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▶期待高まる連携による新エネルギー社会の実現
本年7月13日『第５次エネルギー基本計画』が閣議決

定された。世界規模での成果向上と持続的社会発展を目

指すエネルギー基本計画の推進は、技術開発、国際連

携、金融対話、政策を含む総力戦であると主張されてお

り、複数のプレーヤーによる連携活動が重視されること

になる。近年、世界中で行われているエネルギーマネジ

メント実証等による技術進化とエネルギーミックスの考

えの深化で、更なる進化をとげたエネルギー社会の兆し

が見受けられる。例えば、IoT（Internet of Things)技術

の進化と連携させることにより、従来のCEMS(Community

Energy Management System）以上のきめ細かな領域と時間

間隔によるエネルギーマネジメントで、よりエネルギー

浪費をなくし、種々の機器へ即時にエネルギー供給を可

能にする進化等、様々な技術融合で構築できる豊かで安

定した新しいエネルギー社会の創出に期待が膨らんでいる。

私たちは、既存の常識を超えたイノベーションが、エ

ネルギー社会の進化の原動力として必要と考え、その為

に新しい発想を持ったプレーヤー達との連携が重要であ

ると理解してきた。そして、新たな発想を発火させるプ

レーヤーとの議論の場、共通の課題を協力して解決して

いくきっかけの場として、コンソーシアム活動は重要で

あると支持してきた。そこで、私たちが目指す新エネル

ギー社会の創出に向け、イノベーションを起こす戦略オ

プションとしてコンソーシアム運営の在り様を整理して

みたい。以降、連携による活動が、イノベーション創出

に重要であることを示す先行研究を振り返り、コンソー

シアム活動の意味を整理し、本学が推進しているAESセン

ターの仕組みが、イノベーション創出に最大限の効果を

発揮するコンソーシアムとして運営されていること、本

学が産学官連携でイノベーション創出に応えていく為の

体制を強化していることを紹介する。

▶連携活動の効果に関する研究の展開
組織間連携を扱った研究は１９８０年代後半から多く

登場し、シリコンバレーを中心に出現したアライアンス

等を分析し、その有効性が投資リスクの分担や、資源の

有効活用による経営の効率化を中心として論じられた。

１９９０年以降は、例えば、半導体業界の事例から設

計、製造の機能分担による経営を論じ、機能間のイン

ターフェースに標準化を推進して、機能分担と連携の効

率化が論じられるようになった。この期間、組織間連携

研究は、経営効率を中心目的とする議論に注力していた

ことが分かる。１９９０年代後半になると、 Gulati(1998)

の「構造的埋め込み理論」等、社会ネットワーク理論領

域で、組織間連携に連携の力関係を適用した議論が起こ

る。彼らの主張は、組織間で設計情報を開示した、より

強固な関係によるモノづくりが高い性能の製品を実現で

きること、経営情報を共有化して取引関係を強固にして

取引依存度を上げることで、継続取引の実現可能性を例

示し、強い連携が経営効率に有利に働くとした。一方で

新たな価値の発案には、異なる文化/指向を持つ組織間の

緩くて広がりのある連携で、気付きを誘発する議論等が

有利に働くとした。２０００年代に入ると、この関係を

イノベーションマネジメントの領域で、経営データに基

づく実証研究へ発展させる研究が出現する。自動車企業

とサプライヤーの関係を事例に整理した近能(2014)の実証

研究は、強い連携は、効率等を重視するプロセス・イノ

ベーションに対し有益であり、非連続で全く新しい創造

に貢献するプロダクト・イノベーションを起こそうとす

るなら、緩やかな連携が大切であることを示した。私た

ちは、一連の連携に関する先行研究から、社会進化をも

たらす為、連携は重要であること、連携する際の戦略オ

プションとして、組織間の強力な関係と緩やかな関係の

使い分けの存在を知ることになる。
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一方、知識共有を伴いイノベーションに寄与する研究

コンソーシアムは、１９６０年～１９８０年代に日本で

成功を治め、１９８０年代から欧米でＩＴ、エレクトロ

ニクス分野中心に急増し（Link(1996))、連携の有効なツー

ルとして位置づけられてきた。近年、コンソ―シアムの

効果的な活用を解明する為、政策科学の領域では、その

有効性の実証研究が進められている。例えば、NEDOプロ

ジェクトの成果特許数による実証分析により、吉岡、渡

部（2014）が、補間関係にある技術はコンソーシアム内

で知識習得が進むこと、更に知識習得を安定的に推進す

るには当該技術の組織への内部化が有益であると示唆し

た。これは、目的とする技術開発に於いて、異なる領域

を扱うメンバーの内、補間関係にあるメンバーとの連携

活動はスムーズに進むこと、事業化等に向けた継続的連

携活動は、より強固な関係を結んだ活動にすることで実

り多い成果を生むことを示しており、私たちはコンソー

シアム活動を効果的連携ツールにする為には、連携発案

時期から事業化時期へとフェーズ毎に対応する運営の仕

組みが必要であると気付かされる。

▶ＡＥＳセンターのコンソーシアムとしての役割
以上の様に、イノベーション創出に向けた連携ツール

としてのコンソーシアムの役割を整理すると、ＡＥＳセ

ンターが、組織間連携を効果的に推進できるコンソーシ

アムの仕組みで運営されていることが分かる。

例えば、会員間での実証的研究プロジェクトを創生、

推進する活動や、日常的な会員間の情報交流（研究推進

委員会、地域プロジェクト推進会議、研修会）、本学内

との連携（学内研究公募、イブニングセミナー）、社会

との連携（公開シンポジウム、広報活動）を進めるプ

ラットフォーム活動は、新たな研究の発案を起こす緩や

かな連携の場、異なる領域を扱う組織間の対話の場の提

供を行う役割を担っている。その活動を通し、２０１０

年からは、複数の自治体との連携構想の議論を活発に行

い、２０１５年度からは、『浜松市スマートシティプロ

ジェクト』や、『富士市エネルギー需給構造リノベー

ションプロジェクト』が開始されており、自治体とAES会

員による連携研究が具体化する成果を上げている。

一方で、共同研究講座による会員企業からの個別の研

究委託による大学研究者との連携研究は、より強い連携

形態により目的テーマを効率的かつ企業の事業へ推進・

貢献できる枠組みとしての役割を担っている。

▶東京工業大学の産学官連携推進
本学は、本年３月に指定国立大学法人に指定され、重

点研究分野の一つとして「統合エネルギー科学」を設定

し、再生可能エネルギーシステム等，革新的な要素技

術・システム技術を磨き、持続可能なエネルギー社会の

実現に向けた推進力強化を目指すことを方針としてい

る。また、更なる教育・研究力強化と社会貢献を目指

し、産学官連携を重要な施策として位置づけており、図

に示す通り、企業の競争領域にまで及ぶ連携研究推進に

向け「東京工業大学オープンイノベーション機構」を設

置し、研究マネジメント、知財戦略、ベンチャー創出の

戦略支援等、組織間の更に強い連携を形成できる体制の

整備強化も推進している。

新エネルギー基本計画開始の本年、連携推進に効果的

な仕組みを持つＡＥＳセンターの活動に、本学の「総合

エネルギー科学」の発展と産学官連携の更なる強化の仕

組みを加え、新エネルギー社会をリードするイノベー

ション創出の期待に応えていきたいと考える。
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◆開催報告

文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文

地域プロジェクト推進会議と研修会を一体で行う方針

に基づき、複数候補より東日本大震災及び原子力災害か

ら新たな産業基盤の構築による復興を目指す国家プロ

ジェクト「福島イノベーション・コースト構想（以下、

「イノベ構想」）」を推進し、「福島新エネ社会構想」

により再生可能エネルギーの導入拡大、水素社会実現に

向けたモデル構築などが進む福島県が選ばれた。開催に

当たり産総研再生可能エネルギー研究センター古谷博秀

研究センター長に自治体紹介の労をお取りいただいた。

１．福島地区エネルギー先端施設研修会

いわき駅より浜通りを北上した。説明役として福島県

と福島イノベ構想推進機構より2名に同乗いただいた。

まず浪江町の「再生可能エネルギー利用水素プロジェ

クト地区」を車上より視察し、南相馬市の「ロボットテ

ストフィールド」に向かった。当地はイノベ構想の先行

地区として2019年度開所をめざしドローン実証エリア、

インフラ点検エリアなどの整備が進められている。

「相馬市スマコミ事業実践エリア」では本年4月に開所

した「そうまＩＨＩグリーンエネルギーセンター」を現

地研修した。ここでは自営線による地産地消型エネマネ

システムが実証され、余剰電力を水素・熱に変換する技

術開発が進められている。

新地町の「相馬ＬＮＧ基地」では、石油資源開発㈱に

より東北南部地区のパイプラインネットワークが構築さ

れ、「新地町スマートコミュニティ地区」では、ＬＮＧ

基地より天然ガス供給を受け、コージェネによる熱・電

力を供給する。

２．第8回地域プロジェクト推進会議（福島）

福島県と(一財)福島イノベーション・コースト構想推進

機構の後援と、福島県再生可能エネルギー関連産業推進

研究会の声掛けにより、地元企業約40名が参加した。

福島イノベ-ション・コースト構想推進機構 伊藤泰夫事

務局長より福島での開催御礼ののち、以下の講演ならび

に自治体からの取組み報告があった。

①柏木孝夫 東工大特命教授ＡＥＳセンター長「新しい

エネルギー基本計画にみる福島復興」再生可能エネル

ギーをベース電源とする考え方が追い風となり、福島県

は地域電力による経済の自立化を目指していく。

②林千鶴雄 福島県企画調整部政策監「イノベーショ

ン・コースト構想について」今回の福島浜通り現地研修

を機に福島浜通りへ企業を誘致し、ロボット標準化、認

定取得などを全国に展開していく。

③羽田康浩 郡山市生活環境部次長兼生活環境課長「郡

山市水素利活用推進構想について」エネルギービジョン

に基づき平成28年より産学官連携で水素利活用推進構想

を推進し福島県内での水素ビジネスの創出を目指す。

④高井紀浩 ㈱ＩＨＩｿﾘｭｰｼｮﾝ・新事業統括本部ｿﾘｭｰｼｮﾝｴ

ﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部主査「水素を活用したCO2フリーの循環型地
域社会創り」相馬市とＩＨＩ等が共同で地産地消型ス

マートコミュニティの構築を目指し、光陽2丁目工業団地

でスマコミ事業に加え福島復興実用化開発、水素利用研

究開発と地域エネルギーマネージメントを進める。

⑤泉田晴平 新地町企画振興課長「新地町地産地消型エ

ネルギー利用を核とした復興まちづくり事業」相馬港

LNG基地よりのパイプラインを活用し、建設中の地域エ

ネルギーセンターよりコージェネ等で生産した熱・電力

を駅周辺施設に供給拡大し、復興まちづくりを進める。

「第8回地域プロジェクト推進会議（福
島）」及び「福島地区エネルギー先端
施設研修会」
日 時：2018年6月29日（金）

訪問先：福島市、福島イノベーション・コースト構想

推進地区（浜通り）

参加者：（研修会）41名（推進会議）106名
相馬LNG基地にて

第8回地域プロジェクト推進会議

AES主催
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⑥齊藤和哉 いわき市産業振興部産業創出課長「風力

をシンボルとした産業・教育・交流都市圏の形成に向

けて」いわきから阿武隈山地に広がる300余基の風力

発電事業を2014年設立の「いわき風力産業推進協議

会」が核となりオープンイノベーション、人材育成、

新技術開発を官民一体となって進める。

最後に全体のまとめとして、藤田壮AESセンター特任

教授の司会で、古谷博秀研究センター長と柏木孝夫AES

センター長にご登壇いただき解説と質疑応答が行われ

全体の幕を閉じた。

基調講演では柏木孝夫AESセンター長が、第5次エネル

ギー基本計画の骨子を解説した。計画の行間を読み込むこ

とが大事であり、再生可能エネルギーが経済的に自立しな

い限り、既存の原子力に頼らざるを得ないことを示してい

るとした。続いて参議院議員も務める小鑓隆史特任教授

が、現政権の状況について、再エネへの関心が党内でも高

まっており、政治動向にも影響される主要テーマになるだ

ろうと語った。

特別講演では総務省の佐藤茂課長補佐が、分散型エネル

ギーインフラプロジェクトの現況を紹介した。マスタープ

ランは平成26年度募集から年々応募が減少している現状

があり、プロジェクトは「突出したリーダーがいなければ

成功事例は出ない」とした。次に㈱イノベーション推進セ

ンターの志賀光洋プリンシパルリサーチエンジニアは、地

方都市の公共サービスに必要な取り組みとして、財政的担

保や合意形成等の必要項目を挙げ、その具体的事例として

浜松版シュタットベルケへの取組を紹介した。

また、研究報告として小田拓也特任教授が、平成30年

度のエネルギー・資源学会論文賞を受賞した論文「太陽光

発電の普及に併せた調整力(再エネ、蓄電池等)の確保」を

説明した。事務局連絡では、2018年度の新規会員企業(中

部電力㈱、東京電力エナジーパートナー㈱、三井不動産

㈱、㈱ユニ・ロット)の紹介と、今後のAESスケジュール

説明が行われた。

休憩後は第9回地域プロジェクト推進会議に移行し、自

治体関連プレゼンテーションが3件行われた。

① 横浜市の岡崎修司課長は、横浜スマートシティプロ

ジェクト(YSCP)の次段階として、VPP構築や庁舎整備

事業等を紹介した。

② 浜松市の藤野仁参与は同市のスマートシティ実現に向

けた協議会の設置や㈱浜松新電力の設立等の取り組み

や、地産地消エネルギーシステムの推進について語っ

た。

③ アクセンチュア㈱の中村彰二朗センター長は、会津若

松市を舞台に、エネルギー、観光、医療等の領域を横

断した、ビッグデータに基づいたまちづくりについて

講演した。市民とのコミュニケーションをデジタル化

することで、地方創生事業を推進するとしている。

その後、AESセンターの特任教授や新会員企業より、コ

メントや質問が寄せられた。新会員企業は自社紹介のほ

か、AESとの関わり方等について話した。各省庁(関東経

済産業局、環境省)からもコメントをいただいた後、柏木

センター長が地方創生に向けた変革を数点取り上げ(エネ

ルギー改革、エネルギーインフラや公共事業の変化等)、

それを踏まえたAESの役割にも言及し、閉会の挨拶に代え

た。

第43回研究推進委員会

日時：2018年9月3日（月）

場所：東京工業大学蔵前会館くらまえホール

参加：116名

柏木孝夫氏 小鑓隆史氏 佐藤茂氏

基調講演

志賀光洋氏

小田拓也氏 岡崎修司氏 藤野仁氏 中村彰二朗氏
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現在、横浜市の人口は約370万人であり日本最大の市と

なっているが、近年では東京のベットタウンとなってい

る。高度成長期に人口が集中し無秩序なスプロール化、さ

らには住環境の急速な悪化が顕在化し、このころから住宅

整備と都市再開発が重点施策となっていた。これまで都市

づくりの６大事業を実施し、土地利用のコントロールを

行ってきている。特に、MM21地区では、工場跡地と旧国

鉄操車場跡地を新たな住居と商業施設に再生させた。

これまで都市づくりの６大事業を実施し、土地利用のコ

ントロールを行ってきている。①都心部強化事業～これは

MM21地区、横浜駅周辺地区、関内地区を再開発すると同

時に各地区をつなぎ都心機能の強化を図るものである。②

高速道路整備、③港北ニュータウン建設整備～市街地調整

区域にあった地区を緑地、住、オフィス、商業という複合

開発を行政主導で実施した地区である。④ベイブリッジ～

インナーハーバー構想の中心として整備された。⑤金沢地

先埋立事業～都心部にあった工場の移転先として整備した

が、グルーンベルトを挟んで工業団地と住宅を分離してい

る。⑥鉄道建設～東京へ直行可能な鉄道の再整備を実施し

ている。

都市づくりは人口増加との闘いであったが、2020年を

ピークに人口減少へと向かうことになるため、スマート化

等を中心とした施策を実施し、選ばれる地区を再構築して

いく必要があると感じている。現在進行中なのが、「綱島

サスティナブル・スマートタウン地区」で、工場地区の土

地利用転換によって産業機能とあわせ良好な居住機能や生

活支援機能を誘導し、最先端な環境配慮の取組により、環

境未来都市・横浜にふさわしい市街地の形成を図ることと

している。具体的な目標としては、CO２排出量40％削

減、生活用水使用量30％削減、新エネルギー等利用率を

30％以上とすることになっている。

加えて「横浜市緑区十日市場町周辺地域」では、私有地

を活用した公民連携による郊外型住宅再生モデルとして、

「ネガワットビジネス」への参入を狙ったハード・ソフト

両面のシステム構築を進めている。さらに、関内の再活性

化やリニアと関連した新横浜地区の再開発などの事業が計

画中である。ぜひ、公民連携のアイデアがあるならば、横

浜市に提案をいただきたいと考えている。AES会員企業に

はぜひよろしくお願いしたい。

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10回GHECワークショップを

開催した。今回は、「水素エネルギー導入に関する国際動

向」をテーマとし、①西オーストラリア大学 Dongke

Zhang教授 「Renewable H2 for Export ‒ an Australian

initiative」 ②みずほ情報総研（株） 米田 雅一氏「CO2フ

リー水素の製造・利用に関する欧米の取り組みの状況」の

2件の講演が行われた。ワークショップ後半では、本学の

平井秀一郎教授、伊原学教授及び山田明教授によって環境

エネルギーイノベーション棟（EEI棟）における研究が紹

介され、その後EEI棟の見学ツアーが行われた。参加者は

棟内の各研究室などを見学し、最先端の環境エネルギー技

術の研究や、エネルギーマネージメントシステムについて

の説明に熱心に耳を傾けていた。また、ワークショップ後

の意見交換会でも活発な議論が行われた。

共催・協力・後援等

第10回GHECワークショップ

日時：2018年7月10日（火）

場所：東京工業大学北3号館（環境エネルギーイノベー

ション棟）1階多目的ホール

参加：約80名

イブニングセミナー

第39回イブニングセミナー
日時：2018年7月25日（水）

場所：東京工業大学石川台6号館

講師：横浜市建築局企画部都市計画課長大友直樹氏

課題：「横浜市の今後の都市づくりとエネルギーシステム

～まちづくり事業とエネルギー事業の一体化～」

参加：25名
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AES参加企業・自治体
共同研究講座設置企業
(株)ＮＴＴファシリティーズ
ＪＸＴＧエネルギー(株)
東京ガス(株)
(株)東芝
(株)日立製作所
三菱商事(株)

研究推進委員会参加企業
(株)IHI
(株)アイ・ディー・エー
(株)イワテック
英弘精機(株)
大阪ガス(株)
(株)大林組
鹿島建設(株)
川崎重工業(株)
(株)協和エクシオ
京葉瓦斯(株)
(株)神戸製鋼所
西部瓦斯(株)
三機工業(株)
(株)ＧＳユアサ
JFEエンジニアリング(株)

(株)日建設計
日本環境技研(株)
(株)日本設計
(株)日本総合研究所
日本電技(株)
バイオマスエナジー(株)
日比谷総合設備(株)
北海道ガス(株)
本田技研工業(株)

参加自治体
岩手県八幡平市
大分県豊後大野市
岡山県津山市※

沖縄県久米島町
静岡県
静岡県浜松市
静岡県富士市
長崎県

長崎県対馬市
奈良県生駒市※

兵庫県
福島県いわき市※

北海道石狩市
三重県南伊勢町
山梨県

静岡ガス(株)
清水建設(株)
住友電気工業(株)
大成建設(株)
大和ハウス工業(株)
(株)竹中工務店
中部ガス(株)
中部電力(株)※

テス･エンジニアリング(株)
東急建設(株)
東京ガスエンジニアリングソリューションズ(株)
東京電力エナジーパートナー(株) ※

東芝三菱電機産業システム(株)
東邦ガス(株)
(株)巴商会

前田建設工業(株)
三浦工業(株)
三井不動産(株)※

三菱電機(株)
矢崎エナジーシステム(株)
ヤンマーエネルギーシステム(株)
(株)ユニ・ロット※

横河電機(株)

※2018年度参加
（2018年9月末現在）

◆参加報告

世田谷区環境政策部主催の本会議は、エネルギーの地

産地消と自然エネルギー活用による自治体間連携の強化

をめざし平成27年度より進めている。

保坂区長より挨拶のあと、世田谷区と連携を進める弘

前市（都市・地方連携型モデルによる世田谷区へ売

電）、群馬県川場村（新電力会社から世田谷区へ売

電）、長野県（水力電力を世田谷区42保育園へ売電）よ

りの各報告ならびに環境省事業による八幡平市（地熱発

電余剰電力の世田谷区との電力融通を検討）、十日町市

（バイオマス中心に2025年30%を再生可能エネルギー）

および原発の永久停止を決議した牧之原市（日本一の日

照環境、県下一の風況を活かしたエネルギー政策）より

取り組み紹介があった。

環境省による講評は「世田谷区の例は、ふるさと納税

の電気供給版で都市と地方が連携を築くヒントとなる」

と締めくくられ、東京大学大学院横山教授による講演で

は電力システム改革が報告され閉会した。

この会議は水素利活用を通じた市内産業の振興を目的

に、郡山市が昨年11月に準備会を開催するなど調整を進

めてきたもの。ＡＥＳセンターに講演依頼があり、小田

が参加した。

品川萬里郡山市長の挨拶の後、会長に産業技術総合研

究所所の古谷博秀氏が選出された。続けて4件の事例紹介

があり、東京都交通局自動車部車両課の高見澤利幸氏か

ら燃料電池バス、AESの小田から東京工業大学の事例紹

介、東京電機大学の小林大祐氏から燃料電池、アポロガ

ス今泉一徳氏から水素スタンドに関する講演があった。

続いて意見交換では、今後の活動方針や、実業における

課題などが話し合われた。研究会終了後の懇親会でも活

発な議論が続いた。尚、郡山市には、AESが本年6月29日

に開催した第8回地域プロジェクト推進会議で講演いただ

いた。今後も連携を強めていきたい。

世田谷区「自然エネルギー活用による
自治体間ネットワーク会議」

日時：2018年7月31日（火）14：30～17：00

場所：世田谷区文化生活情報センター5階

参加：自治体を中心に約50名

第１回郡山市水素利活用推進研究会

日時：2018年8月3日（金）

場所：郡山市総合福祉センター

参加：約60名
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先進エネルギー国際研究センター
Advanced Energy Systems for Sustainability

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

し、関係各位との連携を深めるために、年4回発行しております。AES

センターの行事などの最新情報（Topics）をメールでお届けします。

ご希望の方は、ホームページよりご登録ください。

◆2018年度の活動

月 10 11 12 1 2 3

シンポジウム 30日

研究推進委員会※ 15日

地域プロジェクト推進会議※ 15日

研修会※ 15日

イブニングセミナー※ 随時開催

スケジュール

※：会員限定 ●：計画中

 10月5日（金）に、第40回・第41回イブニングセミ

ナーを合同開催いたします。前半では、デンマーク

工科大学のPeter Bach Andersen氏をお招きし、

「EU・デンマークの再生可能エネルギーの現状・将

来動向とEVによるアンシラリーサービスの実証」と

題して、お話し頂く予定です。また、後半では、野

村総合研究所の松本哲氏に「EV化に伴う自動車産業

の構造変化とスマートコミュニティ」と題して、お

話し頂く予定です。（会員限定）

 10月30日（火）に、第11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15日（木）に、田町駅東口北地区Ⅱ街区研修会

を開催します。詳細は後日お知らせいたします。

（会員限定）

 11月27日（火）に、第42回イブニングセミナーを開

催します。「産業技術総合研究所が目指す産官学連

携」（仮）と題して、国立研究開発法人 産業技術総

合研究所東北センターの渡邉純一氏にお話し頂く予

定です。（会員限定）

開催予定

5日 27日 12日


