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東京工業大学
先進エネルギー
国際研究センターへの
参加のご案内

東京工業大学の

先進エネルギー国際研究センター

（センター長・柏木孝夫教授、

略称 AESセンター）は、

低炭素社会実現に向けた

環境・エネルギー分野の研究開発や

国内外の動向に関心を持つ企業を対象に、

AESセンターの研究交流組織

「AES研究推進委員会」への

参加募集のご案内をいたします。

参加企業は、世界のエネルギー研究や

政策に関する最新情報を入手できるほか、

世界トップクラスの

東工大の研究者および他社と共同で

国の競争的研究資金を獲得する

研究プロジェクトや

その企画形成に参加できます。

目的と組織
　AESセンターは、社会や産業の将来ニーズに応える課題
対応型研究（ソリューション研究）に取り組む東工大の「ソ
リューション研究機構」に設置された研究組織です。環境・
エネルギー分野だけで 200人以上にのぼる学内の研究者と
産業界、政官関係者を結びつけ、本格的な政官産学連携によっ
て低炭素社会を実現するための研究開発を推進する世界的な
イノベーション拠点を目指します。志を同じくする大学研究
者、企業、政官関係者、NPOなどさまざまな人々の出会い
と交流を促し、新しい研究プロジェクトを創生する場「プラッ
トフォーム」となるのが AES研究推進委員会です。

活動
　AESセンターには大手 5社がそれぞれ共同研究部門を設
置し、2010年 4月から各共同研究部門を中心に複数の研
究プロジェクトを本格的に推進しています。2005年度〜
2009年度の間は、文部科学省科学技術振興調整費「戦略的
研究拠点育成プログラム」に基づいて 9つの研究プロジェ
クトを進めてきましたが、共同研究部門が発足するのを機会
にそれらをさらに発展させるとともに、研究推進委員会の活
動を充実させて新たなプロジェクトの企画形成にも取り組ん
でいます。

1. AES センターの
　 目的・組織・活動

AESセンターの成り立ち

2005 2011［年度］2006 2007 2008 2009 2010

統合研究院（文科省スーパー COE） ソリューション
研究機構

2月
先進エネルギー
マネジメント（AEM）
研究推進委員会設置

9月
先進エネルギー
システム（AES）
研究推進委員会に改組

9月
AESセンター開設

4月
5共同研究部門設置
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受託研究契約
● 研究推進委員会に参加するには、AESセンター長の柏木孝
夫教授を委託先教員とする受託研究契約を東工大と参加希
望企業の 2者間で結んでいただきます。

経費
● 受託研究費は研究期間に関わらず毎年度 100万円とし、年
度毎の契約となります。年度途中からの契約であっても、
研究期間は当該年度の 3月末とします。

継続
● 受託研究契約を継続する場合は、毎年 1〜 3月に翌年度の
研究契約を結びます。特別の理由がない限り、契約内容は
同一となります。

東京工業大学

学内研究科，附置研究所，環境エネルギー機構，……

先進エネルギー国際研究センター（AESセンター）

連携

低
炭
素
社
会
の
実
現
へ

連携プロジェクト 学内シーズの研究実証化
5プロジェクト

AES総会
産学官連携の場の提供

（自由参加）

○社

△社

□社

●社

教員

官庁

大学

NPO

▲社

・情報交流
・ニーズ探索
・講演会…etc.

研究推進委員会
PJ創生プラットフォーム

共同研究部門
共同研究の立案と実行

運営委員会
AESセンター企画運営

AES研究推進委員会参加者
●参加企業（計46社）
－委員会参画企業40社
－共同研究部門設置企業6社

●AES関連教員およびスタッフ
●学内外の教員（随時）
●学外有識者（随時）

ENEOS

NTT
NTTファシリティーズ

東京ガス

東京電力

三菱商事

市民
NPO・商工会

学
本学・他大学

官
官庁・自治体

産
企業・団体

最先端情報へのアクセス
● 年 4〜 5回開催する研究推進委員会に参加し、AESセン
ターが進める研究プロジェクトの進捗状況や成果などの最
新情報を入手できます。

● 研究推進委員会で東工大の研究者を始め国内外の専門家に
よる講演を随時開催、最先端の研究・政策動向に関する最
新情報と専門家へのコンタクトが可能です。

● ランチミーティングなどの参加企業同士の意見交換会の場
に参画し、異業種の最新情報を入手できます。

● AESセンターのWebサイト内に、参加企業専用のシステ
ムを用意しています。会員だけが閲覧可能な情報を随時掲
載します。

研究プロジェクトへの参加
● AESセンターが進める研究プロジェクトへの参加資格が得
られます。各研究プロジェクトへの参加に際しては、研究
プロジェクトリーダーとの協議が必要です。

● 東工大の研究者を中心に国の競争的研究資金の獲得を目指
す研究プロジェクトを提案し、その企画形成に参加できます。
そのために必要な FS/調査研究の実施も計画しています。

AES センター成果報告書の入手
● 研究推進委員会の活動や研究プロジェクトの成果等をまと
めた AESセンターの研究成果報告書を配布します。

2. 参加企業の特典 3. 参加するには ?
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AES研究推進委員会に関する
問い合わせ例

個別の報告書を
企業側から
要請することは可能か。

5
本受託研究契約は AES研究推進委員会活動を運営す
るために、各社同一の条件で契約締結をお願いして
います。個別の対応は困難です。 

研究費の支払いは、
年度末に報告書を
受領した後としたい。

4
本研究は皆様方から頂いた資金をもとに一年間
活動を進めてまいりますので、原則として先払
いをお願いしています。 

知的財産や秘密保持の
取り扱いは
どうするのか。

3
● 受託研究では、研究主体が大学であり、その活動
から生まれた知的財産は大学に所属します。（受託
研究契約書第 13条）その実施については、通常
実施権を許諾します。実施条件については研究推
進委員会の意見が斟酌されます。（受託研究契約書
第 15条）

● 委員会に開示した情報については、秘密である旨
を通知すれば、契約終了後3年間保護されます。（受
託研究契約書第 18条）

● 委員会で創生した研究プロジェクトは、受託研究
契約とは別に、東工大を含む関係者間で共同研究
契約を結びます。この契約の中で秘密保持を規定
します。

「受託研究申込書」は
どこに送付すべきか。2

産学連携推進本部に郵送下さい。住所は「本冊子
の裏表紙」に記載されています。

入会に際し、
提出すべき関係書類の
送付をお願い致します。

1
契約に伴う事務は、東工大の研究情報部産学連携課
共同研究グループが担当します。契約に必要な書類
（申込書・契約書）は以下の通りです。

申込書 :必要事項をご記入の上、押印のち産学連携
課宛にお送り下さい。

契約書 :内容につきご確認いただき、その旨ご一報
下さい。その後、契約締結手続きを進めます .契約
書内容については、原則として AES受託研究契約書
雛形通りとなります。

手続きの流れは以下の通りです。

1 申込書受領

2 契約書案合意

3 学内稟議

4 押印・契約書 2 部送付

5 貴社にて 2 部押印・1 部本学宛返送

6 本学にて受領・締結・請求書発行
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委員や連絡責任者に、
関係会社等の方を
登録することは可能か。

12

申し込み企業からの推薦であれば、関係会
社等の方を登録して頂くことは可能です。

会員企業の関係会社に
属する者が、会員の代理や、
オブザーバーとして
参加することは可能か。

11

オブザーバーに関連企業の方を含めることはできません。
申し込み企業の方に限らせていただいております。

委員会にはオブザーバーの形で
会員企業から複数名
参加することはできるか。

10
会員企業の委員以外でも、多数ご参加頂くことができます。

研究推進委員会の
委員は企業の代表
（受託研究申込書に記した者）
でしょうか、それとも別の者
（専門技術者等）で良いか。

9

研究推進委員会の委員（各社１名）は、各企業から適任者を推
薦いただくことができます。申込書に記載された代表者と同
一である必要はありません。また、社内での調整をお願いす
る連絡担当者も推薦いただきます。

研究推進委員会の
連絡先として、
複数のアドレスを
登録することは可能か。

8
可能です。但し、参加連絡などは企業毎に取り纏め
て御連絡下さい。

プロジェクトの活動期間、
受託研究契約の期間は
どのくらいか。

7
● プロジェクトの活動期間をセンター規程に定めていま
せん。また、AES研究推進委員会は規約にその存続期
間を平成 26年末 までとしています。（その後の活動
はこの時点で検討します。）

● 受託研究契約は単年度ごとの契約です。締結時期とは
無関係に、締結した年度の年度末で終了します。

受託研究契約における
報告書とは
どのようなものか。

6
年度末に印刷物でご提出します。
平成 22年度の成果報告書は 90ページでした。

その他のご質問は本冊子裏表紙記載の AES センターまでお問い合わせください。
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東京工業大学
ソリューション研究機構
先進エネルギー
国際研究センター
（AESセンター）

2010年度活動概要

先進エネルギー国際研究センター
（AESセンター）の概要1

　東京工業大学ソリューション研究機構は 2009年 9月に、

先進エネルギー国際研究センター（AESセンター）を開設

した。センター長には柏木孝夫教授が就任した。

1.1 AESセンターの目標
　21 世紀最大の課題のひとつである「低炭素社会」の実現

に向けて、そのグランドデザインを描き、次世代エネルギー

基盤を確立する道筋を明らかにする。このため、既存インフ

ラを基盤としつつ、革新的な省エネ ･新エネルギー技術を大

胆に取り込み、地球温暖化の回避と安定したエネルギー利用

環境を実現する「持続可能社会のための先進エネルギーシス

テム（Advanced Energy Systems for Sustainability、略称

AES）」 の確立を目指す。

1.2 AESセンターの組織
　AESの確立という社会インフラ整備を最終目標とする課

題に取り組むにためには、計画立案当初から企業をはじめと

する多様な主体の参画によって、社会に受け入れられる形で

新しい技術を実現することが重要である。このため、広く学

内外に開かれた連携の場「研究プラットフォーム =AES研

究推進委員会」を設置した。ここでは、研究者と企業等の継

続的な議論を通じて、共同研究テーマを創生する。

　また、AESセンターの継続的な発展を期するため 2010年

4月に、日本を代表するエネルギーインフラ企業を中心に 5

つの AESセンター共同研究部門を設置し、各企業からは特

任教員を AESセンターに派遣している。これらの特任教員

と東工大の専任教員が対等の立場で、AESセンターを運営

している。 （AES運営委員会、委員長：柏木センター長）
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日時 イベント 活動項目

4/19（月）
13:30～ 16:20

第 7回
総会

・ 特別講演「温室効果ガス削減目標とその対応」 RITE副理事長 茅陽一
・ 昨年度の研究成果概要

16:30～ 17:20 第 16回
研究推進委員会

・ 今年度の取組み方と今年度の成果報告書構成案の審議

6/17（木） 
14:00～ 17:00

第 17回
研究推進委員会

・ 講演「低炭素社会構築のための農林水産政策」　農林水産省課長補佐　郡健次
・ 第 1回連続講演　柏木孝夫、中上英俊
・ 特別講演「CCSを俯瞰する」東工大大学院理工学研究科教授 平井秀一郎

8/2（月）
11:30～ 13:30

第 1回
ランチミーティング

・ 三菱商事の活動紹介
・ AESプロジェクトの活動報告
・ 会員自己紹介
・ 自由討議

9/14（火） 
13:00～ 15:30

第 18回
研究推進委員会

・ 第 2回連続講演　柏木孝夫、中上英俊
・ 環境・エネルギー機構講演 2件
 「わが国の環境・エネルギー技術の海外移転の可能性
 ─廃棄物・バイオマスの資源化技術を事例として─」
 フロンティア研究センター教授　吉川邦夫
 「温暖化ガス削減のためのサイクル解析 ─ 5種類の CO2分子など─」
 総合理工学研究科教授　吉田尚弘
・ 共同研究部門活動報告

15:45～ 17:20 第 8回
総会

・ 講演「次世代エネルギーシステムにおける電力変換器技術」 
 産業技術総合研究所副研究長　山口浩
・ 講演「住宅・建築物の低炭素化に向けた現状と今後の方向性」
 国土交通省住宅局課長　橋本公博

10/14（木）
15:00～ 17:00

第 1回
グランドデザイン検討会

・ 検討会メンバーの自己紹介
・ 検討会への取組み方についての討議

10/26（火）
11:30～ 13:30

第 2回
ランチミーティング

・ 東京ガスの活動紹介
・ 最近のエネルギー情勢報告　柏木孝夫
・ 自由討議

12/2（火）
13:30～ 17:20

第 19回
研究推進委員会

・ 第 3回連続講演　柏木孝夫、中上英俊
・ 環境・エネルギー機構講演「気候変動ガバナンスへの展望」 
 社会理工学研究科 蟹江憲史
・ パネルディスカッション

1/27（木）
11:30～ 13:30

第 3回
ランチミーティング

・ 東京電力スイッチステーション（西新宿）施設視察
・ 東京電力の活動紹介
・ 最近のエネルギー情勢報告　柏木孝夫
・ 自由討議

3/10（木）
13:00～ 17:40

AESセンター
一周年記念シンポジウム
（兼）第 9回 総会
（兼）第 20回 研究推進委員会

・ 基調講演 1　「日本の成長戦略と環境・エネルギー政策」
 経済産業省資源エネルギー庁長官　細野哲弘
・ 基調講演 2　「大競争時代の大学の役割とイノベーション」
 科学技術振興機構理事長　北澤宏一
・ 成果報告　AESセンター長　柏木孝夫
・ パネル討論「低炭素社会への道 -日本の戦略と大学の役割」
 パネラー :5共同研究部門代表者　司会 :　中上英俊特任教授

活動一覧2
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AES総会3
第 7回総会
　4/19（月）13:30 ～ 16:20　
　@ 大岡山キャンパス西 9 号館 2 階
　　ディジタル多目的ホール

第 8回総会
　9/14（火）15:45 ～ 17:20
　@ 大岡山キャンパス西 9 号館 2 階
　　ディジタル多目的ホール

第 9回総会
　3/10（木）13:30 ～ 17:40
　（兼）AES センター　一周年記念シンポジウム
　@ 東工大蔵前会館（Tokyo Tech Front）
　　1 階 蔵前ホール

3.1 特別講演・基調講演　　
［第 7回総会］
「温室効果ガス削減目標とその対応」
（財）地球環境産業技術研究機構 副理事長　茅 陽一
【要旨】温暖化に対する懐疑論が提示されているが、人為的
原因で温暖化が生じている可能性は高く、このまま放置して

非逆的問題が生じてからでは対処できない。

一方、IPCCや日本政府が掲げる目標（鳩山内閣の 1990年

比 25%CO2削減）は相当厳しいものであり、目標達成のた

めには現有技術である原子力発電に多くを頼らざるをえな

い。温暖化の抑止は重要だが、温暖化科学の不確定性と抑制

コストの大きさを考慮して、あまりに高すぎる目標設定は避

けるべきである。

［第 8回総会］
「次世代エネルギーシステムにおける電力変換器技術」

産業技術総合研究所
先進パワーエレクトロニクス研究センター
副研究センター長　山口 浩
【要旨】現在、ロードマップとなっているものは「超長期エ
ネルギービジョン 2100」、「エネルギー技術戦略」、「長期エ

ネルギー需給見通し 2030」の 3つであるが、今後エネルギー

需給における電力の重要度はますます増大する。そのため、

「エネルギーの流れをコントロールする技術」、「エネルギー

転換時のロスを最小化する技術」、「分散型電源の系統・連携

に伴う問題を解決する技術」すなわち、①電圧の問題、②周

波数の問題、③設備制約の問題などがあり、高度なエネルギー

マネージメント技術、とりわけ電力変換機の統合設計が重要

となる。

「住宅・建築物の低炭素化に向けた現状と今後の方向性」
国土交通省 住宅生産課長　橋本 公博
【要旨】最近のエネルギー消費の傾向として、家庭部門のエ
ネルギー消費量の増大が大きくなっている。このため、断熱

材や高効率設備などを取り入れた住宅の普及を推進していか

なくてはならない。また、現在、既存住宅が 5500万戸、年

間 80万戸の新築という状況では、新築物件への規制誘導策

のみならず既存住宅への対応が必要となってくる。すなわち、

住まい方を変える必要がある。更には、北海道と沖縄では省

東京工業大学ソリューション研究機構
先進エネルギー国際研究センター（AESセンター）
2010年度活動概要
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3.2 研究活動報告
［第 7回総会］

● 昨年度の研究成果報告
 燃料電池コプロダクション［荒木和路特任教授］

 自律度向上型太陽光発電システム［黒川浩助特任教授］

 次世代交通システム（RE-EV）［黒川浩助特任教授］

 アドバンスト空調［佐藤勲教授］

 スマートパワーネットワーク［片岡良彦連携准教授］

● AES センターにおける研究概要
 NTT・NTTファシリティーズ

 スマートエネルギーネットワーク共同研究部門

 ENEOS低炭素エネルギーシステム共同研究部門

 東京ガス スマートエネルギーネットワーク共同研究部門

 東京電力 先進電力システム共同研究部門

 三菱商事 再生可能エネルギー共同研究部門

エネ基準等を変えて対応していかなくては不都合が生じてし

まうので、その辺を修正して取組んでいきたい。

［第 9回総会］
（兼）AES センター　一周年記念シンポジウム
「日本再生の成長戦略と環境・エネルギー政策」

経済産業省資源エネルギー庁 長官　細野哲弘
【要旨】今、環境・エネルギー分野には、経済活動・国民生活
を根幹で支えるのみならず、地球環境問題への対応と経済成

長の牽引を両立させる社会システムを創造するという新たな

役割が求められている。これまで、先進エネルギー国際研究

センターは、産学連携研究により、複眼的な視野から学際的

な議論や情報の共有が行われる場として貢献してきたが、今

後もより一層活発な活動がなされていくものと期待している。

「大競争時代の大学の役割とイノベーション」
科学技術振興機構 理事長　北澤宏一
【要旨】国立大学は 1995年の法人化を経て、地域との連携

強化、産業界との共同への方向を探り始めた。日本の大学が

努力し、活躍を始めたが、その活躍が社会や産業界に活かさ

れて日本の復活に繋がり始めたかといえば、その兆候はまだ

見えない。大学と産業界、社会との間を効果的に繋ぐために、

大学の生み出す知財の活用と産学連携の立場から、日本の社

会や経済に対する大きな視点が必要である。
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4.1 連続講演

4.2 環境・エネルギー機構講演
［第 17回研究推進委員会］
「CCS を俯瞰する」

炭素循環エネルギー研究センター教授 / 環境エネルギー機構
エネルギーセンター長　平井秀一郎
【要旨】二酸化炭素貯留技術（CCS）の歴史と現状を解説し

た。開発当初は海中隔離が主流であったが、海洋投棄規制

（London条約）の影響もあり、地中隔離へと技術開発がシ

フトした。CCSは大量に放出される CO2の量に対して、有

効な削減技術である。スマートグリッドなどのエネルギーの

高効率利用による CO2削減だけでなく、CCSを組み合わせ

ることにより、大幅に CO2を削減することが可能となる。

［第 18回研究推進委員会］
「わが国の環境・エネルギー技術の海外移転の可能性

─廃棄物・バイオマスの資源化技術を事例として─」
フロンティア研究センター教授　吉川邦夫
【要旨】アジアの国々などでは増加するゴミの処分に苦慮し

講演
回数

研究推進
委員会

講演内容

柏木孝夫教授 中上英俊特任教授

1 第 17回
（6/17）

「最新環境エネルギー動向
①」
経済産業省のエネルギー
基本計画を解説した。

「環境省・中長期ロード
マップを読む」
環境省の 2020年までの
中期ロードマップを解説
した。

2 第 18回
（9/14）

「最新環境エネルギー動向
②」
資源エネルギー庁の「低
炭素社会におけるガス事
業のあり方に関する検討
会」の設置に関する話題
と今後のエネルギー政策
と課題について解説した。

「エネルギー基本計画につ
いて」
経済産業省の「エネルギー
基本計画」に関連して、
エネルギー産業構造の変
革に関して解説した。

3 第 19回
（12/2）

「最新環境エネルギー動向
③」
経済産業省で検討されて
いる再生可能エネルギー
の全量買取制度、および
住宅用太陽光発電の普及
促進委員会での 2つのサ
ブグループ（太陽光発電
の標準化とリサイクル）
の動向を紹介した。

住宅・建築物の省エネ基
準の義務化に向けての検
討に関して、エコポイン
ト制度が施行されたため
省エネ建築が増加した半
面、断熱材などが足りな
くなるという状況を説明
した。

AES研究推進委員会4
第 16回研究推進委員会
　4/19（月）16:30 ～ 17:20
　@ 大岡山キャンパス　西 9 号館 2 階
　　ディジタル多目的ホール

第 17回研究推進委員会　
　6/17（木）14:00 ～ 17:00
　@ 大岡山キャンパス　西 8 号館 10 階
　　情報理工学研究科大会議室

第 18回研究推進委員会
　9/14（火）13:00 ～ 15:30
　@ 大岡山キャンパス　西 9 号館 2 階
　　ディジタル多目的ホール

第 19回研究推進委員会
　12/2（木）13:30 ～ 17:20
　@ 大岡山キャンパス　西 8 号館 10 階
　　情報理工学研究科大会議室

第 20回研究推進委員会
　3/10（木）午後（予定）
　@ 大岡山キャンパス

東京工業大学ソリューション研究機構
先進エネルギー国際研究センター（AESセンター）
2010年度活動概要
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ている。ゴミを加工して燃料を生産、販売すれば事業として

成り立つ可能性がある。東工大が多くの企業と共同で開発し

てきた、未利用資源をエネルギー資源に転換する技術（水蒸

気加熱処理など）について解説した。

「温暖化ガス削減のためのサイクル解析
─ 5 種類の CO2 分子など─」
総合理工学研究科教授　吉田尚弘
【要旨】地球環境における CO2の吸収や大気中の CO2の増

加とO2の減少などの観測結果から読み取れる環境問題に

ついて解説した。アイソトポマー（Isotopomer=Isotopic 

isomer：同じ同位体原子を持つが、その位置の異なる分子

ex. CH3CHDCH3 と CH3CH2CH2D ）を利用することで、

地球の物質循環を解析することができる。大気中の 13C/12C 

比の減少は同位体比の低い化石燃料の寄与であり、人為起源

CO2増加の証拠であることを指摘した。

［第 19回研究推進委員会］
「気候変動ガバナンスへの展望」

大学院社会理工学研究科准教授　蟹江憲史
【要旨】従前の国際会議では経済的な課題ばかりが取り上げ
られ、環境は隅に追いやられてきたが、異常気象やメディア

の影響により 2004年〜 2005年頃から環境問題が世界で注

目され始めた。ヨーロッパでは気候変動が中心的な関心事で

あるが、米・中ではエネルギー資源により関心が高い。今後、

途上国をどう取り込むかが焦点となる。

【質疑】自治体レベルでの枠組みの可能性、およびアジア地
域でのリーダーシップについて議論した。

4.3 招待講演
［第 17回研究推進委員会］
「低炭素社会構築のための農林水産政策」

農林水産省 大臣官房環境バイオマス政策課
課長補佐　郡健次
【要旨】我が国におけるバイオマス産業関連法案（バイオマ
ス活用推進基本法、農林漁業バイオ燃料法、バイオマスタウ

ン）などを紹介した。

2020年の温室効果ガス排出量の 1990年比 25%減に向けた

農林水産分野における温室効果ガス排出削減・吸収効果等に

ついての試算を行った。①農林水産業・食品産業における排

出削減対策、②森林・農地土壌における吸収源対策、③木材

利用による省エネ効果、④バイオマス・再生可能エネルギー

の利活用 などによる貢献が考えられる。バイオマス産業の

振興のため、バイオマス活用推進基本法（平成 21年法律第

52号、平成 21年 9月 12日施行）に基づき、バイオマスタ

ウン構築の推進等の施策を実施している。

4.4 パネルディスカッション・自由討議
［第 19回研究推進委員会］

パネルディスカッション
「プロジェクトの創出に向けて」

司会者 : 高木靭生特任教授
パネリスト：NTTファシリティーズ 大津智特任教授、JX

日鉱日石エネルギー 松本吉彦特任教授、東京ガス 荒木和路

特任教授、東京電力 陶昇特任教授、三菱商事 中井康博特任

准教授

ディスカッション：① 東工大の知的リソースをどう活かす

か、② オープンイノベーションへの期待と取り組み方　に

関して、5社の考えを披瀝した後、パネリスト間で討議した。

公的資金獲得の可能性、政策提言への期待、企業間の交流拡

大などの効果が指摘された。

［第 9回総会（兼）AES一周年記念シンポジウム］
パネルディスカッション

「低炭素社会への道 ─日本の戦略と大学の役割」
司会者 : 中上英俊特任教授
パネリスト : NTTファシリティーズ 武田 勉 取締役エネル

ギー事業本部長、JX日鉱日石エネルギー 吉田正寛 執行役員

研究開発本部研究開発企画部長、東京ガス 村木 茂 代表取締

役副社長エネルギーソリューション本部長、東京電力高津浩

明 常務取締役技術開発本部長、三菱商事 小島信明 常務執行

役員地球環境事業開発部門 CEO、益 一哉 東京工業大学教授

ディスカッション :① 低炭素社会と日本の成長戦略、② 科

学技術と政策の課題、③大学が果たすべき役割　に関して、

5社の考えを披瀝した後、パネリスト間で討議した。
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［第 3回ランチミーティング］
1/27（木）11:30 ～ 13:30

@ 東京電力 Switch!Station
　新宿ファーストウエストビル 13 階

【概要】
● Switch!Station 視察
 ミーティングに先立ち、Switch!Station の視察を行った。
● 東京電力の最近の取組み
 野村販売営業本部副本部長より、東京電力の 2020年のビ

ジョンについて説明があった。東京電力ではエネルギーイ

ンフラを世界に発信するため、2020年を目標とした 3つ

の指針と 7つのバリューアッププランを掲げている。
● 最近のエネルギー情勢
 柏木委員長より、再生可能エネルギー全量買取制度や電池

中古市場の活性化などの現在検討中の政策について解説し

た。
● AES プロジェクトの活動状況
 事務局より、グランドデザイン検討会、会員企業へのアン

ケート結果、AES一周年記念シンポジウム開催案内など

の近況を報告した。
● グループ討議
 前回に続いて、5グループに分かれ、各共同研究部門の特

任教員を中心に意見交換を行った。韓国から柏木研究室に

客員研究員として来日中の KITECH（Korean Institute 

of Industrial Technology）の尹（Yun）先生も討議に参

加し、韓国のエネルギー事情についても議論した。

 企業会員からは、プロジェクト創生に向けて自社の活動を

紹介する機会が欲しい、各地で行われている地域実証研究

テーマの取り纏めが必要である、熱輸送の研究を推進した

い、などの研究推進委員会活性化の提案も示された。

ランチミーティング5
［第 1回ランチミーティング］
8/2（月）11:30 ～ 13:30

@ 三菱商事株式会社 丸の内パークビルディング 29 階
　M01 会議室

【概要】
● 三菱商事組織の説明
　三菱商事より、地球環境事業開発部門 CECオフィス 

R&D担当 産学官連携チームの事業について説明した。
● 最近のエネルギー情勢
　柏木委員長より、太陽電池の固定価格買取りの動向、政府

のガスのあり方委員会の動向（燃料転換とインフラ整備）

に関する意見を披瀝した。
● AES プロジェクトの活動状況
　事務局より、会員へのアンケート調査の内容ならびに今後

の研究活動の内容と予定について説明した。
● 自由討議・懇談
　上記の議事内容等を参考に、意見交換を行った。

［第 2回ランチミーティング］
10/26（火）11:30 ～ 13:30

@ 東京ガス施設　GINZA gCUBE 5 階会議室
【概要】

● 東京ガスの最近の取組み
　村木副社長より、東京ガスの低炭素社会に向けた取組みに

ついて説明があった。

　また、GINZA gCUBEの施設について、担当者より説明

があった。
● 最近のエネルギー情勢
　柏木委員長より、総合特区構想などの現在検討中の政策に

ついて解説した。
● AES プロジェクトの活動状況
　事務局より、グランドデザイン検討会、学内研究者インタ

ビュー、研究公募などの活動の近況を報告した。
● グループ討議
　5グループに分かれて、各共同研究部門の特任教員を中心

に意見交換を行った。それぞれのテーマごとに業種を越え

て、有益な意見交換が行った。

東京工業大学ソリューション研究機構
先進エネルギー国際研究センター（AESセンター）
2010年度活動概要
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グランドデザイン検討会6
［第 1回グランドデザイン検討会］
10/14（木）15:00 ～ 17:00

@ 東工大蔵前会館（Tokyo Tech Front）3 階
　手島精一記念会議室 L

【概要】検討会メンバーの自己紹介と検討会への取組み方に
ついての討議を行った。

［第 2回グランドデザイン検討会］
11/8（月）15:00 ～ 17:00

@ 東工大蔵前会館（Tokyo Tech Front）2 階大会議室
【概要】低炭素社会の基本認識、2050年における「人々の

暮らしの様相」、グランドデザインの取りまとめの方向性な

どについて意見を交換した。

［第 3回グランドデザイン検討会］
12/7（火）15:00 ～ 17:00

@ 東工大蔵前会館（Tokyo Tech Front）2 階大会議室
【概要】低炭素社会のグランドデザインとその実現への道筋
取りまとめ骨格について、討議した。取りまとめのベースと

なる「2050年における暮らしの様相」については、引き続

き検討する。

［第 4回グランドデザイン検討会］
1/12（水）15:00 ～ 17:00

【概要】低炭素社会のグランドデザインの検討を下記のワー
キンググループ（WG）に分かれて実施することを決めた。

それぞれのWGで来年度前半には議論をまとめる方向で検

討をおこなう。

（1）国内外事例研究グループ

（2）地域別技術ビジョン研究グループ

（3）低炭素社会生活研究グループ

［第 5回グランドデザイン検討会］
2/15（火）15:00 ～ 17:00

【概要】前回の検討会で決めた 3グループに分かれて討議し

た。それぞれのWGでは下記の項目について検討する。

（1）国内事例研究グループ

　　①国内事例選定基準ならびに地域特性区分等の設定

　　②事例調査フォーマットの作成

　　③国内事例の設定と参考資料収集（低炭素都市推進協議

会から抽出）

　　④環境政策の参考となる海外事例の資料収集

（2）地域別ビジョン研究グループ

　　①地域特性区分の設定（上記と連動して設定）

　　②地域特性別のエネルギーシステムのイメージを検討

　　③地域と技術によるマトリクス表の作成

　　④各地域の技術的課題を整理

（3）低炭素社会生活研究グループ

　　①環境思想の変遷に関する将来見通しの設定

　　②低炭素社会での「幸福論」の考え方の整理

　　③シナリオライティングの実施方法、設定条件等の整理

　　④新たな価値観の検討
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学内研究公募8
　新たな研究プロジェクトの創出の一助とすべく、今年度の

下期から学内の研究者を対象に低炭素社会実現に向けた研究

活動を支援するための研究費助成の対象となる研究テーマ

を公募した。本年度は、社会理工学研究科の教員の中から、

AES研究推進委員会のアンケート結果を参考に選出した研

究者に応募を打診し、応募のあった下記の研究助成を行った。

研究者 : 社会理工学研究科　価値システム専攻
　　　　准教授 蟹江憲史（カニエ　ノリチカ）
研究テーマ :「低炭素製品の普及と低炭素技術移転、
　　　　　　技術開発ガバナンス研究」
研究期間 :2010 年 11 月～ 2011 年 3 月

東工大研究者へのインタビュー7
　今後のプロジェクトの担い手となる学内の中堅・若手を中

心とする教員を対象に、各教員の研究活動が将来の社会課題

解決にどのように貢献する可能性を持っているかなどを分析

調査し、会員企業と教員の連携による新たな研究プロジェク

ト創出を促す手がかりとするために、日経 BPクリーンテッ

ク研究所に委託し、2010年 8月から 2010年 11月にイン

タビューを実施した。

　報告書は 11月 15日に納入され、12月 2日開催の第 19

回 AES研究推進委員会で配布した。インタビューを行った

研究者 11名は下表のとおり。

研究者名 所属 専門分野（部門）

波岡 知昭 総合理工学研究科
環境理工学創造専攻

燃料電池・二次電池

長井 圭治 資源化学研究所
集積分子工学部門

太陽電池

渡部 弘達 理工学研究科
機械制御システム専攻

燃焼・CO2隔離

阪口 啓 理工学研究科
電気電子工学専攻

エネルギーシステム

植田 譲 理工学研究科 エネルギーシステム

安田 公一 理工学研究科
材料工学専攻

エネルギーマテリアル

塩田 忠 理工学研究科
土木工学専攻

エネルギーマテリアル

福田 大輔 理工学研究科
土木工学専攻

交通環境

室町 泰徳 総合理工学研究科
人間環境システム専攻

交通環境

藤井 晴行 理工学研究科
建築学専攻

快適環境

吉村 千洋 理工学研究科
土木工学専攻

環境生態

東京工業大学ソリューション研究機構
先進エネルギー国際研究センター（AESセンター）
2010年度活動概要
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AESセンター組織の充実9
● 研究コーディネーターの採用
 小金丸美奈（4月〜）

　内野善之（7月〜）

　上田貴夫（11月〜）
● 研究者の拡充
 研究員　土橋亮太（6月〜）

 特任教授　金島正治（8月〜）

	 特任教授　白井正明（11月〜）

広報活動10
● ホームページ制作
 AESセンターのHPを公開した。（4月）

 http://aes.ssr.titech.ac.jp/

 研究推進委員会会員専用のページを設けた。

 （パスワードによるアクセス）
● 主な AES プロジェクト関連新聞記事
 日経産業新聞　1月 6日

 「複合発電、効率 50%超」（燃料電池プロジェクトの成果）

 読売新聞　 2月 7日

 「サイエンス 学び」

 （アブダビでの東工大式太陽熱発電実証試験）

 日本経済新聞　3月 11日（夕）

 「通信・電力の最新技術融合」（AESセンターの紹介）

 日本経済新聞　4月 8日

 「次世代送電網」（スマートグリッド実証試験）

 読売新聞　11月 18日

 「EV蓄電池に活用」

 （三菱商事共同研究部門のプロジェクト）

 日本経済新聞　12月 16日（夕）

 「サハラの砂から太陽電池材料」

 電気新聞　12月 21日

　「次世代空調実用化へ」HP排熱を除湿熱源
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共同研究部門の活動概要

　NTT環境エネルギー研究所、NTTファシリティーズと

東工大 AESは、スマートエネルギーネットワークにおける

需要サイドとして、コミュニティ内の分散型電源と、情報家

電や電気自動車の充電拠点などの需要家設備を高速、かつ高

信頼な次世代ネットワーク（NGN）で結び、系統側の情報

を加味したうえで、CO2の排出量やコストを削減する電気

や熱エネルギーの最適流通を図る制御技術の研究を行う。

この研究は、東京ガス㈱と JX日鉱日石エネルギー㈱とも連

携しながら、推進している。

1.1  電気自動車の効率充電を実現する
　　 蓄電複合システムの技術開発
　近年、家庭用コンセントでも充電できる電気自動車が登場

し、自動車メーカーもその開発や商品化に力を入れている。

電気自動車は、地球温暖化の防止や都市環境の改善への有望

な切り札のひとつとして、各方面から注目を集めているが、

使用電力量が増加するとともに、充電時のピーク電力の増加

により、集合住宅などに急速充電器を設置した場合、電力会

社と契約している最大使用電力を超えてしまう可能性が出て

くる。

　そこで、電気自動車の効率的な充電を実現する「蓄電複合

システム化技術開発」をNEDOからの委託研究として実施

している。急速充電器の設置に伴う使用電力量の増加に対し

て、蓄電池を組み合わせたシステムを構築し、充放電制御に

取り組んでいる。具体的には、集合住宅の電力需要データに

基づき、蓄電池と連携した制御を行うことで、充電時の最大

使用電力を抑制する急速充電器の開発である。また、その他

の研究開発項目としては、ピークカットを行うために有効な

蓄電池容量の検討、蓄電池の劣化進行を抑えるための充放電

パターンの検証、深夜電力の活用による CO2排出量の削減

効果の検証などがある。平成22年度は、こうしたシミュレー

ションを通して、制御方法やその効果を明確にすることに注

力していく。そして平成 23年度以降、場所を選定し、実際

に設備を設置した実証研究を行う予定である。

　ここで得られたデータや東京ガス㈱および JX日鉱日石エ

ネルギー㈱の実証研究で得られたデータを用いて、電気や熱

のエネルギーの面的融通を仮想的に行い、エネルギー融通に

よる省エネ効果、CO2削減効果をシミュレーションにより

検証する。

電力系統 需給データ

太陽光発電

蓄電池

太陽光
冷蔵庫

AV機器

IT機器

洗濯機

EV

燃料電池太陽光

太陽光

太陽光

太陽光発電

NGN

省CO2・省コスト

CO2排出量
把握（表示）

スマートハウス（戸建）

電力会社

電気
熱
ガス
通信

太陽熱温水

燃料電池

都市ガス網

太陽光発電

EV充電拠点
蓄電池+PV、FC

一括
受電

家電 家電
貯
湯
槽

貯
湯
槽

サーバ サーバ

サーバ

DSM/DR

DSM/DR

DSM/DR

スマートハウス（集合）

スマートエネルギー
ネットワーク

●ネットワーク（コミュニティ）内のエネルギー最適制御
●ホームICTを活用した戸建内エネルギー最適化

●需要家実データの分析　（東工大）
●家電情報・エネルギー制御システム開発（東工大G. ICE※）
●家庭内センサー制御システム開発（東工大G. ICE）
（※）G.ICE:Green ICE(Information Communication and Energy) Initiative　研究推進グループ

NTT・NTTファシリティーズ
スマートエネルギーネットワーク　共同研究部門1

図 1.1　電気や熱の最適流通を目指したスマートエネルギーネットワーク
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1.2  ホーム ICTを活用した
　　 ハウス内エネルギー最適化の実証研究
　エネルギーの最適化のために、家電チップを活用した安価

な見える化と需要家に応じた制御ツールの開発を行い、デマ

ンドレスポンス、創エネ（太陽光発電や燃料電池など）や家

電機器（冷蔵庫、洗濯機など）などと連携可能な制御性を実

 

集合住宅の電力需要データに基づいた、
充電器ユニット台数制御による契約電力の抑制

蓄電池連携による
急速充電器の開発

：蓄電池からEVへ充電

：系統からEVへ充電（台数制御有り）

：系統からEVへ充電（台数制御無し）

：系統から蓄電池へ充電

：建物の電力需要

深夜電力活用によるCO2削減

電気自動車

蓄電池
6 12 18 24時

集合住宅の電力需要データ

6 12 18 24時

kW
h

kW
h

　JX日鉱日石エネルギーと東工大 AESは、低炭素社会シス

テムの中核となるスマートエネルギーネットワークの構築を

目指し、太陽電池、燃料電池、蓄電池等を最適に融合すると

ともに、サービスステーションや製油所などの既存エネル

ギーインフラを活用し、多様な一次エネルギー資源から電気、

熱、水素といった全ての消費エネルギーを効率よく安定的か

つ低コストで供給・利用することにより、温室効果ガス排出

量の大幅削減を可能とする総合エネルギーシステムの研究開

発を行う。研究実施にあたっては、他研究部門、他業種と広

く連携し、経済産業省等が行う実証事業への積極的な参画を

図る。

2.1  マルチエネルギーステーション
　低炭素エネルギーシステムは、製油所を活用した総合エネ

ルギー基地、マルチエネルギーステーション、スマートハウ

ス、そしてこれらを繋ぐスマートエネルギーネットワークから

なる。このうち、AESとの間で具体的なプロジェクトが進め

られているマルチエネルギーステションについて紹介する。

　マルチエネルギーステーションでは、ガソリン車、クリー

ンディーゼル車、HV、PHV、EV、FCVのあらゆる自動

車へのエネルギーとサービスの提供とともに、周辺コミュニ

ティへの水素・電気・熱供給と需給調整を行うエネルギーハ

ブとしての機能を目指す。

　こうした次世代 SSコミュニティモデルの構築と実証試験

をスコープとして、当共同研究部門を母体とした次世代 SS

研究会の活動を行っている。

　具体的なプロジェクトとしては、マルチステーション要素

の一つである「蓄電・充電統合システム（BCIS）」について

は、2010年 9月にNEDO事業の採択を受けた。

　また、今後の展開においてはNTTファシリティーズのエ

ネルギー最適制御、東京ガスのスマートハウス（集合住宅）

との共同研究を実施する。

ENEOS
低炭素エネルギーシステム　共同研究部門2

図 1.2 　電気自動車の効率充電を実現する蓄電複合システムの実証

家電チップ

SGW

図 1.3　スマートハウス（戸建）

現する必要がある。そのために、家電のスマート化への機運

の高まりや省電力Wi-Fi技術の登場、家庭内への無線 LAN

の普及などを受け、家庭や小規模オフィスを想定した消費電

力、伝搬特性について省電力Wi-Fi SoCの適用性の評価を

実施している。
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太陽光発電

住宅

太陽光発電

住宅

太陽光発電

住宅

太陽光発電

住宅

中型蓄電池
（　電池）

急速充電器

需要情報

余剰グリーン電力

EV
電気

マルチステーション

電気・熱

燃料電池

水素タンク

太陽光発電

製油所水素

水素（ローリー or パイプライン）

石油系燃料タンク

ガソリン・軽油
（新燃料混合）

タンクローリー

石油・GTL・バイオ
（液体燃料）

水素

H2

H2

電気

急速充電水素

PHV,EVFCVガソリン車、
クリーンディーゼル車、
HV、PHV

FC
FC

FC

蓄
電
池

周辺コミュニティへの多様な
エネルギーの供給と需給調整

次世代自動車への
多様なエネルギーの供給

2.2  蓄電・充電統合システム（BCIS）
　2010年 9月にNEDO「蓄電複合システム化技術開発」に

採択された、蓄電・充電統合システム（BCIS=Battery & 

Charger Integration System）の概要は以下の通りである。

内容 : BCIS（運用管理・制御技術）の開発。急速充電時のピー

クカット効果や、コミュニティの電力需給調整機能の検証を

行う。

意義 : 蓄電池を有したエネルギーステーションとしての SS

の可能性を検討。波及効果としてコミュニティ電力需給調整

機能や災害時の電力供給拠点機能を期待。

メンバー : 東工大 AES、NEC、JXE

期間 : 平成 22年度〜平成 23年度

　　　（23年度末にステージゲート）

図 2.1　マルチエネルギーステーション

図 2.2　蓄電・充電統合システム（BCIS）

共同研究部門の活動概要
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　東京ガスと東工大 AESは、低炭素社会の実現に資する先

進的エネルギーシステムを確立する事を目的に、経済産業省

が行っているスマートシティの実証事業に参画、産官学のノ

ウハウを活かして、分散型エネルギーと再生可能エネルギー

を組合せ電力・熱を融通するスマートエネルギーネットワー

クを構築してエネルギー消費を削減、低炭素化をはかる研究

を実施する。なお研究にあたっては、NTT/NTTファシリ

ティーズ、JX日鉱日石エネルギー他と連携を取りながら実

施する。以下に、現在実施中の 2テーマについて報告する。

 

 

太陽光発電・燃料電池電力　　　
の全住戸間相互利用

ニッケル水素電池、　
蓄電池付急速充電器の活用

充放電対応型　
電気自動車活用

次世代燃料電池の活用　

消費機器利用　　
のタイムシフト

ガス・電力の
見える化、
スマートメーター、　　
HEMSの活用　

太陽熱集熱装置 太陽光発電装置

蓄電池

充放電可能　
電気自動車

CEMS

熱
電気

熱源機
機
源
熱

機
源
熱

機
源
熱

燃料電池

燃料電池

SOLAMO

家電

風呂・床暖房等

家電

風呂・床暖房等

家電

風呂・床暖房等

家電

風呂・床暖房等

家電

風呂・床暖房等

家電

風呂・床暖房等

家電

風呂・床暖房等

家電

風呂・床暖房等

次世代燃料電池 次世代燃料電池

NEDO「蓄電複合システム化開発」事業

ホ
ー
ム
デ
ィ

ス
プ
レ
イ

ホ
ー
ム
デ
ィ

ス
プ
レ
イ

ホ
ー
ム
デ
ィ

ス
プ
レ
イ

ホ
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ィ

ス
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ィ
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イ
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ィ

ス
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イ
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ス
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イ

貯
湯

タ
ン
ク

熱源機

貯
湯

タ
ン
ク

貯
湯

タ
ン
ク

貯
湯

タ
ン
ク

発
電

ユ
ニ
ッ
ト

発
電

ユ
ニ
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ト

熱源機

貯
湯

タ
ン
ク

発
電

ユ
ニ
ッ
ト

機
源
熱

機
源
熱

貯
湯

タ
ン
ク

貯
湯

タ
ン
ク

発
電

ユ
ニ
ッ
ト

燃料電池廃熱等
の住戸間融通　

ホ
ー
ム
デ
ィ

ス
プ
レ
イ

3.1  「スマートハウス」（新築集合住宅）の実証
　横浜市磯子区に東京ガス社宅を新設（24戸）し、下記に

示すような最新設備を導入した集合住宅を利用して 2012年

度から実証を行う。

　また、集合住宅における燃料電池と蓄電池を組み合わせた

エネルギーマネジメント実証及び蓄電池付電気自動車急速充

電器及び複数蓄電池の共同利用の研究開発についてNEDO

「蓄電複合システム化技術開発」の補助金の採択を 2010年

9月に受け、今後NTTファシリティーズ等と共同実施する。

また、太陽光発電・燃料電池電力の余剰電力の有効活用につ

いてNTT/NTTファシリティズ（ネットワーク内のエネル

ギーの最適制御）・JX日鉱日石エネルギー（マルチエネルギー

ステーション）と共同研究を実施する。

東京ガス
スマートエネルギーネットワーク　共同研究部門3

図 3.1　集合住宅でのスマートハウス実証
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蓄電複合システム化
技術開発

（H22～H26，数百億円規模）

次世代エネルギー・社会システム
実証事業（横浜地域）
（H22～，数百億円規模）

次世代空調システム
プロジェクト

（H21～H22，2億円）

次世代送配電系統
最適制御技術実証事業
（H22～H24，21億円）

負荷平準化機器
導入効果実証事業
（H21～H22，11億円）

分散型新エネルギー大量導入
促進系統安定対策事業

(H21～H23，18億円)
※東電分の分析を黒川特任教授にて実施

※括弧内は実施期間と事業予算総額

　東京電力と東工大 AESセンターは、経済産業省が行って

いる次世代のエネルギー・社会システムに関する複数の実証

事業プロジェクトに参画し、産学官の知見を結集して低炭素

社会実現へ向けたソリューションを創発している。

　当共同研究部門では、既にプロジェクト化したソリュー

ション研究を推進すると共に、新たなる研究プロジェクトの

立ち上げを目指している。下記の 4テーマの研究が進行中

の他、新たな研究プロジェクト候補となるソリューション研

究の立ち上げに取り組んでいる。

　以下では、国の実証事業プロジェクトとして行われている

2つのテーマについて紹介する。

3.2  建物間のスマート化
　　	「スマートエネルギーネットワーク実証」
　経済産業省の「分散型エネルギー複合最適化実証事業」の

補助金の採択を 2010年 5月に受け、荒川区の事業協力を得

て東京都荒川区南千住において、複数の建物間で電力・熱の

融通等を行い融通効果検証や太陽熱とコジェネ廃熱を組合わ

せ優先的に太陽熱を活用する熱源統合制御や太陽光発電出力

変動を補完するコジェネ運転制御等の実証を行う。

　特に、エリア内全体のリアルタイムエネルギーデータを活

用し、スマートエネルギーネットワーク導入による省エネ・

CO2削減効果を「見える化」するシステムについて東工大

AESセンターと共同で開発する。

東京電力
先進電力システム　共同研究部門4

図 3.2　スマートエネルギーネットワーク実証事業の概要

図 4.1　日本の低炭素対策への取組み（スマートグリッド関連）

共同研究部門の活動概要

業務用建物2

東京ガス千住事業所
モデルハウス

別棟荒川区道

明治道り

太陽熱
集熱装置

太陽光
発電装置

コージェネ

太陽熱、コージェネ廃熱
温水（暖房）

電力
浄水

温水（給湯）

駐車場

100m
N

駐車場

給湯
システム

太陽熱集熱装置

熱源
システム

制御管理
システム

コ
ー
ジ
ェ
ネ

荒川区
特別養護老人ホーム
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パワエレ機器の高機能化
担当：赤木教授

AES
サブプロジェクトとの協調

センター長：柏木教授

AESセンター

太陽電池技術開発動向
担当：小長井教授　

太陽光発電システムと電力系統
担当：黒川特任教授

ヒートポンプ高効率化
担当：加藤准教授　

検討中

スマートパワーネットワーク
担当：赤木教授

次世代空調システム
担当：佐藤教授　

検討中

研究代表：赤木教授

研究副代表：陶特任教授

研究副代表：陶特任教授

先進電力システム共同研究部門
東京電力

4.1  スマートパワーネットワーク
　　（次世代送配電系統最適制御技術実証事業）
　2020年までに太陽光発電 2800万 kWの導入目標と系統

安定化を両立するために、大規模電源から家庭までの送配電

の全体制御・協調による高信頼度・高品質の電力供給システ

ムの構築が必要となる。本事業では太陽光発電の大量導入時

の課題（①周波数調整不足、②電圧上昇）を軽減すべく、技

術実証を行う。

　本プロジェクトは、2008年 11月に赤木教授をリーダ

とした 8法人（後に 9法人）による予備検討体制を東工大

AESセンター内に立ち上げ、半年をかけプロジェクトの目

指す方向を決め実施骨格を確立した。その後「オールジャパ

ン」をより強く志向し、他大学およびさらに多くの企業が合

流する形となり、その結果、3大学（東京工業大学・東大・

早大）の他、東京電力を含む 9電力 +電中研、メーカなど

全 28法人で実証事業へ共同申請を行い、2010年の 5月 21

日に採択が決定している。平成 22年度は三年間の事業の一

年目であり、現在主に技術実証のための実験計画策定と設備

設計とを鋭意進めている。

図 4.2 　東京電力共同研究部門の研究体制
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4.2  次世代空調システム
　AESセンターのサブプロジェクトの一つである本プロ

ジェクトでは、ヒートポンプを活用し、空気質の向上により

従来のエネルギー有効利用、環境負荷低減に加え、快適性・

高機能を追求する次世代空調システムの開発と実証を行う。

2009〜 2010の 2年間において、総額 1.86億円の約 2/3に

該当する 1.24億円をNEDOの開発を助成金にて賄う。

　研究目標としている COP 4.8に対して現在の所 COP 

4.6、また除湿量 9.81g/kgに対して 8.80 g/kgと非常に良い

結果が出ている。今後はシステムの一部改善を図り、目標値

であるシステム COP 4.8の達成を目指すと共に、中間期等

における部分負荷時における高効率運転まで含めた通年での

システム COPの向上を目指す。また、高気質化を目的とし

たデシカントローターによる CO2吸着の可能性についても

並行して検討を進めていく。

デモシステム

デモシステム運転試験結果　※他システムとの比較

共同研究部門の活動概要

デシカントローター・2

デモシステム外観写真
（高砂熱学工業 総合研究所）

デモシステムにおける換気ユニット
（高砂熱学工業 総合研究所）

換気ユニット内部写真
（三菱電機）

項目 単位 条件

室内 乾球温度 ℃ 26.0

相対湿度 ％ 50.0

絶対湿度 g/m3 10.49

室外 乾球温度 ℃ 33.0

相対湿度 ％ 61.6

絶対湿度 g/m3 19.50

表１．デモシステムにおける試験条件

開発機器
（目標値）

開発機器
（実測値）

高効率ターボ
（COP6.4）

+AHU

シ
ス
テ
ム

C
O

P［
－
］

5.0

4.8

4.6

4.4

4.2

4.0

3.8

3.6

3.4

3.2

3.0

4.80
4.60 4.55

表２．目標値と試験結果（2010/8 時点）

項目 単位 目標値 実測値 比率

冷房能力 kw 14 14 100%

消費電力 kw 2.92 3.05 104.5%

システム CCP ─ 4.8 4.6 95.8%

除湿量 g/m3 9.01 8.80 97.7%
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工場 P

EV
走行中 EV

走行中 EV
充放電充放電

リユース
EV

PC PC PC

FEMS EIS

　2010年 1月より東工大と三菱商事は共同研究として、需

要家側における再生可能エネルギー有効利用に関する技術開

発を検討してきたが、平成 22年度NEDO公募の蓄電複合

システム化技術開発に関するプロジェクトに「電機自動車に

搭載した蓄電池を他用途に利活用するための要素技術の研究

開発」として応募し、2年間のプロジェクトとして採択され

た。同プロジェクトでは図 5.1の通り、NEDOと三菱商事

が共同研究契約を締結、東工大は三菱商事に対して技術的指

導・助言を行い、産学官の知見を結集して再生可能エネルギー

を最適化し、電力系統への影響を最小化するための「エネル

ギーマネジメントシステム（EMS）」を確立する。同プロジェ

クトは三菱商事の他、三菱電機、三菱自動車工業がNEDO

との研究開発に携わっている。

　

　同プロジェクトの中で、東工大 -三菱商事は以下項目を担

当する。
● V2Xでのユースケース等の分析
● 工場におけるエネルギー管理システム（FEMS）の開発の

うち、電気自動車用蓄電池のリユースに関する検討
● 汎用性の高い電気自動車向け EV Integration System

（EIS）の開発のうち、V2Xを実施する際に必要となるア

グリゲータ向けの共通基盤モデルの開発研究の全体像は以

下の通りである。

5.1 研究目的
　電気自動車、定置用蓄電池といった蓄電池を設置した工

場構内において最適なエネルギー管理が可能なシステム

（FEMS: Factory Energy Management System）を開発し、

その有効性を検証する。

　また、電気自動車の蓄電池を車両の走行用以外に利活用

する（V2X）ために、車側からの情報提供の仕様を検討し、

FEMSへの情報提供を行うシステム（EIS : Electric Vehicle 

Integration System）を開発する。

5.2 研究概要
　本研究において開発する技術内容は、大きく以下の 2つ

からなる。

① 蓄電池エネルギー管理システムの開発
　電気自動車、定置用蓄電池（電気自動車から取り外した使

用済みの蓄電池）、パワーコンディショナー（PCS）と太陽

光発電（PV）を設置した構内における最適なエネルギー管

理システムの有効性を検証する。

　エネルギー管理システムを設置する場所は、三菱自動車工

業名古屋製作所（岡崎工場）・生産本館とする。

② 電気自動車からの情報の統合化技術の開発
　電気自動車の蓄電池を利活用するための車側からの情報提

供の仕様を検討し、電気自動車ユーザが許容できる充放電電

力量についての、時間帯や許容量についてのマップ情報を、

最終的には車両の位置情報を合わせて、系統運用者に受け渡

す最適な方法を検証する。これは、系統運用者が、これら情

報をもとにして、系統制御に利用できる電気自動車の蓄電池

を把握し、制御することを可能とすることを想定したものと

する。

三菱商事
再生可能エネルギー共同研究部門5

図 5.2　蓄電池エネルギー管理システムの概要

三菱商事

共同研究

共同研究

指導
助言等

東京工業大学

三菱電機 三菱自動車工業

NEDO

図 5.1　プロジェクトの研究体制
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国立大学法人東京工業大学受託研究取扱規則第 4条に掲げる条件を遵守の上、

下記のとおり「受託研究」の申込みをします。

記

1 研究題目　先進エネルギーシステム研究

2 研究目的　地球温暖化回避と安定したエネルギー利用環境を実現するために必要な持続可能

社会のエネルギーシステムを確立する。

3 研究内容　先進的エネルギーシステム構築に必要な要素ごとにサブプロジェクトを創生し、

これらの調和を取りながら推進することで、研究目的の達成を目指す。

4 研究に要する経費 直接経費 770,000　円

  間接経費 230,000　円　*直接経費の 30%を原則とします

  合計 　　　1,000,000　円

  （消費税及び地方消費税を含む。）

5 研究期間 平成 23年 4月 1日〜平成 24年 3月 31日

6 委託希望教員氏名

 ソリューション研究機構 教授　柏木孝夫

7 研究用機器等の提供

 なし

8 その他

別紙第 1号様式

平成　　年　　月　　日

国立大学法人

東京工業大学産学連携推進本部長　殿

住所

氏名　（名称 ,代表者）　　　　　　　印

「受 託 研 究」申 込 書

*連絡担当者、連絡先（電話、Email等）をご記入願います。
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国立大学法人東京工業大学（以下「甲」と
いう。）と、＊＊＊株式会社（以下「乙」と
いう。）とは、甲が乙の委託を受け、甲の
組織する研究推進委員会（以下「本委員会」
という。）を通じて実施する研究の基本的
事項に関し、以下の通り契約を締結する。

（目的）
第 1条　本契約は、甲が、乙及び他の企
業の委託を受け、甲が組織し、乙及び他の
企業が委員として参加する本委員会を通じ
て実施する研究について、乙が、技術的、
経済的に当該研究を支援し、かつ、甲が、
乙及び他の企業による当該研究の成果の利
用又は当該研究の成果に基づく甲と乙及び
他の企業との間の共同研究その他の協力関
係への発展を図ることにより、甲における
研究機会の拡大並びに乙及び他の企業にお
ける製品開発の促進及びサービスの向上に
資することを目的とする。

（定義）
第 2条　本契約において、次の各号に掲
げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ
ろによる。
（1） 本研究　甲が、乙の委託を受けて行う

別紙の 1記載の研究をいう。
（2） 発明等　本研究の過程において、又は

本研究の結果として得られた発明、考
案、意匠、商標、回路配置及び品種を
いう。

（3） 特許等　発明等に関する特許、実用新
案登録、意匠登録、商標登録、回路配
置利用権の設定登録及び品種登録（外
国におけるこれらの制度に相当するも
のを含む。）をいう。

（4） 特許等を受ける権利　発明等に関する
特許等を受ける権利（外国において特
許等を受ける権利を含む。）をいう。

（5） 特許権等　発明等に関する特許権、実
用新案権、意匠権、商標権及び回路配
置利用権及び育成者権（外国における
これらの権利に相当するものを含む。）
をいう。 

（6） プログラム等著作権　本研究の過程に
おいて、又は本研究の結果として得ら
れたプログラム及びデータベースの著

作権（外国におけるこれらの権利に相
当するものを含む。）をいう。

（7） ノウハウ　本研究の過程において、又
は本研究の結果として得られた営業秘
密その他事業活動に有用な技術上又は
営業上の情報であって、秘密として管
理され、かつ、公然と知られていない
ものをいう。

（8） 研究成果　発明等、特許等を受ける権
利、特許権等、プログラム等著作権、
ノウハウ及び本研究の過程において、
又は本研究の結果として得られた有体
物をいう。

（9） 実施・実施権　発明、考案及び意匠を
実施する行為、商標を使用する行為、
回路配置、品種及び著作物を利用する
行為及びノウハウを使用する行為をす
ること並びにこれらの行為に関する権
利をいう。

（本研究の実施）
第 3条　甲は、自己の知識と経験に基づき、
効率的かつ効果的に本研究を実施する。な
お、本研究の実施の細目については、別添
「研究実施計画書」においてこれを定める。
2 甲は、本委員会を通じて本研究を実施
する。なお、組織、委員資格、費用、
秘密保持その他本委員会の運営の細目
については、別に定める。

（本研究の期間）
第 4条　本研究を実施する期間（以下「研
究期間」という。）は、別紙の 2記載の通
りとする。ただし、甲は、本委員会に意見
を求め、当該意見を参酌して研究期間を伸
長し、又は短縮することができる。

（研究担当者等）
第 5条　甲は、研究担当者（甲の研究者
であって、本研究を担当し、実施する者を
いう。以下同じ。）として、別紙の 3記載
の者を指名する。
2 甲は、研究代表者（研究担当者であっ
て、本研究を統括する者をいう。以下
同じ。）として、研究担当者であって、
別紙の 3において研究代表者の表示
のある者を指名する。

3 甲は、研究担当者又は研究代表者を追
加し、又は変更しようとするときは、
本委員会に意見を求め、当該意見を参
酌しなければならない。

4 甲は、研究協力者（甲の研究者と共同
して、又は甲の研究者と分担して、本
研究を担当し、実施する者をいう。以
下同じ。）として、自己の研究者以外
の者を指名しようとするときは、本委
員会に意見を求め、当該意見を参酌し
なければならない。なお、甲の研究協
力者を甲の研究担当者とみなし、本契
約の各条項を適用する。

5 甲は、本研究の全部又は一部について、
第三者にこれを委託し、又は請負わせ
てはならない。

（研究情報の開示・提供）
第 6条　乙は、自己の判断に従い、自己
が保有する情報（試料を含む。）であって
本研究の実施に必要とするもの（第三者と
の関係において、開示又は提供に関する制
限のある情報を除く。以下「研究情報」と
いう。）を随時甲に開示し、又は提供する。
2 甲は、本研究の終了後において、有形
的方法により乙から開示又は提供を受
けた研究情報があるときは、乙の要求
に従い、これを乙に返還し、又は廃棄
しなければならない。

3 乙は、研究情報が、本研究の目的に適
合すること及び第三者の権利を侵害し
ないことについて保証しない。

（費用）
第 7条　乙は、甲における本研究の実施
に要する経費として、別紙の 4に定める
費用を甲に支払う。

（費用の支払い）
第 8条　乙は、甲の会計担当役の発行す
る請求書の発行の日の翌日から 30日後の
日（その日が土曜日、日曜日又は祝日のと
きは、その日の翌日とする。）までに、甲
の指定する銀行口座への振込みの方法によ
り、費用を甲に支払う。
2 乙は、費用の支払いを遅延したときは、
遅延 1日につき年 5%の割合による

受託研究契約書
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遅延損害金を甲に支払わなければなら
ない。

（費用の管理）
第 9条　甲は、自己の規則に定める方法
により、費用を管理し、費用の管理に関す
る記録を作成し、かつ、自己の規則に定め
る期間中、当該記録を保存しなければなら
ない。
2 甲は、乙が、前項に規定する期間中、
費用の管理に関する記録の閲覧又は費
用の管理に関する報告書の提出を甲に
申し出たときは、これに応じなければ
ならない。

3 甲が、費用を本研究に要する物品の購
入費に充てた場合、当該物品は、甲の
所有とする。

（費用の不足・余剰）
第 10条　甲は、本研究が研究期間の中途
において終了した場合又は研究期間を短縮
した場合において、費用に余剰を生じたと
きは、本委員会に意見を求め、当該意見を
参酌して余剰となった当該費用の取扱いを
定める。
2 甲は、研究期間を伸長する場合におい
て、費用に不足を生ずるときは、本委
員会に意見を求め、当該意見を参酌し
て費用の当該不足部分の取扱いを定め
る。

（成果報告書）
第 11条　甲は、研究期間終了の時までに、
研究成果に関する報告書を作成し、これを
本委員会に提出しなければならない。

（ノウハウの確認）
第 12条　甲は、前条に規定する報告書中
のノウハウであって、本委員会の確認を得
たものについて、当該確認の時から 3年間、
これを秘匿する。ただし、甲は、本委員会
に意見を求め、当該意見を参酌して当該期
間を伸長し、又は短縮することができる。

（研究成果の帰属）
第 13条　研究担当者が研究成果を得た場
合において、甲が当該研究担当者から当該

研究成果に関する権利を取得したときは、
当該研究成果に関する権利は、甲の単独所
有とする。
2 甲は、研究成果中のプログラム等著作
権及びノウハウの取扱いについて、本
委員会に意見を求め、当該意見を参酌
して前項の規定と異なる定めをするこ
とができる。

（特許等の出願）
第 14条　甲は、発明等に関し、特許等の
出願及び特許権等の維持の要否を決定する
ときは、本委員会に意見を求め、当該意見
を参酌しなければならない。
2　甲は、外国における発明等に関する特
許等の出願及び特許権等の維持の要否を決
定するときは、本委員会に意見を求め、当
該意見を参酌しなければならない。

（特許権等の実施権許諾）
第 15条　甲は、乙が、特許権等（特許権
等の成立前においては、発明等に関する権
利とする。以下本条において同じ。）につ
いて、実施権の許諾を受けたい旨を甲に申
し出たときは、実施権（非独占的通常実施
権とする。）を乙に許諾する。この場合、
乙は、当該実施権の許諾の対価として、実
施料を甲に支払わなければならない。なお、
甲が、実施料の額又は率、許諾の期間その
他乙に対する当該実施権の許諾の条件を定
める場合、当該実施権の許諾の条件は、第
三者に対する実施権許諾の条件と同等のも
の又は乙にとってより有利なものであるこ
とを要し、かつ、甲は、当該実施権の許諾
の条件について、本委員会の承認を得なけ
ればならない。
2 甲が、発明等又は特許権等について、

実施権を乙の子会社等（乙が、その総
株主の議決権の過半数を有する株式会
社及びもっぱら乙の事業ために、発明
等を実施した製品を製造する者をい
う。以下同じ。）に許諾する場合は、
これを甲の乙に対する当該実施権の許
諾とみなし、前項の規定を適用する。

（権利の譲渡・放棄）
第 16条　甲は、本委員会の存続する期間

中において、発明等に関する特許等を受け
る権利又は特許権等を第三者に譲渡し、又
は放棄しようとするときは、本委員会に意
見を求め、当該意見を参酌しなければなら
ない。

（プログラム等著作権・ノウハウの使用等）
第 17条　プログラム等著作権及びノウハ
ウに関する使用権の許諾並びにプログラム
等著作権及びノウハウの譲渡及び放棄につ
いては、前 2条の規定を準用する。ただし、
甲は、本委員会に意見を求め、当該意見を
参酌してこれらの規定と異なる定めをする
ことができる。

（秘密保持）
第 18条　甲及び乙は、研究期間中はもと
より、研究期間終了後 3年間は、相手方
の書面による事前の承諾なしに、研究成果
中の情報であって、甲が、本委員会に意見
を求め、当該意見を参酌して指定するもの
及び本研究に関して相手方から開示又は提
供を受けた次の情報（研究情報を含む。以
下「秘密情報」という。）を第三者に開示し、
又は漏洩してはならない。
（1） 相手方の技術上・営業上の情報であっ

て、相手方が、文書、図面その他有形
的方法により開示し、又は提供するに
際し、当該有形的方法上に秘密である
旨を表示したもの

（2） 相手方の技術上・営業上の情報であっ
て、相手方が、口頭その他無形的方法
により開示し、又は提供するに際し、
秘密である旨を表示し、かつ、開示後
30日以内に、書面をもって秘密であ
る旨を通知したもの

2 相手方から開示又は提供を受けた情報
であっても、次の各号に該当するもの
は、秘密情報に該当しない。

（1） 相手方から開示又は提供を受けた時
に、既に保有していたもの

（2） 相手方から開示又は提供を受けた時
に、既に公知であったもの

（3） 相手方から開示又は提供を受けた後
に、自己の責めによることなく、公知
となったもの

（4） 正当な権原を有する第三者から、守秘
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義務を負うことなく適法に取得したも
の

（5） 相手方から開示又は提供を受けた秘密
情報によることなく、独自に開発し、
又は取得したもの

3 甲及び乙は、第 1項の規定にかかわ
らず、甲の教員又は職員であって、本
研究に関与する者（研究担当者を含
む。）及び乙の役員又は従業員であっ
て、本研究に関与する者に秘密情報を
開示することができる。この場合、甲
及び乙は、当該教員若しくは職員（教
員若しくは職員であった者を含む。）
又は役員若しくは従業員（役員若しく
は従業員であった者を含む。）に対し、
本契約上の自己の義務と同様の義務を
課し、当該教員若しくは職員又は当該
役員若しくは従業員の義務の履行につ
いて一切の責任を負わなければならな
い。

（秘密情報の使用）
第 19条　甲は、研究期間中及び研究期間
終了後 3年間は、乙の書面による事前の
承諾なしに、本研究の目的以外の目的のた
めに、乙から開示又は提供を受けた秘密情
報を使用してはならない。

（研究成果の公開・発表）
第 20条　甲は、研究成果を公開し、又は
発表するときは、当該公開又は発表の内容、
時期及び方法について、本委員会の意見を
求め、当該意見を参酌しなければならない。

（契約の解約）
第 21条　甲及び乙は、相手方に故意又は
過失による本契約上の義務の不履行があっ
た場合において、当該義務の不履行を是正
するよう相手方に催告し、かつ、相手方が、
催告の受領後 30日以内に当該義務の不履
行を是正しなかったときは、本契約を解約
することができる。

（損害の賠償）
第 22条　甲又は乙は、相手方に故意若し
くは過失に基づく本契約上の義務の不履行
があった場合において、当該義務の不履行

により、損害を被ったときは、相手方に対
してその損害の賠償を請求することができ
る。

（契約の有効期間）
第 23条　本契約の有効期間は、研究期間
と同一期間とする。

（契約終了後の措置）
第 24条　第 9条（費用の管理）、第 11条
（成果報告書）、第 12条（ノウハウの確認）、
第 13条（研究成果の帰属）、第 14条（特
許等の出願）、第 15条（特許権等の実施
権許諾）、第 16条（権利の譲渡・放棄）、
第 17条（プログラム等著作権・ノウハウ
の使用等）、第 18条（秘密保持）、第 19

条（秘密情報の使用）、第 20条（研究成
果の公開・発表）、第 22条（損害の賠償）
及び第 26条（裁判管轄）の各条項は、本
契約の終了後においても、各条項に定める
期間中又は各条項の目的とする事項が消滅
するまでの期間中、なおその効力を有する。

（協議）
第 25条　本契約に定めのない事項及び本
契約に関する疑義を生じたときは、甲乙協
議の上、これを定める。

（裁判管轄）
第 26条　本契約に関する紛争については、
東京地方裁判所をもって、第一審の専属的
合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として本書 2通を作成し、
甲乙記名捺印の上各 1通を保有する。

平成＊＊年（20＊＊年） ＊＊月＊＊日

甲　東京 都目黒区大岡山二丁目 12番 1号
　　国立大学法人東京工業大学　
　　理事・副学長　産学連携推進本部長
　　伊澤達夫

乙　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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