
事務局

環文ミニセミナー ( 第 10 回、11 回 )

4月9日(金)開催の第10回、5月21日(金)開催の第11回環文ミニセミナーの概要をご紹介します。
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第 10 回「気候市民会議と民主主義の刷新」

日時：4 月 9 日（金）16:00 － 17:00

講師：三上直之氏（北海道大学　准教授　

環境社会学・科学技術社会論）

気候市民会議とは、無作為抽出で集まった

数十名から百名以上の一般市民が、数週間か

ら数ヶ月をかて気候変動対策に関する複数の

テーマについて話し合うもので、結果は国や

自治体の政策決定の際に活用される。2019年
くらいから欧州各地で開催され始め、フラン

スやイギリスでは政府や議会、自治体が正式

に開催し、会議の結果が政策決定に活かされ

る段階に入っている。今回札幌の会議が参考

にしたイギリスの例では、議会下院の特別委

員会が主催し、2020年 1月～ 3月に 4回に分
け、2050年排出ゼロをどのように達成するか
について議論した。

札幌で昨年 11 月～ 12 月に 4 回に分けて

オンライン開催した気候市民会議は、科研費

で実施している共同研究の一環で研究者主導

による試みである。札幌市は昨年 2 月にゼロ
カーボンシティ宣言を行っており、2050 年
CO2 排出実質ゼロ達成に向けた新たな気候変

動対策行動計画の策定作業へのインプットと

しての活用も視野に、ローカル版の気候市民

会議を開催する運びとなった。

参加者の決定にあたり、札幌市の住民基本

台帳から 3,000 人を無作為抽出してもらい、
全員に案内状を出して参加者を募り、札幌市

全体の縮図となるよう応募者のバランスを

取って 20名を選考した。開催の目的として、
①日本で実際に気候市民会議を開き、結果を

全国に発信する、②得られた会議結果をタイ

ムリーに報告し、実際に札幌での気候変動対

策の取組に生かす、③コロナ禍での経験を踏

まえ、オンラインでの市民参加の議論のノウ

ハウを開発する、を掲げた。実施においては、

実行委員会である研究グループ、協力機関で

ある札幌市等に加え、11 名のアドバイザー
（専門家）に会議での論点の特定、詳しい問

いの設定、情報提供者（参考人）の人選など

を依頼した。

全体のテーマを「札幌は脱炭素社会への転

換をどのように実現すべきか？」とし、その

下に 3つの論点を提示し、更に論点ごとに 3
～ 4の問を設定。参加者は、各論点について
参考人から情報提供を受け、ファシリテーター

が付いた 4人一組のグループに分かれて討議
した後、各問について個人単位でオンライン

投票。参加者の意見を基に 40項目の選択肢
を用意し、投票用紙には回答の順位付け欄と

コメント欄も設けて細かく意見を吸い上げた。

結果は 1月に速報版としてまとめ、市のパブ
コメの最終段階に間に合う形で札幌市環境局

長に届けることが出来た。分析結果も含めた

最終報告書を 3月に作成し、ウェブ上で公開
している。結果を分析したところ、大多数が

強く支持する項目と意見の違いや対立がある

項目が見え、意見の分かれる点について議論

を深める必要があることが分かった。

気候市民会議のように社会全体の縮図とな

る参加者を集めて議論を行い、結果を政策決

定などに用いる市民参加の方法を「ミニ・パ

ブリックス」といい、気候市民会議が用いて

いる「市民議会」のほかにも、いくつかの手

法がある。ミニ・パブリックスは最近 20 ～
30 年くらいの間に世界中で使われるように
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なっており、日本でも、2012 年に民主党政
権が福島原発事故後のエネルギー政策見直し

のために行った「討論型世論調査」等、過去

に重要な政策決定にミニ・パブリックスが使

われたことがある。

欧州でのミニ・パブリックスの広がりの背

景には、政党支持率も投票率も低下して代表

制民主主義による国家運営が困難になりつつ

あるという共通認識がある。また「民主主義

の刷新」という概念の下、一般市民による熟

議をより重視した民主主義の新しい姿を探っ

ていこうという動きも 10数年前からあった。
欧州で話題となった「選挙制を疑う」という

オランダで出版された本では、今の民主主義

では政治家は選挙に縛られ過ぎて本当に大事

な判断がまっとうに出来ないとして、古代ギ

リシアのポリスのような抽選制による民主主

義が提案されているが、ミニ・パブリックス

を用いた政策決定を経験していた欧州では、

この提案がリアリティを持って受け止められ

たようだ。

欧州で、代表制民主主義の危機を打開しよ

うとする試みが気候市民会議の形で沸き起

こってきているのは、脱炭素社会への移行は

民主主義の刷新と同時進行しなければ実現で

きないと多くの人が気付き始めたことが大き

いだろう。全ての人の暮らしに大きく関わる

脱炭素社会への転換を短期間で行わなければ

ならないという切迫した状況下で、社会的選

択を適切に行うためには、行政や専門家まか

せではなく市民が参加しなければ実際に社会

でワークする政策はできない、市民が問題を

しっかり理解して共に考えて話し合うことが

必要だ、という認識が生まれつつある。その

ために既存の社会的意思決定プロセスは力不

足であり、新しい方法＝民主主義の刷新が必

要と気付き始めたのだ。これが端的に表われ

ているのが気候市民会議だと言えよう。

第 11 回「脱炭素社会とはどんな社会なのか？」

日時：5 月 21 日（金）16:00 － 17:00

講師：楠部孝誠氏（石川県立大学）

パリ協定に則り、日本も 2030 年温室効果
ガス（GHG）削減目標を上方修正したが、達
成の道筋が今ひとつ見えてこない。日本では、

過去 30 年間の削減量は 6,000 万トン程度に
止まっている。2013 年度比で 46％削減して
14 億 800 万トンから約 7 億トンにするには、
現在の 12 億 1,200 万トンを半分位削減する
必要がある。当大学で毎年実施している環境

経済学受講生の意識調査では、半数程度が気

候変動は人類にとって最も深刻で重要と回答

している。しかし知識として理解しても実生

活との関連性が見えないのは、① CO2 は有

毒でも危険でもなく影響が長期的で見えにく

い、②自らの生活から発生する CO2 が気候危

機に繋がらない、という 2つの理由があるよ
うだ。彼等が思いつく対策も、マイバック、

省エネなどの行動変容、電気自動車や再生可

能エネルギーの普及など、学校教育で学んだ

現行の社会システム内での温暖化対策になり

がち。しかし現在の社会システムや生活を維

持したままで 46％削減達成はかなり困難で
あろう。有意な量を削減するには、現状の社

会の仕組み・ベースを変えるという発想転換

が必要で、それには小学校～高校での学校教

育のあり方も考えなければならないだろう。

日本の GHG排出量の上位を占めるエネル
ギー転換部門、運輸部門での排出抑制に繋がる

として電気自動車（EV）の普及が進められて
いる。しかし 2019年に某自動車メーカーと某
大学研究グループが行った LCAによれば、製
造段階では EVの方が排出量は多く、約 11万
㎞走行した時点で逆転するが、16万㎞走行時
点でバッテリー交換が必要となり再度逆転され

るので、日本での EVのメリットはあまりない
とされている。発電で発生する CO2の量次第
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で電気自動車の CO2排出削減メリットは異な

るので、EV普及は電源とセットで考える必要
がある。また EVのバッテリー製造に必要なリ
チウム、コバルト、ニッケル等のレアメタルの

資源枯渇＝環境破壊に繋がる危険もあり、ト

レードオフについても検討が必要である。

現在の日本の電源別発電量は、化石燃料と

原発が約 8割、水力発電を含む再エネが約 2
割だが、政府のグリーン成長戦略では再エネ

拡充に加え、水素利用やメタネーション等の

技術革新により、2050年に向け電源の脱炭素
化を図るとある。電力以外からの CO2 発生量

削減には、化石燃料を電気に置き換え、更に

水素等の新燃料源の導入が考えられている。

発電でも電力利用でも水素利用が期待されて

いるが、水素製造では多くのエネルギーが使

われ、実質的なエネルギー損失も増えるため、

全体として効率的とはいえず多量の電力供給

に役立つとは思えない。また製造時に発生す

る CO2 を回収利用する「ブルー水素」や、製

造のための電力を再エネで賄う「グリーン水

素」を海外輸入に依存している点も気になる。

再エネ普及のために 2012 年に導入された
FIT（固定価格買取）制度は、現状で 4 兆円
程度の買取コストを電気料金に乗せているの

で、今の制度のまま再エネを拡大すれば利

用者負担が増加する。最近の RITE（地球環
境産業技術研究機構）の試算では、現在の

1kw/h の負担額 13 円が再エネ 100％にする
と 53 円程度になるという。電源の脱炭素化
に不可欠な再エネだが、コスト負担の方法や

再エネ導入の仕方について詳しい検討が必要

になろう。また太陽光発電パネルは有害物質

を含んでおり、FIT 導入で一気に建設が進ん
だものが 2030 年頃からパネルの廃棄問題が
一斉に出てくることが予測され、その処理も

同時に考えておく必要がある。国の計画では

脱炭素目標達成のためのコストをどうするか

が見えにくいが、家庭の負担増になると国民

の理解を得にくいのではないだろうか。

一方、世界の一次エネルギー（化石燃料）

消費量は増加の一途で、IEA はポストコロナ
で更に増加すると見通している。日本では

2021 年冬の寒波による電力需要の急増によ
り、化石燃料からの離脱の困難さが見えてき

た。化石燃料と比べ小出力、地域偏在、供給

不安定な再エネが、エネルギー高密度の化石

燃料を代替しようとして、増え続ける電力需

要に応じてメガソーラーなど大量発電を目指

せば、土砂災害、景観破壊など別の問題を引

き起こすだろう。化石燃料をまるごと再エネ

で代替するのではなく、再エネの良さを活か

せる規模や使い方があるのではないか。

歴史上、エネルギー革命により革新的技術が

発展すると同時に環境破壊が起こった。どの場

合でも、エネルギー大量消費は環境破壊を引き

起こす。需要に応じてより多くのエネルギーを

作り続けるのではなく、いかにエネルギーを使

わないで済むかを考えた仕組みが必要だ。今ま

でエネルギーを効率よく「使う」ための技術開

発を進めてきたが、大量のエネルギー使用を前

提にした技術開発は限界がある。再エネで作っ

た水素で動く燃料電池車の開発ではなく、再エ

ネを直接利用する仕組みを作る方が無駄がな

い。EV を導入すれば問題解決するという考
え方を脱し、自動車が不要な都市作りのため

の技術開発、仕組作りに変えるべきで、その

必要性を地域住民が共有することが重要だ。

地域により気候、人口、環境が異なり、エ

ネルギー消費も違いがあるので、再エネの導

入では地域の生活や産業の実態に合わせ、再

エネの利点を活かせる地域独自の方法を地域

で考える必要がある。その際は、最初から

CO2 削減を目指す（緩和策）のではなく、気

候変動への適応策（防災や農産物の生産な

ど）を足がかりとして住民参加により対策を

考え、最終的に CO2 削減に繋げる方が取り

組み易いだろう。　　　　　（文責：事務局）


