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省エネルギーへの総合的視点

茅 陽

1979年 8 月末に発表された総合エネルギー調査

会の長期エネルギー需給見通しによると，単位実

質GNP当り 1 次エネルギー消費で考えて， 1990 

年までに 14.8% ， 1995年までにげ.1% という省エ

ネルギー率が見込まれている. 1973年から 1976年

までのわずか 3 年間に 10%の省エネルギーに成功

したわが国の実績 [!J からすれば，この程度の省

エネルギーは当然可能との見方ができょうが，す

でにかなりの省エネルギー努力がなされた状況の

中では，安易に先行きを楽観視するのは危険であ

ろう.

そこで本文では，省エネルギー問題を全体的な

視点から展望し，そのいくつかの間題点を明らか

にするとともに，今後の省エネルギ一政策への指

針を示すこととしたい.

1. 省エネルギーの便益

初めに省エネルギーの便益が何であるかを考え

よう.この議論の目的は 2 つであって，第 l は，

いかなる形の省エネルギーがのぞましし、かを示す

ことであり，第 2 は，いかなる形の便益が誰に与

えられるかを明確にすることによって，省エネル

ギ一政策の論理的基盤を形成することである.

これまで，しばしば言われてきた省エネルギー

の便益は次のようなものがあげられる.

1 ) 世界の石油需給への圧力の緩和

2) 日本の安全保障への圧力の緩和

かやょういち東京大学工学部
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3) エネルギー源輸入経済負担の緩和

4) 資源から得られる人類にとっての便益の拡

大

5) 環境へのインパグトの緩和

1)の便益は，国際的に最も強調されてきたもの

であり，昨年 6 月の東京サミットでの輸入石油目

標の設定もまさにこの意味で行なわれている.た

しかに， OPEC諸国の産油が頭打ちとなり，サ

ウジアラピアの産油調整能力の限界が顕在化した

現状 [2J では，石油消費国の石油消費抑制は，そ

れだけ産油国の供給能力に余裕を与えることにな

る.しかし，ここで注意すべき点は，だからとい

って省エネルギ一一一一省石油というほうがこの場

合より正しいが，これが直ちに石油需給の緩和に

つながるとは言い切れない点である.現在のよう

な寡占市場下にあっては，産油国は高価格の維持

の観点から，需要が低下すれば生産を削減し需給

を常にタイトな形に保とうとする可能性が強い.

現に先進諸国の石油高価格化による経済停滞と省

エネルギー努力の双方からくる石油需要の停滞を

見込み， OPEC諸国の中に減産の動きがあると

の新聞報道がなされている.

2) の便益は， 1) にやや関連するが，わが国が原

子力を除いてもほぼ90%のエネルギー源を海外に

依存し (1977年時点)，省エネルギーはその海外依

存率の低減につながるとの考えからの便益であ

る.この形の使益は，いったん事がおこり，わが

国へのエネルギー供給が一定レベルまでに抑制j さ

れたとき，より対応が容易になる，という意味の
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便益と解されるが，そうであるとすれば，ただ節

約というだけの省エネルギーは，この意味の便益

は持たないことになる.むしろ，緊急時になって

はじめて行なえばよい節約を常時も行なうことに

よって，不必要な負担を常時も強いられるという

意味で、はマイナスの効果を持っとも言える.した

がって，この2) の便益は，常時の実行がマイナス

を招かない，すなわち，エネルギ{の利用効率の

増大によって実現された省エネルギーの場合には

じめて発生する.

3) の便益は，現在のようにわが国の輸出に対す

る風当りの強くなってきた状況では重要であろ

う.しかし，本来資源輸入がわが国の生活の質の

維持向上に役立っためになされていると考えるな

らば，単に生活の質をおとす形での節約により輸

入を減ずるというのは最善の策からほど遠く，や

むにやまれぬ場合の方策に過ぎない.この場合

も，国民生活の質をおとさず，エネルギ{をより

有効に利用することにより，必要輸入エネルギー

量を減じてこそ， 3) の便益が便益としての意味を

持つことになる.

一方， 4) の便益は，現在のエネルギー資源のほ

とんどが有限の非再生型資源であることから生ま

れる.石油，石炭，あるいはタールサンド，オイ

ルシエールなどの化石燃料は太古の背から数千万

年ないし数億年の時聞を経て作り出されたもので

あり，これを短期間に消費しつくすことはその時

代の人類のエゴといわざるを得ない.これら稀少

資源をできるだけ有効に，人類の生活の質の向上

に向けることは人類の子孫ないし後発者への義務

ということヵ:できる.

最後の5) の便益は 2 つの面がある. 1 つは，

絶対量抑制からくる便益で，炭酸ガス，排熱など

によるグローパルな気候への影響を抑えることが

できる.もう 1 つはエネルギー源のより有効な利

用からくる便益で，これにより余計なエネルギー

あるいは環境汚染物質の排出量を削減することが

で、きる.
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「省エネルギー」の特集に当って

エネルギー資源をほとんど持たないわが国にとっ

て，エネルギーをむだな〈有効に利用しなくてはなー

らないことはいうまでもないことですが，最近の石 l

油価格の急騰と供給の不安定さから，これまで以上 l

の省エネルギーが叫ばれています

省エネルギー問題は，今年 3 月仙台で開催された

OR学会春季研究発表会の特別テーマであり，時節

柄もあって学会員のこのテ--<に関する意識も非常

に高く大会は盛況でした.本号の特集は，この春の

研究発表会で初めて企画された特別jセッション「省

エネルギーJ で発表された内容をもとにとりまとめ

たものです.このセッションのねらいは，現在話題

となっている省エネルギーの問題を，たんなるエネ

ノレギー問題としてだけではなく社会，経済システム

のなかでどのように位置づけられているかなど総合

的な観点でとらえることにありました.すなわちこ

れが本特集のねらいでもあります.当日の発表内容

を中心にさらに当日の討論などもふまえ，改めてこ

こに紹介しました.省エネルギーはORの問題とし

ても恰好のテーマであり， ORが省エネルギー問題

に対して果たしてし、く役割は大といえるのではない

でしょうか森清発電力中央研究所)
‘...........圃園田町同周司・・・・・・・・・・・開................・回圃圃圃園田・・・・・・・H・・・H・・園田町田』

以上， 5 つの便益を通覧すると明らかなことは，

長期的な，エネルギー源のより有効な利用という

意味の省エネルギーが大きな便益を持つのであっ

て，“我慢して節約する"という効用低下をともな

った省エネルギーは，ごく限られた便益しかない

ことである.したがって，省エネルギー政策の立

案に当っては，この“エネルギーの有効利用の促

進"に主張をおくべきであり，我慢型の省エネル

ギ一方策は，あくまで緊急時の対策としてのみ採

用すべきである.

次にもう l つ考えておくべきことは，これまで

述べた1) ~5) の便益は，国の，あるいは国民全体

にとっての便益だという点である.省エネルギー

の実行者は，このような便益を l つの倫理として

は受け止めても，直接の省エネルギー動機とはし

ない.また，国民全体の側からみても，この便益
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が国民全体に均等に及ぶ以上，省エネルギーが実

行者に何らかのコスト負担を前提とする場合は，

この便益のみで実行者にコスト負担を要請するの

は論理的に無理がある.したがって，省エネルギ

ー実行者の実行動機は，その個人に直接の利益の

及ぶエネルギーコストの低減の便益と考えるべき

である.そしてその便益の追求でなし得る範囲が

1) -5) の便益の生ずる範囲よりも狭い(ほとんど

の場合そうであろう)場合には，このギャップは

国民の公平な負担，すなわち国による財政上の優

遇措置(課税優遇，助成，低利融資等)で埋めら

れるべきである.

2. 省エネルギー投資と設備更新

省エネルギ一方策の中には，無人の部屋の電灯

を消すなどといった，ほとんどコストをともなわ

ないものもあるが，大きなポテンシャルを持つと

考えられるのは省エネルキー設備投資，さらには

設備の省エネルギー型設備への更新といった資本

コストをともなうものである.本節ではこれらに

つき，次の 2 つの問題について論ずる.第 1 は，

省エネルギー投資を投資行動としてみたときの特

性であり，第 2 は，ネットのエネルギ一利得の問

題である.

1) 省エネルギー投資行動

筆者らは， 1977年から78年にかけ，装置産業の

省エネルギ{投資の実状を調査した.その結果に

よると[3J ， ほとんどの場合，エネルギーコスト

低減による投資コストの回収年数が 2 年ないしそ

れ以下であった.一般の生産設備投資でこのよう

に短い回収年数を設定している場合はむしろまれ

であり，省エネルギー投資がこのように保守的な

のは意外であるが，これには種々の原因が考えら

れる.

第 1 は，最も単純な理由であって，投資がはじ

まってまだ時日が浅く，回収年数の長いものには

まだ手がつけられていない，というものである.

事実，産業内関係者にはこの考えを支持する者が

342 (6) 

多いし，また，最近は，電動機の可変速制御など

で 3 年ないし 4 年の回収年数を要する省エネルギ

ー投資も行なわれ始めているというが，このこと

はこの説をある程度裏書きしているといえよう.

第 2 は，省エネルギー投資の経験が浅く，設備

耐周年数を額面通りに見込まず短く見積ってしま

うため，投資行動が保守的になるとし、う見方であ

る.これについては，最近， 日本エネルギー経済

研究所がおもしろい研究成果を発表している [4J.

すなわち，諸種の省エネルギー投資について経済

的耐周年数の代りにそれよりかなり短い主観的耐

用年数を想定，それにもとづいてコストの算定を

行なうのである o (もっとも，どのようにしてこの

“主観的"耐用年数を定めたかは文献では明らか

ではない)これによると，たとえば新築家屋の断

熱化をとっても，寒冷地の北海道，東北では， 20 

ドル/バレル(石油換算)と現在のエネルギーコ

ストより安くなるが，関東では50 ドノレ/ノミレルと

同程度ないしそれ以上となり，投資マインドはあ

まり刺激されないことになる.

これらの見方がどの程度まで、あたっているかに

は，議論の余地があろうが，一般的に言えること

は，省エネルギー投資が未だ初期の段階にあり，

今後その進展が期待できることである.しかしま

た，同時に，投資を促進するために課税優遇等の

措置を暫定的に行なうことも有効で、あろう.省エ

ネルギー投資が進行し，投資経験が増せば，前記

のような投資を妨げる要因は解消し，以後は財政

優遇は自ら必要なくなるものと思われる.

2) ネ 0"1 トエネルギー利得

省エネルギー設備投資もそうであるが，その設

備を省エネルギー型の設備に更新することによっ

ても省エネルギーが実現される.たとえば，家電

品の中でもエネルギー消費の大きい冷蔵庫を例に

とると，そのエネルギー消費は新製品ほど効率化

され，昭和50年から昭和53年までの 4 年間で約 3

割削減されたという.一般に，家電品の場合は，

その設備製造に要する直接間接のエネルギーは，
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その寿命中に運転のために消費するエネルギーの

l 割以下にすぎない[月から，省エネルギー型設

備への更新が有効であることは明らかである.

しかし，ここで注意したいのは，実際のネ、ソト

のエネルギー利得は，直観的に感ずるよりもかな

り低くなる点である.

このことを一般的に考えるために，今，省、エネ

ルギー投資であれ，設備更新であれ，その設備の

製造に要する直接間接の l 次エネルギー量をA，

その設備の稼動によって得られる年当りエネルギ

ー節減量をB としよう.その場合は，設備の稼動

率が一定とすれば，設備に要するエネルギーを省

エネルギーにより回収する年数Tは，明らかに，

T=会 )
 

-(
 

であり，設備の耐用年数を Tn とすると，省エネ

ルギー投資によるエネルギー総利得 Gは Tn/Tで

ある.

そこでまずこの値が現実にどの程度になるかを

考える.前述の冷蔵庫，ルームエアコンを例にと

ると，旧製品の年間運転エネルギー C として，

A/C は冷蔵庫の場合 0.78 ， ルームエアコンは，

0.95程度と考えられる [5]. B の値は ， 0.3C と考

えられるから ， Tは冷蔵庫で約 2.6 年，ルームエ

アコンで 3.1 年となる.また，耐用年数は約 9 年

とみられるから，エネルギー総利得は前者で3.5 ，

後者で 3 となる.すなわち，省エネルギー製品に

更新しても 3 年程度までは結果的にエネルギー

消費を増したと同一結果になる.

しかも，このような設備更新が l 台にかぎらず

継続的に多方面で実行されたときは，このような

事情は一層悪化する.すなわち，前述のモデルを

多少変更し，単位時間に更新される設備の製造エ

ネルギーをA， その稼動による単位時間当りエネ

ルギー節減量を B とすると，設備更新開始後 t 年

たって後のエネルギー利得G は

t B(t-t')dt' ー 1 B 
t=士一一一←一 一一 t ( 2 ) 

At 2 A 

1980 年 6 月号

したがって，エネルギー利得が l に達し，設備更

新が実質的に省エネルギー効果をあげだす年数T

は， (2) で G を l とおけば求められ， 2A/Bとな

る.この値は明らかに( 1 )の 2 倍となる . (A , B 

の意味は前の場合と本質的に同一である)すなわ

ち，冷蔵庫の場合でもTはラ年を越え，省、エネル

ギー効果の発揮は大幅におくれることとなる.こ

の事実は，すでに原子力発電所建設問題に関連し，

Chapman らが指摘していた点[6Jであるが，今

の設備更新であれ，省エネルギー投資であれ，事

情は共通している.

いずれの場合も，省エネルギー経験が進み，投

資回収年数がのびるにつれ，上記の事情はますま

す深刻化する.すなわち，資本集約的な形で省エ

ネルギーをはかることにはある限度があることを

銘記すべきであろう.

3. 省ヱネルギーと経済動機

省エネルギー政策にはいろいろの型があるが，

第 l 節に述べたように，その立案の基本を“エネ

ルギー有効利用の促進"に置くとするならば，我

慢という形で効用の低下を前提に節約を強制する

型の省エネルギ一方策は，緊急時以外は避けるべ

きであろう.これを別とするならば，省エネルギ

ー政策としては，省エネルギー知識の普及，現行

法規の見直し，経済動機の強化・社会システムの

改善といったものがあげられる[7].

この中では，効果のうえでは後二者が重要と考

えられるが，本節ではまず経済動機の強化につい

て述べる.

省エネルギーは経済動機の強化という形で市場

メカニズムを通じて促進するのがのぞましい，と

いう意見がしばしば聞かれるが，その理由は主と

して次の 2 つにあると考えられる.

第 l は，この方策が，強制ではなく，省エネル

ギー実行者の自由にすべてがゆだねられるという

点である.近代自由主義の立場に，その意味で忠

実な考え方といえる.
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第れま，省品ネノレギ{が，各実行者の8 患にゆ

だねられる結果，それぞれが理想的経済人として

行動するとすれば最も効用の減少の少ない形で省

品ネルギ{が実施されるであろう，との考え方で

ある.

この 2 つの前提が，現実にどの程震まで機能す

るかについては議論の余地が持ちろうが，その基本

的考え方には筆者もまったく異論はない.

ただ，ここで，次の 2 つの点については論じて

おく必要がある e 第 i は， r行場メカニズムを料用

し，自由経済の原則を貫くというならば，経済動

機の強化一-.::t:.ネルギ{犠格への倒らかの意味で

「空J もシステムのうち
過日，柄になくシステム論の講義宏たのまれたこ

とがある.織さF縫ってシステムとはタ1かと聞かれる

と遂事に図るので，書店でシステム雲舎の参考委をあ

さって晃た.事若者の専門によって守繍範騎が違うの

で，システムのま定義として共遜して述べていること

は， r\，、くつかの葵祭を持つこと j r重要素絡の穏係が

明らかであること j などである.

そこで小金の講義では，寮索せど持たぬもの，つま

り f資j もシステムの定義に含めておいた.こうし

ておけば，華経緩ヌヲ象すべてがシステムの範ちゅうに

入ってしまうのマ都合がよろしい.

ところが，突擦に「空j がシステム設計上忘れて

ならない例がおきたのである有一昨年の秋に，欝都

簡の交通1義務交が行なわれたとき，バ{ソント 9 ッ

ブ務査察が，どういうはずみでか無作為総出に当っ

たとみえて，わが家の老婆あてに送られてきた，記

どとの訳家で歩いたか，何分から何分まで侭線の何

事Rから{可駅に乗ったか，何線に乗換えたか，自転車

でどこからどこまで行ったか，パスの場合，タタシ

{・ 8家用患の場合等，微に入り級にわたって議い

である.ところが，わが者婆はその日一歩も家から

外へ出なかったのだが，どこにも出なかったという

機がないではないか.書く機のない務査索令書きに，

どうしたらよいかわからずにウ開ウロする老婆の姿

は，事恵子文嘆の犠役者を見るようで哀れであった.

の介入，苦言エネルギー努力への総致上の優遇ーー

という政策介入が部放に必要かということであ

る.自由経済というなら，むしろ政策介入をせず，

省エネルギ{を市場経済のメカ品ズムのままに任

せてしまうことが最適である，という見方も当然

存在する.第 2 の点は，経済動機からの省品ネル

ギ{の謹接の媒体変数と考えられるエネルギー錨

格に対して，品ネルギ{欝要警がどう感応するかと

いう点である.

まず第 i の点から考えよう.政策介入の論理に

は，いくつかの根拠を考えることができるが，次

の 3'つぐらいが特に重要であろう.その H主，第

l 郊に述べたように，省、エネルギー実行者にとっ

ての直接の便益と，国民全体にとっての梗識の簡

には距離があり，費用使益論的な立場で考える

と，前者にとっての省品ネノレギー実行限界は，後

者にとってのそれよりもかなり狭い範鰐にあると

考えられる.したがって，閣の立場でのぞましい

実行線界に現実の省zネルギ凶行動を少しで、も近

づけるには，受益者で、ある闘，ないし閤民全体が

その分の費用を支払うのが合潔的である.その意

味で，簡が財政に策等を連立緩済動機を強化する

のは悲しいと言えよう.

その 2 は，ニ乙ネルギー錨格が i 節に述べたよう

な;r.ネルギーの高価値{設を考えたとき，正しくそ

の簡龍a-皮験した価格となっていないという認識

である.特に石治のような非再生霊で残存麓の少

ない資醸の場合は，現在の鶴格でもなお安いとい

う見方は当然存在する.この見方については賛否

両論があろうが， ものの市場餌格が常に適正にそ

の儲儲を皮映しているということは現実にはあり

得ず，そうした市場の欠陥は政策手段で補わねば

なるまい.

その 3 は，前節tt.述べたような省エネルギー行

動の経験の少なさからくる持動の保守性を打ち絞

り，軌道にのるまで政策的に促進手段を講ずると

いう考え方である.かつての鉄鋼業や最近の錨

L討を慌にひくまでもなく，開発の初期段階での
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政府の経済的側密での嚢遇措霊堂は世界各冨で一般

化しており，省エネルギーも決してその部外では

あり得ない.

このように，省エネルギーは，政策的に対応食

考えることは，自由経済の中においても，当然か

っ必要といってよいであろうー

次に論ずべき問題は，エネルギー価格と需要と

の関係である.エネルギー需獲がどの程度エネル

ギー価格に庇町、して変化するかについては，欧米

においては数多く研究が行なわれている[7].そ

のほとんどは，需要あるいはその効用についてト

ランスログ型の関数を想定し，時系列・グロスセ

グション，あるいは両者混合のプールされたデ{

タをもちいてパラメータ推定念行なうもので，そ

の関数からこcネルギー需要の儲絡弾性が算定でき

る.表 3.1 に示したのは， R. Pindyck の披計し

た産業エネルギ一種別需要価格部性値，すなわ

ち，需要変化本/エネルギー榔格上昇率の比，で

ある [8J. 

ここで，備弾性値 (partial elasticity) , や:卵

性値 (total elasticity) とあるが，前者が直接，

ないし短期の櫨，後者が間接の影響を含めた長期

の{患と解釈してよい. (言挙結な定義は[8J参照)

この数値をみると，重要度の高いエネルギ…

一一具体的には電気，石油一一の弾性はやや小さ

いが，いずれにせよ価格に対しエネルギ{需要警が

かなり敏感に長記することがわかる.ただし，こ

こで用いられたデータは， 1959年から 1973年まで

のエネルギ…価格が低廉かつ比較的安定で、あった

時代のものであり，また，わが国単一のデータに

もとづいた推計ではないので，この数値をそのま

まあてはめてよいかどうかは疑問である.もっと

も，幸L、，最近 1970年代のわが国の時系列データ

を用いた推計があらわれている [9 ].これらはト

ランスログ裂の関数を用いているわけではないが

績は表 3.1 に比し多少小さいものの，やはりょL ネ

ルギ{需要がある程度の価絡弾性を持つことが観

測されている.

1980 年 6 月号

したがっ"G，省エネルがーの促進には，ニEネノレ

ギ一価格のヲ i上ぜが努らかに 1 つの有力な方策で

ある.米国における園内原油価格引上げ・輸入税

の形でのガソリン増税という最近の動きは，まさ

にこの線に沿うものといえる.わが国において

もエネルギー極絡を課税という形でさらに引上

げることは今後当然、考えられよう.ただ，品ネル

ギーは闘民生活，産業における基本財であり，一

律の価務引上げは貧困者，小企業に負担のしわ寄

せが集中することになる.この点は，電力におけ

る大口需婆者の料金割増等，充分な対策を同時に

たてる必要があろう.

4. 省エネルギーと社会システム

守号、エネルギーの i つの特色は，エネルギー開発

の場合と奥なって社会技術的色彩が強< ，単に実

行者のみの怠志で、は実行の突の上がらないものが

多いことである.

その第 i の偶は，廃棄物ザサイクルでーある.わ

が国の場合，年間生活廃棄物は 3-4 千万トン，

産業廃棄物は 4-5 億ト γ排出されると考えられ

る [10]. 後者だけをみても可燃性のものが約 l

割 4- う三f万トンtこ及び，その含有熱愛が塚治

の 1/2 としても，石油換算 2-3千万キ P リット

ノレ相当という巨大なエネルギーポテンシャルを持

っている.この量は，昨年 8 月末に総合品ネノレギ

一課査会の示した長類エネルギーの害要暫定見通

しでの， 1990年までの石炭液化を含めての新エネ

ルギ{開発目標量にほぼ限敵する.しかし，これ

らの廃棄物からのエネルギー回収に当つての最大

の棒察はその毘i誌にある.廃棄物の発生源はきわ

めて数多く，多種多様でしかも広く空間的に分散

しており，これを低コスト，低エネルギ{消費の

前提で単一の企業ないし機関が収集することはむ

ずかしい.これが可能となるには，廃棄者が特定

の場所に特定の形で廃棄をするといった形での協

力をすることが必須である.

生活廃棄物の場合，分別収集といった方策が次
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第に広まってきたが，それでも家電品屑等のスク

ラップ化は依然企業的には採算のとれない状況に

ある.産業廃棄物の場合は，企業が廃棄者である

から生活廃棄物より組織的な収集が可能になる条

件を有していると考えられ，今後の積極的な政策

対応がのぞまれる.

社会システム的な条件整備が必要な第 2 の例

は，耐久財の耐用年限問題である.わが国のエネ

ルギー需要を最終用途の面で考えると，その 4 割

以上が資本財，耐久消費財の直接関係の生産に向

けられている.したがって，たとえばその平均寿

命が l 割延びたとすると，同ーのストックに対し

必要な生産量は I 割削減され，これはエネルギー

消費のわが国全体量の 4%強の削減を意味する.

実際，わが国の耐久財の寿命は物理的に定まって

いるわけでなく，むしろ社会経済的な要因で定ま

っているから，その条件を変えれば寿命が延びる

可能性は充分にある.

問題をわかりやすくするために，たとえば自動

車をとろう.ある程度古くなると，保守費がかさ

み，また費用のみでなく手間も増すし，車の価格

も大幅に下がってしまう.ちょっとした修理とな

ると車の価格と大差なくなり，いっそもう少し新

しい中古車と交換したほうが得ということにな

る.

このような事情を防ぐには，メーカーの保守の

サービスが大幅に改善され，しかもその費用も安

くなる必要があるが，現状のままであるとこれは

メーカーにとって必ずしも経済的に有利とはいえ

ない. (しばしば保守業務の収益率の高さが指摘

されるが，ここでのようにその低価格化が要請さ

れるとなるとこの事情は変わってしまう)このた

め，メーカーは現状をこのままでは変えないにち

がし、ない.もっとも，はじめから保守業務の充

実を前提に，そのコストを新車，中古車価格に上

のせすることが可能ならば，話が変わってくる

が，これを実現するにはこのような発想を消費者

が理解し受け入れなければならない.すなわち，

346 (10) 

生産者と購売者との聞の合意の成立がここでは条

件となる.

このように，省エネルギーを推進するには，社

会の中にその意義を充分に理解し，立場の異なる

人聞が協力していくことが必要であり，またそれ

が安定に機能するようなシステム作りが政策上の

重要な課題である.

5. おわりに

本文では，省エネルギー問題を総合的にながめ，

その主な問題点を検討してみた.この議論が，本

文以降に展開される諸論文の意義を理解する踏み

台となれば筆者の喜びとするところである.
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