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1全体構想 

次世代エネルギー・社会システム実証地域としての位置づけ 

(1) 実証内容 
 

1. 大規模な再生可能エネルギー導入 

✓ 徹底した省エネ対策および住宅、公共施設等へ 

の太陽光発電、太陽熱、蓄電池の導入  

2. 電気自動車を中心とした次世代交通システムの導入  

✓ 公共交通機関や商業車へのＥＶ導入  

✓ パーソナルモビリティの導入  

✓ カーシェアリングの導入  

3. 個々の需要地点及び地域レベルでのエネルギー 

マネジメントシステムの確立  

✓ 発電量予測・需要予測の構築  

✓ 電力利用量把握  

✓ エネルギーデマンド仮想コントロール  

✓ 分散型電源の制御  

✓ 大規模ネットワークとの相互補完によるエネル 

ギー需給の最適化検討  

✓ 電力利用量・熱・CO2排出量の見える化推進  

✓ 持続可能な社会システム形成と市民との協議を 

促進するルールの創造  

                       図1 概念図 

 

つくば市の一つの特徴として、CO2 総排出量のうち、約 9 割を民生部門(家庭・業務)、運輸部門で占め

ている点が挙げられる。産業部門の CO2 排出割合が低い自治体が国内外の大層であることを踏まえ、民生

部門や運輸部門における省エネや再生可能エネルギー導入の取組みは、非常に重要なテーマと位置づけら

れる。他の都市の理想や手本となるような、汎用性のある低炭素社会のモデル作りに積極的に取り組む。
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(2) 地域の特徴 

 つくば市は、都市化地域と緑豊かな田園地域が共存する人口21万人の中規模都市であり、国立の研究機

関等が国策により集積立地する研究学園都市である。平成17年に「環境共生・人間優先・地域創造」とい

うコンセプトを掲げた『つくばエクスプレス』が開業し、新世紀の鉄道とまちづくりのあり方を創造し、

沿線地域に新たな力を吹き込んだ。平成19年には、筑波大学や(独)産業技術総合研究所(産総研)、国立環

境研究所、物質・材料研究機構、農業・食品産業技術総合研究機構等が参加して、低炭素のエコシティー

つくばモデルの構築を目標に研究を進める「つくば3E(環境、エネルギー、経済)フォーラム」が立ち上げ

られ、市域の低炭素社会づくりを目標に活動を行っている。当実証実験において、「つくば3Eフォーラム」

が将来の低炭素社会づくりの観点から、理想的な技術ミックスを踏まえた監修を行う。 

現在つくばエクスプレス沿線においては、1,400 ヘクタール近い新市街地開発や、研究学園地区の再整

備、交通網再編などが行われており、再生可能エネルギーを活かした低炭素社会への取組みが実際のまち

づくりの中で実証できる全国でも数少ない地域である。また、つくば市の地球温暖化対策計画「つくば環

境スタイル」において、市域全体を実験低炭素タウンと位置づけ、次々に実証実験が行える基盤が整い、

既に実証段階にある。なお、他地域への波及、標準化や海外展開といった点を考慮すれば、今後の実証の

取組みや成果を、国内外へと発信し、視察や情報交換の場を日本側からも積極的に設ける必要がある。つ

くば市は日本を代表する研究機関が集積し、世界的に知名度が高く、都心に近いという点において地理的

優位性も兼ね備えている。 

 

 
図2 都心からの距離 

 

(3) 本実証の基盤となる最先端の取組みの始動 

本年 4 月より民間資金を活用し、つくば市/伊藤忠グループにて共同実証を先行して開始する。『再生可

能エネルギーを活用した低炭素交通社会システム』というコンセプトにて、電気自動車、急速充電器、蓄

電池、太陽光発電という要素技術を組み合わせる。また ICT 技術を活用し、電気自動車によるカーシェア

リング、急速充電器の認証・課金、エネルギー統合管理(CO2 削減の見える化)をシステムとして構築し、

実証データを収集、分析した上で今後の研究や開発に役立てるとともに実際のビジネスとして展開する。
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図3 再生可能エネルギーを活用した低炭素交通社会システムのコンセプト図 

 

アドバイザリー・コミッティーと称した組織には、産総研、JARI、(株)日本総合研究所、東京電力(株)

も参画しサポート体制を整えている。そして実証に参加する企業は15社を超え、マツダ(株)(電気自動車)、

(株)ファミリーマート(コンビニエンスストア)、伊藤忠エネクス(株)(ガソリンスタンド)、伊藤忠テクノ

ソリューションズ(株)(ICT 技術、データセンター)、(株)オリエントコーポレーション(非接触式 IC カー

ド、クレジット決済機能)、東京センチュリーリース(ファイナンス機能)など多岐にわたり、それぞれの分

野において、新たな環境ビジネスモデルの構築に役立てている。 

通信、都市開発、交通、ライフスタイルといった低炭素社会に係る様々な要素をテーマとしシステム化

する。また世界でもっとも安定した電力送配電網を有している日本において、更なる先駆的な日本型スマ

ートグリッドの取組みをするためには、電力関係者のみならず、あらゆる業界からの参加が理想かつ必須

であり、その点においても条件を備えている。 

上述の通り『次世代エネルギー・社会システム実証地域』として、今後中長期的に取り組む上で必要と

なる実施体制や実証事業の礎を既に築きつつある中、今回の提案においては、既に取組みを始めている事

業内容に新たな要素を加えることで、実証事業に更なる広がりと深みを持たせた。 
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図4 実証事業の情報発信のサイト ”Green Crossover Project” http://www.green-crover.jp/ 
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2－1 大幅な省エネルギー、CO2削減目標 

 

つくば市においては、2030 年に市民一人あたりのCO2排出量50%削減を目標とする「つくば環境スタイ

ル」を既に実施している。つくばにおけるCO2排出量は民生部門、運輸部門の合計が総量の約9割を占め

る。運輸部門においては、わが国の地方都市の多くと同様に自動車からの排出がそのほとんどを占めてい

るのが特徴である。枯渇資源である石油に依存しない次世代自動車の普及が急務である。CO2 削減の観点

からは再生可能エネルギーを活用し交通システムの、系統との調和を図るモデルの確立が求められる。国

においても家庭やオフィスからの CO2 排出量が増加傾向にあり、この削減が喫緊の課題である。この両部

門への省エネルギー対策、再生可能エネルギーの大幅導入、エネルギーマネジメント、次世代交通、それ

らをささえるソフトを、まちづくりのプロセスに統合して導入することで、市域における CO2 排出量を 5

年間で現状比10%削減を図る。汎用性の高い効果的な対策による街づくりは、2次産業から3次産業への産

業構造転換に対応するエネルギー需給構造の変革を図るという視点からも重要な取組みとなる。 

 

 

 

実証地域としての実験低炭素タウンの設定 

次世代技術の実証事業の具体的受け皿である実験低炭素タウンにおいて、つくばエクスプレス沿線地

区などに環境先進型モデル街区を設定し、本実証事業を通じて目標達成を図る。低炭素技術やシステム

の導入を実施するための市民レベルの環境も整っており、ニュータウン開発地区内での街区設定により

再生可能エネルギーの大量導入に対応しうる高スペックで居住者満足の高い街区を形成をする。自治体

として積極的に住人との協定を目指すなど、住人が実際にいる環境で、市民が参画しながら市民の貢献

と一体となったまちづくりを行い、実証事業を継続的に行う汎用性ある仕組みを構築しつつある。 

増加傾向 
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具体的な取組み方針 削減の程度およびその見込みの根拠 

➣ 大規模な再生可能エネルギーの導入 

住宅やオフィス、商業施設など民生部門において、

徹底した省エネルギー対策の実施をするとともに、

「太陽光発電」や「蓄電池」を複合的に導入し、地域

の分散型電源の効率的利用のマネジメントを実施す

る。 

▲3.4%のCO2排出量の削減 

新規戸建住宅へ太陽光導入 

大規模商業施設へメガワット級導入 

小規模商業施設(コンビニ・GS等)へ10kW級導入 

➣ 電気自動車を中心とした次世代交通システムの

導入 

自家用車、商業車、公共交通機関に対して、電気自

動車、電気バスなど次世代自動車を広く導入するとと

もに、車載用蓄電池の再利用モデルを構築する。 

▲3.4%のCO2排出量の削減 

電気自動車を全体の2%に普及 

ハイブリッド車を全体の30%に普及 

バス交通網の再編、自転車まちづくりの推進によ

るモビリティマネジメント 

➣ 個々の需要地点および地域レベルでのエネルギ

ーマネジメントシステムの確立 

蓄電池の導入や太陽光発電の需要予測の他、HEMS、

BEMSといった要素も絡めた取組みを実施する。見える

化による省エネルギーの推進と大規模ネットワーク

との相互補完によるエネルギー需要の最適化を目指

したネットワークの構築を図る。研究機関にデータを

提供し、分析、予測を実施する。将来のEMS法人の設

立も視野に入れる。 

▲2.8%のCO2排出量の削減 

省エネ対策によるエネルギー消費量の削減 

需要サイドにおけるエネルギーマネジメント 

エネルギー転換部門の削減 

フォローアップの方法 

✓ フォローアップ体制 

・本実証事業は、市内の知的資源である大学・研究機関の各環境分野の研究者等の指導・助言及びつくば

3Eフォーラムによる新技術シーズ発掘や将来ビジョンの提言の下、更なる施策の見直し、ロードマッ

プの前倒しなどのフォローアップを行う。 

・ 「つくば環境スタイル」での実験低炭素タウンの取組みについては、大学・研究機関、企業、市民、行政で

構成するつくば市環境都市推進委員会にて、取組み状況に対する進捗管理などを継続的に実施し、その

結果をふまえた実践体制の再構築など必要に応じたフォローアップを行う。 

 

✓ フォローアップの指標 

・ 定期的に、つくば市における CO2 排出量、取組みの普及率などの調査を実施し、効果の検証と削減目標

達成への進捗度を計る。その際に使用する指標は、取組み方針ごとに部門別の目標値を短期(2013 年)、

中期(2023年)、長期(2030年)といった形で設定する。 

・ 「つくば環境スタイル」の取組みついては、5年ごとに見直しを行い、外部評価機関を新たに設立する。 
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※必ず改ページ 

2－2 大規模な再生可能エネルギーの導入 

取組方針 

住宅やオフィス、商業施設など民生部門において、徹底した省エネルギー対策の実施をするとともに、「太

陽光発電」や「蓄電池」を複合的に導入し、地域の分散型電源の効率的利用のマネジメントを実施する。

5年以内に具体化する予定の取組に関する事項 

取組の内容 

 

事業規模

(百万円)

主体 時期 省エネ・CO2 削減の見込み・フ

ォローアップの方法 

(a) 学校・公共施設への太陽光発電の導入と必要に応
じた蓄電設備の設置 

小中学校へ太陽光発電および太陽熱温水パネル等

の導入 

つくば市新庁舎、つくば駅前広場ターミナル、つ

くばウェルネスパークの整備 

240 

 

市 H22 

～ 

H26 

設備容量：450kW 

 

(b) 太陽熱パッシブ利用住宅や自立循環型住宅の整備 

太陽熱をパッシブに利用した住宅や、自然風、光、

建物外皮の熱遮断技術を組み合わせた『自立循環型

住宅』をつくばエクスプレス沿線開発地区内のモデ

ル街区に整備 

370 

 

居住者

市 

県 

 

H22 

～ 

H26 

居住時のエネルギ

ー消費量50%削減 

(c)緑住農一体型住宅の整備 

緑地、農地により環境影響負荷を従来の 1/3 に抑

える宅地開発と太陽光等の再生可能エネルギーの利

用設備を組み合わせた『緑住農一体型住宅』をつく

ばエクスプレス沿線開発地区内に整備 

370 

 

地権者

居住者

市 

 

H22 

～ 

H26 

太陽光発電導入量

および発電量 

350MWh(118.65t) 

設備容量： 

 

(d) 研究機関による再生可能エネルギーの導入 

市内立地の各研究機関において CO2 の削減のため

に再生可能エネルギーを導入 

（太陽光発電、高効率ヒートポンプ、太陽熱温水器、

燃料電池、木質ペレット焚き冷温水発生器、風力発電）

2,800 研究機

関 

H22 

～ 

H26 

CO2削減量 

設備容量 

 

(505kW、111,300GJ、

400L、15kW、90RT、

7kW) 

(e)業務用施設（大型商業施設やオフィスビルなど）に

再生可能エネルギーを導入 

鋭意 

調整中 

 

事業者 H22 

～ 

H26 

CO2削減量 

設備容量 

課題 

・ まちづくりと連携した面的アプローチによる再生可能エネルギー導入手法の確立（建築・都市計画制

度等による設置のルールの整備） 

・ 二重の社会コスト負担を回避する仕組みの構築（太陽光発電の設置などの再生可能エネルギー導入等

により固定資産税負担が増えるなどの現行の制度の見直し） 

・ 個人や企業の投資を促進させる経済的手法の構築（排出量取引、炭素税やそれを活用した補助制度の

充実など） 
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※必ず改ページ 

2－3 電気自動車を中心とした次世代交通システムの導入 

取組方針 

自家用車、商業車、公共交通機関に対して、電気自動車、電気バスなどの次世代自動車を広く導入する

とともに、車載用蓄電池の再利用モデルを構築する。また、搭乗型ロボットを組み合わせた次世代交通シ

ステムの構築を目指す。 

5年以内に具体化する予定の取組に関する事項 

取組の内容 事業規模 

(百万円) 

主体 時期 省エネ・CO2削減の見込み・フォ

ローアップの方法 

(a) 電気自動車を配備 
(つくば市公用車、ファミリーマート営業車、カ

ーシェア用途) 

(民間資金) 民間 

市 

H22～ CO2 53%削減 

(b)急速充電器をコンビニエンスストア、ガソリンス

タンドに設置し、交通システムのインフラとして検

証 

(民間資金) 民間 

市 

H22～  

(c)次世代交通システムとしての太陽光発電設備と

蓄電池の導入 

(民間資金) 民間 

市 

H22～  

(d)電気自動車を活用したカーシェアリングの実施 (民間資金) 民間 

市 

H22～  

(e)電気自動車のカーシェアシステムおよび充電器

の認証、課金システムの開発 

(民間資金) 民間 H22～  

(f)エネルギー統合管理システムの開発 

(CO2削減量の見える化) 

(民間資金) 民間 H22～ 見える化による削減

推進 

(g)プロジェクトサイトの開設 

(情報発信機能の検証) 

(民間資金) 民間 H22～ サイトでの啓発活動

(h)公共交通としての電気バスの導入 100 民間 

市 

H23～ CO2 76%削減 

(i)商業車のEV化 

 

160 民間 H23～ CO2 73%削減 

(j)小型燃料電池を活用した電気自動車 

(航続距離の延長) 

60 民間 H23～  

(k)次世代車載器の開発  

(小型、省電力化) 

250 民間 H22～  

(l)EV整備士の育成プログラムの開発 90 民間 H22～  

(m)急速充電器の追加導入 30 市 

民間 

H23～  

(n)搭乗型ロボットの公道走行等実証実験  

①模擬市街路での走行実験（走行性能等） 
②実環境での走行実験（歩行者とのインタラクショ

ン） 

10 

 

 

市 
民間 
研究機

関 

H22～  

(o)搭乗型ロボットシェアリングシステム構築に向

けた調査 

10 市 
民間 

H22～  
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①自動車に依存しないコンパクトタウン構想の作成 
②モビリティロボットの交通手段としての位置づけ

整理 
③シェアリングシステム構築基本計画の作成 

研究機

関 

課題 

 

・ 電気自動車等の次世代自動車や充電インフラ整備にかかる助成制度 

・ 小型搭乗型ロボットの走行に関する法規制の緩和 
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※必ず改ページ 

2－4 個々の需要地点および地域レベルでのエネルギーマネジメントシステムの確立 

取組方針 

蓄電池の導入や太陽光発電の需要予測の他、HEMS、BEMSといった要素も絡めた取組みを実施する。見

える化による省エネルギーの推進と大規模ネットワークと相互補完によるエネルギー需給の最適化を目指

したネットワークの構築を図る。研究機関にデータを提供し、分析、予測を実施する。将来のEMS法人の

設立も視野に入れる。 

5年以内に具体化する予定の取組に関する事項 

取組の内容 

 

事業規模 

(百万円) 

主体 時期 省エネ・CO2削減の見込み・フォローア

ップの方法 

(a)発電量予測・需要予測システムの構築 

気象予測を利用した地域内の発電予測と、エネル

ギー需要予測を行う仕組みを構築 

150 民間 H22

～ 

予測精度検証・改良 

(b)地域内施設の電力利用量把握 

住宅や商業施設（コンビニエンスストア、ガソリ

ンスタンド、大型商業施設等）のデマンド単位の電

力利用量を計測 

150 

 

 

民間 

市 

H22

～ 

2-4 全体で 10%程度 CO2

削減 

電力利用量計測による

CO2排出量の把握、省エ

ネ可能な点の把握 

(c)エネルギーデマンドの仮想コントロールの実施 

住宅や商業施設に対し、エネルギー利用状況をモ

ニタリングし、デマンドの仮想的なコントロールを

実施 

地域のエネルギーマネジメントサービスを検討 

100 

 

民間 

市 

H23

～ 

PDCAサイクルの実施 

(d)分散型電源の制御 

蓄電池、V2B もしくはV2H を含む蓄電施設を導入

し、太陽光等の再生可能エネルギーの最適な利用方

法の検討 

300 

 

民間 

市 

H23

～ 

PDCAサイクルの実施 

(e)大規模ネットワークとの相互補完によるエネル

ギー需給の最適化検討 

蓄電池を用いた、大規模ネットワークと地域内電

力利用の管理・運営に関するフィージビリティ調査

220 民間 

市 

H23

～ 

PDCAサイクルの実施 

(f)電力利用量、熱、およびCO2排出量の見える化

推進 

商業施設で計測した電力・ガスといったエネル

ギー使用量を分析・見える化し、CO2 排出量、太

陽光発電等によるCO2削減量の表示システムを構

築 

住宅から取得した熱利用データの実測と分析 

研究機関にデータを提供し、分析、予測 

170 民間 

市 

H22

～ 

見える化によるCO2削減

推進 
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(g)持続可能な社会システム形成と市民との協働を

促進するルールの創造 

全員参加による実験低炭素タウンモニタリングシ

ステムの構築 

エネルギーを活用した、地域経済活性化のための

エコポイントなどのインセンティブの導入 

経済的・規則的手法による大口需要家への目標ま

たは削減義務付け等の検討 

実験低炭素タウンでの実証を通じた研究開発の成

果を把握し、将来のCO2削減量を定量評価によるク

レジット化などの開発資金獲得の方法を開発 

60 市 H22

～ 

 

課題 

 

・再生可能エネルギー利用を加速するためのエコポイントなどのインセンティブとなるルール（制度）の

構築 

・つくば特有の地域資源といえる研究シーズによって、域内外の低炭素社会づくりを進めていくための研

究開発環境を支援する仕組み 
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※必ず改ページ 

3．平成22年度中に行う事業の内容（主なもの）  

取組の内容 事業規模 主体 時期 

学校・公共施設への太陽光発電の導入と必要に応じた

蓄電設備の設置 

120 

(文科省 

交付金）

市  

緑住農一体型住宅の基盤整備の一部 160 

 

地権者

居住者

市 

 

電気自動車を配備(つくば市公用車、ファミリーマート

営業車、カーシェア用途) 

(民間資金) 民間 

市 

 

急速充電器をコンビニエンスストア、ガソリンスタン

ドに設置し、交通システムのインフラとして検証 

(民間資金) 民間 

市 

 

次世代交通システムとしての太陽光発電設備と蓄電池

の導入 

(民間資金) 民間 

市 

 

電気自動車を活用したカーシェアリングの実施 (民間資金) 民間 

市民 

 

電気自動車のカーシェアシステムおよび充電器の認

証、課金システムの開発 

(民間資金) 民間 

 

 

エネルギー統合管理システムの開発(CO2 削減量の見え

る化) 

(民間資金) 民間 

 

 

プロジェクトサイトの開設(情報発信機能の検証) (民間資金) 民間 

 

 

次世代車載器の開発 50 民間 

 

 

EV整備士の育成プログラムの開発 30 民間 

 

 

発電量予測・需要予測の構築 30 民間 

 

 

地域内施設の電力利用量把握 30 民間 

市 

 

電力利用量、熱、およびCO2排出量の見える化推進 50 民間 

市 
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4．取組体制等 

応募主体の

役割 

 

 

1．◎つくば市 

・全体調整 

・EMSのモニタリング進行管理 

・実証事業推進のための制度構築、必要な助成の実施、市民との協定の作成、 

土地区画整理事業者との連絡調整等 

 

※アドバイザリー・コミッティー（東京電力（株）、産総研、JARI、（株）日本総合研究所） 

 

2． 伊藤忠商事株式会社 

・グループ企業を中心とした低炭素交通・スマートグリッド検証 

・商社の強みである幅広いネットワークを駆使し、実証するための総合的、複合的プロデ

ュースを実施。 

 

マツダ株式会社：ベース車両提供、電気自動車への改造支援、完成車の性能評価 

株式会社明電舎：電力エネルギーマネジメント 

株式会社ファミリーマート：コンビニエンスストア実証サイト（店舗）提供 

伊藤忠エネクス株式会社：ガソリンスタンド実証サイト（店舗）提供 

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社：ICT技術、データセンター提供、分析、予測 

株式会社オリエントコーポレーション：非接触式ICカード、クレジット決済機能提供 

東京センチュリーリース株式会社：店舗設備のファイナンス機能提供 

日本カーソリューションズ株式会社：車両のリース機能提供 

株式会社東京アールアンドデー：電気自動車への改造 

株式会社キューキ：急速充電器提供 

株式会社正興電機製作所：定置用蓄電池システム提供 

株式会社日本エコシステム：太陽光発電システム提供 

 

3．ＵＲ都市機構茨城地域支社 

・全国展開を先導するモデルとして、葛城地区の低炭素まちづくりの検討を進め、その成

果を導入した新たなインフラ整備 

・土地区画整理事業者として、実験タウンのモデル街区において、今回の実証のフィール

ドとなる場所の提供 

・土地区画整理事業者としてのノウハウやコネクションを活かし、ハウスメーカーとの連絡

調整等の実施 

 

4．茨城県 

・研究機関との共同による実験低炭素タウンでのモデル街区の整備（島名・福田坪地区） 

・カーボンオフセット等、県域での適用に相応しい事業の広域化 

 

 

行政機関内

の連携体制 

1．筑波研究学園都市交流協議会 

国等の研究機関を中心に、大学、地方自治体、公益法人、民間の研究機関や企業等
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からなる組織。市内立地研究機関等の連携を促進。 

 

2．その他自治体との連携 

（1）つくばエクスプレス沿線におけるまちづくりの連携 

つくばエクスプレス沿線都市連絡協議会（11都市）、つくばエクスプレス沿線5首長

懇談会、茨城県つくばエクスプレス3市推進協議会等を通じた連携。 

（2）茨城県久慈郡大子町  

平成21年11月に「つくば市と大子町との地球温暖化対策等のための連携に関する

協定」を締結。自治体提携のモデルとなるカーボンオフセットの取組みを実施。 

 

地域住民等

との連携体

制 

1．「つくば市環境都市推進委員会」における連携 

2008 年 4 月に、市民、企業、大学・研究機関、行政が一体となって立ち上げ、2030

年までに CO2 排出量を 50%削減することを目標に掲げた「つくば環境スタイル」をとり

まとめ。つくば市環境都市推進委員会で進行管理を行い、事業の方向性に関する助言や

提案を求め、事業を円滑に推進。 

 

2．市民協働体制の強化 

相互扶助の精神に基づき、「アイラブつくばまちづくり寄付基金」を市民向けの事業に

配分。また、つくば環境都市推進委員会に加え、市民協働体制強化のための協議会の設

置を検討。 

大学、地元企

業等の知的

資源の活用 

【大学等の知的資源】 

 

1． 当実証実験に係る全体の監修 
当実証実験において、「つくば3Eフォーラム」を中心に、将来の低炭素社会づくりの観点

から、理想的な技術ミックスを踏まえ監修。研究シーズの発掘を行うとともに、構成員それ

ぞれが持つ知的資源や各種技術を活用。 

 

 「つくば3Eフォーラム」を中心とする関係者 

所属機関 所属・職名 氏名

筑波大学大学院 学長補佐 井上　勲

（独）産業技術総合研究所 つくばセンター次長 松永　烈

（独）国立環境研究所 理事 安岡　善文

（独）物質・材料技術研究機構 材料ラボ長 原田　幸明

（独）農業・食品産業技術総合研究機構 情報広報部長 林　哲司

国土技術政策総合研究所 企画部長 中安　正晃  

 

2. 環境都市推進のための連携協定 

環境都市の推進を図るために、関係機関、茨城県、つくば市で協定を締結。大学・研究機

関のトップ（理事長等）を中心に、「つくば市環境都市推進懇話会」を開催。 
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3．当実証実験に係る指導・助言 

筑波大学大学院システム情報工学研究科 教授 内山洋司（全般） 

筑波大学 学長補佐 石田東生（交通関係） 

筑波大学大学院システム情報工学研究科 教授 石田政義（エネルギー関係） 

(独)産業技術総合研究所 国際部門 次長 作田宏一（太陽光関係） 

(独)建築研究所 環境研究グループ長 澤地孝男（まちづくり関係） 

 

 【地元企業】 

1．首都圏新都市鉄道株式会社 

秋葉原―つくば間を結ぶ「つくばエクスプレス（TX）」の運営会社。宅鉄法に基づき施

工されている沿線開発地域は、当実証実験の舞台となる各駅周辺であり、実験タウンの

成功は沿線のイメージ向上や利用者増大に寄与。TXの車両には、環境負荷低減技術が導

入されている。 

 

2．関東鉄道株式会社 

茨城県南部を主な営業エリアとした、県内最大手の交通事業者。つくば市コミュニテ

ィバス「つくバス」の運行を委託。 

 

3．筑波都市整備株式会社 

研究学園地区の中心地区において、地域冷暖房システムとして 36 ha を対象に冷水と

蒸気による熱供給を実施。 

 

4．関彰商事株式会社 

茨城・福島・栃木を事業エリアとし、エネルギー事業、カーライフ事業、ホームライ

フ事業、ビジネスライフ事業と幅広い事業展開を進めている。次世代型自動車、関連イ

ンフラ、エネルギーマネジメントサービスへの展開を検討。 

EVの給電インフラの整備や、EV整備士の育成等。 

 

5．株式会社カスミ 

市内に本社を有し、関東圏を中心にスーパーマーケット及びショッピングセンター経

営事業を展開する。2012 年までにCO2 を 30%削減(2006 年比)の目標を定め、「エコスト

アーづくり」を推進している。環境機器を設置した新店舗には、電気使用量をリアルタ

イムで把握するシステムを導入し、「見える化」による省エネも実施。今後の新店舗及び

改装の際には、環境配慮機器の設置を検討する。 

 

6．株式会社ケーズホールディングス 

 

7．大和ハウス工業株式会社（イーアスつくば） 

 

※ 実施箇所を一覧できる地図を添付すること 

※必要に応じて適宜、行や欄の追加、注記・例示の削除を行ってよいが、様式1、2の全体の枚数は10枚程度とすること。また、

様式に入力する文字は10.5ポイント以上とすること。 


