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気候変動に備えるスマート社会システム・
イノベーションへの期待
東京工業大学 先進エネルギー国際研究センター
特任教授 （国立環境研究所社会環境センタｰ長）

藤田 壮

▶ 国際社会で進む「気候リスク」への取り組み

プロフィール
藤田 壮（ふじた つよし）
東京大都市工学科卒業、1991年米国ペンシルバニア
大学 院都市計画修士号取得、1997年東京大学 博士
（工学）．1984年より大成建設での都市地域開発計
画業務などを経て、大阪大学助手、助教授、東洋大
学教授、国立環境研究所室長を経て国立環境研究所
センター長。2017年より現職。専門は環境システム
学、環境技術評価、環境都市システム、都市産業共
生システム。研究分野での論文多数。中央環境審議
会環境情報専門委員、国土交通省社会整備審議会技
術部会委員、内閣府環境未来都市推進委員会委員、
同総合特区評価委員、環境省エコタウン高度化検討
委員会座長、土木学会環境システム委員会委員長他

社会課題にも同時に対応する技術群の社会へのシステム

記録外れの豪雨や生態系の変化など気候変動がもたら

展開が期待される。ただし、中長期的に高い環境価値を

す異常気象や気温上昇が、すでに現実のものとして人間

創造できる革新的なエネルギー技術も、現行の社会経済

社会に影響をもたらすことへの危機感が世界中に広がり

制度の中では競争力を持てないことも多い。そのために

つつある。2017年末のドイツ・ボンでのCOP23の議論で

は、エネルギーと交通、健康生活支援に加えて、産業生

は、パリ協定の2050年に2℃目標を達成するには、2020

産技術群を総合的に組み合わせる総合的な地区と都市の

年までに世界中の排出量を削減に転じることが必要であ

シナリオを設計して、その効率的な運用を情報インフラ

るとともに、2030年には大気中の炭素を削減するネガ

が支える公民連携の仕組みを可能にする制度設計を実現

ティブ排出技術（NETs)の実用化にも取り組むことが不可

する技術・事業・政策設計が緊急の課題となる。こうし

欠であるとの議論が始まっている。欧州、中国やアジア

た社会システムは将来の気候変動影響の深刻化に対応す

の諸国でも、「気候リスク（Climate Risk）」や「脱炭素

る都市活動運営から、都市型バイオエネルギーCCS技術な

社会」の将来の目標が掲げられており、産業界でも低炭

どの将来の炭素削減技術を都市スケールで導入する社会

素エネルギーや社会転換を大きな投資の機会と位置付け

システム・イノベーションに展開できる。

るとともに、気候リスクの低減に資する投資商品の開発
も主流となっている。欧州で見られる「気候危機

▶ 日本型のスマート社会システム・イノベーション

（Climate Crisis)」へ取り組む様々な制度転換などの動き

気候危機が社会意識に浸透していない状況では、ある

は、新たなパラダイムの下での新たな国際的な社会経済

べき社会システム・イノベーションに取り組むのではな

規範をつくる機会と位置づけられて推進されている。

く、実験的な事業の先導的な社会実験を行うアプローチ
が有効となる。これは目的調和型の「規範型

▶ 技術を活かす社会システム・イノベーション

(normative) 」 な ア プ ロ ー チ に 対 し て 、 「 探 索 型

日本でも異常気象がもたらす災害の頻度は増してお

(explorative)」と呼ばれる。経済成長と気候変動の調和を

り、短時間の豪雨の観測回数は増加するなど、気候変動

志向する急成長中のアジア諸国のひな型にもなり得る。

はすでに身近なものとなりつつある。気候変動の影響を

そのためには、探索型のイノベーションを実現するため

新たな負担を伴う社会の転換とする議論には至っていな

にICTの機能を活用して個々の社会実験を社会相対の変革

いが、気候変動の抑制への貢献と影響適応は、猶予のな

の枠組みとする次の3つの取り組みが重要となる。第一

い局面を迎えている。先行しているエネルギーとICT技術

に、社会が合意できる合理性を持つ将来の目標を参加型

を組み合わせる取り組みを、交通や健康、生活支援に広

の手順を採用して、透明性をもって構築する「共有型の

げて、新たな社会基盤として地区や都市に展開する「社

未来シナリオ設計モデル」によって将来の目標を共有す

会システム・イノベーション」として水平展開、一般化

る。第二に、将来目標や国土計画の事業として先導的な

することが緊急の課題となる。そこでは、低炭素化と気

スマートモデル地区を設計して、都市・地域に展開する

候変動の影響低減を実現しつつ、レジリエント都市の形

一般化のプロセスを備える「時空間整合的なスマート事

成や少子高齢化への対応も見すえつつ、将来にむけての

業デザインシステム」を開発する。
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さらに、その効果を検証する「社会モニタリング基盤

供給事業者と需要者、さらに都市のマネジメント主体の

ネットワーク」による検証と一般化の仕組みを整備す

間で多世代にとっての最適なソリューション設計と、費

る。ICTを活用してモデル事業を水平展開するための社会

用と便益の合理的な配分の構築を実現する。

の理解を得る仕組みを構築する、目標達成の貢献度とモ
デル事業の社会費用の比較によってその事業効果を明ら
かにするとともにより良い事業設計に反映する。

▶ 社会モニタリング基盤による検証と展開
電力供給や通信ネットワークを活用して、社会モニタ
リングシステムを実用することによって、社会の代謝管

▶ 協働型の未来シナリオ計画モデル

理、行動調整を適正化するあらたな社会基盤として整備

社会転換の将来ターゲットを描くには、エネルギーに

が可能になる。情報システムを市場ではなく公共財とし

とどまらず、土地利用や交通システム、 建設ストック更

て運用することにより、交通インフラが20世紀の都市化

新など多様な社会要素を含む統合的な将来予測モデルの

を可能にしたこと以上の革新を社会にもたらす。得られ

構築が必要となる。地域エネルギー事業や、新しい地域

たデータをもとに、気候変動に都市の低炭素計画と気候

交通マネジメント事業、地域健康支援事業などの新しい

変動適応計画及び将来シナリオを構築するとともに、先

地域サービス事業の導入による効果を、空間の特徴を反

導事業の効果を検証してその社会投資の効率性を明らか

映して算定するモデルをICTを活用して実用化する。現状

にして、引き続いての後継事業のより効果的なプロジェ

の土地利用に固定せず、将来に向けて地域拠点の周り

クトデザインに反映することが期待される。

徐々に施設を集める「緩やかなコンパクト都市」への転

システムから得られた観測データをリアルタイムで集

換など将来の代替的な空間シナリオを代替的に描くシス

計し、都市、地域、国土スケールでの低炭素政策の達成

テムは研究から実用へ展開し、政策設計等に活用されて

水準を同定することで、将来目標との距離を把握し、新

いる。ICTを活用する双方向型の情報共有チャンネルを構

たな計画の強度を関係主体間での理解の共有の上で構築

築することで、シナリオ解析をする際のパラメータを関

することが可能になる。これまでの都市など単位の統計

係主体の「投票」で決定するなど、ICT技術を活用する協

情報によるものにくらべて、より精度の高い社会シミュ

働型の計画作成「co-planning」システムを世界に先駆け

レーション情報を提供することができる。重回帰分析と

て日本から実用化することをめざす。

時系列分析の組み合わせにより社会条件・気象条件を内
生化し、再現性の高いエネルギー消費予測モデルの構築

▶ 「時空間」整合的なプロジェクトデザイン手法

を進めている。さらに、ディープランニング等AI技術の

マクロな空間スケールでの長期的な目標と整合する、

活用による高度化が期待される。今後の地域エネルギー

短期でのミクロな事業スケールのプロジェクトを設計す

事業の事前検討の資料として提供するとともに、将来的

る論理手法を開発して、ICT技術を活用する情報共有を通

には情報ネットワークの整備による地域のエネルギー需

じて関係主体の意向と官民連携の枠組みを構築する。

要制御マネジメントの基本情報とすることの実現も期待

個々の技術導入にとどまらず、地域エネルギー事業でも

したい。

社会転換を実現するシステム
イノベーションの課題
（出所）藤田壮、平野勇次郎：「福島からの新しいまちづ
くり ─新地町の地域イノベーション─」、土木学会誌、
Vol.101 No.12（2016）
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浜松市のエネルギー政策
～「浜松版スマートシティ」に向けた取組みとAESセンターとの関わり～
プロフィール
北村 武之（きたむら たけゆき）
昭和56年4月浜松市役所に入庁、13年間を下水道、18
年間を環境行政に従事
うち平成3〜5年静岡県、平成12年環境省に出向
平成24年4月から浜松市新エネルギー推進事業本部副
本部長
平成27年7月から浜松市エネルギー政策担当参与
同年10月株式会社浜松新電力設立時から取締役を兼
任

浜松市エネルギー政策担当参与
（株）浜松新電力取締役

北村武之
▶ はじめに

か、再生可能エネルギーの地産地消等の設立趣旨に賛同

浜松市はモノづくり、産業のまちであり、人口80万人

した地域内外の企業、金融機関の合計8者が参画した。地

の政令指定都市である。平成17年に12市町村が合併した

産電力は太陽光発電を始め市内で潤沢に生み出されてい

ことにより、人口は1.3倍、なんと市の面積は6倍の1,558

る一方、電力を地消するシステムがなく、地産電力は相

平方キロメートルになり伊豆半島よりも広く、全国第2位

変わらず旧一般電気事業者への売電に終始していた。こ

の広さになった。また、農業出荷額は全国7位と農業都市

のため、地産電力を地域で消費する地消システムとして

の一面もあり、人口が密集する市街地から過疎地域や限

浜松新電力を創設したものである。浜松新電力のメリッ

界集落がある中山間地まで所在する国土縮図型都市でも

トは、市のエネルギー政策と連携し、①市内資源である

ある。

再生可能エネルギーを最大限活用した電力の地産地消、
②資金の市内循環による地域経済活性化、③市民の節

▶ 太陽光発電の導入

電・環境意識を醸成、④強靭で低炭素な社会（浜松版ス

気象庁が発表した「全国気候表」の直近10年の平均日

マートシティ）を構築することである。昨年（2016年）

照時間によると、本市の日照時間の長さは年間2300時間

4月の電力小売り全面自由化に合わせて事業を開始し、市

で全国トップクラスである。このため、再生可能エネル

内の太陽光発電所や清掃工場の電源から電気を調達する

ギーのうち太陽光発電を中心に導入推進を図ってきた。

ことで、市内の公共施設や民間需要家へ供給している。

市としては、①住宅への設置補助、②市有地・公共施

また、市内には36,445の事業所があるものの、毎年

設屋根の貸出、③地元金融機関との協定、④発電事業者

1％の省エネ義務を課せられる省エネ法の対象事業所は

の相談窓口「ソーラーセンター」の開設、⑤緑地率の緩

97事業所、全体のわずか0.3%にしか過ぎない。市内全域

和等の規制緩和の5つの重点施策を立ち上げ、これらの施

に省エネを進めるために、浜松新電力では独自の支援事

策を強力に推進した結果、経済産業省が発表した「市町

業として、市内事業者に省エネサービスを提供すること

村別再生可能エネルギー導入件数・導入量」では、発電

とした。省エネサービス事業は、経済産業省の「省エネ

出力10kW以上の事業用太陽光発電設備の導入件数及び、

ルギー相談地域プラットフォーム構築事業」に採択され

全出力を合計した太陽光発電設備の導入容量において、

ている。

全国1,741市区町村の中でトップの座を獲得している。こ

更に、改正FIT法に基づき、太陽光発電事業者に太陽光

のうち、事業用の太陽光発電については、市内企業や市

発電設備のメンテナンスが義務付けられたことから、太

民自らが発電事業者となって設置した割合が全体の8割に

陽光発電施設のエネルギーセキュリティを確保すること

達しており、地域経済の活性化に大きく寄与している。

を目的に本年度11月に浜松新電力、太陽光メンテナンス
協会、浜松市と協定を締結し、①保守点検事業者の認

▶ 浜松新電力
平成27年10月、本市は地元企業等とともに政令指定都
市では第１号となる自治体出資の電力会社（株式会社
「浜松新電力」）を設立した。浜松新電力には、市のほ
4

定、②協議会の設立、③スキルアップ等の事業を行って
いる。
将来的には、電力の供給はもとより、省エネ、太陽光
メンテナンスなどのエネルギーサービスとともに、生活
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支援サービスなどのソフト事業も充実し、地域密着の地
方拠点都市型の｢日本版シュタットベルケ｣への発展を目
指していく。

▶ AESセンターとの関わり
本市とAESセンターとの関わりは平成26年のシンポジ
ウムからである。その後、11月の研究推進委員会で自治
体会員として入会し、ここからAESセンターとの繋がりが

▶ 浜松市スマートシティ推進協議会

始まった。12月には、本市における「スマートシティシ

本市では、「浜松版スマートシティ」の実現を目指

ンポジウムin浜松」で柏木先生の基調講演、AESセンター

し、平成27年6月に「浜松市スマートシティ推進協議

のご後援もいただき盛大に開催することができた。ま

会」を設立した。協議会では現在、経済界や金融機関、

た、3月のAES研究推進委員会に引き続き、平成27年9月

有識者、行政など133社・団体が会員として参加し、う

のイブニングセミナー、29年5月の地域プロジェクト推

ち市内、市外が概ね半数ずつとなっている。

進会議においても、本市エネルギー政策の取組みを紹介

本協議会では、平成28年度から3つのプロジェクトと
してスマートコミュニティの研究を進めている。

させていただいている。
さらに、本市の取組みの中では、「浜松市スマートシ

一つ目が中区エリア（シビックコア）で、ＪＲ浜松駅

ティ推進協議会」の顧問に柏木先生、同協議会運営委員

の北東に位置するエリア。土地区画整理事業により再開

に白井先生にご就任いただき、本市のスマートシティ構

発を実施し、エリア内には、病院や大学、ホテル、事務

築に貴重なご意見等をいただいている。最近では、「浜

所等、様々な建物が存在する。またエリア内にある官公

松市シビックコア地区（中区エリア）における分散型エ

庁街区では、国・県・市の公共施設が集約化されてい

ネルギー面的利用事業化可能性調査」検討委員会には、

る。共同溝による地中化等の基盤も整備されている地域

内野、白井、小金丸先生にご参加いただき、多大なるご

で、下水熱等の未利用エネルギー利用も検討している。

支援をいただいている。

二つ目が浜北区エリアで、本市の副都心と位置付けら

とかく地方都市は、情報が不足しがちである。これ

れる浜北区駅周辺エリア、平成28年10月に浜北区役所が

を、柏木先生をはじめ、著名な教授陣、エネルギー関連

駅前複合施設へ移転された跡地。浜北区の中心でもあ

企業のプロジェクトリーダー、国の各府省庁等、錚錚た

り、様々な公共施設や民間施設が存在しコンパクトなま

るメンバーが揃う組織である先進的なAESセンターの会員

ちが形成されている地域である。

となることで、良い勉強をさせてもらっている。こうし

三つ目が天竜区エリアで、中山間地域に所在する基幹
集落のエリアである。国内最大級の大規模水力発電所や

た機会を捉え、本市に繋がるプロジェクトを積極的に呼
び込んでいきたい。

住宅、病院、公共施設が集積したエリア。なお、天竜区
は林業500年の歴史を持つ日本三
大美林「天竜杉林」の地域である
が、過疎地域が4地域、高齢化率
50％超える限界集落130超が所在
する地域でもある。
このうち、中区及び浜北区エリ
アプロジェクトについては、国の
地域の特性を活かしたエネルギー
の地産地消促進事業費補助金を活
用して、現在、事業化可能性調査
を実施している。
これらのプロジェクトは、会員
企業からの提案に対し、浜松市が
コーディネーター役を担い、実証
フィールドや連携事業体のマッチ
ング、事業調整を図り、民間活力
を活かし、大学も加えた官民連携
により事業化を目指している。

浜松市シビックコア地区スマートシティプロジェクト
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◆開催報告

閉会挨拶で、三島学長は今回のシンポジウムを振り返
り、AESセンターが進めるオープンイノベーションの重要
性を唱え「超スマート社会を迎えたコミュニティの実現に

AES主催
AESセンター第10回シンポジウム

ついて、意見を重ねていきたい」と締めくくった。
当日の模様は日本経済新聞11月29日付朝刊に掲載され
た。

日時：2017年10月26日（木）
場所：東工大蔵前会館くらまえホール
参加：約300名
AESセンターは10月26日、大岡山キャンパスの東工大
蔵前会館で「AI/IoTによる超スマート社会とエネルギー
ネットワーク」と題した10回目となるシンポジウムを開
催、参加者約300名を集めた。
今回は、官学民の講演を明確にするため、3部構成とし
た。第1部（官）では、総合科学技術・イノベーション会
議の久間議員が新しい経済社会「Society5.0」の展開と、
実現への道筋を示した。資源エネルギー庁の髙科省エネル

パネルディスカッション「民が推進する社会実装」

ギー・新エネルギー部長は、再生可能エネルギーの普及に
コスト構造の是正や電力ネットワークの構造改革等の課題
を挙げ、VPP（仮想発電所）の実証事例を紹介した。総務
省の渡辺総合通信基盤局長は、5G（第5世代移動通信シス
テム）等のワイヤレス技術が普及することで変わる生活や
ビジネスのあり方を説明した。
続いて第2部（学）では柏木センター長が、検討中の第

「宇都宮市が進めるネットワーク型コン
パクトシティならびに冷熱エネルギーを
活かした地域創生」研修会
日 時：2017年11月17日（金）
訪問先：宇都宮市
参 加：37名

5次エネルギー基本計画について紹介。5Gを利用した高度
な制御技術を実現した社会を見通した。浅野特任教授は、

今年5月の研究推進委員会で、宇都宮市経済部大谷振興

IoT活用にはデジタライゼーション（既存事業の効率化）

室の佐藤主任にご登壇・ご紹介いただいたことを発端とし

からデジタルトランスフォーメーション（付加価値を高め

て、同市の研修会が開催された。柏木センター長を代表

る）の段階があると説いた。小山特任教授はデジタル化す

に、37名が参加した。

る社会の中で、エネルギー安定供給への投資も重要だと提

1．講演会

唱した。

宇都宮市・稲荷山の講演会場に移動。まず宇都宮市大谷

第3部のパネルディスカッション「民が推進する社会実

振興室の田代室長より、大谷地域の立地特性を活かし、石

装」（産）では、超スマート社会に向けた各社の取り組み

採取場跡地の貯留水を利用した冷熱エネルギー利用（いち

を紹介した。コーディネーターの小鑓特任教授が、各社の

ご栽培、保冷庫）、観光事業（地底湖クルーズ）を紹介さ

超スマート社会実装に向けた必要事項や課題について問い

れた。次に佐藤市長に、市内の各地域に拠点を作り、拠点

かけると、NTTファシリティーズエンジニアリングの青木社

同士で交通ネットワークを結ぶ「ネットワーク型コンパク

長はBEMSでの人の動きを把握したきめ細やかな制御を行

トシティ」の形成を説明いただいた。これを受けAESの柏

うこと、JXTGエネルギーの五十嵐常務は「人間中心」の

木センター長は「コンパクト＋ネットワークの好例」と高く評

ニーズに応えるサービス提供、東京ガスの山上常務は家庭

価した。

でのコストに見合ったシステム体系に対応すること、東芝

地域エネルギー事業の具体例として、事業者である東京

の西田専務はネットワークにつながるビッグデータをAIが

ガスエンジニアリングソリューションズの一本木マネー

解析し、さりげなく利便性が提供できる社会、日立製作所

ジャーが、清原工業団地スマートエネルギー事業の概要を

の西野CTOは技術だけでなく、生活者の視点を重視した社

紹介くださった。終わりに関東経済産業局の福島部長が

会、また三菱商事の柏木本部長は、電力需要と再生可能エネ

「宇都宮市は実感を持ち、前向きに活動している。」と、

ルギー需要が一致する世界と、それぞれの捉え方を示した。

コンパクトシティ戦略の後押しを約束した。
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2．研修会

で、今回は、それら研究事業を推進する際のご経験など

①現在も稼働中の大谷石材採取場を見学。同場は石の

をお話頂くことになった。

キメが細かい良質な石材が採掘されるという。②石採取

今回事例として取り上げられた実証研究事業は、地域

場跡地の貯留水が、通年冷水であることから、保冷庫と

資源を活用し、「魅力ある農業」を実現することを目的

し て 実 証 を 行 っ て い る 。 熱 供 給 事 業 会 社 「 OHYA

としたもの。そのため、農林水産試験研究費補助金

UNDERGROUND ENERGY㈱」の事業者である八千代エン

（100%補助）による公募事業に応募することにしたが、

ジニアリング㈱の久我氏、クラフトワーク㈱の益子会長

その実施体制、すなわち、研究グループづくりに条件が

より説明いただいた。③大谷石採取場の地下空間にて、

あり、そこに最初の苦労があったとのこと。また、補助

選抜6名が地底湖クルーズを体験した。

金研究終了後5年程度の研究継続が必要、との条件を満た
す研究テーマ・内容選定にも工夫が必要であった。
研究では、みなかみ町 猿ケ京温泉の温泉水や森林資源
を活用し、観光とも連携した農業を目指すこととした。
具体的には、新規開発の木質バイオマスボイラーによる
地中加温や温泉排水を利用した地上部加温によるビニー
ルハウスでのいちご栽培・バナナ栽培を研究し、寒冷地の
冬期でも栽培可能なことを実証した。
さらに、今後展開予定のプロジェクトについても、そ
の概要が紹介され、ＡＥＳ会員企業との技術協力や協働

冷熱エネルギー活用実証実験

研究の可能性についても言及された。

第35回イブニングセミナー
日時：2017年12月19日（火）
場所：大岡山キャンパス石川台6号館
講師：会計検査院 サイバーセキュリティ・
情報化審議官 三田 啓 氏
大谷石材採取場地下空間にて

課題：IoT時代における国のサイバーセキュリティ対策
〜エネルギーシステムを例として〜
参加：18名

第34回イブニングセミナー
日時：2017年10月4日（水）

政府のサイバーセキュリティ戦略本部ならびに高度情

場所：大岡山キャンパス石川台6号館

報通信ネットワーク社会推進戦略本部の下に設置された

講師：(株)アイ・ディー・エー

各府省の選任審議官による連絡会議の主要メンバーであ

事業管理部 企画営業室長 川鍋 正規 氏

る三田氏を講師にお迎えし、政府の考える根本的なサイ

課題：農林水産補助金を活用した自治体（みなかみ町）

バーセキュリティ対策と課題とは何か、そして、エネル

との協働プロジェクトの事例紹介と、新たなプロ

ギーインフラ企業等重要インフラ事業者との連携につい

ジェクト展開計画

てお話を頂くことになった。

参加：13名

情報セキュリティの三大要件は、完全性、可用性、機
密性と定義されており、その頭文字をとって「CIA」とい

(株)アイ・ディー・エーは、地域都市再生・防災・建設
に関する総合コンサルタントとして幅広く事業を展開さ
れている。今年度より、ＡＥＳセンターの研究推進委員
会に参加されたが、これまでに様々な環境・エネルギー
分野の実証研究事業を手掛けられたことを伺った。そこ

われている。重要インフラ事業は13分野（情報通信、金
融、航空、鉄道、電力、ガス、医療、政府行政サービ
ス、水道、物流、化学、クレジット、製油）に分かれ、
ゆるやかな連携を促すため、日本では平成26年11月にサ
イバーセキュリティ基本法が誕生している。
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制御システムとしての「生産ライン」や「化学プラン
ト」の監視制御には、WindowsやLinuxなど汎用的なOS
を搭載したPCがよく使われており、接続ネットワークに
は、イーサネットなどの世界中のオフィスや家庭で一般

共催・協力・後援等
第7回GHECワークショップ

的に利用されているものが使われている。悪意をもった

日時：2017年9月29日（金）

攻撃者によって感染させられた場合には、爆発などによ

場所：大岡山キャンパス 西8号館E棟10F 大会議室

り人的損傷や設備破壊、環境破壊を引き起こす可能性も

参加：60名

ある。さらには、国内工場の生産ラインが停止し、多額
の損害をもたらすことなど、現況とその対策について説
明がなされた。

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、「全固体電池の開発と次世代
蓄電システムの未来」と題し、第7回GHECワークショッ
プを開催した。当日は、①東京工業大学 菅野了次教授
「全固体電池の実用化研究

現状と将来展望につい

て」、②首都大学東京 金村聖志教授「二酸化炭素削減に
資する電池技術の現状と今後」の2件の講演が行われた。
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
ネル討論を通じて蓄電池の研究開発動向や将来性及び水
素による蓄エネルギーとの関係性について理解を深め
た。また、ワークショップ後の意見交換会でも活発な議
イブニングセミナー

論が行われた。

◆2017年度の活動
開催予定

スケジュール

 2月16日（金）に、第41回AES研究推進委員会および

月

第7回地域プロジェクト推進会議を大岡山キャンパ
ス・くらまえホールで開催します。（会員限定）
 2月6日(火)に，第36回イブニングセミナーを開催致
します。早稲田大学スマート社会技術融合研究機構
の伊藤雅一准教授をお招きし，「圧縮空気エネル
ギー貯蔵による再生可能エネルギーの安定利用」と

1

2

3

シンポジウム
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※

題して，お話し頂く予定です。詳細が決まりました

センター長懇談会※

ら，ご連絡致します。（会員限定）

イブニングセミナー※

6日
※：会員限定、

●
●：計画中
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本ニュースレターは、AESセンターの活動を学内外に幅広くご紹介
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