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　本特集は，2012年 4月21日に京都大学にて開催された財政学研究会春
の講演会の記録である．
　この講演会では，内閣官房国家戦略室企画調整官（当時）の伊原智人様を
お招きし，「公共政策の理論と現実」と題して御講演いただいた．政策決定の
中枢で実務に深く携わっていらっしゃるお立場からのお話しは，具体的で生々
しく，聴講者にとって新鮮で刺激的であった．また，新入生歓迎会を兼ねて
の講演会という趣旨もあり，ご自身のご経験をもとに，大学院生として，あ
るいはその先の社会人としての心構え，今後への助言が豊富に盛り込まれた
内容であった．
　当日は，財政学研究会会員，あるいは新入生を含む大学院生など多くの参
加者があった．講演後の質疑応答も和やかな雰囲気の中，活発に行われた．

『財政と公共政策』編集委員会

　2012年春の講演会

　　　「公共政策の理論と現実」
特  集



－ 2－

財政と公共政策　第 34 巻第 2号（通巻第 52 号）2012 年 10 月

初めまして。伊原と申します。よろしくお願いします。
そもそも何者かというところからお話をした方がいいと思うので，略歴をざっとお話し致し
ます。公共政策というキーワードなので，実際にやっている，いまの行政の政策決定過程など，
少しご参考になる話ができればと思います。私の場合，役人を経験した後，民間企業のリクル
ートで数年働いていたので，その観点からいろいろ感じたこと，そうした観点からみた行政，
といったお話もできればと思っています。適宜ご質問いただきたいと思います。
まず略歴を見ていただいて，最初に私がどんな人間かを知っていただいた上で，行政との関
わりを申し上げます。
もともと転々としていまして，高松，仙台，名古屋，そして東京と住んでいます。私はハン
ドボールを中，高，大学と 10 年間，結果的にやっていまして，その後，社会人になっても少し，
いまもたまにやっています。
大学を卒業して 1990 年，旧通産省に入りました。よく言われていますが，省内の部署を転々
としました。皆さんの研究のように，しっかり一つの分野を長くというわけではなくて，短い
期間で異動しております。
少し長めなのが機械情報産業局というところです。ここでは ITの仕事をしておりました。

ちょうどこのころはインターネットが出始めたところで，電子商取引のプロジェクトをやった
りしました。ここではプロジェクトの予算を使って，民間から出てくるプロジェクトのどれを
採択して，何をやるかというのをやったり，それに関して，民間企業から人を集めて団体をつ
くったりする，といったことをやっておりました。
1996 年に留学に行かせていただきました。最初の 1年間は客員研究員，翌年，ペンシルベニ
ア大学のロースクールのLLMに入りました。この2年間で，いろいろなことも分かりましたし，
経験知が一番伸びました。なかなか日本の中にいては経験できない，または認識できないこと
も，たくさん認識できたということが大きかったと思います。また，価値観や，それまで約 6
年勤めた霞ヶ関というものの限界，問題点などもみることができました。また逆に，海外に出
ると，日本の素晴らしさも分かるという意味で，この 2年間は大きかったと思います。生活と
しての霞ヶ関のあまりにも過酷な労働環境に比べれば，英語で苦労はしましたが，アメリカの
2年間というのは十分有意義だったと思います。
米国では知的財産の勉強をしていました。知的財産の勉強をして，アメリカにおける目に見
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えない資産に対する評価というものの高さ，特にビジネスの観点から見たときの評価の高さを
感じました。そして，これはぜひとも引き続き仕事としてやりたいと考えました。
ご存じかどうかは分かりませんが，旧通産省（現経済産業省）は特許庁ももっていますし，
本省の中にも知的財産室というのがありますが，そうしたところで働きたいなという意味で，
戻ったらぜひそういうところで働きたいと言っていたのですが，帰ってきて戻ったのは政策評
価広報課というところで，行政改革を担当しました。
ちょうどタイミングが旧通産省から経済産業省に移行するタイミングでした。これも行政に
ありがちなのですが，そうすると組織を変えます。通産省は経済産業省に主としてなるのです
が，そのときに，ほかの省庁との間でいろんな組織の入り繰りがあります。
あと，業務の分担の変更も行いました。よく言いますが，「ほかの省のこの業務をうちでや
りたいが，ないか」みたいな折衝事なども，この 3年間でやりました。省内でも，それまでの
課という単位をやめてユニットをつくろうとか，いろいろチャレンジをしましたが，基本的に
はもっぱら内向きな話をやっていました。
そうすると，ちょうど 2001 年に「官民交流法」という法律ができました。経済産業省内で

公募というのがあり，民間に行きたい人は手を挙げてくださいという話がありました。内部の
調整に疲れていたので，ぜひ行きたいと手を挙げたところ，その3年間の苦労が認められたのか，
「分かった。じゃあ行ってもいいよ。」と，官民交流ということで出させてもらえました。
行き先はテクノロジーマネジメントディビジョンという，株式会社リクルートの中の一つの
部署です。そこでは，大学発の技術を特許にして，企業にライセンスする手伝いをしています。
もともと知的財産をやっている関係で，この部署の方と接点があって行かせてもらいました。
実は，その関係で京大も相当いろいろな意味で接点があります。京大の先生の技術をライセ
ンスするお手伝いをしました。時計台のショップなどで売っているエレメンタッチというのを
知っている方，いらっしゃいますか。元素記号表をコップにしたり鉛筆立てにしたりして，京
都大学オリジナルグッズとして売っているのですが，前野（悦輝）教授という理学部の先生の
アイデアです。それのお手伝いなどもしました。その他，おそらく京大の皆さんでも行ったこ
とのない，熊取という原子炉実験所でも先生の技術のお手伝いなどをしたりして，だいぶ京大
にもお世話になっておりました。
2年間，官民交流でリクルートで仕事をして，2003 年に戻りました。そこで初めてエネルギ
ーの担当ということで，電力市場整備課で電力の自由化と併せて，原子力のバックエンドの問
題について担当しました。
原子力のバックエンド問題をご存じの方はいらっしゃいますか。要は，原子力発電をすると
使用済み燃料が出てきます。では，その使用済み燃料をどうしましょうかというのがバックエ
ンド，原子力の後ろの問題です。いま日本は，再処理というかたちで使用済み核燃料を六ヶ所
村にもっていって，その再処理工場で使用済み燃料をばらばらにして，その中からプルトニウ
ムを取り出して，それをもう一度燃料にして使うという，基本的な再処理の政策を採っていま
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す。
これに関して，私がこのときにやっていた仕事は，それだけコストが掛かる話をするのなら
ば，そのコストを電力料金で回収して将来に備えましょうということです。すなわち，今，作
った電気の後の処理のコストも，そのコストは，いま使っている人から取りましょうというこ
とです。私のときに制度化して，基金としていくということを担当することになりました。
ここで，この問題をいろいろ考えていくと，再処理政策というのは非常に問題があるのでは
ないかなと思いました。それまで旧通産省が，ずっとやってきた政策ですが，それが時間の経
過とともに，非常に難しくなっている，または大きな問題をはらんでいると感じました。

この電力市場整備課での仕事は 1年で，その後，移ったのが情報経済課というところです。
ここでは，また，以前にやっていた IT関係で電子タグなどのプロジェクト，または個人情報
保護の問題をやっていました。
2003 年から 2005 年まで経済産業省に戻って，非常に面白い仕事もやることができましたが，
2001 年から 2003 年，リクルートで仕事をすることができ，民間の，少なくともリクルートで
の仕事を経験して，また 2年間役所で働いてみて，さてどうしようかと考えました。
2005 年というのは，私は 37 歳です。37 歳から，それからの 5年間，自分はどういう仕事を
すれば，自分にとって一番伸びるか，いいのか，と考えたときに，何となく役所にいて，その
後何年間か働く姿というのは，だいたいイメージがつきました。課長補佐というところが 2005
年でしたが，その後，恐らくどこかの筆頭の課の課長補佐になり，企画官となり，運がよけれ
ば少し海外勤務をして，課長になる。そういうルートが，だいたいみえるのです。もちろん，
これだけいろいろな部署がありますから，様々な仕事をするのだと思うのですが，その中でい
ろいろ得られる経験と，このリクルートという会社自身が非常にダイナミックな会社なので，
ここで得られることを考えると，少なくとも 5年間外でやってみた方が面白いかなということ
になりました。
今度は完全に役所を辞めて，リクルートに転職し，官民交流でいた部署で仕事をしていまし
た。ずっと仕事をしていたのですが，去年の震災後，5月ぐらいにエネルギー政策の話がいろ
いろと盛り上がってきました。具体的に言うと，原発事故の後，菅直人前総理がエネルギー政
策の見直しが必要だ，原子力中心のエネルギー政策を見直すべきだということになりました。
ただ，これまでずっと原子力政策をやってきていた経済産業省資源エネルギー庁に，この見直
しを任せるのは難しいと判断されて，新しくエネルギー・環境会議を立ち上げて，そこがやる，
そこの議長は国家戦略担当大臣にやってもらおうということを決めました。
私自身は，2003 年から 2004 年にエネルギー政策，電力政策に携わって，なかなか電力の世
界を変えるのが大変だと思っていました。政治的なパワーもあるし，マスコミに対するパワー
もあるし，そういう意味で感じていたのですが，震災以降これだけゼロから見直さなければい
けないと言われている中では，変革に多少でも貢献できるのであればやってみたいと思い，国
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家戦略室というところで働くことになりました。
私の場合は，2年間という契約で，来年の 6月には職場を失う予定になります。その後どう
するのかはまた考えなければいけないのですが，研究者などもいいなと思っているので，ぜひ
そのときは，また相談させていただければと思っています。
こうしたことで，ここに移ってエネルギー政策の見直し，さっき言っていたエネルギー・環
境会議の事務局的なことをしています。その中でコスト等検証委員会という委員会を昨年の秋
からやっており，私が主たる担当をしていて，その委員会を立ち上げるにあたって入っていた
だく委員の先生として植田先生にお会いし，それからいろいろお世話になっています。その後
は，コスト等検証委員会以外でも，お世話になっています。明日新しく立ち上げる需給検証委
員会という委員会も，また植田先生に委員をお願いします。先ほどのお話で，先生が忙しくて，
論文指導もできない原因をつくっているのは，一部は私です。一部はほかの人です。一部は先
生ご自身です。全部が私の責任ではないと思いますが，一部は確かに私の責任だなと思ってい
るので，その点は，ここでおわびしたいと思います。そういう関係で今日ここに来ています。
少し前置きが長くなりましたが，こういう経歴の中で，比較的，客観的にいろいろな意味で
の公共政策や政策の実現過程というのは割と，外国にも行き，民間にも行き，また役所の中で
も違うところにいるので見られるのかなと思いますが，公共政策を実現していく過程について，
少しお話ができればと思います。
単純なメモで「国会」などいろいろ並んでいますが，これは何を書いたか。政策を何らかの
かたちで実現していこうとするときに，関係しそうな組織や主体，役所という目から見るとこ
うした人たちが関係してくる，ということです。少し書き忘れましたが，ここにマスコミもあ
ります。　皆さんの研究の中身がどういうものかによって，この辺は違うと思いますが，共通
するのは多くの場合，政策というのは行政が何かをやるためのルールや方法である，というこ
とだと思います。一般的には役所の政策ツールといわれるものは，法律，予算，その他の支援
制度で融資みたいなものです。あとは規制です。まあ，法律と規制は絡んでいると思いますけ
れども，そういったツールがあります。要は，それをどういうかたちでつくり，実現していく
かというのが政策になります。
その前に企画，すなわち，どういう政策をやることにするのかというのが企画です。ここで，
恐らく皆さんも研究の過程でいろいろアイデアを出すとは思いますが，実際には，それだけで
はなく，いろいろな人が，いろいろな目的で，こういう政策をつくりたいと言っています。例
えば，民間企業の方が，何かこういう制度をつくってほしいと言ってきたり，あるいは外国政
府がプレッシャーをかけてきたり，最近はシンクタンク，NGO，NPOなどもこうした提言を
します。ここで大学や研究機関が，政策の企画立案のてこになっています。
問題は，そのアイデアやニーズを，どう実現していくのかというのは，非常にいりくんでい
ます。一般的に，例えば行政法で習うような形で決まるというものでは，単純にはなっていま
せん。例えば，ある民間企業や業界団体が，こういう制度をつくってほしい，分かりやすくい
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った方がいいと思うので，最近の例でいうと，再生可能エネルギーの関係で地熱発電をやりた
いという企業もあれば，NPOで再生可能エネルギーを進めるべきだという団体もあります。
それらが地熱発電を広げるために，日本の場合，地熱発電，いわゆるマグマや，その辺に熱量
があるところは，だいたい国立公園や国定公園の中が多いので，その中につくらせてほしいと
なります。ところが，昔から自然公園法という法律があり，国立公園や国定公園の中は，勝手
にはそういうものがつくれないようになっています。そこを何とか緩めてほしいというのが以
前からあるのですが，ここに来てエネルギー政策，特に再生可能エネルギーを増やさなければ
いけないという中でクローズアップをして，そういう動きになってきました。
そのときに，ではどうすれば規制が緩められるのか。環境省自然環境局の国立公園課という
ところが，法律に基づいて自然公園内のどこに，どういうものを建ててもいいかというのを許
可する権限をもっており，解釈権も，そこがもっています。
細かいことをいうと自然公園内でもいろんなレベルがあり，特別保護地区は，極端なことを
いえば，勝手に石一つ拾ってはいけません。全て元に戻さなくてはいけないというところです。
そして，特別保護・第 1種・第 2種・第 3種・普通と，5段階に自然公園内は分かれています。
そうしたことを気にしたことは普通の人はまったくないと思いますが，そこに応じてやってい
いことというのが決まっています。これまで地熱発電，すなわち穴を掘って蒸気を取り出して
上でタービンを回すといったことをやっていいというのは非常に限られていて，普通地域で一
定の要件を満たせばいいということになっていたのです。だいたいホットなところ，蒸気がた
くさん取れるところは中に近いらしくて，第 2種や第 3種など，自然公園ではより自然を大切
にしなければいけない。しかし，地熱発電の業者からみるとおいしいところというのが重なっ
ています。そこをどうするかというのが，非常に議論になっていたのです。
先ほど言いましたように，環境省の自然公園課には，緩めてほしいという要望がよせられつ
つ，自然公園を守る人たちや NPOからは，日本の大切な自然を守ろうといわれるということ
になりました。
そこで何が起こるか。実現するためには，いろいろなところに動きが起きるのです。具体的
にいうと，まず国会議員のところに両方からアプローチがあります。すなわち，地熱発電のた
めに規制を緩めるべきだ，他方は自然公園を守るべきだという両方の意見が出ます。そうする
と国会議員は何をするか。議員連盟をつくります。そういう複数の，それぞれの主張をサポー
トするようなグループをつくって，そのグループで議員連盟というかたちにして，そこが環境
省なら環境省に働き掛けをしたり，または提言を出したり，そういうかたちになります。
環境省からみた他省庁である経済産業省，すなわち地熱発電をやっているところが，ぜひや
るべきだといってきたり，または規制改革をやっている部署に，その規制を緩めるようにとい
う文書をもって行ったり，地熱発電をやりたい民間企業は，そういうことをします。
そういうときの行政の一つの手法として，自分たちで決めたというのはなかなか難しいので，
審議会，または委員会というかたちで，植田先生もたくさんのところに入られていますが，有
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識者の方に集まってもらい，そこで議論してもらって方向性を出してもらえると，比較的理解
を得られます。
この審議会，委員会というのも，だいぶ変わっています。私が役所に入った当初，自民党政
権の頃は非常に批判されて，基本的には役所がやりたいことをオーソライズする機関と言われ
ていました。こういう政策をしたいから，この政策について審議会を立ち上げて，そこの議論
してもらって，その審議会の報告で，これをやろうというのを打ち出してもらおうというのが，
基本的なやり方と言われていたのです。ところが御用審議会ではないですが，それだけをやる
ための意味はないと，民主党が，だいぶ自民党政権に対して言ってきたということもあるので，
いまは両方の意見を持った委員を入れないと文句が出ます。賛成と反対と両方の意見を持った
有識者を入れないといけません。そうすると，賛成，反対の人が割と真っ向からやり合うので，
なかなか結論は見えにくくはなりますし，何が起こるか分かりません。いま植田先生が出てお
られる総合資源エネルギー調査会なども相当いろいろな意見が飛び交っています。そうなるの
も，昔と違って，だんだん委員も多様な人が入ってくるからですが，そういう審議会を開いて
います。とは言っても，きちっとディスカッションしていただいて，賛否両論あるのなら，そ
れを整理したうえで，メリット・デメリットを整理して，一定の成果と報告を出す。その中で，
例えば先ほど言った地熱発電の問題であれば，同じように研究会が立ち上がって，地熱発電の
方々と自然擁護の方々が入って，両方が合意できれば，ここまでは確かにやってもいいですよ
というところまで固めて，意見が分かれたところが整理されて，一応その研究会を閉じたので
す。
そうすると，一番ホットな部分というのは見解が分かれ，そこについては最後は政治判断に
なります。すなわち，大臣がどう思うか，例えば環境大臣は細野大臣ですが，細野大臣が最初
から，べつに地熱にも自然公園にも直接関係があるわけではなくて，イシューを聞いたときに，
どちらの意見ももっともだと普通は思うと考えられます。そこに，他省庁の大臣である枝野大
臣が，いかに地熱発電の問題が必要かというような話をしたり，規制改革を担当している岡田
副総理が，いまはエネルギーに関して言ったら，規制を緩めてでもエネルギー革命はするべき
だと，または，それによって産業を興して成長を促すべきだというインプットを入れる。そう
したかたちで意思が形成されるのです。また，このことについては，枝野大臣とか岡田大臣に
対して，それぞれの事務方からも考え方を上げています。
ただ，先ほど言いましたように，昔に比べると，大臣なり政治家の方も単純に役所の言うこ
とは聞かないので，自分が持っているネットワークでも裏を取るというか，何がいま，世の中
として必要だというのは捉えられるようになっています。
もっと直接的にインパクトがあるのがマスコミです。政府は世論に対しても敏感なので，世
論がどっちに行くのかということがあります。地熱の話であれば，非常に分かりやすい例で，
少し細かい話になるのですが，実は当初は 2種・3種というところに一番，今回焦点が当たって，
熱がたくさんあるというところの，その熱を使った地熱発電をやりたいといったときに，妥協



－ 8－

財政と公共政策　第 34 巻第 2号（通巻第 52 号）2012 年 10 月

案的に斜め掘りという方法がいいだろうという意見が，ありました。すなわち，地表上に 2種・
3種という地域がありますが，熱は地下にあるわけです。そうであれば，普通地域という，規
制がさほど厳しくないところから斜めに掘っていき，この 2種・3種の下にある熱を使うこと
はいいのではないかということです。
これに対しては，実際に地熱をやりたい企業からすると，斜めにやるというのは非常に穴を
掘るコストが高くなり，決して発電のコストが見合わず，ビジネスとして成り立たなくなる恐
れがあります。また，斜めにすると，縦で掘るよりも熱にうまく当たる確率が減るということ
でした。そうした要素もあるので，斜め掘りならばよいというわけではない，という主張を展
開し，マスコミも，その論調を支持する感じになりました。
最初は，斜め掘りですら初めての規制緩和ということなので，2種・3種の地下を使えると
いうことで，ポジティブな評価でしたが，あるところから違う論調が出てきて，斜め掘りでは
不十分だ，やっぱり直掘りだということになりました。それまでそのような言葉はなかったら
しいのですが，垂直掘りという言葉が，いまは規制改革の報告などに書かれています。垂直掘
りか斜め掘りか，というような論調になり，結果的には垂直掘りまで認められました，いろい
ろな条件は付いていますが。
いまの例が典型ですが，本当に政策を立案するところは，おそらくいろいろなアイデアが出
てくると思います。それは比較的，自由度が高い世界だと思います。ただ，それを実現してい
く過程は，非常にいろいろなステークホルダーが現れますし，いろいろなハードルが出てきま
す。それをどう越えるかというときには，行政は中心にいますが，いまや行政がこうしたいと
思ったからできるというものでは決してなく，多くのステークホルダーが，それを実現しよう
とするために動かないと実現できないのです。裏返して言えば，それがためにいろいろなかた
ちで政策が，ある人から見たら歪むということも生じるのが現実だろうと思います。
ですから，公共政策を研究されるという中で，何を目指されるかだということだとは思いま
すが，より先進的ないろいろな制度やアイデアを提案していただくというのが一つ，皆さんが
望まれている大きな目的だと思いますし，自分でもイメージされているかたちだと思います。
せっかく考えた政策，アイデアであれば，それを何とか実現をしようというところまで考えて
いただけるのであれば，その提案に対して，いろいろ起こるであろう反対なり違う意見に対す
る反論を，誰にどういうかたちで伝えていくのかというのは，本当に実現しようと思うと必要
なことではないかなと思います。
ここは，先ほども申し上げたように，おそらく研究者のスタイルによると思います。本当に
基礎的なアイデアのところに集中的に自分の知見を投じる中で，ぜひ自分のこれを実現したい
という研究者の方は，国会議員を含めて，ステークホルダーにいろいろなかたちで働き掛ける
というかたちもあると思いますし，行政と一緒になって，それを進めていくときのサポートを
していただく。審議会の委員の先生などは，植田先生もですが，そういう役割も果たしています。
植田先生ぐらいになると，マスコミへの働き掛け，働き掛けと言うと非常に語弊があるかもし
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れませんが，マスコミに対して発信をし，先生の考えを述べてもらうことで，もともとの政策
のアイデアを実現していくというかたちが生きると思います。これから公共政策を研究されて，
いろいろな成果を出されていく中で，その実現過程についてもいろいろ考えていただけると，
行政の立場からすれば非常にありがたいと思います。いま自分が行政にいますし，離れたとき
もありますが，その立場から見たときにも，やはりせっかく何かやるのであれば実現したいと
いう観点からすると，そこまで視野に入れてやるべきかなと思います。
今日の場の趣旨を聞き，M1（修士）に入られて，これから社会に出られる方がそれなりに
いるということで，私も社会に出てだいぶ経ったので，その中で感じたことを簡単に話します。
メモに「選択について」というのがあります。恐らく，これからいろいろ皆さん迷われると
思います，特に 30 代を過ぎたぐらいから。私の場合は，ハンドボールで体育会でしたので，
割と単純な人間で，役所に入っても，ひたすら体育会採用としてマシンのようにコピーするな
どばかりしてきたのですが，さすがに 30 歳ぐらいになると自分のことも，留学して考えるよ
うになってきました。要は，様々な選択肢がある。将来の進むべき道が出てきたときに迷うと
思うのです。　
そのときに何を選択するかというのは，そのときのもちろん判断ですが，これについて言う
と，一つは，やるか，やらないか。迷ったときはやった方がいいというのが，私のいまのとこ
ろの信条です。もともと私自身は，自分で言うのも何ですが，保守的な人間です。だいぶ人生
で保守的ではなくなってしまっていますが，もともとの性格は保守的だと思っています。
ただ，私のかみさんが割と，彼女も見た感じはそういうタイプではないのですが，やるか，
やらないか迷ったら，やった方がいいのではないかという，ややそういう思考の感じがあって，
それに私の場合，だいぶ影響されました。とりあえず，いろいろなことをトライしているうちに，
結果的に，いままでのところ，迷ったときは，やった方がよい。やらなくていろいろ考えるよ
りは，やった方がいいのではないかなと思っています。
あと，将来のいろいろな選択肢に迷ったときは，原点に戻って考えるというのがいいと思い
ます。では原点が何かというのは，人それぞれによって違う。何を最も重視して，最後に判断
するのか。　ただ，そのコアさえあれば，非常に迷えば，最後はそこには戻ってくる。自分は，
例えば何を置いても金だ，経済だというのであれば，それに戻って考えていけばいいだろうし，
別のポリシーがあってやっていく，というポリシーを意識するというのは，いいかなと思いま
す。自分の価値観の中で何が一番重要かということを意識していると，迷ったときには，その
価値観に基づいて判断をするというのがいいのではないかと思います。
多様性の受容というのは，留学して特に感じましたが，留学すると，いろいろな国からの留
学生がいます。この中にも留学生の方がいらっしゃると思いますが，いろいろな国の方が一緒
にいます。例えば，中東の方とイスラエルの方が同じ場にいます。もちろん思想的というか，
政治的にいろいろな対立がある方が，同じ場で，同じ授業を受けて，同じ生活をするというの
に直面すると，べつにその人個人個人が特殊なわけではないのですが，その国と国の間では，
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いろいろな思想的な対立がある。その両者の間でも，その話題になれば，もちろんそういう対
立が生じるというのを現実に目の当たりにしてきたことを考えると，そういういろいろな思想
の人がいるという前提で自分の位置を見ないと，または自分の発言なり自分の考え方を決めな
いといけないなということを，すごく感じたのが留学時代です。
戻ってきて，いまの仕事もそうですし，リクルート時代もそうです。特にいまの仕事がそう
ですが，例えば原子力政策一つをとってみても，いろいろな考え方の人たちがいるのは，しよ
うがありません。その中で，では何をどうしていくかということは，その多様性を受け入れた
上で決めていかなければ，その他の思想なり，いろいろな考え方を排除しては，何かにたどり
着けないという意味で，この受容というのは大きいと思います。
ライフポートフォリオというのは，私が前に書いた本に，自分で勝手に書いたのですが，自
分の生き方を正当化するわけではないですが，人生も，どこかで一つの組織なりに頼るという
のは，逆にリスクが高いと思っています。いろいろなことをチャレンジして，いろいろなもの
に軸足を置いてみることで，かえって人生としてのリスクを下げるということにもつながるの
かなと思っています。このポートフォリオは必ずしも，いまたくさんのことをやるというだけ
ではなくて，時間を経て幾つかやっていくという，時間差のあるポートフォリオでもいいと思
うのですが，そういう視点で自分のやることを見てもいいのではないかなと思います。
リーダーシップは，いろいろな組織に所属して，自分もいろいろな方に仕えたりしましたが，
よくリーダーシップのある人，ない人というふうに，いろいろあります。NHKで「プロジェ
クト X」という番組が昔ありました。そこでのリーダーの言葉というのがあり，そういう本も
出ているのですが，もうばらばらです。要は，「プロジェクト X」のプロジェクトをみていても，
いろいろな人たちがいて，そのリーダーといわれる人たちもいろいろなパターンがあります。
よって，恐らくリーダーシップの，一種のスキルの共通部分というのはあるのかなと思うの
ですが，おそらくあまりありません。そういう意味では，自分が何かの組織のリーダーになる，
または誰かリーダーに仕えるときに，型にはめてリーダーシップを考えない方がいいのだろう
と思っているということを，少し言いたかった，ということです。
最後の縁というのは，先ほど私がここに来たこともそうですし，国家戦略室というところに
来たこともそうです。別に昔から意図して国家戦略室に入りたいといったわけでもないですし，
意図して今日この時間に，ここにいるというわけでもないですが，いろいろな縁で，自分の人
生で大きな影響を与える事象に直面します。これは非常にポジティブに捉えていいのだろう，
と思っています。
ただ，逆に言うと，そういう縁を大事にするということは，長く経てば経つほど，いろいろ
なところでの縁というのが効いてくると思います。いい人であるというのがあります。いい人
の定義もいろいろあると思いますが，少なくとも他人から見て，この人と，もう一度一緒に何
かやりたい，または，この人だったら信頼できるとか，そういうことがあれば，この縁は生き
てくると思います。べつに他人によく思われたいかどうかということはないと思いますが，他
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人との関係で誠実であるということは，非常に重要な点かなと思っています。
少しとりとめのない話になってしまいましたが，取りあえず以上です。ぜひご質問などあり
ましたら，いただければと思います。
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○植田　大変興味深いお話だったと思います。皆さんの研究だけでなく，今後の生き方にも，
参考になるお話をしていただいたと思います。前半は，まだまだ生々しい話があるかもしれま
せんので，ぜひより詳しい話を聞いていただければよいのではないかなと思います。
では，皆さんの方から質問があれば出していただければと思います。

○会場 1　経済学研究科 1回生の竹内です。
エネルギー政策というよりも環境政策に関する質問です。現状，経産省や環境省を中心とし
て，J-VERや環境税，自主取引など，様々な制度が存在しています。また J-VERのクレジッ
トが自主取引で使えるといったように制度上は互換性があります。しかし実際のところ，実務
レベルにおける政策担当者間の交流というのは，どのようになっているのでしょうか。

○伊原　政策担当者の交流という意味では，相当あると思います。ただ，交流という場合，べ
つに仲がいいかどうかと言うと，それは逆もあります。

○会場 1　一つの目的を関係者が共有できているのか，また，それに沿ってうまく協力できて
いるのか，という点については，十分といえるのでしょうか。

○伊原　まず正直に申し上げると，私自身，そこにあまり知見がないので，やや一般的に言うと，
一つの目的に対して一緒に手を取り合ってという場合と，一つのことを二つの方向に向かって
進んでいる場合というのがあります。前に私は電子政策課というところにいたときは通信の関
係もやっていました。昔は通産省と郵政省は非常に仲が悪く，私の場合，ひたすら郵政省と折
衝するためだけに過ごしたような時代がありました。
その経験からすると，非常に無駄です。ですので，そういうことは解消した方がいいと思い
ますし，解消のための手段として，人事交流も含めて，一緒に違う立場になって立ってみると
いうことは重要だと思います。
うちの国家戦略室のエネルギー担当チームの半分が経産省から来ていて，半分が環境省から
来ていて，出向者ではないのは私だけです。もともとは経産省出身ですが，出向者ではない。
出向者というのは，両方が完全に半分ずつ来ていて，同じ部屋で仕事をして，何をやらなけれ

特 集
 
                2012年春の講演会

「質疑応答」

伊　原　智　人（内閣官房国家戦略室企画調整官）
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ばいけないとなると，それは相手というか，違う立場のことも考えないとまとまりません。そ
ういう意味で，一つの解決法としては，なかなかいまの行政では難しいかもしれませんが，何
か一つのことを政策で実現するのであれば，そのためのチームをつくってやればいい。その省
から離れてグループをつくればよい，というのが一つの鍵だとは思います。

○会場 1　ありがとうございました。

○会場 2　地球環境学舎の D3 の佐藤と申します。興味深いお話をありがとうございました。2
点ほど教えていただきたいと思います。
まず一点目として，様々な政策決定の前段に，情報整理という段階があると思います。最近
の審議会などでは，情報公開が進み，そこでどういう意見対立があり，どういう議論がなされ
ているのかが公開されて来ているように思います。昔の審議会などでは，そういう情報は，あ
まり公開されていないように思うのですが，公開されてなくとも，情報整理自体はなされてい
たのか。或いは，最近，情報公開と共に整理されるようになってきたのか，という辺りを教え
ていただきたいと思います。
2点目は，担当の実務者が代わると，中央のレベルでも，かなり政策決定に影響を与えるの
かどうかという辺りを，教えていただきたいと思います。

○伊原　最初の点は，だいぶ変わっていると思います。というのは，以前の方が情報というも
のに対する requirementが低く，それほどきれいに残っていないと思います。
例えば，審議会の議事録とかもあるとは思いますが，それほどきれいに残っているかと言わ
れると，残っていない可能性もあると思います。あるいは，情報を決めるいろいろな前提にな
っているデータなども，いまはできる限りオープンにしていこうということになっていますが，
昔はそこまで意識していませんでした。
私も友人に政治関係の研究者がいますが，昔のことになればなるほど，なかなか研究はしに
くい。そのデータをどうやって手に入れているのかという話は，よく聞きます。
昔の審議会でも，議事録であれば，どこかに行けばあるとは思いますが，なかなかきれいに
整理されておらず，外部からのアクセスが難しいという意味では当然だと思います。最近に関
しては，ホームページに載せていますので，そこは変わっていると思います。
あと，政策が個人の実務者によって変わるのかという点ですが，難しいところですが，変わ
ると思います。変わるというのは，一つは，先ほど言いました，何か政策を提案する，いろん
な周りから情報を得てでも，一時的に提案してアクションを起こしやすいのは，やはり行政で
す。そうすると，何とか課では，その課の新しい政策として，こういうことをやりませんかと
打ち出せば，それをそもそも議論の俎上には上らせるということになります。よって，それを
打ち出すかどうかということは，その個人に掛かってくる，ということはあります。それが変
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わるというのは，だいぶ要素としては違うと思いますし，政策を実現していくときのモチベー
ションというのもあります。
要は，いろんな反対はどうしても出るので，それを突破していこうとすると，誰かがそれを
やりたいと思わないといけません。行政の担当官なりが，それをもう投げ出してしまうと，な
かなかできないと思います。そういう意味では，実務者へ影響はあると思います。
ただし，もちろん先ほど申しましたように，関係者が多いので，一部の政策というのは，そ
の課がやりたくなくても，周りからのプレッシャーでやらされるということもありますから，
必ずしも全てが全て，その課がやる気にならなければいけないというわけではありません。し
かし，逆にやる気にさせれば，かつ，その人が本当にそれをもって最後まで走れば実現できる
と思います。
他方，問題は，役所の場合，本当に私の経歴を見ていただければ分かるように，1，2年で代
わるということが，少なくともこれまでは当たり前だったので，そういう中で継続性をもって，
ある課題に取り組めるかというと難しいです。
ですから消費税みたいに，ああいう大きな問題であれば，もう組織全体で取り組むので，多
少人が代わっても変わりませんが，もう少し小さい政策課題であれば，その人がいる間は動い
たけど，その人が代わってしまえば，制度は残っているものの魂が入っていないみたいなこと
は，あると思います。

○会場3　ありがとうございました。地球環境学堂の森です。専門は，持続可能な発展の経済学，
及び東アジアの環境援助です。最近は，環境政策統合を研究しています。2012 年の 3月まで環
境省のプロジェクトで，統合的環境政策手段と政策の決め方についての研究をしていました。
こういうことで，ずいぶん興味深いお話を聞かせていただきました。
そこで幾つかの点について，大学の研究者の考えという点を踏まえてお伺いできればと思い
ます。
1点目は国会議員の働き掛けです．民主党は政権交代後，英国のウエストミンスター・モデ
ルを導入しようとしてきました。基本的にウエストミンスター・モデルは，議員，執行部の多
くが全部内閣に入り，執行部に入らない国会議員は，官僚への働き掛けをしないことになって
いると認識しています。民主党も，このモデルを適用しようとして政調会を廃止したわけです
が，自民党時代からずっとやっていたこともあって，結局政調会を復活し，また個々の国会議
員が議員連盟をつくって働き掛けを始めたと言われています。この点について，実態はどうな
のかというところを，まず教えていただければと思います。
これを踏まえた上で，次に，そうした個々の国会議員の働き掛けは，政策の実現をどの程度
歪めることになるのか，あるいは，政策をよくする方向に働くのでしょうか。この点について
教えていただきたいと思います。
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○伊原　イギリスのウエストミンスター方式というか，特に民主党政権，国家戦略室自身もイ
ギリスのナショナル・ポリシー・ユニットを参考に，菅氏が言っていたこともあるので，だい
ぶイギリスのやり方を研究してやろうという感じはありましたが，始めてみるとなかなか思い
どおりにはいかないということが，国家戦略室を見ていてもそう思います。
全体を見ていても，もともといっていた行政の役職と党の執行部の関係が，基本的には内閣
と一体となって内閣が決める，行政が決めるというスタンスにもっていこうとしましたが，だ
んだん変わってきています。やはり党に，いまでは部門会議ができて，そちらが党の意見とし
て行政にもの申すという構図は，自民党時代とやや類似してきています。そういう意味では，
私はイギリスのやっていることを正確に知らないので，どうか分かりませんが，形式的に見る
と，やはり内閣と党という二元系になりつつあるというのが，実態だと思います。
個々の国会議員から働き掛けと，執行部からの働き掛けについては，もちろん行政の大臣な
り政務官なり副大臣が直接こうしろと言う方が，指揮命令系統下にあるので，インパクトは大
きいと思います。それをひっくり返すのはなかなか大変だと思います。他方，大臣なり副大臣，
政務官も，その状況は認識しているので，そんなむちゃくちゃなことは，なかなか言いません。
それに比べると，個々の国会議員の場合は，取りあえず自分の支持母体などが言っていれば言
ってくるという意味では，いろいろな働き掛けがあると思います。
その働き掛けに対しては，これも昔に比べると，誰々先生が言っているからやりましょうと
いう感じにはなりにくくなっていると思います。というのは，当然，別の主張の先生もいますし，
かつ，その働き掛けの内容が，より個別のイシュー，すなわち，ある業界団体であり，ある地
域の特定のイシューに関して言うと，それを「うん」と言った瞬間に，世の中から批判される
可能性はもちろんあります。そういう意味では，個々の国会議員の働き掛けのインパクトは，
昔に比べれば，自民党時代に比べれば弱くはなっていると思います。ただし，議員連盟のよう
なものができて，それがそれなりの活動をし，世の中に情報が発信され，世論が変われば変わ
ります。やはりそこが非常に大きな流れだと思います。

○会場 3　ありがとうございます。
次の 2点は，最初に質問をされた竹内君の質問に関わりますが，省庁間で必ずしも仲がよく
ないという点です。
欧州委員会で聞き取りを行ったときに，計画や政策の提案を企画する際には環境部門と産業
部門とは常に対立するとに聞きました。ですので，環境部門と産業部門の対立は，日本に限ら
ずどこでも起こるものでと感じました。
と同時に，日本の独自の事情もあるように思います．例えば，各省で独自に人事をやってい
ます。欧州委員会では，人事は各部門の中で完結しているわけではなく，委員会全体で行って
います。もっとも部門間の流動性は，それほど高くはないというふうに言いますが．それでも，
日本のように各省庁で人事を行っていると，各省庁の中で評価をされないと，いくら省庁横断
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型のチームやユニットで成果を上げても，省の中で十分に評価されないのではないのかと感じ
ざるを得ません。逆に言うと，それが先ほどのお話の中で，省でやりたいことが何なのかにも
よりますが，それに省庁横断型のチームやユニットの活動がうまく合致しない場合には，逆に
評価をされず，人事や昇進，給与などで逆効果になってしまう恐れがあるように思います．こ
のために，国全体の観点からはやった方がいいことが，自分の所属する省庁の利害を考慮する
とやれなくなることが出てくるのではないかと思います．この点について，教えていただきた
いと思います。

○伊原　まさしく人事の問題は行政者にとって非常に大きいと思います。そういう意味でも，
研究者の方は非常にうらやましく，自由度が高いと思います。
まさしく役所の場合，各省縦割りというか，その省で通常はポストが決まっていくというシ
ステムに日本の場合にはなっているので，人事評価も，基本的にはその省内でなされます。
いま，公務員制度改革の中で，評価についていろいろな取り組みがあり，360 度評価といっ
たものも始まってはいるのですが，少なくとも私がいたときの経験で言うと，非常に人事評価
は曖昧で，数値化しにくいものです。リクルートなど民間企業の多くの場合，やはり利益，も
うけなどの数値がありますが，行政の場合，それがありません。かつては，予算をどれぐらい
取ったかとか，法律を何本通したということがありましたが，それが本当に正しい評価かどう
かは，また分からないわけです。予算を取ってくればいいというのは，その予算が本当に必要
かどうかというのと，それが問題ならば，それを取ってくること自身がマイナスの評価になる
はずですが，昔は取りあえず取った方がいいという状況でした。ただ予算も，そう簡単には取
れなくなり，政策内容もいろいろな意味で多岐にわたってくると，ますますこういうふうに難
しくなってきます。こうした中で，どのようにして役所の中の人事が決まっていくか。これは
うわさのレベルを超えませんが，なんとなくあいつはできるとか，そんな感じになります。も
ちろん，そのうわさには根拠があるのだと思います。あいつは何をやったということがあるわ
けですが，とはいっても，全員がその人が本当にやったことをきちっと分かっているわけでは
ないので，なんとなくできるか，できないか，といったことです。そのできるか，できないか
というのは，上司だった人の声の大きさなどにもよることもあるわけです。その中で，先ほど
の他省庁との関係でいえば，確かに国家戦略室には各省の人が出向していますが，国家戦略室
としての目線で考えれば，こうではないか，すなわち，各省の目線ではなく，違う次元で考え
れば，いまはこれをすべきではないのかという議論をして，いろいろな政策が決定されていく
べきだと思います。そのときに，どうしても親元というか出向元のことを，意識するなと言っ
ても無理だ，という感じはあります。
ただ，逆に，例えば内閣，他省庁に出向しているときに，親元に真っ向から弓を引くというか，

反対するという人もあまりいませんが，親元と直接関係ない業務もたくさんあるので，自由に
やれて，ここでなんとなく評判が上がるということはあるかもしれません。
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ですから，先ほども言ったように，個々に何をやった，といったことはあまりチェックしな
いので，何かあいつはそこで頑張ったと伝わると評価が高い，といったように，非常に曖昧な
世界です。
先ほどのご質問で答えているかもしれませんが，親元を見て仕事をするということは，どう
しても完全に排除されているとは思いませんし，それが出向しているときに，ややマイナスに
働いている面は，否定はできないと思いますが，個人はそれなりに悩んでやっています。先ほ
ども言ったように，離れていることで自由にやって頑張って，それが評価されて人事的にはプ
ラスに働くというのも多々あることは事実だと思います。

○植田　私の方から幾つかあります。1点目は，情報公開についてです。情報公開ということ
が行政の問題点とおっしゃいました。政策決定過程について，情報公開が何か大きく変えたと
言えることがあるか，ないかです。一応，いまはニコニコ動画などで，話し合いをしている様
子が全部公開されるとか，議事録は当然ですし，当時の資料も全部出る，といったことが，ど
ういうふうに変えたか，変えなかったかという点についてです。変えたとすれば，どこが特に
変わった点と言えるかどうかということです。
同じことで 2点目は，先ほどの質問にもありましたが，政権交代は，どの程度政策決定過程
を変えたのかということです。
以上と関連しますが，今日お話しいただいた点は，一種の政策決定のガバナンス，政策がど
う決まっていくかという点にたくさんのアクターがいて，それが様々な関係をもっている，と
いう構造があるということですが，もし，よりよい政策決定過程があるとすると，ガバナンス
のストラクチャーが変わっていかないといけないということと，よりよい政策決定との間に関
係があるということになると思います。その点で，いろいろな実体験，あるいは観察もしてお
られて，そういうガバナンス・ストラクチャーの移行過程を考えると，私は情報公開も政権交
代も非常に関わりがあるとは一応思っていますが，伊原さんの目から見たときに，何が肝要か，
もしあれば教えて頂きたい，ということです。以上三つです。

○伊原　情報公開に関しては，恐らく確実に変わっていると思います。すなわちニコニコ動画，
インターネット，議事録の話もあります。あとは，いろいろな判断をするときのデータを全て
出すとかということもです。
情報公開をしなければオーソリティーがないというか，世の中に対する説得力がないという
考え方はだいぶ定着をしています。ですから，それによって何が変わったと言われれば，政府
内で議論をするときに，この内容，あるいは，こういう考え方，こういう提案，こういう政策は，
情報公開をしてもつのか，という議論が前提にあります。
例えば，ある審議会で事務局としてはこういうふうに考えるというときに，それがインター
ネットによって見られている，分かりやすく言えば，例えばエネルギー政策で，あまりにも電
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力寄りの政策提案を事務局としてするということは，かつての審議会であれば，みている人は
審議会のメンバーだけなので，なんとなくそれでやって，大きな違和感があったとしても，も
しもそこでオーソライズされてしまえば，それは審議会としてオーソライズしたことになるの
で，それが一つの結論になります。しかし，インターネットによってみられている中で，事務
局がそうしたことをしたということが記録に残り，かつリアルでみられているということに対
して，本当にそれで事務局としていいのかというのは，われわれが検討する中でも議論になり
ます。そういう意味では変わっているという気はしていますし，だいぶいい方向ではないかと
思います。
政権交代によって変わったかという点は，政権交代後いろいろ揺れているので，なかなか評
価が難しいと思います。先ほどの情報公開というのは，一部の面を取れば政権交代によって動
いているということがあると思います。他方，確実に言えるのは，いまもそうですが，これが
いいか悪いかは，評価は分かれてきます。非常に意思決定過程は分かりにくく，われわれとし
ても，誰が「うん」と言えばこの政策が決まるのかというのは，本当に分かりません。例えば
地熱の規制緩和について言えば，形式的には細野大臣ですが，細野大臣が強い意志を持ってい
ないときには，では誰がといった点で，特に政権交代後，昔の決まった政策決定のストラクチ
ャーが壊れて，新しいものが確立されていないが故に，恐らくこういうふうになっているので
す。そういう意味では，過程としては仕方がないのかもしれませんが，この瞬間は，政策の決
定過程が，わが委員会の取り組みで，その評価をどうするか，逆に言うと，よりよい政策決定
というものをどうつくっていくかになると思います。
これは私も民間にいたときに外から見ていて，何か民主党は分からないなど，いろいろと言
っていました。中に入ってみてもよく分からないのですが，中に入って実際にこの政策決定に
携わっていて，どういう政策の在り方がいいのかというのは，実は，まだ私も結論がありません。
ただし，情報公開でいろいろやることで，よくなっているということはあります。しかし，最
後に党との関係などを含めていくと，どういう形が一番いい政策を生み出すのかというのは，
なかなか全体としては見えていません。
ただし，私がいま少し思っていることは，エネルギーを特にやっているので，国民的議論と
いう点があります。情報公開とも関係しますが，国民的な議論をきちっとすべきだと思います。
これに関して言うと，ややオーソドックスですが，昔の官僚は大衆に任せるのはよくない，
ポピュリズムの結論に注意となります。ですから，単に国民に丸投げして，決められてもいい
ことはないという感じが強いのですが，個人的には，やや違う印象を持っており，もう少し，
本当の大衆的な同意をいかに図るべきかと思っています。
例えば，エネルギーで国民的議論のときに，
国民投票がいいかどうかは，いろいろな要素があると思いますが，この 20 年間，30 年間を
官僚に任せた意思決定がされて，いい政策が打たれているかという点について，そもそも疑問
符が付いている中では，官僚がやった方が正しい政策が打てるという前提が崩れていると思い
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ますし，いろいろなかたちでの国民の意思には配慮するべきではないかと思っているので，そ
こをどう組み込むかというのが，恐らく一つの今後の政策決定の国民的議論をどうやるかとい
う点は，大きいとは思います。

○植田　ありがとうございました。
最後の点についてですが，例えば原発再稼働問題では，世論調査の結果と，政府の，全員で
はないですが，一部の人の発言とがかなり乖離しているように，少なくとも数値的には見えま
す。一つ目の質問は，なぜそういう乖離が起こるかという点について，どう見ればいいかとい
うことです。
2つ目の質問は，最後におっしゃった国民的議論というのはとても大事ですが，なかなか日
本は議論することを得意にしてこなかったというか，あまりよくやっていないところだと思い
ます。ですので，本当にどうすれば国民的議論というのができるのかということについて，何
かあればぜひ教えていただきたいと思います。

○伊原　再稼働の問題に絞って言えば，私の認識は，やはり産業界と国民の意思がずれている
と思います。一般的に世論調査に係る一種の意見と，産業界という割と一つの利益が同じ方を
向いている人たち，かつ，それなりに大きな意見，パワーを持っている方々との間に分かれて
います。産業界から見ると，やはり電力が不安定である，あるいは電力コストが上がることに
対する懸念は，ある企業は強く持っていますし，その企業の影響を受けて周りの産業界といわ
れる人たちは，何となく原子力は，こう使わなければ仕方がないのではないかという感じにな
っているのではないかと思います。それが，是非かどうかはありますが。
もう一つの国民的議論ですが，特に原子力政策を含めてエネルギー政策をやっていると，こ
れを国民的議論にかけないといけない，それも 6月ぐらいにはやらなくてはいけないと言われ
ています。
私自身は，原子力問題は二極化しやすいと思います。パブリックコメントをやると，賛成・
反対，組織票で，すごい量のはがきがきます。同じ印刷された文面が多いのです。
よって，いろいろな討論会をやっても，そこに来るのは，だいたい原発問題では反対派の人
が多いのですが，もちろん賛成・反対に分かれています。しかし，一般的には反対の人が多く，
そういう批判が出ます。
ところが，結論は違ったりするのです。そこがよく分からないのですが，二極化しやすいので，
本当の意識は，いかにそうではない人たち，すなわち，いま現在，あまり二極的な思考に立っ
ていない人たち，サイレント・マジョリティーに，この問題についてきちっと考えてもらって，
どういう結論を望むのかというのを何とか引き出したいと思っています。

○会場 1　先ほどのお話の中で国民的議論だと，なかなか合意を得るのが難しいということが
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ありました。そういう合意形成という観点からみても，エネルギー政策については，地域レベ
ルといったもっとローカルな議論が必要だと考えています。そうした場合，太陽光発電に加え
て，キーワードになるのは小水力発電ではないでしょうか。現在，エネルギー政策の中で小水
力発電は，どのような位置付けが行われているのでしょうか。

○伊原　実は，この間，私も横浜の水道局の小水力発電に行ってきて，いろいろ見学してきま
した。私が思っていた小水力のイメージでは，昔，小川が流れて，水車の代わりに付いている
ものでした。それでは，どうも大した発電量はないらしいのです。割とすごい機械だったので
すが。
小水力発電自身は非常にクリーンで，地域にも分散して，ポテンシャルも日本はあるといわ
れていますが，エネルギーのプロの人から見ると，ポテンシャルはあまりないということです。
ポテンシャルはあるがコストが高いという評価が強く，一般に再生可能エネルギーといわれて
いる分類の中で，風力，太陽光，地熱が比較的有望視されていて，これは三つともいろいろな
問題を抱えています。地熱は，先ほど言った自然公園の問題もありますし，太陽光は晴れるか
どうかもありますし，風力も，いつでも動くわけではないですし，あのようなものがぐるぐる
回っていいのか，という話もあります。小水力は，それがほとんどないので有効だと思ってい
ますが，コストの問題で難しいと言われているのが，いまの一般的な評価だと思います。
ただ，私が横浜へ行ってきた水道局などでは，植田先生にもやっていただいたコスト計算を
見ると，小水力のうちコストの大きいのは，人件費などが案外大変なのです。要は，大して大
きな電力を生み出さないのですが，それを一応見なければいけない人を置かなければいけない。
そうすると，人件費が掛かるのです。例えば水道局だと，水道局員が単にいるだけのことで，
新たな人件費が掛からず，それなりに安くできるようです。
ですから，一つの仮説として，別に一人置くのではなくて，幾つかの小水力発電を統括して
管理するような会社ができて，そこが一人いて，順次，次にいけないのならチェックする，と
いった工夫ができて，かつ，たくさん広がって，1個当たりの発電機のコストも，いまはオー
ダーメードなので非常に高いらしいのですが，汎用化されたものができて，コストが下がって
くれば非常に可能性があると最近は思っており，いろいろなところで小水力は言っています。
国会議員の方も，小水力ファンは多いのです。そういう意味では可能性はあると思うのです
が，いまのままではコストが高いというのを，どういうかたちでブレークスルーしていくか。
それこそ政策の考えどころなのかもしれません。

○植田　ほぼ終了の時刻になりました。大変興味深いお話でしたし，質疑応答も深められてよ
かったと思います。
では，これで伊原さんの講演と質疑を終わりたいと思います。どうもありがとうございまし
た。



－ 21 －

特集 1　2012 年春の講演会　「質疑応答」

○伊原　ありがとうございました。




