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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 865.4 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
本プロジェクトは，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 1821 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．
本プロジェクトでは，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（a 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．
本プロジェクトでは，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
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（b モビリティグループ）．また，柏の葉
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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，本プロジェクトでは，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．
本プロジェクトでは，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（c 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．本プロジェクトでは，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，本プロジェクトにおいては，高齢者居住充実
のための計画（d 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（e 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（f 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．最後にプロジェクト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
本プロジェクト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・
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，本プロジ
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ェクト全体の企画運営，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．また，柏市は，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ものである．
本プロジェクトの実施は，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，特定の省庁の枠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．
８．中間評価コメント
高齢者の能力を積極的に取り入れた「明るい」低炭素都市の実現を目指し、低炭素社会へ向けて技術
開発、都市計画の制度設計、情報インフラ整備など６つの研究グループが所期の計画の通り進捗してい
ることは評価できる。要素技術の開発は大学を中心に行われており、研究グループ間の連携が図られて
いるが、今後、自治体のみならず、より民間企業や NPO と緊密に連携することで、社会システム改革に
向けて、開発した技術をパッケージ化し、一体化された低炭素都市モデルの実現を期待する。
・進捗状況：６つの研究グループがそれぞれの担当分野において所期の計画通りの取組を行っているこ
とは評価できる。今後は、外部や既存の技術と比較して、その優位性の確認や定量的な評価を行うととも
に、６研究グループが共同して早期に具体的な計画を策定し、社会実証実験を行うことを期待する。
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・研究プログラムの有効性：各研究グループが行っている要素技術・システム開発は、多くの論文・口頭
発表の業績が出ており、順調に成果が得られていると評価できる。しかし、都市計画、農業・緑地計画、
情報システムグループの活動の意義を一層明確にし、本プロジェクトの目指す社会システム改革の中で
分かりやすく示す必要がある。
・実施体制の有効性：社会調査等で柏市の積極的な協力が得られていることは評価できる。また、運営委
員会、研究討論会、将来都市ビジョン検討会を定期的に開催するなど、実施体制は有効に機能している
と評価できる。今後、柏市の環境未来都市との整合性を図りながら、プロジェクトを推進することを期待す
る。
・継続性・発展性の見通し：「明るい低炭素都市推進協議会」を立ち上げ、継続実施を視野に入れた計画
を策定していることや柏市から強力なサポートがあることから、継続性・発展性の確保が期待できる。今後、
本課題で得られた成果を実装する段階においては、柏市で進んでいる都市開発プロジェクトとの連携を
強めつつ、高齢化社会における低炭素都市モデルを実現する実証成果を期待する。
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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．
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

１．設備備品費

23 年度

24 年度

25 年度

26 年度

備考

62.0

25.1

12.0

18.3

18.0

26.8
7.1
（4 名）
19.8
（49 名）

65.7
42.4
（11 名）
23.4
（37 名）

89.1
67.8
（16 名）
21.3
（37 名）

74.8
56.2
（17 名）
18.6
（27 名）

56.2
31.3
（10 名）
24.9
（25 名）

３．事業実施費
（１）消耗品費
（２）旅費
（３）その他

60.7
31.1
3.0
26.6

70.0
19.8
6.7
43.5

64.8
20.5
5.7
38.5

71.7
21.5
6.0
44.2

52.7
10.9
4.9
36.9

４．間接経費

44.9

－

－

－

－

－

17.7

14.5

20.7

0

194.4
（0.0）

178.4
（0.6）

180.3
（ 0.3 ）

185.4
（ 0.6 ）

126.9
（ 0.4 ）

２．人件費
（１）事業担当職員
（２）補助者

５.環境改善費
計
(内，自己資金)
補助対象外経費

0

0

0

0

0

総計 865.4
( 1.9)
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

a エネル b モビリ
ギー
ティ

c 植物
医科学

d 都市
計画

e 農業・緑 f 情報シ
地計画
ステム

g 共通

計

設備備品費

62.4

30.2

13.1

0

15.6

14.1

0

135.3

人件費

13.8

55.7

86.7

38.9

49.6

39.4

25.6

309.6

事業実施費

38.1

36.6

36.0

52.7

48.3

54.2

56.9

322.8

間接経費，環
境改善費

12.5

10.3

8.9

19.7

10.8

15.6

19.9

97.7

計

124.9

132.2

144.7

111.2

124.3

123.3

104.7

865.4

※設備備品費の内訳（購入金額 5 百万円以上の高額な設備備品の購入状況を記載ください）
【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 f
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 e
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 a
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 b
⑤ 太陽熱利用デシカントシステム：2013 年 3 月 28 日，8.6 百万円 研究グループ b
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Ⅳ．自己評価
１．目標達成度
１）目標・計画の達成度
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．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．また，最終年度の平
成26年度は，平成25年度後半に補正予算が組まれ，その補正予算の繰越しで推進された．その予
算額は当初計画していた額より約3割削減されたものとなった．しかしながら，遅れや予算削減など
は様々な努力で克服し，当初の目標・計画は滞りなく達成された．
（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
当初目標は妥当であり，問題はないと考えている．本プロジェクトが目指している超高齢化社会の課
題と，低炭素社会の実現の両者を同時に解決するという取組は，本プロジェクトがスタートした時点
にも増して，重要かつ喫緊の社会的な課題となってきている．
２．技術開発内容の妥当性
2.1 プロジェクトの研究目標
「Ⅰ．１．プロジェクトの目的・内容・目標」に同じ
2.2 システム全体像と要素技術との関係
「明るい低炭素社会の実現に向けた都市変革」を目標とする全体システムの中で，要素技術の開
発のそれぞれは，専門性が高く，そのため相互の独立性も高い．しかしながら，それらを全体シス
テムの中で協調するように統合して，全体システムが構築できるように，本プロジェクトは設計・構
築されたものである．プロジェクトは図Ⅰ-1 に示すように，次の 3 つのカテゴリを統合したものであ
る．

図Ⅰ-1 システム全体と要素技術／統合的な低炭素化の実証実験

(i) 技術開発カテゴリ：エネルギーグループ，モビリティグループ，植物医科学グループが「明るい
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低炭素」を目標とする技術開発を担当．
(ii) 制度開発カテゴリ：都市計画グループと農業・緑地計画グループは「明るい低炭素」を目標と
する制度開発を担当．
(iii) 統合化・データベース化カテゴリ：情報システムグループが担当した．
都市全体を対象とすると，様々な要素が複雑に関係しあっているため，当然，グループ単独で
は想定できない問題や，解決できない問題が多々ある．それらを運営委員会，プロジェクト研究
討論会，将来都市ヴィジョン検討会などを通して，多面的に議論・検討することにより，研究グル
ープ間の協力や，相互補完しあうことが可能となり，プロジェクトにシナジー効果をもたらした．そ
の例を下記に示す．
モビリティグループに対しては，パーソナルモビリティがどのようなシーンで使われると効果的か
について，その他のグループから提案があり，それに基づきいくつかのパーソナルモビリティの試
作機を作成して，社会実験を行い，成果を上げた．農業・緑地計画グループ提案の里山や農地
での使える「山コムス」や「里コムス」，トマト畑で使える「トマコムス」などや，都市計画グルーム提
案のコミュニティで使用される二人乗りのパーソナルモビリティなどがある．
植物医科学グループの開発した「コミュニティ植物医師」の市内の緑地の移動については，都
市計画グループが既に開発していたオンデマンドバスシステムを使い，情報システムグループが，
そのシステムの構築と運用による移動支援およびシステム評価を行った．また，情報システムグル
ープでは，オンデマンドバスの運用によるソーシャルネットワークの抽出とその分析を行った．ま
た，コミュニティ植物医師が相互に情報交換し，大学主導ではなく自発的に相互学習を行える知
識共有のためのシステム開発を行った．
都市計画グループでのコミュニティ活性化策の中で，コミュニティの中核人材として，「コミュニ
ティ植物医師」が候補となった．
農業・緑地計画グループの里山からでるバイオマスの利用先として，エネルギーグループの進
める太陽エネルギー利用高効率空調システムの補助熱源の可能性を検討した．
2.3 要素技術・システム開発の内容
本プロジェクトでは，以下の a～f 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
行った．また，g の共通グループは，研究開発ではなく全体の運営を担当ていたが，中間評価を
反映して，将来都市ヴィジョンの作成，各グループの施策の定量評価を行った．
研究グループ

取り組み内容

担当

a エネルギー

太陽エネルギー利用潜熱顕熱分離型ハイブリ
ッド空調システムの開発，太陽熱利用吸収冷温
東京大学，柏市
水機の開発，太陽熱利用エジェクタ・ハイブリッ
ド空調機の開発，および実証実験

b モビリティ

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

東京大学，柏市

c 植物医科学

「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

d 都市計画

高齢者の生活実態調査・分析，都市緑地の発
東京大学，柏市
生状況調査，共助による高齢者のフードデザー
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ト問題の解決法の検討

e 農業・緑地計画

地域住民に依る里山管理，里山バイオマスの
利用と適正管理，水田から発生する GHG の適
正管理

f 情報システム

多様な知識の体系化，情報の管理システムの
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
ロジェクトの成果パッケージ化

g 共通グループ

将来都市ヴィジョンの作成，各グループの施策
の定量評価

東京大学，NPO ちば里
山トラスト，柏市

東京大学，柏市，三菱
総合研究所(*)
(*) 業務委託

３．社会実証の妥当性と社会システム改革の具体性
3.1 社会システム改革の実現性と社会実証から得た改善策等
3.1.1 社会システム改革の実現性
社会システム改革の実現性の課題は，制度的なハードル，改革する方向性のハードル，専門
家などの人的資源のハードル，予算のハードル等である．
制度的なハードルについては，「Ⅳ.3.2 制度的隘路の抽出と克服」と「Ⅴ.4.(3) 制度的隘路」に
述べてあるとおりで，規制緩和により解決したものもあるが，今後協議を進めていくものも多い．都
市計画については，国土交通省の社会資本整備審議会都市計画制度小委員会(委員長:浅見教
授)や，「用途規制の経済分析に関するワーキンググループ」において研究成果の政策への反映
が期待できる．
改革する方向性のハードルについては，様々な自治体の方向性と合致するか不確定な要素は
ある．本プロジェクトは，柏市の「環境未来都市」との整合性を図りながら進めてきたので，柏市に
ついては，その実現性は高いものである．また，全国展開時の効果の概略試算のために，柏市に
類似する三大都市圏にある 425 の市区町村に対して，明るい低炭素社会にかかる取り組みへの
関心，現状の取り組みの課題，今後期待する支援等について郵送アンケートを 2014 年 12 月に実
施し，180 自治体から回答を得た (東京大学,明るい低炭素社会の実現に向けた都市変革プログ
ラ ム 最 終 報 告 書 , http://low-carbon.k.u-tokyo.ac.jp/documents/final_report.pdf, Mar. 2015,
pp.47-49) ． その結果，本プロジェクトに関心がある自治体は約 60%であり，本プロジェクトの社
会システム変革の方向性は実現性の高いものであると評価できる．
自治体での専門家などの人的資源や予算のハードルについては大きな課題である．本プロジ
ェクトに関心がある自治体約 60 の中で，財源確保が課題とする割合が 8 割に達し，次いで大学等
の研究機関，民間企業等の専門的知識，人的資源の不足を課題とする割合が約 5 割に達する．
全国展開にあたっては，自治体は財源の確保に加え，大学等の専門家による支援を活用しなが
ら，住民との協働・意識啓発を図っていく必要があると考えられる．
さらに，上記アンケートをまとめた図Ⅰ-2 の地方自治体の課題の上位には，住民とのコミュニケ
ーションや，複数の主体の利害調整などが上がっている．また，図Ⅰ-3 の取り組む場合に期待す
る支援には，それの課題に対する支援の要望が上がっている．
グループの毎の社会システムの改革の実現性については，「Ⅴ.3.(1)」に記載する．
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図Ⅰ-2 明るい低炭素社会モデルに取り組む際の課題

図Ⅰ-3 取り組む場合に期待する支援
3.1.2 社会実証からの得た改善策等
本プロジェクトでは，様々な社会実験を行い，その結果から改善策を示した．詳細は「Ⅴ.2.(3)
各研究グループの研究成果」に示す．各研究グループの改善点を以下に示す．
(エネルギグループ) 開発した太陽熱利用システムの投資回収年数が 30 年程度となるため，導入
促進にはイニシャルコストの補助制度が必要である．これに対して，太陽光発電・熱同時利用シス
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テムを追加で検討した結果，投資回収年数が 10 年未満に改善され導入のインセンティブが増加
することが分った．
(モビリティグループ) ワイヤレス非接触給電システムについては，技術的には高い性能のシステ
ムを開発したが，社会実装するためには，法的規制が厳しく，電磁波漏れとその安全性の検討が
さらに必要であることが分った．高齢者活動支援に最適な超小型電気自動車カーシェアリングの
課題は，そのシステムで使用するスマートフォンの高齢者への普及であることが判明した．実証実
験から 2 人乗りおよび各種形態の超小型電気自動車が望まれることが分り，それらを開発して公
道走行試験を行った結果，危険なく使用できることが確認できた．さらなる改善点は，風防，価格，
衝突時不安などであり，それらが解決されれば，超高齢社会の近距離個人移動手段として非常に
非常に有効な手段と考えられる．
(植物医科学グループ) 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分った．そのため，プロの植物医師とコミュニティ植
物医師が連携し，市民からの植物病に関する相談に対応する取り組み（「コミュニティ植物病院」）
などを実施した．植物病防止システムを社会実装するにはそれを支えるサポート体制の整備が不
可欠である．そのため，植物保護士会議や 5 学会技術士育成推進委員会を設立し，国際植物医
科学会を発足させた．また，コミュニティ植物医師専用のウェブページを設置した．
(都市計画グループ) 超高齢化・人口減少社会に対する都市計画では，以下の制度の改善の方
向性が分った．
(i) 移動型施設拠点という新たな土地利用分類を，土地利用規制に位置づけること．
(ii) 性能規定*を取り入れて，弾力的な用途規制運用の仕組みを確立すること．
(iii) 共助の拠点としての施設立地について，その後の行政費用の低減分を配慮した支援体制を
確立すること．
(iv) 私的空間の活用において，自治体などが介在して，所有者は安心して提供でき，利用者は安
心して利用できるルールを確立し，空間の有効利用を促進する仕組みを確立すること．
(*性能規定とは，都市計画・建築規制における建物用途規制の方法で，特定の性能が満たされ
れば立地を許可する方法)
(農業緑地グループ) 里山の生物相保全に有効な市民による里山管理手法は，プロジェクト終了
後も市民モニタリングが必要なため，野外での調査手順，甲虫のソーティング方法などを記載した
調査マニュアルなどを作成した．里山のバイオマス利用については，現状では需要が限られてい
る課題があり，その改善策として，「カシニワ」登録団体と連携し，バイオマス利用を普及啓発し，よ
り大きな需要の創出が必要と考えられる．里山管理団体の効率的・安定的なバイオマス供給も重
要となり，楽しみながら活動を行えるような「仕事」と「余暇」のバランスをとった活動方法が重要だと
考えられる．
(情報システムグループ) 柏地区での社会実験から得られた多種多様な知見やノウハウの事例を
データベース化して閲覧・検索をできるデジタルアーカイブを構築した．その課題は，ユーザビリ
ティであり，利用者の立場で情報にアクセスしやすいシステムに改善した．
(共通グループ) 本プロジェクトの目的である「明るい低炭素社会の実現に向けた都市変革プロ
グラム」において，将来どのような都市に変革するのがよいのかの将来都市ヴィジョンの明確化が
是非とも必要であり，これを三菱総合研究所，柏市，各研究グループが共同して作成した．一方，
その都市像が実現可能かどうかは，冒頭の方向性のハードルで述べた通りで，多くの自治体が，
関心があり実現性が高いものである．また，自治体が取り組むときの課題である専門的な人材不
足については，大学等の専門家による支援が必要となるが，これについては，上記の各研究グル
ープがいくつかの支援策や体制を整えている．
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3.2 制度的隘路の抽出と克服
「Ⅴ.3.(3) 制度的隘路」で詳述する．この制度的隘路の中で，超小型電気自動車の規制に関し
ては，2013 年 6 月に、国土交通省の「超小型モビリティ認定制度」が始まり、社会実験などに用い
る 2 人乗りの超小型電気自動車の公道走行が可能となった．
４．実施体制等の有効性
4.1 研究体制（技術開発・社会改革推進チーム）
図Ⅰ-4 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た．また，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，社会実装の推進を図った．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」の実現を推進した．

東京大学
統括責任者
総長 濱田純一

エネルギーグループ

技術開発

リーダー 教授 飛原英治

制度開発

モビリティグループ
リーダー 教授 堀 洋一

植物医科学グループ
東京大学

リーダー 教授 難波成任

課題代表者
教授 飛原英治

農業・緑地計画グループ

青森

技術・制度
開発

リーダー 教授 山本博一
福井

都市計画グループ
リーダー 教授 浅見泰司

アドバイザー

情報システムグループ

三菱総研理事長
東京大学前総長
小宮山 宏

柏市

直島

プラチナ社会
研究会

代表者：副市長 石黒 博

千葉県 代表者： 総合企画部
政策企画課長 松下雄介

社会シス
テム改革

関係府省：内閣官房，内閣府，

三菱総合研究所

経済産業省，国土交通省，環境
省，農林水産省

明るい低炭素
都市推進協議会

民間企業，NPO

川崎
横浜

北九州

リーダー 教授 岡本孝司

運営委員会

柏

小宮山宏三菱総研理
事長（東京大学前総
長）の提唱するプラチ
ナ社会研究会と連携
し，強力に推進

共同研究

図Ⅰ-4 プロジェクト運営体制

4.2 運営委員会等
今までに，運営会議を 15 回開催し，プロジェクト研究討論会を 9 回，将来都市 Vision 検討会を 3
回開催した．これにより，プロジェクト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(4 回開催)にて，社会システム改革の課題について報
告した．(「Ⅴ．4.(1) (b) 研究運営委員会等会議の開催状況」に詳述)
4.3 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．(Ⅴ．4.(1)（c） 所要経費の使途」に詳述)
4.4 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．本プロジェクトの中間報告書を 2014
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年 3 月，最終報告書を 2015 年 3 月に，和文，英文で発行し，ホームページ上でも公開している．
(「Ⅴ.4.(2) (a) 情報発信（アウトリーチ活動等）」に詳述)
５．実施期間終了後の継続性・発展性
5.1 実施体制や資金計画
「Ⅵ．1 実施期間終了後における継続・発展」に詳述する．
5.2 成果の活用・展開（政策への反映）
「Ⅵ．2 波及効果と普及発展」に詳述する．
5.3 波及効果
「Ⅵ．2 波及効果と普及発展」に詳述する．
６．中間評価への対応
中間評価結果とコメント，およびその後の対応を下記に示す．
総合評価

進捗状況

研究プログラ
ムの有効性

実施体制等の
有効性

Ａ

ａ

ｂ

ａ

継続性・発展性の
見通し
ａ

中間評価コメントに対して，その後の対応を下記に示す．
中間評価コメント

その後の対応

今後，自治体のみならず，より民間企業や NPO と緊
密に連携することで，社会システム改革に向けて，開
発した技術をパッケージ化し，一体化された低炭素
都市モデルの実現を期待する．

共通グループでは，三菱総合研究所，柏市，
各研究グループとともに，2030 年および 2050
年に到達すべき「明るい低炭素都市モデル」
を提示し，それに至る行程を示した．その中
で，各研究グループの成果の定量評価を行っ
た．情報システムグループでそれらをまとめた
社会実験事例デジタルアーカイブを開発し
て，インターネットに公開する．

今後は，外部や既存の技術と比較して，
その優位性の確認や定量的な評価を行う
とともに，6 研究グループが共同して早期
に具体的な計画を策定し，社会実証実験
を行うことを期待する．

社会実験は，図Ⅰ-1 に示するように 6 グルー
プが有機的にまとまり行ってきた．また，定量
評価は上記に述べたように共通グループで担
当して行った．社会実証試験も着実に実施し
た．

進
捗
状
況
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研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
有
効
性

都市計画，農業・緑地計画，情報システ
ムグループの活動の意義を一層明確に
し，本プロジェクトの目指す社会システム
改革の中で分かりやすく示す必要があ
る．

本プロジェクトの目標である「明るい低炭素」
は，単に低炭素技術開発のみではなく，「明る
い高齢者社会」への都市変革でもある．これ
は，社会制度設計にかかわるもので，都市計
画，農業・緑地計画グループが担当している．
それらグループの成果が，低炭素技術と比較
して定量的な評価が困難であるため理解がさ
れにくい面がある．そのため，その定量評価を
共通グループが，三菱総合研究所，柏市，各
グループと共に行った．将来の都市のあるべ
き姿を描いて，その目標に対してどのように貢
献できるかを評価したものである．
情報システムグループでは，市民活動へのグ
ッドプラクティスを構造化して，利用者視点の
機能を充実した社会実験事例デジタルアーカ
イブを開発し，市民活動の促進支援を図っ
た．

の 実
有 施
効 体
性
制

今後，柏市の環境未来都市との整合性を
図りながら，プロジェクトを推進することを
期待する．

性
の
見
通
し

今後，本課題で得られた成果を実装する
段階においては，柏市で進んでいる都市
開発プロジェクトとの連携を強めつつ，高
齢化社会における低炭素都市モデルを
実現する実証成果を期待する．

柏市は運営委員会のメンバーであり，毎回参
加している．柏市の都市計画と整合性が取れ
るように進めており，実証実験も柏市の協力の
もとに行い，成果が「Ⅴ.成果」に詳述するよう
に上がった．

継
続
性
・
発
展

Ⅴ．成果
１． 目標達成度
「Ⅳ.1. 目標達成度」に記載の通り．
２. 技術開発内容の妥当性
（１） システムの全体像と開発
全体システムの開発の基本的な考え方は，「Ⅰ．２．研究の趣旨」および「Ⅳ. 2.2 システム全体
像と要素技術との関係」に記載した通りである．
システム評価については，「Ⅴ.2.(3) (g)共通グループ」の研究成果の「⑤d 明るい低炭素都市
の実現の際に期待される効果」で，定量評価を行っている．その詳細は，最終報告書(東京大学,
明るい低炭素社会の実現に向けた都市変革プログラム最終報告書，2015.3)で述べている．
システム導入や持続発展に関わるコストや対費用効果などや適切なシステム評価，および本事
業終了時点での実現性や将来実現すべき目標・根拠などについては，「Ⅵ. 実施期間終了後の
継続性・発展性」で述べている．
（２） 全体システムと要素技術との関係性
全体システムと要素技術との関係は「Ⅳ. 2.2 システム全体像と要素技術との関係」に記載した通
りであり，図Ⅰ-1 に示す通りの社会実験を行い，社会実証を行った．
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（３） 各研究グループ（サブテーマ）の研究成果
（a）研究グループ a
・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
本研究は，明るい低炭素社会の実現に向けた都市変革プログラムの一環として，民生部
分における太陽エネルギーを利用した省エネ機器の研究開発を行う．その研究の全体の構
想を図 1-1 に示す．まず，①太陽エネルギーのコージェネレーション利用システムの開発
を目指して，多接合太陽電池
に 1000～2000 倍程度の高倍
率集光することで小さい太陽
電池面積から大きな発電量と
高温の熱を同時に取り出すシ
ステムを提案し，その同時利
用システムの省エネ性と経済
性の評価を行う．また，回収
した太陽熱の有効利用のため
の高効率エネルギー機器の開
発を着目し，太陽熱利用冷房
図 1-1 太陽光コージェネレーション利用システム
機器及び加湿・除湿できる新
たな用途の機器開発を行う．具体的には，②太陽熱駆動する吸収冷凍機，③デシカント空
調機と，④エジェクタ・蒸気圧縮式ハイブリッド空調機についての概念設計，技術開発と
社会実装の検討を総合的に実施する．⑤にこれらシステムの低炭素化効果を評価する．
高齢者資産の低炭素化で目指していた高齢者住宅への本空調システムの適用には，本シ
ステムはイニシャルコストが高く，投資回収年が 30 年以上かかるため，いくつかの段階が
必要とされる．まず，戸建て住宅への適用の前に，民生用のビルへの適用を目指し，投資
回収年が 10 年以下のシステムを開発提案して，その普及を目指す．システムが普及するこ
とで，製品価格の低下が見込まれ，戸建て住宅への適用も可能となり，高齢者住宅の低炭
素化が見込まれる．
・成果
① 太陽エネルギー・コージェネレーション利用システム
太陽エネルギーを代表とする再生可能エネルギーの利用促進のため，太陽光発電・熱同
時利用システムの導入を提案し，その効率と経済効果を検討した．集光倍率 2000 倍程度の
太陽光・熱同時利用システムにおいて，入射エネルギーの発電効率は 30％，熱エネルギー
の変換効率を 80％として，全体のエネルギーの利用効率は 80％超えるシステムが構築でき
る．本研究は柏市における提案システムの運転効率と経済性を評価するため，NEDO が公表
した日射量データベースを用いて，図 1-2 に示している平板型太陽光発電システム，集光
型太陽光発電システム，真空管式太陽熱利用システム，トラフ式太陽熱利用システムにお
ける産出エネルギー量，投資回収年数などを解析した．図 1-3 に示すとおり，提案した太
陽光太陽熱利用システムは他の太陽光発電あるいは太陽熱利用システムに対してエネルギ
ー産出量もコスト的にも優位性を持つことを明らかにした．また，投資回収年においても
太陽光発電と太陽熱熱利用システムの中で唯一 10 年以内に投資コストを回収可能なシス
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テムである．低炭素社会の実現に有望な技術として，プロジェクト実施終了後も継続して，
実際の製品開発と実証実験を行う予定である．

(a)太陽光発電

(b)集光追尾型太陽電池

(c)太陽光･熱同時

(d)真空管式集熱器 (e)トラフ型集熱器

利用システム

図 1-2 評価システム
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図 1-3 各システムにおける経済性と投資回収年数の比較
次いでは，回収した太陽熱の有効利用のための高効率エネルギー機器の開発を着目し，太
陽熱利用冷房機器及び加湿・除湿できる新たな用途の機器開発を行う．具体的には，太陽
熱駆動する吸収冷凍機，デシカント空調機と，エジェクタ・蒸気圧縮式ハイブリッド空調
機についての概念設計，技術開発と社会実装の検討を総合的に実施した．
② 太陽熱利用吸収冷凍機
太陽熱利用吸収冷凍機について，まず太陽熱を利用した二重効用吸収冷凍機のシミュレ
ーションを行い，太陽熱の投入手法ごとの燃料の削減率および太陽熱の利用効率について
比較を行った．ソーラー吸収冷凍機の概念図と評価に用いたリバースフロー二重効用吸収
冷凍機のサイクルを図 1-4，1-5 に示す．東京ガス湘南ビルに導入したソーラー吸収温水機
の実稼働データを用いて，シミュレーションモデルの妥当性検討を行い，シミュレーショ
ンモデルの計算結果は実機の挙動を良く再現することができた．夏季冷房運転時の太陽熱
吸収冷凍機の COP(成績係数)は 2 程度である，その値は，一般的なリバースフロー吸収冷
凍機の COP の 1.35 より大幅に増加した(図 1-6)．太陽熱を利用する吸収冷温水機において，
太陽熱の 0.8 倍の冷熱が生成されることが分かった．太陽熱により生成される冷熱発生量
が定量化されることがわかったので，グリーン熱証書などのように太陽熱の環境付加価値
を制度化する道が開けた（図 1-7）．
③ 太陽熱を再生熱源としたデシカント空調システム
次に，太陽熱を再生熱源としたデシカント空調システムを提案し，潜・顕熱をそれぞれ
デシカントシステムと空調機を用いて処理し，さらに潜熱処理システムの再生熱源を太陽
熱および空調機の凝縮熱を用いることで 快適な室内環境と高効率な空調システムを構築
する．図 1-8，1-9 に示し装置を用いて本研究に適したデシカント材の静的吸脱着特性，吸
脱着 速度および非定常運転時の性能評価手法を実験及び理論的に検討した．また，太陽熱
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とヒートポンプ熱を同時利用するデシカント空調システムの省エネ効果をサイクルシミュ
レーションにより評価し，適切なデシカント材 （たとえば高分子収着材など）を選ぶこと
で，
従来サイクルより最大 20％の省エネ効果の実現が可能であることが分かった．
（図 1-10，
図 1-11）

図 1-4 ソーラー吸収冷凍機の概念図

図 1-5 ソーラー吸収冷凍機サイクル

図 1-6 計算結果と実稼動データの比較

Stepping motor

図 1-7 太陽熱 COP

Humidity sensor

Ball screw
Dew-point meter

Desiccant rotor
g

Electric balance

Thermocouple

Pump

図 1-8 デシカントロータ性能測定の試験部
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図 1-9 定常運転特性実験用実験装置
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図 1-10 デシカント空調システムの概略図

図 1-11 デシカントシステムの省エネ効果

④ 太陽熱駆動エジェクタサイクル・蒸気圧縮式ハイブリッド空調サイクル
さらに，太陽熱駆動エジェクタサイクルと蒸気圧縮式サイクルのハイブリッド空調サイ
クルを提案し，太陽熱が利用できない時でも冷熱を確保するためのバックアップの蒸気圧
縮式サイクルを合わせ持つことで，年間安定的に運転が可能なサイクルの理論検討と実性
能実験を行った．エジェクタの運転条件，ジオメトリなどによるエジェクタ単体およびシ
ステムの性能特性を理論解析および実験測定から検討した（図 1-12，1-13）．また，シミ
ュレーションと実験により，従来の蒸気圧縮式サイクルに対するエジェクタ・蒸気圧縮式
ハイブリッドサイクルの優位性が明らかになった．理想的なエジェクタで最大 28%の電気
入力削減が得られた（図 1-14）
．
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図 1-12 エジェクタ･蒸気圧縮式
ハイブリッド空調機の概略図

図 1-13 製作したエジェクタ
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図 1-14 中間温度による太陽熱 COP の変化
⑤ 太陽熱利用空調システムの CO2 削減効果
太陽熱を再生用省エネルギー空調システムの柏市の導入により，2020 年までの CO2 削減効
果は業務部門および家庭部門においてそれぞれ 1,900 t-CO2/year と 1,500 t-CO2/year が見
積もられることがわかった．
なお，本システムを社会的に実装して，導入拡大を図るにあたっての留意点としては，
イニシャルコストを低減するとともに，導入先に応じた製品ラインナップを確保すること
等により，柏市内の多様な事業所及び家庭において導入普及が進む確度が高まると考えら
れる．
（b）研究グループ b
・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．具体的には:
A) 超小型電気自動車やキャパシタ電気自動車を開発する．
B) 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
C) 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．
D) 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
A)と B)については①に，C)については②，③，④に，D)については高齢者が負担を感じ
ずに超小型電気自動車を利用できるカーシェア技術②で述べる．
① ワイヤレス充電システムの開発
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
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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．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．これに伴い，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．また，大電力伝送実験
を行い，最終的に，伝送距離 30cm で消費電力 3.36kW，総合効率 88.3%，また伝送距離 40cm
で消費電力 1.70kW，総合効率 77.8%を記録し，長伝送距離・高効率・大電力伝送が実現し
た（図 2-1, 2-2）
．

図 2-1
置

開発したワイヤレス給電装

図 2-2 電波暗室による大電力実験

② 超小型電気自動車カーシェアリングシステムの研究開発と社会実験
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を行うために，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．これを基に，トヨタ車体(株)製コムスによる超小型電気自動車カーシェアリングシ
ステムの要素技術開発とその社会実験を行った．要素技術開発では，車両振動の機械学習
による移動判定技術を開発し，台車による実験で妥当性を確認した．また，ローカル無線
と公開鍵による安全安価な予約管理システムを開発した．後者について，柏の葉キャンパ
ス駅周辺で20代～80代を対象とする社会
実験を行い，超小型電気自動車カーシェ
アリングの有効性を確認した．また，現
時点での課題は，高齢者へのスマートフ
ォンの普及であることが判明した．今後、
予約して利用するオンデマンドバスにお
ける需要の隙間を埋めるものとして、こ
のようなパーソナルモビリティのシェア
リングを検討する．また，高齢者の健康
管理については，東京大学高齢社会総合
研究機構で，柏市を対象として様々な検
討しているが，健康管理システムと本モ
ビリティシステムの統合の検討は今 図 2-3 簡易化カーシェアリングシステム構造図
後の課題である．
③ 2 人乗りおよび各種形態の超小型電気自動車の開発と試用評価
柏市北部地域で，市販の超小型電気自動車が走行した際の安全性や適合性を検討した．
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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．
これを基に，近距離や不整地用途に製作した各種の 1 人乗り超小型電気自動車に加えて
2 人乗り車両を製作した．この車両が実際に公道を走行できるように，国土交通省の「超
小型モビリティ認定」を得てナンバーを取得した．これらの車両を柏市内地域住民に試用
してもらい，意見を聴取した．その結果，このような車両が郊外地域や農林業などにも活
躍すれば,高齢者の地域移動や農場・林の活性化が期待でき,退職者層の余暇利用・就労惹
起にもつながることが分かった．超小型モビリティは，現状では，風防，価格，衝突時不
安などの課題があるが，その問題が解決されれば，超高齢社会の近距離個人移動手段とし
て非常に非常に有効な手段と考えられる．

図 2-4 山コムス（左），2 人乗り公道走行認定を取った車両（右）
④ 超小型モビリティに対する市民の受容性及び潜在需要の検討
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．また，郊外住宅地における高齢者の活動支援システムとしての超小型モ
ビリティの活用を念頭に，市民の日常の交通行動と生活活動の詳細を把握したプローブパ
ーソン調査を実施した．また，調査対象者の短距離自動車トリップが超小型電動モビリテ
ィに転換した場合の低炭素化効果を算出した．
この結果，表 2-1 のように，プローブパーソン調査に基づく移動の診断記録を作成して
情報提供することにより，調査対象者の短距離（15km 未満）自動車トリップ率に応じて超
小型モビリティの利便性評価，購入意向，シェアリング利用意向に異なる影響が生じるこ
とが明らかとなった．
表 2-1 超小型モビリティの購入意向(左)・シェアリング(右)と短距離自動車トリップ率
購入意向

事前調査

事後調査

シェアリング利用意

事前調査

事後調査

向
今の価格でも購入したい

87.5%

-

有料でも利用したい

40.0%

69.2%

安くなったら購入したい

80.0%

33.3%

無料なら利用したい

65.9%

70.6%

全く購入したくない

52.1%

55.9%

全く利用したくない

66.7%

58.7%

わからない

61.2%

68.3%

わからない

60.2%

60.6%

（n=27, 61～81 歳（平均年齢 68 歳）
）
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調査対象者の自動車トリップのみで構成されるトリップチェーンについて，総移動距離
が 10km 未満及び 15km 未満のものについて通常の乗用車から超小型モビリティへの転換が
可能な潜在需要であると仮定して，これらの移動について，利用者が乗用車を手放して超
小型モビリティ転換し，他はこれまで通り乗用車を利用すると仮定した場合，二酸化炭素
排出量は 14%削減される試算となった
（c） 研究グループ c
・サブテーマ 植物医科学
・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きた．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
① 植物医師制度への取り組み
適切な植物病の抑止を通じて、肥料や農薬等の農業資材利用の最適化を図ることは，農
地から発生する温室効果ガスの排出削減のみならず、これらの農業資材の製造により生じ
る温室効果ガスの抑止につながると考えられる．そのためには，効率的な栽培方法のみな
らず，農業資材のロスを生み出す病害虫の発生認知やその種類の正確な把握，さらにはそ
れらの情報に基づき農薬等の適切な農業資材の投入が欠かせない．しかし，家庭菜園等で
の栽培経験が豊富な者であっても，病気を見分けるノウハウ，あるいは農業資材の適正な
利用に関する知識が不足していることから，係る問題に対処するための組織的な人材育成
を目指した．
そこで本研究では，まず植物医科学やコミュニティ植物医師訓練プログラムに対する市
民のニーズを把握することを目的としたアンケート調査を柏市全世帯の約 9 割にあたる 14
万戸を対象に行い，その後，事前説明会および訓練プログラムへの募集をかけたところ当
初の予想を大きく上回る約 1,000 人もの申し込みがあった． 訓練プログラムでは植物病の
基礎的知識を習熟するための講義と実習が行われ，訓練プログラム修了後にコミュニティ
植物医師の認定試験が実施された．試験の結果，約 700 名ものコミュニティ植物医師が誕
生し，その平均年齢は 62 歳であった．また，合格者の居住地域は柏市全域に広がっており，
シニア層を中心として柏市全域をカバーできる人材群が誕生した．さらに，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を確保することを目的として，柏市農政課との
連携の下，休耕地や休耕田を利用し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．加えて，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ほか，プロの植物医師とコミュニティ植物医師が連携し，
市民からの植物病に関する相談に対応する取り組み（「コミュニティ植物病院」）などを実
施した．さらに，地域コミュニティにおける低炭素化を実践的に進めていくために，病気
を防ぎやすい栽培方法やそれらに関する病原体の知識，肥料や農薬等を含む農業資材の適
切な活用方法などを指導するスキルアップ講習会を複数回にわたり開催した．また，この
ような座学のみならず，圃場における病害虫の見分け方や圃場管理方法，肥料や農薬など
の農業資材の投入指南などを実際の農業現場で指導するスキルアップ実習も平行して行う
22

ことで，知識と技術の両面から農業資材利用最適化のための基盤作りを行った．今後は本
プログラムで得た知識・経験をもとに，コミュニティ植物医師が管理する圃場において最
適と思われる防除プログラムを策定し，従来プログラムと比較しながら農業資材使用軽減
効果について継続的に調査を行い，地域コミュニティにおける農業の低炭素化スキームの
確立を目指す予定である．
② 植物病抑止システムの社会実装に向けた取り組み
植物病防止システムを通して低炭素化を実現していくためには，社会実装を支えるサポ
ート体制の整備が不可欠である．そこで，技術士（植物保護）の国家資格を持つ専門家間
の連携強化を目的として植物保護士会議を設立したほか，技術士の育成を目的とした 5 学
会技術士育成推進委員会を発足させた．技術士は訓練プログラムなどの実施に講師などの
形で参画した．加えて，主に東アジア地域の大学などが参加し，植物病防止に関する各国
の状況などについて情報交換を行うための国際植物医科学会を発足させたほか，植物病デ
ータベースなどの機能を有するコミュニティ植物医師専用のウェブページを設置し，現場
における学習・診断・情報蓄積などを円滑に行えるシステムを構築した．
③ 継続的な活動の基盤整備への取り組み
本プロジェクト終了後も活動を継続的に行っていくための基盤整備の一環として，植物
医科学グループのサポートのもと，コミュニティ植物医師の有志が集まり，自主運営組織
「柏市コミュニティ植物医師の会」を設立した．本自治運営組織を中心とし，コミュニテ
ィ植物医師は市内各所で自律的に植物病抑止活動を行っているほか，地域イベント等でコ
ミュニティ植物病院の開催を行うなど，植物医科学と植物病抑止の重要性を広く社会に伝
える活動を積極的に行っている．また，コミュニティ植物医師同士の活発なコミュニケー
ションを継続して行っていくため，情報グループの協力のもと，コミュニティ植物医師専
用の Web ページを刷新した．コミュニティ植物医師は本 Web ページを学習・診断・情報蓄
積などに役立てている．
（d）研究グループ d
・サブテーマ 都市計画
・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，少子高齢・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のために，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」を行う．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．具体的には:
A) 「明るい」生活の創造に向けた，都市施設配置や土地利用規制といったマクロな都市計
画関連手法の提示
B) 空閑地や空き施設等のコミュニティによる利用を促進するためのプログラムといった
ミクロな計画・マネジメント手法の提示
・成果
A) については，①，②に，B)については③，④に述べる．⑤に今後の都市計画制度改善
の方向性を述べる
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① 高齢者の居住地分布とサービス・施設分布
高齢者の居住地分布および高齢者の利用するサービスや施設の地理的分布の特徴を把握
した上で，とくに高齢者の都市内移動や居住満足度の視点から，より望ましい分布とどの
ように食い違っているかを明らかにし，現実的な解決の基礎となる知見を得た．
東京 23 区と千葉県柏市を対象とし，既存の統計データと，新たに行ったアンケート調査
の結果の分析から，高齢者の実際の居住地の分布が，望ましい分布と乖離している可能性
を示した．この結果から，施設の立地を変える「ハード」な施策と，施設の立地は変えず
にサービスの提供の仕方を工夫する「ソフト」な施策の双方による問題解決へのアプロー
チを議論した．今後，高齢化の進行に伴って，交通弱者に移行してしまうと思われる高齢
者の生活質を都市環境の面から支援することは，とりわけ重要である．その際に，低炭素
化社会の要請から，個別モードによって交通面で多大のエネルギー負荷をかけることはで
きない．そのため，施設アクセスがとりわけ重要であり，特に，満足度を高める効果の大
きい施設配置の再整備が重要であることが示唆された．その際には，地区拠点へのデリバ
リー型も含め，地域の需要密度に合ったサービス形態の確立が急務となる．
② 居住環境および用途混在や各種規制への意識の分析
居住者によって主観的に評価される居住環境(居住の質)および用途混在や各種規制への
意識の分析を行った．また，各用途施設への移動行動とその満足度，および各施設の住宅
地への混在に対する心理的許容度を分析した．そして，将来の縮小社会における適度な混
在，あるいは住環境と利便性とのバランスが取れた用途混在についての計画的示唆を得え
た．
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．その結果の分析から，価値観等の居住者の属性と建物密
度・用途地域等の居住地の物的環境の両者を考慮に入れることで，用途混合を進めつつ，
居住満足度を向上させることのできる計画の可能性があることを示した．
コンパクト化を進める上では，多様な土地利用が近接することが必要となるが，排他型
土地利用規制の原理では，用途混在は許容するものであって，積極的に推進するものでは
なかった．本研究の結果から，適正な混在は実現可能である．例えば，伝統的・利他的価
値観の高い居住者が多い地域では，バス停，病院，商店街，公園などの混在は可能である．
また，生活利便性を重視する居住者が多い地域(商業系地域)では，鉄道駅，商店街，ショ
ッピングセンター，コンビニエンスストアも混在できる可能性がある．さらに，教育環境
を重視する居住者が多い地域では児童施設や保育所への許容度が高く，高齢者が多い地域
では老人施設への許容度も高い．このような知見は，用途規制における性能規定化の指針
に導くため，都市計画上の意義が大きい．
③ 都市郊外空閑地の農的活用方法
将来，都市郊外部において大量発生が懸念される空閑地を，高齢者を含む近隣住民が農
作物栽培の場所として活用するための方策を，事業計画と活用実践プログラムの双方から
提示した．
千葉県柏市が運営するカシニワ制度と，同制度に基づくコミュニティガーデン，
「自由広
場」を事例に，制度の特徴とコミュニティガーデンづくりの取り組み実態を時系列的に明
らかにした．その結果，カシニワ制度には，利用者の自由を保障しながら，土地の暫定的
な利用に伴う様々なリスクに対処するための工夫が盛り込まれていること，
「自由広場」で
は，地域住民の大きな裁量のもと，地域の課題や需要に合わせて，空間・運営・利用が柔
軟に変化していることなどを明らかにした．
2012 年 4 月より自由広場の一角で社会実験「ちょい農」を開始した．
「ちょい農」とは，
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管理人(大学の実験スタッフ)のサポートのもと，地域住民が軽作業(潅水，植付，剪定，収
穫等)や収穫物(野菜・ハーブ)をシェアし，レイズドベッド型菜園を共同利用する取り組み
である．
「ちょい農」実験は，気軽に農に関わる場の創出を通じ，それまで自由広場への関
与が薄かった層を呼び込むことを意図していた．2014 年には，大学に代わり，地元町会が
主体的に菜園の管理を行うようになり，
「ちょい農」実験を引き継ぐことになった．
「ちょい農」実験以後は，従来まで自由広場と関わりの強くなかった，子育て層や共働
きで忙しい若年層の利用者も現れるようになった．加えて，一般市民も自由広場を来訪す
ることとなった．
土地の暫定的利用を促す「カシニワ制度」と，その土地で展開される「ちょい農」のプ
ログラムを活用しながら，敷居の低い農的活動の機会を，高齢者を含む市民に展開してい
くことで，単に空閑地が適正に管理されるだけでなく，それが市民の明るい暮らしを担保
することが可能になる．
「カシニワ制度」は自治体の要綱をベースに運用されていることか
ら，類似の取り組みを他地域で行なうことは比較的容易である．また，
「ちょい農」につい
ても，高度な農業に関する知識や経験は必ずしも必要としない．これらのことから，本プ
ロジェクトで行なわれた実践は，意欲のある自治体では適用が十分可能なものであると考
えられる．

図 4-1 自由広場の敷地利用(2013 年 7 月 5 日時点)
④ 空き施設など活用によるコミュニティ形成手法
局所的な超高齢化が進む郊外計画住宅地において，空き施設や個人の庭を用いた世代間
交流および共助を促すコミュニティ形成の手法を確立し，手法の導入のためのマニュアル
を提示した．
高齢化が進む郊外住宅地「柏ビレジ」を対象に全戸アンケートを行い，空き施設や個人
宅の庭を活用した高齢者の共助の可能性について検討した．結果に基づき，個人の庭を拠
点として小規模なコミュニティを形成する取り組み，空き店舗を拠点として住宅地全体の
コミュニティサービスの核を形成する取り組みの二点を社会実験として地域と協働しなが
ら実践した．
具体的な，体制作りのプロトタイプとしては，空閑地や空き施設を活用した集団的マネ
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ジメントの取り組みを社会実験した．柏市で実施しているカシニワ制度および「ちょい農」
の仕組みは，行政と地域住民の協働による新たなマネジメントの仕組みを示唆している．
また，コミュニティカフェの運営実験は，初期コストの負担があれば，運営の維持継続
の可能性を示したという意味で意義がある．

個人情報保護のため
非公開

個人情報保護のため
非公開

個人情報保護のため
非公開

図 4-2 個人の庭の拠点「ぷらっとガーデン」

個人情報保護のため
非公開

図 4-3 空き店舗による拠点「IVY-LABO」
コミュニティ拠点づくりのためには，地域のニーズ把握，運営主体の明確化，サービス
内容の検討，他団体との連携，場所の確保，整備の初期費用の検討，運営収支の計画立案，
運営組織の検討などを行った上で進める必要がある．
コミュニティ拠点づくりのための意思決定の流れとしては，自治会の分科会組織である
活性化委員会が中心になり，2010 年度からアンケート結果を踏まえたイベント的な社会実
験を行い，住民の意見を収集していき，コミュニティ拠点づくりに反映していった．また，
コミュニティ拠点は既存の自治会や住民組織も使える場所とし，既存組織と相乗効果を上
げる使い方を検討した．最終年度のアンケートでは，既存組織によるイベントでこのコミ
ュニティ拠点を利用した人も増え，相乗効果を上げていることが分かった．
⑤ 都市計画制度改善の方向性
「明るい」生活の実現には，居住満足度を上げること，また，そのための自主的な活
動を促すことが重要である．そのためには，共助の仕組みを最大限に適用していかねばな
らいが，
「カシニワ」制度のような郊外空閑地の農的活用やコミュニティ拠点づくりなどは，
地域住民のみの自発的な行動のみで成り立つものではない．また，縮小社会や高齢社会に
向けた高齢者サービスについての施設立地の規制・制度変更や，住環境を低下させないコ
ンパクト化のための用途混合の実施など，より確実に「明るい」生活を実現することを目
指して，法制度を整備・改善し，制度を設計する必要がある．本研究で得られた成果を敷
衍して，今後の制度改善の方向性を示すと以下の点を指摘できる．
 移動型施設拠点という新たな土地利用分類を土地利用規制に位置づけること．
 性能規定を取り入れて，地域の需要にあった弾力的な用途規制運用の仕組みを確立する
こと．
 共助の拠点としての簡易なものも含めた施設立地について，その後の行政費用の低減分
を配慮した支援体制を確立すること．
 私的空間の活用において，自治体などが介在して，所有者は安心して提供でき，利用者
は安心して利用できるルールを確立し，空間の有効利用を促進する仕組みを確立するこ
26

と．例えば，土地所有者と市民団体をマッチングする行政仲介型の空閑地運営システム
が有効そうであること．また，地域住民の裁量に委ねた空閑地利用に一定の工夫が必要
であること．
（e）研究グループ e
・サブテーマ 農業・緑地計画
・グループリーダー 山本 博一 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．
A) 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
B) 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
C) 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
上記の目標に対して，本グループでは緑地の中でもとくに水田，里山を対象として具体
的に検討を行った．A)については都市計画グループと協同で行っており，その成果は都市
計画グループの報告に記載している． B)については①水田の低炭素管理と②里山の生物相
保全，C)については③里山の炭素蓄積とバイオマス利用に示す．
① 水田の低炭素管理
水田からの GHG(温室効果ガス)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．これは水田が常時湛水され，土層が還元状態であることから起きるものであ
るため，還元状態を抑える水管理（ここでは間断灌漑水田と呼ぶ）を行えば，GHG 発生が
抑制されることが期待できる．そこで，柏市，流山市および神崎町における試験水田等に
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行ってきた．と
くに 2011・12 年度は，柏市内の農家水田において測定を行ない，2013・14 年度は，大学
建屋屋上の水田ライシメータ(自然の土壌環境を模擬する土壌タンク)で測定を，また 2014
年度には柏市内の市民水田で測定を行ってきた．
2011 年および 2012 年の実際の水田における測定では，連続灌漑（通常型）と間断灌漑
（低炭素型）の区画を設置して，比較試験を行った．通常型では，移植後中干しまでは連
続的に灌漑を行った．一方低炭素型では，移植直後の連続灌漑の後に，ただちに間断灌漑
に移行した．この両者の水田において，定期的に水田から排出されるガスを採取し，実験
室内ガスクロマトグラフィで分析した．結果，稲の生育状況には殆ど差がないながらも（図
5-1）
，
「低炭素農法」の効果は明白であり，2011 年，2012 年の実験では，ともに GHG 放出
量を半分以下に抑えることができた（表 5-1）
．
大学建屋屋上でライシメータで行った詳細実験（2013 年）は，一般的な連続灌漑ではな
く間断灌漑（低炭素型）で行った．間断灌漑によって，地下水位は下げることができたが，
土層内水分はそれにあまり追随することがなかった．しかし，酸化還元電位（ORP）は，－
150mV 程度までしか下がらず，メタン排出量も最大で 0.25mg/m2/hr 程度に抑制された．
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表 5-1 間断灌漑による GHG 排出抑制効
GHG抑制効果
（gCO2eq・m-2）

収量
（kg/10a）

連続灌漑（通常稲作）

250

550

間断灌漑（低炭素稲作）

110

560

無灌漑（低投入稲作）

30

90

連続灌漑（通常稲作）

240

560

間断灌漑（低炭素稲作）

90

560

2011年 1稲作期間

2012年 １稲作期間

図 5-1 実験水田における
水稲生育状況

2014 年に測定した 2 つの市民水田からの排出量は，両水田ともに低湿地に立地している
ため，一般水田と比べて非常に大きいことがわかった．とくに田植え直後は非常に大きく，
投入肥料によるものと推測される．稲刈り後は，かなり減少してきていた．一つの市民水
田の近傍には，湿地が広がっている．この両者を比べると，稲作前期は，市民水田からの
排出量が多く，稲作後期そして収穫後には，ほぼ同等になっていた．
② 里山の生物相保全
里山の生物相保全に有効な市民による里山管理手法を明らかにするためには，まず里山
林の生物相の現状を把握し，さらに里山管理が生物相にどのような影響を及ぼすかを把握
することが必要である．そこで，現状を知るために，対象地である柏市大青田の森にて，
生物相の調査を行い，次に都市近郊里山林の間伐・下刈りを研究協力者である NPO 法人ち
ば里山トラストが実施した後，管理の影響を把握するための再調査を行った．間伐や下刈
りは限られた労力でかつ小規模面積の里山において実現可能であり，ボランティアレベル
で持続可能な管理方法である．
ここでは，林床植物と，環境変化に対する応答が迅速であることが知られている地表徘
徊性甲虫とを，調査対象とした．さらに長期的なモニタリングとして，特に反応が鋭敏で
あった地表徘徊性甲虫をターゲットとした調査手法を確立した．
林床植物に関して，出現種数は，広 1，広 2，針 1，針 2，笹 1，笹 2（それぞれ調査プロ
ット名を示す）において 2011 年と里山管
理実施後の 2012 年を比較すると，笹藪の
全刈りを実施した笹 1 において顕著に種
数が増加した．他の調査プロットでは大
きな変化は見られなかった（図 5-2）．従
来放置されていた笹薮では植物種数がき
わめて少なく，放置された笹 2 では大き
な変化がなかったが，全刈りを実施した
笹 1 では種数が大幅に増加した．これは
密生していたアズマネザザが除去された
図 5-2 林床植物の出現種数
ことにより光環境が改善され，新しい種
が侵入できたことを意味している．一方，針葉樹林，広葉樹林での間伐は，種数の大幅な
変化は見られなかった．なお，一部で希少種であるキンランが開花するなど，光環境の改
善によるとみられる変化も生じている．
地表徘徊性甲虫の出現個体数を調査プロット毎に 2011 年と里山管理実施後の 2012 年で
比較すると，広 1，広 2，針 1，針 2 において減少し，笹 1，笹 2 において増加した．また
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種組成が変化した．里山管理実施後の 2012 年は全てのプロットでクロツヤヒラタゴミムシ
が多数出現した（図 5-3）
．笹薮では笹 1，笹 2 ともに個体数が増加したものの，実際に全
刈りを実施した笹 1 よりも隣接する笹 2 においてより顕著に増加した．移動可能な甲虫の
場合は，植物と異なり全刈りの影響が隣接する林地にも及ぶ可能性を示唆する．間伐した
広 1，広 2，針 1，針 2 において個体数が減少したアオオサムシとクロナガオサムシは，と
もに大型種で安定した森林環境を好む種である．つまり，間伐を行った林分の直下だけで
なく，周辺林分の甲虫相も間伐の影響を受けた可能性を示唆している．

個
体
数

広1

広2

針1

針2

笹1

笹2

図 5-3 地表徘徊性甲虫の 2011 年，2012 年における各プロットでの出現個体数
また，プロジェクト終了後も市民モニタリングにより定期的に調査をしてその結果を評
価していくために，野外での調査手順，甲虫回収後のソーティング方法，さらに同定方法
を記載した小冊子を作成した．また市民による種同定を可能とするため，出現種を同定す
るために決め手となる類似種との区別点などを図鑑レベルよりも詳細に記載するとともに，
種内変異のある種については複数個体の写真を掲載したミニ図鑑が必要である．これらの
役割を持つ調査マニュアル「柏市大青田の森の里山管理と生物相」とミニ図鑑「関東を中
心とした地表徘徊席甲虫」を作成した（図 5-4）
．

※ラベルは１辺が 10mm×19mm

図 5-4 調査・同定のための手引書とその説明例
③ 里山の炭素蓄積とバイオマス利用
里山を含む森林は，炭素吸収固定源とバイオマス供給源の２つの役割を併せ持つ．ここ
ではこれら２つの側面を一体的に評価した．まず，対象地である柏市大青田の森で，毎年
どれだけの炭素蓄積量増加が見込めるかを明らかにするため，年間の成長率を解明した．
具体的には，各測定年の断面積合計を算出し，2011 年から 2013 年にかけての断面積増加
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量の差から年成長率を求めた．導かれた成長率に基づき，広葉樹，針葉樹の試験地それぞ
れの年間の炭素蓄積増加量の推定を行った．さらに，間伐を行った調査区の樹木個体のう
ち，直径 5cm 以上の個体を対象として，樹高 1.3m の地点から成長錐を用いて樹木コア試料
を取得し，顕微鏡観察にて年輪幅を読み取ることにより，個体レベルでの成長量の解明を
行った．一方，ちば里山トラストが実施した間伐により発生したバイオマスの乾燥重量を
測定し，エネルギー変換可能量および CO2 排出削減可能量を各種算定式より推定し，さら
に，柏市において実現可能なバイオマス利用スキームを，里山トラスト，柏市公園緑政策
課，柏市みどりの基金と連携しながら構築し，一部実証実験を行った．
炭素蓄積増加量に関して結果をみると（表 5-2）
，間伐後 2 年間（2011～2013 年度）の
年平均炭素固定量は，広 1 において 2.90t-C/ha/yr，広 2 において 3.05t-C/ha/yr となり，
間伐を行わなかった広 2 のほうがやや固定量が多い．この結果は，試験地内の樹木本数（炭
素蓄積量の多さ）に依存するため，樹木 1 本あたりの年間炭素固定量を推定すると，広 1
は 5.27kg-C/yr/tree，広 2 は 2.71kg-C/yr/tree となり，広 1 の樹木の炭素固定量は，広 2
に対して 2 倍近い値であった．一方，針葉樹については，樹木 1 本あたりで見た場合でも，
間伐による炭素固定量の増加は確認できなかった．試験地の針葉樹林は密度が高く，植林
後，積極的に間伐等の管理が行われてこなかったことが予想される．このため，当地の森
林は健全な状態とは言えず，成長量が落ち込んでいたことが一因として考察される．
樹木コア試料の分析を行った結果を図 5-5 に示した．ここでは，2009～2011 年度（間伐
前）
，2012～2013 年度（間伐後）の 2 時点に分け，それぞれの胸高断面積年間成長率の平
均値を樹種別に比較した．なお，比較を容易にするため，2009～2011 年度の値を 1.0 とし
て基準化している．結果をみると，間伐を行った広 1 と針 1 の樹木（図 5-5 中赤色のグラ
フ）のほうが，広 2・針 2（図 5-5 中青色のグラフ）と比較して，間伐後の成長率が高まっ
ていることが確認できる．広葉樹については，特にイヌシデで顕著で成長率が顕著に高ま
っており，林分内バイオマスの多くを占めるコナラにおいても成長が確認できた．針葉樹
について，コナラやイヌシデのような広葉樹の個体については，針 1 について成長が確認
できたが，バイオマスの多くを占めるヒノキについては，むしろ成長率が低くなっていた．
このことは表 5-2 の林分レベルでの分析とも符合している．
表 5-2 各試験地の炭素蓄積増加量
本数

2011 年度

間伐後

2013 年度

2011～2013 年度

樹木 1 本あたり

炭素蓄積量

炭素蓄積量

炭素蓄積量

年平均炭素固定量

年間炭素固定量

（t-C/ha）

（t-C/ha）

（t-C/ha）

（t-C/ha/yr）

（kg-C/yr/tree）

広1

29(-7)

109.0

63.0

68.8

2.90

5.27

広2

45

135.0

135.0

141.1

3.05

2.71

針1

35(-14)

62.5

39.1

41.6

1.25

2.38

針2

37

71.7

71.7

77.6

2.95

3.19
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図 5-5 樹木コア試料の分析による樹種別年間成長率の比較（左：広葉樹，右：針葉樹）
バイオマス利用について，大青田の森の広葉樹林，針葉樹林それぞれから発生しうる間
伐材を推定すると，合計 246dt/yr となった．これを発電もしくは熱利用した場合のエネル
ギー変換可能量と CO2 削減可能量を表 5-3 に示した．
表 5-3 間伐材のバイオマス利用によるエネルギー変換可能量，CO2 排出削減可能量
間伐材発生量

エネルギー
変換可能量

エネルギー
供給可能世帯数

CO2
排出削減可能量

発電（直接燃焼発電）

246 dt

295,230 kWh

61 世帯

162 t-CO2

熱利用（薪ストーブ）

246 dt

901,644 mcal

105 世帯

256 t-CO2

エネルギー変換可能量を世帯数換算すると，発電の場合は 61 世帯分，薪ストーブによる
熱利用の場合は 105 世帯分となった．CO2 排出量削減効果は，発電の場合は 162t-CO2，熱利
用の場合は 256t-CO2 となった．エネルギー，CO2 削減いずれも熱利用のほうが評価が高い理
由は，エネルギー変換効率の差の影響が大きいと考えられる．発電の場合は 22%，熱利用
の場合は 74%を想定しており，発電した場合の廃熱利用を考えていないため，発電のほう
が値が小さくなっている．柏市緑の基本計画によると，市内の広葉樹林（クヌギ・コナラ
林）および針葉樹林（スギ・ヒノキ林）の合計面積は，556.1ha である．この値は，大青
田の森における同樹林地面積合計（35.9ha）の 15.5 倍となっている．この値を用いて，大
青田の検討結果を単純に外挿すると，柏市全体における CO2 排出削減可能量は，発電の場
合は 2,511t-CO2/yr，熱利用の場合は 3,968t-CO2/yr と試算される．柏市地球温暖化対策計
画によると，新エネルギーの家庭部門への導入による CO2 削減目標値は 6,380t-CO2 とされ
ている．従って，柏市内の里山が適切に管理され，バイオマス利用された場合の CO2 排出
削減可能量は，発電の場合には削減目標値に対して約 40%，薪ストーブによる熱利用の場
合には約 62%に達することになる．
図 5-6 に，柏市公園緑政課，柏市みどりの基金，ちば里山トラストと連携し，設計した
バイオマス利用スキームを示した．同スキームは，市内の里山管理団体の管理する里山か
ら発生するバイオマスを，市内の広場（カシニワ）
，公園，一般家庭等で利用するものであ
り，みどりの基金が間に入り，バイオマスの加工や仕分け，販売等を行うことを想定して
いる．近年着目されている「木の駅プロジェクト」で示されているように，バイオマスの
利用に向けては，生産・収集・利用の流れを作ることが不可欠であり，そのためには，バ
イオマスを収集し，適切に加工・分類した上で利用先に配分する中間処理的な作業が極め
て重要となる．こうした役割をみどりの基金が単独で担えるかは場所や労力の点から課題
が多く，例えば一部を里山管理団体が担う等，今後の検討が必要である．しかし，カシニ
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ワ制度の補助金の運用を担い，市内の里山管理団体とも連携が容易なみどりの基金は，柏
市においては最も適切な主体であると言える．

図 5-6 柏市において展開可能なバイオマス利用スキーム
バイオマスの利用については課題が多く，現状では雑草防除のためのマルチング材とし
ての利用か，もしくはペレットグリルのような屋外バイオマス燃焼機器の燃料としての利
用かのいずれかに需要が限られている．まずは，広場づくりに携わるカシニワ登録団体と
連携し，これらの需要にもとづくバイオマス利用を普及啓発し，より大きな需要の創出に
つなげていくことが必要だと考えられる．その際，需要の創出とともに，生産側を担う里
山管理団体の効率的・安定的なバイオマス供給が重要となるが，一方である程度のゆとり
を残し，楽しみながら活動を行えるような「仕事」と「余暇」のバランスが重要だと考え
られる．
現在，カシニワ登録団体と連携しバイオマス利用の普及に努めるとともに，ペレット化
に適したバイオマスの生産・加工技術について，ちば里山トラストおよびみどりの基金と
実験を繰り返している．プロジェクト終了後も連携を継続し，図 5-6 に示したバイオマス
利用スキームを展開していく予定である．
以上から，高齢者を中心とする里山管理団体により里山の樹木が間伐されることにより，
残った樹木の炭素固定量の増加が認められ，さらに伐採木をバイオマスエネルギーとして
利用すれば，より一層の炭素削減効果が得られることが分かった．すなわち里山管理は，
高齢者を担い手とする低炭素化の一事例として認められる．このような活動を通じて柏市
内の里山が健全に管理されれば，地域住民も散策，森林浴等のレクリエーション活動など
の場として活用でき，地域コミュニティの活性化にもつながる（緑地管理活動を通じたコ
ミュニティ活性化については，都市計画グループの検討Ｂの③「都市郊外空閑地の農的活
用方法」において共同研究の形で詳細を検討している）
．これらの研究成果は，柏市みどり
の基金を通じて柏市内の里山管理団体へ情報提供されるほか，柏市が主催する「里山ボラ
ンティア養成講座」にてテキストの一部として活用されることが検討されており，他地域
展開に向けた準備を進めている．
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（f）研究グループ f
・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
情報システムグループの役割は，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．そのために，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を目的とする．主な活動は以下の 3 つの内容
からなる：
① 生活と産業におけるセンシングデータ活用に関する研究
② 都市の持続可能性に関わる多様な知識の体系化に向けての調査研究
③ 社会実験事例デジタルアーカイブの開発
・成果
① 生活と産業におけるセンシングデータ活用に関する研究
本研究は，生活や産業で蓄積されている種々のセンシングデータを有効に活用する手法
の開発を目的とし，４つのテーマを行った．1 つ目のテーマは，広範な応用が見込めるセ
ンシングデータの例としてまず電力使用データを取り上げ，建屋内における消費電力量の
消費者フィードバックによる節電効果の実証実験を行った．この結果を図 6-1 に示す．電
力消費量のフィードバックを行った部屋について電力消費量の低減が確認された．

図 6-1 電力使用量フィードバックによる使用量変化の経過
2 つ目としては，多数のユーザや機器によって消費される電力データのような多次元の
時系列データを効果的に表現するための新しい可て視化手法の開発を行った．より具体的
には Friendly によるヒートマップ手法および Byron Wattenberg によるストリームグラフ
手法に基づいて電力使用量時系列データのための新しい可視化手法の開発を行った．スト
リームグラフ手法は全体量やカテゴリ別総量の推移の全体傾向を把握するのに適しており，
電力利用ポリシーを決める上で有効な手法である．一方でヒートマップ手法は個々の機器
の利用状況を細かな時間解像度でモニタリングするのに適しており、機器利用者の具体的
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行動に結びつけやすい．この両者を統合し，電力データベースからの入力データをコンパ
クトに可視化することによって、電力利用状況の効果的なモニタリングと提示が可能にな
ると期待できる．注目する一日の前後 1 週間分のデータを時間解像度１時間のストリーム
グラフで俯瞰できると同時に、機器別のカテゴリを選択することで詳細なヒートマップ表
示に切り替え可能となっている．3 つ目のテーマでは，製造業における工場の電力使用デ
ータを活用したプロセスシミュレーションシステムを開発し，その評価を行った．東日本
大震災の影響で経済産業省は夏期の電力需要が高い時期に前年比で使用最大電力の 15％削
減を工場に対して要請したことから，電力ピークカットを考慮したプロセスシミュレーシ
ョンシステムを開発した．造船業を想定したケーススタディに本手法を用いることで使用
電力の制限や工場内の作業面積の削減などの環境の変化に対して，計画立案戦略を自動で
設計しつつ適切な作業計画を立案できることが示された．また，電力制限に対応した設備
の変更などの対策案を評価できることも示された．4 つ目としては，植物医科学グループ
が進めているコミュニティ植物医師の育成プログラムにおいて，その活動を情報システム
面から支援し，支援の効果を評価する試みとして，コミュニティ植物医師オンデマンドバ
スシステムの構築と運用による移動支援およびシステム評価を行った．また，オンデマン
ドバスの運用によるソーシャルネットワークの抽出とその分析およびコミュニティ植物医
師が相互に情報交換し，また研究室主導ではなく自発的に相互学習を行える知識共有のた
めのシステム開発を行った．
② 都市の持続可能性に関わる多様な知識の体系化に向けての調査研究
サステイナブルな都市を形成し，長期間にわたって維持していくためには，健康・安全・
環境などに関わる社会的価値が両立するような技術・経済・社会システムを構築する必要
がある．本研究では，その目的に向けて，価値の創出のメカニズム，異なる価値の間の交
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・海外への展開に関して調査研究を行う．こ
の中でも，大学が，都市行政を初めとした公的機関・民間企業・NGO など多様なステーク
ホルダーが連携するプラットフォームとなり，関連する様々な知識を共同で創出して統合
していくメカニズムについて，国内・海外のケーススタディに基づいて調査・分析を行っ
た．その上で，どのような戦略，政策，制度設計が機能するかなどについて分析を行い，
将来の都市のサステイナビリティに向けた社会的ビジネス・モデルの開発・実施について
検討を行った．
具体的には，1 として，各国の低炭素社会の実現に向けた取り組みについて，プロジェ
クト分野と実際の取り組み項目での分類分析を行った．対象地域をアメリカ・カナダ，ヨ
ーロッパ，日本，中国，アジア諸国(マレーシア，インド，インドネシア，シンガポール，
韓国，ベトナム）
，その他の国々(ブラジル・オーストラリア・南アフリカ・中東・北アフ
リカ)の 5 地域に設定し，
「技術実証型」や「再生可能エネルギー型」などの大きなカテゴ
リでの分類と，
「電気自動車/プラグインハイブリッドカー」や「地域実証プロジェクト」
などの特定の製品の導入や政策の実施に関する小さなカテゴリでの分類を行った．これに
より，低炭素社会の実現にむけた各地域の大まかな状況と，より個別の項目に関する世界
的な動向を把握することが可能となった．さらに 2 として，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．さらに③として，ShareFast システムをベースとし
た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
を行った．
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以上の調査の結果，明るい低炭素社会を構成する要素として，具体的に 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．これらの構
成要素を考慮に入れ，領域横断的な観点から，明るい低炭素社会を構築するためのアプロ
ーチ方法を考察していく必要がある．
都市は人や建物，自然，ビジネス，移動手段，住宅，金融，エンターテイメントなど様々
な個体・事象が複雑に絡まりあいながら存在する有機体である．しかも，都市の属性やそ
のレベルは都市によって全く異なり，明るい低炭素社会の実現を目指していくためには，
都市ごとの特徴に合わせたアプローチを取る必要がある．従って，｢明るい低炭素社会｣と
してプロジェクトをパッケージ化し，他都市に適用していくためには，それぞれの都市の
特徴に合わせて内容を適応していける柔軟性が必要になる．つまり，都市の持続的な成長
を追求していくためには，都市における様々な問題に対して個別に対応していくのではな
く，都市の特徴を考慮して，それらの相互関係を明らかにしていくことが重要である．低
炭素社会と高齢化社会という２つの社会が抱える問題には共通項が多く，統合的な解決方
法を探ることで，都市計画の包括的なグランドデザインを描いていく事が可能になる．
③ 社会実験事例デジタルアーカイブの開発
本プロジェクトでは多数の研究グループ・研究者により多種多様な社会実験が行われて
おり，その全体像を把握することは容易ではない．一方で，今後は柏地区で行われた社会
実験から得られた知見やノウハウを他地域に展開していくことが期待されている．本研究
では，本プロジェクトで進行している各種社会実験の事例をデータベース化して閲覧・検
索をできるデジタルアーカイブの開発を目的とする．また，構築したデジタルアーカイブ
上で社会実験事例に対する分析や検索が行えることを確認する．なおデータとしては，情
報システムグループと三菱総研が共同で各グループの実験推進者にインタビューを行い，
計47件の社会実験の事例を後述する所定のフォーマットにまとめたものを用いた．図6-2
に示すように実証実験で実験推進者が配慮した事項等を項目としてまとめ，今後事例の知
見を再利用する利用者の立場で情報にアクセスしやすいシステムの開発を行った．事例の
再利用時の検索方法は図6-3に示す．社会実験事例デジタルアーカイブは本プログラムで行
われた各種実証実験の成果を他の地域に実装する実務レベルで有益な情報を提供すること
ができる．例えば，本システムにより実証実験を行う際の利害関係者間の合意形成のプロ
セス等を具体的な事例とともに知ることができれば，国内外の横展開を効果的に支援する
ことが期待される．

事例に関する情報
の追加・更新

図 6-2 社会実験事例の登録画面
35

検索条件の
入力画面

検索結果の一覧

図 6-3 社会実験事例の検索画面
（g）研究グループ g
・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
共通グループの目標は，A) プロジェクト全体の運営と，B) 将来都市ヴィジョンの作成，各グル
ープの施策の定量評価である．
．
・成果
A)については，①運営委員会，②明るい低炭素都市推進協議会，③研究連絡会の開催，④シン
ポジウム，講演会の開催，⑥本プロジェクトのホームページの運営・更新，および⑦予算の作成・
調整などを行った．B)については，⑤将来都市ヴィジョンの作成，各グループの施策の定量評価
を行った
① 運営員会の開催 「Ⅴ.4(1)(b)(ⅰ)運営委員会」で述べる．
② 低炭素都市推進協議会の推進
民間企業などの参画を得て，「明るい低炭素都市推進協議会」を設け，社会実装の推進を図っ
た．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た．それ以
降は大学が担当した．この推進協議会への参加企業・NPO は 10 社あった．
③ 研究連絡会の開催 「Ⅴ.4(1)(b) (ⅲ)研究連絡会」で述べる
④ シンポジウム
本プロジェクトの概要を広く一般に提示するため下記のシンポジウム，講演会を開催した．また，
文部科学省主催の本プログラムのシンポジウムに参加した．
 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」，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，2011.12.14
 文部科学省平成 24 年度科学技術戦略推進費シンポジウム 「気候変動に対応した新たな
社会の創出に向けた社会システムの改革プログラム」，主催 文部科学省，2012.11.16
 (講演会開催) Stefan Noreén(スウェーデン特命全権大使)，Swedish Environmental Policy with examples of local initiatives，主催: 東京大学・柏市，2011.2.21(東京大学・柏キャンパ
ス)
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⑤ 明るい低炭素都市像
詳細は，明るい低炭素社会の実現に向けた都市変革プログラム最終報告書, 2015.3 に述べてあ
る．
a. 柏市の状況と課題
「Ⅴ.3.(2) 地方公共団体等と実施対象地域」に詳述するように，柏市は，急速な高齢化の進行，
経済環境の悪化，コミュニティの衰退などの課題が生じてきている．柏市は，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．これらの課題は他の数多くの都市で今
後顕在化すると想定され，本プロジェクトの成果を各地域に展開する際の示唆を得ることが可能で
ある．
b. 明るい低炭素都市像
本プロジェクトの上部組織である内閣府「気候変動に対応した新たな社会の創出に向けた社会
システムの改革プログラム」社会実証戦略委員会（第４回）で相澤リーダーは，「この戦略委員会が
目的とするところは，制度改革をしようということよりも，社会システムの改革をどう進めるかという議
論を常に基本に置くべきだということであります．ということは，どんな社会のモデルを描いて実現
していくかということが中心の課題だという意味であります．」と述べている．
本プロジェクトでも同様に考えており，都市変革には，まず都市の将来像を明らかにすることが
ないと，どこへ向かって変革したらよいのかがわからない．これを明確にする必要があるわけで，三
菱総合研究所とともに将来の都市像を明らかにしてきた．柏市の現状を定量的なデータを踏まえ
て様々な観点から検討を行い，またプロジェクトグループ全体でも議論を重ねた結果得た結論で
ある．この将来像は柏市が提示している将来像とも整合している．コア部分とそれを取り巻く複数
のサブコア部に集約して都市を形成する像は，従来のコンパクトシティの概念とは異なるものだが，
最終報告書の農業・緑地計画グループの章に述べているように，コアやサブコアから外れたエリア
が一番の課題であるとの意見もある．以上の背景のもとに明るい低炭素都市像を明らかにした．
「明るい低炭素社会」とは，図 7-1 に示すように「明るい社会」と｢低炭素社会」が両立する都市
の姿である．「明るい社会」とは，健康を維持して経済的にも自立して生活ができるなど安全安心
な生活が確保され，住環境が確保され自由に移動できるなど快適で利便性の高い生活も実現さ
れており，さらには，社会参加などを通じて生きがいや誇りを持って暮らせるような社会とのかかわ
りが実現しており，高齢者及びそれ以外の方も含む住民の生活の質が高い水準で確保され，生き
生きと暮らせる都市である．「低炭素社会」については，前述の明るい都市を実現しつつ，住宅や
機器や生活スタイルの改善による生活面の省 CO2 化，移動手段の徒歩への転換や公共交通利
用，輸送機器自体の改善による移動面の省 CO2 化，再生可能エネルギーの利用による産業面の
省 CO2 化，緑の保全創出による吸収面の省 CO2 化等が図られている社会である．
上記課題に対策を講じない場合，高齢化や空き地や空き家の増加等の進行により，住環境の
悪化，公共交通や店舗の撤退等による居住地としての魅力の低下が想定され，住民の生活水準
の低下，雇用や生産の減少，行政の財政悪化が懸念される．
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高齢化社会への対応と低炭素化が両立する社会（
“明るい低炭素社会”）を実現する都市像
“明るい低炭素社会”とは？

『明るい社会』とは？

『低炭素社会』とは？

高齢者，その他の住民の生活の質が高い
水準で確保され，生き生きと暮らせる

明るい社会を実現する生活，移動，産業，吸
収の各面で省 CO2 化が図られている

●安全安心な生活が確保される（＝生理・

●生活上の CO2 排出抑制

安全）

－住宅，機器の性能が向上している

－健康を維持している

－再生可能エネルギーの利用が進展してい
る

－経済的に自立している

－高齢者が屋外で元気に活動するなど，生活

－自立して生活ができる

スタイルの転換が進み，家庭の CO2 排出が

●快適で利便性の高い生活が実現する

抑制されている
●産業の CO2 排出抑制

－快適な住環境が確保されている
－高齢者も車に頼らずに移動がしやす

－再生可能エネルギーの利用が進展してい

い

る

－日常生活圏内で必要なサービスが享

●移動の CO2 排出抑制

受できる
●社会とのかかわり（＝自己実現，親和・

－土地利用の転換により徒歩での移動が増
加している

承認）

－公共交通，オンデマンド交通，パーソナル

－人々が社会に参加している

モビリティの利用など，様々な移動サービ

－生きがいがあり，誇りを持って暮らせ

スが享受できることにより，車での移動に

る
－高齢者が自宅に閉じこもらず，屋外で

よる CO2 排出が抑制されている

元気に活動しながら暮らせる
－文化があり，人々が集まる活気がある

－輸送機器の性能が向上している
●緑の保全創出（吸収源）
－緑の保全創出活動への参加が拡大してい
る

図 7-1 明るい低炭素社会の定義
明るい低炭素社会の実現像について，長期的な対応が必要な都市構造の側面と個別技術や
コミュニティによる短中期的なライフスタイルの側面の２つに区分して，シナリオとして提示する．
将来の都市構造として想定されるパターンには，拠点の集約度，居住エリアの広がりの 2 軸で
見ると，図 7-2 に示すような４通りが考えられる．柏市は市の北部や東部の農地が卓越する地域を
除き，人口集中地区が連担して広がっており，比較的高密な市街地が依然として形成され，人口
減少が始まるのも 2020 年からと比較的遅いことから，2030 年及び 2050 年を見据えても，駅周辺
のみに集約していくことは実現性が低いと考えられ．したがって，インフラストックのある郊外団地
等において，空閑地の有効活用等を通じたゆとりある住環境を目指していくことが，柏市の産業と
しての農業のポテンシャルやコミュニティ形成の先駆的取り組み等を活かせることにつながるもの
と考えられるため，図 7-2 の【集約+ゆとり型】を目指す．
そこで，短中期的には，太陽熱やバイオマス利用等の技術の導入，ICT によるコミュニティ形成
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や移動の円滑化，エネルギーの見える化・需給調整，高齢者の見守り，空閑地を活用した高齢者
の社会参加等を進める．長期的には，各地域で日常生活機能が確保されるよう，地域ごとに機能
を集約しながら拠点を形成することで，地域コミュニティの形成を促し，高齢者が外出・社会参加し
やすく，移動交通が少なく，かつ徒歩等の CO2 排出が少ない交通手段への転換を進め，高齢化
に対応した明るい社会と低炭素社会を同時に実現する「明るい低炭素都市」を目指す．

高密度な拠点

【集約+ゆとり型】
駅を中心に拠点を
形成，郊外部の空閑
地も有効活用し，ゆ
とりある住宅地を
確保

居住エリア

【集約型】
駅を中心に拠点を
形成，郊外部から住
み替えを促進

居住エリアの集約

の広がり

【粗放型】
人口減少に伴
い，まだらに低
密化が進行

低密度な拠点

【縮退型】
全体として人口減
少，低密度化が進行

図 7-2 将来の都市構造

c. 明るい低炭素都市の実現像とロードマップ
柏市において明るい低炭素都市が実現した姿として，鉄道駅を中心にした拠点とインフラストッ
クのある郊外団地等での空閑地の有効活用等を通じたゆとりある住環境を想定する．表 7-2 に
「明るい低炭素都市」の実現像を示す．具体的には，拠点駅を中心に商業機能等が集積するエリ
ア（都心部），住宅や生活機能が集積するエリア（郊外部），その外側に広がる田園エリア（田園
部）の別に記述した．表 7-3 に「明るい低炭素都市」実現へのロードマップを示す．ここに示した対
策内容が本プロジェクトの成果のみで賄えるわけではないが，各フェーズの多くに本プロジェクト
の研究グループの成果が関連している．高齢化の山を越えた後の人口減少期に入る 2050 年頃
には，集約型都市構造への転換による根本的対策の実現を目指し，建物更新等に応じた環境配
慮(再生可能エネルギーの活用や断熱等）や地域の核の形成（商業，子育て，就業等）を図り，高
齢者から子どもまでが質の高い生活環境を維持向上させ，持続的な明るい低炭素社会の構築を
実現していく．
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表 7-2 「明るい低炭素都市」の実現像
都心部

郊外部

田園部

柏モデルの形成と情報発

子育て世代と高齢者のニーズ

市民のレクリエーション空間，活

信

に応える多世代コミュニティ

動フィールド

・世界最先端の低炭素ライ

・広い住宅，半農，コミュニ

・6 次産業による大都市郊外の持

フ

ティビジネス

・住民参加による環境未来

続的農業

・仕事，地域づくり活動で全

都市づくり

ての世代が高い QOL

・若年世代の利便性の高い

・住民による里地，里山管理
・観光振興，レクリエーション活

・共働き世代の子育てを多世

暮らし

代でサポート

動のフィールド
・市民にとって身近な非日常空間

・子育て世代や高齢者が孤立
しないコミュニティ
上記エリアを結ぶネットワーク：低炭素型の公共交通ネットワーク，田園部の活動への都心部・
郊外部の住民参加，居住環境の選択を容易にする中古住宅流通システム，各エリアの拠点で情
報共有及び地域マネジメントを行う組織体制，ICT による情報発信・エリア間の調整

表 7-3 「明るい低炭素都市」実現へのロードマップ
年次

フェーズ

明るい低炭素社会の実現状況

現在～数年

（高齢化問題の顕在化）

【都市像】

以内

社会実験による意識向

団塊世代の引退等による高齢化問題等の顕在化（高齢

上，効果検証，技術と制

者の移動・生活環境，空き地の増加等）

度の改善

【対策】
・社会実験を通じた社会参加・環境意識の向上
・課題に対応した新技術の開発・制度改正
・情報システムを活用したコミュニティ形成の促進

2030 年

（高齢化のピーク）

【都市像】

【過渡期】

コミュニティによる課

高齢者の社会参加や新たな移動手段の実現等による

題対応と新たなライフ

環境配慮と高齢化対応の進展

スタイルの浸透

【対策】
・空き地空き家を活用したコミュニティ形成，菜園等
の食料づくり，交流の場づくり
・徒歩の補完手段としての小型自動車による高齢者の
自立的移動
・情報システムによる活動と参加者等のマッチング，
情報共有

2050 年

（人口減少への対応）

【都市像】

【目標年

都市構造の転換と新た

拠点への集積の向上による地域の魅力向上，移動・エ

次】

なライフスタイルの実

ネルギー利用の効率化による低炭素化

装

【対策】
・拠点での都市機能の更新・集積の実現による社会的
コストの削減
・拠点での商業・子育て等の各種機能の提供，ゆとり
ある住環境の形成
・建て替え更新による建物の空調設備更新，断熱性能
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の向上
・情報システムによる情報共有，各種機能の利用や集
積によるコミュニティの形成の促進

d. 明るい低炭素都市の実現により期待される効果
明るい低炭素社会の実現効果のうち，農業を楽しむ高齢者の増加による健康維持増進及び消
費支出の増加という経済的な効果と，太陽熱空調や超小型電気自動車の導入，市民活動による
緑化，間伐材等の廃棄物混合資源化等による低炭素化の効果について，人口推計及び農業参
加意向に関する既存アンケート等を元に取り組みの普及シナリオを設定し，柏市において期待さ
れる効果を試算した．その結果を柏市と類似する都市に適用した場合を考える．柏市と同様に過
去の人口集積の拡大に伴って今後の高齢化の課題が懸念される地域として，三大都市圏におい
て，表 7-4 に示す抽出条件を仮定すると，抽出結果は図 7-に示すようになり，高齢者人口ベース
で全国の 1/4 程度が対象となりうる．それらの都市について，同様の効果が発揮されたと仮定した
場合の効果を試算した．概略試算ではあるが，図 7-5 に柏市における各取り組みの低炭素効果
の合計と将来見込み，表 7-5 に高齢化への対応の効果を合わせて示す．このとおり一定の効果
が見込まれ，今後の取り組みの拡大による一層の効果の発揮が期待される．これらの定量評価の
詳細は，最終報告書(東京大学,明るい低炭素社会の実現に向けた都市変革プログラム最終報告
書，2015.3)で述べている．
表 7-4 抽出条件
軸

条件

柏市の値

過去の人口増加

2010 年～1980 年の総人口の伸び率が 1 以上

1.48

人口集積の拡大

上記期間での DID 人口の伸び率が 1 以上

1.90

高齢化の進行

2010 年の高齢化率が全国平均（23.0％）未満

19.8

郊外住宅地

他市区町村への通勤者が 50％以上

53.1

 該当 163 自治体
（全国 1728 自治体；全国比約 9.4％）


該当人口 38.5 百万人
（全国 128.0 百万人 ；全国比約 30.1％）



該当高齢者人口 7.8 百万人
（全国 29.2 百万人；全国比約 26.5％）

図 7-3 抽出結果

表 7-5 明るい低炭素都市の実現により期待される効果
高齢化への対応（2050 年時点）
柏市
全国展開
(三大都市圏内

省 CO2 への対応（2050 年時点）

消費支出：年間 20.8 億円増加

CO2 削減効果：24.9[kt-CO2]程

医療介護及び公園管理費：年間 4.3 億円減少

度

消費支出：年間約 1,197 億円増加

CO2 削減効果：2,252.9[kt-CO2]

医療介護・公園管理費：年間約 245 億円減少

程度

113 都市)
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大都市圏

0

60km

図 7-5 柏市における各取り組みの低炭素効果の合計と将来見込み
３． 社会実証の妥当性と社会システム改革の具体性
（１）社会システム改革の実現性
「Ⅳ.3.1.1 社会システム改革の実現性」に全般的な社会システム改革の実現性を記載してある．
ここでは，各研究グループの実現性について記載する．
(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．ただし，太陽光発電・太陽熱同時利用システムの普及することで，太陽エネルギー利用の効率が大
幅に向上させる可能性が本研究での比較検討から明らかにした．このようなシステムを普及促進させるに
は，エネルギーのコージェネ利用に関する補助金が有効である．さらに，集光システムの屋上での設置に
関する建築基準法の規制緩和が必要である．
(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，超高齢化社会では必須の方策と考えられる．本グループの研究では，
これらの移動手段として超小型電気自動車に注目し，ワイヤレス充電やカーシェア技術の開発を行った．
さらに，このような車両の必要な状況を知るために，種々の形式の車体を製作し，社会実験に供したとこ
ろ，農村・山村，都市郊外等の非都市部での利用が，超高齢社会での地域移動手段として非常に有望
であることが見出された．さらに，国土交通省による超小型モビリティの 2 人乗り認定制度が始まり，これに
のっとった車両の認定を受け，実地試用も行った．このような結果から，超高齢社会における高齢者の移
動改善には一定の成果が得られた．
(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「コミュニティ植物医師」として登用すること
で，これまで植物病の抑止が不十分であった市民農園や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，プロの植物医師とし
て活躍が期待されている技術士（植物保護）資格保有者も年々増加している．本プロジェクト内で得られ
たニーズをもとにコミュニティ植物医師と植物医師が共同で開催した「コミュニティ植物病院」では多くの診
察希望を受けたことから，「植物病院」を主体とした植物医科学制度の確立は実現可能な段階にあると考
えられる．また，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
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可能となる．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．従って，国
際的な枠組みにおいても，今後のさらなる拡がりが期待される．
(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．下記の①と
②は，農業・緑地計画グループと共同で実施した．
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った．カシニワを利用した社会実験「ちょい農」の成果から，柏市の政策へ反映
されることが期待できる．
③ 都市計画関連法制度への「性能規定」の考え方の導入
少子高齢・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．研究成果として得た，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」は，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おり，柏市が運用する「カシニワ」制度の
一部を発展させるものとして実現された．また，社会実験の成果として得られた，持続的なコミュニティ形
成に向けた具体的手順により，柏市以外の地域への実装を図っていくことができる．
(農業・緑地計画グループ) 水田から発生する温室効果ガスを抑制する農法として「間断灌漑」による水
管理が有効であると実証された．市民水田へ適用するにあたり制度的な隘路は特に存在しないが，市民
活動の目的（例えば生物相保全）と競合しているといった市民の許容の問題があり，今後も検討を行って
いきたい．
里山から発生するバイオマス（未利用バイオマス）と建設発生木材等の廃棄物系バイオマスとの一体的
処理に関する社会システム改革に向けた検討を進めてきたが，現在，固定価格買取制度の運用開始に
より，未利用バイオマスに 32～40 円/kWh という高額の買取価格が設定されたため，併せ処理による逆有
償の便益付与を考えなくとも経済的インセンティブが得られるようになってきており，状況が変化してきた
（熱利用に関しては同様の補償がなく，この点は検討する必要がある）．ただし，里山で活動を行う市民団
体はバイオマス運搬のノウハウに乏しく，自らバイオマスを発電プラントへと運搬することは困難である．こ
の点が新たなボトルネックになることが想定されたため，当グループでは，まず，カシニワ制度を活用し，
里山保全を行うカシニワ登録団体間のネットワークを構築し，柏市みどりの基金の協力の下で，バイオマ
ス処理・加工機器（ウッドチッパー，薪割機，ペレタイザ）を共有するスキームを設計，実装した（図 5-6）．
さらに，このスキームの発展系として，機器運搬の戻り便を活用し，みどりの基金が各団体の活動地へ放
置されているバイオマスをペレットもしくはバイオマス発電の原料として回収することを検討している．この
ように，個々の里山管理団体のバイオマス利用を行政がコーディネートし，サポートするという体制が構築
されれば，これまでほぼ手がつけられていなかった里山のバイオマス利用が進展する可能性がある．今
後も柏市の活動を支援しながら引き続き検討を行いたい．
(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
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る．グループ独自で行った消費電力量の消費者フィードバックによる電力使用量抑制実験と，その多次
元時系列データを可視化する手法を開発した．また，グループ間の連携をすすめ，植物医科学グループ
と連携してコミュニティ植物医師の活動支援実験とコミュニティ植物医師オンデマンドバス運用実験を行
った．そのほか，他のグループの実証実験に関する情報を社会実験事例デジタルアーカイブとしてまとめ
た．社会実験事例デジタルアーカイブの情報を参照して社会実験を効率的に行うことで他の地域におい
て社会システム改革の実現を加速することが期待される．一方で，社会実験の詳細な情報提供のために
は個人情報の問題を避けることができない．個人情報の削除は必要であるが，情報共有のためにはどの
レベルまで削除する必要があるかの基準等を明確にする必要がある．
(共通グループ) 「Ⅳ.3.1.1 社会システム改革の実現性」に述べた通り．
（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 8 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
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
(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．
(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．
(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，実証実験を行った．これらは柏市を中心とした農村部等における休耕田や休耕地の有効
活用，高齢者雇用を想定した新規事業（産業）の創出等に貢献している．
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(都市計画グループ) 高齢者居住充実のための都市計画・マネジメント手法の提示を目的としており，都
市計画手法に関しては，柏市の都市マスタープランや「環境未来都市」の取り組みとの整合性を図りなが
ら，より良いまちづくりに貢献している．また，マネジメント手法については，柏市が運用する「カシニワ」制
度を活用し，さらに発展させる形の手法を提案した．
(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．
(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．情報システムグループの関係する実証実験は究メンバ
ーが柏市のコミュニティとの密な交流を行いつつすべて柏市内で行った
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
た本プロジェクトを共に実証し，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．
(共通グループ) 将来都市ヴィジョンの作成は，三菱総合研究所に業務委託して行った．それらは
柏市の協力のもと，将来都市像の方向性の議論を行い，種々の柏市のデータの提供を得て，作業
を行った．
（３）制度的隘路
内閣府・社会実証戦略委員会での報告内容(エネルギー，モビリティ，農業・緑地計画グループ)
課題

取組／進捗状況

関係省庁

・ミニカーの実用について
－原付第１種自転車の 4 輪に該当し，ニ
ーズの大きい 2 人乗りは不可
－規制出力が法施行当時（昭和 26 年）
のままであり，小さく，道交法による走行
形態を行うには危険

2013 年 6 月に，国土交通省の超小型モビリテ
ィ認定制度が始まり，社会実験などに用いる 2
人乗りの超小型電気自動車の公道走行が可
能となった．

国土交通
省，警察
庁

・超小型電気自動車へのワイヤレス充電 現在，ワイヤレスキャパシタ超小型電気自動車 総務省
（大電力用ワイヤレス電力伝送の問題）
の 1kW 出力の使用など，個別に交渉中．
－電波法の規制値に関する問題
（ICNIRP の壁）
－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
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．

経済産業
省

・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，特に市街化区域内農地の都市施設とし 省 ， 農 林
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市計画法・生産緑地法は市街化調整区
域内が適用外であり，多様な空間にお
ける多様な活動形態・ニーズに柔軟に
対応できない．

ての位置づけを明確化すべく，関係省におけ 水産省
る研究会の場で意見交換を行なった
→市街化区域／市街化調整区域，都市／農
村の境をこえた，一括的・統一的な「農」をめぐ
る制度的枠組みの必要性

・空閑地の暫定的な緑地としての活用
－緑地としての住民が効果的に活用す
るには，暫定的な付帯施設（トイレ，休憩
所，器具庫等）が必要であるが，建築基
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．

暫定利用（暫定措置）であることを前提とした， 国 土 交 通
柔軟な施策展開の必要性があり，恒久的な施 省
設とみなされない，小規模な仮設ユニットの組
み合わせについて可能性を検討中（H26 年度
に国土交通省の社会実験として柏市新若柴広
場にてユニットハウスの設置を行った）

・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
－里山バイオマスの有効利用のために
は，地域内で発生するバイオマスを総合
的に利用するシステムが必要だが，産
業廃棄物，一般廃棄物の区分け，処理
ルートの違いにより，総合的な利用がで
きない．
－バイオマスの一体的・効率的な収集・
利用（廃棄物処理法・酒税法の見直し）

・廃棄物処理にかかわる制度の柔軟な適用に 経 済 産 業
より，総合的な利用を促進する必要性があり， 省 ， 国 税
柏市との協議を進めている．市の回答として 局
は，既往の処理業者の業務を圧迫する可能性
がある場合は，産廃処理業者に対して新たに
一般廃棄物処理の認可は出せないとのこと
・市が特例的に一定量の産業廃棄物の処理を
行う「併せ産廃処理」の可能性について検討し
ていたが，FIT 制度の運用開始により里山から
の未利用材に経済的インセンティブが掛かる
ようになり，状況が変化している

上記以外の隘路： 現行の都市計画制度は，現在の人口減少および市街地の縮小化が進展する時
代には合わなくなってきている．その理由は，高度成長期時代の市街地拡大，土地利用純化の考
え方を基軸に構築された制度体系である．とりわけ，都市施設については，建設しそれを維持し
ていくこと，市街地の範囲を定める市街化区域の線を縮小しないこと，既存不適格を例外的な形
態ととらえ，基本的に土地利用強度を上げる方向に用途地域を設定していくこと，公共サービス
の水準維持などが暗黙に仮定されているためである．本研究との関連では，縮小均衡させる生活
サービス施設のマネジメントのあり方，土地利用混合化の必要性，公共サービスに代わるコミュ
ニティサービスの共助的な運営のあり方に合致せず，制度的な隘路が生じている．すでに，全国
各地で広がっている共助的な拠点運営はこれらを局所的に解決しようとする試みであるが，本研
究の成果は，これらを体系的に革新すべきであることを示唆している．
４．実施体制等の有効性
（１） 実施体制
（a）研究体制（技術開発・社会改革推進チーム）
「Ⅳ．4. 実施体制等の有効性」に示したものと同じ
（b）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
◎飛原 英治
堀 洋一

東京大学大学院新領域創成科学研究科

教授

東京大学大学院工学系研究科

教授
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難波 成任

東京大学大学院農学生命科学科

教授

浅見 泰司

東京大学大学院工学系研究科

教授

山本 博一

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

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

今泉 光幸

千葉県総合企画部政策企画課

課長

岩崎 克康

千葉県柏市企画部

部長

○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

□鈴木 俊之

内閣府政策統括官付 総合科学技術会議事務局

参事官付

□木下 圭晃

文部科学省研究開発局環境エネルギー課

環境科学技術
推進官

□鏑木 健志

同上

課長補佐

□原田 昌

同上

専門職

□福田

同上

調査員

勇治

(独)科学技術振興機構

プログラム主幹

□松田 成信

(独)科学技術振興機構

□仲

萌

◎研究運営委員長，○アドバイザー，□オブザーバー, 平成 26 年 4 月現在
運営委員会等の開催実績及び議題
(ⅰ) 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 24 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 24 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 24 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
第 8 回（平成 24 年 9 月 4 日）
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議題：1.課題代表者挨拶, 2.議事録確認，3.研究進捗状況報告(各グループ，4.確定調査結果につ
いて，5.明るい低炭素都市推進協議会について，6.シンポジウム開催(11/16.について，7.予算執行
状況・調整，8.その他
第 9 回（平成 24 年 12 月 5 日）
議題：1.課題代表者挨拶，2.議事録確認，3.中間評価ヒアリングについて，4.文部科学省シンポジウ
ム開催報告，5.予算執行見通しについて（各グループ発表），6.来年度予算方針について，7.「2050
年柏モデル」作成状況について(三菱総研発表)，8.その他
第 10 回（平成 25 年 2 月 28 日）
議題：1.課題代表者挨拶，2.議事録確認，3.中間評価結果について，4.内閣府・社会実証戦略委員
会(No.4)の報告，5.予算最終見通しについて（各グループ発表），6.来年度予算について，7.「2050
年柏モデル」について(三菱総研発表)，8.「明るい低炭素都市推進協議会」規則変更の件，9.その
他
第 11 回（平成 25 年 5 月 28 日）
議題：1.代表者挨拶，2.第 10 回運営委員会議事録確認，3.H25 年度運営委員会メンバーについて，
4.H25 年度事業計画（各グループ発表） ，5.H25 年度予算について，6.H24 年度確定調査
(7/22(月)10:30～17:00.について)，7.その他
第 12 回（平成 25 年 10 月 22 日）
議題：1.代表者挨拶，2.第 11 回運営委員会議事録確認，3.H24 年度確定調査(7/22(月)実施.の報
告，4.各グループの進捗状況報告，5.H25 年度予算執行状況，6.その他①裁量労働者の兼業につ
いて，②次回の予定
第 13 回（平成 26 年 5 月 7 日）
議題：1.代表者挨拶，2.第 12 回運営委員会議事録確認，3.H26 年度予算の経緯・執行について，4.
最終年度の進め方について，5.各グループの本年度事業計画・昨年度実績報告，6.中間報告書・
最終報告書について，7.その他①委員などの変更について，②確定調査(7 月 7 日(月)実施，③次
回の予定
第 14 回（平成 26 年 9 月 30 日）
議題：1.代表者挨拶，2.第 13 回運営委員会議事録確認，3.確定調査(7 月 7 日(月)実施)結果，
4.H26 年度予算執行状況，5.進捗状況報告(各グループ)，6.定量評価のまとめ案(三菱総研)，7.最
終報告書まとめ日程について，8.その他 次回の予定
第 15 回（平成 27 年 2 月 28 日）
議題：1.代表者挨拶，2.第 14 回運営委員会議事録確認，3.H26 年度予算執行まとめについて(各グ
ループ)，4.各グループ成果報告(プロジェクト終了後の進め方を含む)，5.最終報告書のまとめにつ
いて，6.その他
(ⅱ) 研究成果報告会
4.2(a) 情報発信に記載のシンポジウムを開催した．
(ⅲ) 研究連絡会
プロジェクト研究討論会として開催
第 1 回（平成 23 年 08 月 05 日）エネルギーグループとモビリティグループの発表
第 2 回（平成 23 年 11 月 08 日）植物医科学グループと都市計画グループの発表
第 3 回（平成 24 年 02 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
第 4 回（平成 24 年 07 月 27 日）エネルギーグループとモビリティグループの発表
第 5 回（平成 24 年 09 月 28 日）情報システムグループとモビリティグループ発表
第 6 回（平成 25 年 03 月 05 日）農業・緑地計画グループと都市計画グループの発表
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第 7 回（平成 25 年 10 月 22 日）エネルギーグループの発表
第 8 回（平成 26 年 08 月 01 日）本事業の効果の全体像(低炭素化の効果)の発表
第 9 回（平成 26 年 09 月 30 日）本事業の効果の全体像(高齢化対応の定量効果)の発表
将来都市 Vision 検討会として開催
第 1 回(平成 23 年 9 月 23 日)
第 1 回（平成 23 年 12 月 9 日）
第 2 回（平成 24 年 2 月 29 日）
（c）所要経費の使途
(c-a）研究グループ a エネルギーグループ
平成 22 年度
事業担当職員

人件費

人数

348,395

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，
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

補助者

244,750

2

小計

593,145

3

平成 23 年度
事業担当職員
補助者
小計

人件費

人数

4,200,069

1

太陽熱利用空調機の消費実態調査と分析

368,269

2

1 名は超省エネデシカント空調の開発の実験測定
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

4,568,338

3

平成 24 年度

人件費

事業担当職員

4,206,218

補助者

職務内容

職務内容

人数

職務内容

1

太陽熱吸収冷凍機の開発と性能解析

559,462

2

1 名は太陽熱駆動デシカント空調の実験測定とデ
ータ解析；1 名は太陽熱エジェクタ空調の実験測定
とデータ解析；

4,765,680

3

平成 25 年度

人件費

事業担当職員

2,171,192

人数

職務内容

1

太陽熱駆動デシカント空調の設計とサイクル性能
評価
1 名は太陽熱駆動デシカント空調のサイクル特性
の実験測定；1 名はデシカント空調の吸着材の開
発と性能評価；1 名はエジェクタの開発と性能評価

補助者

1,134,470

3

小計

3,305,662

4

平成 26 年度
事業担当職員

職務内容
0

0

補助者

526,901

2

小計

526,901

2

1 名は太陽光発電セル冷却器の開発；1 名はエジ
ェクタの開発と性能評価

設備備品費
名称
データロガー

型式

用途

江藤電機製/CADAC3

太陽熱温水器の温度計測
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価格
519,750

開放系低温恒温水循
環装置

アイラ製/CTP-6000

太陽熱温水器の温度設定

太陽熱集熱器日射装
置

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
装置

エスペックﾃｸﾉ製
/ASE-210

太陽熱温水器の温湿度設
定

2,052,750

環境棟 027 号室動力盤

サービス電機製動力盤
/3P200A 用

太陽熱温水器実験のため
の空調機

997,500

環境棟 027 号室空調機

ダイキン工業製冷房空
調機/SZYV20BA

太陽熱温水器実験のため
の空調機

999,600

自動エリプソメーター

溝尻光学工業所製
/DHA-FX2

デシカント空調システム用
のセンサの評価のため

3,990,000

液体駆動ポンプ

富士テクノ工業(株)製
/HYSA-12

デシカント空調システムの
デシカント材料の特性把握

1,680,000

コリオリ流量計

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 CA006
ド空調システムの流量測定

1,782,900

535,500
13,650,000

ミカサ製 /MS-A100 型

デシカント空調システム用
のセンサの試作

567,000

注入シリンジポンプ

ハーバードアパラダス
製 / PHD UL TRA 型

デシカント空調の吸着剤の
合成用

577,500

薄型可変スイッチング
電源

菊水電子工業製
/PAG8-600 3P200 型

太陽熱空調の温度調節用

651,525

エジェクタ・蒸気圧縮式
ハイブリッド空調機性能
試験システム

日冷工業製

エジェクタ・圧縮ハイブリッ
ド空調システムの性能を確
認するために用いる

2,709,000

カロリーメーター棟エジ
ェクタ温度調整装置

小倉建設（株）製 本
体アルミ部材組立加工

エジェクタ・圧縮ハイブリッ
ド空調システム実験の温度
環境の設定のため

スピンコーター

日立アプライアンス社
製 ルームエアコン
RAS-AJ40B2
デシカント空調用ユニッ
デシカント空調の性能評価
SAGINOMIYA 社製 圧
ト
用熱源装置
力スイッチ SNS-c1
不二工機社製 サーモ
スタット U 形・U3 形

997,500

990,000

太陽熱利用デシカント
システム

㈱西部技研製
SDP-501-20R

デシカント空調の性能評価
用吸着ユニット

8,631,000

耐震・高倍率観察シス
テム

キーエンス製
VH-S5
キーエンス製
VH-Z500WSPA
（株）オーバル社製
ALTI mass タイプ U 型
式

デシカント空調の吸着材の
性能評価のため

749,070

デシカント空調の吸着材の
性能評価のため

999,600

高解像度 Z レンズ
DR(500-5000)
コリオリ流量計
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太陽熱エジェクタ空調の冷
媒流量測定のため（吸引
流側）

881,467

CA006L11SA22BA1100

コリオリ流量計

(株)オーバル社製
太陽熱エジェクタ空調の冷
ALTI mass タイプ U
媒流量測定のため（駆動
型式
流側）
CA010L11SA22BA1100

吸着試験装置バルブ
及びステッピングモータ
制御自動化

エアープロ㈱製

デシカント空調の吸着材の
性能評価のため試験機

1,365,000

エジェクタヒートポンプ
実証試験機

日冷工業（株）

太陽熱エジェクタ空調の性
能試験のための試験機

2,679,183

エジェクタヒートポンプ
実証機用温水供給装
置

日冷工業（株）

太陽熱エジェクタ空調の性
能試験のための熱源装置

1,500,342

吸着試験装置追加（ロ
ータリーアクチュエータ
によるダンパー制御）

エアープロ（株）製
APD-14001

デシカント空調の吸着材の
性能評価のため試験機改
造

太陽エネルギー利用実
験設備架台

（株）綜企画設計 千葉
支店・古川建設（株）

太陽光発電・太陽熱利用
性能評価システムの設置
用架台

太陽エネルギー利用実
験設備フェンス

（株）綜企画設計 千葉
支店・古川建設（株）

太陽光発電・太陽熱利用
性能評価システムの設置
用フェンス

デシカント熱交換器実
験サイクル

日冷工業（株）製

太陽熱利用高分子吸着熱
交換器評価システム

3,240,000

太陽光発電実験設備

パナソニック製
VBHN244SJ33，
VBPC227A5，
MKN7322KHE

太陽光発電・太陽熱利用
性能評価システム

2,808,000

ASAHI SPECTRA 製
UI1081

太陽光発電セル冷却用マ
イクロチャンネル冷却器開
発のための内部の流動可
視化用光源

LAX-C100 標準セット

901,433

534,600

2,913,293

1,648,627

841,320

（c-b）研究グループ b 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

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

補助者

3,247,487

6

6 名は電気自動車へのワイヤレス給電技術の研究

小計

4,304,312

7

人件費

人数

事業担当職員

9,102,743

2

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

補助者

4,025,238

4

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，3 名は電気自動車へのワイヤレス給電

平成 23 年度

職務内容

職務内容
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技術の研究開発
小計

13,127,981

6

平成 24 年度

人件費

事業担当職員

13,346,045

3

0

0

13,346,045

3

補助者
小計

人数

平成 25 年度

人件費

事業担当職員

14,514,572

3

0

0

14,514,572

3

補助者
小計

人件費

事業担当職員

10,424,841

2

0

0

10,424,841

2

小計

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 名は超
小型電気自動車の投入効果調査等

人数

平成 26 年度

補助者

職務内容

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 名は超小型
電気自動車の投入効果調査等

人数

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

設備備品費
名称

型式

用途
ワイヤレス充電受電側制
御システム用

価格

パワエレ用デジタル制
御システム

マイウェイプラス製/
PE-Expert3

ミックスド・シグナル・オ
シロスコープ

日 本 テ ク ト ロ ニ ク ス 製 システム開発用電圧電流
/MS03034
測定器

2,463,300

高周波電源装置

Noda RF Technologies 製
ワイヤレス充電用電源
/500W13.56MHz 複合型

1,429,575

電子負荷装置

菊水電子工業製
/PLZ1004W

ワイヤレス充電システム
開発用模擬負荷

538,650

ネットワークアナライザ

ハイテクアンドファシリテ
アンテナ製作用測定器
ィ製/HP8753E

1,259,685

コムスデリバリー

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

等方性電磁界測定器

Narda S.T.S 社製
/EHP-200 型

1,210,545

807,975

ワイヤレス充電用漏洩電
磁界測定器

1,406,475

コムス搭載用 高性能ド
ITS2 製/VSR-COMS-21
ライブレコーダ

運転操作・車両挙動・走
行環境のデータ取得用

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

ワイヤレス充電用超小型
電気自動車車体

807,975

ワイヤレス給電試験装

長野日本無線製/

安全装置付きワイヤレス

4,126,644
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置

充電システム

ワイヤレス給電試験装
置

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
／キャパシタ付

5,848,356

ディジタルロックインア
ンプ

エヌエフ回路設計ブロッ ワイヤレス給電の周波数
ク製/LI5630
調整用

568,575

データ蓄積専用サーバ
ー

DELL 製 PowerEdge
地域住民動向調査
R320 品番 Y7130

971,250

アクティブループＨフィ
ールドアンテナ

ETS ・ LINDGREN
Model6502

537,705

超小型電気自動車

トヨタ車体㈱製 ＺＡＤ-Ｔ
社会実験用
ＡＫ３０－ＰＤ

前方距離測定機

SICK 製 LMS-511 他一
コムス社会実験用
式

620,414

後方距離測定機

SICK 製 LMS-511 他一
コムス社会実験用
式

587,045

製

ワイヤレス充電実験用

2,458,000

（c-c）研究グループ c 植物医科学グループ
平成 22 年度
事業担当職員

人件費
5,649,768

人数

職務内容

2

1 名は植物医師訓練プログラムの作成，および実
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
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

補助者

3,229,218

15

小計

8,878,986

17

平成 23 年度
事業担当職員

補助者
小計
平成 24 年度
事業担当職員

補助者

人件費

人数

職務内容

10,826,041

2

1 名は植物医師訓練プログラムの作成，および実
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

2,777,593

1

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

13,603,634

3

人件費

人数

職務内容

19,959,316

4

2 名は植物医師訓練プログラムの作成，および実
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，1 名は植物医師訓練プログ
ラムの実施・実技指導

4,801,509

3

１名は植物医師訓練プログラムの実施に関わる
補助，1 名は植物医師訓練プログラムの作成・実
施，および認定プログラムの開発に関する補助な
らびに助言，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に関わる補助
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小計

24,760,825

平成 25 年度
事業担当職員

人件費

人数

職務内容

16,295,672

4

2 名は植物医師訓練プログラムの作成，および実
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，1 名は植物医師訓練プログ
ラムの実施・実技指導

5,464,694

4

１名は植物医師訓練プログラムの実施に関わる
補助，2 名は植物医師訓練プログラムの作成・実
施，および認定プログラムの開発に関する補助な
らびに助言，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に関わる補助

21,760,366

8

補助者

小計

7

平成 25 年度補
正

人件費

人数

事業担当職員

404,646

1

小計

404,646

1

人件費

人数

職務内容

11,290,683

3

2 名は植物医師訓練プログラムの作成および実
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

6,018,277

4

１名は植物医師訓練プログラムの実施に関わる
補助，2 名は植物医師訓練プログラムの作成・実
施，および認定プログラムの開発に関する補助な
らびに助言，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に関わる補助

17,308,960

7

平成 26 年度
事業担当職員

補助者

小計

職務内容
1 名はシニア植物医師の学習・活動の指導およ
びモニタリング調査

設備備品費
名称

型式

用途

デジタル位相差顕微
鏡

コアフロント社製 (横型
特注品）

植物病の診断をより簡便に
行う顕微鏡システムの開発

極微量分光光度計

米国 Thermo Fisher
Scientific 社製
NanoDrop 2000ｃ

病原菌を正確に計数するた
め

1,614,375

バイオシェーカー

タイテック社製
BR-300

病原菌の効率的な培養に
用いる

3,597,825

ラボ用オートクレーブ

トミー精工社製 LSX－
500

汚染植物および実験機器
の滅菌に用いる

580,125

ウェスタンプロセッシ
ングシステム

ライフテクノロジーズ社
製 Bench Pro4100
WP0001

診断技術開発の一部の作
業を自動化するため

642,600

生物顕微鏡用デジタ
ルカメラ

オリンパス社製
DP21-A-2

植物病の診断技術開発お
よびシニア植物医師訓練

681,817

G・
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価格
630,000

CO2 インキュベータ
ー（UV 付）

パナソニックヘルスケア
社製 MCO-5MUV

嫌気性を示す病原菌の効
率的な培養および植物病
の診断技術開発に用いる

766,815

バイオシェイカー

タイテック社製

病原菌の効率的な培養お
よび植物病の診断技術開
発に用いる

4,548,600

（c-d）研究グループ d 都市計画グループ
平成 22 年度

人件費

事業担当職員

人数
0

職務内容

0
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
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

補助者

4,615,941

9

小計

4,615,941

9

平成 23 年度

人件費

人数

職務内容

事業担当職員

4,179,685

2

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，2 名は高齢者居住実態調査
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

補助者

5,521,103

7

小計

9,700,788

9

平成 24 年度

人件費

人数

事業担当職員
3

1 名は高齢者の生活実態調査に従事，1 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，1 名は都市緑
地の発生状況・適性度調査に従事

2,901,111

6

3 名は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に従事，1 名は都市住
民の生活満足度と都市環境の関係および土地利
用計画における性能規定の可能性検討に従事，1
名は都市内空閑地における地域住民を交えた農
的活動実証実験の補助に従事，1 名は高齢者居
住実態調査に従事

14,605,241

8

11,704,130

補助者

小計
平成 25 年度

職務内容

人件費

人数

事業担当職員
6,433,781

3

職務内容
1 名は高齢者居住実態調査のためのデータ収集・
データ分析等に従事，1 名は都市緑地の発生状
況・適性度調査に従事，1 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
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補助者

小計
平成 26 年度
事業担当職員
補助者
小計

1,119,957

3

7,553,738

6

人件費

1 名は高齢者の生活をめぐる問題状況の把握とこ
れに対する行政および住民の取り組みに関する調
査に従事，1 名は都市住民の生活満足度と都市環
境の関係および土地利用計画における性能規定
の可能性検討に従事，1 名は都市内空閑地にお
ける地域住民を交えた農的活動実証実験の補助
に従事

人数

職務内容

1,726,730

1

1 名は地域住民組織を活用した食からの高齢者の
生活支援策の検討に従事

674,129

1

1 名は地域住民組織を活用した食からの高齢者の
生活支援策の検討に従事

2,400,859

2

設備備品費
名称
大型プリンター

型式

用途

キャノン製
ｉｍａｇｅＰＲＯＧＲＡＦ
ｉＰＦ８３００Ｓ

調査結果を共有するための
大判地図の出力

価格
525,315

（c-e）研究グループ e 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
2 名は高齢者居住実態調査に従事，2 名は世帯動態
調査に従事，2 名は，都市緑地の発生状況・適性度
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

補助者

2,824,379

8

小計

2,824,379

8

平成 23 年度

人件費

人数

職務内容

事業担当職員

4,457,606

2

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，2 名は高齢者居住実態調査に従
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

補助者

2,990,987

7

小計

7,448,593

9

人件費

人数

職務内容

3

1 名は里山，農地等の緑地から発生するバイオマス
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，１名は都市住民によ
る農的活動の社会実装

平成 24 年度

事業担当職員

9,092,589
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補助者

6,132,032

小計

15,224,62
1

13

人件費

人数

職務内容

3

1 名は里山，農地等の緑地から発生するバイオマス
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，１名は都市住民によ
る農的活動の社会実装

12

5 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生量
の解明，2 名は水田において発生する GHG ガスの計
測，2 名は都市住民による農的活動の社会実装

平成 25 年度

事業担当職員

補助者

6,647,205

8,396,915

小計

15,044,12
0

15

人件費

人数

職務内容

2

1 名は里山，農地等の緑地から発生するバイオマス
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，2 名は里
山のバイオマス成長量と管理時のバイオマス発生量
の解明，2 名は水田において発生する GHG ガスの計
測，1 名は都市住民による農的活動の社会実装

平成 26 年度
事業担当職員

10

4 名は里山管理時の生態系への影響評価，5 名は里
山のバイオマス成長量と管理時のバイオマス発生量
の解明，1 名は水田において発生する GHG ガスの計
測

2,885,237

補助者

6,175,164

8

小計

9,060,401

10

設備備品費
名称
新薪割り機・縦横兼
用型

型式

用途

ホンダウォーク製/
VHSC－9922ＧＸ

価格

バイオマスを薪に加工する
ために使用

754,000

バイオマスを木質チップに
加工するために使用

3,255,000

ガスクロマトグラフ

島津製作所製/GC－
2014 N20 測定システ
ム

水田から採取したガスサン
プルの測定に使用

5,985,000

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

875,000

Ｔｈｅｒｍｏ ＧＥＡＲ

NECAvio 製／G100

里山における温度環境の
測定に使用

871,500

ポータブルロードメ
ーター

日本製衡所製/RW－
05P

里山管理時に発生するバ
イオマスの重量測定に使
用

997,500

社会実装に向けたバイオ
マスの利活用実験に使用

2,862,000

自走式中型チッパー フジテックス製/FO-280

バイオマスペレット製 新興工機（株）製／Ｓ－
造機
５
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（c-f）研究グループ f 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

0

補助者

2,847,328

8

小計

2,847,328

8

平成 23 年度
事業担当職員

補助者

小計
平成 24 年度
事業担当職員

補助者

小計
平成 25 年度

人件費

職務内容
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
化・分析補助，3 名は持続可能な都市に向けた
要素の統合可能性の分析の補助

人数

職務内容

1

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

7,669,565

16

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
化・分析補助，3 名は持続可能な都市に向けた
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

12,266,376

17

4,596,811

人件費

人数

4,618,298

6,888,522

11,506,820
人件費

職務内容
1

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
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
17
人数

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

事業担当職員

4,878,286

1

補助者

2,448,410

3 名はプロジェクトト成果のパッケージ化の
5 ための実証データの集約の補助，2 名はフィー
ルドデータ収集システムの運用と評価の補助

小計

7,326,696

6

平成 26 年度
事業担当職員

人件費

人数

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

2,111,461

1

補助者

3,443,256

4 名は社会実験事例データベースの設計・開
7 発・運用，3 名は社会実験事例データベースの
ためのデータの調査

小計

5,554,717

8

設備備品費
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名称

型式

用途

価格

電力モニターシステム

エイコー製／
EIAM-003TH,004

複数の電気機器の電力消費
量のモニタリング

9,822,750

データ分析システム

ウニークス製／DELL
Precision T7500

複数の電気機器の電力消費
データの可視化分析

1,168,083

社会実験データベー
ス解析評価システム

リアルコンピューティ
ング(株)製(RC
Server CalmⅢ
Xeon 2way Model
Xeon E5-26

収集した社会実験データを解
析・可視化するプラットフォーム
として，さらにデータベースと連
動して外部に成果を公開する
ウェブサービスサーバとして利
用

3,153,600

（２）普及・広報
（a）情報発信 （アウトリーチ活動等）について
(1) ホームページ開設(2011.2) URL: http://low-carbon.k.u-tokyo.ac.jp/
(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」，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，2011.12.15
(3) 文部科学省平成 24 年度科学技術戦略推進費シンポジウム 「気候変動に対応した新たな社会
の創出に向けた社会システムの改革プログラム」，主催 文部科学省，2012.11.16
(4) 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！」，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
2010.9.14
(5) 植物医科学シンポジウム 「植物医科学の社会実装」，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，2011.11.3
(6) 植物医科学シンポジウム「植物医科学の新展開」，主催：東京大学，後援：文部科学省，科学
技術振興機構，日本技術士会，日本植物病理学会，日本植物医科学協会，農林水産省，
2014.8.26
(7) 堀 洋一：
「モータ／キャパシタ／ワイヤレスで描くもうひとつのクルマ社会」, システ
ム制御情報学会 サステイナブル・フレキシブル・オートメーション(SFA)研究分科会 第
1 回研究例会(キックオフシンポジウム) 「電気自動車の現状と将来」 ,大阪, 2011.6.10
(8) 堀 洋一：
「自動車への給電・エネルギー貯蔵技術と将来の交通システム」, 東京モータ
ーショーシンポジウム フューチャー・トランスポート 環境に優しい未来の大型車技術
とロジスティクス,東京, 2011.12.7
(9) 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」，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)，2012.3.17
(10) 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間報告書, 2014.3
(11) 明るい低炭素社会の実現に向けた都市変革プログラム最終報告書, 2015.3
その他 28 件．
（b）研究成果の発表状況
１）研究発表件
国

内

原著論文発表（査読付）

左記以外の誌面発表

口頭発表

合計

27 件

107 件

141 件

275 件
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国

外

26 件

9件

76 件

111 件

合

計

53 件

116 件

217 件

386 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：国内 1 件，国外 0 件，合計 0 件
保坂 寛，池田 泰久，朱 旭初，中村 康久，山本 宏樹，尾形 廣秋，予約情報管理システム，
特願 2014-164082，出願日:2014 年 08 月 12 日．出願国：日本
３）受賞等： 10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) 清 水 彰 彦 （ 学 生 ） : 「 最 優 秀 賞 」 ， A study on combined ejector-vapour compression
refrigeration cycle assisted by solar thermal energy, 5th International Conferenece Solar
Air-Conditioning，Germany, 2013, 9.27.
(5) 石川 徹, 浅見 泰司：「都市住宅学会賞・論文賞」, 都市の居住環境と用途混在についての居
住者の意識の分析, 公益社団法人都市住宅学会, 2014.5.19
(6) 石川 徹, 浅見 泰司：「日本都市計画学会 2013年年間優秀論文賞」, 利便施設の住宅地へ
の混在に関する居住者の心理的評価, 公益社団法人日本都市計画学会, 2014.5.23
(7) 宇都 正哲, 植村 哲士, 北詰 恵一, 浅見 泰司：「平成25年度日本不動産学会著作賞（学術
部門）」, 人口減少下のインフラ整備, 公益社団法人日本不動産学会, 2014.5.25
(8) 宇都 正哲, 植村 哲士, 北詰 恵一, 浅見 泰司：「平成26年度資産評価政策学会著作賞」,
人口減少下のインフラ整備, 資産評価政策学会, 2014.9.6
(9) 宇都 正哲, 植村 哲士, 北詰 恵一, 浅見 泰司：「日本地域学会第23回学会賞著作賞」, 人
口減少下のインフラ整備, 日本地域学会, 2014.10.4
(10) 原島義明（学生）：「全国大会ベストペーパー賞」，長野県伊那市における薪による小規模バイ
オマスエネルギー利用の実態，日本造園学会，2014.5.25
４）原著論文（査読付）
【国内誌】（国内英文誌を含む）
(1) 寺田 徹, 雨宮 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)
(2) Tadashi Takano, Takehiro Imura, Midori Okumura, " A Partially Driven Array Antenna Backed
by a Reflector with a Reduction in the Number of Driven Elements by Up to 67%", IEICE
TRANSACTIONS on Communications , Vol. E96-B, No. 11, pp.2883-2890，(2013.11)
(3) 石川 徹, 浅見 泰司：｢利便施設の住宅地への混在に関する居住者の心理的評価｣, 都市計
画論文集, 48(3), 909-914,(2013)
(4) 福田健二・朽名夏麿・寺田 徹・モハマド レザ マンスーニャ・モハマド ニザム ウディン・神保
克明・渋谷園実・藤枝樹里・山本博一・横張 真：｢千葉県柏市の森林における放射能汚染の実
態｣．森林立地 55，83-98，(2013)
(5) 中川 直紀, 古谷野 赳弘，党 超鋲，飛原 英治：｢メソポーラスシリカ系シカントロータの低温吸
脱着特性に関する研究｣，日本冷凍空調学会論文集 31 (2) pp. 66-77，(2014)
(6) 福田一徳・濱本宏・橋本将典・中山万奈美・根津修・鍵和田聡・大島研郎・難波成任：｢我が国
60

における農業関連企業および農家の植物病に対する対処をめぐる実態調査｣，日植病報，採
録決定済み.
その他 21 件．
【国外誌】
(1) Matsumura, E., Fukuda, K. A comparison of fungal endophytic community diversity in tree
(2) Shiyu Feng, Naoki Nakagawa, Takehiro Koyano, Chaobin Dang, Eiji Hihara, Theoretical and
experimental studies on characteristics of adsorption performance of desiccant rotor applied to
desiccant heat pump, IHTC15 (2014).
(3) Afsana Haque, and Yasushi Asami, “Optimizing urban land use allocation for planners and real
estate developers”, Computers, Environment and Urban Systems, 46, 57-69 (2014)
(4) Oka M, Hashimoto Y, Ikegami T, Self-Organization on Social Media: Endo-Exo Bursts and
Baseline Fluctuations. PLoS ONE 9(10): e109293. doi: 10.1371/journal.pone.0109293 (2014)
(5) Vissuta Jiwariyavej, Takehiro Imura, Yoichi Hori, " Coupling Coefficients Estimation of Wireless
Power Transfer System via Magnetic Resonant Coupling using Information form Either Side of
the System", IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, Vol. 3, No.
1, pp. 191-200 (2015.3)
その他 21 件．
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) 宇都 正哲, 植村 哲士, 北詰 恵一, 浅見 泰司(編)：
「人口減少下のインフラ整
備」東京大学出版会, 東京, (2013)
(2) (著書) 居村岳広：
「電界磁界結合型ワイヤレス給電技術－電磁誘導・共鳴送電の理論と
応用－」
，低結合型電磁誘導方式Ⅱ，第 3 章, 第 5 節, pp.83-90，科学情報出版株式会社，
2014.12
(3) (国内セミナー) 居村岳広：
「ワイヤレス給電技術の最新動向」， 2011 年ＫＥＣセミナー，
一般社団法人 KEC 関西電子工業振興センター，2011.7.12(大阪)
(4) (国内セミナー) 居村岳広：
「電磁共鳴と電気自動車向け応用について」
，近距離ワイヤレ
ス電力伝送，ワイヤレス・テクノロジー・パーク(WTP)2011 セミナー，ＹＲＰ研究開発
推進協会，独立行政法人情報通信研究機構(NICT)，YRP アカデミア交流ネットワーク，
2011.7.6(パシフィコ横浜)
(5) (雑誌記事) 雨宮 護：
「空閑地の農的活用事例と住宅地の「安全・安心」への貢献の可能
性」, Evaluation, 50, 20-27, (2013)
(6) (雑誌記事) 横張 真, 雨宮 護, 寺田 徹：
「成熟社会の新しいライフスタイルとみどり」,
都市公園, 204, 4-8, (2014)
(7) (雑誌記事) 堀 洋一：
「電気自動車で世界を変える！」，Ttime! (被紹介記事，著者：沼
田恵理)，vol.43, p.4, 2011
その他 339 件．
５．中間評価の反映
「Ⅳ.6 中間評価の反映」に詳述している．
Ⅵ．実施期間終了後の継続性・発展性
１．実施期間終了後における継続・発展
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．
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実施体制と資金計画については，社会実装に当たり，新規プロジェクトを立ち上げて，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) 実施期間終了後，集光型太陽光発電システムの機器開発および開発し
た太陽熱駆動高効率空調システムのコージェネレーション利用の研究を継続する．東京大学柏キ
ャンパスにおいて太陽光発電・太陽熱同時利用システムと太陽光発電システムおよび太陽熱単
独利用システムの実証実験を継続して，柏地区における太陽エネルギーの最適形態を明らかす
る．またほかの自治体等による実証実験も全国の太陽エネルギー利用促進を視野にいれて積極
的な情報発信を行う．
こ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．
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) モビリティグループは，超小型電気自動車を超高齢社会における有力な
高齢者移動手段として社会実装するために，今後さまざまな機会を狙い，実現化を図る．一例とし
て，東日本大震災被災地である岩手県大槌町における，仮設住宅などの居住者の移動に活用す
る試みを始める予定である．2 人乗りタイプの認定取得・試用拡大や，ワイヤレス充電・カーシェア
システムについても，引き続き社会実装を踏まえた社会実験を継続する．
また，予約して利用するオンデマンドバスにおける需要の隙間を埋めるものとして、このようなパ
ーソナルモビリティのシェアリングを検討する．また，高齢者の健康管理については，東京大学高
齢社会総合研究機構で，柏市を対象として様々な検討しているが，健康管理システムと本モビリ
ティシステムの統合の検討は今後の課題である．
(植物医科学グループ) 発展性については，プロジェクト期間中に開発した「スキルアップ講習」を
より進展させるともに，コミュニティ植物医師の「級位制」を設けることで，植物医師制度のさらなる
発展を目指す予定である．また，プロジェクト期間中に新たに設立した「植物保護士会議」や「国
際植物医科学会」などのサポート体制についても，今後も参画者や参画国の増加が見込まれるこ
とから，将来的により大きな体制への発展が見込まれる．
継続性については，コミュニティ植物医師が自律的に活動を継続できるよう，コミュニティ植物医
師の自主運営組織である「柏市コミュニティ植物医師の会」を設立した．柏市内の各所において医
師の会が主体となり新たな活動拠点の設置を複数箇所行うなど，活動を継続的に行える体制を構
築した．今後は，柏市コミュニティ植物医師の会が主体となり，柏市を中心として活動を継続して
いく予定である．今後も柏市において本プロジェクトの活動を継続していく予定である．また，植物
保護士会議参加者によるスキルアップ講習への講師参加など，複数のサポート体制の維持・発展
により，コミュニティ植物医師がもつ植物病抑止に係る技術・知識の習熟についても継続性が見込
まれる．
また，本プログラムで得た知識・経験をもとに，コミュニティ植物医師が管理する圃場において最
適と思われる防除プログラムを策定し，従来プログラムと比較しながら農業資材使用軽減効果を継
続的に調査を行い，地域コミュニティにおける農業の低炭素化スキームの確立を目指す予定であ
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，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を行った．また，社会実験において地域に実装
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されたコミュニティ形成のためのマネジメント手法による取り組みを，継続的かつ自立的
に運営していくための支援を行った．
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
般へのさらなる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，本プロジェクト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) 継続・発展のための仕組みとして，当グループでは，里山管理に携
わる市民団体用の生物相モニタリングマニュアルを作成したほか，これまで大学が社会実験の目
的で使用してきたバイオマス利用に関する機器類を柏市へと移譲し，柏市の取り組みとして社会
実験が継続されるように引き継ぎを行っている．今後は引き続き行われる社会実験をモニタリング
し，柏市や柏市民の取り組みを支援しつつ，より適切な方向へ実験が進むようアドバイスを行う．
今後の到達レベルとしては，水田に関しては例えば低炭素米のように GHG 削減が付加価値と
なるような仕組みを検討するほか，就農準備を目的とした市民水田への展開を図るなど，実例を
作ることを目指す．里山の生物相保全については，日常的に市民団体が生物相の簡易なモニタリ
ングを行うほか，5 年に 1 度程度の頻度で大学も介入した大規模なモニタリングを行うことにより，
市民管理の長期的な生物相への影響を明らかにし，市民とサイエンスの融合をより一層強化し，
得られた知見を里山管理活動の充実に繋げていく．里山のバイオマス利用については，柏市み
どりの基金が中心となり社会実験を継続し，カシニワ登録団体を中心としてバイオマスが地域内で
活用される状態を目指すが，その際，例えばバイオマスの運搬シミュレーションやコスト計算等を
大学が行うことにより，適切な方向へ取り組みが発展するように技術的なサポートを行う．資金計
画については，柏市やみどりの基金の事業として予算化するほか，官民学の共同研究として外部
予算を獲得することも考える．
(情報システムグループ) 社会実験事例デジタルアーカイブは大学のサーバ等を利用したインタ
ーネットへの公開を予定している．そのメンテナンスは東京大学が担当する．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．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．本プロジェクト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．
(共通グループ) 将来都市ヴィジョンの作成および各グループの施策の定量評価はその目標を
達成したので終了する．その結果は最終報告書(和文版，英文版)にまとめて，印刷配布のほか，
本プロジェクトのホームページで公開する．
２．波及効果と普及発展
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，本プロジェクトの成果である「柏モデル」をパッケージ化し，全国・世界への発
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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．
研究グループ毎の波及効果と普及発展について以下に述べる．
(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) 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円滑・持続可能に保つ効果がある．
(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，すでに他自治体や柏市
以外の地域住民の多くから高い関心を得ている．このため，今後は国内の他地域への展開が予
想される．また，本プロジェクト内で訓練プログラムや認定試験制度等を新たに開発したことから，
ソフトインフラのプログラムパッケージとして「植物医師制度」を海外へ輸出することも期待される．
さらに，平成 24 年度に日本・韓国・台湾の研究者が主要メンバーとなり設立した国際植物医科学
会は，現在では 7 か国以上が参加するに至っている．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) 土地利用規制における，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」など，都市計画手法についての研究成果は，国土交通
省などの委員会・審議会での議論において参考にされた．また，空閑地を活用する「カシニワ」制
度を対象にした研究成果は，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大都
市郊外部に導入できる．研究成果をもとに，空閑地において市民が気軽に農作物栽培活動を実
施するためのノウハウ・マニュアル等の形態でまとめることで，柏市のような大都市郊外部の自治
体・NPO・自治会による導入を支援することができる．
また，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，本プロジ
ェクトの成果を示し，柏市全体での適用を検討するとともに，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・普及を図ることができる．
(農業・緑地計画グループ) 水田の低炭素管理については，定量的に解明された効果をもとに，
地球環境に優しい米としての付加価値を価格に反映するような仕組みを検討し，政策への反映を
検討する．里山の生物相保全，バイオマス利用については，既に里山保全施策の一環として柏
市の政策へ反映されているため，今後は他の都市郊外自治体の先例となるよう，より一層スキーム
を高度化する．
(情報システムグループ) 本プロジェクト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た．具体的には社会実
験事例データベースとしてパッケージ化を行った．
(共通グループ) 将来都市ヴィジョンの作成および各グループの施策の定量評価の果は最終報
告書(和文版，英文版)にまとめて，印刷配布のほか，本プロジェクトのホームページで公開したの
で，情報システムグループのアーカイブスとともに広く国内外の自治体の参考になるものと期待さ
れる．
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