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1.はじめに 

「住まいと環境 東北フォーラム」の活動の目的は、健

康で快適な住環境を最小のエネルギー消費で実現すると

いう目標に向けて、そのために必要な最新の情報を会員の

間で共有すること、そして東北地方を中心に住宅の設計・

建設に関わる技術者や生活者に対してその情報を発信す

ることである。これらの情報は、国の施策として省庁から、

研究成果として関連学協会や大学・高専等から発信されて

いる。 

さて、省エネルギーに対する社会的な要請はますます強

まってきており、2016 年には温暖化防止のために、いわ

ゆるパリ協定が採択された。それに関連して、我が国は温

室効果ガスの排出量を2030年までに2013年基準で26%、

家庭部門では約 40%削減することを目標として掲げた。 

この問題に対して、従前より産官学民がそれぞれの立場

で取り組んできたが、本報告では、学術団体がどのように

活動してきたのかについて、日本建築学会と日本学術会議

を例にとって紹介する。 

           

2.日本建築学会における地球環境問題に関する動き 

日本建築学会は 130 年の長い歴史を持ち、35,000 人の

会員を擁する我が国最大の学会の一つである。近年は温暖

化防止に関しても大きな課題の一つとして、主に地球環境

委員会が中心となって取り組んできた。地球環境委員会は

1995 年に発足したが、1997 年に京都で開催された第 3

回気候変動枠組条約締結国会議（COP3）では、「気候温

暖化に関わる学会声明『LCCO230%削減、耐用年数 3 倍』」

を発表した。 

その後、2000 年に「地球環境・建築憲章」を公表し、

その後の温暖化問題に対する活動のいわばバイブルとな

った。出版物としては、『建物の LCA 指針（案）─地球

温暖化防止のための LCCO2を中心として』が刊行（1999

年初版、その後何度か改定）され、2002 年から 2004 年

にはシリーズ「地球環境建築」（全 5 巻、彰国社）が刊行

された。 

また、提言「温暖化防止型ライフスタイル推進のための

行動計画」が 2005 年に公表されたが、それに関連して、

出版物「省エネ住宅とスマートライフでストップ地球温暖

化」（技報堂）が 2006 年に刊行された。 

 

3. 建築関連 17 団体による提言「建築関連分野の地球温

暖化対策ビジョン 2050─カーボン・ニュートラル化を目

指して─」 

IPCC（国連気候変動に関する政府間パネル）の第 4 次

報告書が 2007 年にまとめられ、IPCC の活動に対してノ

ーベル平和賞が授与されたことから、その報告書が一躍世

界の注目を集めることになった。また、2008 年に京都議

定書の第一約束期間が開始したことなどを背景として、日

本建築学会が中心となって建築関連 17団体は 2009年 12

月に提言「建築関連分野の地球温暖化対策ビジョン 2050 

─カーボン・ニュートラル化を目指して─」を公表した。   

この提言では、地球温暖化によるさまざまなリスクを未

然に防ぐために、新築、既築を問わず、二酸化炭素を極力

排出しない建築の「カーボン・ニュートラル化（CN 化）」

に取り組み、今後 10～20 年の間にまず新築の CN 化を推

進するとともに、2050 年までに、既存ストックも含めた

建築分野全体として CN 化を実現することを目標に、具体

的な方策の概要を示している。  

すなわち、①エネルギー消費が最小となるように設計、

運用、②自ら再生可能エネルギーによって必要なエネルギ

ーを賄えるように設計、③長寿命化できるように設計、運

用、④二酸化炭素排出の少ないエコマテリアル利用を推進、

などである。 

この提言に基づいて建築関連団体ではさまざまな活動

が行われ、例えば、建築設備技術者協会では低炭素化へ向

けた意識の浸透を図り、CN 化社会の構築に寄与すること

を目的としてカーボンニュートラル賞を 2012年に設立し

ている。 

 

4.建築学会の提言「地球温暖対策アクションプラン 2050 

－建築関連分野のカーボン・ニュートラル化への道筋－」 

 17 団体の提言を受けて、日本建築学会では独自の提言

を 2015 年 3 月に発表した。この提言では、カーボン・ニ

ュートラル化への道筋として、以下のように述べている。 

 建築の CN 化は、図 1 に示すように、モデル建築・地

域でまず開始し、次いで新築・改築時に CN 化を図り、

最終的には既築を含む全ての建物の CN 化を実現する。

その間に、図 1 に示した技術対策、普及対策を進めていく

ことが必要である。図 1 中のカーブは、温室効果ガス削減

の実行速度の幅を示している。原発事故による電力供給が

逼迫している状況に鑑みれば、できる限り早急に建築・都

市の CN 化を進め、同時に再生可能エネルギーへの依存

率を高める政策が急務である。 

 具体的な提言に関する項目は以下の通りである。 

１）政策的提言 

 ・省エネルギーや低環境負荷促進 

 ・長寿命・ストック社会実現 

 ・再生可能エネルギーの利用促進 
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図 1 カーボンニュートラルへの道筋 
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 ・グリーン経済への転換促進 

 ・森林資源の保全と利用促進 

２）研究開発テーマ 

 ・建物・都市全般の共通テーマ 

 ・新築建物関連テーマ 

 ・既築建物関連テーマ 

 ・都市関連テーマ 

３）人材育成 

 ・住環境教育の必要性 

 ・専門家教育の必要性 

４）横断的連携に関する課題 

５）海外との情報共有 

 

5. 建築関連 18 団体が連携した低炭素社会推進会議の発

足 

IPCC 第 5 次報告書では、地球温暖化は人為起源の温室

効果ガスの増加によってもたらされた可能性が極めて高

いことが示された。これらを受けて、温暖化防止のために

は建築関連団体は連携して行動すべきであるという議論

が日本建築学会の内部で強まった。 

そこで、3.で述べた提言の内容を具体的な行動に移すこ

とを目標として、筆者が日本建築学会会長を務めていた折

に、建築関連の 18 団体に呼び掛けて低炭素社会推進会議

を 2014 年 7 月に設立した（図 2）。この会議は最新の温暖

化防止や低炭素社会形成に関する情報を交換し、低炭素社

会実現のための課題を共有し、役割を分担しつつ、国、自

治体、市民に向けて低炭素社会の実現に向けた情報発信、

提言等を行うことを目的とする。これまで 3 回のシンポジ

ウムを実施した。最新のシンポジウムのテーマは、

「COP22 を踏まえて低炭素社会をつくるコミュニティは

どうあるべきか」であり、約 180 名の参加者を得ている。 

現在、具体的な提言案の取りまとめに向けて、①都市エ

ネルギー、②環境カルテ、③総合改修、④震災復興の四つ

のタスクフォースを設けて活動を推進している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 日本学術会議における低炭素化に関わる動き 

日本学術会議は、行政、産業及び国民生活に科学を反映、

浸透させることを目的として、昭和 24 年（1949 年）１月、

内閣総理大臣の所轄の下に、政府から独立して職務を行う

「特別の機関」として設立された。その役割は、①政府に

対する政策提言、②国際的な活動、③科学者間ネットワー

クの構築、④科学の役割についての世論啓発、である。会

員は 210 名、連携会員は約 2,000 名である。具体的な活

動は、第一部：人文・社会科学、第二部：生命科学、第三

部：理学・工学、に属する委員会、並びにその傘下にある

分科会において実施される。都市・建築の低炭素化に関連

した活動は、第三部の中の土木工学・建築学委員会に属す

る分科会で 20 期（2005 年 10 月より）より実施されてき

た。1 期は 3 年間であるが、20 期では、「建設と社会分科

会（委員長：村上周三、建築環境・省エネルギー機構理事

長）」が、対外報告「民生用エネルギー消費量削減に関す

る政策提言」をまとめた。その中で示された提言は、その

後の国の政策において取り上げられている。21 期、22 期

では、それぞれ「低炭素化に向けた経済・社会・エネルギ

ーのあり方と実現のシナリオ」、「未来を担う低炭素コミュ

ニティの構築」について議論され記録として残されている。 

 

7. 提言「低炭素・健康なライフスタイルと都市・建築へ

の道筋」文献 

23 期は、2014.10 から開始され、「低炭素・健康社会の

実現への道筋と生活様式・消費者行動分科会（委員長：吉

野博）」が現在は 3 年目の最終の時期に差し掛かっており、

「低炭素・健康なライフスタイルと都市・建築への道筋」

という提言をまとめている。その目的は、健康で質の高い

ライフスタイルを目指し、低炭素で環境性能の高い都市・

建築を実現する方策とその考え方のアジア諸国への導入

による国際貢献について提言することである。 

基本的な考え方として、①経済成長と環境悪化を切り離

し、GDP の規模により評価する 20 世紀型の大量生産・大

量消費文明のパラダイムからの脱出が必要であること、②

環境問題のマクロデザインでは、（Q/L）の Q（都市・地

域の空間性能）の向上と、L（環境負荷）の削減の両面か

ら考えること、Q としては、経済便益のみならず、生活文

化自然環境、安全・安心、アメニティなどの質に基づく

生活の充足性あるいは満足度も評価すべきであること、③

低炭素でかつ健康な生活社会の実現には、人々の意識の

改革も必要であり、キーワードはスリム化であること、④

古来からの「足るを知る」文化を地球環境時代の新たな社

会のパラダイムとし、低炭素社会の形成に向けて産官学民

の英知を結集すべきことを述べている。 

 

8.おわりに 

学術団体によってまとめられる提言は、出しっぱなしで

後のフォローが行われないという批判がよく聞かれる。

「住まいと環境 東北フォーラム」は、それらの提言を実

現するという役割も持つべきなのではないかと考えてい

る。既に、住まいに関連するところではその役割は果たし

ているとは思うが、是非とも会員の皆様にもご協力をいた

だきたいと願っている。 

 

 

文献 
日本学術会議公開シンポジウム「低炭素・健康な生活と社会の実現への

道筋」配布資料、2017 年 6 月 23 日 

 図 2 低炭素推進会議案内チラシ 


