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これまでの歩み

実施体制

つくば３Ｅフォーラムとは

■筑波大学

「つくば３Ｅフォーラム」は、オープンな議論の “ 広場（フォーラム）” です。
本フォーラムは、つくばエコシティ構想に基づき、つくば市を省エネルギー・低炭

一方で、フォーラムの運営、全体方針の議論、提言の策定などのため、委員会を設

素の科学都市として構築する研究に取り組むことを目的に、大学、研究機関、自治体

置しています。現在、委員会には7つの機関が参加しており、その他多くの研究機関

が連携して2007年に結成されました。オープンな議論の “ 広場（フォーラム）” と

がタスクフォースに参加しています。

して活動しています。

環境、エネルギー、経済の調和

10月 ■「つくばエコシティ構想」提唱
■産総研、物材機構、国環研、つくば市、茨
城県が賛同し、
「３ Ｅ プログラム」の先行
立ち上げが決定
■準備委員会（10/10）
■第1回実行委員会（10/30）

ば市等に提言し、実証・具現化することでエコシティの実現に貢献します。

12月 ■第1回つくば３Ｅフォーラム会議

の調和をとりつつ「 2030年までにつくば市の CO 2 排出量を50％削減する（つくば3E

（議長：井上勲）

宣言2007）
」ことです。また、活動を通じて、研究学園都市の教育研究機関の連携が

■「つくば3E 宣言」

つくば ３Ｅフォーラム
3E フォーラム

強化されることも狙いのひとつです。

2030年につくばにおける二酸化炭素
排出50% 削減を目指す
1月

筑協 *「つくば 3E フォーラム」委員会

■つくば市が「環境モデル都市」に立候補

2030年までにつくば市の二酸化炭素排出量50% 削

つくばエコシティ構想とは

タスクフォース

減を実現し、2030年～2050年で全国展開するため、
現在散在している技術情報を集約するとともに、具

都市構造・交通
システム

体的な省エネ都市作りに不可欠な技術的・システム

筑波研究学園都市の連携共同研究開発・事業案として、筑波大学から「つくばエコ

的課題を提示します。そして、筑波研究学園都市の

シティ・イニシアティブ」が提案されました。
「つくば3E フォーラム」設立の基礎となっ

教育研究機関が有する技術と知識を結集して低炭
素社会システムの構築をめざします。

た考え方です。

2008（平成20）年度

バイオマス

都市レベルで考えます。したがって、都市レベルで

3. 筑波大学としては、全学的な取り組みになり得ること

技術に焦点を当てます。エネルギー政策の多くが

環境都市施策との共同課題

トップダウンで進行しているなかで、ボトムアップ

各タスクフォースは、「つくば市環境モデル都市行動

4. 第三期科学技術基本計画の趣旨と要請に合致していること

の研究開発を行い、つくば発のモデルとして提案、

計画」の施策と共同できる課題について、つくば市の

5. イノベーション25の方向性に合致していること

発信していきたいと考えています。

関連部局とも協議のうえ、取り組んでいます。

6. つくば市都市づくりの第三ステージの目的に沿っていること

つくばエコシティ

つくば環境スタイルとの連携

省エネ・クリーンエネルギー技術・システムの開発

環境モデル
都市

経済分析／地域特性／環境分析／QOL 分析／法整備／都市インフラ分析等

低炭素
■環境保全モデルプログラム
循環・共生を基調とした社会形成に基盤となる
環境技術とシステム開発

安全

先進的住宅・建造物技術／都市景観管理／空間情報管理／都市デザイン等
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国際的環境

外来生物拡散防止／廃水処理技術／環境モニタリング等

5月

■「つくば環境スタイル」行動計画書作成
「つくば３Ｅフォーラム」との連携が明記

2010（平成22）年度
■「つくば市クリーンエネルギー展」開催
（主催：つくば市）

2011（平成23）年度
12月 ■「つくば国際戦略総合特別区」指定
■環境スタイル施策の「実験タウンD」コン
セプトをつくば市に答申

文化的
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これらのプログラムの実施を通じて、筑波研究学園都市を環境モデル都市、
科学技術・科学教育都市として再構築することが本構想の大目標です。まずは、
喫緊の課題である地球温暖化問題に対処するため、4プログラムのうち 「つくば
3E プログラム」を先行して立ち上げました。つくばエコシティ・イニシアティブの
残り3つのプログラムについては、3E プログラムの検討と並行して順次立ち上げ、
“ 安全・安心・健康で文化的な ” 住みたくなる街「つくばエコシティ」の構築
に向けて、それぞれのプログラムの研究成果を相互に参照しながら、進めていく
予定です。

つくば環境スタイル “SMILe”

12月 ■つくば市共同溝を活用した水素供給実験
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自然環境保全／化学物質リスク評価／3R 技術／環境修復技術／

定書」を8機関が締結

「つくば市環境都市推進委員会」と連携・支援しています。
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安全・低公害・省エネ輸送システム、
防災情報システム等安全で快適な都市設計

■「つくば市環境都市の推進に関する協
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目標：2030年までに市民一人当たり
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■「つくば環境スタイル」計画書
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可能な技術開発課題として、特に民生技術及び運輸

（つくばエコシティ構想）

■「つくば市環境都市推進委員会」設置
（委員長：筑波大学副学長）

の二酸化炭素排出量50％削減

2. 多くの独法研究所、民間研究所が得意分野で関わることができること

つくばエコシティ・イニシアティブ
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つくば市環境都市推進委員会
つくば市環境都市推進委員会

50% 削減と21世紀の中頃にクローズアップされる
と考えられている燃料の多様化をどう実現するかを、

1. 筑波研究学園都市全体に関わるテーマであること

次世代エネルギー
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そのための基本的視点として、二酸化炭素排出量
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住みたくなる街モデルの開発

他
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フォーラム内にタスクフォースを設置し、そこで提案された技術やシステムをつく

目標は、環境（E nvironment）とエネルギー（Energy)、経済(Economy)の３つの「Ｅ」
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コミュニティエコライフ

Mobility Traffic

モビリティ・交通

統合アプローチ型モデル街区

快適な移動空間の構築

緑住農一体型住宅

低炭素車
（EV・超小型EV等）
への変換

再生可能エネルギーを電源とするCEMS

低炭素な移動手段への転換

建物の低炭素化

低炭素交通シェアリングシステム

Innovation & Technology
最先端技術

Learning & Education
環境教育、実践

藻類バイオマスエネルギーの実用化

子どもたちへの教育
（つくばスタイル科）

TIA-nano 世界的ナノテク拠点の形成

市民教育・実践
（サポーターズプログラム）

研究機関の低炭素化と連携
環境ビジネス化

（仮称）
つくば環境スタイルセンター

（実施機関：国総研、筑波大学、つくば市）
■つくば市が「環境モデル都市」に指定

2013（平成25）年度
6月

■「つくば市環境都市の推進に関する協定」
締結機関が22機関に拡大。懇話会開催

12月 ■「つくば市環境モデル都市行動計画」
（つくば環境スタイル “SMILe”）を内
閣府（地域活性化推進室）に提出

2014（平成26）年度
6月

■タスクフォース改編
「次世代エネルギーシステムタスク
フォース」発足

これまでの歩み

実施体制

つくば３Ｅフォーラムとは

■筑波大学

「つくば３Ｅフォーラム」は、オープンな議論の “ 広場（フォーラム）” です。
本フォーラムは、つくばエコシティ構想に基づき、つくば市を省エネルギー・低炭

一方で、フォーラムの運営、全体方針の議論、提言の策定などのため、委員会を設

素の科学都市として構築する研究に取り組むことを目的に、大学、研究機関、自治体

置しています。現在、委員会には7つの機関が参加しており、その他多くの研究機関

が連携して2007年に結成されました。オープンな議論の “ 広場（フォーラム）” と

がタスクフォースに参加しています。

して活動しています。

環境、エネルギー、経済の調和

10月 ■「つくばエコシティ構想」提唱
■産総研、物材機構、国環研、つくば市、茨
城県が賛同し、
「３ Ｅ プログラム」の先行
立ち上げが決定
■準備委員会（10/10）
■第1回実行委員会（10/30）

ば市等に提言し、実証・具現化することでエコシティの実現に貢献します。

12月 ■第1回つくば３Ｅフォーラム会議

の調和をとりつつ「 2030年までにつくば市の CO 2 排出量を50％削減する（つくば3E

（議長：井上勲）

宣言2007）
」ことです。また、活動を通じて、研究学園都市の教育研究機関の連携が

■「つくば3E 宣言」

つくば ３Ｅフォーラム
3E フォーラム

強化されることも狙いのひとつです。

2030年につくばにおける二酸化炭素
排出50% 削減を目指す
1月

筑協 *「つくば 3E フォーラム」委員会

■つくば市が「環境モデル都市」に立候補

2030年までにつくば市の二酸化炭素排出量50% 削

つくばエコシティ構想とは

タスクフォース

減を実現し、2030年～2050年で全国展開するため、
現在散在している技術情報を集約するとともに、具

都市構造・交通
システム

体的な省エネ都市作りに不可欠な技術的・システム

筑波研究学園都市の連携共同研究開発・事業案として、筑波大学から「つくばエコ

的課題を提示します。そして、筑波研究学園都市の

シティ・イニシアティブ」が提案されました。
「つくば3E フォーラム」設立の基礎となっ

教育研究機関が有する技術と知識を結集して低炭
素社会システムの構築をめざします。

た考え方です。

2008（平成20）年度

バイオマス

都市レベルで考えます。したがって、都市レベルで

3. 筑波大学としては、全学的な取り組みになり得ること

技術に焦点を当てます。エネルギー政策の多くが

環境都市施策との共同課題

トップダウンで進行しているなかで、ボトムアップ

各タスクフォースは、「つくば市環境モデル都市行動

4. 第三期科学技術基本計画の趣旨と要請に合致していること

の研究開発を行い、つくば発のモデルとして提案、

計画」の施策と共同できる課題について、つくば市の

5. イノベーション25の方向性に合致していること

発信していきたいと考えています。

関連部局とも協議のうえ、取り組んでいます。

6. つくば市都市づくりの第三ステージの目的に沿っていること

つくばエコシティ

つくば環境スタイルとの連携

省エネ・クリーンエネルギー技術・システムの開発

環境モデル
都市

経済分析／地域特性／環境分析／QOL 分析／法整備／都市インフラ分析等

低炭素
■環境保全モデルプログラム
循環・共生を基調とした社会形成に基盤となる
環境技術とシステム開発

安全

先進的住宅・建造物技術／都市景観管理／空間情報管理／都市デザイン等

筑波研究
学園都市

科学技術・教育
国際都市

国際的環境

外来生物拡散防止／廃水処理技術／環境モニタリング等

5月

■「つくば環境スタイル」行動計画書作成
「つくば３Ｅフォーラム」との連携が明記

2010（平成22）年度
■「つくば市クリーンエネルギー展」開催
（主催：つくば市）

2011（平成23）年度
12月 ■「つくば国際戦略総合特別区」指定
■環境スタイル施策の「実験タウンD」コン
セプトをつくば市に答申

文化的
生きがい

健康

生涯教育

これらのプログラムの実施を通じて、筑波研究学園都市を環境モデル都市、
科学技術・科学教育都市として再構築することが本構想の大目標です。まずは、
喫緊の課題である地球温暖化問題に対処するため、4プログラムのうち 「つくば
3E プログラム」を先行して立ち上げました。つくばエコシティ・イニシアティブの
残り3つのプログラムについては、3E プログラムの検討と並行して順次立ち上げ、
“ 安全・安心・健康で文化的な ” 住みたくなる街「つくばエコシティ」の構築
に向けて、それぞれのプログラムの研究成果を相互に参照しながら、進めていく
予定です。

つくば環境スタイル “SMILe”

12月 ■つくば市共同溝を活用した水素供給実験

Smart Community

3月

みんなの知恵とテクノロジーで笑顔になる街

■教育・文化・健康モデルプログラム

自然環境保全／化学物質リスク評価／3R 技術／環境修復技術／

定書」を8機関が締結

「つくば市環境都市推進委員会」と連携・支援しています。

安心

安全・低公害交通システム／ RT 防災情報システム／セキュリテイー管理／

安全・低公害・省エネ輸送システム、
防災情報システム等安全で快適な都市設計

■「つくば市環境都市の推進に関する協

2012（平成24）年度

燃料電池技術／燃料供給／バイオ技術／運輸技術／太陽電池技術／都市計画／

■都市再生基盤モデルプログラム

8月

つくば市環境都市のコンセプト「つくば環境スタイル」実現のため、

サイエンス
シティ

作成

目標：2030年までに市民一人当たり

3月

省エネルギー都市設計に不可欠な

レント教育、生涯学習等）／文化の継承・保全／インターナショナルスクール等

■「つくば環境スタイル」計画書

1月

■つくば ３ Ｅ ( 環 境 ･ ｴ ﾈ ﾙ ｷ ﾞ ｰ ･ 経 済 ) プ ロ グ ラ ム

IT 医療情報システム／高速・高容量病院 N T ／スポーツ医学／教育（教員リカ

5月

2009（平成21）年度

可能な技術開発課題として、特に民生技術及び運輸

（つくばエコシティ構想）

■「つくば市環境都市推進委員会」設置
（委員長：筑波大学副学長）

の二酸化炭素排出量50％削減

2. 多くの独法研究所、民間研究所が得意分野で関わることができること

つくばエコシティ・イニシアティブ

4月

＊筑波研究学園都市交流協議会

つくば市環境都市推進委員会
つくば市環境都市推進委員会

50% 削減と21世紀の中頃にクローズアップされる
と考えられている燃料の多様化をどう実現するかを、

1. 筑波研究学園都市全体に関わるテーマであること

次世代エネルギー
システム

協力
協力

そのための基本的視点として、二酸化炭素排出量

「つくばエコシティ・イニシアティブ」の基本コンセプト

■筑協「つくば３Ｅフォーラム」委員会を
設置

目標と基本的視点

健康、教育、文化、文化遺産を大事にする
住みたくなる街モデルの開発

他

2007（平成19）年度

フォーラム内にタスクフォースを設置し、そこで提案された技術やシステムをつく

目標は、環境（E nvironment）とエネルギー（Energy)、経済(Economy)の３つの「Ｅ」

■つくば３Ｅフォーラム ■つくば市

コミュニティエコライフ

Mobility Traffic

モビリティ・交通

統合アプローチ型モデル街区

快適な移動空間の構築

緑住農一体型住宅

低炭素車
（EV・超小型EV等）
への変換

再生可能エネルギーを電源とするCEMS

低炭素な移動手段への転換

建物の低炭素化

低炭素交通シェアリングシステム

Innovation & Technology
最先端技術

Learning & Education
環境教育、実践

藻類バイオマスエネルギーの実用化

子どもたちへの教育
（つくばスタイル科）

TIA-nano 世界的ナノテク拠点の形成

市民教育・実践
（サポーターズプログラム）

研究機関の低炭素化と連携
環境ビジネス化

（仮称）
つくば環境スタイルセンター

（実施機関：国総研、筑波大学、つくば市）
■つくば市が「環境モデル都市」に指定

2013（平成25）年度
6月

■「つくば市環境都市の推進に関する協定」
締結機関が22機関に拡大。懇話会開催

12月 ■「つくば市環境モデル都市行動計画」
（つくば環境スタイル “SMILe”）を内
閣府（地域活性化推進室）に提出

2014（平成26）年度
6月

■タスクフォース改編
「次世代エネルギーシステムタスク
フォース」発足

自然由来のエネルギーを活かした街づくり

つくば３Ｅフォーラムタスクフォースとは

バイオマスタスクフォース

バイオマスTF

つくば３Ｅフォーラムは、“３Ｅ” の調和した社会の具現化推進と、
その活動を通じた教育研究機関・自治体等の相互間連携の強化を目指し、

タスクフォースへの参加メンバーが自ら及び所属組織の技術と経験を持ち

2014年度にタスクフォースの改編を行いました。

寄ることにより、つくば市におけるバイオマス利活用を推進し、循環型社会
形成、田園地域の活性化、人のネットワーク化、地球温暖化防止を含む環境

各タスクフォースごとの課題に取り組むほか、タスクフォース共通の課題や
活動を通じて交流するとともに、広い視点で課題に取り組み、
環境モデル都市つくばを研究技術開発の面からその具現化を支援します。

都市構造・
交通システム TF

次世代エネルギー
システム TF

保全に役立てます。つくば環境スタイル行動計画の取り組みのうち、バイオ
マス関係のものについて主として研究面からサポートしています。

タスクフォース協働の課題
「最先端農業（スマート・アグリカルチャー）」モデル構築

最先端農業モデル構想

水素エネルギー活用社会実装・普及に向けた検討

（スマート・アグリカルチャー）

取り組み課題
つくば市バイオマスタウン活用推進計画策定の支援
森林及び里山の保全方策について

水素エネルギー活用

ボトリオコッカス
（

）

ボトリオコッカスとオーランチオキトリウムのハイブリッドで、CO 2 の吸収と排水処理を
行いながら、生産された炭水化物を燃料として利用する循環システムを構築する。
⇒例えば、バス燃料とすることにより、高齢者・子どもとその家族、高台からの通勤者などへの交通手段として、
新エネルギーを暮らしに還元し、住みやすい社会を実現する（エコモデルタウン）
。
⇒自動車用燃料、船舶用燃料としての利用可能性については、地元関係機関や企業の協力を得て実証を進め、
世界へ発信する。

藻類のエネルギー利用システム
行政、企業、市民、NPO 等の

休耕田や耕作放棄地での資源作物栽培

水素エネルギー活用社会の実装・普及をめざす

協力により、地域資源を
最大限活用

CO

工業

次世代エネルギーシステムタスクフォース

【参画機関】

バス

2

吸収
有機排水

二次処理水

茨城県／つくば市／筑波大学／（独）農業・食品産業技術総合研究機構／
トラクター

（独）産業技術総合研究所／（独）国立環境研究所／（独）土木研究所／
（独）森林総合研究所／島田設備（株）／

化石燃料・再生可能エネルギーからの製造が可能で、エネルギー供給源の多様化にも寄与するとして、

オーランチオキトリウム

農業

ボトリオコッカス

試料・メタンガスへ利用

筑波大学 学生団体：3E cafe プロジェクトチーム

世界的にも注目されている「水素」を課題の中心に捉え、水素エネルギーが社会において実装されていくための方策を

船舶

検討・提案します。 また、つくば周辺における水素技術開発の実績について、国内外へ情報発信します。

再利用

生活

取り組み課題
水素エネルギーについての社会需要性向上方策の検討
水素エネルギー活用社会モデルの提案
「水素タウン」における事業主体、ビジネスモデルの検討

低炭素型の都市構造・交通システムへ

【参画機関】

都市構造・交通システムタスクフォース

茨城県／つくば市／筑波大学／国土交通省国土技術政策総合研究所／
（独）物質・材料研究機構／（独）産業技術総合研究所／（一財）日本自動車研究所／
（株）日立製作所／（株）安藤・間／関彰商事（株）／日本環境技研（株）

水素エネルギー活用実証実験推進のため、
つくば国際戦略総合特区における新規プロジェクトの提案

自動車依存型の典型であるつくば地域において、都市構造や交通システム
を改編していくことにより、今後、二酸化炭素排出をどの程度削減していく

石油、天然ガス等！
化石燃料

ことができるかは、わが国の温暖化対策の可能性を探る上で重要です。つく
触媒などを用いて改質

制度
設計

ば地域の研究機関に存在する技術やアイデア、ノウハウを結集することによっ
燃料電池自動車

製鉄所、化学工場等
からの副産物

モビリティ
マネジメント

て、先導的役割を果たすことが可能です。
交通輸送部門や都市計画部門で実施しうる短期的対策、中期的対策の可能
性と効果を検討し、研究のロードマップを描きつつ、目標年次までに取り組

電気

むべき課題を明らかにしていきます。

副生ガスを精製

実験
タウン

低炭素型
都市構造
交通システム

改編

熱

取り組み課題

エネファーム

人と環境にやさしい交通体系

自然エネルギー

発電した電気を用いて
水を電気分解

インフラ
構築

都市
整備

IT 技術等による省エネ型都市インフラ構築

電気

つくば環境スタイルの生活像の具体化

熱

バイオマス

発生したメタノールや
メタンガスを触媒等を
用いて改質

業務用
燃料電池

オフィス

【参画機関】
茨城県／つくば市／筑波大学／国土交通省国土技術政策総合研究所／（独）土木研究所／

■技術開発研究の継続に加えて、効果のモニタリングのためのパー
ソントリップ調査の実施と既成技術の実現のための施策が重要。
MM とカップリングさせる視点も。

（独）建築研究所／（独）産業技術総合研究所／（独）国立環境研究所
■実験タウンを上手に活用。低炭素技術の実験の場であると同時に、
そのまちづくり自体がコンパクトな市街地形成に寄与できるか
を検証する社会実験として位置づける。

電車・都市交通
［資源エネルギー庁資料より］

自然由来のエネルギーを活かした街づくり
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2014年度にタスクフォースの改編を行いました。

寄ることにより、つくば市におけるバイオマス利活用を推進し、循環型社会
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■実験タウンを上手に活用。低炭素技術の実験の場であると同時に、
そのまちづくり自体がコンパクトな市街地形成に寄与できるか
を検証する社会実験として位置づける。

電車・都市交通
［資源エネルギー庁資料より］

関連施設紹介

情報発信・交流

カーボンニュートラル対応

活動紹介、情報交流の場として

藻類バイオマス・エネルギーシステム開発実験・実証拠点

つくば３Ｅフォーラム会議

筑波大学では、
「電力」と「燃料」に関した実証実験を行って
いる世界的にも稀にみる研究拠点を設置しています。
拠点内のエネルギー供給システム試験設備においては、再

つくば3E フォーラムの活動紹介や温室効果ガス低減のための情報提供、つくば市
民や産業界等との交流・協力の呼びかけのため、年１回、つくば3E フォーラム会議

生可能エネルギーを極限まで利用しながら安定的な電力供給

としてシンポジウム形式で全体会議を行っています。

を実現するため、直流連携と純水素を活用した研究開発を行っ

これまでの会議の様子については、報告書や本フォーラム Web ページでご覧頂けます。

第1回 （2007年12月）

ています。発電した電気の一部は拠点で使われています。

http://eeeforum.sec.tsukuba.ac.jp/

概

科学と環境のフェスティバル

概

つくば３Ｅフォーラム会議

拠点内では、
「藻」から燃料を作り出す研究も行っています。
拠点で培養された藻類を近隣の屋外施設に運び大規模培養し
たのち、オイルを絞り採っています。このオイルが石油代替
資源となり、車の燃料等として活用されることが期待されて
います。
将来的には、藻類から作られた水素を、拠点での発電・発
熱に活用することで、拠点自体がカーボンニュートラルに運
用されるようになることも理想のひとつです。

第2回 （2008年5月）

つくばサイエンスコラボ
低炭素社会構築への機運を高めることを目的と

第5回（2011年11月）
テーマ：震災を経て、つくばが未来の日本に

みを楽しみながら学べる展示を行っています。

貢献できること

第6回（2012年12月）
テーマ：これからの環境都市を考える

ろさ・楽しさを一般に広める展示などに対し、「つ
も

くば３E フォーラム賞」を授与しています。

実際に実験で使用している水槽で

学生が実現するエコシティ、つくば
燃料電池

藻を
藻類すくい

水素製造

直流連系

すくって、顕微鏡で見てもらうなど
体験型の展示を行っています。

第7回（2014年1月）
テーマ：グリーン・イノベーションを考える
～地域力を活かした産業創成～

第8回（2015年1月）
テーマ：水素社会の実現に向けて

３Ｅカフェ
つくば３Ｅフォーラムの動きに合わせ、筑波大生有志が

車との連動

要：つくば環境スタイル、藻類燃料国際動向

第4回（2010年12月）
テーマ：つくば環境スタイル「実験タウン D」

し、「環境」「エネルギー」「経済」に関係する取り組

学実験や環境に関する展示の中から、科学のおもし

バイオマス燃料

要：エコシティ先進事例紹介、テーマごとの
ワークショップ、つくば3E宣言2008

第3回 （2009年8月）
概

また、つくばサイエンスコラボに出展している科

自然エネルギー

要：つくば３E フォーラムキックオフ
つくば３E 宣言『2030年につくばにおけ
る二酸化炭素排出50% 削減を目指す』

３Ｅカフェ（抜粋）

結成したのが「３Ｅcafe プロジェクトチーム」です。

第1回（2008年2月7日）
日本低炭素社会に向けた挑戦

学生の立場を活かし、地域の人々を結びつけて

─問われる日本／つくばの総合力─

まちづくりにチャレンジしています。

第5回（2009年4月22日）
未来志向 & ポジティブになる「環境」の話をしよう

活動概要

第10回（2010年5月12日）

1)「３Ｅカフェ」の企画・運営
“３Ｅ” に関する分野で活躍するゲストを招き、学生・一般市民から
研究者まで、幅広い参加者がこれからの世の中のあり方を気軽に語れ、
情報共有できる・・・そんなコンセプトの交流企画が、「３Ｅカフェ」です。
このような将来の低炭素社会へ向けた自由な意見交換を行う場を開くことで、

環境時代のメディアリテラシー
～温暖化報道のウソホント

第15回（2011年12月21日）
「環境」で描くキャリアパス
─環境市場にちらばる夢のカケラ─

第18回（2013年04月23日）
藻類バイオマス

地球の未来のためのひとつの鍵

つくばでのまちづくり・大学づくりに貢献しています。

「藻」からオイルや水素を作る

太陽光と風の力で水から水素を作る

2)

施策提言／イベント参加・発表

バイオマスエネルギーの中でも食物と競合せず、エネルギー生産能

基本的に電気は貯めておけませんが、必要なときに無駄なく電気を

「３Ｅカフェ」での交流から飛び出したアイディアや、メンバーの海外視察

力もきわめて高いということが、藻類バイオマスの優れている点とい

使えるようにできないか、この拠点で実証・実験を行っています。具

えます。藻類オイルは、液体燃料としてのほか、健康・美容製品、バ

報告などから、つくば市・筑波大学などに対して環境都市づくりのための

体的には、太陽光や風力で発電された電気を使い、水から水素を取り

イオプラスチックの原料にもなります。2014年3月には、国内で初め

出し、合金に吸着させて貯め、必要なときに取り出す実験などです。

て藻類産生オイルを燃料とした自動車が公道を走行しました。さらに、

燃料電池という水素と酸素で電気を作る機器が安定した電力を供給す

11月には筑波大学とDENSOの共同研究により、DENSOからハンドクリー

るための調整役です。「直流」電気の運用についても研究しています。

ム「モイーナ」が発売されました。藻類オイルは「炭化水素」であり、
質のよい水素に精製すれば、燃料電池へ供給することも可能です。
http://www.algae-biomass-tsukuba.jp/

http://eclab.kz.tsukuba.ac.jp

提案・実行支援を行っています。
地域・全国レベルのイベントで活動発表を行うこともあります。
3E Cafe プロジェクトチームへのお問合せ：
http://www.stb.tsukuba.ac.jp/~t3ecafe/
E-Mail: 3ecafe@gmail.com
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活動紹介、情報交流の場として

藻類バイオマス・エネルギーシステム開発実験・実証拠点
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筑協「つくば3E フォーラム」委員会およびタスクフォースへの参加機関 （2014年6月現在）
茨城県／つくば市／筑波大学／（独）国立環境研究所／（独）産業技術総合研究所／
（独）農業・食品産業技術総合研究機構／（独）物質・材料研究機構
（独）土木研究所／（独）森林総合研究所／（独）建築研究所／国土交通省国土技術政策総合研究所／
（一財）日本自動車研究所／（株）日立製作所／（株）安藤・間／関彰商事（株）／日本環境技研（株）／
島田設備（株）／3Ecafe プロジェクトチーム （順不同）

つくば3E フォーラム事務局（筑波大学内）
〒305-8577

茨城県つくば市天王台1丁目1-1

Tel. 029-853-8052

http://eeeforum.sec.tsukuba.ac.jp
2014-10

