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はじめに

１．LCSの設立主旨と平成27年度までの活動

　低炭素社会戦略センター（以下、LCS）は、我が国の経済・社会の持続的発展を伴う、科学技

術を基盤とした明るく豊かな低炭素社会の実現に貢献するため、2030・2050 年の望ましい社会

の姿を描き、その実現に至る道筋を示す社会シナリオ研究を推進し、低炭素社会実現のための社

会シナリオ・戦略の提案を行っている（平成21年 12月設立）。

　平成22年度は、研究体制の構築と研究活動を軌道に乗せることに重点を置いた。平成23年度は、

福島第一原子力発電所の事故の影響を踏まえ、「将来のエネルギーシナリオと低炭素化の可能性」

を検討・公表し、「停電予防連絡ネットワーク」システムを構築した。平成24年 7月には、発足

から約2年間の活動を「低炭素社会づくりのための総合戦略とシナリオ」（社会シナリオ第1版）

として提案、低炭素技術の製造プロセスにおける要素技術とコスト構造の定量的な評価を通じた

今後の研究開発の方向性・具体的技術発展性を示した定量的技術シナリオ、社会の低炭素化と

経済発展の両立を図るための定量的経済・社会シナリオを提示して、「明るく豊かな低炭素社会」

の実現に貢献するための基本的な考え方を示した。平成 25年度に、これまでの社会シナリオ研

究から見えてきた低炭素社会構築のための重要事項、新たな課題や方策等を対象として「低炭素

社会の実現に向けた技術および経済・社会の定量的シナリオに基づくイノベーション政策立案の

ための提案書」（以下、イノベーション政策立案提案書）を研究・調査テーマごとに分冊形式で

順次公表するスキームを開始した。平成26年 6月にはテーマごとの進捗を反映して「平成25年

度 総合編『明るく豊かな低炭素社会』の実現を目指して」（社会シナリオ第2版）を公表した。

事業運営においては、平成 25年 7月には低炭素社会戦略センター評価委員会による第 1回事業

評価を実施。平成 26年度は、事業開始 5年度目を迎え、社会環境の変化も踏まえ LCSとして今

後取り組むべき課題について内外の有識者・自治体関係者の参加を得て「次期5年間事業計画検

討会」を設置・開催、「次期5年間事業計画案」の検討を行った。平成27年度は、JSTの国立研

究開発法人化およびその第一目的である「研究開発成果の最大化」に向けて、事業開始約5年間

の社会シナリオ研究事業の評価および「次期5年間事業計画案」の審議を目的とした低炭素社会

戦略センター評価委員会による第2回事業評価（平成27年 6月）、環境エネルギー科学技術の状

況等を踏まえた事業推進の在り方等に関する戦略推進委員会での討議等を事業運営に反映して、

「定量的技術システム研究」と「定量的経済・社会システム研究」を相互にフィードバックを図

りながら統合的に推進し、低炭素社会システムの構築を図り、社会実装に向けて展開、国、地方

自治体、大学・研究機関、企業等の協力を得て、社会シナリオ研究を推進した。

　
２．平成28年度の活動

　平成28年度は、平成27年度までの活動と課題を踏まえ、以下の活動を展開した。

　

（１）社会シナリオ研究の推進

　平成28年度は、「次期5年間事業計画案」の2年度目として、定量的技術システム研究と定量

的経済・社会システム研究を相互に関連づけて統合的に推進し、低炭素社会システムの構築を図

り、社会実装に向けて展開、国、地方自治体、大学・研究機関、企業等の協力を得て社会シナリ

オ研究を推進した。具体的には、a)取り組むべき低炭素技術を設定して、「定量的技術システム

研究」を実施、個別低炭素技術・システムの開発目標と研究課題を提示。短期的・中長期的な見

通しにより評価対象となる低炭素技術を拡張し、最新の研究成果を取り込み、低炭素技術の電力
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等エネルギーシステムの一環として評価、低炭素技術を組み込んだエネルギー全体のシステムを

検討した。b)低炭素技術の導入・普及促進の経済・社会制度を提示する「定量的経済・社会シ

ステム研究」を実施した。c)社会実装に向けて低炭素社会システムを展開した。

　「定量的技術システム研究」として、太陽電池、蓄電池、燃料電池、バイオマス、風力発電、

中小水力発電、地熱発電、二酸化炭素回収貯留（CCS）、水素の役割、次世代半導体デバイス等の

低炭素技術・構成技術の定量的な評価を行い、その結果を電力等エネルギーシステムとしての

評価に用いて、2050年 CO2 排出量 80％削減に向けた日本の電源システムの課題を提示している。

「定量的経済・社会システム研究」として、これら低炭素技術を社会に導入した際の経済・環境

への効果を算定、「電気代そのまま払い」等社会実証・社会実験や九州大学 COI「共進化社会シ

ステム創成拠点」・東京大学COI-Sとの連携等、「エネルギー供給源の多様化に対応した低炭素技

術の統合的な評価」や「低炭素化につながる個人の消費行動・市場の変化の検討」を行っている。

　

（２）社会シナリオ研究の成果、成果の活用状況

　社会シナリオ研究の成果を、「平成28年度 総合編 2050年の『明るく豊かな低炭素社会』実現

のための課題と展望」（社会シナリオ第 3版）およびイノベーション政策立案提案書（計21冊）

として提案した。加えて、① CSTI エネルギー・環境イノベーション戦略 (NESTI) 推進 WG等関

連する委員会への貢献、②関連分野の委員会活動、③ALCAボトルネック課題検討への参画、④

NEDO-TSCと「電力系統に関する研究会」の企画・開催、⑤COI-Sワークショップの企画・共催等、

研究成果の機構内外での活用を図るとともに、LCSシンポジウム「低炭素技術を取り込んだ街づ

くり」で広く国民へ成果を発信している。

　
３．今後の活動に向けて

　将来の低炭素社会でもエネルギーは必要不可欠であり、活用され、大きな関連産業として残る。

エネルギーシステムの抜本的変化、産業構造や技術の変化が起こり、それが新たなイノベーショ

ンへとつながっていく。イノベーションは今、求められており、将来へと続かなければならない。

さらに、単に「革新技術」の開発に取り組んでも、経済性を伴わなければ、それが将来社会で使

われるかどうかわからない。低炭素技術・エネルギー技術、これらを統合化したシステムについ

て「経済性、定量性を持って開発の優先順位をつける」「その後の展開、資源投入のタイミング

を示す」ことができるか。それがすなわち「選択肢のあるシナリオ」となる。

　我が国は、太陽光発電（PV）、半導体、家電などの事例のように、技術開発に注力するも、そ

の後の進展において日本企業は市場を完全に奪われてきた。「技術をどのようにイノベーション

に結びつける」か。そこでは、資源制約、経済性などを含め、ダイナミックな市場・技術の変化

に対応した研究開発戦略が必要であり、これにより日本の技術がいつも勝ち続ける必要がある。

将来技術の経済性評価なしには将来の経営計画は進められず、量産設備のタイミング・研究開発

投資での資金回収計画等でも失敗することになる。技術は絶えず変化しており、将来技術の見通

しと比較して、現在の戦略を見る必要がある。技術の発展、市場の拡大なども含めてコスト構造

を知り、製造プロセス全体に対するボトルネックを知り、技術開発のポイントを評価することが

必要である。ボトルネックを明らかにすることで、イノベーションがどこに必要なのかが分かる。

　シナリオを描く際の重要な点は「どのような技術が必要となるか・どのような産業構造の変

化が起きるかを、幅をもって示す」ことにある。「将来の低炭素化に必要となる技術」はある程

度示すことができるが、「社会や産業の姿」は他の因子に依存して変化する。具体的には、新し

い方法論の検討・実証を行い、「シナリオが実社会の姿に合う」ように、日々進歩する科学技術、

国内外の変化する社会の動きを反映して、経済性・CO2 排出量の入ったシナリオの精度を上げて、

2030年の低炭素社会へ向かう複数の道筋・2050年の低炭素社会像の選択肢を提示する。低炭素

社会の実現に向けて「再生可能エネルギーの出力変動に対応する新しい電源システムの構築」が
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必要となる。次の「2100年までに CO2 排出ゼロ目標」に向けて「経済性・定量性をもって開発の

優先順位をつける」ことが重要である。

　地球温暖化の防止は依然として人類共通の課題である。2015年末の COP21（パリ）に先立ち、

我が国は2030年に 26%の温室効果ガス排出削減を目標とした約束草案を提出した。また、「地球

温暖化対策計画」（2016年 5月 13日閣議決定）にて、2050年までに 80％の温室効果ガスの排出

削減を目指すこととしている。COP21でのパリ協定の採択、および 2016年 11月の発効等を踏ま

えて、LCSは引き続き社会シナリオ研究を進化させ、発信を続けていく。

　なお、シンポジウムの開催や論文等での成果発表、シンポジウムでの意見収集等を通じて、

国民や専門家との双方向の情報発受信にも努めており、今後も、LCSのホームページ（http://

www.jst.go.jp/lcs/）等で積極的に発信していく。

　本報告書を発刊することにより、これまでの活動の評価を仰ぎ、助言、意見等をいただければ

幸いである。皆様の声は今後の運営に活かしていくこととしたい。
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第１部 低炭素社会戦略センターについて

　
１．ビジョン

　持続可能な明るい低炭素社会の姿を具体的に示すことが、低炭素社会戦略センター（以下、LCS）

の役割であると同時にビジョンである。そのために必要な要素技術・システムを取り込んだ中長

期シナリオを提示する。また、低炭素社会構築のためには投資が必要であり、最終的にはその投

資が回収され、経済成長も促すようなシステム等も含めた幅広い社会シナリオを提示する。

　2050年の長期目標を描くには、途中段階である2030年におけるシナリオの構築が重要であり、

それらを明らかにすることにより、その後につながる将来開発すべき技術の具体的内容が見えて

くる。低炭素社会では、個人・家庭の生活、街、都市、国家、世界がどのような形で具体化され

るのか、そのためにはどのようなブレークスルー技術、イノベーションが取り入れられていくか

も見えてくる。

　

２．基本方針

　LCSは「科学技術を基盤に新しい日本の経済・社会の発展に寄与する持続可能で明るく豊かな

低炭素社会づくりに貢献する」ことを目的とし、その達成に向けて次の基本方針の下で研究・活

動を行い、成果を広く発信する。

　なお、東日本大震災による状況の変化を把握して前提条件を見直し、より幅広い観点から低炭

素社会への移行の可能性を検討している。

（１）我が国の経済・社会を持続可能な形で発展させる社会システムの構築を目標とし、日々の

くらしの中で低炭素化を成し遂げていく社会を設計する。

　日本は、先端的で多様な裾野の広がりを持つ高水準な科学技術と、大きな経済規模と有力な産

業および企業を持ち、同時に比較的安定ながらも超高齢化という人類史上初の課題に直面してい

る国である。

　LCSにおいては、このような日本の経済・社会を前提とし、持続可能な発展をする社会シナリ

オを設計する。そのためには、産業・供給側からの見方が中心であった従来の発想法を変えて、

消費者の日常行動が自然と低炭素化に向かって進展する「良循環」をつくり出していくことが必

要である。高齢化をプラスの要素として取り組むことで新しい可能性が生まれる。各地域に適し

た高齢者の活力を引き出し、日々のくらしの中で低炭素化を自然に成し遂げていけるような社会

を設計し、課題解決につながるシナリオを作成する。科学技術を進展させながら世界に先例のな

い低炭素社会を模索するため、シナリオの検討のため社会実験を実施しながら実効性の高いシナ

リオをつくる。

（２）時間軸に対する不確実性を乗り越え、低炭素社会への移行を促進するシナリオと戦略を示

す。

　科学技術の革新が製造業のプロセスイノベーションを喚起し、それが社会の持続的発展を支え

るという従来の構図が成り立たなくなっている。そこで、（１）で述べた日本の経済・社会の前

提の下で、それぞれの地域の特性に応じた日常生活と結び付いたイノベーションを、豊かな低炭

素社会につなげていく。

　イノベーションの基盤の一つである科学技術は、成熟時においても政府の補助や援助なしでは

成り立たないものは前提としない。技術導入の初期段階はともかく、ある時期から自律的展開が
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できる経済性がないと持続性のある科学技術とはなりえず、持続性のある低炭素社会の実現に

は貢献できない。したがって、企業、個人、地方自治体、そして、日本国政府にとっても「採算」

が取れている状況が望ましい。そのためにはコストを超える価格が要求でき、その価格に応じた

価値を生み出す社会像を設計する必要がある。そこで、コスト構造の徹底的解明によって何がコ

スト・利益を左右するパラメータであるかのダイナミックなメカニズムを明らかにする。さらに、

需要側にとって当該技術のコストを超える価値（支払い意思額）が認められるためのシステム設

計やビジネスモデルの創成も考慮に入れる。

　構造化された定量的知識基盤の下で作成された要素技術の経時発展予測、開発展望（性能、コ

スト、環境負荷）を技術シナリオにまとめ、それを経済・社会シナリオと結び付ける。シナリ

オ作成にあたっては科学技術、経済、社会、法規制等、関連する様々な分野の知識を構造化させ、

収集、蓄積したデータによる統合的データベースを構築する。

（３）低炭素社会を実現するためのシナリオに基づき個人・地域社会・国家レベルの戦略を提言

する。

　（１）（２）で述べたように、豊かな低炭素社会を構築するには、革新的な技術やシステムを広

く社会に導入していかなければならない。そのためには、5種類のイノベーション、すなわちプ

ロセスイノベーション、プロダクトイノベーション、マーケットイノベーション、サプライチェー

ンイノベーション、ビジネスモデルイノベーションを、低炭素社会の実現という観点から適切に

組み合わせる必要がある。

　例えば、太陽光発電システムの開発と普及の過程では、科学技術そのものの革新による性能

向上、コスト低下とともに、固定価格買取制度というマーケットの革新が組み合わされている。

また、中小企業、業務、家庭等への省エネ製品の普及には、製品そのもののコスト低下のみならず、

国内クレジット等新たな制度革新が複合的に機能している。スマートグリッド、スマートエネル

ギーネットワークの普及に際しては、スマートメーター、蓄電池、電気自動車等の技術革新とと

もに、家庭間での電気・熱の融通等、規制緩和によるビジネスモデルの革新が必要であろう。

　このように複数のイノベーションを適切に組み合わせることにより、政府の補助金に頼ること

なく自立できる低炭素社会システムが実現できる。そして、それは国民が低炭素社会の中で豊か

な生活を送ることにつながる。

　経済・社会活動は国境を越えて広がり、市場は内需や欧米から新興国・発展途上国にシフトし

ている。そのため、製造業では国内に基盤を残しつつもグローバルに活動できる国際競争力強化

の課題がある。一方、国内ではサービス業を中心とする第三次産業が拡大したが、高齢化社会へ

の対応が十分でない等、潜在需要に応えられるよう内需を拡大する課題がある。

　国際競争力の強化と内需の拡大等、それぞれの産業が抱える課題に対して低炭素化の影響は異

なるが、より低炭素型の産業構造に、家計においてはより低炭素型の消費構造へ導くことで世界

の低炭素化に資するとともに、経済発展を実現し得る国際戦略を提言していく。さらに現在検討

が進んでいる二国間クレジット等の動向を考慮しつつ、世界最高水準といわれる日本の省エネル

ギー技術や低炭素社会に貢献し得る技術を海外に移転することにより、世界的な低炭素社会への

移行を促進する。

　LCSでは、複数の社会実装実験を計画しているが、これは、従来の実証実験のように政府の補

助金がなくなると同時に消滅するようなものではなく、むしろ上述した多様なイノベーションを

適切に組み合わせることにより、補助金なしでも自立して発展していけるシステムを提示するた

めのもので、換言すればイノベーションの社会実装実験を志すものである。これにより地域の多

様な条件と合致した、豊かな低炭素社会システムを実現するための具体的な戦略を提言できる。
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３．「次期5年間事業計画案」を踏まえた事業推進

　LCSは、平成 22年度から「低炭素社会実現のための社会シナリオ研究」事業を実施し、「日々

のくらし」の視点から「明るく豊かな低炭素社会」の実現に向けた定量的技術シナリオ、定量

的経済・社会シナリオ、社会システムの構築の 3つの柱から社会シナリオ研究に取り組んでい

る。平成 26年度には本事業の実施 5年目にあたり、平成 27年度から 31年度までの次期 5年間

の LCSの在り方および本事業の推進についての意見を求めるため、機構内外の有識者・自治体関

係者等の参加を得て、「次期5年間事業計画検討会」を設置、計4回の検討会を開催した。

　ここでは、東日本大震災をきっかけに日本のエネルギー情勢が大きく変化したこと、京都議定

書の第一約束期間が終了したこと、米国を中心に気候変動に対する世界の情勢が変化しているこ

と等に鑑み、今日の日本および世界が抱える課題を俯瞰し、それら課題の中からLCSが自らの強

みを活かして取り組むべき我が国の低炭素化に向けた具体的課題を明確にし、今後5年間の事業

の効果的な進め方および関係機関との協力の在り方について議論した。

　LCSは、検討会で示された意見に基づいて「次期5年間事業計画案」を取りまとめ、戦略推進

委員会（平成27年 1月）での意見交換と評価委員会（平成27年 3月）の審議、機構内の手続き

を経て成案とした。

　平成28年度は、「次期5年間事業計画案」の2年度目として、第2回事業評価および「次期5

年間事業計画案」を反映し、各々の取組がより社会実証・社会実装につながるよう、社会シナリ

オ研究を推進した（7頁図 1参照）。

　

（１）「次期5年間事業計画案」の基本理念

　経済・社会の持続的発展を伴う、科学技術を基盤とした2050年の「明るく豊かな低炭素社会」に、

どのように移行していくか。国際社会の動向を踏まえつつ、我が国の科学技術に立脚した社会シ

ステム改革や研究開発の方向性をどのように発信していくか。LCSとしてこのような問いに答え

ていくため、次期5年間の事業の取組を通じて、今後取り組むべき課題、それらを克服すべき時期、

それを解決する手法等を提示しながら、事業全体として、低炭素技術が実社会・実生活につなが

る方策を設計・評価する「低炭素社会システム構築」をさらに進め、社会に実装される社会シナ

リオ・戦略を提案する。

　

（２）平成27年度からの社会シナリオ研究の進め方

　「定量的技術システム研究」と「定量的経済・社会システム研究」を相互にフィードバックを

図りながら統合的に推進し、低炭素社会システムを構築する。具体的には、取り組むべき低炭素

技術を設定して「定量的技術システム研究」を実施、個別低炭素技術・システムの開発目標と研

究課題を提示する。短期的・中長期的な見通しにより評価対象となる低炭素技術を拡張し、最

新の研究成果を取り込むとともに、低炭素技術の電力等エネルギーシステムの一環として評価、

低炭素技術を組み込んだエネルギー全体のシステムの検討を行う。併せて、低炭素技術の導入・

普及促進の経済・社会制度を提示する「定量的経済・社会システム研究」を実施する。低炭素社

会システムの社会実装に向けた取組にあたっては、LCSがハブとなって知見・データをステイク

ホルダーと共有しつつ、低炭素社会システムの実証、事業化、実社会への普及を図る。

　「持続可能で活力ある明るく豊かな低炭素社会システム・デザインの研究」では、新しい方法

論の検討・実証を行い、社会実装に向けて低炭素社会システムを展開し、2030年の低炭素社会

へ向かう道筋、2050年の低炭素社会像の選択肢を提示する。地域の発展を起点とした仕組みづ

くりに取り組む。併せて、我が国の低炭素社会構築に反映できる国際戦略として、技術革新・開発・

普及につながる国際的枠組みの在り方を検討する。
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（３）「次期5年間事業計画案」の構成要素

　　社会に実装される社会シナリオ・戦略を提案するため、

◆目的1･･･明るく豊かな低炭素社会の姿とそれに至る道筋を明らかにする

◆目的2･･･低炭素技術の進展・研究開発の方向性を提示する

◆目的3･･･低炭素社会システムを社会実装に向けて展開する

◆目的4･･･多様な地域の発展を起点とした低炭素社会システムを検討する

　

◆目的1：明るく豊かな低炭素社会の姿とそれに至る道筋を明らかにする

〇 2050年の社会の具体性のある選択肢の提示：

　新しい科学技術が活用され、日々のくらしからの社会の低炭素化が図られ、産業の

生産性が上がるとともに、新たな産業が創成され、経済が拡大していく「社会のイノベー

ション」が創出する、2050年の「明るく豊かな低炭素社会」の姿について、具体性の

ある複数の選択肢として提示する。

〇 2030年の社会へ向かう道筋の明示：

　2050年の社会の姿から見て、「明るく豊かな低炭素社会」の基盤となる低炭素技術の、

2030年の社会へ向かう道筋を明らかにする。

選択肢等の提示にあたっては、社会シナリオの実現可能性を担保する意味から、シナリオ

を一般市民に分かりやすく伝えることに留意する。

　

◆目的2：低炭素技術の進展・研究開発の方向性を提示する

【今後の新たな取組】

〇 エネルギー供給源の多様化に対応した、低炭素技術の統合的な評価：

　エネルギー供給源の多様化に対応し、低炭素技術の統合的な評価を開始する。低炭

素技術を組み合わせた、低コストで安定的な需給を実現する電力・エネルギーシステ

ムを比較・検討する。特に、再生可能エネルギー導入のために解決すべき「送電網の

強化」に向けた課題について分析を進め、提言を行う。具体的には、再生可能エネルギー

大量導入に伴って生じる電力系統の周波数、電圧、過渡安定度の問題に対し、送電線、

連携線の強化、系統制御技術の向上、蓄電池等の導入、需要側のデマンドレスポンス

の導入による問題解決を検討する。

　エネルギー供給源については、再生可能エネルギーに加え、火力・原子力等、幅広

くさまざまな供給源を前提として、低炭素化・経済性・供給安定性、社会とのつながり・

技術的可能性を含めて検討する。なお、原子力発電の比率・コスト構造等については、

2030年の電源構成（エネルギーミックス）について、経済産業省が中心となって検討

が行われており、その他の意見も参考にしながら国全体で意思決定がなされるものと

考える。次期 5年間事業計画の成果は、これらのプロセスにも資する形で情報発信を

行っていく。

〇 技術評価と社会実装の現場の間のフィードバック：

　本事業の成果が企業や自治体等の取組に取り入れられた事例で得られる知見・デー

タから、その普遍的要素や特殊な要素を分析するなど、社会実装の現場で得られる課

題をシナリオにフィードバックする。

【継続して発展させていく取組】

〇 社会シナリオの精度、取り込み速度の向上：

　2050年の社会では、現在普及している技術だけでなく、萌芽段階の新しい技術が基

盤となりうることを考慮する必要がある。

　低炭素技術の性能やコスト、CO2 排出削減効果等の、将来の技術進展を見込んだ経時

発展について、最先端の研究開発の技術・システムに関する知見・データ等を取り入
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れることにより、技術の進化、社会情勢の変化に対応した精度の高いシナリオに進展

させ、低炭素社会システムの社会実装の実効性を高める。併せて、「低炭素技術設計・

評価プラットフォーム」を発展させる。

　また、常に最先端の研究開発の動向を取り入れ、社会の低炭素化及び経済活性化の

見通しの定量化、実社会・実生活につながる方策の検討をより早く・広く・正確に進

めることのできる仕組みづくりを行う。

〇 短期的・中長期的な見通しによる、評価対象とする低炭素技術の拡張：

　2030年の社会へ向かう低炭素技術の進展・研究開発の方向性を提示するために、太

陽電池や蓄電池、燃料電池、風力、中小水力、地熱等の再生可能エネルギー関連技術

及び再生可能エネルギーを安定的に供給する技術に加え、短期的に重要とされている

化石燃料の高効率利用技術、中長期的に重要とされている CCS、継続的な取組が必要

とされている省エネルギー技術等まで評価の対象を拡げ、コストや CO2 削減効果、環

境性等の将来見通しを定量的に示す。

〇 低炭素社会実現に向けてコアとなる重要研究課題の特定：

　我が国として取り組むべき研究開発課題、それらを克服すべき時期、それを解決す

る手法等を提示する。さらに、ボトルネックとなる具体的な課題を抽出することにより、

低炭素社会実現に向けてコアとなる重要研究開発課題を特定する。

〇 科学技術・研究開発戦略の策定に資する取組：

　低炭素技術の導入・普及が促進される技術進展の在り方、研究開発の方向性・具体

的な課題・戦略を提示するとともに、関係機関・組織との連携・協力において、科学

技術・研究開発戦略策定の効率的な推進に資する知見を提供する。

　

◆目的3：低炭素社会システムを社会実装に向けて展開する

【今後の新たな取組】

〇《社会システムの構築1》低炭素化につながる個人の消費行動や市場等の変化が期待で

きる仕組みづくり：

　より良いくらしと低炭素化が同時に実現する社会のイノベーションの創出を目的と

して、人文・社会科学等の知見を幅広くとりいれる。関係機関・組織、低炭素技術の

実社会・実生活への導入・普及に資する知見を有する専門家等との連携・協力の推進、

社会実装に向けたネットワークの拡大等により、低炭素化につながる個人の消費行動

や市場等の変化が期待できる仕組みを設計する。

〇《社会システムの構築2》家庭部門におけるエネルギー消費量の増大を効率的に抑える

ことのできる仕組みづくり：

　社会実装に向けた実効性のある取組の一つとして、家庭部門におけるエネルギー消

費量の増大を効率的に抑えることのできる、ICTによる電力・エネルギーネットワー

ク技術等を活用した、安全かつ安定的で社会の負担の少ない需給制御システムを設計

する。

【継続して発展させていく取組】

〇《社会システムの構築3》技術と経済・社会の相互のフィードバックを図りながら、低

炭素社会システムをトータルで検証：

　低炭素社会システムの構築にあたり、定量的技術シナリオ研究を定量的技術システ

ム研究として、定量的経済・社会シナリオ研究を定量的経済・社会システム研究として、

各々を展開するとともに、それらから得られる知見・データによる裏付け、相互のフィー

ドバックを継続、統合的に推進する。

　革新的技術を含む低炭素技術の性能やコスト、CO2 排出削減効果等の将来の技術進展

を見込んだ経時発展と、その経済活性化の見通しを低炭素社会システムの構築に反映、
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社会実装に向けた取組で得られた知見・データを取り込む等、トータルで検証すると

ともに、定量的技術システムと定量的経済・社会システムを統合する統合モデルシミュ

レーションの開発・活用を継続する。

　産業構造、社会構造、生活様式、技術体系等の相互連関や相乗効果の変化・影響を

評価し、シナリオに反映させることにより、低炭素社会システムの社会実装の実効性

を高める。

　

◆目的4：多様な地域の発展を起点とした低炭素社会システムを検討する

【今後の新たな取組】

〇 地域の発展を起点とした仕組みづくり：

　地域の低炭素化に向けた取組が、低炭素技術導入の短期の誘導策に頼らずに経済的

に自立したものに発展し、それら取組の経済性の高さをもって国全体として大きな力

を発揮できるよう、地域特性が活かされ、地域産業の振興・雇用創出等により地域経

済が活性化し、市民のより良いくらしと地域の低炭素化が同時に実現される仕組みを

設計する。

　自治体等と連携・協力して低炭素技術が実社会・実生活に導入・普及する方策を検

討するなかで、普遍的要素を見出すこと等により他地域にも展開できる、経済性の高

い方策に発展させていく。

【継続して発展させていく取組】

〇 海外研究機関等との知見の共有：

　海外研究機関等との連携・協力を通じて、国内外における地域特性を考慮した低炭

素化の実現につながる知見等を共有することにより、我が国及び他国双方の課題の整

理・検討に役立てるとともに、解決に向けた道筋を提示する。

〇 低炭素技術の国際展開の在り方の検討：

　低炭素技術の導入・普及による経済効果・CO2 排出削減効果の評価結果等を活用して、

我が国を含む世界の低炭素化と経済活性化につながる、低炭素技術の国際展開の在り

方を提案、シナリオに反映させる。
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図1　平成 27年度からの社会シナリオ研究の進め方
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４．体制

（１）メンバー構成

　センター長 小宮山宏、副センター長 山田興一、研究統括 松橋隆治、さらに化学プロセス工学、

経済学、システム工学、エネルギー工学、都市設計、材料科学、企業戦略等の人文・社会科学と

自然科学の分野の研究者・学識経験者・専門家等から成る（51頁にメンバーリスト収録）。

　

（２）低炭素社会戦略推進委員会

　LCSでは、低炭素社会実現のための社会シナリオ研究の効果的な推進を目的とし、センター長

の任務全般について副センター長を補佐するための諮問機関として、エネルギー、環境、経済学、

材料科学、ライフスタイル等多様な分野の有識者から成る「低炭素社会戦略推進委員会」を設置

している。

　戦略推進委員は、主としてLCSで推進する研究プロジェクトに対する助言、課題点の指摘等を

行い、委員からいただいたアドバイスは、LCSの業務運営および研究の方向性に適切に反映させ

る。メンバーは下記のとおりである。

役 職 氏 名 所  属

委員長 森 俊介 東京理科大学 理工学部 経営工学科 教授

副委員長 野城 智也 東京大学 生産技術研究所 教授

委員※） 沖 大幹 東京大学 生産技術研究所 教授

柏村 美生
株式会社リクルートホールディングス 執行役員

株式会社リクルートスタッフィング 代表取締役社長

関根 千津 住友化学株式会社 理事

野村 浩二 慶應義塾大学 産業研究所 准教授

藤野 純一

公益財団法人地球環境戦略研究機関

プログラム・マネージメント・オフィス 上席研究員

国立研究開発法人 国立環境研究所

社会環境システム研究センター 主任研究員

藤本 健一郎 新日鐵住金株式会社 環境部 地球環境対策室長（部長格）

※）委員は50音順、敬称略 　　　　　

所属は委員会の開催日を基準とした

　

　平成28年度は、平成28年 7月 21日に第 9回委員会を開催。「次期5年間事業計画案」の第1

年度目（平成 27年度）の事業推進について報告するとともに、国立研究開発法人としての「低

炭素社会実現のための社会シナリオ研究事業」の成果の最大化に向けた意見交換を行った。

　また、第10回委員会（9月26日）では「平成28年度 総合編 2050年の『明るく豊かな低炭素社会』

実現のための課題と展望」（社会シナリオ第3版）の提案にあたり、各委員の専門分野の視点か
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ら査読いただいた。

　得られた知見等については、適宜、以後の事業運営、および社会シナリオ研究の内容・構成等

に反映を図っていく。

　
５．低炭素社会戦略センター評価委員会（第 3 回）

（１）目的

　事業開始7年度目の社会シナリオ研究事業の評価、および平成29年 4月からの新しい中長期

目標期間に向けた事業運営への期待・助言を目的として、「低炭素社会戦略センターに係る研究

の実施体制に関する規則」に則り、低炭素社会戦略センター評価委員会（第3回）を開催した（平

成29年 3月 2日）。

　低炭素社会戦略センター評価委員会は、経済学、環境・エネルギー施策、技術開発戦略、材料

研究等の多様な分野からの外部有識者、専門家で構成される。

　

（２）評価者

　

役 職 氏 名 所 属

委員長 大橋 弘 東京大学 大学院経済学研究科 教授

委員※）
浅野 浩志

一般財団法人電力中央研究所 エネルギーイノベーション創

発センター  兼 社会経済研究所 副研究参事

甲斐沼 美紀子 公益財団法人地球環境戦略研究機関 研究顧問

北畑 隆生 株式会社神戸製鋼所 社外取締役

栗原 和枝 東北大学 多元物質科学研究所 教授

田上 英樹 住友商事グローバルリサーチ株式会社 戦略調査部 担当部長

辰巳 菊子
公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・

相談員協会 常任顧問

福田 敦史 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理事

山上 伸
東京ガス株式会社 常務執行役員

環境部・基盤技術部担当IT本部長

※）委員は50音順、敬称略 　　　　　　　

所属は評価委員会の開催日を基準とした
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（３）評価項目・方法

　社会シナリオ研究の実施・推進面およびLCS機関運営面で評価を行い、それぞれで中期計画の

達成すべき成果に照らして評価を実施した。

１）社会シナリオ研究開発の実施・推進面

■評価項目

①社会シナリオ・戦略が低炭素社会実現に資する質の高い成果であるか

　具体的には、LCSの活動が、低炭素社会づくりに向けた社会システム改革の方向性を示す

とともに、「明るく豊かな低炭素社会」の実現に資する社会シナリオ研究として質の高いも

のであり、日本の経済・社会の発展に寄与する科学技術イノベーションを目指した研究開発

につながるものであるか。

②社会シナリオ・戦略が国、地方自治体等の政策立案等に活用されているか

　具体的には、LCSの発足からこれまでの約 7年間の取組や活動の結果が、国や地方自治体

等の政策立案主体、大学・企業等の関係機関との連携につながるとともに、今後もその協力

関係を維持加速できる展望を有することで、政策・施策や研究開発等に活用される社会シナ

リオ研究に資するものであるか。また、LCSの取組・活動の結果が機構の業務の効果的・効

率的な運営に活用されているか。

　

２）LCS機関運営面

■評価項目

　研究開発目標の達成に向けた取組や研究環境・事業実施環境の整備・社会シナリオ研究の

推進・推進体制等について、機関運営は適切か。事業推進を通じた業務運営の効率化・国民

に対して提供するサービスその他の業務の質の向上等に関する事項について適切であるか。

　

３）新たな中長期目標やJST構造改革に向けたLCS事業推進への助言等

　機構は国立研究開発法人として平成 29年 4月から新たな中長期目標期間に入った。JST

構造改革（濵口プラン：平成 28年 4月策定）を継続して実行する中、LCSとしての事業推

進について、「研究成果の関係省庁・関連機関への展開」、「事業成果の機構の研究開発事業

及び経営等における活用状況・連動性」、「海外とのネットワーク形成」の視点などから助言

する。

　

（４）評価委員会による意見等

　第3回事業評価委員会における有識者コメントとして、「イノベーション政策立案提案書は技

術的に興味深く、意義の高い内容を含んでいる」「電力システムの長期的検討はまさに的を射て

いる」「資源・エネルギーの需要が想定より伸びないシナリオを想定する場合においては高コス

ト領域の技術研究は将来的にも意味を持ちにくくなる可能性すらあることには留意したい」「成

果報告が単なる研究内容の報告に留まらず、他省庁の政策担当者や企業の企画部門、建築や電気

等他分野の専門家などを招いて幅広い批判的検討の場を検討することも一考に値する」「特に再

生可能エネルギーの分野では、今や日本は電力システムなども含め後進国といっても良い状況に

あり、海外とのネットワークの広がりは重要」等の意見をいただいた。

　評価結果・指摘事項は取りまとめの上、今後、所定の手続きを経て事業運営に反映する。
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第２部 平成 28年度の主な成果と活動

　
１．低炭素社会づくりのための総合戦略とシナリオ

　LCSは、我が国の経済・社会の持続的発展を伴う、科学技術を基盤とした「明るく豊かな低炭

素社会」の実現に貢献するため、2030-2050年の望ましい社会の姿を描き、その実現に至る道筋

を示す社会シナリオ研究を推進し、社会シナリオ・戦略の提案を行っている。具体的には、日々

のくらしに着目、現状および将来の科学技術を定量化するとともに、これらの技術を社会に導

入した際の経済性を評価することにより、2050年までの低炭素社会像の選択肢を提示し、実現

すべきことを明らかにするための取組を推進している。平成 24年 7月には、LCS発足からの約

2年間の活動を「低炭素社会づくりのための総合戦略とシナリオ」（社会シナリオ第 1版）とし

て発行、LCSのホームページに掲載した（http://www.jst.go.jp/lcs/）。社会シナリオ第1版は、

低炭素技術の製造プロセスにおける要素技術とコスト構造の定量的な評価を通じた今後の研究

開発の方向性・具体的技術発展性を示した定量的技術シナリオ、社会の低炭素化と経済発展の両

立を図るための定量的経済・社会シナリオを提示するとともに、「明るく豊かな低炭素社会」の

実現に貢献するための基本的な考え方を示したものである。平成25年度より、これまでの社会

シナリオ研究から見えてきた低炭素社会構築のための重要事項、新たな課題や方策等を対象とし

て「低炭素社会の実現に向けた技術および経済・社会の定量的シナリオに基づくイノベーション

政策立案のための提案書」（以下、イノベーション政策立案提案書）を研究・調査テーマごとに

分冊形式で順次公表している。イノベーション政策立案提案書は、その時点の各研究・調査の成

果に基づいた、低炭素社会実現に向けた政策立案のための具体的な提案を示している。同じ技術

を継続して研究・調査を進め、新たにイノベーション政策立案提案書としてまとめる場合もあり、

研究テーマによっては着手段階のもの、ロードマップとしてまとめたもの等がある。平成26年

6月に、平成25年度末までに公表した9冊のイノベーション政策立案提案書の要点、LCSが実施

する社会シナリオ研究の概要および進捗状況を「平成25年度 総合編『明るく豊かな低炭素社会』

の実現を目指して」（社会シナリオ第2版）として提案、ホームページで公表した（平成26年 7月）。

　平成 28年度は、社会シナリオ研究の成果を、「平成28年度 総合編 2050年の『明るく豊かな

低炭素社会』実現のための課題と展望」（社会シナリオ第3版）として提案、ホームページで公

表した（平成 28年 12月）。併せて、個別テーマについて、これまでの研究・調査から見えてき

た低炭素社会構築のための重要事項、新たな知見を盛り込んでの改訂や新規テーマに取り組み、

「太陽光発電システム（Vol.4）」「地熱発電（Vol.3）高温岩体発電」「CCS（二酸化炭素回収貯留）

（Vol.2）」「カーボンフリー水素の経済性とCO2 排出量（Vol.1）」「GaN 系半導体デバイスの技術

開発課題」「低炭素電源システムの安定化と技術・経済性評価－2050 年 CO2 排出量 80％削減に

向けた日本の電源システムの課題－」を含む技術開発編（10冊）、「再生可能電源大量導入によ

る電力系統の安定性確保と脱炭素化の可能性に関する分析－九州地域のケーススタディ－」を

含む技術普及編（6 冊）、社会システム編（4 冊）、国際戦略編（1 冊）の計 21 冊のイノベーショ

ン政策立案提案書を発行・公表して、社会シナリオ・戦略の機構の業務への活用、国・大学・

企業・地方自治体等の関係機関および国民の幅広い活用を促進した（次頁参照）。 （http://www.

jst.go.jp/lcs/do cuments/publishes/index.html）

　引き続き、より詳細なデータ整理や活動の幅を広げることで、精緻なシナリオとして改訂して

いく。
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 平成 28年度 総合編

　　 ○ 2050年の「明るく豊かな低炭素社会」実現のための課題と展望（社会シナリオ第3版）

　

 技術開発編

 ○ 太陽光発電システム（Vol.4）

　　－定量的技術シナリオに基づく太陽電池モジュールの製造コスト低下要因分析－

 ○ 蓄電池システム（Vol.4）

　　－レドックスフロー電池システムの構成解析とコスト評価－

 ○ 固体酸化物形燃料電池システム（Vol.4）

　　－水蒸気電解への適用と技術開発課題－

 ○ 地熱発電（Vol.3）

　　－高温岩体発電の水圧破砕エネルギーと開発可能な発電出力－

 ○ 木質バイオマス燃料のコスト低減（Vol.2）

　　－木質バイオマスの生産総コストとその低減策－

 ○ CCS（二酸化炭素回収貯留）の概要と展望（Vol.2）

　　－膜による分離回収コスト及び貯留コストの評価と課題－

 ○ カーボンフリー水素の経済性とCO2 排出量（Vol.1）

 ○ GaN系半導体デバイスの技術開発課題とその新しい応用の展望

 ○ 「低炭素技術設計・評価プラットフォーム」の構築（Vol.3）

 ○ 低炭素電源システムの安定化と技術・経済性評価

　　－2050年 CO2 排出量 80%削減に向けた日本の電源システムの課題－

 技術普及編

 ○ 家庭・中小業務における「電気代そのまま払い」社会実装のための提案書

 ○ エネルギー需要見通しから見る低炭素社会に向けた課題と展望（Vol.2）

 ○ リアルオプション法による太陽光発電事業のリスク分析と新たな普及促進制度の設計に

関する研究

 ○ 消費者の限定合理性を考慮した燃料電池の普及予測

 ○ 再エネ出力の不確実性を考慮した電源運用計画モデルに関する研究

　　－蓄電池導入による発電費用低減策のケーススタディ－

 ○ 再生可能電源大量導入による電力系統の安定性確保と脱炭素化の可能性に関する分析

　　－九州地域のケーススタディ－

 社会システム編

 ○ 民生家庭部門の省エネルギー促進からの低炭素社会実現（Vol.3）

 ○ 改正 FIT法における太陽光発電の事業性と出力抑制の影響分析

 ○ 生活シフトによる健康と省エネルギーの両立の可能性

 ○ シナリオプランニングを活用した2050年の明るく豊かな低炭素社会試案

 国際戦略編

○ 地球温暖化緩和技術のバリューチェーン評価と統合的貢献アプローチ（Integrated 

Contribution Approach）－ケーススタディ：太陽光発電システム－
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２．「明るく豊かな低炭素社会の構築」に向けた社会シナリオ研究の推進

　社会シナリオ研究の推進にあたっては、低炭素技術の導入・普及による社会の低炭素化および

経済活性化の見通しを定量的に示すことが必要である。低炭素社会が進んで、かつ経済も活発化

していくシナリオを提示する。シナリオの重要な点は、どのような技術が必要となるか、どのよ

うな産業構造の変化が起きるかを、幅をもって示すことである。

　ここでは、最先端の科学技術・研究開発の知見・データ等を取り入れながら、低炭素技術の開

発目標と研究課題を定量的に提示する「定量的技術システム研究」と、低炭素技術の導入・普及

促進の経済・社会制度を定量的に提示する「定量的経済・社会システム研究」の統合的な推進と、

低炭素技術が実社会・実生活につながる方策を設計・評価する「低炭素社会システム構築」につ

いて紹介する（30頁図 4、31頁図 5参照）。

　

２．１「定量的技術システム研究」と「定量的経済・社会システム研究」の統合的な推進

①「定量的技術システム研究」～低炭素技術の進展・研究開発の方向性を提示する

　「定量的技術システム研究」では、社会の低炭素化を導く技術（低炭素技術）を対象として、

その性能およびコストの将来見通しを経時的かつ定量的に示すとともに、技術進展を図るため、

今後取り組むべき研究開発目標を提示する。具体的には、低炭素技術を原理から製品製造プロセ

スまでを階層的に構造化して定量的に分析を行い、最新の研究開発動向も含めて低炭素技術の性

能・経済性・環境性の経時発展を見通し、将来の低炭素技術の性能向上と低コスト化を達成する

ために今後取り組むべき研究開発の目標と技術課題を提示する。

　低炭素社会の実現に向けて多くの低炭素技術が提案され、エネルギー供給側と需要側の双方で

の様々な工夫と開発がなされている。LCSは定量的技術システム研究の推進にあたり、エネルギー

供給側（再生可能エネルギーの利用、発電効率の向上等）と需要側（省エネ・節電、リサイクル

の活用等）の双方の技術に着目し、低炭素技術の現状について俯瞰的総合的な検討を行った（「低

炭素社会づくりのための総合戦略とシナリオ」（平成24年 7月、社会シナリオ第1版）、他）。

　

　平成28年度は、これまで検討してきた太陽電池、蓄電池、燃料電池、バイオマス、風力発電、

中小水力発電、地熱発電、二酸化炭素貯留（CCS）等の低炭素技術・構成技術について調査・分

析を行うとともに、電力等エネルギーシステムの一環として評価、低炭素技術を組み込んだエネ

ルギーシステム（例：CCS、将来的な水素の役割等）としての評価を行い、2030年のコスト構造・

CO2 排出量等を解析、低炭素技術の開発目標と研究課題を定量的に提示した。併せて、「既存の低

炭素技術」だけでなく「将来の新しい低炭素技術」に対してもその設計と評価を迅速に実施す

ることが可能となる「低炭素技術設計・評価プラットフォーム」の構築に取り組んだ。 個別テー

マについては、下記の新たな知見等が得られた。

　

　太陽電池では、平成24-27年度のイノベーション政策立案提案書で示した将来の技術水準を再

評価してコスト展望を改めて示すとともに、近年の製造コスト低減要因を評価した。第一に、シ

ステムコスト展望の改訂では、特に近年の技術開発が加速していることが分かった。また、更な

るコスト低減のためには各種太陽電池の高効率化に向けたタンデム化の技術開発も重要である。

第二に、近年の製造コスト低減の要因について、2012年技術水準と 2015年技術水準のコスト構

造の比較から、市場規模の拡大のみならず、製造技術の向上による各要素のコスト低下が示され

た。第三に、LCS の技術評価手法を評価するため、本分析手法の基礎とした1991年時の分析結

果と比較、分析手法としての意義を示した。

　蓄電池では、大規模電力貯蔵用として期待される定置型蓄電池の１つであるレドックスフロー

電池（バナジウム系レドックスフロー電池システム）を対象に製造コストを試算した（製造コス

ト91円/Wh）。この電池システムは、他の蓄電システムよりも耐用年数が長いという特徴があるが、
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普及に向けて大幅なコスト低減を必要とする。

　燃料電池では、固体酸化物形燃料電池（SOFC）システムの普及に向けて、SOFCを用いた水蒸

気電解セル（SOEC）による水素製造について、電解性能と水素製造コストの両者の観点から水素

製造に関する技術シナリオを検討した。水素製造および圧縮・貯蔵を考慮したプロセスにおいて、

4円 /MJ（40円 /Nm3-H2）程度まで低減できる道筋を示した。

　地熱発電では高温岩体発電について検討した。高温岩体発電では人工貯留層を造成するために

水圧破砕が行われるが、近隣地域への影響が大きい誘発地震の抑制が課題の一つである。過去に

行われた6サイト（雄勝、肘折、Soultz、Cooper Basin、Basel、Newberry）での水圧破砕のデー

タを基に、注入エネルギー、誘発地震で解放されるエネルギーおよび造成される貯留層の体積の

関係を調査した。また、日本で開発可能な高温岩体の発電出力を試算した。河川から取水した水

を人工貯留層に注入し、地上設備をシングルフラッシュ式とし、30年間稼動する場合、全国で

約22GWが開発可能であることが分かった。

　バイオマスでは、木質バイオマス燃料の利用について、植栽から伐出まで一連の生産プロセス

を対象としたコスト評価に基づき、木質バイオマスの生産プロセスに焦点をあて、人工林を対象

として、地方別、地形別、森林機械別にプロセスごとの詳細な積み上げ法により生産総コストを

算出。既存の対策の組み合わせにより、緩斜面については現状の約1/3にコスト低減できる可能

性を示した。

　CCSでは、膜分離技術による CO2 分離回収法について、回収コストと課題を検討した。ガス化

方式（precombustion；ガス圧力 5.7MPa）の石炭焚き発電所（規模 1,000MW）に適用したとき、

目標性能（膜透過率 4× 10-10m3/m2/s/Pa, 選択率 125）の膜では、分離回収コストは 1.5\/kg-CO2
であり、物理吸収法でのコスト3.9\/kg-CO2 より安価で優位である。しかしボイラー方式（post-

combustion）の低圧のガスでは、入口圧力の昇圧が必要なため、昇圧コストが加算される。また、

低温液化ガスの海上輸送後注入ケースはコスト高となることが分かった。常温液化ガスの直接注

入法が望ましい。

　将来的な水素の役割では、再生可能エネルギーの利活用形態の選択肢の一つとして、カーボ

ンフリー水素を取り上げ、製造、貯蔵、輸送を経て、最終ユーザーまでのコスト、CO2 排出量、

エネルギー効率等について明らかにした。水素製造は木質バイオマスのガス化による水素製造

プロセスを対象とした。2ケースの用役供給条件（ケース A：従来電力、燃料を購入、ケース

B：エネルギー自立）では、コストはほぼ同一の1.8円 /MJであったが、CO2 排出量はケースAの

10.3g/MJ に対し、ケースBでは、0.9g/MJであった。

　次世代半導体デバイスでは、GaN系半導体について検討した。GaN 系半導体はその薄膜および

バルク結晶の成長技術が急速に進展しつつあり、その大きなバンドギャップと光学物性や電気

特性、また組成変調した多層構造のもたらす機能によって、様々な応用展開が期待されている。

GaN系半導体の材料としての特徴や魅力を踏まえつつ、レーザダイオード、高周波通信デバイス、

パワーデバイス等の次世代デバイスへの応用のための技術開発の現状を調査し、今後に注力すべ

き技術開発課題を明確化した。

　LCS では、定量的技術システム研究に基づいて様々な低炭素技術の定量的評価を行っている。

その中において、「低炭素技術設計・評価プラットフォーム」は、定量的評価を支援する情報シ

ステム基盤である。平成28年度は、既に開発したシステムとデータベースに関して、（1）適用プ

ロセスの拡大、（2）データベースの内容充実、（3）システム操作性の向上、を進めた。低炭素技術

は常に進展しており、低炭素技術による経済性や環境負荷の将来を見通すには、最新の研究開発

成果や次世代研究開発の進捗状況等の研究開発動向を、定量的技術システム研究に随時取り入れ

ていくことが重要である。

　

　低炭素社会の実現に向けて再生可能エネルギーの大規模導入が期待される一方、自然条件に依

存する出力変動は、系統システムの安定運用に悪影響を及ぼすことが懸念されている。このため、
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出力変動に対応する新しい電源システムの構築が必要となる。「低炭素電源システム」では、技

術開発と経済性の観点から「低炭素電源システム」を評価した。LCSでは、将来の技術開発を考

慮した独自のデータに基づく定量的技術シナリオの構築手法と、システム安定化を考慮した多

地域電源構成モデルを開発している。この手法を用いて、2050年の低炭素電源システムの技術

課題を、CO2 排出量とコストの面から評価した。再生可能エネルギーのコスト低下により、2050

年に電源起源の CO2 排出量を 80％削減することは、現状の発電コストと同等で実現可能である。

そのためには特に、太陽光発電システム、蓄電池システム、高温岩体地熱発電システムの技術

開発が重要である。また、省エネルギーによる電力需要の削減は、発電コストの低下とシステ

ム安定化に寄与する。電源システム系統安定化に重きをおき、短期および長期の出力変動と過

渡安定度の維持に寄与する系統安定化のための、技術課題と低炭素電源システムの精緻な評価、

および実証と検証を進めていくことが重要である。

　

②「定量的経済・社会システム研究」～低炭素社会システムを社会実装に向けて展開する

　「定量的経済・社会システム研究」では、これら低炭素技術を社会に導入した際の経済・環境

への効果を算定する。さらに、低炭素技術の導入や省エネ行動等による経済効果・暮らしへの影

響を見通し、社会の低炭素化と豊かな暮らしを両立させる経済・社会制度を提示する。

　具体的には、自治体との共同研究「家庭の電力使用量見える化」社会実験、停電予防連絡ネッ

トワークのシミュレート、「電気代そのまま払いと、それを支える事業体グリーンパワーモデレー

タ」等の社会実証・社会実験を行い、社会シナリオの充実につながる定量的経済・社会システム

研究を推進している。

　

　平成28年度は、「家庭の電力使用量見える化実験」にて、生活の質を落とさずに家庭部門の低

炭素化を実現するための方策を検討した。家庭への省エネ情報の提供は、新たに設備機器を導

入することなく実施できる低炭素化策として有望である。LCS では社会心理学に基づき、“Nudge”

の概念や目標値の設定（Goal/Target Setting）を取り入れた節電アドバイス機能を開発し、

i-cosmos に実装した。さらに、本機能が家庭の行動変容にもたらす効果を検証するための予備

的実験を冬期に実施し、本機能により節電が促される傾向を確認した。また、複数の家庭をグルー

プ化して、グループ全体の目標値も表示した方が、より高い節電効果を得られるとの結果を得た。

　また、太陽光発電や燃料電池など新たな設備機器の導入も、生活の質に影響を及ぼさない家

庭の低炭素化策として有望である。低炭素化設備（太陽電池、蓄電池、燃料電池）の導入効果を、

実データに基づき検証した結果、一般的な住宅と比べて約68％の CO2 削減効果（年間約2.5t-CO2
削減相当）があり、光熱費（水道代を除く）に関しては年間約11万円削減される、との推計結

果を得た。

　民生部門の省エネへ向けた「電気代そのまま払い」では、家庭部門および業務部門の大幅な省

エネを目的とするシステムの実装に向けて、LCS・東京大学 COI-S・プラチナ構想ネットワーク

の協働プロジェクトにて実証実験を実施した。諸外国での事例の研究・分析、日本の事業者に対

するヒアリングを実施し、①静岡ガスによる家庭用冷蔵庫買替プロジェクト、②下川町（北海道）

における家庭用冷蔵庫買替プロジェクト、③水俣市（熊本県）における業務用冷蔵庫買替プロジェ

クトを推進した。さらに、地球規模で進む環境変化・国際化・人口問題等に対応できる持続可

能な共進化社会システムの創成へ向けて「新たな都市OSの社会実装」を目指す九州大学COI「共

進化社会システム創成拠点」と連携、東京大学EMSサテライトと共催にてワークショップ「パリ

協定を踏まえた再生可能エネルギー大量導入と電力システムのイノベーション」を企画・開催し、

社会シナリオ研究の成果を活用するとともに、LCS研究員等が議論に参加する等、エネルギー供

給源の多様化に対応した低炭素技術の統合的な評価や、低炭素化につながる個人の消費行動・市

場の変化の検討を行った。
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２．２ 低炭素技術が実社会・実生活につながる方策を設計・評価する「低炭素社会システムの構築」

　低炭素技術の研究開発と導入・普及が進むことによる社会の低炭素化と経済の拡大を見通し、

低炭素社会の実現に向けた社会シナリオを提示する。応用一般均衡モデルにより経済の持続的

発展と社会の低炭素化の両立を定量的に算定。発展途上国を含む世界各国の省エネルギーを通

じたエネルギーコストの削減の調査・分析、各国における温室効果ガス排出削減の施策の調査・

分析等を行い、その結果が我が国の低炭素社会構築に反映できる国際戦略研究を推進している。

　低炭素社会システムの構築には、「多様な地域の発展を起点とした低炭素社会システムを検討

する」ことが重要なポイントとなる（7頁図１参照）。地域の低炭素化に向けた取組が、低炭素

技術導入の短期の誘導策に頼らずに経済的に自立したものに発展し、それら取組の経済性の高さ

をもって国全体として大きな力を発揮できるよう、市民のより良いくらしと地域の低炭素化が同

時に実現される仕組みを設計する。自治体等と連携・協力して低炭素技術が実社会・実生活に導入・

普及する方策を検討するなかで、普遍的要素を見出すこと等により、他地域にも展開できる経済

性の高い方策に発展させていく。

　平成28年度、個別テーマについては、下記の新たな知見等が得られた。

　

　「エネルギー需要見通しから見る低炭素社会に向けた課題と展望（Vol.2）」として、昨年度構

築したエネルギー・モデルを用いて、最近のエネルギー消費に関する変化が2030年まで継続し

た場合の、将来のエネルギー需要を予測分析した。

　 電力系統・安定化では、「再生可能電源大量導入による電力系統の安定性確保と脱炭素化の可

能性に関する分析－九州地域のケーススタディ－」として、再生可能電源、特に太陽光発電の大

量導入と電力系統の安定性を両立させるための技術的制約を考慮した電源構成モデルの計算方

法を提案。九州の主たる送電系統を網羅し、長期的なCO2 排出量制約下における電源構成を求め

るモデルを提示した。電力系統の安定性を考慮した場合の太陽光発電システムの制御と水素発電

との組み合わせによる再生可能エネルギーの有効利用法、電力システムの脱炭素化の可能性を示

した。併せて、「リアルオプション法による太陽光発電事業のリスク分析と新たな普及促進制度

の設計に関する研究」、「消費者の限定合理性を考慮した燃料電池の普及予測」、「再エネ出力の不

確実性を考慮した電源運用計画モデルに関する研究－蓄電池導入による発電費用低減策のケー

ススタディ－」について提案している。

　「改正FIT 法における太陽光発電の事業性と出力抑制の影響分析」では、太陽光発電の導入状

況や指定電気事業者における太陽光発電の出力制御の見通し等の動向を整理するとともに、出力

抑制が太陽光発電事業者の収益性や資金調達にどの程度の影響を与えるかを評価した。「生活シ

フトによる健康と省エネルギーの両立の可能性」では、朝型生活への転換による睡眠快適性と消

費電力の変化に関する実証研究を行っている。

　「シナリオプランニングを活用した2050年の明るく豊かな低炭素社会試案」では、LCSが平成

28年 11月にシナリオプランニングを実施した結果の中から、通常の方法では考えられない二つ

のシナリオ分岐について検討している。一つは、「バーチャルユートピア」シナリオであり、高

度な技術が活用され、多くの労働はロボットによって代替され、在宅中心に“創造的”仕事をす

る人がほとんどとなる。もう一つは、「ローカルフロンティア」シナリオであり、より手作りや

スローライフが評価され、手間をかけることこそが贅沢という社会となる。この二つのシナリオ

をベースに、定量分析を実施、低炭素化は両者において同程度実現するが、その社会像は全く異

なるという結果となった。

　「気候変動緩和の世界的な取り組みへの日本の貢献」では、「地球温暖化緩和技術のバリュー

チェーン評価と統合的貢献アプローチ（Integrated Contribution Approach）－ケーススタディ：

太陽光発電システム－」として、技術が世界で製造され利用されることによる経済効果を広く評

価するため、バリューチェーン分析を行った。
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３．低炭素社会の普及拡大に向けて

３．１ 社会実証実験

３．１．１ 家庭の電力使用量見える化

　停電予防連絡ネットワークを発展させ、各家庭の電力消費量をオンタイムで観察・データ収集

でき、LCSと家庭相互が連携するシステムを平成25年度に構築した。23自治体の協力の下、各家

庭に設置する装置から、クラウドサーバー、インターネットを通じてデータをリアルタイムで収

集する実験を進めてきた。社会シナリオ研究の成果を導入するとともに、ライフスタイルの変化

を促す対策と技術導入の在り方に関する研究を行った（図2参照）。

　平成26年度末には、データ収集開始後1年が経過したことから、自治体の要望に応え、1年間

の電力計測データを整理・解析した結果を報告書として全23自治体および希望のあった実験協

力家庭に送付した。さらに平成27年度は、実際の電力計測データに基づき、個々の家庭に最適な

節電アドバイスを自動選択・表示するシステムと、翌週の節電目標を自動算出・表示するシステ

ムを実装した。本取組については、当初想定していた期間を超えて自治体・協力家庭の協力を得

て進めてきたが、研究目的に必要なデータを十分に得られたこと等から、平成28年度末をもっ

て終了。今後は、得られたデータを、関係機関・自治体・事業者等との連携に活用する新しいフェー

ズに移行する。なお、本取組の成果展開を含む提案課題（責任者：東京大学・吉田好邦教授）が

RISTEX「研究開発成果実装支援プログラム」平成28年度募集に応募、採択された。引き続き連携

に務める。

図2　「電力使用量見える化」社会実証実験の仕組み
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・電力需要の平準化効果予測
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３．１．２ 民生部門の省エネに向けた「電気代そのまま払い」

　LCSは東京大学工学系研究科松橋研究室・新領域創成科学研究科吉田研究室・プラチナ構想ネッ

トワークと、平成26 年度から「電気代そのまま払い」を提案し、協働プロジェクトとして研究・

実証を進めている。「電気代そのまま払いは」Pay-as-you-save（PAYS）の考え方に基づき、初期

投資は不要で、省エネや創エネによるメリットを比較的長期にわたって返済することで、家計

にとっては追加的出費なく低炭素化投資が実施できるという枠組みである。平成26年後半より、

静岡ガス株式会社、北海道上川郡下川町、熊本県水俣市と協働で、冷蔵庫を対象とした実証実験

を行うため、電力消費の計測をスタートさせた。また、各実証実験構成に応じて、企業・団体や

地方自治体、政府関連部署の協力を得ている。現在、実証実験については、多くの場合24時間

365日稼働している冷蔵庫について実施している。

　これまで、静岡ガスが主体となった「電気代そのまま払い」プロジェクトでは、20 件の冷蔵

庫の電力消費の計測をし、5件買替提案を行い、うち2件が「電気代そのまま払い」による冷蔵

庫の買替を実施した。静岡ガスの子会社である静岡ガスクレジットによるリースによって、電気

代節約分相当（みなし）の金額を、月々リース代として支払うことで、初期投資なしに20 万円

近い冷蔵庫を最新のものに買い替えた。買替によって60%以上の省エネが実現した。（平成29年

2月 22日プレス発表）。また、静岡ガスの実証実験に加えて、北海道下川町と熊本県水俣市でも、

冷蔵庫の電力消費を計測後、高効率の新しい冷蔵庫に買替がそれぞれ1件ずつ実施され、電気代

節約分（みなし）による返済スキームを実施している。

　「電気代そのまま払い」は、家庭部門における省エネ家電や高効率照明など広範囲の機器を対

象として買い替えを促進する枠組みであり、家庭での省エネが促進され、省エネ削減を大きくで

きる可能性がある。今後、共に活動している自治体のほか、金融機関や損保会社等の協力を得て、

本枠組みを推進するファンド設立や自立した事業の創出なども行い、全国への普及を目指す。

図3　静岡ガス実証実験における買替世帯のイメージ図
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３．２ 地球温暖化への適応戦略

３．２．１ 林業自立に向けた研究に関する打合せ

　今後の「林業の発展」「木質バイオマス利用」に向けて農林水産省・林野庁との連携体制を継続。

農林水産技術会議事務局西郷局長・LCS山田副センター長打合せ（6月 8日）他、実務レベルの情報・

意見交換を行い、林野庁事業での低コスト関連の取組、農林水産技術会議の研究プロジェクト（林

業課題）等について林野庁より説明を受けた。社会シナリオ研究の推進・社会実証課題の形成

等に反映を図る。国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究

支援センターの「革新的技術開発・緊急展開事業（うち地域戦略プロジェクト）」の採択課題「優

良苗の安定供給と下刈り省力化による一貫作業システム体系の開発（森林総研）」のコンソーシ

アムに協力研究・普及機関としてLCS が参画している。

　また、6月 8日に行った打合せにて、今後の林業の発展に向けて、LCSと林野庁で実務レベル

の情報・意見交換を行うこととなり第1回として「森林・林業・木材産業の現状と課題、森林・

林業基本計画について」林野庁より説明を受け、意見交換を実施（7月 6日）、他。

　

３．２．２ RISTEXが推進する文部科学省事業「気候変動適応技術社会実装プログラム（SI-CAT）」

　　　　　 への参画

　平成 27年度より、LCSは JST社会技術研究開発センター（RISTEX）が社会実装機関として取

りまとめを担当する文部科学省事業「気候変動適応技術社会実装プログラム」（SI-CAT：Social 

Implementation Program on Climate Change Adaptation Technology）の「気候変動適応技術社

会実装プログラムにおける社会実装の着実な推進」へ参画、これまでの社会シナリオ研究から得

られた知見の提供等を行っている。

　平成28年度は、WGへの参加やモデル自治体等への訪問等による技術開発機関・モデル自治体

等の取組や気候変動適応に関するニーズの把握結果も踏まえ、社会シナリオ研究の成果との相乗

効果を検討するとともに、「低炭素社会実現に向けた社会シナリオ研究」の知見および定量的な

技術評価の視点の重要性について発信した。具体的には、下記（1）－（3）のとおり。社会シナリ

オ研究への共通認識が形成されつつある。

（1）「適応と緩和の連動可能性」に関する意見交換

　文部科学省環境エネルギー課との打合せに基づき、「適応と緩和」の連動可能性について検討。

東京大学沖教授（SI-CATアドバイザー・LCS戦略推進委員）が代表を務める環境省S-14プロジェ

クト「気候変動の緩和策と適応策の統合的戦略研究」とLCSの連携会議「適応と緩和の連動可能

性について」を企画・開催した（5月 31日、文部科学省）。双方より事業推進に関わる重要事項、

S-14と LCS、S-14と SI-CAT の連動可能性・優先課題、今後の課題等について紹介、質疑および

意見交換を行った。議論のポイント・含意等について、文部科学省および木村PDらに報告して

いる。

（2） SI-CAT事業推進への助言、LCS社会シナリオ研究成果の発信

　「低炭素社会実現に向けた社会シナリオ研究」の知見および定量的な技術評価の視点の重要性

の発信では、SI-CAT 事業推進において、LCS三森上席研究員が SI-CAT アドバイザーとして事業

運営の把握および委員会などにおける助言を行っている。

　平成28年度 SI-CAT公開シンポジウム「気候変動の適応策を知る－長野県から発信する適応策

－」（11月 14日）において、LCS森上席研究員から「温暖化と緩和策－地域からの行動－」と題

して、適応策とともに温暖化対策の両輪の一つである緩和策について講演を行った。地域からの

対応として「社会としての持続可能性」が大きな目標であり、GDPも伸びるような「明るく豊か

な低炭素社会」を目指すことの重要性について発信した。

（3） WGへの参加、モデル自治体への訪問によるニーズ把握

　WGへの参加やモデル自治体等への訪問等による技術開発機関・モデル自治体等の取組や気候

変動適応に関するニーズの把握については、「緩和策と適応策の連携」の観点から、LCS研究員
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らが暑熱WG（6月 9日）、モデル自治体横断WG（6月 29日）、適応自治体フォーラム（8月 31日）

等に参加した。さらに、長野県（11月 15日）、茨城県（平成29年 1月 19日）、埼玉県（平成29

年 1月 20日）等のモデル自治体等の訪問等を通じて気候変動適応に関するニーズを把握した。

　長野県では、LCS研究員が公開シンポジウムの翌日の打合せに同行・参加し、県の環境エネル

ギー計画、都市計画、農業、林業、暑熱・健康などについて意見交換、県の施設を見学した。

　茨城県とは、農業課題について打合せ（平成29年 1月 19日）、LCSから平成 28年度総合編「社

会シナリオ第 3版」を紹介、茨城大学田村准教授から茨城県の農業への影響評価および茨城大

学ICASについての説明があり、緩和策と適応策に関して、「地球温暖化」が緩和策の前提条件に

大きな影響を及ぼすと考えられる分野（農業と低炭素社会）に関する意見交換を行った。

　埼玉県チームとは、LCSから平成 28年度総合編「社会シナリオ第 3版」を紹介、埼玉県嶋田

部長より、温暖化対策実行計画「ストップ温暖化埼玉ナビゲーション」や「地球温暖化対策推進

委員会」「自治体施策への適応策の実装」埼玉県の活動ついて説明があり、「明るく豊かな低炭素

社会の構築」に向けた緩和策と適応策が相互連関や相乗効果を持つ分野、社会システムに関する

分野、に関する意見交換を行っている（平成29年 1月 20日）。

　

３．３ 理解増進

　「家庭の電力使用量見える化」社会実験の参加自治体であり、平成28年度の LCSシンポジウム

においても成果報告（ポスター発表）をいただいている足立区が5月 30-31日に開催した「地球

環境フェア2016」に出展した。同フェアでは、ポスター展示（LCSおよび「電力使用量見える化」

社会実験の取組を紹介）や、省エネハウスの模型の展示、参加型の環境クイズを行い、JSTの取

組を紹介した。

　また、「家庭の電力使用量見える化」社会実験で共同研究を行っているつくば市との連携・展

開として、つくば市の協力を得た「3電池（太陽電池・燃料電池・蓄電池）搭載住宅街区のエネ

ルギー需要実績と街区の低炭素化に向けた取組」を実施している。つくば市がデータ取得地域を

対象として開催する「第1回 エコなまち・暮らしを考えよう！＠環境モデル街区」に磐田研究

員が参加（平成 29年 2月 26日 @スマエコシティ研究学園・つくば市）。同街区における太陽光

発電・燃料電池・蓄電池併用住宅の発電量・消費量のモニタリング分析結果を紹介。参加者との

間で活発な質疑応答・意見交換が行われた。

　お台場地域で開催されたサイエンスアゴラでは、「2050 年の明るく豊かな低炭素社会」につい

て外部の様々な方の意見を伺うため、LCS の社会シナリオ研究の知見を活用してシナリオプラン

ニング企画「対話で作る、明るく豊かな低炭素社会シナリオ」を設計、開催した（11月 5日）。

角和昌浩氏（昭和シェル石油チーフエコノミスト・東大客員教授）に講師として参画いただき、

ファシリテーター4 名・LCSメンバー・事前登録の専門家・学生等計20名が参加して「2050 年

の明るく豊かな低炭素社会」に至るまでに重要と思われる因子を抽出しながら議論し、アイディ

ア出しと構造化、シナリオ提案を行った。得られた知見については、イノベーション政策立案提

案書として取りまとめている。

　さらに、機構内において総務部広報課と連携したJST広報カフェ「燃料電池の技術的可能性・

経済性・将来の役割」（6月 28日、大友順一郎特任研究員）、「エネルギー研究開発の国際交流」

（8月 23日、黒沢厚志客員研究員）および「家庭部門における節電と省エネの推進」（11月 21日、

磐田朋子研究員）での講演等を行った（詳細は22頁４．１．８参照）。

　こうした活動を通して、広く一般の方にも低炭素社会実現へ向けたLCSの取組への理解・参加

を促している。
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４．関係機関等との連携

４．１ 科学技術振興機構事業への貢献

４．１．１ 経営企画部との連携

　経営企画部イノベーション企画推進室グリーンイノベーション分野戦略プログラムパッケー

ジの検討において、LCS研究員が継続的に参画、LCSの社会シナリオ研究の成果の共有を図ると

ともに、データ提供を行った。拡大事業横断会議「低炭素さらには脱炭素社会に向けたJSTの取

組み」（4月 6日）に山田副センター長、企画運営室メンバー等が参加した。

　

４．１．２ 研究開発改革推進室との連携

　機構が平成29年度から開始する未来社会創造事業は、社会・産業ニーズを踏まえ、経済・社

会的にインパクトのあるターゲット（出口）を明確に見据えた技術的にチャレンジングな目標を

設定し、戦略創造研究推進事業等の有望な成果の活用を通じて、実用化が可能かどうか見極めら

れる段階（概念実証：POC）を目指した研究開発を実施する。LCSは、テーマ策定調査打合せ（平

成29年 1月 20日）等を通じて未来社会創造事業の活動へLCS事業成果をインプット、探索加速

型「④地球規模課題である低炭素社会の実現」の「社会・産業が望む新たな価値」の提案募集に

LCSとしてテーマ提案するなど、連携を図っている。

　

４．１．３ ALCAとの連携

　先端的低炭素化技術開発（ALCA）橋本 PDからの要請を受け、平成 28年度募集にて ALCA「技

術のボトルネック抽出」にLCSとして参画している。ボトルネック課題の抽出方法・課題絞込み

方法等について意見交換を行うとともに、社会シナリオ研究の成果を活用して、「ALCA 平成 28

年度公募（革新技術領域）のボトルネック開発目標（16目標）」のうち、「（1） Pbフリー及び高

耐久性ペロブスカイト太陽電池」「（3） Si系タンデム型太陽電池の接合界面の解明とプロセス制

御」「（5） 固体電解質型燃料電池（SOFC）の低温作動化」等、6目標の設定に貢献した。ALCA事

業推進委員会に松橋研究統括が委員として参加、「社会シナリオ第3版」を紹介（第22回、平成

29年 2月 18日）。ALCAの課題募集は、平成29年度より未来社会創造事業の一環として実施され

ることから、より強い事業連携を図っていく。

　

４．１．４ 「革新的エネルギー研究開発拠点形成事業（FUTURE-PV）」との連携

　環境エネルギー研究開発推進部再生可能エネルギー研究担当が産業技術総合研究所内で拠点

形成支援を担当する「革新的エネルギー研究開発拠点形成事業（FUTURE-PV）」では、LCSは発足

時から研究テーマの打合せ、FUTURE-PV事業運営委員会・成果報告会等へのLCSメンバーの参加・

情報共有等を実施してきた。平成28年度は FUTURE-PV第 9回事業運営委員会に研究員が陪席（平

成29年 3月 10日、JST）した。同事業は28年度末にプロジェクト終了。

　

４．１．５ 研究開発戦略センター（CRDS）との連携

　CRDSフェロー会議にて「社会シナリオ第3版」を紹介するとともに、CRDSが主催する俯瞰ワー

クショップ、フェロー会議等に LCS研究員等が陪席している。CRDS環境・エネルギーユニット

の活動に関し、戦略プロポーザル作成チーム「低炭素エネルギーネットワークに資する電力シ

ステムと基盤技術の検討」に田中主任研究員が参画。CRDSからの案内を受け、化学工学会特別

シンポジウム「未来のスマート社会に向けたイノベーションと社会実装『再生可能エネルギー

実装社会のフューチャーデザイン2』」（9月 8日）にて ALCA担当者およびLCSから LCS岩崎上席

研究員が講演し、各事業の取組や研究成果を紹介。ものづくりに関わるエネルギー分野の基盤

技術のあるべき姿に向けた研究開発や施策の課題および今後の方向性などについて議論する俯

瞰ワークショップ「エネルギー基盤技術（工学）」（11月 25-26 日）に大友特任研究員（東京大
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学大学院新領域創成科学研究科環境システム学専攻准教授）が関連学協会の有識者として参加・

議論に貢献した。

　

４．１．６ CREST-EMS領域との連携

　戦略研究推進部が実施するCREST「分散協調型エネルギー管理システム構築のための理論およ

び基盤技術の創出と融合展開」（EMS）領域とは、同領域の発足当時から藤田政之研究総括への

LCS活動の紹介、同領域の領域会議への参加、研究代表者の研究施設訪問・意見交換、最強チー

ム再編プロセスへの陪席等、積極的に連携を行っている。

　平成 28年度は、「さきがけ・相界面－ CREST・EMS 若手合同ワークショップ」（4月 27日）に

主任研究員・企画運営室メンバー等が参加した。また、CREST-EMS領域 第 8回領域会議の傍聴・

情報収集をした（8月 29日、JST東京本部）。

　

４．１．７ RISTEXとの連携

　RISTEX との関連においては、「電気代そのまま払い（北海道下川町）」「電力使用量見える化

実験（東京都足立区）」等のLCS研究成果を活用した提案課題（責任者：東京大学・吉田好邦教

授）がRISTEX「研究開発成果実装支援プログラム」平成28年度募集に応募、採択された。また、

RISTEXが推進する文部科学省事業「気候変動適応技術社会実装プログラム（SI-CAT）」において、

LCS三森上席研究員がアドバイザーとして参画、LCSが社会実装機関メンバーとして活動してい

る。SI-CAT木村 PDを初めとするコアメンバーにLCSの取組・成果等について紹介するとともに、

SI-CAT公開シンポジウム「気候変動の適応策を知る－長野県から発信する適応策－」（11月 14日）

においてLCS森上席研究員が「温暖化と緩和策－地域からの行動－」と題して講演、LCS研究員

等が自治体訪問・関連するWGや会議体に参加している。PO・PDクラスとの意見交換が相互のプ

ログラム主旨や事業成果の理解、新たな課題形成につながっている。引き続き RISTEXとの連携

構築に務める。

　

４．１．８ 広報カフェでの発表

　社内広報活動の一環として、JST勤務者同士の交流や意見交換の場として総務部広報課が開催

しているJST広報カフェに連携し参加している。

（１）「燃料電池～その技術的可能性、経済性、および将来の役割～」（6月 28日）

プレゼンター：大友順一郎 東京大学 大学院新領域創成科学研究科 環境システム学専攻 

　　　　　　　准教授／LCS特任研究員

　電源構成（火力や水力、および原子力等のエネルギー供給源の配分）における再生可能エネル

ギーの割合は、世界的に大きく増加しつつある。日本国内でも、太陽電池の発電コストが系統電

力コストと等価になる、いわゆるグリッドパリティへの到達が見込まれ、電力システムの様相が

変わっていくことが予想される。一方、国内の燃料電池技術、特に固体酸化物形燃料電池（SOFC）

の発電効率は、小型機を含め50％を超えるレベルに到達している。

　そのような周辺状況の変化や技術的発展も踏まえつつ、現在LCSで取り組んでいる技術構造化

の紹介も交えながら、燃料電池の技術的可能性や今後の役割について紹介した。多くの参加者と

の間で活発な質疑応答・意見交換が行われた。

（２）「くらしのエネルギー＆エネルギー貯蔵－エネルギー研究開発の国際交流の視点から－」

     （8月 23日）

プレゼンター：黒沢厚志 エネルギー総合工学研究所部長／LCS客員研究員

　わが国の「地球温暖化対策計画」（平成28年 5月 13日閣議決定）においては、2030年度の温

室効果ガス削減目標の達成に向け、「業務その他部門」や「家庭部門」の二酸化炭素排出量を約

4割削減することを目指している。具体的には、使用機器の効率向上・普及やその運用の最適化、

および建築における構造の省エネルギーや再生可能エネルギー導入により、エネルギー消費量の
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抑制を図ることが求められている。

　国際的にも技術協力の重要性は増しており、国際エネルギー機関（IEA）では、多様な分野で

の技術協力を促進するとともに、出版物やワークショップなどの手段で情報発信を行っている。

　そのうち、研究開発プライオリティに関する専門家会合（EGRD）は、IEAのエネルギー研究技

術委員会の下でワークショップ開催を通じてIEAに貢献している。

　ゼロエネルギー建築（ZEB/ZEH）などで関心が高まっている住宅の省エネルギーや、再生可能

エネルギーの大幅導入の鍵となるエネルギー貯蔵やその代替手段をテーマとして、

　  ①低炭素社会の実現に向けて取り組んでいるLCSの関連活動

　  ②最近の EGRDワークショップ概要（冷房、エネルギー貯蔵）

　  ③同ワークショップにおける黒沢客員研究員の報告事例

を、紹介した。多くの参加者との間で活発な質疑応答・意見交換が行われた。

（３）「家庭部門における節電と省エネの推進～低炭素化に向けた『家庭の電力見える化実験』と

LCSの取り組み～」（11月 21日）

プレゼンター：磐田朋子LCS研究員

　生活の質を落とすことなく、家庭部門の低炭素化を実現するためにLCSが取り組んでいる2つ

の研究、①行動変容による家庭の低炭素化を促すことを目的とした社会実証実験、②太陽光発

電や蓄電池など家庭における低炭素化設備の導入効果の検証と将来見通し、について紹介した。

多くの参加者との間で活発な質疑応答・意見交換が行われた。

　

４．２ 国への貢献

４．２．１ 文部科学省 環境エネルギー課との打合せ、同課の活動への貢献

　4月 1日に新規に着任された文部科学省環境エネルギー課藤吉課長と、山田副センター長・松

橋研究統括とで打合せを実施した（4月21日、文部科学省）。LCSの事業内容について説明した後に、

事業実施の大きな方向性について意見を頂くとともに、今後の事業運営について意見交換を行っ

た。

　文部科学省環境エネルギー課からの示唆に基づき、「適応と緩和」の連動可能性について検討

した。東京大学沖教授（LCS戦略推進委員、SI-CAT アドバイザー）が代表を務める環境省 S-14

プロジェクト「気候変動の緩和策と適応策の統合的戦略研究」とLCSの連携会議「適応と緩和の

連動可能性について」を企画・開催した（5月 31日、文部科学省）。S-14および LCSより重要事

項・優先順位・今後の課題等について相互に紹介、質疑および意見交換を行った。議論のポイント・

含意等についてSI-CAT木村 PDらに報告した。

　文部科学省環境エネルギー課が主催する第8期環境エネルギー科学技術委員会（第6回、8月

16日、文部科学省）に松橋研究統括が委員として参加。「低炭素社会実現のための社会シナリオ

研究事業」としてLCSの活動概況を報告、話題提供。併せて「今後の環境エネルギー分野の研究

開発について」「研究開発計画（環境エネルギー分野）素案について」等に関して議論を行った。

「社会シナリオ第3版」を紹介（第8回、平成29年 1月 30日）。

　文部科学省環境エネルギー課の要請に基づき、LCSは、次世代半導体の実装・普及に必要な研

究開発項目の整理を行う調査研究を実施、イノベーション政策立案提案書「GaN系半導体デバイ

スの技術開発課題とその新しい応用の展望」として発信するとともに、文部科学省を通じて「省

エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発」事業のPD等に情報提供している。

　

４．２．２ CSTI エネルギー・環境イノベーション戦略（NESTI）推進 WG への貢献、等

　LCS 研究員が「地球温暖化対策」「気候変動」等関連分野での外部委員会委員として貢献して

いる。具体的には、CSTI エネルギー戦略協議会（田中主任研究員）、同エネルギー・環境イノベー

ション戦略（NESTI）推進 WG（田中主任研究員）、同評価専門調査会（松橋研究統括）、内閣府「防

災 4.0」未来構想プロジェクト（高瀬特任研究員、※内閣府 「防災 4.0」未来構想プロジェクト
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＝内閣府が、地球温暖化に伴う気候変動に関する科学的知見を踏まえ、今後激甚化が予想される

災害の様相を示すとともに、これから必要な「防災のそなえ」について検討し提言を行うプロジェ

クト）等、委員として活動に参画している。

　内閣府CSTI 事務局より要請を受け、エネルギー戦略協議会構成員である田中主任研究員が「科

学技術イノベーション総合戦略2016に基づく重きを置くべき施策の特定に向けたヒアリング（エ

ネルギー）」（8月 2日・4日）に参加した。各省庁からの説明に対し「重きを置くべき施策」に

ついてコメントしている。また、CSTIエネルギー・環境イノベーション戦略（NESTI）推進 WG （第

2回）（平成29年 3月 9日）にて「社会シナリオ第3版」を配布した。

　内閣府調査「太陽光発電の技術開発見通し（～2050）」に協力。エネルギー・環境イノベーショ

ン戦略推進WGが行っている研究開発見通し（ロードマップ）の収集のうち、革新的技術の一つ

である「太陽光発電」のブレークスルーが期待される技術「ペロブスカイト」と「量子ドット」

について、LCSの既刊のイノベーション政策立案提案書「太陽光発電システム－要素技術の構造

化に基づく定量的技術シナリオと科学・技術ロードマップ－」等を基にディスカッションした（平

成29年 1月 24日）。

　

４．２．３ 自由民主党資源・エネルギー戦略調査会再生可能エネルギー普及拡大委員会への社

会シナリオ研究成果の貢献

　LCSは、低炭素技術の評価、経済・社会制度の提案や合意形成に向けて、科学技術に立脚した

中立な立場からの情報発信を行っている。具体的には「LCS設立 1周年シンポジウム」スピーチ

セッションでの登壇者の招聘、プレス発表での問合せ対応などが例示できる。平成27年度に「エ

ネルギー自給国家を目指そう－再エネは安い、省エネは儲かる－」（小宮山センター長、平成28

年 1月 15日）を発信、同委員会による提言「再生可能エネルギーの普及拡大に向けて（提言）

～未来エネルギー開拓! GDP600兆円に貢献～」（4月 8日）のバックボーンを担った。同提言は、

同委員会より安倍総理への提案が行われた。

　

４．２．４ 経済産業省との連携体制構築

　経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部政策課からの要請に基づき、需

要家側エネルギーリソース（蓄電池を含む）の活用に係る政策に関してディスカッションを行い、

小宮山センター長、山田副センター長から「LCSの 2030年の蓄電池のコスト推計とその算出根拠」

についてインプットした（10月 26日他）。また、経済産業省製造産業局化学物質管理課からの

要請に基づき、人工知能（AI）を用いる「化学物質の安全性評価プロジェクト」に関してディスカッ

ションを行い、山田副センター長からLCSの燃料電池等の社会シナリオ研究の成果をインプット

した（平成29年 2月 7日）。

　経済産業省産業技術環境分科会地球環境小委員会にて、松橋研究統括や田中主任研究員が委員

として活動に参画している。

　

４．２．５ 農林水産省・林野庁との連携体制構築

　今後の「林業の発展」「木質バイオマス利用」に向けて農林水産省・林野庁との連携体制を継続。

農林水産技術会議事務局西郷局長・LCS山田副センター長打合せ（6月 8日）他、実務レベルの情報・

意見交換を行い、林野庁事業での低コスト関連の取組、農林水産技術会議の研究プロジェクト（林

業課題）等について林野庁より説明を受けた。社会シナリオ研究の推進・社会実証課題の形成

等に反映を図る。国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究

支援センターの「革新的技術開発・緊急展開事業（うち地域戦略プロジェクト）」の採択課題「優

良苗の安定供給と下刈り省力化による一貫作業システム体系の開発（森林総研）」のコンソーシ

アムに協力研究・普及機関としてLCS が参画している。 
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４．２．６ 東京オリンピック・パラリンピックでの再生金属活用に関する提言

　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会「持続可能性に配慮した調達コード基本原則」

（2016年 1月）では「持続可能な大会運営を実現するため、原材料調達・製造・流通・使用・廃

棄に至るまでのライフサイクル全体を通じて、環境負荷の最小化を図る」とされている。東京オ

リンピック・パラリンピックでの再生金属活用に関して、LCS山田副センター長が、「鉄スクラッ

プをリサイクルする電炉鋼材の採用が進むことが自然な方向」「電炉メーカーは電炉製品ででき

ることのよりアピールを」と発信した（日刊産業新聞10月 18日）。

　

４．３ 研究機関、関連組織等との連携

４．３．１ 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）との連携

　NEDO技術戦略研究センター（TSC）と JST-LCSは、エネルギー・環境問題の解決という目的に

対して異なる視点・方法で再生可能エネルギー等の低炭素・エネルギー技術の普及に向けた方策

について研究を行っている。「電力系統に関する研究会」を企画・開催した（10月 11日）。LCS

山田副センター長、TSC環境・化学 U石田ユニット長、エネルギーシステム・水素U矢部ユニッ

ト長らの出席の下、「LCSの電力系統に関する考え方・取組、電力系統関連技術に関する提案書」

「NEDO における電力系統に関する取組」について相互に紹介するとともに、将来の再生可能エ

ネルギー大量導入時代に向けて、電力系統に関して検討すべき事項（技術的課題・社会的課題）

についてディスカッションした。また、LCSの第 3回事業評価委員会（平成29年 3月 2日開催）

評価委員としてNEDO福田理事に参画いただいている。

　

４．３．２ OCCTO訪問

　電力広域的運営推進機関（OCCTO, Organization for Cross-regional Coordination of Transmission 

Operators, JAPAN）は、電気事業者が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視および電気

事業者に対する電気の需給の状況が悪化した他会員への電気の供給の指示等の業務を行うこと

により、電気事業の遂行にあたっての広域的運営を推進する機関である。平成 28年 7月 26日、

LCS研究員らが江東区豊洲にあるOCCTOを訪問・視察。組織および現状の取組について説明を受

けるとともに、「自動化の具体的な姿と将来像（目指す姿）」「防災業務計画（サイバー攻撃など）」

「再生可能エネルギー大量導入時の広域運営」「ネガワットの考慮」などについて技術的な意見交

換を行った。

　

４．３．３ 文部科学省事業「気候変動適応技術社会実装プログラム（SI-CAT）」事業推進への助言、

　　　　　 LCS社会シナリオ研究成果の発信

　平成 27昨年度より、LCS は JST 社会技術研究開発センター（RISTEX）が社会実装機関とし

て取りまとめを担当する文部科学省事業「気候変動適応技術社会実装プログラム」（SI-CAT：

Social Implementation Program on Climate Change Adaptation Technology）の「気候変動適応

技術社会実装プログラムにおける社会実装の着実な推進」へ参画、これまでの社会シナリオ研究

から得られた知見の提供等を行っている。

　「低炭素社会実現に向けた社会シナリオ研究」の知見および定量的な技術評価の視点の重要性

の発信では、SI-CAT 事業推進において、LCS三森上席研究員が SI-CAT アドバイザーとして事業

運営の把握および委員会などにおける助言を行っている。

　平成28年度 SI-CAT公開シンポジウム「気候変動の適応策を知る－長野県から発信する適応策

－」（11月 14日）において、LCS森上席研究員から「温暖化と緩和策－地域からの行動－」と題

して、適応策とともに温暖化対策の両輪の一つである緩和策について講演を行った。地域からの

対応として「社会としての持続可能性」が大きな目標であり、GDPも伸びるような「明るく豊か

な低炭素社会」を目指すことの重要性について発信した。
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　WGへの参加やモデル自治体等への訪問等による技術開発機関・モデル自治体等の取組や気候

変動適応に関するニーズの把握については、「緩和策と適応策の連携」の観点から、LCS研究員

らが暑熱WG（6月 9日）、モデル自治体横断WG（6月 29日）、適応自治体フォーラム（8月 31日）

等に参加した。さらに、長野県（11月 15日）、茨城県（平成29年 1月 19日）、埼玉県（平成29

年 1月 20日）等のモデル自治体等の訪問等を通じて気候変動適応に関するニーズを把握した。

　併せて、LCS企画運営室から木村PD、三上サブPD、栗栖サブPD、社会実装機関、委員会メンバー

にLCSの社会シナリオ研究成果（イノベーション政策立案提案書）を発信している。

　

４．３．４ センターオブイノベーション COI プログラム「共進化社会システム創成拠点」と

　　　　　 の連携

　10年後の目指すべき社会像を見据えたビジョン主導型の研究開発プログラムであるCOIの「共

進化社会システム創成拠点」（九州大学）との連携体制を継続している。平成28年 4月からの家

庭用小売電気の全面自由化を受け、多様なエネルギー供給源に対応し、地域特性が活かされた安

定的な需給を実現する電力・エネルギーシステムを提示する必要が生じている。LCSは、地球規

模で進む環境変化・国際化・人口問題等に対応できる持続可能な共進化社会システムの創成へ向

けて「新たな都市 OSの社会実装」を目指す九大 COIと連携、東京大学 COI-Sと共催にてワーク

ショップ「パリ協定を踏まえた再生可能エネルギー大量導入と電力システムのイノベーション」

を企画・開催（9月 26日、学士会館、参加者：74名）。自由化市場の下、再生可能エネルギーが

大量に導入した場合の電力系統運用・制御について、必要となる技術（アンシラリーサービス、

蓄電技術等）や経済的負担配分の方法について、実務者・研究者等を招聘して講演・議論、併せ

て水素の製造・貯蔵・利用についても最先端の知見を共有した。LCS研究員等が講演、議論に参

加。主な参加者は、政府関係者、自治体、研究機関、エネルギー会社、JST（COI・CRDS）等。平

成28年度の LCSシンポジウム（平成28年 12月 13日）のパネルディスカッション「低炭素技術

を活用した街づくり」のパネリストとして横浜国立大学サテライト長の中村文彦氏（横浜国立大

学理事・副学長）が参画した。

　

４．４ 地方自治体への貢献

４．４．１ 「停電予防連絡ネットワーク」から「電力使用量見える化」への展開

　東日本大震災に端を発する電力不足による大規模停電を未然に防止するために、電力不足が予

想される時刻や効果的な節電につながる行動リスト等の情報を、自治体が保有する緊急連絡網を

通じて市民に直接通知する取組を平成23年度より「停電予防連絡ネットワーク」として東京電

力管内で実施した。平成24年夏季に、深刻な電力不足が想定された関西電力管内に展開、冬季

は北海道電力管内についてもシミュレートし、結果を社会シナリオ研究に活用した（平成24年

冬季で東京電力管内49自治体＋関西電力管内5自治体が加盟）。需給逼迫が想定される日時を対

象に節電行動を呼びかけ、協力家庭の約7割で節電行動がとられる等、省エネ行動を呼びかける

情報提供の有効性が得られた。平成 25年度以降、供給予備率が 3％以上確保できる見通しであ

るとの発表により、同ネットワークの運用は休止したが、引き続き研究利用を目的としたシミュ

レートを行うとともに、仮に緊急性が高い状況に陥った場合には参考情報として各自治体に情報

提供を行う体制を整えた。

　平成25年度に、停電予防連絡ネットワークを発展させ、各家庭の電力消費量をオンタイムで

観察・データ収集でき、LCSと家庭相互が連携するシステムを構築し（家庭の電力使用量見える

化実験）、通常の生活での電力消費傾向を定量的に把握するシステムを構築した。（詳細は17頁３．

１．１参照）。地方自治体（足立区や柏市等、計23自治体）と連携して、住民の省エネ行動促進

に関する社会シナリオ研究調査のためのネットワークを構築、地方自治体が行う社会の低炭素化

施策の取組にも寄与した。

　実験においてLCSの社会シナリオ研究の成果を導入するとともに、平成26年度から、1年間の
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電力計測データを整理・解析した結果を報告書としてまとめ、全協力自治体および希望のあった

実験協力家庭に送付を開始。さらに、実験協力家庭の低炭素行動を促す取組を行った。本取組に

ついては、当初想定していた期間を超えて自治体・協力家庭の協力を得て進めてきたが、研究目

的に必要なデータを十分に得られたこと等から、平成28年度末をもって終了、今後は、得られ

たデータを、関係機関・自治体・事業者等との連携に活用する新しいフェーズに移行する。なお、

本取組の成果展開を含む提案課題（責任者：東京大学・吉田好邦教授）が RISTEX「研究開発成

果実装支援プログラム」平成28年度募集に応募、採択された。引き続き連携に務める。

　

４．４．２ 足立区への貢献

　停電予防連絡ネットワークおよび「電力使用量見える化」を実施している自治体の一つであ

る足立区と連携の一環として、同区が開催した地球環境に関する「地球環境フェア 2017」（5月

20-21日）に出展した。パネル展示（LCSおよび「電力使用量見える化」社会実験の取組を紹介）

や省エネハウスの模型展示、参加型の環境クイズを実施し、JSTの取組を紹介する等、低炭素社

会実現へ向けた取組の理解、参加を促した。

４．４．３ 目黒区への貢献

　目黒区は、平成 29年度を初年度とする新たな目黒区環境基本計画策定に向けた、当該計画の

重点プロジェクトや指標群の検討、およびそれに伴う必要事項の調査・検討等のために、目黒

区環境審議会専門委員会を設置した。この委員会にLCS企画運営室職員が委員として参加。第4

回（年 5月 26日）、第 5回（8月 23日）、第 6回（9月 29日）各回の委員会および目黒区環境清

掃部との打合せ（8月 23日）において、計画の中で優先して取り組む重点プロジェクトについて、

LCSの研究成果を基に情報発信し、議論を深めた。

４．４．４ つくば市への貢献

　停電予防連絡ネットワークおよび「電力使用量見える化」を実施している自治体の一つである

つくば市との連携の一環として、3電池（太陽光電池・燃料電池・蓄電池）が街区単位で導入さ

れている事例について、「3電池搭載住宅街区のエネルギー需要実績と街区の低炭素化に向けた

取組」共同研究を実施し、エネルギー消費実態、時刻別のエネルギー需給の詳細について分析した。

　つくば市がデータ取得地域を対象として開催する「第1回 エコなまち・暮らしを考えよう！

＠環境モデル街区」に磐田研究員が参加（平成29年 2月 26日、スマエコシティ研究学園・つく

ば市）。同街区における太陽光発電・燃料電池・蓄電池併用住宅の発電量・消費量のモニタリン

グ分析結果を紹介。参加者との間で活発な質疑応答・意見交換が行われた。今後は3電池の更な

る最適な制御に向けた検討へと進めていく。

４．４．５ 三島市での社会実証実験

　「電気代そのまま払い」は、家庭が冷蔵庫などの省エネ機器を導入する際に、必要な初期費用

を金融機関などが立て替えし、省エネ機器の導入によって節約した電気代相当額を月々の実際の

電気代と一緒に支払うことで、機器代を返済していく枠組みである。LCSと東京大学および静岡

ガス株式会社は、静岡県三島市を中心に「電気代そのまま払い」の社会実装を行い、冷蔵庫の買

替が実現した（平成29年 2月 22日プレス発表）。将来的には、この枠組みは冷蔵庫以外の家電や

照明など広範囲の機器を対象とすることで、家庭部門での省エネ量を大きくできる可能性がある。

　

４．４．６ 九州地域の電源構成を求めるモデルの提示と分析

　九州地域を対象として、「再生可能電源大量導入による電力系統の安定性確保と脱炭素化の可

能性に関する分析」を行っている。パリ協定と日本の温室効果ガス削減対策を踏まえ、電源構成

における再生可能電源の必要性を確認。再生可能電源の大量導入が電力系統の安定性に与える影
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響を検討し、その解決策について検討した。併せて、再生可能電源、特に太陽光発電の大量導

入と電力系統の安定性を両立させるための技術的制約を考慮した電源構成モデルの計算方法を

提案。電源構成モデルの適用対象として、九州の主たる送電系統を網羅し、長期的なCO2 排出量

制約下における電源構成を求めるモデルを提示している。さらに、電力系統の安定性を考慮し

た場合の太陽光発電システムの制御および水素発電との組み合わせによる再生可能エネルギー

の有効利用法を示し、同時に電力システムの脱炭素化の可能性を示した。本研究成果は、COI「共

進化社会システム創成拠点」に活用されている。

　

４．５ 海外研究機関等との連携

４．５．１ Global CCS Institute（GCCSI）

　Global CCS Institute（GCCSI）は、CCSに関する実地の経験に基づく知識を獲得、生成し、そ

れを共有することで CCSの利用を加速化することを目的として 2009年に設立された国際的な組

織である。LCSは GCCSIのアソシエイトメンバーとして参画している。

　Global CCS Institute（GCCSI）豪州本部より依頼のあった CCSのポリシースタディに関する

文献査読に山田副センター長が協力した。GCCSI主催第 19回（5月 31日）・第 20回（10月 24日）・

第 21回（平成 29年 2月 24日）の各勉強会に参加し、「CCSのプラント全体シミュレーション～

英国 ETI・米国 DOE他での活用と最新事情」「バイオマス産業都市佐賀の取組み」「省エネ型 CO2
化学吸収法の開発と実用化状況」等について情報収集した。また、今後のCCSプロジェクトの展

望を探る「JapanCCSフォーラム2016」（6月 16日、ベルサール九段）に参加した。

　

４．５．２ 米国での地熱システムEGS調査研究

　米国での調査研究を実施（5月、山田副センター長ら）。2050年の低炭素社会に向けた重要技

術である地熱システム EGS（Enhanced/Engineering Geothermal System）技術の先行事例調査の

ため米国Alta Rock Energy社（ワシントン州シアトル市）・Ormat Technology社（ネバダ州リノ

市）を訪問し、Steamboat 地熱発電所等のサイト見学や、技術打合せを行った。後に Alta Rock 

Energy 社 CEOからの要請を受け、科学研究掘削のための国際的なプラットフォームである ICDP

（International Continental Scientific Drilling Program）の workshopへのプロポーザル・チー

ム（Pacific Northwest National Laboratory、Oregon State University、Alta Rock Energy社ら）

に LCS山田副センター長・石川主任研究員が参画している。

　

４．５．３ 英国での調査研究

　英国での調査研究を実施した（10月、山田副センター長ら）。 "Technologies for renewable 

energy", "Offshore wind in UK", "Scenarios for global warming measures and power system 

for the UK target in 2050"等をテーマとして、インペリアルカレッジロンドン、カタパルト、

ETI（Energy Technologies Institute）を訪問した。LCSが実施する社会シナリオ研究・定量的

技術シナリオについて山田副センター長から紹介するとともに、イギリス側各機関の取組の紹介、

両者の視点からこれらのテーマについて討議した。得られた知見は社会シナリオ研究に反映す

る。なお訪問先のうちカタパルトについてはJST国際戦略室、ETIについてはJST環境エネルギー

研究開発推進部よりそれぞれ紹介いただいた。今後の継続的な連携についても検討を進める。

　

４．５．４ ドイツ・オランダでの調査研究

　「水素エネルギーの位置づけとバイオマスガス化技術の開発状況調査」を目的としてドイツ・

オランダでの調査研究を実施した（平成29年3月、山田副センター長・三森上席研究員・岩崎上席

研究員）。DLR（ドイツ宇宙航空センター）Institute of Engineering Thermodynamics、Max Planck 

Institute for Chemical Energy Conversion 、EnergieAgentur NRW、H2 Mobility GmbH、ECN（The 

Energy research Center of the Netherlands）を訪問した。LCSから、PV、蓄電池、地熱等のこ
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れまでの検討結果、および水素関連技術マップを基にいくつかの輸送形態での発電利用の際の

エネルギー効率やコストについて定量的に説明し、さらに 2050年での CO2 の 80％削減を実現す

る電源構成について説明した。どの訪問先にも、LCSの方法論・結果について強い印象を与えた。

各訪問先の説明から、ドイツ全体としては、2050年の CO2 排出量 80％削減に向けて計画から着

実に実行段階に進んでいることが理解できた。水素社会の展開については、ドイツ固有の事情（輸

送インフラや貯蔵インフラ）があることが分かった。さらに、炭素源としてCO2 を回収し、メタ

ン化（Power to Gas）への取組も見られる。

　

４．５．５ 米国での経済・社会システムの調査研究

　経済・社会システムの調査研究（9月）として、松橋研究統括等が米国カリフォルニア州の独

立運用機関（ISO:Independent System Operator）である CAISO（カリフォルニアISO）等を訪問

し、同州の再エネ大量導入対応について調査を行った。特に広域での最適経済負荷配分を行うエ

ネルギー・インバランス市場（Energy Imbalance Market, EIM）、蓄電池設置義務について調査・

意見交換した。今後も必要に応じて交流する。

　

４．５．６ ドイツ工学アカデミーとの交流

　ドイツ工学アカデミー（acatech）とは日本工学アカデミーを通じて山田副センター長らが研究

交流を続けている。acatechの Dr. Glotzbachから要請があり、2017年ハンブルグで開催される

G20に向けた T20（G20シンクタンク会議）の取組の一つである Policy Brief “Climate Policy 

and Finance「Establishing an Expert Advisory Commission to assist the G20’s Energy 

Transformation Processes」”の取りまとめに、山田副センター長・田中主任研究員が有識者と

して参加、協力を行っている。ドイツ事務局から当該Policy Briefの最終版と公開サイトの報告

があった。

　

４．５．７ IIASAとの交流（１）

　国際応用システム分析研究所（IIASA：International Institute for Applied Systems Analysis）

からの、IIASA日本事務局である地球環境戦略研究機関（IGES）を通じた“専門家ワークショッ

プでのLCS シナリオの紹介”の要請を受け、「IIASA と日本の研究機関との連携促進に向けた専

門家ワークショップ」（平成29年 1月 30日、国際連合大学）にて田中主任研究員が社会シナリ

オを中心に研究成果を発信するとともに、参加した国立環境研究所・地球環境産業技術研究機構

（RITE）の有識者等と持続可能な将来シナリオに向けた研究の方向性について意見交換を行った。

　

４．５．８ IIASAとの交流（２）

　JST国際戦略室のコーディネートの下、SDGs達成に向けた取組の中核機関の一つであるIIASA 

Kabat所長が来訪、濱口理事長、CRDS倉持センター長代理等との意見交換にLCS上席研究員らが

参加した。IIASA の概要、およびSDGsとの関連（「2050年の世界（The World in 2050）」プロジェ

クト）等について説明を受けるとともに、相互の連携可能性について意見交換した（平成 29 年

2月 1日、JST東京本部）。

　

４．５．９ ICEF第 3回年次総会への参加

　技術革新を通して気候変動に対処することをテーマとしたICEF（Innovation for Cool Earth 

Forum）第 3回年次総会（平成28年 10月 5-6日、ホテル椿山荘東京）に松橋研究統括・田中主任

研究員等が参加し、国際戦略・CCSを中心に情報収集を行うとともに、松橋研究統括から「Prospects 

for NDCs and Incremental Action」について発表を行った。
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４．５．１０ 第 13回日米先端工学（JAFOE）シンポジウムへの参加

　第13回日米先端工学（JAFOE）シンポジウムに田中主任研究員が招待討議者として参加、知見

の提供・意見交換を実施した（6月 16-18日、米カリフォルニア州アーバイン）。日米両国の若手

研究者約30名ずつ計約60名が一堂に会し、最先端工学分野の4つのテーマ「デジタルファブリ

ケーション」「ビッグデータ」「エネルギー生成・蓄積・高効率化に関わるナノテクノロジー」「都

市交通の高効率化」について発表・討議を行った。

　

４．５．１１ UNFCCC技術執行委員会（TEC）への参加

　経済産業省産業技術環境局からの依頼を受け、我が国の優れた低炭素技術の海外展開による国際

貢献を目的とし、田中主任研究員が有識者として UNFCCCの下の技術メカニズムの一つである技

術執行委員会（TEC）において「炭素排出度の高い産業における産業省エネと材料代替に関するテー

マ別対話（Thematic dialogue: industrial energy efficiency and material substitution）」（平

成29年 3月 29日、ボン）に参加した。それまでに発行したイノベーション政策立案提案書（国

際戦略編）の知見などを基に「技術と政策の設計と評価」について発表し、産業の省エネの技術

的な可能性の整理と政策との関連についてスキームを提示し、いくつかの指標の下での評価を紹

介、情報発信を行うとともに討議した。

　

図4　調査・研究の進め方と内容
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図 5 LCSからのメッセージ 
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２．定量的技術システム研究にて、太陽電池や蓄電池、燃
料電池、バイオマス、風力発電、中小水力発電、地熱
発電、CCS等の低炭素技術の研究開発目標と研究開発
課題を提示し、低炭素技術を組み込んだ個別エネル
ギーシステム（例：CCS、将来的な水素の役割等）、電力
等エネルギーシステムの一環として評価、エネルギー
システム全体についてコストや CO2 削減効果、環境性
等の将来見通しを定量的に示す。さらに短期的・中長
期的な見通しにより評価対象となる低炭素技術を拡張、
最新の研究成果を反映して精度を上げることで「取りあ
げるべき課題」がより明確になる。

３．定量的経済・社会システム研究にて、個別エネルギー
技術、システムの導入による社会の経済・環境改善の
効果の見通しを評価するとともに、低炭素技術の導入・
普及促進のための経済・社会制度を提示、低炭素社会
システムの実証、事業化、実社会への普及につなげる。

CO2
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５．情報発信

５．１ 講演会、ワークショップ等を通じた情報発信

５．１．１ シンポジウム「低炭素技術を取り込んだ街づくり」

主催：科学技術振興機構 低炭素社会戦略センター（LCS）

日時：平成28年 12月 13日（火）13：30～ 17：00

場所：伊藤国際学術研究センター 伊藤謝恩ホール（東京・文京区）

概要：

　今回のシンポジウムでは、各分野の専門家から、低炭素技術に関する今後求められる技術開発

課題、および、低炭素社会の実現に向けた街づくりに必要な低炭素技術の普及、個人の消費行動

や市場等の変化が期待できる仕組みづくりのための課題等について議論した。さらにLCSの社会

シナリオ研究の現況・最新の研究成果について、特に低炭素技術・エネルギーシステムに関する

取組について紹介した。研究機関や自治体、民間企業等から253名が参加した（34頁写真 1）。

　開会にあたり、小宮山宏センター長の開会挨拶、濵口道成理事長の主催者挨拶があり、小宮山

センター長は、「パリ協定合意の背景」について述べるとともに、LCSの強みであるエンジニア

リングベースで設計、研究を基に科学的な論拠を持った「シナリオの重要性」について説明した（34

頁写真 2）。濵口道成理事長は、「低炭素という作業が 2030年、2050年を目標にした息の長い作

業であり、国連のSDGs（持続可能な開発目標）にとっても根底的な問題の一つである」と指摘。

続いて、藤吉尚之文部科学省研究開発局環境エネルギー課長は、来賓挨拶の中で「研究者、技術者、

一般市民を含めた、低炭素社会に向けた取組が必要である。LCSの活動を通じて低炭素社会の実

現に貢献していくよう期待する」と述べた。

　第一部では、主催者講演として山田興一副センター長が「2050 年低炭素社会の姿」と題し、

人口変化や産業付加価値とCO2 排出量の関係、社会の変化、再生可能エネルギー技術、2050年電

源構成のコストについて、定量的なエビデンスとその姿を示した（33頁図 6、34頁写真 3）。招

待講演では、土屋了介地方独立行政法人神奈川県立病院機構理事長より「高度先進医療施設の低

炭素技術を活用した街づくり」と題し、医療コストの低減や省エネの経験から医療産業の発展に

向けた取組や今後の展望について講演いただいた。続いて、中井俊裕静岡ガス株式会社執行役員

より「低炭素型社会への挑戦！～エネファームを活用した省エネシステム～」と題し、家庭用燃

料電池エネファームによるマンション内電力融通システムを採用したマンションの事例を紹介

するとともに、低炭素化の推進を、ヒートショック対策や室内環境向上などの、健康生活に結び

付ける計画について紹介された。

　第二部のパネルディスカッションでは、「低炭素技術を活用した街づくり」をテーマに、松橋

隆治研究統括のモデレータの下、低炭素技術の研究開発や、その技術を活用した街づくり・事業

を進めている多様なパネリストが、各々の企業・大学・行政機関が取り組んでいる研究開発や事

業の例に基づき、今後の展望および課題について議論した。はじめに、パネリストの浅野浩志

一般財団法人電力中央研究所エネルギーイノベーション創発センター兼社会経済研究所副研究

参事より、「街づくりと電力システム分散型エネルギー資源を活用した先進電力システム」、伊藤

聡JST/情報統合型物質・材料開発イニシアティブプログラムマネージャーより「街づくりと材

料科学」、小島康一トヨタ自動車株式会社先進技術開発カンパニーFC技術・開発部/先進技術統

括部主査より「トヨタ自動車における環境チャレンジ2050」、谷一之北海道下川町長より「街づ

くりとガバナンス」、中村文彦国立大学法人横浜国立大学理事兼副学長より「街づくりと都市交通」

と題したショートプレゼンテーションをいただいた。続いて、事前にいただいた参加者からの質

問に対し、「水素の役割について」の質問には松橋研究統括が、「2020年までに可能な技術範囲

について」には中村氏と伊藤氏が、「水素ステーションの屋内設置の日本の動向について」には

小島氏が、「低炭素技術を活用した街づくりを促進するためのインセンティブの付与、制度づく

りについて」には谷氏と中村氏が、「再生可能エネルギーに付随して起こる系統安定化の課題に
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ついて」には浅野氏が、「自動車のライフサイクルアセスメントについて」には小島氏が、それ

ぞれ専門的な立場からコメントした。最後に、アカデミア・産業界・行政の各々の立場から意見

交換を行い、議論した（34頁写真 4,5）。

　ポスターセッションでは、LCSの最新の研究成果について、実際に担当した若手研究員等から

来賓や参加者に対して発表が行われた。ここでは、LCSの社会シナリオ研究の最新の成果・デー

タについて発表した。その他「家庭の電力使用量見える化実験」「朝型生活への転換による睡眠

快適性と消費電力の変化に対する実証実験」「電気代そのまま払い」社会実証実験等でLCSと連

携している自治体の中から、荒川区、足立区、北海道下川町の取組が紹介された。また、今年度

より新たに、先端的低炭素化技術開発（JST-ALCA）、国立研究開発法人国立環境研究所が、ポスター

セッションに参加した（34頁写真 6、72～ 96頁に研究発表ポスター収録）。

　

　シンポジウム参加者アンケートでは、「低炭素とコストの関係が印象に残った。CO2 と付加価

値の見方が興味深い、もっと説明が欲しかった。」「講演者の思想、考え方が伝わる内容で、取組

への熱意も感じられた。」「2050の姿が明確で、2050年までの実現可能性を示された。」「パネリ

ストに人材を得て大変面白かった。ディスカッションにおけるモデレータの進行がとても良かっ

た。」といった意見が寄せられるなど好評を博した。

　なお、各講演者やパネリストの発表資料・要約をLCSのホームページに掲載しているので、ご

参照いただきたい（http://www.jst.go.jp/lcs/sympo20161213/index.html）。

　

図6　山田副センター長による講演資料より
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写真 1　研究機関や民間企業等から 253名が参加

した「低炭素技術を取り込んだ街づくり」をテー

マとした講演会の様子

写真 3　主催者講演にて、「2050年低炭素社会の

姿ついて」説明する山田興一副センター長

写真5　モデレータとしてテーマに沿った討論を

取りまとめ、進行する松橋隆治研究統括

写真6　LCSの社会シナリオ研究の最新の成果・

データについて発表したポスターセッションの

様子

写真4　「低炭素技術を活用した街づくり」をテー

マとしたパネルディスカッション

写真2　「パリ協定合意に至った背景からLCSの

強み」を示す小宮山宏センター長
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５．１．２ COI-Sワークショップ

「パリ協定を踏まえた再生可能エネルギー大量導入と電力システムのイノベーション」

主催：科学技術振興機構 低炭素社会戦略センター（LCS）

      東京大学 COI-S（Center of Innovation, Satellite）

日時：平成28年 9月 26日（月）13：00～ 16：30

場所：学士会館202号室

概要：

　パリ協定、国連気候変動枠組条約事務局に提出した「日本の約束草案」を踏まえ、「地球温暖

化対策計画」が閣議決定された。これら削減目標達成のためには、電力システムの抜本的なイノ

ベーションが求められている。一方、再生可能エネルギーのコストが急激に低下しており、世

界各国で電源構成における割合が急増している。日本においても再生可能エネルギーが大量導

入した際には、電力系統の運用・制御について、これまでとは異なる技術や観点が必要であり、

アンシラリーサービスの制度設計も急務である。さらに、再生可能エネルギーを大量に導入した

際には、出力抑制ではなく、余剰電力を水素として貯蔵するという方策もあり得る。

　本ワークショップでは、自由化市場の下、再生可能エネルギーが大量に導入した場合の電力

系統運用・制御に必要となる技術や経済的負担配分の方法について、実務者・研究者等を招聘し、

講演・議論を行った。また、水素の製造・貯蔵・利用についても、最先端の知見を共有した（写

真7,8）。

　是久洋一九州大学共進化社会システム創成拠点（CESS）プロジェクトリーダーより開会挨拶、松

橋隆治研究統括の趣旨説明の後、第1部は、『再エネ大量導入時の電力系統安定化技術とアンシ

ラリーサービス』をテーマに、原田達朗九州大学炭素資源国際教育研究センター教授より「再生

可能電源導入とクラスター構想－九州地域での事業展開－」について、高瀬香絵特任研究員より

「米国におけるアンシラリーサービスの現状調査と日本における可能性」について、吉岡剛特任

研究員より「地域エネルギー事業者としての再生可能関連事業の評価」について講演が行われた。

　第2部では、『貯蔵技術としての水素の可能性』をテーマとして、土肥英幸九州大学水素エネ

ルギー国際研究センター教授より「再エネ大量導入における水素の役割と課題」について、広

瀬雄彦九州大学カーボンニュートラル国際研究所招聘教授より「持続可能な低炭素社会に向け

た水素のポテンシャル 世界は Power to Gas から Power To Xへ」について、松橋隆治研究統括

より「九州地区における再生可能電源と水素利用事業のシステム評価」について講演が行われた。

最後に登壇者および来場者とパネルディスカッションによる討論を行った（セミクローズド、参

加者74名）。

写真7 「パリ協定を踏まえた再生可能エネルギー

大量導入と電力システムのイノベーション」を

テーマとしたワークショップの様子

写真 8 「米国におけるアンシラリーサービスの

現状調査と日本における可能性」をテーマにつ

いて講演する高瀬香絵LCS特任研究員
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５．１．３ ワークショップ「シナリオプランニング－2050年の明るく豊かな低炭素社会－」

主催：科学技術振興機構 低炭素社会戦略センター（LCS）

日時：平成28年 11月 5日（土）13：30～ 17：00

場所：東京国際交流館 4階会議室 2（東京都江東区）

概要：

　JST主催の「サイエンスアゴラ2016つくろう、科学とともにある社会」のセッション型企画と

してワークショップ「シナリオプランニング－2050年の明るく豊かな低炭素社会－」を開催、参

加した学生・有識者・LCS研究員（計20名）がグループディスカッションを行い「2050年の明る

く豊かな低炭素社会」をテーマに「大事だと思う要因とその関連性」等について議論した（写真9）。

　講師の角和昌浩昭和シェル石油株式会社チーフエコノミスト/東京大学公共政策大学院客員教

授からの「シナリオプランニングにおける心構え」の紹介に続き、5人ずつのグループに分かれ、

ファシリテーターの下でグループディスカッションを行った。

　参加者は「“何年ころ、何が起こる（＝イベン

ト）”と 2050 年の明るく豊かな低炭素社会につ

ながるか」を考え、一人ずつ考えたイベントを

グループ内で紹介、イベントについて「なぜそ

のイベントが起こるのか？」「そのイベントは次

に何を引き起こすか？その結果は？」を議論し

た。

　最後にグループごとに描いたシナリオを発表、

「将来どんなくらしがしたいか」等、各々異なっ

た視点、発想に基づくものとなり、アイディア

の広がる取組となった（クローズド）。

写真 9 「2050年の明るく豊かな低炭素社会」を

テーマとしたシナリオプランニングの様子
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５．２ 広報活動

５．２．１ 展示会・イベント等への出展

　足立区主催の「地球環境フェア2016」や、福島県等が開催した「ふくしま復興・再生可能エネ

ルギー産業フェア2016」等に出展。LCSの低炭素社会実現へ向けた取組を紹介し、理解や参加を

促した。

番号 掲載日 開催機関／展示会・イベント名 内容

1 2016.5.28-29
足立区

地球環境フェア2016

パネル展示

環境クイズ

2 2016.6.29-7.1
再生可能エネルギー協議会

第11回再生可能エネルギー世界展示会
パネル展示

3 2016.8.25-26
科学技術振興機構

JSTフェア 2016
パネル展示

4 2016.10.19-20

福島県、公益財団法人福島県産業振興センター

ふくしま復興・再生可能エネルギー産業フェア2016

（REIFふくしま 2016）

パネル展示

5 2016.11.5
科学技術振興機構

サイエンスアゴラ2016
ワークショップ

５．２．２ 報道機関による取材・記事

　平成 29年 2月 22日に「電気代そのまま払い」の実証実験等の成果を、「初期費用ゼロで省エ

ネ冷蔵庫に買い替え～節約した毎月の電気代で、約７年で購入費を完済～」と題し、プレスリリー

スを配信（52～ 58頁にプレスリリース掲載）。新聞や雑誌、Webなどで紹介された（59～ 71頁

に関連記事収録）。

番号 掲載日 媒体 記事タイトル

1 2016.10.18 日刊産業新聞 ＜ひとひと＞電炉製品のアピールを

2 2016.10.19 毎日新聞 朝刊 省エネ家電 使いながら買う

3 2017.1.19 聖教新聞
明るく豊かな低炭素社会へ 科学技術振興機構

LCS山田興一副センター長に聞く

4 2017.2.22
日本経済新聞電子版ニュ

ース

東大と静岡ガスなど、「電気代そのまま払い」

で初期費用ゼロで省エネ冷蔵庫への買い替え

を実現

5 2017.2.22
環境展望台：国立環境研

究所 環境情報メディア

JSTなど、「電気代そのまま払い」社会実装の

成果を発表

6 2017.2.24 環境ビジネスオンライン
冷蔵庫の無料買い替えサービス登場 節約する

電気代をあてて7年で完済

7 2017.2.24 薬事日報 ＜無季言＞「電気代そのまま払い」

8 2017.2.26 ギズモード・ジャパン
支払いそのままで新品の冷蔵庫が使える「電

気代そのまま払い」東大などが推進中

9 2017.2.26
大学ジャーナルオンライ

ン

東京大学など 省エネ冷蔵庫への買い替え推進

策を社会実装

10 2017.3.1 エネクトニュース 省エネで冷蔵庫の買い換え初期費用ゼロ

11 2017.3.10 科学新聞
初期費用ゼロで省エネ冷蔵庫に買い替え JST

と東大「電気代そのまま払い」が成果
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５．２．３ JST出版物・広報ツールへの掲載

番号 掲載日 媒体 記事タイトル

1 2016.6
JSTnews

2016年 6月号

社会への架け橋～シリーズ 1 低炭素社会の実

現へ 第 2回～「電気代そのまま払い」－省エ

ネ製品の普及促進で温室効果ガスを削減

2 2016.12
JSTnews

2016年 12月号

NEWS & TOPICS

先進技術を取り込んだ、産業発展と省エネを考

慮した街づくり

3 2017.3
（社内報）

JST People VOL.76

「明るく豊かな低炭素社会」の実現に向けて

＠JST広報カフェ

５．２．４ 広報記事

番号 掲載日 媒体 記事タイトル

1 2016.12
日経サイエンス

2017年 2月号

山田興一

2050 年の明るい低炭素社会実現を目指す「CO2
排出 80％減の電源構成シミュレーション」
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６．論文、学会発表、講演等

６．１ 論文

６．１．１ 論文（国際）

1.  M. Sugiyama, S. Asayama, T. Kosugi, A. Ishii, S. Emori, J. Adachi, K. Akimoto, M. 

Fujiwara, T. Hasegawa, Y. Hibi , K. Hirata, T. Ishii, T. Kaburagi, Y. Kita, S. 

Kobayashi, A. Kurosawa, M. Kuwata, K. Masuda, M. Mitsui, T. Miyata, H. Mizutani, S. 

Nakayama, K. Oyamada, T. Sashida, M. Sekiguchi, K. Takahashi, Y. Takamura, J. Taki, T. 

Taniguchi, H. Tezuka, T. Ueno, S. Watanabe, R. Watanabe, N. Yamagishi, G. Yoshizawa，

「Transdisciplinary co-design of scientific research agendas: 40 research questions 

for socially relevant climate engineering research」，Sustainability Science,Vol.12（1）, 

2017, pp31-44（doi.org/10.1007/s11625-016-0376-2），Springer，2016.6.4.

2.  K. Tanaka, R. Matsuhashi, K. Yamada，「An Integrated Contribution Approach Focusing 

on Technology for Climate Change Mitigation and Promotion of International 

Technology Cooperation and Transfer」，Low Carbon Economy, 2016,7（2),pp71-87

（doi.org/10.4236/lce.2016.72008），Scientific Research Publishing，2016.6.

3.  R. Moriyama, M. Sugiyama, A. Kurosawa, K. Masuda, K. Tsuzuki, Y. Ishimoto，「The cost 

of straspheric climate engineering revisited」，Mitigation and Adaptation Strategies 

for Global Change，Springer Netherlands，2016.9.8.

4.  R. A. Wong, A. Dutta, C. Yang, K. Yamanaka, T. Ohta, A. Nakao, K. Waki, H.R. 

Byon，「Structurally Tuning Li2O2 by Controlling the Surface Properties of Carbon 

Electrodes: Implications for Li-O2 Batteries」，Chemistry of Materials, Vol.28（21), 

2016, pp8006-8015，American Chemical Society，2016.10.5.

5.  T. Sakamoto, K. Takase, R. Matsuhashi, K. Managi，「Baseline of the projection under 

a structural change in energy demand」，Energy Policy, Vol.98, 2016.11, pp274-289，

Elsevier，2016.9.10.

6. K. Sakata, Y. Ishimoto, A. Kurosawa, M. Sasakura, K. Fukuda，「Prospects of Global 

Hydrogen Energy System towards the Sustainable Low-carbon Society」，23rd World 

Energy Congress，World Energy Council，2016.10.10-13.

　

６．１．２ 論文（国内）

1.  金丹 , 森俊介，「東アジア地域の中間財における国際分業の進展」，北東アジア地域研究 

Vol.22, 2016, pp43-56，北東アジア学会，2016.7.

2.  坂本智幸, 奥村清香, 前田怜那, 高瀬香絵, 松橋隆治，「実測データを用いた冷蔵庫のエネ

ルギー効率の改善による実消費量への影響に関する考察」，エネルギー資源学会論文誌，

Vol37，No.5, 2016，エネルギー・資源学会，2016.9.

3.  吉岡剛 , 松橋隆治，「出力抑制が太陽光発電事業に与えるリスク分析」，環境情報科学 学術

研究論文集 Vol.30, pp307-310，環境情報科学センター，2016.11.

4.  熊井大，「ESTからみた地域交通の現状と課題」，環境情報科学，45巻，4号，pp7-12，環境

情報科学センター，2017.1.

5.  高瀬（石橋） 香絵，「パリ協定後の企業戦略：カーボン・プライシング規制・ESG投資の拡大

が企業経営にもたらす影響」，日本 LCA 学会誌 , Vol.13, No.1, pp39-49，日本 LCA 学会，

2017.1.

6.  磐田朋子, 野村昇, 田中加奈子, 松橋隆治，「節電アドバイスおよび節電目標表示システ

ムの開発と実装」，エネルギー・資源学会論文誌 , Vol.38 No.1，エネルギー・資源学会，

2017.1.
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7.  高瀬香絵, 松橋隆治，「アンケート調査に基づく個人の割引関数の推計と低炭素機器普及への

応用可能性評価」，環境情報科学, 46巻 , 1号，pp85-90，環境情報科学センター，2017.3.

8.  井上智弘 , 三森輝夫 , 山田興一，「単結晶シリコン太陽光発電システムの経済性・環境性評

価」，日本エネルギー学会誌，Vol. 96（2017），No. 3，pp58-67，エネルギー学会，2017.3.

　 

６．２ 学会発表

６．２．１ 学会発表（国際）

1.  Toshihiro Inoue, Shigenobu Matsuda, Hiroshi Iwasaki, Ryuji Matsuhashi, Koichi Yamada，

「Economic evaluation for stable electric power system with high ratio of photovoltaic 

power system-Toward more than 90% CO2 emissions reduction of electric power system in 

Japan」，32th European PV Solar Energy Conference and Exhibition（EU PVSEC 2016), Mü

nchen，WIP，2016.6.23.

2.  Gen Kojo, Shuhei Matsuoka, Yoshito Oshima, Junichiro Otomo，「Synthesis of lanthanum 

tungstate and application to proton conducting solid oxide fuel cells」，2016 Asian 

SOFC Symposium, Tokyo，The SOFC Society of Japan，2016.9.6.

3.  Shunsuke Mori, Hideo Shiogama，「The Value of Scientific Information on Climate 

Sensitivity Uncertainty」，EnviroInfo 2016, Berlin，EnviroInfo，2016.9.16.

4.  Gen Kojo, Junichiro Otomo，「Electrical properties of lanthanum tungstate with high 

La/W ratio」，The 18th International Conference on Solid State Protonic Conductors 

（SSPC-18), Oslo, Norway，University of Oslo，2016.9.18-23.

5.  Ochieng James Ochieng, Fumihiko Kosaka, Junichiro Otomo，「Redox Cycle Behavior and 

Stability of Metal Oxides on Perovskite Oxide Supports in Chemical Looping Systems」，

4th International Conference on Chemical Looping, Nanjing, China，Southeast 

University，2016.9.27.

6.  Kenji kaibe, Junichiro Otomo, Hiroyuki Hatano，「Technological, Economic, and 

Environmental Assessment of Chemical Looping System with Woody biomass」，4th 

International Conference on Chemical Looping, Nanjing, China，Southeast University，

2016.9.27.

7.  C. Takazawa, K. Hasegawa, A. Lukianov, X. Zhang, and M. Ihara，「Nano-Scale Smoothing of 

Double Layer Porous Si Substrates for Detaching and Fabricating Low Cost, High Efficiency 

Monocrystalline Thin Film Si Solar Cell By Zone Heating Recrystallization」，

PRiME2016/230th ECS Meeting Honolulu （No.1426），ECS, ECSJ, KECS，2016.10.5.

8.  Bo Gong, Jie Chen, Akitoshi Ikematsu, Keiko Waki，「Tuning Work Function of Multi-Walled 

Carbon Nanotubes By Defects Creation」，PRiME2016/230th ECS meeting （No.1040），ECS, 

ECSJ, KECS，2016.10.4.

9.  Jiuting Chen, Kouya Eguchi, Keiko Waki，「Non-Nitrogen Doped Defective Multi-Walled 

Carbon Nanotubes （MWCNT） As the Cathode Catalyst for PEMFC」，PRiME2016/230th ECS 

meeting （No.2767），ECS, ECSJ, KECS，2016.10.6.

10. Ti Chen, Haryo Satriya Oktaviano, Keiko Waki，「Nitrogen Doped Defective Carbon 

Nanotube Electrocatalyst for Oxygen Reduction Reaction」，PRiME2016/230th ECS meeting 

（No.2768），ECS, ECSJ, KECS，2016.10.6.

11. Shunsuke Mori，「Why do we prefer below 2 degree warming world and how do we act in 

the different conditions?」，1ST AIEE ENERGY SYMPOSIUM, Current and Future Challenges 

to Energy Security, Milan, Italy，Italian Association of Energy Economists，

2016.12.1.

12. Masahito Takahashi, Ryuji Matsuhashi，「Modeling the Economics of Flexible Resource 
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Capability in Power Systems with Large-scale Renewable Integration」，IEEE PES ISGT 

Asia 2016, Melbourne, Australia，IEEE Power & Energy Society，2016.11.28-12.1.

13. Etsushi Kato, Ryo Moriyama, Atsushi Kurosawa，「Efficient and sustainable deployment 

of bioenergy with carbon capture and storage in mitigation pathways」，American 

Geographic Union （AGU） fall meeting 2016, San Francisco，American Geographic Union，

2016.12.13.

14. Ryuji Matsuhashi，「Development of Model for Optimal Operation of Power Systems with

Large-scale Integration of Solar Power Generation in Kyushu Region」，5th International 

Conference on Power Science and Engineering 2016, Venice, Italy，ICPSE，2016.12.14-17.

15. Yoshihiko Yamada, Ryuji Matsuhashi，「Policy Proposal Related to Solar Power Generation 

System Using Real Option Analysis」，5th International Conference on Power Science 

and Engineering 2016, Venice, Italy，ICPSE，2016.12.14-17.

16. Kazuki Maeda, Kyoko Minokawa, Hiroko Otsu, Ryuji Matsuhashi，「Study for Designing 

Power Trading System in High Voltage Power Receiving Apartment Complex Considering 

Economy and CO2 emission」,5th International Conference on Power Science and 

Engineering 2016, Venice, Italy，ICPSE，2016.12.14-17.

17. Yoshihiko Yamada, Ryuji Matsuhashi，「Design of a Novel Policy after Feed-in Tariff 

Using Real Option Analysis」，Power and Energy Conference at Illinois （PECI） 2017，

IEEE PES/PELS/IAS，2017.2.23-24.

18. Makoto Suzuki, Ryuji Matsuhashi，「 A Study on Immediate Thermal Comfortability 

Evaluation by Analysis of Heartbeat Variability for an Energy-Saving and Comfortable 

House System」，Power and Energy Conference at Illinois （PECI） 2017，IEEE PES/PELS/

IAS，2017.2.23-24.

19. Tomohiro Hamada, Ryuji Matsuhashi，「Utilization of Distributed Energy Resources in 

Residential Sector as a Virtual Power Plant」，Power and Energy Conference at 

Illinois （PECI） 2017，IEEE PES/PELS/IAS，2017.2.23-24.

20. Saki Yokohama, Utomo Sarjono Putro, Satoshi Ohnishi, Shunsuke Mori，「An Energy-Economy 

Model for Indonesia Considering Inter-Regional Energy Resources Transportation 

and Daily Demand Changes」,2017 3rd International Conference on Environment and 

Renewable Energy （ICERE 2017）, Ha Noi, Vietnam，CBEES，2017.2.26.

　

６．２．２ 学会発表（国内）

1.  奥山周作，亀谷和久，森俊介，「沖縄本島観光客の観光地ボトルネックを考慮した観光経路

選択と時間別道路交通量・観光地訪問台数のモデル化」，第35回エネルギー・資源学会研究

発表会，エネルギー・資源学会，2016.6.7.

2.  小川滉太，亀谷和久，森俊介，「東京電力管内における天候の不確実性を考慮した太陽光発

電を含む分散型電源の導入評価」，第35回エネルギー・資源学会研究発表会，エネルギー・

資源学会，2016.6.7.

3.  中山志穂，亀谷和久，森俊介，「中央区及び江東区における熱輸送を考慮した地域細分化エ

ネルギーマネジメントシステムモデルの構築と評価」，第35回エネルギー・資源学会研究発

表会，エネルギー・資源学会，2016.6.7.

4.  森俊介，松本愛香，亀谷和久，「金属鉱物資源の安定供給確保に向けた供給リスクの時系列

分析」，第35回エネルギー・資源学会研究発表会，エネルギー・資源学会，2016.6.7.

5.  鈴木誠人, 小野寺宏, 吉田好邦, 井原智彦, 古川道信, 松橋隆治，「家庭部門における暖房

システムが居住者におよぼす健康影響評価」，第35回エネルギー・資源学会研究発表会，エ

ネルギー・資源学会，2016.6.7.
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6.  磐田朋子 , 松橋隆治，「節電アドバイスおよび節電目標表示システムの実施効果」，第35回

エネルギー・資源学会研究発表会，エネルギー・資源学会，2016.6.7.

7.  前田和希 , 松橋隆治，「ロジットモデルを用いた家庭用燃料電池の普及シミュレーションと

補助金による影響の評価」，電気学会 回転機、リニアドライブ、家電・民生合同研究会（HCA 

2016），電気学会 家電・民生研究会，2016.8.4.

8.  村上和生 , 長谷川馨 , 伊原学，「プラズモニックポーラスSi太陽電池に向けたナノ細孔中

への金属ナノ粒子と酸化膜の導入」，化学工学会 第 48回秋季大会，化学工学会，2016.9.6.

9.  鈴木一馬, トーベンジャミン, 長谷川馨, 伊原学，「タンデム化に向けた長波長側で光透

過な薄膜ペロブスカイト太陽電池の検討」，化学工学会 第 48回秋季大会，化学工学会，

2016.9.6.

10. 黒沢厚志，「気候工学研究の現状」，化学工学会 第 48回秋季大会，化学工学会，2016.9.6.

11. 高澤千明 , 藤田誠 , 長谷川馨 , A. Lukianov, 野田優 , 伊原学，「単結晶薄膜 Si 太陽電池

作製に向けたエピタキシャル成長用ポーラス Si のナノ表面平滑化」，化学工学会 第 48回

秋季大会，化学工学会，2016.9.7.

12. 岩崎博，「低炭素社会実現のための定量的なシナリオ研究」，化学工学会 第 48回秋季大会，

化学工学会，2016.9.8.

13. 黒沢厚志 , 杉山昌広 , 森山亮 , 石本祐樹 , 加藤悦史 , 増田耕一 , 都築和泰，「気候工学研

究の現状」，環境経済・政策学会 2016年大会，環境経済・政策学会，2016.9.11.

14. 高橋雅仁 , 松橋隆治，「再生可能エネルギー電源出力の予測誤差を考慮した調整資源の経済

性評価手法の検討」，電力技術/電力系統技術合同研究会（福井大学），電気学会 電力技術

委員会・電力系統技術委員会，2016.9.21.

15. 小城元, 月村玲奈, 松岡修平, 大友順一郎，「タングステン酸ランタンの構造解析とイオン

伝導特性評価」，第25回 SOFC研究発表会，SOFC研究会，2016.12.16.

16. 高瀬香絵, 坂本智幸, 松橋隆治, 山田興一，「明るく豊かな低炭素社会試案」，第33回エネ

ルギーシステム・経済・環境コンファレンス，エネルギー・資源学会，2017.2.2.

17. 渡辺剛志 , 吉田好邦，「生活時間のシフトによる省エネルギーと睡眠への影響分析」，第33

回エネルギーシステム・経済・環境コンファレンス，エネルギー・資源学会，2017.2.2.

18. 横濱早貴，大西悟，森俊介，「地域間燃料輸送と需要の日間変化を考慮したインドネシアの

エネルギー経済モデルの構築」，第 33回エネルギーシステム・経済・環境コンファレンス，

エネルギー・資源学会，2017.2.2.

19. 阿部理也 , 松橋隆治，「需要家側資源の参入を考慮した周波数調整市場の設計に関する研

究」，第 33回エネルギーシステム・経済・環境コンファレンス，エネルギー・資源学会，

2017.2.2.

20. 岡崎強, 松橋隆治, 吉田好邦, 磐田朋子，「ネガワット取引を考慮した家庭からの二酸化炭

素排出削減手法の研究」，第33回エネルギーシステム・経済・環境コンファレンス，エネル

ギー・資源学会，2017.2.2.

21. 鈴木誠人 , 松橋隆治，「空調の健康影響及び快適性のリアルタイム評価手法の提案」，第33

回エネルギーシステム・経済・環境コンファレンス，エネルギー・資源学会，2017.2.2.

22. 濱田朋宏 , 磐田朋子 , 松橋隆治，「電池搭載住宅における最適な機器運用計画に関する研

究」，第 33回エネルギーシステム・経済・環境コンファレンス，エネルギー・資源学会，

2017.2.2.

23. 前田和希, 蓑川恭子, 大津浩子, 松橋隆治，「需要の多様性を考慮した燃料電池各戸設置集

合住宅内電力融通システムの評価」，第33回エネルギーシステム・経済・環境コンファレン

ス，エネルギー・資源学会，2017.2.2.

24. 西浦英治 , 松橋隆治，「低圧一括受電住宅における世帯間電力融通を含めた最適システムの

設計に関する研究」，第33回エネルギーシステム・経済・環境コンファレンス，エネルギー・
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資源学会，2017.2.2.

25. 平田知啓 , 松橋隆治，「太陽光発電大量導入時に過度安定度を確保する方法の研究」，第33

回エネルギーシステム・経済・環境コンファレンス，エネルギー・資源学会，2017.2.2.

26. 小島紘明，森俊介，大西悟，「日照時間の統計的解析に基づいた東京電力管内の太陽光発電

電力量のパターン別推定と電源計画モデルへの導入」，第33回エネルギーシステム・経済・

環境コンファレンス，エネルギー・資源学会，2017.2.3.

27. 石井敬時，森俊介，大西悟，「石油生産の影響を考慮した世界多地域化石燃料市場のモデル

化とシミュレーション」，第33回エネルギーシステム・経済・環境コンファレンス，エネル

ギー・資源学会，2017.2.3.

28. 一條達郎，森俊介，大西悟，「月間変動を考慮したコンビニエンスストアにおける食品廃棄

物利用による循環型社会の可能性評価」，第33回エネルギーシステム・経済・環境コンファ

レンス，エネルギー・資源学会，2017.2.3.

29. 山田義彦 , 松橋隆治，「リアルオプション法による固定価格買取制度の分析と新たな制度の

設計に関する研究」，第33回エネルギーシステム・経済・環境コンファレンス，エネルギー・

資源学会，2017.2.3.

30. 磐田朋子 , 松橋隆治，「『まちなか避暑地』の設置による家庭の節電効果の推定」，第 33回

エネルギーシステム・経済・環境コンファレンス，エネルギー・資源学会，2017.2.3.

31. 黒沢厚志，加藤悦史，宮近秀人，荻本和彦，山口容平，「エネルギー全体モデルによる分析」，

第33回 エネルギーシステム・経済・環境コンファレンス，エネルギー・資源学会，2017.2.3.

32. 岡村晋太郎 , 大友順一郎，「固体酸化物形燃料電池を用いた水蒸気電解の連成解析評価」，

化学工学会 第 82年会，化学工学会，2017.3.6.

33. 細田万吉, 飯田雄太, 島村亮汰, 長谷川馨, 伊原学，「燃料極へのカーボンナノチューブ直

接合成による金属フリー固体酸化物燃料電池の提案」，化学工学会 第 82年会，化学工学会，

2017.3.6.

34. 松浦明 , 高澤千明 , 藤田誠 , 長谷川馨 , 野田優 , 伊原学，「単結晶薄膜 Si 太陽電池作製

のための 2層多孔質 Si基板のナノ表面制御と超高速成膜の評価」，化学工学会 第 82年会，

化学工学会，2017.3.6.

35. 飯田雄太, 島村亮汰, 長谷川馨, 伊原学，「液体燃料を使用するパルス噴射RDCFCにおける

過電圧分離と非定常燃料極反応の解析」，化学工学会 第 82年会，化学工学会，2017.3.6.

36. 亀田恵佑, 島村亮汰, 倉橋佑輔, 長谷川馨、伊原学，「電解質界面の化学的、幾何学的構造

に着目したプロトン伝導型固体酸化物燃料電池の開発」，化学工学会 第 82年会，化学工学会，

2017.3.6.

37. Ochieng, James Ochieng, Fumihiko Kosaka, Yoshito Oshima, Junichiro Otomo，「Enhancement 

of oxygen release in perovskite-oxides supported CuO oxygen carriers in chemical 

looping with oxygen uncoupling for solid fuel combustion」，化学工学会 第 82年会，化

学工学会，2017.3.6.

38. 鈴木一馬 , 長谷川馨 , 伊原学，「ペロブスカイト太陽電池の高効率化へ向けた光吸収層の結

晶粒径制御と電池特性への影響」，化学工学会 第 82年会，化学工学会，2017.3.7.

39. 用貝亮二, 村上和生, 長谷川馨, 張暁梅, 伊原学，「金属ナノ粒子の形状変化による局所電場

制御とプラズモニック太陽電池への応用」，化学工学会 第 82年会，化学工学会，2017.3.7.

40. 海邉健二, 幡野博之, 山田興一, 井上雅文, 大友順一郎，「木質バイオマスを燃料とするバ

イオマス発電の技術革新及び経済性評価」，化学工学会 第 82年会，化学工学会，2017.3.8.

41. 前田和希 , 松橋隆治，「量産効果を考慮した燃料電池の普及予測及び最適な補助金の提案」，

平成29年電気学会全国大会，電気学会，2017.3.17.

42. 大友順一郎，「プロトン伝導性固体電解質形燃料電池の開発と電解合成への応用」，日本化学

会 第 97春季年会，日本化学会，2017.3.17.
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43. 小城元 , 大友順一郎，「タングステン酸ランタンの構造解析とイオン輸送特性評価」，電気

化学会第84回大会，電気化学会，2017.3.25.

44. 高坂文彦 , 中村剛久 , 大友順一郎，「プロトン伝導性固体電解質を用いたアンモニア電解合

成反応におけるカソード電極触媒の構造制御と反応解析」，電気化学会第84回大会，電気化

学会，2017.3.25.

６．３ シンポジウム・ワークショップ

1.  COI-Sワークショップ「パリ協定を踏まえた再生可能エネルギー大量導入と電力システムの

イノベーション」，学士会館202号室，2016.9.26.

・松橋隆治 趣旨説明

・高瀬香絵「米国におけるアンシラリーサービスの現状調査と日本における可能性」

・吉岡剛「地域エネルギー事業者としての再生可能関連事業の評価」

・松橋隆治「九州地区における再生可能電源と水素利用事業のシステム評価」

2.  ワークショップ「シナリオプランニング－2050年の明るく豊かな低炭素社会－」, 東京国

際交流館，2016.11.5

・高瀬香絵 ファシリテーター

・磐田朋子 ファシリテーター

・吉岡剛 ファシリテーター

3.  シンポジウム「低炭素技術を取り込んだ街づくり」，伊藤謝恩ホール，2016.12.13.

・小宮山宏  開会挨拶

・山田興一 主催者講演「2050年低炭素社会の姿」

・松橋隆治 パネルディスカッション「低炭素技術を活用した街づくり」モデレータ

　

６．４ 講演

６．４．１ 講演（国際）

1.  Atsushi Kurosawa，「Cooling Energy: Demand, Technology and Institution」，Workshop on 

Space Cooling，IEA Experts' Group on R&D Priority Setting and Evaluation（EGRD, 国

際エネルギー機関 研究開発に関するプライオリティセッティング専門家会合），IEA, 

2016.5.18.

2.  Kanako Tanaka，「An Integrated Contribution Approach for Climate Change Mitigation 

and Promotion of International Technology Cooperation and Transfer」，Japan-America 

Frontiers of Engineering Symposium（Irvine, California），National Academy of 

Engineering，2016.6.16.

3.  Atsushi Kurosawa，「What is the role of CUS under Paris Agreement?」，Global CCS Symposium 

2016，KCCSA（韓国 CCS協会），2016.11.3.

4.  Atsushi Kurosawa，「ZEB/ZEH Roadmap－ Technology and Institution－」，Japan Pavilion, 

COP22，新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） / 経済産業省，2016.11.16.

5.  Junichiro Otomo，「Cost Analyses of SOFCs for Japanese Developers － Evaluations of 

Performance and Cost for Residential and Combined Cycle Systems－」，SOFCコスト試算

講演会，固体酸化物エネルギー変換先端技術コンソーシアム（ASEC），2017.3.6.

６．４．２ 講演（国内）

1.  伊原学，「将来のエネルギーを制御するスマートエネルギーシステム“エネスワロー”の開発」，

スマートキャンパス国際シンポジウム，三重大学 国際環境教育研究センター，2016.5.10.

2.  大友順一郎，「低炭素社会における電池技術の役割」，2016年度 国際教養大学 市民セミナー

「気候変動、エネルギー、そして持続可能な社会」，国際教養大学 アジア地域研究連携機構
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事務局（IASRC），2016.5.28.

3.  伊原学，「スマートエネルギーシステム“エネスワロー”開発と水素エネルギー－東工大 グ

ローバル水素エネルギー研究ユニットの設立－」，水素エネルギー協会第150回定例研究会，

水素エネルギー協会，2016.5.30.

4.  黒沢厚志，「国内外の再生可能エネルギーの動向」，NEDO 「TSC Foresight」セミナー（第1回），

新エネルギー・産業技術総合開発機構，2016.6.27.

5.  岩崎博，「低炭素化技術の評価と課題－電池、バイオマス、水素など－」，日本技術士会 化

学部会 ７月度講演会，日本技術士会，2016.7.28.

6.  黒沢厚志，「ZEB/ZEH Roadmap－ Technology and Institution－」，Innovation for Cool Earth 

Forum 2016，経済産業省/新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO），2016.10.5-6.

7.  森俊介，「温暖化と緩和策－地域からの行動－JST-LCSの取り組み－」，SI-CAT公開シンポジ

ウム「気候変動の適応策を知る－長野県から発信する適応策－」，文部科学省「気候変動適

応技術社会実装プログラム（SI-CAT）」，2016.11.14.

8.  磐田朋子，「省エネ機器を普及させるシステム（電気代そのまま方式）」，第113回省エネルギー

学習会，温暖化防止ながれやま，2016.12.2.

9.  黒沢厚志，「ICEFロードマップ紹介」，エコプロ2016～ 環境とエネルギーの未来展［第18回］，

産業環境管理協会 / 日本経済新聞社，2016.12.8.

10. 田中加奈子，「温暖化対策のポイント ～ IPCCの知見と省エネの取り組み～」，エネルギー&

環境に関わる社内講演会，大成建設，2017.1.27.

11. 高瀬香絵，「冷蔵庫をめぐる状況と電気代そのまま払いについて」，第2回省エネルギー行動

研究北海道交流集会，NPO法人北海道グリーンファンド，2017.2.14.

12. 磐田朋子，「『スマエコシティ研究学園』エネルギーモニタリング分析結果 中間報告」，第1

回エコなまち・暮らしを考えよう！，つくば市，2017.2.26.

６．５ 出版物、雑誌寄稿等

1.  山田興一，「再生可能エネルギーを中心とした電源構成の可能性」，学術の動向，第 21巻， 

第 4号，pp.32-38，日本学術協力財団，2016.4.

2.  堀史郎 , 黒沢厚志，「ニュースが面白くなるエネルギーの読み方」，共立出版，2016.6.22.

3.  松橋隆治，「九州地域への再生可能電源大量導入を考慮した電力システムにおける経済的負

荷配分算定モデルの開発と水素生産の実現可能性評価」（特集「水素社会を目指して」）」，日

本LCA学会誌，第12巻 , 第 3号 , pp.170-179，日本 LCA学会，2016.7.

4.  小宮山宏 , 山田興一，「新ビジョン2050－地球温暖化、少子高齢化は克服できる－」，日経

BP社，2016.10.24.

5.  松橋隆治，「電力システムの低炭素化と再生可能電源大量導入の考察（特集「2050年のエネ

ルギー事情を考える」）」，エネルギー・レビュー，Vol.432， No.37，株式会社エネルギーレ

ビューセンター，2016.12.20.

6.  高瀬香絵，「カリフォルニア州の再エネアメリカン・ドリーム」，エネルギー・資源 Vol.38, 

No.1 （2017), pp.58-60，エネルギー・資源学会，2017.1.
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７．委員会活動等、研究者との情報交換（LCS講演会等）

７．１ 委員会活動等

番号 任期・活動日 主催者 委員会・委員名 就任者

1
2013～

2017.12.8
経済産業省

産業構造審議会 産業技術環

境分科会 地球環境小委員会 

製紙・板硝子・セメント等

ワーキンググループ 委員

田中加奈子

2
2013～

2017.12.8
経済産業省

産業構造審議会 産業技術環

境分科会 地球環境小委員会 

電子・電機・産業機械等ワー

キンググループ 委員

田中加奈子

3
2013～

2017.9.30

内閣府（科学技術・イノ

ベーション担当）

総合科学技術・イノベー

ション会議 重要課題専門

調査会 エネルギー・戦略協

議会 構成員

田中加奈子

4
2013.11.4～

2017.11.3
文京区

文京区地球温暖化対策地域

推進協議会 副会長
松橋隆治

5
2013.12.14～

2017.2.21
経済産業省

産業構造審議会地球環境小

委員会 自動車・自動車部

品・自動車車体ワーキング

グループ 委員（座長）

松橋隆治

6
2014～

2017.12.8
経済産業省

産業構造審議会 地球環境

小委員会 委員
田中加奈子

7
2014.5.1～

2018.3.31
文部科学省 研究振興局

国際リニアコライダー（ILC）

に関する有識者会議 委員
森俊介

8
2014.12.13～

2017.2.21
経済産業省

産業構造審議会 地球環境

小委員会 委員
松橋隆治

9
2015～

2017.12.31

一般社団法人エネルギー

・資源学会

エネルギー・資源学会 編集

実行委員
高瀬香絵

10
2015～

2016.9.30

内閣府（科学技術・イノ

ベーション担当）

総合科学技術・イノベーショ

ン会議 重要課題専門調査

会 エネルギー・環境イノ

ベーション戦略策定ワーキ

ンググループ 構成員

田中加奈子

11
2015～

2017.12.31

一般社団法人エネルギー

・資源学会

エネルギー・資源学会 企画

実行委員
田中加奈子

12
2015～

2017.3.31

公益社団法人日本工学ア

カデミー

日本工学アカデミー次世代

リーダー 候補研究者
田中加奈子

13

2015（許可日）～

2017.5（社員総

会開催日）

一般社団法人環境情報科

学センター

環境情報科学センター 企画

委員会 委員
松橋隆治
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14
2015.10～

2017.3

株式会社三菱総合研究所

（環境省委託）

再生可能エネルギー大量導

入時の電力需給対策ワーキ

ンググループ

高瀬香絵

15
2015.1.22～

2017.1.21
経済産業省 産業構造審議会 臨時委員 松橋隆治

16
2015.2.1～

2017.1.31

公益財団法人日本適合性

認定協会

温室効果ガス認定委員会 副

委員長
松橋隆治

17
2015.4.1～

2017.3.31

内閣府（科学技術・イノ

ベーション担当）

総合科学技術・イノベーショ

ン会議 評価専門調査会 専

門委員

松橋隆治

18
2015.4.1～

2017.3.31

北九州市アジア低炭素化

センター

北九州市低炭素新メカニズ

ムコミッティ 委員（座長：

統括）

松橋隆治

19
2015.4.1～

2019.3.31

株式会社国際協力銀行

（JBIC）

地球環境保全業務における

温室効果ガス排出削減量の

測定・報告・検証に係るガ

イドライン（J-MRV ガイド

ライン）に関するアドバイ

ザリー・コミッティ委員

松橋隆治

20
2015.4.1～

2017.3.31

一般財団法人日本規格協

会

環境管理規格審議委員会 

ISO/TC208 戦略諮門委員会 

委員長

松橋隆治

21
2015.4.1～

2019.3.31

株式会社国際協力銀行

（JBIC）

地球環境保全業務における

温室効果ガス排出削減量の

測定・報告・検証に係るガ

イドライン（J-MRV ガイド

ライン）に関するアドバイ

ザリー・コミッティ委員

黒沢厚志

22
2015.4.16～

2017.2.14
文部科学省

科学技術・学術審議会 環境

エネルギー科学技術委員会 

委員

松橋隆治

23 2015.6.1～
一般社団法人エネルギー

・資源学会

エネルギー・資源学会 副会

長
森俊介

24
2015.6.9～

2017.3.31

公益財団法人地球環境産

業技術研究機構（RITE）

気候変動に関する政府間パ

ネル（IPCC）第三作業部会・

国内連絡会 幹事会委員・国

内連絡会 メンバー

田中加奈子

25 2015.7.21～
株式会社三菱総合研究所

（環境省委託）

CO2 削減ポテンシャル診断事

業に係る検証・評価委員会 

委員

田中加奈子

26
2016～

2017.3.31

株式会社国際協力銀行

（JBIC）

J-MRV石炭火力方法論検討会 

検討メンバー
田中加奈子
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27
2016（許可日）～

2017.3.31

パシフィックコンサルタ

ンツ株式会社

エネルギー対策特別会計補

助事業検証・評価委員会 委

員長

松橋隆治

28
2016.4.1～

2017.3.31
環境省

水素利活用CO2 排出削減効果

等評価・検証事業委託業務検

討会 委員

吉田好邦

29
2016.4.1～

2017.3.31
農林水産省

食品ロス削減等総合対策事

業 食品産業の地球温暖化・

省エネルギー対策促進事業

検討会 委員

吉田好邦

30
2016.4.1～

2017.3.31
環境省

廃棄物埋立処分場等への太

陽光発電導入促進方策等検

討委託業務検討会 委員

吉田好邦

31
2016.4.1～

2017.3.31

一般社団法人エネルギー

・資源学会

エネルギー・資源学会 編集

実行委員会 委員
吉田好邦

32
2016.4.1～

2017.3.31

一般社団法人環境情報科

学センター

環境情報科学学術研究論文

集委員会 副委員長
吉田好邦

33
2016.4.1～

2018.3.31

国立研究開発法人新エネ

ルギー・産業技術総合推

進機構（NEDO）

分野横断的公募事業提案初

頭の書面審査員
森俊介

34
2016.4.11～

2017.3.31

経済産業省産業技術環境

局環境経済室

環境省地球環境局地球温

暖化対策課市場メカニズ

ム室

平成28年度グリーン貢献量

認証制度等基盤整備事業（J-

クレジット制度認証委員会） 

委員長

松橋隆治

35
2016.4.18～

2017.3.31

経済産業省産業技術環境

局環境経済室

環境省地球環境局地球温

暖化対策課市場メカニズ

ム室

平成28年度グリーン貢献量

認証制度等基盤整備事業（J-

クレジット制度運営委員会） 

委員

松橋隆治

36
2016.5.1～

2016.6.31
足立区環境部環境政策課

足立区環境審議会 地球温暖

化対策専門部会 有識者委員
磐田朋子

37
2016.5.1～

2017.2.28

一般財団法人エネルギー

総合工学研究所

ISO/TC301 国内審議委員会 

委員
松橋隆治

38
2016.6.7～

2017.3.31
経済産業省

産業構造審議会 産業技術環

境分科会 研究開発・イノベー

ション小委員会 評価ワー

キンググループ 委員

森俊介

39
2016.6.10～

2017.3.31

公益財団法人地球環境産

業技術研究機構（RITE）

地球温暖化対策国際戦略技

術委員会 委員
森俊介

40
2016.6.10～

2017.3.31

公益財団法人地球環境産

業技術研究機構（RITE）

地球温暖化対策技術の分析・

評価に関する国際連携事業

統合モデルワーキンググル

ープ 主査

森俊介
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41
2016.6.20～

2017.3.31

国立研究開発法人新エネ

ルギー・産業技術総合開

発機構（NEDO）

NEDO技術委員 森俊介

42
2016.7.1～

2017.3.31

国土交通省 総合政策局

環境政策課

「まち・住まい・交通の創蓄

省エネルギー化モデル構築

支援事業」タスクフォース 

有識者委員

磐田朋子

43
2016.8.1～

2017.3.31

国立研究開発法人科学技

術振興機構

気候変動に対応した新たな

社会の創出に向けた社会シ

ステムの改革プログラム評

価作業部会 委員

山田興一

44
2016.8.2, 

2016.8.4
内閣府

科学技術イノベーション戦

略2016に基づく重きを置く

べき施策の特定に向けたヒ

アリング 有識者

田中加奈子

45
2016.8.9～

2017.3.31

国立研究開発法人国立環

境研究所

環境研究総合推進費 2-1403 

アドバイザリーボード
森俊介

46
2016.10.27～

2017.3.31

東日本旅客鉄道株式会社

（JR東日本）
水素有識者懇談会 委員 松橋隆治

47
2016.11.9～

2017.2.28

株式会社みなまた環境テ

クノセンター

地産地消型再生可能エネル

ギー面的利用等推進事業費

補助金（構想普及支援事業）

委員会 委員

松橋隆治

48
2016.12.1～

2017.3.31
東京農工大学

テニュアトラック教員中間

評価外部審査委員会 委員
松橋隆治

49 2016.12～
内閣府（科学技術・イノ

ベーション担当）

総合科学技術・イノベーショ

ン会議 重要課題専門調査会 

エネルギー・環境イノベー

ション戦略推進ワーキング

グループ 構成員

田中加奈子

７．２ 研究者との情報交換（LCS講演会等）

　外部等の研究者を招聘して3件の LCS講演会を行い、低炭素社会実現のための科学技術、社会

および経済の課題を議論する中で、今後のシナリオ研究推進のために貴重な意見を得た。

番号 開催日 講演者所属・氏名 講演タイトル

1 2016.5.17

東京大学 大学院工学系研究科

准教授 喜多浩之

東京工業大学 大学院総合理工学研究科

准教授 角嶋邦之

GaNを含むパワーデバイスの

最近の状況、今後の技術課題

などについて



50 51

2 2016.7.14

INSA Lyon-Institut National des Sciences

Appliquées de Lyon

（フランス国立応用科学院リヨン校）

INL-Lyon Institute of Nanotechnology

（リヨンナノテクノロジー研究所）

Associate Professor　Alain Fave

Design, fabrication and

characterization of 

ultra-thin film c-Si solar

cells with efficient light 

trapping

3 2016.9.29
東京理科大学 理工学部 建築学科

教授 井上隆

住宅・建築のエネルギー消費

の実態とその効果的削減方策
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１．低炭素社会戦略センター メンバーリスト（平成29年3月時点） 

（敬称略） 

 

センター長 小宮山 宏 

副センター長 山田 興一                   

研究統括  松橋 隆治                   

上席研究員 横山 禎徳                  

上席研究員 三森 輝夫          

上席研究員 岩崎 博           

上席研究員 岸 輝雄           

上席研究員 西川 浩           

上席研究員 森 俊介            

特任研究員 大友 順一郎         

特任研究員 吉田 好邦          

特任研究員 脇 慶子           

特任研究員 吉岡 剛                       

特任研究員 高瀬 香絵          

特任研究員 門平 卓也          

特任研究員 伊原 学           

特任研究員 宇都木 玄          

特任研究員 越 光男           

特任研究員 岡本 孝司 

特任研究員 喜多 浩之 

主任研究員 三枝 邦夫 

主任研究員 田中 加奈子 

主任研究員 松田 成信 

主任研究員 浅田 龍造 

主任研究員 石川 環 

研究員  磐田 朋子 

研究員  井上 智弘 

研究員  坂本 智幸 

研究員  植木 健文 

研究員  板谷 利香 

研究員  米澤 美帆子 

客員研究員 黒沢 厚志 

客員研究員 宮川 俊彦 

客員研究員 工藤 祐揮 

客員研究員 西川 富佐子 

客員研究員 平沼 光 

客員研究員 熊井 大   

客員研究員 渡辺 剛志 

客員研究員 岡崎 強 

客員研究員 濱田 朋宏 

客員研究員 高橋 雅仁 

インターン生  陳 杰 （ H29.1.10 ～

H29.3.24） 

インターン生  陳倜（H29.1.10～H29.3.24） 

理事長     濵口 道成 

副理事     伊藤 宗太郎 

企画運営室長   古旗 憲一 

副調査役      深井 幸代 

副調査役    南 裕一 

主査      渡邊 篤 

主査      中島 章光 

フェロー    甲斐田 磨美 

フェロー    原 小夜子 

調査員     笠水上 祐子 

調査員     吉水 惠 

調査員       堀内 恵美 

調査員     中村 マユミ 
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３．報道機関によるLCS関連記事 

 

著作権上の理由から Web上では掲載しておりません。 

ご覧になりたい方は以下よりお問い合わせ下さい。 

https://form.jst.go.jp/enquetes/lcsinquiry 
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４．平成28年 12月 13日開催 LCSシンポジウム　研究発表ポスター
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低炭素社会戦略センターシンポジウム
2016年12月13日



74 75

　

付　
　
　

録



76 77



76 77

　

付　
　
　

録



78 79



78 79

　

付　
　
　

録



80 81



80 81

　

付　
　
　

録



82 83



82 83

　

付　
　
　

録

3

1.3

1.29



84 85



84 85

　

付　
　
　

録



86 87

4インチ

800－900℃

溶融Na超臨界NH3
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平成２９年４月

国立研究開発法人 科学技術振興機構

低炭素社会戦略センター


	annualreportH28
	H28



