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強靭なまちづくりを支える 

エネルギーシステムの構築 



＜プログラム＞ 
 

東京工業大学 科学技術創成研究院 
先進エネルギー国際研究センター 第９回シンポジウム 

 

「強靭なまちづくりを支えるエネルギーシステムの構築」 

 
日時： 2016 年 10 月 27 日（木）14:00～17:15（13:30 開場） 
会場： 東京工業大学 大岡山キャンパス 蔵前会館 「くらまえホール」 
 
 

（次第） 

14:00 開会挨拶 三島 良直 東京工業大学 学長 

 

14:10 ご挨拶 若松 謙維 参議院議員（前復興副大臣） ······················································· 1 

 

14:30 特別講演 「日本の強靭化の視点と対策」 ········································································· 9 

  和泉 洋人 内閣総理大臣補佐官 

 

15:00 基調講演 「地域エネルギー計画におけるレジリエンスと価値創出の視点」 ························· 25 

  村上 周三 一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構 理事長 

 

15:30 休憩 

 

15:45 パネルディスカッション 

 「レジリエンスにつながるエネルギーシステムとは」 ······················································ 45 

 安岡 省 東京ガス株式会社 取締役 常務執行役員 ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ本部長 

 五十嵐 仁一 ＪＸエネルギー株式会社 取締役 常務執行役員 

 眞木 勝郎 株式会社ＮＴＴファシリティーズ 理事 ｽﾏｰﾄﾋﾞｼﾞﾈｽ本部長 

 清治 岳彦 株式会社日立製作所 電力情報制御ｼｽﾃﾑ事業部 事業部長 

 西田 直人 株式会社東芝 執行役専務 

 柏木 豊 三菱商事株式会社 地球環境・ｲﾝﾌﾗ事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ 環境事業本部 本部長 

 (ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ) 柏木 孝夫 東京工業大学特命教授・ＡＥＳセンター長 

 (ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ) 金谷 年展 東京工業大学ＡＥＳセンター特任教授 

  小鑓 隆史 東京工業大学ＡＥＳセンター特任教授（参議院議員） 

 

17:15 閉会 

 

17:25 交流会（会場：蔵前会館 ロイアルブルーホール） 
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開会挨拶 

三島 良直（みしま・よしなお） 

東京工業大学 学長 

1973 年東京工業大学工学部卒業、1975 年同大学

大学院理工学研究科修士課程修了、1979 年カリフ

ォルニア大学バークレー校博士課程修了、同大学

材料科学専攻アシスタントリサーチエンジニア、

1981 年東京工業大学精密工学研究所助手を経て、

1989 年同研究所助教授。1997 年東京工業大学大学

院総合理工学研究科材料物理科学専攻教授。2006

年同研究科長、2010 年東京工業大学フロンティア

研究機構長、2011 年同ソリューション研究機構長、

理事・副学長(教育・国際担当)を経て、2012 年 10

月から現職。 

 

ご挨拶 

若松 謙維（わかまつ・かねしげ） 

参議院議員（前 復興副大臣） 

1955 年 8 月 5 日、福島県石川町生まれ。中央

大学商学部卒業後、監査法人トーマツに入社し、

6 年間の米国・英国駐在を経験、国際経営コンサ

ルタントとして活躍。 
公認会計士・税理士・行政書士。1995 年 7 月、

37 歳で衆議院議員初当選、3 期 10 年務める。元

総務副大臣(2002 年 1 月~2003 年 9 月)。 
2013 年 7 月、参議院議員に初当選し、10 年

ぶりの国政復帰を果たす。総務委員会理事、予算

委員会理事、復興副大臣(2015 年 10 月~2016 年

8 月)等を歴任。東北・北海道を中心に活動し、

東日本大震災、原発事故からの復興加速化、地方

創生、日本再生のために奔走中。主著に「福島再

エネ 100％イノベーション」（2015 年 5 月）、 
「元気アップ！若松」（2013 年 4 月、鳳書院）

ほか多数。 
【参議院】文教科学委員、東日本大震災復興

及び原子力問題特別委員。 
【公明党】中央幹事、東北方面幹事長、福島県

本部議長、北海道本部顧問、福島県東日本大震災

復興加速化本部議長。  



 

ii 
 

特別講演 

 

 

 

和泉 洋人（いずみ・ひろと） 

内閣総理大臣補佐官 

1976 年建設省入省、国土交通省住宅局長、

内閣官房地域活性化統合事務局長、内閣官房

参与（国家戦略担当）を経て、現在、内閣総理

大臣補佐官（国土強靭化及び復興等の社会資

本整備、地方創生並びに健康・医療に関する成

長戦略担当）。政策研究大学院大学客員教授を

兼任。2001 年度工学博士取得（東京大学）。 

 

 

 

基調講演 

 

 

 

村上 周三（むらかみ・しゅうぞう） 

一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構 

理事長 

1967 年東京大学大学院工学系研究科建築学

専攻修士課程修了。工学博士。東京大学教授、

慶應義塾大学教授、(独)建築研究所理事長、日本

学術会議会員を経て 2012 年より(一財)建築環

境・省エネルギー機構理事長（現職）。日本建築

学会会長、空気調和･衛生工学会会長等を歴任。

「低炭素社会におけるエネルギーマネジメント」

（共著・慶應義塾大学出版会）など著書多数。 

  

「日本の強靭化の視点と対策」 

「地域エネルギー計画におけるレジリエンスと価値創出の視点」 
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パネルディスカッション 

 

 

 

安岡 省（やすおか・さとる） 

東京ガス株式会社 

取締役 常務執行役員 

エネルギーソリューション本部長・大口エネ

ルギー事業部長 

1956年東京都出身。1979年東京大学工学部機

械工学科卒業、同年、東京ガス(株)入社。国際部 

国際業務推進グループ Gas Malaysia社（出向）、

産業エネルギー事業部長、執行役員 原料部長、

執行役員 リビング法人営業本部 営業第一事業

部長、常務執行役員 広域圏営業本部長、取締役

常務執行役員 IT本部長を経て2016年4月から現

職。(株)幕張メッセ 取締役、(社)日本熱供給事業

協会副会長、(社)都市環境エネルギー協会副理事

長、NPO 法人都心の新しい街づくりを考える会

理事等を務める。 

 

 
五十嵐 仁一（いがらし・じんいち） 

ＪＸエネルギー株式会社 

取締役常務執行役員 

1982 年日本石油(株)（現ＪＸエネルギー(株)）

入社、2006 年研究開発本部中央技術研究所潤滑

油研究所長 兼潤滑油事業本部潤滑油総括部副

部長、08 年研究開発本部中央技術研究所化学研

究所長 兼化学品本部化学品総括部副部長、12 年

執行役員研究開発本部中央技術研究所長、14 年

常務執行役員中央技術研究所長、2016 年より現

職。 

 

 

「レジリエンスにつながるエネルギーシステムとは」 
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眞木 勝郎（まき・かつろう） 

株式会社ＮＴＴファシリティーズ 

理事 

スマートビジネス本部長 

1990年九州大学大学院工学研究科卒、同年

日本電信電話(株)に入社、通信用エネルギーシ

ステムの開発に従事。2003年NTT（持株会社）

第二部門ネットワーク調整担当部長、2006年

NTTファシリティーズ事業開発部事業企画部

門長。2010年NTT東日本宮城支店副支店長・設

備部長では東日本大震災における通信の復旧

・復興に努めた。2012年より現職。2012年アド

バンスト・コージェネレーション研究会委員。 

 

 

 

 
 

清治 岳彦（せいじ・たけひこ） 

株式会社日立製作所 

エネルギーソリューションビジネスユニット 

電力情報制御システム事業部 

事業部長 

1987 年早稲田大学理工学部電気工学科卒

業。同年、(株)日立製作所入社。2007 年 4 月

情報・通信グループ情報制御システム事業部

電力制御システム本部原子力制御システム

設計部長。12 年 4 月インフラシステム社情

報制御システム事業部副大みか事業所長。

15 年 10 月エネルギーソリューション社ソ

リューションシステム事業部副事業部長。

16 年 4 月より現職。 
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西田 直人（にしだ・なおと） 

株式会社東芝 

執行役専務（技術統括部担当） 

1978年 3月慶應義塾大学大学院工学研究科電

気工学専攻 修士課程修了、同年 4 月(株)東芝入

社、生産技術研究所配属。83 年から 85 年会社

国際企業人育成制度でライス大学に留学、91 年

工学博士学位受領。99 年 4 月生産技術センター

企画部部長、2007 年 6 月生産技術センター所

長、09 年 4 月生産企画部部長、11 年 4 月技術企

画室室長、12 年 6 月執行役常務（技術企画室室

長）、13 年 6 月執行役上席常務（生産企画部、調

達部、生産技術センター担当）、14 年 6 月取締

役執行役専務（研究開発統括部担当）、15 年 9 月

執行役専務（研究開発統括部担当）、16 年 4 月

より執行役専務（技術統括部担当）現職。 

 

 

柏木 豊（かしわぎ・ゆたか） 

三菱商事株式会社 

地球環境・インフラ事業グループ環境事業本部

本部長 

1986年慶応義塾大学法学部卒業、三菱商事(株)

入社。1997年ハーバード大学経営大学院（MBA）

卒業。炭素事業部を経て、2000 年米国三菱商事

会社 エネルギー事業部部長、08 年経営企画部

兼総務部担当部長（副社長業務秘書）。11 年自動

車関連事業ユニットマネージャーを経て、14 年

Lithium Energy and Power GmbH & Co.KG 

出向 Executive Vice President。15 年環境事業

本部長就任。 
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【コーディネーター】 
 

柏木 孝夫（かしわぎ・たかお） 

東京工業大学 特命教授 

先進エネルギー国際研究センター センタ

ー長 

1946年東京生まれ。70年東京工業大学工学

部卒業、79年博士号取得。80～81年米国商務

省NBS（現NIST）招聘研究員。88年東京農工

大学工学部教授に就任。2007年から東京工業

大学大学院教授、先進エネルギー国際研究セ

ンターを立ち上げセンター長となる。12年特

命教授・名誉教授。東京農工大学名誉教授とな

る。日本エネルギー学会会長、日本学術会議連

携会員などを歴任。13年総合資源エネルギー

調査会省エネルギー・新エネルギー分科会長、

基本政策分科会員、総務省「自治体主導の地域

エネルギーシステム整備研究会」議長。 

 

 

 

  



 

vii 
 

 

 

【コメンテーター】 
 

金谷 年展（かなや・としのぶ） 

東京工業大学  

先進エネルギー国際研究センター 特任教授 

1990 年東北大学大学院理学研究科博士課程

修了（理学博士）。90 年(株)富士総合研究所入社、

同社主事研究員の後、慶應義塾大学大学院政策

メディア研究科教授などを経て、2012 年 5 月よ

り東京工業大学ソリューション研究機構（現・科

学技術創成研究院）特任教授に就任。2014 年 7

月には(一社)レジリエンスジャパン推進協議会

事務局長に就任。国土強靭化担当大臣私的諮問

委員会『ナショナル・レジリエンス懇談会』委員、

内閣府『戦略的イノベーションプログラム評価

委員会』委員、『バイオマス産業都市選定委員会』

委員、環境省『家庭エコ診断推進基盤整備事業検

討委員会 WG』委員長、総務省『自治体主導の地

域エネルギーシステム整備研究会』委員など多

くの国や地方自治体の委員等を務める。 

 

 

小鑓 隆史（こやり・たかし） 

東京工業大学 

先進エネルギー国際研究センター 特任教授 

1966 年 9 月 9 日生まれ。京都大学大学院、

インペリアルカレッジ大学院修了。 

1992 年通商産業省入省、経済産業省大臣官

房政策企画委員、JETRO ヒューストンセンター

次長、内閣官房企画官（国家戦略室）、内閣参事

官（日本経済再生総合事務局）等を経て、2014

年 11 月より現職。2016 年 7 月、参議院議員に

当選。 





 

 
 

 

 

 

 

 

 
ご挨拶 

 

若松 謙維 
参議院議員 

（前復興副大臣） 
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「日本の強靭化の視点と対策」 

 

和泉 洋人 
内閣総理大臣補佐官 

 
講演資料 
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日本の強靱化の視点と対策

平成28年10月27日（木）

内閣総理大臣補佐官

和泉 洋人

第９回AESシンポジウム
講演資料

1

いかなる災害等が発生しようとも、

①人命の保護が最大限図られること

②国家及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること

③国民の財産及び公共施設に係る被害の最小化

④迅速な復旧・復興

を基本目標として、「強さ」と「しなやかさ」を持った安全・安心な国土・地域・経済社会を構築する

○我が国は、これまで数多くの災害が発生し、甚大な被害を受けてきた。

○その都度、長期間かけて復旧・復興を図るという「事後対策」の繰り返しを避け、平時から大規模自然災害等に対する備
えを行うことが重要。

○ 悪の事態を念頭に置き、国土政策・産業政策も含めた総合的な対応を「国家百年の大計」として行っていく必要。

○ハード・ソフトを適切に組合せ ○平時にも非常時にも有効に活用 ○民間の取組を促進

国土強靱化（ナショナル・レジリエンス）
＜基本的な方針の例＞

＜特徴＞・国土政策・産業政策を含めた対応
・地震、洪水などの「リスク」を特定せず、あらゆる「リスク」を見据えたうえで、 悪の事態に陥ることを
避けられる行政機能、地域社会、地域経済を事前につくりあげる取組

国土強靱化とは
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 建物倒壊による被害： 死者 約1.7万人～約8.2万人
 津波による被害 ： 死者 約1.3万人～約23.0万人
 火災による被害 ： 死者 約0.1万人～約2.2万人 等

○人的被害

○被害額（陸側ケース）

大 約３２万３千人の死者

 建物倒壊による被害： 死者 約0.4万人～約1.1万人
 火災による被害 ： 死者 約0.1万人～約１.6万人 等

大 約２万３千人の死者

○被害額

○人的被害

内閣府「首都直下地震の被害想定と対策について（ 終報告）」（平成25年12月）に基づき作成

 資産等の被害【被災地】 (合計) 169.5兆円
• 民間部門 148.4兆円
• 準公共部門（電気・ガス・通信、鉄道） 0.9兆円
• 公共部門 20.2兆円

 経済活動への影響【全国】
• 生産・サービス低下に起因するもの 44.7兆円

 資産等の被害【被災地】 （合計） 47.4兆円
• 民間部門 42.4兆円
• 準公共部門（電気・ガス・通信、鉄道） 0.2兆円
• 公共部門（ライフライン、公共土木施設等） 4.7兆円

 経済活動への影響【全国】
• 生産・サービス低下に起因するもの 47.9兆円

南海トラフで発生するＭ９クラスの地震

南海トラフ巨大地震 首都直下地震

内閣府「南海トラフ巨大地震の被害想定について（第二次報告）」（平成25年3月）に基づき作成

内閣府「首都直下地震の被害想定と対策について（ 終報告）」（平成25年12月）に基づき作成内閣府「南海トラフ巨大地震の被害想定について（第一次報告）」（平成24年８月）に基づき作成

○被害想定の対象とする地震

都区部直下で発生するＭ７クラスの地震

○被害想定の対象とする地震

約214兆円の被害
※直接被害169.5兆円、間接被害（生産・サービス低下）44.7兆円の計。

このほか、独立した推計として交通寸断に起因する間接被害6.1兆円がある。

約95兆円の被害
※直接被害47.4兆円、間接被害（生産・サービス低下）47.9兆円の計。

このほか、独立した推計として交通寸断に起因する間接被害（道路：5.6兆円等）がある。

2

南海トラフ巨大地震・首都直下地震の被害想定

国土強靱化の重要性

約175,000棟

約98,000棟

約63,000棟

約27,000棟

約11,000人

約8,550人

約6,100人

約3,800人

約1,500人

0人

2,000人

4,000人

6,000人

8,000人

10,000人

12,000人

0棟

20,000棟

40,000棟

60,000棟

80,000棟

100,000棟

120,000棟

140,000棟

160,000棟

180,000棟

200,000棟

耐震化率

約79%（全国、H20）

約87%（東京都、H20）

耐震化率

約90%（全国）

約94%（東京都）

耐震化率

約95%（全国）

約97%（東京都）

耐震化率

約100%（全国）

約100%（東京都）

揺れによる全壊棟数

建物倒壊による死者数（冬・深夜）

首都直下地震被害想定

耐震化率100％（全国）
⇒ 全壊棟数・死者数 約９割減

出典：首都直下地震の被害想定と対策について（ 終報告）
（平成25年中央防災会議首都直下地震対策検討ワーキンググループ）
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＜英国＞

「戦略枠組み及び基本方針」
・具体的な作業フレームワークの発表

○2007年の大洪水被害等を受け、これまでの民間緊急
事態法の見直しに着手

短期目標：
○洪水に対する９重要インフラの特定と対策の実施

中長期目標：

※重要インフラ：英国内での日常生活に必要不可欠、又は国家として社
会的･経済的に継続するために必要な施設、システム、拠点、ネット
ワーク

- 通信、警察･消防、エネルギー、金融、食料、政府機能、医療、交
通･物流、上下水道(ダム含む)

- 重要インフラに対して洪水以外の自然災害に対する長
期的なレジリエンス向上及び維持

- 既存の規定･規則類の見直し、必要な規定・規則類の
整備、必要な政策の立案等

＜米国＞

実施予定項目
・テロリズム及びその他の脅威(自然災害、人為的事故等)に関する
理解と情報共有の推進

・重要インフラの防護対策及び強靱性向上策について情報共有及び
実施に必要なパートナーシップの確立

・リスクマネジメントプログラムの実施

※重要インフラ：米国にとってきわめて重要なシステムもしくは資産
- 農業･食糧、防衛施設、エネルギー、医療、国家モニュメント、

金融、水道、化学産業、商業施設、重要製造業、ダム（治水）、
警察･消防、原子力、情報技術、通信、交通･物流、政府機能

「国家インフラ防護計画」

○国家インフラ防護計画のリスクマネジメントの枠組みを、
重要インフラの各分野の特性やリスク環境に適用するた
めの計画

○重要な国家インフラを保護するためのリスクマネジメントの
枠組みについて規定

「分野別計画」

「重要インフラ･レジリエンス･プログラム」
(Critical Infrastructure Resilience Programme)

(National Infrastructure Protection Plan)

(The Sector-Specific Plans)

「国家準備(事前防災)目標」
(National Preparedness Goal)

「国家危機管理システム」
(National Incident Management System)

○各種のリスクに対するシナリオの提示

○危機管理への総合的・国家的な標準形を提示

「分野別レジリエンス計画」
(Sector Resilience Plan for Critical Infrastructure)

「国家レジリエンス計画」
(National Resilience Plans)

○2005年のハリケーン・カトリーナの被害等を受け、これまで
の危機管理体制の見直しに着手

(2007年改訂)

(2008年改訂)

(2009年、2013年改訂)

(2009年～)

(2010年初版
その後毎年改訂)

(2010年)

英国・米国の取組み

4

★2013年2月12日 オバマ大統領の新た
な指示

（Presidential Policy Directive ‐ Critical 
Infrastructure Security and Resilience）
・重要インフラの安全性と「レジリエン
ス」を強化するため、以下の指示
‐ 連邦政府各省の連携と役割分担を

明確化
‐ 連邦政府での効率的な情報共有 等

・本指示を実行するため、以下の施策
を早急に実施

‐ 現行の官民連携モデルを評価し、連
携強化に向けた検討(150日以内)

‐ 国家重要インフラ防護計画を改定(240
日以内) 等

＜世界経済フォーラム年次総会(ダボス会議)＞

レジリエンスへの世界的関心の高まり

2013年１月23日（水）～27日（日）
100以上の国々から2,500名以上の企業、政府、市民

社会のリーダーたちが参加

年次総会テーマを「レジリエント・ダイナミズム」
（強靱な活力、弾力性のあるダイナミズム）として、
270以上の公式セッションを開催

注目されたセッションの一つに、東日本大震災と津
波、ハリケーン・サンディ、タイの洪水などの大規
模災害によってグローバル・サプライチェーンが途
絶するリスクの顕在化などを扱った「レジリエン
ト・サプライチェーンの構築に向けて」

特別レポート「Building National Resilience to Global 
Risks」において、国家のレジリエンスの定義や評価
について論じられた。

14,000人を対象としたアンケート調査に基づき、日
本を除き、政府のリスクマネジメント力が高い国は、
競争力も高いことが示された。

＜第３回 国連防災世界会議＞
2015年3月14日（土）～18日（水）（仙台で開催）

187か国の代表、国際機関、NGO等、本体会議に
6,500人以上（首脳25名含む閣僚100名以上、国連事
務総長、UNDP総裁）、関連事業を含めると延べ約15
万人以上参加。我が国で開催した国連関係の国際会
議として最大級。

新たな国際的な防災の取組指針である「仙台防災枠
組2015‐2030」を採択。
＜仙台行動枠組2015-2030＞
・目標：ハザードへの暴露と災害に対する脆弱性を予防・削減し、応

急対応及び復旧への備えを強化し、もって強靭性を強化する、
統合されかつ包摂的な、経済的・構造的・法律的・社会的・
健康的・文化的・教育的・環境的・技術的・政治的・制度的
な施策を通じて、新たな災害リスクを防止し、既存の災害リ
スクを削減する。

・優先行動１：災害リスクの軽減
優先行動２：災害リスク管理のための災害リスク・ガバナンスの強

化
優先行動３：強靱性のための災害リスク削減のための投資
優先行動４：効果的な応急対応に向けた備えの強化と、より良い復

興（ビルド・バック・ベター）の実施

総理が「仙台防災協力イニシアティブ」を発表し、
今後４年間で計40億ドルの協力の実施及び計４万人
の人材育成を行うことを表明。

5 
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国連における世界津波の日（１１月５日）の制定

6

第３回国連防災世界会議※（2015.3）
防災の行動指針として、期待される成果と目標、指導原則、優先行動
等を規定した「仙台防災枠組2015-2030」が採択され、あらゆる政策
や開発協力に防災の視点が導入される「防災の主流化」を促進。

※ 仙台で開催され、我が国で開催された最大級の国際会議。185カ国の代表、
国際機関代表等6500人以上、関連事業を含めるとのべ約15万人以上が参加。

フォローアップ

日本をはじめ１４２か国が共同提案した『１１月５日を
「世界津波の日」として制定する決議※』が、2015年12月
22日、第７０回国連総会本会議にて、コンセンサスにより
採択。

今後、世界各地において、「津波に対す
る意識向上のための啓発活動」や「津波
対策の強化」等を通じ、我が国はイニシ
アティブを発揮していく予定。

※ 1854年11月5日に和歌山県で起きた大津波の際に、村人が自らの収穫した稲を稲むらに火をつけることで早期
に警報を発し、避難させたことにより村民の命を救い、被災地のより良い復興に尽力した「稲むらの火」の逸
話に由来する。

第70回国連総会本会議の様子

7

「世界津波の⽇フォーラム」
〜巨⼤津波災害に備えるための国⼟強靱化の役割〜

 ⽇ 時：11⽉５⽇（⼟） 開場/14：00 開演/14：30 閉会/17：00（予定）
 場 所：イイノカンファレンス Room A
 趣 旨：昨年12⽉の国連総会において、⽇本政府主導のもと142か国の共同提案により、世界

各地で津波に対する防災意識の向上を図るため、11⽉5⽇を「世界津波の⽇」として、
全会⼀致で制定された。
国⼟強靭化の推進にあたっては、施策の担い⼿となる関係府省や地⽅公共団体、さら

には事業者や国⺠にも、国⼟強靭化が津波をはじめとした⼤規模災害などの対策として
正しく理解されることが重要である。
そのため、「世界津波の⽇」である11⽉5⽇に、国⼟強靱化に取り組む実務者を招い
て、国⼟強靭化に関する情報共有・意⾒交換を⾏うフォーラムを開催する。

 内 容：オープニングアトラクション（稲むらの⽕の朗読）
国内外の津波防災、国⼟強靱化に取り組む実務者による基調講演及びトークセッション

■主 催：内閣官房 国⼟強靭化推進室
■参加費：⼊場無料
※ 上記は全て現時点における予定であり、変更の可能性がございます。

「世界津波の日フォーラム」について
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8

□目的、基本理念
・大規模自然災害等に備えるには、事前防災・減災と迅速な復旧・復興に資する施策の総合的、計画的な実施が重要であ

り、国際競争力向上に資する

□基本方針
１ 大規模自然災害等に際して人命の保護が最大限図られる
２ 国家及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持される
３ 国民の財産及び公共施設に係る被害の最小化
４ 迅速な復旧復興 ※この他、ハード・ソフト連携した推進体制の整備、施策の重点化 等

□施策の策定及び実施の方針
・ 既存の社会資本の有効活用、民間資金の積極的な活用、自然との共生・環境との調和 等

□基本計画・脆弱性評価
・国土強靱化に係る指針として基本計画を定め、国土強靱化に関しては、

国の他の計画は本計画を基本とする（＝アンブレラ計画）
（具体的な事業は記載せず、基本計画を指針として他の計画で位置づけ）

・計画の策定に先立ち、脆弱性に関する評価を実施し、その結果の検証を
行うとともに、地方公共団体等の意見も聴取

□国土強靱化推進本部
・全閣僚により構成
・本部長：総理大臣

副本部長：官房長官、国土強靱化担当大臣、国土交通大臣
・脆弱性評価指針の決定、国土強靱化基本計画の案の作成（→計画は閣議決定）

□地方公共団体
・国土強靱化地域計画の策定

（議員立法により、平成25年12月４日成立、同月11日公布・施行）

（注）国土強靱化の指針としての計画等の関係をイメージしたもの。

「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に
資する国土強靱化基本法」の概要

9

国土強靱化基本計画について

○国土強靱化基本法第10条に基づく計画

で、国土強靱化に係る国の他の計画等
の指針となるもの（アンブレラ計画）

○脆弱性評価結果を踏まえた、施策分野
ごと及びプログラムごとの推進方針を定

める

●国土強靱化の基本的考え方（第１章）

●脆弱性評価（第２章） 略
●国土強靱化の推進方針（第３章） ～施策分野ごとの推進方針～

●計画の推進と不断の見直し（第４章）

〔理念〕
○国土強靱化の基本目標

①人命の保護
②国家・社会の重要な機能が致命的な障害を受け
ず維持される

③国民の財産及び公共施設に係る被害の 小化
④迅速な復旧復興

〔基本的な方針等〕
○依然として進展する東京一極集中からの脱却、

「自律・分散・協調」型の国土の形成
○施策の重点化、ハード対策とソフト対策の適切な組

み合わせ
○既存社会資本の有効活用等による費用の縮減
○PPP/PFIによる民間資金の積極的な活用
○PDCAサイクルの繰り返しによるマネジメント 等

【行政機能／警察・消防等分野】

・政府全体の業務継続計画を踏まえた対策の推進
等

【住宅・都市分野】

・密集市街地の火災対策、住宅・学校等の耐震化、
建築物の長周期地震動対策 等

【保健医療・福祉分野】

・資機材、人材を含む医療資源の適切な配分を通
じた広域的な連携体制の構築 等

【エネルギー分野】

・エネルギー供給設備の災害対応力、地域間の相
互融通能力の強化 等

【金融分野】

・金融システムのバックアップ機能の確保、金融機関横
断的な合同訓練の実施 等

【情報通信分野】

・情報通信システムの長期電力供給停止等に対する対
策の早期実施 等

【産業構造分野】

・企業連携型BCP/BCMの構築促進 等
【交通・物流分野】

・交通・物流施設の耐災害性の向上 等
【農林水産分野】

・農林水産業に係る生産基盤等のハード対策や流通・
加工段階のBCP/BCM構築等ソフト対策の実施 等

【国土保全分野】

・防災施設の整備等のハード対策と警戒
避難体制の整備等のソフト対策を組み
合わせた総合的な対策 等

【環境分野】

・災害廃棄物の迅速かつ適正な処理を
可能とする廃棄物処理システムの構築
等

【土地利用（国土利用）分野】

・多重性・代替性を高めるための日本海
側と太平洋側の連携 等

○今後、国土強靱化に係る国の他の計画について必要な見直しを行い
ながら計画を推進

○概ね5年ごとに計画内容の見直し、それ以前においても必要に応じて
所要の変更

○起きてはならない 悪の事態を回避するプログラムの推進計画（※）を毎年
度の国土強靱化アクションプランとして推進本部が策定。これにより施策や

プログラムの進捗管理及び重要業績指標等による定量的評価を実施。
（※）プログラムごとの推進方針（略）に重要業績指標（ＫＰＩ）を加えて作成

○重点化すべき15プログラムを重点的に推進

〔特に配慮すべき事項〕
○オリンピック・パラリンピックに向けた対策 等

○災害時でも機能不全に陥らない経済社会システ
ムを平時から確保し､国の経済成長の一翼を担う

【リスクコミュニケーション分野】

・国や自治体、国民や事業者等の自発的取組促進の
ための双方向コミュニケーション、教育、訓練 等

【老朽化対策分野】

・長寿命化計画に基づく、メンテナンスサイクルの構
築 等

【研究開発分野】

・自然災害・老朽化対策に資する優れた
技術の研究開発、普及、活用促進 等

個別施策分野

横断的分野

平成26年６月３日 閣議決定

「国土強靱化基本計画」の概要
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10

45のプログラムと15の重点化すべきプログラム

事前に備えるべき
目標

プログラムにより回避すべき起きてはならない 悪の事態

1

大規模自然災害が
発生したときでも人
命の保護が 大限
図られる

１－１）大都市での建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や住宅密集地における火災による死
傷者の発生

１－２）不特定多数が集まる施設の倒壊･火災

１－３）広域にわたる大規模津波等による多数の死者の発生

１－４）異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水

１－５）大規模な火山噴火・土砂災害（深層崩壊）等による多数の死傷者の発生のみならず、後年
度にわたり国土の脆弱性が高まる事態

１－６）情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者の発生

2

大規模自然災害発
生直後から救助・
救急、医療活動等
が迅速に行われる
（それがなされない
場合の必要な対応
を含む）

２－１）被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止

２－２）多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生

２－３）自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助･救急活動等の絶対的不足

２－４）救助・救急、医療活動のためのエネルギー供給の長期途絶

２－５）想定を超える大量かつ長期の帰宅困難者への水･食糧等の供給不足

２－６）医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶による医療機能の麻痺

２－７）被災地における疫病・感染症等の大規模発生

3

大規模自然災害発
生直後から必要不
可欠な行政機能は
確保する

３－１）矯正施設からの被収容者の逃亡、被災による現地の警察機能の大幅な低下による治安の
悪化

３－２）信号機の全面停止等による重大交通事故の多発

３－３）首都圏での中央官庁機能の機能不全

３－４）地方行政機関の職員･施設等の被災による機能の大幅な低下

4

大規模自然災害発
生直後から必要不
可欠な情報通信機
能は確保する

４－１）電力供給停止等による情報通信の麻痺・長期停止

４－２）郵便事業の長期停止による種々の重要な郵便物が送達できない事態

４－３）テレビ･ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者に伝達できない事態

事前に備えるべき目標 プログラムにより回避すべき起きてはならない 悪の事態

5

大規模自然災害発
生後であっても、経
済 活 動 （サプラ イ
チェーンを含む）を
機能不全に陥らせ
ない

５－１）サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下による国際競争力の低下

５－２）社会経済活動、サプライチェーンの維持に必要なエネルギー供給の停止

５－３）コンビナート・重要な産業施設の損壊、火災、爆発等

５－４）海上輸送の機能の停止による海外貿易への甚大な影響

５－５）太平洋ベルト地帯の幹線が分断する等、基幹的陸上海上交通ネットワークの機能停止

５－６）複数空港の同時被災

５－７）金融サービス等の機能停止により商取引に甚大な影響が発生する事態

５－８）食料等の安定供給の停滞

6

大規模自然災害発

生後であっても、生

活・経済活動に必

要 低限の電気、

ガス、上下水道、燃

料、交通ネットワーク

等を確保するととも

に、これらの早期復

旧を図る

６－１）電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や石油・LPガスサプライチェーンの機能の
停止

６－２）上水道等の長期間にわたる供給停止

６－３）汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止

６－４）地域交通ネットワークが分断する事態

６－５）異常渇水等により用水の供給の途絶

7
制御不能な二次災
害を発生させない

７－１）市街地での大規模火災の発生

７－２）海上・臨海部の広域複合災害の発生

７－３）沿線･沿道の建物倒壊による直接的な被害及び交通麻痺

７－４）ため池、ダム、防災施設、天然ダム等の損壊・機能不全による二次災害の発生

７－５）有害物質の大規模拡散･流出

７－６）農地・森林等の荒廃による被害の拡大

７－７）風評被害等による国家経済等への甚大な影響

8

大規模自然災害発
生後であっても、地
域社会・経済が迅
速に再建・回復で
きる条件を整備す
る

８－１）大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態

８－２）道路啓開等の復旧・復興を担う人材等（専門家、コーディネーター、労働者、地域に精通し
た技術者等）の不足により復旧･復興が大幅に遅れる事態

８－３）地域コミュニティの崩壊、治安の悪化等により復旧・復興が大幅に遅れる事態

８－４）新幹線等の基幹インフラの損壊により復旧･復興が大幅に遅れる事態

８－５）広域地盤沈下等による広域･長期にわたる浸水被害の発生により復旧･復興が大幅に遅れ
る事態

※黄色マーカー：15の重点化すべきプログラム

「国土強靱化基本計画」におけるエネルギー分野について
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○ 我が国の大規模エネルギー供給拠点は太平洋側に集中しており、南海トラフ地震や首都直下地震により供給能力が大きく損

なわれるおそれがあるため、個々の設備等の災害対応力や地域内でのエネルギー自給力、地域間の相互融通能力を強化する

とともに、エネルギーの供給側と需要側の双方において、その相互補完性・一体性を踏まえたハード対策とソフト対策の両面か

らの総合的な対策を講じることにより、エネルギーサプライチェーン全体の強靱化を図る。【関係府省庁】

○ 製油所の緊急入出荷能力の強化や、石油製品、石油ガスの国家備蓄量の確保に向けた取組を推進するなど、大規模被災時

にあっても必要なエネルギーの供給量を確保できるよう努めるとともに、被災後の供給量には限界が生じることを前提に供給先

の優先順位の考え方を事前に整理する。また、減少している末端供給能力（サービスステーション等）の維持・強化、各家庭や

公共施設、学校、医療施設等における自家発電設備の導入、燃料の備蓄量の確保等を促進する。【経済産業省、国土交通省、

その他関係府省庁】

○ 石油コンビナート等のエネルギー供給施設、高圧ガス設備の損壊は、エネルギー供給の途絶のみならず、大規模な火災や環

境汚染等に拡大するおそれがあるため、その耐災害性の向上及び防災体制の強化を図る。【総務省、経済産業省、国土交通

省、その他関係府省庁】

○ コージェネレーション、燃料電池、再生可能エネルギー、水素エネルギー等の地域における自立・分散型エネルギーの導入を

促進するとともに、スマートコミュニティの形成を目指す。また、農山漁村にあるバイオマス、水、土地等の資源を活用した再生可

能エネルギーの導入を推進する。【農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省】

○ エネルギー輸送に係る陸上・海上交通基盤、輸送体制の災害対応力を強化する。また、非常時の迅速な輸送経路啓開に向

けて関係機関の連携等により必要な体制整備を図るとともに、円滑な燃料輸送のための情報共有や輸送協力、諸手続の改善

等を検討する。【経済産業省、国土交通省、その他関係府省庁】

○ 供給側における企業連携型のBCP/BCM 構築の持続的な推進を図るとともに、サプライチェーンの確保も念頭に置いた関係

機関による合同訓練を実施し、応急復旧に必要な資機材・燃料・人材等の迅速な確保などBCP/BCM の実効性を高める。また、

PDCA サイクルにより一層の機能強化や技術開発を推進する。【警察庁、総務省、経済産業省、国土交通省、防衛省、その他

関係府省庁】

○ エネルギー全体としての需給構造の強靱化を目指し、中長期のエネルギー需給の動向や国内外の情勢、沿岸部災害リスクも

踏まえ、電力・天然ガス等の地域間の相互融通を可能とする全国のエネルギーインフラや輸配送ネットワークの重点的対策や、

電源の地域分散化の促進、メタンハイドレートの商業化の実現に向けた調査・研究開発の推進や熱活用等による国産エネル

ギーの確保を含む国内外の供給源の多角化・多様化に取り組む。【経済産業省】

（個別施策分野の推進方針） （４）エネルギー
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国土強靱化
アクションプラン

脆弱性評価の指針
国土強靱化基本計画案

閣議決定

本部決定

国土強靱化基本計画

ＰＤＣＡ
（１年）

ＰＤＣＡ
（概ね５年）

国の他の
計画の見直し

国土強靱化アクションプラン
2015の策定

･進捗状況の把握等
･プログラムの最適化

次期基本計画に向けて
･次期脆弱性評価の進化に
向けた検討

地域計画の策定推進・支援
民間取組促進

広報活動

計画の推進と
不断の見直し

国土強靱化基本計画のPDCAサイクル

12

国土強靱化の現在の取組について
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近年発生した災害への対応

・今回の地震を契機として、事前防災・減災等に
資する国土強靱化の取組について議論を深め、
重点的に推進。

・大規模水害のおそれのある市町村で、河川管
理者、都道府県、市町村等からなる協議会を
設置、減災目標を共有

・「住民目線のソフト対策」「洪水を安全に流す
ハード対策」「危機管理型ハード対策」の一体
的・計画的推進

・「観測・予測・対策」の一体的な研究開発、研
究者の育成・確保を含む火山研究体制の強化

民間の主体的取組と
強靱な地域づくりの推進

強靱な社会に向けた啓発の推進

国土強靱化基本計画策定以降の２年間を経て、基本計画に基づく取組は概ね順調に進捗。
＜平成27年度の主な実績＞
・国土強靱化地域計画の策定に全都道府県が着手（平成28年4月22日現在、31都道府県が策定済み）
・全国瞬時警報システム（J-ALERT)自動起動装置整備完了 ・デジタルサイネージの国内標準仕様の策定
・製油所における非常用発電機、非常用情報通信システム、ドラム缶石油充填出荷設備の導入完了
・災害派遣医療チーム（DMAT)の基幹災害拠点病院・地域災害拠点病院への配備完了
・公立小中学校、国立大学法人等の耐震化概ね完了 等

⇒各プログラムの取組の着実な推進に加え、発生した災害への対応と国土強靱化の裾野を広げる取組を強化

・事業継続に積極的に取組んでいる企
業等を認証する仕組みの創設・運用

・国土強靱化に資する民間の取組を
促進する施策集をとりまとめ

・地域計画に基づく取組に対する関係
府省庁の支援について、内容や適用
状況をフォローアップ・見える化、周
知

・学習教材「防災まちづくり・くにづくり」
を学校等で活用

・多様なコミュニティが共創する活動の
場の創設

・11月5日の「世界津波の日」に関する
広報、普及啓発を関係府省庁の連
携のもと重点的に実施

○御嶽山の噴火や平成27年5月の口永良部
島の噴火を踏まえた火山対策の強化

○平成27年9月の関東・東北豪雨を踏まえた
水害対策の強化

○多様なニーズ、イノベーションの創出
により持続的な経済成長にも資する
民間の取組を促進

○地域の豊かさを維持・向上させて地
方創生にもつながる強靱な地域づくり
を推進。

○一人ひとりが国土強靱化の重要性へ
の理解と関心を深め、主体的に行動
できるよう、国内外への啓発活動を推
進。

○平成28年熊本地震を踏まえた対応

国土強靱化アクションプラン2016のポイント
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・首都直下地震を想定した職員の安否確認訓練、非常
参集訓練、災害対策本部の設置、運営等訓練の実施

・災害情報配信のレベル
アップに向けた取組の実
施

・ライフライン事業者の参
入等の働きかけ

・総合訓練等の実施

・津波災害警戒区域の指定促進のための説明会実施
・ハザードマップ作成支援

・製油所等における、地震・
津波対策等に対する支援
対象の拡大

・耐震改修等に係る情報
提供 等

・耐震改修促進の重点的・
緊急的支援措置の３年間
延長等を実施 等

起きてはならない
悪の事態の例

推進計画の例
重要業績指標（KPI）の例

建物・交通施設等の大規
模倒壊等による死傷者発
生

・ 住宅・建築物等の耐震化 【国交】住宅の耐震化率
79％（H20）→82％（H25）→91％［H30参考値］→95％
［H32］→耐震性を有しない住宅ストックを概ね解消［H37］

大規模津波等による多数
の死者発生

・ ハード対策の着実な推進とソフト対策を組み合わせ
た対策の推進

【国交・農水】 大クラスの津波に対応したハザードマップを作
成・公表し、防災訓練等を実施した市区町村の割合
0％（H26）→100％［H32］

異常気象等による市街地
等の浸水

・ 土地利用と一体となった減災対策や、洪水ハザード
マップや内水ハザードマップの作成支援

【国交】 大クラスの内水に対応したハザードマップを作成・公
表し、防災訓練等を実施した市区町村の割合
-（H26）→100％［H32］

大規模な火山噴火・土砂
災害等による多数の死傷
者発生

・ 災害のおそれがある箇所の観測・調査に基づいた訓
練・避難体制の整備等のソフト対策と連携した総合
的な土砂災害対策等の実施

【国交】土砂災害から保全される人家戸数
約109万戸（H25）→約110万戸（H26）→約114万戸［H30］

情報伝達の不備等で多数
の死傷者発生

・ 地方公共団体や一般への情報提供手段の多様化・
確実化

【総務】Ｌアラートの都道府県の運用状況
28％（H25）→74％（H27）→100％［H32］

被災地での食料・飲料水
等の物資供給の長期停止

・ 水道施設の計画的な耐震化 【厚労】上水道の基幹管路の耐震適合率
35％（H25）→36％（H26）→42％［H30参考値］→50％
［H34］

自衛隊、警察、消防、海保
等の救助活動等の絶対的
不足

・ 自衛隊、警察、消防、海保等の災害対応体制強化、
装備資機材等の充実強化

【総務】緊急消防援助隊の増強
4,694隊（H25）→5,301隊（H27）→6,000隊［H30］

中央官庁機能の機能不全 ・ 政府全体の業務継続計画（首都直下地震対策）に
基づき、各府省庁の業務継続計画について、継続的
に評価及び見直し

【内閣府・各府省庁】各府省庁の業務継続計画検証訓練の
実施
全府省庁（H27）→全府省庁［毎年度］

情報通信の麻痺・長期停
止

・ 長期電源途絶等に対する情報通信システム対策
・ 警察、自衛隊、海保等の情報通信システム基盤の
耐災害性の向上

【警察】無線中継所リンク回線の高度化の達成率
54％（H25）→64％（H27）→100％［H30］

サプライチェーンの寸断等
による企業の国際競争力
低下

・ サプライチェーンを確保するための企業ごと・企業連
携型BCPの策定

【内閣府】大企業及び中堅企業のBCPの策定割合
大企業：54％（H25）→60％（H27）→ほぼ100％［H32］
中堅企業：25％（H25）→30％（H27）→50％［H32］

社会経済活動に必要なエ
ネルギー供給停止

・ 燃料供給のバックアップ体制強化 【経産】激甚災害を想定した場合の石油製品の供給回復目
標の平均日数 7.5日（H25）→1日（H27）→1日［H30］→1日
［H31］

基幹的陸上海上交通ネット
ワークの機能停止

・ 交通施設の災害対応力を強化するための対策の推
進

【国交】国際戦略港湾・国際拠点港湾・重要港湾における港
湾の港湾BCPが策定されている港湾の割合
14％（H25）→55％（H27）→100％［H28］

食料等の安定供給の停滞 ・ 食品サプライチェーンを構成する事業者間による災
害時連携・協力体制の構築

【農水】食品産業事業者等における連携・協力体制の構築割
合
24％（H24）→25％（H26）→50％［H29］

電力供給ネットワークや石
油・ＬＰガスサプライチェー
ンの機能停止

・ 製油所の耐震化等による石油製品入出荷機能の確
保

【経産】製油所の耐震強化等の進捗状況
0％（H25）→30％（H27）→84％［H30参考値］→100％
［H31］

農地・森林等の荒廃による
被害拡大

・ 山地災害のおそれがある箇所を把握した結果に基
づく総合的かつ効果的な治山の推進

【農水】周辺の森林の山地災害防止機能等が適切に発揮さ
れる集落の数 55千集落（H25）→56千集落（H27速報値）
→58千集落［H30］

・耐震改修補助の拡充
・耐震改修等に係る情報提
供 等

2015年度（成果） 2016年度 2017年度以降

プログラムごとの工程表の例

・製油所等における、地震・津波対策、設備の安全停止
対策、入出荷バックアップ能力の増強等の促進

・ハザードマップ作成支援
・水防法改正による制度創設
等

・内水ハザードマップの高
度化に向けた検討の実施
等

・内水浸水のリスク評価手
法と情報提供手法を確立
等

・ハザードマップ作成促進の
ためのガイドライン等の策定
等

・警戒避難のための監視・観測機器等の設置や緊急対
策用資材の事前準備等を推進

・砂防事業の推進 等

・火山地域における土砂災害
のリスクの調査

・砂防事業の推進 等

・情報内容の拡充や自治体
職員等への入力支援等の
実証を実施 等

・不断の見直しを踏まえた、体制の強化、装備資機材の
整備、訓練の実施等の推進

・体制の強化、装備資機材の
整備、訓練の実施等の推進

・ ・耐震化が遅れている水道
事業者等の個別分析に
よる改善策の検討

・重要施設給水管路の耐
震化に関する技術的課
題等の対応策の検討

・耐震化計画策定指針改定
・耐震性が低い老朽管の改
善に関する支援制度創設

・総合防災訓練大綱に基づ
き、首都直下地震を想定し
た訓練の実施

・災害現場を想定した訓練の実施とそれに伴う計画の見
直し

・無線中継所リンク回線の高度化 等

・災害現場想定の訓練実施
・無線中継所リンク回線の高
度化 等

・民間企業等の事業継続体制（ＢＣＰの策定状況）に関す
る実態調査の実施

・官民の意見交換などによる必要な施策の検討

・事業継続体制に関する実
態調査の実施

・官民の意見交換の場設置

・「系列BCP」の訓練の実効
性の審査

・供給回復目標時間の確認

・直轄港湾事務所の協議会への参画、説明会の実施等
・港湾BCP策定後の事前対策、訓練・教育の実施による
見直し・改善の実施

・説明会の実施
・訓練等の実施による港湾
BCPの見直し・改善 等

・連携・協力体制構築に関す
る検討の実施

・セミナー等の実施

・効率的な対策の実施に
係る検討

・気候変動に係る検討

・緊急的・重点的に予防治
山対策を実施する事業の
創設 等

・流木災害防止の充実強化
・山地災害危険地区の調査
要領の見直し 等

・食品産業事業者等にお
ける連携・協力体制の構
築に係る調査の実施

・食料産業ハザードマップ
の作成等による連携・協
力体制構築の促進

・ ・系列BCPの課題を踏まえ
た供給回復目標や復旧
体制等の実効性の確保

・訓練を通じた供給回復目
標や復旧体制等の実効
性の確保

【重点化プログラム】

国土強靱化アクションプラン2016のポイント

15 
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国土強靱化アクションプラン2016のポイント

○ 国内の主要な電気設備について、首都直下型地震や南海トラフ地震等大規模自然災害に対する耐性の確認を完了すると

ともに、国内の発電専用ダム２５４箇所について、レベル２地震動に対する耐性の確認を完了した。また、国内の電気設備の

耐性評価の普及に向け、制御システムのセキュリティを評価する認証機関を創設した。

○ 製油所の非常時出荷能力確保のため、製油所の非常用設備（非常用発電機、非常用情報通信システム、ドラム缶石油充

填出荷設備）の導入を完了した。

○ 石油タンクの耐震改修は順調に進んでいる。また、製油所において耐性総点検を踏まえた地震・津波対策等を着実に進め

ている。さらに、コンビナート港湾における関係者が連携したBCPの策定を促進する。

○ 石油及び石油ガスの国家備蓄基地の耐震工事を順調に進めている。また、石油ガスについての国家備蓄量の確保に向け

た購入・蔵置を着実に進めている。

○ エネルギー供給施設の災害に備え、エネルギー・産業基盤災害即応部隊（ドラゴンハイパー・コマンドユニット）を拡充する

とともに、関係機関との合同訓練の実施、高度な消防ロボットに関する要素技術の開発を行った。また、自衛防災組織への防

災活動の手引きの普及、事故情報提供等を進めている。

○ 「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」を改正する等、エネルギー供給源の多様化を

促進している。

（重要業績指標）

【経産】製油所の非常設備の３点セット（非常用発電機、非常用情報通信システム、ドラム缶石油充填出荷設備）導入割合

57％（H25）→76％（H26）→100％（H27）→100％［H27］
【経産】製油所の耐震強化等の進捗状況 0％（H25）→30％（H27）→84％［H30参考値］→100％［H31］
【国交】製油所が存在する港湾における、関係者との連携による製油所を考慮した港湾の事業継続計画（港湾BCP）策定率

0％（H25）→7％（H27）→100％［H28］
【経産】石油製品の備蓄目標達成率 95％（H25）→100％（H27）→100％［毎年度］

【経産】国家備蓄石油ガスの備蓄目標達成率 56％（H25）→77％（H27）→100％［H29］→100％［毎年度］

【総務】緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画に定めるエネルギー・産業基盤災害即応

部隊（ドラゴンハイパー・コマンドユニット）の登録目標の達成 0部隊（H25）→4部隊（H27）→12部隊［H30］（再掲）

6‐1）電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や石油・LPガスサプライチェーンの機能の停止

16

【エネルギー関係のプログラムの進捗状況】

のきのうかく

大規模自然災害発生直後から救助・救急、
医療活動等を迅速に行う

○燃料供給体制の強化
（天然ガス利用設備の導入）

災害時にも対応可能な天然ガス利用設備の導入
及び機能強化を行う事業等に対し支援を実施

経済産業省 １０億円【新規】

大規模自然災害発生直後であっても、生活・経済活動を機能不全に陥らせない

○農山漁村の資源を活用した再生可能
エネルギーの導入の促進

農林水産省 １８億円（１８億円）

農業用水路を活用した小水力発電施設 木質バイオマス発電所

○災害時のエネルギー供給確保

経済産業省
１５０億円の内数（１３０億円の内数）

１０．２億円（５．０億円）
製油所等 ：

高圧ガス設備 ：
国土交通省 １，２５７億円の内数等

（１，１０８億円の内数等）

救助・救急、医療活動等の機能不全を回避する

エネルギー供給の停止を回避する

平成２９年度国土強靱化関係予算概算要求について

○国産エネルギーの確保を含む国内外の
供給源の多様化・多角化

経済産業省 メタンハイドレード生産技術開発の推進
２７１億円の内数（新規）

○ＳＳ（サービスステーション）の災害
対応能力等の強化及び地下タンク入替
え等の支援

経済産業省 ４０億円（３８億円）

自家発電機自家発電機により、SSの電力を確保し、
災害時における燃料供給に貢献

○避難所となりうる需要家側への燃料備蓄
の推進

経済産業省 ８．０億円（６．７億円） 17

平成29年度国土強靱化関係予算概算要求額

４兆4,641億円
（参考）

平成28年度国土強靱化関係予算額

３兆6,699億円
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大阪府
平成28年３月30日策定

岐阜県
平成27年３月19日策定

徳島県
平成27年３月
４日策定

奈良県
平成28年５月31日
策定

福岡県
平成28年３月31日策定

滋賀県

神奈川県

平成28年９月１日現在の状況
計画策定済み ３２都道府県
計画策定中（予定含む） １５府県

京都府

北海道
平成27年３月17日策定

埼玉県

熊本県 静岡県
平成27年４月16日策定

千葉県

鹿児島県
平成28年3月31日策定

宮崎県

茨城県

三重県
平成27年７月17日策定

群馬県

策定済み都道府県

凡例

高知県
平成27年８月14日策定

福井県

愛知県
平成27年８月24日策定

青森県

和歌山県
平成27年９月11日策定

秋田県
策定中（予定含む）府県

佐賀県
平成27年11月25日策定

宮城県

香川県
平成27年12月15日策定

長崎県
平成27年12月24日策定

山梨県
平成27年12月25日策定

兵庫県
平成28年１月
18日策定

東京都
平成28年１月20日策定

岩手県
平成28年２月８日策定

岡山県
平成28年２月８日策定

栃木県
平成28年２月17日策定

福島県

愛媛県
平成28年３月31日策定

新潟県
平成28年３月22日策定

全47都道府県が計画策定中、
あるいは計画策定済

山形県
平成28年３月24日策定

長野県
平成28年３月25日策定

石川県
平成28年３月25日策定

鳥取県
平成28年３月29日策定

山口県
平成28年３月25日策定

島根県
平成28年３月30日策定

富山県
平成28年3月
31日策定

大分県
平成27年11月16日策定

沖縄県

広島県
平成28年３月策定

国土強靱化地域計画の策定に向けた取組み（予定を含む）を
公表している都道府県

18

国土強靱化地域計画の策定に向けた取組み（予定を含む）を
公表している市区町村

平成28年９月１日現在 凡例 青字：策定中（予定含む）市町村、緑字：策定済み市区町村 注 下線部の市は政令指定都市

19 
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地域計画策定・実施への支援

○国土強靱化地域計画策定ガイドラインの作成・周知
・国土強靱化地域計画策定ガイドライン（第３版）を平成28年５月24日に策定

○トップセミナー・緊急講座（出前講座）の実施
・アクションプラン2016・国土強靱化地域計画について、都道府県・市町村の

担当者を対象とした説明会を開催。
・首長を含めた都道府県・市区町村の職員及び議員に対し、国土強靱化地域

計画について解説するため、専門家・内閣官房の職員を研修会等の講師と
して派遣するトップセミナー・緊急講座（出前講座）を実施。（平成27年度実
績57件と同程度を目標）

○地域計画に基づき実施される取組に対する支援
・国土強靱化地域計画に基づき実施される取組みに対し、32の関係府省庁
所管の交付金・補助金の交付の判断にあたり、一定程度配慮。

・対象となる交付金・補助金の平成28年度予算総額は約１兆4,200億円。

20

地域計画に基づき実施される取組に対する関係府省庁の支援

「国土強靱化地域計画に基づき実施される取組みに対する関係府省庁の支援について」の
対象となる交付金・補助金（平成２8年度予算 総額 約１兆4,2００億円）

【内閣府】地方創生推進交付金、都市再生安全確保計画策定事業費補助金
【警察庁】都道府県警察施設整備費補助金（警察施設整備関係）

特定交通安全施設等整備事業に係る補助金
【総務省】地域公共ﾈｯﾄﾜｰｸ等強靱化事業費補助金（放送ﾈｯﾄﾜｰｸ整備支援事業）

無線システム普及支援事業費等補助金（民放ラジオ難聴解消支援事業）
観光・防災Wi-Fiｽﾃｰｼｮﾝ整備事業
無線システム普及支援事業（周波数有効利用促進事業）
消防防災施設整備費補助金、緊急消防援助隊設備整備費補助金

【文科省】学校施設環境改善交付金
【厚労省】社会福祉施設等施設整備費補助金、次世代育成支援対策施設整備交付金

地域介護･福祉空間整備等施設整備交付金、保育所等整備交付金
【農水省】農村地域防災減災事業、農山漁村振興交付金（農山漁村活性化整備対策）、

強い農業づくり交付金鳥獣被害防止総合対策交付金、治山事業、海岸事業（漁港海岸）
森林・林業再生基盤づくり交付金、森林・山村多面的機能発揮対策交付金、
水産基盤整備事業、強い水産業づくり交付金、農山漁村地域整備交付金

【経産省】自立防災型高効率給湯器導入支援補助金、石油製品利用促進対策事業費補助金
地域エネルギー供給拠点整備事業費補助金、石油製品流通網維持強化事業費補助金

【国交省】防災・安全交付金
【環境省】循環型社会形成推進交付金（浄化槽分） 21 
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現在（2013年）

コア市場 約 8.0兆円

関連市場 約 4.0兆円

国土強靱化
市場合計

約 11.9兆円

■コア市場：国土強靱化に直接資すると考えられる財・サービスの個別市場（住宅の
耐震化、バックアップ施設の整備等）

■関連市場：他の目的にも寄与するが国土強靱化にも寄与すると考えられる財・サー
ビスの個別市場（電気自動車市場等）

○ 国土強靱化に関する民間市場規模は、2013年現在で約11.9兆円
と推計される。

国土強靱化に関する民間市場の規模の推計結果

22

国土強靱化に関する民間市場の規模の推計結果

23
凡例
■：コア市場 ：エネルギー関係市場
○：関連市場

現在
（2013年）
（億円）

将来（2020
年）
（億円）

伸び率
(年換
算）

上値 0 4,448 ∞

下値 0 2,224 ∞

0 1,639 ∞

1,035 4,691 50.5%

上値 502 1,918 40.3%

下値 502 1,130 17.9%

上値 2,697 10,307 40.3%

下値 2,697 6,069 17.9%

9 26 27.0%

2,133 5,467 22.3%

2,706 6,666 20.9%

288 702 20.5%

235 434 12.1%

116 209 11.5%

上値 22,634 38,812 10.2%

下値 22,634 29,460 4.3%

595 915 7.7%

223 268 2.9%

3,336 5,697 10.1%

上値 1,220 1,996 9.1%

下値 1,220 1,597 4.4%

98 141 6.3%

1,010 1,353 4.9%

86 112 4.3%

6,861 8,919 4.3%

■木密地区の解消

■備蓄品（保存水、非常食、簡易トイレ、マスク）

■地下エネルギー（地熱発電）の開発

■建築物（住宅除）の耐震診断

■再生可能エネルギーシステム装置（バイオマス）

■再生可能エネルギーシステム装置（風力）

■エネルギーMS等導入

■防火・耐震設備（感震ブレーカー）

■住宅地の液状化対策

■再生可能エネルギーシステム装置（太陽光）

■非耐震建築物戸建ての建替え（解体＋建設）

■ガス管の強化、施設の強化(建築物を除く)

■文書バックアップ設備

■民間企業等における設備等の耐震化市場
   （滑動・転倒防止等）

■民間道路施設（橋梁、トンネル、高架等。建築物を除く）の
　災害対策(耐震化、洪水対策、長寿命化）

個別市場

■災害支援ロボット

■蓄電システム装置

■危機管理担当者人材育成教育

■超高層建築等の長周期地震動対策

■非耐震建築物戸建ての耐震改修

現在
（2013年）
（億円）

将来（2020
年）
（億円）

伸び率
(年換
算）

267 342 4.0%

1,202 1,514 3.7%

148 184 3.5%

71 86 3.0%

55 67 3.1%

3,380 3,884 2.1%

8,141 8,763 1.1%

9,587 10,249 1.0%

上値 2,602 3,252 3.6%

下値 2,602 2,708 0.6%

上値 4,518 5,648 3.6%

下値 4,518 4,702 0.6%

2,285 2,244 -0.3%

1,471 1,367 -1.0%

上値 0 ※5,448 ∞

下値 0 1,870 ∞

0 160 ∞

487 4,169 108.0%

85 299 36.0%

26,000 61,300 19.4%

881 1,912 16.7%

7,770 10,883 5.7%

4,378 5,240 2.8%

※ＣＬＴ（直交集成板）建築物市場の上値については、年度を特定しない将来値。

■家具等の耐震対策（耐震化器具等の市場）

■非住宅　非耐震建築物の建替え（解体＋建設）

○リニア新幹線

○東京等からの企業（本社機能など）の移転費用

○CLT(直交集成板)建築物

■情報通信網の対災害性確保（通信網の多重化、ネット
   ワーク化）

■鉄道施設（橋梁、トンネル、高架等。建築物を除く）の災害対
策(耐震化、洪水対策、長寿命化）

■自家発電装置

■データのバックアップ施設（データセンター）

■発電施設、送配電施設の耐震化、移設

○火災保険

○ドローン

■非住宅　非耐震建築物の耐震改修

○電気自動車

○地震保険

○情報セキュリティソフトウェア及びサービス

■システムのセキュリティ強靱化（サーバーの多重化、耐
  災害性確保）

■BCP関連コンサルティング・訓練

■非耐震建築物共同住宅の建替え（解体＋建設）

■非耐震建築物共同住宅の耐震改修

個別市場
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 民間の取組の促進について とりまとめ（2016年2月）

 民間の資金、人材、技術、ノウハウ等を投入して行う国土強靱化に資する取組（以下「民間の取組」という。）は、
様々な分野における国土強靱化関連商品・サービス等の開発を含めて多様な需要を生み出し、新たなイノベーショ
ンを誘発するなど、地域経済、国民経済の成長に寄与する。

 民間の資金、人材、技術、ノウハウ等の投入を一層促進する仕組や方策の充実を着実に進めるため、関係府省庁
の連携の下、国や地方公共団体の支援策の充実や地域の金融機関等民間事業者による支援の促進のあり方につ
いて検討を進める。

 『民間の取組事例集』の公表（2015年６月）

 国土強靱化に資する民間の取組促進施策集

国土強靱化を実効あるものにするためにも、国、地方公共団体のみならず、民間事業者の主体的取組が極めて重
要であり、官と民が適切に連携及び役割分担をして推進する必要がある。

 『国土強靱化アクションプラン2015』（2015年６月16日国土強靱化推進本部決定）より抜粋

 『国土強靱化基本計画』（2014年６月３日閣議決定）より抜粋

国土強靭化について、民間事業者による取組の事例を広く収集・整理し、特色や工
夫のみられる先導的事例を広く展開することで、自主的な取組の促進を図る。また、
2016年５月をめどに更新して公表する。

• ナショナル・レジリエンス（防災・減災）懇談会にて作成。藤井座長より加藤大臣に手交。
• 国土強靱化に資する民間の市場規模の推計を実施。2013年でおよそ11.9兆円。
• 国土強靱化に資する民間の取組を評価する手法について検討し、第三者による認証制

度を創設するためのガイドラインを2016年２月に発出した。

民間事業者の取組を促進する政府の施策をとりまとめたハンドブックを作成。来月目途
公表予定

【国土強靱化推進室としての取組の概要】

国土強靱化に資する民間の取組促進について

24

自立・分散型システムの導入 再生可能エネルギーの活用 非常用電源・燃料等の確保

停電時起動が可能に 非常用発電機兼用
ガスタービンコジェネ－レーションを設置

製造過程から発生する端材を活用した
木質バイオマスでのエネルギーの自給

配送車両用の燃料備蓄基地を稼働し、
約4,500店に数日間商品を供給できる体制を構築

 取組主体：東邦ガス（株）  取組主体：銘建工業（株）  取組主体
：(株)セブン＆アイ・ホールディングス

 取組の概要
新開発の燃料供給装置を搭載し、油燃料を
一切使わず都市ガスのみを燃料とするガス
タービンコジェネの停電時起動を実現

 取組の特徴
 圧縮天然ガスボンベと減圧弁を組み合わ

せた簡易なシステムで停電時起動を可能
に

 既存市街地へ設置するため、車路に沿った
導管配置等に工夫

 平時の活用
 常用発電機として省エネルギー化
 不測の停電等にも対応

 取組の概要
CLTを製造する過程で発生する端材でバ
イオマス発電を実施

 取組の特徴
 乾燥材を使用し、より効率的な発電を

実現

 平時の活用
 自社の使用量を超える発電で、エネル

ギーの自給自足

 防災・減災以外の効果
 売電や廃棄物減による経済的メリット
 環境負荷の低減
 森林保全

 取組の概要
国内小売業で初めてとなる燃料備蓄基地
の完成

 取組の特徴
 地元自治体と「災害時における生活物

資の供給協力に関する」協定を締結
 震度７を想定した堅牢な燃料備蓄基地

施設

 平時の活用
 平時は燃料の販売で劣化防止

『民間の取組事例集』の具体事例（抜粋）

25名古屋駅南地区の位置（⽩線内エリア） 供給区域と主要配管位置図 発電⽤サイロ

杉⼾燃料備蓄基地の全体イメージ

杉⼾燃料備蓄基地の外観
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１．認証制度の趣旨・目的

・ 国土の強靱化実現のためには、企業・団体等を含めた社会全体のレジリエンス
強化が必要。

・ 企業の事業継続（ＢＣＰ策定）の取組は、まだまだ浸透していない。
・ ＢＣＰに関する第三者認証の仕組みとして、ＩＳＯ２２３０１があるが、取得企業は

２００社程度。
・ 各種ガイドラインによる自己認証の仕組みもあるが、認知度も低く、普及は不十

分。

‣ 自助（事業継続）に積極的に取り組んでいる企業・団体等を「国土強靱化貢献
団体」と呼び、第三者により認証する仕組みを創設。国民運動としての国土強
靱化のすそ野を広げる。

中小企業庁HPに掲載され
たBCP策定企業数

2006年～2014年 134社

▲出典：中小企業庁HPより集計

＜参考＞ BCP策定率（H27）
大企業 60.4％

中堅企業 29.9％

▲出典：内閣府防災担当、「平成27年度企業の事業継
続及び防災の取組に関する実態調査」 平成28年3月

「国土強靱化貢献団体」認証制度について

26

認証組織（実施機関）となった
一般社団法人レジリエンスジャ
パン推進協議会が策定した
「レジリエンス・マーク」

◆内閣官房が国土強靱化貢献団体の認証に関するガイドラインを発出
（平成28年2月）

◆ガイドラインに記載の要件を満たすことが確認された民間の認証組織
（実施機関）がガイドラインに基づく認証の募集を開始（平成28年４月）

◆国土強靱化貢献団体認証の取得要件：

◆認証を取得した団体は、レジリエンス・マークを広告・名刺等に付け、
PRできる

①事業継続の方針策定、②同分析・検討の実施、③同戦略・対策の検討と実施、
④具体の計画策定、⑤見直し・改善の仕組み、⑥事前対策の実施、⑦教育・訓
練の実施、⑧担当者の経験と知識⑨重大な法令違反がない。

２．認証制度の仕組み

HPで公表・広報

内閣官房
国土強靱化

推進室

国土強靱
化貢献団

体
マーケット、

顧客

ガイド
ライン
の提示

申請

ガイドラインに
基づく認証

レジリエンス・

マークによる
PR

国土強靱化に関する
セミナー等情報提供

認証手続

各種インセン
ティブ措置

外部委員
による

審査委員会

認証組織

「国土強靱化貢献団体」認証制度について

27 
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■認証年月日
平成２８年７月２９日（金）

■認証実施機関
一般社団法人
レジリエンスジャパン推進協議会

■認証取得団体数：４４団体

➤規模別内訳
３０１人以上 ：２１団体
１０１人以上３００人以下： ９団体
３１人以上１００人以下： ８団体

３０人以下： ６団体

➤都道府県別の認証取得団体数
東京都 ：２２団体
岐阜県、岡山県 ： ３団体
宮城県、愛知県、大阪府 ： ２団体
北海道、岩手県、千葉県、神奈川県、
新潟県、静岡県、長野県、滋賀県、
京都府、鹿児島県 ： １団体

認証取得団体名 業種区分 所在地域

1 アイシン共聴開発株式会社 建設業 東京都

2 天野産業株式会社 建設業 岡山県

3 株式会社奥野組 建設業 岡山県

4 株式会社橋本店 建設業 宮城県

5 株式会社フクザワコーポレーション 建設業 長野県

6 株式会社MUJI HOUSE 建設業 東京都

7 大成建設株式会社 建設業 東京都

8 たち建設株式会社 建設業 滋賀県

9 林建設株式会社 建設業 鹿児島県

10 宮城建設株式会社 建設業 岩手県

11 宮坂建設工業株式会社 建設業 北海道

12 旭ゴム化工株式会社 製造業 愛知県

13 株式会社賀陽技研 製造業 岡山県

14 株式会社黒田製作所 製造業 岐阜県

15 株式会社コロナ 製造業 新潟県

16 株式会社白謙蒲鉾店 製造業 宮城県

17 榊原工業株式会社 製造業 愛知県

18 森松工業株式会社 製造業 岐阜県

19 イッツ・コミュニケーションズ株式会社 情報通信業 東京都

20 株式会社シンカーミクセル 情報通信業 東京都

21 キヤノンITソリューションズ株式会社 情報通信業 東京都

22 スカパーJSAT株式会社 情報通信業 東京都

23 佐川急便株式会社 運輸業、郵便業 東京都

24 イオン株式会社 卸売業、小売業 千葉県

25 エネジン株式会社 卸売業、小売業 静岡県

26 株式会社ローソン 卸売業、小売業 東京都

27 すてきナイスグループ株式会社 卸売業、小売業 神奈川県

28 日本生活協同組合連合会 卸売業、小売業 東京都

29 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 金融業、保険業 東京都

30 東京海上日動火災保険株式会社 金融業、保険業 東京都

31 三井住友海上火災保険株式会社 金融業、保険業 東京都

32 三井不動産レジデンシャルリース株式会社 不動産業、物品賃貸業 東京都

33 一般社団法人レトロフィットジャパン協会 学術研究、専門・技術サービス業 東京都

34 株式会社エヌ・シー・エヌ 学術研究、専門・技術サービス業 東京都

35 株式会社パスコ 学術研究、専門・技術サービス業 東京都

36 国際航業株式会社 学術研究、専門・技術サービス業 東京都

37 ジオ・サーチ株式会社 学術研究、専門・技術サービス業 東京都

38 ミネルヴァベリタス株式会社 学術研究、専門・技術サービス業 大阪府

39 有限会社丸重屋 学術研究、専門・技術サービス業 京都府

40 学校法人関西大学 教育、学習支援業 大阪府

41 医療法人社団友愛会 医療、福祉 岐阜県

42 アズ株式会社 サービス業（他に分類されないもの） 東京都

43 株式会社LIXIL住宅研究所 サービス業（他に分類されないもの） 東京都

44 富士通特機システム株式会社 サービス業（他に分類されないもの） 東京都

※業種区分は、総務省 日本標準産業分類の
大分類にて区分しています。

平成２８年度第１回認証審査 認証取得団体一覧表

平成２８年度第１回認証審査 認証取得団体について
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「地域エネルギー計画における 
レジリエンスと価値創出の視点」 

 

村上 周三 
一般財団法人建築環境・省エネルギー機構 

理事長 
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Shuzo Murakami,  Institute for Building Environment and Energy Conservation

地域エネルギー計画における

レジリエンス と 価値創出の視点

地域エネルギー計画における

レジリエンス と 価値創出の視点

2016年10月27日
東京工業大学

AESセンター第9回シンポジウム

2016年10月27日
東京工業大学

AESセンター第9回シンポジウム

村上 周三

東京大学 名誉教授 (工博)
(財) 建築環境・省エネルギー機構 理事長

村上 周三

東京大学 名誉教授 (工博)
(財) 建築環境・省エネルギー機構 理事長

1

Shuzo Murakami,  Institute for Building Environment and Energy Conservation

１．都市システムとレジリエンス１．都市システムとレジリエンス

２．非常時のエネルギー供給と
レジリエンス・ファクターによる生産性評価

２．非常時のエネルギー供給と
レジリエンス・ファクターによる生産性評価

論点

2

３．日本橋地区のケーススタディ：３．日本橋地区のケーススタディ：
地域ブランドの向上を目指したエネルギー計画地域ブランドの向上を目指したエネルギー計画
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Shuzo Murakami,  Institute for Building Environment and Energy Conservation

都市で提供される多様なサービス （イメージ）都市で提供される多様なサービス （イメージ）

オフィス・都市・ビジネス

移動・交通・交流

住宅・生活・コミュニティ

非常時に対する備えは？非常時に対する備えは？ 3

平穏な時は極めて効率的平穏な時は極めて効率的

Shuzo Murakami,  Institute for Building Environment and Energy Conservation

都市のシステム構成都市のシステム構成

市民/社会

自治体/行政ビジネス/経済

エネルギー

水

交通 都市システムの
ステークホルダー

都市システムの
インフラ

都市システム
構成要素

通信

IoTによるステークホルダーとインフラの高度な連携IoTによるステークホルダーとインフラの高度な連携

効率化と脆弱化の進展効率化と脆弱化の進展

求められる新しい都市システムのデザイン求められる新しい都市システムのデザイン

SDGsによる価値創出の方向づけSDGsによる価値創出の方向づけ

サステナビリティ, レジリエンス, スマートネスの同時追求サステナビリティ, レジリエンス, スマートネスの同時追求
4

1. 1. 

2. 2. 

IoT
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Shuzo Murakami,  Institute for Building Environment and Energy Conservation

（ ）

（ ）

スマートハウス スマートコミュニティ スマートシティ
・街区内での電力・熱融通 ・エリア内での各種エネルギー融通

系統電力

都市ガス網

建物

太陽光発電

燃料電池

スマート
メーター

電力自営線

コージェネ

（街区）

発電所
風力発電

太陽光発電
（メガソーラー）

エリア
エネルギー

センター

自立型
防災拠点

（庁舎・病院）

電力自営線

建物

建物

街区
（建物） （都市）

一方向のエネルギー供給システムの脆弱性一方向のエネルギー供給システムの脆弱性

地域エネルギーシステムの階層構造地域エネルギーシステムの階層構造

5
自立分散化によるレジリエンス性能の向上自立分散化によるレジリエンス性能の向上

Shuzo Murakami,  Institute for Building Environment and Energy Conservation

レジリエンス計画におけるソフト面とハード面

１．都市の機能、魅力

ハード的都市インフラと

ソフト的社会インフラ の両者により構成

２．東日本大震災,熊本地震等に際して明らかになったこと
都市のハード的インフラの破壊だけでなく、
社会のソフト的インフラの破壊の深刻さ

３．特に後者の復興

取組み方の展望を示すことが容易ではない

関係者による手探りの復興作業が続いている

１．都市の機能、魅力

ハード的都市インフラと

ソフト的社会インフラ の両者により構成

２．東日本大震災,熊本地震等に際して明らかになったこと
都市のハード的インフラの破壊だけでなく、
社会のソフト的インフラの破壊の深刻さ

３．特に後者の復興

取組み方の展望を示すことが容易ではない

関係者による手探りの復興作業が続いている

6

レジリエンス向上のためには、ソフト、ハード両面からの
対策が不可欠
レジリエンス向上のためには、ソフト、ハード両面からの
対策が不可欠
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1. 非常時のレジリエンス（土壇場力）1. 非常時のレジリエンス（土壇場力）

外乱によるシステムへの影響を最小限に止める能力外乱によるシステムへの影響を最小限に止める能力

2. 平常時のレジリエンス（免疫力）2. 平常時のレジリエンス（免疫力）

外乱がシステムの機能を乱そうとする時、それに抵抗して
耐える能力
人体における免疫システムのような機能

外乱がシステムの機能を乱そうとする時、それに抵抗して
耐える能力
人体における免疫システムのような機能

3. 非常時と平常時の補完、連携3. 非常時と平常時の補完、連携

非常時、平常時それぞれに求められる機能の違いを認識
運用時に両者が互いに補完しあうシステムのデザイン
非常時、平常時それぞれに求められる機能の違いを認識
運用時に両者が互いに補完しあうシステムのデザイン

レジリエンス計画における非常時と平常時

7

正常でなくなったシステムの機能を、早期に回復させる能力正常でなくなったシステムの機能を、早期に回復させる能力

Shuzo Murakami,  Institute for Building Environment and Energy Conservation

住宅内の日常災害住宅内の日常災害

出典：厚生労働省 人口動態統計

Shuzo Murakami,  Institute for Building Environment and Energy Conservation      All Rights Reserved.

交通事故は年々減少、溺死による事故死等は年々増加交通事故は年々減少、溺死による事故死等は年々増加

Ikaga Lab., Keio University
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8

自宅浴室での死者は、病死扱いを含めると
19000人（交通事故の3倍）に達する
自宅浴室での死者は、病死扱いを含めると
19000人（交通事故の3倍）に達する
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自身のすまいの
レジリエンス性能の

水準を把握しているか？

自身のすまいの
レジリエンス性能の

水準を把握しているか？

CASBEE-レジリエンス住宅
チェックリスト の開発

CASBEE-レジリエンス住宅
チェックリスト の開発

市民に対する発信：
平常時/非常時の
そなえの重要性

市民に対する発信：
平常時/非常時の
そなえの重要性

9

Shuzo Murakami,  Institute for Building Environment and Energy Conservation

国連 SDGs： 持続可能な開発目標 （2015.9）国連 SDGs： 持続可能な開発目標 （2015.9）

（Sustainable Development Goals）（Sustainable Development Goals）

・17の目標と169のターゲット・17の目標と169のターゲット

・基本コンセプト： ①経済成長、②社会的包摂、③持続可能な開発・基本コンセプト： ①経済成長、②社会的包摂、③持続可能な開発

（Goal 9） 技術革新とインフラ

レジリエントなインフラを整備、
持続可能な産業化を推進し、
イノベーションの拡大を図る

（Goal 9） 技術革新とインフラ

レジリエントなインフラを整備、
持続可能な産業化を推進し、
イノベーションの拡大を図る

（Goal 11） 持続可能な都市とコミュニティ

都市と人間の居住地を包摂的、安全、
レジリエントかつ持続可能にする

（Goal 11） 持続可能な都市とコミュニティ

都市と人間の居住地を包摂的、安全、
レジリエントかつ持続可能にする

レジリエントなインフラ整備やまちづくりに対する
世界的な関心の高まり
レジリエントなインフラ整備やまちづくりに対する
世界的な関心の高まり

10

SDGｓ とレジリエンス
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SDGsの枠組みにおけるエネルギ－計画の位置づけ：

3つの課題とコベネフィット

SDGsの枠組みにおけるエネルギ－計画の位置づけ：

3つの課題とコベネフィット

青字：コベネフィット

3者の連携の必要性3者の連携の必要性

3つの課題の同時追求がもたらす多様なコベネフィット3つの課題の同時追求がもたらす多様なコベネフィット

エネルギー政策を構成する3つの課題：
サステナビリティ／レジリエンス／スマートネス
エネルギー政策を構成する3つの課題：
サステナビリティ／レジリエンス／スマートネス

11

経済社会

環境 ：サステナビリティ

：スマートネス：レジリエンス

Shuzo Murakami,  Institute for Building Environment and Energy Conservation

地域エネルギーシステムの構成 （イメージ）地域エネルギーシステムの構成 （イメージ）

重層的構造重層的構造

3者の連携による最適化とコベネフィットの創出3者の連携による最適化とコベネフィットの創出

ＬＮＧ工場

発電所

清掃工場

都市ｶﾞｽ導管（中圧）

自立分散型電源
（コージェネレーション、蓄電池等)

太陽光発電

自立分散型電源
コージェネ廃熱
利用熱源

受変電設備

風力発電
BEMS・
HEMS

電力

温熱

冷熱都市ｶﾞｽ導管（中圧）
ガス

12
地域コミュニティの活性化地域コミュニティの活性化
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１．都市システムとレジリエンス１．都市システムとレジリエンス

論点

13

２．非常時のエネルギー供給と
レジリエンス・ファクターによる生産性評価

２．非常時のエネルギー供給と
レジリエンス・ファクターによる生産性評価

３．日本橋地区のケーススタディ：３．日本橋地区のケーススタディ：
地域ブランドの向上を目指したエネルギー計画地域ブランドの向上を目指したエネルギー計画

Shuzo Murakami,  Institute for Building Environment and Energy Conservation

災害時のエネルギー供給と機能回復：
自立型 ｼｽﾃﾑの導入によるレジリエンス性能の向上

災害時のエネルギー供給と機能回復：
自立型 ｼｽﾃﾑの導入によるレジリエンス性能の向上

14

機
能
回
復
レ
ベ
ル

時 間

平常時 非常時 平常時
災害発生

自立型電源がない場合:
機能回復に時間がかかる

自立型エネルギーシステムの装備：

非常時も一定レベルの電力供給を継続

系統電力分
（回復時）

自立型電源を備える場合:
機能回復が早い

自立型電源分

100％
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15（BLCP： Business and Living Continuity Plan, 業務・生活継続計画）

地
域
内
の
自
立
型
電
源
等

①機能維持が必須の
サービス：人命保護

②BLCPとして機能
維持すべきサービス

③平常時に求められる
最大レベルのサービス

比較

災害時に求められる
エネルギー供給レベル

（求められるサービス水準）

対策

災害時にも確保すべきエネルギー供給：
どのようなサービスが必要とされるか？

災害時にも確保すべきエネルギー供給：
どのようなサービスが必要とされるか？

3レベルのレジリエンスマネジメント：
①人命保護、②BLCP、③平常時
3レベルのレジリエンスマネジメント：
①人命保護、②BLCP、③平常時
3レベルのレジリエンスマネジメント：
①人命保護、②BLCP、③平常時

Shuzo Murakami,  Institute for Building Environment and Energy Conservation

建物用途によって異なるレジリエンス・マネジメント建物用途によって異なるレジリエンス・マネジメント

BLCPの観点から建物の特性を見極めるBLCPの観点から建物の特性を見極めるBLCPの観点から建物の特性を見極める

（100%の水準）平常時に供給されている水準

BLCP として機能維持すべき水準

最低限の機能維持のために必要な水準

BLCP：Business and Living Continuity 
Plan

電力供給 （％）

事務所ビル 集合住宅 病院

16

100

80

60

40

20

0

27.0％

15.2％

57.8％

82.0％

4.5％

13.5％

73.1％

6.5％

20.4％

BLCPのために必要とされる供給能力BLCPのために必要とされる供給能力BLCPのために必要とされる供給能力

オフィス： 42％ 住宅： 18％ 病院： 80％オフィス： 42％ 住宅： 18％ 病院： 80％
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17

災害時の生産能力の評価: レジリエンシー・ファクター（RF）災害時の生産能力の評価: レジリエンシー・ファクター（RF）

対象地域の RFの向上対象地域の RFの向上

・ 米国の調査機関 Applied Technology Council が
カリフォルニア州で 実施したアンケート調査（1985 年）が発祥

・ 米国の調査機関 Applied Technology Council が
カリフォルニア州で 実施したアンケート調査（1985 年）が発祥

・ 我が国でも災害時における地域経済への影響を把握する

ことを目的とした RF の調査事例

・ 我が国でも災害時における地域経済への影響を把握する

ことを目的とした RF の調査事例

22

・ エネルギーの自立度向上対策・ エネルギーの自立度向上対策

・ 地域全体のレジリエンス評価に活用・ 地域全体のレジリエンス評価に活用33

・ ライフライン（電気、水、都市ガス等）途絶時における

産業の生産能力を表す指標

・ ライフライン（電気、水、都市ガス等）途絶時における

産業の生産能力を表す指標

11

・ 業種毎に異なる・ 業種毎に異なる

・ 平常時を1として、0～1の指数で表示・ 平常時を1として、0～1の指数で表示

Shuzo Murakami,  Institute for Building Environment and Energy Conservation

レジリエンシー・ファクター（RF）の調査事例

18

オフィスビルの執務者を対象としたアンケート調査オフィスビルの執務者を対象としたアンケート調査

多様な業種が存在する地域において、床面積の重みづけにより
地域のレジリエンシー・ファクターを算出
多様な業種が存在する地域において、床面積の重みづけにより
地域のレジリエンシー・ファクターを算出

電力のみ途絶 水のみ途絶 都市ガスのみ途絶（熱の途絶として扱う）

レ
ジ
リ
エ
ン
シ
ー
フ
ァ
ク
タ
ー

(63s) (52s)(235s)(113s)(38s) (13s) (214s)(128s) (30s) (13s)(16s)(10s)(16s) (162s)

○

✕

1.0

0

0.4

0.6

0.8

0.2

いずれの業種でも、電力の途絶が他のライフラインに比べて支配的な影響

（
生
産
能
力
）
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対策がもたらすレジリエンス向上効果の評価 （イメージ）

対策ありの場合のRF

（自立型電源・熱源・貯水槽等）

対策ありの場合のRF

（自立型電源・熱源・貯水槽等）

19

無対策の場合のRF無対策の場合のRF

生
産
能
力

生
産
能
力

（日数）

RF対策ありRF対策あり

RF無対策RF無対策

回復曲線の差（面積）が、
レジリエンス向上効果を表現
回復曲線の差（面積）が、
レジリエンス向上効果を表現

（事故発生）（事故発生）

レジリエンス向上という非財務的価値の見える化レジリエンス向上という非財務的価値の見える化

貨幣価値に換算貨幣価値に換算

回復曲線の面積の単位は、日数×生産能力（%）
平常時の生産能力に対応する金額がわかれば金額換算可能
回復曲線の面積の単位は、日数×生産能力（%）
平常時の生産能力に対応する金額がわかれば金額換算可能

0

回復曲線
（対策あり）
回復曲線
（対策あり）

回復曲線
（無対策）

回復曲線
（無対策）

Shuzo Murakami,  Institute for Building Environment and Energy Conservation
20

レジリエンス向上効果の金額換算の事例：

・街区面積：17.5ha   
・延床面積：71万m2

（オフィス、店舗、ホテル、集合住宅等）
・人口（2020年推定）：22,500人（昼間） 2,400人（夜間）

・街区面積：17.5ha   
・延床面積：71万m2

（オフィス、店舗、ホテル、集合住宅等）
・人口（2020年推定）：22,500人（昼間） 2,400人（夜間）

田町駅

高いエネルギー自立度を実現
（BLCP時の供給能力

電力:100%超、熱: 69% ）

高いエネルギー自立度を実現
（BLCP時の供給能力

電力:100%超、熱: 69% ）

田町駅周辺地区（港区）のケーススタディ田町駅周辺地区（港区）のケーススタディ

（日数）

・複数街区を連結したスマートエネルギーネットワーク

・自立分散型のコジェネの複数設置（計29,900kW）他

・複数街区を連結したスマートエネルギーネットワーク

・自立分散型のコジェネの複数設置（計29,900kW）他

レジリエンス
向上効果：2.9 億円/年
レジリエンス
向上効果：2.9 億円/年

回復曲線
（対策あり）
回復曲線
（対策あり）

回復曲線
（無対策）

回復曲線
（無対策）

生産能力生産能力

街区全体の年間営業利益（推定）

170億円余/年に対して約1.7%に相当
街区全体の年間営業利益（推定）

170億円余/年に対して約1.7%に相当

コージェネプラント

田町駅
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１．都市システムとレジリエンス１．都市システムとレジリエンス

論点

21

２．非常時のエネルギー供給と
レジリエンス・ファクターによる生産性評価

２．非常時のエネルギー供給と
レジリエンス・ファクターによる生産性評価

３．日本橋地区のケーススタディ：３．日本橋地区のケーススタディ：
地域ブランドの向上を目指したエネルギー計画地域ブランドの向上を目指したエネルギー計画

Shuzo Murakami,  Institute for Building Environment and Energy Conservation
22

日本橋スマートシティの計画地区＊

500 m

既存街区

新規開発街区

＊ 国交省・サステナブル建築先導事業（2016年度）に採択
「自立分散型エネルギーの面的利用による日本橋スマートシティの提案」

＊ 国交省・サステナブル建築先導事業（2016年度）に採択
「自立分散型エネルギーの面的利用による日本橋スマートシティの提案」

丸ビル

東京駅
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■事業者
・三井不動産ＴＧスマートエナジー
株式会社 （三井不動産㈱と
東京ガス㈱の共同出資）

■供給エネルギー
・電気、熱（蒸気、冷水、温水）

■主要設備
・大型ＣＧＳ

7,800 kW×3台
・廃熱投入型吸収式冷凍機

1,400 RT×3台
・ターボ冷凍機 計 3,800RT

日本橋スマートシティ 事業概要

エネルギー
供給予定の
既存街区

23

新規開発建物
（プラント設置場所）

(仮称) 日本橋室町三丁目地区第一種市街地再開発事業

新規開発建物*

*

・ＣＧＳ
（自立電源用）

東京都庁舎
との比較

3,000 kW

Shuzo Murakami,  Institute for Building Environment and Energy Conservation

日本橋スマートシティ事業のねらい

24

２．既存市街地（高密度）の再開発のモデル提示２．既存市街地（高密度）の再開発のモデル提示

既存市街地での熱導管の敷設等には、コストを含め多くのバリヤー既存市街地での熱導管の敷設等には、コストを含め多くのバリヤー

地域エネルギー事業として、前例のない大規模再開発地域エネルギー事業として、前例のない大規模再開発

既存市街地のエネルギー効率改善に向けたチャレンジ既存市街地のエネルギー効率改善に向けたチャレンジ

レジリエンス、サステナビリティ、スマートネスに優れた
まちづくり
レジリエンス、サステナビリティ、スマートネスに優れた
まちづくり

３．都市インフラ輸出の国際展開に向けたモデル提示３．都市インフラ輸出の国際展開に向けたモデル提示

地域コミュニティの活性化地域コミュニティの活性化

日本橋地区の国際協争力の向上日本橋地区の国際協争力の向上

１．地域ブランドの向上１．地域ブランドの向上

国際都市東京の顔として国際都市東京の顔として 等等
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25

• 新規開発建物に加え、既存街区にも電気と熱を供給

エネルギーの自立化を面的に実現

中圧管とコジェネレーション（天然ガス）

• 電力供給の複線化

長期停電時にもピーク時の50％供給

系統電力が途絶しても、業務継続が充分可能 （BLCP）

• 新規開発建物に加え、既存街区にも電気と熱を供給

エネルギーの自立化を面的に実現

中圧管とコジェネレーション（天然ガス）

• 電力供給の複線化

長期停電時にもピーク時の50％供給

系統電力が途絶しても、業務継続が充分可能 （BLCP）

• 高効率コージェネレーションと廃熱利用による環境性能向上

約14％のCO2削減

• 高効率コージェネレーションと廃熱利用による環境性能向上

約14％のCO2削減

• EMSによるコージェネおよび熱源設備の最適運用

• 広域エネマネによる多くのビルの運転データのアグリゲーション

• 街区内の既存熱源設備との連携による面的利用最大化

• EMSによるコージェネおよび熱源設備の最適運用

• 広域エネマネによる多くのビルの運転データのアグリゲーション

• 街区内の既存熱源設備との連携による面的利用最大化

地域エネルギー計画のための３つの課題

Shuzo Murakami,  Institute for Building Environment and Energy Conservation
26

まちづくりへの貢献

新たな価値創造
による地域活性化

・インフラ工事やエネルギー事業者設立

・地域の活性化による, サービス業などを
充実する機会を創出

・災害時にも信頼性の高い自立分散型
システムの導入

・地域住民の防災拠点などへの電力供給

・高効率CGSとその排熱を面的利用

・ハードの能力を最大限に引き出す
EMS

街の防災耐力の向上

地域経済の好循環を創出

環境負荷の低減を実現

①地域経済の好循環の創出

②地域防災力の確保 ③環境共生型街づくり
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系統電力

熱源設備

電気設備

発電

廃熱

電気(*)

電気(*)

電力監視
制御設備

熱源監視
制御設備

電力供給熱供給

都市ガス

【エネルギー計画①】

・大型高効率ＣＧＳの採用

・エネルギーの面的利用に

よる省CO2

地域エネルギー計画の概要

新規開発建物

27地域防災力の向上と環境共生型街づくり地域防災力の向上と環境共生型街づくり

電力供給プラント （新規開発建物内）

ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
ｼｽﾃﾑ(EMS)

【エネルギー計画②】

EMS等による最適制御

【エネルギー計画③】

周辺建物に対する

CGSの廃熱供給による

効率向上

プラント

エネルギー供給
予定範囲

Shuzo Murakami,  Institute for Building Environment and Energy Conservation

エネルギー計画 ①： 高効率ＣＧＳの採用とエネルギーの面的利用による省ＣＯ２

１．オフィス、商業施設など、需要カーブの異なる施設を包含 電気・熱需要の平準化

２．各建物を自営線および熱導管にて連系 開発建物だけでなく既存の周辺建物を含めた

街区全体での面的融通 街全体のCO2排出量を削減

３．廃熱投入型冷凍機を主熱源 ＣＧＳ発電時の廃熱を積極的に活用

４．冷熱供給のピーク時に対応する、大規模蓄熱システム、ターボ冷凍機の導入

自営線

熱導管

電気

熱 熱 電気

電気 熱

熱

電気電気

既存街区

28
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エネルギー計画 ②：ＥＭＳ等による最適制御エネルギー計画 ②：ＥＭＳ等による最適制御

１．地域全体の

エネルギーの需要予測

２．電気設備と熱源設備を

統合した最適運転計画

３．各制御システムによる

最適運転制御

４．各種データ収集とエネルギー

消費量・ＣＯ２排出量の

実績把握

５．プラント内のプレゼンテーション

ルームで市民向けの解説展示

１．地域全体の

エネルギーの需要予測

２．電気設備と熱源設備を

統合した最適運転計画

３．各制御システムによる

最適運転制御

４．各種データ収集とエネルギー

消費量・ＣＯ２排出量の

実績把握

５．プラント内のプレゼンテーション

ルームで市民向けの解説展示

気象情報 電気・熱・CO2

使用実績監視
曜日・条件等
の建物情報

電気・熱
需要予測

電気・熱
最適運転計画

電気設備
最適制御

熱源設備
最適制御

電気設備

大型CGS 廃熱

熱源設備

廃熱投入型
冷凍機

ターボ冷凍機

蓄熱槽

電気
需要家

電気・熱全量
需要家

電気・熱部分
需要家

部分供給

系統
電力

電力量
CO2等の把握

電力量・熱量
CO2等の把握

電力量・熱量
CO2等の把握

情報通信

電力供給 熱供給

ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
ｼｽﾃﾑ(EMS)

熱源監視
制御設備

電力監視
制御設備

29

Shuzo Murakami,  Institute for Building Environment and Energy Conservation

従来 部分供給

エネルギー計画 ③： 周辺建物に対するＣＧＳの廃熱供給による効率向上エネルギー計画 ③： 周辺建物に対するＣＧＳの廃熱供給による効率向上

従来 部分供給

■従来の課題
• ＣＧＳの廃熱を利用した熱源システムを面的に利用

負荷の少ない中間期などにおいてはＣＧＳ廃熱が余剰となるケース有り
■対策
• 常時熱供給を行わない一部建物に対して、ＣＧＳ廃熱の余剰廃熱を供給

ＣＧＳの廃熱利用率を向上させCO2を削減

■従来の課題
• ＣＧＳの廃熱を利用した熱源システムを面的に利用

負荷の少ない中間期などにおいてはＣＧＳ廃熱が余剰となるケース有り
■対策
• 常時熱供給を行わない一部建物に対して、ＣＧＳ廃熱の余剰廃熱を供給

ＣＧＳの廃熱利用率を向上させCO2を削減

30

従来 廃熱利用モデル（本プロジェクト）
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事業全体の省CO2効果

廃熱の部分供給による
CO2削減率：約2%向上

本プロジェクトのCO2排出量

部分供給あり 部分供給なし

本プロジェクトにおける省CO2効果
・CO2削減率：▲13.6%
・CO2削減量：▲11,938 ton-CO2/年

従来型街区の
CO2排出量

90,000

85,000

80,000

75,000

70,000

CO2排出量[ton-Co2/年]

Shuzo Murakami,  Institute for Building Environment and Energy Conservation
32

自営線

熱導管

電気

熱 熱 電気

電気 熱

熱

電気電気

都市の防災力の向上により、東京の国際競争力向上に貢献都市の防災力の向上により、東京の国際競争力向上に貢献

レジリエンスの向上

●都市ガス停止時
系統電力バックアップにより
電気を１００％供給

●系統電力停止時
都市ガスにより電気を５０％供給
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レジリエンス向上効果（円 / 年）

＝ ［対象地区の延床面積（㎡）］

×［延床面積あたり平均売上高（円 / ㎡･日）］

×［災害発生確率（回 / 年）］

×［レジリエンス向上効果（日 / 回）］

≒ 7.0 （億円 / 年）

・既存建物の改修を含め初期投資が大きく、長い回収期間が必要

・財務情報のみに基づく IRR は必ずしも高い評価とならない

２．地域のレジリエンスの向上という非財務的価値を、金額換算し投資評価に活用

レジリエンス向上効果の金額換算

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0 20 40 60 80

回復曲線
（無対策）

回復曲線（自立度向上対策により
災害時にも100%の業務継続が可能）

日数

街
区

の
生

産
能

力
（
平

時
時

=1
.0

）

（災害発生）

１．地域エネルギー事業

街区全体の年間営業利益（推定）

300億円余/年に対して
2.3%に相当

街区全体の年間営業利益（推定）

300億円余/年に対して
2.3%に相当

Shuzo Murakami,  Institute for Building Environment and Energy Conservation

NEB: （16億円/年）

（非財務的価値のうち金額
換算できるものを計上）

コスト EB+NEB

定義②
(EB+NEB)
＝1.35

EB: （9億円/年）

（光熱費の削減）

B/C= 1.35 （定義②）

NEBを考慮することに
より高いB/C評価

EB:   Energy Benefit ･･対策による光熱費削減の直接的便益
NEB: Non-Energy Benefits ･･対策によってもたらされる多様な間接的便益

ESG投資を重視する

長期投資家からの

高い評価が

期待できる

SE-IRR（非財務的価値

（NEB）も含めた内部収益

率）において高い評価

対策がもたらすコベネフィットと B/C評価

SE-IRR: Socio-Environmental Internal Rate of Return 34

定義①
EB/C=0.

定義②
(EB+NEB)/C
＝1.35

定義①
EB/C=0.49

普及・啓発の効果
（広告宣伝効果）

レジリエンス向上効果
（エネルギー供給停止回避）

地域経済への波及
（事業運営の経済効果）

地域経済への波及
（インフラ投資の経済効果）

環境創出価値
（CO2削減）
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公民連携のまちづくり と 地域エネルギー事業まとめ

35

↑公共

↓民間

公的セクター
（自治体、官公庁）

市場セクター
（企業、民間組織）

地域エネルギー
事業

コミュニティ
セクター

（住民、地域活動）

コ
ベ
ネ

フ
ィ
ッ
ト

パ
｜ト
ナ
｜

シ
ッ
プ

地域エネルギー事業を、市場セクターを超えて3セクターの中心へ地域エネルギー事業を、市場セクターを超えて3セクターの中心へ

新たな位置づけがもたらすコベネフィットとパートナーシップ新たな位置づけがもたらすコベネフィットとパートナーシップ

魅力的な環境金融の対象として、まちの活性化に貢献魅力的な環境金融の対象として、まちの活性化に貢献

Shuzo Murakami,  Institute for Building Environment and Energy Conservation
36

http://www.jsbc.or.jp/index.htmlhttp://www.ibec.or.jp/index.html

御清聴ありがとうございました御清聴ありがとうございました

本稿作成に当たりましては、日本橋スマートシティ事業の推進を担当する
三井不動産と東京ガスの関係者の御協力を得ました。また工月良太博士
（東京ガス）の御協力を得ました。記して深甚の謝意を表します。

本稿作成に当たりましては、日本橋スマートシティ事業の推進を担当する
三井不動産と東京ガスの関係者の御協力を得ました。また工月良太博士
（東京ガス）の御協力を得ました。記して深甚の謝意を表します。
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⽥町駅東⼝北地区
における
スマート
エネルギーネットワーク
による
省エネまちづくり 東京ガス株式会社

エネルギーソリューション本部⻑
安岡 省

強靭なまちづくりに貢献する
スマートエネルギーネットワークの実践

第9回 AESシンポジウム 『強靭なまちづくりを⽀えるエネルギーシステムの構築』

2016年10⽉27⽇

⽥町駅東⼝北地区におけるスマエネの構築
 港区、愛育病院、東京ガスグループが連携し、「スマートエネルギーネットワーク」を構築
 第⼆期開発（Ⅱ-2街区）に合わせ、第Ⅰ、第Ⅱエネルギーセンター間の連携を予定

2

建物 ⽤途 延床⾯積
（m2） 階数

A棟
（三井不動産
三菱地所）

事務所 135,000 地上31階
地下2階

B棟
（東京ガス） 事務所 145,000 地上36階

地下2階

ホテル棟
（三井不動産
三菱地所）

ホテル 11,000 地上9階
地下2階

児童福祉施設

建物 ⽤途 延床⾯積
（m2） 階数等

みなとパーク
芝浦

港区総合⽀所
スポーツセンター等 50,700 地上8階

地下1階

愛育病院 総合周産期
⺟⼦医療センター 17,600 地上10階

（160床）

児童福祉施設 保育園等 6,600 地上6階

Ⅱ-2街区概要 Ⅰ街区概要

主要設備
CGS 5,000kW

冷⽔熱源 7,000RT
蒸気熱源 24t/h
再⽣可能エネ 太陽熱利⽤

主要設備
CGS（GE、FC） 845kW

冷⽔熱源 2,400RT
蒸気熱源 9t/h
再⽣可能エネ 太陽熱利⽤
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街区に⾃⽴分散型の天然ガスコージェネ、再⽣可能エネルギーを導⼊
エネルギー、情報のネットワーク化により需給を連携、熱と電気を⾯的に最適利⽤

●省エネ・省CO2 ⇒省エネ性に優れた街区の構築に寄与
 複数の需要をまとめて負荷を平準化、⾼効率な⼤型コージェネの導⼊と設備稼働率向上を実現
 オンサイト設置の熱源・電源によるロスの少ないエネルギー利⽤。電⼒のピークカットにも寄与

●街区の防災性向上 ⇒街区の安⼼の向上に寄与
 災害時等の系統停電時に、重要負荷や防災施設への電⼒の継続供給が可能な、⾃⽴分散型エネルギーシステム構築

スマエネの構築により『省エネ性』・『防災性』が⾼まり、街区の魅⼒が向上

• 「まちづくりビジョン（2007年・港区）」のもと、港区、愛育病院、東京ガスグループが
連携し、「低炭素で災害に強いまちづくり」を推進。港区の地域防災拠点を構築

• 天然ガスコージェネを核に、太陽熱、太陽光発電、地下トンネル⽔等の再⽣可
能エネルギーを導⼊

• 需要側（みなとパーク芝浦、愛育病院、児童福祉施設）と供給側（スマートエネルギー
センター）が連携してエネルギーの需給を最適制御。継続的に地区全体の省エネ
ルギーを推進 ⇒街区全体で省エネ40％達成！

⽥町スマエネ（スマートエネルギーネットワーク）の構築

スマートエネルギーネットワークの特徴

東⼯⼤AES と 東京ガスグループで需給連携制御の最適化研究を推進し、省エネに寄与

3

・LNG基地を4か所に分散し、相互バックアップ体制を整備

東京ガスの供給インフラ①

・信頼性の⾼い⾼中圧導管のネットワーク化を推進
・供給ルートを複数化し、供給安定性を向上

・LNG基地・導管等の設備を活⽤し、⾼効率コンバインドサイクルによる⽕
⼒発電所を運営

・（株）コベルコパワー真岡様からの電⼒調達を予定（2019年度〜）

LNG基地

⾼圧導管

発電所

〈根岸基地〉
⽇本初のＬＮＧ基地

〈袖ケ浦基地〉
世界最⼤級のＬＮＧ基地

〈扇島基地〉
⾸都圏のエネルギーセンター

〈⽇⽴基地〉
北関東の新たなエネルギーハブ
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6,702 

705 

932 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

高圧管

中圧管

高中圧導管延長の推移

導
管
延
長[km

]

年
度

4

安全確保のため、日夜、高
圧幹線のパトロールを実施

供給インフラ整備計画概要図

茨城幹線
（2020年度）

古河～真岡幹線
（2017年度）

茨城～栃木幹線
（2015年度供用開始）

⽇⽴基地

扇島基地
袖ケ浦基地

根岸基地
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ガス供給停⽌区域の最⼩化

低圧導管網のブロック
（252ブロック

中圧導管網のブロック
（25ブロック）

万⼀の供給停⽌時を想定し、エリアの限定化対策を実施しています。
•中圧・低圧のガス導管網を複数のエリアに分ける「ブロック」を形成
•被害が⼤きいエリアに限定してガス供給を停⽌し、他エリアへの影響、⼆次災害を抑⽌
•被害が無いエリアに対しては、ガス供給を継続

※中圧導管の被害は稀だと想定しているが、万⼀に備えて中圧も25ブロックに細分化

⾼中圧ガス導管の耐震性
⾼圧・中圧のガス導管は、⾼い耐震性を備えています。

•強度・柔軟性に優れた材料の採⽤
•配管の接続には、⾼強度の溶接接合を採⽤
※低圧ガス導管においても、⾼い耐震性（腐⾷せず、延びが⼤きく破断しにくい）を有する
ポリエチレン管を採⽤

曲げ
試験

東⽇本
⼤震災

阪神淡路
⼤震災

過去の地震においても⾼い供給信頼性を確認

破断や⻲裂発⽣を回避し、震度7クラスの地震に耐えうる構造

ブロック化のイメージ

5

東京ガスの供給インフラ②

再⽣可能エネルギーを活⽤した地産池消の事例
ごみ焼却由来の電気・熱とコジェネを組み合わせて
近隣公共施設へ供給
【供給エネルギー：電気、蒸気】
【供給開始予定：2017年度】

新武蔵野市クリーンセンター（仮称）

コンパクトな街区内の多様な施設での電⼒・熱融通
街区内の住宅、商業施設・研究施設等と連携
【供給エネルギー：電気、温⽔、冷⽔】
【供給開始予定：2016年度（⼀部）】

技術開発施設

商業施設

ﾀｳﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｾﾝﾀｰ
国際学⽣寮

集合住宅

⽔素活⽤拠点

エネルギーセンター

内陸⼯業団地における⼯場間⼀体省エネ事業のモデル例
複数の⼯場に⼤型CGSから電気・熱を供給
【供給エネルギー：電気、蒸気、温⽔】
【供給開始予定：2018年度】

栃⽊県企業⽴地促進協議会 提供

三井不動産㈱と共同で既存街区を含めたスマエネを構築
都市防災⼒の向上と環境共⽣型の街づくりを実現

【供給エネルギー：電気、蒸気、温⽔、冷⽔】
【供給開始予定：2019年度】

⽇本橋スマートシティ清原⼯業団地（⼯業⽤）

Tsunashimaサスティナブル・スマートタウン

スマエネの展開 『コージェネを核として、街区・地域が⼀体となった
省エネでレジリエントなまちづくりの構築』

6
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需給連携による省エネ効果（街区全体）

レジリエンス性能の強化

 信頼性の⾼い中圧ガスを活⽤したコージェネ等より、街区に電⼒、熱
を継続供給

 建物保有の⾃家発電機や太陽光発電と共に電源の多重化・多様化
を確保

（参考資料）⽥町スマエネの省エネ性と防災性向上の両⽴

 需要側と供給側、事業者とプロジェクト関係者が⼀体となって連携・実践（スマートエネルギー部会）
 街区全体は基準建物群と⽐較して⼀次エネルギー消費量4０%削減を達成

建築関係者
学識者（AES他）
東京ガスグループ

街区全体
⇒省エネ⽬標達成のための連携、共有化
⇒地区連携によるレジリエンス性能の強化

需要先の
建築物

スマート
エネルギー
センター

低炭素で災害に強いまちづくりの実践と
継続的な省エネの実現

電気 113

77

冷熱 36

17

温熱 46

23

195

117

0 50 100 150 200

基準建物群

2015年度実績

一次エネルギー消費量 千GJ/年

40%削減！

災害時に

7
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ＪＸエネルギー株式会社
取締役 常務執行役員

五十嵐 仁一

レジリエントな
エネルギーインフラの構築

石油業界のサプライチェーン

2

製品貯蔵タンク
貯油能⼒：45百万kL 3)

⽯油は利便性・貯蔵性・運搬性に優れた⾃⽴・分散型エネルギー
⽯油製品を安定供給するために⽇本全国に供給網

2) 2016年2⽉末現在
3) 2014年3⽉末現在
4) 2015年3⽉末現在 出典：「今⽇の⽯油産業2016」（⽯油連盟）

原油タンカー
延運航隻数：765隻 1)

1) 2014年度

製油所数：23ヵ所 2)

精製能⼒：62万kL／⽇
（392万バレル／⽇）

サービスステーション（SS）
33,510ヵ所4)

（ENEOS10,800ヵ所）
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分散型エネルギー拠点としてのＳＳ

3

 SSは地域の⼀⼤エネルギー貯蔵拠点
⽯油は災害時のエネルギーの「最後の砦」（レジリエンス性）

• 全国732ヵ所のSSで緊急⽤発電機と
緊急⽤可搬式ポンプを配備

• 全国52ヵ所に⼤型発電機を設置した
震災対応SS（2018年度末までに
約130ヵ所配備予定）

＜JXの震災対応SS＞＜SSのエネルギーポテンシャル＞

※「平成21年度給油所経営・構造改善等実態調査報告書」
（⽇本エネルギー経済研究所⽯油情報センター）

§ 2014年度の家庭部⾨エネルギー消費は34GJ／世帯・年（エネルギー⽩書より）

SSの平均
地下ﾀﾝｸ容量※ エネルギー量

ガソリン 29.4 kL 0.98 TJ（0.27 GWh）

灯油 13.9 kL 0.51 TJ（0.14 GWh）

軽油 12.2 kL 0.46 TJ（0.13 GWh）

計（1SS） 55.5 kL 1.95 TJ（0.54 GWh）1)

⽇本のSS
(33,510ヵ所） 186万 kL 65 PJ（18 TWh）2)

2) ⽇本のSSのエネルギー貯蔵能⼒は運輸の部⾨
年間消費エネルギーの２％（7.6⽇分に相当）

1) 1SSの貯蔵エネルギー量は約3,000世帯の
７⽇分の消費エネルギー§)に相当

低炭素社会におけるレジリエントエネルギー

4

パリ協定⽬標※達成に向けた「CO2削減」の社会ニーズの⾼まり
⇒ ⻑期的には環境に優しい⽔素がレジリエントエネルギーへ

※気温上昇２℃未満（今世紀末）

⽔素製造

化⽯燃料

太陽光

バイオマス

原⼦⼒

⾵⼒
電気 ⽔素

• 多様な⼀次エネルギーから製造：供給安定性向上
• 燃料電池との組合せで電気を安定供給（⾮常時に活⽤可能）
• 使⽤時のCO2排出ゼロ

＜⽔素の特⻑＞

⽔素ステーション／FCV

⽔素
発電

分散
電源

⽔化学
熱分解

⽔蒸気
改質

⽔電解

⽔素利⽤
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分散型エネルギー拠点としての水素ステーション

 災害時の貯蔵⽔素による電気供給：レジリエンス性
 将来的なCO2フリー⽔素の利⽤：CO2削減に貢献

FCバス１台で
避難所４⽇分
⾮常時病院半⽇分※

※資源エネルギー庁燃料電池推進室資料（2014/3）

5

災害時のFCバス等を介した電⼒供給

避難所 病院

地域での⽔素利⽤

⽔素ステーション

⽔素製造
FC移動体へのエネルギー供給

1)蓄ガス設備300L×6本を82MPaで満充填した場合
2) 5 kg-H2/台 3) 20 kg-H2/台

⽔素量1) 1.5千 Nm3

・0.01 TJの熱ｴﾈﾙｷﾞｰ
・FCV2)：27台

FCﾊﾞｽ3)：7台相当

初期は技術成熟＆コスト⾒通せる
「化⽯燃料＋⽔蒸気改質」

⽔素製造
（ｵﾝｻｲﾄ型はｽﾃｰｼｮﾝ内）

将来は国内外の「CO2フリー⽔素」

CCS
⽔電解

インフラ整備：水素ステーション網の構築

6

現状４⼤都市圏に⽔素ステーションを整備中（JX37ヵ所整備済）
⇒ 将来的には全国に⽔素ステーション網を構築

⾸都圏 ⼋王⼦市、杉並区、品川区、江東区、板橋区、さいたま市（緑区、
⾒沼区（⼤和⽥町、宮ヶ⾕塔））、狭⼭市、春⽇部市、越⾕市、
千葉市、松⼾市、つくば市、横浜市（旭区、泉区、中区、都筑区、南区）、
海⽼名市、川崎市、伊勢原市、藤沢市、相模原市（中央区、南区）

中京圏 岡崎市、名古屋市、みよし市、安城市、刈⾕市
関⻄圏 京都市、枚⽅市、茨⽊市
北部九州圏 北九州市、福岡市、糟屋郡、⼤野城市

＜JX⽔素ステーション（37ヵ所）＞

普及に向けては⽔素エネルギーの社会コスト低減が課題であり
産官学⼀体となった息の⻑い取り組みが必要

※JXでは横浜に⽔素製造
出荷センター設置

※

JX製油所・製造所

⽔素需要地域

100箇所を⽬指し、
４⼤都市圏＋⾼速道路
沿いを中⼼に整備中

§ ＦＣＣＪ「ＦＣＶと水素ステーションの普及に向けたシナリオ」（2016/3）

現時点
2030年全国720ヵ所程度、
2040年頃に各地のFCVﾕｰｻﾞｰ
が利⽤可能な状況を⽬指す

将来§
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まとめ

 ⽯油は今後とも重要なレジリエントエネルギーであり、
⽯油を安定供給することがJXの社会的使命。

 ⽔素は環境に優しい将来のレジリエントエネルギーであり、
JXは⽔素ステーション整備など将来の⽔素社会に向けた
取り組みを実施。

 エネルギーはコスト競争⼒の⾯からも普及に時間がかかる
分野であり、⽔素社会実現に向けては、産官学⼀体となった
継続的な取り組みが必要。

7
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日立のレジリエントなエネルギーシステムへの取組
ー 柏の葉、マウイの経験を通じてー

0

2016年10月27日
AESシンポジウム

(株)日立製作所
エネルギー・ソリューションビジネスユニット
電力情報制御システム事業部 事業部長

清治 岳彦

1

はじめに

【背景】

エネルギーレジリエンスを進めるための国内基本計画：

1. 地域における自立・分散型エネルギーの導入推進と国産エネルギーの確保

2. エネルギー供給施策の耐災害性の向上及び防災体制の強化

3. ＢＣＰ（事業継続計画）／ＢＣＭ（事業継続マネジメント）構築の促進

4. 強靭なスマートコミュニティの構築

(AES News, No.4 Winter, 金谷先生、2016,エネルギーレジリエンス評価の時代へから引用)

震度6以上の地震の確率マップ スーパー台風 ゲリラ豪雨
私達を取り巻く災害環境
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2

日立の主なスマート・コミュニティーの実積

中国(大連)

国内(横浜)

国内(日立市)

国内(沖縄)

米国(ハワイ・マウイ)

米国(ニュメキシコ)

スペイン(マラガ)

英国(Greater Manchester)

英国(LCN/WPD Cornwall)

実 証 商用運転

国内(柏の葉シティ)

今回のご紹介内容

3

「創エネ」 「省エネ」 「蓄エネ」を地域で総合的に推進します

■屋上・壁面緑化
ららぽーと、148街区他

■エネルギーモニター
パークシティ
柏の葉
キャンパス

■交通シェアリング
マルチ交通シェア
サイクルシェア

■自然エネルギー
・太陽光発電

ららぽーと：500ＫＷ
ゲートスクエア：200ＫＷ

・太陽熱給湯
・地中熱活用
・温泉熱給
・地中熱ヒートポンプ
・地下水

■未利用エネルギー
・生ゴミバイオガス発電
・排熱利用コジェネ

■ガスコジェネ（非常用）
・ゲートスクエア：2000KW

■大規模蓄電池
ららぽーと:2000ＫＷ
ゲートスクエア:500ＫＷ

■氷蓄熱空調
ららぽーと

■ＥＶバッテリー
ＥＶカーシェア活用

創エネルギー 省エネルギー 蓄エネルギー

EV：Electric Vehicle

ららぽーと柏の葉

ゲートスクエア商業・オフィス

ゲートクエアホテル・住宅

ﾊﾟｰｸｼﾃｨ柏の葉ｷｬﾝﾊﾟｽ

柏の葉スマートシティの特長：マルチエネルギー
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4

柏の葉スマートシティの特長：全体図

● AEMSで、地域全体のエネルギー情報を一元管理することにより、エネルギーの利用を最適化します。
● 太陽光などの再生可能エネルギーを街で創り、蓄え、街区間で融通することで、CO2削減や非常時の

電力供給などの価値を街全体で共有します。

地域全体で効率的に運用・監視・制御できるエリアエネルギー管理システム

5

柏の葉におけるBCP・LCP対応

災害時には、生活支援負荷へ電力を供給
し、地域エネルギーを街で分け合います。

災害時・停電時にも安心して住める

ＢＣＰ・ＬＣＰ対応

非常時は住宅棟共用部に電源供給

再生可能エネルギー

蓄電池 太陽光発電

ららぽーと柏の葉

パークシティ柏の葉一番街

電力会社

電力会社

電力会社

電力会社

非常用発電機

柏の葉ゲートスクエア

パークシティ柏の葉二番街

災害時エネルギー利用状況災害時エネルギー利用状況

非常用発電機

再生可能エネルギー

蓄電池 太陽光発電 ｺ・ｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ

スマートセンター

BCP: Business Continuity Plan, LCP: Life Continuity Plan
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6

マウイ全島

風力発電風力発電

太陽光発電太陽光発電

ICT
送電

EMS

電力線

Power Line

LV Transformer
μＤＭＳ

ＤＭＳ

Distribution

配電変電所

ICT

PV with
Smart PCS

L3 Chargers

配電網制御システム

Billing,
Membership
Incentive

EVECC

Battery 電力線

iDMS

配電

変電所

ICT

太陽光発電
Smart PCS

EVECC
Billing,
Membership
Incentive

200台超のEVとキヘイ地区30軒の住民を
対象にした実証
(最終的な目標はEVを活用したEV-Virtual 
Power Plantの確立)

EVECC: EV Energy Control Center, ADMS: Advanced Distribution Management System,
LV: Low Voltage, DOE: Department of Energy

再生可能エネルギーの大量導入計画に対して、EVバッテリを活用した余剰エネルギー
吸収や周波数変動のコントロールを実施します

風力
発電

太陽光
発電

火力
発電

急速充電器

蓄電池

低圧変圧器
MicroＤＭＳ

普通充電器

急速充電器急速充電器

蓄電池蓄電池

EVボランティアEVボランティア

JUMPSmartMaui の実証規模と実証場所

day nightnight

7

JUMPSmartMaui VPP（Virtual Power Plant）技術

EV
PCS

EV
PCS

分電盤

駐車場

LOAD

蓄電池

EV
PCS

家電機器

Smart
PCS

EV

PV
PV

PVの余剰電力をEVと蓄電池へ充電 EVからの放電(ピークカット用)

EV users'
behavior

特徴 ■ EVは電力に余裕のある日中に勤務先で充電→余剰電力を活用
■ EVのバッテリーは、日没頃のピーク時間帯に放電→需要のピークをカット
■ 緊急事態の際には日夜かかわらずEVから建物に放電し停電時事故等を回避

day nightnight

EV-Parking
(勤務地 )

V2H in night time
(家庭)

期待される効果 - 風力や太陽光の余剰電力を効果的に吸収します
- 再生可能エネルギーの変動調整の柔軟性が向上します

期待される効果 - 風力や太陽光の余剰電力を効果的に吸収します
- 再生可能エネルギーの変動調整の柔軟性が向上します
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VPPの群制御

・内包するバッテリの放電機能によって、ＥＶを分散電源として用いる実証
（放電機能：V2H（Vehicle to Home）及びV2G（Vehicle to Grid）技術）
・これらを群制御するVPP（Virtual Power Plant）技術の確立

V2H (Vehicle to Home) V2G (Vehicle to Grid) VPP (Virtual Power Plant)

Virtual Power Plant (VPP):
EVや蓄電池、家側のエネルギーといった分散電源をアグリゲートすることで、
仮想発電所としてシステム全体で最適なエネルギー活用を実現します

9

まとめ

今後も、日立はOT, ITを用いて、環境適合性、レジリエン
ト性を有機的に組合せ、新たな付加価値を創造、お客様
と共創して参ります。
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ご静聴ありがとうございました！

Copyright ©2014, Hitachi, Ltd., All rights reserved. 10
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© 2016 Toshiba Corporation

（株）東芝 執⾏役専務 ⻄⽥ 直⼈
2016年 10⽉27⽇

レジリエントなまちづくりに関する取組み

© 2016 Toshiba Corporation 2

内容

１．注⼒事業領域

２．⽯巻スマートコミュニティ推進事業

３．スマートレジリエンス・バーチャルプラント構築事業

４．クリーンな⽔素社会の実現化

５．都市交通ソリューション

６．まとめ
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注⼒事業領域

© 2016 Toshiba Corporation 4

⽯巻スマートコミュニティ推進事業
＜⽯巻市におけるスマートコミュニティ推進の背景＞
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「平常時には再⽣可能エネルギーを活⽤した低炭素なエコタウン」

災害時にも「灯り」と「情報」が途切れない安全・安⼼なまち

© 2016 Toshiba Corporation 6

平成28年3⽉7⽇ 運⽤開始

全体システム構成と設備導⼊施設
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スマートレジリエンス・バーチャルプラント構築事業

横浜市内での「仮想の発電所」構築に向けた
「スマートレジリエンス・バーチャルパワープラント（VPP）構築事業」に係る
基本協定を2016年7⽉6⽇に締結

横浜市・東電EP・東芝にて協定締結

事業内容 期間:H28/7/6~H30/3/31
蓄電池を市内の⼩中学校（１８校予定）に設置
通常時：東電EPが需給調整に活⽤ ／ ⾮常時：横浜市が防災⽤電⼒として利⽤

© 2016 Toshiba Corporation 8

役割と⽬的

東京電⼒エナジーパートナー
本事業のサービス提供
・地域コミュニティへの安全・安⼼の提供
・蓄電池による効果的なデマンドレスポンス⼿法の確⽴
・電気と蓄電池のセットによる新たな料⾦プランの創設

東芝
本事業のシステム開発
・蓄電池群の最適な充放電制御システムの開発
・節電取引市場に活⽤する技術の事業化検討
・IoT技術による新たなビジネスの実証と展開

横浜市・東電EP・東芝の⽬指すもの

横浜市
本事業による防災性向上
・公共施設の防災性向上
・再エネ普及を想定した電⼒安定化
・⼩中学校における環境教育の推進

公⺠
連携
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© 2016 Toshiba Corporation 9

クリーンな⽔素社会の実現化

■いつまでも続くエネルギーを安全に、安⼼して使える⽔素ソリューションの提供
■⽔素EMSによるコミュニティのエネルギーを統合管理

街全体のエネルギーを統合管理

地域への電⼒と温⽔供給

公共機関・施設への⽔素供給

医療施設への酸素供給

通信インフラ継続

CO2フリーな⽔素エネルギー社会

2020年 ⽔素エネルギー社会に向けて
⽔素を活⽤した環境に優しく災害に強い街づくりに貢献

© 2016 Toshiba Corporation 10
*METI 再⽣可能エネルギー導⼊拡⼤に向けた
地産地消型エネルギーシステムのモデル構築事業（補助事業者：ハウステンボス株式会社）

再エネと⽔でホテル1棟12室の年間電⼒をカバー2016年３⽉より稼働中

ハウステンボス様 「変なホテル」
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防災センターへの３⽇間の電⼒供給を実現（ＢＣＰ時）

*1) 平成27年度横浜市 港湾局事業 港のスマート化の推進
*2) 太陽光発電設備は平成28年度末に設置予定

横浜駅

横浜市での⽔素エネルギーの導⼊実証
横浜港流通センターの電⼒ピークカット
BCP時の防災センターへの電⼒供給(3⽇間)

⼤⿊ふ頭 H2

H2O

港のスマート化
1. エネルギー利⽤の効率化
2. 低炭素化
3. 災害時における

事業継続性の確保

防災センター

横浜港流通センター(Y-CC)

*2横浜港

横浜市港湾局＊１様

2016年４⽉より稼働中

© 2016 Toshiba Corporation 12

世界最⼤規模の⽔素エネルギーシステム*

⽔素製造装置

⽔素供給設備（液体⽔素）

⽔素発電装置

太陽光

H2

電力

H2

⽔素貯蔵設備

⽔素エネルギー運⽤システムH2

⾵⼒太陽光

系統 電⼒系統側制御システム

液体⽔素需給予測システム

H2 O2

東芝

岩⾕産業

 福島県内を対象とし、再エネを大量導入した際の水素活用に向けたシステム検討開始
 システム構成・仕様、事業可能性調査：2016年10月～2017年9月

H2 O2

*2016年度NEDO委託事業「⽔素社会構築技術開発事業／⽔素エネルギーシステム技術開発」

コンセプト

既存調整⼒設備 東北電⼒
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都市交通ソリューション

© 2016 Toshiba Corporation 14

EVバス事例

⾮常⽤電源 ⾞内デジタルサイネージ

送電パッド

受電パッド

10.5 ㎝
エアギャップ

44kW 充電電源装置

送電パッド

災害時等における⾮常⽤電源と、災害情報などを
表⽰することもできる⾞内デジタルサイネージを、
川崎鶴⾒臨港バス(株)の川崎病院線で⾛⾏する
スマートEVバスに搭載。

環境省委託事業のワイヤレス充電バス実証実験
として、川崎市と全⽇本空輸株式会社(ANA)の
協⼒を得て、川崎市殿町と⽻⽥空港内ANAの拠
点間約11kmを⾛⾏。

 
68



© 2016 Toshiba Corporation 15

まとめ

１．蓄電池、⽔素貯蔵を中⼼に、エネルギーと交通の視点
から強靭さを備えたまちづくりについて紹介。

２．主役は市⺠・企業であり、⾃治体も全⾯的にサポート。
それらに協⼒しビジネスを成⽴させ持続性を持たせることが
必要。

３．ネガワット技術は節電のみならず需要家側のエネルギ
ーリソースを最⼤限活⽤する技術であり、制度検討の促進
が必要。

４．交通システムを含めた様々なエネルギー関連機器を
IoT技術で連携させることに産官学の協⼒が必要。

© 2016 Toshiba Corporation 16
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三菱商事の環境事業に関する取組

三菱商事株式会社
環境事業本部長

柏木 豊
2016年 10月 27日

東工大AESセンター第9回シンポジウム

地球環境・インフラ事業グループの主要な取組み

1

マンダレー国際空港国内での電力小売事業米国での発電事業 欧阿中東での発電・送電事業

ロサンゼルスに設けた地域拠点
DGC社が、ガス火力・風力発電所
を開発・運営している。

ロンドンに設けた地域拠点DGE社が
火力発電所、再生可能エネルギーの
開発・運営を、 DTC社が英国・独国
沖合の洋上風力発電所から陸上まで
繋ぐ海底送電事業を展開している。

蘭国洋上風力発電所 独国洋上変電所米国アイダホ州の風力発電所に出資 ミャンマー マンダレー国際空港

ミャンマー政府との間で30年の事
業権譲渡契約を締結。

ミャンマーのハブ空港となる国際空
港を運営している。

ローソンと合弁でMCリテールエナジー
を設立、電力サービス「まちエネ」 ブラ
ンドで一般家庭等を対象に電力小
売事業を展開している。

South Staffordshire社

英国で取水・配水から顧客管理ま
で一貫した上水道事業を展開。加
えて、全英30以上の拠点をベースに
他の水事業者に対する水関連の技
術・顧客サービスを提供。

Seedy  Mill 浄水場

千代田化工建設

石油・ガス・化学プラント建設等に
おけるエンジニアリングコントラクター
である千代田化工建設に、33.4%
出資(筆頭株主)。

リチウムイオン電池事業

環境対応車への搭載や蓄電用途
等での普及が確実視されるリチウム
イオン電池の開発・製造・販売を、
独Bosch ／GSユアサとともに推進。

次世代エネルギー

次世代の2次エネルギーとして、自動
車産業 電力・ガスなど広範な活用が

期待される水素エネルギーの大量導
入に向けた供給チェーンのロードマップ
策定 ならびに事業化検討。

リチウムエナジージャパン本社 ／リチウムイオン電池
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三菱商事における電池事業の取組

離島

商業施設
産業施設

蓄電事業（大型・分散型）

電池関連サービス事業

リユース事業
車載用

産業用

（次世代電池開発）

電池製造事業

電池を作るビジネス

電池／関連設備／ファイナンス／保守管理
／IT連繋などをキーワードに、顧客の求める

ソリューションをサービスという形で提供

電池のライフタイムバリューを最大化することを目指す

V2G (Vehicle to Grid) 事業

不稼働時(95%)のEV/PHEVの電池を活用

電池を再利用するビジネス電池を使うビジネス

（現世代電池製造・販売）

オフグリッド

無電化地域

定置型蓄電事業の推進。
電池の価格低減により経済性が成立する用途

が増加。再エネ（太陽光・風力）との併設、
レジリエンス、ピークカットなど

中古電池

中古電池

2

電池を作るビジネス

3

Cell Module Pack

Stuttgart

GERMANY

Outlander PHEV

三菱自動車

ダイムラー

BMW

Daimler PHEV

M3/M4 (Start & Stop)

大型リチウムイオン電池の開発・製造・販売

株式会社 リチウムエナジージャパン
(LEJ)

設立 : 2007年12月
本社 : 滋賀県栗東市
資本金 : 225億円
資本比率 GSユアサ 51％

三菱商事 47％
三菱自動車 2％

次世代リチウムイオン電池の開発

Lithium Energy and Power社
(LEAP)

設立 2013年11月
本社 シュツットガルト、ドイツ
資本金 : 30百万ユーロ
資本比率 ボッシュ 50％

三菱商事 25％
GSユアサ 25％
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電池を使うビジネス

V2G における取組大型蓄電分野における取組

【大型蓄電システム販売】

● 大型蓄電分野最大手の米AES Energy Storage社※と業務提携
し、同社が開発した大型蓄電システムAdvancion（アドバンシオ
ン）を、アジア・オセアニア地域を中心に拡販中。

※ AES Energy Storage社は現在、約400MW（建設中・建設前を含む）の蓄電システ
ムを保有又は供給する大型蓄電システム分野における世界のリーディング企業。

【蓄電事業】

● AESや、わが社電力事業などを通じた国内外の事業パートナー

と、大型蓄電システムを保有し、再エネ併設、系統安定化対策、
バックアップ電源の供給など行う。

● 電動車（EV/PHEV）の普及により、 充

電（及び発送電）能力増強が必要となり、
電力系統の状況とクルマのユーザー
ニーズに合わせた充電コントロールが
必須となる。

● 更に、大量のクルマの電池（他人資産）を
有効活用し、双方向で充放電（V2G)す
ることで、低コストでより大きな系統安定
化サービスが可能となり、その価値をサービ
ス事業者とクルマの所有者がシェアするビ
ジネスモデルが拡大し得る。

左： Advancion外観
右： Advancion内部

4

（ISO: 電力市場）

分散型蓄電分野における取組

● 太陽光等の自家発電設備に、蓄電池を組み合わせた、分散型
蓄電分野での事業の開発。

● 発電・蓄電設備や電動モビリティ（バス、タクシー等）をITで繋げ、
顧客ニーズに合わせた電力供給、V2G、ファイナンス等を組み合
わせた、新たなサービス型モデルの開発を検討中。

リユース電池実証プロジェクト

2015年7月、以下5社で電動車両の使用済リチウムイオン蓄電池を再利用した蓄電システムの実証プロジェクトに合意。

電池を再利用するビジネス

5

Step 1 プロトタイプ製作 2015年7月～2016年10月 Step 2 デモコンテナ製作 2016年11月～2017年3月

EDF
（フランス電力会社）

Forsee Power
（システムインテグレーター）

プジョー・シトロエン 三菱自動車

中古電池パック１つをグリッドに接続。中古電池の接続技術を開発する。 中古バッテリパック8個をコンテナに格納 （図内緑色）。
実際に運用し、効果の確認や設計の最適化を行う。

三菱商事
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お問合せ先： 東京工業大学 科学技術創成研究院 

 先進エネルギー国際研究センター（AESセンター） 

 〒152-8550 東京都目黒区大岡山2-12-1 I6-25 

AESセンター事務局： 電話：03-5734-3429 Fax：03-5734-3559 

 email：aescenter@ssr.titech.ac.jp 

HPアドレス： URL：http://aes.ssr.titech.ac.jp/ 
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