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によるＣＯ ２排出削減は︑そのモ
デルケースになり得ます︒
黒川 省エネ技術のマーケット
は︑その大部分︑ものによっては

手法を世界に示す︒ヒートポンプ

中にパイプを埋め︑地下との熱の
やりとりでする形のヒートポンプ
を提案するといい︒一方︑ベトナ

のです︒本当に理解すれば︑人間
は動きます︒寒いロシアなら︑地

チャンスなのです︒
加藤 そういうビジネスチャン
スがあるのだから︑政府や企業

のＣＯ ２の排出量はほとんど変わ
っていません︒
小宮山 環境破壊などの影響か
らか︑日本では科学技術に負のイ
メージを持つ方もいますが︑地球
温暖化解決の方法は科学技術以外
にはありません︒ここをよくご理
解いただきたい︒

湯を沸かすことができます︒現在
の効率でもエコキュートは大変優
れ︑一の電気で四倍の熱になりま
す︒発電効率が四〇％として︑こ
れをかけても一・六倍の熱になる
わけです︒これは燃焼式の湯沸か
し器の二倍の効率です︒しかもエ
コキュートは空気の熱でセ氏九十
度のお湯をつくる︒自然冷媒を使
ってこれを実現しているのですか
ら驚異的です︒こうしたヒートポ
ンプが身近な給湯機や冷暖房か
ら︑産業用の加熱などに広く活用
されています︒
黒川 こういう機器の開発は日

小宮山 五年前に︑自宅をいわ
ように︑英知を集めることは大変
重要ですね︒そして︑これは大学
の役割でもあります︒産学連携で
そういうプロジェクトをぜひ推進
したいですね︒

小宮山 ヒートポンプタウンの

本が最も得意です︒後は︑その技
術をいかに世界に発信するかだと
思います︒例えば︑熱供給のシス
テムをすべてヒートポンプでまか
なう街︑つまりヒートポンプタウ
ンをつくる︒そういう大きな構想
を世界に向けて発信すべきです︒
そうしないと︑日本は単に部品を
供給するだけの国で終わってしま
います︒

ゆるエコハウスに建て替えまし
た︒窓が二重ガラスなので︑断熱
効果が高く︑熱が夏は入らず︑冬
は逃げない︒結露もせず︑非常に
快適です︒さらに給湯にはヒート
ポンプを利用した﹃エコキュー
ト﹄を使っています︒エネルギー
消費は以前の六分の一くらいに減
りました︒
加藤 ヒートポンプを使うと省
エネはもちろん︑ＣＯ ２の排出も
大幅に削減できます︒エコキュー
トはヒートポンプによって空気中
の熱を集め︑お湯を沸かす機械で
すから︑燃やさない︒だから使う
場所ではＣＯ ２も出ません︒
黒川 ヒートポンプ利用のよう
な生活の場でのＣＯ ２削減対策は
重要です︒過去十五年間︑日本の
ＣＯ ２排出量が増えているのは︑
産業分野ではなく︑住宅やオフィ
スです︒だから建物の断熱やヒー
トポンプの利用などは日本全体の
ＣＯ ２削減に大変効果的です︒
小宮山 これからは家の新築時
に二重ガラスにするよう法律で規
制してもいいと思います︒建て替
えは三十年から四十年に一度でし
ょうから︑二〇五〇年までにすべ

加藤 日本の技術が海外に発信
されない理由のひとつに︑国内で
すらそれがきちんと理解されてい
ない問題があります︒例えば今年
五月︑
安倍前首相が
﹁一人一日一㌔
﹂のＣＯ ２排出削減を呼びかけ
ました︒しかし具体策を提示して
いるのは六百十 分で︑後の三百
九十 はアイデアを公募する形に
なっている︒ところがヒートポン
プを使えば暖房で六百五十 ︑給

小宮山 はい︒そのためにヒー
トポンプは欠かせない機器です︒
ヒートポンプを使えば︑理論的に
は三十三分の一のエネルギーでお

るか︒それ次第で地球の未来が大
きく左右されると言っても過言で
はありません︒ヒートポンプがそ

政府は国内だけでなく︑世界にも
広めていかなければいけない︒
小宮山 賛成です︒私は日本を
〝課題先進国〟と位置づけていま
す︒環境やエネルギーの問題

湯で五百十五 のＣＯ ２排出を削
減できます︒﹁一人一日一㌔ ﹂
はヒートポンプで十分実現可能で
す︒こういった日本の卓越した技
術がすでにあることに光を当てて

アピールすることです︒
加藤 ＩＰＣＣは︑温暖化ガス
濃度の安定化には﹁今後二十 ︱三

の解決策のひとつになれば︑これ
に勝る国際貢献はないと思いま
す︒

てが建て替わる︒そこに狙いを定
めて︑社会を設計すべきです︒
加藤 小宮山さんが提唱する
〝ビジョン２０５０〟では︑五〇
年までにエネルギー効率三倍増︑
自然エネルギー二倍増を訴えてい
ますね︒これを実現すれば︑発展
途上国のエネルギー使用量が増加
しても温暖化を食い止めることが
できる︒

十年間の緩和努力と投資が鍵﹂と
しています︒洞爺湖サミットで国
際社会がどのような方向を志向す

かとう・ひろし 一九六六年慶応義塾大学経済学部教授︑
九〇年同大総合政策学部長を経て︑九四年名誉教授︒日
本経済政策学会会長を務めたほか︑政府の各種審議会委
員を歴任する︒
﹃行財政改革への証言﹄
﹃計画経済の成長
方式﹄ほか著書多数︒
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こみやま・ひろし 一九八八年東京大学工学部教授︑同
大工学部長などを経て︑二〇〇五年東京大学総長に就任︒
﹁東京大学アクションプラン﹂を公表し︑改革を進める︒
専門は化学システム工学︑地球環境工学︑知識の構造化
など︒
﹃
﹁課題先進国﹂日本﹄ほか著書多数︒

十一月︑国連気候変動に関する政府間パネル︵ＩＰＣ
Ｃ︶の第四次報告では︑人間活動が地球温暖化を招いた
と明記︒また今月︑バリ島で開催された第十三回気候変
動枠組み条約締約国会議︵ＣＯＰ ︶では︑ポスト京
都議定書についての議論や交渉が活発になされた︒そし
て来年︑わが国がホストを務める主要国首脳会議︵北
海道洞爺湖サミット︶が行われる︒こういった状況のな
か︑世界をリードする環境技術を有する日本は何を志向
し︑何をすべきなのか︒日本の頭脳ともいうべき三氏に

加藤 あまり知られていません
が︑日本はこの三十年間で︑エネ
ルギーの石油への依存度を半分近

要ですが︑現状で即効性があるの
は省エネルギーです︒これには
〝節約〟と〝技術の改善〟の二つ
があります︒どちらも大切です
が︑もたらす効果や量は〝技術の
改善〟が断然大きい︒

までは後の世代に大きなツケを回
すことになりかねない︒具体的で
実効性のある対策︑しかも経済発
展を妨げることなく︑ＣＯ ２の排
出を大幅に削減する〝低炭素社
会〟の実現が望まれます︒
小宮山 温暖化の防止には︑代
替エネルギーの利用や︑循環型社
会の構築など︑総合的な対策が必

たことが危機感につながったので
しょう︒
加藤 私自身︑地球温暖化が本
当に起こっているのか︑数年前ま
で半信半疑でした︒しかし︑夏の
暑さなど︑ここ数年︑環境の急速
な変化を実感しています︒このま

よる鼎談︵ていだん︶が行われた︒

加藤 小宮山さんは一九九五
年︑﹃地球温暖化問題に答える﹄
という著書を出されています︒現
在ほど︑地球温暖化への関心は高
くない時期ですね︒
小宮山 二酸化炭素︵ＣＯ ２︶
による温室効果で地球が温暖化し
ているというコンセンサスは︑研
究者間では八〇年代半ばにすでに
できあがりつつありました︒社会
がようやく追いついてきました︒
く減らしています︒これも技術の
改善によるところが大きいです
ね︒
黒川 産業でのエネルギー効率
は︑日本が世界で最高のレベルで
す︒公害問題やオイルショックを
経験した日本が︑猛烈に努力した
結果です︒七五年以降︑日本の国
内総生産︵ＧＤＰ︶はおおむね成
長を続けていますが︑製造現場で

黒川 今年のノーベル賞を受賞
したＩＰＣＣをはじめ︑科学者で
構成された機関がこれまで温暖化
の危機を発信し続けてきました
が︑なかなか関心が払われなかっ
た︒しかしここ数年で政治家も動
き始めました︒北極やヒマラヤの
氷が解け始め︑状況が可視化され

う声も高い︒実は日本はいま︑経
済成長や国際貢献ができる大きな

九〇％以上が海外にあります︒そ
して最も高いレベルの技術を日本
が持っているのに外国に売りに行
ムなどのアジアの国々は︑風土や
文化面で近い日本と協力し合い︑

本の環境技術を欲しがっていま
す︒また︑日本を環境面での国際
的なリーダーとして期待するとい

をはじめ︑資源の枯渇︑廃棄
物処理︑少子高齢化など︑現在︑
日本はまだほかの国が解決したこ
とのない課題を数多く抱えてい
る︒そして︑三〇年から五〇年に

かないのか不思議です︒日本企業
は世界を相手にビジネスしようと
国情にあったヒートポンプシステ
ムをつくるべきです︒そうするこ
とで︑国と国とが仲良くなり︑い

は︑同じ課題に世界が直面するの
です︒日本が課題を解決し︑その

いうスピリットをもっと持つべき
ではないのか︒内閣府の〝イノベ
ーション 戦略会議〟で私は座長
ろいろな問題も自然に解決される
と思います︒私は︑この点が日本
がアジアにある〝意味〟だと思い
ます︒

も︑もっと動いていけばよい︒
小宮山 やはり理解が足りない

を務めましたが︑そのとりまとめ
に﹁世界一のエネルギーや環境技
術を持つ日本は︑それを経済成長
のエンジンと国際貢献の中心にす
べきだ﹂と書きました︒ぜひ︑そ
黒川 大賛成ですね︒こんな好
機はめったにない︒グローバルな

減できる︒

ヒートポンプ給湯機『エコキュート』

現在︑この代替手段として注目
されているのが自然エネルギーで
ある︒これには太陽光や風力など
が挙げられるが︑我々の身近に無
尽蔵に存在する﹁空気の熱﹂を利
用する方法も開発されている︒
最近︑家電量販店でヒートポン

プ式の給湯機や洗濯乾燥機という
商品を目にした人も多いと思う︒
このヒートポンプこそ︑空気から
熱エネルギーを取り出す技術なの
である︒
なかでも注目を浴びて
いるのは電力中央研究所
などが開発した自然冷媒
ヒートポンプ給湯機﹁エ
コキュート﹂だ︒家庭で
消費するエネルギーの三
分の一はお風呂や台所で
消費する﹁お湯﹂である︒
エコキュートはお湯を
沸かすのに空気の熱を利
用するため︑投入した電
気エネルギーの三倍以上
の熱エネルギーを得るこ
とができる︒結果︑ＣＯ
２排出量も半分以下に削

ートポンプを導入することが︑日
本がいま取り組むべき最も有効な
温暖化対策といえる︒

る国もある︒
燃焼式の機器より複雑な構造な
ので︑初期投資がかさむことな
どの課題はあるが︑これを克服し︑
国を挙げて住宅やビル︑工場にヒ

やすことで発生するＣＯ ２が地球
ヒートポンプが日本中の空調・
の温暖化を引き起こす一方︑これ 給湯・加温機器に普及した場合の
らの価格は高騰し︑家計や企業経 ポテンシャルは高く︑年間約一・
営を圧迫︒化石燃料への依存から 三億㌧のＣＯ ２を削減できる︒こ
脱却することが急務となっている︒ れは日本全体で排出する年間のＣ
Ｏ ２の約一〇％にも相当する︒
ヒートポンプ技術は日本が先行
しているが︑欧州ではすでに自然
エネルギーとして政策的に推進す

石油やガスなどの化石燃料を燃

ヒートポンプ
洗濯乾燥機

規模で貢献できる優れた技術を日
本は持っています︒それが世界の
環境対策に大きく貢献できること
を︑積極的に広報すべきです︒
小宮山 環境問題は人類にとっ
て二十一世紀の大きな課題です︒
それを解決する優れたヒートポン
プ技術を日本は持っている︒そし
て︑日本は成長するアジアに位置
している︒これはもう日本にとっ
て財産ですよ︒
加藤 洞爺湖サミットでは︑実
効性が高く︑ポテンシャルの大き
いヒートポンプをぜひ世界にアピ
ールしていただきたい︒ヒートポ
ンプを世界の温暖化対策の柱とし
て位置づける共同宣言をサミット
で行うなど︑国際的なコンセンサ
スづくりをぜひしてほしい︒
黒川 とにかくいま日本がやる
べきは︑世界規模での温暖化対策
をデザインし︑それを国際社会に

課題先進国 日本
だからできる
省エネルギー、省CO２
冷凍冷蔵庫

うなってもらいたい︒

加藤 よい兆しもあります︒中
国やベトナム︑さらにロシアがヒ
ートポンプに大きな関心を寄せて
いるのです︒
黒川 世界中の多くの国々が日

ヒートポンプエアコン
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生活の身近で
驚異の進化
給湯にもヒートポンプが

■ヒートポンプとは

「低炭素」を合言葉に
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温暖化対策が急務
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ヒートポンプを柱に
日本が環境問題で
国際社会の舵取りを

低炭素社会実現への基盤技術

鼎談

環境立国・日本の技術力を探る

