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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： グリーン社会ICTライフインフラ
■中核機関名： 慶應義塾大学
■総括責任者名（役職）：清家篤（大学長）
■研究代表者名（所属・役職）：金子郁容（政策・メディア研究科教授）
■研究実施期間： 平成22年度～26年度（5年間）
■研究総経費： 総額 547．7百万円 （間接経費、環境改善費込み）
■参画機関名:宮城県栗原市、東京都奥多摩町、インテル株式会社、日本電気株式会社、東日本電信
電話株式会社、清水建設株式会社、アルプス電気株式会社
■協力機関名:気象庁気象研究所
■社会実証対象地域名:宮城県栗原市、東京都奥多摩町
1．プロジェクトの目的・内容・目標
緩和策だけでは対応しきれない気候変動の悪影響に備える適応策が重要との認識が、近年、高まっ
てきた。本プロジェクトでは二つの自治体をフィールドにして、まず、メッシュデータを用いて気候変動の
自治体への影響を推定し地域の脆弱性分析を行なう。その上でセンサネットワークを活用した「グリーン
社会ICTライフインフラ」を開発し、家庭等のエネルギー消費の情報を測定し、最適化するとともに、健康・
医療や農業への悪影響など、気候変動にともなう地域の脆弱性に対応する適応策を策定し、その効果を
実証する。本プロジェクトでは、ソーシャルキャピタルを高めることでレジリアント なコミュニティの形成を目
指すという新しい社会ビジョンを実現する社会システム改革を目的とする。その実現に向けて規制緩和を
提案する。
2．研究の趣旨
気候変動研究は、これまで、主にグローバル、ないし、国全体レベルで行なわれてきた。本プロジェクト
においては、自治体や地域コミュニティの住民レベルの視点を中心にして、また、気候やエネルギーの情
報を健康・医療、農業、災害対応など生活情報と統合するICTライフインフラシステムを構築し、コミュニテ
ィのソーシャルキャピタルという考え方を導入することによって、個別分野での研究では扱えなかったトー
タルな視点から、気候変動の影響に対する、住民生活の脆弱性を踏まえた適応策の提案を行ない、また、
結果としての緩和策を提示する。本プロジェクトは、自治体レベルのローカルな課題を扱うのであるが、シ
ステム標準化などを積極的に採用する事によって、他自治体にも成果が普及することを目指す。
3．実施計画
第一期（平成22年度） ①脆弱性分析：20kmメッシュデータで気候変動の自治体への影響予測をし、
脆弱性の予備評価を行なう。②ICTライフインフラ／③エネルギーマネジメントシステム：地域のエネルギ
ー消費特性を調査し、保安や変動抑制、短期・中期の周期・需給バランスを考慮したパラメータの取得な
ど第一次基盤モデルの構築。④健康・医療：ベースライン調査と予備実験。⑤農業：モデル農場にセンサ
を設置し作物状態の予備的計測。⑥災害対応：衛星通信、エリアワンセグ放送からなる第一次システムの
開発。⑦ソーシャルキャピタル醸成：行政・民間共同体制の検討。⑧システム改革：規制緩和策の提案。
第二期（平成23-24年度） ①：5kmメッシュデータで気候変動の自治体への影響を推測し脆弱性分析を
行なう。②③：第一期実証実験の結果を踏まえて健康・医療や農業の要求事項を含めたICTライフインフ
ラのアーキテクチャの再構築による第二次モデル構築。④：センサシステムとテレビ会議システムの統合と
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気候変動の脆弱性モデル作成。⑤：気候の変化が与える影響測定と対応策の作成。⑥：インフラ設備を
必要としない地域内通信システムの開発。⑦：ソーシャルキャピタルを高める政策立案と実験実施。⑧：規
制緩和の効果シミュレーション。
第三期（平成25-26年度） ②③：地域毎に得られた基盤モデルを統合する総括システムとシステム間イン
ターフェースを持つ第三次モデル構築。将来問題となるエネルギー自由化を視野に入れ、国際的な戦
略を加味したICTライフインフラの全国展開のモデルを検討。④⑤：日常的なデータから気候変動への適
応策をシミュレーションによって策定。⑥：地域内通信システムを融合した第二次システムの開発と適応策
の策定。⑦：自治体の適応計画の策定。⑧：社会システム改革が実現するという条件の下での、適応計画
による緩和効果と経済的効果をシミュレーションで予測。
4．実施体制
中核機関の慶應義塾大学は数多くの世界的な研究実績があり、本プロジェクト実施を統括する。課題
代表者が課題実施の責任を持つ。参画する自治体は実証実験の場を提供し首長のリーダーシップの
下で地域を挙げて地域活性化に取り組んできた。参画企業は本プロジェクトが関係する研究・実践分野
で国内・世界をリードしてきた実績があり、それぞれの得意分野を担当する。本プロジェクトでは慶應義
塾大学に設置される「グリーンICTライフインフラ研究センター」を研究拠点として、諮問委員会と運営委
員会が設置される。「技術開発・社会改革推進チーム」メンバー全員が集まる研究調整連絡会議を隔月
に開催し、意見交換と意思統一を図る。本プロジェクトに参画する研究者は、本研究課題の多様な関連
分野をカバーする研究・実践の実績を有する。
5．地域の特性と自治体の役割
実証実験を実施するふたつの自治体は、いずれも高齢化が進んだ過疎地であり、その意味では、日
本の典型的な地方自治体である。栗原市は10町村が合併したため集落が点在しており緊急時に集落が
孤立する危険性があり、奥多摩町は町の面積の94％が森林で山や谷が深く、住民の平均寿命が近隣自
治体の中で最低水準であるなど、それぞれ、潜在的に気候変動による脆弱性を抱えている。
6．社会システムとの関連性
環境問題はトップダウンだけでは解決しない。本プロジェクトにおけるひとつの社会システム改革は、適
応策を実効あるものするために地域コミュニティのソーシャルキャピタルを高めるというボトムアップアプロ
ーチをとることである。市民レベルの日常の相互支援活動の積み重ねが真の意味でのレジリアントな新し
い社会を形成する。もうひとつの社会システム改革は制度改革である。本プロジェクトが提示する適応策・
緩和策が全国に普及するには、電気事業法、医師法、通信についての諸制度・規制・慣行などについて
の社会制度改革が必要である。本プロジェクトのメンバーや協賛機関による「社会システム改革推進ワー
キンググループ」を設置し、特区の活用などを検討する。
7．採択時コメント
センサネットワークを活用した「ICTライフインフラ」を開発し、家庭施設のエネルギー消費の最適化や
気候変動に対する地域の脆弱性分析を基に適応策を策定し、その効果を実証する。適応のためのソー
シャルキャピタルの高いコミュニティ形成というコンセプトは重要で、高く評価できる。情報、政策、医学、
経済分析等を含めた多岐に渡る試みであるが、要素技術、社会技術、情報技術のバランスがとれている。
自治体、大学、民間企業の連携が準備されている。実施期間終了後の継続性が期待できる。実施に際し
て期待されること：ソーシャルキャピタルの高いコミュニティ形成を、気候変動の適応策と具体的にどう結
びつけるか、また、CO2削減をどのように適応計画に反映させるかを明確にすること。
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Ⅱ．ミッションステートメント
（1）課題の概要
緩和策だけでは対応しきれない気候変動の悪影響に備える適応策が重要との認識が、近年、高まっ
てきた。気候変動の予測には不確実性があるため、発生する影響の継続的モニタリングが必要である。
本プロジェクトで実証実験を行なう二つの自治体は、どちらも高齢化の進んだ典型的な過疎地であるが、
異なる地域特性を持っている。メッシュデータを用いて気候変動の自治体への影響を推定し地域の脆弱
性分析を行なう。先端技術を組み合わせた「グリーン社会ICTライフインフラ」のプロトタイプを開発し、家
庭のエネルギー消費・供給の情報を測定し最適化する。同時に、健康・医療や農業への悪影響等の生
活情報を測定・分析し、地域の脆弱性に対応する適応策を策定し、その効果を実証する。本プロジェクト
では、ソーシャルキャピタルを高めることで適応策の実効性を高め、レジリアントな社会を形成するという
社会システム改革を実施する。提案される適応方策が全国に普及し大きな緩和効果がもたらされるため
には、いくつかの制度的隘路が解消される必要がある。実証研究を踏まえて、その実現に向けた提案を
行なう。
（2）実施期間終了時における具体的な目標
実証実験フィールドとなる自治体における気候変動の影響を5kmメッシュデータから予測し、いくつか
の生活分野について各自治体の脆弱性を分析し評価する。情報モニタリングと最適化を行なう｢グリーン
社会ICTライフインフラ｣のプロトタイプを開発する。健康・医療、農業、災害時対応などの生活分野につ
いての実証実験の結果を踏まえて、適応計画を自治体レベルで策定する。健康・医療については、100
人以上の高齢者を対象にしてバイタルデータなどを測定し、シミュレーションによって、気候変動に対する
適応策の効果を実証する。ICTライフインフラは、多様なデバイスによる異種情報の測定・通信・蓄積・分
析を、共通化したインターフェースとアーキテクチャにより統一的かつ効率的に実行するという新しい提案
で、従来型の個別システムと比べて多重投資が防げ、地域全体としてより効果的な適応策が得られうるこ
とを示す。また、提案する制度改革が実現するなら、一定の緩和効果があることをシミュレーションによっ
て示す。特区などの活用で、それを実現する社会システム改革の提案をする。さらに、地域コミュニティの
ソーシャルキャピタルを高めることによって、個々人の行動変容が起こることを実証し、気候変動による影
響に対してレジリアントな地域を形成するモデルを作成する。
（3）実施期間終了後の取組み
「グリーン社会ICTライフインフラ」を他の自治体に普及させ、ひとつの自治体での成果が迅速に他自
治体で活用されるべく、自治体間の連携体制を作る。そのことよって、より広域での包括的で、より効果的
な適応策が策定でき、緩和効果も生まれる。このようにして、実施期間終了後も本プロジェクトの実証実験
で得られた適応方策や社会システム改革の定着や継続的な発展が可能になる。
（4）期待される波及効果
参画自治体で策定される適応計画によって、健康・医療や農業などの生活分野での脆弱性への対応
が実現するとともに、気候変動による地域毎の優位性が発揮されることになる。本プロジェクトを遂行する
過程で、いくつかの顕著な技術的・経済的な効果が発生する。実効性のあるマイクログリッドの基盤研究
が確立され、規制にかかわる適切な制度改革が実現されれば、大きな緩和効果が期待できる。通信機能
付きセンサは日本が世界的な優位性を有する戦略分野であり、本プロジェクトで世界標準作りが進むなど
世界をリードすることになる。本プロジェクトで提案するような遠隔医療システムが全国に普及すれば、全
体で一兆円程度の医療費が削減されることが推測される。
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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）
年度
補助対象経費

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
197.4

169.2

181.2

216.0

216.0

総計 979.7

Ⅳ．自己評価
１． 進捗状況
本プロジェクトの目的は、(i)環境、気候、生活などの情報モニタリングのセンサ技術、エネルギーマネジ
メント技術、気候変動データのダウンスケール技術などの要素技術を開発し、(ii)異分野の情報を「ICTラ
イフインフラ」で統合し、(iii)住民の脆弱性評価に基づいた適応策を作成し、(iv)ソーシャルキャピタルを高
めるというボトムアップアプローチをとるとともに制度改革を提案するという二つの方法で社会システム改
革を促進することである。東日本大震災によって本プロジェクトの主要実験フィールドである宮城県栗原
市が甚大な被害を受けた事によるいくらかの計画遅延（「V.2(2)当初計画通りに進捗しなかった理由」を
参照）を除いて、本プロジェクトは順調に進捗している。
本プロジェクトで採用する二つの基本アプローチは、それぞれ、これまでの取組みになかった新しい方
法や発想に基づいたものである。一つは、「ICTライフインフラ」による分野統合的な情報技術を活用する
こと、もうひとつはソーシャルキャピタルという、これまで気候変動にかかわる分野ではあまり考慮されなか
った地域コミュニティの特性との関連で適応策を検討するという社会的な視点をとることである。
一つ目の特徴である「ICTライフインフラ」について説明しよう。これまでの気候変動研究の多くは、生態
系、海洋・水産、農業・食糧など、個別の分野における知見を深めるというものであったが、本プロジェクト
は、「地域における一人ひとりの住民の生活」という視点から、そこに介在する生活関連のさまざまな情報
をトータルに、横断的に扱い、それらを統合した上で、生活レベルの脆弱性と自治体や地域コミュニティ
の適応策を考えるというアプローチをとる。センサを最大限に活用して、それらさまざまな情報をモニタリン
グし、データベースとして統合し、さまざまな組み合わせの分析を行うための情報通信基盤が「ICTライフ
インフラ」である。すべての生活情報源をカバーすることはできないので、本プロジェクトでは、特に高齢
者にとっては切実な問題である「健康医療」と生活とともに経済活動という側面を併せもつ｢農業｣を扱うこ
とにした。
「ICTライフインフラ」の基本機能を説明する以下の概略図は、実際に起こりうる四つの短期的、中長期
的な典型的なケースについて、「ICTライフインフラ」によってどのような情報やデータが統合され、必要な
分析が行われるかを示している。（図では太字破線が短期的、細字破線が中長期的対応を示している。）
ア：日々の熱中症への対応（健康・医療/気象観測/自宅の空調などのエネルギー情報の統合）
イ：中長期的な救急体制再編に関する政策立案（健康・医療/気象予測/病院体制や救急車配置に
ついての自治体政策情報の統合）
ウ：農業の栽培や農業従事者の健康に関する日々の対応（栽培圃場センシング/農業従事者の健
康・医療/気象観測/ハウスのエネルギー情報の統合）
エ：気候変動を考慮した農作物の選択とハウス構築（農業事業者の選択/中長期気象予測/農地改
良等の自治体政策/市場情報の統合）
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図 IV-1
ＩＣＴライフインフラの機能概要

本プロジェクトを特徴づける二つ目は、社会システム改革に向けて、制度改革を特区等の形で具体的
な提案を行なうとともに、住民一人ひとりの自発的協力を促進するソーシャルキャピタルを高めるという新
しい発想に基づいたアプローチをとることである。ソーシャルキャピタルは、1990年代から多くの分野の研
究者が言及しだした概念で、簡単に言うと、人々の協調行動を活発にすることによって社会の効率性をも
たらす地域コミュニティの関係性という共同資源のことである。ソーシャルキャピタルが気候変動や適応策
にどう関係しているかは、本報告書で詳細に説明するが、概略は以下のようである。
温暖化問題はトップダウンだけでは解決しない。規制的手法や経済的インセンティブに頼るだけでは
限界がある。適応策を実効あるものするためには、住民が自発的に協力し、互いを支え合う中で個々人
が日常的な行動を自ら変更することが必要である。つまり、地域コミュニティのソーシャルキャピタルが関
連しているはずである。実際、われわれは、本プロジェクトを通じて、地域のエネルギーマネジメントにソー
シャルキャピタルが深く関与すると考えるに至った。本プロジェクトで提案するCEMSのアプローチ（一定
の地理的範囲 --- 「ご近所」 --- をひとつのユニットとして共同でエネルギーマネジメントを行うという
方法）を採用することで、各個人や世帯で省エネ貢献を目に見える形とし、各自が参加しているという自
覚が生まれることで節電効果が上がる可能性がある。実際、われわれのもっているデータによると、社宅
など共同一括受電のマンションでは、エネルギー消費について情報を公開し、議論する場を与えることで、
省エネが進むことが実証されている。そのようなことから、エネルギーマネジメントとソーシャルキャピタル
の関係性について、本格的な研究を実施する価値があると考えているのである。
2．研究プログラムの有効性
・プロジェクトの研究目標
「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」の公募要綱によると、
同プログラムは、総合科学技術会議「気候変動適応型社会の実現に向けた技術開発の方向性立案のた
めのタスクフォース」が2010年1月に発表した「最終取り纏め」に基づき、「気候変動の緩和策や適応策実
施の基礎となる要素技術を開発し、それらを社会で組み合わせて総合化・実用化するとともに、気候変動
に対応した新たな社会を先取りした都市・地域を形成するための社会システム改革を行なう」ことが目的
だとしている。同「最終取り纏め」では、特に、「気候変動への適応には、国民一人ひとりの価値観・ライフ
スタイルにまで及ぶ変革が必要である」としている。上記の「1.進捗状況」で説明した本プロジェクトの二つ
の特徴、つまり、
(i)

「地域における一人ひとりの住民の生活」という視点から、そこに介在する生活関連のさまざまな
情報をトータルに、横断的に扱い、それらを統合した上で、生活レベルの脆弱性と自治体や地域
コミュニティの適応策を考えるというアプローチをとること、および
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(ii)

社会システム改革に向けて、制度改革を特区等の形で具体的な提案を行なうとともに、温暖化問
題はトップダウンだけでは解決しないという考え方から、適応策を実効あるものするためには、住
民が自発的に協力し、互いを支え合う中で個々人が日常的な行動を自ら変更することが促進さ
れること、つまり、地域コミュニティのソーシャルキャピタルを高くすることが重要である

という観点は、本プロジェクトが、プログラムの有効性を具現化するものとして適切であることを明らかに示
していると言えよう。
・要素技術・システム開発の内容
「V.4.各研究グループの研究成果」で述べるとおり、以下のような要素技術・システム開発が実施され
所定（一部は想定された以上の）の成果があがった。(i)気候変動予測データを自治体や地域コミュニティ
レベルに変換する技術、および、その技術を用いてダウンスケーリングデータを地域の課題解決に活か
す方法論、(ii)エネルギーマネジメント技術、(iii)環境測定センサ、健康医療センサ、農業センサなどさまざ
まな分野でのセンサによるモニタリング技術、(iv)災害時に通信衛星を使って30分以内に通信機能を回
復させる「ライフラインステーション」システム技術、(v) 「ICTライフインフラ」による標準化、インターフェー
スなど異分野情報統合技術。
(i)本プロジェクトでは、気象研究所と気象研究所がNHRCM-5km地域モデルを用いて作成した日本付
近の気候変動の将来予測を自治体や地域コミュニティで実施している。本報告書執筆時点では、この地
域モデルによる将来予測データを活用した自治体レベルでの気候変動の影響の分析は、世界初のもの
であると考える。気候変動関連の研究分野でNHRCM-5kmによる気候予測データはGrADS(The Grid
Analysis and Display System)という特殊なツールを用いて利用されている。しかし、一般の大学研究室や
自治体で気象データ解析ツールであるGrADSを使用するにはハードルが高い。本プロジェクトでは、それ
を一般のリレーショナルデータベースソフトウェアによってインデックスやクエリなどを利用できたり、指定し
た地域のデータのみを抽出したりするための変換システムツールを開発した。それによって、地理情報シ
ステム（GIS：geographic information system）やGoogle Earthなどを使って、大多数の大学や自治体がす
でに保有しているシステムによって簡便に分析し、表示できるようになった。
(ii)に関して本プロジェクトの大きな特徴はCEMS（Cluster Energy Management System）という新しい発
想に基づいた、しかも、現実的で実効力のあるアプローチをとっていることである。CEMSは、マイクログリ
ッドの考え方のバリエーションであるが、地域におけるエネルギー需給および低炭素化促進をすることに
関しては一般のマイクログリッドより発展した形の仕組みである。その根本的な違いは、マイクログリッドが
供給側からの視点であるのに対して、CEMSは需要側からの視点に基づいて設計されている点である。
実際に地域にエネルギーマネジメントシステムを導入するとなると、本質的な違いが発生する。例えばマ
イクログリッドは小さなグリッドとして、内部にある分散電源を如何に制御するかに主眼が置かれているの
に対して、CEMSは、HEMS(Home Energy Management System)やBEMS(Building Energy Management
System)といったこれまで活用されてきたEMSを統合することでクラスタを構成し、さらにコミュニティに作用
して、需要を制御し、需要家のメリットを勘案した、より開かれたマネジメントを可能にするシステムである。
したがって、CEMSは今後の日本各地におけるエネルギー需給のあり方を大きく変えるとともに、新しい地
域社会の在り方を再考するものであると期待されるのである。
(iii)健康・医療分野などにおいて、小型の通信機能付きセンサは、日本企業が世界市場の多くのシェ
アを占めている日本の戦略的技術である。本プロジェクトでは、電力やCO2などのエネルギーモニタリン
グだけでなく、農地やハウスでの農作物の効果的な栽培から農作業中の健康モニタリング、在宅での心
電計センサなどの健康医療モニタリングなど、既存技術と先端技術を組み合わせたシステムによって、セ
ンサを活用した生活情報の統合を図っている。
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(iv) 災害対応のため、可搬型の情報通信早期復旧システムを開発した。本システムは、衛星通信を
用いることにより、場所を選ぶこと無く通信環境を短時間で確保することが可能なシステムである。衛星通
信を用いたインターネット接続システム自身は必ずしも新しいものではないが、衛星通信によるインターネ
ットアクセス、無線LANによるホットスポットの提供、災害時にも活用できる電源装置、情報提供のための
放送機器などをそれぞれユニット化し、どのようにでも組み合わせることができる仕様としたことは他には
類を見ない成果である。本システムは、静止衛星の自動補足機能を備えており、衛星通信やインターネッ
トに精通していない自治体の職員だけでも、10分程度でインターネットに接続することが可能である。電
源部にも工夫をし、AC100V、DC12V、DC24Vの電源を使うことができ、UPSによって短時間の電源断にも
対応可能である。このため、災害による停電時にも自動車のバッテリー等を用いることができる。また、各
ユニットではPower over Ethenet (PoE)を採用しており、Ethernetケーブルのみを配線することによって、他
のユニットに電源を供給することができる仕様とした。更に、ホワイトスペース特区を活用し、エリア限定ワ
ンセグ放送システムも構築した。本システムを用いることによって、自治体から周知したい情報を住民に対
して、繰り返し放送することが可能となった。また、災害他応のための自治体によるエリア限定ワンセグ放
送のモデルとして、国内初の成果を挙げることができた。
(v) 情報化社会ではあらゆるデータがデジタル化され、再利用可能となることが重要である。ICTライ
フインフラは、各分野において各々の効率化のために収集されたデータを、更に横断的に活用するため
のプラットフォームである。1990年代から、情報技術を使った効率化のためのシステムが多くの分野で導
入されてきた。本プロジェクトにおける健康・医療やEMS、農業などもそれらの分野の1つとして捉えること
ができる。本データベースの特徴のひとつは、健康・医療情報、室温等の環境情報、エネルギー消費情
報、実績ベースの気象情報、そして気候予測情報が格納されているのであるが、それらの情報は、それ
ぞれ位置情報等を合わせて保持しており、地域毎に必要な情報を組み合わせて活用することができると
いう「時空間情報ネットワーク」を構成しているということである。このため、例えば健康・医療情報と気象情
報をクロス集計することによって、気象に対する健康・医療の影響のモデルを作成することができ、そのモ
デルと気候予測情報を組み合わせることによって、数十年先の三次医療圏の設計等に役立てることがで
きる。このような事例は、例えば農作物における品種選定など、他のいろいろな分野について分析しその
結果を提示することが可能である。
このような分野横断的なデータベースの作成の試みは、いわゆるビッグデータと呼ばれる分野におい
てこれまで、推進されてきた。しかし、Google HealthやGoogle Power Meterのサービス打ち切りに代表さ
れるように、ユーザにデータの入力を要求する基本設計によるシステムは普及が難しいという問題を抱え
ている。また、一企業に全てのデータを預けることに対するユーザの心理的障壁も大きい。そこで、本プロ
ジェクトにおいては、それぞれ完結した目的のために集めたデータを、個人情報に配慮する形で収集し、
位置と時刻によってのみ解析できるシステムとして設計・実装した。そこに本システムの新規性がある。
・社会実証の内容
「V.4.各研究グループの研究成果」で述べるとおり、以下のような社会実証実験が行なわれ、所定の成
果があがった。(i)栗原市の全地区を対象にした大規模ベースライン調査による社会実証、(ii)気候変動予
測ダウンスケールデータと脆弱性モデルによる日常のリスクへの適用についての社会実証、(iii)センサな
どを利用した農業ICTの実施にかかわる社会実証、(iv)ソーシャルキャピタルと地域特性や健康・医療に
ついての社会実証、(v)｢ライフラインステーション｣による社会実証。
(v)のシステムは、実際に2011年3月11日に発生した東日本大震災において、支援活動の一環として実
用に供され、その有効性が実践活動の中で確認された。特に衛星通信を用いたインターネット接続性の
提供は、通常のインターネットや携帯電話が利用できない地域では、非常に重要なものとして認識された。
このような災害用のパッケージを用意した例は東日本大震災までには存在しておらず、本プロジェクトに
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よる開発が、迅速な支援に有効な先端技術を実用に資することを可能にした。また、平常時におけるシス
テムの活用も課題であるが、地域の祭りにおける情報提供の為に本システムが活用され、平常時の活用
方法についてもソーシャルキャピタルの醸成も含めて一定の実用性を確認できた。
奥多摩町と栗原市で行っている遠隔医療についての社会実証実験は、いずれも高齢化の進んだ過疎
地での実験であるが、遠隔システムを介した医療相談を定期的に受ける事によって、血液検査などから
測定された参加者の検査結果が顕著に向上することに加えて、人々の交流が盛んになり、それぞれが自
分から運動をしたり食事に気をつけたりという自発的な行動が増えるなど、地域のソーシャルキャピタルを
醸成することにも効果があることが判明している。このことが、CEMSなどのエネルギーマネジメントシステ
ムと結びつく事で本プロジェクトが目指すレジリアントな社会の構築が可能になるかもしれない。
エネルギーマネジメント研究においては、栗原市におけるCEMS構築について、市役所エリア、図書館
エリアでの構築がほぼ完成している。現状、図書館における新たに取り付けられた空調設備の管理、およ
び小学校といったエリアについてさらなる拡張を予定している。また、ハイルザームエリア、ドリームパルエ
リアについて今年度を含め、構築の検討を進めており、当初の予定通りCEMSの構築が進んでいるといえ
る。
なお、553戸の太陽光パネル搭載家屋を集合として扱った群馬県太田市における取組みなどが過去
に存在するが、その場合でも、供給面しか議論にしておらず、CEMSの特徴である住民からの発想は見ら
れない。シミュレーションによるCMES実現例は、本プロジェクト以外でいくつか存在するが、CEMSそのも
のを実際に実現した例は過去にない。市の設備を中心としたCEMSの構築では、異なる市の設備をター
ゲットとしており、異なる需要形態に根差したヘテロなシステム構成を進めている点においてもユニークで
ある。市役所、図書館エリアについて、システム動作およびデマンドコントロールによるCO2削減実験が行
なわれており、それぞれ15%の目標を達成する成果が得られている。なお、ピーク電力削減による電気料
金削減にも寄与している。また、都内一般家庭でのHEMS実験が終了し、ここでも15%の削減を達成して
いる。
・制度的隘路の抽出と克服
「V.6.社会システムとの関連性」で述べるとおり、制度的隘路については以下のような活動によって二点
の具体的成果とさまざまな提案を行なった。(i)栗原市で「ホワイトスペース特区」指定、(ii)気象業務法の
運用緩和、(iii)電気料金徴収の「管区」についての運用緩和提案、(iv)遠隔医療や医療情報共有につい
ての提案、(v)国際特区による医療情報の二次利用についての法制度改革の検討。
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）
本プロジェクトの拠点として慶應義塾大学に「グリーン社会ICTライフインフラ研究センター」を設置し
た。本プロジェクトに参加する大学、自治体、企業のメンバーからなる「技術開発・社会改革推進チーム」
が隔月に開催される「研究調整連絡会議」で進捗と技術面・社会改革面を議論している。
・運営委員会等
外部有識者による諮問委員を含む運営委員会が設置され、大枠の研究方針と課題について議論し
ている。隔年末に外部機関に委託した外部評価を受けることとしている。隔月の「研究調整連絡会議」に
加えて、原則毎月開催される「幹事会」では全体の調整が図られる。
・所要経費の使途
毎年度の予算に従って所要経費が支出されている。
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・情報発信
公開シンポジウムを三回開催した。本プロジェクトのウェブは随時更新されている。論文や学会発表等
に加えイベントやマスコミ取材への対応等によって、学術的な貢献に留まらず、技術開発の成果を社会
に適応させることについて広く情報発信を行なっている。
4．実施期間終了後の継続性・発展性
・実施体制
上記した「グリーン社会ICTライフインフラ研究センター」を実施期間終了後も存続させる予定。慶應義
塾大学研究連携推進本部の知財部門等を通じて、本プロジェクトの成果を関連自治体や企業・個人事
業者等に技術移転等する。
・資金計画
企業などとの共同プロジェクトや大学を通じて獲得する外部資金。本プロジェクトの成果を技術移転等
することで生まれた自治体独自の事業や企業活動として成果を継続・発展させる。
・成果の活用・展開（政策への反映）
本プロジェクトの活動の一環として二件の「制度改革」が実現した。その他、二件の総合特区申請（不
採択）等によって制度改革や（電力会社に対する）定款変更の提案を行なう、医療情報の社会的活用に
ついての法律制定に向けての政府検討会に参画するなど、積極的に提案する。
・波及効果
本プロジェクトの成果を他自治体で活用されるべく自治体間の連携体制を作る予定。規制緩和などの
社会システム改革が実現すれば有効な適応方策が全国に普及する。 また、UNEP(United Nations
Environment Programme)のアジア太平洋気候変動適応ネットワークと連携し、慶應義塾大学が東アジア
地域ノードとなるなどしてアジア地域への普及を図る。
Ⅴ．研究成果
1．採択時コメントへの対応
採択時コメントでは、以下のような指摘があった：「実施に際して期待されること：ソーシャルキャピタルの
高いコミュニティ形成を、気候変動の適応策と具体的にどう結びつけるか、また、CO2削減をどのように適
応計画に反映させるかを明確にすること。」
（1） ソーシャルキャピタルの高いコミュニティ形成を気候変動の適応策と具体的にどう結びつけるか
これは、本プロジェクトの主要な目的のひとつであり、研究期間終了時までに達成することになる。これ
まで行なった栗原市でのベースライン調査、および、奥多摩町における遠隔医療実証実験のデータ分析
から、一般に個々人の特性だと思われている健康が、実際には、地域コミュニティの特性に大きく依存し
ていること、また、特に、奥多摩町の実験から、ソーシャルキャピタルが住民の食生活や日々の運動など
における自発的な行動変容や地域コミュニティにおける自発的な協力関係を促進することが確認された。
また、地域のエネルギーマネジメントは究極的には住民の意思と行動に大きく依存することが判明した。
ソーシャルキャピタルの考えを導入することによって、近隣の住民グループが省エネやエネルギーの利
用について協調し、「連帯感」と「貢献しているという自覚」を持つことが促進される可能性が高まる。この
時、CEMSによるアプローチ（地域の一定の区域に存在する複数の施設や住居をひとつのユニットとして
エネルギーマネジメントの単位と考えるアプローチ）を採用することで、各個人や世帯で省エネ貢献を目
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に見える形とし、各自が参加しているという自覚が生まれることで節電効果が上がる可能性がある。我々
が所有しているデータでは、社宅など共同一括受電のマンションでは、エネルギー消費について情報を
公開し、議論する場を与えることで、省エネが進むことが実証されている。現在焦点を当てている健康・医
療という視点からの検討を進めながら、今後、ソーシャルキャピタルがエネルギー消費の問題に具体的に
どうかかわっているのかを実証し、地域や自治体による適応策にどう具体的に結びつくかについての分
析を進める。
（2） CO2削減をどのように適応計画に反映させるか
本プロジェクトの主たる目的は、上記「1. 研究計画の概要」で述べた通り、ICTライフインフラシステムを
構築し、気候変動の影響に対する住民生活の脆弱性を踏まえた適応策の提案を行なうことである。また、
その結果としての緩和策を提示することである。
本プロジェクトにおける EMS（エネルギーマネジメントシステム）研究グループは、CEMSと呼ばれるマイ
クログリッドの考え方に沿った「地域クラスタ」をユニットとしたシステムを導入することを含む、新しい発想
によるエネルギーマネジメントの方法論を確立すべく、栗原市の諸施設、東京都内の実験サイトなどでの
実証実験を行っており、既存建物に対する15%のCO2削減を目標として取り組んでいる。実際、これまで
のCEMSを想定した市役所、図書館エリア等での2011年の夏の実験において、システム動作およびデマ
ンドコントロールによって20%の削減達成が電力および重油のエネルギー使用量計測実測から示されて
いる。ただし、これは震災後の厳しい節電要求により生じた部分が含まれていると考えられる。2011年の
冬季実験において、電力削減20%弱、重油削減15%の達成が報告されており、国などによる節電要求のな
い状況下での達成であるとともに、特に暖房として利用される重油の利用量削減はCO2削減に大きく寄
与したといえる。一般的なCEMS環境においては、本プロジェクトが提案するリモート制御や電力託送など
にかかわる規制緩和が実現するという前提の下で、クラスタ毎の自律的な相互調整や相互協力が可能に
なり、本プロジェクトが提示する適応策やコミュニティのソーシャルキャピタル醸成の結果として、15％から
20％のCO2の削減が期待できると考えている。
2．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
申請書の実施計画では、第一期（平成22年度）、第二期（平成23-24年度）、第三期（平成25-26年度）
に分けて目標設定をした。第一期、および、第一期の平成23年度に予定した目標・計画は、以下の「（2）
当初計画どおりに進捗しなかった理由」の項で説明する外部要因によるもの以外は達成された。それら外
部要因による遅延も平成24年度末までに解消され、第二期として予定された部分を達成することが見込
まれる。第二期の目標・計画のうち本プロジェクト開始から三年度となる平成24年度に達成予定のものは
以下である。
平成23年度に実施した5kmメッシュデータ分析をこれまでの夏季に加えて秋季・冬季に拡張し、脆弱性
分析をより広い範囲で適用できるものに拡張する。ICTライフインフラについては、平成23年度で実施した
全体概要の設計と異分野データベースの相互連結の仕組みを発展させ、統一的なインターフェースで統
合的処理を行なう第二次モデルを完成させる。エネルギーマネジメントシステムは、従来のCEMSをより複
合的なものとする。健康・医療では、重度の疾患をもつ在宅患者など脆弱性が高い住民等について、テ
レビ電話を併用したモデルを作成し実験を行なう。農業については、新品種のイチゴ栽培を行ない、気候
変化が与える影響の測定と対応策の策定を行なう。
インフラ設備を必要としない地域内通信システムの開発は、平成23年度でほぼ完成した。栗原市が申
請し採択されたホワイトスペース特区を活用して、エリア限定ワンセグ放送用の放送設備を栗駒地区に整
備し、更に、これを市民が簡単に視聴するための二次元バーコードを使ったチャンネル設定支援ツール
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を開発した。平成24年度以降は自治体の職員のみで運用可能となるよう、コンテンツ作成のための支援
ツールの開発と実証を行なう。
ソーシャルキャピタルについて、地域モデルの作成に着手し、自治体の政策立案を具体化する。規制
緩和の効果シミュレーションをさらに包括的なものとする。
（2）当初計画どおりに進捗しなかった理由
(i) 申請書の実施計画では、平成22年度に20kmメッシュデータを、平成23-24年度に5kmメッシュデータ
を利用して自治体への影響予測をするとしている。申請書提出時には、5kmメッシュデータが公開される
のが平成23年度になるか平成24年度になるか明確になっていなかった。しかし、平成22年度中に、5kmメ
ッシュデータが平成23年度に提供されることが判明した。20kmモデルと5kmモデルのSRES(Special
Report on Emissions Scenarios)排出シナリオが異なるので、その後の分析の整合性を考慮し、再現性の
良い5kmモデルが公開されてから予測データを解析することが適切だと判断とした。平成22年度は気象
庁の過去の気象観測データで分析を行ない、また、5km解像度モデルの予測特性に関しての情報収集
と妥当性の検討等を行なった。平成23年度には、気象研究所から提供された5kmメッシュデータに基づ
いて自治体への影響予測を行ない、それを平成23年度に実施した脆弱性分析の基礎データとした。
(ii) 本研究の主要な実験フィールドである宮城県栗原市は2011年3月11日に発生した東日本大震災で
震度７ (M9)の、また、4月7日の震度6 (M7.1)の余震によって大きな被害を受けた。そのため、栗原市で
予定されていたいくつかの実証実験の実施が遅れた。まず、健康・医療についてのベースライン調査を
平成23年1月から開始したが、調査票回収期間中に震災が発生したため回収作業が平成23年4月にず
れこんだ。結果としては、自治会や民生委員の協力を得て84％という高い回収率が得られた。次に、2011
年3月から9月にかけて、栗原市においてイチゴの栽培を行なって作物状態のデータを取得する予定で
準備を開始したが、震災によって栽培場所として予定していたハウスが被災し、地震による停電および断
水、燃料不足により、定植直後の作物が全滅となったため、栽培データ等の取得は担当研究者が関連の
研究を行なっていた関西地方の代替地で実施した。その後、ハウスが再建され、2012年5月には栗原市
の気候に適合した新種のイチゴの苗付けが行なわれた。
（3）研究目標の妥当性について
採択時に設定した三年目の目標については妥当であると考える。上記「(2) 当初計画通りに進捗しな
かった理由」で述べた通り、2010-2011年度の計画の一部については東日本大震災の影響で多尐遅延
した、ないし、代替的な検証を行なった。それらについても、三年度目にあたる2012年度には、当初の計
画どおりの成果を達成する事ができる見込みである。研究期間終了時の五年目の目標についても妥当
であると考える。
3．研究成果の概要
（1）要素技術・システム開発
(i)気候や生活などの情報をモニタリングするセンサ技術、(ii)エネルギーマネジメント技術、(iii)気候変動
予測データの変換技術、(iv)異分野データを統合する「ICTライフインフラ」技術、(v)衛星を使った災害時
早期情報通信復旧システム技術、(vi)コミュニティ型遠隔医療相談実施のための社会技術などの要素技
術を、それぞれ、実施計画などに沿って開発した。 (iii)は現段階でほぼ完成、(v)は実施計画では「平成
22年度に第一次システムの開発」とあるが、情報通信早期復旧部分については平成22年度に完成して
おり、また、 (iv)は現段階でプロトタイプとしてほぼ完成している。その他は今後も開発を続ける。
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（2）社会実証
(i)栗原市の全地区を対象にした大規模ベースライン調査による社会実証、(ii)気候変動予測ダウンスケー
ルデータと脆弱性モデルによる日常のリスクへの適用についての社会実証、(iii)センサなどを利用した農
業ICTの実施にかかわる社会実証、(iv)ソーシャルキャピタルと地域特性や健康・医療についての社会実
証、(v) 衛星を使った災害時早期情報通信復旧システムによる東日本大震災被災地における早期通信
回復についての社会実証を実施計画などに沿って実施した。(i)は震災の影響で多尐遅延したが2012年
4月に終了（追跡調査を2014年度に実施予定）、(v)の情報通信早期復旧部分については2011年度にほ
ぼ実証は終わっている。その他は、今後も継続して実証する。
4．各研究グループの研究成果
（1）研究グループ1：気候変動・メッシュデータ・脆弱性分析
・グループリーダー：小林光
・参画機関、協力機関：栗原市、奥多摩町、気象研究所
・目標：温暖化に伴う具体的な気候変化への対応策を検討するための指針を提供することを目的として
気象研究所が開発した解像度5kmの地域気候モデルの予測計算結果を用いて、温暖化による気候変動
が地域住民の生活レベルに与える影響を解析する。その解析を効率的に実施できるようにするために、
自治体レベルでの気候変化予測の活用に必要な情報を提供するためのデータ変換ツールを開発する。
そのツールを使って地域の脆弱性についての分析を行なう（健康・医療研究グループが担当）。気候変
動予測データの現在気候再現性を、実際の観測値との比較をすることによって、自治体における適応策
策定への利用可能性を確認する。気候変動予測データが、健康・医療や農業やＥＭＳなどの各分野の
情報と統合され、適応策の策定の基盤情報としてICTライフインフラで利用可能なデータとして提供する。
本プロジェクトが地域レベルの気候変動の影響の予測値を得るのに前提とした気象研究所が最近開
発したNHRCM-5ｋｍ地域モデルは、二酸化炭素排出シナリオとしてSRES-A1Bシナリオを用い、「現在」
気候実験（1979－2003年の25年間）、「近未来」気候実験（2015－2039年の25年間）、「将来」気候実験
（2075－2099年の25年間）としての予測計算をしたものである。各実験における温室効果気体の大気中
の量については、SRES-A1Bシナリオを基にしている。なお、A1B シナリオは低人口成長の下での高度
経済成長シナリオである。このシナリオでは技術革新の程度も大きく見込まれ、とくに、エネルギー供給か
ら最終需要にいたるまで、エネルギーおよび技術（石炭のクリーン利用技術、石油と天然ガス関連の技術、
新エネルギーの技術）がバランスよく変化するとされる。A1ストーリーラインの標識シナリオとなっている。
・成果：気象研究所が開発した5km解像度の地球気候モデル（NHRCM-5km）による気候変動の予測デ
ータを使って、本プロジェクトの研究フィールドである東京都奥多摩町と宮城県栗原市について、夏期の
気温上昇についての予測値に基づく分析を行なった。NHRCM-5kmの実行によるダウンスケーリング研
究成果は、本プロジェクトが本報告書において世界ではじめて公表するものである。平成22年度は、地域
特性についての予備的な評価を行なうために、気象庁の過去の気象観測データにより分析を行ない、奥
多摩町と栗原市の気候上の特徴を明らかにした。
気象研究所が提供する気象予測データは、そのままでは、通常の大学研究室や自治体で利用するに
は適していない。ダウンスケールデータをさまざまな用途に、効率的に利用可能にする「気候変動予測デ
ータ変換ツール」を開発した。また、GIS機能を追加することで、データ分析に空間的視点を取り入れ、自
治体の地理情報を取り込み、可視化を容易にするなど、より利用効果を高めることができる。それを実現
するための「気候変動ＧＩSマッピングツール」を開発した。これらのツールを用いて、栗原市における気候
変動の影響を分析し、また、その結果を、エネルギーマネジメント、健康・医療、農業などの研究グループ
で利用して、生活分野での脆弱性を踏まえた適応策の策定のための基礎情報を提供した。さらに、気象
研究所から提供された予測データを実際の自治体の地域にマッピングすることによって、気候予測デー
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タの信頼性を検証し、気象研究所にいくつかの提案をした。
[1] 奥多摩町と栗原市の気温上昇について
平成22年度は気象庁の過去の気象観測データで地域の気候上の特性を分析し、また、（当時は、まだ
未公開であった）5km解像度モデルの予測特性に関しての情報収集と妥当性の検討、および、脆弱性の
予備評価を行なった。具体的には、本プロジェクトの研究フィールドである東京都奥多摩町と宮城県栗原
市について、気象庁の過去の観測データを用いて、気温上昇、異常気象の発生を解析し、それぞれの
地域のいくつかの気候変化の傾向を明らかにした。
図V-4-(１)-1は、1977-2011年の45年間に奥多摩町（観測地点：小河内、標高530m）と栗原市（観測地
点：築館、標高25m；駒の湯、標高525m）における年平均気温の変化を示したものである。
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図V-4-(１)-2
東京都奥多摩町、宮城県栗原市における年間
平均降水量の変化（1977-2011年）
【黄色線は東京、赤色線は小河内、黒色線は築
館、青色線は駒の湯の降水量の5年移動平均】

図V-4-(１)-1
東京都奥多摩町、宮城県栗原市における年平
均気温の上昇（1977-2011年）
【黒直線は東京都の長期変化を直線で近似し
たもの】
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図V-4-（1）-4
東京都心部（標高6.1m）と青梅（標高155m）
の熱帯夜日数の比較（1977-2011年）

図V-4-（1）-3
東京都奥多摩町、宮城県栗原市、東京都心
部の猛暑日日数の比較（1977-2011年）

いずれも気象庁統計データより作成

図V-4-(1)-1で明らかなように、奥多摩町と栗原市における年平均気温は都心部（都心部の観測地点：
東京、標高6.1m）より約4-8℃低いが、大都市の都心部と同様に年平均気温の上昇が明確に確認された。
しかし、図V-4-（1）-3に示したように、奥多摩町と栗原市における猛暑日（日最高気温が35℃を超える日）
の日数は、都心部より尐なく、奥多摩町（小河内観測地点）は最大でも3日で、栗原市（築館観測地点）は
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最大でも年5日である（駒の湯観測地点は0日）。また、熱帯夜日数について、1977-2011年の45年間に、
奥多摩町は0日で、宮城県栗原市は2日しかない。1931-2011年における都心部の熱帯夜日数を図V-4（1）-4に示す。
ふたつの地域の違いがいくつか判明した。図V-4-(１)-2によれば、東京都心と小河内はほぼ同程度の
降水量が観測されているが、栗原市内で、平地（築館）と山間地（駒の湯）の降水量には大きな違いがみ
られる。また、奥多摩町と栗原市の年間平均降水量はともに1000mmを超えているが、冬季の気温上昇に
伴い、融雪によって春から夏にかけての水資源の不足などが増加する恐れがある。栗原市（2005年4月1
日に10の町村が合併して誕生）は宮城県最大の面積を持つ地方自治体であり（面積：約804.93㎞2）、市
の西北部をカバーする栗駒山をはじめとする険しい山岳地域から東南部に広がる水田が多くある平坦地
まで、地形が多様である。市域内の気候変化が地形によって異なる。図V-4-(１)-2に示した年降水量の
差はその一例であるが、さらに図V-4-(1)-5は、栗原市の築館と駒の湯（築館の標高25m；駒の湯の標高
525m）における降水量≧50mm/1時間（強い降水頻度）の年間日数の比較（1977-2011年）を示したもの
である。図V-4-(1)-5 によれば、豪雤の発生率は山地の駒の湯地区は平地の築館の2倍程になる可能
性があることが確認された。
駒の湯

Number of Rainy Days (days)
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図V-4-(1)-5
栗原市築館（標高25ｍ）と駒の湯
（標高525ｍ）における降水量≧
50mm/1時間（強い降水頻度）の
年間日数の比較（1977-2011年）
気象庁統計データより作成

以上の解析結果を用いて、暑熱と熱中症搬送者の関係を分析し、健康・医療研究グループに情報提
供した。一つの例として、夏の気温が高かった2010年（東京の8月平均気温：29.6℃）について、5月末か
ら10月までの都道府県別の救急搬送者数を調べたところ、東京4,055人、愛知3,903人、大阪3,576人、埼
玉3,548人と、四つの都府県で3,000人を超えていた。熱中症による救急搬送人員の年齢区分をみると、
高齢者（65歳以上）が13,050人（45.9％）と最も多く、次いで成人（18歳以上65歳未満）12,406人（43.6％）、
尐年（7歳以上18歳未満）2,802人（9.8％）の順となっている。2010年8月に熱中症により搬送された医療
機関での初診時における傷病程度をみると、軽症が最も多く16,709人（58.7％）、次いで中等症9,900人
（34.8％）、重症860人（3.0％）の順となっている。また、死亡も62人（0.2％）報告されており、2009年8月
（同26.6℃）の初診時死亡8人の7.75倍、2008年8月（同26.8℃）の初診時死亡14人の4.43倍となっている。
栗原市（人口：75,916人、高齢者比率：32.3％、平成22年国勢調査）は農業が主産業であるが、農業従事
者の50％以上が高齢者であり、温暖化が進む中、熱中症防止のための市民への情報提供や医療機関
による受け入れ準備を整える事が必要である。
栗原市における暑熱と熱中症搬送者の関係の解析結果については、健康・医療研究グループの研究
成果を参照していただきたい。農作物は、品種により異なる最低・最高の限界温度があり、これを超えると
奇形や変色の発生確率が高まる。気候変動データを踏まえ、アメダス観測データを利用して、栽培期間
を通した栽培地の温度変化のパターンを解析した。当該地域で初の栽培となる作物品種を選別する、さ
らに、適切なエネルギーマネジメントによるコストメリットのある農業を実現するための詳細データを提供し
た。解析結果は、農業研究グループの研究成果を参照してほしい。
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[2] ツール開発
本研究グループは、これまで研究がほとんど行なわれていない、気候変動の影響に対する住民生活に
おける脆弱性を踏まえた適応策を自治体レベルで提案することを目指している。そのためには、まず、専
門的な利用目的を想定した気象研究所から提供される予測データを利用しやすい形式に変換するため
のツールを開発することが必要であった。
気象研究所による数値気候モデルによるダウンスケーリングの結果は膨大であり、内容も専門的であっ
て一般の利用に適するものとはなっていない。例えば、気象研究所から提供を受けた気候予測データは
GrADS(The Grid Analysis and Display System) という気象データ解析ツールを利用し、処理・保存できる。
GrADSのデータ構造はデータ全体を一括処理する場合には適しているが、データの部分的な処理には
不適当である。提供を受けたデータサイズは1.5TB‐2TBで、本研究のためのデータ全体を処理、変換す
る1回ごとの計算に要する時間は約10日であった。
本研究グループでは、情報処理についてある程度の専門性を有する、大学の通常の研究室における
情報処理環境を想定してデータを効率的に処理できることを目指して、気象データ解析ツールである
GrADSを利用せず、モデルの計算データをリレーショナルデータベースにマッピングする「気候変動RDB
変換ツール」を開発した。これにより、リレーショナルデータベースが有するインデックスやクエリ言語など
を利用し、指定した地域範囲ごとにデータを抽出し、効率的に処理することが可能となった。このツール
では、気候変動予測データをICTライフインフラで他の分野のデータと統合するために、地域気候モデル
NHRCM-5kmシミュレーション結果を汎用的に扱え、処理も行ないやすいCSV形式として作成するものと
した。その他、このデータ変換に際しては、以下のようなことに留意した。「データ領域」は「東北地方（北
緯36‐40度、東経139-142度）、関東地方（北緯33-38度、東経137-142度）」を基に領域内での格子点情
報等の変更を行なった。毎時気温、日毎最高・最低気温、毎時地表面温度、毎時降水量、毎時風速の
データ、および、それらの座標データの変換。特に、時間は日本時間に調整し、温度の単位は摂氏温度
に変換した。2011年度時点で、気象研究所が夏季実験のデータ以外の予測データを提供していないた
め、変換作業は夏季の予測のデータのみとした。気象研究所は秋季データを2012年度以降に提供する
予定である。さらに、ダウンスケーリングした結果と観測データとの比較を行なった結果、バイアス補正作
業が必要だと判明したため、気象研究所のアドバイスを受けながら、研究対象領域としている宮城県栗原
市、東京都奥多摩町の予測データのバイアス補正作業を行なっている。なお、気象研究所によって開発
された地域気候モデルNHRCM-5kmは、CO2排出シナリオとして「SRED-A1Bシナリオ」を採用しており、
高度な力学計算手法を導入し、降水の計算方式に雲や雤、雪などの水物質間の相互変換まで含めた精
密な降水過程を組み込んでいるためにより現実的な地形を表現できるようになり、降水などの再現精度も
高いとされている。
以上のデータ変換ツールに加えて、自治体レベルで予測データをなるべく低い追加コストで活用でき
る よ う に す る た め に 、 自 治 体 の 既 存 デ ー タ ベ ー ス シ ス テ ム を 活 か し て 、 GIS （ 地 理 情 報 シ ス テ ム
Geographical Information System）による自治体の日常業務で使用できるようにした「気候変動GISマッピ
ングツール」を開発した。GISの利点は、主題の異なる複数の空間データ群が共存でき、情報共有や連携
が可能、可視化が容易になり、かつ比較的低コストなどであることで、これによりGISによる空間データをデ
ータ管理、分析、政策立案などにおいて統合的に処理するツールとして利用することができるようになる。
現在、地方自治体では、行政情報システムの一つとして、ＧＩＳの導入が進んでいる（個別型ＧＩＳの導入
率は都道府県が100％、市町村が46％超、2005）。地方自治体においては、GISの導入によって、データ
の一元管理、共用空間データの整備・更新などの業務効率化が実現できた。また、統合型GISにおいて
は、広域でのデータを共有することによって、役所内の組織を再構築し、具体的な計画立案のアクション
を起こすまでの有用性が認識された。
これら二種類のツールは、今後改訂し、オープンソースなどを含めて広く公開する予定である。
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[3] 5kmメッシュデータの分析による奥多摩町と栗原市の気温変化
2011年度には、気象研究所から提供された5kmメッシュデータに基づいて自治体への影響予測を行な
い、脆弱性分析を行なった。（20kmメッシュデータを利用しなかったことについては「V. 2. (2) 当初計画ど
おりに進捗しなかった理由」の項を参照のこと。）その結果は、健康・医療研究グループが脆弱性につい
て検討したり、農業における気候変動の影響を考慮して宮城県で初のイチゴの新種栽培を決定したりす
るときの基礎的なデータとして提供した。
[3]-1奥多摩町における夏季の気温上昇
気象研究所から提供された５kmメッシュデータと上記したツールを用いて、奥多摩町の8月平均気温の
予測を行った。（分析結果の詳細や結果を表示する図表などについては、今後、学会発表や学術誌など
で公開してゆく。以下同様。）近未来8月平均気温の上昇は0.7-0.95℃で、都心部（気温上昇は約
0.65-0.7℃）より上昇率が高いことが分かった。また、100年後の将来(以下、将来）における8月平均気温
の上昇は2.8-3.0℃で、これに関しては、都心部の上昇率(気温上昇は約2.8-2.9℃)とほぼ同じであるが、
特に標高の高い奥多摩町の一部では2.9℃以上と、都心部より大きな上昇も見られた。
一方、近未来、将来における奥多摩町の熱帯夜、猛暑日の増加日数を予測したところ、奥多摩町の熱
帯夜、猛暑日の増加日数は標高が高いために各日数自体が尐ないこともあって都心部より尐ないことが
分かった。とくに、近未来における奥多摩町の熱帯夜、および猛暑日の増加日数は0である。将来におけ
る奥多摩町の熱帯夜日数の増加日数は3日以下、猛暑日の増加日数は2日以下である。予測の結果から
奥多摩町の温暖化による気候変化に関しては、地域の均一性が見られる。今までの気象モデルによる温
暖化影響・予測研究は、国レベル、県レベルで行なわれている。本研究では、東京都の内陸側と都心側
で気温上昇などの差、空間特徴が初めて確認された。
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小河内の 8 月平均気温における観測データ（標高 530ｍ）と対応する格子点でのシミュレーションデータ
（796ｍ→530ｍ標高補正した）との比較 6 は各気温ごとの相対的な発生頻度、7 は積算頻度
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奥多摩町地域における予測データの精度に関しては、AMeDASデータ（観測点：小河内、1979-2003年
の7、8、9、10月の日平均気温、標高530ｍ）を用いて、小河内の観測点に最も近いモデルの格子点のシ
ミュレーション結果（現在気候実験、1979-2003年の7、8、9、10月の日平均気温）と観測データの各気温
の発生頻度の比較を行なった。一例として、図V-4-(1)-6、V-4-(1)-7は小河内の8月平均気温における
観測データと対応する格子点でのシミュレーションデータとの比較を示したものである。図V-4-(1)-6、
V-4-(1)-7はモデルの予測データの標高補正した結果である。図V-4-(1)-6、V-4-(1)-7によれば、現在
気候実験における地上気温のバイアスが小さく、NHRCM-5kmによる奥多摩町地域の局地的な気候を再
現できているといえる。
[3]-2 栗原市における夏季の気温上昇
気候モデルによる栗原市の8月平均気温の現在再現、約30年後の近未来予測、約100年後の将来（以
下将来）予測の結果を生成した。（上記したように、これらの結果の表示についても、学会や学術誌にて
公開する。）近未来8月平均気温の上昇は0.75-0.85℃で、奥多摩町と比べて、高い緯度に立地する栗原
市ではやや小さい。一方、宮城県における近未来8月平均気温上昇は約0.75-0.9℃で、将来8月平均気
温上昇は約2.6-3.2℃であり、東京都の予測結果（近未来8月平均気温の上昇は約0.6-0.9℃、将来8月
平均気温の上昇は2.6-3.0℃）よりやや大きい。また、将来における8月平均気温の上昇は宮城県の中に、
栗原市が一番尐なく、約2.6-3.0℃である。これに関しては、奥多摩町で予測される上昇程度（2.8-3.0℃）
よりやや小さい。
近未来、将来における栗原市の熱帯夜日数，猛暑日日数の増加を予測した。栗原市の熱帯夜日数は
ほぼ全域で増加が見られる。近未来における栗原市の熱帯夜日数の増加は1-3日である。将来における
栗原市の熱帯夜日数の増加は、地域内での差異が顕著に表れ(4地域に見られ)、1-14日程度で増加す
ると予測された。猛暑日も同様で、将来における栗原市の猛暑日日数の増加は、地域内での差異が顕
著に表れ(4地域に見られ)、0-10日程度で増加すると予測された。地形の影響による気候状態が異なるこ
とや人口分布が大きな原因の一つであると考えられる。栗原市の場合、ここで示されたような地域内の気
候変化の差異を重視すべきであり、地域に根差した温暖化対策（適応策）が求められる。さらに、栗原市
における熱帯夜日数と猛暑日日数の増加が顕著に表れ、気候変動に対する健康の脆弱性解析が緊急
課題になる。それゆえ、本プロジェクトの健康・医療研究グループは地域に根差した大規模ベースライン
調査、ソーシャルキャピタルと健康・医療との関連解析を実施した。
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駒の湯 A ug us t （1979-2003）

駒の湯 A ug us t （1979-2003）
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図 V-4-(1)-8、9、10、11
築館（標高 25ｍ）と駒の湯（標高 550ｍ）における 8 月平均気温観測データと対応する格子点での
シミュレーションデータ（標高補正した、築館：68ｍ→25ｍ；駒の湯：625ｍ→550ｍ）との比較
8、9 は各気温ごとの相対的な発生頻度
10、11 は積算頻度

栗原市における気候変化予測データの精度に関しては、AMeDASデータ（観測点：築館：標高25ｍと
駒の湯：標高550ｍ、1979-2003年の6、7、8、9、10月の日平均気温）を用いて、観測点の近傍で標高が
近いモデル格子点でのシミュレーション結果（現在気候実験、1979-2003年の7、8、9、10月の日平均気
温）と観測データとの比較を行なった。図V-4-(1)-8、9、10、11はその一例を示す。図V-4-(1)- 8、9、10、
11によれば、1979-2003年の8月の場合、築館のシミュレーションの結果は観測データと比べ、高かったこ
とが確認された（標高補正済み）。一方、駒の湯のシミュレーションの結果は観測データと比較、やや高か
った（標高補正済み）。このようなモデルと観測との違いは、影響評価を行なう際に問題となる可能性があ
る。とくに、猛暑日、熱帯夜の日数は絶対的な値（猛暑日は日最高気温35℃以上の日、熱帯夜は日最低
気温25℃以上の日）を基準に計算される日数で、僅かな誤差でも結果に影響する可能性があると指摘さ
れている。
それゆえ、栗原市の場合、気候実験から得られた地上気温に対して、バイアス補正が必要である。現
在、気象研究所から指導を受け、Piani C., et al (2010) 提示された補正手法でバイアスの補正を行なうこ
とを検討している。これはモデル計算結果と観測値それぞれの物理量の頻度分布間に線形関係があると
仮定し、対応関係を決める式の係数を最小二乗法で求める方法である。補正は地点別（築館と駒の湯）、
月別（6、7、8、9、10月）に行なう。
[3]-3 自治体による適応策策定に向けて
温暖化による気候変化を一般市民にとって見やすく、身近なものにするために、降水量の解析結果を
用いた市民向けの動画を作成した。また、本プロジェクトで解明した解析結果は、隔月にすべての参加研
究スタッフが参加する本プロジェクト全体会議を通じて、研究対象とする、また、本プロジェクトの参画機関
である二自治体に報告され、情報提供され、行政側が地域の気候変動を定量的に把握することに役立て
られている。例えば、現在、気象研究所がNHRCM-5kmを用いた日本付近の気候変動の将来予測結果
がまだ公表されていないので（2012年度内に公表される予定）、栗原市の要請で、上記で示されたような
地域内の気候変化の差異に関する詳細データを栗原市長に提供した。
現在、各研究グループが各研究項目による各自治体レベルでの温暖化の影響評価、対応策の検討な
どのために気候予測データおよび予測情報を生成し、分析している。それらの結果は、参画自治体が、
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今後のそれぞれの政策形成や住民向けの取組みに活用しやすい形で提供することとなっている。実際、
2011年の秋に、奥多摩町に対して、町議会への説明のために、遠隔医療相談のそれまでの成果を分か
りやすいグラフなどとして説明資料を提供した。栗原市からは、2012年夏までに、遠隔医療相談事業や栗
原市についての気候変動の動向を一般市民に対する広報を行ないたいので資料を提供して欲しいとい
う依頼が来ている。
この段階では、これらは、自治体住民に対する一般的な広報活動であったり、市や町の現状に対する
啓蒙であったりという意味での資料提供に留まっている。しかし、2010－2011年度の研究成果を踏まえて、
奥多摩町では本プロジェクトの活動を拡張し、地域の中核病院で遠隔医療診断を行なうという予定にして
いる。また、栗原市においては、2012年度から地域コミュニティレベルで、また、市レベルで、気候変動に
よってもたらさせる日常生活におけるリスクとその対応策としての適応策の作成について、本格的な準備
を開始することになる。
現在、気象研究所がNHRCM-5kmによる地上気温に対して、観測値を基にした統計的な補正作業が
地点別、月別に行なわれている。2012年度はシミュレーションの結果と観測データとのバイアスの補正作
業を完成する予定である。バイアス補正を施した計算結果を用いて、地上気温の現在から将来への変化
量を求め、その結果を地域気候モデルによる予測結果に反映する。修正した解析結果を各研究グルー
プおよび二自治体に随時に提供する予定である。そのような地道が研究活動を継続しつつ、本プロジェ
クトの主旨である、自治体による気候変動の影響に対する適応策の形成に向けて、今後の更なるステッ
プを進めることになる。その先には、本研究の成果を活用し、地域気候モデルによる気候変化予測を全
国展開する（本プロジェクトの研究目標の第三期）ことを目指すものである。
（2）研究グループ2：ICTライフインフラ
・グループリーダー：植原啓介
・参画機関、協力機関：栗原市、奥多摩町、気象研究所、インテル、NEC、NTT東日本
・目標：気候変動の影響に対応する適応策を実効力のあるものとし、また、その結果としての緩和効果を
もたらせる方策を立案し、着実に実施することを可能にするには、現状を継続的にモニタリングし、分析す
るための情報基盤を構築することが不可欠である。そこで、気候変動予測情報、気象観測情報とエネル
ギー関連情報、及び、健康・医療、農業などの生活情報を、それぞれの分野において収集し、蓄積し、そ
れら異分野の情報をさまざまな目的で、さまざまな組み合わせで統合し分析することを可能にするシステ
ムとしての「ICTライフインフラ」を構築する。また、蓄積した情報の分析を支援するシステムや、社会のリソ
ースを効率良くマネージするためのシステム基盤を開発する。「ICTライフインフラ」は、多様なデバイスに
よる異種情報の測定・通信・蓄積・分析を、共通化したインターフェースとアーキテクチャにより統一的か
つ効率的に実行するという新しい提案で、従来型の個別システムと比べて多重投資が防げ、地域全体と
してより効果的な適応策が得られうることを示す。また、提案する制度改革が実現するなら、一定の緩和
効果があることをシミュレーションによって示す。
・成果：第一期（平成22年度）には、気象観測、地域のエネルギー特性、健康・医療の実態、農業など、そ
れぞれの分野での情報の収集やセンサによる自動モニタリングを行なった。第二期（平成23-24年度）に
おいては、健康医療や農業の要求事項を踏まえて、それぞれの分野でのモニタ情報を扱う「二次モデル」
の構築を行なう。現在までに、気候変動予測情報、栗原市の公的施設や家庭などにおけるエネルギーマ
ネジメント情報、遠隔医療で取得しているバイタル情報などを統一的に分析するためのデータベースシス
テムを構築し、異分野の情報を統合的に扱うためのインターフェース機能を開発した。
[1] 目的
本プロジェクトの「ICTライフインフラ」は、先端技術を組み合わせて地域の様々な情報を収集・蓄積し、
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エネルギーの最適化、健康・医療や農業への悪影響等の生活情報の測定・分析等を行なう「基盤システ
ム」を提供することを目的としている。現在までのところ、国内外のさまざまな研究や実験において、スマー
トメータ、高度センサによる見守りやアクチュエーション、ICT農業などのモデルシステムが提案され、一部
で実験が進んでいるが、そのような先端的な事例においても、エネルギーマネジメント、健康・医療等、農
業など、それぞれの分野において独立に情報が収集されており、その分野でのみ活用されている状況が
ほとんどである。
10年前と比較すると、日常生活の周りの多くのデータがデジタル化され、蓄積されつつあるというだけ
でも大きな進歩があったと言えるが、そこには情報の重複があったり、尐しコストをかければ他の分野で必
要となる情報を取得できるような場合でも分野毎に最初からシステムを構築する必要があったりと、システ
ムの無駄が多く見られる。また、データに関する標準化が進んでいるとはいえ、たとえば、エネルギー分
野での情報と医療分野の情報では、同じ「情報」でも、まったく異なる目的と考え方で蓄積され、分析され、
利用されており、複数の異分野の情報システムを統合しようとすると、システムの再構築や多重投資が必
要となるのが現状である。そこで、本プロジェクトでは、情報通信技術を「社会基盤」として捉え、特に情報
の取得・管理・解析の部分のインターフェースとメタデータを共通化することによって、各々の分野がその
基盤の上にアプリケーションやサービスを構築することができる環境を提供することを実現させる。
「ICTライフインフラ」では、これまでバラバラに取得していた地域の情報を統合し、横断的に分析できる
環境を効率的・効果的に構築することで、これまでデータ不足の為に、または異分野情報の統合が難し
かった為に、現実問題として解析できなかった、生活レベルの具体的な問題解決を可能にし、また、従来
から行なわれてきたグローバルな、ないし、国単位の分析ではなく、より小さな範囲でのローカルで、より
詳細で精度のよい気候変動への対応策・緩和策の立案を支援することを実現する。また、住民に適切な
情報提供を行なうことによって、個々人の自発的な行動を促したり、「隣近所」のコミュニケーションの促進
を可能にしたりする事によって、地域のソーシャルキャピタルを高め、レジリアントな社会を形成することを
目指す。
[2] アプローチ
「ICTライフインフラ」では、可能な限り、必要とされる多くの情報をセンサ等によってデジタルデータ化し、
データベースに蓄積することになる。本プロジェクトは自治体レベル、ないし、住民一人ひとりのレベルの
生活のリスクに対応するという視点から、気象観測や気象予測データやエネルギー関連の情報を基本情
報としつつ、生活関連の情報は健康・医療情報と農業関連に焦点を絞った。健康・医療は、気候変動が
もたらす脆弱性として住民への影響が大きいと思われるという理由から選んだ。また、温暖化の影響は地
域ごとに見れば、必ずしも脅威となる側面だけでなく、これまで栽培が難しかった農作物が効率的に栽培
できるようになるなどという、地域の産業や経済にとってポジティブな面もあることを実証するために農業
分野も取り上げた。さらに、地域の情報を扱うには、時系列であり、かつ、地理的な側面もある「時空間情
報」として扱うことが有用であることが多いことから、汎用性の高いインターフェースとして「地理情報付きア
ップローダ」（写真等のデータをサーバ上に登録するシステム）を開発した。これらの開発においては、情
報収集インターフェースの標準化に留意することによって、今後、他の分野のデータも統合できるよう、拡
張を持たせた設計とする。
本プロジェクトにおいては、2012年度までに「二次モデル」と呼んでいる横断的なデータベースを開発
し、その存在によって各分野の情報収集コストが下がること、横断的にデータ分析を行なうことによってこ
れまで分析できなかったような各分野における気候変動への対応策を検討できること等を示すことにな
る。
健康・医療関連データはPHR やHERが「ICTライフインフラ」システムに組み込まれている。それらは、
通常の医療情報システムの構成要素となっているデータベースであるが、「ICTライフインフラ」では、従来
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期待されているものより広い機能と意味合いをもつものとして想定されている。現在の医療情報システム
は、電子カルテに代表される「個人」のデータを個別に扱う側面と、感染症の流行状況のような「疫学」デ
ータに代表されるマクロな情報を扱う面とがある。熱中症や感染症のデータは、個々人のカルテ情報を
個々人に対する視点で解析しただけでは罹患に関するパターンを発見することはできず、一方で、全国
レベルあるいは世界レベルの罹患状態を示す疫学データを個々人の診療にダイレクトに役立てることは
難しい。「ICTライフインフラ」に蓄積されたデータは、地域の気象やエネルギー関連情報を個々人の健康
医療データにマッピングあるいはフィルタリングすることが可能であり、その個人が存在する環境、時間、
空間の状態を織り込みながら個別医療あるいは個人に最適化した健康管理が可能になることを目指すも
のである。
「ICTライフインフラ」は、このような医療情報システムとしてのサブデータベースシステムが、それぞれの
分野で構築され、それらをつなげて情報を統合的に扱えるようにしたものである。そこでは、各々の分野
において形成したデータベースを統合する統合データ層、それを時間・空間・個人・公共やグループ等
のロールに応じて横断的に解析をする統合解析モジュール層、ここのサービスやアプリケーションを実現
するサービス層に分割して構成されているものである。
基本データ層がもつデータ自身は各々の分野において取得・蓄積してきたデータそのものであるが、
そのデータへのアクセス手法の共通化を行なうのがこの階層の役割である。現在、エネルギーマネジメン
ト分野においては、ビルエネルギーマネジメントシステムのためのプロトコルとしてのBACS(ISO16484シリ
ーズ)や共通情報モデルを規定したIEC61970、配電管理システムを規定したIEC61968、それらのシステ
ムを統合しようとするIEEE1888などの規格が既に存在している。医療においてもインテルなどの企業が中
心となって組織したコンティニュアヘルスアライアンスが、健康機器や医療機器などで取得したバイタル情
報を、ネットワークを介してシステムに取り込むためのプロトコル等の標準化を進めている。農業分野も同
じで、UECS等の圃場の情報を取得するためのプロトコルの標準化が進んでいる。しかし、これらのプロト
コルはそれぞれの分野別に異なったものとして存在しており、横断的に他の分野の情報にアクセスするこ
とは難しい。また、アクセスするだけであれば、アダプテーション層を作って最終的にそれぞれのデータベ
ースにアクセスをするようにすれば良いが、そもそも「温度」と言っても、気温、体温、室温、土壌表面温度
など分野によって全く異なった意味合いを持つものが存在するといった、セマンティクスの問題も存在す
る。そこで、そのデータが何を意味するのかを示すメタデータも含めて扱う必要があり、このためのインタ
ーフェースの共通化を行なう必要がある。
統合解析モジュール層は、それぞれの分野において独立に収集したデータを、時間、空間、個人、ロ
ールに基づいて、横断的に解析することを支援するモジュール群から構成される。例えば、栗原市築館
地区のデータのみに着目したい場合は、エネルギーや健康、農業などのそれぞれの分野から地理情報
を基にデータを収集し、アプリケーションに提供する。実際には、「宮城県栗原市」といった住所表記によ
って蓄積されているデータや緯度経度といった座標によって蓄積されているデータが混在しているため、
これらの表記の変換を統合解析モジュール層で行なう必要がある。また、例えば地理的・時間的解析等
においては、データが存在していない場所の値を確率的に予測するような内挿手法が一般的に用いられ
る。これらの手法は分野共通で活用可能なものであり、アプリケーション毎に実装するのではなく、この層
に実装して効率化を図る必要がある。更に、制御についても考慮する必要がある。エネルギーマネジメン
トなどでは、空調の制御など、アプリケーションからの制御を必要とするものがあり、これらの制御機能に
対するアクセス手法も共通化しておく必要がある。

[3] 開発成果
[3]-1 統合データベース
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「ICTライフインフラ」の構築に向け、栗原市と奥多摩町における気候変動予測情報、東日本における
気象データ、栗原市におけるエネルギーマネジメントのためのセンサデータ、奥多摩町における遠隔予
防医療プロジェクトのバイタルデータを統合したデータベースを開発した。当面、「第二次モデル」では、
データベースはフリーソフトであるMySQLを採用し、リレーショナルデータベースとして構築されている。
[3]-2 地理情報付きアップローダ
各分野においてセンサネットワークを構築し、得られたデータをデータベース化する構成となっている
が、より広い一般的なデータを収集するためには、人間をセンサとして活用することが有効である。現在、
twitterやfacebook等を使って情報をコミュニティで、或は広くパブリックに共有することが一般的になって
おり、ここに時刻と場所のタグを付けることによって、一種のセンサ情報として取り扱うことが可能となる。
そこで、地理情報の付いた写真を特定のメールアドレスに対してメールに添付して送付すると、地図上
にマッピングされ、閲覧可能になるシステムであるフォトマップを開発した。開発したシステムの動作概要
を下記に示す。

図 V-4-(2)-1 フォトマップの動作概要

[3]-3 解析支援可視化ツールとアプリケーションの可能性
本来、「ICTライフインフラ」は統合解析モジュール層として幾つかの機能を提供することによってサービ
スの構築を支援する構成となっているが、第二次モデルではどのようなアプリケーションが構成可能かを
検討することが目的となっているため、まずはこの部分は人手で行なうこととし、人間による解析を支援す
るツールとして可視化ツールを開発した。
以下に例を示す。例では、猛暑日の日数分布（現在、近未来、未来）、気温の日較差の平均を示して
いる。例えば、本プロジェクトのひとつの分析として、栗原市での救急車の出動回数の統計と気温情報を
合わせることによって、気温の高さ、変化、パターンなどと、たとえば、重度の熱中症の発生の間になにか
しらの関係があることが分かれば、中長期的な気候変動予測データを分析することによって、将来的な救
急車の出動ニーズを予測する事が可能になる可能性が生まれる。分析の結果、市の救急体制を見直す
とか、さらには、市内だけに留まらない、近隣地域を含んだ三次医療圏の協力体制の再編成などの検討
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に役立てることができる。また、農業分野においても、減価償却に10－15年程かかるハウスの敷設計画や、
将来的な作付け品種の検討などにこのような情報を活用したシミュレーションによって、気候変動による
影響を担当者や住民に直感的に理解してもらうことができる。

図 V-4-(2)-3 猛暑日の日数分布（2015-2039 年 8 月）

図 V-4-(2)-2 猛暑日の日数分布（1979-2003 年 8 月）

図 V-4-(2)-4 猛暑日の日数分布（2075-2099 年 8 月）

図 V-4-(2)-5 気候の日較差の平均
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[4] 今後の予定
「ICTライフインフラ」では、現在それぞれの研究グループ内で進行しているサブプロジェクトとして独自
に取得している情報を基に統合型データベースを開発した。2012年度まではその有効性を見ることが主
たる目的であるため、2012年度年度中旪までに二次モデルとして、基本データ層のプロトタイプ構築を終
了し、その後、実際にアプリケーションとして、医療やエネルギーマネジメントの面から、このようなデータ
を使った解析を行ない、統合解析モジュール層に必要な機能の機能要件の整理を行なう。第三期にあた
る平成25年度-26年度は、改めて全体をトップダウンで設計し、大規模データの取扱いに耐えうるスケー
ルアウト可能なシステムを再構築する予定である。
申請書のミッションステートメントでは、「ICTライフインフラ」を次のようないくつもの特徴を合わせ持つも
のとして提案した。つまり、「ICTライフインフラ」は、「多様なデバイスによる異種情報の測定・通信・蓄積・
分析を、共通化したインターフェースとアーキテクチャにより統一的かつ効率的に実行するという新しい提
案で、従来型の個別システムと比べて多重投資が防げ、地域全体としてより効果的な適応策が得られうる
ことを示す。」
これらを実現する、異分野情報を必要に応じて自由に連結させるという「ICTライフインフラ」の発想から
すると、通常のリレーショナルデータベースはやや制約が強い。そのために、さまざまな検討の結果、第
三次モデル構築に当たっては、Service Oriented Architecture (SOA)の考え方を導入する予定にしてい
る。SOAを導入し、それぞれの分野におけるこれまでの成果を「サービス」という観点で整理することによっ
て、システムを大きく再構築すること無く、連携させることが可能となる。また、エネルギーマネジメントなど
の制御が入るような場面では、SOAの業務プロセスマネジメントという概念を取り入れることができ、これま
で密結合していたセンシング／アクチュエーションシステムと制御アルゴリズムを明確に分離できるといっ
たメリットを得ることができる。各分野のサービス群は、それぞれが疎な形で存在することが可能であるた
め、サービスの更新や追加について既存のサービス群に影響を与えることなく実施できる点は、複数分
野に亘ったシステムを構築する際の利点となる。また、BPEL（Business Process Execution Language）に代
表される標準的な制御言語を使用することで、ある目的に対して、複数のサービス群を上位レベルでオ
ーケストレート、あるいは、コーディネートしながら、結果物を出力できる点もSOAの利点である。平成24年
度で二次モデルが完成し、機能の検証ができたら、以上のような発想と方法によって、次のステップに進
むことになる。
（3）研究グループ3：エネルギーマネジメントシステム
・グループリーダー：西宏章
・参画機関、協力機関：栗原市、アルプス電気、清水建設
・目標： 地域のエネルギー消費特性を調査し、短期・中期の周期・需給予測やバランス、特に電力消費
については30分同時同量の考慮や、エネルギー消費削減を行なうエネルギーマネジメントシステム(以下
ではEMSと表記する)、および、ICTライフインフラの第一次基盤モデルを構築する。EMSグループの第一
期実証実験の結果を踏まえてICTライフインフラのアーキテクチャを再構築することでICTライフインフラ第
二次モデル構築をH23年度に開始しており、H24年度中に大枠を完成させる。2011年度中に行なった、
家庭のエネルギー消費・供給の情報を測定し最適化する実証実験も含めて、2012年度中に健康・医療グ
ループとの測定・環境制御実験を行なう。また、提案する制度改革が実現した場合、エネルギー消費削
減、環境などヒューマンファクタへの影響削減など、限られたエネルギー需要においても快適に過ごすこ
とができることをシミュレーションなどによって示す。
・成果（概要）：EMS研究グループでは、特にエネルギー管理や制御を中心としたインフラの構築を基本と
した基盤構築に必要な技術と具体的な応用例を提案する。特に、2002年頃よりローレンス・バークレー国
立研究所のクリス・マーネィにより提案されたマイクログリッドの考え方は、世界的なエネルギーの在り方を
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変えつつあり、現在のスマートグリッドにも深く通じている。マイクログリッドとは、地域密着型の小さな電力
網であり、EMSからすれば、EMS全体の1単位がマイクログリッドとなる。ここでは、BEMS（ビルディングを単
位としたEMS）等が該当する。このような技術背景のもと、特に、以下のことを検証した。
1. ICTライフインフラにおけるEMS単体として、目的に示したエネルギー消費削減、環境などヒューマン
ファクタへの影響削減など、限られたエネルギー需要においても快適に過ごすことができるといったメ
リットが得られるのか(1次モデル実証)
2. ICTライフインフラ統合により複数のEMSが共同で運営された場合、同様のメリットが得られるのか(2次
モデル実証)
3. 特に人とのかかわりにおいて、同様のメリットが得られるのか（三次モデル実証＝ICTライフインフラ実
証）
この3つの観点から具体的な応用例を示すとともに、実証を行なうことを目的としている。現段階では、1.
および2.について検討が進んでおり、3.についての検討は今後主にICTライフインフラの2次モデルの構
築と合わせて進める予定である。以下の詳細説明では、1.および2.について得られた成果を述べると共
に、3.について、環境快適性といったヒューマンファクタを取り入れたデマンドコントロールについて実証
内容と評価について説明する。
なお、ミッションステートメントについて、EMSグループで取得した環境データは常にpostgreSQLに蓄え
られ、更新され、Webページで公開されている。したがって、フィールドで発生する影響の継続的モニタリ
ングが達成されているといえる。また、デマンドコントロールについてのプロトタイプを開発し、家庭のエネ
ルギー消費・供給の情報の測定最適化についても、主実験フィールドとは別の実験サイトである東京都
雪谷において、実証実験を行なった。健康・医療や農業への悪影響等の生活情報を測定・分析し、地域
の脆弱性に対応する適応策を策定し、その効果を実証することについては、H23年度にいくつかのケー
スについて検討し、一部、実証した。H24年度夏にさらなる実証実験を行なう予定である。
家庭や事業所における、電力、ガス、自然エネルギー、電気自動車を含む蓄電池の情報に加えて、家
庭内の冷暖房や給湯、家電などのエネルギー消費情報を計測するという点については、既に実施されて
いる。地域のエネルギー消費特性を調査し、短期・中期の周期・需給予測、30分同時同量の達成など第
一次基盤モデルの構築については、栗原市等を利用した消費の調査、デマンドコントロール、CEMSによ
る変動抑制、短期・中期予測、需給バランスなどを行なうとともに、必要なパラメータ取得が行なわれ、実
際にpostgreSQL上に第一次基盤モデルとしてのスキーマとデータベース構築が行なわれた。なお、ミッ
ションステートメントにおける「提案する制度改革が実現するなら、一定の緩和効果があることをシミュレー
ションによって示す」ことについては、仮想的なダイナミックCEMSの構築実証実験を行ない、安定供給義
務の観点から義務付けられている3％同時同量誤差の達成精度を向上すること、さらに、その中で電力消
費を15％程度抑えることができることが実証された。また、リモート環境における30分同時同量および一日
の電池SOC(State of Charge)回復を両立した、災害対策向け電池制御実験も現在世界に先駆けて実施
中である。
□EMSからみたグリーンICT社会ライフインフラとその目的
日本ITU協会(International Telecommunication Union)発行のITCジャーナル2012年3月号において、
スマートシティとは何か、何を目指すべきかという“定義”がある。そこでは、「スマートシティという言葉につ
いての明確な定義は存在しないが、2009年にアムステルダム自由大学より発表された論文には、スマート
シティとは、人的資源、社会資本、従来的なインフラに加え、ICTインフラへの投資をもって、持続可能な
開発と市民生活の質（QoL：Quality of Life）向上を目指す概念である」と記されている。現在、IEEE標準
化委員会において、スマートグリッドビジョンプロジェクトが進められており、30年先のスマートグリッド等社
会インフラのあり方を予見し、それに向けた研究・標準化活動を推進する取り組みが進められている。そ
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の中においても、上記スマートシティの定義が再度取り扱われ、将来のインフラのイメージが掲載されてい
る。
ここではありとあらゆるインフラ統合がなされているが、グリーンICT社会ライフインフラの意図するところ
は、将来のスマートシティを実現するために必要な、ICTにより統合された社会インフラかつ生活インフラ
であるとともに、グリーンすなわち、低炭素社会を実現するための基盤として、医療・農業・気候変動・エネ
ルギーとそれらを束ねる情報通信網に特化した提案である。これらは、すべて本プロジェクトにおける議
論が、各種標準化団体に認められ、将来図として採用された結果であり、当グループにおける大きな成
果である。即ち、我々はグリーンICT社会ライフインフラを通して、それが目指す将来社会像を先見し、そ
の結果が多くの国際標準化団体に認められ、世界において、本プロジェクトが目指す将来インフラのイメ
ージと同じイメージを抱き、進んでいるということである。本プロジェクトでは、さらに人とインフラの関わりに
ついても取り扱う。プロジェクト全体において、重要となるのが、社会との関わりである。レジリアントな社会
の構築には、単純にICTをはじめとする技術だけの革新や発展だけでは達成が困難であると考えられる。
そこに住む人が、実際に問題点に気付き、具体的にレジリアントな社会に向けた活動を行なわなければ
ならない。今現在はエネルギーマネジメント関連分野においては、まさしくコペルニクス的転回がなされよ
うとしている。2014年以後の実現を目指して、一般家庭も含めた電力需給の自由化、送電発電分離の議
論を進めることが報道で明らかとなった。日本はガラパゴスから、国際標準としてのエネルギーマネジメン
トへ転換しようと動き出した。本プロジェクトは、既に大きく遅れている日本のエネルギーマネジメント分野
の先進性と競争力を海外展開が可能なレベルまで引き上げ、将来の日本におけるインフラ輸出の鍵とな
るべく、その先を行く、住民と一体となったレジリアント社会実現インフラの構築を目指している。
□実証内容と評価
[1] 一次モデル実証の実証内容と評価
EMSにおける情報統合は、SmartGridの概念が広まり、M2M(Machine-to-Machine /Management)や
IoT (Internet of Things)といった用語により、産業界も含め数多くの取り組みが行われている。これらで議
論されている共通プロトコルやインターフェースを取り入れることは当然として、ここでは、EMSにおける
HEMS (Home Energy Management System)および BEMS (Building Energy Management System)の統合
に より、CO2 削 減効 果 や、利 用 者 の 利便 性 の向上 を達 成 す る CEMS (Community/Cluster Energy
Management System)について取り組んでいる。CEMSは、慶應義塾大学理工学部佐藤教授をはじめとす
る研究グループが提案し、資源エネルギー庁の「省エネルギー技術戦略2007」の中で、省エネルギー型
情報生活空間創生技術（民生分野）の一つとして取り上げられた、民生分野で戦略的に導入を目指して
いる技術に端を発する、地域を中心としたエネルギーマネジメントの仕組みを指す。その後スマートグリッ
ドにおける、各種導入メリットの一つとして、2010年頃より頻繁に利用される用語となった。このCEMSの定
義や目的、グリーン社会ICTライフインフラとしてのメリットを明確化すると次の①から④に示す通りとなる。
① より効率のよい中型ガスコジェネレーションの共同導入による、熱と電力の双方を考慮したEMS
一般家庭のエネルギー消費のうち、ほぼ半分は給湯需要である。熱は蓄えるのが容易であり、ガスコジ
ェネレーションシステムは、太陽光パネルと異なり制御が容易であるため、必要なとき、必要なだけ運転さ
せて、熱と電力を生成可能である。従って、バランスの良い共存が必要となる。熱は遠方まで運ぶとロスが
大きいため、ローカルで閉じて利用できた方がよい。従って、中規模のガスコジェネレーションを導入し、
分散共有制御すれば、熱需要の点からも効率が良いといえる。また、既に導入されている冷温水発生器
や、ガスコジェネレーションを共同利用することで、より効率の良い運転状況を維持することができる。即
ち、様々なリソースをミックスしたCEMSは、熱需要の多い家庭やスポーツジム、宿泊設備等において、効
果的であるといえる。太陽光パネルと電池の両方を備えたシステムの方がCO2排出量を尐なくできるとい
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えるが、大量の太陽光パネルと電池を投入しなければならず、コストを考えれば、ガスコジェネレーション
と比較して急速な普及は困難であると考えられる。
② 需要変動抑制に伴うコスト削減
太陽光発電が広がるにつれ電力系統は不安定となる。そこで、変動抑制や需要追従制御が求められ
るが、一般的なスマートグリッドにおける議論では、通常これらの制御はクラウドサービスとして提供される
ことを前提としている場合が多い。しかしながら、実際のインフラをエミュレートする実験を行なったところ、
ネットワーク遅延やクラウドにおける処理遅延が大きいという結果が得られ、同時同量の達成は可能であ
る一方で、系統安定には利用できないという問題点も示された。また、クラウドで、すべてのセンシングデ
ータを管理する前提は、プライバシーの面からも憂慮すべきであるといえる。すなわち、ある地域で情報を
閉じること、系統安定についても地域で最適化計算や情報伝達を閉じることで、計算遅延や伝搬遅延を
小さくし、迅速な安定化を可能とすることが求められる。CEMSはエネルギーの地産地消と共に情報の地
産地消を実現することが可能である。
③ 制御マージンの拡大による快適性等ヒューマンファクタを考慮した柔軟な制御
震災以降の電力不足により、事実上、ピークカットが国民運動として実施されている。電力会社より、
15％削減といった明確なピークカットの指示があるが、その実施に自由度は殆どないといえる。例えば栗
原市では、多くの市の設備を有しており、隣接しながらも、別々の契約となっている。これら別々の契約と
なっている、それぞれの建物や設備で15％削減とするか、栗原市関連建物や設備全体で15％削減とす
るかでは、大きな違いがある。栗原市は市民サービスを提供する上で、電力がどうしても必要な設備があ
る一方、独自の努力により15％以上の削減が行なえる設備もある。全体として15％削減を達成するという
目標であれば、より柔軟な対策が可能となるうえに、デマンドコントロールにおいても制御マージンが取れ
るため、制御安定性や追従特性が向上するとともに、より快適な環境を提供可能となる。
④ 地域としての取り組みという概念の導入による省エネインセンティブ
エネルギーマネジメントは究極的にはそこに住んでいる人の意思と行動に依存する。ソーシャルキャピ
タルの考え方が実践に生かされ定着するなら、地域において省エネに対する「連帯感」と「貢献していると
いう自覚」を植え付けることが可能となる。この際、CEMSといった単位で扱うことで、各個人や世帯で、省
エネ貢献を目に見える形とし、各自が参加しているという自覚をより強く持つようになることが可能となる。
このような行動の結果、③に記載した制御安定性や追従特性の向上、より快適な環境の提供にも寄与す
ることが可能となる。
CEMSはいわば、エネルギーマネジメント一般において広く扱われる議論や問題、その解決法を包括
的に取り組む手法であるといえる。CEMSにおける最適化には、様々な評価指標が存在する。これらのう
ち、下記の緩和策に関する指標を主に取り扱う。
・ CO2排出量削減：電力使用量削減や、燃料使用量削減が該当する。なお設備導入に伴うCO2排出量
については、ここでは議論しない。地球温暖化を考える際に、この指標は重要であるとされており、京都
議定書では1990年比で6％の削減が示された。CO2排出量削減について、2009年度比で、15％の削減
目標を立てているが、市役所本館における、冬季暖房日における空調制御実験により15％の削減目標
をクリアしている。
・ 同時同量達成：電力は保存コストが高いため、できるだけ保存せずに利用することが望ましい。電力取
引においても、30分という単位で、時々刻々と変化する需要量と供給量をそろえることが定められており、
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電力利用料金もこの単位で徴収額が決定する。例えば、電力託送要件としては、あらかじめ定められた
目標値に対し、実際の電力需要を3％誤差の範囲でおさめて需給のバランスを取ることが電気事業法で
定められており、これを守れなかった場合は、その超過分について非常に高い電力料金が課せられる。
電力利用ピークを抑えるためのピークカット、ピークシフトも、電力契約が30分という単位で定められるた
め同じカテゴリで議論される。特に電気料金を安くすること、さらには、電力供給量不足の現状における
ピーク電力使用量削減において、重要となる指標でもある。すなわち、同時同量達成は、いわば本質的
問題であり、電力料金、計画停電回避、災害時など緊急時における生命維持活動を中心とした電力保
障等、あらゆる問題への対応において必要とされる指標である。
・ 電力系統安定：電力は停電もしくは事故防止のため、101V±6Vといった変動内に収めることが電気事
業法により義務づけられている。非常に短時間で議論される同時同量達成ともいえるが、目的は異なる。
栗原市での取り組みは、主に地球温暖化における対応を考えるため、上記同時同量を議論するが、災
害時など緊急時における、ローカルな電力維持の場合には、系統安定を議論しなければならない状況
も想定される。
・ 需要予測：同時同量達成や電力系統安定には、事前の需要量予測が欠かせない。あらかじめ需要を
予測し、その予測需要量を見ながら目標となる最大需要量を超えないように制御しなければならず、ま
た、託送や特定規模電気事業者(PPS)や需要家に課せられた3％誤差を守るためにも、正確な電力需
要予測が必要となる。電力需要予測は、対象となる供給側に合わせ、様々な時間尺度が考えられ、電
力系統安定等、短い場合は数十ミリ秒から、同時同量達成のための30分、さらには、電力売買において
は、スポットにおける１時間や１日といった単位まで様々存在する。ここでは、需要予測は30分同時同量
を基本として考えており、30分単位における需要予測を行なう。
・ 快適性維持：電力使用量削減手法として主に空調制御を取り扱う。この際、過度な制御は住環境を悪
化させる。従って、PMV(Predicted Mean Vote)など快適性指標を基にした制御が必須である。なお、快
適性以外にも様々なこれに類するヒューマンファクタ指標が存在する。ここでは、空調制御において
PMVを基本とし、その構成要素である、温度、湿度、風速のセンシングを行ない、その他必要な放射温
度は温度から推定、着衣用はカレンダ情報による季節固定値、作業量は一般事務作業を想定した値を
利用して算出する。なお、快適性はPMVだけで同定されるわけではない。照度、CO2濃度、人感センサ
による移動量といった値も算出しており、これらの値から新しい指標(ヒューマンファクタ指標)の提案や評
価を行なう。
EMSを利用してのさまざまな場面による「最適化」においては、上記指標において、同時同量など法的
に定められている指標については、それがそのまま目的関数となる。CO2削減量については、通常目的
関数として定められ、制約条件として、同時同量の達成、快適性維持が与えられるケースもあるだろう。従
って、あるCO2削減量や電力需要量制限下において、いかに同時同量を達成しつつ、最大限に快適性
を維持するか、という問題が設定されることとなる。また、この同時同量においては、時には需要予測に基
づく値を与える場合もあれば、ある一定の目標値(例えば、昨日の20％減など)を与える場合も存在し、基
本的には、需要家が電力料金等を考えながら自由に目標として定める値であるといえる。一般にEMSはこ
のような制約下での動作を行なうが、指標が多く、また、人間行動が大きく影響するためすべてが可制御
ではない対象を扱うこと、そもそも、変動が大きいことなどから、制御対象としての難しさが存在することに
なる。従って、例えば、需要予測方法や、同時同量達成方法など、それら、単独で対象を考えたとしても、
議論するべきことは多く存在している。
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EMSグループの取り組みは、上記の方針に沿って、多方面で検討を進めている。特に、ある所与の
CO2削減量や電力需要量制限下において、いかに同時同量を達成しつつ、最大限に快適性を維持する
という最終的な目標にも、EMSグループは果敢にチャレンジしており、15％削減目標化達成化においても、
快適性が損なわれないことを確認している。一般に、「電力使用量20％削減」といった内容は意味をなさ
ない。たとえ電力使用量50％削減であっても、快適性や生産性を損なうことを許容するなら、電力機器を
止めることで達成可能である。この様な「快適性」という要素を含めた形での実証実験を、実際の市民サ
ービスとして定常的に行なっている市の設備において実現している点で、EMSグループの取り組みはユ
ニークであるといえる。また、このような取り組みを通して得られた、各種エネルギー使用量、快適性指数、
制御履歴といった情報はまさに宝の山であり、今後の需要制御におけるマイニング対象として、また、ICT
ライフインフラとして重要であると考えられる。
栗原市は、CEMS構築において、電力系統の形や、その利用形態において、適した構成を有している
といえる。その理由も含めて、市の設備を中心としたCEMS構築について検討した。想定ならびに実際に
構築したCEMSは次のとおりである。
地域1：市役所・ふるさとセンター（市役所別館）・小学校エリア
この地域は、隣接する3つの市の施設がそれぞれ別の電力契約を結んでいると共に、6.6KVの三相交
流送電線の末端に位置する。即ち、CEMSの構築に適しているといえる。それぞれは、教育設備、市役所
といった需要グループとなる。定常的な電力需要があると共に、休日平日の週格差が大きい。現在、市役
所およびふるさとセンターにEMSが構築されている。小学校は本年度にシステムを構築する予定である。
市役所において構築したシステムは次の通り。
・4階建の建物について、議場部を除く全フロアについて、温度、湿度、照度、CO2濃度を多点計測す
るセンサネットワークシステムを構築した。
・空調制御は主に重油による冷温水発生器を利用しているため、重油の利用量をデジタル流量計によ
り計測し、冷温水発生器を制御可能とした。
・生成した冷温水を利用してAHU(Air Handling Unit)により熱交換し空調用吹き出し口へ送風する仕組
みとなっており、ホール部分におけるAHUについてインバータを用いた送風ファンの周波数制御を可
能とした。また、送風量を測定するための風量センサを搭載した。
ふるさとセンターにおいて構築したシステムは次の通り。
・空調は夏季のカセットエアコンと、冬季の灯油を用いた暖房設備であるため、下記のカセットエアコン
について、全空調設備を制御可能とした。
・付属する空調設備が担当する各部屋に、温度、湿度、照度、CO2濃度を多点計測するセンサネットワ
ークシステムを構築した。

屋外空調制御装置

図V-4-(3)-1受電端装置

図V-4-(3)-2屋外空調制御装置
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図V-4-(3)-3
屋外空調制御装置内部

図V-4-(3)-4屋内冷温水発生器
AHU制御装置

図V-4-(3)-5油量センサ

図V-4-(3)-6環境センサ

地域2：私立図書館・白鳥記念館・資料館・神輿倉庫・公民館・公務員宿舎
この地域は、隣接する複数の市の施設がいくつかのグループで電力契約を結んでいる。また、これら
の施設群は、6.6KVの三相交流送電線の末端に位置しており、CEMSの構築に適しているといえる。電力
需要が大きく、土日も開館しており、平日に定休日があるため、特殊な電力需要を有する図書館、利用時
と非利用時の差が大きく、比較的非利用時が多い記念館や資料室、神輿倉庫、公民館、一般的な家庭
と同様の需要を示す公務員宿舎により構成されている。現在、図書館、記念館、資料室においてシステ
ムを構築している。図書館については空調入れ替え時期と重なったため、今後さらにシステムを拡張する
予定である。
図書館および記念館において構築したEMSは次の通り。
・２階建の建物について、電気空調で管理されている一部フロアについて、温度、湿度、照度、CO2濃度
を多点計測するセンサネットワークシステムをEMSの一部として構築した。
・設置されている電気空調については全て制御可能とした。特に図書館において1Fが一般の図書閲覧
室となっており、広大な空間が存在する。ここでは特に多点計測を行ない、広大な空間における空調
精度についても調査可能なセンサネットワーク形態を構築した。

図V-4-(3)-7図書館内部

図V-4-(3)-8図書館空調制御装置

地域3：ハイルザーム栗駒
市が第三セクターに管理を委託している温泉宿泊設備であり、一般家庭と似た朝夕ピーク需要を有す
る。観光宿泊設備であるため、土日の需要が多く、またトップシーズンである夏および秋の需要が特に多
い。市が保有する設備のなかで最も電力需要が多い施設であり、その多くが空調もさることながら、温水
プール設備、温泉設備等の循環用、水質維持用ポンプのモータである。また、温泉が湧いているため、
温泉熱を利用したユニークな熱循環設備が設置されているのも特徴である。本年度EMSを構築する予定
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である。その他次の地域があり、今後EMSの構築について検討を進める。
地域4：ドリームパル・私立病院・JA
ドリームパルは客席数５５０の多目的利用大規模ホール施設であり、予約利用による不定期需要がある。
太陽光パネルが設置済みであり、空調制御システムと組み合わせることで、ピークカットを効率よくまた快
適性を高めつつ行なえる可能性がある。
地域5：金成総合支所
栗原市築館市役所と同様の需要傾向があり、こちらも太陽光パネル設置済みである。上記5地域のうち
既にシステムを構築した地域1、2について、その建物と6.6KV送電網の配置図を示す。

コミュ
ニティ
センタ

CEMS
分割点

公務員
宿舎

小学校

倉庫

市立図書

CEMS
分割点

市役所

館

市役所

資
料 白鳥省吾
館 記念館

別館

図 V-4-(3)-9

これら5つの地域は、それぞれ異なる需要形態や運営形態を持つ施設であり、各施設がどのような需要
を有するかといった詳細な情報を取得することは、制御においても有益な情報である。また、CEMSで協
調させるうえでも、異なる需要を示す方が、全体運営した場合の高効率化が可能であると考えられる。な
お、システム構築にあたって、2011年3月11日の東日本大震災において、栗原市は震度7強を記録し制
御配管がダメージを受けたため、修復作業に約半年を要した。
全 測 定 デ ー タ は 、 市 役 所 に 関 し て https://kpj.west.sd.keio.ac.jp/green/ に お い て 、 図 書 館 は
https://kpj.west.sd.keio.ac.jp/green/tosho において、プロジェクト参加者に対して、自由に取得データを
入手できるサイトを準備している。
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図 V-4-(3)-10

全主幹電力、各フロア電力、温度、照度、湿度、CO2濃度、油量等、測定したあらゆるデータが、自由
な分解能で入手可能となっている。このような見える化は、評価における基本であり当然のことである。見
える化を行なった先の実施内容について、以下に述べる。
実証実験１：BEMSにおけるCO2排出量削減
この実証実験では、市役所ビルを対象としたEMS構築による、CO2排出力削減目標化での、空調制御
と快適性の確保について取り組んだ。さらに、得られたデータと気象予測データの両方を利用したライフ
インフラ活用例として、気候変動予測のダウンスケーリングメッシュデータを参照しながら、30年後といった
将来の電力需要予測も行なった。
まず、通常の電力需要を調査し、その予測や目標設定値を定める。そこの結果を得て、市役所をター
ゲットとし、2012年夏季について、空調制御実験を行なった。次のグラフは、2011年度夏における無制御
下での電力需要の様子を表している。震災の影響を受け、8月末まで市役所職員が一丸となって空調を
一切停止することで、20％という厳しい電力需要制限を達成していたため、節電勧告が終わり、通常空調
運転が始まった9月からの真夏日を選んで実験を行なった。まず、空調動作日と非動作日の電力需要差
は次のとおりである。
200.00

kWh

150.00
100.00

空調動作Ｏ
ＦＦ（８／３
１）

50.00
0.00

図 V-4-(3)-11

このように、ピークで2倍以上の差(約40kWh)があるなど、空調需要が多く、コンビニエンスストアや銀行、
ホテル等と同様の、典型的な顧客サービス系業務部類に属する電力需要を有していることがわかった。
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なお、昼休憩における節電行動がしっかりとあらわれており、特に空調動作を行なっていない日において
は、照明を切ることによる効果が明確に表れていることから、節電に対する市役所員の意識の高さがうか
がえる。気になる点としては、夜間の待機電力需要が、40kWhと比較的高いことが挙げられる。なお、冬
季においては、改めてデータを示さないが、寒冷地に見られる、夏季よりも高い電力需要ピークを示す現
象が現れることがわかっている。
次に、冬季にピークが発生することから、冬季ピークのピークカットおよび消費電力削減によるCO2削
減を目的とした空調制御実験を行なった。制御方針は、ピークがでる16時30分から、自動で空調が停止
する17時30分の間について、ある程度の余熱を蓄積し、16時30分で冷温水発生装置を停止させ、
AHU(Air Handling Unit)を制御することで効率よく暖気を循環させることとした。その時の実験結果は次の
とおりである。
制御なし

弱制御

全体制御

合計消費電力（kWh）

144.4

145.1

110.8

空調停止時間（分）

0

15

55

(16:30‐16:45)

(16:30‐17:25)
図 V-4-(3)-12

この様に、停止する場合はある程度長めの停止時間を確保しなければ、効果的な削減を行なうことは
難しい。この場合およそ15％の電力使用量削減、また、同じくおよそ15％の油量消費削減を達成した。ま
た、温度・湿度および、推定したmet値、clo値、AHU制御から推定した風速などから求めたPMV値におい
ても、この制御下での目立った環境悪化はなく、また、アンケートにおいても特に不快に関する意見等は
なかった。この15％という削減率は、他の同様の空調制御システムとほぼ同様の削減値であり、無理なく
削減する上での一つの目安となる値であるといえる。なお、同様の実験および知見の蓄積を、システム構
築を行なった全ての施設において取り組んでおり、それぞれの場所に適した制御手法の構築を進めてい
る。
また、ICTライフインフラとしてのアプリケーション例を示すという観点から、共にデータベースが構築さ
れている気象予測データとEMSデータを組み合わせ、将来の電力需要予測を行なった。例えば、通常、
30分や1日、1週間といった短期での需要予測はなされるが、10年先や30年先といった長期の需要予測
はなされていない。このような予測は地域での電力需要を推定し、分散電源や電池などの配備計画を定
める場合などに利用可能であり、今後重要度が増す情報である。
まず、市役所における下記の消費電力実績データと平均気温実績データをX-Y軸に充ててプロットし
た。ここでは、震災前の2010年データを利用した。平均気温と電力実績は比較的高い相関を示し、春か
ら夏に向けての気温が上昇する時期と、夏から秋に向けての気温が低下する時期では、夏から秋に向け
て気温が低下する時期の方が、同じ気温に対して電力使用量が多いということがわかった。この傾向は、
市役所に限らず、測定した多くの他の場所でもそうであった。このことから、時期別に気温と電力使用量
の相関を求め、関数化した。次に、気象予報データを用いて、実際に電力消費量の見積もりを行なった。
結果としては、30年後でおおよそ4％の夏季平均電力消費量上昇となった。これは予想よりも尐ない結果
であったが、データを詳細に検討すると、気象の変動量が激しく、一般にいう真夏日が増大していること
が分かった。この点に着目すると、電力使用量ピークの増大と、さらにピークから5％誤差となる日数が現
在のほぼ8倍、およそ40日となることがわかった。従って、電力需要がひっ迫する確率がかなり高くなる事
が想定され、現状と同じ電力供給体制を前提とすると、計画停電を含めた積極的な節電に取り組まざるを
得ない可能性が明らかとなった。
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実証実験2：HEMSにおける需要予測と快適性維持条件下での需要予測に基づく同時同量達成による
CO2排出量削減
ミッションステートメントにも含まれている一般家庭をターゲットとし、一般家庭では難しいとされる需要
予測の低コストな予想方法、さらには実際に住まわれている環境を利用した夏季空調制御実験による電
力使用量の削減とピークカット、さらには、快適性維持結果について示す。
この実証実験では、家庭内実験について、エネルギー消費・供給の情報を測定し、実際に空調制御を
行なう、家庭向けEMS(HEMS)実験である。これまで難しいとされた需要予測と既設物件についてのデマ
ンドコントロールに取り組んでおり、かつ低コストで達成する仕組みを構築した。なお、本取組みはNHKニ
ュース「おはよう日本」で紹介された。
HEMSにおける快適性を維持しながら、空調制御によるデマンドコントロールを行なう。本実験における
居住者構成は4人家族であり、部屋の構成は図V-4-(3)-13に示すとおりである。制御対象として4つの部
屋に設置された空調計4台について、HA端子によるON/OFF制御や状態監視を行なう。この信号を
KNIVES制御端末のI/Oポート及びリレーに接続し、空調の制御及びパルスセンサを用いた主幹電力の
計測を行なう。また、各部屋の環境情報を測定するために、温度、湿度、照度、CO２を無線で取得し、こ
れらの情報をデータベースで管理を行なう。さらにWeb上で主幹の電力量、各部屋の温度、湿度、照度、
及び空調の状態を監視可能とした。
このご家庭では、通常の家庭と同様、ピーク電力が朝と夜に現れ、ピークの時間帯が日によって変化
することが分かる。また、空調を利用しない10月のピーク電力と比較して、空調を利用する8月のピーク電
力は約1.32倍となっており、空調の占める割合が比較的大きいといえる。

図 V-4-(3)-13HEMS 実験宅見取り図

図 V-4-(3)-14 可視化ツール

電力需要予測には線形予測を行なった。デマンド時間における消費電力を制御時間ごとに予測し、予
想目標値がデマンド値を超えた場合に制御を行なう。複数の空調を制御する際、各空調を均等に制御す
るために、PMVと呼ばれる快適性指標を用いて、協調的な制御を実現した。
実験方法は次のとおりである。寝室、リビング、子供部屋、和室の計4台の空調を制御対象とし、デマン
ド制御時間を30分毎、制御間隔を5分、目標デマンド値を2kWhとした。評価項目は次の2つである。ひと
つは、計画値との誤差の同時同量評価式であり、もう一つは電力削減率である。
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T 

Psh  Pso  T
100
PLT

R 

Pncl  Pcl
 100
Pncl

Pshは実測値[kWh/30min]を、Psoは計画値[kW]を、Tは同時同量周期を、PLTは消費電力量[kWh/30min]
を表す。また、Pnclは平均デマンド値[kWh/30min]（制御なし）を、Pclは平均デマンド値[kWh/30min]（制御
あり）を表す。また、実験として次の3日に行なった。月日、天気、最高最低気温はそれぞれ、9/15（晴れ）
32.4℃/25.7℃、9/12（晴れ）32.5℃/25.7℃、9/10（晴れ）32.3℃/25.6℃であった。
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寝室の空調制御を行なった場合、23時から23時30分の間に2回制御が実施され、デマンド値は
1.974kWhとなった。また、目標値との誤差は1.3％となった。また、部屋のPMV値は最大で0.83、平均で
0.53となり、制御を実施しても、ほぼ快適な状態で制御が行われる。次に、リビングの空調を制御した場合、
12時半から13時の間に1回制御が実施され、デマンド値は1.983kWhとなった。また、目標値との誤差は
0.9％となった。PMV値は最大で1.5、平均で0.82と比較的暑い環境となったが、これは昼の時間帯であり、
空調制御時による停止の影響が大きくでたといえる。なお、別途インバータ制御実験により、停止させるこ
となく、より細やかな制御によって快適性を維持する実験も行なわれている。
寝室とリビングの2つを制御した場合、デマンド値は2.011kWhとなり、目標値との誤差は0.5％となった。
また、表から各部屋の環境がほぼ快適になったといえる。この効果はCEMSの原理と同様であり、複数の
制御を同時に行なった方が、制御マージンが現れ、より快適性を維持しやすいといえる。ここで、デマンド
値が目標値を超えているが、これは、空調以外の食洗機等の機器が稼働し、比較的大きな電力を消費し
たことが理由である。以上より、目標値との誤差が最大で1.3％という結果になった。これらの実験におけ
る電力削減量は次のとおりである。制御した日と制御していない日とを比べて、平均で22.4％、それぞれ
の最大値を省いて15.4％のピーク電力が削減されたという結果になった。
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一般に、HEMSにおける電力使用量削減は難しいとされ、また実現のためのコストや、居住者に与える
不便等を考えれば、新築時に導入しなければ実現が難しいとされている。しかしながら、シンプルな構造
で空調制御システムを中心としたEMSを構築できれば、十分に15％削減といった目標を達成できることが
示された。
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また、快適性の評価も行なわれており、ピーク電力が生じた22時から23時の間に空調制御が実施され
た場合のPMV値が-0.5以上とほぼ快適な状態であることが確認されている。すなわち、制御実施に伴う
環境の影響が尐ないといえる。
[2] 二次モデル実証の実証内容と評価
ICTライフインフラ統合により複数のEMSが共同で運営され、CEMSを構築した場合の評価について、
様々な組織や機関による研究がなされている。例えば、一般家庭を何件程度束ねれば、最も効率的に制
御できるかといった事例が紹介されているが、実環境を利用して行なった例は尐ない。EMSグループは
豊富に有するBEMSやHEMS環境における実データをもとに、二次モデル構築におけるEMSとしての同時
同量やCO2排出量削減といった目標達成効果の改善について実証実験による評価を行なった。
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実証実験3：CEMSにおける快需要予測に基づく同時同量達成
CEMSにおける電力需給調整について、CEMSの内部で効率よく空調制御をすることにより得られるメリ
ットとして、需要制御による内包する分散電源を効率よく利用すること、さらには、自由化に伴い増大して
いるPPSとの契約に関して、PPS契約における電力使用スケジュールを同時同量規定(誤差3％)内で追従
することが求められる。なお、同時同量規定に違反した場合、通常利用料金の5倍の課金となるため、需
要家にとって同時同量はコスト削減を達成するには非常に重要な要素である。
この同時同量の達成は、容易ではない。まず、供給計画を立て、その供給計画に合わせてPPSと契約
を結ぶ。供給計画には長期需要予測が必要であり、ここでは24時間毎の長期需要予測を想定する。これ
には、過去2,3週間の同曜日のデータを用いて推定する。また、実際の電力需要においては、我が国で
は30分同時同量義務がある。これは、30分単位での需要量により料金が決定される仕組みであり、電気
料金とは直接結びつかない系統安定制御とは異なり、需要家にとっては電気料金に直接結びつくため、
何かしらの制御を受け入れてでも達成が望まれるところである。需要調整サイクルは30分であるため、ここ
でも 30分毎の次サイクル需要予測を行なう。30分前の需要から比較的正確に需要予測を行なうことがで
きる。次に、動的クラスタリングである。複数のCEMSがあり、それぞれ異なるPPSと契約することが自然で
あるが、この様な契約の場合、スケジュールに対して誤差3％内に収めることはかなり難しいといえる。そこ
で、複数のCEMS間で内包する需要家をダイナミックに変化させ、需給グループの需要家構成の最適化
を行なう動的クラスタリングを取り入れる。さらに、動的クラスタリングでも同時同量を達成できない場合は、
電力需要調整による調整を試み、結果として利用者には過度の制限を与えることなく3％誤差範囲内の
同時同量を達成することを考える。
CEMSを想定するのであるが、ここでは2つのCEMSを内包した仮想的な一つの大きなCEMSを想定し、
2つのPPSと契約することを想定する。
電力需要予測について、次のような線形需要予測手法を利用する。まず、同曜日・同時刻のサンプル
需要SDL (t)を 日分利用する。次に、各時刻間の平均需要変化分∆SD(t)を算出する。算出には、
∆SD(t) = ∑Lk=1 (SDk (t + 1) − SDk (t))⁄Lという計算式を利用する。これは、単純に各サイクルの誤差の平
均を算出している。次に、予測日実需要量MD(t − 1)に∆SD(t) を加え、𝑛サイクル先の予測値FD(t + n)
を算出する。具体的には、
n

FD(t + n) = MD(t − 1) + ∑ ∆SD(t − 1 + m)
m=0

を計算する。この計算過程をサイクル数で列挙すると、次のように表すことが出来る。

サイクル数

サンプルデータ
(
)

2週間前
1週間前

平均差分

－

－

実測需要量
需要予測値

－
－

－

－

－

－
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実際にこの手法を利用して、需要予測を行なった際の平均予想誤差は次の通りとなる。
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利用パターン有

利用パターン無

個別予測の平均

合計需要量予測

30分毎

24h先

30分毎

24h先

30分毎

24h先

30分毎

24h先

平均予測誤差 [%]

2.11

2.48

12.2

31.5

7.57

13.2

2.51

5.49

標準偏差

1.69

2.07

11.9

29.1

11.8

19.4

2.35

2.49
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単純に、昨日の需要実績や、同曜日の過去の実績を用いる手法に比して、各曜日・各時刻間で電力
利用が一定的な需要家に有効であると共に、短時間先の予測の方が高精度となる結果が得られた。また、
多くの需要家でCEMSを構成することで、統計学における大数の弱法則に従うと考えられ、合計需要量の
予測誤差が改善される。
次に動的クラスタリングを行なう。動的クラスタリングの数式表現は次のとおりである。まず、グルーピン
グ行列Xを定義する。これは、各施設がどの受給グループに属するかを表現している。次の図のように、
複数の施設を二つのPPS契約に分割し、それぞれGroup1, Group2 とする。利用する定数は右に示すと
おりである。
Group 2

Group 1
Building １

Building 2

GMD
MD
X
M
N

Building 3

:
:
:
:
:

需給グループの需要量
需要家の電力需要量
グルーピング行列
需給グループ数
需要家数
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例えば、この図の場合では、グルーピング行列を利用した表現は次の通りとなる。
1 0
[𝐺𝑀𝐷1 (𝑡) 𝐺𝑀𝐷2 (𝑡)] = [𝑀𝐷1(𝑡) 𝑀𝐷2 (𝑡) 𝑀𝐷3(𝑡)] [0 1]
0 1
これを一般化すると、グルーピング行列Xを用いた数式表現は次の通りとなる。
𝑋1,1 (𝑡) ⋯ 𝑋𝑀,1 (𝑡)
[𝐺𝑀𝐷1 (𝑡) ⋯ 𝐺𝑀𝐷𝑀 (𝑡)] = [𝑀𝐷1 (𝑡) ⋯ 𝑀𝐷𝑁 (𝑡)] [ ⋮
⋱
⋮ ]
𝑋1,𝑁 (𝑡) ⋯ 𝑋𝑀,𝑁 (𝑡)
次に、動的クラスタリングの手法について述べる。動的クラスタリングの目的は、電力需要誤差を最小と
する最適なグルーピング行列Xを求めることである。まず、最適化における条件として次の2つを定める。
(i) グループ毎電力供給計画値𝐺𝑃𝑆(𝑡 + 1)と、グループ毎需要予測値𝐺𝐹𝐷(𝑡 + 1)との二乗誤差を最小
化する𝑋𝑂𝑝𝑡 を探索する。二乗誤差を最小化するため、結果的に需要予測との誤差が最小となるグループ
ピング行列Xが得られると考えられるため、需給バランスのとれた需給グループを構成できるといえる。
(ii) 需要家は必ず一つのクラスタに所属する。複数のクラスタに所属する想定も可能であるが、計算が
『NP困難』となるため、ここではどちらかのグループに所属するとする。
結果として、これらの条件から、次の最適化条件が得られる。
M

minimize

∑ (GPSm (t + 1) − GFDm (t + 1))2
m=1

subject to

M

∀n ∈ N → ∑ X Opt,mn = 1
m=1

この条件のもと、需要家構成X Optにおけるグループ毎の需要予測値GFD(t + 1)を算出する。グループ
を決めずに算出するよりも、グループを決めたほうが各需要家の予測誤差が平準化され、予測精度が改
善することがわかっている。その目的関数は次のとおりである。
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GSDL(t) = SDL (t)X Opt
∆GSD(t) = A(GSDL(t + 1) − GSDL (t))/L

ここで、Aは要素1の1×L行列である。

GFD(t + 1) = GMD(t − 1) + ∆GSD(t − 1) + ∆GSD(t)
これらのグルーピングでも解決できない需給誤差は、電力需給調整により調整する。すなわち、調整の
ためのデマンドコントロール指令値の決定が必要となる。デマンドコントロールは、無理に指令値を生成
すると「指令エゴ」となりかねない。各システムに無理のないデマンドコントロールを行なうことが求められる。
そこで、各需要家の各時刻の最大デマンドコントロール可能量の情報をCEMSで管理することを考える。
この管理情報は、例えば、需要家Aの空調機消費電力が1.2kwであり、時刻Tにおいて10％の削減制御
が可能であるといった内容である。もし、供給計画量より予測需要量が大きければ、デマンドコントロール
による削減量も大きくしなければならない。そこで、需要超過分に応じて、デマンドコントロール実行割合
𝑟(𝑡)を決定する。このデマンドコントロールの目的は、各需要家は電力削減量𝑟𝑚 (𝑡 + 1) ∙ 𝐶𝐷𝑛 (𝑡 + 1)を達
成するように制御することである。従って、次の制御目標が定まる。
M

2
zGP
e mS(t 1) GF D
mi n i mi

mt 1rm GCD
m (t 1)

m1
s u b jt eo c
0 t ri 1


需要家A

時間 (min)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

…

30

空調 No.1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

…

1

空調 No.2

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

…

1

空調 No.1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

…

1

空調 No.2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

…

1
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この制御目標に従って、実際に計算した例が次のデマンドコントロールスケジュールである。このように、
各空調について、重なりなく、デマンドコントロールを行なうことで、公平性を確保する。このような公平性
を担保するメカニズムがあることは、CEMS利用における参加者の間のソーシャルキャピタルを高める事に
とって重要な要素となるだろう。なお、実際にはこのスケジュールを基本としつつ、環境快適性を考慮する
ため、運転スケジュールは動的に再構成される。すなわち、実際のデマンドコントロールにおいては、この
指令値に基づいて、各EMSが任意の割合で空調機制御を実行することを想定している。ここでは、シミュ
レーションのため、環境快適性は考慮せず、次の例に示すスケジュールに従って、空調デマンドコントロ
ールが行われるとする。
評価に利用する需給調整シミュレーション条件は次のとおりである。まず、CEMSとしての規模を確保す
るため、合計60軒分の需要家の実測電力消費データを利用する。その内訳は、年は変わっても同一日
であることが望ましいため、栗原市役所の需要データ（2011年10月18-21日及び25–28日）、湘南藤沢キャ
ンパスの需要データ（2011年10月18-21日及び25–28日）、長崎県福江港ターミナルビルの需要データ
（2011年10月18-21日及び25–28日）、さらに、このプロジェクトにおいても重要なターゲットである一般家
庭50軒（2007年10月18‐21日及び25‐28日）を含めて計算した。実施期間は8日間であり、供給計画サイク
ルは24時間である。また、需給調整サイクルは我が国の実際の値に従って30分とする。また、供給計画の
設定として、需給グループ数は先に述べた通り、2グループとし、全需要家の予測合計需要量に対して
（Group1：Group2= 3：2）となる様に設定した。デマンドコントロール可能量の設定として、空調機の使用電
力が既知であり、それぞれの建物について、20％程度の空調機電力削減率が達成可能であることから、
9–19時の間で5、10、15、20％の削減による需給調整を行なうこととした。
この計画量について、実際に各グループについて動的にCEMSを構成した場合、この時の計画量と需
39

要量は次のグラフのようになる。計画量は点線で、また、実際に各グループについて動的にＣＥＭＳを構
成した場合の需要量を赤および橙色の線に示す。さらに、動的なCEMSの構成に加えて空調デマンドコ
ントロールを併用した場合の需要形態は緑および黄緑色の線に示す需要形態となる。

DC実行期間

図 V-4-(3)-24

図 V-4-(3)-23

この時、動的にBEMSやHEMSの構成が変化している。なお、動的に変化させなかった場合の予測誤
差は3.28％であり、動的にCEMSを構成した場合の予測誤差は2.30％となった。従って、動的に構成する
ことによる需給差抑制効果が確認できる。実際どのような効果があったかについて詳細を示す。まず、同
時同量については、3％の同時同量誤差であることが求められる。次のように、デマンドコントロールを行
DC実行期間

なうことで、多くの場合同時同量から3％誤算の範囲内に収まることがわかる。また、需要超過量とその存
在数についてまとめると次の通りとなる。
最大超過削減

図 V-4-(3)-26
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デマンドコントロールを行なうことで、特に需要超過分についてその超過数が減尐していることがわかる。
最大供給余裕は40.9kWhであるが、デマンドコントロールなしの場合、最大42.0kWhとなるのに対してデ
マンドコントロール有りの場合、最大26.9kWhとなっている。次に、実験を行なった全ての日程における同
時同量改善効果について述べる。デマンドコントロール実施時間(9-19時)における日別同時同量評価は
次の表とおりである。平均同時同量の達成度合いは、日によって異なるが、このうち例えば25日、26日、
28日等は、供給過剰となったため、同時同量を制御できなかった。デマンドコントロールを行なった需給
バランス調整は、削減方向への制御が可能である一方、需要増大への制御は考慮してないため、達成で
きなかった。これは実運用においては、特に問題がないといえる。
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18日

19日

20日

21日

25日

26日

27日

28日

平均同時同量 [%]

2.35

1.68

2.74

2.90

6.24

3.53

2.27

3.77

標準偏差

1.67

1.34

1.96

2.09

3.13

2.60

1.86

2.41
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最後に、CEMSを固定した場合、動的に構成した場合、さらにデマンドコントロールを行なった場合の同
時同量精度達成度数分布は次のとおりである。動的構成により、主に精度において、デマンドコントロー
ルにより、主に度数において改善していることがわかる。実験を行なった日別の同時同量誤差はつぎのと
おりである。ほぼすべての場合において、動的CEMSおよびデマンドコントロールを実施した場合が、最も
良い同時同量精度を達成していることがわかる。このように、CEMSにより同時同量精度の改善ができるこ
とから、これまで電力系統の安定化や品質の良い電力供給の観点から、個々の電力制御を認めない、と
いった判断がなされることがあったが、CEMSを構築し、CEMSのクラスタにおいてもデマンドコントロール
に対する制約を設けることで、お互いが独自に制御目標を立てて制御を行ないつつも、全体として電力
系統を安定化させることが可能となる手法の提案に結び付くといえる。

図 V-4-(3)-29

図 V-4-(3)-28

[3] 三次モデル実証の予備評価
三次モデルにおいては、EMSにおいてヒューマンファクタや人との係わりといった観点を議論する。そ
の中で、まず予備評価として、一般に人間にとっての快適性を推し量るために利用されている指標以外
の指標について、その構築を始めた。まず、注目しているのがCO2センサである。特に学習効率との関連
先行研究があるとおり、生産性といった重要な指標を得るための基礎データといえる。CO2制御という観
点で換気を制御することは行われているが、さらに我々は快適性を評価する上で必要な人数にも注目し、
CO2濃度測定による人数推定手法の提案と、その精度向上について取り組んだ。また、一般住環境で安
定的に測定可能な風速センサが存在しないため、その構築も進めている。
実証実験4：HEMSにおける快適性維持
デマンドコントロールシステムにおいて、空調を制限することにより室内環境の悪化が問題となる。実際、
25％削減といった削減目標単独では、用をなさない。電力を25％カットするには単純に電力機器の電力
を切ればよいからである。実際には、夏季や冬季であれば不快を産み出すため、不快を伴わずにより多く
削減することが重要となる。ヒューマンファクタとしては、快適性だけでなく、生産性、学習効率、社会との
係わりといった様々な指標が存在するが、ここでは、同時同量に関する評価においてさらに推定精度を
向上させるための方法論について述べる。よりよい電力需要予測を達成するには、例えば在室人数把握
がある。在室人数はその部屋の需要予測に繋がり、これらを集めることで全体の需要予測の精度が向上
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することが考えられる。またデマンドコントロールについても、現状はPMV等快適性を計測し、快適性を損
なうことなく制御を行なっているが、さらに調整が求められたとき、どこを切ればよいのか、といった情報と
して利用可能であると考えられる。人数推定には様々な方法があるが、デマンドコントロールで必要な人
数推定精度においては、1割程度の誤差が含まれてもそれほど問題ではない。従って、RFIDやPHSを利
用した高コストな方法は必要ではない。また、これらの方法はプライバシーの問題も含むため、ありとあら
ゆる場所において利用可能であるとはいえない。画像処理を利用する方法も、ほぼ同じ理由により採用
が難しい。ドア付近に通過センサを設置する方法は低コストであるが、設置場所が限られること、定常誤
差が発生するため、補正が必要であり、必ず人がいなくなる時間帯があるなど、限定的な環境でなければ
利用できない。
空調のデマンドコントロールを行なうという前提であれば、空調時には窓をしめていると考えられ、室内
CO2濃度を測定すれば推定換気量から、人数推定が行なえると考えられる。我々は、この考え方から
CO2濃度のみを用いた人数推定手法を開発しており、過去の研究において平均10‐20％の誤差で推定
可能であることを示している。本手法は、低コストであり、プライバシーの問題も尐ないといえるなど、メリッ
トも多い。また、CO2濃度はそのまま室内環境の悪化を意味するため、換気制御を取り入れることが容易
となる。また、新たなデマンドコントロール対象を入手することができる。しかしながら、換気制御を行なっ
た場合、人数推定が行なえなくなるといった問題が発生する。換気量が変化するため、推定換気量を定
数として扱うこれまでの手法では対応できないためである。そこで、換気制御下でも安定して人数推定を
行なう手法について検討した。
教室をターゲットとし、インバータを換気扇に取り付けて段階的に換気量を変化させると共に、換気制
御下で人数推定を実施することで、室内環境を考慮した制御への応用を考える。室内人数推定手法は
次のとおりである。まず、利用するパラメータは次のとおりである。
記号

説明

C [ppm]

室内のCO2濃度

C0 [ppm]

CO2濃度の定常値

V [m3]

部屋の容量

Q [m3/h]

換気量

i,s [h]

時刻

k [m3/h person]

1人当たりのCO2排出量

n [person]

人数

図 V-4-(3)-30

推定式は、次のとおりであり、その推定手順は、まず、部屋の容量Vを図面などから入手し、その用途
からCO2排出量kを設定する。実際には、利用者の年齢層や利用例などから推定する。次に、CO2濃度
の定常値C0を設定する。一般に、部屋の利用のない夜間や休日等を利用して自動推定可能である。次
に、換気量Qを推定する。これは、人がいなくなった時に現れるCO2濃度減衰曲線から推定可能である。
これらの値が揃うことで、人数nを推定可能となる。また、実験環境として、インバータを設置した換気扇を
新たに設置した、床面積33.0平方メートルの部屋を準備した。このサイズは、これまでの実験において最
も小さい部屋である。

42

CO2を利用した人数推定式

2500
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The number of people
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1500

40
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30

1000
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20

CO2 concentration [ppm]

The number of people [person]
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500
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0

0
0:00

3:00

6:00

9:00

12:00

15:00

Time [h]

18:00

21:00

0:00

s i

推定式のパラメータ同定
図 V-4-(3)-31

実験期間は2011年12月15日から2012年1月27日であり、部屋の容積Vは112.4立方メートルである。5
台のCO2濃度センサで計測し、計測間隔は従来よりも遅い1分とした。これは、計測間隔が速いセンサは
CO2濃度センサの中でも限られ、電力を多く使う傾向にある。センサネットワークで構築することを想定し
ているため、なるべく消費電力の尐ないセンサを利用することが望ましい。そこで、特に測定速度の速さ
に特化したセンサを使うことなく、一般的なCO2濃度センサを利用した。人数は、別途Webカメラを用いて
計測し、人数推定精度を確認した。部屋は空調下にあり、窓や扉は常に閉じられている。換気量を変化さ
せた場合の実験結果を示す。全体の平均誤差は23.5％となり、拡大傾向にある。特に、換気開始直後か
ら5分程度大きな誤差が確認できる。この誤差の原因として、まず、CO2濃度センサの測定値は、計測に1
分必要となるため、実際の濃度をリアルタイムに計測しているのではなく、ある程度の遅延を伴うために発
生する誤差、もう一つは、換気のよい部屋のCO2濃度分布に差が生まれ、CO2濃度分布が問題ない程
度に一様になるために必要な時間遅延に伴う誤差の2つが考えられる。そこで、これらの遅延を考慮し、
まず、CO2濃度分布による影響を一次遅れ系として表現することを考える。一時遅れ系での推定換気量
は次の式
𝑡

)

𝑄(𝑡) = 𝑄𝑛 + 𝑄𝑛+1 ∙ (1 − 𝑒 −(𝜏 )
で与えることができる。なお、この表現に加え、計測遅延を考慮して、立ち上がりにLPF(移動平均)をか
け、センサの測定遅延を考慮し換気開始時刻に対して、定数時間だけ遅延させた値を利用することとし
た。その補正値は次のとおりである。
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この補正を行なった結果、推定人数は図V-4-(3)-33のように、換気を行なってから10分間の間におい
て、90.0％から20.3％に改善した。実利用においては、遅延時間および一時遅れの時定数については、
ある程度環境に応じてフィッティングが必要であるが、本手法により、換気制御も取り入れたよりヒューマン
ファクタを考慮したデマンドコントロールが可能になると考えられる。
また、本研究では、より高精度に快適性指標であるPMVを求める手法について検討している。PMVは
重要なヒューマンファクタであり、特に風速はPMVを大きく左右する一方で、これまで測定が困難であるこ
とから殆ど扱われることがなかった。これは、高価であることや、指向性が高いこと、また、ガラス等壊れや
すい材質を利用している場合、通常の室内利用環境において利用が難しいといったことが理由である。
そこで、これらの問題を解決する新しい風速センサの開発を行なっている。現在2つの方向性から開発
を行なっており、一つはプリント印刷を利用したシステムで、小型化が可能である一方、測定精度におい
て改善が必要である。もう一つは、若干大型化するが(大きさ1円玉程度)、現状でも満足の得られる測定
精度で計測可能な方法である。0‐20m/sec.の風速を計測可能である。
また、次の風洞実験結果から、指向性について優れた特性を有していると共に、測定誤差についても、
誤差5％程度と他のセンサに比して遜色ない精度での測定が可能となっている。本センサを利用すれば、
快適性指標として最も利用されているPMVをより正確に計測できるため、快適性指標を利用した制御を
行なう場合、快適性をより正確に測定できる、すなわち、より効率のよい空調制御ができるといえる。これ
は、CO2削減や、震災以後問題となっているピークカットにも結び付くといえる。
（4）研究グループ4：健康・医療
・グループリーダー：金子郁容
・参画機関、協力機関：栗原市、奥多摩町、NTT東日本、インテル、NEC
・目標：研究フィールドとなっている栗原市全域に対するベースライン調査と予備実験を実施する。健康・
医療への悪影響等に関する生活情報を測定・分析し、気候変動に関連する脆弱性を評価し、適応策を
策定し、その効果を実証する。住民を対象にしてセンサシステムとテレビ会議システムを統合した遠隔医
療相談を含めて継続的なモニタリングを行なう。特に、100人以上の高齢者を対象にしてバイタルデータ
などを測定する。遠隔医療や地域活動を実施することで地域のソーシャルキャピタルを醸成する。
・成果：健康・医療研究グループの研究はそれぞれが互いに関係するいくつもの活動から構成されている。
それらの活動の相互関係を示した以下の図V-4-(4)-1について簡単に説明しながら健康・医療研究グル
ープのこれまでの研究成果の実績、および、今後の予定を提示する。
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図 V-4-(4)-1 健康・医療グループの研究概要

まず、栗原市の高齢者の健康やソーシャルキャピタルについての基本的な実態を把握するために、多
段層別抽出によって6つの地区を選び、65歳以上の住民に対する悉皆調査として「1 大規模ベースライ
ン調査」を行なった。その調査結果を踏まえ、また、自治体レベルの「0 気象観測データ、および、気象
予測データ」（「気候変動・メッシュデータ・脆弱性研究グループ」による）を参照しながら、「2 脆弱性モデ
ル」について検討し、2010-2011年度の予備的な実験を経て、平成24年度以降に自治体との共同作業と
して「3 適応策」を策定する。主に高齢者を対象にして、栗原市（約75名）と奥多摩町（約160名）で経年
データを蓄積し（「4 健康情報モニタリング」）、そのデータを活用しながら「6 遠隔相談・診療」を実施した。
このとき、栗原市については、「1 大規模ベースライン調査」を踏まえて遠隔医療相談を含む「介入」を行
なう地区と行なわない地区を選び、2011年度から介入研究を始めた。「4 健康情報モニタリング」の結果
を蓄積して「5 医療情報データベース」を構築した。これは、2011年に構築が開始された「ICTライフイン
フラ第二次モデル」のひとつの構成要素である。「6 遠隔相談・診療」やその他の地域活動を行なうことに
よって、地域コミュニティの「7 ソーシャルキャピタル醸成」に寄与しうることを立証した。
[1]脆弱性モデル、適応策、ソーシャルキャピタル
気 候 変 動 の 文 脈で 脆 弱性 （ vulnerability ） は何 を指 す の か。文 献 で 頻 繁に引 用 され る IPCC 3rd
Assessment report‘Climate Change 2001: Impacts, Adaptation, and Vulnerability’では、
（☆） 脆弱性は、気候変動性や極端な現象を含む気候変化の悪影響によるシステムの影響の受けやす
さ、または対処できない度合のことである。脆弱性はシステムが受ける気候変化の特徴・大きさ・速度と、
システムの感受性、適応力の関数である
としている。以下では、これを暫定的に、脆弱性の“定義”と考える事とし、「（☆）の脆弱性の“定義”」と言
うことにする。同報告書では、脆弱性の対象となるシステム（“human system（人間システム）”）の例として、
健康、エネルギー、農業、漁業、水などが挙げられている。本プロジェクトでは、そのうち、健康、エネルギ
ー、農業に焦点を当てる。以下では、特に、健康・医療分野における脆弱性の考え方について考察す
る。
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上記（☆）の“定義”は、脆弱性はそれをもたらす変数の関数であると形式的に規定しているだけで、独
立変数と従属変数の間にどのような関係があるかについては言及していない。より分かりやすい説明とし
て、三村は「温暖化・気候変動の影響（被害）の発現にはいくつかの要素が関連している」とした上で、そ
れらは、「気候変動に伴う外力の大きさ」という外的変数の他に「影響を受けるシステムの感受性
（susceptibility）と抵抗力（「システムの抵抗力は適応力（adaptability）と呼ばれることもある」としている）と
いう、システムにとって内的な変数があると言っている。また、IPCCの報告書に言及して、「この定義には、
脆弱性を単に受動的な被害の大きさとしてとらえるのではく、被害と各システムの持つ対応力との関係で
把握しようという考え方が込められている」としている（「地球温暖化対策における適応策の位置づけと課
題」、地球環境 Vol.11, No.1,2006）。ここで、三村が言っている「対応力」は、自らの感受性を制御し、適
用力を発揮する力のことを指している。
本プロジェクトのひとつの特徴は、温暖化や気候変動の分野ではこれまであまり取り上げられなかった
「ソーシャルキャピタル」という考え方に注目し、ソーシャルキャピタルを育成することで適応策の実効力を
高めるというボトムアップな社会システム改革を提案していることである。上記の説明から、われわれが提
案している“新しい”アプローチとは次のようなシナリオの実現を想定している：気候変動によってもたらさ
れる脆弱性の当事者である地域住民一人ひとり、ないし、地域コミュニティが、地域活動を行なったり、地
域の交流を盛んにしたりする事が、地域の共有資源としてのソーシャルキャピタルを高め、自らの「対応力」
を高め、結果として、脆弱性への適応を実現するのに、その潜在力をよりよく発揮させることになる。
環境省が平成22年11月に公表した「気候変動適応の方向性に関する検討会」の報告書では、「気候
変動に対しては、短期的適応策と中長期的適応策の2種類の適応策が必要である」とし、目安として、短
期は10年以内、中長期は10年〜100年としている。本プロジェクトでは、日々の熱中症への対応（健康デ
ータ、気象観測データ、自宅の空調などのエネルギーデータなどが必要となる）と、中長期的なタイムスパ
ンでの市の救急体制再編に関する政策立案（マクロの健康・医療データ、気象予測データ、病院体制や
救急車配置についての自治体政策情報などが必要）という、短期的課題と中長期的課題への対応を考
慮の対象としている。したがって、図V-4-(4)-1にあるように、脆弱性と適応策のそれぞれについて、短期
的なものと中長期的なものの両方があるとし、気象データについても、過去、ないし、日々の気象観測デ
ータと中長期の気候変動の予測データの両方を考慮に入れることになる。
[2] 健康・医療における脆弱性の概念レビュー
[2]-1 脆弱性の捉え方
医療分野で脆弱性という語が、気候変動に関連してどのように扱われているかを概観するために、医
学領域で最も幅広く利用されているデータベースPubMedを、以下のキーワードと「絞り込み条件」を用い
て検索した。結果は、“climate change” AND “vulnerability” （過去5年間、英語論文、full text available）
で178件、“climate change” AND “vulnerability”（過去5年間、英語論文、65歳以上）で7件、“climate
change” AND “vulnerability” OR “frailty” AND “definition”（過去5年間、英語論文、65歳以上）で55
件であった。これで見ると、健康・医療分野で気候変動による脆弱性についての研究はそれほど多くない
こと、特に、本プロジェクトで焦点をあてる高齢者の脆弱性についての研究は、非常に尐ないことが分か
る。
脆弱性は、健康アウトカムに悪影響を与える複数の要因（身体的・社会的・心理的・環境的）の相互作
用の現象と定義されている（T,Fulop, 2010, Biogerontology）。また、Flaskerud and Winslow（1998）の
vulnerable populations modelでは、脆弱性を「リスク、感受性、利用可能な資源および健康状態によって
もたらされた複雑な相互作用」と定義し、個人、家族、地域それぞれのレベルでの脆弱性を想定している。
ここでは、さらに健康への認知が挙げられ、心理的・社会的背景、人種、社会経済状態、性別、婚姻状態
の影響を受けると整理されている。
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老年医学においては、虚弱（frality）という概念が用いられているが、これは、多面的な生理システムの
減弱によるストレッサーへの予備力、抵抗力の低下を示すもので、健康への悪影響への脆弱性を高める
原因になるとされている（Fried LP, et al. Frailty in Older Adults: Evidence for a Phenotype. Journal of
Gerontology: MEDICAL SCIENCES 2001, Vol. 56A, No. 3, M146–M156）。虚弱の定義は定まっていない
が、障害disabilityや併存疾患comorbidityとは区別される生物学的側面を示すものであり、やせ、筋力低
下、持久力低下、歩行能力低下、低活動度といった特徴がある。Jan De Lepeleire（2009）等は、weakness、
tiredness、poor endurance、Low levels of physical activity、Slow gait speedのうちの3つ以上で虚弱、2つ
以上で虚弱予備群としている（2009,British Journal of General Practice）。
[2]-2 気候変化が健康に及ぼす影響
①関連性の枠組み
上記（☆）の脆弱性の“定義”では、脆弱性を規定する独立変数を特定しているが、それらの変数が健
康にかかわる脆弱性にどのように影響を与えるかについては、さまざまな研究によって解明することが必
要となる。IPCC 4th assessment report ‘Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability’で
は、これまでのエビデンスレビューや蓄積された経験・知識に基づいて、気候変化が健康に影響を与える
経路について、たとえば、熱波や洪水による直接的な影響、アレルギー性を有する種や病気を媒介する
ベクターあるいはコレラなどの下痢を起こす菌等の季節性への影響といった間接的な影響に加えて、そ
れらを修飾し、影響を及ぼす環境条件、社会的条件、ヘルスシステムの状態の関与についても言及して
いる（Confalonieri, 2007）。
②気候変化の要因
健康に影響を与える気候変化の要因として、表1のような要因が広く挙げられている（IPCC 2007、
Health Canada 2008）。そこでは、異常気温（熱波、寒波）Temperature extremes、異常気象・自然災害
Extreme weather events and natural hazards 、大 気 質 Air quality 、空 気 中 の アレ ル ギー 性 物 質
Aeroallergens、食物・水質汚染 Contamination of food and water、昆虫、ダニ、齧歯類に媒介される感染
症 Infectious diseases transmitted by insects, ticks and rodents 、成 層 圏 オ ゾン の 減 尐 ・ 紫 外 線
Stratospheric ozone depletion and ultraviolet radiation が挙げられている。
③受性ならびに適応力の要因
カナダ保健省’Human Health in a Changing Climate: A Canadian Assessment of Vulnerabilities and
Adaptive Capacity’（2008）では、カナダ公衆衛生庁（Public Health Agency of Canada, 2003）による健康
の決定要因として、以下を挙げている。収入および社会的地位 Income and social status、社会的なサポ
ートネットワーク Social support networks、教育、リテラシー Education and literacy、雇用・労働条件
Employment/Working conditions 、 社 会 的 な 環 境 Social environments 、 物 理 的 な 環 境 Physical
environments、個人のヘルス・プラクティス、コーピング・スキル Personal health practices and coping
skills、健康な小児の発達・発育 Healthy child development、生物学的・遺伝的素因 Biology and
genetic endowment、ヘルス・サービス Health services、性別 Gender、文化 Cultureである。これらは、
上記（☆）の脆弱性の“定義”における気象変数以外の独立変数である「システム感受性」と「適応力」を構
成する要素であると考えることができる。たとえば、生物学的・遺伝的素因の代表例は年齢であり、性別と
ともに、気候変化に対する個人レベルの感受性の要因とすることができる。また、温暖地域と寒冷地域、
都市部と農村部、平野部と山間部といった地理的条件の違いは、高度や緯度といった物理的環境の差と
して捉えることが可能であり、地域レベルの感受性の要因と考えられる。もちろんこのような地理的条件の
違いは、ヘルス・サービスへのアクセスを規定するなど社会的環境の重要な要因としても捉える必要があ
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る。雇用、収入や教育といった社会経済状態は、重要な健康の決定要因であり、個人レベルの感受性で
あるとともに、社会システムの観点では、地域の健康状態の差に寄与する地域レベルの感受性としても注
目される。前出の年齢も、高齢化率として評価すれば、地域レベルの感受性の要因である。
個人のヘルス・プラクティス、コーピング・スキルやリテラシーは、個人の教育レベルと密接な関連がある
が、たとえば、地域の保健活動やITを活用した遠隔健康相談といった方法を用いて変容可能であり、気
候変化に対する適応力の要因と考えることができる。地域レベルでの社会的なサポートネットワークも同
様に働きかけが可能であり、近年、健康との関連で注目されているソーシャルキャピタルを含む幅広い社
会的なネットワークを、気候変化に対する地域レベルの適応力の要因として捉えることができる。ヘルス・
サービスへのアクセシビリティは、健康状態に影響を与える地域レベルの感受性要因であるが、たとえば
道路の設置によってこれを改善することができるとの観点では、社会システムとしての適応力の要因でも
ある。一方、ITの活用による遠隔健康相談や遠隔医療は、こうした従来とは異なるアプローチで、空間的・
時間的な壁を乗り越えて適応力を上げうるアプローチであると位置づけることができる。
[3] 栗原市における気候変化と健康の関連性:高温と救急搬送の関連性についての事例
宮城県栗原市において、気候変化に対する健康システムの短期的な脆弱性に関連するひとつの分析
を行なった。宮城県栗原市は人口が76,109人、高齢化率が31.6％（2011年4月）であり、2005年に10町村
の合併により誕生した市である。この旧10町村を地域の単位として分析を行なった。これまでに、（i）気候
変化のもっとも重要な要因である気温を取り上げ、東北地方の山間地域である栗原市において、高温に
よる熱中症が健康リスクとしてどの程度問題となっているかを明らかにする、とともに、（ii）適応策を考える
ために必要な個人レベル、地域レベルの感受性要因、適応力要因の現状について明らかにする、との2
つの観点から調査研究を行なった。
①栗原市における気温データの分析
記録の残っている1977年以降の栗原市築館観測所における気温測定データを用いて、2011年までの
5年間移動平均気温（直近5年間の日平均値の平均）の推移をグラフ化した。あわせて、同じ宮城県の仙
台観測所の推移を併記した（図V-4-(4)-2）。いずれの地点でも、緩い上昇傾向にあることが明らかになっ
た。

図 V-4-(4)-2 栗原市築館観測所の 5 年間移動平均気温の推移

そこでさらに、最高気温データを用いて、夏季の真夏日（最高気温30℃以上）、猛暑日（同35℃以上）
の日数の推移をまとめた。図V-4-(4)-3に、8月の推移を示す。このデータからは、真夏日数は、一定のサ
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イクルで増加と減尐を繰り返していることが示唆される。猛暑日については、過去2年間（2010年と2011年）
を含めて2000年以降に多い傾向は認められるものの、1994年にもピークが認められる。最低気温25℃以
上のいわゆる熱帯夜は、ほとんどなかった。

図 V-4-(4)-3 栗原市築館観測所の 8 月の真夏日、猛暑日の日
数の推移

②栗原市における真夏日日数と熱中症による救急搬送数の関連性の検討
栗原市の2011年の年平均気温は、11.1℃、2月の月平均気温は-2.4℃、8月は24.0℃であった。こうし
た東北地方の寒冷地においても、温度上昇による真夏日、猛暑日が一定数記録されていることから、高
気温による熱中症の発症リスクがどの程度存在するかを明らかにすることは、栗原市における高気温への
適応策を考える上で重要である。
そこで、熱中症による救急搬送のデータが入手可能な過去3年間について、真夏日と熱中症による救
急搬送数の関連性を検討した。現時点では、救急搬送数のデータとして、月ごとのデータしかアクセスで
きない限界があり、また発生場所の記録も残っていないことから、月単位に、真夏日日数と救急搬送数と
の間の関係をグラフ化して、全体的な傾向を視覚化することとした。救急搬送のデータは、出動した救急
隊の記録に従って熱中症による救急出動をカウントしたものである。また、真夏日日数は、築館観測所で
の気温データに基づく。その結果、涼しい夏であった2009年と比較すると、高気温であった2010年、2011
年の搬送数が多いことが明らかであった。
しかしながら、8月が暑かった2010年と、7月が暑かった2011年とでは、真夏日日数は2010年の方が多
いにもかかわらず、救急搬送数は2011年の方が多く、高温に対する「生理的適応」が関与している可能
性がある。この場合、直近の気温が比較的低ければ、最高気温が30℃未満であっても熱中症発生の可
能性がある。
今後は、上記した「（☆）による脆弱性の定義」で規定された変数のひとつである「気温変化のスピード」
が熱中症による救急搬送に与える影響の有無を検証しながら、この地域のおける熱中症予防の仕組み
作りを検討する予定である。以上は、脆弱性の短期的なリスクに対する対応策の例であるが、後で述べる
ような栗原市における数十年後の気候変動の予測を考慮すると、現在の救急体制では十分な対応がで
きない可能性が出てくることが分かる。したがって、自治体の救急体制の再編成や近隣自治体との協力
関係を構築する等「中長期的リスク」に対する適応策を講じる必要がでてくる。本プロジェクトの「ICTライフ
インフラ」は、これら「日々のリスクへの対応」と「中長期的なリスクへの対応についてのシミュレーションや
計画策定」という課題を解決することに効果を発揮するものとして構築される。
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図 V-4-(4)-4
栗原市における真夏日日数と熱中症による
救急搬送数の関連（黒枠内の数字は救急搬
送数）数の推移

[4]栗原市における高齢者を対象にしたベースライン調査
2010年度は高齢者の健康状態や地域のソーシャルキャピタルの把握のために市内６地区で質問紙調
査を行なった。2011年度はその結果から高齢者のADLとソーシャルキャピタル関連指標との関連を検討
した。また、調査結果は、栗原市にフィードバックし、総合計画の保健・医療・介護分野に反映された。以
下に、2010、2011年度の調査概要を報告する。
①目的:高齢者の気候変動に対する感受性や適応力を評価するために、また、地域のソーシャルキャピ
タルの実態を把握するために、宮城県栗原市在住の高齢者の健康状態を把握するとともに、健康状態に
影響を与える要因を探索することとした。
②方法:自記式質問票によるベースライン調査（2010年度）と、追跡調査（2014年度）で構成される。健康
状態や介護状態については、質問紙調査以外に、介護保険からの要介護度、国民健康後期高齢者医
療制度からの医療費既存データ等、行政からの提供を受ける。本調査は慶應義塾大学と栗原市が共同
で実施した。
＜調査対象＞
宮城県栗原市は人口が76,109人、高齢化率が31.6％（2011年4月）であり、2005年に10町村の合併により
誕生した市である。本調査では、この旧10町村を地域の単位として、地域性（中心部、平野部、中山間地
域、山間地域）と人口規模による層化二段階抽出によって6地域を抽出し、該当地域内に在住の65歳以
上の全高齢者を調査対象者14,097人（施設入所者、病院入院者を除く）とした。選定した6地区は以下で
ある。
A） 中心市街部（人口集積地）…志波姫地区、若柳地区
B） 平野部…高清水地区
C） 中山間地域…金成地区
D） 山間地域…栗駒地区、花山地区
図V-4-(4)-5は栗原市の10地区の地形的特徴を、図V-4-(4)-6は層化二段階抽出によって選ばれた6つ
の悉皆調査の対象地区を青色で表している。選ばれた6地区は山間地が2つ、中山間地が1つ、中心市
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街地が2つである。
図 V-4-(4)-6 65 歳以上の高齢者を対象にした悉皆調査

図 V-4-(4)-5 栗原の 10 の地区と四つのタイプの地形

＜質問紙調査＞
全8ページ（表紙＋７ページ）35問の自記式質問紙を構成して配布した。調査項目は、日常生活活動度、
抑うつ度、Quality Of Life、主観的健康観、ソーシャルキャピタル関連、一般特性・一般健康情報、身体
活動や運動習慣、生活習慣、既往・現病、介護保険利用、生活への満足感、幸福感等で、配布は、各地
区の区長を通じて全高齢者世帯に配布し、回収は郵送式とした。未回収者に対しては民生委員が各戸
を訪問し提出を促した。
③結果：最終回収率は、6地区平均で84.5％、うち有効回答率77.5％であった。地区ごとの回収率は81.5
‐89.2％であった。回答者の性別は、男性41％、女性59％であった。さまざまな実態が判明した中で、いく
つかの地域特性を述べる。
＜主観的健康観・ADL・抑うつ度等＞
主観的健康観については、「健康だ」と感じていたのは6割程度で、地位別の違いは見られないものの、
男性より女性の方が健康と感じる割合が低い傾向が見られた。身体・運動機能の自己評価は、全体とし
て前述の主観的健康観よりも自己評価は低く、特に、女性は一地区を除くすべての地区で5割以下であ
った。抑うつ度はGDS5で2点以上の抑うつ傾向のある者の割合を見たところ、全6地区において2‐3割に
抑うつ傾向が認められた。抑うつ傾向は男性より女性が高く、地区別では山間地域で高いところがあっ
た。
＜社会的ネットワーク＞
地縁活動への参加は、男性よりも女性で「活動していない」人数が多い傾向にあった。活動の種別に見る
と、ボランティア・NPO、その他の項目では男性の活動割合が高く、スポーツ、趣味、娯楽については、女
性の方で若干活動割合が高い傾向が見られた。また近所づきあいの程度は、全地域において4‐5割が
「互いに相談したり協力しあっている」に回答した。一方で「全くつきあいをしていない」という住民も数％
存在した。
④考察：栗原市の高齢者の主観的健康観やADL、QOLを地域ごとに把握することができた。高齢化が進
んでいる花山地域は他の地域に比べて、独居世帯が多く、抑うつ度が高く、ADLが低い傾向があった。ま
た、女性は、男女の平均寿命等の影響もあり独居高齢者が多く、抑うつ度も男性より高いことが示された。
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地縁活動への参加は地域によって差が見られた。これらそれぞれの項目が、個人レベル・地域レベルの
感受性や適応力と関連があると考えられる。
[5]栗原市におけるADLとソーシャルキャピタル関連指標の関係
①目的：気候変動に対する適応力を構成するものとして、地域や個人のソーシャルキャピタルを検討する
必要がある。近年はソーシャルキャピタルと健康が密接に関連していることが様々な研究で示されている。
そこで、前述の質問紙調査の結果から、高齢者のADLとソーシャルキャピタルとの関連を分析することとし
た。
②方法：質問紙調査の実施方法は前述（調査１）の通りである。本研究を行なった時点での回収結果
（2011年9月4日時点）は、回収数＝11,821人（回収率83.9％）であった。 ADLは老研式活動能力指標の
13項目によって測定した。分析に用いたソーシャルキャピタルは、先行研究等から、「一般的信頼」「地縁
活動への参加」「地域の役職経験数」「つきあいの人数」を選択した（それぞれ4‐5段階で評価）。これらの
項目は、平成14年度の内閣府による全国調査に用いられた質問を参考にした。これらの各項目について、
「65‐69歳」「70‐74歳」「75歳以上」の3区分の年代ごとに、ADLが11点以上の人数を算出し、カイ二乗検
定で有意性を検定した。またソーシャルキャピタルの結果によって特に結果に差が出た「75歳以上」につ
いて、自治会単位での地域相関分析を実施した。
③結果：アンケート回答者のうち、約6割が「75歳以上」であった。また、有職者は尐なく、独居は約１割、
大半が居住年数20年以上であった。 ADLが11点以上の高齢者は、6839名（60.6％）であった。データ分
析の結果、地域、年齢層、男女の特性が浮かび上がった。以下では、そのうちのいくつかについて説明
する。
図V-4-(4)-7と図V-4-(4)-8を比較すると、山間地は高齢化が進んでいるのであるが、そのわりにADL
は他の地域に対してかならずしも悪くないことが見てとれる。つまり、高齢化した山間部では、かえって高
齢者の健康状態が比較的よいという可能性が示唆されている。さらに、図V-4-(4)-9を参照すると、高齢
化が進んでいる山間地で、地域のソーシャルキャピタルが比較的高いことが分かる。特に、山間地のほぼ
真ん中で「近所で協力し合う」人の割合が最大（60％以上）である地区がある。ここは、実は、2008年の岩
手・宮城内陸地震で大きな被害を受けた所である。ここが、もともと助け合い精神が旺盛なソーシャルキャ
ピタルが高い地区であったから災害復興で「近所で協力し合」ったのか、それとも、災害があったことで、
みなが進んで協力するという経験を通じてソーシャルキャピタルが醸成されたのか、どちらが正しいかに
ついては、今後、ヒアリングなどを行なって確認する必要がある。それは今後の研究課題であるとしても、
各地区でADLがすべての年代で、ソーシャルキャピタル評価の高い回答者ほどADL11点以上の割合が
有意に大きく（いずれもp＜0.001）、特に「75歳以上」でその傾向がみられた。
図 V-4-(4)-7 地域特性：高齢化率

図 V-4-(4)-8 地域特性：ＡＤＬが 11 以上の率
率
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図 V-4-(4)-9 ソーシャルキャピタルの要素：
「近所で協力し合う」割合

図V-4-(4)-10と11にあるように、個人単位の調査だけではなく、「75歳以上」に着目した自治会単位の
分析においても、ソーシャルキャピタルとＡＤＬには有意な相関がみられた。
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図 V-4-(4)-11 偏相関係数 r=0.41（p<0.001）

図 V-4-(4)-10 偏相関係数 r=0.35（p<0.001）

今後は、地域および個人の感受性や適応力を構成する因子をさらに検討する必要がある。また、通院
状況の項目からは、「自分の判断や都合で治療を中断」している高齢者が一定数存在することから、今後
は地域保健活動と一緒にこうした理由を検討する必要がある。地域による健康状態や地域活動等の傾向
の差は、さらに詳細に検討する。
④考察：以上の結果は因果の逆転の可能性を考慮する必要があるが、過去の「地域の役職経験数」によ
ってADLに差が出たことは、ソーシャルキャピタルの長期的な影響を考慮するうえで興味深い結果と考え
られた。また、地域による傾向の差が存在することも考えられた。今後は追跡を継続し、地域性も考慮した
うえで、ソーシャルキャピタルがＡＤＬや他の健康指標に及ぼす影響について詳しく検討する。
[6] 栗原市における遠隔医療相談など地域活動による介入研究
「適応計画・ソーシャルキャピタル研究グループの研究成果」の項で説明するように、奥多摩町におけ
るコミュニティ型遠隔医療相談やそれに伴う地域活動によって、健康改善が図られ、参加者の生活習慣
に関する行動変容が生じ、また、地域のソーシャルキャピタルが高いこととその地域の住民の健康改善の
度合いが高いことが相関していることが示された。これらの成果は、今後、更に精査する必要があるが、地
域のソーシャルキャピタルを育成することによって、気候変動の影響に対する適応策を実効力のあるもの
にすることを目指している本プロジェクトにとって、重要な方向性を示している結果と言える。
栗原市では、前述したように高齢者を対象にした悉皆調査に基づいて、地域特性、健康状態、ソーシ
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ャルキャピタルの実情などが把握されている。上述したように、ソーシャルキャピタルとADLに相関関係が
存在することも示唆されている。奥多摩町で立証されたソーシャルキャピタルと健康状態や住人の自発的
行動の可能性を、栗原市でより厳密な比較分析をするために、2011年2月より栗原市において遠隔医療
相談を含む地域活動による「介入研究」の実施を開始した。

図 V-4-(4)-12 栗原市における遠隔医療相談等地域活動の介入研究

① 介入研究の設計：図V-4-(4)-12で、青く塗ってあるところが、すでに説明した栗原市の悉皆調査の対
象として選定された6つの地区である。それら6つの地区の中から、人口密度の比較的低い中山間地域か
ら1つ、平地の人口集積地から1つ、65歳以上人口率と75歳以上人口率がほぼ等しい金成地区（中山間
地）と若柳地区（中心市街地）を選び、遠隔医療相談を含む地域活動を行なう「介入群」とした。その他の
4つの地区は介入を行なわない「比較対象（非介入）群」として、介入群と比較対象群の比較を行なう介入
研究の枠組みを作った。
「介入」の度合いを「強」「弱」の二段階にすることによって、比較をより精密にするために、二種類の介
入を行なうこととした。金成地区に設置した拠点で「ソフト介入」を、若柳地区で設置した二カ所の拠点で
「積極介入」を行なうこととした。積極的介入の二地区の対象者は、「適応計画・ソーシャルキャピタル研究
グループ研究成果」の項で述べる奥多摩町の各地区拠点とほぼ同様のやり方で、血圧、体重などを測定
し（データはサーバに自動送信される）、実験の事前・事後に自己採血キットで血液検査を受ける。また、
首都圏の医師またはスタッフと結んだテレビ電話でモニタリング結果のグラフ画面を共有しながらの遠隔
健康指導セッションを行なう。ソフト介入地区対象者は、テレビ電話指導は受けず、個別化した健康指導
のレポートが配布される。
なお、「ソフト介入」を実施する金成の拠点と同程度の高齢化率の拠点で「積極介入」との比較を行なう
ために、悉皆調査対象地区でない築館地区に一カ所拠点を設置し、「積極介入」を行なうこととした。介
入を行なう、都合4つの拠点で参加者を公募し、積極的介入群で築館秋山地区が参加者17名、若柳並
柳地区が21名、ソフト介入群で金成畑地区が参加者18名、若柳福岡地区が16名となった。この介入研究
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の「第一クール」は2012年7月まで実施される予定である。2012年度に予定されている第二クールでは、
遠隔医療相談は継続しつつ、それぞれの拠点の参加者が一緒に行なう軽い運動、食事会、などの地域
活動の割合を増やす予定でいる。
[7] 健康・医療情報モニタリングと医療情報データベース
気候変動の予測には不確実性があるため、発生する影響の継続的モニタリングが必要である。健康に
関する悪影響について日々のリスクに対応することが重要であるとともに、中長期的な対応を計画したり、
将来のリスクをシミュレーションで推測したりするのにも、対象となっている住民の健康や医療に関する情
報を継続的にモニタし、蓄積することが必要である。本プロジェクトでは、最終的には、気象観測データ、
気象予測データ、エネルギー関連データ、健康・医療データ、農業関連データなど異分野のデータを
ICTライフインフラで統合し、気候変動の影響に起因する、また、その他の社会課題の改善や解決に向け
た「最適な」方法を探ることに貢献することになる。
本プロジェクトにおける健康・医療情報モニタリングの対象は、奥多摩町と栗原市で遠隔医療相談を行
なっている参加者（現時点で、それぞれ、160名程度と70名程度）、および、2012年7月から開始予定の、
東京近郊に在住する循環器に重度の疾患を持ち、手術、ないし、入院治療後に早期退院した患者を中
心とする在宅医療のグループ（15名程度）である。在宅患者は、奥多摩や栗原とは異なり、それぞれの自
宅にホルター心電計（ないし、簡易心拍計）を含む各種センサ、および、テレビ電話を設置し、週に数回、
24時間‐48時間の心電計センサ装着による心電図データ等が、慶應義塾大学等が運営するサーバに自
動送信されることになる。これらが、「情報発生源」である。
これらの情報は健康・医療データベースに蓄積される。蓄積されたデータは、必要に応じて分析され、
時系列データとしてグラフなどとして可視化され本人が確認したり、遠隔医療相談の際に助言をする医師
などが閲覧したりする。2011年度に本格的なPHRとEHRが構築されたことから、今後は、個人情報保護な
どの対策は万全に行なうことを前提にして、より高度なデータ利用が可能になる。
2011年度末までに、健康・医療分野に加えて、気候予測メッシュデータ分野とエネルギーマネジメント
分野のデータベースが「ICTライフインフラ」によってつながった「第二次モデル」が構築された。今後は、
たとえば、日々の熱中症への対応のために、健康・医療情報、気象観測情報、自宅の空調などのエネル
ギー情報の統合などが行なわれたり、地球温暖化によって熱中症の発生が頻繁になることが予想されうる
ことから、中長期的な救急体制再編の必要性に関するシミュレーションを実施したり、具体的な政策を立
案するために、中長期の気象情報、健康・医療情報、自治体政策情報などを統合するなどの「ICTライフ
インフラ」の機能が有効に活かされることになるであろう。
（5）研究グループ5：農業
・グループリーダー：神成淳司
・参画機関、協力機関：栗原市、アルプス電気
・目標：モデル農場にセンサを設置し作物状態の予備的計測を行なう。地域農業に関する基本的な脆弱
性に対応する適応策を、気候の変化が農業に与える影響の測定を踏まえ策定し、その効果を実証する。
・成果：宮城県栗原市のモデル農場に、圃場観測用センサ機器を設置し、作物の生育に影響を及ぼす
環境データの計測を実施した（「V.2.（2）当初計画どおりに進捗しなかった理由」で述べたように、震災に
より被災したモデル農場が復旧するまでの期間、代替地においてデータ収集を実施している）。
作物は、品種により異なる最低・最高の限界温度があり、これを超えると奇形や変色の発生確率が高まる。
気候変動を踏まえ、栽培期間を通した栽培地の温度変化のパターンを気象データから解析し、気候変動
が農業に及ぼす脆弱性の基本モデルを検討した。その具体的な対応策として、1）新たな栽培作物品種
の選定、2）栽培時期の調整の2案を策定し、その策定内容を活用するためのICTプラットフォームの機能
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を検討した。その上で、気候観測グループと連携し、検討したICTプラットフォームの機能を踏まえ、モデ
ル地域と国内各地の気候変動状況とを比較し、具体的な対応法策として、1）新たな栽培作物品種（宮城
県では従来栽培されてこなかったイチゴ品種「サマールビー」）の、2）夏期収穫栽培を選定した。また、こ
の新たな作物品種の栽培を円滑に進めるためのICTプラットフォームの機能として、農家の栽培ノウハウ
を蓄積するための行動モニタリング機能の開発と検証を実施した。
2012年度以降、策定した脆弱性モデルへの対応策の有効性検証を、選定したイチゴ品種の栽培状況
分析を通じ実施するとともに、ICTプラットフォームの構築を進める予定である。このICTプラットフォームは、
農場に設置した気象観測データの活用による作物の栽培時期や日々の農作業の検討（個々の農家レベ
ルでの活用）と、気候変動グループとの連携に基づく中長期での気候予測データの活用による栽培施設
の立地や構築計画、さらには農地開発等の圃場整備計画の検討（農家に加え、市町村や県レベルでの
活用）が見込まれるもので、地域農業の発展に寄与することが期待される。
[1] モデル農場のセンサによるモニタリングと脆弱性・適応策
図V-4-(5)-1に、モデル農場に設置した農業用センサを示す。このセンサを用い、農地の厳しい気候
変動（気温：－10℃‐60℃、湿度60％以下）において、農地の温湿度、土壌温湿度、土壌EC値（電気伝
導度、土壌の残留肥料状況を推測するために用いられる）、日照量についてインターネットを介したリア
ルタイムモニタリングを実施している。計測には電源が必要とされるため、東日本大震災による被災の影
響を受け一部期間は代替地においてデータ収集を実施した。
図 V-4-(5)-1 設置した農業用 ICT 機器（農業センサ）

各地域における気候変動は中長期的に気温が数度上昇すると言われているが、そのような環境変化
は、農業分野において以下の二点の脆弱性が想定される。一つ目に、気候変動が作物の生育に与える
影響に起因する脆弱性である。個々の作物は、定植時期から成長、そして収穫段階までの生育の各段
階において、適切な生育に求められる最低気温、最高気温、日照条件が存在する。気候変動により、そ
の地域の気候変化がこれら条件に合致しない場合、そのまま作物を生育するのであれば、作物の発育不
良や品質低下等が発生し、収量の大幅な減尐や市場評価の低下に伴う売上高の大幅な減尐を招く可能
性がある。近年では、夏期の猛暑による新潟県域での稲の品質低下が当該地域の農家の収入の大幅な
減尐につながっている。このうち、特に、最低気温、最高気温については、生育に適正な範囲の気温逸
脱が、奇形や生育不良率の大幅な上昇、あるいは果実の糖度減尐といった悪影響が生じることが個々の
作物に関する既存研究により判明している。
二つ目に、コスト面に関する悪影響である。一つ目に指摘した気候変動が作物の生育に与える影響を
緩和するための農業分野における有効なものとして、施設栽培があげられる。施設栽培においては、最
低限の日照量さえ確保されれば、冷暖房等の温暖機器を稼働させることで気候変動の影響を受けずに
作物栽培を継続することが可能である。そのような栽培がおこなわれていないのは、冷暖房費等の光熱
費が限度を超えて増大するなら、農業を営むことが経済的に成り立たなくなるためである。気候変動によ
る数度の温度変化への冷暖房機器を用いた対応は、今後の化石燃料枯渇傾向を踏まえた燃料費高騰
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を見据えると、農家の採算性を著しく悪化させることとなる。また、同時にこのような状況はCO2の排出増
も意味している。
次に、これら二つの脆弱性モデルへの有効な対応方策として、以下の二つが想定される。一つ目の対
応方策として、気候変動に対応した栽培作物の変更である。国内各地、あるいは世界各国で様々な作物
が栽培されている。栽培作物を変更する事は、その地域の農業従事者にとっては大きなリスクを抱えるこ
とになる可能性があるので、専売作物の変更や新種の選択については、中長期的な気候変動予測デー
タに基づいた分析に基づき、適切な栽培作物を選定することが重要である。二つ目として、栽培時期の
変更である。作物には、種苗段階から収穫直前までの段階において、気候変動が与える影響の度合い
が異なる。そこで、月次、週次といった単位で、一定精度の気象予測データが取得できれば、特定の品
種についての栽培合理性を予測することができ、したがって、適切な栽培時期を設定し、リスクやコストを
低減させることが期待される。ただし、この際に重要となるのは、個々の作物は出荷時期による市場価格
の変動が生じるということである。短期的で現実的な精度の気候変動予測と、通年での市場ニーズと価格
変動予測を踏まえ栽培時期を設定することが求められる。
[2] 栽培品種の選定と栽培時期の検討
想定した対応方策の有効性を検証するにあたり、これら二つの対応方策を実装するICTプラットフォー
ムを機能設計するとともに、具体的な検証を進めるために、気候変動グループと連携し、取得した気候変
動予測データに基づき、新たな栽培品種の選定と栽培時期を検討した。

図 V-4-(5)-2 最低最高気温差（築館）

図 V-4-(5)-3 最低最高気温差（宇都宮）

気候変動予測データの解析として、温暖化による栽培地の温度変
化パターンを過去の気象観測データ(アメダス観測データ)を使って参
照・比較した。この分析によると、栽培地により最低・最高気温の温度
差がこの30年あまりの間に、地域によって違う傾向を示している。栗原
市築館では、最高最低気温差が広がっている(図V-4-(5)-2)のに対し、
宇都宮市では逆に気温差が縮小している(図V-4-(5)-3)。気候変動デ
ータの分析によれば、中長期的には栗原市圏内において見込まれる
温度上昇は50年単位で2℃程度となり、それを見据えた作物栽培が適
切であることが推察される。
図 V-4-(5)-4

このような気候変動状況を踏まえ、構築中のICTプラットフォームを
用いることを前提として、「サマールビー」を栗原市で栽培する事に決

定した（図V-4-(5)-4参照。既に平成24年度より、栗原地域における営農農家において試験栽培を開始
した）。平成24年度以降のプロジェクトにおいては、このイチゴの試験栽培状況を分析し、上述した脆弱
性モデルへの対応方策、そして構築中のICTプラットフォームの有効性検証を進めていく。
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今回イチゴを選定したのは、まず、栗原地域における冬期の気候変動データを踏まえると施設栽培を
用いた場合であっても莫大な暖房費を要することが予想される。その点から夏期での作物栽培が適して
いることを踏まえ、夏期において市場価値が増大する作物としてイチゴ品種「サマールビー」を選定した。
イチゴは、ケーキ用途のために通年での市場ニーズが存在する。栗原市の気候変動予測から、今後、夏
期でのイチゴ栽培が栗原市の新たな特産物となることが期待される。
[3] 農業用の「ICTプラットドーム」と「ICTライフインフラ」
農家の栽培を支援するICT環境として、農業作業者のノウハウをデータ化する為に作業者の行動をモ
ニタリングし、圃場内において農業作業者が作業を行なっている位置を把握できるシステムを開発した。
圃場内において農業作業者がどのように行動しているか、それらの作業をどこで行なっているかをシステ
ムに取り込み、圃場内環境と作物がどのように関連するか等の分析プラットフォームの一部として構成さ
れる。
このように、農業を気候条件の変化に合わせて産業として成立させるには、短期的な気象観測データ
の傾向を踏まえ、栽培期間を通した栽培地の温度変化のパターンを気象データから解析し、マーケットの
動きと栽培コストを統合的に勘案し、栽培地に応じた最適な定植時期や品種等を分析したり、中長期的
な気候変動の影響を踏まえた栽培品種の変更、それを推進する県など自治体による農地改良を立案・企
画したりするなどが必要である。それには、異種情報を統合する「ICTライフインフラ」による分析やシミュレ
ーションがまさに必要になる。日々のセンサ情報の解析や栽培条件の最適化などは、農業研究グループ
が、農業用の「ICTプラットフォーム」と読んでいる仕組みが担当する。このように、農業においては、「ICT
プラットフォーム」とそれに連動する「ICTライフインフラ」があいまって、より効率のよい農業が可能になる。
たとえば、小規模な施設で適切なエネルギーマネジメントによるコストメリットのある農業が実現され、農家
レベルにおいては栽培品種や栽培時期の選択、自治体においては将来的な気候変動を踏まえた適切
な農地整備計画への応用が見込まれる。
（6）研究グループ6：災害対応
・グループリーダー：植原啓介
・参画機関、協力機関：栗原市、インテル、NEC、NTT東日本
・目標：災害時の復旧活動をスムーズに進めることを支援するための、情報通信早期復旧「第一次システ
ム」を開発する。開発する情報通信早期復旧システムは、光ファイバー等が切断されたことを想定し、衛
星通信や無線LANなどを活用したインフラを必要としないものとする。また、住民に広く情報を伝達するた
めのインフラを必要としない地域内通信・放送システムを開発する。
・成果：専門的な知識を必要とせずとも運用できる、衛星通信システムを用いた情報通信早期復旧の「第
一次システム」を開発した。「第一次システム」は、情報通信早期復旧部分については完成品に近いもの
として、また、情報通信復旧後に地域内に正確な情報を一斉放送するなどのための地域内通信システム
については試験的なプロトタイプとして構成されたものである。開発したシステムは、宮城県の防災訓練
において宮城県知事や栗原市長をはじめとする宮城県の方々に使っていただき、その有用性と課題を
確認した。また、東日本大震災においては、実際に沿岸部の被災地に持ち込み、自治体の施設や仮設
病院、避難所などで実際に活用いただいた。地域内通信システムとしては、エリア限定ワンセグシステム
を栗原市栗駒地区に導入し、栗原市産業まつりにおいて祭りの様子を地元中学生と共に放送し、通常時
のソーシャルキャピタル醸成のための活用と災害時の情報提供が両立することを確認した。
[1] 目的
2005年8月に発生した米国ニューオーリンズにおけるハリケーン・カトリーナの被害をひとつの象徴とし
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て、気候変動による自然災害の頻度増加の可能性が指摘されている。宮城県栗原市は、2008年6月14日
に起きた岩手・宮城内陸地震において、震度6強の強い揺れによって大きな被害を受けた。通信におい
ても混乱を来たし、停電による携帯電話基地局の停波や輻輳による電話のつながりにくい状況等が起き
た。内閣府の発表によると、震災から1ヶ月経った2008年7月14日現在でも、NTTドコモの基地局は栗原
市内において3局が停波したままである。また、栗原市においては6カ所の避難所が設置され、延べ5,283
人の人が利用した。岩手・宮城内陸地震は情報通信が社会基盤になったと言われるようになってから起
きた未曾有の大災害であり、栗原市は情報化社会時代の災害における情報通信の役割の重要さを認識
するに至った。
そこで、今後見込まれる自然災害の頻度の増加に対応するため、岩手・宮城内陸地震における栗原
市の経験を活かし、災害時の情報通信早期復旧システムの開発を行なう。本プロジェクトが想定する社会
は、情報通信が社会基盤化し、様々な情報を統合的に解析可能で、その結果をソーシャルキャピタルの
高さによって社会により効率よく還元できる社会である。このため、情報通信システムは、災害時には現状
把握と人々のコミュニケーションの促進のために、いち早く復旧しなければならないものの一つとなる。そ
こで、災害によって通信が断絶したような場合にも、早期に情報通信を復旧できるようなシステムの開発を
行なう。
[2] システム概要
[2]-1 衛星通信システムを活用した早期情報通信復旧システム
2008年の岩手・宮城内陸地震、2011年の東日本大震災からわかるように、災害時にはファイバーの切
断などの直接的な被害、停電等の間接的な被害、通信の輻輳等のリソース的要因によって情報通信が
一時的に麻痺することがある。このため、災害時の早期情報通信復旧システムでは、地上インフラを使わ
ない衛星通信などを活用した情報通信システムを開発した。また、情報通信の復旧においては停電も大
きな課題であり、この問題への対応するための電源システムを開発した。開発にあたっては、簡単なトレ
ーニングを受けたものであれば、10分程度で運用可能状態に持っていけるシステムであること、大人2人
程度で搬送可能であること、パッケージの組み合わせによってニーズに柔軟に対応可能であること等を
目標とした。
まず、衛星通信を活用した情報通信早期復旧システムについて述べる。衛星通信を用いてインターネ
ット接続性を確保するためには、検討しなければならない問題が幾つか存在する。第一に、設置の問題
がある。一般的な衛星通信システムは静止衛星を利用しており、地上局の設置においては、アンテナの
方向を正確に人工衛星に向けて固定する必要がある。しかし、この作業のためにはスペクトラムアナライ
ザーなどの専門的な測定器を必要とし、市の職員が非常時に運用するのは難しい。もし誤って他の通信
衛星にアンテナの方向を合わせてしまった場合、設置した地上局を使った通信ができないだけではなく、
他者の通信を妨害することにもなりかねない。このため、地上局の設置は専門教育を受けた者が行なう必
要がある。しかし、災害時などの非常時においては、このような技術者がすぐに駆けつけられるとは限らな
い。そこで、衛星自動補足機能を持つシステムを採用し、更には一般の人でも安定した設置ができるよう、
アンテナを3点で固定できるように工夫をした。第二に、組み立ての問題がある。大人2人程度で運搬可
能とするためには、ある程度分解した状態にしておく必要がある。このため、設置場所においては組み立
てを必要とする。しかし、非常時においてマニュアルを見ながらシステムをくみ上げることは障害になると
考えられる。そこで、差し込み口と差し込むパーツやケーブルに同じ色を塗布するなどの工夫をおこなっ
た。第三に、運用の問題がある。上で述べた通り、地上局の設置状態によっては他者の通信を妨害する
可能性があるため、通常、通信前に管制局との間でUplink Access Test (UAT)と呼ばれるテストを行なう
必要がある。しかし、このテストは管制局との確認の為に電話等の別の通信設備が必要となり、鶏と卵の
問題が発生する。そこで、衛星通信サービス会社との協議の上、非常時においてはUATを省略可能とす
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る体制を確立した。

図 V-4-(6)-1 衛星通信パッケージ

図 V-4-(6)-2 電源パッケージ

次に、電源システムについて述べる。被災地では停電のため、電源の確保が難しいことが多い。発動
発電機がある場合でも、給油などによって電源系統のつなぎ替えが必要であったり、一時給電が停止さ
れたりすることがある。そこで、被災地に放置されている自動車を活用して電源を確保するための電源装
置を開発した。電源装置はDC-ACコンバータ、UPSから構成されており、必要に応じて12V DC電源、24V
DC電源、100V AC電源が使えるように設計されている。また、UPSを利用することにより、発動発電機など
の不安定な電源を使用する場合にも安定した電源をネットワーク機器に供給できる、短時間の給電停止
や電源交換時にもサービスを継続できるなどのメリットがある。実際の運用にあたっては、もし、放置車両
から勝手に電源の供給を受けるような場合には窃盗にあたる可能性があることから、法整備などが必要と
なる。更に、上記の二つのパッケージ以外にも公衆無線LANサービス提供用のパッケージ、被災地にお
ける遠隔映像通信パッケージ等を開発した。
[2]-2 エリア限定ワンセグ放送
災害時には、市民に対する情報伝達も重要となる。古くは避難時にはラジオを携帯するよう指導されて
いたが、実際には、現在は携帯電話を持ち出す人が非常に多い。そこで、多くの携帯電話に搭載されて
いるワンセグ受信機を活用した情報提供システムを構築した。一般的なテレビ放送局のカバー範囲は都
道府県単位であり、基礎自治体からの情報を伝達するためには、エリアが大きすぎる。そこで、基礎自治
体のような小さな範囲でも運用できるエリア限定ワンセグ放送の活用を検討した。エリア限定ワンセグ放送
を行なうためには、二種類の方法が存在する。一つは微弱な電波を用いた免許の不要な無線局として運
用する方法、もう一つは免許を取得した放送局として運用する方法である。前者は、微弱電波であるため、
免許が不要、システムの小型化が可能などのメリットがあるが、小さめの室内程度の範囲にしか放送がで
きず、災害時の通信手段としては現実的ではない。一方後者は、陸上特殊無線技師の免許人が必要、
放送局としての総務省からの免許が必要、放送法を遵守した運用が必要等の問題点がある。そこで、栗
原市から総務省が公募したホワイトスペース特区に応募し、特区認定を受けた上で栗原市として放送局
の免許を取得した。その上で、栗原市栗駒総合支所を常設場所とした、市内移動可能な放送局を開局し
た。多くの基礎自治体においては、若干名ではあるが、消防などの担当者で無線従事者免許を持つ技
術者が在籍しており、将来的には他の自治体での運用も可能であることがわかった。また、栗原市に導入
した放送装置は小型で移動可能であるという特徴も有する。送信機は1Uサイズであり、コンテンツを送出
するヘッドエンド装置はラップトップ1台で構成される。このため、平常時は総合支所において常設されて
いても、非常時には1人の職員で十分に搬送可能である。
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図 V-4-(6)-4 エリア限定ワンセグ放送用送信機

図 V-4-(6)-3 栗駒総合支所に敷設したエリア限
定ワンセグ放送用のアンテナ

[3] 実証活動
[3]-1 宮城県防災訓練
2010年9月1日に栗原市栗駒地区で開催された宮城県の防災訓練において、我々が開発した早期情
報通信復旧システムおよびエリア限定ワンセグ放送システムの運用を行なった。早期通信復旧システム
では、自動車の回送、衛星通信システムの設営、ビデオ会議システムによる訓練用災害対策本部への情
報伝達を市の職員のみによって実施した。おおよそ準備開始から情報伝達の開始までおよそ15分と短時
間で設営ができることが確認された。一方で、訓練のための準備およびトレーニングには約半日を費やし
ており、事前トレーニングが問題となることがわかった。また、防災訓練会場においてエリア限定ワンセグ
放送による情報伝達実験を行なった。予め録画した市長からのメッセージをエリア限定ワンセグ放送で放
送し、災害対策本部の本部員および来場者に視聴してもらい、フィードバックを得た。結果としては、放送
の有効性は皆が認めたが、ワンセグ放送を普段視聴しない人が殆どであり、自分の携帯電話であるにも
関わらず、操作がわからないといった問題があることがわかった。
[3]-2 2010年栗原市産業まつり
平常時のエリア限定ワンセグ放送の活用の可能性を検証するために、2010年11月3日に開催された栗
原市産業まつりにおいて、祭りの様子を放映する実験を行なった。実験においては、宮城県防災訓練の
実験結果をうけて、ワンセグ放送のチャンネル設定を簡素化する仕組みを導入した。新しく導入した仕組
みでは、FeliCa装置またはQRコードによって携帯電話にURLを読み込ませてソフトウェアダウンロードペ
ージにアクセスし、チャンネル設定用ソフトウェアを携帯電話にインストールする。そのソフトウェアを起動
すると自動的に放送チャンネルに合わせてワンセグ放送が受信できるようになる。この仕組みを用いるこ
とによって、携帯電話の操作が大幅に簡素化され、多くの人に視聴してもらうことが可能となった。
[3]-3 東日本大震災
2011年3月11日の東日本大震災においては、東北の太平洋沿岸が広範囲にわたって被災した。栗原
市も震度7を記録し、沿岸部と比較すると被害は小さいものの、倒壊家屋等がみられ、一時は避難所が開
設される事態となった。このことを受けて、我々が開発していた情報通信早期復旧システムを用いて、被
災地の支援活動を行なった。実際には、「震災復興インターネット」というボランティア団体を組織し、発災
から約2週間が経過した3月25日に衛星通信システムを始めとする情報通信機器を被災地に持ち込み、
活動を開始した。実際には、開発した早期情報通信復旧システムの他、3G携帯電話回線や長距離無線
LANなども支援活動に用いた。
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まずはじめに、早期情報通信システムを気仙沼市唐桑総合支所に敷設した。唐桑総合支所のあるエリ
アは電話、電気、水道などのインフラが被災しており、日々の市役所への連絡も朝夕2回、近くの山に登
って携帯電話で実施しているような状況であった。ここに、衛星通信を用いた早期情報通信復旧システム
を敷設することによって、日々の連絡や避難者名簿のやり取り等を、電子メールを使って行なうことができ
るようになった。一方で、幾つかの問題が明らかになった。まず、現地に全くトレーニングを受けていない
職員しか居ないため、何らかのトラブルが起きたときに対応が難しいとの問題が明らかになった。UPSを内
蔵した電源装置も同時に敷設したため、電源の抜き差しではシステムの回復が見込めず、結局トラブル
が起きた際には知識をもった技術者がトラブルシュートに現地に赴かなければならない事態となった。運
用においては、電源の挿抜によってシステム復帰ができるようなシステムの方が望ましいことが明らかにな
った。また、総合支所の情報機器は通信を復旧させたのみでは使うことができないことが明らかになった。
自治体の情報機器はセキュリティのため、プライベートネットワークに接続されており、電子メールなどの
システムもそれを前提に設定されている。このため、一般的なインターネットに直接接続することはできず、
結局別のコンピュータとメールアカウントを用意する必要があった。VPNなどの設定をどうするかは今後の
課題である。

図 V-4-(6)-5
気仙沼市唐桑総合支所に設置した早期情報通信復旧
システム

図 V-4-(6)-6
気仙沼市唐桑総合支所に設置した PC

次に、気仙沼市総合体育館に情報通信早期復旧システムを敷設した。総合体育館は2,000人規模の
避難所となっており、医療施設などが併設されていた。このため、医療施設にインターネット接続性を提
供すると同時にパブリック端末を避難者用に敷設した。2000人規模の避難所であっても、絶対的な通信
容量は不十分であったが、衛星通信システムは安定して動作することが可能であり、3G携帯電話回線を
用いたシステムより可用性が高いことがわかった。また、設置にあたり問題点が明らかになった。早期情報
通信復旧システムを軒先に設置することになったため、自動補足に利用するGPS受信機が位置を算出す
ることができず、一旦、建物から外したところでおおよその位置算出をした後に、常設場所にシステムを移
動する必要があった。今後解決すべき課題である。
62

図 V-4-(6)-8
岩手県立高田病院に敷設した早期情報通信復旧
システム

図 V-4-(6)-7
気仙沼市総合体育館のパブリック端末

また、陸前高田市の岩手県立高田病院の仮設病院にも早期情報通信復旧システムを敷設した。高田
病院は陸前高田市の中心部に存在していたため津波被害によって建物が使用不可能になり、近くのコミ
ュニティセンターにおいて仮設病院として診察を行なっていた。当初、電話回線が足りないという要請で
あったが、早期情報通信復旧システムを設置したところ、それまで電話で行なわれていた薬の発注等を
電子メールで行なうことが可能になり、結果として電話回線が効率よく使われるようになったという現象が
見られた。このことから、非常時において、情報通信は早期に復旧しなければならないものであることが明
確になったと同時に、一般層における情報通信への理解が不足しており、的確な支援要求が難しいこと
が明らかになった。また、建物近くへの設置となったため、気仙沼市総合体育館同様、GPSの補足がうま
く行かず、課題があることがわかった。GPSを取り外しできるように改良する必要がある。
東日本大震災においては継続的に支援活動を行ない、最終的には45を超える施設において情報通信
システムの復旧に携わっている。
[3]-4 遠隔医療相談システムを使った震災被災地の仮設住宅住民の支援活動
本プロジェクトのメンバーがかかわった、もうひとつの被災地支援活動について、以下で外略する。本
プロジェクトの健康・医療研究グループが奥多摩町と栗原市で実践してきた遠隔医療相談のシステムと経
験を活かして福島県南相馬市の仮設住宅の住人を対象にして主に高齢者の健康支援をボランティア活
動の一貫として実施したものである。
大災害の被災地の仮設住宅の入居者は高齢者が多く、孤立しがちであり、交通アスセスが必ずしもよ
くないことから医療機関へ通うことも容易でない場合が多い。阪神・淡路大震災や中越地震においても、
仮設住宅に入居してからの「災害関連死」が多数発生した事が知られている。南相馬市では医療資源が
極端に不足しており、復興期において、継続的に仮設住宅の入居者に対し「こころとからだのケア」の支
援をする必要性が高い。
この南相馬プロジェクトの実施主体は、C3NPという一般社団法人であり、参加者はボランティアが基本
である。C3NPの理事や事務局長は本プロジェクトの研究メンバーであり、遠隔相談のボランティアにも研
究メンバーが名を連ねている。C3NPは地元NPOのスタッフと連携して、定期的に仮設住宅を訪問して対
面で住民と交流し対話するとともに、仮設住宅の集会所にテレビ電話端末を設置し、東京にある拠点とイ
ンターネットでつなぎ、ボランティアとして参加する医師や専門家による健康・医療相談を遠隔で行なう活
動を定期的に実施する。この活動には本プロジェクトの参画企業であるNTT東日本からの協力もいただ
いている。2011年8月から南相馬市の三つの仮設住宅で活動を開始、2012年6月現在、南相馬市や南相
馬総合病院と連携をとりつつ、数百人程度の被災者を対象にすべく、市内14の仮設住宅を対象として相
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談活動を行なっている。
これまでの成果としては、仮設住宅居住者が健康について「安心感」をもっていただけることが確認さ
れている。また、仮設住宅入居者について治療・入院等が必要と判断したときには、現地スタッフが車で
速やかに仮設住民を地元医療機関に送るなどして、地元病院等との連携をスムーズにとる体制が作られ、
これまで、数件の重度疾患ケースについて、早期発見がなされ、速やかに地元病院での入院治療につな
がったなどのケースが発生している。奥多摩町でのコミュニティ型遠隔医療相談の経験を活かして、単な
る健康・医療相談のみならず、仮設住宅内外のコミュニティ作りも行なっている。仮設住宅でのこれらの活
動は、医療資源の不足が著しいという「不利は条件」が、かえって、コミュニティ活動を促進する誘因にな
りえることを示すことで、ソーシャルキャピタルの育成が気候変動の適応策の実効力を高めることに寄与し
うることを示唆したと言えよう。
[3]-5

2011年栗原市産業まつり

平常時のエリア限定ワンセグ放送の活用事例としてのソーシャルキャピタル醸成の可能性を検証する
ために、2011年10月29日－30日に開催された栗原市産業まつりにおいて、エリア限定ワンセグ放送実験
を実施した。実験においては、地元である栗原市栗駒中学校の中学生6人に祭りの様子を取材してもら
い、それを放送することとした。また、2010年に敷設した栗駒総合支所のアンテナを利用し、地区内に広く
放送することを目指した。更には、災害時等に活用することを想定して、合わせて長距離無線LANによる
映像伝送実験を実施した。以下にシステム概要を示す。
本実験においては、電源と見通しが確保できる場所であれば、通信距離500m程度の長距離無線LAN
の仮設は調整も含めて半日程度で完了することができた。また、2日間の通信実験においては、比較的
安定して高速な通信が行なえることがわかった。東日本大震災における経験では、電源と見通しを確保
できる場所の選定が非常に難しいことが明らかになっているが、逆にそれが可能であれば有力な通信手
段となることが明らかになった。
また、中学生に祭りを取材してもらったことによって、平常時の運用に実用性があることがわかった。実
験において、中学生は「取材」という非日常的状況を使って日頃から疑問に思っていることを積極的に質
問することができ、学習成果が上がる可能性があることが明らかになった。また、今回は地元の中学生に
協力を依頼したため、知人が多く祭りに参加しており、「放送」を使ってコミュニケーションを深めることがで
きる状況が明らかになった。
逆に、技術的な問題が明らかになったところもあった。通常、テレビアンテナは放送局（或は中継局）に
向けられており、エリア限定ワンセグ放送を室内で受信することは、その出力から非常に難しい。エリア限
定ワンセグ放送を視聴できる環境を普段から整えておけるような、興味を引く放送を日常からする必要が
ある。
[4]まとめ
現代では、情報通信が長時間にわたって機能停止状態になることは、社会や個人にとっての脆弱性の
要素として考慮する必要がある。気候変動によって自然災害の頻度が増加する可能性があることに鑑み、
災害時の情報通信早期復旧システムの開発を行なった。また、防災訓練、東日本大震災の支援、2回の
栗原市産業まつりにおいて開発したシステムの実証実験を実施し、その有効性を検証した。幾つかの課
題と更なる発展の余地は残るものの、開発したシステムは東日本大震災のような実環境においても十分
有効に活用されることが検証された。
（7）研究グループ7：適応計画・ソーシャルキャピタル
・グループリーダー：金子郁容
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・参画機関、協力機関：栗原市、奥多摩町、NTT東日本、インテル、NEC
・目標（適応計画）：健康・医療や農業への悪影響等の生活情報を測定・分析し、地域の脆弱性に対応す
る適応策を策定し、その効果を実証する。百人以上の高齢者を対象にしてバイタルデータなどを測定し、
シミュレーション等によって気候変動に対する適応策の効果を実証する。本研究がひとつの自治体での
成果が迅速に他自治体で活用されるべく、自治体間の連携体制を作る。
・成果（適応計画；概要）：気候変動の影響が住民の健康に関する脆弱性に重大な影響を与えることにつ
いての既存の研究成果をレビューし、脆弱性のモデルの提案を基に検討した。栗原市全域を対象とする
大規模ベースライン調査の結果を市と共有し、本プロジェクトからの提案が一部、市の基本計画に盛り込
まれた。奥多摩町と栗原市で遠隔医療相談の実証実験を実施した。
・目標（ソーシャルキャピタル）：ソーシャルキャピタル醸成を進めるための行政・民間共同体制の検討、ソ
ーシャルキャピタルを高める政策立案と実験実施。ソーシャルキャピタルが高まることで個々人の行動変
容が起こることを実証する。最終的には、ソーシャルキャピタルが高まることによって適応策の実効性を高
め、レジリアントな社会を形成する。
・成果（ソーシャルキャピタル：概要）：ソーシャルキャピタルと健康や個々人の自発的行動については国
際的に多くの実証研究の成果が出始めている。そのレビューを行なった。栗原市全域で行なった大規模
ベースライン調査から、地域のソーシャルキャピタルが高いことと高齢者のADL（日常生活能力）が高いこ
とが相関していることが判明した。奥多摩町の実証実験で、ソーシャルキャピタルが高い地域ほど健康に
関する検査結果の改善が著しく、また、ソーシャルキャピタルの高い地域では個々人の日常の行動が変
容することが確認された。栗原市と奥多摩町において保健師や自治体の中核病院が地域の自治会や世
話人などと協力する行政・民間共同体制作りを2011年度から始めており、2012年度に政策立案の段階に
進んでいる。これらの成果を踏まえて、自治体の適応策とソーシャルキャピタルについて2013-2014年度
に更に検討を進める。
[1] 適応計画についての成果
本プロジェクトの研究成果が自治体の基本計画や健康・医療政策として採用され、また、適応策作成
の準備が始まっている。申請書の「実施計画」に沿って、2012年度以降、健康・医療、および、農業分野
で気候変動への適応策を策定し、また、社会システム改革が実現するという条件の下で、適応計画による
緩和効果等をシミュレーションで予測することなど適応策作成に向けた具体的な研究および実践活動を
行なう。
①脆弱性モデルと適応策の検討
気候変動の影響が住民の健康に関する脆弱性に重大な影響を与えることについての既存の研究成果を
レビューし、住民の生活における脆弱性のモデルについてIPCCなどの提案を基に検討した。短期的な
適応策の例として、夏の気温の推移と救急搬送の頻度の関係についてのデータ分析を実施した。（「健
康・医療研究グループの研究成果」を参照。）
②地域のベースライン調査の結果が自治体の基本計画に組み入れられた
2010年度から2011年度にかけて、栗原市全域を対象とする高齢者の健康状態と地域のソーシャルキャピ
タルについての大規模ベースライン調査を実施した。その結果を、栗原市の2012年度から2016年度まで
の5年間の後期基本計画（2011年12月策定）の高齢者施策部分の基礎資料として提供し、保健師をはじ
めとした専門職へ効果的につながるソーシャルキャピタルが高い地域ネットワークの構築、地域の見守り
体制を一層発展させるための市民ネットワークの構築等を提案した。後期基本計画に、地域ネットワーク
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構築の重要性など、提案が反映された。
[2] ソーシャルキャピタルと気候変動への対応策
[2]-１ ソーシャルキャピタルという考え方
本プロジェクトのひとつの特徴は、気候変動に関するこれまでの文献や研究ではあまりとりあげられてこ
なかった「ソーシャルキャピタル」という考え方に注目し、ソーシャルキャピタルを高めることで住民の脆弱
性に対応する適応策を実効力のあるものにするというアプローチをとることだ。研究成果について述べる
前に、ソーシャルキャピタルとはどのようなものか、簡単に説明する。
ソーシャルキャピタルに関連する議論は19世紀からなされていた。明示的には1970年代に主に社会学
者の研究対象となり、続いて、1990年代はじめからさまざまな分野において、社会関係と社会のパフォー
マンスの関係を検討するときの有力な「地域の共同資源」のひとつの形態として、多くの研究者や実践家
たちが言及するものとなった。
その契機になったのがアメリカの政治学者ロバート・パットナムによるイタリアでの20年余にわたる地方
政府の研究である。南北イタリアの行政パフォーマンスの違いを地域のソーシャルキャピタルによって説
明したものだ。パットナムの著書”Making Democracy Work”によれば、ソーシャルキャピタルは、「人々の
協調行動を活発にすることによって社会の効率性を改善できる、信頼、互酬性の社会規範、ネットワーク
といった社会組織の特徴」であるという。その後、2006年に出版されたパットナムの著書では、ソーシャル
キャピタルが、教育と児童福祉、安全で生産的な近隣地域、経済的繁栄、健康と幸福感、民主主義など
幅広い分野において、「よいコミュニティ」を作る鍵になっていることを実証した。
特に、ソーシャルキャピタルは地域の健康と密接なかかわりがあることが知られている。それを示す象徴
的な例として、アメリカのペンシルバニア州にあるロゼットという地域でのエピソードがある。ロゼットはイタリ
アの農村から移住した住民からなる人口1,600人ほどの小さな町で、有害な石板採石場があり、周辺地域
と比べて危険因子は変わらない、ないし、高いにも拘らず、1950年代の調査で心臓病の発生率が周辺地
域の半数以下であるということで医学研究者の注目を集めた。ロゼットでは、隣人たちはお互いに助け合
い、何世代もが同じ屋根の下にくらし、高齢者が大切にされた。ロゼットの住民が持っていて周辺地域の
住民にないもの。それは、互いを助け合う連帯感であった。そしてそれこそが、心臓病発生率の低さの要
因であると結論づけられたのである。その後、都市化が進み、住民の連帯感が失われたことによって、ロ
ゼットの心臓病発生率は10年のうちに、近隣の町のレベルに追いついてしまった。この事実が、皮肉にも
同 地 の健 康 が ソー シャルキ ャピタ ルに よって支 えられ てい た ことの 証 左となった （ カワ チ ， 2004 ，
pp134-136）。
近年では、より実証的な研究によって、ソーシャルキャピタルが豊かであるほど、健康に良い影響があ
るという結果が報告されている。パットナム（2006）は、アメリカ50州単位で測定した「ソーシャルキャピタル
指数」と、死亡率や自殺率、健康保険未加入率、医療費、がん患者率や喫煙率等、包括的な23の指標を
統合した「健康州指数」、および全死因の「年齢調整済み死亡率」との関連を分析した。どちらも結果は明
白で、「ソーシャルキャピタルが高い州ほど健康で、死亡率も低い」という傾向が示された（それぞれ
r=0.78、r=-0.81）。また、カワチら（2004）は、アメリカの国立調査センターが実施した39州を対象とした調
査結果から、住民の間の「相互信頼感」の欠如の割合と「年齢調整死亡率」の高さが相関していることを
確認した。さらに、そうした「相互信頼度」が、住民の「主観的健康観」と関連していることや、ボランティア
への平均加入数が「死亡率」と反比例していることも同時に明らかになった。
日本においては、日本福祉大学の近藤克則らによる高齢者を対象にした大規模調査で、町内会や老
人クラブ、政治団体、宗教団体等の組織へ参加している高齢者は、主観的健康観で「よくない」とする割
合が有意に尐ない、などの研究がある。しかし、全体として、わが国での研究はあまり進んでいないのが
現状だ。本項の最後の部分で、本プロジェクトが実施している奥多摩町における遠隔医療や地域活動に
おいて、パットナムによる図V-4-(7)-1、V-4-(7)-2と同様のフレームワークで、ソーシャルキャピタルが地
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図 V-4-(7)-2

図 V-4-(7)-1

域の健康状態と強く関連していることを示唆する実証実験の結果が得られている。

[2]-2 温暖化問題への対応とソーシャルキャピタル
温暖化問題はトップダウンだけでは解決しない。規制的手法や経済的インセンティブに頼るだけでは
限界がある。適応策を実効あるものするためには、住民が自発的に協力し、互いを支え合う中で個々人
が日常的な行動を自ら変更することが必要である。それには、自治体による施策を基本的な枠組みとし
つつ、地域コミュニティの住民レベルでの日常の相互支援活動の積み重ねが重要になる。
本プロジェクトを進める中で、われわれは、特に、地域エネルギーマネジメントに関して、ソーシャルキャ
ピタルが深く関与するのではないかと考えるに至った。これまでの研究から、地域のエネルギーマネジメ
ントは究極的には住民の意思と行動に大きく依存するということが判明した。ソーシャルキャピタルの考え
を導入することによって、近隣の住民グループが省エネやエネルギーの利用について協調し、「連帯感」
と「貢献しているという自覚」を持つことが促進される可能性が高まる。この時、CEMSによるアプローチ（地
域の一定の区域に存在する複数の施設や住居をひとつのエネルギー単位としてエネルギーマネジメント
の単位と考えるアプローチ；「V.4.各研究グループの研究成果 （3）研究グループ3：エネルギーマネジメ
ントシステム」を参照）を採用することで、各個人や世帯で省エネ貢献を目に見える形とし、各自が参加し
ているという自覚が生まれることで節電効果が上がる可能性がある。
我々が所有しているデータでは、社宅など共同一括受電のマンションでは、エネルギー消費について
情報を公開し、議論する場を与えることで、省エネが進むことが実証されている。この様な交流活動が有
効であったのか、それとも、単にエネルギーについて意識の高い住人が集まっただけなのか、その因果
関係については、今後の研究が必要である。しかしながら、そのような相関関係があるならば、さらに大き
な範囲としてのCEMSが扱う地域におけるエネルギーマネジメントとソーシャルキャピタルの関係性につい
て、本格的な研究を実施する価値があると考えられる。
[2]-3 ソーシャルキャピタルと「適応力」の関係
「健康・医療研究グループの研究成果」の項で、IPCCによる脆弱性の“定義”について述べた。そこで
は、脆弱性は外的要因（気候変動の特徴・大きさ・速度）と内的要因（個人やコミュニティの感受性と適応
力）との兼ね合いで決まっているという考え方が示された。茨城大学の三村はそのことに関連して「重要な
視点は、気候変動への対応を受け身ではなく、新しい国土と地域社会を構築してゆく契機と捉える」こと
だとし、更に、「地球温暖化への対応策を、新しい社会的価値を生み出すチャンスととらえること」が重要
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だと指摘している（土木学会論説、2011、2月版）。このような気候変動の影響についての文脈において、
地域コミュニティの共同資源であるソーシャルキャピタルは、まさに、この「対応力」を促進するものであると
いう位置づけになる。
以下で説明するように、本プロジェクトの遠隔医療相談を介した地域活動の実証実験において、定期
的に地域の集会所に住人が集まって健康相談を受けることによって、個々人が自主的に運動をしたり、
食習慣を変えたりという、行動変容が起こるというエビデンスがある。また、地域のソーシャルキャピタルの
高さと健康向上の度合いの間に強い相関関係が存在するという成果が得られている。どちらも、今後の精
査が必要な暫定的な結果であるが、ソーシャルキャピタルの「対応力」を示唆する結果だと考えられる。
[3] 奥多摩町の遠隔医療実験にみるソーシャルキャピタルと健康との関連
[3]-1 奥多摩町の遠隔医療実験の概要
本プロジェクトにおける遠隔医療に関する実証実験の位置づけについては、「V.4.各研究グループの研
究成果 （4）研究グループ4：健康・医療」の項で述べたとおりである。特に、奥多摩町における遠隔医療
実験においては、本プロジェクトの特徴である、地域コミュニティのソーシャルキャピタルを醸成することに
よって適応策をより実効性の高いものにするという考え方の基になるいくつかの注目すべき成果が出てい
る。以下で、それらについて述べる。
奥多摩町における遠隔医療相談実験は本プロジェクトに先立って、慶應義塾大学が科学技術振興調
整費によって実施した「コ・モビリティ社会の創成」プロジェクトの一環として2008年11月から開始された。
2010年度に本プロジェクトが開始したとき、その事業を引き継いだ。これまでの日本での医師と患者を遠
隔システムで結んでの遠隔医療に関する研究のほとんどは、1-2年程度の短期間ものであった。長期間
に渡って同じ地域の同じ母集団を含む参加者を対象にした実験のデータが蓄積された例は貴重なもの
なので、2010年度のコ・モビリティプロジェクトのときから継続した4年間のデータを対象にして分析をした。
2010‐2011年度に得られた成果に言及するときは、必ず「コ・モビリティプロジェクトの研究成果」であること
を明記する。
奥多摩町の11の地域において、集会所などを地域拠点として設定し、テレビ電話機器、体組成計、血
圧計、データ通信機器などを設置した（以下では、それらを「地区A」〜「地区K」と呼ぶ事とする）。奥多摩
町には21の自治会地区があるが、そのうち、限界集落で高齢者の多い5地区、および、町の中心部に位
置し比較的参加者の年齢層が低い6地区の計11地区を選定したものである。各拠点において、地域の自
治会長や老人会長などを通じて、遠隔医療相談の実験参加希望者を募った。現在、参加者は計160人
ほどである。
参加者は、定期的に地域拠点に集まり、それぞれ血圧や体重を測定する。一部の拠点では歩数計も
利用されている。また、一定期間ごとに参加者が自己採血キットを利用し生化学検査が行なわれる。定期
的にテレビ電話を介して遠隔地にいる医師やスタッフと「対面」で話しをし、健康に関するアドバイスを受
ける。医師とは2‐3ヶ月に一回、スタッフが月に一回程度話す。
奥多摩町におけるこの遠隔医療相談の特徴は、敢えて、参加者の自宅にテレビ電話や測定機器を設
置せず、地域の集会所に定期的に集まっていただくというアプローチをとることだ。この「集会所モデル」
を採用したのは、本実験が、個別の参加者の健康状態を改善させるだけでなく、参加者同士が相互交流
してコミュニケーションを図る機会を増やし、地域コミュニティを活性化する契機にする、つまり、遠隔医療
相談をひとつの契機として地域のソーシャルキャピタルを高めることによって、健康状態が向上するかどう
かを調べるためだ。
[3]-2 実験の成果
①全体の変化
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実験期間中の体重や血圧などの測定結果や血液検査の結果数値の変化やアンケート調査などによっ
て、集会所アプローチの効果を（「コ・モビリティプロジェクト」の結果と合わせて）検証した。2008-2011年
度の四年間（2008-2009年度は本プロジェクトの前に実施した科学技術振興調整費による「コ・モビリティ
社会の創成」プロジェクトにおいて実施したもの）に渡って計6回の血液検査（血圧、血糖、脂質代謝、肝
機能について）をすべて受けた参加者（42名）について、検査項目のそれぞれについて臨床的な見地か
ら「高リスク」「低リスク」に相当する上限・下限値を設定し、「高リスク」グループと「低リスク」グループに属
する参加者の人数を数えた。四年間の期間中の時間の経緯とともに、多尐のデコボコはあるものの、年と
ともに、「低リスク」グループの数が3名（2008年）から13名（2011年）増加し、「高リスク」グループの数が20
名（2008年）から7名（2011年）に減尐した。つまり、中期的に健康状態が改善していることが立証された。
（詳細については、今後、学会発表や学術誌において公表する予定である。）
②行動変容とソーシャルキャピタルとの関係
次に、本プロジェクトの特徴のひとつとなっている適応策の実効性とソーシャルキャピタルの関係に有
用な示唆を与えるものとして、本プロジェクトの前身にあたる「コ・モビリティ社会の創成」事業で行なったア
ンケート調査の結果を一部、引用しよう。2008年度の実証実験初年度の実験後に実施した参加者に対す
るアンケート調査（77名中64名が回答）で、食事・運動・喫煙・通院等、計14項目の生活習慣のそれぞれ
について「変化があった」かを聞いた。１人当り平均4.41項目の変化があったという結果となった。最も変
化があったのが、「ごはんを食べる量が全体的に減った」（42名：65.6％）となっており、次いで、「うどんや
ラーメンのつゆを残すようになった」（37名：57.8％）、「みそ汁の量が減った」（33名：51.6％）と、食生活に
関する変化が上位を占めた。運動についても、たとえば、「（遠隔相談を始める前より）歩くようになった」と
いう回答がほぼ半数の参加者から寄せられたなど、行動変容があったことが認められた。
本プロジェクトにおいても、2012年の秋までに終了予定の2012年第一期の遠隔医療相談の実施後に、
同様の調査を行なって生活習慣についての行動変容がどのくらいあったかを調べる予定である。日常の
様子は、集会所での会話や自治会長さんの報告などから注目すべきエピソードが多い。中でも、限界集
落の一つであるＡ地区は山の中腹に位置するため坂道が多く、急な坂道を歩かなければ隣の家にも行
けない世帯が多い。こうした環境にあるため、住民のほとんどは移動に車を使用し、これまで「歩く」という
習慣がなかった。しかし、遠隔医療相談事業が始まり、医師やスタッフの指導がきっかけとなって地区の
実験参加者のほとんどが毎日のように30分かそれ以上、近くの山道を歩く習慣ができた。参加メンバーは
固定的でなく、その時々で時間のある人が誘い合って一緒に歩いているという。また、今回の実証実験に
参加していない住民もこの「ウォーキング」に参加しているという。地区の世話人は「誰かが先導したわけ
ではなく、自然にそうなったものだ」と述べている。そして、そのような習慣が継続しているということだ。
[3]-3 地区によるソーシャルキャピタルと健康改善の関連
遠隔医療相談の実験を行なっている11の地区のそれぞれについて、ソーシャルキャピタルの高さと健
康状態の改善度の関係を調べた。ソーシャルキャピタルについては、パットナムによる「ソーシャルキャピ
タルの3つの特徴」である「ネットワーク」「信頼」「互酬性の規範」について、それぞれについて2項目の、ま
た、それ以外に「遠隔相談時間の前後に集会所にいる人と相談内容を話し合ったか」「実験に参加した
前と後で、地域の人と話す機会が前より増えたか」等4項目を設けた。これら合計10項目について、「強く
そう思う」から「全くそう思わない」の5段階で質問し、それぞれを5‐1のポイントとして割り当て、項目ごとに
地区別平均値を算出し、さらに、地区ごとにその10項目の平均を算出し、それを、仮に地区のソーシャル
キャピタル指数とした。
一方、健康改善の指標として、実験中に実施している測定・血液検査19項目のうち8項目（腹囲、BMI、
収縮期血圧、拡張期血圧、中性脂肪、HDLコレステロール、空腹時血糖値、HbA1c）を選択した。これら
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は特定保健指導において対象者の階層化に用いられている項目である。この8項目について地区ごとの
平均値の変化をみた。平均値が減尐しているものを「改善」とし（HDLコレステロールについては上昇した
ものを｢改善｣とした）、8項目中、何項目が改善しているかを地区の「健康改善度」とした。11地区中、2010
年度「コ・モビリティプロジェクト」の実験から参加しているA‐G地区については、2回の測定・血液検査受
診者数（68名）とアンケート回答者数（64名）に大きな開きがないため、ソーシャルキャピタルと測定・血液
検査結果ともに全てのデータを用いた（ただし、D地区については、初期の参加者が2人のみであり、また、
2人ともアンケートの回答がなかったため、分析から除外した）。また、2010年度に本プロジェクトが開始さ
れてから実験を開始したH、I、J、K地区については、ソーシャルキャピタルについてはアンケート回答者
全数（34名）分のデータを使用したが、測定・血液検査は、アンケート回答者以外にも多く受診しているた
め、アンケート回答者中、対象期間の2の検査を受診した21名のデータを用いた。
このようにして算出した地区別（計11地区）の測定・血液検査結果とソーシャルキャピタル指数の相関
関係をけい計算した。すると、正の相関（R二乗値＝0.6249）があることが実証された。つまり、ソーシャル
キャピタルが高いと考えられる地区ほど、測定・検査値の改善率も良いという関係が明確に示された。本
プロジェクトの現地スタッフによる各地区の観察も、このことで示唆される状況とほぼ一致している。（この
結果についても、今後、学会発表や学術誌で公表するなどする予定である。）ソーシャルキャピタル指数
も健康改善度も高い地区Aと地区Fは、どちらも参加者が積極的で出席率がよく、参加者同士のコミュニ
ケーションがよくとれており、参加者が誘い合ったり（地区A）、ドクターの励ましに応えたりして（地区F）ウ
ォーキングが習慣化した。どちらも世話役の住民が参加者をよくまとめている。注目すべきは、地区Aは平
均年齢75.5歳の限界集落の地区であるのに対して、地区Fは平均年齢57.9歳と11地区で最も若く、参加
者の多くが現役で仕事をしており外食や飲み会の機会が多いなど、対照的な特性の地区であることだ。
一方、ソーシャルキャピタル指数も健康改善度も低い地区Eは、地区の世話役が不在で、一人ひとりの
参加意欲はあるものの地区でのまとまりが強くなく、ドクターコールでのアドバイスを受けて気持ちを新た
にするも、地区の連帯感が薄くてその気持ちが続かない傾向にある。「地区の交流の機会があまりないの
で、次回の集まりに期待しています」という声がある。遠隔医療相談会を楽しみにし、普段から歩く習慣の
なかったこの地区で、最近になって歩数計を使用して歩くことを習慣化しようという動きもあるという。
以上分析は暫定的なものであり、ソーシャルキャピタルや健康への影響の測定方法やサンプル数、サ
ンプリング方法等について、今後、より厳密な検討が必要である。しかし、この時点での結果を見る限り、
ソーシャルキャピタルが運動などの日常生活の行動を変えることや、結果としての健康改善と密接に関わ
っていることは確かであると言えよう。
[3]-4 課題
奥多摩町での実験によるものを含めたこれまでの内外の研究によって、ソーシャルキャピタルは地域の
健康状態と関係していることは、ほぼ、確実である。しかし、気候変動に関連したソーシャルキャピタル研
究は、始まったばかりである。
上記した三村の「対応力」についての指摘は、本プロジェクトの主旨と方向性を一にしているものの、実
際に、ソーシャルキャピタルが気候変動によってもたらされる脆弱性に対する適応策を実効力あるものに
するかどうかについては、今後の検討と実証をまたねばならない。
また、ソーシャルキャピタルを援用した議論について、たとえば、ソーシャルキャピタルが高いことと地域
住民の健康状態がよいことは相関関係があることは実証できるが、「ソーシャルキャピタルが高い」→「健
康状態の向上」という因果関係を立証するには、きちんとした研究デザインと長い期間におよぶ実証実験
が必要である。そのためには、本プロジェクトが栗原市で開始した、公衆衛生の手順に則った「介入研究」
を実施することが必要である。2011年度に開始した栗原市での遠隔医療相談事業は、そのような条件を
満たすものであり、今後の成果に期待できる。
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ソーシャルキャピタルと気候変動の影響への適応策についての研究を進めるにあたって、当面は、研
究成果の蓄積ができつつある健康・医療の分野に焦点を絞る。それに並行してエネルギーマネジメント分
野で、シミュレーションや実証実験によって具体的な因果関係を示して行くことになる。
（8）研究グループ8：社会システム改革
・グループリーダー：西宏章
・参画機関、協力機関：栗原市、奥多摩町
・目標：本プロジェクトでは二種類の社会システム改革を進めている。ひとつは、地域コミュニティのソーシ
ャルキャピタルを高めることで気候変動の影響に対する適応策の実効性を高めるというボトムアップアプロ
ーチをとること、もうひとつは、本プロジェクトが提案する適応策が全国に普及するために必要になるいく
つかの規制緩和や制度運用等の改革を提案すること、および、制度改革が実現したときの効果をシミュレ
ーションなどで示すことである。
・成果：ソーシャルキャピタルについては「V.4.(7)研究グループ7：適応計画・ソーシャルキャピタル」の項
を参照のこと。制度改革／制度運用の緩和の提案については、特に、以下の二つの具体的な成果があ
った。 (i)2010-2011年度に栗原市が申請した「ホワイトスペース特区」が採択され災害後の情報共有のた
めの地域よる“放送局”の試行が可能になった。 (ii)農業にかかわる気象データに関する「気象事業法」
適用の解釈に関して規制官庁との協議を行ない、本プロジェクトの実証実験には一定の条件の下で気象
データを大学や農業従事者が扱うことが可能であることが確認された。それらを含めたこれまでの成果は
以下のとおりである。
[1] ホワイトスペース特区
本プロジェクトでは、災害発生後の市役所によるメッセージ放送や、日常的に地域の情報を共有するこ
となどにエリア限定ワンセグ放送の利用が有用であると考えている。しかし、電波法や放送法において、
エリア限定ワンセグ放送を実施するにあたっては放送局の免許の取得が求められており、小規模自治体
にとってはそれが実質的な障壁となる可能性があった。現在、栗原市が慶應大学の協力によって総務省
の「ホワイトスペース特区」を申請し採択されたことにより実験免許を取得し、運用の問題点等を検証して
いる。総務省側でも、本プロジェクトを含むホワイトスペース特区等の活動を経ながら検討を行ない、エリ
ア限定放送として新たな制度を2012年4月1日付けで施行した。この中では、放送内容は届出のみで良
い、落成検査が不要等の緩和が実施されている。また、「放送法施行規則等の一部を改正する省令」に
よって、制度面での課題は解決する方向に進んでいると思われる。本プロジェクトとしては、次回の免許
更新の際に実際の対応などを見極めてゆく予定である。
[2] 気象事業法の適用確認
農業に必要な気象観測を行なう場合や大学等が観測の成果を農家と共有したり、地域の農業従事者
や関係組織に公表したりする場合、気象観測施設設置の届け出を気象庁長官に行なうことが義務付けら
れている（気象業務法第６条、備考参考）。利用可能な機器は、検定に合格した機材に限られる事になる。
本プロジェクトがこの件について気象庁と協議をしたところ、本プロジェクトで実施する予定の気象計測に
ついては、一定の解釈をすることによって法的な対応が可能であるとの解釈を得られ、当面は、障壁が解
消したことになる。ただし、今後、地域農業の産業化を含めて、研究成果の幅広い社会適用を見据えた
場合には、再度の協議が必要とされることになる。
[3] 栗原市申請の総合特区の特例措置：「ネガワット」「電気事業法の管区」
栗原市所有の施設は様々な形態があり、例えば市役所を中心とした、別館、小学校等を中心とした地
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域や、図書館を中心とした記念館、公民館、公務員宿舎、神輿倉庫といった地域など、連続した土地関
係であっても、電気事業法で定める構内について独占企業である電力会社の約款で一契約と定められ
ている。契約毎に20%削減ではなく、CEMSを電気の「共同責任利用者」とみなして共同で20%削減に取り
組んだ方が、柔軟に対応できるため、需要側としての運営の柔軟性が得られ、負担が尐ない。たとえば、
需要家が隣接する複数の建物を所有し、それらが「ICTライフインフラ」など、ICTにより密接に結合され、
合計として50Kwh以上の自由化対象に該当すれば、共同一括受電を認めるといった取り組みが必要であ
る。さらに、ICTによる節電が行われれば、それを「ネガワット」も発電ととらえ、特定供給という観点で一括
受電を行なう処置も考えられる。この隘路を解決すれば、例えば屋根や建物の占有土地が小さく、太陽
光パネルが設置できない場合でも、当該所有者の別の土地に設置して全体で一契約とすることも可能と
なり、太陽光設置の機会増大へも貢献できる。また、これらの際に、電力託送を利用する必要があるが、
電力託送は距離に関係なく電力量で決定され、その価格も割高である。申請しても当該用途では認めら
れることはなく、自営線を張るなど二重投資が必須となる。
なお、昨今の議論により、家庭電力自由化と発送電分離の議論から、上記の一部は解決に向けて動
いていると考えることも可能であるが、その内容の詳細が不明であるため、上記隘路の解決に資するのか
どうかは疑問のままである。
[4] 医療情報についての「個別法」制定プロセスへの協力
遠隔医療や医療情報連携を推進することに関して、医療関連の法制度はインターネット時代の到来の
前にできたものが多いために、たとえば、ネットワークを介した遠隔システムを介しての診療や、ネットワー
ク上で医療情報を蓄積することについての法的妥当性が必ずしも明らかでない部分がある。そのために、
医療関連の法律が事実上の制度障壁になっている場合がある。また、医療情報の複数機関による共有
や二次利用に関しては、個人情報保護法との関連が必ずしも明確になっていない。マイナンバー法案は
衆議院解散で持ち越しとなったが、それに関連した、「医療ID（仮称）」や「医療情報中継DB（仮称）」等を
構築することを可能にする「個別法」の制定に向けた政府の検討会に本プロジェクト研究代表の金子が座
長として参加するなど、本プロジェクトでの経験を踏まえて、政府レベルでの検討に参加している。
[5] 京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区
神奈川県・横浜市・川崎市が共同申請した「京浜臨海部ライフイノベーション」国際戦略総合特区では、
次のことを、特区において戦略的に解決すべき社会課題であるとしている：「地球温暖化やグローバル化
の進展による感染症などの拡大」、「超高齢社会の進展による医療費の増大・人々のQOLの向上」、「生
活水準の向上による生活習慣病などの増大」。これら課題の解決策として、医療情報データベースの構
築、健診データを活用した検体バンク・検体情報ネットワークの整備等を挙げているが、それらを十分に
効果的に実施するには、医療情報の扱いに係るいくつかの制度的障壁を低くすることが必要である。本
プロジェクトの拠点である「グリーンICTライフインフラ研究センター」は慶應義塾大学の新川崎キャンパス
に立地しているが、ここは、京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区との連携が想定されてい
る地区であるため、今後、本プロジェクトとの共通課題、特に、医療情報の共有化や二次利用などについ
ての制度的な障壁を解消する方法の検討を含めた共同研究を実施することについて協議を開始した。
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）
中核機関の慶應義塾大学は数多くの世界的な研究実績があり、本プロジェクト実施を統括する。プロ
ジェクト代表者がプロジェクト実施の責任を持つ。参画する自治体は実証実験の場を提供し首長のリーダ
ーシップの下で地域を挙げて地域活性化に取り組んできた。参画企業は本プロジェクトが関係する研究・
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実践分野で国内・世界をリードしてきた実績があり、それぞれの得意分野を担当する。慶應義塾大学に
設置された「グリーン社会ICTライフインフラ研究センター」を本プロジェクトの研究拠点としている。「技術
開発・社会改革推進チーム」（大学研究者、自治体担当者、参画企業研究者によって構成されている）の
メンバー全員が隔月の研究調整連絡会議で、必要な議題について議論する。本プロジェクトに参画する
研究者は、本研究課題の多様な関連分野をカバーする研究・実践の実績を有する。
（2）研究運営委員会等会議の開催状況
①運営委員会（諮問委員（外部委員）＋本事業の研究者の一部から構成されている）：年一回
②研究調整連絡会議：隔月
③幹事会（予算の決定、研究の方針などの決定機関；研究グループリーダーと顧問メンバーからなる）：
原則、毎月
④運営委員会等の開催実績及び議題
(a) 運営委員会
第一回（平成23年2月28日）
議題： プロジェクトの進捗状況および諮問委員とのディスカッション
第二回（平成24年3月27日）
議題： プロジェクトの進捗状況および諮問委員とのディスカッション
なお、運営委員会とは別途に、平成22年度末に、株式会社三菱総合研究所 社会システム研究本部情
報通信政策グループによる「グリーン社会ＩＣＴライフインフラ研究の研究状況分析及び評価」として外部
評価を行なった。本報告書の末尾に、第一回、第二回運営委員会の議事抄録を記す。
(b) 研究調整連絡会議（原則隔月開催）
【平成22年度】
3回開催、１回は東日本大震災のため中止
【平成23年度】
6回開催
【平成24年度】
6回開催（予定を含む）
(c) 幹事会（原則毎月開催）
【平成22年度】
4回開催、１回は東日本大震災のため中止
【平成23年度】
7回開催
【平成24年度】
11回開催（予定を含む）
（3）情報発信（アウトリーチ活動等）について
＜公開シンポジウム＞
① 日本経済の再設計―震災を越えて
復興への具体策作り、産官学の力を結集― 実学発想による新しい社会環境資本を求めて
・日時：2011年7月18日10:00‐16:30
・会場：日本経済新聞社東京本社ビル6階カンファレンスルーム
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・共催：日本経済研究センター、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス、慶應義塾大学グリーン社会ICTライ
フインフラ研究センター、地球環境戦略研究機関
・概要：東日本大震災からの復旧・復興には産官学の力を結集し、企画立案、実行する必要がある。例え
ば情報技術（IT）や環境・エネルギー技術などを最大限活用することは不可欠だが、それをサポートする
には経済的なコスト分析なども必要だ。工学と社会科学が一体となり、被災地の復興、全国的な電力不
足への不安へ対応する技術開発、政策が求められる。復興を通じ、環境・エネルギー分野などで新産業
創出も期待されるが、ビジネス界との連携・対話が十分とはいえない状況だ。共催シンポジウムでは、新
エネルギーやITを軸とした「実学発想からの新しい日本の社会環境資本の再設計」を提言する。政府、経
済界、学術界だけでなく、被災地の関係者も招き、産官学が持つ潜在力をフルに発揮できるよう、具体的
な技術開発の現状なども紹介し、必要な政策の道筋を探った。
② 慶應義塾大学SFCオープンリサーチフォーラム2011学問ノシンカ（エネルギーセッション第一部）「気
候変動に対するレジリアントな地域社会づくりに向けて-「グリーン社会ICTライフインフラ」プロジェク
トが目指すもの」
・日時：2011年11月22日 14：30‐16：00
・会場：東京ミッドタウン
・概要：気候変動による影響への対応は、緩和策だけでなく生活レベルでの適応策をとることが重要だ。
それには気候変動の影響を地域毎にとらえ、エネルギー、健康・医療、農業などの生活情報のモニタリン
グと最適化マネジメントを行なうための情報基盤を構築し、生活レベルでの脆弱性を分析し、その結果を
地域政策に反映させることが望まれる。慶應義塾大学で実施中の研究プロジェクトを紹介しつつ、気候変
動の影響に対するレジリアントな （復元力のある）社会を目指すことなど広く議論した。
③ 環環境問題と気候変動に対応するレジリエント社会 国際シンポジウム
・日時：2012年2月27日13：00から28日18：00
・会場：慶應義塾大学 三田キャンパス

北館

1F ホール

・共催：グリーン社会ICTライフインフラ プロジェクト
博士課程教育リーディングプログラム グローバル環境システムリーダー プログラム（GESL）
・概要：国内外からの専門家を招へいし、本プロジェクトの研究成果を発表し、共有するとともに、グローバ
ル環境システムリーダープログラム（GESL）の専門的な教育プログラムをこれから開発するにあたって、
GESLの海外連携機関の研究者による講演、パネルセッションを併せて行ない、世界各国の環境や気候
変動、それらの社会に与える影響などの最新の知見や実践的な状況を知ることを目的に開催した。
＜新聞・報道発表等＞
① 2010年7月27日

河北日報 慶大ＩＣＴプロジェクト、将来の“栗原像”解説

② 2010年9月2日

河北日報 孤立集落救援に重点。備える、栗原で県総合防災訓練

③ 2011年4月14日

感謝の受領証を授与されました

④ 2011年5月30日

Internet Watch 通信インフラの壊滅した避難所にインターネットを

⑤ 2011年6月8日

日経BP社デジタルヘルス 地道に2年間は続けたい 被災者支援の遠隔相談プ
ロジェクト

⑥ 2011年6月16日

ＮＨＫ総合チャンネル おはよう日本「住まいで節電 最新技術 長屋生活も」

⑦ 2011年8月1日

ＩＩＪ．News 植原啓介、大江将史「震災復興インターネット」

⑧ 2012年1月1日

日本情報産業新聞 ビジネス分野で期待されるスマートグリッドの可能性

⑨ 2012年2月11日

感謝状を授与された
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⑩ 2012年2月24日

どらく つながるつづける健康「あと数年で遠隔医療は一気に広がる」

⑪ 2012年3月7日

電気新聞 ＩＥＥＥ次世代網普及へセミナー「国際標準化が不可欠」

⑫ 2012年3月8日

日刊自動車新聞 スマートグリッドの国際標準化 日本も議論加速を-慶應大のグ
ループ-

⑬ 2012年3月22日

毎日新聞 スマートグリッド「国際標準化は必須」 都内でセミナー

⑭ 2012年8月2日

産経ビジネス＠Press 「日本スマートグリッドが世界標準になる日」

⑮ 2012年9月1日

広報くりはら「将来の気候変動に適応するためグリーンプロジェクト」

(4) 研究成果の発表状況
1) 原著論文（査読付） 15件
2） 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）
＜グリーン社会ＩＣＴライフインフラ研究センターのＷｅｂページ開設＞
http://www.green-lifeinfra.com/index.html, 2010年11月18日開設
＜公開シンポジウム＞ 3件
＜著書＞ 3件
＜標準化活動＞ 1件
＜学会等発表＞
（学会発表・国内）

5件

（学会発表・国外） 10件
＜国際シンポジウムでの発表＞ 2件
＜招待講演／基調講演＞ 9件
＜雑誌＞ 8件
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
「研究計画の概要」に述べたように、本プロジェクトでは二種類の社会システム改革を進めている。一つは、
地域コミュニティのソーシャルキャピタルを高めるというボトムアップアプローチをとること、もうひとつは、本
プロジェクトが提案する適応策が実効力をもつために必要になるいくつかの制度改革や制度運用の弾力
化を提案することである。
第一のアプローチについては、以下のことから、その実現性は高いと考えている。
気候変動の影響や適応方策の実効力に関しては、本プロジェクト以外でソーシャルキャピタルに焦点
を当てた組織的取組みは、ほとんど見あたらない。ただし、「V.4.各研究グループの研究成果 （3）研究グ
ループ3：健康・医療」の項で指摘したように、脆弱性や適応策についてのICPPによる報告や茨城大学の
三村等の論文には、本プロジェクトで言っている「地域コミュニティのソーシャルキャピタルの効果」の可能
性について、すでに、指摘がなされている。従って、本プロジェクトで着実に成果をあげることで、他の機
関や組織における同様のアプローチが誘発される可能性があり、そのことが社会システム改革を実現す
る上で重要であると考える。基本的な考え方は、本プロジェクトの研究メンバーが出版した「コミュニティ科
学」（勁草書房、2009年）で示されている。本プロジェクトの奥多摩町での実験や、栗原市での大規模調
査の結果から、ソーシャルキャピタルが住民の健康・医療にかかわる脆弱性への対応に大きな効果があり
得ることは示されており、今後は、そのことが健康・医療以外の脆弱性や適応策にも適用されることが必要
になる。それに向けた実証研究は本プロジェクトですでに開始している。
二つ目のアプローチである、制度改革や制度運用の弾力化については、本プロジェクトでは積極的に
活動や提案を行なってきている。なかでも、「ホワイトスペース特区」、および、「気象事業法の適用範囲の
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確認」についてすでに具体的な成果があがっていることは、「社会システム改革研究グループの研究成
果」の項で述べたとおりである。そこで説明したように、その他に、地域活性化総合特区に自治体と協力し
て申請をすることで、それぞれ、本プロジェクトの成果を汎用性のあるものにするために特例措置を提案
した。結果的には採択されなかったが、今後も粘り強く提案を行なう。また、医療情報の共有については、
神奈川県・横浜市・川崎市が進めている「京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区」と本プロジ
ェクトが協働して、制度面でのブレークスルーを目指す事で協議を始めている。遠隔医療については、こ
れまでの本プロジェクトの成果に基づいて、研究フィールドとなっている奥多摩町において奥多摩病院の
通常業務の一貫として本格的に導入する事を検討している。
規制改革／制度運用の弾力化の実現性については、最終的には法改正、制度運用の改訂、ガイドラ
インの制定など、政治的なプロセスが必要となる可能性があり、現段階では楽観はできない。本プロジェク
トにおいては、引き続き、規制改革の提案を積極的に行なうとともに、規制改革が成立した場合の自治体
への、また、広く社会一般へのポジティブな効果をシミュレーションによって示してゆく。今後も、内閣府に
設置された「社会戦略実証委員会」の支援をいただきながら、粘り強く、継続的な働きかけを行なってゆ
く。
（2）地方公共団体と実施対象地域
栗原市は高齢化率31.6％という典型的な過疎地である。2005年に10の町村が合併してできた経緯から、
集落が点在しており緊急時に集落が孤立する危険性がある。実際に平成20年夏に岩手・宮城内陸大地
震が起こったときには、被害が山間部に集中し、情報通信が長時間遮断され、集落が完全に孤立すると
いう事態が起こった。平野部の大部分が農地であるが農業従事者の高齢化によって耕作地放棄による荒
廃化が急速に進んでいる。健康については、たとえば、脳卒中が多い（2005年で標準化死亡比が全国平
均で100、栗原市で130）など課題がある。栗原市は、本プロジェクトの主たる実証フィールドであり、ダウン
サイジングしたメッシュデータによる気候変動予測と脆弱性分析、エネルギーマネジメント、健康・医療、
農業、災害対応などについて共同で研究を進める。
奥多摩町は、町の面積の94％が森林で山や谷が深く水管理が重要課題である過疎地域だ。高齢化
率は40%を超えており、21の自治会のうち6つが限界集落である。2005年の全国調査では、住民の平均寿
命が、女性が全国自治体の中の最短、男性も近隣自治体の中で最低水準である。生活習慣病を持つ住
民の割合は東京都平均より10％上回っている。奥多摩町では、本プロジェクトの主たるフィールドである
栗原市での実証実験の比較地域として、主に、気候変動の影響の予測や健康・医療分野で実証実験を
行なう。
このように、両自治体とも健康・医療、自然環境、防災などについての脆弱性を抱えているが、その反
面、地域特性によって気候変動の影響が他地域に比べて優位に働く可能性もある。両自治体の首長は
社会改革に精力的に取組み、リーダーシップを発揮している。慶應義塾大学では、それぞれの自治体と
研究連携についての包括的協定を結んでおり、これからも積極的に共同プロジェクトを実施してゆく。
（3）制度的隘路
「社会システム改革研究成果」の項ですでに述べたとおり、本プロジェクトではさまざまなアプローチで
規制緩和や制度面での弾力化の提案や実現に向けた実証研究を実施してきている。関連する制度的隘
路について、以下に概略しておく。
（i）電波法／放送法：災害時の地域限定の情報共有や、平常時の地域のソーシャルキャピタル育成のた
めにエリア限定ワンセグ放送を行なうことで効力が発揮されると考えているが、そのためには「放送局」を
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設置する必要がある。しかるに、たとえば電波法においては、エリア限定ワンセグ放送を実施するにあた
っては免許の取得が求められており、小規模地域での実現性に対する高いハードルとなっている。
(ii) 気象事業法：農業に必要な気象観測を大学等が行なうことについては、「V.4.各研究グループの研
究成果 （8）研究グループ8：社会システム改革」の項で述べたように、規制官庁である気象庁との協議に
よって、一定の成果が得られている。しかし、本プロジェクトでは、地域農業の産業化を含めた可能性を
検討しており、それを実現させるためには、今後、再度の協議が必要とされることになる。
(iii) 電気事業法施行規則：本プロジェクトで提案しているCEMSという方式によって、一定の地理的範囲
の家庭や施設が共同して取り組み、節電による「ネガワット」を発電ととらえ、特定供給という観点で一括
受電を行なう処置をとるなどすると大きな節電効果が期待できるが、電気事業法によりその実現が難しい。
また、付随して、独占企業である電力会社の約款が事実上の規制となっている。
(iv) 個人情報保護法／遠隔医療の妥当性：医療情報の共有と公的目的での二次利用についての個人
情報保護法の関係や医師と患者が直接遠隔システムで「対話」する状態での遠隔診療の妥当性につい
ての医師法との関連を整理する必要がある。
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
実験期間終了後に継続・発展させる予定の主たる取組みは、ミッションステートメントで述べた通り、
ICTライフインフラを他の自治体に普及させ、さらにアジア諸国にも普及させる可能性を探ることである。
慶應義塾大学では、外部資金によって複数年度に渡る研究を実施してきた研究拠点である研究センタ
ーを、当初の補助事業終了後も継続させるための仕組みがあり、本プロジェクト推進の中核組織となって
いる「グリーン社会ICTライフインフラ研究センター」についても、本補助期間終了後も取組みを続けるた
めに存続させる予定である。大学として、ICTライフインフラシステムの更なる標準化等を進めながらその
機能を保持・発展させることになる。気象研究所との連携も継続する予定である。同研究所で計算された
日本の予測データは日本全国をカバーしているため、本プロジェクトで得られた成果を他の自治体に普
及させることが可能になる。ひとつの自治体での成果が迅速に他自治体で活用されるべく自治体間の連
携を促進することを目指す。そのことよって、より広域での包括的で、より効果的な適応策が策定でき、緩
和効果も生まれることが期待される。
実施期間修了後の資金計画については、企業などとの共同プロジェクトや大学を通じて獲得する外部
資金が考えられる。さらに、本プロジェクトの成果を関連自治体や企業・個人事業者等に技術移転等する
ことによって、自治体独自の事業、ないし、企業活動の一環として本プロジェクトの成果を継続・発展させ
る可能性を検討する。現段階で、すでに実現に向けての計画作りが始まっているものとして、 (i) 通信衛
星等を使った災害時早期通信復旧システム、 (ii) センサを利用した農業ICTシステム、(iii) 健康状態の
センサによるモニタリングやテレビ電話を利用した遠隔医療システムなどがある。これらについては次項で
説明する。
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
本プロジェクトの成果が参画自治体で実証されることによって、他の地域に普及することが期待される。
また、UNEP(United Nations Environment Programme)のアジア太平洋気候変動適応ネットワークと連携し
アジア地域への普及を図る。慶應義塾大学は2011年7月にUNEPが主導するアジア太平洋地域気候変
動適応ネットワーク（APAN、本部タイ・バンコク）の東アジア地域ノード（SRN、Sub-Region Node）に選ばれ
た。国際拠点としての活動を進めるために慶應義塾大学に「気候変動適応研究センター」が設置され、
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本プロジェクトの研究メンバーである厳網林が同センターの代表として、金子郁容と小林光がメンバーとし
て活動している。
本プロジェクトを遂行する過程で、いくつかの技術的・経済的・社会的な効果が発生する見込みである。
以下では、上記した三つの可能性について述べる。(i)災害時早期情報通信復旧システムについては、
2011年3月11日の東日本大震災の発生直前に実用性のあるプロトタイプが完成した。大地震の被災地で
利用して判明したいくつかの課題に対応することで、商品化することが可能になるであろう。(ii)気候変動
によって生じうる地域の優位性を生かすセンサを利用した農業の新しいアプローチのひとつのケースとし
て本プロジェクトで進めているイチゴ栽培については、個人事業者を対象にした事業化を想定して開発を
進めている。震災の影響で最初の作付けが始まったところであるが、これまでのシミュレーションによると、
将来的には有望である。
さらに、(iii)遠隔・在宅医療に活用される通信機能つき小型センサの技術は、日本が世界でも強みを持
つ分野である。本プロジェクトの参画企業である（株）インテルが推進してきた「コンティニュアガイドライン」
によって特に日本では、血圧計や体組成計などの無線などによる室内での通信レイヤーでの標準化は
かなり普及してきた。それに伴って、遠隔ないし在宅の医療を効果的・効率的に実施する有力な方法とし
て、たとえば、重度疾病をかかえる患者を想定した場合などでビジネスモデルとして確立する可能性があ
る。それらの試行が十分に普及するなら、2010年に発表された総務省による「グローバル時代におけるＩＣ
Ｔ政策に関するタスクフォース地球的課題検討部会：中間取りまとめ」で述べられた「（遠隔医療などにつ
いての規制・制度の見直しがあることを前提にして）ＩＣＴによる生活習慣病の予防や改善により、１兆円以
上の医療費削減を実現」するという予測が現実に近づくであろう。また、本プロジェクトで得られたノウハウ
や技術を自治体に“移転”することで、奥多摩町では、地域の中核病院の通常業務として遠隔医療を活
用した住民の再診を開始する予定である。現在、慶應義塾大学と具体的な方法について協議している。
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参考：第一回 運営委員会 議事抄録
【日 時】：平成23年2月2８日（月）10：00-12：00
【場 所】：三田キャンパス 北館3階 大会議室
【出席者】
1．諮問委員（外部委員）
小宮山 宏 様：株式会社 三菱総合研究所

理事長

野原 佐和子様：株式会社 イプシ・マーケティング研究所 代表取締役社長
本林 稔彦 様：日本電気 株式会社 エネルギーソリューション事業部 統括マネージャー
吉岡 俊正 様：東京女子医科大学 副理事長（教育担当）
2．プロジェクトメンバー
（1）慶應義塾大学
真壁 利明：慶應義塾 常任理事

金子 郁容：大学院政策・メディア研究科 教授 （課題代表）

西

植原 啓介：環境情報学部 准教授

宏章：理工学部 准教授

（2）参画機関
佐藤

勇：宮城県栗原市 市長

田中 英俊：日本電気株式会社

竹井

淳：インテル 株式会社

井上 修吾：東日本電信電話株式会社

稲垣 一哉：アルプス電気株式会社
その他の研究メンバー（11名）
3．オブザーバ
矢崎 琢也：文部科学省 研究開発局環境エネルギー課 調査員
山下 廣順：科学技術振興機構 科学技術振興調整費プログラムオフィサー
【議事内容】
1 課題代表者挨拶 金子郁容
2 研究担当理事挨拶 真壁利明
3 全体説明、気候変動、健康・医療実験グループ説明（金子）
4 EMSグループ説明（西）
5 災害時の通信復旧、時空間ネットワーク説明（植原）
6 参画機関からご挨拶、本プロジェクトへの関わり方の説明
第二回 運営委員会 議事抄録
【日 時】：平成24年3月27日（火）14：30-16：20
【場 所】：三田キャンパス 北館 3階 大会議室
【出席者】
1．諮問委員（外部委員）
小宮山 宏

様：株式会社三菱総合研究所 理事長

野原 佐和子様：株式会社イプシマーケティング研究所 代表取締役社長
本林 稔彦 様：日本電気株式会社 エネルギーソリューション事業部統括マネージャー
吉岡 俊正 様：東京女子医科大学 副理事長（教育担当）
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2．プロジェクトメンバー
(1) 慶應義塾大学
真壁 利明：慶應義塾 常任理事

金子 郁容：政策・メディア研究科 教授 （課題代表）

植原 啓介：環境情報学部 准教授

太田

白

迎玖：政策・メディア研究科 特任准教授

純：先導研究センター 特任教授
井上 恒一：先導研究センター 共同研究員

戸越 俊郎：先導研究センター 研究員
(2) 参画機関
佐藤

勇：宮城県栗原市 市長

鈴木

学：宮城県栗原市 企画課長補佐

清水 俊雄：東京都奥多摩町 主任

栃原 克彦：アルプス電気株式会社

稲垣 一哉：アルプス電気株式会社

井上 修吾：東日本電信電話株式会社

小杉

傳田

章：東日本電信電話株式会社

篤：清水建設株式会社

風間 博明：インテル株式会社
3．オブザーバ
矢崎 琢也：文部科学省 研究開発局 環境エネルギー課 調査員
後藤 大亮：内閣府 政策統括官（科学技術施策・イノベーション担当）付
山下 廣順：科学技術振興機構 科学技術システム改革事業プログラムオフィサー
荒巻 俊也：科学技術振興機構 科学技術システム改革事業プログラムオフィサー
【議事内容】
1．課題代表挨拶 金子郁容
2．研究担当理事挨拶 （真壁利明 常任理事）
3．栗原市と奥多摩町の概況 （佐藤勇 栗原市長、清水奥多摩町主任）
4．全体説明、及び、健康・医療研究の概要 （金子郁容）
5．気候変動研究の概要 （白迎玖）
6．エネルギー・マネジメント・システム研究の概要 （井上恒一）
7．災害時の通信復旧、情報通信研究、農業研究の概要 （植原啓介）
8．諮問委員による意見、および、ディスカッション
以上
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