【全面広告】日本経済新聞（朝刊）2017年11月２9日（水曜日）掲載

IoT

産業
業務

民生

第１
１部
部
第

国家戦略と超スマート社会への展望

我が国の科学技術イノベーション戦略

第２
２部
部
第

学からみた超スマート社会とエネルギー技術
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【研究推進委員会参加企業】
IHI、アイ・ディー・エー、イワテック、英弘精機、大阪ガス、大林組、鹿島建設、川崎重工業、協和エクシオ、京葉瓦斯、神戸製鋼所、西部ガス、三機工業、
GSユアサ、JFEエンジニアリング、静岡ガス、清水建設、住友電気工業、大成建設、大和ハウス工業、竹中工務店、中部ガス、テス・エンジニアリング、
東急建設、東京ガスエンジニアリングソリューションズ、東芝三菱電機産業システム、東邦ガス、巴商会、日揮、日建設計、日本環境技研、日本設計、
日本総合研究所、日本電技、バイオマスエナジー、日比谷総合設備、北海道ガス、本田技研工業、前田建設工業、三浦工業、三菱電機、
矢崎エナジーシステム、ヤンマーエネルギーシステム、横河ソリューションサービス、横河電機
【自治体オブザーバー会員】
岩手県八幡平市、大分県豊後大野市、沖縄県久米島町、群馬県中之条町、静岡県、静岡県浜松市、静岡県富士市、千葉県浦安市、長崎県、長崎県対馬市、
兵庫県、兵庫県淡路市、北海道石狩市、三重県南伊勢町、山梨県
（２017年11月現在）
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A I/ I oTによる社会インフラ高度化

「超スマート社会」が現実味を帯び、人工知能（AI）やすべてのモノがインターネットにつながるIoTが注目されている。東京
工業大学先進エネルギー国際研究センター（AESセンター）は10月26日、東京・大岡山のくらまえホールでシンポジウムを開
催。超スマート社会実現に向けた分散型エネルギーシステム構築の意義などについて議論を深めた。
なお、当日の資料は公開されており、AESセンターのホームページからダウンロードできる（http://aes.ssr.titech.ac.jp/data）。
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AI／IoTによる超スマート社会とエネルギーネットワーク
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東京工業大学AＥSセンターは、低炭素化社会の実現を目指して、2010年
に産官学連携によるオープンイノベーション拠点として設立された。現在、
共同研究講座設置企業6社、研究推進委員会参加企業45社、自治体オブザー
バー会員15団体によって構成されており、学内外の大学教員と連携して次
世代エネルギーシステム実現に向けた研究プロジェクトを推進している。
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電力・エネルギー業務本部ＣＴＯ
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環境事業本部長
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各種AI技術の社会実装を進める

五十嵐氏

SS拠点に新サービスを提供

青木氏

地域新電力事業やBEMSを展開

クラウド

東京工業大学 先進エネルギー国際研究センター（AESセンター）第10回シンポジウム

