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はじめに
近年、「低炭素社会」への転換の必要性が叫ばれ

ている。これは温室効果ガスの大部分を占める
CO2 の排出量を抑制し、自然が吸収できる範囲内
にとどめるという考え方とされている。とはいえ、
経済発展に伴うエネルギー（石油、石炭といった
化石燃料）の使用量増大とともに CO2 排出量も増
加してきたことから、単に CO2 の排出を抑制する
というだけでなく、環境と経済を両立した社会こ
そ求められる低炭素社会であると言えよう。そし
て、これをいかにして実現するかは大きな課題で
もある。

低炭素社会に向けた取り組みは、国レベル、産
業レベル等で様々に行われているが、本稿では、

低炭素社会づくりに向けた取り組みの中でも、地
域社会における取り組みに焦点を当てる。

低炭素社会づくりの動きと地域での取り組み
「低炭素社会」という用語が散見されるように

なったのは比較的最近であるが、急速に広まった
きっかけは 2008 年にあると思われる。

同年 6 月、当時の福田康夫首相が「『低炭素社会・
日本』を目指して」と題したスピーチの中で、
2020 年までに温室効果ガスを 60 〜 80% 削減する
という長期目標（いわゆる「福田ビジョン」）を打
ち出した。翌 7 月に開催された洞爺湖サミットで
は、2050 年までに温室効果ガスを半減するという
長期目標が首脳宣言に盛り込まれ、同月に「低炭

Point
❶    低炭素社会構築には、国レベルでの取り組みだけでなく、地域社会ごとに主体的な取り組みを行う

ことが重要となっている。
❷    「低炭素社会構築に向けた技術シーズ発掘・社会システム実証モデル事業」は、技術シーズを有す

る地域企業・大学・研究機関と、自治体・地域住民の連携により、低炭素社会に向けた有望技術
の開発や、これを活用する社会システムの実証・立ち上げを目指す取り組みを重点的に支援する
ものである。

❸    低炭素社会実現のための技術とは、必ずしも革新的技術に限らない。このような技術のうち、中
長期的に温室効果ガス排出量削減につながるものを発掘することも重要である。

❹    地域の取り組みとして継続されていくためには、環境負荷の低減という側面だけでなく、問題解
決や産業振興にもつながることが望まれる。
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素社会づくり行動計画」が閣議決定された。この
中で、「革新技術の開発」「既存先進技術の普及」「国
全体を低炭素化へ動かしていくための仕組み」「地
方・国民の取り組みの支援」が低炭素社会実現に
向けたポイントとして挙げられている（図表 1）。

この行動計画をもう少し広い括りで捉えると、
「技術」「仕組み」「地方」「国民」といったキーワー
ドが浮かび上がってくる。これらを一つのコンセ
プトに統合した取り組みとして、弊社が広報普及
支援業務を経済産業省より受託した「平成 20 年
度　低炭素社会に向けた技術シーズ発掘・社会シ
ステム実証モデル事業」（以下「本事業」）がある。

本事業は、平成 20 年度第 1 次補正予算の成立
（2008 年 10 月）を受けて開始されたもので、趣旨
は以下に示す内容となっている。

① 低炭素社会に向けた有望技術を発掘すべく、国
が公募を行い、技術の開発・実証を支援する。

② その際、技術シーズを有する地域企業等や大学・
研究機関、自治体・地域住民が連携して、有望
技術の開発・これを活用する社会システムの立
ち上げ、実証を目指す取り組みを重点的に支援
する。

③ 中長期的な温室効果ガス削減の観点から、いわ
ゆる「革新的技術」以外にも温室効果ガス削減

に大きな効果を及ぼすことが可能な技術も必要
であり、本事業で積極的に発掘し、社会システ
ムとしての実証を支援し、将来的な技術普及を
目指す。

すなわち、新たな技術開発を一から行うという
よりは、有望技術を社会システムとして組み込み、
地域社会との協働で実証を行い、低炭素社会構築
につながることに重きが置かれている。そのため、
シーズとなる技術と地域社会との連携体制につい
て、共にある程度のめどが立っていることが、支
援するプロジェクトの前提となる。

採択プロジェクトの概要と実施経過
平成 20 年度の本事業における支援プロジェク

トの公募に対して、全国から 117 件の応募があり、
案件選定委員会（有識者会議）での検討を経て 37
件のプロジェクトが採択された。

プロジェクトの実施期間は 1 年間であり、必要
となる技術開発や地域との協働による社会実証を
行い、低炭素社会実現につながる効果の検証が行
われた。

一方、地域ごとのこれらの取り組みを広く紹介
し普及啓発を図るため、プロジェクト終了直前の
2010 年 3 月に、全国 8 カ所（札幌、青森、東京、

図表 1　低炭素社会づくり行動計画の概要

革新技術の開発 二酸化炭素回収・貯留技術、石炭のクリーン燃焼技術、革新的太陽
光発電、燃料電池、超高効率ヒートポンプ

既存先進技術の普及 太陽光発電、次世代自動車、省エネ型機器、省エネランプ、省エネ
住宅・ビル、200 年住宅、原子力の推進

国全体を低炭素化へ動かしていくため
の仕組み 

排出量取引、税制のグリーン化、排出量等の見える化、環境ビジネ
ス等に資金を流れやすくする基準と仕組みの整備

地方・国民の取り組みの支援 農林水産業の役割を活かした低炭素化、低炭素型の都市や地域づく
り、環境教育、国民運動（チームマイナス 6%1 など）

 出所 ：首相官邸「低炭素社会づくり行動計画」より抜粋

1   2009 年 9 月当時の鳩山首相がニューヨークの国連気候サミットで、温室効果ガス排出量を 1990 年比で 2020 年までに 25％削減
することを表明したことを受け、2010 年 1 月より「チャレンジ 25 キャンペーン」となっている。
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富山、大阪、山口、愛媛、福岡）で講演会を開催
した。講演会では、実施プロジェクトの事例報告に
加え、ゲストスピーカーによる講演や自治体での取
り組み紹介、パネル展示なども併せて実施した。

地域での取り組み事例
プロジェクトの採択に当たっては、地域別・分

野別で明確な区分が設けられたわけではないが、
採択となった 37 件のプロジェクトを大まかに整
理すると「運輸・交通」「化石燃料代替」「廃棄物
処理・再資源化」「その他」の 4 つに分類される。

以下、分野別の概略と地域での取り組み事例に
ついて紹介する。

（１）運輸・交通
環境負荷の低い運輸・交通システムの導入・普

及促進によって、低炭素社会構築につなげる試み
である。内容としては、CO2 を排出しない次世代車
両（電気自動車、電気バス、あるいは燃料電池駆
動バス等）の開発・実証、渋滞緩和やアイドリング
ストップを促進するためのシステムの開発・実証、
観光地における自転車利用の促進などがある。

【事例①】
新潟県は、電気自動車の率先導入を行うモデル

地域として、経済産業省が選定する「EV・PHV
タウン」の一つに選ばれている。新潟県はわが国
でも有数の降雪地であり、このような環境で電気
自動車を普及させるために必要となる様々な試み
が行われている。本事業におけるプロジェクトで
は、3 つのテーマが実施された。

第一は、ぬかるんだ道や雪上でもスリップしに
くい電気自動車（アンチスリップ EV）の開発で
ある。開発に当たっては、最新のモーター制御技
術を研究する複数の大学と地元の公設試験場とが
連携し、技術移転を行うことで、電気自動車の開
発に必要な要素技術を地元に蓄積することが狙い
となっている。

第二は、「分散型電源ネットワークの構築」であ
る。これは、柏崎市に位置する新潟工科大学のキャ
ンパス内に、太陽光パネル・風力発電用風車等か
らなる送電ネットワーク（マイクログリッド）を
構築し、新潟の気候・風土特性を生かして、電気
自動車に供給する電気をも自前で作り出そうとい
う試みである。

第三はとりわけユニークな試みで、ガス欠なら
ぬ「電欠」を起こした電気自動車に電気を供給す
るためのレスキュー用電気自動車、その名も「助っ
人 EV」の開発である。このような試みは世界的
にも例がなく、電気自動車普及のために不可欠な
充電インフラの整備が難しい地域（山間部、過疎

図表 2　普及啓発講演会の模様

電気バスの実証運行（2010 年 3 月 12 日、富山）

自治体の取り組み紹介（2010 年 3 月 17 日、青森）

パネル展示（2010 年 3 月 22 日、東京）

 出所 ：（株）東レ経営研究所
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地等）でも、電気自動車の普及を後押しすること
が期待される。

（２）化石燃料代替
CO2 排出量の少ないクリーンエネルギーの創出・

利活用によって化石燃料依存から脱却し、低炭素
社会構築に結び付ける試みである。内容としては、
地域の気候特性を生かして太陽光・風力といった
自然エネルギーの利活用を目指すもの、地域に豊
富に存在する未利用の天然資源（間伐材、果樹剪
定枝、草本類など）からのバイオマスエネルギー（バ
イオエタノール、バイオガス、バイオオイル等）
の創出・利活用が挙げられる。

【事例②】
琵琶湖では毎年大量の水草が異常繁茂し、自治

体が多額の費用をかけて回収・処分を行っている。
しかし思うように効果は上がらず、地方財政も厳
しい状況から、これまで以上の処理費を負担する
ことも困難になっていた。そこで、この水草をバ
イオマス資源として捉え、水草からバイオエタノー
ルを得ることを目的としたプロジェクトが進めら
れている。

バイオエタノールの原料にはイネなどの穀類が
用いられることが多いが、水草はそれらとは糖の
組成が異なるため、従来の方法ではバイオエタノー
ルを得ることは難しいとされていた。そこで、京
都大学が開発した特殊な遺伝子組換え酵母を用い
ることにより、高効率で水草からバイオエタノー
ルを得ることに成功した。成果の近い将来の事業
化も想定して、地元の金融機関も参画した産官学
金のコンソーシアムも設立されている。

（３）廃棄物処理・再資源化
廃棄物処理には、焼却等により多量の CO2 の発

生を伴う。廃棄物の発生量そのものを低減させる
ことで CO2 を抑制するとともに、廃棄物の再資源
化を進めることで、資源循環型の地域社会モデル
の実証を行う内容である。

ここでいう廃棄物は 2 種類に大別され、第一に

家庭から出る生ゴミや家畜糞尿といった有機性廃
棄物、第二に家電製品や携帯電話、プラスチック
類といった人工物である。

【事例③】
畜産業や酪農業を基幹産業とする地域では、家

畜糞尿対策は喫緊の課題となっている。肥料とし
て使用できる量は限られており、過剰分については
焼却処理時に大量の CO2 を放出することや、埋め
立て処分地の問題も生じている。このような背景か
ら、家畜糞尿の資源化として、メタン発酵によりバ
イオガスを得るという試みが行われてきた。しかし
この場合、残渣である消化液の処理が問題となっ
ている。消化液の一部は肥料として散布されるが、
窒素成分が多く含まれるため、過剰に散布すると
土壌の富栄養化等の問題を引き起こす。このため、
消化液の有効な利用法がバイオガスプラントの普
及拡大において大きな課題となっていた。

北海道帯広市で実施されたプロジェクトでは、
この消化液からアンモニアを取り出し、さらに塩
化アンモニウムと水素に分離するシステムの開発
が行われ、得られた塩化アンモニウムを化成肥料
として、水素をバイオガス発電システムの燃料と
して循環利用する試みが行われている。帯広市は、
平成 20 年 7 月に環境モデル都市に認定されてお
り、バイオガスプラントは市の中核事業としても
位置づけられている。

（４）その他
既存のプロセスを見直すことで大幅なエネル

ギー効率の向上・省電力効果をもたらし、温室効
果ガス削減に寄与できる技術の開発・実証等が該
当する。

【事例④】
臨海工業地域では慢性的な工業用水の不足に悩

まされている。海水を淡水化して利用する場合、
逆浸透膜を用いた海水淡水化には多くの電力を消
費するため、淡水を得るためのコストが高くなる。
一方、工場から出る下水は、従来は下水再生処理
後に海に放流されるだけであったが、資源循環の
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観点から有効利用されることが望まれていた。
山口県周南市で実施されたプロジェクトでは、

海水淡水化プロセスと下水再生処理プロセスを統
合し、海水と下水を混ぜて海水の塩濃度を希釈す
ることにより、従来よりも大幅な省電力・低コス
トでの海水淡水化に成功した。得られた水は飲料
水並みの水質が確保されており、下水の有効利用
という効果も同時に得られた。今後は、新エネル
ギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の支援を
受け、周南市に新規造水プラント（ウォータープ
ラザ）を建設し、更に大規模な実証研究が行われ
ることとなっている。

おわりに
平成 20 年度の本事業における 37 件のプロジェ

クトは、2010年3月末をもって終了した 2。プロジェ
クトの成果が低炭素社会の実現という最終目標に
つながるためには、単に技術を「活用する」こと
にとどまるのではなく、社会システムとして自律
的に運用されていくことが必要であり、そのため

には継続的な取り組みが求められることはいうま
でもない。一方、ただ単に環境負荷を減らすため
というだけでは、市民参加を得る動機付けとして
は必ずしも強くなく、継続性にも疑問がある。そ
のため、環境対策以外にも、実施により同時に得
られるメリットも明示できることが望まれる。紹介
した事例で言えば、地域の問題解決（水草の異常
繁茂、臨海工業地区での水不足、家畜糞尿処理）
や産業振興（新潟における電気自動車の要素技術
の蓄積）といった、対策とともにメリットも明確な
ものが多い。言い換えれば、地域が現状抱える課
題の中に、そのヒントが隠れているともいえよう。

※ 本稿は、弊社が受託した「平成 20 年度　低炭
素社会構築に向けた技術シーズ発掘・社会シス
テム実証モデル事業（低炭素社会実証普及支援
事業）」に基づき、事例等は平成 21 年 3 月末日
時点の内容によるものである。したがって、必
ずしも現状とは一致していない場合がある。

2  本事業は平成 21 年度も継続され、新たに 34 件のプロジェクトが採択となっている。
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