越えて、垣根を越えて、環境への認識を

深めて、一緒になって、環境問題に取り組んでいきたいと、このようなことを実感いたし

ました。今日のこの「ゼロエミッションフォーラム・イン・三島」、大成功でありますこと

を祈念して、あいさつといたします。ありがとうございました。（拍手） 

 

司会 

 ありがとうございました。以上をもちまして、開会並びに歓迎のごあいさつを終了させ

ていただきます。 

 引き続きまして、基調講演に移ります。準備が整い次第、講演に移らせていただきます

ので、皆様におかれましては、いま少しお待ちいただきたいと思います。 

 

＜基調講演＞ 

 

司会 

 お待たせをいたしました。それでは、基調講演に移らせていただきます。 

 本日は、行政、学会、産業界を代表いたしまして、3 人の講師の皆様からご講演をいただ

きます。ご講演をいただきます各講師のプロフィールにつきましては、お手元のプログラ

ムとともにご紹介させていただいてございますので、そちらのほうをごらんいただきたい

と存じます。 

 それでは、初めに、行政のお立場から、「環境と経済の好循環を目指して」と題しまして、

環境省総合環境政策局環境計画課長、谷みどり様、よろしくお願い申し上げます。 

 

谷課長 

 谷でございます。本日は、よろしくお願いをいたします。 

 お手元の資料に、「環境と経済の好循環を目指して」という 2 枚紙が入ってございます。

本日、これをごらんいただきながら、多少ローテクではございますが、お話をさせていた

だきたいと思います。 

 この「環境と経済の好循環を目指して」、概要と書いてありますが、そもそもの報告書は、

今年の 6 月に、環境と経済活動に関する懇談会というところから出したものなんです。こ

の懇談会は、環境大臣の呼びかけで始まりました。これは去年の 12 月のことでございます。

小泉内閣というのは、大臣を選ぶときに派閥順送りで選ばないというのはよく知られてい

ることですけれども、大臣を選ばれたときに、「あなたはこういうことで選んだんですから、

こういうことをお願いしますよ」ということをおっしゃるんだそうです。前の鈴木大臣を

選ばれたときも、そして今度、小池大臣になりましたけれども、どちらの大臣に対しても、

環境と経済が両立するということでしっかり取り組んでほしいということをおっしゃった

んだそうです。 

 それを受けまして、前の鈴木大臣が、この環境と経済活動に関して、自分が毎回出席す
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る形で懇談会を開こうということをおっしゃいまして、環境のことについてこれまでいろ

いろご研究をされてこられた先生方とか、産業界の、例えばフジゼロックスの小林陽太郎

会長とか、佐川急便の会長とか、NEC の会長、鹿島建設の副社長、こういったいろいろご

立派な方々にお集まりいただきまして、懇談会が行われました。その懇談会の結果の概要

がこちらの紙でございます。 

 今年の 9 月 22 日に、今度は小池百合子大臣が環境大臣になられました。小池大臣にも、

小泉総理は、環境と経済が両立するように、こういうことで取り組んでほしいということ

をおっしゃったそうです。それで、小池大臣にもいろいろご相談をして、今度は、同じ形

の懇談会ということではなく、もう少し実務的なレベルが集まって、中央環境審議会とい

う審議会がございますが、そこに専門委員会をつくりまして、そこで検討を進めることに

いたしました。 

 6 月の報告の最後のところに、「国家総合戦略の策定に関する提言」とございまして、国

民企業、行政が一体となって環境と経済が統合した社会を実現していくために、中長期的

な視点に立った、国家として明確で、わかりやすいビジョンと実現のための工程表が必要

と書いてあります。このビジョンのほうをまず作ろうということになりました。実現のた

めの工程表は、おそらく環境基本計画で作ることになると思います。現在の環境基本計画

は第 2 回計画でございまして、平成 12 年 12 月にできたものですけれども、大体 5 年くら

いで新しいものをつくることになります。ですから、平成 17 年とか、そのあたりに新しい

ものをつくろうということで、今後取り組むと思うんですが、おそらく工程表というのは、

この基本計画がその役割を果たすことになると思います。今平成 15 年ですから、今の段階

では、まず明確でわかりやすいビジョンをつくっていこうということになりまして、それ

を、この中央環境審議会の専門委員会で検討することになったわけでございます。11 月 4

日に専門委員会の第 1 回が開かれ、ついきのう、第 2 回が開かれました。 

この専門委員会、第一回は、委員の皆様から一言ずつ承りました。産業界の方もいらっ

しゃいますし、消費者の方とか、『主婦の友』の編集部で副編集長をやってこられた、今は

『ゆうゆう』という雑誌の編集長の山本加津子さんとか、神津カンナさんなどおいでにな

りました。神津カンナさんは、例えばブラジルでいろんな環境関係の協力をしてこられて、

それのお話なんかもされました。まだご出席はいただけていないんですが、メンバーには、

あの脳の話の養老先生などおいでになりまして、大変これから期待されるところなんです。 

11 月、12 月、1 月と、3 回に分けて、テーマごとに委員の先生方その他からのご発表をい

ただくということになっています。きのうのタイトルは、「暮らしを彩る環境のわざ」。環

境の技術で何ができるかというお話をいただきました。まず松下から、冷蔵庫がどれだけ

省エネになってきたかとか、いろんなお話をいただきました。ファーストエスコという、

省エネルギーのマネジメントのコンサルですとか、燃料電池などの分散型電源のことをや

っていらっしゃる会社からもお話しいただきました。そして、トヨタからはハイブリッド

車とか、燃料電池車などのお話をいただきました。また、辰巳さんという消費生活アドバ

イザーでいらっしゃる方が、消費者の観点からお話をされました。損保ジャパンからは、

エコファンドのお話がありました。もうほんとうにおもしろくて、そのうち、一刻も早く
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インターネットの環境省のホームページに載せたいと思っておりますので、資料でもごら

んいただけたら大変ありがたいと思います。 

12 月は、先ほどの学部長さんのタイトルとちょっと似ているんですが、「自然が育む心と

力」というタイトルをつけました。ここでは養老先生に、自然が育む心をお話しいただけ

ませんかということをお願いして、お受けいただいています。自然が若者の心を育み、熟

年の心を癒すということについて、人工物に囲まれた現代人というのは高い価値を見出す

んじゃないんだろうかと。ただ、これがどうやって経済と好循環するかといいますと、こ

こで、エコツーリズムの話を例えばどなたかしていただけないかなと思います。それから、

『ゆうゆう』の編集長さんは、全国百名山を踏破しておられて、主婦の友社からいろんな

山歩き関係の本を出していらっしゃるんです。普通の、まさに主婦の友として本を出した

とおっしゃいます。例えば山とふもとの温泉とか、何か季節の花を見にいくとかいうタイ

トルで。委員会では、普通の人が自然に親しむように、そういったような問題意識でお話

をいただきます。そして、自然が育む力は、やっぱり自然エネルギーですよね。シャープ

の辻相談役、これは以前社長さんをしていらした方ですが、メンバーになっていただきま

した。シャープは、世界一の太陽光発電のメーカーです。太陽光発電は日本が世界一です

し、その中でもシャープが世界一。、日本の誇る自然の力ではないかと思っております。こ

ちらのお話もいただいてと思っております。 

 3 回目、来年の 1 月のタイトルは、「『もったいない』が生み出す資源」とつけました。例

えば、リサイクル運動にずっと取り組んでこられている、新宿ごみの会とか、元気なごみ

仲間の会とかをやってこられた崎田裕子さんに話をしていただいたり、自治体の方にお話

をいただいたり、そして、産業界のほうからは、JFE スチール。原料炭というのをご存じで

すか。鉄をつくろうと思ったら、鉄鉱石を還元させる時、普通、石炭を使うわけですけれ

ど、この石炭の一部にかえて、プラスチックを砕いて、原料炭の一部にかえて、鉄の還元

剤で使っていらっしゃるんですよ。例えば、こういうお話をしていただけたらいいと思い

ます。あともう一人お願いしているのが、帝人の長島副社長さん。帝人は、ペットをリサ

イクルして、いろいろなものをつくっていらっしゃいまして、ついこの間、PET to PET、ペ

ットボトルからまたペットボトルをつくる、そういう工場をオープンされました。このス

カーフはペットボトルのリサイクルでできていまして、いろんなユニフォームなんかもつ

くっていらっしゃいまして、こういったお話をしていただきたいなと思っています。この

ようないろいろな、具体的なお話を集めながら、ビジョンをつくっていきたいと思ってお

ります。 

 このほかにも、例えば、旭化成がつくっている住宅の断熱材が、これまでよりも効率が

よくなって、しかも、シックハウス症候群を起こすガスを出さないとか、いろいろなとこ

ろで環境にいいわざができています。この市場をどうやってつくっていけるかということ

で、世の中ものすごく変わると思います。 

 例えば、我が家の電気代、月にだいたい 3,000 円台です。1 つのポイントは、冷蔵庫を買

いかえたことです。これはききます。ほかにも、クーラーをつけないとか。でも、冷蔵庫

は、もうスイッチを切るわけにはいきませんから、ここは、根雪のように、どうにもなら
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ない電気代がずっと毎月毎月かさんでいますから、買いかえて、目に見えるように変わり

ました。あと、テレビも実は買いかえて、ちょっと大き目のブラウン管だったのを、小さ

目の液晶にしました。まあ、これは、そんなに長時間見ないんで、うわっ、というほどは

変わりませんけど、ある程度はきいていると思うんですね。こういう、環境にいいものを

私たち消費者が選んでいくということがものすごく大事だと思うんです。電気代が浮きま

すし、それだけではない、気持ちよさがあるじゃないかという話を訴えていきたいんです。 

 さて、これからの時代の環境と経済ですが、環境の受容能力が限界が近づいて、日本の

産業競争力が低下していると言われる中で、環境上の制約を新たな発想や可能性を生み出

す原動力としてとらえて、経済活動の活性化と、それから雇用を何とかつくり出していく。

それは十分可能じゃないかと思っています。これから環境をよくすることが経済を発展さ

せ、経済が活性化することによって環境もよくなっていくような関係を生み出して、環境

と経済が一体となって向上する社会を実現していきたい。その道筋として、適切な誘導方

策で、「企業や消費者の環境への取り組みを有効需要にしていく」。 

これは、なかなか実は進んでいないところもあります。この帝人のスカーフなんですけ

れども、これ、実は、試供品で、ただでもらったんです。「どこで売っていますか、私、買

います」と言ったんですよ。そうしたら、「今まだこの辺では売られていないんです。試供

品で我が社が出しているだけなんです。」「何でですか」と。「幾らですか」と言ったら、「小

売値は 2,000 円か 2,500 円になると思います」。「私、2,500 円で買いますよ」と言ったら「で

すが、お店が置いてくれてなくて、それはやっぱり消費者が支持してくれない」と、その

帝人の方、おっしゃったんです。今、主にペットボトルの繊維は何に使われているかとい

うと、企業のユニフォームで使われていますと。それは、企業が環境に取り組んでいるん

だという姿勢を見せるために、従業員は、もう否応なく着さされてしまう。そういうこと

で繊維は使われていますけれども、一般の繊維製品のお客様は、やっぱり直接肌につける

ものがもとはごみでしたというのは嫌がられるらしいんですということを言われました。

だけど、私はそうは思わない。だって、絹のスカーフでも、どこでどんな農薬を使って育

てたかわからないクワの葉で育っている可能性があります。でも、ポリエチレン・テレフ

タレートからポリエステルを作るのは、そんな農薬を使わきゃできないような、プロセス

じゃないはずです。また、普通のポリエステルだったら、原油からつくるわけですから、

いっぱいいろんなプロセスを経ている。ペットボトルから作ったポリエステルを身につけ

て、環境にいい、気分がいいと、私は思います。いろんなところでこういう雰囲気が醸成

されて、むしろ私は再生製品のほうが気持ちがいいと、どうせ買うものだったらば、それ

で環境にもいいことしているんだと思えたほうがいいじゃないかという消費者が広がって

いくということが、とっても大事なんじゃないかと思います。 

きのうの委員会で、消費生活アドバイザーの辰巳さんが、いろんなアンケートをしても、

消費者は、環境にいいことをしたいという意欲はものすごくあるんですよと言われました。

でも、何をしたらいいかわからない。特に商品選択に当たっては、これは辰巳さんも、き

のう随分力説していらしたんですけれども、適切な情報がない、だからわからないと。そ

の話を帝人の方に申し上げたら、「情報を出したらば、いやいや、私はやっぱりペットボト
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ルからではなくて、原油からつくった物がいいと思う人が多いんです。」と言われました。

そこを、どうやって意識を変えていったらいいかなと思います。 

トイレットペーパーなんかは、ある程度変わってきているんじゃないかと思うんですよ

ね。バージンパルプのほうが高級だと思う消費者もいるでしょうが、いや、やっぱり再生

紙を選ぶという人は、増えてきています。ペットは、まだまだ再生できるいい原料ですよ。

そのためには、再生されてつくったものを消費者がどんどん選択していくことではないで

しょうか。それができていけば、さっきの冷蔵庫ですとか、液晶テレビも同じですけれど

も、消費者が環境にいい物を選んでいく。そうすれば、日本の産業はもっともっと伸びて

いくことができますし、そういうことに取り組む企業ほど市場が評価する。で、これから

豊かさを増していく世界に波及するんだと思うんです。このお正月、たまたま中国に遊び

にいったんですけれども、北京のワンフーチンという、日本の銀座みたいなところに大き

な本屋さんがありまして、そこの本屋さんの婦人雑誌のコーナーは、日本の洋裁の月刊誌

が日本語のままで置いてありました。あるいは、そのほかのところでは、キティちゃんシ

ョップがありました。日本のトレンドを追っている途上国、特に東アジアの都市部は多い

です。私たちがどう環境にいい暮らしをしていくか、それをどう発信していくかが、これ

からの世界を左右するんではないかと思います。 

ペットボトルのリサイクルにしろ、冷蔵庫の断熱にしろ、あらゆるところで技術革新の

種が転がっている。その技術を新しいものにすれば、それを消費者が支持するということ

であれば、これはどんどん今後の技術革新を支持し、進めていくことになって、日本が、

先行者利益を得ていけるんじゃないかと思います。 

もう一つ、市場は、消費者だけではなく、投資家も見ています。最近、エコファンドと

いうのが出ています。日本だと、日興エコファンドとか、損保ジャパンの「ぶなの森」と

か。でも、まだわずかです。ヨーロッパとかアメリカだと、これが結構支持されています。

アメリカは、民間ベースで、政府はあまり関与していません。投資家が選んでいます。そ

の背景には、やっぱり環境にしっかり取り組むような企業が消費者の支持も呼んで伸びて

いるのではないかという認識。そういうことを考えれば、環境に取り組む企業の株式だけ

のポートフォリオのエコファンド、これがおそらくは消費者も支持していくから伸びもい

いんじゃないか。こういう論理で、アメリカで大きくなっているのではないかと思います。 

ヨーロッパは、そういう個人投資家の支持に加えて、年金基金などをエコファンドで運

用するというものもあって、投資家の側からも環境で経済を動かす動きというのがありま

す。日本はまだわずかですけれども、可能性はあると思います。 

それで、地域に根差した取り組もあります。一つ、実物をお持ちしました。これ、ペッ

トボトルでできたマイバッグなんですが、おつくりになったのは、福井県の武生市という

ところです。武生市というのは、福井県の中で、県内では一番工業生産高の多い市で、

ISO14001 というのはよく知られているんですけれども、それに加えて、ES 武生、ES はお

そらく Environmental Standard ですかね、これをおつくりになりました。ISO14001 まではち

ょっと手が届かないんだけれども、環境に取り組みたいという地元の中小企業にいろいろ

取り組みの手段を提供しているのです。これはその武生市で、障害者の授産施設がありま
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して、そこの方々が縫製したバッグです。300 円くらいです。安いです。その上、環境や福

祉という付加価値もあると、よけい気持ちがいいですよね。雇用機会を得るのが難しい方々

に雇用機会を提供しているわけでして、私の 300 円が役に立つとすごくうれしいなと思い

ながら、コンビニに行っても、これに入れてくださいと言って、嬉しく使っています。 

日本人は、ブランド志向だと言われていまして、ルイ・ヴィトンにしても、日本での販

売や、あるいは日本人観光客が向こうに行っての売り上げが大変多いわけです。どうも日

本人は、普通のものというのはおもしろくない。持っていて何か特別な気持ちがいいもの

を持ちたい。ルイ・ヴィトンも 1 つですけど、こういうマイバッグというのも、ちょっと

特別な、持っていな気持ちがいいことじゃないでしょうか。これ、私は何で持っているか

というと、福井県の方々といろんなご縁があって、そこで情報が得られたから持てるんで

すよ。ある意味で、環境省に勤めているという特権的な地位のおかげで情報が得られたか

ら、こういう、大変気持ちのいい商品を買うことができる。さっきのお話に戻るんですけ

れども、もっともっとこんな情報がいろんな消費者に届くようにしたい。ここはまさに好

循環の、車の両輪だと思うんです。いい情報が消費者に届く。で、いい情報が消費者に届

けば、消費者は環境にいいものを支持する。で、その中で、もっともっといろんな企業に

しても、こういう自治体にしても、授産施設を含めて、もっともっと環境にいいものが、

環境にいいつくり方になっていって、それでペットボトルも循環的な使用が進んでいく。

もちろんペットボトルだけではなくて、ほかにもいろいろなものの循環的な使用が進んで、

ごみが少なくなっていくというのが望ましいと思います。 

企業も、環境にいい経営とか、いいものをつくってくださいね。環境報告書も出ていま

す。これ、つくってもだれも読んでくれないとかいう話もありますけれども、やっぱりそ

うではないように、環境報告書で、いいことをやっている企業がもっと支持されるように

なるといいなと思います。 

次に、先ほどもちょっと山路先生でしたか、おっしゃっていましたが、製品そのものの

提供にかえて製品の機能をサービスとして提供するなど、いろんな環境保全と費用削減を

同時に実現する仕組みの普及を加速化と書いてあります。幾つかの企業がやっていらっし

ゃいますよね。私たち、物を持ちたいわけでもなくて、物が機能として使えれば、それで

いい。例えば、大学に入学しますよね。ほんとうにお金ないですから、だけど、その中で、

今もう冷蔵庫のない暮らしなんていうのは考えられない。一通りの家電製品は持ちたいん

だけれども、どうせそんなの、大学 4 年間だけだわということだとすれば、それは買わな

くてもいい。家電メーカーの一部なんかは、その間だけ貸してあげる。で、その学生さん

が卒業して、どこかにいなくなれば、また次の学生さんに貸す。まあ、学生って、ほんと

うに一部を除けば、安ければいいわけですから、だれかが使った冷蔵庫をもう一遍使うの

もいいんだと思うんですよね。そういう便利なシステムがいろいろ出てきています。また、

さっき ES 武生の話を申し上げましたが、中小企業などのために情報の提供とか、簡単にで

きる環境マネジメントシステムを普及していくということもありますね。 

消費者の環境行動の促進では、「企業が実施するものも含めて、わかりやすい形での環境

教育、環境学習を充実させる」と書いてあります。環境教育、環境学習と言うと、「小・中
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学校で先生が教えるんでしょう」と、すぐそう思う。もちろんそれも含まれるんですが、

それだけじゃない。大人はだめだから子供から、と考えるのではいけないと思うんですね。

私たちの世代も含め、地域でのいろいろな生涯学習、あるいはいろんな形での一般的な情

報提供、消費者教育や、企業がなさる従業員教育も含めて、トータルで考えないといけな

いと思います。 

企業で、すごくがんばっていらっしゃるところはたくさんあります。例えば、さっき申

し上げた崎田さんのやっておられた「新宿ごみの会」が発展して NPO 法人になったお披露

目が、新宿区長さんなんかもおいでになって、新宿のヒルトンホテルで行われました。そ

のヒルトンホテルの支配人でしたかのごあいさつもあったんです。ヒルトンホテル、随分

いろいろな取り組みをしていらっしゃるんです。例えば、食物残渣の循環的な利用とか、

いろいろあるんですが、その方は「ホテルの環境の取り組みのナンバーワンは従業員教育

なんですよ」とおっしゃいます。聞いていると、なるほどなあと思ったんですけれども、

ごみ箱に、宿泊客は、もう紙から、ペットボトルから、缶から何から、全部捨てるわけで

すよ。それを、客室係さんが分別するんですね。お客室係さん、まあ、面倒くさいですわ

ね。よっぽどこれが大事なんだということで教育が行き届いてなければ、おろそかになる

ということだって、それはないわけではない。「でも、そこをさせないように、客室のお掃

除をする従業員一人ひとりをどう教育していくか、これが我々ホテルの環境対策の一番な

んです」とおっしゃって、なるほどな、と思いました。そういったことも含めて、環境に

ついての。ちゃんとした情報が全員に行き渡るように、と思います。 

あと、グリーン購入って、役所もやりますけれども、ほんとうに消費者一人ひとりのグ

リーン購入が進むような情報提供を、私どもとしてはやっていかないといけないと思って

います。来週、環境基本計画の今年の点検が発表になるんですけれども、国民は情報に関

心があるけど、現状の情報への満足度は非常に低い。情報提供をちゃんとやっていかない

といけませんということを中央環境審議会からも言われております。企業と消費者による

情報の交流も含め、これをどのような形でうまくやっていけるか。これは大変重要なこと

ではないかと思います。 

 それで、環境行動が経済的な利益につながるように、例えば、資金調達の面における金

融、保険機関の役割の大きさに着目し、融資、保険投資のグリーン化を一層促し、企業の

取り組みを環境保全の視点から評価するということも書いてあります。先ほどちょっとエ

コファンドの話を申し上げましたけれども。それから、国土づくりや社会資本整備、こう

いったいろいろな面でも、政策のグリーン化を考えないといけません。 

 ごみの排出の話、温室効果削減、いろいろなところで技術革新を進めていく必要がある

と思います。いい技術をまた消費者、投資家が評価していけるようになったら、ほんとう

にすばらしいと思います。 

 地域発の環境と経済の好循環の創出ということでは、いろいろな地域で取り組みが進ん

でいます。政府も、どんな形でそれが応援できるか、モデル事業とかやっていけないかと

か、いろいろ考えることがございますけれども、基本は、三位一体の改革の中で、それぞ

れの地域が、自分の中にあるものは何かなということで考えていただくということかもし
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れません。 

うちの課は、環境白書をつくるというのも仕事でございます。「平成 15 年版の環境白書

―地域社会から始まる持続可能な社会への変革」というタイトルで、いろいろな地域の取

り組みが載っています。実は、この三島の話も、写真入りで載っているんですけれども、

そのほかにも、例えば、山形県の立川町というところも、有名だと思います。風車をずっ

と水田の上に並べていらっしゃって。早稲田商店会は、ペットボトルを入れると、何回か

に一遍、当たりくじが出てきて、その当たりくじをラーメン屋さんに持っていくと、ギョ

ーザが 1 皿ただでついてきますとか。こういったもの、今回の白書にも載せておりますけ

れども、ほんとうに全国津々浦々に知恵者がいるなと思います。これからもっといろんな

知恵が広がっていくといいなと思います。 こちらの三島市の取り組み、ほんとうにすばら

しいと思っております。 

 国際的な展開では、途上国の人材育成とか、いろいろな協力をこれから進めていくこと

が大変重要ではないかと思っております。 

 40 分という時間をいただきまして、大体時間になりました。あと、またシンポジウムの

ときにお話をさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。（拍手） 

 

司会 

 どうもありがとうございました。会場の皆様、いま一度、谷課長様に拍手をいただきた

いと思います。（拍手）谷課長様、どうぞお席におつきくださいますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

 それでは、続きまして、学会のお立場から、「廃棄物対策と持続的利用が可能なバイオマ

ス資源の利用や技術開発－製紙汚泥から生分解性プスラチックをつくる－」と題しまして、

静岡大学工学部物質工学科教授、中崎清彦様、よろしくお願いいたします。 

 

中崎教授 

  静岡大学の中崎です。よろしくお願いします。 

 きょうはどんなお話をするかといいますと、こちらに実物を持ってきたのでお見せしま

す。この黒い粉は、紙をつくる過程、製紙工程で出てくる汚泥ですが、この黒い粉を原料

にして、この白い粉をつくるということです。白い粉は生分解性樹脂のポリ乳酸です。こ

れがゼロエミッションとどう関係するかというと、ある産業の廃棄物を他の産業の原料と

して用いることになるからです。 

 この白い粉がどのように利用されるかといいますと、一例がこのフィルムです。ちょっ

と見にくいかもしれませんが、これは汚泥からつくった生分解性のフィルムです。洋服も

つくりたかったのですけれど、そこまでは量が足りませんでした。こちらにお持ちした布

は同じポリ乳酸でできている生分解性のフロシキですけれど市販品です。これは原料がト

ウモロコシでん粉で、汚泥からつくったものではありません。しかし、同じポリ乳酸とい

う樹脂でできているので、量さえあれば、汚泥からでも洋服をつくることは可能だという

ことになります。 
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 先程から、他の先生方はプロジェクターを使って講演されましたが、私は OHP で、古い

機械を使って話題提供させていただきたいと思います。本日のお話で使う古いデータが全

部マックの中に入ってしまっているので、それを一旦図に印刷してスキャナーでとりウィ

ンドウズに移してみたら、ファイルが 100 メガぐらいの大きさになってしまいました。フ

ァイルが大きすぎるのでプロジェクターを使用したときに話の途中で不具合があると困る

と思って OHP を使わせていただくことにしました。 

 さて、こちらの OHP に示すように製紙産業で出てくる製紙汚泥をプラスチック産業の原

料として使用することを考えます。プラスチックができますと、袋をつくったり、あるい

はここには背広をイメージしてかいてありますけれど、洋服をつくったりして有効に利用

していくことができます。例えば、生分解性の生ごみ袋として使ってやると、袋ごとコン

ポスト化できるので現在あまり普及していないコンポスト化の普及を促進することもでき

るはずです。そうするとコンポスト化もまた魅力的な技術になって、このサイクルもうま

く廻っていくだろうと期待されます。本日の後半、時間があったらお話ししたいと思って

いるのですけれど、生分解性プラスチックの生ごみ袋は、コンポスト化を促進するために

思いもかけなかった利点があるということがわかりました。袋が生ごみと一緒に微生物分

解されるというのは、それは当初期待されていたとおりなのですけれど、予想外によい効

果のあることがわかりました。それは、コンポスト化の過程で発生する悪臭を低減できる

ということです。生分解性プラスチックには、そのような良い効果があるということがわ

かったので用途はさらに広がっていくのではないかと期待しています。 

 早速本題に入りますが、製紙工場から出てきた汚泥に乳酸菌を作用させて、乳酸をつく

り、これを重合して生分解性プラスチックにする過程についてのお話です。製紙汚泥は、

そのまま乳酸菌を作用させても、乳酸をつくることはできません。というのは、汚泥の中

に含まれているのは多糖類でして、乳酸菌はそのままその多糖を食べることができないか

らです。そのため、汚泥中の多糖を酵素処理して、乳酸菌が食べることができる物質に変

えてやらなければなりません。 

これは、製紙汚泥の性状を分析したものです。汚泥中固形分のうち有機質の成分は 70％

ぐらいあるのですが、その中に、生分解性プラスチックの原料になりそうなもの、多糖類

の含有量が 33.3％もの高い濃度にあるというところに特徴があります。この多糖の成分は

その多くがセルロースであることを確かめていますが、セルロースはセルラーゼという酵

素を使って分解して、グルコースに変え、そのグルコースを乳酸菌に食べさせることで乳

酸をつくることができます。乳酸菌は、これは古い OHP なので「未同定」と書いてありま

すけれども、今は名前が決まりました。この乳酸菌は研究室で探してきたものですが、ど

ういう特徴を持っているかというと、乳酸には L-乳酸と D-乳酸という、手袋の右手と左手

に相当するような、化学構造が同じなのだけれど、鏡に映したときにちょうど映った形の

ように見えるような構造のものがあるのですが、それらのうち L 型ばかり、すなわち L-乳

酸を選択的につくる菌です。この菌は自然界から見つけてきました。 

 それを顕微鏡写真でお見せすると、こちらに示すように細長い、長さが 0.8 ミクロンぐら

いの短い菌でして、名前は、ラクトバチルス・パラカゼイといいます。この菌は、私たち
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が食べるヨーグルトをつくる乳酸菌の仲間です。皆さんがご自宅でヨーグルトのパッケー

ジを見ていただくと、LB 何とか菌を使ってつくったとかというのがあるはずですけれど、

この LBはラクトバチルスという菌の名前の略です。このように、用いた乳酸菌は自然界に

よくいる、ヨーグルトをつくる菌の仲間です。 

 私たちが見つけてきたこの菌の特徴は、先ほど言いましたように L 型という、手袋の片

方ばかりをつくるような、そういう能力を持っているということとに加えて、もう一つ、

増殖がすごく速いということです。増殖が速いということは、乳酸を速く生産できるとい

うことにつながります。 

 生分解性のプラスチックは、皆さんご承知のとおり、微生物分解します。これはスーパ

ーのレジ袋に成型したものですけれど、コンポスト化前は通常のプラスチック製レジ袋の

ように乳白色のフィルムなのですが、コンポストをつくるときに、その中に入れておくと、

8 日間ぐらいでこんなに虫食い的に分解します。 

それでは、先ほどの製紙汚泥にセルラーゼという酵素を作用させて、なおかつその処理

液に対して、私たちが見つけてきた乳酸菌を作用させたとき乳酸がどれぐらいの濃度でき

るのでしょうか？その実験の結果をこちらに示します。これを見ますと、1.3g/L ぐらいの濃

度の乳酸ができるということがわかります。この結果から、1.3g/L かと、1L 当たりたった

1.3g かということになるのですけれど、ともかく原理的にはできるということがわかりま

した。原理的にはできたので、次にもっと濃い濃度にするためにはどうすればよいのかを

検討することにしました。 

 その中で、これは私たちが開発した方法ではないのですけれど、おもしろい方法があり

まして、HSJ 培養法という方法です。これは何の略かといいますと、Hop Step Jump 培養法

の略です。どのような培養法かというと、Hop のところで、人工のえさで乳酸菌を元気にし

ておいて、上澄みを捨てて、Step でもう一回人工のえさで元気づけて、2 回続けて元気にさ

せて、元気にさせた後で、今度は、本来乳酸に変えたい汚泥の糖化液をこの中に入れてや

る。そうすると、高濃度で乳酸ができるというものなのですが、この Hop Step Jump 培養法

を適用してやると、先ほどは 1.3 g/L しかできていなかったのですが、こちらに示している、

この緑のマークがそうなのですが、6.9 g/L ぐらいの高濃度にまでできるようになりました。

さっき 1.3 で、今度 6.9 ですから、およそ 5 倍濃くなったわけですけれど、まだまだ薄い。

もっと濃度を高くするためにはどうしたらよいかということで、さらに検討を進めました。 

 それで、こちらに示したように、汚泥分解の数式モデルをつくって、何が原因で乳酸の

濃度が高くならないのかという、高濃度化を阻害している原因を明らかにすることに取り

組みました。そうしましたら、本来ならば、この赤い線――こちらの縦軸はちょっと難し

い表記になっていますけれど、汚泥がどれぐらい分解したかというのをあらわしているの

ですが――この赤い線で示すように、汚泥は分解していってもいいはずなのですけれど、

それが実際には青丸で示したようにしか分解しない。どうしてそんなに分解が悪いのだろ

うかと、数式モデルを使って確かめたところ、汚泥中のセルロースがセルラーゼで分解さ

れてグルコースができるのですけれど、生成したグルコースが、働き手である酵素にもう

それ以上働かなくてもいいよとちょっかいを出すのだということがわかりました。ただち
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ょっかいを出すだけなら、この緑色の線のようになります。これですと前半の部分はそれ

で説明できるのですけれど、どうも、ただちょっかいを出しているだけではない。後半に

なると、もっとほかのことが起こっている。これは後になってわかったのですが、長い時

間がたつと酵素が失活するからこういうことが起こります。ですから前半は、グルコース

が酵素にちょっかいを出しているからだめで、後半は、酵素がもう疲れてしまって、もう

仕事をしたくないという状態になるからだめというわけです。 

 それでどうしたかというと、まず最初に、酵素にちょっかいを出して、酵素の働きを弱

めている原因を取り除いてやろうと考えました。今までは、汚泥中のセルロースをセルラ

ーゼで一旦グルコースに変えて、その後、グルコースに乳酸菌を作用させて L-乳酸をつく

るのを別々の装置で順次行っていましたが、1 つの装置の中で、グルコースの生成から引き

続く乳酸の生成まで、すなわち汚泥から L-乳酸まで一遍でいくような方法を用いればよい

のではないかと考えました。この方法は、実は、日本酒をつくるときにも使う方法なので

す。お米から日本酒をつくるときには、お米の中のでん粉を一旦、グルコースに変えて、

それをエタノールに変えます。そのときに、でん粉を分解する酵素と、アルコールをつく

る酵母が一緒のおけの中に入っているような、そういう状況ですから、日本の古来の知恵

をそのまま真似してやることにしました。この方法は、この分野では同時糖化発酵法と呼

ばれていますけれど、1 つの装置の中で酵素と乳酸菌を同時に作用させる。そうすると、生

成したグルコースは、端から乳酸菌によって乳酸に変えられますから、グルコースが装置

内に蓄積しないで、酵素の働きを弱めることもないと期待されました。 

 そのときには、日本古来の知恵を使って、そのままやるからいいなと思ったのですが、

実は 1 つ問題があることに気がつきました。それは、日本酒をつくるときには、アミラー

ゼという酵素と酵母が作用するのですが、両者の最適 pH は近い値にあるのですけれど、今

回の私たちが対象としている、汚泥から乳酸をつくるときにはその様子がちょっと違って

いまして、最適 pH が違うのです。乳酸菌の最適 pH は 6 ぐらいで、酵素の最適 pH は 4.5

ぐらいなのです。ですから、昔から行われている日本酒の技術をそのままは適用できない

かもしれない。今回の場合はｐH を狭い範囲に調整してやる必要があるのではないかと思い

ました。 

 そこで、まず、厳密に pH を制御できるようなバイオリアクターを用いて、この中に汚泥

とセルラーゼを入れて、そして乳酸菌も入れて培養することにしたのですが、この中の pH

を、乳酸菌も我慢できるし、酵素の活性もまだ高い状態にある、両方が我慢できる pH5 付

近にｐH の値を制御することにしました。 

 そうすると、こちらに示したように――この赤いのが乳酸ですけれど、最終的に 9.7 g/L

ぐらいの値になりました。最初この実験を始めたときには、乳酸濃度 1.3 g/L からスタート

して、その次が 6.9 g/L で、その次が 9.7 g/L というところまできました。酵素反応でできた

グルコースが、酵素の働きにちょっかいを出すということをやめさせたらこうなりました

ということです。先程もお話したように、後半には、もう酵素が疲れてお休みしてしまう

といいましたが、これを補ってやるために、新しい元気な酵素を後から継ぎ足して加えて

やればよいのではないかと考えましたから、セルラーゼを、後半になるに従って、間欠的
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に 2 回にわたって添加してやりました。そうすると、乳酸濃度は 17g/L ぐらいにまで上がり

ました。一番最初から見ると、10 倍以上も濃く乳酸をつくることができるようになったと

いうことになります。 

 まだこれでも濃度が十分高いとはいえない、もっと高濃度化したいと思いましたから、

さらにどうしたかというと、今までは、pH を厳密に制御する必要もあって、液体状態での

同時糖化発酵をやったわけですが、これを日本酒をつくるときのように、固体状態で同時

糖化発酵すれば、固体状態ではpHが制御できなくなってしまうという問題はあるにしても、

生成された乳酸はまわりの水に薄まらないので、あるいは液体状態よりも濃度が高くなる

かもしれないと思いました。そこで、ｐH を制御できないという問題はあるのですが、とも

かく固体状態で、日本酒をつくるのを全く真似したような状態にするとどうなるだろうか

ということを試してみました。 

 そうすると、案の定、pH は、最適条件の 5 で実験を始めたのですが、乳酸ができてくる

に従って低下し、pH が 4 ぐらいにまで落ちてしまう、すると乳酸菌の働きも弱くなって、

乳酸はもうそれ以上できなくなるという結果になりました。ただし、濃度としては、40g/L

ぐらいにまで高めることができるということがわかりました。 

 それでは、pH が落ちてしまって乳酸生成が止まるのだとすれば、1 日に 1 度、石灰を加

えて、間欠的に pH を調整したらどうだろうかと考えまして、次に、pH を間欠的に調整す

る実験を行いました。乳酸が生成されると pH が落ちてくるのですが、落ちてきたときに、

石灰を加えて、pH をもとに戻してやる。また落ちるのですが、また戻してやるという方法

で間欠的にｐH を調整します。この方法では pH を 5 ぴったりに合わせることはできないで

すけれど、pH は乳酸菌の働きを全くだめにするような pH にまでは落ちませんから、乳酸

は高濃度に生成されていって、最終的に 80g/L ぐらいの濃度にまで濃度を上げることができ

ました。この pH の調整は、何ということないように見えますけれど、これは結構大変な技

でして、神業的な学生がいて、どれぐらい石灰を加えればどの pH になるかというのを、き

ちんとわかってやっているわけです。 

 いままでのところを整理しますと、最初にこの研究を始めたときには、乳酸の濃度が 1.31 

g/L という濃度でしたが、いろいろな培養法を工夫することによって、この濃度からずっと

伸びていって、先ほどのよりもさらに工夫を加えて、現時点で 89.8g/L という濃度にまで高

濃度化することができるようになりました。これは、現在、乳酸をつくるときに最も有望

な原料とされているトウモロコシでん粉からつくることができる乳酸濃度に匹敵します。

このようにして廃棄物から、食べることができるトウモロコシを原料としてつくるのと同

じぐらいの濃度の乳酸ができるようになりました。 

 ここでできた乳酸を精製すると、―この写真は、先程の実験のうまい学生が撮ってくれ

たのですが、写真を撮るのはうまくない学生でして、乳酸をガラスビンに入れずにプラス

チックビンに入れて撮ってくれたので、ここに液の界面が見えると言えば見えるし、見え

ないと言えば見えないのですけれど－、このように液体状の精製 L-乳酸ができてきます。

これを重合すると、最初にお見せした、この白い粉ができてきます。これを成型すると、

フィルムのようなものができたり、あるいは糸のようなものができて、それで布をつくる
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と――これは汚泥からつくったものではないのですけれど－こういうものができてくると

いうことになります。 

 技術的にできるということはいいのだけれども、実用化の可能性はどうかということで、

現在、実用化のための検討に取り掛っているところなのですが、静岡県の富士市では、平

成 10 年度の実績で年間に汚泥が 87.6 万トン排出されております。これには、13.3 万トンの

セルロースが含まれていることになりますから、全く計算上の話ですけれど、年間 13.3 万

トンの乳酸ができるものと推定されます。プラスチック産業にとってみれば、これは非常

に重要な意味のある値でして、というのは、プラスチック産業が産業として成立するため

には、典型的なスケールメリットの産業ですので、一つの工場で年間数万トンとかという

レベルでつくらないと、産業としては見合わないと言われているそうです。ですから、静

岡県の富士市という、比較的狭い場所でまとまった原料が出るということは、これは非常

に重要です。富士市で製紙産業もやるし、もう一つ、プラスチック産業に進出したらどう

でしょうという話をしているところなのですが、将来的に、生分解性プラスチックがすご

く安くなって、100 円から百数十円という値段で売れる、そんな値段になると考えても、100

億円から 200 億円ぐらいの産業になるのではないかと考えております。 

 それでは、現状、製紙汚泥はどう処理されているかというと、富士市では、製紙汚泥が、

その多くは焼却されて、埋め立てられたり、あるいは製鉄の酸化防止剤として使われたり、

土壌改良剤として使われたり、あるいはそのまま使われるのもあるのですが、おもしろい

のは、ペットトイレに使われたりするのですけれど、こういう用途があるのですが、製紙

産業の方に聞くと、製紙汚泥をどうしてもこの用途に使わなければならないということで

はないので、ほかに何か有力な用途があれば、そちらで使用することも可能と思うとおっ

しゃっています。 

 一方、日本で生分解性プラスチックはどれぐらい必要なのかという需要量の予測値も調

べてみました。これは 1996 年当時の予測値なのですが、生分解性プチスラック研究会が、

日本の主要プラスチックメーカーにアンケート調査をいたしまして、将来的な需要を予測

しました。2005 年には 6 万トン程度の需要と見積もっていますが、この間に、トヨタが生

分解性プラスチックを車の内装材に使うことを検討しているというような報道もありまし

たから、あるいは 2005 年の予測値というのはもっと多くなるのかもしれませんが、富士市

でつくることができる年間 13 万トンという値は近未来の生分解性プラスチック需要量とそ

んなにかけ離れた値ではないと考えています。 

 実用化のためには、これからコスト計算に取りかかっていかなければならないのですが、

ここには参考のために、トウモロコシでん粉を使ったときのコスト計算の報告例を示して

います。日本とアメリカ、中国では事情がちょっと異なっていて、トウモロコシを入手す

る値段が違っています。原料費が違うということです。アメリカ、中国では将来的に 1 ド

ル/kg で製造可能かもしれないが、日本では難しい、というのも原料のトウモロコシでん粉

が日本では 60 円/kg を占めてアメリカ、中国の 1.5倍以上かかると考えられているからです。

しかしながら、いくらアメリカ、中国でトウモロコシでん粉を安く入手できるといっても、

お金を出して買ってこなければなりません。一方、汚泥の場合には、ただです。場合によ
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っては処理費をもらって入手できる（逆有償）ということもありまして、コスト面から見

ても実用化の可能性はありそうです。 

研究室では、さらなる低コスト化の方法に取り組んでいますが、それは、セルラーゼを

生成する組み換え乳酸菌を創ろうということです。乳酸菌自身がセルラーゼをつくり出す

ことができれば、さらにコスト低減が可能と考えられます。 

研究室で新たに創った組み換え乳酸菌がセルラーゼを生成している証拠をこちらに示し

ます。まず、セルロースを含んだ寒天上に組み換え乳酸菌を培養してやります。組み換え

乳酸菌がセルロースを分解するセルラーゼを分泌すれば、染色液で染色したときに、染色

されずに残るクリアゾーンができるはずなのです。組み換えがうまくいったかどうかは、

こんな簡単な方法で検定できるのですが、実際にやってみると、こちらに示すように、組

み換え菌の周りにクリアゾーンができてきていますから、これで確かに乳酸菌の中にセル

ロースを分解することのできる遺伝子を入れることができたということになります。ただ

し、今得られている菌の能力は非常に低いです。実用化のためには恐らく 100 倍ぐらいは

強くしなければいけないはずですけれど、現在、そのための研究に取り組んでいるところ

です。100 倍というと、それはすごい、大変だなということなのですが、乳酸をつくるとき

に最初 1.3g/L からスタートして、最終的に 90g/L ぐらいまで高濃度化できましたから、私

たちは菌の活性を高めることに関しても決してあきらめてなくて、努力すれば、今は必要

とする活性の 100 分の 1 ぐらいしかないかもしれないけれども、将来的には活性の高い組

み換え菌もできなくはないだろうと思っています。 

最後に、数分の時間をいただいて、生分解性プラスチックのうれしい、おまけ的効果、

コンポスト化の過程で問題になる悪臭を低減できるという話をつけ加えたいと思います。 

これは、ポリ乳酸だけではなくて、ほかの生分解性プラスチックでも同じ効果がありま

す。ここでは、イプシロンカプロン酸の重合体であるポリイプシロンカプロラクトン（PCL）

という他の生分解性プラスチックの例でお話したいと思います。生分解性プラスチックが

悪臭を低減できるという現象は、コンポスト化の過程で生分解性プラスチックがどれぐら

い分解するのかということを研究しているときに、全く偶然に発見しました。PCL は、コ

ンポスト化 36 時間の付近から分解が始まり、6 日間で 40％も分解するという、非常によく

分解するプラスチックなのですけれど、PCL を混合するとコンポスト化過程で発生する悪

臭の中でも最も量が多く、厄介な成分であるアンモニアの発生が大きく低減されることを

発見しました。この図下の黒のシンボルで示してあるのは通常のコンポスト原料の場合で、

最もアンモニア臭が出るときには 1500ppm、非常に高い濃度のアンモニアが出ます。とこ

ろが、PCL をまぜてやると、その濃度がこんなに低くなります。後半にはもう全くアンモ

ニア臭がしなくなります。 

こういうことがわかりまして、このときに、何故悪臭が減るのかというのを確かめてい

く中で、実は大失敗をしたのですが、PCL の分解中間体に酸性のカルボキシル基を持った

末端ができるから、これでアンモニアを中和しているのだろう、中和してアンモニア発生

がとまっているに違いないという予測を論文に書いて投稿しました。そうしたら、論文が

掲載されたのですが、後で確かめたら、私たちの予測は間違いだということがわかりまし
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た。もし私たちの予測が正しかったら、コンポスト中に PCL 分解中間体が残っているはず

ですし、アンモニウムイオンの濃度も高いはずなのですけれど、そうはなりませんでした。

それでさらに研究を進めていったのですが、最近やっと本当の理由がわかりましたので、

自分たちのかつての予測は間違えていたという、論文を今まとめているところです。非常

に恥ずかしい話ですが、でも、間違いをほかの人に指摘されなくてまだしもよかったと思

っています。 

また、最近ではこの方法をさらに改良して、もっと悪臭を発生させないためにはどうす

ればよいのかについても明らかにしました。その工夫をしますと、アンモニアは最高でも

16ppm ぐらいしか発生しないような、そういう条件を見つけることができました。以上の

結果、生分解性プラスチックというのは、それ自身が微生物分解されて、ごみにならない

ばかりでなく、ほかの有機質のごみをコンポストとしてリサイクルするときにも役に立つ

ことがわかりました。 

最後、おまけの部分を足しまして、製紙汚泥から生分解性プラスチックをつくるという

お話を終わりにしたいと思います。ご質問はございますでしょうか。 

 

質問  ……メタン発酵でもよろしいでしょうか。 

 

中崎教授 

そうですね。はい。メタン発酵をやっていただくという――今、これ、コンポストにな

っていますけど、コンポストに限らないで、ここを有効に利用できるような方法で使って

いただく。その 1 つに、今おっしゃったメタン発酵があると思うんですが、それを使って

いただくということでいいと思います。ただ、私のほんとうの専門は、実はコンポストが

専門なものですから、ここを一生懸命宣伝したいという意図があって、こうさせていただ

きました。 

 そうしましたら、ちょっとおしゃべりなので、時間が延びてしまいましたが、一応これ

で終わりにさせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。（拍手） 

 

司会   

どうもありがとうございました。会場の皆様、いま一度、中崎様に拍手をお送りいただ

きたいと存じます。（拍手） 

 中崎先生、どうぞお席におつきくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、基調講演の最後でございます。産業界のお立場から、「新たな環境負荷を生ま

ない自然エネルギーの展望」と題しまして、国際連合大学ゼロエミッションフォーラム運

営委員、竹林征雄様、よろしくお願いいたします。 

 

竹林運営委員   

今日は１２月ですが大変暑い日ですね。地球温暖化のせいかなというふうにも思います。

谷さんも、中崎さんも、大変準備宜しく、ちゃんと物の循環ということで、皆さんの興味
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を引くような品物をお持ちになりましたけれども、私がきょう与えられた話は、エネルギ

ーでございます。ですから、電力とか熱でございますので、そういう意味合いでは、ちょ

っと形勢不利だなと思います。 

 暑いですから、上着を脱いで、気軽にお話を聞いていただきます。眠りたい方は、もう

大分お疲れでしょうから、眠っていただいてということで結構でございます。ただ、環境

とエネルギーというのは、全く裏表の関係ということで、大変重要な課題だというふうに

思います。エネルギーがなくなれば、我々の今の生活はないということにつながるわけで

す。それをどうやって、いかに枯渇性資源を使い延ばし、そして持続性を保つかというと

ころに大きなポイントがあろうかと思います。きょうの話は、「新たな環境負荷を生まない

自然エネルギーの展望」ということでお話をしたいと思います。 

 それで、自然エネルギーのことは、最近はグリーンエネルギーというふうにも呼ばれて

おります。それについてお話し申し上げます。27 枚ほどのものでございますけれども、お

手元の資料と併せてスクリーンをご覧ください。 

自然エネルギーという言い方もありますし、国のほうは、新エネルギーという言い方も

しております。また、再生可能エネルギー、つまり、石炭、石油は地下資源ですから、掘

って使えば、もうそれで終わり。しかしながら、新エネルギー、もしくはグリーンエネル

ギー、再生可能エネルギーと、いろいろ言われますけれども、これは、地球のところに届

いている太陽の光を使うとか、水の流れを使って電力を起こすとか、それからバイオマス

でありますところの生物系の、一番身近なものは木質系、そういったようなものを使って、

エネルギーを生産するということになりますと、永久的に回っていくということになろう

かと思います。そういったお話をきょうはしたいと思っております。 

 自然エネルギーの中では、太陽光、太陽熱、風力、地熱、それから水力、それに海洋の、

海の力を使うということになろうかと思います。 

 自然エネルギーの中で特にきょうは太陽光のお話と風力発電、それから地熱――日本は

地震国ですから、地熱発電、それから日本は海に囲まれていますので、海洋発電の話とい

うもの。それから、廃棄物、バイオマスを利用した電力回収、熱回収。バイオマスは身近

にたくさんのものがあります。特に建築廃材ですとか、森林があれば、そこからの林地残

材、それから間伐材、そういったものを取り出して使うことができる。そういうものから

の抽出水素を燃料に、最近は燃料電池というものが出回り始めました。来年の末からは家

庭用の燃料電池が販売される。自動車も、既に官邸には燃料電池を使ったものがおさめら

れているという時代になり、2010 年にはそういうものが普及し大変な数が出てくるという

ふうに思っております。 

これは、ちょっと大変見にくいでしょうけれども、熱波の欧州というのは、新聞で皆さ

んお読みになったと思いますが、ここに書いてありますように、フランスではこの 8 月に 1

万 5,000 人が亡くなっております。最低気温が、8 月が 25.5 度あった。観測史上初だったと

いうことですね。それから、スイスは 250 年以来の高温であったというような事柄。それ

から、アメリカにおきましては、5 月に竜巻が 562 件も起きているということです。そのほ

か、雨が多かったり、高温で雨が少なかったりというような状況だったと思います。まあ、
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インドのあたりは、45 度から 49 度というすさまじい気温であったという状況です。サイク

ロンで 300 人がやはり死んでいる。 

 ところが、一転して、フランスのパリでは、10 月の中旬にもう初雪が降ったというのが

新聞に出ていたというのをご存じだと思います。これは、スイスの洪水の状況。パリでは

こんなふうな、エッフェル塔のところで水浴びをしている。そんな状況だったと思います。 

 ところで、20 世紀と 21 世紀というのは何が違うかという話になろうかと思います。20

世紀というものは、やはり石炭に始まり、石油を使ってという時代で、それによりまして

炭酸ガスを多く排出してきた。そのつけが今来ているんだと思います。 

 日本におきましては、公害問題が出てきて、環境規制があり、エンド・オブ・パイプ型

で処理をし、73 年のオイルショックということになり、省エネ・省資源と叫ばれて、グロ

ーバル・トリレンマという 3 つのジレンマがありますね。地球環境問題という話がようや

く十数年前から起き出したということで、ISO14001 を取らなきゃというような話になって

きたと思います。その少し前に、COP3 の京都議定書の話があったと思います。21 世紀とい

うのは、経済界にとっては大競争時代、なおかつアライアンスを組むというような構図で、

環境と経済の好循環と言うふうにすぐ行けばいいんですけれども、今、とりあえずはまだ

対立はし、大競争時代と。これをちょっとブレークスルーすれば、おそらくいい時代が来

るのではないかと思います。来なければいけないというふうに思います。それには、やは

りゼロエミッション型の技術であったり、いろいろなゼロエミッションのシステムを普及

させる。もちろん、技術とか、そういうことだけでなくて、制度的にも、社会システム的

にも変えていかなきゃいけない、そういう時代になっているだろうと思います。そうでな

いと、環境調和だとか、循環経済型にならない。 

 この石炭・石油の時代から、今は自然エネルギーの時代。自然エネルギーというのは、

自然資本を再投資して、使い尽くさないようにして、枯渇させないようにして、生物なり、

木を育てて、そのエネルギーを使っていく。もしくは、太陽光なり、風なり、海の波力を

使う、温度差を使うということにより、石油資源、枯渇資源の地下資源を使い延ばしてい

くというような時代に入るんだろうと思います。 

 今のままいきますと、人口が 61 億 3,000 万のものが、2050 年にはおそらく 80 億を超え

ます。ということになりますと、20 億の人口増。2100 年、あと 100 年足らずで約 90 億と

いうことになっております。全世界の人が先進国の人々と同じような生活をすると、地球

が 3 つ必要になる。人口が増えて、我々と同じように、ネクタイをして、この暑いにもか

かわらず背広を着てということをやりますと、そういうことになってしまう。 

今現在、日本では、最終エネルギー消費というのは、大体このように民生がずっと増え

続けている。オイルショックがあったにもかかわらずということで、民生の家庭、業務、

それから運輸の旅客・貨物でも増大。産業界は、これはもうお金にすぐ直結しますから、

もう大変です。ですから、もう省エネ、省エネということで、お昼には当然こういう電灯

は消す。それから、早く、もう 5 時になったら帰ってしまえということで、どんどん電気

を消して、クーラーも切られる。そういうのが昨今の状況かなというふうに思っておりま

す。 
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 さて、じゃ、きょうの本題の自然エネルギー、グリーンエネルギーというところにお話

を移したいと思います。 

 1 番目の話ということで、太陽の光を使うとどうなるかということ。これは、まあ、しか

し、ほとんどこの三島でも、多分大分使われていると思いますので、あまり長くは話しま

せん。ちょっとおもしろい話ということで、トピックス的には、いろいろな電波、そうい

うものが、山だとか、そういうものがありますと、障害物で届かないということで、高度

が 20 キロぐらいのところの成層圏、こういったところに、太陽エネルギーを使って行う無

線の中継基地、こういうものをつくろうということで、今大分研究がされています。成層

圏プラットホームと言われています。2 つタイプがございまして、飛行船型。この飛行船型

の場合ですと、200 メートルの長さで 2 トンぐらい。ここに、おなかのところに、全部太陽

電池が入るということになります。これが、ローリングしても、全部太陽光で発電し、電

波を受けて、また電波を地上に戻すというようになる。それから、のようなものも開発さ

れて、実際に動いております。これは NASA が開発しているヘリオスというものですけれ

ども、ソーラープレーンということで、75 メートルの 1 トン。電池が 30 キロワット、こん

なようなものもございます。 

 今、住宅用のほうでは、約 2002 年でこれぐらいのものが出てきております。累積で、多

分今、2003 年ですと、45 万キロワットぐらいが使われている。先ほど谷さんもおっしゃら

れたかな、日本でシャープさんが世界最大生産量と。ベスト 3 までの中には、日本はたし

かもう一つ、サンヨーさんだったか、京セラさん、5 番目までで 3 つの会社が入っておりま

す。もうダントツという状況になっています。これも、しかし、2010 年までに、実は 500

万キロワット、日本で設置ししょうよという話があります。しかしながら、今が 45 万です

から、あとわずかの、7 年ぐらいで、そこまでいくかなというのが非常に問題です。これは、

啓蒙普及を含めて、やって、なおかつ市なり国から相当な補助金が出ないと難しいだろう

なと思います。あと 455 万キロワットをどうするんだと。皆さんが多分お使いになってい

る、1 つの家庭では、年 6,000 から 7,000 キロワット・アワーぐらい使っていると思います。

その約半分近くが、3 キロワットぐらいの太陽光パネルを家に張れば大体賄える。大体半分

ですね、気象条件にもよりますけれども。そういうことです。ですから、できるだけ石油

を使わないで、こういう太陽の光でもって発電をして、自分の家でと。家庭 1 つずつが全

部、小さな、ミニミニ発電所になる。そういう世界がおそらく 20 年、30 年後には来るだろ

うと。そうすると、石油を使った電力、原子力を使った電力でなくても済みます。3 キロワ

ットぐらいで大体 240 万円ぐらいという価格です。 

 風力発電。これもわかりやすい話です。だから、さっとやりますが、ドイツですと、大

体 810 万キロワットぐらいの設備容量になります。日本はというと、2002 年の 1 月で大体

30 万。今現在、2003 年の 11 月で、これが 48 万キロワットという数字に加速的に伸びてき

てはおります。国は設備能力を大体 300 万から 500 万ぐらいまで上げたいなということで

すけど、今はまだワンオーダー違うということです。石油・石炭をほとんど輸入している

日本でございますから、できるならば、こういったものを使ってねという話になろうかと

思います。ただ、谷さんを目の前にしてちょっと言いにくいですけれども、ドイツは、こ
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ういう風力発電、太陽光発電に、完全固定買い取り価格というものを設けておりまして、

太陽光 1 キロワット当たりですと 55 円で電力会社が買い取って、それで配電をするわけで

す。日本はそうじゃありません。ですから、そこの差が、普及に大分違いが出てきている

かなというふうに思います。道路をつくるよりも、こういうほうに金を回したほうが、私

は、もう今はいいんじゃないかと、ちょっとオーバーな言い方をすると、そんなふうにも

考えております。 

 世界は今、特に先進国、ヨーロッパは、グリーンゴールドラッシュという言葉がありま

す。こういうような時代が今出てきている。欧米は、こういうような自然系のエネルギー

で、全電力の大体 5 から 7％賄おうと、欧州は頑張っています。日本は、悲しいかな、ここ

に書いてありますように、0.5％の目標という構図になっています。風力だけで 300 万。全

部、太陽光だとか、そういうものを入れましても、2010 年ぐらいで大体 1,500 万キロワッ

トぐらいの目標値だったと思います。大分差があるかなというふうに思います。 

 これは青森県の六ヶ所村というところでの、むつ小川原の風力発電のウィンドファーム

です。ファームですから、農場といいましょうか、風の農場で電力をつくるということで

す。発電総量が大体 33 メガですから、3 万 3,000 キロワットぐらいですね。この羽根車 1

台で大体 1,500 キロワット、そんなものです。それが 22 基ということで、今動き始めてい

る。こんな状況じゃないかと思われます。 

 次のお話をします。地熱発電所は、日本で今 19 カ所で発電をやられて、54 万 7,000、約

55 万キロワットぐらいということです。これ以後は、ちょっと伸びておりません。それで、

世界では第 6 位ということになっています。2010 年の目標数値が、日本は 150 万キロワッ

トという数字になっております。左の一番上のほうは、会津の地熱発電所、下のほうは、

九州電力での八丁原地熱発電所 2 万キロと、こんなような形で日本は発電しております。 

 アイスランドはといいますと、イギリスのちょっと斜め上のところですが、大体 50％の

電力が全部地熱です。あと 20％が水力発電で賄っている。ですから、残りの 30％だけが、

石油を買ってきて発電をしている。これを、いずれ風力発電を増やし、小水力発電をもっ

と増やして、アイスランドは、自然のエネルギーでつくった電気を用いて、水を電気分解

し、さらにそこから水素を取り出す。この水素を使って、自動車を走らせ、バスを走らせ、

家庭の電力を賄う、温水をつくり出す、そういう世界に入ろうということで、世界的な大

きなプロジェクトが始まっているという状況でございます。そういう国もある。ただ、小

さい国だからやれるんだよねと言ったら、それまでですね。日本も、しかし、島の回りを

全部海が取り巻いているわけですから、できないわけはない。お金との相談にはなります

けれども、ということでございます。 

 今、実用段階にある再生可能エネルギーということでは、地熱、太陽光、風力発電とい

うことでは、大体このような発電単価なんじゃないかなと思います。地熱ですと、大体一

番安いので、松川というところの発電所は 11 円 50 銭、高いもので 16 円。太陽光ですと、1

キロワット・アワーで、大体 50 円から 66 円ぐらい、そんな感じかなと思います。風力発

電で、大型のもので大体 10 円から 17 円という構図になっております。 

 新エネの利用目標値というのは、先ほどちらちらと話をしておりましたけれども、2010
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年で大体 122 億キロワット・アワーという数字になろうかと思います。これが目標数値と

いうことです。設備容量と発電容量といいましょうか、利用量というのは、当然異なりま

すから、これぐらいにほんとうにいくかどうか。これを実現するためには、風力発電、そ

れから廃棄物発電、太陽光発電、バイオマス発電、水力発電と、こういうものを全部、あ

る数字を目標にして、足し算して、ようやく 122 億キロワットと。 

これはどんな数字かといいますと、日本が全部消費している電力のわずかの 1.35％。消

費電力の――販売電力とここに書いてありますけれども――これの 1.35％にしかすぎない。

しかしながら、日本は世界でも有数の、2 番目ぐらいだったと思いますが、電力の消費国で

すから、それの 1.35 といったら、もう大変な数字だというふうに思ってください。ただ、

こういうようなグリーンエネルギーを促進するには、RPS、Renewable Portfolio Standard と

いう、通称の呼び名の法律が今できています。これが新エネの普及促進に後押しを、おし

りを押してくれるかなというふうには思っております。これは、つまり、こういうような

風力なり、太陽光なり、バイオマスの発電、そこで発電されたものはちょっと高いんだけ

れども、9 電力会社さんが、ある一定の割合で全部引き取りなさいよと。引き取り義務とい

うことですね。中部電力さん、東電さんなどが買うというようなことになっております。

そういうような状況だから、少し進むかなとは思っています。 

 RPS 法ですと、大体中電なり、東京電力さんが買ってくれるのは、平均的には 1 キロワ

ット 3 円 50 銭ぐらい。それにクレジットということで、炭酸ガス分というようなことでの

クレジットが 5 円から 6 円上乗せになって、まあ、８円から、高くても 11 円ぐらいという

ことで買い取る。これは、今まで大体 3 円 50 銭とか、そんなもので、夏場の、甲子園の野

球があるときぐらいがせいぜい 8 円ぐらい。それが、まあ、平均して大体今言ったような

値段で買っていただけるということで、これは大変おもしろい話ということになるのでは

なかろうかと思います。 

 日本の現在が、ここに書いてありますように、2003 年は 33 億キロワット・アワーと。こ

れは、いずれ新エネでやっても 122、ここまでいかなきゃいけないんだということだけ覚え

ておいてください。そうすれば、皆様方、市、自治体がこれから何をすべきか、炭酸ガス

で地球が暖かくなったら大変なことになっていくわけです。先ほどの象徴的なパリの死亡

者、インドの死亡者、そういったようなことをちょっと思い出していだたければと思いま

す。 

 イギリスは今、自然エネルギーの発電ということでは、急加速度的に伸びてきておりま

す。ここに書いてありませんけれども、バイオマスの石炭と、ゴミとの混焼だとか、埋め

立てから出てくるメタンガスの利用だとか、バイオマス発電とか、いろいろやっておりま

す。例えば、木材以外にも牛の糞、それから鶏糞、そういったような糞尿を発電の原材料

にしている。鶏糞発電だけで今 4 万キロワットぐらい発電をし、1 キロワット当たり大体 11.4

円です。日本でも畜糞発電が今始まっております。宮崎で約 300 トンの鶏糞発電というも

のもあります。それから、多分再来年ぐらいになりますと、岩手で 200 トンぐらいの鶏糞

発電、そういう時代に今来ております。イギリスは、大体 2020 年には、ここに書いてあり

ます 20％というところまでこういう自然系のエネルギーで賄って行こうとしております。 
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 次を話しますと、今度は海の話です。海洋での温度差発電というのは、今少し話題にな

ってきています。オイルショックがあったときには、日本の中でも幾つもの会社がこの海

洋温度差発電に取り組んで、実験設備が山形県の沖合、酒田港のそばで実験したとか、そ

ういうことはいろいろございました。ございましたけれども、みんな高いものですから、

なくなっちゃったということです。海の力を使うということでは、深い海のところは海水

が冷たい。海面に近いところは温度が高い。その温度差を利用して、水を循環させて、そ

こで温度差をとって、発電をするという仕組みですとか、波は上下動する、その上下動す

る力をピストン運動に変えて電力を起こす。こういったようなことがやられています。こ

こで今書いているのは、佐賀大が最近、始めました、パラオ政府とインド政府との 1,000 キ

ロワット発電です。装置さえ据えつけてしまえば、あとはもう自動的にずっと、永続的に、

夜でも昼でも、太陽光と違いますから、継続的に発電ができる。太陽光も、風力も、まず

いのは、もう風任せ、お天気任せというところがあります。しかし、海洋というのは、今

申し上げたように、夜でも昼間でも、一定してずっとエネルギーが出てくる。ここが違う

ということです。日本は海洋国でもありますから、こういったような事柄も相当利用して

もいいのではなかろうかなというふうに感ずるということでございます。 

 次の話はバイオマスの話でございます。これは、太陽の光を蓄熱した植物体というふう

に考えてください。もしくは生物体。太陽のエネルギーを蓄積した生物体なり植物体、こ

ういったところに太陽のエネルギーを蓄えておいたもの、それが木であり、それからいろ

いろな野菜だとか、草木類という形になります。日本の場合ですと、国内の森林からの廃

材、つまり林地残材、それから間伐材、広葉樹、ササ、こういった材料が 2,000 万トン。そ

れから、農業系の稲わらですとか、畑作での野菜残渣だとか、果樹類屑、こういったもの

の残渣が 2,000 万強。それから、あとは、耕作放棄地だとか、河川敷、調整水田、こういっ

たところで草木を植える。ケナフを植えて、マテリアルリサイクルする、エネルギーリサ

イクルする。おもしろいのは、日本のススキが英国では今評価を得ております。なぜかと

いうと、日本のススキの遺伝子組み換えをやりますと、背丈が、150 センチぐらいのものが、

大体 2 メートルを超えるススキにすぐなって、しかも、繁殖力が強い、それを乾燥させて、

エネルギーにして発電をするということが実際にイギリスではもう行われています。です

から、耕作放棄地で、エネルギー作物を育てる、こういうこともこれから相当出てくるだ

ろうと思います。こういうものが 1 万 1,000 トンぐらいになります。こういうものを使って、

エネルギーにして、石油を使わないようにしましょう。枯渇資源を使わないようにしよう

ということです。 

 このほかに、建築廃棄物、それから下水汚泥ですとか、それから、家畜の糞尿、それか

ら食品系から出てくる工場の残渣、こういうものを合わせますと、大体 1 億 9,000 万トンぐ

らい。約 2 億トンの原料が日本に存在するという形になります。これを全部合わせて、も

しエネルギーに転換したとするならば、日本で使われている一次エネルギーの 12％は、石

油・石炭を使わないで済んで、発電することができるという構図になります。発電だけで

見ますと、大体 90％がこれで賄えるということです。数字の上、計算の上だけですから、

ただ、これを、じゃ、だれが山から林地残材を持ってくるのか。間伐をだれがやるんです
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かと。そういう担い手という問題が出てきます。経済ベースで、だれか雇って持ってくる

ということになると、日本は非常に高いコストになる。フィンランドだとか、スウェーデ

ンだとか、そういったところでしたら、ちょっと大型の機械をザーッと山の中に乗り入れ

ていけば、丘陵でなだらかですから、あっと言う間に間伐も伐採もできる。日本は急峻な

山、そういったところの木をどうやっておろすかということでは、まだまだ企業の努力が

必要というふうなことを考えております。 

 廃棄物バイオマス発電ということで、今申し上げましたような原材料を使い、何ができ

るのかというような話にこれから入りたいと思います。バイオマスを使う。持続可能な原

材料だと。植えて刈って、植えて刈ってということをやれば、続く世界。 

ここにお示ししましたピンク色のほうの上は、石油を基盤としました物質のフローです。

オイルリファイナリー、石油精製という言葉を皆さんお聞きになったと思います。石油が

あって、それを精製して、そこから燃料を回収して、自動車を動かす。ないしは、石油か

らできた物質を使って、化学製品を製造する。これはみんな、燃やせば SOX、NOX、そうい

ったもので汚染が始まりますねと。で、化学製品というものを使って捨ててしまえば、化

学物質が、環境ホルモン問題が出てくるということで、人類は持続不可能という可能性が

強い。 

一方、石油を転換いたしまして、緑の下のバイオマスを基盤とする物質フローにすると、

このバイオマスから、バイオマス精製、リファイナリーを使い、持続可能な物質をつくり

だしていく。それで、エネルギーとして循環させる、物として循環させる。物も、先ほど

中崎先生がおっしゃったように、生物体のものから、ごみから、もしくは木から、もしく

は汚泥から、生分解性プラスチックみたいなものがつくれる。そういうことから、循環も

行える。世界を汚さないで済むということです。今後はこういう世界に入っていくだろう

と思います。 

 バイオマスの利用ということでは、ガス化により熱化学的に物を取り出す、エネルギー

なり、物質という形で、メタノールとか、そういうものを取り出す。もしくは、もう一方

で、生物化学的に抽出する方法、こういう 2 つがあろうかと思います。抽出技術も、ちょ

っと幾つかある。こういうものを使いながら、電力の場合でありますと、ガスエンジンだ

とか、ガスタービンを回して電力・熱を回収する。場合によりましては、バイオマスから

水素を取り出して、それで燃料電池を動かして、家庭の電力とおふろのお湯を沸かしてや

る、こういう世界になろうかと思います。 

 そんな難しい話でなくて、もっと簡単な話ということでは、ヨーロッパではかなり広が

っているのが、木質ペレット製造ということでございます。この左上のものが、林地残材、

間伐材、そういうものを取り出してきまして、それを細かく砕いて、それをチョークのよ

うなものにつくり上げます。こういうチョークのようなものが燃料に成りかわるわけです。

これがそうですね。こういった燃料を、この後ろのこのタンク、左の下のこのところ、こ

こへため込んでおいて、5 日間分ぐらい、自動投入して、暖房してくれる。これ 1 つでもっ

て家全体が暖かいというのがイタリーであり、スイスであり、オーストリーであり、スウ

ェーデンでありということです。大型のものであれば、幼稚園だとか、ちょっとした病院
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はこういう設備で、温水もつくるボイラー利用している。しかも、こういうものの少し高

級なやつというのは自動着火もできる。しかも灰分は 1 週間に 1 回しか下から取り出さな

いですむ。そういうようなものはもう既にでき上がって、ヨーロッパではかなり売られて

いるという状況です。 

 まあ、もうちょっとだけ難しい話をすると、次のような形になると思います。先端的な

技術となりますと、第三世代型ガス化炉があります。ちょっとわかりにくいかもしれませ

ん。上のほうは、原料であるいろいろなバイオマス、ごみでもいいんですが、そういうも

のを投入いたしまして、ごみ、木質を蒸し焼きにする。蒸し焼きにすると、有用な成分で

ある、水素とか、メタンだとか、そういったもの、それから CO、といったものと、それか

ら排ガス、CO2 だとか、いろいろなもの、そういうものが一緒にまざってこちらから出てく

る。これが重要なガス化法というやり方です。 

 最近の新しいタイプというのは、高効率転換ということで、こちら側に原料、例えば木

屑を入れてやる。この木屑を蒸し焼きにする。で、実は、この底のほうには両方とも砂が

入っている。この砂が熱くて、この砂が、入ってきた木材だとか、廃プラだとか、家庭ご

みだとか、そういうものを、熱をかけてここで物質を分子レベルに分解してくれるわけで

す。分子と分子が手をつないで、それでこういうものができる。このものを、鎖を熱でち

ょん切っちゃうわけです。それで、出てきたものがガスです。有価ガスということで、さ

っき言いました、燃料になる水素だとか、CO だとか、そういうものが出てくる。熱分解と

いうんですが、その後に残渣が出るので、その残渣物をこちら側に持ってきて燃焼する。

それを燃焼して、この砂を熱し、またこっちへ持ってくる。それで、この排ガスだけをこ

ちらから出す。大きな絵でかくと、この右側の絵になります。こちら側が、ガスを生成す

る部屋、こちら側が残渣物を燃やす部屋。こちら側は熱を取られちゃうほう。こちらは、

熱を与えるほう。酸化、こちらは還元という形になります。こういう技術ができました。 

 こういう技術を用いると何ができるかというと、この左側に書きましたさまざまなバイ

オマス、このバイオマスをこの中に入れてやりますと、水素とか一酸化炭素が出てくる。

これを洗浄して、そのガスをそのまま燃やしたり、ガスタービンに入れて、タービンを回

して発電したり、ガスエンジンですね。こういうもので電力を回収するということもでき

ます。もしくは、CO 転換ということをやりますと、水素ができる。この水素を使って燃料

電池を動かす。または、この水素を原料にいたしましてアンモニアをつくるということが

始まっております。山口県の宇部で宇部興産が、川崎市では昭和電工さんが、廃プラスチ

ック、家庭から出てくるその他プラスチックのようなものを用いて、水素を取り出して、

それからアンモニアを既につくっている。 

 そのほか、場合によっては、液体燃料にしたいというのであれば、合成するということ

で、メタノールだとか、DME がつくれる。もちろん、ここで熱が少し発生していますから、

それを使って蒸気回収もできるという話でございます。 

 これは何の話かと申し上げますと、バイオマスからエタノールを取り出して、こういう

飛行機を動かそうと。もう実際にブラジルではこういう飛行機か飛んでいるという状況に

あります。ここに書いてありますように、ブラジルでは、サトウキビからつくったエタノ
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ールだけで 280 万台の自動車が動いております。それから、24％だけガソリンにエタノー

ルをまぜてという、ガスホールというエネルギーでもって自動車が千数百万台動いている。

エタノールを輸出するような国になったのがブラジルということでございます。今申し上

げました、先ほどの難しい技術を使いますと、ガスタービンを駆動して電力を、それから、

水素を取り出せば、先ほどの燃料電池ということで、これはネッカーフォーですが、ベン

ツの燃料電池車がいつも走り回っておりますし、バスが世界で約 50 台はもう燃料電池で、

水素で動いている。これは、家庭用のものです。1 キロワットの家庭用のもの。それから、

これが 250 キロワットの業務用。今申し上げましたような、バイオマスから水素を取り出

して、その水素をパイプラインで各家庭に送り、この小型の燃料電池に入れると、お湯を

つくり、お風呂に、それからテレビなり、照明なり、エアコンなり、パソコンが動かせる。

こういう世界が 2010 年ごろには、かなり普及している。来年末か再来年には、こういうも

のがちらほら家庭に入ってくるということでございます。 

 神奈川県知事の公舎の中にはこういうものが入って、県知事がお使いになっている。そ

れから、中田横浜市長さんもこれをお使いになっている。1 キロワットのものが入っている

ということでございます。 

 最後になりますが、このバイオマス複合システム、こういうものをちょっとごらんいた

だきたいと思います。今いろいろな話をしてきました。太陽光であり、風であり、それか

ら場合によっては小水力の話をしませんでしたけれども、そういったような水を使うとい

うことで、どこにでもあるエネルギー、そういうものを使い、さらには、もっと定常的に

あるバイオマス、太陽のエネルギーを蓄積した生物体なり、植物体、こういったようなも

のを使って、ごみも含まれますが、左上に書いたような、都会、町からさまざまなものが

出てきます。そういうものを、さっき申し上げましたガス化システムですとか、メタン発

酵だとか、そういうような転換技術により物質やエネルギーを回収する。その原料がバイ

オマスである。マイクロガスタービン、ガスエンジンで電力を生みだすとか、余った電力

と熱は、どこかに売るなり、この熱を温室に使うということになれば、冬でも野菜が 1 年

中つくれる。これからは、健康と福祉の時代です、高齢化社会になりますから、こういっ

たような、石油に頼らないエネルギーを使って、野菜を栽培、トマトを摘果し、それで、

半日遊んだら、そこで少しだけ稼いだ地域マネーのお金を持って温泉に入りにいく。その

温泉は、こういうところから得られた熱なんだと。こういう世界にしていかないと、世の

中は回っていかないんじゃないでしょうかということです。 

 私どもの場合は、こういうようなごみから、中崎先生と同じでございますが、ポリ乳酸

をつくって、今北九州市ではいろいろな生分解性プラスチック製品を試験製作しておりま

す。釣りの糸ですとか、手術に使うような糸だとか、それからスーパーでのごみの袋、そ

ういうものをつくり始めている。それから、古米という、もう 7 年間もお米をためちゃっ

た備蓄のもの、そういったものを使って生分解性プラスチックをつくる。そのときに、ま

た熱が要る。熱が要るときには、ガス化なり、こういうメタン発酵なり、もしくは先ほど

の自然エネルギーを使っていくということになれば、世界が回っていくんじゃないか、持

続可能ではないかというふうに思われます。 
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 たしか 35 分までだったと思います。ちょっと過ぎましたけれども、これで一応終わりた

いと思います。どうもありがとうございました。（拍手） 

 

司会  

 どうもありがとうございました。会場の皆様、いま一度竹林様に拍手をお送りいただき

たいと存じます。（拍手） 

 以上をもちまして、基調講演を終了させていただきます。ご講演をいただきました講師

の皆様、ありがとうございました。 

 この後、パネルディスカッションを予定してございますが、会場の準備の都合上、しば

らくの間、休憩をとらせていただきます。パネルディスカッションは、15 時 50 分から再開

させていただきます。会場の皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

（ 休  憩 ） 

 

＜パネルディスカッション＞ 

 

司会  

 お待たせをいたしました。フォーラムを再開させていただきます。これより、「地域内循

環によるゼロエミッション社会を目指して」をテーマに、パネルディスカッションを開催

いたします。 

それでは、パネルディスカッションに入ります前に、本日のコーディネーターとパネリ

ストの皆様をご紹介させていただきます。 

 初めに、本日、コーディネーターをお願いいたします、国際連合大学ゼロエミッション

フォーラム運営委員の前田正尚様でございます。前田様のプロフィールにつきましては、

お手元のプログラムとともにご紹介させていただいてございます。 

 続きまして、パネリストの皆様をご紹介いたします。小池政臣三島市長でございます。 

 続きまして、森林保全ボランティア市民団体、三島フォレストクラブ役員、前嶋規雄様

でございます。前嶋様のプロフィールにつきましても、お手元のプログラムとともにご紹

介のとおりでございます。 

 先ほど基調講演をいただきました 3 人の講師の皆様にもパネリストとしてご参加いただ

きます。改めましてご紹介いたします。 

 環境省総合環境政策室環境計画課長、谷みどり様でございます。 

 静岡大学工学部物質工学科教授、中崎清彦様でございます。 

 国際連合大学ゼロエミッションフォーラム運営委員、竹林征雄様でございます。 

 これより、パネルディスカッションの進行および運営につきましてはコーディネーター

の前田様にお願いいたしたいと存じます。前田様、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

前田運営委員・コーディネーター  
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 ご紹介いただきました前田でございます。座ってやらせていただきます。 

 これから 1 時間半、パネルディスカッションをさせていただきたいと思います。先ほど

来、3 名の基調講演をいただきまして、私も伺っていましたが、ほんとうにすばらしいご講

演だったと思います。谷課長は、環境省のお役人さんですが、どんな難しい話をされるか

と思いましたが、環境と経済の両立という、テーマは非常に大きな、難しいテーマなんで

すが、具体的なお話をいろいろな事例に即して分かりやすくお話いただきました。いただ

きまして、それから、中崎先生、実は私も、資料を初めて見ましたときは、これまたどん

な難しい話になるかと思いましたが、大変わかりやすいお話、将来は「プロジェクト X」に

も出られるということですので、期待をしております。 

 それから、竹林様は、きょうは自然エネルギーということで、日本、世界の状況全体、

それから最後はバイオマスのお話をしていただきました。お三名とも、環境と経済の両立、

それから資源循環、エネルギー循環という、循環型社会、ゼロエミッション社会をつくっ

ていこうという、非常に統一的なお話をしていただいたと思っております。 

 本日、これからパネルディスカッションをさせていただきますが、まず、小池市長様、

それから前嶋様に、三島市、三島フォレストクラブのご活動についてご報告いただきまし

て、それから具体的なディスカッションをさせていただきたいと思います。 

 まず、小池市長、よろしくお願いいたします。 

 

小池市長  

 はい、わかりました。それでは、三島市の取組について、具体的にお話をさせていただ

きますが、皆さん方のお手元に、「みんなで築く環境先進都市・三島」という三島市の環境

基本計画の概要版があると思いますが、それをあけていただきますと、その中に基本方針

があるわけでございますが、この基本方針の中に、「循環型まちづくり」というのが入って

おります。ない方は手を上げてください。今配っておりますので。 

 循環型のまちづくりというのが、どういうことをやっているか、具体的に説明させてい

ただきます。まず、「ゼロエミッション運動の推進」ということでございますが、実は、こ

のゼロエミッションという聞きなれない言葉を聞きましたのは、平成 11 年でございまして、

平成 11 年の秋に、実は、全国ゼロエミッション三島会議を静岡県と三島市が共催でやらせ

ていただきました。これは東レの研修センターで行いましたけれども、ゼロエミッション

塾実行委員会が提唱し、共催して実施したわけでございます。その前年度に札幌で行いま

したが、札幌以外の市町村ではこの三島が初めてということでございました。そういうこ

とで、ゼロエミッションという言葉が市民の皆さん方に浸透し出したということでござい

まして、11 年からでございます。 

循環型のまちづくりということで今やっているわけでございますが、この目標で、「ごみ

の排出量を、市民 1 人 1 日当たり 1,001 グラム以下になるように目指します」としています。

今どのぐらいかといいますと、先ほど調べてまいりまして、平成 14 年度の実績ですと、市

民 1 人 1 日当たり 1,080 グラムということですから、かなり多い。これを 1,001 グラムにし

ていくには、市民の皆さん方にいろいろお願いしていかなければならないんですけれども、
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その中に、買物袋持参運動というのが右側に書いてあります。それも、このごみの排出量

を縮減していくということの目的で、あるいは有限な資源を大事にしていくというような

目的で、今推進をしていただいているわけでございます。買物袋持参運動というのは、ス

ーパーマーケットに行きまして、必ずレジ袋をくれますけれども、あれを、「結構ですよ」

ということで拒絶していただく。そして、ハンコを押してもらえますので、十幾つか何か

ハンコを押されますと、50 円だか 100 円返ってくるということでございまして、資源の有

効利用にも役立つということの中で、買物袋持参運動を今三島では大々的に展開している

んですが、なかなか浸透しない。 

実は、ヨーロッパのほうでは、特に北欧関係、ドイツもそうでございますけれども、買

物袋がステータスシンボルになっておりまして、買物袋を持たないと買物にいくのも恥ず

かしい。こういうような状況になっているということを私は聞きまして、やはり三島も努

力すればそういうことになるんだなと考えています。みんなで買物袋を持っていきましょ

うよということで、いろんな種類の買物袋を、持参運動推進協議会の皆さん方を中心とし

て作ってくださって、いろんな機会に配布していただいています。買物袋自体は市民に浸

透しておるんですけれども、それを持って買物にいっていただくという、これがいま一と

いうようなことでございまして、これをやらなくてはいけない。さらに推進していかなく

てはいけないというふうに考えているところでございます。 

それから、目標として、「一般廃棄物資源化率 13.2％を目指します」と書いてあります。

今どのくらいかといいますと、平成 14 年度の実績ですが、11.6％ということでございます。

ご承知のとおり、三島市におきましては、17 品目の分別をやっておりまして、分別として

は、そう日本中に誇れるものではございません。中学生の環境リーダーを派遣しておりま

す水俣市におきましては、21 品目、分別収集をいたしているわけでございますから、それ

と比べるとまだまだでございますが、1 つのネックは、やはりリサイクルプラザがないとい

うことですね。これを早期につくらなければいけないということでございますが、お隣の

沼津市などは 8 億円でつくったというようなことでございまして、かなりお金がかかる。

今の三島市の財政的には余力がないということの中で、土地探しもやりました。ここ二、

三年やって、いいところも見つかったんですが、断念しまして、一般廃棄物の焼却場の中

に何とかリサイクルプラザができないだろうかということで、今検討しているところでご

ざいまして、それができますれば、立ち上げていきたいというふうに考えております。 

それから、次の大きな 2 番、「資源・エネルギーの有効利用」でございますけれども、こ

の目標として、「低公害車－クリーンエネルギー自動車の台数で 250 台を目指します」とし

ています。ご承知のとおり、私は、低公害車に乗った市長としては全国で一番早いわけで、

今 3,290 自治体がございますが、一番最初に私が低公害車に乗りました。私は、平成 10 年

12 月 20 日に当選させていただきまして、翌日から低公害車に乗っているんです。プリウス

に。そして、翌年の 4 月ごろでしたか、日本経済新聞の一番下のコラム欄に、低公害車に

乗っている市長がいるけれども、それもまたいいことだというようなことの文章が載りま

した。ああ、注目してくれているんだなということで、うれしかったんですが、実は、私

が低公害車に乗って、市長会、そのころ、21 市ありますけれども、グランシップで開かれ
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ました市長会に行ったときに、みんな黒塗りのセルシオかクラウンで来るんです。それで

分けていまして、市長車はみんなこっちだと、こういうわけです。私が行きましたら、も

う市長車じゃないと思って、「そっち、そっち、一般車は向こう」と。ちょっと窓をあけて、

「いや、三島市長ですが」と言ったら、驚きまして、「あっ、じゃ、こちらです」と。とい

うようなことで、運転手さんに後で聞きましたら、それぞれの運転手さんが、やっぱり詰

め所があって、低公害車を物珍しそうに見ていて、「うちの市長もこの車に乗ってくれると

いいんだけどな」というふうに運転手さんが言っていたんだそうです。その後、期待しま

して、それぞれ市長が低公害車に変えてくれるんじゃないかと思ったら、いまだ静岡県で

だれも低公害車に乗ってくれていない。この辺がちょっと私としては残念な気持ちでいっ

ぱいでございます。 

 ちょっと余談になりましたけれども、今、低公害車の台数ですが、23 年度まで目標 250

台、これは三島市役所だけでなくて、三島市民を入れて 250 台なんですけれども、平成 15

年の 1 月 1 日現在で 100 台だそうです。それからどんどん増えておりますから、今 150 台

ぐらい三島市内を低公害車が走っているのではないかというふうに感じているところでご

ざいます。三島の市役所では、ハイブリッド車は、今市長車、議長車、助役車、教育長車、

一般公用車で、5 台ハイブリッド車が配置されています。それから天然ガス車は 3 台でござ

いまして、一般公用車ということで使っております。合計で、低公害車の導入は 8 台。黒

塗りの車はございません。さらに低公害車も高いもので、今買いかえるときには、車は軽

自動車にしなさいということで、軽自動車なら燃費が非常にいいわけですね。原則、軽自

動車に買いかえるということでやっております。 

 それから、目標として、「1 契約口単位ごとの電灯・電力使用量を 2000 年度値以下となる

よう節電に努めます」としており、節電に努めているところでございます。ただ、町の中

にいろいろな街灯などがございまして、街灯がセンサーで点灯するわけでございますが、

傷んでいるところが結構ありまして、日中ついているケースがございます。市民の皆さん

方が、やはり環境先進都市を目指すという三島の方針がわかっておりますので、市役所に

電話をいただきます。どんどんセンサーを取りかえてもらうように、東京電力に言ったり、

あるいは電気の工事会社に言ってやっているところでございますが、それが追いついてい

かないというようなことの嫌いもございます。 

 それから、同時に、太陽光発電、これを今推進いたしておりまして、皆さん方のお手元

に「三島市の環境施策－みんなで築く環境先進都市・三島を目指して－」という、レジュ

メがいっていると思いますが、もしなかったら、ひとつ手を上げていただいて、また配布

させていただきますが、この中に、太陽光発電のことも載っております。クリーンエネル

ギーの利用推進というようなこともございます。 

実は、三島市といたしましては、一般住宅用太陽光発電設置補助制度を立ち上げており

まして、平成 12 年 10 月から、1 キロワット当たり 7 万 5 千円を補助いたしております。4

キロワットまででございますが、これは 3 年ということで終わっておりまして、平成 15 年

度から、今度は 1 キロワット当たり 2 万円ということで、補助をいたしております。この

導入の件数ですが、もう 230 件ぐらい突破しているということでございますので、三島に
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おきましてはかなり進んでおります。 

 それから、次の大きな 3 番、「地域内循環の推進」でございますが、「地元農産物の地元

消費拡大を図るとともに、休耕地を多面利用するなどにより、良好な農地として維持・保

全します」と、こういう目標を置いております。先ほどもお話がありました、地産地消と

いうことでございまして、地元でとれた産品を地元で消費する。そうすると、トラックで

遠いところまで持っていくエネルギーも必要なくなりますし、安全で、そしておいしい、

そして新鮮な野菜を地元で食べられるわけでございまして、この地産地消を強力に推進し

ております。これは最近でございますが、JA 三島函南農業協同組合にお願いいたしまして、

11 月 15 日に、「フレッシュ」という、地元産品の直売所をつくっていただきました。三島

市から 200 万円、補助金を出させていただきまして、1,000 万円でつくっていただきました。

JA 三島函南農協の本店の、昔タクワン工場があったところに開設しております。生産者の

顔の見える農産物がそこで直売されております。だれだれがつくったということで、もう

写真まで入っているんですよ。女性が非常に多いんです。やっぱりお母さん族が非常にが

んばっているなと。行ってみましたら、男性の写真はあまりなかったんです。女性が非常

にがんばってつくってくれた葉物、あるいは大根、ニンジン、ゴボウ、シイタケ、そうい

ったものが、ほんとうに所狭しと並んでおります。これは朝の 9 時から午後の 1 時、土・

日は 2 時までということで、これは宣伝してくれと言われておりますので、口を酸っぱく

して言っているところでございますが、ぜひよろｇしく、皆さん方に足をお運びいただき

ますようにお願い申し上げたいというふうに思っております。 

 私の時間はもう来てしまいました。後でまたお話をさせていただきます。循環型のまち

づくりを中心としてお話をさせていただきました。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

前田コーディネーター  

 どうもありがとうございました。 

 では、続きまして、三島フォレストクラブの前嶋様、お願いいたします。 

 

前嶋インストラクタ  

 ただいまご紹介いただきました前嶋でございます。タイトルは、このように、「地域の森

林ボランティアでできる資源循環型モデル」ということで、短い時間ですが、お話をさせ

ていただきます。大半が組織の紹介になってしまいますので、肝心のところが時間があり

ませんので、それはフォーラムの中のほうでお話ができたらなというふうに思います。 

 まず、フォレストクラブの紹介でございます。フォレストクラブは、昨年の 12 月に発足

いたしました。それに先駆けて、三島市で主催をしていただきました、フォレスト・イン

ストラクターという講習がございまして、これは 2 年間続いております。その卒業生とい

いますか、その方が中心になってできた組織で、現在で 47 名メンバーがございます。活動

場所は、箱根の西麓、西ですね、ここをメインにやっております。……（マイク不良）…

…おりますが、このように、フォレスト・インストラクターの講習というところから始ま

りました。市長の、自治体の首長にしてはちょっと逸脱しているかな――と言ったらいけ
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ないんですけど、非常に熱が入っていまして、こういった団体ができたことを大変ありが

たく思っております。 

 メンバーの方なんですけど、たまたまこれは、役員だけの写真ですけれども、左の上の

ほうが、サラリーマンでして、何となく浮かない顔をしているんですけど、生き生きとし

ていらっしゃるのが、この右の下の、もとからの山の手の住人といいますか、林業に実際

に携わっていらっしゃる方、こういった方もメンバーになっていますし、それから、里山

を実際にオーナーとしてお持ちの方もいらっしゃいます。「近くの子供が遊びにきてもらえ

るような里山をつくりたい」と…… そういったことで、非常に志が高いなというふうに

私は思っております。 

 きょうは、この 4 つの紹介でございます。まず、ちょっと口幅ったいんですが、森の保

全ということですが、実際は、画を見ていただきますと、こういったようなことで、大体

月に 1 回か、ないし 2 回、今月あたりですと毎週やっていますけれども、こういった、木

を切る、間伐の作業をさせていただいています。箱根は朝霧が非常にきれいでして、その

中で木を切るというのは、決して悪い気分じゃないということでございます。お昼休みは、

こういったことで、間伐材でつくったストーブでございますけれども、ああいったもので、

わいわい、お昼を楽しんでおります。 

 どんなことをやっているかといいますと、三島市には子供の森公園というのがございま

して、そこで木を少し整理しまして、その後に公園らしい、地元の木、ヤマザクラである

とか、ヤマボウシとか、そういった木を植えるという作業でございます。こういった作業

のお手伝いをさせていただきました。 

 それから、資源活用というところからいきますと、三島市の表看板というのは、実は、

森の小さなダムづくりということでございます。左の下がダムですね。ダムというか、水

たまりなんですけど、あれで要するに地下水を涵養していこうと、こういったものでござ

います。こういったものの作業もお手伝いをさせていただいております。 

 里山に関してなんですけれども、最近ですと、竹を放っておきますと、竹はどんどん野

放図に伸びてしまいます。そういったことで、竹林の整備、こういったこともやらせてい

ただいております。 

 座学なんですけれども、これは県でやりました「里山づくり講習会」です。こういった

ことにも参加しております。真ん中に大きな態度で立っております、あれは私たちの会長

でございます。 

 三島は、新幹線「ひかり」もとまるんですけれども、ちょっと外れますとこんなきれい

なところが実はございます。小池市長、これがどこかおわかりでございましょうか？はい！

さすが市長でございます。山田川でございますね。こういった、非常に水のきれいなとこ

ろがありまして、これを、市民の方がもう少し入りやすい、歩きやすいところにしていき

たいなという、そういったことも皆さんで今考えているところでございます。 

 学んで遊ぶといいますか、遊んで遊ぶなんですけれども、いわゆる楽しみの部類ですが、

こういったことで、お昼には、これはカレーライスをつくっているんですけれども、こう

いったことをしたり、これ、実は、先ほどお話がありましたキャノンさんの社員さんなん
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です。キャノンの社員さんが裏方に回りまして、こういったことをやっていただいていま

す。彼が今副会長でございます。 

 これは、楽しみのうちで、シイタケ、キノコ、こういったものを、菌を植えつけてとる

とか、竹の整理も、最後のフィニッシュが大事ですから、タケノコの整理もしっかりする。

非常に行き届いたことをしております。 

 以上、紹介なんですが、きょうのテーマであります、資源循環型モデル、これを考える

きっかけについてのお話でございます。 

 これは、私がとらえましたのは、やはり京都議定書との関係かなと思いました。まあ、

それと森との関係でございますけれども、ご承知のように、日本は、総量で 6％の CO2 の削

減が必要でございます。CO2 の吸収源、実は森でございます。森は、日本の CO2 の 3.9％を

吸収する貴重な存在でございます。さっき、地球が 3 つあっても足りないとおっしゃいま

したが、そのとおりでございます。大変な存在でございます。ところが、1 つミソがありま

して、森林の材木が加工されて、先ほどのように、熱源として使われた場合、そこから出

る CO2 はカウントされない、こういうルールになっています。やはり CO2 に関しては、森

の材というのはニュートラルでございます。カーボン・ニュートラルというか、そういっ

た言い方をしますけれども、ニュートラルでございます。ですから、年間に森林が吸収す

る能力、それを減らさない範囲で森の恵み、それを化石燃料の置きかえに使えれば……と、

当然の思いでございます。 

 間伐材のことなんですが、森というのは非常に大事な存在、これは言うまでもないんで

すけれども、何で間伐材が使われないのかといいますと、要は、昔、戦争直後、木をたく

さん植えたわけでございますが、それが、経済情勢が変わりまして、建築材として使えな

いということですよね。そのために放置をされてしまっているわけでございます。さっき、

地球は悲しいというお話があったんですけど、まさにそのとおりでございまして、人間と

いうのは、自然との共生とか、非常に格好のいいことを言うんですけれども、やっている

ことは、使えなくなると放っておく。これだったら、何もアフリカの焼き畑農業を笑うこ

とも、非難することもできないというのが実際の状態でございます。 

 これを見てください。これは自然の姿なんですけれども、左のほうの下にあります、あ

れは木が、年を経て、風か何かで倒れます。倒れますと、そこがオープンスペースになり

ますから、光が当たります。光が当たると、そこに、右の上のような芽生え、これで種と

いうのが連綿とつながっていくわけです。仏教の言葉で言う、まさに輪廻の世界そのもの

でございます。 

 ところが、一旦人工林の中に足を踏み入れてみますと、わざとこういう写真を撮ったわ

けじゃなくて、三島だけじゃなくて、大半のところが、間伐材というのは、こういう格好

で、実は放置をされてしまっているわけでございます。非常に考えさせられる風景でござ

います。そういったことで、もともと森の資源活用を、新エネルギーに結びつけるという

ことですが、エネルギーの自給というのは、やはりこれ、太平洋戦争のころから、実は日

本のライフラインだったわけですね。そういった意味からも非常に大事な話でございます。

それから、今日のゼロエミッションの視点、この 3 つを合わせて考えたわけでございます。
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市民として一体何ができるんでしょうか？ということでございます。 

 あるモデルを考えて、提案させていただきたいと思いまして、準備をいたしました。 

 これ、先ほどのお話にもありましたように、要は、残滓系といいますか、残渣系のバイ

オを使ったり、あるいはわざわざ生産したプランテーション系のバイオ、それを使いまし

て、真ん中のようなプロセスを経ますと、左に書いてありますような、肥料だとか、プラ

スチックだとか、液体燃料、発電、建材、そういったようなものに応用ができるわけでご

ざいます。 

 今回、そういった中で、ある種の整理をしてみようということで、縦軸を CO2 フリー、

要は、CO2 を絶対出さないということですね、それから、下側を CO2 ニュートラル。それ

から、横の軸、X 軸は、ほとんど手をかけないで使えるもの、あるいは高度に手をかけない

と使えないものと、こういうような分け方をいたしました。そうしますと、きょう出てき

た諸先生のお話というのは、大体こういったカテゴリーに分けられるんじゃないのかと。

今回、間伐材の活用という観点からいきますと、建築用材として使う。それから、もう一

つの提案として、液体燃料化する。これが一つの方策として上がってくるんじゃないかと

いうふうに思います。 

 この辺はもう時間がありませんので、省略でございます。これも省略でございます。 

 これが、一つのモデルとして考えたものでございます。実は、きょう配付していただい

たような資料がもっと事前にあれば、もう少しましな準備ができたと思うんですが、一応

考えたことを書いてございます。 

 まず、スタートは、左の上の、そこですね、間伐材、ここからスタートするわけです。

それから建築の廃材、これを集めまして、いわゆる木質系の未利用バイオマス。それから、

三島市として利用できるその他のこういった分別されたもの、あるいは加工品の残渣、こ

ういったものを加えますが、これは全部加えるというわけではもちろんないわけでござい

ます。要するに、移送可能な資材化、資源化をするわけでございます。プロセスは、先ほ

どのプラスチックの話と同じでございまして、集めまして、プレの処理としてオゾン処理

をいたします。それに酵素を加えてとかは全く先ほどの話のとおりでございます。それで

エタノールを生成するわけでございます。 

 エタノールを何に使うかといいますと、それをそのままガソリンの中に添加する、これ

も先ほどご紹介があったんですが、日本ですと、現在 3％までが許容されている範囲でござ

います。こういったようなこともできます。それから、さらにそれを変成しまして、水素

を分離して、燃料電池として使いたい。そこにちょっとキャッチフレーズを書いてあるん

ですけど、液体燃料化というのは、クリーン・アンド・クリーンであると。どこかの通信

会社の C&C というのと同じ表示なんですけれども、クリーンというのは、自然、山、森も

きれいになりますよと。しかもクリーンなエネルギーが生成されますよという意味でござ

います。 

 データでございますけれども、プラントとしての規模は、これ、実は日本食糧さんとい

うベンチャーさんがありまして、そこでいろいろヒアリングをしてきました結果でござい

ます。大体、プラントのサイズが、日量処理量で 10 トン、量産ものになってきますと 200
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トンぐらい、日量処理ができるそうでございます。材料は、今いったようなとおりでござ

います。エタノールの生成量でございますけど、重量比で大体 20％から 25％、エタノール

として取り出すことができるということでございます。エタノールというのは、今、リッ

ター当たり 35 円から 25 円ぐらいです。自分たちが使う分にはもっと高い値段で使えると

思うんですけれども、こう考えますと、年間で 2,000 万円というのはちょっと厳しい数字で、

3,000 万円から、大型のプラントですと、年間で 4 億円ぐらいのリターンがあるということ

でございます。肝心のシステムのお値段なんですけど、約 10 億円かかるということでござ

います。これは、例えばソーラーなんかに出す補助金の金額と比べてみますと、補助金の

金額だって、大多数の家庭でソーラーを導入するとなれば、非常に大きな金額になってく

るわけですから、そんなに大きなものではないなということでございます。ご承知のよう

に、今日本は添加の上限が 3％ですけれども、10％のエタノールが 2010 年には許可になる

というお話だと伺っています。 

 これは、もう簡単に評価をした内容でございますけれども、地域循環のコアといいます

か、私どものような自治体で扱うサイズとしては、プラントのサイズとしてちょうどいい

んじゃないのかということですね。ただ、初期投資とランニングコストに関しては、特に

ランニングコストは大事でございまして、この部分についてはまだ未検証の部分が随分多

いということで、これは問題を含めて三角印でございます。 

 それから、あと、原料確保という意味ですけど、これは、日本全体で間伐材が年間 1,500

万トン、それから古紙・廃材、これが 2,300 万トン、両方で 3,800 万トンですね。これをガ

ソリンと等価のエタノールにしますと、何と 300 万キロリットルからできてしまうという

ことですから、非常に大きいわけです。単純に、そういう理論上の計算値でいきますと、

石油の大体 5％、全エネルギーの 2％を占めるということでございます。日本は、6％の炭

酸ガスを削減しなきゃいけないわけですから、その中でトータル 2％というのは非常に大き

な数値だなというふうに私は思っています。ただ、右上に書いてありますように、非常に

概算でございまして、時間もありませんので、ラフな話でございます。プロの方の目から

見れば、抜けているところが実際はいっぱいあると思います。精査が実際は必要だと思い

ます。 

 これは、成功の条件でございますけど、先ほど市長におっしゃっていただきましたよう

に、清掃センターとか、ごみの焼却場という言葉はもうやめていただきたい、そうじゃな

くて、創エネセンターという名前にしましょうよと。エネルギーをつくり出すセンターで

すね。この辺もぜひ、日本で初めに三島で使っていただきたいなというふうに思うわけで

す。要は、発想の転換でございます。 

 最後になりましたが、要は、いろんな課題があるんですけれども、私たちがまだ会って

いないものを含め、私たちの子供、50 年先の子供、それから 100 年先の子供、こうした子

供たちにぜひ笑われないようなふるさとの森を残していきたいなという念いでございます。

それから、かつて森というのは「生産の場」であったわけですね。そこでまきを拾ったり、

いろんな、マツタケが出たかどうか知りませんけれども、「生産の場」であったわけです。

こういったことで、また「エネルギーの供給の場」も、一種の生産の場ですよね。そこに
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戻すことかできると思います。 

 ところが、何でも「もうかればいい」という、今までのような考え方、あるいは「規模

の拡張だけを考える」という生き方をやっていきますと、それは多分難しい話でございま

して、やっぱり、できるかできないかというのは、「人間の理性」が問われているのではな

いでしょうか、というのが私の結論でございます。非常に早口でございました。ありがと

うございました。（拍手） 

 

前田コーディネーター  

 どうも、前嶋様、ありがとうございました。 

 小池市長みずから、まさに実践されている市の環境への先進的な取り組み、それから三

島フォレストクラブの森林保全と具体的な資源循環モデルのご提案のお話にもありました

ように、三島というのは非常に環境への取り組みが日本の中でも進んでいることがわかり

ました。きょう、実は午前中にせせらぎを見学させていただきまして、先ほど市長からの

お話にもありましたように、市民、NPO、地方自治体、それから産業界が「協働」して取

り組んでいる。その中でも特にコミュニケーションが大変重要だというようなお話も伺い

まして、大変感心した次第でございます。 

 きょう、これからディスカッションに入りますが、先ほどご三名の方から、一般的なお

話をいただいたわけなんですが、こういう三島という先進的な地域でございますので、少

し具体的に、三島でこのようなことができるんではないかとか、そういう思いを、先ほど

の前嶋様へのご返答みたいなこともあるかと思いますが、そういうことを含めまして、少

し具体的な展開というようなことを議論していきたいと思います。 

 では、まず、谷課長、よろしくお願いいたします。 

 

谷課長  

 ありがとうございます。三島は、先ほど私の話の中でもちょっと触れさせていただいた

んですが、今年の環境白書でも写真を載せたんです。どういうところで載せたかと申しま

すと、主体間の連携・協働ということで、まさに今ご紹介ありましたとおり、いろいろな

人が――行政だけがやります、というのではなくて、市民の方々、NPO、地元の企業、い

ろいろな方々が参加されて、皆さんでいろんなことを取り組んでいらっしゃる。それのペ

ージで載せさせていただきました。川をきれいにするということで、ほんとうはきょうの

せせらぎも見せていただきたかったんですけど、仕事があって、とても来れなくて、残念

です。 

 先ほど、市長のお話をお聞きしまして、そういう背景の中に、やっぱり市長がみずから

ハイブリッド車に乗られるとか、そういう、市長の取り組みというのが大変大事だと思う

んです。町のアイデンティティそれが環境という方向に向いた形でメッセージで伝わると

いうことが、とてもすばらしいと思っているんです。特にここ三島ですと、川とか、今森

の話がありました、そういう豊かな自然があるから、だからやっぱり市民の皆さんもこれ

に参加しようという気持ちをお持ちなんだろうなという気がしています。 



 43 

その中で、この環境基本計画、こういうものをおつくりいただいてというのがすばらし

いと思っています。そこで、どんなところでもそうなんですけれども、市民の参加、「協働」

というのが、ある分野で始まるんですね。ここだと、おそらく水だと思うんです。すばら

しい水。で、それを、そこでいろいろな人が結集してきて、ああ、こういう環境の取り組

みというのを市長さんのリーダーシップのもとにやっていくのって、楽しいなという思い

を持っていただける。そうしたら、そこが――もちろん、水もすばらしい、自然もすばら

しい、そこで、ついでにといいますか、マイバッグをみんなが使っていくようにという方

向に広がっていくと、すばらしいんじゃないかという気がしています。 

私、ヨーロッパも 3 年住んだことがあって、住んだところはフランスだったんで、あま

り環境はやっていなかったんですが、ドイツに行ってエコバッグをもらったんです。けれ

ど、ドイツのエコバッグ、重くて使いにくいんです。このペットボトルからできたバッグ

は、婦人服のポケットにも入るんです。私はいつもハンドバッグに入れていまして。そう

いうものを持ちながら、川を美しくする運動とかが、もっと環境トータルになっていくと

すばらしいんじゃないかと思います。それが、これだけすてきな姿勢をお持ちの町のアイ

デンティティになるんじゃないかという気がします。 

この夏に、地方自治体のいろんな方のお集まりで、埼玉でシンポジウムがありました。「住

んでよし、訪れてよしのまちづくり」という題だったんです。三島は、ほんとうにすばら

しい自然に囲まれたところ。それが一層いろいろな市民行政、市長さん、皆さんのお力で、

ハードとしてある川とか自然だけではなくて、人の生活の仕方がソフトとして持っている、

どこでもマイバッグ出す生活みたいな、そういうところまで広がっていくといいですね。

そしたら、訪れた人も、もっと、ああ、この三島って、こういういいところなんだなと思

うかもしれません。そもそもとてもすばらしいところなので、ポテンシャルが高いと思い

ます。よろしくお願いします。ありがとうございました。 

 

前田コーディネーター  

 谷課長、どうもありがとうございました。 

 中崎先生、いかがでしょうか。 

 

中崎教授  

 また OHP を使わせていただいてよろしいでしょうか。1 枚だけです。長くしないように

気をつけますので。 

 ちょっと大きいですが、大きくてちょうどいいですね。よく見えると思います。 

 ちょっと太陽が切れちゃっているんですけど、この上に太陽があって、この太陽のとこ

ろでバイオマスが再生されていて、その後、この矢印がどう来ているかというと、このバ

イオマスが出たのを、ここでは超臨界の処理をして、バイオマスリキッドって、これ、私

がつくった変な言葉ですけど、そのバイオマスを分解して、糖分をたくさん含むような液

に変えておいて、それを、微生物を使って、化学素材のいろんな産業に結びつけていって

やる。それをずっといけば、例えばジェット燃料だとか、あるいは医薬品に至るようなも
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のまで全部できるでしょう。あるいは、プラスチックの産業のようなものにもつながって

いくでしょう。そして、ちょっとこれ、牛がちょん切れちゃっているんですけど、バイオ

マス、できたやつを牛に食べさせると、牛糞が出てくる。それで、例えば、ここから水素

をつくるというようなこと、あるいはメタンをつくるというようなことをして、燃料電池

や何かにつなげていくと、エネルギーの生産もできるでしょうというので、こういう構想

がある。 

 これを何で出したかというと、浜松で今、佐鳴湖が汚れているのできれいにしましょう

というのを静岡大学の工学部全体で取り組もうというので、最近プレス発表をさせていた

だいたんですが、そういう取り組みの中でこういうことをやろうというふうに考えており

まして、今ここ、湖が、佐鳴湖のようなイメージで書いたんですが、ここの中、汚れてい

るから、汚れているのを取って、こういうふうに全部きれいにして、きれいにすると同時

に産業に結びつけようという話なんですけど、三島市さんのことに――ようやっと本題に

なりますよ――三島市さんのことに話を今度持っていくとどうなるかというと、きれいな

水のところで、汚れているところがない。だから、もうこれ、ちょっと成り立たないねと

いうので、きょうは勘弁してもらおうと思ったんですが、そうすると、お話を聞いている

と、いやいや、水はきれいなんだけど、それでも、市長さんの話だと、ごみは 1 日 1 人当

たり 1,080 グラム出るというお話だったので、それは、佐鳴湖のような汚れた湖の話じゃな

くて、生ごみを含めたごみの話でこれができるねということになろうかと思います。 

 ちなみに、1,080 グラムというのは、全国の平均は、多分数年前で 1,100 グラムあったと

思うので、それよりちょっと少なくて――なんて言うと、あまりそう言うとみんなごみ出

すからやめてくれと、市長さん、おっしゃると思うんですが、ちょっと少ないぐらいのレ

ベルだと思うんですが、まあ、いずれにしろ、もっと少なくなったほうがいいわけでして、

ごみをなくすための方法を考えていかなきゃいけないんですが、1 つ、こういう方法がある

でしょうと。これらのシステムを考える方法があるでしょう。 

 それにつけても、先ほどお休みの時間のときにちょっとご質問いただいたんですが、例

えば汚泥から乳酸をとったときに、全部なくなるのかと。なくならないんです。カスが出

ちゃうんですよ。生ごみから、例えば生分解性プラスチック、あるいは先ほどの間伐材か

らアルコールをとる。これも、残念ながら、少しカスが出るんです。あるいは、メタン発

酵をやる。メタン発酵をやってもカスが出るんです。カスは、やっぱりそれをうまく利用

していかなきゃいけませんから、1 つの方法に、例えばコンポスト化のような方法がある。 

それで、市長さんの話に無理やり何とかつなげようと思って考えたんですけど、それは

どういうことかというと、地産地消とおっしゃっていて、学校給食で、子供たちに安全、

安心なものを食べてもらう。これ、非常にいいことだと思うんですけど、その安全、安心

なものを食べてもらうためにコンポストを使おうと。私ども今、大学の研究室では、コン

ポストの中に、植物の病原菌をやっつけるような菌を入れてつくっておいて、できたコン

ポストは、肥料ではあるんですけど、それと同時に、あたかも農薬として働くような、化

学農薬のかわりになるようなコンポストをつくるというのをやっているんですが、ぜひ、

こういうプロセスを考えていったときに、それでもなおかつ出てくる残渣は、例えばコン
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ポストのような形で使うようにして、トータルとして、ほんとうの意味でのゼロエミッシ

ョンに近づけるような、そういう工夫をしていただきたいと思いますし、市長さんの意気

込みであれば、地産地消の話の意気込みであれば、それは現実性があるんではないかとい

うふうに考えます。 

 

前田コーディネーター 

 ありがとうございました。 

 竹林様、いかがでしょうか。 

 

竹林運営委員  

 小池市長さんも、前嶋さんもおっしゃられたし、中崎さんもおっしゃられたんですけれ

ども、三島市にある原材料、資源、しかもそれはなくならない、永続的に出るものという

ものは、皆様が出す家庭の生ごみ、これが十一万何がしかの人口ですから、生ごみだけ、

食品残渣だけで、1 日分に直すとおそらく 23 トンから 25 トンというものが出ます。それを

メタン発酵、沼地からブクッと出るやつですね、おならもメタンです。大体 6,000 キロカロ

リー内外のガス、熱がある。そういうものが、20 トンから 25 トンの生ごみがあれば、おそ

らく発電で、うまくいけば 1,000 キロワットぐらいから 2,000 キロワットぐらいは発電が可

能になる。しかも、それをガスエンジンで回せば、そこから熱も得られる。その熱をまた

温室なり、それからみんなの健康福祉の温泉ランドみたいなものに回すということもでき

るということです。 

地域発の循環、地域内循環ですから、皆様が出すもの、ここにあるものということでは、

生ごみもそうだし、下水もそうだし、製紙工場から出る汚泥もそうです。それから、もち

ろん森林からの、前嶋さんがおっしゃられたような間伐材とか、そういうもの。それもみ

んな原料です。みんな捨てて顧みられなかった後始末をしようと言っていたもの、それを

上手にどう利用するか。技術をどこに持ってくるのか。それをだれがやるのか。そういう

ところに焦点を当てていく必要があるだろうと。そうすれば、熱も回収できる、電力も回

収できる。その熱・電力を使って、冬場の農業も温室の中でできるかもしれない。さっき

ちょっと私が申し上げました、高齢化社会になるわけですから、お年寄りの方が、お金は

いくらも要らないから、そこで果物、野菜の摘果をする。雨が降ってもそこで働ける。3 時

間働いて、地域マネーをもらう。その地域マネーで、先ほどの生ごみなり、バイオマスを

使ったガス化発電なりの熱でつくった温泉ランドで、そこで少し休んでいく。そのときに

は地域マネーを、という構図も見えるんじゃないか。そういったような、地に足を着いた

あたりから始めるのが、私はいいんじゃないかなというふうに思います。それが、ここで

はできるだろうし、水が非常に有名なわけですから、そういう水を使った野菜なんだよと

言うこともできますし、このエネルギーは石油由来ではありませんよという話にもなるん

じゃなかろうかと、かように考えます。 

つまり、バイオマスとか、地域の残渣物と言われていたものは、非常に生活になじみや

すい。農業と福祉、健康、環境というのは全部一体につながっているものだと。そういう
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ものがここではやれる可能性があるというふうに考えています。以上です。 

 

前田コーディネーター 

 どうもありがとうございました。 

 お三名の話を伺っていますと、1 つは、谷課長がおっしゃいましたような、やっぱり市民

の意識ですね。エコバッグが広がるような、そういう意識が必要だということ、それから、

中崎先生、竹林様がおっしゃったような、三島にある資源を、従来はごみとかだったわけ

ですけれども、さらにうまく循環させれば、かなり可能性が広がることがわかりました。 

今、竹林さんが、地域通貨、エコマネーの話をされていましたが、きょうのテーマはま

さに循環、ゼロエミッションということで、多分、今、三島市で「協働」ということで取

り組まれていますが、まさにこういう事業が永続的に続けていくということが非常に重要

だと思います。そうすると、お金も循環していかなければいけないわけですが、、当然、地

方自治体の財政にも多分制約があるという中で、市民のボランティアやもちろん企業の社

会貢献的なこととか、そういうものを一体として取り組まなければいけないと思います。

先ほど、谷課長がおっしゃった、川をきれいにする、例えば渋谷では、川をきれいにする

活動をすると地域通貨がもらえて、それが渋谷のお店で使えるとか、そういう循環みたい

なことも、こちらでも何か既にやられているのかもしれませんが、そういうお金の循環を

どうしていくかということ－地域通貨とか、ほんとうのお金で事業を続けていく仕組みを

どうつくるかということが重要なポイントと思います。 

 そこで、お三人の話を受けまして、地元でいらっしゃいます小池市長と前嶋さんから、

今のお話を伺ってどのように思われたか、小池市長からお願いいたします。 

 

小池市長  

 先ほど、谷課長さんのほうから、買物袋の市民への広がりの話をいただきましたんです

が、今三島としまして考えておりますのは、環境というのはやはり人づくりだというふう

に考えております。環境教育をひとつ始めようと、それも、幼稚園、保育園の段階から、

そして小学校、中学校ということの中で始めていきたいというふうに考えておりまして、

レジュメの 5 ページに書いてありますけれども、幼児期からの環境教育の重要性というこ

とを私どもは考えております。そういうことになっていきますと、「お母さん、今日、買物

袋、持っていかないの？」と、子供のほうから指摘してくれるのではなかろうか。子供と

いうのは、そういう点で非常に純粋ですから、それを私どもはねらっておりまして、幼児

期におきましては、今先生方から環境教育の指針や指導書、環境教育教材の研究開発を進

めていただいておりまして、来年度、幼・保一元化の中でこれを推進していこうというふ

うに考えております。 

 小学校につきましては、もう既にずっとやっておりまして、もう 4 年間やっているわけ

です。小学生の環境探偵団、これは、小学生のリーダー養成でございますが、高学年、4 年、

5 年、6 年と、これは 1 年間、三島市の環境をそれぞれ研究してもらって、そして発表して

もらう。その発表したものを、環境副読本の一部として小学生自身がまたそれを使うとい
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うようなこともやっております。 

 それから、小学生への副読本は、平成 12 年に、先生方に出ていただいて、三島市版の副

読本をつくりまして、それを使いまして環境教育をさせていただいています。4 年たちまし

たので、平成 16 年度から、また新たにそれを作成していただく予算を組んでいかなきゃな

らないというふうに思っております。 

 それから、中学生におきましては、中学生の環境リーダーということの養成をいたして

おりまして、各中学校、7 校から選出された生徒を水俣市に派遣しています。水俣市の中学

校で、水俣の中学生と一緒に 21 分別を経験してきてもらう。それが終わったら、今度は屋

久島に飛んでもらって、屋久島で、縄文杉まで、1 日かかって、また帰ってくる。自然とい

うもののすごさ、そして力強さ、それを体験してもらおうというふうに考えておりまして、

これは毎年、中学生の環境リーダーの養成をいたしているところでございます。そういう

わけで、幼稚園から中学校までということで、高校はないんですけれども、市民環境大学

というのをやっておりまして、これは高校生も入っていただいております。16 歳からよろ

しいわけですから、177 名、平成 13 年度募集したときに、高校生も入ってくれました。大

分高齢の方も入っていただきまして、2 年間で修了したんですが、今後は 1 年間で修了する

ようにということで、今努力をいたしているところでございます。7 割以上の出席者には修

了証書を授与しまして、出席率 8 割以上の出席者にはエコリーダーとして任命をさせてい

ただいています。そういう方々が三島市の環境をさらによくしていただく、エコリーダー

としてがんばっていただく、こういうふうになっているわけでございまして、やはり環境

は、環境教育だ、人づくりだというふうに私は考えて、今がんばっております。 

 さらに、先ほど、残渣物とか、あるいは生ごみの処理につきまして、メタノール、ある

いはガスを出して、それを電気にしたり、あるいは燃料にしたりということの有効性のお

話がございました。確かにそういうふうにしていきたいと思っておりまして、三島市では、

既に NEDO から、地域内エネルギーの創出に向けて補助金をいただいくことにより、地域

新エネルギービジョンの策定ということをやっております。それには、太陽光や風力、そ

の中に、先ほどお話がありましたように、バイオマスの発電ということも入っているわけ

でございます。おそらく三島におきましては、風もそんなに吹かないし、それから太陽光

は、これは進んでおりますからよろしいんですけれども、あと、どこかといいますと、バ

イオマスだなと。バイオマスを何とかしようということで、1 年間、実現に向けて取り組も

うというふうに今考えているところでございます。 

 

前田コーディネーター  

 どうもありがとうございました。 

 前嶋様、いかがでしょうか。 

 

前嶋インストラクタ  

 非常に連携プレイがうまくできていまして、今市長にバイオマスの話をしていただきま

して、にやりと笑ったんですけれども……今日、いろんな新エネルギーのお話が出たんで
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すけれども、その中で、私は、一番大事なのはやっぱり経済性だというふうに思うんです

ね。これが成り立たないものを、いくら補助金でと言ったって、補助金というのはもとも

と私たちのお金といいますか、税金から出るわけでございます。これ、ちょっと失礼な言

い方ですが、例えば東電さんが高く買っていただいたところで、これでは東電さんの電気

のコストが実際に下がらないわけですよね。だから、理想からいえば、電力会社なんて、

世の中にいくらあったっていいというのが理想の姿だというふうに、私は実は思っていま

す。ということは、やっぱり経済的に成り立つか、成り立たないかという根拠のところが

実は一番大事じゃないのかなというふうに思います。 

風力の話も出ました。私も、ちょっとだけですけど、ドイツのほうに遊びにいったこと

がありまして、ドイツですと、日本と違って、平野に森があるんですよね。だから、ちょ

っとした小高いところに、確かに風車がございます。ですけど、先ほどの発電量というの

を伺っていきますと、三島市が年間で使っている電力量のおよそ 1％か 2％の量だというこ

とですよね。ドイツが一国を挙げて先進国としてやった量が、今そのくらいだとすると、

これはやっぱり何か、風力発電よりもっと別のことを考えないといけないなという気はい

たします。 

そこで、人のケチばかりつけてはいけませんので、バイマスの提案でございます。バイ

オマスの話の中で一番皆さんがクエスションマークをつけるのは、「運び出すこと、ほんと

うにできるの？」という、この部分だと思うんです。1 つ、からくりがありまして、建築材

として運び出すのはなかなか難しいんですね。これは、節のないところを選んだり、傷を

つけないで、玉切りしたといいましても、長さが 4 メートルからございます。目方にしま

すと 80 キロからのものがあります。そんなもの、ひょこひょこと運ぶというのは、そう楽

なことではないわけでございます。しかし、バイオマスで使うとなると、それは、例えば

裁断、極端に言えば、いくらでも小さく、持ち運びやすくできる、場合によったら、粉体

輸送まではいかないにしても、スラリーのような状態で、コンベアで運んだり、いろんな

手があるはずでございます。 

 それから、皆様にお渡ししました予稿の一番最後に、さっき説明できなかったんですが、

「間伐材の搬出と利用について」というのが最後にございます。そこで、今私たちのフォ

レストクラブの現状ですが、大体 1 回に集まる人間が 10 人から 15 人ぐらい。これで 1 日

どのぐらい、普通は立米であらわすんですけど、運び出せるかといいますと、大体 2 トン

から 6 トン前後。6 トンなんていうと、そんなに出せるわけないと、会員の中からクエスシ

ョンマークがついてしまいます。そうしますと、今三島市がご計画されているバイオマス

を利用したエネルギー化からいきますと採算ベースは 1 日に大体 40 トンぐらい出さないと

いけないんですよ。ちょっとその間にギャップがございます。ただし、そういった場合は、

私たちのように、月 1 回とかの話じゃないわけでございますから、また別の計算をしない

といけないと思うんです。 

 ちなみに、立正大学の渡辺先生によりますと、1 日で、1 人当たり大体 10 立米出せると

いうか、出すことを目標にしなさいと。プロの方はこんなことをおっしゃっておられます。

そうしますと、材料の搬出に関しては、多少夢が持てるんではないのかなと。今市長に言
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っていただきましたとおり、太陽よりも何よりも、やっぱりバイオマスを何とかしたいな

というのが気持ちでございます。以上でございます。 

 

前田コーディネーター  

 どうもありがとうございました。 

 お二人の話で、環境教育の重要性、それから、事業のときの経済性、それで、具体的に

三島ではバイオマスの可能性がかなりあるのではないかということかと思います。 

 せっかくの機会でございますので、特にコミュニケーションを重要視しています三島と

いうことでございます。ぜひ会場の皆様から、ご質問やご意見をお受けしたいと思います

が、お名前と、どなたにご質問ということをおっしゃっていただいて、お願いしたいと思

いますが、もしいらっしゃる方、お手を上げていただけますか。はい、どうぞ。 

 

質問  

 自分は、三島のフォレストクラブの会員でございますけれど、市長にお聞きします。 

 森は国の宝と言われていますもんで、自分も、まあ、森に覚え、と多少はかじっている

者でございますけど、今前嶋さんから話があったけど、木を出す、出さないたって、道路

がなきゃ何にも出やしないので、あの山、箱根山なんて、道路なんて一本もありゃしない

んですよ。林道が 1 本あるだけで、あの枝道が。この間、群馬の下仁田森林組合の人だけ

ど、あそこでは、東京往復しても余るほどの道路をつくってあるっていうですよね。山の

テンコの一番頂上まで道がつくってあるって。そうすると、その点だと、大分遅れている

のではないかなと思う。市長も、玉沢だもので、山をよく知っているとは思うけど、どん

なふうに考えていて、将来的にはどういうふうに思っているか、ひとつお願いします。 

 

前田コーディネーター  

 ちょっとまとめてお受けしたいと思いますが、ほかにどなたか、いらっしゃいますか。

どうぞ。 

 

質問  

 三島フォレストクラブの古瀬と申します。竹林先生にお伺いしたいと思います。今、生

ごみのバイオマス、メタン発酵とか、いろいろな利用になると思いす。そこで、およそ 3

分の 1 が生ごみだと思うんですが、それを抜いてしまうと、今ある焼却炉は動かなくなる

というか、燃やせなくなると思うんですね。そうした場合に、プラスチックとか、紙とか、

そういうものをどう利用していくかということがあると思うんです。最後に残ったものは、

やはり焼却をしていくのが衛生上いいのかなと思いますが、そこの、抜いた後、どうして

いったらいいのかなというふうに思います。 

 

前田コーディネーター  

 もう一方ぐらいいらっしゃいますか。どうぞ。 
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質問 

 私も、環境大学を卒業した、山本と申します。谷課長さんにお聞きしたいんですが、世

界的に、最近、炭素税だとか、環境税だとか、いろんなことが言われております。新聞に

よりますと、ガソリン 1 リッター2 円ぐらいの炭素税というか、環境税がかかるということ

が 2005 年からと、大体政府でそんなことを言っているようですが、ノルウェーやスウェー

デンは、10 円とか 13 円と。私、さっき小池市長さんが、教育、啓蒙が大事だと。私も大事

だと思います。ただ、もう一方で、日本人の、これだけ金漬けに浸った人間には、ペナル

ティーとボーナスということを考えますと、ペナルティー、やっぱり環境をほんとうによ

くするにはペナルティーを相当かけないといかん。私は、ガソリンに 20 円、30 円、環境税

をかけたっていいんじゃないかと、こう思う 1 人でございます。一時、2 円から 26 円ぐら

いなんていう話題があったのが、2 円に落ち着いてしまいそうだということは極めて残念だ

なと。 

もう一つ、先ほど小池市長さんからも、買物袋をやめると。私は、こんなことを言って

日本中を説いて歩いています。環境と家計に優しい暮らしをしよう。なぜかというと、家

計に優しいということは資源をたくさん使わない。したがって環境を汚さないということ

であります。私、年金生活者でございますので、もういかに限られた軍資金の中からどう

やって暮らすかということになりましたら、やはり家計に負担がかからない、それを行政

や何かは、環境に優しいとか、生ぬるい表現をしているから、ちっとも、だれも、頭では

わかっていても、行動にはとても移らないというのが実態だろうと思っておるわけであり

ます。 

ちょっと、質問というか、意見になるかもしれませんが、ぜひそういう意味で、ほんと

うに日本人はもっと真剣に環境ということを考えなきゃいけないなということを私も日本

中説いて歩いている 1 人でありまして、これもボランティアでやっています。ワイフから、

ボランティアのために年金まで使うなといってしかられておりますが、まあ、余生は、た

だ家で米を食って、食いつぶしているだけでは人間の価値がないんで、自分の、ほんとう

に信念、熱意で全国を回って、やっておる次第でございます。 

 

前田コーディネーター  

 よろしゅうございますか。では、最初の質問、小池市長のほうでお願いいたします。 

 

小池市長  

 森は国の宝というふうに言われているんだけれども、森を利用する、間伐材を出してく

るにしても、林道、農道が必要じゃないかというご発言でございまして、まさにそのとお

りだと私は思っております。ただ、国のほうでも努力していただきまして、三島から御殿

場までつないで、大型基幹林道、北箱根線というのができましたし、それから、農面道路

から、その上に、大型基幹林道まで行く北原菅線を県の段階で今どんどんやっていただい

ておりまして、その負担金を三島市も払っているわけでございますけれども、それが十分
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でないというご指摘だと思います。2,000 ヘクタールの森林があるんだから、もう少し農道、

林道の建設を早くしなさいというご指摘だと思いますけれども、やはり財政的な問題もご

ざいますし、あるいは地権者とのお話し合いもありまして、用地をただで出していただけ

るというようなことでございましたならばどんどん進むこともあります。いろんな問題も

含んでおります。しかし、やはり基本は、確かに、出しやすい体制をつくっていかなきゃ

ならないということだと思いますので、農道、林道の建設につきましても、これから努力

をしていきたいというふうに考えております。以上でございます。 

 

前田コーディネーター  

 では、2 つ目のご質問に対し、竹林様、お願いいたします。 

 

竹林運営委員  

 はい。こちらは、たしか流動床焼却炉というようなものが入っていたのではないかと思

います、私の記憶では。間違えているかもしれませんが。生ごみを入れて、今の集めてい

るごみのカロリーが、多分 1,700 から 2,000 キロカラリー。ごみ 1 キロに対しての熱量が多

分そんなものだと思います。石油が約 1 万ですから、5 分の 1 弱というふうにお考えくださ

い。 

 それで、今ごみの中から生ごみだけを抜いてしまうと、多分その 1,700～1,800 から 2,000

のものが、3,500～3,600 から 4,000 キロカロリーぐらいまでいっちゃうかもしれません。つ

まり、高温になって燃えるということになると思います。そこで、何が問題になるかとい

うことになりますと、耐火レンガの設計が今、何度ぐらいになっているか。要するに、炉

の中に張ってある耐火レンガですね。そのレンガのもち具合という形になると思います。

ですから、場合によっては、そこだけ張りかえるという可能性はあるかもしれません。 

 それから、火格子型ということで、ストーカーと普通呼んでいますけれども、それは、

何といいますか、可動部分があって、ごみを入れた床部分が、鉄の格子になっていまして、

それが動くわけですけれども、そういったところが、やはり熱によってもたなくなるかも

しれない。流動床の場合であれば、底の部分が砂が入っていますから、砂は別に熱くなっ

ても、軽砂ですから、別に問題ない。レンガのほうだけが問題かなというようなふうに、

大まかに言えば、考えます。もしあれであれば、もうちょっとよく聞いて、きちんと、も

う一回、回答したいと思いますが。 

 

前田コーディネーター  

 では、3 番目のご質問といいますか、ご意見ですが、谷課長のほうでお願いいたします。 

 

谷課長  

 はい。まず、環境税について、今の現状をご説明をいたしますと、先ほどご意見を出し

てくださった方はもうよくご存じなのかと思いますけれども、中央環境審議会に環境税の

ことを考える専門委員会というのができまして、この 8 月に、その専門委員会の報告が出
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たところです。その専門委員会は、学者の先生方だけお集まりいただきまして、税の租税

論、あるいは経済ですとか、法律ですとか、さまざまな観点からご議論をいただきました。

そのときに幾つかの論点かありました。例えば、いわゆる川上に課税するか、川下に課税

するか、ここは、まあ、大体川上かなと。つまり、川下といいますと、例えば、これをつ

くるためにどれだけ石油が必要かとか、一々計算するのは大変だと。だから、やっぱり川

上、とかですね。その中で、高い税率をかけてというのと、低い税率をかけて、税収を二

酸化炭素削減のために使ってというのと、2 つ、方向としてはあるなということで、後者の

ほうがいいんではないかというような報告になっているわけです。 

 高い税率になぜしないかという一番の大きな理由は、国際競争力ということではないで

しょうか。まあ、私たちの生活というのは絶対に日本なんですけれども、今、世界がグロ

ーバル化していく中で、物づくりの拠点は、もう企業が国境を越えて動く時代になってい

る。実はもう、それどころではなくて、企業は既に国境を越えて動いていて、大きな企業

は大体、例えば松下なら松下が、日本にも工場があれば、クアラルンプールの郊外のセラ

ンゴール工業団地なんて、ものすごいんですね。もう中国にもあれば、どこにもあれば、

大体、いろんなとこに工場を持っていらして、そうすると、来年の工場の生産計画はとい

うときに、もう外国に出る、出ない、の話ではないんです。秋田県でつくるか、静岡県で

つくるかというのと同じように、クアラルンプールの郊外でつくるか、ここでつくるかと

いう、そういう意思決定になっていくときに、「いや、日本でつくるとコストが高いんです」

ということになると、それじゃ外国でつくろうかと。それで、外国がクリーンならいいん

ですけれども、例えば、お隣の中国とか、同じものをつくっても、送電効率は悪い、発電

効率は悪い、発電所は石炭火力だ、脱硫・脱硝どころか、ばいじんも除去しているか、し

ていないか、よくわからない。そうすると、あっちでもくもく、もくもく、日本で対策を

とった結果、それにまさる量が中国で出てしまうと、地球温暖化で何やっているんだかよ

くわからないということもあるかもしれませんし、さまざまなことを考えると、そんなに

高い税率ではなく、対策に使うということのほうがいいのではないかというご議論ではな

いかと思います。 

 ちなみに、ヨーロッパでももちろん国際競争力は大変だということは考えているわけで、

ドイツとか、幾つかの国が環境税は入れておりますけれども、その場合、税収で、例えば

企業の社会保険料を下げるとか、いろいろなところで配慮しているのは配慮している。い

ずれにしても、日本は、これでやると決めたわけではありませんで、1 つの案を中央環境審

議会の専門委員会からいただいて、これをさらに今度はいろいろな場所でも、ありとあら

ゆる場所で議論をしていただいて、それで一番いい方法を見つけていけたらと思います。

こういう場でも、お関心を持っていただいて、今のようなご意見をちょうだいしたこと、

大変ありがたく思っています。ありがとうございます。 

 

前田コーディネーター  

 どうもありがとうございました。 

 さて、コーディネーターの不手際で、時間が迫ってまいりました。もう最後になってし
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まいますが、それぞれの方から、最後に、これだけはということでお話を 1 分ぐらいずつ

お願いしたいと思いますが、竹林さんから順にお願いいたします。 

 

竹林運営委員  

 はい。先ほどのご質問に兼ね合わせまして話したいと思いますが、皆さんが出している

し尿、それから下水、そういったものの汚泥、それから 20 トンから、多分 30 トンの生ご

み、これは 1 つ、メタンにする。それから、2 番目は、残りの、カロリーの高くなった家庭

からのごみ、場合によっては少しカロリーの高い産廃、それから、森林系の廃木材といい

ましょうか、間伐材、林地残材、これはガス化をしてやるということになりますと、水分

の多いものはみんなメタンに。もう一つのほうは全部ガス化に。それを合わせてやるなら

ば、相当量の発電ができるだろう。熱も回収できる。もしくは、ガス化のほうからは、部

分的には水素、ケミカルリサイクルということもできます。これは、11 万の都市でも多分

できるだろうというふうに思います。そういうようなバイオマス特区というか、バイオマ

スタウンというのは日本にまだないわけですけれども、それをぜひお勧めしたいなと思い

ます。 

 ただ、そのときには、もう何回も言いますが、だれがやるのか、だれがほんとうに、半

分ボランティアでも、やる気違いが出るか、これは役所の中にも、町の中にも、これは絶

対必要になります。そのような人が出ない限りは、多分成立しない。成立している町を、

海外など、大分見ていますけれども、それから北九だとか、いろいろなところ、岩手県で

あれば葛巻町だとか、住田町だとか、そういった、バイオマスの町興しをやっている。そ

ういうところは、みんなそういう方がおられます。そういう方が出られるかどうかという

ことだと思います。 

 

前田コーディネーター  

 ありがとうございました。 

 では、中崎先生、お願いいたします。 

 

中崎教授  

 はい。きょうお話を伺っていて、非常に難しいなというのが実感だったんですが、とい

うのは、1 つのところを解決しようとすると、別のところに問題が出てきそうだと。それも

解決すると、また別のところにという、ぐるぐる回っていくような、そういうイメージも

受けたんですが、でも、やはり環境の問題をこれから解決していくということを考えると、

きょうのゼロエミッションの話も含めてそうなんですが、やはり、トータルとしていろん

な意見を出し合いながら考えていく必要があるということだろうと思いますし、幸いにし

て、こちらには、例えばフォレストクラブさんだとか、あるいはそれ以外の市民の方、そ

れから市長さんも熱心に取り組んでおられる様子が伺えましたので、その知力を結集する

ような形で、次の、三島がやっぱり一番先進的にゼロエミッションに取り組んだんだとい

うふうなところの成果が出せるようにがんばっていただきたいと思います。 
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前田コーディネーター  

 どうもありがとうございました。 

 では、谷課長、お願いいたします。 

 

谷課長  

 はい。先ほど、市長さんから、環境教育、環境学習の話をおっしゃっていただいて、ほ

んとうにこれもすてきだと思いました。環境教育、環境学習について法律ができまして、

今基本方針を一生懸命つくろうとしていまして、来年春ぐらいまでには、文部科学省とか、

いろいろなところと相談して、政府の方針としてつくって、もっと進めていけたらいいと

思っています。その中で、地域の取り組みというのは大事で、三島の取組はありがたいと

思います。 

 今年、環境基本計画の点検の中でアンケートを、初めて子供に対するアンケートもとっ

たんですけれど、結果でびっくりしたのは、環境について関心があって、環境についての

情報をどこからとるかという点です。お母さんとか、こういうのが多いんですが、インタ

ーネットのホームページからというのが、ちょっと覚えてないんですが、17％ぐらいあっ

て、これが「漫画から」よりも上だったんですよ。私たち、紙媒体で、漫画で見る何とか

とか思うんですけど、それより、やっぱりゲーム世代の子供たち、インターネットのほう

が上なんですね。環境省も、子供のためのページとか、あと、必ずしも子供のためじゃな

いんですが、環境省のホームページをめくっていただくと、下のほうに、「環のくらし」と

か、大気観測の「そらまめくん」とか、幾つかおもしろいページがありますので、ご活用

いただければと思います。あるいは、それが実はあまりおもしろくないという意見もあり

まして、それも、おもしろくなければおもしろくないということで、ご意見を言っていた

だければ、これから一生懸命改善したいと思います。よろしくお願いします。 

 

前田コーディネーター  

 どうもありがとうございました。 

 では、前嶋様、お願いいたします。 

 

前嶋インストラクタ  

 私、思いますのは、例えば今、日本の製造業って、どんどん中国に出ていっています。

日本で CO2 を出さなくて、あっちで出したらいいのかと。とんでもない話でございまして、

空の上は全部続いております。だから、そういった、自分たちの国だけで完結するんだと

いう、そういう考え方というのは、やっぱり日本人が改めていかないと、なかなか解決は

しないわけでございます。それが第 1 点。 

 それから、今子供の話が出ましたけれども、実は、フォレストクラブも、ひょっとした

ら老人会かなというぐらい、かく申す私も、めでたく還暦になりまして、そんな感じがし

ていまして、どうしてもっと若い人の参加がないのかなと。昔ですと、20 歳になると徴兵



 55 

というのがあったんですけれども、三島市も、特別な条例をつくっていただいて、20 歳に

なったら、1 カ月間は間伐材を集めると。ぜひそういったような、まあ、これは教育なんで

すよね。そういったことをほんとうにやらないで、郷土がどうのとか、日本がどうのとか

って、いくら小泉さんみたいに言ったって、そんなの、よくなるわけ全然ないわけですか

ら、やっぱり環境先進都市ですから、何かそういった案も、ぜひ垣根を破って、進めてい

ただきたいなというふうに思います。以上です。 

 

前田コーディネーター 

 どうもありがとうございました。 

 では、小池市長、まとめも含めて、お願いいたします。 

 

小池市長  

 いろいろ申し上げたい点がございますけれども、今、前嶋さんからお話がありましたフ

ォレストクラブの皆様方、大変ご努力をいただいておりまして、ほんとうにありがとうご

ざいます。三島というところは、市民の皆様方が、このように立ち上がっていただいて、

環境を少しでもよくしていこうと。今のすばらしい環境を、このまま、悪くしないで次世

代につないでいこうという、こういう意欲にあふれているんですね。その点では非常にあ

りがたいなと、三島市民の方々に非常に感謝するわけでございます。特にフォレストクラ

ブの皆さん方には、森林のリーダーとしてこれからがんばっていただくわけでございまし

て、フォレストクラブの皆様方が、これから 1 つ活躍していただく場があると。 

 というのは、11 万 3 千人おります市民の皆さん方が、まず来年あたり、箱根山西麓に入

っていただいて、そして森林浴もできるし、そして間伐の体験もできるし、一石何鳥の効

果もある、そういった間伐・伐採の体験、これをひとつしていただくような運動もしてみ

たいと。で、できることならば、さらにそれをインターネットで全国に発信しまして、東

京の板橋区あたりが非常に環境に進んでおられるわけですから、そういった市民の皆さん

方に来ていただくとか、区民の皆さん方にも来ていただくとか、あるいは日本大学の学生

の皆さん方にも、我々もやってみようやというようなことになれば、非常に連鎖が広まっ

ていきまして、環境先進都市にふさわしい光景ができてくるのではなかろうかなという夢

を持っているわけでございます。ぜひそういうふうな将来をつくっていきたいというふう

に考えております。 

 それには、やはり、先ほど谷課長さんもおっしゃっていただきましたけれども、環境教

育、これが一番大事でございまして、幼児期から、あるいは環境大学に至るまで、皆様方

がいろんな面で環境について学んでいただく、こういう場をさらに設定して、努力してい

きたいというふうに考えております。 

 資源・エネルギーにつきましては、実は、何とかしたいというふうに考えております。

バイオマスは、一番可能性があるのではなかろうかというふうに考えておりまして、でき

たら畜産の排泄物なども入れまして、そしてメタンガスを発生させるという、これを何と

か実現に持っていきたいと考えております。 
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 さらに 1 つ、今日は環境省の谷課長さんがお見えになっておりますので、お願いしたい

んですが、風力発電につきましては、三島市は盆地でございますので、この平地ではだめ

なんです。箱根山のてっぺんにいきますと、風が吹いているんですね。その一番のてっぺ

んにいい場所があるんです。いい場所があるんですけれども、国立公園だからだめよと、

こういうふうに言われていまして、そこら辺が非常にまずいなと。これは、構造改革特区

か何かでできないかなということで、それも調べさせたら、いや、それもやっちゃ困るん

だと、環境省からそういうお達しがあったようでございます。何とか、国立公園と新エネ

ルギーが合体できるような、そういう方策を考えていただけたらありがたいなというふう

に思っているんです。箱根峠のところに、大きな風力発電もできれば、これは 1 つ、名物

になるんですね。名所になりますから、箱根に来ている年間 1,000 万人のお客さんが、じゃ、

この大きな風力発電を見にいこうかというふうに上がってきてくれるわけでございまして、

その方々がまた、じゃ、歴史と文化の三島におりていこうやということになることを非常

にありがたいなというふうに思っております。いろんな夢が膨らんでいきますので、何と

か箱根峠に大きな風力発電をつくりたいと、これは夢でございますので、ぜひ、課長とい

うお立場もございますけれども、何とかひとつ、可能性を教えていただけるとありがたい

というふうに思っておりますが、よろしくお願いいたします。 

 

前田コーディネーター  

 どうもありがとうございました。 

 風力発電の件は、また後ほどじっくりとご検討いただければと思います。 

 さて、本日は、市長をはじめ 5 名のパネラーの方に非常に有意義なご意見をいただいた

と思います。やはりまず、意識改革ですね。環境教育、人づくりという言葉が出ましたが、

そこの重要性。それから、具体的な事業展開、市内で資源、それからエネルギーを循環し

ていく、ゼロエミッションにしていくということですね。ただ、これも、きょうのお話に

出ましたように、経済性やだれがやるのかという、そこがまさにポイントになってきます。

もう、単にもうかる事業であれば、企業の方が当然やられていますけれども、多分そうな

らないところに難しさがありますし、まさに市民、それから地方自治体、企業の方を含め

た「協働」が重要になってくると思います。 

 本日は、ほんとうに貴重なディスカッションを、パネラーの方、どうもありがとうござ

いました。会場の方々もほんとうにありがとうございました。さらに三島のゼロエミッシ

ョンの取り組みが進展することを期待して終わりにしたいと思います。本日はどうも、皆

様、ありがとうございました。（拍手） 

 

司会  

 皆様、活発なご議論をいただきまして、まことにありがとうございました。それでは、

いま一度、パネルディスカッションの前田コーディネーターとパネリストの皆様方、そし

てパネルディスカッションにご参加いただきました会場内の皆様方、全員に拍手をお送り

いただきたいと存じます。 
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 それでは、本日のフォーラムを閉じるに当たりまして、国際連合大学ゼロエミッション

フォーラム、谷口正次理事から皆様に閉会のごあいさつを申し上げます。 

 

谷口理事  

 「ゼロエミッションフォーラム・イン・三島」、終わりに当たりまして、一言ごあいさつ

申し上げたいと思います。 

 もう 4 時間以上お座りになっていて、大変お疲れのところを、まだ何か言うのかと、こ

うお思いかもしれませんが、あと数分、我慢をしていただいて、ちょっと一言ごあいさつ

させていただきたいと思います。 

 何よりもまず、私、きょうは大変感動しましたのは、小池市長が、21 世紀は環境の世紀

と位置づけて、水と緑と文化のまちづくり、そして教育をやるということで、大変強力な

リーダーシップを発揮されているということで感銘を受けたわけでありますが、これは決

してお世辞でも何でもありません。国連大学のゼロエミッションフォーラムの会員の自治

体の方は、32 自治体の組長さんが会員になっておられますが、その中で、私、今まで随分

多くの組長さんにお会いしましたけれど、小池市長さんみたいな、ほんとうに、意識だけ

じゃなく、率先垂範、リーダーシップを発揮して、こんな取り組みをしておられる市長さ

んに初めておめにかかりました。三島市の人たちは、私は大変幸せじゃないかなと思った

次第であります。ぜひこれを日本全国に展開していただきたい。 

 実は、ゼロエミッションフォーラムは、最初、地域発ゼロエミッションという言葉を使

っていたんです。ところが、きょうのテーマは、「地域内循環によるゼロエミッション」、

これが大事なんですね。いわゆる地産地消という言葉も使われますが、地域で循環すると

いうことがいかに重要かということをきょうも痛感したわけでございます。 

 それと、私、きょうのシンポジュームでキーワードが 5 つほどあったとおもいます。地

域内循環によるゼロエミッションというのがまず一番目、これはアンブレラの役割を果た

していると思います。これは市長さんが代表されておりますが、谷課長さんの、環境と経

済の好循環、これもこれから重要なキーワードになるなと思います。 

それから、中崎先生の生分解性プラスチック、これも環境と経済の好循環を予感させる

事実だなと。まあ、話があまり上手だったのでそう思ったのかもしれませんが、そういう

ふうに私は感じました。 

 四番目として、竹林さんのバイオマスタウン、あるいはバイオマスリファイナリーとい

う言葉は、石油リファイナリー、石油化学に対してこれからはバイオマスの時代だと、あ

るいはバイオマスリファイナリーの時代だと。これはすばらしいキーワードで、今、官邸

主導で、バイオマス・ニッポンの話が進んでおるようですが、これはまさに竹林さんがお

っしゃったバイオマスタウンのことだと思います。 

 それから、五つ目が前嶋さんがおっしゃった創エネセンター、これもいい言葉ですね。

これはぜひ私も使わせていただきたいなと。このように各先生方のおっしゃった言葉の中

に非常に重要なキーワードがあったと思っております。 

 それで、ここで 1 つだけ私の意見を言わせていただきたいと思います。常ずね私はいろ
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んな大学で講演を頼まれるときに必ず最近言うようにしているんですが、どうも日本は、

いや日本だけじゃないようですが、都市社会と農山村社会が断絶していて、この間の循環

系が不全に陥っているんじゃないか。農山村社会は、超過疎化が進み、棚田は消滅し、森

林は、緑はあるけれど、荒れ放題。CO2 の吸収源として認められないような森がいっぱいあ

るじゃないですか。日本全国 65％の緑の中の 40％は人工林で、これが非常に危機に瀕して

いる。それなのに、竹林さんがおっしゃるように、年間 1 億トンの木質系バイオマスが増

殖していっている。ところが、どういうことが起こっているか。木材需要は非常に多いの

に、何と最近、岡山県の勝山町という内陸の木材集成材の工場へ行って驚いたんです。チ

ェコスロバキア、ドイツ、エストニア、スウェーデン、オーストリア、といった国から地

中海、スエズ運河を通って、東京湾、神戸、大阪に入って、それで内陸までそれを持って

きて、集成材にして、また大都市に供給している。スエズ運河を通って、化石燃料を使っ

て来た材木が、どうして裏山の人工林からとった木材に勝つのですか。これこそおかしい

じゃないですか。なぜそういうことが起こるのか。 

 それから、石油の環境税の話が出ましたけれど、資源が安過ぎるんですよ。鉱物資源、

エネルギー資源、木材資源、あらゆる資源があまりにも安い。なぜ安いか、環境破壊のコ

ストを乗っけてないから、すなわち採掘をしたり、運んだりする際に発生する直接的な費

用しか入っていないから安いはずです。生態系を破壊したり、森を破壊したり、資源を採

取するのに必要な環境破壊のコストをオンして取引を国際的にやればいいわけです。環境

税の話を先ほど谷課長がおっしゃいました。環境税のこととなると必ず国際競争力、   

が出てくるんです。しかし、環境税というものは、取って、財政を豊かにするのが目的じ

ゃないでしょう。環境をよくするのが目的なんだから、国際競争力を阻害するようだった

ら、努力して成果をあげた企業には水際で還付すればいいわけです。したがって目的税に

使うべきじゃないと私は思います。水際で還付して、競争力をなくさないようにして、環

境をよくする方法だって、知恵を使えば、税制の偉い先生方というのなら、そのぐらいの

知恵はあるはずじゃないですか。悪知恵ばっかりあって、いい知恵が出ない。まあ、鹿児

島あたりにドンがいましたからね。           

 まあ、そういうことは余計なことですが、いまや、農山村社会がどんどん荒れていき、

都市社会はヒートアイランドだとか、超過密社会、犯罪、交通渋滞などひどい状態で、農

山村社会と断絶がある。これを直すために、農山村と都市社会の中間にバイオマスタウン

をつくるというのは、国家プロジェクトとしてやるべきだし、これがきょうの成果だと思

っています。どうもありがとうございました。（拍手） 

 

司会   

以上をもちまして、フォーラムの全日程を終了させていただきます。ご出席の皆様、本

日は長時間にわたりご参加いただきまして、まことにありがとうございました。お気をつ

けてお帰りくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

―― 了 ―― 


