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今年は戦後70年という節目に当たる。自分は戦中生まれで，最初のB29

東京空襲があった1944年11月24日には，標的であった武蔵野市の中島飛行

機工場爆撃の際に，西荻窪の自宅辺りにも1トン爆弾が流れてきて，自分た

ちが脱出したばかりの防空壕爆発。翌年3月の東京大空襲では，大森の親戚

に身を寄せていたが，雨あられのように降ってくる焼夷弾の中を逃げ回っ

た。この2度の空襲で我が人生終わりの確率の方が高かったと思う。異常な

幼児体験は生涯記憶となった。小学校時代には中島飛行機病院跡地の都営

住宅に転居。晩年の現在の住居や池上線通勤も被災した両地にかなり近い。

大学は自分の好みで電気工学を熱望し，昔の電気試験所に就職。直流送

電工学の道に入った。ノウハウの塊であった高電圧水銀整流器から理詰め

の半導体サイリスタバルブへの転換期に当たった。100kV500A級のバルブ

を最新の半導体レーザーパルス光でドライブする世界初方式を開発（ＡＥ

Ｓで前に六カ所村などを見学訪問した際立ち寄った，上北ＨＶＤＣ変換装

置のプロトタイプに当たる）。ところが右欄にも記したように，自分の研

究分野を10年足らずで，直流送電から太陽光発電システムに大転換するこ

とになった。1973年秋の「第一次石油危機」勃発に応じて「サンシャイン

計画」が設定され，研究室長からの強い要請もあって，深く考える間もな

く転向。最初の山との出会いであった。同計画は2000年までの25年超基本

計画であったため，その本質的意味を考えながら次第に深入りしていった。

2回目の大きな山は1977年で，旧通産省工業技術院のサンシャイン計画

推進本部に出向することになった。原籍研究室の「太陽熱発電」もタッチ

しながら，「太陽光発電システム研究」の設定を任された。当時は小さな

脇役の「太陽電池研究」しかなく，利用面が未定義であった。米国などで

は，非電化地域の独立型システムが中心であった。日本はどこへ行っても

電気がある国である。大きな「パワエレ（直流送電）」専門家の自分は，

発想を変えて，配電線を通して全ての住宅屋根をターゲットとした。住宅

屋根利用は土地代が不要という点にも注目。当時の太陽電池の実力でも，

平均的な住宅の屋根には3kW程度が載り，年間3分の2位の家庭電気を供給

できることが想定できた。系統連系を大前提とし，順潮・逆潮流も許すシナリオ，

プロフィール
黒川 浩助（くろかわ・こうすけ）

博士（工学）

東京農工大学 名誉教授

福島大学 客員教授

再生可能エネルギー協議会 代表

1965年早稲田大学第一理工学部電気工

学科卒後工業技術院電気試験所入所、

超高圧直流送電研究に従事。1974年サ

ンシャイン計画太陽エネルギーの研究

参加。1993年早稲田大学より工学博士

授与。電子技術総合研究所エネルギー

情報技術研究室長を経て、1996年東京

農工大学工学部教授。約70名の修士と

8名の博士を育てた。2008年よりAES

センター特任教授。2007年再生可能エ

ネルギー協議会設立・代表。

多面的に拡大していく太陽光発電産業
バリューチェーン
東京工業大学特任教授

黒川浩助



AES News No.3 Autumn, 2015

パワエレも動員し変動を系統全体で均して利用。スマー

トグリッドの基本発想，電気技術論的には絶対の自信が

あった。このスケッチのおかげで，新規要求が通った。

しかし周囲は，この提案を電力会社は取り合わないと

見ていたが，電力中央研究所を大先輩の故・中村宏理事

の尽力でクリア。その後は同研究所武田行弘博士（本来

は通信専門）の強力な指導力の賜があった。一連の研究

で関西電力六甲アイランド100軒住宅試験設備の結果が

技術的決め手となる。1994年から住宅連系システム補助

金開始，日本の太陽光発電産業が離陸。初期に，米国で

「住宅連系計画」をナンセンスだと笑われたが，その後

再会した相手は「おまえの計画は大したもんだ！」。

1980年10月に新生NEDOに出向，系統連系計画の拡充

を先ず担当。併せて，新予算が用意されていたが空白状

態の太陽電池生産技術研究計画を再構成した。シリコン

原料から太陽電池モジュールまで全部で7工程の年産

500kW/年自動化ライン構想の実施設計を実施。一気通

貫操業実験のため，直並列に組み合わされる各工程の入

り口・出口の製品仕様境界条件を調整。製品の性能・形

態の整合性をとるのは並大抵ではなかった。あちこちの

“いざこざ”を説得しながら3ヶ月ほどで各工程インター

フェース基本設計ができた。最終年度の実証運転では，

実際の歩留まりを含む貴重なデータを取得。日本が一時

期「世界トップ」になった技術的な側面である。

ここで紙数は尽きたが，本来一番書きたかったことは

本投稿タイトル「多面的に拡大していく太陽光発電産業

バリューチェーン」と図を先に用意して書き始めたが，

結果的にその内容より，まず，「明確なイメージ」を持

つことが最も大切という点に集中した。過去のいくつか

の体験を通して，手書きで描いた仕上がり・絵姿によ

り，大きな理想を実現できたと実感している。下図は，

今の時点で自分が実現したいと思っているものをちりば

めながら，心を込めて作成した。太陽光発電や他の再生

可能エネルギーとの地域的・有機的な融合システムの絵

姿を下記の流れ図に託すこととする。

3

多面的に拡大していく太陽光発電関連産業バリューチェーン

（これからは地域再エネの中心メンバーへ！）
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第34回研究推進委員会

日時：2015年7月16日（木）
場所：大岡山キャンパス西8号館10階大会議室
参加：約100名

はじめにAES事務局から、2015年度の新規会員企業と

して㈱大林組、大和ハウス工業㈱、テス・エンジニアリ

ング㈱、前田建設工業㈱、横河ソリューションサービス

㈱の紹介をした。

特別講演では、経済産業省資源エネルギー庁の稲邑拓
馬室長がエネルギーミックスの検討状況について講演。
政策目標に向けてコスト算定、振興策や規制等も並行し

て進めていることを紹介した。

時事講演で柏木孝夫AESセンター長は、ドイツのシュ
タットベルケ視察について報告した。大手電力会社が送

電を持ちシュタットベルケは配電を持つ発送電分離の仕

組みが長く生き残っている理由とし、日本版は民間とも

連携した一体化のまちづくりを狙うべきとした。続いて

金谷特任教授は「地域課題の解決がエネルギービジネス

とセットになるエネルギーイノベーションが重要であ

る」とコメントした。

休憩後、中之条電力の山本政雄理事より、日本初の自
治体主導新電力について講演いただいた。現在、3カ所

の太陽光発電所（5MW）から公共施設に電力供給してい

るという。

また講演会では、三菱商事共同研究部門の森原淳特任
教授が、3年目を迎えた対馬プロジェクトの進捗状況を
説明した。また、JST CRESTの研究総括である東工大大
学院理工学研究科の藤田政之教授は、JST CRESTと、採
択された研究領域「分散協調型EMS構築」について説明

した。生産、流通、消費をネットワーク化した上でエネ

ルギー需給を総合的に管理・制御した「超スマートEMS

構築」を目指すとしている。

最後に、AESの白井正明特任教授が連絡事項1点と、今

後の活動計画を連絡した。

第20回イブニングセミナー
日時：2015年7月29日（水）
場所：大岡山キャンパス石川台6号館
講師：㈱東芝 社会システム社鉄道・自動車システム部

技監 尾﨑信之氏
議題：「ITSの過去・現在・未来～地域創生に資する交通

システム×エネルギーシステム=『新』ITS～」
参加：20名

ITS（Intelligent Transport Systems：高度道路交通シ

ステム）について、NPO法人のITS Japan国際委員会委員

長である同氏が、実用化から普及に向けた動向を紹介し

た。安全性が高く効率的で、渋滞も削減されるシステム

づくりを目指し、カーナビや公共交通、歩行者支援等、

多方面のシステムの開発を進めているという。また、道

路ビッグデータについて収集・活用も行っている。

またITSで実現するスマートコミュニティに向け、観光

都市における公共利用や公共交通でのPMV（Personal

Mobility Vehicle）活用、インフラ（充電）サービスの検

討等、さまざまな先進地域の視察や自治体とのヒアリン

グ事例を紹介した。今後は国家目標でもある交通事故低

減（年間2500人以下）、自動走行システムの普及に始ま

り、2020年東京オリンピック・パラリンピックを目途に

次世代公共交通システムの実用化を目指すという。

災害対策に結びつけたシステム開発に関する質問に

は、いくつかの自治体カーナビやワンセグ等で予知情報

を提供する実証を国内で行っていると回答。他にも多数

の質問が出た。

開催報告

AES主催
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第21回イブニングセミナー
日時：2015年9月2日（水）
場所：大岡山キャンパス石川台6号館
講師：浜松市産業部エネルギー政策課課長補佐 江馬正信氏

浜松市都市整備部土地政策課課長補佐 鈴木浩治氏
議題：「浜松市スマートシティ推進事業について～浜松

版スマートシティ実現を目指して～」
参加：30名

浜松市では2013年3月、スマートシティ浜松の実現を

目標に掲げた「浜松市エネルギービジョン」を策定し

た。日照時間日本一という同市の特性を活かし、太陽光

を中心とした再生可能エネルギーの導入に注力してお

り、2030年度に電力自給率20.3%、総電力使用量10％削

減（2010年比）を目標に掲げている。具体的な取り組み

として、今秋に民間企業と連携した新電力会社の設立等

を挙げた。主に再生可能エネルギー電源から電力を調達

し、周辺の公共施設や市民、事業者等に供給するという。

現在、目標達成に向けスマートシティ推進協議会を立

ち上げ、会員企業を募っている。官民が連携し、プロ

ジェクトの創生・検討等を進める体制を整える意向だ。

このほか、同市が進める予定の実証フィールド数件が紹

介された。

市民に対する取り組みをどう周知するかという質問に

対し、まず産業向けを中心に取り組むことで雇用を確保

し、間接的に市民生活の質の向上やメリットをもたらす

と回答。多様な産業やフィールドが数多く存在するた

め、集中した投資ができないことが難点という。

第２回AESセミナー
日時：2015年９月１０日（木）
場所：大岡山キャンパス蔵前会館ロイアルブルーホール
参加：約70名

はじめに、AESの小田拓也特任教授がAESセンターの活

動報告と今後のイベントについて案内した。また、本日

のセミナーの狙いを説明した後、座長･司会進行の小鑓隆

史特任教授にマイクを渡した。

5

中上英俊AESセンター特任教授は、欧米の省エネ政策
事例を紹介。消費者の行動を変えることで、欧州ではエ

ネルギー消費を最大20％、米国では16～20％の省エネ

削減ポテンシャルを試算している。日本は省エネ意識も

技術も高いが、中小業務部門や家庭部門の省エネにはま

だ余地があると指摘。そうした消費者へのきめ細かいエ

ネルギーサービスが、新しいビジネスチャンスをもたら

すとした。2016年度のエネルギー分野の概算要求では、

省エネ関連に重点を置く（15年度1277億円→16年度

2429億円）という。

続いて寺井清寿特任教授（東芝共同研究部門）は、東
芝のスマートコミュニティに向けた取り組み事例（横浜

市、宮古島、川崎駅前、仏リヨン市等）を紹介。同社で

は水素社会構築も視野に入れ、電気･温水･水素のEMSと

して機能する水素エネルギー供給システム「H₂One」

を、燃料電池や太陽光発電と組み合わせ、府中工場で実

証しているという。

また急遽、（一社）SSCA2.0の長廣剛代表理事が、熱

導管のネットワークで熱をパケット搬送する「サーマル

グリッドシステム」を導入した事業モデルを紹介した。

最後に柏木孝夫センター長は、日本版シュタットベル
ケに向けたスマート＆ネットワークの展開について講演

した。某地域のエネルギー試算額を提示した上で、設備

投資に熱導管を導入し公共施設等に融通することで住民

や事業者が集まり、資金の地域循環が実現するという。

導入資金は国や地銀からの借り入れがあれば託送料で回

収できるとし、民間の投資を喚起するような自治体の意

識改革を強調した。
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ENEOS共同研究部門の活動紹介

３．ENEOS共同研究部門での研究開発
ENEOS共同部門では東京工業大学内の研究室と協力し

て、未利用水素や再生可能エネルギーといった様々な水

素源を活用するための研究開発を実施しています。テー

マの一つである、製油所の未利用水素では、水素含有率

の低く軽質炭化水素や硫黄分も含まれる製油所オフガス

中の水素を用い有機ハイドライドを製造するための触媒

開発を実施しています。ENEOS共同研究部門では水素製

造、貯蔵、輸送に至る水素サプライチェーン全体の構築

に資する研究開発を実施していきます。

エネルギーセキュリティー確保と低炭素社会構築のた

めに水素エネルギーの活用が期待されており、官民挙げ

ての水素インフラ構築への取り組みが進められていま

す。JX日鉱日石エネルギー（以下、JXE）では水素社会

の実現に向けた様々な取り組みを行っており、水素エネ

ルギー活用に関する研究の一部をＥＮＥＯＳ共同研究部

門で実施しております。今回はＪＸＥにおける水素イン

フラ構築への取組状況およびＥＮＥＯＳ共同研究部門に

おける研究活動の一端をご紹介いたします。

１．JXEにおける水素社会の実現に向けた取り組み
現在、燃料電池自動車普及に向け官民挙げて水素イン

フラ構築への取り組みが進められています。政府は

2014年4月に発表した「エネルギー基本計画」の中で、

水素を将来の二次エネルギーの中核として位置づけまし

た。ＪＸＥでは水素インフラ構築を進めており、現時点

で首都圏、中京圏の1都4県に12箇所の水素ステーショ

ンをオープンし、2015年度末までに合計40箇所程度の

ステーションを準備中です。

２．有機ハイドライドを利用した高効率な水素輸送技術
の開発
水素は常温常圧では体積当たりのエネルギー密度が低

いため、水素の製造場所から消費地まで、高効率かつ経

済的に水素を輸送することが重要となります。現在、高

圧水素輸送、液化水素輸送技術が実用化されています

が、ＪＸＥでは常温常圧で液体による高効率な輸送がで

きる有機ハイドライドの技術開発を進めています。

有機ハイドライド法は、トルエンに水素を化学的に固

定化したメチルシクロヘキサンを水素ステーションに運

び、ステーションで水素を取り出し供給するシステムで

す。水素を取り出した後のトルエンは、水素製造場所に

輸送され、再び水素化反応に利用されます（図1）。水

素化反応に用いる水素は様々なエネルギー源からつくり

出すことが可能で、将来は再生可能エネルギーを活用し

た水素を利用することで、低炭素社会を構築できると考

えています。

トルエン、メチルシクロヘキサンはガソリンに含まれ

る成分であり、既存のタンカー、ローリー等のインフラ

設備の利用が可能です。表１に示す通り、この方式では

1回の水素輸送量が、高圧水素輸送方式に比べ約2.5倍大

きく、水素の遠距離輸送に適した方式です。

低炭素社会を構築するための水素エネルギー活用に向けた取り組み
斎藤健一郎（特任教授）、中村勉（特任教授）、
小田拓也（特任教授）、三谷崇（特任助教）

燃料種 輸送手段 搭載水素容量 充填可能な車両数

ガソリン タンクローリー （ガソリン30kL） ガソリン車 約500台分

水素
高圧方式（45MPa） 高圧トレーラー 6kNm3 FCV車＊ 約120台分

有機ハイドライド方式 タンクローリー 15kNm3 FCV車＊ 約300台分

有機ハイドライドを活用した水素サプライチェーン

＊前提：燃料電池自動車水素充填量 50Nm3/台と仮定

各種輸送方式によるエネルギー輸送量の比較
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NTTファシリティーズ共同研究部門の活動紹介

東日本大震災以降、エネルギー安定供給への関心が高

まり、再生可能エネルギーや分散型電源を積極的に活用

するスマートコミュニティが注目を集めています。国内

各地でさまざまな実証実験が行われており、いよいよ実

ビジネスに移行しようとしています。本稿ではNTTファ

シリティーズ共同研究部門が実施しているスマートコ

ミュニティ実現に向けた取組み事例の調査研究の一例を

紹介します。

■スマートコミュニティを実現する技術開発
スマートコミュニティを実現するエネルギーマネジメ

ント技術としては、ビルごとに独立したエネルギーマネ

ジメントを行なうBEMSからクラウドを活用して複数のビ

ルを群管理するシステムへと発展し、さらに最近では地

域内の再生可能エネルギーとコージェネや蓄電池などの

分散型電源の情報まで管理し、地域全体でエネルギーの

供給と需要を最適化することができるCEMSが注目されて

います。

CEMSは右図に示すように、地域内の需給管理を行う地

域新電力機能と、需要家の電力設備や空調・照明を監

視・制御するエネルギーマネジメント機能を有してお

り、電力供給と省エネサービスを同時に提供できること

が特長となっています。

■北上市あじさい型スマートコミュニティの取組み
CEMSを活用した事例として、経済産業省のスマートコ

ミュニティ導入促進事業を活用した「北上市あじさい型

スマートコミュニティ」が挙げられます。地域で作られ

た再生可能エネルギーの電力を買電し、北上市の公共施

設などに売電する地域新電力会社「北上新電力」を設立

し、4月から事業が開始されています。本事業でCEMSは

発電量と需要量の予測、需給管理計画の作成及び系統運

用者である一般電気事業者への提出などの運営業務を

担っています。

また、北上市のあじさい型スマートコミュニティで

は、図に示すように、市庁舎、学校や地区交流センター

など計25箇所の公共施設や地域内の電源設備が、情報通

信ネットワークでCEMSに接続されています。具体的な

サービスとしては、全施設の需要量や再生可能エネル

ギーの発電量の電力見える化、さらに、電源設備を遠隔

で制御する省エネ・節電サービスを提供しています。ま

た、防災拠点の電源確保を目的に、地区交流センターに

「複合型再生可能エネルギーシステム」が設置されてい

ます。このシステムは、商用電源、太陽光発電と蓄電池

で構成されており、平常時は、蓄電池への充電が自動的

に行なわれ、非常時は、蓄電池から負荷へ無瞬断で切り

替え給電する機能を有しています。これをCEMSから遠隔

制御し、電力需要がピークに達する時間帯には、蓄電池

を放電させ、契約電力量を超えないように制御すること

も可能となっています。その他にも、EV充電スタンドが

接続されており、EVの蓄電池を遠隔で充放電することが

可能です。

この北上新電力のモデルは、電力の地産地消を実現

し、地域内で資金を循環させて地域活性化に貢献できる

モデルとしても期待されます。

■NTTファシリティーズ共同研究部門での研究開発
本稿で紹介した「北上市あじさい型スマートコミュニ

ティ」以外にも各地でCEMSを活用したスマートコミュニ

ティが構築され始めています。今後、CEMSには発電/需

要データのデータマネジメント技術やIoT技術が導入され

るものと思われます。また、ビジネス面では、低炭素で

強靭なコンパクトシティの実現に向け、様々なアイデア

が創出されます。引き続き、CEMSを活用したスマートコ

ミュニティ事例を調査していきたいと考えています。

地産地消型のスマートコミュニティを支える
最新のエネルギーマネジメント技術

横山健児（特任教授）、正代尊久（特任教授）

あじさい型スマートコミュニティのCEMS
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発行日 2015年10月1日（10月27日一部修正）

新共同研究部門の設置

開催予定
月 10 11 12 1 2 3

シンポジウム 9日

研究推進委員会 10日

AESセミナー 25日

研修会 26～
27日

イブニングセミナー 20日 ● ●

●：計画中

株式会社日立製作所は，再生可能エネルギーを含む複

数エネルギーの統合制御に関する研究を行うため，AESセ

ンターに「日立/エネルギー統合制御システム共同研究部

門」を設置（10月1日）しました。研究概要などは，追っ

てご紹介いたします。これによりAESセンターの共同研究

部門は計6部門となりました。

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。

 11月9日（月）午後に、大岡山キャンパスくらまえ

ホールにてAES第8回シンポジウム「オープンイノ

ベーションが牽引する分散型エネルギーインフラと地

域活性化」を開催します。詳細は近く、皆様にご案内

いたします。すべての方がご参加いただけます。多く

のご参加をお待ちしております。

 11月26日（木）～27日（金）に、「関西地区エネル

ギー先端研修会」（㈱リチウムエナジージャパン栗東

工場、岩谷産業㈱中央研究所、大和ハウス工業㈱総合

技術研究所）を開催します。

 10月20日（火）にイブニングセミナー（第22回）を

開催します。再生可能エネルギーの電力システム制御

をテーマに、東京農工大学・池上貴志准教授のご講演

を予定しています。

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
Advanced Energy Systems for Sustainability

第8回AESシンポジウム告知

日時：2015年11月9日（月）
場所：東工大大岡山キャンパスくらまえホール
申込：AESセンターホームページ http://aes.ssr.titech.ac.jp


