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イノベーション政策立案のための提案書

4端子型・タンデム型を含む構造の異なる太陽電池の定量的技術シナリオを構築
将来の化合物系（CIGS・III-V 族）太陽電池の高効率化技術とその経済性を評価

■高効率CIGS 化合物太陽電池の経済性評価

太陽光発電システム（Vol.3）－定量的技術シナリオに基づくコスト
低減技術評価（タンデム型を含む高効率化合物系太陽電池）－

技術開発編

①化合物系太陽電池の高効率化技術を促進
するため、結晶成⾧技術の加速、柔軟な
積層技術の改良、界面制御技術や光閉じ
込め技術への注力が必要。

②更なるコスト低減には、タンデム化によ
る高効率化が不可欠。

③CIGS太陽電池では、特に接合法の開発が
重要。構造の違いによる各要素技術の経
済性および技術開発の見込みを考慮し、
達成目標・達成時期を明確にした技術開
発戦略が必要。

④Ⅲ-V 族タンデム型太陽電池では、高効率
化の一方で原材料費・設備費ともに高く、
10倍以上の生産性の向上が必要である。

今後の課題と提案

図 現状および将来のCIGS 太陽光発電システムのコスト構造

https://www.jst.go.jp/lcs/pdf/fy2015-pp-01.pdf

・薄膜CIGS 太陽電池（単層）では2030 年に
70 円/W（7円/kWh）が達成可能

・タンデム化により2030 年技術水準に基づく
システム導入原価は51 ～ 65 円/W（5 ～ 7 
円/kWh）に達するが、構造により幅がある。

3



イノベーション政策立案のための提案書

■ラミネートセルの設計

蓄電池システム（Vol.3）
－リチウム空気電池のコスト評価と技術開発課題－

■定置用リチウムイオン電池との比較

技術開発編

①本試算によると、リチウム空気電池のセルエネルギー密度
は、現状 600WhST/kg と高い。

②本報告のリチウム空気電池の製造コストは、正極材料で使
われる触媒の原材料費が高いため、リチウムイオン電池よ
り1.6倍程度高価である、コスト低減 のためには、低価格
で高性能な触媒の開発が必要である。

③電極材料等の基礎研究だけでなく、この蓄電システムの効
率的稼動のための周辺機器の開発も必要である。

今後の課題と提案

図 電極シート（2面塗布）の構造と動作原理
（ここで、空気通路以外は電解液で満たされている）

表 10kWh リチウム空気電池とリチウム電池システムの比較

https://www.jst.go.jp/lcs/pdf/fy2015-pp-02.pdf

リチウム・グラフェン負極と実験結果で報告されている容量密度 2000mAh/g の多孔質グラ
フェン正極を用いた、10kWh の定置型電池システムの設計と性能及びコストを試算
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イノベーション政策立案のための提案書

固体酸化物形燃料電池（SOFC）システムの性能予測・コスト評価の実施と
将来の電源構成におけるSOFC の今後の役割と技術開発課題の提言

■中・大型機用SOFCの数値モデル解析

固体酸化物形燃料電池システム（Vol.3）
－将来の電源構成におけるSOFC の役割と技術開発課題－

図 円筒横縞形単セルの発電性能評価
丸印：実測値； 実線：計算値；発電温度：900℃

■中・大型SOFC の発電コストの評価

https://www.jst.go.jp/lcs/pdf/fy2015-pp-03.pdf

現在の実証機に相当する新型機、構成部材を改良
した改善型の性能評価を行った。セルスタックの
出力密度と発電効率の向上を同時に達成すること
は十分に可能である。

中･大型SOFCシステムで大口
系 統 電 力 コ ス ト （ 14 円
/kWh）を達成するための必
要条件を明らかにした。

技術開発編

① SOFCシステムの改善点と今後の役割
・家庭用:燃料コストの低減と稼働率向上
・中・大型機:発電システムとしての普及とスマートグ
リッド内の変動調整・逆潮による活用

② SOFCの水素製造システムとしての活用
・電極の性能・耐久性向上と格段のコスト低減
・今後はSOFCを用いた水素製造のセルスタック性能評価
を実施

以上、今後の技術革新の進展により、太陽・風力等の再生
可能エネルギーとSOFCシステムとの共生の可能性もある。

今後の課題と提案（定置型SOFCシステム:小型機および中・大型機）

・稼働率:60% 以上
・システムコスト:

200 円/W以下
図 中・大型燃料電池（250kW SOFC コンバインド

サイクルシステム）の発電コストの稼働率依存性
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図 炭素中にあるN の構造

イノベーション政策立案のための提案書

固体高分子形燃料電池用の炭素系触媒の特徴や課題をまとめ、研究開発の方向を提案
非白金触媒の本格的な普及には低コスト・⾧寿命化が最も重要な課題

固体高分子形燃料電池用非白金触媒の特徴と課題
技術開発編

炭素系触媒においては様々な活性サイトが存在してい
ると考えられるが、高活性高耐久性を実現するには、
メカニズムの解明と発電試験による実証が必要である。
①炭素触媒の高活性化の鍵は、構造制御にある。
②異なる触媒を比較・評価するために、回転電極によ

る酸化還元反応電流の測定などの電気化学評価法を
より確立することが重要である。

③その上で、触媒を用いた発電特性、耐久性の評価が
不可欠である。

今後の課題と提案

https://www.jst.go.jp/lcs/pdf/fy2015-pp-04.pdf

表1 メタルフリー炭素系触媒の研究例

自動車用燃料電池等に実用化されている固体高分子形燃料電池は、高価な白金を触媒に使って化学反応させる必
要があり、コストや資源の面でも大きな課題がある。本稿では、検討されている非白金触媒、特に炭素系触媒を
中心とした世界的な研究の動向を明らかにし、それぞれの触媒の特徴や課題をまとめ、研究開発の方向性を示し
た。

※引用文献については提案書を参照してください。
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イノベーション政策立案のための提案書

大きな賦存量を持つ高温岩体発電について、人工的に造成した貯留層に河川水を注入し、
地上設備をシングルフラッシュ式とした場合の発電出力と発電コストを明らかにした

■計算条件

地熱発電（Vol.2）
－高温岩体発電の発電コスト試算－

技術開発編

https://www.jst.go.jp/lcs/pdf/fy2015-pp-05.pdf

・水回収率を高めることにより高温岩体
発電の発電コストを、従来の熱水系地
熱発電の発電コストと同程度まで低減
できる。

・CO2排出削減のため、全国年間発電電
力量1,000TWhの20%を高温岩体発電
30GWで発電するとした場合、必要な
水量23億m3/年は河川から確保できる。

開発対象地域:A．岩手県葛根田地域
B．秋田県皆瀬地域

取水可能量:対象地域の下流流域面積と低水
流量に基づき算出

高温岩体:平均深度3,000m
平均温度300℃

地上設備:シングルフラッシュ式
フラッシュ温度150℃

坑井掘削深度:注水井、生産井とも4,000m
位置図

今後の課題と提案
①地熱資源探査リスクを軽減するため、

経済的で高精度な深部地熱資源探査技
術が必要である。

②高温岩体が賦存する地域を特定し、資
源量を算出する方法を確立する必要が
ある。

③高温岩体発電の有望地域に近接した河
川から取水できる地点と水量が分る
マップを作成し、河川取水可能量を明
らかにする必要がある。

■結果

表 高温岩体発電の発電コスト
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イノベーション政策立案のための提案書

木材生産コストの低減可能性をコスト構造に基づき検討
主伐費の機械化による低減可能性と今後の普及可能性について検討

■コスト構造と低減の可能性（スウェーデンとの比較）

木質バイオマス燃料のコスト低減
－林業素材生産コストの機械化推進による低減効果－

技術開発編

木材生産総コストは育林コスト（植林、下刈、枝打、
除伐、保育間伐など）と素材生産コスト（間伐、主
伐）からなるが、本稿では特に機械化の効果が大き
い主伐費の低減可能性について示した。
・日本の森林の年間成⾧量の半分が燃料に使用でき

れば、現状の木質バイオマス発電に利用されてい
る木質バイオマス燃料の約300倍のポテンシャルを
有している。

・高性能林業機械を導入した場合は、労働生産性の
向上が期待できるとともに主伐体積あたりの償却
費の負担を減らすため、一定量以上の事業量の確
保が重要である。労働生産性が十分に向上できれ
ば、主伐費をスウェーデン並み（1,500 円/m3－
丸太）に低減できる。
⇒コスト低減のための機械化の投資の価値はある。

今後の課題と提案

図 北海道とスウェーデンのコスト構造比較

［低コストの要因］
・日本の5 倍の機械化投資額により約10 倍の労働生産性を得ていること。
・2 交替制により機械の稼働時間を増すことで単位主伐体積あたりの人件費と設備償却費を低減している。

https://www.jst.go.jp/lcs/pdf/fy2015-pp-06.pdf

スウェーデンの木材生産総コストは日本（北海道）の1/5 以下。
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イノベーション政策立案のための提案書

廃棄物の嫌気性発酵の詳細反応シミュレータを作成
メタン収率の向上には加水分解速度の増大と不活性成分の低減が有効

バイオマス廃棄物のメタン発酵（Vol.3）
－反応解析によるプロセス合理化の検討－

技術開発編

嫌気性発酵の詳細反応解析を基にして、バイオガス製造プロセスの合理化を検討した。前処理や固形分リサイ
クルの導入、あるいは高固形分（TS）濃度発酵等の方策がバイオガス製造コスト低減に有効である。

今後の課題と提言

図1 メタン発酵反応の概要（有機成分のみ）。
不活性成分は可溶性と不溶性の2成分を含む。

■モデルの概要 ■解析結果（メタン収率向上の検討）

図2 各過程の反応速度定数を標準ケースに対して増大させた場合のメタン収率

https://www.jst.go.jp/lcs/pdf/fy2015-pp-07.pdf

加水分解過程の速度定数を 10 倍にするとメタン収率
は標準 ケースと比べて増加したが、酸・酢酸生成過程
やメタン生成過程の速度定数を 10 倍にしてもメタン
収率はほとんど変化しなかった。
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図1 化学吸収法（Post-Combustion 方式）

図2 物理吸収法（Pre-Combustion 方式）

イノベーション政策立案のための提案書

化学吸収法と物理吸収法についてプロセスを検討、CO2 の分離回収コストを評価
■プロセス

CCS（二酸化炭素回収貯留）の概要と展望
－ CO2 分離回収技術の評価と課題－

技術開発編

CO2分離回収コストの低減のために、次の技術開
発が必要である。
化学吸収法:CO2分離エネルギーが2.0MJ/kg 以

下の吸収液の開発と、安価で吸収性
能のよい充填物の開発。

物理吸収法:物理吸収性能の高い吸収液の開発と、
安価で吸収性能のよい充填物の開発。

今後の課題と提案

CO2 分離回収コストは、計算精度を考慮すると、両
者とも約4¥/kg（2.8¥/kWh)でありほぼ同じ。
⇒CCSコストでは、さらに貯蔵・輸送・注入コスト

等が加算される。現状では将来の再生可能エネル
ギー発電との競争は厳しい。

■CO2分離回収コスト比較

※表3より抽出

https://www.jst.go.jp/lcs/pdf/fy2015-pp-08.pdf

化学（アミン）吸収法 物理吸収法

0.1MPa 5.7MPa

CO214％ CO242％

44.1B\ 49.3B\

CO2分離回収コスト 変動費 2.9 2.6

（\/kg-CO2） 固定費 1.2 1.3

計 4.1 3.9

設備費用（建設費）

燃料/ 石炭､発電規模/ 約1,000MW､CO2

捕集収率/90%( 捕集量 約700t/h)
条件

吸収塔入り口ガス条件

組成
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イノベーション政策立案のための提案書

低炭素社会構築に向けて「使う」段階からバックキャストする材料開発に向け、データ活用型材
料研究のコンセプトと定量的技術シナリオの技術分析を接続し、データ空間の俯瞰図を試作

■試作した俯瞰図とその特徴

低炭素社会実現に向けたデータ活用型材料研究（Vol.2）

知見を効果的に得るためには「制御すべき特性」が
技術の「使用」に結びつけやすい形で整理されてい
ることが極めて重要。
①「材料の利用者」「材料の開発者」の両者が共有

できる材料特性の記述・分類方法の確立が重要課
題であり、引き続き考察を継続する。

②①で示される記述・分類方法に基づく語彙集は、
効率的な材料開発に不可欠なデータ基盤であり、
その整備が望まれる。

③ハブ拠点におけるオープンイノベーションの場作
りの施策として、材料特性の記述方法の策定と語
彙集の整備を推進するようなプログラムの設置と
遂行を提案する。

今後の課題と提案

俯瞰したいデータ空間は、「①材料特性の利用先」
と「③材料特性の支配因子」の二つの観点を、「②
制御すべき特性」を介して結びつけることにより作
成でき、様々な材料の利用先によらず、共通の支配
因子が効くことを見てとれる。一方で、「②制御す
べき特性」について、材料を使う立場からも活用し
やすい記述方法について検討の余地がある。

図 低炭素社会構築に資する材料の開発で用いられるデータ空間の俯瞰図
（② - ③の相関を示す線は、電子（青）、原子・イオン（緑）、構造（赤）、構造変化（ピンク））

技術開発編

https://www.jst.go.jp/lcs/pdf/fy2015-pp-09.pdf
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イノベーション政策立案のための提案書

家庭部門及び業務部門の大幅な省エネを目的とするシステム「電気代そのまま払い」の実装に向
けて実証実験をスタート、加えて、諸外国における初期投資ゼロの低炭素投資促進施策を紹介

■「電気代そのまま払い」実証実験

民生部門の省エネへ向けた「電気代そのまま払い」
－実証実験の経過と日本・世界の動向－

技術普及編

・LCS・東京大学COI-S・プラチナ構想ネットワークにて「電気代そのまま払い」を提案、実証実験を実施して
いる。

・初期投資のハードルを乗り越えようとする他国の事例も参照しながら、日本の家庭・小規模業務部門の省エ
ネを大幅に進める枠組みについて、実証実験をさらにバージョンアップする。

・与信を得にくい小規模な家庭・業務・産業部門の事業者に対して、6 年目以降の保証を行う公的ファンドの
創設や、ソーラーパネル・蓄電池の残価保証をするための公的な買い取り制度の整備についても検討してい
く。

今後の課題と提案
図1 静岡ガスとプロジェクトチームによる実証実験の枠組み概要

■諸外国における施策例

図2 米国PACE の枠組み

https://www.jst.go.jp/lcs/pdf/fy2015-pp-15.pdf
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イノベーション政策立案のための提案書

経済的・社会的な変化による2030年までの日本のエネルギー需要予測を行なうモデルの構築
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

技術普及編

• 社会構造の変化などから経済のサービス化が進むと考えられる中、民生部門における省エネルギー対策を
進めていくことが重要である。

• 今後、低炭素技術の導入が経済やエネルギー・CO2排出量にどのよう影響を及ぼすかシナリオに沿った定
量分析を進めていく。

今後の課題と提案

https://www.jst.go.jp/lcs/pdf/fy2015-pp-16.pdf

図1 最終エネルギー消費（2030 年までの部門別エネルギー需要の推移）

図2 ＣＯ2排出量に関する将来予測値

破線で囲まれた領域は、複数の関連研究機関から公開されてい
る将来予測値のうち、最大／最小値に基づく予測の幅を表す。

本予測モデルの結果

⾧期エネルギー需給見通しにおける経済・社会構造や電源構成に関する前提条件を用いて、産業部門別・エネル
ギー源別に2030年までのエネルギー需要の予測モデルを構築。将来の社会経済要因やエネルギー関連技術の導
入によるエネルギー需要を評価を行った。

2030年の
産業部門と運輸部門:2013年比 約10％減少

業務部門:2013年比 約13％増加

2030年の
日本のエネルギー需要:2013 年比 約 5%減少

エネルギー起源CO2 :2013年比 約16%減少
今後、民生部門、特に業務部門のエネルギー原単位が悪化し、エネルギー消費が増加する可能性がある。
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図 各ケースでの投資回収期間果
横軸では、対象としている38 世帯を、年間エネルギーコストの低い世帯
から高い世帯に順に並べている。

イノベーション政策立案のための提案書

集合住宅内での各住戸間で燃料電池による余剰電力の融通を可能にするシステムを提案
シュミレーションにより燃料電池を設置したマンションの事業性を算出

燃料電池設置型一括受電集合住宅において
電力融通を行う際の経済性の評価

技術普及編

燃料電池の販売価格は補助金を含めて一台あたり60 万円程度に抑えることが望ましい。
⇒量産によって製造コストが低下するまでは、補助金による後押しが必要。

今後の課題と提案

https://www.jst.go.jp/lcs/pdf/fy2015-pp-10.pdf

■シミュレーション結果（一例）
・余剰電力の融通を行った場合は、融通を行わなかった場

合に比べて、すべての場合においてピーク時最大購入電
力が低減された。

・マンション全体で年間約6.1トンのCO2削減効果が得ら
れることがわかった。

表 マンション全体のエネルギー削減効果

※首都圏近郊の高圧一括受電と燃料電池の各戸設置を採用した38世帯マンション
を想定。マンションでの需要は夏期、中間期、冬期の3 パターンを用意し、また電
力需要は各季節で休日と平日の2 パターンとして、計6 パターンを用意した。

・投資回収期間を10 年以下にすることが、燃料電池市場の自
立に必要であるとされている

・エネルギー需要が少ない家庭では、投資回収期間が料金
ケース①、②では100 年を超え、料金ケース③でも60年
を超えるなど、経済性が非常に悪いことがわかった。

ケース1：従量電灯B の40A 従量料金に従う。融通した電力量は使用料から割り引かれる。
ケース2：従量電灯B の40A 従量料金に従う。電力量あたりの融通料金は一定。
ケース3：電気料金は使用料にかかわらず一定。電力量あたりの融通料金は一定。

■投資回収期間
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図2 各LFC 電源による制御分担（一例）

イノベーション政策立案のための提案書

再生可能エネルギーを大量に導入するために不可欠な、短周期変動増大への対策として、
変動周期別LFC 制御分担決定手法およびEDC とLFC の協調制御システムを提案

■各LFC（負荷周波数制御）電源による制御
分担のシュミレーション結果（一例）

再生可能エネルギー大量連系時における
需給制御システムの提案

技術普及編

https://www.jst.go.jp/lcs/pdf/fy2015-pp-17.pdf

・EDC によって⾧周期成分が吸収されており、石
炭火力及び水力がそれに続いて⾧周期成分を吸
収している。

・石炭火力は応答遅れのため、短周期変動に対し
て、制御分が少なくなっている。

・蓄電池及びガス複合火力は、⾧周期成分の残差
と短周期変動を吸収している。

提案手法によって各 LFC 電源の制御分担のすみ分
けが できていることが確認できた。

図1 再生可能エネルギー予測誤差を考慮したEDC とLFC の
協調制御システムの概念

太陽光発電や風力発電などの、出力が変動し不確実性
を有する電源の大量導入を実現するためには、既存の
電力システムの改良が必要である。具体的には、新し
いEDC とLFC の協調制御システムのデザインが必要
であり、その第一歩を示した。

今後の課題と提案

■再生可能エネルギー出力予測誤差のためのEDC
（経済的負荷配分制御）出力補正システムの提案

Load
EDC 制御残渣
石炭 制御残渣
水力 制御残渣
ガス複合 制御残渣
蓄電池 制御残渣
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https://www.jst.go.jp/lcs/pdf/fy2015-pp-18.pdf

図2 求めた週間電源運用計画
（a）過渡安定度の制約なし （b）過渡安定度の制約あり

イノベーション政策立案のための提案書

PV 大量導入時における、系統の安定性を考慮した経済的負荷配分モデルを開発し、
過渡安定度を考慮した系統のマネジメント手法を提案

九州地域における太陽光発電大量導入と過渡安定度を考慮した
電力システムの新しい経済的負荷配分制御の研究

技術普及編

■九州地域の評価の結果
九州電力が発電設備接続可能量として掲げている容
量である8.17GW のPV が導入された場合の5 月の
第1 週の週間電源運用計画

■九州地域のモデル化

図1 WEST30 機モデルから推定した
九州のモデル

各発電機群のノードは、
G1:佐賀県、⾧崎県
G2:熊本県、宮崎県、鹿児島県
G3:福岡県
G4:大分県
の発電機の合計となっている

G1～G4:発電機群ノード
N5～N8:変電所のノード

図3 各発電機群ノードでのPV の出力の抑制量（G1 とG2 は抑制なし）

今後の課題と提案
九州を4つの地域分けて評価した結果、特定の送電線
に出力抑制がかかることが分かった。今後は出力抑
制されるG3とG4について水素エネルギーシステムな
どの利用を提案する予定である。
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イノベーション政策立案のための提案書

太陽光・風力発電の大量導入時における系統安定に必要な、発送電分離・電力小売自由化後の
周波数調整市場を提案。周波数調整市場下における電気自動車（EV）の普及ポテンシャルを評価

■周波数調整市場価格の変化

既存電源および電気自動車の活用を考慮した
周波数調整市場の設計とその経済性評価

技術普及編

再生可能エネルギー電源を東北電力による接続可能量算定
値とした場合（Wind:2,510MW、PV:5,050MW）

https://www.jst.go.jp/lcs/pdf/fy2015-pp-19.pdf

電力自由化後の送配電会社が周波数調整力を確保するた
めの新たな制度設計が必要であり、その第一歩を示した。

今後の課題と提案

EV の市場参加台数や再生可能
エネルギー導入のケースに
よって、5 万～13 万円の報酬
が得られる結果となっている。

■EV1台あたりの獲得金額（報酬）

再生可能エネルギー導入量が増加すると、必要LFC 容量が
増す。それにより、周波数調整市場価格が上昇する傾向が
あるが、EVの導入により価格の低減効果が認められた。

再生可能エネルギー電源の設定
Case.1 ：2015 年10 月時点での系統連系済み設備容量
Case.2： 東北電力による接続可能量算定値

報酬が増加するに伴って
選択率は上昇。市場報酬
を評価した際の、5万～
13万円の範囲では、選択
率が約4 ～14%となる。

■周波数調整市場からの年間報酬に対する、
EV およびPHEVの選択率の変化
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図1 家庭の電力使用量見える化実験および
見える化WEB サイト「i-cosmos」の概要

イノベーション政策立案のための提案書

継続的な節電行動を促すためには「社会規範評価の刺激」や「必要最低限の情報を効果的に
提供するナッジ（“Nudge”）概念」で低炭素化行動を支援することが必要

■家庭の電力使用量見える化実験

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.2)

■節電アドバイス機能の例

社会ｼｽﾃﾑ編

https://www.jst.go.jp/lcs/pdf/fy2015-pp-11.pdf

今後もデータ分析を進めて節電アドバイスに応用可
能な知見を得ると同時に、節電アドバイスや節電目
標の提示による実際の節電効果を明らかにし、日本
全国に本システムを広める必要がある。

今後の課題と提案

ナッジ Nudgeとは
(注意を引くためひじで)そっと突く、そっと突く、(ひじで)そっ

と(横に)押して動かす、ひじで押しながら進む、そっと動かす。

実際に計測されたデータに基づいて節電効果を算定し、
低炭素化行動を促すために社会規範評価を刺激する仕掛
けを取り入れた「節電アドバイス機能」を開発し、i-
cosmos に実装した。

図2 冷蔵庫の節電アドバイスモジュール
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イノベーション政策立案のための提案書

従来、所得で評価していた人間の幸福/福祉（社会厚生）に環境を考慮することにより、
より実態に近い「明るく豊かな低炭素社会」の評価指標としての活用が期待される

■目的と分析

持続可能な社会に向けた
施策の有効性判断に資する指標評価の構築

社会ｼｽﾃﾑ編

①世界全体が低炭素社会における便益を享受できる
仕組みを構築することが重要。
• 所得水準の低い国:先進国が主導となって資金

支援のスキームを構築。
• 所得水準の高い国:特許による低炭素技術の保

護と低炭素技術の取引市場の整備。
②今後，分析対象国を増やすとともに具体的な低炭

素技術を考慮した社会厚生指標の開発を目指す。

今後の課題と提案

図 環境を考慮した社会厚生とGDP

1人当たり所得で除した環境汚染や気候変動による人々の効用変化を考慮し

た社会厚生と1人当たり所得(1人当たりGDP)をプロットした。

一人当たりGDP

社
会

厚
生

／
一

人
当

た
り

G
D

P

• 環境問題の改善を行うことで社会厚生が高まる
• 所得が低い国の中には

「環境を考慮した社会厚生」が相対的に高く評
価される国がある。

• 所得が高い国の中には
「環境を考慮した社会厚生」が相対的に低く評
価される国がある。

https://www.jst.go.jp/lcs/pdf/fy2015-pp-14.pdf

環境を考慮した厚生指標による国別比較によって，低炭
素な社会の姿を明らかにすることを目的に、各国の不平
等や平均寿命に加え，環境汚染や気候変動による影響を
踏まえた国別の効用水準を計算。

■主な結論
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※モンテカルロDCF法:設備投資の意思決定を行う際には多くの
不確実性を考慮しなければならない。ここでは、評価したい事
業の不確実性要因を確率モデル化し、モンテカルロシミュレー
ション（試行回数10万回）を行った。これにより生成された
キャッシュフローをDCF法（Discount Cash Flow）によって将
来の不確実性を考慮した事業価値を算出している。

イノベーション政策立案のための提案書

再生可能エネルギーの発電事業者の立場からFITのあり方を検討
出力抑制が太陽光発電の事業性に与える影響をモンテカルロDCF 法により定量的に評価

■太陽光発電の出力抑制を考慮した太陽光発電事業のリスク分析

太陽光発電における出力抑制が与える
事業影響評価

社会ｼｽﾃﾑ編

系統連系対策や電力間の連系線の運用見直しや拡充
など技術的な対策とともに、新規の接続量は限定し
つつも、接続された再生可能エネルギー設備の出力
制御などは抑制率を限定するなど、事業の下方リス
クが限定される制度が必要。

今後の課題と提案

https://www.jst.go.jp/lcs/pdf/fy2015-pp-12.pdf

図 PIRR分布試算結果グラフ
PIRR：プロジェクトIRR（内部収益率）

試算対象ケース
ケース1:出力抑制なし
ケース2:出力制御あり（上限10％）
ケース3:出力制御あり（無制限）

PIRR

・無制限・無補償の出力制御（改正FIT制度）は、
発電事業者にとって事業の下方リスクが高く、結
果的に再エネの導入拡大を促す制度となっていな
い。

・電気事業者は、再エネの大量導入と電力の安定供
給の観点から再エネの出力制御を行わなければな
らず、また抑制された発電電力分の保証まで行う
ことは費用負担の面からも非現実的。
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イノベーション政策立案のための提案書

民生消費エネルギーの1/3を占める空調制御を高度化し、省エネルギーの実現へ
近赤外分光法(NIRS)による脳活動の計測から居住者の温熱感覚を評価、空調制御への応用を提案

■脳活動量と被験者別温冷感申告との相関結果

省エネルギー型空調の実現に向けた
脳活動計測による温熱感覚の評価

■研究結果の将来的な応用イメージ

社会ｼｽﾃﾑ編

NIRSを含めた検討により、脳活動と温熱感覚の関係を明
らかにできれば、その結果を、個別の温熱感覚に応じた
空調の自動制御に応用していくことができる。
⇒脳活動に基づいて空調を自動調節して最適状態にする

ことで、省エネルギーにつながる可能性がある。

今後の課題と提案

https://www.jst.go.jp/lcs/pdf/fy2015-pp-13.pdf

図2 研究結果の将来的な応用イメージ

冷刺激に対してはNIRSによって、脳血流の低下が
計測され、NIRS計測値が申告結果との有意な正の
相関を持つことを確認できた。
⇒冷感についてはNIRSで評価することが可能。

図1 被験者別の温冷感申告と脳内血流量との相関
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・温熱感覚と脳活動の関係
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