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▶はじめに
今から約２年前、資源・エネルギーに関する業務を担

当していた際、とある地方の企業を訪問した。役員の

方々を前にした私は、国に対する要望は何か、と役人の

常套句の質問をした。返ってきた答えは、「イノベー

ション環境を作って欲しい。自分たちが付き合うべき学

者や、企業との出会いの場が必要だ」。規制緩和か手続

き簡素化かと待ち構えていた私は驚いた。サンフランシ

スコやテルアビブのＶＢ、ＶＣ、美しい海岸や美味なワ

インが記憶に蘇り、狼狽しながら、多面的なアプローチ

の必要性と困難さを話した。

因果は巡るものだ。現在、研究開発環境を改善すべく、

オープンイノベーション（以下ＯＩ）の促進、研究開発

型ベンチャー支援、産学官連携、研究開発税制の改正な

どに取り組んでいる。２年前投げかけられた言葉への適

切な回答はこれだろうか、と自問自答を繰り返している。

▶ＯＩに関する我が国の現状
我が国の研究開発投資は、企業負担額が約13.6兆円

（72%）と大宗を占めている。研究費は、企業・大学・公

的研究機関それぞれの中で殆ど消費され、組織を越えた

やりとりが極めて限定的である。特に、企業から大学に

流れる研究費は、企業負担額の0.7％に過ぎない。公的研

究機関と合わせても0.9％である。これに比べドイツでは、

企業負担額全体の6.0％が大学・公的研究機関に流れてい

る。逆に、大学・公的研究機関の研究開発費に占める企

業負担額の割合はOECD平均の5.0%を下回る2.5％に留まっ

ており、主要国と比して低い水準にある。

こうした現実を踏まえ、日本再興戦略2016では、2025
年度までに大学等に対する企業からの投資額を3倍とする
ことを目標として掲げている。大学と民間企業との共同

研究や受託研究については、総額的には少ないながらも

件数・金額は増加傾向であるが、大学発ベンチャーの総

数は1800社程度でここ数年、頭打ちの傾向にある。なお、

単年黒字化企業が５割を越え、累積赤字を解消している

企業も３割を越え、経営状況は改善傾向にある。

▶ＯＩを促進する施策
ＯＩを促進するため、経済産業省としては、①研究開

発に取り組む人・組織の意識改革、②破壊的イノベー

ションを産む研究開発型ベンチャーの支援、③研究開発

への投資促進（税制）の３つの側面から施策を展開して

きている。

①意識改革～オープンイノベーション・ベンチャー創造

協議会（ＪＯＩＣ）の活動支援～

ＯＩの推進事例の共有や啓発普及活動、政策提言など

を実施するため、2015年2月にオープンイノベーション協

議会を設立。2017年3月にベンチャー創造協議会と合併し、

現在の形となっている。セミナー、ワークショップ、

ピッチイベント等を実施しているところである。特に昨

年度は、日本のＯＩの取り組みの現状を可視化し広く共

有することを目的に、「オープンイノベーション白書
初版」を取りまとめた。白書では、関連するデータを集
約すると共に、また、既に試行錯誤を繰り返しながらＯＩ

によって一定の成果をあげている国内外の事例などをま

とめている。現在、第２版を刊行すべく作業中である。

②研究開発型ベンチャーの支援

これについてはNEDOを通じた段階的な支援策がある。

・TCP（Technology Commercialization Program)

大学発の起業家など起業意識のある研究者を支援する

プログラム。専門家によるビジネスプランの作成支援・

メンタリング、ピッチコンテストによるマッチングの機

会などが提供される。
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・SUI（Start‐Up Innovators）

スタートアップイノベーター支援事業。具体的な技術

シーズを活用した事業構想を有する起業家候補を支援す

るもの。ビジネスプラン作成、市場調査、試作品設計・

製作等、研究開発型VBの立ち上げに必要な活動を、事業

カタライザー（起業・事業化に向けた指導を行う専門

家）によるハンズオン支援のもとで行う。

・STS（Seed‐stage Technology‐based Startups）

シード期の研究開発型ベンチャー事業化支援事業。VC

等と協調し、シード期にある研究開発型ベンチャーを支

援するもの。NEDOが助成、認定VCが出資を行う方式で、

VCの出資を促進することを目的とする。

・SCA（Startups in Corporate Alliance）

企業間連携スタートアップ支援事業。事業会社と共同

研究等を行う研究開発型VBに対し助成を行うプログラム。

共同研究先の事業会社経費は助成対象外。

・中堅・中小企業への橋渡し研究開発支援
その他、中堅・中小企業が、大学や公設試などの「橋

渡し研究機関」の能力を活用して実用化に向けた研究開

発を行う場合、中堅・中小企業に対して助成を行うもの

がある。

③研究開発税制（ＯＩ型）

研究開発税制は、研究開発への投資を税制面から積極

的に支援する目的で創設されている。

平成２７年度からは、ＯＩを後押しするための制度を

拡充。共同・委託研究等の費用について、相手側が民間

企業の場合は税額控除率が特別試験研究費の２０％だが、

相手側が大学・特別研究機関の場合は３０％となる。控

除上限についてもＯＩ型の税制を活用すれば、通常より

５％上乗せになる。大学にとっても民間資金を呼び込む

ためのツールとしてご活用頂けると思う。

▶ 大学への期待
2025年度までに大学等に対する企業からの投資額を３

倍とするためには、共同研究の本格的な推進が必要であ

る。このため、経済産業省と文部科学省が共同で策定し

た「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライ
ン」の中で、資金・知・人材の好循環の在り方を記載し
つつ、本部機能の強化を挙げている。産学連携本部に、

学内の研究事例等の情報や専門人材を集中させ、ワンス

トップでの管理や研究提案を行うなどの本部機能を強化

し、大学の経営として戦略的に取り組むという方向性が

提案されている。

また、大学等が共同研究の相手方である企業に対し、

Investor Relations的な発想に基づき自らの研究領域、研究

支援体制などの強みを「見える化」し、共同研究のマッ

チングにおいて活用できる仕組みも必要である。このた

め、「産学官共同研究におけるマッチング促進のための
大学ファクトブック－パイロット版－」を本年４月に刊
行し、現在正式版の作業中である。

大学の皆様が、ガイドライン、ファクトブックを参考

にされつつ改革に取り組まれ、支援制度を活用し、ＯＩ

の推進をしていただけることを期待している。

▶ おわりに
ＯＩ環境を醸成する施策はメニューが多様である。評

判の良い施策もあるが、企業文化として根付かせていく

ためには、まだ工夫が必要だ。皆様のお知恵をお借りし

ながら、施策もＯＩで進める所存である。

また、ＡＥＳは、知の共有だけでなく、緊張を解き、

顔を合わせて語る機会があり、まさにＯＩの場である。

この場を契機に共同研究が開始され、研究開発税制や政

府予算を利用して頂けるようであれば幸いである。

3

ＯＩ白書初版研究開発型ベンチャー支援事業の位置づけ



4

No.11 Autumn 2017

◆開催報告

始めに、今回のオブザーバー参加（FCOパワー㈱、三井

不動産㈱）を紹介した。続いて今後の予定としてイブニン

グセミナー（10月4日）、柏木センター長懇談会（10月

18日）、第10回シンポジウム（10月26日）、宇都宮市研

修会（11/17）、次回研究推進委員会（2月または3月）

の開催を連絡した。

講演会では柏木孝夫センター長が、国で議論が始まった

エネルギー基本計画の注意すべき視点を教示。屋井鉄雄教

授・副学長は、自身が関わっている自転車通行空間と無電

柱化の推進に関する検討会の進捗状況を紹介した。小山堅

特任教授は、国際的なエネルギー環境の最新動向と、それ

に影響される日本のエネルギー政策課題を講演した。参議

院議員でもある小鑓隆史特任教授は、日本の原子力政策に

焦点を当て、過去の経緯と今後の方向性を解説した。

AES共同研究講座の活動報告では、日立製作所共同研究

講座の㈱日立製作所・赤津徹主任技師が、地産地消エネル

ギーシステム構築事例として、宮古島での実証システム

（バイオエタノール利用）を紹介。三菱商事共同研究講座

の森原淳特任教授は、水素と蓄電池の活用に関する研究成

果を報告した。

休憩をはさみ、地域プロジェクト推進会議では、AES事

務局がこれまでの同会議の推移を説明、また会議を通じて

連携された自治体や企業にプロジェクトの進捗動向を紹介

していただいた。続いて、4件の自治体がそれぞれの取り

組みを説明した。①上野村（（一社）上野村産業情報セン

ター）・三枝孝裕氏＝上野村型エコビレッジに向けた取り

組み ②磐田市・長尾信貴主任＝スマートエナジー磐田㈱

（電力供給事業）の設立 ③富山市・谷口博司指導官＝公

共交通を軸としたコンパクトシティ戦略の構築 ④別府

市・堀英樹室長＝温泉熱利用と地域共生について

講演後、金谷年展特任教授、関東経済産業局資源エネル

ギー環境部の福島伸一郎部長、環境省大臣官房環境計画課

の秦康之課長のコメントをいただき、最後に柏木センター

長が総括した後、登壇自治体と直接、情報交換を行える

「ポスターセッション」を開催した。

AES主催

第6回地域プロジェクト推進会議
第40回研究推進委員会

日時：2017年9月8日（金）

場所：東工大蔵前会館くらまえホール

参加：138名

屋井鉄雄氏 小山堅氏 小鑓隆史氏

赤津徹氏 森原淳氏 三枝孝裕氏

長尾信貴氏 谷口博司氏 堀英樹氏

会議の様子

自治体によるポスターセッション
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AESセンターでは、6月8日・9日にかけて「長崎地区研

修会」を開催し、主要都市のスマートコミュニティ構想

ヒアリングや五島市の浮体風力発電の見学を行った。今

回の講演は、こうした流れを踏まえて、実際に五島市に

て浮体式風力発電を最初から手がけてきた戸田建設の佐藤氏

を講師にお招きして、五島市における浮体式風力発電の可

能性と課題について、お話を伺うことにしたもの。

本講演では、最初に再生可能エネルギーに関する世界な

らびに日本の現状を踏まえたうえで、浮体式は風・台風・

津波を諸条件として設計され、陸上と違い地震の影響を

まったく受けない特徴があること、五島市沖の浮体式風力

発電事業は、世界初の２MWの浮体式商用ファームである

ことを説明された。また、今後の可能性について、「実証

から普及へ」の道のりを確実に歩むこと、そのためには、

技術的課題解決に加えてコスト低減、とりわけ、設計生産

技術の確立が重要であり、今後10基、合計２１MWの五島

市沖事業を踏まえて、安価に建設できる技術を確立するこ

とが必要である旨を強調された。

最後に、将来を踏まえた離島地域における既存産業転

換の必要性、再エネバブルに終らせない工夫について、

さらには、再エネを上手く使ってくための仕掛けづくり

等について意見交換を行った。AESセンターでは、長崎県

と連携し五島市の地域活性化につながるプロジェクトの

掘り起こし、具体化に向けての活動を行っていく予定で

ある。皆様のご意見をお待ちしています。

研究推進委員会会員企業の皆様と柏木センター長との

交流を深めること、加えてAESセンターへのご要望・ご意

見などを拝聴させて頂くことを目的とした柏木センター

長懇談会の第2回・第3回を開催した。

第2回には11社、第3回には8社にご出席頂いた。昼食

を取りながらの自己紹介の後、センター長が最近のエネ

ルギー政策に関する話題提供を行った。参加各社には、

各社のエネルギー関連事業の現状や課題などをお話し頂

いた。

第4回は、10月18日（水）に開催の予定。

グローバル水素エネルギーコンソーシアム（GHEC、代

表：岡崎健特命教授）は、第6回GHECワークショップを

開催した。今回はSIPエネルギーキャリア・プログラム

ディレクターの村木茂氏から、「SIPエネルギーキャリア

とアンモニアへの取り組み」と題する講演があった。ま

た液化水素サプライチェーンについて川崎重工業株式会

社の西村元彦氏から、有機ハイドライド法について千代

田化工建設株式会社の岡田佳巳氏から、それぞれ講演が

あった。講演後のパネル討論では、複数のコメンテータ

から多様な視点に基づく意見が述べられた。参加者は、

講演とパネル討論を通じて水素キャリアの役割分担に関

する理解を深めた。また、ワークショップ後の意見交換

会でも活発な議論があった。

なおGHEUは10/16（月）午後に、東工大蔵前会館くら

まえホール（大岡山駅前）で、第3回公開シンポジウムを

開催する。前国際エネルギー機関(IEA)事務局長の田中伸

男氏を招き、国際情勢、社会的役割、研究開発等の各視

点 か ら 水 素 社 会 を 展 望 す る 。 申 込 み は 、

http://www.ghe.iir.titech.ac.jp/ にて。

第2回・第3回柏木センター長懇談会
日時：2017年7月5日（水）（第2回）、

2017年9月6日（水）（第3回）

場所：東工大蔵前会館大会議室（第2回）、

大岡山キャンパス石川台6号館（第3回）

共催・協力・後援等

第6回GHECワークショップ

日時：2017年6月26日（月）

場所：東工大蔵前会館ロイアルブルーホール

参加：70名

第33回イブニングセミナー
日時：2017年7月24日（火）

場所：大岡山キャンパス石川台6号館

講師：戸田建設株式会社 価値創造推進室

エネルギーユニット部長 佐藤 郁 氏

課題：五島市における浮体式風力発電の可能性と課題に

ついて

参加：22名
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◆東芝共同研究講座

近年の環境保全意識の高まりに伴い、省エネ、低炭素

化を考慮したインフラに対するニーズが高まっている。

東芝では、ICT技術を活用したスマートな都市インフラを

構築するための複合ソリューション(電力、交通等)の実現

に取り組んでおり、共同研究講座にて、LRT、BRT等の環

境負荷の低い公共交通機関を含む統合的な交通ソリュー

ションの導入・普及を目的に研究を進めている。

研究対象は急激な人口増加や交通渋滞等による大気汚

染が深刻化しているアジア新興国とし、現地の都市と交

通の環境改善を促す際の課題を抽出し、その課題を解決

する持続可能な交通ソリューションの確立、そして特定

地域への計画提案につなげることを目指している。

１．アジア新興国における研究開発の課題
新たな交通ソリューションを検討するには、その対象

地域の実態を把握・分析する必要がある。特にアジアの

都市では、自転車タクシー、自動三輪タクシー等のパラ

トランジットと呼ばれる、公共交通と自家用車の中間に

位置するインフォーマルな交通手段があり、地域毎に独

自の発展を遂げている。これらは公共交通の代替手段で

あるだけでなく、雇用の受け皿であり、安価な市民の足

として根付いている。それ故に、利便性、効率性の観点

から、既存の交通手段の実態を理解し、交通事業者間の

連携・統合も視野に入れた調和型ソリューションの検討

が必要である。

そこで、これまであまり研究がなされていなかったパ

ラトランジットに着目し、その発展経緯と運行実態から､

以下の４項目の観点で整理し、「LAMAT (Locally

Adapted Modified and Advanced Transportation) 」とい

う新定義と新呼称をEASTS(アジア交通学会)で提唱した。

【Locally】地域に根付いたもの

【Adapted】他から導入され適応されたもの

【Modified】地域ニーズに即して改良されたもの

【Advanced】新しい技術により高度化されたもの

このLAMATの定義をベースに、最新のICT応用等も考慮

し研究を行っているが、新興国の都市においては、

LAMATに関する情報等、データやノウハウが存在しない

場合が多いことが課題である。

２．新興国向け交通ソリューション検討支援技術の構築
LAMAT等、アジア新興国における交通手段特性を踏ま

えた総合的研究のため、環境・社会理工学院の屋井研、

朝倉研、室町研、花岡研、福田研と共同で、更にアジア

の研究者らと共同研究体制を組み、継続的に研究を進め

ている。その成果は国際学会等により公表してきた。た

とえば、共同研究体独自の現地調査により、LAMATの存

在台数の画像による自動把握や、燃料消費状況の把握に

関する研究、LAMATを含む交通手段の連携に関する研究

(図１)、交通手段選択モデルに関する研究等、供給側、需

要側両面から、運行実態や利用意向等を把握する研究を

行ってきた。

次の段階として、これらを基に新規交通ソリューショ

ンとして取りまとめ提案する予定であり、新興国向け交

通計画検討支援システムとして、交通計画・事業の観点

から、計画発意、計画検討、製作・施工、事業運営の４

分類のもと、分析システムと知識ベースを内容とする枠

組みを構築途上にある。特に計画検討のフェーズは、複

数の詳細項目をもとに体系化をほぼ完了している(図２) ｡

なお、検討案の評価環境として、調査から構築したモ

デル、シミュレーション等の技術を用い、提案ソリュー

ションを事前に評価する環境を構築しつつある。

今後は、これらの研究を進めるとともに、机上ＦＳを実施す

ることを考えている。

新興国における公共交通機関の普及によ
る渋滞・環境の改善に向けた取り組み
AESセンター 寺井清寿（特任教授）、大場義和（特任准教

授）、増井玲子（研究員）

図２ 新興国向け支援システム(計画検討フェーズ)の項目例図１ LAMATを含む交通手段の連携イメージ
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◆日立共同研究講座

CO2排出量削減に向けた再生可能エネルギー導入の動き

が世界中で加速している中、サトウキビやトウモロコシ

を原料とするバイオエタノール燃料は、大気中のCO2総量

に影響を与えないカーボンニュートラル*1な燃料として、

米国、ブラジル、欧州、東南アジア諸国等で自動車ガソ

リン混合用の燃料として利用されている。

現在、自動車向けに使われているのは、農作物を発酵

させた後に蒸留、脱水、濃縮の工程を繰り返して生成さ

れる濃度90%以上のバイオエタノール燃料である。

今後、バイオエタノール燃料の用途を拡大していくた

めには、危険物として扱う必要がなく安全性を確保した

60%未満の低濃度のバイオエタノールで稼働するエンジ

ン技術と、燃料となる低濃度バイオエタノールを効率的

に製造する技術の開発が求められている。

１．低濃度エタノール燃料と排熱を利用した高効率な
エンジン技術

水を大量に含む低濃度バイオエタノールを350～450℃

の高温下で触媒*2と接触させて水素を発生させ、低濃度バ

イオエタノールと混合して燃焼させることで、効率的に

動力を生み出すエンジン技術を開発した。一般的に発電

機に搭載されているエンジンでは、全体の約40%に相当

する熱エネルギーが使われずに排気されている。日立は

この点に注目し、エンジンの排気管部に低濃度バイオエ

タノール(エタノール水溶液)と触媒を反応させる反応室を

設けた。

反応室は排熱で高温環境となり、触媒と反応した低濃

度バイオエタノールから効率的に水素を発生させること

が可能となる。発生した水素と反応室を通過しない低濃

度バイオエタノールを圧力の高い状態で燃焼させること

で、濃度の低い燃料で高い動力変換効率が得られる。

試作した40kW発電システムを用いて実証実験を行った

結果、40％濃度のバイオエタノール燃料を用いて、

48.5％の動力変換効率が得られることを確認した。
２．低濃度バイオエタノール燃料を省エネルギーで

製造する技術
塩類濃度が高く、発酵効率が低いとされてきた宮古島

産サトウキビ由来の廃糖蜜を原料として、耐熱性、耐塩

性、高活性を特長とする宮古島原生酵母(MY17)を利用

し、発酵条件を最適化することにより、10g/Lh(1時間

で、発酵液1リットル当たり10グラム)以上のバイオエタ

ノールを生産可能な製造技術を開発した。

さらに、40％の濃度を得るのに適した蒸留プロセスと

して、単蒸留*3に蒸気圧縮方式*4を採用することにより、

従来のバイオエタノール製造で多く利用されてきた蒸留

塔方式*5で低濃度バイオエタノールを製造する場合に比べ

て蒸留に要するエネルギーを約60%削減した。

発酵と蒸留プロセスそれぞれの効率化により、従来方

法で低濃度バイオエタノールを製造する場合に比べ、約

40%のエネルギー削減を達成した。

今後は、CO2排出量の削減効果が大きい地域分散型発

電をめざし、発電システムの大規模化をはじめ、バイオ

エタノール製造の残渣物を肥料や飼料として地元で利用

するなど、循環型システム構築に向けた検討を推進する。

なお、本研究開発の一部は、2014年に採択された環境

省の「CO2排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業

(低濃度エタノール燃料使用高効率改質エンジン等革新的

バイオエタノール利用技術の開発)」によるものです。

低濃度エタノール燃料使用高効率改質
エンジンの開発
㈱日立製作所 赤津徹（リーダ主任技師）、石川敬郎（リーダ

主任研究員）、AESセンター 稲毛真一（特任教授）

図１低濃度バイオエタノール燃料製造から発電までの流れ
*1カーボンニュートラル: 排出される二酸化炭素と吸収される二酸化炭素が同じ量である状態
*2触媒: 特定の化学反応の反応速度を速める物質
*3蒸留酒等を製造する蒸留器
*4蒸気圧縮方式: 蒸気を断熱状態で圧縮すると凝縮温度が上昇する原理を利用して、発生蒸気の圧力を上げ自己の蒸発に要する熱の熱源に用いる方式
*5蒸留塔方式: 混合物を塔状の装置内で一度蒸発させ後に凝縮させることで、沸点の異なる成分を分離濃縮する方式
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◆2017年度の活動

 10月4日（水）にイブニングセミナーを開催致しま

す。（株）アイ・ディー・エー様に、これまでに手

掛けられたエネルギー関連の実証研究のご経験やこ

れからの計画についてご説明いただきます（会員限

定）。

 10月26日（木）に、第10回AESシンポジウムを大岡

山キャンパス・くらまえホールで開催します。どな

たでも参加できます。詳細はAESホームページをご覧

ください。http://aes.ssr.titech.ac.jp/

 11月17日（金）に、宇都宮市研修会を開催します。

今回は、5月の第4回地域プロジェクト推進会議でご

講演頂いた宇都宮市をお訪ねし、市が推進する多極

ネットワーク型コンパクトシティ形成と冷熱エネル

ギー活用に関する取り組みについて研修する予定で

す（会員限定）。

開催予定

月 10 11 12 1 2 3

シンポジウム 26日

研究推進委員会※ 16日

地域プロジェクト推進会議※ 16日

研修会※ 17日

センター長懇談会※ 18日

イブニングセミナー※ 4日 ●

スケジュール

※：会員限定、 ●：計画中


