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本理念は次の3つ︑第一は初期
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1944年栃木県生まれ。東京大学大学院工学系
研究科博士課程修了。工学博士。東京大学教授、
同大学大学院工学系研究科長・工学部長、同大学
副学長を経て、2005年4月、同大学第28代総
長に就任。
「東京大学アクションプラン」を発表し
て改革を推進する。09年4月より現職。02年に
は「小宮山エコハウス」を建て、私生活でもCO 2
削減を実施する。主な著書に『 地球持続の技術 』
（岩波新書）、
『「課題先進国」日本 』
（ 中央公論新
社）、
『 低炭素社会』
（ 幻冬舎）など。

節減費用回収
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削減を目指すグリーングロース

ひろし

高効率照明

家庭用ルームエアコン

国債発行

対策適用
世帯
対策

と合わせて︑経済の新たな成長

三菱総合研究所理事長
東京大学総長顧問（前 総長）

強化することもできる︒

﹁自立国債﹂である︒
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日々のくらし
（家庭）
におけるCO2削減ポテンシャル

ひばりが丘団地
（東京都東久留米市）
事業主体：いわき市 ／ 計画・設計・工事：ＵＲ都市機構
写真提供：三菱自動車工業株式会社
資料提供：東京ガス株式会社

UR都市機構では、ルネッサンス計画１
「住棟単位での改修技術の開発」
として「環境負荷低減」や「高
齢者向け自立支援型住宅」など、解体予定の住棟を利用して実証試験を行った。
（右）次世代ソーラー給湯システムの採用などにより、環境負荷低減を目指す提案。
いわきニュータウンでは、
「 次世代都市整備事
業」として、まちづくりに太陽光発電システムを
組み込んだ実証実験を行っている。
三菱自動車が開発した電気自動車「i-MiEV」。
100％電気で走行するため、走行中のCO2や大
気汚染物質の排出はゼロ。
都市ガスから電気とお湯を同時に作るエネファ
ーム。作られたエネルギーは照明、床暖房などに
利用。太陽光とのW発電にすればさらにエコに。

13
UR PRESS vol.26
UR PRESS vol.26

14

住区の法面に設置されたソーラーパネル

都市
ガス

自立国債の仕組み

のエンジンとして﹁プラチナグ

小宮山 宏

こみやま

太陽光発電
暮らしに合わせて
発電する
エネファーム
（家庭用燃料電池）

エネファーム

