ENERGY

再エネをフル活用しても
ＣＯ ２ ％減は実現しない

府は６月の カ国・地

政府が４月下旬に示した温室効果ガスの大規模削減に向けた長期戦略では︑具体的な姿は示されなかった︒
そこで筆者らは︑再エネを最大規模活用する形で︑エネルギー・電力需給の全体像を試算した︒

﹁脱炭素﹂に向けたＣＯ ２ゼロ電源の再構築を
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室効果ガス︵実態としてはＣＯ ２︶の

きるだけ早い時期に温

を追求する﹂
︵政府案︶としている︒

︶
Capture, Utilization and Storage
等の新技術も含めた﹁あらゆる選択肢

年までにエネルギー起源のＣＯ ２排

需給見通し︵以下︑長期見通し︶では

されなかった︒例えば長期エネルギー

しかし︑政府案では定量的なエネル

﹁脱炭素社会﹂戦略

定量的な検討のない

基づき公表するものだ︒

防止の国際協定である﹁パリ協定﹂に

出する︒これは 年に発効した温暖化

年度比︶を目指す長期戦略を国連に提

０年までに ％のＣＯ ２排出削減︵

人為的排出と吸収を一致させる﹁脱炭

貯 留 す る Ｃ Ｃ Ｕ Ｓ︵ Carbon dioxide

加えて︑水素やＣＯ ２を回収・利用・

Kenji Asano

ギー需給の姿について︑ほぼ何も検討

域︵Ｇ ︶首脳会議ま

1974 年福岡県生まれ。京都大学大
学院にて地球環境学博士号を取得。
産業技術総合研究所を経て、2007 年
より電力中央研究所に入所。17 年よ
り社会経済研究所上席研究員と現職
を兼任。

出量の約 ％減︵ 年度比︶を達成す

るために︑ゼロエミッション電源比率

を 年度実績の ％から ％に高める

としている︵図１︶
︒しかし︑ 年ま

を排出しないゼロエミッションの従来

生可能エネルギーや原子力などのＣＯ

の優先順位を決定することが必要だ︒

約の中で︑エビデンスに基づき選択肢

と威勢は良いが︑政策形成では予算制

加えて︑
﹁あらゆる選択肢の追求﹂

での具体的な姿は検討されていない︒

50

でに︑今世紀後半ので

一橋大学イノベーション
研究センター特任講師
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2018 年
10月

富士通

45 歳以上の正社員

2850 人
2018 年
10月以降

東芝

エネルギー関連、IT 子会社
含む社員

1060 人
2018 年
12 月

エーザイ

勤 続 5 年 以 上の 45 歳 以 上
の社員

300 人

2019 年
2月

カシオ計算機

勤続 10 年以上の 45 歳以上
の社員と50 歳以上管理職

156 人

2019 年
2月

ルネサス
エレクトロニクス

35 歳以上の社員

4.4

哲、櫻井 俊）

労働力調査によれば︑す

く高齢者が増えている︒

高く︑彼らの働きやすい環境を整えて

担が大きくなる︒シニアの労働意欲が

料の事業主負担分も増加し︑コスト負

﹁働けるうちはいつまでも﹂働きたい

在仕事をしている高齢者の約４割が

女を対象にした内閣府の調査では︑現

もう守れないと思っている﹂との中西

さそうだ︒
﹁経済界は終身雇用なんて

実現しないだろう︒現にその余裕はな

欲さえあればいくつになっても働ける

約８割を占める︵上図︶
︒まさに︑意

員 を 対 象 と し た リ ス ト ラ が 進 む︵ 上

けではない︒大手企業では中高年の社

企業が守れないのは︑シニア社員だ

くはそれ以上との回答を合計すれば︑

﹁生涯現役社会﹂の到来を感じさせる︒

表︶
︒こうした中︑ ︑ 代の転職市
50
給開始年齢の柔軟化を進める︒一部報

防・健康づくりの支援に加え︑年金支

らに社会保障制度改革として︑病気予

など︑中途採用の拡大も打ち出す︒さ

から中小企業への転職の橋渡しをする

ど︑高齢者雇用促進を掲げる︒大企業

歳からさらなる引き上げを検討するな

つある﹂と語る︒

うというキャリア観の変化が芽生えつ

く︑将来を見据えて活躍の場を変えよ

の役職者にも︑一社にこだわるのでな

﹁終身雇用が揺らぎ︑ホワイトカラー

リクナビＮＥＸＴの藤井薫編集長は

となり︑
全体の決定者の伸びを上回る︒

ると︑転職決定者は 年前の４・５倍

場は活発だ︒リクルートキャリアによ

40
道では︑希望すれば支給開始を 歳超

用制度改革として︑継続雇用年齢を

政府は︑生涯現役時代に対応した雇

本音だろう︒

宏明・経団連会長の言葉は︑偽らざる

体力がなければ︑
﹁生涯現役社会﹂は

でに就業者の５人に１人

文・今野浩一郎、土居丈朗、Wedge編集部（濵﨑陽平、吉田

と回答した︒
﹁ 歳くらいまで﹂
︑もし

彼らの労働意欲は高く︑ 歳以上の男

働

役職定年後のキャリアに不安を覚えるホワイトカラーの危機感が高まっている。

も︑肝心の企業にシニアを受け入れる

働きたいシニア、手放したい企業

は 歳以上のシニアだ︒

Wedge Special Report
60

60

70

のある 歳以上には年金保険料の支払

へ繰り下げ可能にする案や︑一定収入

機感を覚えた ︑ 代の企業に勤める

このような現状において︑将来に危

10

11.4 %

2170 人

果たして受け皿となる企業の体力がどこまで持つだろうか。

いを義務付ける検討も始めたという︒

ホワイトカラーの役職者たちが︑次な

る︒その﹁現場﹂に迫った︒

るキャリアを築くために動き出してい
ることで︑給料はもちろん︑社会保険

一方︑企業は︑高齢社員を雇い続け

50

42 %

45 歳以上の勤続 5 年以上の
正社員

「生涯現役」を希望する人は多く、国もシニアの労働環境を整えるが、
40

21.9 %

NEC

65

70歳くらいまで
2018 年
10月

働けるうちは
いつまでも

948 人

漂流する部長課長
70

1.8 %

大正製薬

勤続 10 年以上の 40 歳以上
の正社員

%

「わからない」
（2.5%）
「無回答」
、
（2.2%）除く
※東芝とルネサスエレクトロニクスは募集者数

75 歳くらいまで
80歳くらいまで
最大 900 人

13.5%

0.4 %
2018 年
7月

仕事をしたいと思わない
早期退職対象者

12
June 2019
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70

（出所）内閣府「高齢者の日常生活に関する意識調査」
（2014 年）を基にウェッジ作成
（注）調査対象は、
全国 60 歳以上の男女。現在仕事をしている者のみの再集計

（出所）各種資料を基にウェッジ作成

65 歳くらいまで
その他
応募者数
企業
募集開始

約 4 割のシニアが「働けるうちは働きたい」と思っている
大手企業で進む中高年社員のリストラ
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活躍シニアの分水嶺

培ったスキルを生かし
新天地で輝くシニアたち
part

「生涯現役」を目指して、キャリアの棚卸を行う4 0、5 0 代が増えている。
企業や業界を超えて通用する、持ち出し可能なスキルは何だろうか?

「

歳で独立したいな

ら︑ 代の今から

遅いですよ﹂
︒厳

の計画じゃ︑正直

準備しないと︒そ

50

する ︑ 代の部長や課長といった役

系金融会社︑大手メーカーなどに勤務

集まっていた︒大手広告代理店や外資

ルの一室には７人のホワイトカラーが

こわばっていく︒４月某日︑都内のビ

ランを発表した男性の表情はみるみる

しい講師の言葉に︑自らのキャリアプ

65

50

代後半から

代の会社員対象

50

トに書き込み︑
１人ずつ発表していく︒

そのために必要なスキルや資金をシー

など５年ごとの将来ビジョンを描き︑

セミナーでは︑受講生が転職や起業

参加者は年々若年化しているという︒

校し︑これまで２５０人が受講した︒

曜日を中心に開催される︒６年前に開

受講料は４日間で３万５０００円︑土

の︑
キャリア形成のためのセミナーで︑

たい

知命塾とは︑社会で長く活躍し続け

の門を叩いてきたという︒

たた

志で今後のキャリアを考える
﹁知命塾﹂

な一様に将来に不安を覚え︑自らの意

していると評されそうな面々だが︑み

職者が中心だ︒世間的には順調に出世

40

30

哲）
文・Wedge編集部（濵﨑陽平、吉田

1

14

うなど︑労働時間の１〜２割を本業と

ような場合にキャリアプラス制度で公

募を行うが︑実績や能力のある他部署

涯現役社会の実現
は別の部門で﹁副業﹂することができ

にとって喫緊の課題であり︑経営戦略

的資源﹂として活用できるかが︑企業

て負担になる︒
シニア人材を貴重な
﹁人

性で仕事をしたりすると︑企業にとっ

ニア社員が新たな挑戦を避けたり︑惰

いる︒しかし︑シ

確保を義務付けて

も︑事業化へと進めるノウハウや能力

新たな発想が若手社員から出たりして

いる﹂
と語る︒最新技術が世に出たり︑

開発や事業の円滑な運営も狙いにして

括部長は︑
﹁ベテランを活用した商品

大塚康・人事センターＥＣ人事部統

くの社員がこの制度を利用している︒

５年から導入した︒すでに１００人近

を持つ社員が同じ部署にいないとビジ

の重要テーマとなっている︒
ソニーでは︑テレビの設計開発をし

この制度の対象はメインのエレクト

ロニクス事業だけでなく︑ゲームや映

画・音楽︑金融などグループ横断的に

導入されており︑ソニーの強みを生か

そうとしている︒実際エレクトロニク

ス部門で立ち上がったプロジェクトが

グループ内の音楽部門で成就したケー

スもあったという︒

ソニーは２０００年代初頭から︑液

どにより会社の成長期と比べて﹁社員

が新たなチャレンジをする機会が減り

つつあった﹂と大塚氏が振り返る︒

こうした事態を打開するため︑ 歳

ャリア・カンバス・プログラム﹂を

年５月から導入︒同プログラムには︑

17

以上の社員が自らキャリアを築く﹁キ

50

ネスの種を育てることが難しい︒この

晶テレビ事業の苦戦など︑経営不振に

陥り︑事業再編や構造改革を断行︒

当時︑社員の平均年齢はすでに 歳を

したベテラン社員の意識改革だった︒

こで課題となったのがバブル期に入社

年から人事制度の見直しも進めた︒こ

15

超えており︑ 代に突入しようとする

40

社員も多くいた︒事業領域の見直しな

50

ながらオーディオ部門の企画業務を行

2

クトに携わることができる︒

に向け︑国は企業

シニアには若手にない圧倒的な経験と知恵がある。

のベテランが手を挙げれば︑プロジェ

シニアにもう一花咲かせる
人事戦略が企業を変革する

る公募制度
﹁キャリアプラス﹂
を２０１

人材を生かすも殺すも企業次第

に 歳までの雇用

哲、濵﨑陽平）
文・Wedge編集部（吉田

生

企業はその能力を引き出し、組織を変革できるかが問われている。
part

65

18

PLANET FLEM/GETTYIMAGES

「実質6 5 歳定年制」時代を迎える中、シニアの活用法と働き方を労使双方が変える時だ。

それは日本全体を働きやすい社会へと変革するはずだ。

文・今野浩一郎 Koichiro Imano

歳以上のシニア労

働者にいかに活躍

してもらうのか︒

わが国が直面して

いる重要な政策課

題であり︑その背景には︑労働力人口

が減少するとともに︑シニア労働者が

大きな労働者集団に膨らんでいること

がある︒わが国の就業者数の構成を労

働力調査でみると︑
２０１８年時点で︑

全就業者６６６４万人のうち 〜 歳

64

70

60

が７・９％︑ 〜 歳が６・６％︑

69

ない︒ 歳を超えても職場の戦力とし

片手間で働くことが許される時代では

も事情は同じである︒定年後は余生の

とを示している︒シニア社員にとって

に取り組まざるをえない状況にあるこ

﹁覚悟﹂をもってシニア社員の戦力化

人に１人﹂
がシニア社員の時代を迎え︑

このことは︑日本企業は﹁社員の５

いる︒

者は既に就業者の５人に１人を占めて

歳以上が６・３％であり︑シニア労働

65

part

60歳以上の戦力化を図り
新・日本型雇用の創造を

3
シニア社員の労働意欲を高める

60

ア社員を戦力化する人事管理の整備は

しかし︑企業の現状をみると︑シニ

を作り直す﹁覚悟﹂が求められている︒

て活躍するために︑キャリアと働き方

60

遅れている︒高年齢者雇用安定法によ

June 2019
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漂流する部長課長
特集

シニア世代の助け合い強化が必要

シニアを不幸にする
企業頼みの社会保障改革
part

しかし、企業に過度な負担がかかる社会保障改革は、かえってシニアの待遇を下げかねない。

国は「生涯現役社会」の実現に向けた諸改革を進めている。
文・土居丈朗 Takero Doi

4
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厚

生労働省は︑一定

額以上の収入など

がある場合︑ 歳

２０１９年４月 日付朝刊で報じた︒

ける検討を始める︑と日本経済新聞が

の支払いを義務付

以上も年金保険料

70

現在︑ 歳になると働いていても公的

16

れを︑ 歳以上になっても年金保険料

年金の保険料は支払わなくてよい︒そ

70

れるところから取ればよいとか︑無か

多くの人が影響を受ける︒しかし︑取

要だ︒老後の生活設計をする上でも︑

た年金制度をどうするかは︑極めて重

ものといえる︒生涯現役時代に対応し

冒頭の報道も︑その流れを受けての

革の検討も始めている︒

には対応できないため︑年金制度の改

延び続ける健康寿命に備えて老後生活

しかも︑
働ける環境を改めるだけでは︑

る環境を整えることを意図している︒

いくつになっても意欲さえあれば働け

討している︒
生涯現役社会の実現とは︑

現役社会﹂の実現に向けた諸改革を検

安倍晋三政権は︑昨秋以降︑
﹁ 生涯

に着目した改革案である︒

延び︑受給できる年金額を増やせる点

を支払うことで︑保険料の納付期間が

70

24

Wedge Special Report 2

出口なき中東
米国のイラン制裁強化を機に、中東が一段ときな臭くなってきた。
トランプ大統領は、親イスラエル、反イラン的な政策を次々と打ち出すが、
イランを追い詰めた後の「出口戦略」は見当たらない。
文・田中浩一郎、佐々木伸、中山俊宏、溝渕正季

トルコ
レバノン
イスラエル

シリア

イラク

アフガ
ニスタン

イラン

ヨルダン
エジプト

サウジ
アラビア

イエメン

カタール

アラブ
首長国連邦
（UAE）
オマーン

ガザ地区の国境フェンス沿いで抗議
している最中に殺害された 10 代の
パレスチナ人青年を悼む親族
REUTERS/MOHAMMED SALEM TPX IMAGES OF THE DAY/AFLO

29

June 2019

28

2 月 11 日に行われたイラン革命 40 周
年記念式典に出席する革命防衛隊
AP/AFLO

中東に投下された新たな火種

Part 1

革命防衛隊をテロ組織に指定し
イランの「脅威」を煽るトランプの思惑

米国はイランの革命防衛隊をテロ組織に指定したが、その真の狙いとは─。

文・田中浩一郎 Koichiro Tanaka

米

国のトランプ政権が展

開する外交戦略の中

で︑このところ動きが

顕著なのが中東外交

だ︒イスラエルに対して示す深い理解

と同調︑そしてその一方でイランへの

強硬姿勢が目立つ︒昨年５月に米国が

じゅん しゅ

断行した核合意からの一方的な離脱と

制裁復活後も︑粛々とこの合意を遵守

し︑米国などからの挑発に対して忍耐

で応じるイランを︑イスラエルなどと

ともに徹底的に追い詰めようとするト

ランプ政権には執念さえ感じる︒

だが︑こうした方策が︑トランプ大

統領が公言するような米国の国益と中

東地域の安全保障と平和に寄与してい

るのか甚だ疑問であり︑域内外情勢の

不安定化をむしろ助長している様子さ

えうかがえる︒

トランプ政権がイランを相手に仕掛

ける史上最強の制裁の目的は︑弾道ミ

サイル開発︑国家としてのテロ支援︑

周辺国を不安定にさせる内政干渉︑イ

ラン国民に対する人権侵害など︑イラ

ンにその﹁問題行動﹂の変更を促すこ

とにあるという︒だが︑この問題行動

に対する批判を通じて︑米国が２００

３年のイラク戦争のように︑イランで
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