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TITLE: Innovation and climate change: the role of innovation and novel mechanisms for spurring 
investment 
SPEAKER:    Scott Burger (MIT) 
DATE:    Tue, December 19, 2017, 10:30-12:00 
VENUE: The University of Tokyo (Hongo) Ito International Research Center 3rd-floor Seminar Room 
ABSTRACT: The threat of climate change is no longer a matter of scientific debate. Nonetheless, 
policy makers and investors debate the role of funding the earliest stages of innovation (that is, 
research and development, and Seed- and Series A-stage companies) in combatting the climate 
challenge. A synthesis of the state of the art climate and energy systems research reveals the critical 
role of funding early-stage innovation in combatting climate change. However, many barriers are 
preventing early-stage investors from stepping forward, creating an investment gap that threatens 
the planet. New investment vehicles are needed. These vehicles must be capable of taking on high 
risk and investing over long time horizons. Philanthropic investment is one such investment vehicle 
that has demonstrated early promise. This talk discusses the above issues in detail, drawing on Scott’s 
research as an Energy Fellow at the Massachusetts Institute of Technology’s Energy Initiative and 
his work as the Director of Operations and Technology Investment Advisor to PRIME Coalition. 
PRIME Coalition is a pioneering non-profit that empowers philanthropists to place charitable capital 
into market-based solutions to climate change. 
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■日時：2017 年 11 月 10 日（金）16：00~17：00 
■場所：東京大学本郷キャンパス伊藤国際学術研究センター３F 中教室 

■講演者：木村  誠一郎  様  （松下政経塾） 

■講演タイトル：エネルギー輸出島に向けた長崎・五島での取り組み 

■アブストラクト： 

１．背景 

東日本大震災以降、再生可能エネルギーの導入が進んでいる。筆者の試算によると、わが国の再生可能エネル

ギーポテンシャルは最大 32[EJ]に達し、消費量である約 20[EJ]を上回る[1]。それらポテンシャルの多く

は風力発電であり、とりわけ洋上風力は最大 19[EJ]と評価される。再生可能エネルギーのうち太陽光や

風力など自然変動電源を広く活用するには、火力や水力などの調整電源、蓄電池・水素などのエネルギー貯

蔵技術が必要となる。また、急速に増加する自然変動電源に対応するため、電力広域的運営推進機関による広

域融通も行われている。ところで、長崎県五島列島は、既に、再生可能エネルギーが、総人口約 6 万人の需要

を一時的に上回るまで導入されている。これは、九州本土と 66kV 交流海底送電ケーブルによって結ばれ

ているため可能となっている（図 1）。今後、連系線をより有効に利用し、さらなる再エネ導入を進める

ためには、変動対策が必要となると想定される。再エネ導入はエネルギーの地産地消とそれに伴う雇用を

生む事が期待できるため、積極的に導入支援を行う自治体もあるが、五島市はそのような自治体の一つで

ある。とりわけ、再エネポテンシャルの大きな洋上風車の導入が強力に進められていることから、筆者も

それに関わりたいと考え、2016 年 4 月、五島市に移住し、各種取り組みに関わらせて頂く事になった。 

２。五島で行われているプロジェクト 

五島では現在、海洋エネルギーに関する二大プロジェクト、浮体式洋上風力発電プロジェクトと潮流発

電実証試験が進められている。前者は 2010 年より 2016 年 3 月まで環境省実証試験が実施され、現在、世

界初の浮体式洋上ウィンドファーム（20MW 級）の建設計画が戸田建設（株）により進められている。後者

は、2016  年より環境省・潮流発電実証試験として九電みらいエナジー（株）を中心とするコ 

ンソーシアムが新たにプロジェクトを開始した。他に、2010 年には国土交通省の支援を受け 100 台を超え

る電気自動車、プラグインハイブリッド車の導入、2015 年には日本初の水素燃料電池船の実証試験などが

行われており、五島列島はまさに、海洋エネルギーを中心とした新たなエネルギー技術の実験場となりつ

つある。３。今後の展開予定五島列島を舞台に行われてきた技術開発は、実証段階から、徐々に商用段階に移

行し始めている。そして、それらに対応する形で新たな取り組みも始まりつつある。例えば、地域PPS によ

る小売り電気事業、洋上風車スマートメンテナンス技術開発、水素・蓄電池・電気自動車を活用した本土連

系線の有効活用化、などである。筆者はそれらについて、学術的・技術的分析、事業立ち上げ、マスタープ

ラン策定などで関わっている。今後もそれら活動を継続する事で、エネルギーの地産地消および地域における

資金循環の仕組み作りに貢献していきたいと考えている。是非とも今回の発表において、多面的なご助言頂け

れば幸いである。 
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