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はじめに

１．LCSの設立主旨と平成28年度までの活動

　低炭素社会戦略センター（以下、「LCS」という。）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」という。）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、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し、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。
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２．平成29年度の活動

　平成29年度は、平成28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29年度は、「次期5年間事業計画案」の3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、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、①「定量的技術システム研究」では、これまで検討してきた太陽電池、蓄電池、燃料電

池等の低炭素技術について調査・分析を行い、低炭素社会実現に向けてコアとなる重要研究課題、

またそれらを通じて、低炭素技術に関連する科学技術政策上対応すべき重要課題を特定した。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し、最新の研究成果を

取り込んだ。低炭素技術を組み込んだ個別エネルギーシステム（CCS、蓄エネルギー、将来的な

水素の役割等）の調査分析を行い、低炭素技術の電力等エネルギーシステムの一環としての評価、

およびエネルギーシステム全体の視点での評価を行った。②「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とともに、低炭

素社会実現に向けた社会実証・社会実験を行い、社会シナリオの充実につながる研究を推進した。

③「低炭素社会システム構築」では、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

な評価とともに、地域の発展を起点とした仕組みづくりを行った。さらに、世界各国における温

室効果ガス排出削減の施策・省エネルギーの施策の調査・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の作成を継続した。

　また、戦略推進委員会から本事業の活動や成果について助言を受け、適切に事業の運営に反映

させ、低炭素社会戦略センター評価委員会において、社会シナリオ・戦略が先見性のある質が高

い成果であること、社会シナリオ・戦略が国、地方自治体等の政策・施策や研究開発等に活用

されていることの各項目について評価を行い、その結果を取りまとめ、事業の運営に反映させた。

　

（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イノベーション政策立案提案書（計22冊）として提案した。加えて、

①関連分野の委員会活動、②未来社会創造事業（低炭素社会領域）の課題募集時の技術のボトル

ネック抽出への参画、③国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、「NEDO」

という。）に設置されたシンクタンクである技術戦略研究センター（以下、「TSC」という。）と「平

成29年度第 1回 低炭素イノベーション政策研究会」の企画・開催、④acatechの要請を受けた 

G20シンクタンク会議（以下、「T20」という。）のPolicy Brief取りまとめへの参加、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

炭素社会実現に向けた道筋」で広く国民へ成果を発信した。

　
３．今後の活動に向けて

　LCSはパリ協定発効等を踏まえ、2050年を見据えた低炭素社会の実現に向け、これまでの取り

組みを継続的に進展させるとともに、JST関係事業、関係府省、地方自治体、企業等との連携を

より一層進め、国民への成果発信のみならず、国や地方自治体が実施する政策決定に貢献できる

社会シナリオ・戦略の具体的な提案、関係府省、地方自治体等の政策・戦略立案への貢献を加速

することが必要と考える。

 また、これまでの低炭素社会実現に向けた技術分析・コスト分析等の成果を活用し、2050年の

低炭素社会の全体像を描きつつ、その実現に向けた重要研究課題の特定や社会シナリオの提示等

の活動を強化するべく、関係府省とも連携し、平成 32年度からの次期 5年間事業計画を策定す
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ることが必要である。

　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（https://

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、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29年度は、「次期5年間事業計画案」の3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、各々の取り組みがより社会実証・社会実装につながるよう、社会シ

ナリオ研究を推進した（図1参照）。

年 業 を 業

年 社会 の の社会 業を 日

の の 社会 の

・社会 社会 の の の 社会

年 業の 年 年 年 の 年 の

の 業の ての を の ・

の を得て 年 業 会 を の 会を

日 を 日 の

の を の て

日の日 を の の

を て の を 年 の 業

の の の て

会 て 年 業 を

会（ 年 月） の 会（ 年 月）の の

を て

年 年 業 の 年 て 業

年 業 を の 社会 ・社会 社会

を （ ）

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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（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年間の事業の取り組みを通じて、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り組みにあたっては、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。

　

（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。
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　◆目的2：低炭素技術の進展・研究開発の方向性を提示する

　　【今後の新たな取り組み】

　　　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り組み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り組み】

　　　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、社会の低炭素化および経済活性化

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

およ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、継続的な取り組み

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り組み：

　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
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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

　　【今後の新たな取り組み】

　　　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り組みの一つとして、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り組み】

　　　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、社会実装に向けた取り組みで得られた知見・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

　　【今後の新たな取り組み】

　　　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り組みが、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、それら取り組み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。
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　　【継続して発展させていく取り組み】

　　　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、我が国およ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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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（45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
国際連合大学 上級副学長

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 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29年度は、平成30年 3月 1日に第 11回委員会を開催。平成29年度の社会シナリオ研究

の成果について報告をするとともに、平成 30年度計画案、現在の「次期 5年間事業計画案（平

成 27～ 31年度）」に続く次の 5年間の LCSの在り方および本事業の推進についてまとめる「次

期5年間事業計画案②（平成32～ 36年度）」の作成など、今後の事業方針について報告し、「低
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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。委員

からは LCSの事業推進・成果発信に対して、「政策を展開するために重要なエビデンスベースの

レポートが提案されている。1つ 1つが大きな価値を持っている。」、「パリ協定を受け、中長期

を見ながら我が国の技術の貢献・我が国の強みを評価できることがLCSの特徴。特に基礎研究の

方向性についてじっくり議論できる場は他にない。」、「世界的な視点から、G20の T20（G20 シン

クタンク会議）に山田副センター長らが参加されていることは非常に望ましい。」とのコメント

をいただいた。

　さらに「次期5年間事業計画案②（平成32～ 36年度）」の検討に向けて、「レポートの認知が

必ずしも高くない。今後どうビジビリティを上げていくかを検討することが重要。」、「パーツの

精度を上げていくことも将来像を描いていくときに重要な視点。鉄鋼産業・化学産業・窯業等の

産業構造が 2050年にどうなるか、多量にエネルギーを消費する産業はどうなっていくか等を掘

り下げていく必要がある。」、「システムデザインをする中で、そこをリーディングするハブとな

るリーダー人材をどう育てていくかが中長期にわたって大事。科学にも強く、社会システムにも

一定の知見を持ち、それをつなぐ力がある人材が加速させる一番のポイント。」等の助言があった。

関連省庁への発信と活用を促すことについては、最大の課題であり、これらの指摘事項は次の5

カ年計画検討の中で反映していく。

  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。

　



10

　
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（平

成29年 3月 2日）、平成29年 7月 24日に「評価報告書」による報告を受けた。

　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

（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、および新しい中長期計画のもとでの事業推進全体への助言を実

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
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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年間の取り組みや活動の結果が、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の取り組み・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り組みや研究環境・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

およ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。

　評価結果は、平成29年 7月 24日開催の理事会議へ報告した。「評価報告書」については、LCS

の Webページ上で公開している。

　https://www.jst.go.jp/lcs/pdf/20170821_lcs-hyouka.pdf
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第２部 平成 29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

　平成29年度は、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、「水素製造技術における燃料電池（SOFC・

PEFC）の役割」「バイオマスのガス化ガスおよび捕集CO2 を利用したメタノール、液体燃料の生産」

「カーボンフリー水素の経済性とCO2 排出量（Vol.2）」「低炭素電源システムの安定化と技術・経

済性評価（Vol.2）」をはじめとする技術開発編（14冊）、「エネルギー ･環境分析に資する産業

部門別エネルギー消費・CO2 排出量データの作成」を含む技術普及編（3冊）、社会システム編（4冊）、

国際戦略編（1冊）の計22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。（https://www.jst.go.jp/lcs/proposals/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。

 技術開発編

 ○ 風力発電システム（Vol.1）

　　－陸上風力発電システムの経済性評価－

 ○ 蓄電池システム（Vol.5）

　　－ Li-S 電池のコスト試算と研究開発課題－

 ○ 水素製造技術における燃料電池（SOFC・PEFC）の役割

　　－固体酸化物形燃料電池システム（Vol.5）－

 ○ リチウム /硫黄二次電池を実現させるための硫黄/炭素複合材料の設計

 ○ 地熱発電（Vol.4）

　　－高温岩体発電の水圧破砕による誘発地震に与える地下構造の影響－

 ○ 主要再生可能エネルギーの都道府県別ポテンシャル分布と発電所建設コスト低減

 ○ 木質バイオマスエネルギーのポテンシャルの分布と考察

 ○ 持続的な林業生産を得るための提案

 ○ バイオマスのガス化ガスおよび捕集CO2 を利用したメタノール、液体燃料の生産

 ○ カーボンフリー水素の経済性とCO2 排出量（Vol.2）

 ○ 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（Vol.2）

　　－ GaN結晶と基板製造コスト－

 ○ 「低炭素技術設計・評価プラットフォーム」の構築（Vol.4）

 ○ シンセティック材料設計

　　－1D CAEとデータ活用型材料研究の融合－

 ○ 低炭素電源システムの安定化と技術・経済性評価（Vol.2）

　　－ゼロエミッション電源システム構築に向けた技術開発課題－

 技術普及編

 ○ グローバル企業による信頼性の高い再エネ調達のために

　　－GHGプロトコルへの準拠とトラッキングシステムの必要性－

 ○ エネルギー･環境分析に資する産業部門別エネルギー消費・CO2 排出量データの作成
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 ○ 地域電力事業者の運用改善のための蓄電資源導入に関する研究

 社会システム編

 ○ 新しいエネルギー変換・貯蔵機器技術、未利用熱源およびビル省エネルギー技術の導入

　　と技術特性を明示した都市分散エネルギーシステムの在り方に関する研究

 ○ 民生家庭部門におけるCO2 排出量の中長期予測モデル構築に向けた検討

 ○ 鉄リサイクルを利用した将来低炭素社会のための課題検討にむけて

 ○ 生活シフトによる健康と省エネルギーの両立の可能性（Vol.2）

 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）（Vol.2）－ケーススタディ：太陽光発電システム ,CO2 排出量

およびエネルギー消費量の評価－

　

　
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（図2、図 3参照）。

図2　調査・研究の進め方と内容
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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。

　

　平成 29年度は、蓄電池、燃料電池、バイオマス、風力発電、地熱発電、水素製造、次世代半

導体デバイス等の低炭素技術・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年のコスト構造と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。

　

　蓄電池では、理論エネルギー密度が高く、次世代蓄電池として期待される Li-S電池について

2テーマに取り組んだ。一つ目では、Li-S電池の製造コストを試算し、コスト低減に係る技術課

題を明らかにした。現状および将来の技術進展を考慮した解析結果から、現状コストは 22.6円

/Wh、2030年には 6.7円 /Whまで削減しうることが分かった。また、製造コスト低減には電池容

量の増大と電解液の使用量の低減が有効であり、正極活物質の使用量の増大、各電極活物質の

図3　LCSからのメッセージ
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１．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
実現に至る道筋の選択肢を定量的に示す。

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
幅を持って示すこと」である。「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、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。

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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利用率の向上、および、正極活物質層の空隙量の低減に関する研究開発が重要であること、ま

たLi-S電池の普及には、電池性能（エネルギー密度、レート特性、サイクル特性）・安全性のさ

らなる研究開発が必要であることを示した。二つ目では、低い電導性、反応中間生成物の溶出等、

実用化に向けて多くの課題が存在する Li-S電池の普及に向けて、硫黄 /炭素複合正極の研究開

発について調査を行い、材料開発の指針を示した。その結果、硫黄と炭素の相互作用の強化、複

合電極の構造の最適化、長期安定性についてさらなる研究開発が必要であるとした。

　燃料電池では、燃料電池システムの新たな役割の提案を目的として、再生可能エネルギーの電

力を用いた水電解への適用について検討を行った。今年度は、平板形の固体酸化物形燃料電池

（SOFC）および固体高分子形燃料電池（PEFC）の両者のシステムのスタック製造コストの評価を

行い、それらのコスト構造の比較を行った。続いて、SOFCを用いた水蒸気電解セル（SOEC）と

PEFCを用いた水電解セル（PEMEC）のスタックによる水素製造と、後段の水素の圧縮・貯蔵プロ

セスを考慮した水素製造コストの算出を行い、その比較検討を行った。さらに、水素製造に関

する技術シナリオを検討し、水素製造コストが5円 /MJ以下に低減するための技術課題を示した。

その結果、再生可能エネルギーに由来する電力を利用した場合でも、SOECや PEMEC による水素

製造が可能という結論が得られた。

　林業活性化・木質バイオマスでは、我が国には多様で豊富な再生可能エネルギーが全国に賦存

するが、その導入量は海外に比べても十分ではない。その理由の一つは建設費としての初期コス

トが高額であり、特に土木関係工事費の影響が大きいとされている。そこで、道路網密度の高

さと土木工事のし易さの相関関係を仮定し、電力量のポテンシャルが高い都道府県を選び、さ

らにその中から上位の市町村の電力量ポテンシャルと道路網密度の関係を検証した。その結果、

中小水力、太陽光、木質バイオマスの3種についてポテンシャルが分布し、道路網密度も高いい

くつかの市町村が存在することが分かった。このような地域では、市町村内の近接する地点で

同時期に開発を進めることで、建設費の低減が期待できる。なおこの方法は、建設コストの低

減化により再生可能エネルギーの普及を促進するための実証試験地の選定の指標となり得るが、

今後個別には具体的なコスト計算が必要である。

　我が国は人工林の資源を得るコストが非常に高く、木質バイオマスエネルギーの利用割合はエ

ネルギー全体の1％に満たない。木質資源を持続可能に生産するためには集約化と事業面積の拡

大が必要であり、人工林の空間的な分布を把握することが必須である。そこで、林業のコスト低

減をより具体的に把握できるように、地理空間情報の導入を行った。具体的には、GIS（地理情

報システム）に日本全国標準土地利用メッシュデータや国土数値情報等の公開データを適用し、

人工林地図を作成したところ、人工林の分布パターンや人工林と地形の関係を視覚的に捕捉する

ことができた。空間情報の利用は、将来的には木質バイオマスエネルギーとその他の再生可能エ

ネルギーの相互補完的な利用にも役立つ。

　持続的な林業生産を得るためには、単位面積当たりの蓄積を増やし、効率的に伐採した後に、

確実に再造林を行うことが重要である。再造林にあたっては、一貫作業システムを用いるとと

もに、地拵の機械化と下刈りの省略技術の高度化が必要である。下刈りを省力化するためには、

成長の早い苗木の作出と苗木価格の低減も課題である。

　将来化石資源の利用が制限されたとき、炭素源として、バイオマスもしくは捕集されたCO2 が

有力な原料となる。そこで化学品合成のための基幹製品の一つであるメタノール、およびガソ

リン・ディーゼルなどの液体燃料を生産する場合のコスト・課題などを検討した。バイオマス

のガス化で得られるガスを利用した場合、バイオマス価格を19円 /kg-dryとするとき、メタノー

ルコストは、現状の市況価格の約3倍である 75円 /kg（3.4円 /MJ）となった。うち88％はバイ

オマスガス化ガスのコストである。また、F-T合成で液体燃料を製造する場合、液体燃料コスト

は5円 /MJと高価である。技術・システム開発により、林業を合理化しバイオマスのコストを下

げる必要がある。
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　風力発電では、現状の風力発電システムのコスト構造を算出する手法を開発し、コスト低減技

術を技術開発の観点から整理し、技術ごとの経済性を評価した。具体的には、陸上大型風車の主

流である3枚翼水平軸風車を対象に、風力発電システムのコスト構造およびCO2 排出量を明らか

にした。ハブ高さの増加により、風車コストは増加するが設備利用率が向上するため、発電コス

トは1～ 5％低下する結果となった。また発電機の種別により、ダイレクトドライブを用いた風

車では、風車コストは増加するが発電コストは約2％低下すること等を示した。

　地熱発電では、前年度に引き続き、高温岩体発電において人工貯留層を造成するための水圧破

砕について検討した。水圧破砕をエネルギー収支の観点から解析する際には、天然亀裂密度の

データを加えることにより、誘発地震の最大マグニチュードを推定でき、注水エネルギーと誘発

地震エネルギーに関する有用な情報が得られることが分かった。

　水素関連では、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、次の知見を得た。（1） 現状の原料価格を反映したバイオマスガス化から

の水素製造コストが約3円 /MJ、CO2 排出量は 2g/MJであり、木質バイオマスは、カーボンフリー

水素原料の有力な選択肢である。（2） PV電源による加圧アルカリ水電解プロセスからの水素製

造コストは、14円 /MJ、CO2 排出量は 20g/MJとなり、コスト面および CO2 排出量の面から、現状

では優位性に乏しい。（3） 水素エネルギー輸送は、ガスパイプライン輸送がコストおよびCO2 排

出量の両面で優位である。（4） カーボンフリー水素の利活用については、製造、貯蔵並びに輸送

等の全体システムでのエネルギー利用効率が重要である。

　次世代半導体デバイスでは、前年度に引き続き、GaN系半導体について検討した。GaN単結晶

の製造が技術的に困難なため、GaN基板は極めて高価で、GaN基板を利用したデバイスの実用

化を阻んでいるとされている。そこで、GaN単結晶の代表的な製造方法として、HVPE （Hydride 

Vapor Phase Epitaxy）法、アモノサーマル法、フラックス法を取り上げ、現状技術レベル、実

用化に至る課題、課題を克服した場合の将来コストなどについて検討した。

　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29年度は、（1） 新たなプロセス（水素技術、固体酸化物形燃料電池（SOFC））

への適用拡大、（2） さらなる機能（最適化計算）の開発、既存Excel資産との連携、（3） データ

ベースの充実（物質収支・エネルギー収支・機器選定手順など計算ライブラリー、ユーザー定義

関数ライブラリー）、（4） システム操作性の向上（「基の数式」表示機能）を進めた。

　材料設計に関しては、材料科学・材料工学分野の主要課題である「マクロな現象論とミクロな

物理的原理を結びつける方式」について調査・分析した結果をもとに、1D CAE（Computer Aided 

Engineering）として知られる、システム全体を簡便なモデルで俯瞰する手法と、「データ活用型

材料研究」の融合により実現される「シンセティック材料設計」のコンセプトを提案した。

　低炭素電源システムの安定化と技術・経済性評価では、我が国における電力系統の安定性を考

慮し、再生可能エネルギーの大規模導入によるCO2 排出量ゼロに向けた電源システムの発電コス

トを評価して、以下の結果が得られた。基準年（2013年）とほぼ同等の発電コストで、2050年

の電源システムからの CO2 排出量を、2013年比 85％まで削減することができる。特に、太陽光

発電システム（PV）、蓄電池システム、省エネルギーが、経済性のある低炭素電源システムの確

立に貢献している。年間電力消費量が800TWhのケースでは、電力供給量の30％以上を発電する

290～ 360GW の PVが導入され、蓄電池システムの設備容量は、360～ 510GWh（消費電力の 10～

30％を供給）であった。一方、CO2 排出量削減率を90％以上にすると、発電コストは急激に増加

する。また、2050年以降の CO2 ゼロエミッション電源システムの確立は、技術的には可能である

が、発電コストは現状の2倍程度になる。この場合、技術的課題として、高温岩体地熱発電の開発、

電力需要の削減、送電網システムの合理化、水素タービン発電のコスト削減などの検討が必要で

ある。
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　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。

　

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。

　平成29年度、個別テーマについては、下記の取り組みを行った。

　

　「グローバル企業による信頼性の高い再エネ調達のために－ GHGプロトコルへの準拠とトラッ

キングシステムの必要性－」では、投資家要請に基づき「企業が再生可能エネルギーを積極的

に利用したいというニーズ」が世界的に高まっている中で、「日本における再エネ調達」状況の

整理を行い、我が国を国際基準に照らし合わせて透明性があり、魅力的な事業操業環境にする

ための提案を行った。具体的には、日本においても、再エネの基礎的属性情報を含むトラッキ

ングシステムを整備し、また、再エネ購入時に利用可能な調達手段のすべてが一元的に管理され、

ダブルカウントがないことをシステム上も明らかにする必要があることを示した。そのために、

LCSも参画し、経済産業省、環境省とも連携を図りながら、非FIT再エネについて自主的トラッ

キングの実証実験を進展させることを促した。

　「エネルギー ･環境分析に資する産業部門別エネルギー消費・CO2 排出量データの作成」では、

産業部門ごとの経済活動との関係で、エネルギー消費・CO2 排出量データを一元的に扱う統計デー

タはなく、データ利用にはその都度作成する必要があることから、産業連関データと組み合わせ

て利用できるエネルギー消費・CO2 排出量データを、毎年公表される総合エネルギー統計（資源

エネルギー庁）から作成することを試みた。

　「地域電力事業者の運用改善のための蓄電資源導入に関する研究」では、近年の電力自由化の

進展に伴い、地方自治体が関与する地域電力事業者（地域密着型の電力事業体）の参入が増えて

いる一方で、地域電力事業者の多くは発電・調整資源が不十分であり、系統上の不安定性を引き

起こす可能性があること、特に再生可能エネルギー（太陽光発電）の予測誤差による需給インバ

ランス（需要計画と発電実績の差）への対処が重要な課題となっていることを示した。

　

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（3頁図 1参照）。地域の低炭素化に向けた取り組みが、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、それら取り組みの経済

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29年度、個別テーマについては、下記の取り組みを行った。

　「新しいエネルギー変換・貯蔵機器技術、未利用熱源およびビル省エネルギー技術の導入と技

術特性を明示した都市分散エネルギーシステムの在り方に関する研究」では、民生部門、特に
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大都市部における商業・事業所ビルの省エネルギー化が低炭素社会実現に向けた大きな課題と

なっている中で、空調コジェネレーションシステム（CGS）、太陽電池などの分散型エネルギーシ

ステムや、地中熱や河川熱などの未利用エネルギー源といった新技術の寄与が、経済性、環境性

においてどの程度のものかという定量的評価は行われていない。そこで、ビル単位のエネルギー

フローモデルの開発を行い、シミュレーションにより、地域におけるこれらの新技術および未

利用熱源の寄与の効果を定量的に評価した。主な結果として、想定したパラメータ設定の下で、

地中熱利用は費用を 10％削減、ダブルスキンを含むすべての技術導入では総費用は 7.7％削減、

CO2 排出量は 8.5％削減可能となった。

　「民生家庭部門におけるCO2 排出量の中長期予測モデル構築に向けた検討」では、CO2 排出量の

将来予測の算出根拠となる家庭のエネルギー需要量について、機器普及率や機器エネルギー効率

の変化だけでなく、空調に関するライフスタイルの変化を含めた、現状から想定可能なシナリ

オを複数設定することにより、2050年における家庭部門の最終エネルギー消費量を約1,145 PJ/

y～ 1,831 PJ/yと予想した。2050年における電力消費量は929 PJ/y（≒ 258 TWh）～ 964 PJ/y（≒

268 TWh）、ガスその他消費量は216 PJ/y～ 867 PJ/yと推計された。我が国は2050年時に CO2 排

出量を 80％削減する必要があるため、ガスその他の化石燃料消費量をより一層削減する必要が

あることが明らかとなった。また、化石燃料消費量が最小となるシナリオにおいて、暖房・給湯・

厨房用として化石燃料（ガス）はほぼ均等に消費されるという結果を得た。

　「鉄リサイクルを利用した将来低炭素社会のための課題検討にむけて」では、低炭素社会構築

の観点で、鉄鋼業からの二酸化炭素排出量は大きく、排出削減対策が不可欠と考えられる中、将

来社会におけるリサイクル鉄の利用の可能性を明らかにするために、データ調査および分析をも

とに技術的課題を検討することとし、調査フローや必要な検討事項をまとめた。将来社会の鉄需

要、スクラップの利用可能量などを含めた将来シナリオを作成するために、LCSでは現在、現状

の粗鋼需給、鋼材需要と生産、スクラップの需給、海外動向などの内容を精査および分析中である。

　「生活シフトによる健康と省エネルギーの両立の可能性（Vol.2）」では、夜型生活から朝型生

活へのライフスタイルの転換は省エネに有効とされ、居住者の健康増進も期待される中で、前年

度に引き続き、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実験を行い、

実際に朝型生活へのシフトを行った場合の省エネルギー効果と睡眠への影響を検証した。早寝早

起きと世帯構成員全員が同様なリズムで生活した場合に、特に消費電力が削減できる傾向がみら

れた。生活シフトの睡眠への影響については起床時眠気、疲労回復などについては個人差が大き

く、生活シフトの健康に対する副次的な便益の有無までは言及できないものの、省エネに対する

一定の示唆が得られた。

　「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）（Vol.2）－ケーススタディ :太陽光発電システム ,CO2 排出量およびエ

ネルギー消費量の評価－」では、前 LCS提案書における太陽光発電システムの製造と利用のバ

リューチェーン評価の結果に加えて、製造から設置までのCO2 排出量とエネルギー消費量につい

ての評価を行った。経済的影響は日本への影響が62％だったのに対し、CO2 排出量とエネルギー

消費量では、それぞれ 40％と低かった。この背景には、日本が、基本材料よりも製造設備やイ

ンバータなど、付加価値の高い設備技術を供していることがある。
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３．低炭素社会の普及拡大に向けて

３．１ 地球温暖化への適応戦略

３．１．１ 林業自立に向けた研究に関する打合せ

　LCSの「自立した林業と木質バイオマスの利用」のコンセプトをベースに、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）」に研究開発課題「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）」が採択された。LCSはこのコンソーシアムに

協力研究・普及機関として参画、課題運営に知見を提供している。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、森林総研との連携体制を継続。平成 29年度の

LCSシンポジウム「低炭素社会実現に向けた道筋」（平成29年 12月 12日 東京・伊藤謝恩ホール）

にて、別所智博氏（農林水産省 農林水産技術会議 事務局長）より「農林業における気候変動の

影響と低炭素化の取り組みについて」基調講演をいただいた。林野庁・森林総研とLCSの 3者で

情報交換を行い相互理解を深めることで、今後の展開に向けて共同研究等の方針や方法等につい

て考え方を確認・共有している（平成30年 2月 26日）。

３．１．２ 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29年度は、LCS上席研究員ら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。木村PDをはじめとするSI-CAT のコアメンバーに LCSの取り組み・成果等

について紹介するとともに、研究員等が自治体と打合せ（滋賀県（ニーズ自治体））・関連する

WG や会議体等に参加している。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。LCSの研究成果を活用した研究提案がRISTEX「研究

開発成果実装支援プログラム」にて「低エネルギー消費型製品の導入・利用ならびに市民の省

エネ型行動を促進するシステムの実装」（責任者：東京大学・吉田好邦教授）として研究推進中。

互いの事業成果を反映するなど連携を図っている。

　

３．２ 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29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 20-21日に開催した「地球

環境フェア2017」に出展した。同フェアでは、家庭でできる節電・省エネの取り組みおよびLCS

事業に関するパネル展示や、参加型の環境クイズを行い、JSTの取り組みを紹介した。

　テレコムセンターで行われた「サイエンスアゴラ」では、平成28年度に引き続き、角和昌浩氏（東

京大学 公共政策大学院 客員教授、元・昭和シェル石油チーフエコノミスト）に講師として参画

いただき、参加者とシナリオを構築する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 24日）。今年度は広く、一般参加者を募集し、大学・

企業・研究機関等から多様な参加者とファシリテーター4名・LCSメンバーによる意見交換を通

じて、「Better Japanese Society 2050」をテーマに、「明るく豊かな低炭素社会の実現」に向け

た道筋を考え、新たなシナリオとして構築した。

　また、理数学習推進部を通じて、文部科学省が指定するスーパーグローバルハイスクール（SGH）
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である関西創価高等学校が行っている探究活動の取り組みの相談を受け、IPCC 第 5次評価報告

書の代表執筆者の田中加奈子LCS主任研究員と意見交換会を実施した（7月 18日）。

　さらに、機構内において総務部広報課と連携した JST広報カフェでは「CO2 ゼロエミッション

の電力システムにむけて～再生可能エネルギー普及の技術的課題～」（5月 30日、井上智弘研究

員）、「カーボンフリー水素の経済性とCO2 排出量～バイオマスガス化水素製造と、輸送システム、

最終ユーザーの組合せ～」（8月 2日、三森輝夫上席研究員）および「GaN系半導体デバイスの技

術開発課題と応用分野の展望」（10月 12日、三枝邦夫主任研究員）での講演等を行った（詳細

は21頁 4．1．4参照）。

　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の取り組みへの理解・

参加を促している。

　

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 ALCAとの連携

　先端的低炭素化技術開発（ALCA）の事業統括である橋本和仁物質・材料研究機構理事長からの

要請を受け、平成28年度募集からALCA「技術のボトルネック抽出」にLCSとして参画している。

具体的には、LCSの社会シナリオ研究の過程で得られた知見を活用し、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提案している。環境エネルギー研究開発推進部に協力して、平

成29年度募集のボトルネック課題に「低炭素技術のコストエンジニアリング」をはじめ、「固体

電解質型燃料電池（SOFC）の低温作動化」「全固体電池の界面形成に適した粉体合成および成形

プロセス技術」等計 5件の意見・提案が反映された。現在は平成 30年度募集のボトルネック課

題検討への協力を行っている。特に、「高効率バイオマスガス化プロセスの開発」は、「将来、化

石資源の利用が制限されたとき、炭素源の循環使用が必須であり、循環使用の炭素源としてバイ

オマスもしくは捕集されたCO2 が有力な原料である。炭素源から化学品・燃料を合成する時、バ

イオマスのガス化で得られるガスを利用するケースは、捕集CO2 利用ケースに比較して反応性が

高く、『コスト的に優位』」であることから、未来社会創造事業（低炭素社会領域）の平成 30年

度公募におけるボトルネック課題として検討が行われている。

４．１．２ 研究開発戦略センター（CRDS）との連携

　環境・エネルギーユニットを中心にLCS社会シナリオ研究の成果の発信を行った。

　また、CRDS が主催する俯瞰ワークショップ等へのLCS 研究員等の陪席、CRDSの関連プロポー

ザル等の活用、LCSメンバーの CRDS戦略プロポーザル作成チーム「相互進化的社会システムデ

ザイン－システムと法制度両面からのアプローチ－」への参加など連携を図っている。

　

４．１．３ 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29年度は LCSが平成 28年度末に

発行したイノベーション政策立案提案書（21冊）を手交するとともに、特に EMS領域に関連が

深い提案書について説明、意見交換を実施した（6月 22日）。

　また、CREST-EMS 領域および NSF（米国国立科学財団）、RCN（ノルウェー研究会議）が合同で

開催した国際 WS「第 4回 JST-NSF-RCN 国際合同ワークショップ」に LCS三森上席研究員、井上

研究員等が参加。エネルギーマネージメント関連の各種研究情報に関する情報収集に努めた。さ

らに、ポスターセッションにて三森上席研究員から「カーボンフリー水素のエネルギー効率と
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CO2 排出量と経済性」について、井上研究員から「低炭素電源システムの経済性評価」について

発表するとともにWS参加者とディスカッションを行った（6月 12日、13日）。

　

４．１．４ 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）「CO2 ゼロエミッションの電力システムにむけて～再生可能エネルギー普及の技術的課題～」

　　 （5月 30日）

　　プレゼンター：井上智弘LCS研究員

　地球温暖化対策として、太陽光発電、風力発電などが注目されている。一方で、2050年といっ

た長期エネルギー戦略を考える際に、低炭素社会を前提として、「再生可能エネルギーはどのよ

うな役割を果たすのか」「2050年に温室効果ガス排出量 80％削減は現実的か」「太陽光発電、風

力発電は主電源になり得るか」「蓄電池システムはどの程度導入されうるのか」「低炭素社会のた

めの電力系統システムにはどのような技術課題があるのか」等の疑問に対し、LCSの技術評価に

基づき研究内容を紹介。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）「カーボンフリー水素の経済性とCO2 排出量～バイオマスガス化水素製造と、輸送システム、

　　 最終ユーザーの組合せ～」（8月 2日）

　　 プレゼンター：三森輝夫LCS上席研究員

　水素は、利用段階で二酸化炭素ガスの排出がなく、多種の再生可能資源やエネルギーから製造

可能であるため、低炭素社会に向けて将来の二次エネルギーとして、注目されている。

　LCSでは、再生可能エネルギーの利活用形態の一つであるカーボンフリー水素の一例として、

木質バイオマスのガス化による水素製造を取り上げ、プロセス性能を評価した。具体的には、エ

ネルギー供給条件（従来の化石資源ベースの電力・燃料利用、カーボンフリー水素ベースの電力・

燃料利用）、輸送システム（圧縮ガスシリンダー輸送など）および最終ユーザー（FCV用ステーショ

ン、発電所）の組合せをもとに設定した複数のケースについて、貯蔵、輸送を経て最終ユーザー

での、水素のコスト、CO2 排出量、エネルギー効率等を明らかにした。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）「GaN系半導体デバイスの技術開発課題と応用分野の展望」（10月 12日）

　　 プレゼンター：三枝邦夫LCS主任研究員

　GaN系半導体は、画期的な高効率青色LED素子への応用で注目を集め、その大きなバンドギャッ

プと光学物性、電気特性などの素材としての特徴から、様々な分野への応用に熱い期待がかかっ

ている。一方で、GaN基板を得るために良質な単結晶を得る結晶成長法の確立という材料面の課

題、またエピタキシャル工程の生産性や良好な絶縁膜の問題などの製造工程の課題などから、工

業製品としては応用開発のための基盤の確立が必要な段階にとどまっている。具体的用途として

光学分野、特にLEDやレーザーにおいては、GaNデバイスの高効率の点からも他に代わるものが

なく、今後も市場の拡大が見込まれる。このようなGaNの特徴の紹介とともに、実用化のために

解決すべき技術的課題についてコスト面、技術面、具体的な市場などから考え、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

　文部科学省環境エネルギー課・機構環境エネルギー研究開発推進部・CRDS環境・エネルギー

ユニット・LCSがメンバーとして参加する4者会議「MEXT EED-JST 研究開発推進会議」（親会議・

実務者会議）にて、エネルギー科学技術分野における具体的な研究開発施策立案等について検
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討、社会シナリオ研究の成果を発信・情報提供。具体的には、「新規施策課題」「中長期的な課

題」「制度的な課題」等について議論した「第 4回実務者会合」（11月 22日）において、「①高

効率バイオマスガス化プロセスの開発」「②ITデバイスの省エネ化－室温・大気中で動作する汎

用量子コンピュータの実現－」「③サンゴ礁の生態解析による海中の炭素循環機構の保全」「④将

来の世界的人口増加に伴う食糧確保 －植物病院・植物医師制度の確立－」「⑤アンモニア専焼発

電技術」を提案、施策等への反映を図っている。また、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。

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。平成29年度は、GaN単結晶の代表的な製造方法として、HVPE（Hydride 

Vapor Phase Epitaxy）法、アモノサーマル法、フラックス法をとりあげ、現状技術レベル、実

用化に至る課題、課題を克服した場合の将来コストなどについて検討し、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（Vol.2）」としてとり

まとめ・発信した。本提案書については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等に情報提供する。さらに、ここでの調査・分析は、情報

量やコンピュータによる計算量が爆発的に増大し、消費電力量の急増が深刻な課題になると懸

念される2030・2050年の社会の電力量解析に必要な知見を与えている。併せて、太陽電池技術、

炭素循環利用等の科学技術的知見等について、文部科学省環境エネルギー課からの問合せ等に対

応している。

　

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CSTI事務局より要請を受け、CSTIエネルギー・環境イノベーション戦略（NESTI）推進 WG （第

3回）（平成29年 6月 27日）に参加した。

　平成30年度に創設予定の官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）の取り組みについて、エ

ネルギー・環境イノベーション戦略に関するロードマップ、エネルギー戦略協議会におけるエネ

ルギーシステム統合技術に関する議論等を基にディスカッションした。

　

４．２．３ 経済産業省との連携体制構築

　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にて、評価

ワーキンググループ委員として森上席研究員が、経済産業省産業技術環境分科会地球環境小委員

会にて、田中主任研究員が委員として活動に参画している。

　

４．２．４ 農林水産省・林野庁との連携体制構築

　LCSの「自立した林業と木質バイオマスの利用」のコンセプトをベースに、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）」に研究開発課題「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）」が採択された。LCSはこのコンソーシアムに

協力研究・普及機関として参画、課題運営に知見を提供している。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、森林総研との連携体制を継続。平成 29年度の 

LCSシンポジウム「低炭素社会実現に向けた道筋」（12月 12日 @東京・伊藤謝恩ホール）にて、

別所智博氏（農林水産省 農林水産技術会議 事務局長）より「農林業における気候変動の影響と

低炭素化の取り組みについて」基調講演をいただいた。林野庁・森林総研とLCSの 3者で情報交

換を行い相互理解を深めることで、今後の展開に向けて共同研究等の方針や方法等について考え
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方を確認・共有している（2月 6日）。 

４．２．５ 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、「CO2 の

80％削減を達成するためには老廃スクラップを転炉で使用することが重要」と発信した（鉄鋼新

聞12月 13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 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。「平成29年度第 1回 低炭素イノベーション政策研究会」を企画・開催

した（7月 18日）。さらに「低炭素イノベーション政策研究 実務者勉強会」（7月 19日）を企画・

開催して、相互の取り組みの質の向上、および連携可能な項目の検討に資する目的で、技術評価

手法、水素エネルギーを中心に情報・意見交換を実施している。また、SIP「エネルギーキャリア」

メンバーとエネルギー・環境戦略などに関する意見交換（8月 14日）、「SIPエネルギーキャリア

公開シンポジウム2017」（7月 26日）、「SIP-NEDO情報意見交換会（エネルギーキャリア）」（2月

8日）における情報収集等を行っている。

　

４．３．２ 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。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と連携し、東京大学 COI-S と共催にてワークショップ「再生可能エネ

ルギー大量導入時の電力システムのイノベーション」を企画・開催（12月 21日）。また、COIで

の研究成果をベースにモデリングを行い、新電力事業者の一角を占める地域電力事業者の運営上

想定される需給調整面における困難に着目し、蓄電資源の導入による問題解決の可能性を検討、

定量的な分析を行って、LCSの「イノベーション政策立案提案書」の形でエネルギー・環境政策

の提案を行うなど、事業間連携を図っている。

　

４．４ 地方自治体への貢献

４．４．１ 足立区への貢献

　「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29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 20-21日に開催した「地球

環境フェア2017」に出展した。同フェアでは、家庭でできる節電・省エネの取り組みおよびLCS

事業に関するパネル展示や、参加型の環境クイズを行い、JSTの取り組みを紹介した。

４．４．２ 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

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
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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。

４．４．３ 東京都都市整備局都市づくり政策部との打合せ

　東京都都市整備局都市づくり政策部より「鉄の資源循環」についてヒアリングを受けるととも

に、本テーマに関する情報提供について期待を示された（10月 16日） 。LCSとしても同テーマ

は今後の低炭素社会構築に向けた重要課題と捉えており、平成29年度以降の提案書の形で成果

を発出する予定であることを報告した。

　

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 22回（10月 3日）・第 23回（2月 14日）

の各勉強会に参加した。また、二酸化炭素貯留技術の視点から、日本メンバー会合（4月 10日、

9月 4日）、今後のCCSプロジェクトの展望を探る「Japan CCSフォーラム」（6月 27日）に参加した。

　

４．５．２ 米国での地熱システムEGS調査研究

　平成 27年 3月に訪問したニュージーランドでの深度貯留槽探査・掘削技術開発に取り組む企

業やニュージーランド最大の地熱発電能力を有する企業等とのディスカッション、平成 28年 5 

月に訪問した米国（シアトル市、ネバダ州リノ市）での米国DOEプログラムによるEGS（地熱増

産システム、Enhanced/Engineering Geothermal System）の先行事例に関する実施企業からの技

術説明、意見交換、スタンフォード大学のR.Horne教授（平成 22-25年世界地熱学会会長）との

意見交換が、本テーマの調査研究の基礎となる体系構築に貢献している。

４．５．３ 英国での調査研究、スイス連邦工科大学での調査研究

　山田副センター長らがICAE2017（the 9th International Conference on Applied Energy）に

参加し、「日本の 2050年におけるゼロエミッション電源に向けた経済性評価」の発表し、議論

を深めた。またカーディフ大学CIREGS（Centre for Integrated Renewable Energy Generation 

and Supply）の Lead researcherである Nicholas Jenkins教授を訪問し、低炭素電源システム・

系統安定度の課題、英国での先進的な再生可能エネルギー導入計画に関するディスカッション

を行った（8月 21日 -26 日）。9月には英国 Bradford 大にて、「低炭素技術・システムの Cost 

engineering」について紹介するとともに、研究課題およびプロセス設計等について討論。スイ

ス連邦工科大学（EPFL）にて太陽光発電等について調査研究を実施（9月 26日 -10月 4日）。

　翌年にはゼロエミッション電源システムの構築のための技術開発課題を検討するため、英国

の先端研究、現場、要素技術についてInstitute of Energy, School of Engineering, Cardiff 

University, National Gridの関係者を山田副センター長、井上研究員が再び訪問し、特に周波

数調整、電圧低下、慣性力の低下についての技術開発課題について意見交換を行った（2月 3日

-9日）。今後の継続的な連携についても検討を進める。
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４．５．４ ドイツ・オランダでの調査研究

　シュツットガルトで開催された「the 2nd German-Japanese Workshop on Renewable Energies」

での「ゼロエミッション電源システムに係る定量的技術評価」に関する成果発表や情報収集・意

見交換等が本提案書の検討において大切な知見となっている（平成29年 7月）。その後訪問した

オランダ・アムステルダムのエネルギー研究センター（ECN）での「バイオマスガス化技術」の

重要性、「バイオマスガス化」がカーボンフリー水素生成につながること、現状の化石資源から

作られる化学製品のもととなるメタノール、モノマー（エチレン、プロピレン）合成を代替でき

る可能性等についてのサジェスティブな議論や平成27年 3月に訪問したニュージーランド再生

可能エネルギー関連機関（NIWA、他）での「藻バイオマス燃料生成」「木質バイオマスの液体燃

料化」に関するディスカッション、「廃棄物処理施設見学」等が、本提案書の検討において大切

な知見となっている。どちらの訪問先にも、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。

　

４．５．５ 米国での経済・社会システムの調査研究

　LCS岩崎上席研究員、石川主任研究員がThe Oregon State University （OSU） Cascades Campus 

（米国オレゴン州）を訪問し、Newberry Deep Drilling Project（NDDP）Workshopに参加、情報収集・

意見交換を行った（9月 9日 -15日）。

　

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。LCSは、acatechからの要請に応えて、平成29 年に T20（G20 シンクタン

ク会議）の取り組みの一つであるポリシー・ブリーフ作成に参加した。このポリシー・ブリーフは、

ハンブルグで開催されたG20へ提出された提案の一つである。タスクフォース：Climate Policy 

and Financeポリシー・ブリーフ提案タイトル：Establishing an Expert Advisory Commission 

to assist the G20’s Energy Transformation Processes 上記ポリシー・ブリーフにつき、山

田副センター長・田中主任研究員が共著者として貢献、LCSの社会シナリオ研究の成果を発信

し た（http://www.g20-insights.org/policy_briefs/establishing-expert-advisory-commission 

assist-g20s-energy-transformation-processes/）。

　さらに「Think 20 Summit GLOBAL SOLUTIONS」（平成 29/5/29-30 ベルリン）に出席して、関連

する施策・提案について討議、情報収集を行った。これらの取り組みについて国際部に情報共

有するとともに、機構の役員層に報告して、機構におけるグローバル化の取り組み・SDGsの取

り組みに関する意見交換を実施している。ドイツT20参加後、LCSから T20における議論に対し、

以下の4点について、ポリシー・ブリーフ作成段階およびサミットでの意見交換の際に、低炭素

社会につなげるため何が重要かという観点からのコメントを表明した。本内容はLCSホームペー

ジを通じても世界に発信している。

1.SDGsについて

　T20サミットでは、2030年までの国際社会の共通目標である「持続可能な開発目標」（Sustainable 

Development Goa ls：SDGs）が重要であることが随所で言及された。国や地域により資源、地理

的要因、経済レベル、産業構造など地政学的に異なり、SDGsで掲げられた17の目標における各

国の優先順位は異なる。LCS低炭素社会シナリオ研究や定量的技術シナリオ研究から国や地域の

価値観・優先順位を SDGsに沿った形で分類し、好ましい技術システムパッケージについてコス

ト試算を基にした将来の導入の道筋、産業振興の方向性などを示すといったことも可能である。

2.インフラ投資の重要性とコスト・プロセスエンジニアリング

　各セッションにおける議論の共通したキーワードは「インフラ投資」であった。特に途上国の

発展を考慮にいれたものが目立った。LCS定量的技術シナリオ研究のコスト・プロセスエンジニ
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アリングによる技術評価手法により、将来の技術革新を定量的に予測し、低炭素社会や持続可能

な社会の開発とそのためのインフラ投資への必要な情報（タイミングや規模）を提供することが

できる。また、プロセスとそれに必要な原材料や基礎技術も明確にするために、将来の産業の組

み合わせを提案し、振興すべきポイントが明らかになる。

3.国際的技術移転の促進

　公的融資を用いることで導入障壁を下げ、技術が広く利用される環境とすることは第一に必

要である。次の段階として、経済的に広く浸透するには、技術開発や市場規模の拡大の観点から、

高い投資効率と最適な減価償却に関する情報を民間セクターに提供することが重要である。詳細

な技術評価に基づいた信頼できる市場規模予測をもとに途上国を主とした海外に投資を行うこ

とで、単純な援助の枠組みを超え、ドナーにとっても持続可能なスキームとなる。さらに、1.（SDGs）

で述べたようにLCS研究により目的に沿ったニーズを明確にし、必要な技術システムを明らかに

することで、効率よい技術移転が可能となる。

4.新しい低炭素型の都市の創造

　会議では特に途上国の今後の都市化に焦点が当てられた。今後重要なことは、都市化が進み人

と資本が集中したときの恩恵を受けていない人々の生活レベルの向上である。東京都市圏の都

市化は、設計・計画性と効果の見通し、資金調達と運用の面で成功した例であり、都市化黎明

期にある途上国地域における都市開発（援助）に、生かすことができる。次に、生産性の高い

住みやすい町を作るために、地域固有の問題に対応しながら、より統合された戦略が重要である。

高齢社会の問題を克服するため活発な高齢者のための場所を提供することが重要である。社会で

活躍することで健康になり、見守り負担を減らし、社会的生産性を高めるなどの利点がある。ほか、

マルチパートナーアプローチ、つまり、国と企業が一体となって取り組むことが重要であること

が議論された。官民学がいかに連携できるかに鍵があると考えられるが、日本でも千葉県柏市な

ど、温暖化対策も含めた包括的な観点からの取り組みがある。

　平成30年はアルゼンチンが議長国となり、政策提言の作成について議論と作業が開始された。

　LCSは平成 30年も T20事務局より協力要請を受け、平成29年の T20（@ベルリン）に引き続き、

山田副センター長・田中主任研究員がタスクフォース「2. Climate Action and Infrastructure 

for Development」「6. 2030 Agenda for Sustainable Development」へ参加し、ポリシー・ブリー

フのドラフト作成に携わっている。

４．５．７ ドイツ等における「低炭素技術・エネルギーシステム」「成果をどう社会につなぐか」

等にかかる調査研究

　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各研究機関等に紹介するとと

もに、ドイツ側各機関の取り組みの紹介、両者の視点から「低炭素技術・エネルギーシステム」

「これらの取り組みをどう社会につなぐか」等について討議した。特に、ドイツ工学アカデミー

（acatech）とは山田副センター長らが研究交流を続けている。dena、BDI への訪問については、

acatech の Dr.Glotzbach を通じて調整いただいている。また、ベルギー、ルクセンブルグ、フ

ランスにおいて鉄鋼部門におけるスクラップ利用による低炭素社会構築研究の調査を行った。

　今回（2018年 1月）の調査研究は、テーマ設定を、「低炭素技術・エネルギーシステム」「こ

れらの取り組みをどう社会につなぐか」等に絞り込み、より詳細な技術的討議を行った。各機

関を訪問し、相互の取り組みの理解・課題の共有など「大きなつながり」を持つことができた。

今後の継続的な連携について検討を進めたい。技術的討議・見学等を通じて得られた知見につい

ては、LCSの社会シナリオ研究の推進およびイノベーション政策提案立案書に反映していく。

各担当者が分担して各用務先を訪問。

＊ Karlsruher Institut fur Technologie （KIT、カールスルーエ工科大学）「バイオマスガス化

技術のヒアリング・パイロット設備の見学」＠カールスルーエ（2018年 1月 22日）

＊ Deutsche Energie-Agentur GmbH （dena、ドイツ・エネルギー機構）「Integrated energy 
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transformation、Power-to-X、成果の社会へのつなげ方等に関する技術打合せ・意見交換」＠ベ

ルリン（2018年 1月 23日）

＊ Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.（BDI、ドイツ産業連盟）「Industry development 

in low carbon future、Energy supply and raw materials、Global instruments for carbon 

reduction、成果の社会へのつなげ方等に関する技術打合せ・意見交換」＠ベルリン（2018

年 1月 24日）

＊ acatech（ドイツ工学アカデミー） 「Recent developments of global energy systems、成果の

社会へのつなげ方等に関する打合せ・意見交換」＠ベルリン（2018年 1月 24日）

＊ Max Bögl Wind AG 「Water Battery systemの pilot project現場見学」＠ガイルドルフ（2018

年 1月 25日）

＊ EuRIC（欧州リサイクル協会）「欧州における鉄スクラップ利用の将来について」＠ブリュッ

セル（2018年 1月 25日）

＊ WSA（世界鉄鋼協会） 「欧州における鉄鋼産業の低炭素化と鉄スクラップ利用の将来について」

＠ブリュッセル（2018年 1月 25日）

＊ アルセロールミタール ,　ブリュッセルオフィス「欧州における鉄スクラップ利用の将来に

ついて」＠ブリュッセル（2018年 1月 25日）

＊ アルセロールミタール・ディフェルダンジュプラント「電炉プラント見学」＠ディフェルダ

ンジュ、ルクセンブルグ（2018年 1月 26日）

＊ IEA「LCS鉄鋼研究の紹介とIEAロードマップの動向」＠パリ（2018年 1月 27日）

４．５．８ フランスでの調査研究「将来の低炭素電源システムの社会普及における課題と対策」

等

　将来の低炭素電源システムの社会普及における課題と対策を検討するため、地方自治体のス

マートコミュニティの先進事例であるリヨン・スマートコミュニティプロジェクトおよび配電事

業者である ENEDIS社を訪問し、研究討議・視察を行った。また、太陽光発電システムの製造技

術についてINES（Institut National de l'energie Solaire）を訪問し、最新技術および技術開

発課題について意見交換・視察を行った（2018年 3月 5日～ 3月 7日）。
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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「低炭素社会実現に向けた道筋」

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29年 12月 12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：

　LCSの社会シナリオ研究の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

関する取り組みについて紹介するとともに、「将来のゼロエミッション実現に向けた2050年の低

炭素社会の展望」、および、「農林業における気候変動の影響と低炭素化の取り組みについて」の

講演、「エネルギーシステムの低炭素化に向けた課題とイノベーション」について議論した。併

せて、LCSの最新の研究成果についてポスター発表で紹介した。研究機関や自治体、民間企業等

から255名が参加した（30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、「原料から設計し、その上で装置費、原料費、人件費などのコスト、技術的な

計算をしながら、明るい低炭素社会の提案を行っている」LCSの強みについて説明された（30頁

写真 2）。濵口理事長は、「人類社会の変化の中で、科学技術が今までにも増して、未来を切り開

く重要な柱になってきているという実感をしている。そのような意味では、我が国の地球温暖化、

気候変動への対応、中でも、低炭素社会を実現するための社会シナリオ、戦略を提案して、将

来に向けた低炭素社会の選択肢を提示する、LCSの取り組みというのは、大変重要かつ先進的な

役割を担っている」と述べた。続いて、文部科学省研究開発局・藤吉尚之環境エネルギー課長は、

来賓挨拶の中で、将来の少子高齢化を背景に「技術の特定評価といったところも大事だが、人口

動態の変化、あるいは社会経済状況の変化、そういったものにも目配りをして、低炭素社会を描

いていくことが大事。暮らしに密着したような提言が必要」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「将来のゼロエミッション実現に向け

た 2050年の低炭素社会の展望」と題し、経済成長力を損なわず、どのようにすれば温室効果ガ

スの排出削減を実現することができるか、LCSの研究成果を基に、技術や社会の将来展望につい

て述べた（29頁図 4、30頁写真 3）。基調講演では、農林水産省・別所智博農林水産技術会議事

務局長より「農林業における気候変動の影響と低炭素化の取り組みについて」と題し、世界の農

林水産分野から排出される温室効果ガス排出の現状と削減課題への対策について講演いただい

た。

　第二部のパネルディスカッションでは、「エネルギーシステムの低炭素化に向けた課題とイノ

ベーション」をテーマに、松橋隆治 LCS研究統括のモデレータのもと、電力システムとエネル

ギー技術、ならびに自動車技術を俯瞰し、抜本的な低炭素化のための課題と、そのブレークス

ルーについて、各界の専門家を集めて、必要となる技術革新や制度設計の方向性について、意

見交換を行った。はじめに、パネリストの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・浅野浩志研究参事/LCS評価委員より、「電力システムの低炭素化を目指して―

変動電源連系と系統柔軟性―」、株式会社本田技術研究所四輪R&Dセンター EV開発室・貞野計第

1ブロック主任研究員／マネージャーより「電気自動車と電力系統の統合的運用によって、自動

車が電力系統の安定化に貢献できる可能性について」、パナソニック株式会社先端研究本部 水素・

エネルギープロジェクト室・羽藤一仁主幹研究長より「定置用の燃料電池技術の現状及び水素エ

ネルギー技術の開発動向について」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、「再エネ大量導入時の系統制御、特に周波数制御に

ついて」の質問には浅野氏が、「電気自動車普及のための課題、短期と中長期について」には貞

野氏が、「3電池投入住宅、蓄電池と燃料電池と太陽電池、この 3電池投入住宅の理想的な投資
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回収年数は何年か」についてには、羽藤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（30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、社会実証実験等で LCSと連携している自治体の中から、足立区、

北海道下川町、つくば市の取り組みが紹介された。また、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からも、ポスターセッションに参加いただいた（30頁写真 6、

53～ 82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からは、「2050年の温室効果ガス80％削減の可能性が見えたよ

うに感じた」「農林業における緩和等と適応等について具体的な取り組み、問題点などを分かり

やすく説明いただいた」「再生可能エネルギー導入と系統安定化の話はポイントが絞られていて

分かりやすかった。具体的な解決策が示される形になっていた」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（https://www.jst.go.jp/lcs/sympo20171212/index.html）。

　

　

図4　山田副センター長による講演資料

「世界のCO2 排出量/GP比の変遷」より

CO2/GP（t /k＄）2

世界のCO2排出量/GP比の変遷
GDP：2010年基準値（CO2：化石燃料起源）

【出典】1971-2013年： GDP、CO2ともにEDMC（日本エネルギー経済研究所 計量分析ユニット）のデータバンクのデータで計算。1970年以前： GDPはアンガス・マディソ
ン著『世界経済の成長史 1820～1992年』、CO2はBoden, T.A., G. Marland, and R. J. Andres, ‘Global, Regional, and National Fossil Fuel CO2 Emissions.’ Carbon 
Dioxide Information Analysis Center （CDIAC）, Oak Ridge National Laboratory, U.S. Department of Energy, Oak Ridge, Tenn., U.S.A. doi 10.3334/CDIAC/00001_V2010. 
等からのデータで計算。なお、1971－2013年のGDPは2010年基準、1970年以前は1990年基準のため、1971年比率でつなげ2010年基準に合わせた。

世界年経済 1870-2013 1950-2013 1981-1990 1991-2000 2000-2007 2008-2013
成長率（％） 2.7              3.6              3.2              3.0              3.4              2.1

2013年
0.46

2016年
0.43

CO2高排出
産業拡大増加
技術進歩不追 新技術開発・移転、

産業構造変化
で低下

1913年 0.93

中国：1.23

インド：0.93
非OECD: 0.79

米：0.33

OECD34:0.26
日本:0.22

3.2億
12.7億
1.3億

停滞

13.0億
59.8億

過去１００年
CO2/GP 年平均低下率 0.0047
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写真 1　LCS シンポジウム「低炭素社会実現に向

けた道筋」には研究機関や民間企業等から255名

が参加した。

写真3　主催者講演にて、「将来のゼロエミッショ

ン実現に向けた 2050 年の低炭素社会の展望」に

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」を進行する

松橋隆治LCS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

写真 4　パネルディスカッション「エネルギーシ

ステムの低炭素化に向けた課題とイノベーショ

ン」にて議論するパネリスト

写真 2　開会挨拶にて、「コスト、技術の両方か

ら明るい低炭素社会の提案をしている LCS の強

み」について語る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

「再生可能エネルギー大量導入時の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29年 12月 21日（木）13：00～ 16：30

場所：学士会館202号室

概要：

　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と連携し、東京大学 COI-Sと

共催にてワークショップを企画・開催。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る。また、電力市場が今後

自由化し、小売の全面自由化、発送分離が行われることから、周波数制御などのアンシラリー・

サービスについても注目が集まっており、これらの制度設計も重要である。さらにICTの進展に

より、Virtual Power Plant（以下 VPPとする）を再生可能電源の変動吸収に利用することなど

も期待されている。本ワークショップでは、自由化市場のもと、再生可能エネルギーを大量に

導入した場合の電力系統運用について、特にインバランスの解消・調整、周波数制御、VPPの可

能性と課題に焦点を当て、必要となる技術革新や制度設計の方向性について、実務者・研究者・

政府関係者を招聘し、講演・議論を行い、最先端の知見を共有した（写真7）。

　石原晋也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、前半は、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、『春日ブルーエナジーの挑戦と課題』について、白岩紀人みやまパワーＨＤ株式会社取

締役副社長、電力事業部サービス事業部ご担当より「自治体出資新電力会社の現状と今後の展開」

について講演が行われた。

　後半では、有吉亮横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院特任准教授より「EVを用い

た協働・共有型モビリティシステムと周波数制御の連携可能性に関する実証実験」について、松

橋隆治研究統括より「再生可能エネルギー大量導入と電力システムに求められるイノベーショ

ン」について講演が行われた（写真8）。

　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（参加者68名）。

写真 7　COI-S ワークショップ「再生可能エネル

ギー大量導入時の電力システムのイノベーショ

ン」

写真 8　「再生可能エネルギー大量導入と電力シ

ステムに求められるイノベーション」について講

演する松橋隆治LCS研究統括
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５．１．３ ワークショップ

　「シナリオプランニング－対話で作る、明るく豊かな低炭素社会シナリオ2017－」

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29年 11月 24日（金）14：00～ 17：30

場所：テレコムセンタービル20階会議室 3（東京都江東区）

概要：

　JST主催の「サイエンスアゴラ2017 越境する」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－対話で作る、明るく豊かな低炭素社会シナリオ 2017－」を開催、参加し

た学生・有識者・LCS研究員（計 34名）がグループディスカッションを行い「Better Japanese 

Society 2050」をテーマに、日本で「最もあり得て最も影響の大きい要因は何か」について議論

した（写真9）。

　講師の角和昌浩東京大学公共政策大学院客員教

授、元・昭和シェル石油チーフエコノミストから

の「シナリオプランニングにおける心構え」の紹介

に続き、4人のファシリテータの下、数人ずつのグ

ループに分かれ、グループディスカッションを行っ

た。参加者は「Better Japanese Society 2050」 と

は、どんな社会か」「未来に向かって、どんなこと

が起こるべきか」を考え、シナリオの分岐点の特

定、ストーリーの作成を行い、どんなことが「Better 

Japanese Society 2050」の成立に最も貢献しそう

か等を議論し、最後はそれぞれグループごとに描い

たシナリオを発表、様々な異なった未来像を考える

きっかけとなった。

写真 9　シナリオプランニング「Better 

Japanese Society 2050」
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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 2017」に出展。LCSの低炭素社会実現へ向けた取り組みを紹介

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 2017.5.20-21
足立区

地球環境フェア2017

パネル展示

環境クイズ

2 2017.8.31-9.1
科学技術振興機構

JSTフェア 2017
パネル展示

3 2016.11.24
科学技術振興機構

科学技術振興機構サイエンスアゴラ2017
ワークショップ

５．２．２ 報道機関による取材・記事

　LCSが進めている技術や経済、社会システムに関する研究成果等を情報発信するシンポジウム

「低炭素社会実現に向けた道筋」や、「電気代そのまま払い」の実証実験について新聞や雑誌など

で紹介された（46～ 52頁に関連記事収録）。

番号 掲載日 媒体 記事タイトル

1 2017.4.18 朝日新聞　夕刊 eco活プラス 　冷蔵庫 買い替え後押し

2 2017.8.1

産経新聞　月刊ビジネ

スアイ エネコ 地球環

境とエネルギー

省エネ機器を初期費用ゼロで買い替え！－新

スキーム「電気代そのまま払い」の仕組み－

3 2017.8.30 日刊工業新聞
脱炭素投資 呼び込む SBTイニシアチブとそれ

を取り巻くお金の流れ

4 2017.12.13 鉄鋼新聞
低炭素社会戦略センター　シンポジウムで研

究成果紹介

5 2017.12.13 産業新聞 LCSシンポジウムを開催　科学技術振興機構

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 2017.4.3
JSTnews

2017年 4月号

磐田朋子

さきがける科学人「人々の声に耳を傾け、近

未来の生活像を模索」

2 2017.4.3

JSTnews

NEWS&TOPICS

2017年 4月号

電気代節約分で新型・省エネの冷蔵庫が手に

できる家電買い替えの新たな枠組みを提案



34

６．論文、学会発表、講演等

６．１ 論文

６．１．１ 論文（国際）

1.　S．Mori, Y. Makishita, K. Kamegai，「Two-Stage Approach for the Assessment of 

Photovoltaic and Cogeneration Systems: Integration of Regional Distributed Energy 

Systems and Power-Expansion Planning」，Journal of Energy Engineering, Vol.143（3），

ASCE LIBRARY, 2017.6.

2.　J. Otomo, J. Oishi, K. Miyazaki, S. Okamura, K. Yamada，「Coupled Analysis of 

Performance and Costs of Segmented-In-Series Tubular Solid Oxide Fuel Cell for 

Combined Cycle System」，International Journal of Hydrogen Energy, Vol.42 (30), 

pp19190-19203, Elsevier, 2017.7.

3.　R. Matsuhashi，「Development of Model for Optimal Operation of Power Systems with 

Large-Scale Integration of Solar Power Generation in Kyushu Region」，Journal of 

Clean Energy Technologies, Vol.5, No.6, pp464-468, JOCET, 2017.11.

4.　T. Inoue, K. Yamada，「Economic Evaluation toward Zero CO2 Emission Power Generation 

System after 2050 in Japan」，Energy Procedia, Vol.142, pp2761-2766, Elsevier, 

2017.12. 

5.　T. Hamada, R. Matsuhashi,「Optimal Operation for Integrated Residential Distributed 

Energy Resources Considering Internal Reserve」，Energy Procedia, Vol.141, pp250-254，

Elsevier，2017.12.

6.　E. Nishiura, R. Matsuhashi, Study for Optimal Energy Management System in Houses 

Collectively Receiving Electricity at Low Voltage」， Energy Procedia, Vol.141, pp 

479-483, Elsevier, 2017.12.

7.　S. Mori, T. Washida, A. Kurosawa, T. Masui, 「Assessment of Mitigation Strategies 

as Tools for Risk Management under Future Uncertainties: A Multi-Model Approach」， 

Sustainability Vol.13 (2), pp329-349 Science, Springer, 2018.1.

8.　S. Mori, H. Shiogama, 「The Value of Knowledge Accumulation on Climate Sensitivity 

Uncertainty-Comparison between Perfect Information, Single stage and Act then Learn 

Decisions」，Sustainability Vol.13 (2), pp351-368 Science, Springer, 2018.1.

9.　S. Emori, K. Takahashi, Y. Yamagata, S. Kanae, S. Mori, Y. Fujigaki, 「Risk 

implications of long-term global climate goals-Overall conclusions of the ICA-RUS 

project」, Sustainability Science, Vol.13 (2), pp279-289 Springer, 2018.1.

10. Y. Yamada, R. Matsuhashi, 「Policy Proposal Related to Solar Power Generation System 

Using Real Option Analysis」，Journal of Clean Energy Technologies, Vol.6, No.1, 

pp83-86, JOCET, 2018.1.

11. J. Otomo, M. Koshi, T. Mitsumori, H. Iwasaki, K. Yamada, 「Chemical kinetic modeling 

of ammonia oxidation with improved reaction mechanism for ammonia/air and ammonia/

hydrogen/air combustion」，International Journal of Hydrogen Energy, Vol.43 (5), 

pp3004-3014, Elsevier, 2018.2.

12. A. Lukianov, M. Ihara, 「Free-standing epitaxial silicon thin films for solar cells 

grown on double porous layers of silicon and electrochemically oxidized porous 

silicon dioxide」，Thin Solid Films, Vol.648, pp1-7, Elsevier, 2018.2.

13. K. Hasegawa, C. Takazawa, M. Fujita, S. Noda, M. Ihara, 「Critical effect of 

nanometer-size surface roughness of a porous Si seed layer on the defect density of 

epitaxial Si films for solar cells by rapid vapor deposition」，CrystEngComm, Vol.13, 
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pp1774-1778 Royal Society of Chemistry（英国王立科学会），2018.2.15.

14. K. Tanaka, R. Matsuhashi and K. Yamada, 「Global value chain assessment based on 

retrospectively induced economic costs associated with technology application: A 

case study of photovoltaic power system in Japan」，Journal of Cleaner Production, 

Elsevier, Vol.181, pp 460-472, 2018.2.3.

６．１．２ 論文（国内）

1.　高橋雅仁, 松橋隆治，「重回帰分析を用いた系統エリア大の風力発電・太陽光発電の出力予

測と予測誤差特性の分析」，エネルギー・資源学会論文誌, Vol.38, No.5, 一般社団法人エ

ネルギー・資源学会，2017.9.

2.　浅田龍造 , 海邉健二 , 大友順一郎 , 山田興一，「木質バイオマスの生産コスト構造とその

低減策」，日本森林学会誌, 99巻 , 5号 , pp187-194，日本森林学会，2017.10.

3.　高橋雅仁 , 松橋隆治，「再生可能電源出力の不確実性を考慮した需給運用計画モデルを用い

た蓄電池と可制御ヒートポンプ給湯機による発電コスト低減効果分析」，電気学会論文誌Ｂ

（電力・エネルギー部門誌）, 137巻 , 12号，一般社団法人電気学会，2017.12.

６．２ 学会発表

６．２．１ 学会発表（国際）

1.　Shunsuke Mori，「Contribution of New Energy Technologies and Unused Energy Sources 

for the Tokyo Commercial Buildings」，Power and Energy Engineering 2017, OMICS 

International，2017.7.17-18.

2.　Toshihiro Inoue,「Economic evaluation toward zero CO2 emission power generation 

system after 2050 in Japan」，The 9th International Conference on Applied Energy

（ICAE2017），The Applied Energy Innovation Institute, 2017.8.24.

3.　Shunsuke Mori, Yasutomo Tejima, Shiho Nakayama, Satoshi Ohnishi，「An Assessment of 

Unutilized Heat Sources and Distributed Energy Technologies by an Energy Network 

Model with 151 Subregions of Tokyo Koto Area」，15th IAEE European Conference 2017， 

International Association for Energy Economics（IAEE），2017.9.3-6.

4.　Tomohiro Hamada, Ryuji Matsuhashi，「Optimal Operation for Integrated Residential 

Distributed Energy Resources Considering Internal Reserve」，2017 4th International 

Conference on Power and Energy Systems Engineering, Berlin, International Conference 

on Power and Energy Systems Engineering（CPESE），2017.9.25-29.

5.　Eiji Nishiura, Ryuji Matsuhashi，「Study for Optimal Energy Management System in 

Houses Collectively Receiving Electricity at Low Voltage」，2017 4th International 

Conference on Power and Energy Systems Engineering, Berlin，International Conference 

on Power and Energy Systems Engineering（CPESE），2017.9.25-29.

6.　K. Hasegawa, C. Takazawa, M. Fujita, S. Noda, M. Ihara，「Monocrystalline Si Thin 

Film for Solar Cells Grown on Double Layer Porous Si Treated by Zone Heating 

Recrystallization」，232nd ECS Meeting, Washington, D.C., The Electrochemical 

Society，2017.10.1-5.

7.　Y. Iida, K. Hasegawa, M. Ihara，「Performance of Pulse Jet Solid Oxide Fuel Cells 

Using Liquid Fuel at Steep Output Power Variation」，232nd ECS Meeting, Washington, 

D.C.，The Electrochemical Society，2017.10.1-5.

8.　K. Suzuki, K. Hasegawa, M. Ihara，「Effects of Reaction Conditions with Methylammonium 

Iodide on the Grain of CH3NH3PbI3 Perovskite for Thin Top Cell of Tandem Solar Cells」，

232nd ECS Meeting, Washington, D.C., The Electrochemical Society, 2017.10.1-5 .
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9.　H. Lee, Y. Iida, R. Shimamura, K. Hasegawa, M. Ihara，「Modeling Electrolysis 

Reaction Mechanism of Fuel Electrodes in Reversible Solid Oxide Fuel Cell/

Electrolysis Cell （RSOFC/EC） for Hydrogen Energy Storage System」，232nd ECS Meeting, 

Washington, D.C.，The Electrochemical Society，2017.10.1-5.

10. T. Matsuhira, Y. Kurahashi, K. Hasegawa, M. Ihara，「Proton Conducting Properties 

of Sr1+XLn1-XAlO4-δ（Ln=Pr,Sm） with Layered Perovskite Structure for Solid Oxide Fuel 

Cells」，232nd ECS Meeting, Washington, D.C., The Electrochemical Society, 2017.10.1-

5.

11. M. Hosoda, Y. Iida, R. Shimamura, K. Hasegawa, M. Ihara，「Development of Solid Oxide 

Fuel Cells Using Metal-Free Anode with Direct Synthesis of Carbon Nanotubes」，232nd 

ECS Meeting, Washington, D.C., The Electrochemical Society, 2017.10.1-5.

12. Zhang Xiao-Mei, M. Ihara，「Zero and Two-Dimensional Nanomaterials Towards Solar Cells 

Applications」，The 7th Annual World Congress of Nano Science & Techonology-2017，

World High Technology Society （WHTS），2017.10.24-26.

13. Koichi Yamada, Tamaki Ishikawa，「Quantitative Analysis of Earthquake Energy Induced 

by Water Injection for Hot Dry Rock Power Generation」，New Zealand Geothermal 

Workshop, New Zealand Geothermal Association，2017.11.23.

14. Ryuhei Furuta, Ryuji Matsuhashi，「The study on the novel algorithm to interchange 

electricity in collective houses receiving high voltage electricity」，Power and 

Energy Conference at Illinois, IEEE PES/PELS/IAS, 2018.2.22-23.

６．２．２ 学会発表（国内）

1.　黒沢厚志, 加藤悦史 , 宮近秀人 , 荻本和彦 , 山口容平 , 「2050 年に向けた日本のエネル

ギー需給検討：TIMES-Japan を用いたエネルギーシステム全体分析」，第36回エネルギー・

資源学会研究発表会，一般社団法人エネルギー・資源学会，2017.6.7-8.

2.　寺西たから, 松橋隆治 ,「低炭素社会に貢献する企業ビジネス戦略であるCreating Shared 

Value（CSV）について」，第36回エネルギー・資源学会研究発表会，一般社団法人エネルギー・

資源学会，2017.6.7-8.

3.　田中加奈子, 井上智弘 , 松橋隆治 , 山田興一 ,「地球規模の技術普及と政策示唆のための

バリューチェーン評価～ケーススタディ：太陽光発電システム」，第36回エネルギー・資源

学会研究発表会，一般社団法人エネルギー・資源学会，2017.6.7-8.

4.　大友順一郎，「固体酸化物形燃料電池の性能および経済評価と社会普及に向けた技術シナリ

オの構築」, 化学工学会東京大会2017，公益社団法人化学工学会 関東支部，2017.8.10.

5.　黒沢厚志, 加藤悦史 , 宮近秀人 , 荻本和彦 , 山口容平，「最適化型モデルによる日本の低

炭素エネルギーシステムの検討」，2017年大会（環境・経済政策学会），環境・経済政策学会，

2017.9.9-10.

6.　松平達哉, 倉橋佑輔, 長谷川馨, 伊原学,「層状ペロブスカイト構造を有するSr1+XLn1-XAlO4-δ
（Ln=Pr,Sm）のイオン伝導特性と SOFC発電特性の評価」， 2017年電気化学秋季大会，公益社

団法人電気化学会，2017.9.10-11.

7.　飯田雄太 , 長谷川馨 , 伊原学 ,「燃料直噴固体酸化物燃料電池の一定燃料利用率での負荷

追従運転における発電特性の評価」，2017年電気化学秋季大会，公益社団法人電気化学会，

2017.9.10-11.

8.　細田万吉, 飯田雄太 , 長谷川馨 , 伊原学 , 「固体酸化物燃料電池の金属フリー電極に直接

合成したカーボンナノチューブと発電特性の関係」，2017年電気化学秋季大会，公益社団法

人電気化学会，2017.9.10-11.

9.　長谷川馨, 高澤千明 , 藤田誠 , 野田優 , 伊原学，「多孔基板のナノ平滑化による高速で低
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欠陥な太陽電池用単結晶薄膜 Siの作製」，第 49回化学工学会秋季大会，公益社団法人化学

工学会，2017.9.20-22.

10. 鈴木一馬 , 長谷川馨 , 伊原学 ,「ペロブスカイト薄膜タンデム太陽電池に向けた光吸収層

の二次元結晶成長手法の検討」，第 49回化学工学会秋季大会，公益社団法人化学工学会，

2017.9.20-22.

11. 李孝宰 , 飯田雄太 , 島村亮汰 , 長谷川馨 , 伊原学，「可逆型固体酸化物燃料電池における

包括的水電解/H2発電電極反応モデルの提案」，第49回化学工学会秋季大会，公益社団法人

化学工学会，2017.9.20-22.

12. 亀田恵佑 , 長谷川馨 , 伊原学，「イオン輸率の雰囲気依存性を考慮したプロトン伝導型固

体酸化物燃料電池の総合的評価」，第 49回化学工学会秋季大会，公益社団法人化学工学会，

2017.9.20-22.

13. Nukunudompanich Methawee, Phaomethavarithorn Apatsanan, 鈴木一馬, 長谷川馨, 伊原学，

「Effect of nano-roughness of compacted TiO2 layer by using various precursors and 

deposition techniques on characteristics of perovskite solar cell」，第 49回化学工学

会秋季大会，公益社団法人化学工学会，2017.9.20-22.

14. Zhang Xiao-Mei, 村上和生 , 用貝亮二 , 長谷川馨 , 伊原学 ,「Towards ultra-thin 

plasmonic porous silicon solar cells with effective passivation」，第 49回化学工学会

秋季大会，公益社団法人化学工学会，2017.9.20-22.

15. 黒沢厚志 , 加藤悦史 , 宮近秀人 , 荻本和彦 , 山口容平，「TIMES-Japan を用いた 2050年

の日本のエネルギー需給分析」第 49回化学工学会秋季大会 , 公益社団法人化学工学会，

2017.9.20-22.

16. 黒沢厚志 , 加藤悦史 , 宮近秀人 , 荻本和彦 , 山口容平，「2050年に向けた日本のエネル

ギー需給検討：TIMES-Japanを用いたエネルギーシステム分析－マルチシナリオによる検討」，

第 34回エネルギーシステム・経済・環境コンファレンス，一般社団法人エネルギー・資源

学会，2018.1.25-26.

17. 下川美穂 , 大西悟 , 森俊介，「SSPシナリオと穀物の収率変化を考慮した長期地球環境統合

評価モデルMARIAの拡張と温暖化対策評価」，第34回エネルギーシステム・経済・環境コン

ファレンス，一般社団法人エネルギー・資源学会，2018.1.25-26.

18. 小川滉太 , 大西悟 , 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電源計画の

影響分析」，第34回エネルギーシステム・経済・環境コンファレンス，一般社団法人エネル

ギー・資源学会，2018.1.25-26.

19. 奥山周作 , 大西悟 , 森俊介，「動学的経路選択モデルによる沖縄観光客周遊ルートと電気自

動車の導入可能性評価」， 第 34回エネルギーシステム・経済・環境コンファレンス， 一般社

団法人エネルギー・資源学会，2018.1.25-26.

20. 中山志穂 , 森俊介 , 大西悟 ,「中央区及び江東区における未利用エネルギーを含む地域細

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 34回エネルギーシステム・

経済・環境コンファレンス，一般社団法人エネルギー・資源学会，2018.1.25-26.

21. 高瀬香絵，「日本の再エネ購入をめぐる状況と展望」， 第 34回エネルギーシステム・経済・

環境コンファレンス，一般社団法人エネルギー・資源学会，2018.1.25-26.

22. 武田剣志 , 松橋隆治 ,「電力システムの負荷周波数制御における電気自動車の貢献可能性の

研究」，第34回エネルギーシステム・経済・環境コンファレンス，一般社団法人エネルギー・

資源学会，2018.1.25-26.

23. 古田龍平 , 松橋隆治，「高圧一括受電集合住宅における燃料電池を用いたエネルギーマネジ

メントシステムの設計に関する研究」， 第 34回エネルギーシステム・経済・環境コンファレ

ンス，一般社団法人エネルギー・資源学会，2018.1.25-26.

24. 鈴木一馬 , Nukunudompanich Methawee, 長谷川馨 , 伊原学，「ペロブスカイト/Siタンデム
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太陽電池に向けたトップセル光吸収層薄膜の二次元結晶成長手法の検討」，電気化学会第85

回大会，公益社団法人電気化学会，2018.3.9-11.

25. Nukunudompanich Methawee, 鈴木一馬 , 長谷川馨 , FOURMOND Erwann, FAVE Alain, 伊原学，

「タンデム太陽電池への応用に向けたスプレー法によるTiO2緻密層の検討と界面への影響」，

電気化学会第85回大会，公益社団法人電気化学会，2018.3.9-11.

26. 大久保辰哉, 清水輝之 , 李孝宰 , 長谷川馨 , 伊原学，「再生可能エネルギー大量導入を想

定した電解/燃料電池蓄エネルギーの経済性の検討」，化学工学会第83年会，公益社団法人

化学工学会，2018.3.13-15.

27. 飯田雄太 , 長谷川馨 , 伊原学，「液体燃料直噴固体酸化物燃料電池の出力変動運転へ向けた

劣化抑制と運転条件の検討」，化学工学会第83年会，公益社団法人化学工学会，2018.3.13-

15.

28. 柴原竜太朗, 松浦明 , 高澤千明 , 藤田誠 , 長谷川馨 , 野田優 , 伊原学，「高速成膜法によ

る単結晶薄膜Si太陽電池の作製とSi薄膜の電気特性評価」，化学工学会第83年会，公益社

団法人化学工学会，2018.3.13-15.

29. 大友順一郎，「固体酸化物形燃料電池の技術的可能性と将来の役割」，化学工学会第83年会，

公益社団法人化学工学会，2018.3.13-15.

30. 用貝亮二 , 村上和生 , 張暁梅 , 長谷川馨 , 伊原学，「ポーラスシリコン太陽電池における

ナノ構造の役割の検討」，日本化学会第98春季年会，公益社団法人日本化学会，2018.3.20-

23.

31. 松浦明 , 柴原竜太朗, 藤田誠 , 高澤千明 , 長谷川馨 , 野田優 , 伊原学，「単結晶薄膜 Si 

太陽電池作製に向けた２層多孔質Si基板のナノ表面制御と超高速成膜により得られたSi薄

膜特性の評価」，日本化学会第98春季年会，公益社団法人日本化学会，2018.3.20-23.

６．３ 講演

６．３．１ 講演（国際）

1.　Atsushi Kurosawa，「Innovation Research in Japan and Negative CO2 Emissions 

Technology」，Experts’Group on R&D Priority-setting and Evaluation（EGRD），

International Energy Agency（IEA）, 2017.6.13-15.

2.　Koichi Yamada，「Current status and future prospects of low carbon technology and  

power system」，2nd German-Japanese Workshop on Renewable Energies，Deutsches Zentrum 

für Luft-und Raumfahrt, The Institute of Applied Energy, University of Stuttgart, 

2017.7.5.

3.　Koichi Yamada，「Cost engineering of low carbon technology and power system」，

University of Bradford，2017.9.28.

4.　Atsushi Kurosawa，「Energy Storage Roadmap － Technology and Institution －」，

Innovation for Cool Earth Forum（ICEF）4th Annual Meeting，経済産業省、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）, 2017.10.4-5.

5.　Atsushi Kurosawa，「Energy Storage Roadmap － Technology and Institution －」，

Innovation for Cool Earth Forum Roadmap Launch Event Japan Pavilion, UNFCCC/COP23，

Japanese Government, 2017.11.14.

6.　Teruo Mitsumori, Hiroshi Iwasaki, Koichi Yamada, 「Economy and CO2 Emissions of 

Carbon Free Hydrogen produced by Biomass Gasification」, 2017 JST-NSF-RCN Workshop 

on Distributed Energy Management Systems, JST 戦略研究推進部, 2017.6.12.

7.　Toshihiro Inoue, Koichi Yamada, 「Economic evaluation of electric power systems 

toward zero CO2 emissions in Japan」, 2017 JST-NSF-RCN Workshop on Distributed Energy 

Management Systems, JST 戦略研究推進部, 2017.6.12.
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６．３．２ 講演（国内）

1.　黒沢厚志,「エネルギー・資源学会 コンファレンス、研究発表会の企画セッションから」, 

第28回東京大学エネルギー工学連携研究センター（CEE）シンポジウム, 東京大学エネルギー

工学連携研究センター, 2017.8.30.

2.　山田興一，「明るい低炭素社会へ向かって－電源、鉄鋼、化学産業などどうするか－」，JACI 

CO2 マネジメントWG勉強会 , 公益社団法人新化学技術推進協会（JACI）,2017.9.14.

3.　田中加奈子，「低炭素社会構築に向けた取り組み－温暖化の知見から国際的取り組みまで－」，

三菱電機株式会社 技術部会講演会，三菱電機株式会社 人材開発センター，2017.9.14

4.　松橋隆治 ,「電源構成の低炭素化に向けた技術革新と社会実装の課題」, 経済産業省 資源

エネルギー庁 CO2 フリー水素WG, 経済産業省 資源エネルギー庁, 2017.10.2.

5.　大友順一郎, 水素キャリアの現状と技術的課題, 総括プロジェクト機構GS+I（太陽光）総

括寄付講座：公開技術セミナー , 東京大学総括寄付講座「太陽光を機軸とした持続可能グ

ローバルエネルギーシステム」, 2017.10.10.

6.　松橋隆治, 「電気代そのまま払いとその社会実装－限定合理性の考慮と省エネルギーの推進

－」, 東京都環境局「行動科学を活用した家庭部門における省エネルギー対策検討会」, 東

京都 , 2017.10.10.

7.　大友順一郎, 「水素社会と連携した将来のSOFC-SOEC技術の絵姿・シナリオ構築」, 固体酸

化物エネルギー変換先端技術コンソーシアム（ASEC）, 国立研究開発法人産業技術総合研究

所, 2017.12.1.

8.　松橋隆治 ,「エネルギーシステムと交通システムの共進化とイノベーション」, COIサテラ

イトシンポジウム「持続可能な未来都市を支える交通システムのイノベーション」, 横浜国

立大学 COIサテライト, 2017.12.13.

9.　松橋隆治 , 「再生可能エネルギー大量導入と電力システムに求められるイノベーション」, 

COI ワークショップ「再生可能エネルギー大量導入時の電力システムのイノベーション」, 

東京大学 COI, 2017.12.21.

10. 吉岡剛 , 「エネルギーシステムの脱炭素化のためのイノベーション」, 共進化社会システム

創成拠点シンポジウム－エネルギー脱炭素化施策が描く未来社会－ , 九州大学共進化社会

システム創成拠点, 2018.1.31.

11. 松橋隆治 , 「エネルギーシステムの脱炭素化と水素エネルギーの可能性」, 東京工業大学 

グローバル水素エネルギーコンソーシアム 第 8回ワークショップ, 東京工業大学 科学技

術創成研究院 グローバル水素エネルギーコンソーシアム, 2018.2.1.

12. 黒沢厚志 , 「ICEF CO2 利用ロードマップ」, ボトルネック課題研究会 公開ワークショップ, 

内閣府 , 2018.2.14.

13. 田中加奈子 , 「低炭素社会構築に向けた取り組み－温暖化の知見から国際的取り組みまで

－」, 中部鋼鈑講演会, 中部鋼鈑株式会社, 2018.3.22.

14. 松橋隆治 , 「エネルギーシステムの脱炭素化施策の設計と実装」, 東京大学大学院工学系研

究科 社会連携・産学協創推進室ワークショップ：エネルギー, 東京大学大学院工学系研究

科 社会連携・産学協創推進室, 2018.3.30.

６．４ 出版物、雑誌寄稿等

1.　高瀬香絵，「初期投資やローンを嫌う家庭・中小業務の「電気代そのまま払い」－ワンストッ

プサービスの実現で大幅省エネを目指す」，クリーンエネルギー（Vol.26, No.9）, 日本工

業出版, 2017.9.10.
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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
2015～

2018.3.31

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
高瀬香絵

2
2015～

2018.3.31

一 般 社 団 法 人 エ ネ ル

ギー・資源学会

エネルギー・資源学会 企画

実行委員
田中加奈子

3
2016.2.1～

2018.1.31

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

4
2016.4.1～

2018.3.31

国立研究開発法人新エネ

ルギー・産業技術総合開

発機構（NEDO）

分野横断的公募事業提案初

頭の書面審査員
森俊介

5
2017.4.1～

2017.6.30
内閣府

内閣府総合科学技術・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

6
2017.4.1～

2018.3.31

株式会社国際協力銀行

（JBIC）

地球環境保全業務における

温室効果ガス排出量削減量

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

7
2017.4.1～

2018.3.31

公益財団法人地球環境産

業技術研究機構（RITE）

平成 29 年度 ALPS Ⅲモデル

構築・分析WG 委員
黒沢厚志

8
2017.4.1～

2018.3.31

一般社団法人グリーン

ファイナンス推進機構

グリーンファイナンス推進

機構 審査委員会　委員
黒沢厚志

9
2017.4.1～

2018.3.31

国立研究開発法人海洋研

究開発機構（JAMSTEC）

統合的気候モデル高度化研

究プログラム 炭素循環・

気候感度・ティッピング・

エレメント等の解明（領域

テーマB）運営委員会 委員

黒沢厚志

10
2017.4.1～

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

11
2017.4.1～

2018.3.31

北九州市環境局環境国際

戦略課 アジア低炭素セ

ンター

北九州市低炭素新メカニズ

ムコミッティ 委員長
松橋隆治

12
2017.4.1～

2019.3.31

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

13
2017.4.3～

2018.3.30

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 

幹事会 委員

田中加奈子
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14
2017.4.10～

2018.3.31
経済産業省、環境省

J-クレジット制度認証委員

会 委員長
松橋隆治

15
2017.4.30～

2018.3.31
経済産業省、環境省

J-クレジット制度運営委員

会 委員
松橋隆治

16
2017.4～

2018.3.31

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 委員長

松橋隆治

17
2017.4～

2018.3.31

一般財団法人日本規格協

会

環境管理規格審議委員会 

委員長、ISO/TC207 戦略諮

門委員会 委員長、環境管理

システム小委員会 委員長

松橋隆治

18

2017.4（任命

日）～

2019.2.14

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

田中加奈子

19
2017.5.19～

2018.3.30

環境省、みずほ情報総研

株式会社

長期大幅削減道筋検討会 

委員
松橋隆治

20
2017.6.1～

2018.2.28

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 

委員長
松橋隆治

21
2017.6.1～

2018.3.31
さいたま市

さいたま市 さいたまグ

リーンニューディール検討

会 委員（座長代理）

高瀬香絵

22
2017.6.5～

2018.3.31

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

23
2017.6.7～

2018.3.31
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

24
2017.6.9～

2019.6.8

一 般 社 団 法 人 エ ネ ル

ギー・資源学会
エネルギー・資源学会 会長 森俊介

25
2017.6.10～

2018.3.31

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

26
2017.6.10～

2018.3.31

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

27
2017.6.15～

2018.3.30

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） 国内連絡会 メ

ンバー

田中加奈子

28
2017.6.20～

2018.3.31

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

29

2017.6.26～

2018.6（社員

総会開催日）

一般社団法人環境情報科

学センター
審議員会議 委員 松橋隆治
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30
2017.6.28～

2018.3.30

環境省（窓口 :みずほ情

報総研株式会社）

「使用済プラスチック由来

低炭素水素を活用した地域

循環型水素地産地消モデル

実証事業」事業検討委員会 

委員長

伊原学

31

2017.6.30～

2017.7.27、

2017.11.3～

2017.11.17

フランス国立応用科学院

リヨン校（INSA de Lyon, 

リヨン大学）

高効率タンデム太陽電池の

共同開発
伊原学

32
2017.7.20～

2018.3.31
株式会社テクノバ

トヨタ・モビリティ基金委

託 「水素社会構築に向けた

革新研究助成」評価委員会 

委員

松橋隆治

33
2017.7～

2018.3

国土交通省総合政策局環

境政策課 株式会社日本

総合研究所

「平成29年度まち・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

34
2017.8.1～

2018.3.30

経済産業省（みずほ情報

総研株式会社）
CO2 フリー水素WG 委員 松橋隆治

35

2017.6.23

（承認日）～ 

2019.3.31

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 －

1702 アドバイザリボード
森俊介

36

2017.10.30

（承認日）～

2018.3.30

国立研究開発法人国立環

境研究所

環境研究総合推進費 3 －

1709 アドバイザリボード
森俊介

37
2017.8.15～

2018.3.31
東京都

平成29年度行動科学を活用

した家庭部門における省エ

ネルギー対策検討会 座長

松橋隆治

38
2017.8.21～

2018.3.23

環境省（窓口 :デロイト

トーマツコンサルティン

グ合同会社）

再エネ等を活用した水素社

会推進検討会 委員、再エ

ネ水素ステーション分科会 

委員長

伊原学

39
2017.8～

2018.3.30

環境省、パシフィックコ

ンサルタンツ株式会社

平成29年度エネルギー対策

特別会計補助事業検証・評

価委託業務（地方公共団体

等における省エネ・再エネ

設備導入支援事業）検証・

評価委員会 委員

松橋隆治

40

8月下旬～

（作文選考）、

2017.9.13（選

考委員会）

足立区役所環境部環境政

策課計画推進係

足立区環境審議会 公募委

員選考委員会 委員
磐田朋子

41
2017.10.2～

2018.3.30

環境省（全国地球温暖化

防止活動推進センター）

環境省 平成 29年度省エネ

家電マーケット検証・分析

等に関する検討会 委員

高瀬香絵
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42
2017.11.4～

2018.11.3
文京区

文京区地球温暖化対策地域

推進協議会 委員
松橋隆治

43
2017.11.22～

2018.3.23

一般財団法人電源地域振

興センター（窓口 :みず

ほ情報総研株式会社）

敦賀市調和型水素社会形成

計画推進事業に関する意見

交換会 委員

伊原学

44
2017.12～

2018.3
国際航業株式会社

平成29年度エコモデルタウ

ン事業（田子西地区）最適化・

展開可能性調査有識者会議 

委員

磐田朋子

45
2018.1.1～

2018.3.31

環境省（一般社団法人国

際環境研究協会）

環境省 CO2 排出削減対策技

術評価委員会 社会システ

ム革新低炭素化技術開発分

野分科会 委員

高瀬香絵

46
2018.1.29～

2020.1.28
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 委員

田中加奈子

47
2018.1.29～

2020.1.28
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

48
2018.1.29～

2020.1.28
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

49
2018.2.1～

2019.12.31
内閣府

総合科学技術・イノベー

ション会議 重要課題専門

調査会 委員

田中加奈子

50
～ 2018.3.31

（予定）

環境省（みずほ情報総

研株式会社 環境エネル

ギー第1部）

環境省 平成 29年度うちエ

コ診断の今後のあり方に関

する検討委員会 委員

高瀬香絵
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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4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 2017.6.8
株式会社システム技術研究所

槌屋治紀

「脱炭素社会」に向けた長期

シナリオ

2 2018.1.29
Stanford University

Roland N. Horne

Analysis of hydromechanical 

reservoir response at the 

Fenton Hill EGS site

3 2018.3.19
青山学院大学

下山淳一

超伝導材料研究の最新の動

向

4 2018.3.26

Swiss Federal Institute of

Technology in Lausanne

（EPFL）

Daniel Favrat

・A modelling framework of 

strategic energy planning 

to aid dicision-making

・The present situation and

future prospect of the

total carbon budget
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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 年 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 喜多 浩之

特任研究員 林 誠一

特任研究員 鈴木 敦子

特任研究員 平沼 光

主任研究員 三枝 邦夫

主任研究員 田中 加奈子

主任研究員 浅田 龍造

主任研究員 石川 環

研究員 井上 智弘

研究員 坂本 智幸

研究員 米澤 美帆子

客員研究員 黒沢 厚志

客員研究員 磐田 朋子

客員研究員 濱野 高章

客員研究員 寺下 沙恵

理事長 濵口 道成

理事 真先 正人

企画運営室長 古旗 憲一

副調査役 荒井 喜一郎

副調査役 南 裕一

主査 渡邊 篤

主査 坂井 琢磨

フェロー 松田 成信

フェロー 植木 健文

フェロー 板谷 利香

フェロー 原 小夜子

フェロー 笠水上 祐子

調査員 吉水 惠

調査員 堀内 恵美

調査員 鳥羽 由美子
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２．報道機関によるLCS関連記事

（１）2017年 4月 18日　朝日新聞（夕刊）

無断転載・複写不可　承諾書番号「19-0684」

株式会社朝日新聞社の許可を得て掲載

２． 報道機関による 関連記事

（１） 年 月 日 朝日新聞（夕刊）

無断転載・複写不可 承諾書番号「 」

株式会社朝日新聞社の許可を得て掲載
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（ ） 年 月 日

無断転載・複写不可

株式会社 産業 新聞社 月 の許可を得て掲載

（２）2017年 8月 1日　地球環境とエネルギー

無断転載・複写不可

株式会社　産業経済新聞社　月刊ビジネスアイ　エネコの許可を得て掲載
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（ ） 年 月 日 日 業新聞

無断転載・複写不可

株式会社日 業新聞社の許可を得て掲載

（３）2017年 8月 30日　日刊工業新聞　

無断転載・複写不可

株式会社日刊工業新聞社の許可を得て掲載
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（ ） 年 月 日 新聞

無断転載・複写不可

株式会社 新聞社の許可を得て掲載

（４）2017年 12月 13日　鉄鋼新聞

無断転載・複写不可

株式会社　 鉄鋼新聞社の許可を得て掲載



52

（５） 年 月 日 産業新聞

無断転載・複写不可

株式会社産業新聞社の許可を得て掲載

（５）2017年 12月 13日　産業新聞

無断転載・複写不可

株式会社産業新聞社の許可を得て掲載
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３．平成29年 12月 12日開催 LCSシンポジウム研究発表ポスター ※一部修正あり
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充電時

4,6,8）が溶解して拡散し、 負極側で還元され、
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　林業のコスト低減には、 集約化と事業体の大面積化が必要である。 これまでに、 LCS は主伐作業への高性能林業機
械の導入を行い、 機械を使いこなす事業面積単位として 100km2 以上を確保することがコスト低減に有効であることを示
している。 100km2 以上の人工林の分布の検出をはじめ、 地理空間情報の導入が林業経営に役立つであろう。 地理情報
システムを利用した有効な情報の提供を通して林業経営を改善し、 木質バイオマスエネルギーの安定供給を目指す。

（1）施業計画の高精度化　植林から伐採まで50年を要する林業は、 いつ、 どの林分でどの作業をするのか計画することが
必要である。 時間的空間的な要素を含む高度な判断を行うことができる。

（2）集約化を支援　林道の整備や林業機械の導入を行うときに、 地理空間情報は合理的な判断の基準となる。
（3）コストの推定　林業の作業コストは地形に、 搬送コストは距離に依存する。 空間情報によってコスト推定が容易になる。
（4）再生エネルギーの相互補完的な利用の促進　複数のエネルギーの利用の可能性を検討する資料となる。 複数の利用

において、 道路網や送電線などの基盤施設の共有によって全体のコストの低減に有効である。

（1）今後、 人工林分布図を作成する地域を拡大するとともに、 人工林の属性や地形など適切な情報の追加で持続的な林
業経営に資する情報を提供する予定である。

（2）林業経営の改善を進めることが、 木質バイオマスエネルギーの利用促進につながる。
（3）林業が持続的な産業に生まれ変わることの意味は大きい。 中山間地域の基盤産業となり、 木材と木質バイオマスエネ

ルギーの国内自給が可能になる。 それに役立つ情報の提供を目指す。

30億m3
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用を行う際は、 出 を い す。

「低炭素社会戦略センター　年度 平成 29 年度 」

平成 年

国 研究開発 人 科学技術 興機構

低炭素社会戦略センター




