特別インタビュー

「共有経済」と「共創社会」の実践により、
環境や人間にやさしい社会構造を実現
昨年 9 月、日本政府は温室効果ガスの大
幅削減を宣言し、世界の注目を集めました。
しかし、その実現にはわたしたちのライフスタ
イルやワークスタイル、あるいは価値観まで
をも抜本的に見直す必要があります。折しも
100 年に一度の経済危機をきっかけとして、
産業構造の大変革が迫られている中で、欧
米ではピンチをチャンスととらえる動きが活発
化し、次世代のエネルギー活用やインフラ整
備に対し、すでに競争が始まっています。
そのような世界の状況下で、今後の日本
経済が目指すべき方向性はどこにあるので
しょうか。 地球環境を保護しながら、豊かな
社会を持続させていくために IT の果たすべ
き役割はどこにあるのでしょうか。そして何よ
り、わたしたちのライフスタイルや価値観を
どのように変えていくべきなのでしょうか。そ
のヒントを探るために、 今回は経済産業省
商務情報政策局 情報経済課 課長補佐 伊
藤 慎介氏に、主に次世代エネルギーの利
活用を中心に、自然共生型ライフスタイル
の実現と、それを支える IT の役割について
お話を伺いました。
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すでに競争が始まっている次世代インフラ投資

取り組みについてお聞かせいただけますでしょうか。
伊藤氏：日本政府は世界に先駆けて、2050年までに温室
効果ガスの排出量を80%削減するという提言を打ち出して

── 2009 年 6 月にドイツに出張され、ヨーロッパの次世

います。
ただし、
この目標は、今までのライフスタイルやワー

代エネルギーやインフラ整備に関する視察を行ったと伺っ

クスタイルの延長では絶対に達成できないものです。
これま

ています。率直にどのような印象をもたれましたでしょうか。

での常識を見直すことで、環境負荷を劇的に減らしつつ、

伊藤氏：今回の 100 年に一度といわれる経済危機の震

人類が幸せになれるような将来のビジョンを考えないといけ

源地は欧米、特に米国であったわけですが、私がドイツ

ないのです。
わたしの所属する情報経済課のミッションは、

で受けた印象は、最もダメージを受けているはずの欧米

情報の使い方を積極的に変えていくことでイノベーションを

人が逆に元気であり、本来最もダメージを受けていないは

生み出すことにあります。人類が進むべき将来のビジョンを

ずの日本人が、なぜか悲観的であるということでした。

描くためには、
既存のビジネス・モデルに執着する必要のな

ベルリンで開催されたIBMの「SmarterCities Forum」
にも参加させていただきましたが、今回の経済危機をきっ

い情報経済課のようなセクションでなければできないとの考
えから、
2008年10月に「2050研究会」
を立ち上げました。

かけに、既存のビジネス・モデルの延長線上ではうまくいか

2050 研究会では、従来の審議会のように産業代表を

ないことが明確になった今、新しい産業を生みだす努力

集めるのではなく、属人的に「イノベーティブな人」を集

を一刻も早く、世界に先んじて始めなければいけないとい

めることで既存の産業構造にとらわれない議論が行える場

う危機感を皆さんが持っていることに大きな驚きを感じまし

としました。この仕組みが、これまでにない新しいアイデア

た。特に象徴的だったのは、次世代のインフラに対する投

を生み出す強力なエンジンとなりました。

資を皆さんが集中的に行い始めているという点です。

研究会では、
エネルギーやインフラ整備の議論はもとより、

新しいインフラを考える上でのヒントとして、
これまでの電

農業問題や国と地方の在り方、あるいは自動車の活用方

力や水、
自動車、鉄道などの社会的リソースが、資本主義

法など、さまざまな議論を行ってきましたが、米国にオバマ

経済が行き過ぎた結果、それを「所有」する人の便宜に

政権が誕生し、「グリーン・ニューディール政策」が出てき

重点が置かれ、全体最適な利用になっていないという現

たことにより、スマート・グリッドに代表される「グリーン・エ

状があります。
これらのリソースの「見える化」が行われ、

ネルギー」については話題が集中しました。ただ、最終

他者の使用が許容されるというコンセンサスが得られるの

的には、地球温暖化や地球環境問題などの対策を早急

であれば、
より効率的な活用が可能となり、同時に環境負

に推進し、地球にとって、また人類にとってのあるべき姿を

荷も確実に減らすことができます。
クラウド・コンピューティ

取り戻すためのビジョンをとりまとめることになりました。その

ングは最も分かりやすい例ですね。
「なぜ、
コンピューターを

根幹を担うのが次に紹介する2つの新しいコンセプトです。

『所有』する人だけしか使えないのか」
という疑問を持て
ば、
「使っていない時間帯は、
ほかの人が有効に利用した

1 つは「共有経済」というコンセプトです。
これまでは、大きな家に住み、車があり、それぞれの

方がむしろコストを回収できる」
という発想につながります。

部屋にテレビや電話がある。不要になれば廃棄してまた

こうした発想をエネルギーや交通システムなどにも展開

新たな物を手に入れる、という「所有経済」が人々の満

し、インフラを再整備する取り組みが、海外ではすでに始

足度の中心となっていたのです。しかし環境やエネルギー

まっています。もはや競争状態と言っても過言ではないで

への意識が高まる中、特に若い人たちの間では、こうした

しょう。そうした世界の状況の中で「日本は何をしている

「所有」というものが自分たちに本当に幸せをもたらすの

のか」「地球規模の競争に対向できるのか」という懸念、

かと疑問を持つ人が増え始めているように感じます。「共

危機感を強く抱きながら帰国しました。

有経済」という考え方は、資産を「所有」することで満
足度を高めるのではなく、自らの資産をなるべく多くの人と

「2050 研究会」で打ち出した
2 つのコンセプトは「共有」と「共創」

「共有」することで満足度を高める構想です。人間は利
己的と思われていますが、本質的には他人のために尽く
すことで喜びを得る「利他的」な存在であり、それを前
提とした経済活動をつくり出すのが「共有経済」のコン

──そうした中で、経済産業省を中心とした日本国内の

セプトです。つまり、考え方や価値観を「所有経済」か
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経済産業省
情報経済課

商務情報政策局
課長補佐

伊藤 慎介

氏

Mr. Shinsuke Ito
Deputy Director
Information Economy Division,
Commerce and Information Policy Bureau,
Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)

【プロフィール】
平成 11 年 4 月、 経済産業省（当時、 通商産業省）に入省。機械情報産業局電子
政策課、通商政策局米州課、資源エネルギー庁長官官房総合政策課を経て、ワシン
トン大学ビジネススクールに留学し、 経営学修士課程を修了。 帰国後、 製造産業局
自動車課課長補佐（技術・環境担当）を経て平成 19 年 6 月より現職。

ら「共有経済」に切り替えれば、
環境負荷を減らしながら、

こにあります。

人間の豊かさを増幅できるのではないかと考えています。
日本人は先祖代々「もったいない」という精神を受け継
いでいますので、実はわれわれにはなじみのある考え方な
のではないでしょうか。

自然環境との共生のためには
再生可能エネルギーの大量活用が必須

もう1 つは、共に創造するという意味での「共創社会」
というコンセプトです。
これまでの社会では、製品を作るのはメーカー、政治

めのエネルギー活用法はどうあるべきでしょうか。

を行うのは政治家、行政を行うのは官僚と明確に専業化

伊藤氏：このままわれわれが「所有経済」的な考え方を

され、役割分担が行われてきました。しかし、インターネッ

推し進めていけば、地球上の資源は確実に枯渇するで

トのおかげでありとあらゆる人がさまざまな情報へのアクセ

しょう。そうした有限の資源の中で、個々が資産を所有し

スを行える時代になり、今までの専業を前提とした仕組み

て他者には使わせない、そして使い終わったら廃棄してし

では新しい価値が生まれにくくなっています。これから構

まっては地球全体が廃棄物で埋め尽くされてしまいます。

築する新しい社会は、あらゆる立場の人に「参加」の

そんな世界にわれわれは住み続けることはできませんし、

機会を与えることで、これまでは一方的に受け身の存在

人間より先にほかの生命体が住めなくなるでしょう。地球

であった消費者や国民から新しい商品の提案や政策の

の住民であるわたしたちの命はほかの生命体の犠牲の上

提案が出てくるような社会であるべきだと思います。お互

に成り立っています。人間が今後もこの地球に住み続け

いがそれぞれの立場で価値観・意見をぶつけ合うことで、

ていくためには、自然との共生が絶対条件となります。

今までにない新たな価値を共に創り上げる。そんな社会を
目指すコンセプトが「共創社会」です。
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──環境負荷を減らしながら、新たな価値を創造するた

これまで人類の繁栄を支えてきたエネルギーの大部分
は化石燃料によるものです。しかし 2050 年の約束を守り、

地球環境を守っていくためには、「共有経済」や「共

自然と共生していくためには、エネルギーの作り方、そし

創社会」の考え方を推し進め、人々が共に支え合い、

て使い方も根本から変えていく必要があります。それには

共に助け合う社会を作ることが大切になります。このよう

太陽光や風力などの再生可能な自然エネルギーの導入を

な社会風土は、実はもともと日本において育まれてきたも

大幅に増やすとともに、それらを効率的に運用することが

のです。だからこそ、今は、日本がもっと積極的に世界

求められているのです（図 1）。

に打ち出していく絶好のチャンスだと思っているのです。

しかし自然エネルギーの活用において、乗り越えなけれ

わたしが地球環境問題に携わろうと思ったきっかけは、こ

ばならない大きな問題があります。それは太陽光や風力な
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どの自然エネルギーは、供給サイドでのコントロールがほ
ぼ不可能だということです。明日大きなエネルギーが必要
だからといって太陽光を 2 倍にすることはできません。この

「スマートハウスプロジェクト」で取り組む
IT によるエネルギーの「共有」と「共創」

ように供給側でのコントロールができないのであれば、需
要側でコントロールするほかありません。つまりエネルギー

──新たなエネルギー活用の具体的取り組みと、IT の果

の使い方を工夫する必要があるということです。

たす役割についてはどのようにお考えでしょうか。

わたしたち日本人は「今日は天気がいいから洗濯をしよ

伊藤氏：自然エネルギーの導入が増えてくると、今までの

う」「晴れている間に乾かすには何時までに洗濯機を回

ように供給サイドをコントロールすることが困難になってくる

そう」などと、天候と相談しながら生活を調整するすべを

ことは前述の通りですが、最新の技術を活用することで

ごく自然に身に付けています。その方が明らかに快適で、

発電量をある程度予測することは可能でしょう。過去の膨

環境にも優しいことを体感として知っているからです。そう

大な自然データの蓄積とその時々の予測データ、さらに実

であれば、こうした生活の工夫を洗濯に限らず、エネル

際との差異などを分析することで、自然環境が今後どのよ

ギー活用全般に広げていけば、自然エネルギーを上手に

うに変化するのかを予測し、対応策を準備することができ

活用できるのではないでしょうか。

ます。これには IT の力が絶対に必要です。

ただ残念ながら生活すべてを供給側の都合に合わせる

また各家庭の生活パターンを分析することで、
いつ、
どん

と、夜中や曇りの日は何もできなくなってしまい、普通に暮

なエネルギーがどれだけ必要かを予測し、
エネルギーを効

らしていくことができなくなります。そこで供給サイドと需要

率的に利用する。
これにもITが重要な役割を果たします。

サイドとのギャップを埋めるコア・テクノロジーとして注目さ

例えば、「家に帰ってきたお父さんは、ご飯を食べる前

れているのが蓄電池です。これまで電気エネルギーは蓄

にお風呂に入る」というパターンがあれば、そのパターン

えることができませんでした。そのため、仮に太陽光に依

をお母さんだけが知っているよりも、エネルギーをマネジメ

存して生活する場合には、太陽光が発電しない夜間には

ントするホーム・サーバーが分かっている方がいいわけで

照明なしで生活しなければなりませんでした。しかし蓄電

すよね。お父さんが帰るころには、あらかじめ自然エネル

池の登場により、昼間に太陽光から蓄電し、それを夜間

ギーを使ってお風呂を沸かすようにホーム・サーバーが制

に使用するということが可能となります。そしてその蓄電

御する。帰ってきたお父さんはすぐに熱いお湯に入れると

池が近い将来、多くの家庭に配備されようとしています。

いうことになりますよね。これは単純な例ですが、こうした

それが電気自動車です。自動車は 95% の間は停車して

パターン分析を家族全員について行い、お風呂だけでは

いて、走っているのはわずか 5% だといわれています。そ

なく、洗濯や照明など、さまざまなエネルギーを必要とす

の 5% のためだけに蓄えられたエネルギーを活用するのは

る場面に適用していくために IT の力が役に立つのです。

実にもったいない話です。この電気自動車を動く電力イン

このように IT の活用により、環境負荷を減らしながら自

フラとして地域全体のエネルギー・システムの一部として

然にも人間にも優しい暮らしを実現させようという取り組み

活用する構想がすでに動き始めています。

が「スマートハウスプロジェクト」です（図 2）。
スマートハウスプロジェクトではハウス・メーカーや家電

（％）
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します。システムを開発する必要があることから、日本アイ・
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ビー・エム株式会社にも参加いただいています。
このプロジェクトでは、1 軒の家でクリーン・エネルギー

1.3
日本

家庭内の太陽光発電、家電機器、センサー、蓄電池な
どをネットワークに接続し、全体を制御するシステムを開発

15

15

メーカーが中心となり、太陽光を有効に活用するため、

EU

図は最終エネルギー消費に占める比率。
日本の一次エネルギー供給に占める再生可能エネルギーの比率は5.9％。

を効率的・効果的に活用するシステムを実証しますが、
今後の取り組みとして、このスマートハウスを地域に広げ

※ 2020年の日本の最終エネルギー消費における再生可能エネルギーには空気熱等が含まれる。

たシステムを構築することができないかと考えています。

出典：各国報道発表資料等を参考に経済産業省にて作成

例えば単身者世帯、子育て世帯、あるいは高齢者世

図1. 各国・地域の最終エネルギー消費に占める
再生可能エネルギー等の割合
（2005年）
・目標（2020年）

帯ではエネルギーの需要パターンが明らかに違います。
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目指すもの

● 家電機器、住設機器、太陽電池や蓄電池などのエネルギー機器、電気、ガス、水道などのメーター系を有線や無線の
ネットワークで接続し、機器を自動的に全体制御できる住宅
● カスタマイズやコミュニケーションなどの付加価値を持たせることによって、低炭素化によって生じる不便さを補い、
トータルで快適なライフスタイルと生活空間を実現することを目指す
会話をしながら「進化する家電」
太陽光発電

ひっぱく

供給が逼迫している
際は、自動運転によ
り稼働時間をシフト

「進化する家」を実現するオーケストラ

洗濯乾燥機

食洗機

LED照明

テレビ

ユーザーの 設 定した 優 先
順位に基づいて機器を操作
高齢者がいるときは大きな
文字で表示

エネルギーの流れを制御
すべての情報家電の機能
を集中制御
使用履歴や不具合状況な
どを把握
クラウド・コンピューティ
ングとつながり、情報やコ
ンテンツを交換

ホームネットワーク
家電が「会話とエネルギー交換」するためのネットワーク

ホームゲートウェイ
各家電を「指揮する」
司令塔

省エネエアコン

ヒートポンプ給湯器

電気自動車

ユーザーのニーズに従って
柔軟に機能を変更、更新
エコサーバー（クラウド・コ
ンピューティング）をオープ
ンな仕組みにすることによ
り、多様なプログラムやサー
ビスを提供
リモートで不具合状況など
を把握して安全安心を確保

ほかの住宅や地域内でエネ
ルギー融通や情報共有を実現
ホームゲートウェイの機能を
追加・変更
エコサーバー
（クラウド・コンピューティング）

停車時には家庭全体
のエネルギー貯蔵庫と
して機能
太陽光や深夜電力で
移動することで自動車
のCO2 排出をゼロに

出典：経済産業省「海外のスマートグリッドの動向と我が国産業への影響について」

図2. スマートハウスのイメージ

ある世帯のある時間帯にはエネルギーが余り、逆にある
世帯のある時間帯では足りないということが必ず起こって
きます。そうした場合に互いにエネルギーを融通し合うシ

先人の知恵と最新技術を融合した提言を
アジア諸国に向け発信する絶好のチャンス

ステムができないかと考えています。
またオフィス・ビルや学校、あるいは工場や店舗なども
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──地球規模の課題解決のために日本が担う役割と、ビ

対象に加えて、自らが使うエネルギーを自らが作り出し、

ジネス機会はどの辺りにあるとお考えでしょうか。

余ったところと足りないところが融通し合う。そんな「ロー

伊藤氏：日本人は、縄文時代から自然との共生を前提と

カルグリッド」と呼べるような地域コミュニティーを形成して

して生活してきました。またコミュニティーを大切にして「共

いきたいと思っています。地域コミュニティーで作り出され

有・共創」を実践してきた歴史的・文化的背景もあります。

たエネルギーが電気自動車や蓄熱装置に蓄えられ、必要

そうした先人の知恵と最新技術を融合したエネルギー活

に応じて地域間で互いに活用し合う。まさに「共有・共創」

用やインフラ整備を、今こそ日本が世界に向けて情報発

の実践です。
そしてここにもITは欠かすことができません。

信すべきです。特にこれから経済発展をするアジア諸国

IBM が提唱している Smarter Citiesとは、同様の考

に向けて、日本がすでに通ってきた「所有経済」の先に

え方をエネルギーだけではなく、交通システムや上下水

は何があるのか、そしてそれに対するソリューションは何

道などの社会インフラ、あるいは医療などにも活用する構

なのかを声を大にして伝える必要があります。

想と理解しています。そして、これを地球的規模で推し

昨年 11 月に米国のオバマ大統領が来日した際に「日

進めていくと本当の Smarter Planet になると思っていま

米クリーン・エネルギー技術協力」に関する合意がなされ

す。Smart というと「無駄のない」「効率的な」と理解

ました。大きな前進ですが、地球規模の課題に対し、日

されてしまいますが、本当は「譲り合い」「助け合い」

米だけ、あるいは先進国だけでは解決しません。多くの

のことを指していると理解すべきですよね。

人口を抱えるアジア諸国に対し、まさに今が日本発の新た
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な価値提言を行う絶好のチャンスです。
その際重要なのは、一緒に考え、一緒にデザインし、

イフスタイルになじむようアレンジしてあげること。日本が世
界に果たすべき役割は、まだいくらでもあると考えます。

一緒に実現していくことです。これからは物や技術を一方

中国やインドなどの経済発展に対し、日本は今後人口

的に売る、または買う時代ではありません。それぞれの国

減少の時代を迎え、これまでのようなアジアの経済大国で

には固有の文化があり、ライフスタイルがあります。ここで

あり続けることは難しいかもしれません。しかし世界で欠

も大切なのは「参加」の概念です。それぞれの国の生

かすことのできない国になることは可能なのです。

活者と共に、何が最適なソリューションなのかを一緒に考
えて、実現していくこと。そうすれば共存共栄は可能で
す。技術大国として培ったテクノロジーや、ものづくりのノ
ウハウに裏付けられた自然共生型ライフスタイルを日本が

ITによる「見える化」とITの「見えない化」で
スマートな「ネイチャー産業」を興す

得意とするメディア、例えばアニメなどを通じて発信すれ
ば、かなり説得力のある提言となるはずです。
それから、日本には全国的に知られていないような優

──そうした意味では、日本国内の産業構造も大きな変
革を求められていると思いますが、IT 産業にとって次世

れた技術やノウハウが、数多く埋もれています。例えば、

代の成長セクターはどの辺りにあるとお考えでしょうか。

栃木県には世界的にも珍しい風力発電用の風車を開発

伊藤氏：再生可能な自然エネルギーを大量に取り込み、

している株式会社グローバルエナジーという会社がありま

コミュニティーを中心に共有・共創を行う自然共生型ライフ

す。一般的な風車の羽は、回転軸に近い方が太く、先

スタイルを実現するための資源の大半は、農業、林業、

にいくに従って細くなっていますが、この会社が開発して

畜産、水産などの一次産業の保有する資産が生み出し

いる風車の羽はまったく逆で、先にいくほど広がり、さら

ています。

に先端が風に向かって折れ曲がっています。つまり両手

例えば森林は巨大な CO2 定着装置であると同時に、

で抱きかかえるようにして風をつかむような形状となってい

肥沃な土壌を育み、きれいな水ときれいな空気を生成す

ます。この形状が風切り音もなく風のエネルギーを最大

る、いわば地球全体の循環を生み出すエンジンです。

限に受け止め、省スペース・省コストでも高効率の発電
を実現しています。

その反面、日本は森林の国でありながら、林業という産
業が苦況に立たされているというのも現実です。これまで

また、これは最近マスコミでも取り上げられていますの

一次産業というセクターは収益率が低い産業分野でした。

でご存じの方もいらっしゃると思いますが、青森県に木村

長年の経験と勘に多くを頼り、業務の見える化による効率

秋則氏という10 年かけて農薬も肥料も一切使わないリン

改善などからはほど遠いセクターだったかもしれません。

ゴ栽培に成功した農家の方がおられます。大変な試行

しかし、その秘められた資源ポテンシャルを引き出すた

錯誤の上にたどり着いた栽培方法ですが、農薬も肥料も

めの取り組みを、省庁や産業の壁を越えて推進すれば、

一切使わないため、栽培コストが大幅に下がると同時に、

それが「ネイチャー産業」として、次世代の基幹産業と

商品には無農薬・自然栽培という付加価値を生み出しま

なり得る可能性が十分にあり、高齢化、医療、安全安心

すので高い収益率を実現することができます。

などの問題の解決にもつながるでしょう。そこでは、これま

こうした数多くの素晴らしい技術や発想が日本にはある

では見えていなかった「新しいつなぎ」を作るために IT

のですが、それがなかなかクローズアップされないというこ

が「見える化」という重要な役割を果たすでしょう。ただ

とが問題なのです。例えば、東京に暮らしている関西人

し「ネイチャー産業」において、IT が全面に立ち過ぎる

が久々に関西に帰省した際にお好み焼きを食べてみると、

とかえって消費者に違和感を与えてしまいます。むしろ、

そのソースのおいしさにあらためて気付くということがあり

一度離れた自然と人、人と人との「絆」を再生していく

ますよね。同じようにわれわれが普段は当たり前のものだ

過程で、IT が黒子としてサポートしていく。これはいわば

と思っても、海外から見てみると素晴らしいと思われる技

IT の「見えない化」と表現することができるでしょう。つ

術や発想がこの国にはたくさんあると思います。

まりIT による「見える化」と、IT の「見えない化」が

大事なことはそのポテンシャルをしっかりと世界に向けて

一次産業をスマートに変えて、次世代の基幹産業を生み

発信すること。そして、一方的に発信するのではなく、海

出す可能性を抱えているのです。IT の活躍には今後も

外の現地の皆さんと共同で、その土地の風土や文化、ラ

大きな期待を寄せています。
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