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Ⅰ．研究計画の概要
■プログラム名： 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
■プロジェクト名： 明るい低炭素社会の実現に向けた都市変革プログラム
■中核機関名： 国立大学法人 東京大学
■総括責任者名（役職）：
濱田 純一 (総長)
■研究代表者名（所属・役職）
飛原 英治 (東京大学・教授)
■研究実施期間： 平成２２年度～２６年度（５年間）
■研究総経費： 総額 552.8 百万円 （間接経費，環境改善費込み）
■参画機関名: 国立大学法人 東京大学，千葉県，柏市，(株)三菱総合研究所
■協力機関名:

中部大学，NPO 法人ちば里山トラスト

■社会実証対象地域名: 千葉県柏市
１．プロジェクトの目的・内容・目標
高齢者の資産と能力の積極的な社会への還元を進めることで，成長可能な「明るい」低炭素社会の実
現を目指す．都市と自然が近接する柏の葉キャンパスタウンにおける統合的な低炭素化の実証実験によ
り，「明るい」低炭素都市のモデル化を行うことを目的とする．具体的には，高齢者の住宅資産の低炭素
化，高齢者の活動支援システムの低炭素化，高齢者の担い手としての低炭素化を進めるため，それぞれ，
太陽エネルギーを利用した超省エネヒートポンプ，超小型電気自動車の技術開発，ならびに，シニア植
物医師の訓練に向けたプログラム開発と認証の制度設計を行う．個々の開発と共に，これらの技術の社
会実装に備えた都市計画，農業・緑地計画，および情報システム化技術の開発を行う．統合的な実証試
験により，技術開発，および社会システム改革の具体化を図り，「明るい」低炭素都市のモデル化を行う．
２．研究の趣旨
本プログラムは，次の技術開発，実証実験，社会システム改革の検討を統合的に実施するものである．
【高齢者資産の低炭素化】 高齢者のいる世帯は，平成 20 年には 1,821 万世帯，全体の 36.7％に達して
いる．この割合は今後更に拡大すると予測され，低炭素社会の目標達成のためには，高齢者が保有する
資産である住宅の低炭素化が大きな課題となる．これらの住宅では，投資余力や低炭素技術に関する情
報不足等から低炭素化が進まないことが予想されるため，低炭素技術の導入効果の可視化による理解
促進を図るとともに，高齢者の経済的な負担を大幅に軽減した導入普及策を講じ，その上で，さらに高効
率化された自然エネルギー活用技術の開発普及を進めていく必要がある．
本プログラムでは，基盤技術として，飛躍的に自然エネルギーの利用効率を高めた低炭素技術の導入
普及を図るため，太陽エネルギーを活用した潜熱顕熱分離型ハイブリッド空調システム，すなわち超省エ
ネヒートポンプ技術開発，実証実験を行う（①エネルギーグループ）．また，この新規技術とともに，既に導
入されつつある低炭素技術の導入効果の可視化技術の実証実験を行い，高齢者の理解促進を図るた
めのユニバーサルな可視化技術の開発普及を図るとともに，高齢者の経済的負担を大幅に軽減した技
術の導入促進のための制度の構築による社会システムの改革を図るものである．
【高齢者の活動支援システムの低炭素化】 高齢者が地域の経済社会活動に積極的に参画・貢献できる
よう，高齢者の健康維持，身体機能の補完，移動の円滑化等の活動支援を行うための技術開発が行わ
れているが，これらの技術の低炭素化を図ることにより，高齢者が低炭素社会に負荷をかけずに活躍でき
るようになる．
本プログラムでは，基盤技術として，高齢者の活動支援技術として最適であるパーソナルモビリティシ
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ステム，すなわち超小型電気自動車の技術開発，実証実験を行う（②モビリティグループ）．また，柏の葉
キャンパスタウンでは，すでに高齢者の健康管理システム，オンデマンドバス，カーシェアリング等の管理
システム等の技術開発や実証実験が進んでいることから，これらの情報を統合化するシステムを開発し，
施設の最適配置や運用方法の最適化を行うことでエネルギー利用の効率化を確保していくための実証
実験を実施する．さらに，これらの技術の導入にあたっては，モビリティシステムの導入のために，道路運
送車両法，道路法，道路交通法等の車両の保安基準や道路管理上の位置づけを明確にするための規
制の合理化が不可欠であり，本プログラムでは，これらの社会システム改革を図るものである．
【高齢者を担い手とする低炭素化】 近年，植物病による農作物被害が全地球生産可能量の３分の１にも
達し，農業資材や農薬投入の無駄が CO2 発生に繋がっている．地域住民が快適な都市生活を享受しつ
つも，都市内の公園，街路樹から周辺部の農地，里山までを円滑に移動し，良好な緑環境の保全，創出
に担い手として参画・貢献できるようになれば，CO2 の吸収源の増大と地域コミュニティーの活性化の両
方が実現でき，明るい低炭素社会の実現へと繋がる．
本プログラムでは，高齢者を植物病予防の担い手として登用し，植物病監視情報システムを核とした
「植物医科学システム」の臨床確立に取り組むとともに，「シニア植物医師訓練プログラム」を開発し，適切
な植物病抑止に向け，柏の葉キャンパスタウン及び周辺農地・緑地において実証実験を行う（③植物医
科学グループ）．また，この新規技術とともに，既に導入されつつある都市緑地や里山や農地から発生す
る間伐材や残渣，建築廃材等のバイオマスを化石燃料の代替燃料として使用する手法についても実証
試験を行う．これらの技術の導入にあたっては，公園樹木や街路樹の公物管理や農地管理に一般の高
齢者を登用するための社会システムの構築が必要であり，植物病エキスパートの普及のためには，地域
の高齢者人材の訓練・登録制度の構築や実施のための情報ネットワークシステムの確立や経済的なイン
センティブの付与が不可欠となる．本プログラムでは，これらを統合的に検討し，社会システム改革を図る
ものである．
３．実施計画
1 年度目から 3 年度目までに，太陽エネルギー利用ハイブリッド空調システム，超小型電気自動車，
および植物医師訓練プログラムについて技術開発，および実証実験を行う．また，これらの技術を社会に
定着させ，十分な効果を挙げるためには，個別の技術開発とともに，これらの技術を有効に社会に定着さ
せる計画を策定し，提言することが重要である．したがって，本プログラムにおいては，高齢者居住充実
のための計画（④都市計画グループ），および高齢者による農地利用，緑地管理活動の計画（⑤農業・緑
地計画グループ）を合わせて行う．また，これらの技術開発，都市計画，および緑地計画を支援する情報
システムの開発（⑥情報システムグループ）も行う．これらの成果に基づき，3 年度目までに，高齢者登用
のための制度に関する基礎的検討，高齢者の経済的負担を大幅に軽減した低炭素技術の導入加速制
度の構築のための必要な検証を終える．あわせて，「明るい」低炭素都市のモデルを構築する．
さらに，4 年目以降に，個別の技術における発展的な実証実験，および都市計画グループ，農業・緑
地計画グループ，情報システムグループを中心としたグループ横断的な実証実験を行う．異なる分野の
情報を統合化することにより，新たなシナジー効果の発現が期待できることから，シニアビジネス等の新産
業創出を促進するための誘導施策を講じることができると考えられる．これらの成果に基づき，高齢者の
資産の低炭素化，高齢者の活動支援システムの低炭素化，高齢者を担い手とする低炭素化のために必
要な社会システム改革の具体像をとりまとめる．最後にプログラムの成果をパッケージ化し，全国・世界へ
の発信を行う．
４．実施体制
本プログラムでは東京大学を中核機関とし，千葉県，柏市，三菱総合研究所が参加して，技術開発・
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社会改革推進チームを編成する．また，協力企業群からなる「明るい」低炭素都市推進協議会，社会シス
テム改革を図るための関係府省の参加を得て運営委員会を置く．中核機関である東京大学は，本プログ
ラム全体の企画運営，技術開発，実証実験の実施，社会システム改革の検討の中心的な役割を担う．千
葉県，柏市は，研究に参加するほか，実証実験の実施に必要な調整，地方行政への反映，行政情報等
の提供の役割を担う．
５．地域の特性と自治体の役割
柏の葉キャンパスタウンは，都市的機能と良好な自然環境が共存する特性を持った郊外都市であり，
一連の技術開発，実証実験を統合的に推進するために最適の立地である．ここでは，東京大学，千葉県，
柏市等が連携して，柏の葉国際キャンパスタウン構想を構築しており，低炭素社会のモデルとなるまちづ
くりを謳い，これまでも，低炭素化のための実証実験を実施してきている．本プログラムの実施は，千葉県，
柏市の目指すまちづくりの方向と合致しており，必要かつ適切な自治体からの協力が期待できる．
６．社会システムとの関連性
高齢者等の経済的負担を大幅に軽減しつつ，低炭素化技術の導入を加速する制度の構築にあたっ
ては，特定の省庁の枞を超えた検討が必要であることから，内閣官房・内閣府との連携が必要である．あ
わせて，経済産業省，国土交通省，環境省，農林水産省との間で規制の合理化，助成制度の整備につ
いて検討する必要がある．
７．採択時コメント
本提案は，環境先進都市創りと高齢化社会問題との融合を図るとともに，超高齢社会における CO2 削
減という意欲的な研究課題設定であり，低炭素社会の実現に向けた社会の意識改革を促す取組として
高く評価できる．また，太陽エネルギーを利用した超省エネヒートポンプ技術や，低炭素導入技術の可視
化など，期待が持てる技術開発が含まれている．さらに，リーダーの下に 6 つの研究グループを設置し，
ブレークダウンした課題との関係を明確にするなど，研究チームの構成も優れている．実施に際しては，
実施体制は自治体，大学及び民間企業との連携のもと，個々の技術の実証試験を行うとともに，社会実
証を行う体制の構築を行うことを期待する．また，本目的の実現に向けた種々の法的規制に対する道筋
を明確にして進めることを期待する．
Ⅱ．ミッションステートメント
（１）課題の概要
低炭素社会の実現と高齢社会の問題克服という現代社会の二大課題に同時に取り組む．高齢者の資
産と能力の積極的な社会への還元を進めることで，成長可能な「明るい」低炭素社会の実現を目指す．
本研究課題では，高齢者の住宅資産の低炭素化，高齢者の活動支援システムの低炭素化，高齢者の担
い手としての低炭素化を進めるために，主に，太陽エネルギーを利用した超省エネヒートポンプ，超小型
電気自動車，シニア植物医師訓練プログラムの開発と植物医師認定の制度設計を行う．都市と自然が近
接する柏市での統合的な実証実験を通じた技術開発と社会システム改革の具体化を図る．さらに，高齢
者が自律協調する低炭素都市モデルを構築し，全国への普及・展開を推進する．
（２）実施期間終了時における具体的な目標
1. 太陽エネルギーを利用した超省エネヒートポンプ，超小型電気自動車，シニア植物医師訓練プログ
ラムについて社会実装できるレベルに技術開発を行う．また，これらの社会実装に際する社会システ
ムの課題を明らかにし，改革を提言する．
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2. 高齢者居住充実のための計画，および高齢者による農地利用，緑地管理活動の計画の実証実験を
通して，高齢社会の克服と低炭素社会の実現を両立させる都市計画，農業・緑地計画を策定し，提
言する．
3. プログラムの成果情報をパッケージ化し，全国・世界への普及・展開を推進する．
（３）実施期間終了後の取組
科学技術振興調整費による実施期間中に，本プログラムチーム（技術開発・社会改革推進チーム）は
関係省庁との間に『運営委員会』，また，連携する民間企業との間に『明るい低炭素都市推進協議会』を
発足させる．終了後は『明るい低炭素都市推進協議会』を法人化し，社会システムの変革の定着と持続
的発展を図る．
（４）期待される波及効果
柏市（柏の葉キャンパスタウン）は，建設途上の新たな郊外都市であり，都市の整備拡大に応じて，低
炭素技術の住宅への導入，高齢者の活動支援システムの普及，高齢者による農地利用・緑地管理の実
施等の取組が継続的に拡大し，社会システム改革の確実な定着が期待される．プログラム実施期間終了
後も，東京大学を中心に開発される低炭素化技術の実証，普及の場として展開していくことが期待できる．
また，高齢者の積極的な参画・貢献により低炭素化を実現しつつ，持続的な成長が可能な都市のモデル
を構築することにより，高齢化により活力を失いつつある各地の郊外都市の再生を促進することが期待さ
れる．高齢者の資産と活力を活用して低炭素技術の導入を飛躍的に加速することが可能となり，温室効
果ガス排出抑制の目標達成に大きく寄与することが可能となる．
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Ⅲ．所要経費
１．プロジェクト全体の所要経費
（単位：百万円）
補助対象経費

22 年度

23 年度

24 年度

25 年度

26 年度

備考

１．設備備品費

62.0

25.1

10.8

18.0

9.0

２．人件費

26.8

68.6

88.7

47

47

7.1

42.4

62.6

31

31

（4 名）

（11 名）

（15 名）

（8 名）

（8 名）

19.8

26.2

26.0

16

16

（49 名）

（39 名）

（27 名）

（23 名）

（23 名）

３．事業実施費

60.7

66.8

67.1

89

97

（１）消耗品費

31.1

19.8

23.2

3.0

6.7

5.1

（３）その他

26.6

40.3

38.7

４．間接経費

44.9

－

－

46.2

45.9

－

17.9

13.5

－

－

計

194.4

178.4

180.0

200.2

198.9

(内，自己資金)

（0.0）

（0.6）

（ 0.2 ）

（ 0 ）

（ 0 ）

補助対象外経費

0

0

0

0

0

（１）事業担当職員
（２）補助者

（２）旅費

５.環境改善費

総計 951.9
( 0.8)
総計 0

２．研究グループ別の使用区分
補助対象経費（単位：百万円）
研究グループ

①エネ

②モビリ

③植物

④都市

⑤農業・緑 ⑥情報

ルギー

ティ

医科学

計画

地計画

システム

⑦共通

計

設備備品費

34.96

29.46

9.74

0

12.74

10.99

0

97.89

人件費

11.24

30.83

38.33

34.48

27.91

28.58

12.77

184.14

事業実施費

28.09

16.69

35.57

25.71

27.88

31.75

28.80

194.49

10.97

8.70

7.93

10.64

10.24

11.69

16.13

76.30

85.26

85.68

91.57

70.83

78.77

83.01

57.70

552.82

間接経費，環
境改善費
計

H22年度の間接経費はグループ等分配とした．
【設備備品名：購入期日，購入金額，設備備品を購入した研究グループ】
① 電力モニターシステム：2010 年 11 月 30 日，9.8 百万円，研究グループ６
② ガスクロマトグラフ N2O 測定システム：2011 年 2 月 25 日，6.0 百万円，研究グループ５
③ 太陽熱集熱器用日射装置：2011 年２月 28 日，13.7 百万円，研究グループ１
④ ワイヤレス給電試験装置小型電気自動車：2011 年 12 月 27 日，5.8 百万円，研究グループ 2
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Ⅳ．自己評価
１．進捗状況
平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災により，平成 22 年度末は予算執行の障害がおこった．平成
23 年度は東京大学の自主的節電 30%の実施により，居室・実験室の空調を停止し，実験を自粛せざ
るを得ず，実験的研究に対して進捗を妨げる要因となった．大電力を使用する装置については許可
制となったが，早朝や夜間に実験を振り分けるなどして，研究の進展に努めた．その結果，研究の遅
延はなく予定通り研究を進めることができた．平成 24 年度は 10～15%の節電を行っているが，進捗に
は影響しない見込みである．
２．研究プログラムの有効性
2.1 プロジェクトの研究目標
「Ⅰ．研究計画の概要 １．プロジェクトの目的・内容・目標」に同じ
2.2 要素技術・システム開発の内容
本プログラムでは，以下の 6 つの研究グループに分かれて要素技術・システムの開発を行っている．
研究グループ

取り組み内容

担当

太陽エネルギー利用潜熱顕熱分離型ハイブリ
① エネルギー

ッド空調システムの開発，太陽熱利用吸収冷温
水機の開発，太陽熱利用エジェクタ・ハイブリッ

東京大学，柏市

ド空調機の開発，および実証実験
② モビリティ

③ 植物医科学

ワイヤレス充電搭載型超小型電気自動車開発,
およびパーソナルモビリティの社会実験
「コミュニティ植物医師」制度の確立，植物病抑
止による農業生産効率の向上

東京大学，柏市

東京大学，柏市

高齢者の生活実態調査・分析，都市緑地の発
④ 都市計画

生状況調査，共助による高齢者のフードデザー 東京大学，柏市
ト問題の解決法の検討
地域住民に依る里山管理，里山バイオマスの

⑤ 農業・緑地計画

利用と適正管理，水田から発生する GHG の適
正管理

東京大学，NPO ちば里
山トラスト，柏市

多様な知識の体系化，情報の管理システムの
⑥ 情報システム

開発，社会情報システムの実証実験，およびプ 東京大学，柏市
ログラムの成果パッケージ化

2.3 社会実証の内容
平成 22 年度から 24 年度にかけて本プロジェクトでは，2050 年に向けて超高齢社会が進んでいく
中で，低炭素社会を実現する未来の都市像を想起し，それに必要な技術システムや社会システムを
開発している．平成 25 年度以降は，それらシステムを社会に実装するために，社会実証実験を行う
予定であるが，将来の都市に必要なすべてのシステムを研究開発し実証試験できるわけではない．
超高齢化に伴い，人口が減尐し都市は縮小ぜざるをえない．コンパクトシティの概念のように都市
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の中心部に人口と機能を集中させることによって，都市の効率を維持しつつ低炭素化を実現する都
市計画はありうるが，これは都市周辺部における空閑地の増加と荒廃を招き，地価の下落，行政サ
ービスの低下といった深刻な問題を引き起こす．本プロジェクトでは，都市の面的な活用を維持しつ
つ，高齢者が健康で活動してゆける都市像を提案することを目標として，未来の都市を描く作業を行
っているところである．
本プロジェクトでは，個別技術としてエネルギーの低炭素化のための技術，分散化した都市内の
コミュニティを結ぶ交通システム，高齢社会を活性化するコミュニティ形成策，土地利用などを含めた
都市計画，里山・緑地の管理システム，コミュニティ植物医師制度，また，全体を有機的に統合する
情報システムなどの研究開発を行っている．それらに対応する実証実験を計画している．

2.4 制度的隘路の抽出と克服
本プログラムに関わる社会システム改革上の制度的隘路として，次のようなものが抽出された．超
小型電気自動車の規制，ワイヤレス充電での電波法の規制，太陽熱集熱器の JIS と海外企画との
不整合，土地利用関係制度の一体的運用の不整合，バイオマス利用に関わる産業廃棄物，一般
廃棄物の区分けなど．それぞれについて省庁の委員会などに参加してどのように改革するか検討
している．超小型電気自動車の規制に関しては，2012 年 6 月 4 日国交省から「超小型モビリティ導
入に向けたガイドライン」の規制緩和の発表に至った．
(「６．社会システムとの関連性（３）制度的隘路」で詳述)
３．実施体制等の有効性
研究体制（技術開発・社会改革推進チーム）
下図のように技術開発チームとして，東京大学の 6 研究グループを配置し，柏市，千葉県，また
関係府省の参画を得て，ともに社会システム改革を進める．さらに，民間企業・NPO の参画を得
て，明るい低炭素都市推進協議会を設け，社会実装の推進母体としている．小宮山前東京大学
総長の提唱する「プラチナ社会研究会」と連携して，「明るい低炭素社会」の実現を推進する．
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運営委員会等
今までに，運営会議を 7 回開催し，プロジェクト研究討論会を 3 回，将来都市 Vision 検討会を 3
回開催した．これにより，プログラム全体の有機的かつ効率的な研究開発が推進された．
また，内閣府開催の社会実証戦略委員会(3 回開催)にて，社会システム改革の課題について報
告した．(「５．実施体制について（２）研究運営委員会等会議の開催状況」に詳述)
所要経費の使途
経費は適切かつ有効に支出されたとものと考える．(「５．実施体制について（３）所要経費の使
途」に詳述)
情報発信
ホームページ，シンポジウム，講演会などの開催，また，各研究グループから様々な形で発表を
行っており，社会に対する情報発信は十分なものと考える．(「５．実施体制について（４）情報発
信（アウトリーチ活動等）」に詳述)
４．実施期間終了後の継続性・発展性
実施体制
社会実装のために「明るい低炭素都市推進協議会」を立ち上げている．社会実証実験の本格
化する H25 年度，H26 年度に，さらに推進協議会を充実する．エネルギーグループ，モビリティ
グループ，情報システムグループでは，これを実施期間終了時の社会実装の母体とする．また，
植物医科学グループ，農業・緑地計画グループ，都市計画グループでは，活動主体の自立的な
運営が可能な体制を構築している．
資金計画
活動主体が，自立的に資金調達が可能な体制を構築するとともに，一層のレベルアップ，高
度化のために，明るい低炭素都市推進協議会をベースにして，さらに新規プロジェクトを立ち上
げて資金を担保する．
成果の活用・展開（政策への反映）
明るい低炭素社会の実現に向けて，将来都市のヴィジョンを明確にして，それに至る道筋，必
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要となる技術開発，都市計画，社会システム改革の案などを提示している．これらは，日本の将
来の同様な都市に活用され展開されることが期待される．また，社会システムの改革の案を政策
提言に結びつけていく．
波及効果
対象都市である柏市の特性に合わせて，開発した技術を有機的に組み合わせカスタマイズし
て適用しているが，本プログラムの成果である「柏モデル」をパッケージ化し，全国・世界への発
信を行う．このための必要な情報を情報システムグループが取りまとめている．
Ⅴ．研究成果
１．採択コメントへの対応
「実施に際しては，実施体制は自治体，大学及び民間企業との連携のもと，個々の技術の実証試験を
行うとともに，社会実証を行う体制の構築を行うことを期待する．また，本目的の実現に向けた種々の法
的規制に対する道筋を明確にして進めることを期待する．」とのコメントに対する対応は，下記の通り．
社会実証を行う体制の構築については， 「明るい低炭素都市推進協議会」を設置して推進中で



ある．現在，民間企業 10 社が参画している．今後，4～5 年目にかけて，社会実証実験を行うにあ
たり，参加する民間企業，NPO を増やす．また，各グループの開発内容に合わせて，民間企業，
NPO，また，柏市の企画調整部，担当課と連携を密にとっている．
法的規制に対する道筋を明確については，内閣府主催の社会実証戦略委員会(これまで 3 回開



催)にて，障害となる社会システムについて報告．また，該当する省庁の審議会などで，規制の改
正などの検討に参加して，道筋を明確にする作業を推進している．
ミッションステートメントに対する達成度
（１）目標・計画の達成度
当初の目標・計画は滞りなく達成された．
2011年3月の東日本大震災により，運営員会が予定通り開催できなかったり，また，夏と冬に東京大
学で，自主的な30%の節電が行われ，実験などに遅れがでるなどの影響があった．ただし，遅れは，
様々な努力で克服し，当初の目標を達成している．
（２）当初計画どおりに進捗しなかった理由
該当なし
（３）研究目標の妥当性について
現時点では，３年目の目標の妥当性と５年目の目標の妥当性について妥当であり，問題はないと考
えている．
３．研究成果の概要
（１） 要素技術・システム開発
計画した通りに要素技術・システム開発は進んでいる．その成果は下記の通りである．
エネルギーグループは，次の候補の 3 つの高効率空調システムの特性と，その省エネ効果を得た．
1)

太陽熱駆動の高効率吸収冷凍機は，理論解析と実データを用いた検討の結果，年間エネルギ
ー削減率は 28％～37％であることが分かった．

2)

太陽熱駆動の乾式デシカント空調機は，エネルギー削減率は約 25％～30％であることが分かっ
た．

3)

太陽熱駆動の蒸気エジェクタと蒸気圧縮式空調のハイブリッドシステムは，冷房期間のエネルギ
ー削減率は約 20％であることが分かった．

モビリティグループ
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1)

高齢者支援のためのワイヤレス充電搭載型超小型電気自動車を開発した．位置ずれとエアギャ
ップに強い電磁共鳴型のワイヤレス充電システムの研究開発の結果，電磁共鳴用アンテナや電
源などのコンポーネント，それを用いた試作機を完成した．その結果，計画通り，1kW程度のワイ
ヤレス給電を安定して行えることが確かめられた．

2)

高齢者のパーソナルモビリティの社会実験の準備を行った．柏市にて超小型電気自動車を公道
走行させた結果，特に危険なく使用できることが確認できた．また，高齢者用のモビリティマネジメ
ントプログラムや外出活動スケジュールを提案するWebアプリケーションを開発した．それを用い
て，高齢運転者にインタビューを実施した結果，基本的な外出パターン，超小型電気自動車に
対する受容性などの知見が得られた．

植物医科学グループ
1)

「植物医師制度」の創設に向け，柏市 14 万戸を対象にアンケートを行った結果，シニア層の関心
が特に高いこと，また「植物医師」に対する需要と供給が高いことが明らかになった．

2)

「植物医師制度」の発足に向け「植物医師訓練プログラム」に用いるテキストおよび認定試験のテ
スト版を作成した．

3)

「コミュニティ植物医師訓練プログラム」を実施して，柏市民約 700 名が合格した．そのコミュニティ
植物医師は約 10 人の班に分かれ，班単位で，家庭菜園，市民農園，公園などで自立的な学習・
活動を展開している．情報グループと連携して，コミュニティ植物医師のフィールドでの学習・活
動を支援するウェブサイトを構築した．

4)

「植物医科学シンポジウム」を2回開催した．日本・韓国・台湾の「アジア植物医科学コンソーシア
ム」を開催した．これを発展させ，「国際植物医科学会」を発足させた．

都市計画グループ
1)

高齢者の「居住地選択」と「空間内移動の実態」，および「居住に関わる各種計画・規制手法に関
する住民の意識」について，柏市，東京都の住民を対象にアンケート調査を行った．その結果，
A) 居住者の属性と居住地の物的環境の両者を考慮に入れることで，居住満足度を向上させうる
計画手法に対する示唆を得た．B) 高齢者がよく利用する諸施設までの近接性が居住満足度に
どのように影響するか分った．

2)

高齢者を対象とした調査を行い，共助による高齢者のフードデザート問題の解決法や，食を通し
たコミュニティ形成による高齢者の生活支援の可能性について検討した．

3)

都市緑地の発生状況・適性度調査を実施した．また，柏市の空閑地活用の「カシニワ」制度につ
いて，利用者や行政へのインタビューなどを実施した．その結果，この制度を活用した農園の開
設には，約半数の市民が賛同し，3～4 割の市民は作業負担を負うことも受容していることが分っ
た

農業・緑地計画グループ
1)

水田から発生する温暖化ガスの適正管理に関し，試験水田で発生状況を測定し，実験区画にて
「連続灌漑」「間断灌漑」「直播無灌漑」の 3 つの水管理パターンを実行・比較した．その結果，
「間断灌漑」が，温暖化ガス制効果が高いことが分った．

2)

農地・里山由来バイオマスの最適な分配・利用システムの構築に関し，里山から発生したバイオ
マスをエタノールプラントで液体燃料化する実験を繰り返し，地域内におけるバイオマスの利用
可能性を検討した．

3)

里山バイオマス利用の生態系への影響とその適正管理に向けて，NPO 法人ちば里山トラストが
管理する林を実験区に選定して，管理の前と後の林内環境と，管理に伴い発生するバイオマス
の把握に向けた現地調査を行った．
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4)

「農・里山管理」に携わる地域住民を交えた社会システムの設計と評価のために，国内外の先進
地域を訪問し，インタビューやアンケート調査を行った．

情報システムグループ
1)

多様な知識の体系化
情報統合システムによる多様な知識の体系化・パッケージ化と社会的ビジネス・モデルの開発と
展開に向けて研究を行った．国内外のサステイナブル・シティ構築の試みを調査し，健康・環境・
エネルギーなどの社会的価値と両立する技術・経済・社会システムの構築のために，情報・知識
の創出のメカニズム，異なる情報・知識の間の交換・連結・統合のメカニズム，社会的ビジネス・モ
デルの開発，知識・経験・ノウハウのパッケージ化，構築されたシステムの他地域・海外への展開
に関する研究開発を行った．

2)

情報の管理システムの開発
柏市で行われる種々の社会実験の異種のデータを，単一の仕組みで管理するためのデータ変
換機構と，膨大なデータを効率よく分析するための仕組みを設計して，統合データベースのプロ
トタイプを開発した．数千件といった多量の時系列多次元データを分析し，構造化を行い，それ
を可視化する事によって新たな情報を抽出するシステムを開発した．

（２）社会実証
全体計画として，1 年目から 3 年目までは要素技術とシステム開発が主体であり，4 年目以降に社会
実証実験にはいる．(1「Ⅳ．自己評価 2.3 社会実証の内容」を参照)
４．各研究グループ（サブテーマ）の研究成果
（１）研究グループ１
・サブテーマ エネルギー
・グループリーダー 飛原 英治 教授
・参画機関，協力機関 東京大学，柏市
・目標
低炭素社会の実現ため，冷暖房に太陽エネルギーなどの再生可能エネルギーの有効利用は
不可欠である．太陽熱を幅広く普及させ，低炭素化を推進していくためには，業務用への利用推
進も必要である．業務用用途における太陽熱の利用では，給湯・暖房にしか利用できず，利用拡
大に制限がある．従って，業務用のエネルギー使用量で大きな割合を占める冷暖房への利用拡
大が望まれる．冷房利用することで，太陽熱の出力が大きい夏季において利用量を拡大できる．
本プログラムでは，太陽熱を活用することによる高効率ヒートポンプシステムの普及が必要であり，
その基盤技術として，太陽熱を活用した下記の冷房システムの技術開発，実証試験を行う．
・ 太陽熱駆動高効率吸収冷凍機
・ 太陽熱駆動湿式デシカントハイブリッド空調機(潜熱顕熱分離型)
・ 太陽熱利用エジェクターシステム
・成果
【平成 22 年度】は，太陽エネルギーを活用した空調システムの技術開発のため，以下の 4 項目を
実施した．
1)太陽熱温水器の開発
日射模擬装置を用いて，日射量，気温，空気流速などの条件における平板型および真空管型太
陽熱温水器の熱収集効率および最高到達温度を計測した．熱駆動吸収式冷凍機およびデシカント
システムの駆動源である温水温度によって，システムの構成と運転特性が大きく異なるため，太陽光
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エネルギー利用システムの開発に不可欠である実気象条件における熱収集効率と最高到達温度を
把握した．
2) 太陽熱駆動高効率吸収冷凍機のサイクル性能の理論解析
東京ガス湘南ビルにおける吸収冷凍機の実運転データを参照し，サイクルシミュレーションにより，
太陽熱駆動吸収式冷凍機のサイクル性能と運転特性を検討した(図 1-1)．臭化リチウムー水の二重
効用サイクル吸収冷凍機において，リバースフロー，パラレルフローともに太陽熱を低温再生器にお
いて潜熱投入を行うのが他の手法と比較し優れることが分かった．４階建てビルに上記のサイクルを
利用した場合，冷房におけるガス削減率は 28～23％程度が期待できることが分かった．
3) 太陽熱駆動蒸気エジェクタ・ハイブリッド空調機のサイクル性能の理論解析
湿式デシカント空調の理論検討の結果，湿式デシカントシステムは乾式システムより再生温度が
高く，太陽熱のような低温熱源を用いるときのサイクル効率は低いこと，また溶液の同伴により配管の
腐食などの困難があることが分った．そのため，太陽熱を駆動熱源とした蒸気エジェクタと蒸気圧縮
式空調のハイブリッドシステムについてサイクル性能の検討を行うことにした．太陽熱を熱源として蒸
気エジェクタを駆動して，蒸気圧縮式空調機の凝縮温度を下げ，サイクル効率を向上させることが期
待でき，十分な日射量が得られるとき20％の省エネ効果がある結果を得た．
4) 太陽熱駆動乾式デシカント空調機のサイクル性能の理論解析
太陽熱駆動乾式デシカント空調機のサイクル性能の理論解析を行った．その結果から，低温
（50℃から 80℃）における吸湿材料の再生性能及び中温における吸湿性能がデシカント空調のサイ
クル性能への影響が一番大きいことが分かった．そのため，低温再生に適する有機収着剤と無機吸
着剤を用いた二種類の再生器，除湿器を製作し，その実運転性能とサイクルの運転特性を測定し，
サイクルシミュレーションモデルの検証を行った．
【平成 23 年度】は，前年度の結果から有望であることが分かった太陽熱を駆動熱源とした吸収冷凍
機システム，デシカント空調システム，及び蒸気エジェクタ・蒸気圧縮式ハイブリッド空調システムの 3
つのシステムに絞って，サイクル性能に影響を与える各構成要素の動作特性の実験測定とサイクル
性能の検証を行った．
1)

太陽熱駆動吸収冷凍機について，太陽熱専用再生器と太陽熱専用凝縮器を備えた二重効用

吸収冷凍機サイクル(図 1-2)の性能解析ソフトを開発し，理論解析を行った．東京ガス湘南ビルに設
置した吸収冷凍機の実稼働データを用いて理論解析モデルの検証を行い，解析結果と実作動結
果と一致することが確認できた．また，東京地域での年間省エネ効果は 28％～37％であることが理
論解析から分かった(図 1-3，図 1-4)．

図 1－1 太陽熱利用吸収冷凍機の概念図
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図 1－2 ソーラー吸収冷凍機サイクル

図 1－3 太陽熱投入による消費ガス量の

図 1－4 太陽熱利用吸収冷凍機の

時刻変化
2)

省エネ効果試算

デシカント空調システムについて最適なデシカント材の検討を行い，高分子収着材は，メソポー

ラスシリカ吸着材(TMPS)と比較すると時定数はほぼ同等で，吸着量は約 2 倍である．また，太陽熱
利用デシカント空調システムの冷房期間エネルギー効率は約 5.5 となり，エネルギー削減率は約
25％～30％であることが分かった(図 1-5，図 1-6)

図 1－5 太陽熱利用デシカント空調の概念図

図 1－6 高分子収着材と TMPS との吸着性能比較

3) 蒸気エジェクタ・蒸気圧縮式ハイブリッド空調システムについては，要素技術であるエジェクタ単
体の性能試験を行い，定常状態におけるエジェクタ性能評価用理論モデルを作成した．また，本シ
ステムを建物（事務所）に導入する時，全床面積の 1/2 の面積の集熱器を配置することによって，冷
房期間単体での消費エネルギーを約 20％削減できることが分かった(図 1-8)．更に，エジェクタ・蒸
気圧縮式ハイブリッド空調プロトタイプ実験機を設計，製作し，提案サイクルの実運転性能の実験測
定を開始した(図 1-7)．

図 1－7 プロトタイプ試験機

図 1－8 提案サイクルの省エネ性

13

（２）研究グループ２
・サブテーマ モビリティ
・グループリーダー 堀 洋一 教授
・参画機関，協力機関 東京大学，柏市
・目標
高齢者の活動支援システムの低炭素化という視点から，高齢者の移動手段として最適なパーソナ
ルモビリティシステムとして，超小型電気自動車の技術開発，および実証実験を行う．
 超小型電気自動車やキャパシタ電気自動車を開発する．
 超小型電気自動車の付加価値を増加させるために，ワイヤレス非接触給電，予防安全等に取
り組む
 電気自動車を，一定数柏市に投入し，住民の移動ニーズの合致性，環境低負荷への貢献など
を評価する．
 公共交通，オンデマンドバスなども考慮した交通計画全体でのモビリティマネジメントを行う．
・成果
【平成 22 年度】は，便利で安全に急速充電できる，ワイヤレス充電装置を搭載したキャパシタ電気
自動車の研究開発を進めた．H22 年度の社会実験として，高齢者のパーソナルモビリティ利用をモ
ビリティマネジメントの視点から追求し，安全を確保するための検討を行った．また，高齢者活動支
援に最適なカーシェアリングシステムの構築のための検討を行った．
1) 高齢者支援のためのワイヤレス充電搭載型超小型電気自動車開発
高齢者利用を考え，電気自動車の欠点であり，高齢者にとって負担となる充電作業の簡略化を
目指し，電磁共鳴型のワイヤレス充電システムを電気自動車に組み込むための研究開発を行った．
従来の電磁誘導方式によるワイヤレス充電方式では，電気自動車を決められた位置に数センチの
狂いもなく停める必要がる．本プロジェクトにおいては，2007年に発表された電磁共鳴方式によるワ
イヤレス充電を適応し，位置ずれとエアギャップに強いワイヤレス充電システムを構築するため，そ
のコンポーネントの研究開発を行い，電磁共鳴用アンテナや，電源など多くのコンポーネントを完成
した．
2) 高齢者のパーソナルモビリティの社会実験の準備
高齢者の生活環境や身体能力を考慮したパーソナルモビリティの社会実験に向けた準備として，
H23年度以降に本格展開する，超小型電気自動車の公道でのモニター実験に向けての準備を行
った．次に，モビリティマネジメントの実施に向けて，通勤通学用に開発したプログラムを，高齢者の
日常生活への適用を念頭に改訂した．具体的には，居住予定地からキャンパスまで，車，徒歩，自
転車，バスを利用するルートについて，所要時間，料金，CO2排出量，カロリー消費量を提示して比
較させるシステムに関して，出発地点と目的地を任意に与えたときに適用可能なように，必要な道路
ネットワーク，バス網データを整えるとともに，プログラム設計を実施した．最後に，11月～3月の間，
東大柏キャンパス内にカーシェアステーションを設置し，ガソリン車で無料のカーシェア利用実験を
行った．
【平成 23 年度】は下記の 2 項目を実施した．
1) 前年度開発した各コンポーネントを統合，再設計して，キャパシタワイヤレス電気自動車の試作
機を完成した．改良版をメーカと共同開発した（図 2-1）． この結果，計画通り，1kW 程度のワイヤレ
ス給電を地上側給電装置から車両側受電装置に安定して行えることが確かめられた（図 2-2）．また，
実用化に向けては漏洩電磁波の法的かつ技術的な対策が必要であることを明確化することができ
た．
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図 2-1 開発したワイヤレス給電装置（地上側） 図 2-2 開発したワイヤレス給電装置の稼働状態
2) 柏でのモビリティシステムの実証実験として，個人受容と社会受容，移動負荷軽減，車両運用な
どの個別課題を克服し，社会実験の予備実験に向けた下記の取り組みを行なった．
①

柏市北部地域にて市販の超小型電気自動車を走行させ，混合交通下における自車・他者挙
動および通過道路環境を，車載のドライブレコーダ装置によって記録し，安全性や適合性を検
討した．図 2-3 に柏市北部地域での実験状況を示す．また，福岡県朝倉市にて行われた同様
の超小型電気自動車の貸出走行実験（「高齢者にやさしい自動車開発推進知事連合」実施）
に参加し，走行データを収集して同様に分析した． その結果，現状の市販超小型電気自動車
は，出力過小な点を除けば，特に危険なく使用できることが確認できた．

図 2-3 柏市北部地域における実験状況
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②

交通手段別に実行可能な外出活動スケジュールを生成・提案する Web アプリケーションを開発
し，これを用いて柏市北部地域に居住する高齢運転者を対象に，自動車の運転を断念した後
の外出活動に関するデプス・インタビュー調査を実施した．高齢者の基本的な外出パターンの
ほか，超小型電気自動車に対する受容性，外出のスタイルに関する意向や希望，不安点など
重要な知見が得られた．H24 年度以降の準備として，効率的なカーシェアシステムや，利用者
の行動について効率的な利用を自動的に提案提示するシステムなどの実装について整理・検
討を行った．

（３） 研究グループ３
・サブテーマ 植物医科学グループ
・グループリーダー 難波 成任 教授
・参画機関，協力機関 東京大学，柏市
・目標
植物医科学グループは，植物病抑止の担い手として高齢者を登用する「シニア植物医師訓練プ
ログラム」を開発・実施し，高齢者を担い手とする植物病抑止を目指している．植物病抑止による
農業生産効率の向上は，無駄な肥料・農薬の投入を省くことを通じ，農業の低炭素化に貢献す
る．
・成果
【平成 22 年度】は，「植物医師制度」ならびに「シニア植物医師訓練プログラムの開発・実施」に向
けた調査を行った．実施内容は下記の 3 つである．
１）植物医師制度の創設に向けた調査
「植物医師制度」の創設に向け，臨床植物医科学に対する市民のニーズ（需要）と，植物医師訓
練プログラムへの参加意欲（供給）を把握することを目的にアンケート調査を行った．本アンケート
調査は柏市のほぼ全世帯の約 14 万戸を対象に行い，およそ 7,000 通の回答（回答率：およそ 5%）
を得た．アンケートの結果，回答者の 50%以上が 60 代以上の高齢者であり，植物病予防の担い手
として期待されるシニア層の関心が特に高いことが判明した．また，「植物医師に相談したい」と回
答した人が 95%以上であり，「ボランティア的な植物医師として協力したい」と回答した人が 70%以上
であった．これらのことから「植物医師」に対する潜在的な需要と供給が高いことが明らかになった．
さらに「植物医師制度」の発足に向け組織した有識者委員会(調査委員会を兼ねる)を立ち上げ
た．これには，実証実験フィールドとなる千葉県柏市農政課，国家資格である技術士（植物保護）
の資格認定制度を運用する日本技術士会より委員が参加した．その結果，資格認定制度の概要
が固まり，植物医師訓練プログラムのカリキュラム作成に向け，柏市および日本技術士会の全面的
な協力を得られることとなった．
２）植物医師訓練プログラムの開発・実施に向けた調査
「資格認定試験」の開発に向け柏市民を対象としたアンケート調査の結果を参考に，「植物医師
訓練プログラム」に用いるテキストおよび認定試験のテスト版を作成した．さらに，農業に新規参入
した一般企業を対象に「植物医師訓練プログラム」を試験実施した．
農業の低炭素化に向けた実証実験では，柏市農政課の協力のもと柏市内の農家を対象に説明
会を実施し，次年度以降の実証実験の実施体制を構築した．さらに，低炭素化の本格的実証実験
に向け，農耕地から発生する温室効果ガスの測定機器および臨床植物医科学のベースとなる高
度先端診断技術の開発を推進した．そのほか，文献および統計等の分析に基づき，植物病抑止
技術による農業の低炭素化に向けたシナリオを策定した．
３）その他
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本プロジェクトへの理解・参加を広く呼びかけることを目的として開催した「植物医科学シンポジウ
ム～低炭素社会の実現に向けて～『植物医師・植物医科学の最前線！』」には，関連企業や研究
機関のみならず多くの一般市民が参加し，植物医科学に対する関心の高さがうかがわれた．このシ
ンポジウムでは，特別講演，基調講演やパネルディスカッションを通して企業・市民・研究者に向け
て植物医科学の重要性・将来性について広く啓発活動を行った．さらに，日本・韓国・台湾の植物
医科学の専門家が一堂に会した「アジア植物医科学コンソーシアム」を開催し，本プロジェクト終了
後の植物医科学事業のアジア展開に向けた連携体制の基盤を構築した．
【平成23年度】は，植物病抑止の担い手として高齢者を登用する「コミュニティ植物医師訓練プロ
グラム」（参加する高齢者に配慮して，「シニア植物医師」ではなく「コミュニティ植物医師」の呼称を
用いた）の制度設計を行い，それを開講・実施した．実施内容は下記の3つである．
1)植物医師制度の試行
前年度の調査や有識者会議に基づき，高齢者を地域における植物病抑止の専門家として育成
することを目的とする「コミュニティ植物医師訓練プログラム」を実施した．同プログラムは柏市民を
対象として募集をかけたところ，1,000 名を超える応募があった．応募者への説明会を経て約 1,000
名がプログラムを受講し，座学による講義，顕微鏡等を用いた植物病診断実習，受講者による成果
発表を行った．
プログラム修了後には，修了者を対象とする認定試験を実施し，約 700 名の合格者が誕生した．
その後，柏市を 7 つのブロックに分け，それぞれに約 10 人の認定試験合格者（「コミュニティ植物医
師」）により構成される「班」を構築した．「コミュニティ植物医師」は，班単位で，主に家庭菜園，市
民農園，公園などの場において自立的な学習・活動を展開している．
以上の取組みに加え，プロの植物医師である技術士（農業部門・植物保護）を集めた「植物保護
士会議」を開催し，植物医師制度の方向性や次年度以降の訓練プログラムの展開について意見
交換を行い，プログラムのさらなる充実のための支援を要請した．
2)植物医師訓練プログラムの実習などに用いる圃場の整備
コミュニティ植物医師がさらなるスキルアップを目指すためには，植物栽培現場における植物病
診断実習の実施が不可欠である．そのための場所を確保することに加え，植物医師制度導入によ
る具体的成果を実証するための場所を確保することを目的として，柏市農政課との連携の下，柏市
内の圃場の整備を進めた．また，整備した圃場において，地元農家の協力を得つつ，マコモ及び
アシタバの試験栽培を行った．その結果，特に新しい作物を導入する際には，プロ農家であっても
臨床植物医科学に基づく植物病抑止の取組みが必要であることが示唆された．
さらに，柏市内の休耕地をペレニアル（宿根性植物）ガーデンとして整備した．ガーデン整備に
先立ち，土壌平準化のためヒマワリを植栽した．コミュニティ植物医師はガーデン整備計画を策定
する段階から関わり，植物の栽培管理作業を通じて学習を行っている．
3)その他
本プロジェクトへの理解・参加を広く呼びかけることを目的として「植物医科学シンポジウム～植
物医科学の社会実装～」を開催した．講演やパネルディスカッションを通して産官学の関係者及び
一般市民に対し，植物医科学の社会実装の現状及び展望に関する啓発活動を行った．
前年度に開催した「アジア（日本・韓国・台湾）植物医科学コンソーシアム」を発展させ，「国際植
物医科学会」を発足させた．各国・地域における植物医科学の社会実装の状況に関する情報交換
を行い，今後さらに参加国を増やしアジア諸国間の連携を強化することを確認した．
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福岡県で開催された日本植物病理学会大会において，プロジェクトの成果に関する講演を２演
題行った．当学会では，植物医科学の専門家とプロジェクトの推進について有益な意見交換を行
った．
情報グループとの連携の下，コミュニティ植物医師によるフィールド（圃場等）での学習・活動を支
援するウェブサイトを構築した．このウェブサイトにより，東京大学植物病院®が保有する植物病デ
ータベースへのフィールドからのアクセスや，班単位での活動状況の記録及び共有が可能になっ
た．
【平成 24 年度】は，都市計画グループおよび農業緑地計画グループと連携し，柏市北部の住宅地
（柏ビレジ）において，地域住民が自らの抱える植物病に関する悩みをコミュニティ植物医師に相
談する「みどりの相談会」を実施した．自宅の庭先での植物栽培が盛んな地域ではあるが，従来は
植物病に関する相談を受け付ける場所がなかったことから，上記相談会の開催に対する住民から
の反響は大きかった．
（４）研究グループ４
・サブテーマ 都市計画グループ
・グループリーダー 浅見 泰司 教授
・参画機関，協力機関 東京大学，国土交通省社会資本整備審議会，柏市公園緑政課
・目標
都市計画グループでは，尐子高齢・人口縮小の都市にあって，高齢者がより居住しやすい都
市をマネジメントする「システム技術」の構築を目的として，下記の社会システム改革に向けた検
討を行う．
（1）都市と農に関わる土地利用関連法制度の一体的な運用
（2）空閑地の暫定的な緑地としての活用
（3）世代間交流および高齢者の居住しやすいコミュニティ形成の手法確立
（4）都市計画関連法制度への性能規定の考え方の導入
柏市において，高齢者居住充実のための「総合的なプランニング技術の実践」および「社会シ
ステムの総合的なマネジメント・システムの提案」を行い，ハードとソフトが融合した都市のマネジ
メントのあり方を，「柏モデル」として他自治体にも普及し，全国での地域主権に立ったプランニン
グの実施につなげる．
・成果
【平成 22 年度】は，緑地環境を有効に活かしながら高齢者の QOL を高める都市計画のあり方を検
討するための調査研究を進めた．具体的には，高齢者の生活実態調査，都市緑地の発生状況・
適性度調査，高齢者をめぐる問題状況の把握と行政対応に関する調査を行った．
1) 高齢者の生活実態調査
高齢者の居住地選択と空間内移動の実態，および居住に関わる各種計画・規制手法に関する
住民の意識について，アンケート調査と文献調査を行った．第一のアンケート調査では，千葉県柏
市，東京 23 区，東京都八王子市の住民を対象に，高齢者の居住地選択の理由を探り，高齢者の
直面している制約を明らかにした．また，高齢者の空間内移動の実態を把握し，高齢者が都市内
移動に際して直面している問題を明らかにした．とくに，施設の訪問頻度，交通モードの使い分け
状況を調べた．第二のアンケート調査では，柏市と東京都の住民を対象に，用途地域や形態規制
など各種計画手法に対する意識について，居住の満足度との関係性に着目しながら調べた．とく
に，都市のコンパクト化を進めるに当たって考えるべき混在について，生活利便性と居住環境保護
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の両視点から考えるための基礎的データを収集した．また，それらに関する統計データによる分析
および理論的分析に着手した．
2) 都市緑地の発生状況・適性度調査
高齢者を中心とした地域住民が，都市郊外部の空閑地等において農的な活動を展開することに
よる，低密な市街地のマネジメントと高齢者等の健康維持の同時達成を目指すため，(a)空閑地の
分布実態の把握の予備的調査と(b)空閑地等を活かした農的活動の取り組み先進事例の把握を行
った．(a)では，千葉県柏市北部の 30 町丁目において，現地踏査により 266 か所の空閑地の所在を
確認し，空閑地の GIS データベースを作成し，空閑地の分類基準の設定や，衛星画像等を用いた
より効率的な空閑地の把握方法の検討を行った．(b)では，都市農業の振興を位置づけた初期の
例である横浜市の「農業専用地区」制度を取り上げ，関係者へのヒアリング調査や文献調査を通じ
て，制度成立の経緯と運用の実態を明らかにした．また，横浜市，世田谷区内において展開する
貸し農園の事例を調査し，関係者へのヒアリング調査より，農地貸借や運営の実態を把握した．
3) 高齢者をめぐる問題状況の把握とこれに対する行政対応に関する調査
兵庫県神戸市では，阪神大震災を契機に先駆的な高齢者に対する取り組みが行われている．神
戸市による取り組み，コレクティブハウジングの現状などについて実態を調査し，公的な計画のあり
方と運用実態およびその限界などを把握した．また，ボランティアによる民間の取り組みについて調
査し，その可能性と，費用場所の確保など具体的な課題を把握できた．新潟県長岡市では，中越
地震後の対応，合併によっておきた問題，積雪地域の課題を調べることができた．長岡市の公的な
取り組みについては，合併によって拡大したそれぞれの特徴のある地域に対して行政として個別に
対応する難しさなどを把握した．また合併した栃尾では，福祉の現場でヒアリング調査を行い，広域
で高齢化が進む地域の課題を把握した．福島県田村市では，広域で人口減尐と高齢化が進行して
おり，深刻な課題が多いにもかかわらず，他の２市と比較すると，具体的にはこれから取り組むという
状況であることと，その内容を把握した．柏市においては，行政の対応および市民活動事例につい
て，収集可能な情報を集めた．
【平成 23 年度】は，次年度以降に予定している実証実験の基礎データとなるアンケート調査，フィ
ールド調査，データ分析等を行った．具体的には，下記 4 点を行った．
1) 高齢者の生活実態調査アンケートの分析を行い，比較対照群として東京大都市圏を対象に同
様の調査を行った．東京 23 区と柏市で行ったアンケートをもとに，都市居住に関わる各種規制手
法に対する居住者の意識・評価について，用途地区など物的環境の影響と，居住・住宅に関わる
属性および個人の価値観との影響を分析した．その結果，以下を明らかにした．
 居住環境の評価において，居住者が重視する価値は，用途地域によって異なる．例えば，商
業系地域の居住者は利便性をより重視する傾向にあり，住居系地域の居住者は，子どもの教
育環境や，地域コミュニティに対する意識が高い．これら居住地選択の際に重視する項目の
違いによって，どういった面での居住満足度が高いかに違いが出ることが示された．
 規制による居住環境の保護に対する態度には，用途地域により異なる．例えば，住居系地域
の居住者は，規制による居住環境の保護を積極的に受け入れている一方で，商業系・工業系
の居住者は，建物密度や用途混在の規制により利便性が低下することを望んでいない．
 また，これら物的環境の影響に比べて，個人の価値観の方が，居住満足度や規制に対する
意識に与える影響が大きいこともわかった．
これらのことから，居住者の各種属性と居住地の物的環境の両者を考慮に入れることで，居住者
の居住満足度を向上させることを可能にするような計画手法に対する示唆を得た．とくに，用途混
在に関連しては，「性能規定」という考え方の適用可能性も条件次第で可能なことが示された．
19

図 4-1 高齢者の居住地の空間的分布
2) 国勢調査などの統計データに基づく高齢者の空間分布分析を，対象を東京大都市圏全域に拡げ
て行った（図 4-1）．東京 23 区と柏市で行ったアンケートと国勢調査などの統計データを分析し，高齢
者の居住と都市内移動の実態を明らかにした．とくに，高齢者がよく利用する諸施設までの近接性が
高齢者の生活満足度にどのような影響を及ぼすか，そしてどのような物理的・社会的要因が高齢者の
移動を妨げるか，分析した．その結果，以下の点が明らかになった．
 東京 23 区と柏市では，高齢者の居住地選択の動機が異なっている可能性がある．23 区の場
合は駅までの距離が効いてくるが，柏市では
商業施設までの距離が重要である．
 高齢者が多く立地する地域に，高齢者が必要と
する施設が近接して立地しているとは言えない．
高齢者向けの病院等の施設整備は，実際の
高齢者の居住分布から見て必ずしも効率的で
ない可能性がある．これは，食料品店に関して
も同様にあてはまる．
これらのことを踏まえ，施設の立地を変える，いわゆる
「ハード」な施策と，施設の立地は変えずにサービスの
流通を工夫することで対応する「ソフト」な施策の双方
のアプローチによる，高齢者の生活満足度向上への
可能性を検討した．
3) 空閑地の利用実態調査を柏市および周辺地域に
拡大して行った．都市郊外部における空閑地を活用
した農的活動の可能性を検討するため，柏市内にお
ける空閑地の地理的分布を調査した．さらに，柏市民
を対象としたアンケートを市と共催し，空閑地を活用し
た農的活動への市民の受容について検討した．また，
空閑地を活用した農的活動の制度面での支援策の検
討のため，先進事例である柏市の空閑地活用施策
「カシニワ」制度について，利用者や行政へのインタビ
ュー，柏市新若柴地区の事例での参与観察調査を実
施した．その結果，以下を明らかにした．
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図 4-2 農的利用が行われている空閑地及
び空閑地の抽出（青ハッチは第一種・第二
種中高層住居専用地域，第一種・第二種
住居専用地域，準住居地域を示している）

 柏市内の住居系用途地域には，1077 箇所の空閑地があり，うち 128 箇所では，非公式的な住
民同士でのやり取りに基づく農的な利用が見られる（図 4-2）．
 カシニワ制度を活用した農園の開設には，約半数の市民が賛同し，3～4 割の市民は作業負
担を負うことも受容している．
 カシニワ制度で作られた農園は，従来の都市公園よりも密な利用者と場所とのかかわりを生む
ことにより，都市の緑地の中でも独自の価値を持つ場所として住民に認識されている．
これらのことから，柏市の空閑地の農的活動の場所としての可能性を検討した．
4) 高齢者を対象とした社会調査を行い，共助による高齢者のフードデザート問題の解決法を検討し
た．｢農｣との接触に対する要望や制約を明らかにして，高齢者を担い手に含むシステムを構想するた
めの具体的な知見を得た．買い物不便を抱え，高齢化の進む柏市内の住宅地，東急柏ビレジにおい
て行ったアンケートをもとに，食を通したコミュニティ形成による高齢者の生活支援の可能性について
検討した．その結果，以下を明らかにした．


柏ビレジにおける既存のコミュニティカフェは，男性が入りづらく，とくに男性の生活支援に
おいては限界がある．



柏ビレジ住民の買い物はスーパーに偏っているが，スーパーが遠隔地にあるため，交通手
段に乏しい高齢者にとって利用しづらい．



地域での食に関するイベントとして「惣菜屋」や「カフェ」等の賛同率が高い．これらより，高
齢化が進む住宅地における「食」を媒介とした社会実験の可能性を検討した．

（５）研究グループ５
・サブテーマ 農業・緑地計画
・グループリーダー 横張 真 教授
・参画機関，協力機関 東京大学，柏市
・目標
高齢化対応と低炭素化という２つの課題に対して，都市の CO2 吸収源である都市緑地や里山，農
地を対象に，ローカルな再生可能資源の効果的な利用と，それを人々のライフスタイルに結びつ
ける社会システムを提示することを目標とする．また，統合的な実証実験を通して，技術が社会に
有効に定着する計画を策定し，提言を行う．具体的には，次の 3 課題について検討を行なう．
 高齢者を中心とした住民が緑地管理に携わるためのスキームの開発・実施
 緑地管理時の生態系への影響や温室効果ガス発生状況の解明
 緑地管理により発生したバイオマスを再生可能エネルギーとして有効活用するスキームの提
案・評価
・成果
【平成 22 年度】は，各課題に関わる社会実験の実行に向けた準備，調整および，実験に必要な
基礎的データの取得を中心に行った．具体的には，実験対象となる里山および農地の選定，管理
を行う NPO 法人ちば里山トラストへの説明会の開催，住民属性の把握，工場等における堆肥やウ
ッドチップの現状フローの把握等を行った．さらに，水田からの GHG(温暖化ガス)計測や管理対象
地の植生調査等，今後経年的に計測が必要な項目に関してはデータの取得を始めた．また，社会
実装に向けて参考にすべき先進事例の調査も行った．H22 年度に実施したのは以下の 4 項目であ
る．
1) 水田からの GHG 発生状況とその適正管理
水田からの GHG の発生量は農業分野からの発生量のなかで大きな割合を占めている．これは
水田土層が湛水条件下で還元状態であることから起きるものであり，還元状態を抑える水管理によ
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って GHG 発生が抑制されることが期待される．そこで流山市および神崎町における試験水田にお
いて，水田からの GHG の主成分であるメタンと亜酸化窒素の濃度測定を開始した．メタン測定は現
有のガスクロマトグラフィで行い，亜酸化窒素は購入した備品で行った．
2) 農地・里山由来バイオマスの最適な分配・利用システムの構築
柏市に立地する 2 社を対象に，生ゴミ等有機性廃棄物と，廃材等木質系廃棄物の処理状況に関
して調査を行い，両企業における現状のマテリアルフローの解明に向けた基礎的データを得た（図
5-１）．さらに，堆肥等得られたバイオマスの利用先として，同じく柏市北部に位置する K 農場を選
定し，関係者との協議を開始した．
3) 里山バイオマス利用の生態系への影響とその適正管理
柏市に分布する大規模里山において活動を行う NPO 法人ちば里山トラストと協議を行い，同団
体が管理する 4 林分（A，B，C，D）を，本事業における実験区に選定した．さらに，それぞれの林分
に対して複数の調査区を設置し，樹木個体や地表徘徊性甲虫に関する調査を開始し，管理前の
林内環境に関するデータを取得した．また，ウッドチッパーや薪割り機，チェンソー等の機械の使
用準備を整え，上記項目 2 との連携の下，管理後の林内環境と，管理に伴い発生するバイオマス
の把握に向けた関係主体との協議，現地調査を行った．
4) 「農・里山管理」に携わる地域住民を交えた社会システムの設計と評価
高齢者を主要メンバーとするＮＰＯ法人ちば里山トラストに対してヒアリング調査を行い，団体のこ
れまでの活動履歴，メンバーの属性，里山管理活動への参加動機等を把握した．

図 5-１：柏市のバイオマス業者を中心としたマテリアルフロー
【平成23年度】総合的な社会システムの開発と社会実装に向けて，前年度行った４項目をさらに詳
細に検討した．ここで想定する社会システムとは，「高齢者を中心とする地域住民によって緑地管理
が促されることにより，管理そのものによる低炭素化効果や，発生したバイオマスの活用による低炭
素効果が得られ，さらに生物相の保全にも貢献することができる緑地管理・活用スキーム」である．
本プログラムの最終目標である社会実装を強く意識し，計８回の会議を，他グループ（都市計画，情
報システム，植物医科学）のメンバーや，柏市公園緑政課，ＮＰＯ法人ちば里山トラストのメンバーと
共同で行い，主体間の連携を強化しながら，以下の4項目を実施した．
1)

水田からの GHG 発生状況とその適正管理
水田から発生する GHG(メタン，亜酸化窒素)を計測し，水管理の工夫による低炭素効果を測定し

た．具体的には，有限会社柏みらい農場の協力の下，0.2～0.3ha の実験区画にて「連続灌漑」「間
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断灌漑」「直播無灌漑」の 3 つの水管理パターンを実行・比較した結果，間断灌漑にて GHG 抑制効
果が高いことが確認された．また，直播無灌漑では，十分な収量を得ることができなかった．
2)

農地・里山由来バイオマスの最適な分配・利用システムの構築
里山から発生したバイオマスをエタノールプラントで液体燃料化する実験を繰り返し，地域内にお

けるバイオマスの利用可能性を検討した．具体的には，株式会社 Biomaterial in Tokyo に広葉樹チ
ップとササチップからのエタノール製造実験を依頼し，製造過程における物質収支やエネルギ回収
効率を明らかにした．また，ＮＰＯ法人ちば里山トラストの協力の下，実験区３箇所においてそれぞれ
広葉樹・針葉樹の間伐，ササの刈り取りを行い，発生したバイオマスを測定するとともに（図 5-２），年
輪解析により樹木の生長過程（炭素固定過程）を明らかにした．
3)

里山バイオマス利用の生態系への影響とその適正管理
高齢者を中心とした地域住民による里山管理実験を，昨年度に引き続き継続実施した．里山バ

イオマス利用の生態系への影響とその適正管理を目的として，具体的には，ＮＰＯ法人ちば里山トラ
ストの協力の下，実験区４箇所（A，B，C，D）においてそれぞれ下草刈り，広葉樹の間伐，針葉樹の
間伐，ササの刈り取りを行い，林内の照度・温度・湿度や林床植物，及び地表徘徊性甲虫の出現
数・個体数等に関するデータを取得した．さらに甲虫に関しては，比較対象として林分に隣接した樹
木のない箇所のデータを取得した．
4)

「農・里山管理」に携わる地域住民を交えた社会システムの設計と評価
先進事例国内外調査を行い，さらに高齢者を中心とした地域住民の緑地管理に対する意向，要

望，参加のあり方に関してインタビューやアンケートを行った．具体的には，岡山県真庭市，ドイツ・
ユーンデにて小規模バイオマス地域内利用の事例や，デンマーク・コペンハーゲン，ドイツ・ベルリン，
カナダ・バンクーバーにてコ
ミュニティガーデンの事例を
調査し，カシニワ制度への
反映を検討した．また，カシ
ニワ制度にもとづき空閑地
の管理活動を行う新若柴町
会のメンバーに対してグル
ープインタビューを行い，柏
市公園緑政課の協力の下，
柏市民を対象とした大規模
アンケート調査を行い，カシ
ニワ制度への協力意向や
緑地管理に対する要望等を
明らかにした．

図 5-2：里山間伐時に発生するバイオマス測定結果（実験区 C）

（６）研究グループ６
・サブテーマ 情報システムグループ
・グループリーダー 岡本 孝司 教授
・参画機関，協力機関

東京大学

・目標
情報システムの目的は，環境に存在する，現状は捨てられている大量の情報を収集するとともに，
これらの構造化，分析を行い，高齢化社会や低炭素社会に向けた，必要な情報を提供するシステ
ムを構築し，その有効性を評価することにある．
23

具体的には，柏市をフィールドとして行われる実証実験データをサンプルデータとして用い，シス
テムの構築と評価を行う．このため，他の研究グループより供給される，多次元で複雑なフィールド
情報を収集，管理するとともに，データの構造化を行い，さらにデータマイニングを施し，より高度化
された情報を抽出する．
・成果
【平成 22 年度】は，情報システムの具体的な設計を進めるとともに，コアとなるデータ構造化，デー
タマイニングなどの手法について研究を行った．具体的には，1)知識体系化検討，2)データ構造
化試験，3)分析管理システム設計を推進した．
1) 知識体系化検討
情報統合システムによる多様な知識の体系化・パッケージ化と社会的ビジネス・モデルの開発と
展開に向けて，研究を行った．H22 年度は，環境・エネルギー，健康イノベーション創出のメカニズ
ムに関する基礎的な調査を行った．世界各地におけるサステイナブル・シティの構築の試みを調
査し，環境，エネルギー，健康などに関するどのような要素が重要で，どのようなデータ・情報が関
わり，どのように統合していくことが可能か，などに関する基盤的な調査を行った．その結果，明る
い低炭素社会を構成する 4 つの要素（｢高齢者による地域社会参加・就労｣，｢市民農園・緑地化計
画｣，｢高効率公共交通システム（モビリティの向上）｣，｢省エネ住宅・電気機器（スマートグリッド）｣）
を同定した．オープンソースソフトウエアである ShareFast システムによりコラボレーションにおける
知識の体系化が可能であることを実証するためのデータ収集を開始した．
2) データ構造化試験
データ構造化試験として，各家庭や工場などで用いられている複数の電子機器の電力量を入力
情報として，構造化評価を行った．本試験においては，大量の時系列多次元データを扱うことが重
要である．例えば電力量の時系列であれば，機器の用途や利用者，設置場所，設置組織といった
多次元の属性が時系列に付随し，これら多数の時系列データから次元間の関係を明らかにするこ
とが電力の効率利用のための新たな知見に結びつく．個々のデータ自体を分析するのではなく，
100 件，1000 件といった多量のデータを分析することで，構造化を行い，それを可視化する事によ
って新たな情報を抽出した．具体的には，温度と湿度，単位時間あたりの電力消費量を計測して
データベースサーバへと集約する電力モニターシステムを導入し，研究室や家庭に設置された
個々のコンポーネント毎に，その電力量使用履歴を取得するシステムを構築した．導入した電力セ
ンサと研究室における計測結果の例を図 6-1 に示す．

図 6-1 導入した電力センサと研究室における実際の計測
データは MySQL サーバへと自動的に蓄積され，ブラウザやコンソールから必要な期間や機器
に関するデータを取得することができる．その上で電力利用状況を効果的に可視化するための手
法の検討を行った．また，得られたデータをベースに，エージェントモデルを構築し，多量データ分
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析のためのシステムを構築した．例えば機器利用者の一日の行動モデルおよび機器の状態遷移
モデルを設計し，それら多数のエージェントの集合的アウトプットとして電力使用量の推移予測を
行った．エージェントモデルとシミュレーションの例を図 6-2 に示す．これらの情報を構造化して可
視化を実施し，特異点などの新しい情報を抽出することができた．
3) 分析管理システム設計
柏市で行われる各種社会実験で得られるデータを，統合化して保存するためのデータベースの
開発に向けて，データベースの基本設計を行った．種々の社会実験から得られる異種のデータを
単一の仕組みで管理するためのデータ変換機構と，膨大なデータを高性能なハードウエアを利用
しつつ効率よくデータ分析を行うための仕組みを設計した．各種統計ソフトを分析システム上で利
用し，データマイニングの基本的な分類方法である決定木に注目して，決定木を生成あるいは木
の構造を決定する各種アルゴリズムの調査を行った．ウェブ上のデータを利用して決定木分析に
より分析されるデータにとって支配的な説明変数が発見できることを示した．また，地理情報のデ
ータを処理するための基盤情報システムを整備した．

図 6-2 １日 24 時間の電力利用エージェントの生活モデル（左）とエージェントモデルを用
いた電力使用量の予測シミュレーション（右）
【平成 23 年度】は，高齢化・低炭素化社会へ向けた活動を支える情報インフラの整備を行うため，
以下の 3 項目を実施した．
1) 多様な知識の体系化・パッケージ化
健康・環境などの社会的価値と両立するような技術・経済・社会システムの構築のために，情報・
知識の創出のメカニズム，異なる情報・知識の間の交換・連結・統合のメカニズム，社会的ビジネ
ス・モデルの開発，知識・経験・ノウハウのパッケージ化，構築されたシステムの他地域・海外への
展開に関する研究開発を行った．今年度は，地域における産学官連携の取り組みとして，海外に
おける事例も収集し，プロジェクトの目的，関係しているアクター，参加へのインセンティブ，機能・
役割の配置などの分析をもとにして，どのようなアクターがどのような情報・知識を創出・共有し，ど
のように連携して，どのような価値を生み出すことができるのか，基本的なメカニズムなどに関する
調査を行った．
2) データ構造化評価
前年度実装した複数の電子機器の電力量を入力情報として，データ構造化と可視化を実施し
た．具体的には，多次元の属性を持つ電力時系列データに対するデータ構造化と，ヒートマップ
手法およびストリームグラフ手法に基づく新しい可視化手法の開発およびその評価実験を行った．
その可視化例を図 6-3 に示す．また，スカラーデータだけではなくテキストデータに対する構造化
評価として，ウェブ上に公開されている事故データベースからの知識抽出を実施するとともに，デ
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ータベースに出現するキーワードの頻度情報を基に，多次元時系列テキストデータに対する行列
表現を用いた新しい可視化分析手法の開発を行った．

図 6-3 ヒートマップ手法とストリームグラフ手法の融合による新しい時系列データ表現（左）と事
故データベースを用いた多次元時系列テキストデータの分析（右）
さらに植物医科学グループと共同で，コミュニティ植物医が植物病データベースを活用するため
の新たなインターフェイスを設計し，コミュニティ植物医の活動履歴をデータ構造化評価の新たな
入力情報とするための情報システム基盤を構築した．
3) 分析管理システム実装
他の研究グループの実証実験から得られる種々のデータを，統合化して保存するための統合
データベースのプロトタイプを開発した．異種のデータソースからのデータに対しても相関関係の
分析などが可能になるシステムを開発した．計測された異種のデータソースからのデータに対して，
RDF形式のメタデータを付与してデータの分析に必要な補助情報を合わせて管理する仕組みを
実現した．また，コミュニティ植物医の活動における移動データを記録する仕組みを検討した．
（7）研究グループ 7
・サブテーマ 共通
・グループリーダー 飛原 英治 教授
・参画機関，協力機関 東京大学，柏市，千葉県，三菱総合研究所
・目標
共通グループでは，プログラム全体の運営を目標としている．具体的には，運営委員会，明る
い低炭素都市推進協議会，プロジェクト研究討論会，将来都市 Vision 検討会，シンポジウム，講
演会の開催，本プログラムのホームページの運営・更新，および予算の作成・調整などを行う．
・成果
1) 運営員会の開催 「５．（２）研究運営委員会等会議の開催状況」で述べる．
2) 低炭素都市推進協議会の推進
本推進協議会の運営などは H22 年度，H23 年度は三菱総合研究所に業務委託している．事務
局は(財)総合研究奨励会が担当する．この推進協議会の立ち上げのため，参加する企業・NPO
を募集した．現在まで 10 社の参加があった．本プログラムが来年度から社会実験のフェーズには
いるので，さらに企業や NPO の参加を呼び掛ける．
3) プロジェクト研究討論会
本プログラムが 6 研究グループから構成されており，グループ間の相互理解・協力を密にするた
めにプロジェクト研究討論会を年 3 回開催した．
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第 1 回 2011/8/5

エネルギーグループとモビリティグループからの発表

第 2 回 2011/11/8 植物医科学と情報グループからの発表
第 3 回 2012/02/29 都市計画と農業・緑地計画からの発表
4) 将来都市 Vision 検討会
この検討会は，本プログラムの統合的実証実験に向けて，本プログラムで提示した将来像よりも
さらに広い将来都市の Vision を提示することを目的に若手研究者による検討会を 3 回開催した．
第 1 回 2011/9/23，第 2 回 2011/12/9，第 3 回 2012/02/29
5) シンポジウム
本プログラムの概要を広く一般に提示するため下記のシンポジウムを開催した．
日時: 2011 年 12 月 14 日(水) 13:30～17:30
会場: 東京大学・本郷キャンパス 小柴ホール (理学部 1 号館内)
参加者: 170 名，参加費: 無料
主催: 東京大学大学院新領域創成科学科，協賛: (財)総合研究奨励会，後援: 千葉県柏市
6) 講演会
下記の講演会を柏市と共同で開催した．
講演者: スウェーデン特命全権大使 H. E. Mr. Stefan Noreén
タイトル: Swedish Environmental Policy - with examples of local initiatives
スウェーデンの環境政策と地方の取組みの実例紹介
日時: 2011 年 2 月 21(月) 13:30-15:00，会場:東京大学・柏キャンパス，柏図書館・メディアホール
参加費: 無料，参加者: 150 名，主催: 東京大学・柏市
５．実施体制について
（１）研究体制（技術開発・社会改革推進チーム）
「Ⅳ．自己評価 ３．実施体制等の有効性」に示したものと同じ
（２）研究運営委員会等会議の開催状況
研究運営委員会委員一覧
氏名

所属機関

役職

◎飛原 英治

東京大学大学院新領域創成科学研究科

教授

堀 洋一

東京大学大学院新領域創成科学研究科

教授

難波 成任

東京大学大学院農学生命科学科

教授

浅見 泰司

東京大学空間情報科学研究センター

教授

横張 真

東京大学大学院新領域創成科研究学科

教授

岡本 孝司

東京大学大学院工学系研究科

教授

大宮司 啓文

東京大学大学院新領域創成科学研究科

准教授

松尾 一也

東京大学大学院新領域創成科学研究科

特任研究員

田谷 徹郎

千葉県総合企画部政策企画課

課長

猿渡 久人

千葉県柏市企画部

部長

石名坂 賢一

千葉県柏市企画部企画調整課

副主幹

○小宮山 宏

東京大学

総長顧問

○山田 興一

(独)科学技術振興機構低炭素社会戦略センター

副センター長

□後藤 大亮

内閣府政策統括官付 総合科学技術会議事務

□福井 俊英

文部科学省研究開発局環境エネルギー課
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□矢崎 琢也

同上

□松本 康志

同上

□山下 廣順

(独)科学技術振興機構

□松田 成信

(独)科学技術振興機構

プログラム主幹

◎研究運営委員長，○アドバイザー，□オブザーバー, 平成 24 年 4 月現在
運営委員会等の開催実績及び議題
(a) 運営委員会
第 1 回（平成 23 年 1 月 5 日）
議題： 1.運営委員会の規則，2.年間の事業計画, 3.今年度事業計画, 4.来年度予算, 5.協議
会の基本的構造, 6.協議会規則, 7.その他
第 2 回（平成 23 年 4 月 28 日）
議題： 1.平成２３年度予算（案）について, 2.内閣府第２回社会実証戦略委員会について, 3.
明るい低炭素都市推進協議会について, 4.その他
第 3 回（平成 23 年 10 月 12 日）
議題： 1.第 2 回運営委員会議事録（案）について, 2.グループごとの研究進捗状況について, 3.
社会実験のイメージ(案)について, 4. 予算執行状について, 5.その他（今後の予定等）
第 4 回（平成 23 年 12 月 14 日）
議題： 1.第３回運営委員会議事録（案）について, 2.統合的社会実験（案）について, 3.予算執
行状況，来年度予算について, 4.シンポジウムについて, 5.その他（今後の予定等）
第 5 回（平成 23 年 2 月 29 日）
議題： 1.第 4 回運営委員会議事録（案）について, 2.予算執行状況と来年度予算折衝状況, 3.
その他（今後の予定等）
第 6 回（平成 23 年 3 月 27 日）
議題： 1.第 5 回運営委員会議事録（案）について, 2.内閣府・社会実証戦略委員会報告(大宮
司先生), 3.今年度の成果, 4.来年度事業計画, 5.来年度予算, 6.今年度実算, 7.協議会推進状
況(三菱総研), 8.その他（今後の予定等）
第 7 回（平成 23 年 5 月 21 日）
議題： 1.課題代表者挨拶, 2.議事録確認, 3.平成 24 年度予算について, 4.中間報告書とりまと
めについて, 5.その他
(b) 研究成果報告会
下記(4)情報発信のシンポジウムと兼ねる．
(c) 研究連絡会
プロジェクト研究討論会として開催
第一回（平成 23 年 8 月 5 日） エネルギーグループとモビリティグループの発表
第二回（平成 23 年 11 月 8 日）植物医科学グループと都市計画グループの発表
第三回（平成 24 年 2 月 29 日）農業・緑地計画グループと都市計画グループの発表
将来都市 Vision 検討会として開催
第一回（平成 23 年 12 月 9 日）
第二回（平成 24 年 2 月 29 日）
（３）所要経費の使途
(３-１）研究グループ１ エネルギーグループ
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平成 22 年度

人件費

事業担当職員

348,395

人数

職務内容

1

太陽熱利用空調機の消費実態調査と分析
1 名は太陽熱回収効率の性能実験とデータ整理，

補助者

244,563

2

1 名は太陽熱駆動吸収冷凍機のサイクルシミュレ
ーションと実証実験装置の設計

小計

592,958

平成 23 年度
事業担当職員

3

人件費

人数

4,200,069

1

職務内容
太陽熱利用空調機の消費実態調査と分析
1 名は超省エネデシカント空調の開発の実験測定

補助者

368,269

2

とデータ解析，1 名は超省エネヒートポンプの開発
の実験測定とデータ解析

小計

4,568,338

3

設備備品費
名称
データロガー
開放系低温恒温水循
環装置
太陽熱集熱器日射装
置

型式

用途

江藤電機製/CADAC3

太陽熱温水器の温度計測

519,750

アイラ製/CTP-6OOO

太陽熱温水器の温度設定

535,500

岩崎電気(株)製

太陽熱温水器の開発

ユニット型温湿度供給

エ ス ペ ッ ク ﾃ ｸ ﾉ 製 太陽熱温水器の温湿度設

装置

/ASE-21O

環境棟 027 号室動力盤
環境棟 027 号室空調機
自動エリプソメーター
液体駆動ポンプ
コリオリ流量計
スピンコーター
注入シリンジポンプ

定

サービス電機製動力盤 太陽熱温水器実験のため
/3P200A 用

の空調機

ダイキン工業製冷房空 太陽熱温水器実験のため
調機/SZYV20BA

の空調機

溝尻光学工業所製

デシカント空調システム用

/DHA-FX2

のセンサの評価のため

富士テクノ工業(株)製

デシカント空調システムの

/HYSA-12

デシカント材料の特性把握

オーバル社/ALTI mass エジェクタ・圧縮ハイブリッ
タイプ U 型式 CAOO6

ド空調システムの流量測定

ミカサ製 /MS-A1OO

デシカント空調システム用

型

のセンサの試作

ハーバードアパラダス

デシカント空調の吸着剤の

製 / PHD UL TRA 型

合成用

薄型可変スイッチング

菊水電子工業製

電源

/PAG8-600 3P200 型

エジェクタ・蒸気圧縮式
ハイブリッド空調機性能

太陽熱空調の温度調節用

価格

13,650,000
2,052,750
997,500
999,600
3,990,000
1,680,000
1,782,900
567,000
577,500
651,525

エジェクタ・圧縮ハイブリッ
日冷工業製

ド空調システムの性能を確

試験システム

認するために用いる
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2,709,000

（３-２）研究グループ２ モビリティグループ
平成 22 年度

人件費

人数

事業担当職員

1,056,825

1

補助者

3,247,532

6

小計

4,304,357

7

人件費

人数

9,102,743

2

平成 23 年度
事業担当職員

職務内容
1 名は高齢者運転者向けモビリティマネジメントシス
テムの開発
6 名は電気自動車へのワイヤレス給電技術の研究

職務内容
1 名はドライブレコーダによる安全走行評価，1 名は
カーシェアリングシステムの研究開発
1 名は高齢者運転者向けモビリティマネジメントシス

補助者

4,025,238

4

テムの開発，3 名は電気自動車へのワイヤレス給電
技術の研究開発

小計

13,127,981

6

設備備品費
名称

型式

用途

パワエレ用デジタル制

マイウェイプラス製/

ワイヤレス充電受電側制

御システム

PE-Expert3

御システム用

ミックスド・シグナル・オ

日 本 テ ク ト ロ ニ ク ス 製 システム開発用電圧電流

シロスコープ

/MS03034

高周波電源装置
電子負荷装置
ネットワークアナライザ
コムスデリバリー
等方性電磁界測定器
コムス搭載用 高性能ド
ライブレコーダ

測定器

Noda RF Technologies 製
/500W13.56MHz 複合型

ワイヤレス充電用電源

菊水電子工業製

ワイヤレス充電システム

/PLZ1004W

開発用模擬負荷

ハイテクアンドファシリテ
ィ製/HP8753E

アンテナ製作用測定器

トヨタ製/AK10E-PD ライト 超小型電気自動車の実
アクアメタリック

走行データ収集用車両

Narda S.T.S 社製

ワイヤレス充電用漏洩電

/EHP-200 型

磁界測定器

ITS2 製/VSR-COMS-21

運転操作・車両挙動・走
行環境のデータ取得用

価格
1,210,545
2,463,300
1,429,575
538,650
1,259,685
807,975
1,406,475
2,664,690

基盤加工機

ミッツ製/Eleven T

回路基盤作成機

924,000

赤外線サーモグラフィ

テストー製/testo 881-2

アンテナ温度測定器

883,575

コムスデリバリー

トヨタ製 /AK10E-PD

ワイヤレス給電試験装
置
ワイヤレス給電試験装
置

長野日本無線製/

ワイヤレス充電用超小型
電気自動車車体
安全装置付きワイヤレス
充電システム

807,975
4,126,644

長野日本無線製／小型 安全装置付きワイヤレス
電 気 自 動 車 （ コ ム ス 充電搭載超小型電気自
AK10E-DP) 受 電 側 装 置 動車
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5,848,356

／キャパシタ付
ディジタルロックインア

エヌエフ回路設計ブロッ ワイヤレス給電の周波数

ンプ

ク製/LI5630

調整用

568,575

（３-３）研究グループ３ 植物医科学グループ
平成 22 年度

人件費

人数

職務内容
1 名は植物医師訓練プログラムの作成，および実

事業担当職員

5,649,768

2

施指導，1 名は植物医師制度の創設に向けた認
定プログラムの開発
13 名は植物医師訓練プログラムの作成，実施指

補助者

3,229,218

15

導における補助作業およびデータ整理，２名は植
物医師制度創設に向けた調査およびデータ整理

小計

8,878,986

平成 23 年度

人件費

17
人数

職務内容
1 名は植物医師訓練プログラムの作成，および実

事業担当職員

10,879,237

2

施指導，1 名は植物医師制度の創設に向けた認
定プログラムの開発

補助者
小計

2,777,593

1

13,656,830

3

１名は植物医師訓練プログラムおよび認定プログ
ラムの開発に関わる補助・助言

設備備品費
名称

型式

用途

デジタル位相差顕微

コアフロント社製 (横型

植物病の診断をより簡便に

鏡

特注品）

行う顕微鏡システムの開発

米国 Thermo Fisher
極微量分光光度計

Scientific 社製
NanoDrop 2000ｃ
タイテック社製

バイオシェーカー
ラボ用オートクレーブ

G・

病原菌の効率的な培養に
用いる

トミー精工社製 LSX－

汚染植物および実験機器

500

の滅菌に用いる

製 Bench Pro4100

ングシステム

め

BR-300

ライフテクノロジーズ社

ウェスタンプロセッシ

病原菌を正確に計数するた

WP0001

診断技術開発の一部の作
業を自動化するため

生物顕微鏡用デジタ

オリンパス社製

植物病の診断技術開発お

ルカメラ

DP21-A-2

よびシニア植物医師訓練

（３-４）研究グループ４ 都市計画グループ
平成 22 年度
事業担当職員

人件費

人数
0

職務内容

0

31

価格
630,000

1,614,375

3,597,825
580,125

642,600

681,817

2 名は高齢者居住実態調査に従事，3 名は世帯動
態調査に従事，2 名は，都市緑地の発生状況・適
補助者

4,614,651

9

性度調査に従事，2 名は，高齢者をめぐる状況に
対する行政対応および高齢者支援市民活動等の
事例調査に従事

小計

4,614,651

9

平成 23 年度

人件費

人数

事業担当職員

4,179,685

2

職務内容
2 名は高齢者をめぐる状況に対する行政対応およ
び高齢者支援市民活動等の事例調査
1 名は地域住民組織を活用した食からの高齢者の
生活支援策の検討，1 名は高齢者居住実態調査

補助者

6,951,103

8

に従事，2 名は世帯動態調査に従事，1 名は，都
市内空閑地の発生実態調査に従事，1 名は，都市
農業の先進事例に関する情報収集に従事

小計

11,130,788

10

設備備品費 該当なし
（３-５）研究グループ５ 農業・緑地計画グループ
平成 22 年度

人件費

事業担当職員

人数
0

職務内容

0
１名はバイオマス関連企業による柏市におけるバイ
オマス利用実態調査，1 名は里山管理時の生態系

補助者

2,824,379

8

への影響評価，1 名は里山管理団体の管理への意
向調査，2 名は里山のバイオマス現存量評価，3 名
は水田において発生する GHG ガスの計測

小計

2,824,379

8

人件費

人数

平成 23 年度

職務内容
1 名は里山，農地等の緑地から発生するバイオマス

事業担当職員

4,457,606

2

利用システムの社会実装可能性の検討，1 名は里
山管理時の生態系への影響評価
3 名は里山管理時の生態系への影響評価，3 名は
里山のバイオマス成長量と管理時のバイオマス発

補助者

4,420,987

8

生量の解明，1 名は都市住民による農地管理とバイ
オマス利用の実態解明，1 名は水田において発生
する GHG ガスの計測

小計

8,878,593

10

設備備品費
名称

型式

用途

新薪割り機・縦横兼

ホンダウォーク製/

バイオマスを薪に加工する

用型

VHSC－9922ＧＸ

ために使用

32

価格
754,000

自走式中型チッパー

フジテックス製/FO-280
島津製作所製/GC－

ガスクロマトグラフ

バイオマスを木質チップに
加工するために使用
水田から採取したガスサン

2014 N20 測定システム プルの測定に使用

トータルステーション

ニコン製/ NST－07CR

水田の形状計測に使用

Ｔｈｅｒｍｏ ＧＥＡＲ

NECAvio 製／G100

ポータブルロードメー

日本製衡所製/RW－

里山管理時に発生するバイ

ター

05P

オマスの重量測定に使用

里山における温度環境の測
定に使用

3,255,000
5,985,000
875,000
871,500
997,500

（３-６）研究グループ６ 情報システムグループ
平成 22 年度

人件費

事業担当職員

人数
0

職務内容

0
３名は電力モニタリングシステムの設置／メンテ
ナンス／分析補助，２名はデータの整理／構造

補助者

2,848,761

化・分析補助，３名は持続可能な都市に向けた

8

要素の統合可能性の分析の補助，６名はデータ
の統合管理システムの検討と開発，２名はデータ
の統合管理システムに関する調査

小計

2,848,761

8

人件費

人数

4,596,811

1

平成 23 年度
事業担当職員

職務内容
1 名は情報データベースを構築するとともに，デ
ータマイニング技術の研究開発
３名は電力モニタリングシステムの設置／メンテ
ナンス／分析補助，２名はデータの整理／構造

補助者

7,669,565

化・分析補助，３名は持続可能な都市に向けた

16

要素の統合可能性の分析の補助，６名はデータ
の統合管理システムの検討と開発，２名はデータ
の統合管理システムに関する調査

小計

12,266,376

17

設備備品費
名称
電力モニターシステム
データ分析システム

型式

用途

エイコー製／

複数の電気機器の電力消費

EIAM-003TH,004

量のモニタリング

ウニークス製／DELL

複数の電気機器の電力消費

Precision T7500

データの可視化分析

価格
9,822,750
1,168,083

（４）情報発信 （アウトリーチ活動等）について
（一般向けの広報，論文発表，シンポジウム開催等，関連分野に向けた情報提供・情報交換の実施
状況／結果を記入して下さい．）
(1) ホームページ開設(平成２３年２月) URL http://low-carbon.k.u-tokyo.ac.jp/
33

(2) 東京大学大学院新領域創成科学科シンポジウム 「明るい低炭素社会の実現に向けた都市変
革プログラム」（平成２３年１２月１４日開催） 主催 東京大学大学院新領域創成科学科，協賛
(財) 総合研究奨励会，後援 千葉県柏市
(3) 植物医科学シンポジウム ～低炭素社会の実現に向けて～ 「植物医師・植物医科学の最前
線！」（平成 22 年 9 月 14 日開催） 主催 東京大学，後援 千葉県柏市，科学技術振興機構，
日本技術士会，農林水産省
(4) 植物医科学シンポジウム 「植物医科学の社会実装」（平成 23 年 11 月 3 日開催） 主催 東京
大学，後援 千葉県柏市，科学技術振興機構，日本技術士会，農林水産省
(5) シンポジウム「これからの柏ビレジのくらしを考える：楽しく生きがいのあるまちづくり」(2012 年 3
月 17 日開催) 主催 東京大学，共催 柏ビレジ活性化委員会(都市計画グループ)
その他 21 件，参考資料に添付
（５）研究成果の発表状況
１）研究発表件数
原著論文発表（査読付）

左記以外の誌面発表

口頭発表

合計

国

内

5件

35 件

41 件

81 件

国

外

14 件

19 件

35 件

68 件

合

計

19 件

54 件

76 件

149 件

※ 国内の出版社の英文誌は「国内」とする．
※ 国内で開催された国際会議は「国外」とする．
２）特許等出願件数： 該当なし
３）受賞等： 3件
(1) ベー テック チュアン（学生）」:「電気学会産業応用部門 優秀論文発表賞」, 制限された周波
数における磁界共振結合を用いた非接触給電システム -固定周波数でのインピーダンスマッ
チング-, 電気学会, 2011.1.27
(2) 加藤 昌樹（学生）: 「大学院研究奨励賞」, 磁界共振結合を用いた電気自動車向けワイヤレス
給電システムの基礎研究, 社団法人自動車技術会, 2011.3.1
(3) 山下 恭平(学生):「優秀講演賞」，メソポーラスシリカに吸着する水の分子シミュレーション, 公
益社団法人日本冷凍空調学会, 2012.5.14
４）原著論文（査読付）
【国内誌】（国内英文誌を含む）
(1) 居村 岳広：「磁界共振結合のワイヤレス電力伝送における中継アンテナの等価回路化」, 電学
論Ｄ, Vol. 131, No. 12, pp.1373-1382 (2011.12)
(2) 居村岳広, 堀 洋一：「等価回路から見た磁界共振結合におけるワイヤレス電力伝送距離と効
率の限界値に関する研究」, 電気学会論文誌Ｄ, Vol.130, No.10, pp.1169-1174,(2010.10)
(3) 寺田徹・雤宮護・細江まゆみ・横張真・浅見泰司：「暫定利用を前提とした緑地の管理・運営スキ
ームに関する研究」，ランドスケープ研究 75(5)，651-654，（2012）
(4) 原田文恵・雤宮護・横張真：「初期の港北ニュータウン計画における農的土地利用の計画意
図」，ランドスケープ研究 75（5），593-596，（2012）
(5) Yasuhiro Hashimoto, Mizuki Oka, "Statistics of Geo-Tagged Tweets in Urban Areas", 人工知能
学会誌 特集「人と環境にみる高次元のデータフローの生成と解析」, 4, 27 (2012)
【国外誌】
(1) T. Fujiwara, R. Matsushita, M. Iwamaru, M. Tange, S. Someya and K. Okamoto, "Fractal Map:
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Fractal-Based 2D Expansion Method for Multi-Scale High-Dimensional Data Visualization",
Advances in Visual Computing, pp.306-315 (2010)
(2) Fujio Toriumi, Isamu Okada, Hitoshi Yamamoto, Hirohiko Suwa, Kiyoshi Izumi, Yasuhiro
Hashimoto, "Classification of Social Network Sites based on Network Indexes and
Communication Patterns", Proc. International Workshop on Social Web Mining (2011)
(3) Yasuhiro Hashimoto, Ryo Matsushita, "Heat Map Scope Technique for Stacked Time-Series Data
Visualization", Proc. The 16th International Conference Information IV 2012 (2012)
(4) Pohl, Hans, and Masaru Yarime, "Integrating Innovation System and Management Concepts: The
Development of Electric and Hybrid Electric Vehicles in Japan," Technological Forecasting and
Social Change, forthcoming.
(5) Kharrazi, Ali, and Masaru Yarime, "Quantifying the Sustainability of Integrated Urban Waste and
Energy Networks: Seeking an Optimal Balance between Network Efficiency and Resilience,"
Procedia Environmental Sciences, 13, 1663-1667 (2012).
(6) Yarime, Masaru, and Yuko Tanaka, "The Issues and Methodologies in Sustainability Assessment
Tools for Higher Education Institutions: A Review of Recent Trends and Future Challenges,"
Journal of Education for Sustainable Development, 6 (1), 63-77 (2012).
(7) Yarime, Masaru, Gregory Trencher, Takashi Mino, Roland W. Scholz, Lennart Olsson, Barry
Ness, Niki Frantzeskaki, and Jan Rotmans, "Establishing sustainability science in higher
education institutions: towards an integration of academic development, institutionalization, and
collaborations with stakeholders," Sustainability Science, 7 (Supplement 1), 101-113 (2012).
(8) Shiroyama, Hideaki, Masaru Yarime, Makiko Matsuo, Heike Schroeder, Roland Scholz, and
Andrea E. Ulrich, "Governance for sustainability: knowledge integration and multi-actor
dimensions in risk management," Sustainability Science, 7 (Supplement 1), 45-55 (2012).
(9) Jupesta, Joni, Rizaldi Boer, Govindan Parayil, Yuko Harayama, Masaru Yarime, Jose A. Puppim
de Oliveira, and Suneetha M. Subramanian, "Managing the Transition to Sustainability in an
Emerging Economy: Evaluating Green Growth Policies in Indonesia," Environmental Innovation
and Societal Transitions, 1 (2), 187-191 (2011).
(10) Mutisya, Emmanuel, and Masaru Yarime, "Understanding the Grassroots Dynamics of Slums in
Nairobi: The Dilemma of Kibera Informal Settlements," International Transaction Journal of
Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies, 2 (2), 197-213 (2011).
(11) Yarime, Masaru, "Understanding Sustainability Innovation as a Social Process of Knowledge
Transformation," Nanotechnology Perceptions, 6 (3), 143-153 (2010).
(12) Dijk, Marc, and Masaru Yarime, "The Emergence of Hybrid-Electric Cars: Innovation Path
Creation through Co-Evolution of Supply and Demand," Technological Forecasting and Social
Change, 77 (8), 1371-1390 (2010).
(13) Yarime, Masaru, Yoshiyuki Takeda, and Yuya Kajikawa, "Towards Institutional Analysis of
Sustainability Science: A Quantitative Examination of the Patterns of Research Collaboration,"
Sustainability Science, 5 (1), 115-125 (2010).
(14) Baba, Yasunori, Masaru Yarime, and Naohiro Shichijo, "Sources of Success in Advanced
Materials Innovation: The Role of 'Core Researchers' in University-Industry Collaboration in
Japan," International Journal of Innovation Management, 14 (2), 201-219 (2010).
５）その他の主な情報発信（一般公開のセミナー，展示会，著書，Ｗｅｂ等）
(1) （著書）堀 洋一（監修）, 電気自動車のためのワイヤレス給電とインフラ構築, シーエムシー出
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版, 全314ページ, ISBN978-4-7813-0305-5 C3054, 2011.3
(2) （著書）居村岳広，“電磁共鳴方式 によるEV／HEV用ワイヤレス電力伝送の最新技術～原理，
位置ズレ対策中継アンテナを利用した電送など～”，EV/HEV用電池と周辺機器・給電システ
ムの最適化･高効率化技術，第9章，第1節，pp.315-332，情報機構，2011.6.22
(3) テレビ番組:NHKニュースおはよう日本「植物病の蔓延を防げ」,NHK,2012.6.6
(4) ラジオ番組：私も一言！夕方ニュース「ここに注目 未来を変える植物医科学」NHKR1ラジオ第
1,2012.6.12
その他88件(参考資料参照)
６．社会システムとの関連性
（１）社会システム改革の実現性
(1.1)

エネルギーグループ

技術開発した太陽熱を活用した高効率ヒートポンプシステムが，社会に浸透するための課題は，コスト
である．候補とする 3 システムとも初期投資コストアップ分を回収するには 30 年以上かかる．そのためより
一層のコストダウンの技術開発と省エネルギシステムに対する補助金制度が必要である． 適切な規模の
補助金があれば，広く実現すると考えられる．
(1.2)

モビリティグループ

高齢者用の超小型電気自動車による移動手段を整備することは，「達者であるにもかかわらず，簡便
な移動手段がないために引きこもりがちになり，いたずらに活力を低下させる」ような高齢者増加の抑止を
図ることができ，高齢化社会では必須の方策と考えられる．そのために必要な超小型電気自動車の開発
を行っているが，課題は現行のミニカー制度(最大定格出力 0.6kW，乗車定員 1 名に限定)では高齢者支
援としては実用性に乏しい点であった．この制度的な隘路は，国交省などで解決が図られつつあり，実現
性は高い大いに高いと考える．
(1.3)

植物医科学グループ

高齢者を植物病抑止の担い手である「シニア植物医師」として登用し，「植物医師制度」を確立すること
で，これまで植物病の抑止が不十分であった市民農園・家庭菜園に対する植物病監視体制を整備する
ことが可能になる．柏市では既に約 700 名の「コミュニティ植物医師」が誕生しており，市民農園等におけ
る植物病の抑止や休耕地における緑環境の維持管理などの活動に従事している．この取組みは，国内
外にも例を見ない取組みである．将来的に，柏市での取組みをモデルケースとして，国内外の他地域の
自治体に展開していくことが可能である．すでに，この取り組みを受けて，韓国では植物病診断に関する
資格制度確立に向けた動きがあるほか，台湾では大学院で植物病診断を担う人材を養成するための課
程が設置された．一層の拡がりが今後期待される．
(1.4)

都市計画グループ

社会システム改革に向けた以下の取組みの実現性について述べる．1)と 2)は，農業・緑地計画グルー
プと共同で実施．
１）都市と農に関わる土地利用関連法制度の一体的な運用
グループリーダーの浅見教授が委員長を務める国土交通省社会資本整備審議会都市計画制度小
委員会において，都市計画関連制度の改定の方向性に関する議論が行われており，研究成果の貢献
が期待できる．
２）空閑地の暫定的な緑地としての活用
柏市が運用している空閑地の活用制度「カシニワ」制度は，効果的な運用方法について実践しなが
ら検討を進めている時期にある．その社会実験の成果をもとに制度改革の提案を行い，柏市の政策へ
反映されることが期待できる．
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３）都市計画関連法制度への「性能規定」の考え方の導入
尐子高齢・人口縮小化が進展する都市では，「規制」よりも「誘導」が重要になり，非建築的土地利用
の増加を背景に，管理段階も考慮に入れた動的な都市計画が必要となる．このような背景から，集団
規定を超えた「性能規定」の考え方や，都市機能の集約を進める際の「混在のあり方」に対して提言を
行うことを目指している．国土交通省「用途規制の経済分析に関するワーキンググループ」において，
用途規制の改変に，研究成果が参考となっている．
４）世代間交流および高齢者見守りをもたらすコミュニティ形成の手法確立
オープンガーデンを通じたコミュニティ形成の手法を提案しているが，「カシニワ」制度の一部を発展
させるものとして実現される．
(1.5)

農業・緑地計画グループ

水田から発生する温暖化ガスを抑制する農法として「間断灌漑」が有効であると分かったが，従来よりも
作業量が増える．その他のメリットもあり，今後期待できる農法である．
里山から発生するバイオマスの廃棄物系バイオマスとの一体的活用の社会システム改革に向けた検
討を進めている．併せ産廃処理（行政が必要と認めた場合，一般廃棄物に加えて産業廃棄物を併せて
処理できる）や，有価物としての処理（廃棄物ではなく有価物として認められれば，廃棄物処理法の適用
を受けない）など，既存制度の柔軟に運用することにより対応できる可能性が見えてきた．社会実験を通
じて制度的ボトルネックやその解消法等を明らかにすることにより，新たな制度運用スキームが開発される
ことが期待できる．
(1.6) 情報システムグループ
当グループの目標は，高齢化社会や低炭素社会に向けて，「必要な情報を提供するシステム」を構築
し，その有効性を評価することにある．他のグループの実証実験において進行する様々な活動に対して，
開発したデータベースやウェブサービスの提供を行い，そこから得られる多量でかつ多次元なデータの
分析を通して，都市設計に資する主要な項目について知見を得ることが期待できる．
（２）地方公共団体と実施対象地域
千葉県柏市，実施対象地域は，柏の葉キャンパスタウン
柏市の現状と課題
柏市は千葉県の北西部に位置し，都内からも JR や地下鉄そしてつくばエクスプレスで約 30 分の人口
40 万 5 千人，面積約 115km2 の中核市である．都心へ通勤するベッドタウンとしてだけでなく，東京大学の
柏キャンパスや千葉大学の環境健康フィールド科学センターをはじめとした学術機関，科学警察研究所，
税関研修所等の国の機関，また商圏人口は 230 万人を超えるほどであり，大手企業の工業団地なども有
する都市である．
このように，東京圏に位置する本市は，地理的条件に恵まれていることなどを背景に人口増加が続いて
きたが，急速な高齢化の進行，経済環境の悪化，地球環境問題の深刻化をはじめとした外部環境の変
化や，市民の安全・安心意識の高まりや，個々の意識の変化によるライフスタイルの多様化により，地域
における連帯感の希薄化やコミュニティの衰退など，内部環境にも変化が起こっている状況にある．
解決策に向けた方策
このような中，これら多くの課題を解決し，あるべき将来のヴィジョンを策定し，その事業を行うため，平
成 23 年 12 月 22 日に内閣府より「環境未来都市」と，「総合特別区域」の選定を受けた．
柏市の目指すべき将来像として，2050 年を目指し，世界が抱える課題への解決モデルとして，環境・エ
ネルギー問題に対して『スマートシティ』，超高齢化社会に対して『健康長寿都市』，日本経済再生を担う
『新産業創造都市』を提示した．これら３つの課題解決モデルは，大学等の「最先端の知」を結集して構
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想・提案し，市民や企業を中心とする地域の主体が持続的・自律的にその運営を担い，高齢者から次世
代を担う若者，自由な発想を持つ子どもまで，地域のために何かしたいという思いを持つ誰もがまちづくり
に参画できる仕組みを実現する．
本プロジェクトとのかかわり
① エネルギーグループ
太陽エネルギー利用の高効率ヒートポンプ空調システムの開発を目的とし，その基盤技術の開発，実
証試験を行っている．柏市全域を対象とした施策であるＣＡＳＢＥＥ（建築環境総合性能評価システム）の
発展的活用や，新エネルギー関連企業のインキュベートなどを期待している．
② モビリティグループ
高齢者の活動支援システムの低炭素化を目的とした超小型電気自動車の技術開発，実証実験を行っ
ている．超小型電気自動車をある一定数柏市に投入し，住民の移動ニーズとの合致性，環境低負荷へ
の貢献などを評価，公共交通，オンデマンドバスなども考慮した交通計画全体でのモビリティマネジメント
を行う．これにより，市施策である，柏の葉キャンパス駅周辺や柏駅，北柏駅を中心としたスマートサイクル
事業の発展的活用，エスポットカードの有効活用によるまちづくりに貢献することを期待している．
③ 植物医科学グループ
「コミュニティ植物医師」の育成により，地域単位の取り組みを試み，適切な植物病抑止に向け，実証
実験を行っている．これらは手賀沼以南の農村部における耕作放棄地の有効活用，高齢者雇用を想定
した新規事業（産業）の創出に向け事業を推進している．
④ 都市計画グループ
高齢者居住充実のための都市計画の開発を目的としている．市施策との関係としては，柏市全域での
CASBEE の発展的活用や，都市マスタープランとの整合性を図ることで，より良いまちづくりに貢献してい
る．
⑤ 農業・緑地計画グループ
バイオマスの資源利用と生物多様性保全，有機性資源のローカルな農的利用を目的とし，こんぶくろ池
公園の有効活用，ボランティアスタッフを活用した制度の構築，バイオマスを活用した利益を里山保全に
活用する方策の検討の事業展開を図っている．
⑥ 情報システムグループ
情報センサの開発及び社会情報システムの実証実験を目的とし，新たな社会での指標化を図ることを
検討している．この実現により，柏市全域を対象とした施策として，豊かさ指標を活用したまちづくりによる
施策展開が可能となる．
このように，柏市の将来像を実現するため，市単独で様々な事業を行うだけでなく，東京大学と連携し
た本プログラムを共に実証し，成功していくことが国家プロジェクトとして事業推進を図る所以であるといえ
よう．
（３）制度的隘路
内閣府・社会実証戦略委員会での発表内容(エネルギー，モビリティ，農業・緑地計画)
課題
・ミニカーの実用について

取組／進捗状況

関係省庁

2012 年 6 月 4 日国交省から「超小型モビリテ 国 土 交 通

－原付第１種自転車の 4 輪に該当し，ニ ィ導入に向けたガイドライン」の発表に至り，隘

省，警察

ーズの大きい 2 人乗りは不可

庁

路に関する規制緩和の見通しが出てきた．

－規制出力が法施行当時（昭和 26 年） モビリティ・グループ・メンバの鎌田実教授が，
のままであり，小さく，道交法による走行 国交省交通政策審議会陸上交通分科会自動
形態を行うには危険

車交通部会技術安全 WG の委員長である．
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・超小型電気自動車へのワイヤレス充電 設置許可不要までの道のりは長いため，現在 総務省
（大電力用ワイヤレス電力伝送の問題）

個別に総務省の関東総合通信局に納入され

－ 電 波 法 の 規 制 値 に 関 す る 問 題 たワイヤレスキャパシタコムスの 1kW 出力を交
（ICNIRP の壁）

渉中．

－設置許可不要設備に関する問題（普
及への壁）
・業務用太陽熱利用システム

特記すべき進展はなし．

－イニシャルコスト高により，投資回収年

経済産業
省

数が 30 年程度．イニシャルコストの補助
制度が必要．
－業務用の集熱器は，ほとんど海外製
品になり，国際規格基準で生産されて
いる．集熱器の JIS 規格と海外企画（ISO
や EN）とに不整合があり，補助金申請等
に障害がある．
・土地利用関係制度の一体的な運用

・今後の都市計画法等の関連法制度の改正に 国 土 交 通

－農振法は市街化区域内が適用外，都 むけ，とくに市街化区域内農地の都市施設とし 省 ， 農 林
市計画法・生産緑地法は市街化調整区 ての位置づけを明確化すべく，関係省におけ 水産省
域内が適用外であり，多様な空間にお る研究会の場で意見交換を行なった
ける多様な活動形態・ニーズに柔軟に →市街化区域／市街化調整区域，都市／農
対応できない．

村の境をこえた，一括的・統一的な「農」をめぐ
る制度的枞組みの必要性

・空閑地の暫定的な緑地としての活用

・暫定利用（暫定措置）であることを前提とし 国 土 交 通

－緑地としての住民が効果的に活用す た，柔軟な施策展開の必要性があり，恒久的 省
るには，暫定的な付帯施設（トイレ，休憩 な施設とみなされない，小規模な仮設ユニット
所，器具庫等）が必要であるが，建築基 の組み合わせについて可能性を検討中
準法上，恒久施設と見なされ，逐一許可
を取る必要が生じ，暫定的な利用の妨
げになる．
・里山から発生するバイオマスの廃棄物 ・廃棄物処理にかかわる制度の柔軟な適用に 経 済 産 業
系バイオマスとの一体的活用

より，総合的な利用を促進する必要性があり， 省 ， 国 税

－里山バイオマスの有効利用のために 柏市との協議を進めている．市の回答として 局
は，地域内で発生するバイオマスを総合 は，既往の処理業者の業務を圧迫する可能性
的に利用するシステムが必要だが，産 がある場合は，産廃処理業者に対して新たに
業廃棄物，一般廃棄物の区分け，処理 一般廃棄物処理の認可は出せないとのこと
ルートの違いにより，総合的な利用がで ・市が特例的に一定量の産業廃棄物の処理を
きない．

行う「併せ産廃処理」の可能性について調査

－バイオマスの一体的・効率的な収集・ 中
利用（廃棄物処理法・酒税法の見直し）
Ⅵ．今後の計画
１．実施期間終了後における取組みの継続性・発展性
成果の到達レベルと研究計画，実施体制，資金計画
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6 つの研究グループともに，H24, H25 年度には社会実証実験を進め，それをもとに実施期間終了後
は，研究開発成果を社会実装することを目指している．社会実証実験の結果をフィードバックして，それ
ぞれの成果の一層のレベルアップを図る．
実施体制と資金計画については，社会実装に当たり，新規プロジェクトの立ち上げを，「明るい低炭素
都市推進協議会」をベースに民間企業や NPO の参加を得て計画し，外部資金獲得を図る．各研究グル
ープの今後の計画を下記に述べる．
(エネルギーグループ)
継続性，発展性については，太陽熱利用高効率空調システムの実証実験を通して有効性を明確にし
て，メーカ，工業会，経済産業省とともに，開発したシステムの実用化を図る．この際に，本システムのネッ
クである初期投資額の回収が長い点は，10 年程度で投資回収が可能な「再生可能エネルギー利用機器
に対する補助金制度」の確立を図る．
到達レベルと研究計画については，今後は，ネックであるコスト低減に向けた技術開発をメーカなどと
共同で行う．さらに用途開拓や，太陽光やなどの再生利用エネルギーを複合的に活用する超省エネ空
調システムの開発が必要であり，研究計画として，そのような開発を継続することを考えている．実施体制
および資金計画は同上．
(モビリティグループ)
継続性，発展性については，超小型電気自動車の制度的隘路の主要なものが，2012 年 6 月 4 日付で
国土交通省から，「超小型モビリティ導入に向けたガイドライン」が発表され，規制緩和されつつあり，
近々に成果が全国的に活用されるものと考える．一方，ワイヤレス給電の法的な規制緩和の道筋がまだ
見えない状況であるが，民間企業などがワイヤレス給電に注目しており，継続して研究開発を続ける．ま
た，高齢者移動支援システムは，基幹システム（サーバ，ソフトウェア，データベース等）が実現すれば，
それ以外は商用の通信回線や市販の安価なタブレット PC などで済むので，成果の実用性等を見極めた
うえで，さらに大規模な社会実験等へ継続・発展させる．
到達レベルと研究計画については，キャパシタワイヤレス給電超小型電気自動車の実用化や，それに
よる高齢者の移動支援技術の実用化には，実際の公道での実証実験から得られた知見のフィードバック
が必要である．そのような開発を継続する研究計画を考えている．実施体制および資金計画は同上．
(植物医科学グループ)
発展性については，主に「訓練プログラム」の発展版である「スキルアップ講習」，情報グループ，農業・
緑地グループ，都市計画グループとの連携によるコミュニティ植物医師の活動の支援・円滑化に関する
共同研究，農業の低炭素化に向けた実証実験を実施する予定である．
継続性については，訓練プログラムの実施当初より，コミュニティ植物医師の自主運営体制の確立を目
指しており，実施期間のうちに自主運営組織の設立準備などを進める．
実施体制および資金計画は，コミュニティ植物医師による自主的な運営体制を確立することで，コミュ
ニティ植物医師の活動の広がりを担保する．また，一層のレベルアップ，高度化を目指して，民間企業等
の参加を得て，外部資金獲得を図る．
(都市計画グループ)
継続性・発展性については，土地利用規制への「性能規定」の考え方を導入し，「土地用途混在のあり
方」などの面から都市計画への提言に発展させていく予定である．政策検討のための委員会，審議会で
の活動等を通じた国レベルでの政策提言活動や，地域での具体的な取り組みマニュアルの普及による，
自治体レベルでの取り組み支援を行う予定である．
成果の到達レベルと研究計画としては，柏市を対象とした検討を一般化させ，法制度一般への提言の
可能性を探るための研究を継続する予定である．
実施体制については，本プログラムで社会実験を行った地域で，東京大学と柏市が運営に参加してい
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る UDCK（柏の葉アーバンデザインセンター）の活動を通じて継続的なフォローを行う．資金計画につい
ては，地域が自立して問題解決に取り組むことができる体制を構築するが，一層のレベルアップ，高度化
を目指して，民間企業や NPO の参加を得て，外部資金獲得も同時に図る．
(農業・緑地計画グループ)
発展性・継続性については，社会実験の成果に基づき，市民および自治体担当者に向けて次のような
マニュアルを作成し，社会への還元を図る．
（１） 生物相の保全にも配慮した里山管理手法とモニタリング手法，および発生したバイオマスの地域内
活用に関するマニュアル．
（２） 新規管理参加者の獲得を目的とした「ちょい農」などの仕組みつくりについて，また，それを活用した
地域住民による空閑地・水田管理スキームについて．
上記マニュアルを成果の到達レベルとし，研究計画について，大学は，モニタリングが必要な調査を適
宜行うほか，アドバイザーとして事業に間接的に関わり，本スキームの一層のレベルアップを図る．
実施体制については，里山管理や水田管理に携わる市民団体・ＮＰＯ，バイオマス関連企業，空閑地
管理に携わる町会などの組織，それらに関連する行政担当部局の連携により，大学が介入せずとも自立
的にスキームが展開できる状態を目指す．資金計画については，柏市や千葉県が提供する里山・水田
管理，空閑地管理に関連する各種補助金を活用して事業資金を持続的に確保する．また，一層のレベ
ルアップ，高度化を目指して，民間企業や NPO の参加を得て，外部資金獲得も図る．
(情報システムグループ)
継続性，発展性ついては，蓄積された社会フィードバックやコミュニティのデザインに関するパッケージ
化されたノウハウを，さらに高度な情報システム基盤の開発へとつなげていく．
到達レベルと研究計画については，今後サーバやネットワークリソース等に関する運用コストは益々低
コスト化していくと考えられ，必要となるのはユーザの活動とリンクしたソフトウェア資産である．本プログラ
ムで開発したソフトウェアを誰もが容易に利用可能なパッケージとして提供することで，情報システム基盤
は人々の実生活の中に自然と溶け込んでいくものと期待できる．そのような研究を継続する． 実施体制
および資金計画については同上．
２．波及効果と普及発展
成果の活用（政策への反映），他地域への導入
明るい低炭素社会の実現に向けて，将来都市のヴィジョンを明確にして，それに至る道筋，必要とな
る技術開発，都市計画，社会システム改革の案などを提示している．これらは，日本の将来の同様な都市
に活用され展開されることが期待される．また，社会システムの改革の案を政策提言に反映していく．
対象都市である柏市の特性に合わせて，開発した技術を有機的に組み合わせカスタマイズして適用
しているが，本プログラムの成果である「柏モデル」をパッケージ化し，全国・世界への発信を行う．このた
めの必要な情報を情報システムグループが取りまとめている．
(エネルギーグループ) 太陽エネルギーを活用する方法として，太陽光発電と太陽熱利用がある．太陽
光発電はすでに実用段階にあるが，太陽熱の利用は家庭用の太陽熱給湯器にとどまっている．本プロジ
ェクトで開発している太陽熱利用空調機が実用化されれば，太陽熱を冷房にも利用することができ，太陽
熱利用を拡大できる．太陽熱利用空調機は従来のエアコンに比べて，20～30%の省エネを実現できるの
で，低炭素社会の実現に大きく貢献できる．また，柏市で実証試験を行い，太陽集熱器や空調機の性能
を確認できれば，他地域への導入は容易である．
(モビリティグループ) 超小型電気自動車の制度的隘路の主要なものは，2012 年 6 月 4 日付で国土交通
省から，「超小型モビリティ導入に向けたガイドライン」が発表され，規制緩和されつつある．これにより，
近々に成果が全国的に普及・活用されるものと考える．
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ワイヤレス給電は，スーパーキャパシタを用いた「ちょこちょこ充電式」電気自動車の実現に対する基幹
技術であり，高価・大重量・要希尐金属・航続距離不安などの課題がある現状で主流のバッテリ式電気自
動車を置き換える可能性がある．
本研究の成果は，単に高齢者の生活移動手段を改善するのみならず，非高齢者を含んだ地域社会全
体の移動手段を合理的に調整する機能を持つ．
(植物医科学グループ)

柏市における植物医科学グループの取組は，すでに他自治体から高い関心を

得ている．このため，実施期間終了後には国内の他地域への展開が予想される．「植物医師制度」を社
会システムとして海外へ輸出することも期待される．平成２４年度には日本・韓国・台湾からなる国際植物
医科学会を設立した．アジア諸国でも経済発展や人口構成の変化に伴い，「低炭素社会」の実現と「高
齢社会」の克服の両立が課題となりつつあることから，植物病の抑止による農業の低炭素化を推進する本
プロジェクトへの関心は高まっており，同学会の参加国は今後さらに増える見込みである．
(都市計画グループ) 「カシニワ」制度を対象にした研究は，将来，管理放棄された土地が大量に発生す
ることが懸念される都市郊外部において，空閑地を活用しながら，市民が気軽に農作物栽培活動が実施
できるためのノウハウ・マニュアル等の形態でまとめられ，自治体・NPO・自治会に提供され，取り組みが
普及していくことが期待される．
柏市の「環境未来都市コンソーシアム」の中の「超高齢化対応分科会」の中で，本プログラムの成果を
示し，柏市全体での適用を検討することと，環境未来都市の成果の一部として全国に柏モデルとして発
信することで，成果の活用と他地域への導入を行う．
(農業・緑地計画グループ) 生物相の保全にも配慮した里山管理手法とモニタリング手法，バイオマスの
地域内活用，水田や空閑地を対象とした「ちょい農」の仕組みに関する研究成果の一部は，政策への反
映を意図して，行政担当者に向けた制度運用マニュアルとしてまとめられ，社会実装が可能になる．
他地域への導入について，マニュアルは汎用性のあるものとして作成することを想定しており，他地域
の行政担当者でも活用可能なものとする．また，国土交通省「都市における地産地消型再生可能エネル
ギ活用の推進」事業などの委員会・研究等を通じた研究成果の普及も期待できる．
(情報システムグループ)

本プログラムが開発するデータ共有とデータ配信を核とする情報基盤システ

ムは，高齢化社会や低炭素社会という将来の都市像を念頭にデザインされており，社会実装のために対
象都市である柏市の特性に合わせて，他グループの開発技術を有機的に組み合わせカスタマイズされる
が，一方で，様々な都市の特性を調査しており，それに基づき「柏モデル」を一般化して，さらにパッケー
ジ化して国内外に適用することを計画している．

Ⅶ．付録（非公開）
中核機関，参画機関，協力機関の参画者リスト（所属，役割分担）
１．実施体制一覧
研究項目

担当機関等

研究担当者

グループリーダー，太陽熱利用吸収冷温

東京大学大学院新領域創成

◎○飛原 英

水機

科学研究科

治

デシカント材料，太陽熱利用デシカント空

東京大学大学院新領域創成

調機

科学研究科

職

1. エネルギーグループ

太陽熱利用エジェクタ・ハイブリッド空調機
太陽熱利用空調機の使用実態の調査・分

東京大学大学院新領域創成
科学研究科
東京大学大学院新領域創成
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教授

大宮司啓文

准教授

党 超鋲

准教授

岡本 洋明

特任研究

析

科学研究科

員

2. モビリティグループ
グループリーダー，小型 EV によるモビリテ 東京大学大学院新領域創成
ィ
予防安全担当
活動交通調査・分析
人と物の移動計測

科学研究科
東京大学高齢社会総合研究
機構
東京大学大学院工学系研究
科
東京大学大学院新領域創成
科学研究科

電気自動車へのワイヤレス給電技術の研

東京大学大学院新領域創成

究開発

科学研究科

超低消費電力位置探査装置の開発
超小型電気自動車の安全走行評価

東京大学大学院新領域創成
科学研究科
東京大学大学院新領域創成
科学研究科

高齢者運転者向けモビリティマネジメント

東京大学大学院工学系研究

システムの開発

科

○堀 洋一

教授

鎌田 実

教授

原田 昇

教授

保坂 寛

教授

居村岳広

助教

朱 旭初
久保 登
青野貞康

特任研究
員
特任研究
員
特任研究
員

3. 植物医科学グループ
グループリーダー
臨床植物医科学の展開

東京大学大学院農学生命科
学研究科
東京大学大学院農学生命科
学研究科

シニア植物医師訓練プログラムの実施・実

東京大学大学院農学生命科

技指導

学研究科

植物医師制度の創設に向けた認定プログ

東京大学大学院農学生命科

ラムの開発

学研究科

農業の低炭素化に向けた臨床植物医科

東京大学大学院農学生命科

学の実証実験の実施

学研究科

シニア植物医師訓練プログラムの作成，お

東京大学大学院農学生命科

よび実施指導

学研究科

シニア植物医師の学習・活動の指導およ

東京大学大学院農学生命科

びモニタリング調査

学研究科

○難波 成任

教授

橋本 光司

特任教授

山次 康幸

助教

福田 一徳

特任講師

小松 健

特任助教

橋本 将典

特任助教

中山 万奈美

特任研究
員

4. 都市計画グループ
グループリーダー

東京大学空間情報科学研究
センター

高齢者の施設利用・移動実態の解析と支

東京大学空間情報科学研究

援策の検討

センター

空閑地のマネジメントを通した高齢者の
QOL 向上策の検討，都市計画グループ
兼務

東京大学大学院新領域創成
科学研究科

地域住民組織を活用した食からの高齢者

東京大学大学院新領域創成

の生活支援策の検討

科学研究科
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○浅見 泰司

教授

高橋 孝明

教授

横張 真

教授

出口 敦

教授

地域住民組織を活用した食からの高齢者

東京大学大学院新領域創成

の生活支援策の検討

科学研究科

地域住民組織を活用した食からの高齢者

東京大学大学院新領域創成

の生活支援策の検討

科学研究科

高齢者の施設利用・移動実態の解析と支
援策の検討

慶應義塾大学経済学部

都市計画用途規制に対する住民意識の

東京大学空間情報科学研究

解析と性能規制の可能性の検討

センター

空閑地のマネジメントを通した高齢者の

東京大学空間情報科学研究

QOL 向上策の検討

センター

高齢者の施設利用・移動実態の解析と支

東京大学大学院新領域創成

援策の検討

科学研究科

地域住民組織を活用した食からの高齢者

東京大学大学院新領域創成

の生活支援策の検討

科学研究科

空閑地のマネジメントを通した高齢者の

東京大学大学院新領域創成

QOL 向上策の検討

科学研究科

清家 剛

准教授

清水 亮

准教授

河端 瑞貴

准教授

石川 徹

准教授

雤宮 護

助教

李 召熙
和田夏子
宮本万理子

特任研究
員
特任研究
員
特任研究
員

5. 農業・緑地計画グループ
グループリーダー

東京大学大学院新領域創成
科学研究科

有機性資源の農地への還元に関する検

東京大学大学院新領域創成

討

科学研究科

高齢者登用のための社会システムの検討

東京大学大学院新領域創成
科学研究科

里山・公園管理に伴い発生するバイオマ

東京大学大学院新領域創成

スの測定

科学研究科

里山・公園管理の生態学的評価

東京大学大学院新領域創成
科学研究科

里山・公園管理に伴い発生するバイオマ

東京大学大学院新領域創成

スの測定

科学研究科

里山・公園管理の生態学的評価
高齢者登用のための社会システムの検討

東京大学大学院新領域創成
科学研究科
東京大学大学院新領域創成
科学研究科

○横張 真

教授

山路 永司

教授

鬼頭 秀一

教授

山本 博一

教授

福田 健二

教授

寺田 徹

助教

渋谷 園実
渡部 陽介

特任研究
員
特任研究
員

6. 情報システムグループ
グループリーダー，電力クリップセンサー

東京大学大学院工学系研究

システム開発

科

社会情報システムの設計
複数センサ連携システム開発
可視化，可知化パッケージシステムの開発

東京大学大学院新領域創成
科学研究科
東京大学大学院新領域創成
科学研究科
東京大学大学院新領域創成
科学研究科
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○岡本 孝司

教授

大和 裕幸

教授

稗方 和夫

准教授

鎗目 雅

准教授

情報データベース，データマイニング技術

東京大学大学院新領域創成
科学研究科

橋本 康弘

特任研究
員

7. 共通グループ
研究グループ全体のマネジメント業務

東京大学大学院新領域創成
科学研究科

松尾 一也

特任研究
員

協力機関・協力者
教授・

柏の葉キャンパスタウンにおける産官学公

中部大学中部高等学術研究

の連携プログラム実施の助言

所

実証試験の調整，地方行政への反映

柏市

石黒 博

副市長

実証試験の調整，地方行政への反映

柏市企画部

猿渡 久人

部長

柏市役所企画部企画調整課

吉川 正昭

課長

柏市役所環境部環境保全課

金子 雅一

課長

柏市経済産業部農政課

石橋 良夫

課長

岩崎 克康

課長

渡邊 祐康

課長

南條 洋介

課長

松下 雄介

課長

堀 雅文

参与

根本 利治

理事長

情報システムグループ，実証試験の調整，
地方行政への反映
エネルギーグループ，実証試験の調整，
地方行政への反映
植物医科学グループ，実証試験の調整，
地方行政への反映

柏市役所都市計画部都市計

方行政への反映

画課

モビリティグループ実証試験の調整，地方

柏市役所都市計画部交通政

行政への反映

策課

農業・緑地計画グループ，行政計画への

柏市役所都市緑政部公園緑

展開可能性検討・実装

政課

産学官連携コーディネート
農業・緑地計画グループ，高齢者の里山・
公園管理プログラムの指導・実行

UDCK フェ
ロー

都市計画グループ，実証試験の調整，地

実証試験の調整，地方行政への反映

服部 敦

千葉県総合企画部政策企画
課
三菱総合研究所科学技術部
門統括室
NPO 法人ちば里山トラスト

◎ 研究代表者，○グループリーダー
２．未発表内容のため非公開としたい成果：
該当なし
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